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美利河ダムが完成した平成3年当時は、魚道が整備されておらず、魚類の遡上・降下が出来な
い状況であった。その後、河川環境改善を目的として平成17年にバイパス式魚道が整備され、
現在モニタリング調査を継続実施しているところである。本発表では多自然魚道の改良方法並
びにダム上流区間におけるサクラマスの産卵床に適した河川状況の現地調査手法等及び結果に
ついて報告するものである。
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表-1 魚道整備の経緯

1. 魚道整備の背景と目的

年 度
平成3年

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、美利河ダム上流が豊かな生息場・産卵場
として後志利別川水系において重要な水域であったこと、
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。

美利河ダム供用開始

平成8年

後志利別川の水環境を考える連絡会の設
立
魚道整備に関する要望書提出

平成9年

ダム水環境改善事業の採択
魚道検討委員会の設立
※河川法改正

平成17年

魚道検討委員会・水理模型実験・現地実
験による各種検討
魚道供用開始

2. 魚道概要
魚道の全体計画は、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
までの整備を進めることとした。
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容

平成4年

平成10年
～平成14年

図-1 美利河ダム位置図

内
美利河ダム完成

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

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
写真-2 左：魚道隔壁切欠き部移動状況、右：多自然魚道移動状況
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５種
(サクラマス・アメマス・ウグイ・カワヤツメ・アユ)、
淡水魚２種(エゾウグイ・フクドジョウ)の計７種を対象
としている。
植生回復が良好な区間
植生回復が不十分な区間

3. 多自然魚道の改良について
(1) 既設魚道の現状と課題
美利河ダムから下流約5.0km区間は減水区間となって
おり、ダム直下の維持流量として4月1日～11月30日まで
は0.5m3/s、12月1日～翌年3月31日までは0.1m3/sの流量
を魚道を通じて放流している。
そのため、美利河ダム魚道は年間を通して流量が一定
に管理されているため、魚道内の流況は出水等による影
響を受けず安定している反面、流量が一定のため流れの
変化に乏しい状況となっている。
また、魚道構造としては、ダム下流部の階段式魚道は
ダム高40mの落差を解消するため勾配を1／15としている
が、ダム上流部の多自然魚道では、比較的なだらかな地
形となるため1／2,000の緩勾配となり、断面も一様であ
ることから魚道内の流れは緩やかで単調な状態となって
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）では、階段式魚道を遡上するサクラマスは隔
壁間を平均２分程度で遡上しており、また、隔壁切欠き
部で観測された86回の遡上に対し、失敗した個体が確認
されなかったことから、階段式魚道はサクラマスの遡上
に大きな支障をきたすものではないと考えられた。
また、多自然魚道では樹木などの陰に隠れて移動・休
息していることが確認され、魚道内の植生回復による水
面カバーが移動経路として利用されていると考えられた
(写真-2)。
ここで、魚道内の植生状況をみると、除々に植生が回
復し良好な生息環境がつくられている区間と、まだ植生
回復が不十分な区間がみられる(写真-3)。平成22年から
平成24年の魚道内のヤマメ（サクラマス幼魚）ついて植
生回復が良好な区間と不十分な区間とで生息密度を比較
すると、良好な区間(①下流、②中流)では、不十分な区
間(③上流)より生息密度が高い結果が得られ、植生状況
による生息環境の違いにより差が確認された。(図-3、
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写真-3 魚道の植生回復状況

図-3 植生回復状況及びヤマメ生息密度調査地点

図-4 多自然区間調査地点別ヤマメ生息密度(6月～10月平均)

