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北海道における河川横断工作物基数と
サクラマス沿岸漁獲量の関係

一河川横断工作物とサクラマスの関係から河川生態系保全を考える一

I はじめに

玉手 剛

早尻正宏

目次

II. 北海道における河川横断工作物の建設史

ill. サクラマスの保全生物学的価値一一「河川連続

性の指標種J

N. サクラマス沿岸漁獲量の急減とその要因

v. おわりに これからの流域管理にむけて

I. はじめに

現在の日本の河川には，防災や利水などの目的で膨大な数の河川横断工作物

（多目的ダム，砂防ダム等の堰。以下，河川工作物）が設置されている（森田・

山本 2004）。これらの工作物の大部分はその高さと形状のために，そして近年

付設されてきた魚道の多くが機能していないこともあって，水生生物の移動

（特に上流方向への移動）の妨げとなっていることは明白であろう（前回 1996,

森 1998を参照）。今日では，このような人為遮断が海と川を行き来する回遊性

魚類をはじめとして，多くの河川棲生物の生息数の減少を招いたことは，圏内

外問わずほとんど常識化している（真山 1993，畠山 2006を参照）。以前は河

川生態系の保全の視点が全く欠けていた感のある流域管理サイドだが，最近で

は変化の兆しをみせ始めている。まだまだ事例は少ないが，スリット式砂防ダ

ムのような河川の連続性（つながり）に配慮した試みは，流域管理者の意識変
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化を示す好例であろう。日本における流域管理の21世紀は， 「利水－防災一辺

倒」から円｜｜の恵み（河川生態系）を損なわず利水・防災とし、う本来目的を果

たす」とし、うノミラダイムシフトを実現する時期になるのは間違いないものと思

われる。

しばしばマスメディアにおいて自然王国と賞賛される北海道だが，少なくと

も河川に関してその形容は適切ではない。道内には一級河川が13水系1,129河

川！，二級河川が226水系458河J11，準用河川が78水系429河川，そして普通河川

が1,206水系14,578河川とし、う膨大な数の河川が存在するが（北海道自治研修

センタ－ 2005），都府県同様，道内でも河川工作物が設置されていない河川を

見つけるのは容易ではない（写真 1）。これらの工作物は，たとえば飲料水の

安定供給や土砂災害の軽減などの機能により生活水準の向上・維持に多大な寄

与をしてきた一方で，前述したように河川生態系に悪影響を与えた面は否定で、

きない。生態系保全の視点が流域管理者にも取り入れられつつあるいま，将来

的な流域管理のあり方を形成するうえで，既存の河川工作物における負の側面

をしっかり見据えることが先ず重要となろう。そこで本稿では，北海道におけ

写真 1 道内河川における河川工作
物の例。上は二風谷ダム （道
央太平洋側），下は須築川砂防
ダム（道南日本海側）。サクラ
マスなど，川と海を行き来す
る生物への影響が懸念されて
いる（上は2006.9.12，下は
2005.7.20撮影）
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る河川開発の歴史を概観し，河川工作物の影響を受けやすいと考えられる生物

種の一つであるサクラマスの沿岸漁獲量の経年変化と河川工作物の建設基数と

の関連性について議論していきたし、。

II. 北海道における河川横断工作物の建設史

北海道の河川開発は明治初期に始まり，明治後半以降，治水・利水関連の工

事は継続して行われている（北海道開発局 1998）。ここでは，事業史や事業実

態について明らかな部分が多い大型ダム（ハイダムおよび発電用ローダム） 1)' 

