
貯留関数法の魔術
―一ダム事業を根拠づけるデータの非科学性

冨撤
とみなが やすのり

お茶の水女子大学名誉教授

日本は「科学技術立国」でいこうとか,最先端

の「科学技術」を振興しようとよく言われるが,

この「科学技術」という文言は,大変誤解を招く

言葉である。「科学と技術」あるいは「科学・技

術」というのが正しい用法である。単に,技術に

箔をつけるだけの用法は間違っている。つまり,

「科学」と「技術」は本来性格が異なるものなの

で,こ れをひとくくりにしてはいけない。車の両

輪としてお互いを支え合うものである。特に,

「技術」は「科学」を土台としているもので,科

学の枠組みを逸脱すると「オカルト」や「魔術」

になる。また,「科学」の発展は「技術」への問

題解決が原動力になっているものも数多いが,基

本的には,“直接"は「技術」と関係なく,生 き

物 。物質 。時間空間を含めた自然の「整合性」に

対する枠組みを組み立てるものが「科学」の本質

である。この努力の成果の「一部」が,「技術」

の役に立っているのである。日本は「先端技術立

国」だけでなく「科学立国」もめざすことが,長
い日で見た時の国力になる。日に見える目先の技

術だけでなく,す ぐには目に見えない「科学の成

果(溜 )」 を大切にすることが,結局は,世の中を

豊かにするのだと確信している。

ダムや橋梁という大型公共事業は「先端技術」

の集積であるが,こ れらの技術も「科学」の成果

に支えられていることはいうまでもない。ところ

で,ダムの治水機能に対する根拠を,科学的 。定

量的に説明するために, 日本の多くの河川では,

「貯留関数法」という流出解析モデルが使われて

いる。この解析によって, どれだけのダムがどこ

に必要かを算定している。しかし,この「貯留関

数法」の基本式は,「科学」の常識からかけ離れ

ていることに気がついた。筆者は,河川工学の専

門家ではないが,科学に携わる者として,「貯留

関数法」とその運用が,科学の最低限の約束事を

破った方程式で解析・運用していることに,非常

な驚きと憤 りを感じている。この「魔術」とでも

言うべ き方法で解析 した数値 (た とえば「基本高水」)

にもとづいて,巨額の税金が無駄に使われている

と思うと,黙って見ていられなくなった。

文献 1に「貯留関数法は 1961年に木村によっ

て提案された手法であり,流出現象の非線形特性

を表すために,降雨から流出への変換過程を導入

し,貯留量と流出量との間に一義的な関数関係を

仮定して,貯留量を媒介変数として降雨から流出

量を求めるものである」と述べられている。

この解析法は,ダムの洪水予測,ダム建設の基

礎資料である「基本高水の設定」などに欠かせな

い科学的根拠として,広範に用いられている。文

献 2に よると,「基本高水の決定は,適当な洪水

流出モデルを用いて洪水ハイドログラフを求め,

これを基に既往洪水,計画対象施設の性質等を総

合的に考慮して決定するものとする」とある。

また,国土交通省のウェブサイトには「貯留関

数法」の資料が公開されているθ。このウェブサ

イ トによると,貯留関数法の基本式は,以下の 2

式から成 り立っていることが示されている。

運動の式 :∫ =κク
P        (1)

