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技術資料

１．はじめに

全国の河川で河道の流下能力向上を目的として河道
掘削が行われている。河道は生物の生息・生育・繁殖
環境の場であり、これらの保全・創出に努めなくては
いけない1)。特に北海道においては、サケ科魚類の産
卵環境について配慮した施工が多くされている。
サケ(Oncorhynchus�keta)は、北日本における重要

な漁業資源であり、そのほとんどは人工ふ化放流に支
えられてきた2)。しかし、現在の日本系サケの資源は
変動しながら漸減しており3）、2016年は1989年以降で
最低の来遊数を記録し、2017年もそれを下回る来遊数
が予測されている4)。さらには「生物多様性国家戦略
2012-2020」により、種の多様性を維持することがう
たわれており5)、サケの資源保全の観点からも自然再
生産の重要性が高まっている6）。そのためには、サケ
の産卵に適した生息場所と、産卵場所まで遡上可能な
河川環境の保全や修復が必要となる6)。
サケは秋から冬にかけて河川を溯上し、河川の湧水�

があり、通水性の良い河床の砂礫を掘って産卵する6）。
受精卵の成長は産卵床内の水温の影響を受けることが
知られていることから2)、産卵床内の物理環境を明ら
かにすることは非常に重要と考えられる。�
一方で、河道掘削により低水路が拡幅されることで
礫河原や入り江が形成され、そこに新たな産卵環境が
創出されることもある7)。しかし、その環境が産卵後
の卵の成長にどれだけ適した状態か調査されていな
い。
そこで、本研究では、河道掘削後に河道内に堆積し
た砂州について、サケの卵の生残と物理環境との関係
を推測することを目的として、サケの受精直後卵の埋
設による生残確認、物理的条件の計測を行った。

２．方法

２． １　調査地概要 

調査は北海道の北部を流れる天塩川流域（流域面積
5,590km2、幹川流路延長256km）（図－1）の中流部に

位置する美深町において行った。天塩川にかかる美深
橋の上下流において、2016年11月3日から2017年3月8
日まで調査を行った。美深橋周辺ではサケが付近のふ
化場へ向けて遡上しており、産卵行動を見ることがで
きる。この周辺は、2009年と2010年に旭川開発建設部
により流下能力向上のための河道掘削工事が行われ、
掘削後の河道内には2014年と2015年に多くのサケが当
該箇所に産卵していたことが観察されている。

天塩川中流部の河道掘削後に現れた砂州の前縁部と二次流路のサケ産卵環境
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天塩川流域

図－1　北海道北部を流れる天塩川流域

図－2　 美深橋下流左岸の砂州前縁部下流（SBD）、美深橋上

流左岸にある砂州内部を流れる分流下流部（ALCV）

および砂州より流心方向側に位置する最上流側

（SBU）、SBUとALCVとの間の箇所（SBM）
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湧水があるとされる砂州前縁部8)と分流部9)を対象
に、美深橋下流左岸の砂州前縁部下流（以下、SBDと
する）、美深橋上流左岸にある砂州内部を流れる分流
下流部（以下、ALCVとする）、砂州前縁部で水深が
深い箇所を対象に砂州より流心方向側に位置する最上
流側（以下、SBUとする）、SBUとALCVとの間の箇
所（以下、SBMとする）を調査地点とした(図－2)。
いずれの箇所も湧水があることを確認した。
　

２． ２　受精直後卵の埋設と生残卵数の計測

受精直後卵（以下、卵とする）は、発眼卵になるま
で紫外線10)や衝撃2)に非常に弱いため、紫外線を避け、
衝撃を与えないように作業した。埋設地点において、
まず小型の虫かご（縦15cm、横20cm、奥行き10cm、
メッシュサイズ3mm。以下、ボックスとする。）の中
に卵を入れた。河川の水流によってボックス内の卵が
衝撃を受けて死滅することを避けるため、メッシュタ
イプの緩衝材で卵を覆ってからボックスに入れた。
調査地点では深さ0.5m程度の穴を掘り、その底に
ボックスを設置し、その上に0.2mの厚さの掘削した
際に発生した砂利を上からかけた。0.2mの深度は、サ
ケ産卵床の砂利厚を参考にした11)。埋設した卵の生残
率を出すために、埋設した翌年2017年3月に、ボック
スを掘り起こし、生残卵数と死卵数を数えた。

