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美利河ダム魚道はダムが完成した当時、整備されておらず、魚類の遡上・降下が出来ない状況
であったため、平成 17 年に河川環境の改善を目的に整備されたものである。
本発表は、後志利別川の回遊魚の代表種であるサクラマスの回帰周期(3年)が3サイクルを経た
調査結果を報告するとともにサクラマスの自然産卵がダム上流域において増加する傾向にあるこ
とに着目し産卵床の健全度について評価した結果を報告するものである。
キーワード：魚道、産卵床、環境、ハイダム
表-1 魚道整備の経緯
年 度

1. はじめに
(1) 魚道整備の背景と目的
美利河ダムは平成 3 年に完成した多目的ダムであるが
(図-1)、完成当初は魚道が整備されておらず、平成 17
年に魚道が整備されるまで約 15 年間、魚類の遡上・降
下が出来ない状況であった。
魚道整備は、美利河ダム直下に分布している魚類の生
息条件からみて、ダム上流は豊かな給餌場･生息場･産卵
場として考えられたこと、周辺地域の河川環境に関する
意識の高まりなどを背景に、本来の後志利別川が有して
いた河川環境の回復を図るために平成 9 年に「ダム水環
境改善事業」として採択された。魚道整備にあたっては
有識者を中心とした各種検討が行われ、平成 17 年に魚
道が完成した(表-1)。
美利河ダム魚道整備の目的は、「魚類の移動性の確保、
特に回遊魚であるサクラマス等の魚類の生息分布の回
復」としており、魚道整備によりダムによって分断され
た河川の連続性を確保し、魚道を含め上下流一体となっ
た生息環境の形成を目指している。
(2) 魚道概要
魚道検討委員会による全体計画は、ダム湖に流入する
4 河川の内、流域面積の大きい後志利別川本川とチュウ
シベツ川の 2 河川へと魚道を整備する計画としている
(図-2)。
魚道ルートはダム直下からチュウシベツ川を介して後
志利別川本川に接続することとしているが、全長 6.0km
の長大な魚道であるためⅠ期魚道としてチュウシベツ川
までの整備を先行し、魚道の効果を確認したうえで本川
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図-2 魚道整備全体計画

写真-1 左：階段式魚道、右：多自然魚道
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図-1 美利河ダム位置図

内
美利河ダム完成

までの整備を進めることとした。
魚道形式は、遡上・降下魚をそれぞれ流入河川・下流
河川にダム湖を介さず直接誘導できる点で優れているバ
イパス水路式を採用した(Ⅰ期整備延長 L=2.4km)。魚道
構造は階段式魚道(L=0.5km)と多自然魚道(L=1.9km)とで
構成され、大部分が多自然魚道となっている(図-2、写
真-1)。また、チュウシベツ川接続部には、チュウシベ
ツ川から魚道へ取水する取水堰を設け、ダム湖への降下
魚の迷入防止及び魚道へ安定した流量を導水出来るよう
にしている。
魚道対象魚はダム周辺で確認された魚種のうち、ダム
によって移動が妨げられた魚種を中心に、回遊魚である
サクラマス、アユなどの５種と淡水魚２種の計７種を対
象としている。

