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リピー・ ダム建設計画について

小沢三郎

まえ が き

カナダとアメリカを流れる コロンビア河開発計画の一環としてクーテイネー河にリ

ピー ・ダム計画がアメリカの国会で議決されたのは1950年であったが同計画に関する

カナダとの正式な条約が結ばれたのは 1961年であった。私は私用で 5月カナダ側の

湛水地帯にあるロッキ一山麓のアメ リカ国境に近いエノレコとL、う 町を訪れる機会を得
_,._ 
J」。

水利科学の要請により現地で入手できた U.S.Army発行の「LibbyDam and Reservoir」

と題するパンフレッ トがあるので全文を紹介することにする。

リビー・ ダムと貯水池

一ーモソタナ州北西部クーテイネー河における連邦政府総合開発計画一一

在νアトノレ合衆国工兵軍管区

【目的】

洪水というものは家屋も道路もまた農場も工場もあるいは州や国境の見境もなく被

害をもたらすものであるが，Fーテ イネー河はここ数年来， モンタナ，アイダホ，ブ

リティシュ ・コ ロン ピアの諸州において， 数次にわたる氾濫により数百万ドノレにのぼ

る損害を記録しているのである。しかもこの河はコ ロンピア河の大きな支流となって

いるので，カナダから下ってく るコロンピア河に注ぐ途方もない氾濫水は下流のワシ

ントン，オレゴン州境を流れる沿岸にまで洪水問題をひき起こしているのである。

リピー ・ダムはこの損害を，洪水調節，発電，レクリ エーゾョンその他の目的に利
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用して禍を福に変じようとするもので，水の管理と流量調節とにより，コロンピア河

の渇水期の水量を増大 し，また巨大な貯水池によって水を確保 し，ひいては航行，港

紙，さらには下流の発電所における発電，その他の便益に寄与 しようと計画されたも

のである。

カナダB.C.州の水力開発担当局は，合衆国とカナ〆間で結ばれたコロンビア河条約

の規定にもとづいて，ダンカン，アロー， ミカの3大貯水〆ムを建設中であるが，こ

の注目すべき水資源開発条約はコロンピア河の洪水を抑制し，下流合衆国内の発電量

を急増させるために，カナダil¥Uにl,550万エーカー ・フィート（約 190億 m3）の貯水を

することが必要であり，こうして両国とも利益を受けようとするものである角

【公共性】

急激に膨張する人口，そしてその人々はL、ままで以上に暇な｜時間や購買力を有し，

また容易に移動することができるよ うになってきたため，野外で楽しむためにより多

くの機会を求め続けている。そのため，毎年屋外でのレクリ エーションの需要は増大

しており，工兵隊では1954年当時 5,400万人であった観光客が，10年間に l億4,300万

人に増加するであろうと予想していた。したがって湖沼や発電 ・洪水調節〆ムによ る

貯水池を含めて，水辺地帯をレ クリエーゾョンに利用したいと L、う大衆の欲望はます

ます強くなる傾向となっている。

工兵隊による水資源開発計画：こおし、ても，大衆の野外レクリエ一、ノョンには最大限

の考慮が払われ，洪水調節，発電その他の効用と並行して， レクリエーゾ ョンは リピ

ー ・ダムおよび貯水池計画の主要な項目ともなり，われわれはリピー貯水池の開発計

画においても広範囲のレ クリエーゾョン利用について，他の国，州，地区とも協力 し

ているのである。

【ダムの建設】

工兵隊は1966年春， リピータム計画によって建設を開始したが，最初の仕事はグレ

ー ト・ノーザン鉄道のつけ替え と貯水池予定地の周囲に道路を設けることで総額 1億

5,500万ドノレにのぼる ？っの主な契約が 1967年 7月に着工に移された。さらに移動宿

舎や計画地域の学校建設などを含めたリビー ・ダム建設における他の12の契約と協定

を差し当り実行すると 1億 7,200万ドノレを迄かに上回ることになるのである。

すでに着工された主要な契約には， ダム と州道37号線の建設，延長 7マイノレの臣室道

を含む鉄道 4本のっけ替え，森林開発道路 l；本と迂回路，管理事務所ならびに観光客

のための施設，貯水池を跨ぐ橋梁と取付道路，森林警備隊員の基地と作業基地の建設

が含まれており ，発電所の建設や装備を含むその他の契約は，今後 5ヵ年聞に行なわ

れることになるであろう 。

【設計の概要】

リピー ・〆ムおよび貯水池は，モ ンタナ州北西部を流れるターテイネー河に計画さ

れた多目的な設計であるが，洪水調節，発電，レクリエーションおよびそれらに関連
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した水利用の面で， 全コロン ピア河流域の綜合開発計画にとっても重要な要素をもっ

ているのである。ダムは基岩上に高さ420q尺（約126m〕， 堤頂の長さ2,900q尺（約 870m)

