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１．はじめに

ダムの濁水長期化に関する検討は、濁水に関する環
境基準がSSの濃度を指標としているため、SS濃度に
ついてシミュレーション検討を実施することが多い。
しかし、SS濃度のような指標は一般の方々には分か
りにくい。そのため、河川景観を見た際に濁っている・
濁っていないことが見た目で評価できるような濁度の
ような指標や、アユなどの河川生態系への影響につい
て評価が可能な指標を使って評価することで、一般の
方々にも分かりやすい説明が可能になるものと考えら
れる。このような目視での景観で評価が可能となる濁
度指標のような分かりやすい指標を開発することが重
要であると考えられる。

上記経緯を踏まえ、濁水長期化対策の検討を実施し
ている長安口ダムを対象に、濁水長期化対策の効果に

ついて、濁度指数を用いた評価方法の検討を行った。
長安口ダムでは、現在、ダム貯水池の底部に位置す

る発電取水口からダム下流に放流されており、洪水後
に特にダム貯水池底部に滞留している濁質が放流され
るため、濁水長期化の一因となっている。このダム下
流河川の濁水長期化を軽減するため、環境面のダム機
能向上方策として選択取水設備を新設し、水環境の改
善を図ることとしている。

これらの濁水長期化の改善効果について、一般の
方々に分かりやすい表現方法として、濁度と河川景観
や生態系との関係について分析し、選択取水設備の効
果について濁度を用いた評価方法の検討を行った。

【対象とした長安口ダムの特徴】
長安口ダムは、四国地方に位置する他ダムと比べ、

集水面積及び貯水容量が大きい。長安口ダムの年間回
転率27回/年は、早明浦ダムの2.9回/年と比べて大き
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く、7月の回転率も3.6回/月と、他ダムと比較すると、
回転率は高い状況にある。これは、本ダムは水の入れ
替わりが早く、比較的短時間で貯水池内の濁度を減少

させることが可能であることが示唆され、選択取水設
備を用いた濁水長期化の対策が効果的であることを示
している。

2. 濁水長期化の評価手法の検討

濁水の評価手法として、一般の方々に対して分かり
やすい指標として、河川景観との関係との関係を整理
するため、濁度を用いた検討を実施した。検討の観点
は以下の2点で実施した。

①濁度モデルの作成
平成26年度までの長安口ダム出水調査時の粒度分

布、SS、濁度の分析結果を踏まえ、濁度とSSの関係
について整理した。各出水ケースにおける濁質の粒度
分布ごとの濁度を整理し、水温、SSに加えて濁度を
予測ができるように濁度予測モデルを作成した。

②濁りの評価指標の検討
濁水長期化における魚類等生物の生育生息環境や河

川利用における河川景観の評価のために、那賀川下流
域の濁水長期化の現状や既往のダムでの指標設定事例
を踏まえ、河川の濁りの景観写真や魚類の生息条件等
の一般の方々に分かりやすいような濁りの評価指標を
検討した。

3. 濁度モデルの作成

長安口ダムの出水調査時の粒度分析結果により、冷
濁水の予測項目に関して水温、SSに加え、濁りの指
標として濁度の予測を実施するため濁度の予測モデル
を作成する。選択取水設備の効果の発揮に向けた運用
検討に用いる濁度モデルの作成にあたっては、濁度と
SSの関係に留意する必要がある。濁度とSSの関係を
一次相関で表し、濁度＝SS×k（k：定数）として表す
場合もあるが、濁質の粒度が異なれば、図-2に示すよ
うに、濁度とSSの関係は異なる。

また、貯水池における濁質の低減過程をSSで見る
と、SSの主要部分を占める大きな粒子が先に沈降す
ることから、結果として表層から順次低減して行くこ
とになるが、濁質の低減過程を濁度で見ると、図-3に
示すように濁度のピーク位置が大きく変化することな
く、全体的に低減して行くという特徴がある。