表-2 サクラマス生活史サイクル表

図-3 サクラマスの生活史

2. サクラマスに着目した魚道整備効果の検証
魚道整備後はⅠ期魚道の効果を検証するため、生息魚
類についてモニタリング調査を継続実施している。ここ
では後志利別川の回遊魚の代表種であるサクラマスに着
目し魚道整備効果の検証を行った。
サクラマスの生活史は、川で産卵・孵化してから約1
年半を川で生活し、その後、降海して約1年間を海で生
活してから再び生まれた川を遡上して産卵するまで約3
年で1サイクルとなっている。また、雄の一部について
は、降海せずに一生を河川で過ごす残留型も生息してい
る。魚道完成年の平成17年からみると現在3サイクル目
のサクラマスの遡上･産卵となる(図-3、表-2)。
魚道整備効果については「生息魚類調査」「遡上調
査」「産卵床調査」の結果を基にとりまとめた。
(1) 生息魚類調査
ダム上下流域に生息する魚類を調査し、魚道整備前後
の経年変化を把握するもので、サクラマスについては、
ヤマメの生息状況に着目した調査を行っている。
調査箇所はチュウシベツ川(3地点)、魚道(9地点)、減
水区間(4地点)、減水区間下流(4地点)を調査地点とした
(図-4)。調査期間は6月～10月の各月1回とし、捕獲方法
は投網･タモ網･電気ショッカーを用いた。捕獲後は種の
同定･個体数･全長(尾叉長)の計測を行い、ヤマメについ
ては体長階級区分による当歳魚の判別と生息密度調査に
ついても行った。
捕獲した魚の構成比をみるとチュウシベツ川では、魚
道通水を開始した平成17年までは、ウグイ類が優占種と
なっていたが、魚道通水後はヤマメが優占種となった。
さらにダム下流域でヤマメの出現率が高い平成21年と平
成26年では、チュウシベツ川においても同様にヤマメの
出現率が高くなった。当歳魚の出現傾向をみると平成21
年では捕獲されたヤマメの総数に対して当歳魚の割合が
び

さ

図-4 生息魚類調査位置図

ちょう
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図-5 出現魚種構成比

図-6 ヤマメの当歳魚比率

約90％以上、出現率の低い平成25年においても約70％以
上となったことからチュウシベツ川では当年孵化したヤ
マメが優占して生息していると考えられた。また、魚道
区間ではヤマメが優占種となっている (図-5、図-6)。
ヤマメの生息密度については、各年度でバラツキが大
きく経年変化での評価は困難なことからその他区間の生
息密度を1としたときのチュウシベツ川の生息密度をそ
れぞれ比較した。その結果をみると平成21年以降でチュ
ウシベツ川の生息密度比が高く平成26年で最も高い傾向
を示した。
また、調査手法が異なるため参考データとなるが、ダ
ム建設前の昭和56～57年とダム建設後で魚道整備前とな
る平成10～16年についても比較を行った。ダム建設前は
チュウシベツ川と減水区間でほほ同等程度の生息密度デ
ータとなっていた。ダム建設によりチュウシベツ川のヤ
マメの生息は減少したが、魚道整備後は徐々に回復傾向
を示しており、チュウシベツ川と減水区間の区間比をみ
るとダム建設前の区間比0.90～1.19に対して平成26年は
0.75となっていることからダム建設前に近づきつつある
ことがうかがえた(図-7)。

図-7 上：ヤマメの生息密度、下：チュウシベツ川のヤマメ生息密度比

(2) 遡上調査
サクラマス親魚の遡上数や魚道利用状況(遡上時期や
遡上経路)を把握するため、魚道最上流端にある取水堰
にビデオカメラを設置して魚影数の記録を行った(写真2)。
調査年度により調査期間は異なるが、主要なサクラマ
スの遡上産卵期にあたる9月1日～10月20日までの50日間
に陸上と水中にカメラを設置し、魚道ゲート操作室内に
ハードディスクレコーダーとモニターを設置して録画記
録を行った。
魚影数を計数する際にはウグイ類やヤマメ等の小型魚
を除き大型魚を対象とした。大型魚の判別は、サクラマ
スの特徴である赤い婚姻色等の魚体や直線的に突進する
等の行動特徴から行った。また、アメマスは魚体をくね
らせて突進する等の特徴から判別し、夜間等で確認が困
難な個体は不明魚として別途記録した。
サクラマスの魚影は、遡上とともに降下する個体も多
く確認されている。平成23年のサクラマスを対象とした
バイオテレメトリー調査 1) 2)でも、サクラマスが遡上だ
けでなく降下もしていることが確認されており特に雄は
雌を探して河道内で広く往来を繰り返していると考えら
れる。本調査では1日当たりの遡上した魚影総数から降
下した魚影総数を差し引いて残留数(以下、「魚道遡上
数」という)としてとりまとめた(表-3)。なお、平成26
年の調査結果は現在計数中であるため検証は平成25年ま
でとする。
サクラマスの日別遡上数をみると最盛期は概ね9月上
旬から10月上旬に集中した結果となった。また、年度別
にみると平成21年、平成24年で減少傾向がみられたが、
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写真-2 左：カメラ設置位置、右：各部カメラ画角
表-3 ビデオ解析調査結果一覧表

