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人為的撹乱を受けない水田環境における食物網と物質フロー

森淳*森岡伸介仲小出水規行*Bounsong Vongvichith桝渡部恵、司*

*資源循環工学噺究領域生態工学才旦当

林国際農林水産業研究センター水産領域

和帥LivingAquatic Resources Research Center， Lao PDR 
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I 緒言

メコン川流域に位置するラオスでは，人口増加に伴う食糧自

給力の強化が喫緊の課題とされている。タンパク資源として淡

水魚は重要な前主であるが，天然魚の生産量は近年停滞してお

り，智直による魚類生産の増加が同国政府により施策化されて

いる。東南アジアや中国では，水田は魚など、水生生物の養殖の

場として利用されてきた歴史がある。国際農林水産業研究セン

ター (JIRCAS)ではラオスに如、て水産資源の増殖のため，水

田を淡水魚の養殖に活用するための研究を行ってし、る。水田で

供された餌の利用動態すなわち物質フローを把握することによ

って，車合餌の魚類生産に与える影響を把握し，より効率的な養

殖を実現することができる。

この分析には炭素安定同位体比 (013C)と窒素安定同位体比

(0 15N)が有用な手法である。餌となる生物と上位消費者の聞

では，生物体全体としての平均的な炭素安定同位体比はほとん

ど変わらず，上位消費者の窒素の安定剛立体比f'ii約3%。高くなる

性質がある。このためo13Cからは食物網の起源に関する， 015N 

からは栄養邸皆に関する↑朝日を得ることができる(和田， 1984; 

