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●最近の異常気象とダムの役割

爲沢　今日は、岡山大学名誉教授で、土木学会会長や
ダム工学会会長を歴任された阪田先生にいろいろお話
を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
阪田　よろしくお願いします。
爲沢　早速ですが、最近、温暖化の影響のせいか、
雨の降り方が変わってきております。例えば水資源機
構の管理する四国の早明浦ダムでは、平成17年の14
号台風の際、渇水で空だったダムがひと晩で満杯にな
り、下流に放流しなければいけないほどの雨が降りま
した。もしもダムの利水容量が満杯の時に、あのよう
な雨に降られたら、下流に相当大きな被害を出したの
ではないか、非常に危機感を持っております。

平成21年10月の台風18号、25年9月の台風18号
での洪水調節に関しては、おかげさまで両方とも土木
学会の技術賞をいただきました。
（※受賞内容：「平成21年台風18号における淀川水
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操作による名張市街地の洪水被害低減」「平成25年
台風18号における淀川水系の洪水調節−7ダムの連
携操作により壊滅的被害を回避」）

これまで土木学会の技術賞は、黒部ダムや新幹線
など構造物が対象になってきましたが、初めて管理の
面が着目されて表彰を受けたことは、非常に良かった
と思います。しかし、ソフトでの対応には限界があり、
そういう点に関して、お話を伺いたいと思います。
阪田　まず、雨の降り方が非常に変わってきたことが、
地球温暖化の影響であることは世界的に認められてい
ます。温暖化が周期的に巡ってくるという説もあります
が、仮にそうだとしても、何百年、何千年というオーダー
の周期ですから、我々の意識としては問題にならない。

確実に雨の降り方が変わってきたと。簡単にいえ
ば台風の場合、海水の温度が上昇して水蒸気が増え、
熱帯性低気圧が持つ水蒸気の量によってエネルギー
が変わる。それがドッと降るわけですから大変な雨で
す。今までは考えられなかった雨が降り、それがダム
の場合、設計で考えていた雨量をはるかに超えてしま
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う。端的にいえば、今のダムではなかなか対応できな
いような雨の降り方になっているということですね。

昭和28年に京都を襲った13号台風では、嵐山の渡
月橋が冠水しました。実は、嵐山は私のふるさとで、
私はあそこで育ったのです。小学生の頃、13号台風
が平成25年の18号台風と同じコースで来たのですが、
その時は凄かった。私が覚えているのは9月の半ば過
ぎ、小学校では昼には「もう帰りなさい」と言われて、
帰る時には、もう、三条通から道路が冠水して膝くら
いまでありました。私は4年生でしたが身体が大きい
ほうだったから、小さな下級生を和船に乗せて、引っ
張って帰った。

帰る途中、ちょうど渡月橋から500ｍくらい下流が
右折している、そこの左岸が破堤した。目の前で破
堤するところをずっと見ていた記憶があるほど、物凄
い洪水だったのです。牛が流れてくる、豚が流れてく
る…、そんな感じで、おそらく、渡月橋の高

こうらん

欄が流失
したと思います。

その時の被害に比べたら、今回の台風では冠水はし
ましたが、それほど大した被害ではなかった。それは、
まさに日吉ダムがあったからなのです。

ところが翌日（9月17日）の新聞を見ると、そうい
う風には何にも書いてない。むしろ逆で、「日吉ダム
が放流したから被害がひどくなった」と、こういう書
き方ですね。いかに理解されていないかということが
分かります。

平成21年の3ダムの連携操作で対応した場合は、ぎ
りぎりのところで、セーフになったわけです。私はその
様子を当時の事務所長から説明していただいきました。

私はその当時、土木学会の会長でしたので「これは
やはり技術賞だ」と。ソフトであろうとハードだろう
と関係ない、技術そのものではないかと。幸い、審査
委員の皆さん方も「これはすごい」ということで、ダ
ントツで技術賞に選ばれたのです。日吉ダムの場合も
同じです。それはそれでいいことですが、それに頼る
のはもう限界です。

