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4 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会

１．はじめに

水資源機構における管理用水力発電は、昭和58年
に一

ひとくら

庫ダムではじめて運用開始し、平成 26 年10 月
までに7ダム、1調整池、2用水路の計10箇所で稼働
しています。各発電所の諸元は表-1のとおりです。

水力発電が注目を集めている今、当機構における
管理用水力発電事業の経緯、発電実績及び今後の導
入計画等について紹介します。
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２．管理用水力発電事業の経緯

第二次オイルショック以来、石油代替エネルギー
の確保が国家的課題となってきたことから、建設省

（現国土交通省）においても発電未参加ダムについ
てその包蔵するエネルギーの有効利用を図るため、
昭和 56 年度より「ダムエネルギー適正利用化事業」
が創設され、その事業の一環として「ダム管理用水
力発電設備設置事業」が認められました。

本事業は、「電気事業用水力発電の不参加が決定
しているが自家用として水力発電の経済性が認めら
れるもの」について、ダム事業者がダム管理用水力
発電を設置するもので、一庫ダムにおいて昭和55年
に発電事業が検討、同 56 年に事業化され、同 58 年
に水資源開発公団（現水資源機構）で第 1 号となる
一庫ダム発電所が運用を開始しました。その後昭和
61 年に室

む ろ う

生ダム、平成 2 年に阿
あ ぎ が わ

木川ダム、平成 3 年
以降に布

ぬ の め

目ダム発電所等が運用開始となりました。
更に、機構では、平成 20 年度からの第 2 期中期

水路事業本部 水路事業部 設備課

管理所

選択取水設備

管理用発電所

水系等 淀川水系 淀川水系 木曽川水系 淀川水系 淀川水系 淀川水系 木曽川水系 利根川水系 筑後川水系 淀川水系

発電所名 一庫ダム
発電所

室生ダム
発電所

阿木川ダム
発電所

布目ダム
発電所

日吉ダム
発電所

比奈知ダム
発電所

愛知用水
東郷発電所

霞ヶ浦用
水小貝川
発電所

大山ダム
発電所

初瀬水路
発電所

水車形式
横軸単輪単
流フランシ

ス水車

横軸クロ
スフロー

水車

横軸単輪単
流フランシ

ス水車

横軸単輪単
流フランシ

ス水車

横軸単輪単
流渦巻フラ
ンシス水車

横軸クロ
スフロー

水車

横軸 S 型
チューブ
ラ水車

横軸フラ
ンシス水

車

横軸フラ
ンシス水

車

フロンタ
ルフラン
シス水車

発電出力
（kW） 1,900 560 2,600 990 850 77 1,000 105 520 150

有効落差
（m） 59.0 43.8 66.98 56.87 35.0 34.2 14.42 17.0 55.9 26.4

使用水量
（m3/S） 4.2 1.8 4.7 2.2 3.0 0.3 9.5 0.769 1.2 0.8

年間計画
発電電力
量（MWh）

5,906 2,350 9,306 4,583 4,104 433 7,083 858.4 3,563 1,160

H25 年度
発電電力
量（MWh）

5,110 2,776 14,018 4,583 6,295 272 7,546 714 2,352 －

運用開始 S58.5 S61.4 H2.7 H3.6 H9.7 H11.4 H17.3 H23.5 H23.10 H26.2
FIT 認定 ※ － － － － H24.11 － H24.11 H24.11 H24.11 H25.6
表 -1　管理用発電所の諸元　　※FIT：再生可能エネルギー電力買取制度

写真 -1　一庫ダム全景
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日吉ダム発電所
（フランシス水車）
日吉ダム発電所
（フランシス水車）

霞ヶ浦小貝川発電所
（フランシス水車）
霞ヶ浦小貝川発電所
（フランシス水車）

阿木川ダム発電所
（フランシス水車）
阿木川ダム発電所
（フランシス水車）

東郷発電所
（チューブラ水車）
東郷発電所

（チューブラ水車）

布目ダム発電所
（フランシス水車）
布目ダム発電所
（フランシス水車）

比奈知ダム発電所
（クロスフロー水車）
比奈知ダム発電所
（クロスフロー水車）

一庫ダム発電所
（フランシス水車）
一庫ダム発電所
（フランシス水車）

大山ダム発電所
（フランシス水車）
大山ダム発電所
（フランシス水車）

室生ダム発電所
（クロスフロー水車）
室生ダム発電所

（クロスフロー水車）

初瀬水路発電所
（フロンタルフランシス水車）

初瀬水路発電所
（フロンタルフランシス水車）

写真ｰ 2　水力発電設備の設置状況
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平成 25 年度における発電電力量は約 4 万 3 千
MWh でした。このうち当該発電施設の管理用電
力として約 6 千 MWh を使用し、残りの電力の約
3 万 7 千 MWh を電力会社等に売電しています（一
般家庭が年間に消費する電気量に置き換えると約
10,300 世帯 ※ に相当）。

