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陳 述 書 

 

年  月  日 

 

金沢地方裁判所 御中 

 

（住所） 

 

（氏名） 

 

私は，辰巳ダム建設に伴う地すべりの発生の危険性について，以下のとおり陳述しま

す。 

 

第１ 経歴・専門分野・研究業績 

別紙経歴書の通り 

第２ 「貯水池周辺の地すべり調査と対策」について 

１ マニュアルの意義について 

河川法では，河川管理施設の技術的基準について第１３条２項に規定があり，政

令で定めることになっています。これに基づいた政令が河川管理施設等構造令（昭

和５１年政令１９９号）です。同政令第１５条に地すべりについての次の規定があ

ります。必要なら地すべり防止工を設けることとありますが，防止工についての技

術的基準は書かれていません。 

【河川管理施設等構造令】 

第１５条（地滑り防止工及び漏水防止工） 

「貯水池内若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設置若しくは流水の

貯留に起因する地滑りを防止し，又は貯水池からの漏水を防止するため必要が
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ある場合においては，適当な地滑り防止工又は漏水防止工を設けるものとす

る。」 

法律・政令において，防止工についての技術的基準が確立していないため，国は

学識経験者を集めて委員会を開き，考え方をまとめたものが，「貯水池周辺の地すべ

り調査と対策」（以下「マニュアル」といいます。）です。 

あくまでも一部の学識経験者の考えをまとめたものに過ぎず，法的な「技術的基

準」になるものではありません。 

つまり，マニュアルには法的な基盤がないということに注意をしておく必要があ

ります。 

被告の準備書面においても，「貯水池周辺の地すべりに関する調査，解析及び対策

工など計画全般に関する技術的な参考文献」（被告第８準備書面２ページ）とありま

す。 低限実行するべきという解釈をすれば必要条件と捉えることはできますが，

十分条件という判断はできないものです。 

２ マニュアルが十分条件とはいえない理由 

マニュアルでは，「斜面の安全率の低下（Ｒ／Ｄ比の低下量）が５％未満であれば

過去の事例から地すべりが起こらないので対策工は要らない」という考え方を取っ

ています。過去の事例から，安全率低下が５％未満であれば地すべり発生の可能性

は小さいということが理由です。 

しかし，湛水前の安全率が１．０を越えていても，１．０５未満である場合につ

いては，湛水による安全率の低下が５％未満であっても，湛水後の安全率が１．０

未満となる，すなわち地すべりが起こるケースが起こりえます。即ちこの基準は決

して十分条件ではありません。本件ダム計画では，マニュアルに則って対策工が必

要ないとなったとしてもリスクはあるので，「計測による監視」をして，災害発生の

兆候が現れた時に対応することになっています。しかし，「計測による監視」が必ず

しも災害を未然に防ぐことができないことは，２００３年に発生した奈良県大滝ダ

ム湛水域における白屋地すべりの事例からも明らかです。 
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また，過去の事例からは５％未満であっても地すべりが発生するケースがマニュ

アルに記載されています。 

つまり，地すべりの発生の事例数は少ないとは言えるのかもしれませんが，上記

基準を満たしていても，地すべりは発生し得るのです。 

実際の現場で地すべりの兆候が現れた場合，災害を防止できるかどうかはそのよ

うな事態が発生した後でなければわからないのです。すなわち，個々の現地の事情

を勘案して対策工を取る必要がある場合が当然に出てくるのです。 

通常，地すべり対策においては地下水位を下げますが，ダム湛水域で地すべりが

起きるとダム湖に押し出された地すべり土塊はダム水位を上昇させ，それが地下水

位を押し上げるし，ダム水位を急に下げようとすると下流で水害が起きる危険があ

るので，それもできません。杭打ちなどの抑止工はある程度地すべりの動きがおさ

まってからでないと施工できないので，無作為なまま，地すべりの動きがひとりで

におさまるのを待たなければなりません。そして，地すべりが沈静化するまではダ

ム水位が上昇し続けるので，下流への水害危険度は増して行きます。すなわち，ダ

ム湛水域で一旦地すべりが発生すると，よほど運がよい場合を除き，かなりの被害

が発生することが避けられません。 

５％未満だから対策工は要らないというのは，十分条件ではないのです。 

マニュアルの考えが十分条件ではないということは，根拠となる河川法の目的に

照らしても明白です。河川法の目的を記述した第１条では，「この法律は，河川につ

いて，洪水，高潮等による災害の発生が防止され，河川が適正に利用され，流水の

正常な機能が維持され，及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に

管理することにより，国土の保全と開発に寄与し，もつて公共の安全を保持し，か

つ，公共の福祉を増進することを目的とする。」とあります。災害の発生が防止され，

公共の安全を保持することを目的なのです。上述したとおり，湛水でダム湖の斜面

の安全率低下が予測されれば災害の発生が防止されない場合があるのですから，
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５％未満だからといって対策工が要らないとすることは，河川法の目的に反してい

