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第７ 治水目的・治水の必要性の問題 

以下この項目については，第１～第６として区分して記載する。 

第１ 本件基本高水ピーク流量の計算過程が不合理であり，著しく過大な数値を算出

する危険性が認められること 

１ 対象降雨量の計算過程が不合理であり，著しく過大な基本高水ピーク流量を算出す

る危険性が認められること 

⑴ 石川県は，１００年確率における２日間の対象降雨量を計算するに当たり，①確

率分布モデル１２個のうち極値３分布（グンベル分布，平方根指数型 大値分布及

び一般化極値分布）のみを比較検討する対象とした上，グンベル分布が，②ＳＬＳ

Ｃ値による適合性評価の結果，ＳＬＳＣ値０．０３５を示し同値０．０４以下の水

準を充たし，③ジャックナイフ法による安定性評価の結果，ジャックナイフ推定誤

差２１．０を示す 小の数値となったため，④グンベル分布によるジャックナイフ

推定値３１３．２を採用して，対象降雨量を３１４ミリメートルと算定した（乙１

４０）。 

しかしながら，この対象降雨量の計算過程には，①確率分布モデル１２個のうち，

極値３分布のみを検討して，残り９個の確率分布モデルを比較検討する対象から除

外したため，ＬＮ３Ｑ法こそが， ②ＳＬＳＣ値による適合性評価の結果，ＳＬＳＣ

値０．０２４を示し満足すべき適合度を示し，③ジャックナイフ法による安定性評

価の結果，ジャックナイフ推定誤差が２１．６を示し，グンベル法とほぼ同一の安

定性評価がなされ， も適切な確率分布モデルであったにもかかわらず，④ＬＮ３

Ｑ法によるジャックナイフ推定値２８３．７を採用せずに，対象降雨量を算定して

いる点において不合理であり（乙１４０），著しく過大な基本高水ピーク流量を算出

する危険性が認められる。 

本件基本高水流量は，ＬＮ３Ｑ法により対象降雨量を計算した場合と比べて，１

０パーセント程度大きな数値となっている。 

⑵ 対象降雨量は，治水計画の要である基本高水ピーク流量を算定する基本的数値で

ある（乙２４）。 
また，対象降雨量は，確率分布モデルの使用により計算される推定値であるとこ

ろ，この計算にあたっては，降雨量や流量データが十分にないことが多いため，現

実のものとは大きく乖離したものとなる危険性がある。 
対象降雨量の算定に当たっては，行政には極めて慎重な検討が要求されるもので

あり，適合性評価に用いるＳＬＳＣの原理・原則に遡り，より適切な確率分布モデ

ルを採用すべき責務を負う。 
⑶ ①対象降雨量の計算において，確率分布モデル１２個のうち，極値３分布のみを

比較検討の対象とするべき合理的理由はなく，残り９個の確率分布モデルを含めて

比較検討の対象とするべきである。 
石川県が本件基本高水ピーク流量を計算した際に準拠した「中小河川計画の手引

き（案）」（乙１９７。以下「手引き」という。）に引用されている宝教授は，確率分
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布モデルについて，「候補モデルとして，次の１０種を挙げる」（甲３５・１５１頁）

として，極値３分布のみに限定することなく，広くそれ以外の確率分布モデルによ

る比較検討を試みている（甲３５・Ｔａｂｌｅ１，３，５，７）。 
また，独立行政法人土木研究所の吉谷純一氏は，「過去の研究により実用的とされ

る確率分布型と母数推定法の組み合わせは，表２のとおり１１通りとされ・・・１

１通りの手法から一つを採択する選択が必要となる」としている（甲３６の１）。 
さらに，石川県は，異常降雨波形を除外するための棄却基準を決定する際には，

「３手法以外の手法でもＳＬＳＣ値０．０４未満を満足していれば，その推定値は，

客観的に生起しうる値と評価できる」（被告第７準備書面７頁）として，全１２手法

を比較検討の対象としているのであり，同様の考え方が対象降雨量の算定の際にも

適用されるはずである。 
極値３分布のみならず，残り９個の確率分布モデルも，水文統計上，十分な知見

を有するものであり，確率分布モデル１２個全てを比較検討の対象とするべきであ

る。 
⑷ア ②確率分布モデル１２個についてＳＬＳＣ値による適合性評価を実施した場合，

満足するべき適合度を示すＳＬＳＣ値０．０３以下の確率分布モデルがＬＮ３Ｑ

法を含めて６つも存在する一方，石川県が採用したグンベル分布は，ＳＬＳＣ値

０．０３５を示しており，満足すべき適合度を示していない。このため，本件の

対象降雨量は，まさに現実の降雨量と満足に適合しない過大な数値として出現す

ることになったのである。 
イ ＳＬＳＣは，実際の降雨量と確率分布モデルによって計算された近似線との適

合性を評価するものであり，ＳＬＳＣ値が小さければ，より実際の降雨量と適合

する正確な推定値が算出される。 
ＳＬＳＣ値による適合性評価については，本来的には，ＳＬＳＣ値０．０２＝

十分な適合度と判断される基準，ＳＬＳＣ値０．０３＝満足すべき適合度の判断

基準とされており，ＳＬＳＣ値０．０４以上となった場合に，信頼性のない数値

として検討対象から除外される。 
手引きに引用されている宝教授は，適合性評価については，「ＳＬＳＣの値が

小さいほど適合していることになる。・・・ＳＬＳＣ≒０．０２であれば良い適合

度を示す｡ＳＬＳＣ＞０．０３であれば他の分布を試みるべきである。」としてい

る（甲３５・１５３頁）。 

また，独立行政法人土木研究所の吉谷純一氏は，宝教授の研究等を参考として

「適合度指標ＳＬＳＣが０．０２以下の分布型はすべて十分適合度が良いと判断

し，その中から安定性の も高い分布型を選定する。ＳＬＳＣが０．０２以下の

分布型がない場合，０．０３以下の分布型の中から安定性が も高い分布型を選

定する。ＳＬＳＣが全て０．０３を超える場合，相関係数ＣＯＲで適合度を判断

し０．９９以上で良いと判断する方法を残し，安定性で 終選択する。」としてい

る（甲３６の１）。 

水文統計においては，ＳＬＳＣ値が０．０４を超える確率分布モデルは明らか

に適合性を欠くものとして棄却されなければならないが，ＳＬＳＣが０．０３を
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超える場合には，満足するべき適合度を示していないため，他の確率分布モデル

