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開発惨禍̶日本が支援するアジアのダム̶

東・東南アジア河川ウォッチ（ルイサ／ Rivers Watch East and Southeast Asia :
RWESA）は、国際的な支援を受ける東アジア・東南アジアの NGO および市民グルー
プのネットワークとして、2000 年 7 月に結成された。東アジア・東南アジアで進められ
る破壊的な河川開発事業の停止、また、川に依存した生活を送る地域社会への川の
回帰を目指している。（より詳しい情報はこちらへ www.rwesa.org ）
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はじめに

大型ダム開発

は、これまで世界各地の河川や河川生態系

に取り返しの付かない大きな損失を、また、

そこに生活基盤を持つ地域の人々に多くの苦しみをもたらしてきた。これまでに
4000 万人から 8000 万人の人々が大型ダム建設によって、自分たちの土地や家
を奪われている。その後、これらの人々の多くの生活状況は悪化の一途をたどっ
ている。さらに何千万人もの下流に住む人々が、大型ダムによる河川生態系の変
化や漁場の破壊によって生活の基盤を失っている。世界でもっとも豊かな自然生
態系や肥沃な土壌も、貯水池の底に沈んでしまっている。これまで、大型ダム
によって河川生態系全体に取り返しのつかない被害が及んでいるのである。
こうした中、徐々に大型ダムのもたらす損失の大きさが社会的にも問題視され始めてきた。世界中
のダムについて包括的で独立した初めての評価が行なわれ、
世界銀行と国際自然保護連合（IUCN）
によって設立された世界ダム委員会（WCD）はその最終報告書で次のように述べている。ダムは開
発において重要な貢献をしてきたが、「非常に多くの場合、このような便益を手に入れるために、容
認できない、不必要な代償を度々強いることになった。」（*1）
ダムの建設件数はピークであった 1970 年代に比べ、約半数にまで下がってきてはいるものの、い
まだに数百のダム建設が進められており、さらに多くのダム建設が計画されている。日本は国際的にも

iI

iII

はじめに

開発惨禍̶日本が支援するアジアのダム̶

こうしたダム開発を進めていくうえで重要な役割を果たしてきた。日本政府や日本企業は地域住民の生

2002 年 4 月には、検討が続けられてきた国際協力銀行の新しい環境ガイドライン（*3）が発表され

活や環境を破壊しながら、世界中のダム開発に資金を提供しダム建設を続けているのである。

た。新しい環境ガイドラインでは、十分な情報公開と全てのステイクホルダーとの協議のもとで意思決
定が行なわれることの必要性、環境のリスクを正確に把握するために事業者は十分な情報を提供し、

2002 年 9 月には、インドネシアのコトパンジャンダムによって影響を受けた住民が、日本政府や企業

ステイクホルダーからの情報提供を歓迎すること、事業の経済分析の中に環境コストを入れ込むこと

の開発支援における社会的責任を追及する初めての訴訟が行なわれた
（*2）
。
日本政府の融資を受け、

などが盛り込まれ、機関の透明性と説明責任を確保するための仕組みが示された。また、こうした流

日本企業によって建設されたこのダムは、約 2 万人の住民の強制移住を伴い、ゾウ、トラ、クマやサ

れを受けて事業計画や実行可能性調査、環境影響調査など、さらに事業の川上での支援を行なっ

ルといった絶滅が危惧されている動物たちの生態系をも破壊した。原告は 3861 人のインドネシア、コ

ている国際協力事業団（JICA）も、新しい環境配慮ガイドラインの検討を始めている。

トパンジャンダムの影響住民。日本の全面的な支援によって建設された大型ダムによって失われた、彼
らの生活を取り戻すための訴えである。彼らはまた、一人当たり500 万円の補償金を日本政府に支払

国際協力銀行の新しい環境ガイドラインは、今後国際協力銀行が支援するプロジェクトの質を高めて

うよう、訴えている。

いくために重要な役割を担っていくことになる。このガイドラインの一部は 2002 年の 10 月から施行さ
れているが、そのほとんどは 2003 年の 10 月から施行される。日本の NGO や国際協力銀行の支援

