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北海道南西部に位置する尻別川の流域を対象として，広域的な水生生物の生息環境評価を目的とした地
形・植生基盤情報の整備を行った。次に、その基盤データを用いて、サクラマス産卵環境評価のための地形・
植生パラメータの作成を実施した。さらに、
河川環境復元施策における意思決定プロセスへの活用例として、
各パラメータを元に抽出したサクラマス産卵適地と、河川横断構造物による遡上不可能水域とのギャップ分
析を実施し、改善策を優先的に実施する地域の抽出を試みた。
Key Words: 河川地形，河畔林，ňŊŔ，河川横断工作物，サクラマス

1.

はじめに

変および撤廃を計画する際には、上流域および下流域に与
える影響を広域的に評価する必要がある。しかし、œŦŢŤũ

人間の活動域の拡大に伴い、北海道内では特に過去50年

スケール以下の環境要因の計測は、現地において直接かつ

の間に、主に災害対策としての河川改修が数多く実施され

集約的に行う必要があるものが多く、広域的かつ迅速な調

てきた。しかしこれらの改修の多くは河川地形の単純化や

査の実施には困難さが伴う。そのため、œŦŢŤũスケール

水辺の植生の改変を伴ったため、水域および水辺域を利用

以下で蓄積された知見を間接的に説明する、広域的に出力

する生物の生息環境への影響が指摘されている
（たとえば、

可能なパラメータの検討が必要である。このようなパラメ

1）

2）

3）

ŏŦŨŪŴũŪġŦŵġŢŭį ļ渡辺ほか ļ中野ほか ）
。特に、砂防ダム、

タライズ作業を実施するには、河川、周辺地形および植生

貯水ダム、頭首工および治山ダムといった河川横断工作物

等に代表される基盤情報が対象流域内において均等に整備

によって、サケ科魚類を代表とする遡河回遊魚の生息域の

されている必要がある。また広域的な情報を空間的に解析

4）

5）

分断および減少が進み 、
個体数の減少につながっている 。

するためには地理情報システム（ňŊŔ）の活用が不可欠で

そのため、遡上・回遊環境を改善する手立てとして、ダム

ある。しかし生物の生息環境評価への使用を念頭においた

へ魚道の設置やスリット化等を実施する等の提案がなさ

基盤ňŊŔデータの整備は、北海道内のみならず日本国内で

れ、実際に施工が進んでいる。しかし、このような工事に

もまだ途上の段階である。そこで本研究では、第一に、尻

は多額の費用が必要となる。よって、対象とする水系内に

別川流域を対象として流域基盤ňŊŔデータの整備を実施し

おける施工箇所の選定に際し優先順位の設定は不可欠であ

た。第二に、それらのデータからサクラマス（Oncorhynchus

る。ここで、優先地域とは、対象とする生物に適した生息

masou）の産卵環境評価を行うことを目的とした河川地形

環境を持つものの、構造物等により対象生物が到達できな

および水辺環境のパラメータ化を試みた。最後に、各パラ

い地域、と定義することができる。河川における水生生物

メータの得点化による調査対象流域内における相対的なハ

の生息環境評価に関しては，河床礫や河岸植生等の微生息

ビタットの質の評価を行い、生息適地と遡上可能域とのギ

場所（ŎŪŤųŰġ ũŢţŪŵŢŵ），瀬・淵等として定義される河床

ャップの抽出を実施した。その結果をもとに、河川環境復

単位（ńũŢůůŦŭġ ŖůŪŵ）および複数の河床単位が含まれる

元事業を行う際の地域的な優先順位付けを試みた。

区間（œŦŢŤũ）という各スケールにおいて数多くの蓄積
があり、特定の物理環境およびえさ環境に対するさまざま

2.

方法および結果

2.1

研究対象地域

な水生生物の選好性が明らかにされている（たとえば、
ŊůŰŶŦġġŦŵġŢŭį6））。一方で、構造物の設置や既存構造物の改

本研究では、北海道西部に位置する尻別川流域全域を研
＊
＊＊

究対象地域として設定した。尻別川は日本海へ流出する流

ġ北海道工業大学環境デザイン学科
ġ北海道立水産孵化場

域面積1ĭ640㎢の一級河川である（図１）。サクラマスをは
じめとする遡河性のサケ科魚類の生息域として知られ、水
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産資源の供給源としても重要な水系として位置づけられて

河川横断構造物データ

いる。

各種の河川横断構造物の位置情報、形状および機能を，
北海道立水産孵化場による現地調査結果と環境科学研究セ
ンターの収集データから統合しデータベース化した。
2.2.2

