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北海道の湖沼に 閾 して体古くは 田中館秀三博士によつて 主な火山湖が 踏査され次いで 北海

道水産試験場の 高安三次，五1-嵐彦仁，近藤(前姓澤) 賢蔵其の他の諸氏によ D 水産増殖の 基

本調査として 主要棚田の詳細な―般的調査が 行はれた。 其の後京大の宮地 俺三郎，上野益三雨

博モ，北大の羽田良禾，朝比奈英二雨博士によつて 行ほれた研究で プラジクトン及底接生物に開

する知識が非常に 進歩した。 其の外向多くの 研究者によつて 夫 々 各部門についての 調査研究が

行ほれて今や 北海道の湖沼 ほ僻遠の地にあ るもの七で―礁 は調査の足跡 ぼ及んだと云ふ欣熊 で

あらう。由来人跡 稀な地の湖沼調査は 筆舌に蓋せぬ螢苦を伴ぶものであ るからたとび ―回の測

深だけであ つてもその記録 ば頗 る貴重であ ると云ほなけれほならない L 斯くて多くの 研究者の

努苦の結晶たる 報告論文は断片的のものまで 加へるならば非常な 敗に上つてゐるが 其等の調査

結果を握めて 概括し北海道各湖沼の 湖沿誌を編み研究者 並に實務 家の参考に供し 度いと思 ふ。

素 より木稿の鰻め方は杜撰の期少なからす 而も著者小 湖旧研究に経験 浅 きを以て先輩諸氏の 業

績を誤つて 健べた鮎あ らざるやを似れるものであ るが請者諸賢の 御叱正を待って 訂正の 機含 を

もちたいと思 ふ。

各湖沼の叙述に 常つて各人 閥係論文報 苦菩を翠 げたけれども 煩を避けて文中引用個所を 附 

記しなかつた。 向又未稜表 論文，復命菩或ほ新聞紙上に 稜表されたものも 引用させて 戴いたが

以上の甥に開し諸氏の 御諒承を願ひ併せて貴重な 業績を残された 事に判し 萬腔の敬意を表する

ものであ る。又本書に描げた 各湖沼の 固は各著者の 原周を適宣略鳥したものであ る事を御断り

しておくo

終 に本著出版の機を 興へ られた北海道水産 卿化場 木村場長 並に佐野調査課長の 御好意に 封

して深甚なる 感謝の意を捧げる。

 



説概

北海道には大小 soo 錬の湖沼が存在し 大きなものだけでも 20鈴を算へる (弟工周参照9。 其

等の分布 肌熊を概観すると火山地帯にほ 肯蛙色の水を 湛べた極端な 貧柴養型の火口湖 やヵルギ

フ 湖 (大隅淡湖 ) があ り， 又比較的倦 くて水の濁つた富柴養型の堰止湖も 存在する。 平地を流

れる大河川の 流域には河跡湖が 形

成され， 山間及平地の泥疾地帯に第 l 日 北海道湖沼の位社 C番號は日夕に示したものと同じ )

 

 

 

 

 

 
ュス リカ (Ch 仕0nomuS 杣umoSuS) 幼虫を指標種とし 之にり、形貝類の ミ デンマ メタ= シ (va1-

vatR) ， マメタ = シ (BuIImu め，マメシヴミ (PMd 山田) 等及甲殻類の端脚類，等脚類が 加ぼ

ってゐるのが 特徴であ る。又沿岸低地の汽水 湖ではヤマトシジミ (COrhic"I"j 叩onicit)

汽水性貝類とで ヵイ (Nere@s japonIc") を主とする多毛 環虫類が代表者となつてゐる 。

な
沼

様
炭

の
泥

 は底棲生物に乏しく ノサ； (chWbom め 幼虫が棲息する 位であ る。

 更にプランクト ， ン 相に就て述べれ ぽ深い火山湖 ほ所謂高山色と 云はれる赤紅色の 榛脚類

AcRn 十hMtap比muSYRm9n ぬCePS15 や枝角美頭 DRphDI;tIon8t ・SpIn 汀 hYHIIPa ， BOSmInれ山regoRI

等の甲殻類プランクトンが 優占するに反し 富柴蓑 化した 湖出でぼ俸角類 DMph 汎080ma bmCh-

yur@m, COriodaphniit pulchella， 田，mIniも longiroat心其他の甲殻類が 分布するがそれより

も珪藻，藍藻等の植物性プランクトンが 著しく優勢で 屡入藍藻の水の 華が稜生する。 海岸近く

の高城な湖 利に於ては桟脚類 Sin血ilaniIS めnellus, PBeudodiaptomus japonicu， とか輪虫類

Kf ，"itella-cr@。而rmis, Synchae ぬ t""ina 等の汽水種がみられる。 又腐植質の多量に 俺存する 泥

歩地の湖沼に 於ては生産は非調和に 陥り殻藻や藍淡が 繁（・輪虫類や枝角類の特殊のものが 捗し

く出現する事もあ る O

魚類に就ては 火山湖は冷水性の 鮭鱒類の棲息に適し 洩い湖はコイ，ワカサギ 等が繁殖し油

海の潟糊 にほ海がら来遊する 魚類が居 り 更に ホクテ，ヵ千等の有用貝類の 繁殖場となつてゐる
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ところもあ る。北海道に於ける 湖沼増殖の歴史は 明治 9 年渡島専某沿へのコイ， フナ等の移植

に始まるが 爾米開係者 P 努力により通 踵魚類が諸棚に移され大いに 繁殖して重要漁獲物の 封家

となつた例は枚畢に暇 がない。 阿塞湖のと メ マス，網走湖のワカサギはその 双堅 をなすもので

特に前者は道内かみに 止まらす本州 諸湖にも移出され 各所で好成績を 撃げた。 昭和18年度に於

ける北海道各湖沼の 竺産高及主要魚介類の 名を示すと第 I 表のとほりであ る。

第 I 表各湖沼の生産高 (昭和18年度・北海道水産 課調査による )

湖 沼 名

人 溜 三 洲

洞 爺 糊

支 妨  糊

ウ ト ナ イ 沼

長 都 招

洞 招湧

生 花 苗 沼

十 勝 長 節 沼

ホ ロ ヵ ヤ ン 旧

午 モ ン 沼

然 別 湖

阿 塞 湖

阿 塞 温 根 沼

屈 斜 路 棚

塘 路 湖

厚 岸 湖

根 室 温 根 沼

良 蓮 湖

チ ミ ケ ツ プ湖

簿 ， 釣 沼

喬 沸 招

藻 琴 沼

網 走 湖

取 湖能

佐 呂 澗 湖

小 市 沼

シプノツ ナイ 沼

頓 別 沼  

卑 間 人 招

沼兜

天虹，。 ンケ 沼人ソケ沼

綬L産高(頁]

20326

87   

(4508 尾)

203

2070(昭 l7)

3200

250

400

600

1000

165

39030

25@

3000

19854

87887  

23000

21450

550

凹凹
31958

20420

120203

61980

23745  

3240

L50 で 昭 l7)

14500

230

580

4凹0

物獲漁要王 
ワカサギ，コイ，フナ，ウナギ， ドヂョウェピ・ジュンサイ

ワカサギ・ヒメ マス戸ス

ヒメマス

ウグイ，コイ・エビ

ワカサギ巾ダイ，フナ

ワカサギ，ウグイ，ヵL@ イ

ワカサギ，ウクイ，フナ

ワカサギ，ウグイ

ワカサギ・ウグイ，フナ

ジュンサイ

マス，ニジマス

ワカサギ，ヒメ マス，ウク  右エビ．コイ・ フナ

ワヵザギ ，フナ・ウク  イ

マス，ウグイ

ワカサギ，ウナ・ギ ．ウグイ． でい類

ピ ，コマイ・ 二 シリ  
フ カサギ・キウ り ，カレイ稗，カキ，ホッキ ，アサリ，シラウオ，で り姦・エ

ワヵ  ナギ，キウり，コマイ，ニシン・エビ・カレイ・ ヵヂヵ類・ アサリ

チヵ・キウ り ，コマイ，コリ裂女 ，カレイ類， 二 シリ，アサリ，オホノガイ

ワカサギ，ヒメ マス・ウグイ

エビ・ワカサギ

ワカサギ，でy@却，ウグイ，カレイ額・ポラ 中 シン， T@・ ビ

ウグイ，ニシン，ワカサギ，でリ類・カレイ 額，ボラ

ワカサギ，コイ，フナ，ウグイ・ ゴリ 類・ シラウオ，カレイ類・ドヂョウ ，ェ

 
コリ ・類，コマイ，カレイ・類，ポラ，ニシン，ウグイ，ホタテ・オゴノリ

チヵ・コり ・頽，ウク  イ．ドヂョウ，ヵヂヵ類，ニシン，ェピ，カキ

ワカサギ ． ゴリ 類，フナ

コリ 類，ウク  イ．イサダ

ワカサギ，ウグイ，シジミ

ヮ カサギ，メナダ

ヮ カサギ

ウグイ． シジミ．チヵ・ヤツメ・ シラウオ，ポラ・フナ．コイ
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(I) 渡島大 沼湖群 附赤)t爪源赤沼 (第2周)

渡島鞄田郡セ飯村駒ケ嶽 南山麓にあ り駒ケ嶽より噴出された 泥流による河谷の 堰止と共に
ジュンサイ

地盤の陥没が 伴つて生じた 湖沼群で大沼，小沼，茸莱沼 の三つより成る。 風光明 眉にして日本

新三景の ―つ とじて喧偉せられ函館より 汽車で約 I 時問の距離にあ るを以て探勝客の 跡を絶た

ない。

大沼は三湖の中最も 大きく海抜 130m にして北東より 南西仕長く4・ 8km程延び南北の 最小径

0・ 74kmで面積5H臥m 。 を占める。 湖岸は他 二湖と同じく屈曲に 串                 %  岸線・5$7
に及び之即ち生産カ大なる事を暗示してゐる。 注入河川ば北西岸に 入る宿野蓬川を第十とし 他

に南東岸に注ぐ 軍川位の水路，クサ， 苅澗川其 他の細流があ る外，南西端に セバツ F と隅する幅200m
があつて餓道の下をく F り小沼からの水を入れてゐる。 排水は北東 端銚子口に 於て行はれ折戸

川となつて太平洋岸に 向ふ。 最大深度ほ北西岸の 地獄鱈沖 50山Iの個所にあ つて大正 5年 13 ・ 6皿

を測つたが安政 3年に大爆捜して後久しく 休火山たりし 駒ケ嶽が 昭和4年f乃突如爆稜 しその影

響で棺和18年及別年の再度に 亘つて行はれ 向則深によると湖底午均 4m 位浅くなり 13・ 6mnと云ふ

最深部ば稜見出来ず，現在ほ 大体増水期に 12.2m ，渇水期に10.6m が最大水深と 見倣してよから

う。

湖底は平坦に 近く叉注入出河口にぼ 三角州が稜達してゐる等既に 糊齢の老いた事が 示さぬ

る 。 底質は大部分黒色 泥でをの表 盾には珪藻 や藍藻の骸泥が移しく混つてゐる。  湖底に温泉 系

第 2 目 渡島大沼・ 小% ， 尊茉沼日申館氏及 半田・荒木氏より)
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統がのびて 居り―部分湧出してゐるらしく 底土申にかなりの 遊離硫黄を測る 場所もあ るト  

水色は黄緑色を 呈し フ オーレ @L・水色計H-14 號に常 り 透明度ぼ普通2-8m ，最大記録でも

8，5m を出す富柴蓑湖の特色を現してゐる。 例年12月上旬刀玉中旬に全面結氷し 3 月下旬より 4

月上旬 ほ亙うて解氷し水監の 厚さは 0・ 5-0 ・ 7m 桂度になる。

湖が浅く 而も廣い開係士風による湖水の 擾助が激しく氷結期以外は 摺絆せられ夏季停滞 期 

忙於てすら風の強い 日にほ成艮が観される。 夏期に無風の 日が績いた後には成歴し． 底唐の潜

存酸素は泥土中の 有機物分解によつて 消耗し時にほ 最深部無酸素 服熊となる。強風の績く場合
ほ湖流を生じ 9月下旬風ヵ2階級以上あ る時の測流

 
第2表 渡島大沼 (昭t2 ・ 8 ・ 18吉村氏観測 ) 
深さCmn)  水温 (。C)                  によれは表面ででほ3・3era/sec, u0m ・8cm/sec,3mでほ殆ど測で表面の流出卒ない程度に約l/2,4m
 

  なり  娑するに表居流と 見倣 される。5． 4724．7 l 7． l 

水質は春秋の 循環期にほ大体全 唐微アルカ り24・ 3 l 7・ O ， 5・ 38   

性であ るが夏季無風の 時には中 盾以深微 酸性を呈 k5323.         

22.         

@0

量なるほ通例であ るが前者は夏季停滞 期底暦に於
 l2  

て40mg/l 円O" 又冬季結氷期間中にも 底庵に40me/ 了前後，稀には60me/l 位も含有する 事があ

り，・小沼に比べて遥かに多量であ る。燐酸盤は冬季停滞 期底届に 17me/IP ，05 内外になる華も

ある 0

大沼ゐ禰 養地域は 駒ケ嶽であ るから昭和 4 年D 駒ケ嶽爆稜ぼ 大沼水質に大きな 影響を興へ

だ。之に反し小沼 及革栗沼を園む 極養地ほ更に古い年代の 地質で地形上 駒ケ嶽め 影響を蒙 らな

い地域であ る。現在ナ治め水質が 他二湖と甚だ趣之 異にし可済性全固形物及無機物質は 他二湖
の約3倍，硅酸榛は約2倍，硫酸撫は小沼の 5侶， 華茉沿 の約10倍を含有するのは 概養地帯の 性

状を反映ぜるものであ らう。更に冬季停滞期に 於て底部に可溶性全固形 物，無機物質並に硫酸

臆の異常増力nが認められ 而 も興味大なるばこの 底部異常水の水質が 駒 ケ嶽よ・れ 湧出する泉水嚢

泉水の水質と 甚だ相似してゐる 事である。以上の半から 駒ケ嶽全山の排水が 各所より水面下で

湧水をなして大沼に 注入してゐる 様に想像され ，更に特記すべきば噴火の翌年 (昭和5年-) から

昭和6年にかけて水質濃度は 著しく減少し 爾後ほ漸減して来て 全固形物に 於て40mg/P' 前後，無

機物質40mg/m ，前後，無機態窒素Cアンモ = ヤ熊)60mg/m' 前後，鹿化物4mglm" 前後，有機態

窒素 Cアンモ = ヤ熊) 60m日m ，前後を減少した事である。之等の事は/M、沼及茸莱 沼に見られぬ

現象で駒ケ嶽新火山が雨雲により 潮時俗解物質を 減少しつ L ある事が推察されるのであ る。

大円の四岸から 大爪 150m を隔て L 長沼 と云はれる小さい 沼があ る。 その水は大沼 よりも

有機及無機アンモ = ア が多く過マンガン 酸才リ 消費量も極めて 高く父硫酸療が非常に 少なくて

餓鹿が存在する事等 ほ専某沼 と似てゐる 。
大消の底棲動物相 ほ所調 pIum 叶uS 型の中策養 pTumo ，uS 亜型で ChI ，OnomuS pIumo ，uS

幼虫が大多敗を 占め全休の 50 ・ 6% に営 り， 他に ChHonomuS connec 卜uS ， P0 けp司ium ，p  

(Chironomidae) 及びTanytarSus eenmInus，その他線虫類と Tum 澁噴毛魏@ がみられる。

プランク h ンは頗る豊富で 殊に柿物性プランクトンが 著しく珪藻類の Meroairait 杣 c" ，

ASterione@Ia eraciIIIma ， T化elIaria fene乱at・a が最も 額著 である。動物性プランクトンで ほ

輪虫類の P。lyathra platyptera ， 枝角類のぬ smin 叩sis deitersi, Ceriodaphnia pulcheIIP が最
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、 も多量で， 向 D加phmo ，Omnb ，肥Wu ，um ぼ第二 燭角の長大な 憂種 v町・ IeuCh 忙nLe ，gtanuP が

混つてゐる。 プランクト，ン 全休と l-ては秋に最も 旺盛で次に春が 多く最高 100立中の個体数 I億

を算し冬の最小期に 100立中 1000個体位になる。 荷菩電餓大沼 公園騨北方の―小水域から 仕大

沼湖心でほ採集されない 7種の 枝角類が児出され 殊にその中の A 。，。伴，旺 hHp"e (第3岡) ほ珍

しい種類で腐植質に 富む泥炭沼の酸性の水を 好み本邦でぼ 信州霧辛3口 珍らしい枝角類

Acrop 。，。。 h汀pa 。 ケ峯の漁原湖鎌ケ池からのみ知られてゐたものであ るが大桁のこ

の―水域から 稜見され，更に 其の後ヴ トナイ沼からそれらしきもC上野氏より入

のが採集された 事があ り 又千歳川第四 葮電所堰堤の 水からも葮見

されたが最後の 場合の女n き 清吟の水に分布するのは 異例であ ら

、 う 。 又人沼の Cer，'iitmum hir@ndinelLm は正常の形態を 具べたもの

であるが函館五懐廓公咽 の濠から採集さるものには 第， 4 岡の様な
 

小沼は銭道を 隔て @k大沼の南四に位し 海抜は大利に 等
(富士氏より )

九4□ 承館五校廓公閲濠に産するー 崎形が報甘されてゐるので 序につけ加へてお イ 。
時形の QratIun] hHuHdheUH

湖盆 ほこ0 に分れ最大深度ば南方 糊盆 中にあ り 5・ 5m に達

する。結氷期は大消より 少しく早く解氷期も ?i-4 日 位大沼

より早いのが通例であ る。流人川は細流のみで 排水は前記

セバツトで大沼に 向つて行ほれる。 水色透明度 大沼と大差

なく諸種の含有物質は 前記の如 く大沼に比べ僅少で硅酸 騰
 

は秋の最小期に 2mc@/m'前後，冬の最大期に 20me/m3 程度，、

燐酸嚥は春の最小期に 8mg/m3 ，冬の最大期に表暦7m 山卍底部 10mg/F 前後であ る。プランクト

ンは大体大沼に 似て珪藻類が 多く Melosira eranulataa が首位を占めてゐる。 又小沼には淡水

海綿 SpongiIla liicuStris が生育してゐる 。

専茉柑ほ 前記 二湖と大に趣を 異にし湖面高くして 海抜 156m に位し小沼との 問は小沼水面

上170m の高さの山で 隔てられてゐる。 面積は三湖中最も 小さく 0・ 75WF で最大深度 5m ほかり

であ る。湖盆北方に括れを 有 [，括れ日の先は革莱小沼 と云はれる副 湖盆で中央部 I・ 3m の深さ

があ り 副湖盆尊莱 小沼の北練鞍.T0m を隔て L宿野浬 川が流過して 居 りその水が―水路によって

 流れ来リ西方 僅か 100m を隔てた別 め―水路から排出して 再び宿野擾1 に合してゐる。 華莱沼

には上の外に 注入排水の水路なく 主に北岸の沼隈地より 壌遼し来る水で極 蓑されてゐる。 又甫

岸には― 湧泉が 湧出してゐる。 水色ば他二湖と異なり褐色を 帯び透明度ほ 小さく 2・ 25-1.0m 程

度で水質もやはり 多少酸性に傾いで ゐる。 停滞期に於ける 底俺の酸素哨耗庁著しく夏季には 往

入 皆無とねる事 ヵ屯る 。 東端に位する 副湖盆は腐植柴養化してゐると 共に粘士のために 濁り逐

明度 117I以下で殆んど生物を見す 本邦では珍しい 粘
第表茸菜沼東怖副湖盆

土柴養相 ． ((Argillo血phic faciea) に相常する型で(昭10刀 I1吉村氏観測 )  

深さく ，，，)  温度 (oC@  pH 酸素 (cc/1)あ消耗激しくる。 この 刮糊盆I・omので既に無気状態となつてゐる水 は酸性で腐植質による 酸素。 ゐ尊
 1.86 19,  T

茉小沿 の南東に存在する 副 々湖盆華莱赤沼 の水質の
 '.3'3 

特徴は過マンガン 酸カリ消費量高く・ ， 欝禰，マンガン  
 O． 5

 .7014.      

賄に富み硫酸 嚥に乏 l-い事であ るが春の増水期には l． 5
華莱小沼から水が 逆流し来り之と似た水質の水で占   
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められる。 増水期以外 ぼ酸素欠乏し冬季 氷蓋下では酸素殆ど 皆無と ぬれ， メタツガろ及硫化水

素が稜生してゐる。 この地方の名物 華莱は華某赤沼から始まつて 専菜小沼―帯に 廣く群空し最

良タ採集場となつてゐる。 専某は大沼糊群の中革莱沼の外小沼にも見られるが 大消にほ存往 L

ない。革栗ぼ特に多量に 繊分を含む水域に 生育するもので 餓が多すぎる 虚でほその 害作用のた

め他の植物は到底生育する 事が出米ない。 抑々餓は酸策委湖又ほ腐植柴養湖に多いもので 革莱

小沼もその例に 洩れす腐植質に 富み織は 2m 居で 2L・ 3mg/IFe といふ大量を 含んでゐる。

上述の 如 く本湖沼群特に大沼・小沼 ぼ典型的な 富柴養糊 で生産プ]高く之に加乍て地理的閣

係から本棚は 質に北海道に 於げる湖沼養殖の 捜併地となつた。 その歴史は明治 9年開拓使によ

0東京から 華栗沼にコイ，フナ ，ウナギを移殖放養した事に始まりその 後ズヂエビ，ワカサギ
が移殖されて 大繁殖をなしたが 廿ガイ (鰹)， ヒメマス，マス，久ラッピ- (米國 より¥， シ p

マス (蕗國より) の移植ほ不結央に終つた。 現在漁獲の封象となつてゐるものはコイ ，フナ，

ズヂエビ， ドヂョウ，ワカサギ，ウナギ等で就中フナ及 ワカサギは重要産物となつてゐる。 本棚

のヮ カサギは昭和 2年始めて網走 湖から種卵を移施したもので 爾来人工卿化繁殖並に夫然繁殖

によって増産し ， 後には大旧名産となり 極卵を他に供給する 様になつた。 ヮ カサギ ぼ大部分満

―年で成黙し 本湖に於ける 産卵期は4月 10 日より22m までの問で平均 9 日問の械めて短時日であ

る。荷大沼に技息する ウ グヒは T ，ibolodon h吐uensis ezoe なる亜種であ ると報古されてゐる 。

荷序 に頑館市上水適の 貯水地ぼ 赤川支流を 堰き止めたものであ るが赤川の水源地 ほ赤沼と

禰する小さな 沼で梅抜 100m の虚にあ る。沼ほ概形 卵形をな t，水ほ透明で碧緑色を呈し 底まで

遼硯出米る 。 夏季周蓬部はアオミ ド p の繁殖雑 t・ く プランクトンの 中にほ浮雄せる cMmnomuS

幼虫が含まれてみる。
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雷電山西南部山腹 の海抜 575m に位し， 湖盆は浅くして固形をなさす 又糊盆壁 著しからざ

る事から噴火口に 生じたものでなく 熔岩流の未端に 生じたか 又ほ火山岩地の山崩によつて 出来

た堰上湖と思 ほれる。面積 5仏Om' で最深部 bm あるが底は凹凸 甚 しい。・北東から流入する小川

あ り 南茜端丘 排水川が存在する。 H 月下旬に氷結し 5m 始めには末だ 解氷しない。 水色?號，透明

度 5-5 ・ 8m と記録され， プランクトンは J@較的少 丘と云 ばれる0 チゾカスミサン セウウオ
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第5回 狐狗狸湖及岩雄登沼群の位濁 非6白狐 拘狸湖 (日中祐氏より )

(Hynobius ret ，M 、tus) が接芯、 し，又= ジマスが移入され

た事あ り，大正九年及8年には支 妨湖からと メ マスが移殖

された記録があ る。

閥 係 文 献

田中館秀三・ュ922 ・ 北海道本島の 火山湖 (AU 狐狗狸湖  

地里雑 , 34, C400), 195-198.
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田中館秀 = ， 1925 ・ 北海道火山 湖研究概報 ， 155頁，札幌，

岸田敏 明， D37 ， 支坊湖の移植 魚．に就て・ 鮭鱒彙報，9， (訂)， 25-30 ・
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岩雄登大沼 ， 長旧 ， 中冶等の沼群ほ ニセコアンヌ プ りより西北酉に連 る 宙電火山脈中にあ

り 倶知安騨 より 工此m の地勒に存在する。 大沼ほ爆稜 火口底に接生せるものでその 標高ほ海抜
約850m で治ぼ略人同形をなし 面積S2 ・ 7m2 ，沿岸は初め綴傾斜をなすが．比位より急傾斜して  

10m の深さとなり 最深部 15m を測る。 沼第7田 岩雄登沼群 C田中館入より≦
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プス ンクトンは比 絞的多，く就中 AcaMbodIaptomuS

忙流入する川はなく 又地表の排水路もな
 

いが沼底 より水が接出するらしく 又人工

的に湖盆底から墜通を堀つて岩雄登鍍 出

精練所の飲料水に 供してゐだ。治面は12

月初句から翌年 5月初句まで氷結し 多量

の積雪に被ばれる。 沼底大部分は細かな

土砂で 覆ほれ木ほ緑色を帯び水色 5號， 遼

明度10m を記録し中，性に 近く (pH6 ・ 8)

過マンガン酸カリ消費量 0・ 4mg れである。

y"m 細叩叩SiS と D ぬphn 血が多い。 高等助

物はェゾ カスミサン セ ウウオ，ザリガ= ，フクドヂヨウ等が懐旧、し ，コイを放養した 事がある 

が増殖成績は不良であ，長門は熔岩の堰七めによる。 づて湛水した沼 で海抜大旧より ]00m、 高く南北570m策四@WOmの
長梢 固形をなし面積 G2.28mn2 最深部5.@8m を有する。底質は岸 近く火山岩 屑，中央部は火山質砂 泥

f0  
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水・ 牌・報告， 5 巻 I 抗

より成る。人工的に排水溝が 造 られ山麓地方の 潅概水に用ひられてゐる。 水色 ?號で沼底 まで

 透硯出来る。 pH6 ，2過マンガン 酸カリ消費量 2ぷmg/I を示す。プランクトンは AQntbdLp めmuS

ynma 皿cenS たが認められ エヅカスミサン セウウオ及ザリガ = が棲息する。

中沼 (神仙沼 ) は海抜770m にあ ヴ玉@さ 150m ， 幅100m ，深さ約2m で大谷地の 栴ある 廣大な

高位偶原申に存在し水色 微黄色で底に黒褐色の 腐植質性の泥が沈積してゐる。 pH5刀を示し過
マンガン 酸カリ消費量 ぼ他の 沿より高く7・ bmglt を示す。 プライクトンは 枝角類の

SImo 此phalus vetulua と榛脚類の Acw 止odi"p 比mus yaman@icens たがみられる。

開 係 文 献

田中館秀三，1919 ・ 北悔道の湖沼・ (五 / 二) 岩雄登大沿 ・ 地伊雑 ， 31， (68) ， 457-46I  

田中阿歌麿，1922・新月湖及岩雄 至人溜，趣味の 湖沼畢・ 7S4頁，東京，t63@-169頁 

田中館秀三，M22 ・北海道水鳥の 火山湖・ (九) 岩雄発長沼・地串雑 ， ぬ ， (408) ， 869-872 ・

田中館秀二 ， 1925・北海道火山 湖研究概報 ・ 155 頁，札幌  

江口 弘，1949 ・ ニセコ附近の高山池沼に 就いて・水産聯化場 試験報告，4 ， ?) ， 73-75  

 

(4) 半 月 湖 (第5， 8圓)

、 蝦夷富モ (羊蹄 m ・ マツカリ ヌプり酉麓の側火山上め大口に 生じた糊で火口は火口壁か

ら切度位の急傾斜を 50-1凹m 位下つて居り，年月糊は火口の南側を 占め，その成生は爆稜性噴

第8固 半月湖 r田中館氏より )
火，熔岩の吸込 (熔岩の逆流 )， ド - ムの

噴出，爆稜及爆稜火 P の成生，湖水の成生  

上いふ順序であ らう。 上記火口の 北鹿の

  
登山路を東行すを 事約 81rmで臨湖享に到

りその直下森林中に 糊 を見る事が出米 る・  
 oo ハ

湖面は海抜 270m にあ り太き今月形を 呈し

面積0・ 045km 。 を占め湖底の 深さ5m 位の底  
 

  面の東部に 階没せる潜窪を禿 しその最大

深度 D.2m に及ぶ。 本糊は火口内に雨水

の溜つたものであ つて流入 川排水川共に存在 レないが臨 棚享の四方 25山丁の・ 所に湧出する 水ば

湖底よりの漏出でほないかと 想像される。 水位ぼ解氷後最も高く 夏の半期に低くなりその 差約  

Im であ る 6 湖面は II月初句に結氷始まり I3月初旬にほ全面凍結し 4月末から 5月初旬にかけて

解氷する。 湖面泥土 ほ牛流動性で多量の 落葉と笹藻や珪藻類P断片を含み 黄褐色を呈して ゐ

る 。 後述のすn く深庵の酸素が周年消失しでゐる 本湖の様な場合に 湖底泥上が黒色の 硫化物を作

らすにゐるのは 面白い事で ―種の腐泥 (Dy)7-ュ― と網してよいものであ る。    
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 湖水は富 柴蚕化し水色は夏季 線褐色 七帯び9-H 號，透明度Rm 程度であ るが秋にほ水色 8

號， 遼明度55m 位になる。 夏季の観測結果 (第4表) をみると水温 躍暦は 2---8mにあ り特に卜-

4m に於て貧に ]m にっき 6・ 6 。O の急傾斜をなし 本  
第4表 牛刀湖 (昭和3，7・ 31吉村氏観測 )

邦湖沼中有数の 飛躍硅を示してゐるが ，その位置

七 丁度上記 潜窪の上部に相 常 してゐる。 ，12m 以深"
深さ (m@  水温(。C@  PH  酸素 (cc/1)

は大体肝 r を保つて居るがこの潜窪 中の水ほ冬は i.4926.       

ぱ ・ 65 5叩 内外，秋にぼ 6・ 7。c 位になると記録されてゐ 21    

る 。 この様に周年 4。C 以上を保つてゐるのは 湖底14,t.99  14,   
4・63 ，に湧水があ ってその影響によるものど 想像され  

 ).4I
る 。 pH ほ 4m までかなり強い ア?i@カリ側であ るが

   

 ).96   
5m より急に弱酸となりをの 境界が賢に判然とし 
てゐる。 酸素 ぼ上厨では笹藻や 植物性プランクト

 S． 上l2

 6． 2  
ンの繁殖のため著しい 過飽千n状態を呈するが 6m  5． 6l6 ． 7
で急に減少し 7m 以深 極めて微量になつてゐる o

妓に注意すべきは 上記の観測に 現はれた 憂水歴下部に常 る 7m の酸素最小値で 之より上下 ほ又

幾分増加してゐる。 之硅潜窪 以外の水陸 5四位のかなり 廣い湖底で有機物分解による 酸素の消

耗された水が 風の窟の水平循環流で 潜窪の上を水平に 流れてゐる現象と 考へ られ本邦湖沼でほ

珍しい例であ る。酸素の消失した 潜窪中の深水暦には硫化水素が 含まれてゐ てIIm位から下の

水を汲み上げるとをの 臭がする。 深歴の無酸素 按は冬季にも観測せられ 周年存在するもの L 様

であ る。本湖の深水居は生化堅的原囚による高 絨九が停滞して湖水の 祈環け上届のみに限られ

てゐると考 へ られ所調部分循環 糊 (m70m 出tiacher S巴) と栴せられるものであ る。

湖底生物の棲息 ほ約4・ 5m 以浅に限られそれ 以深は完全な無生物帯をなしてゐる。 底棲動物

としては ChIronomu8 pIumo8uS ， QyptotendipeS Sp ・ の二極の ユス L カ 幼虫が溝部に 分布す

る o プランクトンも 10m は洩の採集にのみ 現はれ， CycIopS StrenuuS ， Lo 印 nha IOngtroSM S，

Diaphanosoraa brachyurum, Alona 8P., Kersitella chochlcaris, K. quadrata, Pilinia longiseta,
 

POIyartbr;tpMtyp 比叫 ASpMnChna pHodontn 等の動物やぬ npho 用 OV 幻卜， NRVtcu ね， GOmpt0-

 uema conShtctum ， Ceratium hirundinoll" ， Pendimtnm sp ， 等の植物性プランクトンが 出現

する。

棲息動物としてほ 在末から エゾカスミサン セ ウウオが居 り ，移植放養されたものに ば， コ

イ ，フナ，ヒメマス， ウナギ等があ るが ヒメ マスは現今見られない。 又水湖から淡水海綿

SpongiIla lacustna が探牢 されてゐる。

閥 係 文 献  

田中館秀三，19I9 ・ 井海道本島の火山 糊・ C互 ノー) 牛刀湖・ 地堅離 ， 31, (367),408- 一一 416.

田中阿歌麿，1922・新月湖及岩雄登大沼‥ 趣味の湖沼 睾， %4@頁，東京，163-1fi9頁・ (この新月

 湖は牛月棚 を鞄味す)  

大町桂月，1923 ・ 蝦夷富士・ [河野常吉編， ((1926)・大雪山及石狩川上流探検問 稜史 ・ mH 頁，旭

川. 96-98)] ・

田申館秀三，I925・北海道火山 糊研究概報・ 155頁，札幌 

田中館秀三，I9叩・ 蝦夷富士半月 糊附湖水の新分類・地理里評論，8， (9),@32 ―祖3・

12
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吉村信 吉， 19% ・単蹄 山半月糊湖水の理化事 的性質に就 て・地理弔評論，4， (10) ， 1003―皿侶 

渡浬宗重 ， 1981 ・ 牛刀湖の研究・ 地里雑 ， 43 ， (505-507) ， 1-24 ・

， 蝦夷富士半月 糊湖水の酸素含有量・ 今月湖の研究 (2) ・ l地理畢評論，7， (5) ，汲浬宗垂 ， D8I

368-384  

渡蓬宗亜 ， 1931・  蝦夷富士牛刀 糊湖水の炭酸瓦斯含有量・ 今月糊の研究(8)・地理卒評論，7，
 (8), 613- 627  

Miyiidi, D., 1932. Studies OD the bottom fauna@ Of Japanese lakes. VI1. Lakes 0f HOkkaido  

Jap. JOur. ZO0L, 4, (3), 223-252.

宮地博三郎， 1982・北海道湖沼の 管見・陸水離 ， I・ ゆ)， 76-78  

YO 寸比二 ura ， S ・， D38 ・ DIMOIved Oxygen OftheIakewm 忙 mofJap 釦・ SCI ・ RCp ・ TOkyo BunrIka

D ぬ g几中 ， C ， 2 ， 63 □277 ・

，J、 久保清治，1944 ・ 本邦湖沼のプランクトン・ 生物里の進歩，第二 輯 ， 454頁，東京，

 (5) yfpl トウヤ爺湖 (第9 ， ェ 0 圓 )

洞爺糊は迫南有珠， 虻田両郡に跨る大糊で北海道としてほ 温暖な気候に 恵まれた地方にあ

り，山水の景観に 優れ加ふるに湖畔に 温泉の湧出するあ り交通又便利なるを以て 観光行楽の 地
 

" 禁9固 膣振南部講湖の位五
として名を畢げてゐる。 到連の

紹路は虻田騨 下車約 5km を バス

によって安楽に 達する事が出来

る 。 本湖は支 筋湖と共に 廣大な

後志火山地帯に生じた 陥捜盆地

で噴火轡も亦 この火山群の 陥没

盆地に海水が 侵入したものであ

る。． 支坊湖 湖底は梅而下HIm ，

水湖は100m，噴火湾の投深底は

約 107m で之準各盆地の海面は

略人同―水準面にあ る車が窺ぽ 

れる。之等の盆地 ほ皆頗る大規

模な陥没によつて 川末たもので

火山の頂部が局部的に―陥没した

のとほ違ひ環壁と栴すべきもの

ぼなく周壁は 午坦な高原文は 山地であ る。洞爺湖の周浬は殆ど開墾され 湖岸は道路が 殖 じて各

所に村落が 稜達してゐる。 南西岸に通網 洞爺温泉と云ほれる床月温泉あり西岸月 浦にほ函館水

産専門 里校臨湖質 験所が設げられてゐる 。  

糊の輸廓ほ略 * 固形に近く 束四Hkm ，南北9km ， 糊中には中島，観音 島， 鰻頭島の三島 あ

り ， 之等は陥洩後押上ったもので 就中中島 ほ7個以上め圓頂丘が集合して 油来た島で高さ 455m
に達する ダ 湖面は海抜 83m 忙して・面積島を除いて 69.6km' (吉村，上938) を占める。 本棚の最

大水深に就ては 古くは明治 肪年水路部によつて 188m と記録された ヵ汰坦6年・田中 館博士の観測  

t3
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第lo回 洞爺棚(田中館氏人高安，近藤氏より)

  4 けハ 
  

では 183m が最大であ つた。次で昭和6年ゐ北海道水産試験場の 調査では 178 ・ 5m が最大水深と

され叉神戸海洋気象台に ・ よる網索唄牒並仁被歴 顛倒寒暖計による 測深の結果では 17y.3mは深

の部分ぼ稜見出来なかつたと 云はれる。内陸湖水に於ける 被峨顛倒寒暖計使用の 測深ほ本棚を

以て世界最初とするものであ る。深部の底質 は主として浮 泥であ るが友黒色だして 火山噴出物

の沈積したものと 思ほれる。流入 川は北岸の示コ べツ川を股大とし他に小 JllI3本あ り， 又排水

川は南東縁の 肚瞥川で直ちに 肚瞥縮となって長流川に 合流し更に流下して 噴火轡に注ぐ。向稜

電の窟温泉附近に排水川人工 虻田川が昭和 U4年に造られた。、お湖ほ海岸近く位置し 而も温暖な

地方に存在し 海抜も低く湖の 大きさも深さも 甚だ大なるため  冬季湖面の結氷を 見ない。

水色肘―5號， 遼明度は通常 T3-l7m の範園にあ るが昭和は年には 23・ 5m を測つた事があ 
る 。 夏季の観測の ―例を示せ ぼ第5表の 女n くで水温躍屑は 10-15m に存在し 150m 以深に 4。 C 以

下の水があ るが之に閥 しては支坊湖の虚で述べる。 PH 及酸素の垂直分市 ば簗化少く 才によっ

ても貧柴蓑棚 なる事が判るが 燐酸 ，窒素化合物何れも 乏しく 又過 マンガン酸カリ消費量も 表

屠L剖m 官/I， 底居に 於ても 138mgU で特@C 増大する傾向ほない。 荷本棚の静振現象に 閥 しては

後記支報表にみる 如く多鮫 の報告があ る。・

 底棲動物相 ぽ貧柴養糊 の特徴を現し ユス リカの Tnn 巾申 us gennInuS ， ChhoqomuS conn 仕

ctem ， C ，ypめChI ，0nomuS Sp ・ ' や端脚類め G"mmwuS Sp 「・ 貧毛類の Tb;f 。X ，p ． 等より成り

Tubifex は全休の77% を占め所謂貧毛類亜型なるを示 L，てゐる。プランクトン ぼ珪故類 少なく

 鞭藻類の Ceratiurnhirondinell ，， Peridimfumtabulatum ， P ・ bipes 等が葮見 ざれ， 最も主要な

l
4
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のは甲殻領で CycIopS S血uuuS ， DaphnL
第5表 ・m 爺湖 (昭午u12 ・ 8・ 16-w

吉村氏観測 )longispina hyalina,  BOsnnna longirostriB,

出aphoIeb血 muG，Oぬta 等が分布し，輪虫類では―探さ (，・，―) 水温 (。C@  PH i酸素 tcc/@) Filinia 由rnutialis, KerateIlla cochloana 等を産す
24.2 ?.15 - 5.76   

る 。 注意すべぎ車は 支坊湖に錬産 する
 '.9023.5 ?.15    

Acanぬ山仏ptomuS yamanacenaIs が稜見されない
 i.4022.5 ?.15 

事と支苑湖の  BOSimna は B ・ coregom であ るの
 '.50  
 '.9813.8 ?.15 に本湖のほ R ・ lo"eiros 田 S であ る専であ る。  

 !.23本棚には明治 % 年阿寒糊からと メ マス卯が移  @5 ． 凹 .8 7.l

 !.57  9.6 7.@ され更に後年 梓捉島ウル モべツからと メ マス原種

8． 658.4 7.@20たるべ二マス 卵を移殖 した。本湖の環境ばと メマ

8．仏7． 3 ァ ．0525  スにとづて好適であ るらしく形態が 大まくなりそ
 !.956． 0 7．0530の原種たる海 棲べ = マスの形に復 蹄せるかの様仁

 !.795.7 7.035みえる。 ヒメマスは支 妨糊 では Acぬn山Odhp 山口uS
8． 855.3 7.O40yam 如a伏nais を主要餌料としてゐるが 本湖では
8． 954． 8 " 7．050

Daph 血 longisp;na hyalina が主要 餌料でZ と共
8． 7060 ． 4． 4 7． O

に CYcIops 曲enu 此 も少し撮取されるが BOSmMa
 i.704.イ ?.075

4.l 7.0 ]OngIroSMS は殆ど構取されない。 上の外大正 15

150年ばは千歳 卿化場から本湖に = 斗 マスを移し ，同  乍から昭和 5午までの間に 霞ケ浦， 大沿，網走湖等

よりワカサギ 卵を移入した。 又長流川 友千歳川で  
探卵 したホンマス (サクラマス，On の山ynchusmasou' の卵を入れた事上あ  る，荷をの 外コイ

は大正12年に移殖され ，シロマスが昭和3-4 に露國から移入された。 現在本棚には 在来種移植

種合せて 9種の魚類が棲息する。

 
． 閥 係 文 献  

田中阿歌麿，I906 ・ 洞爺湖 は本邦最深の 潜窪 なるか・地里雑 ， 18,'(2H), 496   

加藤武夫，凹m ・北海道 打珠岳火山及洞爺糊 地質調査 報文・震災豫防 調査含報昔 ， 65 ， 59-61  

森直蔵 ， 191I ・ 洞爺糊の定常振動に 就て，東家集誌， $0， (8) ， 78マ78; 地堅雑 ， 23 ・ (乃4) ，  

712-717.
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ProC ・ TOkyo M ぬ山 ・ ThyS ・ 比C・， II ， 7， (L ， I7□22 ・ 
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41-76.