1998 年 2 月に建設がはじまったフィリピン、サンロケダムは日本政府が支援するもうひとつの問題事業

する事業によって影響を受ける住民達は、現在検討が進められているすべてのプロジェクトに対して、

である。土砂堆積によって村が埋まってしまうことを懸念し不安な生活を続けるイバロイ先住民族の

このガイドラインを適用するよう強く求めている。これは国際協力銀行の支援する事業の質を向上させ

人々、強制移住によって土地を追われ、ダム建設によって生計手段を奪われ生活不安を抱える人々、

る上で非常に重要である。NGO はこのガイドラインに沿って事業が進められるよう、継続的に綿密

ダム開発を推進するフィリピン政府によって抑圧される人々が、日本政府に繰り返し融資の中止を呼び

なモニタリングを行なっていく予定である。

かけている。しかし、彼らの願いはいまだ、聞き入れられていない。
○世界ダム委員会の結論と勧告
この二つのダム事業は日本でもよく知られているかもしれないが、途上国のダム開発をめぐる問題はこ
れだけではない。本冊子で取り上げるさまざまな事例では、社会的、環境的な問題だけでなく、その

2000 年 11 月には世界ダム委員会も最終報告書を発表し、水およびエネルギー開発プロジェクトにお

経済性をも検証している。
国際協力銀行から融資を受けて計画されたダムプロジェクトの多くが、
当初、

ける意思決定のための新しい枠組みを提示した（*4）
。この新しい枠組みにより、過去に起きた問題

計画された発電量や水の供給量を達成しておらず、結果として借入国に多大な債務負担を強いている

を解決し、今後同様の問題を回避することができるだろう。国際協力銀行は今後、新しいダム開発

からである。

プロジェクトの審査において、この世界ダム委員会の勧告を考慮に入れていくとしている。

これらのダムの多くは、日本の政府が国際協力銀行を通じて行う支援なしでは進まない事業である。

世界ダム委員会のアプローチはすべてステイクホルダーの権利を認識し、彼らに対するリスクを評価す

開発 " の名の下に、日本の市民の税金がこうした破壊的なダム建設を支援するために使われている

ることに基礎を置いている。
すべての負の影響を受ける人々は計画や意思決定段階に参加し、
プロジェ

のである。ダムによる社会、環境、経済への多大な影響や取り返しの付かない被害を被っている人々

クトの便益を共有すべきである。委員会の主な勧告には次のようなものがある。

の苦悩と怒りは、開発を支援する、あるいは推進する日本政府や企業、日本の市民にどこまで伝わっ
ているのだろうか。また、これまでにいったいどれほどの改善がなされてきたといえるのだろうか。

・

○国際協力銀行の新環境ガイドライン

・

国際協力銀行は 1999 年に日本輸出入銀行と海外経済協力基金が統合されて設置された政府系金

・

いかなるダムも、被影響住民の「明確な合意」なしに、また影響を受ける先住民族や部族民に
よる十分な情報に基づく事前の自発的同意なしには建設しないこと。
事業を進める前に、包括的な参加方式によって、水およびエネルギーの必要性と、それを満たす
多様な代替手段の評価を行なうこと。
と。

融機関である。業務は二つの柱に別れ、日本企業の海外進出を投融資や保証などで支援する国際
金融等業務と、円借款による途上国への開発援助を行なう海外経済協力業務とがある。国際協力
銀行は世界最大の開発金融機関の一つであり、年間の出融資額は約 2 兆円に及ぶ。

iV

既存の水およびエネルギーシステムの効率をできる限り高めることを、新規事業よりも優先するこ

・

既存のダムによる被害を受けている人々に過去に遡って補償し、破壊された生態系を再生するメカ
ニズムを開発すること。

v
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コトパンジャン・ダムによって移転させられ
た住民のなかには、漁業や農業を営むため
に元の居住地に戻る者もいる。貯水池の
水位が予測されていたものよりも低いため、
冠水せずに残っている家もあるのである。

