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  滝里ダムは、石狩川水系空知川の中流に位置するダムであり水道水源としても重要な役割

を担っているが、過去4カ年カビ臭（2-MIB）が発生しており、特に平成27年はこれまでの3倍
以上の高濃度となった。 
 本報告は、カビ臭発生のメカニズムを解明し水質予測モデルを構築することによってカビ臭

発生を予測し、ハード対策ではなく事前に貯水位運用で発生を回避する新たな試みについて、

とりまとめ報告するものである。 
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1.  はじめに 

新たに作成したカビ臭発生簡易予測に基づいた貯水池

水位運用によるカビ臭発生予防対策運用により、平成30
年8月にカビ臭発生を回避することができた。本報告は、

実操作の実施状況と効果の検証についてとりまとめ、考

察を加えて報告することで今後のダム運用によるカビ臭

予防対策に資するものである。 
 

2.  カビ臭発生メカニズム 

(1)カビ臭発生の概要 

滝里ダム貯水池でのカビ臭(2-MIB)発生は、平成

14,15,16,27年の4ヵ年で6～9月の夏季に起こっている。 

 平成14年6月19日に6ng/L、平成15年9月13日に40ng/L、

平成16年の9月6日に35ng/L、平成27年は10ng/L以上が20

日継続し、8月17日に116ng/Lを記録した。(図-1) 

 なお、カビ臭(ジェオスミン)の発生は、10ng/L未満で

推移した。 

 

 

 図-1 滝里ダム(ダムサイト表層)における2-MIB発生状況 

 

滝里ダム貯水池内で2-MIBが増加し、その水がダム下流

の水道取水地点まで高濃度で到達した。(図-2) 

 2-MIB濃度は水道取水口までの間で20～60%低下してお

り、流下過程での分解希釈によるものと考えられる。 

 

図-2  滝里ダムから下流での2-MIBの変化(H27年) 

 

(2)カビ臭(2-MIB)発生メカニズム 

 滝里ダムの2-MIB濃度は藍藻類の増殖に比例して増加

しており、 2-MIBを産生する藍藻類の増殖が直接の原因

と考えられた。(図-3) 

 

図-3  原因藍藻類数と2-MIBの変化(H27年 滝里ダム表層水) 
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 H27年の現地調査結果及び既往知見より、H27年カビ臭

ピーク時を対象に発生源を推定すると、図-4に示したよ

うに、流入河川由来は2%、付着性藍藻類由来は1%と少な

く、水中の2-MIBの97%は浮遊性藍藻類が産生していると

考えられた。 

 

 

図-4  滝里ダムでの2-MIBの発生源の推定 

 

 次に、2-MIBを産生する浮遊性藍藻類の発生条件（表

層水温、滞留時間、栄養塩）を指標に、H14～H29年にお

けるカビ臭の未発生理由を抽出した。 

H27年に大量発生したPseudanabaena limnetica(プセウ

ダナバエナ・リムネチカ)によるカビ臭(2-MIB)発生の必

須条件は、「出水による栄養塩(溶解性リン)の流入、滞

留時間が9日以上、水温22.5℃以上」の3点、カビ臭発生

の十分条件は、「3条件を同時に満足する日が7日以上継

続する」と考えられた。なお、時間平均日最大流入量が

150m3/s以上の出水後に貯水池表層の溶解性リン濃度が

0.003mg/L以上となっており、出水による溶解性リンの

流入は時間流入量150ｍ3/s以上とした。 

以上より、滝里ダムのカビ臭(2-MIB)発生メカニズム

は図-5のように整理することができた。3条件が揃って

カビ臭が発生すること、3条件の揃った日の継続日数に

比例して2-MIBが増大することがポイントである。 

 

図-5  滝里ダムのカビ臭(2-MIB)発生メカニズム 

 

 

 

 

3. ダム運用によるカビ臭予防対策の試行 

(1)カビ臭発生簡易予測シートの作成 

上述のカビ臭発生メカニズムに基づき、日々のダム管

理データを用いた、カビ臭発生・未発生を簡易に予測で

きるエクセルシートを作成した。 

・判別条件(判別項目と判別数値)の設定 

・ダム管理データを入力と判別指標の数値計算 

・グラフ表示 

平成27年の簡易判定結果を図-6に示したが、2-MIB発

生初期からピークまでを的確に表現している。 

 

図-6  カビ臭発生･未発生の簡易判定結果(H27年) 

 

 また、H17～H29年についてカビ臭発生･未発生を判別

すると的中率は69％、出水による消失を除くと100%であ

った。 

 以上のことから、カビ臭発生・未発生簡易判別シート

を活用した「ダム運用によるカビ臭予防対策」の実施が

可能と考えられた。 

 

(2)カビ臭発生予防対策運用(案)の作成 

カビ臭(2-MIB)発生による利水への影響軽減を目的に、
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前述のカビ臭発生・未発生簡易判別シートを活用したカ

