
河川における濁りは，出水にともなう河床の巻
き上げや河岸崩壊といった自然現象，河川

における人間活動など，さまざまな要因で発生す
る．これら濁りの多くは一時的なものではあるが，
魚類やその生息環境に直接，あるいは餌資源など
を通じて間接的に影響を与えるといわれており，
淡水魚・海水魚を対象に生体の損傷，忌避行動，
成長速度，順応の違いなどに関するさまざまな検
討が行われてきた（Berg and Northcote, 1985；水産
庁，1986； Bunt et al., 2004；馬場ほか，2006；

Bilotta and Brazier, 2008；川那ほか，2008）．
高濃度の濁りが河川に生息する魚類に与える影
響については，ダムの排砂操作時の影響を想定し
た研究があり，直接的影響として成長速度の低下，
鰓表面の上皮の損傷，鰓の閉塞や病気に対する抵
抗力の低下が，間接的影響として河床環境の変化
や餌資源の劣化が挙げられている（Merle, 2000）．
実際のダムの排砂操作時には，懸濁物質濃度
（Suspended solids concentration，以下SS濃度）の
増加だけでなく，発生頻度は少ないものの溶存酸
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素の低下が生じる場合があり，その際には双方が
複合的な影響をもたらすことが報告されている
（Staub, 2000）．Newcombe and MacDonald（1991）
は濁水による生物の反応を忌避行動のような初期
反応から全個体死亡までの14のランクに分類する
とともに，Arctic grayling（Thymallus arcticu arcti-

cus），マスノスケ（Oncorhynchus tshawytscha），
ギンザケ（Oncorhynchus kisutch），ベニザケ（On-

corhynchus nerka），サケ（Oncorhynchus keta），ニ
ジマス（Oncorhynchus mykiss），ブラウントラウト
（Salmo trutta）などの魚類，動物プランクトン，
無脊椎動物などにおける120の実験結果（SS濃度
7–207,000 mg/l，曝露時間 1–8,670 h）を集約し，
濁水による水生生物への影響ランクの予測式を
“濁水の濃度（mg/l）”と“継続時間（h）”を用い
て表した．国内の淡水魚ではアユ（Plecoglossus

altivelis altivelis）やイワナ（Salvelinus leucomaenis）
を対象とした室内実験による研究事例があり（村
岡・角，1998；Muraoka and Ozawa, 2001；木下ほ
か2001, 2002），アユやイワナにおいても濁水中の
生存状況にSS濃度と継続時間の双方が関与して
いることが示されている．高濃度の濁水中の粒子
は，鰓の閉塞，損傷および成長率低下をまねく
（Sigler et al., 1984）一方で，魚種や懸濁物質の種
類によって個体の生存率や鰓への懸濁物質の付着
状況が異なることも知られている（Muraoka and

Ozawa, 2001）．濁りによる水生生物への影響は，
懸濁物質の粒径と関わりが深く（Bilotta and Bra-

zier, 2008），例えばイシガイ（Perna viridis）では
250–500 mmの径をもつ懸濁物質粒子が他の粒径の
物質に比べてより深刻な影響を与えることが報告
されている（Cheung, 2005）．このように，高濃度
の濁りにより生物が受ける影響は，魚種や成長段
階あるいは懸濁物質の種類や粒度組成の違いによ
り左右されることが一部の生物を対象に実験的に
明らかにされているものの，そのような違いが生
じる理由については明らかとなっていない．
高濃度の濁水は河岸崩壊や土石流といった自然
災害時だけでなく，河床の浚渫やダム排砂システ
ムの運用時にも発生する．人間活動にともない発
生する濁水により下流の生物が影響を受けること
が予想される場合には，その影響レベルや範囲を
予測し，あらかじめ必要な対策を講じることが必
要である．しかしながら，河川における濁りの発
生状況や懸濁物質の性状は，周辺の地質や河床の
形態などによっても異なるため，実際に濁水によ
り生物がどの程度の影響を受けるのかを既往の知

見や実験結果にもとづいて客観的に評価すること
は困難であった．そこで本研究では，わが国の重
要な水産対象魚種のひとつであるアユを対象に，
生存個体と死亡個体の鰓に付着した懸濁物質の質
量と粒度組成の違いに着目し，これらがどのよう
にアユの生死に関与しているのかを明らかとする
ことを試みた．

材 料 と 方 法

実験は懸濁物質の濃度，種類と生存率の関係を
調査した実験 I，懸濁物質による初期の影響を調
査した実験 IIの 2回に分けて実施し，それぞれ，
2000年9月12–29日と2006年9月21–22日に行っ
た．
実験装置は塩化ビニール製の不透明水槽（B

