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はじめに 

 

地域社会と自然環境にたいへん大きい影響を与えるダム建設に関しては、政

策決定過程で市民の意見を取り入れ、科学的な環境アセスメントを行い、得ら

れた情報をすべて公開し、市民参加の議論を行い、民主的な合意形成を図るこ

とが不可欠である。しかし、多くの場合、政策決定過程は明らかにされず、環

境アセスメントは非科学的で、民主的な合意形成がないままに、ダム建設事業

が進められ、それに対する反対運動が拡大し、裁判となり、長期間にわたって

係争が続くことが少なくない。  
金沢市の犀川中流部に位置する辰巳ダムは、事業者である石川県により 1975

年に建設計画が立てられ、当初は治水、利水、発電のための多目的ダムとされ

た。しかし、1985 年にはダム建設に反対する運動が始まり、1990 年代には、県

に対する市民団体の要請や意見交換会等が何度も行われたが、合意形成がない

ままに計画が進められた。その後、2004 年には、犀川水系の治水、利水計画が

見直され、辰巳ダムの位置、規模、洪水調節方式が変更されて「穴あきダム（流

水型ダム）」となり、2008 年に本体工事が開始され、2011～12 年の冬期に湛水

試験が行われている。  
 筆者が、 初に辰巳ダム建設予定地を訪れたのは、まだダムがなかった 2001
年 8 月 20 日であり、その後は、ダム本体工事が終わり、湛水試験が行われてい

た 2012 年 3 月 9 日のことである。建設予定地は、金沢市郊外の里山であり、近

世から近代にかけて、人間による持続的な利用と過剰利用を繰り返し受けなが

らも、人手の加わった独特の自然環境が、懐かしい風景として現代に伝えられ

ている地域である。 初の訪問では、夏空のもとに里山の緑豊かな風景を見る

ことができたが、2 度目に冬空のもとで見たものは、巨大なコンクリートダム

と濁った湛水湖、洪水吐と低水放流設備に圧倒される文化遺産の辰巳用水取水

口であった。  
石川県によれば、辰巳ダムの当初計画は、当時の閣議アセス（環境影響評価

実施要綱 1984 年）の対象ではないが、自主的な環境アセスメント（1987 年）

を行い、また、穴あきダムとして計画を変更した後も、環境影響評価法および

県条例（ふるさと石川の環境を守り育てる条例）には該当しないが、自主的に

環境影響の検討（2004 年、2006 年）を行ったとされる。  
 この意見陳述書は、辰巳ダム建設事業に関して行われた事業者による自主的

な環境アセスメントおよび計画変更後の自主的な環境影響の検討が、環境アセ

スメントの基本である科学性と民主性をかねそなえた適正なものであるかどう

かについて検証し、評価することを目的にしている。  
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1987 年アセス評価書の問題点 

 

 石川県による自主的な環境アセスメントは、当初の多目的ダムに関するもの、

計画変更後の穴あきダム（流水型ダム）に関するものと、ふたつあり、それぞ

れについて内容を検討する。先に、石川県土木部が 1987 年に発行した「犀川総

合開発事業辰巳ダム建設環境影響評価書」（以下「1987 年アセス評価書」と表

記する）について述べる。  
 

１．技術指針について  
 

石川県によれば、辰巳ダムの貯水面積は、当初 51 ヘクタール（計画変更後

42 ヘクタール）であり、1984 年の閣議決定（環境影響評価の実施について）、

いわゆる「閣議アセス」の対象ではなかった。しかし、石川県は、犀川は名勝

兼六園の曲水等の水源であり、金沢市の中心部から 10 キロメートルと近いこと

から（注 1）、また、ダム本体用地や貯水池用地として大きな面積の土地を改変

することなどを考慮して（注 2）、閣議アセスの後に出された「建設省所管ダム

事業環境影響評価技術指針」に準拠して、1987 年に自主的な環境アセスメント

を行ったとしている。  
この建設省の技術指針は、建設省事務次官通知「建設省所管事業に係る環境

影響評価の実施について」（1985 年）にもとづいている。この通知の趣旨は「建

設省所管ダム事業に係る環境影響評価が科学的かつ適正に行われるために必要

な技術的事項について定めたもの」であり、当然のことながら、環境アセスメ

ントは科学的かつ適正に行われなければならないということが も重要な点で

ある。  
しかしながら、この 1985 年の技術指針には大きな問題があり、動物、植物に

関しては、対象が「学術的価値の高いもの、天然記念物に指定されているもの

等」に限定され、予測の方法としては「貴重種または貴重群落の消滅の有無ま

たは改変の程度」について予測するとされているだけである。そのため、それ

以外の動植物や自然環境全体に関する影響の予測、評価はなされないのである。

また、「消滅の有無または改変の程度」という表現もたいへん抽象的なので、影

響予測のしかたも抽象的で、科学的根拠を示さないまま結論に結びつけること

になりがちである。  
したがって、この指針のもとで環境アセスメントを進めても、希少種のみを

対象とし、地域の野生生物や自然環境の特性とそれらへの影響を把握すること

ができない、影響予測も評価も抽象的、非科学的、あいまいなままで終わらせ、

影響はないという所定の結論に結びつけることができるという、環境アセスメ
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ント上、大きな欠陥がある。  
 

注 1： 1987 年評価書「はじめに」  

注 2：被告第 3 準備書面 p35 

 
２．調査の目的、方法について  
 
 辰巳ダム建設に関する 1987 年アセス評価書では、環境アセスメントの対象と

した動物（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類）および植物（陸上

植物、水生植物）に関して、それぞれの調査目的、調査方法、データの解析方

法がまったく記述されていない。いずれも「昭和 60～61 年度あるいはその両年

の現地調査、聞き取りや既存の文献･資料調査による」という内容の 2 行程度の

文章があるのみで、文献と資料はまったく示されていないのである。  
 また、鳥類、爬虫類、両生類の調査地点位置図はどれも同じ図面で（環境ア

セスメントの対象地域全体を示したもの）、実際に調査を行った地点や調査ルー

トは示されていないので、調査の基本的な情報として意味がない。昆虫も同じ

図で 3 点の水生昆虫類調査地点を加えただけである。一方、哺乳類と植物につ

いては希少種保護のためとして、調査地図も分布図も非開示である（墨塗りさ

れている）。  
 このように、調査に関する基本的情報が示されていないため、調査時期（季

節や時間帯）、調査回数、調査地点やルート、データの収集、解析の方法などが、

調査目的に対応して適切だったのか、検証することができない。また、示され

たデータの量はわずかに過ぎず、環境影響評価のために十分なものではなく、

文献調査も現地調査もまったく不十分である。すなわち、環境アセスメント以

前の問題であり、科学的な調査報告書としての体をなしていないと言える。  
 

３．調査結果について  
 

 (1)植物（p58～63）  
 陸上植物については、現存植生の概略として、ツルヨシ群落、ネコヤナギ群

落、ハリエンジュ林、コナラ、アカマツ、スギなど、群落名、種名がわずかに

上げられている。しかし、現存植生を構成する植物種のリストはない。種･群落

の分布図は、墨塗りで非開示となっている。一方、水没予定区域に生育する主

な植物として 20 種があげられているが、全国的な分布状況と石川県内での分布

をごく簡単に記述しただけである。  
水生植物については、犀川ダムから辰巳ダム予定地とその下流 4 か所で調査
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を行い、プランクトンと付着珪藻類の「確認種数」のみが記されている。  
 植物調査を行ったのであれば、記録された種のリストを掲載するべきである

が、それがないのは大きな欠陥である。植物リストなしに、環境影響を論じる

ことは不可能である。  
 なお、植物調査の結果では、天然記念物その他に指定されたものはないとし

ている。  
 
(2)動物（p64～80）  
 1987 年アセス評価書では、哺乳類について、小型種 4 種、中・大型種 9 種、

コウモリ類 2 種の種名を記したリストを示したにすぎない。他の動物も同様で、

鳥類 43 種、爬虫類 11 種、両生類 14 種、魚類 14 種（聞き取りで 3 種）が、水

没予定区域およびその周辺区域で確認されたとしている。また、昆虫類では、

陸生・水生昆虫の目別種数が示されただけである。  
しかし、これらの種の記録地点や生息環境、生息状況（個体数、生息場所、

繁殖の有無、採食場所等）に関する具体的な情報はまったく書かれていない。

したがって、ダムの建設工事や存在、運用（湛水）による具体的な影響を予測

するための情報は、まったく不十分である。  
 

４．影響予測について  
 

(1)植物（p98）  
 陸上植物については、法令等により指定されたものはないが、重要と考えら

れる種および群落が若干みられることから、これらについて予測を行うとして

いる。しかし、先に述べたように、種名、群落名、分布域は記述されていない。

重要と考えられる種および群落の名称を示さずに、影響を予測しても、まった

く説得力はない。希少性に配慮するならば、その種の分布図を部分的に非開示

にするだけで十分である。  
これらの種および群落は、自生地の一部が水没するので影響を受けるとされ

ている。しかし、この結論は、後述する「評価」の項目では、次の動物と同様

に、非合理的な理由で逆転され、影響は少ないとされている。  
一方、水生植物については、保護すべきものはないので、影響予測を行わな

いとしている。  
 
(2)動物（p99～101）  

調査結果のリストに示された動物の中では、ニホンカモシカ（国指定天然記

念物の哺乳類）、ユビナガコウモリ（地域的に重要な種）、シロマダラ（石川県
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の保護上重要な爬虫類）、カジカガエル（地域的に重要な種）、アカザ（石川県

の保護上重要な淡水魚類）の５種のみが影響予測の対象となっている。鳥類と

昆虫類については「天然記念物等法令により指定されたもの及び特に保護すべ

きものは分布しない」ので「環境保全上の目標を設定する」だけで「特に予測

は行わない」とされている。  
 上記 5 種についての影響予測は、いずれも 3～4 行で「ダム建設による生息環

境の変化に伴い影響を受ける可能性が考えられる」というもので、全体でもわ

ずか 1 ページにすぎない。ユビナガコウモリにとっては、ダム湖の湛水によっ

て洞窟が水没するので生息場所が失われるという具体的な記述はあるが、他の

種については、単に水没予定区域周辺に生息しており影響を受けると、観念的

に記述されているだけである。しかも、後述するように、この結論は「評価」

の項目で、ほとんど考察がないままに簡単に逆転され、影響は少ないとされて

しまう。  
 

５．評価について  
 

1985 年の建設省指針では「評価は環境保全目標に照らして行う」とされてい

る。しかし、植物、動物に関する保全目標は「全国的価値に値するものは、環

境要素を努めて保全する」、「都道府県的価値に値するものは、環境要素を相当

程度保全する」、「市町村的価値に値するものは、環境要素への影響を努めて

小化する」とされ、抽象的過ぎて、どのようにでも解釈でき、結論を恣意的に

あてはめることができるものとなっている。ここに大きな欠陥がある。  
 
(1)植物（p108）  
 植物に関しても、動物と同様に、水没予定区域に生育する種および群落は、

その周辺においても生育地が確認されていることから、ダム建設による影響は

少ないとしている。しかし、このような影響予測は、予測になっておらず、環

境アセスメントを行っていないに等しい。  
 
(2)動物（p109～110）  
 先に述べた 5 種の動物について、すでに影響予測の項で述べたように、ダム

建設と湛水による生息環境の変化に伴い影響を受ける可能性があると記述して

いるが、この評価の項では、逆転して「影響は少ないものと考えられる」と結

ばれている。  
 その理由は次のようなものである。ニホンカモシカは、水没予定区域および

その周辺は、分布域の周辺部であり、犀川上流や加賀山地一帯により良好な生
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息地があるので、辰巳ダム建設の影響は少ない。ユビナガコウモリについては、

生息場所である犀川河岸の採掘坑（石切場跡）にあるコロニーは、大規模コロ

ニーの周りに分布する小規模コロニーなので、種および個体群には影響が少な

い。また、シロマダラ、カジカガエル、アカザに関しては、水没予定区域周辺

にも類似の環境が分布し、生息が確認されているというものである。  
 すなわち、対象とした種に関しては、ダム建設により影響を受ける水没予定

区域の範囲外にも生息する、あるいは生息すると思われる類似環境があるので、

影響は少ないとしているのである。  
 しかしながら、範囲外におけるこれらの種の分布や生息状況に関しては、調

査を行ったという記述はなく、根拠となるデータも示されていないので、まっ

たく科学性に欠けるものである。植物と同様に環境アセスメントに値しない。  
 

 以上のように、動植物の対象種に関しては、ダム建設により影響を受ける範

囲外にも生育・生息する、あるいは類似環境があるので、環境保全目標である

「環境要素を、努めて保全する、相当程度保全する、影響を努めて 小化する」

ことが可能であり、そのため、ダム建設の影響は少ないとしているのである。  
 しかし、このように、調査データも示さずに、他の地域にも生息・生育して

いる（と想定される）ので大丈夫というのでは、まったく影響予測、評価にな

っていないし、環境アセスメントの体をなしていない。  
 

６．保全対策について  
 

 動植物に対する保全対策としては、わずか 7 行に過ぎず（p114）、改変区域を

極力少なくするように配慮する、改変区域については適切な緑化対策を実施、

湛水前に、イブキシダ、カリガネソウの移植を試みるとされているだけである。  
 改変区域の縮小、適切な緑化、2 種の植物移植を、保全対策としてあげてい

るが、その具体的な方法、手順については何も示されていない。抽象的な言葉

を羅列しただけであり、保全対策としては中身がない。  
 
７．1987 年アセス評価書に対する評価  
 
 これまで述べてきたように、1987 年アセス評価書には、調査や影響予測、評

価の方法に多くの問題が含まれている。その問題点を列記すると、以下のよう

になる。  
 
（１）調査に関して、その目的、目的を達成するための調査方法、得られたデ
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ータの解析方法などが記述されていない。これは、科学性に欠ける調査である