ると言うことができます。 

３ 厳格な検証が必要な理由 

(1) ダムの建設目的が，治水目的にある場合は，防災システムの一環として計画さ

れることとなります。洪水防止という防災のためにダムという手段を取ることに

よって，別の「地すべり」という災害の発生の危険性が出て，別の防災対策が必

要となるという矛盾があります。 

水不足を補うために水を貯めるダム以外の代替案はないと考えても間違いない

「利水目的」とは異なり，河道拡幅など代替案が複数あるのが通常である「治水

目的」でダムという手段を取った場合は，公共の安全の保持という上記河川法の

目的をより厳密に解釈し，厳格にその危険性を検証するべきです。 

厳密に対処するべきとする根拠はその災害の特徴にもあります。 

「（ダム湛水による）地すべり」の災害の特徴は，２つあります。一つは，湛水

に起因するダムサイトの斜面崩壊という災害，もう一つは，湛水に起因するわけ

ではないがダムに湛水されていることで被害が拡大する下流地域のダム津波とい

う災害です。 

しかし，マニュアルに書かれている地すべり防止工はこのうちの前者に分類さ

れるものに対してのみ実施され，後者に分類されるものに対しては実施されない

ことになっています。 

「（ダム湛水による）地すべり」は人為的なものであり，また災害の規模は非常

に大きいものになりますから，厳密に対処されるべきなのです。 

(2) また，マニュアルには，「湛水に伴う地すべりの滑動には初期湛水時に発生する

ものと，ダムの管理段階で発生するものがある。前者は貯水池斜面が初めて水没

するときの反応であり，後者は貯水位が繰り返し変動しているときの反応である

点が異なっている。このため，地すべりの監視・計測は，単に試験湛水時にとど

まらず，ダムの管理段階においても引き続いて実施しなければならない。」（１６
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１ページ）とあります。試験湛水で初期の反応はわかっても，稼働後の貯水位が

繰り返し変動するときの反応はわからない，ということです。 

すなわち，マニュアルを前提とすれば，運用してみて，想定する豪雨が実際に

発生した場合でなければ地すべりの安全性を確認することはできないのです。 

(3) さらに辰巳ダムの試験湛水では，満水に１ヶ月以上かけ，満水状態から３ヶ月

以上かけて空にしています。貯水位の低下は 大でも１日に１ｍにしか過ぎませ

ん。 

ところが，実際の運用では満水状態から空になるのは１９時間（石川県の試算）

と非常に短い時間です。すなわち，試験湛水よりも急激な水位低下が起こるので

す。 

急激な水位低下により，土中の残留水圧のため斜面が不安定になります。石川

県による安定計算では，Ｒ／Ｄ比の低下量が５％未満であるとしていますが，地

すべり発生がないとは保証されているわけではないのです。 

(4) また，上述したとおり，マニュアルの内容は，過去の事例から「ダム事業者が

安全と考える範囲での対応」にしか過ぎません。客観的に推定される地すべりの

リスクを完全にはカバーできていないわけです。 

殊に，辰巳ダム湖では，全国有数規模の鴛原超大規模地すべり地が接しており，

石川県の調査を前提としても，すべり面も深く，一旦滑り出せば人為的に制止す

ることは困難であることは明らかです。このような大規模地すべり地で地すべり

が起きると，土砂がダム湖に流れ，いわゆるダム津波を起し，下流域の人に甚大

な被害をもたらすことになります。 

この鴛原地すべり地について，石川県当局は，湛水による安全率の低下は5%以

下であると評価していますが，湛水前の安全率を評価していないので，湛水後の

安全率が1.0以上であることは確認されていません。すなわちマニュアルに従っ

ても安全性は確認されないわけです。 

また，鴛原の対岸にも不安定が疑われる斜面があります。実際，瀬領地区では
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崩壊性地すべりを含むいろいろな地盤災害が発生し，対策工事も行われています

が，石川県当局はこれらが大規模な地すべりの末端現象である可能性を想定した

地すべり調査を全くおこなっていません。また金沢市が市民に配布している「土

砂災害危険箇所図」でも瀬領地区に隣接する区域で地すべり危険地区と指定され

ています。この地すべり危険地区指定の経過は明らかにされていませんが，過去

に地すべりまたは類似の斜面変動が発生した可能性は高く，マニュアルに従うに

しても，地すべり履歴のある斜面として取り扱うべきものです。しかし，石川県

当局は，過去に地すべりが発生したという明確な証拠がないとしてこのような取

り扱いをしていません。すなわち，見たくないものは見えなかったことにすると

いう，安全性の原理をかなぐり捨てたような態度であると言っても過言ではあり

ません。斜面の上には集落があり，田畑があり，人の生活や生業が営まれていま

すが，地すべりが発生するとそれらの人々が甚大な被害を受けることになります。 

４ 以上のとおり，本件においては地すべり発生の危険性については厳格な調査，検

証が必要なのであり， 低限実行するべきというマニュアルに則った対応をしても

不十分であるといわざるを得ませんし，部分的にはマニュアル無視もおこなわれて

います。 

繰り返しますが，マニュアルは地すべりの危険性を判断する必要条件であるかも

しれませんが，十分条件では決してないのです。 

第３ 被告ないしは石川県の調査不足等について 

１ また，本件においては，上述した必要条件すら満たしていると考えることはでき

ません。すなわち，本件においてはマニュアルを基準としても地すべりの危険性が

十分にあるといえるのです。 

２ 末端地すべりの危険性について 

(1) 本件地すべり地においては，本件ダムの湛水に伴い，その末端部分において地

すべりが発生する可能性が極めて高いと言えます。これは，石川県が作成した「平

成１６年度犀川総合開発事業辰巳ダム建設 ダム基本設計資料作成業務委託報告
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書」に「ただしＬ３については規模が大きいことから，末端地すべりの可能性に

