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夏季網走湖に 於ける甲殻類プランタトンの

書夜垂直移動の観察

茂 ・ 石 田 昭 夫元 田

(水産牌化場 )(北大水産 畢部)

論I 紹

―般にプラソクトン殊に甲殻類ブラゾクト，@ はかなり者しい去夜如心移瑚の帝性を有ずる事が知られて届る

が何分 l菩夜以上の織績裡察は非常な努苦を什ふので湖沼久は海で行はれた貧際の襯察は比妓 的少なく本邦で

は木崎湖 (菊池，l727,l937) 、琶琵湖、 水月洲、 H 向棚及長野収諸棚 (菊池・ l9@0 ，) ， 支椅湖 (田中舘・小久 

保， l9叶林 ・名取， l932;"元田，l943") ，大平洋東方海h C"F村， l948) ， 十示- ツク海市東郡沿岸(元田

・佐藤・ l949) 等が堺げられる佳度である。 従づこ更に異なろ磯蛉條件を具備する湖沼又 は海洋に於げる甥察

資料を蓄積して行く事は問題の僻決のため二有益であると 仁  たる 。 更にブラリク トソの垂直移動の行動は湖の

栄養を論ずる際にも―鹿知づ亡おかなげればならぬ安である。 何故ならぼプラソ クトヅ 捕食魚類の栄養磯境は

その索餌時刻と餌料プラ ゾ クトンの上夜垂仁移動とが寓然開注レこいるからである。 軍にプラソクトンをブラ

ソ クトリ ネ ツトによる垂直採集で定かし湖の利用さるべぎ生産カ か判断ずるのは方，まりに粗雑に適ぎると云は

なければならない。

H 観察時刻 並に天候 と 湖水の環境

今回の研究を 行つた網走 湖は北海道北見海岸にあ る 宙柴査湖で 湖の概況に就ては 高安 ・飛鳥

両氏 C1930) ，元田・石山 ((t948,1949) の報告を容照され 度い。 観察は昭 不n22年， 8 月 24 日午

前5時から 25 日ハト 前5時までの t左夜間をI時間毎に網走 棚内呼 人倍頭水深7m め虚@r-0 ， I， 2， 4 ， 6m

各歴 より大 々 20立，中のプランクトンをブランクトン 定呈抹柴器て 元山，石田，t949 ， p ，・ I) を以

て採集し算定したものであ る。観察地期に 於てぼ刀 日午前5時4介入賜が現はれその 後午後 2時

頃 まで快晴無風， 升午 少し前より薄く 雲がかしつて 来東。 午後6B寺5分日渡 とねり6時30分頃 から

黄皆の欣熊で?時には薄間の 中に月齢 9口の月が空にあ ったが問もなく 雲にかくされ，午後 10時
雲がはれて月が 現ほれ東が牛後 H 時V}分月ほ没し以後ば全くの 暗黒が縮いお。 25 日午前 3 時30

分頃 より間ば薄くなり 4時:@0分頃 までは繭明肚熊 ・ C-円の出に常 る帥予頃は前日の朝と 異なり満天 
厚い芸に覆ほれてゐて 太陽はみられなかつ 東。

前日 C8 月 23 日 ) 湖心近傍水深 L6.6m の鹿で行つた観側の 結果 (元山・石田， iy48 ， p ， 10)  

 によれぽ Synedra, Aphan 血menon flos-aquae 等の移しい繁殖めため 木は甚 しく濁り遼明度 僅

に1・ 2m であ る (24日午前?時観察現場では 透明度Im) 。 Xf 凹以浅の範園では全府 表水盾に相

常 し水温 (22・ 0-23 ・ 5。C) ， 煉分 C330-360mg/jC1) ， 溶存酸素 C4七一5・0"/l:等は上下の差
極く僅少であ る。7m では怜存酸素が 3。。/i 位に減つてゐる 機に @,'えたが他の條件は 卜居と殆ど