田中阿歌麿，ュ922 ・ 洞爺湖 ・ 趣蛛の湖沼 里・ 734H ，東京，102- 120貞・

大町桂月，t923 ・ 洞爺糊・ [河野常芦編， (t926)，大雪山灰石狩川上流探検 開稜史・ 13t-頁，旭川，
120 □I2t@@.  

津田美津彦，1923 ・ 虻田郡洞爺湖姫燗 養殖状況・北海 之水産 (習)， (t07), 28二30  
 

田申館秀三，I925 ・ 北海道火山 棚研究概報 ・ 155頁，札幌・

札幌餓道局毬輸課， I地6・ 北悔道湖沿案内・ 544頁，札幌・
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海洋気象台，D 排・ 洞爺糊観測報古・海洋時報，(I) ， 299-829  

高支三次，近藤 賢磯，  t934・湖沼調査・ 第2編・ 洞爺糊・水産調査報古 ， 35,19-46  

KOenuma, K., 1935. 0nu 山e 8eiche$ 0f-Lake TOya.Mem. 1mp.Mar.0bfferv.,6; (I),I3 □32 

岡山禰―郎，木場―夫， 1936，・北海道陸水系瞥見・II ・ 植及動 ，"4 ， (2), 377-382.

山叩彦児 ，足立左京;1936 ・ 洞爺湖の静振に就 て・ 海と室 ， l6, (12), 407-H6.

高去二次，I937・北海道の湖沼に 就て・」ヒ ?城 道化畢協含禽報  ， l2,22-3fi.

山田彦児・ 止立左京・D37 ・ 洞爺糊の瀞振に就て (績報)・海と空，H?,(I¥， 37-44 
YO@himura, S., I938. SOundinga Of deep Japanese )akes.陸水雑， 8, (3/4), 173□194.

YOshimura, S., t938. Dissolv 由 oxygen Ofthe lake waters OfJapan. Sci. Kep. TOkyo
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田中館秀三，1940 ・ 洞爺糊 ・ 鮎鱒彙報，u, C40) ， 1-4 ・

五十嵐 彦仁， I940-41 ・ 北海道に於ける 湖沼水質の 化畢的特性 及プランクドン・1-xn   

化水試旬報，(478-489@ ， 後編 ， 1-88.

 田中阿歌麿，1942 ・ 支妨湖と洞爺湖 ・風景，9， (?) ， 252-256   
 

(3) 倶多楽湖附湯沼クワ 斗ラ (第9 ， H 圓)

倶多楽湖はクヅタラウシ 火口中に 湛水した 糊で岨治 24年 7月中尾節蔵氏が開くまで 本棚を

訪れた人ばなかつた。 糊は登別温泉より 急峻な曲 肝ぜる山路を越えれ ぼ 2・ 5km で達ずるが登別

騨から温泉に行く 遼中 カムイワ， ヵ から分岐する 道路を行け ぼ綬やかな通を辿つて 達する事が
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報姻水

出来る。 又登mU温泉

暢沼 の東を辿つて 湖

の西岸に出る 道は口

下米軍用 ド戸 イブウ

エーに改装されつ L

ある。最近本棚近傍

ほ米軍専用遊覧地と

なり湖畔の中尾別荘

も取り殿されて 了つ

たし立入も 卒r@-lとされ

てゐるので常分本棚  

の調査を行 ふ事ば不

可能であ らう。湖面

は悔抜 279m にあ り

その愉廓ほ 殆ど固形

で周園は環壁によっ

第い目 倶多楽湖(日中館氏より D

上
芳

 

屯
跨

 

 
て固まれ極 く小さな細流の 外みるべき流入川なく 又排水川も存在しない。 虚人に湖岸より 沖に

向つて火口壁に 生じた裂妹がみられ深い 溝をなしェンガマと隅 せられるL 面積 3・ 43km2 を占め

湖盆ぼ怠 傾斜して平均深度 IOfim に及び最大深度は 大正5年 146.5m と 測深されたが 昭干n8年には

I4ヮ ・ 5山が記録された。 併 しこの差は測深時の 水位の差によつて 生じたものにすぎないと 考へ

られる。水位は 4-5 月の融雪 期及び7-9 月の多雨期に 高まり R月頃の渇水期に低下するめ 三その

差ほ I，n に及ぼない。 例年i乃 20 日頃結氷し4 月下旬に解氷する。 珪質 ほ俘泥の沈積極めて 稀で
 

主として白色 俘石 より成り博前山より噴出したものが 堆積したと考 へ られる。

水色は 3-4 號で姑 色を呈'， L 透岬度ば多くは 12.9L20.5m 程度であ るが u ・ 0-24.3m の記録が

ある。水温躍僻は B月よりH 月まで存在しその 深さは始め浅く 2m位であ るが末期にほ 45m 位に

下る。盛夏の候に於ける 概唄脇古果(第6衣) をなると水温 雌暦ぼ 6-10m 問に存在 1,35mは深ほ

5。 C 以下の冷水であ る。そして洞爺糊 ， 支妨糊 笠の場合と同じ 様に IO0m は深には4 。C 以下の水

が存在してゐる。 pH ほ上下の差少なく略々 中性を示してゐるが傾いてキ60m 以深少しく酸性に ト

ゐる。別の乍であ るが9月湖底面 [- (147m) では湖底の影響で 6.2 に下つてゐる 車が示された。

溶存酸素 ほ深併 まで豊宙に存在してゐるが ， たゾ襯 測地鞘の底居14tm に至り Icc1 に念減 L 湖

底有機物の分解の 影響を示してゐる。 燐酸鰹， 硅酸醒，窒素化合物等何れも 非常に少 く柴養頗 
る 乏しい棚なる 事を示す o

本棚は本邦の 大きな湖沼 申最も規則正 L，き回形をなして居り又湖盆ほ 椀状にして棚底 ぼ午

坦に近く湖の 周國ほ売企に環壁が 擁"されてゐる。 この環壁ほ南部と北部とが 低くなって ゐて風

ほ湖上を南北の 方向に吹くのが 通例で湖水の 波の方向も南非に 向ふ事になる。 水湖で tSo秒の

周期の表面静振が 観察ざれたが ， Z を午均深度105 ，nの圓形タンクとして 計算して得た 理論上の

値130 ・ 456秒と甚だよ・ く合つてゐる。 又7月に密度の 躍暦が 3，5--7山にある 頃2時間周期の内部静

振が観察されてゐる 。

、湖底生物 ほュス リカの Luyt 卜uS genuinu も    mC
r
y
p
t
O
c
h
i
r
O
n
o
c
O
n
n
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s
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叩・や Mul 。皿" Sp. Tubi 比X 叩・等で貧毛類亜型に分噸 されるものであ る。プランクトン ほ
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 閥 係 文 献

 田中館秀三，小久保清治，r918-l9・ 非梅道本島の火山 糊(四 ノー)・クツタラウシ糊・・地畢雑，

30. (357), 560-566; (359), 688-698; (360), 748-761; 31, (361), 58-75; (362),
工工 9―I28; (366), 360□364   

  第7表倶多楽湖の細菌 敷 (大正H ・ 6・3 第6表倶多楽湖 (昭12・ 8・ 4吉村氏観測 )
牛澤，森山，井澤氏測定) 

深さ(，，，)  水温(。C@  pll  酸素Ccc/o
さ Cm)     lcc 中の細苗数深

5．4724 ． 7 ． 7． 05 
  

   
5．69刀．3 7． l 

 i.43  
 %    

213  
8．0511.4 ?.05

 
 

18820
 S.50     '.O5I0

 
 21150

 S.589，8 7．05l2

8． 658・ @ 7・ 05  t5
 別  100

 i.80  @7

 i.79    '.0520

 !.805．5 7．0525

頗る勘ぐ植物性プランクトンは 珪藻類の種類はか   !.905． l 7． l30

 なりあ るが丘的にぼ 微人たるものであ る。動物，性 !.80 35

プランク 下ンも少量であ るが梢人多いの ば i.89 40

Ac れ nthM 山P 比mus yamanace 瓜卜， 卍apho@eb 廿卜8． 73 50
 

inucrouata, BOsmin.a longirostria T? !.43      >.9560

Ac 几 n山odtaptomuS ほ以前にほ本棚 @C 分布せす人工
 75

 S.27         >.95i.95 l凹  
的に移殖されたものであ る必，tpho:eberiB は支苑

 i.05 120

湖では濃褐色に 清色されてばるが 本湖の低着色 さ  
 '.78   138

れてゐない。  
う ． 47 140

水湖 * 水の細菌に開する 調査も行ほれ 分離さ   !.00    141       

れた細菌は好気性の 8種でそれ等の 湖心に於ける 
分布教ば第 7 表の如 く表居に少 く深暦に多量になる。

 明治43午I月ヒメマス10万尾の放流を 行つて以来ウグイ ，コイ，フナ，ヵヂヵ等皆移植放流

によつて分布したものであ るが湖水の栄養分少なく  従つてプライクトンも 少量のため魚類の 増

殖成績はよくない。本棚の生物 中特記すべき 事はェゾ カスミサン セウウオ山叩 Ob;山化 t血Mu の

で本湖に 於てほ成長後も 鮎を有するものが接見され， 所謂幼形成熟 (n曲eny) の現象を呈 t,て

 ゐる。 その原因 ぼ20m 位の深さの温度が 低く食物豊富でフラスモ (NiteUh Bp ，) の繁茂せる虚

に棲息し表面に 現はれて末ない 窟ではないかと 考へ られてめる。  

荷登別温泉の外れにあ る湯沼は熱湯を噴出し 水色鼠色を呈し 沼の周園の陸地は禿山で 多敏

の噴気孔から盛に 水蒸気を噴出してゐる。 表面温度年。C ，特にボコボコ湧ぎ出て ゐ．る部分の表

面温度 49。C を測り船底は 熱く動せられて 噴出ずる蒸菊のためゴトゴト 音がして稜動機船の 様

な感がする。 24m の底泥温度ほ60-7S 。 C を示し錘鉛 は向下って fillmまで達しその 泥温48 ・ 0。C と

云ふ値を示してゐる。 底泥にほ多珪の硫黄が含まれて 居 り現在硫黄が採取されてゐる 。

B
l
,



水． 麻，報告，5 巻 l 抗元田 茂

田中阿歌麿，I922 ・ 但・ 多楽湖附湯沼と 緒池・趣味の湖沼里，?妃頁，東京，89-102 頁・・

 牛深 淘， 森川喜作 ，井澤英土， 1923 ・ 倶多柴湖の細菌 畢的検査・和幌農林串倉報 ，・ 15,(64),

 89 □54   

大町桂月，1923 ・ 登別温泉 (河野常吉編 ， C926)) ・大雪山及石狩川上流 探棟開稜史 ， 131頁， 札

幌， 93-95 頁コ ・

 
Sasak1,M., 1924. 0n aJapanesesitImander, inLakeKuttn@raushi, which propagates like the

axolot1. JOur. COl1. Agr. HOkkaid0-1mp. Univ., l5, (l), 1□86:

田中館秀三，1925 ・ コヒ 海道火山 糊研究概報 ・ I缶頁，札幌 

札幌繊道局運輸 課， 1926 ， 北海道湖沼案内・ 54 頁，札幌・

Miyadi, D., 1932. S加dies Onthebottom 伍una OfJapanese ・ Lakes. VI1. LakeS Of H 仙kaido  

Jap. JOur. ぬo]., 4, (3), 223□屯52.

 Miyadi, D., 1933. S山dIeson the 比t山口 fauna OfJapaneseIakes.X. Reeional  

char肥比ristics a。d@a syStem Of J叩 "肥e lakeS based On thebottom ぬuna.Jap. JOur  

 zo0] ・ ， 4 ， (5) ， 4I7 □437  

―十―岡田向 女二次，近藤禰斗郎，木場―賢蔽 夫， 1936， D 茄・ '・ 河川湖沼調査・コヒ海道陸水系瞥見・第 3編，II倶多楽湖・ 植及動・水産調査， 4， □)， 377-382報昔， 39・， 25-4O 

"高安三女，1937 ・ 北海道の湖沼に 就て・北海道化挙協 禽禽報 ， 12, 22 ―肪・

YOshinmura ， S., 1938. SOundings ひf deep Japanese l血ea. 陸水雑， 8, (3/4), t73-l94  

YOshimur0,S., t938. Dissolved OxygeD Of the lake water 日 ofJapaIn. Sci. Eep.Tohyo

Bum@ik 小 Daigaku, C ， 2, 63 □277  

(?) ヵ>@ダス 沼 (ウ メシアン 沼， 橘湖) (第9， I2 圓フ

 

登別温泉から 西北に約 Q血行くと ヵルルス温泉に達するがその 途中右に曲つて 山路を辿り

峠を越すと・眼下に ヵルルス沼が見下せる。 カルルス沼からヵルルス温泉までは 僅に Ik山 ほかり

である。沼ぼ 日野氏の所有地にあ り以前ほ同氏の別荘が建つで 居り舟を備へてあ つたが現在は

小屋も倒壊し 舟もなくなって T<3 だ。沼の周園は第l2目 カル 几ス沼 (田中館氏より )

2l・  
+

 
 

 300'n
 

水面上 60-150 山の環壁が30-40 度の傾斜を以て

沼に望んで ゐてえ P 所々 に狭い平地を 残してゐ

る 。 沼の成因は火口から 溶岩班出後主に陥 洩によ

つて生じたものと 考へ られ，湖面海抜 430m ，面積

0・ H5k が之有し最大深度 13 ・ 8m (昭和12午吉村氏

測深) 之測る。流入山及排水川ほ―つもなく大雨

の後には増水し 水位の 年愛化ほ Im 位と云はれる。

湖面はH 月下旬に全面結氷し 4月下旬に解氷し 始

める。冬季氷蓋の厚さ 0， 5m 位になる。 遼明度 4B

―6，5m(6 月 )， 8・ 5m(8 月 )，水色7-8 號(6 月 )で多少暗線色を 帯びてゐる。 夏季の観測結果 ほ第 8

表の如 くである。表面水で珪酸 蜂はt山6m/I ，燐酸賄は0， 004cc/I， 過マンガン酸ヵ H 消費量2・ 07

叱/IW昭8・ 9月下旬南安 氏) を測り水質からみて 本湖ほ貧柴養型と判断される。

l9



 水鹿琳化場試験報告 5 巻 l 號 (1950)  

プランクトン ほ少量ぜ Ac汎t@odiapfcom叩
弟8表 カルルス 沼 (昭i28 ・ 3  

yam.inacen8i8 及 Cyclopa を産し黒色の 微細な粒吉村氏観測 )
が混つてゐる。 棲息動物ば在来 エゾ刃 スミサン セ

深さCm)   水温(。り @ PH  酸素(cc@l>
ウウオほかりであ つたが明治 4S年にウグイを 放養

し同43-44 年にはコイを 又同44年にはと メ マスを i.5523.2 6.3 

 ;.45 23 ．l 
移殖 したo コイほ現在相 営居 るらしいがと メマス

8．仙   
ぼ姿を認めない。

 i.73   

関 係 よ 献
 i.84   

8． 5アl0.@ 6.3 
田哨官秀三，19D ・北海道本島の 火山糊(四 / 二) 8．%8．S 6． 3 

ヵルルス沼・ 地早離 ， 釘， (366) ， 360-864   '.70   
 

田中阿歌麿，to22 ・ 倶多楽糊附湯沼と 橘池・趣味5．ゆ   

の湖沼甲， 735 頁，東京，89-102 頁 l． 565.46． 5l3

田中館秀三， I925・北海道火山 糊研究概報 ・ 15,5i頁，O．叩5．4 @3 ． 5

札幌・

高安三次，1934  ヵ !@ ルス沼水質分析・化水 試旬報，(233), 322  

高安三次，1937 ・ 北海道の湖沼に 就いて・ 北海道化 早協禽含報 ， 12 ， 22-35  

YOshimura, S., 1938. Dissolved oxygen 0f the lake waters uf Japan. Sci. Rep. TOkyo

Bunnka D 小K.れku, C ， 2, 63 □277.

(8)  支筑湖シコツ (第9 ， 13圓)

後志火mu 群の東南部に 位しこの地方 - 帯高原性火 @lJ地たりし虚に陥没を 生じて生成したも

ので洞爺湖と同じく所調カルデラ 湖と網せられるものであ る。冬季を除き千歳からバスが 通じ
 

  て居り叉 苫小牧から製紙 禽祀の軽便織迫を利用すれは 約 2時問で湖畔に 達ずる。醐畔は麓蒼た

る光地として名を森林をなし状フツノシ畢牛 ，・げて米だ。樽前，、 =-蕪ハ庭の東岸には小部落が諸岳を湖周に配し雄大にして稜達し四九 遷 の湖畔に低地窪なる景オコクンべ襯をもち返1l木頓に口及丸駒観

に温泉が湧出し 後者にほ温泉旅館があ る o 湖面 ほ海抜 248m ，面積77 ・ 21km 。 (田中館氏， 192.5iの

花・ 344@i@m。 ほ同氏により 77.2km2 と加筆訂止されてゐる ) を有し北海道 第―の犬 棚で本邦湖沼中

大きさに 於て第十四位であ るが山間湖沿 としてほ第五位を 占める。深速なる 湖盆 の深さは長く

神秘に閉ざされ 明治44年最深部 4.5iomと報古され次で大正4年A'i@m と 測深されたが 併し之等には

精度を欠くところあ り大正5午ルーカス測深機を 用ひて酊地鮎につぎ精盃された結梨湖心で

360.8m の値を得たがその 後更に大正 H 乍最大深度 363m を測って現在 之が最大深度と 信ぜられ

田澤湖に女 ぐ 本邦第二の 深湖となつてゐる。 この深さは海面下 HRm に相笛し洞爺湖及 噴火轡

の底面と殆ど同―水準にあ り地下共通の熔岩溜が歴 ヵの平衡を得てゐる 事を意味するものであ

らう。流入河川には 美ヒフイ笛川， 二 ナル川，オコタンべ 川等あ り排水ぼ千歳m によつて行竹れる。

糊が大きく深いため 冬季問も客易に 凍結せす今までに 全湖面殆ど結氷したといふ 記録は寒気が

殊に厳しかった 大正2年外数回しかない。

水ほ清澄で水色 3-4 號に常 り逐明度は夏季 19・ 0-23 ・ 5皿を測る。 夏季の水温，pH ，酸素量
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第 ]3 固 支 妨 湖て田申館氏より )

水・ 姻・報告． 5 巻 l 號

第9表 支妨湖 (昭3・ 8S 吉村氏観測 )  
、 深さ(m，I)  水温卜り pH 酸素 此1)  

l9.7  lR.5 

  

 l2

 1-? 
 20

25      

 33

40     

50     

 75

  
 150  

 200  
 

る

6
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4

7
L
L
Z
L
L
L
L
Z
Z
T
L

人

7． 円

"?.70

8．弔

8．刃

8.47

8． fif

8．「・ 5

8.07

8.73

8.54

も 52

8.34

7.74

の垂画分布を示すと 第 9表の如 くで 100山以深に

4 。C 以下の水が存在するのは 前にのべた 倶多楽

湖， 洞爺糊 の場合と同十 で―見不合理の 様に思へ

在。 純粋の水は4。C のとき密度が 最大となり従来

温帯の湖沼では 夏季100m 以深の水ほ丁度4。Cであ

ると二般に信ぜられてゐたが 實際にほ上の例の 様

に塵々 4。C以下の水が 翻測される。 在末の挽によ

れぽ冬季冷却が 甚 しい場合水の 垂直安定度が /J、 さ

い時期の事とて 200m 以深まで4。C 以下に冷却さ

れ， それが春から 後の受熱によって判流が 起きた

場合全僚が― 互4。C になつてから 上府が暖まり 夏

季停滞期に人るとされてゐたが 戸貿は之 と異なり

T00m 以深の居は春の循環期に 4。C まで暖められ
 

る車なくた P 少し温度が上， るだけであ つて即ちか

人る深栓まで完全に循環は 行ほれす深居の 4。C以

下の水は夏まで椙績して存在するのであ る。水の

最大密度になる Z組芝は4oCであ るが之ほ堕 力によ
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収庫水 5 巻 l 統 Q%0) ，

つて憂り100m は深に於げる厭ヵの下でほ最大密度ほが C以下に 於て得られるので 従つて4。c以

 下の水が下居にあ つても安定 t，てゐる理である。酸素 ほ貧柴養棚 であ るから深暦 まで多量に溶

存しPH も深暦まで?以-卜， を示 l，て る O 鉛Um の深さに 於ても PR7 以下になる事 ほ稀で酸素も

7CcH 内外存在してゐる。 溶存盤類に就ては 硅酸盤はIB5-36 二mgU を含み上下屋の 差ほ 4mgれ

以内に 」卜 まり・燐酸撫ほ 0，0033-0 ・ 0222mg/l で深暦に多い 傾向が示される。 可溶性有機物も 極

めて少く過マンガン 酸カリ消費量 3mg/I を越す窮殆どなく 屡 * 零の値を得る事があ る。荷本棚

で週期化 8秒の表面静振が 観測され 又IUmの探さに生する 内部静振は基本振動の 週期約15時間，

二節振動の周期約 8時間午と観測された。 "

底俵坐物相は Tanv 加雌・型の  貧毛類亜型で Chironomus pIumosus, Chironomus connec 也n， ，

G"mm ・帆H sp.,Tbifex sp ・等から構成さ、れ， Chironomus connect 。n， "と・ T@bI 嵌 が最も多い O

プランクトンは 動物性と l，てほ赤紅色の榛脚類 Ac 畑山。山aptpmusyam 抑れcensi 。， が著しく 又

Daphnia longispina hy.ilina, Scapholeberis mucrona 由, BOan@Inacoreeo 山が分布する o  

A卿tod 血Pto 口u， yam 、n・MnSIS は本棚から始め DIW 比 mPS de爪icoぬs vm が，OemIS と名付

けられた新 愛種として報 昔 されだもので D而pめmm P 氾IUcW 又ほ Acmtho 山れ ptomu8 pacmcuS

W ・ Wm ，nRce 。S卜-の名も使はれて ゐる。 本邦では中 碓寺湖 からの標本で 始めて 稜表されたも

ので欧洲の D 而p山田uS dmticom かに酷似した 種類であ つて北海道湖 沼でも貧柴養の火山湖 や

腐植質に富 む漁原の湖沼に非常に 多いものであ る。この様な赤紅色の 棲脚類は欧州のアルプス

湖沼に庫々見受けられこの 紅色現象は高山色と 呼ぽれてゐる。 本邦湖沼では 榛脚類の紅色現象

の生するのは 低温といふ 閥係 よりも水のpH に開係が深い 様であ る。 AcanthodL ，tp山田ns は休内

にヵ p チハイド色素と ・L て p- ヵ p チン，アスタシン 及び佃―種の色素があ る事が知られてゐ

るが，現在の定詑でほカロチハイド 色素は動物体内では 合成されないと 考へ られてゐる。 ター

カロチン CG 。。 恥 )。 は植物界に 廣 く分布してめる色素であ るから Acanthdiap 山mnS はこの色 
る 。 荷本棚で採集されるヒドラ (Hydra vulgaris・ "ttenuata,@ ほ時にやはりオ 紅色のものがあ

り之匁L ドラが Acan 出山如ptomua を 餌 としたからであ らうと思はれる。

Ac細thodiaptomns はとメ マスの好餌料で @> る がその湖水中に 於ける出現 量は壁動が大き

 く敗年間大且に現ぼれたり 又極く少敷になる事 斗あり大正10年頃から今までに 二回ほがり非常 /

第l4日 夏季支坊湖 Aca 血hocU:aptomue yainan"ce ・， isiB の日用垂直移動(元田より)  

 
 
 
 

ゎP
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に少量しか出現しなかつた 年があつたと云はれ，
某]5□ 模式的な支勿糊庫D叩hnM
 longispmah@a@inlaCJ，野氏よりり 又昭和24:年には極めて 乏しく昭和 25年にほ殆ど 妻

を消した。 本椀は5」f月頃 より現はれ10 月頃まで

に成熟産卵 L 卵は湖底に沈んで 越冬すおといふ 生
口

 
活史をくり返してゐる。 習性として著しい 書夜垂

直移動を行 ひ，光の・強さの 口 周壁化に 膝 じて深浅

移動してゐる 事が頷れる (第14岡)。

本棚に産する D 汀iph 山 a longispIna hy 什 na

 (第15圃アは穀蒲 く無色逐明で殻刺が長く大湖に

出現する模式的な 亜種であ る。併 しそれでも北欧

の品種に比べると 本棚産のものは 向頭が短い 。 因に阿寒 糊では更に頭部の 低い品種が 稜 見さ

れるO 以前本棚に ・D"phnia pulex が分布すると 報古された事があ るが恐らく上種であ らうと

思はれる。 又本湖の bcap 止olebe市 miin 「。uaぬは摩周棚 ， 然別糊 産と同じくそして 倶多薬湖茂

と異なり殻が暗褐色に着色されてゐる。 z 等午睡の甲殻類 プえ ンクトジは水の 透明な本湖では

第l6固 秋季支妨湖甲殻類プランクトソの晴大
光の強さに 購 じて夫 々 垂直分布を 壁へ晴天の時と

時と曇天時の垂直分布差 (元田よりユ曇天の時とでは 明らかに分布様式を 異にする (第
 Ia岡)。

 其他の動物性プランクトンとしてほ

Keratclla cochlearia, roly.1rthra platyptera,

Filinia longiseta, Asplanchn.1 Sp., COnochilus   血のm ぬ 等が出現するが 量は多くない。 植物性 @c F・

 
。す

プランクトンでは Ceratium hiruIndin川汀や

天MelosIr@i,Syned巧 Fragi1.@@ria,Ep@themia等も採 * 弍

集され"る o  

棲忘 動物中，在来極としては アメセス (イワ ,@+0
ナ)，カデカ，エゾカスミ ザンセ ウウオ， ザリガ = ト

 
等があ るがこの中ザリガ = は何かの原因で 急に減 。 -

少し昭木口 3年頃から湖中にみら十Lなくなつた丁移

殖されたものにはと メ マスを始めとしてマス ， =

ジマス，シロマス ， カ ハマス，ウグイ，フナ，ズ ヂ
 

エビ等があ りその中マス ほ現在姿をみず ， スヂエ

ビ はよく繁殖 し = ジマスも増殖成績良好 で， フ

ナは丸駒 温泉附近，千歳川口，美笛川附 近に捷忠 

を績けてゐる 。 併しシロ マス (昭和 4年米國 より

 

 

吋
尺

 

移入)  は昭和 8年に上尾とれたのみで 又かハマス  

(昭和6年米國 よ T 降入) は時 々 漁獲される事があ る程度であ る。  

ヒメマスに就ては 冗来阿塞湖にアイヌ 語でヵ バチェッ ポと栴する魚があ り好澤俊次郎氏が

研究の結果この 魚は海に棲息するべ = マス (ioncorhynchus ne，k"0  の陸封型であ ると断定され

だ。明治% 年藤付信吉氏が阿塞棚に於ける ヵバヂェ ッボの伎息欣 況を調査し同年 In乃採卵 して

千歳卿化場入肚瞥聯化 場に運んだ結果千歳で 妊成績を得たので 翌27年より 3ケ年に亘り阿寒糊

2
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水庫牌化場試駒報告 5 奄 l 號 0950)

から支筑湖に踵卵を移植放流し 北海道魔が名付けてこの 魚、をヒメマス (姫鱒) と栴する事に

したらそして 支筋棚人叶 ジリ 七ッナイ川附近に卿化場を設け明治 3t 年より採 卯人工地  化を行 ひ 

放流した結果 ヒメマスほ非常によく繁殖して 本湖の名物となり 各地に極卵の 供給を行 ふまでに

至つた。 本棚からと メ マス卵を移出した 湖沼の名を 卑げ今，と大沼，  卜和田湖， 田澤棚，琵琶湖，

中宮祠洲 ・ 洞爺湖，白老沼，狐狗狸湖 ， 丸沼 ， 菱沼 ， 利尻姻沼 ，長節沼， 木崎糊 ，ウトナイ沿， 倶

多楽湖，半月湖， 幌別沼，野尻糊，青木棚，松原湖，猪苗代棚，樽前沿，屈斜路棚，朝鮮湖沼等が

あ り更に極卯の供給を受げた 阿塞湖に逆移出した 事さへあ る。z 等の中十和田 湖は支 妨糊と

共にと メ マスの増殖に 特に好成績を 翠け本邦諸湖への極卵供給の二大策源地となつた 程の繁策

を示した。 ヒメマスは5-7 月の頃ぼ湖岸近くを 洞倣するがその後 ぼ漸次深 所に移助して D月中

旬から再び湖岸に 姿を現はし 10月  申句頃から抹卯ぼ可能となる。 産卵がすめ ぽ湖岸を去つて 又

深所に移動して 了ふ。 成熟年齢は大部分 4オで 5才になつて成熟するものほ 遥に少ない。 漁獲魚

の年齢組成は 2-5 才でとの中4才魚が7割以上・を山めてゆる。

かくの如 く本湖に於て繁楽したと メ マスも限られた 糊内で槌息数量が増加すると 共に元来

柴蚕の乏しい棚であ るから柴蚕は不十分となつて 魚休の倭小化を末たし種族として 衰弱したと

ころに濫獲と折柄稜生した卵巣萎縮病のためと メ マスは激減し 大正14年から 6年間といふもの

は殆ど探卵川の親魚が 採捕されす 止むを得す大正工4年，に搾捉島ウル モべツ より原極たるべ二

マス卵を移入し 更に昭和 8年洞爺湖 よりとメ マス卵を昭和 8午ウルモべツ よりべ = マス卵を移

入して回復を 岡@oだ。その結果― 時咋び繁殖したかの 様にみ・えたが昭和Ii年頃から町び 魚休の

小型化，棲息敗の減少が現ばれ 昭和t2 年にほ捕獲した 親魚の中 3割までほ上顎 か下顎の ―部が

欠損して ゐて釣落しの魚なる 半を示 @，即ち如何に全休の 敗が滅つたか ゾ判る。ヒメマスの原極

たる悔棲べ二マス ぼ鵬化後―定期間淡水生活をした 後に海に降下するがその 淡水生活期間の 長

さば地方によつて 異なり梓捉でほ―年問と 云ほれる。支妨湖に陸封さ十したヒメマスも降海本能

を現はし例年 6月中旬より 7月 -1@ 旬にかけて排水川千成 I に殺到するのでその 流下を防ぐために

その期間川に 網を張 フてゐる。 この網に羅つた ヒメマスの年齢組成をみると 2七魚が4割弱，4才

魚が4割強，8ォ魚が2割弱でべ二マスに比べ 高齢で降 海せんとする傾向がみられる。 支吻湖 以

外の糊沿 でも移殖されたと メ マスの体長は 減退現象を現ぼし -ト禾J田 ・糊では甚 しく 魚休が小形に "

なつた。 た@?m卜宮祠棚では大形のと メ アスがつ ビ V@ て漁獲されたが 要するに 之ほ湖水申の 餌料 
の号に開係するものと 旭．はれる。支筋糊に 於けると メ マスの最も主要な 餌料ぼ Ac切山odiapt0-

mus -G@Z@ と共に少量の Daphnia も 撰良され，  BOamina 及 Scaphdleberis ほ殆ど癬食されない。

亡の天然 餌料増産の策として 湖水の柴蚕化を闘る施肥試験が 行れれた事があ る。即ち昭禾n2-4

年にしその結果湖水のアンモ亙りイ f回ほど毎回硫酸アンモ= ア鰯が=増加したがそのアIO卜 典入弗O俵効央， 過は昭和燐酸石5年までで口次10貰 入りlB禾@u670佳を年には再びアンモ湖水中に・投入

= ア鹿が激滅して 了つた。燐酸鰹ほ底土による 吸枯現象のため湖水に 対する岬効 ほたかつた様

であ る。
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田中館秀三，1919 ・ 北海道本島の 火山湖 (六)・ 支妨湖 4 )・ 地畢雑 ， 紅 ， (3669@，如8―胡4・

田中館秀三，小久保清治，19t9 ・ ノヒ悔適の火山 糊め， 支勿湖 (2) ・ 地畢雑 ， 31, (371@), 608□616 

半田芳 男， l!)22 ・ 支妨湖 姫鱒の大きさの 婁化水畢雑 ， 25, 17-21.

北海通 聴 (向野常吉編)， t922 ・ 支妨糊 ・ 刀頁，札幌・

長峯千山，19私 支勿棚調査復命 菩・化水試， (末稜表)・

大島正 満， 1922 ・ 阿塞湖より移 殖，された姫鱒の現批動雅 ， 34, (399) ， 1―招 

田申阿歌麿，t922 ・ 支筋湖・趣味の湖沼 嗜・ 734貞，東京，I@0-163 頁・

三森宮堆其他， 1923 ・ 鮎及姻燗輸迭 試験報告(2)・北海之水産(蕾九 <H0), 1二5.

大町桂月，I923 ・ 支筋糊 (河野常吉編 ， (l凹6)・大雪山及石狩川上流探検問 唆史・ 131頁。旭畑，

H9 □t2n ョ，

田中館秀三，19%5 ・ 北海通火山 糊研究概報 ・ 15f頁、 札幌・

札幌鎮道局運職課， I926・北海道湖 沿案内・  M 頁， 札蛆 ・

澤 く近礫) 賢職 ， t926 ・ 支妨湖調査復命 菩・化水試， (未稜表 )・

吉村信 吉。 t927・深い温帯 棚P 夏季深履水温・ 水研誌 ， 22 ， く 5), 106-H7  

吉村信 吉， 1927 ・ 日本の深い温帯湖の 夏季深暦水温・木研誌， 22, (r2) ， 319-327  

吉村信吉， D27 ， 日木の湖沼の 深悸 水温・ 梅 と空，8， ぴ)， 83-44  

北海道水産試験場， D30 ・ 支勿湖べにます 蕃殖状況・化水試旬報，(H0) ， I此0 

吉村信 吉， 1930 ・ 湖水の 深俺水温の観測に 就いて・地畢雑 ， 42, (492), 85-94.

吉村信吉， 1980・深い温帯湖の 深辰水温 (第2報)・海と空，to， (2 、 ， 4沼一439  

澤 (近膝) 賢蒲。 1@mI ・ 北海道湖沼の 枝角類分布に就 て， 水里雑 ， 34, 40-47.

支妨湖の姫鱒・鮭鱒彙報，3， C), m, ひ93t@).

北海道水産試験場， I互>S1 ， 支勿湖に於ける姫鱒の 恭殖状況・化水試旬報，(I47). 1349- ・ 1350 

北侮道水産試験場， @@931， 支妨湖ば 於けるひめます親魚捕獲 並採卯状況・化水試旬報・ ひ拐)，

1405 □1406  

支妨湖 ， 然別湖仁 米風庁河鱒 の移植・鮭鱒彙報。8， ゆ)， 18 ， (u81)  

上野益三，1931 ・ 北海道湖沼の 枝角類・ 動離， 43, (51か， 441-450  

Hayashi, T. and B. Natori, 1932. Ou the vertical distribution 0r Diaptomus denticornia

Wier呵Sky var.yezoens@sKoIku卜血 @Lake Shた。比u・ TraiI8・ 申pporo N吋， g ぬt・ &K@.@は，

(2/3). 86-92.

倉上政幹，青山喜臓， 1932・ 支勿糊姫 ます親魚捕獲 並採卯車業・ 北水試旬報，<t93),IS85-l9射 
Miyadi, D.. 屯982. SぬdieS On the bottoDm fauna OfJapanese lafe朗. VI1. L成es Of HOkkaid0.
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Jap ・ JOur."Zo01.,d, (3), 223 □252.

澤 (近藤) 賢蔵， 1932. 姫鱒の 餌料に就 て鮎鱒彙報，4， (2) ， 9-1t.

高信 "保，大四柴之進， 1932 ， 支吻棚ゆ 水温観測報告・ 海と空，12, (?), 152-153  

近藤腎臓，"1933 ・ 支坊湖に於ける河 鱒に就て・化水試旬報，(225)， 213  

近藤 賢蔵， 1983 ・ 支妨糊姫 マス床卵成績・化水試旬報，226 ， (2W) ・

近膝賢蔵 ， D38 ， 支幼湖に於ける― 般遊漁者によ"る 姫鱒釣獲敬 ・ 北水試 旬報，Q26) ， 234 ・

MWd ， D ・， 1933 ， Sh ，dieS On the bobtom hum M J、p細e8e Iak% ・ X ， Mgi0nM Ch れ mCt 。，iSdc8

md ぬ 8y8tem Of JaP 汎e叩 I仙eS b"S 。d Ou tbe Mtto 口也u皿・， JHp ・ JOu ，・ "ZO0I ，， 4， (5) ，

417 □437.

Uen0, M., 19333. Thefresh-water Branchiopoda Of Japan. 11. G1.idocera Of HOkkaido ・ "腕m  

CO@1. 出. Kyoto Imp. Univ., B ， &', (3) ， 301 □324.

吉村信 吉， 1933 ・ 日本の湖水の 深歴水温 (第2報：・ 海と室，13, (TI), 287-3H0.

吉村信吉， 1934 ・ 深い温帯 糊の深居水温 (第3報)，海と室，:14 ，  (2), 56-66.

