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 湖沼等における植物プランクトンの異常増殖，およびこれに伴う水環境の悪化に対して，植生浮島を利

用して水域の透明度を改善し，沈水植物群落の再生を行い，水質を安定化する新しい浄化技術を開発した． 

2005，2006年度に環境省環境技術実証モデル事業として，埼玉県別所沼内の隔離水域（10ｍ×10ｍ，平均

水深約1ｍ）で本浄化技術の実証試験が行われた．試験開始約1週間後にクロロフィルa（Chl-a）濃度が約

70％減少し，透明度が改善され，水質が安定化した．約2ヵ月後には水底に沈水植物の定着が確認され，

約1年後には水面積の30～40％の沈水植物群落の再生に成功した．さらに、2007年度には，2006年度まで

に再生した沈水植物群落による浄化機能を調査し，懸濁物質（SS）等の改善効果が示された． 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

閉鎖性が強く富栄養化した湖沼，ため池，都市公

園の修景池等では，アオコ等の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，透明度の悪化，

景観の悪化，悪臭の発生，水生動植物の多様性減少

等が問題となることが多い．このような水域では，

流入負荷を削減しても水理，地形，または気象条件

等により汚濁負荷が水域内に蓄積しやすいことや，

コイ等の魚類の捕食等の影響で植物プランクトンを

捕食するミジンコ等の動物プランクトンが減少する

などの要因で，植物プランクトンの異常増殖の抑制

が困難な場合が多い． 

湖沼等における植物プランクトンの異常増殖を抑

制する手法として，遮光による植物プランクトンの

増殖抑制や植物プランクトンを捕食するミジンコ等

の動物プランクトンの生息場の増加等を目的として

植生浮島を用いる手法がある． 

植生浮島は，①設置場所の水深や底質の制約を受

けないこと，②陸上部の敷地が不要であること，③

流域内に直接設置するため，吹送流等の自然流動を

利用しやすいこと，④植生基盤の設置水深を変える

ことにより多様な水生植物を植栽できること，⑤水

生植物群落の再生により水辺生態系の修復効果が高

いことなどの利点がある．しかし，植物プランクト

ンの増殖を抑制するために必要な植生浮島の設置面

積は，一般的に水面積に占める遮蔽率で20～30％必

要とされており1) 2) ，これに伴い水辺の景観が著し

く変化することや，大規模な浮島の設置に要するコ

スト等の課題がある． 

一方，水辺の景観を変化させずに植生浮島で浄化

を行う手法として，沈水植物を利用することが考え

られる．沈水植物を利用する利点は，①植物全体が

水中に存在することにより，植物による浄化機能が

高いこと3)，②沈水植物の生育水深が約５ｍまであ

り，湖沼内で再生可能な面積が広く，沈水植物群落

の拡大により，水域内の水質浄化機能の向上が期待

できることなどが挙げられる．本浄化技術は，植生

浮島により湖沼等の透明度改善と沈水植物群落の再

生を行い，効率的に水環境を改善するものである． 

  

 

２２２２．．．．技術技術技術技術のののの概要概要概要概要 

 

本浄化技術は，抽水植物と沈水植物を植栽した2

種類の植生浮島を利用する．浮島本体および植物の

複合的な浄化機能により，植物プランクトンを削減

して水域の透明度を増加させ，水中の光条件を改善

することにより水底に沈水植物群落を再生して徐々

に拡大し，水質を安定化させるものである． 

 

(1)(1)(1)(1) 実施実施実施実施フローフローフローフロー 

 本浄化技術の実施フローを図-1に示し，以下に概

説する． 

a)複合型植生浮島の設置 

対象水域に水浄化用浮島および沈水植物再生用浮



 

