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OD the Plankton of Lake Chimikeppu-ko fD eastern HOkkaido  

Takashi KUROHAGI

Plankton communities Of Lake Chimikeppu-ko which is one of the original home Of Hime-masu

(land locked form Of Onchmynchus nerka tn Japan) in eastern HOkkaido were observed in late July

in 1955 and late May and middle September in 1956. In total 94 species Of plankton including animal

and plant form were identified from the lake. The dominant species 0f zo0-plankton were Filinia

longiseta and KerateUa cochlearis var. hispida @n late May in 1955 and K. coehlearis var. hispida and

BOsm.ina Inngirostris in late July in 1955 and in middle September tn 1956. The majority 0f phyt0-

plankton were Anabaena spp. in late July in 1955, Melosira italica var. fg nwssima ;n late May and Asteri0-

nellu formosa tn middle September in 1956.

チ，ケツプ湖は北海道東部の網走那津別町に存在する湖水面積が0． 98km' にすぎない小潮で姫鯛[land-l0cked

form Of O 爪 co勅タ w所柘僻血 (Walb ・ ) コの源産湖として阿寒湖と共に著名であるが，現在まで本湖の陸水学

的条件については湖水の理化学的条件の観察結果(木村，川内及び西田; l939 ・ 吉住及ぴ麓;l956 ． ) を除いては極

めて断片的な報告がなされて居るにすぎずブラリク トソについての報告としても僅かに桜井及び坂井 Q94 刃が

水湖産ワカサギ [Hypo 。esus Olidus (Pallas) コの消化管中より 数種の小型甲殻類の萬名を又，平野 (1956)が

藍藻 Ana 防。れ。属の 2 陣について報告して居るにすぎない。筆者は本湖の水質調査を行つた北海道立水産隅化

場技師吉住盲好氏及び北海道さけ・ます・ ふ化場技官麓竜司氏の好意によりl955 年夏季，1956 年春季及び同年

秋季の水湖プラソクトリ採集標本を人手観察する機会を得た。

本報文はそれら採集標本にっいての観察結果を取纏めたものである。 本文に人るに先立ち前記告住，麓両氏に

深く感謝の意を表する。

I 理化学的状件の 概要

位B 及び湖盆形態の概要はTable l，及びFig ・ l に示す通りで干島火山脈分水嶺の北方に位筒しその南方阿

塞湖群湖沼，屈斜路湖及び摩周湖等と相対して居， 四周より流人するl0 本内外の小川によって溺養されて届

ゐ。 又その流出水はチ，ケップ川，網走川 ，網走湖を経てオーック 海に注いで居る。 湖盆は南東方向に長いやや

畑形型で湖汀7m 内外は浅いがそれから急に深くなり糊庇は大体平坦で泥士が深く堆積しかなり老化した湖であ

る事を示して居る。 又， 糊周は大部分山麓が直接湖岸に迫って居るが僅かに湖の北岸に幾分かの平地を存して届

方にすぎない。尚 ，水湖ほ火山爆発を原因とする堰止湖と慨察されて居る (木村他;l939)

採集時の湖水の理化学的条件は吉住， 麓(l956)が詳しく報告して居るが， l956 年 5月下旬及び9月中旬に於ける 
l) 口 本陸水学会第22 回大会において発表

北海道さけ・ます・ ふ化場研究業紙 第 l58 号
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Fig. 1 TOpographic map Of Lake Chimikeppu-k0 and its neighbouring region and the

stations at the observations were made.
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北海道東部ナ ;ケツプ湖のプラソクトリ

Table 1. MOrphometric data Table 2. Hydrographic data 0f the deepest region uf Lake

Chimikeppu-k0 (From YOshizumi, K. et a1, 1956).Of Lake Chimikeppu-ko

Sep. I9May 29Date(From HOrie, M., 1956).

l・ 493.02143o52'' Transparency (m)LOngitude (E)

9943038/ Water colour (FOrel)Latitude (N)

0 t0 200 l0 202， 3 Depth (m りLength (km)

ft8 Water temp. (oC) 14.9 12.4 9.8 21.7 11.1 ?.0Max. Breadth Fkm)

8・ 0 7・ 4 6・ 9 7・ 8 6・ 6 6・ 6Length 0f shore line (km) 6.5 pH

0.98 dissolved 0, (cc/1) ?.30 ?.25 6.06 5.78 1.39 0.93Area (km2)

1.85 0, saturated (%) 102.7 96.4 76.0 92.9 18.0 10.9Shore ・ development

20.8 KMn0, cosumed (as 0;) 4. 5 4. 2 4. 3 6. ? 5. 0 5. 9Max. depth (m)

0.0040 0.0070 0.0050 0.0080 0.0075 0. 1840P ，O@ (m8/U最深部 (St. 3) の 水温，水色，透
0.0155 0.0180 0.0180 0.0515 0.0541 0.2190NH.-N (mg/1)明度及び湖水成分の概要はTahle

17.4 17.0 17. 1 18.9 16.8 22.7Si0, (mg/1)2及びF巾 ． 2 の通りである。尚 ，

6.72 6.72 6.72 ?.56 10.08 11.76S0, (mg/1)告住，麓によるとl955 年7 月 21 口

10.82 12.42 12.63 11.02 8.82 10.02採笑時'fl3.00)iの採集地点(F巾． Ca(mg/1)

