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開発 と保 全の矛盾 が顕在 化す るこ との多い環境

影響評価(環 境アセス)に ついて,抜 き差 しな らな

い事業段 階 よ りも前 に行 う戦略アセ スが注 目され

ている.し か し,い ざ現実に適用す るには,さ まざ

まな問題 も抱えてい る.本 稿では,戦 略環境アセス

には,戦 略的な ミテ ィゲー ションが必要であ ること

を,具 体的 な開発プ ロジェク トも例 に,論 じたい.

1. 戦 略アセ スの必要性

まず,戦 略アセ スの意義にはっ ぎのふたつの面が

ある とされ る.(表1)

A) 事業段 階にお ける,事 業者に よる,個 別事業 に

関す る環境影響評価の もつ限界 を補完す る.

B) 持続 可能 な発展 にむ けて,住 民の意識 を高 め,

意思決定過程 の透明性 を高める.

これ らの うち,ミ テ ィゲー シ ョン(自 然環境保全

措置)の 視点か ら重要な点を とりあげて論 じる.

A) 事業アセスの限界と対応 B) 持続可能な社会にむけた

意思決定過程

(1) 計画の熟度 と変更可能性

日本 の環境影響評 価法 では 自然環境へのイ ンパ

ク トの緩和 を検討 する ことが義務づ けられている.

しか し個 々の事業 ごとに,事 業者 が事業実施段階に

入 ってか ら許認 可を得 るためのアセ ス,い わゆる事

業アセスで ある.事 業実施にあた っては,既 に全体

計画のなかでの位置づけや,資 金調達や土地の取得

な どについての努力が先行 しているため,大 筋での

変更はきわめて困難な ことが多いのは当然 である.

も し影響があ るとして,事 業が中止 になれ ばたいへ

んだか ら,ア セスメン トでなくアワスメン トだ と椰

楡 され る評価書 も これ まで になかった とはい えな

い.

しか し事業に関す る実現可能性(計 画の熟度)が

高 けれ ば高いほ どアセスメン トも正確にできて,ミ

テ ィゲー シ ョンの効果 も評価 しやすいが,一 方で事

業そ の ものの変更可能性 が低下す るのは致 し方な

い ことで もある.実 現す るか どうか

わか らな い事業 に多大 の労力 をか

けて アセ スす るこ とは現 実的 では

ない.ま た,複 数の事業が もた らす

イ ンパ ク トに関す るアセ ス も必 要

であ り,そ うした ことが事前にわか

ってい るな ら,事 業問の連携 も必要

である.さ らに狭義 の事業だけでな

く,自 然環境ヘイ ンパ ク トを与 える

政 策 プ ログラム もアセ スの対象 と

すべ きである.こ うした反省の うえ

表1　 戦略アセスの2種 類の意義
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に立って,よ り柔軟 な計画変更 も可能な段階で評価

しよ うとい うのが戦略的環境 アセスメン トで ある.

戦略 アセ スでは事業アセ スの よ うな評 価項 目に

対す る精度は要求で きないが,計 画やプ ログラムに

ついて,い くっかの代替案 を評価す るのが原則 であ

る.単 にイ ンパ ク トの大 きさだけでな く,そ の計画

や プ ログ ラムの メ リッ トも含 めて検討 す る余裕 の

ある点が特徴 とい えよ う.こ の複数案を評価選択す

るとい うことの意味はたいへん大 きい.こ れまで民

意は総合的に選挙で しか反映できなかったが,政 策

やプ ロジェク トに関す る民意 を戦略 アセ スの本格

導入 を行えば,案 件 ごとに反映できる,と い うこと

をも意味す る.

(2) ミティゲーシ ョンの可能性

ミテ ィゲー シ ョンが効果的 となるためには,

(A) 回避/最 小化/修 復 ・軽減/代 償 とい う優先順

位 に従って,検 討 され ること

(B) 定量的 に/前 もって/規 範の合意がな され るこ

と

が必要(森 本2001)で ある.日 本の制度 では,特 に

後者 の三原 則が まだ実現 されて いない ことに よっ

て,開 発事業 ごとに開発圧力 と保全運動の力の対立

が発生 した場合,そ の時 どきの政治的な うごきもか

らんで,声 の大きな方に傾 いて きた感がある.し か

し,事 業 アセ スのみではこの限界は克服 しに くい.

