
はじめに

　河川復元（river restoration）は，世界各地で実施され，

その数はますます増加している（Clarke et al. 2003; Kon-

dolf ＆ Michele 1995; Shields et al. 2003a）．新しい科学分

野としても注目されており，雑誌 Scienceは２０００年に発

展が期待される領域のひとつとして河川復元をあげた

（anonymous 1999）.実際，河川復元に関する論文の数は

１９９０年以降急増している（Shields et al. 2003）．

　河川の復元は各国の事情により，さまざまな展開を見

せている．ヨーロッパでは近年頻発する洪水の原因のひ

とつが，効率を求めすぎた河川改修とされており，遊水

地機能を有する氾濫原を川に還す取り組みを進めている

（Nijland 2004）．洪水対策は河川復元と同時に進める，

という考え方がヨーロッパでは一般的になってきた．加

えて，ヨーロッパ（EU諸国）では「水枠組み指令（Water 

Framework Directive）」により２０１５年末までにすべての水

域において「良い生態的状態（good ecological status）」

を実現するために，河川復元を推し進めている（Irvine 

2004）.特に，新しい（あるいは将来の）EU加盟国にお

いても徐々に河川の復元事例が増えている（たとえば

Geres 2004）．アメリカは，エバーグレーズ湿地の復元の

ように単一事業でも１０億ドルといった大規模な河川復

元が目立つが，その他にも，魚類の保全・復元を中心と
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Abstract: In most developed countries, river restoration projects have rapidly increased 
since the 1990s.  In this paper we reviewed river restoration projects around the world 
（with a main focus on European rivers）, and discussed the social backgrounds of projects. 

 Finally, we indicated future research needs for successful restoration.  In Europe, recent 
flood damages and an advanced EU policy have fostered river restoration projects.  In the 
US, diverse river restoration projects have been carried out and an excellent database of res-
toration projects was established.  In Australia, the development of environmental flow guide-
lines was received top-priority.  Based on international experiences of river restoration 
projects, we presented the following fundamental needs for Japanese restoration projects: （i） 
management of sediment and river channel dynamics, （ii） restoration of a dynamic flow 
regime, （iii） implementing scientific monitoring programs and river restoration database, 
（iv） implementing an ecological flood management.
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して，小規模な河川復元が各地で実施されており，これ

までに金額的には１００億ドル以上，件数としては３０，０００

件以上の河川復元が実施され，社会・経済的に無視でき

ない規模の活動となってきた（Malakoff 2004）.その他に

オーストラリアでは，河川水の過剰な取水により河川流

量が減少し，その結果，有毒な藻類が発生したことがき

っかけとなって，流量復元が実施されている（Arthington 

2003）．

　日本の河川復元は，多自然型川づくりの通達（１９９０年）

を機に盛んになっており，１９９７年の「河川環境の整備と

保全」を河川管理の目的とした追加した河川法の改正，

２００３年の自然再生推進法の施行後ますます増加する傾

向にある．多自然型川づくりの実施件数は，２０００年度末

ですでに２０，０００件を越えており，アメリカの次に事業数

が多いと考えられる．

　河川復元の課題は，世界で共通するものが多い．例え

ば，頻発する洪水被害を契機とした氾濫原（floodplain）

の復元，河川のダイナミクスを利用した河原の復元，ダ

ム運用による流況（flow regime）の復元，などである．

しかしながら世界の情報・経験は十分に日本で活用され

ているとは言えない．先行した海外の事例を参考にしな

がら，日本の自然と社会にあった自然復元のあり方を模

索することが重要である（中村２００３）．

　そこで本稿では，最近の海外の河川復元を取り上げる

とともに，関連する研究事例について紹介する．河川復

元は社会システムを含んだプロジェクトである．したが

って，学ぶべきは技術だけでなく，歴史的に形成されて

きた人々の意識やその過程である（山縣１９９９）．そこで，

ここではまず，歴史・文化的背景を理解するために，多

自然型川づくりのルーツとなったドイツ語圏を中心に河

川復元の歴史を展望する．その後，地域ごとの河川復元

および研究事例を概説する．最後に，これら海外の事例

を踏まえた上で河川復元に必要な研究課題と日本の河川

復元の課題について考察する．

　なお，河川復元（river restoration）という用語は本来，

保全（conservation），修復（rehabilitation），創出（creation），

ミティゲーション（mitigation）などと区別して使用すべ

きであるが，本稿では，便宜上，上記の概念も含む広義

な意味として河川復元という言葉を使用し，必要に応じ

て，より適切な用語を使用している．河川復元は，学際

的分野であるため用語の不統一が問題となっているが

（Shields 2003），海外（英語圏）の定義を視野に入れな

がら今後日本でも用語の統一を図ることが重要である．

本稿では，原語による検索の便宜を考慮し，英語および

ドイツ語を適宜挿入した．ドイツ語については語頭に

（独）と記した．その他のものは英語である．

河川復元の歴史的展開―ドイツ語圏を中心に―

　ヨーロッパで近代的な自然保護の幕開けとなったのが，

１９世紀後半，産業革命後のドイツを中心に始まった郷土

保護運動（（独）Heimat Kunst）である（Hermand 1993; 

