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１．はじめに

ダム貯水池では、夏季の成層期間中に深水層での酸
素消費が卓越して溶存酸素濃度（DO）の低下が見られ
る場合がある。特に富栄養化したダム貯水池ではその
傾向が顕著であり、DO=0mg/Lの無酸素状態に到達
する場合もある。この無酸素状態は、底泥に含まれて
いる鉄、マンガン、重金属類の溶出を促進させ、赤水
や黒水、有害物質の溶出により上水道取水へ影響を及
ぼすことがあるほか、リンや窒素の溶出による富栄養
化の進行が懸念される場合もあるなど、底層嫌気化に

伴う水質問題につながる恐れがある1）。
これら底層嫌気化に伴う水質問題への対策の一つと

して、深水層の酸素消費に見合うだけの酸素を送り込
み、底泥からの各種物質の溶出を抑制する深層曝気施
設の導入が挙げられる2）。

三春ダムでは、底層嫌気化に伴う水質問題の発生が
建設段階から懸念されていたことから、管理開始当初
より深層曝気施設を設置・稼働し、これまでDO低下
に伴う水質障害は発生していない。一方で、アオコ対
策として浅層循環施設も管理開始当初より稼働してい
たが、平成13年にアオコ対策の強化を目的に浅層循
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富栄養化したダム貯水池では、底層嫌気化に伴い底泥からの鉄、マンガン、重金属類、栄養塩類の溶出が
促進され、赤水・黒水等の利水障害や富栄養化現象の悪化といった水質問題が発生するリスクが増大する。
三春ダム貯水池では、この対策として深層曝気施設を稼働していたが、別途、アオコ対策として導入されて
いる浅層循環施設の運用が変更されたことにより、その効果が底層嫌気化にも及んでいる可能性が示され、
深層曝気施設の運用停止実験による効果確認を行った。

本報は、この深層曝気施設の運用停止実験に伴って実施したモニタリング調査をもとに、三春ダムにおけ
る深層水塊での底層嫌気化抑制メカニズムについて考察したものである。なお、三春ダムではこの運用停止
実験とモニタリング調査結果から安全に深層曝気施設を停止できることが確認されたことから、平成 27 年
度に運用ルールの変更を行っている。
キーワード：水質改善、底層嫌気化、深層曝気施設、酸化還元電位（ORP）

In eutrophied dam reservoirs, to be anaerobic at hypolimnion encourages the elution of iron, manganese, heavy metal, 
and nutrient salts from the sediment in the bottom and that causes a risk which induces water quality problems, such as 
colored water, smelling water in the water supply system. In Miharu Dam Reservoir, the hypolimnion aerating system had 
been operated as a measure to deal with the anaerobic condition. On the other hand, because we realized that the change 
of the operational rule on aeration system for shallow water against algae, had a possibility of being effective to anaerobic 
sediment as well, we carried out confirming the effect of the suspension of hypolimnion aeration by the experiments.
This final report analyses the suppression mechanism anaerobic condition in a deep water lump in Miharu Dam Reservoir, 
based on data obtaind from several investigations made in connection with the suspension of the hypolimnion aeration. In 
Miharu Dam, the operational rules of aerating systems were changed in 2015 which evidence that the hypolimnion aeration 
would be safely suspended, according to the result of the experiment and the monitoring.
Key words： water quality improvement, anaerobic condition at hypolimnion, hypolimnion aeration, oxidation-reduction 

potential （ORP）



4

環施設の空気吐出深度を深くした。これに伴い、浅層
循環施設と深層曝気施設の空気吐出標高が近接したこ
とで、深層曝気施設の効果が見え難くなった。以上の
経緯を踏まえて、深層曝気施設の効果発現メカニズム
の解明、同施設停止にともなう影響の把握、そして恒
久的停止により同施設を転用したアオコ対策のさらな
る強化を目的とした浅層循環施設増強を視野に入れ
て、平成20年から基礎実験3）4）を行い、さらに平成22
年から施設停止実験を進めてきた。

本報は、平成23年に報告された三春ダムにおける
深層曝気施設の停止実験に係る経緯の整理と実験初年
度の結果を整理した中間報告5）を受けて、その後の実
験結果と結果に基づく深層水塊における溶出及び再酸
化のメカニズムについて取りまとめたものである。