貯留関数法 とは
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連続の式 :″ 一̈夕=
渚
一渉

ここで,物理量の単位は次のような説明になって

いる。           ・

κ P:定数

∫(mm):流域内の貯留高

夕(mm/h):流 域内の流出高

ravc(mm/h):流域平均雨量

これらの式は,実際には降雨量と流域内の流出

高との間での遅滞時間などの補正を考えて,解析

が行われている。たとえば,∫ を縦軸,夕 を横軸

にプロットすると,一般には洪水の立ち上がり時

と減衰時で挙動体答)が異なり,あ る∫に対して 2

つの夕が応答し,∫ (参 はループになる。このよう

なループを最小にする「遅滞時間」を選択し,そ

の「遅滞時間」を前提として,∫ (グ を 1価関数に

近似して議論している。また,解析結果の利用目

的に応 じて,高 さ(mm)の代わりに体積 (mり が使わ

れたり,時間に秒 (s)や 時間(h)が使われたり,ま た,

これらの秒と時間を混在 して使ったりしているち

しかし, どの単位を使っても,高 さと体積,秒と

時間は,両辺ともに整合性よく定義されているの

で,こ の稿では貯留関数法として,わかりやすい

上記の 2式 を基本式 として話を進める。遅滞時

間を最初から考慮した形の基本式を用いても,議

論の本筋は変わらない。

貯留関数法は,全国のダム建設についての科学

的根拠に幅広 く用いられている便利な解析法であ

るが,基本式が科学の常識から逸脱しているか,

あるいは,運用の仕方が間違っていることに気が

ついた。

まず,(2)の「連続の式」は問題ない。どの単

位で記述しても,両辺の次元は合っているし,物

理的な意味 もはっきりしている。問題は(1)の

「運動の式」である。流出高夕は貯留高∫に依存

するので,一般に夕=F(う となる。この関係を1

価関数として逆に解くと,∫=Fl(参 =σ (の にな

る。これは問題ない。

しかし,こ の関係式を実験式 として,∫=均 P

とグのベキで近似 して,かつ,κ Pが無次元の

パラメータであるとすると,重大な問題が発生す

る。Pはベキなので無次元量であるが,κ とPを

両方ともに無次元のパラメータであるとすると,

(1)の 両辺は異なる次元になる。左辺は[mm]で

長さの単位であるが,右辺は[mm/h]の P乗なの

で速さの P乗 になる。日常の事柄に喩えて翻訳

すると,100 km離 れた場所が,時速 801面 で走

っている車何台で近似されるかということを議論

しているようなものである。つまり,関係式とし

て,最低限の約束事を満足していないので,完全

に意味をなさなくなる。国土交通省関東地方整備

局のウェブサイトに公開されている貯留関数法の

説明にも,κ :定数【無次元】,P:定数【無次元】

とはっきり書かれている4。

こういう場合には,関係式の係数に次元をもた

せて,科学的に意味のある式にする。(1)の運動

の式を使っている専門家は,科学者であるかぎり,

当然, このことは暗黙の了解事項だと思う。つま

り,運用ではκを無次元として扱っているが,

暗黙にはκには次元があるものと考えているは

ずである。つまり,実際の運用では両辺の数値だ

けに着目して,(1)の 2個のパラメータκとPを

決定しているではないかと理解している。このよ

うに理解しないと,「貯留関数法」自体が,科学

として破綻することになる。

ところが,(1)の形の運動の式の場合には,こ

の暗黙の了解事項が思ったほど単純ではない。取

り扱いを間違えると,原理的な間違いを犯す。国

土交通省は, この貯留関数法の運用に対して,何

かの思い込みだとは思うが,科学的にはナンセン

スな操作をして,必要な, というより, 目的に合

うような数値を恣意的に出しているとしか思えな

(1)の運動の式を物理的に意味のある式にする

(2)

両辺の物理量の次元を合わせる方法
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には,κに次元を与える必要がある。次元が一致

しないかぎり,運動の式は,「科学」ではなくな

り「魔術」になってしまう。

次元を合わせるには,以下のように考える :あ

る流域で,貯留高がゼロの時は流出高もゼロ,あ

る状況の貯留高がぬ(mm)の時の流出高がの (mm/

h)で あるとして,(1)の「運動の式」をベキ関数

で,かつ,両辺の次元が合った式にするには,両

辺を無次元にした関係式を作る方法しかない(貯留

量が
"(m3)の

時の流出量が,(m3/s)と しても,次元を合わせ

て"∫ (mmり ,′ (mm3た )と すれば,以下の議論は同じである)。

slso : (qlqo)P (3)

Pは無次元なので,こ の関係式 (3)は ,両辺の

次元が合っている。この式を展開すると

∫=編/の
P)夕P=K″P

κ="/のP

になる。ここで,それぞれの流域について,ヵ と

のはモデルとして再現性があるように決まって

いるはずだから,運動の式 (1),あ るいは,(4)