Canaba and Rasmussen， 1991)。食物網は物質の伝達ルート

であるから， o 13C， 015Nをマーカーとして利用できる。

アジアモンスーン出或の多くでは，水田は祈誠における物質

発生源としての役割を有している。水路単独の生態系と溜池と

つながっている水路の生態系では，後者の方が炭素・窒素安定

同位体比の標準偏差が大きくなり僚ら， 2012)，これらの安定

同位体比を「生息環境の多様性」の評価に用いることが出来る

可能性がある。これを実用化するには，溜池や水路だけでなく，

有機物や栄養塩類の挙動に影響を与えていると考えられる水田

が水域:のo13C， 01制動態に果たしている機能を明らかにする

必要がある。

日本の水田においては，i画MjKや』酔ヰに含まれ，水田内の生

態系の中で利用される人為的な無機態窒素がノイズとなる。ラ

オスには，無期巴で，かっ上流に都市や畜舎が荊生しなし、水田

が残されており，これらに人為的な有機物としての僻件を供す

ることにより，物質フローからみた水田の機能が角勃庁出来ると

考えた。すなわち養殖に用いられた餌に含まれる窒素の物質フ

ローを，可能な限りノイズの影響を軽減させたうえで把握でき

る。そして餌が直接的・間接的に水田内の生物が利用する態様

を解明できると考えられる。本研究では給餌の有無を条件とし

た調査水田におし、て食物網と，水田における物質フローを側庁

する。この研究は我が国の物質フロー特性を踏まえた生息環境

の多様性音刊面手法の開発に資する。

E 調査方法

Vientiane市の北西約 15km，Nonteng持賜の畜養池に，

ナマズ目パンガシアノドン科に属する Pangasianodon

h;pophthalm凶，ナマズ、目ヒレナマズ科に属する α1arias
maCI町申，halusおよびコイ目コイ科の BarbonY1刀凶

gonionotusの3種を， 2012年 6月2日から 7月 18日まで畜養

した。餌は市販の配合飼料を与えた。中央研究院 (2013)によ

れば，Eh_刀刀IfJhth担沼田はカイヤンとも呼l詳しるメコンオオナ

water 

Fig.l実験水田叫立置関係

Position of experiment paddies 

water 



132 E4キl 工学研究所技幸~ 第 215号 (2014)

マズ、の 1種である。食性は雑食であり，植物だけではなく魚や

甲掛買の制連物も食べる。Cmaα町匂phalussは昆虫，ブランク

トン無制樹物，魚だけでなく幼鳥や腐肉，植物も餌とする。

B gonionotusは，植物や無制自訪物を餌とする。

7月 18日に，中山間出或である Pongsavang村CVientiane

の北西約 160km)に設定した実駒k回に，水田 1枚あたり 2

hypophthalmusを 130匹，C ma，α町申>halusを 20匹，B

gonionotusを250匹それぞれ放流した。放流時の大きさは体長，

体重の)1慎に，P hypophthalmusは 7.Ocm，2.6g (n=20)， C 

macrocephalu は6.6cm，2.2g(n=20)， B gvmonotusは7.1cm，

9.3g (n=19)で、あった。

水田は 6 区画で(し、ずれもほぼ lOmX 10m，水深は 1O~

15cm粗野，鮒副巴，無農薬和音である(Fig.1)。港慨は田越

しで行われ， Paddy1およびPaddy4は無f、舘耳， Paddy2および

Paddy5は大豆，コーン，米かす，魚粉を混ぜたものを来館耳，

Paddy3およびPaddy6は市販の配合餌を与えた。ただし大豆

コーン，米かす，魚、粉の構成比が正確に記録されていなかった

ため， Paddy2とPaddy5は材高における考察から除外した。給

餌量は 1日2回，方対虎魚σ:体重の5%を目安に与えた。

7月25日， 8月20日， 9月22日;および10月22日の4回に

わたり ，6試験区から魚の他， 71<.， *田の土，プランクトン，ベ

ントス，陸上昆虫をサンプリングした。サンプルのうち生物は

紺呆・粉砕し，士は60
0
Cで章操させ， 71<.は60

0
C切断言したのち，

12.0 
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6.0 

~ 4.0 
b。

一 -2.0それぞれ専用のスズカッフ。に充填し サーモエレク卜ロン社製

の質量分析器DeltaVAD¥瓜Nτ'AEを用いて 813C，815Nを測

定した。

E 結果

3.1 畜養池で畜養された魚の特長

畜養池で供された配合飼料の813Cは-20.3%0，8 15Nは6.aE凹

となった。仮に配合餌のみを利用していたとすれば813Cは

-2開。I型支， 815Nは航。程度の値を示すと考えられる。

B gonionotLls， P hJ宝刀IjJhthahnusおよび Cmaα町句phalus

の 813C-8 15NマップをFig.2に示す。 813Cは C

maCl町甲>halusの一部を除き-2倒必下となった。干重別にみると，

Bgomonotusは813Cはー26%0.からー22%ofこ， 815Nは悦。から航。

の問に分布する。PhypophthalmLlSは813C，815N (/._偏差が小

さく ，特定の餌を利用する傾向がある。また615Nは高しイ直を示

さず，高次捕食者ではないと考えられた。

CmaC1町申，halLlSは813Cが-22%。からー19'弘0，815Nが明。か

ら航。となり， 3種の中では配合飼料に近い 813Cとこれより 3%。

高い815Nを示し。これをよく利用していると考えられる。

B gonionotLlsは体長と 813Cの間lこ強し、正の相関 r=0.70

(pく0.05)，体長と 815Nの聞に5齢、負の相関r=0.74(p<0.05) 

が認められた。他の 2種はこれらの聞に相聞は認められなかっ

た。

+BaJ古onymlfsgOl1lonofllS ・Clariasmacl'OCりJ!1CIluss

... PangasiaJ1odol1 hypophlhalmus回配合飼
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Fig.2 畜養池で樹南した3種の813C' 8 15Nマップ

8 13C' Ii 15N map of 3 speo巴scaught in th巴pond
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Fig. 3 水田の水の 815N変化