Fig. 2. Stratification 0f temperature at the
t の St. 3) の 表画では水温28 ． 2

deepest region Of Lake Chimikeppu-k0.0C，を測定して舌る。 以上の結果から l956 年 5 月

in the year 1956  29 日は末だ明瞭な水温躍屑が形成されて 居 らず，
x-x M.y 29

溶存酸素昂も深層士で豊宙@こ 含まれて居，湖水の夏期  
   刀 (Cj T。 mp  

停滞期の極初期と考へられ， 又9 月 l9 口には水温躍層

が4-l0m 層に存在し，溶存酸素量は中―底層で淑減 。 。
して 居り時期的に見て湖は夏期停滞期の後半期と言へ

 
丁/

よう。尚 。 子 ;ケツプ川口近くの深部の底層には湧水

のためと考へられる水温，溶存酸素の異状分布が認め

 られて日る 。 上記の様@ご本湖の水色，透明度，孜び夏

 
，ノ

期停滞期に於ける溶存酸素昆， ヱ C ・ O ・ D ，栄養塩類

の 状態から見ると本棚は調和型のある程度宙栄養化のT  

x11
   
ヱ@

 
 H 採集及び観察方法

 ノーア

探喪には直径25cm ，絹地の長さl00cm, X X l4統

絹 (l39meshesper lineal inch) より成る定性用ネ

ツトを使用し採集時期及びその方法は次の通りである。

l955 年7 月 2l 日 湖心部 ((Fig ・ l の St.3) での去暦横屯採集

l956 年 5月 29 日 同上の表層採集と湖 5 ケ 地点(Fig ・ l の St ・ 1-5) での底層―表山間の垂直曳採集 (各地

点 2回つつ)

l956 年 9 月 l9 日 同 上

向，原本の観察測定は全てフ十 ルマリン固定標本に就て行つたが特に硅藻城の査定については水プレバラート

による検鏡と同時にマイカ板の上でパナーナーを用ひて充分に細血内外の有機物を酸化させた標本にっいて検鏡

を行つた。

正 結果と考察
各時期の採集でその出現が確かめられた種類は T ，ble 3 に示す通りである。
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Table 3. List 0f plankton collected by net in Lake Chimikeppu-k0.  

l955Year
Juけ 2l May 29Date

S・ v  

ZO0-plankton. COpepoda,  

 l. Cyclo 力 ss vicinus Uljanin                                  

+ +2． C ． (Dtac ノ cclops)b たび spidatus ClauS                       

+ +3． Mesocyc 比タ s leucka パテ (Claus)                         

Clanocera

+4. Sida cひsfallina 0. F. h4                                   

+5． Cpenooda 力乃れ血ワぴ ddra% とwla (0 ・ F ． M.)             

6. Sca 力Nholeberis mucronata (0. E ． M ・ ) …………… +

+ +7. BOsminna 比乃 wf叩 .stns (0. F ． M ． ) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 十

  8． B. corego0m Baird                                           

9. Alona affinis (Leydig)                                   

+l0. A. su7ttata G. 0. SarS                                     

11. Leydigia Leydigil (Schodler)                         

+l2. Pたん xus fnzg0%eellus L0. F ． M ． )                      

 l3 ． C んノイ OLM(.s sク乃 aericus (0 ． F ． M.)                      

ROtifera

+ + 14. Keratella cochlearis var. hisp'ida Laut.             

 l5 ． K ． ワぴ (a ぱナ ata t0. testu はり (Ehrenh ． )                    

 16. Euchlams sp.                                                  

 17. MOnostyla sp                                                  

 18. ROtaria sp                                                        

+ + 19. Asplanchna Sp                                                  

+ +20. Synchaeta oblonsa Ehrenb                             

+ + 21. POlyarthra trigla Ehrenb                                

  22. P. eurypfe 仰 WierzelSki                                  

23. Pedalia sv                                                     

+ +24. Filinia longiseta (Ehrenb.)                            

25. COnochtlo@ ぬs 血ssuar ・ ius (Hudson)                    

Infusoria

 266. Tintino 力 Ssis cratera (Leidy) Ha 』 a                

 +27. Tintinnidium fluviatile (Stein) Kent                

Phyt0-planklon. Cyanophyceae

 28 Anabaena spp.                                                  

Flagellata

 29. Dinobrvon seftularia Ehrenb                          

Dinoflagellata

 30. Ceyatium Mr ばれ dtnc 比 (0 ・ F ・ M ・ )                

Oiattomnreae

+ + 3l. Me 化as@@ya va 血 ns Agarph                                  

32. M. どMnulata va ，・ 仰屯M 佑品ナ廿 a Miiller ………… 十

+ +33 ． M ． und% ぬぬ var. NO 川如れ血 Arnott                    

1956
Sep. t9 
+ +

+ +

 

+ +

+ +

 
 
 

+ +

 

 
+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

-+- +

 
 

+ +
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34. M. ;7a;;@a (Ehr.) Kulg                                   