において,パ ラメータκとPは,(5)の関係式に

従わなくてはならない。

解析のたびに,パ ラメータκとPを 無次元と

して独立に変化させることは,該当する流域につ

いて,ヵ とのを「適当に都合のよいように」変

化させることと同じことである。これでは,そ も

そも(1)式での近似が意味をなさなくなる。上述

したように貯留関数法は,文献 1に「……貯留

量と流出量との間に一義的な関数関係を仮定して

……・」と書かれているように,そ もそもの大前提

が崩れることになる。たとえば,ぬ がその流域で

の最大貯留高で,その時の流出高がのであると

すると,こ れは,その流域の特性として決まって

いるはずである。たとえ,実際にその数値がわか

らなくても,考えている流域で一定だとしなくて

は,モデルを考える意味がわからなくなる。

このことに留意して(5)の 関係式をあらためて

眺めると,パ ラメータκとPは ,「独立に変化さ

せてはいけない」ことがわかる。つまり,運動の

式を物理的に意味のある式にする限り,パ ラメー

タκとPは独立に変化させてはいけないという

ことである。

貯留関数法で解析 している専門家は,「めとの

の実際の数値がわからない」という理由で,ヵ と

のが,考えている流域で一定の値であることを

無視 して,そ の都度,適当にパラメータκとP

を決めているのではないかと思われる。これでは,

都合のよいようにヵとのを決めていることにな

り,誰が考えても恣意的な解析だと思われても仕

方がない。本来は,いろいろなケースについて,

同じ流域のパラメータκとPを 決めて,それら

のすべてのケースで,整合性よく(5)の関係を保

つようなヵとのを推定し,それから,パ ラメー

タκとPの検算をするのが,科学的な運用のは

ずである。あるいは,何 らかの方法や実測からヵ

とのを推定できるなら,その値をもとにして,

パラメータκとPを決めるのが妥当である。

以上のことから,貯留関数法における(1),あ

るいは,(4)の運動の式において独立のパラメー

タは基本的に 1個 しかないことがわかる。国土

交通省が運用 しているように,パ ラメータκと

Pを独立に変化させて運動の式を運用するのは,

ヵとのを適当に都合のいいように変化させるこ

とになり,絶対にやってはいけないことを実行し

ていることになる。現在の運用では,「貯留関数

法」が,者『合のよい結果だけを出す一種の「魔

術」になっていると言われても仕方がない。

貯留関数法の運用が, どれほどナンセンスかと

いうことを,国土交通省が公表しているデータで

検討してみる。(5)は ,以下のように変形できる。

log K : log so- P log qo (6)

この式を参照しながら,貯留関数法の問題点に

ついて考えてみる。

中規模洪水と大規模洪水に適用されるκとPはそれ

ぞれ異なる

中規模洪水から組み立てた計算モデルで大規模

洪水を計算すると計算流量が過大になるという事

(4)

(5)
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表 1

κ等解析地点
定数 に    数 凡    定数 焔    定数 Pm

(最大洪水) (最 大洪水) (今 回試算) (今 回試算)

so qa

[mm] [mm/h] 鰤
□

矢木沢ダム

相俣ダム

薗原ダム

7.587       0.528        2.578        0512

10591        0.655        13359        0439

13487       0.53        15.614       0.407

2.57E-15    5.02E-30

21.4         2.93

25.3          3.29

512E+14
731

771

四万川ダム

岩島(吾妻川)

41.157       0.296       12.8         0.777

29.321        0.305       16.76        0.505

84.4         113

68.8        164

745

4.20

安中(碓氷川)