61�D 41�H 31.5 cm）および水槽底部に固定され
た3台の小型水中ポンプ（吐出量8 l/min）で構成
され，投入された懸濁物質が水中ポンプ3台によ
り撹拌される構造となっている．暴露実験の間は，
全水槽にエアポンプによる曝気を行った．実験 Iで
は空調の整った室内に設置した実験水槽内に保冷
剤を投入して，実験 IIでは河川水を通水した水路
に実験水槽を設置して，それぞれ水温の上昇を抑
えた．
実験I 実験に供したアユは，茨城県北部の養
殖場で生産された鬼怒川系の養殖アユで，養殖場
搬出の3日前から実験終了までの間，給餌は行わ
なかった．実験室搬入後10個体を各水槽に移し，
水中ポンプにより清水を撹拌した実験水槽内で24

時間馴致した．供試魚の全長は 194.8�11.8 mm

（平均�標準偏差，以下同様），体重64.0�12.8 g

（n�89）であった．実験には6個の水槽を使用し，
このうち1個には対照として懸濁物質を投入しな
かった．本実験では産地の異なる7種の陶土（懸
濁物質A, B, C, E, F, G, H），および珪藻土（Diato）
を暴露実験の懸濁物質として使用した（Table 1）．
なお，これら懸濁物質は，予備実験により懸濁物
質の投入後に実験水の pHが著しく変化しないこ
と，本実験で設定した最大の濃度においても生存
率を左右させるような懸濁物質からの有害物質の
溶出がないことをあらかじめ確認している．
懸濁物質の濃度から逆算される質量に見合った
懸濁物質を水槽内にすべて投入し終えた時点を実
験開始時間とし，実験開始時より1時間ごとに水
温，pH，溶存酸素量を測定した．
本実験では，濁りによってアユの生存状況を目
視確認することは困難であった．そこで暴露実験
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中は水槽の表面を目視観察し，水表面に衰弱した
個体が観察された後は5分に1回程度の頻度で水
槽内に直接手を入れ，死亡個体の有無を確認した．
死亡個体は速やかに水槽から取り出し，死亡確認
時刻を記録するとともに，実験室内にて鰓蓋を取
りのぞき鰓表面の懸濁物質の付着状況を実体顕微
鏡により確認した．観察は12時間連続して行い，
12時間経過時に残存個体があった場合には，さら
に12時間の曝露後の生存個体数を確認した．
実験終了後に実験水槽の中層部の濁水を採水
し，SS濃度と濁水の粒度分布を測定した．粒度組

成の測定は，JIS A 1204土の粒度試験方法にした
がい，島津レーザ回析式粒度分布測定装置SALD-

3000（SHIMADZU社）を用いて行った．
実験II 実験に供したアユは，栃木県水産試験
場において継代飼育された那珂川産のアユで，飼
育から暴露実験前の馴致期間に至るまで那珂川の
河川水で飼育した．本試験場では出水等により河
川水に濁りが発生した場合は以降の河川水の供給
を停止するため，供試魚は飼育段階において濁り
を経験していない．暴露実験用水槽には河川水を
用い，実験開始より 30分前に供試魚を飼育水槽
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Table 1. Experimental conditions (Experiment I)

Suspended solid 
Approximate 90% mortality time

Material
concentration (mg/l) WT0

(°C)
Set value Measured value pH (�) WT (°C) DO (mg/l)

A 3,200 1,924 24.4 7.3 24.4 7.5
10,000 5,232 24.1 7.1 25.0 7.3
20,000 9,155 24.7 7.1 24.8 7.5
20,000 9,532 24.6 7.1 24.5 7.9
32,000 13,047 24.8 6.9 24.9 8.4
32,000 15,161 24.9 7.0 25.0 7.5

B 10,000 5,152 20.4 7.4 21.0 7.0
10,000 7,534 24.5 7.0 23.9 7.2
20,000 11,071 24.0 6.8 23.6 6.6
20,000 14,006 24.9 7.0 24.3 6.5
20,000 14,186 24.3 7.0 24.4 7.7

C 10,000 9,039 25.1 7.2 24.8 7.7

E 10,000 7,552 20.8 — — —
20,000 15,401 24.0 7.4 23.7 6.1

F 10,000 5,196 20.7 7.2 22.4 6.2
20,000 11,831 24.1 5.7 23.6 7.1

G 10,000 8,179 20.9 7.0 23.0 5.0
20,000 15,940 24.2 6.6 24.0 7.2

H 10,000 6,646 20.2 7.2 20.8 6.9
20,000 13,461 23.9 6.7 23.5 8.0

Diato 3,200 2,807 24.6 7.2 25.1 5.9
3,200 3,144 25.0 7.2 25.2 5.2
3,200 3,247 24.1 7.3 25.2 8.0

