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1. はじめに
閉鎖性が強く富栄養化した湖沼等では、植物プランクト
ンの異常増殖により水質が汚濁しやすく、pH、SS 濃度、お
よび COD 濃度の上昇や底質の悪化等が水辺生態系や利
水、アメニティ等の側面でさまざまな水環境問題の原因と
なる。そこで、小規模な植生浮島と水生植物を利用する地
球環境や周辺環境に配慮した湖沼等の浄化技術を開発
した。本稿では、技術の概要を紹介するとともに、流入負
荷条件の異なる隔離水域を使用した 2 つの実証実験によ
り得られた浄化能に関する知見を示す。
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図-1 浄化用浮島の浄化機能

2. 技術
技術の
の 概要
本技術は、水質浄化用に開発した植生浮島（以下、浄
化用浮島）を、湖沼等の水面積の 5～10％になるように水
辺に係留・設置し、浮島と水生植物の複合的な浄化作用
を利用して小規模の浮島で水質を改善する浄化工法であ
る。浄化用浮島には、図-1 に示すような多様な水質浄化
機能があり、植物プランクトンの増殖を抑制し、浄化機能を
向上させるため、次のような特徴を有する。
① アオコを形成する藍藻類（ Microcystis 属）の増殖抑
制効果（アレロパシー効果）を有する水生植物を選択
的に浮島植物に使用することにより、特に根茎からア
レロパシー物質を効果的に水域内に放出する。
② 植生基盤表面を水没した構造とすることにより、浮島
への導水促進、陸上植物の生育抑制と冬季の凍結
防止による抽水植物の生育促進、および水生生物に
よる物質循環（食物連鎖等）の促進等を行う。
③ 適度な強度があり、比表面積および空隙率が大きく、
浄化に優れた多孔質材を植生基盤に使用する。
本技術の適用方法は、目的に応じて図-2 に示す 3 種類
（湖沼等の直接浄化、流入負荷の削減、放流水の改善）が
ある。いずれの適用方法も、水処理プラントのような導水等
に必要な電力や凝集剤等の薬剤を使用する必要はない。
また、浄化用浮島は、基盤水深を変動させることで多様な
植物を生育でき、鳥や水生動物の生息場となる。
3. 実証実験
隔離水域を使用して、流入負荷の有無の違いによる 2 種
類の実証実験を実施した。
(1) 実験 1：流入負荷の無い条件での実証実験
本実証実験は、2005～2006 年度まで環境技術実証モ
デル事業（湖沼等水質浄化技術分野）で実施された 1)。

(a) 湖沼等の直接浄化（SS，COD，窒素，リンetc.）
浄化用浮島
（水面積の5～10％設置）

(b) 流入負荷の削減（窒素，リンetc.）
流入水（農業用水路等）

(c) 放流水の改善
（pH，SS，窒素，リン etc.）

放流水
（農業
用水路等）

浄化用浮島
隔離施設

図-2 浄化目的に応じた適用方法

(1)-1 実験方法
埼玉県さいたま市別所沼（水面積 2ha，平均水深約 1ｍ，
流入水：工業用水 430m3/日）内に、遮水シートによる隔離
水域（10ｍ×10ｍ=100m2）を設置し、水質を週 1 回の頻度
でモニタリングして、技術を適用した処理区と対照区との比
較により評価した。処理区は、隔離水域 100m2 内に浄化用
浮 島 （ 2.5m2/ 基 ， 4 基 ） お よ び 沈 水 植 物 再 生 用 浮 島
（2.5m2/基，4 基）をそれぞれ 10m2（遮蔽率 10％）ずつ設置
した。浄化用浮島に植栽した抽水植物は、カキツバタ、キ
ショウブ、セキショウとし、沈水植物再生用浮島に流域等か
ら移植した沈水植物は、エビモ、ヒロハノエビモ、クロモ、マ
ツモ、キクモ、ミズニラ、イトモとした。2005、2006 年度のそ
れぞれ 8 月、6 月に隔離水域の内外の池水を入れ替えて、
処理区と対照区の水質を均一にして実験を開始した。

(1)-2 実験結果および考察
実証機関（埼玉県環境科学国際センター）による SS、
COD、T-N、T-P 濃度の調査結果を表-1 に示す。実験開
始後速やかに SS は減少し、これに伴い、COD、T-N、T-P
も低減できることが示され、2 年目においても水質は安定し
た。また、SS 濃度の低下による水中の光量の増加と沈水植
物再生用浮島で成長した沈水植物の一部が池底に着底
したことにより、2005 年 10 月にはヒロハノエビモ，イトモが浮
島周辺の水底に生育しているのが確認された。2006 年 5
月には、主にイトモ、エビモ、ヒロハノエビモが処理区内に
繁茂し、2006 年 10 月には処理区内の面積の約 4 割まで
沈水植物群落が形成された。
表-1 水質調査結果
調査期間
季節・調査回数
処理区SS(mg/l)
対照区SS(mg/l)
SS濃度低減率(mg/l)
処理区COD(mg/l)
対照区COD(mg/l)
COD濃度低減率(mg/l)
処理区T-N(mg/l)
対照区T-N(mg/l)
T-N濃度低減率(mg/l)
処理区T-P(mg/l)
対照区T-P(mg/l)
T-P濃度低減率(mg/l)