ビ臭発生予防対策運用(案)を作成した。 

2-MIB濃度が2～3ng/Lの発生初期に、予防対策運用の

基本フロー(図-7)に従い 1)カビ臭発生・未発生の予測、

2)利水者との協議、3) カビ臭事前回避運用の実施、4)

カビ臭抑制効果の把握を実施する。それにより、カビ臭

発生の予防と早期の解消が期待できる。 

 

図-7 カビ臭発生予防対策運用の基本フロー 

 

(3)カビ臭事前回避運用の実施 

 平成30年8月にカビ臭発生予防対策運用(案)によるカ

ビ臭事前回避運用を実施した。 

1) カビ臭発生・未発生の予測：8月1日の実績でこのま

ま続くと6日には積算日数が7日間となりカビ臭が発生す

ると予測。(表-1) 

天気予報では、近日中の雨は無く、高気温が続くと予

報されていた。 

表-1 カビ臭発生の予測(H30.8月1日) 

 

2) 利水者との協議：北海道電力(株)とカビ臭事前回避

運用の実施可否及び実施方針について協議開始。 

(表-2) 

・8月2日にカビ臭予測を利用した事前回避運用の内容を

決定し3日から運用開始する。 

・8月3日～8月4日は概ね放流量を20ｍ3/s増やし、8月5日

は、金山ダムからの放流量を減らし、カビ臭発生可能

性有の積算日数を６日でリセットさせる。  

表-2 カビ臭回避運用(案)(H30.8月2日) 

 3) カビ臭事前回避運用の実施 

実績として、8月3日～8月4日は概ね放流量を20ｍ3/s増

やし、8月5日は金山からの放流量を減らし全流入量より

全放流量を多くすることによって貯水位を低下させ、8

月6日に2-MIB発生の可能性積算日数を６日でリセットさ

せた。(表-3、図-8)  

・滞留時間の5日平均値は8.9日と9日未満に短縮された。 

・表層水温の日平均値は23℃から22.6℃,21.6℃と連続

的に低下し、5日平均値も22.5℃未満に低下した。 

・8月8日実施した水質調査では、2-MIBは1ng/L未満と検

出されなかった。 

 

表-3 カビ臭回避運用の実績 (H30.8月3～6日) 

 

 

図-8  カビ臭発生･未発生の簡易判定グラフの実績(H30年) 
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4. ダム運用によるカビ臭抑制効果の検証 

(1)運用前後でのカビ臭発生条件の変化 

8月3日のカビ臭事前回避運用実施前後でのカビ臭発生

条件の変化を図-9に示す。 

7月11日の565ｍ3/s,7月15日の270ｍ3/sの出水により、

貯水池表層には溶解性リンが0.003mg/L以上存在してお

り、栄養塩の枯渇は見られなかった。 

滞留時間9日以上は7月31日～8月5日の6日間とダム運

用実施により継続日数を9日未満に短縮できた。また、

表層水温22.5℃以上は7月29日～8月5日の8日間とダム運

用実施により継続日数を短縮できた。 

 

(2)運用前後でのカビ臭及び原因藍藻類の変化 

滝里ダム貯水池表層の2-MIBは、運用前の7月11日に

1ng/Lとなったが、その後は検出下限値(1ng/L)未満で推

移し、カビ臭は発生しなかった。 

2-MIBを産生する藍藻類(プセウダナバエナ・リムネチ

カ)は、運用前3,200糸状体/Lが運用後には0と激減した。 

 

 

図-9 運用前後での2-MIB発生条件の変化（H30年7～8月） 

(3)平成27年と平成30年の比較 

 カビ臭が発生(2-MIBが最大116ng/L)した平成27年と平

成30年を比較すると以下の通りである。 

・平成27年は2-MIB発生条件の継続日数が23日に対し、

平成30年は継続日数6日間と1/4に短縮。(図-9及び

図-10) 

・平成27年は9日継続で2-MIBが5ng/L、継続日数に比

例して2-MIBが上昇。また、2-MIBは原因藍藻類(プ

セウダナバエナ・リムネチカ)に比例して増加し

6,000糸状体/Lで5ng/L。(図-11の●) 

・H30年は原因藍藻類は3200糸状体/Lで2-MIBも1ng/L以

下。運用後は出現しなかった。(図-11の▲)  

  
(4) ダム運用によるカビ臭抑制効果 

以上より、ダム運用による2-MIB 抑制効果は以下のよ

うにまとめることができる。 
○ダム運用による滞留時間の短縮と表層水温の低下によ

り2-MIB発生条件の継続日数が6日に短縮。 

○その結果、2-MIBを産生する藍藻類(プセウダナバエ

ナ・リムネチカ)の増殖が不十分となり2-MIBが未発生。 

 

