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水力発電の役割と将来

合 回 目 満

1. 今日のエネルギー問題

エネノレギーは近代国家の活動と国民生活を支える血液である。

もし， エネルギーが不足すれば，国民が希求している住宅や道路，鉄道な

どの建設資材，生活必需品の供給不足とこれによ ってもた らされる物倒i高，

家庭における停電， 交通の混乱， さらには，工場の稼動低下による失業など

など，たちまち，われわれの生活は物の而でも所得の面でも困難にぶつかる

こととなる。

われわれはようやく経済的豊かさでは先進国の水準にかなり近いところま

でに達したが，今のこの水準の生活を支えているのも，またエネノレギーであ

る。

われわれにとっては，どうしてもエネノレギーが必要であって，そのために

は厳粛かつ必死の努力が今後とも必要である。

今，世界中でエネノレギー危機が叫ばれている。生活の基盤となるエネノレギ

ー資源の先きゆきに大きいかげりが生じてきたためである。一次エネノレギー

には，水力や化石燃料，原子力，天然ガ、スなどなど，種々のものが用い られ

ているが，原子力のいっそうの技術開発が日下研究過程にある現段階では，

今後なお当分の間， 主要なエネ／レギー跡、と して頼らなければならなし、ものは，
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化石燃料，と りわけ石油である。この石油に対する世界の需要は伸びる一方

であるが，この石油の安定的な供給が先きゆきはなはだ難しくなり， 世界は

刻々と石油の不足時代に突入 しようとしている。

一方，産油国にと ってみれば，有限の国の資源、を自国の財政上必要な限度

に応じて産出し，なるべく資源の食いのば しを図るものと考え られ，これが

石油価格に反映して，高価なエネノレギ一時代へ進むものと 考え られる。

さらに，国際石油資本と資源ナショナ リズムの高まりつつある産油国と の

聞には複雑な政治的，経済的，外交的問題が錯綜し， エネノレギーの安定供給

に対し，先きゆき大きな不安と問題を横たえている。

わが国は，周知のとおり，圏内エネノレギー資源に乏 しく ，石油などエネノレ

ギー資源、の大部分を輸入に依存している現況下で，このことは，わが国にと

ってはまこと に深刻な問題であると言わなければならない。

このよ うな激動するエネルギ一情勢のなかで，外に向かつては，いっそう

の国際協調を具体的に増進し，内にあっては，水力などの国内エネルギー資

源のねこそぎ有効開発を推進するほか， エネ／レギー需要面においては省資

源，省エネ／レギー化の促進に努力するなど， 国民生活，産業構造全体の観点

からする総合的資源、，エネ／レギ一政策の追求とその着実な施策と実践が緊要

である。

2. 電力エネルギーの現況と問題点

水力や石油，原子力などのエネノレギー資源はそれ自体ではわれわれの生活

のなかに都合よく活用することはできない。

やはり，ど うしても国民生活に喜ばれるものとして直結させるためには，

このエネノレギー資源を清潔で便利な電力に転換し，円滑に供給してゆかなけ

ればならない。

電力は日寺代の進展とと もに，ますます，その使途を広め，生活，文化， 産

業なと・社会全般の諸活動に必要なエネ／レギー源として重要な地位を占めるに

至っており，もはやわれわれの生活には欠くことのできないものとなってい

る。

このことは電力の需要国に如実に現われており，事業用のみでみても電力

の需要は昭和26年度から46年度までの20年間に約7倍に膨張し， 46年度には
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2,697億 kWhの規模となっている。

