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【ECOSET'95】 ミティゲーション特別セッション-4

日本の河川の再自然化に向けて

行*信井玉

Toward Renaturalization of Rivers in ]apan 
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Abstract 

Characteristic relationship between riv巴rsand safety in ]apan is summarized at first to understand the back 

ground of river improvem巴ntworks. Typical examples of existing facilities for the manag.巴m巴ntof rivers are 

described with short history. Th巴nsocial conc巴rnwith environmental aspects related with rivers is described. 

It is shown that巴cologicalaspect becomes most important factor after the concept of“sustainabl巴 d巴velopment"

and “diversity of species". Exampl巴sto enhance natural features in recent river. works are studied and design 

principles for nature oriented river works are obtain巴d.
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Fig. 1 Ratio of flood damage to gross national 

product(Yamamoto，19 

Fig.1は実際に洪水による被害がどのぐらいあるのか

を示しております。大きな洪水が発生した際は，その

被害額は GNPの10%あたりとなっており，それだけ被

害が大きいということです。アメリカの場合で申します

と， 1993年にミシシッピの大洪水がありましたが，その

ときの被害は GNPの0.5%未満であったと聞いておりま

すので，いかにこれが大きいかがご理解いただけると思

います。

通常の河川改修工事では，コンクリート護岸の形式を

設定し，表面を穏やかにするようにしています。この写

真のような典型的な例では均一で単調な河川!となってお

り棲息地として不適当な状態となっています。

この機会を利用いたしまして，日木の河川における，

生物の棲息域の復元にどのようなことをしているのかと

いうことをご紹介したいと思っております。具体的な例

をいくつか挙げながらご紹介し，最後のほうでまとめと

して，設計上の哲学的な，また行動計画といったような

ものをご紹介したいと思っております。

外国の方がたにとっては日本語で書かれているので申

し訳ないのですが，ここでお話をしたかったのは 2年

前に私は水野先生，そして中村俊之先生と共に編集，出

版した本からのものです。ここでは私どもがいかに生態

環境，特に河川|の生態環境の修復に関心をもっているの

かということをご理解いただけるのではないかと思いま

す。

はじめに

河川管理のための施設と構造物

私の資料のほうでは，最初に日本の河川の特徴につい

てご紹介しております。特に沖積平野ということでお話

を申しあげております。東京周辺では高潮時と平常時で

5 -10メートルぐらいの差があります。大洪水が発生す

ると，沖積平野では被害が大きくなってしまうことがご

理解いただけると思います。

2. 

環境への関心の高まりと生態環境技術

次に，水量についてお話をしたいと思います。これは

流量ということで資料に書いてありますが，これはダム

の上から見た状況です。発電所が夕、ムの下流のほうにあ

りますが，ここには水がまったくないのです。大きな洪

3. 1995年11月1日発表， 1996年 4月5日受付
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水でも起きない限り水はこないわけです。最近，発電所

