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千屋ダム貯水池では、管理開始直後からアオコによる景観障害とカビ臭による異臭味障害が発生しており、
ダム下流に位置する浄水場ではカビ臭発生時に活性炭処理を強いられている。岡山県では、これらの問題に
対して平成 17 年度より水質保全対策の検討を開始し、平成 21 年度より流動制御フェンスとプロペラ式循
環装置を貯水池上流域で稼働、平成 24 年度より散気式循環装置をダムサイト付近で稼働した結果、藍藻類
に由来する水質問題が解消されたようである。本稿では、当ダムでの水質保全施設の段階的導入による水質
改善効果の変化について実測データをもとに評価した結果を報告する。
キーワード：水質改善、段階的導入、散気式循環装置、流動制御フェンス、プロペラ式循環装置
The Chiya Dam Reservoir has been suffering from water quality problems such as impaired scenery by bluegreen algae propagation and odor/taste impairment musty odor since directly after the reservoir impounding.
When musty odor problems are predicted, a countermeasure of activated carbon treatment is taken in a filtration
plant downstream. Okayama Prefecture started examination to improve water quality since 2005. The Chiya Dam
Reservoir introduced a propeller type circulator and a current control fencing measure in 2009 and an air diffusing
type circulator in 2012.As a result, water quality problem was solved. This report introduces the evaluation of water
quality improvement effect by a phase-in of a water quality conservation institution by using a survey data.
Key words：water quality improvement, phase-in, air diffusing type circulator, current control fencing measure,
propeller type circulator

を強いる問題である。

１．はじめに

平成 14 年度に全国 423 のダム管理所（直轄・水資
富栄養化の進行したダム貯水池では、貯水池内の水

源機構・補助ダム）を対象に実施されたアンケート調

環境条件（水温、光、滞留時間等）が適合した場合に

査では、全体の 24.6%にあたる 104 ダムで富栄養化現

特定の藻類が異常増殖し、各種の水質問題を引き起こ

象が発生していることが明らかになっている 1)。また、

すことがある。その中でも、藍藻類に由来する水質問

近年に実施されたアンケート調査でも同様の傾向が見

題として有名なのが、アオコによる景観障害やカビ臭

られている 2)。以上より、我が国のダム貯水池では、

による異臭味障害である。アオコ現象は、その見た目

藍藻類の異常増殖に伴う水質問題が、深刻で且つ根深

の悪さから景観障害として認識されるほか、集積した

い問題であることがうかがえる。

藻類が腐敗し、悪臭を放つ等の障害にも繋がることが

これら水質問題への対応策として、選択取水設備、

知られている。カビ臭現象は、湖面近くで異臭を感じ

散気式循環設備、流動制御フェンス等を主体とした水

るだけでなく、上水道施設等で異臭を除去するために

質保全対策が開発・導入され、ダム貯水池で一定の水

活性炭吸着処理やオゾン処理等を行う必要があり、水

質改善効果を挙げてきた 3),4)。その結果、全国各地で

道事業者やエンドユーザーである国民に経済的な負担

これらの施設導入が推進され、現在では富栄養化に伴
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う水質障害への対策の基幹施設となっている。
しかし、これらの水質保全施設の中には、運用にか
かる経済的負担が大きいものもあり、財政難の続く現

↑

状でダム管理者が効率的に維持管理を行っていくこと

高梁川本川

は難しいものと考えられる。特に、施設導入直後に水

↑

質障害がなくなったダム貯水池では、問題が解決した

別所川

安堵感がある反面、施設がどれ位効いているのか、と
いう疑問も湧いてくるが、再度の水質問題を恐れるた
め、施設を停止しての効果検証は現実的には困難であ
ろう。その結果、効率的な施設運用へ積極的に変更す

↑

る機会は少なくなり、現状の運用ルールに基づいた施

阿福川

設運用を継続せざるを得ない例も少なくないことが推
察される。
このような問題に陥らないための一つの方法とし
て、水質保全施設の段階的導入が考えられる。ダム貯
水池における富栄養化現象、特に藻類増殖に係る現象
は、複数の要因が多面的に影響しあうことで発現する
ことから、検討段階で想定しきれない現象が対策導入
後に発生することも多い。近年、適切なモニタリング

