
河 川 特 性 に あ わ せ た 魚 道 の 設 計 

－ 魚のすみよい川づくりをめざして － 

 

株式会社駿河調査設計 技術部 

勝又日出男 

1 はじめに 
二級河川鮎沢川は、富士山東麓（御殿場市の西側）を源流とし、御殿場市を東方向に縦断、小山町を

北側方向に横断して神奈川県境へ流れる全長Ｌ＝15.75ｋｍ（流域面積 A=184km2）の河川であり、滝沢

川、野沢川、須川、馬伏川などの支川が合流している。 

今回は、当該河川の 0.8Ｋ付近～2.7Ｋ付近（駿東郡小山町生土～藤曲）において既存の直壁型落差工

に対して魚道を設置する計画が策定され、弊社にてこれに伴う測量設計を実施した事例について紹介す

る。 

 

2 計画箇所 
当該箇所付近では、やや急な河床勾配が形成されており、多くの落差工によって河床の安定が図られ

ている。特に計画箇所付近では落差工が連続し、既に魚道が設置されているものもある。 

今回の設計は下図の実線円で示す箇所について実施している。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 2-1 当該付近の落差工位置及び魚道の設置状況 

 

3 現地状況 
現地踏査及び既存資料の確認などにより計画箇所の状況を以下のようにまとめている。 

河床勾配：概ね 1/60程度 

(二)須川 

今回計画魚道 

魚道施工済



河道状況 ：横断形状は掘り込み河道である。湾曲が多い。 

河床状況 ：40ｃｍ程度の玉石が多い。澪筋も蛇行しており所々に寄洲、中州、淵が見受けられる。 

背後地状況：計画箇所付近では、住宅、小山町役場、工場などが存する。地形は川に向かって急峻で 

ある。 

工学的分類：セグメントＭ 

 

また、魚道を計画する落差工の諸元については以下の通りである。 

計画魚道 落差(m) 水叩き長(m) 河道幅(m) 備  考 

１号 2.5 12.2 42.1  

２号 1.9 12.1 50.2  

３号 1.8 6.4 39.6  

４号 2.0 11.9 34.9  

５号 1.5 13.1 35.3  

 表 3-1 既設落差工の諸元（便宜上、下流より計画魚道に番号を付している） 

河川横断施設において、魚の遡上のしやすさの目安は、直下に 0.3ｍ程度の水深（プール）があった

としても、落差 0.5ｍ未満程度までである。 

計画箇所の落差は大きく、魚道の必要性が確認できる。 

 

4 魚道設計 
4-1 対象魚種 

鮎沢川に生息する魚種は以下の通りである。 

（小山町観光協会釣有友会会長より聞き取り、及び「平成 21 年度 水生生物生息状況調査報告書」、

「平成 24年度二級河川鮎沢川 魚類調査 報告書」による） 

魚種 備   考 

ヤマメ アマゴ、ニジマス 天然ものはなく、全て放流による。 

ウグイ、アブラハヤ 在来種で、鮎沢川全域に生息している。 

コイ、フナ 上記同様在来種であるが、流れの穏やかな箇所で確認される。 

カジカ 現在では殆ど確認出来ない。上流域に生息 

オイカワ 外来種であるが、鮎沢川全域で確認されている。 

ウナギ 数は少ないが、生息している。 

表 4-1-1 鮎沢川に生息する魚種 

 

ここでは、施工済みの魚道設計時の対象魚種を参照して以下の 6種を今回設計対象魚種とした。 

魚種 全長 分類 生育 

ヤマメ 約 10～30㎝ サケ目サケ科 定住型、河畔林、Ｓ型の淵の保全が必要 

アマゴ 約 20～25㎝ サケ目サケ科 定住型、河畔林、Ｓ型の淵の保全が必要 

ニジマス 約 15～60㎝ サケ目サケ科 回遊型と、定住型 

ウグイ 約 30～50㎝ コイ目コイ科 移動型、瀬、淵が一体的な環境が必要 

アブラハヤ 約 13 ㎝ コイ目コイ科 定住型、瀬、淵が一体的な環境が必要 

アユ 約 18～30㎝ サケ目アユ科 回遊型と、定住型 



 

なお、ここで対象としたアユについては、計画箇所より下流の神奈川県境付近まで遡行しているこ

とが確認されている。今回の計画整備によりさらに上流部への遡行が期待できることから含めるもの

としている。 

 

