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美利河ダムにおけるバイオテレメトリー手法を用いた
サクラマス幼魚の行動計測
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要する。また、複数個体がアンテナを同時に通過する

１．はじめに

と個体識別ができない。超音波発信器と受信機を用い
海洋と河川を往来する回遊魚にとって、産卵域およ

る方法は無線技士免許や固定局の申請の必要がないだ

び生息域と、海洋との移動が困難になることによって

けでなく、発信器も小型化され10 cm程度の魚類でも

個体群の衰弱あるいは絶滅のおそれが高まると考えら

装着が可能である。

れる。このため、沿岸から河川上流域までの連続性の

サクラマス幼魚（以下、ヤマメ）は夏季と秋季とい

担保は回遊魚個体群の保全を考える上で重要である。

った季節によって、その行動が異なることがしられて

さらには、個体群の減少や絶滅はこれら個体群と関係

いる 6)。しかし、1年を通して、ダム湛水域における

を持つ多くの生物群集に影響がおよび、河川を取り巻

ヤマメの行動はよくわかっていない。そこで、本研究

く生物の多様性低下も危惧される。こうした生物多様

では小型超音波発信機と受信機を用いて美利河ダム湛

性の保全に加えて

水域でヤマメの行動を計測した。ここではその結果を

1, 2)

、水産資源の持続的利用の確保

の観点からも魚類が移動しやすい川づくりが重要であ

報告する。

るとの社会的認識が高まっている 。
3)

サケ科魚類は北海道で多く漁獲され4)、北海道漁業

２．方法

を支える重要な存在でもある。そのようなサケ科魚類
の漁獲数は2000年代から減少傾向にある5)。サケ科魚

２．１

調査地概要

類のなかでもサクラマス(Onchorynchus masou)は、人

調査地は北海道瀬棚郡今金町を流下する後志利別川

工放流による増殖効果が小さい。そのため、野生資源

流域の美利河ダムとその流入河川で（図－1）2016年

の維持増殖には河川の環境保全、とりわけ遡上および

と2017年に行った。美利河ダムは1991年に洪水調節、

降河環境の保全が重要である。

流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、発電

一方で、ダム上流域から下流へのサクラマス降河行

の4つの目的のために建設された。ダムの堤体の高さ

動や、
ダム湛水域の行動を明らかにした事例は少ない。

は40 m、型式は重力式コンクリートおよび中央遮水

このような行動を明らかにする手段として、トラップ

壁型ロックフィル複合ダムで、集水面積115 km2、湛

を用いた調査や、電波発信機やPITタグを用いたいわ

水面積1.85 km2、総貯水容量1,800万 m3である。

ゆるバイオテレメトリー技術の利用が考えられる。

この美利河ダムには後志利別川、ピリカベツ川お

トラップ調査では遡上あるいは降河してきた個体を

よびチュウシベツ川が流入して湛水域を形成してお

捕獲したのちにその個体数等を計測する。トラップを

り、ダム堤体直下では後志利別川として下流へ流下し

長期間設置したままの調査が難しいことや、出水時期

ている（図－1A）。この湛水域に流入するチュウシベ

のトラップ流出等の課題がある。電波発信機を使用し

ツ川下流部と後志利別川との間には魚道が設置されて

た調査では、特殊無線技士等の資格保持者が対象魚を

いる。この魚道へ流水と魚類を魚道へと導く分水施設

アンテナで追いかける調査を行う。受信機を設置して

がチュウシベツ川に設置されている（図－1B）。また、

待ち受け調査も可能だが、複数の個体が同時にアンテ

このチュウシベツ川の分水施設の下流からダム湛水域

ナを通過すると個体識別が難しい。PITタグシステム

までの間には2基の横断構造物（落差工）が設置され

は、電波法による設置申請等は不要で、かつ長期の観

ている（図－1A）。

測が可能である。しかし、このシステムは交通用IC
カードと同様の原理であることから受信距離が極端に
短く、有効な計測数を明らかにするには設置に工夫を
18

２．２

超音波受信機の設置

分水施設周辺やチュウシベツ川、あるいは美利河ダ
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ム湛水域におけるヤマメの行動を計測するために、チ