35. M. italica var. tenwssima (Grim.) 0. Miiller    

36 ． M ． 市 sfans CE.) ke                                         

37. M. arenaria MO0re                                        

38. Cyclolella sD.                                                  

39 ． A ぱ乃 ya Zachanjasi J. Brimn                             

40. Meridian, circulars var. constricla (Ralfs) v. H. 

41. Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kts                 

42. T. f刃 occulosa CRo 小) Ktz                                

43. fraeila グ山 ra タが c@/@a var ． wesole タ t/の R ．G              

44. F. consiruens (Ehr.) Grun                             

45. F. sp                                                              

46. Asferionella formosa Hassall                            

47. Synedra ulna (Nitz.) Ehr                                

48. S. acMS Kiife.                                                  

49 ． S． 川川かns var. nasU/a ダぬ ides Grun                 

50 Eunotia spp                                                     

51. Rhoicosphenia curvata (Kiitz.) Grun                 

52. Achnanthes lanceolafu var. elliptica Clev           

53 ． Am 力方ゆ l�.@vn 力 elluci 血 kutz                             

54. COcconeis placentula var. euglypfa (Ehr.) Clev  

55. G タ叩 s@s 川口 acMMrw 九Mm var. sall@ca Grun           

56. FfuStulia rhomboides (Ehr.) de TOm                
57. Ca.1on.eis sp                                                     

58. Neeidium a@f 血 e f0. 1enui 化 sf,n@，s(A.M"y 。， )． H     

5牙 ． N ． fLfd ぬ var ． 口川 p乃@g0 ，Wp ぬれ 5 (EhrJ V ． HOur     

60 ． Dゆ比 neis Ov ， aifs (Hi1.) Clev                             

61. Staufoness phoenicenleron Ehr                          

62. NavwC ばぬ 尺elnhardtta Grun                             

63. -N- memfcultis Schumann                               

64. A?, cincta (Ehr.) Kiitz.                                      

65. N. pupula var. capitata Hust.                            

66 NN. bacillum Ehr                                               

67. N. lanceolata (Agar.) Kutz.                            

68. N ． spp                                                           

69 ． P 所れぴん aパ@a macilenta (Ehr.) Clev                    

7O P. interrupta W. Smith                                  

71. P. gibba Ehrenb                                            

72. P. gibba var. pum; (Ehr.) Grim                       

73. Amphora ovalss var. ped.iculus kutz.                

74. Cymbella turglda (Greg.) Clev.                       

75. C. lanceolate? (Ehr.) v. Heurck                         
76 ． C ． d血nis K 血Z                                             

77. GOmphonema acuminatum Ehr                          

78. G. acuminatimi var. coronata (E.) W. Smith    

  
 + + 
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 79. G. So                                                              

 80. Epithemia zebra var. saxonica (Kiitz) Grun.    

 +81. E. zebra var. porcellus (Kiitz) Grun                  

  82 ． E ． tuY がイフ (Ehr.) K 血z                                  

  83. &- snrex K 血z                                                 

  84. Haon はsc乃ぬ口 m%タん f0 ぷタ s (Ehr.) Grun                 

 + +85. Cymatopleura elliptica var. n.0bilis Hantz.            

   86. C. so/8Q var. clavata 0. M                                

  87. Surirzlla Capronii Berb                                    

  88. S. elegans E                                                  

 + 89. 5. btseriata Berb                                             

  90. S. sp                                                               

 + +9l ． C ぱ川 ナ上 l0ぬぼ Ms %O? ・た Hs var ・ ん 乃の 7@C0 (E ・ ) G     

COnlnuea 色e

  92. Spirogyra sp                                                     

Chlorophyceae

  93 VOlvox aureus Ehrenb                                       

+ ++ + 94. Eudorina elegans Ehrenb                                

18 74 24Number Of species

v ; vertical collectionss ; surface collection

即ち出現踵は助物では合計2.7裡 (COpepoda; 3, Cladoce ，"; 10, ROtifera; l2, 1nfusoria; 2) で縮虫類次

で伎角頬の踵碩に富み， ;ノヒ 海道南部の宙栄差糊大田で知られて届る 輪虫類10 憧 (L 安他; 1936) 及び伎角類7

種(上野:l931)を幾分上&i@って居Z 。
Table 4. Relative abundance Of principal plankton organisms

 又， 棺物は67 鹿(Cyanophyceae: l,
collected hy surface towing using conical net at the deepest

F@agellata : l, D@nofRagellata : l,
region Of Lake Chimikeppu-k0.

D@atomacea@e: 5l,ConJueatae: l.
1955 1956 1956Year

Chlorophyceae: 2) で拮に Dia-
July 2t May 29 Sept. t9 Date

Tnmncpae の厘類に富んで居 るが，Sp.¥
M@elcsira, Atthya, 7"如ellan;a,ZO0-plankton

Fraejla ， め ciyned ，・0 の各属の数 種
RRR + RRRCOpepoda COpepodid
RRR + RRRditto Nauplius

を除き多数の沿岸石くは 附盾性の種CC R CCBOsritina longirosiris
の混人が充分考へられる。告時期共-RRR RRR RB. coregoni

湖心表層曳探集では助物8-l2 鹿， +Kg グ 7ZPWL COC 方Z亡爪 LL vHr ． Aねタ jぱ 口 十

植物8-l3 種， 湖内各所5 ケ 点づ
RRR R RRRAsplanchna sP.