計画区間内に掲げられたアユの遡上を期待する看板 

 

4-2 魚道対象流量 
魚道内の流下流量は、河川の最小流量でも対称魚種が遡行できるものとし、河川維持流量（ガイドラ

イン該当発電所概要図「東京電力㈱鮎川水系」と計画区間上流側の最小流量を合わせた流量）とした。

すなわち計算上の流量としてこれ以下の流量は在り得ないとしたうえで対象魚の遡行が可能であるこ

とを確実とするものである。 

 

発電所名 堰堤名 河川維持流量 

( 3/ ) 
 0.280 

須川 須川取水堰 0.041 

上野川取水堰 0.020 

小計 0.061 

菅沼 鮎沢川取水堰 0.157 

馬伏川取水堰 0.181 

須川取水堰 0.098 

ソマン沢取水堰 0.002 

小計 0.438 

生土 鮎沢川取水堰 0.340 

須川取水堰 0.098 

野沢川取水堰 0.034 

小計 0.472 

富士紡績取水量 0.132 

表 4-2-1 対象流量（河川維持流量） 



 

4-3 魚道形式 
魚道形式は、この河川での実績などを踏まえたうえで、以下の検討項目を主に選定を行った。 

・横断施設の種類と規模：固定堰、可動堰の区分及び落差の大きさ。 

・水位変動：水位変動の大きさ。 

・魚道流量：魚道を流下する水量の多寡。 

・施設上下流の流路や河床材料：変動や移動の大きさ。 

・用地や地形：勾配や面積の制限 

・魚種：対象とする魚種の遡上力、遡上形態（遊泳性、底生成）。 

 

 まずは 上記内容を基に下記フローにてその分類を選定しプール式魚道を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-1 魚道の分類選定フロー 

 

フローにて選定されたプール式の代表的な形式は以下の通りである。 

分類 代表的な魚道形式 

プールタイプ 

隔壁によって形成されるプー

ルを連続させることによって

魚の休憩池を確保しつつ落差

を稼ぐタイプ 

 階段式 

 バーチカルスロット式魚道 

 アイスハーバー式魚道 

 ハーフコーン式魚道 

表 4-3-1 代表的な魚道形式 

 

 魚道形式の選定 

全断面魚道 引込型魚道 

河床は比較的、澪筋 
や瀬淵が安定している。 

YE
S 

突出型魚道 

河床が安定 
しているか 

引込型の設置が 
適しているか 

プ
ー
ル
式
魚
道 

水
路
式
魚
道 

Q=1.119m3/s で少なく 
全断面で流下するには少ない。 

NO 

N
O 

YES 

一部断面魚道 

河川渇水 
流量が多いか 

NO 

YES 

YES 

NO 



魚道形式は、プール式魚道の代表的な形式の長短所による検討に加えて、当該河川の実績を確認し、

かつ維持管理、安定性に優れるアイスハーバー式魚道を採用している。 

 

 

表 4-3-2 魚道形式の比較 

 

鮎沢川に施工されたアイスハーバー式魚道の例 

 

 

4-4 魚道位置の決定 
当該河川のような急流河川においては、洪水時における土砂、転石の流出はすさまじいものがある。

今回のような堰堤魚道では、洪水時における魚道内へ転石や流木などの流入による施設の破損、河床移

動による魚道の出入口が閉塞、水枯れなどによる機能低下を起こすことが懸念される。こうした問題点

に対応した魚道設置位置の判定方法の確立が望まれるが、その河川の特性によって大きく変化するもの



であり、よく現場状況を確認し将来の河道位置の推定することが大切である。 

これらのことを踏まえて、魚が集まりやすく、遡り口が見つかりやすい魚道位置を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4-5 魚道の水理及び構造 
4-5-1 設計流速 

今回設計対象魚種は 4.1 対象魚で記述したが、設計流速は対象とする魚種の遊泳力に基づき

設定する。ここでは遊泳力の弱い魚種に配慮することとし、対象魚の中で最も小さいアブラハ

ヤとして計画する。 

体長：BL=13㎝  体高：ho=2.5㎝程 

設計流速は、突進速度を超えないこととすると 

突進速度 V=10・BL (㎝/sec)   巡航速度   Vo=2～4・BL  (㎝/sec) 

