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はじめに 
 

　今回も矢作川の水収支について述べてみたい．平成１７

年は農業用水の使用量が多くなる４月，５月，６月に少

雨となり，この３ケ月の総雨量は２７９mmであった．いず

れの月も矢作ダムの運用開始以来の少雨となり，特に５

月は記録的な少雨で，平年の１８４mmに対し８９mmであった．

このため水量を必要とするアユの遡上期と田植え期を乗

り切ったあと，６月３日から７月４日まで第１回目の節

水，続いて自主節水も含めて７月２９日から８月２２日ま

で第２回目の節水を実施した．しかし，稲作に大きな被

害はなかった． 

　以下，矢作川水利調整協議会の委員会資料及び平成１７

年矢作川利水管理年報を参考に，水収支の観点から水利

用について記述する．矢作川の利水概要，本川における

水利事業および河川利用率の算出法については，今井 

（２００２）を参照されたい． 

 

平成17年矢作川本川の水収支（まとめ） 
 

　本年の矢作ダムの貯水状況から本川の状況を月別に見

ていく． 

　１月は昨年ほどではないが雨が少なく，３８mmで８日

間しか降雨が観測されなかった．ダムへの平均流入量は

１４ｍ3/s，平均放流量は１１ｍ3/s，利水量は９ｍ3/sで，内訳

としては平均農水２ｍ3/s，工水４ｍ3/s，上水３ｍ3/sだった．

一方ダムの貯水位は１月１日の時点で２７６.３５ｍ，貯水

量１,５６０万ｍ3，貯水率は２４%であった．月末には，貯水

位２８２.４４ｍ，貯水量２,４５０万ｍ3と増え，貯水率も 

３７.７%となり平年値３,２００万ｍ3の７６.５%となった．又，

明治用水頭首工から下流の放流量は最大１６ｍ3/s，最低６

ｍ3/sであった． 

　２月の降雨量は平年並の６９mmで，降雨日数は前月と

同じ８日であった．ダムへの平均流入量は１５ｍ3/s，平均

放流量は１０ｍ3/sで，いずれも１月とほぼ同様であった．

利水量は１０ｍ3/sで，内訳は農水２ｍ3/s，工水５ｍ3/s，上水 
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３ｍ3/sであった．ダムの状況は月末で貯水位２８９.１０ｍ，

