
  
  水資源開発について

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 小林,泰
発行元 水利科学研究所
巻/号 7巻1号
掲載ページ p. 10-20
発行年月 1963年4月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水資源開発について

小林泰

1 はしがき

1962年 6月経済企画庁は全国総合開発計画を定め3 わが国の長期経済計画

の見返しに副った国土総合開発の構想を示し，マクロ的な指針をあたえてL、

るが，水資源開発のフノレプランを水系ごとにまとめていく一つのよりどころ

となるものと三考えられる。

今後全国総合開発計画の具体的な青写真が造られてレくに従って，当然こ

の7 クロ計画は部分的な修正が加えられることになる性質のものと解される

が，私はこれを見ていくつかの間題点が含まれてし、ると感じている。よ って

都市用水と農業用水に大別して，おのおのについて検討し，終りに，利根川

水系の河域開発のあり方について私見を掲げたいと思う。

2. 都市用水について

工業用水については現状において全需要量のうち淡水が約50%，そのうち

30%が地下水によって占められているが，地下水（立地盤沈下の原因とな 勺て

いるので，工業用水道を設けこれを切り替えていくことを強調しているこす

なわち「目標年次の需要量に対する淡水水源については地下水に今後多くの

増加を期待することは困難であり，その約60%は工業用水道などによる河川

よりの引水に依存することになるであろう」といっている。基準年次（昭和33

年）から目標年次（昭和45年）までに5,910万m3/dの増加のうち地下水への依存

はわずか20万m3/dと見込んでいるに過ぎなl＂私はこのような地下水の過小

評価は地下水について現在では国，または，都府県の広範な調査があまりな

されてし、ないことが一つの原因で，また他の原因は工業適地をあまりに臨海

の地盤沈下のおそれの多い地帯に偏して想定しているからではないかと考え
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る。最近特に工業用水のコストが重視されるようにな った。それは既成工業

地帯では地下水は勿論のこと付近の河Jllからも取水することが不可能でかな

り遠距離からの導水が必要になってきているので，これらの導水，配管の建

設費の増大だけで水のコストは急速に高騰してきている。通産省の補助事業

についてみれば昭和31年度事業の平均建設コスト は 8,100円／m3/dに対して昭

和37年度事業では l万5,000円／m3/dとなってレる。そのうちでも千葉県営 2

万 4,000円，川崎市営2万 9,000円，大阪府営3万円3 北九州では 5万円と既成

工業地帯では特に高くなっている。 1m3当りでは北九州；土20円近くなり，東

京水道よりはるかに高くなるであろう 。このような傾向からみてこれを国庫

補助金のみで低コストの維持をはかろうとしても，かえって事業の伸長は期

待できないのではないだろうか。水が製品原価に占める割合も工業の種別に

よっていちじるしい差があるのだから「妥当投資」の考え方からすればコスト

が一律であるのが3 かえって不合理である。一方「身代り建設」の考えから

すれば用途は何であれ，ある地域では一定であるべきである。妥当投資から

すれば，採算に合わない企業は採算に合う所へ行ってくれ， という考え方に

徹しなければ不合理である。水は少し高くついてもとしづ企業の場合の水コ

ストの上限は，身代り建設の限度である。従来の工場誘致が示すように立地

上の条件を過大に宣伝することによって後になって水コストが異常に高くな

ったり，はなはだしい時は，水が無かったりする例から種々の無理が生じて

いる。これは企業者の側にも水を軽視し，研究が不十分な点があるのではな

し、だろうか，固としても水量や水コス卜に関する資料を整備して一般に公開

しておく必要があると思う。そうでなければ，もっと強力な立地指導をやる

必要がある。地下水は最も安価で低温で水質のよし、重要な水源、である。その

賦存量と利用方法，場合によっては補給方法をもっと強力に組織的に調査研

究しなければならないと思われる。特に低開発地帯の地域格差是正や開発の

ため新産業都市や衛星都市を考える場合，それば重要で有利な一つの指導因

子となるであろう。

上水道については目標年次までに 838万m3/dの増と見込まれている。すな

わち工業用水と合わせた需要増のうち 12%, 新設予定工業用水道の3,600方

m3/dと合わせた場合で、も約18%に過ぎない。すなわち，今後の水源対策とし

ては両者を都市用水と総称すれば，上水道の占めるウエイトはきわめて少な
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いことになる。しかし上水道の増加のうち約50%が大都市における増加と見

