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１．はじめに

気候変動に伴う降雨の激甚化が懸念される一方で、
少雨や積雪量の減少による渇水リスクの増大への対応
が求められる。我が国のダムの利水計画は、過去に発
生した10年に1回程度の渇水等の流況を基準に計画さ
れており、計画を上回る異常な渇水においては水資源

施設のみの対応は困難であり、取水制限、水融通、節
水等、水利用者の協力によりしのいでいる状況にある。
気候変動等による異常渇水に対応する施策を検討する
にあたり、その効果を推定し評価する必要がある。

ダムの洪水調節機能に対しては、「治水経済調査」
として経済評価手法が確立されているが、異常渇水時
の緊急水補給や利水補給に対しては、オーソライズさ
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我が国のダムの利水計画では 10 年に 1 回程度の渇水年を計画基準年としているが、近年、渇水が頻発す
る河川もあり、気候変動に伴う少雨化等を含め渇水リスクの高まりが懸念されている。これを踏まえ、利水
計画の水準を検討するとともに、対策施設の経済評価を行う必要がある。現状では、ダム事業の効果のうち
渇水被害の低減効果や利水効果について経済評価手法を定めたものはない。

本研究は水資源施設の事業効果を評価するためのマニュアル作成を目指すものであり、提案する経済評価
手法の概要は以下のとおりである。

河川からの取水について、ある年の流況のもとで、どの程度の期間どの程度の取水制限となるかを想定し、
この取水制限によりどの程度の被害が発生するかを算定する。これに、この流況の年平均生起確率を乗じて、
この流況による年平均被害額を計算する。この作業を渇水流量が大きい流況から小さい流況まで行い累計す
れば、この河川からの取水の年平均想定被害額が算定できる。この想定被害全てを回避するための投資額は、
年費用が年便益に等しくなる場合を限度として求めることができる。

本研究では、一級河川太田川を対象にケーススタディを行い、年平均想定被害額及び投資限度額を算定す
ることにより、本手法の適用性を検証した。また、今後の展望と課題について論ずる。
キーワード：渇水対策、経済評価、マニュアル、想定被害額

Although Japan is a dam of water utilization plan is the plan reference year the drought year of about once every 10 years, 
in recent years, there is also a river that drought occurs frequently, increased drought risk, including the low rainfall and 
the like due to climate change is a concerning. Based on this, as well as consider the level of water use plan, it is necessary 
to economic evaluation measures facility. At present, there is nothing that defines the economic evaluation method for 
reducing effect and water utilization effect of drought damage, out of the effects of the dam project.
This study is intended to become a manual created to evaluate the business effect of water resources facilities, overview of 
the economic evaluation method proposed is as follows.
For water intake from the river, under a year of flow regimes, the assumption or the extent of the period how much 
water intake limit, to calculate how much of the damage by the water intake restriction occurs. To this, multiplied by the 
average annual probability of occurrence of this regime, to calculate the annual average amount of damage caused by 
this regime. If carried out total this work until the small flow regime from the regime drought flow rate is large, annual 
average expected damage amount of water intake from the river can be calculated. Investment to avoid all this assumption 
damage, can be obtained if the annual cost equals a year benefit as limit.
In this study, we performed a case study on the subject of the first-grade river Ota River, by calculating the annual 
average expected amount of damage and investment limits, to verify the applicability of the present method. Also, discuss 
the future prospects and challenges.
Key words：drought management, economic evaluation, manual, assumed damage amount
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れたものはない。本研究はこれらの機能に対して経済
評価を行う際の手順書（マニュアル）の作成を目指す
ものである。

利水機能等の経済調査は、大きく「水利用経済調査」
と「渇水経済調査」とに分けられる。水利用経済調査
は、平時の水利用、例えば都市用水の確保を対象とす
るものであり、渇水経済調査は、渇水時の被害軽減を
対象とするものである。本研究は後者を対象としてお
り、渇水の想定被害額を算定できれば、対策施設の投
資限度額が明らかになる、というものである。

2. 渇水経済調査の実際

（1）概要
渇水経済調査は以下の手順で行う。

①当該地域のダム流入量（ダム無し流量）をもとに確
率規模別流出高（流量を流域面積で除し、「流出高」
で表す）を作成する。それぞれの生起確率に相当す
る流出高は、渇水年の流出高を引き伸ばすことによ
り設定する。