貯水量３,６４０万ｍ3，貯水率５６%だった．平年値貯水量 

２,７５０万ｍ3に比べ，３０%増の貯水量であった．明治用水

頭首工からの放流量は平均１０ｍ3/s，最大２３ｍ3/s，最低７

ｍ3/sであった． 

　３月は雨が多く，平年より２０%多い１５９mmの降雨を記

録した．ダムへの平均流入量は２２ｍ3/s，平均放流量は２１

ｍ3/sであった．利水量の平均は１０ｍ3/sで，２月と同じで

あった．内訳は農水２ｍ3/s，工水５ｍ3/s，上水が３ｍ3/sで

あった．ダムの状況は月末で貯水位２９２.０３ｍ，貯水量 

４,２５０万ｍ3，貯水率６５.４%であった．平年の貯水量３,７５０

万ｍ3より１３%も多く貯水された．一方明治用水頭首工か

らの放流量は平均２６ｍ3/sで最大は５７ｍ3/s，最低７ｍ3/sで

あった． 

　４月は３月から一変して雨量が６３mmと少なくなり，

平年値１６３mmの３８.７%であった．月末のダムの貯水位は

２９３.０３ｍ，貯水量４,４３０万ｍ3（平年値４,８９０万ｍ3の９１%）

であった．ダムへの流入量は平均１６ｍ3/s，放流量１５ｍ3/s，

利水量１４ｍ3/sで，農水は早生品種のかんがいが始まり７

ｍ3/s，工水４ｍ3/s，上水３ｍ3/sとなり，流入分だけを放流

している状況であった．又明治用水頭首工からの放流量

は１０ｍ3/sで，中間流域からの流入分が放流された形とな

った． 

　５月も４月に続き平年の約半分の雨量の８９mmであった．

ダムの状況をみると，上旬４,３３０万ｍ3の貯水量が月末に

は２,４００万ｍ3（平年３,８１０万ｍ3の６３%）まで落ち込んだ．

ダムの流入量は上旬１３ｍ3/sが下旬１０ｍ3/sに落ち，ダムか

らの放流量は上旬１６ｍ3/sが中～下旬は２０ｍ3/sに増えてきた．

利水量は農水の使用量がピークをむかえ１５ｍ3/sと前月の

倍となり，工水４ｍ3/s，上水３ｍ3/sで，前月と同じであっ

た．明治用水頭首工からの放流量は上旬７ｍ3/s，中旬５

ｍ3/s，下旬には３ｍ3/sと落ち込んでいった． 

　こうした中６月に入り，２日に１０mm程度の雨が降っ

たがダムの状況には変化がなく，貯水量２,３５０万ｍ3（平

年値３,６８０万ｍ3の６３.９%）で，１日当り５０万ｍ3の減水が

あり，天気予報でも暫く雨の見込みがなかったため，６ 

 



に畑地面積６９２haを加えて作付面積５,８８４haを算出，こ

れをもとに１０ａ当りの消費量を換算）で昨年より節水

した分消費量が減った．上水道は９,９００万ｍ3で，総利

水量の２０%，昨年より１００万ｍ3減った．工業用水は１億

２,７００万ｍ3で総利水量の２７％，昨年より１,１００万ｍ3減った． 

　結論として，雨量は昨年は５月，６月に多雨となり，

７月が少雨だったのに対し，本年は逆に５月，６月が少

雨で７月が多雨となった．その結果６月～７月に節水を

することになった．河川利用率は，昨年と比較して約

９００mmも雨が少ないため，過去２９年間の平均４１.３%を大

きく上回る５２.９%になった．平成１４年以降３年ぶりに５０

%を超えた河川利用率であった． 
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月３日から第一次節水（農水２０%，工水３０%，上水１０%）

