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目　　　　　的

北海道南西部に位置する大沼国定公園には大沼､小沼お

よび蓴菜沼などの湖沼が分布しており､それらは現地の観

光や水産業の拠点となっている｡一方､ 1980年代に大沼に

おいて富栄養化が進み､アオコの発生が認められ1)､観光

資源としての質の低下が懸念された｡また､主要な水産資

源であるワカサギの漁獲重量は極めて安定しているものの､

大沼､小沼､蓴莱沼の3湖沼の単位面積あたりの漁獲重量

および基礎生産量あたりの漁獲重基は阿寒湖や諏訪湖と比

較して小さく見積られている2)｡したがって､環境保全や

効率のよい魚類生産を目的として湖を維持管理していくた

めには､湖の生態系構造を把握することが重要である｡

植物プランクトンは水圏生態系の中で基礎となる生物群

であり､炭素固定により動物プランクトン､魚類などの個

体を構成する有機物の源を生産している｡植物プランクト

ンの生態と､それに大きく影響をあたえる栄養塩類の挙動

は､水圏における生物生態調査の中で重要な位置を占める｡

大沼と小沼において行った生物および栄養塩類の調査では､

植物プランクトンは､リンによって成長が制御されている

と推定されている3.4)｡すなわち､湖水中には植物プラン

クトンが利用しやすいとされる潜存反応性リン(SRP)が

乏しく､同時に仝窒素:全リン比の値も高い｡リンの供給

源およびその利用形態は植物プランクトンの現存量や種組

成の動態を決定づける要因の一部であると考えられる｡

リンの負荷源としては､湖外部からの流入と湖底泥から

の回帰が考えられる｡流入河川から大沼へのリンの負荷に

ついては北海道環境科学研究センターほかによって報告さ

れている3,4)｡それらによると､河川から大沼湖内に流入

したSRPの大部分は湖内の化学物質と反応して沈降して

いると推定されている｡したがって､湖底に堆積したリン

の挙動が生物生産にとって重要であると推測されるが､大

沼底泥を対象とした栄養塩類の分析報告例はほとんどない｡

底泥中のリンの動態を扱った調査報告は､酸およびアル

カリ性溶媒によってリンを抽出､測定する方法で､底泥か

ら水界へのリンの放散量､または水界から底泥へのリンの

埋没量を見積ったものが多い｡ Jensenら5)は海洋沿岸域

において上記の調査を行い､底泥1cmまでの深さのリン

濃度が高く､季節的な変化も大きいことを報告した｡同時

に底泥中のリンの挙動と水酸化鉄の挙動に相関が認められ

るため､水酸化鉄に吸着したリンが生物によって利用され

やすいことが示唆されている｡

大沼､小沼､蓴菜沼は物理的環境がそれぞれ大きく異な

ることから､ 3湖沼の環境要因の影響に対する生物群集の

応答も大きく異なると思われる｡本報告は上記3湖沼の底

泥表面に含まれるリン濃度と植物プランクトン現存量､種

組成との関係について比較し､それぞれの湖環境と生息生

物との関係を把撞するのに必要な資料とすることを目的と

した｡



方　　　　　法

1. 3湖沼の概要および調査地点

Fig. 1に各湖の地理的状況を示した｡北海道環境科学

研究センターなどにより報告されている3湖沼の形態的特

徴をTable1に示す3,4,6)｡大沼には宿野辺川､苅間川､

軍川の3河川が流入しており､狭い水路によって小沼へ湖

水が流出している｡小沼への流入水は大沼からのもののみ

であり､小沼南端で湖水が外部へ流出している｡蓴菜沼に

ついては宿野辺川､横川の2河川が流入しており､流出水

は認められない｡調査地点は各湖の中央部に設定し(Fig.

