
心

W

平成23年１月５日

４

Ｉ
’
ｓ
！
’
‰

｜

●寥:.'窓l淘遠水廟Ｓ斎藤石原F

内 水 連 第50号０）

=

漣]|

ｭﾉﾉ,

L

,

↓ﾑﾑ
↓j

LLLL

↓

,･゛゛，　　　　　ﾉ一発行人逢ﾆ坂｀几健□毎゛

　　Ｊ｀　，知6卜1435恵庭案中島町4生白14ﾆ゛16

｀弘氏　．二二∇　TELf祁湧ﾘﾘｰﾘ㈲㈹7｀2j｀5

一一

網走川流域環境保全宣言
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　昨年I1月25日、津別町中央公民館において「網

走」||流域での農業と漁業の持続的発展に向けた共

同宣言」調印式並ぴに共同宣言記念フォーラムが

津別町農業協同組合、網走漁業協同組合並ぴに西

網走漁業協同組合の主催､網走開発建設部､オホー

ツク総合振興局、網走市差ぴに津別町の後援によ

り開催されました。

　鯛印式では、先ず共同宣言に至った経緯が紹介

されました。それは、「平成19年、北海道闇発局の

　「サーモンアクシ。ンプラン；流域の農業と漁業

が連携して河川環境の保全に取り組み、それを

もって産品のプランＦ化を図るという地域づくり

の試み」に主催３協同組合の有志が●加、何度色

会合を行った。

　網走の漁業は、ま流域からの泥水や過剰な栄養

塩による湖や沿岸の漁場環境の悪化に一を悩ませ

ていました。一方、津別の農業では、有機物の循

摺や一部では環境保全一農業への取り組みがされ

ていましたが、台風被害で津別のコンテナが網走

湖に流れついたのを見て上流の責任を惑じていま

した。

　初めは互いに警戒していましたが、話し合いを

重ねるうちに、次第にお互いの産業の発展に有酋

であることがわかってきました。

　その結果、農業と漁業は本質的に持続可能な廠

癩であり、その姿を目・してゆくことが、産業の

持続性を強固にし、同時に美味しい安全安心な食

糧生産に繋がるとの考えに至り、今後の取り組み

の方向付けとＬて「網走|||流域での農凛と漁業の

持続的発展に向けた共同宣言」を策定したもので

す｡」の旨でした。

　この徨、３協同組合長によ9宣言歯に調印が行

われ、それぞれから挨拶と北海道知事からのメッ

セージが紹介されて調印式は終了しました。
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第15回ワカサギに学ぶ会開催

　　　　　　　　　　　―群馬県－

　昨年11月17日、群馬県前橋市の群馬県庁で2010

年度箇15回ワカサギに学ぶ会が開催されました。

学ぶ会は、県の主催で、大学、水産庁、北海道他

県の関係者など100命名が参加しました｡会では群

馬県水産試験場長小林幹雄氏の挨拶に続き、同県

畜糸園芸課水産係紬佐久下敏宏氏の講演１●と11

麗の話�提供があったほか、鳴沢湖で現地見学会

が行われました。講演と話題提供の内容について

その概要をお知らせします。

　久下敏宏氏(群馬県蚕糸園芸課水産係長)は､rワ

カサギの曝殖法と活用法｣と麗する講演で、榛名

湖と赤城大沼のワカサギの増殖とその活用に関Ｌ、

種卵の放流による増殖、0.4－0.8S塩水浴による

ワカサギ種卵の水カビ対傭、コクチパヌによる被

害状況調査、ワカサギ資源管理の仙、釣り大会の

闇催、釣り施設の整備、遊漁船導入の検討等を紹

貪Ｌました。

　話題提供では､隼野寛史氏{道総研さけます内水

試}他は、｢網走湖塵シラウオの生活盛!と漁重の特

徴｣と麗し､｢シラウオはヤマトシジミ、ワカサギと

並ぴ網走湖の重要な水産資源であるが、その漁業

は不安定で、生物学的知見も少ない。資源の安定

的・持続的な利用のための資源管理シヌデムを構

築する目的のため、今回は本種の生活史と漁業に

関する知見をー査した結果、本湖のシラウオは、

網走川をづ1ヽして網走湖とオホーツク海との開を回

遊していること、春に湖内でふ化したシラウオは、

通常９月までは湖内に濡留するが、10月になると

降河して沿岸へと移動する。降海後、オホーツク

海でそのまま越冬Ｌ、雪解け増水が収まる５月上

旬になると祠ぴ網走j｢|を遡上Ｌで湖内へと向かい、

産卵期を迎える。シラウオ漁は体長が50－60mmに

達する９月から､陸海するまでのI－1.5ヶ月間に

集中して行われている。1985年以降、漁獲量は10

－94トンの範囲で大きく変勤した。また、漁期直

前や漁期中に網走川の流量が300�/sec以上(本

郷観測所)に途するような、激しい降雨増水に見

舞われるとシラウオは早期に網走湖から沿岸へ移

親と子の量的関係を見ると、密度依存的なリヅ

カー型モデルにあてはまり、資僣管理方策として

は産卵履魚量一定方策が適当と考えられた。現在、

それに基づいて資源動態モニタリング〔産卵期、

卵斯、仔魚期、稚魚期、漁期〕を実施するととも

に、漁況予測(漁獲可能量)値報を浅業者に提供し

ている｡｣と述べました。

　真野修一氏{査総研さけます内水試}は､｢シュロ

盆、スライドグラスからの・落櫛について｣と題

し､｢ワカサギの孵化放流方法として受精卵をシュ

ロ盆に付着させ、孵化仔熊を湖沼または河JIIへ放

流するやり方が広く採用されているが、今回シュ

ロ盆からの脱落卵や脱落卵の生死について検討し

た結果。

　CI)新しいシュロ盆からの脱落卵数は１回目か

ら３回目の調査時までは減少したが、４回目から

６回目までは増加した。その後、調査終了の10回

目まで城少した。毘落した卵の生卵率は４回目の

調査時までは高かったが、５回目以降は低かった。

古いシュロ盆からの脱落卵数は１回目の調査時が

最も多く、６回目まで滅少し続けた。その後、調

査前了の10回目まで増加した。脱落した卵の生卵

率は６回目の調査時まで上昇し、その技は低下した｡

　(2)ヌラ４ドゲラスからの脱落卵数は１回目か

ら２回目の調査では減少したが、その値、調査前

了の８回目まで増加し続けた。脱落した卵の生卵

率は１回目の調査から２回目の時まで上昇し、３

回目から６回目まで城少し、その後再び・昇し

た｡｣と述べました。

　相坂孝二氏(青森県産業技術センター内水面研

究所Mi、｢小｣||凛湖、十和田淵におけるワカサギ

の漁狸状況について｣と摺し、｢本県では33の湖

沼・河川でワカサギが生息し、漁獲および遊漁の

対象となっている。漁業権が設定されている一部

の水域では卵や遡上親魚が穆殖されているが、ほ

とんどの水域では天然再生産のみで資源が維持さ

れている。

｢小｣11屋漏]；合計l､5noケ銃の舶曳網、

勤し、その年は不漁になることが明らかとなった。網、胴網などで漁獲され、平成元年､以降、

ふくろ

年間漁
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獲量は300－660トンで安定しでいる。資源管理、