10,000 9,157 24.0 7.1 24.3 7.3

WT0; Water temperature at completion of dissolution of set volume of suspended solids. pH; Hydrogen ion concen-
tration, WT; Water temperature, DO; Dissolved oxygen



から実験水槽に直接移した．供試魚の全長は
139.6�12.1 mm，体重は 23.6�6.2 g（n�217）で
あった．
実験水槽は 12個使用し，対照群（懸濁物質の
投入を行わない水槽）は設定しなかった．懸濁物
質には，実験 Iにおいて生存時間が短かった懸濁
物質Aと生存時間が長かった懸濁物質Gの2種を
用いた．暴露を行うSS濃度は，実験 Iの結果をも
とに2時間以内に生存率が80%を下回る濃度とな
るよう設定した（Table 2）．暴露実験では，「実験
Iと同様の方法で濁水投入後死亡した個体のみを
引き上げる実験」および「30分間隔もしくは60分
間隔で水槽内の生存個体を無作為に順次1個体引
き上げる実験」を行った．引き上げた個体の衰弱
が激しい場合には，その旨記録した上で生存個体
として取り扱った．いずれの実験においても1水槽
あたり10個体のアユを投入し，最大暴露時間は2

時間とした（Table 2）．
実験終了後，水槽中層部の濁水を採水し，SS

濃度を求めた．また実験に供した全個体の鰓を摘
出し，鰓葉，鰓耙，鰓弓を分離しないまま 2 ml

チューブ内で1 mol/l KOHおよび11.6 mol/l H2O2に
よる溶解処理を繰り返し，鰓組織を溶解して鰓へ
の付着物を回収した．濁水および鰓付着物の粒度
分布の分析には実験 Iと同様の方法を用いた．懸

濁物質に対しても鰓溶解と同様の薬品処理を行
い，薬品使用による粒度区分別減耗率を求め，鰓
付着物の粒度分析データを補正した．
アユの鰓構造と懸濁物質の粒径を比較するため
に，曝露実験とは別に実験 IIで用いたアユ1個体
（全長186.3 mm）の鰓弁を摘出し，パラフィンに
包埋後，連続横断切片を作成した．切片にはヘマ
トキシリン–エオシンの二重染色を施し，光学顕
微鏡で写真撮影を行った．さらに鰓弁の写真1枚
から代表的な5ヶ所を抽出し，二次鰓弁の間隔を
計測した．
データ解析 懸濁物質によりアユが受ける初期
の影響を比較するために，実験 Iでは，水槽内の
10個体のうちN個体目の死亡時間を（10�N）/10�

100%生存時間とした．また，生存個体を定期的
に取り出した実験 IIの結果と実験 Iの結果を比較
するため，Kaplan Meier法解析によるメディアン
生存時間（50%生存時間）をGraphPad Software

Inc社製Graph Pad Prism 5を用いて求めた．そのほ
かの統計解析においてもGraphPad Software Inc社
製Graph Pad Prism 5を用いた．検定はすべて両側
検定とし，有意水準は0.05に設定した．
本研究では，生存率と懸濁物質の粒度組成の違
いによる鰓付着物の粒度組成を比較するために，
式（1）により IPG(Di)を求め，粒径別の鰓への付着
のしやすさの指標として用いた．本指標は，当該
粒径をもつ粒子の濁水中含有比に対する鰓付着物
中の含有比を示す．

IPG(Di)�PGill(Di)
/PSS(Di)

－1 （1）

ここに，
IPG(Di)：DiからD（ i�1）の粒径をもつ懸濁物質
の鰓への付着しやすさを表す指標．

Di： JIS1204により区分される粒径．“Diから
D（i�1）の粒子”は大きさDiのふるい目を通過し
D（i�1）のふるい目を通過しない粒径を示す．

PGill(Di)
：DiからD（i�1）の粒径をもつ鰓付着物の

鰓付着物総量に占める割合（%）．
PSS(Di)
：DiからD（i�1）の粒径をもつ粒子の懸濁

物質中含有率（%）

結　　　　　果

実験 I 実験で用いた濁水中で浮遊状態にある
懸濁物質の粒径はおおむね 1–300 m mの範囲に収
まった．実験 Iの範囲においては，懸濁物質の粒
径は，D50%（有効粒径；乾燥重量において全体の
50%の粒子が通過するふるい目の大きさ）ではC,
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Table 2. Experimental conditions (Experiment II)

