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（1）ダム管理者の立場に立った場合

社会に対して“絶対に起こしてはならないこと”を

心掛けることが絶対条件である。ところが、現実には

社会に対する絶対条件は、文字通り“絶対に起こさな

いようにする”ことであるかのように錯覚されている。

“絶対に起こしてはならないこと”と“絶対に起きない

ようにすること”とは一見同じように思われるが、思

考法としては全く異なっている。“絶対に起こさないよ

うにすること”の思考法は、まず“起きそうで起きた

ら困ること”をピックアップし、次にその“起きそう

なこと”が起きてしまう原因を探究する。さらに、そ

の原因と結びつく事態が起きないシステムを考える。一

般には、システムとして電気系統で対策がとられてい

る。つまり、起きそうな事故の原因を探し、次いでバ

ックアップシステムを組込む。極端な言い方をすれば、

原因のわからないような事故防止策はシステムに組込む

ことはできないし、“起きては困る事故”も“見落され

た事故”の防止策もシステムに組込みことはできない。

一方、“絶対に起こしてはならないこと”の思考法は

以上のものとは異なる。“絶対に起こしてはならないこ

と”をピックアップすることが第一でありそれが全てで

ある。何が事故の原因となるのかがわからなくてもよ

い。わかる必要はないとさえ言える。そして“絶対に起

こしてはならないこと”が万が一起きそうになった時、

いかなる対応をするかが問題になるのである。ダム管理

操作はいうなれば危機管理であり、効率を追及する操作

ではない。危機管理とは、何が起きるのか予測できな

く、かつ、“起きてはならないこと”が起きそうになっ

た時、どのように判断し、どのように行動するかという

ことである。事前には予測できないような異常事態にな

った時の判断と行動要諦なのである。

つまり、危機管理とは最善・最高の予防策をどう確

立するかではない。最悪の事態が発生しそうになった

時、どう判断し行動するかであり、一般的に言われてい

る教育訓練や予測システムのみでは対応できないのであ

る。ダム管理は、台風が来襲し、風雨が激しく管理所の

窓を打ち、ダム放流のためダム本体が揺れ動き、外部と

の通信も途絶えるかも知れないという状況においても適

切な操作が要求されるのである。

ところで、現在のダム管理システムを見るに、“起き

そうな事故”を予防する最善のシステムとは何かという

ことを追求しているのではないだろうか。そのために、

バックアップシステムを過剰に追加している。必然、電
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ダム管理の要諦

社団法人日本大ダム会議　顧問　 �瀬 利雄

提言 

1.社会に対する要諦

久しく望まれていた貯水池管理の情報誌「リザバー」

が発刊された機会に、ダム管理について日頃考えている

ことを、何かの参考になればと思いまとめてみた。

ダム管理の基本に立ち返りながら、ダム管理を適切

に行っていくために持つべき視点、また、何が大事なの

かを、ダム管理の要諦として、社会に対する場合とダム

操作員に対する場合に分けて以下に述べることとする。
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気的、システム的に高度技術が導入されるので、そこに

高度技術の「落とし穴」がある。高度技術の「落とし

穴」には、2つの面があると言われている。

①技術そのものの見落とし（設計のミス等）

②ヒューマンファクターの落とし穴、である。

①の例としては、自動車の部品のリコール事例、銀

行決裁システムのトラブル、オーストリアのトン

ネル事故、ゲートの自然開閉事故、等々がある。

②の例としては、自動車のブレーキの踏違いによる

事故、名古屋空港エアバス事故、等々がある。ま

た、現在のダム管理システムは、最効率、最善の

操作がよいダム操作と考え、追求しているのでは

ないだろうか。時々刻々変わる自然条件や正確に

測定することが極めて難しい水位、放流量を少し

でも正確に測定することがよいことと盲信し、前

述した“落し穴”の深みに陥っているのではない

だろうか。さらに、最善の操作と考えられている

最効率のダム操作は、さほど有益でないことを検

討したことがあるのだろうか。特に、一水系に複

数のダムがある場合には、各ダムごとの最善のダ

ム操作は効果が少ないことが、利根川水系で既に

検証されている。

（2）一般市民の立場に立った場合

一般市民の立場に立った場合、ダム操作のどんな情

報を望んでいるのかをまず考えてみる必要がある。市民

は、当然自分に関係の深い情報を望んでいるはずである

が、この立場、考え方に立った情報発信がなされている

だろうか。ダム操作の基準として採用している事象、そ

の測定方法が市民の望みとマッチしているか。基準とし

て採用している水位、放流量が正確であればある程よい

と考えていないか。前述したように、水位、放流量はそ

もそも正確な値を求めることは極めて難しい。刻々変わ

る水位に従って操作する複雑なシステムを導入し、その

上、正確さを求めることが極めて難しいそれらの値を発

信することが果たして望ましいことか。このように考え

ると、現在のダム操作で採用している水位、放流量の測

定方法、算定システムは根本的に検討すべき課題と言え

るのではないだろうか。

何にも増して重要なことは、安心して操作できるよ

うにすることである。どんな経歴、資質の者がダム操

作を行っているのかを考えてみる必要がある。本来な

ら高度な機械設備を自由に操り、かつ、設備に異常が

発生した場合に即刻対応できる経歴と資質を有する者

が配置されるべきである。しかし、これは望むほうが

無理なことかも知れない。

ダム操作員の立場に立って操作システムを見てみる

と、あまりにも複雑である。異常事態であるにも拘らず

数多い判断条件（例えば降雨予測、下流状況等）を総

合的に判断することが求められている上に、システム

が“何も起こさないように”との考えから、バックアッ

プシステムを過剰に追加しているため、システムは複雑

になり思わざる欠陥が生じている。

ダム操作員が望んでいるのは、“安心して操作できる

操作規則”であり、“安心して操作できる操作システム”

である。安全装置が数多くついている複雑な操作シス

テムでも、効率のよいダム操作システムでもない。単

純・簡単な操作規則であり、この操作規則に対応して

安心して操作できる簡単な操作システムである。

操作システムは、最悪の事態が生じないようにする

ことが第一、そして操作員が安心して操作できる簡単な

操作システムが望ましいことを述べたが、具体的には以

下のことについて検討を行っていく必要がある。

（1）操作規則、操作細則、ダムコン仕様の簡素化

ダム操作は、ダム操作規則に基づき実施するとされ

2.ダム操作員に対する要諦

3.管理設備システム等について
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提言 

ているが、ダム管理所で行う実際の観測、その処理方

法、設備等は、操作細則、ダムコン仕様によって規定

されている。ところで、この操作細則、ダムコン仕様

は、極めて複雑になっており、これらの簡素化が必要

である。

（2）管理設備システムの簡素化　

（�）システム構成は、追加思考で行う。

ダム管理所が最悪の状態であっても、社会に

対して最悪の状態を生じさせない操作システムと

する。（例えば、雨量計、水位計のテレメータが

故障しても大丈夫なように、管理所から見える

場所に水位計を設置し、かつその測定値により

放流量が計算できる図表を準備しておく）。次い

で、可能な範囲で一段一段効率的なダム操作の

できるシステムを追加していく。

ところが実際には、逆にダム操作の最効率、最

善の操作を目標に、それに対応するシステムを設

計し、そのシステムが安全（安心な操作ではな

い）に操作できるバックアップシステムを追加し

ており、操作員の能力範囲を無視したシステムに

なっている。ダム操作は、操作員（人間）が行っ

ていることを忘れてはならない。

（�）１台のコンピュータで集中的に処理するシステム

としない。

少なくとも、雨量、水位等の情報処理とゲー

ト操作用の情報を分離し、情報部門と操作部門

に分ける。

例えば、水位計の読み、送信情報までは情報

部門、送信された水位計の情報を基に放流量を

計算し、ゲート操作指令を行う部門はゲート操

作部門というように、それぞれを分離、独立さ

せることが必要である。

現在は、１台の大型コンピュータで情報処理、放流

操作制御処理をすべて行っている。情報処理が複雑にな

るばかりでなく、事故や故障が生じた場合、電気系統、

機械系統の事故責任分界が明確でないため、事故処理を

難しくしている。

（3）全国統一的な管理設備、基本操作ソフトを作成する。

（�）ダム操作設備の国交省版を作成する。操作ボタン

の配置、色彩等がメーカーごとに異なってい

る。また、基本操作ソフトも統一版を作るべき

である。

（�）放流設備の運用の合理化、簡素化

（ａ）コンジットとクレストゲートを有している

ダムのゲートの開閉について合理化を図る。

（ｂ）多数門のクレストゲートを有しているダムの

ゲートの開閉順序の規定を簡素化する。

以上、ダム管理について日頃考えていることを書い

てみた。ダム管理は常に危機管理を想定して対応して

いくべきであり、社会に対する視点、ダム管理者とし

ての視点をしっかり持つとともに、操作員への配慮、管

理設備システムの簡素化等が必要である。それらをダ

ム管理の要諦としたが、読者の皆さんの参考になれば

幸いである。

編集事務局

読者の皆様には、廣瀬顧問のご提言に関してのご感

想、ご意見または具現化への方策等を編集事務局にご投

稿いただき、これを機会に今後の貯水池管理についての

議論が深まることを期待しています。
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今村 今日はダム管理を体験した皆様方に本音の話をして

