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洞麗湖環境フォーラム

目時 :2008年6月14日(土)午後1時-5時

場所:洞爺総合センター(洞爺町132番地・電話0142・82・5111)

趣旨

洞爺湖は長流川水系に属する、火山性カルデラ湖である。湖畔には、南岸に23-50年おきに

噴火を繰返す有珠山(最近の噴火は2000年)があり、その直下に道内有数の洞爺湖温泉が位置

しており、天然災害を周期的に受けている。また、 1939年から水力発電のために導入した長流

川の水に合まれていた強酸性の硫黄鉱山廃水が流入したため、 1970年にはpHが5まで低下した

人的災害も経験している。乙のような天然および人的災害により、洞爺湖およびその周辺の環

境は多大な影響を受けてきた、世界的にも稀な湖である。

本フォーラムの第一部のシンポジウムでは、洞爺湖および有珠山周辺の歴史や環境に関して、

それぞれの専門分野から解析してきた科学者が、一堂に会して研究成果を発表する。第二部の

パネルディスカッションでは、洞爺湖および有珠山周辺における自然生態系・水質・土壌・火

山に関する各種環境、および水・地下鉱物・食料・エネルギーに関する各種資源の過去・現在・

未来について、シンポジスト・洞爺湖町役場・北海道・環境省の方キが公開討論を行う。この

シンポジウムの内容は、パンフレットにまとめると同時にホームページを作成してインターネ

ットにより公表する。

プログラム

第1部洞爺湖環境シンポジウム
1.洞爺湖周辺の環境:天然災害と人的災害の影響

北海道大学北方生物園フィールド科学センター上回 宏

2.有珠山と後氷期の人類活動

北海道大学大学院文学研究科小杉康

3.地球温暖化にともなう洞爺湖の熱環境の変化

北海道大学大学院農学研究院浦野慎一

4.洞爺湖の物理・化学的特性:有珠山の火山活動との関係

北海道大学大学院理学研究院知北和久

5.洞爺湖の動植物プランクトン動態

北海道大学北方生物園7ィールF科学センター侍法 隆

6.洞爺湖のヒメマス資源変動

北海道大学大学院水産科学研究院松石 隆

7.有珠山の植生変化

北海道大学大学院地琢環境科学研究院露崎史朗

8.洞爺湖中島のエゾシカの個体数変動

東京農工大学大学院共生科学技術院梶 光一

第2部パネルディスカッション
洞爺湖および有珠山周辺の環境と資源の過去・現在・未来について

シンポジスト・ 8名
洞爺湖町役場・・経済部長伊藤賢二

北 海 道…ゴ晴趨E振森づくりセンヲ一所畏豊田康弘

環 境 省・寸描道地方環境事務所統括自然保麗企画宮坂本真一

Environmental Forum in LakeToya 

Date: June 14 (Saturday)， 2008.叩 :00-17:00

Place: Toya Sogo Center (132 Toyako Town. Tel: 0142・82・5111)

Object 

Lake Toya is a volcanic ca1dera 1ake白紙 belongsω也eOsaru River system.τhe sou血町百

section of the lake has Mt Usu由aterup凶 at阻 interva1of 23-50 years (the most r自由lteruption 

W田 2似泊1).τhereare a1so severa1 hot spring resor凶 10回 ltedat出ebase of Mt Usu，阻d由e

erup世onof Mt Usu has a gr田.timp配 ton the people living in the vicini.ty of Lake Toya. Moreover， 

d町 ingelec凶citydevelopment in 1939 water was diverted企'Om血eOsaru River to Lake Toya. A 

回出rmine is located upstream of the diversion tubes and as a result， strong acidic w踊 tewater

wi血 apH of 1.7 flows in'ω LakeToya，岨d由isresulted in a reduction in pHω5.3 in 1970. Lake 

Toya has been subject ωbo出 natura1皿dhum皿 disturb回目，田d踊 aresult， it presents皿

加 por旬且.tmodel system for 1akes worldwide. 