②渇水年の流出高（自然流量）と取水高（基準点にお
ける累加取水量を流出高で表現したもの）を比較し、
取水制限率及び制限日数を求める。

③用途別の制限率と被害率の関係式に②をあてはめ、
渇水年の被害額を求める。

④確率規模別流出高を用いて、③と同じ要領で確率規

模別被害額を算定する。
⑤年平均想定被害額は、（確率規模別被害額×生起確

率）の総和とする。
また、渇水被害額の算定方法は、渇水被害の特性を

勘案し、図-3に示すようにタイプ分けし設定する。

ここで、農業用水については、渇水時には節水かん
がい1）、番水制等により被害を回避する努力がなされ
ており、被害を軽々に見積もることは被害を過大に評
価することになりかねない。ここでは、農業用水の被
害額は含めないこととした。

（2）用途別の被害額算出方法
a） 家庭用水

家庭用水については、山内2）が節水実験等を参考に
給水制限率ごとの水使用方法をモデル化して労働時間
の増加や支出額の増加を推定している。家庭用水被害
単価は、給水制限に伴って発生する労働（水の汲み置
き等を貨幣価値化）や新たな出費（紙ナプキン、ポリ
容器等の購入、銭湯代、クリーニング代等）を積み上
げたものである。図-4は、給水制限率に応じて一世
帯一日当たりの被害額を算定したものであり、これを
もとに家庭用水全体の被害額を求める。

なお、水道企業体は自己水源を活用して可能な限り
給水制限を抑制するよう努める（池淵3））ので、厳密
には取水制限率と給水制限率は異なるものであるが、

図-1 利水経済調査の区別と本研究の対象

④確率規模別の想定被害額の算定

⑤年平均想定被害額の算定

③渇水年の被害額算定

ＳＴＡＲＴ

①確率規模別流
出高の設定

②渇水年の取水制限
率・日数の設定

図-2 渇水経済調査のフロー

図-3 渇水被害額算定方法の区別
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ここでは簡便のため取水制限率と給水制限率は同じと
する。
b）営業用水

営業用水については、水道水が客のサービス用に使
われる“サービス用水型業種”と専ら社員、従業員の
生活用に使われる“自家用水型業種”に分類して被害
想定をする。“サービス用水型業種”に該当するのは、
飲食店、旅館業、医療業、洗濯・理容・美容・浴場（以下、

“清潔四業”と仮称する）、小売業、娯楽業で、給水制
限に影響されたサービス低下のために客が減少し、客
の減少が限界に達した時に臨時休業せざるを得なくな
る。この事情を示す制限率と被害率の関係については、
飲食店、旅館業、医療業、清潔四業、小売業、娯楽業
に対して行われた過去のアンケート調査を基に、業種
ごとにパターン（給水制限の影響が出始める時点や臨
時休業を余儀なくされる時点など）に多少の違いはあ
るが、細かい差異を捨象して図-5（左：タイプ-2）の
ように表す。

“自家用水型業種”では、水は主として社員、従業
員の生活用水として使われ、その特徴は給水制限が多
少高まっても収入の減少に直結しないことである。し
かし、一定限度以上の制限率になると勤務環境の悪化
に影響し始め、安全、清潔、快適、便利などの面で耐
えられなくなる。この言わば精神的な被害を給水制限
による被害と考え、通常行われているような補償金と
して算定することとする。そこで“自家用水型業種”
については、給水制限が耐えられない限界点を超えた
時に被害が0％から100％に一気に移行するパターン
を想定する。過去の渇水被害（昭和53年福岡渇水）で
給水制限が45％に達した時、水の出る他の地域への
避難が始まったこと、また90％の人がもはや耐えら
れないと言う節水率をアンケート調査結果から試算す
ると、その値は43％となる（山口2））ことから限界点
を45％とする。（図-5（右：タイプ-3））
c）官公署・学校用水

官公署における被害想定は、前項の自家用水型業種

と全く同じである（タイプ-3）。学校における被害想定
についても、給水制限率と被害率の関係は自家用水型
業種と全く同じと考えるが、補償金の算定は、自家用
水型業種がオフィス型とすればスクール型とも言える
ものとなる。つまり、精神的な苦痛を避けるために必
要となる最低限の経費を、水の出る地域への学童・生
徒の集団避難に必要となる宿泊所の確保とする。