このように急増する需要に対し， 9電力会社，電源開発会社の発電設備の

増強も物凄く，昭和26年度末で881万 kWであったものが， 20年後の46年度

末には約7倍の5,822万kWの規模に達 した。

一方，この電源構成をみると，昭和26年度末には水力が全体の約70%を占

めていたものが， 46年度末には逆転して火力が全体の70%を占めるに及び，

かつての「水主火従」から「火主水従」へと移行するなど，電力エネノレギー

の大変革を伴いつつ推移してきた。

発電電力量の推移でみても同様に前記の電力10社のみで，昭和26年度水力

約330億 kWh(84%），火力63億kWh(16%）と水力が断然過半数を占めて

いたものが， 46年度には水力705億 kWh(26%），火力1,946億kWh(72%), 

原子力46億 kWh(2 %〕と火力が大半を占めるようになり ， 自家発電を含

む総需要電力量は3,474億 kWhに達 した。

また，火力，原子力の大幅な増勢のなかで，ピーク用電力に対し即応性の

優れた特性のある揚水式発電所の開発が要請され，火力，原子力の大容量化，

高効率化の進展に伴い， ますます増加し，昭和26年度では 0%であったもの

が46年度未には 5%の設備を分担するに及び，ますますその要請が強まって

いる。

以上が電力エネルギーの現況と今日までたどってきた推移であるが，電力

需給の将来はいかなるものであろうか ？

これは単に電力エネルギーに関する問題でなく，わが国の今後の経済政策

とその現実の歩調において決定される。

エネルギー資源の確保の問題一つをとっても，前に述べたように国際的な

協調になみなみならぬ努力と実践を必要とする。

今日では，国際経済社会は，新しい経済秩序の形成が必要となってきてい

る。

わが国としても世界経済の安定的発展に寄与することが要請されるであろ

うし，国内にあっては，生活環境の立ちおくれなど，各種の不均衡が表面化

し，公害問題が激化しており，国民福祉の優先，環境の保全，国際協調の推

進などを基本課題としてよ りいっそう追求されなければならない。

電力需給の計画では当然これらの事情を踏まえた上で毎年見直されている
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が，昭和47年度策定の電力長期計画によれば‘， 47年度から56年度の10ヵ年間

で，新規に水力約1,600万kW，火力約6,000万kW，原子力約3,500万kW，合

計 1億1,100万kW を完成して運転開始する必要があると想定されている。

この開発必要量は現有発電設備の約2倍に匹敵するもので，大変な値であ

る。

国土の狭いわが国にとっては現在ですらも，大気の汚染，火力 ・原子力発

電所からの混排水などを含む公害問題が大問題として取 りあげられている実

情を考えると，上記の新規開発はなみなみならぬ努力を必要とする。

日本の平地面積当りのエネルギー消費量は著しく高く，現在においてさえ

も，それは実にアメリカの 8倍以上であり ，イギリスの2倍以上に達してい

る。このことが，他の先進国よりもはるかに，わが国の環境問題の解決を難

しく している特別の要因であ り，なんと しても環境問題の解決も最優先して

考えてゆかなければならない宿命にあるといえよう。

また一方，わが国のエネルギーの大翼を担う石油の輸入に関しでも，前に

述べたように，世界的なエネルギー危機の叫ばれるなかで，はなはだ複雑に

して，流動的かっ不安定な状況で，深刻な問題とな ってきている。

仮に高価な石油が確保され，わが国の今後の不測の事態に対処すべく，あ

らかじめ，大量に備蓄しようとしても，その立地の場所は公害問題が原因し

ではなはだ困難となってきている。さらに悪いことにはこれらの一次エネル

ギーを電気に変えざるをえないのであるが，ところが，今日新しい発電所の

建設は，地元住民の環境保全な どを求める声との聞の調整が容易にとれず，

著 しい遅延をきたしている。

これらの諸問題の解決は何としても公害防止対策を徹底し，クリ ーンエネ

ノレギーの技術開発を行なわなければならないことである。また，クリ ーンエ

ネルギーの観点からみる時，国内循環資源である水力は公害などのマイナス

函がほとんどなく ，かつ循環資源なるがゆえに化石燃料のように逐次エネノレ

ギー資源減少化の心配もなし、。 エネルギーの高価な時代に入ろうとしている

H寺，国内循環資源である水力のねこそぎ開発が必要であろ う。

さらにまた，次代を担う原子力，特に高速増殖炉や核融合な どによる技術

開発に取り組んでゆかなければならない。
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3. 水力発電の役割