Th町eare two sections in由isforum， a symposium and a pane1 discussion. In the symposium， 8 
specialists企'Omvarious research宣eldsstu也edLakeToya阻 dMtUsuw迎pre田nt由eirresearch 

repo巾.In the panel di配 ussion，8 specia1is箇踊well描 representa世.vesfrom Toya Town， Hokkaido 

Government，皿dMinistry of the Environment will di配U宙開riousenvironm四倍(配osystem，

m 民rqua1ity， soil，皿dvol叩 10)and resour田 sOake wa包r，underground minera1， food， and 

ene昭y)of Lake Toya皿 dMt Usu in the past， present， and fu旬re.官官contentsof this forum will 

be published in the format of a pamphlet， a且dwill be announced血rougha web page. 

Program 

1. Symposium on Lake Toya Environment 

1. Lake Toya and surro岨 dingerr吋ro町nents:E庄町包ofnatura1岨dartificia¥ disturbances. 
Hiroshi Ueda (Field制回目Centerfor N or世間rnBiosphere， Hokkaido University) 

2. MtUsu皿 dhuman配世vitiesin the postglacia1 period 

Yasushi Kosugi (Graduated School of Letters， Hokkaido U:凶versi紛

3.τherma1回同ronmentof Lake Toya under globa1 warming 
Shin-ichi U四no(Graduate School of Agriculture， Ho肱aidoUnive悶ity)

4.Phy話回landchet凶四Iprop世世田 ofLake Toya: Relationωthe volcanic配 tivityof Mt Usu 

Kazuhisa A Chiki也(Dep町白nentofNatura1 Hi蜘 ry組四国民 Facultyof Scien同

Ho地aidoU:凶ve四ity)

5. Popu¥ation dynami四 ofphyto-and zoop¥ankωn in Lake Toya 

Takashi Denboh (Field Scien田 Centerfor Northern Biosphere， Ho地aidoU:凶ve四ity)

6. Popu¥ation dynami四 ofsockeye sa1mon in Lake Toya 

T成田.hiMa回 ishi(Graduate School of Fisheries Science吟 HokkaidoUni間四i町)

7. Vege匂世oncha且geson the volc阻 oMountU阻

ShiroTsuyu盟組 (GraduateSchool of Environmetl旬lEar血sci田町Ho地aidoUniversiゆ
8. Popu¥ation畳uctuationof sika deer on N紘組oshimaIs1and of Lake Toya 

KoichiKajiσokyo Unive悶ityof AgriC¥帥reand Technology， Institu飴 ofSymbio姐.cSci阻ce

and Technology) 

2. Panel Discussion on Lake Toya Environment and Resources in the Past， 
Present， and Future 
Eight symposists 

Mr. Kenji Ito σoyakoTown) 

Mr. Yasuhiro Toyota (Iburi Forestry Center， Hokkaido Government) 

Mr. Shinichi Sakamoto (Hokkaido Office， Ministry 01 the Environment) 

[ID 



Lake Toya and surrounding environments: 

Effects of natural and artificial disturbances 洞爺湖周辺の環境:天然災害と人的災害の影響

Field Science Center for Northern Biosphere， Hokkaido University 

Hiroshi Ueda 

北海道大学北方生物園フィールド科学センター

上田 宏

E 

Lake Toya is a volcanic caIdera Iake也atbelongs ω血eOsaru River system， the lake covers an 
area of70.7 km' Oapan's 9也largestIake)and has amaximum depth of 179.7 m Oap阻 's4th deepest 

lake)τbe回 u血ernsection of the Iake has Mt. Usu血athad凶nevolcanic町 up世onssince 

recorded history岨 dd即恒g由e20血centuryerup也:d4也nes.Accordingωthe people living in the 

vicinity of Lake Toya， the erup世田1of Mt Usu has a great impact on their llfe τbis includes long 

回me四 cuation皿 d田市:nsivedamage ω血etown，也町'eare al田 severalhot spring re田市

10由民dat the base of Mt. Usu which suffer企omlost business after an erup世on.

