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平成２０年(行ウ)第２号 土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件 

原 告  下 郷   稔    ほか１４名 

被 告  国(処分行政庁 北陸地方整備局長) 

 

第 ２ 準 備 書 面 

 

２００９年５月１日 

 

金沢地方裁判所 民事部合議B係  御中 

 

原告ら訴訟代理人弁護士  鳥 毛 美 範 

 

同 弁護士  塩 梅   修 

 

原告らは、主として被告の第３準備書面中の辰巳用水の問題、文化財の問題、自然

環境の問題、治水の問題、内水の問題、についての反論に対し、以下のとおり再反論

する。 

 

第１ 辰巳用水に対する深刻な影響について 

１ 辰巳ダムの洪水吐きの方式の検討について 

⑴ 文化財について 

被告は、「平成１７年度水理模型実験において、上段と下段の各常用洪水吐

きの穴の大きさ、減勢工の長さ等を決めるための実験を行った。」と主張し、

同年度水理模型実験の結果を報告した乙９５～９７号証を援用する。 

① まず、乙９５号証（平成１８年３月作成）では、上段常用洪水吐きの形状

について、原設計から変更したことの説明がなされている。実験の結果、開
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口幅が４・２ｍから４・５ｍへ、開口高が４・３ｍから４・５ｍへ、と変更

されている。 

しかし、実験の際、どのような水を流したのか、その性状は明らかにされ

ていない。洪水を対象とする施設なのであるから、清水ではなく、濁水であ

り、そこには、大量の土砂、草や木の根、流木などが含まれているはずであ

るから、それらを含んだ水でないと実験は意味をなさないものである。 

② 次に、乙９６号証（平成１８年３月作成）では、下段常用洪水吐きについ

て、同様の説明がなされ、開口幅と開口高が３・５ｍから２・９ｍへと変更

されている。 

 しかし、下段常用洪水吐きでは、上段常用洪水吐きより以上に、濁水に含

まれている土砂、草や木の根、流木などの夾雑物の影響が加わるのであるか

ら、それらを含んだ水を流した実験でないと意味をなさないものである。 

③ 更に、乙９７号証（平成１８年３月作成）は、水叩き長と副ダム高につい

て、「当初問題となっていた減勢工全体に発生していた平面渦は解消され、

安定した流況……が確認できた。」と記載されている。 

 しかし、これも、上記と同様、実験の際の水の性状が明らかではなく、上

記の夾雑物が含まれていない水による実験だと実験としての意味はなさな

いものである。従来型の貯水型のダムでは、ダム湖で土砂は沈殿し、流木は

流木止め（網場）で取り除かれることになっているので、ダムから流出する

のは比較的清水に近い性状のものであるが、辰巳ダムのような「穴あきダム」

ではそのような保障は全くない。間違いなく濁水であり、そこには上記の夾

雑物が含まれているのであるから、水叩き長と副ダム高の検討に当たっても、

これを前提とした実験を行なうべきであり、そうでないとしたら、それは意

味をなさない実験である。 

⑵ 被告は、「平成１８年度水理模型実験において、減勢工の側壁（ガイドウォ

ール）の高さ、辰巳用水への水の流れ方の検証、低水放流設備の土砂流出状況、
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下段常用洪水吐きの流木対策について検討を行った。」と主張し、乙９８、６

６号証を援用する。 

 まず、平成１７年度水理模型実験の結果を報告した乙９８号証（平成１８年

３月作成）では、減勢工右岸側壁に低水放流設備を設けた場合、洪水時にどの

ような流況になるかの検討を行った、と記載されている。 

 次に、乙６６号証（平成１８年１０月４日付け）では、河道整正工法線の形

状、低水放流設備の形状、減勢工（ガイドウォール、副ダムスリットなど）の

形状、スクリーンの設置を検討をし、その結果、法線を変更し、低水放流設備

吐出部の形状を変更し、ガイドウォールの形状を変更し、スクリーンを設置す

ることにした、と記載されている。 

 しかし、上述のように、辰巳ダムでは、多くの夾雑物を含んだ濁水が常用洪

水吐きから流出するという計画になっているのであるから、これを前提として、

流れの状況、土砂の流出状況等が検討されなければならないはずであるが、乙

９８号証、乙６６号証ではこの点が全く明らかにされず、清水、もしくは夾雑

物を含まない濁水を使用しての実験のようである。 

従って、上記の実験結果を基にして、流れの状況や土砂の流出状況等に問題

がないとか流木対策に問題がないとかは到底言えない、と言わざるをえない。 

２ 東岩取水口への取水（辰巳用水への清流の維持及び安定供給）について 

⑴ 東岩取水口の方への水の流れについて 

 被告は、「平成１７年度、平成１８年度の両水理模型実験からも、平常時に

おいては、ダム洪水吐きを通過した流水は、優先して減勢工右岸側壁に設置し

た低水放流設備を経由し、東岩取水口の方へ流れる構造となっているとおり、

流れることが確認された。」と主張し、乙６６号証（平成１８年１０月４日付

け）、乙６５号証の１（平成２０年１０月作成）を援用する。また、洪水時に

おける流れにも問題はないと主張し、乙６５号証の２（平成２０年１０月作成）、

９８号証（平成１８年３月作成）を援用する。 
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 しかし、これらの実験においても、水は清水であり、土砂その他の夾雑物を

含んだ濁水ではない。 

従って、これらの実験結果を基にして東岩取水口への水の流れに問題はない

とは到底言えない、と言わなければならない。 

⑵ 常用洪水吐きの流木等による閉塞の可能性について 

 被告は、「流木対策は、平成１８年度水理模型実験においても、洪水吐き開

口部の流木対策実験の結果、スクリーン下部開口部を通過した流木はそのまま

洪水吐きを通過し、その他はスクリーン前面等に滞留しており、洪水吐き開口

部に詰まることはなかった。また、流木滞留時にも洪水吐き放流能力の低下は

見られなかった。なお、流木は、スクリーン前面、側面及び上部に滞留し、流

砂は河床面を掃流して、それぞれ、移動形態及び移動水位の層を異にするこの

ように、実験結果からも、流木等による洪水吐きの閉塞はないものと認められ

る。」と主張し、乙９９～１００、６６号証を援用する。 

① まず、平成１７年度水理模型実験を報告した乙９９号証（平成１８年３月

作成）では、流木模型は、枝無しと枝有りとの２種類の条件で設定されてい

る。その模型は、枝無しは鉛筆型、枝有りは鉛筆型に短い棒が直角に交差し

ているだけのごく単純なものである。 

 しかし、実際に流域に生育している樹木は、そのような単純なものはほと

んどない。幹は太さはいろいろあって曲がっていることが多く、枝は下から

上まで沢山付いて四方八方に伸び、大きさも形もさまざまであり、沢山のさ

まざまな葉が付いており、根も大小いろんな形がある。上記のような単純な

木の模型による実験は現実の状況とは全然異なるものである。 

 また、その乙９９号証の１５４頁では、貯水位と放流量との関係（流木の

有無の比較）ということで、流木なしと流木あり（枝なし）と流木あり（枝

あり）との三つが比較されていて、放流量にはほとんど差は見られない、と

記載されている。水位が上がると流木は浮き上がり水だけが洪水吐きから流
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れる管路流となり、水位が下がると流木は水と一緒に洪水吐きを流れて行く

ので、放流量は、いずれの場合も、流木による障害はないということになっ

た、というのである。 

 しかし、たとえば流木模型の長さを下段常用洪水吐き（２・９ｍ×２・９

ｍ）より少しでも大きくすれば、穴に引っかかり、穴は閉塞し、放流量は著

しく減少するはずである。もちろん、流域に実際に生育している樹木ならば、

そのことはより顕著になり、放流量がほとんどなくなることも十分予想され

るところである。 

② 次に、平成１８年度水理模型実験を報告した乙１００号証（平成１９年３

月作成）では、スクリーン（比較案）を設置した場合の流況観察を行なった

ところ、「開水路流時は、スクリーン開口部を通過した流木はそのまま洪水

吐きを通過し、……流水吐き開口部が詰まることはなかった。」と記載され

ている。 

 しかし、これも、流域に実際に生育している樹木とは全然異なる単純な流

木模型によるものであるから、閉塞を否定しうるものとは到底言えない、と

言わざるをえない。 

③ 更に、乙６６号証（平成１８年１０月４日付け）では、乙９９号証の実験

とは異なり、「長さ方向に比重の違う流木も混在した条件」で実験を行って、

開水路流では流木は洪水吐きを通過する、遷移流から管路流では、縦向きお

よび横向きに浮遊している流木は洪水吐きに斜めに引き込まれこれが絡み

合うと開口部が詰まる状況を生じる、と記載されている。 

 この実験で使われた流木は「長さ方向に比重の違う流木」「直径３０㎝、

長さ３～１５ｍの丸棒」ではあるが、幹は曲がっておらず、枝は付いておら

ず、根も付いていない、流木である。 

 しかし、現実は、上述のように、流域にはそのような樹木はほとんどなく、

幹は曲がり、枝は沢山付き、葉も付き、根も付いた樹木が圧倒的に多いので
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あるから、乙６６号証の実験は、ほとんど意味をなさないものである。 