このような濁度の挙動を的確に表すためにも、濁度
とSSの関係については、貯水池内で刻々と変化して
いく粒度分布を考慮する必要がある。そのため、出

ダム名 長安口 早明浦 富郷 柳瀬 石手川 鹿野川 野村 大渡 中筋川 

河川名 那賀川 吉野川 銅山川 銅山川 石手川 肱川 肱川 仁淀川 中筋側

集水面積(km2) 494.3 417.0 101.2 69.5 72.6 455.6 168.0 688.9 21.1
総貯水容量(千m3) 54,278 316,000 52,000 32,200 12,800 48,200 16,000 66,000 12,600
年回転率(回/年) 27.2 2.9 3.5 9.5 2.2 11.1 13.1 18.4 3.4
7 月回転率(回/月) 3.6 0.4 0.4 1.0 0.6 2.4 2.4 3.0 0.4

表-1 長安口ダム及び他ダム（四国地方）におけるダムの特徴

至：日野谷発電所

選択取水設備設置 

図-1 長安口ダムの選択取水設備の基本構成（那賀川河川事務所提供）
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水調査時の粒度分布、SS、濁度の分析結果を踏まえ、
濁度とSSの関係について濁質の粒度分布を考慮した
濁度モデルを作成した。

（1）粒径を考慮した濁度とSSの関係
ダム貯水池の濁水長期化問題に及ぼす濁質粒度の影

響について、実験および現地観測から、濁度とSSの
関係について、以下のような考え方が、宮永（1979）
に示されている。それは、

①　 濁度と濁質濃度（SS）とは異なり、濁度につい
て質量保存則をもとに解析するのは適切でない
こと。

②　 流入濁質粒度の変動、流入後の分級による浮遊
濁質の細粒化を考慮する必要があること。

の2点に要約されており、①については実験知見よ
り濁度とSS、粒径の関係を定式化し、これを②によ
るSSの粒径別連続条件と組み合わせて、以下の予測
モデルを示している。

濁度と SS の関係 

出典： 懸濁物質の粒度と濁質長期化（宮永　電力土木
No.162、1979）

現地調査において、濁度、SS、粒度分布が同時測
定されていれば、上式より濁度とSSの関係を導くこ
とができる。ここで、文献より定数mは、m=1とし
ても誤差は大きくないことが示されている。長安口ダ

ムでは、粒径分布は貯水池SS予測モデルと同様の4粒
径を採用することで、長安口ダムにおけるSS－濁度
の関係について、粒径を考慮する関係式を作成した。

（2）長安口ダムにおけるSS－濁度の関係検討
ここで、長安口ダムの出水調査結果より、那賀川本

川（柳瀬橋）と支川（坂州木頭：坂州橋）の濁度と粒度
分布（累積百分率）の関係を図-4に示し、その濁度と
粒度分布Fの関係式を表-に示した。

なお、粒度分布は、貯水池SS水質予測モデルの設
定区分である、〜 2μm、2 〜 4μm、4 〜 15μm、
15μm 〜とした。

図-2  粒度の違いによる濁度とSSの関係（濁質の粒度分布によ
り濁度とSSの関係が異なる）

図-3 貯水池内における濁度低減の状況
（濁度のピークの位置があまり変わらず、全体的に低減する：
Kダム　濁度実績）
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ここで、濁度とSSの関係は、先の式を簡略的な表
現で示すと以下の式となる。

SS(mg/L)＝K・Tb／Σｆｄ-1

K：定数

Tｂ：濁度（度）

  ｆ：粒度分布（f1＝F1/100、f2＝(F2－F1)/100、
f3＝(F3－F2)/100、f4＝(100－F3)/100 

  ｄ：代表粒径（ここでは、d1＝1.5μｍ、d2＝3
μｍ、d3＝10μｍ、d4＝20μｍとした）

常数Kは、図-5に示すSSとTb/Σfd-1の関係より求
めた。

なお、SSと濁度が計測されていれば、濁度と図-4濁
度と累積百分率の関係より、その時の粒度分布の推定
が可能である。そのため、Kの算定にあたっては、粒
度分布が観測されていないデータも使用して図-5図-5
　に示した。

