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   文化財に対する影響についての陳述書 

 

                              平成２４年 ５月  日 

 

金沢地方裁判所 民事部合議Ｂ係 御中 

 

                       原 告  

 

１  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ません。 

  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

てはいますが、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

考慮していないと言えます。極めて不当だと思います。 

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ますが、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「取水口」だけにとどまらず、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ります。 

  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だと思います。 

  しかし、石川県も、処分庁も、この影響、その深刻さを全く考慮しておらず、極めて不当

だと思います。 

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

逆行する行動です。 
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  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いる取水が失なわれ

て、事実上は人工的な取水となってしまいます。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す。また、ダムを

通過してくる水は汚れ、濁り、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

危うくなります。そして、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ります。 

 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

組むというのでしたら、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すし、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

できると思います。 

  従って、このような観点からも、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

慮すべきは当然です。 

  しかし、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ません。極めて不

当だと思います。 

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おらず、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、と主

張しています。 

  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

川県が本当に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ません。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みずか

ら検討していないということこそが厳しく問われています。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することができ

ます。 

⑸  被告は、周辺に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５

７年、６０年の調査結果を援用しています。 

  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
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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すから、調査そのもの

が不十分です。また、昭和６０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１０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すが、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すから、やはり、不十分な調査です。 

 

２  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ます。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

本的な問題があります。 

⑴  まず、東岩取水口付近の犀川の水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ります。 

  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ます。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

す。東岩取水口は３番目の取水口ですが、 適の位置に付け替えられた取水口なのです。 

  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いま

す。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

なってしまいます。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す。 

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ります。 

  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、失なわれてしまいます。それにとど



 4 

まらず、より広い範囲、犀川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、失なわれてしまいます。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、威圧されてしまいます。 

  東岩取水口は、長年にわたって、犀川のゆったりした流れの一画にあって、周囲の景観と

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ました。しかし、そうした調和も存在感

も完全に失われてしまいます。その役割を果たしていくことさえも危うくなっています。 

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、という問題があります。 

  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き、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ます。 

 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、流木に枝や根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ます。それは、必ずしも（大きな）洪水のときとは限らないし、

稀なことでもありません。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

てしまうことになります。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、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います。ひいては、兼六園にもこの汚れた水・濁った水が流

れ込んでしまいます。 

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ます。 

  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

排出されます。それらの勢いよく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ます。それは、ダムが建設される以前の自然の洪水の流れの
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比ではありません。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

傷されるおそれも否定できません。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ません。 

 

３  被告の反論に対する反論 

(1) 世界遺産登録について 

被告らは、「本件ダムの存在が世界遺産暫定一覧表への追加記載の支障と考えられるとは、およ

そ解されるものではない」（被告第１７準備書面６ページ）として、文化審議会の世界文化遺産特

別委員会の審議結果（乙１２９，１３０）をあげていますが、この書証には、候補になりたいので

あれば、「主題に関する学術的な調査研究を十分に行」うこと、そうすれば、暫定一覧表に記載で

きるかどうか検討の俎上にのせるという趣旨のことが書かれているだけです。石川県は文化庁から

も辰巳ダム事業による影響について指摘されたことはなかったと主張していますが、遺産そのもの

が対象となるかどうかを評価する段階であり、周囲の環境の評価は次の段階です。「城下町金沢の

文化遺産群と文化的景観」という主題に現在の金沢市内の高層のビル群が文化的景観を毀損してい

るかどうかが議論になっていないのと同様に、ダムのコンクリート壁で東岩の景観が毀損している

かどうかということも議論の対象になっていないだけで、議論されていないから辰巳ダムのコンク

リート壁が支障にならないとは言えません。 

 また、被告らは、「本件ダムの存在が世界遺産暫定一覧表への追加記載の支障と考えられるとは、

およそ解されるものではないし、（中略）（辰巳用水を）国史跡に指定しているのである。よって、

原告らの上記主張は全く根拠のない言いがかりである。」（被告第１７準備書面６ページ）として、

史跡指定がされたので、世界遺産暫定一覧表の追加記載にも支障はないと主張するようです。しか

し、辰巳用水の国の史跡指定（平成２２年２月２２日）は、「我が国の歴史の正しい理解のために

欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上値値あるもの」（特

別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 昭和２６年５月１０日文化財保護委員

会告示第２号）であり、風致景観の優秀さは問われておらず、ダムのコンクリート壁による景観毀
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損も問われないものです。そのことは、石川県が提示した書証でも明らかであり、金沢市文化財保