ᣣᧄᶏ

ᧅᏻ

生物基盤情報の整備

河畔植生

ዥᎹ᳓♽

河畔植生および土地利用図の作成を行うために、łōŐŔİġ
łŷůŪų2画像（2007年８月12日撮影）の４バンドに、ŏŅŗŊ
をスタックした画像を用いて、教師付き分類を実施した。
対象範囲は河川ネットワークデータのポリラインから両岸
側100Ů範囲内とし、範囲内を６クラス（樹林帯、草地、

ᄥᐔᵗ
0

図１

2.2
2.2.1

裸地İ砂礫堆、農地、道路İ建物、開放水面）に分類した。

10 20KM

教師の取得は、北海道小樽土木現業所撮影のオルソ航空写

調査対象流域

真および現地調査から行った。
分類手法は最尤法を用いた。

流域基盤GISデータの整備

魚類分布情報

物理環境基盤情報の整備

北海道立水産孵化場による尻別川流域内の各地点におけ

デジタル標高モデル

る魚類捕獲調査結果およびサクラマスの産卵床分布調査結

国土交通省国土地理院により作成および配布されている

果に、国立環境研究所が環境科学研究センターと共同で整

基盤地図情報（縮尺レベル25000）の等高線データより、

備した文献情報（ŉĮŧŪŴũ）および環境科学研究センターで

10Ů分解能のデジタル標高モデル（ŅņŎ）の作成を尻別

収集した文献情報を追加し、調査場所、種名、種数、齢構

川流域全域で行った。

成、体サイズ等を整理しデータベース化した。

河川ネットワークデータ
空間基盤25000の河川中心線データから農用水路等を除

2.3

去した後，河川の合流点および後述する河川横断構造物の

環境データのパラメタライズ

2.3.1

位置を結節点（ŏŰťŦ）とするネットワークデータを構築

地形抽出区間の設定

œŦŢŤũ

とは、前述したように複数の河床単位（瀬ĭ淵

した。データ構造の模式図を図２に示す。結節点間をつな

等）が含まれる区間として定義される。
ġまた、山本7）は、単

ぐラインデータ（łųŤ）には、その上下流側に位置する結

列砂州が発生するような河川の蛇行波長は河道幅（ŃŢůŬŧŶŭŭġ

節点データ（ŏŰťŦ）のŊŅが属性として格納されている。

ŸŪťŵũ）×６〜 15倍程度であるとしている。図３に示す
ように、１蛇行波長内には河道の屈曲によって形成される
淵が２個以上含まれることが予測される。したがって１蛇

Arc 䈱ዻᕈ
ᵹ┵ Node ID
ਅᵹ┵ Node ID
ᴡᎹᰴᢙ
㑆〒㔌

Node

行波長よりもやや長めに抽出した河川区間は、前述の

04
05
2
100

œŦŢŤũという概念とほぼ一致すると考えられる。よって
河川地形のパラメータ化の際に抽出する区間は、任意の地
点から河道幅の10倍の距離を半径として発生させたバッフ
ァによって切り取られる区間として定義した（図４）
。

(ว
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河川ネットワークデータの構造

図３
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サクラマスの産卵床は、 淵尻

㑆

または

瀬頭

と呼ば

れる淵から瀬への移行区間に造成されることが多い11）。そ

㑆ᵹ┵

こで、まず水理条件および地形条件から淵尻が形成されや

ᮡ㜞E1

すい区間の抽出を実施し、
次に当該区間における淵の量（面
積および個数）を推定することによってハビタットの評価
を行った。また、河床における細粒土砂の堆積がĭ河床へ
の浸透流量の低下を引き起こし、サケ科魚類の卵の生残率
低下につながる可能性が指摘されている12）。河畔林にはこ

