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第６ 自然環境に対する深刻な影響について 
１ はじめに 

本件事業地及び周辺は、原生状態が温存されていた犀川渓谷と集落、田畑及び林が

点在する里山の光景とがあいまって、他に２つと存在しない独自の自然環境を有して

おり、ミゾゴイ、ハチクマ、サシバ等の希少な鳥類、ニホンテングコウモリ、ヒゲナ

ガホラヒラタゴミムシ等の希少な洞窟性生物、イブキシダ、カリガネソウ、アケボノ

シュスラン等の希少な植物等の希少種をはじめとした多種多様な動植物の生息が確認

されている。 
本件事業により失われる本件事業地及び周辺の貴重な自然環境は、一度破壊される

と取り返しのつかない、かけがえのない存在である。 
環境基本法をはじめとして、自然環境ないし生態系を保護すべきことが確認ないし

規定されている国際法及び国内法は、多数存在するが、自然環境ないし生態系にかか

わる事業が行われる場合には、これらの国際法及び国内法の趣旨が没却されることが

あってはならない。 
２ 環境影響評価法に規定された環境影響評価が行われていないことの違法性 

被告は、本件事業について、環境影響評価の要否を個別に検討する「第二種事業」

に該当しないとして、環境影響評価法による環境影響評価の対象とならない事業であ

ると主張する。 
しかし、石川県は、辰巳ダムの治水及び利水を既存の犀川ダム及び内川ダムと連携

して運用するとしており、これら３つのダムの湛水区域の面積を合計すると１４１ヘ

クタール（犀川ダム５９ヘクタール、内川ダム４０ヘクタール、辰巳ダム４２ヘクタ

ール（訴状の記載を訂正する。））となって、環境影響評価法の対象事業となる規模を

有するものであるから、環境影響評価法に定める環境影響評価が行われずに本件事業

が実施されたことは違法である。 
また、石川県は、環境影響評価法が制定される以前である昭和６２年度には、昭和

５９年に閣議決定された環境影響評価実施要綱に基づいて環境影響評価を実施してい

るのであるから、その後、本件事業計画を立てるにあたり、環境影響評価法に規定さ

れた環境影響評価がなされない理由はない。 
従って、石川県は、本件事業においても、環境影響評価法に規定された環境影響評

価を行い、その手続に住民や専門家を参加させて意見表明の機会を与えることをはじ

め、民主的で透明性が確保された適正な手続を行うべきであったが、これを行わなか

った違法がある。 
３ 石川県による環境影響評価が手続及び内容ともに適正とはいえないこと 

被告は、本件事業について、石川県が自主的に環境影響評価法等に準じた環境影響

評価を行い、その結果、環境に与える影響は軽微であるとの評価を得たと主張する。 
しかし、石川県による環境影響評価は、以下のとおり、手続及び内容ともに適正と

はいえず、環境に与える影響は軽微であるとの結論も誤りである。 
⑴ 環境影響評価が手続において適正とはいえないこと 

被告は、本件事業について、整備計画策定後における環境影響評価において、環

境影響評価法で環境影響評価が義務づけられた事業にとって必要な手続とされる方
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法書及び準備書の作成等は、石川県の判断によって行われなかったものの、同県の

予測及び評価手法は、「ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令」（平成１０年厚生省、農林水産省、通商産