勧告では、これらを実行に移していくために、政府や国際金融機関、事業者、コンサルタント、その
他のステイクホルダーが取るべき具体的な方策についても示された。
○日本での試み
国際協力銀行は今、まさに大きな変革を迫られている。アジアを中心とした人々の間で、国際協力
銀行が支援してきたこれまでの破壊的な開発モデルに反対する動きが高まり、エネルギーや水、洪
水制御といったそれぞれのニーズに合った代替案が提示されてきている。また、地域を越え、国境
を越えて人々の共有資源である水や土地、森林、その他の資源を利用する権利を人々の手に取り
返すための運動も広がりつつある。2000 年 7 月には、東南アジア・東アジアのダム問題に取り組む
NGO や住民運動のネットワーク、「東・東南アジア河川ウォッチ（RWESA）
（*5）
」が結成された。
RWESA は、東南アジアや東アジアの破壊的な河川開発をストップさせ、ダムによる影響を受けてい
る人々の補償や破壊された生態系の再生をもとめて設立された。RWESA は、国際協力銀行が新
しい環境ガイドラインや世界ダム委員会の勧告を今後の全てのエネルギー、水、洪水制御事業にお
いて遵守することを求めている。また、RWESA は国際協力銀行が世界ダム委員会の勧告にあるよ
うに、既存のプロジェクトによって引き起こされた被害を回復する責任を果たすことを求めている。
日本政府や、国際協力銀行、国際協力事業団、関係省庁、事業者、コンサルタント、その他のステ
イクホルダーは、彼らが支援した事業による地域社会や環境への影響、そして経済的な有効性につ
いて社会的責任を負っている。本冊子では、
特に国際協力銀行のダムへの融資とその課題について、
影響住民の視点からまとめている。ここに挙げられた 6 つの事例を基に、ダムによって引き起こされ
た被害とダムの必要性について再度検討し、今後国際協力銀行がとるべき対策について検討する機
会としたい。

コトパンジャン
ダム
インドネシア

FoE Japan ／インドネシア民主化支援ネットワーク（NINDJA）

FoE Japan
松本 郁子

■プロジェクトの概要
目
総

事

業

的

114 メガワットの発電、洪水制御、灌漑、観光開発、養魚

費

311 億 7000 万円（契約額）

*1.

世界ダム委員会 (World Commission on Dams, WCD) は、高まる大型ダム反対の声に応えるため、1998 年 5 月に設立された。大型ダム
開発の有効性の検討、水資源とエネルギー開発の代替案の調査、国際的に受入可能なガイドライン作成を行った。世界ダム委員会に関して
は www.dams.org 参照。

*2.

インドネシアのコトパンジャンダム開発をめぐって、その計画策定、実行可能性調査（F/S）
、詳細設計（D/D）
、融資と、全面的にダム開発
を支援した日本政府、国際協力銀行、国際協力事業団、東電設計がインドネシアの影響住民によって提訴された。
「 環 境 社会配 慮確認のための国際協力銀 行ガイドライン」 については http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/kankyou/
index.php 参照。

事

*3

「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」については
http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/kankyou/index.php 参照。

影 響を受ける人々の 数

4886 世帯以上（約 1万 7000 人〜 2 万 3000 人）

*4.

世 界 ダム委 員会（2000 年 ）「ダムと開 発 : 意 思 決 定 のための 新しい 枠 組 み」 (World Commission on Dams (2000) Dam and
Development: A New Framework for Decision-Making, Earthscan Publications, London.)

現

*5.