ᴡ

のような土砂の河川内への流入を軽減する機能があること

䋨bankfull width䋩

㑆ਅᵹ┵

㬍10

が知られている13）。河畔林が十分な土砂流入軽減機能を持

ᮡ㜞E2

つためには河岸からある程度の幅が必要であり、それは河
岸の勾配に依存する14）。よって、土砂流入量の評価は、当

ᴡᐥ൨㈩䋨%䋩 =

ዮᦛᐲ

該区間における河畔林の有無と、両岸の河岸勾配を組み合

ਅᵹ┵䈱ᮡ㜞Ꮕ㩷 [E1䋭E2] 䋨m䋩

わせて実施した。上記の内容の詳細を以下より述べる。

㑆〒㔌䋨m䋩

地形条件による産卵可能区間の抽出
河川の状態を示す代表的な概念のひとつとして、őŰŰŭĮ

㑆〒㔌䋨m䋩
=

œŪŧŧŭŦĭġŔŵŦűĮőŰŰŭĭġńŢŴŤŢťŦ等の区間タイプが挙げられる。

ᴡ䋨m䋩㬍20 (=䊋䉾䊐䉜䈱⋥ᓘ䋩

定性的な分類方法であるが、河川の物理環境を把握する際
図４

パラメタライズを行う基準区間の定義および河床勾
配および屈曲度の算出方法

には有用な分類方法であり、たとえば、区間タイプ別の河床
勾配の頻度分布には明瞭な傾向があることがŎŰůŵŨŰŮŦųźġ
ŢůťġŃŶŧŧŪůŨŵŰůġ 15）によって示されている。サクラマスが
産卵場所として好む、 淵尻

このような定義を行うためには、各地点における河道幅の
8）

は、瀬淵構造が明瞭なőŰŰŭĮ

算出が必要である。そこで、山口ら の経験式を用いて次

œŪŧŧŭŦタイプ区間において形成されやすい。北米太平洋側

のように推定した。

地域に分布する河川の調査結果から、őŰŰŭĮœŪŧŧŭŦタイプ
と分類されたほとんどの河川区間が河床勾配４％以下であ

河道幅（m）＝ 3.476A0.435

る14）ことが報告されている。
また、サクラマスが好む産卵場所の水深は0į10Į0į45Ů程

ġ

度とされている16）。河道の横断形状を示す指標である河道

ここで、ł：流域面積（㎢）
、である。

満杯流量時の水深に対する水面幅の比が、流出河川におい
各地点における流域面積には、10Ů解像度ŅņŎから作成

て11į56（±１į98ŔŅ）10）程度であるとの報告から、そのよ

したŇŭŰŸġŢŤŤŶŮŶŭŢŵŪŰůġ9）データのピクセル値を1İ10ĭ000

うな水深を持つ河川の水面幅は５Į ６Ů以下であると推測

した値を使用した。なお河川ネットワークデータは、空間

される。前述した河道幅ġ İġ 水面幅比を考慮すると、河道

基盤25000の河川中心線データをもとに作成したため、水

幅が10ｍ以内の場所に水深0į45Ů以下の淵尻が成立するこ

面 幅 が1į5Ů以 上 の 水 路 が 抽 出 さ れ て い る。 流 出 河 川

とが予測される。よって河床勾配４％未満かつ河道幅10Ů
以下の区間を産卵可能区間として抽出した。

（œŶůŰŧŧġ ťŰŮŪůŢŵŦťġ ųŪŷŦų）における水面幅に対する河
10）

道幅の比は、1į76（±0į67ŔŅ）程度 との報告から、地形

河道屈曲度評価による淵量の推定

図上には河道幅が約３Ů以上の規模の河川が抽出されてい

河道の屈曲度と淵の個数および面積には正の相関がある

ることが予測される。よって、前述した区間抽出手法から

ことが指摘されている10）。よって河道の屈曲度から、サク

解析区間長は少なくとも30Ů（ľ ３Ů×10）以上の半径を

ラマスが産卵場所として好む

持つバッファで切り取られた区間となる。
この区間上には、

能であると考えられる。ġ そこで、河川ネットワークデータ

ŅņŎのピクセルが少なくとも流路延長方向に５個程度含

をもとに河道の屈曲度を図４で示す手法で定義し、パラメ

まれる。これはラスタデータを用いて調査区間を代表する

ータ化を実施した。

淵尻

の出現頻度評価が可

地形を定義するために、統計処理上最低限必要なピクセル

細粒土砂流入ポテンシャルの評価

数と判断した。

łōŐŔ画像の画像分類結果より作成した河畔植生および
土地利用図から、河川ネットワークデータポリラインより

2.3.2

河川地形パラメータ

両岸１ピクセル分のデータを抽出し、流路延長100Ů区間

サクラマス産卵適地の抽出

毎の河畔林カバー率を算出した。また各区間の中間点から
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ᵹ㩷

両岸に向かって100Ůの横断側線を出力し、測線上の標高
値をŅņŎより抽出することで河岸勾配の算出を行った。
2.4
2.4.1

H

生息適地と遡上可能域のギャップ分析

ਅᵹ㩷

遡上可能域の決定

D

河川横断構造物における溯上可否条件を図５に示す。魚
類の遊泳速度のうち突進速度（ŅŢųŵŪůŨġ ŔűŦŦť）は、体
長×10İŴ程度が目安とされている17）。尻別川に遡上するサ

