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Ⅰ．総論
水力開発で期待される国内外の価値創造
京都大学　防災研究所　水資源環境研究センター

角　哲也教授に聞く

特集 水力現場の新たな価値創造 水力現場の新たな価値創造

米国が水力開発に大きな舵を切った
理由

―再生可能エネルギーの普及拡大が話
題になる中，水力は太陽光や風力ほど，
着目されていません。国内にはまだ水力
開発の余地が残されているとは聞くもの
の，水力開発は停滞しているように見え
ます。一方，アメリカやヨーロッパでは
水力利用を地道にすすめており，また積
極的な開発に舵を切る動きもあるようで
すね。
角　そうですね。例えば米国は，民主党
のオバマ政権の時代に，再生可能エネル
ギーを増やす政策の中で，水力発電の活
用に大きく舵を切りました。2050年ま
でに水力発電を1.5倍にするという政策
です。米国連邦政府機関の水力開発の連
携強化を通じて，信頼性が高く環境に適
合する持続可能な水力開発を促進するこ
とになりました（図1）。エネルギー省，
陸軍工兵隊，内務省が水力発電に係る覚

書を締結し，連
携の内容はポテ
ンシャル評価，
技 術 開 発， 規
制プロセスの改
善， 連 邦 機 関
WG体制などの
多岐にわたって
います。柱は四
つありました。

一つは「ノン
パワードダム（Non-Powered dam 未
発電ダム）」を「パワードダムPowered 
dam 発電ダム」にしていくという施策
です。米国内の開発ポテンシャルを調査
したところ，全土で5万か所以上ものダ
ムがノンパワードダムであることがわか
りました。とくに東部に再開発できる地
点が多く存在しています。それらダムの
多くは，米国陸軍工兵隊によって，洪水
対策や船舶の安全航行のために管理さ
れています。例えば，米国東部の代表的

な河川であるミ
シシッピー川で
は，船の行き来
が盛んです。川
の 流 量 や 水 位
を 一 定 に 維 持
していくことは，
洪水対策ととも
に 重 要 な の で
す。ただし，米
国東部の河川は
平野を緩やかに
流れており，落
差があまりありません。ダムを発電に利
用するメリットが小さいことから，ほと
んどがノンパワードダムです。しかしそ
れをパワードダムとして再生できれば，
一つひとつは小さくても，総量として大
きな水力電源になります。オバマ政権は
そこに目をつけたわけです。

またオバマ政権は，ノンパワードダム
に対する施策のほか，既存の発電所のパ
ワーアップ，農業用水路での発電などの
新規の小水力開発，揚水発電所の建設を
掲げました。

そうした動きの中で，米国では全米水
力発電協会（ナショナル・ハイドロパ
ワー・アソシエーション：NHA）が水
力の価値を社会に認識してもらおうと積
極的なロビー活動をしています。

NHAは非営利活動団体で，200社を
超える北米の水力発電関係業界を代表し
ています。クリーンで経済的な水力の価
値やその開発を，政策立案者や一般市民
などに訴求しており，メンバーには，公
共事業者を始め，公共政策の専門家や環
境コンサルタント，弁護士など多彩な人
材が参加しています。

水力を開発する価値とは何なのか

―日本にNHAのような団体はないの
ですか。
角　残念ながら，日本には水力の価値を
訴え政策提言をするような団体が，電気
事業の内にも外にもありません。しか
し，あえて言うなら，NPO法人水力開
発研究所（HDRI）がそれに近い存在で
しょうか。

そしてHDRIでは，代表理事の井上
素行先生を中心に，水力の価値にもう
一度，目を向けてもらうための「提言」
を行っています（本誌・月刊電気現場
2019年8月号特設記事に掲載）。

最近は認識されていませんが，日本の
国土はとても水資源に恵まれています。
日本列島には脊梁山脈が縦走し，豊かな
降水により大小の川や湧水が幾筋もの流
れを形成しています。しかし，その「価
値」を国民的に考える機会がほとんどあ
りません。たぶん，日本人にとって水力
は，空気と同じような存在であるからで
しょう。

