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資料集の発行にあたって

諫早湾干拓事業による有明海の漁業被害をめぐって、今年、重要な司法判断が相次いで下されまし

た。

2005年1月12日、佐賀地裁は、諫早湾干拓事業の工事差し止め仮処分決定（2004年8月）に対する

国の異議申し立てを却下し、あらためて漁業者側の訴えを認め、国側の主張を退けました。しかし、

5月16日、福岡高裁は、佐賀地裁の工事差し止め仮処分決定を取り消しました。漁業者側はこれを不

服として最高裁に抗告しましたが、9月30日、最高裁は漁業者側の抗告を棄却し、諫早湾干拓事業の

工事の続行を認めました。

これと前後するかたちで、8月30日、公害等調整委員会（公調委）は、有明海の漁業被害の原因が

諫早湾干拓事業であるとの因果関係の認定を求めて漁業者側が申請していた「原因裁定」の結論とし

て、漁業被害と諫早湾干拓事業の因果関係は、あるともないともよくわからない（実際には、このよ

うな表現ではありませんが、意味はこういうことです）、として、漁業者側の申請を棄却しました。

これらの結論だけをみると、あたかも諫早湾干拓事業が「無罪放免」とされたかのような印象を受

けるかもしれませんが、実際には、そうではありません。福岡高裁の仮処分取り消し判決は、「諫早

干拓工事と有明海の漁業環境の悪化との関連性を否定できない」と指摘しながら、「その割合・程度

という定量的関連性を認めるまでには至らない。」と述べています。

公調委の裁定文とともに発表された「談話」でも、「干拓事業が有明海における漁業環境に対して

影響を及ぼしたことを否定するものではなく」という言い訳のような文言があります。

結局、諫早湾干拓事業が有明海の漁業に影響を与えていることは、誰も否定できない状況にありな

がら、自然科学的な分析も、被害者救済のための司法手続きも、すべて政治的な力で押し切られて、

諫早湾干拓事業がすすめられている。そのような印象を、私たちはぬぐい去ることができません。

新聞などの論調を見ても、この間の司法判断を肯定的に評価したものは皆無であり、多くの社説が

「これで諫早湾干拓事業が肯定されたのではない」と国側に釘を刺しています。

この資料集は、この間の司法判断の論点を整理するとともに、司法の場でも重要な争点となった、

有明海の環境変化や漁業被害をめぐる自然科学的な研究・分析に対して、専門の研究者が発表した意

見書の要約をまとめたものです。

諫早湾干拓事業をめぐる問題を、あらためて浮き彫りにするものとして、広く活用されることを切

に期待しています。

＊　　　　　　＊　　　　　　＊

なお、蛇足かもしれませんが、諫早湾干拓事業について「すでに94％が終了している」などとし

て、今から事業のあり方を議論すること自体が、意味のないことであるかのような言い方を、よく見

聞きしますが、これについて、ひとこと述べておきたいと思います。

ここで言う「94％」とは、2004年度末で、事業予算 2,460億円の94％をすでに支出した、と言うこ

とですが、注意しなければいけないことは、「あと6％」で、事業が完成する保証はない、と言うこと

です。

近い将来、農水省は、とにかく「事業は完成した」と言って、後始末を長崎県に引き継ぐ（押しつ

ける？）のでしょうが、このままでは、たとえば調整池の水質改善などに、巨額の資金が必要となる

ことは目に見えています。実際、岡山県の児島湖には、干拓とともに造成した淡水湖の水質改善に、
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1986年度からの17年間で、5,187億円もの巨費が投入されたにもかかわらず、未だに水質改善の成果

は上がっていません。

そもそも、諫早湾干拓事業によって、有明海に深刻な漁業被害が生じることは、事業の計画段階か

ら予想されていたことですし、1997年の諫早湾閉め切り直後に社会問題化した段階で事業を中止して

いれば、当時の予算は 1,350億円ですから、1,000億円以上もの国家予算を無駄にしなくてすんだと考え

ることもできます。

事業として失敗したのであれば、9割進んでいようが、一日も早く立ち止まるに越したことはあり

ませんし、先に進めば進むほど、やり直すための社会的な損失は大きくなるに違いありません。

私たちから見れば、「9割終了」は、諫早湾干拓をめぐる政治的な「逃げ口上」の一つにすぎません。

この資料集をご覧いただければ、科学的な研究に対しても、司法判断に対しても、道理をねじ曲げて

でも、力尽くで突き進もうとしている諫早湾干拓事業の本質を読み取っていただけるはずです。

だからこちらも力尽くで反対しよう、とは、あえて言いません。この間の科学的な研究の成果と、

司法判断の経緯と、そこに働いた政治的な力を、冷静に見極めることこそが、ここから前進するため

に絶対に必要なプロセスだと、私たちは考えています。

2005年10月22日

諫早干潟緊急救済東京事務所
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1 法的因果関係とはどういうものか

1）リーディングケースとしてのルンバール事件最高裁判決

そもそも民事訴訟における因果関係の立証は，一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく，

経験則に照らして全証拠を総合検討し，特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高

度の蓋然性を証明することであり，その判定は，通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持

ちうるものであることを必要とし，かつ，それで足りるというべきである（最高裁第二小法廷昭和50

年10月24日判決・民集29巻9号1417頁）。

2）法的因果関係とは

ａ　研究目的ではなく，責任の主体を明らかにするための社会的価値判断が目的

ｂ （したがって，）一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく，高度の蓋然性の証明で足る

ｃ　判断の材料は，自然科学的なデータや知見に限らず，経験則に照らして全証拠を総合検討する

ｄ　判断の基準は，（研究者が基準ではなく）通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信をも

ちうるかどうか

2 佐賀地裁仮処分決定の特徴

1）判断基準

ａ　ルンバール事件の基準

ｂ　仮処分事件における基準

さらに民事保全手続においては，暫定性，迅速性というその手続の特質に基づき，実体的要件

（被保全権利，保全の必要性）の立証は，当事者の主張が一応確からしいという心証を裁判官に

与える挙証としての疎明によってなされる（民事保全法13条2項）ことに鑑みれば，民事保全手

続における因果関係の立証の有無については，通常人が特定の事実が特定の結果発生を招来した

という関係の存在を，確信するに至らなくとも一応確からしいという心証を持ちうるものか否か

ということで判断すべきである。

2）ノリ第三者委員会の組織と成果についての評価

ノリ不作等検討委員会は，水域生態学，海岸工学，藻類学（ノリ養殖），水産資源学，環境微

生物学，浅海干潟環境学，海岸環境工学，水環境工学，水産増殖学，水圏環境学等の各分野を専

門とする学術研究者及び長年有明海において漁業を営んできた漁業者代表が，債務者（水産庁・
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農林水産省農村振興局等）及び長崎・佐賀・福岡・熊本各県等から提出された膨大な資料に基づ

き，多大な時間と労力を注いで分析をし，さらにそれぞれの立場（特に一部の漁業者代表間には

利害関係の対立すら認められる。）から議論をした上で，委員会における各検討段階に応じてそれ

ぞれ見解を示したものであって，それら各見解の内容は当裁判所の審理においても極めて信頼に

値するというべきものである（債務者としても主務担当行政庁の長である農林水産大臣が，第1

回ノリ不作等検討委員会において，「関係漁業界の代表者，各分野の第一人者であります先生方

にお集まりいただいた本委員会の論議に全幅の信頼を寄せ，いただいたご提言は最大限尊重して

まいりたいと考えております。」と発言し，その後も，同大臣等が繰り返し委員会の場において同

様の発言をしているところである。）。

かようなノリ不作等検討委員会が，前記のとおり，「諌早湾干拓地排水門の開門調査に関する

見解」において「諌早湾干拓事業は重要な環境要因である流動および負荷を変化させ，諌早湾の

みならず有明海全体の環境に影響を与えていると想定され」ると指摘し，さらに種々の調査等が

進んだ後の最終報告においても，「潮差の減少については①外海の潮汐振幅の減少，②東シナ海

全体の平均水位の上昇に伴う湾内の平均水位の上昇，③諌早湾干拓地潮受堤防締切などによる海

面の減少，がその原因として指摘されている。これらの寄与率について，潮汐の数値シミュレー

ション結果によるM2分潮の振幅比較によると，②は微小とされるが，①と③についてはいろい

ろの研究者による計算にはかなりの幅があり，さらに検討の余地があろう。」，「このような諫早干

拓地前面での局地的ではあるがかなり大きな流動の変化とこれに伴う水質，底質，生物の変化は

有明海全体に影響を及ぼしたことが想定される」，「このような干潟の喪失は特に湾奥での環境悪

化の進展と無関係ではないであろう。」などと指摘しているのである。

3）ノリ第三者委員会以外の多数の研究成果や漁民の実体験の評価

かかるノリ不作等検討委員会の指摘に加え，種々の調査結果（ノリ不作等検討委員会終了後に

なされた調査も含む。）やその分析に基づき，多数の学者が，本件事業が有明海において生じた漁

業被害に影響を及ぼしている旨の見解を示していること，特に，ノリ不作等検討委員会の提言に

基づき行われた短期開門調査（平成14年4月～5月）に合わせて水質環境調査を行った研究グル

ープは，開門の結果，島原半島をとりまくように広範囲の潮目現象が出現したことを2度にわた

り空から確認しており，これを踏まえて，諌早湾に潮受堤防が建設されたことにより，それまで

有明海を反時計回りに環流していた海水の流れが，引き潮時に諌早湾から有明海に流出する海水

が制限されたことに伴って弱まり，最奥部の表層水が停滞して外海水との交換率が低下し，そこ

に大規模な赤潮が発生しやすくなったとの調査結果を報告していること，さらに有明海で実際に

ノリ養殖業，貝採取業，漁船漁業等に従事する漁民の多く（たとえば漁民アンケート調査結果に

よると回答者の9割近く）が，自らの日々の操業に伴う実体験として，潮の流れが弱まった，本

件事業と漁業被害との間には関連性があると実感していること，本件事業後，諌早湾外の有明海

の潮流に変化（遅速化）がみられるとの実測データも得られていること等も併せ考慮するならば，

因果関係の疎明の有無についての前記基準に照らす限り，本件事業が有明海で生じた漁業被害の

唯一の原因とまでは断じ得ないものの，少なくとも前記漁業被害に一定程度寄与していることに

ついての因果関係の疎明はあると認めることができる。
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4）公平の見地による立証の軽減と中長期開門調査を実施しないことの評価