られている点に水源確保の困難性があり，問題点がある。工業用水と上水道は

一つの都市用水という一体不可分な関係で考慮、されなければならないと考え

る。全国総合開発計画でしづ拠点都市や新産業都市が決定されなし、現状で，

このような論議はすべきでないかもしれないが，従来の各都市の人口推定の

上に立った上水需要量の集計と全国総合開発計画の構想の聞には基本的にか

なりの差異があると5考えられる。大都市の過大化防止や地域格差の是正から

新産業都市を建設する場合，導水施設の建設費が水コストの大きな負担とな

ることは先に述べたが，工業用水道と上水道が別々な計画で進められている

例が多い。これは工業用水道が通産省で3 上水道が厚生省の主管となってし、

ることに主な理由があるようだが，お互いに水コストを低下させるために計

画を調整してなるべく共同施設で実施すべきであると考える。日本経済の将

来を考える時もはや新しい都市の建設は工業を離れて考える場合は稀となっ

てきているし，工場だけの都市というものは元来考えられなし、からである。

上水道のコストは六大都市で安く，地方都市で高くな ってレることも工業用

水道と相反してし、る点だが，六大都市は中には明治時代からの古L、施設を今

日も使っているものがあり，それが低コストの主な理由となっており，したが

って漏水量は莫大な量に上っている。大都市水道の低コストはこのような資

本の食いつぶしによって支えられているといっても過言ではなし、。またその

低コストのために住民の水に対する観念を誤らしてレることも否めなし、。厚

生省でも「水道料金の低廉さのために潤沢な使用も家計上ほとんど痛ょうを

感じないことが給水量が増大している一つの原因だ」（『用水と廃水』， Vol.4,No. l 

“都市の巨大化と上水道の動向”山村勝美） といっている。新しい水道事業を行

なわねばならぬ地方町村や新産業都市は大都市の過大化防止に役立つよう開

発が進められねばならないが，それらの水道料金は既成都市よりはるかに高

くなっている。工業用水に補助制度があるならば，これらの水道事業にも国

庫補助の制度があ ってもよいのではないだろうか。また大都市の水道ももっ

と健全なものにするためコストは上っても漏水の原因となっている古し、配水

管の更新に積極的な努力をはかるべきではないだろうか，共同溝の建設が進

められようとしてし、る時でもあり，都市施設の整備の一環として解決する よ

いチャンスと考えられる。東京都で20%の漏水を防止することができれば，
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現状でも l日60万m3の水源が生れてくる。しかもそれがすべて浄化された上

水であるから数百億円の投資をしてもペイするものと考えられる。近く利根

Jllからの大量な給水が可能となった場合はさらにこの問題ば重要性をもって

くるであろう。

3. 農業用水について

わが国の経済の弱点である二重権造の下層を形成 している農業に も貿易自

由化の波がおし寄せてきている。好むと好まざるにかかわらず3 農林漁業の

構造改善を促進することが全国総合開発計画の一つの目標となっている。こ

の構造改善は食品革命と労力不足の環j覚条件に律されてし、ること lよこの問題

を一層綾雑にしている。したがって農業用水の将来の姿というものに全く描

かれないといった方がよし、と考えられるが 全国計画では 「今後における農

業用水の需要は従来の水不足水田に対する渇水補給と 3 畑地，草地港紙の推

進による増加が見込まれ，地表水に対する依存度も高まるであろう。農業用

水の現在の使則量および目標年次における需要量の正確な把搾：ま非常に困難

であるが，おおむね昭和34年推定使用量は 489億m3で目標年次までの増量は

90憶がと見積られる。 しかし農業構造の改善に伴ない，大区画闘場の整備が

進み栽培技術，営農形態などが改善されるので これによる用水使用の変化

についても今後十分に検討される必要があるJとい って》、る。要するに農業

構造改善につれて変るので数字はとりあえず都道府県からの報告をもとに一

応のものをあげていると解してよいようである。 90億m3の需要増を地方別に

見ると東北が26億m3で、最大で，関東の 22.7億m3がこれにつぎ，近畿は最少で

3.2憶がとなっている。濯減期間を 100日とみれば，関東の新規需要は約 260

m3/sに相当しその量の多いのに一驚せざるをえなL、c全国で；主，工業用水道

の全国需要増の 2.5倍と なる量である。 しかもその必要｜時期P立夏季の最渇水

期にまたがっていることはそのかなりの部分．地域によって（立50%前後を貯

水池によらねば，確保できない水である。関東の需要増を利根水系に依存す

るとすれば，実に10億m3の貯水が農業用水に必要となるであろう 。このよう

な貯水池計画は現状の妥当投資方式では成り立たないであろう 。現在公団で

実施中の矢木沢，下久保の例によれば都市用水の場合 lm3/sの新規用水を確

保するために負担している費用は6万2,000円であるに対し，農業用水につい
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ては約l/sの 1万 3,000円に過ぎない。 このように負担限度の低い農業用水の