※1
※2
※3

調

査

年

度

調

査

期

間

H18
（2006）

Ｈ19
（2007）

Ｈ20
（2008）

9/1～10/31 9/1～10/31 9/1～10/31

Ｈ21
（2009）

Ｈ24
（2012）

Ｈ25
（2013）

9/15～10/31
9/1～10/20 9/1～10/20
(欠6日）

撮影記録時間

6時～18時
(12H)

6時～18時
(12H)

6時～18時
(12H)

6時～18時
(12H)

0～24時
（24H)

0～24時
（24H)

―

―

―

―

○

潜孔部撮影

―

遡上最盛期間

9/3～9/19

遡上魚影数

5

45

99

55

51（65）

150（190）

降下魚影数

0

32

68

45

42（48）

93（105）

最終魚道遡上数

5

13

31

10

9（17）

57（85）

最大魚道遡上数

5

18

32

12

10（17）

59（87）

最多遡上日

9/19

9/23

10/9

10/3

9/30

9/30

9/7～10/1 9/14～10/10 9/16～10/5 9/14～10/6 9/13～10/3

Ｈ18～Ｈ21は陸上ビデオのみの解析結果
魚道遡上数とは1日の遡上魚影総数―降下魚影総数
Ｈ24、H25の（ ）数値は24Ｈ確認数

図-8 日別累計魚道遡上数

平成25年には過去最多となる87尾の魚道遡上数が確認さ
れた(図-8)。撮影箇所別では、切欠き越流部が遡上降下
ともに最も多く利用されていた。また、少数ではあるが
潜孔を利用している魚影も確認された(図-9、写真-3)。

