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福島県沼沢湖に生息するヒメマスの動物プランクトン選択性

紺野香織1.坂野博之2，*

Zooplankton Selectivity by Lacustrine Sockeye Salmon 

Oncorhynchus nerkαin Lake Numazawa， 
Fukushima Prefecture， J apan 

Kaori KONN01 and Hiroyuki SAKAN02， * 

Abstract: We investigated the food selectivity of lacustrine sockeye salmon by analyzing their 

stomach contents and the composition of the zooplankton community in Lake Numazawa. Seven 
zooplankton species were found in the ambient water of the lake. Salmon (mean totallength:t SD: 

June， 206:t 35 mm， n = 12; Septembeに228:t 7 mm， n = 17) fed mainly on DaPhnia longisPina and 
Cyclops strenuus. By number， D. longisPina accounted for >94% of the stomach contents in June 
and September， a1though their proportion in the water column wasく31%.τnerefore，the salmon 

positively selected D. longisPina， with a high Chesson's selectivity index (mean: 0.95)， which are 

the second largest zooplankton (up to 1.05 mm) and are slow-moving. In contrast， the salmon did 
not prefer C. strenuus， even though it was the largest zooplankton. Since the salmon selectively 

preyed on speci:fic zooplankton species， excess release of lacustrine sockeye salmon fry might 
cause a dec1ine of their preferred zooplankton species， and thus negatively affect salmon stocks in 
following years. 
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ヒメマス Oncorhynchusnerkaは，日本では北海道

阿寒湖とチミケップ湖を原産とした湖沼型ベニザケで

ある(徳井 1964;帰山 1991)。本種は内水面漁業では

遊漁対象種として，また食味の良い地域特産品として，

その人気が高い。そのため，温帯域から亜寒帯域に位

置する二回循環貧栄養湖に移植され，貧栄養湖の重要

な漁業対象種となっている(徳井 1964)。

ヒメマスが重要な漁業対象種になっている沼

沢湖は，福島県西部に位置する二重カルデラ湖

である。本湖には，ヒメマス以外にアブラハヤ

Rhynchocypris lagowskii，ウグイ Tribolodonhakonensis， 

オイカワZaccoρlatypus，カジカ Cottuspollux，ギンブナ

Carassius sp.，シマドジョウ Cobitisbiwae， ドジョウ

2009年11月4日受付:2009年12月25日受理.

Misgurnus anguillicaudatus，メダカ Oryziaslafかes，ヤ

マメ Oncorhynchusmasouおよびワカサギ正かljJomesus

nipponensisが生息している(平川ら 2002)。沼沢湖で

は， 1915年に十和田湖から約 9万 1千尾のヒメマス種

首が移殖されたのをはじめに(徳井 1964)，ほぼ毎年

ヒメマスが放流されている。しかし，その親魚がしば

しば十分に確保できないため， ヒメマス放流種苗は他

の湖(支拐湖や中禅寺湖など)から移殖も行われてい

る。過去，沼沢湖は支妨湖・十和田湖に次ぐ種苗供給

湖であったが， 1935年以降，その漁獲量は低迷してい

る(徳井 1964;徳井 1975)。また，近年においても漁

獲尾数の変動は大きく， 1983年に漁獲されたヒメマス

は5万尾以上で1974年以降最大であったが， 2000年に

1福島県内水面水産試験場 (FukushimaPrefectural Inland Water Fisheries Experimental Station， Osada Higashinakamaru 
3447-1， Inawasiro， Yama Fukushima 969-3283， ]apan). 

2独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所 (NationalResearch Insti削除 ofFisheries Science， Fisheries 
Research Agency， 1088 Komaki， Ueda， Nagano 386田 0031，]apan) . 

