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１．はじめに

我が国のダム貯水池では、冷温水現象による稲作等
の農業への問題、濁水長期化現象による魚類の生育障
害、富栄養化現象による景観障害、底層嫌気化現象に
よる重金属類の溶出問題など、様々な水質障害が生じ
ている。その中でも富栄養化現象に伴って発生するア
オコ発生現象は、景観障害として認識されるほか、集
積した藻類が腐敗し、悪臭を放つ場合もある。また、
カビ臭発生現象は、湖面近くで異臭を感じるだけでな
く、上水道施設等では異臭を除去するために活性炭吸
着処理やオゾン処理等を行う必要がある。これら富栄
養化現象によって引き起こされる水質障害は、水道事
業者やエンドユーザーである国民に経済的な負担を強
いる問題であり、適切な対策が求められている。

平成23年度に全国242の多目的ダム（直轄：95ダム（管
理全ダム）、水資源機構：22ダム（管理全ダム）、補助：
125ダム（各県3ダム程度を抽出））を対象に実施した

アンケート調査によると、約1/4のダムにおいて富栄
養化問題に起因する水質障害が生じていた1）。富栄養
化問題に起因する水質障害のうち、アオコや淡水赤潮
による景観障害が63%、カビ臭や生臭さ臭による異臭
味障害が27%となっている（図-1参照）。
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①アオコ・淡水赤潮による景観障害
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図-1 アンケート結果（富栄養化に係る水質障害を抱えるダム
貯水池における具体的な問題の内訳）

以上の結果は、平成14年に全国423のダム管理所（国
土交通省・水資源機構・都道府県管理ダム）を対象に
実施されたアンケート調査2）でも同様の傾向が報告さ
れていることから、全国のダム貯水池で発生する水質
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障害のうち、富栄養化現象に係る問題はその他の水質
障害に比べて多く、その中でもアオコによる景観障害
やカビ臭による異臭味問題は深刻な問題として長年に
わたり根強く残っているといえよう。

以上のような富栄養化現象に係る問題への対策とし
て最も実績が多いのは、気泡式循環装置（いわゆる曝
気循環装置）である。本装置は、貯水池中底層部より
気泡を噴出するのに伴い冷たい湖水を浮上させること
により水温鉛直分布を一様にし、富栄養化現象の原因
となる藍藻類の生息環境を破壊する（光透過深度への
滞留の抑制、表層付近の水温低下等）ことにより、ア
オコ等の発生を抑制することを主目的とした水質改善
対策であり、これまで多くのダム貯水池において水質
改善効果を発揮してきた3）4）5）6）。本装置の水質改善効
果発現メカニズムやこれまでの導入実績を踏まえると、
ダム貯水池の富栄養化対策として優れた方式であると
評価できるが、一方で、本装置による効果が期待でき
るのは一定以上の空気吐出水深（凡そ20m以上）を有し、
中低層に十分な低水温層を有する場合に限られ、全体
的に浅い貯水池や貯水池内に水深の浅い場所を多く有
する場合はその効果は限定的である等の課題がある。

本稿でとりあげるプロペラ式湖水浄化システムは、表
層付近に繁茂したアオコをプロペラの駆動により吸引
し、送水管を通じて貯水池底層へ直接移送することに
より、アオコの持つガス胞を破壊して湖底へ沈降させる
ことで効果を発現することから、気泡式循環装置による
対策が難しいダム貯水池における新たな対策として期
待されており、これまでに幾つものダム貯水池で効果が
確認されている。しかし、本システムの導入にあたって
の標準的な考え方を示すマニュアルは未整備である。

当財団では、以上に示したプロペラ式湖水浄化シス
テムの可能性に着目し、本システムがより多くのダム貯
水池で活用されることを目指し、学識者等で構成される

「プロペラ式湖水浄化装置応用技術研究会」を平成27年
に発足し、調査研究を進めている。今般、研究会で議
論された内容を取りまとめた「プロペラ式湖水浄化シス
テム設置・運用マニュアル（案）」を取りまとめ、当財団
のホームページ上で公表した7）。本稿は、このマニュア
ルに記載されている事項のうち、施設設計に係る部分
を取り上げ、その考え方について論述するものである。

