
1丁

網走湖の研究

燐酸 監 その他の成層状態に 就て

石 田 昭 夫

網走湖は水深8米収深に周年海から逆流しに梅水が停滞し・鈍ぃ躍恒を介し・ 亡 傾城な上水歴水 i@Cl"で約2山

-? 凹。，g/l@) が覆つゐて， 所謂異絨糊の典型的なものでヵ，る。従つてその晦?ト 停滞暦には穣 (々7)1柴養物質が蓄

積されていると考へられ，それらの萬棲の状態を如る事は湖の生産力と云ふ鮎かわも有意義であると思ほれる。

著者はl949 年存より 50年春にかけ鉄回f- 亘り可 洛態燐酸塊魍マンガン酸カリ消費珪， 抽物性プラソクトン等

について測定を行ふ機争を得だので苑に報告する。

観測方法 ) 襯測地馴は前研究 (元山，石山，t948) の場合と同じ 湖心部の― 期 (水深約1e

米 ) を選び，採水ほェ クマン型の探水器 (筒長40cm) を川ひな。 表川から湖底に 至る各層に

就いて木湖， pH ， 溶存酸素，塩素量，可溶熊燐酸塩及び 過マンガン酸；リ消致 量を測定し同

時に植物性プランクトンの 量を調べた。 観測ば 1949年の春から秋にかけ 4回，更n@50年春回回

と都合 5 回行つ東。 場合によって ほ全ての測定は 行なはれなかつた。

各種成分の測定 ほ採水後 直ちに本棚畔にあ る 賢験室で行つた。 溶存酸素はウインクラーの 常

法， 鹿素量 ほモールの硝酸 銀滴定法で標準 侮水を標準に川ひて 行つた。可溶熊燐酸魎は比色法に

より，其の際含有量が 多い時は適常に 湖めて行つた。 試水ぼ空気に曝したり ， 探水後 ―避間放

置じても含有量に 著しい 璽化ほ 認められなかつ 東。過マンガン酸 カノ梢致量は アルカり性にし

て10分間煮沸する ヴ インクラーの 方法，， を川びた。柑物性プランクトンは 採水器から採つた 水

20cc に就いて直接収川顧微鏡 で幽 を算べた。其の際敗の少ないもの 及び微/@、なものほ省略した。

各観測値は表1-K に示した。荷表に附 した水位ぼ基準を適常に 選んだ什岐的な値・ G ある。

観測結果及ぴ 考察) 糊の湖沼里的概況ば前研究 6元山，石W ， 1948) の場合と大差は 見

られなかつた。 但し停佛眉 の鱒分濃度及び厚さは 前回に比して 幾分培 @.ておりをの 馬か停滞居

内の水淵の季節的較差 ほ減少してゐる。 賄素量の垂直分布の 擾化は水位を記録しておいたので

正確に比較出来る 。 即ち表 山から ? 木以浅 の表水好 ではー下―様に 含まi@ てゐるがぞの 量は季

節的に x 年によつて挺化し ，―般に春から秋にかけて 培加し ]94u 年には秋には 東の 4 倍近く

になつてゐる 。 此の期間中 ほ海，水の棚内への浸入は 稀であ るから増加した 撫分ぱ主として伸 糊

 盾からもたされたものであ る。8米僻は8月 迄高醐 であ るが]・0月には表水府に 同化されてしまぶ 。

9～12 米暦附 近の輝素量は雌麻の 傾度が著しく 少ネの擾化 は採水器の筒の 長さによる誤差に 含

まれてしまひ 正確に比 恢出宋 ないが見るべき 轡化 はない様であ る。13米以深では観測他は 春か

ら秋にかけ明瞭に 減少してゐる 。 従つて伸 滞屈 内でゆるやかな 水の循還が行なほれており ， 底

暦水もそれに加はつてゐる 芋ほ明らかであ る。

可溶熊燐酸鰹は豫想、 ざれてゐた梼に深底に多量に 蓄横 されており，且特徴のあ る成暦をして

ゐ東。 いつれの場合も 表面から D 米俺附近迄ぱ 僅かしか含まれてゐないが 無酸素暦 の上限に

常る10 米暦附近から急激に 含有量が 培加し始め l3木切附近迄殆 んど直線的に 噌し，それ以深で

は増加の度ほ 鈍つてゐる。 含有量 ば底惟水でが 。， /，前後と云ふ大きな値を ポ してゐる。向 I950   
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年春の測定では 前年に比し上層から 増加が始まつて ・ゐ るが成俺の型は前年と同様で 途中急激に