*連絡先 (Correspondingauthor) : Tel: (+81) 268-22-0594; Fax: (+81) 268-22-0544; E-mail: yukis@af企c.goお但.Sakano). 
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は3702尾， 2001年には12550尾と低位で変動している

(康瀬ら 2003)。さらに，徳井 (1975) は沼沢湖に生

息するヒメマスの年齢と成長を調査し，その要因は明

らかになっていないものの，ヒメマスを初めて移殖し

た1915年以降，徐々に小型化していること，その原因

は放流後2年目の成長の悪化によることを示した。ま

た，近年においてもヒメマス産卵親魚数の減少，漁獲物

の小型化が生じている(康瀬ら 2∞13)。これらは天然で

の再生産量や自湖産の放流種苗数の減少を引き起こすた

め，ヒメマス資源の適正な管理が求められている。

ヒメマスは主に沖帯に生息し，動物プランクトンや

ユスリカ類を餌として利用することが多い (Northcote

and Lorz 1966; Eggers 1978;真山 1978;Jaenicke et a1. 

1987)0特に，動物プランクトン現存量はヒメマス種

苗の放流後の生残 (Paragamianand Bowles 1995)や

成長 (Teuscherand Luecke 1996) と関係があること

が示唆されている。ヒメマスのような動物プランク

トン食魚類は選択的に動物プランクトンの特定種類を

摂餌するため (Brooksand Dodson 1965; Dhal-Hansen 

1995) ，ヒメマス資源を適正に管理するためには，ヒ

メマスがとなの様な動物フ。ランクトン種を摂餌するかを

明らかにすることも重要な研究の一つである O そこで

本研究では，沼沢湖において動物プランクトン組成を

明らかにした上で，ヒメマスがどの様な動物プランク

トンを選択的に摂餌するかを検討した。

材料および方法

調査は2003年 6月12日と 9月16日に沼沢湖 (Fig.1; 

最大水深96m，周囲長7.55km，面積3.00km2) にて

行った。動物プランクトンは閉塞式プランクトンネッ

ト(目合150μm，口径30cm) を用いて，湖心部の O
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Fig.1. Location of sampling site (3T27'16"N， 
139034'19"E) in Lake Numazawa， Fukushima Prefecture， 
]apan. Asterisk， Lake Numazawa; Bold circle， zooplankton 
sampling site; Line， sampling area by gill net. 

4 m， 5 -9 m， 10 -14 m， 20 -24 m， 30 -34 mお

よび40-44mの6層から採集した。採集した試料は

直ちに10%ホルマリン溶液で固定し，保存した。試料

の採集時に電気水温計 (TOHODENTAN CO. LTD.， 

ET-50X) を用いて湖面から水深50mまで 1mごとに

水温を測定したところ， 6月， 9月ともに，水深10m

直上に水温躍層が形成されていた (Fig.2)。このこ

とから，水温躍層以浅 (10m以浅)と水温躍層以深

(10m以深)に分け，以後の解析を行った。なお， 0 

-4mと5-9 mの試料を合計した試料を水温躍層以

浅の試料， 10-14m， 20-24m， 30-34mおよび40

44mの試料を合計した試料を水温躍層以深の試料

とした。採集した試料は光学顕微鏡を用いて可能な限

り下位の分類群まで査定した後，実体顕微鏡下で分類

群ごとに計数した。さらに，動物プランクトンは，槙

脚亜綱では頭部先端から尾叉先端まで，枝角目では頭

蓋先端から後縁(殻刺を除く)まで，ワムシ綱では頭

部の前縁突起の先端から足の祉の先端までの全長を測

定した。

ヒメマスの採集は目合4.0cm，網丈1.6m，網長

38 mと目合5.6cm，網丈1.8m，網長42mの刺網計2

反を用いて行った。調査日夕方に湖心部から北東の沿

岸に向けて網を設置し，翌日午前10時に揚網した。な

お，魚群探知機を用いた調査からヒメマスの多くの個

体が水温躍層以深で、確認されたことから(紺野 未発

表)，刺網を水温躍層以深である水深19m層に設置し

た。採集したヒメマスは直ちに氷冷し，実験室に持ち

帰った。供試魚、の全長 (mm) と体重 (g) を測定し，

消化管を摘出した。摘出した消化管のうち，胃部第 1

屈曲までの内容物を10%ホルマリンで固定し，保存し

た。胃内容物を可能な限り下位の分類群まで査定し，

計数した。また，胃内容物中に認められた動物プラン

クトン優占種について，ヒメマス 1尾あたり上限50個

体の全長を上述の方法により計測した。
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Fig. 2. Vertical profile of water temperature in ]une and 
September， 2003. 



