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提言 

今年の7月、各地を襲った異常出水では東京電力管内

の信濃川水系においても設計洪水量を超える既往最大の

洪水量が観測され、また8月には酒匂川水系で上流の局

地的な異常降雨による急激な水位上昇により死者が出る

など、ダムの管理運用をする関係者にとっては気の抜け

ない夏であったと思われる。このような傾向はここ数年

の気象変動の激しさと相まって目立ち始め、既往最大の

洪水量を記録し、ダム設計洪水量を上回る事例も実際に

起こり始めている。

そのような中で東京電力でも管内の高瀬川系２ダム（高

瀬、七倉）と梓川系3ダム（奈川渡、水殿、稲核）が、下

流犀川の基準地点での水位上昇を抑えるために、高瀬川

系2ダムでは直下流の国交省所管の大町ダムと共同で最大

洪水量352�/sのうち302�/sを貯留、梓川系3ダムでは

761�/sのうち397�/sを貯留し洪水防御に貢献できた。

上記の５ダムは揚水発電用のダムであり、洪水調整容

量は持っていないが、常時電力の負荷変動に対応した発

電・揚水ができるように上流、下流側のダムに必要な空

き容量を持った運用をしている（通常は日中の発電に備

えて上流側ダムはH.W.Lに近く、下流側ダムはL.W.L近

くで運用し、夜間は揚水に備えてこの逆の運用）。今回の

洪水では、各ダムの空き容量に一時貯留した洪水量を、

洪水ピーク後に下流ダムに放流し、洪水前の水位に戻し

て通常の運用に戻った。

このような事例は、「リザバー2006年3月号」で紹介した

中越地震後の平成16年10月の台風24号接近時にもあった。

この時は地震被災区間での河川水位上昇を防ぐために、

東京電力と電源開発が北陸地方整備局の要請を受け、高

瀬・七倉（東電：混合揚水）、二居・カッサ（電発：純揚水）、

黒又川第一・第二（電発：貯水池）において、事前放流によ

る前倒し発電等を行い、空容量を確保し洪水に備えた。

洪水時ピーク流量の利水ダムでの一時貯留、また多目

的ダムでの利水容量分の事前放流については、水系単位

で関係者が協調することで既存のダム容量を最大限に有効

活用し、異常出水に立ち向かうことができる。これも貯水

池管理の （治水ダム）から線（治水ダム統合運用）、そし

て面（緊急時の利水ダムの治水参加）への発展と言える。

洪水時の水系ダム運用がうまくできても、その後各ダ

ム貯水池で発生するのが塵芥処理（流木、生活ごみ、産

業廃棄物等）、堆砂問題及び濁水の長期化や流入水に含

まれる栄養塩類による富栄養化とその結果としての植物

プランクトンの異常発生の問題である。これらの問題は

洪水処理に比べると処理に長期間を要し、関係者間の調

整と協力体制にはまだ検討の余地があると思われる。

（1）塵芥の問題

上流部のダムでは、出水時の山林崩壊や河岸浸食にと

もなう草木類の流入や、台風の強風などで倒壊した樹木

や未処理の間伐木がその後の出水により流入してくる大量

かつ大物の塵芥処理に苦労する。また、盆地から流出す

る河川中下流域のダムでは、河川が一度都市部を流れ、

また山間部に入るため、流木や自然物以外に生活ごみや産

業廃棄物、家畜の死体の類まで処理する必要が出てくる。

この人工物を含んだ塵芥の問題も深刻で、発電用ダム

では取水口からの取水確保以外に塵芥の腐敗による悪臭

や貯水池水質悪化を引き起こすため、洪水後の処理、日

常の処理を問わず、ダム保守業務のなかで除塵作業は重

要な作業で、専用の設備を設け頻繁に行っている。この

引き揚げられたごみは、堆肥化や商品価値のある流木な

どは一部再利用ができるものの、コスト面で採算のとれ

ダム貯水池管理の総合的な視点

吉越　洋東京電力株式会社　フェロー　

1.洪水処理における協調体制

2.ダム貯水池環境に関わる問題

点から線、そして面へ



2 リザバー 2006.9

提言 

る場合は少なく、また他の廃棄物との仕分けが大変で、

量が多い場合や仕分けができない場合は廃棄物として外

部処理をしなければならず、大きな処理費用がかかる。

これらの問題に水系のダム１つ１つが個別に対応して

いたのでは問題が生じる。すなわち、上流側のダムがゲー

トを全開または転倒させて下流に流木や塵芥を流して処

理しても、下流側のダムで構造上塵芥の自然流下ができ

ない場合は、そこに全て溜まってしまい引き揚げなけれ

ばならなくなる。

また塵芥の発生源が産業活動や人々の生活であること

を考えると、ダム関係者だけで河川環境を維持するのは

相当な負担となる。

（2）堆積土砂の問題

堆積土砂の排除も同じで、流送土砂量の多い河川の最

上流部にダムを建設した事業者は、毎年、貯水池末端に

大量に堆積し有効容量を脅かす土砂の排除に苦労してい

る。このような場合、死水域内に土砂を移動する方法や

浚渫排除することになるが、その浚渫土砂の処分方法も

骨材として利用できるものは良いが、利用できないもの

は付近に土砂の埋立地がない場合は、費用面からも浚渫

できずにそのまま貯水池内に残置される場合もある。

また堆砂の進行したダムでは排砂門からの定期的な排

出や、浚渫した土砂を河床内に仮置きし、洪水時に下流

に流す方法もあるが、下流にダムがある場合は単独で実

施すれば結局問題の下流先送りになる。逆にこれらダム

の下流部に位置するダムでは上流ダムでの貯砂効果により

流入土砂が少なく、貯水池の寿命が長くなる場合もある。

その一方で、中下流域では供給土砂の減少で河床低下

や海岸侵食が発生する。ダムを造ったがゆえの宿命と言

えばそれまでかもしれないが、土砂の必要な所とそうで

ない所が分断されているために問題が生じている。

（3）富栄養化の問題

柏谷先生の提言「リザバー2005年3月号」にもあると

おり、貯水池周辺の農地開発やゴルフ場開発により降雨

時の土砂流入、肥料や農薬の混入、常時の浄化槽や畜産

系排水が流入し、富栄養化の傾向は高くなってきている。

当社においても1件、肥料を使う高原野菜の畑地から

栄養塩が流入し、貯水池の富栄養化により植物プランク

トンの異常発生が進み、発電の下流利水者である水道事

業者からにおいが発生するとの指摘を受け、夏期の貯水

池からの放流と発電を長期間停止している事例がある。

これら３つの問題には関係者が多数おり、さらに発生

源を含めると治山、林業、農業、工業、一般市民と面的

な広がりが大きく複雑になるため問題解決を難しくして

いる。このような状況で問題となるのが、それぞれの問

題対応に相当の労力と費用が発生していることである。

ダムの位置している場所により土砂の問題、塵芥の問

題、富栄養化の問題などが固有に発生してくるが、多目

的ダムの開発においては、ダム事業参加者それぞれの便

益や代替設備建設費の比較からアロケーションのルール

を決め、建設費や後の修繕費用なども一定の率で費用負

担している。

しかし、ダム単位で費用をその事業参加者から回収す

るだけでは限界があるし、また治水、発電、灌漑など単

独でダムを運営する事業者では、全て自前で対応しなく

てはならない。そのため、ダム事業者がそれぞれのダム

の役割と河川環境への貢献度を協議し、調整していくこ

とが必要と考えられる。

またダム関係者だけの努力では大きな効果が得られな

いため、以下のような総合的な取り組みを行っていくこ

とが必要と考える。

●国土保全の観点から堆積土砂の循環システムの構築を

社会全体の問題として取り組む

●塵芥処理や富栄養化対策は、水系の環境保全対策とし

て流域全体の問題として取り組む

●河川環境維持・向上の観点からダム事業者間だけの負

担調整ではなく、便益を受ける流域関係者間での負担

ルールを作る

これらの問題を解決していくためには、各ダムの「点」

での取り組みから水系のダムによる「線」の取り組み、

さらには流域にある農林業団体、産業界、自治体などの

幅広い関係者に現状の理解を働きかけ、さらには巻き込

んだ｢面｣の視点に立った役割分担の議論を今後行ってい

くことが大切であると思う。

3.関係者による協調と負担
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渇水時のダム管理所の対応

司会（山本惠一） 今日の座談会は、「渇水時のダム管

理所の対応」として、平成17年度に大きな渇水となっ

た河川のダムの管理所長さん等にお集まりいただきま

した。私は座談会の進行役に指名されました国土交通

省河川環境課流水管理室課長補佐の山本です。本省で

のダム管理の仕事は3度目です。

先週からの台風で皆さんも落ち着

かないと思いますが、一方で東北の

岩木川では渇水のため自主節水に入

ったなど、最近の気象状況は一年中

気が抜けませんね。

では、まず自己紹介と、平成17

年の渇水の状況を坪井さんから順に

簡単にご紹介ください。

坪井 私は、水資源機構中部支社利水調整課長の坪井です。

当支社管内は、昨年、木曽川水系の木曽川では牧尾・岩

屋・阿木川・味噌川ダムを水源とする愛知用水、木曽川用水、

揖斐川では三重用水、豊川水系では

豊川用水で渇水対策を行いました。

木曽川用水を除く3用水では、ほ

ぼ通年にわたり渇水対策を余儀なく

されていますが、特に愛知用水、木

曽川用水の夏渇水では、最大節水率

が農業用水50%、工業用水45%、上

水25%という厳しい状況でした。

山本（孝） 中部地方整備局蓮ダム管理所長の山本です。

ダムの管理は局などで30年以上やっていますが、ダム

管理所は初めてです。櫛田川では、水源となるダムは蓮ダ

ムだけですので単純なようですが、管理開始後15年を経

て、計画時点と社会情勢、水需要が

相当変わっており、現状と整合性を

とり工夫しながら対応しています。

具体的にお話しすると、水道は計

画上2�/sですが、現在のところ需

要の発生はまだ1�/s未満です。

逆に農業用水は、当初の計画で

は6月頃が取水のピークでしたが、

現在は4～5月頃がピークとなっており、水量は若干少な

いのですが、やや前倒しの傾向になっています。ダム側か

ら見ると、このように4、5月頃に取水量が大きくなると、

これまで貯留できた期間に逆に補給することになるので、

厳しい運用となります。

松本 四国地方整備局大渡ダム管

理所長の松本です。

大渡ダムの渇水の話は、早明浦

ダムの陰に隠れてしまいそうです。

