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証人の経歴証人の経歴証人の経歴証人の経歴

履履履履 歴歴歴歴

• １９４９年仙台市生まれ１９４９年仙台市生まれ１９４９年仙台市生まれ１９４９年仙台市生まれ

• 東北大学理学部生物東北大学理学部生物東北大学理学部生物東北大学理学部生物学科学科学科学科

（（（（１９６９－１９７４１９６９－１９７４１９６９－１９７４１９６９－１９７４））））

動物生態学（鳥類）動物生態学（鳥類）動物生態学（鳥類）動物生態学（鳥類）

• 東京農工大学修士課程東京農工大学修士課程東京農工大学修士課程東京農工大学修士課程

（１９７６－１９７８）（１９７６－１９７８）（１９７６－１９７８）（１９７６－１９７８）

自然保護学自然保護学自然保護学自然保護学（鳥類・哺乳類）（鳥類・哺乳類）（鳥類・哺乳類）（鳥類・哺乳類）

• （財）日本野鳥の会（財）日本野鳥の会（財）日本野鳥の会（財）日本野鳥の会

（１９７９－１９９１）（１９７９－１９９１）（１９７９－１９９１）（１９７９－１９９１）

• ＷＷＦジャパンＷＷＦジャパンＷＷＦジャパンＷＷＦジャパン

（財（財（財（財・・・・世界自然保護基金）世界自然保護基金）世界自然保護基金）世界自然保護基金）

（１９９１－（１９９１－（１９９１－（１９９１－２０１１２０１１２０１１２０１１））））

• NPO法人ラムサール･ネットワー法人ラムサール･ネットワー法人ラムサール･ネットワー法人ラムサール･ネットワー

ク日本（ク日本（ク日本（ク日本（2009－）ほか－）ほか－）ほか－）ほか

環境アセス関連の意見書環境アセス関連の意見書環境アセス関連の意見書環境アセス関連の意見書・証言・証言・証言・証言

• 八八八八ッッッッ場ダム（国交省）場ダム（国交省）場ダム（国交省）場ダム（国交省）

前橋地方裁判所（前橋地方裁判所（前橋地方裁判所（前橋地方裁判所（2008年年年年2月）月）月）月）

• 湯西川ダム・南摩ダム（国交省）湯西川ダム・南摩ダム（国交省）湯西川ダム・南摩ダム（国交省）湯西川ダム・南摩ダム（国交省）

宇都宮地方裁判所（宇都宮地方裁判所（宇都宮地方裁判所（宇都宮地方裁判所（2009年年年年10月）月）月）月）

• 在沖縄米国海兵隊在沖縄米国海兵隊在沖縄米国海兵隊在沖縄米国海兵隊北部訓練場ヘリコ北部訓練場ヘリコ北部訓練場ヘリコ北部訓練場ヘリコ

プター着陸帯（防衛省）プター着陸帯（防衛省）プター着陸帯（防衛省）プター着陸帯（防衛省）

那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（2011年年年年8月）月）月）月）

• 普天間飛行場代替施設（防衛省）普天間飛行場代替施設（防衛省）普天間飛行場代替施設（防衛省）普天間飛行場代替施設（防衛省）

那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（那覇地方裁判所（2012年年年年1月、月、月、月、2月）月）月）月）
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証言の内容証言の内容証言の内容証言の内容

辰巳ダム建設に係わる環境アセスメントは辰巳ダム建設に係わる環境アセスメントは辰巳ダム建設に係わる環境アセスメントは辰巳ダム建設に係わる環境アセスメントは

科学的・民主的に行われたか？科学的・民主的に行われたか？科学的・民主的に行われたか？科学的・民主的に行われたか？

１．辰巳ダム建設アセスの経緯１．辰巳ダム建設アセスの経緯１．辰巳ダム建設アセスの経緯１．辰巳ダム建設アセスの経緯

２．２．２．２．1987年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点

①動植物調査、②影響予測と評価、③保全対策が科学的でない①動植物調査、②影響予測と評価、③保全対策が科学的でない①動植物調査、②影響予測と評価、③保全対策が科学的でない①動植物調査、②影響予測と評価、③保全対策が科学的でない

３．３．３．３．2006年年年年アセス（アセス（アセス（アセス（環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料））））の問題点の問題点の問題点の問題点

①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき

②科学的に行われていない、③民主的に行われていない②科学的に行われていない、③民主的に行われていない②科学的に行われていない、③民主的に行われていない②科学的に行われていない、③民主的に行われていない

４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点
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１．辰巳ダム自主アセスの経緯１．辰巳ダム自主アセスの経緯１．辰巳ダム自主アセスの経緯１．辰巳ダム自主アセスの経緯

湛水面積湛水面積湛水面積湛水面積 51ha →→→→ 閣議アセス対象外閣議アセス対象外閣議アセス対象外閣議アセス対象外

湛水面積湛水面積湛水面積湛水面積 42ha →→→→ アセス法、県条例の対象外アセス法、県条例の対象外アセス法、県条例の対象外アセス法、県条例の対象外

1997年アセス法年アセス法年アセス法年アセス法

1999年県条例年県条例年県条例年県条例

兼六園の水源、金沢市兼六園の水源、金沢市兼六園の水源、金沢市兼六園の水源、金沢市

中心部から中心部から中心部から中心部から10kmと近い、と近い、と近い、と近い、

ダム本体や貯水池としてダム本体や貯水池としてダム本体や貯水池としてダム本体や貯水池として

大面積の改変大面積の改変大面積の改変大面積の改変（（（（被告第被告第被告第被告第3
準備書面準備書面準備書面準備書面p34））））

多目的ダムから「穴あきダム」へ、多目的ダムから「穴あきダム」へ、多目的ダムから「穴あきダム」へ、多目的ダムから「穴あきダム」へ、３ダム（犀川、内川、辰巳）連携運用３ダム（犀川、内川、辰巳）連携運用３ダム（犀川、内川、辰巳）連携運用３ダム（犀川、内川、辰巳）連携運用

1975197519751975 建設計画建設計画建設計画建設計画

1987198719871987 自主自主自主自主アセスアセスアセスアセス

((((1987198719871987年年年年アセスアセスアセスアセス））））

1994199419941994 動植物調査動植物調査動植物調査動植物調査

1998199819981998

2004200420042004 計画変更計画変更計画変更計画変更

2006200620062006 自主自主自主自主アセスアセスアセスアセス

（（（（2006200620062006年年年年アセスアセスアセスアセス）））） 動植物調査動植物調査動植物調査動植物調査

2008200820082008 本体工事本体工事本体工事本体工事

2011201120112011 湛水試験湛水試験湛水試験湛水試験
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環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料



内容内容内容内容 問題点問題点問題点問題点 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

調査調査調査調査のののの目目目目

的的的的

調査方法調査方法調査方法調査方法

解析方法解析方法解析方法解析方法

・・・・昭和昭和昭和昭和60606060～～～～61616161年度年度年度年度あるいあるいあるいあるい

はそのはそのはそのはその両年両年両年両年のののの現地調現地調現地調現地調

査査査査、、、、聞聞聞聞きききき取取取取りやりやりやりや既存既存既存既存のののの文文文文

献献献献････資料調査資料調査資料調査資料調査によるによるによるによる。。。。

・・・・調査対象調査対象調査対象調査対象（（（（哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類、、、、鳥鳥鳥鳥