価格維持を目的に鉛曳網による漁獲量を50kl/日

に制限しており､価格は200－250円/ksで推移して

いたが、近年、環境変化にともなう異臭発生によ

る価格の低速が閥麗化している。流通は産地市場

制で相対取引され、利用は加工・生鮮である。

　【＋和田湖】：ヒメマヌが主要な観光資源である

が、昭和5a年代後半にワカサギが出現して以来ヒ

メマスの漁獲量が不安定となり、ワカサギは駆除

を目的として滴獲されている。主な漁法は31ケ統

のふくべ網で､H22年度のkg当たりの単価は450－

500円､価格は油協で決定し､主に加工業者へ捷通

している。年間漁獲量は､平成３年度に142}ンを

記録しつつ増減し、H21年度16トンとなっている。

駆除を目的とする一方、安定した価格で取引され

るりカサギを有効利用している現状である｡｣と述

べました。

　岡崎巧氏(山梨県水産技術センター)は、｢河口

湖の流入河jl【におけるワカサギの幽霊崖●につい

て】と麗し、(河口湖は1969年－1982年には年間

18－61tC平均35t)のワカサギ生産量を肺っていた

が、1985年の秋季から突如不漁に転じ、以降、断

続的に不漁が続いている。不漁原因‐査により孵

化後早期の初期減耗を明らかにする一方、白然産

卵の減少色不漁の一因に挙げられたが、産卵趨魚

そのものの数が少なく。産卵の実蛯は検討されて

いない。近年、トンネル掘削工事による影響で水

量の増加した流入河川においてワカサギが大量に

遡上し、白然産卵が確認されたのでその状況につ

いて報告する。

　12019年の産卵状況]：現地踏査及ぴ間き取りの

結果、２月20日頃に始まったと醤われるワカサギ

の遡上屋ぴ産卵は、２月下旬－３月上旬をピーク

に４月17日まで鐘腿された。遡上・産卵の状況を

詳細に確認するため、2009年３月26日15:50から

27日9:50の早朝にかけて､目視により産卵の状況

を継続して観察するとともに、河床にシュロ製着

卵粋を設置し、翌日の産着卵数から１日あたりの

大ｉかな産卵数を推定した。観察を開始した時点

では河川内に少数のワカサギil確認されたのみで

あったが、日没が逝づくにつれ、河口より遡上す

る1フカサギが急増し、日没撞の18:30－20:l〕に

かけて、盛んに産卵行動をとるワカサギが多数観

察された。以降、あらたに遡上・産卵する個体は

見られなくなり、その状態は明け方近くまで続い
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たが、日の出とともにＳくの個体が降河し、6:00

の時点では河川全域にわたり疎らに分布するのみ

となった。着卵柿への産着卵数の平均密度は

46､400粒/�で、これを遡上可能区間C河ロー堰

堤、流程220m)全体の面積に引き延ぱすと

31､9器｡160粒となった。

　a010年の産卵状況]；現地踏査及び聞き取りの

結擢、遡上浬ぴ産卵は２月17日に初めて確認され、

２月下旬－３月上旬をピークに４月10日頃まで続

いた。2010年３月３日に現地踏査したところ、遡

上可能区闘全域の河床において塵着卵が確認され、

特に魚止めとな･っている堰堤付近では、河床全体

に渡って１－３ｃ｡の厚さで堆積する大量の産着

卵が確認された。河口一浪協では、これらの塵着

卵を３回に渡り回収し(延べ30ks、釣５千万粒)、

卵の粘着性除去処理を行った後、浪協のふ化施設

にて管理したところ、いずれも発眼率は90Sを越

え、収容からふ化に至るまでの生残は良好で幽、

た。また、１日あたりの遡上量を推定するため、

2010年３月５日20時00分に遡上可能区間の河床に、

方形枠(ｌｍｘ１・)を設置し、撮影した写真から

遡上個体の平均密度を算出したところ、1?6尾/㎡

で、これを遡上可能区間全休の面積に引き鍼ぽす

と121､341尾となった｡｣と述べました。

　築坂iE－氏(長野県水産試験場諏訪支場)は､｢諏

訪湖とワカサギを取り●く豊近の狭況｣と握し、

｢第14回の本会で報告したように､水産猷駿堪諏訪

支場ではワカサギ資源量を推定するために、概ね

月１回の頻度で夜間に魚群探知機調査を実施して

いる。また、月２回程度諏訪湖漁業協同組合が採

捕したワカサギの体サイズ測定色実施している。

本年の11月上旬における推定資瀬尾数は3､15a7i

尾、平均体重はl.21gであった。

　長野県水産試験場諏訪支場が平成211年から婁施

しているアユのピン式ふ化方式を基本に、諏訪湖

漁農協同組合が平成22年番から同方式をワカサギ

種卵に本格的に撞用し、従来のシュロ枠に着卵さ

せたものに加えて粘着性を除去した発眼卵の出荷

を行っている。来春以降は、この方式による発眼

卵出荷をより拡充させる予定でいる。

　平成15年頃から、冬期、魚食性ガンカモ類のカ

ワアイサの飛来が増加しており、平成21年度調査

では全国で6､300羽強がEI本で確認され､うち諏訪

湖では釣I､750羽の飛来が確認された(環境雀調

査)｡捕獲したカワアイサの胃内容物からはワカサ

－
－
－
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ギを確認しており、ワカサギ資源に及ぽすカヮア

イサの食害が握念されている。

　浮葉植物であるとシの調査を平成15年から実施

しているが。淵におけるヒシ帯の総画積は大きく

変化していないものの、密度の高いヒシ帯の面積

が増加しており、平成19年度以降は２倍に増加し

ている。現時点では、ヒシ現存量の増加がワカサ

ギ資源に与える影響は明らかではないが。ワカサ

ギ漁癩の操粛や平成12年度以降急増している外来

魚の駆除への障害になっているほか、出漁に際し

ての塊舶の航路に影響を及ぽしている｡｣と述ぺま

した。

　品川卓志氏(群馬県水産試験場)は､｢‐・約な方

法によるワカサギの年齢推定の誤差｣と題し､｢ワ

カサギは、耳石の日周輪を計数することで年齢を

推定できるil、全ての日周輸を数えることは大変

な労力を必要とする。このため一部の日涵輪を計

薮し、当歳魚と越年魚を区分することを試みてき

た(以下、簡易法)。今回は、簡易法で当歳魚と越

年魚に区分されたヮカサギについて、日周輸の全

数計数を行い簡易法の精度を検討した。

　簡易法による年齢査定では、機体１は越年魚、

機休２は当歳魚と推定された。日周粕の全数測定

を試みた結果、一部の計数不能区間があったが、

機体１は全休の97.0%の区間を計数し438本の日

一輪を数えることができ、検休２は93.856の区間

を計数し、143本の日周輪を数えることができた。

このことより、機体１は越年魚、袖休２は当歳魚

と考えられ、簡易法の結果と合致した。更に簡易

法の誤差を謐討した。耳石の日涵輸を24.33－48.