仁淀川水系において利水容量を持つ

ダムは、直轄の大渡ダムだけで、

他に発電のダムが上下流に直列に

あります。このほかに吉野川水系か

ら発電による分水が毎秒10�/s

程度入っていますが、発電は昼間が主なので安定はしま

せん。

大渡ダムは、通常では、洪水対応が多いのですが、平成

17年は渇水協議会が6月から12月まで準備会を含めて12

回も開かれました。利水の基準地点にダムの放流水が到達

するのに時間がかかる（12h）ことと、できるだけ無効放

流水を流したくないことから、下流域の降雨や発電の状況

などに左右され長期間緊張が続きました。

山本　惠一氏

坪井　浩二氏

山本　孝之氏

司　会 山本　惠一
出席者 坪井　浩二 山本　孝之

松本　秀應 久納　　誠

1.渇水の概要

松本　秀應氏
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久納 私は、現在、琵琶湖・淀川

水質保全機構の研究所次長をしてい

ますが、前任地が水資源機構の池田

総合管理所所長であり、平成17年

渇水を経験したということで選ばれ

たのだと思います。

池田総合管理所は早明浦、池田、

富郷、新宮の各ダムと高知分水を管

理しています。平成17年渇水は、吉野川支川の銅山川の

富郷、柳瀬、新宮ダムの貯水率も30%ほどに落ちましたけ

れども、今日は、さらに深刻であった吉野川本川の早明浦

ダムのお話をさせていただきます。

早明浦ダムは、四国の真ん中で、年平均降水量は

3,000mmという多雨地域にあり、開発された水は徳島、

香川、愛媛、高知の4県に送っています。その開発水量は

約9億�/年であり、このほか河川維持用水及び既得用水

としてほぼ同量の約8億�/年を補給していますが、渇水

になるとこれが大きな問題になっています。

いずれにしても、ダムが無ければ、ほとんど毎年数十日

の取水支障が出たであろうものが、ダムができてからは平

成6年と17年しか支障が出ていません。

司会 皆さんにひととおり、渇水の概要を紹介いただきま

したが、つぎに渇水時にダム管理所等がどのように対応し

たか、苦労した点などを具体的に紹介してください。

坪井 特に渇水が厳しかった愛知用水、木曽川用水の例で

すが、この主水源は岩屋ダムと牧尾ダムで、両ダムとも発

電と共同し、3月末までに水位を下げて4、5月に貯めるV

カットと呼ばれる運用をしています。

平成17年は4、5月が少雨で5月初めまでに平年の半分

しか貯留できず、それから急激に貯水位が低下したことか

ら、5月下旬から節水対策等（農・工水では10→30%、上

水では5→15%に順次強化）を開始し、貯水量の温存を図

りましたが、さらに減少したため、貯水池の枯渇を回避す

るため利水者からの求めに応じて、機構から河川管理者に

対し「緊急利水調整協議会」（国、県、電力会社及び機構

で構成。以下「緊水協議会」という）による渇水調整を要

請しました。

6月15日の第1回緊水協議会では、節水率強化に加え、

それまでの各ダムシリーズ運用を4ダム総合運用に、長良

川河口堰未利用水の活用によるダム貯水量温存や節水補填

などの対策、6月30日の第2回緊水協議会では、さらなる

節水率強化や未利用水の活用などの対策が行われ、6月下

旬の降雨まで何とか貯水池の枯渇を避けられました。

なお、河口堰未利用水の活用（節水補填）は、河川法53

条の2の特例水利使用を適用し、木曽川では初めてですが、

所定の手続きを経て実施しました。

木曽川には約60の発電所があり、流量予測が複雑なこ

とから、各ダムの放流量は、機構と電力で調整し、それを

河川管理者に報告し、指示を得て、支社から各ダムに放流

連絡の指示をしました。

こういった手順は、日々2回、降雨や取水量変更等に基

づいて行い、さらに住民や関係機関等への情報発信も行う

ので、これらの対応は事務系も含めた管理部職員が一体と

なって実施しました。

司会 先ほどの木曽川のシリーズ開発と総合運用の違いを

教えてください。

坪井 シリーズ開発とは、例えば牧尾ダム開発分は牧尾ダ

ムから放流するというように、それぞれのダムに張り付い

た開発量（水利権量）を需要に応じてそれぞれのダムから

放流する方式です。木曽川は平常時は、この方式ですが、

緊水協議会で行った総合運用は、4ダムを1つのダムと考

えて、貯水容量比で各ダムから下流の必要流量を放流する

もので、貯水池に余裕のあるダムから多く放流し、貯水池

のバランスを取る方式です。

司会 仁淀川水系の渇水協議会では利水者間で節水率の決

定など渇水への対応を協議していただいていると思います

が、ダム管理者、河川管理者は協議会の中でどのような役

割を持っていますか。

松本 節水率については、各利水者は、上水なら何%を切

ると減圧給水になって、あの地区に水が届かなくなるとか、

減圧でいくか時間断水でいくかというノウハウをお持ちで

すし、不特定の方も流量をいくらまで切られるとポンプア

ップが必要な地域が出るのでそこまではしたくないとか解

っていますね。河川管理者の方からは、何�/sずつカット

するとあと何日ダムが持つという情報を出して各利水者に

判断していただきます。ただ、少し節水率を上げてもあま

り日数が延びないと説得しにくいことがあります。そのよ

うな中で、仁淀川は維持流量が全流量の半分を占めている

4 リザバー 2006.9

2.管理所の対応と苦心点

久納　誠氏
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ので、利水が40%節水という時に維持流量を切らないまま

での調整はしんどいですね。

久納 17年渇水におけるトピックスを2つ紹介します。

1つは、いよいよ早明浦ダムの利水容量がなくなった場

合のために、河川管理者の四国地方整備局が発電者の電源

開発等と協議されて、貯水池に残る約1,000万�の発電専

用容量を使わせてもらうことになったことです。

あと1つは、早明浦ダムの放流の一つの基準地点は池田

地点であり、ここから香川用水と徳島の北岸用水に水を出

すわけですが、ここの確保流量には不特定用水も含まれて

いますので、取水制限の対象を新規開発だけか、この不特

定も含めるかで、四国地方整備局と徳島県とで議論をされ

たことです。今回の渇水の中では解決ができなくて、今回

は、新規開発だけに節水率を掛けて不特定には掛けないで

供給することになりました。従って、取水制限を行ってい

ても不特定流量が大きいので、早明浦ダムの水位は1日に

1～1.5mずつ確実に低下していきました。

司会 既得用水と維持流量を合わせた、いわゆる正常流量

は全然節水しなかったということですね。先ほどの発電専

用容量を利水に放流する場合は、不特定用水にも補給する

のですか。

久納 利水容量が無くなれば、不特定用水にも補給しませ

ん。自流放流は別として、発電専用容量からの放流は、新

規利水の上水道に対してのみ補給されました。

司会 つぎに、17年の渇水対応でこれはよかったとか、ま

ずかったとか紹介してください。

山本（孝）まず失敗例ですが、下流基準点のH－Qが河床

低下で変わっているのにそのまま使ってダムから補給して

いたということです。正月からの渇水時と4、5月の渇水

時のH－Qですが、5月に入りどうも補給量が多いのでは

ないかということから早速、流観を下流の事務所にやって

もらいましたら、河床が低下していて同じ水位で流量が相

当増えました。H－Qの相違で相当ダムの水位が下がって

しまいました。前年は台風が多く、なかなか流観が出来な

かったということもあります。

うまくいった例ですが、蓮ダムも木曽川のシリーズ方式

と同じで、水道容量と不特定容量を分けて使っています。

4月の時点で不特定貯水量は少なくなりましたが、水道は

まだ開発量の一部しか使っていないこともあり貯水量に余

裕がありました。とにかく田植えだけはしようと渇水協議

会で農水取水制限は40%以上とし、不足した場合、水道か

ら応援してもらうことを決めて、どんどん補給し最後は水

道容量も使いました。結果的には田植え後は不特定貯水量

がゼロとなり、取水が必要量の40%しかできなかった時期

もあり、井戸を掘ったりして、地下水塩水化等の問題はあ

ったのですが、稲作にはあまり影響がなかったようで、う

まくいったと言えます。

松本 うちも同じでして、16年、17年と大きな洪水があ

り、河床断面が変わっているのはわかっているのですが、

渇水にならないと低水流観ができないわけです。H－Q式

の変更は、同じ流量でも水位が下がったりしますので、取

水できないとか補給量を押さえているのではないかとか渇

水協議会等で嫌みの声が出ることがありますね。

司会 H－Qの問題は十分気をつけないと影響が大きいで

すね。

蓮ダムでも木曽川と同じく容量を分けているのですね。分

けて管理すると利水者自ら節水などの努力をするメリットが

ありますが、利水者が多くなると管理する方も大変ですね。

坪井 阿木川と味噌川は、新規利水と不特定を分けていま

すが、新規利水の中は分けていません。

久納 吉野川の場合には、利水容量の内訳を利水者毎にも

不特定にも、分けていません。

松本 大渡ダムでは、早明浦ダムのように、本当に水がな

くなったら死水容量を本当に使えるのかとか、選択取水設

備でどこまで取水できるかとか、コンジットの最低開度で

いくら流せるかとか、工事誌をひっくり返して準備までし

ましたが、それは使わずに済みました。

久納 早明浦ダムは平成16年の洪水で高濁水が発生しまし

たが、渇水時にも濁水問題がありました。濁度10度以下で

すと下流支川水により希釈されますが、貯水位が下がり上流

端の河床が出ると、堆積土砂が小さな降雨でも流入してしま

い濁度30度ほどの濁水を放流せざるを得なくなりました。

また、貯水位が下がると10℃ぐらいの冷たい層の水が暖

まる暇もなく放流せざるを得ないので冷水問題も出ました。

このような状況のため、下流の漁業組合と下流の町からダ

ムの濁水対策の要望書が出てきました。下流支川からの導

水を清水として直接ダム下流に流すとか、渇水に続いて来

襲した台風14号では、貯水池内の濁水長期化を防ぐ目的で

3.成功例と失敗例
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の高濁度放流を5日間先行したあと、清水層を十分に選ん

