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第１ 当事者  
原告らは，土地収用法（以下「法」という。）による下記事業認定処分の起業地の

内，収用部分の土地に含まれる別紙物件目録記載の各土地について別紙物件目録記

載のとおり（共有持分を）所有するものである。  
被告国に所属する北陸地方整備局長（以下「処分庁」という。）は，平成１９年１

１月２８日付け北陸地方整備局告示第１４０号により後記事業認定処分を行ったが，

北陸地方整備局長は国に所属するので，行政事件訴訟法第１１条第１項により，被

告は国となる。  
第２ 事業認定処分  

北陸地方整備局長須野原豊は，平成１９年１１月２８日，下記の起業者につき，

下記事業の種類について，下記土地の収用の部分について，法第２０条各号の要件

をすべて充足すると判断し，法第第２０条の規定に基づく事業認定処分（以下「本

件処分」という。）を行った。  
記  

起業者    
石川県  

事業の種類  
 犀川辰巳治水ダム建設事業  

起業地の内土地の収用の部分  
  石川県金沢市上辰巳町拾弐及び七，瀬領町，瀬領町ル，ワ，ヌ，チ，ト，

ヲ，ハ及びニ，駒帰町ル，タ及びヲ，寺津町ヘ，甲及びニ，相合谷町タ，

ロ，ハ，ヨ及びヌ，下鴛原町丙，拾弐，ヌ，乙，チ，甲及びリ，鴛原町チ，

ト，ヘ及びソ，城力町イ，リ，ヌ，ル及びロ並びに熊走町村廻地内  
第３ 辰巳ダム建設問題の経過  

１ 犀川とその管理者  
辰巳ダムは犀川水系犀川の上流域に建設が予定されている。  
犀川は二級河川であり，石川県がその管理にあたっている。  

２ 犀川総合開発事業（第１次）  
昭和３５年度から，石川県は「犀川総合開発事業（第１次）」を開始した。この事

業は，基準地点（犀川大橋）における基本高水のピーク流量（自然のままの河川の

姿で流出してくると想定される流量）を９３０㎥／秒，計画高水流量（ダム等によ

り調整した後に河道に流下させることにした流量）を６１５㎥／秒と定め，河道を

改修し犀川ダムを建設することを目的として施工し，上記事業は昭和４０年度に完

成した。  
 犀川ダム完成後は犀川において溢水洪水は一切発生していない。  

３ 犀川総合開発事業（第２次）  
その後，石川県は浅野川の治水対策として浅野川から犀川に至る放水路を整備し，
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これにより， 大２５０㎥／秒を浅野川から犀川へ分流させる計画を立てた。  
 そして，石川県はこれを理由として，基準地点（犀川大橋）の基本高水のピーク

流量を１６００㎥／秒，計画高水流量を１２３０㎥／秒まで一挙に引き上げ，昭和

４２年度から「犀川総合開発事業（第２次）」として浅野川放水路及び内川ダムの建

設などを行い，上記事業は昭和４９年度に完成した。  
４ 辰巳ダム建設計画の始まり  

昭和４９年度から，辰巳ダム建設計画が浮上した。この時点の辰巳ダム建設の目

的は，治水，発電などの多目的ダムであった。  
平成２年度，石川県は，河川法に基づき「犀川水系工事実施基本計画（平成２年

７月認可）」及び「辰巳ダム建設事業全体計画（平成３年２月認可）」を定めた。  
上記辰巳ダム建設計画は，江戸時代に金沢城のために建設された日本三大用水の

一つとまで言われ歴史的・文化的価値が高い辰巳用水の東岩取水口そのものを破壊

する計画であった。また，現実的には犀川ダム建設後には洪水被害などは一切なく，

発電・利水などの目的があまりにも必要性を度外視した無意味な計画であり，公共

事業を行なうことそのものが目的化した計画であった。更には，自然環境を大きく

破壊する計画であった。  
これらのことを理由として，辰巳ダム建設計画は世論の大きな批判を受けること

となった。そして，原告ら及びその他多数の者は事業用地の一部地権者より土地を

購入し，これを共有地とするなどして所有し，辰巳ダムの不必要性，有害性を訴え

てきた。  
このような経過により，上記辰巳ダム建設計画は一からの見直しを余儀なくされ

た。  
 ５ 変更された辰巳ダム建設計画の強行  

 石川県は，平成１６年７月に「犀川水系河川整備基本方針」，平成１７年３月に「犀

川水系河川整備計画」を策定し，辰巳ダムを多目的ダムから洪水調整のみを目的と

する「穴あきダム」に変更した。また，辰巳用水の東岩取水口のわずか数１０メー

トル上流に本体が建設されるように建設位置が変更され，かろうじて東岩取水口が

物理的には破壊されないようにされた。  
石川県は，この「犀川水系河川整備計画」において，基準地点（犀川大橋）にお

ける基本高水のピーク流量を，従前の設定値から更に引き上げ，１７５０㎥／秒と

した。そのうえで，計画高水流量を１２３０㎥／秒として，その差である５２０㎥

／秒を上流の洪水調整施設群で調整する必要があるが，犀川ダム及び内川ダムだけ

では２９０㎥／秒までの調整しかできないから，辰巳ダムが必要であると理論構成

をした。  
また，利水計画に関しては，概ね１０年に１度発生する渇水時においても下流域

におけるかんがい用水や上水道用水に加えて，市街地のせせらぎを確保することや

魚類等の生息環境を維持することが必要であると理論構成をした。  
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こうして，石川県は，平成１７年５月から，辰巳ダム建設事業を行なうために，

原告らが所有している（共有）地を強制収用するべく土地収用法に基づく事業認定

の準備を開始し，平成１９年１月１８日，石川県は北陸地方整備局長に対して法第

１６条に基づき事業認定の申請を行った。  
これを受けて，北陸地方整備局長は，同年１１月２８日，上記のとおり，石川県

の事業計画を受け容れた本件事業認定処分を行った。  
６ 本件事業認定の違法性  

土地収用法に基づく事業認定処分は憲法で保障された国民の財産権を強制的に収

容するものであるから，それは厳格な手続と要件のもとに初めて認められるもので

ある。土地収用法との関係では、とりわけ、法第２０条の定める厳格な要件をすべ

て満たす必要がある。  
しかしながら，処分庁による本件事業認定処分には，以下に詳述するように，こ

の法２０条の定める厳格な要件を満たしていない違法があることは明らかであるの

で，速やかに取り消されるべきである。  
第４ 土地収用法第２０条第３号，４号の要件の適合性について  
 １ 法第２０条第３号の要件  

法第２０条第３号は，「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもので

あること。」と定め，当該事業計画が国土全体の土地利用の観点から見て適正かつ合

理的であることを要する旨を明らかにし，事業計画全体の合理性を要件とした。  
 ２ 要件適合性判断のあり方  

当該事業計画が「土地の適正かつ合理的な利用」かどうかを判断するにあたって

は，まず，当該土地がその事業の用に供されることによって得られる公益の利益と，

当該土地がその事業の用に供されることによって失われる公共的又は私的利益とを

比較考量する必要がある。その結果，前者が後者に優越すると認められる場合に，

初めて，この要件に適合するものと言えるのである。  
   一般的に，この判断にあたっては事業認定庁に裁量が認められるが，行政庁が判断

するにあたり，本来 も重視すべき諸要素，諸価値を不当，安易に軽視し，その結果

当然尽くすべき考慮を尽くさず，又は本来考慮に入れもしくは過大に評価すべきでな

い事項を過大に評価し，このため判断が左右されたと認められる場合には，裁量判断

の方法ないし過程に誤りがあるものとして違法になる。また，行政庁が判断するにあ

たり，その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠

くことになる場合にも違法となる。  
 ３ 本件処分の判断の仕方  

本件処分は，①得られる公共の利益，②失われる利益，③事業計画の合理性に分

けて，法第２０条第３号の適合性を検討している。  
具体的には，①得られる公共の利益として，治水目的，利水目的があるとする。

また，②失われる利益として，野生動植物の生息環境のみをあげ，文化財について
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は見受けられないとしている。更に，③事業計画の合理性としては，代替案の検討

の結果，周辺住民に対する影響や事業費が小さいとし，また，土木技術的に重要な

遺構である辰巳用水東岩取水口が保全され，代替案の中では経済性に優れていると

されている。  
４ 本件処分の重大な誤り  

しかし，これらは，いずれも，本来 も重視すべき諸要素，諸価値を不当，安易

に軽視し，又は，本来考慮に入れもしくは過大に評価すべきではない事項を過大に

評価していると言わざるをえない。また，判断の基礎とされた重要な事実に誤認が

あり，重要な事実の基礎を欠いていると言わざるをえない。  
 ５ 行訴法 10 条 1 項に反しないこと，土地収用法第２０条第４号の適合性について 

 （１）「自己の法律上の利益に関係のない違法」の意義  
「自己の法律上の利益に関係のない違法」（行訴法 10 条 1 項）とは，当該原告の

権利利益を保護する趣旨で設けられたのではない法規に違反したにすぎない違法

を意味する。それゆえ，自己の「法律上の利益」に関係するか否かは，対象とな

る法規が当該原告の権利利益を保護する趣旨を含む規定か，そのような趣旨を全

く含まない規定かにより，対象となる法規が，当該原告の権利利益を保護する趣

旨をも含むのであれば，当然に，当該原告の「法律上の利益」に関係する（司法

研修所編『改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』189 頁）。  
（２）法 20 条 3 号 4 号が被収用者の権利利益を保護する趣旨を含むこと  

本件の対象法規たる法 20 条３号は，「土地の適正且つ合理的な利用に寄与する

ものであること」を，同 4 号は，「土地を収用し，又は使用する公益上の必要があ

るものであること」を，それぞれ，事業認定の要件とする。  
そもそも，同条号は，当該申請に係る事業に「公益上の必要」が認められるか

らこそ，政策的に，起業地内の土地所有者に対して土地の収用という重大な不利

益を受忍させるものである。  
それゆえ，同条号の規定は，当該事業により「公益の実現」が図られないので

あれば土地を収用されない，という意味において，被収用者の権利利益を保護し

ている（高田賢造『土地収用法』38 頁，133～136 頁，小澤道一『逐条解説土地

収用法改訂版（上）』270 頁以下，同『逐条解説土地収用法改訂版（下）』636 頁

以下）。  
したがって，法 20 条 3 号 4 号は，被収用者の権利利益を保護する趣旨をも含む

ものであり，行訴法 10 条 1 項の主張制限は及ばない（前掲『改訂行政事件訴訟の

一般的問題に関する実務的研究』191 頁，前掲『逐条解説土地収用法改訂版（上）』

273 頁）。  
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  第５ 辰巳用水と兼六園に対する深刻な影響 

１  はじめに 

  辰巳ダム建設は、１６３２年（寛永９年）に築造され現在も利用されて

いる辰巳用水、その優れた土木技術と逆サイフォンの原理の応用で有名な

辰巳用水、郷土のかけがえのない宝となっている辰巳用水、世界遺産登録

に値する貴重な文化遺産である辰巳用水に対して深刻な影響を与え、ひい

ては、辰巳用水を水源とする兼六園、市中を流れる用水に対しても深刻な

影響を与えるものである。しかるに、本件事業認定処分に当たって、処分

庁は、辰巳ダム建設が与えるこれらの深刻な影響を不当、安易に軽視し、

その結果、当然尽くすべき考慮を尽くさなかったものである。 

  ２  辰巳用水と兼六園 

⑴  その全体像 

  辰巳用水は、１６３２年（寛永９年）、加賀藩三代藩主前田利常の命

を受けた小松の住人・板屋兵四郎により、犀川上流の水を取水して金沢

城内に引水するために築造された。主として城内の防火用水を確保する

目的で築造されたものと言われている。 

  犀川上流からの取水口は、二度変更され、１８５５年（安政２年）に

現在の東岩の位置に付け替えられた。用水路の長さは、東岩取水口から

兼六園までが約１１．４㎞で、そのうち約４．３㎞がトンネル部分とな

っている。 

  小立野台を流れてくる辰巳用水は、山崎山の下をくぐって兼六園に入

り、曲水をうるおし、カキツバタと桜並木の間を通って、徽軫燈籠の近

くで霞ヶ池に入り、霞ヶ池からは翆ヶ滝から瓢池に落ち、分流は噴水と

なっている。また、山崎山付近からの分流は成巽閣をうるおして長谷池

に落ちている。辰巳用水は兼六園の貴重な水源となり、兼六園において

“流れの美”を発散している。そして、兼六園から石川門の地下１ｍの

地中を通って金沢城内に入り、逆サイフォンの原理を応用して、石川門

より８ｍも高い二の丸に上がって防水用泉水として蓄えられ、泉水をう

るおし、利用されてきた。兼六園、金沢城をうるおすのみではなく、町

を火事から守るべく（当時）、現在も、西は本多町から東は近江町市場

付近に至る広範囲の金沢市中をせせらぎとなって流れ、市民の日常生活
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に溶け込んでいる。 

  こうして、辰巳用水は、築造後３８０年の今日においても、確かな存

在として、生き続けている。築造目的であった防火用水というよりも、

兼六園の唯一の水源として、また、金沢の市中をうるおす“街の水”と

して、多方面で活用されている。 

⑵  優れた土木技術と逆サイフォンの原理の応用 

  辰巳用水は、その土木技術において、現在、高く評価されている。 

①  取水口から約４・３㎞続くトンネルを築造し、貫通させるまでの

努力は、現代工法と比較しても遜色がない。辰巳用水が素晴らしいのは、

取水口から兼六園に至るまでの勾配２００分の１を確保する測量術が技

術の華となっていることにある。 

②  当時としては、水を低い所（石川橋）から高い所（二の丸）へ揚

げることは、非常に卓越した着想であり、極端な言い方をすると、辰巳

用水が有名なのは、ただただ、この逆サイフォンの原理を実地に応用し

ているからにほかならないとも言える。 

③  辰巳用水の完成は、日本の水利法・鉱山学・測量術を知るうえに

おいて極めて重要な位置にあり、ここに駆使された土木技術の数々は、

日本の歴史と土木技術史の空白を埋めるにふさわしい壮挙であって、日

本文化に不滅の光を放つ貴重な民族遺産である。 

④  わが国 高峰の土木技術の専門家からなる学会からも、「文化い

まだ進まざりし当時において、水路に隧道（トンネル）を鑿ち、伏越

の理（逆サイフォンの原理）を応用したることの如き、その計画の巧

妙なるには、何人といえども驚嘆を禁ずること能はざるべし。」（土

木学会編『明治以前日本土木史』１４３９頁）と、輝かしい高い評価

を受けている。 

⑤  当時の土木水準をひときわ高く抜き出たものであり、“ふるさと

の遺産”として、今、改めて、かみしめるべきである。 

⑶ 郷土のかけがえのない宝、貴重な文化遺産 

  このように、辰巳用水は、３８０年前の土木技術の粋を集めて造られ

たものであり、郷土の誇る土木遺産として、歴史的に大きな価値を有す

る歴史的用水であり、郷土のかけがえのない宝、貴重な文化遺産である。 
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  辰巳用水は、東岩取水口付近の水辺と渓谷、その景観、風致、動物・

植物・魚・鳥を中心とする自然環境を含め、これと一体となって、かけ

がえのない景観的・文化的な価値を有し、文化遺産と自然遺産との言わ

ば複合的な遺産となっている。先人の知恵と技術を学び、水辺の驚異と

その豊かさ、動物・植物・魚・鳥を含む自然の驚異とその豊かさを味わ

い、生態系の妙を感じ取り、情操を育む格好の場となっている。環境教

育の場として、これほどふさわしい場は県内には他にないと言っても過

言ではない。 

  辰巳用水は、日本三名園の一つ、特別名勝兼六園の唯一の水源として、

兼六園の“六勝”（宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望）たる所以を

支えている。辰巳用水は、兼六園の“六勝”と評価される自然環境と一

体となって、文化遺産と自然遺産との複合的な遺産となっている。もし

兼六園に辰巳用水が流れていなかったなら兼六園の価値は半減したで

あろう、兼六園の名が高くなったのは半ば辰巳用水のためだと言っても

過言ではないと高く評価されている。 

  辰巳用水は、金沢市中を縦横に走る“金沢の水”の代表的な存在とし

て、長きにわたって、“用水文化”とも言うべき文化的空間を築き上げ

ている。市中をせせらぎとなって流れる水は、市民の生活に溶け込んで、

飲料、洗濯、防火、消雪、灌漑その他に利用されており、独自の文化的

景観を形造っている。 

  このように、辰巳用水、兼六園、金沢城跡（金沢城公園）は、三位一

体となって、歴史と文化の街・金沢の中核となっており、その源には３

８０年前に築造された辰巳用水が存在している。 

  これらは、先人の知恵と技術を尽くした奮闘と自然の長い時間的な推

移の中で造り出され、引き継がれてきたものであり、これに一たび人為

的な作為が加えられたならば、人間の創造力のみによってこれを復元す

ることは事実上不可能である。県民が等しく享有すべき文化遺産として

保全し保護し、後世に引き継いでいくべきものである。 

  従って、県民・国民の「健康で文化的な生活」を営む条件にかかわる

郷土の宝、“かけがえのない文化遺産”として、辰巳用水は、東岩取水

口付近の水辺と渓谷における豊かな自然環境とともに、そして兼六園の
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“六勝”と評価される自然環境とともに、行政の上においても 大限に

尊重されるべきである。 

３  辰巳ダム建設計画の問題点 

  今回の辰巳ダム建設計画によると、旧計画とは異なって、東岩取水口は

水没することなく存続することになっているが、しかし、それでも、辰巳

用水、ひいては、辰巳用水を水源とする兼六園、金沢城跡（金沢城公園）、

市中を流れる用水に対して、深刻な影響を与えるという根本的な問題があ

る。 

⑴  まず、東岩取水口付近の川の流れが完全に失なわれ、辰巳用水への

取水が事実上は人工 的な取水になってしまうという問題がある。 

  東岩取水口は、犀川が大きく湾曲して流れを変え、水が広く深くゆっ

たり流れる渕に位置し、自然な形で常に安定的に犀川の水を取り入れて

いる。犀川の自然の流れを巧みに利用しての取水であり、水を確実に取

り入れる場所としては も理にかなった所にある取水口である。東岩取

水口は 適の位置に付け替えられた取水口である。 

  しかし、辰巳ダムがすぐ目の前、数十ｍ先に建設されると、犀川の流

れそのものがダムで完全に断ち切られ、湾曲した流れ、広く深くゆった

りした流れは完全に失なわれてしまう。その流れを巧みに利用しての自

然の取水は失なわれてしまい、事実上は人工的な取水になってしまう。

すぐ目の前のダムから吐き出されてくる水を取り入れるだけの取水口

になってしまうからである。 

⑵ 次に、東岩取水口付近の水辺と渓谷における景観、風致、動物・植

物・魚・鳥を中心とする自然環境が一変してしまうという問題がある。 

  東岩取水口の目の前に巨大なダムが建設されると、東岩取水口を中心

とする水辺の景観、風致、自然環境は生態系を含めて完全に断ち切られ

て、失なわれてしまう。それにとどまらず、より広い範囲、辰巳渓谷と

いう広がりにおいても、これまでの景観、風致、自然環境が同じく生態

系を含めて完全に断ち切られて、失なわれてしまう。自然の美と優しさ

に囲まれていた東岩取水口は、巨大なコンクリートの塊によって自然と

のつながりを切断され、威圧されてしまう。 

  東岩取水口は、長年にわたって、犀川の流れの一画にあって、周囲の
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景観と見事に調和し、周囲の自然環境に溶け込んでおり、それとともに、

固有の存在感を発揮し自己主張をしながらその役割りを見事に果たし

てきた。しかし、そうした調和も存在感も完全に失われてしまう。その

役割を果たしていくことさえも危うくなっている。 

⑶ 更に、東岩取水口付近の清流の維持、辰巳用水へのきれいな水の供

給が安定的に確保できるのか、という問題がある。 

  計画によると、辰巳ダムには、常用洪水吐きとして、下段に２門が上

段に１門が設けられ、常時、この下段の２門から水が自然に下流に流れ

ていくことになり、その一部が 

右に折れて東岩取水口の方にいくことになっている。 

 しかし、この下段の２門は、高さ２．９ｍ×巾２．９ｍの小さな断面

しかなく、上流から流木や土砂が流れ込んできたときには、特に、流木

に根や枝が付いているときには塞がれてしまうことが容易に予想され

る。それは、必ずしも（大きな）洪水のときとは限らないし、稀なこと

でもない。そうすると、辰巳用水への安定的な水の供給が確保できなく

なってしまうことになる。しかも、辰巳ダムの底部には上流からの様々

な廃棄物や土砂が堆積していくのは明らかであり、その中を通ってくる

水及びその上を流れてくる水はおのずと汚れた水、濁った水となってし

まう。ひいては、兼六園にもこの汚れた水・濁った水が流れ込んでしま

う。 

⑷  その上、洪水時においての急激な水の排出による被害が予想される。 

  洪水時には、下段の２門や上段の１門－が仮に塞がらなかったときに

はそこ－から大量の水が勢いよく排出されるだけではなく、 上段の非

常用洪水吐きからも大量の水が勢いよく排出され、それらの排出された

水の一部が東岩取水口に猛烈な勢いでぶつかり、流れ込むことが容易に

予想される。それは、ダムが建設される以前の自然の洪水の流れの比で

はない。たとえ、東岩取水口の水門がすぐに閉鎖されたとしても、猛烈

な勢いがついた大量の水がぶつかることにより、取水口付近が損傷され、

用水路のトンネル部分が損傷されるおそれは否定できない。このとき、

大量の汚水や濁水や泥水が辰巳用水を通って兼六園に流れ込むおそれ

さえ否定できない。 
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４  本件事業認定処分の問題点 

⑴ 本件事業認定処分は、本件事業地内の土地において、文化財保護法

により起業者が保護のため特別の措置を講ずべき文化財は見受けられ

ないとして、文化財問題を一蹴してしまっており、辰巳ダム建設が、

東岩取水口及び用水路を含む全体としての辰巳用水、ひいては、辰巳

用水を水源とする兼六園、金沢城跡（金沢城公園）、市中を流れる用

水に対して与える深刻な影響を全く考慮していない。 

  もっとも、ダムサイトの位置について述べる中で、取水口を避けるよ

うダム及び減勢工を配置することで重要な土木技術の遺構である辰巳

用水東岩取水口の保全・保護が可能、と述べてはいるが、言及は唯一こ

れだけにとどまっており、やはり、辰巳ダム建設の影響を全く考慮して

いない。しかし、これは、極めて不当である。 

⑵ 石川県知事は、「城下町金沢の文化遺産群と文化的景観」の代表的

な存在である辰巳用水、兼六園、金沢城跡（金沢城公園）、そして市

中を流れる用水を含む城下町金沢を世界遺産登録したいと熱心に取り

組んでいるが、まさに、それほどに、辰巳用水は、－「重要な土木技

術の遺構である辰巳用水東岩取水口」というにとどまらず－、全体と

して、極めて貴重な文化遺産であり、自然遺産との複合遺産でもある。 

  そうだとすれば、このように重要な－世界遺産として登録されるに値

する－文化遺産である辰巳用水、ひいては、辰巳用水を水源とする兼六

園、金沢城跡（金沢城公園）、市中を流れる用水に対して、辰巳ダム建

設が与える深刻な影響を考慮すべきは当然である。 

  しかるに、石川県も、処分庁も、この影響、その深刻さを全く考慮し

ていないのであり、これは、極めて不当である。 

⑶ 更に言えば、その辰巳用水の東岩取水口の目の前、数十ｍ先に巨大

な辰巳ダムを建設しようとしている石川県の事業計画は、端的に言っ

て、世界遺産登録に向けての自らの取組みに逆行する行動である。 

  辰巳ダムが建設されると、犀川の自然の流れの特徴を巧みに利用して

の取水が失なわれて事実上は人工的な取水となってしまい、東岩取水口

を中心とする水辺と渓谷の自然環境は生態系を含めてコンクリートの

塊によって切断されてしまい、また、ダムを通過してくる水は汚れ濁り
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時に泥水もまじってしまって、きれいな水の安定的な確保は危うくなり、

