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１．はじめに 

北海道における 2017 年秋期のシロサケ来遊数

（沿岸と河川での捕獲数の合計値）は 1989 年以降

最低となった。2018 年秋期の来遊数も平年比 53％

と依然低い水準が続いている。このような事態をう

けて、自然産卵魚（野生魚）への関心が高まってい

る。以前からも生態系保全や水産資源維持の観点

から、遺伝的多様性を持つ自然産卵魚による資源

管理の必要性が求められてきた（眞山、 2004）。こ

のような野生魚個体群の保全と維持には河川の縦

断的連続性の確保は必須である。 
また、従前から行われてき魚道整備も河川法の

改正を受けてより多くの構造物が整備されるように

なった。このような魚道の効果は、遡上数計測で評

価される（Noonan et. al 2012）が、その計測は目視

およびカメラ調査により行われる（ダム水源地環境

整備センター 1998）。このため，長期間計測や夜間

計測は手間と費用を考えた場合難しい。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（Welsh and Aldinger 2014）。 
北海道中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（帰山・真山 1996）。しかし、夜間遡

上数だけでなく遡上数すらわかっていない。年間約

30 万匹が遡上する北海道東部十勝川においても千

代田新水路に観察窓のついた魚道がある。ここで

遡上数計数されているが、夜間の遡上量は知られ

ていない。本稿では、サケ親魚を対象として、魚類

遡上量自動計測装置（以下サケカウンター）を用い

た遡上数計数の試みを報告する。 
 
２．調査地 

 調査地は北海道中央部安平川水系勇払川（流域

面積 219 km2）のウトナイ堰と北海道東部十勝川流

域（流域面積 9,010 km2）の千代田新水路階段魚道

である。 
勇払川流域には美々川と勇払川が主な河川であ

り、この美々川では 1971 年まで人工ふ化放流が行

われていたが現在は行われていない（帰山・真山

1996）。しかし、毎年 10 月になるとサケ親魚が勇払

川を遡上している。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

のウトナイ堰が左岸側の魚道とともに設置されてい

る。 
 十勝川は十勝岳から流れを発し、山間地を流下し

て十勝平野に至り、各支流と合流しながら豊頃町で

太平洋に注ぐ幹川流路長 156 km の一級河川であ

る。この河川の河口から約 43 km 上流に位置する

千代田新水路の右岸に階段魚道が設置されている。 
サケカウンターは、それぞれの魚道に設置した。

勇払川ウトナイ堰魚道（以下ウトナイ魚道）では遡

上が活発になる（帰山・真山 1996）11 月から遡上が

終了する翌年 1 月まで（2018 年 11 月 8 日 10 時か

ら 2019 年 1 月 31 日 24 時）まで計測した。千代田

新水路階段魚道(以下新水路魚道)調査は 2017 年

11 月 22 日 0 時から 12 月 11 日 24 時まで行った。 
両調査地の魚道を移動する個体が夜間に移動し

ているのかを調べるために、ウトナイ魚道では 2018
年 11 月 9 から 11 日、新水路魚道では 11 月および

12 月の調査期間中に記録されたデータから、夜間

に移動した個体を計数した。 
 

３．サケカウンター諸元 

両河川魚道に設置したサケカウンターは、鉄骨製

の架台に 2.0 m × 0.8 m（長さ×幅）の木製水路がつ

いている。この木道魚道に 3 本のセンサー電極を流

下方向に上流端から 30 cm 間隔で設置し，両端に

5.0 V の電圧を印加している。この木製水路を魚道

の隔壁間に設置し、センサー上の流水の電気抵抗

を計測する。センサー上を対象魚が通過した際に、

流水の電気抵抗が変化し、センサーから出力され

る電圧信号がパルス状の波形を描く。パルス波の

形状により遡上・降下を判定して遡上数を計数する

（近藤・権田 2012）。 
カ ウ ン ター セ ンサ か らの 信 号 の読 み 取り は

FishCountSystem_Anlyzer03（田村電子工房、高崎

市）を使用した。これは、遡上個体が作る波形だけ

ではなく、遡上か降下を自動判別する能力があり、

そのほかに判定不能なものも計数する。また、閾値

を設定することで、サケではない小型魚を一定の精
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度で判別することも可能である。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

を研究対象とした。なお、設置時の各カウンター木

製魚道の流速と水深はそれぞれ、ウトナイ魚道は

162.2 cm/s および 20.2 cm、千代田魚道は 146.3 
cm/s および 20.0 cm だった。 

 
４．計測期間中のシロザケの行動 
 ウトナイ魚道では 11 月の数日間（9、10 および 11
日）に多くの遡上があったことから、11 月遡上数

（899 個体）で測定期間中の遡上全個体数（1,096 個

体）の 82％を越えていた。12 月までは一定量の遡

上があるが、1 月はほとんど遡上していない。また、

降下はほとんどみられなかった（図-1）。一方新水

路では 11 月 23 および 29 日で 20 匹を越える遡上

があった。12 月になると降下遡上ともに減少した。

また、この階段魚道では降下する個体も多かった

（図-1）。両調査地でも特定の日に遡上が多くなった

のは、降雨により水位が上昇したためだと考えられ

る。 
 
５．夜間における移動数 
 遡上数の多かった 11 月 9 から 11 日のウトナイ魚

道では、96％が夜間に遡上していた。また、新水路

魚道においては、11 月では遡上数の 60 %が、降下

数のすべてが夜間に移動していた。12 月もこの傾

向は変わらず、遡上の 62 %、降下の 79 % が夜間

に行われていた（表-1）。遡上数が多くても少なくて

も夜間に遡上する個体がいることがわかった。サケ

科は目で見て採餌するため夜間は睡眠するといわ

れているが、産卵時期はそれとは関係なく移動して

いることがわかった。 
 
６．おわりに 

本研究では，サケカウンターを使用することによ

り、トラップ調査等ではわかりにくかった長期間の遡

上数や降下数が明らかになった。また、今回の調査

から夜間に遡上する個体がかなりいることもわかっ

た。このようなカウンターの使用により長期間 24 時

間計測による遡上数や降下数があきらかになり多く

の構造物に付帯する魚道等の評価に役立つと期待

される。 
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図-2 十勝川新水路階段魚道の遡上数と降下数の割合 11 月は

22 日から 30 日，12 月 1 日から 11 日まで計測した． 

図-1 ウトナイ魚道の遡上数と降下数の割合 11 月は 8 日から 30
日，12 月および 1 月は 1 日から 31 日まで計測した．それ

ぞれの母数に違いがあることに留意。 

表-1 ウトナイ堰魚道(ウトナイ魚道)と千代田新水路階段魚道(新水路魚道)の夜間における遡上数および降下数。 

Note: ウトナイ魚道のデータは遡上数が多かった 11 月 9 日から 11 日を用いた。新水路魚道は観測全期間のデータを用

いた。（）内に昼間を含めた全移動数を示す。 
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