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扇型簡易粗石付き斜路式魚道("水辺の小わざ"魚道)

の設置効果について

(2 )遡上魚類と甲殻類の種類および遡上量について

畑間俊弘

Influence of a Rock Ramp Fishway with Sequential Small Pools (Mizube-no-
Kowaza fishway) placement 

( 2) On the amount and species of the fish and decapoda passed through 
the fishway 

Toshihiro HATAMA 

Usage of the Mizube-no-Kowaza fishway by fishes and decapod crustaceans was assessed in出eAwano 

River， Yamaguchi Prefecture， western Japan. Nine fish， four decapod crustacean and one gastropod 
species were collected by the甘apsset at the upstream margins of the Mizube-no-Kowaza fishway and 
the traditional rock ramp fishway， set side by side. Of these species， fluvial fishes selected the Mizube-
no-Kowaza fishway， whereas benthic gobiid fishes selected the traditional rock ramp fishway， both in 

number of species and individuals. Eventhough juvenile and adult shrimps used both types of fishways 
in similar manner early in出enight， ascending shrimps (prawns?) were seen washed away by hydraulic 
jump only in the traditional fishway. The "washed away" shrimps ascended the Mizube-no-Kowaza fishway 
in the latter half of the night. The Mizube-no-Kowaza fishway was found to offer effective upstream 
passage for decapod crustaceans in having peripheral area with moderate flow and wetted margins that 

are not affected by hydraulic jump. 

Key words : Rock Ramp Fishway， Mizube寸10・KowazaFishway， decapoda 

山口県にはアユ以外にも海と川を行き来する通し回

遊を行う魚類および十脚甲殻類が多く分布している

が、多くの河川において取水堰堤、頭首工等の河川構

造物を境にこれら通し回遊性魚種の分布が断絶してい

る状況が確認されている1)。乙れは、通し回遊性魚種

が通し回遊を行う際に、取水堰等の河川構造物が遡上

障害物となっていることを示唆している。また、大き

な出水時にはアユ以外の遊泳魚類も堰を越えて流下す

ることがあり、これらが復帰遡上するときにも取水堰

等の河川構造物は遡上障害物となり、本来の生息域に

戻ることを困難にしている状況が考えられる。

扇形簡易組石付き斜路式魚道(“水辺の小わざ魚道"、

以下、小わさ事魚道という)が、通し回遊魚種の遡上や

流下した魚類及び十脚甲殻類の復帰遡上に対し、従来

型の粗石付き斜路式魚道(以下、粗石魚道という)と

比較して有効であるかを検証した研究結果について報

告する。

材料及び方法

調査場所 山口県下関市を日本海側に流れる二級河

川、粟野川下流部に位置し、小わざ魚道と粗石魚道と

が併設されている小迫堰で、実施した。魚道の設置位置

と仕様については、前報 2)で報告した。魚道の概略図

は図 1に示した。

予備調査本調査を実施する前に遡上状況等を確認す

る予備調査を 2010年 8月 17日及び9月20日に実

施し、調査開始日を決定した。
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図 I 小迫堰における各魚道位置等概略図

甲殻類の魚道内遡上目視調査 調査は 2010年 9月

24日、 10月8日に行った。小わざ、魚道は 1.8m幅の

魚道流入口が lつだけであるのに対し、粗石魚道は1.5

~ 1.6 m幅の魚道涜入口が 4つあるので、小わざ魚道

は左岸、組石魚道は右岸、中央部、左岸の各流入口 4

カ所で、水際を遡上してくる甲殻類を目視により計数

した。観測員は小わざ魚道に 1名、組石魚道に 3名

を配置した。計数に際し、観測員は赤色のフィルター

を装着した懐中電灯もしくはキャップライトを使用し

た。

計数は、日没時刻よりそれぞれ 24時、 23時までの

問、 1時間ごとに 5分間ずつ 6回行った。日没時刻は

国立天文台のホームページ情報(HYPERLINK ''http:// 

eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/" http://eco.mtk.nao.ac.jp/ 

