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平成２０年（行ウ）第２号 土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件 

原   告  下郷 稔 ほか１４名 

被   告  国（処分行政庁 北陸地方整備局長） 

 

第１１準備書面 
 

２０１０年４月１３日 

 

金沢地方裁判所民事部合議Ｂ係 御中 

 

原告ら訴訟代理人弁護士 鳥 毛 美 範 

 

同       弁護士 塩 梅   修 

 

被告の第８準備書面について（地すべり問題） 

 

第１ はじめに 

１ 被告は，第８準備書面において，①仮に原告らの主張どおりにＬ３ブロック

が一つのブロックとしても，安定計算上かえって安全率の低下が小さくなる，

すなわち，より安全と結論付けられるのであるから，原告らの主張は無意味で

あると主張した上で，②Ｌ３ブロックの分断については，Ｌ３ブロックのうち

標高の高い側をＬ３－１，標高の低い側をＬ３－２に分断したことには合理性

があるとし，③他のダムサイト案との比較の観点については，他のダムサイト

案と水没の割合においては差が大きい，④末端地すべりについては原告らの杞

憂に過ぎない，として鴛原地区における地すべりの危険性はない，とする。 

また，⑤瀬領地区の地すべりについては，原告独自の主張に過ぎない，とし
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ている。さらには，⑥本件事業認定の手続上の瑕疵はない，と主張している。 

２ しかしながら，上記被告の主張は何ら根拠のない，失当なものである。 

原告らは，以下に，上記被告の主張について反論し，従前の主張の補充をす

る。なお，上記被告の主張に対する反論については，便宜上，②，①，③ない

し⑥の順にて行う。 

 

第２ 被告の主張に対する反論 

１ Ｌ３ブロックの分断の非合理性について 

(1) 原告らは，被告の主張するようにＬ３がＬ３－１とＬ３－２の２つに分割

されるのであれば過去に起こった地すべりにより土塊の構造，形状は乱れる

はずであるところ，石川県の調査では「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。」（乙７４の「２．

安定性の評価」５項）とされているのであるから，被告の上記主張は土塊の

構造，形状という客観的事実に反するのであるから，全くの誤りである，と

指摘した。 

これに対して，被告ないし石川県は，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，具体的には，①上段の泥岩層を滑り

面としてＬ３－１の地すべりが発生，②浸食により，下段の泥岩層付近まで

河床の低下が発生，③下段の泥岩層を滑り面としてＬ３－２の地すべりが発

生，④浸食による河床低下，という一連の過程から現在の地形が形成された

ものと推定したものであるとし，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，と反論する。 

(2) しかしながら，上記被告の見解については，以下のとおり矛盾がある。 

ア すなわち，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
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－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。 

また，被告の見解においては地すべり発生の誘因が何であるかも，全く

定かではない。 

被告は，上記見解につき，周辺の地質構造（流れ盤構造）と段丘面（旧

河床）の位置，河川の浸食作用を考慮した合理的見解であるとするが，そ

の根拠は被告の主張においても全く抽象的で漠然としている。 

イ 仮に，④浸食による河床低下の現象が発生し，次に③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①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のであれば，無理のない

考え方かとも思われる。 

ただし，この場合は，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（石川県の想定では，Ｌ３－１ブロックの層

はＬ３－２ブロックの層に比べてかなり薄いため理論的にそうならざるを

得ない。），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。 

ウ 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。 

この考えであれば，土塊が回転せずに滑ったことと論理が一致する。 

被告は土塊が回転せずに滑ったと判断しているのであれば，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。 

エ 結局，被告らの上記見解は，被告が認めるとおり「推定」にしか過ぎず

（被告第８準備書面９頁），しかも根拠薄弱な推定であるのであって，原

告らの主張に対する反論の体をなしていない。 

(3) 断層線及び崩落崖について 

ア 被告が，従来，Ｌ３ブロックがＬ３－１ブロックとＬ３－２ブロックに
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分断されるとする根拠について，Ｌ３－１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ことは，原告第３準備