で放流するとか、いろいろな工夫をして効果を上げました

が、完全な対策はありませんね。これらの放流方法は、ダ

ム管理者が単独で決めないで、下流の関係者とその都度話

をして決めていますので、理解はされていたと思います。

坪井 阿木川ダムや味噌川ダムは、通常4～5�/sの選択

取水ですが、渇水時の総合運用で十数�/s取水すると、温

度躍層による高水温帯ではない水深から水を引っ張り、結

果的に下流河川の水温が、5～6℃下がって冷水になる場

合があり、アユへの影響が懸念されます。従って、あらか

じめ下流市町や漁業関係者への情報提供に努めています。

司会 ダムの管理においては、説明責任を果たすといいま

すか、わかりやすくダムの機能をお知らせするということ

が重要と考えています。最後に渇水対応についてのPR、

啓発等についての取り組みを紹介して下さい。

久納 ダムの効果を説明するものとして、ダムがない時と

ダムから補給したあとをグラフにしてその改良度合いを四

国地方整備局で公表しています。

17年の渇水のときに、マスコミの対応についていくつ

かのことを決めました。大事なことは、取材に入る前に取

材者にダムをよく分かってもらうということです。たとえ

ば貯水池容量配分や貯水率などは、よく分からないようで

すから図面等でよく説明しておく必要があります。

司会 PRということに関しては、ダムを担当する者が何

気なく使っているハイドログラフは、かなり知識のある方

でも理解しにくいようです。洪水の場合もそうですが、工

夫が必要だと常々考えています。

松本 貯水率の表示は何か工夫がいりますね。洪水時に貯

水率120%になったり、夏季制限水位ちょうどで貯水率

100%なのに貯水池が空いているとかいろいろ質問がきま

すね。

山本（孝）ダムの補給は、計画上の到達時間はゼロですが、

到達まで時間がかかるということを自覚するとともに、利

水者にも説明しておく必要があります。また、私は、毎日

毎日、ダム諸量の変化、濁水の状況、補給した理由等、ダ

ム管理についてホームページで見られるようにしています。

坪井 毎年、各用水毎に管理委員会等を開き、利水者に管

理状況等を説明するとともに、各ダムの貯水量などを毎日

ホームページで情報発信しています。

また、今回の貯水位降下時に普段できない法面の崩れの

補修や観測、空虚時の堤体変位観測等を追加して実施しま

した。

久納　普段できない点検とか、低水位状況写真とか、水位

が下がった場合に何をやるかを常に考えておくと管理コス

ト縮減にもつながりますね。

司会 ダム計画は半旬で時差なしですが、実際の操作は、

時差や残流域の流況など、きめ細かな運用をしていること

を皆様にお知らせしていくことも必要だと思います。

今日は、渇水対応についてダム管理の最前線から貴重な

事例紹介と、ご意見をいただきありがとうございました。

渇水に対するダム操作は、洪水操作よりも河川毎に違いが

大きく解りにくいところがありますが、今日のお話が今後

のダム管理にお役に立てば幸いです。

本日はありがとうございました。

山本　惠一 国土交通省河川局河川環境課流水管理室　課長補佐

坪井　浩二 独立行政法人水資源機構中部支社管理部　利水調整課長

山本　孝之 国土交通省中部地方整備局　蓮ダム管理所長

松本　秀應 国土交通省四国地方整備局　大渡ダム管理所長

久納　　誠 財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構琵琶湖・淀川水質浄化研究所　次長

4.渇水に対するPR

早明浦ダムが 
補給した水量 
（約2億4千万�） 

早明浦ダムが 
なかった場合の 
池田地点流量 

（月/日） 

流
量
（
�
/s
）
 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

 

不特定用水と新規用水を 
合わせた確保必要水量 

不特定用水として 
確保すべき必要量 

9/68/298/218/138/57/287/207/127/46/25 6/186/106/25/17 5/255/95/1

渇水時の吉野川自流は概ね渇水時の吉野川自流は概ね13�/s渇水時の吉野川自流は概ね13�/s

図　ダムありなしの流況図（池田地点）
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大石ダムは、新潟県北部で日本海に注ぐ一級水系荒川の左