いただきたく集まっていただきました。情報化時代にあっ

て、ダムの操作はコンピュータさえ導入すれば殆ど解決す

るという一般的な見方があるのではないかと思っています。

しかしながらダム操作現場を担当している方々は、コンピ

ュータ以前の問題で、外部からは理解されにくい様々な課

題に直面しながら苦労されていると思います。今日は、日

頃は話しにくい、体験に基づいたリアルなお話を聞かせて

いただくことを期待しています。ダム管理についてはいく

つかの切り口がありますが、先ずは洪水調節体験の話から

お願いします。渡�さんからどうぞ。

渡邊 平成10年8月の阿武隈川三春ダム洪水調節の体験を

お話しします。

三春ダムは平成10年3月に竣工して、その夏、早速、洪

水の洗礼を受けました。このとき、ただし書き操作（注1）

を行いましたが、通常考えられる異常洪水のただし書き操

作ではなく、操作規則にもない全量カットという、前向き

のただし書き操作を行いました。

このときは、関東沖に台風が来ており、それが停滞して

いた前線を刺激して大雨になりました。当初からは想定で

きなかったのですが、結果的に二山洪水になりました。そ

の、一山目の時に、ただし書き操作ということで全量カッ

トを行いました。二山目は操作規則通りの最大100�/ｓ

放流の操作をしました。

一山目の全量カットについては、下流阿武隈川の水位が

上昇し、災害の発生が予想されたためです。レーダーの雨

域を見ながら、全量カットをしても大丈夫だ、との判断を

しました。

結果として、大滝根川が阿武隈

川に合流する直下流の阿久津地点

で約30�の水位低下効果があった

と評価しています。

全量貯留はしたものの、台風が

そのまま北上して、雨が上乗せに

なればどうなることかと懸念しま

した。幸い、いったん小康状態になり、流量も少なくなっ

たことにより、二山目の始まりに放流を開始することがで

きましたが、いつから放流を開始するかという判断にも苦

慮しました。

結果オーライで、下流に被害も出なくてすみましたが、

その後、「三春ダムでできることがなぜできないのか。」と、

他のダムには大分ご迷惑をかけたように聞いています。

平成14年7月の台風6号の洪水は私はおりませんでした

が、やはり、下流河川の水位が上昇し、災害の発生が予想

されたため、下流河川管理者と連携して、ピークが過ぎた

ことを確認してそれ以降の降雨と流出を予測した結果、全

量カットしても大丈夫だとの判断の下、全量カットで対処

したと聞いています。（図－１）

ダム管理の改善に向けて
――洪水調節編――

司　会 今村　瑞穂

出席者 渡邊　　勝　 安養寺　学　

大屋　昭治 野池　悦雄

北誥　良平

三春ダムの例

今村　瑞穂
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図－1 三春ダム洪水調節図（平成14年洪水）
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今村 冒頭から、かなり大胆な操

作の事例紹介がありました。東北

ではこのような事例は他にもある

のですか。

渡邊 三春ダムに限った対応と考

えていただいた方がよろしいと思

います。

北誥 全量カットの判断はどのよ

うにしてやったのですか。

渡邊　あのときの雨の降り方がそれまでと同じパターンで

あるということで、この流域では、それ以降の雨の降る確

率は少ないという判断をしたのです。具体的には、レーダ

ー雨量計で雨域の流れを15分刻みで見ていますが、すべ

ての雨域がダム流域を避けるように移動しておりました。

今村 西日本の気象変化の激しい地域、特に九州や四国地方

の前線性降雨では、まず不可能な対応ではないでしょうか。

ところで、安養寺さん。水資源開発公団（現　独立行政

法人水資源機構）では同じような事例がありますか。

安養寺 はい、同じような事例として水資源開発公団の淀

川一庫ダムと吉野川早明浦ダムの事例を紹介したいと思い

ます。

一庫ダムの平成11年6月の出水時のことですが、9時40

分頃注意体制に入っておりまして、18時50分頃下流の方

で道路が冠水しそうだとの情報が入りました。

19時14分には、川西市の助役さんから、下流が浸水し

ているから何とか対処して欲しい、との連絡がありまし

た。今後、雨が降らないという確実な情報と、治水容量に

空きがありましたから、河川管理者である猪名川工事事務

所と協議して、ただし書き操作により対処しました。具体

的には、所定の放流量180�/ｓを20�/ｓぐらい下げ、

160�/ｓにして下流地点の水位が下がり始めた段階で元の

計画放流量に戻すという操作を行いました。

一庫ダムは、昭和58年から管理を開始していますが、

当初の段階ではルール通り洪水調節をしたのですが、下流

で浸水被害が発生しました。このため川西市からルールを

変えて欲しいとの要望があり、ルールの変更についての可

能性の検討を昭和61年頃より河川管理者と公団の間でやっ

ておりました。このような経過を経て平成12年に操作規則

が変更されました。

一庫ダムは一定率一定量方式の洪水調節ですが、放流量

を増加するときには、すでに下流が浸水しており、なかな

か放流量を増やしにくい状況にあり、一方では、治水容量

が殆ど活用されない状況で洪水が終わるという事例が多く

ありました。このようなことから、現況河道の整備状況を

踏まえて放流量を小さくし、調節方式も一定量方式に変更

しました。（図－2）

今村 いまではルールを変えましたから、ルール通りの操

作といえますが、ルール変更前ですとただし書き操作とい

うことになりますね、ただし書き操作をやることについて

の地元との合意はどのように形成されたのですか。

安養寺 ここでは下流が常に浸水にさらされており、そうな

れば、市や地元から頻繁に電話がかかりますから、公団と河

川管理者の間で、あらかじめ、「このような状況の時はこう

いう方法でやろう。」という打ち合わせをしておりました。

今村 それだけの意見交換をやった上で実施することです

が、計画より放流量を減らすということは、それだけ調節

容量が増えるということですね。その辺の対応はどのよう

な理解をすればよろしいのですか。
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図－2 一庫ダム洪水調節計画図

（注1）国土交通省所管ダムの操作規則第15条1項ただし書き

「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

められる場合においては、この限りではない」

渡� 勝

一庫ダムの例
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安養寺 基本的には、十分安全が確認できるときのみに限