を６月１０日まで実施した．この時点の貯水量は１,９９０万

ｍ3，貯水率３９.８%，平均流入量は９ｍ3/s，放流量１６ｍ3/s，

利水量２１ｍ3/sであった．このため６月１１日から第二次節

水を行った．第２次節水では田植えも終ったため農水の

み１０%節水を強化し，農水は３０%節水を７月１日まで実

施した．なお，梅雨入りはほぼ平年並の６月１１日であ

ったが，まとまった降雨はなく，雨量は平年２５０mmに対

し９９mmと，平年の３９.６%にとどまった．ダムの貯水量は

６月３０日で１,７３０万ｍ3，貯水量３４.６%まで落ちた．梅雨

の期間でもあり月末には少々まとまった降雨もあったが，

平均流入量は１１ｍ3/s，放流量は１４ｍ3/s，利水量は２０ｍ3/s

であった．明治用水頭首工からの放流量は平均２ｍ3/sと

大幅に減った． 

　７月に入っても節水が続けられた．２日から４日まで

の３日間，農水５０%，工水４０%，上水２０%の節水を行う

ことが既に６月中に決定されていた．しかし，１日から

４日までに１８７mmの予想外の降雨に恵まれたため，７月

４日に節水は解除された．その時のダムの貯水量は３,３９０

万ｍ3，貯水率６７.８%だった．平年値は４,１２０万ｍ3である．

流入量の最大は２１３ｍ3/s，放流量１００ｍ3/sであった．利水

量は上旬で１８ｍ3/s，内訳は農水１２ｍ3/s，工水３ｍ3/s，上

水３ｍ3/sということであった．明治用水頭首工からの放

流量は，最大１９８ｍ3/s，最低４ｍ3/s，月平均では６８ｍ3/sで

あった．そうした中，７月１８日には梅雨明けとなった．

中旬以降はまとまった降雨はなかったため，７月２９日

より再び自主節水に入った． 

　８月は月の半分以上雨が降った．雨量は平年の２３２mm

に対し１９９mmと対平年比８６%であった．７月２９日から自

主節水となっていたが，８月９日から再び農水２０%，工

水３０%，上水１０%の節水を開始した．この時のダムの状

況は，ダム水位２８４.５０ｍ，貯水量２,７３０万ｍ3，貯水率５５

%であった．流入量は上旬の平均が１６ｍ3/s，放流２１ｍ3/s，

利水量２９ｍ3/sで，内訳としては６０%の作付である早生品

種の出穂の時期となったため農水が２１ｍ3/sと多く，工水

４ｍ3/s，上水４ｍ3/sであった．明治用水頭首工からの放

流量の平均は３ｍ3/sであるが，日数の８０%は魚道からの

放流量０.６２ｍ3/sだけであった．中旬以降は降雨のあった

日数が多くなり，中下旬で１５７mm降った．このため節水

も８月２２日に解除された．８月のダムへの平均流入量

は１９ｍ3/s，放流量２０ｍ3/s，利水量２６ｍ3/sであった．内訳

としては，農水１９ｍ3/s，工水３ｍ3/s，上水４ｍ3/sであった．

又，明治用水頭首工からの放流量は５ｍ3/sであった．ダ

ムの水位は１日には２８５.９１ｍだったが３１日の月末には 

２８４.８８ｍとなり，１ヶ月で１ｍ下降した．確保水位も

８月１日から１０月１日に向かって下降していく運用と

なっている． 

　９月に入り，雨は上旬にはまとまって降ったが，下旬

は少なかった．月雨量は２０９mmで平年の７３%であった．

工水，上水の使用量は前月とほぼ同じで，工水が４ｍ3/s，

上水も同じく４ｍ3/sであった．農水は１２ｍ3/sと早生品種

が落水した分だけ落ち込んできた．ダムへの流入量は平

均３０ｍ3/s，放流量は３３ｍ3/sで，確保水位をやや上回る程

度で水位が下降し，月末には貯水量２,３９０万ｍ3，貯水率

４７.８%となった．明治用水頭首工からの放流量も２９ｍ3/s

とかなり多かった． 

　１０月は，昨年の４０%ではあるが平年の１.３倍となる

１９５mmの雨が降り，洪水調整が大変な月となった．ダム

への平均流入量は２１ｍ3/s，放流量は２２ｍ3/sで，流入した

分だけ放流していた状況で，利水は農水が減った分約

５０%が減水され１１ｍ3/sとなった．内訳は農水３ｍ3/s，工

水５ｍ3/s，上水３ｍ3/s であった．貯水量は上旬２,３００万ｍ3，

貯水率４６%だったが，月末には貯水量２,０２０万ｍ3，貯水

率３１%となった．これは１０月１６日に洪水調節期間が終

わり，満水量が５,０００万ｍ3から６,５００万ｍ3となったこと

にもよる．流入量は平均２１ｍ3/s，放流量は２２ｍ3/s，明治

用水頭首工からの放流量は平均２５ｍ3/sであった． 

　１１月は降雨が大変少なく，３７mmと平年の約１/３であ

った．ダムへの流入量は平均１２ｍ3/s，放流量１４ｍ3/s，利

水量１０ｍ3/sだった．利水の内訳は農水３ｍ3/s，工水４ｍ3/s，

上水３ｍ3/sであった．ダムからの放流量が多いのは，矢

作ダムの保守点検を行うため，この時期に平年通り約

４,０００万ｍ3を大幅に減水して月末の貯水量１,４５０万ｍ3ま

で落としたためである．明治用水頭首工からの放流量は

平均１２ｍ3/sであった． 

　１２月に入っても雨は少なく，２７mmと平年の５９%であ

った．このためダムへの流入量も前月に比べ２ｍ3/s少な

い１０ｍ3/sで，放流量も同じく１０ｍ3/sであった．利水量は

農水２ｍ3/s，工水４ｍ3/s，上水は３ヶ月連続で３ｍ3/sであ

った．ダムの貯水量は月末で１,２９０万ｍ3，貯水率２０%，

明治用水頭首工からの放流量は６ｍ3/sであった． 

　平成１７年の水収支についてまとめてみる．まず，総

利水量は４億８,６００万ｍ3で，昨年より３,０００万ｍ3少なか

った．これは夏場の節水によるものと思われる．内訳を

みると，農業用水は２億６,０００万ｍ3で昨年より１,８００万

ｍ3少なく，総利水量の５４%で昨年度と割合は同じであっ

た．１０ａ当りに換算すると４,４１９ｍ3（耕地面積１０,３８４ha

から転作・休耕面積を差し引いて５,１２９haを算出，これ 
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に畑地面積６９２haを加えて作付面積５,８８４haを算出，こ
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放流量０.６２ｍ3/sだけであった．中旬以降は降雨のあった

