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Abstract

Diurnal variation 0f upstream migration of the adult chum salmon was observed at the Nishikoshi

catching station 0f the Chitose River, a tributary of the Ishikari River, during October in 1974 and

also in 1975.

From the observation done four times tt became clear that the upstream activity occurred princi-

pally in daytime.

It ・ is said that a major factor controlling upstream movement is the fluctuation 0f the water amount

discharged from the drainage 0f the power plants which locate in the upper area 0f the river.

1， ま え が き

サケ・マス人エふ化放流事業は最初の行程である河川にそ上する親魚の捕獲から始まるが，技術的にはほぼ完

成されたものとして，永年大きく変化することなく続げられてぎた。しかし河川の 増水による捕獲施設の流

失，そして親魚の上流への逃避といつた，経済的な面，及び親魚の確保の問題に加えて，最近ほ河川管理上の問

題から現行の捕獲施設の改善が望まれており，近い将来に親魚捕獲体制は大きく変化せざるを得ない情勢にあ

る。

また―方，捕獲親魚が未熟の場合は，成熟に達するまで薔養する必要があるが，上流へそ上する習性をもった

魚を池内で管理するためには，―般的な養魚法とは異なった考え方が要求される。

これらの問題を解決するためには，河川内における親魚のそ上行動に関する知見に基ずく，科学的な検討が必

要とされる。このため，サケ親魚の河川内そ七行動を知る―つの方法として， そ上活動の日周 変動についての調

査を千歳川で実施したので，ここに1974 午と， 1975 年の結果を報告する。

この調査を行なうにあたり，終始有益なる助言と指導をいただいた調査課小林哲夫生態研究室長，並びに現地

での調査に際して多大の配恵をいただいた千歳支場負各位，そして北海道さげ，ます増殖事業協会西越捕獲場の

職責各位に対して，厚く御礼申し上げる。

北血道さけ・ますふ化場研究業績第 248 耳 

27



北海道さけ・ますふ化場研究報告第 31 号

TT ・ 調菅場所の概況

千歳川 (図 I) は源を支筋湖に発し，千歳市街を経

て江別市で石狩川本流に台流する。上流域には支勿湖 れ i,yi:，

から流出する水を利用して，王子製紙株式会社の水力

発電所が5 ケ 所に設置されており，通常は日中の発電

量が多いため日中の放水量が多く，千歳川の流量には

 顕著な日周変動がみられる。しかし年間を 通してみ

 
 ると， 支筋湖及び上流域の豊富な湧水，そして発電所

の貯水により調整されて，安定した流量が示さて い

O 
 

 