τbe rivers flo訓ngin旬LakeToya drain only企omthe outer rim moun匂insof the volcanic 

caIdera and the out畳owis via血eSobetsu Wate:吻l1inω 出eOsaru River. However， during 
elec凶citydevelopment in 1939 water w踊 div町tedfrom the Osaru Riv，町ωLakeToya and three 

hydropower facilities were established. 1n addition， a sulfur mine is 10白隠dups仕団m of血e

diversion tubes and田 aresnlt， s住ongacidic w田也四民rwi由 apH of 1.7 flows intβ LakeToya 

This r四 ultedin a reduction in pH 句 5.3，which greatly affec民d由ebio包 ofthe Iake and fish 

popu1a世onsbe四 megr回，tlyreduced. Since 1972， slaked並nehas been added to the Iake ω 

neutraIize血，eacidic田 lfurmine wastewaterσig.1). 

τbe vol回 nic田 hfrom eruptions pou四 intothe lake causing a rise in pH.τbis resulted in 

precipitation of Or郡nicma仕erω血ebotωm of the water column a且d田 are剖此 thishas affected 

血eprimary production of the lake. It b配阻ec1ear出atadding phosphate ωthe Iake would 

increase也epr主naryproduction. 1n the years b由 re也eacidifi回世OD，白ecatch of lacus凶且e

sockeye salmon use to be 37ω，ns on average (although也erew踊 l町'gefluctuations)， but in recent 

years由ishas reduced ωless血血1ωnσig.1).

lnte肥 stingly，after Mt Usu's erup世on泊 2000the biomass of zoop1ankωninα-eased， however， 

the haul of 1acus凶nesockeye salmon remained low. Overall， Lake Toya has be四 subject句 both

natural and human disturbance， and as a result， it presen包 m 加lpor回 tmodel system for Iakes 

worldwide. 

洞爺湖は、二級河川水の長流川水系に属する、湖水面積70.7km'(全国9番目)・最大水深

179.7m (全国4番目)の火山性カルデラ湖である。南岸には、有史以来9回の噴火を記録し、 20

世紀には23-33年おきに4回の噴火を繰返す有珠山がある o 有珠山の直下には道内有数の洞爺湖

温泉が位置しており、噴火のたびに地元住民は避難せねばならず、天然災害の甚大な影響を受

けている。

洞爺湖への流入河川は外輪山からの河川のみで、流出河川は壮瞥滝から長流川へのみであった。

しかし、 1939年に電力開発を目的として、長流JIIから洞爺湖への導水管を敷設し、 3箇所に水力

発電施設を設置した。乙の導水管の上流にあった硫黄鉱山からpH1.7の強酸性廃水が洞爺湖に

流入したため、 1970年にはpHが5.3まで低下し、湖に生息している魚類はほとんど死滅した。

1972年から消石灰により硫黄鉱山廃水の中和処理を行っている(図1)。

有珠山の噴火は、洞爺湖周辺の人キにとって過酷であるが、噴火により噴出される火山灰が、

洞爺湖に流入するととによりpHを上昇させるとともに、酸性化により湖底に沈殿して洞爺湖の

基礎生産力の制限要因になっている栄養塩のリン酸塩を添加して、基礎生産力を増大させてい

るととが明らかにされた。しかし、ヒメマスの漁獲量は、酸性化以前は年変動が大きいものの

平均37トン漁獲されていたが、近年では1トン以下しか漁獲されなくなっている。 2000年の有珠

山噴火以降、洞爺湖のpHl主上昇し、動物プランクトンの現存量色増加傾向にあるが、ヒメマス

の漁獲量は増加していない(図1)。

このように、天然および人的災害により、洞爺湖およびその周辺の環境は多大な影響を受け

てきた、世界的にも稀な湖である。

rn 

トン
100 

官
官

oass
・-

E
官
官
E
0

・4

Tons 
100 

80 

60 

40 

20 

也監1
〆-r_・

The eruptlon of M1. 
Usu(1977・2000)

• • 
• • 

Strong acld wa旬r
Inflow (1田 9)

• •• • •• 
8.0 

7.5 

7.0 

6.5 

6.0 

5.5 

5.0 

4.5 

z 
a 

• 
園
側
罵
d
円
h
v噌
円
H
』

80 

60 

40 

20 

• • 

• 
強酸性水流入

{惜期

• •• •• 
• 

8.0 

7.5 

7.0 

6.5 

6.0 

5.5 

5.0 

4.5 

z 
a 

• 

0 
2010 2000 1970 

Y岨 r

Fig目 1.Changes in pH and lacustrine sockeye副 mon回帥inToya凶 回 (1920-2∞6)

1990 1980 1960 1950 1940 1930 
4.0 
1920 

0 

2010 2000 1990 

園1洞爺湖のpHおよびヒメマス漁狙量の変化(1920-2006年)

1980 1970 1960 
年

1950 1940 1930 
4.0 
1920 



園

膏頭山と・氷舞栴)A!鵬雷同

定調闘跡調旬司曙窃白岡町防関

4司. . 