東・東南アジア 12 カ国（韓国、中国、日本、インドネシア、フィリピン、タイ、ビルマ、台湾、ベトナム、カンボジア、マレーシア、香港）のダ
ムによる影響を受けている人々や団体が参加している。

1996 年に完成、1997 年に商業運転を開始するも、貯水池の
水位低下が著しく、114 メガワットの発電は行なえる状態にな
い
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状

エンジニアリング・サービスのため 11 億 5200 万円、本体工
事のため 300 億 2500 万円を融資
インドネシア国営電力公社（PLN）
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住民と意見を交わすことを求めた。さらに、その住民代表の一人と、支援する NGO のメンバー一人は来日し、日
本の国会議員の立会いのもと行なわれた、外務省、大蔵省、通産省、経済企画庁および OECF の担当者との
会合の中で、移転問題が解決されないのであればダム建設を見直すよう求めた。しかし、日本政府は、「移転・
補償は受益国のなすべきことで、インドネシア政府のやることを見守っていくしかない」と述べ、問題があくまでイ

はじめに

ンドネシアの内政問題であるとの主張を繰り返した。その後、インドネシア政府側は、住民の意見を反映すること
もないまま、移転問題はすでに解決されたとし、1992 年、ダム工事の着工に踏み切った。

コトパンジャン協力基金）の円借款によって、インドネシアのスマトラ島中
・ダムは、JBIC（国際協力銀行）
（旧 OECF: 海外経済

移転住民の深刻な収入難

部リアウ州バンキナン付近を流れるカンパル・カナン川及びマハット川の合流地点から10 キ
ロメートル下流に建設されたダムである。このダム建設は、1979 年、東電設計（東京電
力の関連会社）が援助案件探し（プロジェクト・ファインディング）を行ない、同じ東電設
計が JICA（国際協力事業団）の委託で実行可能性調査を実施。その後、OECF が
借款契約を行ない、ダム本体の建設工事を間組（ハザマ）と現地企業が受注した。

の多くは、熱帯林を切り開き、ブルドーザーで造成されたため、表土は洗

124 平方キロメートルもの地域が水没予定地とされ、少なくとも 4886 世帯、約 1 万 7000 人〜 2 万 3000 人の流

地方政府の移転住民に対する当初の約束では、各世帯に 0.1 ヘクタール

域住民が移転。伝統的生活・文化は破壊され、生活水準も大幅に下がっている。また、同地域に生息してい

の住宅地、0.4 ヘクタールの畑地、2 ヘクタールのゴム園が供与され、移

移転を余儀なくされた 10 村（西スマトラ州 2 村・リアウ州 8 村）の地域
住民 4886 世帯が、再定住地で深刻な収入難に直面している。再定住地

「移転せず、ゴム園からの収
入があれば、いまごろ息子を

い流されており、持続的な農業は不可能な状態だ。また、樹木を取り除

大学に通わせることができた

かずに貯水が行なわれ、ダムの貯水池の水質が悪化している。

のに」
̶̶事業の影響を受ける 43 歳の
女性

たスマトラゾウやスマトラトラ、バク、マレーグマ、サルなどの希少生物が生態系の破壊により、絶滅の危機に瀕し

転した際には、ゴムの木はすでに育っており、数年で収穫できる状態であるということだった。しかし、移転した

ている。現地住民は、1992 年のダム着工前からダム建設の中止とOECF の融資中止を訴えてきたが、1996 年

際に与えられたのは、住宅地と畑地のみで、ゴムの木はまったくといっていいほど育っていなかった。このゴムの苗

にダムは完成し、翌 1997 年には貯水が開始された。しかし、現在も反対の声は続いており、2002 年 9 月には、

木が植えられているのは道路沿いの一部だけで、奥の大部分は苗木が植えられてすらいなかった。このように、

現地住民 3861 人が、日本政府、JBIC、JICA、東電設計に、原状回復のための措置と一人当たり500 万円

当初計画されていたゴム園からの収入がないため、住民は経済基盤を確立できておらず、多くの住民の生活水

の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしている。

準は移転前よりも低下している。

主な問題点

移転前は自分の所有するゴム園からの収入で生計を立てていたが、移転後は他人の畑で農業労働者として働か
ざるを得なくなった者もいる。現地では、岩を砕いて土木工事用に売る者も出ており、女性もその例外ではない。