ことを表している。調査結果は、記録された動植物の不十分なリストを示した

だけであり、影響予測や評価に必要なデータの質、量ともに不足している。特

に、個体数や生息面積、密度など数量的データは皆無である。環境アセスメン

トの基礎資料を得るための調査が、厳密に行われていないのである。このよう

な不十分な調査をもとに、科学的で適正な影響予測や評価を行うことは不可能

である。  
 

（２）影響予測と評価の対象種が少なく、希少種のみに偏っている。1985 年の

建設省指針に準拠したとは言え、少数の希少種を対象にしただけでは、野生生

物および自然環境の地域特性を十分把握できず、適正な影響評価がなされてい

るとは言えない。ダム建設工事およびダムの存在とその供用（湛水、放水）が、

地域の動物相、植物相にどのような影響を及ぼし変化を引き起こすのか、希少

種を対象にするだけでは、地域の自然環境と野生生物に対する影響予測と評価

は困難である。  
 

（３）影響予測と評価の内容が非科学的、非論理的である。1987 年アセス評価

書における影響予測と評価は、5 種の希少動物種と若干の重要と考えられる植

物種および群落（種名、群落名は示されていない）に関して、辰巳ダムによる

水没予定区域に生育・生息するものは、環境の変化に伴い影響を受ける可能性

がある（影響予測）、しかし、水没予定区域周辺にも類似の環境があり生育・生

息しているので影響は少ない（評価）というものである。  
ニホンカモシカに関しては加賀山地一帯により良好な生息地が分布する、ユ

ビナガコウモリについては小規模コロニーのひとつである、他の種については

周辺に生息するから、影響は少ないというものである。しかし、その根拠とな

るデータはまったく示されていない。  
水没予定区域は影響を受けるが、周辺部にも対象種が生息するとして、その

周辺部を遠方まで拡大し、あるいは、実体を示さないままに架空の大規模コロ

ニーを想定して、対象種への影響は軽微であるとするのは、影響予測にも評価

にもなっておらず、単なる詭弁である。  
 
（４）保全対策に内容がない。環境保全対策は言葉だけで、具体な手順や方法、

技術および期待される効果などがまったく示されていないため、内容のないも

のである。  
 
（５）環境アセスメントを形骸化させている。はじめに「環境への影響は少な
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い」という結論があり、その結論にあわせるために、乏しい調査データだけで、

非科学的な影響予測と評価をつないだ形だけのものである。  
 
 以上のことから、1987 年アセス評価書は、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、保全対策が抽象的であり、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いので、環境アセスメントの名

に値しないと言える。  
 
 

2004 年度および 2006 年度環境部会資料の問題点 

 
 計画変更後の穴あきダム（流水型ダム）に関する自主的な影響評価（以下、

自主アセスと表記）の問題点に関して、次に述べる  
 

１．参照した報告書類  
 

自主アセスの内容を検討する際に参照した調査報告書類を、表 1 に示した。  
表 1 の①の 2004 年度発行の「平成 16 年度犀川総合開発事業（辰巳ダム建設）

環境影響検討業務委託報告書」（以下「2004 年度環境部会資料」と表記）、②の

2006 年度発行の「平成 18 年度犀川辰巳治水ダム建設事業基本設計会議（環境

部会資料）業務委託報告書別冊」（以下「2006 年度環境部会資料」と表記）が、

計画変更後の穴あきダムの環境影響に関する検討書である。  
これらの報告書をもとに、動物、植物、生態系について、環境アセスメント

で行われるべき調査、影響予測、評価が、科学的、合理的に行われているかど

うかについて検討した。  
 なお、表 1 に示した報告書類では、記録された動植物の中で希少種に相当す

る種または記録地点を明記することで問題が生じると事業者が判断した種につ

いては、地名や位置が特定できる情報が墨塗りで隠される、地図自体が削除さ

れるなどの操作がなされている。このような非開示部分がたいへんに多く、記

述の意味がわからない、また、内容の理解を妨げるものとなっている。必要以

上に非開示部分を増やして、一般市民には理解させないようにしているとも言

える。  
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表 1．参照した報告書類  

①、②が変更後（穴あきダム）の環境部会資料（環境影響検討報告書）である。他の報告

書は、生物等に関する調査報告書である。事業者、発行年（西暦･年号）、報告書の名称の順

に表記した。●部分は墨塗りで非開示。  

 

①石川県 2005-3（平成 16 年）平成 16 年度犀川総合開発事業（辰巳ダム建設）環境影響検討

業務委託報告書＜ 2004 年度環境部会資料＞  

②石川県辰巳ダム建設事務所・株式会社アイ・エヌ・エー 2007（平成 19 年 3 月）平成 18 年

度犀川辰巳治水ダム建設事業基本設計会議（環境部会資料）業務委託報告書〔別冊〕＜ 2006

年度環境部会資料＞  

 

③辰巳ダム建設事務所 2006（平成  18 年 10 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務委託（鳥

類調査）（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

④石川県辰巳ダム建設事務所・株式会社アイ・エヌ・エー 2007（平成 19 年 3 月）平成 18 年

度犀川辰巳治水ダム建設事業河川生態系調査業務委託報告書  

⑤石川県辰巳ダム建設事務所 2007（平成  19 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務委

託（陸域生態系調査）（金沢市相合谷町～熊走町地内）報告書  

⑥石川県辰巳ダム建設事務所 2007（平成  19 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務

委託（動植物調査）（金沢市二俣新町～熊走町地内）報告書  

⑦石川県辰巳ダム建設事務所 2007（平成  19 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務委

託（洞窟性生物調査）（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

⑧石川県辰巳ダム建設事務所 2007（平成  19 年 11 月）犀川辰巳治水ダム建設事業鳥類調査

業務委託（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

⑨石川県辰巳ダム建設事務所 2008（平成  20 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務委

託（洞窟性生物等）（金沢市相合谷町～熊走町地内外）報告書  

⑩石川県辰巳ダム建設事務所 2009（平成  21 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業調査業務委

託（洞窟性生物等）（金沢市●～●地内外）報告書  

⑪石川県辰巳ダム建設事務所 2009（平成  21 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業鳥類調査業

務委託（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

⑫石川県辰巳ダム建設事務所 2010（平成  22 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業植物昆虫調

査業務委託（金沢市●●●町～●●●町地内外）報告書   

⑬石川県辰巳ダム建設事務所 2010（平成  22 年 11 月）犀川辰巳治水ダム建設事業鳥類調査

業務委託（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

⑭石川県辰巳ダム建設事務所 2011（平成 23 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業植物・洞窟

性生物調査業務委託（金沢市●町～●町地内外）報告書  

⑮石川県辰巳ダム建設事務所 2012（平成  24 年 1 月）犀川辰巳治水ダム建設事業鳥類調査業
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務委託（金沢市水渕町～熊走町地内）報告書  

⑯石川県辰巳ダム建設事務所 2012（平成  24 年 3 月）犀川辰巳治水ダム建設事業動植物調査

業務委託（金沢市●町～●町地内外）報告書  

 
 
２．自主的な環境アセスメントについて  
 

辰巳ダムは、1975 年の当初計画では、治水、利水、発電を行う多目的ダムで

あったが、2004 年に、位置、規模、洪水調節方式の変更（貯留型ダムから穴あ

きダムへ）が行われている。そのため、再び自主的な環境影響評価、自主アセ

スを行ったとされる。  
2004 年度（平成 16 年度）環境部会資料によれば「石川県環境影響評価条例

（平成 11 年 3 月制定、6 月施行）等を参考に、資料のとりまとめは、ダム事業

における環境影響評価の考え方（注 3）等にもとづいて行った」とされ（注 4）、
また、2006 年度（平成 18 年度）環境部会資料の影響評価の概要では「犀川辰

巳治水ダムは、湛水面積が 42ha であり、環境影響評価法および県条例の対象

事業ではないが、環境影響評価法等に基づく環境影響評価項目について検討を

行った」と記述されている（注 5）。  
 しかし、次に述べる「三ダムの連携運用」の観点から見れば、辰巳ダム建設

事業は、アセス法または県条例を適用しない「自主的な環境アセスメント」で

すまされる程度の事業内容ではないと考えられる。  
 

注 3：ダム水源地環境整備センター 2000 年  

注 4：表１ -①、 p1 

注 5：表１ -②、 p2-1 

 

３．三ダムの連携運用について  
 

2004 年度環境部会資料の「環境部会付属資料編」（表 1-①）によれば、「犀川

総合開発事業」は、辰巳ダム建設だけでなく、犀川ダムおよび内川ダムの容量

再編も含まれている（注 6）。すなわち、犀川水系における既存の犀川ダム（1965
年竣工、湛水面積 59 ヘクタール）、内川ダム（1974 年、47 ヘクタール）の存在、

供用（容量再編等）に対して、さらに辰巳ダム（2012 年、42 ヘクタール）の工

事、存在、供用（洪水調節）を上乗せして運用する事業である。そのため、環

境影響は、辰巳ダム建設現場とその近傍に限らず、犀川水系全体の自然環境と

野生生物におよぶと考えられる。  
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したがって、環境影響評価を行う場合には、辰巳ダムだけを取り上げるので

はなく、犀川水系全体に対する 3 ダム連携運用の影響という視点で行うべきで

あったと言える（注 7）。また、その際には、自主アセスではなく、アセス法ま

たは県条例にもとづく法アセスとするべきであった。それは、本件自主アセス

では、後述するように、方法書と準備書を公開し市民の意見を求めるという、

環境アセスメント上の重要な手続きが実現されていないからである。  
一つの水系に複数のダムを建設する際には、それぞれのダムの設置に年数の

差がある場合でも、環境影響は、既存ダムにさらに上乗せされて、水系全体に

掛かってくると見るべきである。そのため、新たなダムの環境影響は、既存ダ

ムの影響にさらにプラスされるものとして予測し評価するべきであり、バック

グラウンド（既存ダムの環境影響）を無視するべきではない。個々のダムの湛

水面積が、アセス法または県条例の基準面積以下であったとしても、後続のダ

ム建設によって基準を超えるのであれば、アセス法や条例の対象とするべきで

あろう。  
アセス法等で定めた基準値より小さい規模の事業であっても、一地域で複数

回繰り返されることにより、合計すると基準値を超えてしまう場合には、結果

的にアセス逃れになることがあり得る。  
 

注 6：むしろ、容量再編が主目的のように見える。水系全体の容量再編や新たなダム建設  

については、本来、環境アセスメントを行う前に、公共事業としての必要性、合理性、 

正当性について、情報公開、市民参加で、十分に議論され、合意が図られるべきである。  

注 7： 2006 年度環境部会資料別冊では、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周辺 500m のみであるが、河川域については犀川河口部から上流  

域までを対象としている。  

 
４．アセス法等に準じているか  

 
石川県は、計画変更後も、辰巳ダムの貯水面積は 42 ヘクタールなので、アセ

ス法あるいは県条例の対象外であるが、アセス法等に準じて、あらためて自主

的に環境の影響評価を実施した、としている。その報告書が、2004 年度環境部

会資料および 2006 年度環境部会資料である。  
しかし、これらの環境部会資料について見る限り、アセス法等に準じて、環

境アセスメントを行ったと言うには、かなりの無理がある。むしろ、情報公開

と住民や専門家の意見聴取の面では、まったくアセス法等に準じていないとい

うのが事実に近いと言える。  
環境アセスメントの目的は「環境に大きな影響をおよぼすと考えられる事業
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について、事前に環境への影響を十分に調査し、影響を予測し、予測が合理的

なものかどうか、また、回避、低減、代償などの保全措置が妥当かどうかを評

価して、結果を公表し、地域住民や利害関係者の意見を聞き、環境影響が著し

い場合には事業を行わないという選択肢も含めて、環境への配慮を行うこと」

である。このような目的を実現するために、アセス法や条例において、科学的

かつ民主的な手続きが定められている。  
科学性を担保するために、方法書、準備書、評価書、評価書の補正という一

連の手続きがある。方法書では、環境影響を予測するために、事業特性、地域

環境の特性を勘案して、調査の目的、方法、時期、回数等、および影響予測を

するための論理の立て方を示し、準備書では、調査結果にもとづいて影響予測、

評価を行い、住民や利害関係者の意見を聞いて、評価書およびその補正で 終

的にまとめることになる。  
民主性を担保するためには、各文書や資料の公告･縦覧、住民説明会（意見交

換の場）の開催など、住民や利害関係者、専門家等の意見を聴取し、それらを

調査や影響予測、評価の方法、環境保全対策に取り入れて、各文書に反映し、

環境影響が著しい場合には代替案を探す、あるいは事業を中止するという選択

肢を含めて結論が下されることになる。  
環境省によれば、アセス法では、スクリーニングに続いてスコーピングによ

る方法書の手続きが行われるようになり「環境アセスは、事業の内容を柔軟に

変更できるような早い段階で行うほど高い効果を上げられ、また、事業が環境

へ及ぼす影響は、事業が行われる地域によって異なるので、アセスも地域に応

じて行う必要がある。アセスの方法を決めるに当たって、国民、地方公共団体

などの意見を聴く手続きをもうけ、事業計画のより早い段階で意見を聴くこと

によって、柔軟にその意見を反映でき、また、地域に応じてメリハリの効いた

方法による環境アセスが行えるようになる」という意義があるとされている（注

8）。  
しかしながら、2004 年度および 2006 年度環境部会資料からは、そのような

科学的、民主的な手続きにもとづいて環境アセスメントが行われた形跡はうか

がえない。「本環境影響評価は、事業の種類や規模（事業の概要）が決まった時

点で、石川県の判断で実施されたものであり、その評価の結論は、石川県が専

門家の調査および評価結果の承認を得た上で判断したものである」（注 9）とさ

れているが、事業者のみ、あるいは、事業者が委嘱した専門家の承認のみでオ

ーソライズする手法自体が、これまで全国各地において開発事業で自然環境を

大きく損ねてきたという反省から、環境アセスメント制度が生まれ、発展して

きたのである。石川県のこの主張は前近代的という他はない。少なくとも、ア

セス法施行後は通用しない。  
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注 8：環境省パンフレット「環境アセスメント制度のあらまし」  

