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はじめに 

 

 平成 19 年に公表された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第４次報告におい

ては、気候システムに温暖化が生じていると断定するとともに、地球温暖化の加速的

な進行が水・生態系・食料・沿岸域・人の健康に深刻な影響を及ぼすと予測されてい

ます。 

 また、平成 20 年 1 月に公表された「農業農村整備における地球温暖化対応策のあ

り方」（「農業農村整備における地球温暖化対応検討会」における検討結果報告）では、

地球温暖化、気候変動により、農地、農業用水、土地改良施設にも様々な影響が生じ

ると予測・懸念されており、気温上昇による農業用水への影響としては、ダム貯水池

やため池の水温上昇が富栄養化やアオコの発生を増大させるとされています。 

 既に、アオコは、主に夏から秋にかけて多くの水域で発生しており、ダム貯水池、

ため池、調整池などの農業用貯水施設でも、多くの施設で発生が確認されています。

発生程度が著しい場合には、水利用面に影響を及ぼす可能性があるほか、悪臭の発生

や景観面への影響を及ぼす可能性もあります。 

 アオコ発生防止の抜本的な対策は貯水施設の水質改善で、このためには流域全体で

の取組が必要です。アオコが発生した場合には、貯水施設を管理されている方々に

様々な対応が求められる場合があります。この図書は、管理者の方々が対応をとる場

合に参考となる情報や留意事項などを掲載したものであり、参考として活用いただけ

れば幸いです。 
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■図書の構成 
 
 
 

１章 アオコとは： 

アオコ及びその発生についての基礎的な情報 
 
２章 アオコ発生への対応： 

アオコ発生への対応として、必要な調査や確認方法に関する情報 
 
３章 対策の必要性の判断： 

アオコレベル等と生じうる影響や被害との関係、影響や被害が生じやす

い貯水施設の特性など、対策が必要かどうかを判断する際に活用できる情

報 
 
４章 対策の選定： 

どのような対策をとればよいかを判断する上で参考となる情報 
 

 
参考 住民説明用配布資料（案） 

アオコ被害が生じたときの、貯水施設周辺・下流住民や、水利用者への

説明資料（案） 
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1章 アオコとは 
 

アオコが発生した場合には、水利用者の方や周辺住民の方からアオコについての

質問や問い合わせがある場合が考えられます。 

 この章では、アオコについて知っておくべき基礎的な情報とともに、アオコによ

る各種影響（農作物、施設等への影響）に関する情報について紹介します。 
 

1.1  アオコとは 
富栄養化した湖沼や池で、水温が 20℃以上になる初夏から盛夏にかけて、水の表面が緑

色の粉をふいたようになり、ひどい場合は、緑色のペンキを流したような厚い層が水面上に

形成されることがあります。この現象のことを『アオコ』と呼び、主に藍藻類が異常増殖し

て起こります（図 1 参照）。 

アオコは主に、ミクロキスティスやアナベナなどの藍藻類により構成されています。 

アオコと同じように湖沼や池で微細藻類が大量発生して水が着色する現象としては、渦
うず

鞭毛
べんもう

表 1藻類等による「淡水赤潮」が知られています（  参照）。また、アオコや淡水赤潮

のように、藻類が大量発生して着色する現象を「水の華」とも言います。 

アオコを引き起こす藻類には毒性物質を含むものもあり、ミクロシスティン（ミクロキス

ティスの一部に含まれる）やアナトキシン（アナベナの一部に含まれる）などがそれに該当

します。日本国内における被害事例の報告はありませんが、海外では、アオコの入った水を

家畜が飲んで死亡するといった被害事例が報告されています。飲料水として使用する場合は

処理に注意が必要です。 

出典：ダム貯水施設の水環境 Q＆A なぜなぜおもしろ読本（財）ダム水源地整備センター、 

環境影響評価情報支援ネットワーク 環境省総合環境政策局 
http://www.env.go.jp/policy/assess/6term/index.html 

 

図 1 アオコの発生 
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表 1 アオコおよび淡水赤潮に関係する藻類とその主な種類 

現象 原因藻類 主な種類 

アオコ 
藍藻類 ミクロキスティス、アファニゾメノン、アナベナ等 
緑藻類 クロレラ、セネデスムス、クラミドモナス等 

淡水 

赤潮 

珪藻類、緑藻類  

渦鞭毛藻類、ユー
グレナ藻類等 

セラティウム、ペリディニウム、ユーグレナ、ウログレナ等の
赤色、赤褐色、黄褐色の色素体を持った種類 

動物プランクトン ミジンコ、ゾウミジンコ 

出典：ダム貯水施設の水環境 Q＆A なぜなぜおもしろ読本（財）ダム水源地整備センター 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 アオコに関係する主な藍藻類 

出典：琵琶湖アオコの同定法、計数法、評価法 平成 17 年 11 月 30 日 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター：一瀬 諭 
http://www5f.biglobe.ne.jp/~lakebiwa/seminar/seminar051130pre.pdf 

ミクロキスティス属 

  粒状の細胞体が球状・立方体状に群体を形成。 

アナベナ属   粒状の細胞体が糸状体あるいは束状の群体を形成。 

アファニゾメノン属 

円筒形の細胞体が細長い群体 

を形成。 ミクロキスティス エルギノーサ 

ミクロキスティス ビリディス 

アファニゾメノン フロスアクアエ 

アナベナ マクロスポーラ アナベナ フロスアクアエ 

細胞の大きさ：2.5～9.5μm 

細胞の大きさ： 
4.0～7.0μm 

細胞の直径： 
4.0～7.0μm 
細胞の長さ： 
5.0～15.0μm 

細胞の 
大きさ： 
5.0～ 
14.0μm 

細胞の直径： 
4.0～8.0μm 
細胞の長さ： 
6.0～8.0μm 

※藍藻類の種類は形状の特徴からある程度は判別することが可能です。なお、藍藻類の色は発生段階により 
緑色から茶色に変化します。 
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1.2  アオコの発生・増殖のメカニズム 
流域からの栄養塩（窒素、リン等）の流入によって、貯水施設内の栄養塩の濃度が高まり、

さらに水温や日射量、滞留時間等の条件が揃ったときに、植物プランクトンが増殖します。

アオコの発生は、主に藍藻類が異常増殖した場合に起きる現象です（図 3 参照）。 

アオコの発生を抑制するためには、流域から貯水施設に流入する生活排水等の栄養塩を減

らすとともに、貯水施設内の水の滞留を防ぐなど、アオコが発生・増殖しにくい環境をつく

るための対策を行う必要があります。 

 

図 3 アオコ発生・植物プランクトン増殖の仕組み 

 
アオコをつくる主な藍藻類であるミクロキスティスは、水温が 20℃を超えると増殖を始

め、25℃を超えると大発生が始まることが知られています。 また、光合成により藻類が成

育するためには十分な日射量が必要です。ミクロキスティスは一般的に梅雨明けの夏季に増

殖し、アオコを生じさせ、秋になり、水温や日射量が減ると衰退していきます。  

アオコは、珪藻類や緑藻類など他の植物プランクトンとの競合や、動物プランクトンによ

る捕食など、様々な生き物の相互関係で発生するため、 水質や気象等の条件が同じでも発

生や終息の時期が異なったり、年によって出現したり、しなかったりします。 
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図 4 アオコが増殖しやすい環境の特徴 

 
※このフローはアオコの増殖過程を示しています。気温・水温や栄養塩といった環境条件によってア

オコは増殖し、照度や風による影響を受けて、さらに増殖・集積します。また、異常増殖して厚い
マット状（層状）になったアオコが湖面を覆うと、景観・悪臭等の問題が深刻になります。アオコ
の増殖により、他の植物プランクトンの増殖は抑制されます（p.18 見た目アオコ指標レベル参照）。 

図 5 アオコの増殖メカニズムと異常増殖に至る環境条件 

出典：『水界植物群落の物資生産Ⅱ －植物プランクトン－』、1973、p.51、 
有賀祐勝、「湖沼の珪藻および藍藻の光合成‐温度曲線」 
Eutrophication of Water, Monitoring, Assessment and Control，1982．OECD 
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1.3  アオコが発生しやすい貯水施設の特性 

アオコが増殖しやすい環境条件を踏まえると、下記のような特性をもつ貯水施設の場合、

アオコが比較的発生しやすい環境にあるといえます。 

表 2 アオコが発生しやすい貯水施設の特性 

条件 貯水施設の特性 アオコの現象 

水理 
・滞留時間が長い。 
（ダム貯水施設で 5 日間程度以上(1)

・出水の流入頻度が少ない。 
） ・滞留時間が長いと、アオコが増殖し

やすい。 

栄養塩 
（窒素・
リン濃
度、 

N/P 比） 

・流域からの栄養塩の流入量が多い。 
（特にリンの濃度） 

・代かき、田植え時期の水田からの排
水の流入が多い。 

・生活排水、畜産排水の流入が多い。 
・N/P 比*が 7～10 程度になっている。 

＊湖沼・貯水池の水中における全窒
素（T-N）と全リン（T-P）の濃
度の比率。 

・アオコの栄養となる窒素、リンが豊
富にあるとアオコが増殖しやすい。 

 
・藻類は、一般にN/P比 7～10 程度の

とき増殖しやすい(2)

水温 

。 

・貯水施設に日陰がなく、表層水温が
温まりやすい。 

・初夏から初秋にかけて、貯水施設内
の表層と下層の間に水温（密度）差
による層（水温躍層）が生じやすい
（これにより上下層の水交換が進
まないため高水温になりやすい）。 

・アオコの原因藻類は高水温（25℃程
度）を好む種が多く、アオコが増殖
しやすい。 

底質 

・底質がヘドロ化等により、悪化して
いる。 

・建設年度が古い（堆積している有機
物が多い）、または長期間浚渫を実
施していない。 

・底層の溶存酸素（DO）濃度が低い
（リンの溶出を促進する）。 

・湖底からの栄養塩の供給が多いと、
アオコが増殖しやすい。 

・アオコの原因藻類は、水温が低下す
ると湖底に沈降し、越冬するため、
これが底質に多く蓄積されている
と、アオコが発生しやすい。 

出典（1）ダム貯水池における淡水赤潮とアオコの発生機構および対策について 井芹 寧  
九州技法第 23 号（1998.7） 

（2）湖沼工学 岩佐義朗 山海堂 p.275 
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1.4  アオコ発生による影響 

(1) アオコの発生による影響や被害 
アオコの発生によって、図 6のような影響が生じる可能性があります。 

 

   

図 6 アオコ発生による影響・被害 

出典：畑作物の水質環境 食の安全とおいしさを求めて 鈴木光剛 

   畑地灌漑用水の水質とその適正限界 平成 5,6 年度科学研究費補助金 

研究成果報告書 研究代表者 鈴木光剛 

ダム貯水池における淡水赤潮とアオコの発生機構および対策について 

井芹寧 九州技報第 23 号（1998 年 7 月） 

    環境研ミニ百科第 50 号 湖沼における窒素の循環 
http://www.ies.or.jp/publicity_j/mini_hyakka/50/mini50.html 

か ん が い 以
外の影響 

農作物の 
品質低下 

施設障害 

高濃度のアオコが混入したかんがい
用水は緑色に着色しているため、その
水を直接、農作物に散布した場合、葉
菜類など農作物への着色影響が考えら
れる。 

アオコが混入したかんがい用水を散
布する際、噴霧器や多孔管等の穴が目
詰まりする恐れがある。アオコの濃度
が高くなる程、顕著になる。 

景観悪化 

悪臭 

アオコが発生することにより、貯水
施設の水面が緑色に着色し、透明度が
落ち、景観が阻害される。 

アオコが集積すると独特の藻臭を発
し、ひどい場合は悪臭問題となる。 

魚類斃死
へ い し

 
アオコが魚のえらにつまり魚を窒息

死させる可能性がある。 

風評被害 
アオコの発生が報道された場合に、

農業や水産業等に影響が生じる可能性
がある。 

か ん が い の
影響 

ア
オ
コ
発
生
に
よ
る
影
響
・
被
害 
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(2) アオコ発生による影響に関する被害事例 
平成 21 年度に全国の農業用貯水施設（143 施設）の管理者の方を対象にして行ったアオ

コ発生による影響に関するアンケートでは、23％の施設で被害があったとの回答がありまし

た（図 7 参照）。被害の内容としては、悪臭の発生、景観の悪化の順に多く、次いでかん

がい施設の目詰まり等の施設障害という回答が多くなっていました（表 3 参照）。 

アオコ発生程度がひどい場合には、悪臭等の被害が生じ、新聞等で報道されているケース

もあります（表 4 参照）。 

その他
1%

ファームポ
ンド
2%

ダム
61%

調整池
10%

ため池
26%

対象施設の内訳　　［全国計］

アオコ
以外

の発生有
4%

発生無し
43%

発生有り
23%

不明
無回答

30%

アオコ等による被害発生有無　　［全国計］  

0 5 10 15 20 25 30

悪臭

景観悪化

魚類斃死

作物品質低下

施設障害

アオコによる被害発生内訳　　［全国計］  
図 7 水質被害の発生状況結果（データ出典：H21 施設管理者アンケート） 

 

表 3 アンケートで回答のあったアオコ発生の影響・被害 

区分 影響・被害の内容 

農業面の影響 
 
 

・農作物の風評被害 
・点滴かんがい施設の目詰まり 
・ストレーナーの目詰まり 

農業外の影響 
 
 
 
 
 

・近隣住民から異臭により家の窓が開けられない等の苦情 
・貯水施設内における魚の斃死 
・景観の悪化に対する苦情（特に貯水施設が親水利用されている

場合は影響大） 
・貯水施設下流の浄水場でろ過障害が発生 
・水道用水に異臭が発生 

（件数） 
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表 4 アオコ被害に関する新聞記事 

見出し 新聞記事の概要 備考 

アオコで水道
水に異臭 
宝塚市民から
苦情相次ぐ 

宝塚市は 24 日、市民から「水道水が土臭い」といった苦情が
22 日以降 64 件寄せられた、と発表した。市上下水道局によると、
苦情は市惣川浄水場（同市すみれガ丘 4）の配水地域からで、水
源の貯水池に「アオコ」が異常発生したことが原因とみられる。
同局は人体に影響はないとしている。 

同局は 22 日から、活性炭を増量しており、24 日午後 5 時現在、
臭気の数値は正常に戻っているという。 

2011/8/25 
神戸新聞 
朝刊 

霞ヶ浦、悪臭
に苦情 
アオコ回収追
い付かず 

『土浦市、休み返上で作業』 
霞ケ浦・北浦でアオコが大量発生している問題で、腐敗して悪

臭を放つアオコが土浦市内の河川でも増え続けており、市民から
市に苦情が殺到。市はお盆休み返上で回収に当たる。 
市民からは「臭い」、「窓を開けられない」、「洗濯物や布団を
干せない」などといった苦情が 12 日までに数百件寄せられてい
る。 

2011/8/13 
茨城新聞 
朝刊 

アオコ：館林
で大量発生 
苦情で県、市
が除去対策 

館林市の城沼や鶴生田川などでアオコが大量に発生し、近隣住
民から「窓を開けると悪臭が家中に広がる。何とかしてほしい」
などと苦情が寄せられている。アオコがこれ以上広がるのを防ご
うと、県と市などは除去対策に乗り出している。 
『城沼でコイ浮く』 

アオコは水全体を緑色や茶褐色に変色させる微小な藻類。水温
が 25～35 度に上昇し、栄養分を含んだ家庭からの排水が流入す
ると大量に発生する。放置すると繁殖し、過密状態が続くと腐敗
して悪臭を放つ。城沼では酸欠で死んだコイなどが多数、浮かん
でいる。 

2005/7/20 
毎日新聞 
地方版 
群馬 

アオコ田瀬湖
（東和）覆う 
悪臭・酸欠・
景観も損なう
過去最大の発
生 
魚の被害報告
なし 

東和町の田瀬湖で、植物プランクトンが異常増殖する「アオコ」
が、過去にない規模で大発生している。現在は湖面一面が緑色の
状態だ。アオコの大発生は湖水が滞留しやすいダムの機能上の問
題に加え、今夏の好天が要因とみられる。かんがい用水への影響
や淡水魚の死滅被害などは確認されていないが、悪臭や景観・湖
面利用上の支障が懸念され、北上川ダム統合管理事務所は監視を
強化している。湖畔には釣り公園やヨットハーバーもあり、関係
者は頭を痛めている。 

2005/9/24 
岩手日報 
朝刊 
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見出し 新聞記事の概要 備考 