常数Kは、図-5に示すSSとTb ／Σfd-1その関係の
傾きとしてK＝0.236と求めることができ、長安口ダ
ムにおける濁度とSSの関係式は、以下となる。

SS（mg/L）＝0.236・Tb ／Σfd-1

よって、逆にSS、粒度分布から、濁度を求める式
は以下となる。

Tb（mg/L）＝（SS(mg/L)・Σｆｄ-1）/0.236 

（3）濁度モデルの検証
ダム下流における蔭谷橋の定期調査、出水調査より、

濁度モデルの検証を行った。その検証結果を示した。
出水時については、濁質の境界条件について、流入

SSはL-Q式で、沈降速度については沈降試験結果によ
る値で代表させているため、全ての出水について実測
値と整合を図るのは困難であるが、出水後の濁度の低
減状況や濁りの低水時の状況については、実測と整合
が図られていると考えられる。

4. 濁りの評価指標の検討

濁水長期化が及ぼす魚類等生物の生育生息環境や河
川利用における河川景観に対する影響を評価するため
に、那賀川下流域の濁水長期化の現状や既往のダムで
の指標の設定事例を踏まえて濁りの評価指標を検討す
る。特に、長安口ダム下流域には、水産資源であるア
ユ等の魚類が生息しており、選択取水設備の運用によ
る水環境の改善が必要とされ、長安口ダム改造事業の
一環として選択取水設備の設置が進められている。

下流における河川モデルの予測の範囲についてアユ
等の主要な生息環境となっている古庄地点まで延伸し
たことで、良好な河川生態系の指標としてのアユ等、
魚類に対する選択取水設備の運用による濁水長期化の
影響の低減効果について、定量的な検討を行う必要が
あると考えられ、評価指標の検討を行った。

（1）河川景観と濁度の関係整理
長安口ダム下流の下流河川において、その平常時、

出水時の河川景観と濁度との関係を以下に示した。対
象とした地点は以下のとおりである。

（河川景観写真）
・平常時：十八女橋、那賀川橋
・出水時：丹生谷橋、持井橋、那賀川橋

（濁度調査結果）
・ 平常時：長安口ダム（表層）、出合橋（表層）、那賀

川橋
・出水時：丹生谷橋、持井橋、那賀川橋

（2）目標濁度の設定方針
丹生谷橋、持井橋、那賀川橋の平常時、出水時の河

川景観写真より、濁度の高い状況から低い状況への全
景や水面の水色の変化状況を整理した。

出水時の濁度の粒度状況によるが、概ね30度以上
になると河川景観上、常に濁りが生じているような状
況に見える。一方、30度未満では、出水の濁質の粒

y = 0.2357x
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図-5 SSとTb/Σfd-1の関係

粒度区
分

粒度分布F（％）

本川 坂州木頭川

0μm～
2μm 

F1 ＝ 50.989 －
5.508ln(Tb) 

F1 ＝ 28.903 －
2.460ln(Tb) 

0μm～
4μm 

F2 ＝ 102.15 －
10.51n(Tb) 

F2 ＝ 58.134 －
4.586ln(Tb) 

0μm～
15μm

F3 ＝ 129.2 －
8.878ln(Tb) 

F3 ＝ 99.443 －
5.584ln(Tb) 

表-2 粒度分布Fの式
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度状況や日光の照らし具合により景観上の眺めが異
なっている。

表-3に各地点における透視度、SS25mg/Lと濁度の
関係を示す。また、表-4に河川景観と濁度の関係を示
す。

なお、「人と河川の豊かなふれあいの確保」によれば、
評価項目と評価レベルについて、次のように設定され
ている。

図-7 調査地点位置図
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平成8年

図-6 濁度モデルによる予測結果と実測値の比較

・透視度 30cm：ランク C（川の中には入れないが、川に

近づくことができる） 

・透視度 70㎝：ランク B（川の中に入って遊びやすい） 

・SS25mg/L(参考)：環境基準 河川A 類型
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以上の検討結果より、那賀川の河川景観と濁度の関
係を照らしあわせ、濁度を用いた評価の目安として次
の指標が考えられる結果となった。

