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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２１準備書面 
 

２０１１年８月２３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１５準備書面（地すべり問題）の反論及び地すべり問題についての原告

の主張の追加・補充 

 

第１ 被告第１５準備書面に対する反論 

１ 原告は，原告第１５準備書面で，石川県がＬ３ブロックの安定計算結果７ケ

ースを比較することでその傾向を把握し，安全率（Ｒ／Ｄ）が５％程度低下す

るケースの可能性について指摘した（原告第１５準備書面第２項）。 

２ これに対して，被告は，被告第１５準備書面で，それぞれの条件が複合的に

作用するので安全率（Ｒ／Ｄ）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，原告が安全率

５％低下の可能性を指摘する８番目のケース（平成１６年，６測線，１３２ｍ

→９７ｍ，⑧と表示）は０．９７と計算されており，原告の指摘は全く意味が
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ないと反論する。 

３(1) しかし，被告の計算する上記⑧の安全率０．９７には疑問があると言わざ

るを得ない。 

(2) すなわち，被告の「ダム湛水に伴う地すべりのメカニズム」（「被告に説明

を求める事項」スライド４）あるいは，「湛水による安定性の変化」（「被告

に説明を求める事項」スライド３２（第８準備書面３項１行目））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。満水時よりも水位下降時の方が安全率は低くなるはずなのである。

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９７

ｍ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。 

(3) 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

のである。 

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。⑧についての石川県の算定が正確なものであると結論付

けるには，計算結果について検証可能なデータを被告において提出するべき

ことは当然である。この点について，被告から何らデータが提出されていな
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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。 

(4) 原告による安全率低下の数値化は厳密ではないかもしれないが，その傾向

は把握することができる。ケース⑧の算定結果は，０．９７ではなく，０．

９５である可能性は大いにあるのである｡ 

 

第２ 地すべりについての原告の主張の追加・補充 

１(1) 被告の計算においては，辰巳ダム湖の貯水位の条件を，計画規模が１／１

００のサーチャージ水位１３２メートルを最高水位として，Ｌ３ブロック全

体の安全率（Ｒ/Ｄ比）が０．９５を超えていることが確認されていると結

論付けている（乙第１５８号証）。 

(2) しかしながら，辰巳ダム湖の貯水位の条件について，サーチャージ水位１

３２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。前者は，おおむね１００年に一回の洪水の時の最高水位，後者は，

おおむね２００年に一回の洪水の時の最高水位と考えられるものである。 

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。

１／１００の降雨によって発生する規模の洪水に対して金沢市街地を安全

に守るためにダムを造ることにしたのであるから，この時に発生する洪水に

対してダム堤体あるいはダム湖の土塊ブロックの安定を確認しているのは

当然として，それ以上の降雨，具体的には１／２００の降雨に対しても，安

定が保たれるように検討されなければならない。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。「ダム堤体の安全性確保の想定水位」と同様に，
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１／２００に相当する設計洪水位１３５．５ｍの場合についても安定である

か否か検討する必要があり，この条件で，安全率（Ｒ／Ｄ比）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は採用せず，対策工は不要と結論付けているので

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。 

２(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，サーチャージ水位１３２メートル，

設計洪水位１３５．５メートルの２つ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（パーセント）＝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，メートル)＝貯水位―すべり面

下端標高 

すべり面の標高差（メートル）＝すべり面の上端標高―下端標高 

 

【Ｌ３－２ブロックのサーチャージ水位１３２メートルの場合】 

Ｌ３－２ブロックの上端標高：２１０メートル 

Ｌ３－２ブロックの下端標高：１１５メートル 

水没深＝１３２―１１５＝１７ 

すべり面の標高差＝２１０―１１５＝９５メートル 

すべり面の水没の割合＝１７／９５×１００＝１８パーセント 
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【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) サーチャージ水位１３２メートルの場合は，すべり面の水没の割合が１８

パーセントと２０パーセント以下であるが，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パーセントと地すべりの発生頻度が大

きくなる境の２０パーセントを超過している。 

(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，現に，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。 

３(1) Ｌ３ブロックの末端地すべりの危険性について，原告はＬ３ブロックの末

端すべりの危険性があると主張するのに対して，被告は，末端すべりが発生

する危険性はないと反論する｡ 

末端すべりが発生するとその上部の土塊ブロックの安定が崩れ，つぎつぎ

と上部に波及し，ついにはＬ３ブロック全体が崩壊するという事態につなが

るので，末端すべりが発生するか否かはＬ３ブロックの重大な問題である｡ 

(2) 被告が，末端すべりが発生しないと主張する根拠を整理するとつぎのよう

になる。 

① 表面的な変化の兆候がないこと 

「長期にわたって地形が変化していないこと」（被告第３準備書面５

５頁下２行目） 

「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，
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（中略），地すべりが起こっているのではなく，小規模な崩壊は表層

