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 本論では、渓流河川の堰堤工作物などに設置された魚道流入口上流部において、魚道流入口環

境を維持するための構造設計の一例を提示するため、寒地土木研究所が実施した水制工を用い

た模型実験の研究事例を紹介し、この研究成果が実用化された事例について報告する。 

研究では、魚道流入口環境を維持するにあたり①魚道流入口での水位は洪水中においても開

口高さ以下とすること②水制を堰堤袖部擁壁から魚道流入口幅bの1.5倍の位置に設置し、水制

先端を堰堤袖部擁壁先端の延長線上に位置させることが重要であることを明らかにした。また、

この成果が魚道流入口環境を維持するための構造設計として実用化された事例について示した。 
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１． はじめに 

 

渓流河川に施工された堰堤工作物に魚道を設置した場

合、洪水時における砂礫の生産等により魚道上流端にこ

れが堆積し、魚道としての機能を失う場合がある。現在

の対策としては魚道流入口上流部に護岸工やスクリーン

を設置するなどしているが、逆に堆積を促進させてしま

う事例が多く見受けられる（写真-1,2）。一方、魚道流

入口上流部の法面対策として擁壁工が設置された場合、

これが水制工として機能し、魚道流入口上流部で土砂堆

積が抑制される事例も少数ではあるが見受けられる（写

真-3）。洪水後における魚道の機能維持や魚道に対する

維持管理費の縮減を考える場合、魚道流入口上流部にお

いて、土砂が堆積しにくい構造の把握は重要である1)。 

従来の魚道の機能維持に関する研究事例としては、魚

道断面を縦横断に台形断面とすることで洪水時に砂礫が

魚道から排出されやすくなることが見いだされており、

写真-3 擁壁が水制工として機能し土砂堆積が抑制 

擁壁工
魚道 

魚道流入口 スクリーン 

写真-2 流木が堆積した魚道流入口上流部 

 

 

護岸工 

魚道流入口 

写真-1土砂が堆積した魚道流入口上流部 
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これら研究成果は実際の魚道設計において実用化されて

いる 2)。一方、魚道流入口上流部に関しては研究事例が

少なく、洪水時における魚道流入口周辺の水理特性が明

らかにされていないため、魚道流入口環境を維持するた

めの構造設計は確立されていない。 

本論では、渓流河川の堰堤工作物などに設置された魚

道流入口上流部において、魚道流入口環境を維持するた

めの構造設計の一例を提示するため、土砂堆積防止対策

として水制工を用いた模型実験の研究事例を紹介し、こ

の研究成果が実用化された事例について報告する。 

 

 

２． 模型実験研究事例 

 

堰堤工作物などに設置された魚道流入口上流部におけ

る土砂堆積防止対策として、著者らは水制工を用いた模

型実験において①魚道流入口周辺の流況特性②魚道流入

口上流部での土砂の移動③魚道流入口上流部での流木の

移動について検討した3)4)5)。 

 

(1) 魚道流入口周辺の流況特性 

水制工を設置した場合の洪水時における魚道流入口周

辺の流況は魚道流入口断面、水制工の設置位置、長さ、

流量に影響を受けると考えられる。このため、模型実験

では半断面の堰堤工作物模型を用い（図-1）、これらを

変数とした108ケースの模型実験（固定床実験）が実施

され（表-1）、洪水時における魚道流入口周辺の流況特

性が明らかにされている3)4)。 

具体的には、魚道流入口断面が開口状態の場合（図-

2：(H-s)/h=1.00）、実験流量（hc/b）が変化してもQf /Qの

図-2     魚道流入口断面の状態(Q: 堰堤工作物に接近する 
全流量、Qf: 魚道流入口を流下する流量） 

(H-s)/h=1.00 
s=0 
魚道流入口が開口 
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Qf 
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(H-s)/h=0.67 
s=0 
魚道流入口が0.67 
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(H-s)/h=0.33 
s=0 
魚道流入口が0.33 
開口状態 

h
H 

 

・  実験流量は3ケースである（図-3参照） 
hc:     魚道および水通しから流出する全流量から算定される 

限界水深 

水制設 

置位置 
水制長 魚道流入口構造 流量 

L/b (l-ba)/b (H-s)/h s/h b/B hc/b 

1.5 0.2 0.33 0 0.134 0.31-1.04 

3.0 2.0 0.67 0.1   

4.5  1.00    

表-1 固定床実験における条件および水理量 

図-1 堰堤工作物模型 
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B  堰堤水通し全幅 
b    魚道幅 
ba  魚道設置距離 
H   魚道高さ 
h       水通し袖部高さ 
L  水制設置位置 
l    水制延長 
s    水通し袖部段差 
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値はほとんど変化しないこと（図-3）、魚道流入口断面

