
Tomonori Shimada, Kenichi Okado, Kazufumi Hayashida 

平成25年度 

千代田分流堰魚道における魚類遡上状況の検証 
 

帯広開発建設部 帯広河川事務所 計画課   ○島田 友典 

大角 賢一 

（独）土木研究所 寒地土木研究所 水環境保全チーム    林田 寿文 
 

十勝川中流部にある千代田分流堰には2タイプの魚道施設（階段式魚道・水路式魚道）が設置

されており，新水路と同様に2007年4月より運用を開始している．魚道機能の評価を目的に，魚

道を遡上する魚類の実態状況，及び魚道内水理状況の調査を行った．本論文ではこれらの調査

結果を整理し，対象魚がそれぞれの魚道内を体長や遊泳力に応じて遡上していることが明らか

となった． 
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1.  はじめに 

十勝川の河口から中流部における河川連続性を見た場

合，KP45に位置する千代田堰堤（図-1）が唯一の横断

構造物である．この千代田堰堤には階段式魚道が設置さ

れているものの，勾配が1/5と急であることから中型・

大型の遊泳魚が多く利用し，小型の遊泳魚や底生魚は魚

道を利用しにくい状況となっていた．またウグイやサク

ラマス等の中型・大型で遊泳力の大きい魚は一応，遡上

は可能なものの，遡上効率という点では十分ではないと

考えられ，本来あるべき望ましい生息環境に近づけるた

めには，河川連続性を回復することが必要である．この

ような背景を踏まえ，2007年4月より運用を開始してい

る千代田分流堰には，魚類生息環境の改善・回復を目指

した魚道が設置された（図-1）． 

魚道の設置に当たっては，魚道施設の技術的検討を行

うため，学識経験者及び地域に精通する有識者からなる

十勝川千代田分流堰魚道委員会（以下，魚道委員会）が

2001年9月に設置され，2002年12月まで検討を行ってき

た．その結果を“十勝川千代田分流堰魚道に関する報告

書1 ）”として，対象魚種，魚道構造案，モニタリング計

画案など基本的な計画をとりまとめている．この報告書

を参考とし，図-2に示すように魚道への入口は1箇所で，

分流堰横に中型・大型を対象とした階段式魚道，高水敷

に小型・底生魚を対象とした水路式魚道の2タイプを設

置した． 

既往の魚道研究では，1つの構造物に設置された1つの

魚道を評価したもの2 , 3 ），又は異なる場所の魚道を比較

したもの4 , 5 ）がほとんどであり，1つの構造物に設置した

2種類の魚道の有効性を比較した研究は少なく，近年で

は林田ら 6 ）による研究が行われているのみである． 

 2007年4月の運用開始以降，魚道機能評価のため様々

な調査を実施してきたが，2種類の魚道における対象

魚がどのような状況で遡上したかを把握する魚道遡上調

査と，魚道内の流速水深が設計値を満足し効率的な遡上

が可能であるかという水理的なデータを用いた総合的な

評価が不足していた．そのため，本論文ではこれらの結

果を整理し，魚道機能評価を行った． 

 

 

図-2  千代田分流堰魚道 

図-1  千代田新水路 
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表-1  魚道対象魚種 

図-3  魚道施設構造図・調査箇所 
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2.  千代田分流堰魚道と魚道機能調査の概要 

 