なお、三春ダムではこのモニタリング調査の結果、
深層曝気施設を停止することによる貯水池への影響は
極めて小さいものと判断し、平成27年度に深層曝気
施設の運用を操作規則から削除した。

2. 三春ダム貯水池の状況

（1） 三春ダムの概要
三春ダムは、阿武隈川水系大滝根川に平成10年に

建設された総貯水容量4,280万㎥、湛水面積2.9㎢の多
目的ダムである。貯水池は大きく5つに分岐した複雑
な形状をしており、それを当地の天然記念物「三春滝
桜」に見立てて「さくら湖」と呼ばれている。

ダム湖の主要な流入河川は、大滝根川（本川）・蛇
沢川・蛇石川・牛縊川の4河川であり、総流入量の8
割以上が本川から供給されている（流域面積比から推
定）。

三春ダムは、流域に人口約3万人の田村市を抱える
典型的な「里ダム」であり、富栄養化は避けられず、
何らかの水質障害が発生する恐れがあるダム貯水池で
あると計画時点からと予測されていた。

このため、ダム建設段階から流域も含めた詳細な水
質調査と水質予測を行い、種々の水質保全対策施設（図
-1参照）を導入し、これまでそれらの運用を実施して
きた。その結果、現在まで深刻な水質問題は発生して
いない。なお、本報で対象とする深層曝気施設も管理
開始当初から運用してきた水質保全施設の一つである。

（2）浅層循環施設と深層曝気施設の関係
三春ダムでは、管理開始当初より底層嫌気化対策と

して深層曝気施設を稼働してきた。三春ダムで導入さ
れている深層曝気施設は沈水式タイプと呼ばれるもの

であり、深水層で吐出された空気が深層の貧酸素水と
接触することにより溶存酸素濃度を向上させ、余剰空
気は傘で受けて可撓管を通じて排出させるものであ
る。三春ダムでは、EL.295m付近から空気を吐出し、
EL.300mに設置されている傘で余剰空気を受けるシス
テムとなっている。

一方、三春ダムではアオコ発生抑制対策として浅
層循環施設も稼働している。当初、浅層循環施設の
空気吐出深度はEL.309mであったが、アオコ対策効果
を高めることを目的に平成13年より空気吐出深度を
EL.301mまで低下させる運用ルールの変更を行った。

この結果、浅層循環施設の空気吐出深度（EL.301m）
と深層曝気施設の上端（EL.300m）の離隔がわずか1m
まで近接する位置関係となった（図-2参照）。

（3）深層曝気施設停止実験の経緯
浅層循環施設の運用ルール変更前後の貯水池内の

DO鉛直分布を比較すると、DOが大きく変化する深度
は浅層循環施設の空気吐出深度に概ね一致していた。
また、空気吐出深度以深では成層期間中はDO=0mg/

図-1 三春ダム貯水池の形状及び水質保全対策

図-2 浅層循環施設と深層曝気施設の位置関係の変化
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Lの無酸素状態が継続しているが、DO躍層付近で溶
存態のFe, Mn等は確認されていなかった。これらよ
り、浅層循環施設の稼働が貯水池表層付近でのアオコ
対策だけでなく、深層水塊における溶出抑制にも何ら
かの影響を及ぼしていることが示唆された。

これを受けて、深層水塊の溶出抑制メカニズムの解
明に係る各種調査・研究が行われ、その結果から、三
春ダムの深水層における溶出物質の再沈殿メカニズム
は以下のように整理された（図-3参照）。

・ 無酸素化した深水層中には酸化還元電位（以下、
ORP）が正電荷の層（以下、無酸素・酸化層）と
ORPが負電荷の層（以下、無酸素・還元層）が層
状に存在している（現地調査結果より）。

・ 無酸素・還元層で溶出したFe,Mn等は、無酸素・
酸化層においてORPが100mV程度以上であれば
速やかに再酸化し沈殿する（室内実験の結果から
の推察）。

・ この無酸素・酸化層は、浅層循環施設の稼働によっ
て保持されていることが想定され、深層曝気施設
の停止によりORP変化層（正電荷から負電荷へ移
行する層）の位置は若干上昇するものの、深層水
における溶出〜再沈殿プロセスへの影響は小さい
ものと推察される。

