
  
  魚道利用状況調査（平成23年度）

  誌名 栃木県水産試験場研究報告
ISSN 13408585
著者名 武田,維倫

小堀,功男
綱川,孝俊
飯塚,幸恵
大橋,利一郎

発行元 [栃木県水産試験場]
巻/号 56号
掲載ページ p. 29-29
発行年月 2013年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



29 

魚道利用状況調査 (平成 23年度)

目的

平成 19年度に策定した思JIIT流魚道整備楠想では大光寺頭首

土にやl設された魚道を最優先の劉勝対象とし，整備後には効果

の1負誌を行う こととされた。そこで、，平成22年度中に整備され

た大光寺腹中央部の改良型ノ¥ーフコーン式魚道について効果検

証を目的とした調査を実施した。なお，改良型ノ¥ーフコーン式

魚道については，他河)11で過去に行った調査によりノj型;魚の遡

上に対する有効性が高信忍されてし、る。1)

材料および方法

魚類相調査遡上の可能性がある魚類を把握するために 平

成 23年 5月 10日に大光寺履下備日でエレクトリツクショッカ

ーによる魚ま貫目調査を期包しむ

j茄兄調査 トラッフ澗査の期J包に先立ち，平成 23年 5月 25

日魚道内の流況調査を実施した。流況調査にはプロペラ王口m速
計 (KENEKVR-201)を用いた。

遡上調査平成23年5月25日15:00-26日11:00の20時間，

大光寺堰中央部の魚道最上部(出口)にトラッフ。を設置し遡上

魚の捕獲調査を実施した。 トラッフ。は，魚道出口の形状に合わ

せて L字鋼を樹妾加工して枠とし，錨岡を出こ縫し、つけ作成し

た。また， 11月 15日および 16日の両日，大光寺頭首工の上流

部(新保橋までの区間)においてサケの遡上状況を目視確認に

よって調査した。

結果および考察

魚類棺調査構想、で、指定した指標魚種で、あるアユ，ウグイ，

オイカワ，カジカの 4種の他にニゴ、イ，マルタウグイ，タモロ

コ，モツゴ，ムギツク， シマドジョウ，ヨシノボリ類，コイ，

コクチパス，メダカ，カマツカ，ゼゼラの計 16魚種が大光寺堰

下流 100mの区j納で幅芝、された。

流況調査魚道の流量が0.lm3/sの時には，コーン上の平均流

幅が132.5cm，平均水深と平均流速は，それぞれ最深部で17cm，

140 cmls，最深部からlβ部で 12cm， 124 cmls，最深部から 2/3

部で5cm， 88cmlsで、あった。今回整備された魚道には，改良型

ハーフコーン王切語、道の特長であるコーン上の水深と流速の勾配

が認められ，多燥な魚種が遡上可能であると考えられた。

遡上調査 5月の調査では，サクラマス(写真 1)，アユ，ウグ
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イ，オイカワ， フナ， ニゴイの計6魚種の遡上を確認した(表 1)。

またサケについては，頭首工下流部では多くに個体が見られた

ものの遡上を確認することはできなかった。これにより，構想、

で選定した 6種の↓旨楳魚種のうちサケとカジカを除く 4魚種が

新たに劉荷した魚道を遡上可能であることが有産認でき九今回

¢劉!請では，改良型ハーフコーン式を採用したことに加え，魚

道の中間スロープを無くしプーノレ内の水深を深くしたことによ

り，小型のフナのような突進速度が遅い種からサクラマスのよ

うな大型で突進速度の速い種まで幅広い魚種の遡上が可能にな

ったものと考えられた。

今後は，今年度の調査で遡上を確認するととができなかった

指標種のサケ及びカジカの遡上状況について， トラップ。を用い

て直強子信忍することが必要だと考えられた。

写真1 魚道を遡上したサクラマス

表1 魚道遡上が確認された魚種一覧

魚種 尾数 平均全長(cm) 最大~最小(全長cm)

アユ(天然) 9 10.3 9.2-11 

アユ(放流) 13.6 10.2-13.2 

ウグイ 12.6 11.1-13.4 

オイ力ワ 7.5 7.5 

サクラマス 44.3 44.3 

ニゴイ 40.3 36.5-44 

フナ 12 12 

引用文献

1) 大橋利一郎より遡上効果の高い魚道を目指して水と土

2009; 157: 28-34 
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渓流資源増大技術開発事業ー禁漁の効果と河川環