支川大石川にある洪水調節と発電を目的としたダムである。ダ

ム直下流から発電所放流口までの約1.1km間は、発電放流の

みでダムから直接放流をしていない期間（年間約300日）は無

水区間となっている。河川環境改善の取り組みとして、平成

16年度から無水区間解消のための試験放流を実施している。

また、大石ダムは、降雨からダムへの流入までの時間が

短く、流入量の立ち上がりも急であるため、制限水位維持

のための放流操作が頻繁で、かつ時間的に急な対応が求め

られるなど、たいへん厳しい状況にあった。このため、小出

水時の放流操作を軽減すべく、洪水に達しない流水の調節

の実施方法について検討を行い、平成16年度から運用を始

めた。

無水区間解消のための試験放流は、洪水（200m3/s）に達

しない流水の調節により一時的に貯留された水を活用する

ことと、利水者（発電事業者）の理解と協力により実施して

いるものである。ここでは、環境改善と洪水に達しない流

水の調節の概要について報告する。

なお、この取り組みについては、洪水吐ゲートの操作頻

度の軽減、利水者の理解を得た環境改善が評価され、平成

17年度ダム・堰危機管理業務顕彰奨励賞を受賞した。

（1）無水区間

大石ダム直下から大石発電所放流口までの約1.1km区間

は、次のような状況にある。

（イ）瀬切れが発生する。

（ロ）水温が上昇し、止水性の緑藻類が繁茂する。

（2）試験放流の実施方法

（イ）放流期間

魚類の移動が活発化する4月～11月とした。

（ロ）放流量

魚類の移動が可能となる流量とした。

大石川に生息している代表魚類のイワナ、ヤマメ、アユ、

ウグイの移動時必要水深は15cm程度であるため、この水

深を確保することとし、ダム放流量0.06m3/s程度（利水放

流管の最小開度1%の放流量）とした。

（3）環境改善効果の検証方法

無水区間では、これまで環境調査が実施されていなかっ

たため、同一箇所における試験放流前後の比較が不可能で

ある。このため、無水区間と河川の様相が同様でかつ常時

水が流れている発電所放流口直下を対象区間とし、比較検

討を行った。

（4）検証結果

（イ）瀬切れ箇所

試験放流後、水深0.2m、流速0.5m/s、川幅2.4mが確保

された。

ダム下流河川の
無水区間解消のための放流方式の改善
――大石ダム――

小越 範夫 *

荒 
川 

日 本 海  

大朝日岳 

大 
石 
川 

 
新 潟 県  

山 形 県  

 
福 島 県  

大石ダム 大石ダム 

図－1 位置図

1.はじめに 2.環境改善のための試験放流

瀬切れ箇所 瀬切れの解消

写真　瀬切れ箇所の改善
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（ロ）水質

BOD、DO、SSについて調べた結果、発電所放流口下流

とダム放流時の無水区間の水質は同程度であり、環境基

準の類型指定AAを満足する良好な水質であった。

（ハ）生物

a）魚介類　無水区間にウグイ、イワナ、サクラマス、

ヤマメ、カジカ、モズクガニ、サワガニの遡上を確認

した。

b）底生生物　湿重量は、無水区間は発電所放流口下流の

30～40%で生息環境は厳しいが、季節による増減は標

準的な変化を示した。

c）付着藻類　無水区間に、夏期に発生していた止水性の

緑藻類から流水性の藍藻類、珪藻類が優占出現した。

（5）環境改善結果

無水区間への試験放流実施の結果、瀬切れの解消、魚類

の生息、移動の確認、流水性の藍藻類、珪藻類の優占出現

の確認等、一定の効果を得たといえる。

大石ダムでは、年平均約60日間（約16回の出水）のゲー

ト放流操作を行っており、その多くは水位維持のための操

作である。放流操作の頻度を軽減するため、大石ダム操作

規則第18条「洪水に達しない流水の調節」を実施するため、

運用方法の検討を行い、平成16年度から以下により実施し

ている。

（1）基本的考え方

（イ）洪水が予想される場合は、洪水に達しない流水の調節

を実施せず、水位を制限水位以下に維持する。

（ロ）制限水位＋2mの範囲で実施可能な運用基準を設け、

基準を超える場合は制限水位以下に貯水位を低下させる。

これらに基づき、具体的な判断基準として洪水に達しな

い出水の判断基準（貯留開始基準）、運用幅2mを超えると

予想される判断基準（貯留中止基準）を策定した。

（2）貯留開始基準

洪水流量に達しない出水の判断基準を求めて、過去10の

洪水を解析し、その結果、「出水の前9日累加雨量（前期雨

量）」と「200m3/s以上となる累加雨量」に相関を見いだし、

これに基づき以下の「貯留開始基準」を策定した。

（イ）前9日累加雨量が100mm以下の場合、予想雨量が

70mm未満のとき

（ロ）前9日累加雨量が100～200mmの場合、予想雨量が

60mm未満のとき

（ハ）前9日累加雨量が200mm以上の場合、予想雨量が

40mm未満のとき

（3）貯留中止基準

貯留を開始した場合に、出水が制限水位＋2m以内で処

理できるか否かの判断基準は、過去138出水の検証を基に

以下のとおりとし、この場合には貯留を中止する。

（イ）貯水位が制限水位＋1mを超えたときに、まだ流入量

のピークを迎えていないとき

（ロ）流入量がピークを過ぎた後で、制限水位＋1mを超え

るときの流入量が30m3/sを超えているとき

（4）運用結果

平成16年度は、全国的に異常とも言える激しい降雨が多

く、洪水に達しない流水の調節はほとんど実施できなかっ

たが、平成17年度については、多くの効果を発揮した。

以前の操作要領であれば、19回のゲート放流が行われる

ところを、10回に軽減でき、47%の軽減率であった。

これらの取り組みは、環境改善と操作軽減が相まって一

定の成果を上げていると考えられる。今後も、より効果的

な運用を検討していきたい。

＊ 国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所 大石ダム管理支所長

※同じく、奨励賞を受賞した「事前放流実施によるただし書き操作の回避」
（四国地方整備局　野村ダム管理所）については、その内容を本誌2005.12
冬季号に掲載していますのでご覧下さい。（編集事務局）

3.洪水に達しない流水の調節

4.おわりに
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前期雨量（前9日）の関係



ダム湖に漂着する大量の流木の処理は、当社においても

大きな悩みの種となっている。この流木を「資源」として

有効に活用するため当社で研究を行った結果、いくつかの

商品を開発したので、以下にその内容を紹介する。

流木は樹種が一定でないこと、安定的な供給が困難なこ

となどから、かつては、粉砕・焼却など一般廃棄物として処

理していた。

しかし、昨今の自然・リサイクル志向の高まりもあり、

「廃棄物」ではなく「資源」として活用できないか工夫を重

ねた結果、“流木炭”として利用することになった。長期

間、ダム湖に浮遊している流木は、水によって空気が追い

出されることで多孔性の優れた炭を作ることが可能な原木

である。

当社では、木炭を作る過程で流木を乾溜（いわゆる蒸し

焼き）する際に出る煙から生成した木酢液（もくさくえき）

も商品の材料として何らかの有効利用ができないか検討を

行った。

木酢液は琥珀色の液体で、200種以上とも言われる優れ

た成分を豊富に含んでおり、様々な効能があることから、

従前より、脱臭・消臭や、また希釈したものは土壌改良や

害虫除けなどに用いられている。しかし、炭から抽出した

木酢液のままでは、人体に有害な物質も含んでいるため薬

用としての利用は禁じられていた。この有害物質だけを取

り除くことは非常に困難で、普通に除去しようとすると人

体に有効な成分まで取り除かれてしまう。

当社グループの関連会社は、平成11年にこの有害物質

だけを取り除く技術を開発し、「精製木酢液」の特許を取得

した。これにより化粧品の原料として利用可能となり、国

内で初めて化粧品原料として認可を受けた。

当社グループ会社において、この技術を基に精製木酢液

を配合した化粧品の開発を進め、エピュレ製品として商品化

し、販売を行っている。精製木酢液に含まれる植物性ポリフ

ェノールには、肌の保湿性を保ち、新陳代謝を促進する働き

があるため、特に乾燥肌に悩む方から支持を受けている。

現在では法制度の改正により、木酢液を配合した化粧品は

数多くあるが、エピュレ製品は精製木酢液を調合することで

質の高い商品を目指している。また、化粧品は薬品ではなく

嗜好品であるため、香りや色などに配慮が必要で、木酢液の

独特の香りを抑えたものと、木酢液の自然な香りを活かした

2種類のシリーズを揃えている。その他シャンプー、リンス、

ボディソープ、炭石鹸、入浴剤等の販売も行っている。

化粧品は数多くの商品が世の中に溢れており、エピュレ

製品についても販路や一定の販売量の確保、ブランド認知

等、乗り越えるべき課題は多い。しかし、商品を使ってい

ただいた方々には継続して利用いただいていることもあり、

当社としては引き続き流木の有効利用の手段として力を入

れていきたいと考えている。

1.はじめに

2.流木炭としての利用

3.木酢液の利用

4.おわりに

＊ 電源開発株式会社総務部関連事業室

9リザバー 2006.9

流木の有効利用
――木酢液を利用した化粧品の開発事例――

麻田 政治 *

流木から生まれた
化粧品等
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講　座 

（１）放流警報の義務

洪水調節ダム及び利水ダムとも特定多目的ダム法や河川

法等に基づき、放流に関して危害防止のため、警報等によ

る関係機関及び一般への周知が義務づけられている。

すなわちダムの管理者は「ダムからの放流によって流水

の状況に著しい変化を生ずると認められる場合、これによ

る危害を防止するため必要があるときは、放流に先立ち、

関係機関へ通知し、一般に周知しなければならない」とさ

れている。これに基づき、各ダムでは操作規則等に、放流

時の警報等、具体的な方法が記述されている。

（２）警報区間

警報区間は、ダムからの放流により下流河川の水位が急

激に変化する区間をダム毎に、個々の河川の状況によって

定めている。

（３）警報の方法

危害を防止するための一般への周知は、関係法施行令に

おいて「立札による掲示を行うほか、サイレン、警鐘、拡

声器等により警告しなければならない」と規定されている。

実際のダム管理においては、ダム下流の主要地点に河川

利用者に警告する立札の設置、警報区間のいかなる地点で

も確認できるサイレン吹鳴施設の設置（最近では拡声器に

よるサイレン擬似音と音声により警報する方法が取られる

ことが多い）がされているほか警報車による巡視が実施さ

れている。

サイレン音の到達範囲は広いが、サイレン吹鳴の意味が

全ての下流河川利用者に理解されているとは言えないため、

拡声器を設置し、サイレン擬似音と音声により下流河川へ

河川増水の警報を行うダムが多くなっている。

なお、警報車は集音マイクで、サイレン・スピーカーか

ら警報が流れていることを確認しているが、巡視でも吹鳴

を確認することが重要である。

警報車による警報及び巡視は、ダム操作による下流河川

での事故を防止するために各ダムの操作細則等の中で規定

している。

巡視は必ず2人以上で行い、ダム管理所に下流の状況等

を報告するため、警報車には無線設備が必要不可欠となる。

（１）洪水調節の手順

洪水調節を行うには、まず現在の貯水位とゲート開度か

ら放流量を求め、放流量と貯水量の変動量から貯水池流入

量を求める。次に気象情報、雨量計のデータなどから今後

の流域の雨量を予測し、今後の流入量を予測して当該ダム

の操作規則による「洪水調節計画」と「放流の原則」（後述）

から放流量を決定する。

放流量が決まると、貯水位～ゲート曲線よりゲート開度

が求められ、ゲート操作に入る。（図－1）

（イ）貯水位の算出

貯水池水面は、風、気圧変化、洪水流入、土砂崩壊に伴

う土砂流入、地震、セイシュ（ダム貯水の固有振動）など

の自然的要因やゲート操作、発電取水の急激な変化、揚水

発電などの人為的要因により、常に変動している。

ダム管理における貯水位は、これを基に貯水量が算定さ

れるので、自然的・人為的な水位変動を可能な限り除去

し、貯水位の真値を求める必要がある。

「ダム操作の実務」（２）
――ダムの放流警報と洪水調節時のゲート操作 ――

石塚 一成*

 

ゲート開度 

放流量の算定 

流入量の算定 
操作規則 

操作規則 

ゲート操作の方法 

放流の原則 洪水調節算定 

ダム貯水量の算定 

ダム貯水位 気象情報 流域雨量 

雨量の予測 

ダム流入量の予測 

ダム放流量の決定 

ゲート開度の決定 

ゲート操作 

レーダ雨量計 衛星画像 

図－1 ダムの洪水調節の手順

1.ダムの放流警報

2.洪水調節ダムの洪水時のゲート操作
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通常、ダム管理用制御処理設備（ダムコン）を設置した