Phyt0-plankton
つ垂直立採集では朝物 ; l7-l9 踵，+Anabaena spp.

植物; 49-55 睡が見出されて居る。MOJOs 心，F ぬは LC0 var ． ffWH ぬ 5ぬPd RRR C

以上の也植物各 使の申プランクトリ Tabellariu ・ fenestrata

として多量に発生する事の多い重要
 T. flocculcsa

RRR C RRRSynedra acns

種は瑚物では COpepoda の Cyc-R RR Eudorina elegans

CC ..-...more abundant lops vicinus, Cladocera <T) BOSfn  

ぬ0f0%g か0sf/ぬ 及び B ． CO@ ，gPo ぬQ ........ -abundant

ROtifera のれ川 fgZld ， Hs すldw所川，十……‥ ・ COmmon

ぬZy0グ fArd ， Hff ク@血 の種類，又@@rare 
楠物では川 %0&り0% sg グぬ Jdrz0 ，RR .@-.@@more rare

DlnoHaRclata の C 什血血刀 4乃 fr川市-RRR ---most rare
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Table 5. Number 0f individuals 0f zo0-plankton and cell number 0f phyt0-plankton collected by vertical haul from the bottom to the

surface using conical net at each station (St. 1.-.--5 0f Eig. 1) in Lake Chimikeppu-ko in 1956.

Date

Station

Vertical hauled distans (m.)

Sp.¥Number (%)

ZO0-plankton

COpepoda

COpepodid

Nauplius

Cladocera

BO5Mf れ 0 fo%ど@叩 Sf7・ /S

ROtifera

K97d 化 Jね COCA ぬ勿，* var ． 方ぬク Iぱり

K ．ワ?口ぱド 0Zd fo ・ fF9Yw みっ

A5p ぬれ Lゐ爪 0 Sp ．

SywC ん口 6LO L&仇刃 Pば

FMfnzf4 ぬれ PzSPf 口

Phyt0-Plankton

Diatomaceae

Melosira varlans

M. italica var. tenuissima

TabeHana fem strata

T. flocculosa

Astefionella /i'rmosa

Synedra acus

Cyanophyceae

Emiofina clegans

May 29

 

    
      

 

 
RRR 

 

 

   
624 (?.4)

418 (4.9)

215 (3.5)

 
 

7925 (94.2)     

 

 

      
 
 

12673 C87.5)  
   

 

 

    
248 (2.2)  
   
RRR 
RRR 

 

 

  
848 (5.8)

452 (3.2)     
RRR 
RRR 

Mean

15.8

   
581.2 (4.9)  
91.8 (0.8)

9893.6 C84.2)

4434.0 C37.幻   
4875.0 (41.5)

 

Date

Station

Vertical hauled distans (m)

Sp.¥number (%)

ZO0-plankton

COpepoda

COpepodid

Nauplius

Cladocera

BOsmina longiros1-ris

B. coregoni

ROtifera

Keratella cochleans var. hispida

POlyarihra euryptera

PedaUa sp.

Ftlinia longeseta

Sept. l9

 

 

   
 
    

4473 (35.刀

   
 

 

 

   
510 (3.4) 

7281 (48.5)

6495 (44.4) 
6887 (45.9) 
575 (3.8)  

1905.6x10"' "100.C@ 8?5.6x10'(100 Q) 1985. Sxlo'o00.0) 911.7x10@(100.0) 2289.8x10@100.0) 1583.6x10'(l 00.0)

1905.2xlo'''Io0.0) 811.2x10' (98.3) 1981.2x10@99.8) 909.5x10' (99.8) 2288.2x10' (99.9) 1579.3x10' (99.7)

?"00 C0. CO 2300 (0.1) 2800' (0.3) 2400 (0.0) 2500 (0.2)RRR

1816. 1x10'- (95.3.) 648.1x10'' (78.6) 1785. 1x10' (89.9@ 760.5x10' (83.4; 2027.5x10' (88. 5) 1407.6x10' (88.9)

49.3x10' (2.6) 76.3x10' (9.3) 47.0x10' (2.4') 82.8x10' (9.1; 123.0x10' (5.6) 76.7x10' (4.9)

12.0x10' (0.6) 13.3x10' (0.2) 27.1x10' (1.4) 23.3x10' (2.6) S1.Sxlo3 (2.3) 25.5x10' (1.6)

21.1x10' (1.1) 45.2x10'' (5.5) 35.6x10' (1.8) 4600 (0.5) 25.1x10' (1.1) 26.3x10' (1.7)

3900 C0. 2) 23.0x10' (0.3) 39.3x10'' (2.0) 37.9x10' (4.1) 50.2x10' (2.2) 31.0x10' (3.0)

400 (0.0) 14.0x10' (0.2)  4300 (0.3) 2200 (0.2) 1600 (0.0) 4300 (0.3)

400 (0.0) 14.0x10' (0.2) 4300 (0.3; 2200 (0.2) 1600 (0.0) 4300 (0.3)

Phyt0-plankton

Diatomaceae

Tabellaria fenestrata

A'lierionella formosa

 