戦略アセスにおける ミテ ィゲーシ ョンは,こ れま

での事業 アセスの さまざまな限界 を克服す る可能

性 をもつ.た とえば,ひ とっの事業アセスではまず

限 られた土地 であ る対象地 に保 全すべ き生態 系や

動植物 が生息す るか ど うか か ら出発 せ ざるを得 な

い.し か し戦略的に,つ ま り時間的,

地理的 に広 範囲 の複 数事 業 も含 めた

視点がはいるとい うことは,現 在危機

に瀕 して い る生態 系や動植 物 の保全

を戦略的 に保全す る視点 を持って,ミ

ティゲー シ ョン ・バンキングな どにつ

なげてい くこ とが可能 とい うこ とで

もある.

表2に ミテ ィゲー シ ョンの種類 と,

それ を 日本 の 自然 に適 用 した場合 の

利点,課 題 を整理 した.ミ ティゲーシ

ョン ・バンキング とは開発による自然

環境 のロスに備 え,開 発者 だけでな く,

自治体部局 な どが野生生物 生息環境 を復元 した り,

創造 した りす る事業 を債券化 し,開 発者はその債券

を購 入す るこ とで保 全 を した と認 める制度 の こと

である.い くつかの欠陥は あるものの,小 さなロス

をまとめて,戦 略的に重要な,ま とまった保全 に資

す ることができる とい う本 質的なメ リッ トがある.

2.　事例 にみ る戦略的ミティゲー ションの 必要性

(1) 中池見

さらに,大 規模で長い年月のかかるプ ロジェク ト

で はその時 どきの社 会経 済事情 に大 きく左右 され

る.事 業アセ スです ら,そ れが終わった ものの事業

が縮 小 された り,中 止 され ることも少 なくない.こ

れが原生 自然に近い ところな らば,自 然が守 られ る

ことにな るのだが,里 地 自然では,逆 に必要な維持

管理の仕組 み もで きない ことに よる課題 も発生す

る.ま た,干 潟な ど既 に劣化 した自然の再生 も含ん

でいる開発が中止 され ると,自 然の再生 も先送 りと

なる.

たとえば,福 井県中池見の湿地(放 棄水田)で は,

LNG基 地事業 アセスで保全 が指示 され た植物種のほ

とん どは水 田雑草で あった.ま た 自然 とのふれ あい

の確保,と い う意見書 にも沿って,事 業者 は筆者を

含む専門委員会の指導のも と,2年 の試験 を経て こ

れ らの保全手法 とふれあい施設を完成 させ た.し か

しデ フレ経済のもと事業 自体が中止 とな り,企 業は

その保全 活動継 続のイ ンセ ンテ ィブを失 って しま

ったのであ る.

結局,施 設 を誘致 した敦賀市に敷地 と施設は寄付

され ることとなったが,そ のまま放置すればせ っか

く保全を指導 して,保 全技術 まで開発 した努力が報

表2　 ミティゲーションの種類,優 先順位(上 か ら順に),特 徴
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われない.劣 化傾 向の明 らかな里地 自然の戦略的な

ミテ ィゲー シ ョンサイ トとして,敦 賀市がその保全

義務 も引き継 ぐのが,道 義的にも適切ではないだろ

うか.

(2) 学研都市木津地区

関西の大規模 プ ロジェク トで ある学研都 市を例

に戦 略的なアセ ス とその ミテ ィゲー シ ョンの可能

性 について考 えてみ よ う.こ れは,1978年 の 「関西

学術研 究都市調査懇談会」発足以降,1987年 「関西

文化学術研究都 市促進法」によって,複 数のセ クタ

ーが複数の地 区で複数の大規模 開発事業 を進 めて

きたが,社 会経済的な動 きも加わ って変更は多かっ

た.

それでも1996年 セ カン ド・ステー ジ ・プランが

作 られたが,こ の うち木津地区740haは,都 市整備

公団によって北,中 央,南,東 で土地 区画整理事業

が進行 した.し か し1997年 木津南地 区はまちび ら

きを迎 えた ものの,他 地区は遅れ た.北 地区では,

焼却場計画が1991年 に検討が開始 され,92年 に事

業アセ スの調査 が開始 され たが種の保存法 に指 定

されているオオ タカの営巣が発見 され,プ ランの再

検討が 「木津北地 区保全整備計画委員会(四 手井綱

英委員長)」 で行われ た.

