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提言 

近年、豪雨が頻発している。時間雨量が100mmを超

える降雨の発生回数（／年）は、図－1のとおり、ここ

10年、従前に比べて倍増している。表－1は、吉野川水

系の早明浦ダムにおいて管理開始以降30年間で記録さ

れた10大洪水を整理したものであるが、実に、10洪水

中4洪水が平成16年、17年に発生している。

このように、近年の大洪水が起こりやすい気象状態を

考えたとき、豪雨の発生頻度が少なかった過去の降雨現

象を踏まえて計画された洪水調節方法だけで十分なのだ

ろうか。むしろ、異常と思われる豪雨が起ったときに対

応できるような「非常時のダム操作」というものを考え

ておく必要があるのではないだろうか。

ここで私がいう非常時のダム操作とは、ダム下流の河

川において、この水位以上になれば大被害が発生すると

いう状況の中で、気象状況をみながら、放流量を調節

し、その水位を超えないように操作するというものであ

る。この水位を「大被害発生水位」と定義し、図－2を

用いてもう少し詳しく説明しよう。

図－2の上段がダム地点の流入量・放流量、下段がダ

ム下流の危険地点での水位である。今までのダム操作

は、図－2のa）のとおり、ダムに計画規模の降雨と洪水

流入があってそれに対して計画通りの放流を行い下流を

大被害発生水位を睨んだダム操作方法に関する提案

独立行政法人水資源機構 理事長　青山俊樹

1.頻発する豪雨

2.非常時のダム操作の提案12
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図－1 時間雨量100mm以上の降雨発生回数
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図－2 ダムの洪水調節と下流水位の変化

表－1 早明浦ダム流域における10大洪水
〈ダム流入量（最大）の大きい順〉

1 昭和50年08月17日 台風t5t号 7,240 678

2 平成17年09月06日 台風14号 5,639 708

3 平成09年09月16日 台風19号 5,137 419

4 昭和51年09月12日 台風17号 4,762 1,724

5 平成05年08月10日 台風t7t号 4,266 484

6 平成16年08月30日 台風16号 4,006 374

7 昭和57年08月27日 台風13号 3,943 445

8 平成16年09月29日 台風21号 3,938 418

9 平成16年10月20日 台風23号 3,883 428

10 平成05年09月04日 台風13号 3,809 292

最大流入量 流域平均
順位 洪水年月日 洪水原因 （m3/s） 総雨量

（mm）
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提言 

無害水位（H0）に抑えるという、理想的な洪水調節であ

る。それより小さい洪水の場合は、全て無害水位以下と

なるので全く問題がない。

それでは、それより大きい計画を超える大洪水が発生

した場合にどういう操作を我々は実施してきたのか。図－

2のb）がそれで、いわゆるただし書き操作である。こ

の図のように、洪水調節開始流量Q0から洪水調節を開

始し、ルール通りに操作した場合には、ただし書き操作

に入らざるを得ない。下流水位をみると、大被害発生水

位（HC）を超えるという水位になっている。ダム本体の

安全性は確保されるが、ダム下流の水位については、は

じめに無害水位に抑えようと放流量を抑え洪水調節容量

を使用したために、逆にHCを超える事態に陥っている。

これが、「ダムのせいで水位が上がった」という非難を

ダム下流の人が持つ所以であり、よく考えなければなら

ないところである。

一方、図－2の c）は、そうではなく、計画を超える

大きな雨になると予測された段階で、Q0からの洪水調

節を実施しないと判断する。すなわち、流入＝放流の

操作によりダムの水位を上げないようにしておいて、

下流の水位がHCを超えると予測した段階で、これを

超えないようにQ1から洪水調節を開始するというも

のである。最近のレーダーによる降雨観測技術や予測

技術を駆使すれば、決して不可能な操作ではないと思

われる。

これをなるべく早くやっていかないことには、下流の

水位をHC以下に抑えるという本来の洪水調節の目的が、

計画以上の大洪水発生時に達せられないことになる。ま

た、いつまでも、ダムがあるがゆえにダム放流によって

水位が急激に上昇したという誹りから免れることができ

ない。計画規模以上の洪水が起きた場合でも下流の水位

をHC以下に抑えるという努力をすべきというのが私の

問題提起である。

ただし、HCは、河川ごとに異なる。また、Q1は残流

域の雨の降り方によっても変わってくる。特に、HCを

いくらにすればよいかは、下流の関係機関（市長村長や

河川管理者）と事前に十分な議論をして決めておくこと

が必要となる。例えば、Aダムでいえば、B市の市長さ

んと、「大被害発生水位はT.P○○mですね」というこ

とを話し合って河川管理者にも了解を得ておく。こうい

う操作をするという議論を平常時から実施しておくこと

が極めて重要である。

ところで、ダムから放流を開始するとき、下流に対し

て「ダムの放流により川の水位が上昇します」というア

ナウンスをすることがあるが、この言い方も少し工夫し

た方がよい。図－2で説明した操作では、いずれもダム

流入量以上の放流は行っていない。ダムが無ければ、そ

れ以上に、川の水位は上昇するはずで、決してダムの放

流が原因ではない。ダムの操作方法と併せて、検討すべ

き課題の一つである。

平成17年9月の台風14号では、表－1に示したとお

り、早明浦ダム上流に700mmを超える雨が降った。も

し、ダムが空っぽでなかったら大変なことになってい

た。そのときには、図－2のb）のような洪水調節をす

るわけにはいかなかったと思う。早明浦ダムが満水で

もうお手上げの状態になったために、下流で大被害が

起こり、下流の吉野川本川が破堤したとなれば、未来

永劫、ダムに対する信頼が無くなるという事態を招い

ていたであろう。裏を返して言えば、平成17年9月の

早明浦ダムに洪水調節容量しか空き容量がない状態のと

ころへ台風14号が来たとき、我々はどのような洪水調

節ができたのだろうか。このようなものの見方で、発想

を逆転して働かさなければならないというのが私の問題

意識である。

一刻も早い操作ルールの追加が必要とされる。

3.発想を逆転して
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H18.7 九州豪雨 1,000mmと闘う