これからは異常気象に対応できるように、ダムの
再開発を、どんどんやっていく必要があると思いま
す。もう、新しいダムを次々に造る時代ではないし、
そうなると、今あるダムをどのように有効活用して
いくか。そのためには、ダムの再開発とか、いかに
再生して機能を強化していくかがが、これからの課
題だと思うのです。

●ダムの効用をわかりやすく伝えるには

爲沢　日吉ダムの場合、本来なら、異常洪水時防災
操作に移る予定でしたが、渡月橋の状況を見て、とて
も踏み切れなくて、もうちょっと頑張ろうということに
なった。通常は洪水時最高水位を超してはならないの
ですが、それを超えてまで貯め込んだのです。我々と
しては相当誇っていいのかなと思ったのですが、翌日
の新聞には、「通常の10倍放流して下流が溢れてしまっ
た」という風に書かれたです。

プロフィール：阪田憲次先生
昭和18年生まれ。昭和44年3月　京都大学大学院工学研
究科修了。岡山大学にて環境理工学部長、大学院自然科
学研究科長等を歴任。平成21年同大学名誉教授。
土木学会会長、日本ダム工学会会長、（社）日本コンクリー
ト工学協会会長等を歴任
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これからは、もっとＰＲの仕方についても、しっか
りと考えていかなければいけないと思います。

阪田　私もあの時、すぐに日吉ダムのホームページを
見ました。直後ですから、急いで作ったのでしょうが、
要するにプレスリリース程度の2～3行のもので、事
実だけ書いてある。今は、皆がホームページを見る時
代ですから、あのプレスリリースのような、事実だけ
を間違いのないように書いただけでは、なかなか一般
の人は分からないし、悪意で見る人もいるので、「自
分達の言い訳をしているだけではないか」ということ
にもなりかねないですね。

これは非常に難しいことですが、事実をいかに正し
く、一般の人に分かるように説明するかということは、
大きな課題だと思います。例えば、青蓮寺・比奈知・
室生3ダムの連携など、我々はハイドログラフ（※流
量図ともいう）で説明してもらうとよく分かるのです
が、一般の人は、ハイドログラフを見せられても何の
ことか分かりませんよ。

一般の人達が見て理解できるような説明の仕方、こ
れはなかなか難しいことですが、努力してやっていか
なければならないと思いますね。

日本人というのは、非常に賢明な国民ですから、分
かりやく説明したものがあれば、何が正しいか判断す
る力はあると思いますよ。ところが、今は圧倒的にメ
ディアの情報のほうが入りやすいから、間違った情報
があるし、時にはひどい報道もありますから、それに
惑わされていることがあると思います。

正しい情報を分かりやすく出すことは、言うのは簡
単ですが、実際にはなかなか大変なことです。

爲沢　昨年から洪水調節の最中に、下流に対する放流
量だけでなく、上流から来た水を、これだけダムに貯
めて調節し、下流には少ない水量を流しているという
情報をリアルタイムで出す試みも始めています。
阪田　そういうリアルタイムで出した情報に対する反
応というか、アクセス件数も調べられていますか。
爲沢　洪水調節中のアクセスは多いです。
阪田　そういうのはよい試みですね。
爲沢　日吉ダムのときには、相当、ツイッターで出回っ
ていまして、初めの頃は、「日吉ダムのせいで渡月橋
の地点で溢れた」みたいな話が多かったのですが、途
中から、ダムファンの方々がいろんなことを書き込ん
でくれて、「日吉ダムは素晴らしいことをやっている、
百年に1回の良い操作をやってくれている」とか、「洪
水時最高水位を超してもまだ貯めている、非常に頑
張っている」というような書き込みを沢山いただきま
したおかげで、批判の声は急激にしぼんでいきました。
阪田　インフラ全体にいえることですが、ダムに絞っ
て言いますと、ダムの効用、ダムの働き、ダムの役割
がどういうものか、もう少し、広報していかなければ
なりませんね。

私の考えでは、水資源機構とか国交省が単独でや
るのではなくて、関連する機関が集まって知恵を出し
合うようにすればよいと思う。ダム工学会でも土木学
会でも、そういう時代になっています。幸い、JCOLD