霧積ダム

道平ダム

10.765        068         43.905        0.211

16686       0.601        37.265       0432

17.525       0.58        13762       0.229

82.6        20.0

291         116

11.8         0.502

4.13

250
234

万場 (神流川 ) 29.976       0.476       32767       0427 71.2 615 11.6

注 1)文献 5の 中の奈良俣ダムと上里見ダムは,2組のデータが同じなので省略した。

注 2)sO,90,sO/9oの 数値は四捨五入で有効数字 3桁 とした。数値の後の Eは,10のベキ乗を表す。

実が, 日本学術会議・土木工学・建築学委員会・

河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会の検

討資料の中から浮かび上がっている5。

これらの解析では,大きな流域をいくつかの小

流域に区分して,それぞれの小流域に貯留関数法

を適用 してκとPを 求め,`最後にすべての小流

域の総和をとって合計の流出高を計算している。

「運動の式」が成 り立つのであれば,κ とPは

小流域ごとに固有の値をとるものと思われるが,

実際には検討した洪水の規模ごとに同定されたκ

とPの値はそれぞれ異なるものであった。これ

は運動の式そのものが成立しないためではないか

という疑いを抱 くに十分な理由である。もっとも,

κとPが (5)式 を満たすように動いているのであ

れば,次元は合っていることになる。国土交通省

の検討資料には,「最大洪水」の時と,総体的に

規模の小さい中規模洪水時における「今回試算」

の 2つのケースについて,各観測地点で得 られ

たκとPの データが求められているので,それ

らの結果を表 1に 引用する%表 1の く とλ が

「最大洪水」から求められたκとPで,ん とん

がそれより小さい規模の中規模洪水から得られた

「今回試算」のκとPである。

これらの解析において,洪水規模が異なっても

小流域の中ではヵとのは決まっているはずなの

で,た とえ,規模によってκとPが異なっても

κとPの 間には関係式 (5)が成 り立っているはず

である。関係式 (5)が成立しているのであれば,

2組のκとPのデータから連立一次方程式を解

くことによって,ぬ (mm)と の (mm/h)を 計算する

ことができる。これを実行して,それぞれの小流

域のめ,ら ぬ/の を求めて表 1に まとめた。

グは降雨のうちの河川への流出高であるから,

普通は,数 mm/hか ら数十 mm/h程度の範囲に

分布するはずである。ところが,矢木沢ダムの小

流 域 にお け るめ=2.57× 10 15 mm,申 =5.02×

10-30 mm/hと いう数値はナンセンスな値になっ

ている。その他の流域も数値が異様にばらついて

お り,流域が特定されると,恥 とのの値が一定

という前提が崩れてしまっている。これは,κ と

Pを勝手に独立に変化させた結果である。κとP

をその都度,独立に動かしたのでは,都合のよい

ように,た とえば,基本高水のピーク流量をでき

るだけ大きくなるようにκとPを操作すること

も可能である。

現行モデルと新モデルでのκとPの値

国土交通省は,2010年 H月 ,馬淵澄夫国土交

通大臣(当時)の 要請にもとづいて,利根川流域で

従来使っていた流出解析の「現行モデル」
6に

変え

て,2011年に「新モデル」を作成したち 表 2に

は,現行モデルにおけるκ Pと 新モデルアにおけ

るκ Pの値を併記 してある。κの値を見ると,

新モデルのそれは現行モデルに比べて大幅に減っ

ており,Pの値は新モデルのほうが高くなってい

る。

岬 洵 飾 科学 0271



新モデルの 現行モデルの

小流域番号  小流域番号 蒟
□

2

3

4

5

7

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

29

33

34

37

3

4

5

6

9

21

24

26

25

26

27

27

29

29

29

28

34

44-4

43

44-3

47

0.795

0.866

0700

0700

0677

464E+06
172

3700

517

517

142

142

144

14.4

14.4

2.96

271

246
2.80

82.5

0.000544

新モデルと現行モデルでは,小流域の区分の仕 ぬ/の =4.64× 106[h]

方が違っている。いくつかは同じ小流域のものも  になっている。これは現実にはあり得ないまった

あるが,異 なっているものもある。表 2は,現  くナンセンスな値である。この原因は,運動の式

行モデルと新モデルでほぼ一致している小流域を  の適用範囲外まで,(1)式のκとPを独立に変化

記した。各流域の数字は,国土交通省が付した小  させたことによるとしか考えられない。他の小流

流域の番号である。現行モデルでは 54分割,新  域についても,明 らかにナンセンスな数値や,ヵ

モデルは39分割になっている。新モデルでも現  とのの大きさが極端にまちまちになっている。

行モデルでも,同 じ流域を対象に解析しているの  ヵ/夕 の数値の桁が,小流域によって大きく異なっ

であれば,κ とPの 間には,上記の関係式 (5)が   ているのも考えにくいことである。

成立している必要があ り,“ とのが桁違いに大

きい値になったり,ゼロに近いような小さな値に

なることはないはずである。

表 2に は関係式 (5)を用いて求めた,ぬ とら

および,ぬ/夕 の結果 も同時に記載 した。ぬ/の と

いう量は,仮想的にその時点で降雨がなくなれば,

その流域での貯留が空になる時間の目安である。

表 2の ヵ,ら ぬ/夕 の数値には,驚 くような奇妙

な数値が多い。たとえば,新モデルの小流域 13

と対応する現行モデルの小流域 21の κとPか ら

求めためとのおよびヵ/夕 の数値は,

ヵ=0.226[mm]

の =4.87× 108[mm/h]

「貯留関数法」における運動の式を次元が一致

するように運用するためには,パ ラメータである

κとPを独立に決めてはいけないということを

説明した。「貯留関数法」における近似の妥当性

は別に検討されるべき問題であるが,こ こで論じ

たのは,近似式を運用する際の,科学として基本

的な態度の問題である。

1個 しか決まらないパラメータを,独立に動か

すことによって,本来の関係式の適用外まで計算

すると, どんな結果でも好きなように出すことが

sqo
[mm] [mm/h]