S8μmごとに区分Ｌ、各区間の日周輪平均轜を測

定したところ､機体１は1.106－2.213μnl､検休２

は2.318－4.868μ－であった。耳石径を日届輪の

最大・最小幅で割ると、検体１は363と726、機休

２は112、235という数値が求められた。今年の卵

放流から採捕までの日数が、梅田淵は157－179日、

榛名湖は137－177日であることから、簡易法で当

歳魚と越年魚の区分を行う場合。区間の選択は結

果に大きな影響を与えない､｣と述べました。

　坂野哺之氏〔水産総合研究センター中央水産研

突所内水面研究部〕は、｢ワカサギ仔急の飼育覆境

下における消化庶度｣と題L､rワカサギは多くの

湖沼で広く利用されているものの、その資浬変動

は大きい。ワカサギ資源を安定させるには、初期

生活期における減耗要因の一つであり環境要因に

水 達 平成23年１月５日

よｰｺて変化する飢餓を回避させる必要がある。そｉ

のためには、仔魚の飢餓耐性を把握するとともに、Ｉ

餌生他である動物ブランク１ンヘの捕食圧を推定ｉ

し、動物ブランクＦン現存量への影響を検討する

あ饗がある。そこで本研究では、ワカサギ仔魚の

捕食圧を求める基礎的知見として、実験暗室の明

暗圃斯に伴う摂餌周期を利用し、ワカサギふ化仔

魚の消化速度を求めた。ふ化後７日輪と50日輪の

－
－

ワカサギ仔魚それぞれを用いた実験を行った。実！

験匍家内に設置した水温10℃、14℃、181Cおよび

22℃の水路に10L水槽を３個入れ、各水槽にワカ

サギ仔魚を60尾ずつ放した。明暗周期として、呂

時に点灯し、13時に消灯するように実験暗室の照

明を設定した。S型ワムシ密度を５個体/rllとなる

よう給餌し、摂餌された分を10時から13時の間に

補充した。実験時には定時妁に各水槽からワカサ

ギ仔魚を３個体ずつ採集し、その時の消ｲl管内に

あるフムシを計数した。その時間は６時、８時、

８時半、９時、９時季、ln時、13時、13時半、14

時、14時半、15時、1?時およぴ19時とした。

　６時に採集した点灯２時麗鶴のりカサギ仔魚は、

ワムシを摂餌していなかった。ふ化後50日動のワ

カサギ仔熊は点灯直後からワムシを摂餌していた

が、７日齢の仔魚は点灯30分後から餌を壹ぺ始め、

１時間後には、ほとんどの個体がワムシを摂餌し

ていた。消灯後、消化管にあるワムシは徐々に消

失Ｌた。その消失パターンを三つの式にあてはめ

て比較した結果、胃内容檜容量に影響される指数

関数モデルが最も当てはまりが良かった。その式

から求められた消失速度は、水温j'高いほど早く、

ふ化後50日齢よりも７日齢の方が早かった。これ

らのことから、ワカサギ仔魚の消化速度は水温依

存的・サイズ依存釣に決定しているｊとが示唆さ

れた｡｣と述べました。

　坂野博之氏{水産総合研究センター中央水産研

突所内水面研究部}は、｢ワカサギ利用実館�査：

概要､途中経還､今後｣と童し､｢日本各地の湖沼で

はワカサギが移植され、広く市民に利用されてい

る｡その多くの湖沼では､ワカサギは卵放流によっ

て増殖されている。近年。白洲廠1フカサギによる

採卵が増えつつあるものの、多くの湖沼では幾つ

かの限られた卵供給湖沼からの移植卵放流によっ

てワカサギ増殖が賄われている。りカサギの発限

卵放流は、その放流効果のjl否(放流効果)は明ら

かではないものの簡便な放流方法であるため、
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様々な水域で行われている｡そのため農林水産省

漁業・養殖奥生産統計年報で報告されていない湖

沼や漁集権を付与されていない溜池などでのワカ

サギ利用も多いと考えられるが、その実態は明ら

かではない。今後、ワカサギ研究をさらに権道す

るためには、ワカサギ資源利用規模を解明し、国

民のこーズの高まりを把握する必讐がある、そこ

で本研究では、全国の浹凛協同組合C内水面およ

び汽水湖〕などにアンケート調査を行いワカサギ

資源利用や卵購入状況を把握するとともに、卵供

給湖沼の組合で卵供給実態を詳細に調査すること

により、ワカサギ卵の移動経路とワカサギ資源の

利用実態を明らかにすることを目的とした。

　各欄間に実態調査票を送付し、回答の返送依願

を行った。ワカサギ実態調査票(以下、調査察)は

２種類を用い、調査票(I)は各一道府県庁担当部門

およぴ各都道府県推算研究欄間。‐査梨②は各都

遊府県内水面漁濃協同組合連合会に送付した。調

査(Dで用いた調査票①は、ワカサギの利用形態ご

とに湖沼名などの利用水域名称を把握する内容と

水 連 第50号（５）

した。調査＠で用いた調査票②の内容は、攬査票

①に加えて、漁連がワカサギ卵の販売・移動に関

与Ｌている程度に関する設問により、先の行政お

よび研究機関への謁査で得られた水域の再確認を

抒うとともに、ワカサギ卵の雌鋤に腿する大まか

な情報を収集した。

　調査①は10月15日に攬査漂の回収を終了した。

38都道府県行政績関、37都道府県研究欄関から回

答を得たC行政績関と研究機関で併せて回答いた

だいた例も含む)｡調査②は10月31日に調査票の回

収を終了した。34府狐内水面油差から回答を得た。

これらの結果､35道県251地点のワカサギ利用水域

が把握され、それらの水域での利用状況一睡卵状

況を大まかながら把握できた。今後は、調査(lと

して調査①および②で明らかにな･ったワカサギ利

用実態を元に、実際にワカサギを取り扱っている

事業所g漁業協同組合、白治休、民間など)にりカ

サギの利用状況(漁業・遊漁の状況など)と卵の

移動状況(購入先･販売光など)を問い合わせした

いと考えている｡｣と述べました。

2010年度秋期水産学会開催
　　　　　　　　　一京都－

　日本水産学会秋季大会は、2010年９月22日一９

月25日の日程で、進一大学吉田キャンバヌにて開

催されまＬた。一般講、ポスター発表、課題講

演、公開シンポジウム等が開催され、活発な質疑

討論がなされました。

　内水面の魚類や水域環境の保全に関連する内容

から身近な話題の幾つかを紹介します。

　田子泰彦氏{富山水研}は､r床jllにおける●場の

形状とアユの釣り人巻との関係｣と題し､｢アユの

遊治者に河|||境域を数多く利用して貰うには、遊

漁者が利用できる漁場を多くして、利用できない

漁場を少なくする必要がある。そのためには、漁

場の形状と釣り人の利用状況との関係を明らかに

して、漁場の形状の改善を図る必要がある。本研

究では、河|||漁場の環境改善に資する目的で、北

陸眩方で有数なフユの漁場が存在する河jllにおい

て、漁場の形状と釣l】人数との関係を謁べた。

　2008年およぴ2009年ともに、淵の大きさ〔漏の

長さ×淵の最大水深〕と毛絢釣り人数の平均値と

の間には有意な正の比例関係が認められた。瀬の

大きさ(瀬の長さ×瀬の最大水深)と友釣り人数の

平均値との間には有意な相関関係は認められな

かった。しかし瀬の大きさに瀬の前後の淵の大き

さや淵までの距離の要因を加味すると、それらと

友釣り人数の平均値との間には正の比例関係か認

められた。これらのことから、淵の規模が大きい

ほど、淵にアユの毛鈎釣りの釣り人が多く集まる

こと、および隣接する前後の瀬においても友釣り

に良い膨響を与えるものと考えられた。庄川にア

ユの釣り人を多く呼び寄せるには、大きな淵をた

くさん維持すべきだと考えられた｡｣と述べました。

　永田光諸氏他(道さけます内水試)他は､｢知床半

島に生息するサケ科４種の降下生態｣と題し､｢知

床半島周辺には、サケ(シロザケ)、カラフトマス、

サクラマスのサケ匯３種とイワナ属のオショロコ

マが自然繁殖している。サケとカラフトマスは浮

上間もない稚魚で降海し、サクラマスは１年以上

河川で成長してから幼魚で降海する。一方、ほと
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んどのオシ１ロコマは河川残留型であるが、一部

