
2)また、国内でも、北米の事例を参考として、北海道において、堰タイプの小型構造

物（ログダム）の試験的な取組みがなされた(写真 4-2-1)2)。 

 

写真 4-2-1 魚類等の生息環境改善のために試験的に設置された小型木製構造物２） 

写真：北海道林業試験場森林環境部 

 

 3) ダム堆砂敷に設けられた例としては、群馬県茂倉沢で試験された事例がある。 

   茂倉沢(群馬県みなかみ町)は，上流にイワナ，下流にヤマメが生息する渓流であ

り、内水面漁業協同組合により両種の放流が行われている。昭和 22 年のカスリン

台風で荒廃が進んだと見られ、昭和 20 年代から 50 年代にかけて下流に治山ダム

群が整備されている。 

下流の治山ダムは，昭和 34 年に施工された玉石コンクリートダムで満砂し、

緩勾配の堆砂敷（長さ 350m）が形成され、一部には渓畔林が成立している。治山

ダムが設置されていない自然渓流区間ではステップ・プール構造が見られ、渓流魚

の生息がみられるが，治山ダムの堆砂敷では細粒土砂が堆積して単調な渓床となっ

ており、渓流魚の生息はほとんどみられない。 

このため、渓流魚が生息していないことが確認された 下流の治山ダムの堆砂敷

に木柵ダムを試験的に設置し、検証のためモニタリング調査(微地形測量、魚類調

査)を実施した。 

   木柵ダムは平成 19 年 8 月上旬に，ダム堆砂敷内の常水が流れている流路部(幅 3-

4m)に施工された。その構造は、渓床からの高さが 0.1～0.3ｍとなるように木杭に

横材（板）を取り付けたもので，流れに対して傾斜させて設置するタイプ(以下「傾

斜タイプ」図 4-2-2 №1)、V 字の平面形状を持つタイプ(以下「V 字タイプ」図 4-

2-2 №2,3)、流れに対して直角に設置するタイプ(以下「直角タイプ」図 4-2-2 №4)

の 4 種類が 10ｍおきに設置された。また、流れを整理するため、設置された横材

には V 字タイプでは中央が、傾斜タイプと直角タイプでは片側が低くなるように

５％の勾配を付けた。 
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図 4-2-2 タイプ別木柵ダムの模式図と概念図 

 

 

微地形の測量は施工後 1 か月おきに 4 か月間実施した。その結果、木柵ダムの直

下流は徐々に洗掘を受けて，設置タイプにより洗掘の状況は異なるが，いずれもプ

ールが形成されることが明らかになった(図 4-2-3)。また、背面には細粒土砂や落葉

が堆積した。 

 

 

図 4-2-3 小型木製構造物（ログダム）による縦断面の変化 3) 

155



 

写真 4-2-2 堆砂敷に設置された小型木製構造物(群馬県茂倉沢地区)3) 

 

魚類調査は電気ショッカーによる捕獲調査(施工前及び施工後：9 月上旬） (写真

4-2-2) と、産卵状況調査（10 月下旬）を実施した。捕獲調査では木柵ダム設置前

には渓流魚の生息が確認されなかったが，施工後(施工 2 か月後)、ヤマメ３個体，

カジカ３個体の生息が確認された。また、産卵状況調査ではヤマメの産卵行動が確

認された。これらの結果から，単調な渓床となったダム堆砂敷に木柵ダムを設置す

ることにより，数ヶ月で小規模なプールが形成され、設置前には確認できなかった

渓流魚やヤマメの産卵行動が確認された。このことから、木柵ダムの設置が渓流魚

の生息環境を改善することができると判断された。 

 

 

   写真 4-2-3 魚類調査で捕獲された渓流魚（ヤマメ） 
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（2）木工沈床の事例 