移転・補償合意における住民参加と情報公開の欠如

移転先から元の移住地に戻ったり、新しい土地に移ったりする住民も出ている。

事業は、適切な住民参加がなされず、公開の場での民主的な話し合いが行なわれないままに進められた。そも
そも、事業予定地に暮らしていた住民は移転を前提とされ、立ち退きを拒否できる選択肢は与えられなかった。

以上のような生活補償計画の不備は、補償金の支払いの遅れにも見られる。1997 年の貯水開始の時点では、

住民は、移転後の生活について不安を抱き、移転地の選定や補償内容・手続き等に関する条件を提示したが、

住民の相当数が補償金を受け取っていなかった。現在も、補償は完了しておらず、1998 年と 2000 年には、未

地方政府やインドネシア国営電力公社は「新しい場所に移れば、いまよりもよい生活ができる。」と事業の恩恵を

払いの補償金に対する補償履行を求めて、地方裁判所にインドネシア政府・PLN を提訴している住民もいる。

強調することで、移転と補償に合意するよう促した。そして、こうした懐入策のほか、治安当局による圧力も加わり、
結局、村の指導者たちが移転に合意する結果となった。補償についても住民に決定権はなく、例えば、家屋に

再定住地における水の供給の問題

関しては村のすべてが対象とされたものの、土地および作物に関しては地域が限定されるなど、対象を狭められ

再定住地における飲料水不足の問題は、深刻だ。移転直後、井戸に水があると住民は喜んだが、実は雨水が

たり、また、非常に低い補償基準が設定されたりと、住民の提示した補償の条件とは異なるものだった。

溜まっていただけで、雨が降らなければすぐに涸れてしまうものだった。その後、水問題解決のため、州政府の
資金で水道が引かれたが、水源地にある取水口が土砂で埋まってしまい、まったく機能しなかった。また西スマ

そんななか、1991 年 9 月には、リアウ州の住民代表 5 人が 700 人の署名を携えてジャカルタに赴き、インドネシア

トラ州のタンジュウン・パウ村では、OECF の資金で村内 13 ヵ所に井戸、洗濯場、トイレが造られたが、井戸の

の国会や日本大使館などで、補償の決定や合意の際に脅迫や強制をしないこと、村の代表とだけではなく直接

水がひどく濁っているため、飲料水としては利用できない。その結果、移転前は家のすぐ近くにあった湧き水を利
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コトパンジャン・ダムのため移転した地域社会に用意された再定住地の一つ。
建物は西スマトラの建築様式ではなく、ジャワの建築様式で建てられている。

建設された。このほか、慣習法に基づく共有地が失われ、移転問題に対処できなかったり、また賄賂を受け取っ
たものもいたため、村の指導者に敬意が払われなくなり、これまでの社会関係が失われるといった問題も生じて
いる。
生態系の破壊と生物多様性への影響
ダム貯水池およびその周辺は、元来、豊かな自然環境を有しており、熱帯動植物の宝庫だった。しかし、ダム
の貯水により、その自然環境が破壊され、とりわけ野生動物を絶滅の危機に追いやっている。1988 年に国際自
然保護連合によって「絶滅危惧種」に指定されているスマトラゾウに関しては、36 頭が捕獲されたといわれてい
るが、残存したゾウが現在、18 〜 24 頭の群れを形成している。これらのゾウは、生息環境を奪われてしまった
ために、移住民の田畑を荒らすなどの被害が起きており、威嚇のため、やむをえず 1 頭を射殺した住民もいる。
また、世界自然保護基金（WWF）インドネシアは、捕獲されたゾウの大多数は、すでに死亡してしまったと見て
いる。というのも、捕獲の際の麻酔銃の傷痕ないしは移動中の鎖による傷跡が化膿して、それが原因で感染症
に罹ってしまったためである。また、捕獲されたゾウは、リアウ大学の生息数調査によって移転の適地とされた動
物保護区に解放されるのではなく、ゾウ訓練センターに移転させられ、その多くが死亡してしまったとの報告もあ
る。