2．プロペラ式湖水浄化システムの概要

プロペラ式湖水浄化システムは、プロペラ式湖水浄
化装置と分画フェンスから構成される。以下に各々に
ついて概要を示す。

（1）プロペラ式湖水浄化装置
プロペラ式湖水浄化装置は、①プロペラ、モータお

よびフロートを含む駆動部本体、②送水管と吐出口、
③送水管を支える係留ワイヤーおよび操作制御盤（陸
上施設）から構成される（図-2参照）。湖面に設置し
た状態では、①の駆動部本体のみが水面上に見える形
となる（図-3参照）。また、陸上部に設置される操作
制御盤は、幅0.8m、高さ2.1m、奥行き0.5m程度の大
きさであり、図-4に示すように野外に直接設置する
ことも可能である。

図-4 操作制御盤　外観

図-3 駆動部本体　外観

図-2 プロペラ式湖水浄化装置の構造
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（2）分画フェンス
アオコの原因となる藍藻類は、貯水池上流部や湾奥

部・入江部などの水深が浅く湖底まで光の届く範囲が
発生源といわれている。分画フェンスは、こうした藍
藻類の発生源の下流側に設置することで、分画フェン
ス上流側に藍藻類を集積させ、プロペラ式湖水浄化装
置により効率的にアオコを吸引するための役割を担う
設備である（図-5参照）。このため分画フェンス深は、
ダム貯水池における藍藻類の鉛直移動範囲を捕捉でき
るよう設定する必要があり、一般的な藍藻類の鉛直移
動範囲（概ね5m以内）を考慮し、5m以上を確保する
こととしている。

図-5 分画フェンス　外観

（3）プロペラ式湖水浄化システムの特長
プロペラ式湖水浄化システムによる水質改善メカニ

ズムは、①光制限効果、②低水温効果、③水圧効果の
3項目であると想定している。

気泡式循環装置に代表される従来の水質改善対策
は、①光制限効果、②低水温効果により藍藻類の増殖
を抑制しているが、プロペラ式湖水浄化装置はこれら
に加えて、③水圧効果が得られやすくなるところが特
長として挙げられる。
気泡式循環装置は、その稼働により等水温層が形成

され、藍藻類の持つエアロトープ（ガス胞）を用いた
浮上沈降の範囲（鉛直方向の移動範囲）を広げること
により増殖に適した環境に留まる時間を短縮させ、結
果として藍藻類の増殖抑制効果が発現される。このと
き、藍藻類が水温躍層付近まで到達することで③水圧
効果も発現するが、あくまで藍藻類の比重に応じた浮
沈の過程で得られるものであるため、その効果はそれ
ほど大きなものではない。

一方、プロペラ式湖水浄化装置は、表層水をプロペ
ラの稼働によって強制的に深水層へ移送することか
ら、上記①および②の効果に加えて、③の水圧効果が
より得られやすく、これが従来の装置との大きな違い
と言える（図-6参照）。

また、プロペラ式湖水浄化装置は、送水管により深
水層へ藍藻類を含む表層水を直接移送するシステムで

図-6 想定される効果発現メカニズム
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あることから、従来の装置では効果が得ることが難し
かった貯水池上流部の水深の浅い範囲への対策や、入
江部等のアオコが集積しやすい箇所への局所対策とし
ても活用可能である。
さらに費用面に着目すると気泡式循環装置は、水深が

十分に確保されたダム貯水池において湖水を循環混合
させることで藍藻類の増殖抑制効果を発現する手法であ
る。大容量の湖水を効率よく循環混合させるためには非
常に有効な手法であるが、湖水循環の動力源となる空気
を陸上からコンプレッサーで水中へ送気する必要がある
ため、多くのエネルギーが必要である。一方、プロペラ
式湖水浄化装置は、表層水を深水層へ直接移送する方
式のため、動かす水量が少ない分、省エネルギーな装置
であることも特長の一つである。このため、維持管理費

（電気料金、点検整備費、維持更新費等）を低コストに
抑えられる場合もある。

3．プロペラ式湖水浄化システムの施設設計の
考え方

プロペラ式湖水浄化システムの設置検討にあたって
は、図-7のフローに基づき、まずプロペラ式湖水浄
化システムの設置判定に必要な与条件を整理し、設置
適否を判定する。この判定によりプロペラ式湖水浄化
システムの設置が適当と判断された場合には、設置計
画を作成し施設設計を行う。

本報では、施設設計の中でも重要なポイントとなる
（1）設置適否判定の考え方、（2）分画フェンスを省略
する場合の考え方、（3）プロペラ式湖水浄化装置の吐

出水量設定の考え方について、現時点での考え方や今
後の展望等について記述する。

（1）設置適否判定の考え方
プロペラ式湖水浄化装置による藍藻類の増殖抑制効

果は、前述の通り湖水が表層から吐出先の中底層へ移
送されることで生じる水圧効果によりガス胞が圧壊さ
れて藍藻類が一時的に浮上能力を失うことによって発
現すると考えられていることから、効果の程度は吐出口
水深に大きく関係する。このため、プロペラ式湖水浄
化装置の設置適否は、藍藻類が増殖する夏季の基準水
位である平常時最高貯水位または洪水貯留準備水位の
時の吐出口水深をもとに判定することとした。ただし、
夏季の貯水位低下が著しいダム貯水池については、夏
季の実績貯水位を基準とした吐出口水深を基に判定す
る必要があるものとし、マニュアルではこれを付記した。