(1) 国内循環資源、としての水力

エネノレギー資源に乏しいわが国にとっては，昔も今も水力は寅ー重なエネル

ギー資源であることに変わりはない。

特に， 他のエネ／レギー源と違って水力は太陽エネノレギーの力と天然の地形

によ ってわれわれが活用可能なように位置のエネルギーを濃縮してくれてい

る。いわゆる，循環エネルギー資源であって，このエネノレギー資源は他の品

物のように，減少してゆ くものでもない。

逆に言えば，経済的，技術的に開発が可能になれは、早く活用すればするだ

け，他のエネノレギー資源の節約となる。

資源に乏 しいわが国にとってはこれを見逃すはずはない。

わが国では急峻な地形と恵まれた雨量を利用 して明治25年頃から水力開発

が行なわれ， 爾来， 各時代の技術の粋を駆使して盛んに水力開発が進められ

てきた。

この結果， 昭和48年3月末現在の水力発電設備は， 約1,630ヵ所，最大出

力約2,000万kWに及び，この値は，近年急激に増加した火力や原子力を含

めたわが国の発電設備総出力のなお約30%を占めている。 水力が，電力供給

の大宗を占めていたのもごく最近の昭和38年頃まで続き，外貨の乏しいわが

国にとって，この開発利用は特に戦後の経済復興に大きく貢献したことも事

実である。

ただ，この国内循環エネノレギー資源の最大の悩みは，自然の地形を利用し

て発電設備を設ける ものであるため，この包蔵水力には物理的限界があるこ

とである。

通産省における調査（調査見直しを予定している〉 の結果によれば，わが

国における開発可能な一般水力発電（揚水式発電所は含まない〉は最大出力

4,900万 kW，年開発生電力量で1,300億 kWhと推定されている。

このうち， 昭和47年度末現在までに開発されたものは前述のとおり 2,000

万kW,820億kWhであり， また，最大出力約2,900万kW，年開発生電力

量で480億 kWhが未開発で残されているq

これらの未開発の水力地点は，単に発電単独で開発しよ うとするならば，
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最近までの火力 ・原子力発電コストとの対比のもとでは経済性の而でやや割

高な地点も含まれている。

しかしながら，水力は電力エネルギーとしてのみな らず，電力の質的な市，

すなわち，ピーク負荷に対する即応性にも優れていること， また特にクリー

ン・エネルギーであること，さらには水資似の多目的総合開発を行なうこと

によって，発電のみならず，都市用水， かんがい用水などの急増する需要に

も対応し うるので，これらを勘案した総合的な判断に基づいて， この貴重な

国内エネノレギー資源である水力資源を無効越水させないで，できるならば，

ねこそぎ利用を目指して開発を推進する必要がある。

またこのような観点、から，水力エネノレギーの高度な活用を実践してゆくた

めには，通産省で昭和43年来調査を進めている既存の老朽化小水力の大規模

再開発も積極的に推進することが必要である。

(2〕 電力の質点転換に貢献する水力

昭和30年度以降，わが国の産業活動の活発化とと もに電力需要が大幅に増

加し，これに伴って，電源の拡充が行なわれ，電力系統の規模は拡大の一途

をたどっている ことは前述のとおりである。

昭和45年に見直された総合エネルギー調査会の中問答申によっても，昭和

60年にはおおよそ 2億 2,600万～2億 4,700万 kWの電源設備が必要と予測

されている。

また， これからの電力供給体制は水力 ・火力 ・原子力の組み合わせによ

り，系統経費をもっとも小さ くするような方向で進められる。

具体的には火力・原子力でベース負荷を分担し， ピーク負荷および周波数

調整用電源としては，負荷の変動に即時応動可能な優れた特性を有し，運転

信頼度が高く，また経済的な大容量揚水発電所を主体とした水力により対処

することとなってきた。

このことは，水力の負荷即応性に優れた特性を利用して，深夜や土 ・日l濯

などの軽負荷H寺に， その余力でもって揚水発電所で揚水し， 週日の短時間

( 1～8時間〉の尖鋭な ピーク負荷に対して，揚水発電所によ って発電供給

しよ うとするものである。

これはまさに，電気の質の転換であり，短時間運転による熱効率の悪い，
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したがって不経済な火力，原子力の施設費’の軽減となり，さらには，火力，

