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河川水辺の国勢調査の改善に関する研究
（プランクトン調査マニュアルの改訂）
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平成 28 年度から始まる 5 巡目の「河川水辺の国勢調査（生物調査）」の実施にあたり、国土交通省では、
現行の国勢調査マニュアルの改訂に向けた見直しを行っている。マニュアルの改訂では、調査の簡略化・効
率化を図ることでコスト縮減をしつつ、調査精度の維持とダム管理への一層のデータ活用が可能になるよう、
調査方法の一部改訂を検討している。本稿では、ダム湖版における動植物プランクトン調査で、ダム貯水池
水質調査と連携することでコストを縮減するとともに、調査頻度や回数、調査手法の見直しを行い、水質デー
タと比較可能なデータ活用が可能なようにマニュアル改訂に向けた検討を行った結果を報告する。
キーワード：河川水辺の国勢調査、調査マニュアル改訂、プランクトン調査手法
To prepare for the National Census on River Environments（Biological Survey 5th Edition）that will begin in 2016, the
Ministry of Land, Infrastructure and Transport（MLIT）was reviewing the current edition of the Manual for National
Census on River Environments. Some of the research methods will be revised such that survey data can be used for dam
management further. In this revision, reduction of survey cost should be achieved by adopting simplified and efficient
survey methods, while survey accuracy is not sacrificed. In this paper, we show some results of the revision of the
plankton survey manual. The effect of frequency, number and methods of survey on results is compared to guarantee the
accuracy. We also propose simultaneous surveys of water quality and plankton, which can reduce total costs and provide
more useful information.
Key words：National Census on River Environments, revision of survey manual, plankton survey methods

１．はじめに

表-1 改善検討委員会におけるプランクトン調査の見直し方針

プランクトン調査の見直し方針

河川水辺の国勢調査（ダム湖版）は、全国のダム湖

・ダム貯水池定期水質調査に統合し、動物プランクトン調査に
ついては、コスト縮減の観点から簡易化し、植物プランクト
ンと同様に毎年全ダムで調査を行うようにする。
・スクリーニングの時期（頻度）についてはこれまで同様 5 年
に 1 回とする。
・指標種及び一定以上の出現率の種に同定対象を絞り込む検討
（専門家による分析）を行う。

の環境に関する基礎情報の収集整備を図ることを目的
とした定期的・統一的な調査である。
「基本調査」は、
生物データの継続的な蓄積や精度の確保、ダム湖と周
辺環境の全国的な分析評価を目的として、動植物の 7
項目について平成 2 年度から実施されている 1）。平成
28 年度から、5 巡目の調査が開始される。その開始に

本稿では、この検討方針に基づき、水質調査との連

あたり、平成 23 年 1 月〜平成 24 年 1 月にかけて、「河

携方針や調査頻度・回数、調査手法の見直しを行い、

川水辺の国勢調査改善検討委員会」が開催され、調査

マニュアル改訂に向けた検討を行った結果を報告する。

2）

マニュアルの改訂方針がとりまとめられた 。その中

2．ダム湖におけるプランクトン調査の重要性

で、動植物プランクトン調査の改訂においては、コス
ト縮減とともにより一層のデータ活用を可能にするた
め、動植物プランクトン調査をダム貯水池水質調査と

ダム湖における水質管理はダム管理の重要な部分で

連携して同時に実施することとする見直し方針が示さ

あるが、プランクトンの発生量や優占する種類は、ダ

れた（表 1）3）。

ム湖の水質に大きく影響する。

40

植物プランクトンが大量に集積すると、赤潮やアオ
コの発生として、それ自体が問題となる。また、植物
プランクトンの大量増殖は湖水の透明度に大きな影響
を及ぼす他、ダム湖の生態系の代謝を強く規定してい
る。
植物プランクトンは光合成をして酸素を発生させ、
水中の酸素濃度を上げる。しかし、植物プランクトン
が大量増殖すると、透明度が低下し、光が届かず植物
プランクトンの光合成がおこなわれないため酸素がつ
くられない層の割合が増える上に、底部への植物プラ
ンクトン由来の有機物沈降量が増加し、バクテリアに
よる有機物分解が盛んになるので酸素が消費されるこ
とで、貧酸素状態になり、湖底に生息する底生動物に