書面において指摘したとおりである。 

イ 以上の原告らの指摘に対し，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「従前の考察を変更して断層線を消去したものである。こ

のように，断層線の消去については，合理的な根拠があるのであって，原

告らがこの点を論難するのであれば，それは正鵠を得たものではない。」

と主張し，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。 

ウ 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。被告の主張は誤

りである。 

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ことの問題点は，

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。 

エ 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，当該崩落崖，

断層線の存在を，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
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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。 

すなわち，被告の当初の考えでは，１２Ｂｏ－４の最下部地点にその交

点があり，境界の位置を特定するという根拠があったが，見直し後はその

根拠が不明である。断層線が消去され，根拠がなくなったにもかかわらず，

L３をＬ３－１ブロックとＬ３－２ブロックを分ける境界線は，従来と全

く同じ位置に，同じ勾配で引かれているのである（乙７０の４頁，乙７５，

参照）。 

仮に境界線を維持するのであれば，再調査等により別の根拠が必要とな

ることは明白である。にもかかわらず，そのような調査をした形跡は被告

の主張上も，証拠上もない。ボーリング調査の結果も，原告第３準備書面

で主張し，また後に補充するとおり，何ら根拠になるものではないもので

ある。 

崩落崖，断層線という，境界の存在を基礎付けうる有力な根拠がなくな

った以上，被告の主張する境界の根拠は，薄弱である，と言わざるを得な

い。 

オ 第２の問題点は，被告ないしは石川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。 

すなわち，乙第７０号証の４頁の断面図の１２Bｏ‐４のボーリング地

点の最下部付近に断層線が交差しているものと記載されている。また，乙

第１６０号証に１２Ｂｏ‐４ボーリング地点の５０－６５m と見られる

地質資料の写真が掲載されており，細かく破砕されたような地質コアの状

況から，断層と判断したものと思われる。 
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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。被告は

「新たな解析手法により地質を見直した結果，層序に大きなずれがないこ

とから地すべり土塊と判断し，従前の考察を変更して断層線を消去したも

のである。」としているが，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。 

上述したとおり，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ブロックの構造を石川県が充分把

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。 

このように，調査能力に著しい問題がある石川県の調査を前提に，Ｌ３

ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されるとしたところで，何ら説得力

がないことは明白である。 

カ 以上のとおり，崩落崖及び断層についての判断の変遷は，Ｌ３ブロック

の分断についての被告の主張に根拠がなく，また，何ら信用に値しないこ

との証左である。 

(4) ボーリング調査について 

被告は，「標高の高い側の１０Ｂｏ‐２孔と標高の低い側の１２Ｂｏ‐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，
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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。よって，石川県がＬ３に地すべりブロックの境界を設定し，L

３－１とＬ３－２に分割したことには十分な根拠がある」と主張し，乙第１

６０号証，第１６１号証を引用している。 

そこで，乙第１６１号証を検討するに，同号証土塊区分断面図１側線にお

いては，標高の高い方から，１０Ｂｏ‐３孔，１０Ｂｏ‐２孔，１２Ｂｏ‐

４孔，１０Ｂｏ‐１孔とあり，すべり面の深さは，順に１５．２５m，３３．

３５m，６４．３０m，６０．１３m であるとしている。その結果，標高の

高い２つと標高の低い方の２つの間に，想定すべり面深度に大きな差異があ

る，とするのが被告の主張であると思われる。 

しかしながら，被告の主張は，事実自体，誤っているものである。 

すなわち，石川県が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５０

m 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。 

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（６

４．３０m）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。Ｌ３ブロックが一つの土塊であ

ることも充分ありうることである。 
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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。 

(5) 被告の想定の矛盾点 

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主張し，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，不明確である。 

(6) ボーリング調査の懈怠について 

原告らがボーリング長の不足を指摘したことに対して，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５～１
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０ｍ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。 