の適用をするべきものとされている。 

ウ 石川県が採用したグンベル分布は，ＳＬＳＣ値が０．０３５を示している。グ

ンベル分布のＳＬＳＣ値は，満足するべき適合度を示しておらず，まさに他の確

率分布モデルを適用するべき水準に達していたのである。 

本件の対象降雨量は，このグンベル分布に基づき算定されたため，まさに現実

の降雨量と適合しない過大な数値として出現したものである。 

エ また，極値３分布のみを比較検討の対象とした場合，平方根指数型 大分布は

ＳＬＳＣ値０．０６２，一般化極値分布はＳＬＳＣ値０．０４，グンベル分布は

ＳＬＳＣ値０．０３５を示している。すなわち，平方根指数型 大分布は異常値

として棄却され，一般化極値分布は異常値として棄却される寸前の値であり，グ

ンベル分布は満足すべき適合度を示していない。 

他方，極値３分布以外の９個の確率分布モデルについて，ＳＬＳＣ値による適

合性評価を実施した場合，満足するべき適合度を示すＳＬＳＣ値０．０３以下の

確率分布モデルが，ＬＮ３Ｑ法を含めて６つも存在する。 

特に本件においては，極値３分布以外の手法についても，当初から比較検討の

対象とする必要性が極めて高い状況にあったものであり，石川県は，全１２手法

の中から，慎重に対象降雨量を決定するべきである。 

それにもかかわらず，石川県は，対象降雨量の算定にあたって，当初から極値

３分布以外の９個の確率分布モデルを比較検討の対象から除外し，その結果とし

て，満足するべき適合度を示しておらず，他の確率分布モデルを適用するべき水

準に達していた，グンベル分布を採用したものである。 

石川県は，上記のような慎重な検討を怠った結果，グンベル法を採用し，本件

の対象降雨量は，まさに現実の降雨量と満足に適合しない過大な数値として出現

することになったのである。 

⑸ ③ＳＬＳＣ値０．０３以下の満足するべき適合度を示した６個の確率分布モデル

について，ジャックナイフ法による安定性評価を実施した場合，ＬＮ３Ｑ法こそが，

ＳＬＳＣ値０．０２４となり満足するべき適合度を示し，且つ，ジャックナイフ推

定誤差２１．６となり高い安定性を示し， も適切な確率分布モデルである。 

ジャックナイフ法は，「現在手元にある１組のデータセット（標本）から，部分的

にデータを抽出したり，繰返しを許して元の標本から得られる統計量の偏倚を補正

したり，統計量の推定誤差を求めたりする手法」であり（甲３５・１５４頁），これ

が水文統計に応用された経緯は「データの蓄積が進んでも（言い換えると，データ

の組み合わせが異なっても）確率水文量の推定値が大きく変動しないような確率分

布が望ましい」からである（甲３５・１５４頁）。 

ジャックナイフ法による安定性の判断については，石川県が採用したグンベル法

においてはジャックナイフ推定誤差が２１．０を示し，ＬＮ３Ｑ法においては２１．

６を示している。安定性評価においては，二つの確率分布モデル間でほとんど差異

が認められず，同一の評価を受ける。 

ＬＮ３Ｑ法こそが，石川県の採用したグンベル法に比べて，ＳＬＳＣ値が小さく
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満足すべき適合度を示し，ジャックナイフ推定誤差が著しく近接し安定性も同一の

評価を受ける， も適切な確率分布モデルである。 
⑹ ④ も適切な確率分布モデルであるＬＮ３Ｑ法により対象降雨量を算定すると，

ジャックナイフ推定値が２８３．７であるから，対象降雨量は約２８４ミリメート

ルとなる。 

石川県が採用したグンベル法による対象降雨量３１４ミリメートルという数値は，

ＬＮ３Ｑ法による対象降雨量約２８４ミリメートルと比較して，対象降雨波形の作

成の際には，約１０パーセント程度引き伸ばし率が大きくなり，それに比例して対

象降雨波形の山も大きくなる。また，洪水量も，このデータを入力して計算するこ

とになるため，ほぼ比例して大きな数値となり，結果として基本高水ピーク流量は，

１０パーセント程度大きな数値となる。 
石川県は，対象降雨量を算定する際，１２個の確率分布モデルによる計算を実施

したにもかかわらず， も適切なＬＮ３Ｑ法を含む９個の確率分布モデルを当初よ

り比較検討の対象から除外することによって黙殺し，結果として，満足すべき適合

度を示していないグンベル法を採用することにより，対象降雨量を３１４ミリメー

トルと算定したのである。 
このような不合理な対象降雨量の算定の結果，本件基本高水ピーク流量は，現実

には生起するはずもない著しく過大な数値となって，算定されることになったので

ある。 

２ 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を行うに際し，異常な降雨

波形を棄却する過程が不合理であり，著しく過大な基本高水ピーク流量を算出する危

険性が認められること 

  ⑴ 石川県及び被告は，異常な降雨波形を棄却する基準を設定する際，「棄却の上限値

としては，あらゆる確率・統計理論の予測値の中で，なるべく多くの値の中から

も大きな値を採用することとしているものであり，確率・統計的に予測可能な数値

まで棄却することはできない。」として，予測可能な棄却の上限値を決めるため「降

雨現象などの議論で一般的に用いられる全１２手法の確率分布モデルのうち，ＳＬ

ＳＣ値による適合基準を満足する分布を対象とし」て，「ジャックナイフ推定値と推

定誤差の和を計算する必要があり，その計算値の 大を棄却の上限値」としたとす

る（被告第１３準備書面，乙８１）。 

この結果，石川県は，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を

行う際，１２個の確率分布モデルについて，ジャックナイフ法による安定性評価を

実施することなく， もジャックナイフ推定誤差が大きく極めて安定性の悪いＬＮ

３Ｑ法を選択し，同平均３時間雨量が１４１．９ミリメートルという異常な棄却基

準を設定した。  

⑵ア 基本高水ピーク流量の算定の指針となる「河川砂防技術基準」は，平成１６年

３月３０日付け国土交通省河川局長名の通知をもって改定され（以下，改定後の

河川砂防技術基準を「新基準」，改定前の河川砂防技術基準を「旧基準」という。），

本件基本高水ピーク流量は，平成１６年７月に，この新基準を指針として犀川水

系河川整備基本方針により確定した。 
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イ 対象降雨波形を選定するに当たっては，新基準及び旧基準に記載されているよ

うに，時間的に異常な雨量が生じておらず，かつ地域分布に偏りのない降雨波形

を選定しなければならない。対象降雨波形を選定する際には，実際の降雨データ

（本件でいえば２日雨量で約１５０ミリ以上のもの）を対象降雨（本件でいえば

２日雨量で３１４ミリのもの）へ引き伸ばして，対象降雨波形を求める。対象降

雨波形を選定するに当たっては，現実の降雨との乖離が生ずることのないように，

時間的かつ地域的に異常な降雨波形を除外しなければならない。 
まさに，「降雨量を引き伸ばすことによって生ずる不合理なことは，地域分布

に大きな隔たりがある降雨や，時間的に高強度の雨量の集中が見られる降雨にお

いて，その河川のピーク流量に支配的な継続時間における降雨強度が対象降雨の

それとの間で，超過確率の値において著しい差異を生ずる場合があること」であ

る（乙２４，２５）。 
新基準においては，旧基準とは異なり，「地域分布に大きな隔たりがある降雨

を引き伸ばした結果，流域の一部地域での降雨量が著しく大きくなり，当該一部

地域の降雨の超過確率が，計画規模の超過確率に対して著しく差異があるような

場合には，対象降雨として採用することが不適当であると考えられるため，当該

降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄却すること」が直接明記され，

「短時間に降雨が比較的集中しているパターンを引き伸ばした結果，洪水のピー

ク流量に支配的な継続時間内での降雨強度の超過確率が，計画規模の超過確率に

対して著しく差異があるような場合には，対象降雨として採用することが不適当

であると考えられるため，当該降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄

却すること」が直接明記されている（乙２４）。 
新基準は，降雨波形を選定する際，現実の降雨との乖離が生ずることを防止す

るため，時間的かつ地域的に異常な降雨波形を除外することを，旧基準よりも一

層強く求めている。 
ウ また，上記改定後の新基準においては，地域分布と時間分布の検討から降雨波

形の棄却を行った後，「通常，地域分布，時間分布等の検討結果で不適切な降雨を

棄却されているので，計算されたハイドログラフ群の中から， 大流量となるハ

イドログラフのピーク流量を基本高水のピーク流量とする」方法が採用されてい

る（乙２４・２.７.１）。 
他方，改定前の旧基準においては，引き伸ばした降雨波形群の中から不適当な

ものを棄却することは同様であるが（乙２５・２.５.４），異常な降雨波形を棄却

した後，ハイドログラフ群の中からカバー率５０％程度以上の適切な数値を選択

して，基本高水ピーク流量を算定する方法が採用されている。 
旧基準においては，異常な降雨波形の棄却基準が厳格ではなくとも，ハイドロ

グラフ群の中からカバー率５０％程度以上の適切な数値を選択して基本高水ピー

ク流量を決定できるため，過大な流量となるとは限らない。しかしながら，新基

準においては，異常な降雨波形の棄却基準が厳格でなく，流量確率等による適正

な検証が実施されなければ，必然的に「 大流量となるハイドログラフのピーク

流量を基本高水のピーク流量とする」ことになり，結果として，現実には生起し
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得ない著しく過大な基本高水ピーク流量が算定される危険が存在する。すなわち，