この点，債務者は，本件事業と漁業被害との間に因果関係があると断ずることはできない旨主

張し，これに沿う資料を提出するなど，確かに，現時点において自然科学的意義における因果関

係の証明がなされているとまでは認め難い。

しかしながら，そもそも前記のとおり法的評価としての因果関係の立証（疎明）としては一点

の疑義も許されない自然科学的証明ではないのである。それに加え，そもそも債権者らと債務者

の間には人的にも物的にも資料収集能力に差が存するのであって，かかる債権者ら・債務者間の

能力差を全く無視し，債権者らのみにいわば上記の自然科学的証明にも近い高度の立証を求める

のは民事保全手続においても妥当する公平の見地からは到底是認し得えないというべきところ，

さらに，債務者は，自らノリの不作等の原因を調査する方法等について提言を受けるべくノリ不

作等検討委員会を設置し，同委員会が「諌早湾干拓地排水門の開門調査に関する見解」において

可及的中，長期の開門調査を提言し，同調査は本件事業による影響の検証に役立つとしたにもか

かわらず，債務者は未だかかる中・長期開門輝査を実施していない状況であり（なお，債務者と

して種々の点を考慮し，開門調査を実施していないことは一応推認される。），その経緯に鑑みれ

ば，むしろかかる提言に沿った中，長期開門調査が行われないことによって事実上生じた「より

高度の疎明が困難となる不利益」を債権者らのみに負担させるのはおよそ公平とはいいがたい。

これらの点を踏まえた上で，当裁判所が本件において提出された全疎明資料をもって検討する

限り，現段階においては，少なくとも法的因果関係の疎明はあると評することができる。

5）再生のための事業見直しと工事凍結の必要性（仮処分命令の必要性）

本件事業を開始するに当たって行われた環境影響評価で予測された範囲を越える地域にまで被

害が及んでいることが一応認められ，かつ，その漁業被害の程度も深刻であって，それを前提と

する限り，本件事業による債権者らの損害を避けるためには，既に完成した部分及び現に工事進

行中ないし工事予定の部分を含めた本件事業全体を様々な点から精緻に再検討し，その必要に応

じた修正を施すことが肝要となる（本件事業の一部中止に伴う経済的損失及び影響を考慮しても，

本件事業の継続に伴う有明海域全体における漁業被害の程度が今後どのように推移するのかは不

明確である以上，現時点で直ちに以上の再検討を不要とするまでの事情は見出し得ない。）とこ

ろ，その再検討にあたっては二次被害の発生防止や防災効果の維持等種々の観点も加味せざるを

えず，かつ，本件事業規模の巨大性という特質から，当該検討には一定程度時間を要することは

明らかであり，その間に現在予定されている本件事業による工事が着々と進行していったならば，

前提事実の変動からその再検討自体をより困難なものとするであろうことは容易に推認できると

ころである。

そうである以上，重要なのは本件事業の一時的な現状維持（現状固定）であり，その観点から

は内部堤防工事等の差止であっても，債権者らに生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるため

に必要というべきであって，保全の必要性は認められる。
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6

3 佐賀地裁異議審決定

1）工事分断論について

このような一連の工事の進行途中において，申立人（債務者）が主張する如く、既に完成した

工事部分（潮受堤防）を切り離し，今後行われる予定の工事のみに着目して、当該予定の工事が

被申立人（債権者）らの漁業を営む権利を侵害する可能性がないとの理由で、当該工事の続行禁

止を求める被申立人（債権者）らの被保全権利の発生を否定するのは（かかる申立人（債務者）

の主張を貫徹すると，既に完成した工事部分による被申立人（債権者）らに対する被害発生の疎

明がなされたとしても、被申立人（債権者）らの救済は後日の妨害物撤去請求ないし損害賠償請

求訴訟で解決するほかないということになる），あまりに硬直した解釈と言わざるを得ない。なぜ

なら、本件事業の既に完成した工事部分（潮受堤防）と被申立人（債権者）らの漁業被害との聞

には後述のとおり一応の因果関係の疎明が認められる以上，今後とも被申立人（債権者）らには

上記工事部分（潮受堤防）による漁業被害の継続、ひいては回復しがたい被害を被る虞れがある

と懸念されるところ、他方，申立人（債務者）は本件事業の施行主体であり、上記工事部分を自

ら完成させた者である上，本件事業による漁業被害を将来的にできる限り最小限に抑えるための

種々の工夫あるいは事業計画の修正等をなし得る立腸にあり，これをなすことが必ずしも不経済

ないし不可能事でもないと思料されるほか、被申立人（債権者）らにとって，漁業被害を将来的

に防ぐための第一歩としては工事の差止め以外に他の有効な代替手段も見当たらず，その意味で

差止めが被申立人（債権者）らが採り得る現時点で唯一の最終的な手段と思料されるからである。

かかる意味において，被申立人（債権者）らの有する漁業行使権に基づく妨害予防請求権には、

本件の特質に照らし、申立人（債務者）に対する、被申立人（債権者）らに発生することの懸念

される漁業被害を未然に，かつ，将来的に最小限に抑えるための種々の工夫あるいはそのための

事業計画の修正等を求めるための，現任進行中又は将来予足される工事の差止めを求める権利を

内包していると解するのが相当である。

2）因果関係について

申立人（債務者）は，「農林水産省九州農政局が平成14～15年度で実施した開門総合調査によ

れば，数値シミュレーションと観測デークの分折等により，潮受堤肪の締切りによる影響は，ほ

ぼ諫早湾内に止まっており、諌早湾外の有明海全体にはほとんど影響を与えていないという結果

が得られている。」旨主張するが，そもそも数値シミュレーションの正確性の担保が明らかでない

上，同省農村振興局長が平成15年3月に委嘱した中・長期開門調査検討会議の報告書でも.「赤潮

については，水質，流動及び底層の貧酸素化が，底生生物については、流動、赤潮、底層の貧酸

素化及び底質の変化が関係しているという可能性が指摘されており，間接的ではあるが，開門総

合調査の検討の中で諫早湾干拓事業との関係を一部明らかにできたと考えられている、しかしな

がら，有明海における赤湖の発生メカニズムや底生生物の減少要因等の生物関係の課題について

は，行政対応特別研究等による調査研究が進められている段階にあることから，これらも含めて、

本分野に関係する試験研究機関等による新たな知見を期待することとされている。」と指摘されて

いることに照らすと，上記開門総合調査の結果をもって，「潮受堤防の締切りによる影響は，ほ

ぼ練早湾内に止まっており，諫早湾外の有明海全体にはほとんど影響を与えていない」とまで即

断することはできないというべきである。



4 高裁決定

1）差止め請求権（工事分断論への批判）の一般的な成立

相手方らは，いずれも有明海の海域にその漁業行使権を有している。相手方らがその漁業行使

権を第三者から侵害されたときは，直接その第三者に対し，妨害排除ないし妨害予防の物権的請

求権を行使できる。水産動植物の採捕又は養殖の事業であるという漁業の特質からすると，時々

刻々と変動する当該海域の水質，底質，潮位，潮流などの漁業環境が大事。その悪化をもたらす

人為的事象も当然に排除ないし予防の対象となる。相手方らが主張するのは，現在及び将来の漁

業環境の悪化に対する改善請求という妨害排除及び妨害予防請求権と解する。

2）差止め請求権の具体的な成立要件と証明の程度

ただ，漁業環境が悪化したからといって，すぐにこれらの物権的請求権が発生するものではな

い。漁業環境の悪化の内容や程度，それによる損害の有無や程度，人為的事象の内容や態様，人

為的事象と漁業環境の悪化との関連性，ひいては損害との関連性の有無や程度等を総合考慮して，

はじめて物権的請求権の成否及び内容が決定される。本件仮処分により諌早干拓工事の差止めを

認めるか否かは、その事柄の性質上，これらの事由の疎明の程度としては，一般の場合に比べて

高くなる，いわゆる証明に近いものが要求される。

3）因果関係・権利侵害

ア 九州農政局が行った開門総合調査の結果報告，ノリ不作等検討委員会の見解，短期開門時の

水質環境調査の結果報告，行政対応特別研究報告，有明海・八代海研究者会議における発表内

容，有明海の環境ないしこれと本件事業との関係に関する学者の見解，さらには日々有明海で

漁業に従事する相手方ら漁民の実感などを総合すると，諌早干拓工事と有明海の漁業環境の悪

化との関連性を否定できないが，その割合・程度という定量的関連性を認めるまでには至らな

い。

イ 平成12年度のノリ養殖は記録的な不作であり，諌早干拓工事との関連性が疑われる。昭和54

年から平成16年までの有明海沿岸4県のノリ養殖の生産量の推移からは，現在のところ，ノリ

養殖の生産量自体の減少を認めることはできない。タイラギ及びアサリの漁獲量は，近年，減

少している傾向が認められ，諌早干拓工事との関連性が疑われるが，関連性が疎明されるまで

には至っていない。

ウ 諌早干拓工事と有明海の漁業環境の悪化との関連性については，定性的には否定できないが，

定量的には明らかではない。現在のところ，諌早干拓工事は，種々の複合的な原因の一つとし

て，有明海の漁業環境に対して影響を及ぼすことを通じて，相手方らに対して漁業被害をもた

らす可能性が考えられるというに止まる。その意味で，九州農政局は，ノリ不作等検討委員会

が提言した，中・長期の開門調査を含めた，有明海の漁業環境の悪化に対する調査，研究を今

後も実施すぺき責務を有明海の漁民に対して一般的に負っている。特に，有明海のノリ養殖の

共販金額は大不作の平成12年度ですら約271億円であり，これと平成16年度の約447億円との

差は実に176億円に上る、これに対し，諌早干拓工事による計画農業粗生産額は，約2460億円

という巨費の2パーセントにも満たない年間約45億円である。費用対効果という面からも，上
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記調査，研究の必要性は大きい。しかし，諌早干拓工事と相手方ら主張の漁業被害との関連性が