(1)   千代田分流堰魚道施設の概要 

a) 魚道の対象魚 

 魚道委員会で選定した千代田分流堰魚道の対象魚を表

-1に示す．対象魚は，既往の十勝川流域魚類調査から十

勝川中下流部で捕獲され，このうち河口から43km上流

に位置する千代田地区まで遡上する可能性がある魚種を

選定している． 

b) 魚道施設構造 

図-3に魚道施設構造を示す．魚道入口は1箇所で，そ

こから階段式魚道と水路式魚道に分かれており，魚道を

遡上した後，流入プールで合流し流入部を通って十勝川

本川へと遡上する仕組みになっている．また階段式魚道

に並行して集魚を目的とした呼水水路も配置されている． 

階段式魚道は延長約100m，水路幅は2m，河床勾配は

約1/20であり，魚道中間地点には魚道内を魚が遡上する

状況を観察出来る魚道観察室（図-4）を設けている． 

水路式魚道は延長約1160m，水路幅は約3m，法勾配は

1:2，河床勾配は約1/380であり，多様な生息環境を創出

するため，プール，石組工，埋木設置工，石積護岸工な

どを設置している．また魚道入口部はハーフコーンが配

置されており，入口・水路式魚道・流入プールをそれぞ

れコンクリート暗渠で接続している． 

なお水路式魚道工事後に両岸を植樹しており，現在で

は両岸の樹木が繁茂し水面を覆っていることで，魚道委

員会でも指摘があった鳥による遡上魚の補食対策として

有効に機能していると考えられる． 

c) 魚道施設の運用方法 

図-5に運用開始以降の魚道流量（階段式・水路式），

及び新水路内流量を示す．流入プール内の水位が一定に

なるように，流入プールと十勝川本川の間にある流入部

のゲートを操作し，両魚道に流入する流量を調整し管理

を行っている．現在，階段式魚道は0.4m3/s程度，水路式

魚道は0.3m3/s程度の流量を通水している． 

 

 

千代田分流堰の運用方法は，4月1日～8月末日までは，

平常時から4つあるゲートのうち最も魚道側に近い第1ゲ

ートを半開にし通水をしており，これ以外の期間は4ゲ

ートとも全閉とし，新水路には魚道からの水のみが流れ

ている状態である． 

また運用開始以降，計18回のゲート操作を伴う出水対

応（2013年12月末時点）があり，流量規模にもよるが出

水毎に新水路内の河床形状は変化している．更に2010年

度からは越水破堤実験7 ）を行っており，実験前後には人

為的に新水路内の一部を工事で改変している．以上のこ

とから，分流堰下流の新水路内形状は常時，変動してい

る状況であり，このことによって新水路内から魚道施設

までの到達のしやすさなどに変化があり，それが魚道遡

上数自体に影響を与える可能性がある． 

 またサケ遡上期間のうち9月1日～12月末日にかけては，

サケ・マス捕獲事業へ配慮し，水路式魚道入口にサケ迷

入防止フェンス（網目6cm）を設置しているため，この

期間は水路式魚道内に大型魚が進入せず，サケは階段式

魚道にのみ遡上するようになっている． 

 

(2)   魚道機能調査の概要 

a) 魚道遡上調査の概要 

 図-3に示した箇所において，図-6のように捕獲カゴを

階段式魚道及び水路式魚道の出口にそれぞれ24時間設置

し，3時間毎に捕獲カゴを引き上げて魚道を遡上した魚

図-6  捕獲カゴの設置状況 

図-5  運用状況 

図-4  魚道観察窓 

（2008年6月撮影・ウグイの遡上状況） 
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類の調査を行った．調査は4ヶ年（2007・2008・2009・

2013年）実施しており，それぞれ春（5月下旬～6月上

旬），夏（7月下旬～8月中旬），秋（9月下旬～10月下

旬）に実施した．捕獲した魚類は魚種，体長を記録した． 

b) 魚道内水理量の調査概要 

 図-3に示した箇所において，回転式流速計を用いた流

速測定及び水深測定を行った．調査時期は2008年6月12

日で，その時の階段式魚道流量は0.42m3/s程度，水路式

魚道流量は0.30m3/s程度であった． 

 階段式魚道は隔壁切欠部10箇所（プール接続部；K1

～K3・中流部；K4～K6・屈曲部；K7～K10）を対象に，

切欠部の横断方向中央部で，天端最上位置において，水

面から鉛直方向5cmピッチで流速測定を行うとともに，

流速測定部の水深を記録した． 

水路式魚道はハーフコーン最上部，及び1段下流部の2

箇所を対象に，横断方向に30cmピッチ，水面から鉛直

方向に5cmピッチで流速測定を行うとともに，各流速測

定位置の水深を記録した． 

 高水敷の水路式魚道内にはプール，石組工，埋木設置

工，石積護岸工などが配置されている箇所の流心や河岸

部など10地点において流速・水深を計測した． 

 