HDRIでは，その価値を提言の中で整
理し，明確にしました。大きく分けると

日本は豊かな水資源を有しているにもかかわらず，水力開発に関する関心は一般的に高くない。し
かし水力には，電力をはじめ環境や社会的価値があり，欧米ではそれらに新たな光が当てられてい
る。国内の水力開発のポテンシャルは，小水力や既存のダムの再生などによって，まだまだ大いに
ある。そこで，水力開発に詳しい京都大学の教授でNPO法人水力開発研究所の理事でもある角先生
に，国内外での水力開発による価値創造の状況について，お話をお聞きした（編集部）。

角　哲也教授

水力発電に係る覚書（2010年3月～2015年3月）

エネルギー省（USDOE）
陸軍工兵隊（USACE）
内務省（USDI）

連携内容の例

第2期

Hydropower Memorandum of Understanding, https://www.energy.gov/

・ポテンシャル評価
・流域一貫開発
・グリーン水力認証
・連邦機関WG体制
・技術開発と新技術導入
・再エネ統合とエネ貯蔵
・規制プロセス改善

成果の反映
非発電用ダムの資源量評価（2011年）
長期水力開発シナリオ作成（2016年）

覚書の延長（2015年3月～2020年3月）
コスト低減，技術開発，環境保全，気候変動対策等

長期的な連携強化を通じ，信頼性
が高く環境に適合する持続可能な
水力開発を促進

図1- 米国の水力開発の最新トレンド
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「電力価値」「環境価値」「社会的価値」
の3つです。

例えば，「電力価値」としては，安定
した発電と優れた制御性が挙げられま
す。太陽光や風力の電源が増えると，電
力系統が不安定化していきます。水力に
よる電気は，系統の不安定化を解消する
ための調整電源としての価値がありま
す。また，水力で得られる電気は長期的
に見て安価です。初期投資は高いのです
が，設備を50年100年と使い続けるこ
とができるため，トータルすると非常に
安い電気を供給できるのです。

一方，「環境価値」や「社会的価値」
でも多様な可能性をもっています。水力
の賦存量は今日的にも将来的にも山の中
にあり，それを観光に生かして地域経済
を活性化する手法なども各地で試み始め
られています。
―水力開発のポテンシャルはどうです
か。水力開発の価値を大きく生み出せる
だけの，開発地点や開発量は国内にどの
ようにあるのでしょうか。
角　国内には水力開発の余地がまだかな
り残されています。後ほど，そのポテン
シャルをお話ししようと思いますが，そ
の気になれば今の2倍くらいの開発がで

きるかもしれません。
例えば，ヨーロッパでは水力開発に対

する国民的な認識が高く，ドイツは理論
的な包蔵水力は日本の1/6ですが，1万
kW以下の小水力発電所の数は日本の6
倍以上もあり，水力の利用密度が非常に
高くなっています（図2）。水のエネル
ギーを余すことなく発電に利用していこ
うという意識が強く，出力1万kW以下
の小さな水力発電所であっても，脈々と
引き継がれ，社会の中で貴重な資源に位
置づけられています。その数は，7500
か所にものぼります。

一方，日本の場合はそこまでの国民的
認識が芽生えていません。小規模な水力
でも大切に使い続けているドイツとは違
い，高度経済成長期に廃止されたものが
数多くありとても残念です。

日本ではなぜ開発が進まない？

―恵まれた資源があるのに，それでは
宝の持ち腐れになってしまいます。日本
で水力開発が進まない理由はなんです
か，
角　最大の理由は，水力の価値の認知が
まだ低いことです。また，国の水力開発
に対する戦略や推進体制も整っていませ

ん。とくに，地元が水力を開発しように
も，それを支援する専門家の力が届きづ
らい現状があるのです。

ようやく最近になって，山間地域の町
や村が，自分たちの身近にあるエネル
ギーとして小水力を見直し，その価値を
地元のために生かそうという試みがいく
つかの地域で始まっています。そうした
機運を逃さないためにも，水力開発を国
民的な価値として総合的に議論し，具体
的なプランを開始すべきです。
―しかし，国内の水力は，昭和の時代
までにおおかた開発されていますね。小
さな水力はまだ開発できるのでしょう
が，そのポテンシャルはどうなのですか
角　NPOが「提言」で示した3つのカ
テゴリーで見ていくと分かりやすいと思
います。