――今回、大きな災害に見舞われた川内川の洪水対応をさ

れた川内川河川事務所の加治屋所長さんに、今回の洪水時

の状況をお聞きします。

加治屋 川内川は、鹿児島県と宮

崎県をまたぐ流域面積1,600km2の

大きな河川ですが、ちょうどこの川

内川流域に前線が停滞しました。

今回の豪雨の特徴は、5日間と期

間が長く、総雨量が1,000mmを超

えるような既往最大の降雨だったと

いうことです。

また、中流部では時間最大89mmを記録しました。この

ため、上流から下流まで全域に渡り、甚大な水害をもたら

しました。

――今回の豪雨で、所長は特にどのようなことに配慮され

ましたか。

加治屋 既往最高を塗りかえるほどの降雨は誰も経験して

いませんから、正しい理解をしてもらうために、規則に基

づく情報だけでなく、沿川3市3町の首長さんに事務所か

らホットラインをつくり何度も情報を流しました。これ

は、地域からも非常に良かったと言われました。

――それは電話ですか。どのようなことを伝えたのですか。

加治屋 基本は携帯電話や防災の電話です。私が直接首

長さん等に電話をかけています。7月に着任したばかりで、

土地勘もなかったのですが、例えばさつま町の場合です

と、今は危険水位を少し下回って小康状態になっている

が、梅雨前線が停滞していて今後も雨が降るかもしれない

から、いつでも避難指示できるように体制を整えてくださ

い、というようなことを言いました。また、役場に近い事

務所の出張所に、川を直接見て、住宅の状況を確認したう

えで役場に行って説明させたりしました。

今回多くの家屋や田畑の浸水がありましたが、これは本

川堤防から越水ではなく支川の氾濫や内水によるもので、

河川水位情報だけではわかりにくいため、直轄区間の20

カ所弱あるCCTVカメラの画像を見たり、ヘリコプター

からの状況で把握しました。

――鶴田ダムとはどういう情報のやりとりをしたのですか。

加治屋 ダムのデータは、河川事務所でも常にリアルタイ

ムで見ていましたし、ダム管理所長とは、常に電話で情報

を交換していましたから、その情報も市町村にホットライ

ンで伝達していました。

ただし書き操作に入るときには、ダム管理所から通知さ

れますが、河川事務所からも、さつま町長にただし書きを

やりますよと川の立場から説明しています。

――最後に今回の災害を振り返って、今後の参考になるこ

とがありましたらお願いします。

加治屋 自治体にも言っているのですが、住民に情報を伝

えても雨で聞こえないとか、聞こえていても逃げない人もい

川内川

薩摩川内市

さつま町

鶴田ダム

鹿児島県

鹿児島市

霧島山

都城市

小林市
岩瀬ダム

宮崎市

宮崎県

大淀川

日
向
灘

平成18年の7月九州豪雨の大洪水で、川内川の洪水対応をされた国土交通省川内川河川事務所、洪水調節を実施した

国土交通省管理の川内川鶴田ダム及び宮崎県管理の大淀川岩瀬ダムについて、その時の対応やご苦労をお聞きしました。

加治屋　義信氏

加治屋義信　　今井　　徹
大谷　睦彦　　大岩根　忍
岩切　洋昌

聞き手 齋藤　　源

1. 好評、市町村長とのホットライン
川内川河川事務所　加治屋所長に聞く



特別企画 特別企画 1特別企画 1

ますから、わかりやすく正しい情報を迅速に伝える仕組み、

体制、そして危機意識の自覚などが必要だと思います。

今後、当事務所の呼びかけで、国と町が一緒になって、

協議会を設立し、ソフト対策に取り組む予定です。

――どうもありがとうございました。

――今回は、鶴田ダム管理所長と岩瀬ダムの管理を担当さ

れている皆さんに同席していただき、九州豪雨の洪水調節

の状況をお聞きします。まず、鶴田ダムの洪水時の対応に

ついて今井所長さんからその流れを紹介して下さい。

今井 まず、7月19日22時40分か

ら予備放流を行い、20日22時頃に

洪水量600m3/sを上回ったため、第

1回目の洪水調節を開始しました

（図－1）。

2山目は、翌日21日15時30分頃、

再び600m3/sを超えたため、2回目

の洪水調節に入り、夜中に約2,000

m3/sの流入がありました。その後小康状態が続き大雨の予

測もなかったのですが、22日10時頃から急激に流入量が

増加し、ただし書き操作水位を超えることが予測されまし

たので、関係機関への通知等を行った上で、14時40分に

ただし書き操作に移行しています。

最大流入量4,043m3/sまで増加しましたが、最大放流量

3,570m3/sに抑えることが出来まして、ほぼ流入イコール

放流となった後は下流河川状況を考慮して、流入量よりも

放流量を小さくする操作に徹しました。結果的に貯水位

は、満水位の160.0mに対して残り14cmとなり、貯水率は

99%でした。

「ただし書き操作」という表現は、住民や報道機関に対

してわかりにくいので、この洪水操作後から九州地方整備

局では「計画規模を超える洪水時の操作」という言い方に

しています。

――岩瀬ダムの洪水時の対応について岩切主査から紹介し

て下さい。

岩切 まず、7月19日24時に、貯水位は制限水位以下で

したが、洪水量を上回る予測でしたので、ゲート放流を始

めました（図－2）。

その後、洪水量300m3/sに達したので、一定開度放流の

洪水調節を続け、流入量が減少して、貯水位が制限水位以

下の112.0mまで低下したので水位の維持を図っていました。

その後、21時頃には流入量が計画高水流量の70%に達

したので、ただし書き操作移行の検討を行いましたが、以

降流入量はいったん減少しました。

22日11時頃より、流入量が急激に増加して、再び計画

高水流量の70%に達し、さらに増加する傾向なので、土木

部長にただし書き操作の申請や下流通知などの諸手続をと

りました。18時30分頃、ただし書き操作開始水位の

123.4mに達したため、ただし書き操作に移行しました。

22時40分頃、ただし書き操作を終了しましたが、この

時点の最高水位はサーチャージ水位まであと83cmでした。

その後、

23日5時30

分頃に、た

だし書き操

作開始水位

まで水位が

低下しない

まま流入増

4 リザバー 2007.3

今井　徹氏

左から、大谷課長、岩切主査、大岩根主幹

7月20日 7月21日 7月22日 7月23日
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図－1 鶴田ダム雨量・流況図
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2.急激な流入量に対処した鶴田ダム 今井所長

3.岩瀬ダム、2度のただし書き操作 岩切主査
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に転じたので、2回目のただし書き操作を行っています。

この時は、3時間程度で流入量は下がってしまったのです

が、ゲートを閉める方で苦労しました。

――鶴田ダムでは、洪水後期の放流量を絞ったのですが、

その考え方を教えて下さい。

今井 操作遅れがないようにするため、鶴田ダムの場合は、

目安として流入量より約100m3/sほど放流量を小さくして操

作しました。

――とにかく流入量より放流量を絶対増やさないというこ

とですね。ただし書き操作移行の判断では、今後の流入量

をどのように予測していますか。

今井 毎正時、気象協会から降雨予測値をいただいてお

り、このデータを入力して流入量等の予測をしています。

最大流入量は何時にどの程度の規模なのか、また貯水位は

満水位を超えないか等の予測を行っています。この洪水で

は豪雨直前まで大雨が降るという予測が入手されておらず、

大雨が降った後、河川の水位は急激に上昇しました。

岩切 岩瀬ダムでは、民間気象会社のデータを使った宮崎

県独自の防災情報支援システムの予測雨量から流出計算し

て予測しています。

――今回の豪雨でのトラブルや予期しなかったことはどの

ようなことですか。

今井 水道、電力等ライフラインが途絶し、大変な状態が

発生しました。またダム管理所に通じる全ての道路が河岸

の大崩落で寸断されてしまい、管理所は孤立状態となって

しまいました。

関係機関への情報提供はファックスで行っていますが、

NTT回線が途絶えたことにより、ファックスができなく

なりましたので、マイクロ回線を利用する方法により連絡

を取ることにし

ました。電力の

方は、非常用発

電機の燃料を節

約するため空調

を停止したり、

操作室の照明を

消すなどして極

力節電に努めました。また、飲み水は確保していたのです

が、トイレの洗浄水等がないため雨水をバケツに貯めて利

用したり、全員で知恵を出し合い工夫してしのぎました。

危機管理上、ダム管理所に来る林道や山道、井戸、通信網

など、日常から調査しておくことが必要だと思います。

岩切 予期しないということでは、これまで過去5回、た

だし書き操作を行っていますが、今回初めて、連続して2

回目のただし書きがあったということです。今回は下流支

川の降雨が少なかったので、大淀川本川の被害が少なかっ

たのが幸いでした。

――その他に、下流への情報伝達や情報の共有という観点

から何かありませんか。

今井 外部との連絡は携帯電話しか通じなかったため、携

帯電話でさつま町長さんとのホットラインをつくり、頻繁

に連絡をとりました。

町長さんには流入量や放流量、貯水位、また、今後どう

なるのか等をお伝えしました。

また、現行の操作規則や情報提供のあり方等について改

善していくことがあるのではないかという観点から、学識

者や住民の方に入っていただいた検討会を開いて様々な意

見交換を行っているところです。

――それでは最後に、このような大洪水を経験して、今後

やっておいた方がいいことなどがあればお願いします。

岩切 経験のない職員が転勤してくることもありますので、

今回の資料などを整理して引き継いでいくことが必要だと

考えています。

県にはダム操作シミュレーションの施設があるので、今

後は、様々な状況を視野に入れた研修をして、実際の操作

方法を習得することを考えています。

今井 まず、職員の技術力が大事だと思います。今年は

5月から6月にかけて非常時の訓練や勉強会を行いました。

また、技術力に加えて普段から危機管理に対する心構え

を持つことがもっとも大切なことだと思います。

――本日は貴重なお話をありがとうございました。

6.危機管理に対する心構え

鶴田ダム直下道路崩落状況

5.ライフラインが途絶

4.降雨予測の難しさ

加治屋義信 国土交通省九州地方整備局　川内川河川事務所長
今井　　徹 同　 鶴田ダム管理所長
大谷　睦彦 宮崎県都城土木事務所河川砂防課　課長
大岩根　忍 同 主幹兼ダム係長
岩切　洋昌 同 主査
齋藤　　源 財団法人ダム水源地環境整備センター　参与
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H18.7千曲川豪雨
高瀬川、梓川 6ダム連携操作