が0.33開口状態の場合（図-2：(H-s)/h=0.33）、実験流量

（hc/b）が大きくなるにつれQf/Qの値は減少することが

見出されている（図-3）。これは魚道流入口断面が0.33

開口状態の場合、流量の変化に対し、魚道流入口の水位

が魚道開口高以上となり魚道流入口がオリフィス構造と

なるためと考えられる。安田は、既往論文において河川

横断工作物における遡上・降河経路と河川との接続を良

好にするためには、魚道流入口上流部では流れが急変し

ない工夫が重要となることを示している1)。このことよ

り、洪水時に魚道流入口がオリフィス構造とならない開

口構造は堰堤工作物の魚道流入口上流部において土砂堆

積を抑制する上で有効であると考えられる。また、これ

らの研究では水制工を設置した場合の魚道流入口周辺の

流況特性として、水制設置位置L/b=1.5とL/b=3.0, 4.5を比

較すると（図-4）、魚道流入口に接近する流況は大きく

異なることが確認されている3)4)。 

 

(2) 魚道流入口上流部での土砂の移動について 

魚道流入口上流部での土砂の移動については、水制設

置位置や水制先端位置が特に重要になると考えられる。

このため、魚道流入口は流量の変化に対し流れが急変し

ない開口構造とし（図-2：(H-s)/h=1.00）、魚道流入口に

接近する流況が大きく異なる水制設置位置 2 ケース

（L/b=1.5, 4.5）と水制先端位置 2 ケース（(l-ba)/b=0.2, 

2.0）を組み合わせた合計 4 ケースにおいて、模型実験

（移動床実験）が実施され、洪水時における魚道流入口

上流部での土砂の移動形態が明らかにされている5)。 

具体的には、水制先端が袖部擁壁先端の延長線上に位

置した場合（図-4:(l-ba)/b=2.0）、L/b=1.5とL/b=4.5を比較

すると、魚道流入口上流部での土砂堆積状況は大きく異

なり（図-5）、L/b=1.5（図-5a）では、魚道流入口上流

部で大きな堆砂が生じなく、L/b=4.5（図-5b）では、魚

道流入口上流部で大きな堆砂が生じることが見出されて

いる。これはL/b=1.5（図-5a）では、水制設置位置が魚

道流入口に接近していたため、水制と袖部擁壁間で形成

される循環流が小さくなり、これによって形成される滞

留域に土砂が供給されにくくなったことや魚道流入口断

面から土砂が良好に排出されたため魚道流入口上流部に

土砂が堆積しなかったと考えられる。また、水制先端が

魚道流入口断面の延長線上に位置した場合においても

（図-4:(l-ba)/b=0.2）、同様の結果が確認された。このこ

とより、水制と袖部擁壁間で形成される滞留域の大きさ

を小さくする（ここでは魚道流入口幅bに対する相対的

な水制設置位置L/bを1.5程度とする）ことは、堰堤工作

物の魚道流入口上流部において土砂堆積を抑制する上で

0.02 
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0.12 

0.33 0.67 1.00 

Q
f/

Q

(H-s)/h
○hc/b = 0.96 - 1.04  
□hc/b = 0.69 - 0.74 
△hc/b = 0.31 

図-3 魚道流入口断面を通過する流量特性(hc/bは 
実験流量を、hcは限界水深を示す) 

 

図-4 水制工の状態 
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有効であると考えられる。 

 

(3) 魚道流入口上流部での流木の移動について 

魚道流入口上流部での流木の移動については土砂の移

動と同様、水制設置位置や水制先端位置が特に重要にな

ると考えられる。このため、魚道流入口は流量の変化に

対し流れが急変しない開口構造とし（図-2：(H-s)/h= 

1.00）、魚道流入口に接近する流況が大きく異なる水制

設置位置 2 ケース（L/b=1.5, 4.5）と水制先端位置 2 ケー

ス（(l-ba)/b=0.2, 2.0）を組み合わせた合計 4ケースにおい

て、模型実験（移動床実験）が実施され、洪水時におけ

る魚道流入口上流部で流木の移動形態が明らかにされて

いる5)。 

具体的には、水制が袖部擁壁から魚道流入口幅の1.5

倍の位置に設置された場合（図-4:L/b=1.5）、(l-ba)/b= 

2.0と(l-ba)/b=0.2を比較すると、魚道流入口上流部での流

木の移動形態は大きく異なり（図-6）、(l-ba)/b=2.0（図-

6a）では魚道流入口に流木が接近しなく、(l-ba)/b=0.2

（図-6b）では魚道流入口に流木の一部が接近すること

が見出された。これは(l-ba)/b=2.0（図-6a）では、水制先

端が袖部擁壁先端の延長線上に位置したため、水制先端

で剥離した水流が直接堰堤水通し部に向かい魚道流入口

に流木が接近しなかったと考えられる。このことより、

水制先端を袖部擁壁先端の延長線上に位置させる（ここ

では(l-ba)/b=2.0とする）ことは、堰堤工作物の魚道流入

口上流部において流木の接近を抑制する上で有効である

と考えられる。 

 