新基準は，異常な降雨波形が棄却されなければ，自動的に過大な基本高水ピーク

流量が算定される構造となっているのである。 

したがって，新基準のもとにおいては，このような弊害を防止するため，旧基

準下よりも一層，異常な降雨波形を棄却する基準を厳格に定めなければならない。 

エ さらに，異常な降雨波形を棄却するため使用された降雨は，犀川大橋基準点流

域平均３時間雨量，犀川ダム地点の１時間雨量，２日雨量及び内川ダム地点の１

時間雨量，２日雨量である（乙８０）。 

本件基本高水ピーク流量の基準点は犀川大橋であり，降雨波形が異常なもので

あるか判定をするためには，その想定場所が同一である犀川大橋基準点における

流域平均３時間雨量について，特に慎重な検討を行わなければならない。 

オ したがって，石川県及び被告は，犀川大橋基準点における流域平均３時間雨量

の確率評価を行う際，「統計的な関係からみて特に生起し難い」降雨波形をもとに

基本高水ピーク流量を算定することを防止するため，棄却基準の設定について，

特に慎重な検討を行う責務を有する。 

⑶ア そもそも，ジャックナイフ法等のリサンプリング法は，「現在手元にある１組の

データセット（標本）から，部分的にデータを抽出したり，繰返しを許して元の

標本から得られる統計量の偏倚を補正したり，統計量の推定誤差を求めたりする

手法」であり（甲３５・１５４頁），これが水文統計に応用された経緯は「データ

の蓄積が進んでも（言い換えると，データの組み合わせが異なっても）確率水文

量の推定値が大きく変動しないような確率分布が望ましい」からである（甲３５・

１５４頁）。 

異常な降雨波形を棄却する目的は，引き伸ばし法の手法自体が，地域分布に大

きな隔たりがある降雨や時間的に高強度の雨量の集中が見られる降雨を取り込む

危険を含んでいるため，この危険に対応するべく，異常な降雨波形を棄却するこ

とにある（乙２４）。 

そのため，この場面においても，ジャックナイフ推定誤差を指標として安定性

評価を介入させなければ，選択した確率分布モデルがデータの蓄積により容易に

その数値を変動させる異常なものである危険があり，かかる事態は，上記目的と

整合しない。上記目的は，この場面においても安定性評価を実施しなければ，達

成することができないのである。 

ジャックナイフ法による安定性評価を行わないまま上記棄却基準を設定する

ことは，異常な降雨波形を棄却する目的を無視ないし著しく軽視したものであっ

て，不合理である。 

イ また，石川県及び被告が主張する，地域的ないし時間的な偏りを有する集中的

な降雨の存在に配慮して洪水の過小評価を防止するという観点は，対象降雨波形

の選定以前の計算過程において，既に考慮済みである。 

もともと，現実の降雨は地域的ないし時間的な偏りがあるのが一般的であり，

このような様々な偏りのある降雨データを可能な限り多く収集することによって，

時間的ないし地域的な偏りを基本高水の計算過程に取り込んでいる。辰巳ダム計
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画においても，①過去４６年分もの犀川流域における２日間の実績降雨量から，

年間の 大値となる４６データを抽出して，対象降雨量を算出し，②昭和３１年

以降の２日間の実績降雨の中から，３３パターンもの降雨波形を選出して検討の

対象としているのは，そのために他ならない。被告の主張する「地域的ないし時

間的な偏りを有し，かつ，発生頻度が多いとはいえない集中的な降雨の存在につ

いて」考慮することは，上記①②の過程において十分に考慮されているのである。 

異常な降雨波形を棄却する目的は，時間的ないし地域的な偏りが認められるも

のを棄却して，現実の降雨と乖離した対象降雨波形を排除することにある。それ

は，対象降雨波形の選定以前の段階において，偏りのある集中的な降雨の存在に

配慮して洪水の過小評価を防止するという観点は既に十分考慮されているため，

対象降雨の選定の際には，専ら，異常値を棄却して現実の降雨との乖離を防ぐこ

とが要請されているからに他ならない。 

それにもかかわらず，石川県は，上記①②の過程にとどまらず，対象降雨波形

を選定する過程においてすら，偏りのある降雨を取り込んで異常値の棄却基準を

緩和したものである。その判断は，異常な降雨波形を棄却する目的を無視ないし

著しく軽視したものでありって，不合理である。 

ウ 異常な降雨波形を棄却する基準を設定する際， も適切な方法は，ジャックナ

イフ推定誤差を用いて確率分布モデルの安定性評価を実施したうえ，同推定誤差

が も低い数値を示す確率分布モデルを選択する方法である。 

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を行うに際し， も適

切な確率分布モデルは，ＳＬＳＣ値０．０２３という満足すべき適合性評価を受

け，かつ，ジャックナイフ推定誤差８．６という 高の安定性評価を受けるグン

ベル法である。このグンベル法によれば，犀川大橋基準点における流域平均３時

間雨量の棄却基準は，ジャックナイフ推定値１１７．０に同推定誤差８．６を加

えた１２５．６ミリメートルと算定される。 

エ 石川県は，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を行う際，

新基準に基づき，異常な降雨波形を棄却する基準を慎重に検討するべき責務を負

っていたにもかかわらず，地域的ないし時間的な偏りがある降雨を取り込むとい

う本来考慮ないし重視すべきでない目的を過大に考慮し，ジャックナイフ法によ

る安定性評価を実施しないまま，ジャックナイフ推定誤差１７．４を示し全１２

手法の中で 悪の安定性評価を受ける，ＬＮ３Ｑ法をもとに棄却基準を設定した

ものである。 

このような不合理な判断の結果，本件基本高水ピーク流量は，現実には生起し

得ない著しく過大な数値として出現することになったのである。 

⑷ア 石川県がＬＮ３Ｑ法をもとに犀川大橋基準点における流域平均３時間雨量の棄

却基準を１４１・９ミリメートルと設定したことの異常性は，次のような数値と

比較してみれば，一見にして明白となる。 

も適切な確率分布モデルであるグンベル法によれば，石川県の設定した１４

１．９ミリメートルという棄却基準値は，５００年確率の確率水文量１４１．１

ミリメートルを超えている（乙８０）。 
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また，石川県の採用したＬＮ３Ｑ法によっても，１４１．９ミリメートルとい

う棄却基準値は，４００年確率の確率水文量１４０．８ミリメートルを超えてい

る（乙８０）。 

１４１．９ミリメートルなる棄却基準はまさに異常値である。 

イ 乙第８２号証記載のとおり，３３個の降雨波形のうち，犀川大橋基準点におけ

る流域平均３時間雨量は，大きいものから順に，１０個の降雨波形を記載すると

下記のとおりとなる。その他２３個の降雨波形の基準点３時間雨量は，すべて２

桁の数字に留まっている。 

犀川大橋基準点３

時間雨量（mm） 
生起年月日 摘要 

① １９６．０ 平成１０年９月２１日 犀川ダム１ｈｒにて棄却 
② １７２．９ 昭和４９年７月９日  
③ １６８．２ 昭和３６年９月１５日 犀川，内川１ｈｒにて棄却 
④ １４６．３ 平成３年７月１２日  
⑤ １３８．６ 平成７年８月３０日  
⑥ １３７．７ 昭和４７年９月１６日 犀川１ｈｒにて棄却 
⑦ １１４．４ 平成２年９月１９日 犀川２日雨量にて棄却 
⑧ １１３．９ 昭和３４年７月１０日 内川２日雨量にて棄却 
⑨ １０７．８ 昭和５６年８月２２日  
⑩ １０５．３ 昭和５４年８月２１日  
ＬＮ３Ｑ法により棄却基準が１４１．９ミリメートルと算定された結果，上記