一つ目が「環境に調和した小水力発電
の新規開発」です。流れ込み式の水力発
電所に相当するもので，開発方式の一例
として新曾木水力発電所が挙げられま
す。場所は，川内川（鹿児島県）の上流
です。自然の滝が美しい景観を作ってい
る観光地で，かつては滝の落差を利用し
た水力発電所がありました。そこを開発
したのが新曾木水力発電所です。国内に
は開発可能な地点が多く存在していま
す。ちなみに，2015年度に環境省が発
表した国内の未開発水力のポテンシャ
ルでは，1万kW未満の場合で計878万
kW，462億kWh，そのうち1000kW
未満では計568万kW，299億kWhと
示されました。（発電電力量kWhは設
備利用率60％を仮定）

二つ目は，「既存の水力発電所の機能・
環境適合性を高める再開発」です。例
えば，大正年間に建設された中国電力の
帝釈川ダムでは，ダムの放流能力を高め

る改造工事を行うことで大きな洪水に対
して貯水位を柔軟に運用できるようにな
り発電量を大幅に増やすことができまし
た。既存のダムでありながら，再開発に
よって「電力価値」を高めることができ
た好事例です。帝釈川ダムの大型洪水吐
ゲートの設置は言うなれば一種の投資で
す。こうした“投資”を電力会社がもっ
と実施していけば良いのでしょうが，か
つてのように社内で旗を振る人がいませ
んし，地域の合意も必要です。旗振り役
がいなければ，経営層も投資の判断がつ
け難いわけで，発電ダムの再生はなかな
か進んでいません。もし，再投資できれ
ばそのポテンシャルは全国で出力149万
kW，35億kWh（第5次発電水力調査
―1986年）ほどにもなると思われます。

三つ目は，「発電用ダム以外の既存ダ
ムの総合的な水力エネルギー活用」で
す。つまり，未発電ダムの発電ダム化で
す。たとえば，国土交通省が管理してい
る多目的ダムは全国各地にありますが，
発電機が必ず付いているわけではありま
せん。建設当初の目的が治水や用水目的
だけの場合があるからです。日本全体で
は，農業や水道専用のものなどを含める
と約3,000基のダムがあります。さら
に小規模な砂防ダムまで含めると山間地
のいたるところに未利用の水力エネル
ギーが存在しています。

以上のような，ポテンシャルがあるの
ですから，水力開発の価値を国民的に再
認識して，プロモーションする動きが
もっとあってほしいところです。

その一環として，実は昨年11月に，
国土文化研究所（㈱建設技術研究所のシ
ンクタンク）の水力価値評価委員会での
議論の内容を書籍にして発刊しました。

「今こそ問う　水力発電の価値―その恵

ドイツ・バイエルン地方

ミュンヘン

図2- ドイツにおける水力発電所の分布
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みを未来に生かすために」（技報堂出版）
です。その議論のまとめでは，3つの課
題に対し，10の解決策を提示しました

（表1）。
水力価値評価委員会では，出版した書

籍の中で，水力エネルギーの自給の現状
と可能性を都道府県レベルでマップ化し
ました。都道府県別の発電電力量は資源
エネルギー庁の包蔵水力データベースに
基づいています。実は，水力発電による
電力自給率といっても，日本列島の中で
もばらつきがあるのです。例えば，現状
の自給率では富山県が60％を超えてトッ
プです。つまり，富山県で消費している

電力の60％以上は水力で賄えるわけで
す（ただし，関西電力の黒部川水系で得
られる電力も含まれているので，富山県
産の電気がすべて富山県で消費されてい
るわけではありません）。また，ポテン
シャルということでは，富山県に加えて
長野県，岐阜県，新潟県，高知県では，
将来的に60％まで自給率を上げること
ができることをマップで示しました。

加えて水力価値評価委員会では，国土
交通省が管理している全国の445基の多
目的ダムの中で，発電として利用されて
いるダムとそうでないダムの実態を図式
化（図3）しました。現在，発電が行わ