護課の調査委員会で「（辰巳ダム建設が）特に話題になったことはない。」、「辰巳ダムは史跡指

定区域外であるから、史跡指定手続きの中で支障はない。」（乙１２８）とあります。史跡指定と

景観毀損は無関係であり、史跡指定されたからといっても景観毀損があれば世界遺産登録の支障に

なります。現にドイツの「エルベ渓谷」は「建設中の橋が文化的な景観を損ねた」という理由で世

界遺産登録を抹消されました。 

 

(2) 文化財に対する深刻な影響について 

「原告らは、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られない』として、文化財問題を一蹴してしまってい

ると主張し、調査箇所はわずか５箇所と少なく、その上、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などと主張する」（被告第１７準備書面５ページ）ことに対

して、被告らは、条例に基づいて権威ある「石川県埋蔵物文化財センター」が調査したものだから

合理的なものであると反論するようです。 

しかし、調査は簡単なもので、遺跡があったかどうか判断できるものではありません。石川県（金

沢土木事務所長）から依頼を受けて昭和５７年度に表面調査、昭和６０年度に２箇所のスポット的

な試掘調査が行われ、埋蔵文化財であるようなものが出てこなかったというだけのことです。『石

川県遺跡地図１９８０』に示されていた範囲を全域にわって調べたわけではなく、ほんの一部を調

べただけです。 

調査の対象となった相合谷城跡については、昭和４６年に調査されていて、「石川県史蹟調査カ

ード」として記録が残されて「史蹟略図」もあります。場所は、東岩取入口の対岸の辰巳ダム堤体

の左岸付け根のところで、三昧（火葬場）があったところです。城野（ジョウノ）という通称の地

名からも名残がうかがえ、自然の地形を活用した素朴な要崖だったようです。記録では、現状は水

田、立地は台地、地名はジョウノあるいは城野、空濠、平坦面、となっており、面積も約１１６０

坪と記載されています。『石川県遺跡地図１９８０』の登載の原資料である「埋蔵文化財包蔵地調

査カード」にも同じ内容の記載がなされています。面積は３８００平方メートルとなって単位は違
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っていますが同じです。 

昭和６０年度の調査の後の平成４年に改訂された『石川県遺跡地図１９９２』には、相合谷城跡

は辰巳ダムから離れた別の場所へ移されています。ところが、登載の根拠を示した「埋蔵文化財包

蔵地調査カード」の内容は旧カード内容と同じで写しただけのもので、位置を変更しなければなら

なかった理由の説明も全く記載していないものです。ほかに添付資料はなく、有識者の委員会に諮

ったとも思えないものです。後日、専門家が現地を視察して「城跡に結びつくような遺構は見あた

らず、縄張り研究の面から当地を城跡とするには無理がある」と指摘しているだけです。 

さらに、重複して縄文の相合谷遺跡の登載もあったのですが、『石川県遺跡地図１９９２』では

抹消されています。これについても抹消理由の文書も残されておらず、杜撰きわまりないものです。

県は、このような杜撰な根拠をもとに、文化財保護法により特別の措置を講ずべき文化財は見受け

られないとしているのです。 

もし、相合谷城跡、相合谷遺跡の不自然な登載抹消がなければ、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と