長野県横川山地区の横河川上流萱の沢では、上流に大規模な崩壊地があるほか、渓岸

に崖錐が発達し、渓床内に堆積物が多いことから、治山ダムが継続的に整備されている。

平成 15 年度に、長野県が侵食防止・渓岸崩壊の防止（山脚固定）を目的として治山ダ

ムを計画したが、左岸部に林道が通過していて必要な高さが確保できないために、高さ

の低い床固工と併せて堆砂敷に木工沈床を設置した。木工沈床は、通常は構造物の洗掘

防止などに用いられるが、堆砂敷に設置して、自然堆砂の安定勾配よりも急な現渓床勾

配を、自然堆砂の安定勾配と同程度に維持することを期待している。このダム堆砂敷に

設置された木工沈床について調査を行ったところ、渓流魚の生息環境改善にも寄与する

ことが推測された。また、中詰材料の表面の一部を産卵床に適した粒径とする改良によ

り、更に生息環境の改善機能を高めることができると考えられた 5)。 

 ここでは、長野県横川山地区において、既設の木工沈床（平成 15 年度施工）に対す

る調査の事例を紹介する。(図 4-2-4) 

 

 
図 4-2-4 横川山地区の床固工と木工沈床を組み合わせた施設 5) 
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写真 4-2-4 木工沈床（平成 15 年度施工）の施工直後と調査時点の状況 

 

写真 4-2-5 床固工堆砂敷に設置された木工沈床（長野県横川山地区）5) 

 

長野県横川山地区の萱の沢では、平成 15 年度に、床固工堆砂敷の縦断勾配を安定的

に維持するために、木工沈床が堆砂敷に試験的に設けられた。使用された木工沈床

は、一辺 2ｍの正方形の木枠（高さ 0.72ｍ）の中に玉石を詰めた構造であり、これが

階段状に 8 列並べられている(図 4-2-4)。設置個所周辺は、治山ダムが系列的に整備さ

れており、アマゴやヤマトイワナが生息する渓流区間である。 

平成 24 年度に木工沈床設置区間において渓流魚の生息環境について調査を実施し

た。その結果、①堆砂敷の緩いカーブに合わせて木工沈床が配置されているためカー

ブ外側(右岸側)の木工沈床間には隙間ができていること、②木工沈床上に堆積した土

砂が侵食を受け、木工沈床の落差の下に小さなプールが生じていることが明らかにな

った(写真 4-2-5)。 

平成 24 年 10 月に実施した電気ショッカーによる魚類調査では（写真-3.3）木工沈

床内に形成されたプールにヤマトイワナの稚魚（当歳魚）が生息していることが確認

された。 
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木工沈床を主体とした区間と周辺の自然渓流区間でヤマトイワナの生息状況を比較

すると、生息密度(渓流区間 100ｍ当たりの個体数)は両区間でほぼ同じであった。しか

し、魚のサイズをみると、木工沈床区間では 10 ㎝以下の個体(稚魚)が多く自然渓流区

間で捕獲されているような 18 ㎝以上の個体(成魚)が捕獲されていない（図 4-2-5）。木

工沈床区間に形成されたプールの水深が浅く、稚魚には生息場所を提供しているもの

の、成魚の生息には十分なものとなっていないと考えられる。これらのことから、成

魚までも含んだ渓流魚の生息環境改善には、木工沈床の安定性を失わない範囲で、よ

り大型のプールも含めた大きさの違う多数のプールの形成が必要と考えられた。 

 

 
写真 4-2-6 捕獲調査の状況 

 

図 4-2-5 渓流魚（ヤマトイワナ）の全長頻度分布（平成 24 年度調査） 
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（3）人工産卵床の事例 

ダムにより遡上が妨げられる箇所や土砂が流入した箇所は、自然の産卵場所が少なく、

同じ産卵床に産卵してしまう重複産卵が起こることから、増殖の手段として、産卵期の

前に、①渓床の掘削、②礫の投入、③礫止めの石・丸太の設置により人工産卵場を作る

ことが勧められている(図 4-2-6)6）。 

落差・礫止については木製構造物で対応が可能であり、産卵床に適した小礫(径 1-3cm)

をプールに投入するなど、木製構造物に、人工産卵場を組み合わせることは可能である

と判断される。 

 

 

図 4-2-6 人工産卵場の構造 6) 
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図 4-2-7 試験施工実施箇所位置 

