矢作川研究

№23：51～56，2019

西大排水路における人工的深み造成の試み
An attempt to create manmade depths in the Nishi dai drainage channel
酒井博嗣 1)・今泉久祥 1) ・阿部夏丸 1)・内田良平 2)・佐藤邦彦 3)
・山本大輔 4)・山本敏哉 4)
Hirotsugu SAKAI1), Hisayoshi IMAIZUMI1), Natsumaru ABE1), Ryouhei UCHIDA2),
Kunihiko SATO3), Daisuke YAMAMOTO4) and Toshiya YAMAMOTO4)
要

約

三面コンクリート張り水路における魚類の一時的生息場所に着目した整備手法を検討する一端として，西大排水路の河床
コンクリートの一部を掘削し，横置きにしたＵ字溝，石組み，植生等のカバーを組み合わせた人工的な深み(マス)を 2 ヶ所
に設置した．設置後，冬期から春期に実施したかいぼり調査から，1 号マスでは 16 種 4224 尾(2011 年)，2 号マスでは 14
種 3206 尾(2013 年)，15 種 2621 尾(2018 年)の魚類が確認され，当該水系に生息する 6 割程度の魚種がマスを利用してい
ることが分かった．このうちタイリクバラタナゴ，コウライモロコは各調査ともに全採集数に占める割合が高かったが、各
調査で確認された魚種の構成には一定の傾向は認められず、安定的にマス内に留まる種と一時的にのみ利用している種が存
在する可能性が考えられた．また、当該水路で特に配慮が必要と考えられるトウカイコガタスジシマドジョウについても低
水温期でのマスの利用が確認された．これらの結果から、水深の浅い三面コンクリート張り水路に深みを設けることで魚類
の越冬場所や大型魚の遡上時の退避場所として機能し、生存率向上に寄与することが期待されるとともに，複数種のカバー
と組み合わせた深みの造成を図ることで多様な魚類の利用を促すことができる可能性が示唆された．
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砂や泥が堆積するとともにヨシ Phragmites australis