官公署・学校用水に係わる被害単価は前項と同様
に、給水人口あたりの水量原単位と補償金原単位を算
出し、それらの商をもって被害単価とする。なお、官
公署、学校とも被害想定のパターンは同じなので、水
量原単位は両者をまとめて算定し、補償金原単位につ
いては、官公署用水、学校用水の両者について別々に
算出した原単位を合計したものとなる。
d）工場用水

工場向けには、上水道から供給される水の他に工業
用水道から桁違いの水が供給されていることが特徴で
ある。工業用水道と上水道から給水されている事業所
を対象に行われた過去のアンケート調査をもとに、両
者を合計した量に対して被害想定を行う。調査結果か
らは、業種ごとにパターン（給水制限の影響が出始め
る時点や臨時休業を余儀なくされる時点など）に違い
があるが、細かい差異を捨象して図-6のように表す。

これらの“給水制限率－被害率”関係から求まる日
ごとの被害率を取水量に乗じて、被害水量を算出し、
これに、一単位水量当りの被害単価を乗じて被害額を
算定する。

（3）ケーススタディ
一級河川太田川の流域を対象にケーススタディを行

い、本手法の適用性を検証した。太田川の下流域には
広島市（人口約150万人）があり、都市用水は江の川
水系の土師ダムから供給を受けている。
a）取水量分析

太田川から取水される都市用水（合計13.572㎥ /s）
は上水道と工業用水道であり、上水道が約75％を占
める。上水道の用途別取水量は広島市上水道の用途別
供給量の構成比と同じとして求めた。（表-1）
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図-5 営業用水に係る給水制限率と被害率の関係
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図-6 工場用水に係る給水制限率と被害率の関係
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b）確率規模別流出高の設定

ある一年間の流況の確率は渇水流出高（自然流出量
の渇水流量（355日流量）を流出高で表現したもの）の
確率規模で示す。また、自然流出量は流出特性ができ
るだけ一様と考えられる小規模ダムの流入量が該当す
るとし、太田川を含む中部瀬戸内は岡山県西部に位置
する高瀬川ダムで代表させる。確率規模別の渇水流出
高は表-2に示したとおりである。また、被害計算の
対象となる流況は、取水高と等しい渇水流出高を有す
る流況を最大とし、その他に、できるだけ同じ生起確
率を有する区間になるような4 〜 5個の渇水流出高を
有する流況を設定する。ここで、渇水流量以外の日
流量は、当該地域における過去の主要渇水である平
成6年の渇水時の流況（広島市が受益地である土師ダ
ムの流入量で代表させる）をもとに、その渇水流出高

（0.28mm/日）が上記を満足する流出高となるように
“引き伸ばし”をし、それぞれの流況を作成する。

ところで、太田川からの上水・工水の取水量につい
てはa）に示したが、その基準地点は矢口第一観測地
点（集水面積1,527㎢）であり、取水高は0.768mm/日
となる。また、生起確率は高瀬川ダム流入量の毎年の
渇水流出高の母集団に照らして、確率規模が1/3.6で
ある。そこで、被害計算の対象となる流況は、確率規
模が1/3.6、1/10、1/20、1/30、1/50に相当する渇水
流出高を有する5つの流況とする。
c）渇水被害額の算定

当地域における主要渇水である平成6年の流況を対
象とした時の被害額を推定した。その方法は太田川か
らの取水について、取水制限の程度と期間を算出し（表
-3）、この取水制限によりどの程度の被害が発生する
かを用途別に算定するものである。平成6年の渇水時
の流況は、広島市が受益地となっている土師ダムの流
入量で代表させることとした。

1）家庭用水

表-3及び図-4を用いて、家庭用水に係る被害額を
算定した。給水世帯数は、広島市における取水1㎥ /s
当りの給水世帯数及び太田川からの取水量をもとに推
定し、699,143世帯とした。

