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Ⅱ．国内における水力の新たな価値創造
NPO法人水力開発研究所（HDRI）

の取り組み

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

1．HDRIの活動の概要

NPO法人水力開発研究所は，「広く地
域住民および企業・団体等を対象とし
て，環境にやさしく地域に永続的に貢献
する水力開発を推進し，人と自然の調和
がとれた環境社会づくりに寄与するこ
と」を目的として2018年1月に設立さ

れた。大学，研究所，電力，ガス，発電
会社，建設，コンサルタント，小水力推
進団体，監査法人，商社，行政経験者な
どの様々な分野の個人および団体会員の
参加を得て，豊かな水に恵まれた日本の
水力の価値を高め総合的に生かすための
取り組みを行っている。
HDRIの3つの事業の概要を表1に示

す。専門家による「河川の流況評価技
術」「既存ダムの高度活用」「地域が主体
となった小水力開発事業モデル」および
「水車発電機等合理化」の4つの委員会
を設置して，現場に根差した活動を行っ
ている。

2．�阿波地点における小水力の価値創
造の取り組み

HDRIが行っている水力開発計画地点
への支援活動の一例として，岡山県津山
市阿波地区における取り組みを紹介する。
⑴　阿波小水力開発地点の概要
津山市阿波地区（旧阿波村）は，岡山

県の北東部で鳥取県との県境に位置する
人口が500人あまりの山村である。旧
阿波村は平成17年に津山市と合併し，
その後，地域の小学校が廃校になり，幼
稚園は休園，唯一のガソリンスタンドも
撤退，行政支所も縮小し，過疎・高齢化
が進行している。一帯は，氷ノ山後山那
岐山国定公園に指定されており豊かな自

然に恵まれた地域である。
このような中，地域住民が逆境を乗り
越えて自立するための第一歩として，地
域内の山地渓流である落合川（図1）に
おいて地域が主体となった小水力発電事
業に取り組んでいる。小水力開発に対す
る地域の基本的な考え方は以下のとおり
である。
〇�地域には豊かな自然と水がある。小水
力をきっかけにして地元がまとまり，
環境を生かした地域の将来につなげた
い。
〇�地域には水力発電の知識や経験はない
が専門家の力を借りて自分たちで進め
る。
〇�阿波の8集落がまとまって，水力開発
と環境の保全，地域の魅力づくりを議
論できるようにする。このものづくり
を成功させることによって，地域が自
ら将来を考えて切り開く取り組みの筋
道を作りたい。
小水力開発の可能性調査にあたって

表1-HDRIの活動状況

事業名 活動の概要

環境調和型水力開発
モデルの構築

⑴　環境調和型水力開発の支援
　�自然公園区域内での環境調和，地域の用水利用との調和，既存水道用ダム・湧水
の発電利用，経年発電所の持続活用などの計画地点への調査検討支援
⑵　水力開発事業モデルの検討
　�地域が主体となった水力開発の事例調査，専門家・企業等が協働する開発段階ご
との事業スキームの検討

水力の価値評価に係る調査研究

⑴　電力価値
　�流況評価技術，建設コスト低減策，分散型電源および系統安定化の価値
⑵　環境価値
　�希少水生動物の保全策，山地渓流の河川維持流量，流域レベルの環境対策，ダム
の堆砂対策
⑶　社会的価値
　�建設段階ごとの地域貢献，水車発電機の合理化・地元企業の活用，お年寄りの交
通手段，自然再生による観光価値，地域文化の継承，防災・減災対策

情報発信・人材育成

⑴　情報発信
　�NPOのセミナー・ホームページ，他団体の研修会・講習会，大学の講義，論文
発表，雑誌への記事の掲載

⑵　人材育成
　�調査・支援の活動を通じた教育研修，学生のインターンシップ受け入れ

図1- 落合川の縦断面図
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は，図2に示すように地域住民による検
討チームを中心として，地域の漁協や養
魚組合，森林公園，阿波出張所，連合町
内会阿波支部などの関係組織と津山市，
さらに外部の水力や環境の専門家が協
力・支援する明確な推進・支援体制を構
築した。図中，地域が主体となった環境
調和型水力開発研究会は，NPO法人水
力開発研究所（HDRI）に引き継がれて
いる。HDRIは地質，河川，水生動物，
植生，水力土木，水車発電機，地域経済
の専門家，電力会社・小水力開発の経験
者等の協力を得て現地を支援している。
また，京都大学と愛媛大学の学生にイン
ターンシップおよび卒業研究として参加
してもらい，若者の視点で現地を調査し
地元の関係者と議論している。現在，阿
波のお年寄りに貢献し，地域の環境改善
につなげるための小水力発電の事業化が
検討されている。

