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１．はじめに

河川事業の妥当投資額の算定手法は、治水便益につ
いては「治水経済調査マニュアル（案）H17.4」により
年平均被害軽減期待額から算定する手法が確立され、
広く利用されている。不特定便益（利水）については、
大きな被害が生じる渇水の頻度が少ないこと、渇水被
害が社会経済活動や国民のライフスタイルの変化に
伴って変化する性質があることなどから、「利水経済
調査要綱（案）活用マニュアルH9.3」では妥当投資額
の算定手法の確立までには至っていない。

本稿では、年平均被害軽減期待額から不特定便益（利
水）を算出する手法について提案した。そして、太田

川水系をケーススタディとしてこの手法を用い、不特
定便益（利水）の定量化を試みた。

2．河川事業の便益算定方法の現状

河川事業では治水と不特定の便益を算定している。
治水便益については、直接被害や間接被害の貨幣換算
可能なものの被害額を算定するとともに、人身被害や
ライフライン被害に伴う波及被害等については想定被
害状況を算定している。手法としては確立しており、
全ての事業評価で使われている。

ダム事業における不特定便益は、多くの場合、同等
の機能を有する施設を建設するための事業費（身替り
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ダムの整備によってもたらされる経済的な便益や費用対効果は、治水容量に対しては「治水経済調査マニュ
アル（案）」により、ダム建設前後の洪水被害状況から被害額を算定する手法が確立され、広く使われている。
一方、不特定容量については、渇水被害額の算定が困難なこともあって同マニュアル（案）に具体的な記載
はなく、事務連絡により原則として代替法を利用して算出することとされているが、課題も指摘されている。

このような状況の中、当研究所ではこれまでに、取水制限の程度と期間から水利用の用途別に被害額を算
定する手法を考案し、渇水被害額の算定が可能となるようにした。渇水被害額が算定できると、治水同様に
年平均被害軽減期待額を算定することが可能となる。

本稿は、年平均被害軽減期待額から不特定便益（利水）を算出する手法について提案するとともに、太田
川水系をケーススタディとしてこの手法を用い、不特定便益（利水）の定量化を試みたものである。
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The economic benefits and cost-effectiveness of the dam construction are based on the “Flood Control Economic Research 
Manual （draft）” for flood control capacity. It is used. For the unspecified capacity, there is no specific description in the 
manual （draft） because it is difficult to calculate the amount of drought damage. It is supposed to be calculated using an 
alternative method as a general rule by clerical contact, but problems are also pointed out.
The Institute has devised a method for calculating the amount of damage for each use of water based on the extent and 
duration of water intake restrictions, and has been able to calculate the amount of drought damage. Once the drought 
damage amount can be calculated, the annual average damage reduction expected amount can be calculated in the same 
way as flood control.
This paper proposes a method for calculating unspecified benefits （water utilization） from the expected annual average 
damage reduction, and attempted to quantify unspecified benefits （water utilization） using the Ota River water system as 
a case study. It is.
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建設事業費）を便益とみなす「代替法」を採用しており、
一部で「仮想的市場評価法（CVM）」等を採用している。

なお、治水・不特定とも高度化便益の手法は確立し
ておらず、便益には反映していない。

表-1 便益算定方法の現状

対象 算定法 分類 便益算定項目 手法の状況

保全便益 年平均被害軽減期待額 確立

高度化便益 社会経済活動の増大額等 未確立

身替り建設事業費
確立
(課題あり)

年平均被害軽減期待額
未確立
(本研究対象)

高度化便益 社会経済活動の増大額等 未確立

CVM 支払い意思額 確立

保全便益

治水 代替法

代替法不特定

3．不特定容量の便益算定手法の経緯

不特定容量の便益算定手法に関しては、治水経済調
査マニュアル（平成17年3月）に記載はなく、以下の
経緯を経て現在に至っている。

平成17年11月30日の「不特定容量、渇水対策容量
を有する事業評価について」1）において、『原則として
代替法により算出して費用対効果を算出すること』と
している。これにより、ほとんどのダムは代替法とし
て算定した身替り建設費を便益としているが、一部の
ダムはCVM等により便益を算定している。

その後、会計検査院の「H21年度決算検査報告」2）

において、身替り建設費を便益として計上する時点や
割り振り方がダムによって異なっているとの指摘を受
け、その相違により費用対効果分析結果まで異なる場
合があることから、算定及び計上方法の確立を求め
られた。この報告を受け、平成22年11月24日の「ダ
ムの不特定容量の便益算定について」3）において、『不
特定容量の便益を代替法で算定する際は、今後、原則
として、対象ダムの整備期間中の各年度に割り振って
身替りダムの建設費を計上する方法により算定された
い』としている。