で水利権の更新がありまして，建設省はこのままでは生

態系が大きな被害を受けるということで，もう少し棲息

地を修復するために，一部の水の放出をする合意がなさ

れました。発電所は最小渇水量の 3分の lないしは半分

の量の放水をするということになりました。この過程で

建設省と関係者，発電所との間で，かなり厳しいやりと

りがあったようです。

次に，水質関連でお話をしたいと思います。当然のこ

とながら，棲息地を修復するのに水質を良くすることが

必要になります。河川の高水敷に礁を詰めたタンクを作

り，支;11からの流入水をここに導き，水質を改善しよう

としております。

次に，河川の多様性では，通常河川にはどこでもそう

ですが，浅瀬の部分と深みの部分があります。そして，

その淵と瀬の部分の間隔は，平均値としては川幅の 5倍

ぐらいです。棲息地を修復するためには，淵の部分を深

くしていかなくてはいけません。最近では淵が浅くなっ

てきているという調査結果があります。最も多く見られ

る淵の水深は 3-6メートルになっていますが，もう少

し深い淵ではかなり変わってさており，淵が消失して浅

瀬になっているケースもあります。

さて，エンジニアに対するリクエストですが，いかに

こういった水深を深く保っかということです。ここでは

三つの典型的な状況を示しております。蛇行部の外岸に

深い淵がある蛇行型というもの。次に岩型というのは丸

い形で深い部分が出きております。それから地形変化型

というのがあるのですが，これは急な段差があります。

これは底質が変化することによって段差が生じているの

です。例えば，新たに淵をつくりたいということになっ

た場合には，既存の蛇行を活用することができるわけで

す。そして，次第に淵の深い部分ができてくるというこ

とになります。できるだけ自然、を活用しながら，自然の

条件のもとにつくっていくことが理想です。

次に，魚道に移りたいと思います。回遊魚の場合は，

河川体系のうえで魚道を提供する必要があります。取水

施設では魚道がこれに付設されていますが，実際の状況

はどうかというと，魚にとっては段差が大きくなりすぎ

ているのです。したがって，最近の例ですが，もう少し

いい魚道を提供しようということで，落差は非常に低く

なっています。流水量が少なくても，魚が移動できるよ

う水深は十分確保できるということになります。

またもう一つの魚道の例では，プレファプリケーテ、y

ドと呼んでいるものがあります。これは，ダムの高さが

10メートルぐらいになった場合に，現場に運んで組立て

たものです。

また別の魚道の一例では，魚は川の全幅を使うことが

できます。この場合，表面に巨石が現れております。

Table 1 Response of Japanese fishery coopera-

tives to a questionnaire on stream pools 

in their district (Nakamura et al円 1991)

Question numerals 

How many pools have vanished or 1， 276 

become small in your district? 

How many remain unchanged? 1，015 

What do you think is the cause of 

pool loss or change? 

Straightening 51 

Bank stabilization 304 

Adjacent roadwork 120 

Stream repair after floods 274 

Other river works 117 

Sediment deposition 366 

Down cutting of stream bed 107 

Construction of adjacent weirs 86 

Decreased dischage 226 

Others 142 

次に，琵琶湖の横につくられた産卵場のための人工河

川です。ここでは流れを作るため，水路がぐるっと回っ

ていくという形になります。そして産卵をするようにな

っています。また，特別なブロックを使って，魚のすみ

か，シェルターを形成させている例もあります。

4. 自然型河川の設計原理

続いて私どもの設計上の原理，原則について，もう少

し哲学的な基礎を話したいと思います。棲息地を復元，

あるいは改良するときの哲学です。自然を征服しよう，

コントロールしようといった考えではなくて，自然と共

存，共生するという考えが重要です。

そこで次に出てくる疑問ですが，どのぐらい自然は自

然なのかということなのです。ここでは，一つのベース

ライン，共通の基準についてお話をしたいと思います。

私がここで提案したいのは，ポテンシャルネイチャーと

呼ばれるものです。ポテンシャルネイチャーとは何か

というと，われわれが周辺の条件，例えば気候，土壌，

天気や土地利用などが今，現在の状況とまったく変わら

なかった場合に出現するであろう自然を意味しておりま

す。

さて，このポテンシャルネイチャーと呼ばれるものを

ふまえて，われわれは環境改善のために，どういったプ

ロジェクトができるのかということを考えていきたいの

です。ここに書いであるのが基本的な哲学，コンセプト

でして，私のほうから三つの段階について提言したいと

思っています。まずーっは，これは政策レベルの話です。

この部分は私も他の発表者の方がたと同様の意見で，や

はり一般市民，地元の住民が非常に重要な役割を果たす

と思っております。 2番目の点は，これは行政レベルで

どういったアクションが取れるのか，改善ができるのか
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ということです。誰が技術的な専門領域を担当するのか