アオコ大量発
生、緑川ダム 
7 月からの少
雨と猛暑原因 
悪臭に観光客
から苦情も 

下益城郡砥用町の緑川ダムの湖面に微小藻類アオコが大量に
発生、いたる所で湖面が黄緑色に変色している。アオコは七月中
旬から見られるようになり、八月中旬に最も繁茂した。ダム湖で
は十年ほど前からほぼ毎年アオコが発生しているが、町によると
「ここまで異常に変色したのは初めて」という。 

ダム湖畔にキャンプ場がある砥用町は「観光客から悪臭がする
との苦情を受けている。このような状態が長く続くと町のイメー
ジダウンになる」と頭を抱えている。 

1998/9/3 
熊本日日 
新聞  
朝刊 

アオコ勢力衰
えず 
湖岸に吹きだ
まり悪臭被害
の心配も 
網走湖 

 網走湖のほぼ全域で発生が観測された植物プランクトンの異
常発生・アオコは、確認してから三日たった二日も、依然衰えを
見せていない。風下の湖岸沿いには、吹き寄せられたアオコがた
まり始め、水面は緑色に染められている。 

またアオコが多く吹き寄せられているのは、網走市呼人地区か
ら女満別町湖南地区を中心とした湖の東側。風に流されながら、
時速一キロ以下のペースでゆっくり漂っており、悪臭の被害が心
配される。 

1996/9/3 
北海道 
新聞 
朝刊 
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2章 アオコ発生への対応 
 

 アオコ発生への対応としては、日常的にもアオコ発生に影響する環境条件を把握

するとともに、アオコの発生警戒時、発生時、発生後の各段階に応じて適切な対応

を行う必要があります。 

 この章では、アオコ発生への対応として、必要な調査や確認の方法に関する情報

について紹介します。 
 

2.1  アオコ対応の流れ 
アオコの発生に関して、貯水施設の管理者の方々が行う対応としては、以下のような流れ

が考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）日常的な対応 
 ～アオコ発生の兆しを発見するために～ 
気温が低くアオコが発生する可能性が低い時期であっても、貯水施設の水環境の状況や

それに関連する流域の状況を定期的に把握し、アオコが発生しやすい環境になっていない
かを確認しておく必要があります。 

（2）発生する可能性の高い時期の対応  
～アオコの発生をいち早く察知するために～ 

日常的な対応（監視・観測）により、水温の上昇等がみられ、アオコが発生する可能性
が高くなった場合には、アオコ発生を未然に防ぐための対応を行うとともに、アオコの発
生をいち早く察知する必要があります。 

（3）発生時の対応 
 ～できるだけ被害を発生・拡大させないようにするために～ 
アオコが発生した場合、発生状況を的確に把握し、対応可能なアオコ対策等を実施する

ことで、発生の拡大やそれによる被害の発生を回避・軽減できる可能性があります。また、
水利用者や周辺住民に対する説明などの対応が必要な場合があります。 

（4）発生後の対応 
 ～次の発生時に万全の対応に備えるために～ 
アオコの発生から終息までの間の発生状況や対応状況を整理し、それを踏まえた今後の

対応方針を整理しておくと、次にアオコが発生した場合に、より効果的・効率的に対応で
きる可能性があります。 

各段階の対応にフィードバック 
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2.2  各段階の対応の内容 
(1) 日常的な対応 

アオコが発生する可能性が低い時期であっても、貯水施設の水環境や流域の状況の変化

を把握し、アオコが発生しやすい環境になっていないかを確認しておく必要があります。 

ここでは、日常的に必要となる対応として、水利用状況、貯水施設の監視や水温等の測

定、気象情報の状況把握等について紹介します。 

 

①  水利用状況等の把握 

 アオコが発生した場合の影響や貯水施設の水環境への影響を考えると、貯水施設の水の利

用状況や流域の状況変化を定期的に把握しておくことが大切です。表 4にこの段階で把握し

ておくべき内容について整理しました。 

貯水施設の種類・規模、管理体制や貯水施設の立地条件などに応じて可能な対応とその頻度

は異なりますが、定期的な巡回は、基本的な対応として取り組むことが大切です。 

 

表 4 日常的な対応： ①水利用状況等の把握 

項目 内容 

水利用の状況 アオコが発生した場合には水利用者に影響が生じる可能性があるた
め、貯水施設の水利用状況について定期的に把握する。 

【把握方法】 
・巡回、受益者等への聞き取り 
（あらかじめ聞き取り対象者を決めておくと効率的） 

【ポイント】 
・農業利用以外（上水、工業用水等）も含めた水利用状況 
・農業利用では、利用作物やかんがい方法、当該貯水施設への依存割合
・貯水施設周辺での親水利用の状況、イベント等がある場合はその予定

流域の状況 流入水の水質と関係の深い流域内の土地利用、営農の状況等について
定期的に把握する。 

【把握方法】 
・巡回、住民・農家への聞き取り 
（あらかじめ聞き取り対象者を決めておくと効率的） 

【ポイント】 
・開発等による土地利用の変化はないか 
・宅地、事業場等から汚濁水の流入がないか 
・農地ではどのような作物が栽培されているか 
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②監視・観測 

 アオコ発生の兆しを早期に発見するためには、日頃から貯水施設の状況を定期的に監視・

観測するとともに、アオコ発生と関係が深い今後の天気や降雨の予報についても情報収集を

行い、貯水施設の諸条件がアオコの発生しやすい条件になっていないかを確認することが必

要です。 

 表 5に貯水施設の具体的な監視・観測の内容や気象予報の種類等について整理しました。 

貯水施設の種類・規模、管理体制や貯水施設の立地条件などに応じて可能な対応は異なり

ますが、水面の監視と水温測定は、基本的な対応として取り組むことが大切です。 
p.20 に、監視・観測した結果の記載様式の例を記載しています。 

（この段階では、見た目アオコ指標レベル（p.18 参照）の入力は不要です。） 

 

表 5 日常的な対応： ②監視・観測 貯水施設の水面・水温・水質状況 

項目 内容 

貯水施設の 

水面状況 

 アオコの発生する貯水施設の水面の状況について週１回程度の頻度で
監視する。 

【監視方法】 
・目視、写真撮影 

【ポイント】 
・濁水や汚濁水の流入等による水の色や透明度（p.27 参照）の変化 
・降雨や受益地での水利用による水位の変化 
・水は滞留していないか 

貯水施設の 

水温 

アオコの増殖と関係の深い貯水施設の水温について週１回程度の頻度
で測定する。 

【観測方法】 
・水温計による測定 

【ポイント】 
・原則として、同一時間・同一地点で測定を継続する。 
・代表点として湖心部または最深部の測定を行い、さらに湖形状などに

応じて上流部やアオコの発生しやすい箇所の測定を追加する。 
※湖心部または最深部での測定が困難な場合は、陸上から測定できる

地点で定点観測を行う。 
・観測水深は表層（水深 0.5m 程度）とする（さらに、下層の水温も観測

することで、水温躍層の形成を把握することができる）。 
・水が動きにくい入り込んだ場所は水温が高い可能性があるので注意が

必要。日頃の測定により、どの程度水温が高いかを把握しておく。 
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項目 内容 

貯水施設の

水質 

アオコの発生予防、発生時の原因特定および対策の検討のために、定
期的に貯水施設の水質状態を把握する（月 1 回～年 4 回程度）。 

アオコとの関連から見た主な観測項目は以下のとおり。 

項目 測定意義 

クロロフィル a
（Chl.a） 

アオコを形成する植物プランクトンの指標。
アオコの発生程度を把握する上で役に立つ。 

窒素（T-N 等） 

リン（T-P 等） 

水の富栄養化の指標。これらは植物プランク
トンの栄養源となるのでアオコの増殖程度を把
握する上で役に立つ。 

SS または濁度 

透 明 度 ま た は
透視度 

水の濁り・透明感の指標。アオコの発生程度
を把握する上で役に立つ。 

COD 水の有機汚濁の指標。アオコの発生程度を把
握する上で役に立つ。 

pH 酸性・アルカリ性の度合の指標。植物プラン
クトンが多いと光合成を行う日中にpHが上昇す
る（CO2

【観測方法】 

の消費による）。 

・採水して分析機関に依頼するほか、機器による測定や簡易水質検査キ
ットなどによる測定がある。 

【ポイント】 
・原則として、同一時間帯・同一地点での測定を継続する。 
・代表点として湖心部または最深部の測定を行い、湖形状などに応じて

上流部やアオコの発生しやすい箇所の測定を追加する。 
※湖心部または最深部での測定が困難な場合は、陸上から測定できる

地点で定点観測を行う 

・観測水深は表層（水深 0.5m 程度）とする。 
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項目 内容 

気象予報  今後の気温の推移や降雨の予想などについて短期的・中長期的な気象
予測に関する情報を把握する。 

【気象予報の種類】 
・毎日の天気予報、週間予報の他、長期的な予報として、以下のような

ものがあり、インターネット等で入手可能。 

長期予報の種類・発表日時： 

1 か月予報 毎週金曜日 14 時 30 分 

3 か月予報 毎月 25 日頃 14 時 

暖候期予報 2 月 25 日頃 14 時  ※ 

※2 月に発表される 6～8 月の季節予報 
発表内容：平均気温、降水量、日照時間、降雪量（冬季のみ） 
情報入手先：気象庁 WEB サイト（防災気象情報－季節予報） 

http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/ 

 
表 6 アオコが発生しやすい条件 

項目 内容 

気象条件 ・日平均気温が 25℃を超え、今後も上昇すると予測される。 
・今後、中長期的にまとまった降雨がないと予測される。 

水理条件 ・少雨・渇水傾向で流入水量が減少している。 
・貯水施設内の水が停滞している。 

※滞留時間が 5 日を超えるとアオコ発生が懸念される。 

水温・水質

条件 

・窒素、リン濃度が共に十分高い。 

・水温が一定の基準※

※水温 20～25℃でアオコ発生が、25℃を超えると大増殖が懸念される。 
を超え、今後も上昇すると予測される。 

・表層と下層の水温差が大きくなり、水温躍層が発達している。 
・クロロフィルa（Chl.a）濃度が一定の基準※

※クロロフィル a  20μg/L 程度で、水中にアオコの微小群体が散らば
って浮遊している状態とされている。 

を超過した。 

出典：「地球温暖化と湖のプランクトン群集」北里孝幸、陸水学雑誌（2000）、61、PP.65-77 
   Eutrophication of Water, Monitoring, Assessment and Control, 1982. OECD 
   湖山池の水質変動に及ぼす気象要因の影響 田中賢之介他 鳥取県衛生研究所 
   アオコの発生について Q&A 琵琶湖河川事務所 
   http://www.biwakokasen.go.jp/current/inquiry/card/400_300.html 

  貯水池の水質 昭和 61 年 5 月 水資源開発公団試験所 
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③水質改善施設等の点検 

貯水施設内に設置している曝気循環施設や流動化施設、保管している分画フェンスや遮光

ネット等の水質改善施設は、アオコ発生の可能性が高まった場合、またはアオコが発生した

場合に速やかに使用できるよう、点検・整備を行っておくことが大切です。 

 

表 7 日常的な対応： ③水質改善施設等の点検 

項目 内容 

水質改善施設等の点検  施設の清掃等を行い、異常がないかどうかを点検し、必要
な修理、部品交換を行った上で、試運転を実施しておく。ま
た、分画フェンス等の施設についても、いつでも使用可能な
状態となっているかどうか点検しておく。 

 
表 8 水質改善施設等の例 

対策種別 対策例 

全 層 曝 気 循 環 装

置・プロペラ式循環

装置 

・全層曝気循環装置（写真左）やプロペラ式循環装置（写真右）
による貯水施設内の水の循環促進 

   

小規模な流動化装

置 

・小規模な流動化装置による、貯水施設内の水の循環・滞留改善 

・アオコ原因藻類を分散しアオコを解消する効果 

＜小規模な流動化装置の事例：水中ポンプによる流動化＞ 
 

※水質改善対策については、他の対策も含めて、本図書の第 4 章に整理をしています。 

 

浮標板

水中ポンプ

ポンプの排水口にエルボーを接続し、
排水方向を水面と平行にする。

浮標板で水中ポンプを
水面に固定する。

エルボー

池水の流動化

イメージ
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(2) 発生の可能性が高い時期の対応 

日常的な対応（監視・観測）により、水温の上昇等がみられ、アオコが発生する可能性

が高くなった場合には、監視・観測を強化するとともに、できるだけアオコを発生させな

いための予防策を講じることが必要です。 

ここでは、アオコ発生警戒時の対応として、監視・観測で強化すべき内容や予防対策に

ついて紹介します。 
 

①監視・観測の強化 

アオコの早期発見・早期対応を行うためには、平常時よりも監視・観測を強化する必要が

あります。(1)日常的な対応 の「監視・観測」（表 5）のうち、水面の状況、水温について

は基本的に毎日監視し、水質についても、測定機器がある場合や簡易測定できるものについ

ては、できるだけこまめに観測することが必要です。また、この段階からは、アオコレベル

もあわせて把握することが必要です。 

p.20 に、監視・観測した結果の記録様式の例を記載しています。 

 

表 9 発生の可能性が高い時期の対応： ①監視・観測の強化 

項目 内容 

アオコレベル  水面の状況、水温の監視にあわせて、アオコレベルを観測する。 
アオコは風の影響により容易に移動するため、アオコが集積しやすい

場所（ゴミなどがたまりやすい岸辺や水が動きにくい入り込んだ場所）、
過去にアオコが発生した場所は注意が必要である。 
【監視方法】 
・アオコレベルは『見た目アオコ指標レベル』（詳細は p.17 参照）    

を用いて評価する。 
・目視による水面の観察のほか、レベル 0～1 については池水を白い柄杓

やバットにすくい取って観察し評価する。 
 

②予防対策 

アオコ発生の可能性が高くなった段階で運転・稼働していない曝気循環施設等の水質改善

設備がある場合には、予防対策として施設を運転・稼働させることで、アオコ発生を未然に

予防できる可能性があります。また、分画フェンスや遮光用の施設を使用することでアオコ

の発生を予防できる可能性があります。 
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表 10 発生の可能性が高い時期の対応： ②予防対策 

項目 内容 

予防対策 ・曝気循環、流動化により植物プランクトンの増殖を抑制する。 

・流入部への分画フェンスの設置により貯水施設に流入する栄養塩の供
給を抑制する。 

・遮光（ネット、シート等）により植物プランクトンの増殖を抑制する。 

・貯水施設の水位を下げて滞留時間を短縮することにより植物プランク
トンの増殖を抑制する。 

（p.15 表 8 水質改善施設等の例 参照） 

※水質改善対策については、他の対策も含めて、本図書の第 4 章に整理をしております。 
 

 

◆見た目アオコ指標レベル◆ 

『見た目アオコ指標レベル』とは

 

、アオコの状況（程度）を目視による確認で判断で
きるように、レベル 0～レベル 6 の 7 段階にレベル化したもので、国立環境研究所で開発
された指標です。 

見た目アオコ指標レベルは、誰でも確認することが可能なため、近年、池やダム湖沼
における日頃の調査の中で、アオコの状況を確認する方法として、この『見た目アオコ
指標レベル』が利用されています。 

 
貯水施設内であっても、周辺環境や地形、風向や風速等の影響により、アオコのレベ

ルは異なるため、多くの場合、同じ貯水施設内であっても複数のレベルが存在すること
が考えられます。特に、レベル 4 以上のアオコは、吹き溜まりなど、限定的な場所でみ
られることが多いため、アオコの状況を観測する際は、見た目アオコ指標レベルととも
に、そのアオコレベルが見られた位置も整理します。 

  
秋田県の八郎湖では、この『見た目アオコ指標レベル』を活用して、アオコ発生から

終息までの期間のアオコの状況（発生位置とレベル）を把握しています。（見た目アオ
コ指標：（八郎湖版）p.19 参照） 

 
参考：八郎湖におけるアオコの発生状況 

調査地点および発生状況一覧（「見た目アオコ指標」によるレベル標記） 
   http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1309686707137/index.html 
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レベル 0： 

アオコ発生は確かめられない。 

レベル 4： 

膜状にアオコが湖面を覆う。 

 

 

 

 

 

 
レベル 1： 

アオコ発生が肉眼では確認できない。 
（ネットで引いたり、白いバットに汲んで良く見
ると確認できる） 

レベル 5： 
 

厚くマット状にアオコが湖面を覆う。 

 

 

 

 

 

 
レベル 2： 

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。 
（アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認
できる） 

レベル 6： 
アオコがスカム状（厚く堆積し、表面が白っぽ
くなったり、紫・青の縞模様になることもある）
に湖面を覆い、腐敗臭がする。 

 

 

 

 