 注 9：被告第 3 準備書面 p35 

 
 

2006 年度環境部会資料の内容の問題点  
 
 2004 年度環境部会資料作成の目的として「現時点（2004 年当時）で想定でき

る影響の検討、若しくは今後の影響検討への課題・方向性を検討すること」が

あげられている（注 10）。この部会資料では、2003 年（平成 15 年）までに行わ

れた調査で得られた動植物リストをもとに、影響予測の対象種（重要種）を選

定し、その時点での予測結果を示しているが、その後もモニタリングや補足･

追加調査を行い、精度を上げるとしている。また、生態系に関する事項につい

ても同様である。したがって、実質的な影響評価の検討は、その後の 2006 年度

環境部会資料で行われている。  
 そのため、この意見陳述書では、自主的な環境影響評価として、主として 2006
年度環境部会資料を使用し、これをもとに、動物、植物、生態系に関する内容

の問題点について検討する。  
 
 注 10：表 1-①、 p1 

 
１．動物に関する問題  
 
(1)調査方法の問題  
 初に、調査方法の問題について触れておきたい。動物相を記録する目的で

行った一般哺乳類調査および一般鳥類調査（注 11）は「他の調査と併せて個体

や痕跡などの確認を随時行った」、また、両生類･爬虫類の調査は「他の調査と

併せて個体の確認を随時行った」とされている。  
しかし、動物相調査は、環境アセスメントの基礎資料となるものであり、調

査地域の動物相を十分に把握することが不可欠である。そのため、動物の分類

群、生息環境、生活様式、季節変化（年変化）、日周変化（時間変化）などを勘

案して、目的にあった調査方法を定めて行う必要がある。また、調査時の天候

や事前の人為的影響（人やイヌの立ち入りなど）によっても、動物の発見率に

は大きな差が生じることもあるので、考慮しなければならない。  
 簡便な方法として、調査地内を任意に踏査し、いろいろな動物群の目撃やフ

ィールド･サインの記録をまとめて収集する方法もあるが、この方法だと見落と
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しがあり、活動時間帯の違いによっては記録できず（注 12）、記録の有無には

偶然の要素が大きく関与し、かなりの回数を費やさなければ、動物相を十分に

把握することは困難である。特に数の少ない希少種の記録は難しい。また、個

体数や生息密度など数量的データの収集はほとんどできない。そのため、調査

年ごとの、あるいは、ダム建設の前後における動物相の変化を定量的に比較す

ることは困難である。定性的な比較は、ある程度できないことはないが、比較

の基準を決めることが難しく、主観的になりやすい。さらに、重要なことであ

るが、このような方法を用いて記録されなかったということは、調査範囲には

生息していないということではなく、記録漏れの可能性も否定できないので、

生息の可能性も残されている。  
 以上のことから、本調査における一般哺乳類および一般鳥類調査は、動物相

についてはある程度把握できたとしても、分布状況、生息数、季節変化などの

生息状況については不十分であり、特に定量的把握はなされておらず、環境ア

セスメントにおける影響予測および評価について、目的を達成するために十分

な調査方法ではなかったと言える。特に、アセス法にもとづく基本的事項（注

13）では「環境影響評価項目に関わる予測は定量的に把握することが基本」と

されていることから、コウモリ類、猛禽類などの注目種以外の種についても、

ある程度の定量的調査を行って影響予測を行うべきであった（注 14）。  
 
 注 11：コウモリ類、猛禽類、ミゾゴイ、ヒガナガホラヒラタゴミムシ、移植対象の注目植  

物種に関する調査以外の生物調査。  

 注 12：動物の行動時間帯は、昼型、夜型、薄明薄暮型など様々である。  

 注 13：環境影響評価法に基づく基本的事項（環境庁告示第八十七号）  

2005 年 3 月 30 日から適用  

 注 14： 1998 年、 2000 年には、小型哺乳類についてトラップ法、フィールドサイン法、鳥  

類について定点調査、ルートセンサス法を用いた調査を行っているが、2004 年度環境部  

会資料では、定量的な解析は行われていない  

 

(2)哺乳類（p6-1～15）  
 

 哺乳類に関する調査結果および影響予測、評価、保全対策の概要は、以下の

ように記述されている（p6-1）。なお、哺乳類で重要種とされ、影響予測の対象

となったのは、カグヤコウモリ、ヤマコウモリ、ヒナコウモリ、ニホンテング

コウモリ、ニホンコテングコウモリ、ニホンカモシカの 6 種である。  
 
・ 哺乳類の調査は、事業実施区域周辺について平成 10 年度から実施している。また、重要
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種である洞窟性コウモリについては平成 13 年度より調査を実施し、現在も継続中である。 

・ 事業実施区域周辺の哺乳類相は、7 目 14 科 30 種が確認されており、このうち現地調査

によって 13 科 26 種が確認されている。  

・ 重要な哺乳類は、 2 科 5 種が現地調査によって確認されており、このうちニホンテング

コウモリ 1 種が事業による影響を受ける可能性がある。また、事業実施区域内に位置す

る洞窟は生態系の特殊性に位置づけられ、ダムの供用により影響を受ける。  

・ ニホンテングコウモリをはじめとした洞窟性コウモリ類については、試験湛水までに有

識者と協議のうえ、生息環境の創出、周辺の影響を受けない洞窟へ重要種の移動・誘導

など保全措置を実施する。また、保全措置の検討に必要な調査およびモニタリング調査

を実施する。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-1）  

 

 上記の概要とその根拠とされた調査結果や影響予測などの問題点について、

次に述べる。なお、参照した 2006 年度環境部会資料では、記録地点の位置図は

非開示であり削除されている。  
 

①コウモリ類（p6-12～15）  
選定されたコウモリ類は、絶滅危惧Ⅱ類または準絶滅危惧種で、主に樹洞に

生息し個体数が比較的少ない種である。そのため、野外調査で得られるデータ

もたいへん少なく、記録回数と区域（工事実施区域内または湛水区域内）を示

しただけである。絶滅のおそれのあるコウモリ類の生息場所として、この調査

地域の持つ意味（他の地域との比較など）には触れられていないし考察もされ

ていない。  
影響予測では、樹洞性のコウモリ類については、ダム工事および存在･供用時

ともに、生息環境である樹林帯は一部消失するが大部分は維持される、また、

常時湛水しないため採食環境も維持されるので、影響は少ないと予測している。

しかしながら、調査データが少なく、それぞれの種の生息状況も明らかではな

いことから、このような予測には科学的、論理的な筋道がついていない。言わ

ば、考察のない観念的、楽観的な予想である。  
なお、重要な哺乳類の生息環境の改変率（p6-11）を計算しているが、樹洞性

コウモリ類については、生息環境を単に「樹林帯」として、影響予測範囲に占

める改変区域の面積の割合を、洞窟性のコウモリについては、改変区域の洞窟

数の割合を示しただけである。しかしながら、改変率が小さいことを、そのま

ま影響が小さいことに結びつけることは、短絡的な思考であり、科学的な裏付

けに乏しいと言える。この「改変率」は、鳥類、両生類･爬虫類の項目でも使わ

れており、数値を示して影響が少ない印象を持たせようとしているが、あまり
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意味はないと言える。湛水試験中の改変率も同様である。  
絶滅のおそれのある樹洞性のコウモリ類への影響予測は、少なくとも、調査

地域（影響を予測する範囲）における生息状況、すなわち、おおよその生息数

（数頭なのか、数十頭のレベルなのか）、分布状況（一部に集中しているのか、

あるいは広く分散しているのかなど）、隠れ家・ねぐら（樹洞など）と採餌場所

の位置、移動ルートなど、できるだけ詳しい調査を行い、かなり大まかになら

ざるを得ないが、ある程度の根拠を持って推定し、考察した上で予測をするべ

きである。それがなければ、形式的で形骸化した予測になり、説得力がない。

むしろ、本件自主アセスにおいては、影響は少ないという結論が先にあり、そ

の結論に調査結果を結びつけるという手法になっていると言える。  
洞窟で記録されたニホンテングコウモリ（絶滅危惧Ⅱ類、２回のみの記録）

は、本来は樹洞性とされているが、自然林の伐採や造林地の拡大により、好適

な樹洞が減少し、洞窟にも生息するようになったと見られている（注 15）。記

録された洞窟が、湛水試験や洪水時の増水による冠水で影響は小さくないとし

ている。この種に対しては、影響評価の後、湛水試験の前までに、移動・誘導

のための手段を講じるとしている。この 2006 年の影響評価の時点では、実現可

能かどうか確かめられていない保全対策を想定し、結果を事後調査にゆだねて

しまったわけで、影響予測段階では不適切なやり方である。洞窟性コウモリ類

の移動の問題点については、生態系特殊性のところで述べる。  
 

注 15：ある専門家の意見は「犀川中流域には営巣に適した樹洞はない。石川県のレッドデ  

ータブックによれば、 4 か所で生息が確認されているとのことだが、その中の 1 か所が  

失われるとすれば影響は大きいといえる」とのことであった。  

 

②ニホンカモシカ（p6-15）  
数年にわたる調査では、全部で 35 か所での目撃やフィールドサインの記録が

得られ（湛水区域では 3 か所）、四季を通じて事業実施区域全域にわたって確認

できたとされている（分布図は非開示）。ダム工事および存在･供用ともに、生

息環境である樹林帯は一部消失するが大部分は維持され、湛水区域の利用頻度

は少ないので、影響は小さいと予測している。  
ニホンカモシカに関しても、前述のコウモリ類と同じことが指摘できる。数

少ない目撃やフィールドサインの記録をもとに、樹林帯の大部分は維持され、

また、常時湛水しないことから、影響は少ないとしている。しかし、調査地域

におけるカモシカの生息状況に関する記述や考察は見られない。ニホンカモシ

カは、森林内や林縁で、同性に対して（オス対オス、メス対メス）排他的な「な

わばり」を維持しながら、通常は単独で定住するという生活様式を持っている。
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したがって、影響予測を行うためには、たとえば、他のニホンカモシカ生息地

のなわばり面積を引用して、調査地域にどれくらいのなわばり数（ 大数と

小数）が想定されるのか計算し、そのうち、どれぐらいが工事と存在･供用によ

る森林伐採で影響を受けるのかを予測するなどの方法が考えられる。また、逆

に、伐採後の裸地化、その後の草地化によって、一時的に採餌条件が良くなる

こともあり得る。一方、調査地では、成獣がなわばりを持って定住しているも

のではなく、時折、分散中の若いカモシカが調査地に入ってくるというような

生息の状況もあり得るので、そのようなことを想定、考察した上で影響予測と

評価を行うべきである。  
なお、2004 年度環境部会資料や他の調査報告書（注 16）では、ニホンカモシ

カは移動性が高いので影響は少ない旨の記述が見られるが、事業によって調査

地域外に逃避するので影響はないということを意味しているならば、まったく

影響予測にはなっていない。それに、ニホンカモシカはなわばりを持って定住

する動物であり、2～3 歳で分散していく幼獣以外は移動性が低いのである。  
 
 注 16：表 1-⑥などの調査報告書  

 
③その他の哺乳類  
 重要種とされたコウモリ類とニホンカモシカ以外の哺乳類については、まっ

たく触れられていないが、7 年（1998 年～2005 年）におよぶ調査では 30 種の

哺乳類が記録されたとしている（ p6-4）。しかし、リスト（表 -6.1.1.2 哺乳類

確認種一覧）を見る限り、モグラ類、リス類、ネズミ類の記録は、他の調査と

併せて行ったため、2001 年から 2005 年まで記録が得られておらず、特にネズ

ミ類は記録種数も少ないことから、同期間の調査が十分ではなかった可能性が

高い。  
 本件自主アセスの調査地域は里山であり、地域の環境特性から見れば、希少

種というより普通種の哺乳類の多様性が重要であり、普通種への影響予測をま

ったく行わないのは、環境アセスメントとして不十分と言える。  
 
(3)鳥類（p6-16～59）  
 鳥類についての調査結果、影響予測などの記述は以下のようになっている

（p6-16）。ただし、哺乳類と同様、記録地点を示した図は非開示であり削除さ

れている。  
 
・ 鳥類の調査は、事業実施区域周辺について平成 10 年度から、辰巳ダム周辺で実施してい

る。  
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・ 事業実施区域周辺の鳥類は、文献によって 31 科 72 種、現地調査によって 34 科 94 種

が確認されている。  

・ 重要な鳥類は、 12 科 18 種が現地調査によって確認されている。  

・ ダム事業により影響の大きい種はないが、生態系上位性に位置づけられるハチクマ、サ

シバは営巣場所が工事区域に近いこと、サシバの営巣場所・採餌場所の一部が湛水区域

内に存在することから、工事中および試験湛水・ダム供用後にモニタリング調査を検討

する。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-16）  

 
①重要種  
 鳥類では、絶滅危惧Ⅰ類およびⅡ類、準絶滅危惧種である 19 種を重要種とし

て、影響予測を行っている。このうちミサゴ、ハチクマ、サシバの 3 種は生態

系上位種として別項で予測評価されている。残りの 16 種については、どの種に

関しても、工事中および存在･供用の影響は小さいとされている。  
 その理由としては、生息環境である樹林帯の一部分が消失するが大部分は維

持される（ミゾゴイ、オオタカ、アオバズク、ヨタカ、アカショウビン、サン

ショウクイ、サンコウチョウ）、常時湛水しないので河川環境は維持される（ミ

ゾゴイ、オシドリ、カワアイサ、アカショウビン）、調査地外（影響予測範囲外）

でも記録されている（ミゾゴイ）、調査地内でも改変区域外および湛水区域外で

の記録である（コチドリ、イソシギ）、一時的な（あるいは過去の）記録である

（ササゴイ、クマタカ、ハヤブサ、アカモズ）、などが上げられている。  
 ここでも、哺乳類に対する観念的な影響予測と同様の方法が使われている。

調査結果は、記録回数と記録位置だけであり（ただし、位置図は非開示）、調査

地域における具体的な生息状況を考察したものではない。樹林帯の鳥は大部分

の樹林が残されるので影響は少ない、常時湛水しないので河川を利用する鳥へ

の影響も少ないという推論は、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ないのである。特定の調査地

（影響予測範囲）の地域特性、環境特性、特定の生物種の具体的な生息状況に

対して、特定の事業の特性、影響を考察し、予測したものにはなっていないの

である。  
 この点で、ミゾゴイと 3 種の猛禽類に対しては、調査目的が比較的はっきり

し、調査の努力量も比較的高く、営巣場所や採餌場所、餌生物の量（ミゾゴイ

について）などの調査が行われ、より具体的な考察、影響予測が行われている。

これらの事例に比べれば、他の重要な鳥類に関する調査、結果の解析、影響予

測は、まったくおざなりである。ただし、ミゾゴイと猛禽類（生態系上位種の

項目で扱う）に関しては、得られた結果に対する考察や影響予測は、予防原則
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の観点から見ればたいへん楽天的で甘いものであり、先に影響なしの結論あり