4．不特定便益に対する意見

不特定容量の便益を代替法で算定することについ
て、市民団体や専門家からは次のような意見や課題が
挙げられている。

ある市民団体は、身替りダムの建設費を便益とする
ことは、不特定容量が大きいほど建設費用も便益も大
きくなり費用対効果が大きく出ると指摘している。代

替法そのものまでは否定はしないが、身替り建設費を
そのまま便益とみなす方法に異を唱えている。また、
便益を整備期間中に割り振ることについては、洪水調
節の便益と異なり、不特定の便益がダム完成前に発生
する計算方法は不当であると主張している。

河川事業の評価手法に関する研究会4）は、費用便益
分析は可能な限り代替法によらず得られる便益を計上
すべきであり、流水の正常な機能の維持についても個
別に便益を算定すべきであるとしている。また、景観
等に対する流水の正常な機能をCVMで算出すること
は有効であるが、農業等の特定事業者の受益もCVM
で評価できるようにするための調査方法を検討してい
く必要があるとしている。

河川環境の評価手法に関する専門委員会5）は、新規
開発は既得水利を補給した上で成り立っているが、そ
の便益に不特定補給の効果が見込まれていないのは控
えめに思えるとしている。不特定補給で利水安全度を
確保することは新規開発にも恩恵を及ぼすことになる
ので、その効果も便益として捉えるべきではないかと
の意見である。

5．年平均被害軽減期待額による不特定便益算
定手法の提案

（1）不特定容量の定義
不特定容量は流水の正常な機能維持のための容量で

あり、「河川維持流量＋既得水利流量」を充足させる
容量である。新規開発利水量より優先されるものであ
る。

正常
流量

水利流量

維持流量

流量

時間

新規開発流量

基準地点流量

維持流量

正常流量

ダム補給量（新規開発流量）

ダム補給量（維持流量）

ダム補給量（水利流量）

ダム貯留量

図-1 不特定容量の概念図

（2）不特定容量の効果
不特定容量に期待される効果には表-2のようなも

のがある。

（3）不特定便益算定の基本的な考え方
不特定容量により得られる便益は前項の①〜③の総
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和である。このうちの①に係る便益については、各種
の手法の中から仮想的市場評価法（CVM）を用いて評
価することが最も適応性が高いと思われる。

②＋③の便益は、不特定容量により利水安全度が向
上することによって得られる便益である。これらの保
全便益は、当該ダム水系の利水安全度を開発計画の目
標安全度に引き上げることによって得られる「年平均
被害軽減期待額」をもって算定することが可能である。

不特定容量の便益は、①を仮想的市場評価法（CVM）
で、②と③を代替法（年平均被害軽減期待額）で算定
していくことが望ましいと考える。

（4）不特定便益算定手法の提案
基本的な考え方を踏まえ、年平均被害軽減期待額に

よる不特定便益の算定手法を次のとおり提案する。

❶自然流量の作成

❸確率規模別自然流量設定

❷自然流量の確率評価

❹確率規模別自然流量
を用いた利水計算

❻年平均被害軽減期待額の算定

❺渇水被害額の算定

❼不特定便益の検討

❽投資限度額の検討

図-1 不特定容量の概念図

確率規模別の利水計算が必要となることから、最初
に自然流量を作成し、確率評価を行ったのち、確率規
模別の自然流量を設定する。その自然流量を用いて利
水容量の異なる2ケースの利水計算を行い、利水計算
結果から渇水被害額を算定する。2ケースの被害額の
差分を不特定の便益とする。

確率規模毎に2ケースの被害額を算定し、治水便益
算定時と同様に年平均被害軽減期待額を算定する。算
定した年平均被害軽減期待額と確率規模との関係を整
理し、不特定便益を確認する。

6．太田川水系をケーススタディとした不特定
容量の便益算定

太田川水系を対象として、先に提案した流れで年平
均被害軽減期待額による不特定便益を算定した。太田
川に用水を補給する施設には、温井ダム、高瀬堰、土
師ダムがある。支川滝山川の温井ダムは不特定と水道
の容量を持っている。太田川本川の高瀬堰は水道の容
量を持っている。土師ダムは江の川水系のダムである
が、水道用水、工業用水を太田川へ導水している。
❶自然流量の作成

