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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。 



6 
 

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。 

 


