九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

Swimming Behavior of Yamame Trouts in Riprap
Type Torrent Fishways for Erosion Control
Facilities
久保田, 哲也
九州大学農学研究院

谷口, 政由貴
鳥取大学大学院農学研究科生物環境学科専攻(元)

https://doi.org/10.15017/4350
出版情報：九州大学大学院農学研究院学芸雑誌. 60 (1), pp.49-56, 2005-02-01. Faculty of
Agriculture, Kyushu University
バージョン：
権利関係：

九大農学芸誌（Sci．BulL

Fac．Agr．，Kyushu

Univ．）

第60巻第1号49−56（2005）

砂防施設用の捨て石型渓流魚道におけるヤマメの遡上実験
久保田

哲

也＊・谷

口

政由貴1

九州大学農学研究院森林資源科学部門森林機能制御学講座森林保全学研究室

（2004年11月5日受付，2004年11月11日受理）

Swimming

Behavior

of

Yamame

Trouts

Fishways

for

E：rosion

Tetsuya

KuBoTA＊and

in

Control

Masayuki

Riprap

Type

Torrent

Facilities

TANIGucHIl

Laboratory of Forest Conservation and Erosion Contro1，Division of Forest Environment
Management Sciences，Department of Forest and Forest Product Sciences，

Faculty

緒

of

Agriculture，Kyushu

and

University，Fukuoka812−8581，Japan

トリーム形式に改良するr捨石型（渓床型）魚道」に
口

した場合について実験的研究を行った．ただし，対象

砂防ダムなど落差のある渓流の横断構造物は魚の移

とする渓流魚は，実験に借用できた床固がイワナの生

動の障害となり，それを軽減する目的で設置されてい

息域よりやや下流になることと，養魚場での入手が容

るのが魚道であるが，過去には中下流域を中心に内水

易であったことから，rヤマメ」とした．

面漁業の補償として設置されてきた．一方，近年，環

既往の研究においては，新タイプの魚道を中心に，

境への関心が高まったことから，砂防施設には水産資

砂防構造物用魚道の形式・全体的構造と遡上率など遡

源保全の観点のみでなく生態系への配慮が求められる

上機能についての興味ある検討が多くなされているが

ようになり，床固工，砂防ダムなどにもビオトープ保

（原ら，1995，1996；中村ら，1995；和田ら，1995；

全に考慮して魚道が設置されるようになった．

端，1999；久保田ら，2000，2004など），既設魚道改

著者らは，既往の研究においてデニール式など他の

良のための基礎知識としての必要プール深や，休息域

タイプと比較して遡上機能に優れているとされ（原ら，

を含めた必要プール長，プール隔壁形式の比較など渓

1995，1996a），既設件数も多いプール式（階段式）

流魚の遡上限界条件の研究は少ない．また，自然石ま

魚道に関して，代表的な渓流魚であるイワナ

たはコンクリート製擬似自然石を用いた魚道の研究に

（SαZひθ」加μs

関しても行われつつあるが（Michell，1995；Miyamoto

Zεμco舵αε漉s∫pZμo

μs）とヤマメ

（Sα伽o肌αs側mαsoμBrεooorむ）に対する適切なプー

θ亡。α乙，1995；ドイツ水資源・農業土木協会，1998；

ル長さと流速・流量の関係を研究するとともに，斜路

前野ら，1998；佐合ら，1998；野村ら，1999），緩勾

式魚道におけるこれら渓流魚の遡上限界流速と遡上実

配についてのものがほとんどであり，かつ，捨石は水

態などを研究した（久保田ら，1997，2000，2004）．

理学的粗度としてのみ取り扱われ，魚道床に固定され

既設魚道の改良と良好な魚道構造について検討する

た間隙のないものとなっている．つまり，魚道は単な

目的から，上記のような従前の研究で得られた知識を

る通路であるとの定義からその渓流ビオトープの一部

拡張するために，本研究では，プール式魚道における

としての活用は考えられておらず，たとえ魚道床に固

プール部に天然石を満たすように投入し，その間隙な

定されていない間隙の多い捨石を用いることを提言し

どが渓流魚の生息の場にもなることを配慮しながらス

ていても，あくまで護床工を併用した緩勾配の流れし
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（ドイツ水資源・農業土木協会，1998な

