ダム再生ビジョン
直樹

既設ダムを運用しながら有効活用
舛田

推進しています。

ら有効活用する「ダム再生」の取組を

の一つとして、既設ダムを運用しなが

ており、
「 生産性革命プロジェクト 」

ジョン検討会」
（委員長：角哲也京都

っては、有識者からなる「ダム再生ビ

したものです。本ビジョン策定に当た

を運用しながら有効活用する方策を示

「ダム再生ビジョン」は、既設ダム

す。

ダム再生の取組についてご紹介しま

た「ダム再生ビジョン」を踏まえて、

本稿では、平成二九年六月に策定し

ど、その運用方法を工夫することによ

流して洪水調節に活用したりするな

水発生前に利水容量の一部を事前に放

部に水を貯めて利水に活用したり、洪

常時に水を貯めない洪水調節容量の一

等を操作して使う施設であるため、平

す。
「賢く使う」は、ダムは放流設備

つ持続的に活用していくことが重要で

既設ダムを長期にわたって有効に、か

全であることが期待できることから、

れているものであれば、半永久的に健

ムの堤体は、適切に施工・維持管理さ

とが重要であることから、これまでの

担当者が知見を十分に共有しておくこ

進するには地方整備局や都道府県等の

ンを踏まえ、ダム再生をより円滑に推

さらに、国土交通省では、本ビジョ

す〈図表１・２〉
。

速するための方策をとりまとめていま

への寄与等、既設ダムの有効活用を加

水・環境機能の回復・向上、地域振興

かつ高度なダム機能の維持、治水・利

に応じ、既設ダムの長寿命化、効率的

本ビジョンでは、流域の特性や課題

として使っていこうとするものです。

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 企画専門官

近年における厳しい財政状況等の社

大学教授）を公開で三回開催し、検討

って有効な活用を図るものです。
「増

事例を基に、手続きや留意点等を「ダ

設ダムを有効活用することの重要性は

ば、ソフト・ハード対策の両面から既

を支える各種技術の進展等を踏まえれ

例の積み重ねによる知見の蓄積、これ

長期間使っていくための取組です。ダ

「永く使う」
は、
ダムの寿命を長くして、

クで使う」
といったテーマがあります。

使う」
、
「増やして使う」
、
「ネットワー

ダム再生には、
「永く使う」
、
「賢く

容量を振り替えたりしてネットワーク

使う」は、複数のダムをつないだり、

うというものです。
「ネットワークで

し、施設の能力を増やして使っていこ

や放流設備の増強等の施設改良を実施

宜、見直していくこととしています。

今後のダム再生の実績等を勘案し、適

月）としてとりまとめ、技術の進展や

ム再生ガイドライン」
（平成三〇年三

として、
「生産性革命本部」を設置し

会資本の整備・活用等を加速すること

向上につながるストック効果の高い社

国土交通省では、社会全体の生産性

会経済情勢、洪水・渇水被害の頻発や

の過程において関係機関から意見を聴

やして使う」は、ダム堤体のかさ上げ

ますます高まっています。

ダム再生ビジョン

気候変動の影響の顕在化、既設ダムの

き取りました。
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有効活用の様々な特長やこれまでの事

−
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ダム再生の取組

●ダム再生事業

ダム再生の取組のうち、堤体を少し

かさ上げすることでダムの総貯水容量

を大幅に増加させる事業、放流設備を

増強することで新たな水没地を生じさ

せずに機能を向上させる事業、堆砂対

策を行うことで施設の長寿命化を図る

事業といった「ダム再生事業」は、平

成三〇年度に新規着手した雨竜川ダム

再生事業（北海道開発局）
・矢作ダム

再生事業（中部地方整備局）
・早明浦

て既設ダムによる洪水調節や用水供給

ダム再生事業（水資源機構）を含め、

生計画策定事業」を創設して交付対象