類類類類、、、、爬虫類爬虫類爬虫類爬虫類、、、、両生類両生類両生類両生類、、、、魚魚魚魚

類類類類、、、、昆虫類昆虫類昆虫類昆虫類、、、、陸上植物陸上植物陸上植物陸上植物、、、、

水生植物水生植物水生植物水生植物））））にににに関関関関するするするする調査調査調査調査

目的目的目的目的、、、、調査方法調査方法調査方法調査方法、、、、データデータデータデータ

のののの解析解析解析解析方法方法方法方法がまったくがまったくがまったくがまったく記記記記

述述述述されていないされていないされていないされていない。。。。

・・・・データのデータのデータのデータの量量量量はわずかにはわずかにはわずかにはわずかに

過過過過ぎずぎずぎずぎず、、、、環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価

のためにのためにのためにのために十分十分十分十分なものではなものではなものではなものでは

なくなくなくなく、、、、文献調査文献調査文献調査文献調査もももも現地調現地調現地調現地調

査査査査もまったくもまったくもまったくもまったく不十分不十分不十分不十分であであであであ

るるるる。。。。

・・・・文献文献文献文献とととと資料資料資料資料はははは示示示示されてされてされてされて

いないいないいないいない。。。。

・・・・調査調査調査調査にににに関関関関するするするする基本的情基本的情基本的情基本的情

報報報報がががが示示示示されていないたされていないたされていないたされていないた

めめめめ、、、、調査時期調査時期調査時期調査時期（（（（季節季節季節季節やややや時時時時

間帯間帯間帯間帯）、）、）、）、調査回数調査回数調査回数調査回数、、、、調査調査調査調査

地点地点地点地点やルートやルートやルートやルート、、、、データのデータのデータのデータの

収集収集収集収集、、、、解析解析解析解析のののの方法方法方法方法などなどなどなど

がががが、、、、調査目的調査目的調査目的調査目的にににに対応対応対応対応してしてしてして

適切適切適切適切だったのかだったのかだったのかだったのか、、、、検証検証検証検証すすすす

ることができないることができないることができないることができない。。。。

・・・・これではこれではこれではこれでは科学的調査科学的調査科学的調査科学的調査とととと

はははは言言言言えないえないえないえない。。。。

２．２．２．２．1987年アセス書の問題点年アセス書の問題点年アセス書の問題点年アセス書の問題点

①調査目的、方法が科学的ではない①調査目的、方法が科学的ではない①調査目的、方法が科学的ではない①調査目的、方法が科学的ではない

1987アセスアセスアセスアセス
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植物植物植物植物 内容内容内容内容 問題点問題点問題点問題点 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

調査結果調査結果調査結果調査結果

・・・・現存植生現存植生現存植生現存植生のののの概略概略概略概略としとしとしとし

てててて、、、、ツルヨシツルヨシツルヨシツルヨシ群落群落群落群落、、、、ネコヤネコヤネコヤネコヤ

ナギナギナギナギ群落群落群落群落、、、、コナラコナラコナラコナラ、、、、アカマアカマアカマアカマ

ツなどツなどツなどツなど、、、、群落名群落名群落名群落名、、、、種名種名種名種名がががが

わずかにわずかにわずかにわずかに上上上上げられていげられていげられていげられてい

るるるる。。。。

・・・・水没予定区域水没予定区域水没予定区域水没予定区域にににに生育生育生育生育すすすす

るるるる主主主主なななな植物植物植物植物20202020種種種種についについについについ

てててて、、、、全国的全国的全国的全国的なななな分布状況分布状況分布状況分布状況とととと

石川県内石川県内石川県内石川県内でのでのでのでの分布分布分布分布をごくをごくをごくをごく

簡単簡単簡単簡単にににに記述記述記述記述。。。。

・・・・現存植生現存植生現存植生現存植生をををを構成構成構成構成するするするする植植植植

物種物種物種物種のリストはないのリストはないのリストはないのリストはない。。。。

・・・・種種種種････群落群落群落群落のののの分布図分布図分布図分布図はははは、、、、

墨塗墨塗墨塗墨塗りでりでりでりで非開示非開示非開示非開示となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。

・・・・直接的直接的直接的直接的なななな影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける

水没予定区域水没予定区域水没予定区域水没予定区域のののの植物植物植物植物にににに

ついてついてついてついて一般的一般的一般的一般的なななな記述記述記述記述をしをしをしをし

ただけただけただけただけであるであるであるである。。。。

・・・・植物調査植物調査植物調査植物調査をををを行行行行ったのでったのでったのでったので

あればあればあればあれば、、、、記録記録記録記録されたされたされたされた種種種種のののの

リストをリストをリストをリストを掲載掲載掲載掲載するべきするべきするべきするべき、、、、そそそそ

れがないのはれがないのはれがないのはれがないのは大大大大きなきなきなきな欠欠欠欠

陥陥陥陥であるであるであるである。。。。

・・・・植物植物植物植物リストなしにリストなしにリストなしにリストなしに、、、、環境環境環境環境

影響影響影響影響をををを論論論論じることはじることはじることはじることは不可不可不可不可

能能能能であるであるであるである。。。。

・・・・地域特性地域特性地域特性地域特性をををを論論論論じなけれじなけれじなけれじなけれ

ばばばば、、、、影響予測影響予測影響予測影響予測がががが不可能不可能不可能不可能

であるであるであるである。。。。

影響予測影響予測影響予測影響予測

とととと評価評価評価評価

・・・・法令等法令等法令等法令等によりによりによりにより指定指定指定指定されされされされ

たものはないがたものはないがたものはないがたものはないが、、、、重要重要重要重要なななな

種種種種とととと群落群落群落群落がががが若干若干若干若干みられるみられるみられるみられる

ことからことからことからことから、、、、これらについてこれらについてこれらについてこれらについて

予測予測予測予測をををを行行行行うううう。。。。

・・・・【【【【予測予測予測予測】】】】これらのこれらのこれらのこれらの種種種種およおよおよおよ

びびびび群落群落群落群落はははは、、、、自生地自生地自生地自生地のののの一一一一

部部部部がががが水没水没水没水没するのでするのでするのでするので影響影響影響影響

をををを受受受受けるけるけるける。。。。

・・・・【【【【評価評価評価評価】】】】水没予定区域水没予定区域水没予定区域水没予定区域にににに

生育生育生育生育するするするする種種種種およびおよびおよびおよび群落群落群落群落

はははは、、、、そのそのそのその周辺周辺周辺周辺においてもにおいてもにおいてもにおいても

生育地生育地生育地生育地がががが確認確認確認確認されているされているされているされている

ことからことからことからことから、、、、ダムダムダムダム建設建設建設建設によによによによ

るるるる影響影響影響影響はははは少少少少ないないないない。。。。

・・・・種名種名種名種名、、、、群落名群落名群落名群落名をををを示示示示さずさずさずさず

にににに影響影響影響影響をををを予測予測予測予測してもしてもしてもしても、、、、

まったくまったくまったくまったく説得力説得力説得力説得力はないはないはないはない。。。。

・このような・このような・このような・このような影響予測影響予測影響予測影響予測はははは、、、、

予測予測予測予測になっておらずになっておらずになっておらずになっておらず、、、、環環環環

境境境境アセスメントをアセスメントをアセスメントをアセスメントを行行行行っていっていっていってい

ないにないにないにないに等等等等しいしいしいしい。。。。

２．２．２．２．1987年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点

②植物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている②植物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている②植物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている②植物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている

1987アセスアセスアセスアセス

６６６６



動物動物動物動物 内容内容内容内容 問題点問題点問題点問題点 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

調査結果調査結果調査結果調査結果

哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類15151515種種種種、、、、鳥類鳥類鳥類鳥類43434343種種種種、、、、