0

500m

とその結果に応じた対応策の改善・修正を施す「順応
的管理」の重要性が指摘されている。この順応的管理

図-1 貯水池地形図

の考え方にもとづき、計画立案段階から水質保全施設
の段階的導入を採用し、導入の途中段階での水質変化
を適切に把握したうえで、現計画の妥当性の検証及び

（２）これまでの水質問題の経緯

適宜の修正をしていくことが有用と考える。

千屋ダム貯水池では、管理開始直後の 1999 年から

本稿は、当初からの事業計画により 3 年の時間差を

ほぼ毎年のように夏期を中心にアオコの集積による景

おいて水質保全施設が設置された事例を参考に、水質

観障害が発生している（図-2,3）。

保全施設の段階的導入に伴う貯水池内での水質変化の
状況と水質改善効果を評価した結果を報告するととも
に、水質保全施設の段階的導入の有用性について考察
するものである。

２．貯水池の概要
（１）ダム概要
千屋ダムは、高梁川水系高梁川上流の岡山県新見市
菅生～坂本地先に建設(1998 年竣工)された総貯水容
量 28.0 × 106m3、湛水面積 1.11km2 の岡山県が管理
する多目的ダムである。

図-2 千屋ダム貯水池におけるアオコ発生状況
(H13.8.24 別所川合流点付近)

ダム貯水池は、南北に長く上流端付近が屈曲した形
状を有しており、上流端付近で別所川、ダムサイト付
近で阿福川の 2 支川が合流している。(図-1)

20

類は、藍藻類の一種であるMicrocystis属とAnabaena属
である。これら藻類は、環境条件が適合すると貯水池
内で異常増殖し、貯水池表層付近に集積してアオコ
として認識される。また、Anabaena属はカビ臭原因
物質であるジオスミン(Geosmin，化学式：C12H22O)
を産生する藻類として知られている。当ダムでは、
2000 年を除き管理開始の 1999 年から水質保全施設
が全て整備される前年の 2011 年まで毎年、夏期を中
心にジオスミンが検出されており、貯水池では最大で
1,500ng/L、馬塚浄水場でも最大で 160ng/Lのジオ
図-3 千屋ダム貯水池におけるアオコ発生状況
(H20.8.27 貯水池中流域)

スミン濃度が記録されている。
水道水質基準では、水道水が有するべき性状に関す

また、ダム下流の馬塚浄水場ではカビ臭による異臭

る項目としてジオスミンが挙げられており、その基準

味障害が発生し、活性炭による異臭味除去が行われて

値は 10ng/Lである。馬塚浄水場では、この基準値を

いる(表-1)。

目安に活性炭処理を行い、異臭味の除去に努めている。

当ダムにおいて水質問題を引き起こしている原因藻

表-1 これまでの水質障害発生履歴
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水をプロペラ式循環装置により下層へと送り込むこ

（３）想定される水質問題発生メカニズム

とによって、表層付近の水の入れ替えを頻繁にし、

既往の検討および「千水湖水質保全対策検討委員会」

藻類増殖に適さない環境を創出する。

（以下、委員会）における議論等から、千屋ダムにお

発生したアオコをプロペラ式循環装置によって下層

ける水質問題の発生メカニズムは、以下の通りと整理
5)

（有光層以深）に送り、増殖活性を落とす。

されている 。
（図-4）
・別所川合流点付近は、水深が浅く下流側が狭まった
地形であることから、光合成を活発に行いやすい環
境（光・栄養塩・滞留の条件）が整っている。
・このため、当貯水池での主要な藻類の増殖場所とな
り、アオコの集積およびカビ臭の発生が顕著に表れ
ているものと考えられる。
・別所川合流点付近で増殖した原因藻類は、徐々に下
流へ流され、ダムサイト付近に到達する。
・ダムサイト付近に到達した原因藻類は、そこで再増
殖し、再度、アオコ集積やカビ臭発生を引き起こし

