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Abstract

DAIpo (Diatom Assemblage Index to organic water pollution) is a biological index
calculated from the species compositional data of a diatom assemblage. DAIpo itself is a
simple index, but it is based on the original classification system of diatom taxa. First,
diatom samples collected at more than 1000 stations in Japanese freshwaters were ana-
lyzed by the original ordination technique to obtain an order of diatom taxa, of which the
endpoints were forced to be Nitzschia palea and Achnanthes japonica. Then, the taxa were
classified into three groups according to the obtained order. It is assumed that this classi-
fication reflects the pollution tolerance of each taxon because water pollution is regarded
as the most important environmental gradient in Japanese freshwaters.

In the present paper I point out that there are problems to be solved or explained in
this ordination procedure.
1) Why do the endpoints need to be Nitzschia palea and Achnanthes japonica?
2) Why should the endpoints of the taxon ordination be determined? If water pollution is
truly the most important environmental gradient, usual ordination techniques such as cor-
responding analysis can extract the first axis representing water pollution.
3) Were there other community gradients in the data set used to construct the classifica-
tion system of diatom taxa for DAIpo? Such gradients might disturb the community gradi-
ent corresponding to the water pollution gradient. If this happened, the classification of
diatom taxa used in DAIpo could also be disturbed by these other gradients.

The relationship between DAIpo and other biological indices is still unclear. The rela-
tionship between DAIpo and Shannon’s diversity index has been discussed in a few previ-
ous papers, though it should be noted that some of the structure observed in the rela-
tionship is caused by the formulae of DAIpo itself.
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DAIpoの背景

河川に生息・生育する生物の種組成や種多様性
から，その場所の水質汚濁の状況を評価する試み
には，百年を越える歴史がある。20世紀半ば頃ま
では，個々の種の環境指標性を経験的に示し，ど
のような環境指標性をもった種がどのくらい出現
しているかに基づいて水質汚濁状況の判断が行わ
れてきた（津田 1961）。この判断を簡便に行うた
めに数量的な基準として，生物指数biological index
が用いられるようになる。津田（1961）は，上述
の経験的総合的判断をオーソドックスな方法とす
る一方で，数量的方法については簡便法と位置づ
けている。
初期の代表的な生物指数として，Beckの指数

（Beck 1955）とPantleとBuckの指数（Pantle &
Buck 1955）を挙げることができる。前者は，汚
濁耐性がない種に倍の重みを与えて得られる，重
み付けされた種数の和である。後者は，対象種の
それぞれに汚濁耐性に基づくスコアをあらかじめ
与えたうえで計算される。ある地点において出現
した種の汚濁耐性スコアの加重平均値を，出現数
量を重みとして計算したもの，といえる。
その後しばらくの間は，この2つの指数やその発
展型（例えば渡辺 1962）が，シャノンの多様性
指数など種多様性の指数とともに，水質汚濁の評
価のために用いられてきた。しかし，指数の計算
式についてはさまざまに検討や提案がなされたも
のの，個々の種の環境指標性は，依然，経験的な
判断に基づいて決められていた。過去の関連研究
を多数集めて，経験的な判断をできるだけ客観化
しようという試みは見られたものの（例えばPalmer
1969），生物の出現状況それ自体を数量的客観的に
分析し，個々の種の環境指標性を明らかにしよう
とした研究は，しばらくの間現れなかった。
個々の種の環境指標性を客観的な手法により明
らかにしようとした研究の初期の例として，Descy
（1979）とLange-Bertalot（1978，1979）を挙げる
ことができる。Descy（1979）は，序列化型の多変
量解析手法である因子分析を，珪藻の種組成のデー
タに適用し，その結果から，個々の種の水質汚濁
からの影響の受けやすさを5段階で評価した。これ
は，群集生態学でいうところの間接傾度分析に相
当する。

Lange-Bertalot（1978，1979）は，生物化学的酸
素要求量BODや溶存酸素飽和度DOから判断され
た水質汚濁の階級と，個々の種の出現状況の対応
関係に基づいて，個々の種の汚濁耐性を評価する
ことを試みている。群集生態学でいうところの直
接傾度分析に準じたやり方である。この結果に基