レベル 3： 
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状に
なっている。 

出典：国立環境研究所「見た目アオコ指標」 

http://www.nies.go.jp/kanko/gyomu/pdf/972302/972302-5-1.pdf 

見た目アオコ指標 

湖内で一番集積量の多いところ、多い時間帯で

その量を以上のようなレベルで分ける。 

国立環境研究所 
霞ヶ浦研究会 
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国立環境研究所「見た目アオコ指標レベル」活用事例 

 

見た目アオコ指標（八郎湖版） 
 

レベル 0 ： 発生は認められない 

レベル 1 ： 肉眼で確認できない 
（ネットを引いたり、白いバットに汲んで良く見ると確認できる） 

レベル 2 ： うっすらと筋状 
 

 
レベル 3 ： パッチ 
 
 
 

 
 
 
レベル 4 ： 膜状 
 
 

 
 
 
レベル 5 ： マット状 
 
 
 

 
 
レベル 6 ： スカム状 

 
 
 
※この指標は、国立環境研究所が提唱する見た目アオコ指標を元に作成しました。 

 
出典：美の国あきたネット 見た目アオコ指標（八郎湖版） 

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1246602675971/index.html 
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調査者 ： 
調査日 ： 
 
天候  ：   （前日の天候：   ） 

No. 
調査 
地点 

調査 
時刻 

気温 
（℃） 

水温 
（℃） 

見た目 
アオコ指標 

レベル 
風向 臭気 水の色 備考 

例 取水口付近 10:00 27 23 0 南西 藻臭 緑  

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 

 

図 8 調査用具例（八郎湖の例） 

◆監視・観測の記録様式（例）◆ 

見た目アオコ指標レベル 

採水容器 
※植物プランクトン

（p.2 図 2 参照）の

有無等確認したい

場合、柄杓等で採水

した水を容器に入

れて持ち帰り、顕微

鏡を用いて識別す

ることが可能 

白い柄杓 
※白いためアオコに

よる緑色の着色の

有無を判断しやす

い 

気温・水温の 

携帯型測定機器 
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(3) 発生時の対応 

アオコの発生時には、さらなるアオコレベルの上昇や発生範囲の拡大をさせないために、

適切な状況把握と対応可能な応急措置を講じることが必要です。また、場合によっては水

利用者や周辺住民への説明も必要となります。 

ここでは、アオコ発生時の発生状況の把握方法や応急的なアオコ対策、住民等への説明

内容等について紹介します。 

 
①アオコ発生状況等の把握 

アオコ対策を検討するためにも、また今後の動向予測や住民等への説明のためにも、発生

状況等を把握することが必要です。表 11に把握すべき状況・情報や把握の方法について整

理しました。 

p.22 に、発生場所とレベルの記録例を記載しています。 

表 11 発生時の対応： ①アオコ発生状況の把握 

項目 内容 

発生状況の把握 アオコ発生を確認してから終息するまでの期間のアオコの発生状況
（発生位置・程度等）を把握し、記録する。 

アオコは風の影響により容易に移動・集積するため、大量に集積し
た場所を特定し、そのアオコレベルを把握する。 
【把握方法】 
・目視、写真撮影 
・発生状況は『見た目アオコ指標レベル』（p.18 参照）で評価 
・定点での観測に加え、風の影響による移動も考慮して、貯水施設全

体でのアオコの発生位置、アオコレベルの把握 
参考：アオコ原因藻類の識別 
   アオコの原因となる主な藻類の写真を第１章に掲載しています

が、顕微鏡を用いて観察することで、ある程度、藻類の種類を
識別することが可能です。 

   詳しい情報を知りたい方は、下記を参照してください。 

『琵琶湖アオコの同定法、計数法、評価法』 
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 一瀬 諭 
http://www5f.biglobe.ne.jp/~lakebiwa/seminar/seminar051130pre.pdf 

【記録方法】 
・発生場所とアオコレベルはマップ上に記録することが望ましい。こ

れにより、アオコの集積しやすい場所や場所ごとのレベル、さらに、
アオコの貯水施設内での移動パターンを把握することができる。 
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項目 内容 

被害・影響の把握 アオコレベルとそのレベルに応じて生じる可能性のある影響・被害
との関係性から、今後懸念される影響や被害を把握するとともに、実
際に被害が発生していないかどうかを把握する。 

※本図書の第 3 章に参考となる情報を整理しています。 
【把握方法】 
・巡回、住民や受益者等への聞き取り 
（あらかじめ聞き取り対象者を決めておくと効率的） 
【ポイント】 
・かんがい施設やかん水機器の目詰まりはないか 
・貯水施設で悪臭の発生や魚類斃死はないか 

・水道利用がある場合に異臭はでていないか 

特定原因の有無
の把握 

流域内から通常とは異なる汚濁の流入がアオコ発生に影響している
場合もあるため、流域内を巡回し、異変が無いかを確認する。 

 

 
 

 
 ＜ダムの場合＞               ＜ため池の場合＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆発生場所とアオコレベル（見た目アオコ指標レベル）の記録例◆ 
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②アオコ発生被害軽減対策 

アオコが発生した段階では、水質改善施設がある場合には施設の稼働を継続・強化するこ

とが必要です。これら施設がない貯水施設においても、規模の小さな貯水施設や発生範囲が

限定的である場合には、小規模な装置等を利用した池水の流動化やアオコの回収・除去など

の応急的な措置を実施することにより、アオコ発生の抑制や影響を軽減できる可能性があり

ます。表 12に応急的な措置として対応事例の多いものを整理しました。 

なお、応急的な対応に利用可能な小規模で運搬可能な機器・装置については、必ずしも個々

のため池で所有する必要はなく、水系や行政単位等のまとまりで、アオコ（水質）に課題を

持つため池が多くある場合などでは、運搬可能な機器・装置を地域で共有するような方法も

考えられます。 

 

表 12 応急的なアオコ被害軽減対策の例 

対策種別 対策例 

アオコ回収・除去 ・バキュームカー（写真左）やハンドスキマー（写真右）による
アオコ回収 

   

流動化・循環 ・流動化装置による停滞湖水の流動化 

＜流動化装置の事例＞ 

・水中ポンプや船のスクリュープロペラを活用した流動化 

   

※本図書の第 4 章にこれら対策の参考事例を整理します。 

浮標板

水中ポンプ

ポンプの排水口にエルボーを接続し、
排水方向を水面と平行にする。

浮標板で水中ポンプを
水面に固定する。

エルボー

池水の流動化

イメージ
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③水利用者・周辺住民等への対応 

アオコが発生した場合に、水利用者・周辺住民に対して、説明が必要となる場合がありま

す。住民等への説明の際に、説明すべき事項やその内容について、表 13 に整理しました。 

なお、これまでにもたびたびアオコが発生しているような貯水施設では、アオコ発生によ

る影響や被害が発生した場合に備えて、関係機関や水利用者との連絡体制を整備しておくこ

とも必要です。 

 

表 13 発生時の対応： ③受益者・周辺住民等への対応 

項目 説明する内容 

アオコについて
の説明 

アオコの基本的な情報やアオコ発生による影響など、アオコについ
ての正しい理解を促すための、アオコに関する基本的な情報 

※ 本図書の第 1 章に参考となる情報を整理しています。 

アオコ発生状況 これまでの監視・観測の結果を基に、以下のような内容 

・発生からの経緯や現在のアオコレベル 
・想定されるアオコ発生要因 
・気象予報等から予想される今後の動向等 

アオコ対応状況 ・監視・観測、調査、対策などの実施状況等 

想定される影響 ・現在のアオコレベルや今後の動向、対策等の実施状況からみて想定
される影響や被害 
※ 本図書の第 3 章に参考となる情報を整理しています。 

※ 本図書の巻末に住民説明用の資料の例を掲載しております。参考にしてください。 
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(4) 発生後の対応 

アオコが終息したこの段階では、これまでの対応を振り返って、今後のアオコ対応に向

けて、発生状況や対応状況の整理、対応の改善点等の検討をしておく必要があります。 

ここでは、発生状況や対応状況として整理しておくべき内容や、今後の対応の改善に向

けた検討事項について紹介します。 

 
①発生状況、対応状況等の整理 

監視・観測の結果、アオコの発生状況、施設管理者の対応状況、影響・被害の発生状況な

どをきちんと整理しておくと、個々の貯水施設におけるアオコ発生の特徴などが把握でき、

今後の対応の参考となる有効な情報になる可能性があります。特に、アオコレベルと水温の

データを整理し、経年的に蓄積することで、貯水施設の水温変化とアオコ発生との関係性が

把握でき、水温を監視することでアオコの発生傾向をある程度予察できる可能性があります。

表 14に整理しておくべき内容と整理方法について整理しました。 
 

表 14 発生後の対応： ①発生状況、対応状況の整理 

項目 整理しておく内容 

発生状況等 ・アオコ発生状況 
・アオコ発生時および前後の気象・水質等のデータ 
・アオコ発生要因 
・過去と今回の発生状況の比較、経年変化 

※p.26 に、アオコレベルと水温データの整理例を記載していま
す。 

対応状況 ・水質改善施設の稼働状況と効果 
・応急的な対応とその効果 
・受益者・周辺住民等への対応とそれへの反応 
・対応上の課題となった事項 

影響・被害の状況 ・貯水施設での影響・被害状況（景観、異臭、魚類斃死等） 
・農作物への影響・被害状況 
・かんがい施設やかん水機器への影響・被害状況 
・上水等の水利用の障害（異臭等） 
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調査 

地点 

月 7 月 

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

●●橋 
レベル 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 

水温 19 19 21 22 21 20 21 22 23 24 23 22 21 20 21 21 22 23 

●●橋 レベル                   

水温                   

●● 

機場 

レベル                   

水温                   

●● 

流入口 

レベル                   

水温                   

●● 

取水口 

レベル                   

水温                   

 

 上記のように整理したデータを経年的に蓄積すると、当該貯水施設での水温とアオコ発生

との関係を整理できます。 

 

②今後の対応の改善点の検討 

 日常的な対応～発生時の対応までの様々な対応や対応上の課題を振り返って、今後の対応

で改善すべき点を明らかにしておくことが重要です。表 15に主な検討事項について整理し

ました。 

表 15 発生後の対応： ②今後の対応の改善点の検討 

項目 内容 

監視・観測方法 ・監視・観測する項目や箇所に変更の必要はないか 
・監視・観測の開始時期や頻度に変更の必要はないか 
・観測機器の導入が必要かどうか 

アオコ対策 ・応急的な措置も含め対策施設の導入が必要かどうか 
・対策施設の運転・稼働の開始期間、稼働期間に変更の必要はないか 
・抜本的な対策である水質改善に向けた取組をどうするか 

その他 ・流域内に特定の原因が確認された場合には、その対応をどうするか 
・住民説明の時期や方法に変更の必要はないか 

・関係機関や水利用者との連絡体制を整備する必要はないか 

 

◆アオコレベル（見た目アオコ指標レベル）と水温の整理例◆ 
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◆主な水質項目◆ 

項目 内容 測定方法 

透明度 

湖沼や海域での清濁の程度を示す指標であり、白
色円板（透明度板あるいはセッキ板）を水中に沈め
ていき、その識別できなくなる深さをﾒｰﾄﾙ単位で測
る。一般に、貧栄養湖では透明度が 8m 以上あり、30m
を超えることもある。富栄養湖では 4m 以下の場合が
多い。出水などで土砂や懸濁有機物による濁りが特
に多い場合を除き、通常、透明度は植物プランクト
ン量によって変わる。 

透明度板 

透視度 

水試料の透明さの程度で、透明なパイプに水試料
を入れ、水層を通して底に置いた標識板の二重線が
明らかに見分けられるときの水層の高さとして測定
される。試料が濁っているほど、低い値になる。現
場で簡単に測定できるので、濁りの程度を知るには
便利である。 

透視度計 

COD 

（化学的酸素 

要求量） 

水中の様々な有機物の総量を表すための指標であ
る。水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費され
る酸化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖
沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標
である。薬品を使って分解するため、短期間で測定
できる。 
室内分析単価※

・簡易水質検査キッ
ト 

：2,600 円/検体 

・分析会社による 
室内分析 

T-N 

（総窒素） 

水中の全ての窒素化合物のことである。窒素は、
動植物の増殖に欠かせない元素だが、増えすぎると
プランクトンの異常増殖の要因となり赤潮等が発生
するため、富栄養化の指標として最もよく使われる。
富栄養と貧栄養の限界値は 0.15～0.20mg/l 程度とさ
れている。 
室内分析単価※

・簡易水質検査キッ
ト 

：3,600 円/検体（加圧分解法） ・携帯型水質測定 
機器 

・現地据付型水質 
自動測定装置 

・分析会社 
による室内分析 T-P 

（総リン） 

水中のリン化合物全体のことである。リンは、窒
素と同様に動植物の成長に欠かせない元素で、富栄
養化の指標としてよく使われる。富栄養化の目安と
しては、0.02mg/l 程度とされている。全リンは、無機
態リンと有機態リンに分けられ、水中の無機態リン
の大部分はリン酸態リンで存在しており、藻類に吸
収利用されるため富栄養化現象の直接的な原因物質
となる。 
室内分析単価※：3,100 円/検体 

主な水質項目および測定方法 
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項目 内容 測定方法 

pH 

酸性、アルカリ性の度合を表す指標。pH7 が中性
であり、7 よりも値が大きければアルカリ性、小さけ
れば酸性を示す。pH5.6 以下の雨は酸性雨と呼ばれ
る。 
室内分析単価※

・簡易水質検査キッ
ト 

：800 円/検体 

・携帯型水質測定 
機器 

・現地据付型水質 
自動測定装置 

・分析会社による 
室内分析 

SS 

（懸濁物質または 

浮遊物質） 

水中に浮遊または懸濁している直径 2mm 以下の粒
子状物質のことで、沈降性の少ない粘土鉱物による
微粒子、動植物プランクトンやその死骸・分解物・
付着する微生物、下水、工場排水などに由来する有
機物や金属の沈殿物が含まれる。浮遊物質が多いと
透明度などの外観が悪くなるほか、魚類のエラ（鰓）
がつまって死んだり、光の透過が妨げられて水中の
植物の光合成に影響し発育を阻害することがある。 
室内分析単価※

分析会社による室
内分析 

：1,800 円/検体 

濁度 

水の濁りの程度である。水道において、原水濁度
は浄水処理に大きな影響を与え，浄水管理上の指標
となる。また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や
管の異常を示すものとして重要である。 
室内分析単価※

・携帯型水質測定 

：600 円/検体 

機器 
・現地据付型水質 

自動測定装置 
・簡易水質検査キッ

ト 
（溶存酸素のみ） 
・分析会社による 

室内分析 

クロロフィル a 

（Chl.a） 

ほとんどの植物に含まれているもので、水域では
その濃度が植物プランクトンの量を示すこととな
る。たとえば、植物プランクトンの餌となる無機態
の窒素やリンなどの栄養塩類が多ければ、植物プラ
ンクトンが増えて、クロロフィル a 濃度が高くなる
ため、水質汚濁の指標となる。 
室内分析単価※

溶存酸素濃度
（DO） 

：5,600 円/検体 

水中に溶けている酸素の量のことである。水中の
酸素は動植物や、バクテリアなどの呼吸、化学物質
の酸化などによって消費されている。水域で水質汚
濁が進み、水中の有機物が増えると、微生物による
有機物の分解によって酸素が消費され、水中の溶存
酸素濃度は低下する。 
室内分析単価※

水質項目の出典：だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺昌子 合同出版 

：1,800 円/検体 

        陸水の辞典 編集 日本陸水学会 講談社 
※室内分析の単価：建設物価 2011 年 10 月号 環境計測測定分析(1)～(3) 
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3章 対策の必要性の判断 
 

  アオコが発生した場合でも、必ずしも対策が必要とは限りません。 

 ここでは、アオコレベル等と生じる影響や被害との関係、影響や被害が生じやす

い貯水施設の特性など、対策が必要かどうかを判断する際に参考として活用できる

情報について紹介します。 
 

3.1  検討の手順 
対策の必要性は、アオコレベル等と生じる影響との関係、施設特性の影響の受けやすさの

２つの観点から総合的に判断する必要があります。 

懸念される影響の内容は貯水施設によって異なりますが、懸念されるある影響について、

アオコレベル等が「影響が生じる可能性が高い」レベルに当てはまる場合、または貯水施設

の条件が「影響を受けやすい特性」に当てはまるような場合には「対策の必要性が高い」と

捉えることができます。 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 9 対策の必要性の検討手順 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

貯水施設のアオコ発生時の水質（クロロフ
ィル a、SS）や見た目アオコ指標レベルに応
じて影響の生じる可能性を確認 

図 10、図 11、図 12 参照 

 