増加しそれ以 深では垂直的な 含有量の 璽化ぼ少ぃ 。 各観測共大体同じ地 鮎で行つたにか L はら

す底居水の含有量がまちまちであ るのは更に正確な 観測及び分析を 行なほなげれば 明瞭でない

が興味があ る。

過マンガン酸 カリ消費量は 表面と簗水低附 近で幾分増加が 見らsnLる。最小他は壁水暦の下部

にあ りそれ以深では可び増し 始め底怪水で最大となり 各回共60"'e/i足らずのかなり―定の 値を

示 [， てゐるo

植物性プランクトン ほ冷存酸素の戊惜と相開して分布しており ，酸素が飽和してゐる 居内で

ぼ-ヒ下―様に数多く 分布してゐるが ，酸素の減耗の見られる居では 急激に減少してゐる 。 いつ

れの場合も深 斤では完全に消失してゐる。 前研究 (元田，石山，1949) では深府にも 分布する

如 くあるが前研究に 用ひた採集方法 ほ不備の勒が多かつ東から 今回の結果がより― 般巾 りであら

う 。

以上の結果から 本棚の海水停滞居には 少くとも可 浴熊燐酸撫に就いては 柏常量の蓄積が行な

ほれ ゐる華が明らかになつ 東。これは上歴 より有機態その 他の形で沈降して 来たものが沈降

途中分解したり ， 又―部は湖底よりの 擁散によつて停滞 届水に蓄積し東結果には 違ひないが，

それ ゼ けでは此の 成暦 の状態は説明出水ない。 単に水の停滞した 度合に照じて 燐酸魎が苦積さ

れたものだとすると ，燐酸醇の成俺ば水の停滞立支配してゐる 鰹分の成併ともつと密接な 閥係

があつて然るべきであ るが卓實ほそう-c@なく，燐酸鱒ほ盤分の培加し始める 歴 より2 米程下の

居から増してゐる。 牌分の塗化から停滞 暦水はゆるやかな 循環をして ゐ乙事が推定されをに か

L ばらず，春から 秋にかけ燐酸 癬の成府は飴んど轡化しない。 従つて燐酸鹿の 成層，循環には

 水の停滞等の 物理的條件と共に化 卑的過程が大きく 働いてゐる 儀に思はれる。 無酸素屑の上限

と 燐酸盟の増加の 始まる層とが ―致してゐる 紺などから E山sele (I:)36) や高 安等 C1936) が  

指摘してゐる 水酸化繊 や探土，その他に有機コロイド 等による 吸荷作m が開興してゐるのかも

知れない。 いつれにせよ 本湖では燐酸 鯉が多量に 畜積さすしてゐる府と表水暦とほ数米の層-C@さ

へぎられ直接にはふれ 合つてゐないと 云へる 。 深肝の燐酸甑が再び表水屑 に回錦 して利用され

るとすれば如何なる 過程によっ c であ るか興味あ る問題であ る。

植物性プランクトンは 躍仔 に入ると共に 急激に減少し 迅マンガン酸 カリ消費呈ほ躍暦附 近で

幾分増すが不規則であ り 且その直下では 最小値さへ示してゐる。 これらの事は―般の湖の 壁水

暦について 云ほれてゐる車と 相反してゐる。 これほ植物性プランクトンに 就いて松平 CT939)

 が， 細泥について野 淋等 Ct937)が指摘L， 東儀に ， 轡水暦に入ると 鯉介濃皮が急増する 為に沈

降物質が停滞する 前に コ。イドの状況に慶化を宋なし沈澱が早められる 事が―囚上考へ られる

 