島を設置する．水浄化用浮島は、水域の透明度を向

上させることを目的とし，設置数量は水質等に応じ

て水域面積の5～10%で設定する．沈水植物再生用浮

島は，水域の透明度（水中の光量）および沈水植物

の成長に応じて植生基盤の水深を調整できる構造と

しており，設置数量は，再生までの期間等により設

定する．沈水植物の選定は，同一流域で入手可能な

もの，土壌シードバンクで再生したものなどを使用

し，他の流域で採取したものを持ち込まないように

留意する．また，沈水植物は種類により成長する季

節，成長量，適応水質等が異なることから，複数の

種類を植栽する． 

b)水質浄化の進行 

植生浮島の複合的な浄化機能により，植物プラン

クトンを削減し，透明度を増加させる．水中の光量

の増加に伴い，沈水植物再生用浮島の基盤水深を下

げる． 

c)水底への沈水植物の供給 

透明度が改善され，水底まで光が届くようになる

と，沈水植物用浮島から流出する切れ藻の着底，ま

たは人為的な方法により沈水植物を水底に供給する． 

d)沈水植物群落の形成 

沈水植物群落を水底に形成させることにより，浄

化機能を高め水質を安定化させる． 

e)沈水植物群落の拡大による水環境の再生 

浄化対象水域の面積が大きい場合，水域の一部を

締め切った隔離水域内で実施し，沈水植物群落を再

生しながら，徐々に隔離水域を拡大または植生浮島

等を移動することにより，沈水植物群落を拡大する．

沈水植物群落の再生とその浄化機能により，植物プ

ランクトンの異常増殖を抑制し，多様性のある水辺

生態系に修復する． 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

図図図図----2222 水浄化用浮島の浄化機能    

    

((((2222))))    浮島浮島浮島浮島およびおよびおよびおよび水生植物水生植物水生植物水生植物のののの浄化機能浄化機能浄化機能浄化機能    

a)水浄化用浮島 

ヨシやマコモ等の抽水植物を植栽し，沈水植物の

再生に必要な透明度を向上させることを目的とする

浮島の浄化機能を図-2に示す．植生浮島による浄化

機能は，従来遮光による植物プランクトンの増殖抑

制効果が最も寄与するとされてきたが，筆者らの研

究により，アレロパシー機能を有する抽水植物の使

用や植生基盤における生物的，物理的浄化機能を複

合的に利用することにより，従来必要とされた20～

30％より小さい規模で植物プランクトンの増殖を抑

制し，水質改善できることを確認した． 

水浄化用浮島の浄化機能を評価することを目的と

して，アオコ形成藍藻類であるMicrocystisが優占

化した富栄養池沼である埼玉県蓮田市山ノ神沼にお

いて，小規模隔離水域を用いた実証試験を実施した． 

山ノ神沼に遮水シートによる隔離水域（3.87ｍ×

3.87m＝15m2，水深約1ｍ）を9基配置し，各隔離水

域内に表-1に示す遮蔽率および植栽の異なる浮島を
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小規模な水域での透明度の改善と沈水植物の再生

a)～d)：一部を締め切った隔離水域内で水質を
浄化し，沈水植物を再生する。

e)：徐々に隔離水域を拡大しながら沈水植物群落
を拡大し，最終的に沈水植物群落により全体
の水質改善と水辺生態系を再生する。
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大規模な水域への適用（湖沼等）



 