ダムでは、自動的に貯水位が記録及び表示されている。

ダムコンから表示される貯水位は、まず2秒間内に0.2

秒ごとの間隔で計測された瞬間貯水位をデータ検定して2

秒毎の計測貯水位が決定される。水位変動を平滑化するた

め、求める時刻の前1分間の2秒毎の計測貯水位30個を単

純平均したものを求める時刻の水位とし、これを順次2秒

毎に算出（移動平均）している。

（ロ）放流量・貯水量・流入量の算出

a）放流量の算出

ダムの放流量は、貯水池の水位とゲート・バルブ等の開

度によりダム毎に水理学的に実験式が算出されており、こ

れを用いる。

平滑化水位は2秒毎に更新されるが、ゲート・バルブ等

の開度の最小読みが1cmであるのに対し、開閉速度は一

般に30cm/分であり、開度が1cm変化するのに2秒を要す

ることから、放流量算定の最小時間間隔は2秒となり、2

秒毎に算出する放流量は情報表示盤、遠方手動操作卓への

表示用に用い、記録には毎正分時の放流量を用いる。

b）貯水量の算出

貯水量は、貯水位（H）と貯水量（V）の関係から算定

する。この関係は、H～V曲線と呼ばれ、ダム毎に貯水池

内の測量成果により作成される。貯水池は、土砂等の流入

により形状が変わるので、特に洪水後は測量をして、H～

V曲線を変更しておく必要がある。

c）流入量の算出

ダムの流入量は、貯水量の変化量とダム放流量から次式

により算出される。

Qit0 ： 時刻t0の流入量（�/s）

Vt0 ： 時刻t0の貯水量（�）

Vt0-T ： 時刻t0よりT分前の貯水量（�）

Qot0 ： 時刻t0の放流量（�/s）

Qot0-T ： 時刻t0よりT分前の放流量（�/s）

T ： 計算時間間隔（通常10分）（min）

（1）式で算出される流入量を仮想流入量という。

実際のダム貯水池への流入量の算出は、（1）式を基本式

として、あらかじめ定めた切り替え流入量値（各ダムの洪

水量程度）より流入量が小さい場合には次の①の方法、大

きい場合には②の方法を用いる。

①貯水位変化毎に求める方法

流入量は、T分間の内における貯水量の変化量と、T分

間の放流量の積分値の和をT分間で平均して算出する。

α：1分間当たりの計測回数（一般的には60回）

②最小二乗法による方法

①の方式では、t0時の流入量を求めているが、T分間の

貯留量の変化量とT分間の平均放流量を用いているため、

T分間の中間値を求めたことになり、T/2分間の時間遅れ

が生じている。この遅れを解消するため、最小二乗法によ

り補正を行うものである。

具体的には、（t0－t0-T）/2時間より直前のN個（30～60

個程度）の流入量を最小二乗法で直線化し、これより

（t0－t0-T）/2時からT/2後の流入量を外挿して求める。

（ハ）流入量の予測

今後のダムの流入量は、それまでの雨量実績（ハイエト

グラフ）と流入量実績（ハイドログラフ）と雨量予測から

推定する。

流入量= +
T分間の貯水量の変化量 

T分間の平均放流量 
T

Ｑ Ｑ 
it0

t0 Ot0 Ｑ 
Ot0―Tt0―TV V

T 60 2
（1） 

Ｑ 
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図－2 流入量算定説明図
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図－3 最小二乗法
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a）降雨予測

雨量の予測には、台風や高層の気象データ、レーダ雨量

計等を用いた各種の予測法が提案されている。

①類似法

類似台風を抽出し、そのコース等で降水量・パターン等

を予測する方法。

②重回帰分析法

あらかじめ過去の台風や高層の気象データを解析してお

き、台風のコース、大きさ、進行速度等を条件として作成

された降雨予測方程式により、平均的な総降雨量、降雨の

開始、終了の時間を予測する手法。

③台風モデル法

台風を理論的に展開し、過去の台風から係数を求めて当

該流域に当てはめ予測する手法。

④レーダ雨量計による予測手法

レーダ雨量計で捉えられた降雨の移動方向、増減傾向を

その後も継続すると仮定して今後の雨量を予測する手法。

b）降雨から流入量の予測

予測雨量からダムの流入量を求めるには、ラショナル式

（合理式）、単位図法、流出関数法、タンクモデル法、貯留

関数法、特性曲線法などの流出解析手法が提案されており、

ダム毎に流域に合った手法が取られている。

ダムのゲート操作は、一般に洪水時においては10分間で

行われる。従って、流入量の算定、流入量の予測は極めて

短時間で完了しなければならない。そこで、ダムの諸量や

流域雨量、レーダ雨量計などのデータから流入量予測を行

うシステムがコンピュータシステム化されていることが望ま

しい。

（２）洪水調節方式

（イ）自然調節方式

坊主ダム方式、穴あきダム方式またはゲート一定開度方

式とも言われ、人工操作のためのゲートが無い、もしくは

ゲートを有していても洪

水時にゲートを一定開度

のままで人工操作をしな

い洪水調節方式である。

小流域で洪水の到達時

間が短く、ダム操作の時

間的余裕が無い場合等に

有効である。

（ロ）一定量放流方式

いわゆるピークカット方

式、一定の流量以上を調

節して放流する方式であ

る。この方式は下流の河道

改修が終了している場合

に効率的である。

（ハ）一定率一定量放流方式

洪水の流入量のうち洪

水調節開始流量（下流域の

堤内地、河道内の各種施

設に大きな被害を及ぼさな

い流量：ダムの操作規則で

は「洪水量」と規定）以上に

ついて、ピーク流量までは

流入量に対し一定の率で洪

水をカットし、ピーク以後

は一定量（ピーク時の放流量）を放流するものである。

（ニ）その他の方式

この他、全洪水量貯留方式や不定率貯留方式（鍋底カッ

ト方式）等がある。

（３）洪水調節の操作

（イ）放流の原則

一般に操作規則では「放流の原則」として、ダムから

の放流により下流に急激な水位の変動を生じないように努

めるものとされている。そして、気象等の状況により特

に必要があるときは、流入量の時間的な増加割合を限度

として放流を行うことができるようになっている。

例えば、「放流量は、放流開始後30分までは、放流量の

増加量を10分ごと毎秒15立方メートル以内…」として操

作細則で決められている。

従来、この基準は下流河川内の利用者の避難等を考慮し

て「急激な水位の変動」を30分間に30～50cm程度の水

位上昇と考えて定められたもので、流入量がこの基準より

急激に増加しているときでも必ず守らなければならないも

のではない。

この規定により放流が制限されるのは、流入量がまだ低

いレベルの放流、予備放流時、洪水初期に流水の貯留操作

から水位維持（流入＝放流）あるいは洪水調節操作へ移行

する時である。

Qp

ダムカット流量 

流入量 放流量 

時間 

流
量

 

図－4 自然調節方式
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流入量 ダムカット流量 
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図－5 一定量放流方式
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放流量 
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量

 

図－6 一定率一定量放流方式
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書評「にっぽんダム物語」
（社）日本大ダム会議出版企画　豊田高司編　岡野眞久ほか著

「本当にダムは不要なのか」─表紙カバーを開くとこんなあおり文句が目に入る本書

は、食料・エネルギー生産や洪水調節などを通じて有史以来いかにダム貯水池が経済の

発展と社会の安定に貢献してきたかについて包括的にとりまとめた解説書である。

社会経済の歴史的発展とダム貯水池など水資源開発施設との関わりの変遷について、

下筌ダムや長良川河口堰などをめぐる紛争が法制度の変更に及ぼした経緯なども織り

込みつつ語られている。世界の著名なダム貯水池等についても触れられ、巻末の文献リ

ストも充実しており、ダムや貯水池の建設と運用に関わる技術者のみならず広く水管

理に関して学びたい読者には格好の入門書となっている。

ただ、ダム貯水池がこれまでどれだけ社会の役に立ってきたか、という話がこれから

作られるダム貯水池の必要性を必ずしも裏付けてくれるわけではない。長年にわたる

蓄積の結果、それなりにダム貯水池が整備され、それなりの治水・利水安全度が確保さ

れたかのように感じられている現在、厳しい財政事情下で新たな水資源開発・治水投資

が適切であるかどうか、それは一般論ではなく個々の事例ごとに判断する必要がある。

本書はそれを考える糸口にもなり得るだろう。
東京大学生産技術研究所　助教授　沖　大幹

（ダム・堰危機管理業務顕彰委員会　委員）

四六判／252頁
定価 2000円（税込）㈱山海堂

◎発行日 2006年7月29日

（ロ）放流量・ゲート開度の決定

これまで述べてきた流入量の予測、洪水調節方式及び放

流の原則等から洪水調節時の放流量を決定し、操作細則に

定めてあるゲートの操作方法（ゲート使用順序、ゲート間開

度差等）により、各ゲートの開度を決定することになる。

（ハ）ダム管理用制御処理設備の活用

近年のダムには、ほとんどダム管理用制御処理設備（ダム

コン）が設置してあるので、これまで述べたダムの操作に

必要なデータ、諸計算の結果は自動的に情報表示盤等の画

面に表示されるようになっている。表示されている数値の一

つひとつが、どのように計算され、どのような意味を持つの

か理解した上で、ダム操作の判断を行っていく必要がある。

ゲート・バルブの操作をダムコンにより自動で行う（自動

操作）ことは、技術的には可能である。しかしながら、低水

時は放流能力の小さいバルブが使用されるため自動操作は

認められているが、洪水時は、使用するゲートの放流能力

が大きいことから半自動操作（職員がダムコンから提示され

る目標とするゲート開度を確認し起動ボタンを押す）を行う

こととし、自動操作は認められていない。

また、ダムコンピューターが故障した場合、手計算でも

計算ができる体制が必要である。

（ニ）機器故障時の対応

洪水調節時は、悪天候時（暴風雨、集中豪雨、雷等）であ

るため、崖崩れ・落雷等による停電が発生することもあるが、

その場合は予備発電機が自動的に稼働するようになっている。

さらに、予備発電機も故障した場合には機側のエンジン

を用いた操作あるいは手動（手巻）操作によりゲート・バ

ルブの操作が可能である。

常に最悪の事態を想定して、システムがダウンした場合

の水位計などのダム諸量の収集、手計算による必要情報の

算出、連絡体制の確認、機側でのゲート・バルブ操作等を

習得しておくことが必要である。

＊ 財団法人ダム水源地環境整備センター研究第一部
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独立行政法人水資源機構 一庫ダム管理所