Ii 15N variati<口nof paddy water 

3.2 水田養魚

3.2.1 魚以外の環境要素，無脊椎動物のt~数

本項以降の 813Cおよび815Nは，プランクトンを除き複数の

サンフ。/レの平均値である。水の 815NはPaddy3を除き 7月から

8月にかけて低下し9月に上昇した(Fig.3) 0 Paddy3は8月に

も上昇し， 10月には 10切らoに達した。8月から 9月は高水期で、

流入量が多かった時期にあたる。士は， 813Cは8月のPaddy1

でベキ高し、値を示したが， -22%。から-25%。の聞の値を示し，また

季節変化も認められなかった(Fig.4a)。これに対して 815Nは

台関りに低下する傾向が認められた。

プランクトンは813Cおよび815Nはほとんど変化が認めら

れなかった(Fig.4b)。水田聞の違いも認められなかった。

ユスリカ類は， 813C r立約一2航。から次第に低下し-25%必 下lこ

なった。 815Nはほぼ航。から8%0の聞の値を示し明らカな季節

変化は認められなかった(Fig.4c)。水田聞の差も認められなか

った。エビは， 813Cはわずかに低下した水田が多かった (Fig.
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4d)o 815Nもわずかに低下した。ミミズ類は樹甫された個体が

少なかったが， Paddy3で813Cが低下， 815Nが上昇し， 813C 

は配合餌¢値に近くなり， 815Nは配合餌より 3%。高し植を示し

た(Fig.4e)。稲の葉は， 813C は-26%。から-2航。の聞の値を示

し，季節変化は認められなかった(Fig.4f) 0 8 15Nも季節変化

は認められなかったが， Paddy3およびPaddy6は， Paddy1お

よひ(Paddy4より高し、値を示した。

陸上見虫についてはイナゴ顎，ショウリョウバッタ類，クモ

類が採捕されたが，同じ樹甫区におし、ても 813Cに著しし、ぱらつ

きが認められたことから，手験区における物質フローを表して

いなし、と判断し，餅斤から附けることとし丸

3.2.2 水田の魚のδ13C，δ1明の特徴

調査水田では CmacroCl申JJali四sがほとんど樹南されなかっ

た。このため水田における調査結果については P.

hypophthah刀同 Bgonionot.山に力日え，水路から迷入し水田で、

採捕された個体数が多かった，メコン)11流域の頻出種である

島 om凶 mθ段llicus[こっし、ても鰯庁することとした。

P. hypophthalmusはし、ずれの水田で、も 813Cはほとんど変化

しなかったが， 815Nは若干上昇した。分布範囲は813Cは-22%。

から・2脱 0，815Nは6%。から 8%。だった(Fig.5a)