:初期河床からの変化量(mm), マイナスは河床低下を示す  
-300    -200    -100      0       100 

図-5 模型実験通水後における河床コンター図 

a) 水制先端を袖部擁壁の延長線上に位置させ魚道流入口幅 
bの 1.5倍の位置に水制工を設置（(l-ba)/b=2.0, L/b=1.5） 

b) 水制先端を袖部擁壁の延長線上に位置させ魚道流入口幅

bの 1.5倍の位置に水制工を設置（(l-ba)/b=2.0, L/b=4.5） 
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図-6 移動床実験時における表面流速ベクトルと流木模型の流下軌跡 

（図中の○□△は流木模型の中心の軌跡を示す） 
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３． 実用事例 

 

(1) 魚道流入口断面の改良事例 

魚道流入口上流部の土砂堆積防止対策として、魚道流

入口断面を改良した事例を図-7に示す。 

これは魚道流入口断面をボックスカルバート型から開

口型に改良した事例である。こうすることにより、魚道

流入口での水位は洪水中においても開口高さ以下となる。

これにより、魚道流入口周辺で流れの変化が抑制され、

土砂が堆積しにくい流況が洪水中も形成されると考えら

れる。また、施工後の状況を見ると魚道流入口環境は良

好に維持されている。 

 

(2) 水制工を用いた魚道流入口上流部の改良事例 

魚道流入口上流部の土砂堆積防止対策として、水制工

を用い魚道流入口上流部を改良した事例を図-8に示す。 

これは2010年7月29日洪水後に澪筋が大きく変化し、

魚道流入口に流水が供給されなくなった治山堰堤におい

て、堰堤周辺に点在する巨石（径1.0m以上）を用い、こ

れを水制工の材料として活用し魚道流入口上流部を改良

した事例である。巨石（水制工）は堰堤袖部擁壁より魚

道流入口幅の1.5倍の位置に設置し、先端を堰堤袖部擁

壁の先端の延長線上に位置させた。こうすることにより、

洪水時における魚道流入口上流部での堆砂の抑制、流木

の接近防止が図れると考えられる。また、施工後の状況

を見ると水制先端で澪筋が形成されつつあり、魚道流入

口環境は良好に維持されている。 

 

 

４．まとめ 

 

本論では、渓流河川の堰堤工作物などに設置された

魚道流入口上流部において、魚道流入口環境を維持す

るための構造設計の一例を提示するため、土砂堆積防

止対策として水制工を用いた模型実験の研究事例を紹

介し、この研究成果が実用化された事例について報告

図-7 魚道流入口断面の改良事例（函館市周辺における治山堰堤） 

 

a)     改良前 b)    改良後 

図-8 水制工を用いた魚道流入口上流部の改良事例（増毛町周辺における治山堰堤） 

 

a)     改良前（上流より撮影） b)     改良後（上流より撮影） c)     改良後（下流より撮影） 
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した。 

本論で得られた成果を以下にまとめる。 

1. 模型実験の研究事例より、渓流河川の堰堤工作物

などに設置された魚道流入口上流部において、魚

道流入口環境を維持するためには①魚道流入口で

の水位は洪水中においても開口高さ以下とする②

水制を堰堤袖部擁壁から魚道流入口幅bの1.5倍の

位置に設置し、水制先端を堰堤袖部擁壁先端の延

長線上に位置させることが重要であることを示し

た。 

2. 魚道流入口断面をボックスカルバート型から開口

型に改良した事例や巨石（水制工）を堰堤袖部擁

壁より魚道流入口幅の1.5倍の位置に設置し、先

端を堰堤袖部擁壁の先端の延長線上に位置させた

事例において、魚道流入口環境は良好に維持され

ることを示した。 

以上のことより、本論で示した模型実験の研究事

例は、渓流河川の堰堤工作物などに設置された魚道流

入口上流部において、魚道流入口環境を維持するため

の構造設計の一例としの有効性を示唆するものである。 

今後はこれら改良がなされた箇所において、洪水

後どのように魚道流入口上流部の環境が維持される

のかを確認することが必要である。特に、水制工を

用いた魚道流入口上流部の改良事例は極めて少なく、

魚道流入口環境を維持するための構造設計を確立す

るために洪水後のモニタリング調査が必要である。 
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