きという環境アセスメントの悪い面が現れている。ミゾゴイについては後述す

る。  
 

②普通種  
 鳥類については、その移動性から見て、重要種（絶滅のおそれのある種）だ

けではなく、いわゆる普通種である水辺の鳥について調査し、考察して影響予

測を行うべきである。本件は自主アセスであると主張するなら、むしろ技術指

針等に縛られず、事業特性、環境特性を考慮して、普通種に対する影響評価も

行えるはずである。むしろ、金沢郊外の里山地域という身近な自然環境への影

響予測であるならば、普通種への影響予測のほうがより重要であり意味を持っ

ている。  
 渓谷に、堤高 51 メートル、堤頂長 195 メートルの巨大なコンクリートダムが

建設された場合には、その渓谷、河川域を生息場所とする水辺の鳥にとって影

響がたいへん大きいことが予想される。季節的な移動（渡り）ではなく、行動

圏（注 17）の中での小規模な移動は、川筋に沿って飛翔するのが通常である。

その飛翔ルートが巨大ダムによって阻害され、分断される可能性は大きい。水

辺の鳥として、調査地域で記録のあるサギ類、カモ類、シギ・チドリ類、カワ

セミ類、セキレイ類、カワガラス、ミソサザイなど、少なくとも 20 種程度が影

響を受けると予想される。重要種とされた種の中でも、ミゾゴイ、オシドリ、

カワアイサ、コチドリ、イソシギ、アカショウビンは、行動圏の分断などの影

響受けるであろう。これらの普通種、重要種に対しては、調査地内における河

川の流路に沿った飛翔状況調査を行い、結果を考察して、影響予測を行うべき

であったが、まったくなされていない。  
 
 注 17：行動圏は、動物が日常生活の中で移動する範囲であり、種によっては、行動圏の中  

に、なわばり（他個体の侵入に対して防衛される範囲）を持つものがある。  

 

③ミゾゴイについて（p40～43）  
ミゾゴイは、環境省レッドリスト（2006 年）で準絶滅危惧種（NT）、石川県

レッドリスト（2000 年）で絶滅危惧Ⅱ類（VU）とされ、本件自主アセスでも

重要種とされている。2006 年環境部会資料では、事業実施区域には 2～3 つが

いが生息し、一部は湛水区域が採食場所の可能性があるとしている。しかし、

2006 年の時点では、次のような影響予測が行われている。すなわち、工事の実

施については、生息環境の森林（繁殖および採食場所）の一部が消失するが大

部分は維持される、ダムの存在･供用については、同様に一部は消失するが大部
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分は維持される、また、常時湛水しないので採食環境は維持されることから、

影響は小さいと予測している。一方、「影響予測範囲外においてもミゾゴイが多

数確認されている」ことも影響が小さい理由としてあげられている。  
しかし、このような予測のしかたは、これまで述べてきたように、生物種の

一般的な生活様式に対して、ダムの工事と存在･供用の概略を重ね合わせただけ

で、形式的で形骸化した影響予測である。環境アセスメントにおいて、科学的、

合理的に影響を予測するためには、その調査地におけるミゾゴイの具体的な生

息状況、すなわち、それぞれのつがいの営巣場所や採食場所、行動圏や飛翔コ

ース等を、多少大まかであっても明らかにし、それに対して、樹林の伐採範囲、

ダム工事の騒音の強さと届く範囲、試験湛水および洪水時の水没範囲と期間な

どが具体的に示され、それによって受ける影響を考察し、予測する必要がある。

また、影響予測範囲外にも多数生息すると記述しているが、影響予測範囲内と

比較可能な数値（面積あたりの密度など）で示さなければ比べることはできな

いし、他にもいるから影響は小さいという意味ならば、適正な環境アセスメン

トにはならないのである。  
 ミゾゴイについては、2006 年に環境部会資料が出された後も、継続して調査

が行われ、調査地域内では多くのデータが集積されており、生息状況に関する

具体的な知見が得られつつある。しかし、一方でダム工事を進めながら、環境

や生物の調査を継続することは、得られるデータも当然工事の影響を受けてい

る可能性があると思われる。また、このようなやり方は、環境アセスメントの

目的、趣旨からは外れており、自主アセスとは言うものの、実態は環境アセス

メントの科学性、合理性、適正性を担保したものではないと言わざるを得ない。

ダム工事や存在･供用と並行して行われる調査から引き出される影響予測は、ほ

とんどの場合、影響はない、軽微であるという結論になり、事業を正当化する

材料に使われる。  
 ミゾゴイに関する継続調査により、2012 年 1 月のミゾゴイ調査報告（注 18）
では、生息数の経年変化については興味深い結果が示されている。それによる

と、2002 年（H14 年）から 2011 年（H23 年）まで、調査対象範囲内では、毎

年 2～3 つがい（2010 年は 1 つがい）が繁殖していると推定され（巣の発見は

2007 年のみ）、つがい数は比較的安定し、ほとんど変化は見られないとされて

いる。しかし、「近年はダムサイト周辺での鳴き声の確認はなくなっている」、

「ダムサイト周辺においては、近年、ミゾゴイの渡来が確認されていない。そ

の一方で、ダムの上流側および下流側において確認されている」と記述されて

いることから、生息エリアのうち、エリア A（2007 年より繁殖していない）、

エリア B（2002、2011 年のみ繁殖）、エリア C（2008、2010、2011 年繁殖なし）

での繁殖つがいの存在が確認できなくなっているということのようである（注
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19）。なお、生息エリアは A～G の 7 区である。  
2005 年頃から付け替え道路工事が行われ、2006 年 6 月に辰巳ダム堤体工事が

着工されていることから、それらの工事や騒音、車両や作業員の移動などが、

ダムサイトに近い生息エリア（特に A と C）のつがいに影響を及ぼし、繁殖し

なくなり、鳴き声が確認されなくなったと推定するのが合理的であると考えら

れる。  
 つがい数には大きな変化は見られないことから、影響を受けたつがいは、ダ

ムサイトから離れたところに生息エリアを移動した可能性も考えられる。しか

し、この点を確かめるためには、過去の調査から生息エリアの分布図を年度ご

とに比較し、実際に移動したのかどうか、再検討する必要がある。（注 20）  
 一方、この 2012 年 1 月発行のミゾゴイ調査報告では、「ミゾゴイがダム工事

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。しかし、対象地域内

においては、営巣林となる林が大きく改変されておらず、ミゾゴイの餌となる

ミミズなどの餌量も大きく変化がないことから、生息環境は維持されていると

考えられる。以上のことから、ダム工事によるミゾゴイへの影響は一時的なも

のと思われる」と考察している。  
しかしながら、ダム工事がミゾゴイの生息状況、特に分布状態に大きな影響

を与えたことは事実であり、2006 年環境部会資料でミゾゴイへの影響は小さい

と予測したことは誤りであったと言える。影響が一時的なものかどうかは、今

後の調査に先送りされた形になっているが、これは環境アセスメントの趣旨に

反するものである。アセスの趣旨に反して工事を進めてしまい、それに並行し

て調査を行った場合、調査で悪影響があることが分かっても、その後で保全対

策を立てることはほとんど不可能である。  
 

注 18：表 1-⑮、 p90 の表 4-8-1 

注 19：生息エリアの図が非開示で位置関係がよくわからないので推測による。  

注 20：ミゾゴイは、夕方から夜にかけて複数のソングポストで鳴く習性がある。その鳴き  

声の方向と距離から位置を推定し、同一個体あるいはつがいと考えられる記録をグルー  

プ化して、個体数と生息エリアを推定している。このような推定の仕方は、経験を積む  

ことによって精度が上がってくるのが一般的なので、過去のデータを見直す必要がある。 

 
(4)両生類・爬虫類（p6-60～64）  
 両生類・爬虫類に関しては、2006 年環境部会資料には次のように記されてい

る（p6-60）。  
 
・ 両生類・爬虫類の調査は、事業実施区域周辺について平成 10 年度から実施している。  
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・ 事業実施区域周辺の両生類は 2 目 6 科 16 種、爬虫類は 2 目 6 科 12 種が確認されてお

り、このうち現地調査によって両生類 6 科 13 種、爬虫類 6 科 11 種が確認されている。  

・ 重要な種は、タカチホヘビとシロマダラの２種が確認されており、このうちシロマダラ

１種が現地調査によって確認されているが、ダム事業による影響は、確認位置と生態か

ら影響は小さいと予測される。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-60）  

 
 重要種とされた 2 種のヘビ類は、もともと個体数が少なく、夜行性とされて

いる。そのため「他の調査と併せて個体の確認を随時行った」という調査では、

発見される機会はたいへん少ないと考えられる。結局、4 年間の調査では、改

変区域外でシロマダラを 1 回記録しただけである。  
 この 1 例の記録が改変区域外だったこと、大部分の生息環境（樹林、草地）

が維持されることをもとに、影響は少ないと予測している。この予測のしかた

も他の動物と同様に、生息状況に関するデータがないにもかかわらず、短絡的

に影響は少ないとしているに過ぎず、科学的な影響予測にはなっていない。重

要種に関しては、データが少なすぎ、生息状況は不明であり、ダム建設による

影響予測はできない、というのが実態であろう。  
 両生類･爬虫類でも、重要種以外には触れられていない。しかし、里山地域の

河川、沢、渓流という環境特性から見て、サンショウウオ類、カエル類は生物

多様性を構成する種として大きな意味を持っており、これらの種については、

生息場所がダム建設や湛水試験、洪水時の湛水・放流によって大きく影響を受

けることから、きちんとした調査と影響予測を行うべきである。  
 
(5)陸上昆虫類（p6-65～102）  
  陸上昆虫類に関する概要は次のとおりである。  
 
・ 昆虫類の調査は、事業実施区域周辺について平成 12 年度に実施している。  

・ 事業実施区域周辺の昆虫類は、文献によって 187 科 906 種、現地調査によって 206 科

1076 種が確認されている。  

・ 重要な昆虫類は 5 種が確認されており、このうちヒゲナガホラヒラタゴミムシ１種が現

地調査によって確認され、事業による影響を受ける可能性がある。  

・ ヒゲナガホラヒラタゴミムシについては、生態等が不明であるため調査を継続し、試験

湛水までに有識者と協議のうえ、周辺の影響を受けない洞窟への移動など保全措置を実

施する。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-65）  
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 陸上昆虫類に関しても、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧、有識者指摘の 5 種の重

要種のみが対象とされている。このうち、現地調査での記録は、ヒゲナガホラ

ヒラタゴミムシ 1 種で、他は文献による記録である。ギフチョウ、オオムラサ

キなど文献記録種については、文献のみであること、樹林や里山環境は一部が

失われるが大部分は維持されることにより、他の動物群と同様に、いずれも影

響は少ないと結論づけている。  
 しかし、陸上昆虫類リストから重要種のみを抽出して、それが現地調査で記

録されていない種であり実態がわからない種であっても、形式的に影響予測を

行い、失われるのは一部の環境のみであるから、影響は少ないと結論づけるや

りかたは、環境アセスメントとしては、まったく形骸化したものであり、科学

性が欠落していると言わざるを得ない。  
 陸上昆虫類においても、重要種以外の、いわゆる普通種については、まった

く触れられていない。しかし、事業区域の環境特性である里山の昆虫相に対し

て、穴あきダムの建設工事と数か月の試験湛水、および存在･供用がおよぼす影

響について、里山の生物多様性保全の観点から影響予測を行うべきである。湛

水の時期によっては、昆虫類の卵、サナギなど移動できない時期にあたれば、

大きな影響があると考えられる。  
 洞窟性のヒゲナガホラヒラタゴミムシに関しては、生態系特殊性の項目で扱

われ、試験湛水時や増水時の洞窟の水没による影響と保全対策としての人為的

移動について述べられている。この件については後述する。  
 
(6)魚介類（p6-103～117）  
 魚介類に関する概要は、以下のように記述されている。  
 
・ 魚介類の調査は、犀川流域について平成 10 年度から、辰巳ダム周辺及び犀川上流部、内

川などで実施している。  

・ 犀川流域の魚介類相は、文献によって 43 種の魚類と 6 種のエビ・カニ・貝類、現地調

査によって 45 種の魚類と 11 種のエビ・カニ・貝類が確認されている。  

・ 重要な魚介類は、スナヤツメ、アカザ、メダカ、カワヨシノボリ、モノアラガイの 5 科

5 種が現地調査によって確認されている。  

・ 本ダムが洪水調節専用ダムであり、平常時は貯水しないこと、洪水吐および低水放流設

備が魚道として機能すると考えられること、供用後の水質状況が現況とほぼ同じに維持

されることから、事業実施による影響は小さいと予測される。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-103）  