Chlorophyceae

Eudorina ekgans

 

 

             

 

20

              
25. 5x10''( 100.0) @.Sxlo'o00.0) 309. 9x10'(100.0) 217. 7x10'(100. 0)

24.6x10' (94. 3') 166.7x10" (99.5) 308. 1x10"' (99. 4) 216.8x10' (99.5)    

23.7x10" (91.8) 165.9x10' (99.0) 307.8x10' (99.3) 216.8x103 (99.5)

 

   
348 (3.5)

247 (1.8)        
625 (4. 5)

M 凹n

l5 ・ 5 
21228.4 (100.0)

371.8 (1.7)

231.4 (1.1) 
9084.8 (42.8)

7891.0 (37.2) 
11772.2 (55.5)    

73.7x10'(100.0) 159.1x10'(100.0)

72.3x103 (98. 1) 157.9x10' (99.?)

 300 (0.2)

71.8x10' (97.4) 157.2x10' (99.1)

1200 (4.7) 800 (0.5) 1800 (0.6) 900 (0.4) 1400 (1.9) 1200 (0.8)
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W 伽， CyanophyCeae の AM 比印0， Diatoma ・ eae の Mg 伽jr0 gグ ばれ MZばfo ， M ， む dfた 0，ぬぬグfoW 肱ア。川中

SO ， 5y 碓d，，0MZ% り ， S ． 叱ぬ，ァ4&幻 foy・fりかW5f ，， "fd 及び T．ぬ7Mlds 口， Chl0 「 OphyCeae としてはれ加。よ % 花か

5 及び EM 。パノnag たが硲 等である。 次に主要構成主の出現状況を湖心部表層屯探集の結果は比較記号で， 又，

湖 5 ケ 点での垂直曳探集の結果を採集旧体数及び種類別組成で示したのがTable 4， 5，及び6である。

それらの結果では1955 年7f3 2l 日の湖心表層採集では動物ではBOsmina lone4rostn/$がC 程度の出現，次

いで而rate 肋 cor． hlra ぬ var. Ms が血ガ十程度，植物ではA クnabaena spp ． ガ十程度の出現で優占種であつ

たが翌年5 月H 29 日の採集では爪はか口 lone泣加 及び K ・ cacltleay， js var ・ 肋Sp)@ 也 が多く両踵で垂直採集個体

の大部分(平均94.4-78. 2?@) を占め，植物ではM むピ lns@卜ば itahfr.a var ・位川心而d が各地点人部分(95.3-78 ． 6

9@) を占めそれにTahellarja 乃灰妨血叫 Aslr パ 。碓肋九/刑wsa, SvVnedra ac硲 及び r ・ 九ficul.0u.@ほが加はっ

て出現し，又，同年9月 l9 口には動物ではK ・ COCAZPOr@， va 「 ・止 ;，pidU が持にSt ・ 2， 3及び4 に豊富で，又，

乃 ． r0れ gfyos什;5 が各地点平均して多く，植物では各地点共 A ・ み@，;@?がりが大部分であった。以上の点から見る

と大体ホ湖の春 季 (夏期水温躍層の形成初期前後) のプランクトリ相は， 到物では 爪肋血 f0%必sdf かK ・ COCA-

lgd/;s var ． Afs ク fぬ 群の輪虫が植物ではMNOs/ ，・" ぬ口 l/叩 var ・ Z叩が，，fW0 を主とし， それに 几ぬ/f，，ノ@リ必ノn-

gSf/口 /り，小かナ@0W 肋カM:os 叫 ， めW? 川如 MS ， T ・ 刀0CCM0S0 の 倖藻群が加はつて居るが，夏季(夏期停滞

期の盛期) には爪肪t@ヮ ぬれ g・@scZd に 也S而杣伽が  OsMS が代り血 ， ，drgM COC ぬね dグfs-ぬ5Wf れ d f0 れ gf/gsf/f5

が， 又，植物ではH/nM0gwa spp ．が主要構成種となる。次に初秋 (夏期停滞期の後半) に ・ は動物の主要構成極

@／fとらないが槌物は監藻の 血如叱れ0 Spp ．に代り硅藻のA ぬれ。乃 gMd 九グ川 。叩 が優勢種となると考へられ，

也物としては伐が国仁栄養冷水湖に甘通に見られる懐脚類 んdク nfAod/ゆぬmMSA 促む比 %S や枝角類DゆAwfばん ル

eispmwava 。・ゆalm乃a は見出されず，山分布性の輪虫類及び枝角類が腫呈共に優勢である事は本湖の動物プラソ

クトン相が温水冨栄良湖6<Jである事を現はして居ると言へる 。 岡本測の動物プランクトリ相で拍に興味深い事は

枝角類月外@n,nQ 属の我が国で分布の知られて居る鹿， 即ち B ・ lon7fircstris と B ・ coが即柘 が共に分布して居

る事である。 前種 (B. lonei ，Z・str@s) は "世界的に広く分布して居る種類で我が国でも至る所の大小湖治に産し北

海道ては寒冷な東南部山地湖を除いて平地の浅い温水湖沼から洞爺湖や支妨湖 (黒萩; l958) の様な山地の深い

冷水色栄養性の犬湖にも分布して居るが， 伎庫 (刀 ・ coresoni) は 遥かに限られた分布を示して居り ，本州では

中部以北の山梨県河口湖(Brehm ， V ・ ;l925,Ueno ， M ・ ;l933)，秋田呆 山派湖(上野; l940 ，小久保; l944) ，青

森県上七湖沼群の数湖 (小久保，lll村; l949) ， 北而道では東南部山地湖の他，釧路用近の塘路湖 CUeno ， M ・ ;