確かに上記調査指針書の要求を満たしているかもしれないが，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。被告が調査を懈怠して

いることは明白である。 

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。

上述したとおり，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はずである。 

石川県は調査を怠っていることは明らかであるとともに，調査能力に期待

が持てないことも疑いようがない。 

(7) 小括 

以上のとおり，Ｌ３ブロックがＬ３－１ブロックとＬ３－２ブロックに分

断されるとする被告の主張は，何ら根拠のない，一つの推定以外の何物でも

なく，他の調査結果と大きく矛盾するものですらあるのである。 

Ｌ３ブロックについては，その全体が一つのすべり面で活動する可能性が

極めて大きいのである。 

２ Ｌ３ブロックを一つと見た場合の安定計算について 

(1) 上述したとおり，Ｌ３ブロックについては，その全体が一つのすべり面で
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活動する可能性が極めて大きい。 

これに対して，被告は，「Ｌ３を２つに分割したことを争点にする意味は

ない。その理由は，２つに分割した場合の安全率０．９７３であるのに対し

て，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０．９７９と０．

００６大きく，Ｌ3 を２つに分割して安全率の低下量がより大きく，より安

全側に検討していたからである。」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。以下，詳

述する。 

(2) 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１５９号証においては，L３－２ブロックの安定計算結果が示されてお

り，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，

その結果に基づいて上記の主張がなされている。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。 

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
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証の断面図からわかるように，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。 

(3)ア ところで，上記資試算においては，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。なぜなら，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』１

３３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（抵抗力と安全率は比例す

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，６測線ではなく，１測線を想定した場合を考えてみる。 

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が示す必要がある。 

そのような試算もせずにＬ３ブロックを一つ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。 
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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ことは

明らかである。計算値は３桁から６桁の数値であるが，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，石川県

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 

 

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 
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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。

いずれも石川県が検討した計算結果であり，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。地すべりブロックの断面の切る位置によっ

ても安全率は異なって計算されるのである。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，０．９

５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
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トの食い違いは容易に発生する。 

被告の試算は，信用に値するものではない。 

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。 

(4) 被告は「大きなブロックの方が小さなブロックに比して湛水の影響が小さ

く見積もられ，その結果，大きいブロックは小さなブロックよりも安全側に

なる」と主張するが，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。 

３ 末端地すべりの可能性について 

(1) 原告らは，訴状においてＬ３ブロックの末端地すべりの可能性があること

を指摘し，第３準備書面においては，L３が風化岩地すべりであり，『貯水池

周辺の地すべり調査と対策』（乙１６２）の地すべりの型分類の表で，風化

岩地すべりは「末端，側面に２次的な地すべりが発生する」ことが明記され

ていることを根拠として，末端地すべりが起こる可能性を指摘した。 

(2) これら原告らの主張に対して，被告は，第３準備書面５５～５６頁で，「Ｌ

３末端部のすべりについては，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，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
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乱れたりしている兆候はないことから，末端すべりが起こる可能性はない」

とし，また，第８準備書面１６～１７頁で「平成１８年度に追加検討とし

て・・・詳細な調査・検討を行い，その結果，Ｌ３末端地すべりが起こる可

能性はないものと判断」した，と主張している。 

(3) しかしながら，一方で被告は，第８準備書面１７頁において，「風化岩地す

べりについて，一般に岩盤が一度滑動するとその岩塊は周囲の岩盤に比べて

亀裂が発達して緩みが著しくなり，降雨の浸透によって風化が促進されるこ

とからも，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。 

とすれば，石川県はＬ３末端地すべりに関して，ありうるすべり面を想定

して，安定計算をするなどの検討を行うべきであることは疑いようがない。 

しかしながら，石川県はそのような調査を一切行っていない。石川県の調

査は，なすべき検討を行っていないのであって，末端地すべりが発生する危

険性を否定しえないのである。 

なお，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。 

すなわち，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，「過

去に」地すべりが発生していないということの根拠となりうるかもしれない

が，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
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べらないとは全く言えない。）。 

