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6 ・ プランクトンの 垂直分力; 

第―報に記した 各観測と同時に プラゾ クトンを 2 米間隔に表面から底 居近

くまで採集してその 垂直分布を調べた。 之等観測採集の 行はれた日は I]乃 24

H が吹雪であ つた以外は全て 佃風晴大でプランクトンの 採集 ほ常に止午近く

に行ひ荷結氷期には氷孔をあ けた直後に採集を 行ふ様に懸けた。 各庵からの

プランクトン 採集は著者 (元日，1949) の考案製作したプランクトン 定量採集

器 (第6岡， A の長さ53cm ，直径 22Cm ， 容埜20立) によつたもので AB 共に細い 節

絹 (xx13) を用ひ最初P の部分を所定の 深さに降し次に Aの部分を降して B に

接繊した後引上げる 事によりその 深さの水 20上申に含まれるプランクトン

を採集する事が 出釆る 。 各観測毎 lC各種プランクトンの 種人の深さに分布す 
刊

第 6 岡

フ"ランクトン定重採集器

結果を第 13表に示した。 佃甲 。

殻類の代表的の 5種を選んでそ

の多敦出現期たる7・ 8.9 月の分

布を岡示してみると 第 7岡の様 。

になる。

(1@ 甲穀類ブラン 
は表暦を除いた表 水

届に五つて散在し 9H24 日に壁     

水底に集合して ゐた以外ほそ は，。 「 i。 ， nh． 「．，4

の分布はかなり k． 下均等であ

つた。 87] I 日の結氷下の 採集

では少致ながら表暦 近くのみ

より見出されたが 之 は積雪と

氷蓋のために光が 遮断され背

光性による下 暦への 降"F が行

 

ほれなかつた事が ―囚 として

考へられる。幼休ほ常に表 歴

I@ 第―報は本誌3巻@號 pp ・ l-l2 (l948))

岡 弟

7・ 8・ 9月の主要甲殻類アフ， クトンの垂直分布
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にも存在し 表 ， 婁水栓に五つて均等に 分布して ゐだ。

