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１．はじめに

近年わが国においては、毎年のように集中豪雨や台

風により甚大な被害に見舞われ、一方では渇水による

取水制限等も発生している。

このような気象状況に対して、既設ダムの有効活用

による治水対策の必要性が一層クローズアップされて

いる。

当センターでは、このような状況を踏まえ既設ダム

の有効活用の観点から現状の操作規則における洪水調

節方式に係わる課題を踏まえ、ダムの貯水能力を十分

に活かし、河川下流地域の洪水被害を軽減する、効果

的なダムの洪水調節方法について検討を行っている。

本稿は、これまで検討してきたダム操作規則の洪水

調節方式によらない方式や当センターで研究した方式

並び実操作事例を解説し、それぞれの操作方式につい

て検証する。

ここでいうただし書き操作は、下流河川洪水状況と

貯水池空容量に対応して操作規則によらない洪水調節

方式で、計画を超える洪水のただし書き操作も含まれ

る。

２．ただし書き操作方式の枠組み ( 案 ) づくり

2.1　背景

現行の洪水調節方法は、ダム計画時に採用した一定

規模の洪水波形を基に設定されている。このため計画

規模を超える洪水に対して、ダムが有する洪水調節容
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量では不足すると想定される場合に、ただし書き操作

が行うことができるようになっており、各ダムにおい

て既に「ただし書き操作要領」が作成されている。一

方、ダム流域が計画規模以下の洪水にあってもダム下

流域や当該ダム以外の支川流域雨量が卓越した洪水で

は、洪水調節容量に余裕があるものの下流河川で洪水

被害が生じる場合がある。

また、ダム貯水位がただし書き操作開始を超えサー

チャージ水位を超える洪水が予想された場合、ただし

書き操作を実施したものの貯水位がサーチャージ水位

に至らず、貯水量に余裕を残す場合がある。（図-1）

これらの現象から下流河川の洪水被害に対し、ダム

の洪水調節容量が十分活用されていないという指摘が

ある。

2.2　ただし書き操作の枠組み

　現行の操作規則において洪水調節(以下｢規則操作｣

という)は、次のように定められている。

「洪水調節」

所長は、次の号に定める方法により

洪水調節を行わなければならない。

ただし、気象・水象その他の状況により

特に必要があると認めた場合においては、

この限りではない。→「ただし書き操作」

この条文の「ただし･･･」以降を「ただし書き操作」と

呼んでいる。計画規模を超える洪水に対するただし書

き操作（以下「ただし書き操作Ⅱ」という）要領は、通

達に基づき各ダムで作成されている。

下流河川の洪水状況に対応して洪水調節を行うただ

し書き操作（以下「ただし書き操作Ⅰ」という）につい

ては、その操作方式等の要領が作成されていない。

そこで、ただし書き操作の枠組みを図-2のように

整理した。

３．ただし書き操作Ⅰについて

3.1　ただし書き操作Ⅰの流れ

ただし書き操作Ⅰは、規則操作方式による洪水調節

操作中に下流河川で洪水被害が発生又は発生が予測さ

れる場合、貯水池の空容量を考慮して規則操作方式に

よらない操作をするもので、その流れは図-3のとお

りである。

3.2　ただし書き操作Ⅰの困難なダム 

ただし書き操作Ⅰは、全てのダムにおいて容易に実

施することができるわけではない。

ただし書き操作Ⅰを実管理上実施することが困難と

考えられるダムは、以下のダムである。

図-1 Ａダムの洪水調節容量使用率と下流基準点水位の関係

洪水発生

操作規則に定める洪水調節
方法による操作

気象・水象その他の状況
により特に必要な場合

下流河川で洪水被害が
発生、叉は発生が
予測され、貯水位容量が
ある場合

ただし書き操作Ⅰ

(新たに要領を設定)

ただし書き操作開始水位
を超え、なおサーチャー
ジ水位を超える洪水が予
測される場合

ただし書き操作Ⅱ

(現行ただし書き要領)

図-2 ただし書き操作の枠組み

図-3 ただし書き操作Ⅰのフロー



44 45

①自然調節のダム(調節用のゲートがないため）

②ダム流入量に対して放流カット率の大きなダム

(オールカットに近いダムはこれ以上絞れない)

