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１．はじめに

湖沼の鉛直温度成層は、地球温暖化の影響もあい
まって、近年もっとも注目される湖沼特性の一つであ
る（長尾・鈴木　2010, 梅田・落合　2012, 安松・梅田 
2017）。湖沼の鉛直温度成層に影響を与えるのは、緯

度や高度といった巨視的な温度環境が重要で、それに
伴って寒帯湖、温帯湖、熱帯湖が区別されている。す
なわち、年に2回の完全循環のある寒帯湖、年に1回
の完全循環の見られる温帯湖、明瞭な循環の見られな
い熱帯湖があることは、湖沼学ではもっとも基本的な
現象である（西條・三田村　2016, 沖野　2002, 三田村
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福島県三春ダム湖において、2009 年から継続的に実施してきた水温と溶存酸素の鉛直分布の観測のうち、
2018 年 5 月、11 月、2019 年 8 月の観測結果を報告した。継続的な観測は、網場、湖心、春田大橋及び船着
き場沖で実施してきたが、2018 年 5 月と 2019 年 8 月は、それ以外の上流側の 4 あるいは 7 地点でも実施した。
2018 年 5 月には、いずれの地点でも水温躍層が見られ、温度変化の鉛直パターンは地点間で酷似していた。
それ以外の時期では、顕著な水温躍層や成層は確認できなかった。しかし、2018 年 11 月には気温の直接の
影響を受ける表水層（0m − 3m）、徐々に水温が低下する中間層（3m −約 22m）、急激に低下する底層（22m
以深）を区別することができた。2019 年夏季には、顕著な温度成層はなかったが、18m 以深で急激に温度
が下がった。水温躍層が見られないときにも、水深約 20m 以深で溶存酸素濃度躍層と言うべき顕著は酸素
濃度の低下が見られた。
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The observations of the vertical distribution of water temperature and dissolved oxygen have been carried out continously 
since 2009 at Miharu Dam Reservoir in Fukushima Prefecture, northern Honshu. The observation results in May and 
November 2018, and August 2019 were reported. Continuous observations had been carried out at the four sites of Aba, 
Lake Center, Haruta Bridge and Offshore of the Pier. In May 2018 and August 2019, the observations were also carried out 
at four or seven other sites on the upstream area of the lake. In May 2018, thermocline or thermal metalimnion was seen at 
all sites and the vertical thermal profiles were very similar between the sites. At other observation occasions, no significant 
thermocline or thermal stratification could be confirmed. However, in November 2018, we will distinguish the surface 
water layer （0m-3m）, which was directly affected by air temperature, the middle layer （3m–ca. 22m）, where the water 
temperature gradually decreased, and the bottom layer （22m or deeper）, where the water temperature dropped sharply. 
In the summer of 2019, there was no significant temperature stratification, but the temperature dropped sharply at the 
depth of 18m or deeper layers. Even when the thermocline was not seen, a remarkable decrease in oxygen concentration 
was observed at the depth of 20m or deeper, which should be called as “dissolved oxygen metalimnion”.
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　2021）。南北に長い日本列島は、この3つのタイプ
が見られることでも、興味深い地域である。

近年の地球温暖化は、この湖沼の鉛直温度成層にも
大きな影響を与えている。例えば、九州南端に位置す
る池田湖は、かつては厳冬期には全循環が見られた
が、近年の多くは弱い部分循環しか見られない熱帯湖
になっているという（尾辻ほか　2012）。日本最大の
湖沼で温帯湖沼である琵琶湖においても、全循環が見
られない年があり、深水層の水質や生物群集への影響
が懸念されている。温度成層は、利水ダムでの要であ
る水質やそれに伴う富栄養化やアオコなどの藻類によ
る障害の発生にも影響する可能性が高い（梅田・落合 
2012）。

湖水の回転率の大きなダム湖の温度成層は天然湖沼
と異なる側面がある。夏季にも完全あるいは固定的な
成層が見られないことも多い。とくに天然湖沼で見ら
れる深水層が成立しないダム湖は少なくない（村上　
2010）。津田（1974）は、ダム湖について主に貯水の回
転率で決まる「ながれダム湖」と「とまりダム湖」を区
別している。この考え方は森下（1983）や伊佐治・村
上（2010）などによっても、継承・発展されている。