（Japan Commission on Large Dams 一般社団法人日
本大ダム会議）の広報連絡会を再開する話もある。あ
るいは土木学会広報センターでも、独立した組織に専
従を置き、専門的にやらせるような動きが出てきたの
は、非常に良いことだと思います。

先ほどのダムファンのように、ダムのことを非常によ
く知っているサポーター、そういう人達との連携も非常
に重要だと思います。いろんな手段を使って、やってい
く必要がある。なぜかといいますと、地球温暖化の中で、
ダムの再生や水力発電の果たす役割は重要だからです。

●水は理想的な再生可能エネルギー

阪田　地球温暖化は、20世紀の我々が生活を豊かにし
ようとやってきたことの付けですね。もうひとつ、不幸な
ことに、東日本大震災では、原発事故や放射能汚染のな
ど、いろいろと大変なことが起こった。これも20世紀の
科学技術の生み出した１つの付けですね。地球温暖化を
防止しようと、火力発電から原子力発電に切り替えたわ
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けですが、結果的に原子力発電も火力発電もどちらも望
ましくないことが分かったわけです。

最近、エネルギーミックス（電力構成）の素案が経産
省の有識者会議（2015.4.28）に出されましたが、これ
を見ると、2010年の再生可能エネルギーは10％で、ほ
とんどが水力（8.8～9.2％）です。

2030年には、再生可能エネルギーを22％～24％に
増やそうということですが、水力は何にも増えていない。
それが私には不満というか、不思議でならない。水力は、
一番理想的な再生可能エネルギーだと私は思いますよ、
実績もあるし。なぜ、それをやらないのかと思いますね。

しかも、JAPIC（Japan Project-Industry Council 
一般社団法人日本プロジェクト産業協議会）の提言

（2013.12）では、新たに造らなくても、既設のダムでま
だ2倍くらいの出力が見込めると。もちろん改造は必要
ですが、比較的安いお金で水力発電が出来ると提言して
います。

それとダムは、単に発電だけでなく、洪水調節もある
し、渇水のときの飲み水でもあるし、いろんな意味で、我々
人間のために役に立つ社会基盤ですが、そういう認識が

全くないところが非常に残念ですね。
爲沢　そうですね。
阪田　政治課題にもならない、経産省の「エネルギーミッ
クス」を見せられると、結局、水力発電にはあまり期待
していないと、そういう風に国民に受け取られてしまう
恐れがあります。

何とかして、政治課題に取り上げてもらうような努力
をしないと。私はいろいろ提言しているのですが、なか
なか取り上げられないし、国民にも理解してもらってい
ないということです。そういう点で、これから広報を本
気でやっていかなければいけないと思います。
爲沢　小水力発電という話は、クリーンエネルギーとい
うことで出てくるのですが、ダム式水力発電はほとんど
表に出てこないような気がしますね。
阪田　まさにその通りです。基本的なところで、ダムアレ
ルギーというか、そういう認識を変えるような広報活動は、
諦めずにしっかりやっていくしかないですね。それがこれ
からダムを広報する上で大きな課題だと思います。

●観光資源・学習施設としての
　ダム活用を

爲沢　関東の下久保ダムは、今年は5年ぶりに、洪水
期に向けて非常用洪水吐を含め４門からゲート点検放
流をやりました。地元とタッグを組み、事前に新聞社
でも６月28日にやることを盛んに書いてくれた。そう
したら、予想をはるかに超えてダムカードを1900枚
も配るほど、人が集まりました。

来た方々に地元の食堂でダムカレーを食べてもらっ
たり…、そういうところで地元と協力しながらやってい
くのは、非常に重要なことだと思いましたね。あんなに
大勢の人が集まったのは、下久保ダムでは管理が始まっ
て以来、初めてのことではないかと言われています。
阪田　やはりダムというのは、観光資源でもあるし、
学習の場でもあるわけです。