図-10 平成27年の2-MIB発生条件の変化（H27年7～8月） 
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水温22.5℃未満 

8月6日に 

カビ臭の可能性0 

 

0糸状体/L 

発生条件が23日間継続 

8月3日から運用開始 
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  図-11 原因藍藻類と2-MIBの関係(H27年とH30年） 

 

 

図-12 原因藍藻類(Pseudanabaena limnetica) 

 

 

5.  ダム運用によるカビ臭予防対策の効果と課題 

(1)水位低下を伴う表層取水による水温構造の変化 

 運用前後の水温鉛直分布の変化(図-13)を見ると、表

層水温が24.7℃から21.3℃へと低下、表層～EL136m間の

水温差が1.2℃と縮小している。 

また、ダムサイトでの3時間ピッチの水温測定結果(図

-14)を見ると、ダム運用後は表層水温は22.5℃以下に低

下し水深5mの水温は上昇したため、水温勾配は0.5℃/m

以下に低下している。 

今回のダム運用で表層取水(水深3ｍ)された水量

21,280千ｍ3は、水深0～6ｍ間の貯留水量23,200千ｍ3の

92%に相当する。水位低下を伴う表層取水を継続したこ

とにより、放熱と鉛直混合が同時に進行した。この結果、

2-MIB 産生種が増殖しにくい水温構造に早期に変化させ

ることができたと考えられる。 

 
図-13 運用操作前後での水温鉛直分布の変化 

 

 
図-14 運用操作前後での表層水温及び水温勾配の変化 

※水温勾配(0.5ｍ水温-5ｍ水温/4.5m)が0.5℃/ｍ以上が継続

すると藍藻類が増殖しやすくなる 

 

(2)金山ダムとの連携運用の効果と課題 

今回のダム運用では、金山ダム放流量を19.9m3/sから

29m3/sまで増加、一度12.5m3/sに減少した後、29.6m3/sま

で増加させた。この操作に合わせ、滝里ダム放流量を70

～53m3/sの範囲で調整した。(図-15) 

この連携運用により、利水への影響を小さくできた上

で、滞留時間9日未満、表層水温22.5℃以下の実現が可

能となった。 

金山ダム放流量を減らすことで滝里ダム流入量を減ら

し、貯水位を連続的に低下させたことが連携運用のポイ

ントであったと考えられる。 

なお、確保水位に対し余裕が無い場合は同じ操作が出

来ないため注意が必要である。 

 

  図-15 金山ダムと滝里ダムの連携運用(H30年8月) 
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 (3)発生初期におけるダム運用の効果と課題 

今回のダム運用では、2-MIB発生を予測し早期に運用

操作を実施したことで、2-MIB発生を事前回避すること

ができた。一方、発生条件が2週間以上継続し2-MIBが

10ng/L以上に上昇した後に対応した場合は、着臭した表

層水を全量放流する必要があり、2-MIBがある貯水量を

23,200千ｍ3とすれば、調整流量1,200千ｍ3/日で約20日間、

調整量2,400千ｍ3/日で約10日間となり、カビ臭解消まで

日数が長期化し、発電利水への影響も大きくなる。 

また、取水位置を中層に下げることで2-MIBの低い水

を取水することが可能であるが、表層の2-MIBが高濃度

になり上下混合した後に取水放流水の2-MIBが高くなる

ことに留意する必要がある。 

以上より、カビ臭発生を事前回避するためには、ダム

運用(水位低下を伴う表層取水)を発生初期に実施するこ

とが重要と考えられる。 

1)発生初期(2-MIB 1～3ng/L)にダム運用を実施しカビ

臭発生条件を断ち切る。 

2)その後、再び2-MIBが発生すると予測された場合は、

運用操作を繰り返す。 

3)運用ができない場合、運用しても2-MIBが高濃度と

なった場合は中層取水とする。 

 

 

6.  おわりに 

滝里ダムでは、建設時から水質保全のため曝気装置が 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あり有効に機能していることは実証済であるが、その機

能だけではカビ臭発生を回避できない悪条件が重なる場 
合もある。 
滝里ダムのように貯水池面積が広くかつ貯水容量が大

きいダム湖では、曝気循環装置など新たなハード整備の

増設のみでカビ臭を回避するには、多額な整備費用と維

持管理コストが発生する。 
水質予測に基づいた貯水位運用で事前にカビ臭発生を

回避するソフト対策の併用は、大きなコスト縮減につな

がるものと考えられる。 
また、カビ臭発生後に対応するのではなく、カビ臭発

生を初期段階で予測し貯水位運用により事前にカビ臭発

生を回避することは、水道事業者の負担軽減に繋がるこ

とから、今後の水質保全対策の一つの案になるものであ

る。 
貯水位運用は「水位低下を伴う表層取水」を基本とし、

実際の運用を重ねその効果を検証し、より良いものへと

改良していきたいと考えている。 
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