の個体に降淘型幼魚が出現する。そこで、根室海

峡側へ注ぐ桶別JIIにおいて、これら４種の自然産

卵魚を対象に、降下時期およびサイズを比較した。

降下時期はサケが５月－７月と広範囲で複数の

ピークを示した｡-一方､カラフ}マスは５月下旬－

６月上旬、クラマスは６月下旬--７月上旬にピー

クを迫えた。オシ・ロコマの採補数は少なかった

が５月下旬－６月上旬と考えられた。降下魚の平

均体長は、オショロコマ＞サクラマス＞サケ＞カ

ラフトマスの畑で、オシ１ロコマとサクラマスは

時間の経過とともに小型化した。サケは４ｃｍ前後

で推移したが､後孝になると５ｃｍを超える種魚が

みられた。これに対してカラフトマスは3.5cm前

後で推移した｡｣と遠べました。

　井関智明氏仙(水研セ日本水研)他は､｢ｔ部の開

放的な砂浜海岸におljるアユ仔雅の濁痙と成長の

生まれ年､時期による比較｣とーし､｢砕浪暑におけ

るアユ仔種魚を対農とした諸調査の結果と翌春の

河j¶|遡上動向との関係を解析することは、遡上量

予測手法開発に個がる重複なプロセスの一つであ

る。冬季に激しい波浪を伴う日本海北部の開放的

な砂浜海岸においてもアユ仔稚魚が砕波帯に出現

することは縮習されているが、その詳細や年によ

る違いは全く知られていない。本研究では、同海

域におけるアユ仔稚魚の潜在と成長に関する基礎

愉報を得ることを目的とし、複数年に渉る採集調

査を実施した。

　アユ仔稚魚は主に１月まで採集され、採集数は

１月あるいは12月末に最大となった。得られた仔

種魚のふ化日は主に10月初めからＵ月末であり、

甲､生まれの個休ほど砕波帯での滞在期間が長いと

考えられたが、期間を通じて採集{分布}量が圧倒

的に多かった2008年群では早生まれの個体の濁在

期間が例年より短かった。同一年群での成長は10

月生まれで遠く、11月生まれで遅かった。また生

まれ年間の成長比較では沿岸水温が低く椎移した

2005年群で墨色遅かった｡｡と述べました。

　大浜方規氏仙(山梨本校セ)他は､｢本栖湖に密放

流されたコクチバヌの根絶｣と麗しｊコクチバス

は、繁殖力が強く、低水温と流水への適応力が高

l ･ため、在来水生生物への影響力|懸念されている。

本栖湖では1996年秋にコクチパスj'初めて確認さ

九、1997年から、駆除および潜水観察を行ってき

た。これらデータからコクチパスが根絶できた理

水 連 平成23年１月５日

由について検討を行う。

　刺網(託べ1､280反)で68尾。潜水(延べ553時間)

で18尾のコクチバスを駆除した。刺網駆除のコク

チバヌCPUE(1鋼当たりの漁獲尾数)は、1997年

に0.36あったが、1998年0.05まで急減し、1999年

0.12まで再び増加し、その後滅少した。地区別の

利網CPUEは、1997、1998年に南東岸で高く、

1999、200(y年は北西岸で有意に高かった。刺網に

よるコクチバス年間推定採捕率は50以上あり、オ

オクチバスより５倍以上嘉かった。潜水観察で、

オオクチパヌI､66?尾(浮上仔魚を除く)を確認し

たが､そのうち25cm以上の成魚が81Sを占め､当歳

魚は３Ｓの54尾でしかなかった。オオクチパヌの｜

産卵床を104床確認したがj季上仔熊＆確認したの・

はＩ例のみで、ウクリ、ヌマチチプ、コイ等によ

る産着卵の被食が確認された。

　本舗査以外に産卵床内のコクチバス仔魚が１例

機影されているが、その後稚魚が確認されなかっ

たことも併せると、コクチバスに取っても再生産

が成功しにくい環境と考えられた。

　以上のことから、本栖湖には1997、1999年の２

度コ々チバスが密放流されたが、再生産がしにく

く、刺網での採捕率が高かったため、迅速な駆除

により根絶したと考えられた｡｣と述べました。

　鈍＊邦弘氏仙{静岡水桟研富士養擲場}他は｡｢海

域アユ仔稚魚の成長・厘と水温変化との関惑｣と

題しｊアユの遡上量変動は主に海洋生活期の生残

に支配されており、ふ化日が生残率や成長に戈き

く影響してｐると考えられている。しかしながら、

個体レベルで成長履歴を解析し、環境との関連を！

検討した事例は乏しい。そこで本研究では、巌も

重要な環境要因である水温について成長との関連、

を解析した。

　仔稚魚の日飴は8－134日、ふ化日は10月25日

～２月12[]の範囲にあった。成長パターンはふ化

月間でほぽ一致し、12月中下旬と２月中旬に喜成

長の時期が確認された。J方、平均水温は３月上

旬に13.41Cで最低を記録する虚で日を経るに従い

低下したが、２月上旬から中旬にかけて約１℃上

昇する時期が確認された。すなわち、２月中旬の

アユ仔稚魚の高成長と水温上昇の時期が一致し、

その時期におけるアユ仔稚魚の成長率と平均水温

はよく連動して変化した。このことから、低水温

期(13.4－15tlにおけるアユ仔稚魚の成長は水

溢に強く影響を受けていることが示唆された｡｣と
－
－
－
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述べました。