業省及び建設省令第１号）に準拠するものであり、専門家の調査及び評価結果の承

認を得ているとし、環境影響評価の妥当性を主張する。 
しかし、方法書及び準備書の作成等が省略されたことは、環境影響評価の支柱と

もいえる市民参加の手続を欠如している点で問題である。そもそも環境影響評価と

は、環境に影響を及ぼす可能性のある活動の計画、実施の決定に際し、当該活動に

よる環境影響を調査・予測し、その評価を行って計画の策定や実施の決定に反映さ

せるものであるが、その手続や内容の適正を担保するためには市民参加の保証が不

可欠である。環境影響評価法では、市民に対する説明会の開催、環境影響評価方法

書及び準備書の公告・縦覧、市民による意見書提出等の市民参加の手続が定められ

ている。 
被告は、石川県が自主的に環境影響評価法に「準じた」環境影響評価を行ったと

主張しているが、単に、自ら調査を行い、都合の良い「評価」を行ったのみであり、

重要な情報を市民に公開せず、市民参加の手続を保証しないのであれば、それは環

境影響評価法を骨抜きにしたものであり、法の定める手続とは全く別物である。 
市民の意見が全く採り入れられない環境影響評価は、手続的に適正とはいえず、

本件事業における環境影響評価は、本件事業の正当化のためだけになされたものに

他ならない。 
⑵ 環境影響評価が内容において適正とはいえないこと 
ア 希少種に与える影響を過小評価していること 

石川県の行った環境影響評価は、後記のとおり、本件事業が特に希少種に与え

る影響を過小評価している。 
イ 移植が保全策として十分なものではないこと 

石川県の行った環境影響評価の結果については、保全策として「移植」、すなわ

ち、生育している動植物を移し替えることにより、環境への影響は少ないとの結

論が散見されるが、「移植」は保全策として十分なものではない。 
そもそも、移植については実績がなく、今後モニタリングを続けていくといっ

ても、モニタリングそのものが保全策たりうるわけではない。特に脆弱な希少種

などは、１～２年は定着したように見えても、３～４年となると消失してしまう

ことが多いことが指摘されている。 
また、仮に個体自体の移植が成功しても、その種が種として存続できるかとは

別の問題である。すなわち、個体自体の移植成功の意味は、単なる当該個体を守

るだけであり、「飼育」や「栽培」に他ならず、保全策とはいえない。種の存続

のためには、あくまで、その種が生息していた生態系そのものの保全が必要であ

る。 
また、移植をする事自体、人為的な行為であり、野生生物群集を攪乱する原因

となる。地域の他の生物や種内の遺伝的多様性に影響を与えることにも繋がる。 
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したがって、移植自体は、保全策たりえないものである。 
石川県は、生育環境の新たな創出により、希少種への影響を軽減できると予測

しているが、移植そのものが保全対策たりえない以上、種に対する甚大な影響は

回避できないものといわざるを得ない。 
ウ 河川生態系の影響調査が適正でないこと 

被告は、ダム本体が河川に生息する動物の回遊を遮断することによる生態系へ

の検討について、犀川で確認されている魚介類を用いて回遊性を示し、辰巳ダム

を前後して分布するアユを注目種として検討した結果、常時は湛水しないため流

路が確保されること、低水放流設備が魚道の構造を有することなどから、河川域

の魚類の移動性は確保されると予測されると主張する。 
しかし、そもそも、アユは、近年では、辰巳ダム周辺までの遡上は確認されて

いないのであるから、アユを注目種として検討するのは誤りである。さらに、魚

道についても、遡上実験が行われていないのであるから、被告の主張は何ら根拠

を有するものではない。 
エ 以上のとおり、石川県の行った環境影響調査に基づく環境影響評価は、本件事

業が希少種に対し重大な影響を与えることを無視したものであり、また、十分な

環境保全措置が行われていないなど、内容において適正とはいえない。 
４ 本件事業が環境に与える影響は甚大であり、軽微とする評価が誤りであること 
⑴ 生物多様性への脅威 