図-5 流動制御フェンス・プロペラ式循環装置の狙い

ているものと考えられる。

これにより、千屋ダム貯水池における原因藻類の初
【別所川合流点エリア】
 貯水池内の主な発芽場所
，増殖場所
 ここで増殖した藍藻類が
流下し、更なる増殖の
きっかけとなる

期現存量を大幅に削減することが可能と考えられる。
しかし、フェンス下流側～ダムサイトでは、これま
でフェンス上流側で藻類増殖により消費されていた栄
養塩類が流下・供給されることになり、ダムサイト付
近での原因藻類の増殖に寄与することが懸念される。
そこで、以下のコンセプトのもとダムサイト付近に
散気式循環装置を設置することを計画した。（図-6）

【貯水池本体エリア】
 別所川合流点から流下
してきた藍藻類が集積
し再増殖している
 湖底からの再回帰（ﾐｸﾛ
ｷｽﾃｨｽ主体）もある程度
は発生している

散気式循環装置により、下層の低水温塊を散気管か
らの吐出空気の浮力によって持ち上げて混合するこ
とにより、貯水池の鉛直混合水深を 20m程度確保
する。
これにより、原因藻類が表層付近に滞留することを
抑制するとともに、補償深度以深の無光層に送るこ
とで活性を低下させる。

図-4 アオコ及びカビ臭発生メカニズム

（４）水質保全施設の導入履歴
岡山県では、
以上に示した水質問題を解決するため、
平成 18 年度より水質保全対策の検討を開始した。
各種水質調査、対策検討、委員会での審議結果を踏
まえ、貯水池上流部に流動制御フェンス(フェンス深
5m× 1 枚)とプロペラ式循環装置(吸込水量 1,700m3/
hr× 1 基)の設置、ダムサイト付近に散気式循環装置
(3.7m3/km2/min(22kW)× 2 基)の設置を計画した。
貯水池上流部の対策は、以下のようなコンセプトの

図-6 散気式循環装置の狙い

もと導入することとした。（図-5）
流動制御フェンスの設置により上流側に滞留した貯
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ロペラ式循環装置、平成 24 年度より散気式循環装置、

以上の対策により、貯水池側での原因藻類の増殖も
抑制し、貯水池全体として適切な水質改善効果が発現

と順を追って運用を開始することとした(図-7)。そし

されるものと考えられたことから、水質予測モデル等

て、適宜の計画変更も視野に入れて、その間の水象及

5)

び水質変化を綿密にモニタリング及び検証した。

を活用してこれら施設の規模を設定した 。

なお、これらの水質保全施設は、表-2に示す運用ルー

これらの水質保全計画は、どの地点でどの程度の効

ルに基づいて稼働している。

果を発現するかを確認しながら整備していくことが
重要と考え、平成 21 年度より流動制御フェンスとプ

サーチャージ水位（EL.400m）

散気式循環装置
流動制御フェンス
プロペラ式循環装置

阿福川

図-7 水質保全施設設置位置図

表-2 水質保全施設運用ルール
貯水池上流域対策
フ流
動
ン制
ス御

プ
循
ロ
環
ペ
装
ラ
置
式

設置期間
設置深度

運転方法

運転期間
循環深度
運転方法

通年設置
スカート長5mで一定
・通年使用を基本とする。
・大規模出水時等には、フロート
部を沈降させ、流水疎通を妨げ
ないようにする。
5月1日～10月31日
表層数十cmより取水し、EL.368
mより吐出する。(標高固定式)
・連続運転を基本とする。
（メンテナンス時を除く）

ダムサイト付近対策
1号機：4月1日～10月31日
運転期間
2号機：5月1日～9月30日
循環深度 20mを基本とする（水位追従式）
・連続運転を基本とする。

散
気
式
循
環
装
置

・流入量(時刻)が200m 3/s程度になった場合
は停止する。(濁水巻き上げ対応)
・停止後は、降雨終了後1週間を目安に運転
運転方法
を再開する。
・以下の水位を下回る期間については運転
を停止する。
1号機:EL.350m,2号機:EL.365m