砂防ダム2），治山ダムの歴史を概説する。

道内において，大型ダムはすでに明治時代から着工されている（図 1）。戦

前は水力が主要な電源だったこともあり，民間会社による発電ダムの建設も盛

んであった。戦時中，建設ベースは滞ったものの，高度経済成長期（1957～

1973年）以降は安定的にその建設数を伸ばしている（図 1）。このような安定

状態がもたらされた理由として，産業基盤偏重のインフラストラグチャー整備

（奥田 2001）の一環として水資源開発（農業用利水，電源開発等）が推進され

てきたことのほかに，公共事業における北海道特有の事情を挙げることができ

る。北海道開発法（1950年制定）などの開発関連法の整備により開発行為の正

当性（法的根拠）が与えられ，また我が国で最も広大な未開発空間を残してい

た戦後から高度経済成長期にかけての北海道は，スペンディングポリシー（大

規模公共投資による景気刺激策）が展開する格好の場となった（宮本 2001）。

その結果，北海道では官公需依存の経済体質が強化され，建設産業は北海道経

済の重要な地位を占めるようになったのである。農林水産業の低迷や人口流出

で疲弊した地域は，建設産業すなわち公共事業に対する経済的依存を特に強め

ることになってしまった。いつしか大規模公共事業の一つである大型ダム建設

は，地域経済のー刺激策の枠を超え，過大ともいうべき経済的期待を背負わさ

れるようになり，そのような期待もあったからこそ高度成長期の後も積極的に

進められていったと推察される。道内には平成16年現在で既に200基を超える

大型ダムが建設されてきたが（図 1），近い将来，いくつかのダムが加算され

る見込みである。

土砂災害の防止や軽減を目的とする砂防事業と治山事業（太田・高橋 1999)

は，北海道では戦後まもない時期から開始されている。北海道における最初の
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図1 上・北海道における治山ダム，砂防ダム，ハイダムおよび発電用ローダム，

頭首工 （計画時の受益農地面積が概ねlOOha以上）の累積建設数の経年推移

(1905 -2004)3）。 下：治山ダムを除く上記の各工作物の同データ。建設史お

よび建設実態については本文を参照
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砂防ダムは1952年度に石狩川水系の忠別｝, ，に完成したもので（北海道庁く以下，

道庁〉の砂防事業担当者への聞き取り），以降建設ベースが1960年代の半ばに

急激に加速しこれまで（2004年現在），北海道開発局および道庁建設部（旧

土木部）の両主体は合計で1100基を超える砂防ダムを設置してきた（図 1）。

1960年代の「建設ラッシュJの契機は，台風・大雨による災害対策を最重要課

題と位置付けていた当時の日本政府による「治山治水緊急措置法」の制定

(1960年）である（北海道治山協会 1978）。この法律に基づき，昭和35年度を

初年度とする「治水10ヵ年計画Jが北海道総合開発計画に加えて実施され，北

海道の砂防事業は急速に進捗することになったので、ある（北海道土木部 1969; 

北海道治山協会 1978）。また，北海道では1960年代前半に大雨による深刻な災

害が頻発したため砂防事業の拡充が特に急がれたことも（北海道土木部 1969; 

北海道治山協会 1978），「建設ラッシュ」の重要な背景と筆者らはみている。

建設ベースは1960年代から1990年代中頃までほとんど変わらないが，ここ数年

は徐々に落ちてきている（図 1）。しかし『建設グラフ』（自治タイムス社）

2001年6・7月号において，当時の北海道建設部長・逢坂氏が「北海道におけ

る土石流危険渓流の整備率は15%程度」と述べているように，事業者は砂防ダ

ムをさらに建設する意向を持っているのは間違いないだろう。なお，道内では

砂防事業の主体として，上記の二機関のほかに札幌防衛施設局があるが，本研

究への協力が得られず，当局所管の砂防ダム基数は不明である。

北海道における治山事業の主体は北海道森林管理局（旧北海道営林局）と道

庁（水産林務部，旧林務部）であるが，昭和23年度から現在（2004年）まで，

両主体合計で35,000基ほどの治山ダムを設置してきた（図 1）。砂防事業と同

様に，治山事業も前述の 「治山治水緊急措置法」の後ろ盾を得て，「治山10ヵ

年計画」に代表される実施体制が急速に整えられていった（北海道治山協会

1978）。このような当時の治山治水に関する法整備や予算の充実が， 1960年代

における治山ダム建設ベースの急激な上昇につながったのである（図 1）。以

降，道内の治山ダムは，ほぼ同様のベースで着実にその数を伸ばし続けている。

ちなみに，砂防ダムと治山ダムはそのすべてが河川に設置されている印象を受

けるが，必ずしもそうではない。北海道開発局および道庁が建設した砂防ダム

では 9割以上が河川に設置されているものの，道庁の治山事業担当者の話によ

れば，道庁所管の治山ダムでは 1I 3～1 I 2は降雨－融雪期以外では水が流れ

ない沢に設置されているとし、う。北海道森林管理局所管の治山ダムも同様の状
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況ならば，道内河川に設置されている治山ダム基数は，現時点で17,000～ 