での淵状の地形で発信機装着個体の探索を行った。

ュウシベツ川と美利河ダム湛水域に受信機を設置し
た。

２．３

ヤマメへの超音波発信機の装着と放流

チュウシベツ川の分水施設周辺St. 1（図－1B）とそ

発信機は、ヤマメに装着可能な小型発信機を飲み込

こから流れる魚道St. 2（図－1B）に受信機をそれぞ

ますことにより胃部に装着した。発信機は Vemco社

れ設置した。また、ダム湛水域には2016年に8地点、

製（V7-69 kHz、直径7 mm ×長さ22.5 mm、水中重

2017年には14地点に受信機を設置した。2016年の設置

量0.7g）を用いた。発信間隔は5秒に設定し、約70日

地点はチュウシベツ川、後志利別川およびピリカベツ

間使用できる様にした。

川の湛水域への各流入部の3地点St. 3, 9および10（図

このようなヤマメを分水施設本堤（図－1B）の上流

－2A）と湛水域中心部6地点St. 4から 8（図－2A）で

で2016年8月9日と、2017年5月26日に放流した。2017

ある。2017年の設置地点は2016年の8点に加えて、湛

年の放流は夏季であり、ヤマメは分散後少なくとも夏

水域の中心部St. 8’、湛水域スクリーン付近の2地点St.

頃までは分散先で定着する。一方、2016年8月放流は

12と14、取水塔付近に2地点St. 11と13およびダム下流

秋季であり、9月を中心として低流速の摂食場を求め

の発電放水口地点St. 15（図－2B）である。受信機は、

て移動する時期である6)。

2016年は8月8日から10月2日、2017年は5月26日から8

放流数は2016年と2017年ともに20個体である。放流

月30日まで設置した。設置した受信機はVemco社製、

した個体の尾叉長（平均値と標準偏差）は，それぞ

VR2-Tx-69 kHzを用いた。さらには、2017年6月28日

れ155.8 ± 22.5 mmと147.9 ± 9.8 mmだった。さらに、

と7月25日には可搬型受信機（Vemco社製、VR-100）

チュウシベツ川のダム流入部において、2016年8月10

を用いて、チュウシベツ川流入部から分水施設周辺ま

日と、2017年5月26日と6月8日に放流した。放流数は

図－1

美利河ダム湛水域およびその流入河川（A）と分水施設および魚道（B）

オレンジ丸は受信機の位置を示す。Aは国土地理院の電子地形図を改変。
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図－2

美利河ダム湛水域における超音波受信機の設置地点

オレンジ丸点は受信機の位置を示す。2016年（A）と2017年（B）とでは受信の設置場所と設置数が異なる。国土地
理院の電子地形図を改変。

2016年が20個体、2017年が30個体である。放流個体は

3A）は、これ以外の区間に位置していたと推測される。

すべて、魚道から採捕されたスモルト化しなかった幼

なお、不明個体の副堤からの落下状況は明確ではない

魚であり、尾叉長（平均値と標準偏差）はそれぞれ，

ものの、ダム湛水域まで降下した個体は記録されなか

137.1 ±18.5 mm，139.9 ±16.0 mmだった。

った。
チュウシベツ川流入部において放流した個体は、
2016年と2017年ともに1個体がチュウシベツ川分水施

３．結果および考察

設（St. 2: 図－1B）に遡上していた（図－3B）。ただ
３．１

し、2016年に7個体、2017年には13個体がチュウシベ

放流個体の行動

チュウシベツ川本堤上流から放流した個体が最後に

ツ川流入部（St. 3: 図－2）で滞留しており、両年とも

受信された場所は、どちらの年も魚道と分水施設だっ

相対的にこの場所での滞留が多かったことが2年間の

た（図－3A）
。魚道において受信された個体数は8個体

データから明らかになった（図－3B）。また、取水塔

（2016年）と7個体（2017年）であった。分水施設周辺

（St. 12: 図－2B）や放水口（St. 15: 図－2B）において

では1個体（2016年）と4個体（2017年）であった。ま

一度も受信されておらず、2017年だけのデータからで

た、11個体（2016年）と9個体（2017年）は行方不明

はあるものの、放流魚が取水口に取り込まれていない

だった（図－3A）。スモルト化したヤマメ個体を対象

ことがわかった。さらに、2017年には、落差工二基の

とした既存の調査では、本堤上流から放流された放流

間における淵状地形において可搬型受信機により放流

魚のほとんどが魚道まで達していた

。スモルト個

魚を発見できた。チュウシベツ川に遡上するヤマメ個

体は降海への指向が高く、そのために魚道に到達する

体は、チュウシベツ川の流量が変動しているときに遡

個体が多かったと思われる。今回使用した個体はスモ

上行動を起こしている傾向が認められた。このように

ルト化する時期以降のスモルト化しなかった個体であ

2017年には可搬型受信機により詳細な位置が明らかに

り、移動パターンはスモルト化個体のそれとは異なる

なった。

7, 8)