　宮内康行氏仙(水研七日水研)他は､｢小規糧伺JII

のサクラマス錐魚は隠れる穴のある深い淵を運

ぶ｣とーし､｢近年､サクラマス資淵は減少傾向にあ

り、その原因として、河川環境の悪化による生息

場所の減少が考えられる。資源の復活には遡上系

親魚を産卵まで保全し、霧くの子孫を残すことが

最善である。そこで本員査では、擢魚の保全を前

提として、具体的には明らかにされていない河|11

へ遡上した鳶魚の生皇場所を解明することを目的

とした。

　両河川での親魚の｢いた濁｣と｢いない淵｣では、

｢淵の水爆｣や疆れ場所としていた｢穴の奥行き｣に

有意差があった。この要因として緩焦が外敵から

発見されにくい深い淵を選択していることに加え、

どんなに深い淵であって色隠れる穴の存在しない

場所では朗魚の発見がないことら、水深の慄い淵

と奥行きのある隠れる穴が親魚にとって重要な生

皇場所の条件であると考えられた。また、この随

れる穴を形成Ｌている岩石色｢いた瀾｣の方が有意

に大型であり、岩石が大きいほど、その下の穴の

奥行きも深くなり、緩魚には隠れやすい条件にな

ると言える。以上から、緩急は大型の岩石で形成

される奥行きのある穴が存在する深い淵を生息場

所として選択的に利用しており、この場所を保全

することが重要であると考えられた｡｣と述べました。

　畑正好氏他(東大大気海洋研)は、Γ三陸沿岸埴

(大船渡3にお11るアユの初期生活吏)と崩し､｢三

陸沿岸域{大船渡}のアユを対象とし、流下から遡

上に至るまでの海域における初期生活史を明らか

にすることを目的とした。

　仔魚の流下は、2008年では９月上旬－12月下旬

に認められ、そのピークは10月上旬にあった。一

方、2009年ではそれぞれ９月中旬～11月下旬と10

月下旬にあり、いずれも遅かった。１日の閥での

流下量の変化は２年とも19時から21時をピークと

する単峰型を示した。砕波僣においては2009年２

月および2009年10月－2010年２月に体長14－431、

([]齢2a－130日)の仔種魚が採集された｡海域生活

期仔稚魚と遡上魚の孵化日、成長率、回遊履歴を

比較しながら桐｡陸沿岸一におけるフユの初期生活

史特性について考察する｡｣と述ぺました。

　大熊一正氏仙(水碩セさけます)他は､｢強河｣||残

留性ヤマメとの交配によるサクラマス幼魚のスモ

ルト化串への影響｣と崩し、[本州E]本海沿岸地域
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では号クラマヌ資源の回復を望む声が強い。一方

本州の内水面歯協の放流するヤマｊは成長が良く

河川残留性の強い系統が好まれるため、地場の遡

上系サクラマフとの交配によってスモルト化率

（陣淘幼魚の生癩率jにｌ響を与えることが考えら

れる。そこで。本研究では、差歯用に放流される

強残留性ヤマメ雄と遡上したサクラマス雌親魚と

を交配させ、そのスモル｝化奉への影響を贋べた。

　0゛癩峻無事は比較した６組中５組で奥多摩群

が高く、うち３組で有意差が腿められた。スモル

Ｈﾋﾞ率では比較した６岨すべてで千歳群が高く、

うち４組で有意差が腿められた。また、千歳群で

は雌はどの群もほぽ100%ヌモルト化し、全休のス

モル｝化率は主として錐のスモJしト化串の違いを

反映していたのに対し、奥多摩群では雌のヌモル

１化率はいずれも０に近く、全体のスモJしト化率

は主として雌のスモルＨﾋ事の違いを反映してい

１
・
‐
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た。このことから、遡上系サクラマス資源の保全ぐ

回復を図る上で、スモJ14化率の低い系統のヤマ

メ放流が影響を及ぽすことが示睡された｡｣と述ぺ

ました。

　朝日田卓氏他(北里大海洋)は､｢ダムが下流域の

食物綱に与える影響｣と題し､｢ダム下流域では､供

給される土砂や有欄物が量的質的に変化するごと

によって、底生動物相のみならず食物網まで変

わってしまうことが、我々の研究によって明らか

になってきている。そこで本研究では、河J｢|堆種

物や落葉、水生植物、底生動物を細かく分類Ｌて

炭素・嘸衰安定同位体此の比較を行ない、食物網

の変化とその原因について考察した。

　流‾F粒状堆積物の∂15Nはダム直下で最も嘉い

値、al3Cは最も低い値を示した。それらを餌資源

としている濾過食者の値も祠植に、ダム直下でそ

れぞれ最も高い値と低い値を示した。また。濾過

食者を餌とする捕食者の値色同じ動蛯を示した。

本来河川では、∂1∃N・∂13C共に上流で低く、下流

に行くに従って生物活動や生活排水の影響により

上昇する傾向を示すが、ダム下流ではこの一般劃

は成り立たなかった。さらに、落ち葉、糸状緑藻

類、水生地衣類の安定同位体此から、流下粉状堆

種物にはこれらの植物が含まれていることj'示唆

された。しかし、ダム直下ではこれらの他にダム

湖からのプランクトンなどが有機物源として含ま

れており、ごれが大きく債を変化させている原因

と推定された｡｣と述べました。

－
－
－
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　田中克氏(国際高等研)他は､｢水塵学の森里海

端績学的論考海と漁婁の再生への願望Ｉ森と

jllと洵のつながり｣と●Ｌ､｢我が国の国土は森と

淘で特徴づけられる。両者は本来、JIIにより不可

分につながっていた。川の流域には多くの人々が

集まり、産業活動が集中する。これらの活動によ

り、森と海の本来的つながりはこの間大きく断絶

され、地球的爛壊同一を生起させた。森と海のつ

ながりを見つめ直す。

　森林生態系が沿岸海洋生態系にliえる影響は、

まず森で涵養された水に含まれる栄養塩類ならび

に微量元素の海への供給である。これは、従来は

もっぱら川を通じて行われると考えられてきたが、

最近の研究では、全休の数10％は地下水に上るこ

とが明らかにされている。これらの栄養塩類・微

量元素は淘の植物プランクトンならびに海藻曹の

生産に不可分に結ぴついている。

　一方、海が森を豊かにする事例は、北洋で育っ

たサケが川の上流に戻り、クマが仲介して睦に持

ち上げられ、河畔林の成長を促すことに代表され

る。両者をつなぐ川の流域からも本来は微量元素

や栄養塩類が海に供給されていたが、川は水路と

化し、人間活動の終末産物を海に運ぷ水路となっ

ている。II里I‘に住む人々は何をなすべきであろ

う｡]と述ぺました。

　田中克氏(国際高等研)仙は、｢水産拳の森里海

盛瑶学的論考海と漁業の再生への願望ｙ有明

洵再生をＳ望する｣と麗し､｢我が国の沿岸漁業は

今極めて巌しい状況にある。中できかつては豊穣

の海として知られた有明淘の凋落ぷりは著しい。

ここには、我が国沿岸漁業が抱える闘崖が集中し

ており、申でｉ干潟域に代表される浅海城の疲弊

は顕著である。この点で、有明掬は我が国沿岸環

境再生のI'試金石¨と位置づけられる、この海を再

生する方向を考察する。

　有明海には大小多くの河川が流入し、全体とＬ

て一大河口域とみなされる。中でも湾奥に流入す

る淡水の大部分を供給する筑徨川の存在は大きい。

Ｌかしこの淡水量は1985年に設置された筑後大堵

により滅少した｡さらに筑後jll河川敷からこの半

世紀に大量の砂泥が持ち出され、干潟の疲弊を招

いていている。これらの森と海のつながりの一拍

は、有明海に供給される栄養塩類や微量元鷹の減

少を色もたらしたｙ'その仕上げIは最も乱暴な諌

早滴の閉め切りと干拓と言える。有明海の男生の
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基＊方向は、これまでの海の中のみの発想を大き