切欠き部の遡上

標準部の遡上
潜孔部の遡上

切欠き部の降下

写真-3 サクラマスの遡上･降下状況
図-9 撮影箇所別遡上数

(3) 産卵床調査
魚道整備後におけるサクラマス産卵床の分布の動態を
把握するため、チュウシベツ川・魚道・減水区間の3区
間についてサクラマスの産卵痕跡調査を行った。
調査は、サクラマスの遡上産卵期に調査区間を踏査し、
サクラマスが河床材を掘り起こすため、くぼみや表面に
付着した藻や泥分が流出して周辺の河床と色が変わる場
所を目安に産卵痕跡調査を行った。産卵床が確認された
場合は産卵規模・水深・流速を測定し河床材は目視にて
図-10 産卵床測定模式図
粒径組成分級を行った(図-10)。なお、産卵床は「空掘
り」や「試床」と呼ばれる疑似産卵床も知られており、
回帰群(3 年周期)
河床に残された痕跡から概ね見分けることが可能 3)であ
166
160
るとされているが、疑わしい場合は掘り起こして放産卵
の確認を行い疑似産卵床との混同を避けるよう留意した。
117
年度別の産卵床数をみると各年毎で大きく変動してい
る。まず、平成20年の魚道区間では33床と最多数となっ
83
70
ているが、これは近接工事により魚道天端をシートで覆
った区間で多くの産卵床が確認されたことから一時的な
36
33
20
17
増床に繋がったと考えられる。また、平成24年では、全
区間合計で20床と極端に減少しているが、これは遡上産
卵期の９月に気象庁統計上で最も気温が高い記録的な残
図-11 サクラマス産卵床数の経年変化
暑となり、水温が低下しなかったことが上流域への遡上
表-4 サクラマス年度･区間別産卵床数
に影響したと考えられる。
Ｈ 18 Ｈ 19 Ｈ 20 Ｈ 2 1 Ｈ 2 2 Ｈ 2 3 Ｈ 2 4 Ｈ 25
平成26年では、回帰群(3年周期)のサイクルを勘案す 産 ダ ム 上 流 （ チ ュ ウ シ ベ ツ 川 ） 2
0
13
9
6
28
3
31
卵
ると、平成23年の合計160床に対して83床と減少した。 床
魚道区間
4
3
33
3
11
5
6
12
数
特に減水区間で大きく減少傾向がみられたが相反してチ 床
ダム下流（減水区間）
11
30
12 0
58
19
127
11
74
ュウシベツ川では増加傾向を示し魚道整備後最多となる
チ ュ ウ シ ベ ツ 川 が 占 め る 割 合 ( ％ ) 11 .8
0 .0
7. 8 1 2. 9 1 6. 7 17 . 5 15 .0 26 .5
39床を確認することが出来た。また、チュウシベツ川で
産卵床数の合計
17
33
16 6
70
36
160
20
1 17
は調査3区間の全体数に占める割合も年々増加傾向にあ
り平成26年は最も高い47％であった(図-11、表-4)。
平成25年からは産卵環境の評価方法検討の一環から既
産卵位置の分布状況については、代表的に平成26年と
往文献や流域の産卵実態を踏まえて産卵場に適した条件
産卵した回帰群(3年周期)のサイクル年である平成23年
として産卵適地判定基準(目安)を設定している(表-5)。
で比較をしてみると、チュウシベツ川では、産卵分布域
この設定条件とチュウシベツ川で確認された産卵床の実
が徐々に全川に拡大していることが確認された(図-12)。 態条件を照合して産卵床の健全度として評価を行った。

Ｈ 26
39
10

(

）
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34
47 .0
83

なお、照合にあたっては設定条件に全て適合する場合は
「適合」、一部適合していないものの孵化率に影響が少
ないと思われる場合は「可」、孵化率の低下要因が大き
い場合は「不適」として分類を行った。具体的には産卵
床を構成する河床材の組成が産卵床の造成可否や孵化率
に直接影響を与えるため判定する上で重要な指標となっ
た。特に最小粒径で見た場合、優占粒径が2mm以下にな
ると生存率が極端に低下 4)し、また、産卵は質量百分率
が20％～30％の範囲を選択し特に20％以下の場所に選択
性が高いことが報告されている。 5) 6)この知見から生存
率に影響を与える2mm以下の河床材混入率に着目し、目
視による河床材の分級判別の誤差も考慮して40％以上の
混入があった場合を「不適」とした。平成26年には比較
対象としてチュウシベツ川と河床勾配が類似する自然産
卵河川(北海道内水面漁業調整規則で全ての水産動物の
採取を禁止し保護しているメップ川の支流)を選定して
同様な調査を行った(図-13)。
結果をみると、「適合」として判定した産卵床は比較
的大きな淵尻に多く確認され、造床に適した河床材も
「可」、「不適」と判定した箇所と比較して堆積量も多
いことが伺えた。「可」として判定した産卵床は大礫の
間に造床に適した河床材が小規模に堆積した箇所で多く
確認され、細粒分も比較的多く含まれていた。「不適」
として判定した産卵床も「可」と概ね同様の条件であっ
たが細粒分の混入率が多い産卵床を判定した(写真-4)。
チュウシベツ川では、平成25年で合計31床が確認され、
そのうち「適合」が18床、「可」が12床、「不適」が1
床であった。平成26年では、合計39床のうち「適合」が
17床、「可」が15床、「不適」が7床となり「適合」が
減少し「可」と「不適」が増加する傾向が確認された。
合計産卵床数との割合で比較対象河川であるメップ川支
流と比較すると、チュウシベツ川の「適合」は、平成25
年で58％、平成26年で44％に対してメップ川支流では、
90％と高い割合を示した。また、区間距離1km当たりの
産卵床数をみると、チュウシベツ川では、平成25年で
12.4床/km、平成26年で15.6床/kmであったのに対してメ
ップ川支流では6.7床/kmであった(表-6、図-14)。

