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「環境倫理 と環境 アセスメント」
「環境保全か ?開 発か ?」 、戦後、わが国の経済が

た開発となるための仕組みとして進展してきた。

急速に発展し、多くの人々が心の中に問いを抱えた

今回の特集では、
「環境 」に対する人間のあり方

まま、数多くの開発が行われてきた。このような背景

の規範である「環境倫理」と、環境アセスメントの関

のもと、わが国の環境 アセスメント制度は、時に「ア

係に着 目し、環境倫理学の第一線で活躍されている

ワセメント」と椰楡されながらも、より環境に配慮し

鬼頭秀一教授へ のインタビューを行 つた。

インタビュー
東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 鬼頭秀 一

た。 この 頃は、そ もそ も人間が手 を

環境問題」 ともい える中では、人間

環境倫理学は、 1960年 代 〜1970年

付けて しまうと自然 自体が壊れて し

中心 主義 をやめて他の動物や植物、

代 のいわゆる環境 の時代 にアメ リカ

まうので、なるべ く手を付けず に取

生態系 を中心 にすればいい とい うこ

合衆国で成立 しました。その 頃、哲

ってお く、保存 しておけばいい とい

とではな く、 自然 と人間の関係 のあ

学や倫理 とい う点で環境問題に対 し

う考え方で した。

り方を考えた方が いいのではないか

1.環 境倫理の歴史

て寄与すべ きとい うことでいろいろ

その後、1992年 にリオで 開催 され

な議論があ りました。特 にリ ン・ホ

た地球 サ ミットに象徴 されるよ うに、

ワイ ト・ジュニ アは、現在 の生態系

国際的に環境問題に取 り組 んでい く

となったSATOYAMAイ ニ シアテ ィ

危機 の源泉はユ ダヤ 。キ リス ト教的

時代 にな りました。哲学的に人 間が

ブに うたわれてい るよ うに、人間が

な人間中心主義にあるとい う議論 を

どうあるべ きかを考える時、アメリ

安定的 に関わることによって、人間

行 い、一世 を風靡 しました。キ リス

カの環境倫理 しかなかったので、そ

と自然 と調和が とれている 自然があ

ト教国では環境破壊 の原因がキ リス

れがグローバルス タンダー ドの よ う

り、文化的にも意味があるモザ イク

ト教的な人間中心主義 にあるとい う

に言われ ました。 しか し、温 暖化 に

的なラ ン ドスケー プの生物多様性 は

ことが衝撃的であ り、 これか らは人

関する議論で もそ うですが、環境 問

非常 に大事 だ といわれるよ うにな り

間中心主義 を乗 り越 える必要がある

題が南北問題になって きた り、ア フ

ました。人間 と自然 との関わ り方 ・

とか、デ ィー プエ コロ ジー *lや 、自

リカなどの先住民族が 自然を利用 し

あ り方 の中で 自然 を評価 していこ う

然 の権利 を求 める訴訟が出て きまし

ているあ り方について も、人間中心

とい う話 になって きてい ます。

*1)1973年 にノルウェーの哲 学 者 アルネ・
ネスが提唱した概念 。

ディープエコロジーでは一人ひとりが自らの
「世界観」や「価値観」を改め、
意識変革を
行い、
実践をともなうことを求めている。

とい うことになって きました。
生物多様性条約 のCOP10で も話題

主義 をやめて野生生物 を大事 にしま

つ まり、環境倫理 を考える時、人

しょうとい って彼 らのハ ンテ ィング

間中心 主義 をやめ、 しか も自然を中

等を規+1す ることがで きるのか、そ

心 として どうい う論理 を立てるか と

もそ も「人間の 自然へ の働 きかけ =

い うアメリカの環境倫理 ではな く、
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(出 典 :「 自然 保 護 を 問 い な お す 一環 境 倫 理 とネ ットワー ク 」ち くま新 書 )

人間が自然 とどう関わるべ きか、そ

取 り組む ようにな りました。

具体的 には、「環境」 を自然的な

して関わることの意味を考えなけれ

今 までは自然的価値 の位置付けや

要素 と精神的な要素 と社会的な要素

ばいけない時代になっていると思い

評価方法が検討 されて きました。た

か ら成立すると考えます。別 の言 い

ます。

とえば、持続可能性 とい った時 に、

方 をします と、環境 は私 たちを取 り

地球温暖化問題 では二酸化炭素 のJト

囲む もので あ り、それは、人間や私

出量が、生物多様性 問題 では絶減 し

とい う主体があ って、その中で見え

環境倫理 とは、「環境」 に対す る

た種数な どが 問題 となって しまい ま

るもの、つ まり、自然環境に加えて、

人間のあ り方 の規範、守るべ き道徳

す。 はては、C02が 邪魔なので海中

歴史的な町並み とか建造物 とい った

的な規範 といえます。 日本では研究

に埋 める、外来種 が邪魔 なので捕獲

歴 史的な価値 も「環境」 として非常

者 も少な く、馴染 みがあ りません。

して殺す な ど、物 として環境問題 を

に重要で、それはどち らか とい うと

哲学や倫理 を専門とす る人が環境 間

捉 えた話にな りがちです。 しか し、

精神的な思 いです。 また、私 たちが

題に対 して哲学する学問 とい えます

さまざまな環境問題 と、人間が豊か

どこで働 くか、社会的な関係 の中で

が、私 の研究は、そ うい うもの とは

に暮 らす こととが どう関係す るかを

どう生 きるか とい う、社会的な要素

似ても似つ かない ものです。

位置付け られなければ、環境 の意味

も重要 です。 これ らを一体 として捉

私 は、科学哲学 とか科学史、科学

とか価値 は実感で きません。温 暖化

え、統合的な関係、全体的なあ り方

社会学な ど、科学技術 と人間 との 関

や生物多様性 の議論は結局、我慢 し

を考える。単純 に昔 に戻せ とい うこ

係性 を教 えてい る頃、ア メリカの環

て、今 までの生活 の レベル を下げる

とではな く、統合的な関係 となるあ

境倫理が グローバ ルス タンダー ドで

とい うことにな りがちですが、 もっ

り方 を未来に創造 してい くことを考

はな く、 アジアやアフリカを視野に

と豊か さや別 の価値 での生活 の あ り

える。そ の辺 の ところについて理 論

入れつつ 日本で も環境倫理 を考えな

方 を提案す るようにな らなければい

的な分析 をした り、あ るい はそ うい

ければな らない と思 い立 ち、研究 に

けないと考えてい ます。

うことを捉 えるためにいろいろな現

2.環 境倫理 とは
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現場で委員会を開いて、現場を共有する。
そしてアダプティブに評価をすれ￨ゞ 、
主祝的な評価が活きてくる。

場 に行 ってい ます。現場か ら立ち上

今 まで とかな り違 ってい ました。新

い く。合意形成ではそ うい うことが

げ る環境倫理 とい う視点で、 自神、

聞やメデ ィアを見るとダム を造 らな

大事だ と思 い ます。

諫早、 アマ ミノクロウサ ギなどの現

いことに決めた、そ こばか りいわれ

(2)女 子美術大学跡地での事例

場 に行 き、 どうい う人達が いて どう

て い ますが、そ の結論ではな く過程

私は茅 ヶ崎市 で環境審議会の会長

い う思 いでいるかを把握 し、多 くの

の方 に画期的な ことがあ りました。

をしてお り、保全 の問題等を扱 って

人が納得 して解決す るあ り方 を検討

その一つが現場 で委員会を開いた

い ます。市 には、市民 と調査 して生

して い ます。た とえば、諫早 では、

こと。そ こでは、河川工学の先生や

物多様性 の高 い地域 を選定 したマ ッ

農家や漁師、管理 しない と埋 まる河

生態学 の先生 の話 をうかが い、現場

プが存在 しましたが、 これ まで勝手

道、発生す るヘ ドロ、生物などと、

に行 って河川工学 のことを生態学 の

に森林を伐採されることなどがあ り、

それ らの複雑な関係 を考 えてい くと
同時に、 メタレベル *2で の普遍性、

人が聞 く、逆 に生態学 の内容 を河川

事前協議 を入れるよ う制度化す るよ

工学 の人が聞 くとい う感 じで、現場

うにしました。

普遍的な枠組みを考えつつ 、個別性

を共有 しなが ら行 い ました。

によって状況に応 じて対応 で きる仕

女子美術大学跡地 での建築 の事例

現場 で は、 自然環境 分野 の 委員

では、女子美術大学跡地には、貧栄

が堤 防の ち ょっとした植物 で も狂喜

養 の草地で生物多様性が高い場所が

するように一つ一つ 説明する。そ う

あることか ら、何 かで きるので はな

い った委員の人柄 などを目の 当た り

いか と協議 しました。結局は代償行

環境 アセスメン トでは、何が大事

にしなが ら現場 を共有す ることの蓄

為 に近いこと しかで きませんで した

かと思っている人たちの色 々な思い

積 をしない と、結局の ところ合意形

が、最初は、 グラウン ド部分 の真 ん

を大事 にしなが ら、どうい うふ うに

成は難 しい と思い ます。

中だけ残 して もらうこ とはで きない

組みを研究 してい ます。

3.合 意形成のあり方

事業を実施するかについて合意形成
できればよいと思い ます。

淀川水系流域 委員会は相当お金 も

か とい うことまで話 し合 い、次 に、

掛 け大変だったけ ど、現場での委員

なるべ く近 くの所 で貧栄養 の所 を見

ただし、合意形成とい う言葉には

会が重要だった。合意 させ られるの

つ けて移植がで きないのか とい うこ

危 うい ところがあ り、基本的に最初

ではな くて、 自分たちが積極的に主

とを、横浜国立大学 の生態学 の先生

か ら枠組みが決まっている合意形成

張 してい ることを諦めなが らこ うい

と地元の 自然保護団体 の人 と私 とで

とい うのは「合意させ られてい く過

うこともあるとい うことを納 得 して

協議 しました。

程」 といえ ます。客観的に仕方ない
とい う形での合意ではなく、現場を

鬼 頭 秀一
1951年 生 まれ。

共有 しなが ら、合意 してい くことが

東京 大学 大学 院 理 学 系研 究科

重要です。

礎論

(1)淀 川の審議会での事例

科学 史・科学 基
博士課程単位取 得退学 。山口大学 、
青森公

立 大学 、東京農工 大学 、恵泉女学 園大学を経て、
現
在 、東京大学大学院新領域創成科学研 究科教授 。
環境倫 理 学 の理 論 的枠 組 みの研 究 、自然 再生 。
生