貯水位低下を利用した魚類捕獲調査

近年の環境に対する意識の高まりにより、ダム湖におけ

る水生生物についても関心が高まってきており、ダム管理

者として外来生物を含め魚類生息の実態を把握することが

重要になってきている。

従来の河川水辺の国勢調査などによる捕獲方法（投網、

タモ網、刺網等）では、水深や湖底状況及び調査者の技量

によって、調査結果にばらつきが生じ、生息個体数を正確

に把握することは困難であった。

このため、一庫ダムでは貯水位低下時期に「貯水位低下

を利用した魚類捕獲法」（以下「水位低下式定置網」とい

う）を2005年度より試行的に実施したので報告する。

水位低下式定置網は、貯水池上流端付近を袖網により連

結させた複数の袋網を用いて浅瀬を完全に囲い、その後のド

ローダウンによる貯水位低下時（EL.149.0m→EL.135.3m）

に、魚類を一網打尽にする方法である。

この方法を用いることで、調査者の技量による捕獲量へ

の影響を極めて小さくするとともに、刺網などのこれまで

の手法に比べて魚に与えるダメージを少なくできるため、

ほとんどの個体を再放流することが可能となった。

一庫ダムでは、網を流入支川の田尻川および黒川の2カ

所に設置した。

今回の調査では、魚類を生かしたまま貯水池に再放流す

るため、袋網を設置してから概ね2日に1回、船上から袋

網を持ち上げ、捕獲された魚類を回収した。

捕獲魚は、個体毎に魚種、体長、重量を計測し、在来魚

については再放流することとした。黒川では9回の回収で

3,498個体、田尻川では2回で500個体の魚類を捕獲した。

なお、捕獲した魚類のうち、オオクチバス、ブルーギルな

どの外来生物は殺処分とし、このうちブルーギルについて

は肥料にして再利用することとした。

一庫ダムでは、1991年に約98%を占めていた在来魚は、

1995年に約76%となり、2005年調査時には35%弱まで減

少しており、外来魚が大勢を占める貯水池となっている。

（1991、1995年は河川水辺の国勢調査の結果による）

今回捕獲したブルーギルについては、乾燥・粉砕し、試

験的に野菜及び花の肥料として再利用しており、今後も駆

除した外来魚の再利用方法について検討を行っていく予定

である。

また、今回の調査結果は、貯水池支川の一部におけるも

のであり、今後は、貯水池全体の魚類相を把握するため、

調査箇所を増やしていくとともに、簡易な魚種や個体数の

把握方法も検討し、貯水池の環境保全を進めていきたいと

考えている。

1.はじめに

2.水位低下式定置網の特徴

3.魚類捕獲結果

図－1 水位低下式定置網による魚類捕獲のイメージ

写真－1 捕獲状況 写真－2 ブルーギル

4.貯水池内魚類相の経年比較

5.今後の取り組み

水位
低下

袋網 袋網
3m
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国土交通省河川局河川環境課流水管理室

事前放流に伴う損失補填の考え方

事前放流は、平成16年の深刻な豪雨災害を受け、「豪雨

災害対策緊急アクションプラン」に基づき、既存ダムの有

効活用の一環として実施することになったもので、ダムの

計画規模を超える洪水が発生する恐れがある場合や、洪水

による災害が発生する恐れが大きいと認められる場合に、洪

水発生前に貯留水を放流し、治水容量をダム計画上の容量

以上に確保するものです。

●利水者のために確保している容量を放流するものであるこ

とから、一旦放流した容量を回復させることが大前提とな

ります。

●このため、事前放流の実施に当たっては、各ダム毎に事前

放流実施要領を作成するとともに、関係利水者の同意と

地方整備局長等の承認を得ることが必要と考えています。

●なお、事前放流を実施する場合は、関係利水者に予め通

知することとしています。

（1）基本方針

事前放流は、使用した利水容量を回復させることが基本

ですが、万が一回復しなかった場合には、利水事業者の従

前の機能を著しく低下させることになることから、利水事

業者が機能回復のために実施した措置に対し、ダム管理者

が利水事業者と協議の上、要した費用を負担する制度です。

（2）対象者

補填の対象として、以下の各利水事業者を考えています。

●特定多目的ダムにおけるダム使用権者（水道、工業用水、

発電）及び特定かんがい水利使用者

●河川法の兼用工作物において協定を締結している共同事

業者（水道、工業用水、発電、特定かんがい）

（3）要件

事前放流に使用した利水容量が、従前に回復しないこと

に起因して、利水事業者の機能の低下が生じた場合、この

機能の回復のために講じた措置のうち、利水事業者から申

し出のあったものについてを、この制度の対象と考えてい

ます。なお、給水制限等の営業損失については、この制度

の対象とは考えていません。

（4）損失補填の対象期間

●損失補填の対象期間は、事前放流に使用した利水容量が

従前に回復しなかった時点から、その後回復した時点ま

での期間を考えています。

●事前放流を実施しなかった場合のダムの水位については、

ダム管理者においてシミュレーションを実施します。

●その結果を踏まえ、ダム管理者と利水事業者が協議の上

決定します。

（5）申し出期間

事前放流により水位が回復できなかった場合、洪水調節

終了後に確認できることから、事前放流に使用した利水容

量が従前に回復した時点から6カ月以内を原則として、利

水事業者からの申し出期間とします。申し出の後、ダム管

理者と利水事業者の間で協議を行い、補填金額を決定する

ことになります。

1.事前放流

2.損失補填の考え方

流 

量 

事前放流しない場合 事前放流を行った場合 

時間 

流 

量 

時間 

流入量 
貯留 貯留 

計画以上と判断 

ただし書き操作 

洪水被害の 
発生！ 

放流量 放流量 

流入量 

ただし書き操作の解消 

治水効果 
発揮 

事前放流 

事前放流で確保した容量を使用 

貯留水の 
放流 

貯留水の 
放流 

貯留水貯留水の 
放流 

貯留水の 
放流 

 
図　計画規模を超える異常洪水の事前放流
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追分利夫＊

東北電力株式会

社では、阿賀野川

の豊富な水量と落

差を効率的に利用

するため、只見川

から階段式に11の

ダムを設置し、そ

れに付随する16カ

所の発電所で最大

出力864,200kWの

発電を行っている。

11ダムの管理は、会津若松支社会津ダム管理センター

（以下「管理センター」という）の統合管理の下、上流

に只見川ダム管理所、下流に阿賀野川ダム管理所を設

置して行っている。

阿賀野川ダム管理所は、下流に位置する新郷・山

郷・上野尻・豊実・鹿瀬・揚川の6つのダムと、それ

に付随する11カ所の水力発電所及び土木工作物の保守

管理を24名体制で行っている。

なお、現在のダム管理所の体制は、各ダムに駐在し

ていたダム勤務員の生活環境改善と世代交代及び技術

継承を目的に平成2年3月に発足している。発足当初、

遠方からのダム制御は会津技術センター制御所（以下

「制御所」という）からのみであったが、その後、管理

所へのダム遠方監視制御装置導入や、ダム制御装置の

更新及びITV装置導入等の条件整備を進め、平成9年度

には阿賀野川ダム管理所からのダム制御も可能になった。

また、ダムの運用においては、管理センター、制御

所と連携をとるとともに、管理所監視制御装置を用い

て、気象・水象情報の収集、各ダムの状況監視、関係

機関への通知、通報及びダムの遠隔監視などを、2名に

よる宿直体制で24時間常駐して行っているが、出水処

理時には各ダムにダム主任と担当者が出動してゲート操

作を行っている。

平常時は、この水系の豊富な水を効率的に運用する

ため、制御所員が3交代勤務で発電運用を行うととも

に、ダム主任の指揮のもと、ダムのゲート操作も行っ

ているが、予備警戒体制が発令されると、ダム管理所

員が各ダムへ出動してそれぞれゲート操作を行っている。

なお、この水系には11のダムが階段状に設置されて

いることから、各ダムが個別に判断して操作したので

は、適正な出水処理ができないため、管理センターが

洪水監視装置を用いて水系全体の水象・気象情報の収

集及び降雨・出水予測を実施し、警戒体制の発令・解

除や各ダムへの操作方針の大綱を指示するなどの統合管

理を行っている。

近年、親水意識の高まりにより、河川利用者が増加

するとともに、重大な水難事故も発生しており、ダム

放流に起因する災害は社会的に注目を浴びている。こ

のため、ダム下流河川利用者の安全確保のため、ダム

図－1 水系図

阿賀野川ダム管理所

只見川ダム管理所新 潟 県

山 形 県

福 島 県

栃 木 県

上  田

本  名

宮  下

山  郷

新  郷

豊  実
鹿  瀬

揚  川 上野尻

片  門

楊  津

写真－1 ダム管理センター洪水監視装置

1. はじめに

2.阿賀野川ダム管理所の概要

3.発電運用とダムの統合管理について

4.河川パトロールについて
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操作規程に基づいてダムか

らの初放流時には関係する

自治体や警察署などへの通

知、通報を行うとともに、

放流警報装置のスピーカー

やサイレンにより注意喚起

を行うなど、安全対策には

万全を期しているが、釣り

やレジャーなどで河川への一

般市民の立入りが予想され

るダムにおいては、昼間帯の

初放流時における河川パトロールを的確に行っている。