②及び④の降雨波形が異常値として棄却され，⑤の降雨波形が残存し，この⑤平

成７年８月３０日型が本件基本高水ピーク流量の算定根拠として採用されること

になった。 
しかしながら，⑤の基準点３時間雨量は，１３８．６ミリメートルであり，上

記棄却基準よりも僅か３．３ミリメートル小さいために，異常値ではないとの評

価を受けているに過ぎない。その一方で，異常値との評価を受けた④の基準点３

時間雨量は１４６．３ミリメートルであり，上記棄却基準よりも僅か４．４ミリ

メートル大きいために異常値との評価を受け，⑤の３時間雨量との差は僅か７．

７ミリメートルに過ぎない。また，⑤に引き続き大きな基準点３時間雨量が算出

された降雨波形は，⑥⑦⑧が既に異常値として棄却されているため，⑨の１０７．

８ミリメートルである。⑤の基準点３時間雨量１３８．６ミリメートルに比べて，

３０．８ミリメートルも小さな数値となっているのである。 
他方， も適切なグンベル法により棄却基準を１２５．６ミリメートルと決定

した場合には，⑤の降雨波形は当然に異常値として棄却される。その結果，上位

①ないし⑧のすべての降雨波形が異常値として棄却されることとなるため，極め

て自然な選定結果が導き出される。 
１４１．９ミリメートルなる棄却基準はまさに不自然かつ不合理である。 

⑸ も適切なグンベル法により棄却基準を１２６ミリメートルとすると，「計画降雨
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波形の選定結果」（乙８２）から⑤平成７年８月３０日型が棄却される結果，仮にカ

バー率１００パーセントの数値を採用したとしても，昭和３６年７月１０日型の降

雨波形が採用され基本高水ピーク流量は１３１２㎥／秒となる（乙３１）。 

石川県は，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を行う際，異

常な降雨波形を棄却する基準を策定するにあたり，１２個の確率分布モデルについ

てジャックナイフ法による安定性評価を実施した上これを策定すべきであったにも

かかわらず，これを懈怠して，１２個の確率分布モデルの中で 悪の安定性を示す

グンベル法により棄却基準を策定し，よって，時間的ないし地域的に大きな隔たり

を含んだ平成７年８月３０日型の降雨波形を棄却せずに，これをもとに本件基本高

水ピーク流量を算定したものである。 

このような不合理な棄却基準を策定した結果，本件基本高水ピーク流量は，現実

には生起するはずもない著しく過大な数値となって算定されることになったのであ

る。  

 ３ 飽和雨量年１００ミリメートの計算過程が不合理であり，著しく過大な流量を算定

する危険を含んでいること 

⑴ 被告は，犀川流域の飽和雨量を年１００ミリメートルと算定することにした根拠

として，①犀川ダム地点の 適飽和雨量が平均１０２ミリメートル，②内川ダム地

点の 適飽和雨量が平均１０６ミリメートル，③下菊橋測水所地点の 適飽和雨量

が平均１１３ミリメートルであり，これらの平均が約１００ミリメートルであった

ことをあげる（被告第７準備書面９頁）。 

⑵ 本件基本高水ピーク流量の基準点は犀川大橋基準点であり，本件においては，こ

の基準点に近接している下菊橋測水所地点において，平均の 適飽和雨量を算出し

ている。 

基準点または基準点に近接した地点における飽和雨量こそが，基準点における洪

水量の算定に も大きな影響を与えるのは自明である。とすれば，本件においては，

犀川大橋基準点に近接した下菊橋測水所地点における平均の 適飽和雨量１１３を

もって，飽和雨量を算定することが も合理的である。 

それにもかかわらず，石川県は，上記①から③の平均値をもって，飽和雨量を算

定したものであり，かかる手法は不合理である。 

⑶ このような不合理な手法の結果，犀川大橋基準点に近接した下菊橋測水所地点に

おいて平均飽和雨量１１３という数値が算定されているにもかかわらず，飽和雨量

が１００と算定されており，１３という大きな差が生じている。ここに現実とはか

け離れた飽和雨量を算定する危険性が認められる。 

石川県河川課の検討結果によれば，飽和雨量３０のときには本件基本高水ピーク

流量は２０４３と算定され，飽和雨量１００のときには本件基本高水ピーク流量は

１７４１と算定され，飽和雨量１９０のときには本件基本高水ピーク流量は１１９

３と算定される（甲３７）。 

本件において，飽和雨量が，犀川大橋基準点に近接した下菊橋測水所の平均飽和

雨量である年１１３ミリメートルと算定されていれば，本件基本高水ピーク流慮は

１７５０等という数値には算定されず，より低い数値に算定されたことは自明であ
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る。 

４ カバー率５０パーセント値を無視した計算過程が不合理であり，著しく過大な流量

を算定する危険を含んでいること 

⑴ 本件基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒は，①遅くとも平成１５年１１月の時点

において，石川県の犀川水系河川整備検討委員会により提言され（乙２０・１５頁），

②河川砂防技術基準が平成１６年３月３０日付け国土交通省河川局長名の通知をも

って新基準に改定されたことを受け，③平成１６年７月の時点において，犀川水系

河川整備基本方針により，決定されたものである。 

本件基本高水ピーク流量が１７５０㎥／秒と計算された①平成１５年１１月の時

点においては，新基準はいまだ通知されておらず，本件基本高水ピーク流量は旧基

準の形式に合わせて計算されたものである。旧基準においては，カバー率５０パー

セント以上の数値を基本高水ピーク流量として決するものとされていた。なぜなら，

カバー率５０パーセントという数値は，水文統計において統計上 も確からしい中

位数を意味するからである。 

⑵ 石川県は，上述した手引きを技術的な参考書として使用している（被告第１４準

備書面・３頁）。この手引きには，２級河川であるＭ川を対象とする基本高水検討例

として，下記のように記載されている。 

記 

「Ｍ川では流量確率を検討していないので，基本高水のピーク流量は流出計算

結果からカバー率５０％程度（中央値）の値を採用する方針とする。この結果，

基本高水ピーク流量は洪水№８の 1,045㎥／sが採用される」（甲３８・１８９頁）。 

 

流量確率により基本高水ピーク流量の妥当性を検証できない以上，統計上 も確

からしい中位数を意味するカバー率５０パーセント値を採用しなければ，現実の流

量と乖離した過大な基本高水を導く危険があるからである。 

犀川は，上記検討事例のＭ川と同じ二級河川である。また，本件において石川県

は，上記検討事例と同様に，本件基本高水ピーク流量について，貯留関数法により

計算を実施した上，流量確率評価を実施していない。 

石川県が参考書として用いた手引きに従えば，本件において基本高水ピーク流量

の計算においても，カバー率５０パーセント値である９４６㎥／秒程度が採用され

たはずである。 

⑶ 本件基本高水ピーク流量は，犀川水系河川整備検討委員会により提言された平成

１５年１１月の時点で，カバー率５０パーセント値が明記された旧基準のもと，こ

れが明記された手引きを技術的な参考書として使用して計算されたにもかかわらず，

カバー率５０パーセント値による計算が一切行われていない。すなわち，本件基本

高水ピーク流量は，旧基準のもとで計算された上で提言されたにもかかわらず，旧

基準におけるカバー率５０パーセント値等による計算が一切行われていないのであ

る。その結果，本件基本高水ピーク流量は，カバー率１００パーセント値として計

算された。 

このようなカバー率５０パーセント値を無視した計算過程は不合理であり，著し
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く過大な流量を算定する危険を含んでいる。 