ど），急勾配用のビオトープ型（渓床型）魚道の研究
は見かけられない．

これらの課題に取り組むために，ここでは，ビオトー

プにも成り得る魚道の内部構造である渓流を模した捨

石式ビオトープ型魚道における遡上動態など，その実

懲︑︾麟麟

用化に向けた研究を行った．その結果，渓流域の魚道

難輔翻

騨．謹麟騨曜韓継笑覇灘︑甜聴垂概蝋舗

についての新たな知見を得ることができたと考えるの
で報告する．

方

法

1．実験に使用した渓流魚ヤマメ

今回の研究では，実験渓流近くに立地する養魚場で

養殖された平均体長17cm，平均体高3cmの養殖ヤマ
メを使用した．この体長などは，漁協関係者及び養魚

場経営者からの聞き取りに基づき，周辺渓流に生息す

図2

捨て石型魚道実験魚道（10段）の流況．

る平均的なものとした．また，ヤマメは数日間実験場

所の渓流で馴化させるとともに，学習効果を避けるた
めに一度実験に使用したヤマメは，原則として再度使
用しないことにした．

2．実験装置と設置場所

この形式（以降は「渓床型」と呼ぶ）は休息・避難
場所などのビオトープを確保する目的でプールに相当
する部分に天然石を詰め込み，プール間の隔壁部分の
水通し横断中央部には石を積み上げたセイシュ（静振）

防止用の凸部を持つ．これはアイスハーバー型魚道の

セイシュ防止機能（廣瀬ら，1991；Kumar，1995）
を参考にしたものとなっている．従って，この形式に
図3

図1捨て石型（渓床型）実験魚道（10段）全体．

捨て石型（渓床型）実験魚道（4段）．

図4

捨て石型（渓床型）実験
（手前：単純スロープ型）．

砂防施設用の捨て石型渓流魚道におけるヤマメの遡上実験
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図5捨て石型実験魚道（10段）構造図．
対する実験を，プール式魚道の一部を模した実験装置，

またはそれに類似したもので行うことは困難であり，

礫

室内では水温と水質管理が困難なことから，実験は実

⇔

隔壁

基本的に簡易型魚道とも呼べる実験装置を準備した．

渓床型

際の渓流，鳥取県鹿野町河内川上流左支川の佐谷川の

床固工に設置した（図1〜4）．装置の規模は，実験

1敏鴻プ舛輔1粥1㈱卜遺出ロ

において管理可能な規模で，かつ，使用許可の出た床

固工の落差に合わせて，全落差2m30cm，幅2m，長
さ8m50cm，隔壁10段（以降10段と呼ぶ），勾配1／4
のもの（図1，2）と，全落差80cm，幅1m50cm，長
さ3m30cm，隔壁4段（以降4段と呼ぶ），勾配1／4
のもの（図3，4）の2種類を製作した．急勾配であ
ることから，捨石は20cmから40cm前後の大きなも

プール式（礫なし）

ワ

プール式（礫投入）

のを使用し，数個の内部隔壁で下流に流されないよう

，一

に保持した．内部構造の詳細な諸元はやや複雑なので，

図5と6に示した．また，比較実験のために，幅・長
さ・勾配は前出と同じで，捨石を行わない単なる「プー

単純スロープ

ル式」も作製し（全落差80cmはプール4段，全落差
2m30cmはプール10段），落差80cmについては，小
訥

さな落差であるからプールのないr単純スロープ型」
（図4：幅・長さ・勾配は同じ）も製作した．なお，プー

ル式にはプール底に少量の捨石をしたものも使用した．

図6

／

陀

捨て石型実験魚道など（4段）構造図．
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3．実験条件
実験は，実験装置を設置した渓流の周辺地域におい
てヤマメの遡上行動が活発になるとされる10月上旬か
ら12月上旬に行った．