淀川水系流域委員会のや り方は、

物 多様性保全 の理 念 に関する研 究などに取り組む。

*の 対 象 としてぃるレベ ル より、一 段 高 いレ

´ヾル

￨
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最終的に ミテ ィゲー ションがで き

が、重点施 策 だけで もや りましょう

の と考え られて きましたが、今は、

るか分か らないが、貧栄養な所 に松

と言って、一言一句、担当課長や市

環境とうまく付 き合ってい くために、

があ り、移植すればいいか もしれな

民会員 の同席 の上で議論 して、 ここ

使 える技術 と使 わない方が良 い技術

い とい うことで、やるな ら市民参加

はで きますか、で きませんか、その

とに分かれてきてい ます。たとえ￨よ

で松 を伐採 して、移植 とい うことに

理由は、などと延々 と話 し合 った。

建築物 の設計 をす る時に、建築家が

なりました。 自然保護団体の人には、

そ うした ら、市民 の熱意があるか ら

クライア ン トや地域のことを考えず

松 を伐採す るか ら絶対にだめだ と言

と担 当課が頑張 り、市民 も自分たち

に、これは最先端ですか らとい って

われるか と思 い ましたが、や りまし

の意見が通 らない部分 もあるが納得

建築物 を造って しまってはいけない

ょうとい う話 にな りました。

してあそこは良かったね とい う話に

ですね。建てる場所、住む人、使 い

な りました。

方な どを考えた上で、こ うい う技術

協議 の過程で、建物 をどう建 てる
とか設計上 の問題 で どうするか とい

そ うい う過程を入れてい くことが

が提供で きます よ、必要 であればこ

った時 に、今 の森林法 では森林 をた

大事 で、そ うす ることで 自分 の思 い

うい う技術があ ります よと、 イ ンタ

くさん切 ることは許 されず、一般的

が相手にも伝 わるし、伝わった上で

ラクション (相 互作用)で きるよう

にも森林 を切 るのはよ くない と思 っ

一部は妥協せ ざるを得 ないの は当た

な技術 のあ り方を考えるべ きです。

て い ました。 ところが、森林 よ り草

り前 の話 なのです。 この当た り前 の

ある意味、技術 は生活 ス タイル を

地 の方が大事 だか ら森林 は切 って も

ことを当た り前 にで きるようなシス

変えることだ し、技術 によって変 わ

いい とい う話 にな りました。 自然保

テム をどこかで作 る必要があると思

る部分 があ ります。環境 とうまく折

護団体 は森林 よ りこちらの方が大事

ってい ます。

り合 い をつ ける技術 を開発すれば、

とい う。何 が大事か とい う価イ
直が違

合意形成 のためには、法律で決め

私 たちの生活 ス タイルは変わってい

うんですね。話 を聞いてみると、た

られているか ら、 こ うい うことしか

く。そ の中で何 を評価 してい くか と

またまグラウ ン ドとして使 って いた

しません とい うことで はな く、 いろ

い うことが 問題です。人々が 自分た

けれ ど、ずっ と貧栄養な条件がそ ろ

いろな試みを相談 して行 うことで意

ちは幸せでよかった と、これだけ自

っていて、それがず っと生 き残 って

外 と今 まで解決 で きなかった ことが

然が豊かなところで地域 の人達 とい

いたのではないか。それはそれで大

解決 で きるか もしれない と思 ってい

ろいろな ことがで きて良かった と思

事 にした方 が いい とい うのが専門家

ます。

うことをどう評価す るか とい うこと
です。

や 自然保護団体 の意見で した。

(3)茅 ヶ崎市環境基本計画

4ロ

ダイナミックな評価

客観的 に、 こち らが +5で 、 こ ち

茅 ケ崎市 で環境基本計画 の改訂 を

倫理 とい うのは個人的なもの と捉

らが +3な ので、 +5の 方が いいで し

した時は、市民会議 で議論 した内容

え られ、環境 に対 して も、個人的 に

ょとい う評価 の仕方 もあ る。 一方、

が審議会や環境部署 を経 るとほとん

どうす るか とい うことが 問題 とされ

これはどうですか、 これはち よっと

ど反映 されないことがあ り、その辺

て きましたが、私 は、環境問題 は個

違 うんだよね、では こ うい うことを

のプロセスが 不透明 で した。朝8時

人の問題 ではない と思 い ます。

考えてみ ましょうか、 といい なが ら

か ら夜 10時 までかかるか もしれない

今 まで、技術 は発展す れば良 い も
5
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主観的であ り、その人 のその場 の も

なが ら考えてい くことが必要だと思

にして奄美の未来を語 ってい く象徴

のであるけれ ど、主観的な評価 をシ

い ます。たとえば、 オオタカが生息

的な価値 としてアマ ミノクロウサギ

ステムの中で受け入れてアダプテ ィ

しているだけで工事 を止めるとい う

がいる。アマ ミノクロウサギが生息

ブ (順 応的)に 動か してい くような

のはあまりにも硬直化 してい ます。

できない奄美の 自然環境 に住みた く

評価 のや り方 にすればダイナ ミック

地域 の人にとって歴史的にオオタカ

ない とい う島民の思いがある。人間

(動 的)な 評価 の手法 にな ります。

はどうい う価値があったのか、オオ

の権利でもあり自然の権利でもある、

今の環境 アセスメ ン トはス タテ ィ

タカとどうい うふ うに付 き合ってい

その関係性 の中に自然の権利訴訟が

ック (静 的)に 、その場 だけを評価

あるのです。

して い ます。そ うではな く、 ダイナ

きたいのか、とい う中で対応な どを
考えて行 くべ きだと思い ます。 自分

ミックな評価のや り方をすることで、

たちがそ この地域で暮 らしてい くの

り、そのような人工の川で歴史的な

個人の主観的な評価 も活 きて い きま

にどうい う自然が必要で、その 自然

価値や文化的な意味 といったことを

す。

の今までの歴史性 を把握 し、その上

どう考えたらいいのかと聞かれまし

客観的な評価 とい うものは、本当

で未来に向けて、そこでどうい うふ

たが、これから育ててい くのではな

はあ り得 な くて、実際は当事者 とな

いですか と私は答えました。 ゴ ミを

って いる人が評価するのです。 ダイ

うに自然 と付 き合いなが ら暮 らして
い くのか、過去か ら未来への時間軸

ナ ミックな評価 にはモ ニ タリ ングが

の中で評価 してい くことが重要だと

セ ットとして必要です。 モニ タリン

思い ます。

また、東京の荒川は人工の川であ

拾 うNPOが あって、ゴ ミを拾 ってい
る中で自然地が出てきて、その場所
を管理 し始めて、そのうちにハ ッチ

(ア マ ミノクロウ

ョウ トンボが見られるようになる。

い うことも含めなが ら、 いろいろ と

サギ訴訟)で も、東京か ら見るとア

このように、人々が関わってい くこ

話 し合 ってい く中で、 これは仕方が

マ ミノクロウサギが本当に裁判を起

とで、だんだん地域 の 人達やNPO

ない、 これはこ うい うふ うにするし

こしたとい う話になります。 ところ

の人達の里山ならぬ「里川」になっ

かない、 と折 り合 い をつ けなが ら評

が、奄美の人達は奄美の誇 りを守る

て くる。そうい う価値を考えていけ

価する ことで、評価 はダイナ ミック

戦いだといいます。奄美の 自然をど

ば良い と思ってい ます。

に動 いて い くわけだ し、 ダイナ ミッ

うい うふ うに捉えるか、そ こを主軸

グをしなが ら誰が どう評価す るか と

自然の権利訴訟

︐

■■ １ １ １

一

自然の価値をどう考えるかといっ

上
．
＝．
．

と思います。

一

暉一

クな評価 の中で人々は納得す るのだ

5.自 然 環 境 の 評 価 の あ り方

管理をするとい うことは、その地

た時、そこで暮らしている人達にど
ういう思いがあるのかといった、ど
ちらかというと精神的な価値、文化
的な価値といったものを掘 り起 こし
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市民がモニタリングに参加し、コンサルタントは
哀方としてコーディネートすると、
魂の入ったアセスメントができる。

域で価値を共有できなければいけな

な くて も、被写体 の どの部分 を撮 る

かなか うまくい ってい ない。 コンサ

い。 どうい う自然にしたいかが合意

か決めておけば専門家が科学的に見

ル タン トが最初に調査をして、地域

されて、初めて管理ができて「里り
￨」

て 同定で きますじ携帯 の画像 にGPS

の 人たちが継続的にモニ タリングす

になると思 います。「セイタカアワ

情報が い っしょに送 られれば、いつ

るとい う形になると、アセスメ ン ト

ダチソウは今や 日本の自然になって

撮 ったか とい う時間とあわせて、非

が地域 住民 の人にも意味があるもの

いるのだか ら切ってはいけない」 と

常に正確にで きます。

にな ります。 これ までのように開発

い う人が出て くるとなかなか難 しい

モ ニ タリングと評価 は、今は コン

側 の説明に住民が しぶ しぶ納得す る

けれど、私たちが将来を考えた時、

サ ル タントが中心 に行っていますが、

ような強硬 的なものではな くて、ア

セイタカアワダチソゥが生 えている

今後は、 どうやった ら市民が モニ タ

セスメン トや モニ タリングの中で事

ような暮 らしではな く、セイタカア

リ ングに参加 で きるか とい うことを

業者 として何がで きるかを前 向 きに

ワダチソウを切ってきれいにしなが

コーデ ィネー トするようになって く

考える形になるのではと思 い ます。

ら、昔いただろ う貴重種が生息でき

ると、モ ニ タリングや調査、予測評

私が触れ合 い調査 をする場合、な

るような自然に近づ けた方が未来に

価が違 って くると思 い ます。たまに

るべ く陰に控 えて、時 には前に出て

向けて自分たちの川にな ります。そ

しか行かない調査員がやるよ り、 い

動かす こともあ りますが、段 々 とフ

うい う評価をした方がいいのではな

つ も現場 にい る人が調査 した方があ

ェー ドアウ トしてい くようなや り方

いか。そ うい う評価 の基準があるだ

る意味で客観的な評価がで きる。そ

で、地域の人達で まわ していけるよ

ろうし、その場合に重要なのは住民
が自分たちでモニ タリングをした方

の よ うな客観的な評価 に、その人達

うな形づ くりを心掛 けてい ます。そ

の思 いが入 り、精神的な価値や触れ

れを コーデ ィネー トしてい ける ノウ

が良い とい うことにな ります。

合 いみたい な要素 もその 中に入れ ら

ハ ウを持 って い るのは コンサ ル タン

れるよ うな手法 を確立 した ら面 白い

トであ り、新 しい領域だと思い ます。

6.コ ンサルタントに求められ
ること
(1)コ ーディネーターとして

自然保護団体 などには、専門的知

れに魂 を入れるのは、 ある意味 コン

識を持 ってい る人 もそ うでない人 も

サ ル タン トではないか と思います。

これか らの環境 アセスメン トは、

い ます。それ らをうま くコーデ ィネ

行政は行政 として、 コンサ ルタン ト

市民が モ ニ タリングに参加 して、 い

ー トして誰で も参加で きるようなも

は専門家 として、市民 とや りとりし

ろいろな 自然を見て 自分たちの 自然

の を提案 して い くの は、む しろ コン

なが ら、事業者 にとって もや りが い

を育てて い くものになってい くと良

サ ル タ ン トがやって いける ことだ と

のあるアセスメン トにする必要があ

いですね。

思 い ます。 コーデ ィネー トしなが ら

ります。

た とえば、市民が携帯 で虫などの

と思います。

行政 は枠組みをつ くりますが、そ

形式化するのは市民団体 ではなかな

魂 を入れる、一番、重要なところ

写真 を撮 り、 メールで送ると専 門家

かで きないので。

を コンサ ル タン トは担 ってい ると思

が同定するとい う方法があ ります。

(2)魂 の入つたアセスメント

い ます。

実際 に虫を見つ けて写真 を撮 るのは

アセスメ ン トには人 と自然 との触

市民 だけ ど、市民が どの種 か分か ら

れ合 い活動 の項 目があ りますが、な
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された。次 回2012年 までの議長国
で あ る 日本政府 は、 この 目標 を積
極的 に推進す る立 場 にある。そ の
一 環 として、環境省 は地 球規模 生
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書」 (JBO)を とりまとめた。
これ を機 に、内外 で生 物情報 が