用していた住民が、乾季にはポリタンクに入った水を買わざるを得なくなった。

ダム貯水流域にはスマトラゾウ以外にも、「絶滅危惧種」より絶滅の恐れがあるとされる「危急種」スマトラトラ
や「絶滅危惧Ⅱ種」に指定されるマレーバク、また、マレーグマ、サルなど多くの野生動物が生息していた。しか

また、リアウ州のポンカイ村では、用意された家屋の屋根にアスベスト材が使用されていた。ポンカイ村の村長は、

し、スマトラゾウ以外の野生動物に対しては何ら対応も取られなかったため、貯水により、これら野生動物の多く

「これでは、屋根を伝って流れる雨水を飲料水として利用できない。」と述べている。

は、一時は島状に残された土地に避難したが、そこで餌が得られなかったため、ほとんどが餓死してしまったと
考えられている。

ミナンカバウの社会・文化の破壊
ミナンカバウは、スマトラ島中西部の西スマトラ州に主に居住する民族である。ミナンカバウの人々は、慣習法に基

ダムの採算性の問題

づく村落共同体を形成しているが、
イスラム教を奉じ、
村落の中心には、
モスクとルマ・ガタン（「大きな家」の意味）

今日、このダムは、水位低下という深刻な問題に直面している。この水位低下のため、現在、予定されていた

がある。またミナンカバウ社会の土地所有制度は、伝統的には集団土地所有制度であり、慣習法に基づく共有地

114 メガワットの発電はできていない。また、ダムの集水域では、森林伐採が続けられているのに加え、ダム貯

（ウラヤット地）が存在している。ウラヤット地は、
先祖伝来の入会地で、
村落共同体全体、
あるいは各氏族（スク）

水池周辺では、移住地とゴム園の造成のために広範囲にわたって植生が剥ぎ取られてきている。そのため、貯

の利用に供せられ、売買の対象とはされていない。このダム建設により立ち退き対象となったのは、このような伝

水池への土砂の流入が加速しており、ダム貯水池の寿命が短期のものにならざるを得ないと懸念されている。こ

統的な社会・文化をもつミナンカバウの人々だった。

のように、発電収益の見通しが立たないことから、インドネシア国営電力公社は、その建設コストを回収すること
ができない状況に陥っている。

しかし、
実行可能性調査の報告書では、
こうしたミナンカバウ社会の特色には何ら配慮されていなかった。そして、
立ち退き住民は、
ジャワ島からの移住者と同様に取り扱われることが提言されていた。
このような取り扱われ方には、

提言

現地住民は、相当に抵抗した。しかし、スハルト政権は、現地に軍隊を駐留させて、こうした住民の抵抗を押さ
え込んでしまった。こうしてミナンカバウ社会の社会的・文化的独自性が無視された結果、住民は、ウラヤット地

JBIC は、ダムの本体工事第一期分 125 億円の借款契約が締結された 1990 年の時点で、インドネシア側に 3

もルマ・ガタンもない移住地に移転させられた。また、政府によって提供された住宅は、ミナンカバウ社会の伝統

つの条件をつけていた。それは、①事業対象地に生息するすべてのゾウを、適切な保護区に移転するようにし

的な建築様式である高床式の家屋ではなく、土間形式の粗末な木造住宅（縦横 6 メートル）だった。モスクも、

なければならない、②事業により影響を受ける世帯の生活水準は、移転以前と同等かそれ以上が確保されなけ

例えば、モスクの方向が間違っていたり、住民を収容しきれないなどの理由で、住民の手によって新たなモスクが

ればならない、③事業により影響を受ける世帯の移転合意は、公正かつ平等な手段を経て取りつけなければな
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らない、
というものである。実際にはこの 3 条件は守られることはなかったが、外務省は 3 条件を「要請」であっ
たと弁明している。このように、日本政府や JBIC は、事業によって引き起こされた問題に対し、あくまで相手国
政府の国内問題であると主張し、その責任を取ろうとはしてこなかった。しかし、住民移転を含めた環境に対す
る配慮の確認を怠った日本側の責任は問われてしかるべきである。
2002 年 9 月、現地住民 3861 人が、日本政府、JBIC、JICA、東電設計を相手に東京地裁に起こした訴訟では、
原状回復のための措置として、
・