3.  魚道機能調査の結果 

 

(1)   魚道遡上調査の結果 

捕獲カゴ調査による魚種毎の捕獲数を表-2に示す． 

春（5月下旬～6月上旬）には，両魚道ともウグイ・エ

ゾウグイの遡上が最も多く確認されており，遡上魚のほ

とんどを占めている．これは産卵遡上期であり，特に親

魚の遡上が多かったためと考えられる．またウグイにつ

いては階段式魚道を利用する割合がどの年度においても

多く確認された． 

 夏（7月下旬～8月中旬）には，春に比べると全体の遡

上数は減少しているが，ここでもウグイ・エゾウグイが

その多くを占めている．ウグイについては春と比較する

と，水路式を多く利用する年度もあることがわかる．親

魚が大半を占めていた春とは異なり，様々な体長のもの

が遡上している． 

 秋（9月下旬～10月下旬）には，階段式魚道でサケの

表-2  両魚道の対象魚捕獲数 
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遡上が見られ，遡上魚の多くを占めている．なお前述の

ように水路式魚道出入口にはサケ迷入防止フェンスを設

置しているため，水路式魚道に大型魚は遡上出来ない状

況であるが，2013年にサケが確認されているのは洪水時

に水位上昇し，迷入防止フェンスを乗り越えたためと考

えられる． 

魚道遡上調査結果全体を見ると，数の大小はあるもの

の階段式魚道，水路式魚道ともに対象となる遊泳魚は全

て確認されている．遊泳力の小さいワカサギ・イトヨも

水路式魚道の遡上が確認されており，魚道設計時の設定

通りに利用されていることが確認された．また同じ魚種

であっても階段式魚道と水路式魚道の両方を遡上してい

るものいた． 

一方，対象となる底生魚は今回の調査では確認されて

いないが，カワヤツメは魚道観察室の映像より遡上して

いる様子が確認されているとともに，ヨシノボリ類は水

路式魚道内で目撃されていることから，底生魚も魚道を

遡上している可能性があり，今後の調査によって確認さ

れることが期待される． 

 

(2)   魚道内水理量調査の結果 

a) 階段式魚道部の水理量 

 階段式魚道隔壁の切欠部毎の水理量結果を図-7に示す．

各地点ともに深度が深くなるにつれて，流速が速くなる

傾向が見られ，底面で最大値，水面近傍で最小値を示し

ている．また他の切欠形状と異なり幅が狭く水深が深い

K1-1を除いた各地点の最低流速は1.1～1.4m/sであり，表-

1に示した階段式魚道対象魚のうち，遊泳魚は突進速度

以下であり遡上可能な流況である．底生魚についてはカ

ワヤツメ，ヨシノボリ類は遡上可能と考えられるが，ウ

キゴリについては突進速度が1.0m/sであるため遡上しづ

らい流況であると考えられるため，今後も詳細な検証な

どを行う必要があると言える．なお全ての切欠地点にお

いて，流速・水深に著しい差はなく，階段式魚道内は概

ね一定の水理量である． 

b) 水路式魚道ハーフコーン部の水理量 

 ハーフコーン部の水理量結果を図-8に示す．どちらも

深度が大きくなるにつれて流速が速く，深度が小さくな

るにつれ流速が小さくなる傾向が見られる．流速範囲は

H1が0.8～2.3m/s，H2が0.4～2.7m/s，水深範囲はどちらも

2cm～26cmである．どの地点においても概ね一定の水理

量であった階段式魚道と比較して多様な流況となってお

り，その結果，遊泳力の小さい魚でも遡上が容易になっ

ていると考えられる． 

c) 水路式魚道内の水理量 

 水路式魚道内の水理量結果を図-9に示す．流速は0.0

～0.6m/s程度，水深は0.2～0.6m程度であり，遊泳力の小

さな魚種であっても移動や生息が可能な環境が創出され

ていると考えられる． 

 