2008年8月9日から11月3日まで設置した（写真-1参

照）．開始直前に隔離水域の内外の沼水を入れ替え，

各試験区の水質を均一にして開始し，水質（懸濁物

質（SS）， Chl-a，全窒素（T-N），全リン（T-P）,

各態窒素･リン,全有機炭素（TOC）），気象条件

（水温,水位変動,水面の光量子），動植物プランク

トン，水生植物の成長量を定期的に調査した．なお，

各試験区は，山ノ神沼の水位変動により隔離水域内

外で水が出入りし，大雨で隔離水域が水没した後水

位が安定した9月5日から11月3日までの隔離水域内

の水交換率は，日平均1.5％であった．実証試験開

始後のChl-a濃度の経時変化を図-3に示す． 

本実証試験の結果，次のような知見が得られた． 

①植栽無しで植生基盤のみを設置した場合（2区，3

区）は，いずれも浮島無し（1区）と比較して

Chl-a濃度の減少傾向が見られ，遮蔽率10％の方

が5％よりChl-a濃度が低減された。 

②マコモ，ヒメガマを植栽した場合，植栽無しの場

合（2区，3区）と比較してChl-a濃度が低減され，

遮蔽率5％でも植栽無しの遮蔽率10%の場合と比較

して植物プランクトンの増殖を抑制できる結果が

得られた．一方，セキショウを植栽した場合，植

物プランクトンの増殖抑制効果は見られなかった． 

③Chl-aの低減に影響をおよぼす要因として，浮島

の遮蔽率（遮光，動物プランクトン現存量，新生

堆積物速度），抽水植物（栄養塩の吸収，アレロ

パシー）が考えられ，それらの因子とChl-a平均

削減率について2元配置分散分析により影響要因

の検定を行い，その寄与率を算出した．その結果，

今回の浮島で遮蔽率5～10％の範囲では，遮蔽率

に有意な効果は認められず，抽水植物に有意水準

10％で効果は認められ，寄与率32％であった． 

④抽水植物による植物プランクトン増殖抑制機能の

うち，植物による栄養塩の吸収量は，Chl-a平均

削減率と相関関係が見られず，抽水植物のアレロ

パシー効果が主に寄与したと考えられた．これら

の結果は，マコモおよびヒメガマでMicrocystis

増殖抑制効果が見られ，セキショウでは見られな

いとする武田らの調査結果6)と一致した． 

本研究により，植生浮島による植物プランクトン

の増殖抑制効果は，抽水植物の有無および種類で異

なり，今回の浮島にマコモ，ヒメガマを植栽した場

合，遮蔽率5％でも抑制できることがわかった．ま

た，抽水植物による機能として，アレロパシー効果

が大きく寄与する可能性が示唆された． 

b)沈水植物再生用浮島および沈水植物群落 

ササバモやホザキノフサモ等の沈水植物の浄化機

能を図-4に示す．沈水植物群落には，多様な水質浄 
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図図図図----4444 沈水植物群落の浄化機能 
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化機能があるとともに，水生動物の生息場になるな

ど多様な水環境修復機能があることが知られている． 

Scriver et al 
11)によると，全水域の容積比20％以上

の沈水植物群落の分布で，植物プランクトン出現数

が著しく減少し，ミジンコ等の大型動物プランクト

ンが増加するなどの統計的な知見が示されている

（図-5参照）． 

 

 

３３３３．．．．実施例実施例実施例実施例 

 

 本浄化技術は，2005年度環境技術実証モデル事業

（湖沼等水質浄化技術分野）において採択され，実

証機関である埼玉県環境科学国際センターにより

2006年度まで植生浮島と沈水植物の再生による浄化

機能評価に関する実証試験が行われた12)．また，

2007年度には植生浮島を撤去し，再生した沈水植物

群落のみの浄化機能に関する実証試験を実施した13)． 

 

(1)試験概要 

 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）内で，2005年8

月19日から2006年10月30日まで実施された．実証試

験施設の配置を図-6に示す．護岸から5ｍ離れた地

点に10ｍ×10ｍ（100m2），平均水深約1ｍの隔離水

域を設置し，水質等をモニタリングして対照区との

比較により評価された．試験区は，隔離水域100m2

内に水浄化用浮島（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．水浄化用浮島に植栽した

抽水植物はキショウブ，カキツバタ，セキショウと

し，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年度，2006年度の2年間実施し，各年度の実

証試験開始直前に隔離水域の内外の池水を入れ替え

て，試験区と対照区の水質を均一にして開始した． 

また，2007年度4月に植生浮島を試験区より隔離

水域外に撤去し，滞留日数15日になるように水中ポ

ンプにより常時一定量で隔離水域外の水を試験区

（再生区）および対照区（未再生区）に導水し，沈

水植物群落の浄化機能を調査した． 

    

(2) 植生浮島と沈水植物群落による浄化試験結果12) 

a)水質 

2005～2006年度の実証機関による試験区，対照区，

隔離水域外のChl-a，SS，化学的酸素要求量（COD），

T-N，T-Pの調査結果をそれぞれ図-7～図-11に示す． 

浮島設置後，速やかにChl-aおよびSSは減少し， 

2年目においても水質が安定する結果が得られた．

また，COD，T-N，T-Pも低減できることが示された． 
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図図図図----6666 別所沼実証試験施設の配置 

図図図図----8888 SS の経時変化 

図図図図----7777 Chl-a の経時変化 

図図図図----9999 COD の経時変化 

図図図図----5555 湖沼の沈水植物群落の容積と水質との関係 11) 
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b)動植物プランクトン 