(4) 繰り返すが，石川県はＬ３ブロックの土塊は「風化岩すべり」であると断

定しており（乙１６１），『貯水池周辺の地すべり調査と対策』（乙１６２）

によれば，「末端，側面に２次的な地すべりが発生する」とあることからも

明らかなとおり，Ｌ３においては末端地すべりは起こりうるのである。 

(5) 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当てはめれ

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。 

すなわち，Ｌ３－２の下端標高１１５ｍ，Ｌ３－２のほぼ中間に位置する

標高１８０ｍ地点を起点とする末端すべりブロックを想定すると，すべり面

の標高差６５ｍとなる。水没深は１７ｍであるから，水没の割合は，約２６％

（１７／６５）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１１５ｍ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。当該部

分では地すべり土塊の安全率が，水位低下時に大きく低下する可能性が著し

く高いことは明白である。 

以上からすれば，当該部分については，１測線，６測線とは別に，安定解
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析しておく必要があることは明白である。にもかかわらず，何らの調査，検

討がされていない。 

(6) なお，原告らは，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，表層だけの現象で地すべりではないとしても，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，と指摘した。 

これに対し，被告は，「地すべりブロックの末端の崩落が，背後の地すべ

りを不安定化させる要因になる場合もあることを考慮し，（省略），法枠工及

び対策工を実施する」としているが（被告第８準備書面１６頁），その趣旨

は上記原告らの指摘を認めていることに他ならないことを付言しておく。 

(7) 結局，Ｌ３末端部分における地すべりが発生する危険は，原告らの杞憂で

も何でもなく，現実に起こりうる危険であることは明白である。 

４ 瀬領地区について 

(1) 瀬領地区については，原告らは，同地区がＬ３超大規模地すべり地の対岸

に位置すること，平成２０年７月２８日の豪雨で大規模に崖地が崩壊（原告

らは崩壊性の地すべりではないかと指摘する。）の事象が発生したこと等から，

瀬領地区において地すべりが発生する可能性が高い，と主張した（原告第３

準備書面８頁以下）。 

これに対して，被告は，①過去に行った二つの調査（昭和６０年度ならび

に昭和６３年度の貯水池地質調査業務）で地すべり地形はないとの報告を受

けたこと，②平成２０年７月２８日の大規模崩壊は復旧工事の工法から判断

して地すべりではないことなどから，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）。 

(2) しかしながら，被告の上記主張には何ら理由がない。 

(3) すなわち，平成２０年７月２８日の豪雨による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
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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。 

(4) また，金沢市が行った災害復旧工事の内容についても，同工事は災害拡大

を防止するべく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，暴論であると言わざるを得ない。 

(5) 原告第３準備書面で述べたとおり，同地区が地質学的にＬ３の受け盤地す

べり地に当たり，Ｌ３地すべりと対になって発生する可能性が極めて高いと

専門家より指摘されていることからすれば，同地区が地すべり地形であり本

件ダムの湛水により地すべりが発生する可能性が高いことは明白である。 

 

第３ 手続上の瑕疵について 

１ 法令の規定 

河川法第１６条の２第３項において，「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

経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と規定されている。 

また，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
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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。 

２ 原告らの主張 

上記法令の規定からすれば，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，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に関する意見聴取・審