（
「花里孝幸
（2006）
，
ミジンコはすごい！ 岩波ジュニア新書，
岩波書店）を一部改変）

大きなダメージを与えることもある。

図-1 湖の生態系における食物連鎖 4）

そのため、優占するプランクトンと水質との関連性
を明確にし、管理上問題となる植物プランクトンの発
生を予測し制御することは、ダム湖の水質管理上、非
常に重要である。
プランクトンは、世代時間が 2-3 時間から数日の回
転速度の速い生物群であり、出現種やその量は水環境
と密接な関係がある。ダム湖に出現するプランクトン
の動態について、プランクトンの量と質は、食物連鎖
の下位の餌（もしくは栄養）資源と上位の捕食者（摂
食者）
の双方から影響を受ける。動物プランクトンは、
植物プランクトンを捕食するとともに、魚類をはじめ
水生昆虫やエビ等の動物に被食される関係にある。し
たがって、ダム湖の生態系において、植物プランクト
ンが蓄積した太陽エネルギーを、多くの捕食者に受け
渡す重要な役割を担っている。

（
「花里孝幸
（2006）
，
ミジンコはすごい！ 岩波ジュニア新書，
岩波書店」を一部改変）

ダム湖内に動物プランクトン食の魚類が多く生息す

図-2 霞ヶ浦高浜入での 1986 〜 1989 年の透明度、クロロフィル
濃度、カブトミジンコの湖水中での密度の変動 4）

ると、これらの餌となる動物プランクトンを捕食して
減らしてしまう。その結果、動物プランクトンの餌と
なる植物プランクトンが増殖し水質が悪化する、トッ

施し、モニタリングの必要性について以下の通り述べ

プダウン効果が知られている。また、雑食性の魚類の

ている 6）。

うちコイ等の底生性の種が生息する湖沼では、湖底の

「プランクトンや水質データはダム湖の管理のため

底生動物を食べる際に底泥を巻き上げ、また排泄物と

に必要である。データ取得の手法を統一できれば、時

して水中へ栄養塩を回帰させることで植物プランクト

間的にも空間的にも比較可能なものになり、生態学的

ンの増殖を促す、ボトムアップ効果も知られている。

研究にとっても個別ダムの管理へのフィードバックに

一方、動物プランクトンの増加によって植物プラン

とっても、より有効なものになるだろう。今後も動植

クトンが捕食されて減少し、湖の水質や透明度が向上

物プランクトン調査を実施することで、必要なダムで

する例もみられている 。

は同様な検討を行うことができ、またさらに全国的な

4）

変化の傾向の分析が可能となる。」

このように、環境項目、水質、動植物プランクトン

このように、長期的な観点から分析・解析する必要

は密接な関係にある。これらの関係を知るために適切

があるため、ダム湖においては水質調査とプランクト

なモニタリングを行うためには、調査の時期、地点、
5）

ン調査を一体的に実施することが必要であり、「河川

水深等を一致させる必要がある 。

水辺の国勢調査改善検討委員会」における見直し方針

高村（2011）は、ダム貯水池水質調査および河川水

が示されることとなった 3）。

辺の国勢調査［ダム湖版］のデータを用いて解析を実
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3．プランクトン調査改訂案の検証

