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【参考事例】  

［淵工とＵ字溝の組合せの例］ 

（糸貫地区（岐阜県本巣市）） 

1. 工法の概要 

鉄筋コンクリート柵渠の排水路内に一部、底高を下げた区間（淵工）を設置し、その区間には魚類の隠れ家

となるＵ字溝が伏せて置かれているほか、魚巣ブロックも設置されている。 

 

2. 特徴と工夫と留意点 

（淵工） 

・排水路内に深みを作り、流速を緩和させる区間を設けて、魚類の生息・生育環境に適した環境を創出 

（Ｕ字溝・魚巣ブロック） 

・魚類等の避難場所・休憩場所となる魚巣ブロックやＵ字溝を配置 

・Ｕ字溝をランダムに水路底へ配置することにより、流速に変化を付け、多様な魚類の生息環境を創出 

・流速緩和区間の環境を維持するために定期的に土砂、水草、ゴミ等を除去が必要 

・環境配慮施設の維持管理を考慮し、ステップを設置 

 

3. 工法を組合せることによる効果 

・複数の工法を組合せることで、魚類の休憩場所や越冬場所など多様な環境を創出している。 

・Ｕ字溝をランダムに配置することで、流速に変化が生じることから、多様な生物の生息・生育環境が形成さ

れる。 

・本地区のモニタリング結果では、コイ、ギンブナ、タモロコ等の遊泳魚のほか、ナマズ、ドジョウ等の底生

魚など、遊泳力の異なる魚種が確認されていることから、多様な魚類に対応した環境が形成されていると考 

えられる。また、整備直後の平成 19 年と平成 23 年度に実施したモニタリング結果を比較すると、確認魚種が 

12 種から 20 種に増加していることから、配慮施設の設置により、魚類の生息環境が復元されていることが伺

える。なお、ステップの設置により、施設に安全にアクセスでき、維持管理を含め利用しやすい構造となっ

ている。  

 

淵工とＵ字溝の組合せによる配慮対策工 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「環境配慮施設分析評価調査（H23）」、農林水産省農村振興局整備部設計課計画調整室 

 

 

環境配慮工法の組合せの参考事例を記載 

ランダムに配置したＵ字溝 

魚巣ブロック 

淵工
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【参考事例】 

[水生生物の生育に配慮した水路整備の例] 

（大和紀伊平野地区（和歌山県紀の川市）） 

1. 工法の概要 

希少種であるリュウノヒゲモ注 1）の生育環境を保全するために、水路底版に根を張るための土砂・砕石等か

らなる土砂層を設けるとともに土砂の流出を抑えるための土砂止め工を施した事例。 

環境配慮工法の施工に当たっては、実証調査を踏まえた効果的な施工技術を確立している。 

注 1) リュウノヒゲモ：環境省レッドリスト「準絶滅危惧」、和歌山県レッドデータブック「絶滅危惧Ⅰ

Ｂ類」に指定 

2．特徴と工夫点・留意点 

・生育環境として、根を張る底質が必要であることから水路底に土砂層を設置 

・根の深さが最大 50mm 程度であることを踏まえ、土砂層を厚さ 100mm に設定 

・工事に伴う移植に際して、当該種の生活史を踏まえ、根茎を形成する初夏より秋にかけて、根茎を含む土砂

を採取し利用 

・土砂層流出のリスクを低減させるための土砂止工に加えて、土砂に砕石を混合し、根茎の固着力を高める工

夫を実施 

・5種類の工法を実証調査し、流出防止対策の技術を確立 

実証区の設置による工法の検討 

環境配慮対策施工状況  配慮対策施工後の水路  

水草に配慮した水路整備の事例を追加 

Ａ：現地土に砂を混合
Ｂ：現地土を砕石で被覆（30mm）
Ｃ：現地土に砕石を混合
Ｄ：割栗石を敷き詰め、隙間を現地土で埋める
Ｅ：十字に設置した割栗石の間に現地土と砂を混 

合して埋める
※効果の高かった、D の工法を採用
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2. 水路と水田における生物のネットワーク（主に魚道） 

(1) 移動経路の確保 

水田魚道には、多くの研究実績や施工事例があるが、魚類の移動には、流量や勾配、落差等の様々

な要因が複合的に関連しており、現地での設置効果は不確実性を伴う。 

このため、勾配や形状は、以下を参考に、現地での試験結果により必要に応じて補正を行い、設定

することが望ましい。 

① 水田魚道の位置 

魚類の遡上・降下に必要な水量が確保できるような広い集水面積を有する箇所、常に一定量の水

を流すことが可能な箇所に設置することが望ましい。 

また、田越し潅漑を行っている地区では、末端の水田に魚道を設置することで広い範囲の移動が

期待できるため、魚道の設置が効果的な場合もある。 

② 勾配 

施工事例によると、勾配は 7／100（約 4°）～36/100（約 20°）と様々であるが、１／10（約 6°）

程度であれば様々な種類の魚道で遡上が可能であると考えられ、隔壁を用いた魚道では、より大き

な勾配とすることも可能であると考えられる。 

また、水田魚道では降雨により魚道を流下する流量が頻繁に変化する。勾配が大きな場合、流量

が大きくなると急激に流速が速くなり、逆に流量が小さくなると魚道内の水深が浅くなり、魚類の

遡上を妨げる。 

このため、流量の変動に幅広く適応するように、勾配は過大にしないことが重要である。 

[簡易に設置が可能な水田魚道のタイプごとの特徴]