東岩取水口ひいてはトンネル部分を含む用水路は無傷ではすまなくな

り、これまで果たしてきた機能の維持が危うくなる。 

 石川県は、本気で「城下町金沢の文化遺産群と文化的景観」の世界遺

産登録に向けて取り組むというのであれば、まず何よりも、辰巳用水、

ひいては、辰巳用水を水源とする兼六園、金沢城跡（金沢城公園）、市

中を流れる用水に対して、辰巳ダム建設が与える深刻な影響を十分に考

慮すべきであり、そうしてこそ、その取組みを真に実効性のあるものに

することができる。 

  従って、かかる観点からも、辰巳用水、ひいては、辰巳用水を水源と

する兼六園、金沢城跡（金沢城公園）、市中を流れる用水に対して、辰

巳ダム建設が与える深刻な影響を考慮すべきは当然である。 

  しかるに、石川県も、処分庁も、この影響、その深刻さを全く考慮し

ていないのであり、これは、極めて不当である。 

⑷  被告は、辰巳用水について、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、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。 

  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を検討し

ていないということこそが厳しく問われている。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

ったと指摘されるべきである。 

⑸  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、６０年の調査結果を援用する。 
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  しかし、昭和５７年の調査は、同年９月２５日付けの回答書によれば、

同月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である。また、昭和６

０年の調査は、平成２年１０月２日付け回答書によれば、昭和６０年１

０月３０日、３１日、昭和６１年３月２８日に、重機試堀、人力試堀、

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、不十分な調査である。 

５  被告主張への反論 

⑴  辰巳ダムの洪水吐き方式等の検討について 

① 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、乙９５～９７号証を援用する。 

 しかし、ダムは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。特に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、それらの夾雑物を含んだ水を流した実験でないと

意味をなさない。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、そこには夾雑物が含まれているのであるから、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。 
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② 被告は、平成１７年度、１８年度の水理模型実験において、減勢

工の側壁の高さ、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、下段常用洪水吐きの流木対策について検討を行った、減

水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、と主張し、乙９８、６６、１２６号証を援

用する。 

 しかし、これらの検討に当たっても、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、これらの検討では、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、こ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。 

⑵  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 

① 東岩取水口への水の流れについて 

  被告は、平成１７年度、１８年度の水理模型実験からも、平常時に

おいては、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

おり、流れることが確認された、と主張し、乙６６、６５号証の１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６

５号証の２、９８号証を援用する。 

  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。 

② 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、平成１８年度水理模型実験においても、洪水吐き開口部の
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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、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、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。 

  しかし、実際に流域に生育している樹木は、実験に使われた木の模

型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、さまざまな葉が沢山付いており、根も

大小いろんな形がある。単純な木の模型による実験は現実の状況とは

全く異なる。また、たとえば流木模型の長さを下段常用洪水吐きより

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。単純な流木模型によって流水吐き開口部が詰まるこ

とはなかったとしても、それでは、流域に実際に生育している樹木に

よる閉塞を否定しうるものとは到底言えない。 

 また、丸棒３００本を連続的に投入したとの実験については、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。この

実験は、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、

洪水吐きを通過するとの結論を導き出すことは不可能である。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

ーン下部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、
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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。 

 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ことは十分に蓋然的なことである。そして、

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、現在の計画において、そういうことを想定した対策を採

るということは明らかにされていない。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。 

③ 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、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、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、１０１号証を援用する。 

 しかし、これらの書証は、事業者である石川県が作成した文書であ

って、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、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
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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。ダム貯留時間の検討結果は、そのような夾

雑物を含まない場合を対象としたものであって、現実性はない。そし

て、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、

そのような対策は採られていない。 

⑶  「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 

①  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、と主張し、乙６５号証の１～２、１０２号証を援用する。 

  しかし、これらの書証の記載を裏付けるもの、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。この実験では、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
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っているのであるから、水だけの圧力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。 

② 被告は、洪水時の流水は、まず下段常用洪水吐きから減勢工に流

下するが、貯水位が上段常用洪水吐き敷高に達した後は、更に上段常

用洪水吐きから減勢工に流下し、貯水位がサーチャージ水位を超えた

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、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、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。 

  しかし、そこ記載されている、ダムからの放流量と低水放流設備か

らの放流量は、すべて、清水による実験、もしくは夾雑物を含まない

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

験である。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勢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。 

６  結論 

  以上に明らかにしてきたように、処分庁は、本件事業認定申請に対する

判断をなすに当たって、本来 も重視すべき諸要素、諸価値である、貴重

な文化遺産たる辰巳用水、ひいては、辰巳用水を水源とする兼六園、金沢

城跡（金沢城公園）、市中を流れる用水に対して、辰巳ダム建設が与える

深刻な影響を不当、安易に軽視し、その結果、当然尽くすべき考慮を尽く

さなかったものである。 
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第６ 自然環境に対する深刻な影響について 
１ はじめに 

本件事業地及び周辺は、原生状態が温存されていた犀川渓谷と集落、田畑及び林が

点在する里山の光景とがあいまって、他に２つと存在しない独自の自然環境を有して

おり、ミゾゴイ、ハチクマ、サシバ等の希少な鳥類、ニホンテングコウモリ、ヒゲナ

ガホラヒラタゴミムシ等の希少な洞窟性生物、イブキシダ、カリガネソウ、アケボノ

シュスラン等の希少な植物等の希少種をはじめとした多種多様な動植物の生息が確認

されている。 
本件事業により失われる本件事業地及び周辺の貴重な自然環境は、一度破壊される

と取り返しのつかない、かけがえのない存在である。 
環境基本法をはじめとして、自然環境ないし生態系を保護すべきことが確認ないし

規定されている国際法及び国内法は、多数存在するが、自然環境ないし生態系にかか

わる事業が行われる場合には、これらの国際法及び国内法の趣旨が没却されることが

あってはならない。 
２ 環境影響評価法に規定された環境影響評価が行われていないことの違法性 

被告は、本件事業について、環境影響評価の要否を個別に検討する「第二種事業」

に該当しないとして、環境影響評価法による環境影響評価の対象とならない事業であ

ると主張する。 
しかし、石川県は、辰巳ダムの治水及び利水を既存の犀川ダム及び内川ダムと連携

して運用するとしており、これら３つのダムの湛水区域の面積を合計すると１４１ヘ

クタール（犀川ダム５９ヘクタール、内川ダム４０ヘクタール、辰巳ダム４２ヘクタ

ール（訴状の記載を訂正する。））となって、環境影響評価法の対象事業となる規模を

有するものであるから、環境影響評価法に定める環境影響評価が行われずに本件事業

が実施されたことは違法である。 
また、石川県は、環境影響評価法が制定される以前である昭和６２年度には、昭和

５９年に閣議決定された環境影響評価実施要綱に基づいて環境影響評価を実施してい

るのであるから、その後、本件事業計画を立てるにあたり、環境影響評価法に規定さ

れた環境影響評価がなされない理由はない。 
従って、石川県は、本件事業においても、環境影響評価法に規定された環境影響評

価を行い、その手続に住民や専門家を参加させて意見表明の機会を与えることをはじ

め、民主的で透明性が確保された適正な手続を行うべきであったが、これを行わなか

った違法がある。 
３ 石川県による環境影響評価が手続及び内容ともに適正とはいえないこと 

被告は、本件事業について、石川県が自主的に環境影響評価法等に準じた環境影響

評価を行い、その結果、環境に与える影響は軽微であるとの評価を得たと主張する。 
しかし、石川県による環境影響評価は、以下のとおり、手続及び内容ともに適正と

はいえず、環境に与える影響は軽微であるとの結論も誤りである。 
⑴ 環境影響評価が手続において適正とはいえないこと 

被告は、本件事業について、整備計画策定後における環境影響評価において、環

境影響評価法で環境影響評価が義務づけられた事業にとって必要な手続とされる方
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法書及び準備書の作成等は、石川県の判断によって行われなかったものの、同県の

予測及び評価手法は、「ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令」（平成１０年厚生省、農林水産省、通商産

業省及び建設省令第１号）に準拠するものであり、専門家の調査及び評価結果の承

認を得ているとし、環境影響評価の妥当性を主張する。 
しかし、方法書及び準備書の作成等が省略されたことは、環境影響評価の支柱と

もいえる市民参加の手続を欠如している点で問題である。そもそも環境影響評価と

は、環境に影響を及ぼす可能性のある活動の計画、実施の決定に際し、当該活動に

よる環境影響を調査・予測し、その評価を行って計画の策定や実施の決定に反映さ

せるものであるが、その手続や内容の適正を担保するためには市民参加の保証が不

可欠である。環境影響評価法では、市民に対する説明会の開催、環境影響評価方法

書及び準備書の公告・縦覧、市民による意見書提出等の市民参加の手続が定められ

ている。 
被告は、石川県が自主的に環境影響評価法に「準じた」環境影響評価を行ったと

主張しているが、単に、自ら調査を行い、都合の良い「評価」を行ったのみであり、

重要な情報を市民に公開せず、市民参加の手続を保証しないのであれば、それは環

境影響評価法を骨抜きにしたものであり、法の定める手続とは全く別物である。 
市民の意見が全く採り入れられない環境影響評価は、手続的に適正とはいえず、

本件事業における環境影響評価は、本件事業の正当化のためだけになされたものに

他ならない。 
⑵ 環境影響評価が内容において適正とはいえないこと 
ア 希少種に与える影響を過小評価していること 

石川県の行った環境影響評価は、後記のとおり、本件事業が特に希少種に与え

る影響を過小評価している。 
イ 移植が保全策として十分なものではないこと 

石川県の行った環境影響評価の結果については、保全策として「移植」、すなわ

ち、生育している動植物を移し替えることにより、環境への影響は少ないとの結

論が散見されるが、「移植」は保全策として十分なものではない。 
そもそも、移植については実績がなく、今後モニタリングを続けていくといっ

ても、モニタリングそのものが保全策たりうるわけではない。特に脆弱な希少種

などは、１～２年は定着したように見えても、３～４年となると消失してしまう

ことが多いことが指摘されている。 
また、仮に個体自体の移植が成功しても、その種が種として存続できるかとは

別の問題である。すなわち、個体自体の移植成功の意味は、単なる当該個体を守

るだけであり、「飼育」や「栽培」に他ならず、保全策とはいえない。種の存続

のためには、あくまで、その種が生息していた生態系そのものの保全が必要であ

る。 
また、移植をする事自体、人為的な行為であり、野生生物群集を攪乱する原因

となる。地域の他の生物や種内の遺伝的多様性に影響を与えることにも繋がる。 
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したがって、移植自体は、保全策たりえないものである。 
石川県は、生育環境の新たな創出により、希少種への影響を軽減できると予測

しているが、移植そのものが保全対策たりえない以上、種に対する甚大な影響は

回避できないものといわざるを得ない。 
ウ 河川生態系の影響調査が適正でないこと 

被告は、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、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。 
エ 以上のとおり、石川県の行った環境影響調査に基づく環境影響評価は、本件事

業が希少種に対し重大な影響を与えることを無視したものであり、また、十分な

環境保全措置が行われていないなど、内容において適正とはいえない。 
４ 本件事業が環境に与える影響は甚大であり、軽微とする評価が誤りであること 
⑴ 生物多様性への脅威 

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。 
わが国では生物多様性条約及びそれに基づいて策定された第３次生物多様性国家

戦略、環境基本法等において、石川県ではふるさと石川の環境を守り育てる条例等

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。 
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。 
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。環境省レッドデータブック、レッドリスト、いしかわ

レッドデータブック等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らない。 
⑵ ミゾゴイについて 
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ア ミゾゴイは、鳥綱コウノトリ目サギ科の鳥であるが、環境省レッドリストにお

いて絶滅危惧ＩＢ類（ＥＮ）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。１９７０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。 

イ 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、上記のとおり、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、

上記のとおり、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
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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。 
ウ 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。 
エ 被告は、平成１４年から平成１８年の間の鳴き声調査によって、本件事業地の

周辺において毎年２ないし３つがいが確認されていることなどを挙げて、ミゾゴ

イが本件事業地内を採餌場所として利用している可能性が認められ、工事実施に

よって採餌場所の一部が消失することは否めないものの、なお、その大部分は維

持されるなどと主張する。 
しかし、以下のとおり、平成２０年の本体工事着工後は、鳴き声が確認された

ミゾゴイの数は激減し、また、以前は本件事業地全域でミゾゴイの鳴き声が確認

されていたものが上流域のみでしか確認されなくなったことからすれば、本件事

業地内の採餌場所の消失によりミゾゴイの生息環境に多大な影響が既に及んで

いると言わざるを得ない。 
平成２０年６月の本体工事着工前には、ミゾゴイの鳴き声は、相合谷、鴛原、

瀬領、城力、駒帰付近で確認されていたが、本体工事着工後は、提体に近い相合

谷付近での鳴き声が確認されなくなり、そして、平成２１年度の調査においては、

相合谷、鴛原、瀬領、城力、駒帰付近での鳴き声が確認されなくなり、上流域の

熊走付近でしか鳴き声が確認されなくなっている。また、上記鳴き声調査で確認

された推定個体数も平成１４年度の７羽から平成２１年度の２羽に減少してい

る。 
本件事業地周辺にミゾゴイが集中してこそ、ミゾゴイがつがうことも可能であ

ったが、このように良好な生息環境にあった本件事業地周辺から追われたミゾゴ

イが分散してしまっては、つがうことも困難となってしまった。実際に、本体工

事着工後は、本件事業地周辺においてミゾゴイの営巣は確認されていない。 
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以上のとおり、本体工事着工前には、本件事業地全域で確認されていたミゾゴ

イの鳴き声が、本体工事着工後は、上流域のみでしか確認されなくなり、また、

推定個体数も減少していることからすれば、ミゾゴイの生息環境に多大な影響が

既に及んでいることは明らかである。 
オ 被告は、平成１５年から継続して実施している広域調査によって、浅野川沿い

や内川沿いにおいて、ミゾゴイの鳴き声が毎年確認されていることなどを挙げて、

事業実施によるミゾゴイに対する影響は小さいなどと主張する。 
しかし、当該広域調査によって確認できたのは、それぞれ単独羽の鳴き声のみ

であり、ミゾゴイのつがい及び営巣が確認できた訳ではない。単独羽の確認によ

って、他にも生息場所が維持されているというような認識は誤りであり、むしろ

ミゾゴイが居場所を追われてあちこちに散らばってしまったと認識すべきであ

る。 
ミゾゴイが繁殖するためには、当然のことながらつがいであり、また、営巣す

る必要があるところ、上記のとおり、特定の地域にミゾゴイが集中してこそ、つ

がうことが可能となるのであり、上記広域調査における浅野川沿いや内川沿いで

の散発的な単独羽の鳴き声の確認をもって、これらの地域でミゾゴイが繁殖でき

る環境が維持できているとすることは到底できない。 
上記のとおり、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

た明るい開けた農地という二つの異なった環境の組み合わせが必要であるとこ

ろ、このような環境は、ここ３０年間で急激に減少しており、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、非常に貴重なものだったのである。 
以上のとおり、仮にミゾゴイの単独羽が生息できる環境が本件事業地周辺以外

にあったとしても、ミゾゴイが繁殖できる環境があるとは認められず、ミゾゴイ

が繁殖できる環境がなければ、ミゾゴイは、絶滅の一途を辿るしかない。 
⑶ ニホンテングコウモリについて 
ア 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。 
イ 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
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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。 
ウ 石川県による環境影響評価によれば、ニホンテングコウモリが確認されたのは、

すべて工事実施区域内に位置する洞窟内であり、当該洞窟は、試験湛水及び洪水

時には冠水するため、ニホンテングコウモリの生息環境が消失し、辰巳ダムの存

在・供用によるニホンテングコウモリへの影響は小さくないと予想しながらも、

有識者と協議の上、生息環境の創出等、保全措置を実施する、周辺の影響を受け

ない洞窟へ誘導することを検討する、試験湛水後に生息状況についてのモニタリ

ング調査を検討するといった環境保全措置を講ずるとしているところ、被告は、

第６準備書面の第３の５において、湛水の影響を受けない他の洞窟へのニホンテ

ングコウモリの誘導については、平成２０年度の実験により、洞窟を閉塞されて

も他の洞窟等に移動して冬眠することを示唆する結果が得られていると主張する。 
しかし、被告が主張する上記実験は、コウモリの冬眠期間を通して水没予定洞

窟の閉塞を実施することによって、冬眠場所として他の洞窟へ誘導することが可

能であるかを調査・検証するものであるところ、そもそも、このような生息環境

である洞窟の閉塞による他の洞窟への誘導は、環境保全措置として到底認められ

る類のものではない。すなわち、環境保全措置は、一般に、①回避、② 小化、

③修正、④低減、⑤代償に分類されるところ、生息環境である洞窟の閉塞は、こ

れらのいずれにも該当せず、むしろ生息環境を奪っているだけのものである。 
また、上記実験は、ニホンテングコウモリが属するヒナコウモリ科ではなく、

キクガシラコウモリ科に属するキクガシラコウモリ及びコキクガシラコウモリ

を実験対象とするものであって、洞窟を閉塞されても他の洞窟等に移動して冬眠

することを示唆する結果が得られたとしても、科も異なるニホンテングコウモリ

にも同様の結果が妥当するかは疑問であるし、また、乙第１７９号証によれば、

上記実験の翌年に仮閉塞を行わない状況で冬眠状況に変化が生じないか観察し、

安定した冬眠状況が確保できるかを確認する必要があるとされているにもかか

わらず、当該観察結果は、明らかにされていない。 
エ さらに、平成１９年３月に実施された上記洞窟の調査によっても、ニホンテン

グコウモリの生息が確認されたものである。これは、冬眠期における貴重な生息

確認であるといえる。 
したがって、ニホンテングコウモリが、本件事業により影響を受ける洞窟にお

いて、冬眠期も生息していたことが判明した以上、辰巳ダムの存在・供用による

ニホンテングコウモリへの影響は、より大きくなったものといえる。 
⑷ ヒゲナガホラヒラタゴミムシについて 
ア 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に

絶滅危惧Ⅰ類として記載されている。 
イ 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
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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。 
ウ 石川県による環境影響評価によれば、ヒゲナガホラヒラタゴミムシが確認され

た１１箇所の洞窟のうち３箇所の洞窟は、試験湛水及び洪水時には冠水し、また、

冠水しない周辺の洞窟でも確認されているが、冠水する洞窟に比較的多くの個体

が確認されているため、ヒゲナガホラヒラタゴミムシは、辰巳ダムの存在・供用

によって影響を受けると想定されている。 
しかしながら、被告は、第６準備書面の第３の６において、平成２１年度にお

いてもヒゲナガホラヒラタゴミムシの生態調査を続ける予定であるなどとして

その生息に対する配慮は可能な限り尽くされていると主張しながら、第９準備書

面の第２の４においては、平成２１年度においては生息調査の計画はないと主張

しており、このような石川県の杜撰な計画は、被告がヒゲナガホラヒラタゴミム

シの生息に対する配慮ひいては自然環境に対する影響を軽視していることの証

左である。 
エ 被告は、ヒゲナガホラヒラタゴミムシの他の洞窟への移動作業に着手する予定

であると主張する。 
しかし、ヒゲナガホラヒラタゴミムシの移植実験がこれまで行われた例はなく、

また、前記のとおり、移植自体が保全策として十分なものではない。 
⑸ イブキシダ、カリガネソウ、アケボノシュスランについて 
ア 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。 
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。 
カリガネソウは、林縁などに生育する多年草である。 
アケボノシュスランは、夏緑樹林の林床などに生育する多年草である。 

イ 石川県は、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。 
イブキシダについては、試験湛水時には生息環境の大部分が消失し、確認され

ている個体のうち約７５％が消失するが、本ダムが平常時は湛水しないため、本

種の生育環境は大部分が維持されること、また、湛水区域外の上流部でも比較的

多くの個体が残されていることから、個体群の再生が期待できることから、ダム

の供用により、個体数が減少するおそれがあるが、生育環境を創出することによ
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り、本種への影響を軽減できると予測し、移植実験を行うとしている。また、カ

リガネソウやアケボノシュスランについても、試験湛水時に個体の多くが消失す

るが、生育環境の創出により、種への影響を軽減できるとしている。 
そして、被告は、第６準備書面において、平成６年度から植物相の調査を実施

していること、イブキシダについては平成１９年度に移植実験を行い、平成２０

年度の追跡調査の結果、その大部分が活着していることが確認されたと主張する。 
しかしながら、移植については、そもそも前述したとおり、個体そのものの移

植だけでは単なる「栽培」に過ぎない。また、活着実験についても、脆弱な希少

種などは、短期間では定着したように見えても、長期にわたる定着が困難である

ことも前記のとおりである。 
イブキシダについては、本件事業により消失する個体が極めて多く、さらに、

ダム提体及びその他の工事自体によりイブキシダが現に生息している環境も消

失するものであるから、本件事業による種への影響は大きいといわざるを得ない。 
また、カリガネソウやアケボノシュスランについても移植そのものの効果が疑

わしいことは前記のとおりであり、種への影響は決して小さくない。 
⑹ 以上のとおり、本件事業が希少種に対し与える影響は重大であり、本件事業地及

びその周辺の希少種は、本件事業によって現在まさに絶滅への一途を辿っていると

いえる。 
希少種が絶滅すれば、前記のとおり、本件事業地及びその周辺の生態系全体が影

響を受けるおそれがあり、本件事業が環境に与える影響は、決して軽微とはいえな

い 
５ 小括 

被告は、本件事業について、環境影響評価法の適用はなく、また、石川県が同法に

準じた環境影響評価を行い、その結果、環境に与える影響は、軽微であるとの評価を

得たと主張しているが、以下のとおり、本件事業については、同法に規定した環境影

響評価を行うべきであり、仮に、環境影響評価法の適用がないとしても、石川県によ

る環境影響評価は、手続及び内容ともに適正とはいえず、本件事業が環境に与える影

響は軽微とする評価も誤りである。 
しかるに、被告は、本件処分にあたって、本件事業が自然環境に与える深刻な影響

を不当、安易に軽視し、その結果、当然尽くすべき考慮を尽くさなかったものである。 
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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



14 
 

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 
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第 ８  利 水 目 的 に つ い て  