Suspended solid 
concentration (mg/l)

Material WT0 (°C)

Set value
Measured 

value

A 10,000 4,212 20.9, 22.6
10,000 4,438 21.1, 23.0
10,000 4,825 21.5–22.9
20,000 6,903 19.1, 20.2
20,000 7,541 19.2, 22.1
20,000 8,136 19.0, 21.0
15,000 9,291 21.1–23.3

G 20,000 11,325 21.9
15,000 13,530 22.0–23.3
20,000 15,822 22.4–23.0
20,000 18,552 19.1–22.9
20,000 20,751 19.0–20.7

WT0; Water temperature at completion of dissolution
of set volume of suspended solids.



E, F, G�B, H�A�珪藻土の順となった．また，珪
藻土は，10 mm以下の粒子をほとんど含まなかっ
た．高濃度の濁水に曝されたアユの暴露時間と生
存率の関係は，シグモイド曲線を描き，同じ懸濁
物質の場合，SS濃度が高いほど生存時間は短く
なった．また，同程度のSS濃度・生存率のケース
間では，90%生存時間は再現性が高いが，生存率
が小さくなるほど，ケース間の結果のばらつきが
大きくなった．

90%生存時間とSS濃度（実測値）の関係をFig.

1に示す．珪藻土をのぞく懸濁物質では，SS濃度
と生存時間の間には負の関係があるとともに，同
じ懸濁物質では同程度のSS濃度において同程度の
生存時間を示した．生存時間のばらつきはSS濃度
が小さいほど大きく，SS濃度が高くなるにつれ生
存時間のばらつきおよび勾配が小さくなった．異
なる懸濁物質の間では，懸濁物質A�B�H�G, E

の順で生存率が小さくなる傾向を示し，この関係
は懸濁物質のD50%の関係とほぼ逆の順であった．
実体顕微鏡による鰓表面の観察では，死亡個体
では二次鰓弁全体に懸濁物質の粒子が付着してい
たのに対し，生存個体では懸濁物質の付着は二次
鰓弁の一部に限られていた．また珪藻土は，他の
懸濁物質と比較して鰓表面により厚く盛り上がる
ように付着した．珪藻土は鰓への付着に関する性
状が異なると考えられたため，珪藻土は以降の解
析から除外した．
実験II 実験で用いた濁水の中で浮遊状態にあ
る懸濁物質の粒径Dはおおむね1–100 mmの範囲に

収まり，懸濁物質の粒径は，D50%においてG�A

の順となった．
メディアン生存時間とSS濃度の関係をFig. 2に
示す．実験 IとIIのメディアン生存時間は，同じ懸
濁物質・濃度においてほぼ同程度の関係を示し，
実験 Iと IIの間の再現性が確認できた．SS濃度が
高くなると，実験 Iにおける90%生存時間と同様
に，生存時間が変化しなくなる状況がみられると
ともに，そのSS濃度は懸濁物質Aでは10,000 mg/l

前後であるのに対しGでは16,000 mg/l前後であっ
た．また，懸濁物質とメディアン生存時間の関係
は，実験 Iと IIを通じてA�B, H�Gの順で小さく，
これは実験 Iにおける90%生存時間の結果と一致
した．

Fig. 3は実験 IIにおける暴露時間と鰓付着物質
量の関係を示す．鰓付着物の総量は，生存個体で
は衰弱の激しい個体を含めて暴露時間によらずほ
ぼ一定であるのに対し，死亡個体では死亡までの
経過時間（暴露時間）が長いほど付着物の量が多
くなる傾向を示した．図中の破線は，データがガ
ウス分布であると想定した際に得られる線形回帰
の勾配の95%信頼区間を示す．懸濁物質AとGそ
れぞれについて線形回帰の勾配を比較したところ，
生存個体と死亡個体の勾配には有意な差がみとめ
られた（F検定，懸濁物質A；F�4.566, P�0.0466，
懸濁物質G；F�4.310, P�0.0483）．また，懸濁物
質AとGの間で生存個体の線形回帰の勾配・高さ
と切片に有意な差はなく（F検定，勾配； F�

0.05238, P�0.8213，高さと切片； F�0.2956, P�

0.5924），同様に死亡個体間においても有意な差は
みとめられなかった（勾配；F�1.284, P�0.269，
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Fig. 1. Relationship between suspended solid con-
centrations (SSC) and time to 90% survival (Experi-
ment I). With the exception of Diato, all relationships
were negative. SSC over 10,000–15,000 mg/l are
shown to have slopes that are constant for the same
material. Percentage survival decreased in the order:
A�B�H�G, E, an approximate reversal of the order
based on 50% grain diameters.