司会（齋藤） 平成18年7月、梅雨前線豪雨による洪水が

千曲川を襲いました。本日は、この洪水時の千曲川上流

の高瀬川と梓川のダム群の連携操作についてご紹介いた

だくためにお集まりいただきました。最初に、千曲川の河

川管理者である千曲川河川事務所の松原所長さんに今回

の洪水の状況及びその対応などについてご紹介いただき

ます。

松原 7月豪雨では犀川流域に5日間で

300mm以上降って、千曲川の立ヶ花観

測所（中野市）では計画高水位まであと

7cmに迫る観測史上第2位の水位を記

録しました。

今日は高瀬川と梓川のダムの話題

ですが、これら2川合流後の犀川の陸

郷観測所（安曇野市）においても観測史上第2位の水位を

記録しています。なお、犀川は陸郷の下流から約40km

が長野県管理の指定区間となっており、その下流は再び

直轄となっています。

18日17時50分に陸郷で避難判断水位（特別警戒水位）

を超えたため、北陸地方整備局とも相談しながら、まず

治水目的を持つ直轄の大町ダムに洪水調節を依頼しまし

た。その後、21時40分にははん濫危険水位も超え、さら

に水位が上昇する状況にありましたので、指定区間を管

理する長野県とともに、梓川3ダムを管理する東京電力さ

んに下流河川の状況を説明し、洪水の貯留にご協力をい

ただきました。

このように、高瀬川、梓川の6ダムが特例的に洪水を貯

留してくれたため、千曲川・犀川の直轄区間では紙一重

のところで外水氾濫を避けることができました。例えば、

陸郷上流の安曇野市荻原地区の水位は堤防天端まであと

50cmのところまで達しましたが、仮に今回の6ダム連携

操作がなかったら水位はさらに80cmほど高くなっていた、

つまり30cmぐらい越水していただろうと推定しています。

司会 それでは、今回の洪水対応について大町ダム管理所

の佐藤所長さんにご紹介いただきます。

佐藤 実は今回の豪雨は、大町ダム流

域にはあまり大きな雨が降りませんでし

た。7月18日の午前中は、だらだら雨

で、大町ダムへの流入量は洪水量にな

っていませんでしたが、夕方私が出張

から管理所へ戻る途中に、整備局から

犀川が危険な状態なので管理所へ戻っ

て欲しいという電話があり、その後17時頃に高瀬川は洪水

に達していないが、犀川が危ないので特例的操作ができな

いか打診がありました。この時点で大町ダムの洪水調節容量

は、計画より200～300万�余裕があったため、その範囲で

洪水に達しない流量調節を行うことで協力しようと判断しま

した。しかし、私は着任したばかりなので、降雨予測などの

判断には時間もかかりました。

また、今後、梅雨前線は北上・南下を繰り返す危険性があ

ることから、大町ダムの洪水調節容量以上に余裕を持ちたい

と考えて、上流にある東京電力の高瀬ダムと七倉ダムに流量

調整の協力を高瀬川総合制御所の志村所長さんにお願いし

たところ、快く引き受けいていただきました。18日20時頃、

千曲川の松原所長から大町ダムに洪水調節の依頼があり、特

座談会座談会座談会
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談 談 談 談 会 会 会 会 座 座 座 座 
特別企画 特別企画 2

例的操作をすることを伝えました。

司会 洪水に達しない洪水調節は、どのくらい絞るか難しい

と思いますが、どのように判断したのですか。

佐藤 下流から見ると放流量をゼロにして欲しいのでしょ

うが、容量に限度があるし、状況が変化して放流量を増や

す時に下流に警報が必要になります。それがちょうど真夜中

になりそうなので、放流量を増やす時に放流警報の必要が

ない50�/sを放流量に決めました。

流量調節は4～5時間くらいと考えて、整備局や東京電力

等との調整後、20時20分頃から放流量を絞り始めました。

しかし、陸郷地点での水位が下がっても、さらに下流の立ヶ

花の水位が警戒水位に迫っているという情報が入り、予測で

はしばらくの間降雨がないことから、洪水調節容量も使うこ

ととし、これらの観測所の水位がピークを過ぎるまで継続す

ることにしました。整備局と相談し、長野県へも連絡して増

放流に移行したのは結局19日の22時半頃で、25時間くらい

絞り続けたことになります。一旦放流量を絞ってしまいます

と増やすことは難しいですね。

司会 それでは、依頼を受けた高瀬川2ダムの操作状況を

矢口課長さんから紹介してください

矢口 高瀬川上流では、7月15日夕方に

は大雨注意報が発令され、予備警戒体

制に入っていましたが、雨量は時間3～

4mm程度で、洪水量に達したのは17日

8時35分です。これより遅れ操作に入り、

同12時頃から洪水量より下がったので、

空虚容量を1,550万�確保しました。

18日午後からまた雨足が強くなり、放流量を増やそうと計

画していましたが、18時半頃大町ダム管理所さんから洪水

調整できないかという打診がありました。所内で調整・検討

して、空虚容量も1,550万�程度あるので250�/sくらいなら

5～6時間貯められるという判断をしました。20時頃大町ダム

の所長さんからお願いの電話がありましたので、20時過ぎか

ら放流量を100�/sで維持することにしました。その後雨も

強くなってきたことから、19日0時半頃から放流量を増加させ

ています。

司会 今度は、梓川の3ダムの操作について岡田課長さんお

願いします。

岡田 梓川には、上流から奈川渡、水

殿、稲核の3ダムがあります。遅らせ操

作は1時間で合計1,046万�の予備空虚

容量を確保しています。

17日6時に洪水警戒体制に入りました

が、この時点の空虚容量は、1,400万�

あり、7時に3ダムで洪水量300�/sを超えたので、遅らせ

操作に入りました。その後、流入量が減少したので、空虚容

量の回復に努めましたが、18日16時頃に2度目の洪水で、20

時30分には空虚容量が1,200万�になりました。

18日23時40分頃に千曲川河川事務所と長野県河川課か

ら放流量抑制の要請が来たので、空虚容量を考慮して19日

1時から放流量を460から360�/sに絞り込みました。同日

4時20分に3ダムの最大流入量768�/sに達しましたが、同

5時頃、使用予定の空虚容量を使い切る見通しとなりました

ので、千曲川河川事務所へ通知後、通常の放流操作に戻し

ました。

3.高瀬川2ダムの洪水調節
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図－1 大町ダム雨量・流況図

図－2 高瀬・七倉ダム雨量・流況図

4.梓川3ダムの洪水調節
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司会 どの程度カットするかの判断はどのようにされましたか。