山縣１９９９）．この運動は，産業革命以降，急激に変化す

る郷土のランドシャフト（（独）Landschaft）（景観，景

相，風景，風土などと訳される）の保全を目的としてお

り，ハビタットや地下水の保全にも言及している点で，

現在の自然保護運動に通じる．ドイツ語圏では，この感

性に訴えるランドシャフトに着目する傾向が現在もあり，

合理性に重点をおいた生態学の視点とはやや異なる．同

様の比較は鬼頭（１９９６）の「保存」派と「保全」派の対

立，鷲谷（２００４）の「悟りの科学」と「極みの科学」な

どにも見られる．郷土保護運動の思想的な背景には，合

理性を強調する啓蒙主義などと対峙するロマン主義や当

時のドイツの大思想家である J.　W.ゲーテの影響が見て

取れる．

　ドイツ語圏における河川復元は，日本の「多自然型川

づくり」のルーツである近自然河川工法（（独）Naturna-

her Wasserbau）にはじまるが，その萌芽はかなり古い．

近自然河川工法の先駆けとなった論文は Seifertによっ

て第二次世界大戦直前の１９３８年に発表されている（Patt 

2004）．Seifertは論文の冒頭でゲーテの言葉を引用してい

る．「自然に煩悩はない，常に真実で，真剣で，厳格だ．

自然はいつも正しく，失敗や間違いを起こすのは常に人

間だ（エッカーマンとの対話）．」この引用は近自然河川

工法の思想的背景としてゲーテの影響が大きいことを裏

付けている．近自然河川工法は第２次世界大戦によって

一度途切れるものの，戦後のコンクリート不足も手伝っ

て（Goeldi私信）河川改修に柳やヨシなど植物を利用す

る生物的河川工法（（独）biologische Wasserbau）が進展

した（Hirsch et al. 1965）．日本でもヨシの植栽方法とし

て使用されるビットマン工法は上記の生物的河川工法の

著者の一人，Ernst Bittmannが本書で紹介している．そ

の後，１９世紀から２０世紀にかけて治水のために一次改

修された河川の二次改修がはじまったころ，つまり１９７０

年代から，いわゆる近自然河川工法がこの工法の発展形

として進展し，それが日本の多自然型川づくりにつなが

っていったのである．ドイツ語圏における河川復元の研

究は Kern（1986）らによって開始された．ドイツの南部
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のバーデン｜ヴュルテンベルグ州では，１９５０年代に一度

悪化した河川水質が，６０年代から７０年代の下水・廃水

処理により改善していった（Kern 1992）．しかし，水質

改善は成功したものの，河川景観や生物のすみかは回復

していない，という不満が住民の中で高まっていった．

そこで同州では１９８５年より，１５箇所の小河川で河川復

元を実施し，その効果については Kern率いるカールスル

ーエ大学が調査するという画期的な研究を実施している

（Kern ＆ Nadolny 1986; Kern 1992）．しかし残念なことに，

これらドイツ語圏の成果は国際的にはあまり知られるこ

となく，いくつかの文献に断片的に取り上げられている

のみである（例えば Brookes 1996）．

　近自然河川工法の多くは，日本の多自然型川づくりと

同様，復元よりも洪水対策の環境影響をなるだけ緩和す

るミティゲーションと言えよう．ドイツ語圏における大

規模な河川復元事例としては，１９８６年のバーゼル（スイ

ス）郊外の化学工場火災によるライン川の汚染が契機と

なってはじまった１９８７年からのライン行動計画（Rhine 

Action Plan）が先駆的事例である．

　ドイツ語圏以外のヨーロッパの河川復元ではイギリス

とデンマークが先導的役割を果たしている．デンマーク

の１９８２年の河川法では河川改修時に生態系に配慮する

だけでなく，より積極的に河川復元の実施を求める条項

が含まれている（Brookes 1996）．現在の河川復元の潮流

に大きく貢献したのは，１９９３年から EUの補助金を得て

はじまった「デモンストレーションプロジェクト（dem-

onstration project）」である．このプロジェクトでは，イ

ギリスの Skerne川，Cole川，デンマークの Brede川を対

象として科学的モニタリングを実施しながらプロジェク

トが進められた（Holmes 1998）．このプロジェクトの

「デモンストレーション（実演）」は大成功し，その後，

各地の河川復元を促進することとなった．また，このプ

ロジェクトに先立って１９９１年に設置された河川復元プ

ロジェクト（RRP）（現在は河川復元センター（RRC: 

River Restoration Center））は，現在もホームページや講

習会を通じて河川復元の情報センターとして機能してい

る．ヨーロッパの河川復元を推進するため EUが１９９５年

に設立したヨーロッパ河川復元センター（ECRR）も，４

年に一度の河川復元会議の開催や勉強会などを通じて，

河川復元に従事する実務者および研究者をつなげる役割

を果たしている．

各地域の河川復元

ヨーロッパ

　スイスは，日本では自然豊かな美しい国として，また

河川関係者の間では近自然河川工法の国として有名であ

る．しかしながら，河川に関して言えば１９世紀半ば以降，

徹底的に河川改修が実施されており，自然あるいは自然

に近い河川はわずか１割ほどである（Bundi 2000）．主要

な河川のほとんどは，直線化され，低水路と高水敷は分

断されている．山地に近く，土砂生産も豊富であるにも

かかわらず日本と異なり，レキ質河床（河原）はほとん

ど消失している．直線化による流速の増加，ダム・砂防

ダムによる土砂の捕捉などにより，スイスの多くの河川

では河床低下の問題（river incision）が発生した．その対

策として，数百メートルごとに落差工が設置されたが，

これも永続的対策とはならず，逆に魚類の遡上を阻害す

るとして問題視されてきた．河床低下対策と市民の環境

復元要求の高まりに答えて，スイスで最近実施されてい

る復元手法が「河道拡幅（Channel widening）（Jaeggi ＆ 

Zarn 1999）」あ る い は「局 所 河 道 拡 幅（local river 

widening）」と呼ばれる手法である（Fig.１）．これは，低

水護岸を取り除き，高水敷を自然に（あるいは一部手を

加えて）侵食させることにより局所的に河道を拡幅させ

る手法である．その結果，上流からのレキが自然に堆積

することによりレキ質河床（河原）が復元され，河床低

下が抑制される（Fig.１参照）．スイスの河川は比較的流

速が早いため，地形形成は自然にまかせる手法を採用し

ている．高水敷の侵食が激しい場合は水制によって侵食

を制御する．大規模に実施されているのはライン川支川

のトゥール（Thur）川である（Fig.１）．トゥール川では

河原が再現され，二次流路，ワンド，タマリなども自然

に形成されている．再生された河原はキャンプ・日光浴

などレクレーション活動に大いに利用されているが，一

部は河原をすみかとするコチドリの営巣地として保護さ

れ，繁殖期には人の利用を制限している．この川でコチ

ドリが観察されるのは，実に１８４２年以来とのことである．

　ミュンヘン市（ドイツ）の中心を流れるイザール（Isar）

川も同様の発想で河原が復元されている（Fig.２）．イザ

ール川の事例の特徴は，周辺をあわせて２００万人の大都

市における河川復元であること，復元延長が約８kmと

大規模であること（Kapitza ＆ Lieckfeld 2003），なかでも

復元に際して，発電用の水路（（独）Werkkanal）から

１０m３／sの水利権を年間５百万ユーロで賃借し，本川の平

時流量を３倍にしたことである．景観や生物のために電
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力会社から，水を購入した興味深い事例と言えよう．イ