③暫定操作ですでに放流量絞り込んでいるダム 

④相当雨量（＝洪水調節容量／流域面積）が非常に小

さいダム（洪水調節量が少なく絞り込めない）

⑤本川の中流域又は基準点近くに位置するダムで効果

があまり期待できないダム（ダムの放流量≒基準点

河川流量）

3.3　ただし書き操作Ⅰの操作方式 

これまで発表された論文や実際の洪水時のダム操作

事例ならび当センターで研究した方法で、下流河川の

洪水状況に対応したただし書き操作Ⅰに該当する方式

について、以下に整理した。

現在、ただし書き操作Ⅰに該当する操作方式として

は、以下の方式が考えられる。

・流入量予測方式(木津川ダムで実施)

・基準貯水率ゾーン方式(H-R方式:WEC考案)

・適応操作方式(中国地整試行)

・残容量活用方式(三春ダムで実施)

なお、各名称は当センターの高度化操作研究会（座

長：中川 博次 京大名誉教授）で使用している名称で

ある。

以下に各方式の考え方と操作方式を述べる。

3.3.1　流入量予測方式

・流入量予測方式は、(独)水資源機構の木津川総合管

理事務所において、平成21年台風18号洪水で３ダ

ム群で実施されたものである。

・この操作方式は、下流河川の洪水状況に応じて、各

ダムの貯水池容量及び今後のダムへの流入予測(気

象庁短時間予測値等から流出モデルにより算出)を

もとに、逐次放流量(30分～1時間毎)を設定して行

う操作方式である。

・平成21年10月８日 台風18号洪水における木津川青

連寺ダム、比奈知ダム、室生ダム３ダム群が実施

した洪水調節のうち、青連寺ダムの３時～５時の

毎正時における流入量予測方式の実施事例を次に

示す。

予測①3:00時点

下流側基準地点の水位が計画高水位を超えると予想

されたため、ダムの流入量予測結果からダム容量に余

裕があると判断し、放流量を通常操作の450m3/sか

ら250m3/sに絞り込む。

予測②4:00時点

この時点でのダムの流入予測結果から放流量

250m3/sを継続すると、サーチャージ水位を越える危

険が懸念されたため、放流量を250m3/sから450m3/

sに増加した。

（規則操作）

（ただし書き操作Ⅰ）

図-4 規則操作とただし書き操作Ⅰのイメージ

雨量

時間

水位 流量

図-5 青連寺ダム 3:00時点
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予測③5:00時点

時間毎の雨量が減少しダム流入予測結果からダム

容量に余裕があると判断し、この時点での放流量

300m3/sから250m3/sに絞り込む。

・結果

木津川上流３ダムにおいて同様な操作を行い、下流

側基準地点で、ダムが無かった場合の推定水位より

1.55ｍ低減し、計画高水位より低く抑えられ下流名

張市の洪水を軽減し地域住民から感謝される。

・検証

この操作は、雨量予測値から流入量を算出し、下流

河川水位を考慮しながらダムの流量を変えていく方式

である。

この方式は、降雨予測を行い、ダム容量と下流河川

水位から放流量を極めて短時間のうちに決定するもの

で、高度な体制（能力・技術・人員）が必要である。

3.3.2　基準貯水率ゾーン方式（Ｈ－Ｒ方式）

・基準貯水率ゾーン方式は、当センターで検討したも

ので、下流河川水位(H)とダム貯水率(R)の関係を表

したH-R図を作成し、ダムと河川の安全度(危険度)

を考慮しながら、基本的には降雨予測を伴わずH-R

図上の「基準貯水率ゾーン」に近づけるよう放流量

を増減し、下流河川の洪水を軽減する方法である。

・本操作方法は、下流河川で洪水被害が発生する恐れ

がある場合、ダムの貯水容量に余裕があれば、規則

操作による放流量を絞り込んで下流河川の被害を軽

減するものである。

・本方式のH-R図上の基準貯水率ラインは、既往洪水

及び計画洪水を用いたH-R図を書き、洪水調節容量

を十分活用し、下流河川水位を計画高水位以内に治

める最適な基準貯水率ラインを設定する。

基準貯水率ゾーン方式のイメージを図-9に示す。

図-8 H-R図の作成例

雨量

水位

時間

流量

図-6 青連寺ダム 4:00時点

雨量

時間

水位 流量

図-7 青連寺ダム 5:00時点
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・H-R図を用いた洪水操作は、次のように行う。