Kuwitb@tra， M.,t935. Die rote 由明swasser Hydra und ihre Intr幻lulare KarotinoidverdauunK 

JOur."F@tc. Sci. HOkknido Imp. TJ@iiv.,V1, 4, CD), 27□33.@

上野清，杉野口晴貞， 渡擾成人，1935.Acanthd杓ptoゐ"s yamanacensis Brehm の色素に就 て

(第I報)・日本化堅含誌 ， 56，は0) ， 7199-12U4   

Kikuch@,E., 1936@ Fresh-wa 比i and brachiah-wa比r'Calano@d もpep<xls OfJap@in w@ぬ noteS on

their geographi 兜1 distributtion. Bul1. Biogeogr. SOc. Jap., 6， (29), 275 □284.

岡田禰二郎，木場―夫， I936 ・ 北海道陸水系瞥見・ u ・ 植及動 ， 4 ， (2), 377-382   

上野益三，]936 ・ 淡水産桟脚類の紅色現象に 就て・ 植反動，4， (?) ， H81-1192 ・

YOSMmum ， S ・， 1936 ・ A mnt ，ibution め tbo knowI 杣抄 Of deep wRter 忙mpemtMeS OfJ&pHne8e

ねkeS ・ I'" ，t I・ Summer tempe ，Mu ，eS ・ BuL ・ A ，S・ Iut ・ Byd ，血・ SC; ・ cm8eH ・ I。t・ ぬChe ，・

Un@0n G血@$ ・ et G血PbF ・ ， 6 ぬSemb ， 22 ， 盟5□263 ・

 岸田敏明， 1937 ・ 支妨湖の移植 魚に就て・ 鮭鰯彙報，9， (31)， 25-30  

岸田敏 明， 1937 ・ 支吻湖姫鰹 の探卵状況，捕獲魚の I/2 山釣落し 鮭鰯彙報，9， (31), 3L-32  

支勿湖 姫鱒親魚の減少， 鮭鰯彙報，8， (28) ， 23， (B86)  

南安三次，1937二北海道の湖沼に 就いて・北海道化 畢協含禽報 ， 12， 22-35  

吉村信吉， 1937 ・ 日本の湖水の 夏季深居水温・ (m群@報， I) ・海と室，17, (I2) ，妬1-473  

吉村信 吉， 1937 ・ H 本の深い湖 沿の夏季深歴水温・科畢 ， 7， (3), 531-532.

吉村信吉，二938・ 日本の湖水の 夏季深暦水温・C第4報， 2) ・海上空，18， ・ (I) ， 19-3I  

YOyhimura,S., 1938. SOund@ngs Of deep Japanese lake8. 陸水離， 8, (3/4), t73□194.

五十嵐 彦仁， I939 ・ 支吻湖水質の季節的 愛化・調査の概要・"北水試 旬報，(4H), 286-289.

五十嵐彦仁 ， 1989 ・ 支妨湖に於ける施肥試験効果・  北水試 旬報，(412)， 293―幻5 

主十嵐彦仁， 1940-41 ・ 北海道に於げる 湖沼水質の 化畢的特性及プラシクト y. 1-XII ・ 北水試

旬報，(478-489) ， 後編 ， 1-88   

田申阿歌麿，1942 ・ 支妨湖と洞爺湖 ・風景，9， (?) ， 2訪―256 ・

元田 茂，1943 ・ 夏季支勿湖に於ける浮 倣甲殻類の 周卜垂直移動に就 て・ 動雑， 55， (2) ， 68-69 ，

千歳支妨湖保勝禽 ， 194ヮ ・ 支妨棚を行く・40頁，苫小牧 

元田茂，1948・秋季の 支妨湖に於けるプランクトンの 垂直分布・動離，  58 ， (引の，69 ・ "

%
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大東信―，久保達郎，大久保正―，1948 ・ 支妨棚に於けると メ マスの生態 (稼報)・水産姫化場

試験 報昔， 3， (I). 29 ―凹・

元田 茂，1949 ・ 手製の観測器具二三・ 鮭魍彙報，48/49, 16-22.

田村正，富士 昭， 4949 ・ 支妨棚のプランクトンの 垂直分布・陸水 雑， 14 ． (の， 133-H0  

大東信―，大久保正―，D49 ・交筋 糊に於ける L メ マスの生態 (]) ・水産雌化場 試験報古 ， 4 ，

L2) ， 76-78  

MOtoda, S., Diurnal migration 0f plankton crustaceans @n Lake Shihotyu, and their phot0- and

geotropi8m. (木援表 )

(9) 牙コタンぺ湖 ( 第9， n7 固 )

支妨湖北西握に流入する オコタンべ 川の水源にあ る小堰止湖 で支勿糊を舟で封 岸に渡り オ

コタンべ川河床を徒歩， 時には断姥を峯ぢ乍ら約-5km で本湖に達する 専が出 末る。湖は海抜

572m に位し支妨湖々面 よりも更に 324加高位に ; る 。 湖岸三方は直ちに 山麓に接し西岸や 人開

げて草原をなし 4本の小川が流入してゐる。 湖水ほ南東端で二枚の  煽の様に屹立した巨岩の 問

から排水され 直ちに爆布となつて 落下しオコタン・-"引個オコタノぺ 湖 (高女，五十嵐氏よの

べ川となる。 オコタンべ川 は途中数個の□曝布とな

つて落ち 乍 ら支妨湖に注いで ゐる。 湖内北東部に

敗個の小島あ り湖面ば東西約 500m，南北約 叩0m

で中央梢 人括れ周間約 6km 収Lm7) 面積 0・ 46km 。

を占める。 中央部水深 10m 余であ るが南部 及北

部の酉線は深ぐなり 最深部ぼ北東湾入部にあ って

21m 位の水深を有する。底質は砂多く 泥ほ少ない。

 水色藍色で極めて 透明，水質は酸性で全庵pH    

 亡

 ro0m 

十4・ 9-5 ，0で成暦ぼ 認められない。 泄マンガン酸ヵ

リ 消費量少なく I・ 2mg/I程度，燐酸，窒素年の柴養

物質も少量で 酸素ほ底屠 まで多量に溶解して ゐ

る 。 酸性化は屈斜路 糊，阿寒温根沼等の 丈n く無機

酸に原因するものと 思ほれ分析結 架ほ硫酸魔ゃ L -

多量であ る (SO ， 釦 ・ 58mg 川 。

植物性プランクトンは 殆ど全く存在せす 動物性プランクトンとしては A 。Rn 出山ぬPtmW

W 皿市伊 n計S が最、 も多く才に CyCIoW が少量混つてゐる。 高年動物は エゾカスミサン セウウ

オとザリガ二が 棲忘、 してゐる。

開 係 文 献

高安三女，五十嵐彦仁， l19SH ， オコタンべ 湖の調査概要・ 陸水雑， 5， (4), 1l7-120.

南安三次，1937 ・ 北海道の湖沼に 就いて・北海道化 崔協禽倉報 ， 12, 22-35.

吉村信吉， t939 ・ 無機酸性湖水の 水素イオン濃度の 成俵型 ・陸水難，9， ぴ)， 143-154.

五十嵐彦仁 ・ 1940-41 ・ 北海道に於げる 湖沼水質の 化里的特性及プランクトン・1-ATI  @
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水試旬報，ょ 4% ―托9) ， 後編，ユー88  

(10) 千歳川好水仙

支妨湖から流出する 千歳川が大 九 18bm 流下 せる地鮎に大正8年H 乃 基盤よりの高さ 22m ，
 

長さ I山山の堰堤が築造せられ第四接電 所貯水池 が出現した。 貯泳池 は最大幅 I飢血，長さ&・ 5km

に及びその深さは 堰堤附近で工?十m に達すち。 貯水池には千歳川の 水が溜る外にその支流たる

ユーナイ川の 水も混つて集められる。

水色は牛生 5號位で透明度は 9-1Om 程度，水の 反礁は略 人中性に近く 酸素は底まで 卜分り

溶解してゐる。 水質は梢々什酸 に富亡が燐酸及窒素に乏しぐ 大体支妨湖の水質と似てゐる 。  

プランクトンは 支妨湖と相似するとの 豫想に及し大差を 示し大部分 ぽ貯水池内に磯坐せる

ものである。植物性プランクトンが 優勢で約 70種ぱかり分布するが 大部分 ぼ珪藻類であ る。甲

殻類8種記録されるがその 申支苑湖と共通なるものほ AGantbo 血p廿抑旺y&manaem 血 ，

此phn;a IOn唾pMa hy"I; 。" ， Sc"phoF ・ e血 muc ，Onata の3種で AMn Wttata ， H 。細M IOng;-

，如市 ， 山Xdom ， SFM 向cuS ， Ac ，OFm8 hH ，pae の4椀は支 吻湖に見られぬものであ る。而も之

等 4魎ほ平地の浅い湖沼に 出現する性質のものであ るのに清澄 な貯水池内に磯見されたのほ 寺
とするに足 る。殊に AcmmperuS harpae は本邦湖沿 でも珍@L い種類で北海道でほ 大沿近傍の―

小水域で最初に 稜見されたものであ る。

魚類は移植された = ジマスが梗眉．してゐるらしく又ヒメ マスも居ると云はれるが確かでは

ない。

閥 係 文  献

近藤賢蒲， 1934・，北海道湖沼(D技角類分布・水早離 ， 37, 35―川・

高安三次，近蔵賢蔵， 1936 ・ 河川湖沿調査・第4編・千歳川王子製紙第四 稜屯所貯水他  水産調

査報告，39. 41-54  

(工工 ) タ トナイ 沼 附錦多和樺沼@ 白老幌沼 (t有9， 工8圓)

ウトナイ沼@屯君佛郡植苗 村にあ る褐色淡水沼で面積 3・ 75km 汁 占め深度は全般自切亡 小さく

6月に最深部 肘飢 ，秋季増水 [-た時にも l.5m以上を測る事はない。 沼の周蓬は沼澤 地で嚇入山  

ゐ北蓬へ注ぐ美ゑ 川の外に小さな 川が士本 ある。 この中美 カ川は湧水に水源を 稜 し舟質良好で

ある。南端で 勇佛川に排水し 9km稚を迂回して太平洋に 注いで ゐる。 底質は火山次を混じた 砂

質が大部分を 占め局所的に 褐色の泥土が 混じり水生植物が 繁殖してゐる。

水色褐色を呈するは 腐植質が注入せられる 窟で透明度は低いが 沼が浅いので 底まで逐硯し

得られる。 申央部の水は略々申 性反庶を示すが流入川の 呵口近くで ぼ少し酸性に傾く。 硅酸療

は多量 (Sio， Wmme/I 内外) にして過マンガン 酸ヵ H消費量 低極めて高い (8・ 48-10 刀&，ag/l) 。

かくの如く腐植質が注入されてゐるけれども 水ほ殆ど酸性ならざるため 富柴養化し生産 カは大

きい。

2
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が多い。 動物性ブランクトン ほ BO@minaloHg杜。卜

プランクトン ほ植物性19睡記録され  Spir。R祐 第la固 ウトナイ沼 C五十嵐，禅氏より )

t市 最も多く女は Cぬ。碑 であ る。又枝角類0
日da crystalli"m ほ北海道でぼ木沼から 始めて知

られたものであ  り， 佃珍種 Acroperus らしきもの

が採集された事があ る。

木沼にほ淡水海綿 Sponeilla lac@at血と

Ephydat@ti muller@ の2極が生育せる安が 知られて

ゐる。 魚類 ぼウグイ。イトウオ，フナ，コイ，ウナ

ギ，ウキゴリ，ヵヂヵ，ヌマガレイ (タカ ノハヵ

レイ)，フクドジョウ ，ワカサギ等が檎。碑・ し 面積の

割合には大きな 生産を上げてゐる。 沼内で越冬 [，

たウグイ Tribolodon hakuen が @s h呼uensis は春季

沼の融雪解氷につれて 沼内から排水川勇 佛川に降

河し夏の間は沼から姿を消してゐるが 秋10-m]月頃結氷前に 條び遡河 して沼内に入り卒り 更に

美々 川を上り上流の 水革の申に入つて 越冬する。 春季降河魚の中型のものは 本挫特有の婚姻色

及疽星を現してゐるが 未産卵のま人海まで 降って行き，後再ぴ5月申句から6月上句にかけて 附

近の別の河川 例へば鵡W  11等に遡上して芹卯を行ふ。 この様に産卵期に― 旦降海して跨砂川に

遡つて産卵する 事ほ他に例をみない 特異な現象で 之は ウトナイ溜及勇擁 J@ の川床が前述の 如 く

木山友の泥土砂地であ るから庁卵に適せす鵜山川の 河床は礫比で産卵に適するといふ 華が

してゐるのであ らう。向木沼への注入山美人川には 糊亜種の陸封 型ウグイ TribotedoBbhak 蛇ns卜

e朋が棲眉 、 しこの方は四季を 通じて  11に櫻み 6月中旬から @7月申旬に互 9上流0 湧水附近に集つ

て産卵し冬季間は上流の水草 O 中や湧水のあ る 柑近に集杏してゐて 3月上旬から除 々 に移動を

開始する。 その食餌は水 棲昆虫が圭で他魚 、 の稚魚をも若干捕食してゐる o

錦多布 にあ る 樺沼 は面積 IOfぬi2ほか 9 の小
第刊表 白老幌沼 (昭12 ・ 8・ 18吉村氏観測 )

さい沼で = シ タップ川支流に 通じ最深部血で 沿

庵は暗褐色の 腐泥をなしてゐる 。 沼ほ富螢養 化し
浬さ<mn)  水温(。0@  pU  酸素 (cc/l)

プランク 十ン豊富 F 棲忠動物には ドプガイ，ザり7． 防 5． 34 26.4 

ガ=; ウグイ，ヤチウグイ等あ り淡水海綿 >.95 26.    

Spongilla &呵ilia が生育してゐる O5.98 22.   

白老幌沼ほ海抜血， 而積Ikが，最深部8.(i砕9 -.l96． 519,   

 !.O8 t8.   
富柴養化した沼で夏季の観測によれば 水ほ成居し    
下盾水O 酸素ほ全く梢失してゐる (第凡表丸 この

 ).03 @三 ． 8 
沼には支 筋湖からと メ マスを移した 事がある。  14.   

開 係 文 献
     

五-ト嵐彦仁， 澤 (近藤) 賢蔵， 19釘・ ウトナイ沼

調査・化水試旬報，(139),I336-1338.

Hayash@, T. and B. N 吋 ion@,1@32. A biolo 辞al survey OfLake Ka 恥抑 uneuItivatedL Iake,

comparing it with Lake Shikotsu ， 血血G pu ，四洩ぱ eultivat祐 in@ for fiahe ワ・ TraM ・
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而I，四，O N吋 ・ RLt ・ SOC ・ ， ]2 ， (む3) ， 93 □99 ・

五十嵐 彦仁， 澤 (f 藤) 賢蔵， 1933 ・ 糊冶調査，ウトナイ 沼・ "水産調査 報昔， 28 ， %-89 ・

S蹄"ki ， N ・， 1934 ・ HW 九 0n 止e HeSb-w"ter SPo" 巧囲 ObtMn 山 &Om HOkk 山 ao ・ Sci ・ 凡p・ TOboko

I皿p・ Uuh ・， Iv ， 9， (2/3) ， 219 □24 ヮ・

岸田敏明， 19祈・ 支坊舶の移殖魚仕 就いて・鮭鱒彙報，9， (ai),25-30.
高安二次，1937 ・ 北梅道の湖沼に就いて・ 北海道化 畢禽愈報 ， 12, 22-35.

YOshimura, y, 1938. Dissolved oxygen Of the lake waters of Japan. Sci. Rep. TOkyo Bunrili.:l

@Daiagn@ku, C ， 2. 68 □277.

五卜嵐彦仁 ， 1940-4 ェ ， 北海道に於ける 湖沼水質の 化畢的特性 及プランクトン・ ]―XI1.

化水試旬報，(478-489) ， 後編 ， 1-% ・

狩野康比古， 1949・北海道産 ウ グヒの生態及び 形態に就 丁・生物，4， (3).81-89.

大飼哲夫，1949・北海道美 々 川に於げる ウ グヒの食性・ 水産卿化場試験報告，人 (2),57-6I  

(12) 札幌 附近の泥炭 沼 (第19圓)

第l9固 札幌東方の泥炭沼位首 

石狩川友千歳川流城の 泥炭地帯にほ 幾

多の腐植 柴養化せる泥炭沼が 存在し比較的

大きいものとしてほ 千歳川流域の 長人 サハ郡油・

馬追沼，鵠沼等を撃げる 事が出米 る 。

長都沼ぼ 千歳線恵庭騨から東方約 8km

の地鮎にあ り馬泊沼は更にその東北約 2km

の虚にあ る。附近は廣い漁潤な沼澤 地であ

るが沼の底土は特色あ る火山荻に痩 はれて  

やる。雨沼共南北に長く約 3km の長さが

ある。何れも泥炭地から 嫁逐する水の 篇に

腐植質に富んだ 褐色の水を 湛べ過マンガン 
を測る。 この蓬 り戦時中に排水溝の 掘繋作

業が行はれた 結果地下水の 水位が低下し 漁

潤他は耕地化され 従つて沼の水も水量が 非

常に少くなつた。

長都沼の プランクトン ほ吐，@M 申hu 丸

puIche ぬ， Ker 血M ， SynMra ， 血妨而 ne ぬ，

EpttheMR 佗rgfda ， Pe 山 aShm ， Cen ば0pYX ，

ぬCeua ， D@f血IgiR 等を産し ，又ズヂエビ，モ

クズガ= ，イシガイ (Um;odouelasiae )， ヵ

ハシンジュバイ [MW 叩ri比四 m町Ba 。ItIferD

が棲息し ヌマガ十 (nMon ぬ Mu 何の死

殻が採集される。 魚類ほウグイ (THMMOn
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bkuen8 ね ezoe) ， ヤチウグイ，フナ，イトウ，イトウオ，でP ，カデカ ，ドジョウ等が 居 る O

鶴沼は空知郡幌同村にあ り タ張錬道商幌向騨から約3kmで達する。:長さ約okmの瓢形の沼

で面積 Lm7mがを有し江別川に 排水する。 底質ぼ局所的に腐植 泥の虚もあ るが大部分 ぼ淡黄禍

色の粘土質であ る。沼水は泥炭地の 溶透水で極養されてゐ て水深 ほ往時 4・m 位もあつたと云ふ

が明治43年(@@大洪水後漢くなり 排水口が昭和 8年に タ張川から江別川に 切り・換へ られてから更

に浅くなつて現在 平フk 時 70cm 位が最大であ る。12月中旬に結氷し 3月下旬から 4月中旬の間に

解氷する。 氷蓋の厚さは仙。m 位になるがメタンガスが 浮上してゐる 部分は氷が 軟 く歩行危険

であ る o 水色はチョコ レ□ ト 色を呈し 逐明度ほI5---66cm 位， 過マンガン酸カ り消費景は38・ 5―

93 ・ 5m 副I であ る。水温，PB ，酸素量は第H 表の
第H 表鶴沼 (昭7-8 林氏観測 )  

n  水温 (。0@  pH  酸素Ccc/l>  如きとの 周年接燭 憂により酸素化を示し 5-6ほ増加し月ば融雪解氷の，夏は水温上昇によ後に 容菊

つて潜解度が減少すると 共に生物の盛な 活動のた    l9    

 6． 520.   

め降して溶解度が酸素ほ消耗され増加ずるのとpH憤ほ低くなる。生物の活動が秋温度が下衰 へる  20.   

結果酸素は増加し pm 偵 も上昇する。沼面が凍る  l7 ．5 

よ 空中及雨水による酸素の 供給蚊絶へる ー方腐植   l0

質之含む水ほ沼面結氷申と錐も 氷の下の周園から
   
3．ア  I2

溶逐 してくるので 沼水の酸素含有  娃ほ甚 しく少量
  0． 5 

 となり水質も 酸性化してくる。  O．5 
底棲動物，プランクトン 共に貧弱で通常 Im 。  O方 

中の底櫻動物10W同休以下で ェラ ミミズ  5.7 

@(Branchmur.@@sp ・ ) の如亡汚水にみられるものが 主  12,   

要々素をなしてゐる。 魚類ぼIl族種棲芯、 してゐる

が敷ほ少く貝類はカ．タドプガイ ((AnodontiiRrcaeforimis)及イシガイ (Un 桁 do叫ぬ由aeうが在釆

種として存在じて ゐたが絶滅の傾向にあ る。この外昭和3-6 年の間に江別 幌同人溜から ドブガ

，イ (方言シマカ イ ， Anodon 切 woo 山血，)，昭和6年に千歳川から カハシンぶユ ガイが移入され ，

同年北米から Fat mucket (Lamps 山s  lu知Iれ) を移植したが Fat mucket ほ酷寒時の 移殖な

りし烏失敗し他は生存してゐる 。

鶴沼の北西 2km 余に周囹約l， 5km の略固形の白鳥沼 と云はれる 泥凍沼があ る。チョコレー

ト 色の水を 湛へチ シマトプガイ (Anodon 快 hfirinpana) が棲忘、 してゐが最近 沼ぼ殆ど埋つて了

 @> た様であ る o

石狩川流域の 長沼ほ上幌同騨 西方約3・ 5km にあ り用園Ikm，深さIm の泥炭沼で水はチョコ

レュト色を呈し 沼底は粘土質の上に 厚さ 0・ 5In位の腐植士が 堆積してゐる。 棲息する貝類は ヵ

クドブ ガイ，イシガイ， チ シマトプガイの3踵でチ シマトブガイは稚貝も澤山 みられる。

 その北方約 2km の犬沼 (視同専莱沼) は周固約 I・ 6Tk凸 深さ I上@山の同様泥炭 沼で水色は チ

ョコレ二ト色 ， pH 5刃 ， 過マンガン酸カリ消費量 3・ 50mg/I (5 月中旬 ) に及ぶ 。 チシマトブガ

イ，ドプガイ，カ タ トプガイの3種の貝がみられ， ドプーガイは非常に 生育よく重さ 約 I貫目もあ

る大ぎなものが 採れる。
モエレ沼 (丘珠沼 ・) は札幌の北約 Bkm にあ か環状に近い細い三日月形の 沼で深さ融雪 期年

ほ 2m 位， 夏ほWm 位， 永はチョコレート 色で底泥ほ軟く 深く埋まる。 過マンガン酸カル消費呈

l-3
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粒めて高く 63.0mg/lに達する。 棲息する貝類は ドブガイと イシガイの @襯ミで昭和匁年夏の早越

の際殆ど水がぬくなり 貝が澤山 死に又コイば I00質位採られたと云ふ。 その外マルタ = シ，ス

ヂエビ，モクズガ = ，フナ，ウグイ，ヤチウグイ，カデ カ ，イトウオ，トミ ウオ等 も棲んで ゐる。

開 係 文献

M@yadi, D., 1932. 出udios On the botめra 佑uua wf Japane 兜 I吐eS. vir  Lakes Of H 祉kk@t@dn 

Jap. JOur. ZO01., 4, (3), 223-262  

 宮地僚三郎，1932 ・ 北海道湖沼の 管見・ "陸水雑 ， I， (@2), 76, 76 ―花 

林 ―正， ]9弘・札幌附近のイシガ ヒ科・ヴヰナあ 4， (G), 3G4-SH8.

三島康セ，1934. 北海道湖 沼の生物崔的収列 ・陸水離， 4 ， (I), 28-30.

林 ―正, 1935. 札岬附近の沼巡り，陸水雑 ， 4， (4) ， 129-1S5.

林 -，正, 1935. 札幌附近のヵグドフ ガヒの分布及び 愛異 ・ ヴヰナス，5， (2坤 )， 420-l23  

林 ―正， 193R ・ 北海通鵠沼の 調査・陸水離 。 5， CD) ， 4-14.

林 ―耳， 1935 ・ 礫沿 の冬季観測・陸水難，5， (@), 15-25.

岡田禰―郎，木場-ー大， 1936 ・ ノヒ 海道陸水系瞥見・ IT ・ 植及動 ， 4， (2), 377-882.

岡田禰- 郎，池田兵司，1937 ・ 日本産 ウグヒ魔 Tribolodon の分類と分布上の 考察・ II  北海道

に於ける ウグヒ屑極 とその分布・動雑 ， 49, (5), 161-172.

南安三次，]937 ・ 北海道の湖沼に 就いて・北泡道化里協禽曾報 ， 12, 22-35  

(]3)，石狩古川 (第20圓)

32

パヲ 1@ パンナ クト   
石狩川が 茨F ， 花畔， 志美附近を蛇行する 轡曲部は 治水工事による 新流路の 開釜に伴ひ昭

和64がL刀 殆ど本流上の 開係を絶たれで 古川と呼 ぽれる幅 150乃至400m，延長16km を越える細

長く迂曲せる 糊 を形成するに 至った。 最大深度は志 美附近で12m を測り深居には 皆て侵入せる

海水が蟻存停職してゐる。 古川ほ茨戸堰堤で二分され 両部分ほ短小夜水路で 連絡されてゐる 。

排水路としては 下流の志美附近から幅約 胡m ，水深3m の疎水が万狩川た通じ， 又古川末端で―

水路が石狩川と 連絡してゐる。 底質ほ9m以深は腐 泥状の漆黒色 軟泥で 8mHでは荻色の粘上がえ

第侶表 石狩古川最深 砧(A) ・ (昭16.t0 ・ 9

朝比奈氏観測)
第I2表 石狩古川各地 鞘の嚥素量(mg付 )

 (昭18・ 6・ 出て27 富田氏観測 )   
深さCm)  水温ドc@  pJI 酸素[CC/1) 監封mg/I)(弗地九日参照鮎 )L

 6． 4 4． 70l4 ． 2  l220 
2l ． 3 14,    l223 
25 ．0    1.3214.    I224 
27.      (.36133 

10.  l5>43 
42.6   1.25  

円よ 6.6  3.97  
 26% 

898.O6． 6 0．8914.  9． 524   %243t0

3840 ．l7． l 0 14.  t0655l2

6456 ． O 14.       >.5m 976
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 第20国 石狩古川(朝比奈氏より )を覆ひ， 7m は演では方に 多少

の砂質を混じ次第に 浅くなる仕

@0れて両岸に由米する 大形植物  

の粗残倖 が増してくる。

水色はむ 1，ろ腐杣業養糊の
色に近P 程の褐色で 凌明度 0，6

―0・ 8m にすぎない。 藍分は下居

に著 t， く 多く又排氷n を離れて

上流に行くになる (第12表)従。 ひ又含有量が少く最深 鮎(A)に
於ける初秋の 観測結果を示せば

第13表の 如 くである L 即ち水温

は深くなるに 伴ひ僅かづ上下降

して行くが深水府に 入ると共に

急に上昇し pH は表面より 似酸  

性を保ちっ L 無気盾の直上に至

り逆韓してアルカり 側に向ひ汽

水盾では多量の 盛分による緩衝  

作用のため中，江を呈してゐる 。
橡素は 7m 以深 で減少し 底部に

厚さ 2m の無気居を形成して ゐ 

る 。 鰯分は甚 だよく成 仔し観測

 時期が秋季循環期であ ったのに

荷上部水居が川地g/u以下であ

るのは本棚が 細長く迂曲した 形

熊 を有する脇 係士風波による 擾
 

動作凋が少ない 窟であらう。深歴の鹿分 は本湖が末だ 石狩川本流たりし 梢 代に河口から 侵入し

た海水が残存してゐるためで 現在では海水の 侵入は排水口 附近の小部分、L@か影響はないものと
 

思ぼれる。 斯くの 如く探暦には海水が 停滞して無 束暦 を生じ終年停滞届 ((monimol@mniQn) と

なる可能性が 多いと思、 ほれるが 併し深底 部の秋季水温が 甚だ高い期から考 へるど恐らく緩慢 循

環 (bradymf 赤) をなすのであ らう。

因午石狩川本流は 古川排水口から 佃2km を流下して石狩町に 達し漂砂の 推樟した砂丘に 遮

ぎられて更に 砂丘に沿うて 3km 飲を流れて河口とな ・ り石狩轡に注ぐ。石狩轡は潮差少く30cm を

示す事稀F あるが海水は河底を 逆流してかなりの 上流まで 遡るらしい。河口から上流 Ikmの河

幅約250m，最深部6-7m 七有する地鮎で行つた観測によると 夏季降雨のない 時には表面 2m は

河水が流下しその 温度23。 c 飲 (昭14・ 7・ 17) を示すが4m位から下は水温 19。c 内外，鰯分16%。 CI

，以上の海水になつて ゐてその境界面は 判然としてゐる。 そして高潮時には  2m 届で逆流する 梅

水が2]糎/秒の流遮を示す専 もある。 秋には河水が 増水するため 海水厨ぼうすくなり Q 混合も

行はれるので温度，腫分の 傾蛙ぼ極めて 綬かになり温度は 河水暦8。c 内外 (昭H.l0.28)，海水盾

は却つて高く 14。c齢を示してゐる。 冬季は上 盾0刀 。C，海水暦3-5 。C を示し， 春の融雪期には

3
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河水の勢に押されて 底まで河水で充たされる o

・石狩古川の底棲生物は ユス リカ幼虫が優占するが 何れも好 城性 (hEilophilous) のものば

かりで例へぼ Chironomu ， Karinariiu， ， Ch. PtumosuS 等が葮見され排水口 附近でほゴカイ (Ne ，eぬ

Jap。山c") が分布し 奥部では同じく 多毛環虫類CD @NOtomn@ytusが得られる。 元来高城を好む

N0 めm" 血侶 が奥部の淡水によつて 占められる 匝域の河底から採集されるのは 底泥中に高 城水

 が残留して ゐるためと思ぼれるが 垂實底歴 水の腫分 3840mg/ICIの場所で底泥含有水の 鱒分

5700mg/@ 測られたところがあ り 底泥含有水の 歴分はその道上の 底暦水の鹿分より非常に 高

 い享が判る 。 そしてこの 底泥含有水の 箆分は往時の侵入海水から 由来したものであ るから年と

共に薄くなり 石狩古川 ぼ年々淡水化されて 行きつ人あ るものと考 へ られる。

石狩古川の プフ ンクトンは豊富で 動物性プランクトンは 愉虫類最も著しく K 。rat 。Iわ COGh-

1四，@，， K ・ q叩d，a切， IbIY" ，thM MgL ， FHInta IODg ぬet" ， L ，acHouM 。 MyC;fLru ，， "

B ・ anguM た，SyncMe ぬ叩 p ・ 其他 を産L ， T 殻類では Lwyt6m 。m aぽ;山8， MeS 山YCI ・ OP8

leucharti, Sinocalanus 忙nelluB, Lep めdora Idndtii, Diaphanosomii brachyurum, Neomysis

Iuterm 由ia 等が分布する。  

石狩古川 'では現在 フ ，カザギの漁獲が盛に行はれる。 本棚に於ける ヮ カサギの生殖時期ほ 5-6

片で(@月に卿化した幼魚は 8 月十 (@3 ・ 5-4 ，OC)M)@なり秋には 7-9cTn ，翌年1-2 月には 9-10.5cm と
 

なつて木下網でとられる 0 二才魚は u ・ 5-12.5cm 位でその後は 殆ど体長が仲びない。 プ カサギ

 、 が御料は動物性 プフンクトンだけで 植物性プランクトンぼ 全く構取されない。 阿塞湖では

Daphu 向， BOsmi 。a 等と共に藍藻類の NOstoc camneuin が多 亙に癬取されてゐるから フガサギ

の餌料 は環境によつては 必すしも動物性観料に 限らないと考 へ られる。 石狩古川では 卿化後 I

ケ月位の体長 2・ 5cm 以下のワカサギは B;rachionus 汎gularis (輪虫類 )， 榛脚類の niiuplius 幼生

及 Eurytemora 洲血 (M榛脚類) を擁取し体長 2・ 5。m になると 圭に Eury 忙 mw 田を構 り ，体長

3-4cm を越すと E 、町比inora のみを構る様になる。 ニオ魚十体長8C.m 以下の時代には 圭に

Eury 佗morn,Lep 畑。朗 kInd 出， MesocyclopS l叩cka市 等を癬食し，体長80m を越したものは 痂

泳索餌庵 が深くなる 開係で下 罹に分布する NeomysiS intermedia を多量に撰る犠 に方る。佃本

棚のワカサギには 降梅性のものと 終生古川に止まるものとあ り，前者士生殖時期に 絶食する様

になるが後者は 生殖時期にも 雌雄共平生と憂りなく 索餌L，てゐる。

閥 係 文 献

朝比奈英二，1942・汽水域の 底泥 申に残留する 海水とそれが 底棲動物に及ぼす 影響・生態 畢研

究， 8, 221-2S2.

福島入 堆， 1942 ， 石狩河口の観測・ 日本海洋堅酋誌 ， ]， (I/2 ： ， 57-73.

TOmita, M., 1942. Verhaltuisse zwischen Emahrung von Fi&chen und Plankton. 1. Hypomesns

Olid@s (PaIIas) ・ (北大農 吊部卒業論文，未稜表 )・

朝比奈英二，，I943 ・ 石狩古川とその 底使動物・陸水離， ]2, (4) ， t54-163.

(14) 雨龍貯水池 (笛幻固 )

雨龍川の上流 巾龍郡幌刀n内村の北大演習林地 辰内K 匙 られた廣大な人匙糊で鎖 道を扶んで

分たれる大小二つの 貯水他から成り深川 騨から分岐する 深名線朱 靭内騨で下車すれば 2km 余で

刃
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第2l 固 雨龍貯示地 (元田より)第―貯水池朱鞠内 堰堤に達する。 そ

の堰堤ば基盤からの 高さ仏m に及び

 昭和 ]3乍4月着工4ケ年の歳月を 脛て

同17年完成し同 18年末に貯 水他は備

水した。 注入河川の主なるものは 北  

方の枝屑 に入る ド 戸川，フトカマべ  

ツ川，モシリウシナイ 川等で貯水は

南四隅の取入口から 随道で 6・ 8km を

隔てた風 蓮接電所に導かれてゐる 。

第―貯水池ぼ備 水時海抜 240m ，・面積

23.73km 。 に及び河谷に 入り込んだ 無

数の枝渇が錯綜L 輪廓頗る複確であ  

る 。 深度は楠水時大部分 IOm 以内で

あるが元の川筋にあ たる中央 部ぼ20
m 位あ り第―堰堤附近で最深部 81m

      iKm

徐を有する。 貯水池申には伐り残さ  れた樹木が枯れたま・L 林立し特異な   
景観を呈してゐる。 例年H 月下旬に

は結氷 じ始め冬季 間は氷蓋上の研雪頗る多量であ る。

 水色ほ褐色を呈 f□ 透明度低く 僅に 2・ 5m しかない。第―堰堤沖に於ける 観測結果は第 14表

 の如 くで水温傾斜ほ 2-8m  に著しく全 歴酸性を呈し，酸素ほ表面で飽和 度仏仏 2山に下れぽ梢

表I
4

第 第
十
貯
水
池

九
日
観
測

)
所

6

幸
也R

磯

L

  
耗甚 [， く 20m 以深 Ice/I 以下となる。 斯くの 如く

褐色の水で酸素が 苦 l, く 消耗L，てゐるのば腐植質

の影響でこの地方低泥炭 暦ょ D成り腐植質が 河川 
深さCm)  水温QC))  pH  酸素(cc@0

で貯水池内に汗入されてゐる 。 殊にド nW はをの 
名の々n く 濃褐色の水が 流れてゐる 。

 1.67 23,    
プランクトンは 甲穀類が多く CyCIoFS 8tre- 1.80 22.    

l． 57 18.,.t0 
miuy, Mesocyclops hyaliaus, Meaocyclopa leuc-

 .34   (.48 
karti, Limnoncaea genuina, BOsmfnit longiroBtris,

l・ 柘  !.77 
BOsminopsi も@ deitersi 等か採集され，その 中著し     '.20l0

いのは BOsmina と BOsminopsis で後者は特に .O2 6． 叫 
2m上以湊に多い。 愉虫類は 4種を産 L  仏pl凹ch ， ， a   20

pnononta が多 丘であ る o 楠物性プランクトン ぼ '.43  ;.4725

VOlv 山 @muren ， ， P"ndorina momm その他5伍を産 '.276.2 1.3930

 
する。

魚類ほイトョ，ウグイ，フナ，アメマス，コイ， ワカサギが居りズヂェビも 棲息してゐる 。

ワカサギ ほ昭牙n18@L19午及24牛に綱立湖から移殖され 貯水油内でも昭和 23年から採 卵鵬化が行

ほれてゐる 。 又コイは昭和18-19年に移入されたものであ る。佃この附 近で 繊魚が採集 ミれ

るo
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開  係 文 献

元田茂，北海通雨龍貯水池の豫察調査‥陸水離， (ED刷中) 

 づ巷 l 號 (195CO)

(I5) 大雪山の湖沼  

 大雪山には 澤山のり、さい湖沼があ るが成因からみると 火山活動によつて 生じた火山湖沼 群

と高暦撫原中 ヰ在る泥炭池沼 群 とに大別される。 火山湖沼群には 主として 旭岳の四方斜面の 火

口湖群， 熊ケ岳 火口湖，高根ケ原湖沼群及び トムラウシ口湖沼群等があ り， 旭岳火口湖群 中の

姿見地ぼ旭岳噴気孔直下海抜 1630m の高所にあ る長さ50mI， 幅57mの卯固形の火口湖で 最深4・ 5

m ， 底質ほ 白色 /火山砂混なので 水は乳自色を帯びた 青妬色であ る。9月上句に表面 17。C ， 底辰

4 ・ 5m で14・ 4。C を示し躍暦ほ Im 以浅 にある。水質 ぽ硫酸監 を多且に溶存し強度の 酸性で pH4 ・ 5  

七 示す。 トム ラウシ山の火山湖沼 群低海抜1700m 以上の台地に 期在し大部分のものほ 火山噴 M，

物たる岩石の 堰止によつて生じたもので 標高 2050m にあるトムフ ウシ沼は最深部 8・ 6m を有し

8月上旬表面 18 ・ 4。 C ， 3m 歴で17・ 7。 C で躍暦は認められない。 瓢箪 沼は群中最大の 沼で標高 1760

m にあ り主制の二湖盆があって主湖盆 は長さ約400m ， 幅MOm ，最深部5・ 7m ， 副糊盆ぼ約 U3 の

大さで最深部 I・ 5m である。水温躍居は認められす 氷雪の側水が湛人られたものであ る 閥係で

幣存物質は微量で 水は飽くま 丁清らかで pB ぼ5・ 7□5・ 9 を示す。之等の湖沼には 魚類ほ棲息せ

 すエゾ アカガヘル とェゾ カスミサン セウウオの幼生がみられるだけであ る。

プランクトン ほ甲殻類の AcRnthMhptomu8 PmaMCeM ぬ， D ぬ巾 nM IOng 比ptn& ， St，ebL-  

ceNuH S汀，@G:Lud爪uS ， CLydomSSpI 朋H 。屹，輪虫類め POIy" れb。at ，IgI" ， P低SOm& bw ・ Gat ・，m 外

5椀及び Dif伍晦4 が検出されこ 等の中で甲殻類が 大部分を占め 殊に瓢箪沼のす n垂は殆ど亦紅

色の 如itnth山iaptomus のみの組成を 示 l，てゐる。 但し姿見池のプランクトンは 輪虫類の方が

む L，ろ優勢であ る。要するに 之等の火山湖沼 ほ典型的な 貧柴蚕棚陥に凄するもので 而も旭岳火

口湖群ぼ酸柴蓑 湖と云ひ得るものであ る。

女に潅木 帯と森林帯との境界附近及び森林 帝中には水蘇漁原が稜達しそヮがP に無敗の泥炭

池沼が散在 t，ている。元米泥炭 皆は不溶透性が強いので 之等の泥炭 地撫原が傾斜面に 稜達せる

場合には沼が 丁度比の様に 階段状に配列し 所調段階 性泥炭地沿 (，佗p 比g lakes )・ を形成して

 ゆる。泥炭地沼の代表的な 群は永山岳の西方標高 I300-1 叩Om の綬傾斜に散在する 沼の平泥炭

池沼群と沼の原山西北方の 大漁原中に在 る沿の煉泥炭地沿群でその外にも 羽衣の濡直上森林中

にある 瓢沼 (標高980m) とトムラウシ 山の四北斜面標高 1680-1730m の泥炭地撫原に鮎在す

る沼群があ る。

沼の平泥炭池沼 群は北の沼群 (標高化8山D ，中の沼群 (標高1400m) ，南の沼群 (標高 1550

血)・ ピウケすイ澤 の南側の 沼群 (標高1580m)，及び大沼等を包含 し之等の中大 沼は最も大き
くて隼さ300m の長卵固形糊盆 を有t，水深はI。 5四位。 他の沼は 長さ100m を越えない大さで 深度"

