「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「ダム事業（1）」
です。専門知識を有する上司や先輩が少ない職場の会員や新規採用、人事異動によって初めて当該事業を担当する会員の皆様が
基礎的知識を習得する際等にお役立てください。

基礎から学ぶインフラ講座

基礎から学ぶダム事業（１）
もろ

はし

たく

諸 橋
1．はじめに

み

拓 実＊

水（I）、発電（P）等があり、治水や利水それぞれ

気候変動等による降雨の更なる激甚化、頻発化が

単独の役割のみを担う「治水専用ダム」「利水専用

懸念される中、気候変動による外力の増大に対して、

ダム」や、治水と利水の複数の役割を有する「多目

河川の上流で洪水を貯留し、下流の一連区間の水位

的ダム」があります。１）

を下げるダムの重要性は益々高まってきています。

⑴ 治水（F：Flood Control）

国土交通省所管のダム建設事業は、現在、66事業

大雨の際に上流の水を貯めて、下流に流す水の

を進めています（令和３年度時点）
。また、ダムは

量を調節（洪水調節）することで、河川が増水し

運用の変更や施設の改良によって気候変動により激

て溢れることを防止または軽減することを目的と

甚化・頻発化する降雨に対して的確に対応する可能

しています。近年、洪水調節のみを目的とするダ

性を有しており、国土交通省では、ダムの新設に加

ムにおいて、「流水型ダム」を採用する例もあり

え、ハード・ソフトの両面から既設ダムの機能向上

ます。流水型ダムとは、普段はダム湖に水を貯留

を図る「ダム再生」の取組を行っているところです。

せず自然河川に近い状態で水が流れ、洪水時にの

本稿では、こうした背景も踏まえつつ、ダム事業
に関する基本的事項を理解していただくことを目的

み水を貯留するダムです。
⑵流水の正常な機能の維持（N：Normal Function

として、ダムの役割や建設事業の流れ等を紹介しま

of the River water）

す。ダムの設計や工事を担当する職員だけでなく、

流水の正常な機能の維持のための用水で、渇水

横断調整部局等の方々のご参考になれば幸いです。

時に生物に影響が生じたり、水質の悪化等を防ぐ

2．ダムの役割
河川法においてダムとは、高さ（基礎地盤から堤

ために、貯留している水を下流に補給することで
必要な流量を保つこと等を目的としています。ま
た、ダムができる前からの農業用水に使用する役

頂まで）が15m以上のものをダムと定義しています。

割もあります。

ダムはダム毎に様々な目的を有しており、建設する

⑶ 農業（A：Agriculture）

ダムの目的に応じて事業主体も異なっています。
１）ダムの目的
ダムの役割には、洪水を防ぐことを目的とする「治
水」や、下流河川に水を供給したり、発電すること

農地に安定して水を供給し、渇水時の干ばつ被
害の軽減を図ることを目的としています。
⑷ 上水道（W：Water Supply）
水道用水を安定して供給することを目的として

を目的とする「利水」などの役割があります。ダム

います。

の主な目的としては、治水（F）
、流水の正常な機

⑸ 工業（I：Industrial Water）

能の維持（N）
、農業（A）
、上水道（W）、工業用

工業用水を安定して供給することを目的として

＊国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 大規模構造物技術係長
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います。
⑹ 発電（P：Power Generation）
水力発電に用いる水を貯留することを目的とし
ています。貯留した水を高い位置から落とす勢い
を利用して発電を行うため、発電時にCO2を排

出しないクリーンなエネルギーです。
２）事業主体

治水（F）及び流水の正常な機能の維持（N）を
目的とするダムを建設する場合は、河川管理者（国

ります。重力式コンクリートダムは、水圧をダムの
重さで支える型式です（写真−１）。アーチ式コン
クリートダムは、上から見た形がアーチとなってお
り、アーチの持つ力学的特性により、水圧を左右岸
や底部の岩盤で支える型式です。アーチ式コンク
リートダムは重力式コンクリートダムよりも堤体を
薄くすることができ経済的ですが、堤体を支える両
岸に大きな力が作用するため、強固な岩盤が必要と
なります（写真−２）。