以上のような改定概要を踏まえ、新マニュアル（案）
に基づく試行調査を一部のモデルダムで実施し、その
調査方法の妥当性の検証を行った。試行調査において

河川水辺の国勢調査（以下、
「水国調査」
）における

検証を行った項目と視点を表-3 に示す。

動植物プランクトン調査に関しては、求められる調査精
度を確保しつつ定期水質調査と連携することを目指し

新マニュアル（案）に基づいた試行調査は、平成 25

ている。
「平成 28 年度版 河川水辺の国勢調査基本調

年度と 26 年度の 2 ヶ年に実施され、計 18 ダムで春季、

査マニュアル
【ダム湖版】Ⅴ動植物プランクトン調査編」

夏季、秋季で調査を行い（一部ダムでは 2 季または 1
季のみの調査）、合計で 52 回実施された。

（案）
（ 以下、
「新マニュアル
（案）
」
）における、動植物
プランクトン調査手法の改定概要（案）を表-2 に示す。

4．植物プランクトンの採水層別の比較

表-2 動植物プランクトンの調査方法等の改定概要（案）
項目
調査頻度
調査地点
調査回数
採集方法
採取量

5 年に１回

毎年

採水層別の比較に用いた調査結果および採取層の改
定（表層と 1/2 水深の 2 層から表層のみの 1 層）によっ

水質基準点等
基準点、副基準点等
（水質調査とあわせて
（水質調査とあわせて実施）
実施）
水質調査データ
水質調査データ
（12 回）
（基本 12 回、
最低 3 季
（春夏秋）
）
採水法(ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾝ式採水
採水法(ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾝ式採水器)
器)
表層・1/2 水深

てどの程度、種類数、細胞数に違いが生じるか検討し
た結果を図-3 に示す。ここでは、試行調査を実施した
ダムのうち、試行調査時の 1/2 水深の調査結果または
過去の水国調査結果あるダムの調査結果を用いて比較
を行った。

表層

種類数の比較では、現行の採水法での表層採水と新

採水量

2L

2L

固定方法

ﾙｺﾞｰﾙ

ﾙｺﾞｰﾙ・ﾎﾙﾏﾘﾝ

マニュアル（案）による表層採水では種類数に大きな

調査頻度

5 年に１回

毎年

差は見られなかった。また、表層、1/2 水深の総種類

数は 1/2 水深のそれよりも多かった。
以上のことから、採取層が表層、1/2 水深の 2 層か
ら表層のみの 1 層になっても、植物プランクトンの出
現傾向はほぼ把握できると考えられる。

動
物
プ
ラ

採集方法

新マニュ
アルで使
用する採
水機器

80

60

40

20

0

表層のみでも現行法（2層）
の80％程度は確認

100

80

60

40

20

表層

1/2水深

1/2水深

表層

0
表層、1/2水深の総種類数

70

採取層

100

0

植
物
プ
ラ

検討内容
●新マニュアルで現行の表層・1/2 層の 2 層か
ら表層 1 層のみに改定することで、調査結果
に影響があるか
→試行調査結果と過去の水国調査結果につ
いて、種類数、細胞数を比較した。
●新マニュアルで現行のネット法（全層鉛直曳
き）
、採水法（表層・1/2 採水の 2 層採水）か
ら改定採水法（5 層採水し、合せて 1 試料）
に改定することで、調査結果に影響があるか
→試行調査結果と過去の水国調査結果につ
いて、種類数、細胞数を比較した。
→試行調査結果及び過去の水国調査結果と
水質データと相関関係を検討した。
●採水機器によって、調査結果に影響があるか
→バンドーン式採水器、シンドラートラッ
プ、ポンプ採集による調査を行い、採水機
器別の種類数、個体数等を比較した。

120
表層、1/2水深の総種類数に対する比率(%)

表-3 新マニュアル（案）の試行調査における検証項目
項目

表層のみでも現行法（2層）
の80％程度は確認

120

表層、1/2水深の総種類数

採水法 ：10L
総量で 50～100L を採水し濾過
ネット法：濾過水量
（5 層でそれぞれ 10～20L 採水
を小型濾水計で算
し、合わせて 1 サンプルとする）
出する
中性ﾎﾙﾏﾘﾝ(ｼｭｶﾞｰﾎﾙﾏﾘﾝ推奨)･ｱﾙ
中性ﾎﾙﾏﾘﾝ
ｺｰﾙ

60

固定方法

細胞数の比較では、ほとんどのダムで、表層の細胞

50

採取層

透明度の 3 倍程度から 20m 以浅
採水法 ：表層・1/2
程度の水深で、0,5,10,15,20m
水深
の 5m ピッチなど等間隔で 5 層採
ネット法：全層
水し、1 検体とする

