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Ⅲ．水力現場の取り組み事例
九州電力が地域とともに耳川水系の
発電所で取り組むダム通砂運用

～地域防災と環境の再生～

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．ダム通砂運用の目的と概要

耳川は全長約95km，宮崎県椎葉村の
三方山を源流に諸塚村，美郷町を経て
日向灘に注いでいる。耳川水系には，8
つのダムと7水力発電所を保有し，出
力・発電量ともに九州電力の一般水力の
20％以上を担う主要電源である（図1）。

一方で近年，豪雨に伴う斜面崩壊の
増加によるダム貯水池への土砂堆積と浸
水リスクの高まりが問題となっている。
2005年9月の台風14号襲来時には，諸
塚村などで約400戸が浸水するなど大き

な被害が発生した（図2）。九州電力の設
備も西郷，山須原，塚原，上椎葉の４発
電所が浸水，豪雨に加え，大小約500カ
所の斜面崩壊の発生（図3）により，河
川やダム貯水池に大量の土砂や倒木が流
れ込んだことで被害が大きくなった。

河川管理者である宮崎県は，流域全
体の土砂に起因する様々な問題・課題
の解決に向け，地元自治体や流域住民，
九州電力など関係者の間で議論を重ね，
2011 年，土砂の適切な管理による河川
の安全確保と環境保全実現などを目的と
した「耳川水系総合土砂管理計画」を策

定した。同計画の中で，ダム貯水池へ流
入する土砂を下流に通過させるダム通砂
は，中核的な事業として位置付けられて
おり，九州電力は流域一体での取り組み
に積極的に参画している。

ダム通砂は，台風接近により，ある規
模の出水＊1が予想される際に事前にダ
ム貯水池の水位を下げ，その後流量増加
時にゲートを開放，河川本来の水の流れ
を利用し貯水池に流れ込む土砂を自然な
形で下流に通過させる運用である。本運
用によって，ダム上流では，貯水池の土
砂堆積による水位上昇を抑制し，浸水の
リスクを低減する。特に，従来の洪水後
の土砂取り除きや浚渫と違い，水位が上
昇する洪水時に河床の上昇を抑制でき，
地域防災に大きく寄与できる（図4）。

また，ダム下流では，これまでダムで
捕捉された土砂が下流域に供給されるこ

とで，河床が石・礫・砂など様々な大き
さに変わり，砂州の拡大や明瞭な瀬・渕
の形成により，自然本来の姿に近づく。
さらに，魚の餌となる新鮮な藻類が増加
するなど，多様な生物生息環境が再生す
る環境面での効果が期待される（図5）。
＊1）　 山 須 原 ダ ム 地 点 で700m3/s以 上

（貯水池内全体の土砂が大きく動く
流量）

ダム通砂運用の実施に向け，西郷ダム
と山須原ダムは既設ダムの構造では，通
砂ができなかったことから，国内初の既
設ダムの切り下げ工事を2011年に開始
した。西郷ダムの主要工事が完了した
17年度からは西郷と大内原の2ダム連
携での通砂運用を実施している。山須原
ダムの主要工事が終了する21年以降は，
山須原，西郷，大内原の3ダム連携での
通砂運用を予定している（図6）。なお，
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図1- 耳川水系ダム位置図
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図3- ダム下流での山腹崩壊状況 図5- ダム通砂による環境改善のイメージ

図2- 諸塚村中心部の浸水状況 図4- ダム通砂のイメージ
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大内原ダムは現行設備のまま水位低下が
可能なため，改造工事は実施していない。

2．ダム通砂運用実績

ダ ム 通 砂 運 用 開 始 す る に あ た り，
2012年度，社内に「耳川水系ダム通砂
技術検討委員会」を設置，社外の学識者
や国，県，専門家と協議を行い，運用
の具体的方法について検討してきた。河
川の安全，環境保全，利水の観点から効
果や影響を分析，シミュレーションや水
理模型による実験などを行い，効果が期
待できる運用方法を決定した。また，運

用による影響の評価を行
うために，河川や河口周
辺海域で，水質，河床材
料，河道形状，魚類，底
生動物，付着藻類など環
境モニタリング調査を
2007年から継続的に実
施している。