は北の沿群ではI・8m ，他はI・ 5m 前後であ る。大沼は湖盆の―部に水 蘇撫地が侵入して ゐるが周

園ほ丘陵を以て取固まれ 排水口なく 底は砂磯を以て後われてゐるので 他の沼 と成因を異にし 大 -

口湖であ ると思はれる。 他の沼群 も普通の低地の 泥炎地沼 の如く浮棚縁 部が形成されてゐない

から成因もそれと 異なり渥原が氷雪によりて 侵蝕されて出来たものだろうと 思はれる。 z 等の

冤
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沿の水は概 [-て無色透切 F あるが稀には僅かに淡黄色を 呈してゐる場合もあ る o 溶存物質は少

な二酸無機鹿雫ほ類に比較すれ飽和状態にあぽ梢 る々。多量に溶解してゐるたねに，有機物質は割合に少ないが水質過マンガンほ不調和性を現ほし酸ヵ H消費量極度の軟水で10.7mg/lで緩

衝作用弱く pH4・ 6-6 ・ 0ほどのかなりの 酸性を示 L，てゐる。

ブランクトンは 乏しいがその 中で著しいものとしては 甲殻類の A咄ntboaLptomus Wm 卜

nacensis 及 Chydorus sphaencus で又 POlyphemus p咄cuTus, AIOna g@tぬta も各沼で普通に  

見られる。 AIOnH RfnuI 。 ， DapHnL ゅngkpIn れ hyaIiua ， S血刃山CrCM Se ，r;Cau也tuS ， OphryozuS

g，"cili， ほ稀に出現し中の 沼群 では Cv 。I。ps ，p， が稀 に採集される。 輪虫類は劣勢で 少敏の

Keratellii cochlcaris, MOnostyla Junaris, Lecanae lune, L. depressa, L. pycina, Ploesoma

血ncatum, POlyarthra trigla が検出される。 原生動物 低節足動物に次ぐ 優勢鮮でその 中で尽

DtmIIg ね g用meD が最も多い。 鞭毛虫類では P小 dInIum wHIeI (南の沼群 )， P ・ voIZI (北の

沼群)。 Dmuob ，:，。n di"。T@ 切， (中の沼群 '， D ， 8。，tularia C北の沼群，南の沼群) が採集される。

珪藻，藍藻は至って少なく 維淡ほ 5極ほかり検 M， き "れる。 通例 富柴蚕化又ほ 悪莱養化 I，た泥炭

地沼では Ac 切tihodiaptoinus ほ現はれす父二般に輪虫類が 優勢なものであ るが沼の平沼群で

 は輪虫類が甲殻類よりも 劣勢であ る。珪藻類の少ないのは 珪酸鹿の少量 CO，@二1.1mg/I) なた

めに繁殖が抑制されたものと 思はれ又石次のタ乏によつて貝類の 生育が阻害され 貝類は―フも

見付からない。 以上の如き水質並に坐物の佳産力からみると 本沼群も亦典型的な 貧栄養型泥炭
地咋 と認められる。 沼の平沼群から 水ダ二類の HOn& 叩，"LI 皿no血MeSSp ・，ぬ。。。血， daMe-

tsuensis,Acercus scau山S の4極が稜見され Arrcnunia の宿王はエゾ ルリーイト トンボ及オホル

リポシヤンマであ る専が知られた。 向沼底にはトンボ 及ホ ソバ十 ビケラ (MOlanna) の幼虫が

多数棲息して ゐ．る (今村泰二氏 )。

瓢沼は他川群 より標高が低いので 深さ約 Im の衡殖泥より成る沼底にほ ―面に川苔が繁茂

f，ヒツジグサ，ミヅヒ 午モ等 もみられ， 邪の同園 仁はミヅヵ シワが繁つてゐる。 沼水は pH5 ・ 5

でプランクトン ほ量は少なく甲殻類が 主であ るが鞭毛虫類の Peridimhm wIllet も著しい。水

ダ = の A<@,erc,ua sccauru ナ a が稜見される o

トムラウシ山泥炭地沿群 は深さ 30cm 以内で底質 は砂質より成る d 水は pH ．5.65-5  叩でプ

ランクトンは 動物性ばか ヵ で植物性プランクトン ほ全人探集されない。

閥 係 文 献

大町桂月，1921 ・ 府雲狭 より大雪山へ・口河野常吉編 ， (1926) ・大雪山及石狩川上流探検問 酸史 ， 
131頁，旭川，49-77頁，(62頁参照)コ・

小泉秀雄，1926 ・ 大雪山登山法及登山案内・ 390頁，旭川 

Uen0, M., 1933. The fresh-water Branchiopoda 0f Japan. 11. Oladocera of HOkkaid0. Mem  

 COl1. Sci. Kyoto Imp. Univ., B, 8, (3', 301-324  

大飼哲夫，1935 ・ 大雪山概観・ 生物地理 畢曾報 ， I， (I) ， 1-13  

羽田良禾， 1938 ・ 泥歩地 池沼の生物・堅協報 ， 13 ， (4) ， 4M ―435 ，

 % 田良禾， 1989・大雪山沿の 平泥抜地沼 群の水質と生物・ 生態里研究，5， (4) ， 267-276  

羽田良禾， 1941 ・北海道中央高地の 湖沼・北大新聞，昭和 16年7月 20日   

今村泰二 ， 1949・大雪山に産する ミズダ=  の―極 ACercuaの生活兜・日本動物里曾北海道支部

 第2回大禽講演要旨，4頁 
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(ュ 6) 豊似湖)@ヨー― (馬蹄湖) (第卯 ， 23圓

日高山賑中の唯十の湖沼で豊 似嶽の北東 3・ 5km 上の距離

にあ り海岸から 3・ 5km ほかり隔つてゐる。 湖面の海抜 約

300m で湖の成因 ほ山崩による 堰止であ ると考えられる。

湖面は 度脛 300m 位で最深部 18・ 55m を測 り ， 期著な流入河

川な : 湖水ほ伏水となつて地下に 流出@，透か下方で泉水と

なつて湧出する。 9月の観測 (第15表) によれほ湖水ぽ緑

青色を呈し水色 5-6 號に常 り 透明度は 5・ 5ni で比較的小さ

い。水温 ほ 6m は蔑で 傾度が大きく 申庵に特に水温 耀居と

偲むべき虚が見られない。 浅庵で傾度の大きいのは 湖が深

い谷問にあ つて風波の 擾動作用の少ないことによるもので

あらう。又底底に於ける急激な 温度の低下はその 部の化車

成居に起因するものと 考へ られる。酸素ほ10-13m の問で

 氏木楠羽
田

2丁刀
）

u

測
昭
観

て似
糊

汝
一
早

表I
5

第

 深さ(nDl 水温(。C)

l9.30 

   i.75

u ．凹 
8.70  l0  

l3 " 7．仙  

?.20   

7.00l6.5

 . p11
6.85

7.26

6.70

6.00

5.65

5.70

5.85

 
l酸素L。けD 

6． 82

8． 37

8． 95

8． 22

l． 38

0． 3l

0．07 
急激に減少しここに 明らかに水質からみた 轡水暦の

 某22日 笠似湖の位徒 
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第23固豊似湖 6初日，楠木氏より，
等深線加午)

 

 
存在が認められ I8m では完全に無酸素となつて ゐ l 

 

る。完全な血 恥歴に下ると pH の僅かの逆鱒が認められる。 溶存化卑 物質は極めて 少量でその

中 繊ほ15m 以深で怠傲 に増加し 18m に @K・ ては24tom@/m' を含んで ゐる。之は Fe@' づFe ルの堕化

によつて湖底より 亜炭酸 穐 として再ぴ溶榊 したものと考 へ られる。燐酸癬も18m で急増して ゐ

るが溶存量の絶封値 22mK/ ・m3P 。 ほ小さい。 燐酸の底暦に於ける増加は 上庵 より沈下する 生

物体の分解の 外に繊の溶解と共に 吸着されてゐ た燐酸が再び水中に 溶げ出じた事によると 考え

られる。

植物性プランクトンは 貧弱で珪藻類は至つて 少ないが鞭毛虫類 ほ4種検出され， Ceぬttum

bIrundMeHa と I， eHd@ntum wmeI が比較的多く 殊に深歴で増加 チる。 動物性プランクトンは

甲殻類と輪虫類より 成り前者の方が 優勢で Ac&ntbodt 叩tomuS ・y&man&Ge 皿L ぼ本棚の代表種

をなし大に重要なの ほ D&phn ね IOngL 市a I皿如SpIn& である。輪虫類は 丸叫抑ch・Ia F;Odo0t& ，

 8
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Kera 血Ia quadrata forma b，e。I，pina, POlyarthra trigla, COnochiluS u血 。O，MIS 外2種を産 す、

る 。 本棚 ほ湖岸が岩石より 成づてゐるに拘らすプランクトンの 水平分布は湖岸部と 沖部に著し

く相違 Aeanthod;aptomus 等は湖岸部に 比べ沖部にば%0 倍程の密度で 分布してゐる。

以上の加 く本棚は荷貧栄養糊に矯するけれども 溶年物質ほ朋 らかに成届し湖底では酸素が

消失し 梢々富柴養 化してゐる 桟に認められる。 ―般に山問の 湖沼でも機滴の低いものは 富栄養

化の傾向が示される。

開 係 文 献

羽由良禾， 楠木義明。1938 ・ 豊似糊 の水質と生物・陸水難，8， (2),53-fi7  

(17・) 十勝海岸 湖 (湧洞沼 其の他 ) (第叫 ， " 25圓)

第24国 十勝海岸湖 

 十勝平野の海岸線に 沿ふて十勝 川河口より西南に 向ふ
  ウプ    ユウ    人 @ナ マナイ

事20km の問に順次長節 沼， 湧洞沼 ，生アE苗沼， 示 p カ ヤン

沿，と呼ぼれる4個の沿が散在しその 中長節;・ 湧洞，生花苗

の 8沼は何れも河口部に 於げる砂州の 稜達によぢセ生，た

海跡湖で皆甚だ 浅く且最深鮎は海への糊口部に 接して存在

し，糊口は平時閉塞するが 増水期には開 n するものであ

る 。 その開口は春季 及秋季の増水期に 起 り夫才敗回つつ開

口閉塞が繰返される。  糊口の生する 位置は大体―定し ，開

口 後数日 乃至W0敗日で糊口は 再び砂州で 閉 されるのが例で

ある O

第25日 湧洞沼C高安，近藤氏より)

! N
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湧洞沼ほ 大津市街

より約 IGkm の地にあ

い悔との問は幅36-55

m の砂付卜 隔てられ 増

水期には西南 擾で白然

に破れて糊口が 形成さ

れ海と通するが 糊口閉

塞時でも荒天のときほ

亘浪が砂丘を越えて 沼

申に奔流し来る。 湖・盆

は湖口に按する下部 湖

盆と之 につ V く申部湖

盆 ， 湧洞川の流入する

上部湖盆(D8 部に分け

られ而積夫 々 0・ 09km 。，

1.38wm 。. 2.IOkm2 で合

3
9
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計互57km 。に友ぶ。 最深部は糊口剛近で 昭和7年にほ 4・ 3m を測つたがその 後沈積が進み 昭和16

年には 3・ 5m となつた。 その他の部分も ―般に 0.5m位以前より浅くなり --H."ド部湖盆西側に以前

存在した潜入部 ほ現在分離して 沼澤地となるてゐる。 底質ほ下部湖盆は純砂質で申部及上部湖

盆は泥質にとみ 又沈澱物は下部湖盆では木部分微賎 梓骸泥より成り他は 珪淡 Meloairaの潰骸

を多量に含む 珪藻骸泥・であ る。結氷期は例年 t2月より翌年 3月までの問で 魚る。

水色は褐色で 透明度も 2m 以下を示す。 梅岸 湖の通性として 水深ほ小舟れども 監分の 成歴

 は形成され易 く 夏季湖 日閉塞時に S湖盆を従 断的に観測すると 第26圃の桟な結果が得られる。

この岡で等械線が北方を下
第26日 夏季湧洞沼の 監分分布新面(Cl g/l) (高安，近藤氏より)  

にして傾斜してゐるのは 北

測上部糊盆に最大流入 川た，川 6

る湧洞川が注入してゐる た 
 

2"" ""- □□ --
 めであ る。又下部湖盆の最

  斗二'""""'"'"'  

 
． 深難に於ける酸素の 垂直分

 布は第16表のすn くて4m では湖底に堆積する 有機物の分解によ D・酸素が消費され極めて微車に

なつてゐる 。・併し糊口が― 且開かれて 沼水が海と通すると 水はよく混合され 底居まで完全に通

東 t，糊口開口後H 日を脛た昭和16年9H20 日の観測でほ 3・ 4山居で 4・ 72cc/l の酸素が含まれてね

る 。 冬季結氷下では 酸素ぼ滑耗される―方であ るから非常に 少くなり昭和 t3年 2月の観測では

第16表湧洞沼 (昭7・ 8 ぱ ―安卜 上部湖盆氷蓋 下2.6mの深さで0.27ce/lしか含まれてゐなか
つた。 pH ば汽水の常として 甚だ高いがた P 注入川の河口  五十嵐，近藤氏観測 )

深さ Cm)    取棄てcc/1)  部では注入される度の事が多い 。 要するた水質よりみると腐植質のため 微酸性を呈し圭 は本沼pH7・0-6ほ甚だ富山程

 楽蓑化した中 械性汽水湖で腐植質の注入 ほ相常多量であ る
 5．叫 

4．刃
が充分な溶 存盤の存在により 湖水を腐植栄養化させる 迄に

  
 ほ至つてゐないと 言へ る。

  

3． 32 
底捷動物は20数種を算へ貝類が最も著しく 多毛環虫類 ).67 

- と 甲殻類が 之に次ぐが 遥に劣勢であ る。下部湖盆湖底にほ

所調貝殻帯が 稜達して 居 り全湖底平均すると 底棲動物の分布密度は・I平方米中 4328個体，重量

t35.2互て眈殻重量では 40 ，6瓦) に達し本邦 糊沼中第 ―流の密度を 示しこの中貝類が 大部分で他

動物め重量ほ3% 内外にすぎない。 貝類は?極あるが最も著L いのほ CLgnM L血 IeuSぬ とい

ふ小巻貝で之 に次ぐ優占種 ぼ MaComa LNtiCa (シラトリガイの 類) で叉 ヤマトシジミ ぴOr-

 bicula japonica) も 35 ・ 8% を占める。 多毛環虫類ではで ヵィ CNe ，eね japonica) が優占種とな

り 荷未知のものと 思はれる 士。te，OmaStuSSp ・が採れ， 荷更に本邦最初の 記録であ る Gけ。hde

nordroanni が稜見された。 甲殻類ではカムチヤツカ 以南でほ最初の 記録となる Lamprops

kraaheninaiIcovi が稜見されたが 之は恐らく湖外まりの外来者であ ろう。 以上の様に本沼 ほ底

棲生物の性状よりして  MOllusca-Nereis型の COrbicula-Mauoma亜型に厨すると考 へられる。

．プランクトンは携脚類の SL 側レnuS tene1@u8 ， Li 皿no"CHea gm"ID& や枝角類の MS 血n&

Im叫，08tHB， C吋do，uS SpbaeH。丸刈ma ，曲MgLM 等を産し輪虫類でぼ 血，咋ぜa 。OcM田HS，
 山叫ma ・ @una ， ASp["nChna pFodonta 等が出現し， 植物性プラシ ク + シでぼ双鞭毛虫類の

Cer 甜 um b仕 "nd 出eI@" ， 線藻類の E叫O。桁" eIog 切S， ActInaStmm h。。tZS 。hH ・ 珪藻類の

Melo 由ra variaus, 0yn 血a pulchella 等を産するで

初
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棲息魚類 ほ19種記録され最も 主要なの ぼウグイでワカサギが 之肛次ぐ。往時はウナギ ・が多

欺棲庖、 してゐ たが現在殆ど 見られなくなった。

生花苗沿 は面積 I・ 97kln 。 を有し外水路部と主 糊盆 に分れ， 外水路部は海への開口部肛 8， 6m

の最深部があ り 底質 は砂に細礫を混する。主湖盆ぼ Oあ ・―0.7m位の深さで 泥質 より成り粗残津
を含む次褐色の腐植 骸泥 (Dy-Gytt柚) が沈澱してゐる。 主湖盆と外水路部とは 3本の短小水路

 
で連絡されてゐる。 沼水 は多量の腐植質を 含むため裾色を呈し水は 酸性の R6 ・ 7-6 ， 8) を呈L

殊に低曝原に 園まれた主棚盆 は最も腐植 柴養化が進んで ゐる。 絨度 は外水路部はL 般に尚城で

あるがその北牛部ほ 水底近くまで 淡水で充たされ 又主湖盆 は低械化してゐるがた ビ 英部で40―

1eomg/iを含んでゐるのほ 皆て侵入,L た尚蛾水の泥土中よりの 回蹄が典 つてゐるのでぼなから

うかと考えられる。 底櫻助物低高 蛾な外水路部は ヤマトシジミ とゴヵイで代表され ， 低蛾な主

糊盆では，ユス、 りカ 幼虫と賀毛類の L@mnodo 山卜 が優占する。 底棲動物の生産量が 湧洞沼 より

劣るのほ水が低減なため 腐植柴養化の程度が進んでいるためであ らう。向生花苗沼の北方上流  

には  キモン沼と網する腐植沼があ り革菜の産地として 知られてゐる o

長節沼は面積I・ 07km2 ， 技深部 2m で湖底は I・ 2m ， 以浅ぼ 黄禍色の砂泥で覆 はれそれ以 深は泥

質となる。 沼水ぼ黄 褐色に濁り， pH 7・ I，酸素7L 。几藍素t441m がI を示してゐる。 底接生物

相ぼ中械度 ，性の汽水型でヤマトシジミ と AMm@nedSep ぬt，ion叶S が多く M&coma ・ MMCa ，

Oine・， Ilakurilc。血 も少くない。 本沼は腐植質の  注入は多いけれども 商械なために生産は 調和

を保つた富 柴養湖 であ る。

ホ p ； ヤン沼ほ面積0・ 58km ，で捷深部8・ 5m位あり，ち月下旬- 氷蓋下で監・ミ 分 88m剖ICI ， 2 。 6m
 
暦で85mg/1 を側る淡水 湖である o

開 係 文 献

田中林蔵 ， t932 ・ 湖湘 調査・ 湧洞沼，化水試何報 ， (t65), 1609 ―ュ 513  

南安三次，近膝賢臓 ， t934 ・ 湖沼調査・第I編・ 湧洞沼 ・ "水産調査 報昔 36 ， 1-2$.

高安三次，1937 ・北海道の湖沼に 就いて・北海道化 里協含命報 ， l2,22-35.

木村鎚郎， LI内滋，西田叉八郎，1938. llg@肛$年度河川湖沼養殖適地調査 (長節船，生花苗沼，

ホロヵヤン沼@・ 北水試 ・ (末稜表 )・

 五十嵐 彦仁， @@Q40 ―ぬ・北海道に於ける 糊招水質の化g，的特性及プランクトン・1-X ェI・ 北水

" 試旬報・ (478 □469) ， 後編，エーR8 ・ "

田申林蔵 ， T942 ・ 湧洞沼，池田キモン沿， 示 p ヵ ヤシ沼， 摩周湖産楠物 目録 水畢離 ， fio， 1-5  

朝比奈英二，ュ 943 レ 十勝侮岸 槻の底棲動物・・ 1-1I ・ 動雑 ， 56, (4 ， 137二154; くり， 2凹―215  

 
・(18) 撚シヵリべツ別 湖 (第27固) '

 

十勝何東郡捷浪村 及川上村に 跨り然 別川支流トオ マべツ川の水源をなす 湖で到達の紹路ぼ

族窒 本線新得 鐸にて拓殖餓迫に乗換え瓜幕騨下車出通約 M41rm にして湖岸に 達するか 又は帯廣

瞬より支耕 に乗換へて糠平騨 下車約 12km の路を経て達する 専が出来る。 本棚は撚別火山群の

諸案に抱かれ 堰止によつて生じたもので 湖岸急傾斜し 市方の最深部 ほ99m の水深を有し 北部 ぼ

82.5m を最深とする。 湖面海抜 797m ，最深部の水準 梅抜 698m に常 り 北海通の大きな 火山湖と

-A¥
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 第27日熱別棚く田中館氏及高安，澤氏より)
してほ最も高地に 存在するも

のであ る。湖の市東 500m に

      ノ *火山末期の 爆稜口に形成され

ノ ミ                      た略々固形のウオツ プ詔なる

―"' ―
 

鴨
小沼あ り 又糊の南端より西方

 
約Ikm を隔て L 固形のポン 沿

考
と栴する小沼あ り同様の成因

によつて生じたものと 招・ はれ

る 。 然別湖は山嵐に 園まれ森

林が直ちに湖岸に 臨んで をり
 

湖面は南北に 長く伸びて B・ 65
  km に及び面積 8・ 44km2 を占め

 

る 。 西側中央 部仕 ポンモシリ

方 る高さ約gm ，長さ約20m ，

 @90-              

 幅約t0血の熔岩 島あ り， 湖岸

は留曲出入多く四岸 敏個所に

温泉を湧出してゐる。 蔽養河

川は10蚊川存在するがその 大

 なるものほ北蓬に流入手 るヤ  

ムワツヵ)@l，ヤンべツ;l@， ポ   l   
ンヤンべツ川の 3;11でこの外

  南東の音更轡に ウオツ プ沼か
ノ @フケ  

3 Km  Q 。 0
らの水が注いで ゐる。 排水 低  

糊の南西端より 出つる トウマ

べツJllによつて行ほれる。 底質は40-BOm の深さでは褐色の 砂及泥 であ るが南部探所では圭に

青， 褐， 黒等に着色せる 粘土よりなつて ゐ孔骸泥は35mは深 に始めてみられる。湖面の結氷は

H 月下旬から 1@2月中旬にかけて 始まり水 蓋の厚さ62cm位に及び 5H20 日すぎに全湖面の 解氷を

みる。

にあ り秋には15-20m に下降する。 膨大せる南方 匠域の申央部で行つた秋季 及冬季の観測結果
水色緑色にして  5-6號に常 り 透明度比較的低く 10-14四位であ る。水温躍屑ほ夏季10-15

は第17表の如 くである。即ち湖底で酸素が梢矢するのみならす PH 慣は逆碑し ， (秋季)， 又水温

は少しく上昇 L 倣離炭酸が著しく 増加して 底部に異常水が 存在する事を 思はせる。 然のみなち

ず湖底水は鍵の含有量多くして 秋季198.95mg/I PQO 。 冬季に t34.35me/I を示 L， 汲上げた直後

は黄褐色を呈するが 口光の直射下に 放置すれ ぽ漸次酸化して 濃赤褐色に 婁色する。 又マンガン

は秋% ・ S6mp@/I Mn ，O" 冬に ?.02mg/I，ソーダは秋 93.98me/Ip.a2o ，冬に40.49 山gyi で上居

水に比べて極めて 多く之等P 事も底居の水は異常の水質を 有すお事を示すもので 恐らく 湖庫の

異常水 ぼ湖底湧水によつて生じ 停滞したものであ ろう上思はれる。 この梼な湖底に於ける 酸素

の梢夫， pH 憤の越碑は昭和12年9月の観測でもやはり 認められたが 恥和IR年8月にはか人 る底 

盾に於げる水温上昇， pH 憤の逆醇，酸素の完全消失等の 現象ほ観測されす異常水の 深部停滞

ほ梢大したものの 様である。 

仏
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第n?表然別湖  (昭5・ 川・ 12及昭6・ 3・ 2f 南安，近藤氏観測 )  
 季I '*-季 私
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種わみ分布するのが 通例であ つて同―の湖にう極が同棲するのは 木湖のプランクトン 相のごつ

の特色であ る。荷阿塞湖でも Daphnin ， I@ongiSpin 山と D ・ loneirddniS が同棲してゐる 。 咀し

欧米の糊では工糊に敏極の Daphma が混在分布する 事ぼ珍しくない。

第29□ 夏季然別糊Daphn-
L IOngi 叩in" の垂直分
布C @立方米中の個体敏)
C初日、富田氏より)

3o 180  ?0 ISO too  7 

水湖には往時より I極の イ フナが棲息して 之をミヤべイワナ

(S@lvelhnus miyab)ei) なる猫立構とする堅者もあ るが樺太。 千

島近海に棲息する 冷水性の オシヨロコ '@? CSa@velirmuSna几加") が河

川の水温上昇のため 梅 との連絡 を斯たれて比較的水温の 低い本棚の

中K@陸けされたものと 考えられる。 本種ば秋の産卵期にぼ ヤンべツ

川等に遡河し産卵後も梅に下る事なく 湖中に止つてなる 。 夏から秋

にかけて釣獲され結氷中にも 氷蓋に孔 をあけて釣 られる。夏季の本R

種の主要 餌料ぼ D 叩hnia longispina で SOapholoberis, Plyph 。ー

匁

 
山u8,Bos 皿ina 等は殆ど撫良されない。 之低多分オシヨ p コマが

 
10。c 前後の m-15m 暦を雄倣 しそこに多量に 存在ナる Daphnia

を餌 とするからであ らう (第29岡)0如

其の外本湖には昭和 6年に米國から ヵ ハマス (SRIveunus 血nH-lo チ

 

nalis)が移殖され 又= ジマス (S 九Mo ind酊s)， も移殖極 として棲息してゐる 。 其の他の動物

としてはて ゾ カスミサン セウウオ， ザリガ二が 棲石几，ザリガ= の休喪や鰍 室内にほとルミ、

ズ類のザびガ = ミミズが吸着してゐる o 其等のザリガ = ミミズほ S忙 Phomodr1luS fnukRh ，

 St ・ Pzo 山818 ， St ・ nwpon ね肝， St ・ ucMH 心の 4干亜が卑見される O 、淡水海綿 ほ Ephydata 几 mu

HeH 及び Sponwua Sh低RrIbenSたが分布し，後者は本棚から始めて 採集され離として 稜

表されたものであ る。

本棚南衷に所在するウオッ プ侶は標高然別糊より 5mn程高位に卒つて 然別棚に向つて水を

流してゐる 。 沼は略々 三角形をなし 径約300m ，深さ2山位で沿中葦が 繁茂し 沼澤 となつてえ，み。

沼庫咋押 物性の偽梢物堆積し水色は 赤褐色，pH 憤小にして硅酸，燐酸等も 少量であ るがプラン

クトンはかなり 多ぃ。 然別湖の南酉にあ るポン沼ほ標高佃高く悔抜約 fi70rに位し輪廓ほ殆ど

固形で径約 2fi0皿，沼内東部に径7m ，高さI ・ 如桂の I岩島 あ り， 岸ば絶 壁に固まれ南方開いて 沿

澤地をな f-てゐる 。深さ5皿で水は殆ど無色透明，。pH6 ・ 3，可溶性有機物は梢人多いが硅酸著しく・

少量-e1.69mK/l Sio ，程度であ る o プフ ンクトン多く 又エゾカスミサン セゆウオが棲眉、するo
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(19) 阿 塞湖 (第30, 3工固)

阿寒糊 は廣大なる阿寒大火口盆地の 中に於て 第幻日 釧路阿寒地方の棚溜分布．
パンケ湖，ぺンケ湖と共に ―系の水施にて連絡 さ  

れてゐる 糊で沈降及堰止の雨作用をうけて 生成し

たものと考 へ られる。附近ほ猶火山活動の 捺韻迄

止め湖畔部落には 温泉が湧出しその 近くのボッケ

と栴する場所では 硫気が噴出してゐるで 湖面は海

抜4t9m にあ り 輪廊ほ 不整三侍形之 呈し4個の岩島-

を配して水面の 面積12.@3km 。 を占める。 M亡人河川

庇 8本あ るが主要なのは パ ンケ痂より流れ来る イ

べシべツ 川である。排水は東南端に 於げる阿寒 川

で行はれその 附近ほ堰 上作用をなせる 熔岩流の 末

端部が表面突起して 数多の小島を 露出してゐる 。

湖底 ほ黒色泥土に覆はれ 最深部 ほ 35 ・ 6山上ー記録さ

れてゐたが昭和 IQ年にほ舐3m の箇所が 渡見され

だ。例年12 月日 21日より29H 頃までに全湖面氷結 じ

山月下旬からf月初句の間に 解氷し始め 5刀皿口前。

後には全湖面氷がなくなる。 氷蓋の厚さ最大 2ュ皿

位になる。

水色は夏 及秋ぼ淡 黄色を呈し 6-H 號に相常し透明度割合に 低く夏 8-9m ，秋6-7m であ

る。湖岸は酉方が 開けてゐるので 風をうけ 易く湖水の擾動作用は パ ンケ湖，ぺンケ湖等 より遥

峰大きく従つ 、C水の成暦は著しくないがそれでも  湖底 で酸素倖秦面の牛分程になつて 居り (第

18表)，水湖がかねり富柴蓑化してゐる事が 窺ほれめ 。 佃本棚の南東支赴の部は上述の 如 ( 熔岩堆

甘
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第引目 阿塞諸湖C田中館氏; 高空・五十嵐・潔氏; 高安，近藤氏等より)

があつて之によつて圭糊盆と隔てられた 二つの副糊盆が形成されて 居り共に10m 程の深さを有

・し 互の問は水深2―加の鞍部で境 されてゐる。 主湖盆に於 て水温躍居が工加以深にみ玉れるの

 に別湖盆では7―ュ0m に存在し南寄りの副糊盆 CA。) では酸素が底 暦9・ 5田で殆ど消失してゐる

(第t8表)。 北寄りの副湖盆 (A ， ) でほかL る微成居ほみられない。 副湖盆ほ 森林によ・り 風の

擾動作用は妨げられてゐるが 北副湖盆は主湖盆よりの強い流をうけて 擬観され南副湖盆 は北副

湖盆を通過した水をうけてゐるので 上記の塘方微成脊 が南副湖盆だけに稜達するのであ ら ヴ。

かくの如き―つの湖の中に 敗個の湖盆があ り夫人成庵を異にしてゐる 専を submerged depr申

8aionindividu川収と禰し 北欧及北米の北部中央平原の 湖沼では多くの 例が報告されてゐる 。
底接生物としては 深所に フサ

 第ェ S表 阿塞湖 (昭10.9.l―5・吉村氏観測)
 

息するが本棚 叩様に酸素が完全に酸 素6CC/I)

消失しないのにとの 種が出現する 
のは異例であ る。又全湖底にマメ  

 温 度 (。0フ 
0 18.8 19.4 19.5 6.5J

シジミ (Pisidiu皿 ay.) が分布す >.63l7.7 6.5@ ・ ―  
るが―般に本邦 諸湖の．PMdIm 二-l6.76.65 l卜  
ほ北米の Pi 山 chtu山と異なけ常に   

  l7.5 、 ・―  

 ',.68  1.00 酸素の欠乏に 耐へない 狭酸素性     

 いぬno0Iybiont: で CHaoLoHLl0 ,17.6 10.5 12.1  6.O6 (10.5m) 0.20

(9.5m)t2 15.2 (10.5m) (9.5m) 5.25
糊には普通出現しないものであ

 -.t9 " l5 "・ l2.5

- る。更に本湖底には 北方要素と認 36 9.8

められてゐる ミ デンマ メタ= シ

柘
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(VaI"ab ぬ p こ。CIn 山ト FponIC ぬ ， v ・ G，I，比t，・bokk ぬdmnSIS) を産する車も 特記すべぎで 底

棲動物相から 云・ ふならぽ本棚ほどめ類型にも 廃さない例外 湖であ る。

 プランクトては 動植共に豊富で 珪藻類，緑藻類を 多量に産し 枝角類， 榛脚類も多く双鞭毛

虫類の Oeratium hirundinella ， も頗る多い。有鐘繊毛虫類では Tinttn 山diui" fluviatile d冬
 

季)， Tintinnops 卜 crater ぬ ， T ・ crater@i var@ ・ Mva 等を産する。 プランクトン 生態 申 興味あ

る事は支妨湖で著しい 書夜垂直移動を示す A 。anthodiapto 皿us ya 砒十。肛。nBiB が本棚では 晴

天の日中にも 多量に表盾に 止つてゐる車で 本極の習性が 湖水によつて 甚だ相連する事が 示され

る o 向水湖の 深居から D ね pH ぬR IOn6tLQmI 分 (二 D&pHnIR GrISbH
第32L 呵寒洲産D"phnL   

ビnざぼ品 iLぱ;X東;(A) IODg卜e山;S)(第32闘B，第33周 ) と Lydigね acanthoceNoN% 
が稜 見される事 ほ特記すべき専であ つて D叩hnM IOng;re 皿IS(上野氏より≦

は典型的な冷水種であ るが本湖に出現す ・るものは所 謂

"primItiva" 型で頭部 低伸長せず 又長い殻 刺を有する。 又本棚の

D ・ .Daphma longiBpina も頭部が固くて 短い殻 刺を有する
A

 
"primTittva" 型@t@ Dapbnialon@e@@ispIna yeaoensi ， (第.32固A ， 第

 紹囹られてゐる。) の名が興えその                                                                         

十日 イ十枚Lo 支十 ):主乃 (ヤフ 分布は全居に 及ぶ
l0 l2 l+t l6 @8 0 l0 。 ユ的 ユ山 。 L

が大多数は表 水暦
  中に棲息する。 在来諸糊に於て DapHnね

longispmna の短頭型のものは 上下の分布 範
   園が唐く，尖頭型のものは成居せる湖水中に  於て限られた分布をなすと 云ほれて ゐる。  

 
本棚の北部 撰流の流人する 附近の湖底 ぼ，-

有名な毬藻，7@モ (Oladopliora (Aeg"g ，opira) 叩uteri) の生育場であ る。 然 るに昭和M 年4月以

末葮電力増加の 鹿湖面氷位を 60Cm 鈴低下せしめた 結果浅部糊底の毬藻が枯死し被害面積 85叩

m2に及び特に全滅の 危機に襲はれるに 至つた。 毬藻は塘 路湖，チミケツプ糊 ，キンマ沼等にも

産する事が知られるがとの 中本湖及チミケツプ 湖ほ清水を湛べた山問の 湖であ るに反し塘路湖

 及午 ンマ沼は午地にあ る水の甚 しく槻濁 した湖沼であ る。毬藻の fcR形集塊 ほ波による 廻縛運動

の結果生成されるものであ るが本湖の生育地には 腐つた木の 屑が―曲に敷きつめられた 様にな

って ゐて毬藻 は直接湖底と 接鯛 してゐる誰ではない。 集塊廿城Q 原因が上の 如 くであるからそ

の形態は水質 及地理堅的 ， 菊象里的保件によつて 異なり本湖の 毬藻 は完全に近い 球形をなすた

め殊更観賞用として 珍重されるが 他の 8湖の毬淡の形は扁午又ほ 不規則塊状をなしてゐる 。

本湖の流入 川イべシべツ 川の上流約 300m の浬 りと流出川阿寒川の  小匝域にぼ カハ シンジュ

 ガイ (Mar6& ，t血na mMg&Ht 。乎) が棲息L 水湖附近の分布は上記 P 小随域に限られる 儀で

ある o 又淡水梅綿 では -Spongilla lacu8tria が非常によく 生育し0・ fm 位の高さに達してゐるの

もある o その外 Spone@Il" ・"I(kanRnsis ， S ・ fraggi血， Ephyd 山ta 山川en も分布し策工のものほ

本棚から新種として 報告されたものであ を。

本棚は チミケツプ 湖と共にと メ マス (アイヌ名カバチェッ ポ，べ= マス Oncorhyi ，ich"S ・

rif0rka の陸封型 j の原康地として 知られて  居るがその棲息 服況の最初の調査は 明治2@)年藤村

信吉氏によつて行はれ 同年10H18,000徐粒の 稜恨卵を干歳職化場と洞爺湖の肚瞥雌化 場に移し
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たのが移植の 始まりであ る。埜27年ぽは、直接支筑湖へ種 卵を移出し 爾来示屯W0年までの問に 本

湖から極卵を移殖 [-た湖沼は道内外 刀湖に及ぴ移殖された 各湖ではよく繁殖 -L てそこの主要 漁、

獲物となつた 虚も多い 。 然 るに原産地たる 水湖では 濫獲の結果減少し 昭和3年にほ 洞爺糊から種

卵を逆移入すると 共に原種たるべ 二マス卵を搾捉島ウル モべツかち移入 ' 更に伺 4年には十和

田細から逆移入して 資源の恢復を圃るまでに至つた。 ヒメマスは 4才になつて成熟し 糊に流入

する川に遡つて産卵を行 ふのが普通であ るが 5才魚、 も之に混つて産卵し 向又 2才の推魚氷生殖

期に杷伸つて川に遡上洞観する事もあ る。 ヒメマスの生長 度は湖水中の食餌の 量と放養尾敦と

の孔にようて定まり 棲息尾敏が―定限度を越えると 餌料不足を来たして 魚体は小さくなる。 昭

和8年に於ける本湖と 支筋糊の4才魚、 の魚休を 比較

すると支 筋糊産の方が生長良好で 本棚の棲忠、 尾致 第19表 阿寒湖と支比較 (近藤氏より筋棚のと) メ マス魚休 が湖の柴養的宝間に封して 既に魁剰になつて ゐた
 体長 cm 体重 g， 事が示される。 (卸9表)。

23   224.  水湖に元 釆棲息せす地より 移入されたものと

32.6 5102堆阿- 支妨湖産塞湖 産しては ヴ カサギが昭和 3年。に洞爺湖 より，同4-5

年網士湖 より，・同5午蕉沸湖 より移ざれ，ニジマス

阿 塞湖産が僻手市-メ年千歳脾化場 よりフ、 チヱヒが同年間 網 雄1 支坊湖彦 23.9刃.9 550.7l75.0走湖より移殖された。 z 等の中フ カサギはよく 繁

殖]，本棚内で人工腋化放流も行ほれた結某桟甚、敷

量噸に増加し昭和 6年より漁業として 成立するに至つた。 秋の漁期は 9月より12月中句まで y 曳

網が用ひられ 冬の漁期は 12月下句がら 4月下句まで ビ氷下待網カミ 使ほれる。人工牌他は4 月下旬

親魚が ¥¥に遡上L，たのを輔へて人工授精を 行ひ8・が C7@@44H間で牌北し稚魚となつたの 丘 5月下

句に放流する。 かくして漁獲 高は稚魚放流敦に比例して上昇し 二行つたが昭和 -]3年になると放

流敏が増して漁獲 尾敏が増加したに 反□漁獲貧敏ほ却づ て低下して 了った。而して第20表を検

第20表 ・ 殉塞湖フ カサギ頻化敦，漁獲尾敗 ， すれぽ蛛に昭和8 年頃から漁獲 貫敷の増加度合は

漁獲頁数の閥係 (三原氏よの 低調となり― 尾常 りの重童が減ろた 事が示され q

年女  切化数C万粒)   漁獲尾(千尾 数 D  漁圏芭数 つて昭禾fnB年には最 早ワカサギの 棲眉、敷が湖の 室
間並に菜蓑的収容ヵの飽和拙に達したとみるべき  480昭和 4年
であ る。阿寒湖のワカサギの 丁年後の洞館率即ち  1000 