１  渇 水 状 況 に つ い て  

（１）石川県の事業計画等によると，犀川大橋基準点下流の区間で毎年のように

水量がゼロとなり，川が干上がることが常態になっており，上水の給水制限

や農業用水の取水制限などが発生したと説明する。 

（２）しかし，実際には，当時，犀川ダム及び内川ダムで開発された工業用水，

上水道用水，かんがい用水は，すべて水余り状態であった。すなわち，犀川

ダムで開発した工業用水０．４６㎥／秒は，４０年間一滴も利用していない。

犀川ダム及び内川ダムで開発された上水道用水２．５２㎥／秒のうち，使用

されているのは，１.１１㎥／秒程度である。かんがい用水は，従来約６㎥／

秒使用していたが，平成１５年の実態をふまえた県の見直しでは，３．７１

㎥／秒であり，約２㎥／秒の余剰が発生している。余剰を合計すれば約４㎥

／秒にもなる。 

また，過去７０年間の 大級の渇水である平成６年（県の解析では１／３

０確率）時においても，犀川ダムも内川ダムも空にはならなかった。 も少

なくなった時点のダム貯水量は両ダムあわせて２８２万㎥（全利水ダム貯水

量１２２５万㎥の２３％）であった。かんがい被害はほとんどなく，上水の

給水制限もなかった。 

（３）被告は，上水道，工業用水については，将来の水使用を見込んで計画的に

水源の確保を行う必要があるのであって，取水実績がないことをもって，そ

の水利使用を不要とする考え方は適当でないと主張する｡  
被告の考え方は，人口が増加し，商工業が発展するとともに上水や工業用

水の需要が将来的にも増大するという成長予測に基づいたものであるが，こ

の考え方は，既に社会の実態に整合していない。すなわち，昭和４１年犀川

ダムの完成によって開発された工業用水は約４０年間，一滴も使用されなか

った。上水の需要については昭和５０年代半ばから約３０年間横ばい傾向に

あり， 近の数年間は落ち込んでいる｡  
（４）原告の「水余りの根拠として，開発された上水道用水毎秒２．５２立方

メートルのうち，実際に使用されているのは，毎秒１．１１立方メートル程

度である」旨の主張に対して，被告は，原告が，使用流量を平均値で論ずる

こと自体適切ではないと主張する｡  
しかし，被告の主張は，そもそも上水の開発はダムによって行われている

ことを無視している。なぜなら，ダムは貯留日数が長いのでその過不足を判

断するのは，一時的な取水量ではなく，ある期間の平均取水量によるからで

ある。  
また，被告は，昭和５３年７月１４日に上水道用水として毎秒２．５２立

方メートルの取水がなされたと説明するが，この時期は，昭和５５年に県営

水道からの受水を開始する前のことであり，この時期以降の取水は半減して

いる｡  
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また，被告は，県営水道から受水を開始した以降においても，平成１３年

１月１６日に毎秒２．０７立方メートルの取水がなされたと主張するが，こ

の原因は冬季の一時的な寒波による水道凍結による漏水等によるものであ

り，渇水期の水不足，水源不足とは無関係である｡  
（５）被告は，金沢市の計画に言及して，金沢市は，毎秒２．５２立方メートル

が必要であると主張している。  
しかし，金沢市は，これまで再三にわたり，水需要予測を誤って予測を変

更し，たびたび上水道需給計画を見直している。金沢市は県営水道と昭和５

４年度に受水協定を結び，昭和５５年度から段階的に増やして 終の平成２

８年度までには毎秒１９５千立方メートルの受水量を受け入れる予定であ

った。ところが，需要が伸びないため，需要量を変更し，県水変更協定は第

１回（昭和５８年）から第４回（平成１７年）までと既に４回におよび，目

標とした毎秒１９５千立方メートルの受水は平成３７年度まで先延ばしし

た。これによって平成２８年度までの上水道需給計画は既に破綻している。 
（６）被告は，平成６年の渇水で犀川ダムが空にならなかったのは，工業用水容

量があったからだと主張している。  
しかし，これについては誤認がある。工業用水は，「犀川ダム操作規則」

によって，下流の取水の有無にかかわらず，水利権に相当する分が常にダム

から放流されている｡かんがい並びに上水道用水及び工業用水の供給のため

の放流は，犀川ダム操作規則第２８条に規定され，放流されている｡平成６

年の渇水では当然ながら，工業用水容量は空になっていたのである。従って，

「犀川ダムの工業用水容量を上水道等に一部使用したことがあったもので

ある」とは言えない｡また，被告は，内川ダムが空にならなかったことにつ

いては，説明をしていない。  
（７）被告は，かんがい用水，上水道の取水制限がたびたび行われていたと主張

する｡  
しかし，渇水による取水制限が頻繁に行われていたのは主に昭和５０年代

の後半までである｡県営水道の受水が加わってからはよほどひどい渇水がな

ければ取水制限は行われなくなった｡平成６年の渇水は７０年の観測の歴史

の中でも 大規模の渇水であったが，わずかな通水量の調整ですんだ。  
更に，被告は，平成１８年７月の金沢市の需要予測で，地下水利用から上

水道利用への今後の転換があり，毎秒２ .５２㎥が必要であることを確認し

たと主張する。  
この根拠として，現在ゼロである「地下水転換用水」が今後必要になると

想定し，地下水規制の条例が平成２１年からスタートすれば，地下水の利用

が規制され，これが上水道利用へ転換されると想定している。  
これは井戸からの工場用水等の取水を１５年間ですべて規制（禁止）して，

水道用水に転換する，というものである。  
ところが，平成２０年に制定された「金沢市における地下水の適正な利用

及び保全に関する条例」では許可されないのは「消雪用水」であり，「工場
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用水等」は禁止していない。金沢市が計画していた地下水転換の前提条件が

成立しておらず，「地下水利用から上水道利用への転換」の根拠がない。  

２  本 件 事 業 計 画 に つ い て の 検 証  

（１）犀川の流量について，水利用のない段階から，利水実績に応じて順を追っ

て上流から下流にかけてモデル化したもの。また，水利用を自然流量及び開

発流量と需要流量に分けて経時的に比較したものに基づいて検討すると， 

水利用のない自然状態の段階において，犀川大橋基準地点の自然流量は，  

３０年間の平均渇水時流量 ３．４８㎥／秒 

１／１０確率渇水時流量  ２．１６㎥／秒 

となり，平均渇水時流量３．４８㎥／秒をかんがい用水として水利用でき

る限界の流量と考えてよい。 

犀川ダム建設以前の全量をかんがい利用していた当時の７月から８月にか

けての渇水時のかんがい用水量は５．６５～６．０５㎥／秒である。これに

かんがい補水ポンプ２０ヶ所の揚水１．８６㎥／秒と平均渇水量３．４８㎥

／秒を加えると，５．３４m3／秒となり，かんがい用水量に対する不足量は

補水ポンプでほぼまかなうことはできたが，１／１０確率の渇水に対しては

番水などの流量調整をしても水不足になる。 

犀川ダム，内川ダムが建設された後の，犀川ダムで開発された流量は１．

６３㎥／秒，内川ダムで開発された流量は１．３９㎥／秒，合計３．０２㎥

／秒である。犀川の自然流量３．９６㎥／秒（ダムの貯水容量による流量均

等化効果により底上げされた数値）を加えると６．９８㎥／秒となる。 

かんがい用水５．６５～６．０５㎥／秒（見直し前）の場合の犀川における

水需要量は，上水道用水１．１１㎥／秒を加えた合計６．７６～７．１６㎥

／秒である。水需要量は自然流量に開発流量を加えた流量にほぼ一致する。

全量利用され，確かに犀川大橋基準点下流で水はなくなる。  

 ところが，石川県は，平成１５年に，かんがい用水を農地減少の実態にあ

わせて見直し，かんがい用水は３．７１㎥／秒に減った。しかし，上水につ

いての需要が１．１１㎥／秒のまま増加していないにもかかわらず，県は従

来の２．５２㎥／秒を見直さなかった。 

従って，この上水の余剰分を活用すれば，河川維持流量１．１９㎥／秒を

確保することができる。現実にも河川維持流量が確保されている。なぜなら，

かんがい用水，上水，河川維持流量をあわせると６．０１㎥／秒であり，こ

れに対して，自然流量を加えた開発済み流量は６・９８㎥／秒あるからであ

る。 

よって，渇水対策のために辰巳ダムを作る必要はない。 

（２）被告は，犀川水系の水使用を説明するために河川の上流から下流を一本の

流系として計算する原告作成のモデルは相当でないと主張する｡   
  しかし，すべてのかんがい用水路の取水口は犀川大橋地点より上流にあり，

取水された用水の大半は，圃場へ供給され，排水は犀川大橋の下流で犀川へ

戻ることから犀川水系の水使用を犀川大橋地点で考える場合実態との相違は
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ほとんどない｡  
  また，被告は，犀川ダムと内川ダムをあたかも一つのダムであるかのように

表している原告作成のモデルは相当ではないと主張する。  
  確かに，２つのダムは独自に運用されてはいるが，両ダムは，金沢市の上水

道用水として一元的に管理されている｡すなわち，金沢市の上水道水源は，こ

の２つのダムと（手取川水系からの）県営水道の受水でまかなわれており，

２つのダムの取水量は，全体量から県営水道の受水量を差し引いた量である｡

このように，２つのダムは実質的に一つのダムとして運用されており，一つ

のダムとして扱うことが運用実態に合致している｡  
（３）また，被告は，自然流量と開発流量とは，現実の河川の流量算定において

両立し得ないのでこれらを加算して当該河川の流量と仮定する原告のモデル

は相当ではないと主張する。  
   犀川においては，歴史的に河川水を全量，かんがい用水として利用してお

り，夏場には犀川大橋下流で水が枯れるのが一般的であった。そのため，上

水道水源，工業用水源として河川水から新規に取水する際に，使用可能な水

がなかったために犀川ダムと内川ダムが開発されたものである。従って，自

然流量に開発流量を加算して河川の水使用の総量を考えることは何ら問題な

いどころか自然な考え方である。犀川の場合，犀川大橋地点を基準として考

えると，両者を加算して考えても自然流量相当流量と開発流量との重複はな

い。  
   被告は，犀川の自然流量を毎秒３．９６立方メートルとする根拠に乏しい

と主張する｡  
   しかし，原告が主張する犀川の自然流量相当流量毎秒３．９６立方メート

ルは，起業者たる石川県が今回の事業で示した数値から逆算して求めた水量

である｡１０年に１回程度の犀川大橋地点の８月の月平均流量は毎秒４．１３

立方メートルであり，ほぼ一致する。  
   よって，被告の批判は誤っている。  
３ 渇水になる根本原因と対策  
（１）既に河川維持流量が確保されているにもかかわらず，現実には，犀川大橋

地点の下流で川の干上がりが生じている根本原因は次の理由による。  

 ダムは下流での使用の如何にかかわらず，決められた量をダム操作規則に

基づいて放流しており，自然流量を含めて６．９８㎥／秒が流れており，う

ち利用されているもののうち，上水は１．１１㎥／秒であり，残りの５．８

７㎥／秒は下流へ流れる。流れる水にかんがい用水，上水，工水の区別はな

い。下流の各かんがい用水取水地点では決められた量を正確にコントロール

して取水しているわけではなく， 大取水量の約８㎥／秒まで，川に流水が

あれば自然にかんがい用水路へ流れ込んでいく。上水，工水の余剰分で河川

維持流量が確保されていながら，下流へ流れていかないため干上がるのであ

る。 

（２）現状でも犀川においては０．９７㎥／秒の余剰があり，かんがい用水の取
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水を計画どおりに制限すれば辰巳ダムで新たに水を開発する必要はないので

ある。 

更に，役目を終えたかんがい用水を川へ戻せば，水流が回復する。 

以上のとおり，渇水対策のためにはダム建設は不要である。 

４  河 川 維 持 流 量・環 境 用 水 の 利 水 安 全 度 １ ／ １ ０ は 過 剰 で あ る こ と  

（１）河川維持流量１．１９㎥／秒，用水路の環境用水１．７９㎥／秒をあわせ

ると，計２．９８㎥／秒となる。３０年間の平均渇水時流量は３．４８㎥／

秒であるが，１／１０確率の渇水時流量は２．１６㎥／秒であり，環境用水

と河川維持流量を確保することは厳しいという結果になる。確保するにはダ

ムによる水開発が必要ということになる。 

しかし，犀川の場合，降雨も多く，流域の森林も保全されており，流水の

豊富な河川である。このような川で河川維持用水や環境用水を確保するため

に，ダムが必要ということになれば，目標値が高すぎると言わざるをえない。 

犀川の河川維持流量１．１９㎥／秒，用水路の環境用水１．７９㎥／秒は，

動植物の生息環境の整備や景観を理由に決めた数値である。住民の生活に直

接悪影響を及ぼすようなものでない。上水やかんがい用水のように住民の生

活に悪影響が直接及ぶような利水と同じように，利水安全度を１／１０と決

めるのは過剰である。１／１０確率の渇水の時にも用水路の環境用水や河川

維持用水の確保をする必要性や緊急性は少ないと言わなければならない｡ 

（２）被告は，「国土交通省河川砂防技術基準」を根拠にしているのであり，過剰

という指摘は原告独自の見解に過ぎないと主張する｡  
しかし，被告の主張には以下の問題点がある｡  

利水は次の３つに大別できる。①水道などの生活用水，②河川維持流量，

③用水路の景観用水である。一般的な価値判断からすると，人間の生存に不

可欠の水道用水と人が生活する上で一時的な不足があっても支障のない景観

用水とが同じ利水安全度ではおかしい。優先度は，①→②→③となるはずで

ある。本計画では，①の利水安全度が１／１０である。被告は，②の１／１

０は上記「基準」を根拠としたと主張するが，②の利水安全度は①のそれよ

りも小さくてもよいはずである。③は，「河川整備基本計画」において「市街

地の用水の環境用水として流量を確保する」としているが，「河川維持流量」

でもなく，かんがい用水のように水利権によって確定した「水利流量」でも

ないので，１／１０とする根拠はない。少なくとも，③については，人工的

な用水のために，犀川の自然を破壊するダムを築造してまで開発するのは自

己矛盾である上，法的な根拠もない。  
また，上記「基準」には，河川維持流量の確保の方策策定のためには，「水

利用の合理化等のソフト施策や既存施設の有効利用についても十分に検討す

る」とある。しかし，石川県においては，上水で開発した水の一部を利用す

るということについて十分に検討されていない｡  
 （３）被告は，石川県は国土交通省河川砂防技術基準同解説・計画編３７ページ

に基づき，１０か年第１位相当の渇水時においても流水の正常な機能を維持
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するために必要な流量が確保できるよう計画しているから，計画において環

境用水を劣後させるべきといった規定はないと主張する。  
しかし，被告の引用する規定は河川に関する規定であり，本件で流量確保

の対象となっているのは河川維持量ではなく市街地の用水路の景観用水であ

り，かんがい用水のように水利権によって確定した水利流量でもないのであ

るから，用水路の景観用水に河川の規定が適用される根拠はない。  
治水では，犀川の場合，河川区域内の流れである外水の安全度は本川１／

１００，支川１／５０～１／１０であり，河川区域外の内水の安全度は１／

１０～１／７程度と規定に差がある。利水についても，河川（外水）と用水

路（内水）とは規定に差があって当然であり，河川（外水）の安全度１／１

０を用水路（内水）に適用するのは不適当と言うべきである。  

５  ダ ム 依 存 計 画 の 誤 り  

ダムによって河川維持流量を確保し，環境用水を開発するとの発想は，根

本的に誤りである。  

すなわち，河川維持流量や用水路の環境用水は環境改善あるいは環境回復

のためのもので，仮にこのための必要水量をダムで開発することになれば自

己矛盾である。ダムで上流の自然環境を破壊して，下流の自然環境を復活さ

せることを意味するからである。 

河川維持流量を確保し，河川環境を整備，改善して達成を目指すところは，

元の姿の川とは関係なく人工の川を造ることではない。元の自然の川の復元

であるはずである。河川維持流量や環境水は自然流水の範囲内で行うべきで

ある。 

一方，用水路は人工的に造られたものであり，年間を通じて用水を確保し，

景観や動植物の生息環境の改善をするために，人工的に確保した水を使うこ

とは論理的に矛盾しないだろう。しかし，その必要性，緊急性から勘案して，

ダムを築造してまで開発するべきものではない。水利用の余剰を活用して実

現するべきものである。 

６  代 替 案 の 検 討  

（１）被告は，ダム建設以外の代替案の検討内容として農業用水を見直し，工業

用水を振り替えることを述べているに過ぎない。  
（２）まず，上水の水余りの活用についての検討をしていない。  

    金沢市の上水は供給能力一日あたり３２４千立方メートル（毎秒３．７５

立方メートル）である。内訳は，犀川ダム（末浄水場）１０５千立方メート

ル，内川ダム（犀川浄水場１００千立方メートル），県営水道からの受水１１

９千立方メートルである。これに対して，金沢市上水道の需要は，年間一日

大配水量一日あたり１８０千立方メートル（毎秒２．０８立方メートル，

平成１９年度，夏季），年間一日平均配水量一日あたり１５６千立方メートル

（毎秒１．８１立方メートル，平成１９年度）にしかすぎない。犀川水系の

犀川ダム，内川ダムで開発された水量の合計は，２０５千立方メートルであ
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り，これでまかなうことができる。将来の水不足を予測して受け入れた手取

川水系からの県営水道分はまるまる余っている勘定である。県営水道との受

水協定では，責任水量として受水が義務づけられており，協定量の７０％，

８３千立方メートル（毎秒０．９６立方メートル）を受水している。その結

果，金沢市全体の需要量１８０千立方メートル（平成１９年度）から県営水

道受水分を引いた残り９７千立方メートル（毎秒１．１２千立方メートル）

が，犀川水系の２ダムへの負担分である。犀川水系２ダムから供給された浄

水場の配水能力２０５千立方メートル（毎秒２．３７立方メートル）であり，

半分以下に相当する。犀川水系２ダムの取水の水利権は，水量ロス等を含め

て毎秒２．５２立方メートルあり，その半分も利用されていない。大幅な水

余り状態にある。  
（３）次に，被告は，ダムの非越流部高さについて，河川管理施設等構造令に定

める所定の付加高さが不足している。このため，犀川ダムについては，容量

の再編に際し，所定の付加高さを確保するために洪水調節容量が７０万立方

メートル減少することから，減少分を辰巳ダムで確保すると主張しているが，

これは，本来，犀川ダムの補修で対応するべき問題であり，１．２ｍのコン

クリート壁を設置するという代替案が存在する。 実際に，現在，犀川ダム

本体天端にコンクリートの壁が存在するので，これを利用すればよい。  
これに対して，被告は「ダムのサーチャージ水位（洪水時水位）からダム

天端までの付加高さとして２ｍが必要とされるところ，０ .８ｍと政令に定め

る高さを満たしていないため，政令に適合するように計画したにすぎない」，

「コンクリートの壁を利用すればよいという主張は，ダムの安定性及び強度

の観点からおよそとり得ない。」と反論する。  
被告の主張は，犀川ダムのダム貯水容量を減少させる（洪水時 高水位を

１ .２ｍ引き下げる）考えであり，原告らの主張は，犀川ダムのダム貯水量は

変更せず，余裕高として既存のコンクリート壁を活用するものである。  
付加高さの目的は，河川管理施設等構造令第５条によれば，貯水池の風波

浪などによって越流がダムに破壊をもたらさないようにするためのものであ

る。被告が指摘する「コンクリートの壁を利用すればよいという主張は，ダ

ムの安定性及び強度の観点からおよそとり得ない。」との理由はいかなるもの

であるのか，現実に４０年以上使用されており問題は発生していない，補強

することによっても目的をどうしても達成できないのか，など不明である。  
いずれにしても，７０万㎥は辰巳ダム容量の 1 割強に相当する大容量であ

り，これを新規ダムで開発するか，既存のダムの改修で確保するかは，少な

くとも費用比較によって決定されるべきものである。にもかかわらず，なさ

れるべき検討がなされずに決められている。  
そもそも，新「河川管理施設等構造令」が制定される以前に建設された犀

川ダムに，新「河川管理施設等構造令」を遡及適用すること自体，法の趣旨

に反し，違法である（河川管理施設等構造令第１条の解説）。  
また，被告は，「コンクリートの壁は車両用防護柵として設置されたもので，
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ダムの堤体ではない。もし，これを付加高さとして１．２ｍ嵩上げすると，

洪水吐きゲートの作動不良等に伴う貯水池水位の上昇という事態も考慮する

必要がある。そうなると，ダムの堤体全体に加わる静水圧が嵩上げ前に比べ

て３．２％増加し，ダムの滑り出しに対する安全率を３．１％低下させるこ

とになる。と主張する。  
これはまず，付加高さを上げたことが原因というよりも，機械設備自体が

有する本質的な問題点である。機械は設置条件が変われば，その条件に見合

った仕様に改良されるべきであり，そうすれば作動不良等の問題はクリアさ

れる。なおも不良が起こるとすればそれは維持管理の問題である。  
被告の，水位が１．２ｍ上昇すると，ダムの堤体全体に加わる静水圧が嵩

上げ前に比べて３．２％増加し，ダムの滑り出しに対する安全率を３．１％

低下させることになるとの主張があるが，既存のダムは既に水が通り抜けな

い構造となっていて，被告が試算した外力が加わる構造となっているのであ

るから，築造当初から，安全を見て，満杯になった場合においても不安定に

ならないような条件でダムが築造されている。また，被告が主張するように，

もし既存の車両用防護柵が水の通り抜けるような構造形式になっており，こ

れをコンクリート壁に改造した場合に，新たに外力の増加が加わるというこ

とであれば被告の主張は成り立つが，既にコンクリート構造の壁ができてお

り，外力が作用する構造となっており，新たに改造するわけではないのであ

るから，さらに不安定になるということはない。  
よって，被告の主張は成り立たない。  

（４）さらに，被告は，工業用水の容量２０７万立方メートルのうち，…５５万

立方メートルを堆砂容量に振り替える旨主張しているが，ダムには既に確保

されている堆砂容量があり，この堆砂を除去することによって確保するべき

ものであり，工業用水の分を振り替えるのではなく，堆砂除去という代替案

が存在する。  
石川県は，これらの代替案を検討するべきであり，「既存施設の有効利用に

ついても十分に検討する」ことを求めている基準に違反している。  
これに対して，被告は「３ダム連携後の１００年間の堆砂容量を確保する

ために犀川ダムで不足する５５万㎥を増量したにすぎない。」と説明するにと

どまり，なぜそのような結論にたどりついたのか，簡単な代替案をなぜ検討

しなかったのかについて説明がなされていない。付加高さの場合と同様に，

５５万㎥のダム容量を確保するために，新規ダムで開発するのか，既存のダ

ムの改修で確保するかは，少なくとも費用比較を行った後に決定されるべき

ものである。  
犀川ダムは昭和４０年に貯水し，３８年後の平成 15 年度の堆砂量は１３１

万㎥（石川県の報告書による。ちなみに，内川ダム３８ .５万㎥）である。１

００年間の堆砂容量が５５万㎥不足するというのであれば，まず，堆積した

砂を除去することが想定される方法の第一である。この点について，原告ら

はたびたび石川県に指摘してきたが，全く検討された形跡はなく，尽くすべ
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き検討がなされていない。  
（５）渇水対策のために辰巳ダムを建設する必要はなく，また，石川県は，前述

のようなほとんど費用のかからない方法で容易に渇水を防止できるのに，そ

の代替案の検討をするなど尽くすべき検討を尽くしていない。 

よって，本件処分は裁量権を逸脱，濫用するものであって違法である。 

 