Flq ． 3． Biis 彬 znn. rり rgg@ dn@ひ Of HOkkaldo  l933) ， 網走市リヤウシ糊 (上野; 1937) で知ら

れて居るだげで，拮に両便が共存して居る湖とし

ては我が同では筆者が知る限りでは青森県上北湖

  郡の市柳沼が女， るにすぎない (小久保，川村;

l949) ，上野 CUcno; l933) によれば北海道東南

部の山地湖 である冷水色栄産湖に分布して居る本
 

  
種は Ruhe の所調 LOneis 力 /na Group に 嵌する

subsp ・ seltgo@ に酷似して后り殻刺 (Mucro) の

前方に浅い凹みを持ちAntenna は比較的短かく

グ。l
 

設長 CT) の 35-52% で幾分後方に曲り， 殻刺

 は人体け―20% であるが (F 屯 ・ 3 b) ， 塘路湖

(掲値栄養湖)にはそれど里ったC。reeo8na@Group
  

に屈するl亜憧が存在し上野によりB ． care 卯市

subsp.yezoensfs と名付けられて居る。 この亜恒 F巾 ・ a・ B ． e@e 叩mve るoensissubsp.nov.0fTo ，O 

k0. August, (from Uen0, M. 1933)は殻の前緑の高さは殻の最大占 より箸るしく低く

ノー， 腹緑はほぼ真市Ant 巳 nna は長くT の 50-75 F昭・ b ・ B ． COだ FO 血 Of Akan-ko ， September  

% でほぼ頁直前ト方に東出して居り， 殻刺はT の FT ． c． B ． 印れ卯市OfLyauShi-ko ， AuguSt イfrom

Uen0,M. 1937)20-2l % となつて居ゐ (F 巾 ． 3． 0) 。 又，その後

上野口 935) はこれわ両唖唾の中間型とも言へる F巾 ・ d・ B ， CO咋卯市0fChimikkeppu-ko ． SeptembCr
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種類を網走市の小宮栄養湖であゐ リヤウシ湖 で見出して居る。 その種類はAntenna が頁直下方に延びて周り

卜野 (D37) の図版の計算結果ではAntenna の長さは設長(T) の 38% ， 殻刺 (Mucro) の長さはT の 27% ，

殻の背縁の形も前2亜種の中間型を示して居るCF 巾 ・ 4 C) 。 本湖に分布して世るこの庫の9月 l9 日湖心(St ・ 3)

採漢捜木20 個体の測定結果では殻長 (T): 253-546 パ， 殻の最大高(H): l62-376 が でT の 64． 0-73 ． 4% ，

Antenna の長さ: 134-265p で T の 4l ． 2-64 ． 0% ， 殻刺 (MuCr0) の長さ;55-ll0A でT の l7 ． l―23 ． 3% ，

で Antenna の延長上向，殻形，及び殻刺 LMu 。ro) の良き筆，冷水貧栄養湖である北臨道東南部l[l地湖と温水

宙栄養湖で丸るリヤウシ湖のそれらの中間型とも言へよう。又前述の B ・ l0%如印5仇5 も北海道では Antenna

殻刺，共に短かくAntenna の末端が強く呵 曲して居るョー。ツパのvar ・ CM ・rUi ァ 0sf ，， @Sに酷似した型が半月湖の如

ぎ出木富栄養湖に， 又， Antenna ，， 殻刺共に比絞的長く Antenna のあまり屈曲のしなL 、 型が透明な貧栄養糊 である

洞爺湖やクツタラ湖に分布しで居るが(Ueno;t9 刃)，本棚に分布して居る本種の9月中旬湖心部での採集個体20

個体の測定結果では殻艮 (T): 237-303p ， 殻高: MO-229 川でT の 65 ・ 4-76 ． 3% ， Antenna の長さ; 67-88

ハで T の 25 ． 6-33 ． 3% ， 殻刺 ; 14-22 が でT の 5． 1-7 ． ?% で Antenna ， 殻利共に妊かく Antenna の先端が

強く回曲して店る宮栄養湖に普通の var ・ CMr ， "@wsf ，，fsに酷似した種穎である (F 屯 ・ 4L 支． ―般に富栄養湖の指漂

の Iつとして夏期に於ける藍藻による水の華の形成が上げられるが，水湖夏期の代
Fig. 4. BOsmina long-

表的植物プラソクトン匝として平野(l956) は藍藻のAn ほう menoc@ me@Mails，， var.m-
wostris Of Lake Chmi-

keppu-ko(September仰rospora 及び A ． She グ e@welievevar.rectaf0.0valfspo 叩をあげて居り，特に後陣に