爬虫類爬虫類爬虫類爬虫類11111111種種種種、、、、両生類両生類両生類両生類14141414

種種種種、、、、魚類魚類魚類魚類14141414種種種種（（（（聞聞聞聞きききき取取取取りりりり

でででで3333種種種種））））がががが、、、、水没予定区水没予定区水没予定区水没予定区

域域域域およびそのおよびそのおよびそのおよびその周辺区域周辺区域周辺区域周辺区域

でででで確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。

これらのこれらのこれらのこれらの種種種種のののの記録地点記録地点記録地点記録地点

やややや生息環境生息環境生息環境生息環境、、、、生息状況生息状況生息状況生息状況

（（（（個体数個体数個体数個体数、、、、生息場所生息場所生息場所生息場所、、、、繁繁繁繁

殖殖殖殖のののの有無有無有無有無、、、、採食場所等採食場所等採食場所等採食場所等））））

にににに関関関関するするするする具体的具体的具体的具体的なななな情報情報情報情報

はまったくはまったくはまったくはまったく書書書書かれていなかれていなかれていなかれていな

いいいい。。。。

ダムのダムのダムのダムの建設工事建設工事建設工事建設工事やややや存存存存

在在在在、、、、運用運用運用運用（（（（湛水湛水湛水湛水））））によるによるによるによる具具具具

体的体的体的体的なななな影響影響影響影響をををを予測予測予測予測するするするする

ためのためのためのための情報情報情報情報はははは、、、、まったくまったくまったくまったく

不十分不十分不十分不十分であるであるであるである。。。。

影響予測影響予測影響予測影響予測

とととと評価評価評価評価

・・・・重要種重要種重要種重要種５５５５種種種種のみがのみがのみがのみが影響影響影響影響

予測予測予測予測のののの対象対象対象対象となっていとなっていとなっていとなってい

るるるる。。。。

・・・・【【【【予測予測予測予測】】】】ダムダムダムダム建設建設建設建設によるによるによるによる

生息環境生息環境生息環境生息環境のののの変化変化変化変化にににに伴伴伴伴いいいい

影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける可能性可能性可能性可能性がががが

考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。

（（（（ただしただしただしただし、、、、影響影響影響影響のののの中身中身中身中身はははは

示示示示されていないされていないされていないされていない））））

・・・・【【【【評価評価評価評価】】】】対象対象対象対象としたとしたとしたとした種種種種にににに

関関関関してはしてはしてはしては、、、、ダムダムダムダム建設建設建設建設によによによによ

りりりり影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける水没予定水没予定水没予定水没予定

区域区域区域区域のののの範囲外範囲外範囲外範囲外にもにもにもにも生息生息生息生息

するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生息生息生息生息するするするする

とととと思思思思われるわれるわれるわれる類似環境類似環境類似環境類似環境がががが

あるのであるのであるのであるので、、、、影響影響影響影響はははは少少少少なななな

いいいい。。。。

・・・・範囲外範囲外範囲外範囲外におけるこれらにおけるこれらにおけるこれらにおけるこれら

のののの種種種種のののの分布分布分布分布やややや生息状況生息状況生息状況生息状況

にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、調査調査調査調査をををを行行行行っっっっ

たというたというたというたという記述記述記述記述はなくはなくはなくはなく、、、、根根根根

拠拠拠拠となるデータもとなるデータもとなるデータもとなるデータも示示示示されされされされ

ていないのでていないのでていないのでていないので、、、、まったくまったくまったくまったく科科科科

学性学性学性学性にににに欠欠欠欠けるものであけるものであけるものであけるものであ

るるるる。。。。

２．２．２．２．1987年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点

③動物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている③動物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている③動物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている③動物調査の結果とその影響予測、評価は科学性を欠いている

1987アセスアセスアセスアセス

７７７７



内容内容内容内容 問題点問題点問題点問題点 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

保全対策保全対策保全対策保全対策

・・・・改変区域改変区域改変区域改変区域をををを極力少極力少極力少極力少なくなくなくなく

するようにするようにするようにするように配慮配慮配慮配慮するするするする。。。。

・・・・改変区域改変区域改変区域改変区域についてはについてはについてはについては適適適適

切切切切なななな緑化対策緑化対策緑化対策緑化対策をををを実施実施実施実施。。。。

・・・・湛水前湛水前湛水前湛水前にににに、、、、イブキシダイブキシダイブキシダイブキシダ、、、、

カリガネソウのカリガネソウのカリガネソウのカリガネソウの移植移植移植移植をををを試試試試

みるみるみるみる。。。。

・・・・保全対策保全対策保全対策保全対策のののの具体的具体的具体的具体的なななな方方方方

法法法法、、、、手順手順手順手順についてはについてはについてはについては何何何何もももも

示示示示されていないされていないされていないされていない。。。。

・・・・抽象的抽象的抽象的抽象的なななな言葉言葉言葉言葉をををを羅列羅列羅列羅列しししし

ただけでありただけでありただけでありただけであり、、、、保全対策保全対策保全対策保全対策

としてはとしてはとしてはとしては中身中身中身中身がないがないがないがない。。。。

1987198719871987年アセスに対する評価年アセスに対する評価年アセスに対する評価年アセスに対する評価

調査が不十分であり、影響予測と評価は非科学的で調査が不十分であり、影響予測と評価は非科学的で調査が不十分であり、影響予測と評価は非科学的で調査が不十分であり、影響予測と評価は非科学的で

恣意的、保全対策が恣意的、保全対策が恣意的、保全対策が恣意的、保全対策が無内容無内容無内容無内容であり、ダム建設の影響をであり、ダム建設の影響をであり、ダム建設の影響をであり、ダム建設の影響を

科学的に、適正に予測し評価するものにはなっていな科学的に、適正に予測し評価するものにはなっていな科学的に、適正に予測し評価するものにはなっていな科学的に、適正に予測し評価するものにはなっていな

いので、いので、いので、いので、環境アセスメントの名に値しない環境アセスメントの名に値しない環境アセスメントの名に値しない環境アセスメントの名に値しない。。。。

２．２．２．２．1987年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点年アセスの問題点

④保全対策は中身がない④保全対策は中身がない④保全対策は中身がない④保全対策は中身がない

1987アセスアセスアセスアセス

８８８８



図図図図-1.1.1 犀川辰巳治水ダム計画位置図犀川辰巳治水ダム計画位置図犀川辰巳治水ダム計画位置図犀川辰巳治水ダム計画位置図

３．３．３．３．2006年年年年アセス（アセス（アセス（アセス（環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料））））の問題点の問題点の問題点の問題点

①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき①自主アセスではなく、アセス法にもとづくべき

３ダム連携運用３ダム連携運用３ダム連携運用３ダム連携運用

＜既存＞＜既存＞＜既存＞＜既存＞

犀川ダム（犀川ダム（犀川ダム（犀川ダム（1965年、年、年、年、59ha））））

内川ダム（内川ダム（内川ダム（内川ダム（1974年、年、年、年、47ha））））

＜新規＞＜新規＞＜新規＞＜新規＞

辰巳ダム（辰巳ダム（辰巳ダム（辰巳ダム（2012年、年、年、年、42ha））））

を上乗せして運用する事業を上乗せして運用する事業を上乗せして運用する事業を上乗せして運用する事業

アセス法、県条例の対象アセス法、県条例の対象アセス法、県条例の対象アセス法、県条例の対象

生態系に関する影響予測の範囲は、生態系に関する影響予測の範囲は、生態系に関する影響予測の範囲は、生態系に関する影響予測の範囲は、

陸域については辰巳ダムの改変区域陸域については辰巳ダムの改変区域陸域については辰巳ダムの改変区域陸域については辰巳ダムの改変区域

周辺周辺周辺周辺500mのみであるが、のみであるが、のみであるが、のみであるが、河川域につ河川域につ河川域につ河川域につ

いては犀川河口部から上流域までを対いては犀川河口部から上流域までを対いては犀川河口部から上流域までを対いては犀川河口部から上流域までを対

象としている象としている象としている象としている（（（（2006年アセス）年アセス）年アセス）年アセス）。。。。

2006アセスアセスアセスアセス

９９９９



2006アセスアセスアセスアセス

アセス法に従わなかったことによる問題点アセス法に従わなかったことによる問題点アセス法に従わなかったことによる問題点アセス法に従わなかったことによる問題点

××××方法書、準備書が作成されていない方法書、準備書が作成されていない方法書、準備書が作成されていない方法書、準備書が作成されていない

方法書方法書方法書方法書 準備書準備書準備書準備書 評価書評価書評価書評価書 補正評価書補正評価書補正評価書補正評価書

住民、市民、専門家、住民、市民、専門家、住民、市民、専門家、住民、市民、専門家、

利害関係者の意見利害関係者の意見利害関係者の意見利害関係者の意見

知事、大臣意見知事、大臣意見知事、大臣意見知事、大臣意見

環境アセスの科学性、環境アセスの科学性、環境アセスの科学性、環境アセスの科学性、

民主性が担保されない民主性が担保されない民主性が担保されない民主性が担保されない

×××× ××××
××××

××××

＜環境アセス手続き＞＜環境アセス手続き＞＜環境アセス手続き＞＜環境アセス手続き＞

アセスでアセスでアセスでアセスで

はないはないはないはない

１０１０１０１０



動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点①動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点①動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点①動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点①

重要種重要種重要種重要種 影響予測影響予測影響予測影響予測のののの対象対象対象対象 影響予測影響予測影響予測影響予測 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類