愛らない。 仝回の親察場所は之 と位罹及水深が速つてゐるが 同じ深さに就ては 條件ぼ大差ない

と思はれるから 大体表面から 底歴 7m まで水温，鰹分， 溶存酸素等の 條件は塗 化が少いとみて

よ からうn

更に 8 月 24H の日中濱野氏 Ct949) がこの観察現場に 於て沃度加 理法により測定しを  水中光

皮の値を第 T固に挿入してみた (濱野氏t949の丈巾湘和2:・@年8H23H 測定とあ るのは昭和 22 年-

 

l05



三山   三山   

 

 

 

 

 
 

 

 

間
の
却

し
だ
甥

 

中
全
納q亜
三」

：
ぷ
ん

稼
  

 

 

ト
結

た
川
線

最
つ
失
た

，信
醐

に
に

 

 

  P
"
革
吉
寸
き
。
。

 
 

ヨ
山
 
 

 ヒ
場
 府水

一
婁
竃
牙
音
。

O 



――水"―・ 附-@・報告・ 5 巷 2 號 H元田茂・石田昭夫

績けてゐ たため光に判 ・する感受性が 鈍くなつたによるのではないかと 老へ られる。同じ傾向は

SInoca1 九rnus の午前と午後との 分布をi@@較しても幾分 頷けるところであ る。

タ刻黄昏後の午後 ?時の表面の分布は 標本亡失のため 判 らないけれど 心 Imu 深の分布型から

みると 3極 とも午後6時から ?時までの問に 頗る急激な 卜昇を行つたと推定される。 この時刻 ぼ

在来度々論 ぜられてゐる 蒲光に凋 する強い正の 趨向性による 薄明移動 (twilight migration) と

いふにば少 々情 くなりすぎてゐる 様に思ふ。恐らく動物が 日中の強い光の 刺戟から解放された

と．a@に負の趨地性が現はれるのであ らう。Diaphanoso ・ n" ば午後I0時まで上低に 多数が止ま

つてゐるが共 後は夜間中他 2 種と同じく大体上下の 差の少ない殆ど 均等に近い分布型を 示すo

夜間の上下均等分布は 重力に対する 趨地性が消失したためと 考へ られる。菊池人 Ct938)の實

験によれば Diaphanosom ，t br れ chIyuruin の趨地性の傾向ぼ 大体 HOlopedium gibberuIm と

同じで暗黒中において 暫 くすると趨地性が正負 何れでもなくなると 推定されてゐる 0

25 日朝 (午前 5 時) は甚 しい曇大であ つたが，前日の晴れた同時刻と 比べると 8inoc;〃 IilanuP,

Diaph 肛osoma 共に表面に分布するものの 割合が多く 殊に前種では前日の 朝にほ―つも衣而 に

現ぼれなかつたのが 25 日朝には49個体 (20 立ー中 ) も表面に川現した。即・ ち 光が妨いため 朝の ド

降が不顕著だつた 諜であ み。

妓 に気の付く事は 3 種共各時問に於ける 全量 CO-6m の総計 ) が褒動レ C ゐる専で特に

Sinocalanu ， と Diaphauoaoma -c? は 0□ ・ 6，m に分布する 敗呈が夜問が日中に 比べ甚 しく多くな

ってゐる 0 ヱは日中多敗が ()Tnu 深湖底 (7m) までの間に潜伏してゐる 事を思、 はせるものであ   

つて若しも湖底向上の 屑から採集を行つたなら ぽ恐らく口中にほ 大星に採れるのではなからう

か0 表 I に示した他の 睡類もこの傾向を 示し就中 Me ，ocyclops hyalmHuS 戊休 ， EctinoaomR

curt@coroe, ． P ，eudodiaptomusjaponicus 成休 ， Leptodorakindtn@JJ 体, Neommyaissin 比rDi 由i;@