4-2-2.試験的工法の施工と実証 

 実証的な工法の実施箇所として、長野県横川山地区（諏訪地方事務所）を対象地とし、

平成 25 年度行われた床固工（堆砂敷に木工沈床を配置するもの）において、改良を加

えた木工沈床の設置と上流端の工事区域に木製小型構造物を設置した。 

 当初は横川山地区（萱の沢）で施工された No.1 床固工において、試みる予定であっ

たが、上流側に露岩が出現し施工の制限が出てきたことから、No.3 床固工の堆砂地で

試みた。 

  

No.3 床固工 

(コンクリート) 
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（1）横川山地区の概要 

横川山地区は、諏訪湖に流入する横河川上流に位置し、長野県岡谷市の水源地帯で

あり、平成 7 年に選定された「水源の森百選」に選ばれている。水源の森百選の資料

によると、江戸時代末期ころから製紙業の隆盛に伴う燃料供給のための薪炭として乱

伐が繰り返され、昭和 20 年ころにはほとんどの森林が伐り尽くされてしまっていた

が、昭和 24 年より積極的な森林造成が進められて、森林が回復した地区である。 

また、流域には大規模な崩壊地や地すべり地域が存在し、流出土砂が堆積している

渓流区間も多いことから、古くから治山ダム・山腹工の整備が進められている。 

本地区では、上流部の支流萱の沢において、平成 25 年度に、「渓流魚の生息環境改

善を図る木製構造物」として上記の木柵ダムと木工沈床が施工された。 

 

（2）木柵ダムの施工と実証 

 横川山地区の萱の沢は、上流域にヤマトイワナ、下流域にアマゴとヤマトイワナ、

カジカが生息する渓流であり、内水面漁業協同組合への聞取りによると放流の実績は

ない。 

萱の沢上流部には大規模な崩壊地があるほか、渓岸に崖錐が発達し、渓床内堆積物

が多いことから、治山ダムが継続的に整備されている。平成 25 年度に、床固工の堆砂

敷 上流部に木柵ダムが設置され、設置後に効果検証のためのモニタリング調査(微地

形測量、魚類調査)を実施した。 

木柵ダムは、床固工の堆砂敷に設置された木工沈床（後述）と上流の自然渓流の間

の、工事により改変された 4ｍ程度の区間に設置された(平成 26 年 3 月下旬施工)。こ

の箇所は 2 つの分流に分かれており、木柵ダムはそれぞれに 2 基ずつ設置された(図

4-2-8 青枠内)、(写真 4-2-7)。 

この木柵ダムは、山腹工に用いられる木柵工（横材の高さ 30cm）を転用し、渓床か

らの高さが 0.2ｍ程度となるように設置したもので、施工性の観点も含めて、川幅の広

い箇所には流れを中央に寄せるため V 字タイプを設置し((図 4-2-8⑯・⑰、写真 4-2-7

左)、川幅が狭く左岸が護岸擁壁の箇所には流れが岸から離れるよう傾斜タイプを設置

した((図 4-2-8⑱・⑲、写真 4-2-7右)。 

また、流れを制御するため、横材には、V 字タイプでは中央が、傾斜タイプでは片側

が低くなるように 2～3％の勾配を付けた (図 4-2-9) 。 
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図 4-2-8 床固工周辺と木柵ダム設置箇所の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 4-2-9 木柵ダムに使用した木柵工の標準図 

表 4-2-1 材料・歩掛表(10m 当り) 

名称 形状寸法 単位 数量 摘要 

カラマツ丸太材

(剥皮) 

長さ 2.0m  

径 10～14cm 

本 15.0 横木 

カラマツ丸太材

(剥皮) 

長さ 1.2m  

径 8～12cm 

本 15.0 杭木 

土木一般世話役  人 0.11  

普通作業員  人 0.40 床均し、芯出し、緊結仕上げ 

普通作業員  人 0.64 杭打ち 

普通作業員  人 0.13 埋戻し 

諸雑費率  % 1 チェーンソー消耗費、緊結鉄線#12 含み

(長野県資料より) 

木柵ダム設置個所 

⑯ ⑰

⑱ ⑲

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

○数字は木工沈床あるいは木柵ダムの設置列を示す 

2～3%

杭長 1.2m

2～3%

1,200mm
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