ついて今後詳細な調査・検討を行う予定である。」と記載されていることからも明

白です。 

(2) また，本件地すべり地の末端（北陸電力の送電線の鉄塔が建っている部分）の

基礎部分において土砂崩落が進んでいることが確認されていますが，この土砂崩

落が地すべりを誘発することも充分に考えられます。 

(3)ア しかしながら，石川県は地すべりの調査において，末端部分における安全率

低下の調査はほとんど行っていません。 

一般的に，末端部分は地すべり発生の危険性が高いとされていることからす

ればば，地すべりの発生の可能性及び対策工の必要性の判断については，むし

ろ末端部分における安全率の低下について充分に調査する必要があります。そ

れにもかかわらず，石川県は末端部分での地すべり発生の危険性については調

査をほとんど行っていないのです。 

イ 石川県が末端地すべりの調査・解析を行わないのは，安全率低下を０．０５

未満となる結果を導き出すために他ならないと思えます。 

すなわち，末端部分の安全率低下は，例えばＬ３－２のそれより大きいこと

があらかじめ予測されるからです。 

ウ 被告はＬ３の末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として，「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」を挙げていますが，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のであって，せいぜい数十年単位の地形的

変化の判読では，地すべり現象の存否の判断においては何ら意味がないと言え

ます。 

また，地形は豪雨や地震などの影響で，将来容易に変化するものであり，崩

壊等によって末端土塊が不安定になり，地すべりが発生する可能性が充分にあ



 8 

ります。従来から現在に至るまで地形的変化がなく，地すべりの兆候がないと

しても，それは将来の地形的変化による地すべり発生の危険性を否定する根拠

にはなりません。 

エ また，被告は末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として「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

る兆候はないこと」を挙げています。 

しかしながら，このような調査結果は，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断さ

れるとする被告の前提と相容れないものです。 

仮に被告が主張するとおりＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるのである

とすれば，それはその前提と相反する前記調査結果が誤りであることを意味す

るに他なりません。 

したがって，上記も末端地すべりの危険性を否定する根拠にはなりえないの

です。 

オ また，被告は，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

ては，いわゆる表層崩落であるとして末端地すべりを誘発するものではないと

主張していますが，地すべりは，末端における小規模な崩壊の積み重ねによっ

て末端部分の地形が大きく変化し，末端部における土塊の押さえが効かなくな

ることで土塊全体の安定性が失われ，その結果不安定となってすべりが発生す

るという経過により発生することがしばしばです。表層の崩壊であろうが，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のです。 

被告の主張は，このような地すべり発生の性質をまったく理解していないも

のです。 

カ また，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。」とも主張していますが，全く誤った理解としか言いよう

がありません。 
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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，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す（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の

です。）。 

キ 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

いて主張していますが，この考え方を末端地すべりについてあてはめれば，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です。 

「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）としていますが，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す。 

すなわち，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のです。 

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くなります。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％にもなります。 

ク さらには，Ｌ３地すべり地の型分類からすれば，Ｌ３において末端地すべり

が発生する可能性が高いことは明らかです。 

すなわち，県はＬ３の地すべりの型を「風化岩地すべり」としていますが（甲

１０），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のです。

マニュアルにおいても，風化岩地すべり地において，「末端，側面において２

次的な地すべりが発生する」との指摘がなされています。 

被告は，第８準備書面１７頁において，「Ｌ３の末端を含むブロック全体につ
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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），Ｌ

３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」としていますが，

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に

他ならず，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のです。 

ケ 私は，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ありま

せん。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り，

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で示しています。 

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ますが，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

ることができるのです。 

(4) 以上のとおり，本件地すべり地においては末端部分における地すべり発生の危

険性が充分に認められるものです。その危険性が確認された場合は，鋼製アンカ

ーによる抑止工などの方法により，地すべり対策工をとることが必要不可欠とな

り，本件事業計画の合理性の検討にあたっては，対策工の必要性を前提とした上

で，それにかかる費用も盛り込んで，その合理性を検討するべきであることは言

うまでもありません。 

そして，その対策工の費用としては，莫大な出費が見込まれます。 

ところが，本件事業にあっては，地すべり対策にかかる費用を計上して計画の

合理性を検討していないのです。 

「事業費が も廉価であり，経済的にも優れていることなどの理由から，（省略）

も合理的であると認められる。」（事業認定の北陸地方整備局告示第百四十号）

とは到底認められないのです。 
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(5) さらに，本件地すべり地においては末端部分の地すべりのみならず大規模地す