以上より、深水層（EL.300m以深）のORPモニタリ
ングを行いながら深層曝気施設の停止実験を行うこと
で、浅層循環施設による底層嫌気化対策効果の確認や
深層曝気施設停止に伴う影響の把握ができるものと想
定され、平成22年度より5年間の停止実験とモニタリ
ング調査を行うこととした。

本報では、モニタリング期間の中でも詳細に調査を
実施した平成22年〜 24年の調査結果について報告す
るとともに、その調査結果から得られた三春ダムにお
ける深層水塊の酸化還元メカニズムについての仮説と
検証結果について取りまとめる。

3. モニタリング調査の概要

三春ダムにおいて行われた深層曝気施設の停止実験
に伴って実施された詳細なモニタリング調査は、以下
の通りである。

（1）調査地点
平成22年度は、ダムサイトと春田大橋に設置され

ている深層曝気施設の間の状況を詳細に把握すること
を目的に、ダムサイト・春田大橋・中間地点の3地点
において調査を実施した。

平成23年度は、平成22年度に実施した3地点に加
えて、貯水池内の状況を面的に把握することを目的に、
蛇沢川筋、本川筋、蛇石川筋、牛縊川筋において湖底
標高がEL.295mとなる最遠点4地点を設定し、調査を
実施した。

　平成24年度は、水深方向の時間的変化を集中的
に把握することを目的に、調査地点をダムサイトに
絞って調査を実施した。

（2）調査項目・調査深度
調査項目は、水質計により現地で計測する方法と現

地採水したサンプルを室内分析する方法の2通りで実
施した。なお、現地観測では、採水時に下層水の外観、
色、濁り具合も観察した。
①現地計測

項目：水温、DO、ORP、濁度、pH、
深度： 表層-0.5m、1m、以下1mピッチで湖底+1m

まで
※ 平成24年度のみEL.295m及びEL.290mに水質計を

設置して水温、DO、ORPを連続観測
②室内分析

図-3 当初想定した深層水塊の溶出及び再沈殿のメカニズム

図-4 水質調査実施位置図
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項目： T-Fe, D-Fe, T-Mn, D-Mn, T-P, D-T-P, D-PO4-P, 
T-N, D-T-N, NH4-N, NO2-N, NO3-N, S2-, SO42-

深度： 表層-0.5m、水温躍層直上（概ねEL.302m）、
水温躍層直下（概ねEL.300m）、ORP急変水
深上部、ORP急変水深下部、底泥直上1m、
底泥直上0.5m

（3）調査時期・調査頻度
　調査時期は、深層曝気施設が稼働している期間と

した。モニタリング期間を通じて何れの年も概ね6月
〜 11月がその期間に該当した。

調査頻度は、年により若干異なるが、概ね1週間に
1回〜 2週間に1回とした。

なお本報では、以上に示した調査以外に定期水質調
査結果、比較対象として深層曝気施設稼働期間中（平
成21年度以前）のデータも適宜用いて、モニタリング
期間の状況整理とメカニズム検証を行った。

4. モニタリング調査結果

（1）施設停止前後の水質概況の比較（定期調査より）
深層曝気施設の停止前後で全体的な水質傾向に違い

が見られるかを確認するため、管理開始から平成24
年までの定期水質調査において実施された水温、DO、
ORPの計測結果について整理した。

整理にあたっては、深層曝気施設の停止実験前の平
成10年から平成21年（本項では、「施設稼働期間」と
いう）と深層曝気施設の停止実験中の平成22年から平
成24年（本項では、「施設停止期間」という）に分けて
各々の期間の各月平均値を算出し、両期間の傾向の違
いについて比較した。

