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新たな低水管理手法の研究開発
Research and development of new low-flow management techniques
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平常時の利水運用は利水計画にもとづくダム操作規則及び水利使用規則に則り実施されるが、異常渇水時
には利水者の互譲の精神にもとづき渇水調整が行われる。渇水態勢に入ると、ダム貯水量、降雨や流入量の
見通し、各利水者の要望等を勘案し、渇水の進行に応じてその都度、ダム放流量や取水量の調整が行われて
いるのが実態である。複雑な調整に要する多大な労力を軽減しつつダムの貯水量を有効に利用するため、恣
意性を排除した合理的な渇水調整の手法として、シナリオ型低水管理手法が渡邉・虫明によって提唱されて
いる 1）。本手法は年間を通じた複数の目標貯水量曲線を予め設定し、現在のダム貯水量から自動的に目標貯
水量を選択しダム放流量と取水制限率を決定するものである。
本研究では、渇水が頻発している北上川水系江合川を対象に試算を行い、渇水時に実際に行われたダム操
作との比較から本手法が有効かつ実現可能であることを検証した。また、本手法の実用化に向けて流域に利
水ダムが複数ある場合の統合運用ルールを検討し、その適用性と課題について論ずる。
キーワード：低水管理、ダム操作、渇水調整、統合運用
Water utilization operational at the time of normal but is implemented pursuant to the dam operation rules and water
conservancy use rules based on water utilization plan, the abnormal drought at the time is carried out in the spirit based
drought adjustment of compromise of water utilization's. The Once in drought preparedness, dam reservoir capacity,
rainfall and inflow of prospects, and taking into consideration the needs of each water utilization person, in each case in
accordance with the progress of the drought, the adjustment of the dam discharge amount and the water intake is being
carried out There is a reality. To effectively use the water of the dam, while reducing the significant effort required for
complicated adjustment, as a method of rational drought adjustments to eliminate arbitrariness, the scenario type lowflow management techniques proposed by Watanabe-Mushiake In that 1）. This technique previously setting a plurality of
target reservoir capacity curve throughout the year, it is intended to determine automatically the dam discharge amount
to select the target reservoir capacity and the water intake limit rate from the current dam reservoir capacity.
In this study, drought is to perform calculations to target the Kitakami River water system Eaigawa that are frequent,
this technique from a comparison of the actually performed the dam operation to drought when it was verified that it is
effective and feasible. Also, towards the practical application of this technique to examine the integrated operation of the
rule if there is more than one irrigation dams in the basin, and discuss its applicability and challenges.
Key words：low-flow management, dam operation, drought adjustment, integrated dam operation

１．はじめに

判断に依拠した運用を行っていることが多く、しばし
ば大渇水を引き起こすことがある。この場合、通年を
見据えて放流制限を行うことができれば、大きな渇水

ダムの利水計画では、過去に発生した 10 年に 1 回程

を未然に防ぐことが可能となる。

度の渇水（以下、
「1/10 渇水」とする）等の流況を基準
にダム運用を想定しているが、実際はその年の河川流

渡邉・虫明によって提唱されているシナリオ型低水

況が計画基準年どおりになることはないため、その年

管理手法 1）は、過去の水理量から統計的な推計により、

が 1/10 渇水より渇水年なのか豊水年なのかは低水管

予め異なる運用方法ごとの必要貯水量の時系列を作成

理の実施過程で判断するしかない。1/10 渇水より厳

し、現状の貯水量との比較により放流量を決定するも

しい渇水（以下、
「異常渇水」とする）が生じた場合に

のであり、通年を見据えた合理的な管理を可能とする

は取水制限等について明確な操作基準がなく経験的な

ものである。
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る時期があるので、その時期までにダムから付加すべ