ザール川の事例は，水量豊かなアルプスの中山間地域と

はいえ，都市河川でもここまで自然再生出来るという好

例である．

　ライン川では，上述の「ライン川行動計画（１９８７）」以

来，国際的な取り組みが盛んになっている．特に近年は，

頻発する洪水への対策として，遊水地（（独）Polder）の

建設と氾濫原環境の回復がセットとして実施されている．

「氾濫原の持続可能な開発事業（SDF: Sustainable Devel-

opment of Floodplains）」は，ライン川の洪水対策と自然

復元を目的として設立されたドイツとオランダの共同事

業である（Nijland 2004）．この事業は EUの地域政策費

（INTERREGⅢb）に支援されている．SDFの全体計画

としては，１２の氾濫原復元事業があるが，現段階では

２００７年までに面積２１km２，容量２，６５０万m３の遊水機能を

復元するのが目的である．最終的には２０２０年までに，ラ

イン川の洪水時の水位を７０cm下げるとしている

（Nijland 2004）．

　オランダでは一般的に復元という言葉は使用しない．

なぜなら，復元はオランダの国土が海に帰することを意

味するからである．そこでオランダでは，氾濫原の創出

（creation）が実施されており，例えば人工的な二次流路

（secondary channel）が建設されている（Fig.３）（Schropp 

＆ Bakker 1998; Simons et al. 2001; Buijse 2002）．これは，

高水敷を掘削し，流路やワンド，静水域を創出するもの

である．二次流路の流量は本川平均流量の０．３％から

３％を分派するのが通常で，二次流路内の底泥堆積の抑

制として，流入口近くに沈砂施設を設置する場合もある

（Buijse 2002）．ライン川の分派川であるワール（Waal）川

では，河川舟運および洪水管理に支障のない河川環境の

復元手法として，１９９４年に二次流路が設置され，魚類や

底生生物のハビタットとして有効であることが実証され
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Fig.　1.　Channelized （upstream） and a wid-
ened （downstream） sections along the 
Thur River in Switzerland （the river flows 
from right to left）:  Gravel bars, riffle-pool 
structures, and backwaters have been 
restored.  （Copyright by C. Herrmann, 
BHAteam, Frauenfeld, Switzerland）

 直線河道区間（写真右側：上流）と河道
拡幅区間（写真左側：下流）（Thur 川，
スイス），河原，瀬淵構造，ワンドなどが
復元されている．

Fig.　2.　Restoration of gravel bars along the 
Isar River （Germany） in the center of 
Munich:  A horizontal sill （in front） was 
also improved by creating several steps 
using natural stones.（Photo: K.　Nakamura）

 イザール川（ドイツ）における河原の復
元，手前の落差工も自然石をつかった階
段式落差工に改良されている．
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Fig.　3.　Secondary channel in the Gamerensche 
Floodplain along the River Waal （southern 
branch of the River Rhine） in the 
Netherlands.  （Photo: Bert Boekhoven, The 
Netherlands）

 オランダ，ライン川の南分派川であるワ
ール川沿いのガメレン氾濫原にある２次
流路

Fig.　4.　Riparian forests along the Danube 
River in Austria （Alluvial Zone National 
Park）:  An enhanced hydrological connec-
tivity （by partially lowering lateral dikes） 
has led to an expansion of bare gravel 
areas and caused a change in the forest 
structure.  （Photo: K. Nakamura）

 オーストリア，ドナウ川の河畔林（氾濫
原国立公園内），越流堤などの設置により
河畔林の冠水頻度が大きくなった．その
結果，河畔域に砂礫帯や河畔林の群集構
造に変化を与えている．

Fig.　5.　Typical regulation of a small tributary 
of the Pite River （N Sweden） with “timber 
floating”.  （Photo: K. Nakamura）

