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魚類遡上数により魚道の評価が行われている。その遡上数を夜間や濁水時を含めた長期間計
測するのは費用がかかる。魚カウンターは遡上数だけでなく、降下数も長期間計測できる。こ
れらは新潟大学を中心に開発されてきたが、寒地土木研究所では、道内河川でサケを、道外で
はイワナを対象に試験導入を行っている。ここでは、道内に試験設置されている魚カウンター
(サケカウンターと呼ぶ)の紹介とその成果の一部を報告する。
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1. はじめに
河川法の改正を受けて多くの河川横断構造物に魚道が
整備されるようになりその評価もおこなわれている。そ
の評価は対象魚の遡上数で行われることが多い1)。トラ
ップ調査や目視あるいはカメラ撮影によりそれらの遡上
数の調査を行っているため、長期間計測は手間と費用が
かかる。また、夜間や濁水時には観察も難しい。自動計
測装置による計測はこれらの調査に取って代わる一つの
方法である2)。
北海道道央部の勇払川流域美々川では約45年前にサケ
稚魚の放流が中止されたが、親魚遡上が確認されている
3)
。しかし、遡上数は断片的なデータしかない4)。また、
近年、全国で地元住民らが中心となって、河川遡上環境
の改善が進められる事例がみられ5)、その中で簡易魚道
の設置もみられる。しかしながら、その効果を連続的な
遡上数から評価するのは上記と同様に困難である。本稿
では、苫小牧市勇払川のウトナイ堰魚道と仁木町中の川
簡易魚道において、サケ親魚を対象とした魚類遡上量自
動計測装置（以下サケカウンター）を用いて遡上数計数
の試みを紹介する。

2. サケカウンターによる計測
(1) 勇払川に設置したサケカウンター
勇払川のサケカウンターは北海道中央部安平川水系勇
払川（流域面積234.1 km2）6)のウトナイ堰の魚道に設置
したものである。勇払川流域には中流部にウトナイ湖が
あり、このウトナイ湖には美々川と勇払川が流入してい
る。ウトナイ湖からは勇払川が流出し、安平川に合流し
たのち太平洋へとつながる。この河川と安平川との合流
点から5.5 km上流に、ウトナイ湖の水位を維持するため

図-1 勇払川ウトナイ堰魚道設置したサケカウンター。カウ
ンター誘導路の下流からの様子(a)。誘導路内のセンサー電
極(b)。計測小屋内のシステム操作盤とバッテリーボックス
(c)。ウトナイ堰とカウンター誘導路(d)。〇が誘導路。aとb
の矢印は流下方向を示す。

のウトナイ堰が左岸側の魚道とともに設置されている
（図-1）。
美々川では1971年までサケの人工ふ化放流が行われて
いたが現在は行われていない3)。しかし、勇払川では近
年でも毎年サケ親魚が勇払川を遡上している。サケカウ
ンターをウトナイ堰魚道に設置して、2019年8月5日から
2020年2月24日まで遡上数や降下数を計測した。ただし、
9月4日、11月7日～15日、12月10日～21日、23～25日、27
日～1月2日、1月4日～10日の期間は計測システムの不具
合等により計測ができなかった。そのため、計測できな
かった日の遡上数は計測できた同月の平均値を用いて算
出した推定値を用いた。
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対象魚として計数されてしまう。今回はこの閾値を1000
mVに設定して、遡上と降下と判断されたものをサケ親
魚として計測した。なお、設置時のカウンター誘導路の
流速と水深はそれぞれ、162 cm/sおよび20 cmだった。
また、ウトナイ魚道の誘導路には、遡上個体の種別を
判定する目的でその側面にアクリルを張った観察窓を製
作 し 、そ こ から タ イム ラプ ス カメ ラ （ Brinno 社 製
TLC200pro）により遡上する魚体を0.2秒間隔で撮影した。

図-2 余市川支流中の川の落差工に設置された簡易魚道とサケ
カウンター。外観(a, b)、上流側センサー部を遡上するサケ(c)。
システムが収納されたボックスと電源用ソーラーパネル(d) 。
写真の矢印は流下方向を示す。