議の手続が必要不可欠であり，同手続がとられていない本件事業認定に手続上

の瑕疵があることは既に述べたとおりであるが，その主張につき，以下の点を

補充する。 

３ 本件河川整備計画策定時，石川県がＬ３地すべり地を認識していたこと 

Ｌ３地すべり地が確認された経緯及び本件ダムに関する主な地質調査の内容

は，以下のとおりである。 

【Ｌ３ブロックが確認された経緯】 

本件ダムは昭和４９年にダム事業の予備調査に着手し，翌年の昭和５０年か

ら地質予備調査が開始された。当初は，ダムサイトの地質の調査が主であり，

貯水池周辺の斜面の安定に関する調査は確認されない。 

昭和５９年以降，ダム湖周辺の斜面安定に関する調査がされているが，瀬領

と城力地区の記載のみである。鴛原超大規模地すべり地（Ｌ３）が認識された

のは，昭和６３年からである。平成１６年にそれまでの調査をもとに，斜面の

安定検討がなされ，鴛原超大規模地すべり地Ｌ３ブロックは安全率の低下が

５％未満であり，対策工の必要はないと判定された。 

 

【辰巳ダムに関する主な地質調査及びその内容】 

昭和５１年 辰巳ダム実施調査成果報告書（ダムサイト地質調査，貯水

池周辺地表踏査） 

昭和５６年 辰巳ダム実施調査（２号）報告書（原石山地質調査，貯水

池内旧採石跡調査） 
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昭和５９年 辰巳ダム貯水池周辺崩壊地調査報告書（石川県） 

湛水地周辺の地すべり等の調査。瀬領地区に大規模な地す

べりはないとの記載。城力地区は「上部に小さな崩壊地形

がある」の記載。 

昭和６０年 貯水池地質調査委託業務 

昭和６３年 貯水池地質調査業務委託（２号）報告書（石川県） 

鴛原超大規模地すべり地（Ｌ３）が記述された最初の石川

県地質調査報告書である。この中で「鴛原町南西には，幅

約３００ｍ，長さ４００ｍの緩斜面が認められるが，調査

地内にはその末端部が含まれる。」とあり，斜面の末端部（犀

川に面している部分）について「サーチャージ水位に達し

ても想定地すべり土塊の一部が水没するにすぎず，安定は

失われない。」と記述。「しかし，段丘崖近くに送電鉄塔が

設置されているため念のために基盤岩の性状を把握してお

くことが望ましい。」とある。 

平成４，５，６，１０，１２，１３，１５，１６年と地質および地すべ

り調査（乙６９） 

※ Ｈ１３貯水池内地滑り地質調査業務委託報告書に「Ｌ３は，

末端部で犀川の洗掘を受けてはいるものの，最近は特に目

立った新しい崩壊は認められない。……ことから今，少な

くとも１００年程度以上は安定しているものと考えられ

る」との記述がある。 

※ Ｈ１６ダム基本設計資料策定業務委託報告書に「Ｌ３につ

いては安全率低下が５％未満であることから，対策工は必

要ない。」「規模が大きいことから，末端すべりの可能性に

ついて今後詳細な調査・検討を行う予定である。」との記述
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がある。 

平成１６年ダム基本設計会議資料作成業務委託 

※ Ｌ３ブロックの安全率低下が５％未満であり，対策工の必

要は無いと判断されている。 

平成１８年６月４日（追加）辰巳ダムL3地区・瀬領地区頭部の状況につ

いて（乙７０） 

※ なお，この時点では，Ｌ３地区地質断面図（４頁）では，

Ｌ３ブロックの中間に断層があると認識していた。 

平成１８年度犀川辰巳治水ダム建設事業 基本設計会議資料作成業務委

託報告書 平成１９年３月（乙７５） 

 ※ この時点では，Ｌ３地区地質断面図では，Ｌ３ブロックの

中間の断層が消去されているので，平成１８年６月から翌

年の３月までの間で，断層はないとの判断に変更されてい

る。 

以後，毎年，地下水位，傾斜計による計測などの調査が継続されている。 

 