水源として大規模な貯水を考えるこ とはし、くら治水などの公共事業負担を限

度一杯にしてカヴァ ーしよう としてもしきれないと考えられる。このような

水源としてはまず既存農業水利の合理化や近代化，あるいは土地利用の変貌

による水利実態に適合した水の再配分をはかり， これを補っていく ことが最

も可能性のある方法であると考えられる。これらを都市用水に転用しようと

して も非濯概期の対策が別に必要となるので，農業用水は新規農業用水に転

用または移用するのが最も合理的，経済的であると考えゐ。勿論農業用水路

を都市用水路として利用する問題とは別の問題である。

農林省当局ではー農業水利の近代化ない しは合理化はし、まや農業それ自体

の近代化への道すじとしてなしとげられねばな らない問題である。」（『用水と

廃水』“Vol.4, No.1佐々木四郎J農業基本法と将来の農業水利つといっ ているが，

現在の土地改良法と補助および負担の制度下では直接的利益が農民におよlま

ないような場合の多レ農業水利施設の近代化や合理化は実施困難なものと考

えられる。私はむしろ古い時代の施設と慣行で粗放な管理が行なわれている

農業水利の近代化はそれによって新しく 生み出される水が新しい用水と して

転用されあ地域の人々の負担によるかp それによって，新しく転用タる水が

出な くて も，過剰な以水が行なわれないための水管理の合理化のため必要で

あるので，関係土地改良区の負拘をかけず，それによって利益を受ける不特

定の人々の負担として3 河川事業と同じ方式で実施していくことが合理的で

あると考えるつ従来わが国は水が豊富すぎた長い竪史を持っているので，低

水の管理強化につL、ての主張はなかなか実現しなか司たc それが今日の水利

調整を団主mにしている一つの大きな原因であるのだが，（『水利科学』 本号“水

資源開発公団の事業の現状υ）3の（ 2）に述べたよ うに，水の高度利用に伴なっ

て，一一先立内てやるのがさらによいが一一既存農業水利の近代化をはかる

ことが絶対必要でああc それらが，河川法の制定される以前からの慣行によ

ってし、るものが多く ．農地改革によって一層零細化され所得格差の聞きがま

すます大きくなってL、る農家に一部の負担を依存した土地改良事業のカテ コ日

リーで処理するにl，あ主りに凶家的な事業である， というのは飛躍であろ

うか。

低水管理の強化につL、ては低水時の水文学の発展に期待せねばならない。
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先tこ述べたように，農業用水の大部分は消費されずに，地下水や伏流水さら