Mesocyclopfshyalinus: 常に昔しく愛 水居に集合する 傾向を示し成 休ほ7・ 8 ・ i月の出現期間中

何れも 10米歴に最大分布歴が 見られ表水歴には極 く僅しか存在しなかつた (第7圓)。 本種の密集が

見られた 7・ 8・明の 10米歴は何れも 監分が急に増加する 居にあたつて 居り 、 且溶解性酸素 ほ7・ 8月は

存在せす 9月のみ幾分含まれてゐだ。 幼体も表面にほ 極く 少数しか存 狂せす深さと共に 敗を増l-D

米暦附近で最大を示した。

血，，，，， 0HC0 的クC，而加 : 水踵は殆 んど成歴を示さす 表水庵 中に散在して ゐだ。

凡はれ O$0m，。0 C。 ， ，FCOTW : 成休 は全て愛水暦申 よりのみ採集されたが 幼休ほ表水俺 中に見出さ

れた。

印ぱ。wo ・id 7Ln 。，iprdi ' ―般に出期現問を 通じて表，憂水歴に廣 く分布して ゐ 東が5月始めから 6月

末迄及び10 月は表水届の中俺以深 に幾分多く 、 @7月 ～9月ほ 中俺以浅 に多い傾向を 示した。 これほ成

休の季節的消長よりみて 前者に Cyyclops st ，・ ienvus, 後者に 皿tocyywops 句。 ， liW 卜 の他MpkuWs が多

かつた為と考 へ られる。

Pseud 。小呼 to7れ ，，s フ叩。材。us: 結氷期間中は 成休が大体表面近くのみより 採集されたがこれ

ほ 印f./l叩ss Kftre.niiu パの場合と同様 氷蓋による光の遮断の 篇と考へ られる。解氷後は成 休 は表水居

には全く分布せす 多数出現した 夏期には Mesociicl叩8 と同じく10米歴に密集してねた」 荷本種低

沿岸近くでは 水藻の問をネットで 探集すると多数見出された。 本睡が簗 水歴に日 申集合するのほ 異

絨湖では共通に見られる 現象と思はれ、 菊地氏 u98I) も氷月湖で水温躍届直下に密集してゐる 事

を報じてゐる 。

防nocalanus tenellvs ， 結氷後より 5月始めまでの 成体 は愛水暦に 鞭著に多数存在してゐる。

そして最大分布 居怯3J@II日には8米，その他の場合ほt0米歴 であつた， しかし乍 ら最大分布低ほ何れ

の場合も盤分の急激に増加する 暦にあ たり，B ．C16% 以下の風であ る。 之等の時期にほ 溶存酸素低

底産迄僅か乍 ら常に存在して ゐ だ。之等結氷期間中に 見られた成 休は 5月末にも無酸素 欣態になつ

た深水歴に少数残つて 居り、 それら ほ大きく黒すんで ゐて―見して新しく 生じた成体と 匝別する事

が出来る。 ―方春の増殖によつて 生じた新しい 成体は表届 に全く、又は殆んど出現しないが 表挿 を

除いた表 水居全般及び 憂水俺に普遍的に 分布し越冬した 個体の如く深低 に集合する事なくその 分布

状態は各観察毎に 璽化した (第7圃)。 但し II@124 日は表歴にもかなりの 分布が見ら タLたがこれほ 採

集時の天候が吹雪で 陽が照らなかつた 閥係と思ほれる。春め増殖後の 成休の分布が不規則なのは 個

体によりその 成熟度が異なり、 且結氷期に比して 水が不安定な 窟 と考へ られる。荷全観察を通じ雌

雄による分布の  差異ほ見られなかつた ， 幼休低最も多数出現 @，た5月末の4米隆以洩 に多く分布 [-た

がその後は表，愛水歴に此鮫白り―機に分布して ゐだ。但し成休同様表面には 少なくなる傾向があ る。

曲伍 ，2tidna ・uplff : 出現期問を通じ 表水降の 申問以浅に多い煩 同を示した， 切 末の場合のみ

 卜暦迄多く分布し最大分布 居ほ 6米屠 に存在したが 之は翌月成休 として出現した P ，。。。 d"d@i叩 ioin，@。 S

の naupJIus に相常するものを多く 含んでねた 閥係と考へ られる。

乃osm。 ， ，a lonq什OStT を， : 無卵の個体 低表俺近くに有卵の 個体は表水母の  下牛部に多かつた。

他の甲殻類プランクトンの 如く酸素の紋乏に封 L，て耐へないものと 見え無酸素暦に 下ると急に減少

する。 (第7惜l)

D 柘pha7to ，O肌 bra 研外，u7，t '@ BOfi ，，，f， ta 同様無卵の若い個体は 上併に有 卯0 個体 ほ下暦に見

出された。 無卵の個体は 7月末には表面に 少なく 4米怪に顕著に多かったに 反し8月には表面に 最多

敗となつた。 5C この時有卵の個体は大部分 壁水歴に集合して ゐた， 9月 24 日の採集で表水府に 分布

するものが少なくなつたのほ 増殖期が終り 成熟¥，た冬卯を有する個体だけが 棲息、してゐた烏 であ

る。 (第 7 岡)
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てゐるが本棚では 成休幼休共に出現期問を 通じ表水居近くのみ上り 採集された。