石川県の行った調査でも数多くの種が見られたように、本件事業地内及び周辺に

は、さまざまな生物種が生息し、豊かな生態系を織りなしている。 
わが国では生物多様性条約及びそれに基づいて策定された第３次生物多様性国家

戦略、環境基本法等において、石川県ではふるさと石川の環境を守り育てる条例等

において、生物多様性の重要性及びその保全の必要性が規定されているものである。 
現在、日本のみならず地球全体で種の絶滅が急速なスピードで進んでおり、生物

多様性を脅かしている。 
たとえ生態系そのものが失われなくても、それを構成している種が失われると、

それが生態系において果たしている役割に応じて機能低下や機能不全が起こること

になる。一種だけでも絶滅すると生態系の構造や機能を大きく変えてしまうような

種がある一方で、生態系には目立った変化をもたらさない影響力の小さい種もある

ことは確かであるが、ある種の絶滅が生態系の機能にどのような影響を及ぼすのか

を完全に予測することは困難である。したがって、生物多様性を保全することが健

全な生態系を持続させるために も確実な方策であるといえる。 
種の絶滅は、個体群の絶滅から生じる。すなわち、個体数が減少すると、絶滅し

やすい小さな個体群となる。環境省レッドデータブック、レッドリスト、いしかわ

レッドデータブック等にリストアップされている種は、個体数が減り、絶滅する確

率が高い個体群である。したがって、これらの種については、絶滅確率を十分に引

き下げる状態になるまで個体数の回復を図ることが必要であり、逆に、それらの種

の生息を脅かす要因は取り除かねばならない。 
⑵ ミゾゴイについて 
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ア ミゾゴイは、鳥綱コウノトリ目サギ科の鳥であるが、環境省レッドリストにお

いて絶滅危惧ＩＢ類（ＥＮ）として掲載されているほか、国際自然保護連合レッ

ドリストにも世界絶滅危惧種として掲載されており、推定個体数は１０００羽以

下とされる。４月上旬になると、中国南部やフィリピンなどから日本に渡ってき

て、日本でのみ繁殖する。 

ミゾゴイの繁殖環境は、鬱蒼とした森と、人の手が適度に加わった明るい開け

た草地という二つの異なった環境の組み合わせが必要条件である。１９７０年代

まで、北海道を除く日本の各地で繁殖していたが、ここ３０年間で急激に減少し

た。その理由として、営巣地となる低山・里山の森林の開発・荒廃や、採餌場で

ある水田や樹林に囲まれた湿地の減少、あるいは、餌となる土壌生物の減少や小

動物の生息環境の消失などが挙げられる。まさに、ミゾゴイは、第二のトキ、コ

ウノトリとなる危険性を秘めている。 

今日、日本での営巣確認は、東京・多摩西部や埼玉県等のわずかな地域に限ら

れているに過ぎず、本件事業地周辺での営巣確認は非常に貴重なものである。 

イ 被告は、これまでに確認された営巣場所はすべて本件事業地外の土地にあり、

かつ工事による改変区域から相当程度離れていること、事業施行後も生息環境が

広く残存すること、餌場となる貯水池については、試験湛水後は常時湛水しない

ため採餌環境は維持されることなどから、本件事業による影響は軽微と評価され

ていると主張する。 
しかしながら、本件事業地周辺におけるミゾゴイの生息調査は、平成１３年５

月から平成２０年５月まで、民間の愛鳥団体（森の都愛鳥会）が石川県に協力し

て行われてきたが、平成１４年から１６年頃までは、３から４つがいが営巣して

いることを確認していた。営巣を確認したのは、被告の主張するとおり、本件事

業地外での２例のみであるが、上記のとおり、営巣そのものは確認できていない

が、本件事業地周辺にて営巣しているつがいがあったのであるから、営巣地は全

て本件事業地外であるというのは正確ではない。 
また、ミゾゴイが営巣し、子育てをするには、営巣木と付近一帯の林及び良好

な餌場が必要である。本件事業地周辺において営巣したミゾゴイの採餌場は、主

に真下を流れる犀川本流の河岸及び谷部河畔にある休耕農地であり、ミゾゴイは、

そこに生息するミミズ、サワガニ、トカゲ、イモリ、カエル等を餌にしている。 
本件事業が完成し、試験湛水、あるいは、本格運用が開始され湛水されると、

たとえ一時的であっても激流逆巻く濁流水が湛水することにより、土砂が削り取

られ、そこに生息する生き物は死滅し、自然復元には相当な年月を要することに

なる。 
ミゾゴイがそこで採餌することができなくなるのは明らかであり、たとえ営巣

地が工事による改変区域から相当程度離れていたとしても、採餌場が失われれば

ミゾゴイは営巣不可能となるのである。 
さらに、被告は、本件事業地外にも大きな採餌環境が維持されると主張するが、

上記のとおり、ミゾゴイは、ここ３０年ほどの間に急激に減少し、日本国内でも

わずかな地域でしか営巣が確認されなくなってきているのであり、ミゾゴイの生
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息は非常に追いつめられた状況となっている。ミゾゴイが３ないし４つがいも本