 
魚介類についても、他の動物群と同様に、重要種については次のように影響
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は少ないと結論づけられている。重要種のスナヤツメ、アカザ、メダカの３種

については、確認地点が、工事実施区域外あるいは改変区域外であること、ま

た、生息可能な環境があったとしても、常時湛水しないため河川環境が維持さ

れることによって、影響は少ないと予測されている。カワヨシノボリは、主に

事業実施区域周辺で確認されているが、常時湛水しないことから生息環境は維

持され、試験湛水時には止水域とはならない上流部にも生息することから、影

響は少ないとしている。  
魚介類関しては「洪水吐および低水放流設備が魚道として機能すると考えら

れること」から影響は小さいと予測（p6-103）している。しかし、魚道として

の機能に関しては、影響予測の結果としてではなく、むしろ前提として使われ

ているところに問題がある。  
穴あきダムの洪水吐と低水放流設備が魚道として機能するということは、調

査あるいは実験によって確認されたものではない。したがって、影響予測の前

提にすることは不適切であり、予測を誤る可能性を否定できないのである。魚

類にとっては、河道全体が「魚道」であり、ダム等の構築物は、どんなもので

あれ移動を妨げるものである。平常時でさえ、人工的な流路をたどって穴あき

ダムの洪水吐にたどり着くことは、ダムがない場合と比較して困難であること

が予測され、魚類にとってかなりのストレスになる可能性が考えられる。試験

湛水時や増水時には流量、流速とも、魚類が遡上できるものではないと思われ

る。  
 穴あきダムであっても、魚類にとっては遡上および流下に際して洪水吐と低

水放流設備を通るときに、かなりのストレスを生じさせる可能性があることか

ら、重要種以外の魚類の移動阻害の可能性とその影響についても検討するべき

である。ダムがないときには、いわゆる普通種であっても、ダム建設による移

動の阻害によって、犀川水系から地域的に絶滅する、あるいは地域的に希少種

化してしまう可能性を検討するべきであるが、このような観点は無視されてい

る。  
 

(7)底生動物（p6-118～128）  
 底生動物に関する概要は、以下のように記述されている。  
 
・ 底生動物の調査は、事業実施区域周辺について平成 10 年度から、辰巳ダム周辺及び犀川

上下流部、内川などで実施している。  

・ 文献調査で 28 科 69 種、現地調査で 78 科 194 種、計 4 門 8 綱 20 目 81 科 210 種の底

生動物が犀川流域で確認されている。  

・ 重要な底生動物はオグマサナエ１種が確認されている。またその他にモノアラガイが魚
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介類調査で確認されている。  

・ 両種ともその生態、生息環境から、犀川本川が本来の生息環境とは考えにくく、事業に

よる影響は小さいと予測される。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-118）  

 
 重要な底生動物として、モノアラガイ、オグマサナエの 2 種がリストアップ

されている。これらは、犀川は本来の生息場所ではなく、偶発的に記録された

ものであるから、影響は少ないとしている。他の動物種と同様に、形式的、形

骸的であり、影響予測になっていない。準絶滅危惧種、絶滅危惧Ⅰ類を記録し

たのが事実であるならば、偶発的なものと短絡的に切り捨てるのではなく、そ

の意味を考察するのが環境アセスメントとしてやらなければならないことであ

る。  
 2006 年度環境部会資料で底生動物とされたものは、そのほとんどがカゲロウ

類、トンボ類、カワゲラ類などの河川性、渓流性の昆虫類である。これらは、

川の食物連鎖の重要な位置を占めており、魚類や鳥類の食物として重要であり、

河川、渓流という環境特性を考えれば、影響予測の対象として含めるべきであ

る。  
 

２．植物に関する問題点  
 

(1)植生について（p6-126～136）  
 植生に関する影響評価の概要は以下のとおりである。  
 
・ 事業実施区域周辺は、渓谷を呈し、渓谷林としてケヤキ群落が成立する。  

・ 周辺の台地上は、田畑として利用され、その後背地にコナラ林やスギ植林といった樹林

に覆われる。  

・ 犀川流域の上流部は、犀川源流地域として自然植生が残されているが、事業実施区域に

は重要な植物群落は存在しない。  

 
ここでは「重要な植物群落が確認されなかったため、個別の群落を対象とし

た予測評価は実施しない」としている。  
 しかし、絶滅のおそれのある植物群落や保護を要する植物群落に該当しない

としても、金沢市郊外に位置する里山、犀川の渓谷から渓流にかけての環境特

性を有する地域であることから、植物群落の特徴や多様性については十分に考

察し、影響予測を行うべきであろう。自主アセスならば、なおさら、故郷の里

山としての景観の基本となる植生、植物群落に対しては、慎重に対処するべき
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である。  
 

(2)植物相について（p6-137～200）  
 植物相に関する影響評価の概要は以下のとおりである。  
 
・ 植物相の調査は、事業実施区域周辺について平成 6 年度から、辰巳ダム周辺及び犀川上

流部、内川などで実施している。  

・ 事業実施区域周辺の植物相は、文献によって 142 科 893 種、現地調査によって 134 科

838 種が確認されている。  

・ 重要な植物種は、コバノヒノキシダ、チャセンシダ、コモチシダ、ミサキカグマ、イノ

デモドキ、イブキシダ、ヌリワラビ、オオヒメワラビモドキ、ミツデウラボシ、アズマ

シロカネソウ、コンロンソウ、バイカウツギ、フジカンゾウ、ミツデカエデ、カリガネ

ソウ、ハシリドコロ、ナンバンギゼル、オオニガナ、カタクリ、ササユリ、ナツエビネ、

ツチアケビ、アケボノシュスラン、コケイランの 24 種が現地調査によって確認されてい

る。  

・ 重要種のうち、イブキシダ、コンロンソウ、カリガネソウ、アケボノシュスランについ

ては、事業実施による個体の消失率が高く、影響は小さくないと予測される。これらの

種は周辺にも多くの個体が生育することから、生育環境を創出することにより、新たな

個体の再生を期待するとともに、移植を検討する。  

 

植物相に関する影響予測でとられた手法は、148 科 1,020 種の植物リスト（注

21）の中から、絶滅のおそれのある種などの重要な植物 51 種（注 22）を選定

し、さらに、そのなかから、文献記録のみの種や改変区域で発見されなかった

種、予測評価範囲内の他の場所でも記録された種などを次々に除外して、 後

に残った 4 種については、影響が小さくないので保全対策を立てるというもの

である。  
 しかし、環境アセスメントは、事前に環境影響を予測して、影響を少なくす

るように事業をコントロールすることが目的であり、予防原則にもとづいて影

響を予測することが本筋である。この 2006 年度環境部会資料で行われた影響評

価の手法は、これに反しており、影響をできる限り小さく見せかけ、保全措置

を必要とする対象をできるだけ少なくすることに腐心しているように見える。  
 保全措置としては「これらの種は上流域など周辺にも多くの個体が生育する

ことから、生育環境を創出することにより、新たな個体の再生を期待する。ま

た、移植可能な種については移植を検討する」としている。しかし、生育環境

の創出、個体の再生に関する具体的な手法については触れられていない。「期待

する」、「検討する」は、言葉だけならば意味はなく、具体的な位置、環境、時
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期、手法など詳細な記述がなければ、新たに創出する環境がもとの環境に対し

ておよぼす影響を検討しなければ、環境保全措置ではない。  
 改変区域内の植物種を区域外に移植する手法は、保全措置として安易に提案

され実行されることも多い。移植先は、多くの場合、近隣の似たような環境で

ある。しかし、移植された植物は、すぐに枯死したり、あるいは、1～2 年は活

着したように見えても、数年で消失する例が多いと言われている。また、例え、

移植がうまくいって活着したとしても、植物個体の活着をもって移植が成功し

たと言うことにはならない。その場の生態系のなかで持続的な構成種として定

着しなければ、その場限りの保全措置でしかない。特に、その種がすでに生育

している環境、生態系への移植は、その正否の判定が困難である。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、長い目で見れば、

ほとんど意味がない。生育していない場所であるならば、その場の攪乱になる

可能性もある。  
 移植に関しては、植物調査の報告書（注 23）によれば、試験湛水時に枯死す

る可能性が高い個体について移植実験が行われている。移植されたのは、イブ

キシダ、コモチシダ、ミツデウラボシ、バイカウツギ、ササユリ、コンロンソ

ウ、カリガネソウ、アズマシロカネソウ、アケボノシュスラン、イノデモドキ

の 10 種で、移植個体は 1 年から 4 年が経過している。活着率は 0 パーセント（す

べて枯死）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

7 倍に増えたものもあるという。今後のモニタリングで経過を調べる必要があ

るだろう。しかし、これらは、水没して枯死する個体を緊急避難として移植し

たということであり、生態系保全とは異なるものである。  
 
 注 21： p6-140～ 158 

 注 22： p6-159、表 -6.2.2.4 重要な植物一覧表  

 注 23：表 1-⑯、 p23、表 3-4-2 移植後の活着率  

 
(3)付着藻類  
 付着藻類に関する概要は以下のとおりである。  
 
・ 付着藻類の調査は、事業実施区域周辺について平成 12 年度から、辰巳ダム周辺及び犀川

下流部、犀川上流部、内川などで実施している。  

・ 犀川では 4 門 5 綱 12 目 28 科 219 種の付着藻類が確認され、そのうち現地調査では 183 

種が確認されている。  

・ 重要な付着藻類は確認されていないため、個別の種を対象とした予測評価は実施しない。 
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付着藻類に関しても、重要種が見あたらないので影響予測と評価は行ってい

ない。しかし、付着藻類は、重要種の有無よりも、アユなどのように付着藻類

を食物としている魚類などにとって、生活の上で不可欠な資源であることから、

ダム建設による影響を予測することは不可欠であろう。これが行われていない

のは、重要種のみを扱うという形式的、形骸化した環境アセスメントになって

いるからである。  
 
３．生態系に関する問題点  
 
 生態系とは、ごく簡単に言えば、ある地域において生物と環境が相互関係を

持ち、物質の循環とエネルギーの流れからなる機能を有しているシステムであ

る。しかし、現時点では、生態系に関する環境アセスメントとしての調査方法

が十分に確立されているわけではない。そのため、生態系に関する影響予測は、

一般的には環境アセスメントに関する技術指針等にもとづき、生態系の上位に

位置する「上位性」、生態系の特徴を現す「典型性」、特殊な環境等を示す「特

殊性」の観点から、注目される生物種を複数選び出し、調査、影響予測の対象

としている。言わば、生態系を代表し、調査しやすい生物に着目して選定し、

これらの生物の調査を通して、生態系への影響の程度を予測するという手法が

使われている。しかし、多くの場合、選定した種に対する影響予測のみにおわ

り、生態系全体について予測評価するには到っていない。  
 
(1) 上位性（p6-217～246）  

上位性に関する影響評価の概要は以下のように記述されている。  
 

・ 生態系上位性の注目種として、陸域ではハチクマ、サシバ、河川域ではミサゴを想定し

た。  

・ ハチクマ、サシバの採餌環境や営巣環境は、工事の実施およびダムの存在・供用により、

その一部が改変されるが、大部分が維持されることから、事業による影響は小さいと考

えられ、ハチクマ、サシバに代表される生態系陸域上位性は維持されると予測された。  

・ 一方、ミサゴはその採餌環境の一部が改変されるが、大部分は維持され、平成 18 年度に

確認された営巣地は改変区域外で、工事実施区域から約 650m 離れていることから、事業

による影響は小さいと考えられ、ミサゴに代表される生態系河川域上位性も維持される

と予測された。  

・ ただし、ハチクマ、サシバの営巣場所がダム堤体に近いこと、サシバの営巣場所や採餌

場所の一部が湛水区域にかかることから、工事中および試験湛水・ダム供用後のモニタ

リング調査を検討する。  
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（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-217）  

 

2006 年度環境部会資料では、上位性については、食物連鎖の上位に位置する

もの（上位注目種）を 37 種リストアップし（p6-217～218、表 -6.3.2.1）、陸域

は中大型の哺乳類、猛禽類から、河川域は魚食性の鳥類、哺乳類、魚類から、

確認頻度の高い種を選定したとしている。その結果、魚食性のミサゴ（河川域）、

ハチ類を主食とするハチクマと両生･爬虫類および昆虫類等を捕食するサシバ

（陸域）の 3 種の猛禽類が選定されている。しかし、選定基準となった「確認

頻度」は、ハチクマ、サシバについては「毎年確認され、事業実施区域周辺で

繁殖している」、ミサゴについては「毎年のように確認されている」というもの

で、定性的なものであり定量的なものではない。  
一方、表 -6.3.2.1 では、この 3 種以外にも、中大型哺乳類、フクロウ類、サギ

類、カワセミ類、魚類など上位性の 34 種が候補としてあげられているが、いず

れも注目種としての選定から漏れている。その理由は「あまり確認頻度は多く

ない」というものであるが、「毎年（のように）確認されている」として選ばれ

た 3 種との区別はたいへんあいまいである。選ばれた 3 種については「繁殖し

ている」ことも加味されているが、他の種に関しては、「採餌場所は河川域だけ

でなく、沢や樹林内も利用する（ミゾゴイ）」、「繁殖、採餌に関する情報がない

（アオサギ、ヤマセミ、カワガラス）」などと、4 種について書かれているだけ

で、他の種については説明がなく、単に×印が付されているだけである。  
動物の調査方法の項で述べたように、一般哺乳類および一般鳥類については、

簡便な調査方法が用いられていることから、定量的なデータは得られておらず、

生息状況についても繁殖の有無等についてはきちんと調べられていない可能性

が高く、明確なデータも示されていないのである。  
したがって、比較的詳しい調査を行った猛禽類 3 種とミゾゴイに関してはデ

ータの蓄積があるが、その他の種に関しては、十分なデータがないと思われる。

そのため、結果的に 3 種の猛禽類のみが選定されたと見られる。ミゾゴイが除

外された理由は、上記のように書かれているが、選定されない理由として意味

が通らない。  
調査地は里山地域、河川および渓流であることから、上位種として、哺乳類

ではキツネ、タヌキ、鳥類ではヤマセミ、カワガラス、魚類ではヤマメなどが

選定されてしかるべきであろう。猛禽類のみでは、生態系上位種の代表として

は偏りが大きく、調査地の生態系への影響を予測するには不十分であると考え

られる。  
2006 年度環境部会資料において、影響予測が行われた時点では、「事業実施

により想定される影響」として、工事の実施により、営巣地点が改変されない (ミ
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サゴ )、森林や樹林帯の一部が改変、消失するが大部分は維持される（ミサゴ、