等は殆ど夜問だけしか 6mI 以浅 に現はれ味らす 口中は全部6mU 、 深に借 んで ゐ -@ ものと思はれる o

然し乍 ら第I囹に於て Diれphanoaoma が日中 6in@以湊に於 て中膨みの分布型を 示し殊肛午前 9 時

乃至上午には 2田府にかなり 賊著な最大分布が 存在する。 若しこのとき 6mu 深に多量の潜伏 佃

休が存在したとすれば 最多歴が 2つあ る事になり2m 庵の大量分布はどうい 戸埋山で形成された

ものか不可解であ る。或は助物を稜生階段に分けて 分布数を算定したならほこの 事が解決され

たかも知れない。 Sinocala 山us ではこの時刻に 比体は大体 (@m層に最多敗がゐるのに 幼体最多

層は2m であ る O

観察結果 ぼ以上の如 くであるが著者 C石山 ) の其待の研究によ 4t ぽ糊沿の ブランクトンの 分

布はかなり―般的に 極く近接する 場所でも 甚だしく異なる 場合があ る与が判つた。 殆ど同―場

所で同―方法により 探焚を繰返してみても 採集されるプランクトンの 量ほ勿諭 組成迄が連つて

ゐる事があ る。恐らく ほ生物弔的要切によって プフンクトン各椀の分布に他 く 狭い範園に 於て

も不均等性があ るのでほたいかと 老へられる。黙りとすれば 採集結其の誤差に 加へで採集場所  

が―寸 でも・敗m でも) 塗れ ぽ異つた呈 と組戊の プランクトンを 採る衷になり I 回の採集だけ

では他との上ビ岐憤値が栖 く低@y ものと思はなくてはなら・ぬ。更に分布の不均等 性は定常的でな

く 絶へす璽化しつ L あるものと考 へ られるから今回の 如 く時ををおいて 工 回つつ採集したも ． の
は讐ひ全く同―場所で 行ったとしても 毎回の此絞考察はかなりの 相理を含み要するに 観察結果

ほ大体の傾向を 知るに過ぎないといふ 事になる。 在末殆どすべてのプランクトン 研究ほ I 川の  

採集を以て代表値として 扱つてゐるが 少くとも湖沼プマンクトンに 於ては水下分布の 不均等性

を考慮しなげれほならないと 思、 ふ。
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5 巷 2 號 (l950) は 水産牌化場試験世竺