1)､水深は大沼で10m､小沼で2.5m､蓴菜沼で4 mで

ある｣

Fig. 1 Map of Lakes Oshima-Ohnuma,-Konuma

and - Junsainuma Showing SampHng Stations

Table 1 Geographic Characteristics of Each Lake

2.採水方法およびリンの測定方法

底泥試料は打ち込み式カラム探泥器を用いて採取した｡

試料採取日は1997年6月10日､ 8月20日､10月7日である｡

蓴菜沼については10月の試料は採取できなかったり試料を

実験室に持ち帰り､底泥表面の深さ1 cm以内の部分をス

パーテルで櫨紙(Advantec5A)上に取り､水分を除去

した後､共栓付三角フラスコに1 gを秤取した｡底泥か

らのリンの抽出はJensenら7)､ Sondergaardら8)の方法

に準じた｡摘出液中の総リン(TP)および反応性リン(RP)

は過硫酸カリウム分解およびモリブデン酸塩アスコルビン

酸還元法により測定した｡ TP濃度からRP濃度を差し引

いた値を非反応性リン(NRP　濃度とした｡一連の分析

操作をScheme1に示す｡　溶媒摘出画分中のRPおよび

NRPの湖水中で存在していると考えられる形態をTable

2に示す｡

Scheme 1 Procedure for Determination of Extrac-

tive Phosphorus Concentration from the

Sediment

Table 2　0riginal Form of Each Extractive Phosphorus



Fig. 3　Changes in Nonreactive Phosphorus Concentration in Fractional Extraction from the Sediment in Each Lake

Fig. 4　Seasonal Changes in Biomass of Phytoplankton in Each Lake

3.植物プランクトン現存量の測定方法

植物プランクトン測定用の試料は1997年4月から11月ま

で月1回の間隔で採取した｡大沼の試料採取地点について

は表層､水深1､ 3､ 6､ 9mから､小沼の試料採取地点､

革菜沼の試料採取地点については表層からバンドン採水器

で採水した｡植物プランクトン現存量の測定および種組成

の同定は以下の手順によった｡試料1 1に最終濃度が1%

になるようにルゴール溶液を添加して試料中の生物を固定

し､沈殿法により1 1から20mlに濃縮した後､光学顕微鏡

下で検鏡した｡植物プランクトンの現存量は､マイクロメ



ーターを用いて各植物プランクトン種の体積を測定し､血

球計算盤により個体数密度を算出することにより求め､各

湖の単位面積あたりの現存基を算出した｡

結　　　　　果

1.各溶媒抽出画分中の反応性リン濃度の変化

Fig. 2に3湖沼の底泥表面の各溶媒抽出画分中の反応

性リン濃度の変化を示す｡総反応性リン(Total-RP)濃

度は3湖沼すべてで8月に最も高いという特徴が認められ

た｡湖別に同時期のTotal-RP濃度を比較すると､大沼で

最も高く､次いで蓴菜沼､小沼の順であった｡すべての湖

沼､すべての採取時期において塩化ナトリウム抽出画分中

の反応性リン(NaCl-RP)濃度は痕跡程度で､総反応性

リン濃度に対する割合は極めて低かった｡水酸化ナトリウ

ム抽出画分中のリン(NaOH-RP) 濃度は大沼､蓴菜沼に

おいて8月に著しく増加し､変動が大きかった｡小沼にお

いては､ NaOH-RP濃度が8月に増加するものの､ほか

の2湖沼と比べて大きな変動は認められなかった｡塩酸抽

出画分中のリン(HCl-RP)濃度はすべての湖沼で8月に

増加したが､ NaOH-RP濃度と比べて､大きな変動は認め

られず､ Total-RP濃度に占める割合もNaOH-RP濃度と

比べて小さかった｡

2.各溶媒抽出画分中の非反応性リン濃度の変化

Fig. 3に3湖沼の底泥表面の各溶媒抽出画分中の非反

応性リン濃度の変化を示す｡総非反応性リン(Total-NRP)

濃度は小沼､蓴菜沼において8月に増加したが､大沼では

8月が最も低く､ 10月に最も高かった｡ 6､ 8月は大沼の

濃度が最も高く､次いで､小沼､蓴菜沼の順であった｡塩

化ナトリウム抽出画分中の非反応性リン(NaCl-NRP)