づき，出現した主要な種を汚濁耐性の異なる3グ
ループに分けている。

1980年代の日本でも，国内の多数の地点で得ら
れた珪藻の出現状況のデータを数量的に解析し，
個々の種の環境指標性を明らかにするとともに，
それに基づく水質評価指数を提案する試みが，2つ
の研究者集団によってなされた。1つはKobayasi
& Mayama（1989）に代表される一連の研究であ
る。Lange-Bertalotのアプローチを出発点としつつ，
個々の種の珪藻群集内での構成比，すなわち相対
頻度が，BODに対応してどう変化するかが検討さ
れた。相対頻度とBODの散布図を用い，相対頻度
のピークがBODのどのあたりにあるのかをにらん
で，珪藻種を汚濁耐性の異なる3つのグループに区
分している。そしてもう一つが，Descy（1979）と
同様に間接傾度分析を採用し，本稿の主題となる，
DAIpoに関わる一連の研究である。

DAIpoの概要

DAIpoの算出にあたっても，珪藻種は汚濁耐性
の異なる3グループに区分される。しかし，このグ
ループを得る手続きは，DAIpo独自のものである。
当初は，渡辺（1981）がBOD7ppm以上，以下，
それぞれの水域での出現状況に着目して，主要な
珪藻種を汚濁に耐えられる種，広い適応性を持つ
種，汚濁に耐えられぬ種の3つに分けたように，出
現水域のBODを基準として珪藻種を分類していた。
その上で，汚濁に耐えられる種の相対頻度（％）の
合計に，広い適応性を持つ種の相対頻度（％）の合
計の1/2を加えて得られた値が，珪藻群集に基づく
有機汚濁指数DCIとして提案された。Sumita &
Watanabe（1983）および墨田・渡辺（1984）は，
汚濁耐性に基づく種の区分を一部見直した上で，
DCIの値を100から減じることで汚濁した水域で値
が小さくなるようにした指数をNDCI（new DCI）
として提案している。
しかし，生物群集を利用した水質評価の長所は，
生息・生育期間を通じ変動する水質の平均的な状
態を反映することである（渡辺ら 1986a，加藤
1989，渡辺ら 2005）。一方でBODを初めとする
水質測定値は，採水がなされたその瞬間における
値であり，その地点の水質汚濁を反映する代表値
としては必ずしも適切ではない（渡辺ら 1986a，
Watanabe et al. 1986）。そこで，珪藻の生育状況
をBODやその他の理化学的水質測定値と対応づけ
ることをやめ，出現傾向の類似性に基づいて珪藻
種を，好汚濁性種，広適応性種，好清水性種の3つ
のグループに分けるという新たなアプローチがと
られることになった。これは，類似の出現傾向を
示す種は水質に対しても類似した反応を示すであ
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ろうという仮定に基づく（渡辺ら 1986a，Watan-
abe et al. 1986）。

1986年に，河川の水質汚濁の評価のための指数
として初めて提示されたDAIpoは，その後，止水
域にも適用可能なように種の区分を見直し（渡辺
ら 1988），さまざまな水域での適用例を重ねて（渡
辺ら 1986b，肥塚・中村 1991，墨田・渡辺
1997，Kim 1999，Duong et al. 2007）今日に至っ
ている。DAIpoの値は水質汚濁に関連した水質項
目の測定値と高い相関を示していることもあり
（Watanabe et al. 1988），いわゆる水質汚濁の指標
として広く受け入れられている（Round 1993, Ste-
venson & Pan 1999）。
以上述べたように，DAIpoは，珪藻の環境指標
性が種によって異なることを利用し，陸水淡水域
の水質汚濁を評価しようとする水質汚濁指数と位
置づけることができる。但し，指数という表現に
は注意が必要である。指数というと，ともすれば
その計算式のみを指すようにとられがちである。
しかしDAIpoの場合には，指数算出の根拠となる，
汚濁耐性に基づく個々の種の種群への区分もまた，
その構成要素とされるべきである。さらには，個々
の種の同定上の基準をも明らかにしており（渡辺
ら 2005），それをもってDAIpoの一応の完成と捉
えることができる。つまりDAIpoは，同定基準，
汚濁耐性に基づく種の区分，指数の計算式という3
つの構成要素からなる水質評価システムとしての
一面も備える。

