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ろ紙を用いたアオコ状況管理指標構築の取組み
－中間報告－
Efforts for development of blue-green algae occurrence indicator
using filter paper in dam reservoirs (Interim report)
小
木
研究第二部 主任研究員 梶
研究第二部長 加

研究第二部

上席主任研究員

研究第二部

主任研究員

林
村
山
藤

靖
文
泰
宏

典
宣
弘
基

我が国の主要河川の上流域にはダム貯水池が多く存在しており、ダム貯水池は水環境として重要な構成要
素といえる。しかし、ダム貯水池では、富栄養化に伴う水質問題、たとえば貯水池内での藻類の大量増殖に
伴う植物プランクトンの集積によるアオコ等の景観障害が発生し、貯水池周辺と下流河川の環境や利水に影
響を与えている場合がある。
アオコによる景観障害については、日々の気象・水象の変化に応じてその程度が大きく変化することから、
現状の定期水質調査等で計測されている水質指標だけでは、その発生状況の推移を的確に把握できない可能
性がある。とはいえ、水質分析や藻類同定に要する時間や費用の面から、調査項目・頻度をあまりに増やす
ことは適切ではなく、また計測に技術を要する指標等は迅速な現場対応には適さないため、できるだけ簡易
な方法でアオコ発生状況を把握できる手法の開発が望まれる。
本稿は、アオコ発生状況を簡易に把握する新たな指標の構築に向け、筆者らが三春ダムを調査フィールド
として取り組んでいるアオコ状態の可視化・客観化手法の開発について、中間報告として取りまとめたもの
である。
キーワード：水質問題、景観障害、管理指標、アオコ、ろ紙
There are a lot of dam reservoirs in the upper river basin on the main rivers of our country, and it may be said
that a dam reservoir is the component which is important as water environment. However, in the dam reservoir,
landscape obstacles such as blue-green algae by accumulation of the phytoplankton with the issue of with the quality
of the water accompanying eutrophication, e.g., the algal mass increases in the reservoir occur and may affect the
environment and the irrigation of around reservoir and the down stream river.
Because the degree of landscape obstacles by blue-green algae greatly changes depending on the daily atmospheric
and hydrospheric changes, it may be unable tobe exactly grasped transition of blue-green algae occurrence aside
simply by water quality index currently measured in periodic water quality investigations. However, development
of the technique of the ability to grasp a blue-green-algae occurrence by the simplest possible method from the index
which is not suitable for increasing a survey item and frequency too much, and measurement takes technology not
being suitable for a prompt on-site action from the field of the time which water quality analysis and algal mass
identification take, or expense is desired.
As for this report, the writers issued an interim report on development of the technique of visualization and
objectification of a blue-green-algae state which is tackling considering Miharu Dam as the investigation field towards
the construction of a new index which grasps a blue-green-algae occurrence simply.
Key words：water quality problems, landscope damages, indicator, blue-green algae, filter paper
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（案）」において紹介されている「ろ紙を用いたクロロ