と考えられる。2016年と2017年の放流時期は異なって

本調査で用いた放流魚は、チュウシベツ川に接続す

おり、2017年が5月末からの夏季にあたり、2016年は

る魚道で捕獲した個体であり、魚道もしくはチュウシ

秋季として放流した。このように、2年間のデータで

ベツ川で産卵されふ化した個体である可能性が高い。

はあるものの、これら幼魚の夏季から秋季にかけての

そのため、遡上する河川はチュウシベツ川だと思われ

行動から、スモルト化個体以外でもこの分水施設と魚

た。2016年ではそれぞれ1個体が利別川およびピリカ

道は機能していることを示唆している。超音波受信可

ベツ川で確認された後不明となっていた。2017年にも

能区間は分流施設内から魚道上流部とチュウシベツ川

利別川およびピリカベツ川でそれぞれ3個体が確認さ

が湛水域に流入する場所周辺である。不明個体（図－

れた後に不明となっていた（図－3B）。2年のデータが

20
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同様な傾向を示していたことから、放流個体がチュウ
シベツ川以外の河川にも遡上していることが偶然であ

14

る可能性は低いと考えられる。この行動は、一度湛水

12

域に流入した個体が流入河川へ移動できることを意味

10

している。

8

美利河ダム湛水域における放流魚の滞在

2016年の美利河ダム湛水域におけるヤマメの滞在時
間は6分間から71日間で、放流個体の半数の10個体は、
放流後一日未満で各流入河川へ移動している。30日以
上湛水域に滞在した個体も3個体が認められ、そのう
ち2個体は60日以上湛水域に滞在した（図－4）。一方
で2017年では、2016年と異なり、湛水域での滞在時間
は5日から90日間であり、2016年に比べて長く滞在し
た個体が多い。最短の滞在時間でも5日間は滞在して
おり、約半数の14個体が20日以上滞在していた。2017
年は5月26日と6月8日に放流されている。7月から9月
にかけてはヤマメの発育期であるため12)、摂食量が最
大を迎える時期と重なる。この時期は生息密度が高く
なりすぎると分散し9, 10, 11, 12)、分散後は少なくとも夏
頃までは同じ箇所で定着し採餌をおこなうことが考え

6

最後に確認された個体数 (N)

３．２

A: チュウシベツ川分水施設本堤上流

4
2
0

14

魚道

分水施設

（St. 1）

(St. 2)

不明
2016
2017

B: チュウシベツ川流入部

12
10
8
6
4
2
0

られている 6)。また、2016年8月に放流された個体は
秋季の行動をするとおもわれ、9月を中心とした時期
は、低流速の摂食場を求めて移動が引き起こされると
考えられている6)。2016年と2017年とで、ダム湛水域
における滞在時間分布に違いがあったのは、放流時期
が異なることによる行動様式の違いが反映されたため
だと思われる。このように、2年間のデータではある
ものの、夏から秋の時期では、湛水域での行動が異な
ることが明らかになった。

図－3

放流個体が最後に確認された場所の個体数

2016年（□）と2017年（■）にチュウシベツ川分水施設本
堤上流（A）とチュウシベツ川流入部（B）から発信付個
体が放流された。2016年調査と2017年調査では受信機の設
置位置が一部異なる（本文参照）。スクリーン：ダムサイ
トの湛水域スクリーン付近(St. 12と14)、放水口：ダム下流
北電放水路出口付近(St. 15)、チュウ川：チュウシベツ川流
入部(St. 3)、利別川：後志利別川流入部(St. 9)、ピリカ川：
ピリカベツ川流入部(St.10)。なお、スクリーン、取水塔お
よび放水口では2017年にのみ計測している。

４．まとめ
分水施設上流から放流された個体は15個体が魚道ま

の、分水施設まで遡上できた個体はほとんどいなかっ

で、5個体は分水施設内まで到達していた。また、ダ

た。チュウシベツ川に設置された二基の落差工周辺で

ム湖に放流された個体は、チュウシベツ川に多く遡上

観測された1個体は大きな流量を利用して遡上したこ

するだけでなく、他の2つの流入河川へも遡上してい

とが考えられる。

る可能性が考えられた。ダム湛水域に個体が滞在した

また、ヤマメが活発に分散して定着する時期（2017

場合、放流個体数の15%（2016年）および47％（2017

年）と秋の低流速の摂食場を求めて移動する時期（2016

年）
で20日以上も滞在することが明らかになる一方で、

年）とでは、湛水域の滞在時間に大きな違いがあり、

2016年放流の約半数は放流後一日以内に各流入河川方

分散期（2017年）に滞在時間が長くなった。これには

向へ移動していた。このように、湛水域から流入河川

ヤマメ幼魚の季節による行動様式の違いが反映されて

上流へ遡上することによって、本ダム湖において湖産

いる可能性が考えられた。

型サクラマスの増加につながる可能性が考えられた。
チュウシベツ川流入部にまで移動した個体は多いもの
寒地土木研究所月報

№796

2019年９月

このような湛水域に放流されたヤマメの行動を2年
間のデータではあるものの、ヤマメの生活史を考慮し
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2016年
60日以上