ただちにコトパンジャン・ダムの水門を開扉することにより、カンパル・カナン川とマハット川がコトパンジャン・
ダム築造以前と同様の流下状態を復元すること

・

カンパル・カナン川とマハット川の峡谷周辺の山地が従前同様の自然環境状態を復元できるために必要十分
であるところの導水路の開削ないしはコトパンジャン・ダム堤体基底部への通水設備の設置等しかるべき工事
を行なうことにより、希少生物の生存・生育について十分な環境復元設備の措置を行なうこと

をインドネシア政府およびインドネシア国営電力公社に勧告することが請求されている。また、一人当たり500 万
円の損害賠償を支払うよう請求している。
JBIC は、事業によって引き起こされた問題に対する責任を認め、影響を受けた人々がその損失に見合う十分な
補償を受け取ることができるよう対応していくべきである。さらに、JBIC はインドネシア政府とともに、川の原状回

フィリピン

復に努めるべきである。

より詳しい情報についての問い合わせ先 :

Taratak Foundation
Jl. Raya Kapas Panji Km.3 No. 12 C
Bukit Tinggi, West Sumatra, Indonesia
Tel/Fax: +62-752-22278
Email: taratak@hotmail.com
コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会
〒 534-0024 大阪市都島区東野田 4-7-26-304
Tel: 06-6242-8130 Fax: 06-6242-8131
Email: kotopanjang@mx9.ttcn.ne.jp
Web: http://www2.ttcn.ne.jp/˜kotopanjang/

参考文献 :
・ 『インドネシア コトパンジャン・ダム訴訟 訴状』
（発行 2002.10.18、コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会）
・ 『ODA をどう変えればいいのか』（発行 2002.06.10、コモンズ）よりp.62-79
「第 1 章 立ち退かされた人びとの 10 年̶̶
4.『人権、環境モデル』の実態●インドネシア（久保康之著）
」
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サンロケ多目的
ダム事業
コルディリェラ民族連合（CPA）

■プロジェクトの概要
目
総

事

業

J B I C
事

業

実

的

345 メガワットの発電、87000 ヘクタールの灌漑、洪水制御、水質改善

費

11 億 9000 万ドル

の 役 割
施

者

民間銀行団との協調融資でサンロケパワー社へ 5 億ドル（JBIC はうち
約 3 億ドル）を融資。また、フィリピン電力公社へ 4 億ドルを融資
サンロケパワー社
（100% 海外資本の合弁企業。丸紅、
関西電力、
サイス・エナジーが出資している。）およびフィリピン電力公社

影 響を受ける人々の 数

4400 人が移住。これに加え、ダムの上流に起きる土砂堆積によ
る影響は数千人に及ぶ可能性が指摘されている。

現

ダム建設は完了。2003 年 3 月までに商業運転を開始予定。

状

サンロケ多目的ダム事業／フィリピン
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隣の地域社会にはほとんど便益はなく、その地域住民の大部分がいまだに電気のない生活を送っている。それ
らのダムによって移転させられた人々の多くは、家屋、土地、生計手段の損失に対する補償措置をまったく受け
なかった。また、70 世帯以上のイバロイ民族がアンブクラオダムの上流に堆積してきた土砂の影響で、彼らの土

はじめに

地や家屋を失ったのである。現在、アンブクラオダムは深刻な土砂堆積の結果、まったく発電を行なっていない。
ビンガダムもまた、激しい土砂堆積が起きており、アンブクラオダムの放水による水で、部分的な発電を維持して

サンロケ

多目的ダム事業は、国際協力銀行（JBIC）によってこれまでに融資
された事業の中でも、最も論争を招いてきたものの一つである。こ
のダムは、すでに 4400 人以上の人々を移転させたが、ダムの上流で暮らしている何千人
もの先住イバロイ民族の生活をも脅かすことが懸念されている。イバロイ民族は、事業が
1998 年に始まる以前から事業に反対をしてきたが、先住民族に関するフィリピンの国内法
および JBIC の政策方針に違反したままダム建設は進められ、完了してしまった。2003
年 3 月には、商業運転の開始が予定されている。

