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気候変動に対する適応策としての
流水型(穴あき)ダムのすすめ
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I はじめに

平成24年7月に九州北部を襲った集中豪雨は大きな被害をもたらし我が国

の防災基盤が未だ脆弱であることを如実に示した1)。今回の災害に限らず，近

年の豪雨災害で被災した住民が異口同音に口にすることは， Iこんな雨は初め

てだ、ったJ， I水位上昇が急で、アッと言う問だ、った」であり，これまでの常識や

経験が全く役に立たないような大きな災害に近年しばしば見舞われるようにな

ってきている。

一方，我が国のインフラの大部分は高度成長期に建設・整備されており，老

朽化の危機に瀕している。しかしながら世論の公共事業に対する視線は依然と

して厳しく，傷んだ、インフラの補修すらままならないのが実状である。ただ，

(小松九州大学大学日研究院環境社会部 問教授間授i
押川.九州大学大学院工学研究院環境社会部門助教 J
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政治も現状に対しある程度の理解を示すようになり，政権の交代により自民

党の「国土強靭化政策」や公明党の「防災・減災ニューディール政策Jに添っ

た政策がある程度実施されるようになってきた。しかしながら我が国の経済状

況を考えると長年にわたる多額の投資は許されない。いずれにしても，今日の

我々はもう既に待ったなしの状態にまで追い込まれており，自然環境と共生し

ながら，あまりコストをかけずに効率的に防災力を上げていくことが喫緊の課

題となっている。

II. 地球温暖化による災害外力の増大

近年地球温暖化によると思われる豪雨 干ばつ 台風の強大化などの災害外

力 (災害を引き起こす力)の増大が実感されるようになってきたの。今後も温

暖化による様々な影響が顕著に現れてくるものと考えられる。また近年，社会

の自然環境へのニーズ、も高まっており 増大する災害外力と社会の望む自然環

境の保全に我々は今後同時に対応していかなければならない。

災害外力と防災力の関係を図 1に示す。かつては防災基盤が貧弱で、あったた

め，災害外力と防災力の聞に大きなギャップがあり，人々は自然災害に襲われ

でもほとんど抵抗する手段を持たず、叩かれっぱなしであったが，少なくとも何

がどうなるかという災害の実相は経験により理解できていた。その後人々は

営々とインフラ整備に努め 現在に至って何とか災害外力と防災力が桔抗する

随送2ユ
蓮芸-

[]pかれフぱなしだったけど，
{可がどうなるか114見えた
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適1t策

現議 未来鯨
[]pかれヲばはし.:i!1こ災害の様相が見
えない!(惣定外のことが漣こる〉

図 1 災害外力と防災力
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ところまでもってくることができた(勿論，大きな災害外力が働いたときは被

害も発生するが)。しかしながら今後は 温暖化による急激な災害外力の増大

により，また防災基盤の老朽化等による防災力の低下により，再び両者の聞に

大きなギャップが生じ，大きな災害外力がどこを襲っても必ずそこで甚大な被

害(すなわち自然、災害)が発生するという状況が起こってくる。これを防ぐた

めに災害外力の増大を抑制しようとするのが緩和策であり，防災力を上げよう

とするのが適応策であるが，これらの策をもってしても災害外力と防災力の問

のギャップを埋めるのは極めて困難な状況となっている。また，災害外力の増

大下ではこれまでの経験が役に立たず，何が起こるか分からないため，想定外

の大規模災害に発展する可能性が高い。災害外力の上昇は今我々が想像してい

る以上に実は大変なことなのである。我々は気候変動に対し，叡智を結集して

有効な適応策・減災策を講じていかなければならない。

m.水・土砂災害の形態の変化

地球温暖化の影響は多方面に現れてくるが，ここでは水・土砂災害に限定し

て議論する。近年の豪雨災害では時間雨量lOOmm以上の降雨も珍しくない。

これまでになかったような大量の雨が降ると 必ず土砂災害が引き起こされ

る。これは，従来の降雨には持ちこたえた斜面も今までになかったような強い

降雨には耐えられないからである 3)。また従来は，表層崩壊が多く，土砂災害

発生箇所の下部が限定的に被災していた。しかしながら強くかっ大量の降雨は

深層崩壊を引き起こし(図 2)，大量の土砂を生産する。この土砂は発生箇所

直下に大規模災害をもたらす(例:台湾高雄県小林村で一村が全滅するという

大惨事4))だけでなく，天然ダムを構築することが多い。天然ダム上流側では

洪水流が貯留して水位が上昇し越水と共に天然ダムの崩壊が起こり，下流を

段波が襲うことになる3)。また河道に流れ込んだ土砂は全てが海まで流送され

るわけで、はなく，河道に残って河床の大幅な上昇を引き起こす。天然ダムの崩

壊と河床の上昇は，かつては局所的だった被害の時空間的な拡がりを生じさ

せ，従来の河川計画を無用なものとしてしまう。このような将来の水・土砂災

害に対し根本的な対策が新たに求められている。また土砂災害や河川の側岸

侵食等によって発生する大量の流木による被害も顕在化してきており 1) 土砂

対策と併せての流木対策が喫緊の課題となっている。

ノk利科学 No.332 2013 
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過去:従来は表層崩壊がほとんど→発生箇所が被害を受17る