はじめに

やウキシバ Pseudoraphis sordida といった水生植物の

農業用水路は人工的な環境であるものの、魚類の繁殖

群落が認められる．このため三面コンクリート張り構造

場や成育場として機能しており，魚類群集の維持に寄与

ながら水路延長の多くに湿地環境が存在しており，多様

する重要な環境要素であることが広く知られている（斎

な生物の生息が確認されている．しかしながら，水田か

藤ほか，1988；片野，2002；永山ほか，2012）．また，

らの排水と雨水を主な水源とする当該水路では平水時の

平成 13 年に改正された土地改良法では土地改良事業の

水深が 10 cm程度しかなく，遡上してきた魚類の退避場

実施に当たって環境との調和に配慮することが位置付け

所がないために干上がって鳥類に捕食されてしまうと

られ，農業農村整備事業を実施する際には，自然環境と

いった状況が生じていた（内田，2011）．また，家下川

調和したものとなるように十分に配慮し，地域において

水系全体の問題点として，深みが少ないために冬季の減

は，農業生産活動や農業用施設等の適切な管理が持続的

水時における魚類の越冬場所が十分に確保できないこと

に行われるようにすることが必要と示されている（農林

が指摘されている（阿部，2015）．
これらの背景から三面コンクリート張り水路における

水産省，2016）
．しかしながら，既存水路の大部分は生
物に配慮した構造にはなっていない状況にあり（飯野，

魚類の退避場所や一時的生息場所として機能する環境の

2006），農業的視点から見た効率性と生物の生息環境と

整備方法を検討すべく，西大排水路の底面コンクリート

しての水路の役割をどのように両立させていくのかが課

の一部を剥がして人工的な深み（以下マス）の造成を試

題といえる．

みた．本論では設置後に実施したかいぼり調査の結果を
中心にその経過を報告する．

豊田市の上郷地区を流れる西大排水路は矢作川の支流
である家下川と並行しながら区内低地の排水を担う幹線
水路である．延長約 3 kmのほとんどが三面コンクリー
ト張りであるが，勾配がほとんどないために水路内には
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材料と方法
人工的な深みの造成方法
西大排水路のうち水路幅が拡張され特に水深の浅くな
る下流エリアを設置区域として設定し，最上流から約
2.5 km 地点と約 2.7 km地点の 2 カ所にマスを設置した
（図１）
．設置にあたっては魚類の一時退避場として機能
する水深を確保するだけでなく，石組みやU字溝、植生
といった複数のカバーを併設することで多様な環境が隣
接するように配慮して構造設計を行った．
まず，2011 年 5 月に設置した第 1 号目のマス（以下

2 号マス施工中の様子と構造．

1 号マス）では，水路底のコンクリートを延長 6 m×幅

図3

3 mの区画で剥がし，その下の土砂を約 50 cm掘削した

目のマス（以下 2 号マス）を設置した．2 号マスは 1 号

のちに川砂を約 10 cm敷き均した．マスの両岸には洞を

マスの約 4 倍の規模にあたる延長 10 m×幅 7.5 mの区

模してU字溝を横向きに設置したほか，マスの上下端に

画とした．区画の底面のコンクリートを剥がした後に直

直径 20 ～ 30 cm程度の石組みを配置することで魚類の

下の土砂を約 50 cm掘削した後，川砂を 10 cm敷き均し，

生息空間を設けた．このほか既設コンクリートのズレを

更にその上に砂利を敷き均した．右岸側には 1 号マス

防ぐ目的でマスの両岸側および上下流の末端の４方向全

と同様に横向きにしたU字溝で洞を演出したほか，左岸

てに一定間隔で松杭を打ち込んだ（図 2）
．

側に土と川砂でなだらかな斜面を設けてマスと陸地の連

次に 2013 年 1 月に１号マスの下流約 200 ｍに第 2 号

続性を確保することでエコトーンとしての機能と植生を
有するよう設計した．
1 号マスと同様に上下端には石組
みを配置したほか，既設コンクリート保護のための松杭
を打ち込んで固定を行った（図 3）．

調査方法
設置後の維持状況の確認
マス設置にあたってはコンクリート面の一部を撤去す
る必要があったことから法面および河床コンクリート部
への影響が懸念された．このためマスの設置後 2 か月
に 1 回の頻度で目視確認を行い設置状況の点検を行っ
た．あわせて、かいぼり調査時には水を抜いて施工部を
図1

西大排水路およびマスの設置場所．

直接確認し，物理的な損壊がないか点検を行った．

かいぼり調査
2 カ所のマスの設置後，魚類の利用状況を把握する
ためかいぼり調査を実施した．土嚢袋でマス全体を囲っ
た後，水中ポンプを使って 8 割程度まで水を抜き，マ
ス内に取り残された魚類を採集して種類と尾数を記録し
た．採集は手網のみを使用し，記録した個体は水路の下
流に放流し計測が重複しないよう留意した．
1 号マスについては 2011 年 11 月に 1 回実施し，水
を抜いた状態で可能な限り魚類を採集し記録を行った．
2 号マスでは 2013 年 12 月と 2018 年 3 月の 2 回の調査
図2

1 号マス施工中の様子と構造．

を実施した．
2 号マスは規模が大きく全ての魚を採集し
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表1

かいぼり調査の詳細．

調査
採集時間
CPUE※２
人数
1号マス 2011年11月6日 42
45分
0.03
2号マス 2013年12月1日 36 1分45秒※１
0.85
2018年3月18日 30 1分45秒※１
0.83
調査実施日

※１：30 秒の採集 3 回，15 秒の採集 1 回の合算
※２：CPUE= 採集尾数 / 人数・時間

記録することが困難であったこと，長時間の渇水状態で
マス内の魚類が酸欠によって斃死する可能性があったこ
とから，採集時間に制限を設けて調査を行った．かいぼ
り調査の実施日，調査人数，調査時間およびCPUE（採
図5