⑵　電力価値の創造
落合川の流域は，上流が玄武岩から成

る黒岩高原，その下流は侵食を受けや
すい花崗岩から成る河床勾配1/10程度
の急流の渓流河川となっている（図1）。
落合川と本流である加茂川の平時の流量
を比較したところ，流域面積当たりの流
量は落合川がかなり多いことがわかっ
た。落合川の流域には緩やかな高原地形
が広がっており，かつ標高が高いために
冬季の積雪が多い。河川の流況は流域の
地形地質や気候条件などに影響を受ける
が，小流域ではその影響が大きく現れる
ために，当該地点の特徴を踏まえた流況
の評価が非常に重要である。水力発電の
計画にあたっては，かつては，発電所
計画地点で10年以上の流量観測を行っ
て河川の流況を評価していたが小水力
発電では困難である。そこで，阿波で
は長年の蓄積がある気象観測データを

併用して，河川の流況
を長期的な変動をも含
めて評価する数値解析
モデルを開発している
（図3）。このような評
価手法を確立すること
ができれば，小水力開
発計画地点の発電電力
量を高い信頼性で予測
できるようになり事業
リスクを低減すること
ができるようになる。
そのために，現在，地形地質，水文学の
研究者，学生が住民と協力して黒岩高原
の気象観測，落合川の流量観測，流出予
測モデルの精度向上のための検討を行っ
ている。また，小水力発電の建設コスト
を低減するために水路設備の合理化や，
安価な水車発電機を地元の工事店で据え
付けて維持管理する方法について，水力
土木技術者，水車発電機の専門家が調査
検討を行っている。
⑶　環境価値の創造
落合川は国定公園内に位置しているた

めに，小水力開発計画にあたって環境の
専門家と丹念な調査を行っている。その
結果，落合川にはナガレホトケドジョウ
やハコネサンショウウオ，大卵型カジカ，

ムカシトンボのヤゴなどの様々な希少種
が生息しており（図4），水生動物の多
様性が極めて高いことがわかった。また，
黒岩高原は植林や開拓時の人工排水路の
影響によって乾燥化，樹林化が進行し，
草原や湿地が昔に比べて著しく減少して
いるが，残されたわずかな湿地には池塘
の豊かな水生動物や美しい水生植物が確
認され，これらを再生させれば流域の生
物環境の改善とともに，落合川の流況の
安定化，更には地域の貴重な観光資源に
なる可能性があることがわかった。
このような水生動物の調査結果と阿波
の植生と暮らしの歴史の研究結果を地域
の住民や関係団体の人々に説明した。参
加者からは身近に素晴らしい自然がある

地域が主体となった環境調和型水力
開発研究会（京大井上素行代表）
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図2- 阿波小水力発電の可能性調査検討体制
＊研究会はNPO法人水力開発研究所に引き継がれている
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図3- ⑴長期間の流出予測解析結果の例 図3- ⑵流況曲線の変動評価例

図4- 様々な希少水生動物を落合川で発見
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ことが小水力発電の調査を通して初めて
分かった，小水力発電が地域の振興や活
性化に貢献することを期待するなどの意
見がある一方で，小水力開発が自然環境
に及ぼす影響への不安の声も聞かれた。
これらを踏まえて，さらに広範囲に落
合川流域の希少水生動物の生息域の分布
と繁殖場所，幼生と成体の生息環境に関
する調査を行い，地域の小水力発電の利
用と環境の保全を両立する調和策を検討
している。具体的には，希少種の中心的
な生息域では水力発電を避けること，そ
して，大きく成長した渓流沿いの人工林
を択伐して河床に明るい日差しを取り戻
すこと，遊歩道の設置によって本流と枝
沢が不連続となっている個所をハコネサ
ンショウウオが産卵のために往来できる
ように連続性を取り戻すことなどであ
る。希少水生動物の生息環境を改善し生
息数の維持・増大を図る考えである。ま