岡田 一山洪水が終わって、依頼があった時点の空虚容量

が1,200万�くらいあるので、所内及び千曲川河川事務所

等と調整して、今後の2山洪水分を残して500万�程度使用

することで協力することにしました。

当初は、9時間くらいはカットできるでしょうと言ったので

すが、あっという間に貯まってしまいました。

松原 流入量の予測はなかなか難しいですね。しかし、結

果的には4時頃の流入ピーク時にはカットできているので、特

例操作の効果は大きかったと思います。偶然ではあります

が、依頼したタイミングが良かったということですね。

佐藤 いつも依頼するということではありませんが、依頼す

るタイミングや、どのようなカットが良いかなどは日頃から議論

しておく必要がありますね。

矢口 今回のダム群は、揚水発電と遅れ操作用の空き容量

があったので、今後どの程度使うか、2山洪水のためにどの

程度残すかを簡単なシミュレーションをして、協力できると判

断しましたが、予想以上に早く空き容量が無くなったため、

回復のために増加放流が出来るよう大町ダム管理所と調整

できたのが良かったと思います。

いずれにしても降雨の予測精度向上が今後の課題ですね。

48時間の予測データは入手できますが、精度が良いのは2

～3時間で、ある程度参考になるのが6時間程度でしょう。

佐藤 大町ダムでは、大町市内のデータとして予測データを

入手していますが、今回に限っては絶対値としては大きな差

はなかったと思います。

司会 今回の連携操作で何かお困りになったことがありまし

たらご紹介ください。

佐藤 今回は下流河川の状況でダムを操作したのですが、下

流基準点の数値だけでは下流の状況が分かりませんでした。

特に、長野県の方から県民が危ないからという話がありまし

たが、指定区間の様子が全く把握できないので、ダムを操作

していてとても不安でした。

松原 直轄区間の状況はCCTVで情報収集していますが、

まだまだ不十分です。犀川の指定区間についても長野県と

情報を共有していく必要があります。

司会 最後に今回の洪水対応で全国の管理所の皆さんに参

考になることがありましたらお願いします。

松原 今回うまくいったからといって次の大洪水でうまくいく

とは限りません。既存ストックの有効活用という観点からも、

どういうタイミングでどの程度のお願いができるかなど、普段

から勉強し、意思疎通を図っておくことが大事だと思います。

佐藤 今回は、容量にかなりの余裕があったということと、降

雨予測が当たったことが良い結果になったと思いますが、い

ろいろな洪水タイプがあるので、やはり洪水予測システムの

精度向上が重要だと思います。

矢口 今回は、12日間という長期の洪水対応でしたので、総

勢16名が4名一組で交代して対応しましたが、日頃から誰で

も対応出来るようシミュレータ装置を使用した放流操作訓

練・教育が重要だと思いました。

岡田 下流河川のパトロールや下流住民への警報のPR活動

を日頃からやっていますが、まだまだ洪水になると、なぜ上

流にダムがあるのに洪水になるのかという声があるので、今

後とも日頃からの分かりやすい情報提供が重要だと思います。

司会 ダムの操作を正しく理解していただくことは難しいで

すね。災害時などは納得していただけないので、常日頃か

らダムの操作を理解していただくことが大事かと思います。本

日はありがとうございました。

6.下流河川状況とダム情報の共有

5.発電ダムの洪水調節の課題
7.大洪水に備えて

松原　　誠 国土交通省北陸地方整備局　千曲川河川事務所長

佐藤　義晴 同 大町ダム管理所長

矢口　和男 東京電力株式会社松本電力所高瀬川総合制御所　土木グループマネージャー

岡田　和明 同 梓川総合制御所　土木グループマネージャー

齋藤　　源 財団法人ダム水源地環境整備センター　参与
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来島（きじま）ダムは、島根県東部一級水系斐伊川神戸川

（平成18年8月に一級水系に編入）に、昭和31年に建設さ

れた発電専用の流域面積約140km2、ダム高63mの重力式

コンクリートダムである。

平成18年7月豪雨では、既往最大の洪水を受け、ダム操

作規程に基づいて適正な放流操作と、放流の際取るべき措

置等を実施した。しかし、残念なことに下流域では支流の

増水もあり、深夜、避難中の2名の方が亡くなられ、1名の

方が行方不明になられた他、床上・床下浸水等の被害が発

生した。以下に、この洪水時における来島ダムの対応につ

いて報告させていただく。

来島ダムは、7月16日10時30分大雨洪水注意報により、

予備警戒体制に入り、17日6時に洪水警戒体制に入った。

図－1のようにダム流域も6時から時間雨量26mm、47mm

と強雨が続き、8時頃洪水量110m3/sを超え最大207m3/s

に達したが、その後減水した。この梅雨期は貯水位を洪水

吐ゲート敷高（水位19.0m）より低く運用していたため、発電

流量以上は貯留し、14時頃に貯水位が越流頂を超えた。し

かし、その後、降雨が少なく流入量も減少したため発電放

流だけで状況監視を行った。

翌18日11時頃、やや強い雨が観測され、再び洪水量を超

過すれば予備放流水位24.9mの維持が困難になると予想され

たため、12時30分からゲート放流を開始した。

流入量は、一時的に洪水量を超過したものの、直ちに減

水して横ばいとなり、同日20時頃、時間雨量60～80mmに

相当する強雨により、20時30分より流入量が急増していっ

た。放流量は、貯水位が予備放流水位を下回っていたため、

予備放流水位までの空容量を有効に活用し、貯留しながら

放流量を増加させた。

そして19日1時に既往最大となる530mm3/sの流入量を観

測し、1時30分に最大放流493m3/sとなった後は、放流量

が流入量と同じになるようゲート操作を行った。

以上のように、操作規程に基づく適正な操作を実施した。

ダム下流の放流警報通知としては、18日12時30分の

ゲート放流開始時及び20時30分の放流急増時に警告を実施

した。急増時にサイレン吹鳴及び警報車による巡回警告を

実施したが、急増時には、豪雨による渓流からの土石流、

河川増水による道路の冠水で、警報車による全区間への巡

回警告は不可能となった。

その後、19日23時頃になっても、強雨の止む気配がな

く、操作規程にはないが、設計洪水量相当（982m3/s）の流

入が予測されたため、下流域の住民の方々へ注意喚起を行

う意味で再度、サイレン吹鳴を2回実施した。

今回の豪雨により、下流河川で大きな水害となったこと

から、地域住民から来島ダムの操作に対して、事前に放流

平成18年7月豪雨

電力ダムの操作と地域対応
――中国電力　来島ダム――

洪水量 110m3/s

放流開始 18日 12：30

最大放流時 
19日 1：30 493ｍ3/s

最大流入時 
19日 1：00 530ｍ3/s

最高貯水位 
19日 2：00 24.34m

 流入量 
 放流量 
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7月17日 7月18日 7月19日 

図－1 来島ダム操作

1.はじめに

2.洪水時の操作

3.下流域の危害防止措置

来 島 ダ ム （ 国 ） 志 津 見 
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松江 

戸 

川 

吉浦 和美 *

4.洪水後の地域対応



六角川は、有明海の最奥部に位置するため、河口部は干

満差が最大6mに達し、感潮区間は本川で約29km、支川

牛津川で約12kmに及んでいます。

六角川河口堰は、高潮防除及び不特定用水の確保を目的

として、河口から4.6km地点に建設されました。

第1の目的である高潮防除に関しては、事業完了（昭和

58年以降）から現在まで44回の操作を行い、いずれも高潮

の遡上を抑えて被害を軽減し、その機能を十分に発揮して

います。

1.はじめに
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総延長　226.2m 

11.5m 

低水部5連、高水部2連、閘門部1連 

鋼製ローラーゲート 

T.P＋7.5m 

堰　長 

堰　高 

径　間 

ゲート形式 

ゲート天端高 

六角川河口堰の諸元

できなかったか、ダム放流に対して説明が不足しているな

どの意見が出された。

今回のダム操作や住民への周知方法等を検証し、今後、

より有効な洪水時の措置等を検討するということで、1級

河川編入前の河川管理者である島根県により設置された

「来島ダム洪水時操作等検討委員会」において検討が行わ

れた結果、今回の操作は操作規程に基づいて適切に行われ

たこと等が確認されたうえ、今後のダム操作についても提

言があった。

当社としては上記提言等を踏まえ、河川管理者と協議の

結果、来島ダム下流約14km地点に国土交通省が建設中の

洪水調節機能を有する志津見ダム完成までの間の洪水時に

対して、入梅前の現行の貯水池運用水位をさらに下げるこ

と、早めの放流に努めること、下流地域のコミュニティセ

ンターへのダム情報の提供を行うこと等を決め、対応する

こととしている。

今回の洪水で、ダム下流域の住民の方々には、治水ダム

と利水ダムの役割の違いについては概ね理解していただけた

が、利水ダムの操作に関して理解をいただくことは大変難

しいことがわかった。

今後は、ダム放流等に関する説明会を毎年出水期前に開催

することを約束して、住民の方々に理解と協力をお願いした。

最後に、島根県、地域住民の窓口である出雲市、飯南町

の関係各位にご指導・ご協力いただいたことに対し、感謝

申し上げます。

＊　中国電力株式会社 出雲電力所 邑智電力センター 土木課

5.おわりに

平成18年9月の台風13号における
六角川河口堰の効果
――高潮に対し河川水位を

3.65m低減―― 六角橋 

 