２． ３　物理環境測定

サケの卵発育には河床間隙水（以下、間隙水）の積
算水温が大きく関わることから2)、間隙水の水温を計
測した。間隙水温を計測するために、卵の埋設箇所と
同じ位置、同じ深度に自記水温計（Tidbit�v2，�Onset
社製）を設置した。河川水は、ALCV付近の河床に設
置した水温計により計測した値を使用した。計測期間
は2016年11月4日から翌年の3月8日である。各調査地
点の河川水位の低下に伴って陸上に干上がっているか
どうかを検討するために陸上の気温を使用した。陸上
の気温は、調査地近傍の美深アメダス観測所（北海道
中川郡美深町西町、北緯44度28.8分、東経142度20.5分）
における気温データ12)を使用した。
また、卵の埋設時と掘り起こし時に埋設箇所と同じ
位置、同じ深度の河床間隙水をポンプで採水し、溶存
酸素濃度（以下、DO）を計測した。同位置で河川水
も採取しDOを計測した。
河床の砂礫の質については、河床表面の河床材料に
対して粒度分析をおこない、産卵床を評価する指数で
あるFredle�指数13)を式(1)により算出した。

ogi /sdf = 　(1)

d75/d25s o = 　(2)

fi：Fredle�指数、dg：平均粒径（相乗平均）、so：ふる
い分け係数、d75：75%粒径、d25：25%粒径

３．調査結果

３． １　生存卵数

SBDとALCVの生残卵数は非常に少なかった（表－

3）。どちらも600個以上の卵を埋設したが、生残して
いたものは、SBDで7個（1.1%）およびALCVで13個
（2.1%）であった。SBMおよびSBUに埋設した卵を収
納したボックスは増水により流出したことからデータ
を得られなかった。

３． ２　間隙水温および河川水温

SBDの間隙水温は、12月中旬から1月10日頃までの
期間、河川水とほぼ同じ水温であった。その後は河川
水温よりも低いものの、0℃�から1℃の間で安定して
推移した。間隙水温の計測初日からの積算水温は、3
月上旬時点で120℃�程度であった（図－4A）。
ALCVの間隙水温は、12月中旬から1月10日頃まで
と2月下旬から3月上旬までの期間は河川水温より1℃
から2℃高かった。それ以外の期間である1月10日頃か
ら2月下旬までは、間隙水も河川水と同様に1℃から5
℃の間で大きく変動していた。また、ALCVにおける
間隙水温の積算水温は、1月24日に240℃に到達してい
た（図－4B）。
河川水温は11月と12月そして1月下旬と2月に0℃以
下を観測した（図－4）。外気温は11月中旬頃から3月8
日観測終了まで一日のうち、ほとんどが氷点下であっ
たが、その期間のうち、数日は日中に氷点下を上回っ

表－3　 美深橋下流の砂州前縁部（SBD）、砂州内分流下流

部（ALCV）、美深橋上流部（SBU）およびSBUとALCV

との中間地点（SBM）における埋設卵の生存状況

場所
埋設卵の生死

合計
生残卵 死卵

SBD 7 (1.1) 657 (98.9) 664 (100)
ALCV 13 (2.1) 597 (97.9) 610 (100)
SBM ND ND ND
SBU ND ND ND

Note:数値横のカッコ内は百分率を、ND はデータがない

ことを示す。
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た。特に3月2日は4℃以上になる時間帯が数時間あっ
た（図－5）。

３． ３　産卵床の溶存酸素および粒径特性

DOは、どの地点においても河川水より間隙水の方
が小さかった。ALCVの間隙水のDOの最小値は、仔
魚の発育に必要な濃度6mg/l14)未満だった（図－6）。

生存率が急激に低下するFredle�指数13)の閾値は2.5か
ら4.8にあることが人工産卵床の実験水路で確かめら
れている6)。Fredle�指数が2.5を下回っていた地点は
SBDであった（図－7）。　

４．考察

４． １　間隙水温の変化

SBDは12月中旬から1月10日頃まで間隙水と河川水
がほぼ同じ水温の0℃付近で安定していた（図－4A）。
このことは、間隙水が河川水の影響を大きく受けてい
ることを示している。河川水温が11月と12月そして1
月下旬と2月に0℃以下を観測した。このことから、河
川中に設置した水温計が水位低下により外気に露出し
ていた可能性が考えられる。3月には外気温の氷点下
時に河川水温が氷点下にならないことから、1月より3
月の河川水位が高く、水温計が外気にさらされていな