B gonionotusは， Paddy1でQl3Cが低下し81明は上昇し

た (Fig.5b)。この傾向はPaddy3，Paddy4およびPaddy6で

も認められた。分布範囲は， 813Cが-24%。から-18%0，815Nが

7%。から航。だった。

Eme段llic，回は， Paddy3は時間とともに813Cは低下， 81明

は上昇した (Fig.5c) 0 Paddy6は813C低下， 815Nはわずかに

低下した。分布範囲は， 813C は-2問。から-28%。と広かった。 6

15Nは7%0から 11%。と高し対直を示した。

3.2.3 水田の食物網

水田ごと，採取期ごとに食物網を解析したところ，プランク

トンと E me，段llic.四，土壌とユスリカ類の聞には， 813Cが近

く，E me臼llic，凹またはユスリカ類の815Nがブランクトンや

土壌より抗議接高い関係が散見された。この結果を百bleUこ

示す。 これらの開系はブランクトンから E me.段llicusに，土

壌からユスリカ類にエネノレギーが伝達されていることを示唆し

ている。

W 考察

4. 1池における畜養結果

Cmacroo伊JJalusとP.hypophthah沼田は同じナマズ目であ

り，ともに雑食とされているが， 815N に差が生じた。 2

hypophthah刀回は低し植を示したことから，かなり植物食に近

いと考えられる。

分析した 3種のうち，後述する Cmacroo申JJalusの一苦防、

らなるグツレーフ。を除いて， 813Cは配t持耳より低いので，配合餌

は体の持品或にほとんど影響していない。プランクトンを採取し

日.b1el 土壌ユスリカ類，プランクトン-E metaJJjcusの関係

Relationship between soil-chironomid， plankton-E metallicus 

プランクトン
採取月 土壌ユスリカ類

-E metallicus 

Paddy 1 7月 。 。
8月 × 

9月 。 。
10月

Paddy3 7月 。
8月 。 。
9月

10月 × 

Paddy4 7月 。
8月 。
9月 。
10月 。

Paddy6 7月 。
8月 。
9月 。 。
10月 。

注:0は/j13C-/j15Nの関係から餌資源、として利用している可能性が

あるもの， xは可能性が認められなかったもの， は片方または双方

が採取できなかったもの

なかったため水域内の生産者813Cは不明であるが，池に陸上植

物から落葉落枝が供給される立地条件で、はなかったため，外部

からの有機物供給は少ないと考えられる。 Bgonionotusは成長

とともに-22%0~-23%d付近に移行し， P. hypophthalmusと c
macroCl匂phalusの一部も同様の値を示したことから，水域内生

産，すなわち藻類の813Cはこの近辺の値である蓋然性が強い。

魚類の 81明は餌の 815Nより約3%。高し、から，藻類による水域

内生産の 815Nは4%0閣支と考えられる。この値は，池の水は生

物濃縮の影響が小さく雨水の 815N一一般的にゼロ前後の低い

値を示す:.._[こ近し、と推察され，栄養段階が1上昇することと整

合する。

813Cおよび815Nの分析結果から，畜養していた魚のうち6

13Cおよび815Nに影響が生じる程度配併耳を利用していた可能

性があるのは813Cが-2似指度， 815Nが切らd型支を示した，C

macroc.匂ohalusの一部で、ある。 CmaCIl町句phalusが2つのグル

ープに分かれた理由は不明である。

いずれの種につし、ても，配合餌を含む複数の餌を利用してし、

た可能性は否定できない。しかし配合餌の815Nが航0であるか

ら，主に配合餌を利用していたとすすLば切らof呈度を示すと考えら

れ，前述の CmaCIl即時phalusの一部を除き，配合青耳の影響は小

さいと考えられる。
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4.2 水田における給餌と水，ベントスなどのδ13C.δ15Nの関係