件事業地周辺で営巣していたのは、まさに本件事業地周辺がミゾゴイにとって良

好な生息環境であったからこそであり、それにもかかわらず、本件事業地外でも

採餌が可能であるとするのは、ミゾゴイの追いつめられた状況を無視した、いさ

さか楽観論に過ぎるものである。 
ウ 被告は、石川県は、今後もモニタリング調査を継続し、本件事業地及びその周

辺において営巣等が確認された場合には、専門家の指導・助言のもと適切な措置

を講ずると主張し、平成１３年に付替道路工事区域周辺でミゾゴイの泣き声が確

認されたときには専門家の助言・指導を踏まえた措置を講じ、平成１８年６月に

相合谷町地内において営巣を確認した際には、専門家から、「２羽の幼鳥が巣立っ

たことは重要であり、ミゾゴイの営巣環境が保たれていると思われ、これまでの

道路やトンネルなどの工事による影響は少なかったと言える。また、営巣地はダ

ム事業計画区域外であり一定の距離があることから、ダム本体工事による影響は

小さいと思われる。」との意見を受けたと主張する。 
しかしながら、被告が引用する乙９２号証には、別の専門家より、「ミゾゴイの

営巣記録は石川県でもほとんどなく、貴重な記録である。繁殖期のミゾゴイは非

常に過敏になることから、安易に人間が踏み込むべきでなく、そっとしておいて

欲しい。」との意見が記載されている。専門家において、明らかに意見が分かれて

いるにもかかわらず、事業継続に都合のよい意見のみを採用したのは不当である。 
エ 被告は、平成１４年から平成１８年の間の鳴き声調査によって、本件事業地の

周辺において毎年２ないし３つがいが確認されていることなどを挙げて、ミゾゴ

イが本件事業地内を採餌場所として利用している可能性が認められ、工事実施に

よって採餌場所の一部が消失することは否めないものの、なお、その大部分は維

持されるなどと主張する。 
しかし、以下のとおり、平成２０年の本体工事着工後は、鳴き声が確認された

ミゾゴイの数は激減し、また、以前は本件事業地全域でミゾゴイの鳴き声が確認

されていたものが上流域のみでしか確認されなくなったことからすれば、本件事

業地内の採餌場所の消失によりミゾゴイの生息環境に多大な影響が既に及んで

いると言わざるを得ない。 
平成２０年６月の本体工事着工前には、ミゾゴイの鳴き声は、相合谷、鴛原、

瀬領、城力、駒帰付近で確認されていたが、本体工事着工後は、提体に近い相合

谷付近での鳴き声が確認されなくなり、そして、平成２１年度の調査においては、

相合谷、鴛原、瀬領、城力、駒帰付近での鳴き声が確認されなくなり、上流域の

熊走付近でしか鳴き声が確認されなくなっている。また、上記鳴き声調査で確認

された推定個体数も平成１４年度の７羽から平成２１年度の２羽に減少してい

る。 
本件事業地周辺にミゾゴイが集中してこそ、ミゾゴイがつがうことも可能であ

ったが、このように良好な生息環境にあった本件事業地周辺から追われたミゾゴ

イが分散してしまっては、つがうことも困難となってしまった。実際に、本体工

事着工後は、本件事業地周辺においてミゾゴイの営巣は確認されていない。 
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以上のとおり、本体工事着工前には、本件事業地全域で確認されていたミゾゴ

