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魚に配慮しない河川

全国に形成される河川について、人の生
活環境の確保のために自由度のあった蛇行
河川の姿が消え、拘束された川の姿に変
わったところが多い。すなわち、排水路の
状態で河川が存在することが多い。そのこ
とからも、水生生物の棲みか、産卵場所、
避難環境は二の次になっているといわざる
を得ない。

平成９年の河川法改正により、治水・利
水に加え、環境を考慮することが組み込ま
れていても、排水路に近い川が改善される
ことはあまりない。河川構造令・砂防設計
基準（案）など１、２）河川整備する際の基
準に基づいて疑いの余地もなく整備されて
いる。また、自然の素材を使った河道整備
であれば自然に配慮したことになる、と
誤った認識をしている場合がある３）。魚の
生態行動には全く関心がない対応が多い。

河川が自由度を失うと……

最近では、線状降水帯が長く停滞するこ
とにより、今までとは異なる異常な水害が
発生していると報道されている。拘束され
排水路と化した河川は、特別な場所ではな

く、全国的に市街地でも山間部でも多くの
箇所で散見される。

排水路と化した河川では、洪水時の流れ
の集中に伴い河床が２ｍから８ｍ近くも低
下し、河岸が大きく侵食・崩壊している場
合もある４）。また、河床の基盤が崩壊し、
堆積していた砂礫帯がすべて流され、岩盤
だらけの河川に変わり果ててしまう場合が
ある４）。さらには、河床低下に伴い高水敷
の中で樹林化が進行している。堤防の強化
対策が行き届いていない箇所がある中で、
低水路（常に流れる通水路）が低下しても
構造物に影響がなければ問題視していない
ことが多い。

消失する魚のすみか

水生生物は、どんな環境になっても生き
延びようとしているが、人の仕業で厳しい
環境に順応できない場合がある。

山間部に目を向けると、山頂まで人工林
を植林し、経済面や林業の人手不足に伴い、
適切に間伐ができず、下草さえも生えない
くらいに落としっぱなしの杉の枯れた葉と
枝の残骸の堆積や植林の密集化に伴い光合
成が期待できない状態になっている。

その結果、雑木林が繁殖することもなく
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雨水が山肌に浸透しやすく、山肌に形成さ
れるガリを中心に、風化した礫が林道を通
して流れている。この現象がさらに進行す
ると、表層崩壊や深層崩壊などの発生につ
ながる。崩壊の程度が小さい場合には、河
川の淵を埋めることとなり、状況によって
は流出された流木と砂礫による自然堤防が
形成される。石灰質のシルトが常時流れ、
砂礫の生産が多い箇所では、水生昆虫を含
めた水生生物の生息が難しくなる。この原
因が人的要因によるものでも問題が壮大過
ぎて、あえて問題として取り上げていない
ことがある。

防災対策として施工されるコンクリート
護岸、河川横断工作物の設置などによって
は、地下水脈が寸断され、外気温によって
影響される河川水温が調整されなくなる。
また、河川が直線化されたことによって、
横断方向に異なるような砂礫の堆積が形成
できなくなり、河川の水位差によって生じ
る伏流水が形成されなくなる。さらに、河
道断面を幾何学的な複断面構造にすること
によって、水はけの良いところでは生えな
い樹木が繁茂し、河川の自由度を消失させ、
河床低下に拍車をかけている４）。

これらの影響を受けることによって、水
生生物の種類、生息空間、生息密度、避難
環境、産卵環境、越冬環境が消失している。

技術者、有識者の重要性

環境に配慮した河道整備を実施する５）

にあたり、土木技術者は生態系に配慮した
技術をほとんど身に付けていない４、６）こ
とに注意すべきである。土木工学関係の大
学のほとんどで野生動物・水生生物・森林
の生態を配慮した実践的な工学技術などを
学ぶ機会は極めて少なく、社会人になって
初めてその重要性と実行の難しさを知るこ
とが多い。

また、河道の水理を理解した技術者でな

い生物関係の有識者にとって迷惑なことが
存在する。水生生物の生息、産卵環境など
に関して生物関係の有識者などの助言を得
て河川環境を整備したとしても、洪水流に
よって消失することがある。これは、流量
規模ごとに洪水の流況がどのように変化す
るのか３）を土木技術者が適切に把握して
いないために、環境整備が一過性のものと
なったからである。

また、河道の砂礫帯の微地形や石組
み７、８）の基盤を考慮した数値解析は未だ
確立されていないにもかかわらず、汎用性
があることを過信して環境整備が行われる
ことがある。しかし、平常時であっても、
現実の河道が計算結果と異なる流れとなる
ことは特別なことではない。計算から再現
できないことがどのようなことか、説明で
きていないため、水生生物の生息環境が深
刻な状況になったとしても誰も知らない状
態になる。

環境と防災との調和を図るため９～11）に
は、横断的に連携をとって、様々な観点か
ら河川整備を進めなければ現実性はない。
上記の背景を受けて魚道整備が全国的に行
われている場合が多いため、期待されるほ
どの魚道整備にはならないことが多い。

