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ポイントブック

魚類の移動に資する
治山施設の改良・新設（素案）

②施設配置計画等①工法

●モデル渓流での生物多様性に
配慮するための実践

知見の反映

●新工種･工法の開発の取り組み

●ポイントブック(案)

・下流のりの緩勾配化
・魚道等による連続性確保
・在来種による緑化
・シカ対策・木製構造物活用

業務（治山事業高度化調査）の流れ

生物の移動阻害 外来種緑化

獣害（シカ） 生物多様性保全

●「生物多様性の保全」に配慮し
た治山対策に関する指針(案)

図1. 業務の流れ

■魚類の移動に資する治山施設の改良･新設について
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検討の流れ

■魚類の移動に資する治山施設の改良･新設について

モデル渓流
～実践事例～

※他現場でも応用可能な技術の抽出･整理 ポイントブック
(素案)

水理実験

文 献
他事例

モデル渓流一覧（3地区6渓流）

6頁参照
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ポイントブックの基本的な考え（とりまとめ方針）

モデル事業を個別事例とせずに体系的に整理を行い、他渓流にお
いても参考となる技術的ポイントとして抽出して整理する。

事業の流れに沿った形、すなわち、｢事前調査｣→｢計画｣→｢設計｣
→｢施工｣→｢モニタリング～維持管理｣の流れを踏まえて整理する。

モデル渓流の事例のみでは不足する項目もあり、その場合は、他
渓流の事例を参照する。

治山施設に設置する「魚道」であることを踏まえ、治山現場の特
徴およびそこに起因する魚道の問題点に着目し、「上下流の流れ
の連続性が継続的に維持されるよう配慮する」ことを基本とする。

治山現場の特徴：○土砂移動の頻度と規模が大きい

○流路および流量変動が顕著

○自然材料（自然石）が豊富

治山施設が設置される渓流では、土石流等が発生する可能性があ
ることにも踏まえたうえで計画、設計する必要がある。

7頁参照

■（治山分野特有の）魚道の問題点について

｢流れ｣の分断
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■治山施設に設置する魚道事例のイメージ図

３.設計のポイント
Point 3.4. 流れをコントロールする～流路変動に対応する～

部分魚道では、「澪筋が安定しない」または｢澪筋に対し、魚道入口が反対に
ある」ケースが生じる。｢流れ｣を確実に魚道に流入させるような工夫（例えば、
水制工等を用いて、水の流れをコントロールする）が必要。

ポイント①：魚道方向に水制工を(45°程度)突出させることで、流れを導くこ
とができる。このとき流水の突出長は、流れを寄せたい幅と同等規模とする。

ポイント②：水制工は平水程度の高さとし、増水時(年 大流量規模程度)では越
流するような規模とすることが重要である。

※台形断面型魚道の場合、流量変動に追随して機能を発揮できること、魚道内
流入量が大きい時には礫の排出機能を高められること等により、澪筋を導く
ことは特に有効である。

▲澪筋確保の事例（北海道･物満内川(右：出水時の状況)）

澪筋

138



θ≒45°

突出長：平水時の流水幅で考え、寄せたい幅と同程度規模を突出させる

魚道側に寄せたい澪筋の幅

平水時の流水幅で検討

水制工の突出長≒

魚道入口から約45度程度先の河岸に設置

突出高(h)は、出水時には
越流する高さ

h＜ ≒年最大流量時水位

～魚道流入口へ水を引き込む工夫～ 【 山梨県・塔岩沢 】

魚道は構造によっては、流れを集中させてしまうタイプもある(例えば、引込

み型、複断面化型等々)。この場合、中小出水時（2～3年に1回程度）に魚道

下流に局所洗堀を引き起こす可能性がある。ウォータークッション（＝減勢

工）等により流れを確実に減勢させることが重要。一定の減勢効果を持つ

プールを設置するために、 下段を掘りこむこと等が効果的である。

３.設計のポイント

Point 3.6. 流れを減勢させる～魚道直下の局所洗堀への対応～

▲魚道下流に設置した減勢工事例（北海道･仁宇布辺渓地区）
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～巨石を用いた減勢工の設置事例～