の機能を確保し続けることを考慮した

平成三〇年四月現在、全国で二一事業

に追加するなど、既設ダムの有効活用

施工計画を立案する必要があります。

（ 直轄十一事業、水資源機構一事業、

を図るための事業を推進していきます。

また、施工方法もダム貯水池の大水深

補助九事業）を実施中です〈図表３〉
。

ダム再生事業は、新しくダムを建設

での作業や既存施設に振動等の負荷を

さらに、都道府県が実施するダム再生

する場合に比べて、水源地域における

与えないなど、高度な技術力が求めら

の取組にかかる計画策定を支援するた

社会的影響や環境影響が少ないといっ

れます。こうしたダム再生に資する技

め、平成三〇年度から新たに「ダム再

た特長がありますが、事業期間を通し

術も日々進展しています。

●ダムの柔軟な運用

大規模な施設改良を伴わず運用改善

だけで効果を発揮させる取組に向け

て、平成二九年度末までに、国及び水

資源機構が管理する全てのダム（一二

三ダム）について、洪水調節容量の一

水防災の課題と対策の方向性

特 集

ダム再生の発展・加速に向けた方策
これまで実施してきた取組をより一層加速し、ダム再生を推進する上での課題を踏まえ、ダム再生を発展・加速
（１）ダムの長寿命化

（５）気候変動への適応

u 堆砂状況等に応じた対策の推進、新たな工法の導入検討
u 複数ダムが設置されている水系において、工事中の貯水機能の
代替として他ダムの活用を検討
u 長寿命化計画の策定・見直し、機械設備等の計画的な保全対策

u 事前放流や特別防災操作のルール化に向けた総点検
u 事前放流等で活用した利水容量が十分に回復しない場合における
利水者への負担のあり方の検討、利水者等との調整
u ゲートレスダムにゲートを増設するなどの改良手法や運用方法の検討
u 将来の再開発が容易に行えるような柔軟性を持った構造等の研究
u 計画を超える規模の渇水を想定した対応策の研究
u 洪水貯留パターンなど長期的変化への適応策の研究

（２）維持管理における効率化・高度化
u 維持管理の高度化に必要な設備等の建設段階での設置を標準化
u i-Constructionの推進により、建設生産システムの効率化・高度化を
図り、建設段階の情報を維持管理で効果的・効率的に活用
u 水中維持管理用ロボット、ドローン、カメラ等を用いた点検の推進
u 不測の事態における操作の確実性向上等へ遠隔操作の活用を検討

（３）施設能力の最大発揮のための柔軟で信頼性のある運用
u ダム湖への流入量予測精度向上等の技術開発・研究
u 洪水調節容量の一部を利水に活用するための操作のルール化に
向けた総点検
u 複数ダム等を効果的・効率的に統合管理するための操作のルール化
の検討

（６）水力発電の積極的導入
u 治水と発電の双方の能力を向上させる手法等の検討や、洪水調節
容量の一部を発電に活用するための操作のルール化に向けた総点検
u 「河川管理者と発電事業者の意見交換会（仮称）」の設置
u ダム管理用発電、公募型小水力発電の促進、プロジェクト形成支援

（７）河川環境の保全と再生
u 河川環境改善に関する施策について、効果の検証と河川環境の
更なる改善手法の調査・研究
u 総合的な土砂管理を推進する体制の構築

（４）高機能化のための施設改良

（８）ダムを活用した地域振興

u 施設改良によるダム再生を推進する調査に着手
u ダム洪水調節機能を十分に発揮させるため、流下能力不足により
ダムからの放流の制約となっている区間の河川改修等の重点的実施
u 放流能力を強化するなどのダム再開発と河道改修の一体的推進
u 代行制度を創設し、都道府県管理ダムの再開発を国等が実施
u 「ダム再開発ガイドライン（仮称）」の作成、各種技術基準の改定等
u 施設改良にあたって比較的早い段階から関係団体と技術的意見交換
u ダム群再編・ダム群連携の更なる推進、複数ダムが設置されている
水系において、工事中の貯水機能の代替として他ダムの活用を検討
u 既存施設の残存価値や長寿命化による投資効果の評価手法の研究
u ダム管理の見える化、リスクコミュニケーション