本研究では、北上川水系江合川を対象に、シナリオ

き総量がその後に必要な貯水量として計算できる。

型低水管理手法の検証を行い、その適用性を評価する

目標貯水量曲線の作成方法を以下に示す。

とともに、実用化に向けた検討を行った。

2. シナリオ型低水管理手法の実際
（1）概要
シナリオ型低水管理手法は、過去の水理量から統計
的に時点時点（時系列）の必要貯水量を推計した、目
標貯水量曲線を複数の運用パターン毎に作成し、これ
との対比により、現状の貯水量がどのパターンに近い
かを判断し、
ダムからの放流量を決定する方法である。
現時点の貯水量を知ることにより、現時点でのダム
の運用（放流量）が計画どおりでよいのか、計画より
多く放流して良いのか、それとも、計画より絞った放
流にしなければならないか、目標貯水量曲線のチャー

図-2 目標貯水量曲線の作成方法

ト紙（図-1）から自動的に判断できる。

ダムから付加すべき量は下流基準点で不足している
量から求める。まず、基準点の全集水域を通じて流域
流出量が一様と仮定すれば、基準点で不足している量
は簡略化して以下のように表すことができる 2）。

(δ+ε－η)×

An
≧0
86.4

（1）

ここにδ;確保流量の流出高（㎜ /日）
ε;ダムによる開発量の流出高（㎜ /日）
η;ダム流入量Iの流出高（㎜ /日）
An；基準点の集水面積（㎢）

図-1 シナリオ型低水管理手法

次にダム直下流の環境保全などのために義務付けら
れている最小流量をQkとすると、ダムから付加すべ

シナリオ型低水管理は、以下の手順で行う。
1）複数の目標貯水量曲線（シナリオ）を作成

き量は（Qk－I）と（1）式の大きいほうである。この値

2）現 在のダム貯水量をもとに、直近下位となるシナ

Qhを変量たるIの関数としてその期待値E{Qh}を求め、

リオを選択

用水補給期間（n日間とする）に必要な貯水総量Vnを

3）取水制限率及びダム放流量を決定

次式で求める。

4）翌日、2）〜 3）を再度実施

n
Vｎ＝ Σ E {Qh}i×86400
i=1

（2）目標貯水量曲線の作成

（2）

現に行われているダム運用において、その時々のダ

ところで、現実のダム運用においては下流基準点の

ム貯水量とその後に必要な貯水量とを比較して運用す

確保流量や取水量などの低水管理上の基準値を計画ど

ることができれば、安心してダム貯水池の低水管理を

おりの値としている。この基準値を変化させて運用す

実施することが可能となる。あるダムの利水目的が専

れば、様々な状況変化や危機管理に柔軟に対応できる。

ら既得の灌漑用水の補給である場合には、灌漑期末ま

そこで計画どおりのダム運用以外に豊水年や渇水年を

でにダムから付加すべき総量がその後に必要な貯水量

前提とした運用を内容とする複数の目標貯水量シナリ

となる。また、利水目的が都市用水の場合でも、春先

オを予め用意する。このシナリオに沿ってダム運用を

の融雪時のように河川の自流だけで取水量が確保でき

行うのに必要な貯水量は（1）式のδ、εを変えること

11

工林が 30％の割合となっている。

で計算できる。結局のところ用水補給期間における目

岩堂沢ダムは江合川の右支川大谷川に位置し、総貯

標貯水量曲線は、補給期初日からt日後の貯水量をRt

水容量 13.48 × 106 ㎥、有効貯水容量 13 × 106 ㎥の農業

として以下のように表せる。

用水専用のダムである。岩堂沢ダムの流域面積は 10.1

t
Rt＝Vｎ－ Σ E {Qh}i×86400 （3）
i=1

㎢であり、鳴子ダムの 1/20 に過ぎない。
江合川では渇水が頻発しており、近年では平成 19

一方、貯水回復期における目標貯水量曲線は基準点

年及び平成 24 年に取水制限を含む渇水調整が実施さ

で余剰となっている量から求める。基準点で余剰と

れている。明確な渇水調整ルールはなく、ダムの貯水

なっている量は（1）式と同様にして下式のように表せ

状況、水文状況、下流受益者の必要水量・日数等を勘

る。

案し、経験をもとに関係機関で調整を行っているのが

(η－δ－ε)×

An
≧0
86.4

現状である。

（4）

また、ダム地点で余剰となっている量は（I－Qk）と
（4）式の小さいほう（ゼロ以上）である。この値Qyを
変量たるIの関数としてその期待値E{Qy}を求めれば、
貯水回復期間（m日間とする）における余剰総量Wm
が次式のように求められる。