づ くもので あ る。植物RDBで は全

EIAへ の応用 として 、私 は以下

大量 に整理 されつつ ある。環境省

国 を国土地理院地図約 101on四 方 (二

の ように考 えた。事業予定地 に生

生 物多様性 セ ン ターがその核 とな

次 グリッ ド=メ ッシュ と呼 ばれる

育す るあるRDB種 の全 国個体如 、

る。 ところが、 ここに蓄積 された

が、 これは英語 では通用 しない よ

減少率R、 分布 グリッ ドれ の推定

情報 は、絶滅危惧種 の判定 な どに

うであ る)4,457枚 の それぞ れ に

値 は植物RDBデ ー タか ら得 られる。

は多用 されて い るが、必ず しも環

おいて、個体数規模、減少率規模、

そ こか らある回帰式で絶滅 まで の

境影響評価 (EIA)に 活用 されて

減少要因 を種 ご とに聞 き取 り調査

平均待 ち時間乃が計算 で きる。 つ

はい ない。

した。 このデー タか ら、過去 の減

ま り7o=71Ⅳ,R,ι )で あ る。他方、そ の

本来、 この情報 には さまざまな

少傾向 が今後 も続 くとした確率 モ

種 が事業予定地 に生育す る株数 と

使 い道 がある。戦略的環境影響評

デルを用いて絶減 リス クを推定 し、

消滅数 ΔVは 、その事業 自体 のEIA

(SEA)の 際 に事業候補地 の予

それ を もとに絶滅危惧種 を判 定 し

で得 られる。そ こで、事業 によ り個

た。

体数 が減 った場合 の絶滅待 ち時間

価

備評価 を行 うこともで きるだろう。
私 は、 1996年 に植物分類学会 か

RDB種 につい ては、個体数規模

r!が 71=■ μ &v,R,L)と して計算で

ら相談 を受けて植物 レッドリス ト、

別 グリッ ド数、減少率規模別 グリ

きる。 これ によ り、事業 の絶滅危

レッ ドデ ー タブ ック

(RDB)の 判

ッ ド数 な どが公 開 され、それ を用

惧植物 へ の影響 を定量的 に評価 で

定手法 を開発 した。同時 に愛知万

い た絶滅 リス ク評価の ソース プ ロ

き、保全措置 の効果 も評価 できる。

博 の EIA検 討 委 員 とな り、植 物

グラムが私 の ウ ェブサ イ トに公 開

この方法 を経済産業省 に提案 し

RDBデ ー タを活 用 した定 量 的 な

されて い る。 したが って 、誰 で も

た とき、彼 らは大 い に乗 り気 だっ

EIA手 法 を提案 した。

この リス ク評価 を追試、改良す る

た。 しか し、「 リス ク評価 は 日本

ことがで きる。

の環境影響評価 にな じまない」 と

それは、絶滅 リス クの増分 に基
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︱
一

い う異論が出たらしく、愛知万博

査 デ ー タベー スの 関連付 け は聞 こ

巾 を絞 る」 とい われるほ ど対策が

のEIAの 方法 としては採用 されな

えて こない。 デ ー タベースは使 っ

進 んで きてい て 、 これ以上の削減

かった。

て も らって初 め て 価 値 が 出 る 。

は難 しい。 しか し、EFを 下げる努

絶滅危惧種 とは、そ もそ も絶滅

SEAに 使 う よ うにす るのが 筋 で あ

力 は どの 国 も、今 まで本 気 で取 り

リス クで判定 した ものである。植

る。EIAで も、国が集めたデ ー タ

組 んだことはない。 だか ら削減 は

物 で は 在 来 種 全 体 の2割 以 上 が

ベー ス と事業者 の調査 によって評

容易 で あ る。 日本では、マ グ ロの

RDB種 で あ り、なか にはキキ ョウ

価 で きる仕組 みが ある とよい。

よ うな上位捕食者 を食べ る代 わ り

の よ うな減少率 の高 い広域分布種

もう1つ 、生態負荷 (Ecological

にイワシやサ ンマの よ うな食物連

もあ る。 それ を1個 体 た り とも失

Footprint=以 下EF)と い う指標が

鎖の低 い段階の魚を食べ ればよい。

わないとい うことは不可能である。

あ る。 この指標 は 、人 間 1人 当 た

マ グ ロ を食べ る負荷 はイワシを食

調査 や合意 にかける費用 や要件

りが必要 とす る農作物 を生産す る

べ る負荷 の5倍 以上である

は、事業規模 によって変 わる。 ダ

の に必要 な耕地面積や排 出す る二

最後 に、EFに つい ては 1人 当 た

ムや原発 と同 じ費用 を風 力発電 の

酸化炭素 を吸 収す るのに必要 な森

りの負荷 が評価 され、世 界 中で平

環境影響評価や保全措置 にかけろ

林 の面積 を算定す るな どして、人

等 で ある。 「立 って半畳、寝 て一

と言 つて も、事 業規模 が2桁 くら

間 の負荷 を面積 で評価す る もので

畳」 とい う日本 のことわ ざどお り、

い違 う。巨大公共事業 による自然

ある。人間のEFを 農地、牧草地、

EFに 貴賎 はない。 これ も、消 費者

破壊 を避 け るために厳 しい運用指

森林 、漁場 、生産阻害地、炭素負

だ けでな く、企業 の取 り組 みの評

針 を設 けたため に、か えってEIA

荷 に分 けて面積 で算定す る。生産

価 に も使 える。

は普及 しなか ったのでは ない か。

阻害地 は住居や道路 な どの面積で

ただ し、EF削 減 は、絶滅危惧種

もう、大規模 開発 が続 出す る時代

ある。炭素負荷 につい ては少 し不

を守 ることには直接 つ ながらない。

で はない。EIAの 敷居 を高 くす る

自然か も しれ ない が 、co2排 出量

だか ら、絶滅 リス ク評価 とEF削 減

よ りは、簡便にで きる方法 を作 り、

を吸 収す る森林面積 で算定す る。

の2つ の指標が必 要 で あ る。 これ

!

EIAを 普及 させ るほ うが、結果 と

WWFの 「生 きて い る地 球 レポ

だけで 、人間の生物多様性 と生態

して 日本の 自然 を守 ることがで き

ー ト2008年 度版」 では、米国人 の

系 へ の負荷 をかな り下 げる ことが

るだろう。

EFは 低収 入国 の約9倍 、 日本 や欧

できるだろ う。気候変動問題では、

EIAや SEAは 、事業者が社 会 の

州 人の 約 2倍 で あ る。 そ の 内訳 も

温室効 果 ガス とい う1つ の指標 が

ために奉仕す る「義務」 ではな く、

わか る。 日本人 は欧米人 に比 べ て

使 われる。それだけで環境が 守 ら

合意形成 を円滑 に進 め 、事業 をや

必要 とす る漁場 は広 く、耕地や森

れる とはいえ ないが 、簡便 さは力

りやす くす る とい う側面があるは

林 は狭 い面積 とな り、食糧 や材木

になる。 1つ の指標 は無理 だが 、2

ずだ。敷居 を高 くす るだ けでは、

を輸 入 に頼 る 日本 はそ の分 だけ輸

つ なら、かな りい ける。

結局、事業者 に とって負担 に しか

送 に費 やす炭素負荷 が 多 くな って

ならず、定着 しない。

い る。

物事 を単純 に割 り切 ろ うとすれ
ば、多 くの反発を招 くのは必定だ。

モ ニ タリングサ イ トloooな どの

私 がEFを 推奨す る理 由 は3つ あ

しか し、 愛知万博 のEIAか らも う

政府 の生 物多様性 に関す る基 礎調

る。 1つ は温 暖化対 策 との 親和性

10年 以上がたつ 。そろそろ、定量的

査 (河 川水辺 の 国勢調査 な ども含

が高 い ため、今 までの環境政策 を

リス ク評価 を本格 的 にSEAや EIA

む)の デ ー タベー ス をうま く活用

よ り広 げる形で進める ことがで き

に導 入 して い ただ きた い。そ う し

して、計画段 階 の透明性 の ある評

る。 もう1つ は削減 目標 を どの 国

ない と、膨大 なデ ー タベー スが も

価を行 う手引書が必要だ。 しか し、

で も達成 しやす い こと。す で に炭

ったい ない。

環境省 の 中か らも、sEAと 基礎調

素負荷削減 は企 業 では「乾 い た雑
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環境アセスメント士 紹介
このコーナーは、
各支部の推薦により環境アセスメント士を紹介しています (五 十音順 に掲載 )。

環境 アセスメント士 受験 のヒント
生活環境部門 (2006年 )。 自然環境部門 (2007年 )

金沢正文
会社紹介】
【
私 の勤務する東 レエ ンジニア リ ング
株式会社 は東 レ株式会社 の工務部門を
母体 として昨年創 立50周 年を迎えまし
た。 エ ンジエアリ ング とエ レク トロニ
クスに強みを持つE&Eを 特徴 としてお
り、現在 は環境 とエ ネルギー を成長分
野 とした新たなE&Eに 取 り組 んでお り

ます。その中で、私の部署 であるアセ
スメン ト室は従来 の環境 アセスメン ト
事業 だけにとどまらず、環境分野にお
ける ソフ ト事業 とい う切 り口で新たな
事業展開を模索 してお ります。

験 セ ミナーに参
加 した以外、 ほ
とん ど受験勉強

はできませんでした。 とい うのは当時、
技術士 (建 設部門)の 受験勉強を進 め
てお り、環境 アセスメ ン ト士の準備 ま

自己紹介】
【
業務 ではお客様、現場、住民 、行政
のすべ てに担当者 としてぶつ かってい

で手が回 りませんで した。結果 として
何 とか合格 で きた ことか ら、技術士 と
環境 アセスメ ン ト士の同時受験はお勧
めです。翌年の 自然環境部門では受験
セ ミナー をきちん と聞いて過去間を準

くことか ら、業務 が順調に進むまでの
苦 しさはいつ も変 わ りません。 しか し
なが ら、それだけに業務 をや り遂げた
時の充実感 は何 ものに も代 え難 い もの

備すれば十分でした。

おわりに1
【
皆さんもご指摘されるように、環境
アセスメント士の資格によるメリット
を感 じる機会が今後も増 してい きます
ように、環境 アセスメン ト士 としての
自党の もと、地位向上に貢献できるよ
う日々研鑽を重ねていきたいと考えて
お ります。

があ ります。
当初は ゴル フ場農薬予測 な どの水質

「
東 レエンジエアリング (株 )

TEL 077‑533‑7267
http://www.toray― eng.co.jp/

山

関係 を担 当 してお りましたが、オオタ
カ問題 とともに自然環境 にも経験 を積
んで きました。最近はアセスメ ン ト以
外の業務 にも多 く関わってお ります。

受験紹介】
【
初年は生活環境部門でしたが AS受
「

大気質調査 でのスノーラッセル
生活環境部門 (2005年 )

服部卓生
私 の勤務す る財 団法 人上越 環境 科学
セ ンター は、 1972年 12月 に新潟県 と上
越 地域 旧22市 町村 (現 在 は上越 市、 糸
魚 川 市、妙 高市 )並 びに地域 の経 済 団
体 の基金 を基 に、民 間の検 査機 関 とし
て設立 され た公益法 人です。 当 セ ンタ
ー で は環境 に関わ る分析 ・調査 ・環境
アセ ス メ ン ト等 を通 して、地域 にお け

L

(財 )上 越 環 境 科 学 センター

TEL 025‑543‑7664
http://www.jo‐ kan.or.jp/

る快適な社会環境 づ くりの支援や、環
境汚染 の未然防止、 自然環境 の保全 に
積極的 に取 り組 んでいます。
私 の所属す る環境部は公共事業、各
種開発事業、廃棄物関連事業等に係 る
環境 アセスメ ン トや各種計画策定業務
を行っており、数多くの実績があります。
自然環境保全及 び廃 棄物関連等 の 開発
整備事業に対 しては、調査か ら予測、
評価及 び公開手続 きまで一貫 してお応
えできる体制を整えてお ります。
今冬、新潟県 と長野県の県境で大気
質調査 を行 う機会を得 ました。積雪深
が 1.5m以 上ある地 点 で、窒素酸化物、
浮遊粒子状物質、PM2.5、 地上気象 (風
向 ・風速)を 測定 しました。調査地点
まで 100mほ どを雪中行軍 し、測定機
材 を測定サイ トに手搬入 しました。調
査期間中では、 1晩 で30cm以 上の降雪
があ り、測定サイ ト周辺 の除雪、測定
10
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サ イ トの雪 下 ろ
しな ど、大気 質
調 査 とは関係 の

ない雪国な らではの作業 を行 う減多 に
ない経験をしました。
環境 アセスメ ン ト士は、 自分 のスキ
ルア ップには欠かす ことので きない資
格 です。本資格 の取得 をきっかけに技
術士 (環 境部門)に も合格す ることが
で きました。今後は、本資格 の継続教
育制度250CPD単 位 /5年 間の取得 を利
用 して 自己研鑽 に励 みたい と思 ってお
ります。
環境 アセスメ ン ト士の社会的な認知
度は高 まりつつ あるようですが、業務
受注 のため各方面 にお いて環境 アセス
メン ト士が入札参加資格要件 になるこ
とを期待 します。皆 さん も環境 アセス
メン ト士 に挑戦 してみてはいかがで し
ょうか。

JEAS環 境アセスメント士 紹介

自然環境を守る小さな会社です
自然環境部門 (2005年 )