23,000基ということになる。

以上，北海道における主要な河川工作物の歴史を簡単に振り返った。治水三

法（河川法，砂防法，森林法）に象徴されるように，流域管理をめぐる法律体

系は多様かつ複雑で，その予算のあり方もまた同様で、ある。ダム事業や砂防・

治山事業といった河川開発事業は目的や建設規模によって事業主体が変わり，

また場合によっては一つの事業に複数の主体がかかわる。このような非統一的

管理体制（中村 1999）が，事業実態や事業史の詳細な把握を難しくしている。

しかし，ここでの概観から，道内河川の大まかな開発動向はみてとれる一一

1960年代以降，北海道の河川工作物の建設事業は本格化かつ安定的に実施され，

道内河川は大きな変貌を遂げることになったので、ある。河川開発事業によって

河川環境が激変するなか，漁業，釣りおよび食文化といった面で北海道を代表

する魚の一つであるサグラマスの資源状態はどのように推移したのかを探る試

みは，水産業界からはもちろんのこと，河川生態系保全の観点からも注目され

るところである。

ill. サクラマスの保全生物学的価値 「河川連続性の指標種」

サクラマスはサケ科サケ属のー魚種である。世界的にみると日本周辺のみに

自然、分布する極東固有種であるが，日本では沖縄や四国周辺といった一部の地

域を除き，ほぼ全国的に分布する（加藤 1990；大熊 2002）。サクラマスは特

に北日本（ここでは北陸・三陸以北を指す）の日本海沿岸において重要な漁業

対象種となっており（員山 1998），釣りの対象としても高い人気を誇る（各種

の釣り雑誌を参照）。興味深いことに，サクラマスにはシロザケのように河川

と海の両方を利用する降海型と一生河川内に留まる河川残留型というこつの生

活史型（生活史二型）が現れる。ちなみに生活史二型の出現頻度は，地理的に，

そして性で異なる（玉手－山本 2004）。北日本では，オスには降海型と河川残

留型の双方が出現するが，メスはごく少数の例外を除きすべて降海型となる

（加藤 1990，玉手・山本 2004などを参照）。したがって，当地域におけるサク

ラマスの再生産には，降海型の存在が不可欠となる。また，日本のシロザケと

は違い，道内沿岸で漁獲されるサクラマスでは人工鮮化放流魚の割合がかなり

低いことから（宮腰 2006a），その資源の多くは自然再生産に由来すると考え
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られる九健全な自然、再生産の必須条件として「河口から産卵場まで川がつな

がっている」ことが挙げられるため，北日本におけるサクラマスの資源量は，

当地域の河川の連続性の程度を反映するといっても過言ではないだろう。つま

り本種は，北日本における「河川連続性の指標種」のーっといえるのである。

なお， F毎日本（北陸・三陸より南）ではアュ（天然魚）がその代表格と思われ

る。

N. サクラマス沿岸漁獲量の急減とその要因

北海道において，サクラマス沿岸漁獲量の公式集計が始まったのは1981年か

らである。このため，1980年以前の詳細は不明であったが，最近，その不明期

間（1958年以降）における推定漁獲量が報告された（玉手 2008；図 2参照）。

その研究によれば， 1960年代までは年変動が大きいものの年間2,000tを超え

る大漁年が頻発していたが，1970年を境にして急激に落ち込み， 70年代後半に

はし000tを下回るまでになっていたと推定されている。また，急滅以後

(1970年以降）は若干の年変動はあるが，緩やかな減少傾向（漸減傾向）と推

定される。北海道におけるサクラマスの人工鮮化放流はすでに19世紀後半から

500 
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図2 北海道におけるサクラマスの沿岸漁獲量と放流数の経年推移（1958-2005) 5> 
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始ま っていたが， 1960年代までは無給餌放流とし、う放流効果がほとんど期待で

