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周辺環境が魚類の放射性セシウム蓄積に及ぼす影響の解明（平成25年度）

一中禅寺湖におけるサケ科魚類の食性調査一

目的

淡水魚類における放射性セシウム（Cs）の主要な

移行経路は，食物連鎖を介した餌由来であることが報

告されている。 1）そこで中禅寺湖のサケ科魚類におけ

る放射性Csの移行経路を解明するため，ブラウント

ラウトおよびレイクトラウトの食性を調査した。

材料および方法

調査方法 2012年5月から2013年3月まで，釣り，刺

網および地曳網を用いてブラウントラウトおよびレイ

クトラウトを採捕した。これらの胃を摘出後，冷凍保

、存し，胃内容物分析に供した。

胃内容物分析 胃内容物については魚類（ヒメマス，

ワカサギ，ウグイ，不明魚類を含む），ヨシノボリ類，

カジカ，エビ類，巻貝，ユスリカ踊，水生見虫および

陸生昆虫の8型に分類したのち，それぞれ湿重量を計

量した。なお， 10月のデータについては，吉村らの数

値を引用した。2)

結果および考察

ブラウントラウトは5月に魚類， 6月に水生昆虫およ

び陸生昆虫， 7月に巻貝， 8月にヨシノボリ類および巻

貝， 9月および10月にヨシノボリ類、 3月に巻貝を多く

摂餌していた（表1）。ブラウントラウトは様々な生物

を餌として利用しており，その中でもヨシノボリ類や
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巻貝等の底生生物や表層付近の陸生昆虫を利用する傾

向が強かった。

レイクトラウトは5月に魚類， 6月にエビ類， 7月に

ユスリカ踊， 8月に魚類を多く摂餌していた（表2）。

レイクトラウトは魚類，エビ類およびユスリカ蝿を主

に利用しており，遊泳または浮遊している生物を利用

する傾向が強かった。また，ブラウントラウトが主に

利用していたヨシノボリ類，巻貝および陸生昆虫を利

用することは少なし両種における餌資源利用の特徴

が明らかになった。今後，両種における放射性Csの

移行経路を解明するため，餌生物の放射性Cs濃度を

把握するとともに，経路毎のCs移行量を評価する必

要がある。
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表 l ブラウントラウトの胃内容物組成

採捕月 個体数 魚類 ヨシノボリ類 カジカ ヱビ類 巻貝 ユスリカ踊 水生昆虫 陸生昆虫

2012年 5月 46 (1) ＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ 

2012年 6月 24(0) ＊＊ ＊＊ ＊ 本 ＊＊＊ *** 
2012年 7月 16 (2) ＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ ＊ 

2012年 8月 13 (2) ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ キ＊

2012年 9月 9 (0) 喝惇 ＊＊＊＊ ＊ ＊＊＊ 

2012年 10月 4 (1) ＊＊本 ＊＊＊＊ 

2013年 3月 16 (1) ＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊ 

言十 128 (7) ＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊ 

表2 レイクトラウトの胃内容物組成

採捕月 個体数 魚類 ヨシノボリ類 カジカ エビ類 巻貝 ユスリカ踊 水生昆虫 陸生昆 虫
2012年 5月 22(0) ＊ホ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ 本

2012年 6月 24(0) ＊ ＊＊ ＊本本本 ＊場 ＊ 

2012年 7月 21 (6) ＊＊ ＊ 説ド ＊＊＊＊ ＊ 

2012年 8月 15 (2) ＊本＊ホ ＊＊＊ ＊ ＊ 

言十 82(8) *** ＊ ＊ ＊調ド ＊ ホ＊ ＊ ホ

胃内容物の湿重量割合（%）
＊ ．く10、肺：く30、...：く50、材料：く70、....掌：く90 カッコ内は空胃個体数を示す
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サケ科魚類への放射4性セシウムの移行経路を把握す

るため，ブラウントラウトとレイクトラウトの胃内容

物を調査しました。ブラウントラウトはヨシノボリを

よく摂餌しており，その他巻貝や水生昆虫，陸生昆虫

を摂餌する傾向が見られました。一方で， レイクトラ

ウトはウグイやワカサギ，ヒメマスなどの魚類をよく

摂餌しており，その他エビ、類やユスリカ輔を摂餌する

傾向が見られました。以上のことから，これら2種は

利用する餌生物が異なり，放射性セシウムの主要な移

行経路が異なる可能性が考えられました。
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