３．水質改善効果の検証

表-3 評価期間の分類と水質保全施設導入状況

千屋ダム貯水池における水質改善効果を表-3 に示

段階
第1期

評価期間
H11.1～H21.3

第2期

H21.4～H24.3

第3期

H24.4～H24.12

す水質保全施設の導入段階毎に整理し、検証する。
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水質保全施設
なし
流動制御フェンス
プロペラ式循環装置
流動制御フェンス
プロペラ式循環装置
散気式循環装置

指標は、いずれの項目もそれ以前 10 ヶ年の変動幅の

（１）環境与条件の整理

中で概ね推移していた。

水質保全施設の効果を評価するにあたり、その与条

これより、環境与条件の違いが貯水池内水質の変化

件となる環境要因が評価期間中（H11 ～ 24の14年間）
にどの程度変化してきたかを確認するため、気温、降

に大きな影響を与えた可能性は小さいもの考え、各指

水量、日照時間、流況、回転率、流入水温、流入水質

標の評価を行うこととする。
整理結果の一部（流入河川水の水温,COD,T-P,T-Nの

（COD, T-P,T-N）について整理分析した。

経月変化）を図-8 に示す。

その結果、水質保全施設導入後のH21 ～ 24 間の各
35.0
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図-8 流入河川水の水温・水質変化

