
水田生態系ネットワークを再生する魚道の開発及び遡上特性の解明
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摘要：半円形コルゲート管と脱着可能で越流を円滑にする隔壁とからなる新たな魚道を開

発した。室内試験により、遊泳タイプの異なるメダカ、タモロコ、ドジョウは少量の通水

（50～500ml/s）で遡上できること、隔壁間の溝部中央は、水深が大きく流速が最も遅い

ため、魚類の待機場所を形成することが判明した。本魚道は低コストで製作でき、隔壁の

脱着と調整による順応的管理が容易に行える。
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The Development of Fish Way for Restoring Ecological Network in Paddy Field
Ecosystem, and Its Effects on Fish Upstream Behavior

TANAKA Yuichi, KATO Hiroaki, WATABE Tsutomu and MIYAMOTO Akira

Abstract: We made out a fish way for restoring ecological network in paddy field
ecosystem. The fish way consists of a polyethylene colgate half-pipe and detachable
plates. In laboratory experiment, three fish species (rice fish, field gudgeon and loach)
can move toward upstream efficiently, because they stay the bottom of colgate half-pipe
where resting spaces are formed with slow stream and sufficient depth. This fish way
can be used effectively to restore fish biodiversity with resident participation.
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緒 言

水田や農業水路等からなる水田生態系ネットワーク

に生息する淡水魚類は、繁殖や成育のためにそのネッ

トワーク内の多様なハビタット（生息場所）間を移動

することが知られている1-4)。

ところが、排水性向上を目的として設置された農業

水路内や水田との段差は、魚類の遡上を困難にしてい

る。近年、メダカOryzias latipes latipesが絶滅危

惧種に指定されるなど水田生態系ネットワークに生息

する魚類の減少が問題視されており、その一因はこの

水田生態系ネットワークの分断にあると指摘されてい

る3)。

分断された水田生態系ネットワークを回復するため

の魚道は、これまでにいくつか考案されているが5-8)、

それらの構造は、河川の落差部に設置される魚道9)を

小型化したものが多い。魚道の設計にあたっては、魚

類が効果的に遡上できる水深と流速条件に加え、農業

用水の節水的な利用で遡上効果を高めることも求めら

れる。そして、魚道の実用化に先立ち、その水理特性

や遡上効果の十分な評価が必要である10)。

一方、近年、農業者の減少や高齢化により水利施設

の維持管理は困難になってきており、さらに負担を生

じる自然再生活動に対して、地域住民の参画はますま

す重要視されるようになっている11）。そのため、農村

地域の自然再生活動においては、地域の協働により管

理できる低コストな施工法と維持管理手法が求められ

る11）。

そこで、市販され入手が容易な半円形コルゲート管

を用いて、施工と管理が容易で、少量の通水で遡上効

果が高い新たな魚道を考案試作したため、その構造に

ついて報告する。

また、魚道への必要通水量を明らかにするために、

遊泳タイプの異なる種を用いて室内にて遡上試験を行

なった。さらに、遡上行動と流速分布の関係を解析す

ることにより、本魚道の遡上の効果について考察した。

材料及び方法

1 魚道の開発

以下の項目に留意し、半円形コルゲート管と角型コ

ルゲート管を利用した魚道を試作し、製作や調整の利

便性を比較した。

(1) 設置勾配

魚道の設置勾配は設置面積を規定する。すなわち、

緩勾配なほど魚類は遡上しやすいが、設置面積は増大

する。魚道は生産基盤である畦畔や排水路に施工され

るため、その設置面積は小さいことが望ましい。その

ため、設置勾配は既存魚道5-8)の最大勾配と同程度の20°

とした。

(2) 本体の材質と形状

本体の選定にあたっては、製作手間が少ない水路形

状であること、切断が容易で軽量であるなど施工性に

優れること、魚道内の流速を抑え水深を確保するため

に配置する隔壁の取り付けが容易に出来ることを重視

し、既製品の半円形コルゲート管（φ300mm）と角型コ

ルゲート管（幅300mm）の適用を検討した。

(3) 隔壁の形状と配置

隔壁を越流する箇所の水深（以下、越流水深）が少

流量でも得られるよう、隔壁切欠き部の形状は、V字ま

たは傾斜状とした。また、流速を効果的に抑えるため9)、

隔壁の向きが交互になるよう配置した。材質は入手と

加工のしやすさから木材とした。

2 室内試験

(1) 室内試験装置

試作魚道（半円形コルゲート管、φ300mm）における

遡上魚の行動と水理特性を把握するために、流水循環

型装置、遡上魚撮影用器具等からなる室内試験装置を

構築した（図１）。

ア 流水循環型装置

図１ 室内試験装置の配置
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図２ 観察プールと区域

二つの隔壁間の観察プールを設定
観察プールを3×3の区域（A1～C3）に分割
水流はA3からC1方向に流下
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魚道への通水は、魚道の下流桝の水をポンプにより