Fig. 2. Relationship between SSC and the time to
median survival (Experiments I and II). Median sur-
vival times in the same suspended materials and con-
centrations were similar between experiments I and II.
The median survival time was closely related to SSC
in the same suspended materials.



高さと切片；F�1.754, P�0.198）．鰓付着物の平
均値は，生存個体，死亡個体共に懸濁物質AとG

の間に有意な差はみとめられなかった（t test，生
存個体； t�1.544, P�0.137，死亡個体； t�0.9621,

P�0.345）．
死亡個体，生存個体それぞれの鰓付着物のサン
プル数が多かった懸濁物質Gを用いて粒径区分別
鰓付着物質量を比較すると（Fig. 4），死亡個体に
おける各粒径区分の付着物質量は，粒径 1.237–

35.977 mmの範囲の17区分すべてにおいて生存個
体よりも有意に高く（t test, t�2.18–3.34, P�0.05），
それ以外の区画では有意差は検出できなかった（t

test, P�0.05）．また，粒径5.404–35.977 mmの範囲
の10区分すべてにおいて死亡個体と生存個体の付
着物質量の分散は有意に異なる結果となった（F

test; P�0.05）．これらのことは，懸濁物質中の粒
子のうち粒径1.237–35.977 mmの粒子が個体の死
に至る鰓の閉塞に特に関与していることを示して
いる．

IPGとDの対数値の2次導関数の値が0を示すP1,

P2, P3はそれぞれ IPGの中央値の変曲点を表し，
P1–P2およびP3より大きい範囲では IPGとDの関係
が凹状，P2–P3およびP1より小さい範囲では凸状で
あることが示され，これらの点の前後の粒径にお
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Fig. 3. Relationship between exposure time and total dry mass of adherent materials on gills (Ex-
periment II) (a; particle material A, SSC 4212, 4438, and 4825 mg/l, b; particle material G; SSC
18,552 and 20,751 mg/l). The mass of adherent particles on gills of surviving fish was invariable and
less than that of deceased individuals. The mass of particles adhering to the gills of deceased individ-
uals increased with longer exposure time. The slope of the linear regression differed significantly be-
tween deceased and surviving individuals for the two materials.

Fig. 4. Particle mass adhering to gills determined for each grain diameter (Experiment II) (particle
material; G, SSC; 18,552 and 20,751 mg/l, a; Deceased individuals (n�14), b; surviving individuals
(n�8, including two moribund individuals). Broken line indicates median value of particle mass for
deceased individuals. There was a significant variation between deceased and surviving individuals in
the distribution of particle diameters between 1.237 to 35.977 mm.



いて鰓への付着しやすさと粒径の関係が変化する
ことが示された（Fig. 5a, b）．IPGは懸濁物質の種
類，濃度さらに個体の生死によらず，同様の傾向
を示すとともに，3つの変曲点P1, P2, P3はそれぞれ

DP1�5.27�0.82 mm，DP2�20.06�3.09 mm，DP3�

45.72�2.28 mmとおおむね一致した（Fig. 5c）．こ
こに，DP1の値は，生存個体と死亡個体の鰓への
付着物量の分散が有意に異なる粒径区分の下限値
と一致し，DP2とDP3の中央値は質量および分散が
有意に異なる粒径区分の上限値35.977 mmとおお
むね一致した．さらにアユの二次鰓弁を観察した
結果（Fig. 6）から，DP2は隣り合う二次鰓弁の平
均間隔（23.6�4.8mm）に，DP3は二次鰓弁3本分
の幅に相当した．これらの結果は，個体の生死や
懸濁物質の種類に関わらず，二次鰓弁に付着しや
すい粒子の粒径があり，その大きさは二次鰓弁の
間隔と関連があることを示している．
実験結果の補正 実験 Iにおける90%生存時間

の関係（Fig. 1）および実験 I · IIにおけるメディア
ン生存時間の関係（Fig. 2）を，懸濁物質中にお
けるDP2からDP3の範囲の粒径をもつ粒子の質量比
（以下 SS濃度補正値）を用いて表した（Fig. 7）．
ここに，SS濃度補正値は本研究で得られたDP2�

