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　サクラマス資源の維持および増殖の観点から大規模ダムにも魚道が設置されている。このようなダ
ムにおいて、ダム湛水域に流入した個体はどの様な行動をするのかはわかっていない。この行動を解
明することは、ダム流域における個体群維持を考える場合に重要である。本研究では、北海道南部の
美利河ダムの湛水域と流入するチュウシベツ川において、残留型サクラマス幼魚の行動を明らかにし
た。当該河川上流から放流されたサクラマス幼魚はその約半数が分水施設に進入しており、美利河ダ
ム湛水域まで降河した個体は確認されなかった。湛水域で放流した個体13個体のうち3個体は流入河
川に遡上していた。そのうちの1個体はチュウシベツ川を遡上し魚道に通じる分水施設にまで到達し
ていた。また、ある3個体は湛水域で40日以上生息していた。また、サクラマス幼魚の行動には河川
の水位変動との関連性が示唆された。本調査の結果は、降海個体の多い北海道でもサクラマス幼魚が
湛水域を生息場とする個体や流入河川に遡上する個体の存在を示唆しており、今後のダム上流域の流
入河川の環境保全に対する資料となり得るだろう。

《キーワード：バイオテレメトリー；超音波発信機受信機；大規模魚道》

　A long-distance fishway was installed near a large dam and reservoir to monitor the behavior of 
masu salmon for the maintenance of the population. We examined the behavior of the residual type 
of masu salmon using biotelemetry in the Pirika Dam Reservoir and the Chushibetsu stream, which 
flows into the reservoir. Half of the salmon released upstream entered the diversion facility 
downstream. Three of the thirteen salmon released into the reservoir migrated upstream of 
streams, which flow into the reservoir. One of them could reach the division facility, which is 
connected to the fishway. Three salmon remained in the reservoir for 40 days. These results 
indicated that juvenile masu salmon that flowed into the reservoir utilize the reservoir habitat and 
might migrate downstream by using the fishway. These results may aid in managing the masu 
salmon resource in a watershed with an installed dam.

《Keywords：biotelemetry；acoustic transmitter and receiver ；long-distance fishway》
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１．はじめに

　国土のグランドデザイン20501）では、2050年の目指
すべき国土像を実現するために定める12の基本戦略の
うちで環境共生都市の構築をあげている。その中で、
生態系ネットワークの更なる充実強化による生物多様
性の保全と回復を図ることを述べている。さらにこの
具体的な方策として、河川と海等とを有機的につなぐ
生態系ネットワークの形成を図ることや生物多様性の
保全と回復への対応が必要であることもうたわれてい
る。
　また、平成29年度国土交通白書2）では、魚道整備等
による魚類の遡上・降下環境の改善等を推進するとと
もに、生態系ネットワークの形成を目指した流域の生
態系の保全・再生を推進している。一方で、持続可能
な漁業・養殖業の確立が平成29年度水産基本計画3）で
も求められている。そこではサケ資源増産の方策の一
つとして、成長した放流種苗を全て漁獲するのではな
く、サケ親魚を残し、それら親魚が卵を産むことによ
り再生産を確保できるような取組の推進がうたわれて
いる。
　このように、流域内の生物多様性保全に加えて、水
産資源の持続的利用の確保の観点から、河川連続性が
保全され魚類が移動しやすい川づくりが重要であると
の社会的認識が高まっている。海洋と河川を往来する
サケ科魚類にとって、人工構造物により遡上や降河が
妨げられることは、個体数の減少や絶滅を招く危険性
をはらんでいる。そのため、特に沿岸から河川上流域
までの連続性がこれらの種の存続に重要であると考え
られる。
　サケ科魚類に属する種の多くは水産資源として価値
が高く、北海道で多く漁獲される4）ことから、北海道漁
業を支える重要な存在である。しかし、2000年代から、
そのようなサケ科魚類の漁獲数が減少傾向にある5）。
　サケ科魚類の中でもサクラマス（Oncorhynchus 
masou）は、我が国には海洋に下って大型化する降海
個体と河川で一生を過ごす残留個体がある6）。降海個
体は、北海道では4月に遡上し始めて河川に生息し、
秋に産卵に適した体に成熟すると秋から冬に産卵す
る。翌春に孵化・浮上した稚魚は少なくとも一年間は
河川で成長し、あるものは一生を河川で過ごす残留個
体となる。一方、成長の悪かった個体はその年を越冬
した後に翌年の春には海洋へ下っていき、一年後の春
に河川に遡上する。このように、サクラマスは河川に
生息する期間がサケやカラフトマスなどよりも長く、