  
る。

上流域の千歳市蘭越地区には，北海道さけ・ますふ

化場千歳支場があり， ェS88 年 (明治21 年) 以来 サ

ケ ・マス人工ふ化放流事業が続けられている。

今回の調査場所である西越捕獲採卵場は，ふ化場/J

下流 10km ， 石狩川の河口から75.2km 上流に位卜   

している。千歳川の再生産用さけ親魚の捕獲は， I8卯

年 (明治30 年) 以来，現在地の千歳市根志越で行な

白越捕獲場 
 

われており，その捕獲方法は，安定した水量を利用し

て， 日本においてはこの場所だげでしか使用されてい

 ない捕魚車 (イソディアリ水車) が用いられている。

  この方式は，上流へそ上しようとする親魚を回転式の

掬い網で--旦空中に取りあげてから，蓄養池に収容す

図I 千歳川の概略と調査場所
る構造になっているため，捕獲魚の個体毎の観察が容

易に，確実V- 出来る利点があり，本調査の日的のため

には極めて好適である。

III ・ 調 責 方 法

河川内におけるサケ親魚のそ上活動の日周 変動を調査するために， 浦魚車でとりあげられたサケ親魚を時刻毎

に記録した。また同時に，そ上活動に密接な関連があると思わね・る ，気象条件並びに河川水位，河川水温，透視

度などの水理条件について観測した，

調査は午前9時又はT0 時に開始し，翌□の午前9時又ぼt0 時に終了する24 時間の連続調査．とした。

調査時期は1974 年には10n T8 日―19 日， 10 月ぬ日―25 □ の 2 回， l975 年イ二 @／ 10n 28 □ ―29 H, 10 月

30 日 -3 ェ□ の 2回それぞれ実施した。

IV ・ 調 責 結 果

I・ サケのそ 上状況

調査した工974 年， 1975 年におげる千歳川のサケ親魚のそ止状況は図2に示すとおりである。

図に示されるとおり，千歳川のサケのそ上@／ 9 月上旬に始まり， 10 月に最も多くなり， 12 月中旬に終る状況

となっている。往時12 月 月にそ上する後期群があったが(川上 Ift33 ， 小林1961) ， 現在では全く消滅して

しまっている。1974 年と197S 年のそ上状況はほぼ類似しているが， 1975 年の総そ上昆はおおよそ3惜となって

いる。

22



サケ・マス親魚の生態調査

2・ サケのそ上活功の日用空 功

a・ 1974 年 10n i8 日―19 B

単位時間(30 分間) 当りのそ上数と河川水

温，水位を示せば図 3のとおりである。

調査開始は10 月 18 日午前10 時， そして

翌日午前10 時までの以時間連続観測とし

 

 

)0@l24B-25H

     3000

だ。 調査時間帯の全そ上数ほ402 尾で， この

 年としてはそ上数の多い日であった。

単位時間当りのそ上数は，調査開始後増加

し H 時-H 時30 分に最大となるが，その @MD  後- 旦減少して12 時30 分―14 時に再び増

 力 nし，そ上の最盛時間帯はH 時から14 時ま

， この 3時間のそ上数は全体の32.1 ガをでで

占めた。14 時以降のそ止状況は， 夜2上時ま

で漸減するが，2I 時-23 時の間に―時的に  
若十の増加が示された。しかし，23 時―凹  

」。" フ二@ "'マと。@ ' "l""「二朋

(1974 年， 1975 年) : 中丸は調査日を示す

 

時30 分に本調査時の最少そ上数が示された

ように，14 時以降．23 時30 分までの間は全

図2 西越捕獲場における日別のサケ親魚捕獲数
体的にそ上が不活発であることがうかがわれ

だ。 その後，明け方にかけてわずかに増加傾

 向がみられた。日の出後のそ止状況について

は，午前6時30 分から9時にかけては著し 水 L 。

く少ないが，9時以降10 時の調査終了時にか

 &     
けて前日同様増加傾向が示された。

 
 昼夜のそ止状況については， 昼間 (5 時-

17 時) 63.9ガに対して，夜間(17 時―5時)  
34おんで， 昼間におけるそ上数が多いことが

 
知られた。

  
調査時におげる天候ほ 18 日の午前中から

 
くもりで，LS 時―23 時の間雨， そしてその

N =402後調査終了時まで時々雨という条件であ っ 三 
だ。 なお当日の日の入り ， 日の出の時刻はそ

_h
れぞれTf 時49 分， 5時 52 分となっている。

そ 止状況と河上水位変動との関係について 数 @U
は図3から知られるとおり， そ上数は午前中  の水位の上昇時から明らかな増加が見られ，

'0"" ―卜'。 。 "水位が基準水位(午前10 時) より 十 30Cm

(水位標値紡cm) を示した13 時前後にそ上 図3 単位時間(30 分間) 当りのサケ親魚そ上数並ぴに河

川水温，水位変動(1974 年 10fiT8 日―19 日 )が活発に行なわれた。そして水位変動がほ+ま

□:昼間，■:夜間安定する14 時 30 分-0 時の時間帯(十 10cm

―+20cm) には，時間の推移にともなってそ上数の漸減傾向を示し，活動が不活発となる。また19 日の I時に

+25cm と水位が高まった後4 時 (0cm) までの間， 急激な水位の減少が示された時間にはそ上数の増加傾向

が示され，その後水泣の安定 (Ocm-+2.5cm) にともなって再びそ上数は減少し， 更に9時以降の水位増加時

に活発なそ上活動の傾向がみられた。
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次にそ上と水温の関係については，調査時

の水温はu ． 2。C-12.l 。C ，較差はO． 9。C と

その変動は小さいが， そ上が活発に行なわれ

た時間帯の水温はI1 ． 2。C-12 ． I。C と日中の

水温の高い時であった。また口没後翌朝まで

の水温は降雨による影響で，n ． 6。C-n ．9 。C

 
 

 