水深の総種類数の 80％程度が認められた。
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採集方法

採水法(ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾝ式採
採水法のみ
水器)
(ｼﾝﾄﾞﾗｰﾄﾗｯﾌﾟ、ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾝ式採水
ネット法
器、ポンプ採集のいずれか)

採水量

ようなことはほとんどなく、表層のみでも表層、1/2

基本 3 季（春夏秋）

30

4季

数に比べ、表層採水のみの種類数が極端に少なくなる

20

調査回数

採水法 ：水質基準
基準点、副基準点等
点等
（水質調査とあわせて実施）
ネット法：沿岸部

10

調査地点

動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

新マニュアル

表層、1/2水深の総種類数に対する比率(%)

植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

現行（H18 マニュアル）

（平均値±S.E.）

図-3 表層･1/2 水深での総種類数に対する各採取層の種類数の
比率（左：各調査結果での比率 右：平均値）

5．動物プランクトンの採集方法別の比較
動物プランクトン調査について、新マニュアル（案）
での主な変更点は採集方法（採水方法、採水層、採水
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現行の採水法での種類数に対する比率(%)

100
80
60
40
20
0

現行の採水法での種類数
新マニュアルの採水法

現行のネット法

現行のネット法

現行の採水法

35

10～20L×5 層

平均値を比較すると、特に
大きな違いはない

120

0
30

（平均値±S.E.）

図-4 現行の採水法での種類数に対する、新マニュアル、現行
のネット法での 種類数の比率（左：各調査結果での比率
［W3］ 右：平均値）

果を比較し、検討を行った。また、採水機器について、

350

1,200
1,000
800
600
400
200

300
250
200
150
100
50

0

現行の採水法

1,200,000

800,000

600,000

1,000,000

検討を行った。

400,000

0

0

3 機器を用いた調査を実施し、調査結果について比較・

現行の採水法での個体数(個体/m3 )
新マニュアルの採水法

ここでは採集方法により採集される動物プランクト

現行のネット法

採水量）について、試行調査結果と過去の水国調査結

400

1,400

現行の採水法での個体数に対する比率(%)

量）である。このうち、調査方法（採集方法、採水層、

1,600

新マニュアルの
採水法

バンドーン式採水
器、シンドラートラ
ップ、ポンプ採水の
いずれか

50

25

採水
機器

採水法：バンドーン
式採水器
ネット法：北原式プ
ランクトンネット

100

20

中性ホルマリン

150

15

固定
方法

中性ホルマリン（シ
ュガーホルマリン
推奨）またはアルコ
ール

200

5

50～100L

250

10

水深 20m より浅いエ
リアで 5 層

5 層で採取した
試料を 1 試料と
する

採水法：10L
ネット法：濾過水量
を小型の濾水計に
より算出する

採水
量

140

200,000

採取
層

採水法：表層・1/2
水深
ネット法：全層

採水法

ネット法は廃止
し、採水法のみ

現行の採水法での種類数に対する比率(%)

採水法およびネッ
ト法

300

備考

0

採集
方法

改定案

現行の採水法での個体数に対する比率(%)

現行

新マニュアルの
採水法

表-4 新マニュアルでの動物プランクトン調査の主な変更点
項目

（平均値±S.E.）

現行のネット法

図-5 現行の採水法での個体数に対する、新マニュアル、現行
のネット法での 個体数の比率（左：各調査結果での比率
右：平均値）

ンがどの程度違ってくるか検討した。採集方法の比較
に用いた調査結果（種類数、個体数）と採水量（ネッ

15

ト法では濾水量）を示す。種類数、個体数の比較では、

新マニュアルは現行の
採集方法の中間程度

試行調査を実施したダムのうち、試行調査結果または
節足動物の種類数

過去の水国調査結果において現行のネット法、採水法
と新マニュアル（案）の採水法がそろっているダムの
調査結果を用いた。現行の採集方法に対する新マニュ
アル（案）での種類数、個体数の関係を図-4 に、採集