第９ 超巨大地すべりの問題  
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 末端地すべりについて  

１ 本件地すべり地においては，本件ダムの湛水に伴い，その末端部分において地すべ

りが発生する可能性が極めて高い。これは，県が作成した「平成１６年度犀川総合開

発事業辰巳ダム建設 ダム基本設計資料作成業務委託報告書」に「ただしＬ３につい

ては規模が大きいことから，末端地すべりの可能性について今後詳細な調査・検討を

行う予定である。」と記載されていることからも明白である。 

２ また，本件地すべり地の末端（北陸電力の送電線の鉄塔が建っている部分）の基礎

部分において土砂崩落が進んでいることが確認されているが，この土砂崩落が地すべ

りを誘発することも充分に考えられる。 

３ (1) しかしながら，県は地すべりの調査において，本件地すべり地の末端部分におけ

る安全率低下の調査はほとんど行っていない。  
一般的に，末端部分は地すべり発生の危険性が高いとされていることに鑑みれば，

地すべりの発生の可能性及び対策工の必要性の判断については，むしろ末端部分に

おける安全率の低下について充分に調査する必要があることは火を見るより明ら

かである。それにもかかわらず，県は末端部分での地すべり発生の危険性について

は調査をほとんど行っていない。 

県がＬ３－２全体のみの調査・解析しか行わないのは，安全率低下を０．０５未

満となる結果を導き出すために他ならない。すなわち，分割片が大きければすべり

面の安定性が増すのであり，分割片が大きければ安全率の低下は低くなるのである。 
(2) 被告はＬ３の末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として，「旧地形図及

び空中写真で確認される末端の急崖地が，現在とほぼ同じ形状であり，長期にわた

って地形が変化していないこと」を挙げているが，地すべり現象の存否を地形的変

化によって判断するには，同じく数百年ないしは数千年のスパンでその地形的変化

を判断する必要があるのであって，県の調査のようにせいぜい数十年単位の地形的

変化の判読では，地すべり現象の存否の判断においては何ら意味がない。  
また，地形は豪雨や地震などの影響で，将来容易に変化するものであり，崩壊等

によって末端土塊が不安定になり，地すべりが発生する可能性は充分にある。従来

から現在に至るまで地形的変化がなく，地すべりの兆候がないとしても，それは将

来の地形的変化による地すべり発生の危険性を否定する根拠にはならない。  
(3) また，被告は末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として「土塊の構造，

性状は全体として一様であり，末端部が特に劣化したり乱れたりしている兆候はな

いこと」を挙げている。  
しかしながら，このような調査結果は，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される

とする被告の前提と相容れないものである。  
仮に被告が主張するとおりＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるのであると

すれば，それはその前提と相反する前記調査結果が誤りであることを意味するに他

ならない。  
したがって，上記も末端地すべりの危険性を否定する根拠にはなりえない。  
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(4) また，被告は，北陸電力の送電線の鉄塔の基礎部分における土砂崩落については，

いわゆる表層崩落であるとして末端地すべりを誘発するものではないと主張して

いる。  
しかしながら，地すべりは，末端における小規模な崩壊の積み重ねによって末端

部分の地形が大きく変化し，末端部における土塊の押さえが効かなくなることで土

塊全体の安定性が失われ，その結果不安定となってすべりが発生するという経過に

より発生するものである。表層の崩壊であろうが，末端部分の崩落は地すべりを誘

発し，地すべり発生の危険性を大きくするのである。  
被告の主張は，このような地すべり発生の性質をまったく理解していないもので

あり，原告の主張に対する反論としてまったく意味を有しない。  
(5) また，被告は，乙第１６０号証を引用して，「土塊の末端部の層序は，土塊全体と

同様に基盤岩の層序と類似していることから，末端部のすべりは，存在しないもの

と判断した。」とも主張しているが，全く誤った理解である。  
末端部の土塊の状態は過去の痕跡であることからすれば，将来にわたって末端地

すべりが発生する危険性がないことの根拠とは全くなり得ないのである（過去にす

べった痕跡がないからといって，将来もすべらないとは全く言えない。）。  
(6) また，被告は，第８準備書面１４頁において「湛水に伴う水没の割合」について

縷々主張しているが，この考え方を末端地すべりについてあてはめれば，末端地す

べりの可能性は十分に危険水域であることはより明白となる。  
「これまでの調査事例によれば２０％程度以上の水没の割合を境として地すべ

りの発生頻度が大きくなっている」（乙１６４）ことからすれば，湛水によって末

端地すべりの可能性が高くなることは明瞭である。この末端すべりブロックよりも

小さいブロックでは，水没の割合はさらに高くなり，地すべりの可能性はより高く

なる。  
さらに，Ｌ３‐２ブロックの東側の端部（犀川の上流側に接する部分，ボーリン

グ５Ｂ‐１５孔付近）は，急な斜面の前面に，地すべり崩積土が旧河床堆積物の上

に堆積しており，この部分では地すべり土塊の大半が湛水面に没するので地すべり

発生の危険性は高い。標高は１３０ｍから１４０ｍであり，Ｌ３－２の下端標高１

１５ｍとの差は，１５ｍから２５ｍとなる。水没深１７ｍであるから，水没の割合

は，約１００から６８％にもなる。  
(7) さらに，Ｌ３地すべり地の型分類からすれば，Ｌ３において末端地すべりが発生

する可能性が高いことは明白である。  
すなわち，県はＬ３の地すべりの型を「風化岩地すべり」としているが（甲１０），

風化岩地すべりの場合，一般的に，地すべり地は末端ブロックや側部ブロックへと

分化し，そのブロックが地すべりを起こす危険性が高い。県が指針としている「貯

水池周辺の地すべり調査と対策」（旧建設省河川局開発課監修，甲１１）において

も，風化岩地すべり地において，「末端，側面において２次的な地すべりが発生す

る」との指摘がなされている。  
被告は，第８準備書面１７頁において，「Ｌ３の末端を含むブロック全体につい

て，土塊区分や地形など詳細に調査・検討を行っており，さらに（中略），Ｌ３末
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端斜面に法枠工及び対策工を実施することとしている」としているが，その主張は，

結局，「風化岩すべり」では，末端，側面に２次的な地すべりが発生する危険があ

ること及びその対策工が必要であることを自認しているものであり，つまりは，被

告の認識としてもＬ３ブロックにおいて末端地すべりが起こる危険性があること

を認めている，ことに他ならない。  
(8) また，原告は，何の根拠もなく末端地すべりの可能性があるとしているのではな

い。具体的に，末端地すべりのすべり面を想定することができるのであり，具体的

な断面を上申書「裁判所からの「原告に説明を求める事項」についての説明」スラ

イド４３で示している。 

これには，Ｌ３の末端部を拡大した断面に４Ｂ－９と５Ｂ－１０のボーリング結

果が記載されている。 

この２つのボーリングコア性状に大きな差異が認められ，破砕された層をすべり

面として結べば，この間にすべり面を想定することができる。 

４ 以上のとおり，本件地すべり地においては末端部分における地すべり発生の危険性

が充分に認められる。仮に，その危険性が確認された場合は，鋼製アンカーによる抑

止工などの方法により，地すべり対策工をとることが必要不可欠となり，本件事業計

画の合理性の検討にあたっては，対策工の必要性を前提とした上で，それにかかる費

用も盛り込んで，その合理性を検討するべきである。 

そして，その対策工の費用としては，莫大な出費が見込まれる。ところが，本件事

業にあっては，地すべり対策にかかる費用を計上して計画の合理性を検討していない。 

「事業費が最も廉価であり，経済的にも優れていることなどの理由から，（省略）

最も合理的であると認められる。」とは到底認められないのである。 

５ さらに，本件地すべり地においては末端部分の地すべりのみならず大規模地すべり

が発生する危険性すら認められる。 

すなわち，大規模地すべりは末端の地すべりが端緒となって発生するのである。 

仮に，本件ダムが建設された後に大規模地すべりが発生した場合は，本件ダム内に

土塊が流れ込み，本件ダムの穴をふさぎ，ダムとしての機能を全く失わせることとな

り，本件事業を全く無意味なものとすることになる。 

さらには，仮にダム湛水時に土塊が崩壊しダム貯水池になだれ込めば，貯水池にあ

る水は土塊によって押し出され，下流へと流れ出し，下流にある市街地を襲うことに

なる。このような災害が発生した場合，下流域に住む住民は安全な場所への避難，仮

設住宅などでの不自由な生活を余儀なくされ，最悪の場合，大多数の死者が出ること

は想像に難くない。 

第２ Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断することの非合理性  
１ 本件においては，Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断し，調査・解析の対象

をＬ３－２全体のみとしているが，そのことに合理的な根拠はない。 

２ (1) 被告の主張どおりにＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとすれば，以下のと

おり大きな矛盾が生じることとなる。  
(2)ア 県の調査によれば，Ｌ３ブロックにおいて過去に地すべりが起こった形跡が河

床にある（土塊が約１００メートルから２００メートル程度移動した形跡があり，
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旧河床堆積物に乗り上げた格好になっている，乙７５号証）。  
仮にＬ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されることを前提とすれば，こ

の地すべりは，Ｌ３－２のすべり面からＬ３－１の上に乗り上げていた土塊が河

床に向けて滑ったこととなる（原告第３準備書面別紙「概略説明図」参照）。そ

して，上記地すべりにより滑った土塊内の構造・性状は，地すべりにより乱れる

はずであり，  
ところが，同じ県のＬ３－２部分の調査によれば，「土塊の構造，性状は全体

として一様であり，末端部が特に劣化したり乱れている兆候はない。」とされて

いる（乙７４号証「２．安定性の評価」第５項）。  
すなわち，石川県の上記調査は，Ｌ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断さ

れるとする主張とまったく相容れないのである。  
イ これに対して，被告ないし県は，２つに分割した場合でも土塊の地層に劣化や

乱れがないのは，川側に緩く傾斜した泥岩層を滑り面として土塊が回転せずに滑

ったからであると主張し，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されることと，土塊

の構造，形状に乱れがないことは何ら矛盾しない，とする。  
しかしながら，被告の見解によれば上記一連の流れにおいてＬ３－１ブロック

がまず滑ったこととなるが，この場合，Ｌ３－１ブロックの前面にＬ３－２ブロ

ックが障害として立ちはだかっているのであって，Ｌ３－１ブロックの地すべり

が先に発生するという考え方は強引にすぎる。  
浸食による河床低下の現象が発生し，次に下段の泥岩層を滑り面としてＬ３－

２の地すべりが発生し，最後に上段の泥岩層を滑り面としてＬ３－１の地すべり

が発生したと想定する場合は，Ｌ３－２ブロックが滑った空隙にＬ３－１ブロッ

クの土塊が落ち込む形となり，Ｌ３－２ブロックの頭部の土塊は劣化や乱れが激

しくなるはずであるが，１２Bｏ‐４ボーリングデータなどでその兆候がないと

すれば，このような考えを取ることもできない。  
残るは，Ｌ３全体が一つのブロックとして移動したという考え方であるが，そ

うであれば，一つのブロックとして滑ったと考える方が自然でかつ合理的である。 
ウ 被告は，①Ｌ３－１がすべったのは河床が現在より数十メートルも高かった時

であり，上段の泥岩層を滑り面として地すべりが発生した，この段階ではＬ３－

２ブロックは河床面よりも低い位置にあって障害とならなかったと考えられる

とし，②その後，河川の流れによる浸食で河床が低下し，その結果，谷がえぐら

れて深くなったと考えられ，③その時の河床付近にあった下段の泥岩層をすべり

面としてＬ３－２の地すべりが発生し，河川の閉塞が起きたが，④浸食されてさ

らに河床低下したと考えられるとし，県の見解に矛盾はないとしている。  
しかしながら，被告の主張のとおり滑ったと考えるならば，Ｌ３－２ブロック

は川側に最低８０ｍ，実際には１００ｍ以上川側へ滑動したことになるので，Ｌ

３－１とＬ３－２の境界部には幅最大１００ｍ，深さ２０～３０ｍの大陥没地形

が形成されて，明瞭な崩落崖として存在するはずである。  
しかしながら，Ｌ３－２の頭部には，崩落崖は一切存在しないのである。この

ことは，被告及び石川県の見解が誤っていることの何よりの証左である。  
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この崩落崖の存在について，被告は，崩落崖が現在確認できないのは，地形の

改変があったためであるとしている｡ 
しかしながら，乙１９４号証では，昭和２３年の地形図と昭和４３年の地形図

を対比しても，その差は明瞭ではない｡昭和４３年の地形図は，昭和２３年地形

図と比較して谷や尾根が消滅するほどの地形の改変があったと認めることは到

底できない。  
この改変を知るための情報は，石川県作成の平成１８年度報告書７－２４－６

ページ以下（甲３４号証，被告の引用する乙１９４号証の続きの部分）から読み

取ることができる。  
甲３４号証７－２４－６ページの図－４．２ (1)「旧地形図から推定される地形

改変の状況（１測線）」においては，１－１′測線の断面を切った図で旧地形（昭

和２３年地形図）の地表面を表す線が一点鎖線で表示されている。同一点鎖線は，

Ｌ３ブロックの頭部から端部に向かってなだらかな線が書かれ，尾根も谷もなく，

崩落崖もない。頭部から中央にかけて１０ｍ前後の盛土となっており，末端部は

切り土になっている。地形の改変はあったが，ごく小さいものにとどまり，地形

の改変で崩落崖が消滅したということではないことは明白である。  
また，甲３４号証７－２４－５ページの図－４．１「旧地形図から推定される

地形改変の状況」では，Ｌ３－２ブロックの境界の一部に，「改変無し」の区間

がある。「改変なし」部分では，崩落崖の形跡は残ると考えざるを得ないが，そ

の形跡は見あたらない｡ 
以上から明らかなとおり，人為的な地形の改変で崩落崖が消滅したということ

はないのであり，そもそもＬ３－２の頭部に崩落崖が存在していなかったことは

疑いようがない。  
なお，乙１９４号証２ページ目の昭和２３年の地形図ではＬ３の地すべりブロ

ックの中央に谷地形があり，その右測（川側）に尾根状地形が認められるとある。

しかしながら，被告の主張によればＬ３－２ブロックが約１００ｍ川側へ滑動し

たことになるので，当然，地形上尾根状地形はＬ３－２ブロックの境界線に沿っ

て１００ｍ以上川側への平面的なズレが認められるはずであるが，地形図の尾根

形状はＬ３－２ブロックの境界線の前後で連続しておりズレが見られない｡この

事実からしても，被告の想定が全く根拠のないことは明白である。  
(3)ア また，ボーリング柱状図のコア性状の差異によりすべり面を想定するのは何ら

根拠のない「想定」でしかない。  
上記差異があるとしても，すべり面として，原告第３準備書面別紙概略説明図

その２「想定できるすべり面①」及び「想定できるすべり面②」のとおり，Ｌ３

を１つの土塊としてすべり面を想定することは十分に可能である。  
また，仮に被告の主張を前提とすると，Ｌ３－２の末端部分においても新たな

地すべり面を想定できることになる。  
すなわち，Ｌ３－２の末端部分の５Ｂ－１０及び４Ｂ－９地点におけるボーリ

ング調査においても，その柱状図のコア性状には大きな差異が認められるのであ

って（乙７５号証２枚目「Ｌ３地区地質断面図」），５Ｂ－１０地点と４Ｂ－９地
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点の中間にも地すべり面が想定されることになるのである（原告第３準備書面別

紙概略説明図その２「想定できる末端土塊のすべり面」参照）。  
そもそも，ボーリングデータによって判読できるのはせいぜいすべり面の「候

補」にしか過ぎないのであって，仮にボーリングデータによってすべり面を想定

するのであれば，外形的地形や崩落崖の有無などの情報を総合する必要がある。 
しかしながら，Ｌ３－１とＬ３－２の境目には外形的地形の変化はなく，また，

崩落崖も存在しない。ボーリングデータはＬ３をＬ３－１とＬ３－２に分断する

根拠にはなりえないのである。  
イ これに対し，被告は，「標高の高い側の１０Ｂｏ‐２孔と標高の低い側の１２

Ｂｏ‐４孔を比較すると，すべり面の深度及び土塊の性状に大きな差異があった

こと，さらにこの土塊の性状の差異は，上下段方向にそれぞれ連続性があったこ

とから，この２孔の間には過去に発生した地すべりに起因する境界を認めること

ができた。」等と主張し，乙第１６０号証，第１６１号証を引用している。  
しかしながら，県が１０Ｂｏ‐２孔と１２Ｂｏ‐４孔の間に断層があると推定

していた時点では，１２Ｂｏ‐４孔でのすべり面の深さは約５０m 付近にあると

認められる（乙７０の４頁の断面図から読み取ると，地表から５０m 程度に引か

れている。）。とすれば，すべり面の深さは，順に１５．２５m，３３．３５m，

５０m，６０．１３m となり，想定すべり面深度は徐々に大きくなる傾向となり，

被告が主張するような大きな差異はなくなる。  
被告は，断層がないと判断した後，唐突に，１２Ｂｏ‐４孔のすべり面の深さ

を約５０m 付近から，６４．３０m に変更しているが，すべり面の確実な証拠で

確定しているわけではなく，想定しているだけである（乙第１６０号証でいわく，

「１２Ｂｏ‐４孔については，土砂状のコアが連続する区間の下面（６４．３０

m）をすべり面に設定した
．．．．

。」とある。）。  
つまり，すべり面の深さを約５０m とする案も有力であり，その場合は，想定

すべり面深度に大きな差異はなくなる。  
被告が拠り所とするボーリング調査についても，結局，具体的根拠のない「設

定」に基づくものなのである。  
ウ ボーリング調査については，被告は，「ボーリング１２Ｂｏ－４孔の５５から

６４．３メートルの間は，亀裂が多く，岩片も軟質で岩盤不良部になっている。

平成１６年当時は，この岩盤不良部の原因は，断層により破砕されたものと解釈

していたが，平成１８年度に土塊の詳細な解析を行った結果，元の岩盤の岩種や

地質構造がさほど乱されていなかったことが確認され，地質層序が判別できたた

め，５５から６４．３メートル間が土塊区分の『互層土塊部』に相当すると判定

されたものである」として，ボーリング調査もＬ３－１とＬ３－２が分断される

根拠になるとする。  
しかしながら，上記主張においても，被告は「地質層序が判別できた」などと

いう抽象的な判断に基づいてすべり面を変更しているのであり，合理的な理由が

ないことは明白である。  
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ボーリングデータは，平成１２年度に実施された調査によるものであり，新た

なボーリング調査を行うこともなく，平成１６年時点までの判断を平成１８年に

突然に変更している｡同じボーリングデータで２つの違う結論が出ており，しか

も，調査後，６年も経過して後の判断の変更は，確たる根拠にもなりえないとい

うことは明らかである。被告は，解釈の変更を合理的な判断と主張するが，不明

瞭で抽象的な根拠を基にした判断による変更であり，すべり面が６４．３メート

ルでなければならないということにはならない。５０メートル付近にすべり面を

想定することも有力な案に変わりはないのである｡ 
(4)ア さらには，県は以前Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される根拠について，Ｌ

３－１とＬ３－２の境界とされる場所に明瞭な崩落崖があって断層があると説

明していた。  
しかしながら，上記説明を受けて専門家が調査したところＬ３－１とＬ３－２

の境界とされている場所に崩落崖など存在していなかった。同専門家が県に対し，

指摘したところ，県は崩落崖が存在しないこと，したがって断層線も存在しない

ことを認めるに至っている。  
イ 被告は，崩落崖については「自然的な動きや人為的な改変などにより・・・崩

落崖が存在しなかった」と主張し，断層線については，断層線の有無はＬ３ブロ

ックの分断に全く影響がない，と結論付けている。  
しかしながら，原告らが知る限りでは，石川県が崩落崖の存在を認めていた時

点からその存在を否定するに至った時点まで，同地において「自然的な動き」や

「人為的な改変」などは確認されていない。  
また，崩落崖，断層線の有無についての被告の主張は，評価を明らかに誤って

いるものでもある。  
崩落崖，断層線の有無について，その判断が変遷した問題点は，以下の２点に

あって，それらはＬ３ブロックの分断にとって重要な意味を持つ要素である。  
第１の問題点は，崩落崖，断層線と地すべり面の関連性にある。  
一般的に，崩落崖，断層線の存在は，そこに地すべりブロックの境界があると

いう有力な根拠になりうるものであり，現に被告も，Ｌ３－１とＬ３－２の分断

の有力な根拠としていた。  
したがって，仮に崩落崖，断層線の有無についてその存否の判断が変わるので

あれば，その存在を前提にした地すべりブロックの境界についても重要な存在根

拠が失われるのであるから，当然に，再検討，再調査が必要となる。  
しかしながら，被告は，崩落崖，断層線という有力な根拠が消滅した後も，全

く同位置に，漫然と，地すべりブロックの境界を設定したままにしている。  
第２の問題点は，被告ないしは県の調査能力の限界にある。  
断層線について，当初，石川県は紛れもなく存在するとしていた。その拠り所

は，ボーリングデータにあるものと思われる。  
ところが，見直しでは，断層がないと判断されるに至っている。その根拠とな

る乙第１６０号証では「既存資料で示されていた断層については，土塊内の地質

を見直した結果，土塊内の層序と基盤岩の層序には大きなズレがなく，断層その
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ものも露頭等で確認できないことから，推定していた断層はないと判断した。」

としか，記載がない。  
新たなデータが追加されたわけではなく，従来から露頭で確認できないことも

分かっていたことであり，石川県は，土塊内の層序に大きなズレはない，などと

いう抽象的な判断で，考え方を変更しているに過ぎないのである。  
結局，断層についての判断の変遷からすれば，当初の調査が全くの誤りであっ

たか，もしくは，見直し調査が抽象的で全く根拠たり得ない，という結論になら

ざるを得ず，それは，Ｌ３ブロックの構造を県が充分把握しておらず，また，調

査能力に著しい問題があることを明確に意味するものである。  
(5)ア また，被告の主張を前提とすると，以下のとおり，Ｌ３全体のすべり面につい

ての疑問が残る。  
被告は，Ｌ３ブロックの地すべりは，川側に緩く傾斜した泥岩層が上段と下段

にあり，これを滑り面としてすべったものであるとし，その想定すべり面を乙第

１６１号証で示している。１測線，６測線の断面図を見れば，泥岩層（ Ims）に

接してすべり面が想定されている。  
ところが，すべり面の位置は，１測線では泥岩層の下面，６測線では泥岩層の

上面と想定されており，考え方が食い違っている。  
さらに，１と６測線と直交する２測線では，１と６測線の地点は泥岩層のとこ

ろにすべり面が想定されているように見えるが，１と６測線をはずれたところで

は，泥岩層にすべり面が想定されていない。１と６測線に沿っては泥岩層の境目

にそってすべり面があるように見えるが，これをはずれたかなりの部分のすべり

面は泥岩層ではない。  
また，旧河床堆積物（ rdo）に着目して見ると，１測線では，旧河床堆積物の

上面にすべり面があるが，６測線では，旧河床堆積物の下面にすべり面がある。

１と６測線が直交する２測線の断面を見ると，すべり面は大半が旧河床堆積物の

上面に設定されており，最も左側の⑥（６測線）と次の①（１測線）の間で急に

上面から下面につなげられている。すべり面の想定に規則性がなく，何を判断の

基準にしているのか，まったく不明確である。  
イ これに対し，被告は，「個々のボーリング調査に基づく想定すべり面をつない

だ地すべり形状とすべて一致するわけではない。」「Ｌ3 地すべりは，周辺の地層

（砂岩，泥岩，凝灰岩の互層構造）の走向傾斜と地すべりの滑動方向が一致する

ものではないことが分かるから，測線の取り方によっては，すべり面の位置や泥

岩層の上面になったり，下面になったりすることも当然あり得ることである。」

と主張する｡ 
しかしながら，被告の上記主張は，暴論である。  
想定すべり面は，ボーリング調査に基づく想定すべり面をつないだ地すべり形

状とおおよそ一致していなければならないことは明白である。  
殊に，被告が主張するように泥岩層に接してすべり面が設定されているのであ

れば，なおさら，泥岩層との関係において想定すべり面がボーリング調査の結果

と一致しなければならないことは論を待たないものであり，一致しないのであれ
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ばそれはすなわち想定すべり面が誤っていることを意味するのである。被告の上

