技術資料

魚類遡上数の自動計測
－魚カウンターによる大型魚、中型魚および小型魚の計測事例－
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１．はじめに
魚カウンターとは魚類遡上数を自動で計測する装
置で、欧米では1950年代から開発されてきた 1) 。我
が国では、サケ(Oncorhynchus keta) 2, 3)やサクラマス
(Oncorhynchus masou)4)そしてアユ稚魚(Plecoglossus
altivelis)5)などの遡上数を計測する魚カウンターが開
発されている。しかし、長期間の計測を行った事例は
少ない。また、計測された対象魚の大きさは大型魚（尾
叉長約60 cm）と小型魚（尾叉長約5 cm）であり、尾
叉長約10 cm程度の中型魚の測定事例はない。
河川連続性を担保する方法として魚道設置が行わ
れ、魚類群集の管理や保全を目指す動きが全国各地で

図－1

みられる。このような魚類群集管理を行う上で遡上数

勇払川ウトナイ堰魚道の誘導水路（〇印）
矢印は流向を表す。

を計測することは重要であり、遡上期間が長い場合や
魚種によって遡上期間が異なる場合には長期間連続計
測によるデータが必要となる。また、魚道の評価は遡
上数を計測することにより行われており 、この遡上
6)

２．大型魚対象の魚カウンター：勇払川ウトナイ堰に
設置したサケ親魚用魚カウンター

数計測はトラップや撮影画像を用いるのが一般的であ
る7)。ただし、連続計測は既存方法では労力や費用が

大型魚を対象とする魚カウンターは、主にサケやサ

かかり、さらには濁水時や夜間の計測は困難である。

クラマスの親魚（尾叉長約60 cm）の遡上数等を計測

今回紹介する魚カウンターによる自動計測は、長時間

するものである。この魚カウンターは、センサー電極

連続計測や夜間計測が可能であり、大規模な出水以外

が取り付けられた誘導水路（図－1）とこの架台から

は濁水時も計測ができる。このような自動計測は我が

なり、電極からセンサーケーブルを解析部に接続して

国だけでなく、魚道の利用評価 や遡上数と環境変量

対象魚が通過したときのパルス状の波形を解析および

との関係 を明らかにするために欧米の河川でも行わ

記録する。

8)

9)

筆者らは大型魚用魚カウンターを北海道中央部勇払

れている。
筆者らは数年前から魚カウンターを用いて、長期間

川
（流域面積219 km2）
のウトナイ堰の魚道に設置した。

の魚類遡上および降下数の自動計測を行ってきた。魚

本堰の約1.5 km上流にはラムサール条約湿地であるウ

種も前述のサケ、サクラマスおよびアユに加えて、魚

トナイ湖があり、このウトナイ湖の水位を維持するた

体の大きさがこれらの中間であるイワナもその遡上数

めに本堰が魚道とともに整備されている（図－1）。

を計測してきた。そこで、ここではこれら大きさが異
なる計測対象魚の計測事例を紹介する。

この魚道の中間部分に誘導水路（長さ2.0 m×幅0.8
m）を設置した。この誘導水路には魚カウンターのセ
ンサー電極が3本取り付けられ、対象魚はここを通過
する。誘導水路の設置に際しては、誤判定を少なくす
るために電極部で大きな波を生じさせないことに注意
した。また、誘導水路内を対象魚が滞留しないように
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流速は30 cm/s以上に、水深は複数個体の同時遡上を