 木流し工の典型的改修例（ピーテ川支川，
北スウェーデン）



ている（Simons et al. 2001）．

　オーストリアのドナウ川では大規模な自然氾濫原の復

元が実施されている（Fig.４）（Tockner et al. 1998; Schie-

mer et al. 1999）．オーストリアのウィーン市とスロバキ

アの間のドナウ川は，以前は豊かな河畔林を有する氾濫

原が残っていたが，舟運や洪水対策により，本川は一本

化され，低水護岸が設置され，氾濫原と河川の水文・生

態的ネットワークは徐々に失われていった．今回の復元

では，残存する河畔林の河川流況（flow regime）を復元

することにより，５７０haの氾濫原が復元された．氾濫原

における流況の復元は，２つの方法，つまり流量自体を

操作する方法と地形を操作する方法があるが，ここでは

後者の手法が取られた．具体に説明すると，航路となっ

ている本川と氾濫原を隔てる低水護岸（堤防）に設置し

た越流堤あるいはボックスカルバートから本川を分流さ

せることにより，氾濫原の冠水頻度を上げる手法を取っ

た．この復元により氾濫原内のクリークが本川の流量変

動の影響を受ける日数は，年８日程度から，半年以上と

なった（Tockner et al. 1998）．この復元の特徴としては，

氾濫原復元が治水容量の確保を目的としていないこと，

科学的モニタリング体制ができていること，復元地区が

国立公園（ドナウ氾濫原国立公園：The Danube flood 

plain national park）として管理されていること，があげ

られる．またこの復元の背景として，オーストリア貴族

の狩場として広大な地域が確保されていたこと，国境で

あるため軍事的理由により，もともと人口圧が低いこと，

などが考えられる．日本では感じないことであるが，皮

肉なことに，国境の川など，人間にとって平和でないと

ころほど，河川生物にとっては良いハビタットであるこ

とが多い．

　オーストリアでは，この他にも多くの EUライフプロ

ジェクト（LIFE project）が実施されている（Mohl 2004）．

レヒ（Lech）川流域のホルンバッハ（Hornbach）川では，

スイスなどと同様河床低下が問題となっている．その原

因の一つは，砂防ダムによる土砂の捕捉とされており，

対策として砂防ダムの撤去を実施している．この事業で

は距離にして６km，面積で３５haの河原の復元を目標と

している．

　デンマークでは，日本でも広く紹介されているヨーロ

ッパ最大規模の河川復元がスキャーン（Skjern）川で実

施されている（たとえば関２００３；Andersen ＆ Svendsen 

1997）．スキャーン川は流域面積２４５０km２のデンマーク最

大の河川で，その流域の多くは低地である．ここでは，

１９６０年代に河川氾濫原を近代的な耕地にすべく，湿地の

排水事業，河道の直線化など，大規模な河川改修が実施

された．その結果４０００haの新しい耕地が完成した．し

かしながら完成した当初から，地盤沈下や河川から栄養

塩および黄土と呼ばれる汚染物質が流出し，下流のフィ

ヨルド（氷河で出来た内湾）の水環境を悪化させた．ま

た，社会的には，「農業は大量の肥料により窒素を河川に

放出し，水環境に悪影響を与えている（Larsen et al. 

1999）」として，農業への不信感が高まっていった．そこ

で政府は，１９８７年にスキャーン川の復元を国会で決議し，

最終的には２２００haの農地を復元することとなった．計

画及び用地確保に時間を要し，実際の現地施工は１９９９年

から２００２年に行われた．

　スキャーン川で着目すべきは，定量的に水質改善（栄

養塩の除去）を復元の目標としたことである．河川復元

の副次的効果として栄養塩の除去は期待できるが，人工

的な湿地浄化施設のない事業において，栄養塩の除去を

定量的目標としたことは興味深い．本事業では河川から

フィヨルドに流出する栄養塩は硝酸塩で６％，リン酸塩

で１２％削減されることが見込まれている（関２００３）．今

後のモニタリング調査の結果・論文に注目したいところ

である．

　ノルウェー，スウェーデン，フィンランドなどの北欧

地域は比較的良好な自然河川が残存しているが，１９世紀

半ばから２０世紀半ばまでの１００年間，木材を流す（木流

し timber floating）ために河川は大規模に改修されてきた．

スウェーデン北部のピーテ（Pite）川流域（流域面積

１１，２２０km２，平均流量１２０m３／s）では，４０２kmの本川の

８７％が改修され，その支川においても８９０kmが木流しの

ために改修された．木流しの改修は，木枠工などによる

水際部の平滑化と河道内の巨レキの除去が主なものであ

る（Fig.５）．現在，これらの木流し河川の復元がスウェ

ーデンやフィンランドなどで実施されている．

　旧東欧地域の河川は水質汚染などの問題が深刻である．

しかし，ドナウ川水系を中心としてヨーロッパの多くの

良好な河川氾濫原は旧東欧地域に偏在している（Hughes 

2003）．これらの国々は現在経済成長も著しく，手遅れに

なる前に河川氾濫原の保全と経済成長を両立するための

方策を確立する必要がある．また，後述の EUの動きと

も関連し，これらの地域では河川保全・復元の取り組み

が徐々に本格化しつつある．

ヨーロッパ河川復元の背景

　近年，ヨーロッパにおいて河川復元を推進する要因と

して「洪水」，「農業政策」，「EU」の３つがキーワードと

してあげられる．
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　「洪水」は EU諸国で頻発しており，１９９８年と２００２年