 また、この実験では上記のような丸棒３００本を連続的に投入したと記載

されているが、現実の洪水では、３００本にとどまるという保障は全くなく、

しかも、それらは一箇所から河川に入るのではなく、さまざまな箇所から河

川に入っていくのであり、単純に連続的に投入されるものではない。上記の

実験は、この点においても、現実の状況とは全く異なる条件を設定している

ものであって、上記のような結論（主張）を導き出すことは到底不可能、と

言わざるをえない。 

 更に、この実験では、洪水吐きの閉塞を防ぐためにはスクリーンを設置す

る必要があるとして実験し、その結果、開水路流ではスクリーン開口部を通

過した流木はそのまま洪水吐きを通過し、洪水吐き開口部が詰まることはな

い、管路流はスクリーン開口部を通過する流木はほとんどなく、やはり洪水

吐き開口部が詰まることはない、という結果が記載されている。 

 しかし、この実験は、上述したように、「直径３０㎝、長さ３～１５ｍの

丸棒を３００本連続的に投入」した実験であり、流木の状況も河川への入り

方も、実際の洪水のときとは全然異なるものである。実際のさまざまな形と

さまざまな大きさ・重さの流木ならば、たとえスクリーン開口部を通過した

としても、常用洪水吐き開口部に詰まるということは容易に予想できるとこ

ろである。また、この実験での水は、清水と思われるのであるが、実際の洪

水時には、大小さまざまな形と重さを持った、砂、泥、礫、岩、石などが混

じり合って濁水となっているのであるから、これらも、流木と相俟って、常

用洪水吐き開口部を詰まらせるものであることも明らかである。 

④ 以上のように検討してくると、実際の洪水のときに、流木等で常用洪水吐

き開口部が閉塞するということは十分に蓋然的なことである。 

 そうなったときには、これらの流木等の閉塞物を除去しなければならなく

なるが、果たして、現在の計画において、そういうことを想定した対策を採
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っているのか否かは明らかでない。対策を採っていないとすると、それこそ

爆破でもしない限り除去できないことになるが、そうなると、辰巳ダムは、

死んだダム、大きな廃墟、になってしまうのである。 

⑶ 水質について 

 被告は、「水理模型実験により、洪水時に土砂の一部が一時的に貯水池上流

部端に堆積するが、洪水末期には常用洪水吐きを通過して下流へ排出されるこ

とが確認されている。中小規模の出水においては、ダムによる湛水の影響はほ

とんどなく、ダム供用前と同様に、河道部が流水の通り道となり、濁水の主因

となるシルト分は河道部に沈降することなく下流へ掃流される。Ｈ７・８・３

０型、Ｓ５６・８・２２型の降雨、１００年に１回程度発生する規模の洪水で

は、ダム貯留時間は、１９時間、２５・７時間と推定され、貯留による影響は

小さい。」と主張し、石川県が作成した乙５９（平成１９年３月作成）、１０

１号証（平成１９年３月作成）を援用する。 

 確かに、乙５９、１０１号証には、被告主張にそう記載がなされている。し

かし、これらは、事業者である石川県が作成し報告している文書であって、上

記の被告主張を根拠付けるだけの固有の価値を持つ資料とは言えない。問題は、

石川県の上記報告を根拠付けるだけの文書、実験結果があるか否かであるが、

石川県も、被告も、それを全く明らかにしていない。 

 洪水時には、河川の水は濁水となって流れてくるのであり、そこには、上述

のようにさまざまな夾雑物が多く含まれているのであるから、土砂等の一部は、

洪水末期といえども簡単に流下していくことはなく、むしろ、スクリーン部や

常用洪水吐きに堆積したまま何日間も経過するということが十分予想される

のである。ダム貯留時間の検討結果は、そのような夾雑物を含まない清水ある

いは濁水を対象としたものであって、現実性はない。 

 そして、上述したように、洪水時に流木等によって常用洪水吐き開口部が閉

塞した場合、それが除去されるまでの間－長期間にわたることが予想されるの
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であるが－濁水は湛水し、水質は非常に悪化した状態で続くことは明らかであ

り、この観点からも、流木対策、閉塞対策のみならず、閉塞物対策は念には念

を入れて講じられなければならないはずである。しかし、本件では、そのよう

な様子は全く見受けられないのである。 

３ 「洪水時においての急激な水の排出による東岩取水口を含む辰巳用水への被害

が予想される」について 

⑴ 被告は、「平成１８年度水理模型実験において、辰巳用水取水口の周辺の流

況観察と流速測定を実施した結果、平常時はもちろん、洪水時における低水放

流設備からの放流水の東岩取水口周辺の流速も緩やかで、辰巳用水取水口を損

傷するような流れではないことを確認した。なお、東岩取入口付近での流速は、

毎秒１・４３ｍから３・６１ｍとなり、東岩取水口を損傷する流速ではないこ

とも確認されている。」と主張し、乙６５号証の１～２、１０２号証を援用す

る。 

 まず、乙６５号証の１～２（平成２０年１０月作成）は、平常時の水の流れ、

洪水時の水の流れを図示したものにすぎず、次に、乙１０２号証（平成１９年

３月作成）は、平成１８年度水理模型実験を報告したものであるが、護岸沿い

の水理量をグラフ化・表化したものにすぎず、これらを裏付けるもの、実験結

果などは全く明らかにされていない。 

 洪水時における上記の夾雑物を含む濁水の流れは、可能な限りの類似した条

件を設定しての実験を積み重ねていかないと判明できないはずである。夾雑物

の多くは常用洪水吐きで堆積すると予想されるが、それでも洪水吐きを通過し

ていくものが出ることは否定し難い。上記の実験では、これらが低水放流設備

にどのような影響を与えるか、東岩取水口にどのような影響を与えるか、は何

ら具体的に検討されていない。 

 仮に流速が毎秒３・６１ｍにとどまったとしても、そこには、砂や泥だけで

はなく、礫や岩や石などが沢山混じり合っているのであるから、水だけの圧力
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だけを考えていく訳にはいかない。それらの夾雑物を含んだ濁水がどのような

流速で流れて来るのか、そのときの圧力はどの程度となるのか、の検討が必要

不可欠である。 

⑵ 被告は、「洪水時の流水は、まず、下段常用洪水吐き設備から減勢工に流下

するが、貯水位が上段常用洪水吐き敷高ＥＬ１２０ｍに達した後は、更に上段

常用洪水吐き設備から減勢工に流下し、貯水位がサーチャージ水位ＥＬ１３２

ｍを超えた場合には、非常用洪水吐きからも越流し、堤体背面を流れて減勢工

に流下することとなる、そして、このように減勢工に流下した流水は、そのほ

とんどが減勢工を通過し、東岩取水口より下流で犀川に合流することとなるの

で、ダムからの放流水のほとんどは直接東岩取水口には当たらないのであり、

減勢工に流下した流水の一部が、減勢工右岸の低水放流設備から東岩取水口方

面に流下することとなるにとどまるのである。」と主張し、乙６５号証の１、

６６号証を援用する。 

 上述のように、乙６５号証の２（平成２０年１０月作成）は図示したものに

すぎない。乙６６号証（平成１９年１０月４日付け）は、上述したように、低

水放流設備の形状、減勢工の形状などを検討したものである。 

 乙６６号証によれば、ダムからの放流量と低水放流設備からの放流量は、２

５㎥／秒－７・７㎥／秒、２７０㎥／秒－９・０㎥／秒、４６０㎥／秒－８・

６㎥／秒、１４２０㎥／秒－８・８㎥／秒という関係とのことであるが、これ

らの数値は、すべて、清水による実験、もしくは上記夾雑物を含まない濁水に

よる実験の結果に基づくものである。現実の条件を無視した実験と言わざるを

えない。 

 従って、ダムからの放流水のほとんどは直接東岩取水口には当たらないとか

減水工に流下した流水の一部が東岩取水口方面に流下することになるにとど

まるとかは到底言えないのである。 
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第２ 文化財に対する深刻な影響について 

１ 文化財について 

 被告は、埋蔵文化財は存在しないと主張し、石川県埋蔵文化財センターの昭和

５７年（乙１０４）、６０年の調査結果（乙１０５）を援用する。 

 しかし、昭和５７年の調査は、昭和５７年９月２５日付けの回答書（乙１０４）

によれば、同年９月２０日に金沢市相合谷、上辰巳町地内を現地踏査して表面観

察しただけというのであるから、調査そのものが不十分と言うべきである。 

 また、昭和６０年の調査は、平成２年１０月２日付け回答書（乙１０５）によ

れば、昭和６０年１０月３０日、３１日、昭和６１年３月２８日に、Ａ地区では

重機試堀、Ｂ地区では人力試堀、Ｃ～Ｅ地区では踏査によって調査をしたという

のであるが、調査箇所はわずか５箇所で少なく、そのうえ試掘をしたのは２箇所

のみだというのであるから、やはり、不十分な調査だと言うべきである。 

２ 辰巳用水の史跡指定範囲について 

 被告は、「現在、金沢市で調整中であるが、辰巳ダムが史跡指定の支障になる

ことはないとのことである。」と主張し、その根拠は、平成２０年５月に金沢市

文化財保護課から聴取したことによると述べる。 

 しかし、その聴取内容は全く明らかにされていないのであるから、その主張を

額面通りに受け取ることはできない。また、そもそも、事業認定処分をした平成

１９年１１月までではなく、平成２０年５月になってようやく調査をしたという

のは、辰巳用水のことをほとんど考慮していなかったということを示すものと言

うべきである。 

３ 世界遺産登録について 

 被告は、「現時点で具体的な保存範囲等は決まっていないところであり、また、

本件事業による影響等について、これまでに文化庁及び関係地方公共団体からの

指摘はなかったとのことである。」と主張する（平成１８年１１月２９日提案書、

平成１９年１２月２０日再提案書）。 
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 しかし、これも、石川県からそのように聞いたということを繰り返しているに