太田川の自然流量（流出高）は、土師ダムの流入量
を基に設定した。

項目 期待される効果

①
河川環境の
向上

・河川維持流量の安定化により、魚類や水棲
生物等の生息環境、河川景観が向上する効果

②
既得利水者
への効果

・取水制限の減少や番水制等の渇水時対応が
減る効果。
・利水の安定化による不安心理の減少、意欲
増大等の間接的な効果。

③
新規利水者
への効果

・新規利水開発者が利水安全度の確保により
得られる効果

表-2 不特定容量の効果

図-4 土師ダムによる用水供給範囲

図-3 温井ダムによる用水供給範囲
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土師ダム流域：307.5㎢
太田川取水地点（高瀬堰）流域：1,480㎢
❷自然流量の確率評価

渇水被害は洪水のように1 〜 2日で被害を生じるも
のではないため、雨量や渇水流量などから確率規模を
設定することは難しい。そこで、取水地点において確
保流量を下回る量を年間合計し、「年不足量」で評価
するものとした。評価は取水量の大きい高瀬堰地点で
行った（図-5）。年不足量の確率分布を対数正規分布
と仮定し、表-3の確率規模別不足量を算定した。
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図-5 確保流量に対する不足量（1994年の例）

表-3 確率規模別不足量

確率
（１／年）

年不足量
（千m3）

1/5 6,647
1/10 10,641
1/20 15,693
1/30 19,210
1/50 24,302
1/100 32,527

❸確率規模別自然流量設定
確率規模別自然流量は、それぞれの確率規模の年不

足量が表-3になるよう日流量を引き伸ばし、トライ
アルで図-6に示す流況を設定した。この流況は生起
確率が既知の一年間の流況ということになる。
❹確率規模別自然流量を用いた利水計算

設定した自然流量を用いて確率規模別に利水計算を
行い、不足量を算出する。このとき、不特定容量の影
響をみることを目的にダムの容量のみ変更した次の2
ケースを設定した。

ケース1：ダムに「特定＋不特定」の利水容量があ
る場合の渇水被害額

ケース2：ダムに「特定」の利水容量がある場合の
渇水被害額

ケース1とケース2の差分をもって、不特定容量の
便益とする。

高瀬堰地点の取水量（確保量）はどちらのケースも
同じとするため、不特定容量が無いケース2で不足量
が大きくなる。この大きくなった分を不特定容量の便
益と考える。
❺渇水被害額の算定

利水計算から得られた不足量をもとに富岡ら6）が示
した図-7の流れで渇水被害額を算定した。取水制限
の程度と期間を算出し、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。

図-6 確率規模別自然流量

取水量(m3/s) 取水高(mm/日)
678.051定特不
678.051量流常正
633.0457.5定特

温井ダム新規開発 0.925 0.054
高瀬堰新規開発 1.898 0.111
土師ダム新規開発 2.931 0.171

212.1457.02計合

表-5 高瀬堰地点（CA=1480㎢）の取水量

洪水期 非洪水期
水道用水 5,675 5,675
工業用水 2,825 2,825
水道用水 22,000 22,000

河川環境の保全 16,000 26,000
高瀬堰 水道用水 1,550 1,550

48,050 58,050
32,050 32,050

利水容量（千m3）

土師ダム

温井ダム

合 計（①ケース容量）
特定分合計（②ケース容量）

表-4 利水計算におけるダムの容量
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用途は、家庭用水、営業用水、官公署・学校用水、工
場用水とし、用途毎に作成した取水制限率と被害額の
関係を用いて被害額を算定した。

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-7 渇水経済調査のフロー

❻年平均被害軽減期待額の算定
生起確率が既知の一年間の流況を用いて、発生する

被害額を算定し、この流況の年平均生起確率を乗じて、
年平均被害額を計算する。この作業を確率規模別に行

い累計すれば、この河川からの取水の年平均被害軽減
額額が算定できる。

設定した確率の流況と取水高の関係は図-8 〜 9に
示すとおりである。

確率規模別の流況ごとに、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”に内在する年平均被害軽減額である。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
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-6〜 7に示す。
❼不特定便益の検討