①H-R図から下流基準点水位が「氾濫注意水位」以

上の場合に適用する。

②ダム貯水率と下流河川水位の関係が「基準貯水率

ライン」の右側にある場合は、放流量を絞り込み

貯留して下流河川水位の低下を図る。

③基準ラインより左になった場合は放流量を増加

し、調節量を減少させる。

・検証

この操作は、過去の洪水データを基に設定した基準

貯水率ゾーンに、貯水率と河川水位を勘案しながら放

流量を近づける操作で、降雨予測が不要である点が利

点である。

しかし、実施例がないため今後既設ダムでのシミュ

レーション等さらなる検討が必要である。

3.3.3　適応操作方式

本方式は、中国地方整備局が平成19年度より試行

し、平成22年に実施に移した方式である。ダム流域

降雨量のピーク以降に下流河川洪水状況、今後の予想

降雨量、貯水池空容量を考慮して、ダムの放流量を変

化させ下流洪水被害を軽減させる方式である。

適応操作方式のイメージは図-10のとおりとおりで

ある。

（１）適応操作移行の判断手順

①次期洪水（二山洪水 ）がないこと及び現洪水の相

当雨量（流域面積で割った値）が残洪水調節容量

以内であること。

②下流河川の水位に応じて今後活用できる洪水調節

容量を目標水位として設定。

・レベル１（河川水位が水防団待機水位以上と予

測される場合）

⇒目標水位はただし書き操作開始水位

・レベル２（河川水位が警戒水位以上と予測され

る場合）

⇒目標水位はただし書き操作開始水位

・レベル３（河川水位が避難判断水位以上と予測

される場合）

⇒目標水位はただし書き操作開始水位

・レベル４（河川水位が氾濫危険水位以上）

⇒目標水位はサーチャージ水位

・レベル５（河川水位がはんらんの発生）

⇒目標水位は設計洪水位

③レベルに応じた目標水位までの空き容量の確認

④空き容量に応じた放流量計算

⑤放流計画ができた段階で適応操作移行の局長承認

申請

⑥下流河川管理者又は自治体の要請を受けて実施。

図-9 H-R方式による操作イメージ

●

時間

移行判断時点

貯水位

②活用できる治水容量

流量

時間

規則操作

中国地整方式

移行判断時点

①と②を比較し、②に余裕がある場合
ダムからの放流量についてオーバー
カット量を決定する。

操作規則に対して
適応操作により放流量

をオーバーカットし貯
留した量

1h毎に放流量を計算

活用最大貯水位

雨量

時間

①遅滞時間雨量
＋６時間先までの
予測降雨量を基
にダムへの流入
総量を予測

6時間雨量予測

遅滞時間雨量

図-10 適応操作方式のイメージ
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（２）今後雨量の見通し

・現在の貯水位から目標水位までの空き容量Ｖを相当

雨量Ｒｖに置換

　　　Ｖ（m3）÷Ａ（km2）＝Ｒｖ（mm)

　　　　Ａ：ダム流域面積

・今後の雨量は気象庁等の短時間降雨予測（６時間先

まで）を活用

６時間予測雨量（mm）＋遅滞時間雨量（mm）＝総

流出量Ｒｒ（㎜）

・６時間先の総流出量Ｒｒ（mm）と現在の空き容量

Ｒｖ（mm）の大小で移行を判断

※降った雨は全て流入すると仮定（予測精度を勘案

し余裕を見込む）

　　　Ｒｖ＞Ｒｒ－Ｒ０　適用操作移行可

　　　Ｒｖ＜Ｒｒ－Ｒ０　移行不可

　　　　　　　　　　　　(ただし書き操作Ⅱ)