（２）段階毎の水質改善効果の検証

フェンス上下流の水温を比較すると、第 2 期はフェ

検証期間の水温（流入河川,別所川合流点，フェンス

ンス下流側の水温が上流側より高い傾向がみられた

上下流，基準地点）、水質（別所川合流点及び基準地

(図-9)。また、別所川合流点の水温鉛直コンター図に

点のCOD，Chl-a，ジオスミン）、原因藻類（別所川合

流入水の貫入深度を重ねてみると、夏季の流入水は概

流点及び基準地点のMicrocystis属，Anabaena属）の経

ねフェンス下端以深に貫入していた(図-14)。

時変化を図 9 ～ 11 に示す。

これより、フェンスを設置することで水域が分割さ
れ、流入水に含まれる栄養塩が速やかにフェンス下流

a）第 1 期 → 第 2 期

側へ導流されたこと、プロペラ式循環装置を稼働する

①水温

ことでフェンス上流側の湛水域の水交換が頻繁にな

別所川合流点の水温は、第 1 期には基準地点とほぼ

り、藻類の増殖が抑制される環境が形成されたと想定

等温若しくはやや高く、流入河川水よりも著しく高い

される。

傾向がみられたが、第 2 期になると、基準地点よりも

一方、ダムサイト付近（基準地点）の水温は、第 1

低い傾向に変化した(図-9)。

期と第 2 期で大きな変化はない(図-9)。第 1 期と第 2

24

期の代表的な時期の水温鉛直分布で比較しても、プロ

殖に適さない環境を創出し、貯水池内の初期現存量を

ペラ式循環装置からの暖水塊の吐出に伴いEL.368m

大幅に低下させることができたものと考えられる。し

付近に水温躍層は形成される点に変化はみられるもの

かし、その波及効果はダムサイトまで及ぶことはなく、

の、表層付近の一次躍層にはほとんど変化はなく、藻

ダムサイト側での増殖を抑制するには至らなかったも

類増殖を低減させるような効果は発現していないもの

のと推察される。また、H22.8 ～ 9 のように流入水と

と考えられる（図-12）。

貯水池の水温関係によっては、原因藻類が増殖するこ
ともある。

以上より、流動制御フェンス及びプロペラ式循環装
置設置後の第 2 期は、第 1 期に比べてフェンス付近の

したがって、別所川合流点のみの対策では貯水池全

水温成層を大きく変化させた反面、ダムサイト付近（基

体に水質改善効果を及ぼすことは困難であり、ダムサ

準地点）ではその変化はほとんど見られず、施設設置

イト側の対策が必要であることが示された。

の波及効果はフェンス付近に留まっていると評価でき
る。

b）第 2 期 → 第 3 期

②水質・原因藻類

①水温

別所川合流点では、COD,Chl-aの低下が確認された

別所川合流点は、第 2 期と同様の傾向を示した。

2

一方、基準地点では、第 2 期には存在した別所川合

群体数/mLのオーダーでMicrocystis属およびAnabaena

流点との水温差が解消され、両地点がほぼ等水温に

属が確認されていたが、第 2 期になるとMicrocystis属

なった(図-9)。第 1 期～第 3 期の代表的な時期の水温

は全く確認されなくなり、Anabaena属もH22.8 ～ 9

鉛直分布で比較すると（図-13）、散気式循環装置の稼

にピーク値で 96 群体数/mL確認された以外はほぼ未

働によりEL.360m付近に明確な水温躍層が形成され

検出であった(図-11)。ジオスミンは、第 1 期にはほぼ

るとともに、表層付近の一次躍層が解消していること

毎年 100ng/Lを超える濃度で確認されていたが、第 2

がわかる。

(図-10)。原因藻類は、第 1 期には毎年ピーク値で 10

以上より、別所川合流点のみの対策では課題であっ

期になるとH22.9（ピーク値：290ng/L）を除きピー

たダムサイト付近での水環境についても、散気式循環

ク値が概ね数十ng/L以下まで低下した(図-10)。
H22.8 ～ 9 のAnabaena属発生時の水温・水質状況

装置の稼働によって表層付近の一次躍層を破壊し、混

を詳細にみてみると、この時期の流入水温が比較的高

合水深を 20m程度確保することにより、原因藻類が

く、流入水がフェンス上流側の湛水域表層に貫入して

増殖しにくい環境を創出することができたものと考え

いた。このため、表層付近に栄養塩が供給され、一時

られる。

的にAnabaena属が増殖したものと考えられる。

②水質・原因藻類

これより、別所川合流点では流動制御フェンス及び

COD,Chl-aは、別所川合流点では第 2 期と同レベル

プロペラ式循環装置の稼働によってa)①で示した水環

に維持され、基準地点では第 2 期よりも低下する傾向

境が創出され、原因藻類の増殖しにくい環境として機

がみられた(図-10)。なお、H24.9 の一時的な数値上

能し、水質改善効果を発現したものと推定される。

昇は、淡水赤潮による影響である。原因藻類について

なお、H21.10 にCODとChl-aが一時的に上昇して

は、Microcystis属に加えてAnabaena属も確認されなく

いるが、この時期には淡水赤潮が発生しており、その

なり、これに合わせてジオスミンも検出下限値以下で

影響が表れたものと考えられる。

推移した(図-10,11)。
こ の 結 果 は、 散 気 式 循 環 装 置 の 稼 働 に よ り、 ダ

基準地点では、別所川合流点同様に第 2 期の水質諸
値の低下がみられ、Microcystis属は確認されなくなっ

ム サ イ ト 付 近 にb)① で 示 し た 水 環 境 が 創 出 さ れ、

た(図-11)。しかし、Anabaena属およびジオスミンに

Microcystis属だけでなくAnabaena属についても増殖を

ついては大きな変化はみられなかった。この原因と

抑制したものと考えられる。

しては、水温の項でも述べたとおり、別所川合流点で

以上より、全ての水質保全施設が設置・稼働するこ

の水質保全施設の影響範囲はダムサイト付近まで及ば

とにより、貯水池上流部分での原因藻類の初期現存量

ず、別所川合流点付近で僅かに生産されたAnabaena

が低減されるとともに、ダムサイト付近での増殖環境

属がダムサイト付近に流下した後、再増殖したことが

も破壊され、貯水池全体に原因藻類が増殖しにくい環

考えられる。

境が創出され、水質問題が解消したものと推定される。

以上より、流動制御フェンス及びプロペラ式循環装
置の設置・稼働は、別所川合流点付近が原因藻類の増
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図-9 基準地点・別所川合流点・流入河川・フェンス上下流の表層水温経時変化

図-10 基準地点と別所川合流点の水質経時変化
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図-11 基準地点と別所川合流点の原因藻類(Micorcystis属・Anabaena属)群体数経時変化
（上段：別所川合流点 ／ 下段：基準地点）
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図-12 基準地点における水温鉛直分布の違い
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図-13 基準地点における水温鉛直分布の違い
(図-12 に第 3 期(H24)を追記)
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図-14 別所川合流点付近の水温鉛直分布と流入河川水の貫入深度の関係(平成 23 年の例)
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図-15 基準地点と別所川合流点のClh-aの関係