く切り替え、有明海の¨母なる¨筑後川流域全休の

海とのつき合い方を根本的に転換することと考え

られる｡｣と述べまＬた。

　腰弁真氏他(道栽培公社)は、｢胆振・日高にJs

けるシシャモ仔魚の鴎一実菌｣と崩し､｢一河回遊

魚であるシシャモ＆jlrijds ZsjlsaZI加sの河川

内における研究報告は、成魚や産着卵に圈するも

のがほとんどであり、仔熊はついての知見は少な

い。本研究は、日高・胆振における・雙産卵河川

である、沙流Jil ・鵡川・厚真川のシシャモ仔魚の

障泥実態を明らかにすることを目的とした。

　シシャモ仔魚は、多くの調査年で４月中旬頃に

障河のピークが見られた。各河川の降測仔魚数は、

沙流JIIは0.00－44.48尾/㎡､鵡川では0.00－53､97

尾/㎡｡厚真川では0.04－15.61尾/�の範囲にあっ

た、また、任童の障河数と陣河時の水温・透視

度・河jll流量との関連性を検討Ｌた。障泥仔無数

およぴピークを把握することは、今後、シシャそ

産卵河川の塵境評価に応用することが可能になる

と考えられた｡｣と述べました。

　新居久也氏仙{道栽培公社}は､｢汽水域における

シシャモの産卵と曼精卵の生殖｣と題Ｌ､｢シシャ

モS一･rflals£ua�ifsは遠海回遊魚であり､産

卵・受精は河川下流の浹水域で行われる。しかし

まれに産着卵が汽水域で確認されることから、産

卵生態の塩分環境の精査は再生産過程解明に有童

義である。本研究では、塩分が塵卵の有無、およ

び発生状況・孵出仔熊の健苗性に及ぽす影響を明

らかにすることを目的とした。

　シシャモ成魚は、海水のみの条件では80%海水

まで産卵することが明らかとなった。孵化直前で

の生卵卵は、5n%海水より高濃度では低‾Fし、さ

らに、これらの濃度での卵は孵化しなかった。孵

化卵は、o－30%海水では差がなく、40%海水では

低下した。仔魚の生鶏卵はo－30%海水では差が

認められなかった｡以上の結果､40%海水以上の塩

分濃度は再生産に悪影響を及ぽすことが明らかと

なった。本研突の結果から、汽水域で塩分を計測

することにより、海水濃度からみたシシャモ産卵

埴の評価が可能となった｡｣と述べました。

　片山亜優氏他C東ｔ大院農1他は､｢ヤマトシジミ

による陸上植物由来デトリタスの摂取｣と麗し、

｢宮城県名取｣||における研究により､ヤマトシジミ

が、陸上植物由来デ|･りタズを摂取している可能

W
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性が示唆された。そこで、本研究ではヤマトシジ

ミによる陸士植物の摂取の有無について明らかに

することを目的とし、冑内容物の検索、安定同位

体比、脂肪酸分析、飼育実験を組み合わせて検討

した。

　各定点におけるヤマ１シジミ足部筋肉の安定同

位体比は、一年を通し、ほぽ一定で、摂嚢量が少

ない冬季においても変化が小さかった。∂15Nは釣

10‰で推移し、定点による違いはなかった。一方、

a13cは定点闇に差が腿められた｡落葉の脂肪酸組

成とヤマトシジミ足部筋肉の脂肪酸組成の比較を

行った結果、陸上植物のマーカーとされている炭

素数241上の長鐘脂肪酸は、落葉には存在したが、

ヤマ１シジミでは、検出されなかった。飼育実験

において。陸上植物として、川で採集した落葉、

川岸のオニゲルミの葉、茶菓を、微細藻類として

培養珪藻をヤマトシジミにそれぞれ与えたところ、

これらを摂取し、糞や擾糞を排泄した。次にδlsC

が低いヤマ｝シジミに培養珪藻を与えて飼育した

結果、a13cの値が上昇した。一方、∂13cの値が嘉

いヤマトシジミに落葉を与え飼育した結果､al｀c

が低下した。

　ｊれらの結果は、ヤマトシジミが陸上植物を摂
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曜Ｌ、消化吸収していることを示している｡｣と述

べました。

　大美博昭氏他(大阪麗農水総研)は､｢淀｣||椙潮域

におけるヤマトシジミ着座種員の分布｣と麗し。

　｢淀JII惑潮域{淀川大堰‐河口}ではヤマ１シジミ

塊が行われ、地元漁協の重要な収入源となってい

る。漁獲量の変動は大きいため、生態を把握し、

資源の安定的な管綴方策を検討する必饗があるこ

とから、本水域でヤマトシジミ資源の調査を行っ

ている。その一端として、産卵剛と考えられる７

月以降に着一種貝の分布について調査を行った。

　ヤマトシジミ着底稚貝は調査を開始した７月以

降採集された。７月９日には殼長0.2－a.3.｡の個

体と儒長ｌｓｌ以上の個体の２群が採集きれ､この

２群の圓の殼長の個体は採集されなかった。前者

は着底後門もない個体、後者は前年に普底した個

体とみられ、その後８月には殼長1.ZI未満の個

体が増加したことから、2009年は７月以降に本格

的に着座が舶まったと考えられた。また、普底種

貝は河口から3kmより下流の定点ではほとんど

採集されず、淀川惑潮域における主雙な着底場所

は、惑潮域の中流域‐上流域と考えられた｡｣と述

べました。　　　　　　〔次号に銃く〕

－
－

－
－

2010年度 陸水学会開催

　　　一弘前－

　日本陸水学会第75回大会は、2010年９月17日

(金)～９月20日(月)の日程で、弘前大学にて開

催されました。一般講演、ポスター発表、課題講

演、公開シンポジウム等が開催されました。

　内水面の魚類や水域環境の保全に関連する内容

から身近な話題の幾つかを紹介します。

　源利文氏他(地球研)は､｢全国の自然河JIIにおけ

るコイヘルペスウイルスの分布｣と題し､｢コイヘ

ルベスウイルス病(KHVD)はコイヘルペスウイル

ス(KHV)を病原体とするウイルス感染症である。

本病には主としてマゴイQcyprinus carpjo carがｏ)

およびコシキゴイ(Cyprinus carpio koj･)が感染し、

キンギョ(Gassysur肘ｕ)などの他のコイ科魚

類も感染することが報告されている。KHVDは初

発生後短期間に世界中へと感染が拡大し、日本国

内においては2003年に初めて確認された後、2005

年には全ての都道府県で発生が確腿された。その

被害の甚大さから、KHVの分布状況を正確に把握

することは重複であるが、病気がﾌ･ウトプレイク

して初めて侵入を把握で自るのが現状であり、対

応はつねに俵手にまわる。そこで、本研究では水

申のウイルスを調査することによって、病気が顕

在化する£ﾐ前にウイルヌの侵入を把握する手法の

確立を試みた。

　KHVの分解速度は水價によらずほぽ一定で、４

℃における分解量は一日あたり0.70＋－0.圖で

あった。以下の解析において、利川水中のK11V現

存量は上記の分解速度を用いて輸送中の分解を補

正した値を利用した。

　109の河川サンプルのうち、６サンプルについて

は陰電荷論法による濃縮効庫が著しく低かったた

め解折から除外Ｌた。残る103サンプルのうち、93
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サンプルからKHVが検出された。中部地方から東