には地表水として還元されている。この種の水文学に関する研究は，洪水に

偏したわが国の水文学では解明されにくレ問題であり， 積雪や融雪，河道貯

i留p 地下貯溜を含み，その調査区域は広大な地域の上下におよぶであろう c

そしてそれが確立しなければ，ダム群の完全な操作と水の高度利用は計れな

いであろう。水資源開発公団としても この方面の研究について積極的に動

いていぎたし、と考えている。それはさらに農業水利の合理化の方向や将来の

土地改良事業の付帯効果を明らかにし，水資源、の有効利用に役立つこと と確

（言している。

以上のような土木工学的な近代化のほかに，農業技術上の近代化ないしは

技術革新によって水利用の合理化が期待される。すなわち早期栽培，間断j藍

j既3 田畑輪換，田植機械化などが考えられるが，これらの前提となるものは

ナベて用水管理の適正化によらねばならぬとい うことである。

4. 河域開発の構想 利根川水系についてF一一（第 1図参照）

l：立しがきで、述べたように全国総合開発計画に表された水資源開発の7 ク

c計画の中には，多くの未調整の問題点がある。これらの調整には非常な困

難があると考えられる。またこの計画をミクロの青写真にするには拠点都市

や新産業都市が明らかにされていかねばならないが，それを定めていくにも

一つの要素として水資源の開発楠想がなければならなし、。需要の計画が先か

供給水源の計両が先か（ムし、ずれも因果関係にあるものであるからどちらの

作業も併行して進められなければならなし、。中でもはっきりいえることは，

地域の水源について技術的工学的な手法でコストに応じた水の供給能力を明

らかにしうるということである。水の行政を技術的工学的要因によって改革

する必要のあることはすでに本誌20号に蝋山博士が指摘されておられるが，

7 クロ計聞をミクロに下す第一段の作業はこの工学的な検討によらねばなら

なL、だろう。筆者はこの主旨から利根川水系について検討を進めてレるが3

利根川の水文的特長として考えられることは次のことである。

( 1）深刻な治水は，田J随時期の 6刀に発生することが多く ，これが 7' 8 

月におよぶ時最も深刻であり，所要の用水補給日数は80自に沿よぶことが
占ヲ

ど"O/.;J。



( 2）水源は多雪地帯と寡雪地帯があり，前者は異常台風時以外は台風の

影響を受けることが少なく ，後者は台風の影響をうけることが多い。
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利根川開発構想図第 1図

（単位 lOOOm3) 

｜ ｜ ｜既得 水利
名 ｜有効貯水量｜洪 水防御 ｜ 新 規 用 水 ！備 考

I I 1補 給 1

原 I 35 890 I 21 200 I 31 0 l 0 I 
｛見 I 20,000 ! 9,400 I 20,000 

原 i l山 0 : 14, 140 I 13 220 I 
沢 115,800 I 22, 1 oo I 30,000 ・ 85,500 

保 1 120.000 I 35,ooo : 54.ooo 削 oo I 

百1- I 365,830 i l 01,840 I 148,230 : 151,500 i 

f；王） 各M的別容鼠中洪水防御は 7月 1日からヲ月30日まで，既得，：／（利補給および新規町本は5月
中旬からの補給があり箪複部分があるので合計は合わない

既定本川系貯水池の容量配分第 1.表
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藤

相

薗

矢

下 木

久



小林水資源開発について I 7 

第 2図 藤原ダム年間貯水位曲線（昭和34年j
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第 3図 下久保ダム年間貯水位曲線（昭和30年）
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利根川の水資源開発は上の特長をよくつかんで計画されなければならない

が，すでに藤原，相｛晃，薗原，矢木沢，下久保の 5ダムが本川水源に完成し

あゐいは工事Iわであり，その総有効貯水量は第 1；去の通りとなっている。

このうち下久保タムを除L、ては，すべて多雪地帯に属し，冬期（こ（之貯水を

放流して発電補給を行ない，次いで、融’豆水を貯j寵して 5月末項には満水し，

ι月の渇水期に一部の貯水を放流して則水補給を行なし＼合わせて洪水期の
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始まる 7月には洪水期制限水位まで水位を低下し，夏季の用水補給はそれ以