１．はじめに

フィルａの簡易確認」１）を応用し、簡易的なアオコ状
態の可視化・客観化手法を試みるものである。

我が国では、ダム貯水池の水質に関して、これまで
数多くの研究が行われ、流入水浄化や湖内循環等の水
質保全対策が水質改善に多くの成果を挙げてきた。一

２．ろ紙を用いたアオコ状況管理指標

方で、富栄養化に伴う水質問題、とりわけアオコ等の
藍藻類の異常増殖に起因する問題がいくつかのダムで

（１）アオコ状況管理指標の概要

見られ、利水やダム貯水池の親水活動に影響を及ぼす

ろ紙を用いたアオコ状況管理指標とは、湖水をろ紙

事例が生じている。

でろ過し、その色合いで貯水池のアオコ発生状況を確

アオコ発生などの富栄養化に伴う水質問題を湖内対

認する手法である。

策によって軽減・解決するためには、その発生場所や

ダムごとに色見本を作成して、それに基づいてアオ

発生時期、気象・水象条件との応答関係等の特性を把

コ状況を把握し、その変化を監視していくことから、

握する必要があり、複数個所での調査が求められる。

本指標は色見本の作成が最も重要となる。この色見本

また、水質現象の発生状況を、利水者等の関係事業体

に基づき日々の色合いの変化を観察することで、当該

などにできるだけ早い段階で発信するためには、調査

年のアオコの発生状況が簡易に把握できるとともに、

で得られた検体の迅速な分析が必要となる。

毎年のデータを蓄積することで、その年の発生傾向に

現状の水質調査は、ダム貯水池の数箇所で実施して

ついてある程度予測することが可能になると考えられ

いるケースが多く、湖面の状況を網羅的に把握してい

る。

るとは言い難い。
アオコの分布状況に至っては、スケッ

また、例年と異なる色合いが確認された場合には、

チ等で記録しているダムもあるが、多くは巡視者の感

貯水池の藻類状況が変化してきている、すなわち水質

覚や記憶によるところが多いようである。また、現状

現象に変化が現れてきていることを早期に察知するこ

の水質調査で計測されている水質指標は、その多くが

とが可能となる。

検体取得から分析結果が得られるまでにタイムラグが

さらに、ダム来訪者に対するアオコ発生状況の説明

ある。

に際し、例年より発生時期が早い・遅いや、濃い・薄

現状の水質指標はその後の解析や対策検討に非常に

いなど客観的な説明が可能となることや、環境学習の

重要なデータではあるが、迅速な現場対応のためには、

一環として実際にろ紙調査を体験してもらい、環境に

それ以外にもアオコの分布状況や時間推移、おおよそ

対する意識啓発に活用することが期待できる。

の現存量について、労力や費用を抑えたできる限り簡
便な方法で把握することが重要であると考える。

（２）アオコ状況管理指標構築に当たっての課題

この課題に対する一つの解決策として、国立環境研

指標構築に当たっては、次のことが課題として挙げ

１）

究所が開発した「見た目アオコ指標」 がある。この

られると考えられる。

指標は、アオコの見た目の発生状況をレベル０からレ

a）貯水池独自の色合いの把握

ベル６まで７段階に分類するものであり、通常は専門

他所での調査実績から、貯水池による藻類相の違い

的な分類同定技術をもった実務者が実施する藻類の同

や季節・時期による属種の変化が、ろ紙の色合いに大

定計数によってアオコの発生量を把握していたもの

きな影響を与えることが報告されているが、この知見

を、湖水の見た目の色合いのみでおおよそのアオコ発

は非常に少ないのが現状である。

生量を推定できる点で有用性が高いものである。しか

このため、三春ダム貯水池独自の色見本と、藻類発

し、この方法は、調査の容易性が評価される一方、肉

生状況を主とするその時の貯水池水質状況を客観的な

眼による判定のため、判定者によって結果が異なる可

資料として確立するには、クロロフィルａ濃度の測定

能性が高く、客観性に課題が残されている。

および藻類の同定・計数を同時に行い、各々の関係を
整理・記録していくことが重要である。

このような状況を踏まえると、現場で簡単に実施で

b）深度の違いによる代表性の確認

き、かつ、客観性をもってアオコ発生状況を把握・管

貯水池内でのアオコの深度方向の分布状況は、水深

理できる調査指標が求められているといえる。
そこで、筆者らは、アオコ発生状況を客観的に表

１ｍの中でも大きく異なることが知られているが、そ

現する新たな指標の構築に平成 24 年度から着手した。

のうち、どの深度のろ紙の色合いが見た目のアオコ状

この指標は、
「今後の湖沼水質管理の指標について

態と最もよく一致するかについては、既往の知見が存
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在しない。
したがって、平成 24 年度の調査では、複数の深度

大滝根川

蛇沢川

(本川)

からアオコを含む水を採水して、ろ紙による色合いを
確認・記録し、のちにアオコスケッチ等と照合して最
も代表性の高い水深を確認することが重要である。

浅層循環施設

●

c）ろ過の方法

●● ●
●●
●

ろ過する水量によってろ紙の色合いも異なることか
ら、どれほどのろ過量を標準とするかという方法を統

大滝根川

●

深層曝気施設

●

ダム

(本川)