して、文化財保護法に基づき届出がなされ、工事区域の埋蔵文化財包蔵地全域で発掘調査が行われ

たはずで、埋蔵文化財が見つかった可能性があります。 

 昭和４６年の調査では城跡だとされておりますので、スポット的に試掘した昭和６０年度の調査

では埋蔵文化財が見つからなかったというそれだけで、城跡が存在しなかったということにはなら

ないのです。特に自然の地形を利用した素朴な要害だったとすればなおのことです。不十分な調査

で文化財を破壊した可能性が高いのです。したがって、被告らが主張するように、「石川県埋蔵物

文化財センター」の調査が合理的なものとはいえないのです。 

 

(3) 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を援用しています。また、洪水時における流れにも問題はないと主張し、乙６５号証
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の２、９８号証を援用しています。 

  しかし、これらの実験においても、土砂の流入は想定していますが、水は流木その他の

夾雑物を含んだ濁水ではありません。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ません。 

 

② 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号証を援用し

ています。 

 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、被告の主張を

根拠付けるだけの固有の価値を持つ資料とは言えません。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すが、石川県も、被告も、それを全く明らかに

していません。 

  洪水時には、河川の水は汚水・濁水や泥水となって流れてくるので、そこには、さまざ

まな夾雑物が多く含まれているのですから、土砂等の一部は、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ます。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、現実性はありません。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すが－濁水は湛水し、水質が非常に悪化した状態が続くことは

明らかです。 

 こうした観点からも、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
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講じられなければならないはずです。しかし、そのような対策は何ら取られていません。 

 

(4) 洪水時の東岩取入口への被害について 

 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号証を援用しています。 

  しかし、乙１０２号証の水理量表を見れば、東岩取入口にあたる測定ポイント⑤の流速

は、毎秒３メートルを超えており、緩やかであるとは言えません。特に、ダム放流量毎秒

２００立方メートルでの流速は毎秒３．６１メートルとなっています。中程度の洪水に相

当しますが、ダムがない時は川の中心でももっと遅い流速であり、取入口付近はさらに緩

い流速だったと推測され、ダムのために東岩取入口は水理的に厳しい条件にさらされるよ

うになったと言えます。このことについては、検討されていません。 

  

 (5) 洪水吐き（穴）の閉塞の危険性について 

 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号証を援用して

います。 

  

 また、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号証を援用していま

す。 

   さらに、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
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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号証を援用しています。 

  上記のように、被告が洪水吐き口の穴が閉塞しないという根拠として、石川県の水理模型

実験を援用しています。これらの実験は、「土砂と流木とは移動層が異なり、互いに影響を

及ぼさないことから、別々に実験を行うこと」としているものです。現実の洪水では、土砂

と流木のほか、礫や岩、車や家屋などの流失物が含まれているのに対して、石川県の実験で

は流木と土砂を単独で行っているだけです。流木単独だけについても、現実の流木の大きさ

や形態から、洪水吐きの穴に詰まり、閉塞するのではないかという指摘に対して、被告らは

不完全な水理模型実験結果を根拠に詰まらないと主張しています。 

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

のはほとんどありません。幹の太さはいろいろあって色々な形に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、さまざまな葉が

沢山付いており、根も大小色々な形があります。単純な木の模型による実験は現実の状況

とは全く異なります。また、たとえば流木模型の太さと長さを下段常用洪水吐きより少し

でも大きくすれば、穴に引っかかりやすくなり、穴は閉塞し、放流量は著しく減少するは

ずです。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ます。単純な流木模型によって洪水吐き開

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

閉塞を否定できるものとは到底言えません。 

 被告らは、「原告らのいう、穴に引っかかり、閉塞し、放流量は著しく減少するという主

張は、何ら根拠がなく、その前提においても誤っている。」（被告第１７準備書面４ページ）

とまで主張しています。ところが、流木による閉塞防止のため上流に流木捕捉工を追加設置

としている、その理由は、次のようです。「実験結果（平成17年度、18年度 水理模型実験報

告書）より、スクリーンにより洪水吐き開口部に流木閉塞を防止できることが示されたが、

洪水後はスクリーン前面に流木が滞留する。流木による閉塞防止機能の確実性を高めるため
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、
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スクリーン上流に流木捕捉工を追加設置する案を提示する。」（「ダム管理施設（流木止め）