下部タンク経由で上部タンクへ送り、そこからバルブ

を介して供給した。常に一定水量を魚道に供給するた

めに、常に上部タンクを満水とし、余水を集水桝経由

で下部タンクへ返送した。

魚道は全長2mとし勾配20°でこの装置内に設置した。

隔壁の配置は、半円形コルゲート管溝1か所おきとした

（図２）。

供試魚は下流桝から魚道を遡上するようにした。

なお、水温は24～26℃に保った。

イ 遡上魚撮影用器具

遡上魚の行動を攪乱しないよう、試験中は試験室内

には入室せず、遡上行動はデジタルビデオカメラ（SONY、

DCR-PC350）で記録した。さらに、魚道と下流桝を含む

周囲をビニルシートで覆うことにより、供試魚に対す

る視覚的な刺激を避けるようにした。

遡上行動撮影場所は魚道末端から1m上流の隔壁間（観

察プール）とし、そこを撮影しやすいよう白色塗装し

た（図２）。デジタルビデオカメラはその約40cm上方に

配置した。なお、白色塗装による魚類の遡上行動の変

化は見られなかった。

(2) 試験区の構成

試験区は通水量25、50、100、500、800ml/sの5段階

とした。全ての試験区において後述する3種について種

毎に遡上試験を3反復行なった。

水理特性の計測は、通水量100ml/sの試験区で実施し

た。

(3) 供試魚

供試魚には、水田生態系の魚類多様性の指標性が高

いタモロコ12）Gnathopogon elongatus elongates、遊泳

力が低いと考えられるメダカ、底生魚であるドジョウ

Misgurnus anguillicaudatusを選定した。これらの採

捕地は、すべて愛知県愛知郡長久手町の香流川とその

周辺の水田地帯である。

遊泳力に差を生じないよう供試魚の体サイズ（全長）

は、種毎に揃えた。体サイズは、タモロコ6～8cm、メ

ダカ2～2.5cm、ドジョウ8～10cmとした。

供試個体は各試験区10個体とし、反復試験毎に個体

を入れ替えた。

(4) 遡上特性

試験時間は予備試験の結果に基づき設定した。試験

開始時間は供試魚の下流桝への放流10分後からとした。

これは飼育水槽から下流枡に放流された供試魚が5～10

分後に遊泳を再開したためである。また、試験時間の

長さは、遡上能力が高かったタモロコを1時間とし、そ

れ以外（メダカ、ドジョウ）を2時間とした。試験は10

～17時の間に行なったが、この時間帯では遡上行動は

同様に観察された。

試験期間は、魚類が魚道を活発に遡上する5～10月初

旬まで17)に行ない、メダカ2004年9月8日～16日、タモ

ロコ同5月24日～6月18日、ドジョウ同9月27日～10月1

日とした。

試験終了時には、供試魚の魚道内における位置を確

認し、魚道下流から1m以上に位置した場合は遡上個体

とみなした。遡上に適した通水量を検討するため試験

区毎に遡上個体の割合（遡上率）をもとめた。

3種の魚の観察プールの通過時間は、デジタルビデオ

カメラの撮影映像からもとめた。

さらに、観察プールを上方から見て3×3の格子状区

域に分割し（図２）、遡上魚の中心が5秒毎にどの区域

に位置したかを記録し、遡上魚の観察プール内の分布

率をもとめた。この記録は観察プールの通過に10秒以

上要した個体について実施した。分布率の差について

は、Tukey-Kramer法により多重比較した。

(5) 水理特性の把握