の間に大きな被害を与えたものだけでも１００を越え，洪

水による死者は７００人以上，洪水被害額は２５０億ユーロ

以上である（EU 2004）．洪水対策は国際的に大きな問題

となっており，対策としては可能な限り本来，河川の土

地である氾濫原を河川に戻すことが大切である．つまり，

洪水対策が河川復元を推し進める構造となっており，既

述のライン川の遊水地はその代表例である．

　「農業政策」も，河川氾濫原の復元を進める鍵である．

現在 EU域内では穀物自給率１００％以上であり，実質的に

農地は余っている．そのため河川氾濫原に近い農地は，

耕作せずに河川に戻すことが推奨されている（Brookes 

1996）．つまり，氾濫原の復元は洪水対策，環境対策，農

業対策の３つを兼ねた政策と言える．

　「EU」は，大量生産経済でアメリカ・日本に遅れをと

り，その対抗政策として１９８０年代から環境政策を重視し

ている（辻ほか２００１），とも言われている．水分野はそ

のひとつで，河川復元にも力を注いでいる．河川復元に

とって，最も重要な政策は「水枠組み指令（WFD）」で

あるが，そのほかにも各国の環境事業に補助金を与える

EUライフがある．EU諸国における主要な河川復元事業

は，ほぼ全てこの予算から支援を受けている．EUから

各国に還元される予算として，各国政府は NGO，研究者

らと協力し，河川を含む自然復元プロジェクトづくりに

懸命である．

　EUの地域政策予算も河川復元を進める大きな要因と

なっている．EUは，各国の経済格差をなくし，EU内の

社会的結束を強化するために地域政策に大きな予算を割

いている．２０００年の EU予算では３９％を占めている．こ

の地域政策は２国以上にまたがる国際プロジェクトにも

大きな予算が割かれており，国際河川が多いヨーロッパ

において河川は格好の対象となる．例えば，上述の SDF

の前身となった IRMA（ライン｜ミューズ川地域間活動）

はベルギー，フランス，ドイツ，ルクセンブルグ，オラ

ンダが国際的洪水対策のために設立した機関であり，こ

の地域政策（INTERREGⅡ）の予算を EUから得ている．

この経済格差解消を目指した地域政策により，クロアチ

ア，ポーランド，ルーマニアなどの旧東欧地域において

も河川復元事業が増加しつつある．また，環境政策を重

視することは旧東欧地域の国々にとって，EU（あるいは

ユーロ）加入にふさわしい先進国イメージを形成する上

で重要である．このためか近年，河川復元に関連する会

議が，旧東欧諸国で開催されることが増えている（たと

えば，Eco flood（ポーランド，２００３），River Restoration 

2004（クロアチア））．

アメリカ

　アメリカとオーストラリアは，ヨーロッパ人が入植を

始めるまで，自然状態に近い河川が維持されていた．人

為の影響が大きくなるのはヨーロッパ人の入植以降，特

に過去約２００年である（Gippel ＆ Collier 1998; Petts et al. 

2000）．

　アメリカでは入植以後，毛皮としてビーバーが乱獲さ

れ（Petts et al. 2000），１９世紀中葉以降は，エネルギー源

として河川を利用するために多くの堰が建設された

（Stanley et al. 2002）．現在，アメリカで撤去されている

堰の一部は当時建設されたものである．

　初期のアメリカの河川復元は，魚類を中心とした小規

模な復元が中心であった（Petts et al. 2000）．アメリカと

文化的つながりの強いイギリスにおいても，初期の多く

の河川復元の目的が，魚類の保全におかれていた．これ

は，そもそも釣りが狩猟とならんでイギリス紳士階級の

身体と精神を鍛錬する代表的スポーツであった（飯田

１９９５）ことと関係しているかもしれない．産業革命以降，

河川環境の変化に敏感で，教養と政治的影響力があった

有閑階級の人々が，初期の河川復元に参加している．イ

ギリスでは驚くべきことに１８９０年に，これらの人々が魚

類遡上のために堰下流における最低流量を設定している

（Petts et al. 2000）．

　アメリカの河川復元の特徴は，３０，０００件を超す事例の

多さと，その規模の大きさである（Malakoff 2004）．世界

最大の河川復元事例は，フロリダ州キシミー川およびエ

バーグレーズ湿地の事例であろう（Middleton 1999）．キ

シミー川の復元だけでも４億米ドル以上，エバーグレー

ズの復元には最終的に１０億米ドル以上の費用がかかる

と言われている（Karr et al. 2000）．

　最近の動きとしては，河川生態学者が中心となって，

河川復元のデータベース（National River Restoration Sci-

ence Synthesis: NRRSS）を構築していることが着目される．

このデータベースからアメリカの河川復元件数の推移

（Fig.６）をみると，１９９０年頃から急激に事例数が増え

ていることが分かる（注；アメリカ全土の事例を網羅し

ているわけではない）．事例数の動向としては，ほぼ日本

と同じと考えてよいだろう．

オーストラリア

　オーストラリアの人口の大部分は南東部のマレー・ダ

ーリング（Murray-Darling）川流域に集中しており，こ

の地域を中心に開発が進行した（Gippel ＆ Collier 1998）．

オーストラリアは乾燥地帯であり，過去においては河川
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管理者の関心はもっぱら水資源に集中した．したがって