た表1の水理条件により行った．ただし，各プール内
での渓流魚の遡上数確認など実験の容易さからデータ

を蓄積しやすい落差80cm（プール4段）については
同じ条件の実験を2時期（2年）行うなど実験ケース

政由貴

表1捨石（渓床）型魚道実験ケースと実験回数．

流量略称（m3／s）

Ql

魚道の形式

0．035

0．009

渓床型（4段）

2

渓床型（10段）

プール式

Q2

Q3

0．065

QU20乙

捨石を設置しない単なるプール式と比較するために
「渓床型」とプール式に分け，かつ，落差別に設定し

口

Q4
0．092

2

（4段，礫なし）

同

2

上

2

（4段，礫投入）

1

単純スロープ

が多くなっている．また，渓流の増水による中断など

もあり，実験時期が限られるため表1中，Q1とQ4
は渓床型の実験のみに用いた．

なお，全実験期間において，水温，DOともヤマメ
の生息に適したものであった．

42時間よりも早く切り上げた例もある．また，落差の

大きい10段のものは出水など実験管理上の問題から放
置時間は一定にできなかった．

3）土嚢で水回しをして水流を遮断してから，各プー

4．実験手順

ルの遡上率を測定するとともに，生息状況も観察した．

1）土嚢を用いた上流の水回しにより流量を調節し，

捨石を投入している場合は，それらをすべて持ち上げ

越流流速および越流水深と水温を測定する．

て隙間にいるヤマメも回収して数えた．

ただし，流速測定の測定回数は1秒間隔の20回とし

結果と考察

た．この回数は，40秒間の試験測定結果でも平均流速
は20秒の結果とほとんど変わりがなかったことを参考

この実験では簡易型魚道を使用しており，隔壁やプー

に決めた．測定は，ナップや隔壁の影響を観測した結

ルが多数ある．従って，上流の地点ほど遡上が困難と

果，各隔壁から30cm上流に横断測線を設けて行うこ

思われるが，放流数に対する各プールの遡上数の率で

とにしたが，最上流部だけは流況が異なるので50cm

あるr遡上率」を検討した．

上流とした．また，渓床型は流れが大きく変化するこ

これら遡上率は，落差80cmの場合を図7と図8に，

とから，各隔壁の上流20cmにも測線を設けた．渓床
型は乱れが大きいので6本の横断測線を，それ以外は

落差2m30cmの場合を，図9，図10と表2にまとめ
た．流量（m3／s）は表1のように，それぞれQ1

4本の横断測線を設け，これらの各測線上で，渓床型

＝0．009m3／s，Q2＝0．035m3／s，Q3＝0．065m3／s，

は右岸側壁から5cm離れた点から10cmごとに13点，

プール式は同じく5cm離れた点から20cmごとに7
点について流速の鉛直分布を測定した．深さ方向の計

Q4＝0．092m3／sとなっている．ただし，この4段と
10段では，水理条件や遡上の様子がやや異なったので，
まとめ方も変えている．

測間隔は，底部から水面まで5cmごととした．この
他，プール間隔壁越流流速に関しては，渓床型は上記

1．落差80emの4段の場合