・河川景観：河川景観と濁度の関係より、水面が青く澄

んで見えるのは、濁度 10 度や 15 度相当の景観写真で

ある。

・透視度と濁度の関係：透視 30 ㎝相当に対応するのは、

濁度 10～16 度程度である。

（3）魚類等、生態系に関する指標
長安口ダム下流の河川生態系に対する選択取水設備

の効果に関する評価指標を明らかにするため、河川に
生息する動植物（魚類、底生動物、付着藻類）について、
既往文献により濁水（濁度、SS）に関する基準値等（影
響が確認されるor影響がない　を判断する基準）の整
理を行った。

魚類（主にアユ）、底生動物、付着藻類における濁度、

水温に関する基準値の整理結果を表-6にしめす。
アユに関しては、事例、研究報告が比較的多く確認

されるが、底生動物や付着藻類については現在も研究
段階であると考えられ、さらに濁水の長期化による
影響に関する知見は少ない。表-6の整理結果から、ア
ユの濁水（SS）に対する影響の有無の目安としては、
SS：20 〜 25mg/Lを忌避行動、成長不良が確認され
る上限値の基準（目安）とした。底生動物については、
SS（主にシルト）が河床に堆積すると、移動能力の小
さい種が減少し、シルトなどを巣材とする種が多く
なる等の報告がある。付着藻類については、SSや濁
りの成分により河床に届く光の量が変化し、さらに、
DO（溶存酸素）や水温など多くの条件の下で光合成量
および生産量が変化すると報告されている。

全体を通してみると、アユで概ね濁度10 〜 20程度、
付着藻類においても10 〜 20程度を越えると生息や現
存量に影響が出始めるケースが多いことが分かる。

以上、濁度指数を用いた評価指標の検討から、景観、

項  目 丹生谷橋 持井橋 那賀川橋 
透視度 30cm 相当の濁度 16 15 10 
透視度 70cm 相当の濁度 6 5 3 

（参考）SS 25mg/L 相当の濁度 24 26 27 

表-3 透視度、SSの許容基準に対応する濁度観測値

（「今後の河川水質管理の指標について(案）【改訂版】」平成 21 年 3 月；国土交通省河川局河川環境課）より抜粋 

：評価レベル

表-4 評価レベル
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15

30

表-5 河川景観と濁度の関係（全景・定期調査結果）
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生態系のいずれにおいても、概ね濁度10 〜 20程度の
値で河川環境に濁水の影響が出始めるのではないかと
考えられ、この辺りの数値を評価指標とすることが適
切ではないかと考えられた。

5. おわりに

本検討において、SSでなく、濁度指標を用いた河
川景観に関する評価やアユや底生動物、付着藻類等の
河川生態系に関する指標生物の濁質に関する指標の分
析によって、濁度を用いることで、河川の目視景観な
ど、一般の方々にも分かりやすい説明が可能になるも
のと考えられた。

SSを用いた環境基準値だけでなく、このような目
視での景観で評価が可能となる濁度指標のような分か
りやすい指標を開発することが重要であると考えられ
る。

例えば、濁水長期化対策として、選択取水設備の新
設を検討している長安口ダムでは、選択取水設備の新
設による環境改善について、SS濃度を用いた環境基
準等を元にした検討だけではなく、今後は、河川景観
に関する濁度を用いた指標やアユ等の河川生態系に対
する濁度を用いた評価指標を用いた評価も合わせて行
うことで、一般の方々により分かりやすい説明が可能
になるものと考えられる。

本報告を作成するにあたり、那賀川河川事務所には、
調査データの提供及び報告の機会を頂いた。

ご尽力いただいた皆様に、厚く御礼申し上げる。
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献文標指価評度濁象対

魚類 アユ 【濁度】（試験結果）

・アユは 22mg/L の濁水を忌避すると考えられる。

・稚魚期に濁度が 20mg/L 以上にさらされると、そうでない個体に比べ成長や飼料効率が劣る。

2) 