………一山崎脚有
………I:'tn~山咽…世即
日企画惜した即.，."".1:'4…問 問 判明

C;"'''-?~酎4'"6 ~， :r(l埠H 曲目時・日"(臥仰向'"1:4 <l 
1iI_ '01.1:1:'に…帥…""J:~C;IIi..，r_1:岨

一一……一一個にし叩同同一町人闘の"'17~吋園町・

輔副@叩胆b一一一…m 叩
棚酬即日 <.lsaF ; jt，叩

…一一一一…酎 耐払個抱一……l，.~，.，叫帽.(.

叩した叩岨刷叫輔 』 叫おいて ・刷 摘し てい た

間 zーさ 州四.
一…唱し 静岡旬A町、附山1つ哨問、.

一 …曲 ・岡山1:<>たH で

"111. 't"帽…一一WI:LJ4ilt.，-輔ot.....，，.;1 

a・"棚.~.

一一…即 同に即払融

市叫iI>1: I!'IU .，...1: .，割、..

M也u・u皿 dhum."Gt同胞・，...・凹咽旭曲Iplrlod

NarIh.mCuI恥.....，岨困 .. 圃.'"脂R地抽出" "岡 噛

唱圃』酬陥-.

.~一一一一一一一回一一一一四回一一一一一一一一……恒一…一山回一一一一一一一一一一一山一山m 一同国由一一一曲一一一一…一山一国一一一一一曲一一回国 z一一一』ー.~一一一一一一一一・M
M 自由2・回世』同一一…一一一-，':'" …四国1陸一一也.777  ' . .  ""四一一日町一一一一'...…山・・山由一一回一一一，-一一圃脚問 ‘噂隣…一…一…幽一一…抽

圃町叫d山

一一一一…一一一也』岡山岡-..四回幽同』酔
山幅一一一一飢回一一…回目ーω
町一園一一一山時一一一出血・-，-回一…岡山幽一一叩曲四

一一也…一・4・・…山由也-_.~也向

一一一

回



Thermal environment of Lake Toya under global warming 地球温暖化にともなう洞爺湖の熱環境の変化

Graduate School of Agriculture， Hokkaido University 

Shin-ichi Urano 

北海道大学大学院農学研究院

浦野慎一

rn:J 

τbeaff創立ofgloba1 wanning and climate change on the therma1 condi世onsof 1arge 1akes on the 
e紅白 surfa田 sare uncle町 .τberefore，wat町 tempera加resin Lake Toya we肥田町血.edbo由 at

血esur色白 nearthe shore and at six dep出sof伽n，Sm，1伽n，15m，25m，血d45mat30伽noff-shore 

企om1981ω2004， respec世間ly. From these da民 thechanges of也erma1condi世onwere 

considered over the past 24 years in the 1ake. 
Lake Toya is a temperate 1ake whlch has同ucir四 h世unperiods， Jan. and Apr.τbe wa町

民mp町出Jreof也edeep layer is the∞ns旬且tat4'C世rroughout也ey'田 r. τbe temp町a組問

change occurs in the upper layer at depth旬 about5伽1，血d血eme旬並n凶onappe置'Sat depths 

企'om1伽nω15min summer.古 田 剖lt色celayer (epilimnion) temp町 a飢reis below 4 'C in winter， 
but there is usua1ly no ice formation at the剖 由ce.S山色間四回temp町 蜘ress伽 tωd舘 inApr.

血 dr，回CiI由em副血血n回rlyinAug.百1era飴 oftempera凶rerise reduces with water dep血.