図-12 サクラマス産卵床の分布状況
表-5 産卵適地判定基準(目安)

項目

産卵適地判定基準（目安）

水

深 0.1m～0.7m の範囲

流

速 0.1m/s～1.0m/s の範囲
1 次判定：浮き石（河床が締め固まっていない）

河 床 材 2 次判定：75mm 以下の優占率が80%以上
3 次判定：2mm 以下が30％以内
最 低 規 模 （縦断方向）2.0m×（横断方向）1.0m
カ バ ー 付近に親魚が隠れるカバーなどがある
そ の 他 現状の状態が翌春まで保たれる

図-13 調査河川河床勾配縦断図

3. 考察
チュウシベツ川は魚道接続によりヤマメが優占種となり
優占率は下流河川と同様に高まっている。調査期間内で
の生息密度は各年度で変動が大きいものの、下流区間と
の差は年々減少している。また、ダム建設前におけるチ
ュウシベツ川の生息密度は後志利別川本川(現在の減水
区間)と同等程度であったことが推測され、平成26年の
結果では、8割程度である。現在の減水区間はダム建設
によって流量調節や土砂供給の減少など、魚類生息環境
は改変しており、指標とするには課題もあるため、今後、
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「適合」判定

代表的な産卵位置

淵

産卵場

「可」判定

「不適」判定

写真-4 サクラマス産卵床

チュウシベツ川の適正な生息密度の目標値設定は検討す
る必要がある。
サクラマスの遡上に関しては遡上調査及び産卵床調査
の結果より、確実に魚道を利用してチュウシベツ川に遡
上し年々増加傾向にあることが確認された。しかし、平
成25年と平成26年の産卵床を比較すると全体で8床の増
加がみられたものの、「適合」と判定された産卵床が
58％から44％に減少したとともに「不適」と判定された
産卵床が7床確認された。また、区間距離1km当たりの産
卵床数をみると保護河川であるメップ川支流の約2倍に
達している。サクラマスの雌は産卵終了後の2～8日間は
他の雌による掘り返しを警戒して巣を守る 7)ことが知ら
れており、後進の遡上個体は追い払われて条件の悪い箇
所に余儀なく産卵している可能性が高く、チュウシベツ
川の産卵環境が飽和状態になっていると推測される。

表-6 サクラマス産卵床適地判定結果表
河川名

チュウシベツ川
メップ川支流

4. おわりに
美利河ダム魚道は、平成17年に完成後、9年が経過し
継続してきたモニタリング調査結果より整備目的である
「魚類の移動性の確保、特に回遊魚であるサクラマス等
の魚類の生息分布の回復」が徐々に達成されてきている
ことがわかった。
しかし、サクラマスの遡上数･産卵床数の増加に伴い
接続河川であるチュウシベツ川では、産卵環境の飽和状
態が懸念され始めた。
美利河ダムでは、こうした流域の河川環境の現状を踏
まえ、事業の効果的な実施に向け関係機関や地域の諸団
体との連携を図っていき、チュウシベツ川の遡上可能区
域の拡大やⅡ期魚道延伸など、魚類等の良好な生息環境
の保全に向けて取り組んでいく。

調査年

延長 確認数
(km) （床）

1ｋｍ当たりの床数
（床/km）

適地度判定結果（床）
適合

可

不適
1

Ｈ25

2.5

31

12.4

18

12

Ｈ26

2.5

39

15.6

17

15

7

Ｈ26

6.0

40

6.7

36

4

0

図-14 調査河川別サクラマス産卵床適地判定割合
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