貯水施設の水利用用途や周辺環境、水質改
善施設の有無などに応じて影響の受けやす
さを確認 表 18 参照 

２つの判断材料から対策の必要性を判断 

0 1 2 3 4
スプリンクラー

噴霧器
多孔管

点滴かんがい
かん水チューブ

水稲 ※
畑作物

影響項目
見た目のアオコ指標レベル

かんがい
施設管理面

施設障害
（目詰まり）

 

品質低下

悪臭（藻臭）
着色

悪臭（藻臭）
景観悪化

かんがい
用水利用面

農業用貯水施設
および下流影響

水質や見た目アオコ指標レベルが「影響が
生じる可能性が高い」、「影響が懸念される」
に該当する場合 

貯水施設の特性がアオコ発生による影響を
受けやすいと判断される場合 

判断材料 1 
～アオコレベルと生じる影響との関係～ 

判断材料 2 
～施設測定の影響の受けやすさ～ 
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3.2  アオコのレベルと生じる影響との関係 

(1) 水質の濃度レベルと影響との関係 
既存の調査・研究結果より、アオコの発生時の「クロロフィル a」および「SS」の濃度レ

ベルと影響の生じる可能性との関連性の“一つの目安”として図 10 および表 16、図 11 およ

び表 17 を整理しました。 

貯水施設のアオコ発生時にクロロフィル a や SS の調査ができる場合には、その濃度レベ

ルに応じて、どのような影響が生じる可能性があるのかを確認して下さい。 

※ここで示している水質濃度による影響の目安は、周辺環境や気象条件等により状況が異

なるため、絶対的なものではありません。 

①クロロフィル a 

0 60 80 100 200 600 1000
スプリンクラー

噴霧器
多孔管

点滴かんがい
かん水チューブ

畑作物
施設園芸

影響が生じる可能性が高い
影響が懸念される/要監視レベルである
問題ないレベルである

chl. a の濃度レベル
20

影響項目
800単位（μg/L）

施設障害
（目詰まり）

かんがい
施設管理面

40040

品質低下

悪臭（藻臭）
着色

かんがい
用水利用面

 

図 10 クロロフィル a と各影響項目の関連 

表 16 クロロフィル a と影響項目の関連性の設定根拠 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

概要 詳細

16.8μg/L
以上

用水に影響
用水に悪臭を感じる
※作物への悪臭の影響は見られない

霞ヶ浦 4

22～24μg/L
以上

用水に影響 用水に悪臭を感じる 霞ヶ浦 3

20～30μg/L 用水に影響 用水に悪臭を感じる（腐敗したアオコの場合） 霞ヶ浦 5

30μg/L以上 収量低下 スイカの収量等に微妙に影響 霞ヶ浦 4

83μg/L以上 用水に影響 用水が青色に発色する 霞ヶ浦 4

500～1000
μg/L以上

施設障害 灌漑施設の目詰まりを起す 実験（霞ヶ浦） 4

9000μg/L
以上

用水に影響 用水に悪臭を感じる（生きているアオコの場合） 霞ヶ浦 5

30～
47μg/L以下

(許容限界)*1 （収量と臭気発生を考慮して設定） 霞ヶ浦 4

40～
50μg/L以下

(適正限界値)*2 （作物、散水施設、色、臭気などを考慮して設定） 霞ヶ浦、馬淵川 4

Chl. a

影響の内容（（ ）内は基準値等の設定根拠）
備考

既存の調査
・研究結果

No*3
項目 対象

影響を引き
起こす値

水質基準・
許容濃度

畑かん

*1 「許容限界」とは、引用した文献において用いられていた、アオコの限界濃度関与する因子として挙げられる 「水色」
「臭気」「かんがい施設の目詰まり」「栽培実験（収量等）」のそれぞれの面を許容する閾値を満足する、許容限界濃度に
ついての呼称。  

*2 「適正限界値」とは、引用した文献において用いられていた、「作物の品質及び安全性」「栽培環境条件」「作物生産条
件」について調査検討を行い選定された畑地かんがい用水の適正な水質限界値についての略称。  

*3 文献は p.32 に示す。  
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②SS 

60 80 100 200 400 600 1000
スプリンクラー

噴霧器
多孔管

点滴かんがい
かん水チューブ

水稲
畑作物

畑作物（ハクサイ）

影響が生じる可能性が高い
影響が懸念される/要監視レベルである
問題ないレベルである

施設障害
（目詰ま

り）

悪臭（藻臭）

40200

品質低下かんがい
用水利用面

単位（mg/L） 800
影響項目 SSの濃度レベル

かんがい
施設管理面

 

図 11 SS と各影響項目の関連 

表 17 SS と影響項目の関連性の設定根拠 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要 詳細

15mg/L以下 (基準値)*1 - 湖沼 1

10mg/L以下 (基準値)*1 - 河川 1

稲作
100mg/L
以下

(基準値)*1 -
農業（水稲）
用水基準

2

15mg/L
以上

用水に影響 用水に悪臭を感じる 霞ヶ浦 3

33～44mg/L
以上

施設障害 かん水チューブに目詰まりを生じる場合がある
実験
（東伯地区）

6

200mg/L
以上

施設障害
穴の径1mmの多孔管による散水実験で、水道水に比べ
て、飛散距離、所要時間に差があり、長時間散布ではや
がて目詰まりを起こす危険があるとみられる。

実験
（霞ヶ浦）

3

900mg/L
以上

施設障害
穴の径1mmの多孔管による散水実験で、穴が詰まって放
出しない場合がある。

実験
（霞ヶ浦）

3

1000～2000
mg/L以上

品質低下
白菜の外葉3～4枚の根元にぬるぬるしたアオコの残骸が
見られた

霞ヶ浦 3

40mg/L
以下

(適正限界値)*2 （流水の場合を想定し、Chl.aとの関連性やパイプ等の目
詰まりを考慮して設定された値）

霞ヶ浦、
馬淵川

4

100mg/L
以下

(安全圏)*3 （多孔管等の目詰まりを起こさない安全圏）
実験
（霞ヶ浦）

4

800mg/L
以下

(安全圏)*3 （消毒用噴霧器の目詰まりを起こさない安全圏）
実験
（霞ヶ浦）

4

2000mg/L
以下

(安全圏)*3 （スプリンクラーの目詰まりを起こさない安全圏）
実験
（霞ヶ浦）

4

影響の内容（（ ）内は基準値等の設定根拠）
備考

既存の調査
・研究結果

No*5

農業
一般

項目 対象
影響を引き
起こす値

水質基準・
許容濃度

SS

畑かん

*1 水質汚濁に適用性に農業用水を含む類型の基準値。  
*2  「適正限界値」とは、引用係わる環境基準。利用目的のした文献において用いられていた、「作物の品質及び安全性」

「栽培環境条件」「作物生産条件」について調査検討を行い選定された畑地かんがい用水の適正な水質限界値についての
略称。  

*3 「安全圏」とは、引用した文献において用いられていた、かんがい施設系で目詰まりを起こさない安全圏についての呼
称。  

*4 「許容限界」とは、引用した文献において用いられていた、アオコの限界濃度関与する因子として挙げられる水の色」
臭気」 「かんがい施設の目詰まり」 「栽培実験（収量等）」のそれぞれの面を許容する閾値を満足する、許容限界濃度
についての呼称。  

*5 文献は p.32 に示す。  
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「見た目アオコ指標」レベルと影響との関係 
アオコの発生時の「クロロフィル a」および「SS」の濃度レベルと影響の生じる可能性と

の関連性（図 10 および表 16、図 11 および表 17）やアオコ写真を使ったアンケート結果

をもとに、「見た目アオコ指標レベル」と影響の生じる可能性との関係性の“一つの目安”と

して図 12 を整理しました。 

貯水施設の見た目アオコ指標レベルに応じて、どのような影響が生じる可能性があるのか

を確認して下さい。 

※ここで示している見た目アオコ指標レベルによる影響の目安は、周辺環境や気象条件等

により状況が異なるため、絶対的なものではありません。 
 

0 1 2 3 4
スプリンクラー

噴霧器
多孔管

点滴かんがい
かん水チューブ

水稲 ※
畑作物

影響が生じる可能性が高い
影響が懸念される/要監視レベルである
問題ないレベルである

影響項目
見た目のアオコ指標レベル

かんがい
施設管理面

施設障害
（目詰まり）

※ 見た目アオコ指標レベル4以上と水質濃度との関係についてデータなし

品質低下

悪臭（藻臭）
着色

悪臭（藻臭）
景観悪化

かんがい
用水利用面

農業用貯水施設
および下流影響

 

図 12 見た目アオコ指標レベルと各影響項目との関連 

 ◆クロロフィルａと SS と影響項目の関連性に関する既存の調査・研究結果 

 標題 著者名 年 雑誌名・出版名 巻・号 頁

1 水質汚濁に係わる環境基準 環境省 2003
昭和46年環境庁告示
第59号、平成15年改正

2 農業（水稲）用水基準 農林省公害研究会 1970
昭和45年農林省公害
研究会策定

3 畑地灌漑用水の水質とその適性限界 鈴木光剛 1995
平成5,6年度科学研究費
補助金研究成果報告書

4
畑作物の水質環境-食の安全とおいしさ
を求めて-

鈴木光剛 2003 社団法人畑地農業振興会
35-58、
129-168

5 畑地かんがいの水質管理-その1 鈴木光剛 2001 畑地農業 209 9-32

6
アオコの発生条件下における点滴感慨施設の目づまりに
ついて-新規かんがい水源の富栄養化と水質障害対策(7)-

小澤興宏、玉木治
雄、山本太平、松
島智起

1990
第45回農業土木学会中国四
国支部講演会講演要旨

195-197

No.
文献名
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3.3  影響を受けやすい貯水施設の特性 
アオコレベル等が同じであっても、貯水施設の水利用用途や周辺環境、水質改善施設の有

無などによって、影響や被害が生じる場合と生じない場合があります。 

下表に、アオコが発生した場合に影響を受けやすいと考えられる貯水施設の特性を整理し

ました。当該貯水施設のアオコが発生した場合に、影響・被害が生じやすいかどうかを確認

してください。 

 
表 18 アオコ発生による影響を受けやすい特性 

項目 影響を受けやすい貯水施設の特性 

水利用用途 

□受益地の農業用水の全て または 大部分が当該貯水施設の水のみで

まかなわれている。 

□多孔管やかん水チューブなどのかん水機器を使ってかんがいしている

地域が多い。 

□当該貯水施設の水が、葉菜類や観葉植物に利用されている。 

□当該貯水施設の水が水道水の水源にもなっている。 

周辺環境等 

□当該貯水施設が人家の近くにある。 

□当該貯水施設周辺に公園やレジャー施設がある。 

□アオコ発生しやすい夏～秋に貯水施設を利用したイベントがある。 

□当該貯水施設 または その近隣下流域で漁業が行われている。 

□当該貯水施設の下流域で親水利用されている。 

水質改善施設等 

□水質保全設備が設置されていない または 設置されているが効果を

発揮していない。 

□取水口が表層にしかない。 

□選択取水設備が設置されていない。 
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4章 対策の選定 
   

アオコの対策が必要と判断された場合には、貯水施設の形態や生じる影響の頻度

に応じて、できるだけ効果的な対策を講じる必要があります。 

この章では、どのような対策をとれば良いかを検討する上で参考となる情報を紹

介します。 
 

4.1  対策の種類 
アオコの発生を抑制したり、被害の発生を回避・軽減するためのアオコ対策には、水域全

体での対策や局所的な対策、アオコが発生・増殖しにくい環境をつくるものやアオコを直接

的に除去するものなど、対策の場所や原理等の違いにより様々なものがあるほか、対策の実

施に必要な費用についても様々です。 

ここでは、各地で実施されているアオコ対策の一覧を整理しました。 
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■アオコ対策一覧 
種類 対策名 原理 

流入河川 
対策 

吸着法 
磔・木炭・波板・ひも等の接触材の表面に微生物を付着させ、微生物が水

中の有機物を吸着・分解する作用により浄化を行う。主に SS、リンの除去
が期待できる。 

土壌処理法 

休耕田や河川敷用地等に設置した土水路等に流入水を引き込んで、水田や
湿地における土壌の持つ分解・吸着能作用により浄化を行う。浄化原理がろ
過であり、浄化水は清澄となるが、その分目詰まりが起こりやすく、定期的
な土壌入れ替えなどのメンテナンスが必要となる。土、砂礫の種類によって
は、窒素・リンの除去も期待できる。 

植生浄化法 

水生植物及び水生植物に付着した微生物による水中の懸濁物質※、栄養塩
類（窒素・リン）の吸着・取り込み作用により浄化を行う。水生植物の除去
により、生体内に吸収された栄養塩類が除去できる。 
※水中の濁りの原因物質のこと。濁質ともいう。濁りの原因物質としては、

粘土などの無機系物質や、微生物や生物による分解物質などの有機系物質
がある。 

貯水池内 
対策 

 

副ダム 
P.40 参照 

ダム貯水池の流入部に設置し、粒子性の栄養塩を沈降させ、貯水施設への
栄養塩の流入を減らし、植物プランクトンの増殖を抑える。リンなどの溶解
性栄養塩は除去できないが、凝集剤を添加して懸濁態物質に転換すれば沈殿
除去することが可能となる。 

バイパス 

貯水池内の濁度が高くなった場合に、ダム上流の濁度の低い水を下流に放
流する「清水バイパス」、貯水池内が濁水化するのを防止するために、出水
期間中に濁水をバイパスさせ下流へ放流する「濁水バイパス」、貯水池内に
流入する排水などを貯水池の下流へバイパスし、富栄養化を防止する「富栄
養化対策バイパス」などがある。アオコ対策としては、富栄養化対策バイパ
スが有効であるほか、濁水バイパスも懸濁態栄養塩の貯水池流入を低減する
ことができるため有効である。 

浅層曝気循環 
P.42 参照 

貯水池中層あるいは表層から空気を吐き出し、気泡の浮力により上昇流を
生じさせ、貯水池内に循環混合層を形成させる。これにより、表層水温の低
下、植物プランクトンの有光層以深への引き込み、藻類の拡散などを生じさ
せ、表層における植物プランクトンの増殖・集積を抑制する。 

全層曝気循環 
P.42 参照 

貯水池内全体を曝気循環することで、深層水を表層に強制的に移動させ、
全層を循環混合する。植物プランクトンの無光層への移動、表層水温の低下
により、植物プランクトンの増殖抑制を図る。 

深層曝気 
P.47 参照 

貯水施設の深層水に酸素を供給し、底質から鉄、マンガン、硫化水素及び
栄養塩類などの溶出を抑制することで、赤水・黒水※の発生防止や、循環期
における栄養塩類の貯水池全体への拡散防止を図る。 
※赤水は鉄を含んだ水、黒水はマンガンを含んだ水で、それぞれ赤色、黒色
に着色するためこのように呼ばれる。 

流動化 
P.50 参照 

水流発生装置により流動の小さい湖水に水の流れを発生させて、水域を流
動化・循環させ、停滞を改善する。水平方向もしくは鉛直方向の水流を発生
させる装置がある。主に、ため池などの比較的小規模な貯水施設で効果を発
揮する。 
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種類 対策名 原理 
浚渫 

P.51 参照 
栄養塩濃度の高い底泥を浚渫・除去し、底泥からの栄養塩類の溶出量を抑

制する。 

貯水池内 
対策 

 

覆砂 
貯水施設の底に堆積した土砂・ヘドロ等の底泥を砂で覆う。これにより、

底泥から水中への栄養塩類等の溶出の抑制を図る。 

底質改善 
底泥固化 
P.54 参照 

薬剤等を底泥に投入または散布し、底質改善の場合は底泥中の有機物等を
吸着・分解し、底泥固化の場合は底泥を固化（不溶化）する。底質改善・底
泥固化いずれも、底泥からの栄養塩類・重金属類の溶出を抑制し、底泥巻き
上げを抑制する。 

池干し 
P.55 参照 

貯水施設の底を空気にさらして乾燥・酸化分解させることで底泥からの栄
養塩流出を抑制する。また、日光に含まれる紫外線の作用や乾燥、温度上昇
等により、湖底に沈降して堆積したアオコの原因藻類の殺藻、不活性化が期
待できる。 

水位低下 
貯水施設の水を放流し水位を低下させ、水の入れ替えを促進し、滞留時間

を短縮（回転率を向上）させる。 

遮光 
水面に遮光用のネット・シート等を浮かべ、植物プランクトンの増殖に必

要な光を抑制する。ただし、完全遮光を行うとかえって水質が悪化する場合
があることから、実施に当たっては注意が必要。 

分画 
フェンス 
P.58 参照 

貯水池の流入部等にフェンスを設置し、発生したアオコを一部水域に封じ
込める。また併せて、出水時の濁りや栄養塩に富んだ流入水を深部に導入し、
植物プランクトンへの栄養塩類の供給を抑制することで、植物プランクトン
の増殖抑制を図る。なお、栄養塩類の有光層への再浮上を防止するために、
選択取水と併用することも効果的である。 