５５５５種種種種のののの樹洞性樹洞性樹洞性樹洞性コウコウコウコウ

モリモリモリモリ類類類類、、、、

ニホンカモシカニホンカモシカニホンカモシカニホンカモシカ

鳥類鳥類鳥類鳥類

１９１９１９１９種種種種のうちのうちのうちのうち猛禽類猛禽類猛禽類猛禽類

３３３３種種種種をををを除除除除くくくく１６１６１６１６種種種種（（（（ミミミミ

ゾゴイをゾゴイをゾゴイをゾゴイを含含含含むむむむ））））

両生類両生類両生類両生類････

爬虫類爬虫類爬虫類爬虫類

シロマダラシロマダラシロマダラシロマダラ（（（（１１１１例例例例）、）、）、）、

タカチホヘビタカチホヘビタカチホヘビタカチホヘビ（（（（文献文献文献文献

のみのみのみのみ））））

1111例例例例のののの記録記録記録記録がががが改変区域外改変区域外改変区域外改変区域外、、、、大部大部大部大部

分分分分のののの生息環境生息環境生息環境生息環境（（（（樹林樹林樹林樹林、、、、草地草地草地草地））））がががが維維維維

持持持持されるのでされるのでされるのでされるので影響影響影響影響はははは少少少少ないないないない

・・・・生息状況生息状況生息状況生息状況にににに関関関関するデータがなするデータがなするデータがなするデータがな

いのにいのにいのにいのに影響影響影響影響はははは少少少少ないとするのないとするのないとするのないとするの

はははは、、、、科学的科学的科学的科学的なななな影響予測影響予測影響予測影響予測にはにはにはには

なっていないなっていないなっていないなっていない

・データが・データが・データが・データが少少少少なすぎなすぎなすぎなすぎ生息状況生息状況生息状況生息状況はははは

不明不明不明不明でででで、、、、影響予測影響予測影響予測影響予測はできないはできないはできないはできない

・・・・対象種対象種対象種対象種のののの一般的一般的一般的一般的なななな性質性質性質性質にににに対対対対

してしてしてして、、、、ダムのダムのダムのダムの工事工事工事工事、、、、存在存在存在存在････供用供用供用供用

によるによるによるによる一般的一般的一般的一般的なななな影響影響影響影響をををを類推類推類推類推しししし

たにすぎないたにすぎないたにすぎないたにすぎない（（（（極極極極めてめてめてめて抽象的抽象的抽象的抽象的なななな

予測予測予測予測））））

・・・・特定特定特定特定のののの調査地調査地調査地調査地（（（（影響予測範影響予測範影響予測範影響予測範

囲囲囲囲））））のののの地域特性地域特性地域特性地域特性、、、、環境特性環境特性環境特性環境特性、、、、特特特特

定定定定のののの生物種生物種生物種生物種のののの具体的具体的具体的具体的なななな生息状生息状生息状生息状

況況況況にににに対対対対してしてしてして、、、、特定特定特定特定のののの事業事業事業事業のののの特特特特

性性性性、、、、影響影響影響影響をををを考察考察考察考察しししし、、、、予測予測予測予測したもしたもしたもしたも

のにはなっていないのにはなっていないのにはなっていないのにはなっていない

（（（（具体的具体的具体的具体的なななな予測予測予測予測がないがないがないがない））））

・・・・生息環境生息環境生息環境生息環境であるであるであるである樹林帯樹林帯樹林帯樹林帯のののの一部一部一部一部

分分分分がががが消失消失消失消失するがするがするがするが大部分大部分大部分大部分はははは維持維持維持維持ささささ

れるれるれるれる

・・・・常時湛水常時湛水常時湛水常時湛水しないしないしないしないのでのでのでので河川環境河川環境河川環境河川環境

はははは維持維持維持維持されるされるされるされる

・・・・周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域にもにもにもにも生息生息生息生息するするするする

      ↓      ↓      ↓      ↓　　　　↓↓↓↓

・・・・影響影響影響影響はははは小小小小さいさいさいさい

2006アセスアセスアセスアセス

３．３．３．３．2006年年年年アセス（アセス（アセス（アセス（環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料））））の問題点の問題点の問題点の問題点

②科学的に行われていない②科学的に行われていない②科学的に行われていない②科学的に行われていない

１１１１１１１１



重要種重要種重要種重要種 影響予測影響予測影響予測影響予測のののの対象対象対象対象 影響予測影響予測影響予測影響予測 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

陸上昆虫陸上昆虫陸上昆虫陸上昆虫

類類類類

文献記録文献記録文献記録文献記録のののの４４４４種種種種

（（（（現地調査現地調査現地調査現地調査のヒゲのヒゲのヒゲのヒゲ

ナガホラヒラタゴミナガホラヒラタゴミナガホラヒラタゴミナガホラヒラタゴミ

ムシをムシをムシをムシを除除除除くくくく））））

・・・・生息環境生息環境生息環境生息環境はははは一部消失一部消失一部消失一部消失するがするがするがするが大大大大

部分部分部分部分はははは維持維持維持維持

・・・・文献文献文献文献のみののみののみののみの記録記録記録記録でででで近年近年近年近年はははは確認確認確認確認

なしなしなしなし

・・・・事業実施事業実施事業実施事業実施によるによるによるによる本種本種本種本種へのへのへのへの影響影響影響影響

はははは小小小小さいとさいとさいとさいと予測予測予測予測

・・・・文献文献文献文献のみでのみでのみでのみで実態実態実態実態のののの分分分分からないからないからないからない

種種種種についてについてについてについて、、、、形式的形式的形式的形式的にににに予測予測予測予測したしたしたした

だけでだけでだけでだけで意味意味意味意味がないがないがないがない

魚介類魚介類魚介類魚介類 ５５５５種種種種

・・・・確認地点確認地点確認地点確認地点がががが工事実施区域外工事実施区域外工事実施区域外工事実施区域外ああああ

るいはるいはるいはるいは改変区域外改変区域外改変区域外改変区域外

・・・・常時湛水常時湛水常時湛水常時湛水しないしないしないしないためためためため河川環境河川環境河川環境河川環境

がががが維持維持維持維持されるされるされるされる

・・・・洪水吐洪水吐洪水吐洪水吐、、、、低水放流設備低水放流設備低水放流設備低水放流設備がががが魚道魚道魚道魚道

としてとしてとしてとして機能機能機能機能するするするする

・・・・影響影響影響影響はははは少少少少ないとないとないとないと予測予測予測予測

・・・・試験湛水試験湛水試験湛水試験湛水、、、、洪水時洪水時洪水時洪水時のののの湛水湛水湛水湛水のののの

影響影響影響影響はははは予測予測予測予測されていないされていないされていないされていない

・・・・魚道魚道魚道魚道はははは、、、、調査調査調査調査、、、、実験実験実験実験によってによってによってによって

確認確認確認確認されたものではないされたものではないされたものではないされたものではない

・・・・魚類魚類魚類魚類にとってはにとってはにとってはにとっては河道全体河道全体河道全体河道全体がががが

「「「「魚道魚道魚道魚道」」」」でありでありでありであり、、、、ダムダムダムダム等等等等のののの構築構築構築構築

物物物物はどんなものでもはどんなものでもはどんなものでもはどんなものでも移動移動移動移動をををを妨妨妨妨

げるげるげるげる

底生動物底生動物底生動物底生動物

モノアラガイモノアラガイモノアラガイモノアラガイ、、、、オグオグオグオグ

マサナエのマサナエのマサナエのマサナエの2222種種種種

・・・・本来本来本来本来のののの生息場所生息場所生息場所生息場所ではなくではなくではなくではなく、、、、偶発偶発偶発偶発

的的的的にににに記録記録記録記録されたものされたものされたものされたもの、、、、影響影響影響影響はははは少少少少

ないないないない

・・・・偶発的偶発的偶発的偶発的なものとなものとなものとなものと短絡的短絡的短絡的短絡的にににに切切切切りりりり

捨捨捨捨てるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなく、、、、そのそのそのその意味意味意味意味をををを