村 口れ つ 子
『か けがえの ない 自然環境 を次世代
に受け渡 してい く』 これが、私が勤 務
する株式会社九州 自然環境研究所 の理
念です。
弊社は、東に阿蘇 の 山々を望む菊陽
町にある設立 17年 目の会社です。職員
は皆、動物や植物が好 きで、 自然環境
に関わる仕事に誇 りと信念を持って日々

自己研鑽に精進 してい ます。
弊社 の業務は、 自然環境調査業務、
野生鳥獣害保護管理業務、農村環境整
備事業、環境教育業務、鳥獣害防止 対
策 コンサ ルテ ィング業務などを行 い、
環境アセスメントに関わる業務としては、
高規格道路建設や ダム建設及び廃棄物
処理施設建設に関わる自然環境部門の
現況調査、それにともなう予測、評価、
保全策の検討及 びモニ タリング調査 な
どを行ってい ます。
最近私は、農村環境整備事業に関わ
る機会が増えています。
農地整備が計画 されてい る中山間地
の水 田は谷津田が多 く、昔なが らの土
水路 にはタガ メやゲ ンゴロウなどの希

(株 )九 州 自然 環境 研 究 所
TEL 096‑232‐ 7590
http://www sysken.or.jp/kner/′

少な水生昆虫類が生息 し、水田の中に
は ミズマ ツバや ミズワラビなどの全国
的にも少な くなって いる植物 を確認す
ることも少なくあ りません。

環境 アセスメント士として
(こ れまでとこれから)
私 は中国地方 の広島市に本社 の ある
中電技術 コンサ ル タン ト株式会社にお
いて、主に水環境や河川環境 に関する
工学的な知識 と技術 をもって、社会 と
関わる仕事に従事 してい ます。
弊社は1965年 に創 業 し、現在は土木、
建築、電気・通信、情報、環境や各種調
査部門を擁 し、地域整備、環境・エ ネル
ギー、維持管理、防災、高度情 報化な

どの分野を担 う総合建設 コンサ ル タン
トで魂 従業員数は2010年 現在378人 、
技術士は延べ214人 を有 してい ます。
私は入社20年 にな りますが、入社動
「技術者集
機の一つ は、 コンサ ルタン ト
団」とい うフレーズに惹かれたことと、
「環境 アセスメン トをや りたい」とい う
思 いで した。当時携わったアセスは、
いわゆる「事業アセス」、
「手続きアセス」
い
で、学生 の頃思 描 いていたアセスと
は大 きなギ ャップがあ りました。 一方

中電技術 コンサルタント(株
TEL 082‑255‑5501
http://www.cecnet.cojp/

)

また、猛禽類
のサ シバ を頂点
とす る生態系 が

見 られるなど、谷津田は生 き物 の宝庫
なのです。で きれば 今の ままの環境
を残 してお きたい"と い うのが私の心
の声 です。
しか し、農地整備事業本来の 目的を
考えた時、生物が生育 ・生息で きる環
境 の保全 と、農業生産性 の向上 を目的
とした整備計画とのバ ランスを見据え、
かつ適切 な環境配慮対策を提 案 してい
くことは重要な使 命 です。 また、「農
地 ・水 ・環境保全向上対策」や「中山
間支援事業」などの国の支援 システム
を活用す ることによ り、農家 の方 々だ
けに負担がかか らないように保全策を
提案 し、 日本の農業活性化 と自然環境
の保全 に少 しで も役 に立てればと思 い
頑張ってい ます。

生活環境部門 (2005年

)

山原康嗣
山保全 のための
円畑 や 山 の 管
理、身近 な動植

ぶ

h

物 のこ となどは知 りません。過疎化ヘ
の歯止 め もかける ことがで きません。
これが現実であ り、環境の専門家や、
環境 アセスメン ト士 としての実態は、
単 に、仕事や資格 の上だけのこ とにな
っているのが現状です。
生物多様性や里山保全は、われわれ
資格を持 つ環境専門家で も、直接何 を
すればよいのか分か りにくい施策・キー

現在は、生物多様性、里地里山が環境
分野のキーワー ドの一つとなっていますЭ
「里山」は入社 して数年後に知 った言葉
ですが、私 の生 まれ育った場所 は、こ
の
「里 山」 (≒ 過疎地域)に あ ります。
私は、 コンサ ル業務 を通 じて、環境

ワー ドです。中で も、今 まず必要な こ
とは、単なる机 上検討での 自然環境や
生物多様性 の保全・創出といった理屈 だ
けの安易な環境保全論ではな く、過疎
地域 を含む人間社会環境の保全・維持 の

調査やアセスなどの経験 を積み、法規
制や多少 の重要種 など、仕事 に必要な
環境 の知識は得 ました。ただ、 この里

ための取 り組み、
行動だと考えています。
私が本物 の環境 アセスメン ト士、環境
分野の専門家 になるための課題です。
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平成 22年 度

環境情報交換会
経済産業省 /国 土交通省 /環 境省 /農 林水産省

開催報告

2010年 11月 18日 に経済産業省 、国土交通省 と、11月 19

土交通省は、総合政策局環境政策課の鈴木課長補佐、

「環境情報交換会」を開催 した。
日に環境省、農林水産省 と
｀

大 臣官 房技 術 調査 課 の 中澤技術 開発官 に ご出席 い

□

奨:霧 ず

雪 諮

覇

∬

[マ

ただき、「国土交通行政 と環境」の話題提供をいただいた。
国交省 では、公共事業費の削減や政策の見直 しが行わ

曜 翼

業 (公 害防止、 リサイクル、水)の アジア展開」 の話題提

れる中、「環境行動計画 (2010.3‑部 改定)」 に基づ く環

供をいただいた。

境政策が進め られてお り、特に、地球温暖化対策に関 して

「新成長戦略」(2010.6.18閣 議決定)で は、7つ の戦略分

は、温室効果 ガス排 出量25%削 減に向け、運輸部門、住

野の一 つ としてアジア経済戦略が掲 げられている。また、
「産業構造 ビジョン2010」 (経 産省2010.6)で は、イ ンフラ

宅 ・建築部門、都市部門の各部門で交通流対策や住宅 エ

関連産業の海外展開において、水、 リサイクルなどが主要

ている。

コポイ ン トの導入、低炭素都市づ くり等の施策が進め られ

分野 として示されている。これ らの中か ら、特に市場規模

低炭素都市づ くりでは、「低炭素都市 づ くリガイ ドラ

の大きい中国を対象 として環境面での展開についてご紹介

イ ン」 の説明会が各地で行われてお り、各種 の取 り組みに

いただいた。中国では、第H次5か 年計画 (2006〜 2010)

よるC02削 減量の把握手法が提供され ることなどが紹介さ

において 日本全体 の火力発電の10倍 近い発電量の火力発電

れた。 こうした取 り組みにより、各地域で検討され るまち

所 に脱硫装置が設置されるな ど、猛烈なスピー ドで環境対

づ くり関連の施策は、統一的で定量的な評価 が可能になる

策が進め られつつ ある。 しか しなが ら、今なお大気汚染、

とのことである。 また、平成23年 度の税制改正 において、

水質汚濁 な どの公害対策は現在進行形 の課題 であ り、

環境省等か ら地球温暖化対策のため、化石燃料へ の課税が

は、今後、

要望されているが、国交省ではCO消 1減 の視点か ら、モー

数兆円規模の市場 になるのではないか との見通 しが示され
た。 これらに対 し経産省では、実証実験や 日中省エ ネルギ

ダルシフ トに寄与する船舶 ・公共交通機関へ の特例 を要望

ー ・環境総合 フォー ラムでの日本技術 のプレゼンテーショ

また、 これ まで進めて きた社会資本整備 における生物

ンヘ の支援が予定 。実施されてお り、同フオー ラムの水処

多様性保全 の取 り組みやCOP10(生 物多様性条約第10回 締

理 ・汚泥処理 ・ごみ焼却発電分科会 には中国側が2∞ 名参

約国会議)と の関係などを、COP10に おいて諸外国に紹介

加 し、関心 の高さがうかがわれたとの ことであった。
この話題提供をもとに、AttANの 状況、中国へ進出す

するパ ンフレッ ト「環境 の創造 と継承を目指 して」力詐 成

る際の固有技術の考え方、中国のエコシテイヘの参画樹 永
海洋汚染な どの質疑応答が行われた。 また、中国における

の変遷 ・法令等の制度面をはじめ、河川や港湾、都市緑地
などの各分野 における取組事例、SEGES(社 会 ・環境貢

環境 アセスメン ト制度の現状 などについて情報交換を行 う

献緑地評価 システム)等 、民間での生物多様性保全へ の取

とともに、現在見直 しが進め られている 日本の環境影響評

り組み、地球地図プロジェク トなど、多岐にわたる内容が

価法 と新エ ネルギー推進 との兼ね合 い、温室効果 ガスやリト

日英併記により30ペ ー ジ程度でまとめられている。

N(k対 策、汚泥処理、水処理

(有 機系排廻

しているとのことである。

された。 このパ ンフレッ トは、環境 と調和 した国土づ くり

出量取引の扱 い、戦略的環境アセスメント (駆 A)と 市民

これ らの話題提供をもとに、国交省が関連す る海外展
開での環境貢献などの情報交換が行われた。

参加 (PI)と の調整な どについても質疑応答が行われた。
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境省は、総合環境政策局環境影響評価課の山本課

林水産省は、大臣官房環境 バ イオマス政策課 の濱

長補佐、小関係員、環境影響審査室 の馬場室長補

登課長補佐にご出席いただき、「COP10/MOP5(カ

佐 にご出席 いただき、「環境影響評価法改正のポ イン トと

ルタヘナ議定書第5回 締約国会議)の 結果概要」 の話題提

平成23年 度予算要求重点施策」の話題提供をいただいた。

供をいただいた。

情報交換会当日は、衆議院環境委員会での採決 日であ り、

COP10で は「2020年 までに生態系が強靭で基礎的なサ

まさに法改正まっただ中であった。改正の主なポイン トは、

ービスを提供できるよう、生物多様性 の損失を止めるため

1.対 象事業の追加、2.事 業実施段階前 の手続 き (計 画段階

に、実効的かつ緊急 の行動を起 こす」ことを使命 (ミ ッショ

配慮事項 の検討)の 追加、3.方 法書説明会の開催、4.イ ン

ン)と し、5つ の戦略 目標 と20の 個別 目標か らなる新戦略

ターネットによる電子縦覧の義務化、5.環 境保全措置等の

計画

結果の報告 。公表、6.方 法書段階における環境大臣意見の

「森林をはじめとする自然の生息地」における森林の例示

追加、Z政 令で定める市 (環 境影響評価法施行令で指定す

等、地域による事情 も考慮 して文章が練 られたこと、保護

る市であり、地方自治法に基づ く政令指定都市とは異なる)

地域 の数値決定経緯など、 日標設定に際して交わされた議

は、住民 ・知事意見 と同様 に、事業者へ の直接意見提出が

論が紹介された。また、たびたび報道で取 り上げられた遺

可能 となることが示された。また、環境影響評価法の改正

伝資源のアクセスと利益配分 (ABS)に 関する名古屋議定

にともなう制度運用や審査体制の強化、低炭素社会実現に

書は、資源提供国と利用国との間で意見対立が続 き、最終

向けた発電所に係る審査の高度化などの重点施策も紹介さ

日前夜 の議長提案により合意に至った。 これは、劇Кにつ

れた。さらに、対象事業については、風力発電を対象事業

いてはすべ ての参加国がその重要性を認識 してお り、何 ら

に追加するために、対象 とする規模や調査・予測・評価等の

かの成果が必要であったこと、そこにお互いに何 らかの我

基本的考え方について検討 しているとのことである。

慢 を求める調停案が提示 された ことが大 きかった とのこ

(愛 知目標)が 採択された。 この 目標設定に際しては、

とである。MOP5に お いて も、名古屋 ・ クアラルンプー

2に ついては、既存資料を基本とした検討を想定してお り、

手続 き期間は6か 月程度を見込んでいることが示 された。

ル補足議定書の採択には、開催 日未明まで議論が行われた

発電所アセスについては、低炭素社会実現に向けて、最高

ことが紹介 された。COP10/MOP5に おいて、困難が予

水準の環境性能を有する施設計画が促進されるよう、審査

想された3つ の文書 (名 古屋 ・クアラルンプール補足議定書、

の高度化について調査 ・検討されることが紹介された。

名古屋議定書、愛知 目標)が すべ て採択 されたことは稀な

以上に関連 し、SEAの 基礎デー タとなる生物多様性 マ

例であ り、ホス ト国として高 く評価されたとのことである。

ップの必要性の議論、温室効果 ガスの予測 ・評価に関する

話題提供 の後、愛知 目標 の実行に向けた農水省 の取組

LCA、 LCC02の 現状 ・課題の報告等、協会活動を紹介した。

方針やバ イオマス事業の動向な どについて質疑応答が行わ

また、アセスでの生物多様性保全 についても情報交換

れ、さらに、世界銀行が生態系 と生物多様性 の経済価値を

を行 い、環境影響評価法の改正によって計画段階配慮書の

評価する実証プロジェク トに着手 してお り、その結果いか

手続 きや環境保全措置等の結果の報告・公表手続 きが導入

んによっては 日本へ の適用においてビジネスチ ャンスがあ

されることによ り、生物多様性 の保全に貢献できるのでは

るのではないかとの提言 もいただいた。

ないかとの見通 しが示された。

(レ

13
JEAS NEWS 130 Sprlllg 2011

￨

ポーター :三 井共同建設コンサルタン ト (株 )