通水量100ml/s条件下で、3×3の格子状に分割した区

域と隔壁越流部の10か所について、その中央部の水深

と流速を測定した。流速については電磁流速計（KENEK、

VP1000AN）を用いて、魚道底面から1cm上部を計測した。

愛知県農業総合試験場研究報告第41号
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試験結果

１ 試作魚道の構造

魚類の遡上に必要な空間の確保と設置スペースの狭

小化のため、直径250mmないし300mmの半円形コルゲー

ト管の溝に、図４で示した木製の隔壁を切除部が互い

違いになるよう装着した。隔壁は、コルゲート管の溝

幅と同じ厚さの合板をコルゲート管の最大内径に合わ

せ半円形に切り出した後、溝の深さ分半径が短い扇形

（内角45°）をくり抜いた形状に加工した。この加工

は、少通水量時に、隔壁越流部の三角堰により背水位

を確保するために行なった（図５）。さらに、越流を平

滑な隔壁越流部と半円形の底に流下させることにより

（図５）、階段式魚道などで跳水により生じる空洞13)の

発生を防止することができ、魚類への負担が大きい跳

躍遡上を防止することができた。

なお、口径250mmの半円形コルゲート管と厚さ18mm

のラワン合板製隔壁で作製した場合、1m当たりの材料

費は約2,200円で、重量は約3.5kgである14）。

また、図３に半円形コルゲート管と角型コルゲート

管による試作魚道を示したが、半円形コルゲート管魚

道は角型コルゲート管と比較すると表１に示したよう

に隔壁の脱着と調整の利便性に優れていた。どちらの

コルゲート管も隔壁の挿入溝を作る必要がないが、半

円形コルゲート管には接着剤等不要で隔壁が容易に固

定と取り外しができ、その間隔と角度を調整できるな

どの利点があった。脱着と調整の容易さにより、現地

設置後の魚道内の塵芥除去や流れの調整などを順応的

に管理できる。

２ 室内実験

(1) 遡上率

全長2m、勾配20°の半円形コルゲート管魚道に対し

て、3種とも遡上できた通水量は、50～500ml/sであっ

た。各々の遡上率は、メダカでは10%前後、タモロコで

は50%以上、ドジョウでは20%以上であった（図６）。な

表１ 半円形コルゲート管と角型コルゲート管の製作と調整の利便性比較

項目 半円形 角型
コルゲート管 コルゲート管

○ △

隔壁の設置間隔 溝のピッチが狭いため、選択性が高い 溝のピッチが広いため、選択性が低い

◎ △

隔壁の脱着 接 着剤 等不 要で 固定 でき 、そ の後の 取 接 着剤 等で の固 定が必 要で 、そ の後 の

り外しが容易 取り外しが難

◎ ×

隔壁の角度 自由に回転して調整 角度の異なる隔壁への交換が必要

◎ ○

隔壁越流部の流れ 隔 壁越 流部 の平 滑化 と半 円構 造によ り 時として空洞が発生

スムース

図４ 半円形コルゲート管魚道に挿入する隔壁

隔壁のサイズは、コルゲート管φ250mmの場合、
厚さ18mm、φ250mm
同φ300mmの場合、厚さ25mm、φ300mm

図３ 試作魚道

左：半円形コルゲート管
右：角型コルゲート管

135°

溝の深さ分を残して切断
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図５ 現地に設置した半円形コルゲート管魚道の
スムースな流れ