考察考察考察考察するべきするべきするべきするべき

・・・・環境環境環境環境アセスのアセスのアセスのアセスの放棄放棄放棄放棄

動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、

評価、保全対策の問題点②評価、保全対策の問題点②評価、保全対策の問題点②評価、保全対策の問題点②

2006アセスアセスアセスアセス

１２１２１２１２



重要種重要種重要種重要種 影響予測影響予測影響予測影響予測のののの対象対象対象対象 影響予測影響予測影響予測影響予測 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

植生植生植生植生 なしなしなしなし しないしないしないしない

金沢市郊外金沢市郊外金沢市郊外金沢市郊外のののの里山里山里山里山、、、、犀川犀川犀川犀川のののの渓渓渓渓

谷谷谷谷、、、、渓流渓流渓流渓流のののの環境特性環境特性環境特性環境特性をををを有有有有するするするする

地域地域地域地域でありでありでありであり、、、、植生植生植生植生のののの特徴特徴特徴特徴やややや多多多多

様性様性様性様性へのへのへのへの影響予測影響予測影響予測影響予測をををを行行行行うべきうべきうべきうべき

植物相植物相植物相植物相 ２４２４２４２４種種種種

４４４４種種種種についてはについてはについてはについては影響影響影響影響がががが予測予測予測予測されされされされ

るのでるのでるのでるので、、、、生育環境生育環境生育環境生育環境をををを創出創出創出創出しししし、、、、新新新新たたたた

なななな個体個体個体個体のののの再生再生再生再生をををを期待期待期待期待しししし、、、、移植移植移植移植をををを

検討検討検討検討するするするする

・・・・意味不明意味不明意味不明意味不明

・・・・移植移植移植移植はははは、、、、生育環境生育環境生育環境生育環境のののの創出創出創出創出、、、、個個個個

体体体体のののの再生再生再生再生にににに関関関関するするするする具体的具体的具体的具体的なななな手手手手

法法法法にならないにならないにならないにならない

付着藻類付着藻類付着藻類付着藻類 なしなしなしなし しないしないしないしない

アユなどのようにアユなどのようにアユなどのようにアユなどのように付着藻類付着藻類付着藻類付着藻類をををを食食食食

物物物物としているとしているとしているとしている魚類魚類魚類魚類などなどなどなどにとっにとっにとっにとっ

てててて、、、、生活生活生活生活のののの上上上上でででで不可欠不可欠不可欠不可欠なななな資源資源資源資源

であることからであることからであることからであることから、、、、ダムダムダムダム建設建設建設建設によによによによ

るるるる影響影響影響影響をををを予測予測予測予測することはすることはすることはすることは不可不可不可不可

欠欠欠欠

動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、動物、植物、生態系の調査、影響予測、

評価、保全対策の問題点③評価、保全対策の問題点③評価、保全対策の問題点③評価、保全対策の問題点③

2006アセスアセスアセスアセス
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生態系生態系生態系生態系 影響予測影響予測影響予測影響予測のののの対象対象対象対象 影響予測影響予測影響予測影響予測 筆者筆者筆者筆者によるによるによるによる評価評価評価評価

上位性上位性上位性上位性

３３３３種種種種（（（（ミサゴミサゴミサゴミサゴ、、、、ハチクハチクハチクハチク

ママママ、、、、サシバサシバサシバサシバ））））

採餌環境採餌環境採餌環境採餌環境やややや営巣環境営巣環境営巣環境営巣環境はははは、、、、そのそのそのその一一一一

部部部部がががが改変改変改変改変されるがされるがされるがされるが、、、、大部分大部分大部分大部分がががが維維維維

持持持持されるされるされるされることからことからことからことから、、、、事業事業事業事業によるによるによるによる影影影影

響響響響はははは小小小小さいさいさいさい

典型性典型性典型性典型性

【【【【陸域陸域陸域陸域】】】】４４４４のののの環境類環境類環境類環境類

型区分型区分型区分型区分、、、、動物動物動物動物８８８８種種種種、、、、

１１１１類類類類（（（（コウモリコウモリコウモリコウモリ類類類類））））

【【【【河川河川河川河川】】】】６６６６のののの環境類環境類環境類環境類

型区分型区分型区分型区分、、、、動物動物動物動物８８８８種種種種、、、、

１１１１類類類類（（（（カモカモカモカモ類類類類））））

・・・・運用時運用時運用時運用時にはにはにはには常時湛水常時湛水常時湛水常時湛水しないしないしないしないダダダダ

ムのためムのためムのためムのため、、、、環境環境環境環境のののの変化変化変化変化はははは小小小小さいさいさいさい

・・・・上流域上流域上流域上流域などになどになどになどに同様同様同様同様のののの環境環境環境環境がががが存存存存

在在在在するするするすることからことからことからことから影響影響影響影響はははは小小小小さいさいさいさい

特殊性特殊性特殊性特殊性

洞窟性洞窟性洞窟性洞窟性コウモリコウモリコウモリコウモリ類類類類、、、、

ヒゲナガホラヒラタヒゲナガホラヒラタヒゲナガホラヒラタヒゲナガホラヒラタ

ゴミムシゴミムシゴミムシゴミムシ

・・・・主主主主たるたるたるたる洞窟洞窟洞窟洞窟はははは水没水没水没水没するためするためするためするため、、、、生生生生

息環境息環境息環境息環境がががが減少減少減少減少しししし、、、、個体群個体群個体群個体群のののの減少減少減少減少

がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる

・・・・試験湛水試験湛水試験湛水試験湛水までにまでにまでにまでに生息環境生息環境生息環境生息環境のののの創創創創

出出出出、、、、周辺周辺周辺周辺のののの影響影響影響影響をををを受受受受けないけないけないけない洞窟洞窟洞窟洞窟

へへへへ重要種重要種重要種重要種のののの移動移動移動移動・・・・誘導誘導誘導誘導などなどなどなど保全保全保全保全

措置措置措置措置をををを実施実施実施実施するするするする

・・・・保全措置保全措置保全措置保全措置のののの提案提案提案提案のみでのみでのみでのみで、、、、調調調調

査査査査やややや実験実験実験実験、、、、適否適否適否適否のののの判定法判定法判定法判定法のののの検検検検

討討討討をををを先送先送先送先送りりりりしたしたしたした

・・・・工事工事工事工事とととと並行並行並行並行してしてしてして調査調査調査調査とととと人為的人為的人為的人為的

なななな移動移動移動移動のののの実験実験実験実験がががが行行行行われたわれたわれたわれた

・・・・環境環境環境環境アセスのアセスのアセスのアセスの趣旨趣旨趣旨趣旨、、、、法法法法のののの精神精神精神精神

にににに反反反反するするするする

移動性移動性移動性移動性 動物動物動物動物１１１１種種種種（（（（アユアユアユアユ））））

・・・・洪水吐洪水吐洪水吐洪水吐きがきがきがきが魚道魚道魚道魚道としてとしてとしてとして機能機能機能機能しししし、、、、

移動性移動性移動性移動性はははは確保確保確保確保

常時湛水常時湛水常時湛水常時湛水しないしないしないしない、、、、洪水吐洪水吐洪水吐洪水吐がががが魚魚魚魚

道道道道になるのでになるのでになるのでになるので影響影響影響影響はははは小小小小さいとさいとさいとさいと、、、、

楽観的楽観的楽観的楽観的、、、、形式的形式的形式的形式的なななな予測予測予測予測

・・・・種種種種のののの選定理由選定理由選定理由選定理由がががが明確明確明確明確でないでないでないでない

・・・・生物種生物種生物種生物種のののの一般的一般的一般的一般的なななな生活様式生活様式生活様式生活様式

にににに対対対対してしてしてして、、、、ダムのダムのダムのダムの工事工事工事工事とととと存在存在存在存在････

供用供用供用供用のののの概略概略概略概略をををを重重重重ねねねね合合合合わせただわせただわせただわせただ

けでけでけでけで、、、、具体的具体的具体的具体的なななな生息状況生息状況生息状況生息状況にもとにもとにもとにもと

づいておらずづいておらずづいておらずづいておらず、、、、形式的形式的形式的形式的でででで形骸形骸形骸形骸

化化化化したしたしたした影響予測影響予測影響予測影響予測であるであるであるである

・・・・「「「「改変率改変率改変率改変率」（」（」（」（影響予測範囲影響予測範囲影響予測範囲影響予測範囲にににに占占占占

めるめるめるめる改変区域改変区域改変区域改変区域のののの面積面積面積面積のののの割合割合割合割合））））

のののの大小大小大小大小はははは、、、、影響影響影響影響のののの大小大小大小大小をををを表表表表すすすす

ものではないものではないものではないものではない

動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点④動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点④動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点④動物、植物、生態系の調査、影響予測、評価、保全対策の問題点④ 2006アセスアセスアセスアセス