すぎず、石川県がそのように述べたのかどうかさえ全く明らかにされていない。

そもそも、文化庁から指摘されていないということで胸を張れるものではなく、

世界遺産登録申請に当たって辰巳用水とその東岩取水口をどのように位置付け

保護していくかということが検討されていないということこそが厳しく問われ

ているのである。被告に対しても同様に、辰巳用水とその東岩取水口の保護とい

うことを十分に考慮していなかったと指摘されなければならない、と言うべきで

ある。 

 

第３ 自然環境に対する深刻な影響について 

１ 石川県により行われた法に基づかない環境影響評価 

⑴ 本件事業につき、事業者である石川県は、環境影響評価法は適用されないと

して同法に則った環境影響評価は行っていないが、自主的に環境影響評価法等

に準じた環境影響評価を行ったとする。 

⑵ 石川県は、平成１６年度にダムの位置、規模、洪水調節方式等を変更した後

に環境影響評価を行い、その結果、環境保全目標を達成することが予測され、

貴重な動植物への影響についても軽微であると評価した。 

すなわち、本件事業地内の土地において、文化財保護法における特別天然記

念物であるニホンカモシカ及び種の保存法における国内希少野生動植物種で

あるオオタカ、クマタカ等が確認されているが、本件事業施行後も生息環境が

広く残存することなどから、本件事業による影響は軽微であると評価している。 

また、本件事業地内の土地には、環境省レッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類

として記載されているニホンテングコウモリ、石川県作成のいしかわレッドデ

ータブックに絶滅危惧Ⅰ類として記載されているヒゲナガホラヒラタゴミム

シ及び絶滅危惧Ⅱ類として記載されているイブキシダ、カリガネソウ、アケボ

ノシュスランが確認され、試験湛水等による影響が予測されることから、石川
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県は、生息、生育環境の創出など適切な措置を講ずることとしている。 

本件事業地周辺において、環境省レッドデータブックに絶滅危惧ⅠＢ類とし

て記載されているミゾゴイの営巣等が確認されているが、これまでに確認され

た営巣場所はすべて本件事業地外の土地にあり、かつ工事による改変区域から

相当程度離れていること、事業施行後も生息環境が広く残存すること、餌場と

なる貯水池については、試験湛水後は常時湛水しないため採餌環境は維持され

ることなどから、本件事業による影響は軽微と評価されている。加えて、石川

県は、今後もモニタリング調査を継続し、本件事業地及びその周辺において営

巣等が確認された場合には、専門家の指導・助言のもと適切な措置を講ずるこ

ととしている。 

２ 本件事業による自然環境への影響 

しかしながら、石川県の行った環境影響調査及び評価によれば、以下のとお

り、本件事業によりさまざまな生物種の生息を脅かすことが明らかとなったに

もかかわらず、本件事業は、その影響を看過または過小評価し、あるいは、調

査未了または対策不十分であるのに見切り発車するものである。 

⑴ 本件事業地内及び事業地周辺の豊かな自然 

本件事業地内及び周辺の犀川河畔の断崖については、江戸時代の辰巳用水

の工事跡及び上辰巳発電所の工作物を除き、長らく原生状態が温存されてい

たところである。コモチシダ、ミツデウラボシダ、イブキシダ、イノデモド

キ、テンニンソウ、アズマイチゲなどの暖地性植物が数多く見られる。 

また、周辺は、集落と田畑、林が点在する、里山の光景が見られるところ

である。なお、石川県は、「いしかわの里山の生物多様性保全再生事業」等

を行う等、里山の保全に積極的に取り組んでいるものである。 

⑵ 生物多様性保全の必要性 

石川県の行った調査でも数多くの種が見られたように、本件事業地内及び

周辺には、さまざまな生物種が生息し、豊かな生態系を織りなしている。 
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わが国では、生物多様性条約、それに基づいて策定された第３次生物多様

性国家戦略及び環境基本法等において、生物多様性の重要性及びその保全の

必要性が規定されているものである。 

① 生物多様性条約 

平成４年、生物多様性条約が締結され、わが国も同年６月に署名、翌年

５月に国会承認を経て、同年１２月に発効した。 

同条約の前文は、「生物の多様性が有する内在的な価値並びに生物の多

様性及びその構成要素が有する生態学上、遺伝上、社会上、経済上、科学

上、教育上、文化上、レクリエーション上及び芸術上の価値を意識し、生

物の多様性が進化及び生物圏における生命保持の機構の維持のため重要

であることを意識し、生物の多様性の保全が人類の共通の関心事であるこ

とを確認し、……生物の多様性がある種の人間活動によって著しく減少し

ていることを懸念し、生物の多様性に関する情報及び知見が一般的に不足

していること並びに適当な措置を計画し及び実施するための基本的な知

識を与える科学的、技術的及び制度的能力を緊急に開発する必要があるこ

とを認識し、生物の多様性の著しい減少又は喪失の根本原因を予想し、防

止し及び取り除くことが不可欠であることに留意し、生物の多様性の著し

い減少又は喪失のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないこ

とをもって、そのようなおそれを回避し又は 小にするための措置をとる

ことを延期する理由とすべきではないことに留意し、更に、生物の多様性

の保全のための基本的な要件は、生態系及び自然の生息地の生息域内保全

並びに存続可能な種の個体群の自然の生息環境における維持及び回復で

あることに留意し、……現在及び将来の世代のため生物の多様性を保全し

及び持続可能であるように利用することを決意して、次のとおり協定し

た。」として、生物の多様性の重要性とその保全の必要性をうたい、締約

国に対し、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とする国家的な戦略
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又は計画を作成・実行する義務を負わせ、また、重要な地域・種の特定と

モニタリングを行うこと等を求めている。 

わが国では、同条約に基づき、行動戦略・計画として、平成５年に生物

多様性国家戦略が策定され、平成１９年１１月に第３次生物多様性国家戦

略が策定された。第３次国家戦略では、生物多様性から見た国土の望まし

い姿のイメージを、過去１００年の間に破壊してきた国土の生態系を１０

０年をかけて回復する「１００年計画」として提示し、今後５年程度の間

に取り組むべき施策の方向性を４つの「基本戦略」（Ⅰ 生物多様性を社

会に浸透させる、Ⅱ 地域における人と自然の関係を再構築する、Ⅲ 

森・里・川・海のつながりを確保する、Ⅳ 地球規模の視野を持って行動

する）をまとめ、行動計画が示されている。 

② 環境基本法 

わが国の環境に関する基本法である環境基本法第１４条は、環境の保全

に関する施策の策定及び実施について求めることとして、「生態系の多様

性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られると

ともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社

会的条件に応じて体系的に保全されること」「人と自然との豊かな触れ合

いが保全されること」とし、生態系の多様性及び生物多様性の確保をうた

っている。 

③ ふるさと石川の環境を守り育てる条例 

石川県においても、ふるさと石川の環境を守り育てる条例（乙１９）が

制定され、第１１５条において、「県は、自然と人とが共生する社会を実

現し、もって広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに将来の県民に

これを継承できるよう、自然環境及び野生生物の状況を常に把握し、多様

な自然環境の保全、生物の多様性の確保及び自然とのふれあいの推進その

他自然と人との共生に資する施策を総合的に推進するものとする。」とし
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て、生物多様性保全のための施策を行うことを規定している。 

⑶ 生物多様性の危機 

生物多様性とは、種の多様性、種間・個体間相互作用がつくりだす生態系

や景観などを包含した、遺伝子レベルから、種とその個体群、個体群の集合

体である群衆、さらに生態系、地域景観に至る構造的かつ機能的な階層性を

備えた、きわめて広い概念である。 

現在、日本のみならず地球全体で種の絶滅が急速なスピードで進んでおり、

生物多様性を脅かしている。日本では、特に、溜池、用水路、水田、湖沼、

河川を含む淡水生態系、そこから湿った草原を経て森林へつながる移行帯、

汽水生態系や干潟などがとくに危機的な状況にあるといわれ、そういった場

所に住む多くの生物、かつては身近であった生物の多くが絶滅の危機に瀕し

ている。 

たとえ生態系そのものが失われなくても、それを構成している種が失われ

ると、それが生態系において果たしている役割に応じて機能低下や機能不全

が起こることになる。一種だけでも絶滅すると生態系の構造や機能を大きく

変えてしまうような種がある一方で、生態系には目立った変化をもたらさな

い影響力の小さい種もあることは確かであるが、ある種の絶滅が生態系の機

能にどのような影響を及ぼすのかを完全に予測することは困難である。した

がって、生物多様性を保全することが健全な生態系を持続させるために も

確実な方策であるといえる。 

種の絶滅は、個体群の絶滅から生じる。すなわち、個体数が減少すると、

絶滅しやすい小さな個体群となる。後述する環境省のレッドデータブック、

あるいは、いしかわレッドデータブックにリストアップされている種は、個

体数が減り、絶滅する確率が高い個体群である。したがって、これらの種に

ついては、絶滅確率を十分に引き下げる状態になるまで個体数の回復を図る

ことが必要であり、逆に、それらの種の生息を脅かす要因は取り除かねばな
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らない。 