F"1gure 1 shows the changes in water temperature over血e24ye町 sfrom 1981ぬ 2004in Lake 

Toyaτbe va1ues ar竜王国mua1moving means of 365 daily va1ues. τbe va1ues企um1981旬 1994for 

伽凶5mwere 回世mated企um田E色cewatεr temperature ne紅白.esho問，血d血emea且 wa句r

temperatures of伽n-10伽n町 e血ees首ma旬dva1ues assw凶ng4 'C at 100m depth. As shown in 

宣gure1，由e阻 nua1mean water旬mpe四旬開sin the 1ake have incre蹴 dsince 1981. Bo也也e

su血ceandm田ntemp聞知reof伽ー.55min，町田ed0.766 'C and血eme岨 of加ー1仙 nincrea田 d

0.425 'C over the 24抑制. AMeDAS da旬 shows血at血eair temperatures aroW1d Lake Toya 

increased by about 1 'C for the 20 years from 1980ω2ぽ均.In addi世onEndo (1鈎9)問ported白at

in Lake Biwa the water加 np町 aturesincrea揖 dby about 1 'C for the 10 years企um1985ω1995.In 
comparison 旬 thesedata由.etemp町 a加rerise in Lake Toya is relatively sma1l. But it is clear由at

血ewa缶rtemperature in the 1ake has inα'eased due旬也eaffect of globa1 w首 ming.

τberi配 ofwater temperature brings a change in the heat ba1ance of the 1ake. As阻es也nation

of the heat ba1ance t町 ms，血.eevaporation rates (Iatent heat transfer) and sensible heat transfer 

were showed no clear cha且ge，but the net radiation a且dthe heat storage of lake have increa揖 d

overthep踊 t24拘置1

地球規模の気候変化が進む中で、地球の温暖化が湖など陸地水体にどのように影響するかは

まだ良くわかっていない。洞爺湖では、 1981年から湖岸近くで表面水温を毎日観測し、また

1994年からは約3帥 n沖にプイを浮かべ、深さOm、5m、1伽n、15m、25、45mの水温を1時間毎

に観測している。これらの観測は現在も継続中である。

洞爺湖は年lこ2回 (1月と4月)の循環期をもっ温帯湖である。深層の水温は一年を通じて4'C

で、水温変化は深さ5伽nまでの上層で生じる。夏期には1伽nから15mの深さに温度躍層が生じる。

表水層は冬期に4'C以下になるが、結氷するのは極めて稀である。表面水温は4月から上昇し始

め、 8月上旬にピークに達する。乙の水温上昇は深くなるほど緩やかである。

図1は、 1981年から2004年までの最近24年間の年平均水温 (365日間の移動平均値)の変化で

ある。 1981年から1鈎4年までの値は、湖岸の表面水温から回帰直線を使って推定した。また伽n

-100mの平均水温は深さ100mの水温を4'Cと仮定した推定値である。図から、洞爺湖の水温は

1981年から徐々に上昇しているのがわかる。平均的には、表面水温とOm-55mの平均水温はい

ずれもこの24年間で0.766'C上昇し、 Om-10Omの平均水温は同期間で0.425'C上昇した。アメダ

ス気象データによると洞爺湖周辺の気温は最近20年間で1'C前後の上昇を示しており、また遠藤

(1999)は1985年から1995年までの10年間で琵琶湖の水温が約1'C上昇したと報告している。こ

れらのデータと比べると洞爺湖の水温上昇は比較的緩やかであるが、地球温暖化の影響を受け

て水温が上昇している乙とは明らかな事実である。

水温の上昇は貯熱量の変化をもたらし、結果的に湖の熱収支を変化させる。そ乙で熱収支の

長期変化を推定した結果、蒸発量(潜熱伝達量)と顕熱伝達量には明瞭な変化が認められなか

ったが、正昧放射量と貯熱変化量が増加していることが推定された。熱収支の長期変化の把握

は難しいが、洞爺湖の水温と熱収支が地球温暖化とともにどのように変化するかは、今後も注

意深く見守ってLベ必要がある。
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Population dynamics of phyto・andzooplankton in Lake Toya 洞爺湖の動植物ブランクトンの動態

Field Science Center for Northern Biosphere， Hokkaido University 

Takashi Denboh 

北海道大学北方生物園フィールド科学センター

侍法 隆

匝型

Micros∞pic or宮富山ms也atlive in the water colwnn of a 1ake are given the name p1ankton 
(from血eG町 ekplanktos， me岨 ing“wander")because由句aresuspended or wander around in 

血ewatercol山田.In generaI，血emicroscopic organisms are∞mposed of phy旬ー皿dzoop1ankωn
About 羽田d10 species of phyt砕 阻dzoop1ank旬nhave been reported in Lake Toya， re叩配世vely.