水のa15N tおk田間に明確な差が認められず，水の鯛幾態窒素

のa15Nに対する来館耳の景発聾は認められなかった。したがって下

流に位置する無給餌区に高館耳の影響はなし、と考えられる。土の

a 15Nについても，ほとんどの水回において面白話耳より低し、値を

示したことから，給餌の影響は認められなかった。

高合餌された餌の窒素が魚以外の水田内の生物lこ利用されてい

るとすれば.a:直接または直張利用した生物を餌とする，②無

機化された後イネ，プランクトンを通じて用いられる，のいず

れかである。迂の可能性があるのはユスリカ類，エピおよびミ

ミズ類である。配f譜耳の a15Nは6.航。であり，ユスリカ類がこ

れを利用したとすれば，配合餌が与えられた Paddy3および

Paddy6における a15Nは，方卸巴されていない Paddy1および

Paddy4より高くなると考えられるが，有意差は認められず.a 

15Nに影響を与える窒素源とはなっているとは認められなかっ

た。

また配合餌がユスリカ類のa13Cに影響を与えているならば

-20%。程度の値を示すと考えられるが，配合餌を投入した

Paddy3およびPaddy6のユスリカ類のa13Cは7月に-2切らd呈

度の値を示したものの，次第に低下した。このことと 7月のユ

スリカ類a13Cは無品舘耳のPaddy4でも同砲支の値であったこと

から，炭素についても配合餌はユスリカ類のa13Cに影響を与え

る炭素源とはなっていなかったと考えられる。

エビについても.a 13Cが-2航。から南街Lた，低し可直を示した

ことから，エビのa13Cに影響を与える炭素源とはなっていなか

ったと考えられる。

ミミズ類については，自己針耳を与えたPaddy3はa15Nが次第

に上昇し，無産能耳区のPaddy4とは異なる値を示した。 Paddy3

のa13Cは配合餌の値に近く .a 15Nの値は配合餌より約 3%。高

かった。ミミズ類のa13C. a 15Nが土壌の影響を受けていなか

ったのは，土壌を採取した深さ，またはミミズ類の餌選好↑生に

起因する可能性Jがある。

以上から，a:のルートでは配f持耳はミミズ類が餌として利用

したと考えられる。

②のルートが機能してし、たならば，a15Nは Paddy3および

Paddy6のブランクトンはPaddy1および、Paddy4より高くなる

と考えられる。しかしいずれも明確な差は認められず，投入し

た配儲耶ま水田水域内の窒素フローに大きな影響を与えてし、な

かったと考えられる。

イネの葉の a15Nについては， Paddy3および Paddy6は

Paddy1および(Paddy4より高くなり，配儲耳がイネに吸収され

利用されたと考えられる。

4.3 水田における給餌と魚のδlac. δ15Nの関係

E hypophthalmus tこっしては， Paddy3， Paddy6では配合

餌を利用していると考えられる a13C， a 15Nを示したが，この

値は無綿耳区でも同様であり，材重が主に配合餌を利用したと

は断定できな川本語のa15Nは，池と同様にBgonionotusよ

り低く，植物食が強し、と考えられる。出合餌の有無，種類に関わ

らずa13Cは-2航。から-22%0，a 15Nは 6%。から航。の狭い範囲

に分布した。水田内のフ。ランクトンはほぼ-25%。から-27%0の聞の

値を示したから，E hypophthalmusの餌の起源、防k域内で、生産

された有機物とは考えられなし、。水田内で、もっとも生物生産量

の大きなイネやプランクトンより高いa13Cを示す有機物起源

が荷主し，E hypophthah盟国に伝達されていると考えられる。

a 13Cの帯、生産者としてはC4植物を餌とした無制住動物が水

回に落下し材重の餌となる可制生もあるが，利重のa13Cに影響

を与えるほどの生物量が水域に落下するとは考えにくし、 a15N

も動物食は濃くないことを示唆している。今回の研究では高い

a 13Cを持ち魚類のa13Cに影響を与える有機物起源を明らかに

することがで、きなかった。

B gonionotusについては，成長とともに配合餌のa13Cから

降臨ていくことから，高館耳は同種のa13Cに大きな影響を与えて

いない。この種は成長とともに餌資源が変化することが明らか

になった。池では成長とともにa13Cが上昇しa15Nは低下した

のに対し，水田で、はa13Cは低下，a15Nは上昇し，池と逆の結

果となった。この機序は不明である。

Eme.臼llicusについては，給餌の有無による a13C， a 15Nの

違いは認められなかった。成長とともにa13Cは低下し，配合餌

の値から際飢てし、くことから，配合餌は同種の a13Cに大きな影