べりが発生する危険性すら認められます。 

すなわち，大規模地すべりは末端の地すべりが端緒となって発生することがあ

ります。特に本件のように末端部が湛水の影響を強く受ける場合はなおさらです。 

仮に，本件ダムが建設された後に大規模地すべりが発生した場合は，本件ダム

内に土塊が流れ込み，本件ダムの穴をふさぎ，ダムとしての機能を全く失わせる

こととなり，本件事業を全く無意味なものとすることになります。 

さらには，上述したとおり，本件地すべりが発生すれば湛水域と下流域に甚大

な被害が発生します。仮にダム湛水時に土塊が崩壊しダム貯水池になだれ込めば，

貯水池にある水は土塊によって押し出され，貯水池で津波を引き起こすほか，下

流へと流れ出し，下流にある市街地を襲うことになります。このような災害が発

生した場合，下流域に住む住民は安全な場所への避難，仮設住宅などでの不自由

な生活を余儀なくされ， 悪の場合，大多数の死者が出ることは想像に難くあり

ません。 

このような事態は，絶対に防がなければなりません。１００パーセントの確率

で安全であることが求められるのです。 

３ Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断することの非合理性 

(1) また，本件においては，Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断し，調査・

解析の対象をＬ３－２全体のみとしていますが，そのことに合理的な根拠は全く

ありません。 

(2)ア 被告の主張どおりにＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとすれば，以下

のとおり大きな矛盾が生じることとなります。 

イ 県の調査によれば，Ｌ３ブロックにおいて過去に地すべりが起こった形跡が

河床に認められます（土塊が約１００メートルから２００メートル程度移動し

た形跡があり，旧河床堆積物に乗り上げた格好になっています，乙７５号証）。 

仮にＬ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されることを前提とすれば，
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この地すべりは，Ｌ３－２のすべり面からＬ３－１の上に乗り上げていた土塊

が河床に向けて滑ったと考えざるを得ません（原告第３準備書面別紙「概略説

明図」参照）。そして，上記地すべりにより滑った土塊内の構造・性状は，地す

べりにより乱れるはずです。 

ところが，同じ県のＬ３－２部分の調査によれば，「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。」とされて

います（乙７４号証「２．安定性の評価」第５項）。 

すなわち，石川県の上記調査は，Ｌ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断

されるとする主張とまったく矛盾するのです。 

被告ないし県は，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，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，としています。 

しかしながら，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りますが，この場合，Ｌ３－１ブロックの前面にＬ３

－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あまりにも不自然です。 

浸食による河床低下の現象が発生し，次に下段の泥岩層を滑り面としてＬ３

－２の地すべりが発生し， 後に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，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すが，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ません。 

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すが，そ

うであれば，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す。 

被告は，①Ｌ３－１がすべったのは河床が現在より数十メートルも高かった
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時であり，上段の泥岩層を滑り面として地すべりが発生した，この段階ではＬ

３－２ブロックは河床面よりも低い位置にあって障害とならなかったと考えら

れるとし，②その後，河川の流れによる浸食で河床が低下し，その結果，谷が

えぐられて深くなったと考えられ，③その時の河床付近にあった下段の泥岩層

をすべり面としてＬ３－２の地すべりが発生し，河川の閉塞が起きたが，④浸

食されてさらに河床低下したと考えられるとし，県の見解に矛盾はないとして

いますが，被告の主張のとおり滑ったと考えるならば，Ｌ３－２ブロックは川

側に 低８０ｍ，実際には１００ｍ以上川側へ滑動したことになるので，Ｌ３

－１とＬ３－２の境界部には幅 大１００ｍ，深さ２０～３０ｍの大陥没地形

が形成されて，明瞭な崩落崖として存在するはずです。 

しかしながら，Ｌ３－２の頭部には，崩落崖は一切存在していません。この

ことは，被告及び石川県の見解が誤っていることの何よりの証拠です。 

この崩落崖の存在について，被告は，崩落崖が現在確認できないのは，地形

の改変があったためであるとしていますが，乙１９４号証では，昭和２３年の

地形図と昭和４３年の地形図を対比しても，その差は明瞭ではありません｡昭和

４３年の地形図は，昭和２３年地形図と比較して谷や尾根が消滅するほどの地

形の改変があったと認めることは到底できません。 

この改変を知るための情報は，石川県作成の平成１８年度報告書７－２４－

６ページ以下（甲３４号証，被告の引用する乙１９４号証の続きの部分）から

読み取ることができます。 

甲３４号証７－２４－６ページの図－４．２(1)「旧地形図から推定される地

形改変の状況（１測線）」においては，１－１′測線の断面を切った図で旧地形

（昭和２３年地形図）の地表面を表す線が一点鎖線で表示されています。同一

点鎖線は，Ｌ３ブロックの頭部から端部に向かってなだらかな線が書かれ，尾

根も谷もなく，崩落崖もありません。頭部から中央にかけて１０ｍ前後の盛土

となっており，末端部は切り土になっています。地形の改変はあったかもしれ
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ませんがが，ごく小さいものにとどまり，地形の改変で崩落崖が消滅したとい

うことではないことは明白です。 

また，甲３４号証７－２４－５ページの図－４．１「旧地形図から推定され

る地形改変の状況」では，Ｌ３－２ブロックの境界の一部に，「改変無し」の区

間があります。「改変なし」部分では，崩落崖の形跡は残ると考えざるを得ませ

んが，その形跡は全く見当たりません｡ 

以上から明らかなとおり，人為的な地形の改変で崩落崖が消滅したというこ

とはないのであり，そもそもＬ３－２の頭部に崩落崖が存在していなかったこ

とは疑いようがありません。 

なお，乙１９４号証２ページ目の昭和２３年の地形図ではＬ３の地すべりブ

ロックの中央に谷地形があり，その右測（川側）に尾根状地形が認められると

あります。しかしながら，被告の主張によればＬ３－２ブロックが約１００ｍ

川側へ滑動したことになるので，当然，地形上尾根状地形はＬ３－２ブロック

の境界線に沿って１００ｍ以上川側への平面的なズレが認められるはずですが，

地形図の尾根形状はＬ３－２ブロックの境界線の前後で連続しておりズレが見

られません｡この事実からしても，被告の想定が全く根拠のないことは明白であ

る。 

ウ また，ボーリング柱状図のコア性状の差違だけからすべり面を想定するのは

何ら根拠のない「憶測」でしかありません。 

上記差異があるとしても，すべり面として，原告第３準備書面別紙概略説明

図その２「想定できるすべり面①」及び「想定できるすべり面②」のとおり，

Ｌ３を１つの土塊としてすべり面を想定することは十分に可能です。 

また，仮に被告の主張を前提とすると，Ｌ３－２の末端部分においても新た

な地すべり面を想定できることになります。 

すなわち，Ｌ３－２の末端部分の５Ｂ－１０及び４Ｂ－９地点におけるボー

リング調査においても，その柱状図のコア性状には大きな差異が認められるの
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であって（乙７５号証２枚目「Ｌ３地区地質断面図」），５Ｂ－１０地点と４Ｂ