イの鳴き声が、本体工事着工後は、上流域のみでしか確認されなくなり、また、

推定個体数も減少していることからすれば、ミゾゴイの生息環境に多大な影響が

既に及んでいることは明らかである。 
オ 被告は、平成１５年から継続して実施している広域調査によって、浅野川沿い

や内川沿いにおいて、ミゾゴイの鳴き声が毎年確認されていることなどを挙げて、

事業実施によるミゾゴイに対する影響は小さいなどと主張する。 
しかし、当該広域調査によって確認できたのは、それぞれ単独羽の鳴き声のみ

であり、ミゾゴイのつがい及び営巣が確認できた訳ではない。単独羽の確認によ

って、他にも生息場所が維持されているというような認識は誤りであり、むしろ

ミゾゴイが居場所を追われてあちこちに散らばってしまったと認識すべきであ

る。 
ミゾゴイが繁殖するためには、当然のことながらつがいであり、また、営巣す

る必要があるところ、上記のとおり、特定の地域にミゾゴイが集中してこそ、つ

がうことが可能となるのであり、上記広域調査における浅野川沿いや内川沿いで

の散発的な単独羽の鳴き声の確認をもって、これらの地域でミゾゴイが繁殖でき

る環境が維持できているとすることは到底できない。 
上記のとおり、ミゾゴイの繁殖環境は、鬱蒼とした森と人の手が適度に加わっ

た明るい開けた農地という二つの異なった環境の組み合わせが必要であるとこ

ろ、このような環境は、ここ３０年間で急激に減少しており、今日、日本での営

巣確認は、東京・多摩西部や埼玉県等のわずかな地域に限られているに過ぎず、

本件事業地周辺での営巣確認は、非常に貴重なものだったのである。 
以上のとおり、仮にミゾゴイの単独羽が生息できる環境が本件事業地周辺以外

にあったとしても、ミゾゴイが繁殖できる環境があるとは認められず、ミゾゴイ

が繁殖できる環境がなければ、ミゾゴイは、絶滅の一途を辿るしかない。 
⑶ ニホンテングコウモリについて 
ア ニホンテングコウモリは、インド北東部、中国、シベリア東部に分布するテン

グコウモリの日本亜種である。北海道、本州、四国、九州に分布する。ねぐらと

なる樹洞のある大木の消失にともなって分布域が極端に狭まっているので、個体

数も激減していると思われる（環境省レッドデータブックより）。そのため、環境

省レッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として記載されている。 
イ 被告は、平成１４年と１５年にあわせて２カ所（２個体）が、本件事業地内に

存する洞窟で確認されたことから、石川県は、試験湛水等で影響を与える可能性

があるため、生息環境の保全措置について検討する、具体的には、湛水の影響を

受けない洞窟への誘導を検討するものであり、また、試験湛水後には、生息状況

についてのモニタリング調査を検討していると主張する。 
しかしながら、石川県による環境影響評価によっても試験湛水あるいはダム供

用により洞窟が水没すると生息環境が減少し、個体群が減少することになり、特

に試験湛水は冬季に予定されているのであり、ニホンテングコウモリの活動が不

活発となることから避難等は困難となり、影響が大きいと予測されているもので
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ある。石川県の主張する他の洞窟への誘導措置については、単なる机上の空論で

