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話題提供

• 日本の貴重な資源である水力エネルギーを
総合的かつ持続的に活用するためのこれか
らの水力開発推進策

– NPO法人「水力開発研究所（HDRI）」を通じた
活動

– 「今こそ問う水力発電の価値～その恵みを未来
に生かすために～」の出版

•国土文化研究所（㈱建設技術研究所）
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再生可能エネルギー新時代における水力開
発セミナー（第 3 回）
-令和の時代の水力発電の目指す姿と推進策-
元年 6 月 5 日(水) 



１．提言の主旨①

• エネルギーセキュリティ、地球温暖化対策、地域活性化は
国の重要課題、 再生可能エネルギーの拡大導入策をは
じめ、エネルギー問題に対して国民全員の参加が必要

• 日本は脊梁山脈が国土を縦走し、支沢が湧水や降水を
集めて大きな流れを形成

– 平時の穏やかな流れはくらしに恵み、洪水時には土砂
や流木が急流を激しく流れ人々に脅威、 これらは
豊かな生態系を育んでいる

– 一方で、水源地である山間地域は農林水産業が衰退、
人口減少や高齢化が進み、若い世代の雇用の場の
確保が困難に



１．提言の主旨②
• 水力発電は、

– 安定した発電と制御性に優れているため、
不安定電源が増大する電力系統の安定に貢献

– 設備の寿命が非常に長いために、
長期的には最も低廉な電力を供給

– 環境面、地域社会への貢献面から、
多様な価値を発揮できる可能性

（参考）
日本の理論包蔵水力はドイツの約6倍、水力エネルギーに
非常に恵まれた国土。しかし、出力1万kW以下の小水力発電
所の数は、ドイツ （約7,500箇所）の1/5にも満たない状況
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ドイツ・バイエルン地方

ドイツ全国の水力発電所

ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省
https://www.umweltbundesamt.de/sites/def
ault/files/medien/377/bilder/dateien/wasser
kraftwerke_deutschland_bestand_0.pdf

水力発電所位置検索データベース
http://kisnet.dip.jp/~aika/hatuden/index.php

ドイツに比べて、日本の水力発電の利用密度はかなり低い



１．提言の主旨③

• 開発が進まない理由は何か？

– 事業の採算性と合意形成に関する問題が多い

– その背景に、３つの課題（弱点）

• 水力の価値の理解の共有不足

• 国の総合的な開発戦略・推進体制の欠如

• 水力関係者への専門的な支援の弱さ

行政、関係機関、専門家、地域関係者をはじめ、国民
の力を結集して、環境に調和した総合的な水力開発を
推進するための議論と具体的な取り組みを開始すべき



２．水力開発の検討対象①

１．環境に調和した小水力発電の新規開発

– 我が国の豊富な小水力発電の未開
発エネルギーを、地域の環境と調
和し、地域に貢献するように、適切
なコストでの開発利用を推進

– 開発の対象地点、建設コスト、地域
コミュニティ、配電線網への接続（出
力2MW以下）等との関係を考えた
合理的な開発利用策を検討

参考：環境省の調査（2015年度）による未開発水力のポテンシャル

出力10,000kW未満は、878万kW、462億kWh（設備利用率60％と仮定）

出力1,000kW未満は、568万kW、299億kWh（設備利用率60％と仮定）

新曾木水力発電
曾木の滝（奥）と発電所取水口（手前）



２．水力開発の検討対象②

２．既存の水力発電所の機能と環境適合性を高める

再開発

– 環境、発電所機能、安全性等の面から既存施
設の総点検を行い、環境に調和し、高機能で、
地域に永続的に貢献する持続可能な水力発
電に再構築するように官民を挙げて推進

