
  
  河川横断工作物のスリット化が魚類の生息に与える影響(3)

  誌名 事業報告書
ISSN 02862166
著者名 加地,弘一
発行元 山梨県水産技術センター
巻/号 34号
掲載ページ p. 18-25
発行年月 2007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)



河川横断工作物のスリット化が魚類の生息に与える影響 m 
～ スリット化2年後の河川｜環境および水生生物の変化 ～ 

加地弘 A

既設の堰堤をスリット化することに伴う効呆については、砂防上の効呆や土砂移動などの調売が比較的多く見られ

るが l),2l、生物面からの効果を検証した調査は今のところほとんどない。そこで、本事業では既設の堰堤をスリット化

した河川において、主に水tj-:生物への効果を検証することを目的に長期的にモニタリングを実施している。

前報までは、スリット化される直前とスリット化直後、およびl年後の変化について報告した 3I, 4）。本報では、ス

リット化されてから 2年後の調査についてその結果を報告する。

材料及び方法

調査場所および調査時期

調査は、寓十川水系の大柳川で、行った（同 l）。大柳川では、卜＼流側の堰堤から順次魚、道を整備する事業を平成8年

度から実施している。平成15年度には、魚道機能と月三息環境の復元を日的に、 4基の連続する堰堤をスリット化する

事業が実施された。

調査は、平成17年10月4日に実施した。スリット化される 2基の堰堤4で挟まれた流程約80mのL正問をスリット区間、

魚道もスリットもない 2基の堰堤で挟まれた流程約50mを対照区間とした。なお、スリットの形状は天端倶IJ9.0m、底

側2.0m（下流lj星堤）、天端側7.2m、底倶1J4.2m（上流堰堤）で、 l：下流の河床が連続する構造である（［文12）。
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同l 調査河川および調査場所

物理的環境の計測

河川の縦断方向 5m毎に河道を垂直に横切る調査ラインを

設定し、さらに各調査ライン上に lm間隔に測定点を設けた

（図 3）。測定点では、水j菜、流速（X)j向、 YH向）、底質

を計測した。水深は物差しで 1cm単位、流速は 2成分電政流

速計（ACM200-A、アレック電了附）を用い icm/sec単位で

計測した。なお、流速は調査ラインと水平克向がX軸（横の

流速）、垂直方向がY軸（縦の流速）になるように計測し、

後日i志向を求めた。

底質は、日視で11段階（シルト、砂、 0.5cm, lcm, 3cm, 5 

cm, lOcm, 30cm, 50cm, lOOcm壬，コンクリートブロック）

に区分し、 mu定点の直下で優占するものを記録した。

Kaji Koichi 
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凶2 スリットの形状

図3 環境測定点の模式図



物理環境のタイプ分け

物理環境を総合的に評価するために、井上・中野 (1994)5. のノらj去に従いデータ解析を実施し、環境のタイプ分け

を行った。まず、各測定点の水j菜、流速、流向、底質を用いて－主成分分析を行った。その後、各測定点の第3主成分

までの主成分得点を用いてウォード法によるクラスタ分析を実施し、各測定点の物理的環境のタイプ分けを行った。

魚類調査

魚類の採捕には電気シヨツカー（エレクトロフイツシャー 12A、Smith-Root.Inc.）を用いた。区間内の全域を下流

側から上流側へ向かつて採捕を行い、採捕Lた魚類を牟時ストックした後に再び下流側から上流側へ採捕を行った

( 2パス）。採捕した魚類は、魚種別に体長、体重を計測した後に採捕地点付近に放流した。

底生生物調査

底生生物の採集は、区間の下流から均等に分けた4地点の流心で実施した。 25c m×25 c mの方7形枠Hきサーパー

ネットを用い、砂喋ごと 5%ホルマリンで固定して持ち帰り、後日属レベルの同定と分類群ごとの個体数を測定した。

結果

物理環境特性

両区間の物理環境の測定結果を表 1に示した。流速は両区間で有意な差はなかった（ t －検定、 p>O. 05）が、水

深はスリット区間で有意に浅かった（ t 検定、 p<O. 01）。底質の頻度分布を図4に示したO 底質の頻度分布の形は

両区間で異なり、スリット区間では大型の擦の比率が高かった（x 2検定、 p<0.001）。

表 1 各物理環境要素の測定結果
、、 i
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図4 底質頻度分布

両区間のj志向の分布を図 5に示した。対照区間の流れはほとんどが真っ直ぐ前に 4 様であったが、スリット医間で

は横方向や反対方向の流れが多く見られた。
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右岸からの距離（m)

図5 スリット区間（左）と対照区間の流向分布
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物理的環境のタイプ分けと各タイプの分布状態