実証機関による動物プランクトンおよび植物プラ

ンクトンの調査結果をそれぞれ図-12，図-13に示す．

試験区は，対照区と比較して浮島設置後，動物プラ

ンクトンの個体数が増加し，植物プランクトンの細

胞数が減少する傾向が見られ，2年目においてもそ

の状態は維持された．次に，動物プランクトンおよ

び植物プランクトンの分類別出現数を図-14に示す．

動物プランクトンは対照区で小型の繊毛虫類が多か

ったのに対して，試験区では，植物プランクトンの

捕食圧の高い比較的大型の甲殻類（ミジンコ等）が

多く出現した．また，植物プランクトンは，対照区

で1年目に藍藻類が優占化し，2年目に緑藻類の割合

が高い傾向が見られたが，試験区では藍藻類が減少

し，珪藻類および緑藻類の割合が増加した．これら

のことから，植生浮島の設置により藍藻類が減少し，

動植物プランクトン群集の種組成に変化が見られた． 

c)抽水植物および沈水植物の生育状況 

抽水植物は，いずれの浮島も枯死するものは見ら

れず生育し，2006年春には開花した．また，根茎は

2005年10月には植生基盤から下に繁茂した． 

沈水植物は，浮島の植生基盤上でクロモ，イトモ，

ヒロハノエビモ，エビモが生育し，2005年10月には

浮島周辺の水底にヒロハノエビモ，イトモが生育し

ているのが確認された．また，2006年5月の状況を

写真-2に示すように，主にイトモ，エビモ，ヒロハ

ノエビモが試験区内に繁茂し，2006年10月には試験

区内の約4割まで沈水植物群落の再生に成功した． 

(3) 再生した沈水植物による浄化機能13) 

2006年度までに沈水植物群落（優占種：イトモ）

を再生した試験区（再生区）と対照区（未再生区）

のSS濃度と再生区内の沈水植物現存量の調査結果を
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図図図図----11114444 分類別動植物プランクトンの出現状況 

写真写真写真写真----2222 試験区の浮島付近に再生した沈水植物 

 

〔動物プランクトン：左図〕      〔植物プランクトン：右図〕 

図図図図----10101010 T-N の経時変化 

図図図図----11111111 T-P の経時変化 図図図図----13131313 植物プランクトンの細胞数密度の推移 

図図図図----12121212 動物プランクトンの個体数密度の推移 
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図-15に示す．試験開始直前の2日間，隔離水域のシ

ートを開放し，隔離水域内外の水を入れ替えて，再

生区と未再生区の水質を均一にして開始した． 

その結果，再生区では試験開始4日後には未再生

区と比較して約60%までSS濃度は減少し，11月20日

まで未再生区の約50%で推移した．再生区と未再生

区の流出口付近の濃度差より求めた削減率では，11

月20日までの平均値66%であった．Chl-a，COD，T-N，

T-PはSSと同様の傾向を示し，11月20日までの平均

削減率はそれぞれ49%，42%，39%，40%であった． 

沈水植物群落は，10月18日以降衰退し，12月20日

には開始時の3.2%まで衰退したが，その結果11月20

日以降再生区でSSの上昇が確認された．沈水植物群

落の衰退原因は，季節変動およびサヤミドロの発生

による悪影響が考えられた． 

また，沈水植物の最大現存量から算出した植物体

のリン吸収量は0.04g-P/m2であった．今後，水深や

植物の種類に伴う沈水植物の現存量に応じて，成長

した沈水植物を刈り取ることにより，底泥からのリ

ン除去等も可能になると考える． 

 

 

４４４４．．．．    今後今後今後今後のののの展開展開展開展開    

 

別所沼での実証試験の結果，①本浄化技術による

水域の透明度の改善と沈水植物群落の再生が可能で

あること，および②再生した沈水植物群落による浄

化機能が実証された． 

今後，湖沼等の水質改善に必要な沈水植物の再生

規模の算定および刈り取りなど維持管理手法と派生

バイオマスのリサイクル手法が重要になると考えら

れ，2007年度から3年計画で環境省環境技術開発等

推進費「生態工学技法としての沈水植物再生による

湖沼の水環境回復と派生バイオマスリサイクル統合

システムの開発（研究代表者：福島大学 稲森悠平

教授）」の補助を得て研究を実施している． 
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