図-5 現状断面図：植生回復が不十分な区間

図-4)。
これらのことから、階段式魚道については魚の移動に
大きな支障がないことがわかってきたが、多自然魚道に
ついては以下の課題が挙げられた(図-5)。
1)魚道内流量が一定で、一様な断面・勾配のため流れ
が単調である。
2)休息場や隠れ場となる水面カバーが不足している区
間がある。
これより、多自然魚道において魚道内の流れや生息環
境を改善することによって、魚道の機能向上につながる
と考えた。
(2) 多自然魚道の改良
多自然魚道については過年度にも丸太を魚道に架け日
陰を作る丸太カバーや、魚道周辺の植生回復としてヤナ
ギによる埋枝工や木流しの設置など、部分的な取り組み
を行っている(写真-4)。
これらの改良によりある程度の効果は得られているが
部分的であったため、より効果的に魚道の機能向上を図
るためには、魚道全体を連続的に改良する必要があると
考えられた。
魚道の改良にあたっては、既設魚道の課題や改善方策
について魚道計画時からの有識者等の意見を参考にし、
多自然魚道の改良方針として「単調な水路の連続ではな
く、樹木等により適度に水面カバーを確保し、流れを多
様化することにより、移動経路としての機能向上を図る
とともに、生息環境にも配慮した環境整備を行う。」こ
ととした(図-6)。
多自然魚道の改良としては、植生回復のための土壌改
良や、魚道内の河床材料の改良などの対策もあるが、今
回は魚道内に連続した流れの変化や水面カバーを創出す
るための取り組みを先行し、以下のような改良を実施す
ることとした。
a)水制工
石材を河岸から張り出すように積み上げ、断面縮小
による急縮流による多様な流れを創出。主に湾曲部
に配置し横断的な流れの変化を期待 (図-7)。
b)帯工
水路河床から突出させるように横断的に石材を設置。
縦断的な流れの変化を期待 (図-8)。
c)寄州工
石材や土砂により河岸から張り出した州を造成し、
断面縮小による急縮流による多様な流れの創出と植
生による水面カバーを期待 (図-9)。
d)柳伏工
格子状に枠組みした木杭を設置しヤナギ等を覆い被
せることにより、流れの変化と水面カバーを期待
(図-10)。
改良工を実施する前には、魚道内の流況変化を事前に
把握するため簡易試験を行った。試験は各工法に見立て
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写真-4 左：丸太カバー、右：ヤナギによる木流し

図-6 改良イメージ断面図

図-7 水制工断面図

図-8 帯工断面図

図-9 寄州工断面図

図-10 柳伏工断面図

た施設を４種類現地に設置し実施した(表-2,写真-5)。
a)ケース1(片岸締切り①)
水制工･寄州工を想定したモデル。魚道断面の片
岸を締切り流下断面を小さくした。
b)ケース2(片岸締切り②)
柳伏工を想定したモデル。魚道断面の片岸を締切
るが、魚道底部から30cmは断面を開放した。
c)ケース3(両岸締切り)
水制工･寄州工を想定したモデル。両岸をケース1
と同様に締切り流下断面を小さくした。
d)ケース4(堰上げ)
帯工を想定したモデル。魚道底部に土のうを積上
げ流下断面を小さくした。
試験の結果、ケース１では最大流速で２倍以上となり、
それ以外のケースでも流れに変化がみられ、一定の効果
が得られた。
改良工の設置箇所については、魚道内に連続した流れ
の変化を創出するように左右岸交互に配置することとし、
湾曲部に配置する場合は湾曲の効果を高めるために湾曲
部内側に配置することとした(図-11)。
以上より、改良工として水制工６箇所、帯工７箇所、
寄州工４箇所、柳伏工１９箇所を設置した(写真-6)。
設置後実測した流速では、寄州工で平均流速が
0.45m/sから0.75m/sへと増加し、流れに大きな変化が生
まれた。また、特に植生回復が不十分な箇所に設置した
柳伏工においても、平均流速が0.36m/sから0.46m/sへと
変化し、あわせて木杭とヤナギによる水面カバーとして
の機能を作ることが出来た。
これら寄州工や柳伏工等の改良工により魚道内に連続
的な変化が確認されるなど多様な流れが創出でき、魚道
全体として魚の遡上しやすい魚道へと改善させることが
出来たと思われる。

表-2 魚道改良工簡易試験結果

ケース１

ケース２

写真-5 簡易施設設置状況

図-11 改良工配置イメージ

寄州工

4. ダム上流におけるサクラマス産卵適地評価
(1) 調査概要
美利河ダム魚道は将来的にダム上流の後志利別川まで
延伸する計画(Ⅱ期魚道)としており、ダム上流河川の生
息環境を把握し、魚道延伸により期待される効果を的確
に把握することが重要となっている。
今回、魚道対象魚であるサクラマスに着目し、遡上河
川である後志利別川上流及びチュウシベツ川上流におい
て、サクラマスの産卵適地の有無について現地調査を行
った。
調査区間としては、チュウシベツ川上流は魚道接続部
である取水堰より上流約2.6kmに、後志利別川上流はダ
ム湖合流点より上流約6.8kmに、それぞれ治山堰堤が
設置されているため、当該地点までを遡上可能区間とし
Hiroyuki Mizuno, Shoji Matsumoto, Hiroaki Mogi