平成6年渇水における家庭用水の不足量は　3,040
万㎥、被害額は1,292億円と算定される。
2）営業用水

営業用水に係る被害額は、サービス用水型業種（被
害タイプ-2）と自家用水型業種（被害タイプ-3）に分け
て、以下の手順で算定した。
　① 被害水量＝業種別取水量×給水制限率ごとの被害

率＊1

　② 想定被害額（円/日）＝被害水量×被害単価（円/L）
　 被害単価（サービス用水型業種）＝付加価値原単位

／給水人口あたりの水量原単位
　 被害単価（自家用水型業種）＝補償金原単位＊2 ／給

水人口あたりの水量原単位
　③ 渇水年の想定被害額（円/年）は、日々の想定被害

額（円/日）を合計する。
　＊1）図-5に示すタイプ-2及びタイプ-3
　＊2）補償金原単位は、会議室借料をもとに設定する。

広島市の給水人口（1,208,458人：平成23年）及び水
道事業年報をもとに営業用水をサービス用水型業種と
自家用水型業種に分けると両業種の水量原単位及び取
水量は表-4のとおりである。

付加価値原単位は、分類した6業種ごとに売上高を
推定し、それに付加価値率を乗じて付加価値額として
求めた原単位を合計したものである。（表-5）

補償金原単位は、精神的な苦痛を避けるために必要
となる最低限の経費を補償金として算出する。その内

用途 
取水量 構成比 

（㎥/s） （％） 

家庭用 7.142 69 

営業用 1.830 18 

官公署・学校用 0.334 3 

工場用 0.246 2 

注）広島市上水道の供給量に無効水量等が含まれるた
め、構成比の合計は100％にならない。 

表-1 上水道の用途別取水量

確率規模 1/2 1/3 1/5 1/10 1/20 1/30 1/50

渇水流出高

(mm/日) 
0.98 0.83 0.68 0.52 0.39 0.32 0.24

表-2 確率規模別渇水流出高

5%
未満 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 計

6 15 12 16 13 17 11 7 5 5 2 5 6 3 3 2 1 129

取水制限率
（％）

日数

表-3 ダム無しでH6渇水に対して想定される取水制限

区別 
水量原単位 取水量 

（L/人日） （㎥/s） 

サービス用水型業種 34.01 1.109 

自家用水型業種 22.09 0.721 

表-4 業種別の水量原単位及び取水量

飲食業 宿泊業 医療業 清潔四業 小売業 娯楽業 合計
年間売上高(十億円) 15,273 5,743 32,311 5,201
付加価値額(十億円) 7,377 2,649 20,390 2,763

付加価値原単位(円/人日) 158.1 56.8 437.1 59.2 591.3 6.1 1,308.7

表-5 付加価値原単位集計表
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容は、水の出る地域での勤務スペースの確保とし、貸
し会議所の借料を一時間当たり100円/㎡、一人当た
りの必要面積を3㎡として、12時間分を計上する（こ
こに記した値は平成23年価格である）。

100×3×12＝3,600（円/人日）
ここで、補償金原単位は就労者一人当たりの原単位

であるから、広島市全人口に占める自家用水型業種就
労者数を用いて水量原単位と同じ給水人口一人当たり
に換算すると、以下のとおりである。

補償金原単位　424.5（円/人日）
これらをもとに営業用水に係る被害単価は以下のと

おりとなる。
（サービス用水型業種）　38.48（円/L）
（自家用水型業種）　　　19.22（円/L）
被害水量及び被害単価を用いて、当地域における主

要渇水である平成6年の流況を対象とした時の営業用
水に係る被害額を算定した。（表-6）

3）官公署・学校用水

広島市の給水人口及び官公署・学校用水の給水総
量（4,513千㎥ /年）をもとに水量原単位を求めると、
10.23L/人日となる。

官公署用水の補償金原単位は、2）と同様に就労者
一人当たりの会議室借料と広島市全人口に占める官公
署就労者数を用いて換算する。

学校用水は、水の出る地域への避難に伴う宿泊料を
最低限の経費としてこれを補償金とする。（一人一泊
13,763円）ただし、この値は豪華ホテルなど含む全宿
泊施設の平均値であることから、災害時には長期にわ
たり連泊となることなどを考慮し、便宜上、この半額
とする。この補償金原単位は、就学者一人当たりの原
単位であるから、水量原単位と同じ給水人口一人当た
りにするため、広島市全人口に占める就学者数を用い
て換算する。