遡上と降河を行う個体も多い。そのため、人工放流の
効果が小さく、資源の維持増殖には河川の環境保全、
とりわけ遡上および降河環境の保全が重要である。
　近年、魚類の移動環境を改善するために貯水ダムに
関しても魚道が設置される場合がある。これらの魚道
は遡上に対して考慮された場合が多く、本種の様に上
流域から海洋まで降河を行う種類に対して考慮されて
いることは少ない。そのため、大規模ダムにおいては、
流入河川から魚道を通過してダム下流へと移動できず
湛水域へ降河する個体が存在する。しかし、サクラマ
スの幼魚がダム湛水域に流入した後の行動はあまり知
られていない。その後のサクラマス幼魚の行動を明ら
かにし生息域を推定することは、サクラマス個体群の
維持・増殖を考えたときに重要である。この点を明ら
かにするために、バイオテレメトリー手法を用いて移
動行動を調査したのでその結果を報告する。

２．サクラマス幼魚の行動調査方法

２．１　調査地概要

　調査は北海道瀬棚郡今金町美利河に位置する、後志
利別川に設置された美利河ダムの湛水域とそれに注ぐ
チュウシベツ川で行った（図－1）。後志利別川は、
今金町の長万部岳（標高972 m）からせたな町を経て
80 km流下した後に日本海に注ぐ、流域面積720 km2の
一級河川である。美利河ダムは1991年に洪水調節、流
水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、発電の4
つの目的のために建設された。ダムの堤体高さは40 
m、型式は重力式コンクリートおよび中央遮水壁型ロッ
クフィル複合ダムで、集水面積115 km2、湛水面積1.85 
km2、総貯水容量1,800万m3である。
　この美利河ダムには後志利別川、ピリカベツ川およ
びチュウシベツ川が流入しており、ダム堤体直下では
後志利別川として流下している。このため、後志利別
川を遡上してきた魚類がその行動経路をダムにより阻
害されていた。このためこれらの行動経路を確保する
ために、2005年に全長約2.4 kmとなる魚道が設置され
た。魚道はダム湛水域を迂回して流入河川であるチュ
ウシベツ川と後志利別川とをつないでいる。
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　また、ダム湛水域に注ぐチュウシベツ川には分水施
設が設置された。これは魚道へチュウシベツ川の流水
を分水すると同時に、チュウシベツ川上流から降河し
てきた魚類を魚道へと導く施設である。この分水施設
には本堤、副堤および導水路からなっている（図－2）。

２．２　サクラマスの生活史

　サクラマスの生活史は上述したように、我が国にお
け る 代 表 的 な サ ケ 科 魚 類 で あ る シ ロ ザ ケ
（Oncorhynchus keta）やカラフトマス（Oncorhynchus 
gorbuscha）に比べて複雑である。母川遡上は4－6月
に行われ、夏期は河川内で過ごし、その年の9－10月
に産卵を行う。産み付けられた卵は12月頃ふ化し、翌
年3－4月頃に河床から浮上して、河川で成長する。こ
の頃は0歳魚といわれる。さらにその年の冬を越した
幼魚は次の年の5－6月に、一部の個体が銀色に体色を
変えて海洋へと下る。これらの個体は、海洋に下った
翌年に2歳魚となって母川に回帰してその年の秋に産
卵する。それ以外の個体はそのままさらに一年間河川
で成長し、2歳魚となって海洋から返ってきた個体と
ともに産卵行動に参加する。

２．３　超音波発信機の装着および受信機の設置

　ダム湛水域内の魚類の行動を広範囲で長期的に追跡
するためには、超音波バイオテレメトリーシステムが
有効である。このシステムは、超音波発信機と受信機
からなり、超音波発信機を、行動を調べたい個体に装
着し、それらが通過する箇所に受信機を設置すること
で、発信機からの信号を受信して個体の行動を明らか
にするシステムである。