山崎 崇 )

北海道支部

自治体等意見交換会
第 4回 北 海 道 環 境 生 活 部 環 境 局 自然 環 境 課
開催日 :2011年 1月 28日

開催報告
―

北海道支部では、北海道内の環境行政の現状 と課題の把
握、環境 アセスメントに関わる技術者の持続的な技術向上
等を目的 として自治体等 との意見交換会を2007年 度か ら開

点でまとめ られている。そのため、北海道の生物多様性 を

催 している。

脅かす要因 として、①人間活動や開発による影響、②人為

今年度の意見交換会では、北海道環境生活部環境局自然

的な持ち込みによる影響、③地球温暖化による影響、が示

「北海道生物多
環境課の小宮山健太主査にご出席 いただ き、

されてお り、北海道には耕作放棄地や人工林 の手入れ不足

様性保全計画 と今後 の課劉 と題して話題提供 いただいた。

等の問題はあるものの、手付かずの 自然に対す る人間活動
による影響が大きい とい うことが記載されている。

話題は、2010年 7月 に策定された北海道生物多様性保全
に名古屋で開催 された生

「Ⅳ計画の基本方針」では、 日標 と基本方針を掲げてお

物多様性条約第10回 締約国会議 (COP10)に 参加 された感

り、エ ゾシカの大繁殖による生態系へ の影響等 に対する、

想等であ り、私見 も交えた大変興味深 いお話をうかがうこ
とができた。JEAS側 か らは、協会の概要、2010年 度の重

C多 様な生態系や動植物の保全や、水、土壌、太陽光等の
適切な利用 (ワ イズユース)を 促すための、② 生態系構成

点事業や北海道支部の活動等が紹介された。

要素の持続可能な利用、 の 2つ の 目標が示されている。最

◆北海道生物多様性保全計画

後の「 V施 策別実施方針」では、高山や湿原な どの生態系

計画に関す ることや、2010年

10月

別の実施方針や、自然公園等に関わる重要地域 の保全施策

北海道生物多様性保全計画 は、大きく5部 構成からなる。
「はじめに」では、策定趣旨が記載され、「 I生 物多様性

の実施方針等が記載されている。

とは」では、生物多様性の基本的な内容力導己載されている。

◆ COP10と 北海道における生物多様性の今後の課題

COP10で は、いわゆる愛知 目標が採択 され、一部 には数

「Ⅱ計画策定にあたって」では、本計画の位置付け として、
計画 とい う名前ではあるが、生物多様性地域戦略 に相当す

値 目標 も掲げられているが、数値 目標 の達成には、進捗度

るものであることや、本計画が北海道環境基本計画におけ

を示すための「指標」を設定する必要がある。生物多様性

る基本プログラムであることが記載されている。また、本

に係る指標設定については、従来より環境 アセスメン トに

計画の特徴 として、気候、地形、生態系を踏 まえ4圏 域 8生

関わる技術の一つ として多 くの試みがなされてきたが、地

態系に分類 されていることがあげられる。なお、策定後 10

球温暖化対策 における温室効果ガス排出量の ような全世

年 で更新 と書かれているが、生物多様性国家戦略 の見直し
によりそれより早 く更新 される可能性がある とのお話であ

世界的にはTEEB
界共通の ものさしがないのが現状である。
等で自然を資産として勘定科 目に導入 した損益 の検討 ・指

った。

標化の試みが始 まってお り、生物多様性がもたらす生態系
サービスを数値化 して評価するグローバルス タンダー ドな

「Ⅲ生物多様性をめ ぐる情勢」では、策定に至るまでの
背景、 これ までの取 り組みの歴 史、 アイヌ文化等について

指標の提案を期待するとのお話であった。

記載 し、現状 と課題について述べ ている。この中では、北

この意見交換会を通 して、生物多様性の指標設定の必要

海道の生物多様性 について、明治か ら急速に開発が進 んだ

EASに お
性 と難 しさを改めて考えさせ られるとともに、」

とい う北海道の特徴か ら、本州等 とは異なり北海道 には二

いて も積極的に取 り組 んでい くことの必要性を感 じた。

次的な自然、いわゆる里地里山的な自然が少ない とい う視

(レ ポーター
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北海道支部 第 2回技術セ ミナー 0レポ ー ト