n
Wm＝ Σ E {Qy}i×86400
i=1

（5）

次に貯水回復期における目標貯水量曲線は、回復期
末における目標貯水量を補給期当初の目標貯水量と一
致させるためにVnとWmの比Cを導入する。その結果、
回復期初日からt日後の貯水量Rtは以下のようになる。

図-3 流域及び河川の概要

t

Rt＝ Σ E {Qy}i×86400×C （6）
i=1

b）目標貯水量曲線
異常渇水時は、被害を緊急的に回避するため、水利

（3）ケーススタディ

使用規則にもとづく平常時の利水運用とは別の調整が
求められる。そこで、鳴子ダムと岩堂沢ダムを一つの

北上川水系江合川の鳴子ダム及び岩堂沢ダムを対象

ダムと考えた統合運用を提案した。（図-4）

に目標貯水量曲線を作成し、平成 24 年渇水の流況に
ついてシナリオ型低水管理を行った場合の効果を、渇
水調整の実績との比較により検証した。
a）対象流域の概要
江合川は、その源を荒雄岳（標高 984m）に発し、日
本有数の穀倉地帯である大崎平野を貫流し旧北上川に
合流する流路延長 89km、流域面積 577.0㎢の一級河川
である。江合川の水源近くには奥州三名湯のひとつ鳴
子温泉がある。流域の水資源施設は、国土交通省が管
理する鳴子ダム（昭和 32 年度完成）及び宮城県が管理

図-4 鳴子ダムと岩堂沢ダムの統合運用の概念図

する岩堂沢ダム（平成 21 年度完成）がある。
鳴子ダムは総貯水容量 50 × 106㎥、洪水期利水容量
16 × 106 ㎥、非洪水期利水容量 33 × 106 ㎥の多目的ダ

ダム下流の基準地点における確保流量は鳴子ダムに

ムである。鳴子ダムの流域面積は 210.1㎢で、そのほ

掛かるものと岩堂沢ダムに掛かるものを合計した量と

とんどが栗駒国定公園に指定されており、約 90％を

し、表-1 のように設定した。目標貯水量についても

森林面積が占めている。そのうち自然林が 70％、人

鳴子ダムと岩堂沢ダムを合わせた貯水量とし、図-5
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のように目標貯水量曲線を作成した。ここで、ダム流
入量は、近年 10 カ年の鳴子ダム流入量を流出高に換

制限水位容量
貯水量シナリオ型（鳴子＋岩堂沢）
貯水量実績（鳴子＋岩堂沢）

40,000

貯水量（千m3）

表-1 基準地点における確保流量の設定

確保流量
（m3/s）

ダム貯水池

45,000

算し、確率規模別の補給計算に用いた。

期間

シミュレーション期間

実績
50,000

(mm/日)

～

4月30日

13.548

4.088

5月1日

～

5月10日

26.048

7.841

5月11日

～

5月31日

22.498
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～

9月5日

15.988

4.812

9月6日

～

翌4月25日

5.000

1.505
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90%

20,000

80%

15,000

70%

10,000
5,000
0
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図-5 目標貯水量曲線（鳴子ダム＋岩堂沢ダム）