4228 漁獲尾敗の放流星数に 封する比は I割強と推定さ16261160 
れ・ 昭禾n6-15年問に於げる 最高漁獲 貰数32000 貧

5C叱 @ 引 62 19588n ? 7i

を 以て本湖に於げる 最大生産 ヵ と推定するときは15233@asis5670ft 8n

―尾常り n ・ 5匁 とし 6400 万尾を 肚大生産 尾敗と見'側 " 側S3W 
徹し得べく 之に要する 賑化放流敏は 65000L万粒とW l0L q35凹 24田 乃田2

云ふ計算になる。" " " '剛 妬'" '%' 。

荷本棚の在来魚の 中ウグイは TOHbolMon20800  l2   

lQ3Qo faafeueiFis hakuensis と T.hakuenRia ezofeの 2 
亜種が報告され ， 又別のI亜種 T ． haLuenS;S

li ¥5@ 62200  54126 32475
phftlacrocorax が阿寒川から 知られてゐる 。 

閥 係 文 献
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(20) 阿寒メンケ 湖，べンケ湖 (第30, 31圓)

阿寒湖と共に 阿寒 ； ルデラ中にあ り 雄阿寒嶽の噴出により 土地が陥没し 同時に噴出熔岩が

堰止作用をなして バンケ，べンケ雨湖 を生じたものと 思はれる。 両湖共縁蒼 たる原始林に 固ま

れアイヌが時折漁臓に 釆 る外訪れる人もない。 パンケ湖は海抜461m ，面積2， 9凡皿。 (吉村 1938)

で最深部 49・ 9皿を側り，流入山は5本あ るがその中 べンケ湖 より木るものは 途中より 湧水となつ

て地表に現はれ パンケ棚に注入する。 排水川は イべシべツ 川で敬佃の 漆 布を経て阿寒 糊に注

ぐ 。 べンケ糊ほバ ンケ糊 より標高高く 海抜 500m に位し面積は " ンケ糊 よりすつと 刀 、 さく 0・ 45

km 。，湖心最深部は 39 ・血Lを測 り ，西方潜入部は 9m の賎所で隔てられた―つの 副湖盆 をなし最

深部 20 ・ 5m を有する。"べ ンケ湖にぽ大小 3本の流入山あ り排水川は地表に 現れたものなく 湖水

ぼ伏水となつて流出し 程なく地素に湧出 L， てバ ンケ湖に注ぐ。

パンケ，ぺンケ雨糊は阿 塞湖に上ヒ校すれ ぽ富柴蓑 化の樫度低く水は澄明で 八色藍色に近く

刃
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氷のない季節には パンケ糊4-5 號， ぺンケ湖5-6 號に相常する。遼明度も阿塞湖よりは高く バ

ンケ湖14-l9n] ， べンケ湖10m 絵を示し冬季結氷下では 低下,L， て前者は lor ，後者は4・ Pim を記

録してゐる。 早春水蓋の厚さは パンケ湖でfiRcmi，ぺンケ湖で67cm を示し後者 ほ前者よりかな

り 厚くなつてゐる 。 之ぼ雨湖の標高 及面積の差によつて 氷の稜達にも差異を 生じたものであ ら

パ ンケ湖でば夏季停滞期に 水温躍庵が 6-16 山に卒るが湖の 長軸に沿 ふて風が吹くと 水は5o

擾緋されて躍居ほ不朋瞭 になる。-2@に反片 してべンケ湖は面積小なる 上に湖岸 聲立するため 受熱

量少 くして夏季表面水温 ほ常に パ ンケ棚 より低く且風による 擾動も微弱なので 夏季水温 躍暦は

8-5 山にみられ強風の 日にもあまり擾乱されない。・夏季の深居に於げる酸素 ゐ消耗及 pH の低

下も上の理由で べンケ湖め方がパ ンケ湖 よりも著しい。 氷結直前の時期の 擾動作用の多少は 冬

季問の深居水温に 閥係するから 擾動の大きい バンケ湖の冬季 深暦水温 ぽべ ンケ湖 より幾分低く

なつてゐる。 今夏冬両季の観測結果を 示せぽ第21,22表の如くである。

第22 表 冬季のべンケ 糊，パンケ湖 "第2I 表 夏季のべンケ 湖， バンケ湖

(昭H ・ 3・ u ，羽田氏観Wu)(昭10 ・ 9・ 1-3 ，吉村氏観測) 
バリケ湖深さ lぺソケ卿パ ンケ 湖

酸 素温度  ―  LCc7L)―  
0 O5 ?.05 ?.33 0.2 69 6.510 18.0 ?.2 6.46 17.8 ?.2 6.45

2 2． 5 7．0 6 ．円 l． 6 7．0 7． 2@

 
 l7,0 7.l   ,.77 14.      i.79

       i.98        i.45l0 14.8 ?.0 ?.59 10.1- 6.9 80.7

10     i95  i.85           l5 9.9 6.9 8.48 5.5 65 ?.17

       i95  '.26        i.4220 7． 5 6． 7 8．あ 4． 5 ，6． 4 6． @4

@ 20 3.4 6 9 6 80 4:0 6.8 5.76
25 6.6 66 ?-54 4.2 6.4 5.48

30 6.2 6.6 6.95 4.2 _ 6.3 4.66
25 '.04 24@

35 6.2 6.5 6.56 4.2 6.2 2.21

30        i.93       >.97       i.07        ).48

    i35 ?63 35 - ―
仙叱  ，57 63 332 (39m)   

底棲動物 ほべンケ湖は泥底の部少 きため乏しく Se昭enth 及 perePHdae(TnwF 。山nae)

の幼虫が居るのみであ るがパ ンケ湖は底捷生物の種類 及致量 多く就中 Sergeutia は最も著し

く全体の72必を占めてゐる。

プランク + ン は比較的豊富で パンケ湖は夏季にほ 珪淡類が極類及量に 富み就中 A ぬeH0-

no1IR 4RG@u 叫 a， Mel0 由m Sp ・， SuHreM 。 ぬ IMata 等が多く 又動物性プランクト アとして

は枝角類が著明で DapHnIaIon 小Sp@na hyalina と血SMnL coreLont が多く携脚類の

Acantho 山aptomus yamaanaceiisis も多産する。 本極ぼ 本棚でも 阿塞湖に於ける 如く蓋夜 垂直

COnochiluS umIcorm たであ る o べンケ移動の習性を 示さない様であ る。又輪虫類で多いのほ

湖D プランクトンも 大体パンケ 棚 と同じであ る。冬季にぼ パンケ湖では Acanthodi 叩比凹 us

ya山畑a"enaia が最も壌著な種類であ るのにべンケ糊 よりば全く採集されす 夏ならぽべ ンケ湖

でも本種は多量に存在して ゐたのに冬季に 全く出現 @，ないのは奇妙であ る。Daphnia longぬ-

pfnR ・hy&Itua も夏にほ両湖に多い種類であ るが冬季ほパ ンケ湖からのみ探集され ， Daphnh

IOngiremts は雨湖共に出現 L てゐる。輪虫類では夏季優勢な COnocbtIuS ほ冬季消失し代っ

て Synchae 肪 oblbnga が重要種となる。 又冬季パンケ 湖から見出出された 鞭毛虫類 Di8ti叩-

引
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ma proteus は本邦最初の 託銀をなすものであ る。

魚類 ほべンケ糊ではウグイ CTriboIodon hakuensis ezoe 、) が接見されるだけであ るがパ

ンケ糊は ウグイの外アメマヌ、，イワナ，フクドヂヨウ・カデカ等が棲息してゐる 。
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(21) 雄阿塞 山麓小湖沼群 (第3工圃)

雄阿塞嶽を緯 つて北M 小沼，南双子沼，次郎棚，太郎湖， 華莱沼，瓢箪沼等の 小湖沼が散在

してゐる。北双子沼及南双子沼ほ侮抜 R2fom にあ り面積共に略人 0， 1km@ で最大深度 7m であ る。

共に中柴蚕棚で晩夏の候透明度北双子 沼は4・ 5山， 南双子沼は5・ 2切を測 り pH ほ北双子沿6・ 0-6 ・6

市双子沼は6・ 2-6・ 5，酸素ほ成届著しく北双子 沿ほ底歴 で無酸素となるが 南双子沼では尚2・ 54cCU

を含んでゐる。 次郎糊は長径200m ，面積約0・ 05bm2 ばかりの小沼で 地表に現はれた 流入口及流

出口なく地表・Fで阿塞湖及太郎棚と連絡してゐると 想像される。 深度 3川を測 り湧水によって

破蓑されてゐるため 冬季も結 永 しない。沼底は汚黄色の珪藻 骸泥が沈澱し水質は 夏季略人中性

でpH7 ・ 0-7 ．2 を示すが冬季 3月中句には表面 でpH6 ・ 9，温度は5・ 5。 C ，酸素ば6・ 7・如れを含んで ゐ

る 。 太郎糊ほ次郎湖の南方 Tfto@INの海抜410山の地甥にあ り大さ大体次郎湖と 等 L・く最深部8・ ?山

で以前は 阿塞湖と猫立した 水域であ つたが，現在は排水磯で連絡され阿寒湖の 水が流入してく

る 。 湖岸は岩石が 堆積 L 才に接して森林が 園結してゐる。 水質 ぼ次郎糊に似て居り，冬季3月に

女郎糊の水が地下を 流れて太郎 糊に注入する 匝域では表面温度 5。C ， PH6 刀，酸素8・ 08，cU を測

る。茸莱沿は 海抜430m に位 L，卵形で長仰180 ―叩0ru位，面積約0，03k が，最深部は5・ 5山で周園

は梶原に固まれ 冬季は結氷の 上に積雪して― 朋の雪原とな 沼の位置も ぼつきりしなくなる。

水色は軌 排黒褐色を呈-し模式亡りな腐植柴養沼で 泥炭池沼の分類から 云って悪業 蚕型泥炭地沼に
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膀する。夏季透明度 2， 44nt,pH6 内外，酸素ぼ腐楠質の多い消の 常として 3皿で既に0.@7cc/@ に減じ

4山以深は無酸素となる。 3月中旬に氷 蓋の厚さ50c皿で阿塞湖やパ ンケ湖，べンケ湖 より氷が薄  

いのほ腐描川の特徴の ―つであ る。透明度も冬季 I・ 4山で本湖沼 群中最小であ る。夏季無酸素

となつた 血以深 は冬季ば僅か乍ら酸 索が含まれる。 瓢埠沼 は午になつた 土地に存在 @,最も大

きく長径500 ・n に及ぷが括れによつて 2湖盆 に分たれ，圭湖盆 は最深部4・ 5m ， 副湖盆ぼ 最深部4皿

を測る。 水 は透明な糊色でPH6 ・ 6・□6 ・ 7，冬季は厚さ研。m 位の氷蓋に題 れる。  
 

底棲動物は次郎 糊ほ頗 る単調で Seree"t 而 屡のユス リカ幼虫が居るのみであ るが太郎湖

は底棲動物に富み ユス リカ科の Cbi ，OnomuS PIum08uS 及 En400h ねODOmuS と巻貝の

v 山vata ， 貧毛類， Si%hIs 幼生等が接見される。 腐植質の多い 革莱沼は全沼底に動物をみず ，

 たビフサヵ (Chaoborus ・) 幼虫の浮上」たのがプランクトンネツトに 入る車があ る。瓢箪沼ほ

主湖盆 の方は主として 貝類で就 中ヒ ラマキガイ 山vramIus) 及マメシジミ (Pisi<ュiu山)が多く，

叉貧毛類と．ユノ、 リカ (Sere@enti めも棲息じてゐる。 副湖盆 の方は主 湖盆の如き有機残津の堆

積を見す淡水 梅綿が佳 ・育し， 底棲動物の主成分は 昆虫の幼虫下 就中 モンヵゲ。"ウ廣(Epb 。朋，")

が多い。

夏季のプランクトン と I， ては輪虫類の conocbIIuS unIcom18 及 心M 比@1a のCh姉H8

は何れの沼にも 産し挟脚類 Acanthodiaptomusy@m 、n 朋泄ねも廣 く分布する。又北双子沼

では加ぬO。ydopSottHonoIdeS が稜見される。 枝角類は次郎 湖 を除き DaPbnh IOH 小Wtn&

が何れにも 居 り興味ある事ぼ阿寒湖，パンケ 糊， べンケ湖等 と比べると本種の 品種の犬 ，ト 外

槻と湖の大小深 俺との問にあ る 閥係が見出される 事で阿寒湖沼群の DWhnh IOn が，ptn" は

4品梗を匠 BU する事が出来る。 冬季には次郎 湖で A@0n 、 g ・， 比Rta が見出まれ，太郎 湖では

某COlurellaadonatica M 固 冬季太郎湖産 Aciirithodiap山musyamana 改nsis,Syncha財aoblonea,
(勿田氏より) Tint;nnopsis cr れ血a 等阿寒湖との 共通極が多く又 Cco@urell@t

adonattca ( 二 C ・ leptuS) く第 .@@4岡) が穣見されるが本椀は 阿寒湖

沼群中太郎糊の特有種であ る。太郎糊の冬の植物性プランク F ンほ

水温が割合に 高いために比較的豊富で 特に微細な藍藻 Pelodictyon

 L 、mte ，ぬ ，mi が雑しく繁殖する 事があ る。華莱沼の冬季プランク

トンは他の沼 と異な 9動物が優勢で フサヵ (ChIaoborus) 幼虫が

表盾から澤山とれ，CyQopS8t ，enuM ， SynchRe 比 。M Ongn ，

POIy&LhN 叫gね， KeWteM quad ，at 叫 K ・ COCMeaHS 等が分布し，この 時期のK ・ q 、Iad 叩t%

は b低vぬN na ， Lmv 汁pM&-vHIgn ， vRlg 汀 -monoSptna の3型lナ，同時に混在l，てゐる。瓢第沼

はプラ・ンクトン最も 貧弱で冬季仁 梢々著しいのは Gy 田nom n山山 ve ，iS と SyncbaetH uveIIa

であ る。

開 係 文 献

Uc@n0, M ・ , 193G. BOttom and plankton fauna Of the Akan lake group Of HOkkaido  

Tran8. Sapporo Nat.. Hist. SOc., ね, (3¥ ， 207-225.

上野谷二，1936 ・ 堆阿寒嶽を緋る湖沿 の助物・柏及酢 4，、2), 383-394  

 上野谷二，19Sf ， 阿寒糊群湖沼のプランクトン・ 生態甲研究，2， (2), 87-95.

羽田良禾， 19S8 ・ 冬季に於ける 北侮道湖沿の生物卑的研究・IL・ 堆阿寒嶽UJ麓に散在する 小湖

沼の冬季の 竺物・ 植及動 ， 6， ひ： ， 44-52.
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羽田良禾， D38 ・ 泥炭地池沼の生物・界協 報， 13 ， (4@ ， 4H ―蛆5・

YO8htmum ， S ・， D38 ・ DL80Ivea Oxygen Of 伍e lnke w ・， te ，S Of JaPan ・ S山 ・ Rep ・ TOkyo

BunHka D ぬR7ku ， C ， 2， 63 □277 ・

HM ぬ ， Y ・， 19% ・ F 。臼I、-w れ ter TtntinnoIne ぬ In JRp 比 n ・ TMnS ・ Sapporo Nmt ・ H ねt・ SOC ，，

16 ， (D ， 38 □44 ・

オンネトウ

(22) 阿寒温根沼 (第30, 35, 36 圓)

阿塞湖沼群の大部分は 阿塞大人口中に存

在するが本湖のみはその 外輪山の ―部をなす

雌阿寒嶽の四方斜面の 中腹即ち奮大火口壁の

外側に存在し 湖面標高は阿寒湖沼 群申最も高

く 海抜fiIom に位する。 湖面面積 0.2Ikm 。 を占

め最大深度 9・ 8m を有し湖申にぼ立木の 枯死

せるものが多数認められ 堰止によO て湖水が

湛へられた事を物語つてゐる。 注入山は小流

2 本あ り排水川は南隅にあ るが直ちに地下の

第35 □ 阿塞温根沼の位置(初日，千葉氏より ) 
世

質
十廿  

折匁十九却/卜
宙
-t-

0 I  Kin

伏水流となつてポン 沼に連絡してゐる。 早春 3月に氷蓋の厚さ57―
某36目 阿寒沼根沼 (初

田，千葉氏より) 606m を有し，たド湖の南牛部に於ては湖底よかガスの 噴出する 虚

 に多敷の固形の 孔があ いてゐる。 この氷の孔をその地方でほ 湯壷 と 
呼んで ゐるがこの部分の 水も別 ぽ他より高温といふ 諜でぼないから

湯壷の出来るの ぼ糊・安温泉の湧出による 水温の上昇のためと 云ふよ
 

 りもガスが絶えす 上昇@-て水を動 描させるためであ ると考へられ

 る o

水色8號に相常 L 湖水極めて清澄， 逐明度ほ氷蓋下でBm，夏季に
ほ湖底まで透視し 得る 。 水ほ酸，性でPH5.15-5.82 を呈し所謂酸柴養

湖に厩するものであ る。酸性化の原因 ほ注入水 及湖底湧泉中に多量  久
に含有される 硫酸鹿並に硫化物によると 考へ られる。硫酸撫Q 量は

138□155mgg/I に達 L@てゐるが 併し遊離酸として存在するものは 少

 
ないので湖水ほそれほど 甚だ l， くは酸性化せすに 止まってゐる 。  酸   }o0 

素は豊富で深 俺でも殆ど減少しない O 燐酸輝 (0 ・ 0047-0 ・ O081mg/I

P) ，硅酸睡 (H.77-33.me/I SioD ， 箆化物 u3 ・ 6-21.2mff/lCl) 年のせは比較的に 多いが之

は火山の噴出物，温泉 稗によつて供給されたものであ らう。

/プランクトン ほ酸性湖なるため 量，種類共に貧しく 魚類は全く棲息しなかつたが 移殖によ

りワカサギ， フナ， ウグイが獲れる様になつた 様であ る。エゾカスミサン セウウオ と ザリガ 二

は在卒から棲眉、 L，てゐる。

閥 ・ 係 文 献

羽田良禾，干葉車夫，1937 ・ 阿寒温根沼 の湖沼調査・陸水難，7， (3), H2-120  
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(23) 屈斜路湖 (第30, S7圓)

釧網線川湯騨 より Wlh湯温泉を紹更に 3km 余にして屈斜路湖東端近 圭 湖畔の 仁伏 温泉に達

する。 この地方温泉に 悪まれ湖岸には 上記仁伏の外和琴，ヌウ， テシヵイシ レトの温泉を 配し

行楽の地となつてゐる 。 湖ぼ 火山陥没によつて 生じたもり で湖面の海抜 120m ， 輸廓ほ不規則な

る 牛圓形に近く中央部に 5，5km 。の面積を有する 中島 C トーモシのを 入れ又南擾 には和琴牛島

が縦れ出して 湖中に突出して 居 り湖の面積ば島を除いて ヮ7・ nkm 。 を占める。湖盆の大部分は細

―WOm の姥底で占められ 南浬 に漏斗肌の際所が 存在する。 明治44年に行ばれた 側深では南方 轡

頭に 120m を測 り 更に大正

6年には 125m の値を得たが

測深常時風波があ つて結果

が不正確だつたと 云はれ

る O 昭和4年の観測でほ 106

m 以深を稜 見し得す，昭和

H 年にほ最大 H7m を測深 

し得たo 何れにしても大ぎ

な火山 糊と l，てほ深度むし

ろ小なる部類に 鹿する湖で

ある。底質は浅部は砂 質 よ

り成り深部は 泥質であ るが

泥は浅く俘泥の存在する部

分は少ない。 流入山は東北

部より セセクべツ川外 2川，

四部及西南部よりは 6川を

入れ， それ等の中 セセクべ

ツ川は腹を川陽温泉に 稜し

PH2 ・ 2 といふ強酸性の水を

第37 固 屈斜路湖(田中館氏及高安，澤氏より)

注入してゐる。 排水ほ南逢にある釧路川によつて 行ばれる。

水色は藍色にして 3-4 施に常 り透岨度高くt4・ 5-22m を測る。 晩夏の候に於ける 観測結梨

は第23表の如 くで上暦がより酸性が 強い傾向があ るが大体 pH 全犀5内外を示す 事ほ本棚水質

の著 @，い斗寺徴で本湖 ぼ阿寒 温根沼 ， オコタンべ湖 ， カルルス 沼等 と共に北海道に 於ける無機酸

性湖と L， て知られるものであ る。川湯温泉から来る セセクべツ 川の施酸性の水が 汗入する河口

に近い仁伏温泉でほ第 24表の如くIIm以浅に川水の影響が 強くt3m以深は影響少なく pH の垂

直分布に成居がみられる。 湖水酸性化の 重要原因は硫酸 繊及硫酸アルミ = ウムでその含量の 大

なる事到底 他湖沼の 及ぷ ところではない。 をしで硫酸餓ほ水酸化銭となって 沈澱L たのが仁伏 
や和琴温泉 尻にみられ 之が燐酸を吸着しその 結果湖水の燐酸 潔の減少を米たしたと 考へられ

る 。 ―方硫酸 ア )@，ミ"= ウムばカルシウムと 共低水酸化アルミ 干 ウムの沈澱を 来すから本湖のヵ

ルシウム，マグネ、シウムの少量な 事も笛然と頷ヵこれるo  
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成俺(昭L.9.l吉村氏観測 )
 深さ Cm)  水温<oCj)  pH  酸素 Ccc/1)

深さ Cmn)  温度(「 C))   pH  
 .l45． l20 ． 7 

 20    
6． 75 19,  t0  

4． 320 ． l5 -
7． @45． O @2

 19.  @0 '.77 @2    

 l9     i.955． 2  

 18.0  i.88  20

   
8．%5． 2 30

 i.32  叩
 10-   

7．田 5． 2 70

  20 C底) 5．25.7l凹 
何本棚で大正 6年夏測定された 表面静振は中島の 東側と四側とに 夫 々―つ ド L の二波が相

干渉して南岸屈斜路部落 附近では I・ GG分及282 ・ 0分の周期の二つの 波がみられ， 又周期12時間刀

至IR時間の内部 翻振も観察された。

底捷動物は Tanyta ，Su，型で  Tnny 肋口uSgenuInuS が棲息 L 本棚からで ヵイ(山，。IR

Japonica) も報古されてゐる。 プランクトン ほ酸性湖であるため極めて 貧しく 殊に植物性ブラ

ンクトンは僅少で 秋冬の候にほ 線藻の Dinobrvon ，珪藻の Meloai ，汀 ， 翫市ella 等が稜見され

る 位であ る o 動物性プランクトンとしては DaPHnh IOn 申Sptn ぬ HyM@na の外BOSmtHa

coreaoni ， C ycIops strenuuS や EOtaton   a@ Sp. が棲息する o  

魚類も他の火山湖に 此し極めて少く漁獲されてゐるのはウグイ 位のものであ る。他湖より

移殖されたものはシジミ (昭禾n8年)，ズヂエビ (昭和4午); ワカサギ (昭和5-9 年)，ニジマス

(昭和7， w0年)，べ二マス(昭禾n9午)等であ るが何分水質不良のため 増殖成積ば思はしくない。

水湖に昭和 I3年 4 月 29 日新暦地震起 り釧路川以西がかなり 階渡し常日大津波がおこっ ・ て多

敏の魚が鋒死しなと 云ふ。後の調査によれ ぽ湖水のヵルシウムは 以前の U3 ， マグシウムはり 4

以下に減少した 車が認められ ， 之は糊盆 から湖水申に 硫酸鍛， 硫酸アルミニウムが 放出された

結果であ らうと云ほれる。

開 係 文 献

Kusakabe, S., 1918. Ou the seiches of Lake Kutehar0, HOkkaid0. Sci. Bep. TOhoku Imp  

Univ 。 I， 7， (3) ， I97 □205  

田中館秀三，1918・北海道本島の 火山湖・ (―)・屈斜路糊及摩周糊 ， 地里雑 ， 釦， (35め，お9-37O  

大町桂月，I923・阿寒岳・ [河野常吉編ひ 926)・大雪山及石狩川上流探検問 稜史・ 13I頁，旭川，

87 □肛頁コ 

田中館秀三，I此5・ 北海道火山 湖研究概報 ・ I防頁，札幌  

北海道水産試験場， 19 別 ・ 屈斜路糊・ 北水試 旬報，(?勾， 759  

高装二次，澤 (近藤 ) 賢蔽， 193L 屈斜路糊調査・ 口 ヒノK; 、t旬報，(M7: ， 12W ―1224  

NI;y.tdi,Dハ 1932  Studies On t.he bottom fauna 0f Japanese lakes. VI1. Lakds 0f  

HOkkaid0. Jap. JOur. ZOuL, 4, (,3), 223-252  
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南安三次，澤 (近藤 ) 賢蔵， 1%3 ・湖沼調査。屈斜路湖・水産調査 報古 ， 28， 1-24  

飛鳥貰冶，小林教司，中川敗―，1933・屈斜路 糊ノ カサギ移殖 試験・化水試旬報，(223), 181―

183.

羽田良木，西尾新大，I934 ・ 冬季に於ける 屈斜路湖の調査 報古・陸水雑， 4， (3) ， 凹―95.

益子紐末世，t935 ・ 夏季に於ける 阿寒湖及屈斜路湖の 槻測・陸水離， 4， (4J ， H6-H2 ・

中川敷―，1985 ・ 棚沿養殖指導 :化水試旬報，(279) ， 754-756 ・

0kuda ， S ・， ュ 935 ． SOme IaGu ，tHne PObcbae 依g wIth a H ，t Of braCk ねH-wa ぬ ， poIyCHa 包朗

比u ・ nd In JaF ，n ・ AHn 仇 ・ zmI ・ J 、p ・， t5 ， L2) ， 24U-246 ・

岡田禰-‥郎，木場―夫， D36 ・ 北海道陸水系瞥見・ II ・ 植及動 ， 4， (2) ， 377-382 ・

高安三次，I937 ・ 北悔通の湖沼 仁勅 いて・北海道化車協 禽禽報 ， 12, 22-35   

田中林蔵 ， IU37 ・ 塘路湖，屈斜路湖の 養殖事業・鮭鯛彙報，9， (3t) ， 19-24 ・  

五十嵐彦仁，木村鎚郎，川内滋， D38 ・ 屈斜路 糊震災調査概要 (其―)。 北水試 旬報，(3凹)，

I68 □工 ?工  

五十嵐 彦仁，川内滋， 1938，屈斜路湖震災諭査 (其二 )・ 北水試 旬報，(4U0) ， 177-179 ・

田申館秀三，D38 ・ 昭和 13年屈斜路 糊地震・地震，川: u2) ， 529-542 ・

YOsbimu 。a， S・， 1988 ・ SOundLg80fdeepJRpRHeBel ぬk% ，陸水雑， 8， (引幻， 173□M4   

吉村信吉， 1988 ， 本邦深湖錘 測史・地理教育，28 ， (D ， 5-12; (2) ， 151'―156; ゆ)， 2叩―283;

(4), 385-390.

YOshimura, S., 1938. Dissolved oxygen Of the lake waters 0f Japan. Sci. Kep. TOkyo

Bun@rika Daigaku, C ， 2， 凹―277.

田中館秀三，I939 ・ 昭和 1.3i年屈斜路 棚地震，C2)・地震，n, Cl¥ ， 16-2fi.

田中館秀三，五十嵐彦仁 ， D39 ・ 屈斜路湖の水素イオン・濃度に就 て・陸水雑， 9， () ， 45-49  

吉村信 吉・ 1939 ・ 無機酸性湖八の 水素イオン濃度の 成肝型・陸水雑， 9， (8) ， 148--154 ・

五十嵐 彦仁， 1940-41 ・北海道に於ける 湖沼水質の 化事的特性 及プランクトン・1-XI] ，

北水試 旬報，(478-489) ， 後編 ， 1-88 ・

鈴木 醇， 犬飼哲夫，館脇 操， 1942 ・ 自然科畢上 より見たる阿寒 國立公園・52貞丁 札幌 

ゆ4) 歴 周 湖 (第30, 38岡)

釧網線 弟子屈騨 に下車して北東に 行くこと約 12km で摩周湖環壁 上に達し突如として 展開

する雄大神 秘な糊 の景観に接し 凄肚の感に打たれる。 湖ほ 火山陥渡によつて生じたもので 環壁

は完全低連結し 急傾斜をなして 糊に臨み外に四部は 約 300mの直立せる懸崖を 裸出して追つて

ゐる。湖申に腓天島 (カムイシュ ) なる島あ り四壁直立 1-長脛 70m ， 短径 50m@e- 頂上は湖画よ

り約2Bm抜き出てゐる。 湖面は海抜 350血の高度にあ り，面積島を除いて20km2 を占める。最深

部は大正 6年 208山と記録されたが 昭和6年に至り・2H.Bm の際所が 稜見された。 湖底は殆ど午坦

に近く― 面軽石が沈積しその 中心部に前記の 島が聲立してゐる。 禰養川 は細流2本あ るのみ，又

排水川 ほ全く存在しない。 併 し水位ぽ持に―定に保ねれてゐる 半からして恐らく 環壁申の嫉隙

を通じて湖水が 漏出してゐるのであ らう。本湖の南方 刊数km にあ る虹別卿化 場の湧水ほ水湖

湖水と開係あ るものの様に 想像されてゐる。

水色は 濃藍色に t- て 8抗に相 常し透明度 燗る，*J く 昭和6年8月 31 日に測定された 41 ・ 6m の値

は湖沿遼明度の世界記録をなすものであ る。夏季水温 蹴守ほ 10-15m に存在し深届水温が申 盾
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第3a 日 摩周湖 C田中館入及高安ご近藤氏より)

 
N I

 
    

L"。
lの

( ' 2 3 ぽ@乃・

 

よりかなり高くなつてゐるのは 研究すべき

飴地があ る。又遊離炭酸の湖底に 於ける異

常の増加も他に 例のない 虚であ る。有機物

及柴養盤類は非常に 乏 [，く ， 又酸素 ほ深盾

まで多量に含まれてゐる 。  

第225表 座周湖(昭6・ 8 ・ 27，高安，近藤氏観測) 
深 さ 温 度   

O5 '.790 l7 5 7. ヱ

0． 6 ;3910 14.     

l． 2 '.3020       

l・95O 5.3 6.85 ?.66

2．67． %@00D 4.4 6.8

45150 4.05 6.35 ?.18

8・ 2180 4.1 6.15 686

200 4.2 6.05 6.66 11.5

211.2 4.25 5.85 6.98 249

プランクトンは 僅少で動物性プランク

トン申で梢多いのほ Dnphnia longispina hyahIna でこの外 BO8mIns@ ． co ，。ggoni, Scapho ぬ-

beri8 mucron 材"， Cyclop9 ，t，enuu9, NOtholca @Ongispina 等を僅か産 する。植物性プランク

トンは―居貧しく珪藻では A 丸erioneII" g，"。ilIima のみ見 M，され双鞭毛虫類の Ce ，"tiut

hirundinella, Peridinium ，P・も分布する。 夏季の C 。用tium hirundinella には崎形が稜見

されそのする場合の崎形には後突起が2型 あ る、(第S9二叉する場合と岡)。 峨洲及米洲右側突起が二叉でほ 本種の 崎形 第39hirundinella固摩周湖産崎形で岡田 Ceretiiim紹―郎氏 よ @n
は石次の多い 湖水でみられると 云ふが摩周湖は @Uに石次が

多いと 云ふ諜 ではない。

高等動物として 在来棲息してわたのは エゾガスミサン

セウ ザオのみで魚類 ぼ絶無であつたが大正 15年，昭和2年，
 

昭禾03年の3回に亘り = ジマス (SaTmo m，[deuia) が日光中

宮祠湖 から移殖され 又昭和4年米國から 曲@ head 加mt

(.Salmo gairdnen)が移入されその 外之等の飼料としてズ

ヂェビか入れられ 又ザリガ = ち放養された。 = ジマスと

かel head trout は極く近緑な 種類で殆ど同じ 形態をして

"めるが只頭長友吻長並に 卵の稜生程度に若干の 差異が認め

られる。・ 両種ぼ本棚でよく繁殖 し = ジマスは湖内で 年，々抹卵人工授精が行はれる 様になつた。

ニジマスの産卵 期は5月中旬から 7月 籾句又 は中旬まで 紹"縛する。棲息するものの 年齢は2-7 才

であ るが大部分は 4才焦土5才魚である。

開 係 文 献

田中館秀三，M18 ・北海道本島の火山 湖・ (―)・屈斜路湖及摩周棚 ・地事雑， 80 ，(54) ， 859-870 ・
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大町桂月，192S ・阿寒岳・ 口河野常吉編， Ct926)・大雪山人石狩川上流探検問 稜史， ISr頁，旭川，

87-91 頁二  

田中館秀三，1925 ・ コヒ 海道火山 湖研究概報 ・ IRB頁，札幌 

北海道水康試験場， t93t ・ 米國産ステイール へツ ドトラウトの摩周湖 移植後の 欣呪 ・ 北水試句

報， Q47) ， M49  

内海重左衛門，1981 ・ 摩周糊虹鱒移殖及其成積・ 鮭鱒彙報，8， (4), 10―乃 

吉村信吉， t931 ・ 日本に於ける 透明度 ハ 大きな湖沼・陸水雑， I， (@), 47―比 

五十嵐彦仁 ， 澤 (近藤 ) 賢蔽， 1932 ・ 摩周湖水質調査，北水試 旬報，(t58)), 1447-14,5I  

吉村信吉， D32 ・ 世界の 最透明湖 摩周湖 ・ 地畢雑 ， 44 ， L51D ， 170-172  

Okada, Y., 1933. Abnormalities tn Ceratiu.m hirundinella found fn HOkkaid0, Japan  

Annot. ZO01. Jap., 14, (2', 191-192  

高安三次，近藤賢蔵， 1934 ・ 湖沼調査・第 I 編・ 摩周糊 ・ 水珪調査報古 ， 35 ， 1-M  

森保斐 ， 1986 ・ 摩周湖 ステイール へツ ドトラウト及虹鱒蕃殖状況・北水試 旬報，(312) ， 28 

岡田禰―郎，木場―夫， 1936 ， 北海道陸水系瞥見・．II ・ 植及動 ， 4， (2) ，折7-882  

南安三次，1937 ・ 北海道の湖沼に 就いて・北海道化 卑協 禽舎報， 乃 ， 22-B5   

YO 止Imu ，a ， S ・， 19$8 ・ SOundtngS Of deep JaWn 田e l"ke，・陸水稲，8， (3/ の ， 173 □194  

五-ト嵐彦仁， 1940 ―蛆 ・  北海道に於ける 湖沿氷質の 化畢的特性反プランクトン・ 1-XIT ， 北

水試旬報，(478-489) ， 後綱 ・ 1―娃 

鈴木 醇， 犬飼哲夫，館脇 操， 1942 ， 日 然科卑上り見たる阿寒 國立公園・52頁，札幌 

日中林蔵 ， 上 942 ・ 湧洞沼，池田午モン沼， 示口ヵヤ"ン沼， 曄周糊産施物日録・水卑離 ， 50, 1-5   
三原健夫，1947 ・ 摩陶棚に於ける虹鱒の 生態に閥する研究 (第I報)・水産牌化場 試験報告，2，

CI) ， 59-68  

(25) 春 探 湖 (第8& w0 圓 )
 

釧路市東南の 郊外にあ り長径約2000m ， 幅凹0□400m の細長い湖 で湖面海抜 2m ，面積0・ 49

km' ，最大深度9m を有する。糊 は周間海抜印m 位の丘陵に固まれ 南四部のみ開けて 海岸までの距

第40固 榊P湖離400m ほかりであ るが海と連絡する 十分な水路は 存在しない。
(狗田氏より)

湖の水色は周年 16-19 號，透明度は 0・ 7-1 ・ 8m の範園に亘 り多くほIm
 

>< @
程度であ る。秋季の観測の ―例を示せば第 2f去のかくであ るが本湖の水質

ぼ 2・ 5m を境として上下に 著しぎ 羊 を示し深水俺 F は酸素消失して 硫化水

 

素が多量に存在 L， 撫分も増 力 nする。硫化水素 ほ湖底附近で實に 880me/l に

及び世壮第 ―の記録をな [，てゐるが史に 昭不口 HI年夏の観相炸於 ては硫化水

素670mg/lの値が記蛛された。硫化水素の 蓄横された原因 ほ硫酸蟻の還元

によると考 へ られるか硫酸盤の 垂直分布をみると 表面から 4・ 5山までは僅

かつして ほあるが深度と共に 増加 l， 4・ 5m 以深ほ 急激に減少 [.7m に至つて

完全に消失する。 硫酸鹿の 是ほ海水の混入により 常然増加するから 海水の

停滞せる深暦には硫酸 盛 も多かるべき 筈であるが上の攻n く全く消失してゐ
  winるのは硫酸嚥が硫化物に愛化したと 見る外ない。 即ち本湖に於ける 硫化物
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の成因 ぼ硫酸購の還元によるもので
第26表春採糊 (昭7 ・ 10 ・は， 高宏氏観測 )

 あつて他の 成内ほ之を血硯 し得ると  
云へる。"其の外硝酸盤ぼ Img/I 前後

で無気歴に至 れぽ消失し， 亜刷酸腫160  I 4.89 0 

も 酸素含有居にのみ 洛存してゐる 。   
137 11794

l.殊に 4m は深に急に増し 深届にほ
  

3叫 l3425  
 

多量に洛存してゐる。 燐酸踵は 2m
377 13653  

以構に富んで 居 り要するに表 水居は
378 138     

富栄養化]，て女に述べるプランクト
380 13800

   3叫 l3924  和を保つたン 繁殖欣熊からも考竺産が行はれてゐるへられる 如 。く調本
 

  

    '.05 

湖の東北端にほ 春採茨山あ りその洗炭廣水が湖に汗入されてゐるから 之 と共に有機物も 多量に

流入してくるものと 思・ はれる。 3m 以深撫 分が著しく増加して  停滞してゐるが 恐らく 嘗て海沸

の如き特別な場合に 海氷が多丘に 侵入して 湖中に保存されたものであ らう。そして丘に 園まれ

て風による 擾動口少ないため高減水の 停滞が鮒されすに保存されてゐるものと 思はれる。

プランクトン ば上届に於てぼ 豊宙で値物性プランクトンの 主なものほ 藍漠の coCl0spHae-

r;um NHegeHRnIum ，珪藻の CYCIOteIM ， TabeM ，Iれ ，緑藻の Se ，ena ，廿 nIm m 上 nutum ， TetM-

Mron mIntIwum ， S此nedeSmuS qund ，IcHudR ， AnkM 。Ode 。mu ， fM 。RtM 倖で何れも 刀 、型な種

類ぱかりであ る。動物性プランクトンはすべて 汽水性で圭に挟脚類，愉虫類， 繊毛虫類等より

成り枝角類ほ極めて少ない。 最も多いのほ 榛脚類の Sin 山aIRnu8 teneIIu，，輪虫類のB ，a。M0-

nnsaneulan18 ・ KeriUellacruci 血rmiBvar.eichwaldi, Synchaetatermula 等であ る。繊毛虫

類は好んで細菌を 捕喰する窟に細菌類の多い 塑水居附 近に多く集まり ， 又細菌の増殖の 盛な秋

に多く見られる。 その主なるものぼ D;d;Mum baIbianH ， LtonotuS hmeM ， Pa ，amectum

caudatum, SPIrostomum te ，，，， S忙 ，)to ， multi 血，m 卜 等であ る。酸素が消失し 硫化水素が存在

する深さでは 細菌類が旺 盛に生活して 居り硫化水素の上限居には 赤色硫黄細菌 Chrom.itium

が群棲 l-て赤い暦を作る再があ る。その外にも硫化水素のあ る暦に欺種の藻類，鞭毛虫類及繊

毛虫類が幾分存在して 居 り残に繊毛虫類は 硫化水素に封して 抵抗力が大きく P" ，ameciii 山の

如 ぎは65mg/l H ，Sの中に I660個体 /I0 立も稜見。 される。

以上の様に本湖 ぼ深水風に硫化水素を 多量に含みそこ 十は細菌のみ 繁殖して他生物を 殆ど

みないが表 水届では調和した 生産が盛に行 ぼ十 して 居 りかL る 湖沼は調和型の 宙柴蓑化 せる硫化

物柴蚕相 @thiotrophic faci 。のと呼 ぽれる。

閥 係 文 献  

" 田中阿歌磨 ， 1906 ・ 春採糊 ，地事離， 18, (212), 571-572.