り、危険なときにはやらないと考えておりました。

今村 一庫ダムはこれくらいにして、次に早明浦ダムにつ

いてお願いします。

安養寺 早明浦ダムは昭和50年に

管理を開始して、28年が経過して

いますが、計画高水流量4,700�/

ｓに対して800�/ｓから洪水調節

を開始して最大放流量2,000�/ｓ

の一定率一定量放流方式です。

管理開始と同時に、昭和50年、

51年と計画規模を上廻る洪水が連

続しました。昭和50年の異常洪水のただし書き操作は洪

水調節容量の範囲で洪水調節効果もあり、うまくいったの

ですが、昭和51年は流域平均雨量が1,700�にも及ぶ記録

的な大雨で治水容量を上廻る貯留となりました。また、こ

のときは流域で1万ヵ所以上の崩壊があり、濁水の長期化

現象も発生し大きな問題となりました。この２回の洪水を

経て、ただし書き操作要領の作成が行われました。

平成11年の洪水時のことですが、この時は長期間雨が

降りました。ピーク流入量は2,500�/ｓぐらいですが800

�/ｓからの一定率放流ですから、放流量が2,000�/ｓに

なる前に８割水位になってしまいました。このようななか

でさらに降雨が予想されましたので、それまでルールに基

づいて1,300�/ｓ程度を放流していたのですが、その段階

で2,000�/ｓを流すというただし書き操作を行いました。

1,300�/ｓから2,000�/ｓに上げる際にあらかじめ定めた

ルールがなかったものですから、どうすべきか内部で大分

議論しました。（図－3）

その後、1日おいてまた台風が来ました。水位がまだ下

がらないうちに新たな降雨があるということで、すぐに8

割水位になることが想定され、結果的には降雨は少なかっ

たのですが、放流量を流入量にすりつけるという、特別な

操作を行いました。幸いにして、水位の上昇がゆっくりで

あったものですから、本社と現場の連絡、対応方針の検討

と決断のためには十分な時間的余裕がありました。

今村 次に大屋さんに丸山ダムの話をお願いいたします。

大屋 木曽川丸山ダムは流域面積が2,409�と他のダムの

10倍はあろうという特別なダムです。管理開始が昭和29

年ですから、洪水調節ダムとしては早い時期のダムです。

それから、関西電力の発電ダムの上に洪水調節容量をの

せたという経過があって、洪水時だけ河川管理者が関西電

力からダムの操作を引き継ぐことになっています。

放流設備はクレストゲート5門ですが、常時満水位まで

水位が上がらないと計画最大放流量4,800�/ｓが吐けない

という水理上特別なダムです。

昭和58年9月に大きな二山洪水がありました。当時の計

画高水流量は6,600�/ｓです。それに対して一山目のピー

クは約25％増しの8,200�/ｓ強の流入がありました。ダム

操作は、操作ルールどおり常時満水位まで流入イコール放

流を行い、その後計画最大放流量4,800�/ｓの放流をキー

プしていました。しかし、雨の降り方から二山洪水が想定

され、一山洪水ピーク後、ただし書き操作に移行したわけ

です。調節方式は一定量放流方式で、計画の治水容量は約

2,000万�ですが、この時の洪水を操作規則どおりに調節を

すれば5,000万�の容量がなければ対処できない状況でした。

このようなことを洪水の最初から予測することは、非常

に難しく、操作を始めてから１時間を経過した頃には計画

高水流量を超えることが予測されましたので、その時点で

ただし書き操作に入る手続きをとりました。

操作規則によると4,800�/ｓの

基準流量になるまでにすべてのゲ

ートを全開にすることとなってい

ますが、ゲートを規則通りに作動

させることが作動スピードの関係

で実体的に難しく、苦労しました。

それから、流入量の把握は水位

安養寺　学
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図－3 早明浦ダム洪水調節図（平成11年洪水）

丸山ダムの例

大屋　昭治

早明浦ダムの例
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を基にやっています。ゲートを上げると突然水位が下が

り、結果的に流入量が減少したような状態になります。あ

る程度貯水池の波動現象によるものとの認識はありますが、

記録は機械的に10分ごと定時に打ってきます。また、平

均的な水位を求めることが困難であり、結果として正確な

流入量の把握が難しくて困りました。

ただし書き操作ルールについては、いま、あるかどう

かわかりませんが、当時は計画高水量の1割増しくらいの

流入量を想定して、それに対してゲート開度が決められ

ていました。8割水位の段階で貯水池残量と流入量でチェ

ックしてみると、ゲートを上げるのが間に合わないことが

想定されましたので、決められたゲート速度より早いス

ピードで開くこととなりました。このため、ゲート操作前

の下流への放流通知を行うなどの厳しい状況下での操作で

した。

また、計画の4,800�/ｓの放流をしている状態から、流

入量7,800�/ｓとの間には3,000�/ｓの差があり、放流

量を流入量にどのようにすりつけるかを考えなければなり

ません。できれば、洪水調節効果もある程度期待しながら

すりつけることも考えましたが、何しろ2山目の洪水が

7,800�/ｓにもなったものですから、実体上は満杯状態で

すりつけるのが精一杯という状況でした。

ある瞬間では本当に５分、10分という限られた時間内

で自転車操業的な判断を強いられました。当時はダムコン

があるわけではなく、開度と放流量の計算ぐらいが精一杯

でした。デジタル的な計算値のみでは、どこですりあわせ

るかということについて、判断が付かないわけで、従っ

て、波形図を手で描いてすりあわせの時期を想定しながら

対処した次第です。（図－4）

今村 発電ダムの立場からの体験談を野池さんよりお願い

します。

野池 発電ダムといえば、殆どが3

類（注2）のダムです。３類のダム

では、洪水量に達するまでに貯水

位を予備放流水位に下げて、ゲー

トを全開にしなさいというのが操作

規程の基本的な考え方になっていま

す。3類のダムは当然小規模なダム

になりますので、流入量予測を正

確にやらなければ洪水量に達するまでに貯水位を予備放流水

位まで下げることができず、従ってゲートを全開にするこ

とができないということで、流入量予測にはみんなが苦労

しています。

いろいろな方法を講じて、流入量予測の精度を上げよう

とする努力が続けられています。特に、最近では局地的な

集中豪雨が頻発しておりまして、予測の仕方がどんどん難

しくなっています。こうしたことから、操作員の操作を支

援するようなシステムの構築が必要であると感じています。

洪水調節ダムは、ダムごとに常駐管理をしていますが、

発電ダムの場合は殆どがポイントとなるダム管理所に常駐

しているものの、他は出向管理という体制になっています。

ですから、必要時にはポイントとなるダム管理所に於い

て、一人の操作員が複数のダムを操作しなければならない。

そういった意味からも、操作支援を適切にやって、操作を

しやすくするというのが大切ではないかと考えています。

今村 今、お話しになったなかで、ダムコンの活用のあり

方が話題になっていますが、洪水調節ダムと発電ダムで

発電ダムの事例
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図－4 丸山ダム洪水調節図（昭和58年洪水）

（注2）河川法の許可を受けて設置される利水ダムは4種類に大

別される。そのうち、3類ダムとは、貯水池の容量に比して洪

水吐の放水能力が大きいダムまたは洪水吐ゲートの操作方法が

複雑であるダムで、貯水池の水位を予備放流水位として洪水に

対処することが、災害発生の防止上適切と認められるもの。

（河川局長通達）

洪水時操作とダムコンについて

野池　悦雄
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は、目的・規模などの違いにより、若干の差があるように

も感じました。ダムコンをお使いになっての課題、問題点

などについてお話しいただければと思います。

渡邊 基本的には、私が今まで体験したケースでは、ダム

コンはあくまでサブという形でした。具体的には、ダムコ

ンにトライアルの計算をさせ、開度設定までは算出します

が、それ以外のことについては、その答えを見て人が判断

しながらやっています。

つまり、ダムコンの打ち出した数値をチェックして、そ

の開度で放流量が何�/ｓになるというのをグラフから確

認し、それでいいとなると人間が直接操作しています。

三春ダムでは、バルブが４門、コンジットゲート１門が

あり、これらの操作すべき開度がすべてコンピュータから

はじき出されてくるのですが、なかなかうまくいかないの

です。ダムコンはやはり現場の試行錯誤を繰り返しつつ使

いこなさないとだめだと思います。

今村 安養寺さんダムコンに対して何かありますか。

安養寺 私の場合、特に違和感はないですね。ダムコンに

より倍ステップで流すとか、ステップ放流をするといった

操作支援という面で非常に有効であると思っています。

北誥 三春ダムでの平成10年におけるただし書き操作の時

は、どのような使い方でしたか。

渡邊 基本的には、降雨量の想定を与えて、ピークが何時

頃にどれくらいとかという計算はやらせますけど、想定ど

おりの雨の降り方にならないし、１時間ごとに見直しをか

けながら、といった形でのあくまでもダムコンはサブで使

っていました。

放流量ゼロで流入量を想定して、水位がどれぐらいで、

雨が降り続ければどれくらいのピークの流入量と水位にな

る、といった計算は人間がやれば大変ですが、条件だけ与

えればダムコンはいくらでも計算してくれますから。そう

いう使い方をしていました。

今村 ダムコンの使い方についてはそのダムの目的、操作

上の課題によってさまざまである

ということがわかりました。共通

していえることは、ダムコンに入

れるまでどのように整理をするか、

そして、ダムコンに何をやらせる

のかという問題かもしれませんね。

ただ、コンピュータに任せれば

すべてが解決といった安易な考え方は危険だと思いますね。

電力ではどのような使い方をしていますか。

野池 先ほど申し上げたとおり、電力のダムは小規模な3

類ダムが殆どですから、ダムコンに頼らざるを得ません。

多くのものについては、平常時は常時水位をキープし

て、魚道の放流等を確保しながら流入量に対応した取水を

することになります。このためには、一定量の放流を確保

しつつ貯水池の水位を常に一定となるような操作をする必

要があります。ちょっとした出水があるとゲートを何分か

おきに操作する必要があります。このようなダムや取水堰

をたくさん持っていますからとても人間がボタンを押して

対応できる状態ではありません。

我々は「ダム水位一定制御」と呼んでいますが、このシ

ステムによって自動操作をしております。

今村 電力ダムのダムコンに頼らざるを得ない事情はよく

わかりました。問題はこれらのダムコンの信頼度をいかに

上げるかということですね。

野池 平成14年４月にダム水位一定制御をやっている最中

にトラブルが発生しました。

目標水位を計算機にセットしているのですが、異常な値

を読み込んでゲートを全開しようとしたものです。

また、別のケースでは点検の際に使ったシミュレーショ

ンの制御モードがそのまま残っており、その値をもとに現

実状況と違った操作を指示してしまったという事例もあり

ます。

国土交通省による調査委員会で検討した結果、システム

作りに当たって、危機管理的な配慮に欠けていたのではな

いかというのが結論の一つとして取り上げられています。

今村 洪水時の操作についてさまざまな貴重な体験報告が

なされました。とりあえず、洪水時の話はこの程度で切り

上げさせていただきます。（次号に続く）

編集事務局

次号では、「利水補給・水質及び情報公開」を主題とし

て、引きつづき座談会を掲載します。

今村　瑞穂 （元）建設省河川局開発課　開発調整官
渡�　　勝 （元）国土交通省東北地方整備局　三春ダム管理所長
安養寺　学 （元）旧水資源開発公団　琵琶湖開発総合管理所長
大屋　昭治 （元）国土交通省中部地方整備局　丸山ダム管理所長
野池　悦雄 中部電力株式会社　土木建築部水力グループ長
北誥　良平 （元）財団法人ダム水源地環境整備センター