記主張は，「想定すべり面」という概念自体を誤った，暴論である。  
被告の想定すべり面を検証するに，１測線，６測線では，泥岩層をすべり面と

しているように見えるが，これらとほぼ直角方向の２，３，４，５測線において

はすべり面が泥岩層を含めたすべての地層を切断しており，泥岩層と密接な関係

がないことは明白である｡ 
また，すべり面が旧河床堆積物の上面にあるか下面にあるかという点は，本件

では看過できない大きな意味がある｡ 
被告の想定すべり面においては，１測線では旧河床堆積物の上面に，６測線で

は旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されている。  
６側線の場合は旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されていることから，過

去の地すべりにより河床が移動したということになり（上面にあれば河床は移動

していないが下面にあれば地すべりにより河床が移動したということになる。），

現在の河床堆積物は，被告の主張するＬ３－２ブロックの過去の地すべりで移動

してきたことにならざるを得ない。すなわち，６測線においては旧河床は現在の

位置よりもずっと山側にあったことになる。  
一方で，１測線においては，河床が地すべりにより移動することはなく，旧河

床の位置は現在の河床の位置と一致することになる。  
すなわち，被告の想定すべり面においては近接地点である１測線と６測線にお

いて，旧河床の位置が全く異なるということになってしまう。被告の想定を前提

とすれば，旧河床の位置関係が大幅に食い違うことになってしまうのである。  
(6)ア 以上のとおり，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとする被告の主張は，

他の調査結果と大きく矛盾するものであり，また何ら合理的根拠がないものであ

る。  
にもかかわらず，県は調査を行っていない。乙７５号証１枚目「Ｌ３地区地質

断面図」の上部のボーリング調査（１０Ｂｏ－３，１０Ｂｏ－２）もその下にあ

る可能性のある他のすべり面の存否を確認するには，ボーリング長が不足してお

り，調査を怠っている。  
イ なお，ボーリング調査の懈怠について，被告は，１０Ｂｏ‐２孔，１０Ｂｏ‐

３孔のいずれにおいても，『貯水池周辺の地すべり調査と対策』（乙１６２）で要

求されている「ボーリング深度は不動層に５～１０ｍ程度貫入するように定め

る」を十分に満たしていると主張する。  
しかしながら，当該地すべり地を適正に判断するための要求が満たされていな

いことは，Ｌ３地区地質断面図を見れば明らかである。  
すなわち，この図においては，１０Ｂｏ‐２孔，１０Ｂｏ‐３孔のボーリング

最深部のすぐ下に地層の境となる線が引かれているが，いずれも，ボーリングで

確認されているわけではない。何らの根拠のない，想像で引かれた線であること

は明白である。  
いやしくも，Ｌ３のような超大規模地すべり地における調査においては，すべ

り面の設定に関しては調査を尽くすべきである。  
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また，１０Ｂｏ‐２孔と１２Ｂｏ‐４孔の間の区間についても，石川県はボー

リング調査で確認することなく，地層が不連続になると断定している。Ｌ３－１

とＬ３－２の境界について根拠がない以上，調査をすべきことは明らかであるし，

その間に１孔のボーリングをすれば容易に明確な判断ができる。  
ウ 被告は，「ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の

性状の把握が主目的であり，Ｌ３地点においても，不動岩盤の区間を確認した時

点で，その目的を果たしている。」「１０Ｂｏ－２孔と１２Ｂｏ－４孔のすべり面

の位置の食い違いは，地すべりが２回の滑動により形成されたと考えるに十分な

根拠といえる」とも反論している｡ 
しかしながら，本件においてはボーリング調査の懈怠があったことは明白であ

る。  
すなわち，そもそも当該区間にすべり面を想定したのは，１０Ｂ－２と１２Ｂ

－４とのデータに大きい相違があることから，この間にすべり面があるはずとい

う推定をしたに過ぎない。この推定を裏付ける調査はなされず，すべり面の境界

の崩落崖を確認できないのは，地形の改変があったためであるとして明確な根拠

なく想定しまったものなである｡ 
被告は，ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の性

状の把握が主目的であるとするが，平成１８年時点で断層がないと判断するに至

ったという時点で，上記目的が要請されたことは明白である。地表から確認でき

ないのであるから，ボーリング調査によって調べるべきだったことは明白であ

る｡ 
第３ Ｌ３ブロックを１つと見た場合の安定解析について  

１ 被告は，Ｌ３を一つの地すべりブロックとして検討した場合の安全率がＬ3 を２つ

に分割した安全率より大きく，Ｌ３を２つに分割した安全率の低下量のほうがより大

きい，と主張している。  
しかしながら，被告の主張する安定計算には大きな疑問がある。  

２ (1) 被告が示した試算は，乙第１５８号証と乙第１５９号証に示されている。乙第１

５９号証においては，１測線と 6 測線の二つの結果が示されている。  
ところが，乙第１５８号証では，Ｌ３ブロックの１測線の計算結果はなく，6 測線

についてのみ，L３ブロック全体の安定計算結果が示されており，その結果の比較

は次のようである。  
【６測線のＬ３ブロックとＬ３－２ブロックの比較】  

 安全率  抵抗力  起動力  
Ｌ３  ０．９７９  ５１，９４９  ５３，０４０  
Ｌ３－２  ０．９７３  ４６，６４９  ４７，９５２  
差   ５，３００  ５，０８８  

注１：水位低下 EL.１３２ｍ→９７ｍ  
注２：いずれの場合も１つの層（全体が同質の土塊）として計算され，すべり面の抵抗を示す

粘着力は２５ｋN/m2 としている。  
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上表から，L３－１と L３－２を一体としたＬ３ブロックの場合，L３－２ブロッ

クの場合に比べて，抵抗力で５，３００，起動力で５，０８８増加しており，比率

にして１割強の増加である。増加が少ないのは，乙第１５８号証の断面図のとおり，

L３－１ブロックに相当する部分の土塊が細長く，薄いためである。  
(2)ア ところで，上記試算においては，Ｌ３の粘着力を２５kN/㎡としているが，同

数値は大きく取りすぎている。Ｌ３－１ブロックの厚みは１５から２０ｍ程度で

あり，この場合，粘着力は１５ないし２０ｋN/㎡であるからである（乙１６２

の『貯水池周辺の地すべり調査と対策』１３３頁）。  
すなわち，被告の試算はＬ３－１ブロック部分に相当する部分の抵抗力を過大

に評価していることになり，L３の抵抗力は，５１，９４９よりも小さくなる。

そして，抵抗力に比例して安全率も低くなる。  
すなわち，Ｌ３一つのブロックの方が，二つに分割するよりも安全であるとは

到底言えないのである。  
イ また，１測線を想定した場合を考えてみると，乙第７５号証の断面図でも分か

るように，１側線においては６測線に比較して２倍程度の厚みを持っている。こ

の場合，すべり面にかかる起動力は土塊重量に比例するので，起動力は２倍程度

大きくなる。一方，抵抗力はすべり面の粘着力と摩擦抵抗によるが，土塊重量に

比例して大きくはならない。  
すなわち，１側線を想定した場合，起動力の増加が抵抗力の増加を上回り，そ

の結果，Ｌ３全体の安全率の低下が大きくなる。  
仮にＬ３ブロックについて安全率低下に問題がないというのであれば，１測線

の安定計算結果を示す必要がある。  
ウ そもそも，これらの乙号証の書類で示された計算根拠は，参考程度のものであ

る。  
第１に，被告の試算は，複雑な地質の重なりを単に一つの地質に色分けして単

純化したモデルであり，計算の精度はそれほど多く望めない。計算値は飽和重量，

湿潤重量，粘着力などの条件値は有効数字２桁程度であり，これらの数値を代入

して得られた結果である安全率についても小数点以下の２桁程度が有効数字で

ある。安全率の差０．００６は小数点以下３桁目の数値であり，有意な差とは言

えない。  
被告の試算が有意なものとは到底評価できず，同じような条件を設定して計算

しても数パーセント程度の安全率の相違が発生することは，県の報告書でも確認

できる。  
すなわち，乙第１５９号証の３３頁に，  

 
●L３ １－１ ’測線すべり線（H18）水位維持 EL.132.0m 

安全率 ０．９９１  
抵抗力 ４６，０７８．１ｋＮ／ｍ  
起動力 ４６，４８３．０ｋＮ／ｍ  
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とある。これは，L３‐２ブロックの安定計算である。  
これと同じケースを検討した結果が，『平成１６年度犀川総合開発事業（辰巳

ダム建設）ダム全体設計検討業務委託報告書 Ⅱダム施設計画および概略施工計

画編２００５‐３』３－４頁に記載されており，  
 

●Ｌ３地すべり，サーチャージ水位時（ＥＬ．１３２ｍ）  
安全率（Ｒ／Ｄ）０．９６  
抵抗力（Ｒ）４，８９３ｔｆ／ｍ＝４７，９８３ｋＮ／ｍ  
滑動力（Ｄ）５，０９６ｔｆ／ｍ＝４９，９７４ｋＮ／ｍ  
 

となっている（注：単位をｔｆ／ｍからｋＮ／ｍへ変換している。起動力と滑動力は同義

である。）。  
これも，Ｌ３－２ブロックの安定計算である。  
以上を分析すると，前者は，抵抗力と起動力との差は，４０５であったが，後

者では，１，９９１となり，安全率の差は０．０３（３％）である。いずれも県

が同じ水位条件で計算したにもかかわらず，抵抗力と起動力の差は約５倍も異な

り，安全率は３％も相違している。  
また，乙第１５９号証の５３頁に，  
 
●Ｌ３（６－６ ’断面）すべり（H18）水位維持 EL.132.0m 

安全率 ０．９８１  
抵抗力 ４５，４０６．３ｋＮ／ｍ  
起動力 ４６，２９５．７ｋＮ／ｍ  
 

とある。これも，Ｌ３－２ブロックの安定計算である。  
６－６ ’断面は，前述の１－１ ’断面を基準に，平面上で時計回り方向に６度，傾

きが異なるだけである。６－６ ’断面では，１－１ ’断面に比べて，安全率は，０．

０１（１％）低下し，０．９８（９８％）となっている。仮に，前述の例と同じ

ように安全率が３％低くなれば，０．９５となる。  
このように，単純化したモデルによる簡略な計算方法では，数パーセントの食

い違いは容易に発生する。被告の試算は，信用に値しない。  
エ さらに，L３ブロックについて，１－１ ’断面，６－６ ’断面で安定計算がなされ

ているが，ブロックの断面を切る位置によって安全率が異なることを考えれば，

L３ブロックの安定性の検討が十分に尽くされているとは言えない。  
地すべり地から見て南から西側の山地の等高線の向きを考慮すると（地すべり

においては等高線と直角方向に最も大きな起動力が作用する。），地すべり土塊の

移動方向が１測線や６測線よりも時計回りの逆方向にずれている可能性も高い。

より不安定な断面を見つけ，安定計算がなされなければならないのである。  
オ 以上，分析したとおり，Ｌ３－１を含めたＬ３全体のブロックが必ずしも安全

側になるとは限らないのであって，被告の主張は明らかに誤っている。  
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(3) これに対し，被告は，上記原告の指摘について，測線や断面が異なれば，当然，

抵抗力，滑動力（起動力）も異なるのであるから，それらに基づいて算出される安

全率が違ってくるのも当然であり，そもそも比較すること自体が間違っている等と

主張する（被告第１２準備書面９ページ）。  
(4) そこで，以下に被告の引用する証拠からの安全率を掲載する。これらを比較する

ことで，条件変更による安全率の低下が検証できる。  
①Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９９１  
②Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９８１  
③Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９８１  
④Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線 , 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９７３  
⑤Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９９１  
⑥Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線 , 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９７９  
⑦Ｌ３－２（Ｈ１６）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９６ 

（⑦のケースは，平成１６年時点の検討であり，すべり面を変更する前のもので

ある。） 

ア 水位維持ＥＬ．１３２．０メートルから水位低下ＥＬ．１３２→９７メートルの

変更では，つぎのとおりであり，平均０．０１０低下する。  
①→②０．０１，③→④０．００８，⑤→⑥０．０１２  

イ 測線の違い（１－１′測線→６－６′測線）では，平均０．００９低下する。  
①→③０．０１０，②→④０．００８  

ウ すべり面の変更（Ｈ１６断層によるすべり面→Ｈ１８断層消去によるすべり面）

では，０．０２１低下する。  
③→⑦０．０２１  

このうちの最も安全度の高いケース①０．９９１の場合であっても，上記の３つ

の変更をあてはめて安全率を減ずると，０．９５１となる。また⑦０．９６のケー

スでは，水位維持から水位低下に変更すると０．９５となる（以下⑧とする。）。  
以上のとおり，数パーセント程度の安全率の相違が発生することは明白であって，

被告の試算は信用に値するものではないことは明白である。  
(5)ア 上記原告の試算に対して，被告はそれぞれの条件が複合的に作用するので安全

率の低下を一律に数値化できるものではない等として原告の安全率低下の試算

は無意味であると断定し，そして，⑧については０．９７と計算されており，原

告の指摘は全く意味がないとする。  
イ しかし，被告の計算する上記⑧の安全率には疑問があると言わざるを得ない。 
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すなわち，被告の説明によれば，「貯水位の急速な下降による残留間隙水圧の

発生」によって抵抗力が低下し，安全率が低下するのであるから，満水状態のケ

ース⑦よりも水位下降状態のケース⑧の安全率（Ｒ／Ｄ）が小さくならなければ

ならないはずである。そうすると，ケース⑦は安定計算結果０．９６であるから，

満水位から９７ｍまで水位を低下させる場合（ケース⑧），安全率は０．９６よ

りも低くなるはずである。原告の主張するように０．９５と低下するのは自然で

ある。  
他方，石川県の算定結果では，逆に０．９７と大きくなっている｡ダム湛水に

伴う地すべりのメカニズムの説明が正しいとすれば，明らかに矛盾している。  
このケース⑦とケース⑧の算定結果の矛盾についての説明が被告からはまっ

たくない。⑧について石川県は入力条件等をミスしている可能性があるし，繰り

返し計算の最大値あるいは最小値をとらえ損なっている可能性もある。  
上記のとおり石川県の算定結果に疑問が残る以上，計算の過程を含めて検証

（検算）をすることは必要不可欠であるが，被告は計算結果を出すのみで原告そ

の他の専門家によって検証が可能な程度の計算過程，データをまったく提出して

いない。被告から何らデータが提出されていないことからすれば，計算過程に疑

義があるというほかない。  
第４ Ｌ３ブロックについてその他の主張  

１ 万が一，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとしても，Ｌ３－２ブロックが地

すべりを起こす危険性が充分にあると言わざるを得ない。  
すなわち，県は，本件ダムサイトにおけるＬ３－２ブロックについて，Ｒ／Ｄ比が

５パーセント以上低下しないため対策工が必要ないとしているが，上記安定計算につ

いては，以下のとおり疑問があると言わざるを得ない。  
県は本件ダムサイトの他に，サーチャージ水位が標高１３９メートルとなるＢサイ

ト及びサーチャージ水位が１４３メートルとなるＣサイトについてもＬ３ブロックの

地すべりの安定計算を行っているところ，これらについては，同ブロックの安全率が

５パーセント以上低下する，つまり，地すべり発生の危険性が高いとして抑止工が必

要であると結論付けている。  
しかしながら，本件ダムサイトとＢサイト及びＣサイトのサーチャージ水位の差は，

地すべりブロックの高さ約６０メートルと比較すると，わずか７メートルもしくは１

１メートルしかない。  
このように，わずかな水位の差しかないにもかかわらず，本件ダムサイトにおいて

は安全率低下に問題はなく，Ｂサイト及びＣサイトにおいては安全率低下に問題があ

るとする被告の安定計算には，大いに疑問が残るといわざるを得ない。  
２ (1) また，被告の計算においては，辰巳ダム湖の貯水位の条件を，サーチャージ水位

１３２メートルを最高水位として，Ｌ３ブロック全体の安全率が０．９５を超えて

いると結論付けている（乙第１５８号証）。 

(2) しかしながら，そもそも貯水位の条件について，サーチャージ水位１３２メート

ルを最高水位とすることは問題である。  
(3) ダム堤体の構造計算では，「ダム堤体の安全性確保の想定水位」として，２つの水



 15 

位が用いられている（乙第９６号証）。サーチャージ水位と設計洪水位である。本

件では，それぞれ１３２メートル，１３５．５メートルとなっている。  
地すべりの安定解析においても，ともに重要であり，「地すべりの安全性確保の

想定水位」として，両方の水位を条件とすべきことは論をまたない。想定外の洪水

に対しても安全性を確保しておかなければ，安全を確保するためのダムが災害を引

き起こす原因になるからである。この条件で，安全率が０．９５を超えているか否

か，確認をする必要があるのである。 

(4) しかるところ，被告は安全率の計算にあたってダム湖の貯水位の条件として設計

洪水位１３５．５ｍは採用していないのである。被告の依拠する安全率低下の計算

は不十分なのである。 

３ (1) また，被告は，ダム湖の湛水によるすべり面の安定に関して，すべり面の水没の

割合（水没深／すべり面の標高差）２０％を超えると地すべりの頻度が大きくなる

（乙第１６４号証）と説明している（被告第８準備書面１４頁下６行目）｡ 

Ｌ３－２ブロックの貯水位条件として，設計洪水位１３５．５メートルのケース

を適用して，水没の割合を計算してみるとつぎのようになる。 

 

すべり面の水没の割合（％）＝水没深／すべり面の標高差×１００ 

水没深(貯水面からすべり面下端までの水深,ｍ)＝貯水位-すべり面下端標高 

すべり面の標高差（ｍ）＝すべり面の上端標高―下端標高 

 

【Ｌ３－２ブロックの設計洪水位１３５．５メートルの場合】 

水没深＝１３５．５―１１５＝２０．５ 

すべり面の水没の割合＝２０．５／９５×１００＝２２パーセント 

(2) 設計洪水位１３５．５メートルを適用した場合は，水没の割合が２２％と地すべ

りの発生頻度が大きくなる境の２０％を超過している。 

(3) 上述したとおり，安全率の計算にあたってダム湖の貯水位の条件として設計洪水

位１３５．５ｍについても検討するべきであるところ，すべり面の水没の割合とい

うすべり面の安定に関して，設計洪水位を前提とすれば，仮に被告の主張するとお

りＬ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されるとした場合，Ｌ３－２ブロック

について地すべりが起こる危険性が大きくなるのである。  
４ (1) また，被告は安定解析の対象となる土塊ブロックについて，定量的評価方法が十

分確立されていないこともあり，実際のＲ／Ｄ比を評価することなく，「現状で地

すべり地が滑動中でないと判定された場合，一般的に，安定解析では最も安全側を

とって，Ｒ／Ｄ＝１．００と仮定している。」（同書面７頁８～１０行目）としてい

る。 

そして，地すべりを防止する対策については，「現在安定している地すべり地で

あり，かつ，貯水池の湛水によるＲ／Ｄ比の低下が０．０５未満の地すべり地につ

いては，これまでの実績から，湛水後も滑動に至らないことが多いことから，」（第

８準備書面７頁下５～下３行目）地すべり対策工は必要ないとしている。 

(2) しかしながら，上記基準は湛水によってＲ／Ｄ比の値が０．０５低下しても地す
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べりが発生した事例が少ないということから設定された，あくまでも目安であり，

絶対的な基準，すなわち絶対に地すべりが起こらないことを意味するものではない。

実際のＲ/Ｄ比が１．００ぎりぎりである場合，湛水によって安定性が低下し，Ｒ

／Ｄ比が１．００を下回れば，地すべりの可能性が排除できないし，現にＲ／Ｄ比

が０．０５まで低下しなくても地すべりが発生したケースはある。 

(3) Ｌ３ブロックは，ごく最近地すべりが起こっていないが，県の試算結果によって

も地すべりが発生する可能性を否定できない。 

特に，Ｌ３ブロックのように土塊が巨大ですべり面が深い場合は，一旦土塊が動

き出すとこれを止めることが非常に困難である。事後的対策によっても地すべりを

止めることができない可能性が高い。 

また，少なくとも，Ｒ／Ｄ比の低下が僅かであっても，対策工を行ってＲ／Ｄ比

を１．００まで回復させるべきである｡しかしながら，被告の計画においては上記

対策について一切検討されていないのである。 

第５ 瀬領地区について  
１ また，本件地すべり地の対岸の瀬領地区は地質学的にはＬ３の流れ盤地すべりに対

して受け盤地すべり地にあたり，Ｌ３の地すべりと対になって発生する可能性が極め

て高いことが専門家により指摘されている。  
それにもかかわらず，県は瀬領地区の地すべり発生の危険性について全く調査して

おらず，また，学識経験者からの意見聴取もしていない。仮にこの地区において地す

べりが発生した場合は，多大な損害が生じうるのは，本件地すべり地と同様である。 

また，現実にも，県がボーリング調査を行った場所から下流側約１００メートルの

ところで，平成２０年，豪雨により幅約１００メートル，高さ約３０メートルの規模

の崩壊性の地すべりが発生しているのであって，瀬領地区においても同様の地すべり

が発生する可能性が極めて高い。  
２ (1)ア この瀬領地区について，被告は地すべりが発生する可能性はないと主張してお

り，その根拠として，昭和６０年に石川県が行った地形判読調査の結果，地すべ

り地形はないとの報告を受けたこと，及び昭和６３年に石川県が行った地表踏

査・ボーリング調査の結果，犀川が浸食して急崖を形成してからこれまでに地す

べりは起こっていないとの報告を受けたこと，を挙げている（被告第３準備書面

Ｐ５７，５８）。  
イ 具体的な県の調査結果は，地形判読調査においては①瀬領町における段丘面は

平坦に連続していることであり，地表踏査及びボーリング調査では②各露頭やボ

ーリングコアには地すべりのすべり面となる粘土層，断層，破砕部等が認められ

ず，また，それぞれの地質がボーリング孔や瀬領町付近の露頭にわたって連続し

ており，地すべり岩塊のような地層の乱れが認められないこと，となっている（乙

６９Ｐ３）。  
しかしながら，①については，地すべりが発生しても段丘面にずれが生じると

は限らないのであって（例えば，水平方向に数メートル移動した程度の地すべり

であれば段丘面のずれは生じない），段丘面が平坦に連続していることをもって

地すべり地ではないと結論付けることはできない。  
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また，石川県の行ったボーリング調査についても，ボーリング長は１５メート