－９地点の中間にも地すべり面が想定されることになるのです（原告第３準備

書面別紙概略説明図その２「想定できる末端土塊のすべり面」参照）。 

そもそも，ボーリングデータによって判読できるのはせいぜいすべり面の「候

補」にしか過ぎないのであって，仮にボーリングデータによってすべり面を想

定するのであれば，外形的地形や崩落崖の有無などの情報を総合する必要があ

ります。 

しかしながら，Ｌ３－１とＬ３－２の境目には外形的地形の変化はなく，ま

た，崩落崖も存在しません。ボーリングデータはＬ３をＬ３－１とＬ３－２に

分断する十分な根拠にはなりえないのです。 

これに対し，被告は，「標高の高い側の１０Ｂｏ‐２孔と標高の低い側の１２

Ｂｏ‐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，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。」等と主張し，乙第１６０号証，第１６１号証を引用していま

す。 

しかしながら，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

ると認められます（乙７０の４頁の断面図から読み取ると，すべり面は地表か

ら５０m程度に引かれている。）。とすれば，すべり面の深さは，順に１５．２

５m（１０Ｂｏ－３），３３．３５m（１０Ｂｏ－２），５０m（１２Ｂｏ－４），

６０．１３m（１０Ｂｏ－１）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ります。 

被告は，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に変更していますが，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す（乙第１６０号証で
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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
．．．．

。」とあります。）。 

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のです。 

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す。 

ボーリング調査については，被告は，「ボーリング１２Ｂｏ－４孔の５５から

６４．３メートルの間は，亀裂が多く，岩片も軟質で岩盤不良部になっている。

平成１６年当時は，この岩盤不良部の原因は，断層により破砕されたものと解

釈していたが，平成１８年度に土塊の詳細な解析を行った結果，元の岩盤の岩

種や地質構造がさほど乱されていなかったことが確認され，地質層序が判別で

きたため，５５から６４．３メートル間が土塊区分の『互層土塊部』に相当す

ると判定されたものである」として，ボーリング調査もＬ３－１とＬ３－２が

分断される根拠になるとしています。 

しかしながら，上記主張においても，被告は「地質層序が判別できた」など

という抽象的な判断に基づいてすべり面を変更しているのであり，合理的な理

由がないことは明白です。 

ボーリングデータは，平成１２年度に実施された調査によるものであり，新

たなボーリング調査を行うこともなく，平成１６年時点までの判断を平成１８

年に突然に変更しています｡同じボーリングデータで２つの違う結論が出てお

り，しかも，調査後，６年も経過して後の判断の変更は，確たる根拠にもなり

えないということは明らかです。被告は，解釈の変更を合理的な判断と主張し

ますが，不明瞭で抽象的な根拠を基にした判断による変更であり，すべり面が

６４．３メートルでなければならないということにはなりません。５０メート

ル付近にすべり面を想定することも有力な案に変わりはないのです｡ 

エ さらには，県は以前Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される根拠について，
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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

説明していたようです。 

しかしながら，上記説明を受けて専門家が調査したところＬ３－１とＬ３－

２の境界とされている場所に崩落崖など存在していなかったことが判明しまし

た。同専門家が県に対し，指摘したところ，県は崩落崖が存在しないこと，し

たがって断層線も存在しないことを認めるに至っているようです。 

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，断層線の有無はＬ３

ブロックの分断に全く影響がない，と結論付けていますが，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とのことです。 

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

ています。 

崩落崖，断層線の有無について，その判断が変遷した問題点は，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す。 

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ります。 

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，Ｌ３－１とＬ３－２の

分断の有力な根拠としていたときいています。 

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，再調査が必要となるもので

す。 

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ます。 

第２の問題点は，被告ないしは県の調査能力の限界にあります。 
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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ます。 

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ます。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，記載がありません。 

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す。 

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なのです。 

オ 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

いての疑問が残ります。 

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し，その想定すべり面を

乙第１６１号証で示しています。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ます。 

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ます。 

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ますが，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ません。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ますが，これをはずれたかなり
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の部分のすべり面は泥岩層ではありません。 

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りますが，６測線では，旧河床堆積物の下面にすべり面

があります。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， 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ます。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，まったく不明確なのです。 