５ 小括 

   以上のように，本件基本高水ピーク流量の計算過程においては，①対象降雨量の算

定，②異常な降雨波形の棄却，③飽和雨量の算定，④カバー率５０パーセント値とい

う，いずれの根幹事項についても不合理な点が認められ，著しく過大な基本高水ピー

ク流量数値を算出する危険性が認められる。 

石川県ないし事業認定庁は，このような計算過程を経て算定された本件基本高水ピ

ーク流量の妥当性について，実効的な検証を実施することにより，極めて慎重な検討

を行わなければない責務を負っていたのである。 

第２ 本件基本高水ピーク流量が著しく過大であることは一見して明白であること 

 １ 旧基準の規定するカバー率５０パーセント以上の数値と比較して，本件基本高水ピ

ーク流量は著しく過大であること 

⑴ 上述したとおり，カバー率５０パーセント以上の数値という基準は，水文統計に

おいて， も確からしい中位数を意味するものとして十分な知見を獲得している。 

そのため，旧基準にこの基準が直接明記され（乙２５），石川県が技術的な参考書

として使用した手引きにも上記のように記載されているのである（甲３８・１８９

頁）。 

本件において，カバー率５０パーセント値は９４６㎥／秒である（甲２４）。旧基

準の規定するカバー率５０パーセント以上の数値は，比較検討の対象として極めて

高い信用性を有するものであり，本件基本高水ピーク流量が，これと比較して著し

く過大であることは一見明白である。 

⑵ カバー率と２４個の降雨波形の計算ピーク流量との関係は，甲第２４号証記載の

図表のとおりであり，平成７年８月３０日型の１７４１㎥／秒という数値が，他の

数値とはかけ離れたものであることが明らかとなる。 

表１は，２４個の降雨波形の計算ピーク流量とカバー率との関係を示したもので

あり，図２は，これを図示したものである。図２中の直線は，２４個のデータ点（図

中に●と記載されているもの）からの距離が 小になるようにして得られた近似直

線である。 

図２の も右側に位置する●部分が，平成７年８月３０日型を表示したものであ

る。平成７年８月３０日型のデータ点は，近似直線から著しく離れた場所に位置し

ており，他の２３のデータ点と近似直線との距離と比較してみると，極めて異質な

存在であることが明らかとなる。 

本件基本高水ピーク流量が，カバー率５０パーセント以上の数値と比較して，極

めて異常な数値であることは一見明白である。 

２ 過去の洪水記録と比較して，本件基本高水ピーク流量は著しく過大であること 

  ⑴ア 犀川大橋基準点に近接する下菊橋測水所においては，昭和５３年４月１日から

流量観測が行われているが，そのピーク流量は，４７．４０㎥／秒から３６４．

００㎥／秒の範囲にある（乙７８・「ピーク用」「流量」の項目）。 

   イ 上記流量観測が始められた昭和５３年の時点においては，犀川ダム（昭和４０

年度・完成），内川ダム及び浅野川放水路（昭和４９年度・完成）が完成している
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ため，上記流量観測値と比較する対象となる数値は，本件基本高水ピーク流量か

ら上記施設の洪水調節量を増減した数値となる。 

     そのため，上記流量観測値と比較する対象となる数値は，本件基本高水ピーク

流量（１７５０）から，犀川ダム及び内川ダムによる洪水調節量（４１０）を減

じ，浅野川放水路からの流入量（１２０）を加えた，１４６０㎥／秒である（乙

１９３）。 

     本件基本高水ピーク流量は，下菊橋測水所における流量観測値と比較して，著

しく過大であることは一見明白である。 

  ⑵ア また，上記流量観測記録が開始される以前の時点において，①昭和８年９３０

㎥／秒，②昭和２７年６００㎥／秒，③昭和２８年７７０㎥／秒，④昭和３６年

７００±５０㎥／秒という過去の洪水記録が存在する（被告第４準備書面，乙２

８，乙２９）。 

   イ 上記洪水が観測された時点においては，犀川ダム，内川ダム及び浅野川放水路

が完成していないため，上記洪水観測値と比較する対象となる数値は，本件基本

高水ピーク流量１７５０㎥／秒それ自体である。 

     本件基本高水ピーク流量は，上記洪水観測値と比較して，著しく過大であるこ

とは明白である。 

ウ 過去の洪水記録は，河川行政に責任を負った河川管理者自身が明記したもので

あり，その時点では 大限の技術水準に配慮して記載した文書であるから，その

記載の信用性は極めて高い。これを全く無視することは，河川管理者による河川

管理制度自体を否定することに他ならない。 

また，石川県が参考書として用いた手引きには，「洪水痕跡は，河川のピーク

流量の推定あるいは他の水理量を推定するための貴重な情報である」旨記載され

ており（甲３８・２７頁），洪水痕跡による洪水量は極めて信用性の高い数値であ

る。 

さらに，「既往洪水」は，旧基準，新基準を問わず，基本高水ピーク流量を決

定する際の考慮事項として規定されており（乙２４・２５），上記の洪水記録は，

まさに「既往洪水」として基本高水を決定する際の考慮要素となる。 

上記の洪水記録は高い信用性を有する数値であり，本件基本高水ピーク流量が，

過去の洪水記録と比較して，著しく過大であることは明白である。 

３ 石川県が実施した流出計算と比較して，本件基本高水ピーク流量は著しく過大であ

ること 

石川県は，平成１５年２月の時点で，昭和１２年以降の降雨資料を使用して流出計

算を行うことにより，近年における 大流量を推定している（乙３０，被告第３準備

書面２２頁）。 

この流出計算は，①本件基本高水ピーク流量は飽和雨量１００を前提としているに

もかかわらず，飽和雨量を０として計算を実施した上，②その結果は，飽和雨量０を

前提としても１２１１㎥／秒が 大となっており，飽和雨量３０のときには本件基本

高水ピーク流量が２０４３㎥／秒と算定されるとの石川県河川課の検討結果（甲３７）

と比べれば，逆に本件基本高水ピーク流量が過大であることを導いている。 
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本件基本高水ピーク流量は，石川県が実施した流出計算の結果と比較しても，著し

く過大である。 

４ 小括 

  本件基本高水ピーク流量は，①旧基準の規定するカバー率５０％以上の数値，②過

去の洪水記録，③石川県が実施した流出計算のいずれと比較検討しても，著しく過大

な数値であることは明白である。 

また，上記①ないし③の比較検討を実施することは極めて容易であり，石川県ない

し事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量が著しく過大な数値であることを認識して

いたはずである。 

  本件基本高水ピーク流量が現実には生起し得ない過大な洪水量であることは，一見

して明白だったのである。 

第３ 石川県及び事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量について，流量確率評価等の方

法による実効的な検証を行う責務を負うこと 

１ 上述のとおり，本件基本高水ピーク流量は，平成１５年１１月の時点において，犀

川水系河川整備検討委員会により提言されており，旧基準によって計算されている。

旧基準においては，カバー率５０％以上の中から総合考慮して適正な基本高水ピーク

流量を算定することとされていたため，新基準が規定する検証を直接要求する規定は

存在しない。 

同委員会の提言がなされた後，新基準が，平成１６年３月３０日付けをもって，国

土交通省河川局長により通知された。この新基準においては，旧基準と異なり，「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」

が明記され（乙２４・３４頁），基本高水の決定フローチャートに「流量確率，比流量

による検証」が明記され（乙２４・３４頁・図２－３），「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」と明記された（乙２７）。 

新基準において基本高水ピーク流量に流量確率等による検証が明記された趣旨は，

新基準においては，「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」され（乙２７・２２６頁），旧基準下におけるカバー率５０