ルから最長で４０メートルしかなく（乙６９Ｐ４），河床には達するまでのボー

リング調査は行っていない。岩盤すべりを想定した調査をするには，河床まで達

するボーリング，すなわち当該地区においては少なくとも６０メートルのボーリ

ング調査をする必要があるのであって，石川県の調査は全くの調査不足であり，

岩盤地すべりの調査として何の意味も無いものである。  
ウ また，仮に瀬領地区が被告の主張するとおり地すべり地形ではないとしても，

地すべりが発生することはある。「初生地すべり」と呼ばれる。 

エ 地質学的に考慮すると，数千万前の地層は，対岸の鴛原地区と瀬領地区は連続

していたと考えられる。鴛原は流れ盤すべりであり，瀬領地区は受け盤すべりの

可能性があり，過去に発生した弱い地層をすべり面として地すべりが起こる危険

性がある（スライド４７）｡また，平成２０年７月２８日の豪雨では，瀬領集落

端から１００メートルほど下流で幅約１００メートル，高さ約３０メートルにわ

たり，大規模な斜面崩壊が発生している。地すべり末端部の動きを示唆する災害

現象と考えられる（スライド５３）｡また，石川県土砂災害情報システムＳＡＢ

Ｏアイの「危険箇所図」では，瀬領地区の一部が「地すべり危険地区」となって

いる（スライド５１）。さらに，隣接して，県道の北側に地すべり危険度のある

Ｒ２ブロックが位置している（スライド５１）｡加えて，集落の犀川に面する急

斜面の崖地に沿って不安定斜面となっている｡上記各点を留意すれば，初生地す

べりの危険性があると言わざるを得ない。 

(2) また，被告は，前述した平成２０年７月２８日の大規模崩壊については，復旧工

事の工法から判断して地すべりではないことを理由として瀬領地区において地す

べりが発生する可能性はない，と主張している（被告第３準備書面５７頁以下，被

告第８準備書面１７頁以下）。  
しかしながら，前記大規模崩落地の直上流の瀬領地区において，平成２１年１１

月頃から崖地法面の補強などのための工事が開始されているところ，この工事に先

立ち対策工を検討した，『平成１８年度犀川辰巳治水ダム建設事業ダム貯水池内斜

面対策工設計業務委託（平成１９年３月）』においては，斜面の安定計算がなされ，

地すべりに用いられる工法（鉄筋挿入工）が提案されている。すなわち，上記検討

においては瀬領地区が地すべり地であり，地すべりが発生する可能性を前提にした

調査・検討がされているのである。  
また，金沢市が行った災害復旧工事の内容についても，同工事は緊急に行われた

と考えられ，地すべり地形であるかどうかも含めて慎重かつ詳細に検討した後に補

強土工法が採用されたとは評価できない。崩壊後まもなく工事に着手しているなど

から，地質調査などの時間的な余裕は無く，単に原形復旧しただけの可能性が充分

に高いのであって，金沢市の復旧工事の内容を根拠として瀬領地区が地すべり地形

ではないとするのは，根拠薄弱であるばかりか，暴論である。  
第６ 手続の瑕疵について  

１ 河川法第１６条の２第３項によれば「河川管理者は，河川整備計画の案を作成しよ

うとする場合において，必要があると認めるときは，河川に関し学識経験を有する者
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の意見を聴かなければならない。」とされている。 

しかしながら，本件においては，地質工学専門家など学識経験者からなる「犀川水

系流域委員会」の審議において，上記地すべりに対するデータは提供されず，地すべ

りに関する審議は全くなされていない。 

２ 被告は，上記について，河川法施行令１０条の３に定める「河川整備計画の目標に

関する事項として，河川工事の目的，種類及び施工場所並びに当該河川工事の施工に

より設置される河川管理施設の機能の概要等」に地すべりに関する事項は該当しない

のであるから，手続上の瑕疵は存在しないと主張する。  
しかしながら，同施行令１０条第１項においては河川整備計画の作成について「災

害の発生の防止又は軽減に関する事項については，過去の主要な洪水，高潮等及びこ

れらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の現象，地形，地質，

開発の状況等を総合的に考慮すること」と規定されている。  
本件地すべり地及び瀬領地区の地すべり地の存在，並びに地すべり発生の危険性は，

上記規定に該当することは文言上明白である。  
３ また，本件河川整備計画が策定された平成１７年３月当時，河川管理者である県は

鴛原地区に地すべり地（Ｌ３）が存在することを認識し，また，他のダムにおいて地

すべり災害が深刻化していることを認識していたのであるから，Ｌ３における自身の

調査が正当なものであるか否かを検討するために，学識経験者からなる意見聴取・審

議の手続が必要不可欠であり，手続上要請されていることは明らかである。  
また，地すべり問題が高度に専門的分野であり，さらに仮に地すべりが発生した際

の災害の深刻さに鑑みれば，その必要性はより明らかである。  
以上については，原告第１１準備書面Ｐ１８以下を参照されたい。  

４ したがって，本件においては河川法１６条の２第３項，同法施行令１０条第１項に

基づき，学識経験者からの意見聴取・審議の手続が不可欠となる。  
にもかかわらず，本件事業認定においては上記手続が全く行われていないのである

から，手続上の瑕疵があることは明白である。  
第７ 結論  

以上のとおり，本件処分においては超大規模地すべり地，考慮すべき点を考慮して

おらず，また重要な事実につき誤認があり重要な事実の基礎を欠いている。また学識

経験者からの意見聴取の手続すら行われていない。 

よって，本件処分は，裁量権を逸脱，濫用したものであり違法である。 
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第１０ 「穴あきダム」の問題性 

１ 「穴あきダム」の問題点 

⑴ 「穴あきダム」による自然調節の問題点 

ア 「穴あきダム」は，「自然放流式」と言われ，本件ダムは「河床部穴あ

き型」である。穴あきダムには、ダム湖からの放流のために、穴が開いて

いるだけで、調節するゲートはない。放流する水量をコントロールできな

いので、貯める必要がないのに貯まる、貯めたい時に貯めることができな

い、ということになる。その結果、二山洪水に対処できない。また、流木

などで穴が詰まった場合には特に危険となる。 

 以上の懸念は、被告の計画降雨波形２４パターンの洪水の検討結果によ

っては解消されていない。  
イ 辰巳ダムでは、下段の２穴に加えて、上段に一回り大きい穴が１つあ

る。穴あきダム第１号の益田川ダムの場合は、底部に２穴だけである。辰

巳ダムの上段の穴の大きさは下段の２穴合計の大きさの１ . ２倍である。

実は、この上段の穴の持つ意味が検証されておらず、かえって危険が増す

要因となるのではと懸念される。  
すなわち、水位がこの上段の穴の高さに達すると上段からの放流が加わ

り、下流で一気に増水することになる。その懸念を考慮すれば、上段に穴

は設けるべきではないとも考えられる。しかし、仮に、上段の穴をなくし

てしまうと、放流できない分の流量はダム湖へ貯める必要があるので、ダ

ム湖は現計画より大きなダムの必要があったはずである。そうなると、ダ

ム容量が小さすぎたとも言える。 
  本来であれば、ダム湖へ流れ込む量、ダム湖から流すことができる量が

決まり、その差の調節量が確定し、その結果、ダム湖の容量が決まるはず

である。  
ところが、辰巳ダムの場合は、ダム湖の大きさ（容量）を決めた後で、

その調節量、つまり、穴の大きさ、数、位置を決めている。穴の数や大き

さでダム容量が変化するのであり、このようなダム容量の決め方は曖昧な

技術と言える。  
以上の原告らの指摘について、被告は、ダムの洪水調節を２段階とする

ことによって、ダム容量を小さく効率的にする、という考え方に立ち、辰

巳ダムの下段常用洪水吐き、上段常用洪水吐きの設置についての根拠をそ

れぞれ説明する。  
しかし、もし、上段常用洪水吐きを設置して洪水調節を２段階とするこ

とが有益であるならば、既存の犀川ダム、内川ダムでも採用され、より効

率的な運用がなされるはずであるが、現実には実現されていない。 
この点、被告は、上段常用洪水吐きの設置による洪水調節は辰巳ダムだ

けに適用できる考え方であり、既存２ダムに同じ方式を取り入れることは

不可能であると説明するが、その理由とする２点は、いずれも説得性がな

い。  
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ウ 穴あきダムは、ダムからの放流量を人為的に調節することができず、成

り行き任せという点からは、従来のゲート調節できるダムから機能的に後

退したものである。一般的には、技術の進歩発展とともに機能が向上して

いくのが通例であるが、穴あきダムに関しては、機能が後退する珍しい例

である。その大きな理由の一つは、洪水という自然現象が、発生ごとに規

模が異なり、ダム湖にどのように流入するかも予測できず、ダム管理者が

適切にゲート調節できないことにある。  
ダムからの放流量を人為的に調節することができないということは、溢

れそうになった場合も調節できずお手上げという事態も想定され、穴あき

ダムは、 初から、このお手上げ状態を想定して造られているものであ

る。  
辰巳ダムについては、ダムからの放流量の調節をやめたのでゲートの必

要がなくなったと言うこともできる。放流量を調節できないので、無害放

流量まで許容せざるをえないのである。既存２ダムにおいても、無害放流

量まで放流量を許容すれば、ダムからの放流量の調節をやめてゲートの開

度を固定できるので穴あきダムと同じことになる。既存２ダムでは、ゲー

トを廃止する必要はなく、運転操作を変更すれば、辰巳ダム方式と同じこ

とになる。 
⑵ 流量調節への懸念（洪水被害の拡大の危険、調節構造の問題）） 

「穴あきダム」は穴が詰まることに伴う洪水等の危険を有する。 

ダムによる洪水調節で怖いのは，大洪水で満水位を超えることである。ダ

ムからの放流は調節状態から一気に無調節状態になり，流入量と同じ量が放

流されることになる。このため下流では水位が急上昇し，「逃げ遅れ」によ

り被害が増える恐れがある。大洪水ともなれば山崩れや土石流も発生し，思

いがけない大量の土砂と流木が一挙に流れてくる。 

「穴あきダム」の穴の手前に流木捕捉工や流木止め設備があっても，穴が

詰まる恐れは十分ある。そうなれば，満水位を超える危険性も高くなる。 

以上について、被告は、穴が詰まるとする根拠は何か ､ 大洪水の程度とは

いかなるものか、ダムの一般論について述べているのか、条件や前提を示さ

れていない等と論難する。  
しかし、石川県の報告書によれば、穴の大きさと数は、洪水の量で決めて

いる。洪水の質、つまり、洪水に含まれる水以外のもので穴の大きさと数を

決めていない。下段の穴の大きさは、２ . ９ｍ角が 2 穴である。高さ１０ m
以上、根の外径数メートルが普通に繁茂している樹木であり、これに比して

穴の大きさはいかにも小さい。平成２０年７月の浅野川洪水では、流出した

大量の流木が中流の橋の橋脚に引っかかっていたこと、浅野川放水路の入口

のスクリーンに大量の流木が堆積していたことを想起すれば、容易に分か

る。また、２穴ではなく、１穴として穴を大きくする方がより閉塞しにくく

なるのではないかと考えられる。この意味で、穴の数の決め方も不明であ

る。  
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ダム湖に面して崖地の崩壊が多く、土砂、岩石の流出が多い。１００年に

１回の豪雨を想定した場合、どの程度の土砂が流出し、土石流が発生する

か、不明であり、調査はなされていない。浅野川洪水で流出した土砂、土石

を想定すれば、２ . ９ｍ角の穴が土砂と土石で閉塞する懸念は大きい。  
さらに、ダム上流に点在する多くの集落から、大洪水時に家屋や車などの

粗大物等が流出する恐れもある。これらの点についても、何の検討もなされ

ていない。 
穴よりも大きなものが流れてくるのであるから、穴はどんな対策を取って

も詰まる恐れは残る。穴が流木、土石、粗大物で閉塞しないようにする確立

した技術はない。閉塞しないことを前提としているため、不測の事態（大洪

水）で穴が閉塞した場合の対策もない。  
⑶ 土砂についての懸念 

ア 「穴あきダム」でも洪水時には貯水型のダムと同じようにダム湖がで

き，ダム湖の上流を中心に土砂が堆積する。 

ダム推進者は，洪水がピークを過ぎて貯水位が下がりだすと，堆積した

土砂は水と一緒に下流へと移動し， 終的には常用洪水吐から排出される

と言うが，すべてが排出されるわけではない。それゆえ，穴あき型でも堆

砂容量が設定されているのである。いったん堆積した土砂は極めて動かし

にくく，その実例としては，静岡県の佐久間ダムがある。 

また，洪水が終わっても自然放流式なのでダム湖の水はゆるゆるとしか

出ないので，濁水が長引くようになる。その後の降雨ごとに草木に付着し

た泥が洗われて，濁水が頻発する懸念もある。 

イ 被告は「洪水末期における水位低下時の流速増加に伴って細粒分は流下

する。」という趣旨の反論をし、その根拠として、乙第１０７号証の計算

及びシミュレーションの結果を示す。  
  しかし、被告の主張は、予測にかかる計算とシミュレーションの結論だ

けで根拠が明らかではなく、予測がどの程度、確かであるか不明である。

ダム湖への土砂堆積の懸念がある。  
ウ １００年に１回の豪雨を想定した場合、どの程度の土砂が流出し、土石流

が発生するか、不明であり、調査はなされていない。 
この点、被告は、「砂防基本計画策定指針及び同解説」を根拠に、辰巳ダ

ム上流の本川の勾配は緩いので土石流発生の恐れはなく、仮に支川渓流で発

生したとしても到達しないなどと反論する。 
しかし、平成２０年の浅野川水害では、浅野川本流（芝原橋から田上、勾

配２００分の１程度）には、６万㎥の土砂が流入し、大量の土砂が堆積した

と報告されている（石川県の報告）。したがって、たとえ土石流の発生はな

いとしても、大量の土砂が流入し、堆積することは明白である。  
被告は、平成１８年度の水理模型実験の結果を引用して、土砂は一時的に

堆積するが、水位の低下とともに土砂が下流へ放流されるものと算定され、

ダムの堆砂容量も２０万立方メートルへと大幅に減ずることが可能とされた
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旨主張する。  
  しかし、被告の引用する実験は、現実とは乖離した緩やかな条件の設定を

行い、意図的に楽観的な結果を導き出しているものである。この場合も、被

告によれば、平成１６年度の犀川河床の粒度分布の調査結果を基にして作製

した砂を用いて実験がなされている。  
ここで問題とすべきは、平常時の流れの河床の砂ではなく、稀な豪雨で山

地の河川が崩壊して泥や砂礫や風化した岩などが一体となった土砂が想定さ

れるべきものであるが、被告の引用する実験ではそのような想定はなされて

いない。  
浅野川洪水の第三者委員会の資料によれば、浅野川上流の支流である板ヶ

谷川、横谷川からの流出土砂量は、それぞれ、７万９０００立方メートル、

１４万０７００立方メートルであり、合計２２万立方メートルにも及んだこ

とが報告されている。一方、田上本町地点（浅野川から放水路が分岐する地

点）での流出土砂量は３万７５００立方メートルに過ぎず、上記２２万立方

メートルの大半が浅野川に堆積したことになる。  
    そうすると、もし、浅野川洪水時と同様の土砂が辰巳ダム湖に堆積すると

すれば、２０万立方メートルのダム堆砂容量が１回の洪水で満杯になること

になる。 
被告の想定は甘過ぎる。  

⑷ 平常時での懸念 

河床部穴あきダムでは，流量が少ない平常時は，流れを貯めないので当然

入出する流量は同じであるが，ダムがあるだけに流れ方は変わる。 

上流からの流れは，まず流木捕捉工の隙間を通り抜け，本体の穴を通過し

たのち減勢池に出て，更に副ダムの隙間を通って下流へと流れていく構造と

なっている。副ダムの隙間は狭く，そこでの流れは速い。流れはねじ曲げら

れ，加速と減速が繰り返される。 

流れ方が変わることによって，魚の遡上が妨げられる可能性は大きい。浮

遊物が構造物に付着したり，流れの死水域に沈殿したりすることによって，

景観はもちろん水質まで悪化する恐れは濃厚である。 

以上の原告らの指摘に対して、被告は「水は勾配２０分の１の魚道を兼ね

た低水放流設備を通り ､ 水の流れは緩やかで魚の遡上は妨げられない。魚類

の移動性は確保されると予測している ｡ 水質への影響も軽微である ｡ 」と反

論する。  
この点、原告らが「魚類の移動性は確保されるとの予測の詳細を明らかに

されたい ｡ 」と釈明を求めたのに対し、被告は、結論だけの乙第１０８号証

を示すにとどまり、その根拠が明らかではなく、予測がどの程度、確かであ

るか不明である。  
⑸ 自然環境に及ぼす影響への懸念 

一般に，ダム事業者は，河床部穴あきダムは，「環境への影響が軽微であ

る」と強調するが，実証されたことではない。影響が暴露されるのを恐れて
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か，調査しようとすらしない。懸念材料は多いのである。事業者は，科学的

な調査をしたうえで，環境への影響を明らかにすべきものであるが，そうは

していないのが現状である。 

懸念材料は多々ある。まず，通常時の懸念を示す。山間部に巨大な人工構

造物が存在することによって，まず景観が変わる。このこと自体は好みで評

価も変わるが，そこを行き来する地上や地中の生物にとっては邪魔な壁であ

る。空を行く鳥や昆虫も迷惑する。風や日照が遮られるとダム周辺の植生も

変わるだろう。上述のように，流れ方が変わることによって魚の遡上も妨げ

られる恐れがある。 

洪水でダム湖ができたときの懸念は極めて大きい。水没により，地中はも

ちろん地上の動物でも逃げ遅れるものもいるだろう。動けない植物は悲惨で

ある。事業者は「植生をほぼ現状のままに保つことができる」というが，洪

水時の水は濁水だけに草や木に泥が付着し，多くが枯れる恐れがある。 

ダム湖が空の間に新たな草や木が生え，一見「緑」が回復したように見え

ることがあるかもしれない。しかし，植生が同じといえるはずがなく，生態

系が保全されない可能性が大きい。 

これに対して、被告は、「大きな規模の洪水でも貯留されるのは１日程度

で、植生帯に大きな変化はない。生息する生物相に対する影響も小さい ｡ 」

と反論する。  
この点、原告らが、「大きな規模の洪水でも貯留されるのは１日程度で植

生帯に大きな変化はない、生息する生物相に対する影響も小さいとの予測の

具体的根拠 ｡ 」と釈明を求めたのに対し、被告は、結論だけの乙第１０９号

証を示すなどにとどまり、結論だけで根拠が明らかではなく、予測がどの程

度、確かであるか不明である。  
⑹ 事業費及び完成までの期間への疑問 

「穴あきダム」に限らず，ダムの事業費ほど曖昧なものはない。物価の上

昇は別としても，設計変更などを理由に当初予算の数倍になることは珍しく

ない。穴あき型は，貯水型に比べて，維持費は少々安くても，建設費はほと

んど変わらない。また，対照的に代替案はあえて高めに見積もられがちであ

る。 

一般に，ダムの有利さの説明に「時間軸」という表現が使われる。代替案

は予算の確保が困難で，実現の見通しがつかないが，ダムだと，事業の準備

が整っているうえに，予算も確保しやすく，短期間で完成できるというので

ある。しかし，構想時から数えれば，ダムほど時間がかかるものはない。 

「穴あきダム」は，常用洪水吐にゲートをつければ，簡単に普通の貯水・

調節型に早変わりする。まさか事業者はそれを計算に入れているとは一応信

じたくはないが，茨城県の藤井ダムや島根県の笹倉ダムのように，穴あき型

を貯水型に改造した例もある。 

過去にダムは多目的な活用によって多方面に効果を発揮してきた。その表

面的な成功が一見あまりにも効果的であったため、つぎつぎと築造されてき
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た。初めて服用する薬はよく効くが、二服目は効き目が落ちる。同じこと

が、この犀川でも当てはまる。 初の犀川ダム、次の内川ダムまでは、それ

なりに効果的な面が見られるが、三番目の辰巳ダムの効果はなく、副作用ば

かりが目につく。犀川ダムは昭和３５年度に着手し、昭和４０年度に完成

し、６年を要した。次の内川ダムは、昭和４２年度から昭和４９年度までの

８年を要している。辰巳ダムは、昭和４９年度に調査に着手し、さまざまな

反対があり、強引に平成１９年度に着手するまでに３４年を要している。こ

れが何よりも、（効果が疑問である）ダムほど時間がかかるものはないこと

を証明している。 

２ 辰巳ダムの問題点 

⑴ 「穴あきダム」の問題点が当てはまること 

ア 上記１で指摘した「穴あきダム」の問題点は，基本的に，辰巳ダムにも

ほぼそのまま当てはまり、未検討のままである。 

「穴あきダム」は，本件ダムの規模のものとしては，ほとんど実績がな

い。実験段階のものであり，未成熟な技術であり ､ 技術的な問題が多々あ

る。 

流木，流砂により辰巳ダムの「穴」が詰まる危険性があり，その場合に

ダムの治水・洪水調節機能は失われる。リスクを回避するための施設が，

リスクを高める施設になり兼ねない。 

他方，自然環境面のマイナス要素も大きい。 

そのようなダムに２４０億円を費やすことになるのである。 

イ 穴あきダムは、実績のほとんどない施設であり、１００年に１回の洪水

に際して有効に機能するかどうか分からない。実証されていない。しか

し、有効に機能することを前提として計画が進められている。  
大の懸念は穴の閉塞である。高さ１０ｍを超える木が枝と根をつけて

流れてくれば、２ . ９ｍ角の穴は簡単に閉塞する。大量の土砂が流出して

河床が数メートルも一気に上昇すれば、穴は容易に閉塞する。土石流で数

メートルの大きさの岩石が流れてくれば、穴は直ちに閉塞する。  
しかるに、石川県が示したダム構造図にも、除去を考慮した設備は見当

たらない。閉塞物の除去は爆破でもしなければ短期間に除去することはで

きない。しかし、そういうことをすれば、施設自体が損傷する恐れがあ

る。  
⑵ 辰巳ダムの「穴」が閉塞してしまう危険性 

ア 辰巳ダムの穴（常用洪水吐）は，下段の河床部が２穴（縦横各２．９

ｍ），上段が１穴（縦横各４．５ｍ）ある。この小さな穴，ことに下段の

２穴は，根や枝葉の付いた，穴の大きさの何倍もある流木が大量に流れ込

めば，穴は必ず閉塞する。洪水時には流木と流砂が同時に流れ込む状況が

想定され，そうなれば容易に閉塞する。上流の急傾斜面で山地崩壊が発生

した場合は更に容易に閉塞する。 

この辰巳ダムの「穴」が閉塞してしまう危険性に関して，石川県は水理
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模型実験を行った結果，閉塞しないとしている。しかし，上記実験結果

は，閉塞の危険性のないことを示すものでは決してない。 

イ 被告は、「穴あきダムの閉塞に関する安全性について、石川県は水理模

型実験を行っており、平成１８年度水理模型実験において、土砂の堆積の

解消が図られ、流木による閉鎖を防止できることが確認された。」と反論

する。  
  しかし、石川県によって行われた水理模型実験は、清水、もしくは夾雑

物を含まない濁水を使用しての実験である等、現実に発生する条件と異な

る条件の下での実験であって意味をなさない実験である。 

  ウ さらに、上記水理模型実験においては、穴あきダムという一種の新技術

について、その建設・運用・管理についての知見を得るための実験が行わ

れていないことの問題性が指摘できる。 

石川県の実験では、閉塞しない場合の実験は行われているが、閉塞する

場合の実験は行われていない。本来、水理模型実験では、実験条件は、流

木、土砂、岩石、その他を単独で流した場合、流木、土砂、岩石、その他

を複合して流した場合、かつ、大きさや径、数量などを変化させることに

より、閉塞しない場合から閉塞する場合まで、条件を変化させながら実験

することは必要である。それによって、閉塞しない場合の限界条件が明ら

かとなり、その結果、閉塞条件を超える場合にどのような対策をとればよ

いかが分かる。しかし、石川県の実験では、どのような場合に閉塞するの

かが全く分からないのである。  
   エ 石川県の実験で も問題なのは、閉塞しないことを前提としているの

で、実際に詰まった時の対策が不明であり、実際に詰まった場合はお手上

げ状態となる。下流住民の生命と財産を守るべき装置が、逆に生命と財産

を脅かす装置と化す。  
オ 石川県は 100 年に１回の頻度で発生する降雨による洪水の量について、

既往洪水量の 2 倍近い流量を見込み、有史以来発生したことのないような

流量を想定している。一方、 100 年に１回の頻度で発生する降雨による洪

水の質については、流木、土砂、岩石、その他の流出物のうちの流木、土

砂についてのみ、楽観的な想定をしているにすぎない。  
しかし、洪水の質についても、有史以来発生したことのないような流

木、土砂、岩石、その他の流出物を想定するべきなのである。そのこと

は、平成２０年７月の浅野川洪水でも明らかである。  
未曾有の洪水による、さまざまな形と大きさを持った大量の流木の流

出、河床が一気に数メートルも上昇する土砂の流出、土石流の発生による

巨大な岩石の流出、流域の集落の家屋や車などの粗大物の流出、をも想定

して、その対策があってしかるべきなのである。  
そのためには、まず、①実験で流出物の条件を変えながらその限界を確

認し、次に、②その限界を超えた場合についての対策を採った場合の実験

を行い、安全を確認するべきなのである。  
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しかるに、石川県は、上記①の段階の初歩、閉塞しないという緩い条件