面積当たりに換算して比較すると、前者の方が浄化速度は
高 い 結 果 と な り （ T-N ： 0.18<0.31g/d/m2- 水 域 ， T-P ：
0.015<0.03g/d/m2-水域）、適用目的および適用方法の観
点によっては、浄化用浮島の設置による浄化能の評価は
異なる結果を得た。また、浄化用浮島を設置した水域の流
入負荷に対する浄化速度は、同じ負荷速度の表面流式植
生浄化(T-N：0.11 g/d/m2-湿地,T-P：0.01 g/d/m2-湿地)3)
と比較して同等以上の流入負荷削減効果が示された。
表-2 対照区との比較による池沼の直接浄化効果
水質
項目 HRT=13日

秋・9回
夏・8回
1.9
(1.1)
3.4
(1.6)
13.0
(5.7)
7.6
(3.8)
85.5%
55.7%
6.1
(0.7)
7.1
(0.4)
13.0
(3.2) 12.2
(1.7)
52.7%
41.8%
1.06
(0.11) 0.83
(0.20)
1.97
(0.15) 1.19
(0.17)
45.9%
30.5%
0.031 (0.010) 0.029 (0.005)
0.048 (0.012) 0.055 (0.021)
35.0%
46.9%

(2) 実験 2：流入負荷を有する条件での実証実験 2)
(2)-1 実験方法
埼玉県蓮田市山ノ神沼内に、遮水シートによる隔離水
域（42ｍ×23.8m＝1,000m2，実験期間の平均水深 1.16ｍ）
が 2 箇所ほぼ南北に隣接して設置されており、南側の隔離
水域内には抽水植物（ヨシ，カサスゲ，ヒメガマ）を移植した
浄化用浮島（4m2/基，25 基）が 2007 年 7 月 27 日から
100m2(遮蔽率 10％)設置されていた。2010 年 8 月 2 日から
各隔離水域内に、設定した滞留時間(HRT)になるように水
中ポンプで外部の沼水を導水し、流入水と隔離水域内の
水質（調査頻度：週 1 回）、および水位（連続測定）をモニタ
リングした。なお、隔離水域に流入した沼水の HRT を、20
日（8/2～9/6）、10 日(9/6～10/11)、7 日(10/11～11/6)に
なるようにポンプ導水量を設定したが、降雨や農業用水の
流入等による水位変動分を加算すると、実質的な HRT は、
それぞれ 13 日、5.5 日、4.8 日であった。
(2)-2 実験結果および考察
実験開始後の SS､Chl-a､TOC､T-N､T-P 濃度の HRT 別
平均値および対照区と比較した濃度低減率を表-2 に示す。
処理区では、いずれの項目も対照区と比較して低く推移し、
本技術の高い濃度低減率が示された。また、流入負荷の
無い条件での実験 1 と比較して、処理区の水質は高めに
推移しており、流入負荷等の影響で処理水質は異なる結
果を得た。HRT 別の負荷速度、および除去率の平均値を
表-3 に示す。この結果、対照区との比較による池沼の直接
浄 化 の 観 点 （ 表 -2 ） と 流 入 負 荷 削 減 の 観 点 （ 表 -3 ） と で
HRT13 日における浄化速度を浄化用浮島を設置した水域

平均濃度低減率
（％）

5.5日

4.8日

処理区 対照区 処理区 対照区 処理区 対照区

SS
Chl-a
TOC
T-N
T-P

水質：平均値，（ ）：標準偏差
2005/8/23～9/27 2005年10/4～11/22 2005/7/5～9/20

夏・7回
4.6
(1.5)
22.9
(3.2)
80.0%
8.6
(0.6)
18.9
(0.7)
54.2%
0.87
(0.07)
1.50
(0.21)
42.2%
0.037 (0.012)
0.070 (0.010)
47.3%

平均濃度
（mg/l）

13.5
80.9
8.8
1.61
0.14

69.4 14.4 56.8 13.4 31.7
391.1 83.7 313.2 80.7 214.9

14.9 11.1 15.8 10.1 13.2
4.81 2.09 4.10 2.96 3.86
0.45 0.11 0.33 0.11 0.23

13日 5.5日 4.8日
80.5
79.3
40.5
66.6
68.2

74.7
73.3
30.2
48.9
66.2

57.9
62.4
23.7
23.4
52.8

表-3 流入負荷に対する浄化効果
水質
項目 HRT=13日

平均濃度

平均負荷速度

平均除去率

（mg/l）

(g/d/m2-水域面積)

（％）

5.5日

4.8日

処理区 流入水 処理区 流入水 処理区 流入水

SS 13.5
TOC 8.8
T-N 1.61
T-P 0.12

47.6
11.8
3.51
0.30

14.4
11.1
2.09
0.11

44.0
14.7
3.79
0.29

13.4
10.1
2.96
0.11

13日 5.5日 4.8日 13日 5.5日 4.8日

32.7
4.6
8.7
11.7
1.1
2.9
4.31 0.34 0.75
0.22 0.029 0.058

7.5
2.7
0.99
0.050

71.6
24.9
54.2
61.6

67.3
24.9
44.8
61.8

59.2
13.8
31.4
50.5

4. 結論
流入負荷条件の異なる実証実験結果より、本技術の浄
化機能が示され、流入負荷等の条件により、処理水質が
異なることが示された。また、流入負荷削減対策にも有効
であることが示された。今後、実施条件と目的に応じて最
適な施設計画を実施する必要があり、本技術の湖沼等に
おける適用実績（6 件）のモニタリング結果等を活用して計
画手法の精度の向上に取り組む。また、ダム湖のような大
水深でのデータの取得による計画手法の確立、および技
術の普及に取り組む。
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