もしくは都道府県）が事業主体となり、発電など利
水のみを目的とするダムを建設する場合は、発電事
業者などの利水者が事業主体となります。
また、治水と利水の両方の目的を有する多目的ダ
ムを新たに建設する場合において、国が事業を実施
する場合は、特定多目的ダム法（昭和32年法律第
35号）に基づき、事業に参画する利水者（共同事
業者）からそれぞれが得られる効用に応じた費用負
担を求め、国土交通省が事業を実施します。この場
合、ダム堤体等の施設（利水専用施設を除く）の持
ち分は国に帰属し、共同事業者は貯留している水を

苫田ダム
写真－1

使用する権利（ダム使用権）を費用負担割合に応じ

重力式コンクリートダム

て得ることとなります。なお、都道府県が多目的ダ
ムを建設する場合は、特定多目的ダム法は適用され
ず、河川法（昭和39年法律第167号）第17条に基
づき、兼用工作物として事業を実施することとなる
ため、ダム堤体等の施設の持ち分は協議して定める
こととなっています。
また、
水資源開発水系に指定されている７水系（利
根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川）
において、ダム、水路等の水資源開発施設を建設・
管理する場合は、独立行政法人水資源機構において
事業を実施する場合があります。

3．ダムの型式
ダム堤体に使用する材料によって分類すると、
コンクリートで構成される「コンクリートダム」、
堤体の大部分を岩石、土砂及び砂で構成される「フィ
ルダム」などに分かれます。また、近年では、前述
の２種類に加え、台形CSGダムの建設も行われて
います。１）
１）コンクリートダム
主なコンクリートダムとしては、
「重力式コンク
リートダム」と「アーチ式コンクリートダム」があ

46

月刊「建設」22-04

鳴子ダム
写真－2

アーチ式コンクリートダム

２）フィルダム
フィルダムは土砂や岩石を盛り立てて作るダムで
あり、底幅の広い堤体となるため、地盤の比較的弱
い場所でも大きなダムを建設しやすいという特徴が
あります。フィルダムには、堤体材料に細粒の土質
材料を用いる「アースダム」と、岩石を用いる「ロッ
クフィルダム」があります。また、堤体材料の分類
だけでなく、構造面（遮水形式）の分類もあります
（写真−３）。

表－１

河川砂防技術基準【設計編】第２章ダムの設計

節番号

奈良俣ダム
写真－３

ロックフィルダム

３）台形CSGダム
台形CSGダムの堤体材料には、現地発生材（石
や砂れき）とセメント、水を混合してつくるCSG
（Cemented Sand and Gravel）を用います。堤
体断面形状が台形形状をしていることから、台形
CSGダムと呼ばれます。台形CSGダムの特徴とし
ては、堤体材料に現地発生材を用いるため、環境に
配慮でき、低コストの材料であるため経済的という
特徴があります（写真−４）
。

節タイトル

第１節

総説

第２節

ダムの基本形状、型式及び位置の決定

第３節

ダム設計の基本条件

第４節

コンクリートダムの設計

第５節

フィルダムの設計

第６節

ダムの基礎地盤の設計

第７節

洪水吐き及びその他の放流設備の設計

第８節

ゲートの設計

第９節

管理設備の設計

第10節

試験湛水

第11節

ダム再生

第12節

ダムの耐震性能照査

5．ダム建設事業の予算制度
ダム建設事業の予算制度の仕組みを図−１に示し
ます。ダム建設事業においては、ダムの目的毎に事
業に参画する者が費用を負担することとなります。
なお、利水目的に対しては、それぞれの所管省庁か
ら補助制度が整備されている場合もあります。国が
多目的ダムを建設する場合は、特定多目的ダム法に
基づき、分離費用身替り妥当支出法により、費用負
担割合を決定することを基本としています。分離費