10

5

方法別の種類数、個体数についての輪形動物門と節足
動物門の関係を図-5 に示す。

0
0

種類数について比較すると、現行のネット法では節

5

10

15

20

25

輪形動物の種類数

足動物門が他 2 法より多く採取され、輪形動物門が少
なかった。現行の採水法では輪形動物門が他 2 法より
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ルの採水法では、輪形動物門、節足動物門共に現行の

250000
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多く採取され、節足動物門が少なかった。新マニュア
2 法の中間程度の種類数が採取された。現行の採水法
に対する、現行のネット法、新マニュアルの採水法の
種類数の比率を比較すると、平均値に大きな差はみら
れなかった。
個体数及び採水量について比較すると、現行のネッ

200000

150000

100000

50000

ト法では、他の 2 法と比較し、採水量（濾水量）にバ

0
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ラツキが大きく、全層鉛直曳きのため、水深が深いダ
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300000

400000

500000
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ムでは計算上分布密度が小さくなる可能性がある。ま
た、ネット法では輪形動物門等の小型種が採集できな

新ﾏﾆｭｱﾙの採水法

現行のﾈｯﾄ法

現行の採水法

線形 (新ﾏﾆｭｱﾙの採水法)
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図-6 採集方法別の輪形動物、節足動物の関係
（上段：種類数 下段：個体数）

いという欠点もある。現行の採水法と新マニュアル
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の種類数は確認された。