原子力の安全運転の維持と機器の劣化防止にも大きく貢献することとなるも

のである。

この場合，火プJ，原子力とピーク用の水との合理的な組み合わせが各般の

シュミレーションによ って検討されているが，系統経費を最小にするような

水力投入比率は電力系統全発電設備のおおよそ20%くらいのものであると試

算されており，これを昭和60年断面でみると，約5,000万kWのピーク用の

水力発電設備が必要となる。これは現有の水力発電設備が約2,000万 kWで

あることから考えると，それまでに約3,000万 kWの水力開発がピー ク出力

用の観点から しても必要となってくることを示 している。

揚水式水力発電所の建設では，国内エネノレギー資源の有効活用の観点から

も，可能な限り MJllの自然流量を多く有する混合揚水式発電の開発が望ま し

いが，計画上の自由度の大きい経済的に開発ができる大規模純揚水式発電所

の開発も，今後とも開発されることとなろう。 通産省においてはこれらの調

査についても昭和35年以来実施し，現在までに237地点，1億4,300万kWの

調査を完了するほか， 現在， すでに20地点， 386万 kWが完成し， さらに10

地点，約750万kWが目下，鋭意工事中である。

(3) クリ ーン・エネルギーとしての水力

ここ数年来，環境，公害問題は産業界全般の構造や人間の生存そのものを

問う姿で大きく取りあげられ，地球レベノレを越えた国の政策や国際レベノレの

問題として認識されてきている。

電気事業について，これをみると，電力はすべてのエネノレギー消費形態の

中ではもっとも清潔なエネノレギーとして重要視され，その利用の増大が予想

されているものであるが，一方，その供給生産に際しては，火力発電所にお

ける煤煙，硫黄酸化物，窒素酸化物など，原子力発電所における放射能廃棄物，

並びに両発電所からの温排水などのような環境問題をひき起こしている。

今や人々は物質的な豊かさを求めるとともに， 他方，公害のない美しい環

境のゆとりのある生活をよりいっそう求めている。

この国民感情，あるいは電源立地候補地域の地元住民の環境保全企求める

声との聞の調整が思うに任せず，電源の立地難とそれによる著しい遅延を招
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来し，その結果は，安定的な電力供給力の拡充を著し く阻害 し， 電力需給上