官公署・学校用水に係る補償金原単位及び被害単価
は以下のとおりとなる。
（官公署用水）　60.20（円/人日）
（学校用水）　1176.51（円/人日）
（合計）　　　1236.7 （円/人日）
（被害単価）　 120.89（円/L）
平成6年渇水における官公署・学校用水の不足量は

　78万㎥、被害額は942億円と算定される。

4）工場用水

工場で使用される水量については、“工業統計（用
地用水編）”で工業地区ごとに産業中分類で水源別の
使用水量が編集されている。また、出荷額についても
同じ分類で編集されており、両者の対比が業種ごとに
できるので、全業種を対象に集計せず、使用水量の9
割超を占める業種を対象に被害単価を算定する。ここ
で、出荷額と付加価値の比である付加価値率について
は、“工業統計（市町村別編）”に 産業中分類で編集さ
れているので、これらを使用すれば被害単価は、原単
位を途中計算することなく、付加価値と使用水量の商
として簡便に算定することができる。

対象とする工業地区は、広島市が含まれていて太田
川全体の受益地も含まれていると想定される“広島湾
地区”とする。当地区の業種ごとに上水道と工業水道
の合計使用量が、上位からの累計で9割を超える業種
を、“平成23年版工業統計”を使って特定したものが
表-7である。ここに、広島湾地区全体の上水道と工
業水道の合計使用量は372,487（㎥ /年）である。付加
価値率は、広島市の数値で太田川全体の受益地を代表
できると仮定して、同じく“平成23年版工業統計”を
使って算出したものが表-8である。

まず、業種ごとに単位水量当たりの付加価値額を算
出すると以下のとおりである。
（鉄鋼業）　　　　2.82（円/L）
（紙・パルプ）　　0.50（円/L）
（輸送機械）　　 39.67（円/L）
（化学工業）       12.95（円/L）
以上を水道使用量に対して加重平均し、被害単価が

算定される。
被害単価＝　5.96（円/L）
平成6年渇水における工場用水の不足量は　577万

㎥、被害額は344億円と算定される。
5）想定被害額のまとめ

用途ごとに被害想定を行った結果をまとめると、表
-9に示したとおり、平成6年の渇水を対象にしてダム

 

ｻｰﾋﾞｽ用水型 自家用水型 営業用水計
不足量 (万㎥) 224 168 392
被害額 (億円) 863 323 1186

表-6  ダム無しで平成6年渇水に対し想定される営業用水の 
被害額

順位 業種 使用水量(㎥/日) 同左累計 年出荷額(百万円)
1 鉄鋼業 168,023 168,023 45.1% 442,854
2 パルプ・紙 130,210 298,233 80.1% 65,448
3 輸送機械 31,314 329,547 88.5% 1,536,924
4 化学工業 26,189 355,736 95.5% 254,124

同左占有率

表-7 対象業種の使用水量と年出荷額

業種 年出荷額(万円) 年付加価値額(万円) 付加価値率
鉄鋼業 797,704 311,561 0.391

パルプ・紙 1,077,715 388,275 0.360
輸送機械 120,993,456 35,725,991 0.295
化学工業 1,457,953 709,483 0.487

表-8 対象業種の付加価値率（広島市）
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が無いとした時の渇水被害は、合計で4,950億円と想
定される。なお、平成6年渇水時の被害実態は、土師
ダムからの補給もあり、取水制限率が上水道で最大
27％、工業用水で最大60％であった。また、広島市
水道の給水制限は97日であった。

d） 投資限度額の算定

1）年平均想定被害額

生起確率が既知の一年間の流況のもとで、どの程度
の被害が発生するかを算定し、これに、この流況の年
平均生起確率を乗じて、この流況による年平均被害額
を計算する。この作業を渇水流量が大きい流況から小
さい流況まで行い累計すれば、この河川からの取水の
年平均想定被害額が算定できる。そして、この想定被
害全てを回避するための投資額は、年費用が年便益に
等しくなる場合を限度として求めることができる。

b）で設定した5つの流況と取水高の関係は図-7に
示すとおりである。

これらの流況ごとに、前節に記した被害想定で求ま
る日毎の被害額を一年間通して集計し、これを流況別
の想定被害額とする。次に、ある流況と次の流況との
区間についてその生起確率に、この区間の想定被害額