主成分分析による第3主成分までの寄与率は87.6%であった（表2）。第 1主成分には流速と流向が、第 2主成分に

は水深とj氏質が、第3主成分には流向がそれぞれ大きく寄与していた（表3）。

表2 主成分分析の寄与率 表3 主成分分析の寄与率

初期のf固有値 成分

成分 合計 分散の% 累積寄与率% 第 1主成分 第2主成分 第3主成分

第 l主成分 1.640 40.993 40.993 流速 .849 ー.052 0.14 

第2主成分 1.003 25.065 66.058 j車 向 .649 .162 .681 

第3主成分 .863 21.571 87.629 水温 .477 .665 .535 

第4主成分 .495 12.371 100.000 底 質 .519 ー.729 .336 

因子抽出法：主成分分析 因子抽出法：主成分分析

各測定点の主成分得点を基にウォード法によるクラスタ解析を行い、測定点の環境タイプ分けを行った。その結果、

表4に示す特徴を持つ 6つのタイプに分類された。

各環境タイプの比率を図 6に示した。両！さ問で環境タイプの比率が異なり、スリット区間は対照区間に比べて平均

的な環境タイプであるクラスタ lの比率が低く、横方向への遅い流れが特徴のクラスタ 4の比率が高かった（ p < 
0.05、x2独立性検定）。

表4 各クラスタの特徴

流速 流 向 水 i楽 底質

クラスタ 1 平均 正方向 平均 細かしミ
ヌ＇）yト区間

クラスタ 2 遅い 正方向 i支い やや粗い

クラスタ 3 速い 正jゴ向 深い やや粗い 対坦区間

クラスタ 4 遅い 横ん向 浅い 細かい

クラスタ 5 遅い 負方向 深い やや粗い
。% 2 1ら 40% 6n% 80% 1 00% 

クラスタ 6 速い 正方向 浅い 粗い
」

図6 各環境タイプの比率

各タイプの測定点毎の分布状態を凶 7に示した。対照区間では、 15mラインまではほとんどがクラスタ 1で構成さ

れており、下流側が平均的で底質の細かい環境で安定していた。また、上流倶ljはクラスタ 3が集中して分布しており、

深く早い流れで単一の環境であった。 →方、スリット区間では、流程に沿ったクラスタの配置が見られず、区間全体

に様々なクラスタが入れ龍状に分布していた。また、スリット区間では岸辺を中心にクラスタ 4が見られ、横均向へ

の遅い流れ（巻き流れ）が見られた。
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採捕された魚類

電気シヨツカーによりスリット区間ではカジカ222尾、アブラハヤ21尾、ヨシノボリ 8尾、対照区間ではカジカ166

尾、アブラハヤ45尾、ヨシノボリ 2尾がそれぞれ採捕された（表 5）。スリ yト区間ではカジカの比率が高くアブラハ

ヤの比率が低かった（x 2検定、 p<O. 01）。

カジカの体長組成頻度分布を図8に示した。対照区間で、は40mm～ 50mm前後の個体が多かったのに対し、スリットl丞

問では70mm前後や95mm～lOOmmなどの大型個体の頻度が高かった（x 2独立性検定、 p<0.01）。

表5 電気ショッカーで採補された魚類 ・対照盛岡田スリット匡問l
35 

カジカ アブラノ、ャ ヨシノボリ
30 

スリット区間｜ 222 21 8 25 

対照区区間｜ 166 45 2 
20 

10 

且直斗-1'.L__c

25 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

底生生物 図8 カジカの体長頻度分布

底生生物の採集結果を表6に示した。目別に見ると、スリット区間ではカゲロウ日が最も多く、次に双し目、トピ

ケラ目、カワゲラ自の順であった。対照区間では双し目が最も多く、次いでカゲロウ目、トピケラ目、カワゲラ日の

順であった。

水生昆虫を、竹門（2005) 61 に従い牛活型に区分した（図 9）。各生活型の頻度は両区間で異なり、スリット区間で

は固着型、遊泳型が多く、対照区間では掘帯型の頻度が高かった。なお、竹円（2005）によると、固着型、造網型、

滑行型は浮き石の多い浸食卓越環境に適し、掘i替型は砂泥の多い体積卓越環境に適するとされ、スリット区間は浸食

卓越、対照区間は堆積卓越の水生昆虫が多い結果であった。

表6 採集された底生生物

目名 科名

フタバコカゲロウ属

コカゲロウ属

ビラヂカク手段＇フ：科つ
タニガワカゲロウ属

ヒメヒラタカゲロウ属

ヒラタカゲロウ属

ミヤマタニガワカゲロウ属

不明属

マダラカグ吟努季f

不明属

6 

2 

13 
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表6 採集された底生生物（続き）

日名 科名 属名 スリット区間

考察

ヤマトピケラ属 13 

ヒゲナガカワトピ～ケラ科 3 

ヒゲナガカワトピケラ属 3 

カワトピケヲ科 1 

不明属

トピケラ科 53 

シマトビケラ属 53 

シギ、ヨヴド芭ゲ7科

不明属

不明科
不明属 12 

調掘潜型 ロ携巣型 圏扇着型国造檎型

口滑行型 閉遊泳型 口毎包型

対照区間

スリット区間

守』 20% 40% 60% 80弘

図9 牛活史型日IJの底生生物の比率

スリット化による環境の変化

100伯

対照区間

6 