DAIpoにおける種の区分の特徴

DAIpoの計算式は，実のところ，PantleとBuck
の指数と本質的に同じである（Kobayasi & Ma-
yama 1989）。DAIpoの独自性は，むしろ，汚濁耐
性についての珪藻種の区分のやり方にある。その
特徴は，以下のようにまとめることができる。

1）間接傾度分析（序列化）を採用している。
Lange-Bertalot（1978，1979）やKobayasi & Ma-

yama（1989）は，個々の珪藻種の出現状況とBOD
など水質測定値を直接対比させ，珪藻種の水質汚
濁に関する環境指標性を判断した。しかしDAIpo
は，珪藻種の環境指標性を判断する上でこのよう
なプロセスを経ていない。このことは，DAIpoに
「純生物学的数理解析」（渡辺ら 2005）の結果に基
づく生物指数としての性質を与える一方で，DAIpo
の値が指し示す内容が明確ではない（高村 1990，
1991）という不明瞭さにもつながっている。

DAIpoにおける種の区分にあたっては，河川974
地点，止水域100地点（渡辺ら 1988），あるいは
両者あわせて1240（渡辺ら 2005）ものサンプル

が用いられている。これだけ多数のサンプルを用
いているなら，水質汚濁以外の環境条件が十分に
均一にならず，結果としてそれらの条件が珪藻群
集の種組成にばらつきを生じさせることもあると
考えられる。DAIpoにおける種の区分のためのサ
ンプルの採取にあたっては，流水域・止水域それ
ぞれにおける付着基物の種類を統一する，流水域
では流速約40cm・s－1，水深約30cm以浅に統一する，
遷移の進んだ現存量の多い藻被を対象とする，強
酸性，強アルカリ性など非調和型の水域や，海水，
毒物等の影響を受ける水域は対象としないといっ
た条件が設定されてはいる（渡辺ら 1986a，Watan-
abe et al. 1986，渡辺ら 2005）。しかしそれでも，
データにはpHをはじめ水質汚濁とは別の環境傾度
を構成する要素が含まれている可能性は高い。さ
らには，種組成の地域や水系による違いも無いと
はいえない。特定の地域や水系に偏って出現する
分類群の存在が，種組成の変化の軸を構成するこ
とも考えられる。
通常の間接傾度分析では，複数の要因によって
種組成が変化している場合には，それぞれの要因
に対応した種組成の変化を別個の軸として抽出す
る（Gauch 1982，加藤 1995）。しかしDAIpoでは，
水質汚濁に伴う種組成の変化のみを抽出している。
水質汚濁に伴う種組成の変化がデータセットにお
けるばらつきをもたらす最重要の要因であるか，
そうでなくても，水質汚濁以外の環境傾度に伴う
種組成の変化が，水質汚濁に伴う種組成の変化か
ら完全に独立であれば問題は生じない。しかし実
際には，ある環境傾度を形成する環境条件が強く
働く場所（環境条件が極端な場所，例えば，水質
がきわめて悪化した場所など）では，別の環境条
件による生物群集への影響が見られなくなる，と
いうことはあり得る。例えばKatoh（1991a）は，
水質汚濁が進んだ場所では，水温の変化に伴う付
着珪藻群集種組成の変化が認められにくいことを
指摘している。データセット中の水質汚濁以外の
環境傾度に対応する群集傾度が，水質汚濁に伴う
群集変化に影響を与えることはなかったのか，多
次元の序列化を行うことで検討する必要があるの
ではないかと思われる。