koyomil)を参考にした。遡上数の計測値は、 1時間

あたりの遡上数に補正して、日没からの経過時間ごと

に累計し、計数地点別に比較した。

定量採捕調査 調査は、 2010年9月24日から 25日

に行った。小わざ魚道及び粗石魚道右岸側入水口に袋

網を設置し、魚道を通過した魚類及び十脚甲殻類を採

捕した(図 2び 3)。使用した袋網は網口開口幅 300

cm、身網丈 100cm、魚捕長 250cm、目合は身網、底網、

袖網1.5mm、魚捕部 1mmであった。袋網は 180

cm X 150 cm x 100 cmの強化プラスチック製枠及

び上流側 3箇所に設置した土嚢アンカーからのロープ

によって網成りを形成し、魚道入水口幅全面に隙聞な

く設置した。また、甲殻類が網を乗り越えるのを防止

するため、身網の一部をステンレス 1mmメッシュの

金網にすることで毛細管現象による水の吸い上げを防

止し、湿った網地がない状態を作ることで甲殻類の乗

り越えを防止した。また、漁具の目合が 1mmと極め

て細かいため、浮遊物等による網の涜失・破損を防ぐ

目的で、袋網の周囲にペットボトルとタマネギネット

で作成したオイルフェンス状の防護フェンスを水面上

から水面下 10cmに配置した。組石魚道については

漁具の目合が極めて小さいため規模の大きな袋網は設

置できないので、 9月20日の事前調査により甲殻類

は右岸側を集中して通過することが確認されていたこ

とから、右岸側入水口に配置した。

袋網は 9月 24日 11: 00に設置し、 9月 24日

16: 00、9月 25日0:00、9月 25日 7:00、9月

25日 11: 00の計 4回、入網した魚類・十脚甲殻類

を取揚げた。最終の取揚げ以外は、魚類 ・十脚甲殻

類を取揚げ後、直ちに袋網による定量採捕調査を継続

した。採集物は冷蔵もしくは 10%ホルマリン溶液で

固定した状態で持ち帰り、研究室で測定した。 1日を

11 時~ 16 時(日中後半)、 16 時~O 時(夜間前半)、

O 時~7 時(夜間後半)、 7 時~ 11時 (日中前半)の

4つに区分し、その時間区分ごとに解析した。魚類の

同定については中坊 3)に従った。十脚甲殻類の同定に

ついては浜野 4)に従った。

なお、テナガエピ科のエピ類は、産卵のために門水域

まで降河し、産卵を終えて本来の生息場に再び戻るた

めに遡上していたと思われる個体(戻り遡上個体)と、
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図2 袋網漁具および防護フェンス

図3 小わざ魚道(奥側)と粗石魚道(手前側)に設置した袋網漁具および防護フェンス

解化後変態を遂げて稚エピとなって遡上していると思

われる個体(遡上個体)に分類し表記した。戻り遡上

個体と遡上個体の判別基準については、浜野ら 4)が、

徳島県において採集した抱卵メスの最小個体は、ヒラ

テテナガエピでは全長 35.0mm、ミナミテナガエピで

は全長 37.1mmであったととから、ヒラテテナガエビ

は35.0mm以上を戻り遡上個体、 34.9mm以下を遡上

個体とし、ミナミテナガエピは 37.1mm以上を戻り遡

上個体、 37目Omm以下を遡上個体とした。なお、エピ

類の一部において、頭胸甲や額角の特徴から種の同定

は可能であるが、額角や体の一部の欠損により全長の

測定は不可能である個体があった。こういったエピ類
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については通過数には含めたが、体サイズについては

