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：生物多様性を保全する上で生物の良好な生息環境を形成・維持することは重要摘要

である。種が継続的に存続できるためには、生息・生育するための環境及び移動経路

が必要である。そこで、単純な構造で農業用の用排水路内に簡易に設置でき、水利機

能を損なわず流速を抑えて水深を保ち魚類の生息環境を改善する魚道付き転倒堰（以

下「転倒堰」という ）を開発した。室内試験で水深確保と流速低減を確認し、現地実。

証で次の結果を得た。開発した転倒堰は平均流速3.6cm/s、水深25cmが保たれ、小型魚

類の生息に望ましい環境を創出することができ、降雨等による増水を自動感知し、排

水を流下させる機能も有することが明らかとなった。さらに転倒堰は維持管理の浚渫

が不要であるが、軽度の絡みつく雑草の除去作業が必要である。

：農業用の用排水路、魚類、生息環境、転倒堰、魚道キーワード

Development and the Effect of Self-regulating Tilting Gate
with Fishway of Improving the Fish Habitat

in Irrigation and Drainage Canals
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It is important to form and maintain the good native habitat of a living thing,Abstract:
when preserving biodiversity. In order for a seed to be able to continue continuously,
the environment and the move course for living and growing are required. Then, it
could install simply in Irrigation and Drainage Canals with a simple structure, and
Self-Regulating Tilting Gate with Fishway (It is called the following " Self-Regulating
Tilting Gate." ) which does not spoil a water supply function, but suppresses the flow
velocity, maintains depth of water, and improves a fish habitat was developed.
Depth-sounding reservation and the flow velocity reduction were checked by the indoor
examination, and the following result was obtained by the local actual proof. Average
flow velocity 3.6 cm/s and the depth of water of 25cm were maintained, and the
developed Self-Regulating Tilting Gate could create desirable environment to habitation
of small fishes, and has detected rise of water by rain etc. automatically, and it became
clear to also have a function to which drainage is carried out. Furthermore, although
Self-Regulating Tilting Gate has the unnecessary dredge of control of maintenance, the
removal work of the slight weeds which get twisted is required.
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緒 言

