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１．はじめに

昨年9月27日11時52分に発生した御嶽山噴火
は、死者・行方不明者63名と戦後最悪の火山災害
となりました。御嶽山噴火でお亡くなりになられ
た方に心からお悔やみ申し上げるとともに、被害
を被られた方には心からお見舞い申し上げます。

御嶽山から約10km下流に水資源機構が管理す
る牧尾ダムがあります。牧尾ダムを主な水源とする
愛知用水は、岐阜県御

み た け

嵩町から愛知県の尾張東部の
平野及びこれに続く知多半島までの 27 市町 ､
約 15,000ha の農地へのかんがい用水、愛知県の
11 市町及び岐阜県東濃地域の 5 市への水道用水、
岐阜県可

か に

児市や名古屋市南部及び名古屋南部臨
海工業地帯等の 9 市町 ､ 約 80 社の工場に工業用
水を供給しています。

御嶽山噴火に伴う
牧尾ダムの状況について

御嶽山は昭和54年に有史以来の噴火があり、昭
和 59 年 9 月14日にはマグニチュード6.8 の長野
県西部地震が発生しました。この地震により御嶽
山の山腹及びその周辺において大規模な斜面崩
落、岩

がんせつ

屑なだれや土石流が発生しました。そして、
牧尾ダム貯水池内に大量の土砂が流入し、これら
の堆積土砂の除去や貯砂ダムの設置などを平成 7
年度から平成18 年度にかけて愛知用水二期事業
により実施しました。

昨年の御嶽山噴火に伴う噴火口は剣ヶ峰南西側、
噴火形態は水蒸気噴火で、昭和54年の噴火と同規
模といわれています。牧尾ダムの施設及び貯水池に
は、噴石や火山灰が降る等の直接の被害はありませ
んでしたが、噴火の翌日には火山噴出物の貯水池へ
の流入が確認されました。このため、水資源機構で
は、関係機関と連携・協力して水質を把握し、今後
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御嶽山噴火に伴う牧尾ダムの対応経過
年月日 内容
H26.9.27 11 時 52 分 御嶽山噴火

御嶽山噴火に伴う防災態勢発令
（水資源機構中部支社、愛知用水総合管理所、味噌川ダム管理所）

H26.9.28 ～ 水質調査開始（貯水池上流端 ､ 貯水池（取水塔）､ ダム放流口  他）
火山噴出物の流入による白濁を確認

H26.9.30 御嶽山噴火対策本部設置
（水資源機構中部支社、愛知用水総合管理所）

H26.10.5 ～ 6 台風 18 号襲来
H26.10.7 ～ 水質調査結果を水資源機構ホームページにて公表開始
H26.10.13 ～ 14 台風 19 号襲来
H26.10.16 取水塔付近で白濁を確認

緊急対策工事（2 号貯砂ダム土砂撤去）に着手 
H26.10.28 第 1 回御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会開催
H26.12.5 第 2 回御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会開催
H26.12.13 牧尾ダム汚濁防止膜設置等対策工事完了
H26.12.15 ～ 18 試験放流実施
H26.12.25 御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会（調整会議）
H26.12.26 利水放流設備からの放流開始

牧尾ダム源流域で上がる噴煙と降灰
（国土地理院撮影）
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の水質監視体制や牧尾ダム貯水池の水質保全対策､
下流への影響緩和対策等の検討を行うことを目的
として､｢御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全
対策検討会｣を設置し､牧尾ダムからの放流水が下
流河川に与える影響を緩和するため、対策・検討を
行ってきました｡

２．水資源機構の初期対応

（１）御嶽山噴火対策本部の設置
御嶽山から約 10km の位置に愛知用水牧尾ダ

ム、東へ約18kmの位置に味噌川ダムがあるため、
9 月 30 日 10 時、水資源機構中部支社及び愛知用
水総合管理所に「御嶽山噴火対策本部」を設置し、
御嶽山噴火に伴う各種対応を行っています。
（２）影響の把握

愛知用水牧尾ダム及び味噌川ダムは、御嶽山噴
火後、直ちに巡視等を行い施設への影響を確認し
ました。結果として、両施設への直接の被害はな
かったものの、御嶽山の噴火口を流域にもつ牧尾
ダムでは、御嶽山噴火翌日の9月28日午前中には、
火山噴出物を含む白濁水の流入を確認しました。

牧尾ダム貯水池への影響を把握するため、牧
尾ダム湛水域上流端地点、取水塔地点、ダム放流
口地点で水質調査（水素イオン濃度 pH, 濁度）を
9/28 〜 10/31（2回/日）､11/1〜12/19（1回/日）実
施し､12/20 以降は（1 回 / 週）継続しています ｡
また ､ 愛知用水の取水口（兼

かねやま

山ダム地点）､ 木曽川

用水の取水口（飛騨川の白川地点 ､ 木曽川大堰地
点）において水質調査（水素イオン濃度 pH, 濁度）
を実施し ､関係機関への情報提供及びホームペー
ジでの公表を始めました ｡
（３）緊急対策工事の実施

御嶽山の噴火に伴う火山噴出物が降雨等によ
り牧尾ダムに流入することが懸念されたため、ダ
ム貯水池の水質保全対策を目的として、牧尾ダム
貯水池上流端にある 2 号貯砂ダムに堆積している
土砂を撤去し、今後流入する火山噴出物の堆積容
量を確保する緊急対策工事を 10 月中旬に着手し
ました。

３．御嶽山噴火に伴う木曽川上流
域水質保全対策検討会の設置

御嶽山噴火を受けて 10 月 28 日に関係機関が
連携・協力し、水質監視体制や牧尾ダム貯水池の
水質保全対策、下流河川への影響緩和策等を検討
するため、国土交通省中部地方整備局、農林水産