　発信機は、小型魚に装着可能な小型発信機（Vemco
社製、V7-69 kHz：7 mm×18 mm、0.7 g、寿命約70
日間）を用いた。今回は対象とするサクラマス幼魚の
体長が小さなことから、魚類発信機を飲み込ませるこ
とで胃部に装着した。装着用のサクラマス幼魚40個体
は魚道内で採取した。
　超音波システムは波立つ区間では超音波の受信が不
可能となる。そこで、本調査地では、波のない湛水域
と河川流入部および分水施設に受信機を設置してサク
ラマス幼魚の行動を明らにした。
　分水施設周辺では導水路上流と魚道に超音波受信機
を設置した。これらの受信機の位置をSt. 1およびSt. 2
とする（図－2）。なお、副堤あるいは分水施設の余水
吐きを降河し、美利河ダム湛水域まで達した個体は、
チュウシベツ川流入部に設置した受信機（St. 3）でそ
の行動が記録される。なお、分水施設周辺での受信機
は淵状の地形の底部に設置した。
　湛水域には5機の受信機を設置した。これらの受信
機の位置をそれぞれSt. 4からSt. 8とする（図－1）。
上記の他、美利河ダム湛水域から流入河川への移動行
動も受信するために、チュウシベツ川（St. 3）、後志
利別川（St. 9）およびピリカベツ川（St. 10）の流入部
でかつ湛水域である場所に超音波受信機を設置した。
これらの地点の受信機は、いずれもロープに固定し、
アンカー（約20kg）および浮子・旗を用いて、各地
点の中層に取り付けた。受信機はVemco社製、VR2-
Tx-69 kHzを選定した。

900 m

N

図－1　美利河ダムへの流入河川、分水施設と美利河ダム湛

水域における超音波受信機の設置地点

       丸印は受信機設置地点を、星印は発信機サクラマス
幼魚の放流地点を示す。

図－2　チュウシベツ川に設置された分水施設

       丸印は受信機設置地点を、星印は発信機サクラマス
幼魚の放流地点を示す。
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図－5　湛水域から魚道まで移動したサクラマス幼魚の移動

パタンとチュウシベツ川の流量変動 　　　

図－4　チュウシベツ川流入部で放流したヤマメの最終確認

位置ごとの個体数

       St.は受信機の位置（図－1および2参照）を示す。

図－3　分水施設本堤上流で放流したヤマメの最終確認位置

ごとの個体数

       St. は受信機の位置（図－2参照）を示す。

水域中央付近が3個体、チュウシベツ川流入部が7個
体、後志利別川流入部が1個体、ピリカベツ川流入部
が1個体、および分水施設周辺で1個体確認された。ま
た、7個体は放流後どの受信機にも一度も受信した記
録がなかった（図－4）。
　分水施設周辺で確認された1個体は、チュウシベツ
川流入部（St. 3）から湛水域へ一度移動した後、ダム
湛水域内のSt. 5まで到達したのち、約12日後にチュウ
シベツ川を遡上し分水施設周辺（St. 1）で記録された
（図－5）。この個体は、忠志別橋（図－2）下流に位
置する二基の落差工（写真－1）を遡上したことにな
る。チュウシベツ流入部（St. 3）から魚道（St. 1）へ
の遡上時にはチュウシベツ川の流量がわずかに増加し
ていた（図－5）。2基の落差工は平水時にはサクラマ
ス幼魚にとって遡上が困難である。この個体は増水時
に移動したため、落差工の遡上が可能だったと思われ
る。

２．４　発信機を装着したサクラマス幼魚の放流

　チュウシベツ川から分水施設、あるいは本堤からダ
ム湛水域への降河状況を把握するために、発信機付き
の個体20個体を分水施設本堤（図－2）の上流で2016
年8月9日13時に放流した。サクラマス幼魚がダム湛水
域に降河した場合の行動を明らかにするために、チュ
ウシベツ川がダム湛水域に流入する流入部（以後チュ
ウシベツ川流入部とする）の上流側（図－1 星印）へ
発信機付きの個体20個体を8月10日9時に放流した。