図－4　 美深橋下流の砂州前縁部（SBD(A)）と砂州内分流下

流部（ALCV(B)）における2016年11月4日から2017年

3月8日までの河川水温と間隙水温の変化

河川水温は両地点ともにALCV付近の河床に設置した水温
計の値を用いた。

図－5　 アメダス美深観測所の2016年11月4日から2017年3

月8日の毎時気温

図－6　 美深橋下流の砂州前縁部（SBD）、砂州内分流下流部

（ALCV）、美深橋上流部（SBU）およびSBUとALCVとの

中間地点（SBM）における2016年11月3日と2017年3

月8日の河川水と間隙水の溶存酸素濃度（DO）

図－7　 美深橋下流の砂州前縁部（SBD）、砂州内分流下流

部（ALCV）、美深橋上流部（SBU）およびSBUとALCV

との中間地点（SBM）におけるFredle指数
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いと考えられる。また、3月2日には4.8℃までの間隙
水温の上昇が観測された。この日は外気温が5℃を超
えており（図－5）、外気温の上昇の影響があったこと
が考えられる。
ALCVは、12月中旬から1月10日頃までと、2月下旬
から3月まで、河川水温と間隙水温に1℃から2℃の差
があり（図－4B）、間隙水温が2℃付近で安定している
ことから、湧水の影響を大きく受けていた可能性が考
えられる。また、3月2日にSBDで観測された間隙水温
の上昇はALCVでは観測されなかった。このことから
も、ALCVの間隙水は外気温と河川水の影響が小さい
と考えられる。ALCVは間隙水温が安定しており、卵
の成長に必要な積算水温をより得やすいことがわかっ
た。さらに冬季には湧水により涵養されていることが
予想された。しかし、卵を掘り出した時のALCVの河
床面は水面より高い位置にあり、埋設したボックスは
間隙水のみに涵養されている状態であった。また、そ
のボックスの上に産みつけられた卵を発見したが、間
隙水に浸っておらず乾燥している状態であった。これ
らから、ALCV周辺は年間を通しては水面を維持でき
ないことは明らかで、低水位期間には卵や稚魚の発育
が期待できないと考えられる。

４． ２　産卵床の溶存酸素および粒径特性

溶存酸素は、仔魚成長にはふ化場の排水部において
6mg/l以上が必要といわれており14)、自然産卵ふ化環
境においても同様と考えた。
今回の調査地点のうちSBDでは間隙水の積算水温は
発眼に要する温度240℃2)に達していなかった。また、
Fredle�指数が卵の生存の閾値とされる範囲の2.5を下
回り、間隙水のDOも6mg/lを切る5.9mg/lも観測され
た。このように産卵場として良好な環境条件ではなか
ったことが、生残率に影響したと考えられる。
ALCVにおける卵の生残率も2.1%と小さかった。こ
この地点は、間隙水の積算水温は発眼に要する温度に
達していた。さらに、Fredle指数も卵の生育可能な値
だった。しかし、間隙水のDOが6mg/lを下回り、良
好な環境条件ではなかった。また、卵を掘り出した時
に、河床は水位低下により陸上に露出していた。この
水位低下は卵の生残に直接的に影響していると考えら
れた。これらにより、生残率が低くなったものと考え
られる。
SBMおよびSBUでは、埋設した卵と水温計が流出
してデータをとることができなかったが、現地観測し
た間隙水のDO、河床材料からは産卵適地となり得る

可能性があった。

５．おわりに

今回の調査対象とした砂州や分流は、河道掘削後に
河床材料が堆積してできた部分である。陸域を掘削し
水面幅を増加させて水深の浅い部分を広げたところ、
その部分にサケの産卵が認められた。次に、土砂堆積
が進むにつれて、砂州にできた分流は浅くなり、産卵
場としての機能がなくなった15)。
さらには、土砂が堆積した砂州上には植生が繁茂
し、砂州の固定化が始まっている7)。サケ産卵環境の
維持とともに、河道掘削の治水効果を持続させるため
にも、砂州の攪乱を目的とした小規模かつ継続的な管
理、例えば分流の維持のための小規模掘削等が重要と
考える。
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