あるという疎明，ひいては，諫早干拓工事により相手方らの漁業行使権を侵害されたという疎明

があるとは未だいいがたい。結局，本件仮処分申立ては，その被保全権利について疎明がないか

ら，理由がない。

5 最高裁決定

1）因果関係論

本件事実関係の下においては、国営諫早湾土地改良事業と抗告人らの主張する漁業被害との因

果関係の疎明がないとした原審の認定判断につき、所論の判例違反、経験則違反等の違法がある

とはいえない。

2）工事分断論

また、本件仮処分命令の申立ては、潮受堤防が諫早湾を締め切っている現状において、大部分

は陸上の工事として予定されている残工事の差止めを求めるものであるところ、このような残工

事の続行が、抗告人らに著しい損害又は急迫の危険を生じさせるものであること、すなわち保全

の必要性の疎明もないといわざるを得ない。

6 公調委原因裁定

1）因果関係の立証の程度

ルンバール基準を踏襲する

2）環境変化と事業との因果関係

諫早湾干拓事業（特に、潮受堤防の締切）の有明海の環境に対する影響は、調整池、諫早湾内

及びその近傍場では認められるものの、広く有明海では、潮汐振幅のわずかな減少に対する部分

的な寄与が認められることを除き、申請人らの主張するような環境変化を認めるに足りるデータ

がなく、環境変化が認められるとしても、従前からの変動傾向の範囲内とみるべきであり、ある

いは、環境変化の要因に関し未解明な部分もあることから、現時点で、有明海の環境変化と干拓

事業の関係を高度の蓋然性をもって肯定するには至らない。

3）被害と事業との関係

ノリ養殖については、赤潮の発生・増加がその被害の要因の一つであることが認められるが、

赤潮の発生・増殖の機構には未解明部分があるため干拓事業との関係を肯定し得ず、タイラギ、

アサリ漁業については、被害をもたらす要因の解明が十分にされていないことから、また、クチ

ゾコ漁業については、漁獲量の変化と干拓工事の進捗状況が対応していないことから、いずれも

漁業被害と諫早湾干拓事業との関係を肯定することができない。
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4）「付言」というタイトルのいいわけ

成層度の強化等の環境変化の可能性は否めないものの、これを裏付ける客観的データがなく、

赤潮の発生・増殖機構等の科学的解明が十分に行われていないなど、本件の因果関係に関わる重

要な論点について、客観的な証拠資料や科学的知見が乏しいという状況下で認定判断を行わざる

を得ず、漁業被害と諫早湾干拓事業の因果関係を高度の蓋然性をもって肯定するに至らなかった。

従って、今後有明海を巡るこれらの環境問題について更なる調査・研究が進められて、環境変

化の実態とその要因が解明された上、的確な対策が実現され、かつてのような豊かな有明海が再

生されることを切に念願する。

7 一連の司法の判断をどう評価するか

1）佐賀地裁の判断の枠組みとそれ以外の判断の枠組みの違いは何か

ａ　紛争解決という司法の役割に忠実なのはどちらか

→紛争は解決するか

・佐賀地裁への嵐のような追加提訴

・マスコミ，自治体の反応

→紛争はますます混迷を深めただけ

ｂ　国の行う大規模事業に対する毅然たる態度の有無

→調査についての言い訳やリップサービスでお茶をにごす

2）否定できない到達点

ａ　影響は諫早湾内にとどまるという国の主張を打ち破り，有明海異変の原因として諫干を無視でき

ない状況を作った

ｂ　佐賀地裁はもちろん，福岡高裁，公調委のいずれも調査の必要に言及せざるをえなかった

ｃ　公調委専門委員報告書などによって有明海異変・漁業被害の解明に関する科学的到達点が前進した

8 時のアセスに向けての課題

深刻な漁業被害と有明海異変に対し，シロではないとされ，調査の必要があると司法から指摘され

た事業を，漫然と続けることの是非が問われている。

漁民の運動を核にしながら，時のアセスを当面の結節点にした新たな裁判手続，国会内での論議，

研究者の取り組み，市民運動が求められている。
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研究者有志は，8月30日に出された標記裁定に対する意見書を佐賀地裁に送りました．この意見書

の内容を広く漁民や市民の皆さまに理解していただくために，以下に要約して紹介します．

要　旨

●裁定内容は真摯に因果関係を明らかにしようとしたものではなく，撤回すべきです

裁定は，「漁業被害は認められるが，現在の証拠関係からは，漁業被害と干拓事業による環境

影響との関係については，高度の蓋然性を認めるには至らず，申請人（漁民）の申請は棄却する」

という内容でした．この裁定は，干拓事業と漁業被害の因果関係について全力を尽くして明らか

にしようとした内容とは考えられません．因果関係を明らかにしようとするならば，あらゆる方

法論をとることが必要です．

干拓事業以前の観測結果が極めて不足している状況では，まず疫学的に見ることが求められて

います．この方法論は最近の公害問題の裁判ではいくつか取り上げられていますが，本裁定では

疫学的考察がまったく行われていません．次に，様々なデータを総合的に見ることはせずに，因

果関係を示しているデータと否定しているデータをセットで取り上げて，因果関係は不明である

としています．木を見て森を見ずという言葉のように，部分を見て全体を見ていません．赤潮を

例にとると，締め切り以後に雨量と赤潮の大規模化の関係が得られましたので，海域の成層化が

原因として想定されました．成層化の原因として潮流速の低下が考えられ，これは潮受け堤防締

切り後に生じた潮位差の減少から予想されることです．専門委の数値シミュレーションで成層化

の可能性が指摘され，申請者（漁民）側から浅海定線結果を用いてこのシミュレーション結果を

支持する解析がなされました．これだけの資料が揃えば干拓事業が赤潮を引き起こした可能性は

極めて高いと考えられるのに，浅海定線データ結果と符合しないという一部の否定的な情報をも

って，因果関係の「高度の蓋然性」は認められないという裁定を行ったのです．

このような対応は，自然現象は難しくて，簡単にはわからないという立場に立つものであり，

原因を明らかにしようとする裁定委員の役割を果たしていないと考えられます．裁定委員は，因

果関係を明らかにする上で必要な情報を十分集めず，合理的な考察をきちんと行っていない状況

で漁民側要求を却下したものであり，裁定結果は認められず，撤回されるべきです．

●「高い蓋然性」を言うならば具体的に示すべきです

本件のような公害・漁業被害の原因裁定において，どの程度の蓋然性を設定しているのか，公

害等調整委員はより明確に示すべきです．専門委員を含め，研究者は，現在の科学的証明技術の

水準とその限界，特にシミュレーションによる再現性や検証に使用可能な過去のデータ量などを

理解したうえで各結論を導き出しています．言い換えれば，検証に使用可能な過去のデータ量が

限られ，革新的なモデル技術の導入による再現や予測精度の向上も期待できない現状を勘案すれ
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ば，今後，有明海における調査研究が進んだとしても，科学的に証明可能なレベルは現時点とそ

う大きくは変わりません．専門委員報告書は，おそらくこの科学的証明の限界を「高度の蓋然性」

と見なし，現時点でもっとも優れた数値シミュレーションを実施して，データとして得られてい

る環境変化や漁業被害と関連づけようとしました．その結果，例えば赤潮の大規模化と諫早湾干

拓事業の因果関係を推定しています．

司法の場で求められる蓋然性は，研究の現状をよく理解して決められるべきです．そのために

公害等調整委員会では専門委員の設置が認められているのです．科学的な情報量と技術の制約が

ある以上，証明可能なレベルはおのずと決まってしまうことはやむを得ないことで，裁定委員は

この様な研究者の状況判断について十分に理解すべきです．そして，その様な制約下でも公害や

環境影響を最小限にとどめる必要があるからこそ，不足した蓋然性を補完する科学的方法として

予防原則という理念，疫学という方法論があるというのが漁民側研究者の主張です．

●「高い蓋然性」を言うならば中・長期開門調査を提言すべきです

裁定委員が設定した「高度の蓋然性」を証明するために現時点で考えられる方法は，中・長期

開門調査以外ないのです．先にも述べたとおり，科学的な因果関係の証明の上で最も大きな障害

となっていることは，検証に用いることが出来る過去のデータが圧倒的に不足していることです．

堤防が無かった過去の状態のデータを補うために中・長期開門調査が必要です．因果関係を明ら

かにするという本来の役割，そして，高度の蓋然性として実際にはきわめて高いハードルを設定

した以上，直接的に因果関係を解明する上でもっとも適切な中・長期開門調査を提案するのが公

害等調整委員会の最低限の責任です．

要旨についてさらに詳しく知りたい方は，下記の解説をお読みください．また，より詳しく知りた

い方は元になっている研究者意見書を参照してください．

原因裁定：「干拓事業が漁業被害を引き起こしたかどうかは，調査不足で不明」の問題点　

2003年4月に漁民は，公害等調整委員会に，ノリ，タイラギ，クチゾコの漁業被害が諌早湾干拓事

業によって生じたことを認めるよう求める原因裁定を申し入れました．十数回にわたる書面の提出，3

回の参考人尋問，1回の現地調査を経て，2005年2月に専門委員報告書がまとめられました．それま

での経過から，漁民はもちろん，マスコミや多くの関係者が，漁業被害は諌早湾干拓事業が引き起こ

したと認定されると考えていました．

裁定は，総選挙の公示日の8月30日に出されました．皆さまご存知のように，「漁業被害は認めら

れるが，現在の証拠関係からは，漁業被害と干拓事業による環境影響との関係については，高度の蓋

然性を認めるには至らず，申請人（漁民）の申請は棄却する」という内容でした．ここで，「現在の

証拠関係」というのは，現在得られている調査結果などを指しています．したがって，まだまだ調査

しなければ，干拓事業が漁業被害を引き起こしているのかどうかわかりません，と言っていることに

なります．これは，これからも大いに調査を進めますと言っている農水省の言い分とほとんど同じ内

容です．

原因裁定には，1）因果関係が認められる，2）因果関係はない，3）因果関係はわからない，の3つ

のどれかになりますが，裁定も農水省も3）の立場をとっています．2000年度のノリ大被害以来，膨

大な資料の収集と解析，高額な研究費の投入によって有明海の環境について多くのことがわかってき

ました．多くの調査結果が得られても因果関係がわからないというならば，ア）裁定委員には洞察力
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がないか，イ）本当に調査不足なのか，のどちらかと考えられます．研究者意見書はア）だと考えて

