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Abstract: Preceding studies show that installing assembled boulders in riverbed is effective in improving aquatic habitat in river. To 

examine the utilization of aquatic fishes inside assembled boulders, this experiment was conducted with two rows of assembled 

boulders aligned with the sidewalls of the channel. After the installation, a total of 100 river fishes (less than 0.10 m body length) 

were released into the channel to observe the activity of fishes and to measure the flow velocity inside them. Result shows that the 

assembled boulders contribute to the significant decrease in the flow velocity. Also, this experiment revealed that river fishes tend to 

avoid low-frequency flow turbulence. 

１． はじめに 

 従来から，治水対策を主眼においた河川整備がなさ

れてきた．排水機能を高めるための直線河道や，洪水

対策や河道を固定することを目的とした護岸の影響で，

流れが単調になっている河川が見られる．流れが単調

な河川では，鳥などに魚影が見つかり易くなるため，

魚の捕食被害に繋がる．また，止水域や滞留域が無い

ため，多様な水生生物の棲息環境になり得ない．この

ような河川に，石組みを設置することで水生生物の棲

息環境が改善されることが報告されている[1][2]． 

 本研究では，水路両岸に石組みを設置し，河川に生息

する魚が石組みの空間を利用する状態を確認し，利用

していない空間との違いについて実験的に検討した． 

 

２．実験概要 

 実験では，矩形断面式水路（幅 0.80 m，高さ 0.6 m，

長さ 15 m）に，大きさ 0.10 m~0.15 m の礫を用いて粗

礫斜路[3]とその下流の側壁に沿って 7m の区間にわた

って石組みをした（Photo 1）．石組みは 2 列配置とし

た．水路中央部は水路滑面の状態とし，石組み設置区

間と比較できるようにした．水路勾配を 1/100，流量を

0.147 m3/s とし，河川に生息する合計 100 匹の魚種がど

のような空間に移動するかを観察した．Table 1 に実験

に用いた魚種とその放流数を示す． 

 水面形は，石組み設置箇所において，流下方向に 20 

cm 間隔，水路中央および側壁近く(側壁から 2 ㎝)の 2

か所で計測を行った．河床形状については，石組み設

置箇所を流下方向に 10 cm 間隔で計測を行った． 

流速については，魚が利用した箇所および利用しな

かった石組み間の側壁近くで計測を行った．計測には，

KENEK社製の I型プローブを有する二次元電磁流速計

（測定時間 30 秒，測定間隔 50 ms）を用いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1．Installation of assembled boulders in the channel 

 

Table 1. Names/Numbers of fish released in the channel 

English Name Japanese Name number of animals

Japanese killifish MEDAKA 15

Dark chub KAWAMUTSU 7

Pale chub OIKAWA 18

Weather loach DOJOU 6

Sweet fish AYU 25

Topmouth gudgeon MOTSUGO 6

Freshwater goby
KURODAHAZE
TOUYOSHINOBORI

6

Japanese barbel NIGOI 1

Japanese crucian carp
GINBUNA
KINBUNA
GENGOROUBUNA

16

 

 

３．実験結果 

 Photo 2 は，放流したオイカワが石組み間の空間を利

用する様子を示す．観察から 29 箇所の空間を 9 種の魚

類が利用すること確認した．なお，紙面の都合から水

面形と河床形状の表示を割愛している． 

石組み空間の 6 箇所（空間利用した箇所 5 箇所，利
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用しなかった箇所 1 箇所）について側壁近傍の流速分

布を測定し，利用した箇所を Figure 1，利用しなかた

箇所を Figure 2 に示す．ここに，流下方向の流速の時

間平均 u と標準偏差 u’，横断方向の流速の時間平均 v

とその標準偏差 v’とした．x は水路に沿った流下方向

の座標，y は水路中央からの横断方向の座標，z は水路

底面から鉛直上方の座標を示す．図に示されるように，

時間平均した流速分布から顕著な違いは見られない． 

 時系列流速変化および乱れの特性に着目するため，x 

= 541 cm, 514 cm の z = 0.8 cm での流下方向成分の流速

の時系列変化を Figure 3 に示す．また，Figure 4 に変

動流速についてスペクトル解析した結果を示す．図に

示されるように，低周波の乱れの度合いが放流魚の石

組み空間の利用の有無よることが示された． 

 

４．まとめ 

 Photo 1 に示すように石組みを設置したところ，放流

した川魚の 9 種類が礫間の空間を利用することが観察

できた．また，石組み空間でも魚が利用している箇所

と利用していない箇所があることが確認される．時間

平均の流速分布ではその差異は顕著ではないが，流速

の時系列変化および変動流速のスペクトル解析から，

低周波の乱れの度合いが大きくなると石組み空間を利

用しない可能性が高いことを示した． 

Photo 2 Fishes’ behavior inside assembled boulders. 
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Figure 1. Velocity profiles for stream wise and span wise 
components at x = 541 cm, y = 39 cm.  
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Figure 2 Velocity profiles for stream wise and span wise 
components at x = 514 cm, y = 39 cm. 

(a) Velocity for stream wise component at x = 541 cm 

(b) Velocity for stream wise component at x = 514 cm  
Figure 3 Comparison of time-series flow velocity 
variation at x=541cm, z=0.8cm and x = 514 cm, z=0.8 
cm. 

Figure 4 Spectral analysis on cross-sectional velocity at  
x=541cm (used space) and x=514 cm (un-used space), 
both at y=39cm and z=0.8cm. 
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