表-1は、プロペラ式湖水浄化装置が設置されてい
るダム貯水池の実績データを基に、平常時最高貯水位
あるいは洪水貯留準備水位の吐出口水深と藍藻類の増
殖抑制効果の関係を示したものである。これによると、
藍藻類の増殖抑制効果は、吐出口水深が大きくなるほ
ど確実になる傾向あり、少なくとも吐出口水深が18m
以上であれば管理者が「効果あり」と評価している。

以上の結果は、現地においてプロペラ式湖水浄化装
置により藍藻類が表層から中底層へ移送された状態を
疑似的に再現した現地実験8）においても同様の傾向が
示されている。実際の現場ではプロペラ式湖水浄化装
置により移送される際の乱流等の影響を受けて、ガス
胞破壊がより一層促進されている可能性も考えられる。

以上より、プロペラ式湖水浄化装置の設置適否の判
定は、平常時最高貯水位あるいは洪水貯留準備水位の
吐出口水深18mを目安とし、18m以上のときは「設置

  (1)ダム貯水池水深

  (2)ダム貯水池面積

  (3)ダム貯水池形状

　吐出口水深※1＜18ｍ

 吐出口水深
※1

≧18ｍ

  (1)プロペラ装置の設置位置

  (2)分画フェンスの設置位置

  (1)プロペラ装置の設計

    ①吐出口・送水管及び係留方法

    ②吐出水量の設定

  (2)分画フェンスの設計

　  ①分画フェンス長の設定

    ②分画フェンス深さの設定

    ③係留方法

設置不適

3.2 設置検討に必要な与条件

3.5 施設設計

3.3 プロペラ式湖水浄化
システムの設置適否の判定

3.4 設置計画

※1 吐出口水深：平常時最高貯水位

あるいは洪水貯留準備水位の吐出口

水深とする

図-7 プロペラ式湖水浄化システムの設置検討フロー

ダム名 吐出口水深(m)
植物プランクトン
増殖抑制効果

Ｙダム 18
Ｎダム 33
Idダム 21
Tkダム 37
Sダム 23
Tiダム 18
Ｏダム 25
Ikダム 27
Ｋ池 12
Ｍダム 14
Khダム 28

効果大
(フェンスなし)

効果大
(フェンスあり)

効果小
(フェンスなし)

表-1 吐出深度と藍藻類増殖抑制効果の実績
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に適する」、18m未満のときは「設置に適さない」と判
定することとした。

なお、設計に際しては、夏季に貯水位が低下した時
にも安定した増殖抑制効果を得る観点から、吐出水深
は25m以上を確保することが望ましい。

（2）分画フェンスを省略する場合の考え方
プロペラ式湖水浄化システムにおける分画フェンス

の役割は、分画フェンスをアオコ発生源となる範囲の
下流端付近に設置し、分画フェンス上流側にアオコを
集積させることで、ダム貯水池全域へのアオコの拡散
を抑制するとともにプロペラ式湖水浄化装置により効
率的にアオコを吸引させる点にある。このことから、
分画フェンスの有効性は、ダム貯水池湛水面積や貯水
池形状に左右される。

つまり、ダム貯水池湛水面積が小さくなると、アオ
コ発生源となる範囲と発芽後に増殖する範囲とが一致
するため、分画フェンスの有効性が低くなる。また、
細長い形状の貯水池でアオコの発生源が流入河川とそ
の流入口付近に限定される場合には、分画フェンスの
有効性は高くなる。

一方、分画フェンスにより貯水池の上層が分断され
ると、分画フェンス上流側の表層水の滞留時間が長く

なり、上流河川からの流入水量が少ない場合等では分
画フェンス上流側のアオコ状態が従前よりも酷くなる
場合もある。

以上のことから、プロペラ式湖水浄化システムでは、
分画フェンスを設置することを基本とするものの、当
該ダム貯水池の条件によっては分画フェンスを省略す
ることもできるものとした。

分画フェンスを省略できる湛水面積は、現時点では
演繹的に示すことが困難であるが、これまでの導入実
績や現状のプロペラ式湖水浄化装置の規格から暫定的
に凡そ20ha程度と設定した。
a）既往実績から推察される目安

