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１．はじめに

ダム貯水池は、近年、水辺環境を提供する重要な区
域という側面が取り上げられることが多くなっている
が、水資源施設として重要な役割を担っていることに
変わりはない。水資源という観点から、ダム貯水池の
水質は重要な要素であり、常に最大限の注意を払うべ
き事項であるという指摘もある。そのような観点から、
水質調査は重要なダム管理項目の一つである。

ダム貯水池の水質管理を行うにあたっての主要な手
引きとして、ダム貯水池水質調査要領がある。

ダム貯水池水質調査要領は、昭和55年6月に初めて

策定され、その後平成8年1月に改訂され、現在に至り、
全国で活用されている（図-1）。

当初の「ダム貯水池水質調査要領」（㈶国土開発技
術研究センター）（以下、旧要領）は、昭和40年代後
半に全国的に見られた最悪の水質の期間を超えたの
ち、ダム貯水池の水質問題が重視されつつある中で検
討が進められた。旧要領は、ダム貯水池の水質管理に
おける統一的な把握やダム貯水池に係る種々の現象解
明を目的として策定された。

その後、社会が高度成長期を経て安定期に入り、国
民の環境への関心、環境保全の重要性の認識の高まり
の中で、社会基盤整備に対しても「ゆとり」や「うる
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おい」が求められるようになった。安全かつ快適な「水」
と「水辺」を確保し、水環境の保全、特に水質の保全
を図るために、水質に係る環境基準が大幅に改善され
た。一方、水質問題は、それまでの冷水や濁水長期化
に加え、淡水赤潮、富栄養化現象、カビ臭等が多く認
識されるようになり、複雑かつ多様化していった。

このような状況の中で、「改訂　ダム貯水池水質調
査要領」（㈶ダム水源地環境整備センター）（以下、現
行要領）は、それまでの調査研究内容を反映し、基準
改定やニーズの変化に対応するために改訂が行われた
ものである。

現行要領が策定されて以降、現在まで18年が経過
しており、旧要領から現行要領の経過期間よりも長く
なっている。当然のことながら、その間に水質調査を
とりまく状況も、基準の追加・改定、水質保全対策の
進化、情報公開の拡大など様々な変化が起こっている。
また、社会情勢については、環境保全意識が一般的と
なり、ITインフラの急激な発達により、情報の入手
が容易となってきている。一方で、社会が低成長にあ
り、財源の制約も大きくなっている中で、社会資本整
備においても無駄の少ない効率的な実施が求められて
おり、水質調査についても同様である。

そこで本稿では、上記のような課題に対する今後の
水質調査について、最新の水質基準や水質保全対策に
対する知見の反映と調査の現場における課題点を探る
ために実施した管理ダムを対象としたアンケート調査
結果を元に、課題を明らかにしつつ、今後の水質調査
要領の改訂に向けての方向性について整理した。

2．現行要領が抱える課題

（1） 平成8年以降多くの水質諸基準が改定されたが未
反映

現行要領が発行されて以降、平成24年度までの間で、
水質に関する基準等の追加や変更があった（表-1）。
例えば、環境基準の変更については、基準の設定や現
状把握のために順次実施されているが、基準として公
布された後も、現行要領そのものの改訂はされていな
いという課題がある。

（2） 平成8年以降に発行・改訂された水質に係る各種
マニュアルとの不整合・未連携

底質調査・生物調査等、現行要領が適用となった後
に策定及び改訂がなされた各種マニュアルがあり、こ
れらは、法的な拘束力はないものの、実際の調査を実
施する上では、参考とする資料となっている。