設置勾配20°

お、ドジョウは越流水深が最小の1cmとなる25ml/sの通

水量でも遡上率が低下しなかったが、これは匍匐して

遡上したためである。

(2) 遡上行動

ア 観察プールの通過時間

タモロコは通過時間が短く、ほとんどの個体が150秒

以内に上方プールへ遡上した。一方、ドジョウは幅が

あり、少通水量時に200秒以上を費やす個体も散見され

た。メダカは最速でも60秒と長時間を要することが判

った。

各通水量における観察プールの通過時間の平均は、

メダカ130～495秒（図７）、タモロコ9～37秒（図８）、

ドジョウ7～113秒（図９）で、流速の増大に伴い短縮

する傾向があった。

イ 観察プール内区域における分布

観察例数の少ないメダカでは必ずしも明瞭ではない

が、タモロコ、ドジョウでは、コルゲート管の溝部に

当たるA2またはB2の区域に有意に高く存在していた（図

10）。

(3) 水理特性

通水量100ml/sにおける水深と流速の分布を表２に示

す。隔壁越流部の流速は測定箇所10か所中で最速の38.

8cm/sであった。同水深は2.7cmでメダカ、ドジョウ、

タモロコの体高よりわずかに高かった。

隔壁直下のA1～C1は、流速が5.1～8.8cm/sと遅かっ

たが、水深が2.2～3.6cmと他区域並びに隔壁越流部よ

り浅かった。

コルゲート管の溝部に当たるA2～C2は、A1～C1と同

程度の5.4～7.7㎝/sの流速だったが、水深が5.2～6.5cm

とより深かった。A3～B3は、流速11.4～22.8cm/sと他

区域より非常に速かった。

考 察

水田、農業水路などからなる水田生態系ネットワー

クは、魚類の多様性を保全する場として高く評価され

ている1-4,12,15-17)。これら魚類の保全・再生には、魚道に

よる移動経路の確保が一方策として有効である3,5,8)。

図６ 通水量とメダカ、タモロコ、ドジョウの遡上率

異なるアルファベット間に有意差あり

p<0.05 Tukey-Kramer法

遡

上

率

（
％
）

メダカ タモロコ ドジョウ

25 100 800

50 500 50 500 50 500

25 100 80025 100 800
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図７ 通水量とメダカの観察プール通過に

要する時間

矢印は平均値

図８ 通水量とタモロコの観察プール通過に

要する時間

矢印は平均値

個

体

数

通水量

所要時間（秒）

個

体

数

通水量

所要時間（秒）

図９ 通水量とドジョウの観察プール通過に

要する時間

矢印は平均値

表２ 通水量100ml/sにおける観察プールの水深

及び流速分布

測定箇所* 水深 流速

（cm） （cm/s）

隔壁越流部 2.7 38.8

A1 2.2 5.1

B1 3.6 6.4

C1 2.7 8.8

A2（溝部） 5.2 6.4

B2（溝部） 6.5 5.4

C2（溝部） 5.4 7.7

A3 4.4 11.4

B3 5.5 12.0

C3 4.2 22.8
*：隔壁越流部及び区域は中心部
図２参照

所要時間（秒）

個

体

数

所要時間（秒）

通水量
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メダカ タモロコ ドジョウ

通水量

50ml/s

100ml/s

500ml/s

図10 半円形コルゲート管魚道の観察プールにおけるメダカ、タモロコ、ドジョウの分布率

観察プール通過に10秒以上要した個体について、5秒毎の存在区域を記録（図２参照）
同一アルファベットを含む区域間に有意差なし（p<0.05、Tukey-Kramer法）
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試作した半円形コルゲート管魚道は、コルゲート管