大町桂月，1923 ・ 春採 湖と厚岸湖 ・ [河野常吉編 ， (]・ 926) ，大雪山及石狩川上流探検問 鍍史 ，

131頁，旭川，125-126 頁コ ，

札幌餓道局運 輸諜 ， I叩Q ・ 北海通湖沼案内・ 54頁，札幌・

高要三次，1983  湖沼水質分析 結某 ， 北水試 旬報，C2I4), 99 ―t0L (216) ， 123-124.

上野益三，1933  春採湖の水温血に 生化車成暦・陸水雑， 8， (2@), 52--54 ・ (高安， 19S3の紹介) 
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吉村信 吉， 19S4 ・ 口 木の湖水の 化畢成分・ IV ・硫化水素・陸水雑， 4・ (@). H ―叩 

廣瀬弘幸，1937 ・ 北海道産藍藻類 (其―)・ 楠離 ， ユ3， (L ， 492-499  

高安三文，1%7 ・ 北海通の湖沼に 就いて・北海道化事協 含含報 ， 12 ， 22-35  

楠木義明，1937 ・ 春採湖調査報半・陸水難，7， (2) ， 68-W  

羽田良禾， 1938. 釧路春採糊 の竹異性・ 科串 ， 8， (2), 53-54.

羽田良禾， 1938.  春採湖に於ける生物・ 科事 ， 8， (2), 54-55.

羽田良木， 1988. 釧路春探湖のプランクトン・ 陸水雑， 8， (3/4), 39C-409-

廣瀬弘幸，1988@ 北海道産藍藻類 (其四)・ 植離 ， l4, (2), 89-TO0.

YOahimurL ， S., 1938. Dissolved Oxygen Ofthe lake water9 ofJapan. SOc. Rep. TOkyo

Bunrika Dai2aku, C ， 2 ， 63 □277.

羽田良禾 ， 1939 ・ 海産及汽水産輪虫類・ 動雑 ， 61, (?), 496-503.

(26) 才梅 路湖 附窪古武沼 (第30, 4ェ圃)

釧網線沿線の塘路にあり，湖面海抜8m で不整長方形の 愉廓をなし東西に 長く5km余，南北

はIkm 前後，湖岸ば 殆ど砂質 より成り面積 6・ 32km 。 て古付， 1938)) を有するが深度小さく 最深部

 で 7m に過ぎない。底質 は主に褐色泥土より 成る。砥養河川の主要なものは オム シュルンべ川と

アレキナイ 川第4l 固 塘路湖 (高安，五十嵐，澤氏より)

恥
ト

何
(
@

    

 
 

  3 rm 

で排水口 ほ湖

の西端塘路市

街地の近くに

あり約Ikm を

流れて釧路川

に連絡する。

例年12月下旬

から翌年 4月

 下句まで湖面は 氷蓋で閉ざされる o 流入河川は褐色の 水を注入して 居 り棚の水色ぼ18-19 號に

相宙する褐色を呈する。 透明度も著しく 低く赤は l・ 5-2mn ， 秋は0・ 7-1 ・ Bm 位であ る。初秋め観

測結果は第 27表のすn くで下位に於ける 酸素の減少が 昔しい。 過マンガン 酸かり消費量高く 窒素
 

含有亙も非常に多い 。 要するに本棚は 偽植質 (n 袴 第V?表塘路湖 (昭II ・ 9 ・ 4 吉村氏観測 ) 有量も相常なも <o と思ぼれるが 調和的 佳産力が高  
く かなり富柴蓑化してゐる 。

7． 638 ． 22@ ． S 底棲動物 ぼ Ohiroiiomus plumosug 幼虫が

7， ?ア8．721    多量に分布し Chaoborus 幼虫も見られ 又貝類と
6．638． 22C ． 5   

してほマメタ = シの―極 BuLInu8 (TuHmu の

5．凹7.119,   
u 明unensi8 が瀕岸帯 Im 必俺に'@ に多く分布し 同

3・ 刃 t8.    
しく Valvata p血inalis japomIca は8 ・ 5in までの  

 1.76   
湖底に分布 L 其他 VRIvat&c ，浦"tDbokk 小doenSね

O． 8l6.25・ 5 l I6 ・ 6
が棲息する。
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プランクトンは A 曲FOneU ぬ gMcIMIn" ，その他の植物性プランクトンが 多く動物性 フ。

ランクトンとして ぽ KeMte1la COchIea 。tS vぴ ・ m 池 roGanth 山が著 L・ く支DRpLn 而 IOn がド

pIn7 hyMIna ， LOSmtn ぬ l0nghoStHS vが・ COrnutR ， 0yCIopS SP ，等を産する。この外

第42田 夏季塘路 D 汀Phnh CuCuIIMR (第42周) が夏季に 稜 見されたがそれが 尖頭型であ

る のほ特記すべき 専で従来の知見によれば 本種は夏季尖頭型になる 傾向は
糊産D叩M 卜
cucul lata

(上野氏よりD あるけれども浅い 富柴養 池沼では短頭型のま 人であ るとされたものであ

る。荷又水湖 七イサダアミ Neomnysis awatschen ，is (二 N ・ 1n 卜 ，media))

が接見される事は 元本湖が 侮 と連絡して ゐ たのが陸地の 上昇によつて 海と 

遮断された華を 示すものでか L る動物の極の 事を悔産潰 有種又ほ海跡種と

絹する。

本湖には淡水海 綿 Spo 叩uIla fragili8 が生育し 又不規則塊状の 集塊

をなす毬藻 Cliidphora (Aegaropila) sau 忙，i va ，・ P 。O血 nrta が稜見さ

れる。魚類多く ヮヵナギ，ウナギ，ウグイ (THbo10donh 九 Luen山 SLaku-
en 血 S 及 T ・ hRkuenSIS ezoe) ，ハゼ等が漁獲されズヂェビも 棲息する。 主

要な魚はこの中ワカサギで 昭和 6年人工雌化放流が始められ 以来繁殖したが 近年澱粉工場の 廣

液が流込み稚魚が 死んで 憂ふべき状態になつたと 云ばれる。又稚 ウナギ七昭和5牛宮城螺から移
 

入した事があ る。本沼にほ至る 所菱が繋り占末 アイヌの人切な 食料で有名なべ ヵンべ祭 (菱取

祭) が初秋に行ぼれる。

釧路川流域には 塘路湖の外にも 北方にほ シラルト 口沼，南方ほ蓮古武沼が存在 @，，何れも

成因地形は 塘路湖と似てゐる。 蓮古武沼ほ細岡騨 より約 500mの虚にあ り面積1.@7km 。 徐を占

める。 同沼に昭禾n8午5月 塘路湖のワカサギ 卵300万粒を移植 し昭禾n9年4月には塘路湖より 3四万

粒， 同10年4月にほ再び 阿塞湖から 600万粒亡移入し 沼内でも昭和川年春には 産卵する親魚を

多数捕獲する 事が出釆る様になつた。
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(27) 厚 岸 湖 (第43 ， "440圃)

厚岸轡 の奥に迎なる廣大な減水湖で 周園25fem ，面積35km2 を占め約700m の幅の糊口で 厚

岸轡 に開いてゐる。 棚内水深 ぼ干潮時 2m 以下であ るが潮流の強い 糊口附近ぼ 2-7 山の深さを

第化固 厚岸根室地方の湖沼分布有し又流入川べ ヵン

べウシ川 河口附近に

も 5m 以上の深部が

ある。厚岸轡の潮差

ほ小潮時M ，大潮時

I・ 6m と記録されて

いるが棚内批蟻島附

近では小潮時 I・ 75m ，

湖の中央部でぼ 0 ・ 95

m の潮差が測られ

る。湖ほ冬季 Im 。以

上の厚さの 氷蓋に覆

はれる。
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夏季水色 10-12 號，透明度I・ Bm 以下と
第44日 厚岸糊C犬飼・西尾氏より]

観測され湖心の 水温と厚 岸轡にある北大臨

悔質験所前の水温とを 比較すると第 叩表の

様な差が認 、 められる。 即ち糊 内に此 して轡

の水ほ温度低く従つて 満潮時湖内に流入し

来る水ほ湖水温度を低下せしめる 課であ

る 。 反封に流入川の水温は 夏季は湖水の 水
 

第28表 厚岸湖と厚岸轡の夏季水温の 此鮫
(昭和9年四尾氏観測・)

                ( 臨海實鰯所前)

 
t6  

@5． O
66.20・ 8    l42l8.2

14.   
16.   

温 よりも高く従つて 湖水を温めてゐる 事になる。 湖水の pH 及鱒分は営然潮の干楠によつて著

しく影響され 満潮時には湖内の pH は注入川河口部を 除き 8七以上-となるが干潮時には 8・ 2 に下

る 虚 も多い。照分も満潮時に 流入川の影響 め強い北西部を 除き湖内大部分日 5・ 5-16 ュgH CI

になり干潮時にぼ 13上 g/IC] 位に下る事があ る。糊口に 於て水位壁化 0・ 5m 位に及ぶ日に ―日

中の藍分の壁化は糊口の表面で y ・iR-16.84g/lCI ， 底暦6m で 15.42-18.08g/l の範國に二つて

ゐるo

底棲 生物相は底 泥 に含有ざれる 盤分の多少によつて 糊内は3匝に分けられ，第 I 匝は糊口 附

近で底泥の械度 I(@―18e/IC@ を有し店棲動物は海衝のものと 同じく多毛 環虫類の眞械性

(bMob@otI のの種類が多数分布しこ L には汽水腫は 棲息しない。 第2匝は糊の奥部でM-15g れ

、CI の監分が底泥に含有され 底捷動物相は浅 梅軟泥部と相似し貝類の MaComo ，多毛類の

GIF ，，小 ， CRpH 山ぬ， NOtomRStu8 ，甲殻類の GMn 山dI 。，山 a の如き廣汎械度性 海産種若しく

ぼ高雄性汽水種で 占められ，第3匝は河水の影響の 強い九四部で 底泥の嚥分4g/ICI 以下屡人

IgUcI 以下となる 虚ででヵイ (Nereね NpontCD と コップムシ (EXOSphae ，Oma 40Lgone-

n8is),An]Bogammaruskygi 等其の汽水 極が棲息してゐる 。

厚岸湖のヵ キ (マガキ，OSt，。a g;gaS) は古来有名，な産物で明治 ?年に牡蛎 製措が創められ

たといふ歴史があ る。然 るに其後産額減少し 明治末期には 牡噸漁業の存立が 危ぶまれる様にな

り大正九年から 3ケ年間禁漁を施し 更に同4年以後も産卵 期たる6月 16日から9H30 口までの間を

禁漁とし向 殻長2寸5分末梢のヵキは 探取を禁する 等保護を加べたが 回復の兆見えす 最早昔日の
盛況 ほ夢と化し自設異人として 重皇 するdo徐の牡螺島が往古の景況を 物語るといふ 有機になつ

た。かくの 如き急速な減少は 濫獲 も興つて大であ るが湖の環境 塗化も至大の影響を 興べたもの

であ ら う o マガキの 活漣な生活は水温 0・ 3--29 。 0 に於て行われるが 現在の 厚岸棚の冬季水温 ほ

― 1 ・ 3。C から― 1 ・ 5。C 位に下るのでこの 間ヵ千は冬眠 服熊 となり繍良しない。 本湖に於ける 産

卵盛期 ほ8月上旬より 9月上旬にかげ モであ るがマガキは 2R-300Cc の水淵Lに達しなければ 生殖

腺が成熟せす従つて 産卵も行は十1.ない。虚で現在の 厚岸湖の水温は極 く稀にしか 25 。c 以上に

 臼
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昇 らす又 2B 。C に達しても高温が 拍緒する期間 ほ甚だ短い。 従つて析溜の低い年にほ 全くヵキ

の産卵が行ほれないといふ 事も考へ られる。往時は厚芳棚の水温がもつと 高くガキが旺 盛に産

卵し繁殖したものと 想像されるが 厚岸糊の水温が現在の 如 く低下した原因と 考へ られるものは

尾幌川及膀塞蓬牛 川の LM 雌帯の開拓が進み ，森林が代抹されたために 河水が降雨のとき 温め

られざる問に 直ちに―度に 棚に流入し木 タ 湖水を冷却せしめるのでほなからうか。 同時に泥土

が多量 糊内に狂人されてヵ 千の生活を害した 半と想像する 安が出来る 。 要するに現在の 厚岸絨

はヵキの棲息には 不満とムはざるもその 産卵繁殖にほ 確に不適常な 環境になつたと 云ふ事が出

来るであ るう。今まで本棚に 敗回に互 りヵ毛稚貝の移殖を試みたが 方法の拙劣 な蔦か何れも不

成功に経つた。 そして昭和 8-9 年に仕呂樹湖で採 昔せる稚貝を移殖して始杓 て成功を収め ，昭

和tI年には宮城 順渡波から大吐の稚貝を移入，垂下式蓑嫡法を行つてみた 虚成績頗る良好であ

つたので 其後引績 ぎ行年・渡波から挫2-5 分の椎貝を移入し 之を木架 式にして垂下養成 [， 8 ケ乃

7S至2 ケ 年後に殻長3寸位になつたものを 探取してゐる 0 冬季結氷期 閲は垂下せる方 キを底に沈

下せしめて氷結の 害を防いで ゐる。

厚岸湖 内には四季に 亘つて棲息する 練があるが多量に漁獲される 季節ほ次の 4期に辰秘さ

れる。 即ちI月上旬湖内で冬鯨が獲れ ， 4月-l，旬に偶で産卵練が獲れ ， 5月上旬乃至 6月上旬に偶

人湖で産卵錬が獲れ ，ワー8月に偶で小練が 獲れる。 以上の中 湖中で蛙れるもの ぽ所謂侶蛛と 云

立種族で媚北後3年で喘めて洞臨し以後6年を控るとその 敗ぽ非常に減少する。 %与錬ほ

洞館もはつきりしているので 人工卿化による効火も 明らかに示さ オしる。厚岸湖では昭和 3年か

ら人エ硝化放流を行つて ゐてその 洞錦性により 3才 * 及4才魚の洞館しだ紹和ワ年から漁獲 高ほ

第却表の檎 に増加して来な b 昭和16年1-2 月に湖内"C 絃が
第29去 厚岸糊煉 漁獲高

(石栗氏より)
多数装死し部落 民は結氷を砕いて 大娃に之を採つた小があ

った。く弊 死魚の生殖姥死の原因菓ほが異常な成熟環境條件にほ直接欣態を呈して@z>g愚係なきもののゐ た事が注意年次如 ll漁獲尾 数

29.185昭和 3年された。

30乙322以上の 外厚岸糊 内では アサ 9 を産し イソガ二が抹捕さ " 竹

'a@砥
れて締粕 に作られてゐる 。 又 この地方に分布してゐない ス W 5 ィ

375,252 
サビノリの 夏芽 の移植試験が 行はれた。

1300',Q刀 
1882,388 開 係 文 献
H の，乃@  9 @i

310.m 倉上政 幹， 1912 ・ 厚岸城糊 の牡蝦 に就て・木研誌， 7，

352,277 (12), 313-324,  

" 。。，切吉井義 次， 1919 ・ 厚岸糊 の牡蝦島 ・ 史蹟名勝大然記念物 調 " l2"     

査報告，4， 19-24  

大町桂月，I胆$・ 春探湖と厚 岸・淋[河野常吉編， (t926) 六雪山 及石狩川上 施探検開愛史 ， 拐工頁，

旭川，125-12f 頁ユ

膝田経信，小久保清治，t凹7，蛛の研究・ 水産研究彙報， t， Q) ，エーHI  

諌早隆夫，高橋武司，川合豊太郎，19籾， 厚岸湖に於ける = シン人工蕃殖試験経過・ 北水誌旬

報, (t73)> 16拓, (174), 1661.

諌早隆夫，川合 豊太郎，ュ933 ・ 厚岸械糊 ニシンの人工 蕃殖nA験経過 (第t-4 報)  北水汁 旬報，

(207>,48; (206), 50; (210),67-68; (2t2),85.
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 (38) ． 床漂 泥炭 沼
 

東北北海道の 沿岸低地ば泥炭 撫地から成つて 居  りその中に泥炭沼が 散在してゐる。 厚庫町

床障にあ る・ 木障湖の傍にあるそれとは別の 小沼もその例でこ ・ の撫名の小沼 ぼ長さ150m ， 幅 47m 
の艮楕 固形をなし面積約 5剖Om2 を有し長さ23m の水路で 床障湖に連絡してゐる。 附近ほ水蘇が

繁茂し招 擾2T6m の幅には水 柏が生育しその 根葉は柵欣 となつて沼申に突出しその 先はイヌス

ギナが0・ 5-1 ・ 5m の深さの虚に 生， してゐる。 沼ほ最深部 3・ 5皿で沼底は 腐植泥が厚く堆積し 沈澱

物ほ褐色を呈し 柚物破片，珪藻殻等を多量に含んで ゐる。沼は12月から?3月まで氷 で覆 はれる。沼

水は チョコレート 桟の淡褐色ですぐ 近くの床悼湖の緑槻色の水と判然とした 相違があ り透明度

%



水・ 脚．報告・ 5 巻 t 椀元田 茂

はI・ 15-1 ・ 7m 位しかない。-夏季停滞 期ば6-9 月，冬季停滞期は12-3 月でこの問水ほ成厨し 6月

下旬及朋 下旬の観測では 3m 暦ほ全く無気 居ど なつてゐる。 pH ほ表居は別として他は 常に?以

下の酸性側にあ る。本沼には多量の
第30表 床障泥炭沼 (昭H ・ 5・ 6 羽田氏採水 ，

腐植質を溶解すると 共に又燐酸蟻や楠木氏分析 )

無機窒素化合物の 桟な柴養嚥 類も第
 

30表の如く多甘 に溶存して ゐて所 謂

富栄養型泥炭 地池沼の型を示して ゐ
              n酸媛，g/m@@)   NO―me/I ，・・、妬機，―- 窒素化NOzmgl@ ・、―@ Q―A- 物@NH4mg/1― "― 

 ).O422        
る。 ).04 叫 

底棲動物としては フ ・サカ (CHP- ).20 69 
oho ，u") 幼虫と有 殻慶形 虫類の0． 20 342． 5

Difflugia acuminn.t@,  D. globu-    ).003     50 
l0S れ ， D ・ PYL4 比rm ね ， NebeIR IO8C-

niormi8, Eue けpha cilinta 等が稜見される。 プランクトンは 夏季最も旺 盛に繁殖 し 冬季は

少量となるが 種類は却つて冬に増加す ・る 。 そして冬季 ほ下掛に色女な 揮類のプランクトンが 現

ほれる。 ―般に動物性プランクトンが 優勢で甲殻類では Eurytemora ，P ・ Chydoru ， sphi 、ナ

ricus, KOsminopSis d。而rsi, BOBmin 几 loneirostris が現はれ，輪虫類 低動物性プランクト

ン の大部分を占める 正要群で28極を含み特に 多量に出現するものは 春の POIyH もbN ttIgIa ，

夏の P ・ tHgM 及 Ped 而 R 山Ira ，冬のP ・ tHgIa 及 Kera 回 Iぬ quRdr ぬta であ る。その外動

物性プランクトンとしては 繊毛虫類 21種，枚足虫類]・0種が見出される。 植物でほ鞭毛虫類 22種

を含み動物の輪虫類に次いで 垂要なプランクトン 群をなしてゐる。 その中 Qenodhtum CIH-

Ctum は年中普通に 出現し，SynuM uveUa ， PandoHnn morum は夏季多丘に繁殖 し ，
 

Ur0 日enoP ぬ S nmeUCRnR は冬だけ 現はれる。 その外にも植物性プランク 十ンは52種検出さ

れたが量的にほ 賀弱で― 般に泥炭沼に 多く見出されると  云はれる殻藻類は Cto 曲Hum moM-"

Hforme ， MLrRSteHM Pnp;1lt 也r小 zRnLhtdiu 山 nnHftopHeum ， HVMOtb 汁 n dtSS1@i叫8，

 Desmidium Swartzu の十種が稜見さJ@Lるのみであ る。斯くの如く植物性が少なく 動物性特に

輪虫類プランクトンが 優勢なのがこの 沼の特性であ る。

泥炭沼は柴養鹿 類がコロイド 状の博楠質に吸着されて 少丘 となり貧弱であ るが，併し鞭毛

虫類プランクトンは ―般の植物性プランクトンと 異なり腐敗 柴養法を螢み腐植賀を柴 養分と

して直接撮取する事が出米るのであ らう。動物性プランクトンの 数ほ停滞期には I立中RO00個

体に及びその 大部分 ぼ輪虫類で Im 暦附近に密度投も 大きく本沼の 列物性プランクトンは 近て

の床障糊 に比べ―届密度大であ る。

櫻忠動物は ェゾアカガエル，イト ョ，トミョ，イバラト ミョ ，タマキ ビ ，ヒラマ午 マイマイ

(GymuIuSjnP 。H忙 u の，モノアラガイ，"ヒラタビル，シマイシビル，ズヂ干ビ， 止咄pIMeromn

OreRonenS 汁及 昆虫幼虫等を 畢げる事が出米 る 。

泥炭沼にはよく 田の中に 泥褐色のモヤモヤした 物質が密に凝集して 恰も沼底の桟な観を呈

することがあ る。之を擬底 (fnuISe I)Ottom) と網 [ 泥炭が解体して 生じたもので コ P イド又

ほ了マルジョンの 状態にあ るものと老 へられる。この擬底と眞底 との問は普通の 沼水が充満し

てゐる。霧多布 にある泥炭沼では擬底のため見掛 上深さほ 30-RO 。m の様に見え足を 入れれぽ

抵抗せすに埋まるので 人々 から底無しの 沼と @，て無気味がられてゐる 。 併し眞底の深さほ せい

せい I・ 5m を越えない。@沼泥の ガスが逃げられ 低い場合に 擬底の―部をもち上げて 水面上に現

67
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はし浮島を川現することがあ る。この種の俘島は水面下の 擬底と連績 してゐるので風が吹いて

 も移動すると 云ぶ、事はない。

開 係 文 献

羽田良禾， 19% ・ 泥安地池沼の研究・ I 床障に於ける泥炭 地池沼・陸水難，6， (4) ， 148-15I  

妨田良禾 ， 1937・泥炭地池沼の研究・I 床障に於げる泥炭 地池沼(後編、．陸水離・ 7， (L ユ3--乱 

羽田良禾， 1937  泥炭地池沼の研究・TI 擬底による 俘島の生成・陸水 離， 7， (2), 64-67.

羽田良禾， 1938  泥炭地池沼の生物・車協報， 13, (4), 431-435.

弼即良禾 ， 1943 ・ 富柴養型泥炭地池沼のプランクトンの 季節婁化 ・ 竺態車研究，9， (l),@7-%  

モチ   I y!->L* ソヅノ

(59) 火散布 沼及藻 散布 沼 (第43, 45圃)

厚岸郡濱申 村の大下洋岸にあ り泥炭瞑地の谷間に横はつて ゐて―方だけ海に同つて 開いて

ゐる。雨沼は互にHtm離れその問に /J析-を披み互の連絡水路は 存在，しない。海に何つて開く 群

水口は浪のため砂が寄せられて 閉塞することがあ り融雪時には 人工的に排水口をあ ける脅はし

 であ る。

火散布 沼は細長く 敷松の屑入あ り長さ約3fem 。 最大幅 1.3f 山で面積約幻00m2 を有し藻散布

沼は排水溝を ；nえて長さ約 l・ 6km ， 面廣約560m。 であ る。深度は
第45口 火散布沼人藻散布沼

Cぁォ B 氏より ) 何れも 3山以下で底質は 排水口近くを 除き大部分は 腐植質より成

る 。 沼水のpH?.7-8.l ， 驚分大離，6―正・ 5ff/l CI を含み汽水性で
 

ある。 
両沼より 8S種の賎悔性有孔虫類が検出され 中 7種ぼ珪酸質の

 
がで

殻を有する arerLa 。也ns 血rm である。沼特有種は ワ種でその 中

の5極は a，enaceons 比，m に馬するが海上の 共通種にほ

 
arenaceouS 也rm が少ない。 浮雄性有孔虫としては GIob 喀en;na 
bulloides I 種が見出されるのみであ る。輪虫類では K町匁 ella

 
 

@B. cruciformis var. eichwaliii, NOtholca striata var. acumi-，が弔
n.t 士山， Synchaeta tavina を産する 0

。―
開 係 文 献

羽田文末，t9@6. 汽水産有孔虫類の 研究・I・ 火散布 沼及藻散布 沼・ 動雑 ， 48, (8/t0),849-860  

羽田良禾， D 籾， 海産 及汽水産輪虫類・ 動離， BI ， □)，如6-503.

(80) 根室据殺箱 附根基真希絃 (第43, 46@ 48目)

温釈沼ほ 根室郡和田村にあ り根室牛島基都を殆ど 横斯 して存在する。 面積 4・9k 胡。 を占め

る伐六湖で温恨沼市街 附近で捉宝渇忙 排水する。 干潮時 ば津筋を除き 0・ 2―0om の浅瀬となり

に仁 Im 位の水深ほなる。 痔筋ほ糊口の反封側に流入する 最大注入 川オン ネべソ川筋に

砧
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6
9

常 るが午水時敗m の水深あ り最深部6 ・ 7m に達
第46目 根室温根沼 C商安，近藤氏より)

するo 流入河川は オンネべツ 川の外に 6ni あ

るが之等ほ皆細流であ る。流入山は 泥衣地を根 ， 

流れ濃褐色の 水を沼に注入してゐるので 干潮

時にほ沼全休儂槻色を呈するが 水ほ液濁せす

逐明度 2@nを示してゐる。 満潮時には海水が

入り末り胡色の度を減 4 沼氷透明となって 濡

底まで透視出来る 様になる。 賄分ほ干備によ
つて壁化する事切論であ るが―般に オンネべ

ツ 川口より沼に 入ると共に増加し 備潮時にほ

 
  
     

第47圃Q 如く濡の下暦でほ17K/IC1に及び又

酸素．は何虚 も豊富で特に 欠乏する部分ほ 見覚

らない。 
け乃4  

プランクトン ほ沿岸性海産種が多く 
Sfceletonema costatum, . Thalassiosira 
g□vida 其馳 多くの悔産珪藻類を産し ，

 
ACiirti 乃 。 lau 紐， Oithona similis 其の他の

 
 @ 海産榛脚類も採集きれる。 淡水種と - ては 

Chathrocyatis aeruginosa, Scenedesmus
 

obliquus, Cyclops leuchart1, Eurytemora 
ヤ,
 

aff;n か年が分布する。0____  i *B@ n|
 魚類は侮から遡上して来たものほかりで

第47 國 夏季根室温根沼の盤分分布苛面 cci g/@D (高安，近藤氏より )荷海豹も海から

入つて来る。 カ

9
ll  "l 。    -'―"  "    " 。   

卜
レイ，ヵヂヵ，

 アメマス， ウグ
<n

イ等が 曳網で獲

 られ又冬には氷

下待網でコマイ，チカ ， キウリ等が漁獲される。
温根沼 の東蓬 より 択窒本線の餓道を越へ約 ュ fcmを隔て人和田村昆布 盛村長節所在の 長節沼

と穐する小沼があ る。樹園 ftfem ，面積0ふ5k 山。の緑色淡 第咄取 根室長節沼 (牧野氏より)

水湖を周園は 樹木密生せる 台地で固まれ 東北部のみ平地

で小川が流出し 太平洋に注ぐ。 海抜約 2m の高度にあ り

水深 7・ Im ， 逐明度 0.7m で水質は俄酸性で窒素・ *輯落可

幣性有機物等にとみ 富柴養化してゐる。 プランクトンは

EuYy 忙 mor8 Rば4nIG 多く又 DIRphnHoSo 山H brRLbY-

u ，um が報苦されてゐる。 本沼にぼ明治 30年春 フナ稚魚、

荊00尾放蓑 され現在繁殖してゐる。 この申に混つて フナ

 仁似てゐるが尾鰭のすつと 長い餓魚が稜見されるが 鎖魚、

なるものは大体 フナと金魚．との離極から出稜 したものだ
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らうと想像されてゐるものであ る。荷大正午問にと メ マスが移植され ， 又昭和 9年秋にぼコイ

稚魚 100尾移入された事があ る。

この外根室地方には タンネ沿 あ り面積0・ 22ktm，，浪大深度3.@m，水色@.8號， "透明度1.2m， 微

酸性で pH6  坤であ る。又欝轟の温根治ほ面積0・ 53Km ，最大深度T・ 5m濃褐色の水を 湛へるが

底まで透覗出釆る o

開 係 文 献

高安三次，1933 ・ 棚抽水質分析結果・化水試旬報，C214),99-10t; (2t6), 123-124  

近藤賢蔵， 1934 ・ 北海道湖沼の 枝角類分布・水車雑， 37, 35-30.

高安三次，近藤賢蔵， 19M ・ 湖沼調査・第2編・ 淵根沼・水産調査報告，86， 25-47  

牧野佐二郎，1937 ・ 根室長節 沼の繊魚 について・植及動 ， 5， (I) ， 58-62   

高安三次，1937・北海通の湖沼に 就いて，北海道化 里協含禽報 ， 12,22-35.
五十嵐彦仁， 1940-41 ・北海道に於ける 湖沼水質の 化畢的特性及プランクトン・1-XIT  北加

試旬報，(478-489) ， 後編 ， 1二% ・

(3I) 風 蓮 棚 (第43岡)

風蓮糊 は根室郡和田村別海村にあ り根室轡南連の野付褐に接する廣大な地城を占め 周園M  

5kfm ，面積50 ・ 3rikmn2 を有し遠大 附近に糊口を有する 外東端の 東悔附 近に海との連絡水路を 有し

てゐる。 その成因は元梅漬たりし 虚が局部的に沈降して 削剥せられ 然る後砂州が稜達して海と 
隔つたものと考 へ られる。糊口附近は H.3m の水深を有するが 湖内は浅く通絹潮切と云はれる

幅 300山 位の濡筋を除き 大部分は干潮時に 露出する。 底質は 腐植性砂泥で 湖の全域に 亘りア

マモが生育してゐる ; 流入河川は 8本あ り 禍色の水を注入するので 湖水も同様の 色を呈し春季

水色I()―却號，秋季5-18 號 と記録される。 透明度ほ糊口 附iSで5・ 5-6 ・ Om, pH 低海水と 略人同

し値であるが冬季湖英部ほ pH6 ・ 8 位に下る。 酪分ほ春季 糊 n 附近で表市 14.Hg/Ic1， 8 ・ 5m 暦で

18 ・ 2g/I Ot ， 湖奥では7・ 6sr/lCU を測る。結氷期は通常 t2月下旬から 3月中旬まで ド英部では厚

さ 20cm 飴にもなるが糊口近くは 甚だ蒲く且 軟弱であ る o  

プランクトン ほ海産梅多く，楠脚類，珪藻類が普通で淡水性．としてほ僅かの珪藻類があ る

のみであ る。生物ほ沿海性のもので 魚類18極，甲殻類6種，介類l@i種，植物8種記録され，冬季氷下

待網でチカ，キウ九 コマイ等が獲 られ又鮭雌が遡 上期に刺網で 獲られてゐる。 その外アサリ，

，オホノ ガイが採集され  オゴ ノリも探られてゐる 。 オゴ ノリは中央部を 除き全周擾 に生育 r，分布

生育敗量概算 2刀貰に達する。 本棚開葮引差として中央糊口の 西方走古障にも新糊口を 掘撃し

て海水の流通を 岡 り棚内―面馬耕を行つて アサり，ヵ午，オゴノリ， スサビノリ等を 増殖させ

 る 案があ る。

閥 係 文 献

北海道水産試験場， 1940 ・河川湖沼養殖通地調査・ 風趣棚 ・ 昭禾 n14年度業務 功程 ， 7-9   

木村鎚郎 ， 楊澤正雄，川合 睦， 1950 ・昭和 t4年度河川湖沼養殖適地調査復命 書 (風蓮糊)・ 北

水試， (末稜表 )・

70
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本棚はと メ マスの原産地として 阿寒湖と並び 栴せられみものであ る。又ヴ カサギは移確に

よつて辮殖 したものであ るが木湖 では存卿化して胡 下句には体長 4・卜@砧s@にな タ T2片には6・ 5

cm に成長して生殖 典長大となりこの 時期には常 才魚申来春産卵すべき 佃休と未だ産耳炉するに

至らない個体とが 匝別し得る様になる。 翌年4月中旬以後に 休長 7-7 ・ 5cm に叱長したもののみ

 が成熟し川に 遡つて産卵を行 ふ。 本湖に於けるワカサギの 主な餌料は BOsmtna で 6， 9 ， T2 月

共に全 官琳斗 の8-9 割以上を占めてゐる 。 H 。Bmina の湖水中に於ける 稜生量の多・ト期偶は解氷

後から結氷するまでの 問で冬季結氷期川中は 極めて少量になる。 ワカサギ ば平生釣獲し難いが

冬季氷蓋の孔を通じて釣るとが二つて 来る 。 之は冬季フ カサギが餌料に不足してゐるために 釣

針の餌に食ひつくからであ らう。―般に小型のワカサギ ぼ BO@mina や携脚類を 揖取し大型の

ヴヵサ半ぼその外 Chi，。nomus 幼虫 や踊等底棲 性の食餌をとる 傾向があ る。

本棚は 又毬藻 の生育地として  知られ木湖に 産するものは CMdopMW (Aeg&MptIa)  

sautenvar.Bo 叱eana なる壁種でその集塊は 完全な球形をなしてゐない o

閥 係 文 献  

近藤賢蔵， 1933  阿寒湖 K 於ける 姫ますに就て・ 北水試 旬報，C227), 245-247.

菅野利助 ， t9迅・ 日本産マリ 圭の研究主として 其の球形 集園に就 て・ 日水堅禽誌   2 ， (5) ， m7

―228 ・

木村鎚郎，川内 滋，西田叉八郎，植木，1938  昭和は年度河川 %舟沼養砲適地調査 (チミケツプ

湖)・ 北水試 ， (末稜表 )，

木村鎚郎，川内 滋，四日丈八郎，1939 ・ チミケツプ糊 調査概要・北水試 旬報イ必め ， 303 「-3% ・

羽田良禾， IS40 ・北見キム マ沼のマ U モとユス リカ幼虫・楠及猷 8@(6¥， t361-1354.

櫻井基博 ，三春午厳，坂井清柴， 1942 ・ チ ミケリプ湖の底捷動物 フサカ (c ぬ小町ua Iar、の

に就て・コヒ水試旬報，C546), 235-239.

櫻井基博 ，坂井清柴，三春午戯 ， 1942 ・ チミケツプ糊 の域接生物 Ch@o 比，u ， Ia，、<t に就て  

 水串雑 ， 50 ， 50-60  

櫻井基博 ，坂井清柴， I&43  公魚の増殖 と餌斜生物・北水試 旬報，(6弱)，卸1―細$，

(33) 膏 佛 沼 (第51, 52圃)
 

庸沸沼は オホーリク海の 沿岸針里Q 篇釣沼@ウヅル の酉に並んで 位置し東四に 長く約 8k山に及び

面積 9・ 竹kがに達する沿で沿岸は殆ど平坦， 北岸ぼ砂丘を以て海と 隔て西端に近く 排水口を有

し約 200九の水路で海と 蓮緒 してゐる。 沼の成因はオホーリク 海の波浪による 砂丘形成と 丸萬

川八浦士別川の流出土砂の 堆積により梅と 隔てられたものであ る。最深部は西端 紅 くにあ り 昭

和2乍刃F水口開口時 3m を測つたが沈積が 進み昭和 If年にば 2・ 5田しかなくなつた。 湖盆め大部分

は tm 内外の深度であ る。排水口ば冬季結氷中 3-4 回に互り結氷が 底まで 及んで閉塞されその

結架沼水が増水して 沿岸氷蓋を破 9沿岸に浸水するので 人エ的に排水口を 開くを側とする 。 流

入河川は 5本あ るがその主なるものほ 丸萬川と浦士別川で 之等ほ皆 泥炭地を流れてくるので 黒

褐色の水を 沼K 流し込んで ゐる。 底質 は沿岸部は砂であ るが約 I ・ 5m 以深は泥 質となり 底泥の

表面は褐色，内部ぽ黒色化し深部では 硫化水素の臭気を 放っ。この黒泥ほ 生物遺骸の破片を含
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第5l □ 東部オホツク海牛湖沼分布

み核泥が腐泥に憂 化する中間

状態にあ るものと思ぼれる。

沼はH 刀 25-27 日に結氷する

が底暦まで凍結は及ぼない。

沼爪は流入河水の 影響で

黒褐色を呈し 水色18-T9 號に

常 る 。 遼明度も低く 1-1 ・ 5m

程度であ る。水温は夏季にも

満潮時オホ - ツク海海水の侵  

入と低温なる 河水の注入とで

最高 20。C を越へる事は 稀で

ある。潤沐は侵入油水のため

中矢部でほ海水の I/4乃至I/5
程度の樵分を含むが 浦士別轡

では殆ど淡水の 状態にあ る。

第 52 目 藩佛沼(高安，五十嵐・澤氏より)

 

泥
ゐ
す
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浦士別轡で 60cm の
第詔表 冬季の清洗 沼 (昭t3t・ 3 ・ 6 羽田氏観測 )

厚さあ り， 中央部ほ

下屠に監分高き水が浦 士 別 湾     
0．2 pH 6.5 酸素(cc/l) 8.R7盤素@m，27g/1)停滞し酸素は極めて徴是になつて底居で

0.8 6.65 5.34 1070

ゐるて第?,?i表)。       i.73 28

底棲 動物相は  
   

N 。oexoSphaerom " o，ea@unenSIs 及 Grandidi 。，eIl、 j、ponic 、 等の甲殻類が 優占し低絨浅砂 底の

汽水型に 鹿する。 Chironomus ほ血鯛短く北欧の Ch ・ plumosus semireduIctus 型に近いも

のが得られ貝類でぼ 千イ p タマキ ビ (Littorina at@kana) と ナタネツ ポ CCineula Lurllen9 もs))

の2種が棲息し，その 外 ゴカイ と貧毛類の Limn 山血 us sp ・ が抹 られる。

プランクトンは 淡水種としては 線藻類の Autinastrum hantzschii ，輪虫類のKeratella

Hcule 、t" ， 双鞭毛虫類の Ceratium hirundinel@" 等を産し 叉海産極 としてぼ懐脚類の P。eu-

dodi 叩比mua や珪漆類の Biddulphia 等が出現する。 冬季のプランクトンはこの 蓬 りの海岸

湖沼中最も乏しく 中央部では極 く少且の介形虫類と輪虫類のみしか 採集されす淡水化した 浦モ

別溝でほ SYnchaeta その他の 愉虫類が幾分か 探れ佃底 部から海産極の T。st"。叩と H 。屯。z。a

が採られた。 木沼の冬の プラ ンクトシの貧しいのほ 沼が浅く 沼水の化単戸別寺質の時期 並に場所

による 愛化が激しい事によるのであ らう。

沼内にみられる 魚類 ほ定着性のものは 少なく大 低ぼ海から入つてくる 洞滋性の魚、 であ る。

漁、 業ほ ワカサギ (チカ)，ゴリEp ちアシシ p ハゼ (Abom % hCtLe の 及ク U ハゼ (CIIOeR Ga8-  

t"nea) ，ウグイの外 ホツカイ エビ (Pandalus platyceros) 等が目標とされる 0 ワカサギぼ毎年

4 月目 4 日，より 5H3 日蓮の間に産卵 し平均3 日問しか産卵 ぼ績かない。 昭和3年-より人エワ浮 イヒを行ひ

昭和町，には阿寒棚へ ， 同7年にほ チミケツプ湖へ ， 同8年にほ屈斜路湖へ 移出した。 本沼に棲月、

するウグイ (Tribolodon haleuenS;s) 1@@．はhR@kuen ，;。， ezoe, ]u 日 anennis の3亜種があ る。

開 係  文 献

北海道水産試験場， D28 ・ 湖沼調査・漂沸糊 冬季状況・化水 試旬報，(I: り ， 203  

北海道水産試験場， 1928 ・ 濡沸湖調査，北水試 旬報，((34), 363-366; (35), 373 二375.