タイプ 設 置 上 の 特 徴 設置状況写真 

①波付の丸型 

（底面粗度タイプ） 

（可動式、固定式） 

・設置勾配は 10°程度 

・設置延長は 8m程度 

・水路装工されていても設置可能 

・長さの調整が容易で、軽量のため、設置が容易 

・主にドジョウが対象 

・単価：1カ所 5万円程度 

②波付の U型 

（底面粗度タイプ） 

（固定式） 

・設置勾配は 10°程度 

・設置延長は 8m程度 

・主として土羽法面に這わせるタイプに使用 

・水路装工されていると設置が困難 

・設置撤去簡単、再利用可能 

・単価：1カ所 11万円程度 

③波付の U型 

（プールタイプ） 

（千鳥 X型） 

（固定式） 

・設置勾配は 10°～ 20°程度まで 

・主として土羽法面に這わせるタイプに使用 

・水路装工されていると設置が困難 

・設置撤去簡単、再利用可能 

・堰板が必要 

・単価：1カ所 13万円程度 

2. 水路と水田における生物のネットワーク（主に魚道） 

(1) 移動経路の確保 

水田魚道には、多くの研究実績や施工事例があるが、魚類の移動には、流量や勾配、落差等の様々

な要因が複合的に関連しており、現地での設置効果は不確実性を伴う。 

このため、勾配や形状は、以下を参考に、現地での試験結果により必要に応じて補正を行い、設定す

ることが望ましい。 

① 水田魚道の位置 

魚類の遡上・降下に必要な水量が確保できるような広い集水面積を有する箇所、常に一定量の水

を流すことが可能な箇所に設置することが望ましい。 

また、田越しかんがいを行っている地区では、末端の水田に魚道を設置することで広い範囲の移

動が期待できるため、魚道の設置が効果的な場合もある。 

② 勾配 

施工事例によると、勾配は 7／100（約 4°）～36.100（約 20°）と様々であるが、１／10（6°）

程度であれば様々な種類の魚道で遡上が可能であると考えられ、隔壁を用いた魚道では、より大き

な勾配とすることも可能であると考えられる。 

また、水田魚道では降雨により魚道を流下する流量が頻繁に変化する。勾配が大きな場合、流量

が大きくなると急激に流速が速くなり、逆に流量が小さくなると魚道内の水深が浅くなり、魚類の

遡上を妨げる。 

このため、流量の変動に幅広く適応するように、勾配は過大にしないことが重要である。 

[水田魚道の事例] 

地 区 名 種 類 勾 配 延長（ｍ） 

八郎潟（秋田県大潟村） 波付管 
7/100～14/100 

（4～8°） 
10.6～14.5 

伊豆沼周辺（宮城県登米市他） 波付管 
14/100 

（8°） 
10.0～16.5 

西鬼怒川（栃木県河内町） 
隔壁型 

（千鳥Ｘ型） 

12/100～36/100 

（7～20°） 
3.0～12.6 

西鬼怒川（栃木県河内町） 
隔壁型 

（カスケードＭ型） 

18/100～19/100 

（10～11°） 
2.1～2.3 

赤石（兵庫県豊岡市） 波付管 
10/100～11/100 

（6°） 
6.0～10.0 

赤石（兵庫県豊岡市） 
隔壁型 

（ハーフコーン型） 

10/100 

（6°） 
8.0 

注）この他、多くの研究実績や施工事例がある。 
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タイプ 設 置 上 の 特 徴 設置状況写真 

④波付の U型 

（プールタイプ） 

（千鳥 X型） 

（可動式） 

・水路幅4ｍ以下の水路に設置可能 

・設置勾配は 10°～20°程度まで 

・水路装工されていても設置可能 

・設置撤去簡単、再利用可能 

・堰板が必要 

・単価：1カ所 15万円程度 

⑤波付の U型 

（プールタイプ） 

（千鳥 X型） 

（可動式） 

（張り出式） 

・4ｍ以上の幅広水路でも設置可能 

・設置勾配は 10°～ 20°程度まで 

・水路装工されていても設置可能 

・設置撤去が容易かつ、再利用可能 

・堰板が必要 

・単価：１カ所 15万円程度 

⑥半円形コルゲート管

魚道 

・既存の水田魚道の最大勾配（20°程度）でも効果を発揮

・隔壁の間隔や角度を変えて、水深と流速の調節が可能 

・単価：1m当たり材料費1．1万円程度（口径250mmの半円

形コルゲート管、18mm合板使用時） 

水田魚道に関する近年の事例を踏まえ、事例の詳述を追記。 

(単価は水田と水路敷の差が 1m程度の場合) 
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③ 形状（幅、隔壁の角度・高さ、落差） 