20.06�3.09 mm, DP3�45.72�2.28 mmをもとに，こ
れを包括する粒度分布測定区分19.124–54.826 mm

（以下19–54 mm）の測定値より求めた．
補正の結果，SS濃度の実測値を用いた 90%生
存時間は懸濁物質によってばらつきが大きかった
のに対し（Fig. 1），SS濃度補正値を用いた90%個
体生存時間は懸濁物質によらず，高い精度で一致
した（Fig. 7a, R2�0.8615, n�18）．メディアン生存
時間においても，ばらつきが残るものの，実測値
を用いた結果（Fig. 2）と比較して懸濁物質間にみ
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Fig. 5. IPG of Experiment II. a; median value and
grain diameter, b; Second derivative of IPG, c; inflec-
tion point of IPG. Here IPG(Di)�PGill(Di)/PSs(Di)�1. IPG(Di)

is the index of adherent particle mass for each grain
diameter. PGill(Di) is the mass ratio of particles adhering
to the gills in which the grain diameter is between D(i)

and D(i�1). PSs(Di) is the mass ratio of particulate mate-
rials in the water having a grain diameter between D(i)

and D(i�1). “A” and “G” on legend indicate suspended
material; “L” indicates surviving individuals. SSC for
each group were as follows: A–1; 4,212, 4,438, 4,825
mg/l, A–2; 8,134 and 9,291 mg/l, G–1; 11,325,
15,822, 18,552, 20,751 mg/l. The median values of IPG

showed similar relationships among suspended materi-
als, among suspended concentrations, and for de-
ceased or surviving individuals. The three points (P1,
P2, P3), where the second derivative of IPG equals 0,
were also similar within the above groups in some
cases. The mean grain diameter of these points was
Dp1�5.31�0.74 mm for P1, Dp2�20.48�2.952 mm for
P2 and Dp3�44.75�3.12 mm for P3.

Fig. 6. Photomicrograph of gill filaments of Ayu
(TL 186.3 mm). The space between two adjoining fila-
ments (23.6�4.8 mm) was approximately equal to par-
ticles of diameter (21 mm), which were found to ad-
here easily.



られたばらつきは小さくなった（Fig. 7b）．

考　　　　　察

懸濁物質の鰓への付着物量 これまでサケ科の
魚類を対象に報告されている事例では，高濃度の
濁りと生存率の関係は，懸濁物質の濃度（Sigler

et al., 1984; Lloid, 1987），成長段階（Sigler et al.,

1984），懸濁物質の大きさや水温（Servizi and

Martens, 1991）など，いくつかの要因が関与して
いるとされる．魚種，成長段階および水温が実験
間で大きく異ならない本実験では，実験 I, II間に
おいて，同じ懸濁物質・濃度での生存状況には再
現性がみられたが，懸濁物質の違いにより生存状
況が異なる結果となった．
濁りによる影響の初期状態として魚の呼吸数

（Coughing）の増加が挙げられ（Hughes, 1975），
Newcombe and MacDonald（1991）はこれを濁水に
よる影響の最も低いランクに分類している．川本
（1986）は，平常の呼吸では鰓の洗浄を行わない
ニジマスが，混濁した水中に入れると鰓に引っか
かった粒子を排出するための洗浄運動を行い，そ
の頻度も汚濁度が高くなるにつれて多くなると述
べている．本実験において生存個体の鰓付着物量
が曝露時間によらずほぼ一定であったことは，本
実験のように高濃度の濁りに対しても呼吸行動に
よる懸濁物質の洗浄が機能していることが推察さ
れる．
高濃度の懸濁物質に曝露された個体の鰓表面に
は粘膜が発生し，これに懸濁物質が付着する
（Staub, 2000; Bunt et al., 2004）．さらにStaub（2000）
は，鰓の膜を通過して鰓組織の隙間に取り込まれ
た小さい粒子が粘液の分泌を誘発し，魚の周囲の

水から血液への酸素輸送速度を低下させることを
報告している．本実験においても死亡個体の鰓に
は，二次鰓弁の表面全体に粘膜により捕捉された
と思われる懸濁物質の付着が観察された．この付
着物の量は，曝露時間が長くなるほど多くなる傾
向を示し，長時間の曝露が粘膜の発生量を増加さ
せていることが推察される．一方で，生存個体の
鰓付着物の量は曝露時間によらずほぼ一定であっ
たことから，死亡個体の鰓表面に観察された懸濁
物質は，死亡直前の短時間に付着したものと推定
される．
ここに，鰓に付着した懸濁物質が粘膜に捕捉さ
れたものだけである場合（Staub, 2000），鰓への付
着物の粒度組成は，粘膜に捕捉されないような大
きな粒子をのぞいて懸濁物質の粒度組成を直接反
映するため，懸濁物質の鰓への付着しやすさを示
すIPGは，粒子の大きさによらず一定値を示す．し
かしながら，本研究ではIPGは一定値を示さず，生
存個体･死亡個体や懸濁物質の種類が異なる実験
間に共通の変曲点が 3ヶ所観察されたことから，
鰓への懸濁物質の付着は，粘膜による捕捉以外に
別の要因があることが推測された．