ダム水源地環境技術研究所　次長
北誥　良平



9リザバー 2004.6

東京電力�の信濃川発電所及びJR東日本�の信濃

川発電所が位置する信濃川中流域においては、発電取

水による減水区間の慢性的な水の涸渇を背景に、平成

7年頃より沿川自治体を中心とした河川環境改善運動

が活発化していた。

このような動きを受け、河川管理者である国土交通

省は、平成11年1月に学識経験者、長野・新潟両県の

関係部局長、沿川自治体首長をメンバーとし、自らが

事務局となり、信濃川中流域の水環境と水利用の調和

方策の検討・実現を目的とした信濃川中流域水環境改

善検討協議会を設立し、河川環境の改善に取り組

んだ。

東京電力�においては、減水区間沿川の自治体等の

要望時期に増放流する代わりに、水の豊富な時期に等

量を増取水するといった、環境改善と水利用の調和を

図った増取水・増放流案を提案し、合意を得た内容に

ついて紹介する。

東京電力�信濃川発電所の西大滝ダムからは、雪解

け、梅雨、台風時等を含め年間180日程度はダム放流

している実態があった。また、増取水による信濃川発

電所の設備余裕度及び影響を再点検した結果、最大取

水量の増加による負荷遮断時のサージング水位の上昇

に伴う連絡水槽（写真－1）の嵩上げの必要があるが、

大きな設備改修でないことが判明した。従って、現行

の許可取水量を上回る取水により増出力可能となる設

備実態にあること等から、増放流によって生じる減電

をカバーできる可能性があることがわかった。

このため、その増取水量の総和の範囲で増放流す

るのであれば、環境改善を要望する地域との共存共

栄が図れることに着目し、沿川市町村に対し、この対

策について説明し、国土交通省及び協議会での協議

により、河川水の有効活用策を構築することを提案

した。

1. 背景 2. 着眼点

図－1 信濃川中流域図

写真－1 連絡水槽

信濃川中流域発電所の
水環境問題への対応

森山　真＊



10 リザバー 2004.6

事例紹介  事例紹介  事例紹介  事例紹介  

東京電力�では西大滝ダム（写真－2）における過

去10ヵ年の水資料から、増出力可能な年間増取水量

（最大取水量171.133�/s→179.5�/sにより9千kW

の増出力）を割り出し、その水量の範囲で年間増放流

するといった地域と共存できる案を協議会事務局に提

案し、数回にわたる交渉の結果、協議会事務局の納得

をいただき合意案（図－２）を創り上げた。

これまでの増放流は、年間一定の水量をコンスタン

トに流すというものが主流であったが、今回の増放流

にあたっては、地域の声に応えるべく、放流量を季節

別に変化を付けるなどの工夫を行った。また、夏場の

電力需要逼迫時には増放流を圧縮するなど、発電電力

への影響をも極力回避した地域共生の新たな施策であ

る増取水・増放流（案）を構築することができた。

また、JR東日本�に対しても、当社が提案する増

取水・増放流（案）を提示し、河川環境改善への取り

組みを促すとともに、一緒に協議会に参加し、東京電

力�・JR東日本�双方の立場での電力の必要性を訴

え、増取水・増放流に取り組んだ。

このような検討経緯を含め、水利権期間更新（平成

22年）前ではあるものの、協議会ならびに地域の要請

に応える方向で、平成13年3月に開催された第7回協

議会において当社の計画が提案され、委員各位より評

価をいただいたことから、直ちに（同年6月）国土交

通省との間で実施に関する覚書を締結した。

国土交通省との覚書締結の協議と併行し、増取水に

伴い必要となる連絡水槽嵩上げ工事についても準備を

進めるなど、可能な限りの早期実施に向け一体となっ

て努力を行った。この結果、夏期渇水前には工事を完

了することができ、平成13年7月20日より増取水・増

放流を開始した。

西大滝ダムでは、サケの遡上が平成11年には2尾、

同12年には１尾しか確認されなかったが、平成13年

には12尾、同14年には7尾確認されており、増放流の

効果が見られる。（写真－3）

今後も平成22年の期間更新に向けて、信濃川流域の

河川環境を維持しつつ、今回の放流に伴うデータを精査

しながら、関係機関等と調整を行っていく予定である。

4. あとがき
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図－2 放流パターン

写真－2 西大滝ダム

写真－3 遡上したサケ

＊ 東京電力株式会社　信濃川電力所　土木建築グループマネージャー

3. 具体的取組み
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平成13年7月にまとめられた「新しい時代のダム管

理のあり方」では、ダム管理体制やダム管理業務（平

常時・洪水時の危機管理、ダム環境の改善、利水補

給・渇水対策、事故対応）が時代の要請に合ったもの

になっていくことが重要である旨、提言されています。

ダム・堰危機管理業務顕彰制度は、ダム・堰の管理

現場における危機管理面での創意工夫活動について、

他の模範となる顕著な取り組みを表彰し、その功績を

讃えるとともに、ダム・堰の管理技術の推進に寄与す

ることを目的とするもので、「新しい時代のダム管理

のあり方」の取りまとめに座長としてご尽力いただい

た中川博次立命館大学教授が発起人として関係者に呼

び掛けられ、次の4名の学識経験者により「ダム・堰

危機管理業務顕彰委員会」が平成15年12月17日に発

足しました。

（委員長）

中川　博次 立命館大学教授

（委　員）

中村　英夫 日本大学理工学部電子情報工学科教授

田中　　淳 東洋大学社会学部社会心理学科教授

沖　　大幹 東京大学生産技術研究所助教授

危機管理の活動分野は、できるだけ広い範囲にする

ことにし、事前予防活動、洪水対応、渇水対応、事故

対応の4分野となりました。また応募対象となるダ

ム・堰については、初年度で時間的な制約もあったこ

とから、国土交通省所管のダム・堰に限っての応募と

なりました。今年度以降については、今年4月15日に

開かれた顕彰委員会の場で、国土交通省所管以外のダ

ム・堰も含めていく旨の方向性が示されています。

（１）事例募集

平成15年12月から本年1月にかけて、国土交通省

河川局を通じて事例募集を行った結果、『国土交通省

直轄ダム・堰』で28事例、『（独）水資源機構（国土交

通省所管）管理ダム・堰』で6事例、『都道府県（国土

交通省所管）管理ダム・堰』で10事例の計44事例の

応募がありました。

（２）審査経緯

44事例について、平成16年4月最終審査が実施さ

れ、その結果、次頁に示す5事例を表彰することが決

定されました。

（３）表彰及び講評

表彰式は、5月18日、さいたま新都心合同庁舎1号館

2階講堂において国土交通省河川局坪香河川環境課長、

小泉流水管理室長等を来賓に招いて実施され、全国の

ダム・堰管理所長の見守るなか、中村英夫委員長代理

から表彰状及び楯がそれぞれ授与されました。引き続

き、中村委員長代理より各事例の顕彰理由と講評がな

されました。その後、表彰されたうち2事例のプレゼン

テーション発表があり、表彰式の終了となりました。

菊池　英明＊

ダム・堰危機管理業務顕彰制度について

1. 趣旨

3. 平成15年度顕彰経緯

2. 表彰内容、対象
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中村委員長代理の審査講評の主旨は、次のとおり