測定対象外とした。

粗石魚道の通過尾数については魚道の一部しか袋網

を設置できなかったので、実採捕個体数を補正し魚道

通過個体数とした。補正に際して、エピ類については

目視計数調査結果を用い補正した。魚類については 9

月 20日の事前調査でスロット毎に通過数の差を認め

なかったため、粗石魚道の総入水口全体幅 620cmに

対する袋網設置幅 160cmの割合 25.8%で入網量を

補正した。

調査期間中、水温、水位、魚道の各部流速(流入口、

流入口より 2m下流、流出口)を測定した。魚道流入

口流速と袋網取揚げ時の魚道水深から取揚げ回次毎の

魚道流量を求めた。水温はサーモレコーダー (Tand 

D社製TR-51S)を魚道直下の根回ブロックに設置し、

30分ごとに記録し、後日回収してデータをパソコン

に取り込んだ。水位は山口県土木防災情報システムの

宮迫水位局の水位データを引用した。なお、調査期間

中の宮迫水位局水位で、は、小迫堰堤からオーバーフ

ローすることはなく、両魚道のみから流下する状態で

あった。涜速はプロペラ式流速計(横河電機社製モデ

ル3631)を用いて測定した。涜量は小技魚道におい

ては魚道入水口幅と魚道入水口の実測水深と魚道入水

口4カ所の平均流速を用い、前述した 4つの時間区分

毎の流量を求めた。粗石魚道も同様の方法で 4カ所の

スロット毎に、時間区分毎の流量を求め、合計したも

のを粗石魚道の流量とした。

結 果

甲殻類の魚道内通過目視計数調査

9月 24日の日没時聞は 18: 09 (山口市)、 10月 8

日では 17: 50 (同)であった。

宮迫水位局水位は 9月 24日の調査開始時は 46cm 

であったが、終了までに 1cm低下した。10月8日

では調査開始から終了まで変化はなく 43cmあった。

水温は 9 月 24 日の調査時間中では 22SC~23.0oC、

10月8日では終始 20.40Cであった。

日没後の時間ごとの計数場所別 1時間あたり通過数

を図 4及び図 5に示した。全調査時聞における通過尾

数の合計は、 9月 24日は小わざ魚道左岸 636尾、組

石魚道右岸 756尾、組石魚道中央 O尾、組石魚道左

岸 96尾であった。10月8日は小わざ左岸 696尾、

粗石魚道右岸 1，116尾、粗石魚道中央 O尾、組石魚道

左岸 60尾であった。9月 24日、 10月8日両調査日

ともに、組石魚道右岸、小わざ左岸、組石魚道左岸の

順で多く、粗石魚道中央部で、の通過は確認できなかっ

た。特に粗石魚道右岸と、小わざ左岸の通過が多く、

粗石魚道左岸の方が小わざ左岸より多かった。また、

目視計数は 0:00及び 23:00で終了したが、日没から

調査終了時までの聞に通過が確認されたエピ類の 98

%がヌマエビ類とテナガエピの遡上個体群であり、テ

ナガエビの戻り遡上群と思われる全長 40mm以上の

大型の個体は 2%と少なかった。体長からテナガエビ

の戻り遡上個体群と思われる個体は右岸魚道側壁に極

めて近い魚道底面と右岸魚道側壁の水際線に近い水中

部分を遡上していくのを確認した。その他のヌマエピ

類、テナガエピ遡上個体は全て水際線及び、水面上の飛

沫帯及び吸水現象等により側壁が湿っている部分を、

列をなして通過した。9月 24日に粗石魚道を通過し

たエピ類の 88.6%は右岸魚道側壁の水中から水際、飛

沫帯を通過したと推定された。

粟野川にはモクズガニが生息しているのが確認され

ている 1)が、調査期間中、モクズガニが通過するのは

確認できなかった。
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図4 目視調査によるエピ類の 1時間あたり魚道通過
数 (9月 24日)
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図5 目視調査によるエビ類の 1時間あたり魚道通過
数 (10月8日)

定量採捕調査 9月 24日11: 00の調査開始から 9

月 25日 11: 00の調査終了までの水温は 21.4oC~ 

23.0"Cの範囲であった。調査時の水位は調査開始から
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終了までの聞に 6cm低下しており、減水傾向にあった。