いますが，裁定委員がイ）と主張するならば，どのような調査が欠けているのかについて指摘するの

が責任ある対応です．しかし，そのような指摘はありません．

原因裁定に関する研究者意見書：因果関係が存在する可能性は高い，裁定書の誤りの指
摘，専門委員報告書の取り扱い，裁定は撤回すべき，中・長期開門調査を提言すべき　

原因裁定で漁民を支援していた研究者は，干拓事業が漁業被害を引き起こした可能性（裁判用語で

は蓋然性）が高いと考えています．これらの研究者は，裁定は重要な調査結果の無視，現象の非科学

的理解やあいまいな論理が隋所に見られること，原因を明らかにしようという立場ではなく，自然現

象は複雑でわからないという立場（一般的に不可知論と呼ばれる）に立っていること，従って裁定を

撤回すべきであること，原因を明らかにしようという立場に立って中・長期開門調査を提言すべきで

ある，との意見書（諫早湾干拓事業による有明海漁業の被害の原因裁定に対する意見書）を発表しま

した．以下に，この意見書が述べていることを解説します．

1. 干拓事業と漁業被害の間の因果関係―疫学的方法論による検討―

この因果関係を科学的な疫学的方法で考察することが必要です．疫学は，原因（環境汚染，原因食

品，薬剤など）と結果（公害病，食中毒症状，副作用）の因果関係を科学的に明らかにする方法です

（参照，津田敏秀著：医学者は公害事件で何をしてきたのか，市民のための疫学入門）．疫学は，原因

に関係した人（例えば原因食品を食べた人）と関係しない人（原因食品を食べなかった人），症状を

示した人と示さなかった人との関係を調べて，因果関係を明らかにしようとする方法です．ある食品

を食べて下痢を起こした人数が，食べなかった人の下痢を起こした人数よりはるかに多ければ，その

食品が下痢を引き起こしたと認定され，どちらの人数も同じ程度なら，その食品は原因でないという

ことになります．

干拓事業と漁業被害との因果関係問題では，原因が干拓事業と疑われるので，干拓事業が開始され

た1989年より前と後が比較対象となります．症状は，この場合，魚種または生産物ごとの漁業被害で

す．干拓事業以後の漁業被害でも，その原因が干拓事業とは無関係であることが示されれば，因果関

係は認められません．しかし，干拓事業以後の漁業被害で，干拓以外の原因では説明できないものに

ついては干拓事業との因果関係の蓋然性が高いと判断されます．

漁業資料はかなり整っているものの，締め切り前の環境資料が乏しく，そのなかで因果関係を検討

するには，疫学的手法はとくに重要です．疫学的に因果関係の高い蓋然性が認められたとき，より詳

しい調査，あるいは発生機構解明が因果関係の有無を判断するために必要かどうか吟味しなければな

りません．水俣病の場合に，水俣湾のチッソ工場廃水で汚染された魚介類を摂取したことで発症した

ことが明らかであれば，水俣病発症機構が明らかでなくても因果関係は認定されます．因果関係の蓋

然性を認めることと，因果関係の詳細な機構の解明は別の問題です．

2. 干拓事業が漁業被害（ノリ，タイラギ，クチゾコ）を引き起こした蓋然性が高い

2.1 ノリ被害

2.1.1 締め切りによって赤潮が大規模化してノリ被害が生じた可能性が高い

裁定書では，締め切り後赤潮が大規模化してノリ被害を引き起こしたことを認めています．締め切

り後の赤潮の大規模化が，干拓事業と関係のない原因で起きたことが証明されれば，干拓事業がノリ
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被害を引き起こしたことは否定されます．しかし，裁定書では干拓事業以外の原因（窒素負荷の増加，

水温の上昇，日射量の変化など）によって赤潮が大規模化したことは，否定しています．普通の人が

考えれば，干拓事業が赤潮の大規模化を引き起こして，そのためにノリ被害が生じたという因果関係

は認められると考えるはずです．

2.1.2 締切り後に赤潮が大規模化したことを示す調査結果

干拓事業が赤潮を大規模化したという重要な調査結果が示されています．雨が降れば，河川流量が

増加して，海に栄養塩が流れ込むとともに，表面に低塩分水の層ができて（成層），赤潮が発生しや

すくなることについて漁民の方々はよく知っています．熊本県立大の堤教授は，雨と赤潮の規模との

関係を調べたところ，雨量に比例して赤潮規模が増大するという直線関係を見出しました（図1：有

明海の生態系再生をめざして，日本海洋学会編，恒星社厚生閣，2005のｐ110）．この直線関係を，締

め切り前と後で比べると，直線関係は締切り前も後にも見られますが，締切り後には，同じ雨量でも

赤潮発生規模指数が2倍から3倍になっています．例えば赤潮発生前40日以降の雨量が200mmの場

合，締め切り前の指数は約5000なのに，締切り後は約16000となっていて，指数は3倍以上増加して

います．締め切り後はちょっとした雨でも以前よりずっと赤潮が発生しやすくなっていることを示し

ています．堤教授は，これは締め切りによって，雨が降ると以前より成層化しやすくなったためと考

えています．研究者が驚いたのは，裁定書でこの堤教授の研究がまったく述べられていなくて，無視

されていることでした．これでは裁定委員は原因裁定を十分行ったとは言えません．

2.1.3 専門委員や漁民側研究者が示した成層化

堤教授は，締め切り後に海は成層化しやすくなったと推定し，実際の観測でも成層化が起きている

ことを明らかにしました．問題は，締め切り後に成層化しやすくなったかどうかです．この問題を検

討するために，専門委員は，最新の数値シミュレーションによって締め切が海に与える影響を調べま

した．その結果，有明海中央部では潮流も弱まり，成層化が起きやすくなることが示されました．有

明4県水産試験場が毎月調べている浅海定線調査結果を調べて，筑後川水は締切り後に佐賀県側に寄

って流れるようになり，大牟田などの福岡県南部には流れにくくなったこと，さらに佐賀県側では成

層化が起きやすくなっていることが示されています（程木私信）．専門委員の数値シミュレーションで

予測されたことが浅海定線データの解析によって裏づけされたことになります．
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図1 1981～2002年の10～12月に有明海奥部沿岸域（長崎県諫早市，佐賀県
白石町，福岡県柳川市，大牟田市）で発生した赤潮について，その発生前
40日間の平均降水量と赤潮発生規模指数の関係．



2.1.4 赤潮発生機構が解明されるまで因果関係は認められないという考えは誤り

裁定書は「赤潮の発生・増殖の機構については，なお相当に未解明な部分が残されている．現在の

データや知見を前提とする限りは，赤潮の増加要因を特定し，高度の蓋然性をもって認定するには至

らない」と述べています．簡単に言うと，有明海の赤潮発生機構がわからなければ，因果関係は認め

られません，と述べています．

チッソ工場廃水で汚染された海で漁獲された魚介類を食べたため水俣病が生じたことは認められて

いました．しかし，そのような魚介類を食べたらどうして水俣病になるのかという水俣病発症の原因

物質とその生成機構が明らかでないとして，因果関係を認定するまでに長い時間が経過しました．赤

潮の発生機構が明らかでないので因果関係を認定するには至らないという今回の裁定は，国などの水

俣病問題における無責任な対応とそっくりです．

締め切り以後に赤潮が大規模化して，締め切り以外の赤潮の大規模化の原因を説明できなければ，

赤潮の発生機構がわからなくても，締め切りと赤潮大規模化の因果関係は明らかです．赤潮発生機構

がわからないと言って，因果関係を認めなければ，水俣病の方々が長い間認定されなかったことと同

じことが繰り返されます．このような裁定はとうてい認められません．裁定委員は水俣病の教訓を学

ばなければなりません．

2.2 タイラギ漁業

2.2.1 締切り後にタイラギ漁業は壊滅

図2には，長崎県諫早湾のタイラギ漁獲量が1991年から諫早湾口周辺で採砂が始められてから急速

に減少して，1994年以後壊滅したこと，佐賀県のタイラギ漁は1996年と1997年に大きく回復したが，

2000年以降壊滅したことを示しました．諫早湾口周辺のタイラギ漁壊滅と干拓事業との因果関係はほ

とんど明らかと言えます．

有明海奥部のタイラギ漁は1998年以降激減して，2000年以降はほとんど漁獲されなくなりました．

タイラギ漁獲量は，18～19年周期を基本に，6～8年周期を示してきました．近年は1979年に高い漁

獲量となり，その後1986年，1990年，1997年にピークを示しています．しかし，1997年から8年後の

2005年になってもタイラギ漁は回復のきざしを示していません．この有明海奥部タイラギ漁の激減に

ついて今のところ，干拓事業以外の明確な原因が示されていないので，時系列的な関係が示すように

干拓事業と有明海奥部タイラギ漁業減少の間に因果関係が存在する可能性はきわめて高いのです．

2.2.2 締切り後に浮遊幼生は十分でも着底稚貝が減少

西海区水研などの調査によれば，2003年夏にタイラギ幼生は諌早湾口周辺でもっとも分布密度が高
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図2. 諫早湾干拓工事以降の長崎県と佐賀県のタイラギ漁獲量と諫早湾内
砂採取量の推移



く，次に有明海湾奥の諫早湾に近い水域に多く分布していました（第9回有明海・八代海総合調査評

価委員会）．この分布は約20年前の1981年および1982年の結果とほぼ同じということです．同じ2003

年夏の調査で，着底稚貝は主に有明海奥部の東側に分布していて，諫早湾口部と有明海湾奥西部の佐

賀県側には分布していません．1981年に着底稚貝は有明海奥部全域に分布していました．

これらの結果から明らかなことは，ア）約20年前と比較して，浮遊幼生分布に変化が見られない，

イ）着底稚貝は1981年と比較して2003年には諫早湾口から佐賀県側に至る水域で分布しなくなった．

ウ）2003年に福岡県側に着底稚貝が分布していたが，漁業対象になる大きさまで成長できなかった，

ということです．従って，タイラギの浮遊幼生は十分存在するのでタイラギ漁業壊滅原因は浮遊幼生

の減少ではない，締切り後着底稚貝が減少したことがタイラギ漁業壊滅の原因と考えられます．

着底稚貝が生長しない原因として，佐賀県有明水産振興センターの研究者は，近年の貧酸素と底質

の細粒化が原因と考えています．締切り後，貧酸素と底質の細粒化が起きたのは，ア）赤潮が大規模

に起きるようになって，底に沈降して分解されるときに酸素を消費してしまう，イ）流れが弱まった

ために底質が細粒化する，ことが想定されます．実際に有明海奥部では泥の水域が佐賀県側から湾央

部へ広がってきたことが佐賀県有明水産振興センターの調査で示されています．

2.3 クチゾコ漁業

クチゾコとはウシノシタ類の地方名で，漁獲統計ではウシノシタ類とされています．漁獲統計によ

るウシノシタ類の漁獲量推移を見ると（図3），長崎県では1988年または1989年から漁獲量が減少し

始めています．長崎県も含む有明海全体でも1989年以降減少しています．このように，有明海のクチ

ゾコ（ウシノシタ類）漁獲量の減少は干拓工事開始以後です．干拓工事以外の漁獲量減少要因は明ら

かにされておらず，干拓工事と漁業被害との因果関係の可能性が高いと言うことができます．

3. 裁定書内容の誤り

3.1 有明海奥部の成層化

2.1.3で述べたように，締切り後有明海奥部では成層化が進んで，赤潮が大規模化した蓋然性が高い

ことが示されました．裁定書では，専門委員のシミュレーションで成層化が示されたことは認めたも

のの，成層化を示しているデータが見当たらないので，このシミュレーションが示した成層化を認め

ることはできないと述べています．

裁定委員が取り上げた成層化を示していないとしてあげたデータの一つ目は，1973年と2001年に海
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図3 有明海のウシノシタ（クチゾコ）類の漁獲量推移
（ウシノシタ計は有明海全体の値）