と同じ13点，プール式は側壁から25cmの点から40cm

すべての魚道タイプについて実験を行った流量Q2

間隔で3点，隔壁天端から流速計のプロペラ径である

とQ3の場合を示した図7では，流量の少ない場合は

2cm上方で計測する．単純スロープ式は左岸側壁か
ら10cmに縦断測線を設け，縦断方向に下流から20cm

プール式魚道の遡上率がよく，特に捨石をプール底に
投入したものが最も良い遡上性能を示す．ところが，

間隔で流速の鉛直分布を測定した．また，水深も上記

流量が約2倍に増すと，プール式の遡上性能は激減す

の点でそれぞれ測定した．

るとともに，渓流型の遡上性能が良くなり，流量が小

2）下流に逃亡防止用ネットを張り，放流部にヤマ

さく流速の緩やかなQ2の時より遡上率が改善され，

メを30尾放して一定時間放置するが，この実験はプー

上流により多くの個体が遡上している．Q2の場合も

ルが多数あり遡上に時間を要することから，放置時間

水深は十分ある．

は，原則として42時間以上とした．遡上数が少ない場

合は最大138時間まで放置したが，台風の接近などで

単純スロープ型の遡上率はどのケースもゼロであっ

た．この落差は，魚道内構造・スロープ型隔壁の研究

53

5

050050050

砂防施設用の捨て石型渓流魚道におけるヤマメの遡上実験

プール式（礫なし）

2

●

團

ぐ勾

慧

プール式（礫投入）

覆即

o

●し実際の遡上率（42h）

O遡上率（9h、5扮
●

5

P閲

一予想の遡上率（銘h）

●
●

2

ま

5

︵器︶辮引癩

國

30

釜

讐3D

2

司

商20
1：

P■一

職鱗蝦嚇澱5

●

OQI

Q2

秋の平常時測ll流量

魚鯉式

図8

図7実験魚道（4段）の遡上率と遡上ポイント
（1段の点数を1点とし，この点に遡上数
をかけたもの）．

● ●

渓床型

＾叩

9h
5h

Q3

流量
実験時間

51h

02
30h

遡上率

20％

13％

ρ2

ρ3

（？3

9h

15

5．5h
翻蟄

聖mn

魚道出口

lm

10

9
8
7
6
5
4
3

陵目
放流プール

13％

1m

3％

実験魚道（4段）の流量と遡上率．

量

罰

皇

Q3

τ0

20
10

翠o

ハ
伯日
⑳3
騒
o餐

電・
鐸o

獅畿

皇

皇

o
岩

愛
ll

｝

m

聖

睦
17

23

20

耀

，

暢

27

ヤマメ：30匹投入

図9捨て石型実験魚道（10段）における流量と
遡上率．

Q4α1

魚道流量（m3／s／m）

Q2

16

o
O

20

1

右礎朝侵」機ρ啄ぴ》認隙｛nm｝

ヨ薦コ狸．國禦留一・亜璽ヨ
図10

捨て石型実験魚道（10段）における流量と
流速・水深の分布例．
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表2渓床型魚道（10段）の遡上率と全段遡上率（隠れヤマメ含む）．
出口遡上率（％）