選択取水 
P.61 参照 

水温躍層が形成されている貯水池において、取水口の高さを変え任意の層
から選択的に取水するための設備であり、一般的に冷水・温水放流や濁水の
長期化を低減するために設置される。選択取水設備が設置されている場合
に、本施設を適切に運用することで、表層のアオコを放流して貯水池のアオ
コを減少させたり、逆にアオコが発生していない中下層水を選択的に取水す
ることで水利用への被害を回避したりすることができる。 

浮島 

P.69, 71 参照 

人工的に水生植物を植栽した浮島を水上に浮かべ、植物根茎による栄養塩
の吸収、根茎に付着する微生物による栄養塩の吸収・分解を図る。また、植
物プランクトンを捕食する動物プランクトン等の生息基盤となったり、遮光
効果による植物プランクトンの増殖抑制などの効果を期待できる。また、地
域住民の水質保全に対する意識啓発の効果も期待される。 

アオコ回収 

P.63 参照 

アオコが大量発生している表層水をポンプ等で吸収・回収し、アオコを除
去する。アオコとともに、アオコに含まれる窒素・リンを併せて除去するこ
とが可能である。 
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4.2  対策の適用性 
4.1で紹介したように、アオコ対策には、様々な種類がある上に、アオコの発生メカニズ

ムが複雑で、明確でない部分も多いことから、対策の効果も様々です。また、施設によって

効果がある場合と無い場合があるほか、年によっても効果が異なる場合があるなど、不確実

性が大きいという問題があり、対策の選定には慎重な検討が必要です。 

農業用貯水施設の種類毎の基本的な対策としては、 

・ダムでは、水深が深く、水温躍層が形成されやすい場合が多いことから、曝気装置

等を用いた鉛直方向の水の循環を促進させる対策 

・ため池では、大規模な施設の導入等は困難であるので、小規模な装置を使用した池

水の流動化や非かんがい期の池干しなどの対策 

・調整池やファームポンドのように水域面積が比較的小さい貯水施設では、遮光によ

る対策 

が有効と考えられます。 

なお、小規模で運搬可能な機器・装置については、必ずしも個々の施設で保有する必要は

なく、水系や行政単位等の地域のまとまりで、応急対応機器などを共有することも考えられ

ます。 
 
上記の対策も含め、4.1で紹介したアオコ対策のうち、貯水施設内で実施可能な対策につ

いて、貯水施設の管理者へのアンケート結果や収集資料をもとに、それぞれの対策の有効性

と施設の種類や水深との関係を踏まえて適用性を整理しました（表 19）。 
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表 19 アオコ対策の適用性 

対   策 貯水施設特性 参照
頁 

名称 

対応段階 
 

予：予防的対策 
発：発生時対策 

対策箇所 施設種別 最大水深(m)

全体 

 ※4 

局所 ダム 調整池 ため池 
ファーム

ポンド 
1～ 
5 

5～ 
10 

10～ 
30 

30
～  

副ダム 予・発 ●  ◎      ◎ ◎ p.40 

バイパス 予・発 ●  ○ △ △  △ △ ○  - 

浅層曝気 
循環 

予・発 ●  ◎ ○     ○ ◎ p.42 

全層曝気 
循環 

予・発 ●  ◎ ○     ○ ◎ p.42 

深層曝気 予・発 ●  ◎      ◎ ◎ p.47 

流動化 予・発  ●  ○ ◎  ◎ ◎   p.50 

浚渫 予 ●  ◎ ○ ※1 ○  ○ ○   p.51 

覆砂 予 ● ●   △  △ △   - 

底質改善 
底泥固化 

予  ●  ○ ○  ○ ○   p.54 

池干し 予 ●  ○ ◎ ※1 ◎  ◎ ◎   p.55 

水位低下 予 ●  ○ ○ △  ○ ○   - 

遮光 予・発  ●  ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○  - 

分画 
フェンス 

予・発 ● ● ◎      ◎ ◎ p.58 

選択取水 予・発 ●  ◎      ◎ ◎ p.61 

浮島 予・発  ● ※2   △ △ △   p.69,
71 

アオコ 
回収 

発  ● ◎ ○ ※3 ○  ○ ○ ○ ○ p.63 

 

 
 
 
 
 
 
 

※1：ダム上流部や流入部では実施可能である。 
※2：ダム等の大規模貯水施設の場合、水質改善効果はあまり期待できないが、住民の意識啓発を期待して実施されている施設があ

る。 
※3：入り江部や分画フェンス上流側などでは効果的である。 
※4：施設の規模に応じて効果は異なる。ここでは、施設規模の一つの目安として最大水深による適用性を整理。 

凡例（施設種別、最大水深） 

◎：対策実績があり、アオコの解消、低減効果が期待できる 

○：対策の原理等から効果が期待できる 

△：実績では効果は観られていないが、適正規模に設定することで効果発現する可能性がある 

空欄：情報なし 
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4.3  個別対策の内容 

主なアオコ対策について、対策に関する改善効果や運用方法、維持管理方法、費用等を次

頁以降で紹介します。 

なお、各対策についての詳細を知りたい方は、出典先の URL 等を参照して下さい。 
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①副ダム 

対策のメカニズム 
ダム貯水施設の流入端に設置し、粒子性の栄養塩を沈降させる。 

 

 
出典：ダム貯水施設の水環境 Q&A なぜなぜおもしろ読本（財）ダム水源地環境整備センター  

期待される効果 
・貯水施設への粒子性の栄養塩の流入を減らし、

植物プランクトンの増殖を抑える。 
・リンなどの溶解性の栄養塩は、凝集剤を添加し

て不溶解性物質に転換し、副ダムに沈殿させる
場合もある。 

・設置してから水質改善効果を発揮するまでに、
一定の期間が必要になる。 

維持管理方法 
副ダムに溜まる土砂を定期的に浚渫し、除

去する。 

留意点 
沈殿物や流木などの除去が必要 

実施事例（副ダム） 

室生ダム（奈良県）：総貯水容量 16,900 千 m3、湛水面積 105ha 
【施設概要】 

室生ダム貯水池の上流端に河川水を一時滞留させ、沈降粒子に含まれる栄養塩類（窒素、リンなど）
を除去することにより流入河川からのリン負荷を削減することを目的として、平成 13 年 3 月に設置。 

形式：重力式コンクリートダム、堤高：14.5m、堤頂長：114.0m、湛水面積：0.08km2 
附帯施設：緊急放流用ラバーゲート、排水ゲート、魚道 
 

【維持管理】 
 副ダム内に沈降させた土砂は天日乾燥後、湖外へ搬出処分している。 
 
【設置費用等】 

建設費：約 30 億円 
維持管理費：約 2,200 万円/年 

 
 

副ダムによる浄化機構 
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【効果】 
副ダムによる T-P の低減イメージを図に示す。

流量が多いほど室生ダム貯水池への T-P の流入量
を低減させている。ただし、ダム等の維持管理に
必要な時期及び大規模な出水時には緊急用ラバ
ーゲートを倒伏させるため、この間の低減効果は
なくなる。 
右図：副ダムによる T-P 制限効果のイメージ 

（倒伏を考慮） 
出典：室生ダム貯水池水質保全事業 近畿地方 

ダム等管理フォローアップ委員会資料 
H22.3.18 
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/ 
siryo/pdf/100318/murousui-s.pdf 

布目ダム（奈良県）：総貯水容量 17,300 千 m3、湛水面積 95ha 
【概要】 

粒子性の栄養塩を副ダム内で沈降させて、本ダ
ム貯水池に流入する栄養塩負荷を軽減することを
目的に 1990 年度に副ダムを設置。 

形式：重力式コンクリートダム、堤高：14.5m、 
堤頂長：133.3m、堤体積：約 13,000m3 

【維持管理】 
毎年 10 月から 11 月にかけて、バックホウ、ポ

ンプ船等を用いて浚渫を実施。 
浚渫量は年により変動が大きい（約 2,000m3～

15,000m3/年）。 
【効果】 

布目ダムでの副ダムの設置後、副ダム流入地点
と越流地点で粒子態リンの濃度を比較すると、出
水時などの流入リン濃度が高い時には、流入 T-P
濃度に比べ、副ダム越流の T-P 濃度が低くなって
おり、副ダムによる粒子態リンの沈降削減効果が
見られる。 

 
右上写真：布目ダム副ダム 
出典：水資源機構 木津川ダム総合管理所 
右図出典：布目ダム定期報告書 

 

その他 設置施設 
阿木川ダム：岐阜県、総貯水容量 48,000 千m3

嘉瀬川ダム：佐賀県、総貯水容量 71,000 千m
、湛水面積 158ha 

3

 

、湛水面積 270ha 

 

図 流量区分毎の T-P 濃度平均値の比較 

http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/
siryo/pdf/080327/hume_dum/5-6.pdf 
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②浅層・全層曝気循環 

対策のメカニズム 
＜浅層曝気装置＞ 

浅層で曝気・循環を行うことにより有光層と無
光層の水を循環させ、水温躍層を低下させる。 
＜全層曝気装置＞ 

全層を曝気・循環することにより、水温躍層を
破壊して貯留水の鉛直方向の混合を促進する。 

 

 
 

 
出典：高山ダムの曝気循環設備について 

国土交通省 近畿地方整備局 
http://www.yodoriver.org/kaigi/kidu/3rd/pdf/kizu_3rd 
_h01.pdf 

 
＜プロペラ式循環装置＞ 

プロペラの稼働により表層水を吸い込み、プ
ロペラに接続されたホースを通じて吸い込ま
れた水を貯水池深部から吐き出す仕組みの水
質改善装置である。 

 

 
出典：プロペラ式循環装置による水質改善効果予測

－千屋ダムの事例－ 
http://www.wec.or.jp/report/H21syohou/pdf/h21_1-1.pdf  

期待される効果 
＜浅層曝気循環装置＞ 

表層の植物プランクトンを無光層に送り込むことによ
り増殖を抑制するとともに、躍層低下により栄養塩を含ん
だ流入水が下層に流入するようになり、有光層の植物プラ
ンクトンの増殖を抑制する。 

＜全層曝気循環装置＞ 
植物プランクトンの無光層への送り込みによる増殖の

抑制、底層への酸素供給による底質からの栄養塩の溶出の
抑制を行う。 

＜プロペラ式循環装置＞ 
植物プランクトンの無光層への送り込みによる増殖の

抑制、表層付近の温かい水を下層に吐き出すことによる混
合循環の促進を行う。 

なお、上記装置の運用開始から水質改善効果を発揮する
までには一定の期間が必要になる。 

留意点 
・上昇水流の上層において、船舶等

への影響がある。 
・浅層曝気は設置箇所の水深により、

湖底設置型と水位追随型のいずれ
かを選択する必要がある。 

維持管理方法 
散気管、ウィンチ、ワイヤー、エ

アホース等の点検 

運用方法・実施時期など 
水温躍層が発生する前に運用を開

始し、アオコ発生が懸念される春～
秋にかけて常時運転を行う。 

上昇水流 
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建設費用・維持管理費用 
＜浅層・全層曝気循環装置＞ 
建設費：6,500 万円/基 （メーカー聞き取り） 
維持管理費：年次点検費  90 万円/年 ホース取替費 520 万円/（5 年/度程度） 
※耐久年数 5 年の製品の場合 
＜プロペラ式循環装置＞ 
概算工事費：10 億円 

積算条件（メーカー聞き取り） 
 ・プロペラ式循環設備設置基数：5.5kw×2 基 
 ・受変電設備設置箇所数：2 箇所 
維持管理費：年間電気料金（6 ヶ月/年稼働） 60 万円/年 

プロペラ循環設備点検整備費 110 万円/年 
※プロペラ循環装置点検整備更新費は、1 回/2 年の点検費、1 回/4 年の大規模点検費（モーター交

換等）の総額を年換算して算出している。 
出典：プロペラ式循環装置による水質改善効果予測－千屋ダムの事例－ 

http://www.wec.or.jp/report/H21syohou/pdf/h21_1-1.pdf 

実施事例（浅層・全層曝気循環装置） 

高山ダム（京都府） 総貯水容量 56,800 千m3

【概要】 

、湛水面積 260ha  

水深約 15～20m 程度から空気泡を出し湖水の鉛直循環を起こすことで、アオコなどの藻類（植物プ
ランクトン）の異常発生を抑制することを目的に設置。 

設置状況：2001 年度～2003 年度にかけて 4 基設置（2002 年度に 1 基、2003 年度に 2 基、2004 年度
から 4 基の運用を実施）。 
【設置費用等】 

1 基当たり費用：約 6,500 万円 1 基当たり年間運転費（電気代）：約 270 万円 
1 基当たり年間維持費（点検費）：約 60 万円 

【運用方法・効果】 
4 月～10 月に曝気水深約 20m で連続運用。毎年夏期（7 月頃から 9 月頃）にアオコの発生が見られ

ていたが、2 基の運用を開始した 2003 年以降、アオコの発生は見られていない。 
  

 
高山ダム貯水施設状況 

左：浅層曝気施設導入前（平成 13 年 8 月） 右：浅層曝気施設導入後（平成 22 年 8 月） 
出典：水資源機構 環境報告書 2010 

 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/kankyo/houkoku/pdf/envrep2010_2.pdf 
    高山ダムの曝気循環設備について 国土交通省 近畿地方整備局 
    http://www.yodoriver.org/kaigi/kidu/3rd/pdf/kizu_3rd_h01.pdf 
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鹿野川ダム（愛媛県） 総貯水容量 48,200 千m3

【概要】 

、湛水面積 209ha 

貯水池内に 5 基の浅層曝気循環施設を導入。平成 21 年 8 月末より暫定運用。平成 22 年より本格運用
開始。 
【運用方法・効果】 

＜平成 21 年の状況＞ 
・浅層曝気循環施設導入前の 7～8 月に貯水池表面に、筋状･膜状のアオコが発生。 
・8 月下旬より浅層曝気循環施設 2 基を導入･稼働、9 月下旬からさらに 2 基を導入・稼働。 
・浅層曝気循環施設の稼働により、9 月以降アオコの発生を抑制。 

  
＜平成 22 年の状況＞ 
・浅層曝気循環施設を、5 月上旬から 2 基稼働、6 月上旬から 10 月下旬まで 5 基稼働。 
・アオコが発生しやすい 7～9 月においても、浅層曝気循環施設の稼働によりアオコの発生を抑制。 

  
＜平成 23 年の状況＞ 
・浅層曝気循環施設を、5 月上旬から 2 基稼働、6 月上旬から 9 月中旬まで 5 基稼働、以降出水によ

り停止。 
・昨年に引き続き浅層曝気循環施設の稼働により、アオコの発生を抑制。 
・出水等の影響により浅層曝気循環施設を停止した際に発生したアオコも再稼働により概ね抑制。 

  
出典：国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 

第 7 回鹿野川ダム水質検討会 http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kankyou/suisitu/index.html 

H21.8.28 H21.9.24 

H22.8.26 H22.9.24 

H23.8.29 H23.9.16 
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大塩ダム（群馬県） 総貯水容量 1,840 千m3

【概要】 

、湛水面積 15.5ha  

大塩ダムは湛水から長期間経過した結果、植物プランクトンの増加によってアオコの発生が見られ
るなど湖水の水質が悪化し、畑地かんがい施設（チューブ等）の目詰まりや下流公共用水域への放流
水に異臭を伴うなど、周辺に影響を及ぼしていた。 

このため、湖水を循環させることでアオコの発生を抑制し、さらに底層の好気性を保つことで植物
プランクトンに必要となる栄養塩類の溶出防止と低減を図ることを目的として平成7年から6年をかけ
て、①湖水の全層循環を行う間欠式空気揚水筒の設置、②階段工を用いた接触酸化流入工の設置、③
底泥浚渫、④水生植物による植生浄化（低湿地、浮島）を実施した。 
【効果】 

 アオコの発生が抑えられ、栄養塩類の低減によって水質の改善が図られたことで、これまで 2～ 3

年に一度発生していたアオコの混入に伴う畑地かんがい施設の目詰まりもなくなり、営農上の障害が

解消して、良質な農業用水が供給されている。また、アオコによる異臭も解消されたことで快適な水

辺環境が整い、来訪者も増加した。 

その他 設置施設 
寺山ダム ：栃木県、2 基、総貯水容量 2,550 千 m3、湛水面積 16ha 
挟山池ダム：大阪府、2 基、総貯水容量 2,800 千 m3、湛水面積 36ha 
花貫ダム ：茨城県、1 基、総貯水容量 2,880 千 m3、湛水面積 24ha 
桐生川ダム：群馬県、2 基、総貯水容量 12,200 千 m3、湛水面積 62ha 
野村ダム ：愛媛県、1 基、総貯水容量 16,000 千 m3、湛水面積 95ha 

