
九頭竜ダムの洪水調節効果：台風８号による出水

○九頭竜ダム上流域では、７月１０日、降り始めからの総雨量が１６時までに約１５０ｍｍ、
時間最大雨量が約５０ｍｍ（久沢雨量観測所）となり、１２時にはダムへの流入量が今年
度最大となる約６８４m3/s を記録した。

○ダムの空き容量が大幅に確保されていたため、約９４０万ｍ3（東京ドーム約７．６杯
分）の流入量の全量を貯めることにより、下流の洪水量の軽減を図った。

○ダム下流の中角地点（福井市中角町付近）では、最大で約１．６ｍ程度の水位を低減させ
る効果があったものと推定。

中角地点の水位
ダム整備前：２．３２ｍ
ダム整備後：０．６８ｍ
→約１．６ｍの水位低減
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現在、九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。

九
頭
竜

ダ
ム

▽サーチャージ水位 （ＥＬ ５６４．０ｍ）

▽常時満水位 （ＥＬ ５６０．０ｍ）

▽低水位 （ＥＬ ５２９．０ｍ）

総貯水容量
３５３，０００千m3

洪水調節容量
３３，０００千m3

▽ＥＬ ５６８．５ｍ

死水容量 １３０，０００千m3

発電容量
１９０，０００千m3

有効貯水容量
２２３，０００千m3

▼ＥＬ ５５４．１８ｍ
（10日 １５時）

●平成２６年台風８号により、 九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。

●現在のダム諸量 ＜２０１４．７．１０ １５時時点＞
・流域平均時間雨量 ５．１mm
・流域平均累加雨量 １４８．４mm
・流入量 ２８３．１９m3/s ↓
・全放流量 ０．０１m3/s
・貯水位 ５５４．１８ｍ↑

●洪水調節開始（7月10日9:00）から約９２６万m3を
貯留しています（東京ドーム約７．５杯分）。

当日のリアルタイム情報
第５報（平成２６年７月１０日 １５時時点）



現在、九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。
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▽サーチャージ水位 （ＥＬ ５６４．０ｍ）

▽常時満水位 （ＥＬ ５６０．０ｍ）

▽低水位 （ＥＬ ５２９．０ｍ）

総貯水容量
３５３，０００千m3

洪水調節容量
３３，０００千m3

▽ＥＬ ５６８．５ｍ

死水容量 １３０，０００千m3

発電容量
１９０，０００千m3

有効貯水容量
２２３，０００千m3

▼ＥＬ ５５４．０４ｍ
（10日 １４時）

●平成２６年台風８号により、 九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。

●現在のダム諸量 ＜２０１４．７．１０ １４時時点＞
・流入量 ３３７．８０m3/s ↓
・全放流量 ０．０１m3/s
・貯水位 ５５４．０４ｍ↑

●洪水調節開始（7月10日9:00）から約８１４万m3を
貯留しています（東京ドーム約６．５杯分）。

当日のリアルタイム情報
第４報（平成２６年７月１０日 １４時時点）



現在、九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。
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▽サーチャージ水位 （ＥＬ ５６４．０ｍ）

▽常時満水位 （ＥＬ ５６０．０ｍ）

▽低水位 （ＥＬ ５２９．０ｍ）

総貯水容量
３５３，０００千m3

洪水調節容量
３３，０００千m3

▽ＥＬ ５６８．５ｍ

死水容量 １３０，０００千m3

発電容量
１９０，０００千m3

有効貯水容量
２２３，０００千m3

▼ＥＬ ５５３．８９ｍ
（10日 １３時）

●平成２６年台風８号により、 九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。

●現在のダム諸量 ＜２０１４．７．１０ １３時時点＞
・流入量 ４５８．１５m3/s ↓
・全放流量 ０．０１m3/s
・貯水位 ５５３．８９ｍ↑

●洪水調節開始（7月10日9:00）から約７０９万m3を
貯留しています（東京ドーム約５．７杯分）。

当日のリアルタイム情報
第３報（平成２６年７月１０日 １３時時点）



現在、九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。
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▽サーチャージ水位 （ＥＬ ５６４．０ｍ）

▽常時満水位 （ＥＬ ５６０．０ｍ）

▽低水位 （ＥＬ ５２９．０ｍ）

総貯水容量
３５３，０００千m3

洪水調節容量
３３，０００千m3

▽ＥＬ ５６８．５ｍ

死水容量 １３０，０００千m3

発電容量
１９０，０００千m3

有効貯水容量
２２３，０００千m3

▼ＥＬ ５５３．６６ｍ
（10日 正午）

●平成２６年台風８号により、 九頭竜ダムは
洪水調節を実施中です。

●現在のダム諸量 ＜２０１４．７．１０ 正午時点＞
・流入量 ６７７．９８m3/s
・全放流量 ０．０１m3/s
・貯水位 ５５３．６６ｍ

●洪水調節開始（7月10日9:00）から約５３９万m3を
貯留しています（東京ドーム約４．３杯分）。

当日のリアルタイム情報
第２報（平成２６年７月１０日 １２時時点）



九頭竜ダムが
洪水調節を開始しました。
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▽サーチャージ水位 （ＥＬ ５６４．０ｍ）

▽常時満水位 （ＥＬ ５６０．０ｍ）

▽低水位 （ＥＬ ５２９．０ｍ）

総貯水容量
３５３，０００千m3

洪水調節容量
３３，０００千m3

▽ＥＬ ５６８．５ｍ

死水容量 １３０，０００千m3

発電容量
１９０，０００千m3

有効貯水容量
２２３，０００千m3

▼ＥＬ ５５２．９３ （10日am9:00）

●平成２６年台風８号により、
九頭竜ダムにおいて流入量が
洪水量に到達したので、
洪水調節を開始しました。
●洪水量到達時刻とダム諸量
・２０１４．７．１０ am９：００
・流入量 ２７５．６４m3/s
・全放流量 ０．０１m3/s
・貯水位 ５５２．９３ｍ 国土交通省雨量レーダ

（2014.7.10 9:00）

当日のリアルタイム情報
第１報（平成２６年７月１０日 ９時時点）