4.  階段式魚道と水路式魚道の遡上特性 

 今回の調査結果から，遊泳力の小さい魚種は水路式魚

道を遡上するなど，概ね魚道設計時に想定したように魚

道が利用されていることが確認出来た．また，同一魚種

が両魚道を遡上している場合もあった．ここでは同一魚

種のうち，体長に着目して両魚道の利用状況について整

図-9  水路魚道内の水理量 

図-8  ハーフコーン部の水理量 

図-7  階段式魚道切欠部の水理量 
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理を行う．  

 

検討対象は遡上数が多いウグイとエゾウグイをあわせ

たウグイ属とし，全捕獲魚の詳細な体長データが記録さ

れた2013年度の結果を用いた．なお2013年度のうち春の

調査は前述の通り産卵期遡上時期のため親魚が多く，体

長が大きいものに偏っている．また秋の調査は水路式魚

道の出入口にサケ迷入防止フェンスを設置しているため

大型魚が遡上出来ない状況である．よってここでは大小

様々な体長のものが遡上したと考えられる夏の調査結果

を用いる．  

図-10に各魚道を遡上したウグイ属の体長分布を示す．

階段式魚道を遡上したウグイ属は体長区分のピークは12

～14cmであり，10～14cmのものが半数以上を占めてお

り，8cm以下のものはあまり見られない．一方，水路式

魚道を遡上したウグイ属は体長区分のピークは8～10cm

であり，6～10cmのものが半数以上を占めており，10cm

以上になるとあまり見られなくなる．これより同一魚種

であっても，小型魚は優先的に水路式魚道を遡上してお

り，中型・大型魚は水路式より階段式を優先的に遡上し

ているようである．以上のことから2タイプの魚道を設

置したことで，魚類全体に対してより効率的な遡上が可

能になっており，生息環境の改善が図られていると推察

できる． 

 

5.  まとめ 

 

 本論文では千代田分流堰に設置した2タイプの魚道

（階段式魚道・水路式魚道）の機能評価を行うことを目

的に，魚道遡上調査・魚道内水理量調査を行った．これ

より次のことが明らかになった． 

魚道遡上調査結果より，対象魚のうち遊泳魚は全種が

魚道を遡上し，また遊泳力の小さいものや小型魚は水路

式魚道を，遊泳力の大きいものや中大型魚は階段式を遡

上し，2タイプの魚道を設置したことで効率的に遡上し

ていることが明らかとなった．なおカワヤツメ，エゾハ

ナカジカなどの底生魚は魚道の遡上を確認することはで

きなかった．しかし，これは決して魚道を遡上できなか

ったためではなく，この千代田分流堰付近において生息

数が非常に少ないことが既往の魚類踏査結果からも示唆

されている．そのため，底生魚の動態については，今後

も調査検証の必要がある． 

 魚道内水理量調査結果より，階段式魚道切欠部は対象

魚のうち，ウキゴリについては遡上しづらい流況であっ

たが，水路式魚道ハーフコーン部は多様な流況となり，

水路式魚道へは遊泳力の小さな魚類も遡上可能な流況で

あった．なお今回の調査では各魚道内で最も流速が高く

なると想定される箇所である，階段式魚道隔壁の切欠部

と水路式魚道のハーフコーン部のみを対象として調査検

討を行ったが，今後は魚道内の平面流況の検証などを行

うことで，より詳細な魚道評価を行うことが可能になる

と考える． 

 魚道を設置する場合，1つのタイプの魚道を設置する

ことが多い．しかし千代田分流堰には2種類のタイプが

違う魚道を設置した．このように各魚道の水理的な特性

を大きく変化させたことにより，遊泳力の異なる魚が魚

道を選択しながら遡上させる状況の創出が可能となった．

また，違う魚道を設置することで土砂堆積などの不慮の

事故にも被害を最小限に留めることができる．このよう

に河川の連続性を断絶しない取組が重要である． 
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図-10  両魚道を遡上したウグイ属の体長分布 