だけ」（被告第３準備書面５６頁５～７行目） 

② 地中の性状の乱れの兆候がないこと 

「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

り乱れたりしている兆候はない」（被告第３準備書面５５頁下１～５６

頁上１行目） 

③ Ｌ３ブロックは２つに分割されるがさらなる分割は考えられないこと 

「すべり面深度が断面的に連続し，土塊内部の層序が整合することに

より一つのブロックであると判断されるＬ３－２については，安定解

析の結果，安全率の低下は０．０５未満であって，地すべり対策工の

必要もない」（被告第３準備書面５７頁４～７行目） 

(3) これに対し，原告が，末端すべりが発生すると主張する根拠を整理すると

つぎのようになる。 

① 土塊ブロックの末端部は物理的な弱点があること 

「一般的に，末端部分は，水没による土塊の浮力の発生の影響が大き

く，また，土塊の重量により地すべりを抑える力が弱く，更に，すべ

り面の長さが短い，すなわち地すべりを抑制する摩擦力が小さいため

地すべり発生の危険性が高い」（原告訴状４０頁１１～１４行目） 

② 表面的な変化があること 

「本件地すべり地の末端には北陸電力の送電線の鉄塔が建っており，

その基礎部分において土砂崩落が進んでいることが現在確認されてい

るが，この土砂崩落が地すべりを誘発することも十分に考えられる。」

（原告訴状３８頁下１０～下８行目） 

「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，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」（原告

第３準備書面６頁１１～１３行目） 
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「地形は豪雨や地震などの影響で将来容易に変化する」（原告第３準備

書面６頁１６行目） 

③ 風化岩地すべりでは末端地すべりが起きること 

石川県が指針としている『貯水池周辺の地すべり調査と対策』では，

「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」と指摘されている（原告第３準備書面８頁２～４行目，被告第８

準備書面１６頁下１１～下９行目） 

④ 土塊の状態は過去の痕跡で将来の危険がないことの根拠にならないこ

と 

「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。」（原告第１１準備書面１５頁下１行目） 

⑤ 水没の割合が２０％以上で地すべりの発生頻度が高くなること 

「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。」（原告第１１準備書面１６頁９～１２行目） 

 

(4) 原告は，以上の主張，殊に⑤を補強する形で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。川に近い４Ｂ－９地点では，表層の崩積土の下

は，強風化あるいは風化破砕した岩で占められ，全体に劣化した岩となって

いる。一方，その左，上側の５Ｂ－１０地点では，地表に近い浅い部分にお

いては，強風化岩であるが，その下は弱風化岩となっており比較的硬い岩で
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占められている。 

(5) 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。 

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る。 

４(1) また，被告は地すべり地の現状における安定性について，「抵抗力が滑動力

よりも大きい場合，その地すべり地は安定を保つ一方，抵抗力が滑動力より

も小さい場合，その安定を失って滑動することになる（以下，抵抗力（Ｒ）

の滑動力（Ｄ）に対する比すなわち「Ｒ／Ｄ」により地すべり地の安定性を

示すこととする。）」（第８準備書面６頁下８～下４行目）としている。 

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。」（第８準備書面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。 

これは，『貯水池周辺の地すべり調査と対策』に依拠しているものと思わ

れる。 

(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
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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) 鴛原超大規模地すべり地（Ｌ３ブロック）は，ごく最近地すべりが起こっ

ておらず，Ｒ/Ｄ比は１．００に極めて近いと考えられるが，石川県の試算

結果を採用しても湛水によって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ことは既に述べたとおり

である。 

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。 

５(1) また，被告は瀬領地区の地すべりについて，「石川県は，昭和６０年度貯水

池地質調査業務において，瀬領地区についての地形判読調査を行っており，

その結果，地すべり地形はないとの報告を受けた｡また，石川県は，昭和６

３年度貯水池地質調査業務委託により，瀬領地区の急崖地において地表踏

査・ボーリング調査を実施した結果，犀川が侵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ており，このことから，

今後とも地すべりが発生する可能性はないと判断したものである。」（第３準

備書面５７頁下７～下１行目）と主張している｡ 

過去に地すべりが起こった形跡はないので地すべり地形ではない，地すべ

り地形ではないので，これ以上の調査も安定解析もしないと主張するようで

ある｡ 

(2) しかし，地すべり地形ではなくとも，地すべりは発生する。「初生地すべり」

と呼ばれる。『貯水池周辺の地すべり調査と対策』のマニュアルには初生地
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すべりについて，その取り扱いに困難があることが書かれているが，そうだ

からと言って，初生地すべりによる被害を防止しなくてよいということには

ならない。 

(3) 瀬領地区は，川に面する段丘や背後の山地は未固結の地層よりなるため，

ダムに湛水すると，過去に地すべり履歴のない斜面がすべり出す可能性を排

除できない。 

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ＳＡＢＯ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｡最後の点に関しては，表層崩壊を防止するための斜面対策工

が施されているが，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。 

以  上 

 

 

 