し控笠間開明L~
|深層崩壊の増加 |ー→ 医王室E

8 
大量の土砂の生産

下流昔日に大被害
(空間的な拡がり)

図2 将来の水 ・土砂災害の様相

図3 流水型(穴あき)夕、ム

N. 適応策としての流水型ダム

このような状況の下，近年治水専用流水型ダム(穴あきダム) (図 3)の長

所や新たな機能が最近の研究から見出されてきたため，島根県の益田川ダムに

代表されるように各地で流水型ダムが計画されて すでに施工されるようにな

ってきた5)，6)，7)。流水型ダムは以下のような特長を有している8)。

①河床とほぼ同じ高さに設置された穴を通して水は常時流れるため，通常時は

水は貯まらない。従って土砂や魚類も通過する。通常はダムがないのと同じ

状態なので、環境への負荷が少ない。

②洪水自然調節方式のダムの場合，管理の必要がなく人為的なダム操作が入ら

ない。人為的ダム操作が「ダムからの放流が洪水の原因」という誤解を下流

住民に与える原因となっている例もあり 9) このような誤解によるダム批判

水利科学 NO.332 2013 
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Elr.民団臨調咽

図 4 段波対策

大雨 R 地震による
山腹崩壊，地滑り

③天然ダムや上流の既存ダムが万一崩壊した場合，また大量の降雨や地震など

で大量の土砂がダム湖内に崩落してダムサイトを越水した場合などに生じる

段波を，下流に流水型ダムがあると一旦受け止めて(クッシヨン効果)，下

流側の被害を大幅に軽減してくれる 10) (図 4)。

④人口減少・高齢化等による将来の我が国の国力の低下，ならびに地球温暖化

の進行や食糧の増産などによる農業用水・飲料水の不足など将来水資源問題

が深刻化したとき，地域住民の合意のもとで，治水専用流水型ダムを低コス

ト・短期間で容易に貯水ダムに転換できる。従って，水資源システムの中に

組み込むことができる。ちなみに，このような流水型ダムの貯水ダムへの転

換については，近年では益田川上流の笹倉ダムにおいて既に行われている

(図 5)。

⑤洪水時には流水型ダム上流部で貯水するため，流れ込んできた洪水流の流速

が急激に低下し，ダム湖内に土砂が沈降・堆積することになる。洪水後は貯

水状態が解消されて通常の状態に戻るため，当初より設置されている取り付

け道路を通じて湖底まで重機等の持ち込みが可能で，ダムが無ければ河道に

長く拡がってしまう堆積土砂もダムがあればダム湖内に集中するため，その

処理や運び出しも格段に容易で、ある(図 6)。

水利科学 No.332 2013 
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再開発後

図5 流水型ダムから貯水ダムへの転換(島根県の笹倉
ダム)

回〉ー

届Zこと斗
洪水時

豆
『
I

洪水後

|タム上諸酬に堆積Jこ土砂の撤去i
図 6 i可床の上昇の防止
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V. 河道内遊水池の概念の導入

今後の災害外力の増大に対抗する治水策として流域への遊水池の積極的な設

置は有力な手法と考えられるが 流域内の河道近接地に遊水池のスペースを確

保するのは困難な場合が多い。ところで 1台水専用流水型ダムの機能を再吟味

してみると遊水池機能と類似点が多いことに気付く 。横越流堰をもっ遊水池は

洪水のピーク時しか水を貯めないが 河道トンネルをもっ流水型ダムも洪水時

しか水を貯めない。貯水する場所が河道外か河道内かの違いだけである。した

がって，流水型ダムは「河道内遊水池Jと見なすことができる 11)。河道内遊水

池は以下の特徴をもっ。

①河道空間を横方向・縦方向に広げて有効利用することになる。

②普段は水を溜めないので通常の遊水池と同じであり， 環境への負担は少な

し、。

図7 オーストリアの流水型 (穴あき)ダム

水利科学 NO.332 2013 
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③上流部に小規模の河道内遊水池(山間遊水池)を多数作ることで大規模ダム

