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天塩川水系(天塩川、サロベツ川、パンケ沼)のヤマトシジミ資源量保全のため、塩分環境に注
目して調査、検討を行った。天塩川水系では塩淡二層構造で塩水遡上しており、塩淡境界標高を
本川淡水流量で推定する手法を提案した。天塩川水系では雨量増加による河川流量の増加によっ
て塩水環境が劣化し、シジミ漁獲量が減少していることが示唆された。流量増加に対する塩水環
境の適応策として、棚状地形の効果について数値モデルで検討を行った結果、淡水の単位幅流量
が減少するほど、塩水遡上距離や塩淡境界面標高が高くなり、本川の淡水が接触する川幅の拡幅、
棚状地形の造成が有効であることが示唆された。
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ヤマトシジミ（以下シジミと略す）は、我が国にお
ける重要な水産資源であるが、その生産量は1970年の
5.6万トンをピークに減少を続けている1)。国内のシジミ
漁場の北限でもある天塩川においては、天塩川本川お
よび接続するサロベツ川、パンケ沼でシジミ漁業が行
われている。しかし、その漁獲量は年々減少し、特に
パンケ沼では漁獲量・資源量ともに減少が深刻な問題
となっている。図-1に天塩川水系でのシジミ漁獲量の
推移を示す。パンケ沼の漁獲量は1985年をピークに減
少し、近年では漁獲量・資源量ともにピーク時の100分
の1以下となっている。
シジミの生息や再生産のためには、塩分濃度、水温、
溶存酸素、底質粒度組成が重要であることが知られて
いる2)。湖沼においてはシジミ資源量の改善を目標に
様々な研究が行われている。中村ら2)のシジミの環境耐
性や産卵条件など生態学的研究やAtasら3)、明田ら4)、
鶴田ら5)は数値モデルによる資源量推定や産卵環境評価
を報告している。しかし、河川域ではシジミ生息環境
に対する知見が不十分であり、有効な保全策を検討す
るうえで課題となっている。
天塩川においてはシジミ現存量と底質性状に明瞭な
関係は見られず、塩分環境による影響が強いことが推
察された6)。我々は天塩川およびサロベツ川7)の調査結
果から天塩川の塩水遡上は塩淡二層構造を有している
ため塩淡境界面の標高は淡水流量で推定できること、
サロベツ川の塩水遡上頻度は集水域降雨量の増加によ

る河川流量の増加によって減少していること、シジミ
漁獲量は河川流量の増加と逆相関にあることを示して
きた。これらの結果はシジミ資源量の保全策に河川流
量を指標とできることを示唆している。同時に河川流
量の増加傾向によって塩水環境が劣化してシジミ漁獲
に影響していることを示唆している。
そこで、本研究は天塩川水系におけるシジミ資源量
を回復することを目的に、塩分に着目して好適塩分環
境の保全が重要と考えた。具体的には河川流量の増加
に対する塩水環境を維持するための適応策を検討した。
本研究ではまず、過去10年の塩分観測結果、シジミ資
源量、河川流量について関係性を整理し、一次元二層
モデルによって河道形状の違いによる塩水遡上状況の
変化を検討した。
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図-1 天塩川水系におけるシジミ漁獲量推移
（さけます・内水面水産試験場事業報告書
北海道の内水面漁業統計より作成）
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図-2 対象位置図
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図-3 サロベツ川の塩水遡上状況(2015/6/25)
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３．１ 塩水遡上形態
本研究ではシジミの再生産回復を目指し、産卵に有利
となる塩分濃度に着目した。天塩川およびサロベツ川で
は塩水は明瞭な二層構造を形成して遡上する。図-3にサ
ロベツ川での塩分遡上状況を例示する。2015年6月25日
に鉛直観測機器（JFEアレックCompact-CTD）を用いて、
合流点からパンケ沼までの間で200 m毎に塩分分布を観
測した結果である。図に示すように明瞭な二層構造を形
成して塩水が遡上している。天塩川の塩淡境界の標高は
図-4に示すように、上流の塩水が遡上しない地点(円山
観測所)の淡水流量の対数型で近似できる6)。これより、
境界標高の縦断推定状況を確認した。KP7.8 とKP11.8の
同時刻の境界標高の推定値から両地点間の直線を外挿す
ることで縦断的な境界標高位置を推定した。2006年6月
19日に留萌開建で実施された音響測深機による密度境界
の縦断観測結果と本研究での塩淡境界標高推定値を図-5
に示す。両値はほぼ一致する結果が得られ、この手法に
より河道形状が大きく変化していないかぎり、上流1点
の流量データによって縦断的な塩淡境界標高を推定でき、
かつ過去の塩水環境データの復元が可能であることが示
唆される。
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３． 天塩川水系における塩水遡上の特徴
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図-5 天塩川における境界面標高の縦断変化
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本研究は図-2に示す北海道北部に位置する天塩川(流
路延長256 km、流域面積5590 km2)、および天塩川の支
川であるサロベツ川(流路延長85 km、流域面積655.4
km2)、およびサロベツ川に接続するパンケ沼(水面積3.55
km2、平均水深1.5 m)を対象とした。
天塩川では河口から19.4 kmまで塩水が遡上すること
が知られており、河口から30 km上流に設置されている
円山(まるやま)水位・流量観測所では水位に長周期の潮
位影響がみられるが、塩水の遡上は確認されていない。
サロベツ川は国立公園であるサロベツ原野内を流れ、
ラムサール条約に登録された湿原域も含まれる。天塩川
KP11.8 kmで合流し、合流点から6 km上流でオンネベツ
川、12 km上流にパンケ沼が接続している。またパンケ
沼にはパンケオンネベツ川が流入している。サロベツ川
は合流点から20 kmほどまで潮汐による水位変動が確認
されている。パンケ沼におけるシジミ漁獲量は1985年の
520トンをピークに減少し、近年では5トンを下回り、
2015年からは休漁となっている。
なお、本研究での観測データは2011年～2015年に著者ら
が観測したものに加え、北海道開発局留萌開発建設部
(以下、留萌開建)が実施してデータを提供いただいたも
のを整理した。
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図-6 河口からパンケ沼までの河床標高縦断図
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図-7 パンケ沼塩分と本川流量の関係