設計業務委託報告書」３－４０ページ）、さらに、「何らかの対策をしないと常用洪水吐き

が閉塞する可能性がある。特に二山洪水が発生したときに危険性が高い。」（「同」３－４

８ページ）とあります。模型実験では、「枝あり模型の実験により、開水路流では流木は流

入口の前面に引っかかり、常用洪水吐き内に流下するものはなく、水位上昇とともに水面に

浮き上がることや、水位が下降及び上昇を繰り返しても流木の挙動は上記の状況と変わらな

いことが確認されている（乙９９）。」として閉塞しないことになっていることと明らかに

矛盾しています。実験はあくまでも実験であり、現実を単純化したモデルにすぎず、実験上

で設定した条件のもとでは詰まらないが、現実にはこれらの条件にあてはまらないことがあ

り、閉塞が起きることを石川県は認識しています。水理模型実験は、設定した条件では詰ま

らないということを示しているに過ぎず、現実には種々のものが想定以上に流れてくること

が予測されるので当然のように詰まるのです。 

 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す。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りますが、現在の計画においては、そういうことを想

定した対策を取るということは何ら明らかにされていません。対策を取っていないとする

と、それこそ爆破でもしない限り除去できないことになりますが、そうなると、辰巳ダム

は、死んだダム、大きな廃墟、になってしまいます。 

 

４ 被告の再反論に対する反論 

⑴ 反論その１（穴あきダムの洪水吐き：２段階の洪水調節と無害放流）について 

①  被告は、原告らは夾雑物の影響等についてるる主張しているが、かかる主張は、水理模

型実験の結果を無視した憶測に基づく主張といわざるを得ないと反論しています。 

  しかし、石川県が行った水理模型実験は現実とは相違した非常に緩やかな条件を設定し

たもので、楽観的な結果を期待した言わばアリバイ工作に過ぎないものです。 

②  被告は、原告らが「実は、この上段の穴の持つ意味が検証されておらず」と指摘したこ
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とに対して、要旨、下段常用洪水吐きはＨ７・８・３０の降雨波形に基づいてその開口幅

及び開口高を算出した、 大貯留量を必要とするＳ５６・８・２２型の降雨波形では１３

９ｍ（敷高）となる、上段常用洪水吐きを設置することにより、追加放流をすることがで

きる、その結果、ダムの高さを１３２ｍ（敷高）とすることが可能となった、と反論して

います。 

  つまり、ダムの洪水調節を２段階とすること（乙１８３号証の７－１６頁の図－７．１

２⑵の左側の模式図 → ７－１７頁の図－７．１２⑷の左側の模式図）によって、ダム

容量を小さく効率的にする、という考え方です。 

  もし、このようなことができるのなら、既存の犀川ダム、内川ダムでも採用され、より

効率的な運用がなされるはずです。現実には実現されていないことを机上の論理で提案さ

れているため、「曖昧な技術」と指摘する所以です。 

③  さらに、被告は、上段常用洪水吐きに関しては、辰巳ダム下流で安全に流下できる流量

（無害流量）である毎秒４８９㎥を超えないように、その開口幅及び開口高を設定した、

と主張しています。 

  しかし、上段常用洪水吐きの根拠である「無害流量」自体の根拠も曖昧です。 

  乙１０３号証によれば、№１６０地点の評価から毎秒４８９㎥が決められていますが、

当地（大池橋上流約１６０ｍの位置）を現地で確認すると、数枚の小さな田に影響するだ

けで、左岸の数十メートル区間の堤防を数十センチ嵩上げすれば、無害流量は毎秒１００

㎥程度拡大します。その他の区間で も小さい無害流量は、№９０地点、№９８地点のそ

れぞれ５９８㎥、５９２㎥ですので、無害流量は、毎秒５９０㎥程度とすることは容易で

す。そうすれば、上段常用洪水吐きの開口はさらに大きくすることができ、ダムの 大貯

水位も小さくすることができます。 

  そして、もし、２段で洪水調節し、無害流量まで放流できる技術が採用できるというの

であれば、既存の犀川ダム、内川ダムにおいても、現況洪水調節ダム容量の洪水調節能力

６２０㎥／秒をどれだけ拡大することができるのか検討した上で、それでも能力が不足す

るというのであれば、そのとき初めて、これを補うための手段、新規ダムなどを検討する
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べきです。 