⑷ レッドデータブック 

環境省では、昭和６１年度より「緊急に保護を要する動植物の種の選定調

査」を行い、その結果を踏まえて、平成３年に、環境省版レッドデータブッ

クを作成し、平成７年より見直しを行い、平成１８年１２月までに第２次の

見直しを終えた。 

絶滅危惧ⅠＢ類とは、近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種であ

り、絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）とは、絶滅の危険が増大している種であり、現在

の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来、「絶滅危

惧Ⅰ類」（近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種）のランクに移行

することが確実と考えられるものである。 

また、いしかわレッドデータブックは、石川県が作成したものであるが、

絶滅危惧Ⅰ類とは絶滅の危機に瀕している種、絶滅危惧Ⅱ類とは絶滅の危

険が増大している種である。 

３ ミゾゴイその他の鳥類への影響 

⑴ ミゾゴイは、鳥綱コウノトリ目サギ科の鳥であるが、環境省レッドデータ

ブック（平成１８年１２月公表）に絶滅危惧ⅠＢ類として掲載されているほ

か、国際自然保護連合レッドリストにも世界絶滅危惧種として掲載されてお

り、推定個体数は１０００羽以下とされる。４月上旬になると、中国南部や

フィリピンなどから日本に渡ってきて、日本でのみ繁殖する。 

ミゾゴイの繁殖環境は、鬱蒼とした森と、人の手が適度に加わった明るい

開けた草地という二つの異なった環境の組み合わせが必要条件である。１９

７０年代まで、北海道を除く日本の各地で繁殖していたが、ここ３０年間で

急激に減少した。その理由として、営巣地となる低山・里山の森林の開発・

荒廃や、採餌場である水田や樹林に囲まれた湿地の減少、あるいは、餌とな

る土壌生物の減少や小動物の生息環境の消失などが挙げられる。まさに、ミ
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ゾゴイは、第二のトキ、コウノトリとなる危険性を秘めている。 

今日、日本での営巣確認は、東京・多摩西部や埼玉県等のわずかな地域に

限られているに過ぎず、本件事業地周辺での営巣確認は非常に貴重なもので

ある。 

⑵ 被告は、これまでに確認された営巣場所はすべて本件事業地外の土地にあ

り、かつ工事による改変区域から相当程度離れていること、事業施行後も生

息環境が広く残存すること、餌場となる貯水池については、試験湛水後は常

時湛水しないため採餌環境は維持されることなどから、本件事業による影響

は軽微と評価されている、と主張する。 

しかしながら、本件事業地周辺におけるミゾゴイの生息調査は、平成１３

年５月から平成２０年５月まで、民間の愛鳥団体（森の都愛鳥会）が石川県

に協力して行われてきたが、平成１４年から１６年頃までは、３から４つが

いが営巣していることを確認していた。営巣を確認したのは、被告の主張す

るとおり、本件事業地外での２例のみであるが、上述のとおり、営巣そのも

のは確認できていないが、本件事業地周辺にて営巣しているつがいがあった

のであるから、営巣地は全て本件事業地外であるというのは正確ではない。 

また、ミゾゴイが営巣し、子育てをするには、営巣木と付近一帯の林及び

良好な餌場が必要である。本件事業地周辺において営巣したミゾゴイの採餌

場は、主に真下を流れる犀川本流の河岸及び谷部河畔にある休耕農地であり、

ミゾゴイは、そこに生息するミミズ、サワガニ、トカゲ、イモリ、カエル等

を餌にしている。 

本件事業が完成し、試験湛水、あるいは、本格運用が開始され湛水される

と、たとえ一時的であっても激流逆巻く濁流水が湛水することにより、土砂

が削り取られ、そこに生息する生き物は死滅し、自然復元には相当な年月を

要することになる。 

ミゾゴイがそこで採餌することができなくなるのは明らかであり、たとえ
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営巣地が工事による改変区域から相当程度離れていたとしても、採餌場が失

われればミゾゴイは営巣不可能となるのである。 

さらに、被告は、本件事業地外にも大きな採餌環境が維持されると主張す

るが、上述のとおり、ミゾゴイは、ここ３０年ほどの間に急激に減少し、日

本国内でもわずかな地域でしか営巣が確認されなくなってきているのであ

り、ミゾゴイの生息は非常に追いつめられた状況となっている。ミゾゴイが

３ないし４つがいも本件事業地周辺で営巣していたのは、まさに本件事業地

周辺がミゾゴイにとって良好な生息環境であったからこそであり、それにも

かかわらず、本件事業地外でも採餌が可能であるとするのは、ミゾゴイの追

いつめられた状況を無視した、いささか楽観論に過ぎるものである。 

⑶ 被告は、石川県は、今後もモニタリング調査を継続し、本件事業地及びそ

の周辺において営巣等が確認された場合には、専門家の指導・助言のもと適

切な措置を講ずると主張し、平成１３年に付替道路工事区域周辺でミゾゴイ

の泣き声が確認されたときには専門家の助言・指導を踏まえた措置を講じ、

平成１８年６月に相合谷町地内において営巣を確認した際には、専門家から、

「２羽の幼鳥が巣立ったことは重要であり、ミゾゴイの営巣環境が保たれて

いると思われ、これまでの道路やトンネルなどの工事による影響は少なかっ

たと言える。また、営巣地はダム事業計画区域外であり一定の距離があるこ

とから、ダム本体工事による影響は小さいと思われる。」との意見を受けた

と主張する。 

しかしながら、被告が引用する乙９２号証には、別の専門家より、「ミゾ

ゴイの営巣記録は石川県でもほとんどなく、貴重な記録である。繁殖期のミ

ゾゴイは非常に過敏になることから、安易に人間が踏み込むべきでなく、そ

っとしておいて欲しい。」との意見が記載されている。専門家において、明

らかに意見が分かれているにもかかわらず、事業継続に都合のよい意見のみ

を採用したのは不当である。 
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⑷ ミゾゴイのほか、鳥類では、ハチクマ、サシバについても、営巣場所が改

変区域に近いため、モニタリング調査を継続して実施すると主張するが、い

ずれも十分な調査を行わないうちに本件事業を着手しているのであって、見

切り発車の誹りを免れない。 

４ ニホンテングコウモリへの影響 

⑴ ニホンテングコウモリは、インド北東部、中国、シベリア東部に分布する

テングコウモリ（Murina lecogaster）の日本亜種である。北海道、本州、

四国、九州に分布する。ねぐらとなる樹洞のある大木の消失にともなって分

布域が極端に狭まっているので、個体数も激減していると思われる（環境省

レッドデータブックより）。そのため、環境省レッドデータブックに絶滅危

惧Ⅱ類として記載されている。 

⑵ 被告は、平成１４年と１５年にあわせて２カ所（２個体）が、本件事業地

内に存する洞窟で確認されたことから、石川県は、試験湛水等で影響を与え

る可能性があるため、生息環境の保全措置について検討する、具体的には、

湛水の影響を受けない洞窟への誘導を検討するものであり、また、試験湛水

後には、生息状況についてのモニタリング調査を検討している、と主張する。 

しかしながら、石川県による環境影響評価によっても試験湛水あるいはダ

ム供用により洞窟が水没すると生息環境が減少し、個体群が減少することに

なり、特に試験湛水は冬季に予定されているのであり、ニホンテングコウモ

リの活動が不活発となることから避難等は困難となり、影響が大きいと予測

されているものである。石川県の主張する他の洞窟への誘導措置については、

単なる机上の空論であり、それが成功しなければ試験湛水によりニホンテン

グコウモリは絶滅するのであるから、その後、モニタリング調査を行ったと

ころで全く意味をなさない。 

５ ヒゲナガホラヒラタゴミムシへの影響 

ヒゲナガホラヒラタゴミムシは、石川県作成のいしかわレッドデータブック
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に絶滅危惧Ⅰ類として記載されている。 