北海道支部 第2回技術セミナー・ レポー ト

希少種 ニホンザリガニの
保全 とその技術

サケの母川回帰の多様性と
保全手法

師 日
講 期

講自
市 北海道大学北方生物圏フィール ド科学センター 教授 上田 宏
期日

2010年 11月

11日

北海道立総合研究機構水産研究本部稚内水産試験場 川井唯史

2010年 11月 11日

北海道は、産業、食生活や文化など人間生活において、

ニ ホ ンザ リガニ は 日本 の 固有種 であ り、北海道 と東北

サケ類 と深 い関わ りを持ってい る。 日本に生息 している

の一 部 にのみ生息 して い る。環境 省 レッ ドリス トにお い

太平洋サケは、サクラマス、ベニザケ、サケ、 カラフ ト

て は絶減危惧 Ⅱ類 に指定 されてお り、 工事実施 の際 に生

マスの4種 が知 られている。サクラマスは降海してからも、

息が確 認 され、保全 に関 して問題 となるこ とが多 い。今

沿岸を回遊することが知られてお り、さらにサクラマス、

回の技術 セ ミナーで は、 ニ ホ ンザ リガニ の生 態及 び保全

ベニザケは陸封 の適応があること、ベニザケ、サケ、カ

技術 について、川井唯史氏 よ りご講演 いただいた。

ラフ トマスは磁気機構 を獲得 し、離岸 して遠洋を回遊す

日本国内には3種 のザ リガニ (ニ ホンザリガニ、アメリカザ

ることが可能になっていることか ら、サクラマスか らカ

リガニ、ウチダザリガニ)が 生息 してお り、3種 のザ リガニ は

ラフ トマスの記載の順で、進化が進んだ種 と考え られて

両眼 の 間の 突起 の形や ハ サ ミの付 け根 の色 で分類 す るこ

いる。

とがで きる。 ニ ホ ンザ リガニ には多 くの原生生物 が寄 生

これ らのサケ類の多 くは河川で孵化 し、降海 して海洋

してお り、さまざまな生物の生 場 所 となっている。 また、

生活をお くった後、 自らの生 まれ故郷である母川に回帰

広葉樹 の落葉 を摂食す るため、分解 に寄与す ることで物

して くる。 カラフ トマスは、母川回帰率が50%程 度 と低

質循環 の担 い手 ともなっている一 方、社会教育 の場 にお

いが、ほぼ完全 に成熟 してか ら河川に遡上する特徴を持

いて幅広 い年齢層か ら注 目される種 である。

ってお り、サクラマスは、母川回帰率が80%程 度と高いが、

ニ ホ ンザ リガニ は広葉樹林 に囲 まれた小河川や湖沼 に

春先頃 に河川に入ってか ら秋の産卵期 まで河川内を回遊

生息 しているが、小 河川 は開発 に よ り失 われ、湖沼 では

しなが ら徐 々に成熟する。 日本では、 このようなサケ類

増加 したウチ ダザ リガニ に捕 食 され ることで個体数が減

の母川回帰性 を利用 した人工孵化放流事業を成立 させる

少 して い る。 ニ ホ ンザ リガニ は、人工 的 な環境 で も必要

ことによ り、わが国の重要な水産資源を確保するに至っ

な条件がそ ろっていれば生 息が確認 されて い る場合 があ

た。サケの母川回帰機構 は、生物学 ・水産学上の大 きな

るため、土 木技術 を駆使 した生息地の保全 と創 出が可能

謎 となってお り、 これ までも多 くの研究者に より母川回

である。 寿命 は10年 以上 と長寿 であ り、繁殖が可能 にな

帰機構 の解明に向けて、さまざまな研究が進め られてき

る まで5〜 6年 と時 間がかか る。また、水深 と個体密 度 に

てお り、 いずれのサケ類において も、稚仔魚期 の母川記

は相 関関係があ ることが分か ってお り、水量が 一 定以 上

銘

(消 せない記憶)を

減少す る と生息 で きない ため、安定 した生息環境 が必要

もって回帰 して くることが分かっ

であ る。生態的 な特性 か ら考 える と、 ニ ホ ンザ リガニ を

てきた。

保全す るため には水量、底質 を長期 にわた って一定 にす

今後 さらに太平洋サケ資源 の保全を進 めなが ら、持続
的な活用をするために、生産地域

(本 州)と 漁獲地域 (北

る配慮が必要である。

海道)の 利益分配、サケ親魚 の産卵環境 の保全 として、

今回のセ ミナーで ニ ホ ンザ リガニの生 態や保全技術 に

河川構造物 に設置 された魚道の遡上効果の検証や 自然産

つ いて広 く学 ぶ ことがで きた。 われわれ技術者 は土木事

卵環境 の復元、記銘 に関連する母川水 の保全な ど取 り組

業 にお い て、広 く情報や事例 を収 集 した上で、 よ り効果

むべ き課題が多 くあることを認識 した。

的 なニ ホ ンザ リガニ の保全 を行 ってい く必要があ る と感

(レ ポーター :北 電総合設計 (株

)高 橋

じた。
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関西支部 野外セミナ…・レポート

野外 セミナ …・レポ ー ト

み

エコトビア亀岡

「 中池見人 と自然 の

ふれあいの里」の視察
期日

2010年 11月

=ゴ

11日

奪

期日

2010年 11月

12日

今回の野外セミナーの1日 目として、福井県敦賀市の「中

2007年 度か ら稼動 している京都府亀岡市 にある管理型

池見人 と自然のふれあいの里」 (以 下「ふれあいの里」

最終処分場 「エ コ トビア亀岡」で、施設や環境調査等の

とい う)を 17名 で視察した。

説明を受けなが ら見学させていただいた。

まず、ふれあいの里の展示施設内で、筒井宏行学芸員

エコ トピア亀岡では、市が回収する「資源 ごみ」 「粗

より中池見湿地の成 り立ち、ふれあいの里が整備 された

大 ごみ」の効果的な資源化 のサポー ト、 また、「埋め立

経緯、近年ふれあいの里で確認できる生物種、湿地 の保

てごみ」や「資源化できないごみ」は自然に負担 をかけ

全 に関する課題など広範囲にわたる説明をうかが った。

ないかたちで、適切に埋め立て処分をしている。

もともとガス基地 として開発予定の中池見湿地 の環境 ア

処分場造成の検討時 には、「廃棄物 の処理及び清掃 に

セスメントに携わられた氏は、現在はNPO法 人ウェッ ト

関す る法律」 に基づ き生活環境影響調査を行ったが、動

ラ ン ド中池見 の職員として貴重な湿地の保全 に関わられ

植物調査 の追加や住民へ の説明会を何度 も行ってお り、

ている。氏の本湿地保全 にかける情熱が話の端 々か ら聞

また、供用後については、放流水 のモニ タリング調査だ

き取れ、大変興味深かった。

けでなく、年2回 、臭気及び騒音 ・振動 の調査を行 い、そ

私が昆虫、特 に水 生昆虫に関する調査業務を行ってい

の結果を住民に報告 しているとのことであった。周辺地

ることもあ り、ふれあいの里内での トンボロ確認種数の

域 の 自然的・社会的条件を勘案 した環境調査を行 い、住

多さには興味を引かれた。小山に囲まれた26haほ どの湿

民に環境保全 の状況を示 し理解を得 ることの重要性 を感

地で、福井県内で記録されている種の7割 近 くにあたる70

じた。

種 ほどの トンボが確認 されていることには非常 に驚いた。

処分場 の埋め立て予定年数は15年 としているが、これ

説明を受けた後、氏 の案内で湿地内を視察 した。晩秋

までの3年 間で約7か 月分の減量ができているとのことで

に差 し掛か る季節 でもあ り、期待 していた トンボロにつ

あった。 このような成果を、住民に定期的に情報提供す

いては2種 ほどしか確認できなかったが、湿地内の素掘 り

ることで、ごみの排出量の削減や分別の促進につなが り、

水路でデ ンジソウ

処分場がより長 く管理運営されることが期待 される。びん、

(シ

ダ植物)を 確認することができた。

デ ンジソウは全国的に絶減危惧種 として指定されてお り、

缶類 の資源 ごみの分別作業及び保管の様子を見学 させて

環境省 では絶滅危惧 Ⅱ類、福井県では県域絶減危惧 I類

いただいたが、作業効率 の向上を図るためには、ツト
出者

に指定されている。デ ンジソウはふれあいの里のシ ンボ

が事前 にペ ットボ トルを押 しつぶす、缶の中身を洗 うな

ル として扱われているこ ともあ り、継続 して保全 される

どの処理を行うことが重要であることを改めて実感した。

ことを期待する。

適切な環境調査を行い、住民 に対 し環境保全 の状況を

今回の野外 セ ミナーで湿地 の環境保全 の難 しさを痛感

示す とい うことの重要性、 また、供用後については、行

した。私の普段の業務に何か生かせるものがあれば幸 い

政がすべ て負担 するのではな く、埋め立て処分地の現況

である。

や廃棄物処理の課題などを住民に伝えることで理解 と協

今回は晩秋の視察 となったが、多 くの生物 が活発に動

力 を得ることが、施設を運営 してい く上で重要であると

き出す春から初夏に力ヽナて再び訪れてみたい施設であった。
(レ ポーター

い うことがうかがえた。

:(株 )日 本総合科学 平木寿―)

(レ ポーター
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第 7回技術交流会 0レ ポ ー ト

2010年 JEAS技 術交流会
「口頭発表」及 び「展示発表」
期 日 2010年 12月 1日

昨年同様、年 の瀬を迎えた12月 1日 (水 )、 ルポール麹

◆展示発表

町にて第7回 技術交流会が教育研修委員会及びセ ミナー委

会場 には8つ のブースが設けられ、測定・分析技術、

員会共催で開催 された。環境関連技術に関する日頭発表

生物多様性保全技術、GIS技 術 の活用法等多岐にわたっ

及 び展示発表に対 して57名

た技術紹介が行 われた。展示発表に関しては、開会挨拶

(う

ち、会員外 9名 )の 参加者

があ り、熱心な質問・意見交換が行われた。

直後 に展示発表会社 ・団体か ら展示内容 の概要について

開会の挨拶は新里教育研修委員長、閉会の挨拶 は中林

の説明が行われ、日頭発表の途中及び閉会挨拶後にそれ

セ ミナー委員長 により行われた。

ぞれ約∞分間の展示発表時間が設けられた。参加者の多

◆□頭発表

くが展示発表時間を利用 して各 ブースに立ち寄 り、担当

今年 の回頭発表 は、自然環境分野4件 、生 活環境分野

者の説明を聞き、質疑が行われていた。参加者のアンケ

2件 、
要素技術 に関す る技術発 表 1件 の合計7件 の発表が

ー トか らは、展示内容、分野 は適 当であるとの意見が多

あった。発表時間は質疑応答を含め25分 であ り、パ ワー

かったが、展示時間や展示件数 についてはもう少 し長 い

ポイ ン トと配布資料を用いた発表が行われた。

または多い方が よいとの意見 も見 られた。今後の展示内

生活環境分野等に関しては加藤セ ミナー副委員長、 自

容 として低炭素社会や地球温暖化防止に関す るものや調

然環境分野に関しては新里教育研修委員長が コメンテー

査機材に関する展示力ヽましいとの意見があった。

ター を担当した。各発表後に コメンテー ター により内容

展示発表会社・ 団体】
【

解説が行われたこともあ り、発表内容に対 し聴講者 によ

(社 )日 本環境 測 定 分析 協 会 、日本工営 (株 )、 (株 )環 境

総合 テクノス、アジア航 測 (株 )、 日本 スーパーマップ (株 )、 日

る活発な質問が寄せ られた。
参加者のアンケー トか らは、技術 レベ ル、発表時間及

本 スペー スイメージング (株 )、 (株 )地 域 環境 計 画 、(社 )日

び発表件数 に関してはおおむね適当とする意見が多かっ

本環境 アセスメント協会の6社 2団 体であった (う ち、会員外

たが、発表数 を減 らしてでも一発表の時間を長 くし、 よ

から2社 、1団 体 の参加 )。

り詳細な発表を望む意見 もあった。 また、生活環境分野

◆成果及び今後に向けて
技術交流会は、会員が有す る技術 を互 いに発表 して内

の発表が少ない との意見もあった。
今後聞いてみたいテーマとして、生物多様性分野 に関

外に技術力をPRし 、環境アセスメン トに関わる技術の向

す る予測 ・評価及 び保全対策技術、風力発電事業に関す

上、業務範囲の拡大を目的に実施されたものである。ア

るアセスメン ト手法や騒音、低周波音及びバー ドス トラ

ンケー ト結果か ら、次回の技術交流会へ の参加を望む意

イク防止に関する技術 を取 り上げてほしい との意見が多

見が大部分であった ことか ら、所定の成果が上げ られた

く見 られた。

ものと考えている。ただし、参加者増加のため、開催PR

口頭発表会社・ 団体】
【

方法 の検討や会員の希望す る発表 テーマヘの対応な ど、

八千代 エンジニアリング(株 )、 アジア航測 (株 )、 日本 スペ

今後の開催 に向けての課題 もある。

ースイメージング(株 )、 (株 )環 境総合テクノス、(株 )オ オバ、

次回は、今年度の反省を踏 まえ、さらに充実 した技術

NPO法 人野生生物調査協会、(株 )三 菱地所設計の6社 1
団体 であった

(う

交流会となるようにしたい。

ち、会員外か ら1社 、 1団 体の参加)。

(レ ポーター :清 水建設 (株
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第 2回 技術 セ ミナ …・ レポ… ト

関西支部

(1)大 阪の気候はどう
変わる?!一地球温暖化の現状とみとおし―
講師

大阪管 区気象台技術部気象 。調査課長

諸 岡浩子

(2)低 周波音問題の現状とその実際例
講師

(3)
講師

芝浦工業大学工学部建築工学科

非 常勤講師

(前 )工 学院大学

教授

塩 田正純

環境影響評価法の見直し動向を含めた今後の協会活動について
(社 )日 本環境 ア セス メン ト協会

会長

梶谷

修

期 日 2010年 12月 10日

環境技術 セ ミナーは、2007年 度以来、JEAS関 西支部 と

があった公害紛争処理案件については全件対応す るとい

(社 )日 本環境測定分析協会関西支部との共催で開催され、

う話は驚 きであ り、
「最近の日本人のわがままさと国の真

今年度も現在関̀卜 の高い3つ のテーマで講演が行 われた。

摯な取 り組みには驚かされる」との言葉が印象的であった。

1.大 阪の気候はどう変わる?!

また、低周波音の対策は進 んでお らず、騒音の対策 は

―地球温暖化の現状とみとおし―

進んでい るとい う現状か ら、周波数領域 を変えることに

大阪の気候の現状 と見通 しについて説明が行われた。

よ り、低周波音問題を騒音問題に置 き換 えて対策を講ず

今年の夏の大阪市及 び日本全体 の2010年 の観測史上 1位

るべ きとい う意見は、日からうろこであった。

の猛暑は、エルニーニ ョ、偏西風 の蛇行、太平洋高気圧

(レ

ポーター :日 本工営 (株 ) 大平欽吾

)

の長期居座 りで大部分が説明できる自然現象 である。大

3.環 境影響評価法の見直し動向を含めた今後の協会活

阪市 の 100年 当た りの気温 の変化は、 日本全体 の平均に

動について

比べ て0.82℃ 高 くなってお り、都市化の影響が大 きい と考

講演の前半では、環境影響評価法改正 (審 議中)で 計

えられる。今後 100年 間で 日本の平均気温は4℃ 高 くなる

画段階配慮事項 の手続 きの新設、方法書段階における説

と予測 されてお り、私たちにできることは、温室効果 ガ

明会開催 の義務化、電子縦覧の義務化、環境保全措置等

スの排出を抑制 し、それで も温暖化が続 くようであれば

の結果の報告 ・公表等が規定される見込みが示され、環

並行 して人間社会のあ り方を調整する以外 にない。以上

境アセスメン トの期間、業務量の増加が期待 された。

のような内容であった。

また、戦略的環境アセスメント、海外の環境アセスメ

説明が分か りやす く、気象台の考え方 は理解 できたよ

ン ト、 ミニアセス・ 自主アセス、企業のCSRと しての環

うに思 う。ただ、氷河期 まで含むようなもっと超長期的

境配慮、環境配慮型 まちづ くり等、環境アセスメン トの

に見た気温の変化が どうなのか、気象 に携 わってお られ

領域は拡大、多様化す る方向にあ り、われわれが環境ア

る方 としての意見 も聞いてみたかった。

セスメン ト業界を発展 させるために取 り組むべ き多 くの

(レ

ポーター :(株 )大 林組 松井緑朗

課題があることを改めて実感 した。

)

2.低 周波音問題の現状とその実際例

講演の後半では、当協会の活動等の経緯の説明の後、

JEAS・ 日環協共催でのテーマ にふ さわしく、近年、 ト

今後の取 り組みとして、①環境アセスメントの領域の拡

ラブルが急増 してお り、評価手法の見直 しが図 られてい
る低周波音について、定義か ら対策、評価 までの基礎知

大と多様化、②環境アセスメン ト士の育成と活用、③関
係機関との一層の交流 ・連携の推進が示された。

識に加え、具体的な公害紛争の事例及 び国際動向につい

今夏の異常な暑さと温暖化の状況、低周波音問題への

ての話であった。

具体的な対応方法、アセスメント業界の厳しい現状の打
開への課題等が分か りやす く説明され、いずれも講演時

講師は、現在、公害紛争処理法に基づ く低周波音問題
の処理に携わってお り、低周波音における公害紛争の事

間の制限が残念な興味深い内容のセミナーであった。

例について面白く、分か りやす い説明であった。申し立て

(レ ポーター
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第 3回 公 開 セ ミナ … 0レ ポ… ト

海の生態系サービスを評価する」

「里山
環境システムシンポジウム

(社 )土 木学会の環境システム委員会主催、 (社 )日 本環境アセスメン ト協会共催のセミナー。国レベルの機関や地

域 。地方 レベルの関係者、学術界の多様な分野の協力により行われた「日本の里山・里海評価 (」 apan
Satouml Assessment:JSSA)」 について、JSSAの 国レベル評価の執筆者から報告された。
期日