④  被告は、原告らが１００年に１回の豪雨を想定した場合、どの程度の土砂が流出し土石

流が発生するか不明であり調査はなされていないと指摘したことに対して、「砂防基本計

画策定指針及び同解説」を根拠に、辰巳ダム上流の本川の勾配は緩いので土石流発生の恐

れはなく、仮に支川渓流で発生したとしても到達しないなどと反論しています。 

  しかし、平成２０年の浅野川水害では、浅野川本流（芝原橋から田上、勾配２００分の

１程度）には、６万㎥の土砂が流入し、大量の土砂が堆積したと報告されています。 

 従って、たとえ土石流の発生はないとしても、大量の土砂が流入し、堆積することは明

白です。 

⑵  反論その２（穴あきダム：水理模型実験と洪水吐きの閉塞）について 

①  被告は、石川県の行った水理模型実験の際の条件設定の甘さについての原告の批判に対

して、土砂と流木とは移動層が異なり互いに影響を及ぼさないということから、別々に実

験を行うことがそもそも合理的といえると主張しています。 

  確かに、両者の移動層が異なる傾向があることはその通りですが、土砂と流木とが互い

に影響を及ぼさないかどうかは、実験をしてみなければ判明しないことですから、別々に

実験を行うことが合理的だとは言えません。実験の際の条件となるべき要素を簡略化しす

ぎては、本当の実態を把握することはできません。穴あきダムの出口は一つしかなく、実

際の洪水時には、穴あきダムの穴（洪水吐き）の部分では、土砂と流木は穴に集中して合

流するのですから、互いに影響を与えることになるのは自明です。被告の主張は不合理で

す。 

② また、被告は、辰巳ダム上流の集落約１００世帯は、いずれも河川から相当離れた場所

で居住していることから、それらの集落から家屋や車などが洪水により流出することは、

非現実的な想定と言わざるを得ないと主張しています。 

  しかし、平成２０年の浅野川水害でも明らかなように、稀な豪雨の際には、家屋の裏の

小川の細流さえもが大きな川に激変するのですから、河川から相当離れた場所にある家屋

や車が洪水で流されるという事態は決して非現実な想定ではありません。流域全体に異常
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な降雨があれば、全域にわたり至る所で洪水氾濫が起き得るのです。決して、犀川本川だ

