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平取ダム建設地の額平川を含む沙流川流域には遡河回遊漁が生息しており、ダムの運用後も遡上降下を
可能とするため、魚道の設置により対策を行うこととしている。ダムの建設においては、現河川の流れを
転流水路に切り替えながら施工を行うため、工事期間中においても転流水路に魚類保全対策を行う必要が
ある。
本論文は工事中の魚類保全対策及び施工状況について報告するものである。
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１．平取ダムの概要
沙流川は日高山脈に源流を持つ幹川流路延長 104km、
流域面積 1,350km2 の一級河川である。河口から約 21km
上流の地点には、多目的ダムである二風谷ダムが平成
10 年から運用されており、沙流川の支川額平川には、
沙流川との合流点から約 22km 上流に平取ダムを建設中
である。平取ダムは、堤高 55m、堤頂長 350m、型式は重
力式コンクリートダムで総貯水容量 45,800,000m3、洪水
調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給を目的
とする多目的ダムである（図-1，図-2，表-1）。
平取ダム堤体建設工事は平成 26 年度に着手し、今年
度までに堤体コンクリート打設、放流設備、魚道設備の
設置等を進めているところである。

平取ダム
(建設中)

図-2 平取ダム完成予想図
表-1 平取ダム諸元
目的

洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水

型式

重力式コンクリートダム

堤高

55.0 m

堤頂長

350.0 m

総貯水容量

45,800,000 m3

有効貯水容量

44,500,000 m3

２．沙流川流域に生息する魚類について

二風谷ダム
(運用中)

2.1 沙流川流域の魚類分布状況
沙流川流域及び支流域では魚類の調査を継続して実施
しており、調査結果から 6 科 19 種が確認されている。
そのうち「レッドリスト」及び「北海道レッドデータブ
ック」よりサクラマス等 6 科 8 種が重要な種として選定
されている(写真-1)。
図-1 平取ダム位置図

写真-1 調査にて採補したサクラマス
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2.2 サクラマスの特性
サクラマスは北海道全域、本州の関東以北の太平洋岸
及び日本海側全域等に分布する。サクラマスの回帰周期
は 3 年とされ、11～12 月に孵化して、川幅のある比較
的開けた淵、落ち込み、岩陰の凹み、大きな石のまわり
等に 1 年程度生息し越冬する。2 年目 4～6 月に海域へ
降下して 1 年程度生息し、その後、3 年目の 5～6 月に
海域から川へ遡上し、9～10 月に川幅のある最上流の比
較的開けた渕尻や瀬わきの砂礫底に産卵する。サクラマ
スは自然の再生産に寄るところが大きく、前述の要よう
に河川に遡上して産卵し、降海までの期間を河川で生活
するため、その資源基準は河川環境が少なからず影響を
与える。

３．ダム建設による魚類への影響
3.1 環境への影響予測と保全
平成 5 年に「環境基本法」、平成 9 年に「環境影響評
価法」が制定され、環境省や北海道などによる稀少動物
についての新たな知見（レッドデータブック等）が示さ
れた。これを踏まえ平取ダムの建設にあたり環境調査を
実施するため、平成 15 年に学識経験者からなる「平取
ダム環境調査検討委員会」を設置し、新たな知見を取り
入れた調査や保全に取り組んできた(写真-2)。
平成 25 年、工事着手前に「平取ダム環境保全への取
り組み」として水環境、動植物、生態系等に関する、調
査結果、影響予測、保全対策について公表し、工事中に
必要な環境保全対策を講じている。

3.3 魚類への保全対策
保全対策を検討した結果、ダムの工事中及び供用後に
ダム上下流に遡上・降下させるための移動性を確保する
方針とした。
工事中及び供用後の保全対策案は、「移動ルートの確
保」と「採補による輸送」を比較検討した。
「採補による輸送」は個体へのストレスやダメージが大
きく、また、適切な時期の採補・運搬に対する確実性が
低いことから「移動ルートの確保」により保全対策を実
施することとした。

４．魚道による移動ルート確保
4.1 魚道の運用
平取ダムの貯水位運用は、7～11 月は洪水期制限水位
(EL152.5m)、12～3 月は常時満水位(EL167.4m)、4～6 月
は融雪期であることから流況が豊富なため、貯水池に水
を溜めない流水型運用としている(図-3)。
魚道運用期間はサクラマスの遡上期である 7～10 月の
間にダム下流から上流への移動ルートを確保する。また、
ダム上流から下流への移動はサクラマスの降下期である
4～6 月に、河床に設置する融雪期放流設備から降下す
る計画とした(図-4)。