河川に対する最大のインパクトはダムや取水などによる

流量改変であった．ところが，１９９１年にオーストラリア

の河川政策を一変させる事件があった．Barwon-Darling

川において１０００kmにもおよぶ有毒藻類（有毒藍藻類）

が発生したのである（Maier et al. 2001）．この事件が契

機となって，オーストラリアでは本格的な河川復元，特

に流量レジームの復元が実施されている．河川復元の歴

史は比較的浅いといってよい．

日本

　日本は，欧米以外で唯一，河川復元の盛んな国である．

しかしながら，日本の河川復元は決して容易でない．ア

ジアモンスーンという多雨で集中豪雨の発生しやすい気

象条件に加え，脆弱な地質条件と急峻な国土条件のため

に洪水時の河川流量は大きく，流速も早い，加えて土砂

生産量が多いために河川地形の変化も著しい（Oguchi et 

al. 2001）．さらに社会的条件としては，限られた平地に

多くの人口が集中し，近代以降は沖積平野上に人口の半

数が暮らしている．このような厳しい自然・社会条件の

ため日本では強度のあるコンクリートが河川工事に多用

されてきた．結果，多くの河川の水際がコンクリート化

し，上流には数多くのダム，砂防ダムが建設された．河

川の直線化という意味では日本の河川はヨーロッパの先

進国と比較して必ずしも直線化しているとは思えないが，

コンクリート化という意味では世界でもトップレベルで

あろう．そのため，日本の水辺景観はかなり貧弱なもの

となってしまった．ちなみにコンクリートを多用した背

景として，コンクリートの材料であるセメントは日本で

数少ない国産資源であることや，過去に多くの死者を出

したツツガムシ病対策として有効であったことも忘れて

はならない．

　１９９０年の多自然型川づくりの開始以降，本格的に実施

されてきた日本の河川復元は，治水工事の脱コンクリー

トが主な課題であったと言える．多自然型川づくりとし

て実施された事業は，現在２０，０００件を超え（国土交通省

資料），数としては世界でも有数の河川復元国である

（Fig.６）．近年の河川復元はより進化してきており，北

海道の釧路湿原のように大規模な保全を目的とした事業

や多摩川の永田地区のように河川のダイナミクスを考慮

した復元など，その取り組みは高度化している（Naka-

mura ＆ Tockner 2004）．

世界の研究の現状と日本の課題

　河川復元は，新しい取り組みであり，その科学も未熟

である．海外においても試行錯誤を重ねているのが現状

である．日本は，他の河川復元が多く実施されている地

域と異なる自然条件，社会条件があり，単純に西欧，北

米中心の海外事例を日本に移転することに関しては慎重

な検討が必要である．その反面，日本の事例はそれ以外

の地域で参考になることも多い．例えば今後河川復元へ

の取り組みが始まると考えられる多くのアジアモンスー

ン地域においては，日本の例はおおいに参考になるであ

ろう．ヨーロッパにおいても，例えばイタリアを含む地

中海沿岸諸国では，比較的土砂輸送量が多く，鉄砲水の

ような出水も多いため日本の事例は役立つと考えられる．

　日本の河川復元の社会的側面としては，組織力のある

NPOは少ない反面，地元市民を中心とする河川を保全す

るための「草の根」運動は，世界的にも進んでいる．日

本は，人と河川の距離が近い国である．学術の面では，

応用生態工学や河川生態学術研究会など，生態学者と工

学者の連携が海外よりも進んでいる．

　ここでは，これまでの議論を受けて，海外の研究・実

施例を取り上げながら日本の河川復元の今後の課題につ

応用生態工学 8（2）, 2006208

Fig.　6.　Annual number of river restoration projects in 
 Japan and the US since 1991.  （data source:  NRRSS 
homepage, http://nrrss.nbii.gov/ （Dec.　15, 2004） for the 
US data （US data does not include all projects.）, and 
Ministry of Land, Infrastructure, and Transport for 
Japanese data）

 １９９１年からの日本と米国における河川復元事例数．



いて考察する．観点として，「河川地形変化の捉え方」，

「河川流量のあり方」，「情報の整理と分析」，「自然再生

型洪水対策」という４つの視点から検討する．

河川地形変化の捉え方

　河川を復元する上で重要な検討課題は，土砂の予測お

よび地形変化である．実際，河川復元の失敗事例の多く

は，過剰な侵食あるいは堆積によって発生している

（Shields et al. 2003b）．

　河川の土砂特性を理解するために，地理学や地形学の

視点に基づき，流域の歴史的履歴を把握することが肝要

である．Kondolfら（２００２）は，流域の森林の状態が河川

に与える影響をアメリカとフランスの極端な事例をもと

に分析している．それによると，アメリカのアイダホ州

のパイン川では１９世紀後半から始まった鉱山の採掘，道

路建設，木流しなどのために山地が“はげ山”化し，山

地からの土砂供給量が増加したため，１９３３年以来，河道

幅が５０％拡大している．一方，フランス南西部のドロー

ム川（Drome）では，長年の人為的搾取により，樹木の

ない“はげ山”と化した山地が，２０世紀前半からの植林

と人為影響の減少により回復している．それに砂防ダム

建設の影響が加わり，土砂輸送量が減少したため，１９４７

年から１９７０年の間に河道幅が６０％も縮小し，河川の緑

化（樹林化）が進行している．

　現在，日本の多くの河川ではドローム川と同様に河道

が縮小し，緑化が進行している．千葉徳爾の「はげ山の

研究」（１９９１）にあるように，日本においても以前は資源

として森林を濫伐したため各地に“はげ山”が存在して

いた．１５０年前と現在の国土を比較すると最大の変化は，

はげ山を多く含むと考えられる荒れ地の減少と都市的利

用の増加である（Fig.７）．多くのはげ山が人為の減少に

よる森林回復，あるいは植林，緑化工により消失した．

したがって，森林回復により多くの河川の土砂量は大幅

に減少していると考えられる（太田２０００）．日本の多く

の河川で，河床低下，河道の樹林化などが問題となって

おり，その原因として砂利採取，河川改修，ダムなどが

あげられているが，森林面積や荒れ地の存在など流域の

土地利用の変化も含めた総合的な分析が必要である．

　このような河川地形の変化を理解するために，土砂水

理学に加えて河川地形学を自然再生に生かしていくこと

が重要である．イギリスでは，環境庁（EA）が専門的知

識を有する地形学者を雇用し，研究，ガイドラインの作

成，実務者の研修などに従事させている（RRC 2001）．
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Fig.　7.　Land-use change in Japan over the past 150 years.  Bad lands, including bare moun-
tains, has decreased and urban area has increased during this period.  The area of 
farmland and forests has remained relatively constant.  （data source: Atlas 
Environmental change in modern Japan）

 過去１５０年間の日本の土地利用の変化．はげ山を含む荒れ地が減少し，都市的利用
が増加した．農地や森林面積は比較的一定である（アトラス　日本の環境変化より
加工）．