また、沿川の方々への理解浸透のために洪水対策連絡

協議会を設置して、定例的な会合を開催したり、小中学

校への水難防止パンフレットの配布や放流警報の吹鳴時

期及びその内容を市町村の広報誌に掲載していただくな

どのPR活動を行っている。

最近の大きな出水としては、平成16年7月の新潟・

福島豪雨によるもので、流域において断続的に強い雨

が降り、特に新潟県に位置する雨量観測所では日雨量

が約300～400mmに達する豪雨となった。

このため、新郷ダムでは、過去7番目の最大流入量

となる約4,800m3/sを記録した。また、最下流の揚川

ダム（昭和33年運開）では、支川（通常10m3/s程度）

の河川流量が一気に1,800m3/sに達し，既往最大流入

量となる約6,800m3/sを記録した。

この出水は、梅雨前線の停滞により1週間続いたが、

各ダムでは管理センターからダム管理所を経由して配信

される気象や今後の見通しなどの情報を収集しながら、

2名体制の2交代で昼夜を問わず出水処理を行った結果、

地域の方々へ影響を及ぼす災害にはならなかった。

ダム管理所員も世代交代となり、災害を伴う大きな

出水を経験した所員も少なくなってきている。また、洪

水は頻繁にあるものではないため、いざという時のた

めの日頃の訓練が重要となる。このため、管理センタ

ーに設置されたダム操作訓練用シミュレータ装置により

自主的な訓練を数多く行っている。

このシミュレータ装置は、東北電力全体のダム勤務

員と制御所員を対象にダム操作技術の習得を目的とし

て、平成元年より運用を開始している。平成17年度に

は装置を更新し、従来からの訓練項目に加えて阿賀野

川水系11ダムの制御装置と連動させて一斉に訓練を行

う水系連携操作訓練など、より実践的な訓練機能を追

加し、操作訓練内容の充実が図られている。

今年7月26日の「平成18年7月豪雨」は、九州地方

のほか、山陰地方や長野県といった広範囲に及ぶ水害

であり、東北地方南部に位置する当管理所にあっても、

“対岸の火事”ではないと認識しているところである。

今後、当地域においても、同様の事象の発生が考え

られることから、管理体制の一層の強化を図り、地域

の方々に信頼されるように適切なダム管理を行っていき

たいと考えている。

6.ダム操作訓練・教育

5.最近の出水状況

＊ 東北電力株式会社福島支店会津若松支社　
会津ダム管理センター　阿賀野川ダム管理所長

写真－4 シミュレータ装置

写真－3 平成16年出水状況（新郷ダム約4,800m3/sの状況）

写真－2 水難防止
パンフレット

7.おわりに
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羽鳥ダム管理所（以下「管理所」という）を訪問し、鈴木

幸藏所長と新藤直也係長にお話を伺った。

羽鳥ダムはかんがい専用ダムで、洪水吐は非調節型横越

流式。ダムの堤体積31万8千m3に対し、有効貯水量は

2,595万1千m3と、ダム堤体積の約80数倍の水を貯めるこ

とのできる効率のよいダムである。

管理所には、鈴木所長

の他、庶務係長、施設管理

係長、施設管理係員2名の

計5名が勤務しており、水

管理をはじめ、ダム堤体、

取水設備、導水トンネル、

放流警報装置や流量観測

設備等の施設管理、関係

行政機関や土地改良区等

との対外調整、行政事務といった業務を行っている。

古いダムだけに、施設管理には最もウエイトを置いてい

るという。「このダムには間隙水圧計や層別沈下計といっ

た埋設計器がありません。後からボーリングして堤体に観

測井を設置しましたので、それを使って地下水位を毎日計

り、浸潤線の目安としています。ちょうど今は稲の穂ばら

み期で、水を相当使いますから貯水池の水位低下が激しい

ので、浸潤線の変動には気を遣っています」

また、職員がいない夜間・休日の施設の監視や土地改良区

への対応については、矢吹原土地改良区（以下「土地改良区」

という）に業務を委託しており、職員が宿日直を行っている。

羽鳥ダムでは、5月1日～9月10日がかんがい期、それ

以外は非かんがい期、さらにかんがい期の中でも5月1日

～15日までがしろかき期、5月16日～9月10日までが普

通期となっている。しろかき期には最大5.75m3/s、普通期

には最大3.93m3/sを隈戸川へ分水し、かんがい用水源と

している。

その年のダムの利用計画については、土地改良区の用排

水調整委員会において取水実施計画（案）を策定し、ダム管

理所に提出する。「年度当初において、年間の取水計画に

ある程度の目途を立て、東北電力（株）との年間協定取水量

である3,250万m3の範囲内でやっていこうと確認を行って

います。しろかき期は使用水量に変動がありますので、毎

日、受益地内の水状況調査を行っている土地改良区と連絡

を密にし、ダムの貯水量の状況を見ながら取水量の増減要

請に対応しています」

取水施設は、ちょうどダム堤体の対岸に位置し、操作は

管理所操作室から遠隔操作で行っている。国営造成施設整

備事業で改修し、昭和54年に完成したものである。

昭和54年に遠隔操作の施設が入る前は、操作員が毎日

寝泊りして操作していたそうだ。

また、非かんがい期には、受益地内用水路の維持管理用

水として、水利使用規則において0.1m3/sの取水が認められ

ており、年間を通して取水設備の操作が必要であると言う。

［ 管理所訪問 ］

鈴木所長

東北農政局羽鳥ダム管理所

羽鳥ダムの水管理

東北新幹線の新白河駅から車で1時間足らず。爽やか
な高原リゾートとして民間企業が売り出している一角に羽
鳥ダムがある。「ダム湖百選」や「ふくしま緑の百景」にも選ばれている羽鳥ダム。貯水池周辺のサイクリングロー
ドでは家族連れがサイクリングを楽しみ、湖畔では涼しい風を受けて釣り人が糸を垂らしていた。
羽鳥ダムは、白河矢吹開拓建設事業で新たに開発された1,600haの水田のかんがい用水源として、昭和31年に

阿賀野川水系鶴沼川に完成した農林水産省直轄のダムである。鶴沼川は、本来日本海側へと流れる川だが、羽鳥
ダムはその水を堰止め、奥羽山脈を横断する約2㎞の導水トンネルで阿武隈川水系隈戸川の源流近くに導水し、太
平洋側へと流れを変える分水嶺の役割を果たしている。
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かんがい用 羽鳥ダム



19リザバー 2006.9

羽鳥ダムが造られる以前から、鶴沼川では東北電力（株）

が発電を行っていた。発電所はダムの下流約8kmに位置

し、鶴沼川以外も支川に広い流域を持っているので、通常

は発電に十分な水量が確保されている。しかし、河川水が

規定よりも少なくなった場合は、最大3m3/sを発電のため

にバルブ（電力放流バルブと呼んでいる）から放流するこ

とになっている。「例えば、東北電力（株）から、これから1

カ月間2.5m3/s放流してほしいという要請があれば、管理

所で今の貯水量の状況やこれからの使用量、ダムへの流入

量等を考慮し、農業用水に影響が生じない範囲で対応して

います。あくまでも、ダムに貯留した水を発電に使うとい

うのではなく、ダムへの流入水をそのまま出すという基本

的な考えに基づいて運用しています」

また、羽鳥ダムでは、かんがい期に向けて雪解け水を貯

めており、4月末を目処に貯水池は満杯になってくる。貯

水池が満杯になると、水は洪水吐から越流する。越流する

場合は、それが洪水によるものでなくても、警報装置を使

って下流住民に放送することになっている。管理所では、

あまり早い時期に越流が始まらないよう気を使っているそ

うだ。「電力放流バルブから流さないとどんどん貯まって

越流してしまいますから、下流の皆さんに心配をかけない

ために、東北電力㈱にお願いして、バルブから放流させて

もらい、貯水位の調節を行っています」

羽鳥ダム周辺の年平均降水量は1,200mm程度と少なく、

また、流域の地形はなだらかであり、降った雨も一気に貯

水池に流入するのではなく、じわじわと少しずつ流入して

くる特徴を持っている。

会津南部地方に大雨洪水警報が発令されると管理所では

警戒体制を敷き、夜間や休日で職員が管理所にいない場合

は、鈴木所長が職員全員に連絡を入れ、管理所に出勤する

体制となっている。「今年の春先に2回、大雨洪水警報が出

ましたが、それでもこの辺りには雨は降りませんでした。

梅雨の時期には前線の影響による降雨はありましたが、警

報が出る程ではありませんでした」

比較的洪水には縁の薄い土地柄だが、平成10年8月26

日から31日にかけて、台風4号に刺激された前線活動によ

って、栃木県北部と福島県南部を中心に大規模な水害をも

たらした集中豪雨は白河観測所で最大連続雨量555mmを

記録した。これは発生確率で440年に一度の雨量にあた

る。管理所では、東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務

所からの応援要員と共に、職員が1週間泊まりこんで対応

したという。

管理所では、各機関への連絡や下流への警報の他、雨量

や流入量の予測、バルブの閉まり具合等の点検を行いなが

ら貯水池を見守った。当時、管理所に勤務していた新藤係

長は言う。「空き容量は1,000万m3程ありましたから、ま

さか越流することはないだろうと思いました」

ところが、あっという間に満杯になり洪水吐から鶴沼川

羽鳥ダム

平成10年洪水洪水吐からの越流

電力放流バルブの有効利用

平成10年8月の洪水
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へ100m3/s を超える越流が始まり、設計洪水流量の

