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１．はじめに

　全国のサケ来遊数（河川捕獲と沿岸捕獲の合計）は
1996年漁期の8,800万個体をピークに、2004年に7,600
万個体と持ち直すものの、減少し続けている1）。2019
年度も2018年度を下回り1900万個体（速報値）となっ
た2）。このためサケ来遊数を増加させることが漁業者
の最大の関心事で、持続可能な資源管理に寄与する研
究が進められている3）4）5）。
　このような来遊数の減少が河川捕獲数の減少につな
がり、近年では、人工孵化放流用の種卵の確保も難し
い地域が北海道でもあるという。このような状況の中
では、河川捕獲場において効率的に捕獲が行うことの
できる期間を考える上で、沿岸の定置網付近通過後河
川に到達するまでの所要時間が、有用な基礎データと
なりうる。
　そこで、本研究では超音波発信機および受信機と外
部標識を用いる手法により、サケの厚内漁港周辺や定
置網周辺から十勝川河口さらには十勝川流域の親魚捕
獲場までの行動を調査した。そして、母川や捕獲場ま
での到達時間についての知見を得ることができたので
報告する。

２．調査方法

２．１　調査地

　十勝川（幹線流路延長156km、流域面積9,010㎢）
は、大雪山系の十勝岳（標高2,077m）に源流を持ち、
山間地から十勝ダムを経由して十勝平野に入る。十勝
平野に入ってからは大小の支川が流入して帯広市へと
流れる。さらに流域内の大きな支流である音更川、札
内川および利別川を合わせて流下し、豊頃町において
太平洋に注ぐ。この十勝川流域には9月下旬から11月
の間に、サケ捕獲場が千代田堰堤（十勝川）と猿別川
うらい（猿別川）に設置され、2018年度約13万個体の
親魚が捕獲された。千代田堰堤における捕獲場は十勝
河口橋から約38.5km上流に設置される。猿別川うら

い捕獲場は十勝河口橋から約35km上流、猿別川と十
勝川の合流点からは約800m上流の場所に設置される。
　また、この十勝川の河口から18km北東方向には厚
内漁港があり（図－1）、十勝川河口から厚内漁港ま
でにはサケ定置網が毎年5統設置されている。

２．２　超音波受信機の設置

　超音波受信機は、十勝川に5基設置した（図－1）。
使用した受信機は、Vemco社製VR2TxとLOTEK 
Wireless社製WHS3250である。河川内の超音波受信
機は、設置箇所付近の樹木等にロープで結束して、重
りとともに河床に設置した（図－2）。設置はR1が
2018年9月15日、R2からR5は同年9月27日に設置し
た。また、これらすべての受信機を同年11月29日に回

図－1　十勝川と厚内漁港。黄色の●印は超音波受信機を示す

（国土地理院地図電子国土webを改変して使用）。

図－2　超音波受信機と設置
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 (cm)   (kg) 

 SD  SD 

(6) 74 5.8  4.7 1.0 

(9) 67 4.5  3.4 1.0 

(15) 70 5.8  3.9 1.2 

(14) 68 2.8  3.0 0.6 

(11) 65 3.1  2.5 0.7 

(25) 67 3.2  2.7 0.7 

図－3　超音波発信機と外部標識を装着したサケの放流地点。A：定置網付近、B：厚内漁港内（国土地理院地図電子国土webを

　　　 改変して使用）。

表－1　放流したサケの尾叉長（cm）と体重（kg）

図－4　超音波発信機（上段）および外部標識（下段）が

装着された個体。それぞれの段の右側は、発信機

および外部標識の設置部分の拡大写真である。

収した。

２．３　サケへの超音波発信機と外部標識の装着と

　　　　放流

　サケ40個体を定置網（浦幌定置1号：図－3A）での
中央部の身網で捕獲し、船上にて体重と尾叉長を測定
後、15個体に超音波発信器（図－4上段右）を、25個
体に外部標識（図－4下段右）を装着した。今回調査
に使用したサケの平均尾叉長と平均重量は70cmと3.9

kg（超音波発信機装着個体）および67cmと2.7kg（外
部標識装着個体）であった（表－1）。2018年の北海
道主要河川における4年魚の平均尾叉長は64.5cm、サ
ケの平均重量は3.0kgであった6）。本研究で使用した
個体は、北海道における平均的な個体サイズと大きな
違いはないと考えられる。超音波発信機は、12個体に
はLotek Wireless社製MM-MR-11-45を、3個体には
Lotek Wireless社製MM-MR-11-45TPを装着した。装
着したサケは船上の水槽内で馴致し、異常がないこと
を確認後、定置網（浦幌定置1号：図－3A）横で12個
体放流した。のこりのサケ3個体は、厚内漁港まで持
ち帰り、漁港内（厚内漁港：図－3B）で放流した。外
部標識を装着した25個体は、超音波発信機装着個体と
同様に、船上で異常がみられないことを確認したのち
にすべて定置網（浦幌定置1号：図－3A）横で放流し
た。
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S-5 1 12 (8) - 