れていない未発電ダムは全
国に282か所あります。こ
の図では，比較的流域が小
さい場所に建てられた中規
模の未発電ダムで発電ダム
に転換していける可能性が
高いことを示しています。
水力価値を視覚化した，こ
うしたマップや図式は，水
力開発に対する国民的な関
心を促していく上でとても
意味があると思っています。

パラダイムシフトする水
力開発

―水力は「調整電源」と
しての価値が高いというお
話がありました。国内にあ
るポテンシャルを無駄にし
たくないですね。
角　太陽光の電源が増えて
いくと，特に夕方の電気が
急激に足りなくなります。
最近，それが最も顕著に
なったのが九州地方です。

そこで，地元の九州電力では，貯
水池式や調整池式水力，揚水式水
力などを「調整電源」に位置づけ，
需給バランスをとろうと努力して
います。九州地方のような実態は，
ほかの地域でも現れてくると予想
されます。太陽光の不安定化を解
消するポテンシャルが水力にある
のに，それを見過ごす手はないと
いうのが，私の強い問題意識です。

ただし，開発の方法には新たな
発想や工夫が必要です。水力発電
の「パラダイムシフト」です。そ
の一つが“都市主体から地域主
体の水力発電へ”ということです

（図4）。従来のように，山の中の
水力の価値を都市部が享受するの
ではなく，地元が地産地消するこ
とによって，地域内でその価値を
享受するのです。また，それを具
現化するためには，二つのループ
を回す必要があると思います。開
発のための初期投資は都市から
支援を受けながらも，地方の中で地産地
消としての水力電源を確保する。その上
で，都市に「余剰の電力」や，水力開発
に伴って「創出した観光」などを便益と
して提供していきます。

その一例として，岡山県津山市の阿
波で，地元の「渓流の落差」を“資源”
にして，地域活性化とエネルギー開発
を実現しようとしています。京都大学
では，この阿波でNPO法人水力開発研
究所の支援を受けながら，水力発電を
テーマとする大学院生対象のグループ研
修（キャップストーンプロジェクト）を
行っています。阿波での事業は，水力の

「電力価値」にプラスして，「環境価値」
「社会的価値」をも体現する事例です。

シュタットベルケが編み出した新モデル

―海外にもそうした事例はありますか。
角　ユニークな事例の一つとして，チロ
ル地方に新設された小水力発電所が挙げ
られます。流れ込み式発電の導水路トン
ネルに水の貯留機能を持たせて調整電源
として活用されています。

ヨーロッパのアルプスは風光明媚な観
光地で，壮大な氷河があり水の資源がと
ても豊富です。その水資源が発電として
昔から脈々と利用されて，アルプスの中
央部では隙間がないほど水力発電所が造
られています（図5）。それでも未開発
の渓流が残されていて，小水力発電所を
造って余すことなく水の資源を利用しよ