引le田 plankωnsare the most inlpo血 ntaquatic organisms in an ecosys蜘 ofape!agic回 neof a 

lake. 

F1uctuation in biomass of phytop1ankωn in a s同組edlake such as Lake Toya is influen田 dby 

physi四1(m血 lylight皿dwater temperature)， chemicaI (mainly nu凶ent)皿 dgr岨 ng危c旬rs.In 

Lake Toya， towards the end of winter incr岡田d田1arradiation perr凶tsunl加 itedgrow由 of

phytop1ankωn adaptiveωlow water temperature because the circu1a世onof the whole water 

colwnn剖 .ppliesabundance of nu出 回 値 . 缶veraIs伊羽田 such掴 Dinobryon(Chr拘 ophy回)血d

Au/acoseira (1ヨac出町iophytes)血atforrn a c酒lonyor a filament dominate during spring. As an 

upp町 S回 .tumof warrner water develops in 1ate spring， the 1ake will be s回目宣.edinωtwo layers. 

Thus， grazing pr，四sureby herbivorous zooplank旬nsincreases and algaI grow白 becomes

phosphormト.¥imitedin the epilirnnion of the 1ake， leading ωa rapid reduction in句包1algaI biomass. 
Subsequently， h町'bivorouszoopla且k旬nsbecome food-¥imited組 dare them配 lvespredated by 

園田11pla且ktlvorousfishes， leading 旬 areduction in岳民 andabund組問. Overal¥， Bosmi，即 (a

師団lIercladoceran sp民 ies)were the dominant zooplank旬但inLake Toya for田 veraIye置も priorω 

2∞O. 
Howev町， inlmedia飴lyafter血eMtUsuerup世onin2αlO，P04-P∞n田 n仕組onof the 1ake water 

旬mpor町 ilyincreased due ω 由eaddition of volcanic ashes. In a simi1ar mann町踊 P04-P，
clllorophyll a COs<田n位'ationin由ephotic zone temporarily increased. It was considered由at

phytop1ank旬nincre潤 edby using nutrients， especially P04-P， added企omthe ashes ω出e1ake 

wa旬:r. EventuaIly，也e∞mpositionof zoopl阻 .ktoncomm田首tydr回世田町 ch田tged，岨dseveraI 

species temporarily appeared at the same也ne. Afterwards， the size of dominant zoop1ank旬n

species changed from a smaIl one (Bosmi，叩)旬 alargeone ω'aphnia). 