上保安庁が行った流速観測結果です．比較された調査点は島原半島とその対岸を結ぶラインより南側

にあります．両年の潮流を比較すると，ほとんどの点で，2001年の流速が速くなっている（40％，

50％，130％）というものです．裁定書では，流速が遅くなっていないので，成層化も起きないとし

て成層化を否定しています（解説：成層化は，流速の3乗に反比例します．流速が10％減少すると，

成層化は30％増加することになります）．海上保安庁の流速を裁定書が取り上げたことに対する批判

点は，1）赤潮が起きた有明海湾奥のデータでないので，赤潮問題と関連づけることは難しい，2）30

年前と現在とは有明海の地形がかなり異なっているので比較できない，締め切り前と後で比較するの

が正しい，3）全体に有明海の潮流が弱まっていると言われているのに，40～130％も潮流が速くなっ

たという結果はにわかに信じられない，の3点です．

裁定書が次に持ち出したのは，浅海定線調査結果では，成層化が見られないから，成層化が起きた

とは言えないというものでした．しかし，原因裁定で漁民側を支援する研究者からは，浅海定線調査

結果から明らかに成層化した結果がでていると報告されています．これについて裁定書は，はっきり

しない解析であるとあいまいな理由で否定しています．しかし，浅海定線データによって示された成

層化が生じた海域は，専門委員がシミュレーションで予測した結果とほぼ同じものでした．専門委員

のシミュレーションは，締め切りによって，筑後川河川水が海に出た後，締め切り以前と比較して佐

賀県側に偏って流れ，成層化が生じることを予測しました．シミュレーション結果と実際の浅海定線

調査結果の解析がほとんど同じことを述べているので，成層化が起きた蓋然性は極めて高いと言うこ

とができます．

九州大学の小松教授などが，1993年と2003年に島原沖で1ヶ月にわたって潮流観測をした結果，締

め切り後の2003年の潮流は締め切り前の1993年に比べて20～30％遅くなったことを示しました．裁

定書は，島原沖は流れの変化が大きいので，GPSの精度が悪いためにそのような結果が出されたので

はないかと，とんでもないことを書いています．そこまで言うのならば，30年近く前の海上保安庁の

調査にはGPSのような精度の高い機器が使われていなかったことを問題にしないのはまったく不自然

で，この裁定書で保安庁調査結果を持ち出すことはできません．因果関係を説明できる資料について

ははっきりしない理由で批判して，因果関係を否定する資料については批判なしに受け入れているこ

とが見受けられます．

3.2 底質の細粒化

諌早湾口や有明海奥部のタイラギが壊滅した一つの原因が底泥の細粒化だと考えられています（も

うひとつの原因は貧酸素化と考えられていますが，別に取り上げます）．しかし，裁定書は締め切りに
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図4 農水省が実施しているモニタリングの調査点



よって底質の細粒化（泥化）が起きたかどうかわからないと述べています．

3.2.1 諌早湾口底質の細粒化と底生生物

裁定書では，農水省のモニタリング結果を用いて，諌早湾内の底質環境は悪化しているが，湾口は

変化がなく，底生生物も変化していないと述べています．そこで，モニタリング結果を見てみましょ

う．図4はモニタリング点を示しています．図5はモニタリングによる底質のCODの推移を示してい

ます．明らかに北側のB4は諌早湾央のB3と同程度CODが上昇しています．湾口中央部のS10でも，

上昇程度はB4より少ないですがCOD値が増加しています．変化が見られないのは南側のB5だけで

す．これでは，諌早湾口の底質は変化がないと断言できないはずです．

次に底生生物モニタリング結果を見ました．環境悪化が進むと，一般に湿重量が減少します．年変

動が大きいので，締め切り前9年間と締め切り後7年間の湿重量を平均で比較したものを表1に示しま

した．湾口北側のB4では締め切り後に湿重量は大幅に減少しました．中央部のS10でも締め切り後に

減少しましたが，減少幅は小さいものでした．南側のB5では締め切り後むしろ増大しました．従っ

て，諌早湾口で底生生物は締め切りによって変化しなかったという裁定書内容は，農水省のデータを

見ても，誤った記載です．

3.2.2 農水省が示した諌早湾口底質の細粒化

タイラギ漁場悪化の原因として，農水省は底質の細粒化と貧酸素が原因と考えていることを示す事

例が明らかとなっています．2005年3月29日に開催された有明海再生会議において配布された九州農

政局資料に「有明海の底質環境の現状」の図が示されています（図6）．この図を見ると，諫早湾口の

大浦周辺では多量のシルト・粘土層が存在していることが明らかです．農水省自身が諌早湾口の底質

が悪化していると考えているのに，裁定委員はなぜ悪化していないと言うのか，問題です．

3.2.3 有明海奥部の細粒化

裁定書は，佐賀県有明水産振興センターの調査結果として，有明海奥部では1989年に極細シルトが

塩田川沖海底水道以西だったのに，2000年には野崎ノ州一帯を除く住之江川沖海底水道以西まで拡大

したことを示しています．佐賀県有明水産振興センターの報告では，佐賀県から福岡県の底質細粒化

の拡大とタイラギ漁獲量の減少との間に関連があると推定しています．しかし，裁定書では，これは

底質の通常の変動の範囲で，締め切りによって細粒化したとは判断できないと述べています．

東幹夫長崎大学名誉教授は，1997年と2002年の諌早湾口から有明海奥部および南部の有明海中央部

の底質は，1997年の結果に比べて細粒化したことを見出しました（図7）．この図を見ると，1997年

にMdφ（底質の粒径を表すもので，値が大きくなると粒径は小さくなる）が1.5であった水域に，

2002年にはMdφ2～3の範囲が諌早湾口付近や熊本県沖で広がっています．一般的に，流速が遅くな
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図5 農水省による底質モニタリング結果

表1 諫早湾口の北側（B4），中央（S10）
および南側（B5）における締め切
り前（1989～1997）と締め切り
後（1998～2003）における平均
底生生物湿重量（g/m2）

1989－1997 1998－2003

B4 244 30.5

B5 146 210

S10 68.1 34.5



ると粒径が細かくなります．東名誉教授は，これは潮受け堤防を締め切ったために潮流が弱まったた

めと推定しています．しかし，裁定書では，東名誉教授の分析結果は誤差が大きくて信用できないと

しています．佐賀県水産振興センターの調査や東名誉教授の調査を否定するならば，裁定委員は細粒

化以外のタイラギ漁獲量の減少原因を明らかにする責任があるのですが，それについては触れていま

せん．

3.3 貧酸素化

佐賀県有明振興センターの研究者をはじめ多くの研究者は，タイラギ漁獲量がなくなったのは，底

質の細粒化とともに，締切り後貧酸素水がしばしば見られるためであると考えています．2000年度の
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図6

図7 有明海全域海底堆積物の中央粒径値Mdφ等値線図の
1997年6月と2002年6月の比較（0～9はφ，破線・点線の数字は水深ｍ）



ノリ大不作を受けて，有明海では今までと比べて詳細に調査がされるようになりました．その結果，

有明海奥部の佐賀県側と諌早湾が貧酸素水の発生水域であることがわかりました．裁定書では，諌早

湾で貧酸素となることは認めていますが，諌早湾口では貧酸素にならず，従って諌早湾の貧酸素の水

は有明海の湾奥に行かないと述べています．有明海奥部の貧酸素は締め切りと関係ないというわけ

です．

2.2.2で紹介した，2005年3月29日に開催された有明海再生会議において配布された九州農政局「有

明海の底質環境の現状」という資料に，有明海底質で硫化水素臭が確認された範囲，という図があり

ます（図8）．これを見ると，諌早湾口から湾奥一帯に硫化水素臭が確認された範囲が広がっていま

す．硫化水素臭がするというのは貧酸素水が存在する証拠です．裁定書が述べるように諌早湾口は貧

酸素にならないというのは，農水省が示す資料で誤りであることが証明されています．

有明海奥部，とくに佐賀県側で貧酸素となった原因も締め切りによると考えられます．2.1で紹介し

たように，締切り後筑後川水は佐賀県側に偏って流れるようになったことが専門委員シミュレーショ

ンや浅海定線調査の解析で示されました．そうすると成層化して，大規模な赤潮が発生します．大規

模化した赤潮が沈降すると，底層で貧酸素となることが推定されます．実際に，赤潮が出た後に貧酸

素となるという観測結果が得られています．裁定書が述べているのとは異なって，諌早湾口および佐

賀県奥部の貧酸素が締め切りによって生じた可能性は高いと考えられます．干拓工事と締め切りによ

って多量に存在していた諌早湾口のタイラギがまず壊滅し，次に赤潮の大規模化によって有明海奥部

が貧酸素状態となり，先に述べた底質の細粒化とあいまって，タイラギ資源が壊滅した蓋然性は高い

ことになります．

3.4 タイラギ資源調査の見落とし

タイラギ漁獲量が減少，壊滅したとき，まず調査する必要があるのが，タイラギの浮遊幼生，着底

稚貝などの分布やタイラギの成長です．これらは佐賀県や福岡県の水産試験場および西海区水産研究

所などで調査されています．2.2.2で紹介したように，以前と比べて浮遊幼生量は変化がないが，締切

り後には着底稚貝が少なくなったことが明確に示されています．これはタイラギの専門家が述べてい
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図8



るように，底質の細粒化と貧酸素が原因と推定されています．しかし，裁定書には，タイラギの浮遊

幼生や着底稚貝の調査結果にはまったく触れていません．タイラギ資源を考えるときまず行うべき考

察を行っていない裁定書はタイラギ被害について科学的に論じる資格を失っていると考えられます．

裁定書にはこれ以外にも，誤った考え，最新のデータを見落とすなど多くの問題点があります．関

心のある方は，研究者意見書を参照してください．

4. 専門委員報告書

裁定委員は有明海の海洋学や漁業などの専門家でないので，専門家にお願いして干拓事業と漁業被

害の間の因果関係を明らかにしようとしました．しかし，裁定書を読むと，専門委員が苦労してまと

めた報告書の内容をほとんど重視していないことがわかりました．専門委員が独自に行った数値シミ

ュレーションは，国側が行ったものと比較して精度がよいことは裁定書でも認めています．しかし，

裁定書は，この専門委数値シミュレーションで得られた結果を，いろいろな理由をつけて，本当かど

うかわからないと述べています．弁護団に聞くと，依頼した専門家の報告書を重視しないことはまっ

たく異例なことだと述べています．裁定委員は，専門委員がまとめた報告を否定できるような専門的

知識を持っているとは考えられないので，専門委員以外の専門家に相談したのではないか疑問も残り

ます．自らが依頼した専門家のまとめを否定する裁定委員の裁定に大きな疑問が残ると考えるのは当

然のことです．

※この解説は，東幹夫（長崎大学名誉教授），宇野木早苗（元東海大学教授），佐々木克之（元中央水

研），田北徹（長崎大学名誉教授），堤裕昭（熊本県立大教授）が連名で発表した原因裁定批判の意

見書を，佐々木の責任でまとめたものです．

20



21

公害等調整委員会 報道発表資料――談　話



22

公害等調整委員会 報道発表資料
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参考1：事件処理の経過
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公害等調整委員会 報道発表資料――参考2：漁業被害に係る裁定事件の先例／参考3：事件の背景
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参考4：「原因裁定」について