ヒメマスの餌選択性

各動物プランクトンに対する選択性を評価するた

め， Chesson (1978)による餌選択係数 (αi)を求めた。

αi = (rJpi)/L: (rJpi) 

ここで，餌種iについて qはヒメマスの胃内容物中

における個体数割合， Piは環境中における個体数割合

を示す。環境中に出現した餌種数がnのとき， l/nく

α1く11で正の選択， αiくl/nで負の選択をもつことを

示している。このとき nとPiは，ヒメマスの主要な

生息水深に基づき，水温躍層以深の値を用いた。

6月と 9月の水温躍層以深の動物プランクトンにつ

いて，等分散性を確認した後に分散分析 (ANOVA)
により各種の全長を比較した。種間による有意な影響

が検出された場合には， Games-Howell法により多重

比較を行った。また，胃内容物中と水温躍層以深の優

占種の全長を ι検定を用いて比較した。
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Fig. 3. Numerical percentage composition of zooplankton 

in the epilimnion and hypolimnion of Lake Numazawa in 

June (a) and September (b)， 2003. 
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結 果

環境水中の動物プランクトン組成は，水温躍層以

浅では 6月にはハリナガミジンコ DaPhnialongispina 

が48.1%，ケンミジンコのclopsstrenuusが4.6%，そ

のf也カ宝47.3%であった (Fig.3a)。そのイ也にはケンミ

ジンコのノープリウス幼生，ゾウミジンコ Bosmina

longirostris， フクロワムシ属のー干重Asplanchnasp. 

(以降，フクロワムシ)， トゲナガワムシ Kellicottia

longisPinaおよびツノワムシ Schizocercadiversicornis 

が認められた。水温躍層以深では，ハリナガミジン

コが28.8%，ケンミジンコが34.3%，そのイ也カ宝36.9%

であった (Fig.3a)。そのイ也にはゾウミジンコ，シダ

Sida crystallinαおよびトゲナガワムシが見られた。

9月の水温躍層以浅にはハリナガミジンコが73.1%，

ケンミジンコが1.3%，その他が25.6%であった (Fig.

3b)。その他にはケンミジンコのノープリウス幼生，

ゾウミゾンコ，シダ，フクロワムシ， トゲナガワムシ

およびツノワムシが見られた。 9月の水温躍層以深は

ハリナガミジンコが30.7%，ケンミジンコが57.1%，

その他が12.2%であった (Fig.3b)。その他にはケン

ミジンコのノープリウス幼生，ゾウミジンコ，シダ，

フクロワムシ， トゲナガワムシおよびツノワムシが見

られた。

6月に採集された水温躍層以浅の動物プランクト

ンの全長は種間で有意に異なり (Table1: ANOVA， 

F4， 337 = 91.8， Pく 0.01，Games-Howell post hoc test: 

Pく 0.05)，大型種はケンミジンコ，ついでハリナガミ

ジンコであることが示された。一方， 9月においても

動物プランクトンの全長は種間で有意に異なったが

(Table 1: ANOVA， F7. 249= 62.7， Pく0.01，Games-Howell 

post hoc test: P<0.05)，ハリナガミジンコが最も大

きかった。水温躍層以深の動物プランクトンの全長

は6月と 9月で共に種間で有意に異なり (Table1: 6 

月;ANOVA， F4. 623=457.7， P< 0.01， Games-Howell post 

hoc test: Pく0.05，9月;ANOVA， F7， 529 = 111.9， Pく0.01，

Table 1. Body length (mm; mean:t S.D.) of zooplankton species in the epilimnion and the hypolimnion of Lake Numazawa 

Eilimnion Hypolimnion 
Species 

June September June September 。clopsstrenuus 0.93 :t 0.22a 0.38:t 0.23a 1.04 :t 0.20a 1.16:t 0.46a 

C. strenuus (nauplii) 0.20:t 0.04b 0.19:t 0.02b 0.19:t 0.02b 0.20 :t 0.02b 

DaPhnia longispina 0.69 :t 0.22c 0.89:t 0.24c 0.80:t 0.19c 1.05 :t 0.23a 

Sida crystallina 0.40:t 0.04d 0.45 :t 0.02c 

Bosmina longirostris 0.40:t 0.15d 0.36:t O.07a 0.39 :t 0.07d 0.37 :t 0.09d 

Schizocerca diversicornis 0.30:t0.na 0.28:t O.07e 

AsPlanchna sp. 0.53:t O.14e 0.49:t 0.15c，f 
Kellicottia longisPina 0.62土0.08e 0.59:t O.07e 0.62 :t 0.0ge 0.57:t O.07f 