実施事例（プロペラ式循環装置） 

千屋ダム（岡山県） 総貯水容量 28,000 千m3

【概要】 

、湛水面積 111ha  

千屋ダムでは、水質保全施設として平成 21
年度に別所川合流点付近に流動制御フェンス
とプロペラ式循環装置が設置された。 

 これにより、フェンス上流側の水温が下流側

に比べて相対的に低くなり、かつプロペラ式循

環装置によって表層付近の水塊が下層へと送

り込まれ、フェンス上流側が植物プランクトン

増殖の起こりにくい環境となることで、別所川

合流点付近での水質改善効果が発現した。 

出典：プロペラ式循環装置による水質改善効果予測 
－千屋ダムの事例－ 

http://www.wec.or.jp/report/H21syohou/pdf/h21_1-1.pdf 

出典：リザバー（2006 年 12 月） 
http://www.dam-net.jp/reserver_pdf/Vol_12.pdf 

http://www.wec.or.jp/report/H21syohou/pdf/h21_1-1�
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島地川ダム（山口県） 総貯水容量 20,600 千m3

【概要】 

、湛水面積 80ha 

貯水池内のアオコ対策としてプロペラ撹拌式水質改善装
置を設置。電動モーターでプロペラを回し、送水管で酸素を
多く含む表層水を湖底に送る仕組み。送水能力は毎時最大
1800m3 である。 

平成 20 年度から稼働を開始し、平成 21 年度から本格運用
している。 
【効果】 

運用開始前の平成 20 年までは広範囲にアオコ（特にミク
ロキスティス）が広がっていたが、本格運用開始した平成
21 年以降は、アオコの発生が大きく低減した。 
 

  
左：運用前（平成 19 年 10 月）のアオコ発生状況 右：運用後（平成 22 年 8 月）のアオコ発生状況 

 

本格運用後のアオコの発生は下図のとおり H21～H22 の 2 年間で 1 回あたり 4 日に留まっており、
また、アオコが発生した範囲もごく限られていることから、アオコの発生は大きく低減していること
がわかる。 

  
左：アオコ発生日数 右：アオコ発生回数 

 
出典：第 5 回島地川ダム水質改善検討委員会 委員会資料 平成 22 年 12 月 

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 
http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/committee/110224/pdf/03.pdf 

その他 設置施設 
中岳ダム：鹿児島県、2 基、総貯水容量 4,310 千m3、湛水面積 28ha 

本格運用後 本格運用後 
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③深層曝気装置（水没式エアリフト型） 
対策のメカニズム 

貯水施設の深層で曝気し、気泡の上昇とともに底層水を揚水し、この時の気泡からの酸素の溶

入により、揚水された底層水の溶存酸素（DO）が改善される。 

 

 
 

出典： 室生ダム貯水池水質保全事業事後評価（案）概要版 2010 年 3 月 18 日 近畿地方整備局 
     http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/siryo/pdf/100318/murousuigaiyo.pdf 

期待される効果 
・底層水の溶存酵素（DO）が改善され、底質からの栄養塩類（リン）の溶出が減少することによ

るアオコ発生の抑制。 

特徴 
・水没式エアリフト型の場合、水中に設置が可能で、水上には大きな構造物が出ないため、設置

条件面で有利である。また、水位変動にも有利である。 
・底層の貧酸素化を生じているダム貯水池では、よく採用されている。 

維持管理方法 
・コンプレッサーの整備点検 
 

留意点 
貯水池の規模と溶存酸素（DO）の状態に応じて必要

な基数を導入する必要がある。 

建設費用・維持管理費用 
建設費：7,200 万円/基（制作、据付） 
維持管理費：2,100 万円/15 年（運転費含まず） 
（上記はいずれもメーカーヒアリング） 

運用方法・実施時期など 
水温躍層が発生する前に運用を開始

する。 
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実施事例（深層曝気装置） 

一庫ダム（兵庫県） 総貯水容量 33,300 千m3

【施設概要】 
、湛水面積 140ha 

深層曝気装置（沈水式） 2 基 
（ダムサイトから約 0.2km 地点と 0.5km 地点） 

 
昭和 57 年 3 月 試験湛水開始 

 昭和 58 年 4 月 管理開始 
 昭和 59 年 3 月 深層曝気装置設置 
 

 
【効果】 

深層曝気施設の運用時には、中層から低層にかけて DO の
値の上昇効果を示しており、低層部の嫌気化により昭和 57
年、昭和 58 年に発生した硫化水素臭は、昭和 59 年の深層曝
気装置設置以降、起きなくなった。 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

※図中の分画フェンスは平成 22 年 9 月に撤去済み 
図 貯水池内 DO 鉛直分布図（H17）調査結果 

 
出典：一庫ダム定期報告書（案）概要版 2010 年 3 月 9 日 水資源機構 関西支社 

http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/siryo/pdf/100309/hitoteikigaiyo.pdf 
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比奈知ダム（三重県） 総貯水容量 20,800 千m3

【施設概要】 

、湛水面積 82ha 

形式：重力式コンクリートダム、堤高：70.5m、 

堤頂長：355.0m 
【設置費用等】 

建設費：約 1 億円/基、維持管理費：約 200 万円/年 
【効果】 

底層の DO が低下する夏から秋にかけて深層曝気 
の運転を実施。運転実施直後と運転実施から 21 日 
後の DO を比較すると（右・下図参照）、中・底層に 
かけて DO 値の上昇が見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

その他 設置施設 
余呉湖ダム ：滋賀県、1 基、総貯水容量 14,700 千m3

羽 地ダム ：沖縄県、1 基、総貯水容量 19,800 千m
、湛水面積 197ha 

3

山口調整池 ：福岡県、1 基、総貯水容量  4,000 千m
、湛水面積 115ha 

3

阿木川ダム ：岐阜県、1 基、総貯水容量 48,000 千m
、湛水面積  26ha 

3

 

、湛水面積 158ha 

出典：比奈知ダム定期報告書（案）概要版 平成 21 年 2 月 独立行政法人 水資源機構 関西支社 
http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/siryo/pdf/090216/hinagaiyo.pdf 

ＤＯ濃度の改善 
●：曝気吐出口位置（EL.254m） 

ダムサイト 
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④小規模な流動化（循環）対策 
対策のメカニズム 

装置により水流を発生させて、水域を流動化・
循環させ、停滞を改善する。 

期待される効果 
・水の停滞によりアオコが集積している場合、

アオコ原因藻類を分散させ、アオコを解消
する効果が期待できる。 

・アオコが大量に集積し腐敗すると、悪臭を
放つため、アオコを攪拌することで、悪臭
解消対策としても効果がある。 

・一般的にアオコは水の停滞が解消されると
増殖が抑制されるため、予防的な効果も期
待できる。 

留意点 
・装置は小規模で効果は限定的であるため、一般

的に停滞した一部水域の改善に用いられる。 
・比較的大規模な水域を対象とする場合は、全体

的に十分な流動を発生させるように基数を設
置するとともに、水域形状を考慮して施設を配
置する必要がある。 

 
運用方法・実施時期など 

水温躍層が発生する前に運用を開始する。 
非稼働時期にアオコが発生した場合、発生水
域で運用すればアオコの解消が期待できる。 

維持管理方法 
設備の点検・整備・交換が必要である。 

実施事例 

水中ポンプによる流動化（手賀沼） 
【概要】 

市販の水中ポンプ※1を改良※2し、アオコの集積がひ
どい入江に、水面積約 1,500m2

※1 ポンプの仕様：馬力 1.5kW、空気量 30Nm

当たり一基の割合（染料
を利用した拡散実験から推測）で平成 4 年度から設置。
それ以来、毎年アオコの発生時期には改良水中ポンプ
を入江に設置して流動化を図っており、アオコによる
悪臭の苦情が住民から寄せられなくなった。 

3/時、
循環水量 40m3

※2 ポンプに浮標板を取り付け、放水口をエルボー型 
/時 

にし、放流水が水面と平行になるように改良。 
出典：水質浄化マニュアル 技術と実例、本橋 敬之助著、海文堂 

スクリュープロペラによる攪拌（霞ヶ浦） 
【概要】 

霞ヶ浦では、船のスクリュー
プロペラを活用し、集積・腐敗
したアオコを攪拌し、沈めるこ
とで、アオコによる悪臭の解消
を行っている。 

出典：国土交通省 
霞ヶ浦河川事務所資料 

浮標板

水中ポンプ

ポンプの排水口にエルボーを接続し、
排水方向を水面と平行にする。

浮標板で水中ポンプを
水面に固定する。

エルボー

池水の流動化

イメージ
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⑤浚渫 

対策のメカニズム 

栄養塩類を含む湖底を浚渫にすることにより、栄養塩類の底
質からの溶出を減少させる。 

 

期待される効果 

・汚濁物の系外除去 
・底泥からの栄養塩溶出の防止 
・生物生息域の修復･創造等 

実施時期 
予防的対策としてアオコ

発生前に実施する。 

留意点 

・取り除いた汚泥の処理、再利用の検討が必要である。 
・大規模な貯水施設の場合、浚渫を一部区間で実施しても、池全体での効果につながらない場合

がある。 
・流域からの汚濁負荷流入による底泥堆積の影響が大きい場合は、浚渫と合わせて、流域の栄養

塩対策低減を講じないと、浚渫による底質改善の効果を維持することはできない。 
・浚渫を行った後、水質が悪化した事例も多く、十分な調査検討を行い、取り除く深さや浮泥の

移動状況を事前に検討した上で対策を実施することが望ましい。 
・文献によると、底泥表層部を約 3cm 除去できれば、アオコを防除できる可能性が高い（底泥中

のミクロキスティス層のコロニーは 95%以上が底泥表層 3cm 以浅に存在）。 
出典：Yamamoto,Y.(2009):Effect of temprature on recruitment of cyanobacteria from the sediment and bloom 

formation in a shallow pond. Plankton and Benthos Research,4:95-103. 

実施事例（浚渫） 

児島湖（岡山県）：総貯水容量 2,607 万m3、湖面積 10.88km
【概要】 

2 

児島湖流域の都市化等に伴い、河川からの流入水の汚染、湖底に堆積した汚泥から溶け出す窒素・
リンなどの影響で児島湖の水質は悪化し、農業生産への影響が懸念された。 

このため、児島湖に河川から流入した汚泥を含む底泥の浚渫等による児島湖の水質の改善を目的と
して、児島湖沿岸農地防災事業本事業が実施された。 

＜主要工事＞ 

・底泥浚渫工・・・・・・・・1,580 千㎥  

・ミオ筋浚渫・埋戻工・・・300 千㎥  

・脱水処理工・・・・・・・・1,880 千㎥  

・覆砂工（深部）・・・・・・・・110 千㎥  

＜工事期間＞ 
 平成 4 年度～18 年度 

 
 
 

脱水処理後の浚渫泥は、水質悪化の要因であ
る湖内のよどみ（深部）の埋戻し及び公共用地
の造成土として利用 
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実施事例（浚渫土砂の有効利用方法） 

浚渫土砂の農地への客土材としての有効利用 
（北海道雨竜町尾白利加ダム） 
【概要】 
・尾白利加ダム周辺の雨竜町の水田は表土が薄く客土が望まれていた。 
・ダムの堆砂土砂は流域内の山林から流入しており、腐葉土が堆積し、有機物を多く含んだ土壌が水

田客土材として注目された。このため堆砂土を道営圃場整備事業等により客土に活用した。 
・堀削・運搬は、冬季の落水期に実施。客土材としての有効活用総量は 618,230 m3 となり、単純平均

では雨竜町水田面積 3,260ha に対して約 2cm の客土が行われたことになる。 
・客土への取り組みは、表土の改良を目的に始められたが、近年は「食の安全・安心」の観点から農

産物の付加価値を高めており、農家からも引き続き客土に対する要望が出されている。 
※浚渫土を利用する場合、有害物質の含有の有無を確認する必要がある。 
出典：リザバー2005.9 堆砂対策特集号 財団法人ダム水源地整備センター 

http://www.dam-net.jp/reserver_pdf/Vol_7.pdf 
 

底泥除去をアオコ防除法として選択した場合の除去泥土の利用法の提案 

（京都市広沢池） 
【概要】 
・窒素及びリンは主要な肥料成分でもあるため、底泥に豊富に含まれているならば、底泥の作物栽培

への利用が期待できる。広沢池の底泥を含む土壌で一般的な 19 種の畑作物を栽培した結果、9 種の
作物で収量が有意に増加した。 

・根菜類の根部重量が全重量に占める割合や、豆類の種子重量が全重量に占める割合の変化は、泥投
与区と対照区では同様であったことから、広沢池の底泥にはこれらの作物に形態異常を引き起こす
はたらきは無いといえる。また、畑作物のみならず、イネの栽培でも広沢池の底泥は有効であるこ
とが示された。以上の結果から、広沢池の底泥には多くの作物で健全な成長を促進する効果がある
といえる。 
出典：底泥除去をアオコ防除法として選択した場合の除去泥土の利用法の提案、山本芳正、塚田創、中

井大介、陸水学雑誌（2009 年） https://www.jstage.jst.go.jp/article/rikusui/70/3/70_3_201/_pdf 

出典：農林水産省児島湖沿岸農地防災事業パンフレットより抜粋  
   水質の悪化による農作物への被害を未然に防止（国営総合農地防災事業【児島湖沿岸区】） 
   （中国四国農政局防災課）平成 20 年 4 月現在 

児島湖の水質は、近年、他の対策と相まって緩やかに改善 
化学的酸素要求量（COD）
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ため池底泥焼成物の水質浄化剤としての応用 
【概要】 
・ため池底泥は池毎に物性が不均一であることに加え有機物の含有量が高いことから再利用は難しい

とされている。しかしながら高有機質であるという特徴を逆に利用し、熱処理工程を工夫すること
で市販資材と比較しても遜色無い資材を作製することが可能となり、有機物を完全に消失させず、
多孔体内部に炭として残存させることで通常の多孔体と比較して窒素やリンの吸着、COD の抑制に
優れた水質環境改善に有効な素材を作り出すことができた。また、Ca 系無機材料を若干量混入する
ことで pH の中性維持、窒素の吸着に優れた資材を作り出すことができた。ため池の底泥のみを原
料とした場合では pH を低下させる作用があるが、これはコンクリート等で囲まれた人工水域など、
水が弱アルカリ性を示す水域への利用が有効であると考えられ、水域の環境に応じて材料設計を調
整することで幅広く利用可能であることが考えられる。 
 

【水質浄化剤としての効果】 
・底泥原料のみの資材、Ca 系無機材料を混入した資材及び市販資材 D の 3 種類の資材を用いた水質 

の比較実験結果では、COD、全リン、全窒素に関して改善効果が認められ、特に COD においては
開始時より値が低下し、河川上流レベルの 2.0mg/L を下回る良好な状態を維持することができた。 

・また、Ca 系無機材料を混入したことで実験開始から約 4 ヶ月経過後も pH は中性を維持することが
できた上、底泥原料のみの資材と比較し全窒素において半分の値に抑制することができた。さらに、
リンや窒素除去に効果を発揮するとされる市販資材 D と比較しても全く遜色ない結果を得ることが
できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ため池底泥焼成多孔体 

（柱状：上段左から酸化、還元雰囲気焼成） 
（円筒型：下段左から酸化、低酸素、還元雰囲

 

水質試験 
（他資材を混入した多孔体及

び市販資材との比較） 

出典：平成 18 年度香川県産業技術センター研究報告 No.7、2006、 
ため池底泥焼成物の水質浄化材としての応用、富田直人、横田耕三 
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⑥底質改善 
対策のメカニズム 

薬剤等を底泥に投入または散布し、底泥中の有機物等を吸着・分解させる。底泥からの栄養塩
類・重金属類の溶出を抑制し、また底泥巻き上げを抑制する。 

期待される効果 
・底泥からの栄養塩の溶出削減により、水中

への栄養塩供給を抑制し、植物プランクト
ンの増殖を抑える。 

・底泥巻き上げ抑制により、水の濁質を抑制
し清澄性を増加するほか、巻き上げ懸濁物
からの栄養塩供給も抑制する。 

維持管理方法 
維持管理は特に必要ないが、効果が減少した時

点で、再度の投入・散布が必要となる。 

運用方法・実施時期など 
アオコ発生前に実施する。 

薬剤剤の効果持続期間、底質状況にもよるが、一
般的には定期的な投入が必要である。 

留意点 
・薬剤剤成分が生態系や用水影響に影響がでないものを選択する必要がある。 
・底泥が再堆積した時点、または改善効果が減少した時点で、再度の投入・散布が必要となる。 
・対策実施後、水質改善効果を発揮するまでには一定の期間が必要になる。 
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⑦池干し 
対策のメカニズム 
・底泥を空気にさらして乾燥・酸化させることで底泥からの栄養塩類溶出を抑制する。 
・一般的には、水利用が少ない冬季に水位を低下さ 