ったことから、ここでの遡上はサケとみなす。2019年

回避するように魚体の高さ程度（約20 cm）に設定し

の計測では10月が遡上のピークとなっている（図－3）。

た。さらに、魚体の通過パルスを明瞭にするためセン

本魚道での例年の遡上傾向や産卵個体の観察から、12

サー電極の間隔は30 cmにして、最上流と最下流の電

月にも遡上のピークが見られる。しかし、2019年の計

極の距離が魚体の大きさとほぼ同じおよそ60 cmにな

測中には11月に8日間、12月に20日間の欠測期間があ

るように配置した（図－2）。計測期間は9月頃から翌

ったため、12月のピークが計測されなかったと思われ

年1月末頃までの約5ヶ月間である。2018年から2021年

る。また、2019年の遡上数の多い時期では、24時間連

まで計測している。

続計測によって、夜間に遡上していることも明らかに

センサー電極からカウンター解析部へセンサーケー

なった。

ブルが接続され、
この解析部で遡上の波形を記録した。
記録には魚類遡上数計測システム（TEAFCS-LOGS01PC：田村電子工房製、高崎市、以下計測システムと呼
ぶ）を用いた。計測システムを駆動する電源は、密閉
式鉛蓄電池（12 V,36 Ah）あるいはリチウム蓄電池（12
V,100 Ah）を使用した。鉛蓄電池一つで約1日、リチ
ウム蓄電池で約3日間駆動する。電池交換の頻度を下
げるためにこれらの蓄電池とソーラー充電器との併用
も行った。
誘導水路は魚道内にほぼ水平に設置され、魚道隔壁
からの流れを電極付近で波立たせずに誘導水路に導
き、誘導水路下流で落水させた。電極付近の水位変動
は魚類の通過波形と同様な波形を発生させる。このこ
とから、正確な遡上数の計測のためには誘導水路の設
置時に流水を電極付近で波立たせないことが重要であ
る。また、魚カウンターは魚種を判別することができ
ないことから、対象魚以外の個体が電極を通過すると
対象魚の遡上数や降下数の誤判定につながる。本魚道
では、尾叉長約30 cmのウグイやフナなども遡上して
おり、これらの大きさの個体が発する波形は尾叉長約
60 cmのサケの波形と分離することが難しい。そのた
め、これらの魚種を対象魚と分離して遡上させること
が正確な遡上数等を取得するためには重要である。こ

図－2 勇払川ウトナイ堰魚道の魚カウンターの誘導水路
オレンジ色の矢印は流向を表す。b）のアルミ板はセンサー
電極。

こでは、誘導水路の下にも空間があり、その空間の最
上流に3 cm間隔の丸棒を縦に並べて作ったスクリー
ンを取り付けた。このスクリーンは体長30 cm程度ま
での個体が通過できる。このように、小さな個体は誘
導水路を通過せずに遡上できるような工夫を行った。
さらには、ウトナイ堰は可動式であるため、堰が上
がる時期には魚道内の流量が増加する。そのため誘導
水路内の波が大きくなり、ノイズとなってカウンター
での遡上数等の計測精度が低下する。そのため、その
時期は、魚道流入口の流量を板等により調整した。
2019年の計測では、9月から翌年2020年1月までサケ
科魚類の遡上が確認された。上流のトキサタ堰で撮影
した画像から9月および10月の遡上魚の約9割がサケだ
36

図－3

2019年のウトナイ堰で計測されたサケの遡上数と
降下数
11月と12月には8日間と20日間の欠測期間があった。
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３．
中型魚対象の魚カウンター：石徹白川水系峠川支
流桂清水に設置したイワナ用魚カウンター

導水路の下流側で流速が小さくなり、イワナ個体が採
餌のために定位し、遡上しない現象が頻繁に観察され
た。今後は誘導水路が遡上の妨げとならないように、

中型魚を対象とした魚カウンターは、二列の誘導
水路を小規模河川に土嚢等で固定し、センサー電極
であるアルミ板を取り付け、そこからのセンサーケ
ーブルを解析部に接続する仕組みである（図－4）。

下流部の水深を小さくし速やかに遡上するような環境
をつくることが必要である。
秋期遡上期（10月から12月まで）にはイワナの遡上
が確認され、遡上のピークは11月上旬だった。