パーセント値の記載が削除して，ハイドログラフ群のうち 大のものを選択する考え

方が採用されたことから，現実の流量と著しい乖離のある基本高水ピーク流量が算定

される危険に対応するため，上記検証を義務付けたことにある。 

この新基準により，石川県及び事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量の妥当性に

ついて，新基準の規定する流量確率等の方法による検証を実施する責務を負うことに

なったのである。 

２ 本件基本高水ピーク流量は，上述のとおり，①その計算過程においては，対象降雨

量の算定，異常な降雨波形の棄却，飽和雨量の算定，カバー率５０パーセント値とい

う，いずれの根幹事項についても不合理な点が認められ，著しく過大な基本高水ピー

ク流量数値を算出する危険性が認められ，②平成１６年７月の時点においては（本件
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基本高水ピーク流量が決定された「犀川水系河川整備基本方針」が策定された時期），

カバー率５０％以上の数値，過去の既往洪水，流出計算との比較から，著しく過大な

数値であることが一見して明白であるから，石川県及び事業認定庁が上記検証を実施

することは必要不可欠である。  

３ 石川県及び事業認定庁は，新基準にのっとり，本件基本高水ピーク流量について，

流量確率評価等の方法による実効的な検証を行う責務を負う。 

それにもかかわらず，石川県は，本件基本高水ピーク流量について，何ら実効性の

ある検証を実施せず，ただ漫然と，旧基準下において提言された本件基本高水ピーク

流量の妥当性を追認し，事業認定庁も，上記検証を石川県に求めたり，自らこれを実

施することなく，本件基本高水ピーク流量を妥当と判断したのである。 

第４ 本件基本高水ピーク流量について，新基準の規定する実効的な検証が何ら行われて

いないこと 

１ 流量観測記録による流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量を検証する

ことは容易に可能であったにもかかわらず，何ら実施されていないこと 

⑴ 石川県は，犀川大橋基準点の流量を代替して観測する測水所として，下菊橋測水

所と桜橋測水所を所持している。 

下菊橋測水所では昭和５３年から流量観測が記録され（乙７８），桜橋測水所では

昭和４６年１月１日から昭和４８年８月３１日まで約３年間の流量観測が記録され

ている（被告第４準備書面・４頁）。 

⑵ア ①本件基本高水ピーク流量が決定されたのは，犀川水系河川整備基本方針が策

定された平成１６年７月である。この時点で，石川県は，下菊橋測水所における

流量記録（乙７８）昭和５３年から平成１５年までの２６年間のデータ，これに

桜橋測水所における約３年間を加えた２９年のデータを所持していたのである。 
また，②「犀川水系河川整備計画」が策定されたのは平成１７年３月であり，

「辰巳ダム建設事業全体計画（変更）」が策定されたのは平成１７年５月である。

この時点で，石川県は，下菊橋測水所における昭和５３年から平成１６年までの

２７年間のデータ，これに桜橋測水所における３年間を加えた３０年のデータを

所持していたものである。 
石川県は，これらの時点において，十分に蓄積された流量観測記録を所持して

おり，これによる流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量を検証する

ことは容易に可能であったにもかかわらず，何ら実施していない。 
イ また，③本件事業認定がなされたのは平成１９年１１月２８日である。この時

点で，石川県は，下菊橋測水所における昭和５３年から平成１９年までの約３０

年間のデータ，これに桜橋測水所における３年間を加えた３３年のデータを所持

していたものである。 
 石川県及び事業認定庁は，この時点において，十分に蓄積された流量観測記録

を所持しており，これによる流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量

を検証することは容易に可能であったにもかかわらず，何ら実施していない。 
ウ 下菊橋測水所と桜橋測水所は，犀川大橋基準点に場所的に著しく近接しており

（乙２０２），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測水所と
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して機能している。 

両測水所を一体として考えられない合理的理由はない。 
   エ 被告は，流量観測記録が十分に蓄積されていないため，流量確率評価を行わな

かった旨主張する。 
しかしながら，宝教授は「少なくとも３０年程度以上の統計年数・・・が望ま

しい。」と回答するのみである（乙３３）。この回答の趣旨は３０年以上の流量観

測記録がなければ流量確率評価の実効性がないことまでを意味するものではない

上，本件においては上述のとおり３０年に匹敵ないしこれを上回る流量観測記録

が所持されている。 
また，本件においては，上述のとおり，新基準に流量確率評価による検証が明

記され，本件基本高水ピーク流量は著しく過大な数値を算定している危険性が極

めて高く，このことが一見して明白な状況下にあるため，流量観測記録による流

量確率評価を実施する必要性は極めて高い。この状況下においては，流量観測記

録の不備を理由として流量確率評価を実施しないことを，到底正当化できない。 
オ 石川県は，上記①②③の時点において，本件基本高水ピーク流量について，流

量観測記録による流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量を検証する

ことは容易に可能であったにもかかわらず，何らこれを実施していない。 

本件事業認定庁は，上記③の時点において，本件基本高水ピーク流量について，

石川県に対して流量確率評価の実施を指示したり，流量観測記録の提出を指示し

て自ら流量確率評価を実施する等して，本件基本高水ピーク流量を検証すること

は容易に可能であったにもかかわらず，何らこれを実施していない。 

辰巳ダム計画においては，ダム計画における要ともいうべき基本高水ピーク流

量について，新基準の規定する流量確率評価による検証が全く実施されていない

のである。 

⑶ 原告中登史紀が，流量観測記録に基づき，流量確率評価による検証を実施した結

果は，下記のとおりである。 
ア ①昭和５３年から平成１５年までの２６年間分の下菊橋測水所のみの流量観測

記録によれば，犀川大橋基準点の１００年確率流量は，３７１ないし４０５㎥／

秒となる。下菊橋測水所地点の観測流量は，犀川ダムと内川ダムの２ダムにより

洪水調節した後，浅野川放水路からの放流量が加わったものである。したがって，

本件基本高水ピーク流量と比較検証する対象となる数値は，上記３７１ないし４

０５㎥／秒の推定値に，上記２ダムの 大調節流量６２０㎥／秒を加え，浅野川

放水路からの放流量を減じた数値となる。この結果，本件基本高水ピーク流量と

比較検証する数値は，浅野川放水路からの放流量を減じることなく 大限に見積

もっても，９９１ないし１０２５㎥／秒となる（甲２６の１）。 
また，①昭和５３年から平成１５年までの２６年間分の下菊橋測水所の流量観

測記録に，犀川ダム地点，内川ダム地点及び浅野川放水路地点における平成１５

年までの流量観測記録を加えて，流量確率評価を実施すると，犀川大橋基準点の

１００年確率流量は，８６７㎥／秒となる（甲２６の２）。 
イ ②昭和５３年から平成１６年までの２７年間分の下菊橋測水所のみの流量観測
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記録によれば，犀川大橋基準点の１００年確率流量は，３７０ないし４７４㎥／

秒となる。下菊橋測水所地点の観測流量は，犀川ダムと内川ダムの２ダムにより

洪水調節した後，浅野川放水路からの放流量が加わったものである。したがって，

本件基本高水ピーク流量と比較検証する対象となる数値は，上記３７０ないし４

７４㎥／秒の推定値に，上記２ダムの 大調節流量６２０㎥／秒を加え，浅野川

放水路からの放流量を減じた数値となる。この結果，本件基本高水ピーク流量と

比較検証する数値は，浅野川放水路からの放流量を減じることなく 大限に見積

もっても，９９０ないし１０９４㎥／秒となる（甲２７の１）。 
また，②昭和５３年から平成１６年までの２７年間分の下菊橋測水所の流量観

測記録に，犀川ダム地点，内川ダム地点及び浅野川放水路地点における平成１６

年までの流量観測記録を加えて，流量確率評価を実施すると，犀川大橋基準点の

１００年確率流量は，８５０ないし１００８㎥／秒となる（甲２７の２）。 
ウ ③昭和５３年から平成１９年までの３０年間分の下菊橋測水所のみの流量観測

記録によれば，犀川大橋基準点の１００年確率流量は，３６２ないし４７６㎥／

秒となる。下菊橋測水所地点の観測流量は，犀川ダムと内川ダムの２ダムにより

洪水調節した後，浅野川放水路からの放流量が加わったものである。したがって，

本件基本高水ピーク流量と比較検証する対象となる数値は，上記３６２ないし４

７６㎥／秒の推定値に，上記２ダムの 大調節流量６２０㎥／秒を加え，浅野川

放水路からの放流量を減じた数値となる。この結果，本件基本高水ピーク流量と

比較検証する数値は，浅野川放水路からの放流量を減じることなく 大限に見積

もっても，９８２ないし１０９６㎥／秒となる（甲２８の１）。 
また，③昭和５３年から平成１９年までの３０年間分の下菊橋測水所の流量観

測記録に，犀川ダム地点，内川ダム地点及び浅野川放水路地点における平成１９

年までの流量観測記録を加えて，流量確率評価を実施すると，犀川大橋基準点の

１００年確率流量は，８０３ないし８８０㎥／秒となる（甲２８の２）。 
エ このように，流量観測記録による流量確率評価に基づき検証を実施した結果，

本件基本高水ピーク流量が著しく過大であり，現実には生起し得ない数値である

ことは明白となる。 
２ 雨量観測記録による流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量を検証する