①水温（図-5参照）
・ 表層と下層の水温は、1年を通じて両期間で明確

な違いは見られなかった。
・ 夏季の中層水温は、施設稼働期間のほうが3℃程

度低い傾向が見られた。

②DO（図-6参照）
・ 表層と下層のDO濃度は、1年を通じて両期間で

明確な違いは見られなかった。
・ 夏季の中層DO濃度は、施設稼働期間のほうがや

や低い傾向が見られた。

③ORP（図-7,8参照）
・ 表層と中層のORPに関しては、1月〜 4月に施設

稼働時のほうがやや高い傾向は見られるものの、
明確な違いとは言い難い。

・ 一方、下層のORPに関しては夏季に大きな傾向
の違いが見られた。

・ 施設稼働期間は、施設の稼働時期である6月から
速やかにORPが低下し、循環期を迎える10月頃
から上昇する傾向であった。

・ 施設稼働期間は、負電荷となる期間も6月から10
月と施設停止期間よりも長かった。

・ 一方、施設停止期間は、ORPの低下時期が9月と
遅くなり、負電荷となる期間も10月のみと施設
稼働期間より大幅に短くなった。
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施設稼働時の下層ORPの推移を各年個別にみると、
年によるばらつきはあるものの、夏季にORPが低下
することが多く、図-7に示した施設稼働時の傾向は単
年の極端に低い値に平均値が影響を受けたのではない
ことがわかる。

以上より、貯水池全層の水温とDO及び貯水池表層
及び中層のORPに関しては、大きな傾向の違いが見
られない一方で、貯水池下層のORPに関しては、施
設稼働時よりも施設停止時の方は負電荷になりにくい
状況に変化したものと推察される。

（2）水質鉛直分布の比較（H21-23詳細調査より）
深層曝気施設停止前後での貯水池内の鉛直方向の水

温や水質の変化を把握することを目的に、平成21年
から平成23年に実施された貯水池内3地点（ダムサイ
ト、春田大橋、中間地点）における水質鉛直分布を整
理した。

なお、各年5回程度の調査を実施しているが、ここ
では出水等の影響がなく安定した水温成層が形成され
ている時期の調査結果を各年1調査ずつ抽出し、図-9
及び図-10に示した。

なお、本項では、深層曝気施設の停止実験前の平成
平成21年を「施設稼働期間」、深層曝気施設の停止実
験中の平成22年から平成24年を「施設停止期間」と呼
称する。

①水温
・ 施設稼働期間には、EL.301m付近の浅層循環施設

稼働による水温躍層のほかにEL.295m付近にも水
温躍層が確認できていたが、施設停止期間にはそ
の水温躍層が消失していた。

・ 両者の違いは、深層曝気施設の稼働によって
EL.295m 〜 300m間にもたらされていた空気吐出
に伴う循環混合の影響が施設停止により消失した
ために生じたものと考えられる。

②DO
・ 施 設 稼 働 期 間 に は、EL.295 〜 300m間 にDOが

1mg/L程度の層が形成されていたが、施設停止
期間にはその層が消失していた。

・ この違いは、水温同様に深層曝気施設の稼働によ
り対象標高へ酸素が溶解されることにより生じて
いた影響が、施設停止により消失したために生じ
たものと考えられる。

③ORP
・ 施設稼働期間には、EL.290m付近からORPが低下

し、EL.287m以深は負電荷となっていたが、施設
停止期間には計測深度下端までORPが正電荷と
なっていた。

・ この違いが生じた理由は不明であるが、上記の水
温及びDOの変化と関係があるものと推察される。

④濁度
・ 施設稼働期間（ダムサイト及び春田大橋で9月9日
（その他調査の前日）に定期水質調査として実施
された計測結果）には、EL.295m付近から濁度が
上昇し、計測下端でピークを示したが、施設停止
期間にはEL.300m付近での濁度上昇が見られた。

・ 施設稼働期間の濁度上昇は、ORPが負電荷にな
る標高と概ね一致しており、ORP変化層付近に
おいて湖底から溶出した物質が再酸化されたもの

（ここでは鉄とリンの共沈が疑われる）が懸濁態
として検出されたものと推察される。

⑤溶解性物質（D-Fe, D-Mn, D-PO4-P, NH4-N）
・ D-Fe、D-PO4-Pに関しては、施設稼働期間には

ORPが負電荷となる標高以深で検出されていた
が、施設停止期間は同標高で殆ど検出されなかった。

・ なお、深層曝気施設の稼働／停止の違いに寄らず
水温躍層付近でD-PO4-Pが上昇しているが、これ
は調査日の流入水温と該当標高の水温が概ね一致
していることから、流入水の進入による影響を受
けた結果と推察される。