᳓㕙⪭Ꮕ㩷 㻢㩷 㪈㪅㪌㫄㩷 㩷 㩷 㩷 㸢㩷 㩷 ㆚ਇน㩷

クラマスの体長は雌で0į55Į0į60Ů程度18）であるため、その

᳓㕙⪭Ꮕ䋨㪟䋩㩷 㪓㩷 㪈㪅㪌㫄㩷 㩷 䈎䈧㩷 ᳓ᷓ䋨㪛䋩㪆᳓㕙⪭Ꮕ䋨H䋩㩷 㻡㩷 㪈㪅㪉㪌㩷 㸢㩷 ㆚ਇน
ૉ䈚䇮⸥䈮㑐䉒䉌䈝㩷

19）

突進速度は5į5Į6į0ŮİŴと推定される。ŃŦŭŭ によって報告

᳓㕙⪭Ꮕ䋨㪟䋩㩷 㪓㩷 㪇㪅㪎㩷㫄㩷 䈎䈧㩷 ᳓ᷓ䋨㪛䋩㩷 㪕㩷 㪇㪅㪈㪌㫄㩷 㩷 㩷 㸢㩷 ㆚น㩷 㩷

されている、マスノスケ、ギンザケ、ベニザケの突進速度

図５

は、上記の推定値とほぼ同様の値を示している。また上記
３種の最大跳躍高は、2į1Į2į4Ů20）と算出されている。よっ

河川横断構造物における遡上可否条件
表１

てサクラマスも同様の跳躍能力を持つことが予測される。
本研究ではこの最大跳躍高の3İ4程度である水面落差（ŉ）

河道の屈曲度得点表

ᴡ䈱ዮᦛᐲ

1į5Ůを遡上可能閾値とした。さらに、ŉが1į5Ů未満の場合
でも、水面落差に対する下流側の水深比（Ņİŉ）が1į25を
下回る場合は遡上不可とした。これは、高い跳躍を行うた
めには十分な水深が必要であること、さらに、Ņİŉがこ

㩷 ᓧὐ㩷

1.4<

3

1.2-1.4

2

1.0-1.2

1

の値を超えると構造物下流側の水中に上昇水流が生まれ、
これを利用して遡上率が上昇するとの報告21）を元にしてい

表２

河岸勾配および河畔林率を元にした得点表

る。また、Ņİŉが上記の値を下回っても、自身の体高よ
りも深い水深であれば遊泳が可能となり、浅い角度で跳躍

ᴡጯ䈱൨㈩

ᴡ⇎ᨋ₸

ᓧὐ

することが可能と考えられる。サクラマスの体高比（体高

10%ᧂḩ

50%એ

3

İ体長）は、0į2Į0į3程度 であることから、平均的な体高

10%એ

50%એ

2

は0į11Į0į16Ů程度と考えられる。よって水深Ņが0į15Ů以

10%ᧂḩ

50%ᧂḩ

2

10%એ

50%ᧂḩ

1

22）

上あり、水面落差が0į70Ů以下であればŅİŉが1į25を下回
っても遡上可能と設定した。なお、対象構造物に魚道が設
置されている場合は、無条件で遡上可能とした。この閾値
を河川ネットワークデータに入力し遡上可能域の探索を行

考に、３段階のランク付けを実施した（表１）。また河岸

った。その出力結果を図６に示す。流域の河川流路総延長

勾配が10％を越えると、微細砂捕捉機能を持つために必要

1348㎞のうち遡上可能流路延長は744㎞と算出された。

な河畔林帯の幅が増加する14）との報告から、10％を境に２
つのランクに分類した。これに、河畔林率が50％を超える

2.4.2

産卵可能区間抽出と結果の検証

か否かを組み合わせて３クラスに分類した（表２）。

産卵可能区間の抽出結果を図７に示す。他の支流域と比
較して河川横断構造物が少ない昆布川流域内において、産

2.4.4

ギャップ抽出

卵床分布調査結果を用いて区間抽出結果の検証を行った。

産卵可能区間に遡上可能域をオーバーレイし、産卵可能

その結果75％の産卵床が抽出結果の近傍100Ů以内に分布

区間かつ遡上不可である範囲の抽出を行った。図８の抽出

していたことから、地形条件による産卵可能区間抽出はあ

結果より、図中のłおよびŃ地域が、サクラマスの産卵環

る程度の妥当性を持つと考えられる。

境としてのポテンシャルが高いものの横断構造物によって
遡上を阻害されている地域と判定できる。よって、尻別川流

2.4.3

抽出区間内のランク付け

域内でサクラマス産卵環境の復元事業を行うには、この２地

前項で抽出した産卵可能区間内における産卵適地のラン

区が、費用対効果が高く優先順位が高い地域と考えられる。

ク付けを、淵量（河道の屈曲度）および微細砂流入量（河

3.