53 

53 

1 

1 

1 

木事業では、既設の床国工のスリット化が水生生物に与える影響について、スリット化の前からモニタリングを

行っている3九その結果、物理環境ではスリット化直後から流速、；_Ki奈が多様化し、底質が大型化することが明らか

になり、その状態、はスリット化の l年後まで維持されることが分かっている。今回の調査結果から、スリット化によ

る物理環境の多様化は、スリァト化2年後もその状態は継続することが明らかになった。今回新たに実施した多変量

解析の結果からも、スリット区間では対照区間に比較して物理環境が複雑なことが明らかになった。特に、流れの向

きの複雑化が特徴的であった（図10）。これは、平面図からも明らかなように流路が網状化した事、流路内に大型の蝶

が出現した事で、それまで下流方向への単一の流であったのが横方向や反転流となったためである（図11）。礁の大型

化と、 30cm以上の浮石の増加については、スリット化直後にそれぞれ急激に変化したがそれ以降の変化は緩やかで

あった（図12、図13）。これは、スリット化により堆積した砂が直後に下流に流れ、下に埋もれていた礁が出現し、ス

リットの存在によりその後ほとんど堆砂しないためと考えられた。

22 



一竺主持L～～

対月軍閥

＝－~ ·－~幸町瞳

（
術
開
）

ε山町、

2年後議萱

5 4 
。45 

ス＇），，.，卜IZI苛

ヘ
蜘
叫
）
往
時
何

-90 

120 
古。

。
煩度

『 60

事前および2年後の枕向頻度分布

ー120
90 

図10

主耳度

スリット区間

斗j
在、 円建S . t' 

主語輔

iま曹

2聖書

；事容
キ帯寓t

珪揺

高 鵠

, 
Lムィ

脅護軍輯婚

官

議

盈

耳き

；；；一計結
今場構葺

遭哲

車古

ミ〉
暫李登

対照区間

諒晶汚~g~：；1畠のス 1） ツト区間ω と

-23 _ 

図11



400 

300 ~ 

200 

1 (X) 

。
事前 直後 1年後 2年後

4Q[) 

300 

10口
2口コ

50 

一心
100 

に~－

＋－－－一一一→。
事前 直後 1年後 2年後

図12 浮き石と沈み石の数の経時変化 関13 底質構成の経時変化

生物環境では、スリット化直後に一時的にカジカが減少したが、 1年後には個体数が回復し体長組成も多様になっ

ていた。 2年後の調査ではカジカの個体数はさらに増加しており、またこれまで見られなかったアブラハヤやカワヨ

シノボリが見られるようになった（凶14）。特にカジカやカワヨシノボリは磯下空間を利用する魚類であることから、

浮石の増加で生息空間が増加したために増えたと考えられる。水生昆虫については 1年後の調査で現存量の低下が見

られたが、今回竹門（2005)6）に従い、生活型！による整理を行ったところ、スリット化の直後から侵食卓越環境に適

している分類群の増加が見られ、その傾向は 2年後まで継続していた（図15）。一方、対照区間では堆積卓越環境に適

した分類群が優先する状態が継続している。これらのことから、スリ y ト化により土砂の侵食が促進されることが生

物面からも明らかになった。
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図14 採補魚類の経時変化 図15 底生生物の経時変化

既設堰堤をスリット化する試みは今のところそれほど多いとは言えない状況であるが、今回の調査で明らかなよう
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に、スリット化により単純化した環境が複雑化され生物の多様性も増加することが明らかになった。これまで、河川

横断工作物による生物の移動阻害解消のためには魚道が多く選択されてきたが、砂防域では様々な問題点も指摘され

ている7.8,9,l九近年では魚道機能を狙ってスリット化される事例も見られる 1110 また、新規に砂防ダムや床固工を設置

する場合、水中守物や環境への記慮からス l）ットダムが選択されるケースが多く見られるようになっている山九しか

し、スリット幅の決定の線拠や、防災上の安全性の検証など、スリットの設置に関しては今後検討の余地が残されて

いる。今後、これらの問題が解消され、防災と生物の生息環境維持の両立が出来るスリット堰堤設置のマニュアル作

りが必要であると考えられる。

要約

1.既設の床固工をスリット化した河川において、スリット化前後の物理環境（水深、流速、底質）と生物環境（魚

類、水生昆虫）についてモニタリングを実施している。

2. スリット化の直後から物理環境の複雑化が見られ、その状態は 2年後も継続していた。

3.特に、大型の砂磯の出現による河川の網状化と、それに伴う流向の複雑化が顕著であった。

4. スリット化宣後にカジカの個体数が減少したが、 l年後以降回復し、体長組成も多様化した。

5.以上のことから、既設の床国工をス l)yト化することで、物理環境と牛物環境が多様化することが明らかになっ

fこ。

6.今後は、スリット幅決定の根拠や防災上の安全性などを検証し、生物に配意したスリットダムの設置マニュアル

などの作成が期待される。
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