です。

●応募事例内容は平常時、高水時、渇水時の流水管理

に関する内容や危機に対する予防活動、下流安全確

保等の危機管理対策に関する内容等、顕著な事例も

多くかつ多岐にわたるものでした。

●審査に当っては、選考基準を定め、4月15日に最終

審査を行い、その結果５事例を表彰することに決定

しました。

●選考基準としては、地域特性、気象条件等に応じた

「活動の創意工夫の点」、実管理上ダム操作規則外等

の「的確な判断と臨機応変な対応」、ダム管理の質

の向上が評価される「活動の計画性・継続性」、独

創性があり他のダムに応用可能で「全国の模範とな

るか」を視点にしました。

●表彰されたダムの評価された点は次のとおりです。

（a）最優秀賞の二風谷ダム管理所は、平成15年８月

台風10号出水時において、計画規模を超える出

水に対し停電などが重なる状況のなかで、適切な

ダム操作を実施し、ダム本体の安全を確保する

とともに、下流河川への被害を最小限にとどめた

点を評価しました。

（b）優秀賞の市房ダム管理所は、新しい水位放流方式

を初めて採用し、個人の経験に頼らない合理的な

初期放流操作が行えることを確認するとともに、

下流への洪水調節効果をもたらした点を評価しま

した。

（c）優秀賞の石田川ダム管理事務所は、下流河道の

流下能力を考慮して夏期には迎洪水位を常時最低

水位に保ち、下流の洪水被害を防止した点を評価

しました。
表彰式

北海道開発局　二風谷ダム管理所

～「計画規模を超える異常洪水への適切なダム操作実施」～

熊本県　市房ダム管理所

～「水位放流方式・限界流入量の指標を用いたダム操作の実施」～

滋賀県　石田川ダム管理事務所

～「下流河川の流下能力を考慮した洪水調節操作及び施設改善」～

中部地方整備局　天竜川ダム統合管理事務所（小渋ダム）

～「放流警報及び下流安全確認を目的とした一般への情報提供サービスの実施」～

中国地方整備局　太田川河川事務所（高瀬堰）

～「放流警報の伝達手段に地元コミュニティーＦＭを活用」～

平成15年度　ダム・堰危機管理業務顕彰優秀業務

最優秀賞

優秀賞

奨励賞
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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　主任研究員

（d）奨励賞の天竜川ダム統合管理事務所（小渋ダム）

は、ダム放流時の危険度マップを作成し、一般へ

広く配布する他、警報区間に安全確保のためのＣ

ＣＴＶの整備等、下流河川の安全管理に工夫した

点を評価しました。

（e）奨励賞の太田川河川事務所（高瀬堰）は、地域コ

ミュニュティー、ＦＭ放送を活用し、堰管理所か

ら緊急時に河川情報を提供可能とし、職員自ら毎

週放送による情報提供を行っている点を評価しま

した。

●「本委員会では、今年度以降も引き続き全国の優れ

た取組み事例を顕彰し、ダム・堰管理技術の推進の

一助となればと考えております。委員会において、

各現場での創意・工夫や臨機応変な対応も重要であ

るが、優秀な活動・取組みが組織において定着・継

続されていくことも肝要なことではないかとの意見

がありました。地道な組織的取組み事例等、幅広い

多数の応募を今後も期待しております」と講評を結

ばれました。

�ダム諸量データベース（http://www2.river.go.jp/

dam/）

公開されているデータ（115ダム）は、ダムの

基本諸元、貯水位、流入量、放流量、貯水池の水

温及び濁度並びに水質です。

平成14年7月から公開を始め、現在平成13年

データ及び14年データが公開されています。

なお、このデータは、過去の統計データです。

リアルタイムのデータは、同じく水情報国土の

水文水質データベース（ http://www1.river.go.jp/）

に公開されています。

�河川環境データベース（河川水辺の国勢調査［ダ

ム湖版］）（http://www4.river.go.jp/）

公開されているデータ（97ダム）は、定期的、

統一的に調査されたダム湖及び周辺地域における

生物調査結果で、魚介類、底生動物、動植物プ

ランクトン、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺

乳類、陸上昆虫類等の７項目です。

平成16年2月から公開を始め、現在平成12～

ダムに関するデータベースの紹介ダムに関するデータベースの紹介

国土交通省河川局がインターネットで公開している「水情報国土」
（http://mlit.go.jp/river/IDC/index.html）上に、国土交通省管轄のダム
のデータが掲載されています。
現在掲載されているデータは、次のとおりです。
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ダムへ流れ込んでくる流水を安全にかつ的確に放流する

ために活用されるダムコン（ダム管理用制御処理設備）

は、標準仕様書に基づいて計画、設計されています。ダム

コン標準仕様書は昭和45年以降、技術の進展等に伴いそ

のつど改訂され、現在は平成7年発行の『ダム管理用制御

処理設備標準設計仕様（案）（財団法人　ダム水源地環境

整備センター）』が最新版となっております。この仕様書

（案）はパーソナルコンピュータによる分散処理システム

を特徴としており、全国の国土交通省直轄ダム、水資源機

構ダム、地方自治体の国土交通省所管補助ダム等に幅広く

利用されてきました。

しかし、この仕様書（案）については、下記“2．標準

仕様書改訂の背景”に示すような課題があり、平成14年

度より『ダム管理用制御処理設備標準仕様検討委員会』を

設置し、改訂に向けての検討を行ってきました。そして、

平成16年3月の最終委員会で標準仕様書（案）についての

承認を得たところです。

平成13年7月の『新しい時代のダム管理を考える研究会

（座長：中川博次　立命館大学教授）』の提言において指摘

されているように、ダム管理職員の減少など社会情勢の変

化およびＩＴ関連技術の進展等に伴い、ダムコンに係る次

のような課題が顕著になってきました。

（１）従前の標準仕様書は、洪水調節を主たる目的とし、ゲ

ート操作を伴うゲートダム（大・中規模ダム）に適用

するものであるため、新たに自然調節ダムや小規模ダ

ムへ適用可能な標準仕様書が必要である。

（２）ダム管理の高度化、効率化、集中化に向けて、遠隔監

視・遠隔操作の導入について検討する必要がある。

（３）広く一般への情報公開が進む中で、ダムコンシステム

としての情報伝達のあり方を検討する必要がある。

（４）ダム管理所内のネットワークは完全に閉ざされたもの

ではなく、さまざまな防災ネットワーク・所轄のネッ

トワーク等との接続が必要となっており、システム全

体のセキュリティを検討する必要がある。

（５）ゲート設備（機側操作盤）は高度化、電子機器化

（PLC化）されてきており、これへの対応が必要である。

（６）ダムコンは高額であるというイメージを持たれてお

り、コスト縮減の検討が必要である。

これらの課題を解決するため、ダムコンの標準仕様書の

改訂を行うことになりました。

標準仕様書改訂のポイントは、次のとおりです。

（１）ダムの分類に応じたダムコンの基本機能及びオプショ

ン機能とシステム構成

（イ）ダムの目的や管理運用形態、規模、洪水調節方法

に応じ、無駄のない合理的なシステム構成・機能

とし、システムのスリム化、コスト縮減、省スペー

ス化を図る。

（ロ）ダムコンの持つ処理機能を、基本機能とオプション

機能に分け、当該ダムにおけるシステム機能の最適

化を図る。

（ハ）現在のダムコンの機器・装置構成をパソコンの高

機能化に伴い、集約化する方向で見直しスリム化

する。

（２）管理の高度化へ対応する汎用システム

（イ）ダムコンのオプション機能として遠隔監視・遠隔操

作機能を位置付け、操作方式、通信回線の条件を

明らかにする。

（ロ）ダムコンの有する情報を広く一般に公開していく場

合の、標準的なシステムを構築する。

（ハ）情報公開や遠隔操作機能を適用する場合における、

2. 標準仕様書改訂の背景

3. 改訂のポイント

1. はじめに

国土交通省河川局河川環境課　流水管理室
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ダムコンのセキュリティ対策を示す。