岸勾配および河畔林率）を説明する各パラメータより試み

おわりに

た。河道の屈曲度は、その値が1į4以上になる河道には、
１蛇行波長内に２個以上の淵が形成される7）との報告を参

今回、尻別川水系におけるサクラマス産卵環境の復元を
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１つの事例として取り上げ、実際に事業を行う際の意思決

謝辞：魚類分布情報（ŉĮŧŪŴũ）の使用に関して、国立環境

定支援を目的とした解析を試みた。その結果、２つの地域

研究所の福島路生研究員の、また、衛星画像分類の実施に

を施策実行の候補地として選定することができた。今後さ

際し、教師取得用オルソ航空写真の使用に関して北海道工

まざまな水生生物の生息環境復元を試行する際には、本報

業大学の柳井清治教授のご協力をいただきました。ここに

告において示したような広域的な事前評価を実施し、流域

お礼申し上げます。

内の地域に優先順位を付けることが施策の効果をより高め

4.

るために必要と考える。このような試みが各地で実施可能

参考文献

なように、基盤ňŊŔデータの整備と、事例の積み重ねによ
１）ŏŦŨŪŴũŪĭġŋįĭġŊůŰŶŦĭġŎįġŢůťġŏŶůŰŬŢŸŢĭġŎį：ņŧŧŦŤŵŴġ

るパラメタライズ手法のブラッシュアップが必要である。

ŰŧġŤũŢůůŦŭŪŴŢŵŪŰůġŰůġŴŵųŦŢŮġũŢţŪŵŢŵġŪůġųŦŭŢŵŪŰůġŵŰġ
ŢġŴűŢŵŦġŢůťġŧŭŰŸġųŦŧŶŨŪŢġŧŰųġŮŢŤųŰŪůŷŦųŵŦţųŢŵŦŴġ

ᴡᎹᮮᢿ᭴ㅧ‛
㆚น⢻ၞ

ᣣᧄᶏ

Ūůġ ůŰųŵũŦųůġ ŋŢűŢůįġ ŇųŦŴũŸŢŵŦųġ ŃŪŰŭŰŨźĭġ ŗŰŭįġ 47ĭġ
űűį1515Į1529ĭġ2002į

ዥᎹ᳓♽

２）渡辺恵三ĭġ中村太士ĭġ加村邦茂ĭġ山田浩之ĭġ渡漫康玄ĭġ土
屋進：河川改修が底生魚類の分布と生息環境におよぼ
す影響ĭ応用生態工学ĭġŗŰŭį4ĭġŏŰį2ĭġűűį133Į146ĭ2001į
３）中野繁ĭġ井上幹生ĭġ桑原禎知ĭġ豊島照雄ĭġ北条元ĭġ藤戸永
志ĭ杉山弘ĭġ 奥山悟ĭġ 笹賀一郎：北海道大学天塩・中川
演習林および隣接地域における淡水魚類相と治山・砂

0

防ダムが分布に及ぼす影響ĭ北海道大学農学部演習林

20 KM

10

図６

研究報告ĭġŗŰŭį52ĭġŏŰį2ĭġűű95Į109ĭġ1995į
遡上可能域抽出結果

４）ŇŶŬŶŴũŪŮŢĭġ Ŏįġ ĭġ ŌŢŮŦźŢŮŢĭġ Ŕįĭġ ŌŢůŦŬŰĭġ Ŏįĭġ
ŏŢŬŢŰĭġ Ōįġ Ţůťġ ŔŵŦŦŭġ ņįłį：ŎŰťŦŭŪůŨġ ŵũŦġ ŦŧŧŦŤŵŴġ