被告は、本件事業地内に存する洞窟で確認されたことから、試験湛水等で影

響を受ける可能性があるため、生息環境の創出や他の洞窟への移動等の保全措

置を実施するとともに、引き続き調査を継続し、生態の把握に努めることとし

ている、と主張する。 

しかしながら、ニホンテングコウモリと同様、石川県による環境影響評価に

よっても試験湛水あるいはダム供用により洞窟が水没すると生息環境が減少

し、個体群が減少することになり、特に試験湛水は冬季に予定されているので

あり、個体の活動が不活発となることから避難等は困難となり、影響が大きい

と予測されているものである。また、石川県の主張する生息環境の創出及び他

の洞窟への誘導措置のいずれも具体性はない。それらの措置につき、これまで

に成功例があるのであればともかく、そうでなければ、単なる机上の空論であ

り、ヒゲナガホラヒラタゴミムシの保全を図ることはできない。 

      ６ イブキシダ、カリガネソウ、アケボノシュスランへの影響 

⑴ イブキシダ、カリガネソウ、アケボノシュスランは、いずれも、石川県作

成のいしかわレッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として記載されている。石

川県によれば、いずれも事業実施による個体の消失率が高いことから、影響

は小さくないと予測している（乙６０）、とのことである。 

⑵ イブキシダ 

イブキシダは、河岸付近に多く生育するシダ類である。暖地性植物であり、

本件事業地周辺が北限にあたる。本件事業地周辺は、北陸の多雪地域にもか

かわらず、イブキシダほか暖地性植物の多くの種が見られる貴重な場所であ

る。 

石川県の調査及び評価によれば、イブキシダの生育環境は工事の実施によ

り一部が消失するが、大部分は維持される。また、確認地点も一部が改変区

域内であるが、個体の消失率はわずか３％程度であり、また、試験湛水時に
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は約７５％が消失するが、湛水区域外の上流部でも比較的多くの個体が生育

していること、本格運用後は生育環境が残されていることから、個体群の再

生が期待できる（乙８７）、とのことである。そして、改変区域外の周辺に

ついては、重要種の生息適地となるよう新たに生息環境を保全・創出するこ

とを検討し、また、移植実験を検討する（乙８７）、とのことである。 

⑶ カリガネソウ 

カリガネソウは林縁などに生育する多年草である。 

石川県によれば、このような生育環境は、工事の実施により一部が消失す

るが大部分は維持される、試験湛水時には約８８％が消失するが、湛水区域

外の上流部でも比較的多くの個体が生育していること、本格運用後は生育環

境が残されていることから、個体群の再生が期待できる、重要種の生育適地

となるよう新たに生育環境を保全・創出することを検討する、移植実験を検

討する（乙８８）、とある。 

⑷ アケボノシュスラン 

夏緑樹林の林床などに生育する多年草であり、このような生育環境は、工

事の実施により一部が消失するが大部分は維持される、湛水区域外でも大き

な群落が存在するため、個体群の消失には至らないが、確認地点のおよそ半

数が湛水区域内に存在し、個体の消失は約５４％に及び、個体群（数）が減

少するおそれがある、個体群が減少するおそれがあるため、生育環境の創出

を図る、また、移植を検討する（乙８９）、としている。 

⑸ しかしながら、生育環境の創出・保全及び移植実験のいずれも具体性はな

く、技術的な裏付けもない。これらの植物の保全についても、十分な検討及

び対策をとらないまま、本件事業を開始してしまったことは明白である。 

７ 本件事業により絶滅に追い込まれること 

レッドデータブック掲載種が、本件事業により影響を受けることは上述のと

おりであり、生息環境が脅かされることにより、少なくとも当該地域内での絶
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滅を招く可能性が高い。 

石川県は、絶滅を防ぐために、新たな生息環境の創出や、生息場所の移動な

どの対策をとるとしているが、それらのいずれも具体性はなく、実効性に乏し

い。 

失われた自然の回復は、非常に困難である。 

回復策として、絶滅の危機に瀕した種の保存のために、種の保存法に基づき

保護増殖事業が行われたり、また、過去に損なわれた生態系その他の自然環境

を取り戻すことを目的として自然再生推進法に基づく自然再生事業が行われ

ていたりするが、それらの事業により確実に回復できるものとはいえず、仮に

回復したとしても相当な長時間が必要となる。 

本件事業により、多くの生物が生息地を奪われ、上述した種の個体群は絶滅

に追い込まれる可能性は高いと思われる。 

８ 湛水による影響 

湛水池の水位変動が動植物に与える影響につき、被告は、貯水池の水位変動

の影響については、大規模の洪水でも貯水池に貯留されるのは１日程度である

から（乙５９）、大きな植生帯の変化はないものと予測される、と主張する。 

しかしながら、本準備書面の第１で述べたとおり、洪水時には、河川の水は

濁水となって流れてくるのであり、そこには、上述のようにさまざまな夾雑物

が多く含まれているのであるから、土砂等の一部は、洪水末期といえども簡単

に流下していくことはなく、むしろ、スクリーン部や常用洪水吐きに堆積した

まま何日間も経過するということが十分予想されるのであり、動植物に大きな

影響を与える可能性が高い。 

９ 河川生態系への影響 

被告はまた、ダム本体が河川に生息する動物の回遊を遮断することによる生

態系への検討について、被告は、犀川で確認されている魚介類を用いて回遊性

を示し、辰巳ダムを前後して分布するアユを注目種として検討した結果、常時
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は湛水しないため流路が確保されること、低水放流設備が魚道の構造を有する

ことなどから、河川域の魚類の移動性は確保されると予測されると主張する。

 しかし、そもそも、アユは、近年では、辰巳ダム周辺までの遡上は確認され

ていないのであるから、アユを注目種として検討するのは誤りである。さらに、

魚道についても、遡上実験が行われていないのであるから、被告の主張は何ら

根拠を有するものではない。 

１０ まとめ 

石川県の行った環境影響評価は、上述のとおり、評価そのものが具体的根拠

に基づくものとはいえず、不当なものであるが、さらに、環境影響評価法に則

った環境影響評価とは異なり、その手続において、民主的で透明性が確保され

た適正手続が行われていないことも問題である。 

環境影響評価法に「準じた」というが、単に、自ら調査を行い、都合のよい

「評価」を行ったのみであり、住民らによる検証の機会を得ておらず、環境影

響評価法による環境影響評価と同等に評価することは到底できない。 

 

第４ 治水について 

１ 基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒が著しく過大であること 

⑴ 旧基準との比較について 

     被告は、「カバー率」の意味は、基本高水ピーク流量が全ハイドログラフ

群の流量のうち、どの程度充足しているかを結果として算出したものであり、

過去に６０～８０％のものが多かったに過ぎず、何ら基準としての意味を持

たない旨主張する。その根拠として、「ハイドログラフ群の中から…この値

が６０～８０％程度となった例が多い。」という記載（乙２５の１６頁）を

あげる。 

しかしながら、建設省河川砂防技術基準（案）同解説・計画編（乙２５の

１６頁）においては「上述の方法によればこのカバー率は５０％以上となる」
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と明記され、「ハイドログラフ群」から「計画ハイドログラフ」を採用する

際には「カバー率５０％程度以上」の基準が作用する旨がチャートで明記さ

れている。また、国土交通省河川砂防技術基準同解説･計画編（乙２７の２

２６頁）には「複数のハイドログラフ群からカバー率により基本高水を決定

する従来の方法」（２２６頁）という記載がある。 

また、被告が指摘する６０～８０％という数値は結果であるが、基準の「カ

バー率５０％程度以上」は結果ではない。ハイドログラフ群のピーク流量の

出現頻度を示す頻度分布曲線の中位数の流量が、カバー率５０％値に相当す

るという統計的な意味を有しているのである。 

「カバー率５０％程度以上」という数値は、おおむね１００年に１回程度

の降雨に対応する洪水量の候補であるハイドログラフ群から１００年確率

値を選定するための基準であった。同数値は、 大値ではなく、候補群の中

位数が確率的に も確からしい値であり、求める確率年の洪水量に相当して

いるのである。もちろん、基本高水の決定はカバー率のみにより一義的に決

定されるわけではないが、総合的な判断の一つとして「カバー率５０％程度

以上」が明記されており、カバー率が基本高水流量を決定する際の重要な要

素として、基準としての意義を有するのである。 

したがって、上記被告の主張は失当であり、本件基本高水ピーク流量は、

旧基準によって算定される数値と比べて、著しく過大であることは明白であ

る。 

⑵ 過去の洪水記録との比較について 

① 被告は、第４準備書面４頁において、昭和８年の洪水は９３０㎥／秒、

昭和２７年の洪水は６００㎥／秒、昭和２８年の洪水は約７７０秒、昭和

３６年の第二室戸台風は７００±５０㎥秒、との記載があることを認める。 

これらの過去の過去の洪水記録４ケースのうち、昭和８年のデータは降

雨量からの推定値であり（乙２８）、それ以外は洪水痕跡からの算出され
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たものである（乙２９）。 

② 被告は、上記の４ケースについて、「洪水痕跡を基に算出したと思われ

る推定値には、例えば上流での氾濫等により犀川本川に流入しなかった流

量が洪水量として考慮されないなどの問題点がある。」と指摘する。 

しかしながら、昭和８年の推定値は、犀川ダム全体計画書（昭和３６年）

で降雨量から算出された流量であるので、それ以外の洪水痕跡から算出さ

れた流量とは異なり、河川からの氾濫による流量低減は生じない。 

また、洪水痕跡から算出された昭和８年以外の３つのケースについても、

犀川の上流での氾濫が生じても、氾濫水は再び川へと流れ込むことになる

ので、洪水痕跡から算出しても、流量は小さくならないはずである。 

そもそも、洪水痕跡を基に算出することと上流の氾濫によって本川の流

量が低減することとは関係のないことである。流量観測の基本は昔も今も

変わらず、水位、河川断面、流速を測ることによって流量を観測している。

洪水痕跡は水位を測ることと同じことであり、流量観測の精度は今も昔も

それほどの相違はない。実際、石川県は、昨年７月の浅野川洪水で、洪水

痕跡をもとに天神橋地点の流量を推定しているのである。 

③ また、被告は、昭和３６年の第二室戸台風７００±５０㎥／秒について、

         当時の技術水準に基づく推定値に過ぎず、飽和雨量を０とした場合には、

         昭和３６年の第二室戸台風では１２１１㎥／秒となる、と主張する（第３

         準備書面１７頁）。 

飽和雨量ゼロとは、地表面が降雨で完全に飽和状態となり、降った雨が

地中へ浸透せずにすべて流出する状態をいう。例えれば、すべての地表面

がアスファルトで固められて地下へ浸透しない状態と同じことである。し

たがって、飽和雨量をゼロとして求めた洪水量が、その洪水量の上限を示

すことになるのである。 

１２１１㎥／秒という数値は、第二室戸台風時の洪水量の 大限の数値
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を示すものに過ぎず、その洪水量そのものを表すものではない。飽和雨量