ハチクマ、サシバ）ので影響は少ない。ダムの存在・供用によっても、採餌場

所や営巣地は湛水区域にかからない（ハチクマ）、採餌場所の一部が湛水区域に

かかるが試験湛水は冬に行う（サシバ）ので、影響は少ないとしている。この

ような予測手法は、各種の動物の項での影響予測とほとんど同じである。生物

種の一般的な生活様式に対して、ダムの工事と存在･供用の概略を重ね合わせた

だけで、具体的な生息状況にもとづいておらず、形式的で形骸化した影響予測

である。  
一方、ミサゴに関しては、湛水により採餌に適した環境になる可能性がある

としているが、湛水試験はミサゴが生息しない冬期に行われ、洪水時の湛水は

一日以内としていることから、意味のない予測である。  
猛禽類、特に、上位種とされた 3 種に関しては、ダムの工事中も比較的詳細

な継続調査が行われ、その結果が 2012 年（平成 24 年）1 月発行の鳥類調査報

告書（注 24）に示されている。この報告書でも、他の報告書類と同様に、営巣

場所の地名は墨塗りで消され、記録位置図は削除されているが、猛禽類 3 種の

繁殖については「これまでの調査では対象地域内でミサゴが 1 つがい、ハチク

マが２つがい、サシバが５つがいの営巣・繁殖が確認あるいは推定されていた。

本調査で明確に営巣が確認できたのはミサゴが１つがい、ハチクマが１つがい、

サシバが３つがいであった」（注 25）と記述されている。また、3 種とも繁殖が

継続していることから、2008 年（平成 20 年）から本格的に開始されたダム本

体のコンクリート打設や法面、護岸などの工事は、大きな影響を与えるもので

はなかったとしている。  
しかし、大きな影響はなかったという結論に説得力を持たせるためには、詳

しい調査データ、特に、確認された営巣地点、飛翔コースのトレース図、行動

の記録を示し、大きな影響はなかったという結論に到った考察の過程を示さな

ければならない。つがいごとの営巣場所および行動範囲（行動圏とテリトリー）

について、工事前および工事中、存在･供用後のそれぞれについて綿密に比較し

て、影響を評価する必要がある。影響評価として、この点が不十分である。絶

滅のおそれのある種に関するデータは、一律に非開示にすればよいわけではな

く、科学的な筋道はきちんと示されるべきである。  
当面、繁殖は続けていても、工事による騒音等のストレスを受けている可能

性があり、ダムの存在･供用による生息環境の劣化の可能性も考えられる。つが

い数や営巣数の減少、営巣場所や行動範囲の変化、巣立ちビナ数の減少など、

緩慢に影響が進む可能性を現時点では否定できない。今後のモニタリング調査

が重要である。  
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 注 24：表 1 の⑮のなかの猛禽類およびミゾゴイ調査  

注 25：表 1 の⑮、 p44 

 
(2) 陸域典型性（ p6-247～ 257）  

陸域の典型性の概要は次のように記述されている。  
 

・ 生態系典型性については、陸域は改変区域及びその周辺約 500m の範囲を対象として環

境類型区分を行い、「河畔帯」、「農地・草地」、「段丘・渓流沿いの斜面林」、「山地樹林帯」

の４つに区分した。生態系典型性（陸域）の注目種については、「河畔帯」はカワネズミ

とカワガラスを、「農地・草地」はホオジロとトノサマガエルを、「段丘・渓流沿いの斜

面林」はコウモリ類とオオルリを、「山地樹林帯」はツキノワグマとエナガ・コゲラを選

定した。  

・ 陸域典型性の各環境類型区分の改変率をみると、「河畔帯」と「段丘沿いの斜面林」の改

変率が試験湛水時に大きくなるが、運用時には常時湛水しないダムのため、環境の変化

は小さいと考えられた。  

・ 試験湛水時に改変が大きい「河畔帯」と「段丘沿いの斜面林」については上流域などに

同様の環境が存在すること、他ダムの事例により構成する樹木が残ることが期待される

ことから影響は小さいと予想されるが、事例が少ないため試験湛水後のモニタリング調

査を検討する。  

（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-247）  

 
 環境類型区分ごとに、2～3 種の注目種が選定されている（注 26）が、コウモ

リ類は種が特定されていない。河畔帯では、水中と河畔がその生活場所（採食

と繁殖）であるとして、カワネズミ（あまり確認頻度は多くない）とカワガラ

ス（毎年のように確認されている）が選定されている（注 27）。一方、同様に

河畔帯を主要な生息場所とするヤマセミ（毎年のように確認されているが頻度

は少ない）、カワセミ（あまり確認されていない）は選定されていないが、その

理由は示されていない（注 28）。斜面林では、樹林帯に生息し水生昆虫を捕食

するコウモリ類とオオルリが選定され、樹林帯では、鳥類ではエナガとコゲラ

が選定されている。しかし、これらは斜面林と樹林帯に共通する種であり、あ

えてふたつの類型区分に分ける必然性はないと思われる。なお、樹林帯（ツキ

ノワグマ、エナガ・コゲラ）と農地･草地（ホオジロ、トノサマガエル）の典型

性として選ばれた種については、注目種として選定したと記述されているだけ

で理由は示されていない。  
 すなわち、典型性として、環境類型区分ごとに選定された動物種に関して、

選定された根拠があいまいであり、逆に選定されなかった種に関する理由も示
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されていないことから、この注目種の選定は、かなり主観的で恣意的なものと

なっている。合理性が読み取れず、適当に選んだように思われる。  
典型性注目種に関する影響予測では、工事の実施に関しては、一部が消失す

るが大部分は維持されるので影響は小さい（カワネズミ、カワガラス、コウモ

リ類、オオルリ、ホオジロ、トノサマガエル）。ダムの存在･供用に関しては、

試験湛水時に斜面林の約 3 分の 1 が水没するが、冬季に冠水しても枯死する樹

木は少ないと考えられるので影響は少ない（コウモリ類、オオルリ）。また、山

地樹林は消失しないので影響は小さいとされている（ツキノワグマ、エナガ･

コゲラ）。このような記述は、先に述べた動物、植物の項で行われた影響予測の

しかたと同じである。すなわち、生物種の一般的な生活様式に対して、ダムの

工事と存在･供用の概略を重ね合わせただけで、具体的な生息状況にもとづいて

おらず、形式的で形骸化した影響予測である。  
典型性の注目種に関して、影響が小さいと考えられる理由ついては「水辺の

動物の明確な繁殖場所は確認されていない、集団繁殖地などは確認されていな

い」という記述も見られる。しかし、動物に関する調査方法のところで指摘し

たように、哺乳類、鳥類に関しては比較的簡便な手法で行われており、繁殖確

認を目的とした調査およびその結果については示されていないので「繁殖場所

は確認されていない」のは、繁殖調査を十分に行っていないためと言える。し

たがって、影響が小さいと予測される理由に、繁殖確認がないことを上げるべ

きではない。  
生態系の典型性注目種を選定する場合には、合理的な理由が必要である。選

定された種に関しては、その生態に関する情報を得るために、それなりの計画

を立てて調査を行う必要がある。2006 年度環境部会資料では、一般哺乳類およ

び鳥類調査として、比較的簡便で任意な方法で調査を行ったと見られることか

ら、そこで得られたデータは、種のリストを作成する際には有効であるが、典

型性注目種、すなわち生態系の典型性を代表させる種の生息状況（生息数、生

息範囲、繁殖状況、生活史に関する情報など）を知るには不十分である。環境

アセスメントでは、典型性に関して、合理的な理由で注目種を選定した後、そ

の種に関する詳細な調査を行ってデータを集積してから、影響予測を行うのが

普通である。本件自主アセスで行われた一般哺乳類および鳥類調査の手法では、

注目種の生息状況に関するデータはほとんどなく、影響予測や評価は困難であ

る。  
 
 注 26： p6-250、表 -6.3.3.2 

 注 27：記録頻度は表 -6.3.2.1 による。  

 注 28：記録頻度の表現がさまざまで違いがよく分からない。  
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(3) 河川域典型性（ p6-258～ 317）  

河川域の典型性の概要は次のように記述されている。  
 
・ 生態系典型性（河川域）については、犀川河口部から上流を対象に環境類型区分を行い、

「感潮区間」、「平地区間」、「渓流区間」、「渓谷区間」、「源流区間」、「止水域」の６つに

区分した。  

・ 生態系典型性（河川域）の注目種については、「感潮区間」は汽水性魚類であるボラとス

ズキを、「平地区間」はヌマチチブとオオヨシキリを、「渓流区間」はアカザとキセキレ

イを、「渓谷区間」はカワヨシノボリとカワネズミを、「源流区間」はカジカとカジカガ

エルを、「止水域」はカモ類を選定した。  

・ 各環境類型区分の改変率をみると、「渓谷区間」の改変率が試験湛水時に大きくなるが、

運用時には常時湛水しないダムのため、環境の変化は小さいと考えられた。  

・ 下流河川への影響については、水温・水質、冠水頻度の変化による河畔植生への影響、

流出土砂の変化について検討し、ダム供用前後により大きな変化はないと予測された。  

・ 湛水区域内の土砂の流動について検討した結果、大きな洪水時には一時的に細粒土砂が

堆積することが考えられるが、堆積する土砂量は少なく、また洪水末期における水位低

下時の開水路流による一時的な流速増加に伴って細粒分はほとんど流下する。  

・ 長期的には湛水区域内に土砂が徐々に堆積するが、堆積する土砂の粒径は現況の粒度組

成とあまり変わらないため、現況とほぼ同様な礫河床が維持されると考えられる。  

・ ただし、洪水調節専用ダムにおける土砂の堆積、流下については、事例が少ないため工

事中も含めたモニタリング調査を検討する。  

 
 河川域の典型性については、６つの環境類型区分が行われ、それぞれの区間

で注目種が選定されているが、陸域の典型性注目種と同様の問題点が指摘でき

る。すなわち、注目種の選定に関する説明が不十分で合理性が読み取れない、

注目種の具体的な生息状況が調査されていない、影響予測が種の具体的な生息

状況をもとに行われていないことである。影響予測は「試験湛水時には大きく

改変されるが対象種に移動能力がある（避難が可能）、上流域に同様の生息環境

が残される、事業による直接的な改変がない、水質等による影響も濁水処理設

備の適切な運用により現況と大きな違いがない、ダム供用前後で冠水頻度に大

きな違いがない」（注 29）などの理由により影響は小さいと予測されている。

しかし、対象とした生物種の一般的な生態情報にもとづいた予測であり、調査

をもとにした具体的な場における生息状況や生活史を根拠に行われたものでは

なく、形式的で形骸化された予測である。  
 なお、河川域のどの区間においても、水温、水質、土砂の堆積、冠水頻度な
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どに大きな変化はなく、現況の河道が維持されるとしている。筆者は、このよ

うな物理的環境に関する知識を持っていないので、その評価を述べることがで

きない。しかし、「河川域の生物生息基盤は維持されることから、生物相全体へ

の影響は小さい」という予測に関しては、疑問がある。  
本来、河川の流量は一定ではなく、降水量の変化により、季節変化、日変化

を繰り返すものである。梅雨、台風、雪解け時には流量が増加し、時には洪水

が発生し（注 30）、土砂の流出や堆積、植生のはぎ取りによる裸地化が起こる

など、河川環境を大きく攪乱する。また、渇水期には川底が部分的に干出する。

このように、河川は比較的不安定な環境であり、そこに適応した生物群集が住

み着いている。したがって、ダムや堰の建設は、流況や流量を平準化させるこ

とになり、洪水の頻度が少なくなることから、川の流れは固定され、水をかぶ

らなくなった砂礫地や中洲は草地化し、木本植物が侵入して樹林が形成され、

比較的安定して変化が少ない環境に移り変わってしまう。  
すなわち、「河川域の生物生息基盤は維持されることから、生物相全体への影

響は小さい」ということは、本来の河川環境の不安定さという特性を失わせる

ものであると言える。本来は変化する環境を、変化しないものに人為的改変す

ることは、大きな影響を与えることになる。その意味で、穴あきダムであって

も、河川に与える影響は小さいものではない。辰巳ダムは、既存の二つダムと

ともに、流量を平準化させることにより、犀川水系の自然環境に大きな影響を

及ぼすと考えるのが合理的であろう。  
 
 注 29： p6-315～ 317、表 -6.3.3.15 

 注 30：平常時よりも河川が増水するという意味で使っている。  

 

(4) 特殊性（p6-318～327）  
生態系特殊性の概要は以下のように記述されている。  
 

・ 生態系特殊性は、辰巳ダム周辺では洞窟環境が該当し、その環境に生息するニホンテン

グコウモリをはじめとする洞窟性コウモリや、ヒゲナガホラヒラタゴミムシを想定した。 

・ 工事の実施により生息環境となる洞窟は直接改変されないため、影響は小さいが、試験

湛水時（もしくは供用後）には、主たる洞窟は水没するため、生息環境が減少し、個体

群の減少が懸念される。  

・ 特に試験湛水は冬季を予定しており、これら生物の活動が不活発になることから避難等

が困難となり、影響が大きい。そこで、試験湛水までに有識者と協議のうえ、生息環境

の創出、周辺の影響を受けない洞窟へ重要種の移動・誘導など保全措置を実施する。ま

た、保全措置の検討に必要な調査およびモニタリング調査を実施する。  
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（ 2006 年度環境部会資料別冊 p6-318）  