私どもは、ダム湖沼の基本的なパラメーターとその
季節的変動を知るために、2009年から三春ダム湖に
おける現地調査の機会には、湖内の4定点において水
温と溶存酸素の鉛直分布の測定を実施してきた。今回
は、その資料のうちから2018年と2019年に実施した
調査の結果を報告することにする。

天然湖沼や山岳地帯に建設されたダム湖とは異な
り、三春ダムは最大と平均水深がともに浅い「皿型」
のダム湖であり、本流の大滝根川以外にも小河川の流
入が多く複雑な湖岸で肢節量の大きな里山型のダム湖
である。このようなダム湖で、水温や溶存酸素の濃度
や、その鉛直的変化プロファイルに、水平的な変異が
見られるかを知ることも目的の一つであった。また、
比較的浅い三春ダム湖でも鉛直的な成層が成立してい
るのかを確認することを目的にした。

2．方法と調査地点

三春ダム湖（さくら湖）は、本州東北部の福島県三
春町にあり、阿武隈川水系の大滝根川をせき止めてで
きたダム湖である。本州北部の東北地方に位置し、日
本の温帯域では高緯度地帯に位置する。ただし、低標
高で水深も浅く、温暖化の影響で鉛直的成層に変化が
起きる可能性が高い。

三春ダムは、1996年から試験湛水を始め、1998年

4月に本格運用を開始した。国土交通省直轄の多目
的ダムで、集水域の面積は226.4㎢、湛水面積2.9㎢　
総貯水量は4.28x107㎥である。非洪水期の水位は標
高326m、洪水期（夏期制限水位）は標高318mである

（Azami et al., 2013）。また、水質障害の防止のために、
深層曝気装置2基と浅層曝気装置5基が設置されてい
る（堀井ほか　2014）。

観測には、携帯式蛍光溶存酸素計（Hach社, ポー
タブルマルチメーター HQ30dとLDOプローブ30m：
Hach LDO10130））を用いた、プローブのコードに1m
ごとにマークをし、表層から1mまでは0.5m間隔、そ
れ以外では1m間隔で水温（プローブ内蔵のセンサー
による）と溶存酸素の現地観測を実施した。当初から
継続的に実施してきた調査定点は、網場、湖心、春田
大橋、船着き場沖であるが、2018年5月、11月には、
それに加えて上流側などのサイトでも、水温と酸素濃
度の鉛直分布の観測を行った（表-1、図-1）。網場に
おいては、その施設にボートを係留し、それ以外の地
点では常置されているブイや曝気装置に係留して観測
を行った。また、常置ブイのないところでは、イカリ
でボートを係留した。

三春ダム

500m

牛縊り湾

湖心
網場

牛縊り湾口

船着き場沖
船着き場湾口

春田大橋

春田岸
春田上流

本流（大滝根）上流
春田最上流

Sites 地点 Depth (m) in
May 2018

Depth (m) in
Nov. 2018

C4.622.03場網abA
C7.627.13心湖retnec ekaL

Haruta Bridge 春田大橋 30.8 22.5 C
Offshore of Pier 船着き場沖 28.2 24.1 C

1.41口湾場き着船retnE yaB reiP
8.8流上）根滝大（流本pU niaM
91流上最田春pU pU aturaH
5.12流上田春pU .rB aturaH
7岸田春erohs aturaH

Ushikubiri Bay Enter 牛縊り湾口 27.4 22.1
2.3111湾り縊牛yaB iribukihsU

C: 継続的観測地点 (Continous Observation Sites)