表-2は、プロペラ式湖水浄化装置が設置されてい
る既往ダムにおける貯水池湛水面積と貯水池対象面積

（本装置により表層水を吸引する範囲、分画フェンス
設置ダムではフェンス上流側の面積を指す）、導入さ
れた装置の吐出水量を整理した結果である。

この結果によると、分画フェンス無しで大きな効果
を得ている貯水池は1基あたりの貯水池面積が14haの
場合が実績上は上限であるが、装置の最大出力規模で
の運用が行われているIkダムのケースにおいて増殖抑
制効果が発現していることから、Ikダムの貯水池対象
面積である22.2haが目安となる。

フェンス
有無

ダム名
貯水池湛水
面積(ha)

貯水池対象
面積(ha)

採用吐出水量
(m3/hr)

植物プランクトン
増殖抑制効果

Ｙダム 8.9 8.9 3,000
Ｎダム 28.0 14.0 5,600 (2,800×2基)
Idダム 10.3 10.3 3,000
Tkダム 12.0 12.0 2,800
Sダム 52.0 9.5 1,800
Tiダム 63.4 9.0 1,700
Ｏダム 425.0 17.0 2,400
Ikダム 64.4 22.2 4,000

無

有

効果大
（フェンスなし）

効果大
（フェンスあり）

表-2 プロペラ式湖水浄化システム導入ダムにおける吸引対象面積一覧

b）装置最大能力から考えた目安
プロペラ式湖水浄化装置の1基あたりの吐出水量は、

現状施設では4,000m3/hrが最大値である。この能力の
装置で吸引可能な最大範囲を推定することで、これを
分画フェンスが省略可能な湛水面積の目安とすること
を考えた。

藍藻類が生息する光透過深度（およそ3m）の湖水を
プロペラ式湖水浄化装置により藍藻類の倍加時間（3
〜 7日）以内に交換されれば、本装置による効果が得
られるものと考えて、その最大面積を試算すると、下

式より22.4haが得られる。

4,000m3/hr×7day×24hr/3m＝224,000m2＝22.4ha

（3）プロペラ式湖水浄化装置の吐出水量設定の考え方
プロペラ式湖水浄化装置の吐出水量は、下式の通り、

貯水池対象面積AF（ha）に単位面積あたりの吐出水量
の標準値QC（m3/h/ha）を乗ずることで求めることと
した。
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貯水池対象面積AF（ha）は、平常時最高貯水位ある
いは洪水貯留準備水位における分画フェンス上流の湛
水面積とする。分画フェンスを設置しない場合の貯水
池対象面積は、貯水池全体の湛水面積と定義した。

単位面積あたりの吐出水量の標準値QC（m3/h/ha）
は、プロペラ式湖水浄化装置の導入実績から単位面積
あたりの吐出水量と吐出水深との関係を示した散布図
を作成し（図-9参照）、この図からプロペラ式湖水浄
化システムとして効果を示した“効果大（フェンスあ
り）”の実績を全てカバーする値として200m3/h/haを
採用した。

図-8 貯水池対象面積AFの定義
（左：分画フェンス設置/右：分画フェンス非設置）
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なお、プロペラ式湖水浄化装置による表層水の吸引
により、藍藻類が生息する光透過深度（およそ3m）の
湖水を藍藻類の倍加時間（3 〜 7日）以内に交換する
と考えた場合に求められる必要吐出水量の概算値（下
式）とも概ね一致している。

ただし、プロペラ式湖水浄化装置の吐出水量に関し
ては、吐出口水深、湖面形状、分画フェンスの有無等
により多少の調整を行ったほうが適切な場合もあると
考えられる。現時点で調整方法や調整幅を定量的に示
すことは実績が不足しているため困難であるが、調整
すべき要素と各要素の基本的な捉え方について以下に
示す。

a）吐出口水深
プロペラ式湖水浄化装置の吐出口水深は、「夏季に

貯水位が低下した時にも安定した増殖抑制効果を得る
観点から、吐出水深は25m以上を確保することが望ま
しい」としている。

このため、吐出水深を推奨値である25m以上確保で
きる場合には、アオコの水圧効果を安定的に確保でき
る（アオコの一度の深部移送によって高割合の細胞が
加圧破壊される状態が安定的に確保できる）と考え、
吐出水量の設計値を小さくする方向で補正することが
できるものと考えられる。
b）湖面形状