３．結果および考察

３．１　チュウシベツ川本堤上流からの放流魚

　チュウシベツ川の分水施設本堤上流から放流したサ
クラマス幼魚個体が、最後に記録された場所での個体
数はそれぞれ魚道（St. 2）が8個体、分水施設周辺
（St. 1）が1個体であった。また、11個体は行き先が不
明であった（図－3）。これらの不明個体がダム湛水
域まで降下した個体は記録されなかった。そのため、
超音波の受信が不可能となる範囲、つまり分水施設と
チュウシベツ川がダム湛水域に流入する箇所との間に
存在する区間（図－1：受信不感区間）に分布したと
推測される。
　分水施設本堤上流から放流された個体のうち移動行
動が確認できた個体は9個体であった。このうち、5個
体は増水時に分水施設入り口から移動し、いずれも分
水施設に進入していた。移動のきっかけとして河川の
増水が考えられる。
　
３．２　チュウシベツ川の流入部からの放流魚

　チュウシベツ川の流入部で放流したサクラマス幼魚
が最終的に受信機に記録された場所での個体数は、湛
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　チュウシベツ川流入部において放流された個体のう
ち、放流地点から大きく移動が確認された個体は6個
体であった。このうち、3個体は8月下旬から9月中旬
の貯水位上昇期にダム湛水域内を移動していた。特に
ある個体は、チュウシベツ流入部（St. 3）から、St. 
4、St. 5、St. 6、St. 7およびSt. 8までの間を約2ヶ月の
間に往復する行動を示していた（図－6）。

河川へ遡上したものと思われる。ダム湛水域に21時間
滞在した個体は、放流直後に湛水域を横断して、ピリ
カベツ川流入部（St. 10）での記録が最後であり、ピ
リカベツ川へ遡上したと思われる。滞在時間が40日間
以上の個体は、長期間にわたり湛水域を利用してお
り、生息場としている可能性が示唆される。なお、こ
の発信機は電池の寿命が70日とされているため、記録
自体は約70日で終了していたものの、この個体がその
後死亡したかどうかはわからない。
　最終位置が不明の個体は、ダム湛水域の受信機で一
度も受信されなかった。そのため、これらの個体は放
流後にチュウシベツ川の分水施設と流入部との間にあ
る超音波受信不感区間（図－1）に定着していたと思
われる。

図－6　調査期間中に湛水域で大きく移動したサクラマス

幼魚の行動とダム貯水位の変化　 　　　

図－7　発信機を装着した個体のダム湛水域における滞在

時間

       図中の数字は計数された放流魚の個体数を示す。

A 

B 

写真－1　チュウシベツ川忠志別橋下流の落差工

     　  A、Bの順に上流から位置している。

３．３　美利河ダム湛水域における滞在時間

　美利河ダム湛水域でのサクラマス幼魚の滞在時間は
6分間から71日間と大きくばらついた。このうち、1時
間未満の個体は2個体、1時間以上5時間未満の個体が7
個体、5時間以上24時間未満の個体は1個体確認され
た。また40日以上湛水域に滞在した個体は3個体確認
され、それぞれ43日が1個体と71日が2個体だった（図

－7）。7個体は放流後に一度もダム湛水域において受
信記録がなく、これらのダム湛水における移動は確認
されていない。
　滞在時間が24時間未満の個体は、一時的に美利河ダ
ム湛水域に降河したものの、その後、いずれかの流入
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４．まとめ

　チュウシベツ川には魚道への分水施設が設置されて
いる。これより上流において放流されたサクラマス幼
魚はその約半数が分水施設に進入しており、美利河ダ
ム湛水域まで降河した個体は確認されなかった。一
方、チュウシベツ川がダム湛水域に流入する箇所で放
流した個体のうち3個体はチュウシベツ川を含む流入
河川に遡上していた。湛水域に12日間滞在した後にチ
ュウシベツ川を遡上して、さらには2つの落差工を遡
上して分水施設にまで到達していた個体も確認され
た。この行動には河川流量の変動と関係が示唆され
た。また、湛水域に放流された3個体は湛水域で40日
以上その行動が記録されたことから、その期間湛水域
で生息していたことが確認された。
　本調査の時期は、8－10月下旬であり、この時期は
サクラマス幼魚が生息範囲を定める定着期であった。
サクラマス幼魚が活発に行動して、分布を分散する6
－8月では本調査の結果と異なる可能性も考えられる。
異なる時期に調査を実施し、季節的な行動の違いを明
らかにすることでダム湛水域を利用するサクラマス幼
魚の実態がより詳細に明らかになる。
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