M 血肝心七。#cW ，edf" : プランクトン 定量採集器により 得られたのは 9月 刃 口に10米暦 よりの

―個体のみであ つた。

以上の結某 より甲殻類プランクトンの 垂直分布は種類によつて 異なり更に同じ 極類でも成育の 度

合により 又季節により分布が 愛化する事が 示されたが概括的に 墾水居に集合する 傾向のあ るものと

表，憂水居に亙つて廣 く分布するものとの 二つに大別し 得る。 表水俺だけに存在し 分布が愛 水俺に

及ぼないと 云ふ種類 ほ見出されなかつた。 憂水盾に集合する 種類には 桟脚類では Mesocy 。f叩s,

P$ 田M 。小叩 fo ，Mt ，s の成休幼休 ， 及ばれ 080"阿及びび 川仙Zm， ，れ8の越冬個体，技角類では Df 叩 A，QHO$O ，Wば ，

BO8W、f，tm の有卯個体等が含まれる。 BOsW ，f7， "， M6$OcycZT，等は淡水極と旭、ぼれるのにかなりの 蝋度

を有する憂水俺にも多く分布して ゐだ。結氷期を除きこれらのブランクトンが 塗水俺に集合するの

は菩夜移動により日 申深骨に下降したものが 墜水居に至つて、 不適な 條件に遭泄し下降を阻止され

て其虚午集 つたも <n と考へ られる。之等 甲殻類ブランクトンは 越冬 0Si@2ocaZa ， ，，。S を除き主に 7・ 8・ 9

月に出現するがその 最大分布は ?.9 月は各種類共 io米庵に 、 8月ほ Sle,.Wo，y，r/叩8のみ 10米歴 その他は 8

米暦に見られた ， 10米歴は7・ 8月には無酸素状態であ るが明になると 術環により幾分の 酸素が供給

されてゐる。 父嚥分ほ各月とも ，ID米庵で急増して 居り8米罹 は表水碑 と大差なかつた。 さて湖水の

無酸素歴に動物性プランクトンが 分布してゐる 車ほ今迄屡才戦苦され、 小ズ保氏 u94I/@ ，) ほヴ イ

ンクラ十株で 無酸素と 測れる場合でも 向生物の利用出来る 微丑の酸素は 存在し得る事を 述べてゐる

が今回の 7・ 8月の10米俺 も恐らく完全な 酸素批熊ではなくブランクトンが 利用 @，得る微量の酸素 む

含んで ゐたものであ らう。 8月に Mesocyclov ，のみが10米構に紺集し 他の極類が・ 8米歴に多敗存在し

てゐたのは Meeswcycl叩*が他の極額に低 l，深歴の悪條件に判し 耐へるプ]が弼い事を示すものと 月、 ほ

れる。 叉 8米歴 は愛氷居の上歴部に常りその 監介ほ表水盾 のそれと 殆んど愛吟ないからこの 俺に於

げる甲穀類プランクトンの 紺集 は監分躍庵上ほ無閥 係であ る。結氷後から春にかけての Stnocala ， M ，

の成体も愛水暦に密集する 型に凄 し主に 8～川米僚に存在して ゐたが 4月に解氷するまでは 氷 蓋

と積雪の窟に湖水申への光の投入は 極めて微弱であ るからこの 深雄 における公布は 背光性の結果と

は考へ られない。臆分躍併附 近には植物性プランクトンや 有機物が停滞するから 餌料が豊富に存在

しそのために Synocala mus，。 が密英したとも想像される。 3mI 日に最大分布届が8来暦に上昇したの

ほ8米庵の監分が小久保，佐藤両氏 (N47) により示された Siiwoc:%l" ，，T， ， の妊滴な械度 016 ・ 35% 。 以、

下 より増力 nした篇と考へ られる。

次に表，憂水博に亙 つぞ廣 く分布するものでは 更に表面に 於て急に分布の 減少するもの (胡 末か

ら結氷までの Sざ nocal" ，，，。fsi.euellus と然 らざるもの □叩叩 。血 ，，aupht 及び BO ，"，f，。alongtrfisi ，・ f"

川叩ん ano ，O洲a @inachywlrw?@， ・ もの若い個体等 ) の二つの型がかられた。  

(2) 輪虫類プランクトン

刀，・acJifoHUi@ capsul@fjlonis:. B ・。・ vsir. yhf@川附 は4米暦にのか見出された。 しかし、ar.