湖水中に生息している微細な生物は、水中を漂っているためプランクトン(ギリシャ語

planktos漂っているの意)という名称で呼ばれている。一般に、この微細な生物は植物プラン

クトンと動物プランクトンに分けられている。現在まで、洞爺湖において、約30種の植物プラ

ンクトンと10種の動物プランクトンが報告されているが、これらのプランクトンは湖沼の沖帯

の生態系において重要な役割を担っている。

洞爺湖のような成層形成する湖での植物プランクトン量の変動は、以下に示すように、物理

的要因(光、水温等)、化学的要因(栄養塩等)及び動物プランクトンによる摂食圧によって

影響されている。洞爺湖では、冬期間湖水は表層から湖底まで循環しているため、栄養塩が豊

富にあり、冬が終わる頃太陽光緩が強くなり始めると低水温に適応した植物プランクトンが増

殖してくる。そして、春には群体や糸状体を形成するジノプリオン(黄金色藻類)やアウラコ

セイラ(珪藻類)の仲間が湖水中で優占している。春が終わる頃湖水表面が暖められてくると、

湖は暖かい表水層と冷たい深水層の2層に分離される。また、水温が高くなると動物プランクト

ンによる摂食圧が高くなり、湖底から表水層への栄養塩の供給がなくなるので、植物プランク

トンの現存量が急激に減少する。 その後、動物プランクトンは餌不足となり、また自身もプラ

ンクトン食魚に摂餌されるため、個体数が減少し，成体の大きさも小さくなる。 2000年前の数

年聞は、乙のようにして小さなミジンコ類の種であるゾウミジンコが優占していた。

しかしながら、 2000年の有珠山噴火直後の降灰のため、一時的に湖水中のリン酸塩濃度の上

昇が起こると、それに付随して、同じように有光層内のクロロフィルa濃度(植物プランクトン

量)が増加した。乙れは、植物プランクトンが火山灰から湖水中に溶解した栄養塩、特にリン

酸塩を利用することによって増殖したものと考えられる。 続いて、動物プランクトンの種構成

が急激に変化し、数種が一時的にではあるが、同時に出現してきた。その後、優占する動物プ

ランクトンは、小さなゾウミジンコから大きなハリナガミジンコの仲間へと変化してきている。
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Population dynamics of sockeye salmon in Lake Toya 洞爺湖のヒメマス資源変動

Graduate School 01 Fisheries Sciences， Hokkaido University 
Takashi Matsuishi 

Field Science Center 10r Northern Biosphere， Hokkaido University 

Hiroshi Ueda 

北海道大学大学院水産科学研究院

松石 隆

北海道大学北方生物園フィールド科学センター

上田 宏

匝雪

Sockeye saImon are the most dominant and important宣shin Lake Toya.百eyarモcaughtby 

bo血 gillnetby由e倒 lermenof Toya F1shery Cooperative AssociationロFCA)血 d阻 glingby 

町 creationa1宣shermen. Accordingω 血es回世sticsof TFCA， rec閣 t回包:hh田 beenunder 1 t 

annua1ly， although annual catches were about 37 t on average before出eacidifi回世onof血.elake. 

However the配 catchdo not directly田q>ress由epopulation dyo田叫四 of由esockeye saImon in 
Lake Toya， b配加配由e国民:hdo not include the angling catch. We es世mated血.epopulation 

dyoanu四 ofsockeye saImon in Toya Lake from也espec凶lypermitted必lInetsurvey data from 

1991 by Toya Lake S回世田， Ho地aidoUniversity and angler survey da匂 ob旬inedby也eFacu1tyof 
F1sheries Sciences， Hokkaido U:凶時間ityusing也eADAPTVPAme出od.

τbe stock size of sockeye saImon was es曲na飴dabout 8∞thousand individuals in 1992 but 

decr，回配dωless出血 1∞thousandindividualsσig. 1). However， ac∞rdingω也e皿 g並唱団tch

da包， popula世onsh即 ebeen increasing sin田 2∞5.

Be回 U配血.egrowth rate of fish were fas回 from1997σig. 2) and the ind，既 ofreproductive 

su回目sobtained企om出egillnet s町 veywas also stable， it is thought that the stock would recov，町

証血espaw血 gstock is cons田vedand the juvenile release is conducted properly. 

A joint目配 置chprogr田nis running among anglers，τFCA a且dHokkaido University from 

November2∞7. In the progr田n，1∞也ousandjuve凶lefish will be released on June 20ω，and血e

grow血皿ds町vivalof the released juveniles will be observed to improve future managemenl 