せ、底泥を数ヶ月程度乾燥させる。 
・①水位低下時の波や降雨による底泥洗い流し作用、

②日光中の紫外線による殺藻作用、③温度変化によ
る殺藻作用（日温度変化，凍結）、④土壌粒子の団
粒化、⑤酸化作用によるリンの不活性化、⑥有機物
の好気的分解作用、⑦底生生物、土壌微生物相の変
化による作用等が総合的に作用することにより、水
質改善の効果が生じると考えられる。 

写真：三春ダム蛇石川前貯水施設の池干し実験の様子 
出典：20 年の研究と今後の展望 WEC20 年史 

期待される効果 
・日光に含まれる紫外線の作用や乾燥、温度上昇等により、湖底に堆積する藻類の栄養細胞ある

いは休眠胞子の殺藻・不活性化を図る。（実施事例 三春ダム参照） 
・富栄養化した貯留水を排出し、フレッシュな河川水を貯留することで水質改善を図る。 
・外来種による被害が生じている池では、池干しと合わせて外来種の駆除も行うことができる。 
・水位を下げて浚渫を行うよりも、水位を下げた状態で天日乾燥させた方がアオコ制御に効果が

あることが実験で明らかになっている。      出典：多自然研究 No.25（1997-10） 

留意点 
・水質悪化しやすいため池の場合、池干しを実施しても数年で元の底質・水質に戻る場合がある。 
・実施する際は、池干し後の貯水量の回復・確保に関する水利用者等との調整や池の生態系への

配慮が必要である。このような場合には、親子ため池での連携をはじめとした、地域で用水を
補完するような連携を考えておくことも重要となる。 

・冬季以外に実施すると草が生えて問題になる。 
・底質の性状によっては、池干しの実施により、底泥から溶出する窒素が増加する可能性がある

ため、窒素が植物プランクトン増殖の制限要因となっている貯水施設では、注意が必要である。 
＜池干しにより窒素の溶出が増加する例＞ 

 無処理 
（現況） 

池干し 
（乾燥十分） （乾燥不十分） 

I-N(mg/m2

[無機態窒素] 
/日) 

44 95 
(+51) 

74 
( 30) 

PO4-P(mg/m2

[リン酸態リン] 
/日) 

3.2 1.4 
(-1.8) 

0.67 
(-2.53) 

香川県のため池底質での溶出試験結果（好気試験（7 日間）中国四国農政局調査） 

運用方法・実施時期 
非かんがい期の 2～3 ヶ月間実施 

建設費用・維持管理費用 
貯水施設の運用で対応可能なため、特に費用はかからない。 
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大久手池（愛知県） 面積 7.04ha、平均水深 1.7m 
【概要】 

名古屋市の大久手池では、ため池の改修工事に伴って池干しを実施し、COD、BOD、T-P、Chl.a に
低減効果（下図）が見られ、その後 11 年間効果が持続した。 

  

 
出典：自然の浄化力を活用した新たな水質改善手法に関する資料集（案） 

平成 22 年 3 月 国土交通省河川局河川環境課            
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/suishitukaizen/shiryousyuu.pdf  

実施事例 

牛ヶ淵（東京都） 
【概要】 
・水を抜いて 1 ヶ月程度底部を天日乾燥させる。 
・汚濁底泥が空気にふれ酸化状態になると同時に表層部にクラックが入ることにより、底泥内部でも

好気状態となり、水を再度溜めた場合に有機物､栄養塩の溶出量が小さくなる。 
・2 年程度効果が見られているが､恒久的ではなく､数年に 1 回の割合で実施が必要と考えられる。 
・生態系への影響､景観及び早期水位回復の可能性等を検討し､実施箇所を選定することが必要であ 

る。 

  
写真：牛ヶ淵の池干しの事例（平成 21 年） 

出典：千鳥ヶ淵の環境再生に関する勉強会（第 3 回）資料 環境省 皇居外苑管理事務所 
 http://www.env.go.jp/garden/kokyogaien/topics/data/110728_6.pdf  
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三春ダム（福島県） 総貯水容量 42,800 千m3

【概要】 
、湛水面積 290ha  

三春ダム（蛇石川前貯水施設）では、H18.10 月～12 月の 60 日間、水位を低下させた実証実験
を実施した。 
【効果】 

底泥中のミクロキスティスの細胞数は、経日的に減少し、乾燥 2 週間後には 20%以下、30～60
日後にはゼロとなった。 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：自然の浄化力を活用した新たな水質改善手法に関する資料集（案） 
平成 22 年 3 月国土交通省 河川局河川環境課          
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/suishitukaizen/shiryousyuu.pdf 

その他 実施施設 
渡良瀬遊水地（谷中湖）：栃木県、総貯水容量 2,640 万m3

水主ヶ池（名古屋市）：愛知県 
、湛水面積 4500ha 

 

図 各コドラートの乾燥日数と底泥中の 
ミクロキスティス細胞数の変化 

 

写真 乾燥状況（コドラート⑤） 
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⑧分画フェンス（流動制御フェンス） 
対策のメカニズム 
・フェンスを設置することによりフェンス上流で発生した藻類が表層流や風により下流に流下す

ることを防ぐ。 
・窒素（T-N）やリン（T-P）等の栄養塩類を多く含んだ河川からの流入水をフェンス上流側に滞

留させるとともに藻類に消費させる。 
・窒素（T-N）やリン（T-P）等の栄養塩類を多く含んだ流入水を光の届かない下層に潜らせる。 

 
分画フェンスの設置位置はフェンス上流の滞留時間が、3 日～1 週間程度となる位置とする必要

があるが、貯水施設の立地や周辺環境に応じて異なる。滞留時間を知るためには、施設ごとにシ
ミュレーションを行う必要がある。また、フェンスの深さは、有光層の深さや水温の鉛直方向の
分布等を考慮して決定する必要がある。 

期待される効果 
・栄養塩濃度の高い流入水を無光層に導き、植

物プランクトンの発生を抑制する。 
・選択取水設備を併用し、下層に導入した流入

水を速やかに排出することで効果が増大す
る。 

留意点 
・アオコが貯水施設全体で発生する場合、複数

箇所のフェンスが必要となる場合がある。 
・水面を分断するため、通船ゲートを設置する

など、ボート・ヨット等の湖面利用に配慮す
る必要がある。 

・アオコの発生を抑制する対策ではないため、
別途、集積したアオコ除去の対策が必要な場
合がある。 

・出水時にアオコがフラッシュされる可能性が
あるため、その程度によっては、下流への配
慮する必要がある。 

・設置してから水質改善効果を発揮するまで一
定の期間必要になる。 

特徴 
・運転操作の必要がない 
・維持管理が容易 

維持管理方法 
・フェンスに捕捉さ 

れたゴミ等の排除 
・洪水後の点検 

運用方法・実施時期など 
予防的対策としてアオコ発生前に設置する。

アオコ発生時に設置した場合もアオコの軽減策
として効果が期待できる。 

建設費用・維持管理費用 

建設費：25 万円/m（フェンスの深さ 10m の場合）（設備：フェンス、洪水時離脱装置） 
維持管理費：50 万円/基（保守点検）（メーカーヒアリング） 
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実施事例（分画フェンス） 

上津ダム（奈良県） 総貯水容量 5,600 千m3

 
、湛水面積 33ha 

 
 
 
 
 
【効果】 

フェンスの設置により、アオコのフェンス下流への拡散を防止する効果と、フェンス下流への栄養
塩の供給を抑制する効果が確認された。 

    
 

 

【概要】 
＜フェンス位置の決定＞ 
・予算を考慮し、ダム湖全体を対象にせず、3 つの流入河

川のうち最も栄養塩濃度の高い 1 河川の流入部に設置
することとし、地理条件、滞留時間等を考慮し、フェ
ンスを設置する位置を決定。 

＜フェンスの長さや高さの決定＞ 
・フェンスの長さは、貯水施設の水位低下時を考慮して

余裕のある長さ（100m）とし、フェンスの高さは、有
光層及び夏季の流入河川の水温と、貯水施設内の鉛直
方向の水温分布から 3m に決定。 

＜初期費用＞ 
 フェンスの費用：19,500 円/m（フェンスの高さ 3m） 
 その他、資材費として係留具、設置作業費などが必要。 
 ※フェンスは調査のため仮設的に設置。 

アオコ発生をフェンス上流に限定 
（右側が上流） 

フェンス上下流の窒素及びリンの濃度 
（近畿農政局資源課調査） 

T-N
表層
水深2m
水深5m

T-P
表層

水深2m
水深5m

フェンスの深さ：
3m

T-
N

T-
P

(mg/L) (mg/L)

1.4

1.0

0.8

1.8

2.0

0.08

0.06

0.02

0.04

0.12

0.14

0.10

フェ ンス設置位置

上流190m 上流5m
下流5m

下流170m下流30m

1.6

1.2
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青蓮寺ダム（三重県） 総貯水容量 27,200 千m3

【概要】 
、湛水面積 104ha 

2001 年頃よりアオコが発生し貯水施設全面に広がってい
たため、分画フェンスを設置した。 
【効果】 

分画フェンス上流のみでアオコが発生するようになった。 
出典：水資源機構 木津川ダム総合管理所 

       青蓮寺ダム定期報告書（案）概要版  
平成 18 年 12 月 7 日 水資源機構 関西支社 
http://www.yodoriver.org/kaigi/iin/54th/pdf/iin
_54th_s01-2-2.pdf 

比奈知ダム（三重県） 総貯水容量 20,800 千 m3、湛水面積 82ha 
【概要】 

分画フェンスを設置することにより、下
流への植物プランクトン及び栄養塩の拡散
を防止。 
【効果】 

分画フェンスと選択取水を併用すること
で、下流河川におけるクロロフィル a 濃度
と T-P 濃度が低減した。 

  

 

図 比奈知ダムにおけるクロロフィル a 及び T-P の縦断変化 
出典：比奈知ダム定期報告書（案）概要版 平成 21 年 2 月 24 日 水資源機構関西支社 

http://www.kkr.mlit.go.jp/river/follwup/jouhou/siryo/pdf/090216/hinagaiyo.pdf 

その他 設置施設 
藤ノ平ダム ：佐賀県、総貯水容量 3,518 千m3

千 屋ダム ：岡山県、総貯水容量 28,000 千m
、湛水面積 21ha 

3

石手川ダム ：愛媛県、総貯水容量 12,800 千m
、湛水面積 111ha 

3

富 郷ダム ：愛媛県、総貯水容量 52,000 千 m3、湛水面積 150ha 
、湛水面積 50ha 

小河内ダム ：東京都、総貯水容量 189,100 千 m3、湛水面積 425ha 
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⑨選択取水 
対策のメカニズム 

取水口の高さを変え、任意の層から選択的に取水し、ア
オコの発生している表層の水や、逆にアオコの発生してい
ない中下層水を放流することで、貯水施設やその下流域へ
の影響を回避する。 

 

 
図 選択取水イメージ 

出典：水資源機構 布目ダム管理所 布目ダムパンフレット 
 

期待される効果 
流入する栄養塩を表層に補給しな

い。そのため、有光層の植物プラン
クトンへの栄養塩の供給及びアオコ
の増殖を抑制する。 

なお、設備を設置してから水質改
善効果を発揮するまでには一定の期
間が必要になる。 

特徴 
分画フェンスとの併用により、効果
は大きくなる。 

維持管理方法 
・取水口等の点検設備 
・陸上と潜水による作業がある。 

建設費用・維持管理費用 
建設費：20 億円/基 
※ダムサイトに増設の場合、10 億円以下の選

択取水設備もあるが、取水塔に取り付ける場
合は高価となる。 

維持管理費：50 万円/基（保守点検） 
（メーカーヒアリング） 

運用方法・実施時期など 
・表層で植物プランクトンが発生したときに

実施。 
・昇降設備の操作が必要。 

実施事例 

一庫ダム（兵庫県） 総貯水容量 33,300 千m3

【概要】 
、湛水面積 140ha 

・都市型ダムの一庫ダムでは、夏場にアオコ
が発生した場合に、水道用水に支障を与え
ないように選択取水設備を操作している。 

・H20 と H21 にアナベナが発生し、カビ臭原
因物質の一つであるジェオスミンが発生し
た際、水質調査を強化し、水道事業者と連
絡を取りながらカビ臭対策を実施。 

・ジェオスミンの濃度と水温の動向を見なが
ら、適宜取水深を変更し、カビ臭の心配の
ある水を下流に流さないようにした。  
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【効果】 
ジェオスミンの濃度と水温の動向を見て、適宜取水深を変更したことで、図の水色の折れ線の放流

口表層のジェオスミン濃度は水道水の水質基準である 10ng/L より低い。（H21 の操作事例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
出典：水資源機構 一庫ダム管理所、選択取水設備とアオコのはなし（一庫ダム） 

http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/sonota/monosiri/monosiri20.pdf 

その他 設置施設 

姉川ダム：滋賀県、総貯水容量 7,600 千 m3、湛水面積 33ha 
三春ダム：福島県、総貯水容量 42,800 千 m3、湛水面積 290ha 
竜門ダム：熊本県、総貯水容量 42,500 千 m3、湛水面積 121ha 

 
選択取水深 
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⑩アオコ回収 

対策メカニズム 

・岸辺に集積したアオコをバキュームカーやアオコ
回収船で吸引・回収する。 

・ハンドスキマーをバキュームカーに取り付けるこ
とで、アオコ回収の回転効率が向上する。 

・回収したアオコは廃棄物として処理する。アオコ
船はアオコ水のろ過も可能であり、特殊なフィル
ターによるろ過や脱水、濃縮などを施すことで、
肥料として活用できることもある。 

（詳細は、P.77＜回収したアオコの有効利用及び
処分方法留意点 参考事例：手賀沼＞参照） 
出典：水質浄化マニュアル 技術と実例、 

本橋 敬之助著、海文堂 

期待される効果 

・応急処置対策や局所的なアオコ発生に対して有効である。 
・アオコとともに、アオコに含まれる窒素・リンを併せて除去できる。 

留意点 
・対処療法であり、アオコの抑制とはならない。 
・汚泥の処分が必要となる。 
・バキュームによるアオコの回収は、アオコが層状

にならないと効果的に吸引できない。 

運用方法・実施時期など 
・風による吹き寄せなどの影響で、アオコが

集積したときに、実施する。 
 

特徴 

・アオコ回収船は水域内を自由に移動できるため、様々な場所で発生するアオコへの対応が可能。
また、多浮遊ゴミ清掃船、流木回収船、流出油回収船、巡視艇等の多目的用途にも使用可能。 

 

維持管理方法 
・ポンプ吸込部ストレー

ナの清掃 
・ポンプの点検整備 
 

建設費用・維持管理費用 
・アオコ回収船 

概算設備費：1,000 万円/基（回収船本体）1,000 万円/基（台船） 
保守点検費：50 万円（但し、別途アオコ処分費用が必要） 

（メーカーヒアリング） 
・バキュームカー：特になし 
・ハンドスキマー：45 万円（メーカーヒアリング参考価格） 
         ※本体・付属フレキホース・送料一式 

写真：アオコ回収船『みずすまし号』 
出典：国土交通省 霞ヶ浦河川事務所資料 
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実施事例（アオコ回収） 

アオコ回収船と回収されたアオコの様子（室生ダム） 

【概要】 
ダム湖面上を移動し、回収船に搭載された取水装置によりアオコを粉砕することなく回収する。 
フィルターでろ過して濃縮水にした後、凝集剤 PAC（Polyaluminium Chloride）を注入し、濃縮水を

フロック化する。最後に脱水機によりアオコフロックを脱水する。 

  

 

   

 
出典：水資源機構 木津川ダム総合管理所 

ハンドスキマーを用いたアオコ回収・除去（霞ヶ浦） 
【概要】 
アオコ発生・集積時に、ハンドスキマーを用いてアオコ
の除去作業を実施。アオコはドラム缶に回収して処理。 
 
 
 
 