。/。 。 ， tiorbieul" ・， ・ fs ほ表， 壁水性に散在 @- てゐだ。

Kuwfhta ，，F， 叩・ : 本種 は出現期間を 通じ表水歴の上位部に 多い傾向を示した。

Filima In， ，c@4seta ' 冬期間 ほ表水僻 の中俺以深 に多く分布するが 解氷後は分布が 上昇し，て了

月末の増殖期には 2～4米肘に特に多く見出された。

瓦。，。"t。1."・ 仰。lLlfia・r@.K: 本種の分布 低表愛水 歴に廣く亙 つて居り 7・ 8 ・ 9月の高温時にほ 4米辰

に最大分布が 見られたが 6・ T0 月 仁ほそれよ 0 丁峰 に多く分布した。
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POlvart ん，"" 什印la: 常に表盾に多く、 最大分布 暦ほ夏期にほ表面に 、 春と秋には幾分 降P て

2米盾に見られた。

地地 haeta spv ・ : 冬期優勢であ つた種類は表 水暦の下庵に 、 早春に増殖した 他の― 種仁表面

近くに多い傾向を 示した。 しかし乍らt1月末にほ後者と 思、はれるものが 12米庵より多敷 見出され

たo

以上の如く網走湖に於げる 輪虫類の分布 ほ―般に表水暦に多く同 ―の種類では夏期にほ 最大分布 -

椿が他の季節に 比し上昇する 傾向があ る， ChampbellCI941)はダグラス 湖で―般に酸素の急激に

減少する 庵に密集する事を 述べてゐるが、 か L る現象ほ網走湖では無酸素歴が 稜達するに か しぼら

  
すみられなかつた。

向 ミツダ二の幼虫が 冬期プランクトンとして 出現したが 之等は多数出現した―月末にほ 10-12米

歴に多かつた。 その他の場合は 少敗が各肝に 散在してわた 。

(り植物性プランクトン

Eudorinaelecga朋 : 九月の循環期には 表水憧全般に分布するがその 外は―般に上暦に多く  

特に多量に繁殖した 8月にほ表面のみより 採集された，

dsterim?、ella ぉワ ，aqoslellata' I月末には表 水暦申に少なく、 特に氷蓋直下の低械な表面水か

ら殆んど全く消失して ゐだ。そして 8～10米怪には他暦に比 し 多量に存在したがさは 生活方を矢 っ

て沈降した細胞が―時停滞した 事を示すものであ る。3月 I 日にほ表面には 全然見られす 2～8米庵に

僅かづつ散在 @， 8米暦以深 には色素体が 黄愛し I細胞各々ばらぽらになったものが 分布して ゐた。

解氷後 5月末の増殖期に 0～4米届特に 8米歴に顕著に多く 存在して ゐたがその後は 際だつた上下の
 

分布の差異は 見られなかった。

Syl，edraspp.: 末には dsierifo，，(6J.ぼ 同様表面近くほ 非常に少なく 愛水暦で急に増加  L， て

10米届で最大の分布を 示した。 瑚 山には愛 水低以深 にほ殆んど消失し表面を 除いた表 水居中に僅

か残存するのみとな @O だ。解氷後ほ全怪に亙 @Oて分布t，愛水府以深でも余り減少が 見られない。 併

し7H29 日の場合にほ 他俺に比し2～4米届にかなり多量に 分布して ゐた。

メ川刊*O ，，。e@ ， oれ刀。s-apua 。 : 結氷期間中 ほ表水風に多量に 分布 L， て居り珪藻の 如く塗水 皆で

増加すると 云ふ現象は見られなかった。 又表面に於ける 分布の減少も 珪藻程甚しくなか@oだ。結氷、

後t 日の経つに従ひ憂水盾に於げる分布 ほ著しく減少した。 解氷後増殖が 始まると共に 明かに表面

附近に増加し 、 此の傾向 ぽ9月 迄絨いたが8月には表面に 本種の腐敗した 青緑色の水の 華が見られ、

その窟か表面の分布 ほ―時減少した。 秋の増殖期には 最大分布 屑が10月には4米暦， H 月にほ6米居

に下つた。 高安、 飛鳥両氏，(1930)は本湖で同じく 秋に本踵が表面に少なく 2～3米歴に多v>事を報

 ぎしてゐる 。

Mtfc@ ・ ocysi ざ s ae@ ・ uタ朽 0,<sa: 表水怪 申に」十均等に分布して ゐた，

以上の如 く本湖の植物性プランクトンは 表水居中にかなり―様に 分布しており ；且婁水底以深に

も相笛敷存在してゐる 。 かム る分布は本棚の 表水歴が結氷期以外 ほ常に循環 L，てゐる窺で 7月末の

如 く表水麻が梢才 停滞した時にほ ATh 川 Ufzolm。 捌。凡 及び Syy，，山肌はかなり撰著に成俺を保つて ゐ

た。

約7 ． 要
 

I・木研究は網走湖の 湖心の―鮎を選び―乍を通じ解氷期の 四月を除き毎月 糊測を行ひ特に プラ

ンクトンは定量的に 各庵から採集しその 季節的消長及び 垂直分布について 観察を行つたものであ

る o
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2 ・ 深度0～S米の表水居ほ 結氷期を除き 殆んど常に循環してゐるが 深度 8米以深 は急に

加しこの停滞 海方火ほ強固な成 屠を形成してゐる 。 而 して憂水居が結氷期以外経慢循環により 表水暦