北地方にかけての日本海側で全般に瓦BV濃度が

高く、中国四国地方では濃度が低かった。また、

KHVI】のアウ}プレイクがほとんど発生していな

いｔ海道において色、訓べた全ての河川でKHvが

検出された。国道交通巻の｢全国一級河｣||の水質

現況｣によると2008年度までのKHVD発生河jllは

全国でS5水系であり、本手法はアウ１ブレイク発

生前のモこタリング手法として有効であると考え

られた。また、ウイルスの検出された河||｢におい

てアウトプレイクが起きていない河jllが多数存在

することから、ウ４ルヌが侵入しても病気が発生

する環境と発生しない環境があると考えられ、病

気を引き起こさない河1111境作りへのヒントとな

ることが期待される｡｣と述べました。

　桟敷孝浩氏(中央水産研究所)他は､｢アユ生息に

よる｣||底の畳�保全一墨に対する経済評価一睡法

的個個に与える要因－｣と題し､｢これまでわが国

では、内水面漁協を中心として各地域で、産卵逼

造成や種苗放流などにより、アユの生息を維持す

る取り組みを進めてきた。

　フユの生息を維持する取り組みは、内水画境癩

に果たす役割だけでなく。アユが主に川底の石に

付着する藻を食べることで景植を保全する�催、

いわゆる水産業の参画的機能を発拝している。そ

のため、アユ生息によるjll底の景観保全に対する

住民の意向を把握することは、内水面漁協による

川の環境保全への認知・理解、さらに、漁脇経営

を取り巻く厳しい状況の中で、存在価値を高める

ことにつながるものと考えられる。そこで本研究

の課題は、産卵湯造成や種苗放流などの取り組み

から発現する、アユ生息によるjll底の景植保全効

果め経済的価値に影響を与える要因を、計量経済

学的に明らかにすることである。なお、アユ生息

によるjll底の景観保全効果は、市場を通じた鮒格

付けを行うことができない非市場財の効果である。

そのため、住民へのアンケート調査に基づき、便

益の大きさを金額として評価するごとのできる仮

想、市場評価法(CVM)による分析を行った結果、

普段の生活で川との関おりのある回答者、実際に

川とふれあう経験をもつ回答者ほど、産卵湯造成

や種苗放流などにより発現する、アユ生息による

川底の景観保全効果の経済的価値を高めることが

明らかとなった。今後、以上の計測結果をいかに

活用し地域住民にアピールＬていくのかが、内水
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面油協による|||の環境保全への謳知・理解、そし

て内水面漁協自体の存在価値を高めることにつな

がるものと考える｡｣と述ぺました。

　岡田久子氏(明治大学・農3仙は､｢出水徨の河床

忖豊麗●の翻復とマイクロハビタットの麗偏｣と

題し､｢早瀕の河床上には多様な付着藻類が生育し

ている。出水の規模により、その付着藻類に与え

る影響は異なる。小規模な出水では河床の榛上に

付着する藻類は水流によって剥ぎ取られ、中規模

な出水では上流から移動する砂‐などによってそ

ぎ取られる。大規模なｉ水では藻類が付着したま

ま馥自休が下流へ稼動する。

　付着藻類の現存・は、出水による河川流量の増

加によって著しく滅少し、その俵時間の経過とと

もに回復する。本研究では、出水が河床における

付着藻類の回復に与える影響を明らかにすること

を目的とした。主として、東京都の多摩｣||中流域

で欄査を婁施した結果、平水時において、付着藻

類の現存量は発達にともなって最大現存屋まで増

加すると剥離がおこり、その後増加剥離を纏り返

す。本欄査では出水規模に応じた異なる現存量か

らの回復で、一定時間が経過する(設ｌから35日

徨)と、付着量の差は小さくなった。

　河床では榛径によって、出水の影響は異なり小

さな石ほど影響は大きい。河床はさまざまな提径

の石によって構成されており、出水後の影響の大

きさは石のサ･イズ区分ごとに異なる。このため、

河床を単位面積当たりでみると、出水直後の現存

量は石のサイズによって異なるが、回復するにつ

れて、付着藻類Ｉは石のサイズによる差がなくな

ると考えられた｡]と述べました。

　君島祥氏他(信州大学山岳科学総合研究所)は、

r励仙プランクトンの霧島楊造に対する捕食者の

捕・影響と匂い他儒を介した影響｣と麗し､{湖沼

における動物ブランク}ン群集構造を決定する要

因として魚や無脊椎捕食者の捕食が大きいと考え

られている。その為、多くの動物プランクトンに

とって捕食を回避することは重要な意義を捕つ。

被食者となる動物プランクトンが持つ防御メカニ

ズムのひとつに、捕食者の放出する匂い物質を被

食者が感知Ｌて行動や形態を変化させ、捕食を回

避していることが知られている。ただし、これら

の防御メカニズムではコストとして被食者の増殖

速度の低下が見られる場合が多い。

　このように、捕食者は一部の被食者に対Ｌて植

W
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食以外の要因で影響を与え。それが生物聞相互作

用を介して動物プランクトンの群集に対して複雑

な影響を与え、群集構造を変えている可能性があ

る。そこで本研究では、動物プランクトン群集に

対する魚と無脊椎捕食者の匂い物質の影響を明ら

かにするために、ｊソコスム実験を行った。

　動物プランクトン群集に対する魚と無脊椎捕食

者の捕食影響を比べた場合､Leplod｡radjreclでは

3assiuの密度が減少し、Fish dirlctではワムシ

類と枝角類の密度が減少した。従って、魚と無脊

椎捕食者の密度は動物ブランク１ン群集梢遺に対

して捕食影響を与えるものだった。

　一方、動物プランクトン群集に対する魚と無脊

椎捕食者の匂い物質の影響を比較すると、

Lepiodora ildireetではco.lrolとの差が見られな

かった。しかし、Fisb indirlctではc｡ntr｡|に比べ

て3s・gls』の密度が増加した.jass･Jiと同じ枝

角類のa即＆j‘jでは捕食者が存在する場合にはよ

り多くの仔虫を産むようになることが知られてい

ることから､Fish indireetでは＆､s。1､｡も�即＆・

と同欄により多くの仔虫を産み、個休群を増加さ

せた可能性がある。

　本研究では動物プランクトンの休眠卵が含まれ

る底泥を除去することで、メソコヌム内の動物ブ

ランク１ン群集が生物間相互作用のみでコント

ローJﾚされる条件で実験を行った。従って、魚と

無脊椎捕食者を比較した場合、魚では捕食以外の

要因で動物プランクトン群集構造を変化させるこ

とが示せた｡]と述ぺました。

　坂本正樹氏(富1)』県立大・工学)他は､｢�訪湖で

優占する２種のソウミジンコの季鐘的運穆とその

要因｣と麗し、｢湖沼生態系は栄養段階の異なる

様々な生物稽によ、て構成されている。動物プラ

ンクトン群集内のサイズ組成を制御する主要な要

因としては、トyプダウン効果(魚馥による大型

梱への選択的捕食Ｍ'第一に挙げられる｡典型的な

富栄養湖である長野県諏訪湖では、ブランク}ン

食魚の現存置が高いため、小型種のソウミジンコ

(２種のS･･・j･･)が年間を遥13て薩占している。

２種のjs�s{RZ｡｡S1､､sl｡､･sと丑jSIljj's}の優占

には季節的な遭移がみられるが、これは２梱の鋼脊

椎捕食者{ケンミジンコとノ囮との種特異的な生

物間相互作用によって引き起こされると考えられ

ている．ａｌ皿lil､。l､i･sはケンミジンコに対して、

Rfitajl･sはノロに対してそれぞれ形態を変化させ、
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被食のリスクを下げることができる。実際はこれ