Values not sharing the same le仕erswithin each mon仕1Sare significantly different by Games-Howell post hoc test (Pく0.05).
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Games-Howell post hoc test: Pく0.05)，大型種はケン

ミジンコ，ついで、ハリナガミジンコであることが示さ

れた。

採集したヒメマスは， 6月は12尾(全長の平均値士

標準偏差;206土 35mm)， 9月は17尾 (228:t7 mm) 

であった。採集したヒメマスのうち， 6月と 9月とも

に3個体ずつ空胃個体が認められた。ヒメマスの胃内

容物中には 6月， 9月ともにハリナガミジンコが個体

数組成で優占し (6月は95.9%，9月は94.8%)，次に

多く認められたのはケンミジンコであった (Fig.4) 0 

両種でヒメマスの胃内容物の99%以上を占めていた。

他にゾウミジンコおよびフクロワムシも認められた

が，その割合は極めて低かった (Fig.4)。

6月に採集したヒメマスでは，ハリナガミジンコに

対する平均餌選択性指数が0.965，9月のヒメマスでは

0.948と高く，採集した全ての個体がハリナガミジン

コに対し正の選択性を有していた (Table2)。一方，

水温躍層以深で、優占していたケンミジンコに対するヒ

メマス各個体の平均餌選択性指数は， 6月には 0.033，

9月には0.025となり，ハリナガミジンコに比べて極端

に低かった (Table2)。ケンミジンコに対する正の選

択は 9月の 1個体のみが示した。また， 9月に採集さ

れたヒメマスのうち 1個体のみがその他の動物プラ

( 

訳
、'-'... 
u 
，D 
g 
= 

100 

三50，。
+ー
ロ
む
にJ
』
Q) 

且4

O 
J une September 

• DaPhnia longispina 
口Cyclopsstrenuus 
回Miscellaneous

Fig. 4. Numerical percentage composition of the food 

items in stomachs of lacustrine sockeye salmon in June 

and September， 2003. Total number of fish samples 

inspected is indicated on the top of the columns. 

ンクトンのうちゾウミジンコに対し正の選択性を示し

た。

6月において胃内容物中に認められたハリナガミ

ジンコの全長は0.70~ 1.90mmであり，水温躍層以深

のハリナガミジンコ (0.35~1.30 mm) に比べて有意

に大きかった(t499= 26.2， Pく0.01)0 9月においても胃

内容物中に認められたハリナガミジンコの全長は0.53

~1.70mm，水温躍層以深のハリナガミジンコの全

長は0.43~ 1.55 mmであり，同様の傾向が認められた

(t615= 6ムPく0.01)。

考 察

沼沢湖で採集されたヒメマスは動物プランクトン

のみを摂餌しており，特にハリナガミジンコやケン

ミジンコを多く摂餌していた。一般にヒメマスの主要

な餌生物は榛脚類，枝角類およびユスリカ類であるこ

とが多い (Northcoteand 1ρrz 1966; Eggers 1978;真山

1978; Jaenicke et al. 1987)。しかしながら，その主要

な餌生物は動物プランクトン現存量の増減により大き

く変化するとされており，いずれの場合も動物プラン

クトン現存量が多い場合には動物プランクトンが主要

な餌生物となる(帰山 1991;Sakano et al. 2001) 0 また，

Jaenicke et al. (1987)は動物プランクトンが少ないと

きにはユスリカ類がヒメマスにとって代替餌料となる

ことを示した。これらのことから動物プランクトンが

ヒメマスにとって極めて重要な餌料であることが示唆

される。

沼沢湖のヒメマスでは，大型種のハリナガミジン

コを選択的に摂餌していた。調査した 6月と 9月は

ヒメマスの胃内容物重量や空胃率が大きく異なる時

期であるが(帰山 1991;真山 1978)，沼沢湖ではいず

れの時期においてもハリナガミジンコが選択的に摂餌

されていた。ヒメマスのような動物プランクトンを選

択する魚類の摂餌様式はサイズ依存的であることが多

い (Brooksand Dodson 1965; Dhal-Hansen 1995)。ヒ

メマスは体サイズの大型化にともない偲把間隔が広く

なるため，ある一定サイズ以上の大型の動物プランク

トンしか摂餌できないとされている (Brunger-Lipsey

Table 2. Mean selectivity index and the ratio of positive selection for zooplankton species consumed by lacustrine sockeye 
salmon in June and September， 2003 in Lake Numazawa 