2）序列化に際し，種の序列の両極を設定している。
今日一般的に行われている序列化手法として，
主成分分析，対応分析（交互平均法；Hill 1973），
除歪対応分析（DCA ; Hill & Gauch 1980），多次
元尺度構成法を挙げることができる（加藤 1992，
1995）。これらは序列化にあたり，種組成のデータ
そのもの以外の情報を用いない。ところがDAIpo
における序列化では，Nitzschia paleaを汚濁の進ん
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だ水域の代表種，Cymbella minuta（後に代表種を
Achnanthes japonicaに変更；渡辺ら 2005）を清
浄な水域の代表種とし，この2種の位置を固定した
上で他の種を位置づけるという手法がとられてい
る（渡辺ら 1986a，Watanabe et al. 1986，渡辺
ら 2005）。DAIpoにおける序列化の過程は，交互
平均法（Hill 1973）の第1軸の算出の過程と類似し
ているようにも見えるが，交互平均法では軸の両
端は分析者により指定されない。この点でDAIpo
における序列化は，極座標付けPolar ordination
（Bray & Curtis 1957）に近いものともいえよう。
序列（＝軸）の両極を指定するためには，選ば
れた両極がそれに最適であることを立証する必要
がある。DAIpoの序列化に関しては，この部分に
若干の議論の不足があるように思われる。N. palea
が汚濁の進んだ水域の代表種であることについて
は文献も多数あり，異議を唱える余地はほとんど
なかろう。C. minutaやA. japonicaが清浄な水域に
出現することについても同様だが，極として最適
であることについては，なお議論の余地があった
のではないだろうか。
また，そもそもこのような極を設定する必要が
あるのかという問題もある。環境指標性を検討す
るためのデータを得た地点の間で水質汚濁が最も
主要な環境傾度であるなら，極を設定しない序列
化手法，例えば本来の反復平均法をそのまま用い
たとしても，水質汚濁に対応する種組成の変化の
軸が抽出されるはずである。両極を設定しないと
適当な軸が得られないなら，データセットが水質
汚濁以外の要因による種組成の変化をより強く反
映していることになる。その場合，水質汚濁とは
別の要因があり，極を指定しない序列化を用いた
場合には水質汚濁に対応する軸が適切に抽出され
なくとも，極を指定することにより水質汚濁に伴
う種組成変化の軸が適切に抽出されることが，デー
タに基づき立証されれば，DAIpoの理論的な基盤
が強化されることになるだろう。

3）種の区分に際しての工夫
このほかに，種の序列化の結果に基づいて種を3
つのグループに区分する際，汚濁に耐えられる種
と耐えられぬ種ができるだけ一緒に出現しないよ
うな境界の設定を行っているという点も，DAIpo
の特徴である（渡辺ら 2005）。このことは，DAIpo
の順にサンプルを並べ，好汚濁性種，広適応性種，
好清水性種の構成比を表示した場合に，水質が悪
化するに従って非汚濁耐性種が広適応種に置き換
わり，広適応種がさらに汚濁耐性種に置き換わる
という明瞭なスペクトラムを得る上で，大きな意
味を持っている（渡辺ら 2005）。

DAIpoと水質測定値，および
他の生物指数との関係

DAIpoと水質測定値の関連性を調べ，DAIpoの環
境指標性を明らかにしようとした研究は少なくな
い。一般に水質汚濁を指標するとされている水質
項目の測定値とDAIpoの間には，測定値が汚濁を
示すようになればなるほどDAIpoの値は小さくな
るという単相関関係が存在している（Watanabe et
al. 1988）。
もっとも水質汚濁は，BODなど特定の一属性だ
けで記述できるものではない。相互に関連する複
数の属性の，総合的な効果を示す複合的な環境傾
度である（Katoh 1992）。DAIpoが複数の水質項目
から影響を受ける総合的な指標としての性質を備
えることについては，大塚ら（2007）が検討を加
えているが，今後なお検討の必要があると考えら
れる。
一方で，他の生物指数との関連性を明らかにし
ようとした研究は非常に少ない。数少ない例であ
る加藤（1988）は，DAIpoは，小林ら（1985）の
珪藻種区分に基づくPantleとBuckの指数と並び，
Beckの指数など他の汚濁指数や多様性指数と比べ
て水質汚濁関連水質項目との相関が強かったとし
ている。これは，汚濁耐性値の加重平均の形の指
数が，他の指数よりも水質汚濁の状況をより良く
反映する（Katoh 1991b）ことを示す。珪藻類の種
組成を規定する最も重要な環境要因が水質汚濁で
ある場合には，このような形の指数は，序列化型
の多変量解析の第1軸のスコアとも非常に強い相関
を示す（Katoh 1992）。