JR長崎本線 

有
明
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牛 
津 
川 

六角橋 

住ノ江橋 

小城市 

多久市 

武雄市 
長崎

自動
車道

JR佐世保線 

六角川河口堰 

六 角 川  

中平 善伸 **
六角川の感潮区間



平成18年9月の台風13号（以下「台風13号」という）は、

勢力を強めながら北上し、同月17日の18時には長崎県佐

世保市に上陸（上陸時の中心気圧950hpa）、そのまま北北

東に進み九州を通過しました。

当事務所においても、天体潮位、台風の規模等から潮位

予測計算を行い、住ノ江橋観測所においてT.P＋3.4m（河口

堰上流区間の危険水位）に迫ることが予測されたため、17日

8時に操作体制に入りました。六角川河口堰の高潮防御操作

は、高潮（潮位T.P＋3.4m以上）が予想される場合は、全門

閉塞することになっており、同日11時の最干潮時に向け全

閉操作を開始、11時50分にゲートの全閉を完了しました。

台風13号による影響で、六角川の河口部においても、17

日の19時20分の満潮時には、計画高潮位（T.P＋5.02m）

に迫る、観測史上最高（T.P＋4.81m）の昭和60年の台風13

号と同規模の高潮位T.P＋4.70mを記録しました。

近年まれにみる高潮でしたが、河口堰のゲートを全閉

し、高潮の河川への遡上を防御したことにより、河口堰上

流の水位上昇を最大3.65m低減させ、堤防から越流するこ

ともなく、六角川沿川並びに支川牛津川の高潮被害を大幅

に軽減しました（図－2）。昭和60年の台風13号において、

河口堰がもたらした被害軽減額と同等の約300億円（試算）

に匹敵する効果があったものと考えられます。

なお、通常の洪水対応と同様に、堰上流における内水被

害等については、今後とも必要に応じ調査等を行っていく

予定です。

今回の高潮は、天体潮位に対して約3.5m潮位が上昇し、

小潮であったにもかかわらず観測史上2番目の高潮位を記

録しました。もし、大潮となっていた場合、計画高潮位を

超えた可能性もあり、適切な潮位予測、関係機関への情報

提供、事務所における防災体制及び堰操作体制の確立等の

重要性をあらためて確認したところです。

今回の河口堰操作にあたっては、毎年台風期前に実施し

ている操作訓練等による習熟や事前チェックの積み重ねが、

適切な操作につながったものと考えています。

今後予想される地球温暖化に伴う異常気象の頻発に備

え、これまで以上に適切な操作運用を行うことにより、高

潮被害等の防止に努めていきたいと考えています。

＊＊ 国土交通省九州地方整備局　武雄河川事務所長

3.台風13号における河口堰の効果
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2.台風13号における河口堰の操作状況
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図－1 台風13号における河口堰操作状況 高潮時の河口堰
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4.おわりに
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図－2 河口堰による高潮軽減効果
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講　座 

多目的ダムは、通常50～200年確率の洪水を対象に計画

されていますが、洪水は自然現象であることから、この計

画規模を上回る洪水が発生することがあります。このよう

な場合、通常の操作ではダム貯水位がサーチャージ水位を

超えてしまう場合があります。

このような計画規模を超える洪水時の操作は、ダムの操

作規則では、洪水調節の所定の方法（本則操作）を定めた規

定の中で、「ただし、気象、水象その他の状況により特に

必要があると認めるときは、この限りではない」という項

で行えるようにしています。この計画規模を超える洪水時

の特別な操作のことを「ただし書き操作」と呼んでいます。

ただし書き操作は、計画を超える洪水に対してダム自身

が安全なように、また、下流の洪水被害を最小限にするた

め流入量に等しい放流量に移行する操作です。

ただし書き操作は、緊急時の対応であるため、あらかじ

め、ただし書き操作に移行するただし書き操作開始水位及

び操作方法等を定めた「ただし書き操作要領※（以下「要

領」という）を策定し、これによりダム操作を行うよう規

定されています。

従って、ダム管理所では洪水時に所定の洪水調節操作を

実施しながら、今後の流入量や貯水位の変化状況の予測計

算を行い、ただし書き操作を行うような洪水かどうか判断

することになります。

（1）管理所長は、洪水調節操作を継続している場合、貯水

位が要領で定められたただし書き操作開始水位（以下

「ただし書き水位」という）を超え、その後さらにサー

チャージ水位を超えるかどうかの予測を行う。

（2）ただし書き水位を超え、その後さらにサーチャージ水

位を超えることが予測された場合、地方整備局長（都

道府県にあっては担当部長）にただし書き操作移行の

承認を受ける。

（3）承認を受けた場合は、地元関係機関が余裕を持って住

民の避難等の適切な処置が行えるように、関係機関に

ただし書き操作移行を予告するための通知を行うとと

もに一般住民にも警報を行う。また、マスコミを始め

一般住民に適切な理解を得るための措置が必要となる

ことも多い。

（4）ただし書き水位に達した後、今後さらにサーチャージ

水位を超えることが予測される場合は、ただし書き操

作に移行する。移行した場合は、速やかに関係機関に

連絡する。

（5）ただし書き操作移行後のゲート操作は、貯水位がただし

書き水位を超えてから、放流量が流入量と等しくなるま

で貯水位に応じたゲート開度（あらかじめ貯水位とゲー

ト開度の関係図を作成しておく）とする。

（6）貯水位がサーチャージ水位を超えた場合には、設計洪水

位でダム設計洪水流量を放流できるように、貯水位に

応じてゲートを開けていく。

（7）ただし書き操作による放流量が流入量と等しくなって

以降は、流入量＝放流量の操作を実行し、流入量が計

画最大放流量と等しくなった時点で、ただし書き操作

は終了して通常の洪水調節後の水位低下に移行する。

（8）ゲート操作を伴わない自然調節方式のダムにおいては、

クレストからの自然越流をただし書き操作として扱い、

クレストからの越流開始予告時刻の通知及び一般に周

知させるための放流警報を行う。

（1）事例ダムの基本条件

イ．洪水量250m3/s

ロ．洪水調節容量は、EL440.60m（洪水期制限水位）～

447.9m（常時満水位）間の10,000千m3

ハ．計画高水流量1,050m3/s、設計洪水流量1,350m3/s

ニ．洪水調節方式は、250m3/s以上は流入量の1割定率

放流、計画最大放流量330m3/sから定量放流

「ダム操作の実務」第3回
――ただし書き操作移行の判断 ――

石塚 一成*

1.ただし書き操作とは

3.ただし書き操作移行の判断資料作成例
2.ただし書き操作移行の手順
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ホ．ただし書き操作開始水位は、洪水調節容量の8割に

相当するEL446.50m

（2）局長等承認申請までに必要な作業

（2-1）ただし書き操作への移行の可能性を予測

現在進行中の貯水位・降雨情報等を基に、今後の流入波

形を予測し、この波形に対して所定の洪水調節を行った場

合の今後の予測貯水位状況図等を作成し、次のイ、ロ、ハを

推算します。

イ．ただし書き水位に達する時刻

ロ．サーチャージ水位超過の可能性

ハ．計画高水流量及び計画最大放流量の超過の可能性

（2-2）ただし書き操作移行申請書の作成手順

ただし書き操作移行の承認申請は、関係機関への連絡等

もあるので、余裕を持って行う必要があり、あらかじめ申

請様式を作成しておく。申請書に添付する予測計算表とし

ては、表、図－1，2が便利です。

表、図－1の作成手順を以下に示す。

予測計算は、相当量の降雨がありただし書き水位に達す

る恐れがある時から余裕を持って始める。

ここでは、16：00を予測時間として試算する。

イ．16時までの当該洪水の実績時間雨量②を基に、当

該ダムの流出計算法により今後の流入量（図－1）を

計算し、予測欄の流入量④に記入する。

ロ．図－1の予測流入波形に対し、所定の洪水調節操作

（一定率一定量）を行った場合の放流量⑤を計算し

て、予測貯留量⑥を求める。

⑥は調節量を1時間単位に台形で算出する。

ハ．実績欄の現在貯水量⑦（16h）に17hの⑥を加えて、

予測欄の貯水量⑦（17h）を求める。

ニ．貯水量⑦（17h）から「H～V表」により貯水位③

（17h）を求める。

ホ．8割水位までの空き容量⑧は、ただし書き操作開

始水位（446.5m）の容量48,832千m3から、貯水量

⑦をマイナスして求める。

ヘ．洪水時満水位までの空容量⑨は、洪水時満水位

（447.9m）の容量50,877千m3から貯水量⑦をマイ

ナスして求める。

（2-3）ただし書き操作説明図（図－2）の作成手順

表－1を基に、ただし書き操作説明図（図－2）を以下の

手順で作成します。

イ．②より、実績の時間雨量をプロットする。

ロ．貯水位③から今後の貯水位状況をプロットし、た

だし書き水位、サーチャージ水位、設計洪水位を

超える時間を推定する。

ハ．流入量④と放流量⑤をプロットし、計画洪水流量

と計画最大放流量を超える時間を推定する。

ニ．空容量⑨をプロットし、洪水調節容量の不足容量

及び不足する時間を推定する。

（2-4）ただし書き操作開始時刻、放流量等の計算例

イ．ただし書き水位の開始時刻は、ただし書き水位が
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図－2貯水位図の19時と20時の間にあることから、