（３）ゲート設備との役割分担

ゲート機側操作盤に共通した標準仕様、またダムコ

ン装置との接続仕様の確立、操作制御における役割分

担を見直す。

（４）ソフトウェアの標準化

（イ）個々のゲート・バルブの入出力項目、操作手順など

を標準化することにより、ダムコンソフトウェアの

標準化を図る。

（ロ）ダムコンソフトウェアの詳細設計書として、最適な

表現手法・設計手法を導入し、広く一般にわかり

やすいものとする。

（５）汎用品の活用

専用装置・特注品である操作卓、表示盤、情報伝達

処理装置及び機器装置の収容架（ロッカー）等の更な

る汎用機器の活用方策を検討する。

（６）コスト縮減

（イ）ダムコンを基本機能とオプション機能に分類し、当

該ダムにおけるシステム機能のスリム化を図る。

（ロ）近年のパソコンの高機能化の観点からダムコン機器

の集約化によりシステム構成を見直しする。

（ハ）汎用品の活用を徹底する。

（ニ）ダムコンと接続する関連機器とのインターフェイス

の標準化を図り、ダムコン製作工数の縮減を図る。

従前の標準仕様書と比較した改訂のポイントを表に示し

ます。

現在、｢ダム管理用制御処理設備標準設計仕様書（案）｣

ができ上がり、配布の運びとなりました。また、仕様書（案）

について関係者より質問事項等を出していただき、解説書の

整備（平成16年8月発行予定）を行う予定としております。

4. おわりに

表　新旧ダムコン標準仕様書の比較

�安全性、信頼性、耐久性の確保 
（装置と処理の分散化、演算処理装置の二重化を図り、一部の障害が全体シ
ステムへ影響しないよう配慮している。） 

�処理の確実化 
（操作の独立性を確保している。） 

�操作の容易性の確保 
（操作設定を基本として、タッチパネルと操作ガイドの構成により操作の容易性
を確保する。） 

�設備構成ならびにソフトウェアの汎用化・標準化 
（パソコンの積極的な導入により、装置の汎用化標準化を図っている。また、
処理手順を規定し、処理ソフトの汎用化と処理の同一化を図る。） 

�ゲート調節ダムを対象としている。 

�システムの分散化（処理内容及び機能の分類を行い、ハード及び機能の分散
化を図っている。） 

�装置間のデータ伝送にネットワーク（ＬＡＮ）を採用するとともに、ネットワークを
制御系（ＦＡ－ＬＡＮ）と演算・情報系（ＯＡ－ＬＡＮI・�）に分散させている。 

�機側操作盤については、リレー式を想定。 

�機側に設置する機側伝送装置を介して光ケーブルで接続。 

�ゲート・バルブ毎に１対１接続とし各ゲートの独立性を確保。機側操作盤や通
信系統および遠方操作設備の入出力部に障害が発生しても、切り捨てながら
操作の継続性を図っている。  

�機側操作盤については、ＰＬＣ式を想定。 

�機側と遠方をダイレクトに光ケーブルで接続。 

�洪水調節に用いるゲートとスター型（ｎ対１）接続とし、装置の集約化を図り
コスト縮減を実現している。ただし、貯水位計及び遠方手動については、別
系統の接続としてシステムの信頼性を確保。  

�遠方手動操作については遠方手動操作卓、設定値操作（半自動・自動操作
等）は表示設定操作卓を用意し、それぞれの独立性を確保している。 

�遠方手動操作設備は、全て特注の装置である。 

�予備ゲートや制水ゲート以外のすべての放流設備を遠方手動操作の対象として
いる。 

�遠方手動操作については、遠方手動操作装置、設定値操作（半自動・自動
操作等）は放流操作装置を用意し、それぞれの独立性を確保している。 

�遠方操作設備は、ほぼ汎用品により構成されている。 

�利水用の放流設備については、遠方手動操作の対象外としている。 

新仕様におけるシステム構成は、システム全体としての安全性、信頼性を現標
準仕様のシステムに対して劣らないようにするとともに、コスト縮減に考慮している。 

�ダムの分類（ゲート調節ダム・自然調節ダム）に応じたシステム構成としている。 

�システムの集約化（一部の機能にとらわれずシステム全体としての安全性、信
頼性を確保し、ハード及び機能の集約化を図りコスト縮減を図っている。） 

�装置間のデータ伝送にネットワーク（ＬＡＮ）を採用するとともに、ネットワークを
制御系（ＦＬ－ｎｅｔ）と情報系（ＯＡ－ＬＡＮ）に分散させているが、制御系Ｌ
ＡＮについては機側－遠方間にも適用している。 

�安全性の確保 
（国際規格に基づくダムコンシステムの安全性を確保している。） 

�信頼性の確保 
（機能の分類に応じた信頼性、遠方手動操作の独立性を確保している。） 

�扱いやすさ 
（用語定義の統一化、処理内容をわかりやすく扱いやすいものとし、操作の標
準化している。また、遠隔操作の安全性確保のための要件を明確にしている。） 

�コスト縮減 
（ダムの分類に応じたソフト・ハード構成にするとともにダムに応じた必要十分な
機能としている。また、汎用品の積極的な活用、関連設備との接続方法の標
準化及び安全性の確保が可能な新技術を採用しコスト縮減を図っている。） 

機
側
接
続 
特
徴 

基
本
要
件 

遠
方
操
作 

備
考 

新標準仕様書 
 

 従前標準仕様書（ダム管理用制御処理設備標準設計仕様（案）ＷＥＣ） 
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藤田　栄一＊ 岡崎　誠＊＊

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業は、加古川

水系（流域面積1,728�、流路延長86.5�）にかかる東

条川地区、加古川西部地区、東播用水地区の各国営土地

改良事業で造成された基幹水利施設群（ダム5ヵ所、頭

首工4ヵ所、揚水機場3ヵ所、導水路及び幹線水路約70

�）を適正かつ公平に利水運営し、水資源の有効活用を

図る観点から、農林水産省が一元的かつ総合的に管理を

行うもので、平成2年に事業が発足しました。これら基

幹水利施設のうち、当管理所で管理する呑吐（どんど）

ダムの安全管理（リスクマネジメント）について現状を

報告します。（図）

呑吐ダムは、総合管理事業における主要水源施設の１

つで、有効貯水量17.8百万�の重力式コンクリートダム

で、農業用水、水道用水の確保を目的としています。

ダムの名称はダムサイト上流にあった「呑吐の滝」に

由来するもので、ダム湖は水没地の集落名から「つくは

ら湖」と呼ばれています。ダム諸元を表に示します。

当地域は瀬戸内型気候に属し、年間降雨量も1,300�

前後と少ないこともあり、この数年間洪水放流（Ｑ＝

150�／ｓ以上）を行っていません。しかし、ダム下流

河川は狭小な個所が多いことから河川改修工事を行って

いたり、ダム地点から約8�下流の市街付近に駐車場と

して利用している河川敷があり、洪水流量以下の放流で

あっても河川の増水による予期せぬ被害や事故が発生す

る恐れがあるため、放流には十分な安全管理体制が求め

られています。このため、河川管理者、関係自治体、警

察署、消防署及び地元FM放送局と「呑吐ダム放流連絡

会」を組織して放流に伴う相互連絡を密にし、危害防止

に努めています。

現在の組織体制は、職員5名、管理会社職員等7名の

合計12名で施設管理を行っています。

管理所職員は、2年程度で人事異動があり、洪水放流

を経験せずに異動する職員も多いことから、これまで管

1. はじめに

2. 施設概要

図 総合管理事業概要図

加
古

川 

明
石

川 

神戸市 

明石市 

加古川市 

川代ダム 

糀屋ダム 

鴨川ダム 

呑吐ダム 

大川瀬ダム 

基礎水路系統 

3. 安全管理の現状

型　　式 

堤　　高 

堤　　長 

総貯水量 

有効貯水量 

計画洪水量 

余水吐設備 

流域面積 

重力式コンクリートダム 

71.5� 

260.6� 

18,900千� 

17,800千� 

925�／Ｓ 

ラジアルゲート　8.056�×7.000�×3門 

直接　　49.8� 
間接　 279.7� 

表 呑吐ダムの諸元
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理業務で蓄積された放流施設事故に関するデータや成果