対象とする法令等 改定、改正内容 

①「水質汚濁に係る環境基準」の改定に対

応した調査項目の追加 

・H11：ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を追加 

・H15：全亜鉛追加 

・H21：1,1-ジクロロエチレンの環境基準値改正、1.4-ジオキサン追加 等 

・H23：カドミウムの環境基準値改正 

・H24：ノニルフェノール追加 

②「ダイオキシン類による大気の汚染、水

質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基

準」の改定に対応した調査項目の追加 

・H11：水質及び水底の底質の基準の設定 

・H14：水底の底質の基準の設定 

③「水道法に基づく水質基準に関する省

令」の改定に対応した調査項目の追加 

・H15：50項目の基準を設定 

・H20：塩素酸を水質基準に追加、従属栄養細菌、フィプロニルを管理目標設定

項目に追加 

・H21：1,1-ジクロロエチレンの廃止、有機物に係る水質基準の強化等 

・H22：カドミウム及びその化合物に係る水質基準の強化、 

水質管理目標設定項目の見直し（1,1,2-トリクロロエタン削除、イソプロチ

オラン、ジチオピル、メフェナセット、ブロモブチド、エスプロカルブ、プ

リプロキシフェンの目標値見直し） 

・H23：トリクロロエチレンに係る水質基準の強化、トルエン、ペンシクロン、

メタラキシル、ブタミホス、プレチラクロールの目標値見直し 

表-1 水質に係る諸基準改定の状況

【現行要領の活用度は高い。アンケート対象の詳細は次章に示す】

全国 凡例

図-1 ダム貯水池水質調査要領の活用状況
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これらの資料には、一部に水質調査に関連する部分
が存在し（表-2）、現行要領と比較すると乖離や不足
があることから、反映や連携を図った内容に見直すと
いう課題がある。

（3）現場で起きている問題への対応
ダム管理の現場においては、調査実施にあたっての

内容変更の柔軟性の欠如や水質異常発生時の目安とす
る考え方の不足などの課題があることが言われてい
る。

上記のような現場での水質調査メニューの決定、調
査結果の分析・評価、調査データの保管等を行う際に
発生している各種課題や近年の社会情勢の変化や測定
の高度化に対する不整合等を抽出するため、「ダム貯
水池水質調査の現状把握に関する調査」として平成24
年度にアンケートを実施した。収集したアンケート（直
轄：93ダム,水資源機構：22ダム,補助：122ダム　計
237ダム＝母数）のうち回答のあったダムを対象に集
計した結果から整理を行った。

また、平成23年度に実施した「ダムの堆砂・水質状
況に関する調査」において収集したアンケート（直轄：
95ダム,水資源機構：22ダム,補助：125ダム　計242ダ
ム＝母数）のうち回答のあったダムを対象に集計した
結果も一部活用した。

1）水質調査の実施にあたっての硬直化の改善
調査項目、調査頻度、調査地点等の設定方法につい

て、現場状況や特性に応じてフレキシブルに仕様を変
更できる（調査が必要な個所の追加、経年変化がない
項目・箇所等の削減等）という記載が十分でないとの
課題が改めて整理される結果となった。

アンケートの回答結果を整理すると次のような内容
であった。（図-2、3、4）

・ これまでに水質調査の効率化や重点化を図ったこ
とのあるダムは全体の1/4程度にとどまっている。

・ 効率化や重点化を行うにあたり、拠り所となる基
準や考え方がないことが課題と考えるダムは半数
にのぼる。

・ 水質調査計画立案の際にも、適切な調査規模を設

定するための判断基準を求めているダムが半数程
度存在する。

また、自由記載において、「突発的な水質変化に対
応する調査が必要な際、定期調査の効率化や合理化を
行う際の判断指標等や検討タイミング等を記載してほ
しい。」との要望もあげられた。

対象とする法令等 考慮すべき内容 

①「底質の調査・試験マニュアル」改訂を

反映した底質の調査・試験方法の改善 

・底質調査方法に関して最新マニュアルを反映した記載方法について検討する

必要がある 

②「曝気循環施設及び選択取水設備の運用

マニュアル(案)」策定との整合 

・水質保全施設の管理運用に係る調査に関して、調査手法の記載方針等につい

て検討する必要がある 

③「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)

ダム湖版」改訂版との連携 

・植物プランクトン調査のデータフォーマット共有に関して検討を行う必要が

ある 

表-2 水質に係る各種マニュアルの策定状況

【調査の効率化・重点化を実施しているダムは少ない→現行要領に

効率化・重点化に関する記載が不足している】

全国 凡例

【効率化・重点化の判断基準がないことが課題であるという意見が

約半分を占めている】

[図-2で「①効率化・重点化を行った」と回答したダムを対象に複

数回答可として質問した結果] 

全国 凡例

図-3 効率化・重点化にあたっての課題

図-2 調査の効率化・重点化実施状況

 
50%程度を占めて

全国 凡例

【調査規模を考えるための指標・基準設定の要望が

いる】 
[対象全ダムへの複数回答可として質問した結果] 

図-4 水質調査実施時の課題
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2）水質調査結果のデータベース化
水質調査結果を規定フォーマットの統一化・電子化

により整理・保管することで、管理の省力化やデータ
活用の利便性向上が見込めるが、水文水質データベー
スはあるがダム貯水池特有の水質を把握するための電
子データベース化が十分に進んでいない現状がある。