１４１４１４１４



1. 少数の重要種（希少種等）のみに絞り込んだきわめて少数の重要種（希少種等）のみに絞り込んだきわめて少数の重要種（希少種等）のみに絞り込んだきわめて少数の重要種（希少種等）のみに絞り込んだきわめて限定的な影響評価限定的な影響評価限定的な影響評価限定的な影響評価でででで

あるあるあるある

2. 金沢市郊外の里山、犀川の渓谷・渓流という金沢市郊外の里山、犀川の渓谷・渓流という金沢市郊外の里山、犀川の渓谷・渓流という金沢市郊外の里山、犀川の渓谷・渓流という地域特性、環境特性地域特性、環境特性地域特性、環境特性地域特性、環境特性を考慮しを考慮しを考慮しを考慮し

ていない、生物多様性の視点が欠如しているていない、生物多様性の視点が欠如しているていない、生物多様性の視点が欠如しているていない、生物多様性の視点が欠如している

3. ほとんどの種に対して、樹林の一部が消失するがほとんどの種に対して、樹林の一部が消失するがほとんどの種に対して、樹林の一部が消失するがほとんどの種に対して、樹林の一部が消失するが大部分は維持される大部分は維持される大部分は維持される大部分は維持される、、、、常常常常

時湛水しない時湛水しない時湛水しない時湛水しないので河川環境は維持される、ので河川環境は維持される、ので河川環境は維持される、ので河川環境は維持される、周辺に同様の環境があり周辺に同様の環境があり周辺に同様の環境があり周辺に同様の環境があり生息し生息し生息し生息し

ているので影響は少ない、という形骸化した影響予測であるているので影響は少ない、という形骸化した影響予測であるているので影響は少ない、という形骸化した影響予測であるているので影響は少ない、という形骸化した影響予測である

4. 対象種の一般的な性質に対して、ダムの工事、存在･供用による一般的な対象種の一般的な性質に対して、ダムの工事、存在･供用による一般的な対象種の一般的な性質に対して、ダムの工事、存在･供用による一般的な対象種の一般的な性質に対して、ダムの工事、存在･供用による一般的な

影響を類推したにすぎず、影響を類推したにすぎず、影響を類推したにすぎず、影響を類推したにすぎず、形式的で形骸化した影響予測形式的で形骸化した影響予測形式的で形骸化した影響予測形式的で形骸化した影響予測であるであるであるである

5. 動物種の動物種の動物種の動物種の具体的な生息状況具体的な生息状況具体的な生息状況具体的な生息状況（生息数、分布状況、営巣場所、採食場所、行（生息数、分布状況、営巣場所、採食場所、行（生息数、分布状況、営巣場所、採食場所、行（生息数、分布状況、営巣場所、採食場所、行

動圏、テリトリーなど）に対して、動圏、テリトリーなど）に対して、動圏、テリトリーなど）に対して、動圏、テリトリーなど）に対して、実際に行われる工事の範囲と内容、試験湛実際に行われる工事の範囲と内容、試験湛実際に行われる工事の範囲と内容、試験湛実際に行われる工事の範囲と内容、試験湛

水や洪水時の湛水範囲などの影響を予測するものにはなっていない水や洪水時の湛水範囲などの影響を予測するものにはなっていない水や洪水時の湛水範囲などの影響を予測するものにはなっていない水や洪水時の湛水範囲などの影響を予測するものにはなっていない

6. 影響があると予測された少数の種の保全対策は、ダム工事、試験湛水と並影響があると予測された少数の種の保全対策は、ダム工事、試験湛水と並影響があると予測された少数の種の保全対策は、ダム工事、試験湛水と並影響があると予測された少数の種の保全対策は、ダム工事、試験湛水と並

行して行われる行して行われる行して行われる行して行われる事後調査に先送り事後調査に先送り事後調査に先送り事後調査に先送りされたされたされたされた

2006年年年年アセス（アセス（アセス（アセス（環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料））））のののの評価－科学性について評価－科学性について評価－科学性について評価－科学性について