を整理し、新たに業務に携わる職員が確実かつ円滑に対

処できるよう、次のような対応を行っています。

（1）緊急事態対応マニュアルの整備

当マニュアルは、緊急時（洪水時・地震時・施設

事故時等）における施設管理の技術的な対応につい

て基幹水利施設毎に取りまとめています。例えば、

ダムの洪水対応では、降雨情報確認・流入予測・洪

水時の組織体制と連絡網・警報活動・準備器具・関

係機関への通報・通知等の手順をそれぞれまとめた

フロー図を記載しています。

（2）独自の管理演習の実施

毎年5月に実施する全国一斉の「ダム管理演習」

とは別に、安全に洪水放流を行えるよう、放流を想

定した演習を4～5月に2回程度実施しています。

放流警報区間におけるチェック地点の確認や河川

状況の点検はもとより、前述の市内中心部にある河

川敷の駐車場の駐車状況の把握も行っています。

この駐車場は、神戸市内への通勤者が鉄道との乗

り継ぎに多く利用していることから、警察から車の

所有者に連絡しても、直ちに河川区域外への移動が

できない状況となることもあります。（写真）

中央幹線水路は呑吐ダムを取水口とする水路で、かん

がい用水と水道用水を送水しており、漏水事故への対応

は一刻の猶予も許されない緊急を要するものとなります。

このため、中央幹線水路での事故対応として「緊急事態

対応システム」を開発・試行していますが、このシステ

ムの呑吐ダムへの利活用を考えています。

（1）現地アクセスシステム

事故時に一般通報者からの施設名称・所在地・ラ

ンドマーク（建物名・交差点名等）による連絡を受

け、GIS上でその位置を概定するとともに位置データ

（緯度・経度）を管理用車両に搭載しているカーナビ

に転送し、カーナビの誘導により管理用道路の走行

や現地へのアクセス最短ルートを選定し、画面と音声

で道案内を行うものです。

ダム管理への活用としては、ダム流入河川の水質

事故発生時や下流河川の警報監視時の利用が考えら

れ、ダム流域及び下流河川を対象に検討しています。

（2）施設情報管理システム

事故発生位置から当該地点の平面縦断図、構造図、

施工年度、施工業者（連絡先）、補修履歴等の施設情

報を検索するものです。

ダム管理への活用は、施設が故障した時の利用が

考えられ、ダム本体・雨量観測局舎、放流警報局舎

等を対象として検討しています。

本ダムは洪水放流が比較的少ないことから、その対応

についてマニュアルとして整理して引き継ぐと同時に、

随時演習を実施して洪水放流に対する認識を高め、演習

での反省点をマニュアル等に反映させて一層の管理技術

の向上を図っていくことが重要と考えています。今後と

も、職員が一丸となり関係機関とも連携して、より安全

で効果的な利水運用を図っていきたいと思っています。

4. 緊急事態対応システムの検討

5. おわりに

＊ 農林水産省　近畿農政局淀川水系土地改良調査管理所
加古川水系広域農業水利施設総合管理所　所長

＊＊ 農林水産省　近畿農政局淀川水系土地改良調査管理所
加古川水系広域農業水利施設総合管理所　機械電気係長

写真　河川敷の駐車場
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香川県土木部河川砂防課

［ 管理所訪問 ］

四国の水がめ

早明浦ダムを訪ねて
高松空港上空で高度を下げた飛行機の小さな窓か

ら、眼下にいくつもの黒い塊が太陽の光を受けてキ

ラリ、キラリと輝いた。香川県に約16,000はある

という溜池である。今回の訪問先は、降雨量が年間

1,000�程度という日本有数の少雨地域と、年間

3,000�以上の多雨地域とが接している四国の早明

浦ダム。

早明浦ダムは吉野川水系吉野川、高知県土佐郡に位置し、洪水調節、発電、吉野川の維持用水の確保、四国四

県への新規用水の供給を目的とした多目的ダム。西日本一の大貯水池で、「四国の水がめ」とも「四国のいのち」

とも言われており、その水は徳島県の池田ダムを経て、慢性的な水不足に悩む香川県にも導水されている。

まずはその香川県の土木部河川砂防課で、県が自ら建設したダムの管理について伺い、次に吉野川の全体的な

洪水調節や水管理を統括している国土交通省四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所、吉野川の水管理の実運

用を行っている独立行政法人水資源機構池田総合管理所に立ち寄り、最後に早明浦ダム管理所でお話を伺った。

平成15年現在、香川県には河川砂防課所管のダムが15

ある。これらのダム管理所には、平常時は1ダムに3～4名

の嘱託職員がローテーションを組んで常駐しており、所管

の土木事務所の所長がダム管理所長を兼務している。

高水警戒体制等の非常時には、所管の土木事務所の職員

が、ダム管理員の兼務辞令を受けて対応に当たるという体

制をとっている。兼務の職員は、県の水防計画書に定めら

れた基準に従って、注意報が出ると土木事務所に待機し、

警報が出た場合、または計画高水量の2分の1を目安にし

て、それ以上の増加が見込まれる場合、ダム管理事務所へ

駆けつけるという。

ただ、香川県のダムは小流域が多い。「降ったら30分で

ダムまで来ますね」と河川砂防課の宮武秀人主任は語る。

「過去にも例がありますけれど、2分の1計画高水量だとい

う報告が入って、対応を考えているうちに、すぐに計画高

水量に達したという報告があるんです。ですから、この体

制は危険をはらんでいるんです。」

とはいえ、香川県では注意報が年に20回程度で、計画

高水量に達するのも年に１回程度。なかなか十分な人数を

各事務所に配置できないのが現状である。

渇水の場合はどうだろうか。香川県では早明浦ダムの取

水制限を目安に渇水時の対応を行っており、早明浦ダムの

「第二次取水制限」が予想される時点で、上水道事業者、

各首長、土地改良区等の関係各所に公文書で「節水のお願

い」を呼びかけている程度で、最近は渇水調整を行ってい

ないという。

最後に、貯水位管理についての今後の課題を伺った。

「香川のダムは梅雨と洪水を貯めるしか水がない。それを

考えると夏場の水位を下げておきたい。その反面、環境上

の維持流量の確保もありますから、あまり下げても怒られ

る。梅雨と台風の時に雨が空振りだったら、香川県全域が

渇水です。高水の心配と渇水の心配と、両方抱えた県なん

です。」

東京に住んでいると、近年は余程のことがない限り渇水

も洪水も体験することはなくなった。都民の水の約90％

は他県のダムの水である。他県のダムに頼っている香川県

矢 部 村  

文字岳 

矢部村役場 

富郷ダム 

池田ダム 

早明浦ダム 

高知県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

松山 

高松 

高知 
鏡ダム 
（県） 

吉野川 

物部川 
鏡川 仁淀川 

瀬戸内海 

太平洋（土佐湾） 

銅山川 

吉野川北岸用水 

瀬戸川 

那賀川 

室戸岬 

徳島 

香川用水 

高知分水 

新宮ダム 

旧吉野川 
河口堰 

今切川 
河口堰 

柳瀬ダム 

●●ダム 

国土交通省管理ダム 

水資源機構管理ダム 

○○ダム 
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の話を聞きながら、平成８年に東京でも街路樹が枯れるほ

どの渇水があったことを思い出し、ダムの有り難味を改め

て認識させられた。

ダムというよりは堰のように見える池田ダムのほとりに、

国土交通省の吉野川ダム統合管理事務所（以下、吉野川ダ

ム統管）と、独立行政法人水資源機構の池田総合管理所の

入った建物がある。

まず吉野川ダム統管に伺うと、柔らかな物腰の村上光男

所長が、四国の自然条件と地形の成り立ちから吉野川総合

開発計画のあらましまで丁寧に教えて下さった。

吉野川ダム統管には20名の職員がおり、嘱託の20名を

含めた計40名で、早明浦ダム、池田ダム、富郷ダム、柳

瀬ダム、新宮ダムの統合的な管理を行っている。

高水に関しては、降雨や流量観測のデータや古い洪水の

データを集めてデータベース化し、分析している。「台風

性降雨については随分と予測が当たるようになりました」

と村上所長は言う。「台風がどのルートを通ったらどうな

るか、吉野川流域でどのくらい、どういうパターンで雨が

降るかを予測して、各ダム管理所に通知します。柳瀬ダム

以外は水資源機構のダムですから池田総合管理所にも通知

します。各ダム管理所は、この予測値を加味して独自の予

測をし、池田総合管理所が放流計画を立て、それに対して

吉野川ダム統管がGOサインを出して、各ダムが操作を実

行するという流れになります。」

低水時に関しては、池田ダム地点で、夏場には約70�/

ｓ、冬場には約35�/ｓの放流になるように管理してい

る。「池田ダムに集まってくる水を観測しながら、不足が

あるようであればこちらのダムから放流し、雨が降ればあ

ちらのダムからの放流を止めるといったような調整をして

います。」

渇水時のデータもまた吉野川ダム統管で収集している。

「川の流況写真、環境状態、水質、市民生活、どの町でど

んな取水制限がされたのか、農業用水はどこで困っている

のか、そういったデータは渇水の時でないと集まりません

ので、なかなか大変な作業です。」

吉野川ダム統管を出て階段を１階上がると池田総合管

理所がある。ここでは小原茂美第一管理課長にお話を伺

った。

池田総合管理所が管理している池田ダムは吉野川の利水

の基準点である。管理所では、香川用水、北岸用水（徳

島）、吉野川維持用水を確保するため、河川流量の不足分

を気象やダム流況情報等から計算し、吉野川ダム統管と協

議した上で、早明浦ダムに補給量の要請をしている。この

要請量の調整や、降雨によるゲート放流等に対応するた

め、池田ダムには交替勤務者が1人、24時間張り付いて、

気象や水位の監視を行っている。

「１人で24時間監視するというのは相当大変だと思いま

す」と小原課長は語る。「というのは、池田ダムは常時満

水位EL88.1ｍ～最低水位EL87.5ｍのたった60cmの幅の

中で運用を行っているんです。EL87.5ｍを下回ると、香

川用水と北岸用水の取水ができなくなってしまう。また、

早明浦ダムはピーク発電なので水は日中にまとめて放流さ

れます。ある程度の量は早明浦ダムと池田ダムの間にある

電源開発�の山崎ダムで調整されますが、しきれない部分

もありますので、常時満水位のEL88.1ｍを越えないよう

に、池田ダムで24時間監視しながら早明浦ダムに補給量

の要請をしなければなりません。」

池田ダム

池田総合管理所

吉野川ダム統合管理事務所
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いわば、通常の早明浦ダムの管理は池田総合管理所で行