図-8 円山流量、パンケ塩分、本川境界標高の変化(2007)
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３．３ 河川流量との関係
次にパンケ沼の塩分値と天塩川の淡水流量(円山)の関
係を図-7に示す。ここで、パンケ沼の塩分値は留萌開建
により2002年から2013年の間観測されたデータ、円山流
量は国土交通省水文水質データベースより、毎時データ
を収集した。値は各年4月1日～11月30日までの平均値お
よび最大値をまとめた。平均流量が増加するほど平均塩
分および最大塩分値は低下することが明らかとなった。
なお、サロベツ川流量についても同様の解析を行ったが、
相関関係は不明瞭であった。
次に塩淡境界標高(円山流量よりKP11.8地点の推定)と
パンケ沼の塩分値の年間の変動を示す。2007年(図-8)は6
月1日より塩分が上昇し、7月20日に18 PSUまで上昇を続
け、8月3日の降雨によって塩分値が低下するが、9月15
日には19 PSUまで上昇した。このときの河川流量は6月1
日より80 m3 / s程で推移し、8月3日まで目立った降雨が
なく、10月まで低流量を維持した年であった。推定境界
標高をみると約-3 m以上のとき塩分が上昇傾向を示し、
-3 m以下で塩分が低下していた。境界標高と塩分値の上
下動は12時間～3日程度の時間差がみられるが、境界標
高が-3 mを下回るとパンケ沼の塩分は速やかに低下して、
淡水化する挙動を示していた。
次に、2010年(図-9)をみると融雪出水が長引いた上、6
月28日に降雨があり流量は150 m3 / s以上を維持していた。
7月20日に高強度の降雨があり、9月26日まで200 m3 / s前
後の流量を維持していた。パンケ沼の塩分もほぼ上昇す
ることなく、夏期でも3 PSU程までしか上昇せず、継続
期間も2日ほどで塩分が低下する年であった。このとき
の境界標高は-3 m以上となることはほとんどなかった。
これらの挙動から天塩川水系の塩水環境は円山流量に
よってほぼ評価可能であることが確認された。このこと
は本川の淡水流量によって、支川域を含めて塩分環境を
推定可能であることを示している。一方で、パンケ沼で
のシジミ再生産を想定すると塩分濃度の上昇と高塩分濃
度の継続時間の長期化が必要と考えられる。
図-10にサロベツ川の水移動の模式図を示す。パンケ
沼は天塩川からの塩水遡上により汽水化するが、サロベ
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３．２ 河床標高の特徴
次にサロベツ川に塩水が遡上するための条件を整理す
る。図-6に天塩川からサロベツ川、パンケ沼に至るまで
(図-2中赤線ルート)の最深河床標高の縦断図を示す。図
は留萌開建による2011年の天塩川横断測量結果と著者が
2015年に実施したサロベツ川の縦断観測結果から作成し
た。KP11.8でサロベツ川が合流し、天塩川では標高-5.3
mであるが、サロベツ川では標高-3.2 mである。またパ
ンケ沼入口のKP23.8相当では河床標高は-2.8 mとなって
いる。パンケ沼に塩水が供給されるためには、少なくと
も天塩川の塩淡境界が標高-2.8 m以上が必要であること
が示唆される。