Satoyama

2010年 12月 13日

1基 調請演 「里山・ 里海の生態系 と人間の福利」

地利用 ・土地管理の方法等が検討されている。この評価

講師 :千 葉県立中央博物館・生物多様性センター 副館長 中村俊彦

は5年 後に見直 しがあ り、定量的な評価指標や経済的価値

里山・里海を理解するには生物多様性、雑木林、雑草

の評価指標 の確立、デー タベースの整備等が今後の課題

等を見る価値観が重要である。生物多様性の高い状態 とは、

とされている。

時間的、空間的に大 きな変化がない状態であ り、里山は

4.里 山・ 里海の政策対応

空間的多様性だけでな く時間的多様性 も有 してお り、 こ

講師:宇 都宮大学農学部付属里山科学センター 特任准教授 高橋俊守

れ らが 自然の動的モザイクを構成 している。 日本人は、

日本では里山保全条例はあるが、里山・里海の保全や

里山・里海を水 の神様や風習等の文化的仕組みにより保

管理を目的 とした総合的法律はなく、里山保全 と持続的

持することで、生物多様性を維持してきた。 この仕組み力ヽ

利用のための対応は個別法に依っている。最近の生物多

首都圏・関東地方では都市化 ・近代化により失われた結果

様性や生態系保全 の重要性に対する社会の認識の高まり

農業の活力低下、生態系 の劣化を起 こしてお り、現代社

を背景に、里山・里海 に関わる規定が個別法に挿入され、

会はそれを外部依存で補っているといえる。
2日 本の里山 。里海評価 (」 SSA)の 概要 と評価 フ

これらが一定の役割 と機能をもつ ようになっている。一方、
里山・里海に関して有効な対応は参加型の取 り組みであ り、

レームワーク

日本では法的対応に比べ経済的対応や社会的 ・行動的対
講師 :早 稲田大学高等研究所 助教 齊藤 修

応の事例が少ない。里山・里海の生態系サービスの維持

JSAは 、科学的信頼性 を持つ研究成果を レビュー し、

には、市場で評価 されない価値 を考慮 しつつ経済的なイ

その知見やデータをもとに里山・里海の評価を行っている。

ンセンティプを活かした対応が重要 となる。
5.里 山 。里海の将来 シナ リオ

その成果は、政策決定者のための概要版 としてまず発表
さオ
ヽ詳細報告は日本全国で 6つ に分割 した図書として近々

講師 :京 都大学大学院農学研究科 講師 橋本 禅

公表される。概要版では、動的モザイク、社会生態学 シ

里 山 ・里 海 の将来 シナ リオは、 自然へ の適応志 向 の強

ステム等の概念を含む提言がなされ、里山・里海のラン

さによって区分 され、 自然適応志向の シナ リオでは里 山 ・

ドスケープが伝統的な知識 と現代科学の融合により管理

里 海 の利用が活発化 し、生態系 サ ー ビス利用 の増加や向

されつつある。い ヽの評価 フレームは、生態系サービス

上が期待で きる。 グローバル化が進展 した場合 は、交易 ・

の合理性に着 目した評価 と、ス トックと回復能力等の質

交流 の活発化 に よ り利便性 が向上す る一 方、生物多様性

的な点に視点を当てた評価の2つ の軸で構成されている。
3.里 山 。里海の現状 と変化の傾 向

の低下や地域 固有 の伝統 ・文化 の 劣化 が懸念 され る。技

術による自然改変志 向の シナ リオでは、都市へ の人口集

講師 :東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 大黒俊哉
里山・里海の評価では、生態系 と生態系 サービスの現

中や施設利用型の生産活動拡大を背景に、里山・里海の
利用・管理の低下による調整・文化サービスの利用低下・

状 と傾 向を検討 し、里山の生態系サービスのここ何十年

劣化が懸念 される。今後の議論 のためには、多様な関係

間の変化 とその理由を整理 している。それらの結果から、
生物多様性 ・生態系サービスを定量的に評価する試みや、

者の視点や政策を考慮するこ とが必要であ り、里山・里
海の変化を空間的かつ定量的に評価 ・分析する方法論の

生物多様性を損なわずに生態系 サービスを最大化する土

確立が急務である。 (レ ポーター :(株 )東 京久栄 長岡克郎

)
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海外交流グル…プ・ レポー ト

第3回 日韓意見交換会 inソ ゥル

期日

2011年 1月 19日

〜21日

ソウルのランドマーク「Nソ ウルタワー」(南 山タワー
)

1.は じめ に

てきた。これ らを、数年前 までは博士 クラスの技術者28

2008年 度か らホーム &ア ウェイ方式で開始 した当協会

名体制 で実施 していたが、現在はその半分程度のスタッ

と韓国の環境影響評価協会 との交流会 も3回 目となるが、

フで対応 してい る。 レビュー作成作業に、韓国環境 アセ

今回はアウェイでの開催 となった。

ス学会等の有識者はほとんど関与 していないが、これは、

訪問団のメンバー構成 は、海外交流 グループ長の稲見

アセス分野の専門家が少ない とい う背景がある。

2)ア セス制度の研究

会長、交流グループ委員銘 、

理事を団長 として、梶榔

韓国と日本の文化や社会的背景の違 いはあるものの、

JEASニ ュース編集委員1名 の総勢 6名 で、1月 19日 か ら21
日の 日程でソウルを訪問した。

制度設計 の際 には、 日本 のアセス制度をよく参考にして
いる。今後、 スクリーニ ングやス コービングの制度化を

今冬は韓国も近年 まれにみる寒 さだそうで、訪問団は

図 りたい考えだが、スクリーニ ングについては、昨年度

全員が重装備 の防寒対策を施 しての韓国入 りとなった。
それでも会合は3回 日とい うことで、韓国側の出席者も

の研究 の際、 日本と英国の制度を参考にした。特 に運用

顔見知 りのメンバーが多 く、最初か ら和やかな雰囲気 で

方法 について、 日本ではスクリーニ ングが実際にどう有

率直 にお互いの国の環境事情 や課題等を話 し合った。

効 に活用、運用されているかの情報を知 りたい。

2.韓 国環境 政策・評価研 究 院 にて

また、 スコービングについて従来は国の委員会のみで

まず、私たちが初めに訪れたのは韓国環境政策・評価

実施してきたべ 現在、住民参加を検討している。 しかし、

研究院 (KEI)で ある。既報 (JEASニ ュース第126号 )

これ らの手続 きを行 うことで 日本ではかえって評価項 目

で も一部紹介 したが、ЮIは 韓国環境部

が増えるとい うことはないかとの疑間を呈 していた。

(韓 国の環境省、

MOE)の 管轄下にある研究機関であ り、主に環境影響評

事後調査 については、実施後、環境大臣に報告す るこ

価 (以 下、アセスと略す)の 制度に関わる調査 ・研究、

ととされているが、今後 は公表す る必要性があ り、電子

法律 に基づ き国等が実施 したアセス書の審査

(レ

ビュー)

的手法の導入を検討 しているとのことである。

3)戦 略的環境影響評価 (SEA)の 実施状況

を行っている。この レビュー を一手に引 き受けて行って

現在、 日本で もアセス法改正法案の 目玉の一つ とされ

いる点は、わが国とは大きく異なるところである。

ているSEAに ついて、韓国においては

KEI側 の出席者は、対外協カチーム長の趙公章氏、主

"07年

度に都市マ

席研究員の金知永氏、主任研究員の朴永武氏、李熙宣氏。

スタープランにおけるSEAガ イ ドライ ンを制定 し、主に

特 に趙氏は、以前、東京工業大学で研究活動を行 って学

都市開発計画等を対象 として複数代替案を検討すること

位を取得 してお り、わが国と韓国の環境事情に精通 して

とした。2010年 度のSEA実 施件数は約5β 舶件 と膨大な数

いることから、今回もコーデ イネー ト役をお願い した。

に上るが、ゼ ロオプションで検討 している事例が多い。

事前 に質問内容 を送っておいたため、KEIか らは、以

これは、事業の迅速な推進を優先する社会的要請を背景

下のような回答 と、われわれへのい くつかの質問があった。

にしてい る面 もあ り、KEIで はSEAの 内容 としては不十

(誌 面の都合上、JEASか

分 と感 じてい る。今回、 こちらか ら提示 した事例 (那 覇

らの回答は省略 した)

空港 のPI)に 対 して、先進的で大変興味深 い との発言が

1)ア セスの レビュー体制
KⅡ では、これ まで年間400件 程度 の レビュー を こな し

あった。
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韓国環境政策・ 評価研究院 (KEI)に て

4)韓 国の健康影響評価について

韓国環境影響評価協会 (KAEIA)に て

て認定され、アセスを実施するための必要資格 となる。

ヒ トの健康面を含めたアセスを実施す る保健省が作っ

現在、アセスを実施する企業は技術±3名 と技師3名 以上

た制度で、VOC(揮 発性有機化合物)な どの影響 を扱 っ

を有することが条件 となっているが、評価士が国家資格

てい る。現在の 日本の制度か らはやや奇異に映るが、韓

となった後は、技術±3名 の うち1名 以上が評価士の資格

国では各省庁が独 自に影響評価制度を作るとい うことが

を持っていることが条件 となる見込みである。

よ く行 われる。 したがって、「教育アセス」、 「災害 ア

3)ア セスの国内市場
最近では日本の 自治体でも導入されつつ ある ミニアセ

セス」な どとい う制度力Ч乍られている。

KEIは 、アセス審査機関であるとともに研究機関 とし

スについて、韓国でも5,000m2程 度の小規模開発の ミニア

ても人材が集中 してお り、韓国環境分野 の学術的、技術

セスが事業環境制度 とい う形で導入 されてお り、年間

的能力向上のけん引役を担っているとの印象を受けた。

5,000件 ほど実施 されてい る。 日本 と同様、KAEIAの 会

3.韓 国環境 影響評 価協会 (KAEIA)に て

員が事業者の代行業者 としてほとんどのアセスを実施 し

次に訪れたKAEIAに ついて も、JEASニ ュースの 第

ているが、この ミニアセスが環境影響評価代行業者 の一

126号 特集で報告 したが、KAEIAは 韓国におけるアセス

つの市場を形成しているとのことである。

書作成 の代行業者か らなる組織 であ り、現在、約100社

4)次 回以降の日韓交流について

KAEmか ら、両国の優れたアセスの事例を紹介 し合い

の会員がいる。

たい との申し入れがあったことと、次回の訪 日の際には、

協会活動 は、人材育成、海外交流な ど、わがFASと 同

日本の事例 に興味のある韓国企業を募って、将来的なビ

様な活動を積極的に行っている。

ジネスチ ャンスの創出につ ながるアクションができるこ

今回の意見交換会には、会長の李文亨氏、副会長の韓
元畑氏、代表理事の李芝旺氏、協会マ ネージャーの金血

とを期待する旨の要望があった。

氏に加えてMOEの 自然保護局局長の趙晟沐氏 にも同席い

4.ま とめ
今回の意見交換会もアセス制度やSEAの 話題、またア

ただき、以下のような説明を受けた。
なお、KEIへ の聞き取 りと重複するSEAや アセス制度

セス実施による実質的効果の検証、協会 としての海外プ

の内容は、一部省略 した。

ロジェク トのアセスヘの取 り組みなど豊富な話題があ り、

1)近 年のアセス実施対象事業と調査費用

実 りの多い ものとなった。

毎年、300件 ほどのアセスが実施されてお り、費用は 1

時間不足のため、 日中韓の交流に関する話題にまで言

件当た り2.2億 ウォンくらいである。法では17事 業が対象

及することはで きなかったものの、 日韓交流を始めた当

となってお り、主なアセスは道路、産業団地、都市開発、

初は細かった連携の糸が、回を重ねるごとに徐 々に太 く、

体育施設、港湾などの実績が多 い。

強 くなってきていることを実感 した。

2)韓 国の資格制度

最後に、今回の訪韓に際 し、友好的かつ真摯 に対応 し

韓国にはKAEIAが 認定している民間資格である環境影

ていただいたK日 、KA□n、

響評価士があ り、現在までに約 100名 が合格、登録 されて

MOEの 関係者の方 々に、誌

面を借 りて心か ら感謝の意を申し上げる。

いる。今後、法案が国会で可決 されれば、国家資格 とし

(レ ポーター

￨
￨
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:ジ ェィアール東海コンサルタンツ

(株

)

中村 健)