この中型魚用魚カウンターは主にイワナ（Salvelinus
leucomaenis尾叉長10-15 cm）を対象としている。
本魚カウンターは、岐阜県を流れる九頭竜川水系石
徹白川支流峠川へ注ぎ込む桂清水の最下流部に設置さ
れている。桂清水は峠川流域にある湧水地から峠川
へ注ぐ流程約200 m、川幅2.3 mの小規模河川である。
この桂清水は湧水を主要な水源としていることから、
年間の流量変動は小さく、水温も一年を通して10 ℃
前後で安定している。過去には多くのイワナが産卵場
として利用していたことから、現在では石徹白漁協を
中心として釣り人のボランティアの手で人工産卵床が
造成されている。そのため秋季には産卵行動としての
イワナの遡上がみられる。
この桂清水と峠川との合流点から約10 m上流に長
さ92 cmおよび幅23 cmの誘導水路を2列設置した。設
置に際しては、対象個体が誘導水路内で滞留しない
ように流速は25 cm/s以上に、複数同時に電極を通過
しにくいように水深は約10 cmに設定した。魚体の通
過による波形を明瞭にするために3本のセンサー電極
の間隔は7 cmにして、最上流と最下流の電極の距離
が魚体の大きさと同じ約15 cm程度になるように配置
した（図－4）。計測は2019年から遡上期に毎年行い、
2021年は7月31日から遡上終了時期の11月26日まで119

図－4

 阜県石徹白川水系峠川上流域に位置する桂清水a)
岐
に設置された魚カウンターの模式図b)
誘導水路のセンサー電極からはセンサーケーブルが魚カウンタ
ー解析部へと接続されている。図中のオレンジ色の矢印は流
向を表す。

日間行った。このうち終日欠測した期間が13日間（9
月6日から15日、25日から27日）あった。
誘導水路に取り付けたセンサー電極からはセンサー
ケーブルがカウンター解析部へ接続されており、電極
からの遡上や降下の波形を、前述の計測システムの2
チャンネル仕様（TEAFCS-LOGS02-2CH-BAT：田村
電子工房製、高崎市、以下2ch計測システムと呼ぶ）
を用いて記録した（図－5）。この計測システムは鉛蓄
電池（12 V,36 Ah）6台で約10日間駆動できる。今回
は電池交換の頻度を下げるためにこの装置とソーラー
充電器との併用も行った。この充電器を使用すること
で電池交換が不要となった。
本魚カウンターの誘導水路は流量の小さな小規模河
川に設置されたことから、センサー電極付近の波立ち
はほとんど生じず、誤判定は少なかった。しかし、誘
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図－5 桂清水に設置された中型魚用魚カウンター
二列の誘導水路a)のセンサー電極c)から魚カウンター解析部
d)にケーブルで接続される。オレンジ色の矢印は流向を表す。
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また、魚カウンターでは魚種の判別はできないこと
から、同時に撮影した画像と事前のエレクトリックシ
ョッカーによる採捕調査から、遡上した個体の桂清水
に生息する個体の約9割がイワナだったため、ここで
は遡上数のすべてがイワナとみなす。2021年は遡上が
1472個体、降下が1070個体だった。24時間連続計測
によって、夜間に遡上していることが明らかになり、
2019年に行った計測では29.8％が夜間に遡上していた
（図－6）
。

図－6

2019年の桂清水におけるイワナ遡上数の夜間と
昼間の割合

４．小型魚対象の魚カウンター
の支川を合流して、那賀川平野を流れたのちに紀伊水
小型魚（アユ稚魚（尾叉長5-10 cm）
）を対象とした
魚カウンターは、ステンレス製の架台(長さ0.6 m×幅