た，渓流における河川維持流量の新たな
考え方について議論を始めている。黒岩
高原については，草原の乾燥化の原因と
なっている人工排水路を閉塞して湿地環
境を再生することから始める必要があ
る。一帯は国定公園第一種特別地域で，
かつ保安林であるために関係機関の理解
がないと進めることができない。昨年
11月に作業の許可を得て，直線的に開
削された人工排水路の一部を掘削残土を
用いて閉塞し，周辺の地下水位を上昇さ
せるとともに，かつての蛇行水路や池塘
を復活させる試みを行った（図5）。今
後，水辺の変化や水生生物の再生状況を
モニタリングで効果を確認して湿原の環
境再生に弾みをつけたいと考えている。
小水力発電の収益を活用して地域の環境
価値を高める持続可能な小水力開発の試
みが阿波で始まっている。

⑷　社会的価値の創造
阿波地区では急速な過疎

高齢化が進んでいる中で，
地域住民が逆境を乗り越え
て自立するための第一歩と
して，地域が主体となった
小水力発電事業の検討を進
めている。阿波の関係者
は，地域に安定した収入を
もたらす小水力発電を実現
させて，お年寄りがこの地
に生まれ暮らしてよかった
と思える阿波にしていきた
いとの思いがある。このた
めに，発電の収益の全てを
使って，お年寄りの買い物
や通院の交通手段の確保と
地域の環境改善に取り組む
ことを考えている。このよ
うな中，「阿波地域の豊か
な環境セミナー」を開催
し，落合川の自然とくらし
の歴史について理解を深め
るとともに，環境保全の視
点と地域の資産としての水
力エネルギー利用の調和を
図る重要性が認識された。
小水力発電による収益は小さなものであ
るが，人々の雇用を生み出し，地域の活
性化につなげるものでありたいとの願い
から，阿波小水力発電による地域貢献の
アイデアを地域経済や水力発電の専門
家，大学の環境関係の研究者，学生など
から幅広く募集するとともに，旧阿波村
の歴史を調べて地域の魅力づくりのヒン
トを取りまとめた（表2）。
阿波の小水力は，安定でクリーンな電

気を起こすだけではなく，地域の自然を
大切にし，地域に活力を生み出すものに

したいとの願いを込めて開発に取り組ん
でいる。今後，女性や若い世代による
「阿波を考えるチーム」の活動が予定さ
れている。地域の魅力作りを推進・支援
する事業性の良い小水力発電の計画と事
業スキームづくりがこれから大詰めを迎
える。HDRIは阿波の人々に寄り添って，
地域の環境と調和し公益的な役割を果た
す小水力発電事業を成功させ，その成果
をこれからの全国の小水力開発に生かし
ていきたい。
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図5- 黒岩高原の湿地再生の第一歩（掘削残土を用いて人工排水路の3ヶ所を閉塞）

表2⑴-地域貢献のアイデア（建設・運用）

アイデア 概要

発電所の建設・運用・
保守の地元活用

・調査・設計・工事を極力地元に発注
・運転・保守・改良工事に地元の住民・企業を活用

発電会社を地元に
設置

・人件費，固定資産税，法人税等の収入
・地元の住民・企業の出資への配当
・�コミュニティハッピースキームにより，阿波の新鮮
な野菜や加工品，宿泊・食事券などを全国に発送

発電所を小水力開発の
研修の場として活用

・�地域が主体となった環境調和型水力開発の先進モデ
ルを学ぶ研修の受け入れ

発電所を利用した
環境ツアー

・�小水力と落合川，黒岩高原の自然の仕組みを学び，
季節ごとの美しさ満喫するエコツアーの企画
・発電所建屋と周辺を自然の展示館に整備

表2⑵-同上（収益を活用した地域文化の再生）

アイデア 概要

黒岩高原・落合川の
環境価値の向上

・�高層湿原の再生により景観と生態系，落合川流域の
水源涵養機能を改善
・落合川の希少水生動物の生息環境を改善

環境にやさしい循環
型の暮らしの再現

・�草原の山焼き，萱や山野草の利用，牛馬との草原の
暮らしの体験

山の食文化の再生
・�葛の根，干しづる，本ワラビ餅，マタタビ，山葡萄
の葉の団子，栗や栃の実，きのこ等
・水車の動力による食糧生産

雑木材の文化の再生
・炭焼き釜の再生と森の散策コースの設置
・�和紙の生産，かご等の木製品の製造・販売，木地師
の作品の収集・展示