に除才に同化するのと 深水居が晩秋より 結氷期間中侵入海水により 摺針される事により 成居が幾分

観されるが大勢に 影響は興へない。

3・ プランクトンは 46種 4褒種 見出され以前に 比'@ 明かに汽水性の 種類が増した。

4・ 本湖のプランクトンの 特色としては Si@tocalalu@4s te7tellnts が周年主要な 地位を示めてゐる

事であ る。その他に春の Cyclops st npe?uM，・ 雌 と夏から秋にかけての Hぬ soeyclops hvalf@tu斗 夏期大

増殖する 汽ノ@k性技 角類の Diapha?tosoma maw 乃 i@uru 附 及びその前後に 多い BOs布切 lo7agfrosz7 十 s

等が畢げられる。 輪虫類ほ冬には Sync/iaetaその他の季節にほ POlyar・ ihratr$yl山 Ke6ratella

。O研ね巳わ，等が多い。 植物性プラソクトンは 解氷後面ちに 山比村。m7f の ボがW0$f6JZof0 が増し

それに引 績き盛夏前に A タ んば @* 。WG7to ， ん f10S-apu 几 e の第―次増殖が起り盛夏に 入ると切 几 MM SPp ・

 が大増殖を行 ふ，秋には幾分 dSze ，・fo促M山吻，，ed，m の増殖も見られるが ，ITAm ，，m， &f ，。柑 c@tmL の増

殖が壌倒的であ る。

・ 5 ・ 甲殻類プランクトンは 憂水暦に集合する 傾向のものと 表憂水暦に五つて 廣 く分布するものと

の二つに分げられ、 更に後者は表面に 非常に少ないものと 然 らざるものとの 二つに分げられる。

6・ 甲殻類 プ"ランクトン ほ虹酸素になつた 窒水屑 に集合するものが 多いが、 ウインクラー 法で検

出出木ない 徴景の酸素を千U用 じてゐるのであ らう。 

7・輪虫類プランクトン ほ―般に表水歴に多く，水温の昇ると共に分布が 上昇して行く  

8・ 植物性プランクトンは 結氷期を除き 表水居の循環が盛んな 篇殆んど成庵 を示さない。
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Kefluaic'

A limnological investig ition 0f Lake A} ayhiri, HOkkaid0, with particular

reference to the plankton fauna and floM

},y

Sigeru MOIODA and Teruo TSHIDA

The observations 0u the hydrography and plankton communitv were made at Like AbilBhirl

(Fig. 1) tn Kitami province, HOkkiidu, t@ every month except 'April during the yeir 0f ty-i:7

Since the salt water ;iJway& btngnates tn the hypolimnion, the convection Of water @s well as

the turbulence by wind ;s restricted within the epilinmion. The turbulence of water hy wrnd

is 8O violent during the open season free from the ice,thitthe temperature and chemical components

are nearly uniformly distributed through the vertical range 0f epilimnion (Fig. 2'). ID the ice

period from the middle of December t0 the middle 0f Apri1, however, the surface water just

under the ice cover f$ tharacterized by very low chlorinity, low PH-vsilue and large amount of

dissolved oxygen; for those the Jinflowing river water fS responsible. Although the water fD the

hypolimnion below I0 metres nearly always completely stagnates, a slight mixing some-

times takes place during the winter season, mainJy resulted by invasion 0f sea water into

the bottom layer through the lower River Abashiri from Okhhotsk Sea.