を０とした計算した過去の洪水量と比較することには、何ら合理性を看取

できない。 

さらに、本件基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒は、飽和雨量１００ｍ

ｍとして算出されたものである。飽和雨量を０として計算した場合には、

約２１７０㎥／秒となる。飽和雨量を０とした過去の洪水量と比較するの

であれば、本件基本高水ピーク流量との比較も、約２１７０㎥／秒と比較

しなければならない。 

④ したがって、上記被告の主張は失当であり、本件基本高水ピーク流量は、

過去の洪水記録と比べて、著しく過大な数値であることは明白である。 

⑶ 計画降雨波形群間の比較について 

① 本件基本高水ピーク流量は、平成７年８月３０日の計画降雨波形を基礎

として算定されたものである。 

計画降雨波形群の中から異常値を選出して棄却する基準のうち、犀川大

橋基準点における流域平均３時間雨量の確率評価の項目について、着目す

る。 

② 異常値の棄却基準については、「全１２手法の中でＳＬＳＣ値０．０４

         未満を満足する手法の中でＪａｃｋｋｎｉｆｅ推定値に推定誤差を加え

         た値が 大のものを棄却限界とする」という基準が採用されている。その

         結果、犀川大橋基準点における流域平均３時間雨量の確率評価の項目につ

         いて、ＬＮ３Ｑ法が採用され、棄却基準となる数値は１４２ｍｍに設定さ

         れた（乙８０の３９頁）。 

平成７年８月３０日の計画降雨波形における流域平均３時間雨量の確

率評価は、１３８．６ｍｍであり（乙８２）、棄却基準１４２ｍｍとの差

は僅か３．４ｍｍしかないものである。 

また、上記棄却基準に基づいて棄却された計画降雨波形の中には、平成
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３年７月１２日のものがあるが、この計画降雨波形の上記確率評価は１４

６．３ｍｍであり（乙８２）、棄却基準１４２ｍｍとの差は僅か４．３ｍ

ｍである。 

平成７年８月３０日の計画降雨波形は、上記棄却基準に照らし、異常値

として棄却される寸前の数値であったのである。 

③ また、本件基本高水ピーク流量を算定する基礎となった、計画２日雨量

は３１４ｍｍである。この計画２日雨量の算定においては、上記の棄却基

準とは異なる計算方法が用いられている。すなわち、その計算方法は「全

１２手法の中でＳＬＳＣ値０．０４未満を満足する手法の中でＪａｃｋｋ

ｎｉｆｅ推定誤差が も少ない数値を採用する」というものである。ここ

では、計画２日雨量の計算の際に、可能な限り誤りが入らないように、

も推定誤差が生じないＧｕｍｂｅｌ法が採用されているのである。 

他方、上記の棄却基準においては、「Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ推定誤差が

も少ない数値」という項目は除外され、「Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ推定値に推

定誤差を加えた値が 大のもの」という項目が採用されている。言い換え

れば、上記棄却基準においては も誤差の大きい値を選択しているのであ

る。 

上記の棄却基準において、「Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ推定誤差が も少ない

数値」という項目を採用すれば、 も推定誤差の小さいＧｕｍｂｅｌ法を

選択することになり、Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ推定値は１１７mm、Ｊａｃｋｋ

ｎｉｆｅ推定値に推定誤差を加えた値は１２５．６mmとなる（乙８０の４

１頁）。常識的な考え方であれば、 も推定誤差の少ない数値を基準とす

べきと思われるが、異常値の棄却の際には、誤差が著しく大きい信頼性の

低い数値を選択していることになる。 

この選択が、平成７年８月３０日の計画降雨波形が棄却されない理由で

ある。仮に平成７年８月３０日の計画降雨波形が棄却された場合、第１順
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位の計画降雨波形は、昭和３６年７月１０日のもので、犀川大橋基準点に

おいては１３１２㎥／秒となる。 

すなわち、この選択によって、４２９㎥／秒（１７４１㎥／秒と１３１

２㎥／秒の差）もの、ピーク流量差が生まれるのである。辰巳ダムの洪水

調節量を犀川大橋基準点で毎秒２９０㎥／秒とすれば、辰巳ダム約１．５

個分に相当する。 

④ したがって、他の計画降雨波形との比較において、平成７年８月３０日

の計画降雨波形が異常値であることは明らかである。 

⑷ 辰巳ダム計画の基本的数値について 

① 辰巳ダム計画の根幹となる基本的数値については、下記のような経過で

変遷している。 

ⅰ 犀川水系河川整備基本方針（提言）（乙２０の１５頁） 

日時 平成１５年１１月 
基本高水ピーク流量 １７５０㎥／秒 
洪水調節施設による調整流量 ７７０㎥／秒 
浅野川からの合流量 ２５０㎥／秒 
河道への配分流量 １２３０㎥／秒 

ⅱ 犀川水系河川整備基本方針（被告第２準備書面７頁） 

日時 平成１６年７月 
基本高水ピーク流量 １７５０㎥／秒 
洪水調節施設による調整流量 ５２０㎥／秒 
浅野川からの合流量 －    
河道への配分流量 １２３０㎥／秒 

ⅲ 犀川水系河川整備計画（甲１） 

日時 平成１７年３月 
基本高水ピーク流量 １７５０㎥／秒 
洪水調節施設による調整流量 ５２０㎥／秒 
浅野川からの合流量 －    
河道への配分流量 １２３０㎥／秒 

ⅳ石川県の 終判断（被告第２準備書面１７頁） 
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基本高水ピーク流量 １７５０㎥／秒 
洪水調節施設による調整流量 ６４０㎥／秒 
浅野川からの合流量  １２０㎥／秒 
河道への配分流量 １２３０㎥／秒 

② このように、辰巳ダム計画の基礎となる数値について、基本高水ピーク流

量及び河道への配分流量のみは一定しているが、洪水調整施設（犀川ダム、

内川ダム及び辰巳ダムの３ダム）による調整流量と浅野川からの合流量につ

いては変遷を繰り返している。 

このような変遷の過程は、基本高水ピーク流量自体の合理性について疑い

を差し挟むことを許さず、その他の数値を調節することによって、辰巳ダム

計画の体裁を整えた石川県の態度を表すものに他ならない。 

このような数値の変遷自体が、基本高水ピーク流量の不合理性を象徴する

ものに他ならない。 

⑸ 以上より、本件基本高水ピーク流量は、著しく過大かつ不合理な数値である

ことは明らかである。 

２ 基準の改定の趣旨について 

⑴ 被告は、国土交通省河川砂防技術基準同解説・計画編（乙２７）の解説を

 引用し、①カバー率によって基本高水を決定していないにもかかわらず、解

 説の中に記述されているカバー率の実績（６０～８０％）があたかも基本高

 水決定の根拠の一つであるかのように誤解されていたため、表現の適正化が

 図るため、新基準の改定が実施された、②新基準においても「基本高水は、

 ……適当な洪水流出モデルを用いて洪水のハイドログラフを求め、これを基

 に既往洪水、計画対象施設の性質等を総合的に考慮」して基本高水を決定し

 ており、これは旧基準も同様であって何ら考え方が変わったものではなく、

 新基準において新たに「検証」の概念が加わったわけではない、旨主張する。 

⑵ しかしながら、単に、誤解を解消するために表現の適正化を図るということ

であれば、「カバー率の実績（６０～８０％）」の部分を削除すれば、その誤
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解はなくなるはずであり、カバー率についての考え方自体を削除する必要はな