愛知県内の農業用用排水路は、ほ場整備事業や灌漑

排水事業などによりほぼ整備を終え、コンクリート化

により、流水抵抗が小さくなり、流速の増大や水深の

低下を招いた。流速と水深は魚類の生息に関係する環

境要因である。農業用の用排水路の流速や水深が魚類

にとって適さない場合、魚類の移動経路や生息環境と

して機能しない 。１）

、農業用用排水路で魚類生息環境を改善するためには

農業用の用排水路が必要水量を滞ることなく安全に流

下させる本来機能を保持することと、魚類生息環境を

左右する流速と水深を適切に設定することが必要であ

。 、る しかし両者は相反する側面も有していることから

両者が解決できれば生物多様性を始めとした農村環境
２）に配慮した有効な手法となる。これまでに、渡部ら

が魚類の生息環境を改善する転倒堰を考案している。

そこで本研究では転倒堰の実用化を目指すため、農

業用の用排水路の機能を阻害する大規模な改修を伴わ

ず簡易に設置ができ、魚類の生息環境が改善できる転

倒堰を開発した。効果検証として、室内実験では室内

可変勾配水路を使用し転倒堰が水深を確保し流速を低

減する効果、現地実証地での転倒堰による自然再生効

果と維持管理に必要な作業を明らかにした。

材料及び方法

１ 転倒堰の開発コンセプト

河川などに設けられる起伏堰は、動力により堰を可

動させることにより水位を変化させ、河川水の取水、

。 、 。流量調整に使用される 通常 魚道は付属していない

転倒堰の開発にあたっては、起伏堰を排水路に応用し

設置できるよう小型化し、水位上昇が実現でき、農業

用の排水路（以下「排水路」という ）内の魚類の移動。
３）を妨げないよう、田中らの半円形コルゲート管魚道

を小型化し、転倒堰に付属させることを試みた。

特に排水路は、降雨や水田からの落水を受入れるた

め1年を通して通水があることや、洪水量により断面規

模が決定され、常時は断面に余裕があることから、試

験対象水路を排水路とした。洪水時の排水路は施設設

計上、通水断面はほとんど余裕がない。排水路内に水

深を確保するため固定堰を設置してしまうと、洪水時

には排水を速やかに下流へ導水するべく固定堰を撤去

。 、する必要がある 洪水時の断面無阻害化に主眼を置き

かつ常時の魚類生息環境改善効果を実現するため、扉

体構造を検討した。なお、扉体転倒時において転倒堰

が水路断面積に占める割合を水路断面阻害率として定

義した。

ここで、 は水路断面阻害率（% 、 は扉体転倒時R Sp g）

の転倒堰が水路断面積に占める面積、 は水路断面積S

である。主材料は、使用環境条件及び製作コストを考

慮し鋼製で比較的安価な一般構造用圧延鋼材（塗装仕

上げ）とした。

２ 転倒堰の魚類生息環境評価のための指標種

タモロコ( は、コGnathopogon elongatus elongatus)

イ科モロコ亜科タモロコ属に属し、主として中部以西

が自然分布域とされ、4月中旬以降、河川支流、農業用

の用排水路や水田に侵入し産卵する。出現場所では多

様な魚種が出現していたことをKatanoらは指摘してい

る 。水田域に広くみられる種であることから、タモ４-６）

ロコを本研究における指標種とした。奥島らは、室内

実験水路にてタモロコの環境選好性モデルを示し、タ

モロコの稚魚は流速2cm/s、水深18cmの環境を好む た7）

め、この選好条件を満足するように転倒堰扉体高を検

討した。

３ タモロコの選好条件確認のための室内実験及び測

定方法

実験装置は、水路断面幅500mm、高さ500mmの室内可

変勾配水路を用いた。勾配1/300かつ流量0.00243m /s3

での転倒堰扉体起立時及び転倒堰なしの上流1m区間の

流速分布及び水深を測定した（図１ 。特に転倒堰扉体）

起立時は、深さ方向を3区分（水面付近、中間付近、底

付近）に分割して計測した。なお、流速については電

磁式流速計（VP1000AN、KENEK）を使用した。

付属する魚道は、体長8cmのタモロコ（体高18mm）が

隔壁間で休息できるよう水深20mmを確保できるよう設

計した。前述の室内可変勾配水路を用いて、付属する

魚道への通水量50～100cm /sを保持し、設置勾配（103

～30°）と隔壁挿入角度（20～40°）を変化させ、隔

壁間の水深を計測した。水深4点（a～b）はステンレス

定規により実測し、流速については電磁式流速計によ

り水面から水深の6割の位置を計測した（図２ 。）

４ 転倒堰の魚類生息環境改善効果の現地実証

2005年に転倒堰を現地実証地に設置し、自然再生効

果と維持管理に必要な作業を明らかにした。

(1) 現地実証地の概要

愛知郡長久手町は、尾張丘陵と濃尾平野との接点に

あたり、猿投山の西山麓に位置する（標高43～184m 。）

町内の中心部を流れる一級河川香流川（幅約10m）の流

れに合わせ東から西に向けてゆるやかに傾斜する。調

査地の用水は香流川から取水しており、排水路はコン

渡部ら：農業用の用排水路の魚類生息環境を改善する魚道付き転倒堰の開発及び効果
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クリート3面張り組立柵渠（幅600mm、高さ600mm）とな