響を与えていないと考えられる。材重はa13Cの分布域が広く，

利用している餌が多様であることを示しているが， Paddy1， 3， 

4のようにプランクトンを餌としていると推定できるケースが

あった。 a15Nが水田で採取された3種のなかで最も高かったこ

とは，動物プランクトンを利用していることをノ背唆している。

Eme段llic，聞は，既往文献において動物フoランクトン，陸上

昆虫，水生昆虫の幼虫を餌とするとされている。 2010年に

Vientiane市付近で採取したEmetal!i.仰は，植物ブランクトン

を餌としてし、る結果となったが僚ら， 2012)，本研究におし、て

はa15Nが高い結果となったことから，穀物ブランクトンを主要

な餌としている可能↑生がある。このことは，Eme.段llic.田の餌

は，利用してし活環境や物質など，生息環境による生態的地位

の固有性があることが示唆されたこと懐ら， 2012) と整合し

てしも。材重は生息地に荷主する餌資源を広範lこ未u用してし、る
と考えられる。

4.4 水田における物質フロー

本調査を行った水田における物質の生産・フローはFig_6で

表すことができる。これは考えられるフローをすべて記したも

のであり，a 13C及びa15Nで、は確かめられなかったルートを含

む。今回本研究で用し、た水田は無糊巴で、あるから，外部から供

給される窒素は雨水と濯蹴水に含まれる靭字態鮒幾窒素で、あり，

給餌区においては餌に含まれる窒素化合物がこれに加わる。調

査水田の立地条件を考慮すれば，水に含まれる窒素は寸支的な
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日本の水田より少なく，餌由来の窒素をより鋭敏に検出できた

と考えられる。

餌こ含まれる窒素化合物は体内で同化され魚の体に転移する

ルートは，今回の水回調査で、は明確に出来なかった。水域で、分

解され主にアンモニア態窒素としてイネに吸収されるルートは，

給餌区のイネの葉のa15Nが高かったことにより明らかlこなっ

た。また餌を直張ミミズ顎が利用するルート，ユスリカ類が土

壌を利用するルート，プランクトン餌に由来しなし、溶存態無

機炭素と，濯蹴用水・雨水に含まれる溶存態無機窒素を利用

から Eme.段Uicuslこ至るルートが認められた。

閉じ収集食者で、あっても，ユスリカ類よりミミズ類が給餌さ

れたa15Nを利用していた我が国におけるユスリカ類の炭素安

定同位体比の分析でも季節と共にa13Cが低下することが報告

されている犠ら， 2007)。ユスリカ類には季節による餌資源の

変化など能動的な要因による a13C変動が前主するようである。

窒素起源も同様に，環境以外の要因の影響を受けている蓋然性

がある。このことは物質フローを単純化して解析する上で阻害

要因となり得る。水田を含めた水域で、生物を用し、た生息読顎の

多様性評価を行うには，ユスリカ類よりミミズ顎の方が適して

いると考えられる。

モ一一一 捕食・同化・
移動

〈ーーーー 分解・排池

降雨

濯減用水

注太い線は，本研究において物質フローが示されたもの

V 結言

今回の研究において，池で畜養された Cmaα官申>halusの一

部について，縦耳された配針耳を魚体のa13Cおよびa15Nに影

響する程度まで利用していると推測され丸 Bgonionotusは成

長に従って餌資源が変化することが明らかlこなった。この他の

魚類，ユスリカ類などのベントス等は，それぞれに含まれる炭

素のa13C，窒素のa15Nは，身体の組成に影響を与えるほど配

合餌を利用していなかった。

a 15Nが比較的高し、配t舗耳を供した水田において，イネが配

合餌由来の窒素を吸収していることが確かめられた。またミミ

ズ類が配併耳を餌としていることが示された。創立的にユスリ

カ類が土壌の影響を，Eme臼Uicusがプランクトンの影響を受

けていることが明らかになった。水田で発生した有機物は，複

数のルートを通じて上位消費者に伝達され，水域の下流へ，あ

るいは羽化した昆虫によって近隣の陸域八有機物が移動してい

ると考えられる。

ユスリカ類とミミズ類は双方とも収集食者であるが，利用す

る餌資源が異なる。ユスリカ類は特有により，利用する餌資源

が変化すると考えられる。炭素・窒素安定同位体比を用いて物

件ーー

懸濁態有機物

溶存態有機物

大気

懐， 2008)をもとに作成

Fig.6 調:i!OJ<回(縦耳区)における物質フロー

Mater泊lflowInan巴xperimentpaddy (feed sectionl 
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質フローや生自環境を評価するにはユスリカ類に比しミミズ類