アメリカにおいても，地形的分類に基づく河川復元が実

施されている（Malakoff 2004）．日本でも大局的な河川環

境の変化を見誤らないために，河川地形学を河川復元に

応用する努力が必要である．

河川流量のあり方

　河川流況（flow regime）は，河川及びその氾濫原に生

息する生物を決定付ける要因である．Bunnら（2002）は，

流況が河川生物に及ぼす影響として，４つの基本原則を

提唱している．つまり，①流量は河川の物理的生息場を

決める主な要因であり，したがって生物相を決定する要

因である．②生物は，自然の流況に合わせるように生活

史戦略を進化させてきた．③縦断的，横断的に連続な自

然パターンを維持することは，多くの河川生物の個体群

の存続に不可欠である．④流況の改変は，外来種や移入

種の侵入および繁殖を助長する．

　このように，河川流況の改変はさまざまな生態学的問

題を引き起こすが，これまでは，人間の利便性を中心に

し，河川生物への影響は無視されてきた．しかしながら，

環境意識の高まりとともに，河川生物への影響を考慮し

た流況のあり方が模索されつつある．河川生物も合法的

な水利用者（legitimate user of water）であるという考え

方（Naiman et al. 2002）や河川生物が必要とする流量，

環境流量（environmental flow）を設定しようという考え

方が出てきた．

　オーストラリアは，環境流量あるいは流量復元（flow 

restoration）に関する研究が盛んである．もともと乾燥し

た気候であることに加え，過剰取水が原因で１９９１年に河

川藻類が大発生し，牛などの家畜が死亡するという事件

が起こった．このショッキングな事件により過剰取水が

社会問題化し，生態系に配慮した流量配分が，国家的課

題となった（Maier et al. 2001）．オーストラリアにおい

ても，環境流量に関しては，水鳥の繁殖期，藻類繁殖の

制御，魚道などごく限られた事象以外良く分かっていな

いが，河川環境への影響がほぼ無視できる流量として，

自然流況の年平均流量の８０｜９２％を環境流量として確保

する必要があるとしている（Arthington ＆ Pusey 2003）．

南アフリカではキング女史らが中心となって開発した

DRIFTと呼ばれる手法を用いて，環境流量を確保してい

る（King et al. 2003）．DRIFTは生態学から提示される生

物が必要とする要素と，流量などの河川管理者が理解（あ

るいは管理）できる数値を結びつける手法と言える．ま

た，DRIFTを用いてさまざまなシナリオを検討できるプ

ログラムも市販のソフトウエアをベースに作成している

（Brown ＆ Joubert 2003）．

　実験洪水（人工洪水）（experimental floodあるいは 

artificial flood）は，河川流況を復元する有効な手法であ

る．実験洪水としてはコロラド川の事例が最も有名であ

ろう（実際は，洪水と呼べるほどの流量を再現できない

ので，最近では実験出水｜ experimental high flow｜と呼

んでいる）．この実験では河川の掃流力を上げ，河道内の

土砂を河岸域に供給し，レクレーション用の砂浜を大き

くすることが目的となっていたが，実際は下流の河岸が

侵食され，砂浜が逆に小さくなってしまった．そのため

に，現在はダム下流域の流入河川から供給される土砂が，

河道内に蓄積するのを待っている状況である．

　継続的に実験洪水を実施している事例としては，スイ

スの研究がある．スイス南東部のスペール川のダムにお

いて，年３回の人工洪水を実施しており，サケ科魚類の

産卵床の改善（Ortlepp et al. 2003），河川地形の改善

（Murle et al. 2003），流水性の生態系への変化（Uehlinger 

et al. 2003）などの効果が論文で発表されている（Robin-

son et al. 2004a; Robinson et al. 2004b）．この実験洪水は

基本的に今後も続けられ，調査もしばらく継続される予

定である．日本においてもダムのフラッシュ放流など実

験洪水が試みられている．これら海外の事例を参考にし

ながら，効果を科学的に検証していくことが重要である．

　ダムおよび堰の撤去（dam removal）の問題は，流量・

土砂量の復元の観点から重要であり，インフラの老朽化

にともなって今後日本においても問題が顕在化すると考

えられる分野である．ところで，海外の文献を読む時に

は，まずダムという用語に注意する必要がある．日本語

のダムに当たる英語は large dam（通常，堤高１５m以上）

であり，単に damと言う場合は日本語の堰（堤高１５m

以下）にあたることが多い．特に dam撤去と言った場合，

それは十中八九，堰を指している．

　アメリカで dam撤去が多いのはウィスコンシン州で

ある．ウィスコンシン州には３７００程度の damがあり

（Stanley ＆ Doyle 2002），そのうち堰が７０％を占める．同

州の意図的な damの撤去事例は約１２０であるが，近年

（１９９０年～２０００年）でも撤去した damより新たに建設

した damの数が多い（Stanley SISORL発表資料）．ダム

（large dam）の新規建設は少ないが，堰（dam）は現在

でも多く建設されており，ダム（large dam）の撤去は少

ないが，堰（dam）の撤去はたくさんある，というのが

実態である．これらの堰は１８４０年の水車用貯水池法（the 

Milldam Act）当時に建設されたものも数多い（Stanley ＆ 

Doyle 2002）．堰を撤去する最大の理由は，堰が老朽化し，

改修費よりも撤去費が安価だからである（Born et al. 
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1998）．平均で改修費は撤去費の３倍以上であるが，たと