9月 24日調査時間中の平均涜速測定結果を図 6に

示した。魚道入水口では小わざ魚道 112.0cm/sec、

粗石魚道 95.5cm/secと、やや小わざ魚道の方が速い

涜速であったが、入水口から下流2m位置の魚道斜路

内の流速は左岸、中央、右岸の 3カ所で、はノトわざ、魚道

16.5 cm/sec、10.2cm/sec、40.0cm/secに対して粗

石魚道 117.1 cm/ sec、104.4cm/sec、127.3cm/sec 

と、全ての測定場所で粗石魚道の方が速い分布を示し

た。魚道出水口の左岸では小わざ魚道 146.5cm/sec、

組石魚道50.4cm/secと小わざ、魚道のほうが速かった。

中央、右岸では小わざ魚道 63.1cm/sec、49.4cm/sec、

粗石魚道 70.6cm/sec、63.1cm/secとやや粗石魚道の

ほうが速かった。目視計数調査でエビ類が多く利用し

た小わざ魚道左岸斜路および組石魚道右岸斜路の涜速

160 
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ミEU mo 
V 80 
制
嬬槌

40 

20 

。

は 13.2~ 34.4 cm/sec、103.8 ~ 129.1 cm/secの範

囲であった。

流量は小わざ魚道では 11~ 16時総流量 2，325t、

16 時~O 時 3 ，720 t、 O 時~7 時 3 ，255 t、 7 時~ 11 

時1，860tで調査中の総琉量は 11，159tと推定された。

粗石魚道は 11~ 16時21，938t、 16 時~O時 35 ， 101 t、

O 時~7 時 30，714t、 7 時~ 11時 17，551tで調査期

間中の総流量は 105，304tと推定された(図 7)。

小わざ魚道と粗石魚道の袋網に入網した十脚甲殻類

及び魚類について種数別平均全長を表 lに示した。小

わざ魚道ではミナミテナガエピ、ヒラテテナガエピ、

ミゾレヌマエビ、ヤマトヌマエピ、モクズガニ、シマ

ヨシノボリ、オオヨシノボリ、ゴクラクハゼ、ヌマチ

チブ、アユ、オイカワ、カワムツ、ユゴイ、イシマキ

ガイの 14種が採集された。粗石魚道ではミナミテナ

入水口下諸2mの魚道斜路 魚道出水口

戸圏、

刷

、・'
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35，∞o 
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図6 魚道各部位の平均流速 (10月8日)
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図7 定量採捕調査期間中に調査対象魚道を通過した流量の推定
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び平均全長の変化を図 8から図 11に示した。

エピ類の通過数は組石魚道の方が多かった。小わざ

魚道におけるテナガエビ類の夜間後半の入網数は、夜

間前半の入網数より大幅に増えた。内容も遡上個体よ

りも戻り遡上個体が多くなっており、前述の目視観察

を行っていた 0:00以降に遡上ピークがあったことを

示している。一方、粗石魚道における入網数は夜間後

半になると減少、またはほぼ同じであった。ミゾレヌ

マエピの夜間前半と後半での入網数は、小わざ魚道で、

はほぼ同じであったが、組石魚道では夜間後半になる

ガエビ、ヒラテテナガエピ、 ミゾレヌマエピ、モクズ

ガニ、シマヨシノボリ、オオヨシノボリ、ゴクラクハ

ゼ、ヌマチチブ、アユ、オイカワの 10種が採集された。

エビ類、底生魚、については両魚道において種数に大き

な差はみられず、遊泳魚については、粗石魚道で採集

された個体数は非常に少なかった。

通し回遊性種で入網数の多かったミナミテナガエ

ピ、ヒラテテナガエピ、ミゾレヌマエピのエビ類 3種

と、ゴクラクハゼ、オオヨシノボリ、シマヨシノボリ

の底生魚 3種の計 6種について時間区分毎の入網数及

定量調査で袋網に入網した魚類及び十脚甲殻類の種名及び平均全長

回遊型 11 :OO~16:00 16:00~0:00 0:OO~07:00 07 :00~11 ∞ 

種名 (通し回遊 小わざ ，.0石 小わざ 組右 小わさ | 組石 小わざ 組石
非通し回遊) 平均全長(mm) 平均全長(mm) 平均全長(mm) 平均全長(mm)

ミナミァナガエビ(戻り遡上) 通し回遊 74.5 38.5 58.6 55.3 56.1 54.6 51.2 50.8 

ヒラテナガ工ピ(戻り遡上) 通し回遊 48.9 54.2 50.5 50日 43.2 
ミナミテナガエビ(遡上) 通し回遊 20.9 21.4 21.9 22.3 21.9 21.6 22.7 21.7 

十朗]甲殻類 ヒラテナガエビ(遡上) 通し国道 20.4 19.9 208 20.0 
ミゾレヌマ工ピ 通し回遊 14.6 11.6 13.2 11.9 14.3 13.5 15.6 

ヤマトヌマエヒ 通し回遊 13.0 

モクズガ 通し回避 42.0 13.4 29.1 13.6 

ゴクフクハゼ 通し回遊 35.4 31.9 38.5 2日6 39.5 35.4 33.1 
底生魚 シマヨシノボリ 通し回遊 26.2 25.6 24.3 25.9 25.7 24.7 

オオヨシノボリ
通両しし回回避遊

23.9 23.4 23.6 21.0 22.0 22.2 22.7 21.5 
ヌマチチプ 45.2 43.4 45.8 26.3 
アユ 通し回遊 127.0 105.0 1210 97.0 11日O