サケカウンターは、鉄骨製の架台に2.0 m × 0.8 m（長
さ×幅）の木製の誘導路（以下誘導路）がついている。
この誘導路にセンサー電極を流下方向に上流端から30
cm間隔で3本設置し（図-1c）、両端に5.0 Vの電圧を印加
している。計測対象魚がセンサー上を通過した場合、流
水の電気抵抗が変化し、センサーから出力される信号が
パルス状の波形を描く（図-3）。パルス波の形状により
遡上と降下を判定して遡上数を計数する7)。対象魚が下
流から遡上してセンサー近づくと電圧が正値を示して、
電極を通過した時点で最高電圧がえられる。遡上が進み
中央のセンサー電極を魚体が通過すると電圧は0になる。
さらに遡上し最上流センサー電極に達すると負の電圧の
最大値が計測される。その後、対象魚が電極から離れて
いくと、再び電圧値は0に戻る（図-3a）。上流から対象
魚が降下して電極を通過した場合は遡上時に認められた
パルス波と逆の形状の波形がみられる（図-3b）。また、
上流から下ってきた対象魚が途中で上流に戻った場合は、
降下時に見られた波形の一部がみられる（図-3c）。こ
のような電圧信号を魚類遡上数計測システム（TEAFCSLOGS01-PC：田村電子工房製、高崎市）で記録した。
センサー信号はFishCountSystem_Anlyzer03（田村電子工
房製、高崎市）を用いて読み取った。このアプリケーシ
ョンは遡上個体が作る波形だけではなく、遡上（図3a）か降下（図-3b）を自動判別する能力を持ち、その
波形の個数つまり遡上数あるいは降下数を計数する。そ
のほかに降下途中で上流へ戻った、「上流戻り」（図3c）や逆に下流から遡上しかけて下流へ戻った「下流戻
り」も判定することができ、これらも計数する。さらに
は判定不能な波形も計数する。また、対象魚より大幅に
小型の魚類は、測定閾値を設定することで、一定の精度
で判別することも可能である。しかし、後述するように
魚体サイズが対象魚と数十センチ程度しか差がない場合、

(2) 余市川支流中の川落差工に設置した簡易魚道のサケ
カウンター
余市川は赤井川村の朝里岳（標高1281 m）を源として
赤井川村や仁木町を流れて、余市町で日本海にそそぐ流
域面積455.1 km2、幹川流路延長50.2 km の二級河川である。
この河川の下流部に合流する中の川は仁木町や余市町の
南西山地からながれでて、畑地を流れて余市川の下流部
で合流する。この中の川にはいくつかの落差工があり、
余市川から遡上してきたサケの遡上を妨げている。北海
道河川環境研究会が本河川の落差工において、試験的に
布製の簡易魚道を2019年9月3日から11月18日に設置した。
筆者らはこの簡易魚道魚道の遡上数を、ウトナイ堰に設
置したサケカウンターと同様な原理のサケカウンターを
設置して、簡易魚道設置期間に計測した。なお、計測期
間中にカウンターシステムの不具合等により未計測とな
った期間はなかった。

図-3 対象魚が誘導路魚道を遡上(a)、降下(b)および上流から
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降下途中に上流へ戻った時（上流戻り）のパルス波形(c)。

図-5 ウトナイ堰魚道で多数の魚類が遡上した日（2018年11
図-4 2019年8月から2020年2月にかけてウトナイ堰魚道のサ

月10日）の24時間の波形。縦の棒状の起伏がセンサーを通

ケカウンターで計測した遡上数と降下数。計測できなかっ

過した魚類の波形を示す。遡上数は262匹、判定外は367匹と

た日の遡上数と降下数は計測できた同月の平均値を用いて

計測されている。判定に用いた閾値は1000 mVである。

推定した。

布製の簡易魚道は堤体からトラックシートを単管パイ
プに巻き付かせて水路（約4.2 m×約0.6 m（長さ×
幅））を下流に伸ばし、中間地点で流水受け箱（0.9 m
× 1.7 m×0.5 m（長さ×幅×高さ））に湛水して、そこ
から次は逆方向の上流方向に伸びた水路（約2.9 m×約
0.6 m（長さ×幅））から河川水面に落水する構造であ
る（図-2a, b）。この簡易魚道の最上流部と下流端から
約1.5 m上流に1.5 m× 0.5 m×0.54 m（長さ×幅×高さ）の
木製の誘導路（以下誘導路）を設置した（図-2a, b）。
この誘導路の中央付近にセンサー電極を流下方向に上流
端から30 cm間隔で3本取り付け（図-2c）、両端に5.0 V
の電圧を印加している。ウトナイ堰カウンターと同様に
センサーからの電圧信号を魚類遡上数計測システム
（TEAFCS-LOGS03-FSL02：田村電子工房製、高崎市）
で記録した。
センサー信号はFishCountSystem_Anlyzer03（田村電子工
房製、高崎市）を用いて読み取った。ウトナイ堰カウン
ター同様に閾値を1000 mVに設定して、遡上と降下と判
断されたものを計測した。なお、設置した翌日（2020年
9月4日）のカウンター誘導路の流速と水深はそれぞれ、
上流の誘導路で33.2 cm/sおよび22.0 cm、下流の誘導路で
29.4 cm/sおよび21.4 cmだった。