で実験をしたということにすぎず、それだけで容易に閉塞しないという結

論を出しているのである。  
カ 被告は、石川県の行った水理模型実験の際の条件設定の甘さについての

原告の批判に対して、「土砂と流木とは移動層が異なり、互いに影響を及

ぼさないことから、別々に実験を行うことがそもそも合理的といえる。」

と主張する。  
確かに、両者の移動層が異なる傾向があることはその通りであるが、土

砂と流木とが互いに影響を及ぼさないかどうかは、実験をしてみなければ

判明しないことであるから、別々に実験を行うことが合理的とは言えな

い。実験の際の条件となるべき要素を簡略化しすぎては、本当の実態を把

握することはできない。穴あきダムの出口は一つしかなく、実際の洪水時

には、穴あきダムの穴の部分では、土砂と流木は穴に集中して合流するの

であるから、互いに影響を与えることになるのは自明であり、被告の主張

は不合理である。  
  また、被告は、「辰巳ダム上流の集落約１００世帯は、いずれも河川か

ら相当離れた場所で居住していることから、それらの集落から家屋や車な

どが洪水により流出することは、非現実的な想定といわざるを得ない。」

と主張する。 

しかし、平成２０年の浅野川水害でも明らかなように、稀な豪雨の際に

は、家屋の裏の小川の細流さえもが大きな川に激変するのであり、河川か

ら相当離れた場所にある家屋や車が洪水で流されるという事態は決して非

現実な想定ではない。流域全体に異常な降雨があれば、全域にわたりいた

るところで洪水氾濫が起き得るのである。決して、犀川本川だけが大洪水

となり、本川に近接したところにある家屋や車だけが洪水で流出し得ると

いうことではない。本川から離れていれば大丈夫だと考えることの方が非

現実的な想定と言わざるを得ない。  
  さらに、また、被告は、「石川県は、本件水理模型実験に当たって、数

多くの水理模型実験の研究実績を有する独立行政法人土木研究所から、流

木の量などの基本的な条件設定について指導を受けており、上記実験は、

現時点における水理学等の知見を反映したものとなっていることから、そ

の設定条件及び実験結果は、いずれも合理的かつ適正なものと判断してい

る。」と主張する。 

しかし、実験に際して、本件現地流域の地域特性を把握した上で、どの

ような条件を設定するかについて個別具体的に判断したのは、土木研究所

ではなく、石川県である。石川県が土木研究所の一般的な指導を受けてい

たからといって、当然に石川県の条件設定に関する判断や実験結果が合理

的かつ適正なものとなるとは限らない。  
  さらに、第１に、穴（洪水吐き）では、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
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水を流した実験でないと意味をなさないこと、第２に、流木実験において

は幹が真っ直ぐで枝がついていない形状である等、流木の形状が実際の洪

水とは著しく異なることをはじめとして、実際の洪水とは異なる条件で実

験がなされていること等の問題点を指摘することができる。  
確かに、石川県が設定した条件による実験では、わずかな閉塞にとどま

り、水理的には軽微な影響にとどまるという結果が出たことは認められる

が、しかし、原告が指摘する悪条件の場合には、穴が閉塞する可能性が十

分あり、原告が指摘する悪条件の下での事態についての知見は全く不明で

ある。  
さらに、穴が閉塞した場合において閉塞後にどうなるのかについての実

験も行われていないので、実施設で閉塞した場合の対策も全く立てられて

いないという問題も指摘できる。 
３ 結論 

上記問題点の中で，１⑶の「土砂についての懸念」，１⑷の「平常時での懸

念」，１⑸の「自然環境に及ぼす影響への懸念」は，法第２０条第３号適合性

の判断に際して問題とされる「得られる公共の利益」と「失われる利益」との

比較考量の際に，「失われる利益」の要素として考慮されなければならない事

項である。 

他方，１⑴の「穴あきダムによる自然調整の問題点」や１⑵の「流量調節へ

の懸念（洪水被害の拡大の危険）」は，治水目的のために造るはずの施設が治

水上かえってマイナスを生み出すという逆効果を生じ得ることをも意味し，

「得られる公共の利益」が決して石川県が言うほど大きくはないことを意味す

るのみならず，かえって公共の安全が害されるという，「失われる利益」の観

点でも問題となる面が指摘できる。 

このように，本件処分は本来考慮すべき事項を考慮しておらず，そのため，

その基礎とされた重要な事実に誤認があるのであって，裁量権の範囲を逸脱し

又は濫用したものとして明らかに違法である。 
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第 11 代替案の検討について 

１ 代替８案について 

石川県は，事業計画において，治水対策として本件辰巳ダム案（以下「本案」ともいう。）を含

めた９案を比較検討し，辰巳ダム案が 良と結論づけているところ，本件処分もそれを受け容れて，

辰巳ダム案が も合理的であるとする。しかし，例えば事業費が３０００億円近い放水路案を出す

などしており，実は事業認定申請書の辰巳ダム案以外の８案（以下「代替案」という。）は，結論

的に本案を通すため，こと更に，本案よりも劣ると説明し易いものを集めてきて検討していると見

られる。 

起業者が指摘する代替８案のうち，経済性などの点で検討に値するのは，河道改修案の４つの

案だけである（Ａ案からＤ案）。 

 ２ 河道改修案について 

４つの河道改修案について，石川県が依拠した「犀川辰巳治水ダム建設事業 貯水池容量検討業

務委託報告書」（2006-12，（株）アイ・エヌ・エー）により，各案の内訳（事業費総括表）を一覧

にしたのが次の表である。 

表－河道改修案     単位：億円 

延長 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
番

号 
区間 

（ｍ） 
寺町側引

堤 

片町側引

堤 

高水敷掘

削 
河床掘削 

1 河口～伏見川合流点 4,100 112 112 112 112 

2 伏見川合流点～示野中橋 1,000 7 7 7 7 

3 示野中橋～大豆田大橋 1,550 0 0 0 1 

4 大豆田大橋～JR 橋 600 6 6 6 7 

5 JR 橋～新橋 950 8 8 8 8 

6 新橋～下菊橋 1,600 434 872 470 89 

7 下菊橋～鞍月用水堰 800 53 53 53 53 

これを見ると，区間６の費用が大きく他案と相違しているが，他の区間はほとんど同じであ

り，区間１を除いて比較的少額であるから，区間１と６が，この比較検討の要点である。 

３ 河道改修案の改修区間ごとの検討 

（１）区間６：新橋～下菊橋について 

ア この区間は，昭和４７年から昭和５３年にかけて，流下能力を１２３０㎥／秒で河川改

修された区間である。 

石川県の案は，流下能力が一律１２３０㎥／秒とし，辰巳ダム未調節流量１４６０ある

いは１５４０㎥／秒との差２３０あるいは３１０㎥／秒が不足するとして，川の拡幅や河

床の切り下げを検討しているが，仮に，改修しなくとも犀川の各地点における流下能力を

前提としてほとんどの区間で数十センチメートルしか水位上昇しない。 

（ただし，辰巳ダム未調節流量は２つあり，前者の１４６０㎥/秒は，犀川ダムと内川

ダムで洪水調節し浅野川放水路からの流入を受けた場合の基準点流量である。後者の１５

４０㎥/秒は，３ダム連携の考え方で犀川ダムと内川ダムの洪水調節機能を縮小し浅野川

放水路からの流入を受けた場合の基準点流量である。） 
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また，この水位上昇が堤防の天端近くで発生するのは，ハイドログラフ（流出量曲線）

から判断すると，２時間弱のことであり，かつ，概ね１００年に１回程度の頻度にしかす

ぎない。犀川の堤防高は１ｍの余裕があるので，計算上は堤防から溢れない。ただ，堤防

で水防活動をすることなどの理由で１ｍの余裕高が必要であるとするならば余裕高が１

ｍを切るような部分において不足分は堤防を高くする必要があるが，不足高に相当する分

を補うコンクリート壁を設置することで対応可能である（河川管理施設等構造令では「特

殊堤（通称，パラペット）」として規定されている。実際に，犀川，浅野川では，市街地

に接して数キロにわたり設置されている。）。 

このコンクリート壁案は，目的を達成するために も簡単な方法で技術的にも問題ない

ので，以下，これをＡ～Ｄの４案に加えてＥ案とする。 

 イ 被告は，原告は余裕高の意味を過小に評価しているとし，パラペットは特殊な堤防であ

り特別の事情によりやむなく認められる場合だけであり１ｍを超えることはできないなど

をと反論する｡ 
   そこで，以下辰巳ダム未調節流量１５４０㎥／秒の場合の水位と堤防の関係を確認して

みる。 
乙第３６号証の１に，区間６（No.8200～No.9774，新橋から下菊橋区間）における，

計画高水流量１２３０㎥／秒の場合の水位，辰巳ダム未調節流量１５４０㎥／秒の場合の

水位およびその水位差が表記されている。この区間において，１５４０㎥／秒の場合の水

位は，計画高水流量１２３０㎥／秒の場合に比べて， 小３０㎝から 大１０１㎝上昇し

ている。この上昇した水位と堤防高，堤内地盤高の関係を一覧表にまとめたものが，「犀川 

区間６（No.8200～No.9774）における，１５４０㎥／秒の水位と堤防高，堤内地盤高との

関係」（別表１）である。 
左右の堤防高②，⑤から１５４０㎥／秒の場合の水位①を引いた差③，⑥は，すべてプ

ラスであり，すべての区間にわたり，堤防高の方が高い｡つまり，区間６では１５４０㎥／

秒が流れたとしても水位は堤防高内に収まっている。 
実際には，波浪などの影響で一時的な水位上昇現象等があるので，河川の規模によって

堤防の高さは余裕高を加えることになっている。河川管理施設等構造令第２０条１項では，

「堤防の高さは，計画高水流量に応じ，計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値

以上とするものとする。」（乙６８号証１１５頁）とあり，犀川の規模の場合，加える余裕

高は，１ｍである。 
余裕高１ｍとした場合の余裕高不足は，左岸で No.8800～No.9100，No.9400～No.9700

までの約８００ｍ区間で３㎝から９７㎝，右岸で No.8700～No.9000，No.9500～No.9700
までの約７００ｍ区間で１８㎝から９７㎝である（別表２）。 
この余裕高不足（３㎝から９７㎝）に対してパラペットを設置すれば余裕高を確保するこ

とができる。区間６については，全区間の両岸で堤防の上に高さ８０㎝程度のパラペット

（コンクリート壁）が既に設置されているので（被告もパラペット設置箇所があることは

認めている｡），大部分で余裕高は確保されている。ごく一部の区間でパラペットの高さに

不足はあるが，継ぎ足せばよい。 
また，河川管理施設等構造令第２０条１項の但書きでは，堤内地盤が河川水位よりも高

い場合には，「堀込河道に余裕高を設けることは築堤河道部分に計画以上の負担を課するこ
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ととなるので，このような場合には，余裕高を状況に応じ０～０．６ｍとする。」という運

用事例も紹介されている（乙６８号証１１７頁。堀込河道とは川の水位が堤内地盤よりも

低い河道のこと。）。堤内地盤が川の水位よりも低い区間（＝堀込河道ではない区間）は，

右岸の No.8700～No.8900 地点の約３００ｍの右岸区間のみであり，この区間を除けば，

余裕高を０．６ｍとすることもできるので，余裕高が不足する区間の余裕高不足は６㎝か

ら５７㎝と小さくなり，既存のパラペットは必要以上の高さを有することとなる（別表３）。 
このように，区間６について，辰巳ダム未調節流量１５４０㎥／秒の水位まで上昇して

も No.8800 地点付近を除けば，既存のパラペットで余裕高１．０ｍを確保することができ

る。堀込河道であることを考慮に入れるならば，さらに余裕があることがわかる。 
したがって，現況の河道で流下能力があるので，区間６の河川改修の必要はなく，事業

費用はほとんどゼロで対応可能である。 
    ウ もっとも水位の余裕の少ない第６区間№８８００地点においても，現状で十分な余裕高が

確保されているため，河道改修の必要性がない。 
    （ア）以下，№８８００地点（甲２０）における河川の水位の高さと同所に所在する堤防等の

高さを検証し，第６区間において，河道改修工事を実施する必要がないことを明らかにす

る。なお，参考までに，№８６００地点（甲２０）である犀川大橋基準点においても，同

様の検証結果を記載する。 
（イ）上述のとおり，石川県は，本件事業申請時において，犀川大橋基準点における基本高水

ピーク流量が１７５０㎥／秒に引き上げられたため，①辰巳ダムが建設されない場合の

計画高水流量を，犀川大橋基準点で１４６０または１５４０㎥／秒として算定し，②辰

巳ダムが建設された場合の計画高水流量を，犀川大橋基準点で１２３０㎥／秒として算

定している。 

    【河川の水位の高さについて】 

  上記①及び②の場合における河川の水位の高さは，下表記載のとおりである。 

 
②１２３０ 

㎥／秒 

①１４６０ 

㎥／秒 

①１５４０ 

㎥／秒 

№８６００ 

地点 
１８．４５９ｍ １９．１５９ｍ １９．３６８ｍ 

№８８００ 

地点 
２０．９０４ｍ ２１．６２５ｍ ２１．８６６ｍ 

   なお，１４６０㎥／秒の水位は，乙第３６号証の１記載の数値を，下記の計算式記載の

ように，比例配分して算定している。 
       Ａ №８６００地点 

・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 
・１９．２５０ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－１８．４５９ｍ（１２３０㎥／秒の水

位）＝０．７９１ｍ 
・０．７９１ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３０４２３０７６９ 
・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 
・０．００３０４２３０７６９×２３０㎥／秒＝０．６９９７３０７６８７ 
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・１８．４５９ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．６９９７３０７６８７≒１９．１

５８７ 
       Ｂ №８８００地点 

・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 
・２１．７１９ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－２０．９０４ｍ（１２３０㎥／秒の水

位）＝０．８１５ｍ 

・０．８１５ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３１３４６１５３８ 
・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 
・０．００３１３４６１５３８×２３０㎥／秒＝０．７２０９６１５３７４ 
・２０．９０４ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．７２０９６１５３７４≒２１．６

２４９ 
【堤防等の高さについて】 

  №８６００地点及び８８００地点における河川沿岸に所在する堤防等の高さは，下

表記載のとおりである。№８８００地点においては，堤防の上端部分に，更にコンク

リート壁が設置されているため，このコンクリート壁の上端の高さ（標高）について

も記載する。 

 №８６００地点 
№８８００地点

（左岸） 

№８８００地点

（右岸） 

堤防高 

（標高） 
２１．００ｍ ２１．９０ｍ ２１．９０ｍ 

コンクリート壁

上端の高さ（標

高） 

なし ２２．８２ｍ ２２．８９ｍ 

コンクリート壁

の高さ 
なし ０．９２ｍ ０．９９ｍ 

なお，コンクリート壁高さについては，石川県の測量成果による上表の数値を採

用する。 

【堤防等の高さまでの余裕について】 

№８６００及び８８００地点において，①１５４０㎥／秒の洪水が発生した場合の

水位の高さと，堤防高（コンクリート壁を含まない）及びコンクリート壁上端の高さ

との差は，下表記載のとおりである。 

 №８６００地点 
№８８００地点

（左岸） 

№８８００地点

（右岸） 

堤防高（標高）との

差 
１．６０ｍ ０．０３ｍ ０．０３ｍ 

コンクリート壁上

端の高さ（標高）と

の差 

なし ０．９５ｍ １．０２ｍ 

 №８８００地点左岸は，堀込河道であるので，河川管理施設等構造令第２０条１項

但書により，必要な余裕高は０～０．６ｍである。同地点左岸においては，コンクリ

ート壁が設置してあるため，０．９５ｍの余裕があり，上記０．６ｍの余裕高という

水準を既に充たしているから，河道改修工事を実施する必要がない。 
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   仮に，河川管理施設等構造令第２０条１項本文により，必要な余裕高を１ｍとし

て算定したところで，不足している余裕高は僅か５cm であり，この不足部分につい

てコンクリート壁を継ぎ足せばよいだけである。 
５cm のコンクリート壁を継ぎ足したとしても，コンクリート壁の高さ自体は０．

９２ｍであるから，合計０．９７ｍにしかならない。改定解説・河川管理施設等構造

令においては，コンクリート壁自体の高さについて「高くする場合でも１ｍ程度」と

する旨解説されている（乙６８）が，上記の継ぎ足し工事を実施したとしてもこの要

請を充たす。 

№８８００地点右岸は，堀込河道でないので，河川管理施設等構造令第２０条１

項本文により，必要な余裕高は１ｍである。同地点右岸においては，コンクリート壁

が設置してあるため，１．０２ｍの余裕があり，上記１ｍの余裕高という水準を既に

充たしているから，河道改修工事を実施する必要がないことは明白である。 

 なお，№８６００地点においては，コンクリート壁は設置されていないが，既に１．

６ｍの余裕が確保されており，上記１ｍの余裕高という水準を既に充たしているから，

河道改修工事を実施する必要はない。 
       このように，第６区間において，洪水が発生した場合に も水位の余裕が少ない№

８８００地点においてすら，河道改修工事の必要性は全く認められない。 
エ 被告が強調するように，「代替案の検討において，技術的，経済的，社会的及び環境

保全等の見地から広く比較検討」という考え方を重視するのであれば，ダム案の代替案

として，現実的な案でもあるパラペット案があっても全く不思議ではない。このパラペ

ット案も「治水対策案の比較検討結果」において横並びに記載して比較検討するべきも

のであり，まさしく，社会的及び環境保全等の見地から広く比較検討し，総合的な評価

がなされるべきである。 
オ 被告は，パラペット案を比較検討しなかった理由を，パラペット案は既設堤防を嵩上

げすることと同じで計画高水位を高くする方法であること，計画高水位を高くすること

は潜在的な危険を高めることになり，その結果，洪水をできるだけ低い水位で流す治水

の大原則に反するというものである。 
しかし，まず指摘すべきは，犀川の中流部の場合，既にパラペットが設置されており，

これを活用すれば，何の改修もなく，流量を流すことができるにもかかわらず，結論が

「河川管理者が河道計画を見直す場合には現実的でない治水対策案」となったことの不

思議さである。 
被告の理由とするところは，一言で言えば，計画高水位が高くなることによる危険の

増大である。ところが，辰巳ダムがない場合でも，周辺の地盤高よりも低く，あふれて

も堤防を越えて氾濫する恐れはほとんどないので，計画高水位を高くすることで潜在的

な危険を高めるわけでもなく，計画高水位を高めることで既設堤防を嵩上げする必要が

あるわけでもない。つまり，犀川中流部の過去に決められた計画高水位は，周辺の土地

利用や自然環境の制約を受けたぎりぎりの高さの水位ではなく，十分に余裕がある水位

であり，計画高水位を上げたとしても，治水上の危険が増大するわけでもない。換言す

ると，実質的には計画高水位を高くすることにならないこと，したがって，計画高水位

をあげないという治水の大原則にも反していない。 
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被告は，犀川の現況を誤って認識し，治水の大原則の本来の趣旨を正しく理解するこ

となく，字面を杓子定規に当てはめた結果， も簡単で容易な案を見失い，尽くすべき

考慮を尽くさなかったのである。 
カ 被告は，パラペットが河川管理施設構造令で特殊堤とされ，「土地利用の状況その他

の特別の事情によりやむを得ない場合において認められるにすぎない」と主張する。 
しかし，堤防は土で造ることを原則としていることから，コンクリート構造のパラペ

ットは特殊という扱いになっているだけであり，犀川ばかりではなく，浅野川でも設置

されており，特別なものというわけではない。そもそも，土堤を原則としている 大の

理由は，工事の費用が比較的低廉であること，材料の取得が容易であることにあり（乙

第６８号証の１１３頁），本件ではあえてパラペット案を排除する理由にはなり得ない。 
キ 被告は，余裕高について，「余裕高を確保するため，１．１５メートル不足する箇所

も存する（右岸 No.8750）」と１メートルを超えるところも存在すると主張する。 
しかし，それは，No.8700 地点と No.8800 地点の中間の右岸の一部に凹地があると

いう局所的な問題に過ぎず，第６区間全体の状況を否定するものではない。凹地は凹地

として対応して処理すればよいことである。 
ク また，被告は，パラペットについて，「左岸については No．８８００から Nｏ．９２

００＋４８メートルの延長４４８メートル区間について設置されているとするのが正

しい。」と主張する。 
  しかし，それは左岸のうち被告指摘の一部の区間で堤防及び地盤高が十分に高いため

にパラペットが不要であったということであり，区間６について全区間で必要に応じて

堤防の上に高さ８０センチメートル程度のパラペットが設置されているという原告ら

の主張が否定されるわけではない。 
    ケ 河川管理施設等構造令第２０条１項の但書の規定を適用できるのは，「堤防に隣接する

堤内の土地の地盤高が計画高水位より高く，かつ，地形の状況等により治水上の支障がな

いと認められる区間」であり，区間６について，特に金沢市の中心市街地に存し，その背

後地は人家連坦地域であることから，「地形の状況等により治水上の支障がないと認めら

れる区間」とは到底認められるものではないと主張する。  
      しかし，『解説・河川管理施設等構造令』（乙第６８号証）の第２０条の解説では，運用

の例を紹介し，「②背後地が人家連坦地域である場合は，計画高水流量に応じ所定の余裕

高を確保することが多い。」（１１６頁）とあり，１００％，所定の余裕高を確保すること

が義務付けられているわけではない。したがって，第２０条１項の但書の規定を１００％

適用できないとまでは言えない。 
     コ 被告は，パラペットを考慮し，計画高水位を以前よりも高くすることは，①ダメージポ

テンシャル（潜在的洪水被害）が増大すること，②既往の計画高水位に基づいた河川管理

がなされていること，③都市部の人口集中区間では現実的でないこと，そして，④洪水を

できるだけ低い水位で流すという治水の大原則に反することをあげ，パラペット案を比較

検討すること自体，妥当ではないと反論する。以下①ないし④に対して反論する。 
（ア）①の，ダメージポテンシャルが増大することについて，被告は，乙第２０２号証を

引いている。これは，「堤内地の高さと洪水位」の「平面図であり，「辰巳ダムなし」

の場合，洪水位はＮｏ．８７５０付近で標高２１．５ｍに達し，この高さを堤内地に
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あてはめると，標高２１．５ｍの等高線（赤太線）が引かれ，その内側の青色でぼか