に代えうる。

④従来型の貯水ダムとは大きく異なった有力な治水策となりうる。

オーストリアでは，貯水量が50，000m3以下のかなり小さい流水型ダムがア

ースフィル形式で多数造られている(図 7)12)， 13)。我が国でも環境と調和でき

る防災対策として，オーストリアの例のような景観にも配慮した堤高の低いア

ースフィルダムやロックフィルダム形式の河道内遊水池群による防災策の導入

が今後現実的かつ有効なものと思われる。

VI. 流水型ダムの新たな機能

図8に三つの流水型ダムを直列に配置した場合の洪水制御効果に関するシミ

ュレーション結果を示す14)。一つは各ダムで越流を起こさないように計画高水

に対して穴の大きさをそれぞれ設定した場合[図 8a)J，もう一つは最下流の

ダムの下流で所定の計画流量になるように穴の大きさを設定しそれを全ての

ダムに適用した場合である[図 8b)]。この場合は上流側二つのダムは満杯と

なって溢れることになる。この上流側のダムで溢れることを許容することで最

下流で洪水のピークを大きくカットできることになる。これは洪水ハイドログ

ラフのピーク流量は大きくても，やせたハイドログラフであれば，ピークカッ

トし易いというダムの治水機能の特長を活かそうというもので，上流側のダム

を早めに満杯状態にして越流させることで，ピーク流量はそれ程落ちないが，

やせたハイドログラフへの転換を図ったものである(カスケード方式)。

また2011年のタイの洪水災害では 農業用利水と洪水調節がトレードオフの

関係となり，チャオプラヤ川上流にある巨大ダムが洪水調節にそれ程寄与で、き

ないという事態が発生した。タイに限らず我が国においても今後増大してくる

災害外力に対し，多目的ダムにおいて利水容量分の水の一部だけでも事前放流

できればダムの治水機能は向上することになる。しかしながら事前放流した後

に想定した程の流入がなければ 放流した利水容量分の水の貯留が困難となる

ことから，事前放流を安易に実施できないのが現状である。多目的ダムの上流

に流水型ダムがある場合は，越流を許容する上流側の流水型ダムが満杯となっ

て非常用洪水吐きから越流を始めた時に， (常用の)河道トンネルを閉塞する

ことによりダ、ム貯水池の満杯状態をその後も持続させて，洪水の流域貯留を実

水利科学 No.332 2013 
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一基本高水の流入波形
，、 一 従来型の上流側夕、ムのOout， 、

一 従来型の中間ダムのOout

一従来型の下流側ダムのOout
~ー一-一-
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a) 3基のダムそれぞれが越流しない従来型の洪水制御を

行った場合
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一基本高水の流入波形
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一ー越流型の上流側ダムのOout， ，、、
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一 越流型の下流側ダムのOout
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b)最下流のダムのみが越流しない越流型の洪水制御を行

った場合

図8 直列配置された流水型ダム群の大きな治水能力

現することができる。この水を洪水の完全終了後に放流することで，下流の多

目的ダムの利水容量分の水量の復活を図れるだけでなく，洪水そのもののピー

ク流量の低減にもつながるものである。

四.むすび

我々はこれから地球温暖化による気候変動の真直中を生きていかなければな

らない。まさに我々にとっては未知との遭遇である。しっかりした技術と共に

水利科学 No.332 2013 
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先を見通す想像力が求められる。

著者らは温暖化による水・土砂災害への適応策のーっとして，環境保全と防
災を両立させうる流水型ダムが今後の水・土砂災害に対して極めて有望な対策
となりうるものと考えている。また直列配置された河道内遊水池群は，洪水の
ピークカットを行うだけでなく，放流量の時系列波形およびピーク時間を遅延
させる効果があることが分かつた。したがって，最下流のダム通過後は比較的
なだらかな洪水波形となることから，必要に応じて更に下流に遊水池や貯水型
ダム等が配置されれば，超過洪水に対しでも比較的容易に洪水制御が行えるこ
とになる。

なお，流水型ダムにおける越水は人工操作を伴う貯水型ダムにおける「但し
書き操作」に相当する。最下流以外のダムの下流において河道の状況が許せば
貯水型ダムと流水型ダムを組み合わせ 流水型ダムの越水や貯水型ダムで但し
書き操作を積極的に取り入れることで，より効率的な洪水制御(カスケード方
式)が実施できるため，従来の容量確保主体の治水ダムの概念からの転換を図
るものとなっている。また越流を許容する上流側の流水型ダムが満杯となって
非常用洪水吐きから越流を始めた時に， (常用の)河道トンネルを閉塞するこ
とによりダム貯水池の満杯状態がその後も持続されるため，洪水の流域貯留が
実現できることとなる。これは下流に位置する多目的ダムの洪水制御のための
操作をより柔軟に行うことを可能とするもので，今後の降雨情報の高精度化と
相侠ってダム機能の一層の強化につながるものである。

以上述べたように，流水型ダムは自然環境に優しいだけでなく様々な特長・
機能を有しており，今後の治水の切り札のーっとして活用できるものと思われ
る。なお，従来の貯水型ダムの重要な機能のーっとして夕、ム貯水池での網場を
用いた流木の捕捉機能がある。流水型ダムでは通常時に水がないため，従来型
の網場の設置は難しいと思われる。流水型ダムにおいても流木の捕捉を可能と
する新たな技術の開発が望まれる。
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