一しておかなければならない。
d）ろ紙の撮影方法

0.5 km

ろ紙の色合いを正確に記録するには、写真撮影の際

牛縊川

蛇石川

図-1 三春ダム貯水池の形状および水質保全対策

のろ紙への光の当たり具合も統一する必要がある。特
にデジタルカメラでの撮影では、光の当たり方で色合

以上のように、三春ダムは、貯水池や流域の特性か

いが大きく異なる可能性が高く、あとでサンプルを比

ら、毎年のアオコ発生が避けられず、景観障害やダム

較する際の正確さを確保するためにも光条件を室内等

サイト付近で過度な集積が起きた場合の腐敗臭問題な

で統一させることが重要となる。

ど改善すべき課題がある。平成 23 年度三春ダム水質
対策検討会においては、アオコの発生状況を客観的に
判断できる指標を設定し、アオコの発生状況を公表し

３．ろ紙調査

ていくことが必要であるとの報告がなされている。同
検討会における、ろ紙によるアオコ調査は分かりやす

（１）調査フィールドの概要

くてよいとの評価を受け、三春ダム管理所は、アオコ

三 春 ダ ム は、 阿 武 隈 川 水 系 大 滝 根 川 に 建 設 さ れ
6

3

発生レベルの客観的指標構築を目的として「ろ紙調査

1998 年に竣工した、総貯水容量 42.8 × 10 m 、湛水
2

面積 2.9km の国土交通省が管理する多目的ダムであ

によるアオコレベルの可視化・客観化」のための調査

る。

を開始している。

ダム貯水池への主要な流入河川は、蛇沢川・大滝根
（２）調査期間・地点

川本川・蛇石川・牛縊川の４本であり、流域面積比か

三春ダムにおけるミクロキスティスを主体とするア

らの推定では総流入量の８割以上が本川からの供給で

オコ発生期間は、これまでの実績から概ね９月上旬か

ある。
三春ダム流域内は、２市１町、約 31,000 人の人口

ら10月末までであることが知られているが、平成24

を有し、流域の土地利用状況は、流域面積の約６割を

年度調査は現場のアオコ発生状況に鑑み、８月31日か

山林が占め、平坦地では市街地と農畜産業といった１

ら11月22日までの間で８回行った。採水は、貯水池内

次産業が盛んに行われている。また、流域の地質は、

の代表的なビューポイントと考えられる、ダムサイト、

花崗閃緑岩、花崗岩が多く風化しマサ化した土砂が広

春田大橋の２地点と、特にアオコの発生が濃い地点で

がっている。

行った。ダムサイトと春田大橋の位置を図-2に示す。

このような背景のもと、三春ダム貯水池では、流入
する栄養塩負荷レベルが非常に高いことや、ヤツデ状
の複雑な貯水池形状のため局所的な滞留箇所が多数あ
ることから、
計画当初から富栄養化が懸念されており、
ダム建設時から各種水質保全対策を導入し、試験湛水
開始以後これらの運用と、綿密なモニタリングに基づ
いた水質管理が行われてきている。その結果、貯水池
内での水質悪化は見られないものの、出水時には、有
機物や栄養塩が高濃度で流入してきており、依然とし

ダムサイト

春田大橋

て、毎年のようにアオコが発生している。
貯水池の形状および水質保全対策の配置状況は図-1
に示すとおりである。

図-2 採水位置図
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（３）調査のながれ
採水は、ダム堤体上や橋脚上から、ロープを付けた
バケツを投下し、湖水を汲み上げて行う。採取したサ
ンプルは、ろ紙フィルターによりろ過し、ろ紙につい
た色の状況を観察するとともに、統一した光条件のも
とで写真撮影して記録する。また、サンプルは、ろ紙
の色合いとの関係を把握するため、クロロフィルａ濃
度の測定および検鏡による同定・計数を実施する。
調査のながれは図-3 に示すとおりである。
写真-3 フィルターフォルダー