っており、排水は香流川に合流する（図３ 。排水路と）

水田には落差あり、排水路内には堰が存在し魚類の移

動が阻まれている。

(2) 魚類相・環境事前調査

2003年5～6月に調査路線内の15m区間3か所（上流A地

点、中流B地点、下流C地点）で事前調査を実施した。

魚類についてはタモ網（底辺400mm、高さ385mm、目合1

mm）により全頭捕獲を試み、採捕個体の種名と個体数

を記録した後、もとの場所に戻した。また、2003年5月

（ 、～12月において調査路線内に定点を2か所 上流A地点

下流C地点）設け、水深及び土砂堆積量をステンレス定

規により計測し、流速を電磁式流速計により水面から

水深の6割の位置を計測した。

(3) 付属する魚道の遡上機能検証

2005年7月に転倒堰を排水路に設置し、付属する魚道

の遡上機能を検証した。設置地点は、水深が極端に浅

くなると想定される河川から上流約85m地点（水路勾配

1/300）である（図３、４ 。）

2005年8月2日～9月30日及び2007年5月1日～7月31日

の2期間において魚道上流部に袋うけと呼ばれるトラッ

プ取り付け、数日に1度の割合で遡上魚を採捕した。採

捕した魚類は種名及び体長を記録した。

(4) 転倒堰の有無による魚類生息数調査

転倒堰の有無による魚類生息数の変化を調査するた

め、2007年5～7月の期間において1週間毎に転倒堰の設

置・撤去を6反復繰り返し、転倒堰上流15m区間の魚類

（ 、 、を2人1組でコドラートネット 底辺1000mm 高さ500mm

目合1mm）により採捕した。また、上流15mをさらに5点

に区分（下流から0m、1.5m、4.5m、7.5m、15m）し、流

速を電磁式流速計を用いて水面から水深の6割の位置を

計測した。

なお、調査路線内の落差部には魚類の連続移動性を

妨げないように半円形コルゲート管魚道 が5か所設置３）

されている。

(5) 転倒堰の動作検証

転倒堰の動作を検証するため2007年5月15～19日の期

、 （ 、間において 転倒堰扉体にマグネットセンサー HOBO

U9ステートロガー）を取付け、転倒及び復起動作毎に

日時を自動記録し、併せて静電容量式水位計（最大測

定長40cm、CR回路、20kHz）を用いて10分間隔でロガー

に上流側水位変動を自動記録した。

(6) 転倒堰の維持管理労力調査

土砂堆積量及び塵芥量を転倒堰設置に伴う維持管理

労力の尺度とした。転倒堰を設置すると流速が低減す

ることは室内実験により検証した。排水路の流水中に

は浮遊土砂が存在し、ある流速以下になると堆積が起

。 、こる 転倒堰設置時には流速低減により土砂が堆積し

堆積土砂を浚渫する必要が考えられる。2005年5月27日

～10月3日の期間において、転倒堰上流30m区間を7点に

（ 、 、 、 、 、 、 ）区分 下流から1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 15m 30m