これに対し，被告は，「個々のボーリング調査に基づく想定すべり面をつない

だ地すべり形状と泥岩層がすべて一致するわけではない。」「Ｌ3 地すべりは，

周辺の地層（砂岩，泥岩，凝灰岩の互層構造）の走向傾斜と地すべりの滑動方

向が一致するものではないことが分かるから，測線の取り方によっては，すべ

り面の位置や泥岩層の上面になったり，下面になったりすることも当然あり得

ることである。」と主張しています｡ 

しかしながら，被告の上記主張は，暴論としか言いようがありません。 

被告は地層境界にすべり面があることを前提としていますので，想定すべり

面は，ボーリング調査に基づく想定すべり面をつないだ地すべり形状とおおよ

そ一致していなければならないことは明白です。 

殊に，被告が主張するように泥岩層に接してすべり面が設定されているので

あれば，なおさら，泥岩層との関係において想定すべり面がボーリング調査の

結果と一致しなければならないことは論を待たないものであり，一致しないの

であればそれはすなわち想定すべり面が誤っていることを意味するのです。被

告の上記主張は，「想定すべり面」という概念自体を誤った，暴論と言いようが

ありません。 

被告の想定すべり面を検証するに，１測線，６測線では，泥岩層をすべり面

としているように見えますが，これらとほぼ直角方向の２，３，４，５測線に

おいてはすべり面が泥岩層を含めたすべての地層を切断しており，泥岩層と密
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接な関係がないことは明白です｡ 

想定すべり面を地層境界にきっちり合わせることができないのであれば，す

べり面は地層境界にあるという見解を撤回し，安全率がもっとも小さくなるよ

うなすべり面を改めて設定すべきです。 

また，すべり面が旧河床堆積物の上面にあるか下面にあるかという点は，本

件では看過できない大きな意味があります｡ 

被告の想定すべり面においては，１測線では旧河床堆積物の上面に，６測線

では旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されています。 

６側線の場合は旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されていることから，

過去の地すべりにより河床が移動したということになり（上面にあれば河床は

移動していないが下面にあれば地すべりにより河床が移動したということにな

る。），現在の河床堆積物は，被告の主張するＬ３－２ブロックの過去の地すべ

りで移動してきたことにならざるを得ません。 

すなわち，６測線において旧河床は現在の位置よりもずっと山側にあったこ

とになるのです。 

一方で，１測線においては，河床が地すべりにより移動することはなく，旧

河床の位置は現在の河床の位置と一致することになります。 

すなわち，被告の想定すべり面においては近接地点である１測線と６測線に

おいて，旧河床の位置が全く異なるということになってしまいます。被告の想

定を前提とすれば，旧河床の位置関係が大幅に食い違うことになってしまうの

です。 

カ 以上のとおり，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとする被告の主張は，

他の調査結果と大きく矛盾するものであり，また何ら合理的根拠がないものな

のです。 

にもかかわらず，県はこの点に関して何も調査を行っていません。乙７５号

証１枚目「Ｌ３地区地質断面図」の上部のボーリング調査（１０Ｂｏ－３，１
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０Ｂｏ－２）もその下にある可能性のある他のすべり面の存否を確認するには，

ボーリング長が不足しており，調査を怠っているとしか言いようがありません。 

なお，ボーリング調査の懈怠について，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５～１０ｍ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しています。 

しかしながら，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す。 

すなわち，この図においては，１０Ｂｏ‐２孔，１０Ｂｏ‐３孔のボーリン

グ 深部のすぐ下に地層の境となる線が引かれていますが，いずれも，ボーリ

ングで確認されているわけではありません。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す。 

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す。 

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ます。Ｌ

３－１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

ですし，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ます。 

被告は，「ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の

性状の把握が主目的であり，Ｌ３地点においても，不動岩盤の区間を確認した

時点で，その目的を果たしている。」「１０Ｂｏ－２孔と１２Ｂｏ－４孔のすべ

り面の位置の食い違いは，地すべりが２回の滑動により形成されたと考えるに

十分な根拠といえる」とも反論しています｡ 

しかしながら，本件においてはボーリング調査の懈怠があったことは明白で

す。 

すなわち，そもそも当該区間にすべり面を想定したのは，１０Ｂ－２と１２
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Ｂ－４とのデータに大きい相違があることから，この間にすべり面があるはず

という推定をしたに過ぎないものです。この推定を裏付ける調査はなされず，

すべり面の境界の崩落崖を確認できないのは，地形の改変があったためである

として明確な根拠なく想定しまったものなのです｡ 

被告は，ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の

性状の把握が主目的であるとしていますが，平成１８年時点で断層がないと判

断するに至ったという時点で，上記目的が要請されたことは明白です。地表か

ら確認できないのですから，ボーリング調査によって調べるべきだったことは

明白なのです｡ 

４ Ｌ３ブロックを１つと見た場合の安定解析について 

(1) 被告は，Ｌ３を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Ｌ3 を

２つに分割した安全率より大きく，Ｌ３を２つに分割した安全率の低下量のほう

がより大きい，と主張しています。 

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ります。 

(2)ア 被告が示した試算は，乙第１５８号証と乙第１５９号証に示されています。

乙第１５９号証においては，１測線と6測線の二つの結果が示されています。 

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

果の比較は次のようです。 

【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２５ｋ
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N/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割強の増加となっています。増加が少ないのは，乙第１５８

号証の断面図のとおり，L３－１ブロックに相当する部分の土塊が細長く，薄

いためであると思われます。 

イ ところで，上記試算においては，Ｌ３の粘着力を２５kN/㎡としていますが，

同数値は大きく取りすぎていると言わざるを得ません。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/㎡と

すべきだからです（乙１６２の『貯水池周辺の地すべり調査と対策』１３３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

