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Abstract Lake Suwa (Japan) was a highly eutrophic lake in 1970s， when heavy cyanobacterial (Microcystis) 

bloom occurred. A sewage water treatment system was constructed in 1979 to restore the lake water quality. 

Since then， nitrogen and phosphorus concentrations in the lake water decreased steadily from year and year， 

but Microcystis still maintain their extreme dominance in the phytoplankton community. In 1999， however， 

the abundance of Microcystis declined remarkably and the dominant species in the Microcystis group changed 

from toxic group to non.toxic one， suggesting that reducing phosphorus concentration in the lake is an 

important factor to decrease microsystin in the water. Since the year 1999， the ecosystem structure of Lake 

Suwa has been changing; emergence of the nuisance midge (Chironomidae) and annual catch of fish are 

declining， while macrophytes and some large zooplankton species are increasing. Such changes are being 

tracked by Shinshu University， who has been performing the monitoring of water quality and ecosystem 

structure of the lake since 1977. Such monitoring is essential in understanding the relationship between 

water quality and ecosystem structure， and in management of the lake environment. 
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は じめに

日本の多くの湖では， 1960年代， 1970年代に富栄養化が著

しく進み，ラン藻が大発生して水質汚濁問題が生じた 増えた

ラン藻は細胞内に気泡を持つことか ら浮上して水面を覆い，緑

色のペイントを流したような現象，すなわちアオコを発生させ

た.その原因は，事業所や家庭か ら垂れ流されていた排水の中

に大量の釜素やリン(栄養塩)が含まれており，それが湖沼に

流入したことにあった.そこで，流入する栄養塩量を削減する

ための努力がなされてきたが，いまだに水質汚濁問題が解決さ

れていない湖が多い 長野県にある諏訪湖も例外ではなく，

1960年代末からラン藻が大発生するようになり(赤岡 2005)，

ひどいアオコが発生する湖として全国的に有名になった

諏訪湖は山地域の標高 759mに位置し， 13.3 km2の湖面積

を持つ，長野県最大の湖である しかし，大変に浅く，現在の

最大水深はおよそ 6.5mである.諏訪盆地の大部分を集水域と

し，その面積は 532km2に及ぶ.湖の容積当たりの集水域面積

を数値化すると，諏訪湖の値は他の多くの湖の値に比べると大

きい(岩熊 1994).諏訪湖が浅いということ，また集水域面積

が諏訪湖の容積に比べて広いとい うことは，この湖が地形的に

汚れやすい性質を持っているといえる.

日本における陸水学の始ま りは， 1899年に田中阿歌麿博士

によ って行われた山中湖の測深に求めること ができる (上野

1977).そのわずか 8年後の 1907-1909年に諏訪湖の生物群

集が調査され(田中 1918)，その後も多くの研究者によ って諏

訪湖の水質や生物群集が調べられてきた (沖野 2005) また，

1977年からは，信州大学理学部附属臨湖実験所(現在は信州

大学山岳科学総合研究所)が定期調査を続けている (花里

2007). その結果，諏訪湖は日本の湖で最もよく研究がなされ

ている湖のひとつとな った.

諏訪湖て‘は;水質浄化対策として終末処浬場が作られ， 1999 

年に供用が開始された.その後，下水道の普及率が着実に上昇

し，2002年には 93%に達した (小林 2005) また，この処理

場では，処理排水を，導水管を通して湖水の流出口である釜口

水門の近くで放出することで，実質的な系外放流を行った. し
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たがって，下水道に入った排水は諏訪湖にはほとんど影響を与

えないことになったのである その結果，湖水中の窒素とリン

の濃度が着実に低下した. 1978年に全窒素および全リンの年

度平均濃度がそれぞれ 2.03mg L-1と0.275mg L-1という

ピーク値を記録したが，2002年にはそれぞれ 0.73mg L-1と

0.47 mg L-1にまで低下した 〔小林 2005) 全 リン濃度につい

ては環境基準値の 0.05mg L-1を下回ったことになる.この変

化がアオコ の発生を抑え，生態系構造を大き く変える ことに

なった. ここでは，諏訪湖でのラン藻群集の変動を中心に，生

態系構造の変化についてまとめる.

ラン藻群集の変化

諏訪湖では 1960年代後半からアオコの発生が問題になった

が，それより 20年ほども前の 1948年には，すでに夏期表層の

植物プランクトンの 60%がラン藻の Microcystisによって占

められていた(朴 2005).Microcystisの優占度は，1970年代

には 90%以上を維持するようにな った.終末処理場の供用開

始以後，全窒素と全リン濃度が徐々に低下したにもかかわら

ず，冷夏となった 1993年を除き， アオコの著しい発生は続い
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Fig. 1. Changes in abundance (biovolume) of Micro-
cystis in Lake Suwa during 1992-2003 (from Honma 

& Park 2005) 

ていた.ところが， 1999年に突然、Microcystisの密度が大きく

減少した それまでは Microcystisの総細胞体積のピークが 20

mm2 L-1をはるかに超えていたが，それが 1/10以下に低下し

たのである (Fig.1).その年は，それまで秋~春の寒い時期に優

占していた珪藻の Aulacoseiraが夏の間も比較的多く出現する

ようにな ったまた，この年以降もある程度の量の Microcystis

は出現しているが，1999年を境に Microcystisの中で優占す

るグループが替わった.それまでは Microcystisaeruginosaと

Microcystis viridisが多かったが，この年以降は Microcystis

ichthyoblabeとMicrocystiswesenbergiiが侵占するように

なった.おもしろいことに，前二者は毒素(ミクロキスティン)