 

調査地域では、生態系特殊性として洞窟が上げられ、そこに生息する洞窟性

コウモリ類（コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモリ、ユビナガコウモリ、

モモジロコウモリ）とヒゲナガホラヒラタゴミムシが対象種とされている。2006
年度環境部会資料では、コウモリ類が生息する 10 か所の洞窟のうちうち、水没

する洞窟が 3 か所（CR-1、CL-1、CL-2）、水没しない洞窟が 7 か所とされ、ヒ

ゲナガホラヒラタゴミムシでは 11 か所の洞窟のうち、3 か所が全域水没または

一部水没するとされた。これらの水没洞窟においては、当然のことながら対象

種への影響が大きいとしている。  
 しかしながら、すでにダム建設は既定事実とされていることから、2006 年度

環境部会資料では、対策として、水没する洞窟に生息するコウモリ類の移動・

誘導（注 31）とその洞窟を閉塞する実験へと直結している。しかも、ダム建設

の工程が決められていることから、工事と並行して調査と人為的な移動の実験

が行われている（注 32）。これは環境アセスメントの趣旨、アセス法の精神に

反するものである。  
 
 注 31：移動･誘導と表現されているが、むしろ、人為的な強制移動である。  

 注 32：移動実験は専門家の意見をもと、CR-1、CL-1 で行われたようであるが、洞窟名（記  

号番号）が非開示の場合が多く、よく分からない。  

 
①コウモリ類の移動実験について  
 調査地域の洞窟に生息するコウモリ類に関しては、2001 年度（H13 年度）か

ら調査が行われており、当初は、種の確認、個体数のカウントなどが中心であ

ったが、2005 年度（H17 年度）から捕獲と標識調査が行われるようになり、個

体数の季節変化や経年変化、洞窟間の移動に関するデータなど、興味深い知見

が得られている。2008 年度（H20 年度）から 2010 年（H22 年度）には、捕獲･

移動と洞窟の閉塞実験が行われ、2011 年度（H23 年度）冬期には、実際の試験

湛水（2012 年 1 月から 5 月）にあわせて、捕獲･移動と洞窟の閉塞が行われて

いる。この意見陳述書を作成した時期（2012 年 6 月）には、まだ、結果は明ら

かでないが、2013 年度動植物調査報告書では、試験湛水直前の調査結果をもと

に、実験の結果、辰巳ダム周辺では、越冬個体群の個体数に大きな変動はない

ので、保全対策は有効に機能したとしている（注 33）。  
 
 注 33：表 1-⑯の洞窟性物調査報告書 p106 
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a．事業者の評価  
 洞窟性コウモリの移動実験の評価について、2012 年度動植物調査報告書には、

以下のように記述されている。  
 

『平成 14 年からコウモリ類の生息に関する調査を実施し、基礎的データを蓄積してきた。

それらのデータを基に、平成 20～ 22 年度にかけての冬眠期間には水没する洞窟を閉塞する

誘導実験を実施したところ、水没しない周辺の洞窟で越冬個体数の増加することが確認され、

結果的に辰巳ダム周辺での越冬個体群の個体数には大きな変動の見られないことが確認さ

れた。そのため、試験湛水時には水没する洞窟を閉塞し、洞窟性コウモリ類を周辺の洞窟へ

移動させる対策を実施することが有効であり、平成 23 年は水没する洞窟の閉塞を実施する

こととした（犀川辰巳治水ダム建設事業  植物・洞窟性生物調査業務委託（石川県、平成 23 年

３月）参照）。なお、コウモリ類が多く生息する  CR-1 および  CL-1 にはサーチャージ水位

よりも高い標高に位置する坑口があり、突発的な増水による水没でも、その抗口より逃避す

ると予測している。本調査は平成 24 年 1 月より開始される試験湛水の直前の調査となるこ

とから、保全対策の方針に沿って水没する洞窟の閉塞を行い、水没しない周辺洞窟への誘

導・移動を実施した。その結果、これまでの誘導実験による結果と同様に、辰巳ダム周辺で

の越冬個体群の個体数に大きな変動はなく、試験湛水時の水没に対する保全対策は有効に機

能したものと考えられる。』（注 34）  

 
 注 34：表 1-⑯、 p106 

 
b．筆者の評価  
 筆者は、コウモリ類の人為的移動および洞窟閉塞の実験をまったく否定して

いるわけではないが、事業者の評価における楽観性および「影響はない、対策

は有効」であるとする姿勢（はじめから結論が決まっていて、それを主張せざ

るを得ない）に大きな疑問を持っており、次のように考えている。  
 
＜環境アセスメント手続き上の問題＞  

移動実験については、2006 年の影響評価の時点で、捕獲･移動の手法や実験

の結果をどのように評価して適否を判定するのか明確にされておらず、言わば

見切り発車であった。一方、ミティゲーション（注 35）としての回避、低減、

代償などの環境保全措置は検討されていない。実験はダム建設事業とほぼ並行

して行われており、そのため、事業の実施前に、科学的な調査にもとづいて、

合理的な影響予測、評価を行い、保全措置によって環境影響を可能な限り少な

くする提案を行うという環境アセスメントの本来のあり方から外れている。  
過去の環境アセスメントは「事業による環境への影響は軽微である」という
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先に結論ありきのものがほとんどであったが、アセス法成立以降は「ある程度

の影響はあるが、環境保全措置で軽減が可能である」として、保全措置の適否

を事後調査にゆだねる（実際にはあいまいにする）という先送りが目立つよう

になった。本件自主アセスでは、ダム建設事業の実施と環境保全措置のための

実験をほぼ並行して行っている。このような手法、すなわち、環境アセスメン

トとして、本来は一連の順序を踏まえた手続きとして行われるべきなのに、順

番を逆にして前倒しで行われたことは、環境アセスメント制度およびアセス法

の趣旨や精神を没却したものであると言わざるを得ない。また、自主アセスで

あるから許容されるというものではないし、このやり方が、前例として他の環

境アセスメントに利用される心配があり、本件自主アセスが、今後の開発行政

において社会的悪影響をおよぼす可能性も否定できない。  
 
 注 35：人間の活動によって発生する環境への影響を緩和または補償する措置で、回避、  

小化、修正・修復、低減、代償があり、この順番で検討される。  

 
＜捕獲および移動方法＞  
 コウモリ類の捕獲と移動の方法については、表 1 の動植物調査報告書あるい

は洞窟性生物調査報告書（注 36）にはそれほど詳しい方法が記述されていない

が、洞窟内で眠っている個体を手で捕獲し、標識を付けて、洞窟外へ放逐、あ

るいは移動先の洞窟へ運んで放逐したとみられる。洞窟の閉塞は、そのような

方法での放逐の後に、または、コウモリ類が夕方の採食時に出洞した後に、ネ

ット等を用いて行われたとみられる。実験としては、このような手法にならざ

るを得ないと思われるが、その際、コウモリ類に対して、どれぐらいのストレ

スを与えるものか、その軽減措置はとられているのか、また、閉塞洞窟内には

捕獲もれの個体は残っていなかったのかなど、十分に検討されたのかどうか示

すべきであろう。  
また、実験後の記録個体数に大きな変化はないので、影響はなかったと考え

ているようだが、調査における記録個体数には、ばらつきが出るのが普通であ

り、大きな変化はないとした理由を、きちんと数値を用いて分かりやすく説明

するべきである。また、個体数に大きな変化がなかったからと言って、影響が

なかったことにはならないことに注意が必要である。生息場所の質についても

考察する必要があり、哺乳類などでは、生息場所が多少攪乱を受けたたり、劣

化しても、ある程度までは我慢することもあり得る。  
 

注 36：表 1-⑨、⑩、⑭、⑯の洞窟性物調査報告書  
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＜移動と洞窟執着性＞  
 コウモリ類の標識調査の結果、洞窟間での移動が記録されているが、同じ洞

窟に執着する傾向が強いとされている。2007 年 3 月発行の報告書（注 37）によ

れば、越冬数（冬眠数）が多いキクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリと

もに、同じ洞窟での再捕獲率が も高く、次いで隣り合った距離の近い洞窟で

の再捕獲率が高く、離れているところでは低いという傾向がみられる。すなわ

ち、洞窟間の移動はあるものの、同一洞窟への執着性が強く、同じ洞窟を主要

な冬眠場所として利用しているとみられる。決して、どの洞窟でもかまわずに

利用するということではない。  
 したがって、日常的に生息し馴染んだ洞窟内で強制的に捕獲され、洞窟外ま

たは別の洞窟へと放逐されることが、この 2 種のコウモリ類にとって、どのよ

うな影響があったのか、あるいは、さほど影響はなかったのか、個体数の変化

のみならず、移動や行動の調査などを通じてモニタリングしていく必要がある

だろう。  
一方、2007 年 3 月発行の報告書では（注 38）、「移動が確認できた個体は全体

の 25%程度にとどまっており、その他の個体がどこに移動したかは不明である」

との記述がみられることから、実際には 75 パーセントの標識されたコウモリの

行き先が分からないということであれば、2007 年度だけでなく、他の調査年度

についても行方不明の割合を算出し、考察を加えるべきである。「全体として個

体数に大きな変化はない」ことを根拠に「対策は有効であった」と言うだけで

は説得力がなく、データの解析の信頼性に対する疑問が生じることになる。  
 

 注 37：表 1-⑦、 p39~44 

 注 38：表 1-⑦、 p63 

 
＜試験湛水と今後の湛水＞  
 試験湛水が行われた越冬期には、ふたつの洞窟が水没により使えなくても他

の洞窟に移動させることにより影響は少ないと予測されていたわけであるが、

その予測にもとづいて行われた捕獲・放逐および洞窟閉塞の効果については、

今年度（2012 年度）の調査結果を待つことになる。試験湛水期間は、コウモリ

類の冬眠期間にあたり、水没する洞窟で冬眠する個体を溺死させないという意

味では、緊急避難措置として、それなりの意味はあったと言える。しかし、環

境アセスメント手続きとしては、先に述べたように、工事と並行して行われた

という点で了解できるものではない。  
 一方、2009 年（H21 年）報告書（注 39）では、9 月中旬に行われた 24 時間

の洞窟閉塞実験結果をもとに、出産哺育期には「キクガシラコウモリは、雌成
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獣が幼獣を腹に抱えて飛翔し移動することができることから、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と予想される」、「6～7 月の出産

時期に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と予想さ

れる（ユビナガコウモリ）」との記述がある。しかし、この楽天的な予想の正否

については、実際の洪水時の増水を待って確認することにならざるを得ない。  
試験湛水が終わり、本格運用が始まった場合には、梅雨時、台風時、雪解け

時、あるいは集中豪雨時などに、実験で使われた二つの洞窟が浸水する可能性

がある。2012 年度報告書（注 40）では、コウモリ類が多く生息する  CR-1 お
よび  CL-1 にはサーチャージ水位よりも高い標高に位置する坑口があり、突発

的な増水による水没でも、その抗口より逃避すると予測している。これも、今

後の増水時の後の調査で確認することになるだろう（注 41）。  
 一方で、調査地の洞窟に生息するコウモリ類への影響については、供用時に

おける中長期的な影響予測が必要である。2011～2012 年冬期の試験湛水時にお

ける洞窟性コウモリ類の緊急避難的措置が終了した後は、通常の洪水による増

水時の問題について、検討しておくことが、洞窟性コウモリ類の保全対策とし

て重要になる。しかし、この点については、上記のような楽観的な予想がなさ

れている。出産哺育期の洪水による洞窟への浸水については逃避できるという

上記のような予想を立てたとしても、ほとんど活動しない冬眠期には、果たし

て上記の予想は当てはまるのだろうか、疑問である。あるいは、冬期にはふた

つの洞窟に浸水するような増水が発生する確率はたいへん低いのだろうか。こ

の点は明確にしておかなければならない。  
 なお、ダムがなかった時に、洪水によってふたつの洞窟が水没するリスクと、

ダムができてからの湛水によるリスクは、どちらが高いのか、あるいは変わら

ないのか、この点は検討するべきである。仮に、ダム供用後に水没のリスクが

高まっていたとするならば、水没時には避難が可能だとしても、生息地におけ

るリスクは高まったことになるだろう。リスクが高まったと仮定すれば、生息

条件はこれまでよりも悪化していることになり、生息地としての好適な条件が

次第に劣化していく可能性を否定できない。  
 さらに、試験湛水時に閉塞、水没し、供用後にも洪水時に水没する可能性の

高い CR-1 および CL-1 の洞窟は、10 か所のなかでも、コウモリ類の利用個体数

がかなり多い洞窟である（注 42）。これらの 2 つの洞窟では、哺育期、秋期、

越冬初期、越冬後期の各期に、それぞれの洞窟ごとに 100～1,500 羽の記録があ

る。それに対して、他の水没しない洞窟では、同様に 10 数羽から 400 羽程度で

ある（注 43）。したがって、実際には、コウモリ類にとっては、 も好適なふ

たつ洞窟が使えなくなったということである。調査範囲のなかで、コウモリ類

の総数が大きく変化していないということが事実であれば、コウモリ類は、そ
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れほど好適ではない洞窟へ避難したということであり、生息条件は劣化してい