26

公害等調整委員会 報道発表資料――別添：裁定（概要）
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別添：裁定（概要）
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別添：裁定（概要）
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別添：裁定（概要）
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別添：裁定（概要）



本日，公害等調整委員会は，漁業被害の原因は諫

早湾干拓事業にあるとして，2003年4月16日に有明

海漁民が申請した「有明海における干拓事業漁業被

害原因裁定事件」について，17名の漁民全員の申請

を棄却した。

今回の裁定にあたって，公害等調整委員会は，4

名という異例の数の研究者を専門委員に任命し，10

回の審問と2日間の現地調査，申請人である漁民な

らびに漁民側と国側の双方から申請したそれぞれ3

名づつの研究者証人の尋問を行った。専門委員は，

これまでの研究成果を踏まえ，独自のシミュレーシ

ョン調査を行うなどして，詳細な報告書を提出した。

専門委員報告書は，魚種と漁場ごとに漁場環境の

変化を検討している。その結果，本件干拓事業との

関連性について，諫早湾近傍場については明確に結

論づけることができるとし，それ以外の漁場につい

ても，強弱の程度の違いはあるものの可能性を肯定

している。
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本来，このような専門委員報告書を踏まえるなら

ば，法的因果関係の認定は十分に可能である。

しかるに今回の裁定は，専門委員報告書のこうし

た到達点があるにもかかわらず，客観的データの蓄

積や科学的知見がなお不十分として，申請を却下し

た。

こうした裁定委員会の判断は極めて遺憾であると

いわざるをえない。

本来，中長期開門調査をサボタージュして客観的

データの蓄積と科学的知見の前進を阻んでいるのは

農水省である。このような判断が許されるなら，サ

ボタージュしたものが勝ちということになり，正義

の理念に著しく反することになるのは明らかであろ

う。

われわれは，こうした不当な裁定にくじけること

なく，有明海を宝の海によみがえらせるため，最後

まで全力を尽くす決意である。

有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件の裁定にあたって
2005年8月30日

有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件弁護団

公調委の恣意的裁定に対する抗議声明
2005年9月5日

有明海漁民・市民ネットワーク

公害等調整委員会は去る8月30日、諫早湾干拓工

事と有明海漁業被害に係わる原因裁定で、非情にも

私たちの申請を棄却した。ここに私たちは、公調委

が行った因果関係の検討内容がいかに科学性や論理

性を失ったものであるか、又いかに恣意的な基準に

よって判定した結果であったかを明らかにして、断

固たる抗議の意を表明するものである。

1．被害認定拒否の暴論

公調委は申請者17名中15名に漁業被害を認定し

たものの、残る2人の熊本県のタイラギ漁民の被害

を認定しなかった。その却下理由は、あまりにも乱

暴なものだった。

すなわち公調委は、もともと熊本県全体のタイラ

ギ漁獲量は毎年数十トン程度であり千トン単位の他

県よりも極端に少なかったので、それが締め切り後

ゼロになったとしても被害とは認定できないという

驚くべき屁理屈をもって認定を拒否したのである。

たしかに熊本県内のタイラギ資源量はもともと他県

より少なく、したがってタイラギ漁民の数も少なか

ったので他県の市場に出荷していた事情も加わって

県全体の漁獲統計額が少ないのは事実である。しか

し、だからと言って個々の漁民にとっては、県全体

の統計は関係がないのである。タイラギで全生活を

支えてきた漁民個人の漁獲がゼロになることは、彼

らにとっては死活問題なのであって、これが被害と



して認識できないというのは、公調委の判断がいか

に常識外れなものであるかを示している。

却下の理由に合理的根拠がない以上、熊本の2名

も被害が認定され、本来であれば17名全員の被害が

認められて当然だったのである。

2．あまりにも突飛な因果関係の判定基準

しかしそれでも公調委は15名の被害を認めたうえ

で、諫干締め切り後に有明海で赤潮が増加したとい

う事実関係も認定し、赤潮が増加すれば直接的にノ

リ被害に結びつき、またプランクトンの沈降堆積に

よって底質が悪化してクチゾコやタイラギなど魚類

や貝類の被害に結びつきうるという被害へ至るメカ

ニズムも認定した。それにもかかわらず、結論とし

ては17名全員の申し立てを棄却したのである。それ

はなぜか。諫干から漁業被害まで結びつける全体の

論理展開の中で、認定されなかった重要な鎖はただ

一点である。それは、特に締め切り前の「データ不

足や赤潮発生増殖機構に関する科学的知見が不足」

していることを表面上の根拠にして、諫干と赤潮を

結びつける論点において「高度の蓋然性」を肯定す

るに至らなかったというのである。ここには重大な

問題点が潜んでいる。

公調委は言葉の上では「因果関係の立証は、一点

の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験

則に照らして全証拠を総合検討し、事実と結果との

間に高度の蓋然性を証明することであり、その判定

は通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信

を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それ

で足りる」とした最高裁判例を踏まえる立場を表明

している。この最高裁の判例に則って、当の公調委

自らは平成14年に杉並区不燃ゴミ中継施設健康被害

原因裁定申請事件において、住民側の原因裁定申請

を一部認める裁定をくだしている。その際の具体的

な判断基準（「通常人が疑いを差し挟まない程度の

真実性」の存否）は、いわゆる疫学的判定基準と言

われるものが使われていた。すなわち①事実（施設

の稼働開始）と結果（健康被害）の間に、時間的場

所的近接性が認められること、②事実（施設から排

出された何らかの有害化学物質）と結果（健康被害

発生）を結ぶメカニズムについての合理的な説明が

成立する可能性があること、③結果（健康被害）を

もたらす他の原因が見いだせないこと、の3点が充

足されれば「真実性」があると判定されて最高裁判
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例の言う「高度の蓋然性」が認められるということ

になる。既にこの疫学的判定基準に則った多くの判

例が各地の裁判所でも出されている。特筆すべきは、

この杉並病事件では遂に有害物質が何であるかにつ

いては科学的に特定できないままであったにもかか

わらず、それでも公調委は疫学的判定基準に忠実に

従って申請を認容するという公正な結論を導き出し

たことである。

この疫学的判定基準を、今次有明海事件で公調委

が認めた事実をつなげて当てはめてみれば、以下の

ように私たちの申請も容易に認容されていたはずで

ある。すなわち、①97年に締め切られた諫干という

「事実」と98年から有明海で赤潮の増加・大規模

化・長期化したという「結果」（この事実関係は公

調委も認めた）の間には、時間的場所的近接性があ

り、②諫干と赤潮を結ぶメカニズムとしては、「成層

度の強化論」（この論については公調委も赤潮増加

のメカニズム論として成立しうることを認めている）

や「海水交換率悪化論」、「諫早湾流入海水減少論」

「最大流速出現時刻変化論」など複数の合理的な説

明が成立しうるだけでなく、③諫干以外に、一般論

として赤潮の増加をもたらすと考えられる他の原因

（国側が主張した海水温上昇・奥部海域透明度上昇・

二枚貝の捕食圧低下による富栄養化・日射量増加・

降水量増加）は、公調委もことごとく否定したよう

に、98年からの赤潮増加の理由としては科学的に説

明が困難であり、結局のところ諫干以外の他要因は

考えられない、ということになるわけである。つま

り疫学的判定基準に則っていれば、杉並病同様に今

次原因裁定も、諫干と赤潮、したがって漁業被害に

至る因果関係は当然にも認定されていたことを意味

する。

しかしそれでも結果的に公調委は、諫干と赤潮を

結ぶ因果に「高度の蓋然性をもって認定するには至

らない」として諫干から被害に至る論理の一カ所の

みを断ち切ったのであるが、その際に公調委が持ち

出した唯一の根拠は「赤潮の発生・増殖機構につい

ては、なお未解明の部分が残されている」というも

のだった。赤潮一般の発生増殖機構であれば、確か

に科学的知見はなお不十分であり発展途上にあるの

は間違いない。しかし本件で問われているのは赤潮

論一般ではなく、あくまでも98年から増加している

有明海における赤潮の発生増加メカニズムにすぎな

い。上記②に述べたように、ここでは諫干に起因し



て有明海で赤潮が増加したメカニズムについて合理

的説明がつけばそれで足りるのであるし、そのメカ

ニズムが複数考えられるとしても、いずれも諫干に

起因したメカニズムである以上、それ以上の詳細な

究明は不要である。事実、杉並病問題で公調委は、

中継所排気及び周辺大気から検出される有害物質に

は毒性を持つものが少なくないとして複数の物質を

例示しただけであり、このうちどの物質が原因だっ

たかは特定しないまま、したがってその物質がどの

ようなメカニズムで人体に影響を与えるかの詳細な

医学的メカニズムの検討も行えないまま、まさに疫

学的観点から判定を下しているのである（この点、

疫学調査からチッソの工場排水が原因と分かった後

になっても、なお排水中の原因物質の特定や発病に

至るメカニズムの解明を求められたことによって原

因の認定が遅らされた水俣病問題の経緯とは段違い

である）。諫干に起因する複数の赤潮発生メカニズ

ムのどれが、あるいはどれとどれがどの程度の割合

で、実際に寄与しているかが不明でも、いずれも諫

干に起因するメカニズムが成り立ち得ることが証明

できれば上記②の要件は充足されるのである。この

点は上記杉並病事件の内容からも明らかであろう。

ところが今次裁定書では、疫学的判定基準に沿え

ば上述のように結果的に申請を認めざるを得なくな

るために、公調委は突如として、赤潮についての一

般的な知見がもっと充足しなければ諫干が赤潮増加

をもたらしたと「自信をもって」断定できない、と

いう理屈を出してきたのである。こんな言い逃れが

まかり通るのであれば、環境や公害問題のあらゆる

事件について、因果関係の認定は今後一切不可能に

なるだろう。科学は日々発展しており、それに終わ

りはないのであって、その意味ではいつの世の科学

も不十分である。ここで公調委が実質的に採用した

判定基準は、疫学的判定基準を大きく逸脱している

だけでなく、たとえ完全な自然科学的証明がなされ

たとしても、悪意ある判定者ならば「将来の科学水

準からすればまだ不十分」を根拠にして恣意的判断

をくだすことになるだろう。私たちは、このような

主観的かつ意図的な判定基準を絶対に認めることは

できない。

先の5／16福岡高裁は「疎明の程度としては、一

般の場合に比べて高い、いわゆる証明に近いものが

要求される」として、事実上の「自然科学的証明」

を要求してきたのであるが、今回の公調委は自然科
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学的証明よりもさらに高く、誰にも絶対に飛び越え