っているということになる。それでは治水上の管理につい

て、早明浦ダム管理所で伺うことにしよう。

山の斜面に点在する集落を

いくつも越え、大歩危小歩危

を通過して、いよいよ早明浦

ダムにやって来た。ダム湖の

周辺の斜面にも家々が見える。

四国の山間部には平地が少な

いと聞いていたが、まさにそ

れを実感させる光景である。山

は高く、川は谷を深くきざみ、

洪水はあっという間に海まで達してしまうのだろう。

管理所を訪れると、竹島良雄所長は「何でも聞いてくだ

さい」と気さくに対応して下さった。

早明浦ダムでは、以下の3条件の時に洪水警戒体制を

とる。

①空き容量に相当する雨量が観測された時

②流域内における総雨量が80�に達した時

③台風の中心の進路が東経126度～136度の範囲で、か

つ北緯26度に達した時

土木職6名、電気職3名、運転手1名、計10名の職員と、

嘱託の運転手1名で、注意体制、第一警戒体制、第二警戒

体制、非常体制のそれぞれの体制に即したローテーション

を組み、高水に対する警戒体制時には池田ダム地点までの

警報や関係機関への連絡やゲート操作を行っている。

平成15年には当ダムの洪水流量（800�/ｓ）を超える

出水が４回あった。最も大きかったのは9月12日の台風14

号による出水である。出水時は、池田総合管理所から各ダ

ムに向けて、ローカルネットワークを利用した共通の「防

災掲示板」を通じて指示が出る。この日も、台風の進路が

東経126度～136度で、北緯26度に達したので、朝5時に

注意体制の指示が出た。水位はEL317�で累計雨量は43

�。ダム管理所に3名が張り付き、状況を見守った。台風

の接近に伴って出水の可能性が予測されたので、8時半に

は洪水警戒体制に入った。

しかし水位はまだ低く、累計雨量も50�と流況はほと

んど変わらなかったため、3名で関係機関に洪水警戒体制

の通知を行ったり、洪水予測プログラムを使って流出予測

などの計算を行った。予測に関しては、先述の通り吉野川

ダム統管からも独自の予測値が送られてくる。ただしこの

数字は予測されるなかで安全サイドのもの。これらと過去

の実績や気象台が出す数字を見比べながら、何回も予測を

トライアルしていく。

早明浦ダムでは、計画高水流量4,700�/ｓのうち、定

率・定量方式で2,700�/ｓの洪水調節を行い計画放流量

2,000�/ｓとする。平成11年に、1,300�/ｓ程度の流入

がだらだらと続いたことがあった。このままの状態が続く

と、ダムの容量がパンクすることが懸念されるので、「た

だし書き操作」が必要になる。しかし、当時「ただし書き

操作」をするためには、放流量が2,000�/ｓに達していな

ければならなかった。

計画高水流量に達しない程度の流入がだらだらと続き、

なお且つ放流量が2,000�/ｓまで達しない場合、後に続く

洪水調節の作業に取り返しのつかない事態を生じさせる恐

れがある。このような事態に対応するために、早明浦ダム

では13年６月以降「ただし書き移行操作」開始水位を「た

だし書き操作」開始水位の1�下の339.3�に設定した。

早明浦ダム

早明浦ダム管理所

ただし書き操作

竹島所長
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この水位から放流量を2,000�/ｓまで増加させる操作であ

る。2,000�/ｓに達したら、その後は「ただし書き操作」

を開始し、達しなければ「ただし書き操作」は行わないで

済む。

確かに現実の流入量は必ずしも計画波形のようなつりが

ね型をしているわけではない。「基本波形のパターンだけ

では対処できないという話なんです。これは今までの実績

を合成したような波形ですから。1,300�/ｓ程度の放流量

を2,000�/ｓまで達するようにさせるというのが移行操作

です。」

早明浦ダムでは8月には渇水濁水に、9月には洪水濁水

に悩まされている。

もともと早明浦ダムでは表面取水設備を備えていたが、

昭和51年に、ダムからの放流濁度が10度以上という事態

が最長で3ヶ月間続いた。これを受けて選択取水設備に改

造することとなり、その工事も平成10年度に完了し、平

成11年の出水に伴って濁水が入ってきた時に、選択取水

設備を使って濁った層を先に放流するという操作を行った。

ところが、地元への説明が不足しており、濁水放流が社会

問題化したという経緯がある。「選択取水設備はきれいな

水を選んで放流すべき施設であって、どうして濁った水を

放流するのかという批判をいただいたんです。」

そこで、平成11年11月、地元関係者や学識経験者、国

土交通省、水資源機構等で構成する「早明浦ダム選択取

水設備操作に関する検討会」が発足した。

検討会では平成12年3月に選択取水設備を用いた高濁

度放流の操作ルールを策定し、そのルールに則して、同

14年９月に48時間の高濁度放流を行った。また、同15年

には、表面取水を継続した結果、放流濁度が10度以上と

いう事態が2週間続いたことから、選択取水設備を使って

中層のきれいな層からの取水も行った。

「まだ実績が少ないんです」と竹島所長は言う。「ルー

ルを決めてから高濁度放流を行ったのが１回、清流放流

を行ったのが1回。極力濁った水は出さないというのが

前提ですが、濁った水を貯めこんでしまうと、その後が

長期化するから、先んじて濁った層から水を出しますと

言っても、地元の方はなかなか「うん」とは言ってくれ

ない。運用していくなかでまた課題が出てくると思いま

すから、それを踏まえて、選択取水設備の運用の仕方を

改善していくのであれば、納得していただけると思うの

ですが。」

平成6年の大渇水の折、高松市では3ヵ月にわたる時間

給水を強いられた。これを機に、香川県内の中学生が「香

川用水 水源めぐりの旅」と題した学習のために早明浦ダ

ムまでやって来るようになった。平成15年度も約30の学

校から4,000人程度の中学生が訪れた。中学生は洪水期を

外して来るそうだが、それにしても大変な数である。

「子どもたちは、水は蛇口をひねれば出ると思っている

でしょうけれど、ダム建設のために400近くの家が水没し、

そういった犠牲の上にこの水は成り立っているよ、お宅に

着くまでに3日くらいかかっているよ、こういう渇水もあ

ったよ、という話をして、水の大切さを教えます」と竹島

所長は語る。

大渇水から10年が経過し、今の中学生はその体験を持

たない。言われなければなかなか気付くことのない水の大

切さを、次代を担う若年層に説明し続ける重要性を強く感

じた。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

竹島所長にお話を伺って、ダム管理の多忙重責さに頭が

下がる思いがし、ややもするとダム操作をされる所長まで

もがコンピュータのように硬質な存在に思えていたが、最

後にお写真をお願いすると、それまで熱く語られていた所

長が、にわかに照れて相好を崩された。人間味あふれる所

長のお人柄を垣間見た一瞬であった。

（ルポライター・神澤志摩）

早明浦ダム選択取水設備操作に関する検討会

中学生の水源学習への対応
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平成15年度末、貯水池管理の総合的な情報誌として創刊

しました「リザバー」の第2号を、お届けします。

●ダムに関する全ての分野について第１人者である廣瀬利雄

顧問から、ダム管理に関する貴重な提言をいただきました。

これを機に、貯水池管理に関する情報交換や議論が高まり、

ダムを管理する方々のお役に立てばと思います。

●ダム管理所長時代に大洪水や大渇水を経験した方々による

座談会を開催し、その時の対応について生々しく語ってい

ただきました。本号は、洪水調節編とし、次号は「利水

補給、水質及び情報公開」編を掲載します。今後、発電

ダム／地方自冶体管理ダム／農業利水ダム等についても、

順次このような座談会を開催してそれぞれの貯水池管理

の実情を交換し、その内容を掲載していきたいと考えて

います。

●4月、ダム・堰管理業務顕彰制度が創設され、第1回の表

彰式がありました。今後リザバーとしても表彰された管理

所の活動内容等を紹介し、管理所の皆様の参考にしていた

だきたいと考えています。

●今回の管理所訪問は、3月ルポライターの神澤さんに早明

浦ダム等を訪ね、見たまま、聞いたままのダム管理の実情

をレポートしていただきました。

（「リザバー」編集事務局）
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