 
札*  

  
と変動が少なかった。

その他観測時の後半に降雨があったが，河

川水は濁りもなく， 透視度 30Cm 以上であ

った。

b． 1974 年 Io 尺 24 日―25 日

前回の調査(10 月 18 日―19 日 ) は午前IO

 
河

 7o1)ll

 水

 50 十立

N =115
時の調査開始としたが，前回のそ止状況から そ 尾

開始時刻をI時間早め，午前9時に調査を始 ト． l0

め24 時間観測とした。単位時間 30 分間) 数

当りのそ上数及び河川水温，水位は図4に示  
 ―25B"10 月 24 日―-- ―コ卜

されるとおりである。

調査時の全そ上数は計H5 尾と， この年の

図4 単位時間(30 分間) 当りのサケ親魚そ上数，並びにこの時期としては平均的な尾数であったが，
河川水温，水位変動(1974 年 10 月n24 日―% 日 )

前日は585 尾， 翌日は52 尾と少なく，調査

時は前後のそ上状況から丁度減少過程にあったと推測される。

そ上状況についてみれば，調査開始時はそ上も不治発であるが， その後漸増し， 12 時-14 時， 14 時30 分―

1f 時30 分の間に比較的多くのそ上が認められた。しかし日没時(16 時30 分) から激減し 21 時30 分までは単

位時間 (30 分間) 当り I-3 尾とわずかなぞ上がみられ，ついには翌日のI時まで完全にそ上が停止した。そし

て I時以降6時30 分までわずかなぞ上がみられたが， 6時30 分から9時の調査終了時までは全くそ上がみられ

なく，前回同様な傾向が認められた。昼夜のそ上状況については， 昼間 (5 時-17 時) 80．0おに対して夜間(17

時―5時) が20 ．0おと昼間のそ上数が非常に多く， 日没とともに著しいそ上数の減少が示された。

気象条件については，コ日の日中の天候は9時―10 時30 分が雨， H 時―12 時30 分が晴，13 時―上6時30 分

がくもり時々 小雨，夜間は清から快晴，そして日の山時にうすぐもり，その後再び盾とめまぐるしい変り方であ

った。日の入り， 日の出の時刻は16 時39 分， 6時00 分であった。

そ上状況と水位変動との関係にっいては， 前回同様，9時の 63cm (．基準，Ocm) からU 時の 87.5cm (+

刈． 5cm) となる時間帯にそ上増加傾向が認められ， n 時から16 時 30 分の間， 水位がほぱ安定している時間帯

でもそ上が維持された。しかしi6 時30 分以降，水位が 85r.rn 前後と流量が多い時間帯にもかかわらずそ上は

大幅に減少した。そして0 時30 分以降5時30 分まで水位が大幅に減じた際仁はわずかながらのそ上活動が示さ

れた。なおそ上活動と水位変動との間に前回のよ5 な顕著な関係が認められないのは， そ上数が少ないことによ

るものと考えられる。

そ上活動と水温条件について， そ上活動が活発に行なわれた時間帯の水温は 10 ． 5。C-11 ． 2。C と前回より約I

。C 低めの水温条件であった。そして気象条件を反映して，調査時の水温は最高II ． 2。C ， 最低 9．2。C と 2．O。C

の温度較差が示された。最低水温ほ25 H 7時―8時に観測され， 河川水においても夜間の晴天による放熱量の

大きいことが知られた。

なお24 日の水位の上昇時に， 断続的な降雨の影響によるものか， 透視度がII 時比．5 。m ， 13 時30 分 ?.n． 0

cm, 16 時23.0cm ，それ以外の時間帯は 30cm 以上，と断統的に変化し，その変化時間帯と活発なそ上活動が

極めてよく―致した。

c. 1975 年 10f乃 28 B-29 日

前年度と同様な方法でそ上活動を調査した。調査開始は外日の午前9時で，翌日の午前9侍立での刀時間観
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 測とした。そのそ止状況，河川水温，水位は
 