湖面形状が複雑な場合（入江等入り組んだ地形を有
する場合）、湖面の流れが複雑となるため、アオコの
吸引が適切に行われず、プロペラ式湖水浄化装置の効
果が十分に発揮されない可能性がある。

図-9 吐出水深と単位面積あたりの吐出水量の関係
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逆に支川や入江が少なく、直線的な湖面を有する貯
水池の場合は、アオコの集積が容易であるため、プロ
ペラ式湖水浄化装置の効果が発揮しやすくなるものと
考えられる。

このため、湖面形状に係る補正は、水質調査、風向・
風速観測、現地で湖面連続撮影等を行い、湖面形状の
複雑さや風の特性、実際の当該ダムにおけるアオコの
移動特性等を把握し、プロペラ式湖水浄化装置付近へ
のアオコの集積しやすさ／集積しにくさを推定し、そ
の結果を踏まえて吐出水量の設計値を補正することが
できるものと考えられる。
c）分画フェンスの有無

プロペラ式湖水浄化システムは、分画フェンスの併設
を基本としている。しかし、ダム貯水池の湛水面積が小
さい場合や貯水池形状・アオコ発生特性等を踏まえた

場合に分画フェンスを省略できる場合も想定している。
図-8に示した■効果大（フェンスあり）と◆効果大

（フェンスなし）の単位面積あたりの吐出水量を比べ
ると、■は実績を全てカバーする最小値が200m3/hr/
ha程度であるのに対して、◆は260m3/hr/ha程度であ
りフェンスなしの方が単位面積当たりの吐出水量が若
干多くなっている。これは上述の通りフェンスによる
アオコの集積効果を考慮して設定した結果である。

以上より、分画フェンスを設置しない場合には、吐
出水量の設計値を大きくする方向で補正する必要があ
るものと考えらえる。

プロペラ式湖水浄化装置の設置されたダム貯水池に
おいて以上に示した3つの要素を考慮して吐出水量を
設定した事例を一覧表にして整理したものを参考に提
示する（表-3参照）。

ダム名 貯水池対象面積
AF(ha) 吐出水深(m) 湖面形状

(単純/普通/複雑)
分画フェンス
の有無 QC(=200)×AF

設計吐出水量
QP(m3/hr)

採用吐出水量
(m3/hr)

Ｙダム 8.9 18 複雑 無 1780 2,300 3,000

Ｉdダム 10.3 21 複雑 無 2060 2,500 3,000

Ｔkダム 12.0 37 普通 無 2400 2,400 2,800

Ｎダム 28.0 33 普通 無 5600 5,300 5,600
（2800×2基）

Ｔiダム 9.0 18 単純 有 1800 1,600 1,700

Ｓダム 9.5 23 単純 有 1900 1,700 1,800

Oダム 17.0 25 単純 有 3400 2,400 2,400

Ｉkダム 22.2 27 単純 有 4440 3,800 4,000

表-3 プロペラ式湖水浄化システム導入ダムにおける吐出水量の設定事例

4．まとめ

プロペラ式湖水浄化装置および分画フェンスで構成
されるプロペラ式湖水浄化システムは、これまでダム
貯水池における富栄養化現象に対する中心的対策とし
て導入されてきた気泡式循環装置が不得手としてきた
浅い貯水池への対策として有効であること、気泡式循
環装置と比べて電気代が安価であること等から、新た
な水質改善対策として着目されている。

今回策定した「プロペラ式湖水浄化システム設置・
運用マニュアル（案）」は、これまでプロペラ式湖水浄
化システムが導入されたダム貯水池での実績に基づき
作成したものである。本システムの導入実績は年々増
加しているものの、まだそれ程多くの実績を有してい
ない。特に中規模以上のダム貯水池（分画フェンスを
設置する程度に大きい貯水池）での実績は十分ではな
い。また、導入実績のあるダム貯水池は、基本的には
対策による効果が明確に表れていることが多く、いわ

ゆる“失敗例”のデータに乏しい。このことは、本マ
ニュアルで示した基準値等が厳密な意味で「限界設計」
となっていない可能性があることを示唆しており、各
値は安全側の評価となっている可能性を含んでいる。

また、本システムによる水質改善メカニズムについ
ても、既往報告によりその一部は紹介されているもの
の、まだ十分な照査がなされているとは言い難い部分
も残されている。

当財団では、以上のような課題を踏まえて、引き続
き「プロペラ式湖水浄化装置応用技術研究会」におけ
る調査研究を進め、新たな知見が得られた段階でマ
ニュアル改訂版を公表していく予定である。

本マニュアルを用いて各現場で検討を行う際には、
以上を十分に考慮して活用して頂ければ幸いである。
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