し、各断面の土砂堆積厚をステンレス定規を用いて5回

計測し、それらの平均厚さを土砂堆積量とした。

また、水田畦畔等の草刈による草やごみ等の塵芥が

排水路へ流入する可能性が考えられる。転倒堰に塵芥

が絡まると転倒や復起動作に支障を及ぼし魚類の遡上

や生息環境の阻害となる。絡まった塵芥量を把握し、

塵芥除去作業頻度を明らかにするため、2005年7月12日

～10月31日の期間において転倒堰に絡まった塵芥をバ

ケツに入れ、その容積から塵芥量を換算した。なお、

雨量データは、愛知県農業総合試験場気象観測システ

ムデータ（観測地は北緯35度9分46秒 東経137度4分5

秒、世界測地系）を使用した。

結果及び考察

１ 転倒堰の開発

開発した転倒堰を図５に示した。転倒堰は、水圧に

図１ 可変勾配水路を用いた魚道付き転倒堰の室内実験装置

左：転倒堰扉体起立時、右：転倒堰なし

愛知県農業総合試験場研究報告第40号



58

図２ 魚道付き転倒堰に取付ける魚道の隔壁挿入角度と水深測定か所

図３ 調査地の概要

図４ 調査地の排水路縦断図

耐えうる強度が発揮でき、簡易な取付け及び取外し

と点検が可能なフレーム構造とし 部材はフレーム 一、 （

、 ）、 （ ）、般構造用圧延鋼材 塗装仕上げ 扉体 アクリル板

（ ）、 （ ）、主軸 ステンレス ウェイト 一般構造用圧延鋼材

付属する魚道（ポリエチレン製コルゲート管及びベニ

ヤ隔壁 、ゴム板により構成される。）

付属する魚道は、田中らの開発した半円形コルゲー

ト管魚道 製作法を応用した。転倒堰に取付けが可能３）

な小口径の100mmを採用し、長さを700mmとした。ポリ

エチレン製コルゲート管のたわみ防止のため、底面裏

側に角材を当てた。隔壁の挿入及び遡上魚類の飛び出

し防止のため、断面の3/4程度を残して切断した。隔壁

はコルゲート管の溝に合わせ厚さ5mmのベニヤ板とし、

溝4か所おき（700mm隔壁）に挿入した。また、付属す

る魚道は扉体横の固定堰部に設置でき、上下に可動で

きる機構を施し水量調整機能を持たせた。

転倒堰扉体の転倒及び起立を制御する方法として、

制御動力を水圧とウェイトの自重のみで、外部動力を

必要としない自己転倒式自動堰河川浄化装置 の構造8）

を適用した。水深に応じた水圧により扉体が自動転倒

し、扉体下方に取付けたウェイトにより転倒した扉体

を自動復起させる構造とした。転倒堰が扉体起立時に

維持できる最大水位は、設定18cmを十分に達成できる

よう25cmに設定した。扉体下方のウェイト重量は、排

水路の流況に応じて転倒感度を調整できるよう増減で

きるようにした（図５ 。幅500mm×高さ500mm水路用の）

転倒堰が及ぼす水路断面阻害率 を計算したところ、Rp

29.4％であった。これは固定堰部が多く断面を阻害す

渡部ら：農業用の用排水路の魚類生息環境を改善する魚道付き転倒堰の開発及び効果
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るためで、付属する魚道部分を水路断面より外側へ近

接迂回させることにより を12.6％まで縮小させるこRp

とが可能であると考えられる。

転倒堰製作にかかる費用は、付属する魚道を含め4万

円程度となった。組立て点数が多いため労務費が大半

を占めた。重量は、10kg程度となった（表１ 。）

２ タモロコの選好条件確認のための室内実験

(1) 転倒堰の流速低減及び水深確保の検証

転倒堰が無い場合、流量条件0.00243m /sの室内可変3

勾配水路では、水深1.5cm、流速0.312～0.324m/sとな

った。同所に転倒堰を設置すると、扉体の起立効果に

より水深が25.4cmまで増加し、水面付近では流速0～0.02m

/s、中間付近では流速0.005～0.03m/s、底付近では流

速0.01～0.09m/sとなった（図６ 。また、設置により）

平均流速を93.6％低減する効果があることが判った。

付属する魚道については、流下流量50～100ml/sにお

いて、魚道設置勾配を20°以下かつ隔壁挿入角度20°以

下により、隔壁間の水深がタモロコの体高18mmを上回

る水深を20mmが確保できた（図７ 。）

３ 転倒堰の魚類生息環境改善効果の現地実証

(1) 魚類相・環境事前調査

2003年の路線内調査か所における事前調査では、タ

図５ 魚道付き転倒堰構造図

幅500mm×高さ500mmの水路用、左：正面図、右：側面図

表１ 魚道付き転倒堰製作費用

注１）幅500mm×高さ500mmの水路用

注２）労務費、塗装費、間接製作費は、平成17年度土地改良工事積算基準（施設機械） により算出した。
９）

注３）単価は、建設物価（2005.２） 及び見積価格を使用した。
１０）

愛知県農業総合試験場研究報告第40号
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図６ 転倒堰設置か所上流１m区間の流速分布の変化

2007年5月21日計測、気温28℃、水温19℃（施設循環水を使用）注１）

図７ 付属する魚道の勾配及び隔壁挿入角度と隔壁間の水深

水深測定か所については図２を参照。

渡部ら：農業用の用排水路の魚類生息環境を改善する魚道付き転倒堰の開発及び効果
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モロコ、ドジョウ、トウヨシノボリ、ヌマムツが生