第 2 期になると、別所川合流点ではClh-a濃度の低

（３）検証の総括

下傾向が著しく、観測点が左側に集中するのに対して、

以上の検証結果より、水質保全施設を貯水池上流部
からダムサイト付近と段階的に整備するとともに、整

基準地点ではClh-a濃度の低下傾向は別所川合流点ほ

備の各段階での詳細なモニタリングを実施したことに

どではなく、観測点が第 1 期とほぼ同範囲に散布され

より、水質改善効果の段階的な変化や課題を明らにす

るという違いが明確に表れる。その結果、観測点は図

ることができた。

中左側に縦長に集中する（図中一点破線のエリア）。
第 3 期になると、第 2 期には大きな変化が見られな

本項では、千屋ダム貯水池における水質問題の原因
藻類であるMicrocystis属とAnabaena属の存在量を推察

かった基準地点のChl-a濃度にも明確な低下がみられ、

する指標としてChl-a濃度に着目した検証を行う。

観測点が図中左下に集中する（図中実線のエリア）。
以上のように、貯水池の水質状況を表現する指標と

図-15 は、基準地点（縦軸）と別所川合流点（横軸）
のChl-a濃度を第 1 期～第 3 期の各整備段階で区分し

地点を選定し、散布図を用いて水質保全施設の導入段

てプロットしたものである。

階毎に整理することにより、水質保全施設の各導入段
階で当初想定したコンセプトに合致する効果が概ね発

これによると、第 1 期は基準地点・別所川合流点と

現していることが確認できた。

もに高いChl-a濃度が確認されている（図中点線のエ

本手法は、計画段階で想定した水質改善効果が発現

リア）ため、各観測点は図中に不規則に散布されてい

しているかをチェックできることに加え、施設導入の

る。
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途中段階で想定とは異なる散布の移動がみられた場合

性も考えられる。

には、当初予期していない現象が発生している可能性

これら問題を早期に察知し、適切な対策を講じると

が示唆されることから、その原因の究明や適切な計画

いう観点からも、水質保全事業遂行中だけでなく、そ

変更を行うきっかけとして活用することができる。

の後も継続して水質モニタリングを実施し、順応的管
理を行っていくことは非常に重要であろう。
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は、今後も引き続きモニタリングを行い、適宜評価を
見直していくことが必要である。
今回紹介した千屋ダムのケースのように、水質保全
施設の導入によって想定した水質改善効果が認められ
る事例がある一方で、水質保全施設を導入しても水質
問題が解決しない事例 6)や、施設導入後に別の水質問
題が顕在化する事例 7)も見受けられる。
この要因としては、単に水質保全施設の規模が貯水
池規模に対して不十分であったり、貯水池特性を十分
に把握できていなかったりするだけでなく、水質保全
施設の導入が、貯水池内で予測していなかった別の変
化ももたらし、当初ターゲットとしていた藻類の増殖
は抑制したものの、別の問題藻類の増殖に適した環境
を創出してしまった可能性が考えられる。
これらの事例は、水質保全施設導入後に発生するこ
とが想定される事象を施設の副次的効果も含めて想定
しておくこと、段階的な施設導入を事業計画時点から
盛り込んでおくこと、段階的に導入するにあたり途中
段階でのモニタリングを重点的に行うこと、つまり順
応的管理を念頭に置いた事業遂行が重要かつ有用であ
ることを示唆している。
千屋ダム貯水池では、水質保全施設が有効に機能す
ることにより、現時点では水質問題が解消されている
と想定されるが、将来的に気象・水象・水質に変化が
生じた場合には、再び同様の水質問題や全く別の水質
問題が顕在化する可能性も否定はできない。
特に、多方面でその影響が懸念されている地球温暖
化現象は、河川水の水温上昇を促す可能性があること
が予見されている 8)。この変化は、フェンスにより貯
水池上流域で湛水した水域の水温が上昇し、これまで
想定していなかった別の藻類の増殖を引き起こす可能
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