よる水の華を微弱ではおるが報告して居る。 今回の観察では7月下旬湖心部表層曳 l956)  

採集でAnaabaenasvp ・が十程度の 出現であつた。出現の糸状体は全く休眠細胞を形

成して居らず，従って種の査定は出来なかったが糸状体が螺線状又は不規則湾曲し
，"廿紀抱は球―樽状で幅:8． 8-10.0u 異形細胞，又球状で直径: 11 ， 3-l2.5 n の A ．

(c.i，・。@Wai@s に 酷似した種と糸状体が頁血で棚抱球―俺状で直径7． 5-l0.0 n， 長径

:7． 5-17.-5 ハ ， 畏形紺抱は球状で直径 l0 ． 0-12.5 ノの@1. Sheremetieve var. re-

cta に酷似した2庫の存在が認められた。本湖に於いてのAnabaena の夏季の出

現は今回及び平野 u956) の観察結果から見ると微弱な水の華を作る程度であるつと考へられる。

又， 比咬内高温性と言はれその出現度合が宮栄養湖の進行程度を現はして后乙と老へられて后 る植物プランク

・トン座に 硅藻(り Mew 。sira emMnu 伽0 があるが (上野，l958) ，その変種M ． g，・annulata var. antgustiss而0 が7

月中旬湖心表層採集，で極く 微量発見された程度で其の他，本州中部で貧栄養湖の指標庫と老へられる可能性があ

る M ダ l，。s@M ぱ 0:fCd 仕打 : l958) の l変座 M ．打力@Cd var ・がれ M@ssfWU の春幸の優勢出現やRaw でn (l956)

が西部カナダの諸湖で貧栄養湖に優勢出現する槌煩として報告ざれて后る。 As 位パ 。WU は 乃，WOSd ， T杣cll0/;Q

かwgsfrd 加 ， T ・ 刀dcCMr 低 L の水湖に於げる比較的日立つだ出現等貧栄進・性も同時に現はして居る。従って以上を

総合して見ゐと ，人体本湖の勅植物プラソツ トソの組成状態は笛栄養湖と富采韮湖の中間，即ち中米崔湖的であ

ると戸へよう。次に木湖のプラソタトン現存呈の組ではき， るが，―応の目安を得るため舌垂也立採集の結果得た

臥植物プラソク トソの採集傾体数(又は細胞放万七使用したプラソクトリネ ツトの漁過率衣0． 45 としての(黒萩

他; l955) 湖単位面積及び湖水単位体積当りの動植物プラソクトン個体数 (又は刷胞数) の計算結果はTabL 6

の通りである。

その結果を高女他 (l936)が昭和初期に北海

日南部の冨栄養化の進んで届 る 湖沼の人沿で行

ったプランクトン現存個体数の測定結果と比較

して見ると l9別―l933 年当時の春 (5-6

月 ) 人消の酎物プラソクトゾ現存個体数は平均

3， 444 個体/l00l ひ4． 4個体/l) ， 秋 (9-10 月 )

のそれは5， 546 個体/l00/ (55 ． 5個体川 ， 又． 忙

物ブラリク トソでは春 (5-6 月 ) が l4599 ，

Table B. Average number Of individuals 0f zo0-

plankton and that Of cells Of phyt0-plankton per

liter and those per square meter tn the water of

Lake Chimikeppu-k0 OD late May and middle Se-

ptember tn 1956.

Phyt0-planktonZO0-plankton

N/m2 N/< N/m2

32.0 531,659.9 4,321.0 71,689.6x10'?.53個体WO0l C145,993 個け ) ， 秋 C9-l0 月 ) May 29

では l40l0 ， 798 個体/l0D; Ll40 ， i08 個仏で Sept ・ l9 53 ． 9 9m ， 009 ． 7 439 ． 0 7． 202 ． 5X10 ，
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大沼の 勧物プランクトリ相が小型枝角穎及び縮虫類を主として居りチ，ケツプ湖のそれと似て居るので，直接両