↥ෆㆡ
ࡦࠢ

ᣣᧄᶏ

Űŧġ ťŢŮŴġ Űůġ ŧųŦŴũŸŢŵŦųġ ŧŪŴũġ ťŪŴŵųŪţŶŵŪŰůŴġ Ūůġ

2
3
4
5
6

ዥᎹ᳓♽

ŉŰŬŬŢŪťŰĭġ ŋŢűŢůįġ ŇųŦŴũŸŢŵŦųġ ŃŪŰŭŰŨźĭġ ŗŰŭį52ĭġ
űűį1511Į1524ĭġ2007į
５）ŅŰţŭŦĭġ ŅįŅįĭġ ŉŢůųŢũŢůĭġ ŕįőįġ Ţůťġ ňŦŪŴŵĭġ Ņįœį：
ŊŮűŢŤŵŴġ Űŧġ ŵũŦġ ńŰŭŶŮţŪŢġ œŪŷŦųġ ũźťųŰŦŭŦŤŵųŪŤġ
ŴźŴŵŦŮġ Űůġ ŮŢŪůŴŵŦŮġ ũŢţŪŵŢŵŴġ Űŧġ ŧŢŭŭġ ŤũŪůŰŰŬġ
ŴŢŭŮŰůįĭġ ŏŰųŵũġ łŮŦųŪŤŢůġ ŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ ŇŪŴũŦųŪŦŴġ
ŎŢůŢŨŦŮŦůŵĭġŗŰŭį23ĭġűű641Į659ĭġ2003į
６）ŊůŰŶŦĭġŎįĭġŏŢŬŢůŰĭġŔįġŢůťġŏŢŬŢŮŶųŢĭġŇį：ŋŶŷŦůŪŭŦġ

0

20 KM

10

図７

ŮŢŴŶġ ŴŢŭŮŰů（Oncorhynchus masou）ŢţŶůťŢůŤŦġ
Ţůťġ ŴŵųŦŢŮġ ũŢţŪŵŢŵġ ųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴġ Ūůġ ůŰųŵũŦųůġ

サクラマス産卵適地抽出結果

ŋŢűŢůįġńŢůįġŋįġŇŪŴũįġłŲŶŢŵįġŔŤŪįĭġŗŰŭį54ĭġűűį1331Į1341ĭġ

ၞ B

1997į

㆚น⢻ၞ

７）山本晃一：
「沖積河川学」ĭġű133ĭġ山海堂ĭġ東京ĭġ1994į

↥ෆㆡ
ࡦࠢ

ዥᎹ᳓♽

８）山口甲ĭġ 新庄興ĭġ 三田村一弘ĭġ 上野順也：豊平川の生産

2
3
4
5
6

土砂についてĭġ土木学会北海道支部論文報告集ĭġŗŰŭį55
（Ń）ĭġűűįġ268Į271，1998į
９）ŋŦůŴŰůĭġ ŔįŌįġ Ţůťġ ŅŰŮŪůŨŶŦĭġ ŋįŐį：ņŹŵųŢŤŵŪůŨġ
ŵŰűŰŨųŢűũŪŤġ ŴŵųŶŤŵŶųŦġ ŧųŰŮġ ťŪŨŪŵŢŭġ ŦŭŦŷŢŵŪŰůġ
ťŢŵŢġŧŰųġŨŦŰŨųŢűũŪŤġŪůŧŰųŮŢŵŪŰůġŴźŴŵŦŮġŢůŢŭźŴŪŴĭġ

0

10

20 KM

図８

őũŰŵŰŨųŢŮŮŦŵųŪŤġ ņůŨŪůŦŦųŪůŨġ Ţůťġ ųŦŮŰŵŦġ

ၞ A

ŴŦůŴŪůŨĭġŗŰŭį54ĭŏŰį11ĭġűűį1593Į1600ĭġ1988į
10）三島啓雄：出水特性の異なる河川における河川地形と

ギャップ抽出結果

倒流木の相互作用ĭġ 北海道大学大学院農学研究科修士

79

北海道環境科学研究センター所報

第35号

2009

őŢųŢŮŦŵŦųŪŻŢŵŪŰůġŰŧġŤũŢůůŦŭġŮŰųűũŰŭŰŨźġŢůťġ

論文ĭġ2002į

ųŪűŢųŪŢůġŷŦŨŦŵŢŵŪŰůġŵŰġŦŷŢŭŶŢŵŦġŵũŦġũŢţŪŵŢŵġŲŶŢŭŪŵźġ

11）杉若圭一，竹内勝巳，鈴木研一，永田光博，宮本真人，

ŰŧġŢŲŶŢŵŪŤġţŪŰŵŢġŢůťġŪŵŴġűųŢŤŵŪŤŢŭġŢűűŭŪŤŢŵŪŰů

川村洋司：厚田川におけるサクラマス産卵床の分布と
構造，北海道立水産孵化場研究報告ĭġŗŰŭį53，űűį11Į28，

ŚŰŴũŪŰġŎŊŔŉŊŎłĭġŎŢŴŢźŶŬŪġŕłŌłŅłĭġ

1999į

ŌŰůŰŮŪġłŃņĭġŚŢŴŶźŶŬŪġŎŊŚłŌŐŔŉŊ

12）山田浩之：細粒土砂堆積による河床構造及び河川生物

ġŢůťġŌŰŪŤũŪġŖœłŃņ

相の変化機構に関する研究ĭġ北海道大学学位論文ĭ2002į
13）œŦŪťĭġōįŎįĭġŉŪŭŵŰůĭġŔį：ŃŶŧŧŦųŪůŨġŵũŦġţŶŧŧŦųĭġŖŔŅłġ