図-9 円山流量、パンケ塩分、本川境界標高の変化(2010)
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4．断面形状による塩水遡上の検討
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図-11 天塩川とサロベツ川の平水流量の推移
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図-12 パンケ沼シジミ漁獲量と円山流量の関係
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ツ川の自流淡水量が卓越するために塩水が遡上しなけれ
ば淡水化が卓越する水理構造を有している。つまり、パ
ンケ沼に塩分を供給するためには、天塩本川から継続的
に塩水が供給される必要があることを示している。また、
図-11に天塩川とサロベツ川の平水流量の経年変化を示
す。平水流量は年々増加傾向を示した。特に夏期の高水
温期に降雨量が増加傾向であるため、サロベツ川流量の
増加によって淡水化が助長される傾向であること、加え
て天塩川流量の増加によって塩水遡上が抑制される傾向
であることが推定される6)、7)。さらに、図-12にパンケ沼
のシジミ漁獲量と円山観測所の年平均流量の関係(図-1、
図-7の結果から)を示す。図に示すように平均流量が多
いほど漁獲量が低下傾向を示し、本川の塩水遡上の抑制
がパンケ沼のシジミ漁獲量に影響していることが推察さ
れる。ここまでに推察される塩水遡上メカニズムとシジ
ミ資源量の関係を以下にまとめる。
・天塩川水系では本川、支川ともに塩淡二層構造で塩水
遡上し、塩淡境界面の標高は本川流量で推定可能である。
・パンケ沼への塩水供給には、本川の塩淡境界標高が標
高-3m以上が必要である。
・パンケ沼はサロベツ川の自流により淡水化が優先する。
・天塩川、サロベツ川ともに降雨量の増加によって平水
流量が経年的に増加傾向を示す。
・サロベツ川流量、天塩川流量、シジミ漁獲量、パンケ
沼塩分値は相関関係が確認され、流量の増加により淡水
化してシジミ漁獲量の減少となることが推察される。
これらよりシジミ生息に適した塩分環境のためには夏
期に本川流量が100 m3 / s以下を長時間維持することが有
利であると思われる。そのためには流量増加の影響を効
果的に低減できる方策が重要となる。ここで、降雨時に
も平水流量程度まで流況を安定させるにはダムや遊水池
など流量制御を考慮する必要がある。しかし、本研究で
は平水流量が年々増加する状況下で塩水遡上を促進させ
るための適応策に注目した。つまり流量が200～300 m3 /
s程でも塩淡境界標高を上昇させる手法の検討を行った。
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図-13 KP7.8における横断形状の比較
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図-14 棚状地形の一次元適用模式図