水
図5 のとおりである。

調査時の全そ上数は432 尾と， この年のこ  
の時期としては平均的なそ土量である。 調査 温

日の前後の日 はこの日に比較してそ上量が多     

 
く ， 特に翌日は665 尾と多くのそ上があ っ

 
た。

 
 単位時間(30 分間) 当りのそ上状況は，調

  
 査開始後12 時まではそ上数が少ないが， は

 時以降増加し， 13 時―13 時30 分に日中のピ

N=432 ークが出現しその後タ方にかけて―時減少

したが，If 時30 分以降日中のピーク時同様 そ

の活発なそ上活動が示され， 19 時―19 時30 上 M

分には本調査時最大のそ上数(22 尾) が記録 数

された。しかし20 時以降翌朝5時まで単位  時間当りのそ上数に高低が認められるが，明

      ―'□" 。 らかに減少傾向を示し，4時30 分-5 時は2

尾という値が示された。しかし5時―6時30 図5 単位時間(30 分間) 当りのサケ親魚そ上数，並びに
河川水温，水位変動(1975 年10fi28 日 -29 日 )分にI0-7 尾と―時的なそ上活動が示された

 がその後再び低下した。昼夜のそ上数を比較
 

 
してみると，昼間(5 時―17 時t 35.0% に対

し，夜間(17 時 -5 時) 65.0% と明らかに夜
 

間のそ上数が多い。 特に日没時の16 時30 分 温

 以降そ上数が毛 増し，刀時まで多くのそ上が
 

 見られたことは，前年度と全く逆の結果であ

 る 。
  

 調査時の天候は， 日中は晴れたりくもった

 
り ， 日没後翌朝まではくもり，調査終了時@・二

 
 

は雨となった。また日の入，日の出の時刻は

 If 時34 分， 6時3分であつた。

そ止状況と水位変動との間には前年度と同 上

 様の深い関連性が認められた。すなわち，水

位の上昇が10 時30 分以降生じたのに対し

N=466て，そ上活動は2時間後のは時以降活発化 ，U

し 水位が 87cm-79 ． 5cm (基準水位から

 +24 ． 5 。m-+17.0cm) の 問， ―時的な活動

の低下も認められたが，極めて活発なそ上活

動が示された。また20 時以降翌朝5時まで  比較的活発なそ上がみられた時の水位変動
'― 3" ―       ―は， 21 時30 分の 88cm (+25.5cm) を最

高に，5時には 7hcm と ，水位減少度合は 図 6 単位時間河川水温，水位変動(30分間) 当りのサケ親魚(1975年10H30そ上数日―，並びに31日 )
比較的ゆるやかであった。しかし5時以後6

時30 分の間，水位が急激に減少 (10cm 減) した際には―時的にそ上数の増加が示された。

水温は最高H ． 6。C ，最低 9・8。C であったが，活発なそ上が認められた12 時―20 時の間にはto ・ 9。C-u ・ 6。C
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であった。20 時以降の水温変動とそ上活動との間に特徴的なものは認められなかった。

また調査時の透視度は 30cm 以上で， 極めて清澄であった。

d． 19755i年 10 月尺 30 日―31 日

図2r 示されるとおり，調査が行なわれたこの時期はそ土盛期から後期への移行期であつた。調査時の全そ上

数は計466 ・ 尾と，前回より若干上まわった。

単位時間 (30 分間) 当りのそ上数，河川水温，水位は図6 のとおりである。

そ上状況についてみれば，単位時間当りのそ上数は12 時30 分-17 時の間に多く， ビークはは時30 分―u
時に叩尾 と活発なそ上活動が示された。そして17 時から翌朝5時まで単位時間(30 分間) 当り 14 尾から2尾