ります。そして，抵抗力に比例して安全率も低くなります。 

つまり，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

到底言えないのです。 

また，１測線を想定した場合を考えてみると，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ま

す。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倍程度大きくなります。一方，抵抗力はすべり面の粘着力と摩擦抵抗により

ますが，土塊重量に比例して大きくはなりません。 

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のです。 

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

線の安定計算結果を示す必要があるのです。 

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

しかありません。 
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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事は論を待ちま

せん。計算値は飽和重量，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す。安全率の差０．００６は小数点以下３桁目の

数値であり，有意な差とは言えません。 

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，県の報告書でも

確認できます。 

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 

 

とあります。これは，L３‐２ブロックの安定計算です。 

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 

抵抗力（Ｒ）４，８９３ｔｆ／ｍ＝４７，９８３ｋＮ／ｍ 

滑動力（Ｄ）５，０９６ｔｆ／ｍ＝４９，９７４ｋＮ／ｍ 

 



 25 

となっています（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す。 

以上を分析すると，前者は，抵抗力と起動力との差は，４０５ｋＮ／ｍでし

たが，後者では，１，９９１ｋＮ／ｍとなり，安全率の差は０．０３（３％）

となります。いずれも県が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％も相違しています。 

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 

 

とあります。これも，Ｌ３－２ブロックの安定計算です。 

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す。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％）となっています。仮に，前述の例と

同じように安全率が３％低くなれば，０．９５となります。 

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，数パーセントの

食い違いは容易に発生するのです。被告の試算は，信用に値しません。 

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

れていますが，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ません。 

本件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 も大きな起動力が作用します。），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
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能性も高いのです。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

らないのです。 

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

全率が高い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のです。 

ウ これに対し，被告は，上記原告の指摘について，測線や断面が異なれば，当

然，抵抗力，滑動力（起動力）も異なるのであるから，それらに基づいて算出

される安全率が違ってくるのも当然であり，そもそも比較すること自体が間違

っている等と主張しています（被告第１２準備書面９ページ）。 

エ そこで，以下に被告の引用する証拠からの安全率を掲載します。これらを比

較することで，条件変更による安全率の低下が検証できます。 

①Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９９１ 

②Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９８１ 

③Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９８１ 

④Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線, 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル 

０．９７３ 

⑤Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９９１ 

⑥Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線, 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル 

０．９７９ 

⑦Ｌ３－２（Ｈ１６）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９６ 

（⑦のケースは，平成１６年時点の検討であり，すべり面を変更する前のもの

である。） 
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水位維持ＥＬ．１３２．０メートルから水位低下ＥＬ．１３２→９７メート

ルの変更では，つぎのとおりとなり，平均０．０１０低下することとなります。 

①→②０．０１，③→④０．００８，⑤→⑥０．０１２ 

測線の違い（１－１′測線→６－６′測線）では，平均０．００９低下しま

す。 

①→③０．０１０，②→④０．００８ 

すべり面の変更（Ｈ１６断層によるすべり面→Ｈ１８断層消去によるすべり

面）では，０．０２１低下します。 

③→⑦０．０２１ 

このうちの も安全度の高いケース①０．９９１の場合であっても，上記の

３つの変更をあてはめて安全率を減ずると，０．９５１となります。また⑦０．

９６のケースでは，水位維持から水位低下に変更すると０．９５となります（以

下⑧とする。）。 

以上のとおり，数パーセント程度の安全率の相違が発生することは明白であ

って，被告の試算は信用に値するものではないことは明白です。 

オ 上記原告の試算に対しては，被告はそれぞれの条件が複合的に作用するので

安全率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，⑧については０．９７と計算されてお

り，原告の指摘は全く意味がないとしています。 

しかし，被告の計算する上記⑧の安全率には疑問があると言わざるを得ませ

ん。 

すなわち，被告の説明によれば，「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すから，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

ばならないと考えられます。そうすると，ケース⑦は安定計算結果０．９６で

すから，満水位から９７ｍまで水位を低下させる場合（ケース⑧），安全率は０．
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９６よりも低くなるはずです。原告の主張するように０．９５と低下するのは

自然なのです。 

他方，石川県の算定結果では，逆に０．９７と大きくなっています｡被告によ

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

盾しています。 

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あり

ません。⑧について石川県は入力条件等をミスしている可能性もあります。 

コンピュータからアウトプットされた縦断面図１－１‘測線、６－６’測線がありま

す（乙１５９の４０ページと６０ページ）。平面的に１－１’測線と６－６‘測線は近接

しているにもかかわらず、なぜか地下水位は大きな相違があります。１－１’測線では、

土塊全体に地下水位が高い傾向が見られますが（乙１５９の４０ページ）、６－６‘測線

では X 軸の６５０ｍを過ぎたところで地下水位が河床付近まで一気に低下しています

（乙１５９の６０ページ）。また、すべり面に着目してみると、１－１‘測線では、右の

河床の方向に全体的に緩く傾斜していますが、６－６’測線では、河床の手前で鍋底の

ような形で移動に対して安定した形状をしています。６－６‘測線で地下水を正しく捉

え損なった懸念、不安定なすべり面を捉え損なった懸念があるため、ダム湖の湛水位を

１３２ｍから９７ｍに水位降下した時の残留水圧効果が安定計算結果に適切に反映され

ず、矛盾した結果が得られた原因となっている可能性があります。 

４ その他Ｌ３ブロックについて 

(1)ア また，被告の計算においては，辰巳ダム湖の貯水位の条件を，サーチャージ

水位１３２メートルを 高水位として，Ｌ３ブロック全体の安全率が０．９５

を超えていると結論付けています（乙第１５８号証）。 

イ しかしながら，そもそも貯水位の条件について，サーチャージ水位１３２メ

ートルを 高水位とすることは問題です。 

ウ 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ます（乙第９６号証）。サーチャージ水位と設計洪水位で
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す。本件では，それぞれ１３２メートル，１３５．５メートルとなっています。 