られないハードル（言わば未来の科学水準からする

証明）を設定したことになる。それは自然科学者か

ら構成される専門委員会が提出した報告書のシミュ

レーションや見解を、法律専門家の裁定委員が簡単

に否定し去ったという点にも如実に表れている。最

高裁判例に違反したこの異常な公調委の姿勢に、私

たちは政治的な臭いを感じないではいられない。つ

まり「結論ありき」だったのではないかとの疑いで

ある。このために裁定書における論理展開は、次項

以下に見るようにご都合主義的であって一貫せず、

あまりにも乱暴で各所で綻びを露呈している。

3．漁民の実感を信用しない公調委

裁定書における個々の論点の中で、私たち漁民ネ

ットとして看過できないのは、ほとんどすべての有

明海の漁業者が実感してきた有明海奥部海域におけ

る潮流鈍化を、各種シミュレーションと海上保安庁

調査結果の二つのみを根拠に事実として認定しなか

った点である。これが最大の足かせとなって、赤潮

増加メカニズムの本命と目される「流速鈍化による

成層度強化論」の根拠が薄いとされたわけであるが、

たとえここで奥部の潮速減少問題を留保したとして

も、諫干による成層度強化のメカニズムは他の証拠

（有明海奥部でも潮受堤防の有無の違いで最大流速

出現時刻に数十分もの狂いが生ずるという農水省シ

ミュレーション結果だけからしても、有明海奥部海

域での部分的海水停滞化傾向や流速鈍化が推定でき

る）からも複数の可能性が認定されてしかるべきだ

ったと言わねばならない。公調委は他の自らに都合

の悪い論点では同じシミュレーションの限界を強調

して否定してみせながら、私たちの主張を否定する

理由としてはこれを採用するという、まさにご都合

主義そのものの論理展開を行ったのである。また海

上保安庁の潮流調査は、締め切り後の調査時点にお

ける大きな降雨量のために密度流が強まり（この影

響で流速は速くなる）、本来締め切り後は遅くなっ

ているはずの潮流速が通常より速くなり、その結果

30年前の調査結果との間に大きな変化が出なかった

可能性が高いのである。ところが公調委はこの調査

の「潮流に大きな変化なし」の結論だけは無批判に

採用し、他方平均して12％も減少したとする西海区

水産研究所の流速調査結果は両調査時の季節が違う

という理由（密度流の違いに比較すればわずかな誤



差と考えられる）で採用しないという首尾一貫しな

い判断を行っている。底質の細粒化やベントス種の

変化という傍証もあり、しかもほとんどすべての漁

業者が口を揃えて証言している潮流鈍化という事実

を、なぜ公調委は信用しないのか、私たちは強い憤

りを感じるものである。

4．データもシミュレーションも成層度強化の

事実を示す

次に、今回の裁定における最大の争点となった成

層度の強化問題について、これをなりふり構わず否

定しにかかる公調委の姿勢の異常ぶりを指摘しなけ

ればならない。

確かに赤潮の発生増殖機構としては、理論的には

富栄養化や海水温上昇など数々の要因・メカニズム

が考えられるし、その具体的なメカニズムの詳細に

ついては不明な点が多く、そうした意味では科学的

知見が発展途上にあることは事実であろう。しかし

現在発生している有明海の赤潮については、数ある

要因候補のうちどれに当てはまるかについては、現

状の調査だけで十分判断できるのである。実際、熊

本県立大学の堤教授の研究室が2001年から継続的に

実施している調査からは、有明海奥部での赤潮には

必ず成層が伴っているという事実が明確になってい

る。公調委がその気にさえなれば、いつでも自ら調

査してその事実を追検証できることである。ところ

が今次裁定書では奇妙なことに、現に成層が生じて

いるという事実にはなぜか全く言及されておらず、

したがって認定もされることなく終わっている。審

問の場で参考人として証言した堤教授の調査結果に

ついての評価が、裁定書で全くなされないのは何故

なのか。記述を忘れたで済むような軽い論点ではな

いから、意図的に無視したのではないかと考えざる

を得ない。

現に成層が頻発しているという明々白々な事実が

認定されてはじめて、その次に問われるのが、締め

切り前と比較して成層度が強化されたか否かという

問題になるのではないか。ところが公調委は、諫干

締め切り以前の実測データが不足しており、観測結

果で確認できないことを理由にして諫干によって成

層度が強化された点を認定しなかったのである。こ

の一点を認定したら最後、簡単に諫干から漁業被害

までの因果が結びついてしまうのだから、公調委に

とっては最後の砦ともいうべき絶対に譲れない一線
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だったのだろう。

しかし専門委員が独自に行ったシミュレーション

結果では、諫干の堤防の有無の違いによって河川水

の有明海における輸送経路に変化が生じ、その結果

諫干後は成層が強化されたという重大な事実が判明

した。しかも私たちも浅海定線データの解析から、

一部調査ポイントでは河川水の輸送経路が変化し、

鉛直混合が弱まっている事実を明らかにして、その

シミュレーションの正しさを結果的に裏付けてきた。

そのうえ堤教授のデータ解析によっても、単位降水

量当たりの赤潮指数が98年以降急激に大きくなった

ことが完璧に証明されているから、結局のところ

「締め切りを境にして有明海奥部の成層度が強化さ

れ、その結果赤潮が増加した」事実の証明は二重三

重になされてきたのが実態だったのである。成層度

の強化が認定されれば、論理必然的に諫干によって

貧酸素水塊が頻発していることになり、ノリ以外の

魚貝類被害の因果関係論にとっては二つ目の要因

（一つ目はプランクトン堆積による底質の泥化）と認

定されることになるから、これは全体の帰趨を決す

る重要な論点なのである。

ところが驚くべきことに公調委は、この堤論文に

ついても裁定書では何らの言及も行っていない。し

かも前述のように、いろいろと問題の多い浅海定線

観測データからさえも、私たちは成層度強化の事実

を摘出提示しているにもかかわらず、公調委はなお

成層の強化を証明する「データが不足」していると

言い張り、挙げ句の果てには自ら選任した専門委員

の行ったシミュレーション結果まで否定するという、

無理に無理を重ねて「成層度の強化論の証拠はなお

弱い」とする最終判定を行ったのである。こうした

判定方法が前述の疫学的判定基準の②とほど遠いこ

とは言うまでもないだろう。②では、諫干によって

メカニズム的に成層度が強化される可能性があるこ

とを示し、かつ成層度の強化が赤潮の増加要因にな

ることが示せれば足りるはずのものであり、厳密か

つ詳細な自然科学的証明は不要だったからである

（杉並病では数種の有害化学物質のうち実際にどれ

が健康被害をもたらしたかの特定はしていない）。し

かも、締め切り後に成層度は強化されていないとい

う証明は、農水省も公調委も行っていないのである

から、それだけでも②の争点は決着済みと言わねば

ならない。

もし公調委が「自信」をもって判断する上で、本



当にデータによる証明が不足していると考えるので

あれば、それは着工前に有明海の調査を十分に行っ

てこなかった事業者側の責任ではないのか。しかも

中長期開門調査を行って、現在よりも成層度が弱く

なれば諫干が原因だったと誰の目にも明らかになる

が、因果関係の有無の判断を任務とする公調委とし

て本当にとことん原因解明を行う意志があるのであ

れば、なぜ農水省に中長期開門調査を行うように要

求しなかったのか。

つまり公調委には、この有明海問題では因果関係

を解明してしまっては困るという何らかの事情があ

って、自らの任務を放棄しているのではないのかと

の疑惑は晴れないのである。公調委に対する社会の

信頼は、本件を境に地に落ちるだろう。

5．因果関係各論への的外れな否定論の不可解

私たちは、諫干を起因として漁業被害に到達する

因果の流れについて、申請した3漁業種（ノリ・タ

イラギ・クチゾコ）に共通する要因（成層度問題か

ら生ずる赤潮・貧酸素・底質悪化という一連の漁場

破壊）だけではなく、魚種ごとに、そして場合によ

っては海域ごとに詳細に立証してきた。しかしそれ

に対する公調委の判定内容は、数々の思い込みに基

づく判断、論理の飛躍、データ処理や利用の恣意性

があり、それらは枚挙に暇がないほどである。

たとえば、海水透明度上昇問題である。浅海定線

調査データによると諫早湾口部や熊本県沖海域は明

らかに締め切り後に透明度が上昇しており、これは

シミュレーションによる潮流鈍化海域と重なるが、

この事実を裁定書は無視して、私たちの主張があた

かも成層度の強化論だけという思い込みのもとに赤

潮増加との関係を判断しようとさえしない。また栄

養塩の枯渇した諫早湾内水が成層の強度や風向きに

よっては三池港方面に移流する可能性（それは謎の

浮遊物の航跡からもブイによる表層流調査結果から

も裏付けられている）についての私たちの指摘につ

いても、その主張をあたかも「平均流」に乗った移

流と曲解した上で否定しにかかる。しかもその際の

否定の根拠の一つとして、諫干工事前でも湾口部の

ほうが大牟田沖よりDIN濃度は低かったということ

がデータによる証明もなしに挙げられているが、実

際には浅海定線調査データは公調委の断定とは反対

の結果を示しているのである。

またタイラギの立ち枯れ原因について、私たちは
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最新のさまざまな調査結果を総合して、諫早湾口部