図-1 三春ダムにおける調査地点位置

表-1 三春ダムの観測地点
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3．結果

2018年5月の例（図-2a, 2b, 3a, 3b）
継続的に鉛直調査をしている網場や湖心などの4地

点に加えて、上流側の5地点の鉛直分布調査を実施し
たが、水温に関しては、ほぼ完全に重なるような鉛直
分布プロファイルであった。

表層付近の水温は17−18℃で、5m付近で15℃まで
低下し、この層の水温には多少の地点間の差異が見ら
れた。20mで13℃まで徐々に低下するが、そのパター
ンには地点間の差異は少なかった。20mから23mで温
度が7℃になる急速な低下が見られ、これがいわゆる
水温躍層になっており、最深部では6℃程度になる。こ
のパターンも地点間で共通していた。水深が10m程度
と浅い地点では、上記のような水温躍層は見られなかっ
たが、上層部における水温の鉛直方向の変化パターン
は他の地点と共通していた。ちなみに、躍層の温度勾
配は7℃/5mないし6℃/6mで、ほぼ1℃/m−1であった。

溶存酸素については、表層から15m付近までは9mg 
L−1と飽和に近く、そこから20m前後まで徐々に減少
し、水温躍層に対応する20から23mで急激に減少し、
水深が20mを超える地点では、底層付近はほぼ無酸素
状態になっていた。ただし、網場、湖心、船着き場沖
では25m付近で、酸素濃度が部分的に若干低下してい
た。浅層曝気装置の直接あるいは間接的な影響の可能
性が高いと思われる。

2018年11月の例（図-4a, 4b, 5a, 5b）
この時期は継続的に観測している4地点に加えて、

上流側を中心に7地点を加えて観測を行った。
継続調査を実施している4地点の水温については、

表層の3mまでは17℃からやや低下し、それより22m
付近までは14℃と徐々に低下していたが、変化率は
小さかった。それより深い層では顕著に逓減し底層
付近で9℃まで下がった。上流側の7地点についても、
水深が22mより浅い地点もあったが、上層の水温変化
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図-3a 三春ダム湖における溶存酸素濃度の鉛直分布（継続調査
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-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
5791113151719

Depth (m) - Water temperature (℃)(2018/5)

Aba
Haruta Br.
Offshore of Pier
Lake center

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
5791113151719

Depth (m) - Water temperature(℃)(2018/5)

Main Up
Haruta Up Up
Haruta Br Up
Ushikubiri Enter
Ushikubiri Bay
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図-2a 三春ダム湖における水温の鉛直分布（継続調査の4地点；
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の傾向は上記の4地点と大きな差はなかった。
継続観測をしてきた4地点における溶存酸素の鉛直

的変化は、表層では飽和あるいは過飽和で、3m付近
まで8 mg L−1に急激に減少し、それより深いところ
では20m付近までは7−8 mg L−1で変化は少なかった。
20−22mから急激に減少し、底層では無酸素に近く
なった。水深18m付近で1−2 mg L−1程度の酸素濃
度の低下ピークが見られた。上流側7地点の溶存酸素
濃度の鉛直プロファイルも、水深は別にしてよく似た
傾向であった。

2019年8月の例（図-6、7）
このときは従来から継続して調査していたダム湖中

心付近の4地点だけで調査を実施した。
水温は表面から17m付近までほぼ一様の24℃で、

それから底層にかけて10℃前後まで逓減していた。
いわゆる深水層といった層や顕著な水温躍層は見られ
なかった。水温の鉛直プロファイルは、距離的には

離れている4地点であっても差異はほとんど見られな
かった。

溶存酸素については、17−18m付近まで、ほぼ7 
mg L−1で変化がなかった。その水深から急激に減少
し、溶存酸素濃度躍層とでいうべきものが見られた。

4．考察

水平的な水温・溶存酸素とそれらの鉛直プロファイル
について

継続的な調査を実施している湖心など4地点につい
ては、いずれの調査時期においても水温や溶存酸素そ
のもの、またそれらの鉛直プロファイルに顕著な差異
は認められなかった。また、継続調査地点以外の地点
も、水深を別にして差異はほとんどなかった。

水平的な異質性の少ない原因については、水温や溶
存酸素だけでなく、重金属などのマーカーも利用して
解明する必要があるが、比較的浅いダム湖であるこ
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図-5a 三春ダム湖における溶存酸素濃度の鉛直分布（継続調査
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と、貯水の交換率（2018年：4.14/年、2019年：5.51/年。
常時満水位までの貯水容量と総流入量から算出）の高
いことが原因とも思われる。