一般水力+管理用発電（N=18）

一般水力発電のみ（N=174）

管理用発電のみ（N=61）

揚水発電（N=10）

発電なし（N=282）

流域（km2）

ダ
ム
高
（
m
）

図3- 国土交通省所管ダムの発電参画状況
（出典：水力価値評価委員会（国土文化研究所））

表1- 水力発電の恵みを次世代に引き継ぐための3つの課題と10の解決策
課　題 解 決 策

課題1
水力発電が有する価値の発信

解決策1　電力価値の発信

解決策2　環境価値の発信

解決策3　社会的価値の発信

課題2
地方創生に資する水力の推進

解決策4　多分野にわたる技能を持った水力発電技術者の養成

解決策5　地方創生に資する新たな事業スキームの提案

解決策6　河川環境と発電の両立

解決策7　ハイブリッド方式への貢献

課題3
既設ダムの総合活用

解決策8　ダム運用の高度化

解決策9　ダムの嵩上げ

解決策10　ダムの維持管理の技術革新

資金，投資

エネルギー
再生可能エネルギー

地産地消
エネルギー
（売電）

資金，投資

都市地方都市地方

発電所 発電所

地域内
経済循環

図5- アルプス地域の再生可能エネルギー発電
（出典：Alpine Convention）

図4- 都市主体から地域主体の水力発電へ
（出典：水力価値評価委員会（国土文化研究所））
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うという動きが地元にはあります。とこ
ろがアルプスの地域は，一方で観光的な
価値があります。水の資源を発電だけに
使ってしまい，川に水が流れない環境が
良いか否かという別の問題があるので
す。その点から環境と水力利用のバラン
スを取ってやっていこうという問題意識
が地元に強くあります。そうした中で生
まれたのがチロル・スタンツァータルの
事例です。この事例がユニークなのは，
事業の出資者がオーストリアのシュタッ
トベルケだということです。シュタット
ベルケは，自治体などが出資した企業体
で，電気事業での収入を地域のインフラ
の維持や公共サービスに使っている企業
です。水力発電のパラダイムシフトを実
践している企業でもあり，ユニークな水
力ビジネスを生み出しています。

この発電所では，導水路トンネルを
ボーリングマシン（TBM）で掘りまし
たが，ユニークなのは，少し大きめのト
ンネルを掘り，そのトンネルの空間を地
下式のダムのようにして使うことです。
貯める水は大量ではないので，短い時間
ではありますが大きな出力で発電ができ
ます。例えば，先ほど太陽光発電の拡大
で，1日のうちでも夕方に電気が急に足
りなくなる傾向が顕著になってきたとお
話ししました。そうした時間帯だけでも
発電ができれば，電気は高い価格で売電
できます。電気が余っているときにトン
ネル内に水を貯め，電気が足りないとき
に貯めた水で発電して高く売るのです。
こうした仕組みの発電所は，日本でも建
設できる場所が多くありますし，この事
業のように発電した電気を売電し，利益
を得ることも可能です。

開発と環境保全のバランス

―日本でも河川を開発すれば，少なか
らず環境負荷のかかることが心配されま
すね。開発と環境のバランスの考え方は
どうあるべきですか。
角　アルプスも日本の場合もそうです
が，河川の水をすべて発電に使うという
のは，環境的に乱暴な話です。

河川は「自然景観」とか「生態系」な
ど環境的な価値を多様に持っています。
そこで，基本的な考え方として，それら
の環境価値を河川の区間ごとに細かく評
価して，その評価に応じて開発の度合い
やその方法を模索すべきです。要するに，
自然景観や生態系で大きな価値がある区
間ではなるべく発電をしない。一方で，
発電のポテンシャルの大きいところで
は，できるだけ水力を高度利用しようと
いうゾーニングをしていきます。スイス
ではすでにライン川上流部の開発で，こ
うした水力発電の可能性分類を行ってい
ます（図6）。日本でも，河川域が乱開発
されないように，開発のためのゾーニン
グが必要になっていくと感じています。

既存のダムに「価値」をどう及ぼすか

―水力開発というと，新規開発に目を
奪われがちですが，先ほどのお話の3つ
のカテゴリーでは，　「既存の水力発電所
の再開発」や「発電用以外の既存ダムの
水力活用」が挙げられていました。両者
を合わせるとそのポテンシャルはかなり
大きなものになります。
角　まず「既存の水力発電所の再開発」
ですが，そのために不可欠なのがダムの
土砂管理です。ダムには，川の上流から
土砂が流れ込んできて貯水池の中に堆積
していきます。同時にそれが，水をため

る能力を次第に減少させてもいきます。
一方では，本来，下流に流れるべき土砂
がダムで堰き止められますので，ダムの
下流域の土砂は痩せ細っていき，環境面
での負荷を与えてしまいます。そのた
め，ヨーロッパでは，ダムの下流域のど
の区画に土砂が不足しているかをゾーニ
ングし，不足している所には土砂の供給
が始まっています。

日本では宮崎県の耳川水系で，九州電
力が既存のダムに通砂機能を設けて，上
流から流入する土砂を下流に流す試みを
始めています。西郷ダム等の洪水吐ゲー
トを大改造して，通常なら貯まってしま
う土砂を，洪水時に流すようにしたので
す。発電ダムの再生としての好事例と言
えるでしょう。ただし，設備の改造には
投資額も嵩むものですから，経営的な判
断は簡単でありませんでした。