平成 26 年 2 月には初瀬水路発電所が運用を開始
し、年間で約 1,160MWh（一般家庭の約 320 世帯に
相当）の発電電力量が見込まれています。

売電は、一般競争入札により売電先及び売電単価
を決定する他、運用開始から20年に満たない施設に
ついては、再生可能エネルギーの電力買取制度によ
り売電を行っています。なお、売電収入は当該施設
の維持管理費として充当され維持管理費の削減に役
立っています。
※ : １世帯平均 300kWh/ 月で算出（電気事業連合会 HP より）

４．地球温暖化防止への貢献

平成 25 年度の発電電力量（約 4 万 3 千 MWh）に
おける温室効果ガスの排出削減量は、22,403t-CO2

計画の「地球温暖化対策実行計画」に基づいて温室
効果ガスの排出削減を推進することを公表し、平成
25 年度からの第 3 期中期計画において「自然環境の
保全等」「機構のダム・水路等施設が有する潜在能
力の有効活用」の目標を掲げ、省エネルギー対策の
必要性、資源の有効活用、既存施設のより一層の効
用発揮の観点から、水力発電設備、太陽光発電設備
の導入・増強を図ることとしています。これを受け
て、水力発電では平成 23 年に霞ヶ浦用水小

こ か い が わ

貝川及
び大山ダム、平成 26 年 2 月に初

は せ

瀬水路発電所の運
用を開始しました。

３．発電実績と維持管理費の削減

機構における管理用水力発電の合計発電電力量
は表-2のとおりです。

一庫ダムにおける発電開始から平成 25 年度まで
の 9 施設における累計発電電力量の実績は約 80 万
1 千 MWh で、計画の約 72 万 4 千 MWh と比較する
と 1 割程度、実績が上回る結果となっています。

h

表ｰ２　水力発電による発電供給量の推移
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でした。さらに、平成 26 年度から初瀬水路水力発
電施設が加わり、年間の温室効果ガス排出削減量は
23,000t-CO2 となる見込みであり、これは一般家庭
約 4,800 世帯 ※ の CO2 排出量に相当します。
※： CO2 排出量＝ 4,760kgCO2/ 世帯で算出（環境省 HP、報道発

表資料（平成 24 年 10 月 30 日、家庭における節電・CO2 削
減行動に関する調査（冬季調査）の結果について（お知らせ）
より）

５．発電施設の運用管理

発電施設の運用管理は、電気事業法に基づき保安
規程を制定し、ダム水路及び電気主任技術者として
選任された者のもと、設備の維持及び運用に係る保
安監督を行い、安全の確保や電力の安定供給を図っ
ています。

日常巡視点検では、損傷・漏水・振動等の目視確
認や異音・異臭等の確認を行い、定期巡視点検では、
日常巡視点検の内容に加えて機器の摩耗状況、制御
機構等の動作確認及び各種測定等を実施し、その都
度、記録・保存することで経年変化を監視しています。

また、5〜10年程度の周期で水車の分解点検や発
電機の内部点検（精密点検）を行い、必要に応じて中

間整備や部分更新を行い設備全体の長寿命化を図る
とともに、設備の改善改良を行いつつ運用しています。

６．今後の導入計画

機構では、現在の 10 施設に加え、豊川用水では大
島ダム、二川調節堰の建設工事に着手し、それぞれ
平成 27 年度に運用を開始する予定です。

また、豊川用水駒場池流入工をはじめとする 6 施
設において水力発電を計画しています。

７．おわりに

水資源機構では引き続き、ダム・水路等施設が有
する潜在能力の有効活用や地球温暖化対策の観点
から、水力発電や太陽光発電といった再生エネル
ギー導入について計画的に取り組むとともに、完成
した施設を適切に管理し管理業務における維持管
理費軽減に努めていきます。

地区名 施設名 計画発電出力 運用開始予定時期

豊川用水 大島ダム 240kW 平成 27 年 9 月

豊川用水 二川調節堰 7.1kW 平成 27 年 4 月

豊川用水 駒場池流入工 64kW -

豊川用水 宇連ダム 760kW -

豊川用水 大野頭首工 未定 -

房総導水 大多喜注水制
御工 116kW -

三重用水 中里ダム 140kW -

愛知用水 佐布里池 140kW -

表ｰ 3　水力発電の計画
写真 -3　 直営点検（吸出管点検口よりランナ部の目視点検）

写真 -4　直営によるガイドベーン修理

写真 -5　精密点検と分解整備