魚道整備で考えるべきこと

魚道整備に携わる機会があった現場で
は、洪水時の影響を必ず考慮して魚道の計
画、設計、施工、調査の実施について助言
している９～13）。

魚道を整備する場合、魚道上・下流側の
接続環境、遡上環境、生息環境、産卵環境、
避難環境の有無、降河環境、洪水時の流況、
魚道内の礫などの排出機能を総合判断して
計画、設計、施工、調査を実施している。

特に、調査については継続的に行うこと
が重要であり、これまでに竣工依頼18年目
になる魚道９）もある。市街地の分水施設



特
集

頻発する豪雨災害
――日本の “治水” を考える特 集 頻発する豪雨災害

――日本の “治水” を考える

49生活と環境　平成30年８月号

No9_特集-安田先生-2n　　ページ49

に設置された魚道14、15）（写真１）、治山堰
堤に設置された魚道16、17）（写真２）、頭首
工に設置された魚道９）（写真３）、砂防施
設に設置された魚道（写真４）、ダムに設
置された魚道（写真５）、床固工に設置さ
れた魚道９）（写真６）、潮止堰に設置され
た魚道４、14）（写真７）など数多くの魚道整
備に携わり、それぞれの諸事情に応じて工
事期間中の対応、洪水時の対応、流量変化
に対する対応、流木、土砂流出の捕捉の配
慮などを行った。

一連の魚道整備を通してわかったこと
は、
●川の実態を自分で確認すること
●連携を図ること
● 一連のプロジェクトを責任持って行うこと
●地元の方と対話すること
――である。
市街地の分水施設に設置された魚道（写

真１）では、分水堰から流出する洪水流を
速やかに制御すること、堰堤下流側の河床
が洪水流から保護されること、遡上・降河
できる環境にすること、分水機能を厳格に
守ることをすべて解決するように整備して
いる。
治山堰堤に設置された魚道（写真２）で

は、治山の機能を損なわないように不安定
土砂が堰堤前後で捕捉され、山脚固定に支
障をきたさないこと、洪水流を制御するこ
と、堰堤の放水路からの流れによって魚が
迷入しないこと、魚道流入部に安定した水
量を確保すること、急勾配の渓流河川であ
るため工事によって魚道下流側の水位が工
事前と同じになるように河道整形するこ
と、治山堰堤の放水路からの流れが直接コ
ンクリートの水叩きに衝突しないように、
安全に降河できる状態にすることを解決す
るように整備している。

写真１　分水施設に設置された魚道 写真２　治山堰堤に設置された魚道

写真３ 頭首工に設置された魚道 写真４　砂防施設に設置された魚道
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頭首工に設置された魚道（写真３）では、
利水機能を損なわないこと、遡上と同様に
降河が可能となるようにすること、洪水流
を制御すること、頭首工から越流する流れ
によって魚が迷入しないようにすること、
魚道流入部に安定した水量を確保すること
を解決するように整備している。
砂防施設に設置された魚道（写真４）で

は、土砂流出の制御を行うこと、輸送土砂
や流木に澪筋（川の主な流れの通り道）が
魚道流入部につながること、洪水流を制御
すること、堰堤の下流側が河床低下しない
ようにすること、魚が迷入しないこと、砂
防堰堤の水通しからの流れが直接コンク
リートの水叩きに衝突しないように、安全
に降河できる状態にすること、魚道流入部
に安定した水量を確保することを解決する
ように整備している。
ダムに設置された魚道（写真５）では、

ダムの前後を遡上・降河できること、可能
な限りダム湖に迷入しないように分水施
設、バイパスを設けること、分水施設で迷
入させないこと、魚道内の流れが単調にな

らないようにすること、魚道以外からの流
れに迷入しないようにすること、魚道に向
けて遡上しやすいように河道を成形するこ
とを解決するように整備している。
床固工に設置された魚道（写真６）では、

魚道流入部が閉塞しないこと、洪水流を制
御すること、魚道以外からの流れによって
魚が迷入しないこと、床固工からの流れが
直接コンクリートの水叩きに衝突しないよ
うに、安全に降河できる状態にすること、
魚道流入部に安定した水量を確保すること
を解決するように整備している。
潮止堰に設置された魚道（写真７）では、

潮止堰の機能を損なわないこと、洪水流を
制御すること、川幅に対して魚道幅が10分
の１程度であっても魚道以外からの流れに
よって魚が迷入しないこと、魚道流入部に
安定した水量を確保することを解決するよ
うに整備している。

上記に示したように、直接聞かなければ
わからない多くの難題を解消しながら、魚
道が整備されている。

写真５　 ダムに設置された魚道（左から台形断面魚道、バイパス魚道、分流施設）

写真６　床固工に設置された魚道 写真７　潮止堰に設置された魚道
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正しい情報を伝えたい

本来であれば、魚道の要らない河川にす
ることが理想である。普段の流れから洪水
の流れに至るまで、水生生物にとってすべ
て意味のあるものであり、生物の種類に
よってその利用方法は様々である。確かに、
人が思うほど生物は「やわ」ではない。し
かし、度が過ぎると生物の存続が絶たれる。

川と人と生物の調和を本当に実現するの
であれば、結果として誤ったことを都合の
良い常識として浸透させるのではなく、何
を参考にして、個々が何を考え、何を観察
し、どのように行動すべきかを、正しい情
報として一般の方に届くようにしていくこ
とが最重要課題である。 
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