の方が適していると考えられる。

この訪問により、水田における物質、とりわけ窒素フローはベ

ントスの生態に起因する固有性を有することが示された。すな

わち同じ摂食機能群に位置づけられる収集食者間においても、

おそらく餌i耕性により利用する餌が異なり、複数の窒素フロ

ーが荷主していると考えられる。また魚類についてもこれまで

の知見によれば同じ雑食と位置づけられてきた種聞においても、

P hypophth泊四のように植物食に也、種とこれより動物食

に偏る Cmaα町申thali田のように栄養段階に違し、がみられる

ことも明らかになった。このような物質フローの多様性は水田

内の生態系が梯佐であること、餌資源を含めた生息環境が多様

である資源、を利用しながら生活していることを示している。

今回水田に邑官、する生物の炭素・窒素同位体比分析により明

らかになったフロー特性は、水田の立地環境そ営農の違し、によ

り異なる結果を示す可能性があると考えられる。なぜなら、少

なくともこれらの生物は「そこにあるもの」を選好性のもとに

利用しているからである。水田により生物相は異なると考えら

れ、上位消費者はその中から効率的な摂針子動をとる。ラオス

国の小河川|で採捕したEmetaJJicusは植物食に近い値を示した

が傭ら， 2012)、本研究におして分析した魚種の中で最も即、

d 15Nを示したことも、この理由によると考えられる。

受理年月日 平成25年 12月9日

本研知i吉果は炭素・窒素安定阿部本比を「生息環境の多様也

の~f1面に用いる可能性を増強すると同時に、水田生態系の多様

性・固有性を明らかにした。
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Food Web and Material Flow in Paddy Environment Free from Human Inf1uence 

MO阻 Atsushi*ラMO悶OKAShins叫E日大KOIZUMINo丘戸ki*ラBounsong油>llgvichith***and WATABE ~吋i*
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Fisheries Division， Ja戸 1Intemational Research CenterあrAgricultural Sciences林
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Summaη 

Paddy制 dsare one dominant s'Our∞genera位19'Or，伊llcmぽterin a wat，出:hed.Oぽ previ'Ous釦 dysh'Owed伽 ta!3C and a 

l~ 坑加伽d羽捌i'Onsin町ig出'Ons戸temswith lakes紅巳l紅gerthanins戸t巴:mswith'Out lakes. B'Oth systems were凶 edωevaluate

en吋ronmell1凶 diversitiesafter clarifiαti'On 'Of出erole 'Of :paddies as genera佃19s'Ources. Considerable numbers of paddies are 

unaffected by hUlllan influen∞d nitr'Ogen. Cl加西側'On'Of such paddies is :possible because material宜owdoes not∞脚血:pollu凶

凶仕ogenthatc'Orr凶butぉt'On'Oise in an anal戸is.We studied fish cultur岱 in:paddies l'Ocated in a hillyand mountainous 紅白'OfLaost'O

加 al予amaterial fl'Ow in a f'O吋webbyusing bl巴nded:pellets that∞ntained high a l~. 0ぽ findingswere as f'Oll'Ows 

[1] Clari，ωn町内町ψha.加 inthe :pond evidentlyate the pellets beωuse their a 13C and a 1切wereinfluen∞dbyth巴pell拙 .

[2]Ni仕ogenabs'Or:pti'On企om:pelletsωd∞and企ompelletsも'Oe紅白w'Ormswas 'Observed 

[3] Barbo吻mωgonlOno加 chang<対必吋res'Our，郎asltgreW.

[4] Pellets influen∞d a 13C and a l~ were n'Ot 'Observed in oth，ぽaninlalsand envir'Orrmental el巴:men包.

[5]白伊Illcma此.ergene凶 edin paddies was回 nSllU伽dωsu:pen'Or∞illsumersvia :pl四百lroutes.国 s'O昭nicmat包:rmayhavebt粗

仕組sferr，吋企ompaddiesbコd'Owns仕切mor n回rbyterr.凶凶alareas byemerging insects. 

Key words: Carbon stable is'Ot'O:pe rati'O， Ni仕ogenstable is'Ot'O:pe rati'O， Material fl'O同Envir'Orrmentalelements，百leMekong River 
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