3. サケカウンターによる移動数計測結果
(1) ウトナイ堰魚道のサケ移動数
ウトナイ堰魚道では、8月から2月の実測値は遡上数が
605匹、降下数が43匹そして判定不能とされた回数は945
回だった。未計測日の移動数を補正した推定値は、遡上
数812匹、降下数56匹だった。また、実測値では遡上は8
月から始まり、翌年1月でほぼ終了し、10月に最大値が
みられる一峰形の分布だったが、推定値を加えると、10
月と12月に遡上数のピークがある二峰性の分布をしてい

た（図-4）。近隣の千歳川では、ふ化放流魚が存在する
ものの、自然産卵個体は12月にも多く遡上し、1月まで
遡上することが知られている。また、自然産卵魚が多い
河川では産卵時期が12月に見られる河川も多いことから、
推定値による遡上数分布は自然産卵を行う親魚しか存在
しない勇払川の遡上数の分布を表している可能性が高い
と思われる。
(2) 中の川簡易魚道のサケ移動数
簡易魚道の上流の誘導路でのサケ遡上数と降下数はそ
れぞれ55匹と80匹だった。下流の誘導路の遡上数と降下
数は64匹と66匹だった。また、判別不明とされた回数は
上流誘導路で394回、下流誘導路で524回あった。2019年
にも簡易魚道が設置され遡上数の計測が行われた。遡上
数はほとんどなく数匹しかサケ親魚の遡上は認められな
かった。この時は、簡易魚道の形態が異なっていること、
サケカウンターを用いた計測ではなくトラップを用いた
計測であったことなどが今回の計測とは異なっている。
しかしながら、今回のサケカウンターを用いて計測する
ことで多くのサケ親魚が簡易魚道を遡上および降下して
いることが明らかになった。
本魚道では、上流と下流にサケカウンターを設置した
ことから、一定の仮説のもとで、両者の移動数から魚道
の利用状況を考察することができる。上下流のカウンタ
ーデータから下流誘導路で遡上反応があってから上流誘
導路での反応がみられた時間は、多くの場合数分以内で
あった。また、下流誘導路における遡上数64匹に対し、
上流誘導路遡上数は55匹であった。ここで、仮に下流誘
導路を通過した魚が途中で引き返すことなく上流誘導路
を通過していると仮定すると、約86％の個体が魚道の遡
上に成功しているといえる。
一方で、上流および下流誘導路では降下数が多く、遡
上数を上回るかほぼ同数であった。これらは、魚道を遡
上はするものの、ほとんどが降下している可能性を示唆
している。落差工上流の産卵環境が良好でなく、遡上し
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図-7 ウトナイ堰魚道のサケカウンター誘導路側面につけら
れたタイムラプスカメラ(a)とそれにより撮影されたサケ(b, c)

図-6 ウトナイ堰魚道のサケカウンター誘導路の改良前の金
網が張られた水抜き部(a)と改良後の丸棒を用いた水抜き部
(b)。改良後は丸棒間の間隔は3～4 cmであり小型魚の通過が
可能となった。

た親魚の多くが降下しているのかもしれない。
4. サケカウンターの課題と改良
(1) 判別不明個体
ウトナイ堰魚道のサケカウンターでは、2018年遡上期
（2018年8月～2019年2月）に大量の判別不明個体がみら
れた（図-5）。この時は魚道内の水位が上昇し、サケ以
外の中小型個体が遡上している可能性がある。このよう
に大量に遡上がみられた別の日に撮影された画像からは、
濁度が高く不鮮明ではあるものの、サケ親魚よりも小さ
な魚類の遡上がみられた。また、本魚道付近では、ウグ
イやコイ科魚類、ワカサギ、ボラ幼魚などが測定期間中
に見られた。このことから、ウトナイ堰魚道におけるサ
ケカウンターではサケ親魚とそれ以外の中小型魚類の分
別計測が課題であった。
そこで、2019年遡上期(2019年8月から2020年2月)には、
カウンター誘導路の一部を中小型魚類が通過できるよう
に構造を改造した（図-6）。また、2020年遡上期(2020年
8月から2021年2月)には、誘導路を移動する魚類を撮影
し、不明波形が認められた場合の判断基準としてそれら
の画像を利用することも試みている（図-7）。

5. おわりに

勇払川のウトナイ堰魚道を移動するサケ親魚の移動数
の長期計測と簡易魚道を利用するサケ親魚の移動数を長
期間計測することができた。長期間かつ24時間の計測か
ら、勇払川を遡上するサケ親魚の遡上パタンが予想でき
た。
また、簡易魚道の機能評価を行うことができた。魚道
の上下流にサケカウンターを設置することで、遡上して
ることだけではなく、遡上の阻害が起こっていないかの
考察もできるデータの収集も可能であった。
しかし、サケ親魚だけでなく、中小型魚の遡上がサケ
親魚の遡上時期と同時期に生じる場合には、サケ親魚移
動数の計測精度に影響するという課題も明らかになった。
これらの課題解決の方法を提示した。
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