・ D-Mn、NH4-Nに関しては、深層曝気施設の稼働
／停止の違いに寄らず、浅層循環施設の空気吐出
標高のEL.301m以深から検出されるようになり、
標高が低くなる（深くなる）につれてその濃度が
高くなる傾向が見られた。

・ 以上に示した深さ方向の濃度分布の傾向は、施設
稼働期間の方がより顕著に表れていた。
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図-8 下層ORP経月変化（各年比較）
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図-9 深層曝気施設停止前後の貯水池内の水質鉛直分布の比較（水温・DO・ORP・濁度）

図-10 深層曝気施設停止前後の貯水池内の水質鉛直分布の比較（D-Fe・D-Mn・D-PO4-P・NH4-N）
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以上に示した深層曝気施設の稼働／停止による貯水
池内の水質状況の変化が貯水池内全域で生じている現
象であるかを確認するため、平成23年には図-4に示
したその他4地点（蛇沢川筋、本川筋、蛇石川筋、牛
縊川筋）においても調査を実施した。

その結果（図-11参照）、地点による多少のばらつ
きはあるものの、何れの計測項目についても同様の傾
向を示していた。これより、三春ダムの貯水池下層に
おいて夏季に形成されている貧酸素状態及び鉄・マン
ガン・栄養塩類の溶出状況は、貯水池内で部分的に起
きている現象ではなく、概ね貯水池全域で同様の状態
となっていることが明らかとなった。

以上より、三春ダムの貯水池下層では、深層曝気施
設が稼働している期間においても嫌気化状態が形成さ
れ、湖底からの溶出が起きていたが、浅層循環施設及び
深層曝気施設により形成される躍層により上層への溶
出物質等の拡散は抑制されていたものと推察される。

一方、深層曝気施設を停止した場合においても以上
の貯水池状況は維持されており、更にORPに関しては
より良好な状態（溶出しにくい状態）を形成していた。
この違いは深層曝気施設の稼働有無によりEL.295m
〜 300m付近に形成される水温躍層の有無に影響して
いることが示唆される。

なお、貯水池下層における溶出は、マンガン（D-Mn）
及び窒素（NH4-N）に関してはDOが0mg/Lの状態、
鉄（D-Fe）及びリン（D-PO4-P）に関してはDOが0mg/
Lで且つORPが負電荷となる状態において各々発生し
ており、これは既往文献6）7）において示されている知
見と一致する。

（3）下層ORPの時系列変化（H22-24各種調査より）
三春ダムにおける深層水塊の酸化還元メカニズムを

把握するために、貯水池下層のORPの時間変化と変
化に影響を与える可能性のある貯水池流況及び水温鉛
直分布について整理した。

①平成22年の状況
・ 計測を開始した6月中旬から10月上旬までは、

EL.288m以浅の範囲はORPが正電荷であった。
・ 10月上旬よりEL.288mのORPが徐々に低下をは

じめ、10月下旬には負電荷に転じる時期があった。
・ ORPの低下時期と貯水池内の水温鉛直分布及

び出水との関係を見ると、9月中〜下旬に発生
した小規模な出水によりEL.300mの水温躍層が
EL.295m付近まで低下して以降、ORPの低下が始
まっているようである。
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図-11 深層曝気施設停止時の貯水池内の水質鉛直分布（平成23年8月24日調査結果より）
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②平成23年の状況
・ EL.288m以浅は計測期間を通じてORPが正電荷の

状態を維持していた。
・ EL.281m以深のORPは、10月上旬から低下を開

始し、10月下旬以降は負電荷となっていた。
・ この年は9月下旬に台風15号による比較的大き

な出水（時間最大流入量：354.85㎥ /s）が発生し、
それを境に貯水池内の水温鉛直分布が大きく変化
した。

・ EL.300m付近の水温躍層が出水に伴いEL.295m付
近まで低下した時期とORP低下時期は概ね一致
している。

③平成24年の状況
・ この年は夏季に出水が非常に少なく、流入水も表

層付近に貫入することが多かった。
・ このことから、貯水池下層へ酸素や酸化物が供給

される機会や量が少なかったものと想定される。
・ ORPは8月上旬から低下を開始し、EL.288mの

ORPは8月中旬以降は負電荷で推移していた。

以上の3 ヶ年のORP計測結果と貯水池内流況との関
係を比較すると、三春ダムの深層水塊の酸化還元メカ
ニズムに関わる特徴としては、浅層循環施設の稼働に
より形成されているEL.300m付近の水温躍層が出水に
伴って低下した後にORPの低下が顕著にみられるこ
と、極端に出水が少ない年には水温躍層の低下がなく
ても徐々にORPの低下がみられること、等が挙げら
れる。