288m3/sに迫ったことから、緊急避難的に取水設備による

放流も考えた。しかし、もう一方の隈戸川への放流は農業

取水のみで、洪水を流すことはできない。「資料を見てお

りますと、当時の所長も、取水ゲートを開けて隈戸川の方

へ洪水を流すかどうか、判断に苦慮したことと思います。

隈戸川への放流も考えたようですが、その時にはもう隈戸

川沿川にかなりの被害が出て、水を一滴も流せない状態に

なっており、鶴沼川で処理せざるを得なかったのです」

集中豪雨の後日、地元天栄村が開いた水害に関する報告

集会では、洪水吐からの越流水には恐怖を感じたという話

が住民から出たという。「洪水の間も、住民の皆さんから、

ダムは本当に大丈夫なのか、決壊しないかという問い合わ

せの電話が殺到し、管理所ではその対応にも神経を遣った

のではないかと思います。私たちも普段から農業用のダム

でも空き容量が十分に確保できている場合には、一時的に

常時満水位まで貯留が可能であり、結果的には洪水を多少

なりとも調節する機能を備えている等を説明し、住民の皆

さんをケアしていかなければならないと思います」

冒頭でも紹介した通り、羽鳥湖は四季を通して人々が訪れ

る拠点となっている。所在地の天栄村は、羽鳥湖を観光の核

に据えており、管理所にも村の産業振興課が折々に観光に関

するアイディアを持って相談に来るという。以前、阿武隈土

地改良調査管理事務所主催で行っていた貯水池周辺の「クリ

ーンアップ作戦」は、平成15年からは村が主体となって年2

回行うようになり、毎回多くのボランティアが参加している。

羽鳥湖は冬期間結氷することからワカサギ釣りが有名で、毎

年路上駐車やゴミ放棄で困っていたが、最近は漁業組合が漁

業権を設定し、これらの管理を行っている。

また、農林水産省の補助事業である水環境整備事業で整

備した吊り橋などがあり、駐車場や遊歩道も完備されてい

るのに加え、湖は（財）ダム水源地環境整備センター認定の

「ダム湖百選」※に、また展望台からの眺めは、（株）福島民

報社・（社）福島県緑化推進委員会選定の「ふくしま緑の百

景」に選ばれており、羽鳥湖は人々の憩いの場として親し

まれている。

土地改良区や電力会社と調整しながらの水管理や、古く

なった施設管理について詳細に説明してくださった鈴木所

長だが、実はこの4月に就任したばかりである。「最低1年

は勤務してみて感じるものだと思うのですが」と前置きし

ながら、ダム管理で充実感を感じる時のことを語ってくれ

た。「春先から水田に水を流して、その年は災害もなく豊

作であったという、そういった1年が過ぎた時に、管理業

務の大切さというのを感じるのではないかと思うのです」

半年後のしろかき期を迎える頃、羽鳥ダムに満々と水を

貯め、充実感を味わう鈴木所長の姿を思い浮かべながら、

管理所を後にした。

（取材・文　神澤志摩）
※「ダム湖百選」
http://www.wec.or.jp/center/hyakusen/hyakusen_top.htm

「ダム湖百選」

「ふくしま緑の百景」

羽鳥湖は観光の核

おわりに



読者  
の声  
読者  
の声  
読者  
の声  

21リザバー 2006.9

1.はじめに

今年3月発行された「生命の川」（サンドラ・ポステ

ル、ブライアン・リクター共著）（山岸哲、辻本哲郎

共訳）に触発され、「下流河川生態系保全等に配慮し

たダムの流況管理（ダム操作）はどのようにあるべき

か」について有志による懇談会を設け議論してみた。

そして、日本の河川やダムの特性から出来ること、

出来ないことという条件はあるものの、今後ダムとし

て検討すべき方向をまとめたのでその要旨をここに紹

介し、ダム管理に関係する方々の議論のきっかけにし

ていただけければ幸いである。

2.「生命の川」における健康な河川の生態系に必要な流況

「生命の川」において、河川生態系に必要な流況を

管理する原理について8項目にまとめている。

その要点は以下の通りである。

①川の流況を変える時は自然流況を模倣する。②年

間の流況パターン、一時的な流況パターンは保持する。

③河川の取水は雨期に行う。④維持流量は雨期の高い

流量を保持する。⑤雨季の洪水発生を認める。⑥洪水期

間の短縮には限度がある。⑦洪水の全てを弱体化させて

はいけない。⑧雨季の最初の洪水は無調整で認める。

3.日本の河川の特性

上記原理を日本の河川に照合した場合、次のような

理由により顕著な効果を上げることは困難である。

①日本の河川は改修工事が進んでおり、氾濫原はほ

とんど存在しない。②堤防近くまで民家があり、堤防

を越す洪水の復元には限度がある。③日本のダムは山

間地に多く規模も小さく、米国等のように年間総流出

量を貯留できるものはほとんどない。また、山間部に

は水路式発電所が多く、少ない流量を著しく減少させ

ている。④河川にはかんがい、発電、水道、工業用水

等が既得水利権として張り付いており、流況改善のた

めにはこれらを調整しなければならない難問がある。

⑤流況改善に大量の流水を取り戻すには、住民、水利

権者との合意が必要であり、きわめて困難である。

4.流況改善可能性の検討の進め方

懇談会としては、上記の河川特性はあるものの、河

川生態系保全に配慮した流況に向けて、それぞれのダ

ムについて改善の可能性を検討することが望ましいと

して、その検討すべき手順、留意点等をまとめた。

①ダムは、それぞれの種類、建設位置等によりそれ

ぞれの事情、条件があるので、全てのダムを一律に検

討するのではなく、個々のダムの諸条件に従ってダム

操作の改善の可能性を検討していく必要がある。

②検討ダムは、まず水利用が単純で、発電によりバ

イパスされていないような、やり易い河川で、かつ改

善効果が分かり易い河川を選定する。

③検討する時期は、洪水への移行期、梅雨期、融

雪期などがし易い。

④選定されたダムで、まず流況改善のためのダム操

作を試算する。たとえば下流基準点の流況改善流量を

仮定し、これを超える流水分の50%（現在は100%）を

貯めるなど。

⑤試算したダムにおいて、試算のようなダム操作を

するための諸方策（たとえば、制限水位の上に貯める

のか、制限水位以下に放流するのか、統合管理か、堆

砂容量を使うか等々）を検討する。

5.今後の展望

生態系に配慮したダムの管理は重要課題である。今

後生態系に配慮した流況は如何にあるべきか、それら

に配慮したダム操作はどこまで可能かについて、生態

系関係者と河川関係者の対話と共同研究が期待され

る。また、このような流況管理を評価するために、実

際の現場において順応的管理の考え方に基づき試行し、

研究を進めていく必要がある。

＊　流況管理懇談会　

メンバー　廣瀬利雄（座長）、山口甚郎、今村瑞穂、

寺薗勝二、北誥良平、齋藤　源

ダムによる流況管理について

流況管理懇談会*座長　廣瀬利雄



貯水池管理の総合的な情報誌「リザバー」第11号をお届
けします。
今年の梅雨及び夏台風による豪雨では、川内川、天竜川上
流、斐伊川等で大洪水となり、それらの流域のダム管理所に
おいては昼夜の活動が続いたことと思います。これからは秋
の台風シーズン、緊張感をとかずに頑張ってください。
●「提言」は、東京電力（株）フェロー吉越洋氏に、今年７
月長野地方を襲った異常洪水における電力ダムの洪水対応
を紹介していただいたあと、ダムの流木塵芥・堆砂・富栄
養化の環境問題について、国土保全の観点から流域全体の
問題として関係者が協調して取り組むべきではないかとい
う示唆をいただきました。同様な悩みを持つ全国の多くの
貯水池管理に関係する方々の今後の対応に、お役に立つこ
とを期待しています。
●「座談会」は、平成17年の異常渇水時のダム管理所の対
応について、国土交通省河川環境課の山本課長補佐を司会
に、当時直接指揮された4名のダム管理所長等に、成功点、
反省点、渇水に対するPRについて、その実態と今後の課
題等を語っていただきました。
●「事例紹介」の一つは、第3回ダム・堰危機管理業務顕彰
奨励賞の大石ダム管理支所から、無水区間解消のための放
流と、洪水に達しない洪水調節の操作軽減を兼ねた運用が

紹介されました。下流河川環境への配慮としてのダム運用
策として参考になることと思います。
●次の「事例紹介」は、ダム湖の流木の有効活用例として、
木炭化する過程で生成した木酢液を化粧品として開発した
事例の紹介です。ダム湖への流木は、各ダムとも頭の痛い
課題ですが、このような事例を参考に各ダムで工夫してい
ただければと考えます。
●「講座」は、前号に続いての洪水編の２回目「放流警報と
洪水調節ダムの操作」です。次回は利水ダムの操作につい
て予定しています。
●「トピックス」として、一庫ダムから「水位低下を利用し
た魚類捕獲調査」、国土交通省河川環境課から新しい施策
の「事前放流に伴う損失補填の考え方」、そして書評
「にっぽんダム物語」を掲載しました。
●「管理所訪問」は、阿賀野川の上流から阿武隈川上流にか
んがい用水分水のため建設された農林水産省直轄でリゾー
ト地でもある羽鳥ダムを、神澤志摩さんが訪ねました。
●「読者の声」は、廣瀬さんから「ダム下流河川に配慮した
流況管理」について投稿いただきました。これに対する皆
様からの意見をお待ちしています。

（「リザバー」編集事務局）
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今年もダム・堰の現場における危機管理に関して、他の模範となるような創意工夫活動

（�事前予防活動、�洪水対応、�渇水対応、�事故対応の4分野）の募集を行います。

�――― 募集締め切り：平成18年11月15日

■募集要項及び応募様式等は、下記ホームページからダウンロードできます。

（http://www.wec.or.jp/center/jyouhou/iinnkai/kenshou/H18/boshu/kenshou-index.htm）

昨年度の顕彰の概要は、「リザバー」2006.6夏季号をご覧ください。
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Tel:03-3263-9967 Fax:03-3263-9922 E-mail:kensyo@wec.or.jp

●・・・・・・・「平成18年 ダム・堰危機管理業務顕彰」募集・・・・・・・●
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委員長：中川 博次（立命館大学理工学部 客員教授）
委　員：久保田 勝（国土交通省河川局 河川環境課長）、米田 博次（農林水産省農村振興局水利整備課 施設管理室長）

雨宮 宏文（元福島県土木部長）、福田 昌史（（独）水資源機構 理事）、吉越 洋（東京電力（株）フェロー）
岡野 眞久（（財）ダム水源地環境整備センター 理事）