を作るものであり，後二者は無毒のものであった.諏訪湖では

下水道の普及に伴って特に湖水中のリン濃度が低下したので，

これら Microcystisグループの入れ替わりには， リン濃度の変

化が大きく影響したものと考えている Microcystisにと って，

毒素の生成には比較的高い濃度のリンが必要なのかもしれな

い • Microcystisが大発生している湖の水を上水として利用す

る際，ミクロキスティンの存在が問題となる もし有毒Micro-

cystisの発生量の減少にリン濃度の低下が強く関わっ ていると

したなら，上水源として湖を利用する際には，湖水中のリン濃

度を下げることが対策上の最も重要な課題となるだろょう.

動物プランクトン群集の変化

このラン藻の減少は他の生物群集にどのような影響を与える

のか それが重要な研究課題となる ラン藻は植物プランクト

ンなので，餌として植物プランク卜 ンに強く依存している動物

プランクトンに影響が及ぶものと考えられた.しかしそれは，

現在まで顕著には見られていない.影響が顕著に現れなかった

理由として，諏訪湖の動物プランクトン群集がゾウミジンコや

ワムシ類などの小型種によって優占されていることを挙げられ

るだろう. これらの小型動物プランクトンは大きな群体を作る

ラン藻を効率よく摂食することができないので，ラン藻を直接

的に餌として利用してはいなかったと考えられる. ラン藻の存

在の影響を直接受ける動物プランクトンとしては大型のダフニ

ア(Daphnia)属ミシンコが知られている. しかし，諏訪湖には

ダフニアは生息していない.それは，捕食者の魚の現存量が高

いためと考えられる.

ただし，それでも動物プランク卜ン群集の一部に変化が見ら

れている.諏訪湖に生息している最も大型の動物プランクトン

種，捕食性枝角類のノロ (Leρtodora)と植食性カイアシ類ヤマ

トヒゲナガケンミジンコ (Eodiaptomus)に 1999年以降現存量

が増える傾向がある(花里 2005).大型動物プランク 卜ン種が

増えているということは，魚の捕食圧が低下していることを示

唆している.なぜなら，ノロは諏訪湖の主要なプランクトン食

魚，ワカサギに選択的に捕食されており (Changet al. 2005)， 
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Fig. 2. Changes in mean water transparency (secchi 

depth) in summer (July-September) in Lake Suwa 

from 1977-2006. The data in 1993 is exceptional 

because the year had extraordinary cool summer 

(data from Okino & Hanazato 1997， Hanazato et al 

2003， Miyabara 2007) 

ノロの個体群密度は主に魚の捕食で制御されていると考えられ

ているからである また，ワカサギの漁獲量が下水道の普及に

伴って減少していること(武居 2005a)からもそれがうかがわ

れる

水質浄化は湖沼の生物生産量を低下させることになることか

ら，魚の減少は当然、の結果である.今後，諏訪湖の水質浄化が

さらに進めば，魚、の現存量がさらに低下することになるだろ

う.すると，植物プランクトンを効率よく捕食する大型ミジン

コのタフニアが出現し，それが植物プランクトン群集の現存量

と種組成に大きな影響を及ぼすことになると考えられる

その他の生物群集の変化

ラン藻の現存量の著しい低下は，湖の透明度を大きく上昇さ

せた.Fig.2に， 信州大学が 1977年以降続けている，諏訪湖の

定期調査のデ ータ(沖野 ・花里 1996，花里ら 2003，宮原

2007)を基に，アオコが発生しやすい 7-9月の平均透明度の

推移をまとめた. これを見ると，終末処理場の供用開始以前は

およそ 40cmであったものが，供用開始によって 70cmにま

で上昇した.その後，異常な冷夏の年， 1993年，を除き，その

値は大きくは変化 しなかった. ところが， ラン藻の現存量が大

きく減少した 1999年に 100cmを超え， その後， その値が維

持されている.この透明度の上昇は，諏訪湖における水草の増

殖を促した(武居 2005b).現在では，湖底に有機汚泥がたまっ

ているところでは浮葉植物のヒシが，砂質のところには沈水植

物のクロモが大きな群落を作るようになっている.

このほかにも， 1999年頃を境に，それまで迷惑害虫とされ

てきたオオユスリカ (Chケonomusplumosus)とアカムシユス

リカ (Propcilocerusakamusi)が激減した(平林 2005).このユ

スリカの減少には，餌量の減少が関わっていると考えられてい

る(Hirabayashiet al. 2003). しかし，これらのユスリカが，ラ

ン藻の減少と期を同じくして大きく現存量を減らしたことの原

因はまだ明確にされていない

お わ り に

1999年，諏訪湖ではラン藻の著しい減少とともに， 湖の生

態系全体が大きく変わり始めた このとき，この湖では生態系

のレジームシフ トが起きたといえるだろう.これは水質浄化の

取り組みの結果である.諏訪湖では，今後さらに水質浄化が進

めば，さらに生態系構造が大きく変化すると考えられる.その

変化がどのように起きるのかを知ることが，湖を管理していく

うえで重要な課題となる その課題への取り組みで，諏訪湖の

生態系変動の長期観察が重要な役割を果たすことになるのは問

違いない.
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