洞爺湖に生息する魚類のうち、最も卓越し、また産業的・社会的に重要な魚種は、ヒメマス

である。ヒメマスは、洞爺湖漁業協同組合と釣りによる遊漁者が漁獲をしている。洞爺湖漁業

協同組合の統計に寄れば、洞爺湖の酸性化以前は年変動が大きいものの平均37トン潟獲されて

いたヒメマスの漁獲量は、近年では1トン以下しか漁獲されなくなっている。しかし、釣獲量に

ついては調査がされていなかったため、漁獲量が必ずしも資源量を反映していない。そとで、

北海道大学洞爺湖臨湖実験所が1991年より特別採捕により実施しているヒメマス刺し網調査お

よび北海道大学水産学部・大学院水産科学研究院が1998年から実施している釣獲量調査をもと

に、 ADAPTVPAIこより洞爺湖のヒメマスの資源変動を推定した。

漁獲対象となるヒメマスの資源尾数は1992年に80万尾程度であったが、その後減少し、 2004

年には10万尾を切ったと推定された(図1)。しかし、釣獲状況より2005年を底に資源回復の傾

向が見られる。

刺し網調査から、 1997年以降成長が良くなっており(図2)、また再生産成功指数もほぼ安定

していることから、産卵親魚を保護するとともに適切な種苗放流を実施すれば、資源の回復が

見込まれると考えられる。

2007年11月より、遊漁者団体である北海道釣友会、洞爺湖漁業協同組合、北海道大学が共同

で、支勿湖からのヒメマス卵による瞬化放流共同研究事業を開始し、 2008年6月に10万尾を放流

予定である。放流魚は標識をして、今後の資源管理に役立てるために、その成長・生残を調べ

ていく。
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Populatlon fluctuatlon of slka d鵠 ron Nakanoshlma Island of Lake Toya 洞爺湖申島の工ゾシ力の個体数変動

百kyoUnive附ty01 Agriculture and Technology， Institute 01 Symbiotic Science and Technology 
Koichi Kaji 

Kansai Research Center， Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI) 

Hiroshi Takahashi 

東京農工大学大学院共生科学技術院

梶光一

森林総合研究所関西支所

高橋裕史

百lreesika deer were in甘'Oducedon to N akanoshima Island (:紅回:5.2 kr的， Lake Toya， 
Hokkaido between 1956皿 d1966. Under condi世0回 世 田 ofpredators and hunting，血ede町

population inα'ea配 datara也 of16% annuaIly and reached a peak of 299田由naIs泊 au加盟国 1983.

HoweverJ
出 srapid inα四 sein population cau配 dsevere darnage白血evegetation，田d也e

population decreased ωappro:池田telyhaIfin血eh町 shwin飽rof 1983/1984 due ωfood limitation 

(n=6ηand問 movaI(n=96). 

Following也ed，配linein po開:uation，血ebody size of the remaining individuaIs beca皿e田naller，

皿 dfalling 1田:vesra血er白血E同 vege'包tionb配置le血eprimary food田町田也ronghoutthe ye町.

Following the 1984α宙 h，血epopuIation continuedωincrease at a rate of 7% per year踊出ede町

depended on faIlen leaves and Japanese plum yew (Cephalotaxus harringtonia)， which was 
originaI1y unpaIatable for deer. In March 2003，由epopula姐'Onsi盟 reached437 deer (83.5 

deer/krn') which was 1.6曲neshigher出血血e盆stpeak. Howev，町，血epopulation crashed in the 

winterof2∞'3-2004， when Japanese plum yew w田 elir凶且atedbydeer 

A1 present the d田 ron血eNak皿'OshimaIsIand feed only on faIlen leaves and the popuIation is 

町'Ound200 d田 r.古田 deerfrom N akanoshlma Isla且dswitched from high quality， but limi民:dfood

reso山首旬 alow quality abundant food re田 urceand this makes the change in their population 

unique world-wide. 

洞爺湖中島(面積5.2krn')Iこ1956-悌年に持ち込まれた3頭のエゾシカは、天敵が不在で狩猟

も行われていない完全な保護下で年率16%の高い増加率を示し、 1983年秋に約3∞頭まで増加し

た。しかし、植生破壊を引き起乙して、翌1983/84年の冬に群れの崩壊が起とり、間引きと自

然死亡により生息数はピーク時と比較して1/2以下となった。中島の群れ崩壊の原因として、

密度上昇に伴う餌不足とその冬の厳しい気象が考えられた。

その後、生き残った群れは体が小型化したが、周年にわたり落ち葉を主食とし、シカが好ま

ずに残されていたハイイヌガヤを利用し始めて年率7%で増え続け、 2∞3年3月に初回のピーク

の個体数よりも1.6倍も多い437頭 (83.5頭/krnつまで増加した。しかし、 2003-2004年冬には

ハイイヌガヤを食いつくして大量死亡が生じた。

現在、中島のシカの主要な餌は落葉だけとなったが、 2∞頭前後のシカが存続している。洞爺

湖中島ではシカが高質で限られた餌資源から、低質で膨大な餌資源へと利用をシフトしたため

に、世界的にもユニークな個体数変動がみられている。
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↓:群の崩崎署伴うピーク年