魚道運用期間

図-3 平取ダム貯水位運用図
段丘部

河床部

左岸

右岸

魚道呑口
写真-2 第 13 回平取ダム環境調査検討委員会

利水放流設備

(平成 30 年 12 月 20 日開催)

3.2 魚類への影響予測
これまでの調査結果から確認された重要な種のうちサ
クラマスは、事業の実施による改変区域及び周辺を生息
環境としていると推察され、確認された全地点のうち約
1/3 の地点が直接改変により消失することが予測された。
また、事業の実施により額平川上流から河口に至る移動
性は平取ダムにより阻害されることが予測されたため、
ダムの工事中及び供用後において保全対策検討の対象と
した。
その他の種については、改変区域外のみでの確認であ
り、事業の実施による生息環境への影響は小さいと予測
されたことから、保全対策の検討の対象とはしていない。

融雪期放流設備

図-4 平取ダム上流面図

4.2 魚道の仕様
魚道の仕様及び諸元は、平取ダム下流に位置する二風
谷ダムや他ダムの事例を参考にして検討した。二風谷ダ
ムにおいては、平成 10 年より運用している魚道の遡上
実績が確認されている。
形式は、設置面積に制約があり高低差が大きい事から
「階段式魚道」とした。
配置は、地形が急峻なダムサイト右岸への配置が困難
であることから左岸とした。なお、「バイパス水路式魚
道」も検討したが、ダム下流から額平川までは約 16km
の水路延長となり、管理用道路の配置、支川等の沢水処
理や日常点検等維持管理面で困難になることが想定され
るため棄却した。
魚道の諸元は、総延長 173.6m、高低差 12.9m、水路幅
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2.0m である。吐口の位置は、常時におけるダムからの
放流を利水放流設備から行うことから、利水放流を呼水
として利用するため、利水放流設備の下流端に配置した。
また、魚道の縦断勾配が 1/10 以下となるよう、水路延
長を確保するため折返し部を設けた (図-5)。呑口は、
洪水期制限水位(EL152.5m)を対象として配置し、「水位
追随式魚道」と比較してコスト的に優位であった「固定
式魚道」としている。貯水位変動に対応可能な水位調節
用ゲートを設置し、越流水深 0.3m の確保を図った(図6)。
階段式魚道は、貯水池の表面水を魚道内に取り入れる
ためゴミや枯れ枝を引き込む事も想定されるため「全面
越流型」を採用した(表-2,図-7,写真-3)。

越流水深 0.3m(切欠部)
流量 0.3m3/s

水路幅 2.0m

プール水深 0.6m

プール長 3.0m

縦断勾配 1/10
図-7 階段式魚道概要

魚道吐口
折返し部

魚道
急峻な地形
利水放流設備
魚道呑口
写真-3 施工中の魚道

５．堤体工事期間中における魚類保全対策
図-5 平取ダム平面図

5.1 転流計画の概要
平取ダム施工における現況河川の転流方式は現場条件
から「半川締切方式」を採用した。
平取ダム施工箇所の地形は大きく分けて左岸の段丘部
と右岸の河床部に分けられる。現況河川は河床部の右岸
側を流下していたため、流路を締切り(１次転流)、河床
部左岸側に仮排水路(利水放流設備)を設置し、仮排水路
に転流後(２次転流)、右岸側の堤体を先行して打設 (図
-8)。その後、利水放流管の設置にあたり、融雪期放流
設備に転流し(３次転流)、以降の工事を進める計画とし
た (図-9)。

図-6 魚道水位調節ゲート概要
表-2 平取ダム魚道諸元

項 目
勾配
幅員
隔壁間落差
プール長
プール水深
越流水深

諸 元
1/10
2.0m
0.3m
3.0m
0.6m
0.3m

備 考
近傍ダムの実績
近傍ダムの実績
対象魚(最大)の体高
勾配と隔壁間落差
対象魚(最大)の体高の2倍
対象魚(最大)の体高

仮排水路
(利水放流設備)
仮締切
図-8 2 次転流平面図

NEMOTO Shouya, ODAJIMA Daisuke, NAGAHARA Hiroshi
－ 788 －

遡上時の休息箇所
写真-5 転流水路に設置したブロック

利水放流設備

融雪期放流設備

図-9 3 次転流平面図

5.2 工事期間中における保全の内容
ダム建設工事により魚類の移動性の阻害となることか
ら、工事期間中においてもダム完成後と同様に、魚類が
人為的な操作によらず、自然に遡上できる構造とする必
要がある。
仮排水路を遡上しやすい環境として、休息箇所を造成
するため、水路内に隔壁を設置し、堰上げして水深を確
保するとともに、堤体内水路にはブロックを設置した
(図-10)。
形式はダム完成後の魚道と同様に階段式の「全面越流
型」とし、隔壁には河川流量が低下した場合にも魚類が
遡上するのに必要な越流水深の確保のための切欠き部、
堆砂の流出の促進と小型魚類の遡上への効果を目的とし
た潜孔を設置した(写真-4,5,6)。