30 日以上
<60 日未満
1日以上
30 日未満，0

2017年

2

1

60日以上

7

4

7

不明
30 日以上
<60 日未満

10

3

1 日未満

5

1日以上
10日未満

7

4

20日以上
30日未満
図－4

1日未満, 0

不明

10日以上
20日未満

美利河ダム湛水域における放流個体の滞在時間

2016年（8月10日）と2017年（5月26日と6月8日）の放流個体数はそれぞれ20個体と30個体である。放流数によって円
の大きさを変えてある。図中の数字は個体数を示す。

て夏季から秋季までその行動を計測することで、ヤマ
メの行動を明らかにすることができた。

6） 真 山 紘 : サ ク ラ マ ス O n c o r h y n c h u s m a s o u
(Brevoort) の淡水域の生活および資源培養に関
する研究、北悔道さけ・ますふ化場研究報告第

謝辞：本研究では国土交通省北海道開発局函館開発建

46、pp.1-156、l992．

設部今金河川事務所美利河ダム管理支所の皆様には大

7） 林田寿文・渡邉和好・矢部浩規：バイオテレメト

変お世話になった。また、本研究のデータの一部は同

リー手法を用いた小型魚の降下行動調査事例の紹

ダム管理支所による平成28年度および29年度美利河ダ

介、寒地土木研究所月報、730、pp.45-48、2014

ム分水施設機能外調査業務のデータである。さらに、

8） 林田寿文・新居久也・渡邉和好・宮﨑俊行・上田

公益社団法人北海道栽培漁業振興公社の新居久也氏に

宏サクラマススモルトの降下時における美利河ダ

は研究をまとめるに当たりお世話になった。関係諸氏

ム分水施設の評価、土木学会論文集B1(水工学)、

にはこの場を借りて深謝申し上げる。

Vol.71、No.4、pp.I_943-I_948、2015.
9） 田中哲彦・石田昭夫・松川洋・石川嘉郎・薫田道
雄: 人工ふ化サクラマス稚魚の放流に関する研究

参考文献

―1報
1） 国土交通省: 国土のグランドデザイン2050～対流
促進型国土の形成～、2016.
2） 国土交通省: 平成28年度国土交通白書、2017.

目名川とその支川における分散と定着に

ついての観察、北海道さけ・ますふ化場研究報告、
25、pp.1-17、1971.
10）松川洋・石田昭夫・田中哲彦: 人工ふ化サクラマ

3） 水産庁：水産基本計画、2017．

ス稚魚の河川放流に関する研究―2報

4） 加藤雅博: 北太平洋と日本におけるさけます類の

流三之助沢における分散と定着についての観察、

資源と増殖、SALMON情報、11、pp.40-41、2017.

北海道さけ・ますふ化場研究報告第25、pp.19-27、

5） 渡邊久彌・本多健太郎・鈴木健吾・斎藤寿彦：
サケ（シロザケ）日本系、平成28年度国際漁業
資源の現況、水産庁
pp.60-1-60-8、2017.
22

水産研究・教育機構、60、

目名川支

1971．
11）松川洋・長原幸吉・石田昭夫・石城謙吉・稲垣和
: 人工ふ化サクラマス稚魚の河川放流に関する研
究―3報

天塩川支流パンケナイ川における分散
寒地土木研究所月報

№796

2019年９月

と定着についての観察、北海道さけ・ますふ化場

魚の成長と生息密度および現存量の季節変化、道

研究報告第26、pp.1-9、1972．

立水産ふ化場研報、34、pp.7-16、1979.

12）小島博・杉若圭―: 厚田川におけるサクラマス幼

布川 雅典
NUNOKAWA Masanori
寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
研究員
博士（農学）

寒地土木研究所月報

№796

柏谷 和久
KASHIWAYA Kazuhisa
北海道開発局
帯広開発建設部
特定治水事業対策官
（前 寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
主任研究員）

2019年９月

谷瀬 敦
TANISE Atsushi
寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
総括主任研究員
技術士(建設)

新目 竜一
SHIMME Ryuichi
寒地土木研究所
技術開発調整監
（前 寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
上席研究員）



23