の屈曲強度を高めるための溝を利用し、そこへ円滑な

越流となるよう形状を工夫した隔壁を取り付けたもの

で、この隔壁は脱着、間隔と角度の調整が任意に行え

るため、施工と維持管理が容易な構造となっている。

、 、 、本魚道は 水田と農業水路の段差 農業水路内の落差

農業水路と河川間の落差を補完するために適用でき

る 。18)

近年、水田魚道を設置して魚類繁殖の場を再生する

活動が盛んになっているが 、遡上率の改善、遡上18，20）

魚種範囲の拡大など魚道の技術向上のためには、設置

効果の検証や効果判定が非常に重要である 。特に、18）

魚道の機能を検証するには、対象魚の遊泳能力と水理

諸元に関する知見が必要である。魚道に求められる流

速性能は、魚類の突進力と選好流速、遊泳持続時間に

規定される 。すなわち、最も流れの速い隔壁越流部18）

には突進力以下の流速が、待機場所には選好流速が必

要とされる。水田生態系に棲む魚類の遊泳能力につい

ては、十分に知られていないが、管水路装置により評

価した加藤らは 、ドジョウなどが流速50cm、70cm/s21)

で盛んに突進遡上行動をとることを明らかにした。ま

、 、た 森下ら はタモロコとドジョウの突進力について22）

それぞれ10～30cm/s、100～130cm/sであると報告して

いる。これらの結果から判断すると、通水量100ml/sに

おける本魚道の隔壁越流部の流速（38.8cm/s）は、ド

ジョウやフナ類などの中型魚にとって遡上が容易な条

件だったと推察される。

製作に有利な半円形コルゲート管の溝は、魚類の待

機場所の形成にも役立っていた。魚道には、魚類が休

息できる空間が必要とされるが、この溝部は水深が大

愛知県農業総合試験場研究報告第41号



54

きく（5～7cm 、流速が遅い（5～8cm/s）格好の待機場）

所となっていた。森下ら は、魚類の通常の遊泳速度22）

（巡航速度）について、タモロコ5～15cm/s、ドジョウ

10～20cm/sと報告している。これによると、本魚道の

溝部はこの2種にとって十分な待機場所であると結論で

きる。千鳥X型魚道など の傾斜隔壁を使用する一般的2,3)

な魚道は、隔壁の直下が待機場所となるが、本魚道は

これらと異なる特徴を有していた。

水田生態系に設置する魚道を流下する水は、農業用

水であるため、魚道の設計に当たっては、少流量で遡

上できることが求められる。本魚道は100ml/s程度の通

水量があれば、メダカ、タモロコ、ドジョウが効果的

に遡上することが確認できた。水田生態系に棲む魚類

、 、 、の生態については 未知の点が多いが これら魚類は

ほ場整備実施以前には降雨による増水、水田への導水

などの限られた期間に水田に侵入していたと考えられ

る 。そのため、水田の排水口への魚道設置により、1-4)

降雨時の遡上が見込める。さらに、用水の継続的な通

水が可能な場合は、より大きな効果が期待できる。

現地への設置とその後の自然再生活動には、高齢化

した農業者のみに頼るのではなく、農業者を含む地域

住民の協働が欠かせない 。本魚道等 を使った自然10 18,19)）

再生活動を地域住民との協働により進めるために、水

田生態系に関する理解、魚道の設置と維持管理、魚類

の生態などの情報を収録し、住民参加の意識・経験の

段階別に検索・利用できるHTML化されたDVDマニュアル

が作成されている 。このマニュアルには本魚道の製20）

作、設置、維持管理作業についての詳細な解説が掲載

されているので、設置に当たっての具体的な情報につ

いては、これを参照されたい。

Caras現地施工例 では、前述の種以外にもフナ類16）

sius spp. Pseudorasbora parva Nip、モツゴ 、ヌマムツ

、オイカワ などponocypris sieboldii Zacco platypus

も遡上しているため、本魚道は小中型魚の遡上に効果

的であると考えられる。今後、数多くの現地設置事例

、 。を詳細に解析し 設置効果の検証を進める必要がある
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