聞くところによると、黒部ダムとか宮ヶ瀬ダムなど
は、年間100万人もの人が訪れるという話です。巨大
な構造物を自然の中で見ることは、非常に雄大である
し、圧倒されますね。今おっしゃったように、地元の
人との連携で、一種の観光施設として大いに活用して
いくことは、もっと考えたほうがいいと思います。

僕はアメリカのフーバーダムに何回か行ったのです
が、あそこは徹底していますね。ラスベガスから近い
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ということもあり、観光バスでどんどん来ます。あそ
この資料館から発電所のほうまで入っていくツアーも
あって、専門ガイドの説明も非常に分かりやすいし、
面白い。よく工夫して説明しています。

単に「ここは何をするところです」というのではな
くて、「フーバーさんは何代目の大統領で」というよう
なところから始めている。日本もそういったことをも
う少し勉強して、やるべきではないかと思いますね。

シアトルでは、チッテンデン水門で魚道を見ました。
ガラス張りになっていて、大きな魚が上っていくのが
見られるわけです。あのようにいろんな工夫を考えて
いく必要があると思いますね。

形式的な説明や広報ではなくて、一般の人が見て「な
るほどな」と思うようなことを考えて欲しい。水資源
機構には、どちらかというと技術屋さんが多いようで
すが、専門家の知恵を借りたりして、ダムの魅力とか
ダムの役割とかをアピールしていくことが必要だと思
いますね。

爲沢　水資源機構では、長良川河口堰に魚道の観察
窓をつけたのが最初で、その後、各地の取水堰につけ
ていまして、一般の方々にも見ていただけるようになっ
ています。魚道を作っても、はたして魚が遡上するだ
ろうかと危惧されていたのですが、観察窓からいろん
な魚が上がってきているところが見えるので、説明し
なくても理解され、子供にも喜ばれています。
阪田　それはいいことですね。僕も最初アメリカで見
た時には、これはいいなあと思ってね。帰ってから、
いろんな人に推奨したことがあります。
爲沢　アメリカほど贅沢は出来ませんが、小学生など
にしっかり見ていただくことは、非常に大事ですね。
阪田　大事なことです。アメリカの人達は、本当に物

事をエンジョイすることが上手ですよ。そういう視点
で考えるから、ああいう魅力的な施設になるのかもし
れません。

日本だってそれは可能です。日本人というのは勉強
するのが好きだから、ただ単に観光施設だけではなく
て、勉強のためとか、いろんな目的をもったミュージ
アムをやっていくと良いと思います。
爲沢　日本も高齢化社会を迎えており、ご年配の方
は旅行に行かれる機会も多いようですし、子供さん
も合わせて、そういう方々に、少しでもダムに目を向
けていただく努力が必要だと思います。今は、生真
面目な技術屋が資料を作っているので、専門用語が
多い。もっと、分かりやすく伝えることが重要だと思
いますね。
阪田　それと地元の人との連携が非常に重要ですね。
これも昔の話ですが、ダムへ向かう取り付け道路に、
いくつか小さいトンネルがあり、そのトンネルにはい
ろいろ名前がついていて、その銘板を全部地元の小
学生に書かせたのです。習字の時間に。それを銘板
にして貼っている。これは、非常にいいなあと思った
のです。

つまり、その銘板を書いた2年生、3年生の女の子
がどこかへ出て行き、将来、子供を連れて故郷へ帰っ
たときに「これはお母さんの書いた字ですよ」と。そ
ういう１つの銘板を通して、いろんなコミュニケーショ
ンができる。大々的なものでなくても、そんな些細な
ことでも、地元の人達と非常に良い会話が出来るので
はないかと。
爲沢　もう少しきめの細かい広報が大事ですね。

●技術の継承は海外への挑戦で

爲沢　話は変わりますが、ダムの適地がだんだん減っ
て、新規の建設事業が非常に少なくなってきています。
水資源機構でも、建設現場が減ってくると、なかなか
経験が積めないわけです。

ダムに関する技術力やノウハウを持っておられる先
輩方が働いている現場で指導すれば身につくと思いま
すが、その現場が無い。そのため、技術力が伝わって
いかなくなり、将来、困るのではないかと非常に危惧
しているところです。