S-6 2 - - 

S-10 7 17 - 

S-12 2 - - 

S-13 2 - - 

S-15 5 - - 

- - - - 

３．十勝川までのサケの行動とその到達時間

　発信器を装着して放流したサケ15個体のうち、6個
体の超音波を十勝川河口から約4km上流の十勝河口橋
（図－1）に設置した超音波受信機（R1あるいはR2）
で検出した（表－2）。このうち十勝川水系で捕獲さ
れたものは2個体であった。十勝河口橋まで到達した
すべての個体は、放流地点から十勝川の間に設置され
ていた5統の定置網では捕獲されていなかった。
　これら以外の個体では、発信機の信号の受信の仕方
から、4タイプの行動にわけられた。放流地点近辺で
信号が確認されてから、その後一度も信号が確認でき
なかった個体（1個体）。放流後、十勝川までの定置
網で捕獲された後、漁業者の協力により再放流された
ものの、その後信号が確認されなかった個体（4個
体）。放流後、十勝川とは反対方向の白糠方面の定置
網で捕獲された個体（3個体）。そして、放流後、十
勝川周辺まで遊泳し、さらには十勝川河口を通過して
大津漁港より南の定置網で捕獲された個体（1個体）
が認められた。また、厚内漁港から放流されたS-1、
S-2およびS-3はすべて十勝河口橋では信号が確認でき
なかった。
　十勝河口橋で検出された6個体が放流から河口橋ま
で要した時間は最短1日から最長7日であり、平均3.2
日であった。これらのうち2個体が猿別川うらい捕獲
場で捕獲された。放流からこの捕獲場に到達するまで
に要した時間は12日と17日であった（表－2）。放流
から12日で捕獲場に達した個体（S-5）は、放流地点
の定置網から河口橋までわずか1日で到達していた
（表－2）。また、猿別川河口に設置した受信機（R-
5：図－1）で信号が受信されたのは放流から8日目で
あった（表－2）。猿別川うらい捕獲場で放流から17
日後に捕獲されたS-10は十勝河口橋に最も遅く到達し

表－2　放流したサケが確認された場所ごとの到達日数。「ー」は確認されなかったことを示す。S-5は猿別川捕獲場に到達す

る前に猿別川に設置された受信機（R-5：図－1）で受信されており、その日数をカッコ内に示す。

ており、放流からこの河口橋まで7日間要していた
（表－2）。この2個体は放流地点から河口橋までは、
到達スピードが22km/日（S-5）と3.1km/日（S-10）で
あった。S-5の十勝川に遡上して以後河口橋から捕獲
場までの遡上スピードは5km/日（S-5）と大きく低下し
た。産卵河川に近づくと探索するために遡上速度が低
下することは知られているため7）、河川内では遡上速
度が低下したと考えられた。S-10は海洋中と河川内の
遊泳速度があまり変わらず河川内でも3.5km/日であ
った。他の個体に比べても海洋中の速度が遅かった。
サケは個体の成熟度が進むまで河口で滞留するため、
この個体は成熟度が進んでいなかった可能性が考えら
れる。
　千代田堰堤に設置された捕獲場では、今回放流した
サケは確認されなかった。2007年から2016年の猿別川
の捕獲場では、千代田堰堤での捕獲数に対して4.4倍
から1.5倍の個体を捕獲している8）。この捕獲場の上
流にあるふ化場での稚魚放流数が、千代田堰堤上流に
あるふ化場のそれより多いことがこの捕獲数の違いを
引き起こしている。そのため、河口橋で確認された個
体の多くは、猿別川で放流された個体だと考えられ、
これらの多くが猿別川へ向かったと考えられる。この
ため、千代田堰堤では確認できなかった可能性が高い。
　十勝河口橋で確認された個体のうち2個体のみが捕
獲場で捕獲された。この原因として、下記が考えられ
たが、本調査では原因の特定は出来なかった。①十勝
河口橋周辺まで到達したが、再び降海し、別の河川に
遡上した。②十勝川流域内の超音波受信機の受信エリ
ア外で死亡した。漁業関係者へのヒアリングでは、河
川を途中まで遡上し、また降海するという行動は考え
にくいとの意見が多かった。より詳細なサケの行動解
析には、河口域周辺への受信機の複数設置が有効であ
る。
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　外部標識を付けた個体は1個体も捕獲場で確認され
なかった。一方で、外部標識を装着した5個体が厚内
漁港から十勝川河口までに設置している定置網で捕獲
された。漁業者等のヒアリングでは、操業が明け方で
今回使用した外部標識が認識しにくいとの意見があっ
た。このため、定置網で捕獲された場合、標識が見え
ず再放流されなかった可能性が高い。また、捕獲場に
おいても標識が認識されなかった可能性も考えられ、
このような理由で外部標識をつけた個体は捕獲場で見
つかったとの報告を受けなかったと考えられる。今回
使用した外部標識よりもみやすい黄色系でもっと大き
いものがこのような調査には望ましいとの意見も漁業
者からのヒアリングで聴取できた。今後の改善点と考
えられる。

４．まとめ

　今回の調査により放流から最短で1日で、最長でも7
日間で放流地点から約22km離れた十勝河口橋まで到
達することが分かった。平均値が3.2日だった。また、
十勝川河口から主な捕獲場がある猿別川の捕獲場まで
は7日～10日で到達することも明らかになった。このよ
うなデータの蓄積がより効率的な捕獲のための捕獲場
設置期間策定時の基礎的な資料となると考えられる。
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