遊泳魚 オイ力ワ 非通し回遊 24.0 84.0 71.0 
力ワムツ 非通し回遊 21.2 

ユコイ 通し回遊 27.0 

表 I
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時間区分毎の平均全長

と大きく減少した。平均全長については小わざ、魚道と

組石魚道で大きな差は見られなかった。

底生魚はオオヨシノボリとゴクラクハゼは粗石魚道

の採捕数が多く、粗石魚道を選択していると思われた。

シマヨシノボリは小技魚道を選択している傾向が見ら

れた。これら 3種のハゼ、科魚類の採捕時間は日中に集

中した。平均全長についてはゴクラクハゼ、が小わざ魚

道の方がやや大きい傾向があるが、大きな差とは認め

るには個体数が少なかった。

考 察

甲殻類の魚道内通過数日視調査 両側回遊種のエピ

類は主に、涜れの緩やかな川岸に沿って遡上してくる

ことがわかっている 5)。今回調査を行った 9月24日

と10月8日では、魚道の他に堰を越涜する水はなかっ

たため、小迫堰の水の涜れの両端にあたる小わざ魚道

左岸と組石魚道右岸にエピ類が晴集していたことにな

る。今回は、川の両端を遡上してきたエピ類が、その

まま魚道に入ったため、堰の涜れの両端である、小わ

ざ魚道左岸と、粗石魚道右岸に遡上が蛸集したと考え

られる。

小わざ魚道左岸より組石魚道右岸のほうが 2調査日

とも多く通過が確認された。図 2に示すとおり、小迫

堰より下涜の流程をみると魚道直下に中州が存在し、

左右 2方向への涜れが分枝している。そのうち、右岸

側のほうに連続した早瀬、平瀬、測の主流が形成され

ている。日中のシュノーケリングの目視観察では組石

魚道側の右岸主涜には、コンクリートブロ ック及び石

詰工が施されており、テナガエピ類の格好の待機場所

となっており、実際に多数のテナガエビを確認してい

る。平瀬周辺の川岸には砂礁が堆積し、緩やかな傾斜

の連続した水際線が形成されているため、水深が浅く

緩やかな流れの場所を好んで遡上するエビ類 5)は、右

岸側に偏ったと考えられる。

さらに周辺のツルヨシ等の抽水植物の繁茂する岸際

におびただしい数の稚エピが付着するのを確認してい

る。一方の小わざ魚道の左岸側は分涜であり、右岸側

に比べ水量は少なく、抽水植物も少ないことから日中

のシュノーケリングの目視観察では明らかに右岸側よ

りもエビ類の生息量が少ない様子であったことから、

エピ類の遡上主群は右岸岸沿いに遡上を行ったと予想

される。また、右岸側の粗石魚道中間部分に位置する

小迫堰下の床固め部分は河床沈下により十字ブロック

及び石詰篭が露出した状態となっており伏流水や浸透

水による小さな流れがいくつも形成され、右岸側下部

に繋がっており、組石魚道中間部分へのバイパスを形

成しておりエピ類の遡上量に影響を与えた可能性があ

る。目視で通過が確認されなかったモクズガニについ

ては、魚道通過位置は判らなかった。

定量採捕調査 入網数の変化に着目すると、エピ類の

入網数が小わざ魚道では、夜間前半から後半にかけて

大幅に増加したのに対し、粗石魚道では横ばい、また

は大幅に減少した。甲殻類の遡上に適した涜速は 65
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cm/sec以下であることがわかっている 6)が、 9月24

