霞ヶ浦導水事業における千波湖の
水質改善について
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水戸市を流れる桜川では、千波湖及び支川流域を含め、都市化の進展と共に生活排水の流入等による水
質悪化が進み、夏季には千波湖や桜川下流においてアオコによる水面景観の悪化や悪臭が発生するなど水
環境の悪化が著しく、水質の改善が急務となっている。

こうした状況から、平成１９年に策定された「第二期水環境改善緊急行動計画 桜川清流ル
ネッサンスⅡ」の施策の１つとして、霞ヶ浦導水事業により那珂川から桜川へ最大３ｍ³/sを導
水し、さらに桜川から千波湖へ導水することで水質改善を図ることとしている。
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1. はじめに

(1)水質浄化
那珂川下流部から１５m3/s を限度として、霞ヶ浦及び
桜川へそれぞれ最大１５m3/s 及び最大３m3/s を導水する
とともに、利根川下流部から霞ヶ浦へ最大２５m3/s を導
水し、霞ヶ浦、桜川等の水質浄化を図る。
(2)流水の正常な機能の維持
霞ヶ浦から那珂川及び利根川へそれぞれぞれ導水し、
那珂川下流部及び利根川下流部における既得用水の補給
等流水の正常な機能の維持と増進を図る。
(3)新規都市用水の確保
霞ヶ浦、利根川及び那珂川の流況を調整し、茨城県、
千葉県、東京都、埼玉県地域の都市用水（水道用水、工
業用水）として、新たに５．０m3/s の供給を可能にする。
また、那珂川への送水により、茨城県央地域の都市用
水（水道用水、工業用水）として、新たに４．２m3/s の
供給を可能にする。
※下図は流況調整河川の仕組み

霞ヶ浦導水事業とは、那珂川下流部、霞ヶ浦及び利根
川下流部を連絡する流況調整河川を建設し、河川湖沼の
水質浄化、既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と
増進及び水利使用者に対する都市用水の供給の確保を図
り河川の流水の状況を改善するものである。
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2. 桜川・千波湖の概要について

3. 水質改善の必要性について

(1) 桜川の概要
桜川は水戸市と笠間市の市境、朝房山に源を発する全
長約19㎞の一級河川である。上流は豊かな緑の中を流れ、
沢渡川や逆川などの支川を合流した後、下流は水戸駅前
の市街地を流れ、那珂川に合流する。（図－１）
流域面積：75km2 ，幹川流路延長：19km

(1) 桜川の水質
桜川では、流域の都市化の進展とともに汚濁が進行し
た。そこで、渡里用水を用いた暫定的な浄化用水の導入
や下水道整備等により、下流の地点でBOD75％値におい
て目標水質（BOD 5mg/L以下）を達成しているが、夏季
にアオコの発生が認められることから、夏場における更
なる水質改善が望まれる。(写真－１)

(2) 千波湖の概要
千波湖は、石川県の兼六園、岡山県の後楽園と並ぶ日
本三名園の一つである偕楽園の南東に位置する面積33.2
万m2、水深は約1mの湖であり、千波公園として水戸市民
や多くの観光客等の憩いの場（散策や魚釣り、スポーツ、
ボート）として重要な役割を果たしている。（図－２)
桜川・千波湖の位置

桜川

桜川のアオコ発生状況（H29.7.28）（写真－１）
(2) 千波湖の水質
千波湖では、夏場にアオコが発生し、悪臭がするなど
して千波湖の水と人との触れ合いの妨げとなっている。
目標水質（COD 8mg/L以下）は未達成で、６～１０月は
ほぼ毎日、アオコの発生が顕著であり、更なる水質改善
が望まれる。（写真－２）
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桜川・千波湖の水質（図－３）
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上図のように千波湖は偕楽園公園内に位置しており、
また、水戸駅にも近いことから、集える場所としては
位置的には好条件にあるといえる。（図―２）
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水戸市における桜川・千波湖の位置（図－１）
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(3) 水質改善の必要性
桜川及び千波湖は、流域の都市化とともに生活排水の
流入等による水質悪化が進み、夏にはアオコの発生によ
る水面景観の悪化や悪臭の発生が問題となっている。
このような状況を踏まえ、桜川及び千波湖の水質その
他の目標を達成するために必要な施策を定めた行動計画
「桜川清流ルネッサンスⅡ」が平成１９年に作成された
ものである。（図－４）