と，そ上活動は持続されるものの，その活動は昼間に比べて大きく低下した。更に5時以降調査終了時までの

間，計4 尾と活動はほとんど停止した。昼夜のそ上数を比較してみると，昼間 (5 時―17 時) 66 ． i%r 対して，

夜間 (17 時―5時) 33.9% と日中のそ上数が多く，日没とともに著しいそ上数の減少が見られた。

調査時の天候は，調査開始時の雪がIn 時まで続いたが，その後日中は晴大となり，日没後翌朝にかげては晴

とくもりを繰り返し調査終了時には快晴となった。また日の入，日の出の時刻は16 時 32 分， 6時5分であっ

た 

そ上活動と密接に関係があるとみられた水位変動については， 9時に 72Cm (基準)，そしてIO 時に 92Cm

(十 20Cm) と水位上昇は急激であったが，H 時30 分に 77cm (十 5Cm) と急減し，後再び漸増し14 時30 分に

90Cm (十 18Cm) の変動を示したのに対して，そ上数は調査開始時に上尾 -2 尾で，著しい増加が示されるのは

水位が―時的な減少後に増加傾向を示すL 時30 分以降であった。そして水位が15 時に 叩Cm ， 17 時に 88cm

と高く持続される問活発にそ上がみられた。しかしその後再び22 時頃まで水位が高く安定する間そ上活動は持

続されるが，それ程活発でない。また22 時以降2時30 分までの水位の急激な減少時にほ，全体的にはそ上活動

の活動の活発化の傾向がうかがわれたが，昼間時に比べて顕著でなかった。

調査時の水温は8・8。C-l1 ・ 0。C の範囲で，活発なそ上活動ほ 10 ． 4。C-n ． 0。C の日中の水温の高い時間帯で

あ つた。

また河川の濁りはなく，透視度は -10cm 以上であった。

察V ・ 考

わが国におけるサケ親魚のそ上活動の日周変動に関する報告側は少なく，ことに日周期活動と環境要因との関

連についての調査研究が少ないが，同じさつ呵性魚類のアュに関しては研究が非常に多い。このことは，アュの

場合，アュのそ上を対象として設置されている数多い魚道でそ止状況を容易に観察できるのに対して，サケの場

台は，今回の調査に用いた捕魚車や，―部でとり入れられている魚道方式の捕獲施設を除いては，そ上魚を昼夜

にわたって個体別に観察することがむずかしいことと， そ止時期が3-5 ケ 月間と長期間にわたり， さらにそ上

数変動が大きいため，調査日によってはそ上親魚数が不足して叫確な傾向が出にくいなどによって研究例が少な

いものと考えられる。

今回・ 2 ケ 年間の計4回の調査結果にも示されるように， 3 例については日中のそ上数が63.9%-80 ．0おと多い

のに対L て ， I例についてほ逆に夜間が65 ・0ガと多く ， 全く異なる結果となった。日中のそ上が多い3例の中で

1974 年 10H24 日及び1975 年 10 月 30 日には日没ととも@[iそ上数が激減するが， 1974 年10fit8 口 は日中から

夜間にかげて徐々 に減少している。前者の場合，両日とも日没時の天候が情入であるのに対して，後者の場合は

雨天であった。このことから， 日曄前後の照度が雨入の時と情大の場合とで大きく違うことがそ上活動にも反映

したものと考えられる。少なくともそ上活動が昼間活発に，夜間は不活発になることは，親魚のそ上活動は暗明

の 度合と大きな関連性があることを示す。しかしながら夜間のそ上量が多い工975 年 10 月 28 H-29 日の場合に

は，他の調査田同様，日中にそ上数が増加し，タ方にかけて減少するが， 日没後から夜間にかけて再び増加し

活発なそ上が見られ，他の調査日と大きく果なったことは興味深いことである。 Ellis (1962) ほ ，サケ類のそ上

行動のリズムは共にそ上する魚の量によるいわゆる「こみあい効果(crowding effect)」によって変化を受ける

ことを明らかにしている。このことから，調査時点における前後の日 別の捕獲数を検討してみると，夜間に比べ
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て昼間時に活発なそ上が見られた1974 年 10 月 18 日― 19 日， 10n 24 日―25 日， そして1975 年 10H 30 日―