[H10最新魚道の設計]P112参照 

設計速度 V=10×13＝130 →1.3m/sec →目標値 1.0 m/sec 

4-5-2 設計流量 
4.2 魚道対象流量で記述した通りとする 

Q1=0.280m3/sec ･･･ 上流部    Q2=1.119m3/sec ････ 下流部 

 

4-5-3 魚道勾配、落差 
魚道勾配は魚道を設置する施設の落差と確保できる魚道延長により決定される。文献では、

階段式魚道では 1/10～1/20 程度が適切で、遡上実験により大差がないことが確認されている

ことから、設置延長を短く設定出来る 1/10を採用している。 

プール間落差は、施設の落差、魚道延長及びプールの個数により決定される。階段式魚道の

場合、既往の実験結果等から 15～25㎝程度が適切とされている。従って、中間値となる 20㎝

とする。 

  

 

4-5-4 魚道幅員 
魚道内幅員の最小幅は、魚が遊泳するために必要な幅が最小幅で、体長の 1/2 程度とされてい

る。最小とした場合には魚が魚道の入り口を見つけることができず迷魚の危険性があることか

ら、河道幅に対して幅員率で 5～10％、低水路幅に対して 4～5％程度といった既往文献があ

り、ここでは堰堤水通し幅の 5％程度を目安とする。（[H10 最新魚道の設計]、[H19 プレキャ

スト魚道ﾌﾞﾛｯｸ工法の手引き、参照文献「1995北陸地方建設局設計要領河川編｣」 

魚道名称 
河道幅(m) 堰堤水通し幅(m) 

現況 最小幅 5% 現況 最小幅 5% 

1号魚道 46.0 2.3 42.1 2.1 

2号魚道 55.6 2.8 50.2 2.5 

3号魚道 62.1 3.1 39.6 2.0 

4号魚道 40.8 2.1 34.9 1.8 

5号魚道 39.5 2.0 35.3 1.8 

なお、後述する水理計算により魚道幅を W=8.0mとしている。 

 

4-5-5 プール長、プール最深部水深 
文献では、プール長は対象魚の体長 2倍以上必要であることから、設計対象魚の中でも最も大



きなウグイで体長 50㎝×2=1.0m以上必要である。 

プール最深部は遡上途中の休息として必要な水深であり、体高の数倍程度で十分である。本

計画では、現況河川の澪筋、淵の深さで最小となる深さを目安として 30 ㎝程度以上とする。

（参考：ウグイの成魚の体高 6ｃｍ） 

 

4-5-6 水理計算 
前項までの設計条件に基づく魚道内の水理計算は、以下の通りである。 

「魚道の設計」p116-国土開発技術センター、「魚道の設計」4章 魚道の水理 p235、「最

新魚道の設計」5章魚道の水理 p176-ダム水源地環境整備センター参照） 

 
 

 



 

4-5-7 計画図 
前項までの設計検討に基づく設計図（一部）を示す。 

（実際には、本設計以降において学識経験者からのアドバイスや他の文献などを参考とし、アイスハー

バー魚道の側部に植石を計画し、さらに多様な遡上の方法を与えるものとして設計の修正が行われてい

る） 

 

4-5-8 おわりに 
下の写真は、平成 27年 5月現在、今回設計の一部の完成写真である。 

 

 

今回設計に基づき設置され、その後幾度かの出水を経た現在でも写真のように河川の澪筋と魚道

の流心がうまく合致し、適当な水位が確保されていることから、魚類が導かれる目的の構造物とな



ったように感じられる。文字通りの“鮎の生息する鮎沢川”になれたかどうか、数年後か数十年後

に大いに期待したい。 

また、今回の業務を通じて、私たちの生まれる前からそこに生息していたにもかかわらず、私た

ちの手でその生息域を遮断してしまったその代償は、やはり私たちが補填していかなければならな

いということをつくづく考えさせられ、この環境工学と河川工学の接点に触れ、両者に有益な事業

に従事することができたことは、とてもよい経験であった。 

最後に、本業務においては多大なご指導を賜り、また本事例の発表についてご理解いただいきま

した沼津土木事務所の関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

今後の他部門の設計業務においても今回の業務経験により得た知識を生かすとともに、さらに地

域特性を摸索し、より地域に整合した設計を目指していく所存です。 
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