アンケートの回答結果を整理すると次のような内容
であった。（図-5）

・ 水質データが全て電子化されているダムは全体の
2割弱に過ぎず、30%程度は紙ベースでの保管が
主体となっている。

さらに同時に収集した近10 ヵ年の水質調査データ
より、次のような傾向が把握された。

・ 収集した水質調査データのフォーマットを見ると、
地整やダム等により形式が異なる状況であった。

・ 中には紙ベースでのデータしか所有していないダ
ムも存在した（特に補助ダムで多く散見）

3）水質自動監視装置の活用に関する課題
調査計測技術の進歩に伴い多くのダムで日常の水質

監視を目的とした水質自動監視装置等の導入が進んで
いるが、それに対応した測定結果の活かし方や維持管
理にあたっての留意事項等に関する記載がない。

アンケートの回答結果を整理すると次のような内容
であった。（図-6、7、8、9）

・ 既に水質自動監視装置を導入しているダムは全体
の半数程度あり、導入しているダムの半数は日常
の水質監視を目的に設置している。

・ その一方で、故障時の対応に時間を要する、セン
サーの破損等、日常監視を行う上で支障となる問
題を抱えているダムが多い。

4）データ活用についての課題
データを取得するだけになっている傾向が見受けら

れるが、積極的に情報発信を行っている傾向は見えな
い。

 
30%程度を占めている】 

全国 凡例

【保管形式が紙ベースのダムが

[H23年度アンケート結果] 

図-5 水質調査データ保管形態

 
【自動監視装置の設置率は50%を超えている】 
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50%以上である】 
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全国 凡例

【日常の水質監視を目的としているダムが

[図-6で「①装置がある」と回答したダムを対象に複数回答可とし

て質問した結果] 

例凡国全
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全国 凡例

【故障時の機器交換等に時間を要するという意見が多い→設置目的

として期待されている即応性に反している傾向】 

[図-6で「①装置がある」と回答したダムを対象に複数回答可とし

て質問した結果] 

 
【測定結果を十分に活用できていないという意見が約20%となって

いる。その他意見としては「センサーがすぐに壊れる」「結氷によ

る破損」等があった】 

[図-6で「①装置がある」と回答したダムを対象に複数回答可とし

て質問した結果] 

全国 凡例

図-9 水質自動監視装置の運用上の課題

図-8 水質自動監視装置の維持管理上の課題

図-7 水質自動監視装置の設置目的

図-6 水質自動監視装置の設置状況
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アンケートの回答結果を整理すると次のような内容
であった。（図-10、11、12、13）

・ 一般市民への情報発信のために水質調査項目を追
加しているダムが全体の2割に満たない。

・ 水質調査結果の情報提供の手段として最も多いの
はホームページだが、水質項目が画一的で種類が
少ないこと、一般市民にわかりやすい水質項目の
追加をしていないダムが多いことから、単純に定
期的な水質調査結果を載せるにとどまっているこ
とが窺える。

また、自由記載において以下のような意見・要望が
あった。

・ データをグラフ化して提供するだけの現状があ
り、より水質を身近に感じてもらうために調査結
果をどのように表現すればよいかの事例等を知り
たい。

・ 一般市民への水質情報の発信にあたって、現在は
特に配慮していないが、わかりやすい項目、掲示
方法を検討したい。

3．現行要領改訂の視点

以上より、現行要領改訂の視点を整理すると次のと
おりである。

（1）趣旨
現行要領の運用開始から18年が経過し、その間に

河川法・水質基準等の改定、水質分析技術の変化や関
連する調査の変化、限られた財政状況の中での効率的
調査の要求等、新たな水質調査のあり方を求められて
おり、これらの更新や要望への対応をすべく改訂を実
施する必要がある。

（2）水質に係る諸基準改定の反映
水質に係る諸基準の改定に伴い追加する必要がある

水質調査項目をリストアップし、改訂要領への追加記
載の方法（採取及び分析方法、採取頻度等）について
検討する必要がある。

・水質に係る諸基準の改定状況の収集整理
・本要領に関係する水質調査項目のリストアップ

全国 凡例

【「追加していない」が80%以上である→わかりやすい水質指標への

理解が進んでいないためとも考えられる】 

[水質調査結果の利用用途に「一般市民に向けた水質に係る情報提

供」を挙げたダムに対して行った質問] 

 

全国 凡例

【「参考としているマニュアル・書籍はなく、学識者や専門家に相談

している」が大半である→ダム毎に個別に対応している状況であ

る】 
[水質調査結果の利用用途に「一般市民に向けた水質に係る情報提

供」を挙げたダムに対して行った質問] 

 

全国 凡例

【ホームページによる情報発信(73%)が一般的となっている。→不特

定多数の人に公開されることから、水質指標は容易に説明・理解

できる項目が望ましい】 
[水質調査結果の利用用途に「一般市民に向けた水質に係る情報提

供」を挙げたダムに対して行った複数回答の質問] 
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全国 凡例