深刻な度合いをいっそう深めているものである。

幸いにして水力には火力や原子力にみられるよう な公害 ・環境面でのマイ

ナス要素が少なし 社会全体の福祉の立場で考える場合，高く評制される特

性をもっている。

一方，わが国における火力供給の糧でもある石油の価格は， 国際的なエネ

／レギー危機を背景として今後とも しだいに高騰する傾向にあ り，将来の火力

発電原価に大き く反映するこ とは明らかであろう。したがって，水力開発計

画の策定に当たっては単に近視眼的な現在の火力と の経済比較のみにとらわ

れることなく，将来の火力 ・原子力発電の価格動向を洞察して，長期的観点

からする水力開発を推進することがきわめて肝要と考えられる。

通産省における集計によれは、，第4次水力調査 （昭和34年度〉以降，計画

としては立案されたが，なお未開発のまま残されている一般水力 地点は約

2,900万 kWとなっている。これらの地点は，緊急に工事費の見直しを実施

し， 今後の火力の燃料費や公害防止対策費の動向を洞察しながら，地点の経

済的な分類を実施して，必要に応じて，開発を早急に進めるため，適切な措

置を講ずる対策が必要である。

以上がクリ ーン・エネノレギーとしての一般水力地点に対する考え方である

が，揚水式発電所についても次のようなクリ ーン・エネルギーとしての特性

のあることを考慮し，開発の推進に努力すべきであると考え られる。

今日，公害，大気汚染の進むなかで，基本的には公害防止の諸対策をます

ます進めなければならないが，国土の狭いわが国にあっては，各種の汚染源

が複雑に入り組み，風の流れや，気温などのファクターもこれをさらに複雑

にしつつ，夏期などにおいて しばしば光化学スモッグが発生するまでに立ち

至っている。

このような大気の汚染は，こと人命にかかわることであ り，大量に重油を

使用する火力発電所では当然，出力制限の措置，汚染源の減少に協力しなけ

ればならない現況と なっている。

また，悪いことに，このような時は電力のも っとも必要とする夏期のピー

クH寺となっており，このことは電力の供給上，深刻な問題と なっている。

したがって，真夜の軽負荷時に揚水発電所によ って大量の揚水を実施 し



合III 水力発電の役割と将米 61 

て，ピーク時の電力供給用として，発電する ことはもとより，さらに加えて

十分な予備力とした揚水発電所を保有し，光化学スモ ッグなどによる出力制

限H寺のエマジェンシ一発電所として活用する ことも必要と なるであろ う。

また，このようなH寺においては仮に有力な火力発電所が建設されていても

稼動不可能なこと を考えると， クリーン・エネルギ一発電所と しての揚水発

電所の価値が強く認識されることになってくる。

したがって，今後の水力開発の推進は，環境政策の観点からも必要なもの

と考えられる。

( 4〕 水資源確保にも対応する水力開発

産業の進展と生活水準の著しい向上に伴い今後ますます水需要，特に者II市

用水に対する需要が高まってきている。

すなわち，建設省の調査によ ってもそのことが明らかにされており，都市

用水に対する水需要のうち河川に依存する量は，昭和45年162億m3であった

ものが， 昭和60年度には511億1n31こ急増するものと予想されている。また，

これを地域別にみると ，南関東，京阪神，北部九州をはじめとする数地域に

おいて著しい水不足を生ずるものと予想され，昭和60年で合計年間約42億m3

の水不足が生ずる。しかしながら，このほかの地域においては供給力になお

余力のあるものと見込まれており， 地域聞の連絡を行なえばこの不足の解消

または不足量の軽減をはかることができると している。

この水需給上のアンパランスを解決するためには， 多数のダムを建設 し

て， 水需給上余裕のある河）I ［から不足する河川への流域変更方途をも合わせ

考慮して，河川水の高度利用をはかるこ とが必要である。

したがって，このよ うな流況の異なる両地域の水系には階段状に大ダムと

揚水式発電所を建設して連結し，発電運用によって両水系の河水を広域的に

改善融通して，有効に活用すれば，ピーク用大電波、の確保はもとより水資源

の飛躍的な改善利用が行なえるものと考えられる。このような構想に基づく

水力開発の手法が 「広域多目的連続揚水発電方式」である。

具体的には分水嶺を境とした岡地域のおのおのの水系に階段状に大ダムを

建設して貯水池群を設け，河水の貯留調整を可能なかぎり大幅に行なうこと

とし， これらの各貯水池の聞を揚水発電所で連結し，この揚水発電所を媒体
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として，両地域聞の河水を広域融通することによって，大規模揚水発電を行