 終 りに臨み色々御指導いただいた 北大水 壷里部元山先生， 同低温科卒研究所朝比奈英三氏に

心からの感謝を 捧げる次第であ る。
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第l表 l949 年5月乃 28 円観測結果

KM,io4'"e/iP"'g/@ O2"1-/!pTI*7}@ ・探@l; T 。 C     Cm)  

 O・ 0l175 i.79 15.    
  175  i.79  '..59 

  185 i.79 12.2I9 

  ).01  i.86 I2    

 0・ 0@1350 i.37  !.43 

¥1.    ).022710 i.24 3・ 刃 

11.70・ 05  50852・ 02 3・ 月l0

 O・ 67895O・山  t.55 
28 ・ 0 8780   i.46t2

35.   9160  >.48 

42.7 9670   i.05 
  9960   i.98t5

58    9980   >.96 
      l6    

親測地鮎水深; l6.2m ・ 遼刈廣; 70cm ，・水位; 90 。m  

第2表 @叫9年6 月乃 28 日 親測結果

 水深(m)  T@C・ pH* O$@/i Ct'"e/i P"@/! KMnio4'"K/i "シスアズ二口ク アステリオネ、 ラ シ 午 ドラ

32407  2fio 0.凹    i.77l7 ・ 9 

57590 270 0・ 凹 " 卜刀¥6.i.29     i.95 

刃650  275 0.凹         i.87 

    275  ).00  i.90     ).62 

60700   275    i.60  

680  57 2.7   5・ 60 l2山 0． 凹l4.05 7.l 

 48O・ ll0 ・ 01.05 4955 0.01 i.59        4.75 ?.1 0.0O 7100 0.11 @0

   l8 ・ 85.03 ?.2 0.00,   8380 1.F 

0.3 0.@  」 8925 3.5t2   >.60    

   39,  94170 5.7  >.92     
    ― 9785 6・ 76・凹 7・ z 
   57.   9830 6.9 6.00 7.2I5   

魍測地鮎水深; l6.lm" 透明度; l.lm ・水位;29c 。 ，] 
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第3表 l949 年8H16 日 籾測結果
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0-s@/i・ @r'@/i                                   アハ二ゾメノンPH*yo 

 330033.    ).O03刀 i.26 24.    

23引00 O・ 0O330 i.25 241.72 

2125 ・ 2 ・ 孔00O・ 00330 5.21 24L66 

l017002l ・ O 375 @.53 2l ・ % 

 23 O・ 凹675 '.70 19.).82 

  21   0・ 00     (.35 

  23,  O・ 025380 ).O0 11.19 

  21    1.12ァ 66丁0・ 00  '.23  l0

  n.    8335   i.l2 

    8845    

  お・ 7 94 ァ 0   >.87 

    9620   >.95l4

  56    9720   >.93  
観測地鮎水深; l6m ． 透肌度; l． 2m ．水位;20Cm  
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洩測地鮎水地 l6m ． 透叩啄 2． lm ．水位; l8Cm  
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第5表 l95C低年5fョ 30 日観測結果

 

P"g/lOz@/l  Cl"'g/ip五 T*T0/,**

l4.72

l4.25

@4.@9

@4.l3

14 ・ m

11.85

7.冗

5-2l

0
0
0
0
0
t
0
3

 

8・ 05

7る 5

7・ 68

7・ 77

7・ 52

4・ 80

0・ 22

0・の

700

700

700

700

720

2260

-6530

7850

朋
一

 

 

 

O・ 0O

O・ 凹

O・M

 

4・ 389200.007・ 35.49

5・ 09070-7・25・ 67

 9120- 5・ 65

 9560-7・25・ 55

     

桟測地劫水偽 l5 ・ 5m ・ 透朋度; l.5m・水位; 20cm.

表註 *p 仕:塩分課差末補正。打水温のみ5H28 日 親測。  

植物性プラソク トソはlCC@lJの個体C群体) 敦を以て示してある。

水位は某準を適寓に漣んだもので海抜の意味ではない。
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