集尾数/人数・時間）を表１に示した．

2号マス左岸側エコトーンエリアの植生の状況
（2018年8月27日下流側より撮影）
．

結果と考察
マスの設置状況
1 号マスのかいぼり調査時に行った目視によるマス
の設置状況の調査では，法面の崩れや河床コンクリート
面の陥没といった問題は確認されなかった（図 4）．2018
年 7 月時点でも異常は確認されていない．河床に敷き
均した川砂については季節的な水位変動に伴う多少の流
出や堆積による変化は認められるものの，掘削面がむき
図6 2018年の2号マスかいぼり調査時の排水後のマスの様子
（2018年3月18日撮影）
．

出しになることなく常に一定量が維持されている状況に
ある．
2 号マスについても，定期目視確認および 2 回のか

と考えられるシルトや泥，枯れた水生植物の堆積が顕著

いぼり調査時に目視での確認を行ったところ，法面の崩

に認められ，マスの面積や水深が設置当初よりも縮小し

れや河床コンクリートの陥没は認められなかった．また，

ていると考えられた（図 6）．現状ではマス全体が埋没

左岸側に造成したエコトーンエリアでは，2018 年 8 月

してしまうほどの状況ではないが，経年的な堆積による

の時点で法面から水面にかけて陸生植物および抽水植物

陸地化も懸念されるため，継続的な経過観察を実施し，

の群落が形成されておりマスに連続する湿地環境が形成

必要に応じて浚渫を行うなどの維持方法を検討していく

されていることを確認できた（図 5）．一方で，2018 年

必要がある．

のかいぼり調査時にはこれらの抽水植物がトラップした
1 号マスのかいぼり調査の結果
2011 年 11 月に実施したかいぼり調査の結果，16 種
4224 尾の魚類を確認した（表 2）．最も多く採集できた
のはコウライモロコ Squalidus chankaensis tsuchige
で 1500 尾，次いでモツゴ Pseudorasbora parva が 850
尾，タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus
が 600 尾 と い う 結 果 と な っ た． こ の ほ か フ ナ 類

Carassius spp. も多数確認できた．採集された魚類の多
くは当歳魚から 1 歳程度と思われる小型の個体であっ
た．
1 号マスが完成した直後からオイカワ Opsariichthys

platypus や タ モ ロ コ Gnathopogon elongatus の 大 型
図4

の成魚が目視で数多く確認できる状況であったが（図

1 号マスかいぼり調査時の排水後のマスの様子
（2011 年 11 月 6 日撮影）．

7），かいぼり調査ではこれらの大型の個体の割合は少
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表2

かいぼり調査での採集結果．

採集された魚類
和名
オイカワ
ヌマムツ
モツゴ
コウライモロコ
タモロコ
フナ類
コイ
タイリクバラタナゴ
カマツカ
ゼゼラ
ニゴイ
ドジョウ
トウカイコガタスジシマドジョウ
ミナミメダカ
カダヤシ
ナマズ
ニホンウナギ
カワヨシノボリ
オオクチバス
全採集数
種数

学名
Opsariichthys platypus
Nipponocypris sieboldii
Pseudorasbora parva
Squalidus chankaensis tsuchige
Gnathopogon elongatus
Carassius spp.
Cyprinus carpio
Rhodeus ocellatus ocellatus
Pseudogobio esocinus
Biwia zezera
Hemibarbus barbus
Misgurnus anguillicaudatus
Cobitis minamorii tokaiensis
Oryzias latipes
Gambusia afﬁnis
Silurus asotus
Anguilla japonica
Rhinogobius ﬂumineus
Micropterus salmoides