  
 出典：国土交通省 霞ヶ浦河川事務所資料（平成 23年 7月） ドラム缶にアオコを回収している様子 

集積したアオコを回収している様子 

ハンドスキマーを使用してアオコを 
除去する様子 
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＜回収したアオコの有効利用及び処分方法留意点 参考事例：手賀沼＞ 
【概要】 
・陸上からバキュームカーで吸引し、懸濁態アオコとして回収。 
・回収したアオコは、畑作農家の希望者に撒布。 
・結果、品質・収量の高いネギ、ホウレンソウが収穫できた。 
・アオコの成分分析を行ったところ、『高蛋白低塩』で、窒素成分は有機質肥料として利用

される魚粉に匹敵するほどのレベルであることがわかった。 
 
出典：閉鎖性水域環境と浄化－水質ワースト 1「手賀沼」をケース・スタディとして－ 
本橋敬之助著 

 
【留意事項】 
・回収したアオコを外部に持ち出す場合、産業廃棄物の扱いとなる。 
・肥料として用いる場合、アオコを水と脱水分離する際の凝集剤は、作物の根の生理活性を

阻害する恐れのあるアルミニウム系は用いず、安全な鉄系成分のものを利用しなくてはな
らない。 

 

  
写真 岸辺に吹き寄せられたアオコをバキュームカーで吸い取っている様子 

 
出典：千葉県 環境生活部 水質保全課 提供 
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4.4  参考技術事例 
 

アオコ対策としても効果が期待される技術として、実際の貯水施設をフィールドにして実

証実験等が行われている事例について、その概要と改善効果等を紹介します。 
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事例： 湖沼池底部の一部被覆による藻類（アオコ等）の制御（実証実験） 

【概要】 
・池底部を一部被覆することで、藻類を制御する方法。 
・底部に食品用ロール紙を、自然沈降により、底部浮遊性の泥が積もっている底泥上に軟着底さ

せて、底泥からの溶出と移動による栄養塩の回帰をとめ、藻類（アオコ等）の表層での異常繁
殖を抑制する。 

・「浚渫をしても毎年アオコがおさまらない」と池の管理者より紹介された農業用ため池を実験
池として実施。 

・底部の一部（池面積の約 15%）を被覆してほぼ 6 日間で表層の藻類の抑制効果を発現。 
・景観改善と臭気抑制、及びリン、クロロフィル a などの水質改善効果が見られた。 
・食品用ロール紙を敷設するだけなので、施工が簡易で、低コスト。 

※著者と相談の上、原稿に記載された内容の表現を修正した。 
 

 
写真：食品用ロール紙展張 

 
写真左：水温躍層が消えてアオコが発生している池、写真右：シート敷設 6 日後 

出典：湖沼池底部の一部被覆による藻類（アオコ等）の制御「用水と廃水」Vol.47 No.4（2005） 
長 正一郎 http://www2.ttcn.ne.jp/aqualabo/yougen05%20b.pdf 

図 総リン（T-P） 
の変動 

実験池に食品用ロール紙を
敷設した概念図 

図 クロロフィル a 
の変動 

※左写真は第 2 回 
の実験結果 
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事例： 日吉ダムにおける深層曝気設備の改造（水資源機構 実証実験） 

【概要】 
・日吉ダムにおいて貯水施設の水質保全対策として設置されている下記の深層曝気設備の改造。 
・深層曝気設備は、地上から貯水施設深層部に設置された設備に空気を送り、その空気を深層水

に溶け込ませることで溶存酸素を改善する設備である。 
・しかし、設備に送り込んだ空気の全量は消費されず、深層水に溶け込まない余剰空気は設備の

頭部にある排気装置から大気中に排出されていた。 
・その余剰空気を貯水施設の浅層部に排出し、水を循環させることができれば、浅層曝気循環設

備としても活用でき、植物プランクトンの増殖抑制などにも効果を期待できると考え、曝気設
備の改造に着手。 

・自動排出装置※

・上記設備の稼動により、浅層曝気循環設備を稼動する必要がなくなったため、運転費用の縮減
を図ることができた。 

と余剰空気を吐き出す散気管を取り付け稼動したところ、既設の浅層曝気循環設
備と同等の効果を確認。 

 
※自動排出装置：余剰空気の排出量を自動調節でき、深層曝気装置の能力低下を防ぎつつ、

余剰空気排気口から安定して浅層部に排出する装置 

 
出典：水資源機構環境報告書 2010 

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/kankyo/houkoku/pdf/envrep2010_2.pdf 
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事例： ため池等の環境共生型水質浄化技術 

（環境省 湖沼等水質浄化技術 実証試験） 

【概要】 
・フェスタ工法は、水質浄化用に開発した植生浮島 

（水質浄化用植生浮島、写真参照）を、ため池等 
の閉鎖性水域の水面積の 5～10％（従来の 1/2 以
下）になるように水辺に係留設置し、浮島と水生 
植物の複合的な浄化作用を利用して小規模の浮島
で水質を改善する浄化工法である。水質浄化用植
生浮島には、多様な水質浄化機能があり、植物プ
ランクトンの増殖を抑制し、浄化機能を向上させ
る。 

・本浄化工法は、目的に応じて下図に示す 3 種類の適用方法がある。 
（a）湖沼等の直接浄化 

ため池等の全体に水質浄化用植生浮島を係留設 
置し、水域全体を浄化する。 

（b）湖沼等の流入負荷の削減 
流入河川等の河口付近に隔離水域を設け、隔離 
水域内で本浄化工法を実施し、富栄養化の原因とな
る栄養塩を除去する。 

（c）湖沼等の放流水の水質改善 
  放流河川等の河口付近に隔離水域を設け、隔離水域

内で本浄化工法を実施し、㏗の低減、懸濁物質及び栄養塩を除去する。 
・それぞれの適用方法の効果については、実証試験や施工事例（池沼等 6 件、河川 3 件）により

検証している。 
・施工事例の一つとして、クラブハウスの浄化槽処理水が流入するゴルフ場調整池（神奈川県厚

木市内、2000m2

設置費用：建築費（浮島設置・植栽） 1,800 円/m

、水深約 1m）の浄化への適用例では、植物プランクトンの濃度が実施前と比較
して約 80％減少し、流入水中の全窒素、全リン濃度を約 47％削減した。 

2、本体機材費（植物含む） 47,000 円/ｍ2

付帯設備費（係留施設） 2,000 円/ｍ
、 

維持管理費用：維持管理人件費 40,000 円/人 

2 

 
図 浄化目的に応じた適用方法 

出典：実証試験結果報告書 http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/list/h17/02_g3.pdf 
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事例： ため池の水質に応じた水稲の減肥技術 

（兵庫県立農林水産技術総合センター環境・病害虫部） 
【概要】 

都市近郊では生活排水等で、ため池用水が富栄養化している地域がある。このような用水を水稲
に用いると窒素過剰により、登熟歩合が下がり、食味も低下する。しかし、用水中の窒素分を、施
肥量と考えて減肥すると、これらの問題を回避でき、環境への負荷も少なく肥料代も安くできる。 
① ため池用水中の窒素の水稲への吸収利用率は約 20％と考えられる。 
② 用水に含まれる窒素が 5ppm を超える場合は、窒素施肥量を 20％程度減肥できる。 
③ 用水の窒素濃度は田植え前の用水の透視度が 10cm 未満で 5ppm 以上と考えられる。 

 
 

 
◆ため池の水の窒素濃度を測る簡単な方法 

植物プランクトンが濁りの原因となっているため池では、濁りの程度
と窒素量が比例していると考えられる。 

                
◆技術の活用 

この減肥指針は、ため池用水が植物プランクトンで緑色になっている場合に、南部平坦地域で、普通期のヒノヒ
カリを栽培したときに適用した事例。適用時には地域により、土壌、品種、肥料、用水量、窒素濃度等が異なるた
め、減肥割合の微調整が必要。 

出典：兵庫県立農林水産技術総合センター http://hyogo-nourinsuisangc.jp/18-panel/pdf/h20/agri_01.pdf 

高窒素濃度(5ppm 以上)の用水
を使用している場合、減肥する
と、登熟歩合が高まり、収量は、
標準施肥区（9kg/10a）と同等 

高窒素濃度(5～7ppm)のため池受益ほ場における減肥栽培試験結果 

検査する水を入れ、底 
から水を抜いていき、 
二重線がはっきり見え 
たときの水の深さ（cm） 
が「透視度」である。 

透視度計がない場合、このような 
器具を作ることもできる。 

ペットボトルで作った透視度計 



 

 71 

＜住民の意識啓発も含めた改善策＞ 

事例： ベチバー浮き島による水質改善（上津ダム） 

【概要】 
・目的：上津ダムの富栄養化に伴うアオコ発生の抑制

対策 
・場所：奈良県山添村 上津ダム 
・期間：平成 19 年 6 月 12 日～ 
 

 

 

 

 

 

 
 

・ベチバー草の浮島作り 
三重大学・生物資源学研究科では、奈良県農村振興課（旧耕地課）や土地改良区の方々の呼

びかけに応える形で上津ダムのダム湖に浮かべるためのベチバー草のいかだ作りに協力してい
る。 

ベチバーとはインドなどの熱帯地方が原産のイネ科の多年草である。イネに似た細長い葉を
房状に茂らせ、時期が来るとお米と同じような葉の先端に穂ができてくる。イネよりどちらか
というとレモングラスに似ていて根茎からベチバー精油を抽出し、アロマテラピーなどに利用
されている。種子からは増えにくく株分けをして増やすので、生態系を保全するためにも有利
である。根や茎が良く繁茂するため、例えば、赤土流出の防止など環境保全に利用できる。 

上津ダム環境美化運動への参加は環境運動に取り組むためのモチベーションを地域で高める
のに一役かっている。 
出典：ＮＰＯ法人有用プランツ普及協会 ベチバー普及活動報告 

http://www.u-plants.com/katsudou.html 
    環境報告書 2009 環境先進大学三重大学 P.35 
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事例： 猪鼻湖の水質浄化 

【概要】 
浜名湖の西の奥にある猪鼻湖は 20 年前ぐらいから水質が非常に悪くなった。みかんの生産に多

くの肥料が与えられ、その豊かな養分の一部が眼下の猪鼻湖に流れ込み、湖水は富栄養化し、多
くのプランクトンを生み水質を悪化させた。 

猪鼻湖の水質環境を良くしようと活動している「わらの会」は群馬高専の小島先生の指導のも
と、西陣織の炭素繊維をいかだにつり下げて湖内に設置
している。設置して約 6 年、いかだの周りにはエビや魚
が増え産卵場所にもなるなど、既に水質浄化の成果が出
てきた。 

新しい取り組みは炭素繊維でなく、剪定したみかんの
木の枝や廃木、青いうちに間引いたみかんなど、みかん
の生産過程で出る廃棄物を材料としていかだにつり下
げる炭を炭焼き窯で作る。 

水質悪化の要因にもなった「みかん」を使って、水質
浄化に役立てるというユニークな発想は、地域のことを考え活動してきた人たちだからこそ生ま
れたものである。 
 猪鼻湖の水質浄化をする炭素繊維を吊したいかだ。ここにみかんから作られた炭が吊されるこ
とになる。 
 

出典：エコノワプロジェクト 猪鼻湖をみかんがきれいにする日 
    http://econowa.org/magazine/vol3/cat33/post_32.html 

設計段階の工夫：ファームポンド、ため池等の設計時の取排水系統の工夫 

【概要】 
・貯水施設（ファームポンド等）の設計段階で、2 系統方式をとることができれば、送水を止める

ことなく浚渫・維持管理が可能になる。 
・貯水施設（ため池等）の流入口と放流口が近い位置にあると（左図）、流入水が短絡して放流

されるため、大部分の水域で水が滞留する。設計段階で流入口と放流口を対角に配置すること
で（右図）、貯水施設全態の水の流動化を図ることが可能となる。 

取水口と流入口が近い場合 取水口と流入口が離れている場合 

流動化 

滞 

留 
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参考 1  住民説明用配布資料（案） 
 

アオコが発生した場合、アオコ発生による悪臭やかんがい施設等への影響、被害、

苦情等に備えて、貯水施設周辺や下流の住民、受益者の方を対象にした説明会を行

う場合があります。その際に配布する資料（案）を次頁に示しますので、参考とし

て下さい。 
 

住民説明用配布資料に加えて、下記の資料も一緒に配布することで、より具体

的な説明を行うことが可能です。必要に応じて、あわせて配布することを検討し

てください。 

・見た目アオコ指標レベル      第 2 章 p.18 参照 

・発生場所とアオコレベルの記録例  第 2 章 p.22 参照 
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●●●におけるアオコ発生状況および対応状況についての説明資料 

20__年■月■日   ◎◎◎事務所▲▲課 

 アオコの発生と原因                                 

 アオコとは、貯水施設で特定のプランクトン（ミクロキスティス、アナベナ等）が異常増
殖して水面に集積する現象であり、特に夏の高気温・水温時や、栄養塩濃度の高い水の滞留
といった条件下で発生することがあります。貯水施設のアオコの発生・増殖の要因としては、
気象条件の変化等によって主に以下の 5 つがあげられます。 
 

① 光合成（日射） 
② 水温（概ね 25℃以上） 
③ 滞留時間（概ね 5 日間以上） 
④ 栄養源（特に窒素、リン）
⑤ 植物プランクトンの種（胞子） 

※ 

※河川や水路から●●●に流入 
  している生活排水はアオコの 

 栄養源になります。 

 

 

 

 

図 アオコの発生に関する概念 

 

今回、●●●においてアオコが発生した原因として、夏季の気温上昇により、②水温が 25℃
以上になり、また、今年は降雨が少ないため、貯水施設内の③滞留時間が概ね 5 日以上にな
っていることが影響していると考えられます。 

 

 アオコ発生により起こりうる影響                             

 アオコが発生することによって、貯水施設やその下流等に起こりうる影響としては、主に
以下の内容があげられます。貯水施設や周辺環境によっては、下記の影響は必ずしも起こる
ものではありません。 
■ 貯水施設用水の水利用面への影響 

悪臭（藻臭などのアオコ特有の臭い）、着色（アオコによる緑色の着色） 
上記による水道用水への影響 
かんがい施設（噴霧器等）の目詰まり 

■ 貯水施設における影響 
悪臭、アオコ発生による景観の悪化 
魚類（釣り）への影響 

青字：事務所ごとに変更して記載 
●●●には貯水施設名称等を入れる 

写真：貯水施設で発生したアオコ 
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 ●●●におけるアオコ発生による影響                          

・ 現在の●●●のアオコの状況は見た目アオコ指標レベル※２であり、かん水チューブの目
詰まり、用水の悪臭、着色、貯水施設における景観悪化などの影響の可能性があります。 

・ 今後、アオコが増殖し、貯水施設全体あるいは流出口付近のアオコレベルが３以上になっ
た場合は影響が生じる可能性が高くなります。 

・ 下流の◆◆地区において、藻臭がしたとの報告を受けております。 
 

※見た目アオコ指標レベルとは、アオコの発生状況を目視で確認できるように、アオコの程度をレ
ベル 0～6 の 7 段階にレベル化したもの。 

 

0 1 2 3 4
スプリンクラー

噴霧器
多孔管

点滴かんがい
かん水チューブ

水稲 ※
畑作物

影響が生じる可能性が高い
影響が懸念される/要監視レベルである
問題ないレベルである

影響項目
見た目のアオコ指標レベル

かんがい
施設管理面

施設障害
（目詰まり）

※ 見た目アオコ指標レベル4以上と水質濃度との関係についてデータなし

品質低下

悪臭（藻臭）
着色

悪臭（藻臭）
景観悪化

かんがい
用水利用面

農業用貯水施設
および下流影響

 
 

◎◎◎事務所の対応                                   

◎◎◎事務所では、アオコによる下流への影響を防ぐため、現在、以下の対応を行ってお
ります。 
・ アオコ監視体制の強化（1 日２回、貯水施設の周りを巡回） 
・ 水質調査 
・ 受益者（水道事業者、農業・漁業関係者）との連絡・協議 
・ 関係者との協議の上、取水設備等の操作方法の工夫 
・ 貯水施設内の曝気設備、流動化装置による水質改善の実施 

さらに、これ以上のアオコ増殖を抑え、アオコを減少させるため、上記対応の他に、下記
の対応の実施を今後予定しております。 
・ 分画フェンスの設置 
・ アオコ集積箇所において、バキュームカーによるアオコの回収・除去 
・ 水質調査および結果の整理と、運転操作の見直し 
・ 貯水施設の用水と○○川の水を混合させた上で、かんがい用水として利用 
・ 非かんがい期の池干しおよび浚渫 

                   担当窓口 

●●●における現在のアオコレベル 

◎◎◎事務所▲▲課■■係 
連絡先：◇◇◇-◇◇◇-◇◇◇◇ 
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