湖の動物プラソク トソの単位水量当りの個体数を比較して見ると，本湖の動物プラソクトリ現存数呈は大体両季

共大沼とほぼ同様であると戸へる。 又，植物プラソク トソでは大沼のそれは個体数の測定結果であるが大沼のそ

の際の春，秋の栢物プラソク トソの主辞は@Mr8Plrstra ガ drjC0 と報告されて居るが， この種類のl群体形成の細

胞数の平均は大体l0 内外と考へられ (黒萩; l958) ，従って前記大沼の単位水呈当りの植物プラソクトリ細胞数

は 5-6 月， 9-l0 月共にl400 ，―l460,000 れと舌ふ車になる。尚 ， チ ; ケップ湖で今回得られた単位水量当り

の幅物プラソクトリ細胞数の中，9月中旬の値は5月下旬に比較して極めて少なく約'/・。 にすぎないがこの時期

の湖水は末だ水温躍層が強固に存在し湖深層部に薔積された栄養塩類の大部分は末だ植物プラソノ トンの増

殖に利用される所となつて居ないが，湖が秋の循環期に入ると珪藻プラソク トソが増大する事は確かで，その程

度が大体大沼と同様春程度であるとすれば本湖春秋の植物プラソク トソの単位水量当りの現存細抱数は大沿の約

リ" 程度と考へられる。又，筆者他 u955) が測定した極度の冷水貧栄達湖である 摩周湖の湖単位回潰当りの植

物ネットプラソクトンの現存個体数はl， 007,658 個体lm2 であったが，それは7-8 細胞でl群体を形成して居

る Aslen@っnella 九rmnsa が主なので湖 単位面積当り採集細胞数は大体7000 ．―8000.000 細胞/m@ と 換算される。

従ってチミケップ糊5 月十旬のそれは， 摩周湖の大約l0 倍程度にすぎない， 尚 ， 水湖の単位水局当りの動物プ

ラソクトリ個体数と平均植物プラソクトン細胞数の合計は5月「句， 4， 574// 及び9月中旬約520// でこの画期

の平均は2， 547/f ， 又前述の通り秋の珪藻の増殖期に入ると硅藻群の増殖が考へられ，その程度が春5 月 申 旬並と

考へると大体存，秋の平均が約4， WO0I と考へもれるが，これらの値は川村C1956)が青森県津軽十二湖群湖沼で

ネットプラソクトンの現存呈な測定し賃栄養湖並であるとした湖群の上位に位置する大池の5 ， 8 及びl0 月の平

均7l,786/2ol(3,589//X にほぼ相当する。従つて本湖のネットプラソク トソの現存数量は大体貧栄養湖の中位- 上

位程度と考へられる。

糸勺W 要

本報丈は北海道東部の姫鱒源産湖の―っておるチ ;ケツプ湖の19535 年 (昭和30 年) 7 月 2l 口 ， l956 年 (昭

和3l 年)5 月日 29 日及び9 月 l9 日のネットプランクトリ採集標本の観察結果を取纏めたものである。 見出された

種類は動物27 廣， (慌脚類 :3 ， 枝角類: l0 ， 輸虫類: l2; 原作動物:2) ， 植物67 類 (鞭藻類:l， 双鞭藻類:

l，藍藻類:l，珪藻類:fil，接合藻類:l，緑藻類:2¥，合計94 種で動物では輪虫類，枝角類，植物では珪藻の

座類に富んで居り，・優占 睡は5月下旬(夏期停滞期の初期)は動物ではFilin 血 lonfiseta及びKeratelracnr.hlearた

var ． 而寸jdd ， 植物では MM0S/M な Qlf 切 var ・ fg%M かSぬ4 て， それに L ぬ肋が。 乃収5什"fo ， As 仁ァ @0椎血

九/抑，S口 ， 力wdr0 ぱ雄， T ． め7M ぬ50 が力 nはり，父， 7 月下旬 (夏期停滞期の盛期) は動物では故 洲血。

め wg ぬ:5f小と K ・ C叩ぬぬ 。応 var ・ ん心必ぬ ，植物ではA%d 加g%&Spp ・， 9月中旬 (夏期停滞期の後期) は動物では

7月下旬と同様B ．ぬれ叩mSf ，・ @s と K ． COC ん lg0 グぬ Var ・ MSp@dQ が柚防ではd ・ 九グW ，，5Q であつた。
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口ヒ 海道東部チミケツプ湖のブランクトン

Explanation Of plates
Plate I 1. Cyclops vicinus Uljanin 9

c. Furcal rami x 140b. 1st fo0t x305a． DOrsal X56

2. Cyclops (Diacyclops) bicuspidatus Claus s? DOrsal x67

Plate S 1. Cyclo 力 ss (D 七Cノ lopsl bicus 力iidatus C,laius早

  . Legb. Furcal rami X140a. 1st antenna X210

c, endopodite 3 X280 d. Leg 5. X540

Plate H 1.BOsmina longirostris 0. F. Miiller x250

2. BOsmina coregont Baird x 360

3. Leydigia leydigii CSchodler)

b. POst-abdomen x310a. Lateral view x 125

Plate ww 1. Pleroxus trigone llus (0. F. Muller) X250

2． Ag/ 血M ね COC 乃ぬ dパS var ． 乃ぬ力 U は Laut ． X560

  Filifiia longiseta (Ehrenb.) X200

  Tmtinopsis cratera (Leidy) Hada x940

Plate V 1. Tintinopsis cralera (Leidy) Hada X660

  Ceratium hiruttdinella 0. F. M.

b． X3l0a． X340

3． AW&0gM SC加だ川力か M var ．ればQ C) X600

Plate Vr 1. Anabaena circinalis var. macrospora (?) X600

2． Mg 比豆叩ぬヮ仇 ? (Ehr ． ) K山z． X2900

3. Melosira italica var. tenuissima (Grun.) 0. Miiller x 1500

Plate Vm 1. Asterionella formosa Hassall X660

  Ta.beUaria flocculosa (ROth) Ktz.

b. Valve view X2900a. Girdle view X2900

  Tabella-ria fenesfrala (Lyngb.) Ktz.

  Valve view x 1600a. Girdle view x 1400
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北海道東部 チミケツプ 湖のプラソクトン

Plate ・ I
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北海道東部 チミケツプ 湖のプラソクトン

Plate I 
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ノヒ 海道東部チミケツプ 湖のプランクトン

Plate V
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Plate V1
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