採集数（尾）
１号マス
２号マス
2011年 割合（％） 2013年 割合（％） 2018年 割合（％）
100
2.37
1342 41.86
39
1.49
‐
‐
4
0.15
850 20.12
58
1.81
55
2.10
1500 35.51
609 19.00
250
9.54
105
2.49
159
4.96
209
7.97
580 13.73
240
7.49
14
0.53
350
8.29
17
0.53
2
0.08
600 14.20
381 11.88
1558 59.44
8
0.19
13
0.41
19
0.72
5
0.16
17
0.65
50
1.18
1
0.03
‐
3
0.07
2
0.06
3
0.11
50
1.18
36
1.12
122
4.65
15
0.36
334 10.42
3
0.11
9
0.28
323 12.32
6
0.14
3
0.11
1
0.02
‐
1
0.02
‐
5
0.12
‐
4224
3206
2621
16
14
15

250 尾であった．このほか，コイ Cyprinus carpio ，フ
ナ類，ナマズ Silurus asotus の 3 種については採集さ
れたすべての個体が大型個体であった．トウカイコガタ
スジシマドジョウ Cobitis minamorii tokaiensis につい
ては体長 40 mm程度の大型の個体から 15 mm程度の小
型個体まで数多く見られた．
2013 年と 2018 年の 2 回の調査では，記録した全採
集数には差が見られたが，CPUEを比較するとほとんど
差がなかったことから，マスを利用している魚類の総量
図7

1号マスに集まる魚類（2011年5月マスの設置1週間後
に撮影）．

はそれほど変化がないと考えられる．一方，確認された
魚種に注目するとコウライモロコとタイリクバラタナゴ
は 3 回の調査ともに全採集数に占める割合が高かった

なかった．

ものの、その他の種については調査ごとに大きく変動し
一定の傾向は認められなかった．この点から，マスで確

2 号マスのかいぼり調査の結果
2013 年 12 月に実施した 1 回目のかいぼり調査では

認された魚類には安定的に留まる種と一時的に利用する

14 種 3206 尾の魚類を確認した（表 2）．出現した上位

だけの種が存在する可能性が高いと考えられる．

3 種はオイカワが 1342 尾，コウライモロコが 609 尾，

このほか，当該水路で特に配慮が必要と考えられる

タイリクバラタナゴが 381 尾という結果となった．前

トウカイコガタスジシマドジョウは 2018 年の調査で

年度に実施した 1 号マスのかいぼり調査とは異なり，確

は 2013 年のおよそ 4 倍近い尾数を確認することができ

認された魚種については成魚と幼魚が半数程度の割合で

た．一方，ミナミメダカはカダヤシとの構成比が 2013

認められた．

年と 2018 年で逆転し，減少する傾向が認められた．梅

次に 2018 年 3 月に実施した 2 度目のかいぼり調査

村（2017）の報告でも当該水路と接続する家下川での

では 15 種 2621 尾の魚類を確認した．最も多かったの

ミナミメダカの減少とカダヤシの増加が指摘されている

がタイリクバラタナゴで 1558 尾と卓越して多く，次い

ことに加え，筆者の一人である阿部が近隣の小学校の授

でカダヤシ Gambusia afﬁnis 323 尾，コウライモロコ

業の一環で生徒とともに実施した生き物調査でも 2013
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年頃からカダヤシが増加していることを確認している

