
 

 10 

 

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 

  



 

 19 

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 



 

 28 

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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