深いダム湖では、深部に低酸素層が形成されても、
ダム湖全体の容量から見れば小さいが、皿型での三春
ダムでは、底層付近に数メートルの低酸素層が形成さ
れても、容量としてはダム湖のかなりの部分を占める
ことになると思われる。水質管理については、山岳地
帯の比較的深く勾配の大きなダム湖とは違った視点の
管理が必要だろう。

ながれダム湖かとまりダム湖か
「ながれダム湖」、「とまりダム湖」は、津田（1974）

によって提唱された概念で、森下（1984）や伊佐治・
村上（2010）がその内容についてさらに詳しく議論し
ている。伊佐治・村上（2010）は木曽川水系のダム湖
の夏季水温の鉛直プロファイルを示し、回転率が1.5
回/年で水深が60m以上ある「とまりダム湖」である味
噌川ダム湖では10mより深い部分に水温4℃の深水層
が成立するのに対して、浅くて回転率が高い三浦ダム
湖（水深35m、回転率3.8/年）では表層から中層へか
けての水温の逓減は見られるものの顕著な成層が見ら
れないことを示している。また、さらに回転率が高
く浅い丸山ダム湖（水深約30m、回転率84/年）では、
水温の底層への逓減さえもほとんど見られないことを
示している。

三春ダム湖では、5月には水温躍層が見られたが、
それ以外の2つの観測時期（8月と11月）では、水温の
底層への逓減は見られたものの、顕著な躍層や成層は
見られなかった。三春ダムの回転率は4.1/年あるいは
5.5/年であるが、流入水と利水の状況、すなわち短期

的な回転率によって、「ながれダム湖」あるいは「とま
りダム湖」とその特性を変化させているかもしれない。

中層における溶存酸素の低下
堀井ほか（2014）によると、曝気装置に伴う水流は、

気泡噴流によって下層の低温水が気泡とともに上昇し
（内部ブルーム）、水面で気泡が消滅すると浮力を失い
密度流で下降する（外部ブルーム）、下降した水は周囲
の密度と同じ層で外側に広がっていく（イントリュー
ジョン）という3種の流れが区別されるという。今回
の観測地点は、曝気装置から数十メートルよりは離れ
ていたので、特定の層の一時的な溶存酸素の低下は、
内部や外部ブルームではなくイントリュージョンの影
響と思われるが、この点についてはさらなる調査と検
証が必要である。また、曝気装置は成層の破壊を目的
に設置されるというが、今回の水温の鉛直分布調査か
らは、少なくとも2018年5月については、三春ダムの
曝気装置による成層破壊の有効性については結論でき
ない。

水温と溶存酸素における躍層について
水温については、5月に弱い躍層が観測されたが、

他の時期には顕著な躍層や成層は観測されなかった。
しかし、溶存酸素については、湖底から5m程度の最
下層で顕著な低酸素水塊が確認され、その直上におい
ては顕著な溶存酸素躍層とでも呼ぶべきものが観測さ
れた。

この原因については、さらに現地観測や底層付近を
模した実験を行う必要があるが、湖底に厚く堆積した
ヘドロ状の有機物が低酸素層の主因と推察される。簡
易魚探による鉛直プロファイルの検討でも、底層直上
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図-7 三春ダム湖における溶存酸素濃度の鉛直分布（定期調査
の4地点；2019年8月の例）

図-6 三春ダム湖における水温の鉛直分布（定期調査の4地点；
2019年8月の例）
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に気泡と思われるシグナル（小魚影として表示）が頻
繁に確認され、おそらくメタン気泡の生成が起きてい
ると思われる。

また、現地での観測でも、LDOプローブは、着底
してからも深く埋没していった。かなり厚い軟泥ある
いはヘドロの堆積があることは確実なようである。強
く嫌気的になった底泥と接することで、低層水が嫌気
的になったと思われる。しかし、顕著な溶存酸素躍層
が形成される原因については、今のところ不明である。
しかし、粒径の小さな粒状有機物が懸濁した水塊が底
層直上に成立し、その密度による躍層が形成された可
能性が高いと推察される。
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