採水・現地観測
ろ過
（100mL、300mL）

b）ろ過の方法

水質分析
（クロロフィルａ、
植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）

シリンジに湖水を入れ、ろ紙を入れたフィルター
フォルダーに注入量 100mLになるまで注入を繰り返

ろ紙調査

す。

・カラーチャートと一緒に撮影
・野外で日光を背にして撮影

ただし、100mLで色が見にくい場合は 300mL注入
した場合も実施した。また、アオコの濃い場所で 100

ろ紙の色補正
・画像処理ソフトで色補正

mLまで注入できない場合は、可能な限り注入し、そ
のろ紙を撮影するものとした。

図-3 調査のながれ

ろ過を行う場合には、ゆっくりろ過すること、フィ
ルターフォルダーを回しながらろ過すること、最後に

（４）ろ過の方法

注入口と逆の吐口から水を吸い出してろ紙上に水がな

a）使用器具

いようにすることに留意する。

使用器具は、50mLプラスチック製シリンジ（写真

ろ過の実施状況を写真-4 に示す。

-1）
、47mmガラス繊維ろ紙フィルター（写真-2）、プ
ラスチック製フィルターフォルダー（写真-3）である。

写真-1 プラスチック製シリンジ
写真-4 ろ過の実施状況

（５）ろ紙写真の撮影方法
ろ過後直ちに、ろ紙を取り出してろ紙の色を観察し、
写真を撮影する。ろ紙の色の観察と写真撮影は、カラー
チャートを添え、昼光のもとで日光を背にして行う。
ろ紙写真の撮影状況を写真-5 に示す。

写真-2 ろ紙フィルター
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写真-7 カラーチェッカー

現場での撮影時にカラーチェッカーを被写体に写し

写真-5 ろ紙写真の撮影状況

込み、のちほど画像処理ソフトのレベル補正を使い、
白色点、黒点、グレー点(18％グレー )を指定し色補

（６）ろ紙写真の補正方法

正する。色補正の概要図を図-4 に示す。

ろ紙撮影における光条件を統一する方法として、現
地で撮影した写真を、カラーチャートを用いて画像処
理して同一の条件に色補正する手法をとった。
カラーチャートとは、「色」の「表」、つまり色見本
を配列した板状の物体であり、画像システムの色彩再
現性をチェックするなど色の比較・測定に用いる。た
だし、現場ではカラーチャートを簡略化したカラー
チェッカーを用いた。
カラーチェッカーは、24 の矩形の色見本が並んだ
板 で あ り、 マ ン セ ル・ カ ラ ー・ シ ス テ ム（Munsell

黒点

color system）に基づいている。自然画を表現するに

グレー点

は、最低この 24 色を正しく再現する必要があるとい
われている。
白色点

マンセル・カラー・システムとは、色を定量的に表す
体系である表色系の１つであり、色彩を色の三属性で

カラーチャート
補正前

ある、色相、明度、彩度によって表現する。マンセル

補正後

図-4 色補正の概要

表色系、マンセル色体系、マンセルシステムともいい、
（７）水質分析

JIS Z 8721（三属性による色の表示方法）として規格

調査結果と、管理所が実施する湖面巡視結果、定期

化されている。

水質調査結果とを比較し、ろ紙の色合いが変化する要

カラーチャートおよびカラーチェッカーをそれぞれ

因を把握するとともに、アオコ発生状況を表現する指

写真-6、写真-7 に示す。

標としての妥当性を検討した。また、アオコ指標を確
立していく上での課題や調査地点・分析方法の改善案
について考察した。

４．ろ紙調査結果の検証
平成 24 年度調査では、８回の調査で合計 32 のサン
プルを得た。以下では、アオコ指標の確立に向けた各
サンプルの水質分析結果による検証結果を示す。
写真-6 カラーチャート

（１）採水深度
８月 31 日に採水深度によるろ紙の色合い等の比
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アオコが集積している箇所は、定点箇所と比べて