算定した年平均被害軽減期待額と確率規模との関係
を整理すると図-10のとおりである。同じ確保流量に
対し、ダム容量を（特定のみ）とした場合と（特定＋
不特定）とした場合の差分が、不特定容量の便益であ
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ると言える。確率規模1/10では、ダム容量を（特定＋
不特定）とした場合に年平均被害軽減額がゼロである
が、ダム容量を（特定のみ）とした場合に年平均被害
軽減額が発生しており、再現期間10年以上（確率規模
1/10以下）で不特定容量の便益が明らかとなっている。
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図-10 確率規模と年平均被害軽減額の関係

❽投資限度額の検討
投資限度額とは、年費用が年便益に等しくなる場合

の事業投資額である。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。

 式（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）は年平均被害軽減期待額（B）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期待額である。年維持管
理費はIの0.5％と仮定する。

 式（2）

ここで、年平均被害軽減額は不特定容量相当分とし、
表6 〜 7における再現期間10年以下の年平均被害軽減
額の差分（ダム容量（特定のみ））－（ダム容量（（特定
＋不特定））＝38.3億円－0億円＝38.3億円とした。

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、利子率を4％、施設の耐用年数を80年と
すれば式（1）は次式のようになる。

 式（3）

投資限度額を算定することから式（2）=式（3）　と
なり、

投資限度額は818億円と算出した。
この投資限度額から、太田川水系の不特定容量は、

事業投資に見合うものであることが確認できた。

自然流況 再現期間 超過 生起 対流量被害 対区間被害 年平均被害 年平均被害
年不足量

（千m3） （年）

確率 確率 （H28P）
（十億円）

（H28P）
（十億円）

（H28P）
（十億円）

軽減額（H28P）

（十億円）

6,647 5 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,641 10 0.90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,693 20 0.95 0.05 267.29 133.64 6.68 6.68 20 62.22 64.59 76.14 202.95 267.29

19,210 30 0.97 0.02 723.40 495.35 8.26 14.94 30 156.17 179.77 213.34 549.28 723.40

24,302 50 0.98 0.01 1190.91 957.16 12.76 27.70 50 248.56 304.79 350.90 904.26 1190.91

合計
（H28P）

再現期間
（年）

想定被害額（十億円）

家庭 営業 その他
合計

（生値）

表-6 年平均被害軽減額の算定【利水容量（特定＋不特定）】

自然流況 再現期間 超過 生起 対流量被害 対区間被害 年平均被害 年平均被害
年不足量

（千m3） （年）

確率 確率 （H28P）
（十億円）

（H28P）
（十億円）

（H28P）
（十億円）

軽減額（H28P）

（十億円）

6,647 5 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,641 10 0.90 0.10 76.56 38.28 3.83 3.83 10 21.89 19.35 16.90 58.13 76.56

15,693 20 0.95 0.05 478.30 277.43 13.87 17.70 20 111.69 116.01 135.47 363.17 478.30

19,210 30 0.97 0.02 916.91 697.61 11.63 29.33 30 204.00 226.75 265.47 696.21 916.91

24,302 50 0.98 0.01 1366.15 1141.53 15.22 44.55 50 290.08 348.92 398.32 1037.32 1366.15

再現期間
（年）

想定被害額（十億円）

家庭 営業 その他
合計

（生値）
合計

（H28P）

表-7 年平均被害軽減額の算定【利水容量（特定のみ）】



41

7．おわりに

本稿では、確率規模別自然流量を用いて利水計算を
行い、その結果から渇水被害額を算定し、年平均被害
軽減期待額から不特定便益（利水）を算出する手法に
ついて提案した。そして、太田川水系をケーススタディ
にこの手法を適用し、不特定容量の便益を試算した。
その結果、不特定容量には事業投資を可能とする便益
があることが確認できた。

これまでは身替り建設費を便益とみなしてきていた
が、身替り建設費は便益そのものを算出しているもの
ではない。被害額の積み上げから便益を直接算定する
本手法を用いることで、より透明性の高い不特定便益
が算定できるようになったと考える。

今後の課題としては、自然流量の確率評価、渇水確
率評価の方法が挙げられる。渇水の確率評価手法は確
立していないことから、本研究では年不足量を確率評
価して自然流量を設定した。しかし、流量の設定次第
で不足量（＝被害額）が大きく変わることも考えられ
ることから、評価方法が課題である。

また、太田川水系での試算は簡略化したモデルで利
水計算を行っていたことから、詳細なモデルに改良す
ることが望ましい。さらに、他の水系においても同様
の検討を行い、手法の適応性や課題・問題について把
握し、改良していく必要がある。
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