ると考えられる。個体数だけでなく、生息地のキャリング･キャパシティ（環境

収容能力）についても考察し、影響を予測するべきであるが、本件自主アセス

では、それはなされていない。  
 

注 39：表 1-⑩、 p124 

注 40：表 1-⑯、 p106 

注 41：実際には、増水時は危険で調査はできず、水が引いてからの生息確認になるだろう。  

また、水没による洞窟壁の劣化なども予想される。  

 注 42：捕獲、放逐、移動および洞窟閉塞実験後は、CR-2 でも個体数が増加したとされる。  

表 1-⑯、 p84 

 注 43：コウモリ類調査報告書では、調査年度および時期ごと、洞窟ごと、種ごとに数値を  

示しただけである。しかし、年度ごと、洞窟ごと、種ごとの数値に関して簡単な統計処  

理を行えば、どの洞窟が有意に利用度が高い、あるいは低い、そして、捕獲放逐および  

洞窟閉鎖により、洞窟の利用度がどのように変化したか、統計的に示すことができる。 

きちんとデータを解析するべきである。  

 
③ヒゲナガホラヒラタゴミムシ  
 この種は絶滅危惧Ⅰ類であり、正式な記録があるのは石川県だけで、これま

で調査地周辺での記録しかなかったが、 近では医王山でも発見されたという

（注 44）。希少性から見れば、かなり高いレベルの種と言うことができる。本

件自主アセスの調査では、11 か所の洞窟で記録されている。この種に対する保

全措置は、水没しない洞窟への移動が提案され、ダム建設工事と並行して実行

された。2011 年度調査報告書（注 45）では、3 年間の調査では、三つの洞窟か

ら合計で 399 個体が捕獲され、288 個体を水没しない洞窟へ移動、111 個体を

標本とした。  
 この種の捕獲・移動についても、一方ではダム工事を進めながら、調査や実

験を行っているわけで、環境アセスメントの趣旨に反するものである。捕獲･

移動に関しては、すでに同種が生息している洞窟を移動先として行われている

ことから、保全措置としての意味は小さいと思われる。同種が生息している場

所への移動･放逐は、むしろ、一時的に生息密度を増大させてしまうことになり、

どのような影響が生じるか、不明である。仮に、放逐される前の密度に戻るこ

とがあれば、保全措置としてはほとんど意味がなかったことになる。今後のモ

ニタリング調査の継続が重要である。  
 
 注 44：改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック  
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＜動物編＞（ 2009）  

 注 45：表 1-⑯、 p64 

 
(5) 移動性  

移動性の概要は以下のように記述されている。  
 

・ 生態系移動性は、陸域では本ダムが常時湛水しないことから想定されない。  

・ 河川域については、事業実施区域を含んで移動する回遊魚等としてアユが想定された。  

・ 対象ダムが洪水調節専用ダムとして常時は湛水せず、流路が確保されること、堤体洪水

吐および低水放流設備の構造から、魚道としての機能を有することから、河川域の移動

性は確保されると予測される。  

 

生態系への影響について、通常の上位性、典型性、特殊性に加えて、移動性

も取り上げることは、巨大なコンクリートダムが渓谷を遮ることにより、多く

の生物種が移動を妨げられることは容易に想定できるので、意味のあることで

ある。移動性の種としては、アユの 1 種を取り上げて代表種としている。しか

し、アユは犀川の下流から中流部にかけて確認されているが、近年では辰巳ダ

ム周辺まで遡上していない（金沢漁協）とされる。そのため、アユを選定した

ことにあまり意味はなく、それによって、むしろ抽象的影響予測になっている。

ここでも、穴あきダムは常時湛水しない、また、洪水吐と低水放流設備が魚道

として機能するということを前提にして、回遊性の魚類への影響は小さいと、

形式的な影響予測をしているだけである。先に述べたように、川自体が魚道で

あるときと比較して、低水放流設備の効果が測定されているわけではない。ま

た、回遊魚ではなくても、小規模の移動や分散はしているので、そのような魚

類への影響も予測するべきである。サンショウウオ類の移動や分散についても

考慮する必要がある。  
 ダムは魚類などの水生生物だけでなく、多くの動物の移動を妨げると考える

のが普通である。すでに述べたように、水辺の鳥類は川の上を低く飛びながら、

小規模な移動をすることが多い。川辺に行動圏を持つ鳥類は、ダムの上流と下

流では交流が妨げられる可能性を否定できないのである。また、コウモリ類や

飛翔性の昆虫も同様のことがあり得ると考えられる。移動性に関しては、アユ

１種を代表としてすまされる問題ではなく、地域の河川流域生態系の分断とし

てとらえ、影響を予測するべきである。  
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辰巳ダム建設に係わる自主アセスの評価 

 

 これまで、1987年アセス評価書、2006年環境部会資料および関連する生物調

査報告にもとづき、辰巳ダム建設に係わる石川県の自主アセスについて、その

内容を検討してきた。ここでは、その検討結果をもとに、本件自主アセスの評

価について、環境アセスメントの二本柱である科学性、民主性の観点から述べ

る。  
 

１．科学性の観点  
 

(1) 1987年アセス評価書について  
 当初計画の貯留型ダムに関する自主的な1987年アセス評価書は、調査が不十

分であり、影響予測や評価に必要なデータの質、量ともに不足している。また、

対象種が少なく、希少種のみの予測と評価に偏っている。影響予測と評価は、

ほとんどすべての種について、水没予定区域に生育・生息するものは、環境の

変化に伴い影響を受ける可能性があるが、水没予定区域周辺にも類似の環境が

あり生育・生息しているので影響は少ないという非科学的で恣意的なものであ

る。また、保全対策は、具体な手順や方法、技術および期待される効果などが

まったく示されていない。  
「環境への影響は少ない」という結論が先にあり、その結論にあわせるため

に、不十分な調査データをもちいて、非科学的な影響予測と評価をつないだ形

式的で形骸化したものである。ダム建設の影響を科学的に、合理的に、適正に

予測し評価するものではないことから、環境アセスメントの名に値しないと言

える。  
 
(2) 2006年環境部会資料について  
 計画変更後の穴あき（流水型）ダムに関する自主アセスに対しては、以下の

ように評価できる。  
 
①  現地調査に関して、洞窟性コウモリ類、猛禽類3種（ミサゴ、ハチクマ、サ

シバ）、ミゾゴイ、ヒガナガホラヒラタゴミムシ、移植対象植物10種につい

ては、比較的詳細な調査が行われ、保全措置が検討され、一部実施されてい

る。しかし、それ以外の種に関しては、調査が不十分であり、特に定量的デ

ータはほとんど得られていない。注目種とされた絶滅のおそれのある種や天

然記念物等はもともと個体数が少なく、得られたデータもたいへん少ないた

め、影響を予測し評価するには不十分である。  
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②  いわゆる普通種に関しては影響予測の対象外とされた。しかし、事業実施地

域は金沢市郊外の里山であり、地域特性、環境特性を考慮するならば、里山

に生息する普通種、里山の生物多様性が重要な影響予測の対象として選定さ

れなければならない。この点で、本件自主アセスは、当を得ていない。  
③  注目種についてのダム建設工事、存在・供用の影響予測は、いずれの種の場

合も、生息環境の一部は消失するが大部分は維持される、常時湛水しないの

で河川環境は維持される、事業実施区域外に生育･生息地が広がるので、影

響は少ないというものである。しかし、それぞれの種の具体的な生息状況（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、

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。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、形式的で形骸化

した予測となっている。  
④  影響が大きく生育・生息が不可能になると予測された種等については、詳細

な調査が行われ、保全措置のための実験や実際の保全対策が実行された。し

かし、事前にミティゲーションとして回避、低減、代償が検討されておらず、

言わば見切り発車で、保全措置はダム建設事業と並行して行われた。そのた

め、事業の実施前に、科学的な調査にもとづいて、合理的な影響予測、評価

を行い、保全措置によって環境影響を可能な限り少なくする提案を行うとい

う環境アセスメントの趣旨とアセス法の精神を逸脱している。アセス本来の

あり方から外れているとともに、悪しき環境アセスの前例となる心配がある。 
 

２．民主性の観点  
 

(1) 1987年アセス評価書  
 1987年アセス評価書について、石川県は、1987年11月11日から20日まで、環

境影響準備書として公表し、同月の3日間、3か所で市民対象の説明会を開催し

た。また、第三者委員会で審議して評価書をとりまとめ、同年12月25日から翌

年3月31日まで、県庁、市役所等において市民に公表したとしている（注46）。

しかし、説明会や公表に関する広報がどの程度行われ、どのくらいの市民が参

加し、何件の意見が提出され、意見は評価書にどう反映されたのかは、示され

ていない。十分な広報や市民の閲覧がなされたのか、疑問が残る。  
 一般的にいえば、1980～90年頃は、説明会があっても地権者だけの参加であ

ったり、公表に関する広報が不十分なので市民は何も知らず、公表場所に行っ

ても、机や椅子がなかったり、コピーもとれず、閲覧しにくい状況であった。

当時は、民主的な情報公開、市民参加はほとんど行われていなかったのである。  
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 注 46：被告第 3準備書面 p34 

 
(2) 2006年環境部会資料  
 2006年環境部会資料に示された自主アセスに関しては「石川県は、方法書及

び準備書の作成は必要ないと判断した」とされるが、その理由は示されていな

い。また、「その評価の結論は、石川県が専門家の調査及び評価結果の承認を得

た上で判断したものである」とされている（注47）。しかしながら、アセス法お

よび県条例が施行された後に、環境アセスメント手続き上不可欠の方法書と準

備書を必要なしとする見解は、あまりに乱暴であり、このような自主アセスを

環境アセスメントと称することは不適切である。アセスおよび県条例の精神を

没却していると言える。  
 方法書と準備書の段階が削除されたことから、住民や専門家、利害関係者が

意見を述べる場を奪ったわけであり、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、行政機関がとるべき手法ではなく、許されるものでは

ない。なお、方法書段階での専門家の意見がなかったことから、調査方法や影

響予測の不適切な手法が是正されず、非科学的な部分が多々含まれるという結

果になってしまったと言える。 

事業者および一部の専門家のみが開発事業をオーソライズし、各地の自然環

境を破壊してきたという反省があって、環境アセスメント制度が生まれ、発展

してきたのである。辰巳ダム建設における石川県の手法は、前近代的という他

はない。  
 
 注 47：被告第 3準備書面 p35 

 
以上のことから、辰巳ダム建設事業に関して行われた石川県の自主アセスは、

環境アセスメントの根幹である科学性、民主性の観点から見て、また、アセス

法および県条例に定める手続きから見て、科学的かつ合法的なものと言うこと

はできない。  
 
 

あとがき 

 

ダム建設に際しては、生活基盤である宅地や田畑が水没し、地域住民が立ち

退きを強制され故郷を失うことから、川辺川ダム（熊本県、中止）、八ッ場ダム

（群馬県、付帯工事中）、徳山ダム（岐阜県、完了）などのように、各地で住民
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が長期間におよぶ反対運動を継続する例が少なくない。  
1990年代になると、長良川河口堰建設問題を契機に、ダムや堰の建設に関し

ては、地域だけでなく全国規模で反対運動が展開されるようになっている。上

記のダムも全国問題となり、それ以外にも、二風谷ダム（北海道、完了）、浅川

ダム（長野県、中止後復活）、石木ダム（長崎県、付帯工事中）、そして辰巳ダ

ム（石川県、試験湛水中）など、数多くの実例を挙げることができる。これら

は、工業用水や都市用水の需要の減少、治水効果への疑問、自然環境への悪影

響などが問題にされ、ダム建設および付替道路などの工事自体を目的とする無

駄な公共事業と指摘され、全国的な社会問題として取り上げられている。  
このようなダム建設への批判や水需要の減少、財政難などにより、1990年代

後半から、100を超えるダム事業が凍結や中止となっている。2009年の政権交代

には、それがさらに進展すると思われたが、まもなく見直しの動きが鈍くなり、

事業が再開されるものも出始めた。一方、以前から、ダム建設への批判をかわ

すために、ダムの目的を変更し、利水や発電を除外して治水専用の「穴あきダ

ム（流水型ダム）」として建設を進める例が出ている。しかし、穴あきダムの効

果の実態は明らかではなく、動き出したら止まらないダム事業の例として批判

が大きい。  
 筆者は、1995年6月に、日弁連公害環境部会に同行し、アメリカ合州国ワシン

トン州とカリフォルニア州でダム問題に関する現地視察を行ったことがある。

当時、合州国内務省開墾局（ダム建設部門）総裁のダニエル・ビアード氏は「米

国では、ダム建設の時代は終わった。今後、不要なダムは撤去する」と宣言し

て世界的な話題となっていたのである。ダム建設に掛かるコストに比べて得ら

れる利益が小さいこと、ダム建設によって漁業資源が枯渇し、特に先住民の生

活に打撃を与えていること、ダムおよび水路による灌漑により農地に塩害が発

生するようになったこと、市民が自然環境を重視し河川の保全・再生を求め、

ダム建設を支持しなくなったことなどが、その理由とされている。その後、米

国では、実際に1,000近くのダムが撤去され、2011年からは大型ダムの撤去も開

始されている（注48）。 

 米国訪問時、弁護士の一人が、連邦政府の官僚に「日本では、官僚がダム建

設に関する情報を出さないが、米国ではどうか」と質問したところ、「20年前ま

では、ダムに限らず情報を出さなかったが、情報を隠すと裁判などで問題が大

きくなり、逆に時間がかかってうまくいかないことを経験し、今では、積極的

に情報を公開し、市民の意見を聴いて合意形成を図ることで、進めるようにし

ている」という答えであった。 

当時、日本は、アメリカの環境政策に20年遅れていると言われていたが、今

もあまり変わってないと言える。しかし、一方では、日本で初めてのダムの撤
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去が開始されようとしている。熊本県球磨川の荒瀬ダムは、2012年度から解体

工事が行われることになり、すでに、水門は全開門されている。その結果、泥

の川底が砂利に変わり、岸辺には植物が繁茂し、アユ漁が復活し、河口の干潟

では貝類やカニ類が大量に発生し、人々は昔の球磨川が戻ってきたと喜んでい

るという。地域住民が川を自分たちの生活の場として取り戻しつつあり、荒瀬

ダム撤去は、今後の日本のダムのあり方を変えていく契機になるだろう。 

日本初のダム撤去が実現する年に、辰巳ダムが竣工するのは、なんとも皮肉

なことである。 

 

 注 48： http://kumagawa-yatusirokai.cocolog-nifty.com/blog/elwhariver.html 
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