きない原始的な方法で行われていた（員山 1998）。その後，放流方法の研究開

発が進み， 1980年代半ばからは効果が期待できるとされた幼魚放流（秋季放流）

やスモルト放流としづ放流手法が取り入れられた（員山 1998）。しかし漁獲量

の減少に歯止めは掛からず， 2000年以降では500t前後にまで落ち込んでいる。

さて，漁獲量の経年変化で第ーに着目すべき時期は，急、減が推定されている

1970年代前半である。つまりこの時期，北海道系サクラマスの資源量は大幅に

減少したと考えられるのである。ここで，当時の道内河川にはどのようなベー

スで河川工作物が設置されてきたのか，もう一度振り返ってみよう。道内では，

1960年代から治山ダムと砂防ダムをはじめとする河川工作物が急ピッチで建設

されていったことは前述した通りである（図 l参照）。河川工作物はサクラマ

スの移動，特に遡上親魚の産卵場までの移動を妨げるものが多く，また礁など

の河床材料の移動も制限するため，堤体下流側の産卵適地までも喪失させる場

合があるとされる（因子 1999；ト部 2003；福島・亀山 2006）。このような弊

害を伴う河川工作物の建設が1960年代に本格化したため （図 1参照）' 1970年

代前半に北海道系サクラマスの資源量が急激に落ち込んだ （図 2参照）という

シナリオにはかなりの説得力があるように思われる。

では，この漁獲量の急減に河川工作物以外の要因が関連している可能性はな

いのだろうか？ 河道の直線化や三面張護岸などの開発行為も資源量減少の要

因と考える識者もいるだろ う（隼野 2003参照）。また，工場排水や生活排水，

農薬による河川の汚濁，道路整備の進展による“釣獲圧 （遊漁による捕獲圧）”

の増加なども関係している可能性がある。現時点において，河川工作物以外の

要因がどの程度サクラ マスの再生産に対して影響があったかは未知数である

が，本稿の検証結果から判断すれば，河川工作物の影響は軽視すべきではなし、。

ちなみに1970年代以降における漁獲量の漸減要因については，河川工作物を

はじめとする各種の河川改修，釣獲圧の増加，放流事業の進展（魚病の蔓延や

遺伝的汚染），ニジマスなどの外来種，漁獲圧（漁業者数）の減少などが考え

られるが，どれが有力かは今後の検証を待たねばならなし、。

v. おわりにーーこれからの流域管理にむけて

北海道では1970年代以降，河川工作物への魚道の付設が進められてきた（下
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回ら 2003）。最近では，砂防ダムや治山ダムなどの比較的規模の小さい工作物

に加え，堤高が15m以上もあるハイダムにも魚道が設けられるようになった。

スリット式砂防ダムのような「連続性」に考慮、した工作物の導入例も増えてい

る。しかし 21世紀に入っても道内沿岸のサクラマス漁獲量が復活する兆しは

ない（図 2）。この原因のーっとして，道内河川において未だ十分に河川の連

続性が回復していないことを筆者らは指摘したい。魚道の設置数が不足してい

ることもあるかもしれないが，これまで設置されてきた多くの魚道が機能して

いない可能性は高い。釣り人など，頻繁に河川に出向く人聞が見かける魚道の

多くは，砂防ダムや治山ダムの横や中央に設置されているタイプであろう。こ

のようなタイプは部分的魚道と呼ばれ、土砂の堆積や魚道自身の破損による機

能低下が起こりやすいことが指摘されている（水野 2000；下回ら 2003も参

照）。では，連続性を回復させるには，どのような魚道にすれば良いのだろう

か？ 河川棲生物の研究者からみて効果的な魚道といえば，スリット式と全断

面式魚道（写真 2）が代表的なものだろう。いずれにしろ，原則として，砂防

ダムや治山ダム，頭首工に代表される比較的規模の小さい河川工作物すべてに

対し，水生生物の縦方向の（特に上流方向への）移動を妨げない工夫を施すこ
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写真2 “連続性”に配慮した河川
工作物の例。上は別々 JII （道
央太平洋側）のスリット式砂
防ダム，下は豊平川支流真駒
内川（札幌）の全段面式魚道

（上は2006.7.28，下は2006.6.28
撮影）
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と，すなわち完全に機能する魚道を設置することが流域管理者に課せられた責