懸濁物質中の微小な粒子の影響
懸濁物質の粒径が濁水による魚への影響に関与
していることについてはいくつかの報告があり
（ Staub, 2000; Cheung and Shin, 2005; Bilotta and

Brazier, 2008），本実験においても，異なる懸濁物
質間における生存状況は，懸濁物質のD50%とほぼ
逆の順であった．Staub（2000）は，懸濁物質中の
小さい粒子が鰓の膜を通過して鰓組織の隙間に入
り込むことによる影響を報告している．低濃度の
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Fig. 7. Relationship between modified SSC and survival (a; time to 90% survival (experiment I), b;
median survival time (experiments I and II)). The time to 90% survival was closely related to modi-
fied solid concentrations among suspended materials (R2�0.8615). The relationship between median
survival time and modified suspended solid concentration were variable.



濁水による影響について水産庁（1986）は，アユ
を0, 20, 80 mg/lの白陶土（以下カオリン）に30日
間曝露した際には濁水区で呼吸数がやや多い個体
が見られたが平均値には有意な差はみとめられず，
鰓の組織の異常やカオリンの付着はみられなかっ
たと報告している．産地にもよるがカオリンの最
大粒径は5 mm程度，D50%は3 mm以下と小さいこ
とから（高坂・姜, 1969），筆者らはアユにとって
カオリンのような微小な粒子は，通常の呼吸運動
において十分に洗浄可能な大きさであるとともに，
単独では鰓の閉塞に直接関与しないと推定した．
一方で，本研究において生存個体に対して死亡個
体の鰓に有意に多く付着した懸濁物質は，粒径
D�1.237–35.977 mmの範囲であり，これにはカオ
リンの粒度組成と同等の粒子も含まれることから
（高坂・姜，1969），微小な粒子の鰓への付着に
は，さらに大きな粒子の存在が関与している可能
性が考えられた．
懸濁物質の粒度組成と二次鰓弁の構造 IPGの
変曲点P1, P2, P3の結果から，個体の生死や懸濁物
質の種類にかかわらず，二次鰓弁に付着しやすい
粒子の粒径があり，その大きさは二次鰓弁の間隔
と関連があることが推定された．
鰓内部に取り込まれた粒子のうち，二次鰓弁の
間隔とほぼ同程度の大きさの粒子は鰓表面や粘膜
に接するため，摩擦の影響を受け，二次鰓弁の間
を通過（洗浄により排出）させるためにはより多
くのエネルギーを要すると考えられる．本研究に
おいて IPGの変曲点P2の値DP2が二次鰓弁の間隔と
おおむね一致したのは，鰓内部に取り込まれた粒
子のうち，カオリンのように二次鰓弁の間隔より
も十分に小さい粒子は滞ることなく二次鰓弁の間
を通過できるが，二次鰓弁の間隔相当の大きさの
粒子は，鰓内部から洗浄され難くなるためではな
いかと筆者らは考えた．さらに粒径が大きくなる
と，懸濁物質の粒子は鰓に取り込まれるのではな
く，鰓表面を通過すると考えられ，IPGの変曲点P3

の値DP3が二次鰓弁 3本分の幅程度となったこと
は，おおむねこれよりも大きな粒子が二次鰓弁の
間に入らなくなるものと推定される．
一方，生存個体と比べ死亡個体の鰓には，DP2–

DP3よりも小さい粒径1.237–35.977 mmの粒子が多
く付着しており，鰓に捕捉されやすい粒子よりも
小さい粒子も個体の死亡に関与することが推察さ
れた．隣り合う二次鰓弁が平行で，その間隔と等
しい径Daをもつ2個の懸濁物質の粒子Pa1, Pa2が
互いに接する状態で二次鰓弁内にあるとき，2個