日の魚道斜路で測定した流速分布をみると、小わざ、魚

道左岸斜路では 13.2~ 34.4 cm/secと65cm/secを

十分下回っているが、粗石魚道右岸斜路では、 103.8

~ 129.1 cm/secと65cm/sec越えている。また、目

視観察結果から小型のエピ(ヌマエピ類、テナガエピ

類遡上個体)の全ての個体は水際及び水際線から上の

飛沫帯及び吸水現象等により側壁が湿っている部分に

列をなして通過し、大型のエピ(テナガエピ戻り遡上

個体)も魚道側壁の水際線直下の水中を通過するのを

確認している。小わざ、魚道は緩傾斜側壁構造であるた

め、水際線に様々な流速分布が形成されることから飛

沫帯や湿っている部分も多く、また側壁角度も緩やか

なことから、エピ類にとって通過しやすい水際構造を

有している。一方の粗石魚道は垂直側壁であり、速い

流速分布であることから飛沫帯や湿っている部分に流

れの振動によって水がかかりやすく、実際に粗石魚道

の水際を通過する稚エピが涜される様子を調査中に何

度も確認した。よって、組石魚道では、エピ類の通過

に適した流速を大幅に超えていたため、遡上中のエビ

類が、水際線から飛沫帯を遡上する際に跳水等の流水

の振動等によって多くの個体が洗い落とされ、いった

ん魚道下に涜下し、小わざ魚道が設置されている左岸

側に定位することにより、岸伝いに遡上するエピ類の

遡上行動から、再び遡上行動を行うのは左岸となり、

その結果小わざ魚道に遡上したためではないかと推察

された。

ヨシノボリ類の突進速度は、体長x10 cm/sec程度

と言われており 7)、今回の調査で入網した底生魚の平

均全長は 22.0mmから 39.5mmであるので、突進速

度は 39.5cm/sec以下ということになる。しかし粗石

魚道内の流速は、どの測定地点においても突進速度を

大幅に越えており、速やかな遡上は難しいと考えがち

であるが、ハゼ、科魚類の多くは吸盤状の腹びれを利用

して遡上するため、単純に流速が速いことが不適な条

件とはなり得ない。逆に速い流れを好む種も多く、そ

の典型がオオヨシノボリである。県内の河川調査にお

いてもオオヨシノボリはシマヨシノボリよりも速い流

れの場所で多く採捕しており 1)、涜れの速い粗石魚道

を選択している可能性が高い。組石魚道において底生

魚は、特にゴクラクハゼ、で、顕著であるが、日中後半に

まとまって遡上した。小わざ魚道も底生魚は日中に安

定的に遡上している様子が確認できたことから、底生

魚は日中に遡上活動を行うと思われる。小わざ、魚道で、

は日中前半に入網があったことから、夜明け後より遡

上を開始していると考えられる。採捕尾数から見ると、

オオヨシノボリは組石魚道を、シマヨシノボリは小わ

ざ魚道を選択している。この結果は、オオヨシノボリ

は速い流速を、シマヨシノボリはオオヨシノボリより

緩やかな涜速を好んで分布する 7)ことから、組石魚道

は「速い流速分布」が形成されていることが生物の利

用実態からも推察できる。

以上より、今後の魚道の設置に際して底生魚の遡上

を考慮するならば、底生魚を呼び込む流速と遡上しや

すい流速の両方を含んだ、多様な流速を創出すること

が望ましいと考える。

遊泳魚は種数、通過尾数からもエピ類や底生魚より

明確に小わざ魚道を選択したことがわかる。遊泳魚は

エピ類や底生魚に比べ、水中での移動能力が高いと同

時に自らの遡上に適した水深、涜速場所を選択できる

8. 9)ため、様々な流速分布が創出されている小わざ魚

道を選択すると考えられる。

要 約

-目視調査からエピ類は魚道側壁の水際線から飛沫帯

を通交することが分かつた。小型の個体ほど、水

面上を遡上し、大型のテナガエピの戻り遡上個体は

水際線から水中を多く通過する傾向が見られた。遡

上数は粗石魚道の右岸側壁が多く、次いで小わざ魚

道左岸側壁であった。粗石魚道を通過したエピ類の

88.6%が右岸を通過した。

-定量採捕調査からテナガエビ類の戻り遡上個体は多

くが小わざ魚道を選択した。また、小わざ魚道は

遅い時刻にエピ類の採捕量が増加する傾向が見られ

た。要因のひとつとして目視調査において組石魚道

で、は跳水等の水の振動により流される個体を多く確

認しており、流されて小わざ魚道の左岸側に流れ着

いた個体の多くが小わさ、魚道に遡上するために遡上

ピークの時間差が現れたと推察した。

・テナガエピ類の戻り遡上個体は目視調査を実施し

た0:00までの聞はほとんど確認で、きなかったこと

から、深夜から早朝の時間帯に遡上したと推察され

た0

・定量採捕調査から魚類は遊泳魚とハゼ科魚類で、選択

が分かれたが、遊泳魚は小わざ魚道、ハゼ科魚類は

組石魚道で、の採捕量が多かった0

・小わざ、魚道は跳水等の水の振動の影響を受けない水

際線が創出されていることと、緩やかな流速分布が

形成されていることが目視及び採捕された魚種組成

からも考えられた。逆に粗石魚道では垂直側壁及び

速い流速分布、水の振動の影響を受ける飛沫帯が形

成され、特にエピ類の遡上にとって好適な条件では

ないことが判った。
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