ŇŪųŴŵĭġŸŪŵũġŵũŦġŢŪŮġŰŧġŦŷŢŭŶŢŵŪůŨġŧųŦŴũŸŢŵŦųġũŢţŪŵŢŵĭġ

ŇŰųŦŴŵġ ŔŦųŷŪŤŦġ ňŦůŦųŢŭġ ŕŦŤũůŪŤŢŭġ œŦűŰųŵġ őŔŘĮ

ŨŦŰŨųŢűũŪŤġ ŪůŧŰųŮŢŵŪŰůġ ŴźŴŵŦŮ（ňŊŔ）ťŢŵŢţŢŴŦŴġ Űŧġ

ňŕœĮ168ĭġűűį71Į80ĭġ1998į
14）高橋和也ĭġ林ġ靖子ĭġ中村太士ĭġ辻ġ珠希ĭġ土屋ġ進ĭġ今泉浩

ųŪŷŦųġŴźŴŵŦŮŴĭġťŢŮŴĭġŨŦŰŮŰųűũŰŭŰŨźĭġŢůťġŷŦŨŦŵŢŵŪŰůġ

史：生態学的機能維持のための水辺緩衝林帯の幅に関

ŸŦųŦġ ŤųŦŢŵŦťġ ŧŰųġ ŵũŦġ ŔũŪųŪţŦŵŴŶġ ųŪŷŦųġ ŸŢŵŦųŴũŦťĭġ

する考察ĭġ応用生態工学ĭġŗŰŭį5ĭġŏŰį2ĭġűűį139Į167ĭ2003į

ŭŰŤŢŵŦťġ Ūůġ ŵũŦġ ŴŰŶŵũŸŦŴŵġ űŢųŵġ Űŧġ ŉŰŬŬŢŪťŰįġ ŔŦŤŰůťĭġ

15）ŎŰůŵŨŰŮŦųźĭġŅįœįġŢůťġŃŶŧŧŪůŨŵŰůĭġŋįŎį：ńũŢůůŦŭġ
őųŰŤŦŴŴŦŴĭġ ńŭŢŴŴŪŧŪŤŢŵŪŰůĭġ Ţůťġ œŦŴűŰůŴŦĻġ Ŋį