北海道水産試験場， 1980 ・ 浅沸湖に於ける フ カサギの抹卵状況(昭和5年度)・化水誌旬報，(97) ，

961 □9田・

南安三次，五十嵐 彦仁 ， 澤 (近藤) 賢蔵， 1930  湖沼調査・第 3編・ 庸湖沼調査・ 水産調査 報昔 ，

21, 98 □H7 ．

諌早隆夫，t933 ・ 木道 フ カサギ極卵供給地と其の 状況・北水試 旬報，(2It), 75-76.

岡田禰―郎，池田共司， ェ937 ・ 廿 本産 ウグヒ厨 Trlbolodon の分類灰分布上の 考察・u  北海道

に於げる ウグヒ屡極 とその分布，動離 ， 49, C5), 161-172.

高女三次，1937 ・ 北海道の湖沼に 就て・北海道化事協 含禽報， l2, 22-35   

Hada,Y.,1940. Hydrographical"observation8 and plankton studiesofSome bracki 。h-

water IaRea On tlょ e OL@hot8 ュe Sea coadtofHolekaido in winter. Trans. Sapporu Nat  

HiSt. SOc., @6, C3), I447□t74.

五・ 卜嵐彦仁， 1940-41 ・ 北海道に於ける 湖沼水質の 化畢的特性及 プランクトン・ 1-XII ・ 北

74



茂
―

 几 水， 府，，報告，堵テ l號

水試 旬報，((478-489) ， 後編 ， 1-88.

朝比奈英二， F42 ・ 汽水域の底泥中に残留する 海水とそれが 底棲動物に及ぼす 影響・生態畢研

究，8, 22二一 232.

朝比奈英二ダ 1943・北海道北見 國溝沸沼の時槌助物・陸水難， ェ 3・ (2/3)， 63-7O  

(34) 藻 琴 沼 (第刀 ・ 胡圓)

濠沸沼 の西方に並び 網走市の東北約 8kn 、 に位置する沼 で面積l・ 3km2 ，最大深度5・ 8m を有

し北東端に K@ て排水 @，約tkm の砂丘の問を 蛇行する水路によってオホーツク 海に注いで ゐる。

湖面 ぼH 月末から 4 月 牛ぽ まで結氷 で覆 はれ排水口は 冬季にも普通の 場合は閉塞される 事はな

いo 浅部の底質 は砂質に富むが 水深 2m 附近で泥土にかはり 2・ 4m ・ 以深 でほ硫化水素の 臭気を放

っ黒色腐泥を含む場所もあ り 4m 以深は全く腐泥 のみよ
第53目 藻琴沼(朝比奈氏より D

り成るo 水色はプランクトンの 簾産と腐植質を 多甘に含む

河水の流入と 相侯つて綴褐色となり夏季水色は 20號に近

い。 冬季 氷蓋の原さ 55cm 位になり水 蓋孔 より見た透明度

は2@n，夏季の透明度は ]・ 5-1 ・ 8m, 8月にはプランクトン

判に夜光虫の 増加によつて 透明度 0J 皿位になる。

木沼の 水ほ上健 ほ淡水であ るが下俺氷ほ鰹 分を含んで

停滞し酸素が 欠乏 L-硫化水素が接生してゐる。 夏季停滞 期

の成暦ほ 水温からみると 表水峰は Jin位まで P3.5m は深が

深水俺になってゐる 。 併し鯉 分ほ0・ 5m に下れぽ既にU 引I

CI に達し店周で 17K/I C1 を示してゐる o この底歴水の盤

分と沼底泥土中に含有されてゐる 水の監分とほ必すしも。卑  

しくない事は 海岸汽水湖の 特徴で木沼でも 沼水が荒天時の

波浪の影響で 向滅になるときも 泥土含有水の 照分ぼさして

月 らす又大雨のため 沼水の魎分がうすめられるときも 泥土

含有水の 賄分 ぼ百上に接する 底歴水 よりも高絨なのが常であ る。 3・ 5m 以深 では酸素は全く 消

失し硫化水素が 存在する。 9月初旬よけ加 環期に入るが 之ほ 所調緩慢循環 (Brnadymixis) で化

里成碑が水温の 愛化に伴つてゐない。 10月下旬には既に 水温 成歴ぼ逆列 となつてゐるが 4皿以

深ぼやほり無酸素であ る。たビ箆分ほ 2mで6・ 7e/IoIに低下し 3m めソら 12叫1 Cl となつてゐ
る 。 かくて去歴の 冷却と共に循環 ほ進み加ふるに 寒冷新鮮な 梅水の侵入によつて 無気居上限は

次第に下降し 沼而 が結氷し始める 頃にぼ恐らく 底杖 まで而環する事も年によって ほあ り得るで

あらう。表歴が向冷却されると 共に冬季停滞期に 入り :@月氷蓋下では Hm は深に無東歴を生じ

てゐる。 かくして夏に 向ふと共に町び 停滞居ぼ厚くねり夏季完全停滞期に 入るのば 6 月末から

7 月にかけて T あらうと思ぽれる。 かくの如 く本沼は平年たほ 冬季-ー回の全循環を行ひ叉年に

よつては終年停滞 庵を保つこともあ ると考へ られる。

浅底部の底槌動物は甲殻類 4 極 ， 2 枚貝 ? 極， 巷員 A・ 種，多毛環虫類 ? 極の外紐虫 ， イソ

ギンチャク， 貧毛類， ミヅダ= 等合せて20敬極を産するが 之等の中重要なのは 貝類のヤマトシ

ジミ (COrbicula japonica) と多毛類ので ヵイ (Nerei@ japonica) であ る。 即ち底棲 動物相
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ほぬllusca-Nereis 型と栴せられるもので 北海道の汽水 湖ば多くこの型に 屡 して，ゐ，る 。 4m 以深

の沼底ぽ 無酸素暦に常 り又同時に存在する 硫化水素の 毒作用と相 倹つて内服的な 底棲動物は全

く稜見されす 廣大な蕪生物帯をなしてゐる 。

底棲動物 中ヤマトシジミ ほ木沼の漁業の 主要な封象となつてゐるものであ るがー体北海道で

娩が産物として知られてゐる 場合ほ例外なく皆汽水性のヤマトシジミを 産する場合で 淡水性め

マシジミ 山O，bicula le"n") を産するものほない ii やマトシジミ ほ雌雄異体で木沼では 6月

中旬から生殖 菓が成熟し始め 8 月上中旬を産卵盛期とし 9 月上旬 頃までには殆ど 卵の放出を終

る。従つて7-8 月ほ禁漁期と 定められてゐる。 その稜生を人工授精によつて 観察してみると

20。C 内外の温度で 受精後17-20 時問で胞胚期に入り 廻碑運動を始めそれから 拮輪子(HOChoPM-

。めを 紐て幼殻 (P ，山;SSOChonCh SheH) を有する被面子 (VeHge ， ; に憂熊する。 この浮倣

幼生期の 幼貝ほ水底近くを浮雄しで ゐるからプランクトンネ・ツトでは採集困難で 底部の水を 泥

と共に採ると― 諸に採集出 末る。 殻長 FOP 内外で面盤を梢矢し，やがて穀頃を膨出し底棲生

活を螢む様になる。 夏産卵された 幼貝 はその年の冬季までに 穀長 7-Hranuc 達し備 I 年を紹

過すると 20-22mm に成長して生殖を 行ふ様になる。 備 3 年目にほ 25mm 以上に達し色も 褐色

を帯びてくるが 36mm 位になると 里色を呈するものが 多い。本種ほ酸素の多い虚に 棲息する所

謂多酸素性 (POlyoxibiotic) で棲息場ぼ少 くとも洛存酸素 5・ 40c/l 以上を要する 様であ る。又

pH7 以下の水にぼ 棲息するもの 稀であ る。盤分ほ 0・ l―IOe/l C1 程度の水域に 廣 く分布する廣

蛾性 (Euryhaline) であ るが分布密度の 多いのぽ 2-8e/l Cl の範園であ る。本沼でヤマトシ

ジミの棲息が I・ 3m 必浅 の浅底に限られてゐるのほ 水が安定で 底水宵の循環 が憩く I・ 3m は深で

ほ酸素が欠乏する 事があ るためであ らう。

向木沼の底にほ 貝類の死殻が多量に堆積して 居 り特に 2・ 5-3m 擾 りに多やが之ば 3m 以深

の水の安定してねる 閥係によるものであ らう。この貝殻帯 (@Shellzone) は北欧，北米め淡水

湖にみられる 貝殻帯 と同意義のものと 考へ られるが木沼の 貝殻 ほ全部汽水種であ る。

プランクトン ほ海産珪藻類が 多く又榛脚類の Oithona s;milia 及双鞭毛虫類の NOctilu 。a

S山ntillans(夜光虫) が非常に多い。 その外に多敗の 汽水性プランクトンも 出現し輪虫類で

ぼ坤nChReta voMx ， KmateH a ぴuGI 比 。mIS 円r・ eICbwMdI を産する。 夜光虫は表面 め淡  

水居を除き全居に 分布し最大分布ぼ 2-3m 居にあ る。夜光虫が緑色を 帯びてゐるの 多数の植物

性鞭虫類の 皿lamydomonaS ・を体液中に含んでねるためであ る。夜光虫は元来北海道沿岸の

海では低温の 季節に付現れないものであ るが本沼では 夏のみならす 冬にも多数 棲庖、 してゐるの

ほ注意すべき 事で本沼は生物堅的に 凋立した水域を 形成してゐるものと 考へ られるP

ワカサギ，ハゼ類，・カレイ木沼に於げる 漁獲物 ほ上記ヤマトシジ 三の外 ウグイ ， = シン，

類，ポラ等である。ウグイぼ TrIholodon h凡 Luens;S ha ・kuuensiS, T. hakulensis ezoe, T  

hal く uensi@ jusanensis の 3 亜種が知られてゐる。

開 係 文 献

岡田禰―郎，池田兵司，1937 ・ 石本産 ウグヒ屡 Tribolodon の分類及び分布上の 考察・ II・北海

道に於ける ウグヒ屡種とその分布・ 動雑， 49, C5), 161-172.
南安三次， 19帥・ 北海道の湖沼に 就て・北海通化睾協 禽舎報，は，222-35.

上野益三， 1937 ・ '藻琴沼十 その生物‥植及動， 5， C7), 1261-12G8.

Uen0, M., 1938. Stratification 0f NOetiluca fu @ brackish-watei lake 0f HOkkaid0,

76



水・ 府，報告．5 巻 @ 號元田 茂

Japan, t'roc. Imp. Acad. TOky0, 14, (6), 231-232  

(J6n0, M., 1938. BOttom fauna 0f Lake Abasbiri and the neighbouring waters fn

 HOkfcitid0. Trana. Sapporo Nat. Hist. SOc., 15, (3), 140-169.  

YOshimura, S., 1938. Dissolved oxygen 0f-tho L@.be waters 0f Japan. Sci. Kep. TOfeyo

Bunrika Daigal て u， , C ， 2, 63 □277.

羽田良禾 ， 1939 ・ 藻琴沼の プランクトン 特に夜光虫に 就て・ 柏及動 ， 7， (2), 360-366  

羽田 良禾 ， 1939 ・ 海産及汽水産輪虫類・ 動雑 ， ぬ， C?), 496-503.

木下虎―郎，油谷三五郎，1939 ・ 藻琴沼産岬 の産卵期 ・ 北水試句報 ， (417), 335-336.

朝比奈英二， 1940 ・ 北海道北見 國藻琴沼 の貝殻帯 陸水雑， 9 ， C4), 185-193.

朝上ヒ奈英二， 1940 ・ 藻琴沼 の底棲動物，動雑 ， 52. (4), t57-174.

Hada, Y., 1940. Bydrographical obseryations and planfeton studies 0f some bracfeish-
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(35) 網 走 湖 附 り ヤウシ湖 (第5r@@@@>Jェ・ ，@ @)t 圓)

網走糊は網走市及女満WU村に跨つて廣大な面積を占め 湖水ほ富柴養化し本道に於ける 有数

な生産カの大きな 湖である。その成因 ぼ往時海の ―部だつたのが 轡 口に堆積せる 漂砂によって

海と遮断されたものと 思ほれ今向湖底からカキ 等の海産貝類の 死殻が稜見 きれる事があ る。湖

面は長楕固形で南北に 亘 る長小曲 糸勺 Ttf 山， 申央部幅員約 4hm で束岸北蓬 に呼人半島が湖申に 突

出し呼人轡 を抱いてゐる。 湖畔 ほ開拓され諸所に 村落あ り南東端の湖畔には 女櫛別騨 あ り 又呼

大半島基部にほ 呼人鐸があ る。呼人騨 より化行約3Irm の湖畔には 卿化場 あり昭和23年より同所

に水産卿化場所属の 臨湖實験所が開設された。 湖岸線約 46fcm ，湖面面積約34km2 に達し肢節

量20197で本邦湖沼中中位以上の 位置を占め深度比 ほ鳥要悪裏-)ぼ 3662787で本邦湖沼中極めて 上

位にあ り両保件共湖沼生産 ヵの大なるを示してゐる。 流入河川 ぼ網走 @ll C上流部分 )， 女満別

川，トマップ川等が主なるもので 網走川の流入口にぼ 三角州が 葮達してゐる。 其他―般に湖棚

 が廣 く形成され湖底が 平坦になつてゐる 事等と併せ木湖 ほ既に老齢期にあ る事を思 ほせる。流

山河川は北端から 出る網走 川 (下流部分 ) で約 7・ 5lET@Hの蛇行した 流路を紹て網走市街 仁達しオ

ホーツク海に 江いで ゐる。 最深部 ほ女満別州河口沖にあ って @?.57m の記録があ るが大正15年

の測量では T6 ，5m 以上を測る事 ぼ出来なかつた。 平時湖面海抜 僅に0.6m 刀程度で水位 ほ融雪大雨

の際にば上昇し 冬季結氷中にほ 下降する。 海までの距離も 近いので秋の 荒天時や冬の 湖面低下

の時期には高 碑時痩人海水が網走 JIIo下流) から逆流し末つて 湖申に侵入する。 底質は13m 以

深は黒色還元 泥で覆 ほれ浅部ぼ砂又ほ 岩石より成つてゐる。  結氷はI2月中旬に始まり 解氷は 4

月上旬から中旬に 至る期問で氷 蓋の厚さ 80um 徐 に及ぷ事があ り 呼人轡 でほ採氷が行ぼれてゐ

る。
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第54 □ 網走湖 (高安，飛島氏より) 水色は冬 氷蓋下の水は清澄な黒緑色で 透

明度 3mnに及び春の融雪 期は茶褐色に濁 ウ透

明度 Irrc位に下る 。 春から夏までは 降雨の 場

合を除き水色は 黄綴色を増して行き 透明度 I

m 以上、となり， 9月後は線色を 帯びた．透明

な色となり透明度も 漸時大きくなって ]l月末

には 2mI を測るに至る。 斯様に濁った 水を湛

べてゐるから 水中に透入する 光の量も極めて

少く夏季晴天時水中光度は 正午にも 2mI に下

れぽ表面直下の光度の 2% に L-か常らない (

 迂明度I・ 2m) 。

本棚は面積が 廣く而も四方が開けて 居り

風の影響を常にうけてゐるので 結氷期間の 外

は表水盾 co-am) の水は稗動によつて常に

 上下慣梓 されてゐちが 10m 以深 は急に鰯分が

増加し強固な 成暦を終年保つてゐる。 結氷期

間中ほ氷蓋直下の表面を 流入河水がうすく 覆

ひPH の上 ヒ 較的低い C7 ， l) 臨分の極めて少な

い表面水が出現する。 停滞せる 深厨水は常に

酸素欠乏し 5月下旬から t2m 以深 に無束怪が

現はれ8月には 10mは深完全な無気居となり

その後無気 居ほ再び う すくなつて ]2 月末には

14m以深 だけとなる。 結氷期間中安暦に 少量

の酸素を含んだ 水が現れるのは 侵入海水の 影

響だらうと思はれる。 魎分け10m俺に下ると

3000mgucl 以上となり 底居では 9000m 叫IQ

以上となる。 か人る大丑の 魎分ほ元 * 湖の堰

 止められる前から 残留したものであ らうが面

白い事に 醸分は年と共に薄くなつて 行く様な事はなく 却つて近年増加しつ L ある傾向が示され

る (第34表)。 即ち現在の底居の水の 鹿分ほ海水の約半分の 濃度を示す程になつてゐる 。 之ぼ土

地の沈降に伴 ひ海水の侵入が 盛になつて来たのでぼなからうか。 停滞期にあ る 8月中旬の各種成

分D 成低を示せ ぽ第3f表の 女n くであるが深水府の 鹿分 は春 第糾表 網走湖底 暦水の鯉分
(元田，石田より @ から秋まで表 水惜が常に風によつて 擾動してゐる間に 深水 

届上限の鱒芥が表水甘 に同化されるらしく 表面水の 嚥分 は人屯@5年lo 刀乃 85せ /1Cl (@4m 暦)

5月下旬から 10 月下句までの 間に175mQ71 Cl から 655me@/l 昭和 2年 6f乃 302 f C13m 暦)

Cl に増加してくる。 燐酸盤は常に無酸素 欣熊になる 10m 11 8n11l; 76@0 " (l5.3"、周)

漫 りから下に急増し 8m 以浅には殆ど全く 含まれない。 8m リ 口 '/ 8 け 8700 L (@6m 屑)

ii l3L 3ff 8030 .H G5m ， 暦)
以浅の酸素のあ る部分では水酸化繊と 化合して燐酸 繊を形

W 22 ， ， 、 9000 以上" " (@5m 暦)
成し沈澱して 了ふものであ らう。

底捷動物は全休としての 量的垂直分布をみると 沿岸帯に第 ―の最大部があ り豆沿岸帯の上
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部には第二の 最大部があ つて之第誌表 網走糊 (昭24・ 8 ・ 16 石田氏観測 )

より急に深部に 向つて減少する  
酸素 鯉素  燐酸酊杷 度

深さてm)         P11 1(cc/0 (m]g/i)@(m，丁g/l@P)il過ヵ マンガン*，盟箔干酸 がこの型の分布 ほ富柴養湖の特 
徴であ る。14-16m の深さの 湖

33.    24.  
3@．4 底は黒色泥に瞳 はれ多量の 監分 

25．2 が含まれ有機物多く 硫化水素がC24f24.7224・ 缶 77，・ 88 6.256.2l 333 3331
2; ． 2 存在し酸素が 欠乏してゐるとい

@8 ・ 4 ふ環境であ るから殆ど生物が 枝2ll9.82・九 L 630c5.532.706753750 0
 2l ・ 2 息せす廣ぃ無生物帯をな @-僅か     !.35    仕 7      

 23 ・ 2 に少数の オホユス D カ (cb 卜0-5380  !.02

2l・ @ nomus plumosus) 幼虫が採集7660     

27,   8335 1.35
されるのみであ る。底棲動物の 8845    

 
 
l0  '.23       

 12.- 5.71
組成は貝類の 率が多く 32.9%A に

38   l3 5.87 7.2 i

及び12 踵 を含んで ゐる。 それ等 
56 ．8 の大部分 'は 4m 以湊に棲息し

Valv@ita, SteDothvra等は4m 以
  

溝に分布するが 最も優勢な Piaidium は分布廣く 9皿まで及んで ゐる。 底棲群に貝類の多いの

は北海道の平地の 浅い湖の特徴で 本州の諸湖 ではか L る専は見られない。 ユヌ、 リカ幼虫及蜥は

47 ・ 0わを占め最も 多いのほ O ども h。山 "dianae に厩するもので 次は Chironomus plumosus であ

る o その外 Tanypod 血肥のもの 及 T即 ytarsus, Sergentia, GlyptotendIpeS の幼虫が稜見

される。甲殻類でば NeumysiS Int 。，medta( 裂脚類)， Ania 。叩 mm ぬ ，us kygi C端脚類)，・

肚O，phaeroma Oregonensis (等脚類 ) の 3 睡が16.4% を占めその 外貧毛類の

Limnodrilus が表面近くから 9m までの底に分布するが 数は少ない。 流出川の 川底の底棲動物

はユス リカ幼虫や Exosphaerom" O，eeonens;s ， G ，加didiereHa ， ゴカイ等が主要要素をなし

てゐる 。

プランクトン ほ以前は淡水極のみであ つたが近年汽水 極が増加してきた。 その特色として

ほ汽水禰たる Sinocalanua tenelIu ，s が周年主要な 地位を占めてゐる 事で本 種は昭和15年まで

は本棚から戦苦されす 少 くとも現在の様な主要な種類ではなかつたものであ る。この外甲殻類

として著」 いものは春季の Cyclops strenunb と夏から秋にかけての MeaocyclopB hyalInus ，

夏季大増殖する Diaphanosuma ・ t:rachyururm 及び其の前後に 多い BOSini@a longiro ，t，is 等で

ある。輪虫類は冬に Synchaeta が多くその他の 季節にほ POlyarthra trigla, Keratella cochl 申

"，I，等が多い。有鐘繊毛虫類で体 TintinnopsiB cratera が分布する。 植物性プランクトン

は解氷後直ちに Asterionella zie， zagoatellata が増しそれに 引絨嗜盛夏前に AphanIzomenon
 

floS-aquae の第―吹増殖が起り盛夏に 入ると Synedra Spp ， が大増殖を行 ふ。 秋には幾分

Asterionella ， Synedra の増殖もみられるが AphamIzomenon ． fIos-aquae の増殖が壁倒的 己 あ

る。荷あまり多くない 踵類でほ 挟脚類の P8eLd 山Iaptom@us japoin;cus, EutinosomIn cruti-

corne ， Mesochra hirt;corniS， UalIcyclops propinqvus が分布してゐる 事が圧意される。又本

棚から DiaptomuS Okad 心なる新種が 報告されたが 後に之ぼ Neut@rod 山ptomus p 汀 chypodttuy

である事が認められた。
甲穀類ナランクトンの 夏季に於ける 日中の垂直分布 (第Rf圃) は愛水暦或はその直下に 集
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九55 目 夏季網走湖の甲殻観プラノクトン垂直分布

C@C 田，石田より)

 

合する傾向のあ るもの (MeSoGyGIUFS

byaItnuS ， PSeudodMptomu8 japonIcuS) と

表水庵 に多いもの (D 山PhanoSoma bracby-
  

Uum ， 比 ，m 血 R IOnがmSt ，IS) と 更に表水歴

に分布するが 表面には殆ど 現はれないもの

(S血OCaMnu ， teneHu のの 3 類が匠別され

る。著しい 菩夜移動の習性 ぼ SInocal 」 nuS

teHeHu ， 成体によつて示され ，夏季口中は多

敗 6m は深に潜んで・ゐ たのが暗くなつて 牛後

? 時頃に多敦上昇し末り，夜間ぼ上下殆ど均

等に分布し魔方の 午前5 時にぼ既に上居から
 

去つて 了ふ。 向植物性プランクトン ぼ結氷期

を除き擾動のある期間は表水肝中に殆ど ―様に分布してゐるが 無酸素となる IOm以深には殆ど

全く消失する。 之ぼ要するに受動自りに擾動の及ぷ部分にのみ分布する 事であ る。生活 ヵの衰べ

たプランクトンは 沈降して 鹿分停滞暦に達すると 高械のため死んで  生活中保持 L てゐた荷電を

大ひ互の収擁カがなくなり急速に 湖底に向つて 沈降するので 密度躍歴に於ける滞留といふ 現象

がみられないのであ らう。

本湖の主要魚族はワカサギ ， ゴリ (ウキゴり，アシシロハゼ ， ビリンゴ， チチプの 4 極を

ウグイ (THboIMoH総絹す )， サケ，マス， カハガレイ(タカノハガレイ)， シラウオ， コイ，

hahuensis hakuens ぬ， T ・ ha@KuensisJusaneriBis の 2 亜種あ り，別に網走川上流には T ・

b 、kuensi ， e，。。 が分布す ) 等であ る。本棚は九 末北海道に於ける 天然ワカサギの 生産量最

も大なる棚で他への 種卵供給地となり 主なるものでも 昭和2-4 年には大洲 へ，昭和4 年にほ阿

寒，洞爺 ， 兜沼の 3 湖へ，昭和5 年にほ再び 兜沼へ移殖 した歴史があ る。本湖に於ける フヵサ

ギの産卵期は4月 4 日-から5月 f 日までの問で ―つの場所に 於てほ産卵期間平均 4 日間の短時日で

ある。産卵期に 未だ湖水結氷中の 事もあ るから氷下網で獲つたものを 畜蓑 して成熟産卵せしめ

人エ卿化を行ふ方法も 用ひられる。 海棲のチタとほ yiJに本湖のワカサギは― 部降海し夏頃 再び

湖上してくる。 - 度降海 l-たもの L方が湖内に止まつて ゐ たものより成長よく 点休が大きくな

ってゐる。 近年水湖のワカサギ 棲息 量ほ著しく減少した 機であ るがその原因としては 上流地帯

の開拓に伴 ひ本湖に流入する 土砂の量が 怠激に増加したのも 閥係あ る様に思はれる。 本湖のワ

カサギの 餌料ほ 主に動物性プランクトンの 甲殻類及輪虫類で植物性 ブフ ンクトンほ全然構取さ

れない。 そして棚水中のプランクトン 細．成とワカサギ胃申に穣見されるプランクトン 組成とほ

著しく異なり 又同―漁獲物のワカサギでも 個体にどり食餌組成 ほ屡々非常な違びがあ る。秋に

とれたワカサギのあ るものほ Sinocala ， nus のみ 亡 殆ど純粋に飽食 し又別のあ るものほBOsmmnn@

のみを純粋に 大量に掻食 してゐると云ふ偏食現象が認められる。 偏食現象を生する 理甘ほ若し

 焦、 自身の選揮捕食が行はれないものとするなら ぽ恐らくプランクトンの 局部的軍 純集群が形成

されてゐてその 集群に遭遇した フ カサギがこのプランクトンを 飽食 @-た為でぼないかと 想像 さ

れる。

本湖に於けるサケの 卿化に開して母 川洞錦説を裏書する面 臼い事實がある。鮭muHL場は大

正m 午 トマップ川の4Lm-  ヒ流の地鞘 に設けられたがその 後附近の立木伐採の 影響で用水が 枯沿

したので昭和 6 午現在の 呼人に移稗 した。然 るに呼人移韓後策 I年目即ち昭和 6 年の放流から
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4 年目の昭和 9 年の秋丁度サケが親魚、と友つて洞錦する年に従来 I尾も遡上するサケの 見られ

なかつた 呼人の細流白羽  1¥にサケが遡上し翌年の秋にほ 無慮9500尾の遡上鮭がみられた。 反封

に トマップ川では I 尾 も探捕されなかつたといふ 有機であ つた。 即ち網走湖内の最奥匝域で放

流された サケほそO 附近に洞錦し糊口附近で放流されたものほ 奥にほ達せすに放流河川に 洞錦

するといふ現象が 示されたのであ る。荷昭和14-18年に行はれたサケ 稚魚の脂鰭， 鮒蓋切断に

よる標識放流の 結果によれば 細立川に旧観する 親魚の洞錦率は 0 ・ 2?@ 内外と推定されると 共に

網走川低於てほ人然市卵 による稚魚 盛生簸ぼ 極めて僅少であ ると推論された。

向木湖沿岸には 淡水海綿 Spongilla lacustris, Eph}@d ・"tiia f@uviatilis ， E ・ midl 。，f， E ・

miillen var. ]iiponica, HeieroGieyem ぬ bfiile)寸叩 ，・petrt の 4 種 2 愛極が生育する事が 報古

されてゐるo

網走湖」 ヒ 岸を登つた海抜 2m の虚忙面積0・ 5km" ， 最大深度 4，9m' の U ヤウシ湖と 璃 する小

湖があ る。本棚ぼ 富柴養化し網走湖と 異つて純粋の 淡水湖で腫分 8・ 7mg/101 に過ぎす，透明度

夏季に Im を測 り ， pH 表面 7・ 0，湖底上'で6.4 になる。酸素 ぼ表面 5，35cc/l ， 4・ 5mm 暦で幾分減

るが向 4・52uc/lを含んで ゐる。 水温の上下 差 0・ 8。C で顧著 第56固 夏季リヤウシlongispiDa 糊産hyalina(AD Daphniaaと

BOsniina COregonl(B)な成歴はみられない。 夏季嚥淡の Ccoelosphtaerium NNSNa午
C上野氏より)eelianum の水の華 に覆ほれる事があ る。夏の著しいプラ

ンクトンぼ ceratIHnI bhundtnL1la でその外ほ Daphn 山

  。 ぞ
l0ng 卜pIna byMna 等 ?極の動物性プランクトンがみ 出七

る 。 本湖の D 叩h。而 lon引叩 maC 第Rf固A) が鯉著な尖頭

型をな-してゐるのは注目すべぎ事で 斯様な尖頭 型ば樺太南

部ぢぼ事がない。接見されるが又水湖の北海Msmina道諸湖， coregoni((からほこの外に第Hf圃接見されたB)ほ第 I 燭  

角が眞直にのび長い 軸状突起をもつた 特異型であ る。
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 (36) 能収 ・ 湖 (第可 ， ,)?岡)

北見沿岸網走郡能取村にあ り常日市街より@=L 約obm で湖岸北西部に 達する。 湖は楕固形で湖岸 屈

曲に乏しく北西 及南東部―帝は革調な砂濱 よりなり， 面清 59 ・ 34km 。 を占め平水位時最大深度

21 ・ 2m を測る。北浬に オホーツク海に 面 r る 排水口を開くが 排水口は晩秋荒天が 績 くとき漂砂

によつで閉塞され ，翌春湖面の氷解と融雪降雨により 湖水が増水する 折湖蓬州地に氾濫する を

防ぐため人工的に 糊口を開 繋 して排水するを 召しとする。 四人河川は大小 H ありその最も大な

るは卵原内川で 糊の南蓬 に流れ込み褐色の 水を注入してゐる。 湖底は大部分秒 泥質 より成つて

ゐる。

水色は春季は 66-―1O 號，秋季ばIO 號に相常し透明斤 は春5・ 5-7 ・ Rm ， 夏は川・ 9m ， 秋ほ9山，

冬は8.6m C咀し プランクトンの 局部的に繁殖してゐる 虚では 3.Im フ と記煤されてゐる。 最深

拙に於ける春秋雨季の 観測結架ば第36表の如 くで春には水温 躍俺が 10-tImK ，あつて全体は正

第3f表 能取湖 (昭7・ 6・ 14及昭7 ・ 10.30 ， 高安，近藤氏観測)  列成暦をなすが秋

には水温 躍挺は梢  久し中暦温の引犬態 探 さ ;□- □□

酸 素 盛 素
(cc/1) (g/1)にたつてゐる 。 之

11.5 8.4 4.96 15.1 はn ―ェ2Jn を境に  14.5 8.4 5.57 15.4して以深は城 度の

14.2 ?.65 1.22 15.5高い水が停滞して
    

ゐるためでこの 境
  l4.3 7.55 ― 

卑より浅い部分は
 

14.2 ?.55 0 17.4       ?.63 16.   

H ．0 7． 55 0 F ．3  
秋季気温の低下と    14.0 ?.55   共に逆 列成庵 とな ・ l9

    り以深は正列成届
20.          [.84 16,  

を保つたま人で ゐ

るからであ る。pH は表歴に 於ては海水と壁らないが 下歴 は盤分大たるに 拘らす 7・ 6内外の低位

を示してゐる。 酸素は春でも 下暦に著しく 減少してゐるが 特に秋は湖底に 於ける夏の間の 旺盛

な有機物分解の 後をうほて 15m 必深 は完全な無気暦になつてゐる。 夏季 8 月下旬 頃(昭和H 年)

は来だ酸素は 湖底 (20.5T)で0.t8cc@W位含まれてゐる。 冬季糊口閉塞中は 鱒分低くなり 3 月初

旬 C昭和134与E@) 厚さ6ぬm の結氷のあ るとぎ湖心の 魎分I3 ・ 80@/LCI内外で上下あ まり壁 らない。

併し酸素は秋より 曲だ多く10呵腎で 8・ t5Gc/l を含み通気された 事を示してゐる 。 併し14m 居で

ばI・ fiI。。/I に減つてゐる。 筒湖底にほ硫化水素が 稜生してゐる様であ る。嬰するに木湖は 春季

湖 P が開かれ 増氷した湖氷が― 旦排出された後にぼ 新鮮な海氷が 満潮時逆流侵入し 末つて下 底

に停滞し， 秋排水口が狭くなり 途に閉塞されるに 及んで完全に 停滞し，冬季湖水ぼ低絨になる

が荷相常の鯉分を含んで ゐるから最大密度となる 温度は低下し 従って上 好が甚だしく冷却され

心。ぽ循環流を生じて 下肝 も通気されるものと 考へ られる。

プランクトンは 沿海と同じ種類がみられ 春には 珪淡類が多く特に Chaeto0eroacontortu 皿，

TH 山朋HOthHx nHZSGhtoIdeS が著しく動物 リ生では 01tbonH SfmmS ， SHgRtH tu 皿士 da が多ぃ。
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某卸田 能取湖 (高安，近藤氏より)
後者は本棚から 始めて報告された 汽

水性毛顎類の新種であ る。秋に著名

なものは Ceriitium fusus, Th@I"-

ssiothrix nitzschioidea, Ehizosole-

nia hebetata  Ditylium bright-

welhI 等であ る。冬のプランクトン

tt Oithona similis, Acartia cla-

uai, Sagitta tumida, SW 。L 九e十 4

Sp., 7種の Tintmnnomnea ， Cera 位―

um fusus, GOniaulax catenata

の連鎖型 (第58圓) がみられ 又等生

の幼生 Actm 研。ocha が採集される

元
海
ン

ほ
の
ラ

生
り

プ

幼
提
の

の
の

夏

こ
こ
は

が

末
で

産
型

 

 

田
低

吻

5
@

。

第

クトンであ るの

に湖内で冬に出

現ずる事は珍し

い現象であ る。

魚類ほカレ

 イ 類 5 種をほじ

め = シン， ブ 

カサギ，チカ- ，

アメマス，キウ 
ウグイ (Tribolodon hakue 。sis hahu 。nぬ) 共他合計 19種あ り，漁業上大切なの ほコマy,

イと二シンであ る。ニシンは北見各地の 汽水湖に於ける 如 く周年湖内に棲息する 種族で沼煉と

穐せられるものであ る。ク p ガシラカレイ CLimanda suh，。nki 、) に就て糊口の美岬 で獲れた

ものと糊奥の卵原内で 獲れたものとの 形態を上ヒ較すると背鰭 軟條数， 皆鰭軟條数 及び脊椎 骨数

に於て差異が認められ 従つて両者 ぼ別群から構成されてゐると 見倣 される。更に標識放流の 結

果によつても 両者の混合は 極めて 稀・e あると想像された。 魚以外でほホツカイエビが 漁獲さ

れ，又オゴノリが寒天材料に 採取されてゐる 。 又ホタテガイほ近時産額が減少したので 佐呂澗

湖から稚貝亡 移入して増殖を 圓つてゐる 。 虚が昭和16乍9月 申向水深9-1lm 位の砂礫地帯の ホ

タテが多敦弊死しそれより 溝い地帯のものは 無事であ つたといふ事件があ つたが弊死の原因は

腐敗せる 底居水が何かの具合で 上昇したためでほないかと 想像される。

閾 係 文 献

高安二女，近藤賢蔵 ， 1934 ・ 湖沼調査・第 B編・能取湖，水産調査報告，36, 49-83  
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海道に於ける ウグヒ廣種とその分布・ 動離 ， 49. C5). 16 ュ―L72.

84



元田 茂 ホ・ 府・報告・ 5 巻 l 抗

南安三次， 1937 ・ 北海道の湖沼に 就て。 北海道化 畢協曾禽報 ， 12, 22パ5・

YOshimur.'i, S., t938. Dissolved ・ oxygen Of the lakewaterS ofJapan. Sci. Bep,To0kyo

Bunrika Daiaal て u, C ， 2， 63-277.
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札場試験報告， 2， mI), 35-40.

石田ヵー， I948 ・ 黒頭蝶 (Limanda schrenki Sehmidt)) の地方自り 差異に就 て・水産卿札場試験

報昔 ， 3, CI). 16-22.