以前ならば，土砂堆積によるダムの機
能低下を避けるために，資金を投じても

設備を改造したいという動議づけが電力
会社の経営層にありました。しかし今
は，電力自由化の中で長期的な判断とし
てダムの再生には踏み切り難い状況に
なっています。望ましくは，ダム再生が
社会的な価値として高く評価されること
です。そうなれば，企業経営者も長期の
投資リスクを考えながらも，ダム再生の
価値に目を向けられるはずです。

そうしたことを考える上で，興味深い
事例がいくつかあります。

例えば，熊本県企業局の荒瀬ダムで
す。すでに撤去されたダムの事例です。
荒瀬ダムは発電できるダムでしたので，
撤去されたことは電力的には大きなロス
でした。しかし，ダムを撤去したことで
下流に土砂が流れて，新たな砂州が形成
されました。しかも，形成された砂州に
よって，河川水が濾過されて濁度の低い
湧水になることがわかりました。

実は，先ほど紹介した西郷ダムも，
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に，詳細なアセスメント
の追加が必要

法律に定められた環境基
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厳密な検討を行わなけれ
ばならない可能性がある

自然保護への十分な配
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み，小水力発電が可能

保護地区ではどのような
改変も法律で禁止されて
いるので，小水力発電は
不可能

図6- 河川の区間ごとの水力発電可能性分類（出典：Alpine Conventionに加筆）



電気現場　2020・4 電気現場　2020・424 25

水力現場の新たな価値創造

ゲートを改良することで，洪水時に土砂
が下流に流れ，河床に砂州が形成されて
湧水が増え河川の濁度が低下しました。
また，河川の底生動物も多く見られるよ
うになり豊かな自然環境が取り戻されつ
つあります。このように，ダムを撤去し
なくてもダムの設備や運用を変えること
で環境の改善が可能であることが示され
ています。

同じようなことは国土交通省の約20
か所の「土砂還元実施ダム」によっても
明らかになっています。ダムを存続させ
ながら，たまった土砂を掘削して下流に
供給すると，流れた土砂が砂州をつくっ
て環境が良くなっていくことが実証され
ています。電力用のダムも同様の取り組
みをもっとやっていくと地域社会に貢献
することができると思います。

台風や集中豪雨などの治水に発電ダ
ムは貢献できるか

―発電の話から少し離れますが，昨年，
一昨年と台風や集中豪雨で洪水被害が多
発しました。そうした中で，発電ダムの
治水機能が期待されていますね。
角　そうですね。発電ダムにも治水のポ
テンシャルがあります。例えば昨年，千
曲川で豪雨災害による堤防決壊の災害が
発生しました。千曲川は災害が起きた長
野県側から見ると，上流は千曲川本流と
犀川とで大きく二つに分かれています。
今回は千曲川の本流の流域に豪雨が集中
して，川の狭窄部が破堤したのです。

一方，犀川の上流には東京電力の5つ
のダムがあり，治水協力をする運用が以
前から行われていました。ですから，集
中豪雨が犀川の上流域であったならば，
これらのダムの治水機能が発揮されて，
洪水被害が起きなかったかもしれませ

ん。それくらい犀川には治水をする上で
のポテンシャルがあるのです。

また，こうした昨今の洪水被害の教訓
から，既存の発電ダムで運用上の治水機
能を強化する動きが出てきています。そ
の代表例が，中国電力の新成羽川ダムの
取り組みです。新成羽川ダムは混合揚水
式発電所のダムで，発電の使用水量が大
きく，貯水容量も非常に大きいダムで
す。発電の使用水量が大きく，貯水容量
も非常に大きいダムです。発電用の大き
な放流設備によって，例えば台風が襲来
する前に，短時間にダムの水位を下げて
治水効果を生み出すことができます。

新成羽川ダムは，平成30年の西日本
豪雨で浸水被害が広がった岡山県真備町
にほど近い場所にあります。地元は，新
成羽川ダムを治水に有効活用してもらい
たいとの要望をかねてから持っていたよ
うで，ダムを所有する中国電力もそれに
応えていくことになりました。具体的な
運用を決めるための検討会が，中国電
力・国土交通省・岡山県などの関係者を
メンバーに設置されていて，私はその座
長を務めています。