なうとともに大量の水資源、を広域的に融通確保しよ うとするものである。

この水力開発の手法は，未だわが国において例をみないが，湯水発電所の

水路系を多目的に使用でき ること ，流水の彼我の融通が至便なこ となど，経

済面，運用面からみて，有力な開発手段のーっと考えているもので，通産省

においては，この手法による開発計画を全国の主要な地域で立案中であり ，

逐次基礎調査を進めてゆくことと している。

また，今日， ピーク用の大規模な水カ電源の開発と水資源開発とは目下の

急務であるため，上記の手法とは別に，通産省において現在調査を進めてい

る「老桁化既設小水力の大規模再開発Jの考え方についても，その概要を以

下に紹介する。

今日， エネルギー危機が大きくク ローズア ップし， ①省エネルギ一政策が

強く要請されていること，②クリーン・エネノレギーとしての水力の有効活用

が要望されていること， ＠水資源開発の推進が強く要請されていることな ど

を考えると，経済的に許されるならば，rnr水のねこそぎ利用を図るべきであ

ることはすでに述べてきたと おりである。

しかるに，わが国の既設の水力設備の現況はいかなるものであろうか ？

わが国の既設水力発電所は現在約1,630ヵ所，出力約2,000万kWに達 して

いるが，これらの年代別発電所とその出力をみると，明治大正年間に完成し

た発電所は数では38%を占めているが，出力では10%に過ぎず，また，昭和

26年の電力再編成以降に完成された発電所は，数では32%に過ぎないが，出

力では70%と大部分を占めている。

このことは，とりもなおさず，わが国では，老朽かつ小規模の水力発電所

がきわめて多いことを物語っている。しかも，これらの老朽化した小さい水

力発電所が河川の主要部を占めて数多くあり，現時点でみるならば、，水力資

源の有効利用が必ずしも合理的に行なわれていない状態を表わしている。

通産省においてはこの実情を重視し， 今日的な水力開発のスタイノレを導入

した水ブJの詞開発を推進すべきであるとの認識のも とに，昭和43年から具体

的な再開発計画の骨子を決めて，水力地点の見直し作業に着手し，さらに45

年度からは現地実iWJ調査をも開始しているものである。

この再開発計画立案の骨子は，
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①老桁化した小規模水力発電所を効率的な大規模水力発電所に更新す

る。

② 一般水力に揚水発電を付加して大規模化を図り ，スケーノレ ・メリット

を駆使する。

＠ 極力大ダムを設けて，水資源のいっそうの確保を図るなど総合開発計

画として社会的要請に応える計画とする。

などである。

これらの計画地点についてはさらに詳細な諸調査を続行し，緊急性のある

ものから逐次開発を推進してゆくこととしている。

(5) 水力開発がもたらす国土総合開発の諸効果

水力開発によってもたらされる諸効果は過去においても現在においても顕

著である。

特に，水力の開発は一般に山間の奥地を開発するものから地域の開発に貢

献するとこ ろが多く，国土の総合開発的諸効果を生むことが多い。

例えば，現在わが国における発電専用のハイ ・ダム（高さ15m以上のも

の〉は350地点開発されたが， これらは， すべて発電専用のダムとは言いな

がら，①貯水池による流水の貯留調整によって水資源の確保に大いに寄与し

ていること，②また，これらのダムは洪水時の水を貯えて渇水時に補給する

ものであるから，原則的に洪水調節機能を有 している。 現にこれらのダムは

相当頻度の高い洪水までを貯留することによって治水の効用を上げているこ

と，③これらのダム，貯水池によ って，土砂の流出汗止を行なっており，そ

の面から，砂防の効果があること，④山間辺地における水力開発はどうして

も工事用として，その地点までの道路の建設が必要であ り，その面から，交

通網整備の一助としての道路整備効果があること， ⑤これらの道路の整備が

契機となって， 周辺山林の木材搬出および造林を容易にするなど森林効果が

あること， ＠その他地域開発，観光開発，などの波及効果があること，など

などの諸効果をもたらせている。 したがって，これらの効果を再評価すると

ともに，今後に向つては，これらの効果を定量化して，水力開発をいっそう

促進すべき ものと考えられる。
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4, 水力開発の将来への展開