D（深さ）≒50～70cm
L（延長）≒15m

減勢工設置規模

～減勢に必要なプール規模は？～

○水理模型実験の実施

北海道仁宇布辺渓地区の複
断面型、魚道下流の減勢に
必要な規模を設定するため
に水理模型実験により検討
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【実験結果】

深さ(D)を設定(仮定)し、減勢池の長さ(L)を算定可能

●プール深さ50cm程度をとすると、延長8～10mの減勢工が必要となるケー
スが多い（hc＝0.2mでL＝7.4mとなる）

ただし、上記は複断面型の模型実験結果による計算式の試算結果

※ 現在、日本大学と北海道で別途検討中

141



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 検討委員会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

142



ポイントブック・

治山施設に設置する魚道の考え方(素案)

第1回検討委員会以降の検討事項（合意・指摘事項）

特別採捕許可証等、魚類の採捕に関する事項を追記する
（木製構造物からの転記）。

施工後はモニタリングだけではなく、｢維持管理｣につい
て言及すること。

魚道のポイントブックではあるが、魚類（水生生物）の
移動の連続性の確保を目的とした場合、「魚道」だけが選択肢で
はないことを言及してもよいのでは？（知床での取組み、切り下
げ等の事例）

指摘事項

課題3 :

課題2 :

課題1 :

｢魚類の移動に資する治山施設の改良･新設｣⇒タイトル変更

治山現場ならではポイントブックとする

⇒治山分野特有の課題（土砂移動や流路変動等の影響を受け、魚
道の上下流の流れの連続性が消失しやすい）に対するポイント
ブックとする

合意事項
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■（治山分野特有の）魚道の問題点について

上下流(魚道周辺)
の｢流れ｣の分断

P1-3

基本的な考え

魚道を含む上下流の｢流れ
の連続性｣の持続的な確保
されるよう配慮する

P1-3
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第1回検討委員会以降の検討事項（合意・指摘事項）

特別採捕許可証等、魚類の採捕に関する事項を追記する
（木製構造物からの転記）。

施工後はモニタリングだけではなく、｢維持管理｣につい
て言及すること。

魚道のポイントブックではあるが、魚類（水生生物）の
移動の連続性の確保を目的とした場合、「魚道」だけが選択肢で
はないことを言及してもよいのでは？（知床での取組み、切り下
げ等の事例）

指摘事項

課題3 :

課題2 :

課題1 :

｢魚類の移動に資する治山施設の改良･新設｣⇒タイトル変更

治山現場ならではポイントブックとする

⇒治山分野特有の課題（土砂移動や流路変動等の影響を受け、魚
道の上下流の流れの連続性が消失しやすい）に対するポイント
ブックとする

合意事項

課題１：魚類の採捕方法に関する記載

木製構造物から転記（「コラム」として挿入）

P7-9
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第1回検討委員会以降の検討事項（合意・指摘事項）

特別採捕許可証等、魚類の採捕に関する事項を追記する
（木製構造物からの転記）。

施工後はモニタリングだけではなく、｢維持管理｣につい
て言及すること。

魚道のポイントブックではあるが、魚類（水生生物）の
移動の連続性の確保を目的とした場合、「魚道」だけが選択肢で
はないことを言及してもよいのでは？（知床での取組み、切り下
げ等の事例）

指摘事項

課題3 :

課題2 :

課題1 :