石田ヵー， 1949 ・ 黒頭蝶 (Limand れ schrenki SehmIdt) 調査報告・第 3 報・ 能取湖産黒頭蝶

標識放流試験・ 其ノー ー ・水産脾札場試験報告， 4， (2), 62-72  

(37) 佐呂澗湖サ。 マ (猿澗湖 ) C第5ェ , 59固)

能取湖の西方に 位し紋別，常呂の雨郡に跨 る大潟湖で面積IS1.2km。 を占めてゐる 。 棚ほ不

正長方形をなし 東西に延長し 北練 は延々 18fem の長蛇の 如き幅 150-500m の砂階を以てオホー

ツク海と隔てられ ，砂丘にぼ各所に勒々樹木繋り辞荘たる風景の中に ―抹の慶化を興へてゐ

る。湖岸栗浦 (通網 牡螺島) には昭和 17年暮佐呂燗氷床増殖研究所が 建てられた。 海に通する

糊口は元東端 鎧沸村附 近に迂曲せる 水路があ つて毎年秋季 l0-H 月頃 にぼ漂砂のため 閉塞さ

れ，翌春4-5 月頃増水氾濫を防ぐため 人工的に屈 繋開通せしむるを 例として ゐたか昭和 4午4月

第59日 佐呂澗湖C高安，五十嵐，近藤氏より) 
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17口常時猶錨沸古血吐糊口開かれすして 糊内の水位高かりし 折湧別側漁民が夜陰に 乗じて常

8 ，紋別刷郡界め最秋 部の砂丘-を堀繋 しで排水せしめて 以来新糊口 ぼ潮流の勢で次第に 旗大さ

れ幅員 200m は-ト，水深5-7mn に達し最早冬季も閉塞する 事なく開口じたま 人の肌態になり東

端の菖排水口・は門然に埋つて終 年閉爆欣熊 になつて 了った。・ 新糊口出現によつて 海と湖 どの流

通がよくなつた 結果湖内の性状は 爾米頓に愛化し奮末の陸水 的性質は消失し 全く内潜的性状を

 帯びるに至つた。・ 新糊口が無かつた 時代には冬季に 水位が著しく  昇つたが周年新糊口が 通じて

居 る現在ぼ最深部 19 ・ 5m となつた。 注入河川 ぱ大小IO数本ありその最も大きなものはサロマ べ

ツ Jl で河水ぼ梢才黄襯 色を呈し 渦濁 してゐる。底質は中央部ほ泥 質であるが浅部ぼ砂又ほ泥砂

でカ 千の貝殻を澤山含んでめる。

新糊口の出現に 伴ひ外洋水の影響を 受けて棚内の 水質ば憂イ巳 をうけたが就 中湖水の鹿分の

増加 ぼ第S?声の 如く著しく現在の 湖水の滅度は 沿岸海水と大差なくなつた。 オホーツク海の 干

満による湖水位の 差ほ大湖時 0・ 6m 飴に達す

第37表新愛イ糊口開口によるk)高安，五一@-嵐仕，近藤氏より呂澗棚箆分の) るが-ヒ記鹿分室化の 外糊口壁更筏湖水 ほ清

澄になつて水色 ほ以前i3號位であ つたのが
l2 ． 4-@2.7(g/1 Cl昭和3年7f乃 (奮糊口時代)

現在湖心部で 5 號位になり ; 又透明度も以前
叱才 n4年7月 (新糊口開口後3ケ月 ) l6 ・ 9-l8 ・ @g/l CI

始利6年7月 O新糊口開口後2ケ年) l7・ 7-l8.5g/lCI 最高WOm たりしものが 現在最高 16m を測るに

至つた。 湖水 ほ現在でほ夏季のみ 停滞し底暦

ほ温度著 L- く低く
第38表 佐呂澗糊 (昭6.7.l?及昭?ズ ・ 23 ， 高安，五十嵐，近藤氏観測)

酸素欠乏するが 冬

季ほ前にほ完全に久  夏

酸素 盤素 神滞して，たのが酢 素 碑 幸
温 度

(m，) 温 度c@c:>pnHCPHは Ccc/1)_CcU)ユ―""ーCg/)CK/1)ー @I 温度・ ゲ@0@)P" Cce/1) (g/l@@ 
新糊口開業後冬季  17.6 8.4 5.12 17.75 I - 1.5 8.45 6.86 17.95

ll.7 、 8・ 5                   8，47 卜 ，22 り湖底の柴養物質 
l0.3 8.35 5.刃 l8.50 @ -@.0 8.45 7.65 @7.9@' も表面に蓮ぽれ生

8.5 .<- ?.8 2.34. 18.52   -0.6 8.35 7.03 l8.23 上壷方を増加せしめ

た事と考 へ られる。

18・ 5   

プランクトン ぽ海床種が現はれ 夏季は植物性 プ・ランクトンの方が優勢で最も 多いのは

cMehc 町o，。OmP ，醜uS で Ch ・ M ，Wdum ， cL debHe も多く，CeDtIumIongwe ，， C ・ fu，u ，，

DInoFhF ぬ mGut" ， PF0 ゅ:LGu ， bo ，0l0 がCum 等をも産する o 動物性ブランクトンで ほ OItMna

Mna ， Evndue W ・， POlyPhomuS PedIcuIuS が採集される。 又時に湖水が比較的商械の 折に

NOCtuCm ，CIDtHh ，S (夜光虫 )"が多量に出現する 事があ る。冬季のプランクトンとしては

C"Ianus finm@irchicuB, 0ithona 5imtIIS, Tmntinnop 、I， lohmanni ， T ・ brevicollis， T. but@chln ，

T ・，cyph 而，mis ， T ・ koぬndi， P" 皿血vella denticulat血， Peridiaiumsp ・等を産するが そあ中量

的に著しいのほ 棲脚類であ る。

魚類ぽ皆械水魚で漁業上重要なのほニシン ，ワカサギ，チカ，クロガレイ，タカノハガレ

イ， メ ナダ， クロゾイ等でその 外ヵキ ， ホタテ等の貝類も 重要産物となつてゐる。 荷新糊口が

出宋てから時人海豹が 湖内に入つて 遊泳する様になつた。 = シンは菖糊口時代には 湖中に進入

する2月上旬乃至5月下旬及び海へ 退去する II 乃 h 旬月至I2 月下句の 2 期に漁獲されてゐたが =

シンの―部 は湖中で越年する 所謂沼練でこの 踵族ば湖 内で産卵するものの 様であ る。ワカサギ
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は昭和17年より サ " マべツ川 河口より約 I・ 5km の虚で親魚、を捕獲畜養して採卵人エ卿 化を行つ

てゐる 。

本棚ほ厚岸湖と共に本道 ヵ午の産地として 古来名高くヵ 千漁業の歴史 ぼ明治15ム16年に始

まり大正時代に 入つて年産約 400傾 を市出したが 昭和 4 年新糊口が出来た 結果冬季水位 E ，上昇・

せす錨沸 糊口の 牡蝦島 は氷結してヵキが 大量に弊死した。 以前は冬季水位が 上昇するため 氷蓋  

ほヵギの生育深度より 上方に形成きれ ヵキほ氷結の害をうげなかつたものであ る。昭和I0年か

ら垂下式養螺法が試みら ，fしてゐる。厚岸湖のヵ キほ今や殆ど絶滅に 頻し現在のところ 本道のヵ

キは専ら本棚から 庁出されてゐる 状態であ る。カキ漁業は秋 (10-12@) ， 冬ぴ―4@1) ， 春C5-6

月中旬 ) の 3 期に行ぼれ，春秋には夫々春曳 ， 秋曳と穐し桁 網を船で 曳いてゐるが冬季は 牝螺

島の浬 りで氷蓋に孔をあけ餓の熊手梼のヵ千挟みを 用ひてつまみとつてゐる。

又本湖に於けるホタテ ガイぼ大正 6 年頃 までほ相常の漁獲成績を 撃げて ゐたが其の 後減少

して。ど 絶滅せんほかりになつた。 然るに唱和 4 年の新糊口開業 行ぼる入や湖の 性状―愛して

昭和 6 年頃から 示タテの稚貝の稜生を見，唱和8 年E ぼかなりの漁獲を 畢げるに至つた。 ホタ 

テの人エ抹苗 は昭禾n9 年に試験の上 同H 年から事業として 賢施され成績 頗るよく以来 十ボーツ

ク 海匝ぼ勿諭口 本海匝で低利尻水道並に天鹿の初出 別，太平洋岸でほ室蘭，釧路，厚岸，根室

の諸海匝に稚 貝を移出して 時付を行つて 来た。抹苗ぼホタテの棲息する 梅位ならほどこでも 出

来るけれども 本湖の桟に静かな湖内で行へぼ安全にして 能率的に行 ふ事が出来，本棚ぼホクテ

の最も優秀なる 採草地としての 地歩を占めるものであ ・る。 ホタテほ貝設に生する 放射肋の数に

地方的 愛異が認められ ， 抹苗 して他へ蒔付けてもその 愛異ぼ保 たれてゐるから 在来棲息してゐ

るものと歴別し 得られ時 付放養成績も明らかに 知る事が出来る。 本湖に 於て 6 月初めホタテ 仔

曲が機生する 頃に潮流に乗じて 湖内から外海へ 自然に流出する 仔虫ぼI 日に3000億個と推定さ

れ合恨 りに若し之等の仔虫が皆 3 年目に成長したとすると 質に 7 億樽 (17賀で I樽 ， I樽ほ490

個として ) が生産される 事になるが要するに 本棚内で 竣生するホタテ 仔虫が如何に大黄であ る

か ぐ窺ほれ，本湖のホタテ漁業に 封する揺藍的意義の 重坐 さが認めちれる。

其の他の食用貝と t，てぼヒメエゾボラ(方言ネムリツブ)，エリイガイ(方言 ヒョリガイ)，

エゾ ヒバリガイ(方言同上 )， ヒメアサ U ，イソシジミ ( ミクp ガイ，方言カラスガイ )，ナミガ

イ (方言カモ ガイ)，リトホリガイ(力百同上 )等があ る。向木湖の オゴノりぼ 以前ほ見られなか

つたが昭和 4 年頃から採取される 様になつた。 オゴノリほ 本州沿岸でほ 干満線に生育するが 本

湖でほ4-5 尋の深さに生じてゐるので 採取にほ不便であ る。

開 係 文 献

北海道 猿澗湖 ・ 地堅離 ， 4 ， (38), 76, (1896).

田中阿歌麿， 1907 ・ オホ - ツク海沿岸本邦湖沼面積最大深度・ 地堅離 ， 19, C220), 271.

梶山英二， 19I7 ・ 仕呂澗 棚の牡蛸 に就 て ・北海之水産 (奮)， (41) ， 1-4 ，

大町桂月， 1923 ・ 猿澗湖・ 口河野常吉編， C1926)，大雪山及石狩川上流探検問 綾史， iBi頁，旭

川，I悦―109 頁コ・

藤田経信 ， 刀 、久保清治， 1927 ・ 練の研究・水産研究彙報， I， 01) ， 1-141.

高安三次，澤(近藤)腎臓，1031 ・ サロマ湖水質調査・ 北水試 旬報， (55) ， 14M--14M  

木下虎―郎， 1933 ， 佐呂澗 湖に於げるかき 探苗試験附佐呂澗 かきの需給状況・ 北水試 旬報，

(227), 242-245,  
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木下虎―郎，佐久間守，1933・ 佐呂澗糊のオゴノリ ・ 北水試 旬報，(以4), 192-1&5.

高安三次，五-卜嵐彦仁， 近薩賢癩 ， 19@江 湖沼調査 (さるま湖)・水産調査報告， 34 ， 1-63  

木下虎- 郎， 1935 ， 帆立貝採苗 試験 (昭和9年度)・ 北水試 旬報， (273) ， 後編 ， 1-8 ・

木下虎―郎， 1935 ・ 佐呂澗 湖の貝類・北水試 旬報， (279), 758-―759   

木下虎―郎，・1935 ・ 佐呂澗 漁業組合地 匝内の昭和十年秋の オゴ ノリ採取状況を 報じ厚岸城 湖

のオゴ ノリの利用に 及ぶ，化水試旬報， (299), 978.

 木下虎―郎， 195R ・ 北海道佐呂澗 湖の貝類・ グヰナス，5 ， (I), 34-38-

木下虎―郎， 1936 ・ 佐呂澗湖に於ける垂下 養媚の将来・北水試 旬報， C313), 5t-52  

木下虎―郎， 1936 ・ 佐呂澗牡螺略史 ・化水試旬報， (818) ， L9-180 ・

木下虎―郎，近藤賢破，今井備―，1986・北見 國佐呂澗湖水産動物目録，北水試 旬報，(302) ，

1012 □1013 ．

木下克― 郎，中島由太郎，1936・北海道 佐呂澗湖に於ける N。CtIIuC、 の出現消長と 水温，比

重との欄係にて・養殖 禽誌， 6， (9) ， 161-164 ・

I山Ik ぬ， T ・ and S ・． NIsbIo ， 19w ・、 A Hmnol0 甲GM 8tudy Of AkL 比hI Lnke WI ぬ ，pecIM

referenCe 比 the FroP4g ・ &tIou Of 血e OySter ・ JOu ，・ F咄・ A8r ・ HOLk ぬdo ImP ・ UnIv ・， 40 ，

(D ， 1-33 ， (29 頁参昭)，

木下虎―郎 ， 申島由太郎， 19訂 ・ 佐呂澗湖に於ける夜光虫の 出現消長と水温 及比重の 開係に

就て ・ 北水試 旬報， (339) ， 455-457  

南安三次， ]937・北海道の湖沼に 就て・北海道化堅協 禽舎報 ， 12 ， 22- 一 35  

木下克― 郎，中島由太郎，1939，北海道佐呂澗湖に於ける水温，比重17@観測結果に就いて ・北

水試旬報， (421) ， 後編 ， 1-7 ・

Had れ ， Y ・， I940 ・ HydPogPaPHI0aI Ob8eLVaHP 比九n4 PIanL 山D StudIes OT 80me b でBcL ねL-wa 忙 L

hR 吐 0n tho 0 kLo 於 L Se れ CO 明t0f HOLLHtdo In wInter ・ Tfan8 SRpPofo N;It ・日ト t・

SOc., 16, (3,),  147-174   

木下虎―郎， 1940 ・ 帆立員人エ増殖の 其後・化水試旬報, C455), 14-18.

木下虎―郎，中島由太郎，T940 ， 佐呂澗 湖に於ける 帆立貝 及び或 る種の春 貝仔虫の出現消長

に就て・ 北水試 旬報， (446), 262-264.

木下虎―郎，中島由太郎，1940 ・ 佐呂澗 湖に於ける 帆立貝及或る 極の巷貝 "仔 虫の出現消長に

就て・水産研究誌， 35, CI), 12-15.

五十嵐彦仁 ， I940-41 ・ 北海道に於ける 湖沼水質の 化畢的特性 及プラン @?-トン・ T-xnH.

北水試 旬報， (478-489) ， 後編 ， 1-88.

木下虎―郎， 澁谷三五郎， 1941， 佐呂澗湖 表面V 於ける帆立貝仔 虫と腹足類仔虫の個体数の 菩

・夜立に潮候褒イ @@C豫報)・化水試旬報， C496), 57-59.

木下虎―郎，池谷三五郎，1941 ・ 佐呂澗湖 表面に於ける 帆立貝仔 虫と腹足類仔虫の個体致の 菩

夜立て潮候 憂化(豫報)・ 日水里含誌 ， t0, CI), 43-46.

清水二郎，酒井清柴， 1942 ・ 佐呂澗湖 増殖模範 経螢指導 中公魚人エ隅 化指導・北水試 旬報，

C536), 139-14 爪

北海道水産試験場， 1943 ・ 佐呂澗 湖水産増殖研究所の 開設・化水試旬報， (553) ， %5-287  

木下虎―郎，清水二郎，澁谷三五郎， 1944 ・ 海房漁業に於ける 佐呂欄棚の楕藍的意義(第I報)  

北水試月報， 1, (8/9), 391-394.
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木下虎―郎， 1949 ・ ホタテ ガヒ・の 増殖に 閥する研究，北海道浅海水族の 増殖に 閥する研究，其

のIn, 106頁，札幌・

北海道水産試験場， 1950 ・ オゴ ノリの人工探苗増殖試験・北水試月報， V， C2) ， 釘．

北海道水産試験場， 1950 ・ 佐呂澗湖産海 チカ，河チヵに開する 研究・化水試月報，7，の)，

鐙―沼・

北海道水産試験場， 1950 ・ホタテガイの 接生進度と温度との 開係 ・ 北水試 月報，7， C2) ， 詔 

 (38) 小向沼附)@ ムケ @ウ シフ ノツ ナイ 沼 (第酊 ， @i0岡

北見紋別郡の 海岸にあ る汽水沼で大 /J、 4 佃の沼が沿岸約 5km 仁亘 り水路で連絡されて 並ん

だものを 網栴し総、 面積7・ 76fem 。に及ぶ 。 海とぼ幅200)-500m の砂丘で隔てられてゐるが 融雪期の

第GO 目 小向沼及シブノツ ナイ 沼 C高安，五十嵐，澤氏よりコ増水の際東端の 犬沼の

 北東部で砂丘の― 部欠

潰し扁 口が開き床転と

連絡し ， <@月申句から

下旬頃に漂砂によつて

再び糊口は閉塞される

のを常とし 沼水は春季

流入した海水のため 晩

秋頃まで械水化してゐ

るのが通例であ る。液

蓑河川は第二 湖盆 (小

沼) と第三湖盆 との連

綿路に流人する オンネ、

コムケナイ川を第 ―と

L，他に小川5 本を有す

る 。 主湖盆大沼 は面積4・ 2km 。， ・最大水深 2・ fim で沼底 は主に砂泥の沈澱物 より成り主湖盆 より

第二湖盆小沼に至る連絡水路が 本沿中最も深く糊口開口時満潮の 時に水深 7m に及ぶ虚があ る。

第二 湖盆小沼は水深0 ・ fim 内外，第三湖盆ほI・ Om 内外であ ゑ。海への出口が 閉塞され潮の 干硝 に

よる潮流の影響のない 時期には 沼水の活動が衰 へ沼底には 俘泥が沈澱する様になる。

 水色は淡褐色で 14-15號に営 り 湖底まで透 覗 L・得るが主湖盆奥部は梱濁し 透明度 Im 位で

 ある。湖水の城度ぽ糊口開口時には 海水と似て 8 月には主湖盆大沼 中心部で19g/IC1, pH8 ・ 2以

上であ るが 8 月初旬咄。m の厚さの 氷蓋の下でほ ね・ 43 □13.08g/lC1, pH7 ・ 3 に下つてゐる o 酸

素も開口時は 十分含まれてゐるが 湖口閉塞した 結氷時には 3-3 ・ 43cc/l に低り平生の l/4-l/3 に

減少する。

プランクトンは 夏季海と連絡するときは 海産種が主で Paraciilam 瓜 C桟脚類) 等が多く ，

巷貝の幼生も多量に 接見される。 8月結氷下でほ 汽水性 榛脚類の SIn 。。a@auus teue1lu" 'と双鞭

毛中類の CerntIum tr ょ pos が採集される。

魚類ほ殆ど城水魚で糊口開通時に 海から遡 としてくるものであ る O 漁業の封象となつて  ゐ

 
め
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るのほウ千ゴリ CCh 肛nogobIua mncroguathas) で春から夏にかけて 漁獲される。 又サオリ ，

 カレイ類，ヒラメ，ソイ，シラウオ，ワカサギ， メ ナダ等も獲られるが漁獲高ほ多くない。 ワ

カサギの人工 卿化放流が行ほれたと 云ふが成績ほ朋かでない。

小向沼主湖盆大沼 の束浬に ポン沼と穐 する小さい沼があ り更に I・ 5tem を隔て シブノツナイ

沼が存在する。 シブ ノツナイ沼は輪廓略 十三角形で面積・3feni2あ り，増水期にほ 東方の角で海 ，

に開口しその 蓬に 2 個の小さい島が 出現する。 冬季氷荒ぉ厚さ 48cm 位になり，J洞沼 と異なり  

水は成 厨 して表面―0 ・ 40C ， Ln 歴2・ 600 を示す。械度 は割合低く冬季表面 3 ・ 89酎ICl であ るがIm

居で急に増 @， てUIg/lC:lとなりI・ 4出居でu.27g/lCl となる。酸素ば表向 5・ 96cc/@ を含むがIm 暦

で0・ tIcc/1 となりI・ 4m 暦では皆佃 となる。冬季のプランクトンとしては 少量の SmocaL 加u ，

lifinfillnsと PseudodLaptomus japonicu8 が血暦 の酸素欠乏せる 届 に分布する。 後者は北海道で

は本沼が最初の 稜見であ り後に網走湖でも報古された。

開 係 文 献

北海道水産試験場， I930 ， 刀 、同沼調査・化水試旬報， (98), 980-982; (99), 990.

高安三次，五十嵐彦仁 ， "澤(近藤)賢蔵， 1930 ・ 湖沼調査・第 6編・ 小向沼 調査・水産調査 報昔 ，

22 ， 93-106.  

高安三次， 1937 ・ 北海道の湖沼に 就て・ 北悔道化畢協舎含報 ， 12, 22-3.5i.

B"dR ， Y ・， 1940 ・ Hyd ，OgMFMCd Ob ，eNRtIonS 加d N 姐kton 、md 掩 Of 。Ome bPCk ねh-water

I"keS OD the Okho 忙 L 出4 CO 汎L Of HOkk"Ido In wI 。te，・ TWn ，・ 肚 pPo ，O N"t ． B 向・ 出c ・，

16 ， (3) ， 147-174 ・

五十嵐 彦仁 ， ]940―蛆・北海通に於ける 湖沼水質の 化卑的特性 及プランクトン・エー 四・

化水調旬報， (478-489)) ， 後編 ， 1-88  

(39)  頓別 沼 (第廿 CD 2圃レ
第6l田 北部の湖沼分布

北見線濱頓別騨から欝遁 西側に沿

ひ北方に伸びた 沼で北部"ノヒ 海道では第  

―の大さを有する。 大沼，小沼の2

部に分れ中間山軽市街附近で括れてゐ

る 。 向小沼の四方に 短水路を以て 連絡

されるポァ沼が附属する。 面積大沼 ，

小沼を合せて 15.7fem? を占め大沼ほ浅

く叩底平坦で全休的に I上皿前後の 深

 さ をなし，小沼は最深部 2・ 5m を測 り

申間括れの セバット ぼ水深最も大きく

8・ 2m の深さを有する。 油養河川は南方

より小沼に注ぐ 仁達内州最も大きく 他

に大小 5JU あ り，何れも漁地を通り 来

るため河水褐色にして 咽濁 してゐる。
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第62日 頓別招 (五:-l-嵐， 搾氏より ) たビ小沼西蓬に入

るヤスべツ 川の水

は清澄で又ポン沼

より来る排水は 溜

濁せざるも濃褐色

を呈するo 排水川

ぼ大沼東端のクッ

チヤ p 川で之ぼや

がて頓別川となり

オホーツク海に 注

ぎ入る。糊口は時

に閉塞する事もあ

るが開口時にはオ

ホーツク海高潮時

海水が逆流 沼内に

侵入してくる。 沼

の底質ほ黄色の浮

泥 より成りた T大沼の排水口 附近のみ砂礫 及泥質 より成る。

大沼の水は交流よきため 渥濁せす淡褐色を 呈し底まで透硯 し得る。 9 月に表面 200-500

mg け Q ， 底暦0ぉm で 200-1000mg/ICI の械度を有するが 小沼は水の交流悪く 水色帯黄侶色で

頗る溜濁し ， 遼明度0 ・8止位を示し，賊度低く全 隆200mgHQ 内外であ る。未ン沼の水は純粋の

淡水であ るが濃褐色を 呈 [-てゐる。向小沼の 水ほ昭和5年9月には表面 453 ・ 6m 日lCI の盤分を含

んで ゐたが同H 年9 月 亡 は上記の様に 少なかつた。 pH ほ蛾度高き大 沼ほアルカリ側で 時に9 近

くなる事も見られるが /h、沼ほ多マの 場合酸性であ る。過マンガシ酸カリ消費量 ほ昭和t4午・ 9 月

にはり，沼で23・ &HgU ，ポン沼で28・ 9mg/ 屹測 つたが昭和 5年9月の記録では 小沼表面 水62・ 2mg 川
 

であ る。

大沼 の底棲動物 ほヤマトシジミ (COrbicula japonica) や汽水性小巻貝の テシホヵハザン

セウ (A ぬ iminea sep 由n而onalis) 及び。Stenothy 咄 edogawensIs の外端脚類 An 朋eammarus

kKygI ， ， ゴカイ (Nereis @.iponIca) 等を産し，小沼でも COrbicuLi ， A刮mtnen@ ， Nere ぬが採集

される。最も腐植 柴養化した志 ン沼にほ オホュ スリ力 (Chironomus pluM 。m ， ) とフサカ

CCh 叩bo，u ， ，P.) 幼虫が接 眉．する。プランクトンと l- ては汽水性 桟脚類 Sinoc 山nus tenellna が

多くその他 verIdInmum 8p ・， Melostrava ，楠n ，， ， Sn ，I，ella 叩・， Gemcul" ，ぬ，pIrotaen 而 等が

出現する。

魚類は定着魚は 少く大部分ほ 海から遡上する種類でウグイ ，メナダ，カレイ 類，イトウ，

サメ，カスべ，サケ，マス等が棲眉、すアメマス，チカ，ドヂヨウ， ヤッ メ ， コマイ， = シン，

ると云ぼれる。

関 係 文 献

五十嵐彦仁 ， 澤(近藤)賢蔵， 1932，湖沼調査・ 頓別 沼調査・化水試旬報， (187) ， 1889-1892 

五十嵐彦仁 ， 澤(f 藤)賢蔵， 1939 ・ 湖沼調査・頓別 沼・水産調査報昔 ， 28 ， 虹―45 ・
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南安三女， 19SV7，北海道の湖沼に就いて，口ヒ 海道化事協 曾禽報 ， 12, 22-a5.

五十嵐 彦仁 ， 1940-41 ， 北海道に於げる 湖沼水質の 化畢的特性 及プランクトン・1―刃I・化

水試旬報， (476-489) 後編 ， 1-88.

朝比奈英王， 1942 ・ 北部北海道汽水域とその 底棲群聚 ，陸水離， 12, C3), 101-109.

(40) 北見キンマ 沼其他  (第叩固 )

キ ンマ沼は宗谷郡猿佛 村にあ り，長さ約500m ， 幅3凹m 許りの小さな 沼で―條 の小川で ポ

口 沼に連絡してゐる。 沿岸にほ ヨシ，マコモ等の挺水植物が繁茂 し I・ fim以浅の部にはヒシ ， コ

ウホネ、等の浮葉植物が生育してゐる。 最深部 2・ 5m で沼ほ森林中の泥炭 滋北 を流れる褐色の 水

で養ほれるため油水は 濃褐色を呈し 9 月下旬透明度 0・ 8m ，水温18 ，4。C ， pH6 ・ 8-6 ・ fiR 測られ酸

プランクトン ほ2i)睡 を算素低表面で飽和 度77がにすぎす 溶存有機物の多量な 卓を示 ;， てゐる 。

ヘ植物性プランクトンの MIcrucys 丘S が多量に出現し 動物性プランクトンでは 輪虫類が優勢で

L 踵 を含み特に Keri 九telIa cochlea 血 hispida 及 pol@arthra tria・ la が著しい。 即ち梢人冨柴養

化 @，た泥炭地池沼の 叫 ・ 乍・性を示L，てゐるものと云へる 。 本沼の 0・ 5m 位の深さのョシが 生じてゐる

 間に毬藻 COladophora CAe 叫，oprt@) ，"Uten) を産し集塊ほ 小さくて大体 卯圓形をな L，幾分偏

中となり長径 25min 以下であ る。従つてこの 毬淡ほ var. BOraoana なる憂種に廣するもので

ある。この集塊の 綿枝の問ほ貧 毛類や ユス リカ (Chironomu ， ) の幼虫が侵入して 生活してゐ

る がユヌ、 リカ幼虫は長径 IOmm 以下の毬藻集塊には棲息せす 又成長して身体が 大きくなると 更

に大ぎな毬藻集塊を探がして 移醜する。・ 毬藻ほ 木沼から欺am) を隔つた中四沼にも 産する事が

知られてゐる 。

幌沼は深さ 0，5m 以下で 底質は粗残 査を含む 次色泥 より成りホザキノフ サモ， ヒロハ ノエ

ピモ， リウノヒゲ等を生じてゐる。 沼水ほ著しく腐植栄養 化じ表面水過マンガン酸カリ消費量

51.5mg/'屹測る。底棲生物ほ非常に少ない。

鷹野沼 (シャレ ウ コフ沼) ほ幌沼の北に接し 幌沼 より 梢々小さく深度 0.6m 位， 水は褐色

を呈し底暦水は Ig/JC1 内外の璽分を含んで ゐる。 表面水の週マンガン 酸カリ梢費量 26 ・ 1mg/l

を測る。 又こめ沼に近いサルコフ 沼ほ深度 Im 足らすで中 僻は 977mg/lC1 の鹿分を含みヤマト

シジミ及ゴ ヵイが棲息する。

開 係 文 献

菅野利助 ， 1934 ・ 日本産マつモの研究，主として共球形粟國 に就て・ 日水畢含誌 ， 2， (15)

217 □228.

羽田良禾， 1940 ・ 北見 千ンマ沼のマリモ とユス リカ幼虫，値及動 ， 8 ， (8), 1351-1354.

朝比奈英二， 1942 ・ 北部口ヒ 海道汽水域の 底棲群莱 ・陸水離，、 12, (3), ュ01-109  
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(4 ュ ) 聲問沼コユ @イ (第6ェ, 63, 64 圓)

稚内市街の東方約 7km の虚にあ り， 大沼 (シユプン沼) と小田の 2個の沼より成る。 大沼

ほ聲問川によつて海と 連絡し上潮の 時には海水の 影響か沼に及ぶ 様である。庄入川の中でほ 幕

別川と サラキト マナイ川が大きい。 昭は也挫 2km 絵の略人 固形をなし，最深部工 ぷm 位で結氷
 

するの ほtT月中旬頃であ る。9月に透明度 ェm 以下で表面水温
第63固 卑問大沼及小沼

16.50C, pH?.2 ，酸素5・ 48ec/l ， 賎素675mng/l を測 り Im 暦で，

もあまり憂 らない。底貿 は砂泥でコアマモ (血，蛇 ，れ nsmn") が宋木考叫
生育し，ヤマトシジミ (GOrbiculajaponIca) を多産し 、 タ "

ガイ (Anodonta J汀 P 。血。めも棲息ずる。 又糊口附近でほ オ

ホノガイ (Mya arenanaJaponical が採集される。 甲殻類

では端脚類P An ぬ OgammaruS ky 如や OIChe8t 而 pIぬ te] 工 818

j"ponica, Melita ，p ・ を少数産し多毛 環虫類でほゴカイ 及

第ti4固嘩問 小沼 C木村氏より)
Pnon 。，pたが抹あ れるO プ

ランクトン ほ

  Surirella, COscinodisoua,1乎S d K DteLれ

フナ， ウグイ， トダウオ，が採集され，魚類ほチカ， コイ，

ハゼ，ヵヂヵ ， タカノハガ・レイ等が棲んでゐるo

小沼は大 沼より向小さく 卵形をなし 旺入川と栴すべきも

のなく周 園ほf邸比泥炭地で沼から聲問 WK 通ずる排水溝が 作  

られてゐる。 併 [，細くて溝い溝であるから海水が逆流侵入す

る事なく沼水 は低燗であ る。最深部 IBm あるが大部分 Tュ皿

内外で腐植湖の 特徴として 岸ほ突出して直ちに tm の深さに臨んで ゐる。 H 月 20 日前後に結氷

し 4 月に解氷する。 冬季沼氷 は採水利用されてゐる。 沿岸 低砂混質の 虚が多く コクホネ、，ヨシ，

・ヒシ 等が繁茂して ．ゐる。沼水ほ黒 褐色で21號に近いがもつと 里味を帯びてゐる 。併し水は洞濁せ

す透明度 0 ・ 7m を測る。pH6 ・ 3-6 ・ 4位，酸素は5・ 24-6.36cc/l 位含まれてゐる。 プランクトン ほ

SurireUi@, Melosira, Navicula, Epithemia,  Scenedesmus, rediastrum, Tetraedron @Ofig

物や Ke ，&忙 IJ-a, Bifftu が" 等の動物を産する。 コイ壬 フナが大]FT2-1.33年頃移殖された事が

ある。

開 係 文 献

岡田禰―郎，木場―夫，工9.336， 北海道陸水系瞥見・ I ， 植及動 ， 4 ， CD), 53-63.

北海道水産試験場， 1941 ・ 河川湖沼養殖適地調査， 聲問沼 ・昭和15年度事務 功程 ， 7-10  

木村鎚郎 ， 194 ェ ・ 宗谷郡聲問 小沼の調査・北水試 旬報， ((493), 366-37.
，ュノン @―

木村鎚郎，矢野 弘，1941 ・ 昭和15年度河川湖沼養殖適地 諏査復命書・聲問沼(聲問大沼 ) コヒ

海道水産試験場・ (化水試， 1941 として刊行)・

朝比奈英王， 1942・北部ノM 毎道汽水域とその 底枝群聚 ・陸水雑， u ， C3), 101-109.
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(42) 利 尻 姫 沼

十 ，トマリ

利尻島鴛泊 港の南東近くにあ り海抜約 I30m ， 沼の周間第39表利尻姐沼 6昭H ・ 6 ・ M

海洋・気象台観測)約 6山m で中央に 50m 位の島があ る。以前は 4 つの小澤が分  
離して部4・3mゐあたがり， 9I月中旬に水色つに合併されて8・ 5號透朋沼 となつたものであ度2.Iめで水温は第的表る。最探 " 深 さてin)    温度 CoC)

20.   
P 如 くである。底暦4・ 2血で10 。c 近くになり 3m 暦 より著しく   

I2'.58 
高温なのは不思議で 底肝に日射がきいたためとしても 又ほ中

 5.69 庵に雪融水が湧出してゐると 恨定しても Z だけの材料 心ほ簡

>.90 軍に説明し難い 虐であ る。

開 係 文 献

耐戸海洋気象台， 1936  北海道 利尻島姫沼 の水温観測・海洋時報， 9， Ct). 17-18.

神戸海洋気象台， 1936  北海道 利尻島姫沼 の水温襯測期 口の訂正・海洋時報， 9， (2), 3ュ7  

沼 (第6ェ , 65 固)(4り 兜

宗谷本線 兜沼騨の四方にあ る典型的の泥炭 沼であ る。平時面積 I・ 5fcm，を占め最深部 3m 之

測るが早春の 融雪時にぼ Im 余の増水をみる。 流入 川は 6 本あ るが北部から 流入するものは 撫

地を通過して 末た川で褐色の 水を沼に注入してゐる。 排水は沼尻川による 外脚亡掘繋きれた排

水溝によって 直接ザ 。 メッ 11に注ぎ之等ほ約 23@km を南下して天 鹿川に合流する。 沿岸殆ど午

坦で北四部入北東部 ほ農耕地となり 市牛部ほ未開墾地で
第65日 兜沼 (五十嵐，澤氏より)

森林が 欝蒼としてゐる。 沼底は泥 より成り沼水全休に 褐

色を呈-し蓮明度は最高 I・ 5rn にすぎない。

 沼水ほ微酸性で春季 PH6:7 ，秋季PH6B-6 ・ 5 之 示し ，

酸素ほ秋にば表面 ふ8九。 /l, 3m 暦で2・ 46cc/l しか含まれ

てゐない。可滞性 有機物は異常に 多く過マンガン 酸カリ

消費量春季 38.88 二41.T2mK/l ，秋季64.80-68 ・ 叩me/I を

記録するのは 腐植質の大量に 溶存するためであ る。刃ル

シュウム 及マグネジウムの 含量極めて少く 夫才 2・ 53―

ノ 375 皿e@/l CaCo ， $・ 08 □4・ 13mg/lMgo でこの様に 衡植

質多く石次少きは生産カの難に於て頗る悪ぃ條件である。

 プランクトンは 動物性 ]l種，植物性21種を算へるが

量は多くない。 甲殻類では LImnon 山田 genuIna 及 AIOna ， guttRta が比較的多く ，輪虫類

の代表者 ほ po1yaI ぬm pIattF比Iなで荷 KeIatelM coChIe れTts も多い。枝角類 C&mP 忙CefcuB

，eGtト山t血 は北海道では 本沼にのみ知られてゐる 種類であ る。植物では珪藻類の MeI 低I皿 ，p ，

が首位を占め・TabdIRrM fene8tmtn ， T ・ HOC 。uIo 叩 外敵種を産する。 棲息動物にほウグイ ，
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アメマス，ぺゼ類， ズヂエビ， ヌマガイ， タ二シ等 あり昭和4-5 年に移殖された ノ カサギも棲

 息してゐるト

南端の岸に存在する 申沼ほ春秋の増水期に 沼と―所になるが分離してゐる 間ほ沼水は兜沼

の水 よりもpH 低く，硅酸擁に乏 t， い。

兜沼の様な腐植質の 多ぃ泥炭地の水質を 改良する目的を 以て石 荻投入の施肥試験が 行はれ

方衷がある。兜沼め流入川山崎川の 上流から潅水した 試験 池 2 個モ設け I 個の池にだけ 石荻を

施肥した結果施肥せざる 試験池の水に 比べpHI ・ 0-Q@W 佐高まり無施肥 池pa 最高 ?.lであるのに

施肥池はpH 最高 8・ 2に及んだ。 之は石次によつて 博植酸 が中和された 窟である。―般の動物性

プランクトン 特に桟脚類の 数量ぼ施肥池の方が 潮時多くなつたがただ 偽足虫類のみ ほ却つて無

施肥池の方が 多量であ つた。 又施肥池にほ OedoRom;um が繁茂し昆虫 も稜生し，・子ヂエビ

の繁殖率も大であ つた。 そしてコイ魚肉の 石次投入分による 増大量 ぽI へクター常り恥旺 と 算

出された 。

閥 係 文 献

五一 l-嵐彦仁 ， 澤(近藤)賢蔵， 1933・湖沼調査・ 兜沼・水産調査報古 ， 29, 61-72.

近藤 賢蔵， 1934・北海通湖沼の 枝角類分布・水車雑 ， 37, 35二50.

高安三次， 1937 ， 北海道の湖沼に 就て・北海道化堅協禽倉報 ・ 12, 22-35.

五十嵐彦仁，西田八郎，I938 ， 施肥試験 (兜沼試験池に於ける 石次施肥の効果 )・ 北水試 旬報，

(404), 213-215 ・

五十嵐 彦仁， 1939 ・ 兜沼水質の季節 愛化とプラシクトン 調査概要， 化水試旬報， (419) ， t6―

I8; (420), 27 □I8  

五十嵐彦 仁， 1940-4] ・ 北海道に於げる 湖沼水質の 化畢的特性 及プランクトン・丁―刀@1， 北水

試旬報, (478-489). 後編 ， 1-88   

五十嵐 彦仁 ， I941 ， 石次投入の泥炭池沼水に 及ぼす効果試験報告・ 17 頁  

(44) 天塩 メン・ケ招，ぺ ンケ沼 (第6ュ， " 66 圃)

入鰯郡幌延 村にあ り パンケ沼は而横 4 ・ 6fem2 ，最大深度I，65m を有する。 沼底 は平坦で沼擾

を約 I山の高さに水  蘇漁原が園み溶透水が沼を溺養してゐる外 沼の東方を流れる オンネべツ川

から排水溝を 通じて河水が 沼に注入されてくる。 沼め西蓬 に排水口を有し 約 400m を下つて サ

口べツ川に入り ，更ゅ5]m山を下つて入 嚥 11に合流し之 より10]mm で日本海に注ぐ 。 沼の標高 I

m にすぎないから 犬魎沿侮 高潮時には入 噂川に逆流し水 る 海水ほ遠く サ口べツ 川を遡りパンケ

沼内にも侵入してくる。

ぺンケ沼はパ ンケ沼の北方約4K ，血の上流に位し，面積2・ 73Lm2 ，最大深度I上皿でパ ンケ沿

同様泥炭地域中に 存在し水 蘇漁原地から淫透する泥炭地水で ・腱されてゐる。 又沼の北端から

ェべコ口べッ 川の排水溝を 通じ濁水が ・八つて来る。 排水川は南端より 出て サ口べッ 川に任いで

ゐるがパ ンケ沼 より遥に上流にあ るため海水の 逆流ほこ L までは及んでゐない。 従つて 沼ほ淡

水で充たされてゐる 。

パンケ，ぺンケ雨沼 とも泥炭地水で 禰養 きれてゐるから 沼水ば 褐色を呈，し，パンケ沼は底
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まで透祠出来るが， ぺヴケ沼 は水の咽濁世しく透明度 0・ 助工

を越へない。 沼底は何れも浮泥を 以て占められてゐる。 表面

 水温 ほ D 月中旬パンケ 沼は工 9.4 。C ， べンケ沼は工 7・ 0。C で前者

の方が高い。 pH はパンケ沼ほ6・ 6， ぺンケ沼は6・ ?を示し 酸

素は両沼共5cc/l 以下であ る。過マンガン酸カリ消費量は 高
くメンケ沼54.90me/l ，ぺンケ沼43.95meg/l を記録する O 監

素は表向で バ ンケ沼697.4m幻I， べ ンケ 沼 25.60mg/l で前者
に多量なのは 前述の 如く海水の逆流侵入によるものであ る。

荷硫酸撫，カルシウム，マグネシウム 等は海水の混つてゐる

パ ンケ沼の方が淡・水のべンケ沼 より著しく多量であ る。 

バンケ沼の プランクトン 中主なものは 榛脚類"

Limnollcaeii genuina, Sinocalamis tenellus で其の外輪

虫類の K 。，"t。II" 。ochIea 血 "@Ir.te" 肋， 敗極の珪藻類が 採

集される。 ぺンケ沼でほ，Limnoncaea a@品uina と

CyclopS 叩・が多く，その 外 K ぽれ tell" 及敷種の珪藻を産  

する。

棲息魚類 ほ雨沼多少異な・り 汽水の パンケ沼の・方は ・イト

ウ ，ウグイ，チカ，チヨウザメ，マメマ入等を産し，淡水の

ぺンケ沼にぼイトウ ，アメマス，ウグイ等が棲息すると 云はれる。 ズヂエビほ両沼 共に棲息し

附近の住民に漁獲されてゐる 。
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