ことは容易に可能であったにもかかわらず，何ら実施されていないこと 

 ⑴ 石川県は大量の雨量観測記録を所持しているため，これを流出量計算（貯留関数

法）で変換した流量データにより，流量確率評価を実施することも可能である。 

この雨量観測記録による流量確率評価の方法は，「多くの降雨について流出解析を

実施してそれぞれに計算流量を求め，それでもって流量確率評価を検討する」もの

（乙３２）であり，本件事業認定の際の意見聴取手続においても明確に述べられて

いる。 

⑵ア 新基準は，①「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」，②「基

本高水のピーク流量を検証すること・・・が必要である。」と規定しており，そこ

で主眼とされているものは，②基本高水ピーク流量を検証すること自体である。 
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そもそも，新基準において新たに上記②検証が明文化された趣旨は，旧基準に

おいて規定されていたカバー率５０％以上の中から総合考慮して適正な数値を選

択する旨の規定を削除したため，「計算されたハイドログラフ群の中から， 大流

量となるハイドログラフのピーク流量を基本高水のピーク流量とする」こととな

ったが，これでは算定された基本高水ピーク流量が現実に生じた流量とかけ離れ

た過大な数値となる危険性が残存するため，基本高水ピーク流量を検証する義務

を規定することにより，よって上記危険性を払拭して基本高水ピーク流量の合理

性を担保したことにある。 

したがって，新基準において主眼とされているのは，正に②基本高水ピーク流

量について実効性のある検証を行うこと自体であり，①流量観測記録による流量

確率評価の手法や合理式による数値との比較は，あくまで実効性のある検証を行

うための手法を例示したものに過ぎず，これ以外の手法に基づいて検証を行う必

要がない等ということを規定したものではない。 

例示された上記２手法に準ずる信用性のある手法は「・・・等により」に含ま

れるため，かかる手法による検証は，正に新基準が直接に要請するものと解釈さ

れるべきである。 

イ 雨量観測記録による流量確率評価の手法は，被告の引用する辻本教授の意見に

よっても，「唯一，流量確率評価の可能性として残る」手法として，積極的に評価

されている（乙３２）。 

ウ また，本件においては，新基準が直接に規定している流量観測記録に基づく流

量確率評価が実施されておらず，これに代わる代替手段として，雨量観測記録に

よる流量確率評価の手法により検証を実施する必要性は極めて高い。 

エ 加えて，石川県は，「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。」（被告第３準備

書面２２頁）。石川県は，上記推定計算により，７５降雨の 大流量を算出してお

り（乙３０），かかる算出が行われた時期は平成１５年２月である（証拠説明書）。 

他方，原告中が実施した雨量観測記録に基づく流量確率評価（甲２９）は，財

団法人国土技術研究センターの「水文統計ユーティリィティ」という水文統計ソ

フトを使用して，乙第３０号証による計算値を入力していくものであり，乙第３

０号証の計算さえ完了していれば，極めて容易な計算を施すことのみにより算出

可能なものである。 

石川県が，乙第３０号証の計算結果を資料として，雨量観測記録に基づく流量

確率評価の手法により，本件基本高水ピーク流量を検証することは，極めて容易

であったはずである。 

オ 雨量観測記録による流量確率評価の手法は，新基準に基づく基本高水ピーク流

量を検証する実効的な手法であり，かかる手法は，新基準が例示する上記２手法

に準ずるものとして，まさに上記①「・・・等により」の定める手法に該当する。 

石川県及び事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量について，雨量観測記録に

よる流量確率評価を実施して，本件基本高水ピーク流量を検証することは容易に
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可能であったにもかかわらず，何らこれを実施していない。 

⑶ア 原告中登史紀が，雨量観測記録に基づき，流量確率評価による検証を実施した

結果は，下記のとおりである（甲２９）。 
イ 使用したデータは，乙第３０号証として被告が提示した「主要地点における

大流量」であり，過去５７年間の降雨データから変換して求めた，７５個の流量

データである。 
この流量を確率評価して得られた１００年確率の 大流量は，１３３７㎥／秒

である。 
ウ この数値は飽和雨量０ミリメートルの場合であり，本件基本高水のピーク流量

は飽和雨量１００ミリメートルの場合を想定して算出されているため，飽和雨量

１００ミリメートルと対応している流量値を求める必要がある。 
基本高水のピーク流量は平成７年８月３０日型の降雨波形を用いており，飽和

雨量１００ミリメートルの場合に１７５０㎥／秒，飽和雨量ゼロミリメートルの

場合には約２１７０㎥／秒である。 
この関係を考慮して，基本高水のピーク流量の場合と同様の比例関係があるも

のと想定すると，過去７５年間の実際の降雨データから求めた流量は，次の計算

に示すように，約１０８０㎥／秒程度となる。 
１３３７×（１７５０／２１７０）＝１０７８㎥／秒 

エ このように，雨量観測記録による流量確率評価に基づき検証を実施した結果，

本件基本高水ピーク流量が著しく過大であり，現実には生起し得ない数値である

ことは明白となる 

３ 過去の洪水記録との比較により，本件基本高水ピーク流量を検証することは容易に

可能であったにもかかわらず，何ら実施されていないこと 

⑴ 上述のとおり，①昭和８年９３０㎥／秒，②昭和２７年６００㎥／秒，③昭和２

８年７７０㎥／秒，④昭和３６年７００±５０㎥／秒という過去の洪水記録が存在

する（被告第４準備書面，乙２８，乙２９）。 上記①ないし④の洪水観測地につい

て，「石川県は・・・いずれの洪水量記録についても，基本高水を決定する際の考慮

要素として位置付けられている「既往洪水（国土交通省河川砂防技術基準計画偏第

２章２．７．１（乙第２４号証・３４ページ）」と捉え，検証した事実は存在しない」

（被告第７準備書面１１頁）。 

⑵ 過去の洪水記録は，河川行政に責任を負った河川管理者自身が明記したものであ

り，その時点では 大限の技術水準に配慮して記載した文書であるから，その記載

の信用性は極めて高い。 
また，石川県が参考書として用いた手引きには，「洪水痕跡は，河川のピーク流量

の推定あるいは他の水理量を推定するための貴重な情報である」旨記載されており

（甲３８・２７頁），洪水痕跡による洪水量は極めて信用性の高い数値である。 
「既往洪水」は，旧基準，新基準を問わず，基本高水ピーク流量を決定する際の

考慮事項として規定されており（乙２４・２５），上記の洪水記録は，まさに「既往

洪水」として基本高水を決定する際の考慮要素となる。 
石川県及び事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量について，上記①から④の既
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往洪水との比較により，本件基本高水ピーク流量を検証することは容易に可能であ