u 既存制度の運用改善の検討、水源地域活性化のための取組推進
u 水力エネルギーの更なる活用が地域活性化に活かされる仕組の検討

（９）ダム再生技術の海外展開
u ダム改造技術や堆砂対策技術などダム再生技術の海外展開
u 既存組織の活用や制度の拡充を含めた推進体制構築の検討

（１０）ダム再生を推進するための技術の開発・導入
u 先端的な技術の開発・導入、官民連携した技術開発の推進
u 他分野を含め最新技術の積極的導入
u 人材確保・育成、技術継承などのあり方、大学等との連携を検討

図表２．ダム再生の特長
○トータルコストを抑制しつつ、既存ストックを有効活用することが重要。
○既設ダムの有効活用の実施事例が積み重ねられつつあり、各種技術が進展。
○水害の頻発化・激甚化や渇水の増加の懸念。
⇒ 流域の特性や課題に応じ、ソフト・ハード対策の両面から、既設ダムを有効活用する
「ダム再生」を推進する。
Ａ 運用改善だけで新たな効果
＜利水容量の洪水調節への利用＞

Ｂ 新たな水没地を生じさせずに機能向上
＜鶴田ダム再開発＞

［放流設備の増設］
死水容量等を
活用することにより、
洪水調節容量等を
増大

洪水調節
事前に放流

洪水発生前に、利水容量の一部を事前に放流し、洪水調節に活用

Ｃ 堤体のかさ上げで大きな効果
＜新桂沢ダム＞

堤高：２割増

Ｄ 施設の長寿命化
＜美和ダム＞

総貯水容量：６割増

美和ダム

堤体を少しかさ上げ（約２割増）することで、ダムの総貯水容量は約６割増加。

貯砂ダム
分派堰

土砂バ
イパス
トンネ
ル

部を利水に活用するための運用や洪水

発生前に利水容量の一部を事前に放流

して洪水調節に活用するための運用、

計画を超える規模の洪水等に対して的

確な操作を行う特別防災操作の運用に

向けた操作規則等の総点検を実施しま

した。今後、総点検結果を基に、関係
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図表１．ダム再生ビジョンの概要