に集まる浮遊幼生が貧酸素にさらされるので活力が

落ちることが根本原因と指摘したが、公調委はそれ

に対する具体的な反証は全く行うこともなしに、ノ

リ第三者委報告書や研究者のかつての論文に、「現

在立ち枯れ原因を解明中で今後の課題」と書かれて

いるということのみを理由にして、私たちの仮説を

否定するという無茶苦茶な論法である。

そしてクチゾコについても、その漁獲量が下降線

をたどり始めた年を85年前後とグラフを読み違えた

うえで（実際は海底掘削調査が始まったと見られる

88年から下降）、潮受堤防工事が本格化した94年以

降のグラフは横ばいだから工事の進行と対応しない

と否定しにかかる。しかし農水省の言う潮受堤防工

事の本格化という意味は盛土工事が始まったことを

示すにすぎず、その頃からは湾内の海況も安定し始

めていたのであって、横ばいになるのも当然である。

クチゾコの生息に影響を与えた地盤改良工事など濁

りの発生する工程は、まさに盛土工事が本格化する

前の88～93年頃を中心に行われていたわけであり、

裁定は事実を意図的に無視していると言わざるを得

ない。

6．最後に

公調委は本来、公害問題の紛争解決を目的にして

いたはずである。しかし上述のような恣意的な裁定

内容では、漁業者のみならず国民の誰も納得できる

ものではなく、これでは紛争の解決どころかその長

期化・混迷化にしか結果しないことは明らかである。

審問の場において国側に積極否認（諫干以外の原因

で異変を説明すること）を求めたのは加藤委員長本

人だったはずであり、国がそれに失敗した以上は潔

く因果関係を認定するか、それでも認定しないと言

うなら、農水省に代わって公調委が原因を最後まで

解明したうえで、私たちに納得のいく裁定書を書き

上げる任務を負っていたはずである。結果的には因

果関係は不明という内容の裁定しか下せず、その本

来の責務を放棄した公調委に、もはや存在意義を見

いだすことは難しい。今次裁定は誤りだったと、早

晩、科学と正義の名によって公調委は厳しく断罪さ

れることになるだろう。

ここに私たちは今次不当裁定に満腔からの抗議の

意を表明すると共に、今後とも有明海再生のための

闘いに全力をあげることを誓うものである。



公害等調整委員会（以下、公調委）は、去る8月

30日、諫早湾干拓事業（以下、諫干）と有明海漁業

被害の因果関係の認定を求めた原因裁定で、申請者

全員の申し立てを棄却した。しかしこの裁定は、因

果関係を明らかにするという原因裁定の趣旨とは裏

腹に、科学性・論理性を失った極めて恣意的な内容

であり、国との二人三脚による「始めに結論ありき」

の政治的な裁定であると言わざるを得ない。私たち

は、この不当な裁定を断じて受け入れることはでき

ず、ここに強く抗議する。

裁定は、客観的データの蓄積や科学的知見が不十

分として、「高度の蓋然性」をもって因果関係を認

めるには至らないとしているが、公調委が選任した

専門委員報告書等からも因果関係は認定できるのに、

意図的なデータ無視や現地データおよびシミュレー

ションのご都合主義的な利用によって、因果関係の

認定を放棄してしまった。枚挙に暇がないほど多く

の点で恣意的な評価がなされているため、一つ一つ

指摘するゆとりはないが、言葉では最高裁判例を踏

まえるとしながら、実際には自然科学をもねじ曲げ

たその無責任な姿勢に憤りを禁じ得ない。

因果関係はこれまでの調査研究成果からも十分証

明できるはずであるが、ここまで高度な証明を漁民

側に求めるなら、もはや中長期的に水門を開放して

閉め切り前の環境に近づける以外に方法はない。な

ぜなら、閉め切り前のデータが不足していることが

因果関係の証明を困難にしているからである。そし

てそれは、委員長からの「積極否認」の要求に答え

ることができなかった国の責任であるはずだ。しか

し、今回の裁定は、中長期開門調査をサボタージュ

した国を許す結果になっており、著しく不公平かつ

不誠実である。もちろん、これで諫干原因説が否定

36

されたわけではなく、なお諫干に強い疑いがあるこ

とは事実なので、農水省は、予防原則に照らして工

事は即時中断し、中長期開門調査によって因果関係

を明らかにする責務があるのは言うまでもない。

私たちは、「原因は不明、調査中」と言って逃げ

回る国に対して、因果関係を明らかにさせようと公

調委に裁定を求めた今回の原因裁定事件に期待して

いた。それは、この委員会が多発する公害紛争に対

して公正かつ独立した機関として作られた組織であ

ること、杉並病はじめ近年は多くの事例でいわゆる

疫学的判断基準による公正な裁定が行われてきたこ

と等から、信頼に足ると判断できたからである。結

果として申請者側の判断が甘かったと言えばそれま

でだが、しかしここまでこの国が腐敗しているとは

思いもよらず、ただただ愕然とするばかりである。

公調委は、国に対してはその存在意義を示したかも

しれないが、国民の信頼は大きく失墜した。委員長

は、「今後更なる調査研究が進められて有明海の再

生が図られることを念願する」と他人事のような談

話を付けているが、紛争解決機関としての役割を放

棄した今回の裁定によって、有明海漁民は今後も苦

しめられるのである。諫早湾では長年にわたってこ

の干拓事業に翻弄されてきたが、言い換えれば、公

調委もまた有明海見殺しの共犯者となってしまった

のだ。

しかし、私たちはこれで有明海再生を諦めるわけ

にはいかない。漁民は今後もこの有明海を生活の拠

り所にしなければならないからである。そして諫早

干潟の復元なくして有明海再生はないからである。

私たちは、このような不正義と断固戦い、諫早干潟

の復元～有明海再生を勝ち取る決意である。

公調委・原因裁定棄却決定に対する抗議声明
2005年9月8日

諫早干潟緊急救済本部／諫早干潟緊急救済東京事務所
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最高裁の不当決定とわれわれの今後について
2005年9月30日

よみがえれ！有明海訴訟弁護団

干拓工事差し止め仮処分に関する最高裁判所の決定文
2005年9月30日

平成17年（許）第27号

決　　　　　定

抗告人　別紙抗告人目録記載のとおり

相手方　国

同代表者法務大臣　南野　知惠子

同指定代理人　　　竹内　秀明

福岡高等裁判所平成17年（ラ）第41号工事差止

仮処分認可決定に対する抗告について、同裁判所が

平成17年5月16日にした決定に対し、抗告人らから

抗告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決

定する。

主　　　　　文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理　　　　　由

抗告代理人馬奈木昭雄ほかの抗告理由1から3ま

でについて

本件事実関係の下においては、国営諫早湾土地改

良事業と抗告人らの主張する漁業被害との因果関係

の疎明がないとした原審の認定判断につき、所論の

判例違反、経験則違反等の違法があるとはいえない。

また、本件仮処分命令の申立ては、潮受堤防が諫早

湾を締め切っている現状において、大部分は陸上の

工事として予定されている残工事の差止めを求める

ものであるところ、このような残工事の続行が、抗

告人らに著しい損害又は急迫の危険を生じさせるも

のであること、すなわち保全の必要性の疎明もない

といわざるを得ない。いずれにしても、本件仮処分

命令の申立てを却下した原審の判断は是認すること

ができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

決定する。

平成17年9月30日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官　濱田　邦夫

裁判官　上田　豊三

裁判官　藤田　宙靖

裁判官　堀籠　幸男

本日，最高裁判所第3小法廷は，諫早湾干拓事業

の差止めを求める仮処分事件の許可抗告申立事件に

おいて，佐賀地方裁判所の仮処分命令（昨年8月26

日）を取り消した福岡高裁の保全抗告決定（本年5

月16日）を追認する抗告棄却の不当決定を出した。

裁判所から連絡を受けたのは，本日，決定が出た

ので，決定文を送付したこと，および，決定主文が

抗告棄却であるとのことだけであった。

しかしながら，情報によると，その理由とすると

ころは，極めて遺憾であると言わざるをえない。

理由の第1は，因果関係論について，高裁決定を

追認するという内容である。この点の不当さについ

ては，すでに高裁決定の際に，また，公調委の原因

裁定の際にも批判したところである。国がみずから

設置したノリ第3者委員会の提言にもかかわらず，

中長期開門調査をサボタージュし，データの蓄積や

科学的知見の前進をはばんでいるなかで，サボター

ジュしたものが勝ちといわんばかりの認定であり，

極めて不当である。

理由の第2は，高裁ですらも言及しなかったいわ

ゆる「工事分断論」である。すなわち，最高裁は，

現在残っている残工事を差止めても，残工事の続行



が著しい損害をもたらすものではないと述べている

ようである。この点は，佐賀地裁が，本件工事は終

了した工事を含めて精緻に見直す必要があり，工事

が続行されているもとでは，そうした見直しも困難

となると述べたのと対照的である。我々はこうした，

済んだものはしかたがない式の，やり得と言わんば

かりの国の主張に対し，盗っ人猛々しいと厳しく批

判した。国は高裁において，この工事分断論をさか

んに主張していたが，さすがに高裁ですらも取り上

げることをしなかった。それを今回，最高裁は取り

上げたものであり，被害と世論を無視した，国に肩

入れする極めて遺憾な決定であると言わざるをえな

い。

われわれは，8月30日に公調委原因裁定において

不当裁定が出て以来，近々結論が予測された最高裁

の許可抗告手続においても，悪影響が及ぶことが予

測されたので，今回のような決定が出されることも

予測しながら，今後の準備を進めてきた。

専門委員意見書を大幅に後退させた非科学的な原

因裁定に対しても，近々，専門家の批判意見書が発

表される予定である。日本海洋学会からは，9月15

日に，同学会海洋環境問題委員会に所属し，この間，

有明海異変に関する研究を進めてきた複数の研究者

による，それぞれの専門分野についての調査・研究

や，シンポジウムなどにおける議論の成果を基礎に

まとめた「有明海の生態系再生をめざして」が出版

されたばかりであり，本件干拓事業が有明海異変と

深刻な漁業被害の原因であることは，ますます明ら

かになりつつある。
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同時に，重要なことは，これまでの全ての手続を

通して，国は本件干拓事業の影響は諫早湾内にとど

まると主張したが，いずれの手続においても，そう

した国の主張は否定され，本件干拓事業と有明海の

環境悪化の関連性は肯定されざるを得なかったこと

である。勝ち負けは法的因果関係の認定における科

学的到達点や調査資料充実の程度に関し，そのハー

ドルをどう設定するかにおける違いによるものであ

った。しかも，国は中長期開門調査を含め更に調査

をすすめる義務があるとまで述べた高裁決定をはじ

め，どの手続においても，調査の必要が言及されて

いることである。

一方で，深刻な漁業被害があり，他方で，その原

因として本件干拓事業が疑われ，しかも，国にはさ

らに調査の必要があるとされているときに，これを

無視して工事を進めることがいかに非常識で不当な

ものかは論をまたないところである。

現在，われわれは，今回の最高裁の抗告却下決定

の可能性も念頭におきつつ，こうした全ての手続を

通じての到達点を踏まえながら，調査，開門，事業

凍結に焦点をあてた，新たな仮処分などの手続の検

討を鋭意続けている。

今回の決定をふまえ，早急に，新たな裁判手続を

提起する所存である。

有明海の再生は，諫干をタブー視しては絶対にあ

りえない。

われわれは，諫干に焦点を当てた真の有明海再生

を実現し，有明海が再び宝の海としてよみがえるま

で，断固として戦い抜く所存である。
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