ったにもかかわらず，何らこれを実施していない。 
４ 流出計算の結果との比較は，本件基本高水ピーク流量の妥当性を何ら検証していな

いこと 

⑴ 被告は，「他の方法による検証として，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）」旨主張する（被告第３準備書面２２頁）。 

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の妥当性を何ら

検証していない。 
⑵ 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（乙３０）。昭和１２年から平成１５年までの６６年間で， 大規模の洪水が１

２１１㎥／秒なのである。この数値は，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。  
 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

ればならず，逆に本件基本高水ピーク流量が著しく過大であることを裏付ける結果

となっている。 
流出計算の結果は，基本高水ピーク流量の妥当性を何ら検証していない。 

５ 比流量との比較は，本件基本高水ピーク流量の妥当性を何ら検証していないこと 

⑴ 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）。」とする（被告第３準備書面２２頁）。 

しかしながら，被告の実施した比流量との比較は，何ら本件基本高水ピーク流量の

妥当性を検証していない。 

⑵ そもそも，新基準において，比流量は，基本高水ピーク流量の「検証」としては

位置付けられておらず，単にバランスを考慮するための手法に過ぎない。 

「流量観測データが十分に蓄積されているような場合には，流量確率を用いたり

（省略）等により，基本高水のピーク流量を検証することや，比流量を用いて，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
．．．．．．．．．．．

が必要である。」（乙２４・３４頁）。 

比流量は，元来が他河川とのバランスを考慮するためのものに過ぎず，仮にこれ

を適正に実施したところで，基本高水ピーク流量について実効性のある検証を実施

したことにはならない。 

⑶ 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
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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。 

犀川の比流量と上記５つの比流量を比較して何ら本件基本高水ピーク流量の妥当性

を検証していないことは明らかである。 

⑷ 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

表のようになる。 

 

 河川名 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。 

犀川の比流量と犀川流域に隣接した河川の比流量を比較して，何ら本件基本高水ピ

ーク流量の妥当性を検証していないことは明らかである。 

⑸ 被告は，石川県作成の比流量図（乙３４・５－３頁）を示し，犀川周辺河川の比

流量が右下さがりの一定の範囲に収まっていることが確認されるため，本件基本高

水ピーク流量の妥当性が検証されている旨主張する（被告第７準備書面・１４頁）。 

しかしながら，乙第３４号証図－５．２記載の点線で囲った一定の範囲を読み取

ると，犀川大橋地点の流域面積に対する比流量の下限は約７㎥／s／㎢，犀川大橋地

点の流域面積に対する比流量の上限は約１６㎥／s／㎢である。 

これらの比流量に，犀川の流域面積１５０．２㎢を乗じて，流量を求めると，次

のようになる。 

下限の流量 約 ７㎥／s／㎢ × １５０．２㎢ ＝ １０５０㎥／秒 

上限の流量 約１６㎥／s／㎢ × １５０．２㎢ ＝ ２４００㎥／秒 

本件基本高水ピーク流量１７５０㎥／秒が，上限と下限の流量幅に収まっている

からといっても，その妥当性について何ら実効的な検証はなされていないことは明

らかである。 

第５ 本件基本高水ピーク流量が妥当であるとの判断過程は，著しく不合理であり，そ

の裁量の濫用があること 

１ 以上のとおり，石川県は，本件基本高水ピーク流量を決定した犀川水系河川整備
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基本方針が策定された平成１６年７月の時点ないし犀川水系河川整備計画及び辰巳

ダム建設事業全体計画（変更）が策定されたのは平成１７年の時点において，①本

件基本高水ピーク流量の計算過程に著しく過大な数値を算定する危険性が認められ，

②カバー率５０％以上の数値，過去の既往洪水，流出計算との比較から，これが著

しく過大な数値であることが一見して明白であった状況のもと，③新基準にのっと

り，本件基本高水ピーク流量の妥当性について，流量確率評価等の方法による実効

的な検証を行う責務を負っていたにもかかわらず，④何ら実効的な検証を実施する

ことなく，ただ漫然と本件基本高水ピーク流量を妥当と判断したものである。 

  本件基本高水ピーク流量の妥当性を裏付ける検証結果は，何一つ得られていない。 

２ 事業認定庁も，本件事業認定がなされた平成１９年１１月２８日の時点において，

上記①及び②の状況のもと，③石川県に対し流量確率評価等の実施を指示したり，

流量観測記録や雨量観測記録等の資料の提出を石川県に指示して自ら流量確率評価

等を実施する等して，新基準にのっとり本件基本高水ピーク流量の妥当性について

流量確率評価等の方法による実効的な検証を行う責務を負っていたにもかかわらず，

④何ら実効的な検証を実施することなく，ただ漫然と石川県の上記判断を追認した

ものである。 

  特に事業認定庁は，平成１９年９月２５日の時点において，宝教授より「少なく

とも３０年以上の統計年数（系統的な観測値が存在する年数）が望ましい」との回

答を受け（乙３３），平成１９年１１月２８日の本件事業認定時には，下菊橋測水所

において昭和５３年４月１日以降の約３０年分の流量観測記録が存在すること（乙

７８）を認識している。すなわち，本件事業認定時においては，流量観測記録によ

る流量確率評価を実施することにより，実効的な検証が十分に可能だったのである。 

  また，犀川においては，既に基本高水ピーク流量を１６００㎥／秒とすることを

前提として，犀川ダム及び内川ダムの建設が完了しており，相当程度の洪水防御体

制が確立されている。僅か１５０㎥／秒の基本高水ピーク流量の増加が見込まれる

ことを理由に，辰巳ダム建設を急がなければならない緊急性など，どこにも見当た

らない。 

  事業認定庁は，本件基本高水ピーク流量の妥当性について全く裏付けが得られて

おらず，本件事業認定を行う緊急性など見当たらない状況のもと，新基準に明記さ

れている流量観測記録による流量確率評価すら実施しないまま，ただ漫然と石川県

の上記判断を追認したのである。 

３ 基本高水ピーク流量は，まさに治水・ダム計画の「要」である。 

石川県ないし事業認定庁の上記判断過程は著しく不合理であり，本件基本高水ピ

ーク流量の妥当性という も重視すべき根幹事項について，その評価を無視ないし

著しく軽視したものであり，裁量の濫用があることは明白である。 

第６ 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 辰巳ダムは「穴あきダム」であるため，その構造において穴が開いたままとなって

いるため，必ずしも流量が低減し，水位が低下するとはいえない。 

⑵ 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
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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。 

つまり，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 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㎥／秒まで，

内川ダムでは４０㎥／秒まで放流することになっている。 

「穴あきダム」である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，「貯水型ダム」である犀川，内川ダムに比較して，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。 

２ 辰巳ダム建設により内水軽減の効果がないこと 

⑴ そもそも，内水被害対策として，ダム建設に多くを期待すること自体が不合理である。 

⑵ 既存の犀川ダムと内川ダムが建設された後も，内水被害が生じおり，ダム建設によ

っては内水被害の発生を防止できないことを裏付けている。水被害の原因は，外水の流

量の大小がではない。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。仮に，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。 

⑶ 辰巳ダムは犀川上流域に存在するため，仮に辰巳ダム内に降り注いだ雨をダム内に

貯水するとしても，辰巳ダム下流域に位置する河川の降雨量を調節することはできない。 

犀川上流域に存在する辰巳ダム建設によっては，その下流域に位置する外水の水位を

低下させることすら，ほとんど期待できない。 

⑷ 既存２ダムと辰巳ダムの 大流量，洪水調節量，洪水調節後の流量は次のとおりであ

る（単位：㎥／秒）。 

  
大流量 洪水調節量 

洪水調節後  

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

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，内水

排除につながるものではない。 
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⑸ 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

内水被害を軽減できない。 

⑹ 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。 

内水被害を防止するためには，内水を排除するポンプ設備の設置，この排水能力の拡

張，河川沿岸の土地を嵩上げする方法によるべきである。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。 

以上 

 