【定期調査で測定されている透明度(若しくは透視度)、濁度(若しく

はSS)、クロロフィルa、T-N、T-P等の項目がほぼ均等に採用され

ている】 

[水質調査結果の利用用途に「一般市民に向けた水質に係る情報提

供」を挙げたダムに対して行った複数回答の質問] 

図-10 一般市民への水質情報発信のための追加調査実施状況

図-11 一般市民への水質情報発信の際に参考としているマニュアル

図-12 水質調査結果の情報提供方法

図-13 情報発信をしている水質項目
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・改訂要領への記載方法についての検討

（3）水質に係る各種マニュアルとの整合・連携
水質に係る各種マニュアルと本要領との関係性を整

理し、要領見直しにあたり追加・変更すべき事項を抽
出し、要領への記載方法等について検討する必要があ
る。

・ 水質に係る各種マニュアルとその記載内容の収集
整理

・ 本要領への記載が必要となる事項等のリストアッ
プ

　例）・ 「底質の調査・試験マニュアル」の本要領へ
の活用方法

　　  ・ 「曝気循環施設及び選択取水設備の運用マ
ニュアル（案）」に記載されている『4.10 管
理運用のための調査』の反映方法

　　  ・ 「河川水辺の国勢調査マニュアル（案） ダム
湖版」改訂版との連携

　　  ・改訂要領への記載方法についての検討

（4）現場で起きている問題への対応
今回のアンケートにより、現場での水質調査の実態

や調査実施に当たっての問題点・要望等を収集・整理
し、現実に即した水質調査の重点化・効率化を行い移
行があり、実際に実施されているが意図が明確でない。 

（図-14、15）また、水質のデータベース化、自動監
視装置の大量データの活用が不十分であり、結果的に
一般市民への情報発信などに十分活用されていないと
いう事象が確認され、それらの改善が必要である。

・ 全国ダムでの水質調査諸元、調査結果を収集し、
現場での水質調査の実態を整理し、水質調査の重
点化・効率化方針を整理し、手法を検討

・ 水質調査データベース保管方法の確立（データ
ベースのフォーマット、更新方法）

・ 現在の技術を使ったデータの活用方法、水質自動
監視等の活用のあり方

（5）調査要領改訂の方針
諸基準、各種マニュアルとの整合については、着実

に反映していくことで対応が可能であるが、現場での
課題については、調査要領の運用を想定しながらの改
訂作業が必要である。

現場での課題中で特に重要な視点として、次の項目
が挙げられる。

・調査の重点化・効率化の考え方
・ 水質変化現象発現時の調査の重点化の判断方法の

考え方
これらについて、根拠があり実行性の高いものとす

るためには、ダム管理者自身が各ダムの特徴を把握し、
水質調査の内容についてこれまで以上により良く理解
してもらうとともに、わかりやすい調査判断の事例を
示す必要があると考えられる。また、実施した重点化
や効率化が将来的に形骸化させず持続的に更新するた
めには、PDCAサイクルの考え方を踏まえた水質調査
計画の立案手順を取り込むことが必要であり、重要で
ある。（図-16）

4．おわりに

ダム水質調査要領は、これまでダム貯水池の水質
調査のマニュアルとして重要な役割を果たしてきた。
しかしながら、前回の改訂から18年が経過しており、
環境関連の法令の変化、関連する調査手法の更新や技
術の進化等により現状に合致しない面が多数あること
が確認された。

また、水質調査自体についても効率的な実施（費用
低減）や速やかな結果公開が求められるなどの社会的
な要望も高まっており、それらへの対応も重要となっ
ている。
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①調査自体を取りやめた
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④水質項目を削減した
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⑥調査地点を追加した

⑦調査回数（頻度）を増加した

⑧水質項目を追加した

⑨その他

全国 凡例

【調査回数・地点数の削減が50%以上を占めている】 

[図-2で「①効率化・重点化を行った」と回答したダムを対象に複

数回答可として質問した結果] 

 

全国 凡例

【効率化の考え方としては「経年的な水質変化が小さかったため」

という回答が多い（45%)】 

[図-2で「①効率化・重点化を行った」と回答したダムを対象に複

数回答可として質問した結果] 

図-14 水質調査の効率化・重点化の実態

図-15 水質調査の効率化・重点化の理由
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以上のような視点・課題について、過去の調査要領
と同様に、学識経験者等の助言を参考にしながら、改
訂が可能な柔軟性のあるダム貯水池水質調査要領の作
成を行い、総合的な水質管理に寄与することが重要で
あると考えられる。
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