魚類 アユ ・アユは 15ppm 以上の水を忌避する。 3)
魚類 アユ ・アユの行動や成育に影響を及ぼす濁度水準の事例としては、摂餌行動が濁度13～25 度の間（藤原

1997）、成育状態は濁度 8～14 度の間（藤原 1997）、漁獲に対しては濁度 15 度（田代 1989）が報告

されている。 

4)

魚類 アユ ・濁度 0、20ppm の水槽にアユを放流し、その後の成長と飼料効率を確認したところ、実験開始後18
日経過以降は、成長倍率、飼料効率ともに 20ppm の方が低く、39 日経過後には 0ppm の場合とかな

りの差が確認された。これは、20ppm による影響と考えられた。 

5)

底生

動物 

全般 ・ある調査地点について、河床型（早瀬、平瀬、淵）別に底生動物に影響のない濁度が示されている

が、その基準を超えると被害率が急激に上昇し、濁度 30 度を超えると 90％以上の被害率になると言

われている。 

5)

底生

動物 

全般 ・底生動物は河床の砂礫に生息するため濁度やシルトの影響を受けやすい。白丸ダム下流の年間の発

生濁度について、185 日濁度、275 日濁度、355 日濁度

に整理し、その濁度を越えない非超過確率と底生動物の多様性を確認した結果、355 日濁度と多様性

との間には相関が確認された。つまり、底生動物と濁度につては、濁りが少ないことが底生動物の多

様性の指標になると推察される。 

6)

底生

動物 

全般 ・濁水は河床への到達光量を減らし、付着藻類生産の減少を引き起こして、底生動物群集の組成変化

が起きる可能性がある。一般に濁度が増すと、造網性のトビケラ類や濾過食者のブユ科などは負の影

響を被るが、ヒゲユスリカ族などでは堆積するシルトや細砂が筒巣を造る巣材として有効に働く場合

がある。 

7)

底生

動物 

全般 ・SS の増加に対し底生動物現存量（湿潤重量）は指数関数的な減少傾向が認められ、SS による底生

動物のhabitat の減少を通しての影響が示唆される。 

8)

付着

藻類 

全般 ・アユの主餌料である付着藻類の生産は少なくとも濁度 15 度で阻害され（田代 1989）、実際に物部川

下流部で深見ら（1994）が濁度と河床付着物のクロロフィル a 量を観測した結果によると、濁度が

10～15 度まで上昇した際にクロロフィル a 量が低下する状況が読み取れる。

・渡辺・上條（1974）は濁度 10 度以上になると付着藻類の主組成が藍藻から珪藻へ変化する可能性を

指摘している。総合的に判断すると濁度 10～15 度付近でアユ及びその主餌料（付着藻類）に負の影響

が顕れると考えて良い。 

4)

付着

藻類 

全般 ・Homoeothrix janthina（藍藻）は、日本での清浄な河川の代表的な群落である。本種が優勢な群落

の見られる地点の濁度はおよそ 20ppm 以下である。大和吉野川において、砂利採取による濁度と付着

生物との関係を調べた結果、濁度約 10ppm を境にして、それよりも濁度が大きい瀬では珪藻群落を、

濁度の小さい瀬ではHomoeothrix が優占的であった。河川においてHomoeothyix が優占するか否か

について共通した濁度限界を求めることは困難かもしれないが、10～20ppm の付近におおよその目安

がある。 

9)

付着

藻類 

全般 ・濁度約 10ppm を境にして、それよりも濁度が大きい地点の瀬での付着藻類は、珪藻の群落であり、

濁度の小さい瀬では藍藻が優占する。

・濁度が大きい（25ppm 以上）地点の瀬では、珪藻のNitzschia paLea,CymbeLLa ventricosaが優占

的に出現する。 

10)

付着

藻類 

全般 ・濁度 10～15 度で付着藻類のクロロフィル a 量（現存量）が低下する。 11)

表-6 生態系（魚類･底生動物･付着藻類）における濁度評価指標