写真-6 転流水路に設置した隔壁（通水後）

６．工事中の遡上状況調査と調査効果
6.1 仮排水路上流におけるサクラマス生息調査
堤体工事によるサクラマス生息環境への影響を把握の
ため、ダム上流における繁殖状況を確認する調査を行っ
た。調査は、サクラマス親魚に発信機を装着し(写真-7)、
仮排水路出入口に設置した受信機で親魚の通過を把握す
る追跡調査(図-11)とダム建設箇所より上流に遡上した
親魚により造成された産卵床の分布調査、孵化した幼魚
の生息調査を実施している。
発信機

切欠き
潜孔

潜孔
写真-7 発信機を付けた供試魚

写真-4 転流水路に設置した隔壁（通水前）
図-11 仮排水路受信機位置

取水塔
隔壁区間

ダム堤体

隔壁区間

ブロック区間

図-10 仮排水路縦断面図
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6.2 調査の結果
対策工の効果確認のため、仮排水路へ転流前の平成
27 年度以前と転流後の平成 28 年度以降に実施したサク
ラマス生息調査結果の比較した。
平成 29 年度から令和元年度迄の 3 ヶ年に発信機を装
着した全個体数は各年 28～40 尾であり、そのうち受信
機により仮排水路の通過が確認された個体は約 2 割であ
った(表-3)。
産卵床調査では転流前に仮排水路上流で確認された産
卵床数は 29～54 箇所であったのに対し、転流後に確認
された産卵床数は 26～35 箇所であった(表-4)。
孵化した幼魚の生息調査における推定生息数は、転流
前は平均約 11,300 尾であり、転流後は平均約 10,700 尾
であった(図-12)。平成 30 年度の生息数が他の年と比較
して少ない原因として、平成 30 年 3 月に大きな出水が
発生したため、孵化した幼魚の多くが下流に流失したと
推察される。なお、数値は調査面積の生息密度から仮排
水路上流の水面積に引き延ばした推定値である。
仮排水路上流におけるサクラマス生息状況調査結果か
ら、サクラマスの遡上が確認された。また、転流前後で
産卵床数及び幼魚個体数が同程度であった。

とから濁水処理設備を設置し河川環境への影響の軽減を
図っている(写真-10)。
土砂流出防止のため河岸部を残置
骨材採取位置

繊維マット設置
写真-8 骨材採取箇所

表-3 仮排水路通過確認状況
年 度
発信機装着魚体数
仮排水路通過魚体数

H29
40
8

H30
32
5

R1
28
5

表-4 仮排水路上流での産卵床確認数

年度
産卵床数

転流前
H26
H27
54
29

H28
26

転流前の遡上を反映

転流後
H29
H30
27
27

R1
35

写真-9 排水路に設置した繊維マット

転流後の遡上を反映

※数値は調査面積の生息密度から仮排水路上流の水面積に引き延ばした推定値である。
H28の数値は転流前のH27 に遡上した固体が産卵したものが孵化した個体数である。

図-12 仮排水路上流での幼魚推定生息数
写真-10 濁水処理設備

７．水環境へ配慮した施工
８．おわりに

ダム建設工事にあたっては河川へ濁水等の流出により
ダム完成後においても保全対策として設置する魚道の
魚類等の河川生息生物への影響も大きいことから、河川
効果確認のため、遡上状況のモニタリング調査に努めた
環境へ配慮しながら施工を行った。堤体の材料は、ダム
サイト上流の額平川の河床材を採取して使用しているが、 い。
河岸付近から採取すると河川内への土砂流出が懸念され
ることから、河岸から距離をとった位置から材料を掘削
することで濁水発生の軽減を図るとともに、掘削範囲内
に溜まった水を河川へ排水する箇所には、繊維マットを
設置して濾過した(写真-8,9)。
また、ダムサイトにおいてコンクリート製造設備の洗
浄水やグラウト排水、骨材洗浄水等の濁水が発生するこ
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