１５１５１５１５

2006アセスアセスアセスアセス



2006アセスアセスアセスアセス

「石川県は、「石川県は、「石川県は、「石川県は、方法書及び準備書の作方法書及び準備書の作方法書及び準備書の作方法書及び準備書の作

成は必要ない成は必要ない成は必要ない成は必要ないと判断した」と判断した」と判断した」と判断した」

「「「「結論は、石川県が結論は、石川県が結論は、石川県が結論は、石川県が専門家専門家専門家専門家の調査及の調査及の調査及の調査及

び評価結果のび評価結果のび評価結果のび評価結果の承認承認承認承認を得た上で判断を得た上で判断を得た上で判断を得た上で判断

したものであるしたものであるしたものであるしたものである」」」」

（（（（被告第被告第被告第被告第3準備書面準備書面準備書面準備書面p35））））

自主アセスだとしても、自主アセスだとしても、自主アセスだとしても、自主アセスだとしても、アセスアセスアセスアセス

法法法法、、、、県県県県アセスアセスアセスアセス条例条例条例条例のののの施行後施行後施行後施行後のののの

見解としては、きわめて不適見解としては、きわめて不適見解としては、きわめて不適見解としては、きわめて不適

切である切である切である切である

住民や専門家、利害関係者住民や専門家、利害関係者住民や専門家、利害関係者住民や専門家、利害関係者

が意見を述べる場を奪ったが意見を述べる場を奪ったが意見を述べる場を奪ったが意見を述べる場を奪った

環境アセスメントの民主性を、環境アセスメントの民主性を、環境アセスメントの民主性を、環境アセスメントの民主性を、

まさに踏みにじったことになり、まさに踏みにじったことになり、まさに踏みにじったことになり、まさに踏みにじったことになり、

行政機関がとるべき手法では行政機関がとるべき手法では行政機関がとるべき手法では行政機関がとるべき手法では

なななないいいい

事業者事業者事業者事業者、、、、一部の専門家のみが開発一部の専門家のみが開発一部の専門家のみが開発一部の専門家のみが開発

事業をオーソライズし、各地の自然事業をオーソライズし、各地の自然事業をオーソライズし、各地の自然事業をオーソライズし、各地の自然

環境を破壊してきた環境を破壊してきた環境を破壊してきた環境を破壊してきたことへのことへのことへのことへの反省が反省が反省が反省が

あって、環境アセスメント制度が生まあって、環境アセスメント制度が生まあって、環境アセスメント制度が生まあって、環境アセスメント制度が生ま

れ、発展してきたれ、発展してきたれ、発展してきたれ、発展してきた

３．３．３．３．2006年年年年アセス（アセス（アセス（アセス（環境部会資料環境部会資料環境部会資料環境部会資料））））の問題点の問題点の問題点の問題点

③民主的に行われていない③民主的に行われていない③民主的に行われていない③民主的に行われていない

１６１６１６１６



民主性民主性民主性民主性

情報公開情報公開情報公開情報公開

住民参加住民参加住民参加住民参加

合意形成合意形成合意形成合意形成

欠落欠落欠落欠落

２００６年の自主アセスは、２００６年の自主アセスは、２００６年の自主アセスは、２００６年の自主アセスは、

科学的でも民主的でもなく、科学的でも民主的でもなく、科学的でも民主的でもなく、科学的でも民主的でもなく、

適正な環境アセスではない適正な環境アセスではない適正な環境アセスではない適正な環境アセスではない

2006アセスアセスアセスアセス

科学性科学性科学性科学性

十分な調査十分な調査十分な調査十分な調査

データ解析データ解析データ解析データ解析

合理的な影響予測合理的な影響予測合理的な影響予測合理的な影響予測

評価評価評価評価

効果的保全対策効果的保全対策効果的保全対策効果的保全対策

１７１７１７１７



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

①猛禽類①猛禽類①猛禽類①猛禽類（ミサゴ、ハチクマ、サシバ）（ミサゴ、ハチクマ、サシバ）（ミサゴ、ハチクマ、サシバ）（ミサゴ、ハチクマ、サシバ）

２００６年アセス２００６年アセス２００６年アセス２００６年アセス

工事の実施およびダムの存在・供工事の実施およびダムの存在・供工事の実施およびダムの存在・供工事の実施およびダムの存在・供

用により、その用により、その用により、その用により、その一部が改変される一部が改変される一部が改変される一部が改変される

が、大部分が維持されるが、大部分が維持されるが、大部分が維持されるが、大部分が維持されることから、ことから、ことから、ことから、

事業による影響は小さい事業による影響は小さい事業による影響は小さい事業による影響は小さい

鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）

猛禽類調査結果猛禽類調査結果猛禽類調査結果猛禽類調査結果

影響は見られない影響は見られない影響は見られない影響は見られない

問題点問題点問題点問題点

①①①①繁殖の確認のみ繁殖の確認のみ繁殖の確認のみ繁殖の確認のみでヒナ数・巣立ち数などが調べられていないでヒナ数・巣立ち数などが調べられていないでヒナ数・巣立ち数などが調べられていないでヒナ数・巣立ち数などが調べられていない →→→→ 生残率が不明生残率が不明生残率が不明生残率が不明

②「ダムサイトから離れているので影響はない」②「ダムサイトから離れているので影響はない」②「ダムサイトから離れているので影響はない」②「ダムサイトから離れているので影響はない」 →→→→ 影響があるので離れた可能性？影響があるので離れた可能性？影響があるので離れた可能性？影響があるので離れた可能性？

③「生息エリアを東側に移動」等の記述③「生息エリアを東側に移動」等の記述③「生息エリアを東側に移動」等の記述③「生息エリアを東側に移動」等の記述 →→→→ 意味の再検討が必要意味の再検討が必要意味の再検討が必要意味の再検討が必要

１８１８１８１８

事後調査事後調査事後調査事後調査



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

②ミゾゴイ②ミゾゴイ②ミゾゴイ②ミゾゴイ

２００６年アセス２００６年アセス２００６年アセス２００６年アセス

生息場所の森林の一部が消失す生息場所の森林の一部が消失す生息場所の森林の一部が消失す生息場所の森林の一部が消失す

るが、るが、るが、るが、大部分が維持される大部分が維持される大部分が維持される大部分が維持される、、、、常時常時常時常時

湛水しない湛水しない湛水しない湛水しない、、、、周辺にも生息する周辺にも生息する周辺にも生息する周辺にも生息するここここ

とから、事業による影響は小さいとから、事業による影響は小さいとから、事業による影響は小さいとから、事業による影響は小さい

鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）鳥類調査報告書（２０１２年１１月）

ミゾゴイ調査結果ミゾゴイ調査結果ミゾゴイ調査結果ミゾゴイ調査結果

①ダムサイト周辺では、近年、渡来が確認されていない①ダムサイト周辺では、近年、渡来が確認されていない①ダムサイト周辺では、近年、渡来が確認されていない①ダムサイト周辺では、近年、渡来が確認されていない

②ダム工事の影響により、ダム周辺を避けている可能性が考えられる②ダム工事の影響により、ダム周辺を避けている可能性が考えられる②ダム工事の影響により、ダム周辺を避けている可能性が考えられる②ダム工事の影響により、ダム周辺を避けている可能性が考えられる

③③③③生息環境は維持されているので一時的なもの生息環境は維持されているので一時的なもの生息環境は維持されているので一時的なもの生息環境は維持されているので一時的なもの

④④④④今後、ダム周辺に渡来することが期待される今後、ダム周辺に渡来することが期待される今後、ダム周辺に渡来することが期待される今後、ダム周辺に渡来することが期待される

問題点問題点問題点問題点

上記③、④は根拠に乏しく、たいへん楽天的上記③、④は根拠に乏しく、たいへん楽天的上記③、④は根拠に乏しく、たいへん楽天的上記③、④は根拠に乏しく、たいへん楽天的 →→→→ 評価になっていない評価になっていない評価になっていない評価になっていない

１９１９１９１９

事後調査事後調査事後調査事後調査



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類1

２０２０２０２０

事後調査事後調査事後調査事後調査

２０１３年３月報告書２０１３年３月報告書２０１３年３月報告書２０１３年３月報告書

①誘導実験①誘導実験①誘導実験①誘導実験

【【【【捕獲･移動･放逐と洞窟閉鎖捕獲･移動･放逐と洞窟閉鎖捕獲･移動･放逐と洞窟閉鎖捕獲･移動･放逐と洞窟閉鎖】】】】

・周辺の洞窟に移動して冬眠した・周辺の洞窟に移動して冬眠した・周辺の洞窟に移動して冬眠した・周辺の洞窟に移動して冬眠した

②試験湛水②試験湛水②試験湛水②試験湛水

・・・・全体として個体数には大きな変全体として個体数には大きな変全体として個体数には大きな変全体として個体数には大きな変

化はない化はない化はない化はない

記録数（生データ）を示すが、実記録数（生データ）を示すが、実記録数（生データ）を示すが、実記録数（生データ）を示すが、実

際は定性的な考察をしている際は定性的な考察をしている際は定性的な考察をしている際は定性的な考察をしている

記録数（生データ）を記録数（生データ）を記録数（生データ）を記録数（生データ）を

比較する場合の問題点比較する場合の問題点比較する場合の問題点比較する場合の問題点

①カウント数のバラツキ（人間側）①カウント数のバラツキ（人間側）①カウント数のバラツキ（人間側）①カウント数のバラツキ（人間側）

②調査年月日の違いによる変動（動物側）②調査年月日の違いによる変動（動物側）②調査年月日の違いによる変動（動物側）②調査年月日の違いによる変動（動物側）

得られた数値には大きなバラツキがある得られた数値には大きなバラツキがある得られた数値には大きなバラツキがある得られた数値には大きなバラツキがある

統計処理統計処理統計処理統計処理 →→→→ 確からしさの検討確からしさの検討確からしさの検討確からしさの検討

確からしさの検討が不十分確からしさの検討が不十分確からしさの検討が不十分確からしさの検討が不十分



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類③洞窟性コウモリ類2

２１２１２１２１

事後調査事後調査事後調査事後調査

洞窟性コウモリ類の生活史洞窟性コウモリ類の生活史洞窟性コウモリ類の生活史洞窟性コウモリ類の生活史

●洞窟性コウモリ類の多くは、生活史（出産･哺育、交尾、冬眠）に合わせて、●洞窟性コウモリ類の多くは、生活史（出産･哺育、交尾、冬眠）に合わせて、●洞窟性コウモリ類の多くは、生活史（出産･哺育、交尾、冬眠）に合わせて、●洞窟性コウモリ類の多くは、生活史（出産･哺育、交尾、冬眠）に合わせて、

いくつかの洞窟を使い分ける。いくつかの洞窟を使い分ける。いくつかの洞窟を使い分ける。いくつかの洞窟を使い分ける。

●辰巳ダム周辺の１０か所の洞窟（大小、高低）も、そのように利用されてい●辰巳ダム周辺の１０か所の洞窟（大小、高低）も、そのように利用されてい●辰巳ダム周辺の１０か所の洞窟（大小、高低）も、そのように利用されてい●辰巳ダム周辺の１０か所の洞窟（大小、高低）も、そのように利用されてい

る可能性が高い。る可能性が高い。る可能性が高い。る可能性が高い。

ダム運用の影響予測についてダム運用の影響予測についてダム運用の影響予測についてダム運用の影響予測について →→→→ 楽天的な想像楽天的な想像楽天的な想像楽天的な想像

●キクガシラコウモリは雌成獣が幼獣を腹に抱えて飛翔できることから、洪水により●キクガシラコウモリは雌成獣が幼獣を腹に抱えて飛翔できることから、洪水により●キクガシラコウモリは雌成獣が幼獣を腹に抱えて飛翔できることから、洪水により●キクガシラコウモリは雌成獣が幼獣を腹に抱えて飛翔できることから、洪水により