31 日の 3 例はいずれも翌日のそ上数が前日より少なく，調査日の捕獲数の54 ． 0%-36 ． 0お減となっている。これ

に対して，昼間時に比べて夜間活発なそ上活動を示した1975 年 10 月H 28 日―29 日は翌日の捕獲数が7f ．9九増と

なっている。しかも捕獲数自体が数量的にも多いことから「こみあい効果」によると考えられ，% 日夜はそ上最

の増加過程にあり，たまたま観測された日周期活動に反映したものと判断される。そして4 回の調査結果から見

られる限り，基本的にはサケの活発なそ上活動は昼間に行なわれるものと考えられる。

本調査場所と同じ西越捕獲場における川上 (1936) の観測結果では，サケのそ上はタ刻から翌朝にかけて行な

われ，その最盛時間ほ午後6時からH 時の間で，この間に80% のそ上がみられると報告しており， 今回の結果

とは全く異なる見解であるが，当時はそ上数も多く，また発電による水位変動も現在と大きく相違したことも考

慮すれば，水位変動と暗明度合，あるいは魚群の密度など複雑に関連し台っていることが暗示される。しかしな

がらサケのそ上の日中活動性については， JOhnson (1960) が個体別にてスノ スケの動きを追跡して，日没後暗

くなると遊泳行動が全く停止するのを観察しており，また加藤(1935(a), 1935(b)) によれば，利根川，阿賀野

川のそれぞれの魚梯での観察結果でも昼間時にサケのそ上があるが，夜間にI尾のそ上も認められず，青森県奥

入瀬川で夜間に多くそ上することを観測した経験から，河川の諸環境要因によってそ上活動に相違が生ずるので

はないかと報告している。これらの報告例からみても，サケ親魚の昼夜のそ上行動の面だげでも色々な条件によ

って変イ とするものと考えられる。

本調査時におけるそ上活動の日周 変動と関係があると考えられる条件は，上流の発電所の放水量の時間的操作

による水位変動による刺激とみなされる。通常は朝から昼にかけて発電のために流量が増加し，電力消費が少な

くなる夜半から早朝の間に減水するという，人為的操作がなされている。サケのそ上については前項で詳述のと

おり，朝から昼にかけての大ぎな水位上昇が始まるとそ上が始まり，流量増とともにそ上が増加するが，高水位

で安定するとそ上数が減少して活動が停滞する。そしてさらに高水位からの大きな減水過程で再びわずかにそ上

数が増加する傾向が明らかに認められることから，流量の増減水がそ上行動を誘起する要因として大きく作用し

ていると判断される。そして水位変動とそ上放変幼の時間的なズレは，サダ親魚の滞留場所と調査場所との間を

そ上するのに要する時間と，調査場所に到着後，障害物などの存在により -旦とどまった後捕獲されるまでの時

問的経過とみなされるべきであろう。流量又は水位とそ上行動に関してDavldson 他 (1943) はカラフトマス親

魚のそ上と河川水位の間に深い関連性を見出し，また流量の増加がそ上行動を誘起する原因について，小山(1967)

は，増水によりその水流くさびが下流に深く広く打ちこまれ，魚の走流性生起の影響範囲を広げ，さらに走化性

物質の供給昆を多くするなどの効果を考えており，サケの日川回帰性との関連からも興味がもたれる。

また水温とそ上活動との関連にっいてほ明確な関連性を見出すことは出来ないが，水位の上昇時に水温も上井

がみられることは，あたかも水温上昇がサケのそ上活動をうながすかのようにも見受げられるが，今の時点では

充分論究出来ない。川上 I(ェ 936) によれば，水温降下時にサケのそ上数が増加し，水温上昇の開始とともにそ上

が停滞することから，水温降下時の酸素溶解力の増加とサケのそ上との関係を暗示している。しかし―方，三浦

口937) は西別川において， 日中河川水温の上昇と共にサケのそ上が開始され， 水温最高時に最もそ上し，降下

と共に減ずる傾向を観察している。川上の場合水温の変動範囲がn ． 9。C-14 ． I。C であるのに対して，三浦の場

合 4-8 。C と低く ， 大きく異なることから，サケの行動と通水温との関連から相反する結果が出たものと考えら

れる。本調査においては8・8。C-12 ． I。C の範囲で両者の中問にあることと，水温ほ魚の生理的面への影響が大

きいと考えられることから，生理的な問題も含めて今後の検討にまちたい。

濁りとそ上行動について， 1974 年 10n 24 日にたまたま観測された現象から， 断続的に濁りが加わる場合は

そ上行動が刺激される可能性のあることが暗示された。しかし―例だけであり，濁りの程度及び内容によって異

なることが予測されるため今後さらに検討する必要がある。

以上サダ親魚のそ上活動に影響を与える要因は，河川水の物理化学的条件，気象条件，河川流路の構造など外

因的な要素と，そ上親魚の成熟度台などの内因的要素，さらに魚群の密度，分布状況が加わり，極めて多岐にわ

たり，これらが複雑に影響しあづてそ上活動の日間変動が生じるものと考えられる。これら諸要因の相互関連性

を明らかにするためには， さらに観察データの集積と実験的な観察が必要と考えられる。
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要VL ． 摘

I・ サケ親魚のそ上活動の日周 変動について， 1974 年， 197.5 年のT0 月に千歳川において観察した。

2・ 4 回の調査結果から，サケのそ上活動は基本的には昼間時活発に行なわれることが知られた。

3・ 千歳川においては， 上流の発電所の放水による河川流量の増減水がそ上活動を誘発する要因として作用し

ているものと判断された。
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