表－1 の空容量⑧（19h ＝ 38 2 千m3、20h ＝

－2,018千m3）が0になる時刻（x）を60分間の比例

配分により求め、19時10分とする。

（例）（382＋2,018）千m3：60分＝382千m3：x分

x＝10分

ロ．ただし書き操作終了時刻は、流入量が最大放流量

と等しくなる時刻（x）である。図－2の流入量・放

流量図で流入量と最大放流量が等しくなるのは、21

時と22時の間である。その時刻は、その接点をイ．

と同じように60分間の比例配分により求め21時40

分とする。

（例）（154＋118）m3/s：60分＝154m3/s：x分

x＝40分

ハ．ただし書き操作による放流は、まず図－2流入量・

放流量図を基に、上記イ、ロで求めたただし書き

操作開始から終了時刻までの2時間30分間の貯留

量（V）を三角波形の計算で求める。

（V＝（ただし書き操作開始時の流入量－計画最大放

流量）/2×ただし書き操作時間＝3,654千m3）

この貯留量より、ただし書き水位からサーチャージ

水位までの容量（2,000千m3）をマイナスして、サー

チャージ水位の超過容量（1,654千m3）を求め、これ

をただし書き操作で放流する容量（図のハッチ部分）

とする。

ニ．ただし書きの移行操作による放流の最大値（x）の推

定は、図－2のハッチ部分の三角波形により求める。

（例）｛（x－330m3/s）×2.5×3,600s｝/2＝1,654千m3

x＝700m3/s
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図－2 ただし書き操作説明図
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＊ 財団法人ダム水源地環境整備センター　研究第一部

※「ダムの管理例規集」平成18年版（山海堂刊）
監修 国土交通省河川局 河川環境課
編集 （財）ダム水源地環境整備センター



平成18年度ダム管理技士試験は、学科試験は142名が受

験し、79名が合格して実技試験に進み、実技試験は、前年

度の再受験者と併せて96名が受験しました。

その結果、最終的な合格者数は83名となりました。

平成19年2月末現在、ダム管理技士として1,052名が登

録されており、多くの方が河川管理者の管理しているダム

などにおいて、ダム管理の業務に携わり活躍しています。

（※詳細は、WECホームページをご覧ください）
http://www.wec.or.jp/

（1）受験関係書類の入手方法

受験関係書類の入手は、A-4サイズの返信用封筒に、

請求者氏名，住所を記入の上、一部当たり240円の切手を

貼って、下記へ請求してください。

（財）ダム水源地環境整備センター研究第一部試験担当係

（2）受験申込み期間及び申込み先

①申込み期間：平成19年4月9日（月）～5月17日（木）

②申込み先：当センター試験担当係あて

（3）試験の実施日

①学科試験：平成19年8月1日（水）13時～16時

②実技試験：平成19年10月上旬～12月中旬の3日間

（4）ダム管理技士養成講習会

ダム管理技士の取得に意欲のある希望者に対して、ダム

管理技士養成講習会を次の通り実施します。

①日　時：平成19年7月30日（月）9時～8月1日（水）12時

②内 容：ダム管理に関する諸法令、ダム管理と役割、

ダムの主要な機械・電気通信設備等の役割、ダム操作

情報と危害防止に関する措置等について、各分野の専

門家を講師とします。

（5）登録更新講習会

①日　時：平成19年11月9日（金）13時～16時

②対象者：平成4年度、9年度、14年度の合格者で「ダ

ム管理技士」に認定されている平成20年3月31日まで

の資格保有者

ダム管理技士試験は、ダム管理に必要な知識（学科）及び

技能（実技）を有しているかを確認するための試験です。

（1）学科試験

学科試験については、次の項目に関して理解しておく必

要があります。

①ダム管理のよりどころである「ダム操作規則」並びに

「ダム操作規程」に定められている基本的な事項など

②ダムの主要な管理設備に関しては、

設備の機能や特質及び点検・整備の留意点など

③ダム貯水池の管理に関しては、

水質汚濁、漏水、地すべり、堆砂等の現象及び対策など

④ダム管理に必要な気象・水象に関しては、

情報の取り扱い方及びダム流入量や放流量の計算、危

害防止のための措置など

（2）実技試験

ダム管理用シミュレータを用いて模擬洪水を発生させ、

洪水時におけるダム操作・管理等が操作規則・操作規程等

の定めに従って適正になされたか、総合的に評価されます。

＊　財団法人ダム水源地環境整備センター研究第一部試験担当
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石塚 一成*

ダム管理技士試験について

1.平成18年度試験の応募状況と試験結果

3.試験の概要
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流水位、堰下流潮位及び河川流量等の状況によりゲー

トを操作して塩水の遡上を防止し、併せて湛水域での

上水、工水、農水の取水の安定を図っている。これら

の堰操作は自動制御で行っており、管理所から5km離

れている旧吉野川河口堰については遠隔監視操作として

いる。

当管理所には3カ所の閘門施設があり、委託者によ

る機側操作で対応してきたが、平成13年、14年におけ

る工場閉鎖、輸送手段の変更などに伴い通船数が激減

したため、効率的、合理的な運用を図ることとして、

19年度からは管理所からの遠方集中操作に切り替え、3

閘門の運用を開始する予定である。

（1）かんがい期の堰操作

旧吉野川河口堰及び今切川河口堰は、全国に例を見

ない三湛二落という操作を行っている。これは、農業

用水の取水量が多くなるかんがい期（3月1日～9月30

日）に5日周期で、3日間は取水のためゲートを開閉し、

堰上流水位を一定に保つ定水位操作（湛水操作）、2日

間は上流低地の排水のためゲートを開閉し、堰上流水

位を下流潮位に合せて下げる干満操作（落水操作）を

行っている。

前述の定水位操作には2つの操作があり、定水位Ⅰ操

作は、定水位操作中の管理水位（概ねTP＋0.7m）を保

つため、調節ゲート上段のオーバーフローと、必要に応

じて制水ゲート1～3門のアンダーフローで対応する。

定水位�操作は、定水位操作期間中、満潮時に塩水

遡上防止のため、ゲートの全閉により堰上流水位が管

16 リザバー 2007.3

花房　實＊

吉野川の河口堰は、吉野川下流の第十堰により分派

された旧吉野川の河口から3.4kmに旧吉野川河口堰、派

川今切川の河口から8.4kmに今切川河口堰が、いずれ

も感潮区間に設置されている。また、旧吉野川と今切

川を結ぶ運河には鍋川閘門が設置されている。旧吉野

川河口堰及び今切川河口堰並びに鍋川閘門の施設管理

は、昭和51年から開始され、昨年で30年が経過した。

今回は旧吉野川河口堰の平常時の定水位管理を中心

に管理の現状等について報告する。

旧吉野川河口堰は、洪水時においてはゲートを速や

かに開いて洪水の疎通を図り、平常時においては堰上

図－1 河口堰位置図

旧吉野川河口堰 

第十堰 今切川河口堰 

鍋川閘門 

旧吉野川 

今切川 

吉野川 

1. はじめに

2.旧吉野川河口堰の概要

3.平常時の水位管理とゲート操作

写真－1 旧吉野川河口堰
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理水位を超えると予想された場合、制水ゲート3門の事