あり、それが成功しなければ試験湛水によりニホンテングコウモリは絶滅するの

であるから、その後、モニタリング調査を行ったところで全く意味をなさない。 
ウ 石川県による環境影響評価によれば、ニホンテングコウモリが確認されたのは、

すべて工事実施区域内に位置する洞窟内であり、当該洞窟は、試験湛水及び洪水

時には冠水するため、ニホンテングコウモリの生息環境が消失し、辰巳ダムの存

在・供用によるニホンテングコウモリへの影響は小さくないと予想しながらも、

有識者と協議の上、生息環境の創出等、保全措置を実施する、周辺の影響を受け

ない洞窟へ誘導することを検討する、試験湛水後に生息状況についてのモニタリ

ング調査を検討するといった環境保全措置を講ずるとしているところ、被告は、

第６準備書面の第３の５において、湛水の影響を受けない他の洞窟へのニホンテ

ングコウモリの誘導については、平成２０年度の実験により、洞窟を閉塞されて

も他の洞窟等に移動して冬眠することを示唆する結果が得られていると主張する。 
しかし、被告が主張する上記実験は、コウモリの冬眠期間を通して水没予定洞

窟の閉塞を実施することによって、冬眠場所として他の洞窟へ誘導することが可

能であるかを調査・検証するものであるところ、そもそも、このような生息環境

である洞窟の閉塞による他の洞窟への誘導は、環境保全措置として到底認められ

る類のものではない。すなわち、環境保全措置は、一般に、①回避、② 小化、

③修正、④低減、⑤代償に分類されるところ、生息環境である洞窟の閉塞は、こ

れらのいずれにも該当せず、むしろ生息環境を奪っているだけのものである。 
また、上記実験は、ニホンテングコウモリが属するヒナコウモリ科ではなく、

キクガシラコウモリ科に属するキクガシラコウモリ及びコキクガシラコウモリ

を実験対象とするものであって、洞窟を閉塞されても他の洞窟等に移動して冬眠

することを示唆する結果が得られたとしても、科も異なるニホンテングコウモリ

にも同様の結果が妥当するかは疑問であるし、また、乙第１７９号証によれば、

上記実験の翌年に仮閉塞を行わない状況で冬眠状況に変化が生じないか観察し、

安定した冬眠状況が確保できるかを確認する必要があるとされているにもかか

わらず、当該観察結果は、明らかにされていない。 
エ さらに、平成１９年３月に実施された上記洞窟の調査によっても、ニホンテン

グコウモリの生息が確認されたものである。これは、冬眠期における貴重な生息

確認であるといえる。 
したがって、ニホンテングコウモリが、本件事業により影響を受ける洞窟にお

いて、冬眠期も生息していたことが判明した以上、辰巳ダムの存在・供用による

ニホンテングコウモリへの影響は、より大きくなったものといえる。 
⑷ ヒゲナガホラヒラタゴミムシについて 
ア ヒゲナガホラヒラタゴミムシは、石川県作成のいしかわレッドデータブックに

絶滅危惧Ⅰ類として記載されている。 
イ 被告は、本件事業地内に存する洞窟で確認されたことから、試験湛水等で影響

を受ける可能性があるため、生息環境の創出や他の洞窟への移動等の保全措置を

実施するとともに、引き続き調査を継続し、生態の把握に努めることとしている
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と主張する。 
しかしながら、ニホンテングコウモリと同様、石川県による環境影響評価によ