｢魚類の移動に資する治山施設の改良･新設｣⇒タイトル変更

治山現場ならではポイントブックとする

⇒治山分野特有の課題（土砂移動や流路変動等の影響を受け、魚
道の上下流の流れの連続性が消失しやすい）に対するポイント
ブックとする

合意事項

課題２：維持管理に関する言及

｢モニタリングのポイント(第1回検討委員会)」

⇒｢モニタリング・維持管理のポイント｣に修正し、維持管理について言及

P37

機能不全に陥っている場合には、堆積土砂の
除去、流木の除去等の維持管理を行うととも
に、必要に応じて施設の改良あるいは更新を
図っていくことが望ましい。

機能不全の有無を定期的に確認し、必要に応
じた維持管理を行うことが重要である。なお、
魚道には施工後の経過年数によっては老朽化
し、更新時期を迎えるものも存在する（例え
ば、魚道の隔壁の破損等）。更新の必要性等
を判断するためにも 小限のモニタリグンは
重要である。
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第1回検討委員会以降の検討事項（合意・指摘事項）

特別採捕許可証等、魚類の採捕に関する事項を追記する
（木製構造物からの転記）。

施工後はモニタリングだけではなく、｢維持管理｣につい
て言及すること。

魚道のポイントブックではあるが、魚類（水生生物）の
移動の連続性の確保を目的とした場合、「魚道」だけが選択肢で
はないことを言及してもよいのでは？（知床での取組み、切り下
げ等の事例）

指摘事項

課題3 :

課題2 :

課題1 :

｢魚類の移動に資する治山施設の改良･新設｣⇒タイトル変更

治山現場ならではポイントブックとする

⇒治山分野特有の課題（土砂移動や流路変動等の影響を受け、魚
道の上下流の流れの連続性が消失しやすい）に対するポイント
ブックとする

合意事項

課題３：魚道以外の構造に関する言及

コラムとして、魚道以外の構造を紹介

（複断面型構造については、「北海道で試験的に実施で有効性を含めた検証
段階」のコメント挿入）

P21-23

複断面型
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課題３：魚道以外の構造に関する言及

切り欠き・
切り下げ
（知床の事例）

P21-23
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4.生物多様性保全に資する木製構造物の工法および施工技術の検討 

4-1.本テーマの概要 

4-1-1.本テーマの経緯と調査のねらい 

（1）経緯 

①平成 23 年度の治山技術高度化調査の一環として今後取り上げるべき治山技術につ

いて各県に対してアンケート調査を行ったところ、木材を利用した治山工法につい

て要望が多かったことから、検討委員会で協議した結果、木材の利用と本調査では

「生物多様性保全」を課題として取り上げていることを勘案して「生物多様性保全

に資する木製構造物の工法や施工技術の検討」を 24 年度以降に取り組むべきテー

マとした。 

 

②平成 24 年度は、委員会において、具体的な「生物多様性保全に資する木製構造物」

として渓流魚生息環境の改善を図る木工沈床工やログダムについて検討すること、

そのフィールドとして長野県岡谷市の横川山地区横河川上流部で行われている床

固工の堆砂敷に施工される木工沈床工について検討を進めることが 25 年度以降の

計画として決定された。 

 

（2）渓流魚生息環境の改善を図る木製構造物のねらい 

生物多様性保全を行う手法の一つとして、ダム堆砂敷など、土砂が堆積してステッ

プ＆プールが消失した渓流区間において、木製構造物を利用して渓流魚の生息環境の

改善を図る工法の技術開発を行う。具体的には、過去に試みられてきた事例を分析し

て、発展させたものを実際に施工して工法の改善を図り、治山技術の一つとして取り

入れていくこととした。 

 

  本テーマの概要を表 4-1-1に示す。 
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表 4-1-1 本テーマの概要 

 

 

4-1-2.本テーマのスケジュール 

本テーマの作業スケジュールを表 4-1-2に示す。

項目 内容 

テーマ 

選定 

平成 23 年度 治山技術高度化調査 テーマの公募を行った結果。 

(平成 23 年度第 2 回検討委員会にて決定) 