前放流により、あらかじめ堰上流水位を低下させてお

き、水位の上昇を防止するものである。

干満操作は、かんがい期間中の5日周期のうち2日間

は、内水排除が可能となるよう制水ゲート3門を開き、

アンダーフローで放流し、満潮時にはゲートを全閉し

て塩水の遡上を防止する。

（2）非かんがい期の堰操作

非かんがい期（10月1日～翌年2月末日）には前述の

干満操作を行うが、毎月大潮日の3日間は農地等の除

塩のために定水位操作を実施している。

（1）最近の渇水対応

平成17年夏期の吉野川水系の渇水では、吉野川本川

から旧吉野川への流入量が減少したため、5日周期の三

湛二落操作では湛水に時間を要し、農業用水の取水に

支障を与えることから、四湛一落操作及び最低管理水

位を30cm高く設定するなど、特例操作を実施して渇水

に対応した。また、水質悪化は都市用水の取水に影響

を及ぼすことから、水質調査頻度を上げて水質変化の

把握にも努めた。今回の特例操作によって上水・工

水・農水の取水に支障を与えることなく、特に農業被

害を最小限に抑制することができた。

（2）塵芥、浮き草対応

平成16年の台風23号により大量の塵芥が漂着し、堰

上流は一面にゴミが浮遊している状態となり、漁船の

航行障害や取水障害・放流阻害・漁業被害等の問題が

生じた。

漂着した約1,200m3のゴミを処理するために、多大な

費用と約2カ月の時間を要し、堰の管理運用に大きな

支障を与えることとなった。

また、ホテイアオイが昭和53年～62年、平成6年～

14年にかけて発生し、特に昭和62年はその範囲が約12

万m2に達し、堰操作障害・航路通行障害とともに下流

ののり生産等の漁業被害や漁港への流入の被害が生じ

た。昭和63年以降は浮草流下防止フェンスを設置し、

操作障害の防止、航路確保及び漁業被害の防止に努め

ている。市町による流入河川、排水路の事前撤去活動

によって、平成15年以降は目立った発生はないが、最

近はボタンウキクサ、クロモ、ヒシの発生が見られる

ようになっている。

当面の大きな課題としては、旧吉野川河口堰施設が

南海・東南海地震の大きな影響を受けるエリアにあり、

大規模地震対応としての危機管理態勢の整備と向上を

図り、堰施設に対する地震、津波影響の検討とその対

策が必要となっている。

最近の異常気象により、豪雨と渇水が頻発している

ことから、それらの現象に速やかに対応できる管理態

勢を整え、地域を支える旧吉野川河口堰として信頼さ

れるよう適切な管理を行っていきたいと考えている。

＊ 独立行政法人水資源機構　旧吉野川河口堰管理所長

図－2 三湛二落操作模式図

ゲート操作状況　凡例　●：ゲート開　▲：ゲート閉 
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中部地方整備局矢作ダム管理所（以下「管理所」という）

を訪問し、小出武文所長、相川隆生管理係長にお話を伺っ

た。小出所長は平成17年4月から、相川係長は平成16年10

月から管理所に勤務している。

矢作ダムを語るうえで忘れることができないのは、平成12

年9月にこの地方を襲った東海豪雨（恵南豪雨）だ。矢作川

流域の被災状況は、越水54箇所、全半壊した家屋29棟、一

部損壊12棟、床上浸水721棟、床下浸水2,057棟という甚

大なもので、死者2名と重傷者1名の人的被害もあった。

この時のダムへの最大流入量は3,218m3/s。これは計画

高水流量2,300m3/sの1.4倍に当たる。矢作ダムはただし書

き操作に移行する洪水調節であったが779m3/sを低減し、

これにより下流の基準地点の水位は70cm低下した。「管理

所としては初めて、非常用洪水吐4門を全部操作して放流

しました。豪雨前は、ダムの貯水位も低く、近隣の水系で

渇水の話しも出ていたので、水位を回復させましたが、そ

の後予測を遙かに超える雨となり、計画を大幅に上回る流

入量となったことから、非常用洪水吐きゲート全門を開け

て対応せざるを得なかったという状況でした。もっと早く

から放流して容量を確保しておけば良かったのではないか

と言った批判が未だにあります。

管理所では、時々刻々と変化する観測情報等からゲート

操作を判断し、下流の被害を最小限にとどめるよう務めた

と説明しています。一方、この洪水をきっかけに、利水容

量の一部を大洪水発生前に放流し、治水容量を確保しよう

という事前放流が検討されるようになりました」

管理所では、今後、事前放流に関する実施要領（案）と、

洪水が空振りで水位が回復しなかった場合の損失補填制度

［ 管理所訪問 ］

JR名古屋駅から愛・地球博会場跡を抜けて車で約1時間半。矢作
ダムは、一級河川矢作川の河口から上流約80kmに位置する。ダムの
左岸は愛知県豊田市、右岸は岐阜県恵那市。上流には長野県根羽村・平
谷村が迫っている。そして下流には、今、日本で最も元気だと言われている愛知県の西三河地域が広がっており、
矢作ダムはその産業と生活を支える大きな要。昭和46年に完成した、洪水調節、農業用水・工業用水・上水道の
供給、発電を目的とした多目的ダムで、治水・利水に活躍している。
水源地域ビジョンの活動も盛んで、ビジョン推進組織の「矢作水源フォレストランド協議会」では、貯水池の

流木を利用して炭づくりを行うNPO法人も設立される等、3県をまたいで地元の人たちが交流する活動の要に
もなっている。

西三河地域の要、矢作ダムを訪ねて
矢作ダム管理所

H12.9東海豪雨の洪水調節

右から小出所長、相川係長

放流状況（東海豪雨平成12年9月）

矢作ダム

豊田市

岡崎市
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を利水者に説明する予定とのこと。加えて、事前放流の判

断基準となる降雨予測の精度と流入量予測システムの見直

しも急務となっているそうだ。

東海豪雨の余波はこれだけではない。この時、貯水池に

は約35,000m3の流木が滞留し、流木による下流被害の拡大

を防いだ。この量は年平均600m3の60年分に相当し、直後

は滞留した流木の上を歩くこともできたらしい。

また、貯水池には、約280万m3の土砂も堆積した。これ

は直近5カ年平均20万m3の14年分に当たる。

この影響もあり、矢作ダムの平成17年度末現在の堆砂

量は1,534万m3に達し、計画堆砂容量1,500万m3の102.3%

という状況にある。

これを踏まえて、平成17年3月、矢作ダム堰堤改良事業

が採択され、堆砂対策と事前放流設備設置によりダム機能

の回復・向上を図ることとなり、矢作ダム堰堤改良技術検

討委員会が発足した。委員会では、堆砂対策として、緊急

対策と長期対策が検討されている。

緊急対策は、3年程度をめどに、陸上掘削可能な場所で

約70万m3を掘削して治水容量を確保するとともに、長期

対策完了までの現状維持を目指すものである。しかし、掘

削した土砂の運搬費用の軽減や、運搬先の確保が課題とし

て挙げられている。これについて小出所長は、次のような

対応を始めていると熱く語られた。「三河湾内の環境が非

常に悪くなってきており、干潟や浅場を再生しようという

動きがあり、国土交通省三河港湾事務所、豊橋河川事務所、

設楽ダム工事事務所、愛知県水産試験所と一緒に三河湾広

域意見交換会を立ち上げて、情報交換を始めております。

矢作ダムの砂は、浚渫砂、スラグ材等と比較試験をしたと

ころ、ダムの砂が海の生物にとって一番良いという結果が

出ましたので、他の機関とも連携して、干潟・浅場再生に

上手く活用できればと考えています」

長期対策としては、恒久的な流入土砂の対策として、土

砂バイパス等の設置が検討されている。バイパス案は、ダ

ムができてから35年、これまで堰き止められていた土砂が

改めて流されることになることから、下流河川の河道や水

質、生物にどのような影響があるか環境影響調査を実施

し、下流河川の環境対策も検討している。

平成18年10月には地元関係者（県・市・漁協・利水者等）

の協力と了解を得て、ダム下流10km地点に、4,000m3の土

砂の仮置きを行った。ただ、その後大きな出水がないので、

取材に訪れた時は（2月9日時点）、土砂はまだ流れていな

かった。今後400m3/s程度の出水があれば実験ができる予

定となっている。

矢作川が抱えるもう1つの問題は渇水である。この地域

では概ね2年に1度という高い頻度で渇水が発生している

という。「矢作ダムだけでは必要な水量を十分にはまかな

いきれないのが現状です。毎年5月の連休前から農業用水

の需要が増え、6月になると貯水位も減ってくることから

回復には雨が降るのを待つことになります。

8月も20日を過ぎれば、農業用水の需要も減るので一段

落しますが、その頃はまた台風シーズンですからダムの容

頻発する渇水問題

計画堆砂を超えた堆砂量の対策

東海豪雨による堆砂状況（ダム湖6.2㎞付近）

中日新聞（H17.6.3）
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量も空けておきたいので、ちょうど折り合いが付きます」