上述したとおり，河川法においては，河川整備計画の案を作成しようとする

場合において，河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない

とされているところ，上記のとおり，鴛原超大規模地すべり地（Ｌ３）の存在

は，少なくとも昭和６３年に石川県が認識するに至っており，本件河川整備計

画が策定された平成１７年３月には，河川管理者である石川県がＬ３地すべり

地を認識していたことが分かる。 

４ 本件河川整備計画策定時，ダム湛水に伴う地すべり災害が確認されていたこ

と 

(1) 最近の報道でも明らかなとおり，ダムの湛水に伴う地すべり災害が各地で

発生しており，深刻な問題となっている。 
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(2) その代表例として，奈良県紀ノ川水系に建設された，大滝ダムの例がある。 

大滝ダムは，平成１４年８月に本体のコンクリート打設が完了し，翌平成

１５年３月より試験湛水が実施されていたところ，翌平成１６年４月に，貯

水池周辺の白屋地区で地すべりの発生が確認された（具体的には，同地区に

おいて地面に亀裂の発生が確認された。）。 

同地区の住人は避難を余儀なくされ，同地区は無人の里となった。 

亀裂の発生の２ヵ月後である平成１６年６月には，学識経験者による委員

会「大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会」が設置され，遅まきながら

学識経験者による審議・意見聴取の場が設けられた。 

(3) すなわち，本件河川整備計画策定時である平成１７年３月以前に，現実に

ダム湛水に伴う地すべり災害が発生した例が存在し，深刻な問題として顕在

化していたのであって，河川管理者である石川県はその事実を当然に認識し

ていたものである（なお，上記地すべり災害の発生により地すべり対策工費

の支出を余儀なくされ，当初の総事業費予算が約２３０億円だったものが，

その後地すべり対策工費だけで約７２０億円にまで膨れ上がったことは，訴

状で主張したとおりである。）。 

５ 地すべり問題の専門性 

本件においては，地すべり地であるか否か（瀬領地区について），すべり面

はどのように想定されるか，過去にどのような地すべりが発生したと想定され

るか，安定計算結果が妥当であるか（以上、Ｌ３ブロックについて）等につき，

原告・被告において意見が対立し，争点となっている。 

上述したとおり，被告の主張は全く理由がないと考えられるが，仮に百歩譲

って被告の主張にそれなりの根拠があるのだとすれば，それは専門家による分

析を根拠にしているものと推測される。無論，原告らの主張は専門家の極めて

正当な分析に基づくものである。 

すなわち，本件における争点についての意見の対立は，専門家による分析，
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それに基づく意見の対立を反映しているものである。 

このような専門家による意見の対立があるのは，地すべり問題が，専門家に

よっても異なる意見が導かれるほどの極めて高度な専門分野に属するもので

あるからに他ならない。 

Ｌ３地すべり地のように超大規模地すべり地の場合には，いったん地すべり

が発生すれば事後的な対策工によっては対応できないとの懸念から，仮に安全

率の低下が５％未満であっても，湛水後の安全率を湛水前の安全率と同じにす

るための事前の対策が必要である，と指摘する有力な専門家も存在するほどで

ある。 

高度の専門分野については，専門家による審議・意見聴取の要請が高いのは

言うまでもない。 

６ 想定される災害の深刻性 

(1) また，Ｌ３ブロックにおいて地すべりが発生した場合，その被害は極めて

深刻なものとなる。 

(2) すなわち，Ｌ３ブロックは土塊の量が５２５万㎥にも及ぶ，地すべり地の

規模を示す基準においては「超大規模」に分類される大規模なものである。 

このような大規模地すべり地においては，仮に地すべりが発生した場合に

は事後的に対策工を講じても止まらない可能性が極めて高い。ダム湖へなだ

れ込めばダム津波が起き，ダムを超えれば，下流で氾濫が起きるのである。 

本件ダムにおいては，絶対に地すべりが発生しないという確証を得るため

に，最大限の調査，すなわち，学識経験者による審議・意見聴取の手続が要

請されていることは明らかである。 

７ まとめ 

以上のとおり，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

理者である石川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
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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。 

本件事業認定には手続上の瑕疵があるものである。 

以  上 

 

 

 

 