に達し，さしあたっては 4基の 105,000kW発電機と付属装置をつけることになってい

る。総貯水能力 585万エーカー・ フィ ート （約 72億 m3）の貯水池は，奥行き90マイノレ

におよびB.C.州ワードナーから約 5マイル上流地点，すなわちカナダ領：こ42マイルも

さかのぼる範囲に進水することになり ， この場合の満水位は海抜 2,459フィート，渇

水位は同じ く2,287フィ ー トということになっている。

合衆国内ではダム建設により，約60マイノレにも及ぶグレート ・ノーザン大陸横断鉄

道， 52マイノレのモンタナ州道37号線，および50マイノレの林道のつけ替えと，貯水池の

影響を受！？る他の設備や公共施設の再配置ないしは調整が必要とされ， カナダでは

2 ' 3の集落， 数本の道路， 鉄道支線の数区間が貯水池の影響を受けるよ うである。

こうして計画の総額は， 1960年の物価を基準にすると約 3億5,200万 ドルに達する。

発電のための有効な水量を確保するため，計画では 496万 5,000エーカー ・フィー

ト（約61億 m3）の貯水能力を用意しているので，下流にあるトロイ，モンタナ，ボナ

ーズフェリ ー，アイダホといった集落，およびアイダホ州クーテ イネ一平野にある約

3万 4,000エ カー（約 13,700h。〉の肥沃な盆地ならびに BC 州クレストン平野に対

してもほとんど完全に洪水から保護することができるしまたこの貯水量（土， コロン

ピア河開発に関するカナダとの条約によって将来カナダ側に用意される 845万エーカ

ー ・フィート（約 104億 m3）の水量と合計すると， コロンピア河下流のポネ ピレ ・ダ

ムの洪水調節の安全限界にとっても重要な意味をもつようになるであろう竺当初の条

件では計画は流量調節によ って，このダムを含めて合衆国内コロンピア河に対する現

在または将来の投資によ って，約54万 kWの発電を行なうこととなっ ているが，この

流量調節はまたB.C.州のネノレソンとキャッスノレガー聞でもカナダ領ク ーテイネー河の

発電量をも増加させる ことになるのである（訳注＝アメリカ側の発電量の1/2が将来カ

ナダに送られることになる）。

【議会の認可とスケジュール】

リピー ・ダムならびに貯水池計画は，1950年第81議会によ り承認され， 1952年予備

設計が開始され 1954年に終了した。 しかし設計はコロンピア河流域水資源開発の国

際協力に関するカナダとの条約が合衆国議会の批准を受けた後，1961年 4月に再開さ

れ，この条約はワン／ン トン州プレインのピース ・アーチを除いて，両国政府によ る正

式の通告文書の交換により， 1964年？ 月16日に発効 しているc

それによると，合衆国はその発効日から起算して5年以内にリピ一計画の建設に着

手しダムの貯水は着工後 7年以内に開始されることが規定されている。

したがってリピー ・ダムは1966年春に着工されたが，貯水は1972年春に開始され，

最初の送電は1973年に行なわれ1974年完成の予定であるc 貯水予定地内の用材の収穫

は1966年に開始されたが大体 5年聞はかかる見込である。
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リビー ・ダム
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【施設の再配備】