平成17年には、6月～7月と8月の2回にわたって渇水に

見舞われ、特に前者の渇水では、平成6年の列島大渇水時

の水位を下回った。6月3日には第一次取水制限、11日に

は第二次取水制限に入り、7月2日には第三次取水制限（上

水20％、工水40％、農水50％）に至り、度々新聞にも取り

上げられた。その後断続的に降雨があり、7月4日には取水

制限は一旦解除されたものの、8月9日には再び水位が低

下して第一次取水制限に入り、23日まで続いた。「洪水の

時は、体制に入って調節が終了するのは長くて4、5日程度

です。これが渇水となると、概ね3、4週間、場合によって

は2ヶ月程続く時もあります。その間日々の予測を立てて

報告したり情報交換したりしなければならないので、業務

の量は洪水時と比べてはるかに多い。かつ、ダムに注目す

る人の数は渇水の方が格段に多い訳ですから、管理所も長

期間、大変気をつかいます」

今年の冬も各地で雪や雨不足が心配されており、管理所

でも水を確保する努力を始めている。「現在、堆砂対策の工

事を行っており、水位を低くしています。今年は雨が少な

そうなので、工事の工程を調整し、予定なら3月1日から

水を貯めるところを約20日早めて貯水池内工事を終わらせ

て、水位を回復することにしています」

平成16年6月には、ゲートを開けて洪水調

節をすることになったが、ゲートが開かず、機

側に行って操作し約1時間後にゲートが開いた

という不測の事態があった。

原因調査をしたところ、ゲートを動かすロー

ラの一部が錆びて固着したということであっ

た。そのようなこともあり、管理開始後30数

年経過している矢作ダムの堤体の健全性を評

価する為、矢作ダム堤体評価検討会が平成17

年に設置された。検討会の審議により、放流管

周辺の漏水調査と堤体の健全性について調査

が進められており、平成18年度内には、その

結果がまとまり対策工法等の提言がされるそ

うだ。

ゲートが開かなかったという経験を踏まえ、管理所で

は、17年4月から、月に1度実放流によるゲート操作点検

を行っている。利水の補給運用に影響のない範囲で、実際

に水を流してゲートが動くかどうかを確認している。「そ

れまでは、コンジットゲート裏のコースターゲートを締め

切り、間に貯まっている水を使い操作点検をしていまし

た。コースターゲートを開けると貯水池の圧力がかかりま

す。二度とあんなことがあってはならないという思いもあ

り、有事の時の演習も兼ねて、実際に水圧をかけた状態で、

ゲートが動くかどうかをチェックしています」

矢作ダム管理所ではダム管理に関するノウハウを継承す

るために、歴代所長との懇談会を年に1度行っている。懇

談会では、過去の所長経験者が10人程集まって、職員が日

ごろあれこれと疑問に感じていることや、過去の経緯が分

からずに困っている問題等についてアドバイスをしてくれ

るのだという。管理開始後30数年の長い間、度重なる渇水

や大きな洪水から地域の産業と生活を守ってきた先人達の

ノウハウが確実に伝わっていることが伺えて、何とも頼も

しい思いがした。

（取材・文　神澤志摩）

おわりに
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「リザバー」（2006.3春号）第9号の「研究報告」（以下

「報告」という）で、異常洪水に適応する洪水調節の手法

についてご紹介させて頂きましたが、これに関していく

つかのご質問を受けましたので、誌面をお借りして説明

させていただきます。

1.基準流入波形は線形ではいけませんか

「報告」の図－3で示しました洪水に対し、基準流入波

形として曲線と直線のタイプ別に、VR法により洪水調節

計算を行い、比較したものが図－1，2です。図－1のb

は、基準流入波形（y＝abx 第9号参照）の流量逓減比

の逆数で、図－2のSは、直線の勾配（流入量の1時間

当たり変動量）を表しています。

比較計算の結果、流入量が比較的大きい時点（つま

り、ダムの空き容量がかなりある時点）での空き容量と

放流率の関係が近似しておれば、曲線波形、直線波形

とも同等の効果が得られることがわかりました。したが

って、いくつかの直線形を複数の検討対象洪水に適用

し、良好な結果が得られるものがあれば、この式形を採

用してよいと考えます。

2.洪水の逓増部に対しても適用できますか

1．のように洪水の逓減部でなく、逓増部にVR法を適

用したものが図－3です。

このように、洪水の逓増部が主な適用対象となる場

合、いくつかの試算の結果から云えることは、ピーク流

入以前の段階においては、bの値は比較的小さい値、す

なわち緩い逓減曲線を採用すると、同じ空き容量に対

して放流率が大きくなり、よい結果が得られます。これ

は、これからピークを迎えるわけですから当然のことと

云えます。このようにVR法は、洪水の逓増部を含む場

合にも適用できるものです。

限られた誌面で細かな説明ができず恐縮ですが、ぜ

ひ具体の事例で試算されることを希望します。その中で

ご質問があれば私までお問い合わせ下さい。

＊　松江工業高等専門学校名誉教授、リザバー専門員　

空き容量・放流率法（VR法）による
「基準流入波形」について

裏戸勉*
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図－3 洪水の逓増・逓減部と適合するbの値
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季刊誌
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貯水池管理の総合的な情報誌「リザバー」第13号をお届け

します。

リザバーに掲載された貴重な情報が、果たして読者に読まれ

ているのか、という声に応えて、まず掲載記事が分かり易いよ

うに表紙を工夫してみましたが、いかがでしょうか。

内容に興味を持っていただければ幸いです。今後とも読者の

方々の参考となる情報誌になるよう工夫をしていきますので、

よろしくお願いします。

●「提言」は、独立行政法人水資源機構理事長の青山俊樹様に、

近年の大洪水を踏まえて、異常と思われる豪雨が起こったとき

に対応できるような「非常時のダム操作」を考えておく必要が

あるとして、具体的なダム操作案の提言をいただきました。

異常気象に対応した今後のダム操作として、議論が深まり、

貯水池を管理する方々にお役に立つことを期待しています。

●平成18年も大きな洪水が発生しました。この大洪水に対応

したダム管理所長と関係河川事務所長等にその状況等をお聞

きし、「特別企画」として掲載しました。

特別企画 1は、川内川に大きな被害をもたらしたH18．7
九州豪雨について、川内川河川事務所長と鶴田ダム管理所長及

び岩瀬ダム管理所関係者にインタビューしました。

特別企画 2は、高瀬川、梓川の発電ダムと大町ダムの連携操
作について関係所長等による座談会を大町ダム管理所で行い

ました。

双方とも、大規模かつ長時間の洪水に的確に対応された経過

等が熱く語られました。

●平成18年大洪水対応事例として、的確な操作を実施したも

のの下流住民の理解を得るのに苦労した中国電力来島ダム、異

常潮位を防止し、上流の高潮被害を防いだ六角川河口堰の操

作事例を紹介しています。

●「講座」は、計画を超えるダム操作、いわゆる「ただし書き操

作」への移行を判断するための予測計算等を具体的事例を挙げ

て解説しています。

3年連続で異常洪水が続いていますから、これらの例を参考

に各ダムで演習をしておくことが大切かと考えます。

●「こちらダム管理所」は、旧吉野川河口堰の潮位に対する複

雑な操作を中心に、堰管理の実態を紹介していただきました。

●「管理所訪問」は、西三河地域で活躍する矢作ダムを神澤さ

んが訪ねました。異常洪水対応、渇水対応、碓砂対策等に地域

対策と盛り沢山の課題に取り組む管理所の熱意が伝わってき

ます。 （「リザバー」編集事務局）

「リザバー」編集委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 顧問）、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）

貯水池管理の情報誌｢リザバー｣を利用していますか？
―皆様の感想をお聞かせ下さい。

「リザバー」は、貯水池管理の情報交換の場として、より良い誌面作りを目指しています。
テーマや内容はいかがですか。読者の皆様からの本誌に対するご意見、ご要望をお寄せ下さい。
事務局ではこれまでもアンケートを実施しましたが、回答はわずかでした。
管理所長さんから貯水池管理が初めての若い方までたくさんのご意見をお待ちしています。

■リザバー編集事務局 財団法人ダム水源地環境整備センター内
E-mail : koho@wec.or.jp
FAX: 03-3263-9085