流れに緩急

水面カバー(隠れ場)の創出
柳伏工

写真-6 魚道改良工（上：寄州工、下：柳伏工）

て現地調査を行った (図-12)。
産卵場としての適否を現地調査により判断するにあた
っては、調査員の主観的な判断により個人差が生じない
評価となるように、事前に調査項目や判定の目安につい
て有識者からの指導をもとに整理した。
(2) 現地調査方法
チュウシベツ川における10月に行った現地調査では、
まず始めに産卵場に適した河床材である表面粒径10～
80mmの箇所を重点的に調査し、河床材内への流水浸透性
を把握するため、河床材が浮石(空隙が多く容易に掘り
上げが可能)か、沈石(空隙が少なく固く締まり掘り上げ
が困難)かの判定を行い、産卵に適した候補区間を選定
した。次に、詳細な判定を行い、産卵適地を選定した
(写真-7)。
判定に際しては、既往資料や現地調査(主に目視)によ
り、大きく2つの項目に着目し判定した。
図-12 ダム上流河川産卵適地調査区間

1) サクラマス親魚の遡上･産卵床に影響を与える項目
2) 孵化後の生息環境に影響を与える項目
1)の項目については、サクラマス親魚の遡上に支障が
ないかを確認するため、水面落差の大きい障害物の有無
や流況(流量、水深等)について判定した。次に、サクラ
マス親魚は春季に河川を遡上し、秋季の産卵期まで河川
内で生活するため、夏季の生息場所(越夏)となる水面カ
バーを有する大きな淵の有無や、水質(水温、濁度等)を
判定した。また、産卵床内への河川水の浸透を阻害する
砂泥等の流入が予測されるかなどについても判定を行っ
た。
2)の項目については、孵化後、稚･幼魚は河川内で1年
間生息し、水生昆虫や底生動物、流下してくる陸生昆虫
を捕食しているため、稚･幼魚にとっての隠れ場や越冬
場となる淵環境の有無だけでなく、採餌環境についても
判定した。また、スモルト(サクラマス降下魚)の降下障
害の有無などについても判定を行った。
(3) 産卵適地調査結果
調査の結果、チュウシベツ川の遡上可能区間において、
7箇所の産卵適地を確認することができた(図-13,写真8)。チュウシベツ川は、全体的に瀬淵構造で、河床の砂
礫層に流水が浸透可能であり、水温についても、11.4～
12.7℃の範囲にあり産卵環境として適していると考えら
れた。
同様の手法により、後志利別川上流について産卵適地
調査を行った結果では、41箇所の産卵適地を確認するこ
とができた。
(4) 考察
現地調査により判定した産卵適地の妥当性を検証する
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写真-7 左：現地調査状況、右：河床材料調査（チュウシベツ川）

図-13 チュウシベツ川産卵適地箇所

写真-8 産卵適地代表例（チュウシベツ川：A-4）

ため、チュウシベツ川における実際の産卵床の位置と産
卵適地との比較を行った。比較は平成22年～平成24年の
チュウシベツ川での産卵床調査結果を用いた(表-3)。
結果としては、チュウシベツ川で産卵適地と判定され
た7箇所の内、6箇所(85％)で産卵床が確認され、産卵適
地と判定された箇所については概ね産卵場として利用さ
れていることが確認された。
また、各年度の産卵適地内における産卵床数の割合を
見ると、平成22年では産卵床6床に対して産卵適地内に4
床(67%)、平成23年では28床に対して15床(54%)、平成24
年では3床に対して2床(67%)となり、毎年6割程度が産卵
適地と判定した箇所で産卵している状況が確認された。
しかし、産卵適地と判定した箇所以外でも4割程度の
産卵床が確認されており、実際の産卵場は産卵適地と判
定された箇所数以上となることが推測され(図-14)、今
後さらに検証する必要がある。
また、後志利別川上流で確認された産卵適地について
は、魚道はまだ接続されていないため、実際に検証する
ことは出来ないが、チュウシベツ川上流の産卵適地結果
と比較すると、遡上可能区間の延長比で約2.6倍、産卵
適地箇所数では約5.8倍となっており、魚道を延伸した
場合、後志利別川上流は遡上産卵河川になることが期待
でき、サクラマス再生産による生息分布の回復に寄与す
ると考えられる(図-15)。

表-3 産卵適地と産卵床数の比較

図-14 産卵適地と適地外の割合について

5. まとめ
今回、多自然魚道の機能向上を図るため魚道改良を行
った結果、魚道内に連続的な流れの変化や、水面カバー
を創出することができた。
産卵適地調査については、後志利別川上流及びチュウ
シベツ川上流の遡上可能区間内にサクラマスの産卵適地
として良好な箇所が確認され、また、魚道延伸による魚
類の生息分布の回復を予測する基礎資料が得られた。
今後も遡上状況について観察し、各種調査・検討によ
り魚道改良･魚道作りに取り組んでいきたい。

図-15 チュウシベツ川と後志利別川の比較
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