較 調 査 を 行 っ た。 深 度 は、 ご く 表 層 の １ ～ ２cm、

100 倍程度の高濃度のクロロフィルa濃度も確認され

10cm、30cm、50cmとした。

た。

深度によるろ紙の色合いの変化は 100mLのろ過で
は視認できなかった。300mLのろ過では、クロロフィ

クロロフィルa濃度の変化に応じてろ紙色合いも大

ルaで 10-20 μg/L程度の差が見られたダムサイトで

きく異なるため、色合いが異なるろ紙写真について多

はその差が確認できなかったが、30 μg/L程度の差

くのパターンを整理できた。

が見られた春田大橋ではその差が視認できた。
（３）調査時期

深度による水質の変化はダムサイト、春田大橋で同

定点観測のダムサイト、春田大橋のろ紙の色合い、

じ傾向を示さず、どの水深を代表点とすればよいかの

水質状況の時期的な変化を図-5、図-6 に示す。

明確な方針は得られなかった。
したがって、その後のろ紙調査は表層０～ 20cmの

アオコの発生は、調査開始から 10/10 調査時まで

水について、地点を追加してアオコの発生レベルに応

確認され、クロロフィルa、植物プランクトン数のレ

じた変化を捉えるものとした。

ベルが高かった。
植物プランクトンは、上記のアオコ発生時はミクロ
キスティス属がそのほとんどを占めており、今回の調

（２）採水地点

査では、アオコ発生時はミクロキスティス属以外が優

採水地点は、定点観測としてのダムサイト、春田大

先することはなかった。

橋に加えて、アオコの集積の著しい箇所を追加するも

アオコ発生時は、概ねクロロフィルa濃度が高い場

のとした。なお、アオコ集積箇所では、表層の集積ス

合に、ろ紙の色合いも緑色が濃いように視認された。

カムを除いてその下の水塊を採水した。

クロロフィルaの時期変化
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図-5 調査時期によるろ紙の色合い、水質の変化（ダムサイト）

図-6 調査時期によるろ紙の色合い、水質の変化（春田大橋）
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あったため、夏季のミクロキスティス属によるアオコ

（４）色見本の作成

発生時の色見本、レベル比較表の位置付けとした。

a）ろ紙レベルの設定

ろ紙レベルは０～８の９段階で表-1、表-2 に示す

調査結果を踏まえて、ろ紙の色合いをレベル化し、

とおり設定した。

各レベルに応じた色見本を整理した。なお、今回の調
査は夏季のミクロキスティス属によるアオコ発生時で

表-1 ろ紙レベルと水面の植物プランクトン、水質等の関係（ろ過量 100mL、ろ紙レベル 0 ～ 4）

レベル
説明

0
1
2
3
4
緑色の箇所が確認 緑色の粒が点在す 緑色の粒が多く確 緑色が薄い濃淡を 緑色が濃淡をもっ
されない
る
認できる
もって分布している て分布している

ろ紙外観

クロロフィルa
(μg/L)
植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
（総細胞数/mL）
藍藻綱
(cells/mL)
藍藻綱
(群体・糸状体数/mL)
ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ属
(cells/mL)
ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ属
(群体数/mL)
ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ属
(cells/mL)
ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ属
(糸状体数/mL)

3.8

10.5

28.5

77.7

211.9

403

1,844

8,446

38,687

177,206

21

178

1,493

12,526

105,116

1

6

28

122

533

15

137

1,230

11,023

98,785

1

4

18

81

359

0

1

3

7

17

0

1

2

4

8

表-2 ろ紙レベルと水面の植物プランクトン、水質等の関係（ろ過量 100mL、ろ紙レベル 5 ～ 8）

レベル
説明

5
ほとんど全体が緑
色となっている

6
全体的に緑色と
なっている

7
8
全体的に濃い緑色 全体がべったりとし
となり、ところどころ た緑色で層状に厚
層状に厚くなる
くなる(ろ過しにくい)

ろ紙外観

クロロフィルa
(μg/L)
植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
（総細胞数/mL）
藍藻綱
(cells/mL)
藍藻綱
(群体・糸状体数/mL)
ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ属
(cells/mL)
ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ属
(群体数/mL)
ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ属
(cells/mL)
ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ属
(糸状体数/mL)

577.5

1573.9

4290.0

11692.9

811,686

3,717,898

17,029,692

78,003,870

882,156

7,403,206

62,129,020

521,397,754

2,337

10,242

44,895

196,789

885,318

7,934,272

71,107,412

637,268,824

1,584

6,986

30,804

135,837

42

105

260

643

18

40

88

195
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b）ろ紙レベルと水質との関係

藍藻綱 群体・糸状体数－ろ紙レベルの関係

ろ紙レベルと水質項目との関係を図-7 に示す。
45,000

ろ紙レベルの上昇にあわせてChl-a、藍藻綱・ミク

100mLろ過

40,000

紙レベルとの一定の相関関係が示唆された。

35,000

群体・糸状数 (群体・糸状体数/mL)

ロキスティス属の細胞数が上昇することが示され、ろ
ろ紙によっては緑色に着色される部分が固まること
があり、ろ紙レベルの比較が難しい場合があった。こ
れはミクロキスティス属の群体が大きな粒状であるた
め、ろ過時に一定の場所に固まってしまうためと考え
られた。