（区間端の想定被害額の平均値）を乗じて当該区間の
想定被害額とする。この作業を流況の最大段階から最
小段階まで全領域について累計したものが、この“太
田川からの取水”に内在する年平均想定被害額である。
ここで、ある流況と次の流況との区間の生起確率はそ
れぞれの非超過確率の差を求めることによって算出す
る。年平均想定被害額の算定結果を表-10に示す。

2）投資限度額

前項までで算出された年平均想定被害額全てを回避
するための事業投資について、その限度額を算定する
もので、年費用が年便益に等しくなる場合の事業投資
を投資限度額とする。年費用（c）は年利子と年償却費
との和で次のように表わせる。

c＝I× ( i + 
i

(1+ i)n－1
)  （1）

ここに、I；投資限度額、i ；利子率、n；施設の耐
用年数

年便益（b）は年平均被害軽減額から年維持管理費
を差し引いたものであるが、ここでは年平均想定被
害額が年平均被害軽減額である。年維持管理費はIの
0.5％と仮定する。

b＝B－0.005×I （2）
ここに、B；年平均被害軽減額（225億3千万円）
渇水被害回避の事業投資はダム建設を中心に実施さ

れるとして、施設の耐用年数を80年とすれば（1）式
は次式のようになる。

c＝0.0464×I （3）
式（2）＝式（3）として
B＝0.0464×I+ 0.005×I

I＝ １

0.0514
×B＝19.455×225.3＝4,383（億円）

渇水時の都市用水に係る被害のみを想定した場合で
も、投資限度額は約4,400億円となる。

区別 単位 
家庭

用 

営業用 官公

署･

学校 

工

場

用

合計ｻｰﾋﾞ

ｽ型 

自家

用型
小計 

不足量 万㎥ 3040 224 168 392 78 577 4479

被害額 億円 1292 863 323 1186 942 344 4950

表-9 太田川からの取水についての想定被害額（平成6年）
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図-7 太田川の流況と取水高

 

害被均平年害被間区対害被量流対量流水渇
（㎜/日） （十億円） （十億円） （十億円）

0.77 1/3.6 0.28 － 0.00 － －
0.52 1/10 0.10 0.18 75.95 37.97 6.75
0.39 1/20 0.05 0.05 181.29 128.62 6.43
0.32 1/30 0.03 0.02 283.45 232.37 3.87
0.24 1/50 0.02 0.01 537.84 410.65 5.48

合計＝ 22.53

確率
規模

非超過
確率

生起
確率

表-10 年平均想定被害額の算出表
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3. 今後の展望と課題

（1）他の河川における計算例
淀川からの取水について、太田川と同じ方法で年平

均想定被害額を算定すると、約1兆5000億円となった。
また、投資限度額は約29兆円となる。淀川流域は都
市化が進んでいることから、投資限度額が高くなるも
のと考えられる。その他いくつかの河川においても本
研究と類似した方法で試算した結果があり、図-8の
ように渇水リスクと年平均想定被害額の関係をプロッ
トすることができる。これを見ると都市化が進んでい
る河川で年平均想定被害額が大きく渇水リスクも大き
いことが分かる。なお、図-8では他水系からの導水
等による安全度の向上は含まれていない。

このように統一した手法で渇水被害額の算定を行え
ば、水系の渇水リスクについて横並びの評価が可能と
なる。

（2）今後の課題
本研究では、異常渇水時の被害に的を絞り、ある条

件のもとで年平均想定被害額及び投資限度額を算定し
た。水利用全般を俯瞰すると、平時の水利用の価値を
含めて経済性を評価することが「利水経済調査」とな
る。

今後は、本手法の適用範囲を「水利用経済調査」へ
展開できるよう、改良を行っていく予定である。

今後の課題として以下の事項があげられる。
　① 「水利用経済調査」における都市用水等の便益を

明確に定義し、利用目的ごとに想定被害額の算定

手法を検討する。
　② ここで使用した渇水被害に関するデータは、30

以上前のデータであり、貨幣価値の現在価値化の
みならず、近年の水の使い方を考慮し、被害単価
を見直す必要がある。
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