４．１ 横断形状の変化
図-13に天塩川KP7.8における1969年と2007年の横断測
量成果の比較を示す。KP7.8の平水位は0.3mである。過
去の天塩川では標高-3 m前後に棚状地形が存在し、水深
が2 m以上ある水面幅が2007年に比べて50 mほど広く
なっている。このような地形的な違いはKP0～11.8まで
の間に所々にみられる。天塩川の塩水遡上は二層構造を
有することから、淡水と塩水の流れ方により塩淡境界は
変化することが想定される。そこで断面形状の影響を反
映した塩水遡上計算を行い、その効果を検討した。
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４．２ 一次元二層流モデルによる効果の試算
a) 計算条件
本研究では棚状地形の効果を把握するため、定性的な
検討を行うこととした。採用したモデルは吉川ら8)の一
次元二層流モデルとした。詳細は割愛するが、淡水層と
塩水層の連続式と運動方程式は式(1)～(4)、摩擦勾配は
式(6)、(7)である。h [m]：水深、Q [m3 / s]：流量、B
[m]：川幅、i0：河床勾配、if：摩擦勾配、ρ：液体密度で
Knudsen式、fi：界面抵抗係数でフルード数とレイノルズ
数の関数である金子式、fb：河床粗度抵抗係数でマニン
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図-16 塩水到達距離と単位幅流量の関係
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塩水川幅(B2)は250 m、河床勾配1 / 15000、マニング粗
度係数0.025として矩形断面を縦断距離26 kmで水路を設
定した。下流端の境界条件である潮位は実測値をもとに
0.3±0.5 mの24時間周期の正弦波で与え、上流端の境界
条件である淡水流量を単位幅流量見合いで0.1～1 m2 / s
の間で試算を行った。遡上する塩水濃度は変化しないと
して33 PSUとし、淡水と塩水の水温は15 °Cで一定と
した。Δx = 200 m、 Δt = 1 sとして任意上流端流量を一
定とした場合の7日後の出力値を結果とした。図-15に算
出結果例を示すが、図中の塩水到達距離およびKP7.8相
当の塩淡境界標高についてとりまとめた。
b) 算出結果
図-16に単位幅流量と塩水到達距離の関係を示す。塩
水到達距離は最長で18 kmに到達する。しかし単位幅流
量が0.4 m2 / sでは9 kmまでしか達しない結果となった。
また、単位幅流量0.4 m2 / sが単位幅流量に対する塩水の
遡上距離の変化量の変局点となる結果となり、水路幅
250 mでは流量規模は100 m3 / sに相当する。このことは、
淡水流量が100 m3 / s以下で急激に塩水遡上が促進され、
実際の天塩川における塩水遡上傾向と一致している。
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塩淡境界標高

図-15 境界標高計算結果例
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図-17 単位幅流量と塩淡境界標高の関係
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グ式 で算出した。添え字1は淡水層、2は塩水層を表す。
吉川らのモデルは一次元のため淡水層と塩水層の川幅が
同一である。そこで、棚状地形は図-14に示すように淡
水層の単位幅流量を考慮し、一次元の淡水流量に割り戻
して設定した。このとき、棚状部の摩擦勾配、塩淡境界
が棚上となった場合の算出、棚の高さの影響など課題が
多く残っている。しかし、本研究は淡水層の川幅による
塩淡境界標高の影響については定性的に評価できると考
え、棚状部に関する摩擦勾配等は考慮しないこととした。
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図-18 流量規模毎の単位幅流量

次に図-17にKP7.8相等の塩淡境界標高と淡水の単位幅
流量の関係を示す。単位幅流量が0.4 m2 / sまではKP7.8
に塩水が到達しているため、境界標高が算出される。単
位幅流量が0.5 m2 / s以上では塩水が到達しないため、塩
淡境界標高は河床高になっている。このとき単位幅流量
が小さいほど塩淡境界標高が高くなる結果となった。実
際の天塩川では単位幅流量0.4 m2 / sのとき、KP7.8の塩
淡境界標高は-2.5 m、塩水到達距離は14 km程であり、計
算結果は塩水遡上を過小評価している。しかし、淡水流