の粒子Pa1, Pa2と二次鰓弁すべてに接する球の最小
径Dbは，Db�Da/4で表される．Da�Dp2�20.06

mmのとき，Dbの値として5.02 mmが得られ，この
値は本研究における IPGの変曲点 P1の値 DP1�

5.27�0.82 mmとほぼ一致する．同様に，互いに接
するDbの径をもつ2個の粒子の隙間を通過できる
粒子の最大径Dcは，Dc�D2/16�1.25 mmとなり，
この値は死亡個体の鰓に死亡直前に付着すると推
察された粒子の粒径の下限値1.237 mmとほぼ一致
する．これらの結果は，二次鰓弁と同程度の径を
もつ粒子の鰓への付着が，単独では鰓の閉塞を起
こさない微細な粒子の2次的・3次的な捕捉につ
ながっていることを示唆する．また，珪藻土が他
の懸濁物質と比較して死亡個体の鰓表面に，より
厚く盛り上がるように付着していたのは，珪藻土
が10 mm以下の粒子をほとんど含まないため，こ
の2次的・3次的な捕捉が粒子間ではなく，粒子
上に重なる様に捕捉されたことも一因と考えられ
る．
水を介して呼吸する魚はヒトと比べて多くの呼
吸媒体を呼吸器のガス拡散面に流さなければなら
ず，さらに水は空気に比べて密度・粘性が高いた
めに呼吸媒質を取り入れてガス拡散面に流すのに
多くのエネルギーを必要とする（板沢，1991）．二
次鰓弁の隙間が懸濁物質の粒子によって閉塞され
ると，呼吸媒体である水を通過させる隙間が二次
鰓弁の間隔よりも小さくなり，同レベルの水を通
過させるためにはより大きな圧力を必要とするた
め，呼吸により多くのエネルギーを必要とするこ
ととなる．高濃度の濁りに曝された個体は鰓に付
着しやすい粒子を洗浄するための呼吸行動をとる
が，個体の衰弱などにより洗浄機能が低下するこ
とにより鰓に付着する粒子量が増加し，これらの
粒子の間に，さらに小さい粒子が付着することで
呼吸のための水を通過させる隙間が急激に小さく
なり，二次鰓弁を通過させる水の量を減少させ，
それにともなう酸素の欠乏によりさらなる衰弱が
短時間に発生していることが推定された．
生存時間と粒度組成 以上の結果より，鰓に捕
捉されやすい粒子のうち，1次的に鰓に付着しや
すいことが推定されたDP2–DP3の大きさの粒子が懸
濁物質中に多く含まれるほど，濁水の影響が大き
いと考えられる．この範囲の粒子のSS濃度（SS

濃度補正値）を用いると，90%生存時間は懸濁物
質によらず，高い精度で一致し，メディアン生存
時間においても，SS濃度の実測値との関係と比較
して懸濁物質間にみられたばらつきは小さくなっ
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た．これらのことから，高濃度の濁りによるアユ
の生存状況は，鰓に付着しやすい粒子の範囲を求
め，その範囲の径をもつ粒子の濁水中の含有量を
考慮することにより，精度よく推定され得ると考
えられる．
以上，高濃度の濁りに曝露されたアユの生存率

は，ある特定の粒径範囲にある粒子の影響が大き
いことが定量的に示された．また，この粒径範囲
と鰓の構造（二次鰓弁の間隔）との間には以下の
ような関係があることが推察された．
アユへの影響が特に大きいと考えられる粒径の
範囲（以降特定範囲）は，隣り合う二次鰓弁の間
隔から3本の二次鰓弁の間隔で表され，鰓内部に
取り込まれたこの範囲の径をもつ粒子を洗浄・排
出するためには時間がかかるためと考えられた．
また，これよりも十分に小さい微細な粒子は，そ
れ単独では二次鰓弁の閉塞を起こさないが，特定
範囲の粒子があることにより，その隙間に 2次
的・3次的に捕捉されていると推定された．さら
に，特定範囲の粒径をもつ粒子の懸濁物質中の濃
度を用いることにより，異なる懸濁物質間におい
てもアユの生存状況を精度良く再現することがで
きた．これらの結果は，これまで困難であった実
験結果の実河川への適用に資すると考えられる．
一方，魚種や成長の段階などさまざまな要因に
よって鰓の構造や酸素要求量なども異なり（板沢，
1991），影響を与える粒径の範囲もまた異なる可
能性があることから，今後成長段階の異なるアユ
や異なる魚種においても同様の現象が生じている
のか解明していく必要がある．また，実河川にお
いては濁りの成分は今回実験を行ったような生物
への直接的影響だけでなく，出水時やその後の河
川内の物理環境とも関わりが深い要素でもある
（Bilotta and Brazier, 2008）．長期的な濁りの影響や
生態系全体に視点をおいた影響については，物理
環境や餌資源など間接的な影響も踏まえたさらな
る検討が必要と考えられる．
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