委員会 では一定の都市 的開発 を前提 としつつ も

2種 類のシナ リオが検討 され,1995年 にオオタカ営

巣地を核 とす る保全 エ リア とバ ッファーエ リア,オ

オ タカ営巣環境 に配慮 した都 市的利用 な どを骨 子

とした報告 を出すに至った.こ の検討 はある意味で

事業アセスを超 えて,実 質的な計画アセ スの レベル

の評価結果であ り,そ の意味でマス コミには歓迎 さ

れた.し か し,よ り詳細 な事業実施に伴 う課題 など

が検討の結果,結 局,北 地区での焼却場計画は断念

され,都 市的整備 も進展 しなかったのである.

その後,2000年 度 には,ゴ ミ処理場を含まない新

たな4つ の土地利用 シナ リオの検討 会が持たれた.

従来型の新都市開発 ではな く,里 山の 自然を生か し

て土地造成 を最小限 に とどめた住宅地や環境 保全

型社会のテーマパー クであるCAT風 の整備な どのシ

ナ リオに加 え,北 地区を学研都市開発の ミティゲー

シ ョンの拠点 と考 える,っ ま り実質的な ミテ ィゲー

シ ョン ・バ ンクとす るもの もあったが,検 討会 とし

てはひ とつの結論 を得 るに至 らなかった.し か し,

デ フレ経済の動 向も背景 として,結 果的にこの どれ

も実施 され ていない.

そ して,と うとう2003年 には土地区画整理事業

を担 って いた都 市 基盤 整備 公 団 は予 定 して いた

北 ・東地区(207ha)で の 「大量の宅地供給 を 目的

とす る」土地 区画整理事業か らの撤退 を決定 したの

である.

これは,既 に市街化 区域 に指定 していた ところの

宅地開発は行わない とい う,公 団 としては初めての,

極めておおきな方針転換であるため,公 団や 自治体

は北地 区の新 たな土地利用 の検 討会 を開催 す るこ

とになった.こ こでまた自然環境保全上,大 きな問

題がふたつ発生することになったのである.

まず,モ ニ タ リングを継続 してい た北地区で,

2003年 には北地区でのオオ タカ営巣 が放棄 された

ことが明 らか となった.そ の一方でなん と,土 地造

成が始 まった中央地 区に新 たに営巣 が発 見 され る

に及んだのである.そ こで中央地区でのオオタカ対

策の検討会 も開かれ,お お よそつ ぎのよ うな見解が

図1　 関西文化学術都市構想と木津北、中央地区

表3　 関西学研都市開発をめぐる主要なできごと

* (財)関西文化学術研究都市推進機構の資料などをもとに作成

6



戦 略 アセ ス メ ン トに お け る ミテ ィ ゲー シ ョン

大勢を占めた.

つまり,オ オタカ問題で開発の遅れた北地区では

果樹園や水田の放棄,竹 林拡大,マ ツ枯れなどによ

ってオオタカにとって生息環境が劣化 したことと,

む しろ一部に森林伐採な どが行われた中央地区で

採餌環境としては一時的に好適となったために,保

全地での営巣放棄 と開発地での新たな営巣がみら

れたのではないか,と いうものである.本 件は進行

中の課題であって,即 断は禁物だが,北 地区の里地

環境の保全が,学 研都市開発の戦略的な ミティゲー

シ ョンとして継続 され るのが最 も望ま しいものと

考えている.

このように,個 々の事業,た とえば中央地区の都

市開発など個別の事業単位では とてもオオタカひ

とつがいの保全す ら担保できないのは自明であっ

て,こ の地域全体の開発と自然環境の動向を踏まえ

た戦略的視点が ミティゲーシ ョンに必要であるこ

とを,こ の事例は示 している.

この際,事 業自体は土地区画整理事業であるため,

公団が継続的に管理するわけにはいかない.保 全緑

地として担保 していくためには京都府,木 津町,地

権者や新住民の合意 と協力が必要であり,こ れまで

の枠組み を超えた連携 も求め られ る.戦 略的 ミティ

ゲー シ ョンの実効性 は こ うした連携 にかか ってい

るところが大きい と思 う.

また,本 質的 に合理的で効果的 とされ る戦略アセ

ス と戦略的な ミテ ィゲー ションも,ど の よ うな時点

で,ど のよ うな主体が,ど の程度の精度で行 うのが

よいか,実 効性 を どの ように担保す るか,は なはだ

実行上の課題 も多いことを,こ の事例 は示 している

といえよ う.

景観生態学 には,こ うしたダイナ ミックに変動 し

や すい里地 自然域 での単 なる保全 が劣化 につなが

ってい る多 くの事例 をもとに,な ん らかの評価モデ

ル を確立す ることが求め られていると思 う.
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