下の容量で補給し3 秋の豊水期に再び貯溜 し， 12月初旬までにはなるべく潜

水するという のが操作の原則とな っている。第2図は，昭和34年の藤原ダム

の操作実績であるが，この年は， 7 ' 8月の渇水も，洪水もいちじるし 〈平

穏な年であったがルーノレの大要はこれが示す通りである。

一方， 寡雪地，出：に属する下久保ダム は~；~：雪が期待されないので，前年の秋

の貯水を翌年の初夏まで持ち越し，夏季．の補給にのみ貯水の放流を行なう第

3図のような操作となる。 したがって台風の無い年が稀にあると，その補給

力は多雪地’貯のものに比し安定性が少ない。

以上の ような既定貯水池計画によって，洪水調節では約2,500m3/s，既得水

利補給の100%のほかに3 新規水利として都市用水20m3/s，農業m水 13.3m3/s

が確保されるに止っている。したがって将来の地域の水需要を考えると，技

術的に可能性があり，かつ経済的にもまFされる限度でさらに貯水池詳の計画

が必要であり，合わせて河口堰の建設や湖沼の利用をはかり，さらに既得水

利の合理化によって水を生み出し3 これらを統合的に管理する計画が必要で

ある。

貯水池群の計画（ま見怒川筋の既定計画で上記のほか1億4,100万m3の貯水が

確保され，栃木， 茨城県下の農業用水として利泊されるが，その還流水は利

根川下流ならびに霞ヶ浦の水理によい結果を期待することができょう。また

霞ヶ浦の逆水門は治水事業で完成されたが，将来霞ヶ浦の利水や河口維持に

はい七じるしし、効果を発揮することが期待される。しかしながらy 貯水池群

の次期計画として考慮すべきことは，

( l) 既定計画でもなお無効放流となっている水璽， 特に融雪期の流水を

ね力貯水する必要がある。

( 2) ( l ）の計画に合わせてさらtこ積極的な洪水調節計画をす案すお こと

ができるが，その場合，主要本 ・支流に分散させる方が上し、。

( 2）の方針は原則的には （l ）の方針と相反するものではないが，今後水文

予報，積雪調査，統合管理などについて格段の整備をはfJ＞る必要のあること

は勿論である。（ l）については融雪の多レ本流について、3 吾妻川が当然考え

られる，本川岩本地点、では副！雪水量を 3月中旬よ り6月上旬に到る聞とみれ

ば，従来約10億m3であるが，上流ダム群完成後はそれが約 8億m3に減少する
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ことを考慮、しなければならなし、。これらの雨水系に合計 5億5,000万m3程度の

有効貯水量の貯水池を設ければ，下流への必要な放流をしながらでも，既定

計画と合わせて約 ？億m3の有効貯水量が確保され， 積雪調査と関連して操作

すれば， 6月の上旬までには毎年満水する ことが可能である。 7月 1日までに

そのうち 3億m3余りを 6月の渇水に放流L，各貯水池の洪水制限水位に低下

し， 9月末までの洪水期間におきる夏の渇水補給には，それ以下の約6億m3

をもって補給することができるので3 利根川の流量は濯淑期には 350m3/s以

上に，非濯瓶期には155m3/s以上に調整することができる。 現状流量および

現状必要水量との関係を表示すれば，第2表のようになる。

この表に見るように，この貯水池群計画によって非濯滅期に87m3/s，濯渡

期について，l25m3/sの新規用水が生れてくる ことになる。

現況必要流量の中には本川および江戸川の維持用水合計約60m3/sが含まれ

ているが，これは塩害防除，河口維持，舟航，漁業，水質保全などの公共的

な意味を持ったものであるが3 河口堰や河口維持対策によって相当部分が転

用可能となるであろう 。

さらに目下調査中の渡良瀬川の神戸ダム計画，霞ヶ浦利水計画，印搭沼利

水計画，鬼怒川の川｜治ダム計画などによってかなりの新規水源が開発される

ことになるだろう。

結局利根川水系において3 現況の既得水利以上に非滋淑期に l40m3/s程

度， f監獄期において l80m3 /s程度の新規水利の利用が可能となるものと考え

られる。

本川上流に設けるダムf土木川筋では岩本を除いては考えられないだろう。

吾妻川については洪水防衛jの効果や貯水効率を考えると郷原地点、が最もよい

第 2表 現況と計画の流量対比

（単位・半句平均m3/s)

1現況最小｜現況必要 ｜計画調整 ｜ ｜ 
流量（ A)I流量（ B) I流量（C)ICC）ー（A〕ICc）ー（ B) 

非濯減期 128 68 I 155 I 27 I 87 

i控減期｜ l 4 7 I 225 I 350 I 203 i l 25 

（？主） 本表は対象渇水の明記円30年皮の流況により，古戸以下とする
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と考えられる。これらに神戸ダム，河口処理および建設省で実施中の渡良瀬

遊水池改良工事が実施されれば，利根川の改修はほとんど最終的な改訂ー計画

となり，治水利水の総合計画として完成するであろう。そして河川事業と用

水事業の費用負担によって用水の山元コストも P 平均 2円程度でおさ まるも

のと考えられる。

以上は利根川のほとんど最終的な開発構想の一つの試案であるが，要する

にその新規供給力に対して既定ダム群の計画と最近決定される利根導水路3

印施沼開発，群馬用水の三計画でようやく 4分の l位のものが着手されるに

止ってし、る。早急に需要との調整をはかり，事業のプログラムを立て，遅れ

ている水資源対策と治水対策を促進し3 所得倍増計画の某悼-d:'先行的に整備

すべきである。

最後に総合的な河域開発計画の一環として水の統合管理について述べなけ

ればならないことは，先に述べたようにp 農業水利施設をはじめ既存の収水

施設の近代化を促進するとともに，気象学や3 水文学を基礎として電子機械

を活用した高度の水管理施設を整備し3 洪水防除，用水供給の確実な運営を

はかる必要があることと，水質汚濁防止について，単なる規制のみならず処

理施設の整備や専用排水路の建設などを，三考えてゆかねぽならぬことであろ

う。このことは水源地帯に連設されるべき工場地帯や，都市の建設には考慮

されなければならない重要な施設であり，水源河川を汚濁から防護すること

は河川計画の重要な柱とならねばならぬことである。
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