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国土交通省 の人 ッ場ダ ム建設事業は本体 工 に着手 され よ うとしてい ます が、実行 されれば将来、
取 り返 しのつ かない事態 になると予想 されてい ます。 この事業で問われてい るのは 「理」だ と考
えます。人 ッ場ダム建設 の主たる目的は利根川水系 の氾濫 を防ぎ鉄 水調節・ 治水)、 水道用水を確
保す る休J水 )こ とにあ ります。原告 と弁護団は これまでの審理 を通 じて、治水は実際 にはあ り得 な
い過大な流量予測 に基づいてい る こと、利水 では首都圏 の消費水量 が年 々減 つてお り、今後人 口
も減 る見通 しであるのに一方的に増 える予測になってい ることな ど、現実 とはかけ離れ た予測に
基 づいて事業計画 がつ くられ進 め られてい ることを明 らかに してきま した。 しか も、八 ッ場 ダム
の効果 は国土交通省 の予測によつて もわず かなものであること、 また、治水 はダムに依 るのでは
な く河川改修、防水堤 の強化 をす るな ど多面的な事業を進めることで効果 があ り、最 も有効 であ
るこ とも論証 しま した。世界 的にも治水、利水 はダムによらず 、既存 のダムを壊 して 自然 を回復
す る方向に進んでい ます。特 に、最近 は局所集 中豪雨が多 く発生 し、ダムは放流 しなければな ら
ず却 つて危険な結果 をもた らしています。昭和 37年 8月 26日 、神奈川県相模原市周辺 の豪雨で
II上 流 の相模 ダ ム、道 志ダムが緊急放流 され 、急な増水 によつて下流 で釣 りな どしていた人
相模り
たちが流 されて 3人 が死亡、 5人 が不明のまま とい う事故 が発生 しま した。そ の後 も全国各地 で
集 中豪雨が発 生 し、ダムは緊急放流 をせ ぎるを得 ない事態 が起 こつています。
人 ッ場ダムの周辺、現場 の地質は脆弱 であ り、湛水 によつて大規模 な土砂崩れ、崩壊 も予想 さ
れ ることも指摘 してきま した。前 の第 二 回法廷 での坂巻 幸雄証人 の証言 で も八 ッ場ダムの危険性
が明確 に示 されま した。証言 では、国土交通省が行 う土砂流出防止工事 が現地 の調 査 、検証 によ
るので はな く机 上のマニュアルによつて行われ、補強工事 が予定 されていて もなかなか着手 でき
ない状態にある ことが明 らかにされま した。 これでは、 いつ になつて もダムエ事ができない、あ
るいはそのままダム建設が進 め られれば欠陥工事 であ り将来、災害をもた らす危険が高 い ことは
明 らかです。現地 の環境 が大き く破壊、変形 され 、幾時代 にわたる先住者 たちの住居遺跡、名勝 0
吾妻渓谷 の一部、天然記念物 「岩脈」な ど貴重な文化財 も水没 して しま うことも訴 えてきま した。
ダムは数十年、百年 を超 えるスパ ンで計画 されますが、人 ッ場ダ ムは上流か らの強酸性水 を中
和 しな ければな らない とい う特異 な前提条件があ ります。そ のための 中和事業 は既 に堆砂物 の処
理に行 き詰まつてお り、今後半永久的に続 ける ことは至難 のこ とと考えぎるを得 ません。
人 ッ場ダム建設 は計画か ら、実施まで 「理 」 の通 らない事業です。行政府 の事業を担 当す る人
は 3年 前後 で交代 し、前 に決ま ってい る事を 自分 の担当時に変 えることができない事情にあ り、
人 ッ場 ダム事業は無理に無理 を重ねて続 け、進 め られてい るのです。第一審 の判断は 「原告 の主
張はそ の通 りであるが、行政 が過大な予測 によつて対応す る ことも認 め られ る」 とい う趣 旨だ と
理解 しています が、 これでは事業 が行政 の 自由裁量に任 され判断基準がい くらで も拡大 して しま
うことにな りかねません。 このよ うな事 が認 め られるな らば危険 この上な く、国家 の大きな損失
にな ります。
「理」 のないこ とがまか り通 るならば、世 の 中は間 になつて しまいます。「闇」 に光 を通す のは
科学 の力です。科学は事象 を分析 し問題点 を明 らかに して、総合的な観点 か ら判断をす ることに
あ ります。そ こに情実 が入 つては判断を曇 らせ ることにな ります。
刑事 の法廷 では科学技術 の DNA
い
鑑 定によつて冤罪 が晴 らされた事例 もあ ります。行政訴訟にお ても科学的な分析 によつて事 の
理非が解明 され 、「理 」 の通 る判断がなされ ると考 えます。そ のこ とが世 の 中に光 をもた らす こと
にな ります。「無理が通れば道理 引つ込む」「義理が廃れば この世は闇だ」な どとい う言葉 が 日本
には古 くか らあ り、 日本人は こ うした言葉 を世 の 中の真実 の一端 を語 るもの として大事 にしてき
ま した。 ここに あるのは 「理」です。 この人 ッ場ダム建設問題ではま さにこの 「理」が問われ て
います。明るい世 の 中にす るために、英知 と大局観に基づ くご判断を頂 けることを信 じてい ます。
以 上