量の増加によって塩淡境界標高が低下し、塩水到達距離
が短縮するなど、定性的な挙動は概ね評価できると思わ
れる。ここで、算出される全水深(h1+h2)は単位幅流量が
大きいほど深くなるが、その差は3 cmほどであった。淡
水の単位幅流量が減少するとh1が減少するが、補うよう
に h2が増加するために塩水遡上が助長される結果と
なった。また、塩淡界面の摩擦係数は淡水層のフルード
数とレイノルズ数で算出している8)が単位幅流量が減少
すると淡水流速も減少するため界面摩擦も減少する。こ
のため塩淡境界標高が上昇し、全水深がほぼ変化しない
と推察される。以上の結果から、塩水遡上を促進させる
ためには淡水の流速を減少させること、単位幅流量を減
少させること、淡水川幅を拡幅することが有効であるこ
とがわかった。
４．３ 塩分供給方策の検討
淡水の単位幅流量を減少させることで、塩淡境界面標
高が高くなることが示唆された。近年の降雨の増加、平
水流量の増加傾向7)、さらに図-9の挙動からも、淡水流
量200 m3 / s程度でも塩水が遡上可能であれば、パンケ沼
の塩分濃度も産卵に適した環境を、より長期間維持でき
る可能性がある。そこで流量規模毎に川幅と単位幅流量
の関係図を図-18に示す。図中には淡水流量が100 m3 / s、
200 m3 / s、300 m3 / sの場合を示す。このとき、単位幅
流量を0.4 m2 / sとするためには淡水層川幅が500 m必要
となる。現状の断面を考慮(図-13参照)すると、高水敷を
掘り下げることで対応しうる堤内空間は存在する。しか
しながら、河口から縦断的に水面幅を拡幅することは現
実的ではない。加えて本研究で行った計算では棚状部の
水深はh1となるため、概念的には上流に向かい棚状部が
塩淡境界標高に沿って深くなる欠点がある。今後はより
詳細に地形効果を検証する必要はあるが、単位幅流量を
減少させることで、塩水遡上が促進される傾向は変化し
ないと考えられる。よって川幅の拡幅、棚状地形の造成
は塩水遡上の促進に一定の効果があると想定される。さ
らに河積の増大、生物生息場としての副次的な効果も期
待される。また、パンケ沼への塩水供給のため、天塩川
とサロベツ川の合流部およびパンケ沼入口部の掘削も考
えられる。しかし、パンケ沼の水理構造7)から淡水化傾
向が卓越するために、掘削により淡水化が助長されるこ
とが想定される。この点からも本川での流量増加に適応
した塩水遡上促進策が重要となる。

５．まとめ
本研究で得られた成果を以下にまとめる。
・天塩川水系において本川および支川を含めて、塩水遡
上は塩淡二層構造を有していることを明らかにした。
・天塩川において任意地点における塩淡境界標高を淡水
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流量の対数関数形式で推定可能とした。
・パンケ沼への塩水供給条件は天塩川の塩淡境界標高が
-2.8 m以上、本川流量が100 m3 / s以下である。
・降雨増加によって河川流量が増加傾向にあり、塩淡境
界標高が低下して、パンケ沼が淡水化していることが示
唆される。適応策として本川の河道形状の効果を数値計
算により検討した結果、淡水の単位幅流量を減少させる
ことで、塩水遡上を促進できることが分かった。既往の
断面形状から棚状地形により、淡水が棚上部を流下する
ことで、塩水遡上が促進されることが示唆された。
謝辞：北見工業大学 吉川泰弘 助教には数値モデルの
提供および適用に様々な協力・助言をいただいた、また
北海道開発局留萌開発建設部には貴重なデータを提供い
ただいた、ここに記して謝意を表す。
参考文献
1) 農林水産省：内水面漁業生産統計、
http://www．maff．go．jp/j/tokei/kouhyou/naisui_gyosei /
index．html
2) 中村幹雄：宍道湖におけるヤマトシジミ Corbicula japonica
PRIME と環境との相互関係に関する生理生態学研究、島根
県水産試験場研究報告 第 9 号、1998．
3) Atas Pracoyo、 梅田信、田中仁、佐々木幹夫、長崎勝康：十
三湖におけるヤマトシジミ産卵期の塩分・水温と稚貝生息数
に関する検討、土木学会論文集B2（海岸工学）、Vol． 67、
No． 2、pp． I_1001-I_1005、2011．
4) 明田定満、中村義治、奥出壮：シジミの個体郡動態を考慮し
た汽水域生態系モデルの構築－涸沼（川）を事例にして－、
海岸工学論文集、第52巻、pp．1046-1050、2005．
5) 鶴田泰士、石川忠晴、西田修三、成田舞、藤原和宏：小川原
湖におけるヤマトシジミの繁殖環境について、土木学会論文
集、No．705/Ⅱ-59、 pp．175-187、2002．
6) 杉原幸樹、渡邉和好、平井康幸：天塩川における塩水遡
上とヤマトシジミ生息環境に関する研究、寒地土木研究
所月報、No．742、pp．12-21、2015．

7) 杉原幸樹、平井康幸：サロベツ川の水収支に基づくヤマ
トシジミ生息環境と流況変化の関係、土木学会論文集
G(環境)、Vol．71、No．5、pp．I_79-I_86、2015．

8) 吉川泰弘、阿部孝章、中津川誠、船木淳悟：河川津波
による塩水遡上現象に関する研究、土木学会論文集
B2(海岸工学)、Vol．71、No．2、pp．I_403-I_408、
2015．