JEAS REPORT
」EASレ ポート

平成 22年 度 第 4回 公 開 セ ミナ ー レポ ー ト

環境保全対策とモニタリング技術 (事例研究を中心に)
(1)基 調 講演 〜生物多様性のあれこれ (COP10以 降の展開)〜
講師

(社 )日 本環境アセスメント協会

教育研修委 員会

委員長

新里達也

(2)事 例報告
① 環境保全措置とモニタリングの考え方
講師

(株 )復 建技術 コンサ ル タン ト

橋本正志

② 公共事業における植物への配慮について
講師

ア ジア航測 (株 )市 橋

理

③ 動植物の事後調査と工事中の保全措置
講師

パ シフ ィック コンサ ル タンツ (株 )麻 田昌克

④ 圃場整備における環境への配慮事項
講師

日本工営 (株 )

今村

太

期 日 2011年 1月 20日

本 セ ミナーは東北環境 アセスメン ト協会 との共催 で、

策を再検討 して工事を行った結果、10年 以上かか りなん

山形市で開催 された。当日の天候はあいに くの雪であっ

とか復元で きたとい うことであった。 しか し、植物種な

たにもかかわらず、NPO、 コンサ ルタン ト、建設会社等

どが裸地化す る前 の ものとは異なったものであ り、現在

(国 交省、山形県、山形市等)約 50名

の

もllPOが 中心になり復元作業を継続中であるとのことで

計150人 もの人が参加 し、地方都市で開催 されるセ ミナ

あった。湿地 の復元 には長い時間と地元の熱意が必要で

ー としては異例 ともいえる大盛況であった。

あることを感 じた。

約 100名 、
官公庁

講演では、事例 を含めた保全対策、事後調査を中心に、

質疑応答 では、地元住民 との コ ミュニケーションを早

失敗例 も含めて具体的な話があった。最もFp象 に残った

くか ら築 き、工事中・完成後 の保全対策において も、住

のは失敗事例を改善 した例である。対策が上手 くいかな

民をまきこんでゆ くことが大切 であるなど、業務 のヒン

いことも考え計画を立てること、途中経過を観察すること、

トになる回答 もあ り、会場内は、熱心に メモ をとる人の

工事途中で問題が発生 したら早 く事業者に相談す る等の

姿が目立った。
われわれの業界でも、団塊世代 の技術者の大量退職に

迅速な対応を行うことが大切であるとのことであった。
また、裸地になった湿地の高山植物を復元す る話 も行

係 る技術の継承 と品質 に対する要求の高度化へ の対応 が

われたが、厳 しい気象条件 で最初 は失敗 したものの、対

求め られている。 これは、各 自治体において も同 じ状況
である。今回のような技術向上につ ながるセ ミナーは、
今後、山形県以外でも求められることが考えられる。
当日来賓 として参加 された山形県生活環境 部次長 か
ら「 このようなセ ミナーは何年 も行われていない」 とい
うお話があ り、東北地方での情報発信や相談窓日として
の当協会活動の重要性は高いと感じられた。
(レ ポーター
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:東 北緑化環境保全 (株 )

笹川健―)

JEAS資 格・教育センター便り

平成22年 度
環境アセスメント実務研修会
期日

「資格・教育センター」では、
「環境アセスメント士」の「認定資格試験」や
「継続教育 (CPD)制 度」に関する
情報やご案内を「JEASニ ュース」に
毎号掲載しています。

2010年 9月 30日

1.2010年 度の認定資格試験について

本実務研修会は、会員各社の技術者が、環境 アセスメ
ン ト技術者 として総合的技術力の向上を図 り、ひいては

2010年 度 の「環境 ア セス メン ト士 」認定資格 試

環境 アセスメン ト制度の信頼性確保を図 ることを目的と

験 は、昨年 の 11月 23日 (火 ・ 祝 )に 札幌 、東京 、大

して、中堅技術者を対象に業務遂行に必要な実務的内容

阪の 3会 場 で実施 され ま した。2011年 2月 1日 (火 )

に関わる基礎及び応用的な研修を行ったものである。研

には、合格 者 の発表 が行 われ、30名 の方 が合格 され

「生活環境部門」及 び「 自然環境部門」の2コ
修 コースは、

ま した。

ースで行われ、
「生活環境部門」14名
「 自然環境部門」12名

(男 性9名

、女性 5名 )、
■2010年 度「環境アセスメン ト士」資格試験結果

女性4名 )で 、環境 アセス
(男 性8名 、

部

メントの経験年数は数年〜10年 前後の参加者が多かった。

門

申込者数

受験者数

合格者数

●研修内容

自然環境部門
合

研修内容は、実践的な技術習得を図ることを目的 とし

合格率

609%
593%
600%

生活環境部門
計

て、ワー クショップ形式を取 り入れて実施 している。本
形式での研修は、2年 目となるが、受講生 と講師及び受

試験合格者は、資格登録手続 きを行 うことにより

講生同士 で対話 しなが ら作業を進めて行 くことによ り、

「環境アセスメン ト士」の登録証が発行

環境 アセスメ ン トの実務を行 う上での着眼点や配慮すべ

交付 され、「環境 アセスメン ト士」は総勢約430名

き事項などについて、経験 に基づいた具体的なア ドバ イ

となります。

スや意見交換 を図ることがで き、ア ンケー ト結果におい

(4月 1日 付)

2011年 度の資格試験 は、11月 23日 (水・ 祝 日)

ても、多 くの受講生か ら実務 に役立つ との評価を得た。

に実施予定で、6月 27日

●成果及び今後に向けて

の頒 布開始、7月 19日 (火 )か ら受験申 し込みの受

本実務研修会に対する受講生の評価 は、おおむね高く、

(月

)に は「受験の手引き」

け付 けを開始 しますので、多 くの方 々の受験 をお待

実務応用へ の有効性 とい った点で特 に高い評価 を得るこ

ちしております。

とができた。

2.資 格の更新について

一方では、難易度の高さや時間の短 さなどの課題 もあ
げられた ことか ら、来年度においては、ワークショップ

本認定資格制度 は創設後6年 が経過 し、2005年 度

● ■

におけるテーマ選定や

第 1回 目に資格登録 をされた186名 の方 々が本年5月

研修資料の内容、時間

末資格更新の時期 を迎えます。更新手続 き期間は、

配分 な どの工 夫 を行

4月 1日

い、より受講生にとっ

「資格更新の手引き」 を当協会 のホームベージより

て役 に立つ実践的な研

入手 され、早めの更新手続 きをお願いいた します。

修 となるようにしてい

なお、資格の更新には、所定のCPD単 位の取得 が条

きたい。

件 となっています。

(教 育硼 彦委員

島田克也)

(金 )〜 5月 20日

(金 )と

なっていますので、

(資 格
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協会活動記録
硼
E̲ri巨 1 NI::E―

―

輌 己 造 生「
・

2010年 12月

13日

:̀￨■

(月

―

̀=L̀・

)

環境システムシンポジウム「里山・里海
の生態系サ…ビスを評価する」
(1)基 調講演「里山・里海の生態系と人
間の福利」

日本工営 (本 朱)今 村

太

2011年 3月 25日 (金
(1)「 横浜市環境影響肝価条例の改正
について」
)

生物多様性センター
千葉県立中央博物館 。

副館長 中村俊彦
(2)「 日本の里山・里海評価 (JSSA)
の概要と評価フレームワーク」
早稲田大学高等研究所 助教 齊藤 修
・里海の現状と変化の傾向」
(3)「 里山

横浜市環境創造局企画部

環境影響評価課長 榎 重善
(2)「 港区環境影響調査実施要綱改正
について」
①改正要綱の概要について

東京大学大学院農学生命科学研 究科
准教授 大黒俊哉

東京都港区環境 リサイクル支援 部
地球温 暖化対策担当課長 吉野亜文

(4)「 里 山・ 里海 の 政 策 対 応 」

②建築物の風環境対策と評価について
日本工業大学建築学科教授 成田健―

宇都宮大学農学部付属里 山科学 センター
特任准教授 高橋俊守

―

ョー

Lョ

:tFIFコ

:il・ [:ヨ 訃

2011年 2月 28日
150名

含めた今後の協会活動について」
(社 )日 本環境アセスメント
協会会長

梶谷 修

讚 んで地晨災春 の
お 見 弄 い を 申 し上 げ ま す
東 北 地 方 太平 洋 沖地 震 により被 災さ
れた皆さまに、心よりお見 舞 い申し上 げ
ますとともに、被 災地 の一 日も早い復興
を心よりお祈り申し上げます。
20114F3月

日本環境 アセスメント協 会

(月

修

【̲―

)

(1)「 技術士試験制度等について」

(木 )

いであ (株 )高 辻裕史

「環境保全対策とモニタリング技術 (事
例研究を中心に)」
(1)基 調購演「生物多様性あれこれ
(COP10以 降の展開)」

(2)「 技術士受験体験談」

①二次試験体験談 衛生工学部門
(財 )岐 阜県公衆衛生検査センター

山口昭弘
二
② 次試験体験談 建設部門
アジア航浪」(株 )江 口友章
③二次試験体験談 建設部門
いであ鮮朱)小 澤英樹

(社 )日 本環境 アセスメント
協会
教育研修委員会 委員長 新里達也

(2)事 例 報 告

①「環境保全措置とモニタリングの考え
方」
朱)復 建技術コンサルタント 橋本正志
への配慮に
「公共事業における植物
②
ついて

C=Hr,151]‑74‐

2010書 コ2月 10日 (金 )

(1)「 大阪の気候はどう変わる?!〜 地

球温暖化の現状とみとおし〜」

理

今号 の特集 は「環境倫理 と環境 ア
セスメン ト」 をテーマ として取 り上げ
ま した。記事は、インタビューでの鬼
頭先生の思 い をできる限 り読者の皆 さ
まにも伝 わるように、話 し口調に近い
形で編集 しま した。
先生の コメン トに 環境 アセス メ
ン トの中でのモニタリングや調査に市
民が参加できるようにするとよい"と
の内容 があ ります。現在 は、NPO等

関西支部
■ :曰 □tFIIご ―

(本

アジア航測 (本 朱)市 橋

(3)「 環境影響評価法の見直し動向を

会長 梶谷

中部支部

京都大学大学院農学研 究科
講師 橋本 禅

2011年 1月 20日

芝浦工 業大学工学部建築 工学科非常勤講師
(前 )工 学院大学教授 塩田正純

社 団法 人

(5)「 里 山・ 里海 の 将 来 シナ リオ」

第4回 公開セミナー

大阪管区気象台技術部

調査課長 諸岡浩子
気象。
(2)「 低周波音問題の現状とその実際
例」

ボランテ ィアによるさまざまな活動が
さまざまな分野で幅広 く実施 されるよ
うになり、こうした活動 は広 く市民に
周知 されつつあります。ボランティア
等 による活動で は、1団 体 ごとに独立
した活動 も行われていますが、複数の
団体が共同で活動 をする場 も多 く、団
体間での情報交換 も頻繁に行われてお
り、流域管理等に活かされている場合

本協会による出版案内

JEASセ ミナ ー 講 演 録 (PDF版

)

もあります。
先生 の お っ しゃるよ うに、現場 に
最 も近 く、情報共有が密に行われてい

2007〜 2010年 に本協会が開催 したセ
本書は、
ミナーの講演録を当日の説明図表と速記録をもと
に編 集 したものです。講演を聴 講できなかった方
や引用文献としてお使いにな たい方に最適です。

る市民が、今後、環境アセスメン トに
参加 していけるように世の中が変化 し
ていけばいいのでは、と感 じま した。

'り

発
行 :社 団法人日本環境アセスメント協会
編
集 :同 研修部会 セミナー委 員会
発 行 日 :2011年 4月
美麗ケース入 りCD ROM
頒布価格 :1,000円 (税 込み

環境 とはとても難 しい、奥の深いもの
であると改めて感 じま した。
(編 集委員

杉浦 琴)

)

￨

●表紙:千 人塚城ヶ池(農 林水産省「ため池百選」よ￨')/写 真提供:ア マナイメージズ(桜 咲く千人塚公園/長 野県飯島町

)

ミ ツクス

責任 あ る 木質 資源 を
使 用 し た紙
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③「動植物の事後調査と工事中の保全
措置」
パシフィックコンサルタンツ(株 )麻 田昌克
①「□場整備における環境への配慮事項」

会