いはずである。表現の適正化という理由だけでは説明がつかない。 

⑶ 同解説（乙２７の２２６頁）には、「複数のハイドログラフ群からカバー率

により基本高水を決定する従来の方法から、地域分布と時間分布の検討から対

象降雨の棄却を行い、それらにより算定されたハイドログラフ群の中からピー

ク流量が 大となるハイドログラフを基本高水とする方法に変更」と記載され

ている。明らかに、ハイドログラフ群の中位数から、 大のものを選択するよ

うに、考え方が変わっている。 

続けて、同解説には、「また、この方法で決定した基本高水のピーク流量の

妥当性を合理式や流量確率で検証する旨あわせて記載」とある。新基準の基本

高水の決定フローチャート（乙１の３４頁の図２－３）では「流量確率、比流

量による検証」が明記されており、これは、改定前の同解説には何ら記載され

ていなかったものである（乙２５の１６頁の図２－３、参照）。被告の主張す

るように、不適切なものを除外した上で残りの 大値を用いて基本高水ピーク

流量が決定されるのであれば、この「検証」は不要である。「検証」が必要で

あるとされているのは、異常値を棄却した後においても過大な流量が選択され

る可能性があることを示しているものに他ならない。 

⑷ 以上より、被告の上記主張は失当である。 

新基準においては、従来のカバー率の概念を捨象した上、一定の計算方法に

より算出されたハイドログラフ群の中から異常値を棄却して生き残った数値

についても、未だ異常値が残る危険性があることから、上記の検証を義務付け

ているのである。 

処分庁は、上記のような本件基本高水ピーク流量の過大性を認識していたの

であるから、新基準の趣旨に基づき、「流量観測データが十分蓄積されている

ような場合には、流量確率を用いたり、また、中小河川では合理式による値と

比較を行う等により、基本高水ピーク流量を検証することや、比流量を用いて、
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本支川バランス、上下流バランスや流域の気候特性や計画規模が同規模の他河

川とのバランスを考慮すること」（乙２４の３４頁）が義務付けられていたの

である。 

３ 被告の検証義務違反について 

⑴ 比流量による検証 

① 被告は、「比流量（基本高水ピーク流量を集水面積で除した値）を用いた

検証を行い、……その結果は、他の河川との比較や上下流バランス上、特に

問題のないものであった（乙第３４号証）。」（被告第３準備書面２２頁）

と主張する。 

しかしながら、被告の実施した比流量による検証には、下記のような不合

理な点が存在し、何ら、本件基本高水ピーク流量が適切な数値であることの

検証となっていない。 

② 犀川の流域面積は１５０㎢であり、犀川と同規模の流域面積を持つ１００

㎢を越える流域面積を持つ河川は、大聖寺川、町野川、河原田川、米町川、

新堀川、羽咋川の６つである（乙３４の２頁）。 

犀川と大聖寺川が１１．７及び１１．６と際立った比流量を示しているが、

この２つを除く流域面積１００㎢を超える５つのケースでは、比流量は４．

８から７．８の範囲内にある。 

犀川の比流量は、上記５つのケースと比して、合理的な数値でないことは

明らかである。 

③ 犀川と大聖寺川は石川県の中部と南部に位置し、地理的に遠隔してその気

候条件も異なるので、比較の対象として適切でない。そこで、犀川流域に隣

接した河川と比較してみる。 

犀川流域の北には浅野川流域が、南には手取川流域が接している。各河川

の計画規模は同じ１／１００であり、流域面積、基本高水ピーク流量、比流

量を比較すると下記のようになる。 
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犀川流域の北には浅野川流域が、南には手取川流域が接している。各河川

の計画規模は同じ１／１００であり、流域面積、基本高水ピーク流量、比流

量を比較すると下記のようになる。 

  流域面積 
（㎢） 

基本高水 
（㎥／秒） 

比流量 
（㎥／秒／㎢） 

浅野川 ８０．０ ７１０ ８．９ 
犀川 １５０．２ １７５０ １１．７ 
手取川 ７４５．６ ６０００ ８．０ 

３つの河川を比較してみると、犀川の比流量が著しく大きい。 

比流量の特性として、流域面積が小さいほど大きい数値となり、逆に、流

域面積が大きいほど小さい数値となる。その特性から、犀川は浅野川と手取

川の中間の数値になるはずであるが、犀川の比流量は１１．７という著しく

大きな数値を示している。仮に、犀川の比流量を浅野川と手取川の中間の８．

５とすると、本件基本高水ピーク流量は、約１２８０㎥／秒となる。 

犀川の比流量は、犀川流域に隣接した河川と比して、合理的な数値でない

ことは明らかである。 

⑵ 過去の洪水記録（乙３０）による検証 

① 被告は、飽和雨量による検証を行い、「昭和１２年以降の降雨資料を使用

し、犀川流域が湿潤状態で降雨が全く浸透せずに流出すると設定した場合

（飽和雨量が０ミリメートル）の流出計算を行うことで、近年における 大

流量を推定している（乙第３０号証）。」（被告第３準備書面２２頁）旨主

張する。 

しかしながら、この飽和雨量による検証は、基本高水ピーク流量が適正で

あるということについて、何ら検証となっていない。 

② 乙３０号証によれば、犀川大橋基準点の流量は、 小で１６５㎥／秒、

大で１２１１㎥／秒となっている。 

昭和１２年から現在（平成２１年）までの７２年間で、 大規模の洪水が

昭和３６年第二室戸台風時のもので１２１１㎥／秒なのである。この数値は、
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本件基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒（なお、飽和雨量１００ｍｍであ

る。）に比べて著しく小さい。 

この飽和雨量による検証は、基本高水ピーク流量が適正であるということ

を何ら検証していない。 

③ また、本件基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒を、飽和雨量を０として計

算した場合には、約２１７０㎥／秒となる。 

飽和雨量を０とした過去の洪水量と比較するのであれば、本件基本高水ピ

ーク流量との比較も、約２１７０㎥／秒と比較しなければならない。 

１２１１㎥／秒という数値は、基本高水ピーク流量２１７０㎥／秒の約５

６％にしか相当しない数値であり、飽和雨量による検証は、基本高水ピーク

流量が適正であるということを何ら検証していない。 

⑶ 流量確率による検証 

① 本件事業認定の申請が行われた平成１９年１月１８日の時点で、石川県は、

下菊橋測水所地点における昭和５３年４月１日から上記申請時までの約２

９年間の流量観測記録（乙７８）を保持していたものである。 

「少なくとも３０年程度以上の統計年数が望ましい」という専門家の意見

が提示されたのは、事業認定の意見聴取の過程で北陸地方整備局が京都大学

の寶教授に問い合わせて、平成１９年９月にはじめて判明した事柄である

（乙３３）。それ以前に、石川県により流量観測記録の蓄積が不十分である

と判断されていた事実は、石川県が作成した計画書や報告書、委員会での説

明などのどこにも見当たらない。 

石川県が旧辰巳ダム計画に変えて新たに基本高水の計算を行ったのは、平

成１４年度であり、その内容が「平成１４年度犀川水系河川整備計画検討業

務委託報告書」に記載されている。その時点では、降雨ならびに流量は、昭

和５３年から平成１３年度までの約２４年間分の流量観測記録が使用され

ている。石川県は、平成１４年度の上記報告書には上記の流量観測記録を使
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用しておきながら、本件事業認定の申請の際には全く使用しないという矛盾

した態度をとっているのである。 

② さらに、被告の第４準備書面４頁で明らかにされているが、桜橋測水所に

おいても昭和４６年１月１日から昭和４８年８月３１日までの２年８ヶ月

の流量観測記録が存在する。この流量観測記録を先の流量観測記録に加える

と、石川県は、本件事業認定申請時に、約３２年分の流量記録を保持してい

たのである。 

被告は、２つの流量観測記録は観測位置が異なるため流量確率評価に使用

できない、旨主張する。しかしながら、下菊橋、桜橋の両測水所ともに、犀

川大橋基準点の流量を代替して観測するための測水所であり、犀川大橋の至

近距離に位置しているため、一体と考えられないという理由は全く成り立た

ないものである。 

③ 被告が本件事業認定を行った平成１９年１１月２８日の時点において、石

川県は、①下菊橋測水所地点における昭和５３年４月１日から本件事業認定

時までの約３０年間の流量観測記録と②桜橋測水所地点における昭和４６

年１月１日から昭和４８年８月３１日までの約２年８ヶ月の流量観測記録

の合計約３３年分もの流量観測記録を保持していたものである。 

「少なくとも３０年程度以上の統計年数」（乙３３）の流量観測記録は存

在しており、「流量観測データが十分蓄積されてい」た（乙２４の３４頁）

のである。 

処分庁は、本件事業認定時において、犀川水系河川整備検討委員会や犀川

水系流域委員会において流量確率による検証が全くなされていないこと、石

川県が下菊橋測水所地点における３０年間の流量観測記録及び桜橋測水所

地点における約２年８ヶ月の流量観測記録を保持していたことを認識して

いたのであるから、流量確率による検証を実施することは十分に可能かつ容

易であった。 
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処分庁は、本件事業認定時において、新基準に基づき、本件基本高水ピー

ク流量の妥当性について、流量確率等による検証を実施する義務を負ってい

たのである。それにもかかわらず、処分庁は、基本高水ピーク流量について、

流量確率等による検証を懈怠して、本件基本高水ピーク流量が著しく過大な

数値であるか否かの点につき検討する機会を自ら放棄し、ただ漫然と本件事

業認定を行ったものである。 

⑷ 小括 

以上より、処分庁は、本件基本高水ピーク流量の過大性について、新基準に

規定されているような実効性のある検証を、一切行っていないことは明らかで

ある。 

基本高水ピーク流量は、辰巳ダム計画の要である。 

処分庁は、本件事業認定の際に も重視すべき基本高水ピーク流量という事

項について、実効性のある検証を完全に懈怠し、これを完全に無視したのであ

る。 

処分庁の裁量判断の方法ないしその過程には重大な過誤が存在し、裁量権の

濫用ないし逸脱が認められることは明白である。 

 