さてプランクトンの 垂直移動の要因 ぼブランクトンの 光や車力に対する 趨向性の 縛換現象を

始め様々に分析が試みられて 来たが向末だ 説明に困 靴な期が少なからす 建されてゐる (@u 出elL，

1927; 菊池, 1930 ・ ; Clarke,H8341);  Welch, I935, PP. 226-?35 等の綜合論説参照) O 先 K

観祭結果と共に ボ干 の考察を述べ 東が緒論に記した 如 く今回の観察の 結梨ほ資料として記録し

移動の要囚に 就ては之以上の 論議は差控へる事とする。

次に本棚で著者 (石山，1949) がワカサギの 食性を研究し 東締果によれ ぽ昭干n23年 9 月初め

には SinocAla?IuIs tenellus が ヮ カサギの最も 主坐な餌料-(@@ Neomvsi$ Intermed 而 ， BOamina

@OngirostiiB, DiRphanosomnn@ brRchyuruin も幾分捕食され , Paeudodiaptomus ]apoii@cuS も少

量構 られてゐる。通常 フ カサギは 茸問沿岸部の 吃網によっ L漁携 され衣問は罹網 しないと云ば

れるからその 倣泳索餌活勅ぼ 主に日中に限。 られるのであ ら う " 仝回 6ru 深湖底直上の採集を

逸した事は遺憾であ つたが前述の 様にその深さに 口中上記餌料 プランクトンが 多数潜伏して ゐ

るものと想像された。 従つてワカサギが 沿岸湖底近くを 倣泳するなら ぽ日中は夜間よりも 豊富

な餌料 プランクトジに 遭遇出来る課 士あ る。つまり フ カサギの螢養環境としての 天然餌料の量

ほこの場所に 閥する限りプランクトンネ 、 ツトの垂直探粟で定量された 飼料ブランクトンの 量よ

りもつと大きく 見積つてよい 事となる。

終 りに本研究に要し東細武ほ 文部省科卒研究費によつた 事を叩 らかにし，更に 網走臨湖宵験

所の使用を許された 北旧道水産 雌化場並に菩 夜に 亙，る採集に多大の 分力を捉供された 常時北大

農率部 水産率科卒生諸君に封し深甚なる 感謝を捧げる 次第であ る。

要皿 摘

昭和22年夏晴天の日に 工 喪夜問に亙 り網走湖に於て T 殻類プランクトンの 0-6m 暦を通する

害夜移動を観察した。 観察した種類 ば P 極であ るが，その中多量に 出現し東 DIaph 叩OSOmn

bra。吋u ，u山， S而 。calanuS tenell 、，S， 比，mina lone 卜 O"t ，is の3種に就て者察を 試みた。

3 種共朝最も著しく下降し X 午後は午前よりも―般に 分布が浅 ぃ。之ほ朝最初に光の 刺戟を

最も強く感じて 之を逃がれ午前中光の 刺戟を纏結 的にうけるため 午後は適 悠 して感受性が鈍く

なつたものと 想像される。 タ刻暗くなつたときに 念激に」二 昇し衣問は ト下均等に近い分布を示

す。即ちタ刻 光の刺戟から解放されると 負の趨t¥W性を牛．じ帰黒が純 くと 趨地性が消失して 重力

に無閥係の分布を来すのであ らう。

殆どすべての 楠類は日中 6mu 深糊民 C7m) までの問に多 敏潜伏してゐる 様にぽ 、 はれワカサ

ギは日中湖底近くむ 倣沐 して之等餌料 プランクトンを 加止してゐると 想．像 される。
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5 巻 2 號 Q9 田) l4 互竺処搾試廣鋼 ;告
表， l・各種甲殻類プラソクトンの--去夜間pio-6l ， lAug. 24, 1947  山nr

 ―

 
 

'MesocyclopB hyalinua

adult   l246  Mesocyclops hyal inus  juveni     
  

   
 5655762l6@3411l255

l@    2_____2  1-Jimnoncaea genuina
 コC2I1  

 

――l' y3io31 l_CM

   
EctinoBoma cnrticorne  2

    
Binocalanaa "tenelluB

adult    
 Sinocalanus tenel lUB
 
 juvenile    

  
-Peudodiaptomus japonicuB 1

 

      
 adult
 2

 Pgeudodiaptomus japonicue 1

    
 juven            BOsmina longirostris 

 1 1 1 1       Leptodora Itindtii
    adult   

 
 Leptodora kindfli
   juvinile   
 Neomysis intermedia

  
 adult
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 Neomysis intermedia

juvenile
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l6  水産硝化場試験報告 5 巻 2 號 Q950)

Au observation Ou the diurnal migration of

p1.inkton crustaceans @t Lake Al'ashiri,

HOkkaid0, fn summer of 1947

by
Sigeru MOtoda and. Teruo Ishidit

-Summ.iry-

Of the nine species 0f planhton cmst'iceans belonging to daphnids, copepods and mysid1-,,

three species, -Dmphanosoma brtichyurum, Sinocalanus tenellns and BOsmina longir0.itris,

wore sufficiently collected for the study 0f the diurnal movement.

They escape from the hiirfitce water just after the day break and then the- majority Of

them are distri uted @t under surface layer:-, during tho beforeuo0n. The layer of maximum

distribution, lnnievor, locates shallower ;n the afterno0n than t@ the beforeno0n, notwithstanding

the bright yun shinca throughout.

The animals exposed to tho light (luring a few hours fn the beforeno0n probnbly become

insensitive to the light stimulus, and :iaconi) t0 the shallower 1.iycr ;n the afterno0n. The

advent 0f night darkness forces the n,nimitlB t0 make @1 nipt upward migration. They may

have a negative geotropism ;n darkness at first free from the light stimulus. Dur-

ing the night time the animala are distributed almost evenly throughout the vertical range

Observed, showing neutral condition b0 the geotropism.

It fR highly probable that the plankton crustaceans are concentrated near the bottom

dur@ng the dHyti雌 @n ：whicch the pond-Smnelt8migr@i 比 d比p to 位 ed them  
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