御嶽山

牧尾ダム

直線距離
約10km 

味噌川ダム
直線距離
約18km

施設位置図（牧尾ダム・味噌川ダム）

御嶽山と牧尾ダム・味噌川ダムの位置図

2号貯砂ダム土砂撤去状況
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画としました。一方、放流初期に汚濁防止膜内に
沈降している高濁度の白濁水の放流が予測され
たため ､ 下流河川への影響を緩和する観点から
洪水吐ゲートから表層水を希釈水として放流す
る計画とし、下流河川への影響を確認するため、
関係機関と連携して、水質調査を日夜行うこと
としました。
（３）試験放流の結果

試験放流 1 日目は、利水放流設備からの放流
量を毎秒約 4m3 から開始しました。放流初期の
牧尾ダム放水口下流地点の濁度は高濁度となっ
たものの、時間の経過と共に急速に低減するこ
とを確認しました。2、3 日目は ､ 利水放流設備
からの放流量を前日より増量した場合、濁度は
一時的に上昇したものの、時間の経過と共に急
速に低減することを確認しました。試験放流最
終日の 4 日目には ､ 洪水吐ゲートから希釈水は
放流せず ､ 利水放流設備からの放流量を毎秒約
4m3 から 15m3 まで増量し ､ 牧尾ダム放水口下
流地点の濁度が 30 度以下になることを確認し試
験放流を終了しました ｡

試験放流の結果、岐阜県が水道水の取水を行っ
ている落合ダムの濁度は最大でも 10 度程度であ

省東海農政局、経済産業省中部経済産業局、長野
県、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、関西電力、
水資源機構中部支社をメンバーとする「御嶽山噴
火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会」（以
下「検討会」という）が設置されました。

これまで実施した検討会では、御嶽山噴火に伴
う牧尾ダム及び下流河川への影響把握するため
の水質監視体制の確認、下流河川への影響を緩和
するための対策、牧尾ダムの試験放流計画、今後
のダム運用について議論がなされ、関係者の総意
のもと、下流河川への影響抑制対策等を実施して
います。

４．牧尾ダムの試験放流

（１）試験放流の必要性
御嶽山噴火の翌日から牧尾ダム貯水池に流入

し始めた火山噴出物は、徐々に貯水池内に沈降
し、利水放流設備のある堤体付近でも貯水池の底
に濁度 800 度を超える白濁物質が沈降している
ことを確認しました。このことから、貯水池の底
水が直接下流に流れるのを抑制する対策として、
利水放流設備取水口の上流側に汚濁防止膜を設
置し、洪水吐ゲートから放流する表層水による希
釈を促進するために、大型土嚢を設置することに
しました。
（２）試験放流計画

試験放流は、牧尾ダムからの継続的な放流が、
木曽川本川への影響を与えないことを確認する
ことを目的に実施しました。

利水放流設備からの放流量は、下流河川への
影響を最小限にするため ､ 毎秒約 4m3 から開始
し、冬期間における最大日平均放流量（5 ヶ年平
均）である毎秒約 15m3 まで徐々に増加させる計

検討会の内容
開催日 検討会内容
第 1 回検討会

（H26.10.28）
検討会の設置 ､ 水質調査報告
牧尾ダム貯水池の現状と当面の対策 ､ 水質
監視体制
今後の取り組み

第 2 回検討会
（H26.12.8）

水質調査報告 ､ 牧尾ダム現状と課題
当面の対応方針、牧尾ダムの白濁物質の抑
制対策、牧尾ダム試験放流 ･ モニタリング
計画

検討会調整会議
（H26.12.25）

水質調査報告
牧尾ダム試験放流報告 ､ 牧尾ダムの貯水池
運用

汚濁防止膜設置状況イメージ図

汚濁防止膜設置状況
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５．おわりに

試験放流の結果、利水放流設備を用いた牧尾ダ
ムからの放流を継続しても木曽川本川への影響は
小さいことが確認できました。このため、昨年 12
月 26 日より利水放流設備を用いた牧尾ダムの運
用を行っています。

今後は、牧尾ダム貯水位の低下に伴い貯水池が
陸化し、融雪期の出水により白濁水の流入も想定
されることから、引き続き関係機関の協力も得な
がら貯水池への流入水や貯水池のみならず、下流
河川の水質について監視を継続していきます。ま
た、今後、濁水による下流河川への影響をできる

水質調査位置図

水質調査結果（濁度）

だけ緩和する観点から更なる対策の必要性につい
ても検討会を通じて検討を行ってまいります。

御嶽山の噴火後、これまでの間、牧尾ダムから
の試験放流を実施するに際しての事前対策や水
質監視等について、関係者の皆様にはご理解、ご
協力をいただき、誠にありがとうございます。昭
和 54 年の噴火でも牧尾ダムの水質の回復には長
期間を要しており、今後の対応に関して、引き続
き関係者の皆様にはご理解とご協力をよろしく
お願いします。また、今後も愛知用水の水源とし
て日頃よりお世話になっている王滝村・木曽町
等地元地域への引き続きのご支援をよろしくお
願いします。

り、影響は小さいことが確認
できました。また、愛知用水の
取水口がある兼山ダム地点で
は、木曽川支川からの流入等
により希釈され、影響が明確
に確認できない程度の濁度で
した。

また、水素イオン濃度（pH）
については、木曽ダム、読

よみかき

書ダ
ム、落合ダムにおいて、pH7.0
程度で推移しており、木曽川
本川での変化はほとんど無い
ことを確認しました ｡