6. 千波湖の導水方法について
今回は千波湖におけるアオコの発生特性に着目し、ア
オコ発生を抑制する効果的な導水方法について検討した。
まず、既往の文献からアオコ特性（図－８及び９）を
確認するとともに、桜川及び千波湖の水質観測記録及び
気象データ、アオコ発生状況（図－６）等において関連
する項目がないかについて、考察を行った。
夏場は毎日アオコが発生

4. 桜川・千波湖における今後の対策について
「桜川清流ルネッサンスⅡ」では、桜川・千波湖に清ら
かな水辺を取り戻すため、流域住民の皆さんと協力した
総合的な対策を実施している。具体的には下図のような
対策をとることとしており、その中で霞ヶ浦導水事業が
位置付けられている。(図－４)

アオコの発生

千波湖のアオコ発生（図－６）

目標を達成するための主な取り組み（図－４）

5. 那珂川から桜川への浄化用水の導水
千波湖南岸にアオコが多く発生

那珂機場
最大 15m３/s

千波湖のアオコの主な集積箇所（図－７）
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(1) 事業概要
那珂川、利根川と霞ヶ浦を地下トンネルで結び、相互
に水をやりとりする事業であり、那珂川の水が多いとき
に桜川に水を送ることにより、桜川・千波湖の水をきれ
いにするものである。（図－５）
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要因④日射

要因③水温

要因①湖水全体の滞留
３)

・20℃以上でアオコが優占する傾向

２）

・3～5 日を超えるとアオコが発生する傾向
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図－９ アオコの特性２）及び３）

7. アオコの異常増殖対策
(1)文献調査結果の概要
既往の文献から、アオコの発生要因は、①滞留時間・
②栄養塩・③水温・④日射であることが知られている。
そこでアオコを形成する植物プランクトンの種類はミク
ロキスティスであり、その増殖のメカニズムに注目した。
まず、アオコ（ミクロキスティス）は日中に浮上し、
湖岸に集積する。また午後から沈降し初め、翌早朝再浮
上するを繰り返す。
次に、アオコ等の微生物は指数関数的に増殖するため、
１日に約４倍、５日後は約１，１００倍に増加する１）
ことがわかっている。（図－８）
(2) アオコの最悪の状況を踏まえた最大導水量
文献調査から、アオコが最も増加しやすい条件下でも、
千波湖の水を１日に約４倍希釈（約３／４の湖水の交換
速度）すれば、アオコは増加できないことになる。
よって、アオコが最も増加しやすい条件下での最大導
水量を計算すると、約３ｍ３/sであることがわかった。
(3) アオコ発生特性を考慮した導水方法
まず、導水時間帯については、アオコは日中は浮上し
て湖岸に集積し、午後から沈降し始め翌早朝再浮上する
というサイクルを繰り返していることから、日中（夏季
の日の出時刻以降）に集中的に導水すれば、アオコ発生
に対してより高い抑制効果が期待できることがわかった。
また、導水期間は、アオコが発生しやすい水温条件は
２０℃であることから、５月下旬から１０月上旬におい
てはアオコの発生の抑制に効果的であることがわかった。

8. 千波湖における導水効果
千波湖への導水によるアオコの軽減効果について、平
成25年８月の観測値を用いて再現計算した結果、千波湖
全体がアオコの発生が肉眼では確認できないレベルに改
善されたことが再現計算により確認された。
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また、千波湖導水を含む「桜川清流ルネッサンスⅡ」
の施策実施により、千波湖のアオコ発生要因の１つであ
る滞留日数が短縮されるとともに、夏場の水質が改善さ
れることが予測されている。（図－10）
アオコ発生要因の一つである滞留日数 実績：約８日⇒整備後：約４日に短縮

アオコ発生量の指標となるクロロフィル a：整備後⇒千波湖のクロロフィル a を改善

図－10 月別の滞留日数実績とクロロフィルａ

9. 今後の課題
今後、桜川試験通水を実施し、各種モニタリング調査
を行いながら効果的な導水方法について、導水時期及び
時間帯の工夫によりさらに優れた水質改善が期待できる。
また、千波湖の水質改善は茨城県及び水戸市が主体と
なって施設整備や運用されることから、今回の成果を関
係機関と情報共有し、実運用に向けた検討を進めていく
必要がある。
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