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待ちません。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す。この条件で，安全率が０．９５を

超えているか否か，確認をする必要があるのです。 

エ しかしながら，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は採用していません。被告の依拠する安全率低下の計

算は不十分なのです。 

(2)ア また，被告は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

も安全側をとって，Ｒ／Ｄ＝１．００と仮定している。」（同書面７頁８～１０

行目）としています。 

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

います。 

イ しかしながら，繰り返しになりますが，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ありません。実際のＲ/Ｄ比が１．００ぎりぎ

りである場合，湛水によって安定性が低下し，Ｒ／Ｄ比が１．００を下回れば，

地すべりの可能性を排除できませんし，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ことはすでに述べたとおりです。 
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ウ Ｌ３ブロックは，ごく 近地すべりが起こっていませんが，県の試算結果に

よっても地すべりが発生する可能性を否定できません。 

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す。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のです。 

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１．

００以上のＲ／Ｄ比を確保すべきです｡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す。 

５ 瀬領地区について 

(1) また，本件地すべり地の対岸の瀬領地区は地質学的にはＬ３の流れ盤地すべり

に対して受け盤地すべり地にあたり，Ｌ３の地すべりと対になって発生する可能

性が極めて高いことが専門家により指摘されています。 

それにもかかわらず，県は瀬領地区の地すべり発生の危険性について全く調査

しておらず，また，学識経験者からの意見聴取もしていません。仮にこの地区に

おいて地すべりが発生した場合は，多大な損害が生じうるのは，本件地すべり地

と同様です。 

また，現実にも，県がボーリング調査を行った場所から下流側約１００メート

ルのところで，平成２０年，豪雨により幅約１００メートル，高さ約３０メート

ルの規模の崩壊性の地すべりが発生しているのであって，瀬領地区においても同

様の地すべりが発生する可能性が極めて高いのです。 

(2)ア この瀬領地区について，被告は地すべりが発生する可能性はないと主張して

おり，その根拠として，昭和６０年に石川県が行った地形判読調査の結果，地

すべり地形はないとの報告を受けたこと，及び昭和６３年に石川県が行った地

表踏査・ボーリング調査の結果，犀川が浸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たこと，を挙げています（被告第

３準備書面Ｐ５７，５８）。 
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具体的な県の調査結果は，地形判読調査においては①瀬領町における段丘面

は平坦に連続していることであり，地表踏査及びボーリング調査では②各露頭

やボーリングコアには地すべりのすべり面となる粘土層，断層，破砕部等が認

められず，また，それぞれの地質がボーリング孔や瀬領町付近の露頭にわたっ

て連続しており，地すべり岩塊のような地層の乱れが認められないこと，とな

っています（乙６９Ｐ３）。 

しかしながら，①については，地すべりが発生しても段丘面にずれが生じる

とは限らないのであって（例えば，水平方向に数メートル移動した程度の地す

べりであれば段丘面のずれは生じない），段丘面が平坦に連続していることをも

って地すべり地ではないと結論付けることはできません。 

また，石川県の行ったボーリング調査についても，ボーリング長は１５メー

トルから 長で４０メートルしかなく（乙６９Ｐ４），河床には達するまでのボ

ーリング調査は行っていません。岩盤すべりを想定した調査をするには，河床

まで達するボーリング，すなわち当該地区においては少なくとも６０メートル

のボーリング調査をする必要があるのであって，石川県の調査は全くの調査不

足であり，岩盤地すべりの調査として何の意味も無いものなのです。 

また，仮に瀬領地区が被告の主張するとおり地すべり地形ではないとしても，

地すべりが発生することはあります。「初生地すべり」と呼ばれるものです。 

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ます。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

こる危険性があります（上申書平成２３年５月２７日付のスライド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

しているとのことです。地すべり末端部の動きを示唆する災害現象と考えられ

ます（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
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険箇所図」では，瀬領地区の一部が「地すべり危険地区」となっています（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

ックが位置しています（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｡ 

上記各点を留意すれば，仮に地すべり地形の存在を認めないとしても，初生

地すべりの危険性があると考えて調査をおこなう必要があると言わざるを得な

いのです。 

イ また，被告は，前述した平成２０年７月２８日の大規模崩壊については，復

旧工事の工法から判断して地すべりではないことを理由として瀬領地区におい

て地すべりが発生する可能性はない，と主張しています（被告第３準備書面５

７頁以下，被告第８準備書面１７頁以下）。 

しかしながら，前記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が開始されているとのことです

が，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

ています。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す。 

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ものと思われます。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，暴論だと思います。 

６ 結論 
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以上のとおり，本件処分においては超大規模地すべり地につき，被告は考慮すべ

き点を考慮しておらず，また重要な事実につき誤認があり重要な事実の基礎を欠い

ています。また学識経験者からの意見聴取の手続すら行われていないようです。 

よって，本件処分（土地収用法に基づく事業認定処分）は，裁量権を逸脱，濫用

したものであり違法であることは明らかです。 

以  上 

 