初めてダム通砂を実施
した2017年度は，河川
環境に急激な変化が生じ
ないよう配慮し，ダム貯
水池水位の引き下げ幅や
通砂を継続する時間など
運用基準を調整し，最終
目標よりも小規模な運用

を行った上で，下流への影響の有無を検
証した。18年度には通砂の継続時間を
前年度より延長した。運用実績は2017
～19年 度 現 在まで2回実 施している

（図7）。いずれも運用後，ダム貯水池内
や下流河道への異常な土砂堆積がないこ
と，水質が悪化していないことなどを確
認している。19年度からは西郷，大内
原の2ダム連携の最終的な運用基準を適
用することとしていたが，通砂できる規
模の出水が無かったため，通砂運用を途
中で中止した。

また，宮崎県では，「耳川水系総合土
砂管理計画」において，流域全体の関係
者が課題解決に向け策定した行動計画
が，流域共通の目標「耳川をいい川にす
る」に向かっているかを評価する「評
価・改善委員会」を設置し，学識者，流
域自治体及び流域住民と継続的に評価，
改善する仕組みを構築している。通砂運
用については，効果や影響を評価しなが
ら，順応管理を基本として，具体的な運
用方法を決めて実施している。その運用

の計画や効果は，「評価・改善
委員会」へ提示し，流域住民を
主体とした関係者の意見を踏ま
え，必要に応じて，計画へ反映
させ，より良い運用に改善して
いくこととしている（図8）。

3．地域との協働の取り組み

通砂運用開始に向け，運用方
法や効果について，これまで自
治体の首長や議員だけでなく，
流域住民の方々にも直接説明を
行ってきた。また，流域住民の
方々を招いた工事見学会や流域イベント
である耳川フェスティバル（宮崎県主催）
などでの理解活動の結果，ダム通砂に対
し，概ね理解を得るまでに至っている。

通砂運用に入ると，河川の状況がこれ
までと大きく変化するため地域防災の観
点から，河川管理者と連携し，運用の状
況を流域住民に発信している。宮崎県の
ホームページで雨量やダム貯水池水位，
ダム放流量といった諸データを確認でき
るほか，ダム，河川のライブカメラ映像
の配信や，無料メール配信サービスでも
情報を配信している。

通砂運用結果は，各年度取りまとめ，
「評価・改善委員会」で説明し公表して
いる。

また，これまでのダム通砂運用の理解
活動で構築された地域との信頼関係を基
に，地域と協働でダムによる観光振興を
推進している。2017年1月に，宮崎県
や耳川水系流域４市町村他で構成され
る「日向・東臼杵の地域活性化に関する
意見交換会」の設立を受け，九州電力で
は，ダムを観光資源とした地域共生を進
めており，17年7月に耳川水系8ダム
のダムカードの配布やダムカレーの販売

支援，18年6月に西郷ダムに広場を設
置，19年2月にクリアファイル，絵は
がきセットなどのダムグッズ販売を開始
している。また，宮崎支社では，18年
11月から関係事業所が連携し，ダムと
発電所を巡る観光ツアーや19年11月
から国内初の本格的アーチダムである上
椎葉ダムの観光放流を実施している。

4．今後の展開

2021年度の山須原，西郷，大内原ダ
ムの3ダム連携通砂を目指し，山須原ダ
ムの改造工事を計画どおり竣工させるた
め，工程管理と安全確保に万全を期して
いく。ダム通砂運用については，河川の
安全，環境の保全，利水の観点から効果
と影響を分析，評価，改善しながら，最
適な方法を見出していく。また，地域と
の信頼を深めるため，行政や関係機関，
地域住民への丁寧な説明，さらに，ダム
を観光資源とした地域活性化の協力を継
続するなど，水力発電所の理解浸透を図
りながら，いい耳川をめざし，地域とと
もに永く共存していくよう努めていきた
い。

［山須原ダム］

【ダム改造前】 【ダム改造前】

【ダム改造後（イメージ）】 【ダム改造後（完成）】

［西郷ダム］

西郷ダム
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図6- ダム改造の状況

図7- 西郷ダム通砂実施状況写真（2017年度）
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図8- ダム通砂運用の改善，効果の報告の流れ