発注者側だけではなく、受注者側にしても、現場が
少なくなってくると、資格がなかなか取りにくい。典
型的な例がＣＭＥＤ（ダム工事総括管理技術者）で、
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資格を持つ人達がほとんど東北の復興の方へ行って
いる。発注者側も受注者側も、ダムを造る技術をどう
やって伝えていくかが、重要な課題となるのではない
でしょうか。
阪田　それはダムだけではなく、土木構造物一般に言
えることです。日本が非常に高い技術を持っている長
大橋の技術なども、技術者の高齢化と現場がないのと
両方で、廃れていくわけですよね。

技術の伝承というのは、紙に書いて残しても伝わら
ない。やはり現場があって初めて伝承があるわけです
から、現場がなかったら現場を求めることになります。

そう考えると、私は海外進出をやるべきだと思う。
なかなか難しい問題はありますよ。しかし以前にインド
ネシアの副大臣と話をした際、インドネシアには、まだ
多くの需要があるということでした。ダムもそう、長大
橋もしかりです。インドネシアには島が沢山あるから、
日本の技術に期待しているという話がありました。

●他国との競争はオールジャパンで

阪田　海外進出には、いろんなリスクがあってなかな
か大変です。ゼネコンも若干躊躇しているところもあり
ますが、もうこれは官民一体となって、オールジャパン
でやっていかなければなりません。その際、一番大き
な問題は、リスクをどう分担するかということです。

日本の体制を見ると、どうも官側はリスクをあまり
分担しない、みんな民間にかぶせてしまうということ
が一般的かと思うのですが、やはり、リスクもちゃん
とお互いが分担するように改めることです。

もう１つ、中国とか韓国は、ものすごく他の国へ進
出して仕事を取っています。中国は質が悪いなどと
言ってはいられない。中国の技術は、相当レベルが上
がっていると思いますね。特にアジアでは中国と韓国
のような国々と価格とかその他の面で競争していかな
ければなりません。日本は高いから無理だとか、出来
ないことばかり数え上げて手を出さないというのでな
く、やはり、現状をどう打開するか、よく考えて努力
していく必要があります。

まして、中国がアジアインフラ投資銀行をやるよう
になると、状況はますます厳しくなって来ると思いま
すが、そこに活躍の場を求めなければなりません。国
内でいくら頑張っても、現場が無いということでは、
なかなか伝承は出来ないですね。他の国と競争してい
くには、他国に打ち勝つような技術力で対抗しないと。

特に日本製品は値段が高いといわれていますから、値
段を低く抑えるような技術の開発とか。
爲沢　何年か前にタイの国際コンペに手を上げた事
例では、先方がリスクを受注者側に押し付けようとす
るところが見えて、とても怖くて手が出せないで断念
したということがあります。

外国に出て行くからにはリスクをどこまで考えてお
くかが非常に重要なことだと思いますね。中国は国
策でやりますから、多少赤字が出てもいいという感
覚でやっているような気がしないでもない。日本の
場合は、赤字覚悟で造るのはなかなか難しいでしょ
うから、そこのリスク管理が非常に重要ではないかと
思います。

阪田　今まで海外進出がなかなか進まないのは、今の
ような理由からだと思います。

しかし理由が分かっているのなら、それに対する解
決策を模索していくべきであって、それをやらなかっ
たら、いつまでたっても海外へ出て行けないし、中国
や韓国に全部持って行かれるということが目に見えて
いますよ。

日本がアジア開発銀行で主導権を握ってやってき
たことと、同じようなことを中国主導でやろうとして
いる。その辺は、やはり、したたかというか、国家戦
略でやっているのでしょうが、日本もそれに対抗して、
オールジャパンで行かないと道は開けないのではない
かと思いますね。
爲沢　これからの技術の継承は、国際化時代の流れ
に合わせてやっていかなければならないということで
すね。ダムの広報のあり方をふくめ、本日は、貴重な
お話を聞かせていただき、ありがとうございました。
 対談日：2015年7月3日
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これからのダムのあり方を考える