DAIpoとPantleとBuckの指数の間には，上述の
ように数式上の本質的な違いはない。両者の差は
珪藻種区分の差に起因するものだが，これについ
て，東京都のサンプルを対象とした場合には，小
林ら（1985）の区分を用いたPantleとBuckの指数
の方がDAIpoよりもばらつきが小さいという結果
が得られている。また，DAIpoのほうが中間的な
値になりやすい点が指摘されている（加藤 1988）。
ただしこれらの点については，DAIpoが，より
幅広い水質条件をカバーすることを念頭に構成さ
れたものであり，適用可能な水質の幅の広さと局
所的な精度の高さがトレードオフの関係になるた
めではないか，とも考えられる。小林ら（1985）の
区分は基本的に東京都内の河川で得られた珪藻群
集の種組成とBODのデータに基づいているのに対
し，DAIpoにおける区分は広く全国の水域から得
られたデータに基づいている。結果として，後者
はより幅広い水質条件の水域に適用し得るのに対
し，前者は東京都やその隣接地域に限れば後者よ
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りもよい適合性を示すという可能性が考えられる。
以上より，根拠は異なれどもそれぞれに適切な
手続きを経て作られた指標種の区分が用いられて
いる場合には，指標種の区分のあり方が評価結果
に及ぼす影響は，数式の作り方の違い（和か，比
か）や，種のアバンダンスに関する情報を用いる
か否かが結果に及ぼす影響に比べて小さいと考え
られる。さらには，水質汚濁を念頭に置いて作ら
れた手法は単なる種多様性の指数よりも水質の変
化にはるかによく対応する（加藤 1988，Katoh
1991b，Round 1993）。

DAIpoとシャノンの多様性指数の関係について
は，墨田（1993）などにも言及があるが，渡辺ら
（2005）が明確に描写している。DAIpoが50の付近
で多様性は最大になること，0および100の付近で
は相対的に小さな値をとること，0，50，100のあ
たりでは多様性指数は時に0近くまで低下するが，
25，75のあたりでは常に1bit以上であること，と
いった特徴を見いだすことができる。但し，この
関係が全て生態学的な意味を持つというわけでは
ない。DAIpoの計算式から明らかに，単一の種が
極端に優占する多様性がきわめて低い（0bitに近い）
群集の場合，DAIpoの値は0，50，100のいずれか
にきわめて近い値になる。逆にDAIpoが25や75の
場合，もっとも多様性が低くなるのは，（好清水性
種と好汚濁性種が共存しないと考えるのであれば）
広適応性種1種と好汚濁性種または好清水性種1種
が半々で出現するような状況であり，この場合多
様性指数は1bitになる。つまり，あるDAIpo値にお
けるシャノンの指数の下限値はDAIpoの計算式か
ら自動的に決まり，その値は一定ではない。DAIpo
が0，50，100の場合には0bit，25と75の時は1bitと
なる。上述の関係には，多様性指数の下限値につ
いてのこの制約が反映されているということにな
る。

ま と め

DAIpoは，BODなど外的基準を参照すること無
しに構築された。その結果，DAIpoの環境指標性
について論理的な根拠を問う余地が生じ，環境指
標性の詳細についてはなお明らかにすべき点があ
るものの，既往の関連研究の成果から，水質汚濁
の評価のために十分に用いることができると考え
られる。

DAIpo算出における種群の区分においては，い
くつか根拠が不明確な部分が残っている。極とな
る種を設定する必要性と，極としてAchnanthes ja-
ponicaを選んだ理由の提示，極をCymbella minuta
からA. japonicaに変更したことに伴う種の分類の
変化や，極をさらに他の種とした場合の影響の検

討，根拠となるデータにおける最重要の環境傾度
が本当に水質汚濁であったことの検証が，特に望
まれる部分であろう。また，こうして得られた種
群が，別の手続きによって得られた種群とどのよ
うに違いがあるかについても，興味が持たれる。
DAIpoは海外でもしばしば利用されていることか
ら（例えばKim 1999, Duong et al. 2007），種群
を区分するために用いる珪藻サンプルを採取する
地理的な範囲と，その種群を用いたDAIpoの適用
可能範囲に関する検討も，今後の検討課題になり
得る。

DAIpoと他の生物指数との関係についても検討
の余地がある。特に多様性指数との関係について
は，環境の違いが種多様性に及ぼす影響を反映し
た部分と，数式の構造上必然的に生じる性質とを
区別して議論する視点が求められよう。

DAIpoは，本稿でも事例のごく一部を引用した
ように，国内外で今日広く使われている。上述の
問題が今後の研究により解消されていくに従い，
いっそうの広がりを見せることであろう。
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