これは、貯水池内の下層に残存する深層水塊のボ
リュームの変化が深層水塊の酸化還元状態に影響を及
ぼしていることを示唆している。

5. 三春ダムにおける深層水塊の酸化還元メカ
ニズムとその検証

（1）想定されるメカニズム
以上のモニタリング調査結果から、三春ダムにおけ

る深層水塊の酸化還元メカニズム及び深層曝気施設
の停止による影響を以下のように想定した（図-15参
照）。

・ 最初に有機物の酸化分解等により水中酸素（O2）
が消費されDOが低下し、やがて無酸素状態とな
るが、ORPはまだ正電荷の状態を保持している。

・ さらに酸化分解が進むと、続いて酸化物（例：
NO3-N,SO4

2-等）が消費されていき、NH4-NやS2-に
変化し、ORPが負電荷へ遷移する。

・ 以上の変化機構は、深層水塊中に含まれる酸素及
び酸化物の総量と底泥の溶出速度との関係により
規定されており、深層水塊のボリュームが小さい
場合や流況が極端に悪く流入水からの酸素や酸化
物の供給が少ない場合には、ORPの低下が成層
期間の早い段階から進行する。

・ 三春ダムにおいて平成21年まで実施されていた
深層曝気施設の稼働は、EL.295m 〜 300m間に
DO=1mg/L程度の層を形成することにより、そ
の下層で溶出した物質がEL.300m以浅に移送さ
れるのを抑制していたと同時に、深層水塊のボ
リュームを小さくする（EL.295m以深の水塊量は
EL.300m以深の1/3程度）ことにより深層のORP
低下を促進していた可能性がある。

・ 深層曝気施設の停止により、深層水塊のボリュー
ムが大きくなったため、成層期間中のORP低下時
期は遅くなり、年によっては一年を通じてORP
が正電荷を維持していたと考えられる。
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図-13 貯水池流況・貯水池鉛直水温分布・ORPの経時変化（H23）
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つまり、現状の三春ダムでは、アオコ対策として稼
働している浅層循環施設の影響によりEL.300m付近に
水温躍層が形成されても、その下の水塊ボリュームが
十分にあることから、夏季の成層期間中にEL.300m付
近までORPが負電荷となり、鉄・マンガン・栄養塩
類の溶出が卓越して深刻な水質障害を引き起こす可能
性は極めて低いものと推察される。

したがって、現状の三春ダムにおける浅層循環施設
の運用ルール下においては、深層曝気施設を停止して
も底層嫌気化に伴う水質障害が発生する可能性は極め
て低いものと考えられる。

（2）メカニズム検証
前項に示したメカニズム仮説を検証するためには、

深層曝気施設の稼働時／停止時における深層水塊での
溶出物質量の時間的変化の違いを確認することが考え
られる。しかし、溶出物質が還元による溶出や再酸化
により懸濁化する時のORPは、物質により異なるこ
とが知られており6）7）、物質量を評価軸とした検証は
困難と想定される。

そこで、深層水塊における酸化・還元反応の結果を
表している指標としてORPの値そのものに着目した。
平成22年から平成24年の調査結果のうち水温躍層の
位置がEL.295m付近の期間を抽出し、調査開始日から
の経過日数とEL.288m或いはEL.281mのORPとの関係
を整理した（図-16参照）。