濃度は反応性リン濃度と同様に､ 3湖沼ともすべての採取

時期においてTotal-NRP濃度に占める割合は極めて低か

った｡水酸化ナトリウム抽出画分中の非反応性リン

(NaOH-NRP)濃度は､すべての湖沼でTotal-NRP濃

度に対して占める割合が大きかった｡大沼､蓴菜沼では8

月に減少し､その後大沼では10月に増加した｡一方､小沼

では8月に増加し､ 10月に減少した｡塩酸抽出画分中の非

反応性リン(HCl-NRP)濃度は､すべての湖沼で5月か

ら8月にかけて増加した｡ 10月は8月よりも大沼で増加し､

小沼で減少した｡

3.植物プランクトン現存量の変化

Fig.4に3湖沼の植物プランクトンの現存量の季節変

化を示す｡なお､ Fig.4のなかで､ Diaomsはケイ藻､

Blue-green algaeはラン藻､ Green algaeは緑藻､

Flagellatesは鞭毛藻を意味する｡大沼および小沼では植

物プランクトンはほぼケイ藻で構成されていた｡大沼では

5､ 8､ 10月､小沼では5､ 7､ 10月にケイ藻の量の増加

が認められた｡ 5月の全植物プランクトンの量は大沼の方

が多かったが､夏は小沼の方が多かった｡また､ 6､ 9､

11月は両湖沼で全植物プランクトンの量はほぼ同じであっ

た｡専業沼では､ケイ藻の基は少なく､植物プランクトン

の構成はほぼ鞭毛藻で占められていた｡　また､ 5､ 8月に

仝植物プランクトンの量の増加が認められたが､大沼およ

び小沼と比較して､その量は極めて少なかった｡

考　　　　　察

流入河川から大沼へのリンの負荷は4月から6月にかけ

て大きいことが報告されている4)｡　6月の大沼底泥の

NaOH-RP濃度も､小沼､蓴菜沼と比較して､それぞれ8.9､

2.6倍高い(Fig.2)｡これは､河川から流入し､湖中の

粒子に吸着して沈降したSRPを反映していると思われる｡

大沼では冬期を除いて湖水中の有機鐸体鉄濃度が低下し､

ほぼ欠乏状態にあることから､植物プランクトンの成長に

影響を与える因子と推定されている9)｡ NaOH-RPは主に

このような鉄化合物に吸着したリンで構成されると考えら

れており7)､流入したSRPは鉄化合物に吸着して､また､

一部は植物プランクトンに鉄化合物と共に摂取されて底泥

中に沈降していると思われる｡ 8月の大沼における

NaOH-RP濃度の著しい増加は､湖水が成層して垂直的

な水の動きが停止し､底層が貧酸素状態になるため､ 4､

5月に出現して6､ 7月に衰退して沈降したケイ藻が分解

されてSRPが遊離し､再び鉄化合物などに吸着して沈降

したことに由来すると考えられる｡ 8月の大沼の

NaOH-NRP濃度の減少はこれを支持するものである｡小

沼底泥のNaOH-RP濃度は､ほかの2湖沼と比較して低く､

その原因の一つとして､流入河川からのSRPは､大沼で

沈降あるいは消費されるため､大沼からの流入水中の

SRPの負荷がないことが考えられる,3加えて､単位面積

あたりの植物プランクトンの現存量は大沼に近い値である

が(Fig.4)､水深が浅いため､植物プランクトンの細胞

数密度は大沼よりもかなり高い｡水深が浅い湖において､

底泥は容易に湖の底層から表層まで循環しやすく､底泥に

吸着しているリンは植物プランクトンに長期間栄養源とし

て摂取される10)｡したがって､小沼の底泥中のリンは､

他の2湖沼と比較して最も植物プランクトンに利用されて

いると思われる｡小沼の底泥中のリン濃度はこのような理

由により､低濃度に保たれていると推定される｡

蓴業沼の植物プランクトン現存量は大沼､小沼に比較し

て著しく低く､そのため底泥のTotal-NRP濃度も低かっ

た｡しかしながら､ 8月のNaOH-RP濃度は高く､小沼

よりも利用可能なリンは高いことが示唆される｡これは､



蓴菜沼の植物プランクトンの成長がリン以外の栄養塩類に

よって制限をうけているか､動物プランクトンによる摂食

圧が極めて高いことを示している｡蓴菜沼の植物プランク

トンの生態はこれまで詳細に調査されておらず､どの要因

が植物プランクトンの成長を抑制しているかは今後の調査

課題である｡

大沼の沿岸域では､最近､局所的に､アオコ(Microcystis

spp.)の発生が認められているが､湖全体を覆うような大

量発生は認められていない｡大沼の植物プランクトンの成

長はリンによって制限されていると考えられている一方で､

8月の底泥中の利用可能なリン濃度は高いと思われるので､

ラン藻の成長および集積に適した物理的条件が整った場合

には､特に8月前後にアオコの大量発生が認められる可能

性も考えられる｡小沼では､大沼と同様に植物プランクト

ンの成長はリンによって制限されていると考えられている

が､大沼と比較して底泥中の利用可能なリン濃度は低く､

大きなSRPの流人負荷もないことから､アオコの大量発

生の可能性は低いと思われる｡

要　　　　　約

渡島大沼､小沼､蓴菜沼において､底泥中から抽出され

たリン濃度と植物プランクトンの現存量の季節的変化およ

び両者の関係について調査した｡　どの湖においても､

NaOH抽出画分がTotal-RPおよびTotal-NRPに占める

割合が大きかった｡すべての湖沼でNaOH-RPおよび

NaOH-NRP濃度は8月に最も高くなる傾向が認められた

が､大沼のみ8月にNaOH-NRP濃度が低下した｡ 3湖沼

のTotal-RP濃度を比較すると大沼が最も高く､次いで蓴

菜沼､小沼の順であった｡単位面積あたりの植物プランク

トン現存量は､大沼､小沼ではほぼケイ藻によって占めら

れていた｡春は大沼で高く､夏は小沼で高かったが､ほぼ

両湖沼で近い値であった｡蓴菜沼では鞭毛藻の割合が多か

ったが､大沼､小沼と比較して､植物プランクトン現存量

は極めて低かった｡これらのことから､ 1)大沼では植物プ

ランクトンが利用できるリンが残存していることにより､

さらに植物プランクトン現存童が増加する可能性のあるこ