6.252     0.656

9.48      0592

9.48      0.592

948      0.592

948      0.592

35.239      0.3

29.321      0.305

29.321      0305

35.239     03

35.239     03

35.239     03

35.239     0.3

35.239     0.3

35.239     0.3

35.239     0.3

18623     0572
18623      0572

18623     0572
18623     0572
35.239      0.3

29.976     0.476

423
42.3

57.4

57.4

55.1

60.4

39.2

461

461

461

425
42.5

22.9

22.9

229
564
44.21

40.23

4639

4023

39.3

0.337

0.337

031

0.31

0.32

0.332

0419

0.37

0.37

0.37

0.394

0.394

0636

0636

0.636

0.314

0.38

0.409

0.366

0.409

0463

319

305

416

416

437

0.226

13.5

3.51

11.1

11.1

19.4

194

518
518
51.8

217

245

278

235

24.5

607000

401

353

593

593

646

487E-08
007831

0.000948

0.0215

0.0215

0.136

0.136

361

3.61

3.61

73.3

903
113

84.0

0.297

112E+09

注)衡,9。,sO/9oの 数値は四捨五入で有効数字 3桁 とした。数値の後の Eは,10のベキ乗を表す。
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可能になる。莫大な税金を投入しているダム事業

の基礎的なデータに,科学的にはナンセンスな式

が用いられていることに,非常な憤 りを感じる。

もし,解析に従事してぃる方々が, 自分が魔術

師ではなく科学者であると自認するなら,いかに

慣用とはいえ,両辺の次元が異なる関係式で解析

することだけは止めてはしい。実験式のパラメー

タを適用範囲外まで変化させることはルール違反

である。常に次元を考えた式にもどして検算をし

なければ,科学ではなく魔術としかいいようがな

い。また,貯留関数法による解析が,本質的な欠

陥をもっているにもかかわらず,それから得られ

るκとPのパラメータが,誤差なしで 3桁 (あ るい

は,それ以上)も 書かれていることは驚愕に値する。

ともかく計算結果だから,単純にその数値を記載

するというのでは科学ではない。貯留関数法によ

る解析には,本質的な欠陥が内在することを認識

して,流量計算には貯留関数法以外の他の方法も

併用して,複数の解析でクロスチェックするのが

妥当だと思われる。

*   *

今から80年前(1933年)に ,ア メリカのルーズベ

ル ト大統領は,当時の世界恐慌への対策として,

「ニューデイール政策」を実施した。その一環と

して,テ ネシー川流域に 32基の「多目的ダム」

を建設し,不況からの脱出をめざした。これが,

世界最初の地域開発としてのダム公共事業だと思

われる。

日本では,戦後,こ の事業をお手本にして「ダ

ム」という大規模公共事業が国策として推進され

てきた。当初は,水力発電による電源開発が主だ

つたが,1957年に特定多目的ダム法が制定され,

治水と利水を主な目的とする「多目的ダム」が建

設されるようになった。しかし,こ の治水と利水

は, どちらも流量調節の機能ではあるが,基本的

に相反する性格 をもっている。だか ら,「多 目

的」というのかもしれないが,ひ とたびダムを必

要とするような緊急事態が発生すると,早晩,ダ

ムの流量調整機能は破綻する。干ばつになると放

水量を減らし,洪水のときには余計な放流をする。

つまり,ほんとうにダムが必要なときには, どち

らも期待したほどには,十分に機能しないのが実

際の「多目的ダム」の現状である。

最近では,節水製品の普及,工業用水の需要の

減少,漏水対策の進展等々の多くの理由によって,

水の需要が減少に転じるようになり,利水として

のダムの必要性に疑間が生じてきている。また,

治水に対しても,本来は山林の保全・整備,河川

の整備・改修,水田の保全 。整備,海岸の保全・

整備,海の環境整備という,総合的な整備と対策

が必要なのであって,ダム建設を推進することが

適切な対策とは思えない状況になっている。むし

ろ,大滝ダムの地滑 りなどに見られるように,ダ

ムが新たな災害を生む要因になっている。すでに,

ダムの時代ではなくなっているのが現状である。

これからは,ダ ムの効果やその必要性は「魔

術」ではなく「科学」で説明されるべきであると

考えている。
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