土砂バイパス施設の整備により、
ダム貯水池への土砂流入を
抑制するとともに、土砂移動の
連続性を確保

※土砂バイパス施設 ： 土砂バイパストンネル、
分派堰、貯砂ダム

機関等との調整を行い、導入が可能な

対象に、面的に捉えた降水量観測デー

進します。具体的には、ダム上流域を

能とするため、必要な技術開発等を推

るための柔軟で信頼性のある運用を可

さらに、施設能力を最大に発揮させ

ど、治水と発電の双方の能力を向上さ

て発電事業者等の共同参画を促すな

か、治水を目的としたダム事業におい

ダムへの発電施設の設置を促進するほ

することが重要です。発電していない

ネルギーであり、今後も積極的に拡大

は、再生可能・純国産・クリーンなエ

ダムの貯水量を活用した水力発電

工事中のダムの両方

は、完成したダムと

ム再生事業の現場で

ています。特に、ダ

与する取組を実施し

から地域活性化に寄

など、ダムの完成前

たツアーを企画する

化する魅力を活用し

では、現場が日々変

タを用いたダム貯水池への流入量の予
せる手法について、発電事業者等と調

を見ることが可能で

●水力発電の積極的導入

測精度の向上を図るための技術開発や

整を行いながら積極的に検討し、更な

あり、こうした特色

ダムでは、各操作の運用を順次開始し

アンサンブル気象予測情報を活用した

る水力発電の導入を推進していきます。

を活かしたツアーの

大水深の貯水池内での作業等を伴いま

管理においても、高い場所での作業や

ダムは大規模な構造物であり、維持

●維持管理における効率化・高度化

た取組を推進します。

な運用に資するダムの統合運用に向け

ける降雪量計の高性能化、より効率的

ータを用いたダム貯水池への流入にお

る降雪量計の高性能化や降雪・融雪デ

ど、地域の活性化に貢献することが重

域への経済効果や雇用機会の創出な

するため、その建設期間中から周辺地

をもたらしながら長い期間を経て完成

整備等により、水源地域の状況に変化

の移転や道路の付替、その他生活環境

めています。ダムは、水没に伴う住居

盛り上がりを踏まえ、様々な取組を進

ついても、近年のダムツーリズム等の

ダムを活用した水源地域の活性化に

その魅力を活かした取組を行ってお

ムでしか体験できない」
を売りとして、

見たりするなど、「ダ

だり、放流を間近で

湖から景観を楽しん

上バスに乗ってダム

内を見学したり、水

ーでは、ダムの堤体

ます。ダム見学ツア

企画に力を入れてい

商品開発、イベントの実施等を行って

提供するダムカレー、ダムにちなんだ

（H30.4.1時点）

す。少子高齢化等による労働力不足が

ていきます。

ダムの洪水調節や利水操作の高度化を
●ダムを活用した地域振興

長安口ダム（徳島県）
洪水吐増設、堆砂対策
【本体工事中】

五名ダム（香川県）
既設ダム下流に新設
【調査・地元説明中】

長柄ダム（香川県）
既設ダムかさ上げ
【調査・地元説明中】

美和ダム（長野県）
土砂バイパス
【湖内堆砂対策施設工事中】

松川ダム（長野県）
土砂バイパス
【貯水池掘削中】

佐久間ダム（静岡県、愛知県）
容量振替、堆砂対策
【調査・地元説明中】

天ヶ瀬ダム（京都府）
トンネル洪水吐
【本体工事中】

千五沢ダム（福島県）
洪水吐改造
【本体工事中】

矢作ダム（愛知県、岐阜県）
トンネル洪水吐
【調査・地元説明中】

新丸山ダム（岐阜県）
既設ダム下流に新設
【転流工工事中】

ダム名
事業概要
【事業段階】

り、観光客を集めています。

木屋川ダム（山口県）
既設ダムかさ上げ
【調査・地元説明中】

写真
イメージ

新桂沢ダム（北海道）
既設ダムかさ上げ
【本体工事中】
雨竜第一、第二ダム（北海道）
既設ダムかさ上げ
【調査・地元説明中】
胎内川ダム（新潟県）
洪水吐改造
【調査・地元説明中】
補助事業

漆沢ダム（宮城県）
容量振替
【調査・地元説明中】

新保川ダム（新潟県）
既設ダムかさ上げ
【用地買収中】

高瀬ダム、七倉ダム、大町ダム（長野県）
容量振替、堆砂対策
【調査・地元説明中】

検討します。この他、積雪地域におけ

凡例
直轄事業

要と考えています。

水資源機構事業

懸念される中、ダムにおいて、施設の

図表３．平成30年度実施中のダム再生事業

早明浦ダム（高知県）
洪水吐増設
【調査・地元説明中】

実施するため、水中維持管理用ロボッ

点検をより安全かつ効果的・効率的に

老朽化に伴って増大が予想される施設

め、民間旅行会社と連携したダム見学

より多くの方々をダムへ呼び込むた

ダムを活用した取組の一つとして、

源地域の市町村や団体、地元商店等が

でいます。ダムが完成する前から、水

者が主導で行っている取組が一層進ん

さらに、地元地域の方々や民間事業

す〈図表４〉
。

工夫を凝らした取組が進められていま

た写真撮影スポットを設置するなど、

国土交通省では、今後も地域と連携

ツアーを実施しており、工事中のダム

いるほか、建設中であることを活かし

浦上ダム（長崎県）
既設ダムかさ上げ
【調査・地元説明中】

浜田ダム（島根県）
洪水吐改造
【本体工事中】

鹿野川ダム（愛媛県）
トンネル洪水吐
【本体工事中】

ト等の導入を推進します。

直轄11事業
水資源機構1事業
補助 9事業
を実施中
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気候区分に属し、一年を通して気候や