ということです。建設省，農水省等，たくさんの技術者

を抱えております。しかし，もっと包括的な意思決定を

するためには，プロジェクトの主任エンジニアが主導権

を握る必要があると思います。 3番目に設計レベルです。

これはデザイン，設計の段階でどうすべきかということ

をいっております。

私の資料では，五つのポイントを挙げています。まず

第 lの点ですが，もっと自然の曲線を使うということで

す。これは特に，河川あるいは水路の形は通常，設計の

段階では台形あるいは長方形などが利用されるわけです

が，自然環境を見ると，そういった整然とした幾何学的

な断面をもっているものはないわけです。それから瀬な

どを見てみると，その深さ，形は，さまざまな方向にう

ねっているわけですから，調査をするにあたって，やは

り二次元的，あるいは三次元的な構造を知る必要がある

と思います。すでに数学的なモデリングという意味では，

二次元，三次元の解析が適用されてきたわけですが，さ

らに新しいテクニックを使って，もっと綿密な分析を実

施する必要があると思います。

2番目の点としては，水辺の植生の重要性です。この

場合もやはり定量的な方法を開発して，水辺の植生の影

響を解析し，評価する，あるいは生物学的な多様性の影

響を評価することが必要だと考えています。

3番目の点、は省略します。

4番目の点は，これは生物相，生物の棲息地に対する

評価テクニックについてです。例えば， IFIM.あるいは

PHABSIMという方法があるわけです。それでも，まだ

まだこういった評価テクニックに改善が必要です。例え

ば，さまざな種，別々の種の聞の相互作用にはどんなも

のがあるのか。あるいは今のところ実例として IFIMが

日本の川に適用された例はないと思いますが，そういっ

たことを進めていく必要性も出てきます。

それから今度は 5番目ですが，これは水質に関するも

のです。多くの水系，特に湖，あるいはダム湖などの停

滞した水系では富栄養化が進んでいます。したがって，

直接浄化のテクニッグがいくつか用いられています。例

えばいくつかの湖におきましては BOD.COD低減努力が

進められているわけです。しかし，そういった浄化テク

ニックは，まだまだ定量的な評価が必要ですし，また，

この汚染物質による負荷の全体量はどういったものかを

見ていく必要があります。

また，このアクションに対する課題の補足として，二

つの点を挙げております。これはどちらかというと概念

的だと思いますが，将来の調査の方向性を提起している

ということでご紹介します。まずーっ目の点ですが，不

確定性ということです。植生の導入，自然のソフトな物

質の導入，あるいは物質の連結方法を，よりゆるくする

というような方法の導入，こういったことによる不確定

性です。自然型の河川事業などでこういったテクニック

が導入されるわけですが，それにより不確定性が上が

ります。したがって不確定要素の評価が必要です。例

えばこういった自然物質の強度はどういったものかを

明確にしていく必要性も出てきます。したがって信頼

性分析が河川計画においても必要になってくると思いま

す。

もう一点お話ししたいことなのですが，これはやはり

自然型の川づくりに必要なもの，メンテナンスというこ

とです。強度の高い物質も活用したいし，そして造成法

も十分強度があるものを適用し，同時に自然、と共存して

いきたいわけです。ですから基本的な設計のレベルでメ

ンテナンスに対する考慮が必要になってきます。

一つの事例では，捨て石でつくられた護岸と，植生の

カバーがあります。影の部分は，上に橋が架かっている

ということなのですが，非常にハードな典型的なこれま

での従来型の護岸があるということで，それが橋も支え

ているということです。橋は重要な構造物ですので，強

度は相当の安全性を確保していかないといけないという

ことです。

また，別の施設ではハードな部分とソフトな自然、の部

分の結合を行っています。水位が大変高いので，ソフト

部分は少し破壊されてしまっています。やはりそれを維

持するためにはメンテナンスが必要です。特に自然型の

川づくりではメンテナンスを設計段階で既に折込んでお

く設計法が不可欠となります。
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