ただし，既設ダムでの治水協力といっ
ても難しさがあります。ダム側では降雨
の情報をキャッチして水位を下げます
が，その予測の精度が悪いと，治水の効
果が発現しないどころか，利水上のリス
クを発生させてしまいます。ダム管理の
現場もその辺りで，かなり苦労されてい
るようです。何故なら，電力会社側から
言うと，治水のためにダムのゲートを一
気に開けることは，発電せずに水を流し
てしまうことになるからです。しかし，
例えば5日前ぐらいからゆっくりゲート
を開けることができれば，発電しながら
水を放流することができます。つまり，

降雨予測に基づき，前倒し的に発電しな
がらダム水位を下げられれば電力価値は
無駄にはならないわけです。

ちなみに，現在の雨の予測精度として
は，39時間の範囲ならかなり高まって
います。しかし，3日後とか4日後，あ
るいは一週間先となると，精度にばらつ
きがあります。かといって，精度が高ま
るのを待っているわけにもいきませんの
で，複数の降雨予測情報を一つに束ね
て，そのばらつき（不確実性）を補正し
ていく検討（アンサンブル予報を活用し
た確率予測）が行われています。

今後はそうした確率予測を治水のため
に社会実装しなければなりません。それ
を発電ダムの高度化の観点から実用化で
きると，ダムの社会的な価値は一段と高
まるのではないかと思います。降雨予測
に基づくダムの計画的な貯留と放流は，
治水を目的に含む多目的ダムに加えて，
発電ダムや農水用ダムなどが互いに連携
して行うことで，国民的には防災，利
水，水力エネルギーの総合的な価値がさ
らに高まることでしょう。

発電ダムの再生でどのような価値が
生まれるのか

―地球の気候変動で，台風や前線など
による洪水が起きたり，逆に雨が降らず
に渇水になったりと，水にまつわる社会
的なリスクも膨らんでいますね。
角　地球の温暖化によって，アルプスの
氷河はこれまで以上の速度で後退してい
ます。また日本でも，気候変動によって，
今後は冬に雪が降るはずが，雨となって
しまうことが多くなるかもしれません。
そうすると，氷河や雪がもたらす河川へ
の水の流入が変わっていきます。毎年4
月から5月に雪解けになって流れてくる

河川の水が，2月とか3月に雨となって
流れてしまうのです。それによって，本
来，雪が解けてくる頃に水を使っていた
人たちに影響が出てきます。例えば，水
田を営んでいる農業従事者や，水力発電
を運用している電力会社などです。

その意味では，今後の水の使い方を，
年間を通じて計画的に行っていくように
発想を変えていかなければなりません。
そのための対処法として，例えば，氷河
が融解して後退したり，雪が少なくなっ
ていく現象に対しては，あらかじめ水を
貯めることで下流への影響を軽減するこ
とができます。対策としては貯水池の新
設もありますが，まずは既存のダムを嵩
上げして貯水容量を増やすことで対処で
きます。

こうしたダムの貯水容量の増大は，そ
の水を調整電力に使うことで，将来の電
力系統安定化への対処にもつながりま
す。既存の揚水式発電の有効利用ととも
に，貯水池式・調整池式水力発電の価値
をさらに高めることになります。

ただし現状をみますと，既存の発電ダ
ムの多くでは，堆砂が増えて貯められる
水の容量が減り，電力の出力調整機能が
低下しています。そうしたダム機能の低
下は，耳川の西郷ダムの例に見られるよ
うに，既存のダム改良への投資で再生が
可能です。発電ダムを持続的，かつ総合
的に活用するための投資は，社会的に大
きな価値があります。今後は，それを国
全体でどう具現化していくかが課題です。
―水力開発の置かれている状況や課
題が分かりました。日本の国土が持って
いる「水力」という恵みは，国民的にぜ
ひ広く生かしていくべきだと思います。
本日は貴重なお話をありがとうござい
ました。


