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第１部

定量治水と非定量治水



治水についての考え方の変遷
■対応限界治水：明治以前

茨田堤・難波堀江（仁徳天皇）

地先治水：守りの信玄と攻めの秀吉

伊奈流（関東流）から井沢流（紀州流）へ

■定量治水：河川法の制定（明２９）以後
低水工事（舟運用）から高水工事（連続堤）へ

ダムによる治水

総合治水・超過洪水対策

ダムによらない治水を検討する場（川辺川ダム）

新たな治水のあり方に関する有識者会議

■非定量治水の模索
淀川水系流域委員会

滋賀県の治水（流域治水）

ダムは国を滅ぼす



定量治水について
■定量治水とは
①ある大きさ以下の洪水を対象

②洪水を河川に封じ込める

③対策の選択：対象洪水への対応性が基本

■定量治水の欠陥
①対象を超える洪水に対応できない

②対象洪水を大きくすると達成できなくなる

③環境に重大な影響を及ぼす

■欠陥の是正
①超過洪水対策による補完

②基本方針の棚上げ

③河川法の目的に環境を追加

抜本的な解決になっていない



ダムによる治水

■ダムによる治水
ダムはもともと使うための水を貯めるものであったが、発電や
治水にも利用されるようになった。そして、ダムに依存する治水
に傾斜していった。これを支えたのが特定多目的ダム法（昭３２）
や水源地域対策特別措置法（昭４８）である。

■なぜ、ダムによる治水がいけないのか
①治水機能が限定的・治水効果も限定的

②治水効果が不確実

③堆砂による治水機能の劣化

④地域社会を崩壊・自然環境を破壊

⑤残適地が少ない：ダム時代の終焉

ダムが水害を防いだ例は殆どない



非定量治水について
■非定量治水とは
①あらゆる大きさの洪水を対象

②流域全体で受け止める・壊滅的被害の回避

③対策の選択：実現性が基本

■非定量治水の具体策
①河川での対応

河道の流下能力の増大・確保（堤防補強）

貯水・遊水による洪水流量の調節（霞堤・野越）

水防活動などの危機管理

②流域での対応

雨水流出の抑制

氾濫流の制御（二線堤・輪中堤など）

氾濫域の耐水化（土地利用の規制・高床住宅など）

避難対策・被害補償などの危機管理



１９６０年以前 対策講じられず
１９６０年代 アーマーレビー（鎧型堤防）の試行実施
１９７６年 長良川水害で計画高水位以下で破堤
１９８７年 河川審議会が超過洪水対策として高規格堤防を提案
１９９８年 堤防補強が重点施策に
２０００年 フロンティア堤防（難破堤堤防）が河川堤防設計指針に