It th percehed that the invaded sea water has been gradually more accumulated year by

year, now the chloiinity being above 900 mg/1 at the bottom layer. This affects the plank-

ton fauna, the brackish-water species becoming to occur more frequently; that fS, Sznocalafi-

its tenel/zif, t$ very common @s compared with the past years, and Pseudod@ ufptomus jap-

wvicvs @d'i iiofmiin Wi'iicor@e (.Fig. 3) Mesoc/tf'% @'irticornis (Fig. 4), and Hafifydop? pr0-

pfnqwis (Tig- 5) are noticed to be new to the lake.

ID winter season, the leke being covered with ice, the plankton ;s very po0r tD quantit-

atlvely aS well @s qualitatively HOwever, a consideKible number 0f Sinocasanuf, tenelluh

and Syiichaeta 8pp. i& found ;n the winter time. The outburst increase 0f AstertWiella zigsag0-

sleUata takca place immedietely after the ice thaw, and then some copepods inclcase in

number. Ia Inte qpring vigorous growth 0f Aplianizfnnenon flos-aquae takes place, and the var-
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第13表 各F に於ける幸要プランクトンの垂直分布(20 立中の個体薮D

   
   PseudoJaponzcvs心‥―。川仰沿"―"―Mesocyclops hyalimis Cyclopoid naiiplii種 類  juvenileadult

月日T29/W23/m24/E。23/m24/X25/X -- 2/                                                           /m23/皿竺―/K
 
   
  

0 ―l ―l2 -i - ―6 l3 6 ―    
Siiwcalanus tenelhis

I0 311 71   
  

juvem   adult 
0 2 m Ni 0 O 0 07 0 4 132 l070 2 1421055 0 1360 0 0 1075917 0 2133735 7 13420 11 0 l51
  1 0 l1 4 6 31 5 416 434 76 9 195 54 366 .24 178 ? l8 36 2
  

0 0 - □
 

59 14 @ 21232- 0 03 7l7 - -@ ―
002i@ 
@4 l―         3 9 172 len 22 1 3 8 

 

ious species Uf cladocera occur also abundantly. The maximum abundance tu number aud in

diversity Ur species ;s found ;n the summer collection. Diaphanossoma brachyu'rum, Keratella

cochlearis, Syfiedra uliza and S- new get the maximum occurrence through the year tD the

summer time. In Lite. October AphainzomeMn flos-aquae shows again extraordinary propa-

gation.

The vertical  distribution 0f plankton was studied with the "quantitative plankton sampler"

(Fig. 6), which was divised hy one Of the author, @t about no0n ;n every observation. Although

there fs @I general rule that the organisms are distributed ;n the least number ;n the hyp0-

limnlon, certain numbers Of some species are sometimes found even tD the anero@iic water in

the deeper layers. A very slight content Of dissolved oxygen m.ny b@ utilized by these org-

anisms. The copepods, such aS Pseudodidptonus japffinws and Mesocydops hyaliuus, are

Often crowded @t the lower part 0f the metalimnion jnst becoming n.nerobic CFig. ?). The

animals may be attracted t0 the dark region, ab the deeper layers, but their downward migrat-

-ion will be checked by some unfavourable conditions Of the hypolimnion. AS the maxi-

mum abundance Of rotifers ;s found ;n the shallow layers, the downward 'migration 0P cope-

pods will not be dependent upon the feeding behaviour. The vertical stratification Of phyt0-

plankton fs not formed during the open season fn which the water tS always turbulent. 
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Calaimd navplii種類 
孜ヌm?L*@,na ZOllqirosfyf与 i川口&L7CAyWTMnliV/w低 i.0so@Hal・ @

@a@iWt @VItWW5/ xh/WW @/VII@/V@@/K @/J24 a ・29/vn23" 肌2而@2―□所V/□甘 2/x3@/v
0m 270 47 9 132 411 73 23 80 42 2 36 25 8 590 2 0 0 0 f0