第５ 内水について 

１ 穴あきダムによっては犀川の水位が低下する効果は期待できないこと 

⑴ 被告は、原告の「穴あきダムは、ダムの穴からそのまま流れてしまうため、

犀川の水位が低下する効果は期待できない。」という指摘に対して、「辰巳ダ

ムの下段常用洪水吐きの幅は２．９メートルが２門であり、直上流の河床３０

メートルよりも狭く、小洪水においてもダム貯水池は湛水することから、ダム

下流域における水位低下が見込まれる（乙第３５号証）。」（被告第３準備書

面２４頁）と主張する。 

⑵ しかしながら、「穴あきダム」は、その構造上、穴が開いたままとなってい
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ることで、必ずしも流量が低減し、水位が低下するとはいえない。 

川の流れが辰巳ダムに流れ込んだ場合、①水が辰巳ダムに貯まり始める段階

においては、水は、コンクリート壁で一旦せき止められ、開いている穴から流

れ出すため、辰巳ダムに流れ込む流量よりも穴から流れ出す流量が小さくなる。 

逆に、②辰巳ダムに一定程度水が貯まった段階では、辰巳ダムに貯まった水

の水圧により、辰巳ダムに貯まった水が外部に押し出されるので、穴から流れ

出る流量は大きくなる。 

まり、穴から流れ出る流量は、①水が辰巳ダムに貯まり始める段階において

は抑えられるが、②辰巳ダムに一定程度水が貯まった段階では逆に増大するの

である。したがって、辰巳ダムにより、必ずしも、犀川の流量が低減し、水位

低下の効果が起きるといえない。 

⑶ また、小洪水でもダム湖に水が貯まるので水位低下効果がある旨の被告の主

張も、不合理である。 

上記のように、辰巳ダムは「穴あきダム」であるため、辰巳ダムへの水の流

入量に比例して辰巳ダムからの水の放流量は大きくなり、２７０㎥／秒まで放

流することになっている。 

他方、犀川流域には犀川ダムと内川ダムが存在する。これらの２つのダムは

従来型の「貯水型ダム」であり、「貯水型ダム」では、ダムの利水容量分に空

きがあれば全て貯水し、利水容量分が満杯になれば放流することができる。犀

川ダムでは９５㎥／秒以上、内川ダムでは４０㎥／秒以上は放流しないことと

なっているのである。 

既存の犀川、内川ダムに比較して、辰巳ダムにおいては２７０㎥／秒もの水

を放流することになっており、辰巳ダム建設により水位低下効果が期待できる

はずがない。 

⑷ その上、水位低下効果の観点から、辰巳ダムの位置にも問題がある。 

上流に位置する犀川ダム地点において既に洪水の調節が行われるため、洪水
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のピーク量は軽減され、辰巳ダム地点においては洪水量の規模が小さくなって

いる。 

そのため、辰巳ダム地点における 大流量は、平成１０年９月の台風７号時

に観測された１２４㎥／秒であり、微少である（なお、辰巳ダム地点において

は、昭和６０年より２４年間にわたり流量観測がされている。）。辰巳ダム建

設計画により想定されている辰巳ダム地点の計画流量は６００㎥／秒であり、

上記流量観測の僅か２０％に過ぎないのである。 

辰巳ダム地点において過去に観測された流量が微少である以上、辰巳ダム建

設によって計画流量６００㎥／秒を想定したとしても、現実には流量低減の効

果など期待できず、その結果、水位低下の効果は見込めない。 

⑸ 以上により、「穴あきダム」である辰巳ダムによっては、犀川の水位が低下

する効果は期待できない。 

２ ダム建設により内水軽減の効果がないこと 

⑴① 被告は、原告の「既存の犀川ダム及び内川ダムの洪水調節をほとんど行

わない流量でも、犀川下流で特別警戒水位を超え、辰巳ダムを建設したと

ころで同様の内水被害が発生することは当然に予想される」との指摘に対

して、概ね１００年に１回程度に対応する昭和５６年８月２２日型の洪水

を例に、犀川本川の水位を３０～１０１センチメートル下げ、内水排水効

果がある（被告第３準備書面２４頁）、旨主張する。 

② しかしながら、１００年確率洪水で数十ｃｍ程度の水位低下効果しかない

ということは、通常の洪水では、水位低下効果は皆無である。この程度の水

位低下効果であれば、下流部に堆積した土砂を除去すれば、これよりもはる

かに大きい効果が得られる。 

③ 平成８年６月２５日の梅雨前線による豪雨、平成１０年９月２２日の台風

７号による降雨のため、高畠地区（伏見川合流点）で大規模な内水浸水被害

が発生した。下菊橋測水所の 大流量はそれぞれ２４２㎥／秒と３５２㎥／
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秒であった。平成１８年７月１９日の降雨による流量は２７０㎥／秒であっ

たが、大規模な内水浸水被害が発生している。 

これらの流量は、犀川大橋地点の犀川の流下能力１２３０㎥／秒の２０％、

２９％、２２％、にしか過ぎない。 

上記のような僅かな小流量で内水被害が発生するのは、外水の流量の大小

が内水被害の原因ではないことを証明している。つまり、ダム調節によって

外水の流量を低減し、水位低下を図ることによっては、内水問題は解決でき

ないのである。 

④ 平成８年６月２５日の梅雨前線による豪雨では、下菊橋測水所の 大流量

は２４２㎥／秒であったが、高畠地区（伏見川合流点）で大規模な内水浸水

被害が発生した。 

一方、平成１８年７月１９日の流量は、それよりも大きい２７０㎥／秒で

あったが、高畠地区で内水被害は発生していない。 

つまり、既存の２ダムにより、外水の水位がわずかに低下しているとして

も、内水被害は別のメカニズムで発生しているのである。 

⑵ 被告は、原告の「内水被害対策としてダム建設を位置づけること自体が不合

       理である。その証拠として既存の犀川ダムと内川ダムが建設されても内水被害

       が生じている、ダム下流域の降雨に対応できない。」という指摘に対して、「整

       備計画で位置づけられた洪水調節施設によって洪水時における犀川本川下流

       の水位を現状より低く抑えることにより、内水の排水効果を高めることができ

       る」（被告第３準備書面２５頁）と主張する。 

しかしながら、被告の上記主張の不合理性は、既存２ダムの能力を比較すれ

ば明らかとなる。各ダムの 大流量、洪水調節後の流量、洪水調節量は次のと

おりである（単位：㎥／秒）。 

  
大流量 洪水調節後  

の流量 洪水調節量 

犀川ダム ５７０ ２２０ ３５０ 
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内川ダム ４４０ １３０ ３１０ 
辰巳ダム ６００ ２７０ ３３０ 

いずれも同じ規模の調節機能を持つダムである。既存の犀川、辰巳ダムの内

水排水効果が不明であるにもかかわらず、さらに同様の機能を持つ辰巳ダムを

追加しても、必ずしも内水排除につながるものでないことは明らかである。 

⑶ ダムの流量の調節機能とは、ダムの上流に降った雨によってダム湖に流れ込

む水量をコントロールすることである。ダム湖に流入する流量は降雨量とダム

湖の集水面積に比例する。つまり、ダムの流量は、降雨の地域、降雨の大きさ、

集水面積の大小によって影響される。 

辰巳ダムの集水面積は、単独では２１．０㎢であり、犀川ダムの集水面積と

合計すると７７．１㎢である。犀川ダムは５７．８㎢、内川ダムは３４．５㎢

であり、犀川ダムと内川ダムの合計は９２．３㎢である。 

それぞれの集水面積の割合は以下のようになる。 

既存の２ダムのカバーする面積比率は、犀川大橋地点で６１％、犀川全体の

３６％である。辰巳ダムの単独の集水面積２１．０㎢は、犀川大橋地点の集水

面積に対して１４％、犀川全体の集水面積に対して僅か８％にしかすぎない。

 既存の２ダムにより大きな集水面積の流量をコントロールしてもほとんど

割合 
 犀川／内川ダム合計 

（９２．３㎢） 
辰巳ダム 

  （２１．０㎢） 
犀川／内川ダム

の合計集水面積 
（９２．３㎢） 

１００％ ２３％ 

犀川大橋地点の

集水面積 
（１５０．２㎢） 

６１％ １４％ 

犀川全体の 
集水面積 
（２５６㎢） 

３６％ ８％ 
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内水被害対策ができないにもかかわらず、小集水面積の辰巳ダムの流量をコン

トロールしても内水被害対策はできない。 

⑷ ダムの調節機能で川の水位を下げることができるのは数十ｃｍ程度である。 

犀川下流の低地では、外水の水位よりも数ｍも低い土地もあり、上記程度の

水位低下効果では、ほとんど内水被害を軽減できない。 

通常、低地では、川の水位が上昇すると、水門を閉鎖することで外水と遮断

し、内水はポンプで排水される。この場合、外水の水位低下と内水の水位低下

とは直接つながらない。 

すなわち、別システムで内水をコントロールして内水被害を防いでいるので

あり、外水の水位の低下によって直接に内水被害を防いでいるわけではないの

である。 

⑸ 以上より、辰巳ダム建設を内水軽減の効果を持つものとして位置付けること

       自体が不合理であることは明白である。 

以上 