この結果をみると、年によりORPのレベルは100mV
〜−350mVと幅があるものの、調査期間中のORPの

低下速度（グラフの傾き）はほぼ同じであった。つまり、
ORPの低下速度（グラフの傾き）は、その時の水温躍
層位置（平成22, 23, 24年についてはEL.295m付近）で
ほぼ一定である可能性があり、下層水塊ボリューム（こ
の中には酸素や酸化物が含まれている）と湖底からの
溶出量とのバランスでORPの低下速度が規定されて
いる可能性があると考えられる。

以上を検証する方法として、仮想水深とORP低下速
度を以下の通り定義し、仮想水深と湖底+1mのORP
低下速度との関係を比較することで、前述の仮説の確
からしさを検証することとした（上述の仮説が正しけ
れば、仮想水深が小さければ小さいほど、ORP低下
速度が早くなるはずである）。

［定義］
①仮想水深の設定・算出方法
　仮想水深H（m）＝
　深層水塊水量V（㎥）／湖底面積A（㎡）
・ 出水等の影響がなく安定した水温躍層が形成され

ている時期を抽出
・ この水温躍層以深の深層水塊水量と湖底面積を

H-V曲線から算出
②ORP低下速度の設定・算出方法
　ORP低下速度v（mV/day）＝（Evb−Eva）／（b−a）
・ Eva：調査日aのEL.281mのORP
・ Evb：調査日bのEL.281mのORP

図-15 深層水塊の溶出及び再沈殿のメカニズム
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図-16 調査開始日からの経過日数とORPの関係

 

図-17 仮想水深の設定方法
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［検証方法］
・ 平成21年から平成24年の下層のORPを経時的に

計測していた期間において、水温躍層が安定して
いる期間のEL.281mのORP値を抽出

・ 前述の定義に基づき、調査日当時の水温躍層位
置から仮想水深を、2調査日間のORP値の差から
ORP低下速度を各々算出

・ 仮想水深とORP低下速度との関係を散布図とし
て整理し、両者の関係性について検証

［検証結果］
・ 仮想水深が大きくなるほどORP低下速度が小さ

くなる傾向（右下がりの傾向）が示された。
・ 但し、この結果は水温躍層位置にそれ程大きな差

がない時のデータであるため、低下速度の違いが
7mV/日程度と小さいことに留意する必要がある。

以上の検証結果は、想定したメカニズムを支持する
ものと解釈できるが、データ蓄積によりその確からし
さを高める余地は残されているものと判断する。

6. まとめ

本報では、三春ダムにおいて深層曝気施設の停止実
験に伴って実施した各種モニタリング調査結果を用い
て、深層水塊における酸化・還元メカニズムを想定し、
その確からしさについて検証した。

その結果、水温躍層により貯水池深層に隔離された
水塊中では、その中に含まれる酸素や被酸化物が湖底
からの溶出によって徐々に消費され、貧酸素化が進行
するが、成層期間中に嫌気化状態（DO=0mg/L且つ
ORPが負電荷の状態）になるか否かは、深層水塊中に
含まれる酸素及び被酸化物の量と溶出速度との関係に
より決まり、深層水塊ボリュームが小さいほど嫌気化

状態となる時期が早まるものと推察された。
ただし、深層水塊中の酸素や酸化物の量は、流入水

の貫入による影響も受けることから、今回定義した仮
想水深とORP低下速度との関係性だけでは、当該ダ
ムが嫌気化の恐れがあるか否かを判別することは困難
であるものと想定され、この部分の解明には更なる
データの蓄積が必要と考える。

水質保全対策を実施しているダム貯水池では、対策
効果の向上や気象・水象条件や流入水質の変化等によ
る対策効果の低下を改善するために、運用ルールの変
更を行う場合があるが、その際には着目する対策施設
のみならずその他の対策施設への影響も考慮し、必要
に応じた運用ルールの見直しや対策施設の廃止等も検
討することが重要であろう。

また、貯水位低下時に湖水が懸濁化する貯水池では、
これまでその原因は渇水濁水によるものと整理され
ることが多かったが、貯水位低下に伴い深層水塊ボ
リュームが極端に小さくなると、溶出と再酸化に伴う
懸濁物質の発生が生じる可能性があることを鑑みる
と、こういった現象も念頭に原因解明を行う必要があ
るものと考える。本報がこういったダム貯水池におけ
る検討の参考となれば幸いである。
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図-18 仮想水深とORP低下速度の関係