息していた。採捕数の構成比はタモロコ48%、ドジョ

ウ46%でほとんどを占めた。特に河川からの距離が近い

C地点の採捕数が最多となった（表３ 。）

水深、流速、土砂堆積量調査ではC地点下流には灌漑

用の固定された堰板が設置されており、A地点に比べ流

速が抑えられ、水深と土砂堆積量は大きい（表４ 。）

(2) 付属する魚道の遡上機能検証

2005年及び2007年における付属する魚道の遡上調査

では、上流側に設置したトラップにより、ドジョウ、

タモロコ、オイカワ、メダカ、ヌマムツの遡上を確認

した（表５ 。種の構成割合ではドジョウ48%、タモロ）

コ26%であった。設計では体長8cmを想定したが、オイ

カワ（15.8cm）やメダカ（2.9cm）まで遡上し、付属す

る魚道がこれらの魚類の遡上に対し有効であることが

明らかになった。

(3) 転倒堰の有無による魚類生息数調査

転倒堰上流15m区間の魚類調査では、転倒堰を設置し

、 。た場合では設置しない状態に比べ 採捕数が増加した

転倒堰ありの扉体起立時における流速が1.4～5.8cm/s

に保たれた。これはメダカ（体長3cm）の巡航速度（長

時間、継続的に遊泳できる速度）10cm/s が確保され11）

11）たことに加え、一時的ではあるが休息適速度３cm/s

を満たしている。採捕魚種では、メダカ（平均体長4.1

cm）やヌマムツ（平均体長14.2cm）採捕できたことか

ら これら魚類の生息にも有効であると推察された 表、 （

６ 。）

(4) 転倒堰の動作検証

排水路の水深と転倒回数、降水量の関係を図７に示

した。転倒堰を2007年5月15日に設置し、翌16日は降雨

が無く、概ね25cmの水位で扉体が起立状態を維持して

いた。17日の日降雨量7mmにより、扉体が転倒し水位が

低下し、降雨終了までに水位が40.2cm程度まで上昇し

ていることを示した。降雨が終了した後18日にはしだ

いに水位が低下し、扉体が復起した（図８ 。常時は転）

倒堰が設定水位を維持し流速を緩やかにするが、洪水

時は降雨等により排水路水位が上昇すると扉体が自動

転倒して排水が排水路水位を溢れることなく安全に流

下し、水位低下に伴い扉体が自動的に復起することが

明らかとなった。

(5) 転倒堰の維持管理労力調査

転倒堰上流部の土砂堆積量の推移を図９に示す。転

倒堰設置前の土砂堆積量は、0～0.2cmで設置後は0.2～

3.1cmで推移した。転倒堰からの距離が近いほど設置前

後の差が大きいことを示した。3cm程度の土砂堆積が確

認されたものの動作に支障となるものではなく、浚渫

作業が不要であることが判った。堆砂は、転倒堰フレ

ーム底面の溝形鋼が排砂抵抗となり、上流7.5mまでそ

の影響が表れたものと推察できる。

また、転倒堰に絡みついた塵芥は、平均1.8L、最大

で10.8Lであった。塵芥の流入日数は７～10月の4ヶ月

で8回であった。塵芥の除去作業は主にまとまった降雨

後に必要であった（図10 。なお、塵芥の主な物は雑草）

であった。これらの結果から、転倒堰設置に伴う維持

管理作業として堆積土砂の浚渫作業は不要であるが、

軽度の塵芥除去作業が必要であることが明らかとなっ

た。

本研究では転倒堰を2005年7月～2007年7月までの2年

間設置し、常時水没する部分の腐食による劣化が目視

により確認されたが、これは動作不良の原因となる要

因ではなかった。錆を除去し再塗装することにより継

続的な使用が可能である。今回、低価格を図るため一

、般構造用圧延鋼材を主部材として転倒堰を製作したが

ステンレス鋼材を使用することにより、再塗装の手間

を省きより耐久性を向上させることが可能である。

表３ 調査か所で採捕された魚類

調査年は2003年

愛知県農業総合試験場研究報告第40号
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表４ A地点及びC地点の水深、流速、土砂堆積量、日降水量の推移

水深、土砂堆積量は、ステンレス定規で計測し、流速は、電磁式流速計を用いて水面から水深の6割の位置を計測した。

表５ 転倒堰付属する魚道を遡上した魚類

採捕数は、調査期間2005年8月2日～9月30日及び2007年5月1日～7月31日の合計値

表６ 魚道付き転倒堰設置の有無と魚類採捕数及び体長、流速

調査期間：2007年５～７月注１）

採捕数は、６反復の合計値で「転倒堰なし」と「転倒堰あり」で有意差あり、*：paired -test p<0.05注２） t

、 。（「 」 ）注３）流速は 電磁式流速計を用いて水面から水深の６割の位置を計測した 転倒堰あり の流速は扉体起立状態で計測

渡部ら：農業用の用排水路の魚類生息環境を改善する魚道付き転倒堰の開発及び効果
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図８ 排水路の水深と転倒回数、降水量

雨量データは、愛知県農業総合試験場気象観測システムデータ（観測地は北

緯35度９分46秒 東経137度４分５秒、世界測地系）を使用した。

図９ 転倒堰上流部の土砂堆積量の推移

愛知県農業総合試験場研究報告第40号



64

図10 扉体部に絡みついた塵芥量と雨量の推移
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