水力発電の役割やその役割を高度に発揮させなければならないために，水

力開発が必要であること は以上のと おりである。また，それに対処した今後

の水力開発の手法についても，すでに述べてきたと おりである。

要するに，水力発電が前述のような役割とその必要性があるためにこそ，

今日もなお屠大な水力が開発されているわけである。

事実，現在工事中の水力開発地点は55ヵ所，出力約900万kWに達し，こ

の値は戦前・戦後を通じてみても最大のものとなっている。

最近では，大容量火力，原子力の出現に伴って，前述したような電力需給

上の必要性から大規模揚水発電を主体とした水力の開発が盛んになるなど，

水力開発も時代とともに大き く変化してきている。

最近では，さらに水需給がいっそう逼迫 しつつあ り， これらに対処したがJ

川開発に対する社会的要請も高まり ，水資源の高度の確保を目指す方向に向

っていっそう 拍車がかけられている。

一方，電力供給面では，火力 ・原子力発電所の建設が環境問題などから電

源立地難になり，供給力を安定的に確保することが困難になりつつある。ま

た，世界的エネルギー危機が叫ばれ，今後はますます火力発電用燃料の確保

が困難となってきていることなど，電力の安定的供給を行なってゆく環境は

未曾有の困難な情勢に逢着している。

今後の水力開発は以上のような観点を厳粛に踏まえつつ，電力供給力の拡

充に当たっては国内循環エネルギー資源で，かっクリ ーン ・エネ／レギーたる

水力資源の高度の開発利用をいっそう図ってゆくべきであろう。

すなわち，今後の水力開発方式の主体は，

① 残存未開発水力の再評価とその積極的開発

＠ 大容量，高落差，大規模揚水式発電所の開発

③ 老朽化した既設小水力の大規模再開発

④ 多水系を広域的に連繋する広域多目的連続揚水式発電所の開発

などが水力開発の主軸となって推進されてゆくものと考えられている。
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5, 水力開発促進を目指した国家的努力

水力発電は火力発電にみられるよ うな公害問題がないが，水力発電所の工

事中における濁水，ダム築造後の堆砂の問題などのように全然問題がないわ

けではない。

また，大規模なダム建設に伴って永年の住家が水没してしまうこととなる

など，地元住民に取ってははなはだ迷惑な諸問題を随伴する場合も多い。

また，開発地点、が自然公園にあるため環境保全の面からの問題や流域変更

を伴う ような場合には，水源地域を含む減水を伴う地域の合意がなかなか得

られないなど，水力開発を円滑に推進するには，これらを個々に着実に解決

し，克服していかなければな らない諸問題を抱えている。

さらに，水力の開発は一般に多目的開発によって推進される場合が多く，

そのため，各利害関係者や関係官公庁との調整すべき事項もはなはだ多く，

これらについても円満な調整をとりつけるため長期間の協議と努力を要す

る。

したがって， 水力開発の推進に当つては，今後とも官民こぞって並み並み

ならぬ努力が肝要である。

政府においては，水資源や水力の開発にあたり，以上のよ うな困難な諸問

題のあることにかんがみ，これら諸問題をより円滑に解決して行けるような

国民的合意を目指して，各般の検討を重ねて行くこととしている。

昨年10月17日に公布された「水源地域対策特別措置法」も，これらをとら

えて制定されたものであって，これはダムなどの建設によって，その基礎条

件が変化する水源地域について，生活環境，産業基盤などを整備し，あわせ

て，水質を保全するために，水源地域の整備を推進するなどの特別の措置を

講ずることとしている。これによ って，地域関係住民の安定と福祉の向上を

図り ，一方，ダムなどの建設を促進し，水資源の開発と国土の保全に寄与し

ようと しているものである。

また，発電所の立地における環境保全に関し，より厳Lい配慮を払うこと

が要請されている。このような社会的要請に応えるため，発電所の立地に伴

う環境保全について電気事業者に対する監督を行なう立場から環境審査体制

を強化し，環境保全によりいっそう万全を期することを目的に，通産省は環
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境審査顧問会を発足させるなど，環境保全には特段の配慮を払う こととして

いる。

また，発電所の建設に際 しては， 地元福祉型の電源立地を目指して実施す

ることが開発を円滑に進める上で必要である。そのため，計画の段階からそ

れらの配慮も合わせて行なうべきであると して，通産省において，目下検討

を進めている。

以上のような対策は要するに，開発地域住民の合意を 目指す諸対策であっ

て，水力や水資源開発の円滑化を進める施策の一環といえよう。

また，今後の水力開発は，治水はもとより，都市用水などとの総合開発が

ますます多く 開発されてゆくものと考えられるが，これら各部門聞における

調整についてもさらに円滑に推し進めるほか，大規模再開発や広域多目的開

発のような雄大なものについては，場合によっては新しい開発体制の整備に

ついても検討を進めて行くことが肝要である。

（資源エネルギ－Ji：水力課課長補佐〕
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