充足率（実績）
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図-6 シナリオ型低水管理と実績の比較（平成 24 年）

c）シナリオ型低水管理
平成 24 年の渇水時における渇水調整をシナリオ型

表-2 平成 24 年渇水における比較結果の総括（8/1 〜 9/5）

低水管理手法で行った場合の両ダム合計貯水量とダム

項目

下流基準地点の流況を図-6 に示す。シナリオ型低水

充足率

※

実績

シナリオ型

38％

60％

管理手法を用いてダムの貯水量を有効に活用すること

最低貯水率

9％

7％

により、平成 24 年に多大な労力を要して行われた渇

不足期間

29日

35日

水調整と同等の運用が可能なことが明らかとなった。

※）充足率：確保流量に対する河川流量の割合

また、シナリオ型低水管理を行った場合の確保流量
B案：渇水調整開始時点の各ダムの残量（貯水量）

充足率及び不足期間を実績と比較すると表-2 のとおり

の比で補給量を分担する。（図-8）

であり、シナリオ型低水管理を行うことにより確保流
量に対する充足率を上げことができる。すなわち、取

両者を比較すると、A案では渇水調整開始直後に貯

水制限率を緩和することが可能となる。なお、シナリ

水率の高いダムが多く補給する必要があり、岩堂沢ダ

オ型低水管理の場合、不足期間が若干長くなるのは、

ムの回復力が鳴子ダムに比べて著しく小さいことを考

目標貯水量曲線との照合により実績よりも早めに調整

慮すると、初期の貯水量変化が小さいB案のほうが江

を開始するためである。

合川流域には適していると考えられる。
なお、岩堂沢ダムには取水量の総量制限があり、年

d）各ダムからの補給量
異常渇水時には、シナリオ型低水管理手法で算出し

間取水量 13.65 × 106㎥を超えて取水することが制度上

た補給量（＝ダム放流量－ダム流入量）を各ダムで分

困難である。岩堂沢ダムが農業用水専用のダムである

担し運用する。分担の方法は、以下の二通りを提案す

ことを踏まえ、今後は穂ばらみ期における需要量の増

る。

加等、利水者の要望や取水量総量制限を考慮した統合

A案：補給後のダム貯水率が両ダムで同じになるよ

運用ルールを検討する必要がある。

うに補給量を分担する。（図-7）
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Ｂ案：渇水調整開始時点の各ダムの残量比で分担

Ａ案：補給後のダム貯水率が両ダムで同じ
実績
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岩堂沢ダム貯水率（シナリオ型）

60%

貯水率

貯水率

岩堂沢ダム補給量（シナリオ型）

2
0

100%

鳴子ダム補給量（シナリオ型）

4

0

90%

岩堂沢ダム貯水量（シナリオ型）
合計貯水量（シナリオ型）

10,000

6

鳴子ダム貯水量（シナリオ型）

20,000

10,000

8

シミュレーション期間

50%
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10%
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図-7 統合運用ルールA案による試算結果

図-8 統合運用ルールB案による試算結果

3．まとめ

謝辞
本研究にあたり国土交通省東北地方整備局鳴子ダム
管理所より多くのデータ提供を賜った。ここに記して

本研究では、シナリオ型低水管理手法について十分

感謝の意を表する。

な実用性があることが確認された。特に注目している
点は、当該手法は予め作成された目標貯水量曲線によ
り取水制限等の渇水調整を行うことから、極めて透明

参考文献

性が高く、関係者の理解が得られやすいと考えられる

1）渡邉浩，虫明功臣：シナリオ型低水管理法の提案と異常渇
水時への適用，水利科学第 55 巻第 03 号,pp.22-39，2011
2）渡邉浩，虫明功臣：複数の目標貯水量シナリオを用いるダ
ム貯水池の低水管理，水文・水資源学会誌Vol.21，No.6，
pp.449-458，2008

ことである。実際に行われた複雑極まる渇水調整と同
等の結果を、恣意性を排除した機械的な方法で再現で
きたことは、実用化への大きなステップになったと考
えている。今後は他の渇水年や他の水系で、適用性の
検証を積み重ねていき、必要な改良等を行っていく予
定である。

14