けが大洪水となり、本川に近接したところにある家屋や車だけが洪水で流出し得るという

ことではありません。本川から離れていれば大丈夫だと考えることの方が非現実的な想定

と言わざるを得ません。 

③ 更に、被告は、石川県は、水理模型実験に当たって、数多くの水理模型実験の研究実績

を有する独立行政法人土木研究所から、流木の量などの基本的な条件設定について指導を

受けており、上記実験は、現時点における水理学等の知見を反映したものとなっているこ

とから、その設定条件及び実験結果は、いずれも合理的かつ適正なものと判断していると

主張しています。 

  しかし、実験に際して、現地流域の地域特性を把握した上で、どのような条件を設定す

るかについて個別具体的に判断したのは、土木研究所ではなく、石川県です。石川県が土

木研究所の一般的な指導を受けていたからと言って、当然に石川県の条件設定に関する判

断や実験結果が合理的かつ適正なものとなるとは限りません。 

 原告らが再三指摘してきたように、第１に、穴（洪水吐き）では、汚水・濁水や泥水に

含まれている土砂、草と草の根、木の根、流木などの夾雑物の影響が加わるのですから、

それらを含んだ水を流した実験でないと意味をなしません。第２に、流木実験においては

幹が真っ直ぐで枝や根がついていない形状である等、流木の形状が実際の洪水時の流木等

の状態とは著しく異なることをはじめとして、実際の洪水とは異なる条件で実験がなされ

ていること等の問題点を指摘することができます。 

  確かに、石川県が設定した条件による実験では、わずかな閉塞にとどまり、水理的には

軽微な影響にとどまるという結果が出たということは認められます。しかし、原告らが指

摘する悪条件、つまり、現実に近い条件の場合には、穴が閉塞する可能性が十分にあり、

原告らが指摘する悪条件の下での事態についての知見は全く不明です。 

 そして、穴が閉塞した場合において閉塞後にどうなるのかについての実験も行われてい

ませんので、実際の施設で閉塞した場合の対策も全く立てられていないという問題も指摘

できます。 
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⑶  反論その３（穴あきダムの洪水吐き：２段階の洪水調節）について 

①  原告らは、上段常用洪水吐きの設置の根拠について疑問を呈し、上段常用洪水吐きを設

置して洪水調節を２段階とすることが有益であるならば、既存２ダムでも採用されてしか

るべきなのに、現実にはそうはなっていない点を指摘しました。 

  これに対して、被告は、上段常用洪水吐きの設置による洪水調節は辰巳ダムだけに適用

できる考え方であり、既存２ダムに同じ方式を取り入れることは不可能であると主張して

います。 

  その理由として、被告は、①「洪水調節を行うための水位変動幅が小さいこと」、②「ゲ

ートを有する多目的ダムでの洪水調節にはゲート操作を伴うところ、これを改造し、辰巳

ダムと同じ方式を取り入れることは不可能である」ことの２点をあげています。 

②  そこで、この２点について、反論します。 

ア  まず、①の理由について言うと、洪水調節を行うための水位変動幅が辰巳ダムでは３

５メートル（標高差）に対して、犀川ダムでは７．７メートル、内川ダムでは１０メー

トルと比較的小さいことがあげられています。 

  しかし、水位変動幅が小さいからといって上段と下段の２段による洪水調節ができな

いという理由は不明です。被告が示した「辰巳ダム貯水位－放流量曲線」の図では、縦

軸に標高、横軸に放流量をとり、オリフィス敷高の高さから曲線が連続的に引かれてい

ます。洪水調節を行うための水位変動幅は、オリフィス敷高を０メートルとしたときの

水位の高さとなりますが、この高さが３５メートルでも７．７メートルでも、高さに応

じてある一定の放流量があるという物理的関係は、同じです。水位変動幅が３５メート

ルの辰巳ダムに適用できて、これよりも水位変動幅の小さい既存の２ダムに適用できな

いという理由は不明です。 

イ  ②の理由については、被告は、既存２ダムは多目的ダムで、ゲート操作は洪水調節以

外の目的にも使われており改造できない、と主張するもののようです。 

  しかし、多目的ダムである犀川ダム、内川ダムのいずれにおいても、洪水調節を行う

のはダム貯水池容量の上層部分、利水のためのダム貯水池容量は下層部分と明確に分割
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されており、ゲートも別に操作されています。 

  基本的には、上流から流れてくる大きな洪水量をダム湖で貯留し、ダムからの放流量

を小さな穴で流れる量で制限するという仕組みは、従来のゲートで調節するダムも穴あ

きダムも同じことです。従来のゲート調節のダムでは放流量を人為的に調節できたが、

穴あきダムでは放流量を一旦設定した割合でしか人為的に調節できないというだけの

違いです。つまり、既存の２ダムの洪水調節を限定的にした場合が、穴あきダムである

ということです。 

ウ  以上の通り、被告の主張する上記①②の理由付けは、いずれも理由とはなりえないと

思います。 

 

５  結論 

  以上に明らかにしてきましたように、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

かったものです。 

                                    以上 