2 181 172 107 58 103 105 l6 63 l4 6 39 34 237 447 l1 0 2 3 27

4 t6t 181 59 l5 48 144 4 154 @5 0 102 24 833 618 6 I 0. l0 30

6 41 222 4 6 24 87 20 440 36 4 45 22 480 850 32 4 22 9 23

8 t l1 133 2 0 @2 57 32 285 78 l8 5@ 22 58 1950 9o 5 6 l1 l7   ―  - fi8 -  ―

 
6 - ―2 ―0- □  

  28    

!4 l322□
    

POlyarthra trigla

9 54 509 3 479 292

 
Keratclla, cochleares FiHnici loiuiiselci

0 m @ 1 50 3 ? 0 0 '262 247 461 1630 313 374

―旦旦竺種類 田主凹巴仰互坦それ上""""LL必三リV28川ダ四F3価巴阻三日三:佃LH2け 3W28川 ，9m23価

4 605 0 42 3 2  186  186 768 642 567 3061631   59 1046  24   287   36  

4 l4 599 57 34 5@ 0 214 257 2302 5070 1290 447 24 | 1 41 926 26 184 t6

20 144    670 205 183

 l5-    00 4 7 126125      1622 96 □ 638 □ □  3 52 8 6 9 
 10 -- - 二     

    
  

@ HMe パOWEM% ボダ Zは 70 ぬ MZQz4 Synchaeta spp  桂穎   
  

H 日ゃWW 25/X24は[28/M ;2v I リ D q VL円Vフ叩竹ラ廿汀L叩而了牙7 l/I・ 2/V3l/V 28/W 29/m23/W
    

11.2 640 180 9 400 m  1990 3850 301 ' @6  99 1600 424 250 -l4 0 62 ' ('.004 0

39 930 160 8.8 55? .' 899 6492 484 5 128. 1046 974 69 l1 5 37 0.03 0.02

22 1020 170 20 190

24 335 135   180 46D628 296 3492 5307 428512 1121543554 6@C65l.5645l- 0.0l7

37 ・ 5182 02-・ 0 0 C4.5)(1.8)6.52005.7l5310095 6- 75          
Synedra spp  種類 

月日 @ 24/M  24/X24は[28/M@ 2/V3l/v28/H 29/1 l/m 29/W 23/M 24/W 25/X24/M 28/m 29H !/I 2/V"―

2 5.4 2.6 103 48.5 0.044 0.7 1.6 l8 63 410 3400 110 202 106 l3 45 6O l0

1.0 11.2 89 200 4200 135 350 82  44 69 33.5 64 4.7 " 35 95 88 l.63 ―

6 2.5 52 113 59 1.9 0-102 0.95 8.5 59 88 3900 75 180 123 66 56 17.5 5

8 3.5 68 40 36 6.1 0.02 1.35 ?,6 65 140 3900 96 192 64 63 24 8.5 I

0.035 0.52 4 3@ - @500 - - □ @2l □ 0.6 0.6― @8.5 -，    
 

IO 3 75 65.5 38 12.7 0.024 0.25 ?.2 25 37 2750 110. 245 59 43 l9 5.3 0.5

r2 1.9 37 44 23 9.0 0.025 0.50 4 33 56 1600 54 105 5O Z@ 23 3.7 03

l4 - ― 
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註

ApJiamsomenon flos-aquae

190 2000 5900 720 1400 4450 1260 33

 
0 m

280 1650 5840 1150 1060 4300 1180 116   

112 1200 3730 2600 595 6200 1790 92 

750 1280 990 480 2630 2110 102  

150 900 1200 950 320 3300 1860 84 

4I 260 500 600 260 2200 1350 31I0

23 190 460 425 120 580 935 l3 

  225 - ―ll 96- ―   
植物性フランクトンは群体数で芸，はし賀敬のり@000 の数て表ほした又 ( 二内の数字はAHerloHeHa

の群体が分解し色革体の黄婁した ！， のの細胞教を示す。

 