と､ 2)小沼ではリンが植物プランクトンに最も利用されや

すく､ SRPの負荷もないことから､植物プランクトン現

存量が現段階より増加する可能性がないこと､ 3)蓴菜沼で

は植物プランクトンの成長に対して､リン以外の物質が制

限因子になっていることが推定された｡

この調査研究は道立相互共同研究｢環境保全と魚類生産

に対する水生植物の寄与に関する研究｣の一環として行っ

たものである｡試料採取の際､大沼漁業協同組合の方々に

協力していただいたことに対し心から深謝いたします｡
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英　文　要　約

The relationship between the phosphorus concen-

trations extracted from the upper layer of lake bot-

tom sediments and biomass of phytoplankton wasin-

vestigatedin Lakes Oshima-Ohnuma, -Konuma and

-Junsainuma　in 1997. The phosphorus contained　in

the sediment was successively extracted with sodium

chloride (NaCl),　sodium hydroxide (NaOH) and

hydrochloric acid (HCl) solutions. Phosphorus con-

centrations were determined as reactive phosphorus

(RP) and nonreactive phosphorus (NRP : total

phosphorus concentration minus RP concentration).

The proportions of RP extracted with NaOH solution

(NaOH-RP) and NRP extracted with NaOH solu-

tion NaOH-NRP) were largest　in total reactive

phosphorus (Total-RP) and total nonreactive phos-

phorus (Total-NRP), respectively,in the all lakes.

The concentrations of RP and NRP extracted with

HCl (HCl-RP and HCl-NRP) were constant com.

pared with those extracted with NaOHin every lake.

The concentrations of RP and NRP extracted with

NaCl (NaCl-RP and NaCl-NRP) were negligible in

every lake. NaOH-RP and NaOH-NRP concentrations

tended to be highin Augustin the lakes except for

L. Ohnuma where NaOH-NRP concentration　in Au-



gust was lower than thatin June. Total-RP concen-

tration in L. Ohnuma was highest among the three

lakes. Phytoplankton compositions were almost occu-

pied by diatoms in L. Ohnuma and L. Konuma and

phytoplanktorl biomass in the water columns of these

lakes were in near values, however the cell density

of phytoplanktonin L. Konuma was extremely higher

than thatin L. Ohnuma. In L. Junsainuma, the phyto-

plankton composition was almost occupied by

flagellates and phytoplankton biomass in the water

columns remarkably lower than thosein L. Ohnuma

and L. Konuma. These resultsindicate that 1)in L.

Ohnuma, the biomass of phytoplankton such as

blue-green algae may be higher than the present

level if they use the phosphorus in the upper layer

of bottom; 2) in L. Konuma, the biomass may not in-

crease because the phosphorus concentration was

low in the upper layer of bottom sediment due to the

negligible SRP loaded from L. Ohnuma and the high

utilization of phosphorus by phytoplankton; 3) in L.

Junsainuma, the growth of phytoplankton might be

regulated by the nutrient(s) other than phosphorus.
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