〆ム建設の障害となる公道と私営鉄道ぞその付帯施設などは，連邦政府とそれぞれ

の所有者との合意にもとづいて移設が行なわれるが，所有者の権利は十分尊重され，

必要な場合は現行法によって公正な補償がなされ，道路，鉄道，送電線，電話線の場

合（土現状に最も近い形で移設するようにし，公共の利益を損じないように所有者と政

府間で綿密な調整が行なわれるはずであるの移設の契約は グレート・ノ ーザン鉄道，

モン揖ナ州ハイウェイ委員会｛こ対して行なわれ，協議は合衆国林野庁および公的ある

いは私的企業についても行なわれているが，移設については地域住民の不便を辰小に

することを考慮して実施されるe

貯水池域の墓地，墓標も遺族等関係者の要望によって移しかえられ，新しL、墓地の

選定，発掘，改葬，記念碑の移設なども，遺族，牧師などとの密接な連絡のうえに行

なわれるr

政府［ま貯水池となる土地を，次節で述べる一般的手続きに従って質収するが，土地

と利用権に対する補償はも ちろん所有者は法に認められた範囲の中で．施設の移動や

再配置に要する経費をも十分に補償されることになっているP

【用地の取得】

ダムサイトならびに建設のための用地 t 貯水池域， および施設，道路，鉄道の移転

に要する地域など， 全体計画には約 43,000エーカー（約 17,400ha）に及ぶ土地が必要と

なる‘このうち約 15,000エーカー（約 6,000ha）が連邦政府の所有する国有地で， 他が

州，郡，ならびに私有地とな っている。

工兵隊は測量や水底調査のため，計画地域の所有者から，必要に応じて一時的に諸

権利を取得するが再び更新で主るので，一般にこれら一時的な諸権利の代償は支払わ

れないが，政府職員によって惹き起こされる損害については，権利期間の満了ととも

に補償が行なわれる。

正常な状態では，貯水池域は満水位すなわち海依 2,459フィートに没する範囲で為

るが 浸透や波の作用による湖岸の浸食など逆の効果を考慮して， 水平方向に約 300

フィートをプラスした範囲の地域を対象として即金で買い上げられるe ダムのための

永久建造物．一般の通行路，レクリエー ゾョ人その他計画の実施と維持のために．

貯水池周辺の土地も必要となるのだが，建設資金の支出が議会で認められたので私有

地の購入は1966年に始められ， 3年間で終了することになった。因人に貯水池域への

貯水開始は1972年に行なわれることになっている。

土地，地役権の取得は，土地所有者との直接の交渉によることが，工兵隊の方針で

もあるが，私有財産を用地として取得する場合は，一定の補償のみによ ってなされ収

用の申し渡しは最後の手段としてのみ用いられるが所有者は協議の際自分たちのえら

んだ鑑定人ぞ弁護士な どを使用しても差し支えないことになっている。

予備査定の結果では，大体 685口に及ぶ個々の土地が，ダムサイト，貯水池，道路や
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鉄道のつけ替えに必要な用地と して含まれるが，その大半は貯水地域のものである。

工兵隊では， リピー ・ダム近辺の住民とくにその者の土地が計画のために必要とさ

れている人々が，計画と用地の買収問題について十分な知識をもつことを希望してお

り， そのため時間的に許される関多くの案内沓が発行され，また用地取得計画につい

ての公の集会も 1965年中に数次にわたってもたれたのである。

【レクリエーション計画】

貯水池域におけるレタリエーゾョン開発のマスタープランは，工兵隊と林野庁とに

よって作製されるが，他の国家，州その他地方機関は，計画の種々の発展段階におい

て意見を具申することができるよ うになっている。

工兵隊は，ダムサイトとその付近のみの観光客に対する施設について責任を負う。

というのはそれ以外の， 合衆国内に奥行き48マイノレに及ぶ貯水池域はY テイネ一国

有林の管理下にあり，林野庁は貯水池とその近隣一帯のレクリエーシ ョン開発に対し

て，当然責任があるからである勺

予備的なレタリエ－＇.／ョン計画が完成すると ．工兵隊と林野庁l主数同にわたって公

聴会をもち，提示された計画をすべての関係者に知らせると ともに．彼らをして PJ能

な修正を提案させる機会を与え，また相互に関係するレ Yリエーンョン問題について

も討議させる機会を与えることになっている。

マス タ ープランは一般大衆のレクリエーゾヨンの要求を設重視して －~.； り ， ；J<.b}c ， 舟

遊び，釣り，ハイキング，ヒ Yニック キャソピングのための施設を用意 している。

このうち，ポー ト，舟っき場と付帯設備，食堂， 1 t自ないし滞在刷の宿泊施設，その

他計画が地域の公共の利用のために必要と認めた施設で，政府機！却によって行なわれ

ないものは，私的な個人または組織に土地使用権を与えて用怠するニ とにしてL、る。

貯水池域内の公園の開設と経営につL、ては，地方政府機関によ って考慮、が払われる

が観光客：がほとんど自然のままの環境で，森林に図まれた巨大な湖を享楽してすばら

しい経験が得られるよう湖岸の保護と観光価依を確保すべく，地域内の全資源の多角

的利用，経営を調整する配l長がなされている。

もしさらに詳しい資料を必要とされる向きは，ンアトノレの合衆国工兵箪管区の担当

官に電話または書状をもって照会されたい再

1519 Alaskan Woy South, Seattle, Washington 98 134 

1967年 8月 1日

む す び

以上が米軍によるリピー ・ダム建設に閲する宣伝であり，多少誇張的なとこ うもあ

るがかなり懇切丁寧である吋
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さらにもう l枚のカナダ BC 州発行のパンフレ y ト“TheWater Resources of British 

Columbぱ が手元にあるので一読してみると先ず最初に大きな活字で次のように書か

れている。

“Water・ ・A Vital Factor in B. C’s Progress" 

まさ しく そのとなりでカナダの雨量の大部分はこの B.C.州に降 り注ぎ州を流れる 1

日平均の水量は実：二300ヒリオンカロンといわれ，その水の管理の如何が B.C.州のあ

らゆる産業や経済の発展に重大な関係があるのは当然で，州政府が水資源の取扱いに

いかに慎重であり神経を用いているかがよく分かるのである。

またBC 州の水資源局 （WoterResources Service）は「水利権」「水質検査」「汚染管理」

の 3つの支局をもっているが，特に汚染管理支局（PollutionControl Branch）の権限は強

力であるら しく汚水管理令（PollutionControl Act）によ りいかなる人間であろう とも ま

たいかなる団体であら うとも汚水を流すためにはそれ以前の処理が要求せられ，ラ イ

センスを必要とする ことになっているのである。

しかしながら汚水管理の成功不成功は国民の協力如何にかかっているとパンフレ ツ

卜にも書かれている。 すなわち， “PublicSupport Needed for Success" と。

（東京営林局事業部長）
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