（案）の採水法については、どちらも採水量は一定で

個体数では、採集機器の違いによる明瞭な傾向はみ

あり、輪形動物門と節足動物門の個体数についても大

られず、あるダムではシンドラートラップで少なく、

きな差はみられなかった。
現行の採集方法と新マニュアル（案）の採水法の関

別のダムではシンドラートラップで多かった。分類群

係をみると、
輪形動物の種類数では、新マニュアル（案）

別にみると、輪形動物門では全般的にシンドラート

は現行のネット法よりも多く、採水法とも同程度で

ラップでやや少なかったが、多いダムも見られた。節

あった。節足動物の種類数では、新マニュアル（案）

足動物門では 1 ダムにおいてシンドラートラップで多

は現行の採水法と同定度であったが、ネット法よりは

い傾向がみられた。現行のバンドーン式採水器に対す

少なかった。個体数については、節足動物門を除き、

る、シンドラートラップ、ポンプ採水での個体数の比

新マニュアル（案）はネット法よりも多く、採水法と

率では、どちらの採水機器でもバンドーン式採水器と

同定度となった。

同程度であった。
これらのことから、使用する採水機器によって調査

採集方法別に、種類数、個体数について輪形動物と

結果に大きな差は生じないと考えられる。

節足動物の関係をみると、種類数において、新マニュ
アル（案）では現行の 2 法の中間程度の分布となった。

なお、実際の採水調査の実施時において、5 層採水

以上のことから、新マニュアル（案）の採集方法では、

に要した作業時間を計測したところ、1 検体あたりシ

分類群が偏ることなく採集されており、定量性におい

ンドラートラップで約 5 分、バンドーン式採水器で約

ては現行のネット法より優れ、現行の採水法と同定度

10 分、ポンプ採集で約 15 分であった（表-5）。またポ

またはそれ以上と考えられる。

ンプ採集については「ポンプ本体の他、ホースやバッ
テリーなど必要機材が多くなるため、ボートに積載の

6．採水機器別の種類数・個体数の比較

ためのスペースが多く必要となり、バッテリーがある
ため、機材が比較的重くなる。また調査終了後、ホー
スを綺麗に巻いておかないと、次の採水時に十分な通

試行調査マニュアルにおける採水法の違いを検討す
るため、シンドラートラップ（採水量 10L）、バンドー

水能力が得られない」といった取り扱いの悪さがある。

ン式採水器（採水量 6L）
、ポンプ（採水量 10L）の 3 機

シンドラートラップ、バンドーン式採水器、ポンプ

器による採水を行い、これらの標本の動物プランクト

採集のいずれの採水機器の場合でも、調査精度に特に

ンの種類数・個体数を比較した。これらは 4 ダムで試

大きな差は生じないと考えられる。
これらのことから、調査精度と作業効率を勘案する

行調査を実施し、得られた試料について分析・同定を

と、シンドラートラップが調査方法としては優れてい

行った。

ると考えられた。

種類数では、シンドラートラップで他よりもやや少
ない傾向にあった。分類群別にみると、節足動物門の

なお、シンドラートラップを用いた採集方法につい

種類数に大きな差はなかったが、輪形動物門ではシン

ては、東北大学のサイトで調査方法の概要やトラップ

ドラートラップでやや少ない傾向にあった。バンドー

の使い方が説明動画で解説されている 7）。

ン式採水器に対する、シンドラートラップ、ポンプ採
200
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140
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20
0

バンドーン採水器での種類数に対する比率(%)

シンドラートラップでやや少
ない

120

シンドラートラップで
やや少ない

100
80
60
40
20

シンドラートラップ

ポンプ採集

ポンプ採集

シンドラートラップ

バンドーン式採水器での種類数

30

25

20

15

10

5

0

0

バンドーン式採水器での種類数に対する比率(%)

数がやや少なくなったが、平均値でみると 80％程度

140

180

バンドーン式採水器

水での種類数の比率では、シンドラートラップで種類

（平均値±S.E.）

図-6 バンドーン式採水器での種類数に対する、シンドラート
ラップ及びポンプ採集での種類数の比率（左：各調査結
果での比率 右：平均値）
写真-1 シンドラートラップによる採水状況（H26.11.25）
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表-6 現行法と新マニュアルでの比較検討結果［W4］

100

種類数

〇

新マニュアル
採水法

表層、1/2水深より 5層採水して1検体
採水
に混合

△

採水機器

採水法
バンドーン式
採水器

シンドラー
トラップ

ポンプ採水

○

○

○

○

○

◎

△

〇

（輪形動物、節足動物門
（節足動物門の種類数が 共に、ネット法、採水法
の中間程度の種類数が採
やや少ない）
集される）

△
（水質と比較できない、
水深が深いダムでは計算
上、分布密度が小さい値
となる）

〇

〇

○

作業効率

-

-

-

○

総合

△

〇

〇

○

0

ポンプ採集

（操作方法が簡易で、短 （機材が多くなり、取扱
時間で採集できる）
いに工夫が必要）

◎

△

（平均値±S.E.）

図-7 バンドーン式採水器での個体数に対する、シンドラート
ラップ及びポンプ採集での個体数の比率（左：各調査結
果での比率 右：平均値）

妥当な調査方法であると考えられる。

7．定期水質調査において動植物プランクトン
調査を実施する際の留意点

表-5 5 層採水に要した作業時間
トラップ名

鉛直全層曳き

定量性

バンドーン式採水器での個体数(個体/m 3 )
シンドラートラップ

項目

50

160,000

120,000

40,000

80,000

50
0

150

ポンプ採集

250
200
150
100

ネット法

シンドラートラップ

シンドラートラップも含め、多くは
バンドーン式採水器と同程度

現行

200

バンドーン式採水器

500
450
400
350
300

バンドーン式採水器での個体数に対する比率(%)

250

700
650
600
550

0

バンドーン式採水器での個体数に対する比率(%)