以外の様々な要因(例えば水温や餌量の変化)が同

時に作用していると考えられるが、そのメカニズ

ムはほとんど!3かっていない。そこで本研究では、

特に春から夏にかけての優占種の入れ替わりを引

き起こすメカニズムを明らかにすることを目的と

し、諏訪湖長期モニタリングデータの解析を行った。

　諏訪湖のモニタリングデータを解析したところ、

加訪潤のプランクトン群集動麹の特徴はこれまで

に考えられていた色のとは少し追っていた。春に

観察される丑j。s1･sf7.1･の優占は､遠遊�Zsが出

現していないことによるが、夏のS.ゐlljj'sの優占

は､』.j同廊1･｡･sz｡･の密度がノロによる選択的捕食

によって低下するためではなく、ノロと共存でき

る種C防御戦略を持つａａ£ａ‘ｓ〕が嘉い密度を保つ

ことによるものであった｡｣と述べました。

　萱場祐一氏他(自然共生研究センタ一)仙1=t、

｢捲流砂が一次生産庶度にーぽす・響とその・価｣

と運し､｢河床近傍を流下する拓流砂は底土性付着

藻馥の剥離を促進したことが知られている。この

ため、捕浹砂の存在は、河jllにおけるエネルギー

基盤の変ｲlを分して底生動噛、魚類等の生物群集

に影響を及ぽす可能性がある。しかし、搦流砂の

多寡が一次生産速度を含む有編物代謝に及ぽす影

響を定量的に評価Ｌた研究は少ない。本研究では、

以上を背景として掃流砂の多寡が有編物代謝をど

のように変化させるかを現地調査から明らかにし、

実験に基づきそのメカ＝ズムの解明と評価方法に

ついて検討を行った。

　阿＊jllダム直下における一次生康一呼吸速度は

流量が安定している冬季にダム上流と比較して相

対的に高い値を示したが、流量が増加する４月以

降はその差は小さくなった。付着藻叢のchl-a量も

同様の傾向を示したが、小磯、砂のcb1-alは巨

慶、大磯、中磯と比較Ｌて小さく、特に、ダム上

流における小磯、砂の値は極めて低く推移した。

また、粒径別被度面積を見るとダム・流では砂被

度が、ダム直下では巨癩、大磯が大きかった。こ

のように、ダム直下では付着藻類の生育基盤とな

る巨榛、大磯の割合が多く、これらのeh】-a量が大

きかったが、ダム上流では巨捷、大捷の割合が少

なく、これらのc11-､量は小さかった。砂、小磯の

ような小粒径材料は付着藻類の生育基盤として不

迪と言われている。また、砂、小榛の栢流は相対

的に粒径の大きな材料(以‾F､大粒径集団)を磨耗
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し付着藻類の剥離を促すニとが知られている。本

結果もこれらの報告を支持したが、メカニズムの

詳細を明らかにすることはできなかった、流量、

流砂量を変化させた実験結果からは、椙流力が小

さく小粒径集団が移動Ｌない場合には当該粒径材

料のchl-a量が増加Ｌ．移動開始に伴いchl-a量が急

激に減少する、移動を開始して色桶流砂量が少な

い場合には大粒径集団のehl-a量が大きく、多くな

ると｢砂被度増加｣、｢大粒径集団の剥離促進｣に

より徐々に低下する傾向が見られた。本結果は、

掴流砂量変化が(D小粒径集団の付着藻類現存置の

変化、②河床における小粒径集団の面積比率を変

化、③大粒径集団に刻する剥雄促進、といった経

路を介して‥-次生塵速度に影響を及ぽすことを示

唆している｡｣と述べました。

　玉置泰司氏他(中央水産研究所)仙は､r潰洸釣遊

血奢による休漁区解義に対する経済評価｣と題し、

｢わが国の重－な水産資源であり､国民の大切な遺

伝資源でもある渓流魚の在来個体群の残存を図る

ことが求められている。在来個体群保護、増殖の

ための措置として、禁漁区や体漁区の設定等と

いった進境者への規制が必要となっている。これ

らの規制措置は、遊漁劣敗の減少、そＬて遊漁収

入の減少へとつながり、最終的に漁協経営に対し

て経済的に負の影響をもたらす恐れがある。その

一方で、これらの措置によって増殖した在毫個体

群が、一浪可能区域に浸み出し、それらを求めて

進漁者が増加する可能性もある。本研究の課題は、

渓流魚の遺伝的多様性を増大させ維持することに

よる経済効果を計測することである。

　なお、このような経済効果は、市場を通じた価

格付けを行うことができない非市場財の効果であ

る。そのため、休漁区の設定により天然魚が増大

した河jllを解禁した場合の評価額を明らかにする、

遊漁者へのアンケーＦ調査に基づき、便益の大き

　穏やかに経過した新年３ケ日から、このところの

寒波の訪れで暖冬の長期予報から一一転して生活道路

の除雪の悪さがテレビの話題となるまでになり、家

周りの除雪にご苫労の日々かと存じます。除雪作業

が原因の体の故障や重大事故も珍しくはありません。

皆さんも十分お気を付けください

　相も変わらず新卒者の就職難が伝えられる中、一

向に明るさの見えない経済情勢です｡
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さを金額として評価することのできる仮想市場評

価法{CVM}による分析をおこなう。

　休漁区を設定した場合、解禁時には通常より平

咆で23％嘉い金額を支払うという結果が得られ

た。このことは休漁区を設定した場合、解禁時に

は通常より２割程度高い遊漁刺を設定しても受け

入れられる可能性を示しており､例えば1､5ao円の

料金では1､850円への値上|ず色受け入れられるこ

ととなる。これは徽溌刺の値上げを通じて、漁協

の経営改善に稜支つと考えられる｡｣と述べました。

　林誠二氏他(国々瑞垣研究所)は、r准窒素１荷

を曼ける歯科旛水域の林内●境が窒素流出に・ぽ

す影響について｣と●し､｢大都市周縁の111地域で

は、人為影響による大気障下物由来の慢性的な高

察素負荷によって、森林埋流水の平水時N03-X濃

度は嘉い傾向にある一一方で、近接する集水域間で

大きく異なる事例が報告されている。茨城県筑波

山森林域でも、40地点の源流域における年平均濃

度は､0.5－4.2卯･Nと大きくぱらつくことが､論

者等の調査によって瞳語されている。そこで、森

林集水域の林内環境がこのような濃度のバラッキ、

すなわち窒素流出に及ぽす主な影響因子の一つで

あると仮定の下、特に、スギ、ヒノキ等人工林の

間伐遅れ等、管理不備による林内摺埃の遠いが窒

素流出に及ぼす影響に着目し、平水時の渓流水中

のN03-N濃度の異なる２つの人工林集水域を封殺

に。頴査検討を抒った結果、人工林の混み具合と

表層土壌中に含まれる無機態察素量の間に有童な

正の相関があること、人工林の混み具合が強まれ

ぱ。そのﾄﾞ流に位置するN03-N濃度が上昇する傾

向が確認されたことから人工林の埋み具合が表層

土壌中の､無機態察素含有量の増加と下層へのN09

-Nの渚脱を促し、その結果、平水時の渓流水中の

N03-N濃度上昇がもたらされることを示峻してい

る｡｣と述べまＬた。　　　　く次号に続く)

　網走jll流域環堵保全官名11、同じｰ･次座業に係る

関係団体間の環境保全への意思確認であtl 、今後の

保全のさり方の蛾響な指針に倉ろうかと心強く感じ

入る次第です。

　フォーラム、学会などの譜油響旨の掲載内容は掲

栽の割合で内容を改変しており、そのことによる誤

植は当欄隻局にあります。

　酸号につづ唇会員紹介1!魚�理の[コ｀ﾝ]は休載し

ます。

｜

W

心
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