サンルダム
写真－４

用身替り妥当支出法の詳細については、参考文献４）

台形CSGダム

4．ダム建設事業に関連する技術基準

等をご覧ください。
治水予算に関する予算制度を表−２に示します。

ダムの構造に関する主な基準としては、河川管理

治水事業においては、国・都道府県が費用を負担し

施設等構造令（政令）
、河川砂防技術基準（通達）

て事業を実施しており、ダム建設事業において大規

があります。河川管理施設等構造令（昭和51年政

模事業（総事業費120億円を超えるもので、かつ貯

令第99号）は、河川法13条に基づく政令であり、

水容量800㎥以上）に該当する場合は、国の負担率

ダム・堤防等の主要なものの構造について管理上必

が一般事業と異なるという特徴があります。

要な一般的技術基準を定めたものです。

２）

河川砂防技術基準は、ダムを含めた河川行政の技
術分野に関する技術的事項の「標準」を定めた通達
です。本基準は、調査編・計画編・設計編・維持管
理編（河川・ダム・砂防編）で構成されており、そ
３）
の後の状況の変化に合わせて改定を行っています。

河川砂防技術基準のダムに関する記載内容の例とし
て、
【設計編】の「第２章
項目を表−１に示します。

ダムの設計」に記載の
図－１

ダム建設事業の予算制度の仕組み
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表－２

ダム建設事業の予算の枠組み

事業名

国の負担率・補助率

特定多目的ダム建設事業
直轄事業

直轄河川総合開発事業
直轄流況調整河川事業

水資源機構事業

建設事業

補助多目的ダム建設事業
補助事業
補助治水ダム建設事業

大規模事業 7/10
一般事業
2/3
大規模事業 7/10
一般事業
2/3
一般事業

※1
※2

5.5/10
※1
※2

大規模事業 7/10
一般事業
2/3
（一級河川） ※3
大規模事業 5.5/10
一般事業
1/2
（二級河川）
1/2

※4

（一級河川） ※3
大規模事業 5.5/10
一般事業
1/2
（二級河川）
1/2

※4

＜参考文献＞
１）国土交通省水管理・国土保全局、「ダム
コレクション」、https://www.mlit.go.jp/
river/damc/index.html
２）国土開発技術センター編、「改定 解説・河川管理
施設等構造令」、技報堂出版
３）国土交通省水管理・国土保全局、「河川砂防技術基
準」、https://www.mlit.go.jp/river/
shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/
index2.html
４）財団法人ダム技術センター編集、
「多目的ダムの建
設」、財団法人ダム技術センター

−次号に続く−

※1大規模事業：公共費120億円を超えるもので、かつ貯水容量800万m3以上（ダム事業の場合）
※2北海道は8.5/10、沖縄は9.5/10
※3北海道の大規模事業は7/10、一般事業は2/3
※4北海道は5.5/10、奄美は6/10、沖縄は9/10

【著者紹介】 諸橋 拓実（もろはし たくみ）
平成28年東北大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了。国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所調査設計課及び管理第一課、
大臣官房技術調査課技術分析係長を経て現職。

Dr.クマの
“健康のヒント”
心臓だから不安
昨夜のこと、動悸が打って苦しいと家人が言う。

り、めまいが起きるようなときは詳しく検査しま

念のために簡単に診察すると、脈が早めで時々不整

しょう、とお話ししている。一方で、詳しく調べま

脈が出ている状態である。深刻な病気の徴候はない

しょうと必ずお願いするのが、脈が１分間40回未

ため、水でも飲んで安静にしておくよう伝えると、

満で意識が遠のくとき、運動もしていないのに突然

対応が冷たいと言う。心臓が止まるんじゃないか、

脈が速くなって息苦しさなどの症状が出るとき、脈

とも。患者さんはこういう気持ちなのだな、と感じ

のリズムがばらばらで拍動が弱々しいとき、などで

る。心臓で起きていることだから不安に感じてしま

ある。現在、アップル・ウォッチなどのデバイスを

うは当然だ。不整脈は心臓の拍動が早い、遅い、不

使って不整脈をモニタリングできるようになってい

規則に打つなどの状態なのだが、心配ないことの方

るし、適切な治療法も進歩している。よい時代になっ

が圧倒的に多い。もっとも多いのが期外収縮といい、 たものだと思う。家人の不整脈は私のアップル・
リズムからずれて早いタイミングで打ってしまうも

ウォッチで確認したことは言うまでもない。

のだ。私は患者さんに、これは心臓のしゃっくりみ
たいなものでほとんど心配はないが、ずっと続いた
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