（5．5h）

（久保田，2004）で判明した限界落差の40cmよりも

OQリQUDり

Q3

の乙11

Q2（51h）
Q2（30h）
Q3（9h）

全段遡上率（％）

QU
J3
4
2Q3
10

流量

告されているが（原ら，1995），同じく放置期間3日

2倍も高く，水深も入り口付近を除きヤマメの体高よ

とした勾配1／10の実物大魚道を用いた研究では，プー

り小さい上，流速もスロープ中ほどで突進速度約170

ル式階段式魚道で遡上率37〜42％，デニール式では19

cm／sを超える．このような厳しい水理条件により遡

％と報告されている（原ら，1995）．また，河川に設

上が不可能だったものと思われる．

置した長さ約4m・勾配1／3程度のデニール式簡易

観測から，渓流型では，流量が小さい場合，礫上の
水深がやや不足する．しかし，プールでの水深がほぼ

魚道では，放置期間3日で，アユの遡上率10〜15％と

一定であるプール式に比較して，渓流型は流速・水深

は前出とほぼ同じ規格のデニール式魚道を用いて，放

ともに多様性があり，実際の渓流に近いものとなって

置期間24時間で最大50％の遡上率が報告された（向井

報告されている（向井ら，1995）．養魚場での実験で

いる．また，統計より求めた周辺渓流の秋季平常流量

ら，1995）．さらに，勾配1／7程度・長さ30mを越

では渓床型は不利であるが，渓流魚の遡上が盛んにな

える実物の階段式，デニール式，アイスハーバー式各

る小出水（志村，1987）の際には有利となる．また，

魚道の比較では，5日間の放置期間で階段式38！8〜

渓床型では，遡上数を確認する際，礫の隙間に隠れて

46．6，デニール式21．3，アイスハーバー式29．4％のア

いるヤマメも多く見かけられた．このことから出水時

ユの遡上率が報告されている（原ら，1996）．本研究

の避難場所，あるいは，渓畔林の少ない場所では越冬

とほぽ同じ9m長で勾配1／3の階段式魚道でも，2

場所など（日本林業技術協会，1999；志村，1987）の

時間程度のアユの遡上率が0．0〜17。1％としている

ビオトープとして機能する可能性を確認できた．

（原ら，1996）．なお，長さ約60m・勾配約1／13の実

物プール式階段魚道でのウグイの遡上実験では，放置

2．落差2m30cmの10段の場合

期間5日間で70〜80％の遡上率が報告されている（高

10段式のやや実物に近い魚道では，図9のように落

山ら，2001）．イワナ・ヤマメを対象としては，プー

差80cmのものより遡上率は下がる．しかしながら，

ル式魚道の一部を使用した24時間放置の遡上実験にお

台風の接近により放置時間を9時間にした場合でも放

いてイワナ13％，ヤマメ20％までの遡上率が報告され

置時間30時間の遡上率と変わらなかったので，遡上す

ている（久保田ら，1997）．

る気のある個体はかなり初期の段階で遡上していたと

下流域で使用するための緩勾配魚道では，遡上率は

思われる．また，一度魚道の出口（上流）のトラップ

本研究より当然高いと思われるので，比較対象からは

にいた個体が数段下流に戻る行動も見られたので，遡

ずして考えると，上記のような種々の魚道による既往

上率はこれより高いと推定される．さらに，図9のよ

の研究と比較して，実験の短い5．5時間のケースを除

うに7段目までの魚道内で礫の隙間に隠れていたもの

いた今回の遡上率13〜20％は低い値とは言えない．ま

が多くいたことも観測されており，避難場所などとし

た，全段遡上率23〜43％は良い値と考えられる．

ての機能も発揮するものと考える．

表2には，遡上率と2段目以降に隠れていたヤマメ
もすべて含めた全段遡上率を示す．遡上率は放置時間
の長い方が大きくなる傾向がある．

遡上率を考察するために，まず，一般的な遡上率に

関して検討を加える．例えば，勾配1／8・長さ4m

さらに，図10を見ると，捨て石型魚道では多様な水
深・流速が生じており，より渓流に近い流れとなって
いるのが分る．

ま

と

め

今回の研究から以下のことが明らかとなった．

の実験用プール式階段魚道ではアユを対象にして放置

（1）捨て石型（渓床型）魚道は，1／4と急勾配のも

期間3日で最高83．1％と言う高率の場合も例外的に報

のでも遡上機能を有し，プール式と比較すると，出水

砂防施設用の捨て石型渓流魚道におけるヤマメの遡上実験
時により適する．

（2）捨て石型魚道では，多様な流速・水深が出現し，

流況が渓流に近いので，一種のビオトープとしての機
能も期待できると思われる．

久保田哲也・壼岐朋恵・谷ロ政由貴．2004 渓流魚道
における魚道内構造とヤマメの遡上特性．砂防学
会誌，56（6）：3−12
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今後は，渓流魚の行動は個体差もあり多様であるの
で，他の魚種の行動も含めたより詳細な調査が必要で
あろうと考える．
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Summary
Stream type fishways are more desirable for various species than classic pool type fish lad‑
der. However, there exist many old type fishways that have been already built into Sabo fa‑
cilities. They need certain improvement in the structures and discharge control to maintain

fish passage conditions. In the former study, the desirable minimum pool length of fishway
and critical nap velocity are studied (Kubota et al., 1997) . Hence, in this study, fish behaviors

wrth varrous "discharges" and "step herght" comparmg wrth "two mner structure", that is,
"step pool type" and "stone fill type (np rap filD torrent bed type", were studied by experi‑
ments to extract the versatile information for the improvement of fishways built already.
Eventually, the critical condition for the swimming behavior concerning with inner struc‑
tures was obtained, and it was also found the difference of fish behavior among inner struc‑
ture types that is meaningful in the assessment of appropriate structure.