隔壁型の魚道では、流量の増大により流速が速くならないように、魚道の幅を大きくすることで 

対応が可能である。また、小流量時に魚道内の流れを確保するために隔壁に角度（切欠き）を付ける

ことが考えられる。 

魚道内の水深は、隔壁を高くすることで確保できる。勾配が大きい場合、隔壁の間隔を狭くする

と落差を小さくすることが可能であるが、魚類の遊泳に支障が生じる可能性があるため、遡上に支

障がないように隔壁の高さや間隔を調整する。 

［水田魚道（隔壁型）の勾配・形状と留意点］ 

[水田魚道と水田との接続部に関する留意点] 

水田魚道の設置高さ：水田魚道の設置高さは水田の落水機能を発揮させるため田面

から 5 ㎝程度下げた位置としている。 

また、水田に落水工を設置している場合は田面又は田面から 3㎝程度上げた位置とす

る。 

 なお、耕起、代かきなどによる田面高の変化に留意するとともに、設置予定の水尻

部を耕起しない等の配慮が必要である。

③ 形状（幅、隔壁の角度・高さ、落差） 

隔壁型の魚道では、流量の増大により流速が速くならないように、魚道の幅を大きくすることで 

対応が可能である。また、小流量時に魚道内の流れを確保するために隔壁に角度（切欠き）を付ける

ことが考えられる。 

魚道内の水深は、隔壁を高くすることで確保できる。勾配が大きい場合、隔壁の間隔を狭くする

と落差を小さくすることが可能であるが、魚類の遊泳に支障が生じる可能性があるため、遡上に支

障がないように隔壁の高さや間隔を調整する。 

tanθ：魚道の勾配 

勾配を大きくすると魚道全体の延長が短くなるため、

経済性や維持管理面で優れるが、流量の変化に対応しに

くいため、魚類の遡上効率が低くなる。 

Ｂ：魚道の幅 

幅を広くすると大流量に対応可能となる。 

α：隔壁の角度 

角度を大きくすると小流量にも対応可能であるが、大

きくしすぎると流れが乱れる。 

Ｈ：魚道内（プール）の水深 

小流量時にも対象としている魚類の体高程度を確保す

る必要がある。隔壁の高さで対応できる。 

ｈ：落差（水位差） 

跳躍遡上にならないような高さにするのが理想的であ

る。 

Ｌ：隔壁の間隔 

狭くすれば落差が小さくなるが、プールも小さくなり、

遡上に必要な遊泳力を発揮しにくくなる。 

水田魚道と水田の接続部に関する留意事項を記載 

h 

θ 

B 
H 

L 

α 

水 の 流 れ
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④ 波付きの丸型タイプ魚道下流部の留意事項 

波付の丸型は、魚道下流部と水路（水面）との接続部は水中に先端が深く埋没すると、「水面の

流れの変化」や「水音で遡上を刺激する効果」が失われ、魚の遡上が阻害される。 

そのため、水路の水位変動に対応できるように、末端にフロート（発砲スチロールやペットボト

ル等）を設置し、管の先端の底面を水面に近づける必要がある。

⑤ 農家等の協力 

水田魚道は、個人の水田の畦畔や土地改良区の所有・管理する水路の法面などに設置するため、

維持管理等について、関係農家や土地改良区と十分な調整を行う。 

また、水田魚道の効果を効果的に発揮させるためには、水田の水深が浅くなりすぎないようにす

ることや、中干し時に魚類を魚道に導くための溝切り等が重要であるため、関係農家等に水管理等

の理解を得ることが望ましい。 

【参考資料】 

［ニゴロブナの生活史と水管理］ 

④ 管（波付管）を用いた場合の留意点 

魚類は水田魚道からの水の流れ、音等を感知して、遡上する行動を起こすと言われている。波付

管を利用した場合は、管の末端が排水路の中に潜ると魚類が水の流れを感知できず、水田魚道の入

り口を認識できずに遡上できなくなるので、末端にフロートを付け、管が1/2～1/3程度水面から 

出るようにする等の検討を行う。 

⑤ 農家等の協力 

水田魚道は、個人の水田の畦畔や土地改良区の所有・管理する水路の法面などに設置するため、

維持管理等について、関係農家や土地改良区と十分な調整を行う。 

また、水田魚道の効果を発揮させるためには、水田の水深が浅くなりすぎないようにすることや、

中干し時に魚類を魚道に導くための溝切り等が重要であるため、関係農家等に水管理等の理解を得

ることが望ましい。 

【参考資料】

［ニゴロブナの生活史と水管理］ 

出典：魚のゆりかご水田（親魚放流タイプ）稲作栽培こよみ（案）（滋賀県農村整備課・水産試験場）を改変 出典：魚のゆりかご水田（親魚放流タイプ）稲作栽培こよみ（案）（滋賀県農村整備課・水産試験場）を改変 

発砲スチロール等の台座 

波付きの丸型タイプの魚道下流部の留意事項を記載 