ŵŰġ ŵŦŴŵġ ŵũŦġ űųŢŤŵŪŤŢŭġ ŢűűŭŪŤŢŵŪŰůġ Űŧġ ŵũŦŴŦġ ťŢŵŢţŢŴŦŴĭġ

ŕũŦġ

űŢųŢŮŦŵŦųŪŻŢŵŪŰůġŰŧġŤũŢůůŦŭġŮŰųűũŰŭŰŨźġŢůťġųŪűŢųŪŢůġ

űũźŴŪŤŢŭġŦůŷŪųŰůŮŦůŵįġŊů ŏŢŪŮŢůĭġœįŋįġŢůťġŃŪŭţźĭġ

ŷŦŨŦŵŢŵŪŰůġŸŦųŦġŤŢųųŪŦťġŰŶŵġŢŴġŢůġŢŵŵŦŮűŵġŵŰġŦŷŢŭŶŢŵŦġ

œįņį（ņťŴį）
： œŪŷŦųġņŤŰŭŰŨźġŢůťġŎŢůŢŨŦŮŦůŵ ĭġ

ŵũŦġŴűŢŸůŪůŨġũŢţŪŵŢŵġŰŧġŮŢŴŶġŴŢŭŮŰů（Oncorhynchus

ű37ĭŔűųŪůŨŦųĭŏŦŸġŚŰųŬĭġ1998į

masou）įġŕũŪųťĭġŢġŴŶŪŵŢţŭŦġũŢţŪŵŢŵġŧŰųġŴűŢŸůŪůŨġŸŢŴġ

16）財団法人ġ 北海道建設技術センター：
「川づくりのため

ŦŹŵųŢŤŵŦťġ Ţůťġ ųŢŵŪůŨġ ŧųŰŮġ ŵũŰŴŦġ űŢųŢŮŦŵŦųŴġ ŸŢŴġ

の魚類ガイド」ĭġű29ĭġ2001į

ŦŹŢŮŪůŦťįġ ŇŪůŢŭŭźĭġ ŨŢűġ ŢůŢŭźŴŪŴġ ŸŢŴġ űŦųŧŰųŮŦťġ

17）ŃŢŪůţųŪťŨŦĭġœį：ŕũŦġŴűŦŦťġŰŧġŴŸŪŮŮŪůŨġŰŧġŧŪŴũġŢŴġ

ţŦŵŸŦŦůġ ŵũŦġ ŢųŦŢġ Űŧġ ŵũŦġ ŴŶŪŵŢţŭŦġ ũŢţŪŵŢŵġ Ţůťġ ŵũŦġ

ųŦŭŢŵŦťġŵŰġŴŪŻŦġŢůťġŵŰġŵũŦġŧųŦŲŶŦůŤźġŢůťġŢŮűŭŪŵŶťŦġ

ŢŷŢŪŭŢţŭŦġŢųŦŢġŧŰųġŵũŦġŧŪŴũġŮŪŨųŢŵŪŰůįġŕũŦġųŦŴŶŭŵġŰŧġŵũŪŴġ

ŰŧġŵũŦġŵŢŪŭġţŦŢŵĭġŋŰŶųůŢŭġŰŧġņŹűŦųŪŮŦůŵŢŭġŃŪŰŭŰŨźĭġ

ŢůŢŭźŴŪŴġŦůŢţŭŦťġŵũŦġűųŪŰųŪŵŪŻŢŵŪŰůġŰŧġŵũŦġųŦŴŵŰųŢŵŪŰůġ

ŗŰŭį35ĭġŏŰį1ĭġűűį109Į133ĭġ1958į

ŰŧġŵũŦġŮŪŨųŢŵŪŰůġŤŰųųŪťŰųġŧŰųġŵũŦġŢůŢťųŰŮŰŶŴġŮŢŴŶġ
ŴŢŭŮŰůį

18）大熊一正：尻別川のサクラマスの性比、年齢および体
長ĭġ北海道さけ・ますふ化場研究報告ĭġŗŰŭį42ĭġűűį37Į47ĭġ
1988į
19）ŃŦŭŭĭġŎįńį：ŔŸŪŮŮŪůŨġŔűŦŦťġŰŧġłťŶŭŵġŢůťġŋŶŷŦůŪŭŦġ
ŇŪŴũĻġ ńũŢűŵŦųġ 6įġ Ŋůġ

ŇŪŴũŦųŪŦŴġ ũŢůťţŰŰŬġ Űŧġ

ŦůŨŪůŦŦųŪůŨġųŦŲŶŪųŦŮŦůŵŴġŢůťġţŪŰŭŰŨŪŤŢŭġŤųŪŵŦųŪŢ ĭġ
ű6į3ĭġŖįŔįġłųŮźġńŰųűŴġŰŧġņůŨŪůŦŦųŴĭġŏŰųŵũġőŢŤŪŧŪŤġ
ŅŪŷŪŴŪŰůĭġ1991į
20）œŦŪŴŦųĭġŅįŘįġŢůťġőŦŢŤŰŤŬĭġœįŕį：łġŵŦŤũůŪŲŶŦġŧŰųġ
ŢŴŴŦŴŴŪůŨġ ŶűŴŵųŦŢŮġ ŧŪŴũġ űŢŴŴŢŨŦġ űųŰţŭŦŮŴġ Ţŵġ
ŴŮŢŭŭĮŴŤŢŭŦġũźťųŰűŰŸŦųġťŦŷŦŭŰűŮŦůŵŴĭġŔźŮűŰŴŪŶŮġ
Űůġ ŴŮŢŭŭġ ũźťųŰűŰŸŦųġ Ţůťġ ŧŪŴũŦųŪŦŴįġ łŮŦųŪŤŢůġ
ŇŪŴũŦųŪŦŴġ ŔŰŤŪŦŵźĭġ ŘŦŴŵŦųůġ ŅŪŷŪŴŪŰůĭġ ŃŦŵũŦŴťŢĭġ
ŎŢųźŭŢůťĭġűűį423Į432ĭġ1985į
21）ŔŵŶŢųŵĭġ ŕįłįġ：ŕũŦġ ŭŦŢűŪůŨġ ţŦũŢŷŪŰŶųġ Űŧġ ŴŢŭŮŰůġ
Ţůťġ ŵųŰŶŵġ Ţŵġ ŧŢŭŭŴġ Ţůťġ ŰţŴŵųŶŤŵŪŰůŴĭġ ŇųŦŴũŸŢŵŦųġ
ŢůťġŴŢŭŮŰůġŧŪŴũŦųŪŦŴġųŦŴŦŢųŤũġųŦűŰųŵĭ28ĭ1962į
22）帰山雅秀：サケ属魚類の発育と成長4．発育に伴う種
間の形態比較ĭġ魚と卵ĭġŗŰŭį161ĭġűűį85Į93ĭġ1992į
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