境との関係性の検討ー (p19-20)

禁漁の効果と河川環境との関係性について解析

を行 うために，2010年から禁漁とされた男鹿川水

系の 8河川|において，禁漁後の資源量調査を実施

しました。l歳以上のイワナの生息密度には年変

動よ りも河川問で大きな変動があ りました。一方，

O歳のイワナの生息密度は，河川|聞の変動よりも

年変動の方が大きいという結果でした。これらの

こと は 1歳以上のイワナの生息密度は河川環境

を反映 し，また，0歳魚、では，年ごとの気象など

環境変動の影響を強く受けているこ とを示 してい

ると考えられました。

渓流資源増大技術開発事業ーニッコウイワナ在来

個体群保全管理研究ー (p21-22)

イワナ在来個体群の遺伝的多様性増大を図る

ために実施 した持ち上げ移植について，効果の

評価を行し、ました。移植を行った年と翌年には

移植個体が繁殖に加わったことが確認され， 移

植先で遺伝的な近縁度の低下が認められま した。

しかし，移植の翌年における繁殖では， 繁殖に

加わった移植個体の数は少なくな り， 結果とし

て移植個体と先住個体の交配で生まれた当歳魚

の数は前年に比べて大幅に減少 しま した。本課

題で、実施したような少数個体 (9個体) の移植

では，移植個体が直接繁殖に関わるのは移植後

1年間程度に限られると考えられました。

農業水路における魚類の産卵・生育環境の把握

(p23-24) 

水田水域で、魚類の産卵 ・生育場を造成する方法

を検討するために必要な知見を収集するため，農

業水路における魚種ごとの産卵・ 生育環境を調査

しま した。その結果，ホ トケ ドジョウとシマ ドジ

ョウの卵や仔魚は，水深や流速， )辛からの距離が

小さく ，植生や堆積物があるところで確認されま

したが，シマ ドジョウのほうが水路本流横の分流

や溜まりで多くみられる傾向があ りました。また

ナマズ、の卵は水深が比較的大きく ，流速が小さく ，

堆積物があ り，植生が特に密生しているところで

確認されました。

希少魚を含めた水生生物の生息状況調査ーミヤコ

タナゴ生息状況調査一 (p25-26)

ミヤコタナゴの生息状況を把握するため県内 4カ所

の生息地において調査を行いました。羽田生息地では

10年連続でミヤコタナゴが確認されませんで、した。滝

岡生息地では 4111)1体のミヤコタナゴが雌認され， その

後の泥上げ作業の際には成魚と稚魚が確認されたため，

再生産しているものと考えられました。A生息地では推

定生息尾数が 204個体となり，前年に比べ糟加しまし

た。矢板生息地では 220個体のミヤコタナゴ、が確認さ

れ，前年に比べ増加しました。今後もミヤコタナゴの生

息数の推移を注意深くモニタ リング していく必要があ

ると考えられます。

希少水生生物保全事業ーミヤコタナゴ稚魚の生息環

境の創出ー (p27-28)

ミヤコタナゴの自然生息地を長期的に存続させるた

めには，ミヤコタナゴが生息可能な環境を噌やしてやる

必要があります。そこで，環境の影響を受けやすく，特

に減耗が大きいと考えられる稚魚期の生息、条件に基づ

いた環坑改善(水路底の掘削， 杭の設置，二枚貝の放流)

を生息地水路の一部において実施しました。その結果，

改善した区間で多数の稚魚が観察されました。今回実施

した生息環境改善手法は，ミヤコタナゴ稚魚の生息、可能

な環境を噌加させるのに有効であると考えられました。

魚道利用状況調査 (p29)

思川の大光寺堰(栃木県大光寺H町) に新たに整

備した改良型ハーフコーン式魚道について，魚道

内の流況と魚類の遡上状況を調査しました。その

結果，改良型ハーフコーン式魚道の特長であるコ

ーン上の水深と 流速の勾配が確認できま した。5

月に実施した トラップ調査では，サクラマス，ア

ユ，ウグイ， オイ カワ，フナ，ニゴイの計 6魚種

の遡上が確認できま した。これらの結果から，今

回整備した魚道は多くの魚種の遡上が可能で、ある

と考えられました。
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