務ではないだろうか。

大型ダム建設は，インフラストラクチャー整備や食糧増産が急がれていた時

代において最も重要な開発行為の一つであったことは理解できる。しかし現在，

我が国で計画されているダム事業のなかで本当に必要なものはどれだけあるだ

ろうか？ 都府県同様，最近の道内に建設された，または建設予定の大型ダム

のなかには，その必要性に対して疑問が寄せられているものもある6）。大型ダ

ムが一度造られれば，建設地域の生態系を元通りに復元するのは技術的・経費

的にほとんど不可能である。これからのダム計画においては，単にダム建設に

よる利益部分のみに着目するだけでなく，きわめて当然ではあるが，建設地域

の生態系に与えるインパクトや建設・維持・解体費用などの損失部分を慎重か

っ詳細に検討する必要がある。

本稿では，北海道を対象地として，河川における主な人為環境改変である河

川工作物の建設と 「河川連続性の指標種」・サクラマスの漁獲量の関係を検証

した。その結果，これらの工作物による河川の連続性遮断が，サグラマスの再

生産に悪影響を与えていることが示唆された。このことは，道内河川全般の連

続性が相当失われてしま ったことを暗示している。繰り返すが，このような事

態は，河川生態系の保全という観点から大いに懸念される。現在の我が国では，

開発の「功」（特に事業に伴う短期的経済効果）と比べ生態系保全は未だに軽

視されがちだが，たとえば道民の生活 ・経済に，当該地域の生態系の構成員で

あるサケ科魚類が不可欠な存在となっている ことからも明らかなように，私た

ち人間の生活・生産基盤のーっとして居住地域の生態系は大切にしてし、かなけ

ればならないのである。流域管理は昔も今も「人命・財産を守る」が最大の目

的であるが，利水・治水だけがこの目的達成のために必要な側面ではない。つ

まり，生態系保全もまた「人命・財産を守る」に通ずるのである。これからの

流域管理において，「川の恵み」への謝意が根本理念となり，それに基づく 施

策が採られることを願ってやまない。
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注

1) 本稿におけるハイダムとは，河川水の貯留や取水を行うための堤高15m以上の

堰のことであり，発電用ローダムとは，堤高15m未満の発電目的の堰を指す。

2) 本稿における砂防ダムとは，堤高が概ね 5m以上の砂防目的の堰を指し，床固

工は含まれていなし、。なお，道庁所管の砂防ダムの建設数データには概定値が含

まれるが，砂防事業担当者の話によれば，誤差があったとしても年間で数基程度

とのことなので，提供されたデータをそのまま用いた。

3) 頭首工の建設年度は大規模改修年度（現行頭首工の完成年度）を含む。データ

の出典先は，道庁建設部，同水産林務部，同農政部，北海道森林管理局，北海道

開発局から提供された資料，および関係機関・企業の公開資料（文献 2' 7 • 17, 

19, 22）である。

4) 放流魚の推定回収率（宮腰 2006b）と漁獲統計および放流数データ（図 2参照）

から，道内沿岸で漁獲されたサクラマスに占める放流魚の尾数割合を概算したと

ころ， 1960年代以前と比べ自然再生産由来の資源、量が大幅に減少したと思われる

最近（2000-2005）でさえ，その割合は平均で2割弱と推定された。つまり，現

在においても，道内沿岸で漁獲対象となるサクラマス資源の大部分は自然再生産

によって支えられていると考えるのが妥当である（隼野 2003；宮腰 2006a）。

5) 1958～1980年の漁獲量は玉手（2008）の方法による推定値（推定漁獲量）であ

り， 1981年以降は北海道立水産勝化場発行の「事業成績書」（文献23）に掲載され

ている公式集計値である。放流数データの出典先は，永田・山本 （2004）および

北海道立水産購化場から提供された資料て‘ある。なお，放流数は採卵年から 3年

後（漁獲対象年）にセットされてし、る。

6) その代表例として，天塩川水系名寄川支流サンノレ川に建設予定のサンノレダムが

挙げられる。これまでの新聞報道から，多くの道民が当ダムの必要性を疑問視し

ている様子がうかがえる。この点については，北海道新聞・山本牧編集委員によ

る「記者の視点」（2007年 1月8日付北海道新聞朝刊 6頁）などを参照していただ

きたし、。
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