750

5 層 1 検体あたりの作業時間

評価

バンドーン式採水器

10 分

○

シンドラートラップ

5分

◎

最後に、動植物プランクトン調査を水質調査で実施

△

する際の留意点と水質管理に必要なプランクトンの同

ポンプ採集

15 分

定精度の基準化と精度確保の方法について整理を行っ

7．調査方法の比較結果のまとめ

た。
（1）定期水質調査実施時における留意点

現行マニュアルの調査方法と新マニュアル（案）に

水質調査時には、以下の点に留意して調査を実施す

基づく動植物プランクトンの比較結果をまとめると以

る。

下のように整理される。

●動植物プランクトン調査はダム貯水池水質調査要領
（1）植物プランクトン

に基づく定期水質調査に合わせて実施する。水温、
生活環境項目等の水質データと比較可能なように、

植物プランクトン調査においては、新マニュアル

水質調査と同時にサンプルを採取する。

（案）の採取層を表層、1/2 層の 2 層から表層のみにし

●従来の植物プランクトン調査に加え、動物プランク

ても、種類数、定量性は確保されており、植物プラン

トン調査（現地調査、室内分析）も定期水質調査に

クトンの出現傾向は把握できると考えられる。

合わせて実施する。
（2）動物プランクトン

●動植物プランクトン調査は定期水質調査に合わせて
毎年全ダムで実施されるが、5 年に 1 回各ダムの全

動物プランクトン調査において、新マニュアル（案）
の 5 層採水を行い 1 検体とする採水方法では、節足動

体調査計画で決められた年度において、5 年間分の

物門の種類数は現行のネット法に比べるとやや少な

データを河川水辺の国勢調査データとして河川水辺

かった。しかし、現行の採水法に比べると多く、新マ

の国勢調査の入出力システムに入力し、その翌年度

ニュアル（案）の採水方法で輪形動物門、節足動物門

スクリーニングを受ける（図-8）。

ともに出現傾向の把握が可能であると考えられる。ま
た、現行のネット法では定量性が低く、水質との比較
は困難であるが、
新マニュアル（案）では定量性に優れ、
水質との比較が可能であった。採水機器については、
種類数や定量性に大きな差はみられなかったが、作業
効率においてシンドラートラップが優れると考えられ
た（表-6）
。
以上より、植物プランクトン調査・動物プランクト
ン調査のどちらにおいても、新マニュアル（案）の方

図-8 現地調査および調査結果の精査フロー

法は、調査を簡略化しつつ、調査精度を確保するのに
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（2）プランクトンの同定上の留意点

planktonica、Leptolyngbya sp.、Komvophoron minutum

動植物プランクトンの同定精度を確保するための留

のような複数種が含まれているので、同定には注意

意点について整理して示す。

すること。

●種の同定は、国土交通省河川局水情報国土データ管

●顕微鏡写真は、以下の種について同定上の特徴がわ

理センターのウェブサイトで公開されている「河川

かるような写真を撮影する。また、必要に応じて特

水辺の国勢調査のための生物リスト」にある分類レ

徴がわかるようなスケッチを残してもよい。

ベルを基本とする（ただし、水国生物リストに掲載

・優占種（細胞数・個体数の 5％以上を占める種類）

されている分類レベルよりさらに詳細な同定を妨げ

・
「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に掲載

るものではない）。また、過去の水国生物リスト掲

されていない種類、等

載種が新リストのどの種に相当するかを安易に対応

●標本はスクリーニングが終了するまで保管する（ス

させて同定するのではなく、準拠文献である国立科

クリーニング委員会の指摘で同定結果に疑義がある

学博物館ウェブサイト「ダム湖のプランクトン」及

場合は再度、検鏡して再同定する場合がある）。

び「アオコをつくる藍藻」に基づいて同定を行うこ
と。

上記の留意点を踏まえて、動植物プランクトン調査

●同 定に際しては同ウェブサイトの「種の同定にあ

をダム湖水質調査と連携して同時に実施するように河

たっての参考文献および留意事項」をよく把握して

川水辺の国勢調査における動植物プランクトン調査マ

おくこと。以下を基本文献として用い、留意事項を

ニュアルの改訂を実施することで、同定精度を確保し

参考に同定を行う。

つつ、コスト縮減とともに、より一層の水質管理に役

＜植物プランクトン＞

立つプランクトンデータの活用を可能にすることがで

・国立科学博物館ウェブサイト「ダム湖のプランクト

きるものと考えられた。

ン」

本稿をまとめるにあたり、とりまとめの機会をいた

http://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/dam/

だくとともに指導・助言等をいただいた国土交通省の

index.html

水管理・国土保全局河川環境課および中国地方整備局

・国立科学博物館ウェブサイト「アオコをつくる藍藻」

河川計画課の皆様、その他関係機関の皆様に、厚く御

http://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/

礼申し上げる。

aoko/index.html
＜動物プランクトン＞
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●水質障害種が確認された場合の対応として以下を行
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