水没しても、危険を回避し、周辺の洞窟に移動する（水没しても、危険を回避し、周辺の洞窟に移動する（水没しても、危険を回避し、周辺の洞窟に移動する（水没しても、危険を回避し、周辺の洞窟に移動する（2009年）年）年）年）

●突発的な増水でもサーチャージ水位より高い位置の坑口（●突発的な増水でもサーチャージ水位より高い位置の坑口（●突発的な増水でもサーチャージ水位より高い位置の坑口（●突発的な増水でもサーチャージ水位より高い位置の坑口（CR-1、、、、CL-1）から逃避）から逃避）から逃避）から逃避

する（する（する（する（2013年）年）年）年）

本来の事後調査本来の事後調査本来の事後調査本来の事後調査

辰巳の洞窟群に生息するコウモリ類群集が、健全に生存し続ける上で、ダ辰巳の洞窟群に生息するコウモリ類群集が、健全に生存し続ける上で、ダ辰巳の洞窟群に生息するコウモリ類群集が、健全に生存し続ける上で、ダ辰巳の洞窟群に生息するコウモリ類群集が、健全に生存し続ける上で、ダ

ムがない場合と比較して、リスクがどう変化したのか、科学的な検証が必要ムがない場合と比較して、リスクがどう変化したのか、科学的な検証が必要ムがない場合と比較して、リスクがどう変化したのか、科学的な検証が必要ムがない場合と比較して、リスクがどう変化したのか、科学的な検証が必要

である。仮に個体数は変わらなくても、最も重要な二つの洞窟が、生活史上である。仮に個体数は変わらなくても、最も重要な二つの洞窟が、生活史上である。仮に個体数は変わらなくても、最も重要な二つの洞窟が、生活史上である。仮に個体数は変わらなくても、最も重要な二つの洞窟が、生活史上

重要な時期に水没する可能性があることを科学的に評価する必要がある。重要な時期に水没する可能性があることを科学的に評価する必要がある。重要な時期に水没する可能性があることを科学的に評価する必要がある。重要な時期に水没する可能性があることを科学的に評価する必要がある。



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

④ヒゲナガホラヒラタゴミムシ④ヒゲナガホラヒラタゴミムシ④ヒゲナガホラヒラタゴミムシ④ヒゲナガホラヒラタゴミムシ

２２２２２２２２

事後調査事後調査事後調査事後調査

保全対策：水没する洞窟での捕獲･移動･放逐保全対策：水没する洞窟での捕獲･移動･放逐保全対策：水没する洞窟での捕獲･移動･放逐保全対策：水没する洞窟での捕獲･移動･放逐

2013年年年年

洞窟洞窟洞窟洞窟CR-1（一部水没）（一部水没）（一部水没）（一部水没）

・生残、交尾（・生残、交尾（・生残、交尾（・生残、交尾（1例）例）例）例）

洞窟洞窟洞窟洞窟CL-2（完全水没）（完全水没）（完全水没）（完全水没）

・記録できず・記録できず・記録できず・記録できず

・同種が生息している他の洞窟へ移動・同種が生息している他の洞窟へ移動・同種が生息している他の洞窟へ移動・同種が生息している他の洞窟へ移動

（ただし、遺伝的撹乱防止のため、川の（ただし、遺伝的撹乱防止のため、川の（ただし、遺伝的撹乱防止のため、川の（ただし、遺伝的撹乱防止のため、川の

右岸、左岸同じ側に移動）右岸、左岸同じ側に移動）右岸、左岸同じ側に移動）右岸、左岸同じ側に移動）

・他の洞窟への移動・放逐が、個体群・他の洞窟への移動・放逐が、個体群・他の洞窟への移動・放逐が、個体群・他の洞窟への移動・放逐が、個体群

保護に役立ったのか保護に役立ったのか保護に役立ったのか保護に役立ったのか →→→→ 検証方法は検証方法は検証方法は検証方法は

あるのか？あるのか？あるのか？あるのか？

・川の同じ側に限定した移動で、遺伝的・川の同じ側に限定した移動で、遺伝的・川の同じ側に限定した移動で、遺伝的・川の同じ側に限定した移動で、遺伝的

撹乱は防止できたのか撹乱は防止できたのか撹乱は防止できたのか撹乱は防止できたのか →→→→ 検証する検証する検証する検証する

のか？のか？のか？のか？



４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（４．動植物調査（2007～）の問題点～）の問題点～）の問題点～）の問題点

⑤希少植物の移植⑤希少植物の移植⑤希少植物の移植⑤希少植物の移植

２３２３２３２３

事後調査事後調査事後調査事後調査

2013年報告書年報告書年報告書年報告書

10種種種種（各種１株から１７０株）を（各種１株から１７０株）を（各種１株から１７０株）を（各種１株から１７０株）を移植移植移植移植し、し、し、し、活着率は活着率は活着率は活着率は0パーセント（すべて枯死）パーセント（すべて枯死）パーセント（すべて枯死）パーセント（すべて枯死）

からからからから100パーセント（すべて生存）までさまざまで、なかには株がパーセント（すべて生存）までさまざまで、なかには株がパーセント（すべて生存）までさまざまで、なかには株がパーセント（すべて生存）までさまざまで、なかには株が８８８８倍に増え倍に増え倍に増え倍に増え

たものもあるたものもあるたものもあるたものもある（ただし、（ただし、（ただし、（ただし、報告書では活着率の計算方法が不明報告書では活着率の計算方法が不明報告書では活着率の計算方法が不明報告書では活着率の計算方法が不明））））

・・・・植物個体の活着植物個体の活着植物個体の活着植物個体の活着がががが移植成功移植成功移植成功移植成功ではない。ではない。ではない。ではない。

・・・・その場の生態系のなかでその場の生態系のなかでその場の生態系のなかでその場の生態系のなかで持続的な構成種として定着持続的な構成種として定着持続的な構成種として定着持続的な構成種として定着しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。

・・・・その種がすでに生育している環境への移植は、その正否のその種がすでに生育している環境への移植は、その正否のその種がすでに生育している環境への移植は、その正否のその種がすでに生育している環境への移植は、その正否の判定が困難判定が困難判定が困難判定が困難

・・・・長期間定着したとしても、もともと生育している個体がある場所ならば、長期間定着したとしても、もともと生育している個体がある場所ならば、長期間定着したとしても、もともと生育している個体がある場所ならば、長期間定着したとしても、もともと生育している個体がある場所ならば、長長長長

い目で見ればい目で見ればい目で見ればい目で見れば、ほとんど意味がない。、ほとんど意味がない。、ほとんど意味がない。、ほとんど意味がない。

・・・・生育していない場所であるならば、その場の生育していない場所であるならば、その場の生育していない場所であるならば、その場の生育していない場所であるならば、その場の攪乱になる可能性攪乱になる可能性攪乱になる可能性攪乱になる可能性もある。もある。もある。もある。



結結結結 論論論論

1987198719871987年アセス年アセス年アセス年アセス

科学的でなく、アセスの名に値しない科学的でなく、アセスの名に値しない科学的でなく、アセスの名に値しない科学的でなく、アセスの名に値しない

2008200820082008年アセス年アセス年アセス年アセス

影響予測の対象種が限定され、形骸化した予影響予測の対象種が限定され、形骸化した予影響予測の対象種が限定され、形骸化した予影響予測の対象種が限定され、形骸化した予

測方法で、影響は小さいという所定の結論に誘測方法で、影響は小さいという所定の結論に誘測方法で、影響は小さいという所定の結論に誘測方法で、影響は小さいという所定の結論に誘

導する非科学的、非民主的なアセスである導する非科学的、非民主的なアセスである導する非科学的、非民主的なアセスである導する非科学的、非民主的なアセスである

動植物調査（動植物調査（動植物調査（動植物調査（2007200720072007～）～）～）～）

形骸化した事後調査であり、保全対策として形骸化した事後調査であり、保全対策として形骸化した事後調査であり、保全対策として形骸化した事後調査であり、保全対策として、、、、

長期間にわたり長期間にわたり長期間にわたり長期間にわたり機能するかどうか疑問である機能するかどうか疑問である機能するかどうか疑問である機能するかどうか疑問である

２４２４２４２４