北は亜寒帯から南は亜熱帯まで様々な

●ダム技術の海外展開

推進していきます。

して水源地域の発展に寄与する取組を

た日本最古のダム型式の人工池である

す。また、約一四〇〇年前に築造され

どおり水道用水を供給し続けていま

引五本松ダムは、現在でも当初の目的

日本最初のコンクリートダムである布

まっており、一九〇〇年に建設された

トダムの建設は、一〇〇年以上前に始

会資本事業への我が国事業者の

また、本年五月には「海外社

的に推進します。

機関の案件形成等を通じ、積極

府との対話によるＯＤＡや国際

ーズに適応させながら、各国政

技術の海外展開を、相手国のニ

でダムを建設し、運用してきた実績が

にはこのような気候条件において全国
節機能を付加する事業が二〇〇二年に

さ上げすることにより、新たに洪水調

狭山池では、
池底を掘り下げ、
堤体をか

独立行政法人水資源機構が海外におけ

通大臣が策定する基本方針に基づき、

立しました。ダムについては、国土交

参入の促進に関する法律」が成

待ったなしの状況ですが、ダムは、上

このように、気候変動への適応策は

等への影響が生じました。

お、深刻な人的・家屋被害や経済活動

日本列島は約三〇〇〇㎞にわたり、

降水量が大きく変化しますが、我が国

あります。

完成しています。日本列島は頻繁に地

る調査、設計等を行うことにより、民

我が国における近代的なコンクリー

震が発生する国土条件にあり

い区間にわたって効果を発揮すること

能を向上させる我が国の先進

ダムを運用しながらダムの機

でも、ダム再生技術は、既設

性があると考えられます。中

件や国土条件においても優位

技術は、海外の様々な気候条

このように、我が国のダム

適切な維持管理の結果です。

生命や財産・社会的機能を災害から守

発揮しており、これらの着実な整備が

整備されてきたダム等が確実に効果を

なりました。こうした中、中長期的に

しい雨が降り、各地で記録的な豪雨と

旬には、広い範囲で断続的に非常に激

化してきています。平成三〇年七月上

進行しつつあり、既にその影響は顕在

気候変動による外力の増大は着実に

とともに新たな取組を推進し、ダム再

国土交通省では、引き続き、関係者

されます。

よって、地域が活性化することが期待

より多くの方々がダムに訪れることに

は観光資源としても注目されており、

常にセットで考えておりますが、ダム

また、治水・利水対策と地域振興は

ができ、計画を超える規模の洪水に対

技術であり、英語版パンフレ

るために極めて重要であることを再認

生の深化に努めていきます。

があります。

しても、被害を防止・軽減させる効果

ットで海外にも紹介していま

識する結果となった一方、それでもな

水防災の課題と対策の方向性

す〈図表５〉
。こうしたダム

耐震性能と技術基準に基づく

の河川整備を待つことなく、河川の長

流で洪水を貯留することにより、下流

ダムを背景に写真を
撮影するための
フレームを設置
（立野ダム工事事務所）
設置

能を維持できるのは、十分な

間企業等による海外プロジェクトを支

やんばツアーズ

おわりに

ますが、大地震を経験しても

地域と連携した夜間の取組を
宮ヶ瀬ダム観光放流

民間によるダムを活用したツアー
『やんば見放台』の設置

５つの進化と新たな目的別１０本の見学プランを
ご用意（平成 年 月から開始）

（フォトフレーム）
「ダムカード」
平成 年度から開始
行うことによる長期間滞在
近畿地方整備局と京都精華大学・宇治市がコラボ
実施日： 月～ 月（毎週実施）
平成 年度の来訪者数は年間 万人超

特 集
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図表５．英語版パンフレット

援します。

ダムカレー・ダムカード

なおダムが長期にわたって機

図表４．ダムツーリズム等の取組

【今しか見られない建設ダム】 ダムの見学ツアー
【人工の滝が出現】 ダムの観光放流・点検放流
【長時間滞在・宿泊】 地域と連携して取り組む夜間や早朝の見学会