ことから越冬場所としての環境は悪化している．この点

（阿部，未発表）．カダヤシによるミナミメダカの駆逐が

から，水路内に設置した 2 つのマスが越冬場所として

懸念されることから，引き続きのモニタリングが必須で

機能することで，当該水域の魚類群集の冬季における生

ある．

存率の向上に寄与する可能性は高い．

なお，魚類以外に特筆すべき点として 2018 年の調

マスを利用する魚類のうちトウカイコガタスジシマド

査では 2013 年の調査で確認できなかったスジエビ属

ジョウはかいぼり調査でも数多く確認されたほか，冬季

Palaemon spp.，カワリヌマエビ属 Neocaridina spp.な

に向けてマスでの生息密度が高まることが確認されてお

どの小型のエビ類を 1097 尾確認することができた．水

り（市川，2013），越冬場所として積極的にマスを利用

生植物が繁茂したことによるエコトーンエリアの湿地環

している種の一つと考えられる．本種は伊勢湾周辺地域

境の拡大とともにエビ類の個体数が増加している可能性

にのみ分布し，ため池やそれにつながる水路，水田地帯

が示唆された．

の河川に生息する小型のドジョウであるが，愛知県内に
おける生息地は著しく減少しており（向井，2015），環
境省のレッドリストでは絶滅危惧IB類に指定されてい

マスの設置効果の検討
筆者の一人である酒井が 2018 年 2 月に 1 号マスから

る（環境省，2018）．河村ほか（2015）によると本種

2 号マスまでの区間のうちマス内を除いた場所で手網を

の成魚は幹線排水路を主な生息場所として利用してい

使って採集調査を行ったところ，1 時間程度の調査では

ることが報告されているほか，季節的な移動距離は短

1 尾も魚類を確認することができなかった．水田からの

く，比較的狭い範囲で生活していると考えられる（向井，

排水が無くなる冬季には著しく水深が浅くなることで水

2015）．このため当該水路に生息する本種の生息環境の

生植物の群落内にほとんど通水が無くなるほか，流速が

改善によって，矢作川水系における個体群の保全にも繋

ほとんど無いことで水面が氷に覆われるほどの低水温に

がることが期待できる．

なることもあり，水路内は魚類の生息環境としては非常

また，春から夏にかけての増水後に大型のコイがマス

に厳しい状態に置かれることが要因の一つと考えられ

に退避していることが確認されているほか（家下川リ

る．当該水路と並行・接続して流れる家下川では 24 種

バーキーパーズ，2015），2 号マスの 2018 年のかいぼ

の魚類が確認されているが（梅村，2017）
，各かいぼり

り調査では産卵のために遊水池から遡上してきたと思わ

調査の結果から当該水系に生息する魚種の 6 割程度が

れる大型のナマズやフナ類が捕獲されており，大型魚も

マスを利用していたことが確認されたことに加え，採集

マスを利用していることが確認されている．マスの設置

された総尾数が多かったことから，マスが魚類の越冬場

以前に指摘されていた遡上してきた魚類が干上がってし

所ないしは水温低下時の一時的な退避場所として機能し

まい鳥に捕食されるという問題点についても，一時的に

ていることが示唆された．皆川ほか（2012）は深みの

マス内に留まることで一定の改善効果が得られていると

有無で厳冬期の 12 月から越冬明けの 3 月において魚類

考えられる．

の種類，生息密度，多様度指数の増減が見られたことを
今後の展望

報告しており，特に魚が身を隠すことのできるカバーが
存在する場合には深みの生息密度が増加することを確認

防災や排水効率が重要視される三面コンクリート張り

している．設置したマスについても，石組みや横置きU

の水路では，植生の定着や土水路への変更といった改修

字溝，エコトーンエリアの植生といった多様なカバーを

方法は現実的に困難であると考えられ，生物の生息環境

複合的に配置したことやコンクリート河床の水路内にお

を創出するためには非常に制約が多いといえる．一方

いて安定した砂底が存在することで，生息環境の嗜好性

で，三面コンクリート張り水路においても魚類が身を隠

が異なる多様な魚類の利用を促したと考えられる．当該

すことのできるカバーが存在することで周年的に魚類

水路において越冬可能な水深が保たれている場所は，最

の多様度を維持できる可能性が報告されている（飯野，

下流の上郷柳川瀬排水機場の遊水池あるいは水路最上流

2006）．三面コンクリート張り河川でも水際植生の存在

部の 20 ｍほどの二面コンクリート張り区間に限られて

やプールの設置によって局所的に群集構造が変化するこ

いる．主要な越冬場所といえる遊水池は，近年泥やシル

とで小規模な自然再生でも効果が期待できることが報告

トの堆積により全体の水深が浅くなっていることに加

されている（佐々木ほか，2011）．本事例でも複数のカ

え，排水施設の改修工事のために一部を埋め立てている

バーと深みを組み合わせて造成を行うことで多様な魚類
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に利用されることが示されたことから，水路全体の改修
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