　ただし、Ｒ０：現在の放流量×６ｈ÷Ａ

（３）適応操作実施事例

平成22年７月洪水において、Ａダムでは適応操作

を実施し、貯水容量を有効に活用し下流河川水位を低

減している。

（４）検証

この操作は、ダム流域降雨量のピーク以降６時間先

の予想降雨量よりダム流入総量を予測し、ダムの空き

容量と下流河川水位を勘案して放流量を決定するため

突発的な操作が少ないので、管理者にとって操作しや

すい特徴を持つ。

3.3.4　残容量活用方式

残容量活用方式は、東北地方整備局三春ダム管理所

で実施した操作方式で下流河川洪水を軽減するため、

今後の気象状況とダム容量を踏まえ放流量を絞り込ん

だものである。

平成14年７月台風６号で実施した操作の流れは、

以下のとおりである。

①下流阿久津水位観測所では計画高水位を上回る出

水となり、破堤等の重大な被害が想定された。

　　　　　　　　　↓

②雨量のピークが過ぎ今後の降雨予測結果、今後大

きな降雨がないと判断。

　　　　　　　　　↓

③現在の洪水調節容量の空容量を勘案し、現在の

放流量100m3/sに対し放流量を０m3/sとし全量

カットが可能であると判断。

　　　　　　　　　↓

④放流量を０m3/sとした結果、通常の操作であれ

ば阿久津地点での水位は9.4m程度であったと考

えられるが、水位をさらに低下させることができ

水位は9.25mで通常の操作より約0.15mさらに低

下させることができた。（図-12）

・検証

この操作は、洪水の原因となった雨域が去ったのを

確認した時点で、下流河川の状況とダムの空容量を勘

案して放流量を決定するもので、今後の雨量がないこ

とを確認する場合に適用できる。

図-11 適応操作方式実施事例

図-12 残容量活用方式実施事例
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3.3.5　ただし書き操作Ⅰの各方式の検証

以上に紹介した方式を各ダムでどのように選定する

かが課題である。洪水発生毎に各方式の特性から選定

するのは現実的ではなく、事前に各ダムの特性と各方

式の特性からダム毎に操作方式を定めておくことが望

ましい。

各方式の選定にあたり、各ダムで考慮すべき特性と

しては、下流河川の整備状況や守るべき下流河川とダ

ムの位置関係、貯水容量の大きさ（相当雨量）、放流

設備能力、管理所の体制等が考えられる。今回紹介し

た各方式の特性については表-1にまとめた。

４．ただし書き操作Ⅱ ( 計画規模を超える洪水

時 )

4.1　現行のただし書き操作Ⅱ

現行の計画規模を超える洪水時のただし書き操作

は、各ダムに定められた「ただし書き操作開始水位」

に達し、その後さらにサーチャージ水位を超えること

が予測された場合に、ダムからの放流量を増加し速や

かに流入＝放流に近づけて行く操作としている。（図

-13）

ただし書き操作の放流量は、ただし書き操作開始水

位とサーチャージ水位の間を二次曲線で、洪水時最高

水位と設計洪水位との間は直線で内挿する。（図-14）

各方式 メリット デメリット 課　題
流入量予測方式 ・逐次放流量を設定する ・洪水毎に気象状況から ・運用できる能力のある
（木津川方式） 　ため、臨機応変な対応 　予測値の精度が判断 　人材の育成。

　が可能。 　できる体制（能力・技術
・降雨予測値の精度が 　・人員）が必要。 ・予測精度の確保が

。題課。い高が果効ばれけ高
基準貯水率ゾーン方式 ・ダム空容量を有効に ・基準ラインの設定が ・基準貯水率ゾーンの
（Ｈ－Ｒ方式） 　活用して下流河川の 　難題。 　信頼性が課題。

　水位を低減。
・煩雑な予測計算は ・大規模洪水では、
　不要。 　ただし書き操作への
・常に下流と貯水池の 　移行の可能性が高い。
　関係が把握できる。

適応操作方式 ・下流河川の洪水状況 ・下流との調整が管理所 ・詳細な操作
（中国地整方式） 　に応じて、ダム空容量 　にとって煩雑。 　マニュアルが不可欠。

　を有効に活用し効果を
　発揮。 ・洪水ピーク確認以降に

　限定するので効果が
　限定。

残容量活用方式 ・下流洪水に応じて容量 ・降雨予測値の判断 ・対応可能なケース
（三春ダム方式） 　を有効活用。 　できる体制が必要。 　が限られる。

表-1 各操作方式の特性

図-13 ただし書き操作移行フロー

図-14 ただし書き操作Ⅱイメージ
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4.2　ただし書き操作Ⅱの現行方式の課題