– 我が国の水力発電所の平均稼働年数は約60

年であり、水車・発電機等の主要な設備の更
新時期を迎えた水力発電は、小さな増分費用
で使用水量を増大して高機能化する再開発の
チャンス

参考：第5次発電水力調査（1986年）による再開発水力のポテンシャル
出力149万kW、35億kWh

帝釈川ダム



２．水力開発の検討対象③

３．発電用以外の既存ダムの総合的な水力エネルギー
利用

参考：JAPIC水循環委員会（2013年）による既存
ダムの最大活用によるポテンシャルの試算

出力930万kW、324億kWh

– 発電用以外の既存ダム（ＮＰＤ）の落差お
よび貯水容量を水力発電に総合的に
活用する取組を推進

– 最新の科学技術に基づいて気象データや
流域情報を活用したダム貯水池の予備放
流や洪水貯留などを行うダムの弾力的運
用の技術と制度が必要

– 発電用ダムについても地域の環境・防災
等に貢献する取組を推進

姉川ダム

米国ＮＰＤダム開発



• 2030年までに水力発電を2倍に

• そのために、政府、産業界、その他のステークホルダーが何を行うかを考え
る必要あり

• 300万以上の河川や渓流に65,000 MW の追加
• 発電に利用されていないダムに12,000 MW の追加
• 従来の発電に加えて、揚水発電利用も重要

①Non-powered dam/ ②Conduit (水路）/ ③New dam / ④Pumped-storage

Non-Powered dam（未発
電ダム），50,000ダム
（12GW）
上位100ダム（8GW）は，
米国陸軍工兵隊（USACE）
が管理する Ohio, 
Missouri, Alabama, 
Arkansas Rivers, 
環境NGOも支持



調査検討し議論する場の設定

１．経済産業省、国土交通省、環境省、農林水産省、総務省が環境に調和し
た水力開発の取り組みに関する連携協定を締結し、活動資金を共同で予算化

２．水力発電関係の団体、専門家などが協力して以下の各課題の解決に取り
組む体制を構築

３．水力の開発および運転保守の現場から深堀した課題と知恵を汲み上げ、
新たな水力開発の方向性を検討し、成功モデルを全国へ普及・展開

社会、環境、資源を含めた高い立場から叡智を集め、地域の資源を地域ごと
に総合的に活用する事業モデル、水力利用の技術、制度のあるべき姿を
追究し、改めて水力の価値を問い直す

国民の共有財産である水力エネルギーの利用は発電を最適化するだけでは
なく、 再生可能エネルギーとして、環境に調和し、地域に永続的に貢献する
ように地域が主体となって開発・利用するべき

行政や研究者の分野を超えて若い人とベテランが自由に交流し、これからの
水力開発の価値とこれを生かすための方策を調査検討し議論する場を設置



水力発電の恵みを次世代に
引き継ぐための3  つの課題と

10  の解決策

課題１：水力発電が有する価値の発信

■解決策１：電力価値の発信
■解決策２：環境価値の発信
■解決策３：社会的価値の発信

課題２：地方創生に資する水力の推進

■解決策４：多分野にわたる技能を持った水力発電技術者の養成
■解決策５：地方創生に資する新たな事業スキームの提案
■解決策６：河川環境と発電の両立
■解決策７：ハイブリッド方式への貢献

課題３：既設ダムの総合活用

■解決策８：ダム運用の高度化
■解決策９：ダムの嵩上げ
■解決策１０：ダムの維持管理の技術革新

監 修 角 哲也・井上素行・
池田駿介・上阪恒雄

編 集 国土文化研究所
執 筆 水力発電価値評価

研究会
出版社 技報堂



どこまで水力エネルギーで自給可能
か？

電力自給率マップ［水力発電版（既設）］

水力で60% 以上賄える地域：富山県
水力で40% 以上賄える地域：新潟県，福島

県，
長野県，山梨県，岐阜県，高知県，宮崎県

水力発電による電力自給率
ポテンシャルマップ

水力で60% 以上賄えるポテンシャルのある地
域：富山県，新潟県，長野県，岐阜県，高知県
40% 以上：山形県，福島県，山梨県，宮崎県



国土交通省所管ダムの発電参画状況
⚫ ダム高，流域面積が比較的小さなダムでは，水力発電設備が
未設置のケースが多い

⚫ 発電が行なわれていないダムは282 か所あり，さらなるエネル
ギー利用の推進が望まれる

温見ダム
(山口）

内見ダム
(山口）

小倉ダム
(新潟)

笹ヶ峰ダム
（新潟)



➢ 合計すると約35万世帯の電力量に相当する約1,270GWh/年の
増電効果が得られる → 12.7億kwh/年 （黒四：10億kwh/年）

国土交通省所管の管理ダム545基を対象に
河川維持流量を有効活用して発電に使用した場合の増電量を試算

全545基

河川維持流量を発電に有効活用できる
可能性があるダム(456基)の増電量

⚫発電が行われていないダム(282基):