え撤去費がより安くとも撤去しない場合も多い．堰に対

する歴史・文化的な思い入れがあることや堰背後の汚泥

の問題があるからである．

　ダムの撤去の影響は，良い面と悪い面がある（Hart et 

al. 2002）．良い影響としては，魚類遡上の障害がなくな

ることがあげられる．Kennebec川のエドワーズダムでは，

ダム撤去後，ウナギやチョウザメなどが１５０年ぶりに上

流部で観測されている（O’Donnell et al. 2001）．

　悪い面としては，堰の上流に堆積した汚泥の問題があ

る．重金属や有害化学物質の蓄積問題はもちろんのこと，

通常の汚泥も細粒分，有機分が多く，嫌気的な性状を示

すため，下流域に及ぼす影響が大きい．その他に撤去後

に河道地形が不安定になることも指摘されている（Hart 

et al. 2002）．

　ひとことで damの撤去と言っても，堰の撤去といわゆ

るダム（large dam）の撤去ではその影響の規模，質が大

きく異なるので（Hart et al. 2002），同列に扱うことはで

きない．今後，事例研究を通じて知見を増やすべき分野

である．

情報の整理・分析

　今後の日本の河川復元のレベルを向上させるには，モ

ニタリングを充実させ，それらの情報を整理し，分析す

ることが必要である．海外においても，河川復元の科学

的モニタリング事例はさほど多くなく，その調査結果が，

学術論文などとして公開されているものはごくわずかで

ある．しかしながら，近年，徐々に河川復元のモニタリ

ング報告例は増えてきており，国際的な学術誌（例えば，

River research and applications，Aquatic conservationなど）

における調査結果報告も充実してきた．モニタリングと

評価なしには，河川復元技術の進展は難しい．予算のこ

ともあり，すべての地点で十分な調査は難しいが，日本

においても科学的モニタリング事例を充実させる必要が

ある．重点的にモニタリングする箇所と最低限の調査を

行う箇所を分け，予算内で最適な調査を実施することが

大切である．さらに，可能な限り研究者もその調査に加

わり，国際的な学術論文に情報を公開することを心がけ

るべきである．さもないと，いわゆる“灰色文献”とな

って国際的にはモニタリングしていないことと同じとな

ってしまう．ヨーロッパでは EUの水枠組み指令（WFD）

が求める「良い生態学的状態」の「良い」状態を定量的

に決めるために，さまざまな評価に関する研究が実施さ

れている（例えば，Nijboer et al. 2004）．これらの一連の

研究を参考にするのも一つの手であろう．

　また，自然再生（多自然型川づくり）のデータベース

を戦略的に構築する必要性も大きい．アメリカではすで

に３万件以上の河川復元事例があり（Malakoff 2004），最

近 NRRSSが中心となって，アメリカにおける河川復元事

例のデータベースの構築を進めている．このデータベー

スに科学的分析を加え，河川管理者や研究者に河川復元

に関する有用なデータを供給するのが目的である．

　日本においても多自然型川づくりとして実施されてい

る事業はすでに２万件を越えており，事例数としてはア

メリカに続く規模である．日本においても，アメリカ同

様データベースを構築し，これまでの経験を今後に活か

す努力を始める時期に入っていると言えよう．

　河川復元のデータベースと同時に，良好な河川環境を

有する河川に関するデータベースを構築する必要がある．

河川復元は，未熟な技術であり，その成功にはかなりの

不確定性がともなう．したがって，“復元”以前に必要な

のは“良好な河川環境の保全”である．ヨーロッパでは，

EUの Natura2000という機関が，長期に渡って保護すべ

き地域を指定し，その指定を受けた地域では保全，場合

によっては復元の措置がとられる（Mohl 2004）．日本に

おいて，完全に人の影響を受けていない河川は存在しな

いが，適度に人為影響を受けながら人間と河川が共生し

ている地域は未だ多く存在する．このような，他の河川

の復元の参考となる河川（reference river）のリストを作

成し，これらの河川を保全するための制度を構築する必

要がある．この参考河川では，河道のみならず流域にお

いても開発行為に対して規制をかけるなど，保全してい

くことが美しい国土を維持することとなり，また河川復

元時に，文字通り参考となる河川を守ることになる．

自然再生型洪水対策

　１９９０年代以降，世界的に大規模な洪水が相次いでおり，

各国政府は洪水対策そのものを大きく見直している．

２００４年は日本においても，台風や降雨による洪水被害が

相次いだ．１０個もの台風が上陸し，水害や土砂災害によ

る死者・行方不明者数も２３０人となった．

　アメリカにおいては，１９９３年のミシシッピー川の大洪

水の翌年，「２１世紀に向けたアメリカの河川環境管理」

が発表され，ハード面の洪水対策から洪水保険や土地利

用規制などソフト面の対策が重視されるようになった

（関２０００）．

　ヨーロッパにおいても，１９９８年から２００２年の間に１００

の大きな洪水があり，洪水保険の支給の対象となった被

害だけでも，少なくとも２５０億ユーロ（約３．４兆円，１

ユーロ＝１３５円）に達している（EU 2004）．なかでも，
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２００２年のドナウ・エルベ川流域の洪水被害は，甚大なも

のであった．EUの欧州委員会はこれら増大する被害に

対し，２００４年７月に洪水リスクマネイジメントに対する

EUの共同行動計画を初めて提案した．ヨーロッパでは，

頻発する甚大な洪水被害に対応すると同時に，水枠組み

指令（WFD）のように河川環境対策も同時に遂行する必

要がある．これらの問題を同時に解決できる手法として，

河川氾濫原であった土地を河川に戻す動きが活発化して

いる．

　オランダでは，“河川にもっとスペースを！（Room for 

the River）”をスローガンに２０００年以降，遊水地の確保，

氾濫原の切り下げ，二次流路の創出，水制の切り下げな

どを実施し，２０１５年までに１６，０００m３／sに対応できる洪

水容量を確保すると同時に，河川氾濫原の環境を回復あ

るいは創出することを目指している（van der Meij et al. 

2004）．ライン川流域，ドナウ川流域の多くの河川で，氾

濫原の回復が環境対策を兼ねた，洪水対策として実施さ

れている．

　日本は，自然条件，社会条件が厳しいために多額の予

算を洪水対策に投入しているにも係わらず，その整備状

況は決して十分とは言えない．しかも近年，集中豪雨の

増加など気象条件が変化している．洪水対策と環境対策

を兼ねた自然再生型洪水対策とも言うべき河川氾濫原の

復元を日本においても真剣に世に問う時期に来ている．

日本の河川氾濫原の復元は，ヨーロッパ以上に土地の制

約が厳しく容易ではないが，可能なところから少しずつ

河川に土地を還す必要がある．長期的視点に立った国土

の安全と美しい自然を守る計画が今こそ望まれている．

このとき，留意しなければいけないのは，農業を取り巻

く状況の差である．ヨーロッパの氾濫原再生の背景とし

て，EU域内の穀物自給率が１００％を越えていることを説

明したが，日本の自給率はカロリーベースで４０％に満た

ない．したがって，日本の場合は，湿地の機能を代替す

る水田を保全しつつ，河川との連結性を復元することに

よって河川氾濫原の機能を復元するなど，欧米とは異な

る戦略が必要である．

　日本はまもなく人口減少社会になる．社会的には問題

も多いが，自然再生型洪水対策を進める上では機会到来

である．長期的視点に立ち美しい国土を再生していく必

要がある．
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摘　要

　河川復元は，１９９０年代以降，先進国において数多く実

施されるようになった．本稿では，ヨーロッパを中心と

して，世界の河川復元の現状を整理し，今後の河川復元

にとって重要な研究分野及び日本の河川復元の課題につ

いて検討した．ヨーロッパについては，各国の特徴的な

河川復元を紹介した後，河川復元の背景について考察し，

頻発する洪水や EUの政策が河川復元を推進しているこ

とを説明した．アメリカは，大規模な河川復元の他にも

小規模な河川復元が多数実施されており，河川復元技術

のデータベースの作成も進行中であることを紹介した．

また，オーストラリアや南アフリカの環境流量の研究に

ついて概説した．最後に，世界の研究の現状と日本の課

題について①河川地形変化の捉え方，②流量のあり方，

③情報の整理と分析，④自然再生型洪水対策の４つの観

点から整理し，考察を行った．
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