現在、計画規模を超える洪水時のただし書き操作Ⅱ

は、各ダム毎に設定したただし書き操作開始水位に達

した後、今後サーチャージ水位を超えるかどうかと降

雨予測値を参考に移行判断している。

しかし、実態は、この予測が難しくただし書き操作

に入ってもサーチャージ水位に達しない場合も多い。

このことから、下流域からは洪水調節容量が有効に使

われていないことや、下流河川が洪水時にダムが放流

している等の苦情がある。

従って、ただし書き操作Ⅱの操作方法については、

今後以下のような検討すべき課題がある。

　

・ただし書き操作への移行時期。

・移行後の放流曲線。

・サーチャージ水位までの有効利用方法。

・設計洪水位で設計洪水流量を放流する手法。

4.3　ただし書き操作Ⅱに適応できる操作方式

現行のただし書き操作開始水位を予め定めた方式に

対して、貯水容量の有効活用及び下流洪水の軽減の観

点から、これまで発表又は検討されている方式は、以

下のとおりである。

・ＶＲ方式（裏戸氏提案）２）

・水位放流方式（今村氏提案）３）

・適応操作方式（中国地整）

・逐次見直し方式（鶴田ダム）

以下に、各方式の概要を述べる。

4.3.1　ＶＲ方式を用いたただし書き操作

　VR方式とは、洪水調節によりダムの残洪水調節

容量(V)が減少していくのに対しダムからの放流率(R)

を増大させていき満水時(V= ０)にR=1(流入量=放流量)

となるように定めた貯水量・放流率を決定していく方

式である。

①VR方式の手順

・VR方式では、流入波形の低減部を既往洪水か

ら関数化し、複数の流量波形を用意する。

・推定流入波形から残貯水容量を使い切る放流

量を算出。算出した放流量から流入量に対する

放流率Rと必要貯水量Vの関係表を作成してお

く。

・実洪水では、Ｖ－Ｒ表を用いて残貯水容量から

放流率Rを求めて放流量を定める。

推定流入量Qｉ(m3/s)

　Ｑｉ(ｔ)＝ａｂ　・・・（１）　

　　ａ：計画最大放流量又はＲ算定時放流量(m3/s)

　　ｂ：洪水の低減率を表す常数の逆数

　　　　　　（ｂ＞１．０）

　　ｔ：時間軸の正負を逆にした時間(s)

②VR方式の検証

VR方式は、既往データから流入波形を推定して

逐次残貯水量を確認しながら放流量を定めるので貯

水容量が有効に活用でき、降雨予測も必要ないので

実行化しやすい方式といえる。

4.3.2　水位放流方式によるただし書き操作

水位放流方式によるただし書き操作は、計画規模を

超える洪水で洪水調節容量を有効に使い、かつ設計洪

水位で設計洪水流量を放流できるように、ただし書き

操作開始時期及びただし書き放流曲線を求めるもので

ある。

①ただし書き操作時の放流曲線

所定の洪水調節操作により、ただし書き操作に

移ってから設計洪水位で設計洪水流量を放流する曲

線は、設計洪水流量（ｑｕ）、ただし書き操作開始時

の放流流量（ｑｍ）、設計洪水位までの容量（Ｖｕ）を

用いて制限水位から計算時点までの貯留量（Ｖ）の

二次曲線として表している。

図-15 ＶＲ方式概要図

Ｑout＝Ａ（Ｖ―Ｂ)２＋Ｃ 

2

qu-C    - qm-C

Vu    - Vm
A=
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Ｑout：ただし書き操作時のダム放流量(m3/sec)

Ａ､Ｂ､Ｃ：操作時のｑｍ，ｖｍより設定される定数

Ｖｍ  　  ：ただし書き操作開始水位から

　　　　  洪水期制限水位までの容量(m3)