位置づけられ、雲出川や那珂川などで先行実施
２００１年 川辺川ダムに関する住民討論集会で、住民の「萩原堤

防を補強すればダムは不要」との指摘を国側が認める
２００２年 設計指針から耐越水堤防に関する記述を削除

萩原堤防の補強も中止
２００３年 淀川水系流域委員会が耐越水堤防の必要性を主張

國側は計画高水位までの堤防補強（淀川方式）を実施し
だした

２００８年 堤防天端までの補強をした耐越水堤防（巻堤）を推奨

堤防補強についての取り組み：揺らぐ国交省



(1) アーマー・レビー（鎧型堤防） (2) スーパー堤防（高規格堤防）

(3) フロンティア堤防（難破堤堤防）
(4) 耐浸透・耐侵食堤防（淀川での例）

(5) ハイブリッド堤防（鋼矢板） (6) ハイブリッド堤防（ソイルセメント地中連続壁）

各種の堤防補強

遮水シート

アスファルト舗装

鋼矢板 地中連続壁



定量治水と非定量治水の比較

●定量治水
基本高水を河道とダムに配分

●非定量治水
堤防補強と避難対策を優先実施

河川対応と流域対応による治水力の段階的向上

（実現性の優先）
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(a)ダムの機能が保全されている場合

(b)ダムの機能が低下した場合

洪水の規模

洪水の規模

ダムによる調節で
定量治水が優位

ダムの機能が低下すれば
定量治水が優位な部分は

小さくなる

堤防の機能維持で
非定量治水が優位
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第２部

利根川の基本高水

についての捏造疑惑

（関良基氏・まさのあつこ氏のブログより）



利根川水系
流域面積 １６８４０ｋｍ２

基本高水 ２２０００ｍ３/ｓ
ダム調節 ５５００ｍ３/ｓ

赤谷プロジェクト ○

★
八ッ場ダム予定地



基本高水捏造疑惑の経緯

■平成２２年１月１６日 東京新聞

八ッ場ダム訴訟の資料から、「昭５５の工事実施基本計画に定めた八斗島
の基本高水２２０００ｍ３/ｓは、貯留関数法を用いて、上流５４流域の一次流
出係数をすべて０．５、飽和雨量はすべて４８ｍｍとして算定されている」。

■平成２２年２月８日 第４回有識者会議

鈴木雅一東大教授が「この事例の一次流出率、飽和雨量は鈴木の知るハ
ゲ山の裸地斜面の流出より大きい出水をもたらす。一般性をもつ定数ではな
いと思われる」と発言。

■平成２２年８月２５日 国交省発表
原告団の要求に対し、流域分割図、流出モデル図は不開示と回答。

■平成２２年１０月１２日 衆議院予算委員会

河野太郎議員の質問：検察のＦＤの書き換えなみかそれ以上の犯罪が行わ
れている。事件現場は、国土交通省の河川局だ。

馬淵大臣答弁：昭和３３年３１．７７ 昭和３４年６５ 昭和５７年１１５ 平
成１０年１２５





昭和33 年9 月洪水 昭和34 年8 月洪水

国交省による再現計算結果（八斗島地点）

昭33洪水・国交省
実測値 9734m3/s
計算値 9766m3/s
(Rsa=31.77mm)

昭34洪水・国交省
実測値 9070m3/s
計算値 9059m3/s

(Rsa=65mm)

関氏コメント
合いすぎている



昭和３３（１９５８）年洪水

昭33洪水・国交省
実測値 9734m3/s
計算値 9766m3/s
(Rsa=31.77mm)

昭33洪水・関氏
実測値 9734m3/s
計算値 9646m3/s

(Rsa=48mm)

関氏コメント
ほぼ合っている



昭和５７（１９８２）年洪水

昭57洪水・国交省
実測値 8692m3/s
計算値 8172m3/s

(Rsa=115mm)

昭57洪水・関氏
実測値 8692m3/s
計算値 12214m3/s

(Rsa=48mm)
ダム戻し 9102m3/s

(Rsa=115mm)
調節効果

ダム調節 840m3/s
森林成長 3112m3/s

関氏コメント
飽和雨量をごまかしただけでなく

ダム戻しを忘れている



平成１０（１９９８）年洪水

平10洪水・国交省
実測値 9222m3/s
計算値 9212m3/s

(Rsa=125mm)

平10洪水・関氏
実測値 9222m3/s
計算値 12526m3/s

(Rsa=48mm)
ダム戻し 9958m3/s

(Rsa=115mm)
調節効果

ダム調節 736m3/s
森林成長 2548m3/s

関氏コメント
国交省は禁断の捏造に手を染めた

勇気ある内部告発を待つ



昭34洪水・国交省
実測値 9070m3/s
計算値 9059m3/s

(Rsa=65mm)

昭34洪水・関氏
実測値 9070m3/s
計算値 9878m3/s

(Rsa=48mm)

関氏コメント
貯留関数法は二山洪水には

適合性が悪い



飽和雨量について

河川工学での取扱い 森林水文学からの提案