道に注ぎ込む、幹川流路長125 km、流域面積874 km2
の一級河川である10)。

0.7 m×高さ0.46 m)に誘導水路（長さ0.3 m×幅0.1 m

那賀川では毎年3月の終わり頃から5月にかけて紀伊

×高さ0.1 m）をとりつけたものを、小規模魚道（幅

水道からアユ稚魚が遡上する。北岸堰には2021年まで

0.7 m×高さ0.46 m）の底部にアンカーと土嚢等で固定

は小型の魚道、大型の魚道および扇形の魚道の3種類

することで設置した。誘導水路は、多くの遡上個体を

の魚道が右岸からならんで整備されており、そのうち

可能な限り一個体ずつ遡上させるため、4列配置した。

最も右岸を流れているのが小型魚道（幅0.7 m×高さ

それぞれの誘導水路には、魚カウンターセンサー電極

0.46 m）である。遡上時期にはこの小型魚道には多く

となる2 cm幅のアルミ板を3 cm間隔で3本取り付けら

のアユ稚魚が遡上する。

れている（図－7）。さらに、これらの4組の電極から

この小型魚道の最上流部に架台とともに誘導水路を

センサーケーブルを魚カウンター解析部へ接続した。

設置して、遡上するアユ稚魚を計測した。設置に際し

小型用魚カウンターは、那賀川の河口から11 km上

ては、誤判定を最小にするために電極部に波が生じな

流に位置する北岸堰に設置された。那賀川は徳島県南

いように注意した。また、誘導水路内を個体が滞留し

部を代表する河川で標高1,930 mの剣山系ジロウギュ

ないように流速は20 cm/s以上、個体が複数で通過し

ウから流れだし南流下後に西に流れを変えながら多く

にくいように水深は10 cm前後に設定した。さらに、

図－7

2021年に徳島県那賀川北岸堰魚道a)に設置した小型魚
用魚カウンターb), d)
4列の魚カウンター誘導水路d)のカウンター電極から魚カウン
ター解析部c）にカウンターケーブルが接続されている。
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図－8

2021年4月14日の那賀川北岸堰魚道における時
間当たりのアユ遡上数
日の出（6時頃）前や日没（18時頃）後にもアユの遡
上は行われている。
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魚体が通過したときに発生するパルス状の波形を明

電源を利用できる設置箇所であれば、電源不足による

瞭にするためにセンサー電極の間隔は約3 cmにして、

欠測はほとんど起こらない。商用電源を利用できない

最上流と最下流の電極の距離が魚体の大きさとほぼ同

場所では、鉛蓄電池やリチウム蓄電池あるいは太陽光

じ約10 cmになるように配置した（図－7）。センサー

充電器と蓄電池併用を利用することになる。これらの

計測は2021年3月25日から遡上終了時期の5月13日まで

場合、蓄電池の交換頻度が少なくなる太陽光充電器と

113日間行い、この間に終日データが欠損した期間が3

蓄電池併用型が利便性がよい。

日間（4月5日から7日）あった。魚カウンターでは魚

魚カウンターでは、遡上数あるいは降下数の計測が

種の判別はできないが、この計測期間中ではアユ以外

可能であるが、魚種の判別は不可能である。そのため、

の魚種がほとんど見られなかった。そこで遡上個体の

複数種の魚類が遡上する場所では、誘導水路の構造を

すべてがアユとした。

工夫する、遡上時の画像データを解析するなどの対策

アユ稚魚の遡上や降下の波形の記録は前述の計測シ

が必要である。また，画像の撮影や機材については、

ステムの4チャンネル仕様（TEAFCS-LOGS03-PB04：

様々な方法が考えられるが紙面の都合上ここでは言及

田村電子工房製、高崎市、以下4 ch計測システムと

しない。

呼ぶ）を用いた。4 ch計測システムはソーラー充電

上述したように複数種の遡上がある場合、カウンタ

器（TEAFCS-SOLLTI：田村電子工房製）と12 V,100

ーだけでは遡上数計測には課題もあるものの、一定条

Ahと12 V,50 Ahのリチウム蓄電池を搭載したバッテ

件下や誘導水路の工夫により魚カウンターを用いるこ

リーパック（TEAFCS-POWP-LTI01-NM：田村電子

とで魚体の大きさが異なる対象魚に応じて24時間連続

工房製）2台で駆動させた。

かつ長期間での自動計測が可能である。このような魚

今回の計測期間（3月から5月まで）中で131万個体

カウンターが普及すれば、魚道や小河川を利用する魚

を超えるアユの遡上が確認され、計測期間中の遡上の

類の行動生態がより詳細に明らかになり、効率的な魚

ピークは4月2日、14日および5月9日の3回みられた。

道設計や魚類個体群保全に寄与することができると考

24時間連続計測によって、時間毎の遡上数も明らかに

えられる。

なった。一日あたりの遡上数が最も多かった4月14日
では、日の出（6時頃）前や日没（18時頃）後にも遡

謝辞：本稿で使用したデータの収集時には北海道区水

上する個体が多く観察された（図－8）。遡上数の多い
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合会、農林水産省中国四国農政局那賀川農地防災事業

われないことが多かったが、本結果から今後はトラッ
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