した区域が洪水位よりも低い地域となるところ，その区域の内側には地下街（薄赤色

の区画）が発達していることから，ダメージポテンシャルが大きいと主張するようで

ある。 
しかし，「辰巳ダムあり」の場合の想定をこの平面図にあてはめても，上記地下街

のダメージポテンシャルが解消されるわけではなく，五十歩百歩である。「辰巳ダム

あり」の場合，洪水位が No.8750 付近で標高２０．５ｍ（乙２０２号証の左下の犀

川右岸縦断面図から読み取った数値）になるものとして，これを堤内地へあてはめて

みると，被告の指摘する標高２１．５ｍの等高線が標高２０．５ｍの等高線（赤色の

等高線２１と２０の中間になる）へ幾分後退（図の左側へ）するだけであり，地下街

が発達した地域は相変わらず標高２０．５ｍよりも低い範囲に含まれており，ダメー

ジポテンシャルが大きいままとなっている。 
さらにいえば，これらの地下街が発達した金沢の中心市街地から下流の犀川河口ま

での区間は，ほとんどの区域で計画高水位よりも土地が低く，ダメージポテンシャル

が高い区域である。ダメージポテンシャルで計画高水位を決めることになれば，およ

そ犀川の治水計画は成り立たなくなるのである。 
（イ）②の既往の計画高水位に基づいた河川管理がなされているとの主張に対して，原告

が「検証に代わる写真撮影報告書」において詳細に説明したように，「辰巳ダムなし」

で洪水位が上昇したとしても，区間６（新橋～下菊橋）の両岸において堤防の道路面

の高さよりも高くならず氾濫することはない。また，河川管理上支障となる施設も特

に見当たらないので被告の反論は当を得ない。 
（ウ）③の，都市部の人口集中区間ではおよそ現実的でないとの主張に対しては，まさ

に，既設のパラペット（コンクリート壁）があるのであって改修するという必要はな

く，既に現実のものとして考えれば足りるのであるから反論たり得ないのである。 
（エ）④の，洪水はできるだけ低い水位で流すという治水の大原則があるところ，従来，

決定した計画高水位よりも高く洪水位を設定することはこの原則に反するとの主張

に対しては，原告は従来の計画高水位自体が制約を受けたギリギリのものではないこ

とを主張してきたものであって，決してこの原則に反することなる主張をしているも

のではない。 
  被告らがたびたび引用する「中小河川計画の手引き（案）」の指針を示して，「辰巳

ダムなし」の洪水位の場合においても指針に合致する計画高水位である。「中小河川

計画の手引き（案）」の「５．５．３．１計画高水位設定の考え方」１２７頁（甲第

４０号証）では，「計画高水位は
．．．．．．

，
．
沿川の地盤高を上
．．．．．．．．

回る高さを極力小さくなるよう
．．．．．．．．．．．．．．

設定する
．．．．

ものとし，極力既往 高水位以下にとることが望ましい。」とある。これを

区間６についてみると，「辰巳ダムなし」で洪水位が も高くなる水位（計画高水位）

は，沿川の地盤高を上回ることはない
．．．．．．．．．．．．．．．

ことは既に説明した通りであって，上記「中小

河川計画の手引き（案）」の指針で求められた条件を満足しており，治水の大原則に

反していることにはならない。 
（２）区間１：河口～伏見川合流点について 
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ア 石川県は，辰巳ダムによる未調節ならば，犀川大橋地点で３１０㎥／秒増えると，区

間１では河床掘削も高水敷の除去もできないので，川幅を１６ｍ広げる方法しかないと

し，現在進行中の下流部の改修が終われば，２１００㎥／秒の流下能力となるが，犀川

大橋地点で増えた３１０㎥／秒を流すことができずに溢れると説明する。 

ところが，犀川は下流部はゆるやかな流れとなっており，河床には砂が堆積している。

上流部の砂礫などの転がっている区間に比較してかなり抵抗が少なく，流れやすく，粗

度係数が低い。 

現況の流下能力を検討した石川県の依拠する「平成１５年度広域基幹河川改修工事

（設計）業務委託（その４）報告書」（2005-3，（株）アイ・エヌ・エー）によれば，下

流の粗度係数について，代表的な断面を分解してより正確な合成粗度係数を求めている。

河口～安原川合流点で，合成粗度係数は０．０２６であり，安原川合流点～伏見川合流

点で０．０２５である（注：この数値は現況ではあるが，改修が完了した場合，川幅が

広がり，粗度の小さい河床部が広がるので，合成粗度係数はより小さくなる。）。 

河川改修後の河道に現況の合成粗度係数を適用すると，河口～安原川合流点での流下

能力は，２１００㎥／秒から２４２０㎥／秒へと，３２０㎥／秒増加する。また，安原

川合流点～伏見川合流点での流下能力は１９００㎥／秒から２２８０㎥／秒へと，３８

０㎥／秒増加する。 

（ただし，上記の数値の根拠は，２１００×０．０３０／０．０２６＝２４２０㎥/

秒，１９００×０．０３０／０．０２５＝２２８０㎥/秒である。） 

辰巳ダム未調節の場合として計算された流量は，河口～安原川合流点で２３４９㎥／

秒，安原川合流点～伏見川合流点で２１５６㎥／秒であり，これに対して，流下能力は，

それぞれ２４２０㎥／秒，２２８０㎥／秒であり，いずれも，より大きく，辰巳ダムに

よる調節がなくとも安全に洪水を流下させることができる。つまり，流下は十分可能で

あり，対策は不要である。 

イ 被告は，原告の主張について，「その根拠が明らかでなく，当を得た主張であるとは認

められない｡」と反論する。しかし，原告は石川県が現況の流下能力を検討する際に依

拠した「平成１５年度広域基幹幹線改修工事（設計）業務委託（その４）報告書」（２

００５－３，（株）アイ・エヌ・エー）に基づく根拠のある主張をしているので，被告

の反論は不当である。 
  河川の事業は，多様で地域固有の自然現象を対象とするので，計画当初の仮定と建設

された施設の現実と必ずしも同じではない。河川の流れやすさを表す「粗度」はその顕

著な例である。ここで問題としている区間１では，上記報告書によれば，計画当初の仮

定値よりも，実際には小さい数値になっていることが分かっている。 
  したがって，この場合の計画当初の仮定と現実に発生している事実との差は，事業の

余裕というとらえ方もできる。 
ウ 石川県は粗度係数として，０．０３０を採用している。しかし，河道の実態とは整合

しておらず大きすぎる。河道の実態に合わせて小さく見直せば，河道の流下能力は増加

し，辰巳ダムによる流量調節がないことによる増加分を吸収できる。 
  これに対して，被告は，実態の粗度係数を示し（乙第１６９号証），０．０２５ない

しは０．０２９にあるが，その値が変化する特性などの理由から安全度を見込み，０．
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０３０としたと主張する。 
  被告は，乙第１６９号証の２－１4 頁において，合成粗度係数の算出を「美しい山河

を守る災害復旧基本指針」に準じて行っていると記述している。この基準（甲第３１号

証）では，単断面の合成粗度係数については記載があるが，犀川のように複断面の場合

の合成粗度係数についての記載はない。したがって，単断面に適用される「合成粗度係

数を求める式」を犀川の複断面に適用するのは誤りである。 
  原告中登史紀が，複断面にも適用される「建設省河川砂防技術基準（案）調査編」（甲

第３２号証）によって，犀川の複断面に適用して合成粗度係数を算定した「犀川の現況

の合成粗度係数の算定結果」（甲第３３号証）では，０．０２１ないし０．０２７であ

る。特に，区間１については，細かい砂が全体に広がる河床であり，０．０２１ないし

は０．０２４と小さくなっている。これは現況の河床材料などから物理的に推定した値

であるが，現在，河道を拡幅中であり，拡幅が完了すれば，より粗度が小さくなる。 
  粗度が小さくなり，流れを妨げる抵抗が少なくなれば，流れる水の量は増大する。現

況の小さめの粗度係数を適用しても，区間１では，現計画（３ダム調節後）の流量で確

定している河道断面に対して，２割ないし４割（０．０３０／０．０２４ないし０．０

３０／０．０２１）程度，流れる水の量は増大する。 
  区間１（河口から伏見川合流点）について，石川県想定流量と原告中登史紀が上記基

準によって算定した合成粗度係数を適用して算定した流量を比較すると以下のとおり

である。 
  石川県想定流量 基準算定による流量 
  現計画（３ダム調節

後）の流量で確定し

た河道断面と粗度係

数０．０３０の場合 

左記と同河道断面と

現況粗度係数の場合 

  （㎥/秒） （㎥/秒） 
１－１ 河口から安原川合流

点 
２１００ 

 
３０００注１ 

１－２ 安原川合流点から伏

見川合流点 
１９００ ２３７５注２ 

注１：２１００×（０．０３０／０．０２１）＝３０００ 

注２：１９００×（０．０３０／０．０２４）＝２３７５ 

辰巳ダムなしの場合は，１－１区間で２３００ないし２４００㎥／秒，１－２区間で

２１００ないし２２００㎥／秒であるが，いずれも，現況粗度係数を適用して算定した

流量を大きく下回っている。辰巳ダムによる洪水調節がなくとも，十分に流下能力を有

することが明らかとなっている。 
エ 更に，被告は①犀川の現況の区間１の大部分は明確な複断面形状ではなく，単断面に近

いので単断面に適用される計算法で合成粗度係数を求めた旨主張し，②高水敷を含んだ抵

抗の大きい複断面の水路の合成粗度係数が単断面の粗度係数よりも大きくなるわけがな

いと主張する。 
（ア）①について 
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被告は，合成粗度係数に適用される計算法について，単に形状だけで判断しているが，

側壁の影響が無視できるかどうかについても判断する必要がある。前記「中小河川計

画の手引き（案）」１２０頁（甲第４０号証）によれば，「単断面河道における粗度係

数の設定方法は，中小河川では川幅水深比が小く
．．．．．．．．

，
．
側壁（河岸法面粗度）の影響が無
．．．．．．．．．．．．．．．

視できないことを考慮し
．．．．．．．．．．．

，，，これらを合成して求める。」とあり，側壁の影響が無視で

きない場合に限定して，単断面河道における合成粗度係数の設定方法が採用されるの

である。 
単断面の合成粗度係数が適用されている「美しい山河を守る災害復旧基本方針」の計

算例では，川幅１０ｍに対して水深３ｍであり，川幅水深比（川幅を水深で割った数

値）が３（＝川幅１０ｍ÷水深３ｍ）である。一方，犀川下流区間１では，川幅約５

０から１３０ｍ，水深２．５から５．６ｍであり，川幅水深比は２０程度と大きい（川

幅５０ｍ÷水深２．５ｍ＝２０）。川幅水深比が大きく，側面の粗度の影響が無視でき

るので，単断面の合成粗度係数は適用できず，単断面に適用される計算法を用いた場

合，誤った計算となる。 
乙第１６９号証 2-16 ページの②№3100 地点を例にあげて説明する。川の断面を表し

たのが上部の図であり，この断面を n1 から n6 までの６つに分割している。n4 を除い

た５つの受け持つ断面積は両側の側部にわずかに残るのみであり，一方，n4 は川幅４

４．５ｍ，水深２．６ｍの断面を表し，№3100 地点の断面の大半を占めている。流れ

る量は，断面積に比例するので，№3100 地点の流量は，n4 によってほぼ決まる。n4
の断面の流れの抵抗を表す粗度係数は，河床の０．０２４である。したがって，№3100
地点全体の流れの抵抗を表す合成粗度係数は，この０．０２４にほぼ近似するはずで

ある。ところが，石川県が行った計算（単断面に適用される計算法による合成粗度係

数）では，０．０２４よりも１割以上も大きく，０．０２７と見積もられている。原

告による複断面適用計算法の合成粗度係数は，０．０２４と計算され，河床の粗度係

数０．０２４と一致している。 
（イ）上記②について 

被告は，高水敷を含んだ抵抗の大きい複断面の水路の合成粗度係数が単断面の粗度係

数よりも大きくなるわけがないと主張する。 
しかし，これは，石川県が単断面の式で求めた合成粗度係数が正しいと誤解したが故

の誤った主張である。本来は複断面の式を適用するべきところ，単断面の式を適用し

たため，犀川下流区間１の合成粗度係数を大きく見積もりすぎるという誤りをおかし

ているのである。 
４ 辰巳ダムと河道改修案の比較 

区間１の費用をゼロとし，コンクリート壁案をＥ案として加えて，辰巳ダム案と比較した一覧

は次のようになる。 

表－辰巳ダムと河道改修案の比較    単位：億円 

     河道改修案    ﾀﾞﾑ案 

番 区間 
延長 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E   

（ｍ） 
寺 町 側

引堤 

片 町 側

引堤 

高 水 敷

掘削 

河 床 掘

削 

コンクリ

ート壁 
  

1 河口～伏見川 4,100 0 0 0 0 0   
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Ｄの河床掘削案はダム案の約 7 割，Ｅのコンクリート壁案はダム案の約３割程度の費用とな

る。 

更に，ダム案は，地すべり対策費用の増加という不確定要素がある。石川県は，ダム本体近

辺の４箇所の地すべり対策費用は，１０億円強と計算している。これは，総事業費２４０億円

の範囲内であるとして，詳細については明らかにしていない。現在までの調査では，鴛原の超

大規模地すべり地の対策は不要として費用はゼロ計上しているが，ダム軸を検討した際に，Ｃ

サイト案で対策費として２５億円と見積もっている。地すべり対策のために一気に数十億円が

増加することも予想される。 

以上の検討の結果，経済的な比較では，河道掘削案のＤ案とコンクリート壁案のＥ案が著し

く有利である。 

「区間６の費用はゼロとしたコンクリート壁案」をＥ案として加え，区間１の費用について

は，ゼロの場合と石川県が算出した１１２億円との両方を比較表にのせて，辰巳ダム案と比較

すると次のようになる。 

 

表 辰巳ダム案と河道改修案との事業費比較表 

河道改修案 延長 

A B C D E 
区間 

（ｍ） 寺町側引

堤  

片町側引

堤 

高水敷掘

削 

河床掘削 コンクリ

ート壁 

ダム案 

１（河口～

伏見川合流

点） 

4，100 112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

２（伏見川

合流点～示

野中橋） 

 

1，000 7 7 7 7 7 

３（示野中
      

 

合流点 

2 
伏見川合流点

～示野中橋 
1,000 7 7 7 7 7   

3 
示野中橋～大

豆田大橋 
1,550 0 0 0 1 0   

4 
大豆田大橋～

JR 橋 
600 6 6 6 7 6   

5 JR 橋～新橋 950 8 8 8 8 8   

6 新橋～下菊橋 1,600 434 872 470 89 1   

7 
下菊橋～鞍月

用水堰 
800 53 53 53 53 53   

  合計 10,600 507 945 543 167 74 240 
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橋～大豆田

大橋） 

1，550 0 0 0 1 0 

４（大豆田

大 橋 ～ JR

橋） 

600 6 6 6 7 6 

５（JR 橋～

新橋） 
950 8 8 8 8 8 

６（新橋～

下菊橋） 
1，600 434 872 470 89 0 

７（下菊橋

～鞍月用水

堰） 

800 53 53 53 53 53 

合計 10，600 618 

(506) 

1056 

(944) 

656 

(544) 

278 

(166) 

186 

(77) 

２４０ 

注１：四捨五入のため，合計が不一致の場合がある｡ 

注２：()内の数値は，区間１の費用をゼロとした場合の事業費である｡ 

 

コンクリート壁案（Ｅ案）は，区間６の費用がゼロとなり，他の区間の事業費をＡ～Ｃ案と

同等としても１８６億円となり，ダム案の７８％である。上記２の⑵で述べたように，区間１

の費用がゼロとなれば７７億円であるから，ダム案の３２％となる。 

したがって，コンクリート壁案（Ｅ案）が も安価で経済的な案である。 

基本高水ピーク流量が妥当なものと想定したとしても，災害の頻度，技術的な可能性を考え

ると，コンクリート壁案のＥ案で十分である。 

５ 結論 

石川県は，県の事業計画にはない上記Ｅ案，更には複合案（既存ダム改修＋河川改修＋調整池），

疎通能力改良案（例えば，河床の一部にコンクリート単床版を布設して，疎度係数を改良し，流

量を増加させるもの。）のような代替案をも検討すべきにもかかわらず一切検討していない。本件

ダム案との対比では，著しく勝った代替案があるにもかかわらず，これを一切検討していないの

は，当然尽くすべき考慮を尽くさないものであり，また，判断の基礎とされた重要な前提となる

べき事実に誤認があり，重要な事実の基礎を欠くことになるものである。 

よって，本件処分は裁量権を逸脱，濫用したものであり，違法である。 

 

 



表１
犀川　区間６（No.8200～No.9774）における、1540m3/sの水位と堤防高との関係

単位：メートル
左岸 右岸

地点 測点
1540m3/s
の水位

左岸堤防高 堤防高との
差

右岸堤防高 堤防高との
差

① ② ③＝②－① ⑤ ⑥＝⑤－①

新橋 No.8200 15.859 18.950 3.091 18.550 2.691
No.8300 15.885 18.830 2.945 18.770 2.885
No.8400 16.701 18.850 2.149 19.210 2.509
No.8500 17.988 19.770 1.782 19.680 1.692

犀川大橋 No.8600 19.368 21.000 1.632 21.000 1.632
No.8700 20.471 24.820 4.349 21.290 0.819
No.8800 21.866 21.900 0.034 21.900 0.034
No.8900 21.812 22.100 0.288 22.200 0.388
No.9000 21.941 22.190 0.249 22.710 0.769
No.9100 21.998 22.410 0.412 23.080 1.082
No.9200 21.769 22.970 1.201 23.200 1.431
No.9300 22.141 25.000 2.859 23.860 1.719
No.9400 22.580 23.550 0.970 23.880 1.300
No.9500 23.685 24.350 0.665 24.390 0.705
No.9600 24.186 24.730 0.544 24.860 0.674

下菊橋 No.9700 25.101 25.340 0.239 25.470 0.369
出典：

堤防高、堤内地盤高のデータは、乙第３６号証２による。

乙第３６号証２は、「平成１６年度二級河川犀川浸水想定区域図作成業務委託報告書」

1540m3/sの水位①のデータは、乙第３６号証１「犀川　区間６（No.8200～No.9774）の流下能力（現況河道）」による。



表２
犀川　区間６（No.8200～No.9774）における、1540m3/sの水位と堤防高、余裕高不足との関係

単位：メートル
左岸 右岸

地点 測点

1540m3/s
の水位

左岸堤防高 堤防高との
差

余裕高 1m
の場合の余
裕高不足

右岸堤防高 堤防高との
差

余裕高 1m
の場合の余
裕高不足

① ② ③＝②－① ④＝③－1.0 ⑤ ⑥＝⑤－① ⑦＝⑥－1.0

新橋 No.8200 15.859 18.950 3.091 2.091 18.550 2.691 1.691
No.8300 15.885 18.830 2.945 1.945 18.770 2.885 1.885
No.8400 16.701 18.850 2.149 1.149 19.210 2.509 1.509
No.8500 17.988 19.770 1.782 0.782 19.680 1.692 0.692

犀川大橋 No.8600 19.368 21.000 1.632 0.632 21.000 1.632 0.632
No.8700 20.471 24.820 4.349 3.349 21.290 0.819 -0.181
No.8800 21.866 21.900 0.034 -0.966 21.900 0.034 -0.966
No.8900 21.812 22.100 0.288 -0.712 22.200 0.388 -0.612
No.9000 21.941 22.190 0.249 -0.751 22.710 0.769 -0.231
No.9100 21.998 22.410 0.412 -0.588 23.080 1.082 0.082
No.9200 21.769 22.970 1.201 0.201 23.200 1.431 0.431
No.9300 22.141 25.000 2.859 1.859 23.860 1.719 0.719
No.9400 22.580 23.550 0.970 -0.030 23.880 1.300 0.300
No.9500 23.685 24.350 0.665 -0.335 24.390 0.705 -0.295
No.9600 24.186 24.730 0.544 -0.456 24.860 0.674 -0.326

下菊橋 No.9700 25.101 25.340 0.239 -0.761 25.470 0.369 -0.631
出典： 1540m3/sの水位①のデータは、乙第３６号証１「犀川　区間６（No.8200～No.9774）の流下能力（現況河道）」による。

堤防高、堤内地盤高のデータは、乙第３６号証２による。

乙第３６号証２は、「平成１６年度二級河川犀川浸水想定区域図作成業務委託報告書」

は、余裕高不足を表す｡



表３
犀川　区間６（No.8200～No.9774）における、1540m3/sの水位と堤防高、堤内地盤高との関係

単位：メートル
左岸 右岸 左岸の堤内地盤の高さ 右岸の堤内地盤の高さ

地点 測点

1540m3/s
の水位

左岸堤防高 堤防高との
差

余裕高0.6m
の場合の余
裕高不足

右岸堤防高 堤防高との
差

余裕高 1m
の場合の余
裕高不足

余裕高0.6m
の場合の余
裕高不足

左岸堤内地
盤高

地盤高との
差

右岸堤内地
盤高

地盤高との
差

備考

① ② ③＝②－①④'＝③－0.6 ⑤ ⑥＝⑤－① ⑦＝⑥－1.0⑦'＝⑥－0.6 ⑧ ⑨＝⑧－① ⑩ ⑪＝⑩－①

新橋 No.8200 15.859 18.950 3.091 2.491 18.550 2.691 2.091 16.280 0.421 17.180 1.321
No.8300 15.885 18.830 2.945 2.345 18.770 2.885 2.285 17.850 1.965 17.980 2.095
No.8400 16.701 18.850 2.149 1.549 19.210 2.509 1.909 19.280 2.579 17.980 1.279
No.8500 17.988 19.770 1.782 1.182 19.680 1.692 1.092 19.280 1.292 18.630 0.642

犀川大橋 No.8600 19.368 21.000 1.632 1.032 21.000 1.632 1.032 25.050 5.682 20.150 0.782

No.8700 20.471 24.820 4.349 3.749 21.290 0.819 -0.181 29.150 8.679 20.150 -0.321
水位が右岸堤内地盤高より
も高い。→余裕高１ｍ必要区

No.8800 21.866 21.900 0.034 -0.566 21.900 0.034 -0.966 29.150 7.284 21.450 -0.416
水位が右岸堤内地盤高より
も高い。→余裕高２ｍ必要区

No.8900 21.812 22.100 0.288 -0.312 22.200 0.388 -0.612 31.500 9.688 21.450 -0.362
水位が右岸堤内地盤高より
も高い。→余裕高３ｍ必要区

No.9000 21.941 22.190 0.249 -0.351 22.710 0.769 0.169 31.500 9.559 22.100 0.159
No.9100 21.998 22.410 0.412 -0.188 23.080 1.082 0.482 29.950 7.952 22.100 0.102
No.9200 21.769 22.970 1.201 0.601 23.200 1.431 0.831 32.250 10.481 22.880 1.111
No.9300 22.141 25.000 2.859 2.259 23.860 1.719 1.119 34.230 12.089 23.150 1.009
No.9400 22.580 23.550 0.970 0.370 23.880 1.300 0.700 - - 24.400 1.820
No.9500 23.685 24.350 0.665 0.065 24.390 0.705 0.105 - - 24.800 1.115
No.9600 24.186 24.730 0.544 -0.056 24.860 0.674 0.074 - - 26.050 1.864

下菊橋 No.9700 25.101 25.340 0.239 -0.361 25.470 0.369 -0.231 29.780 4.679 26.050 0.949
出典： 1540m3/sの水位①のデータは、乙第３６号証１「犀川　区間６（No.8200～No.9774）の流下能力（現況河道）」による。

堤防高、堤内地盤高のデータは、乙第３６号証２による。

乙第３６号証２は、「平成１６年度二級河川犀川浸水想定区域図作成業務委託報告書」

は、余裕高不足を表す｡