約103GWh/年
⚫発電が行われているが河川維持流量
が発電に使用されていないダム(174基):

約1,167GWh/年



水力発電のパラダイムシフト
都市主体から地域主体の水力発電へ

図 都市主体から地域主体の水力発電への転換

⚫ 地方が主体となって発電所を整備し，電力を地産地消するこ
とによって，地域内で経済循環を促す

⚫ 余剰電力が得られれば都市にも供給し，地方は売電によって
収入

⚫ 地域資源として保全すべき河川維持流量などの環境保全対策
について，地方（地元関係者）が主体的に関与し，合意形成
を透明化



津山市阿波における小水力発電プロジェクト

• 落合川 (直接流域面積:7km2)

・ 旧阿波村（人口563人,高齢化率44%)

・地域活性化のために地元の資源である
水と渓流の落差（自然の滝地形）を利用
したエネルギー開発

・最上流に黒岩高原（保水効果抜群）

・冬期の積雪（すぐ裏は鳥取県）

・検討のポイント（事業採算性，環境との調和
（景観・生態系），地域共同の仕組みの確立）

・設計のポイント（発電取水量（流量観測・流況
曲線推定）， 有効落差（取水点（既存の砂防ダム利用），発電所）

18

発電

生態
系

景観



キャップストーンプロジェクト
⚫ 京都大学では，HDRI の支援を受けて水力発電をテーマとする

大学院学生対象のグループ研修（キャップストーンプロジェク
ト）を開始しており，こうした活動が広く国民的関心と支持を
受けることを期待

京都大学大学院学生を対象としたキャップストーンプロジェクト活動の様子



アルプス地域の再生可能エネルギー

圧倒的に水力発電が多い，ダム式も，流れ込み式も同様に評価

（出典：Alpine Convention)



アルプス地域の共同体（Alpine Convention)

• 水力発電と環境保護の調和

• アルプス地域の統一的なアプローチ

• 河川区間の生態系価値の評価

– 現在のみならず、将来の変化の先取り

– 他の区間に対する特別な価値

• 農業用水路など、他目的で利用されている水量の有効活用
（発電に伴う環境影響は小さい）

持続可能な小水力発電のガイドライ
ン

アルプス地域への多様
な圧力と期待

持続可能性の３つの要素

（出典：Alpine Convention)



河川区間ごとの水力発電開発可能性分類

生態系／
景観の価値

発電ポテ
ンシャル

（出典：Alpine Convention)高い

低い 高い 禁止

電力価値
分類

電力量価値

出力価値

出力当りの
導水長さ

生態系
価値分類

水域
価値

生息場
価値

景観
価値

スイスでは、発電ポテンシャルと生態系/景観の価値の両面から山地
河道区間を分類し、環境保全と未開発区間の利用促進を両立

開発可能性高 開発可能性中 開発可能性小 開発禁止



スイスにおける検討事例（ライン川上流部）



まとめ
• 水力発電の価値再評価と推進方策

– NPO水力開発研究所の活動

– 「今こそ問う水力発電の価値～その恵みを未来に生かすために
～」

• 日本版NPDを地域の資産として有効活用
– 何が課題か？

コスト、法制度、いいモデル事例・・・ 指定管理者制
度など

• 小水力発電の促進可能性
– 環境との共生，アルプス地域モデル

– NPOでの取り組み

流況評価技術、河川維持流量をいかに最適化するか？

• 一番心配なこと
– 今の電力会社ではダム再生は難しい

水力の特性に合った意思決定（長期投資戦略）が必要
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「グラハム・ベルの予言」の社会実装に向けて
⚫ 中山間農業地域の小水力開発でEV 車の充電スタンドを設置した場合，どの程
度電力を賄うか

⚫ 包蔵水力（導入ポテンシャル）を全て開発した場合，中山間農業地域の人がEV 
車で使用する電力の100 ％以上を賄うことが可能であると想定される

表 EV 車充電スタンド設置の試算結果

< 仮定>
⚫ ◎ 使用電力量：中山間農業地域の人口のうち3 人に1 台，1 日平均40 km走行すると仮定して算出
⚫ ◎ 発電電力量：中山間農業地域の小水力ポテンシャルから，最大発電可能電力量の6 割，1 日10 時間が充電可

能な時間として算出