指数 (100mLろ過)

y = 1.4441e1.4778x
R² = 0.7348

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

クロロフィルa－ろ紙レベルの関係

0
0

1

2

3

14000

4

5

6

7

8

ろ紙レベル
100mLろ過

12000

指数 (100mLろ過)

ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ属 細胞数－ろ紙レベルの関係
万

y = 3.8387e1.0027x
R² = 0.9283

4,000
100mLろ過

8000

3,500

6000

3,000
総細胞数 (cells/mL)

クロロフィルa (μg/L)

10000

4000
2000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

指数 (100mLろ過)

y = 15.313e2.193x
R² = 0.6557

2,500
2,000
1,500
1,000

ろ紙レベル
500
0

植プラ総細胞数－ろ紙レベルの関係
万

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ろ紙レベル

3,000
100mLろ過

総細胞数 (cells/mL)

図-7 ろ紙レベルと水質項目との関係

y = 402.57e1.5218x
R² = 0.7747

指数 (100mLろ過)

2,500

（５）まとめ

2,000

1,500

平成 24 年度の調査は主に、三春ダムの代表的な
ビューポイントである、ダムサイトと春田大橋の２地

1,000

点において、ミクロキスティスによるアオコが発生し
ている期間を中心に調査を実施した。そして、アオコ

500

の客観的評価方法の確立に向けて、ろ紙調査を試行し、
0
0

1

2

3

4

5

6

7

ろ過方法、写真撮影方法、ろ紙レベルと水質項目との

8

関係等について検討した。

ろ紙レベル

これまでの調査および結果の検証により、以下の成
果を得た。
・８月31日から11月22日までの間で実施した８回
の調査で得た合計32のサンプルによる検証結果か
ら、ミクロキスティス属によるアオコの状態をろ紙
により把握できた。
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あると考えている。

・調査時期によりろ紙の色合いが変化し、クロロフィ

筆者らは、今回の調査フィールドである三春ダム以

ルａ濃度、全細胞濃度、藻類相の変化傾向と同様の

外でも、調査、検証のためのデータ蓄積を開始し、マ

傾向を示すことがわかった。

ニュアルを完成させるべく取組みを進めているところ

・採水深度は、水深20cmまでの表層水を採水し、撹

である。

拌した上で抽出する程度でよいことがわかった。
・ろ過量については、クロロフィルａ濃度、全細胞濃
度が小さい場合には、100mLではろ紙の色合いが

６．おわりに

視認しにくいため300mLが必要であるが、大半の
時期は100mLでよいことがわかった。

水質保全対策施設を導入し、運用規則・マニュアル

・調査結果をもとに、ろ紙の色合いでアオコの発生状

などに従って効率的な運用を図った場合でも、期待す

況を示す「ろ紙レベル」を設定し、各レベルと水質

る水質改善効果が得られないことも考えられる。こう

項目との関係を整理した結果、両者の間に一定の相

した場合でも、アオコ状態が今後どうなるかを少し先

関関係があることが示された。

に把握できれば、現場での対応の幅が拡がることも考
えられ、そのためには、現場で簡易に予測可能な簡便
な調査手法の開発が望まれる。

５．考察と今後の課題

また、アオコの発生状況を客観的指標に基づき継続
ろ紙を用いたアオコ状況管理指標構築に平成 24 年

的に監視・記録し、対外的にアオコ発生の状況を公表

度から取り組み、調査方法やその結果について多くの

していくことは、適切な水利用の観点から必要である

成果を得た。

と考える。

しかし、今回の調査は、主にミクロキスティス優占

三春ダムで先駆的に取り組んでいる、ろ紙を用いた

時の調査であったが、同じクロロフィルa濃度でも植

アオコ状況管理指標の構築が、少しでも水質改善効果

物プランクトンの出現種によって色合いが変化するこ

を向上させたいと考えているダム貯水池の管理者に

とから、指標作成の確実性を向上させるためには、ミ

とって有効な手段となるよう、今後も継続して取り組

クロキスティス優占時以外の時期の調査も実施するな

んでいく所存である。

ど、今後も継続して調査を実施することによりデータ
を蓄積し、検証を実施していく必要がある。
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することにも有用となる。さらに、ダム下流河川のよ
り良い環境を守るために洪水期に実施しているリフ
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最終的には色見本の作成方法および日々の調査方法
に関するマニュアルとして取りまとめることが重要で
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