DaPhnia longisPinα 。clopsstrenuus Miscellaneous 

α*1 Positive*2 αg Positive αi Positive 

June 0.965 9/9 0.033 0/9 0.002 0/9 
September 0.948 14/14 0.025 1/14 0.026 1/14 

*1αi = food selection index for food item i， 1/ nくαi:;;1: positive，αzく 1/n:negative， n = the number of species of 
zooplankton for fish's food. 

*2 Number before and after the oblique stroke indicates the number of individuals showing positive selection and the number of samples 
inspected. 
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and Stockwell 2001)。また， Koski et al. (2003) はヒ

メマスがついばみ採餌を行うため見つけやすい大型の

動物プランクトンを選択的に摂餌し，それは低光量下

においても機能することを示した。したがって，胃内

容物重量や空胃率で示される餌料要求度の異なる時期

に採集されたにもかかわらず，大型のケンミジンコと

ハリナガミジンコがいずれに時期においても優占的に

摂餌されていたのは，大型の動物プランクトンをヒメ

マスが選択するという摂餌様式をもつことによると考

えられる。

沼沢湖のヒメマスが選択的に摂餌していた動物プラ

ンクトン種は環境中で最も大型のケンミジンコではな

く，ハリナガミジンコであった。枝角目は，サイホン

を使った実験によりキクロプス目よりも吸い込まれや

すく，この低い逃避能力により捕食者に摂餌されやす

いことが知られている (Drenneret a1. 1978)。また，

u'Brien et a1. (1985) は動き方の違いにより槙脚亜

綱よりもミジンコ属の方が水中でー目立つため捕食され

やすいことを示した。本研究では，ヒメマスの胃内容

物中に認められたハリナガミジンコの多くは，環境水

中では検出されないくらい個体数が少なくなっている

大型個体であることが示された。これらのことから，

ヒメマスは大型の動物プランクトンの中でもハリナガ

ミジンコの大型個体を選択的に摂餌することが示唆さ

れた。

動物プランクトン食魚類において認められるサイ

ズ選択的な動物プランクトンへの捕食は，動物プラ

ンクトン群集の種組成やサイズ構造を改変することが

知られている (Brooksand Dodson 1965; Dhal-Hansen 

1995; Rudstam et al. 1993)。また，ヒメマスの生息す

る湖沼への動物プランクトン食魚類の放流は，その

湖沼の動物プランクトン群集を改変し，ヒメマス資

源量の低下を引き起こすとされている(徳井 1964;

Takamura et a1. 1999)。したがって，選択的な摂餌を

行うヒメマスにとって，過剰なヒメマスの放流や餌の

競合種の放流は動物プランクトン組成を変更し，ヒメ

マスの生残に好適な動物プランクトン種を減らしてし

まう可能性がある。今後，ヒメマス資源を適正に管理

していくためには，主要な餌生物である動物プランク

トンの生産速度を上回る捕食圧を生じさせないように

適正な放流尾数を求めるとともにワカサギのような競

合種の資源状態についても監視していく必要がある。

要約

ヒメマスの動物プランクトンに対する餌選択性を明

らかにした。ヒメマスの胃内容物中には動物プランク

トンのみが認められた。胃内容物中のプランクトン組

成は環境水中の組成と異なり，大型のハリナガミジン

コが優占していた。一方，環境水中で最も大型のケン

ミジンコに対して，選択性は認められなかった。以上

のことから，ヒメマスは特定の動物プランクトン種を

選択的に摂餌することが示された。過剰なヒメマスの

放流は選択的摂餌を介して動物プランクトンの群集構

造を改変し，ヒメマス資源に悪影響を与える可能性が

考えられた。
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