っても試験湛水あるいはダム供用により洞窟が水没すると生息環境が減少し、個

体群が減少することになり、特に試験湛水は冬季に予定されているのであり、個

体の活動が不活発となることから避難等は困難となり、影響が大きいと予測され

ているものである。また、石川県の主張する生息環境の創出及び他の洞窟への誘

導措置のいずれも具体性はない。それらの措置につき、これまでに成功例がある

のであればともかく、そうでなければ、単なる机上の空論であり、ヒゲナガホラ

ヒラタゴミムシの保全を図ることはできない。 
ウ 石川県による環境影響評価によれば、ヒゲナガホラヒラタゴミムシが確認され

た１１箇所の洞窟のうち３箇所の洞窟は、試験湛水及び洪水時には冠水し、また、

冠水しない周辺の洞窟でも確認されているが、冠水する洞窟に比較的多くの個体

が確認されているため、ヒゲナガホラヒラタゴミムシは、辰巳ダムの存在・供用

によって影響を受けると想定されている。 
しかしながら、被告は、第６準備書面の第３の６において、平成２１年度にお

いてもヒゲナガホラヒラタゴミムシの生態調査を続ける予定であるなどとして

その生息に対する配慮は可能な限り尽くされていると主張しながら、第９準備書

面の第２の４においては、平成２１年度においては生息調査の計画はないと主張

しており、このような石川県の杜撰な計画は、被告がヒゲナガホラヒラタゴミム

シの生息に対する配慮ひいては自然環境に対する影響を軽視していることの証

左である。 
エ 被告は、ヒゲナガホラヒラタゴミムシの他の洞窟への移動作業に着手する予定

であると主張する。 
しかし、ヒゲナガホラヒラタゴミムシの移植実験がこれまで行われた例はなく、

また、前記のとおり、移植自体が保全策として十分なものではない。 
⑸ イブキシダ、カリガネソウ、アケボノシュスランについて 
ア イブキシダ、カリガネソウ、アケボノシュスランは、いずれも、石川県作成の

いしかわレッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として記載されている。 
イブキシダは、河岸付近に多く生育するシダ類である。暖地性植物であり、本

件事業地周辺が北限にあたる。本件事業地周辺は、北陸の多雪地域にもかかわら

ず、イブキシダほか暖地性植物の多くの種が見られる貴重な場所である。 
カリガネソウは、林縁などに生育する多年草である。 
アケボノシュスランは、夏緑樹林の林床などに生育する多年草である。 

イ 石川県は、いずれも事業実施による個体の消失率が高いことから、影響は小さ

くないと予測している。 
イブキシダについては、試験湛水時には生息環境の大部分が消失し、確認され

ている個体のうち約７５％が消失するが、本ダムが平常時は湛水しないため、本

種の生育環境は大部分が維持されること、また、湛水区域外の上流部でも比較的

多くの個体が残されていることから、個体群の再生が期待できることから、ダム

の供用により、個体数が減少するおそれがあるが、生育環境を創出することによ
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り、本種への影響を軽減できると予測し、移植実験を行うとしている。また、カ

リガネソウやアケボノシュスランについても、試験湛水時に個体の多くが消失す

るが、生育環境の創出により、種への影響を軽減できるとしている。 
そして、被告は、第６準備書面において、平成６年度から植物相の調査を実施

していること、イブキシダについては平成１９年度に移植実験を行い、平成２０

年度の追跡調査の結果、その大部分が活着していることが確認されたと主張する。 
しかしながら、移植については、そもそも前述したとおり、個体そのものの移

植だけでは単なる「栽培」に過ぎない。また、活着実験についても、脆弱な希少

種などは、短期間では定着したように見えても、長期にわたる定着が困難である

ことも前記のとおりである。 
イブキシダについては、本件事業により消失する個体が極めて多く、さらに、

ダム提体及びその他の工事自体によりイブキシダが現に生息している環境も消

失するものであるから、本件事業による種への影響は大きいといわざるを得ない。 
また、カリガネソウやアケボノシュスランについても移植そのものの効果が疑

わしいことは前記のとおりであり、種への影響は決して小さくない。 
⑹ 以上のとおり、本件事業が希少種に対し与える影響は重大であり、本件事業地及

びその周辺の希少種は、本件事業によって現在まさに絶滅への一途を辿っていると

いえる。 
希少種が絶滅すれば、前記のとおり、本件事業地及びその周辺の生態系全体が影

響を受けるおそれがあり、本件事業が環境に与える影響は、決して軽微とはいえな

い 
５ 小括 

被告は、本件事業について、環境影響評価法の適用はなく、また、石川県が同法に

準じた環境影響評価を行い、その結果、環境に与える影響は、軽微であるとの評価を

得たと主張しているが、以下のとおり、本件事業については、同法に規定した環境影

響評価を行うべきであり、仮に、環境影響評価法の適用がないとしても、石川県によ

る環境影響評価は、手続及び内容ともに適正とはいえず、本件事業が環境に与える影

響は軽微とする評価も誤りである。 
しかるに、被告は、本件処分にあたって、本件事業が自然環境に与える深刻な影響

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。 
 