テーマ名 生物多様性保全に資する木製構造物の工法や施工技術の検討 

検討対象 

①渓流魚の生息環境改善を目的に、流れや渓床の変化を狙いとした木

製構造物 

②渓流生態系の改善に資する木製沈床工 

公募時にお

ける 

提案・意見 

富山県：谷止工等が多く整備されている渓流で魚類の移動に考慮する

ことが困難、経費が大。 

    木製構造物の研究の推進、適用範囲を広げることが重要。 

奈良県：崩壊地法面や荒廃渓流の倒木、流れ木、支障木について、従

来より筋工、柵工等への利用を行っているが、利用しきれな

いものは廃棄物として処理していた。木材利用の観点から新

たな利用方法の拡大が必要。 

広島県：木材(間伐材)を使用する工法(丸太残存型枠等)を今後も推進

していく必要がある。防災施設の構造物に強度に不安のある

(将来的に腐朽する)木材の使用許容範囲の拡大が課題。  

調

査

の

状

況 

H24 

年度 

●長野県岡谷市横川山地区の横河川で現地視察調査を実施 

 

H25 

年度 

●長野県岡谷市横川山地区の横河川萱の沢で床固工、木工沈床、木柵

ダムの施工 

  

H26 

年度 

●萱の沢で施工された木工沈床、木柵ダムの施工地でモニタリング 

●水産関係者へのヒアリング 

●とりまとめ 

本テーマ 

終目標 
●渓流魚の生息環境改善を図る木製構造物事例集(仮称) 
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表 4-1-2 生物多様性保全に資する木製構造物の作業スケジュール 

  

作業項目 内容 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

備考 

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 

テーマの決定 

①テーマの公募                  

②テーマの決定                  

（1）文献調査 

現地調査 

①文献調査                 

随時追加 

②現地調査                 

（2）実証計画の 

立案 
①実施計画の立案                  

（3）事業の実施 

 

① 施工                  

② モニタリング                  

(4)水産関係者からのヒアリング                  

（5）取りまとめ 

①各年度の成果 

とりまとめ 
                 

②総合とりまとめ                  

検討委員会 

 
第 1

回 
 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
 

 8/4  2/28   11/13 2/8   12/26 2/3   11/21 2/19  
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4-1-3.対象とする工法 

 治山ダムの堆砂敷など、土砂堆積によりステップ-プールが消失した渓流区間に、次

の工法を実施することにより、流れを変化させて渓床にプールを形成させ、人工産卵

場と組み合わせて、渓流魚の生息環境を改善するものとする。 

 

①小型木製構造物 

 北米で実績があり国内でもいくつかの実施例が見られる小型木製構造物を用いて、

平常時に治山ダム堆砂敷等に小規模なかく乱を起こし生息環境改善を図る方向で実証

事業を検討する。小型木製構造物は、災害時に機能する施設ではないので、災害時に

は破壊されることを容認するものとし、簡易な構造とする。 

 

②床固工と組み合わせる木工沈床の改良 

 横川山地区で試みられた木工沈床について、安定性を損なわない範囲で生息環境を

改善する機能を付与する方向で実施を検討する。 

 

表 4-1-3 実施する工法の概要 

 

図 4-1-1 木柵ダムと木工沈床の概念図 

 

区分 内容 構造物 供用期間 費用 

小型木製構

造物 

平常時に治山ダム堆砂敷等の生息環境改善の

ため設置する簡易な小型施設である。災害時

に機能する施設ではないので、治山ダムの付

帯施設としての位置付けである。 

小 短期 小 

木工沈床 

床固工と組み合わせて、堆砂敷の渓床勾配の

維持を果たす治山施設に、安定性を損なわな

い範囲で生息環境改善の機能を付与する。 

大 長期 大 
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4-2.調査の内容 

4-2-1.渓流魚生息環境の改善の事例調査 

 木製構造物を利用して、渓流魚の生息環境の改善を図る工法に関して、参考となる事

例を収集して改善案等を検討した。 

 

（1）小型木製構造物の事例 

 1)北米では、古くから魚類の生息環境の改善を目的として、流れや渓床を変化させ、

隠れ場を作ることを狙った小型木製構造物が用いられている１）（図 4-2-1）。 

 

 

図 4-2-1 木製構造物を用いた渓流魚の生育環境の改善の事例 
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