日数が多くなり，中下旬で１５７mm降った．このため節水

も８月２２日に解除された．８月のダムへの平均流入量

は１９ｍ3/s，放流量２０ｍ3/s，利水量２６ｍ3/sであった．内訳

としては，農水１９ｍ3/s，工水３ｍ3/s，上水４ｍ3/sであった．

又，明治用水頭首工からの放流量は５ｍ3/sであった．ダ

ムの水位は１日には２８５.９１ｍだったが３１日の月末には 

２８４.８８ｍとなり，１ヶ月で１ｍ下降した．確保水位も

８月１日から１０月１日に向かって下降していく運用と

なっている． 

　９月に入り，雨は上旬にはまとまって降ったが，下旬

は少なかった．月雨量は２０９mmで平年の７３%であった．

工水，上水の使用量は前月とほぼ同じで，工水が４ｍ3/s，

上水も同じく４ｍ3/sであった．農水は１２ｍ3/sと早生品種

が落水した分だけ落ち込んできた．ダムへの流入量は平

均３０ｍ3/s，放流量は３３ｍ3/sで，確保水位をやや上回る程

度で水位が下降し，月末には貯水量２,３９０万ｍ3，貯水率

４７.８%となった．明治用水頭首工からの放流量も２９ｍ3/s

とかなり多かった． 

　１０月は，昨年の４０%ではあるが平年の１.３倍となる

１９５mmの雨が降り，洪水調整が大変な月となった．ダム

への平均流入量は２１ｍ3/s，放流量は２２ｍ3/sで，流入した

分だけ放流していた状況で，利水は農水が減った分約

５０%が減水され１１ｍ3/sとなった．内訳は農水３ｍ3/s，工

水５ｍ3/s，上水３ｍ3/s であった．貯水量は上旬２,３００万ｍ3，

貯水率４６%だったが，月末には貯水量２,０２０万ｍ3，貯水

率３１%となった．これは１０月１６日に洪水調節期間が終

わり，満水量が５,０００万ｍ3から６,５００万ｍ3となったこと

にもよる．流入量は平均２１ｍ3/s，放流量は２２ｍ3/s，明治

用水頭首工からの放流量は平均２５ｍ3/sであった． 

　１１月は降雨が大変少なく，３７mmと平年の約１/３であ

った．ダムへの流入量は平均１２ｍ3/s，放流量１４ｍ3/s，利

水量１０ｍ3/sだった．利水の内訳は農水３ｍ3/s，工水４ｍ3/s，

上水３ｍ3/sであった．ダムからの放流量が多いのは，矢

作ダムの保守点検を行うため，この時期に平年通り約

４,０００万ｍ3を大幅に減水して月末の貯水量１,４５０万ｍ3ま

で落としたためである．明治用水頭首工からの放流量は

平均１２ｍ3/sであった． 

　１２月に入っても雨は少なく，２７mmと平年の５９%であ

った．このためダムへの流入量も前月に比べ２ｍ3/s少な

い１０ｍ3/sで，放流量も同じく１０ｍ3/sであった．利水量は

農水２ｍ3/s，工水４ｍ3/s，上水は３ヶ月連続で３ｍ3/sであ

った．ダムの貯水量は月末で１,２９０万ｍ3，貯水率２０%，

明治用水頭首工からの放流量は６ｍ3/sであった． 

　平成１７年の水収支についてまとめてみる．まず，総

利水量は４億８,６００万ｍ3で，昨年より３,０００万ｍ3少なか

った．これは夏場の節水によるものと思われる．内訳を

みると，農業用水は２億６,０００万ｍ3で昨年より１,８００万

ｍ3少なく，総利水量の５４%で昨年度と割合は同じであっ

た．１０ａ当りに換算すると４,４１９ｍ3（耕地面積１０,３８４ha

から転作・休耕面積を差し引いて５,１２９haを算出，これ 

今井　勝美 
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矢作川における平成17 年の水収支の概要 

77

豊田土地改良区，豊田市矢作川研究所幹事： 

　〒４７１‐０８３１　愛知県豊田市司町３‐８ 

平成17年　矢作ダム運用曲線図（利水容量）.

（月／日） 