Ｑ0 　   ：計算時点でのダム放流量(m3/sec)

Ｑi 　    ：計算時点でのダム流入量(m3/sec)

②ただし書き操作開始時の決め方

水位放流方式では、ただし書き操作開始時期を限

界流入量（Ｑic）に流入量（Ｑi）が達した時間として

いる。限界流入量は、この流入量以下であれば下流

河川計画高水位下で設計洪水量に到達する。

下流河川計画高水位下としているのは、ただし書

き操作であっても急激な水位上昇を防ぐためで河川

状況により河道のＨ－Ｑより定めておくこととな

る。

限界流入量は、前出の放流曲線と下流河川Ｈ－Ｑ

式を連立して求めたものである。

下流側河道流量 Ｑo＝Ｋ（Ｈ－ｈo）
2

　　　　　  Ｋ：河道定数

　　　　　  Ｈ：ダム放流後河道水位(cm)

　　　　　 ｈo：ダム放流前河道水位(cm)

　　　　　 Ｈc：上位上昇限度(m/min)

　　　  Ａ，Ｃ：前出ダム放流曲線定数

③検証

水位放流方式は、下流河川水位の急上昇を抑制し

つつ、貯水位を流入量が設計洪水量に達した時点で

設計洪水位となるように数値計算により求めるもの

であり降雨予測を必要としない。しかし、理論式が

複雑で説明しずらい難点がある。

4.3.3　適応操作によるただし書き操作

適応操作方式によるただし書き操作は、前出3.3.3

でに述べたただし書き操作Ⅰにおける適応操作方式の

流れの一部である。

適応操作方式の計画規模を超える洪水のただし書き

操作は、残容量と今後の洪水から容量に不足が生じる

場合、ただし書き操作に移行するものである。

4.3.4　放流曲線逐次見直方式によるただし書き操作

本方式は、九州地方整備局鶴田ダムにおいて、平成

18年7月の大洪水後、見直しされた洪水調節操作で、

ゲート開度放流曲線の現行曲線で操作を開始し、流入

量ピーク確認後、放流曲線を洪水時最高水位で流入量

＝放流量となるように逐次見直しながらゲートの開度

を調節するものである。これより従来方式より貯水容

量が有効に活用され放流量が減少し下流への効果が期

待できる。

 

dQ1
2

dQ0

dQ1

dQ0

     1-2Q0
2

C=

   Qi+ Q0 - 2Q0 -
 

   Vm qu-C   -  Vu qm-C

qu-C    - qm-C
     B=

 

図-16 水位放流方式概念図

Hc K 　　Qo

　　 　A 　 Qo－C
+QoQic=
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検証

本方式は、流入量の実測値を見ながら放流曲線を変

化させていくもので、洪水規模に応じて、容量を有効

に活用できる方式でピーク出現後に有効な方式であ

る。

4.3.5　ただし書き操作Ⅱの操作方式の選定

今回、紹介した各操作方式は、実施事例も少なく、

ダム管理所においても採用されていないものが多い。

今後、実用化に向けて実洪水波形を用いて試算し、

その効果と実管理上の課題を整理し、各方式の選定方

法を確立することが重要であると考えられる。

５．おわりに

今回の報告では、これまで当センターにおいて研究

している下流河川の洪水状況に対応した洪水調節方式

と計画規模を超える洪水時における洪水調節方式を解

説し、ただし書き操作の枠組みとして分類した。最近

の局地的豪雨、異常に大きな短時間豪雨等に対応して

既設ダムの有効活用により下流河川の洪水被害の軽減

が求められている。

今回紹介した、ただし書き操作方式は、実用化の面

でそれぞれ課題はあるものの、採用に向けては、各ダ

ム管理所が各方式の特性に応じた検討を行う価値のあ

るものと考える。今回のただし書き操作方式の枠組み

及び各操作方式について、現在の気象予測精度やダム

管理所の実管理上の影響（負担）等を考慮した上で、

更に実用化に向けて研究を進めていきたいと考えてい

る。
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現 行

図-17 逐次見直し方式概念図
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