いる状態である。このような経験から、イバロイ民族はサンロケダムの事業開始以前から、ダムに反対してきたの
である。
実現されていない再定住・補償に関する約束
4400 人の人々が事業のために土地を明け渡し移住した。また、パンガシナ

「移転する前は、今よりも小さ
い家に暮らしていたが、ずっ

ン州の多くの砂金採取者や農民が生計手段を奪われた。その大部分は、

と楽な生活を送ることができ

ぎりぎりの生活を送る小作農民で、
砂金採りや農業、
菜園、
家畜の飼育によっ

た。生計の手段もあった。今

て、生活の基本的ニーズを満たしてきた人々である。JBIC やサンロケパワー

は生き延びるお金が必要なの
に、収入源がない。ここでの

プロジェクトの及ぼす重大な社会・環境影響に加え、経済面での事業の採算性についても疑問が残されている。

社は、国際的なベスト・プラクティスにしたがって移転を実行すると主張し

この事業で海外資本の民間企業が発電する電力の価格はフィリピン政府にとって非常に高く設定されており、ま

た。それは、再定住する人々の生活水準が移転後、最低でも回復、願わ

̶̶3 人の子供をもつ 39 歳の母

た、事業の灌漑部門についてはいまだ財源を確保できておらず、まったく進められない可能性もあるからである。

くは改善されなければならないことを意味する。しかし、
移転して 3 年が経っ

親。サンロケダムのために移転さ

影響を受ける地域社会の人々はこの点を留意し、事業の中止とダム建設によって影響を受けた人々全員に対する

た現在、多くの人々は農地もほかの収入源もなく、閉鎖的な再定住地のな

適切な補償がなされるよう要求している。彼らはまた、未解決の補償問題がすべて解決されるまで、ダムの灌漑

かで必死になって生活を続けている。この再定住地の状況のなか、絶望

部門への融資決定を控えるようJBIC に要求している。

的な生活を送らなければならない家族も出始めている。

主な問題点

生活は厳しい。」

せられた。

3 人の子供をもつ 39 歳の母親はこう言う。「移転する前は、今よりも小さい家に暮らしていたが、ずっと楽な生活
を送ることができた。生計の手段もあった。今は生き延びるお金が必要なのに、収入源がない。ここでの生活

イバロイ民族の土地・文化の破壊

は厳しい。」

アグノ川はイバロイ民族の文化的中心地域として知られる。何世代にもわたって農業、漁業、小規模な砂金採取
に従事してきたいくつかのイバロイ民族の共同体が別個で存立しているが、彼らの生活は、川沿いの肥沃な土地

大部分の人々が収入源をもたず、多くの人が電気料金や水道料金を支払う余裕もない。すでにサービスの供給

と山々で見つけられる金鉱に支えられてきた。イバロイ民族にとって、土地と水は、親族、先祖、そして神々ととも

を止められた者もいる。移転世帯のほとんどは小作農であったため、家、その他の建造物や果樹、作物以外の

に利用され、共有される資源である。

補償を受け取ることはできなかった。移転世帯に提供することが約束されていた生計支援プログラムは、これま
でのところ失敗に終わっていることが判明している。その結果、1999 年にカマンガアン再定住地に移転した 180

しかし、いま、まさにその資源がサンロケダム事業によって脅威にさらされている。コルディリェラ民族連合は、ダ

家族のうち約 30 世帯が、持続的な生計手段がなく生活を続けることが困難であるため、すでに彼らの家を売却

ムの寿命だけでなく、ベンゲット州イトゴン町の約 2 万人の住民が、貯水池の上流に堆積していく土砂によって影

し、再定住地を後にしているのである。

響を受けることになるであろうと推定する。最終的に、アグノ川沿いに広がるイバロイ民族の家屋、棚田、果樹園、
牧草地、菜園、そして、共同墓地は、その土砂の下に埋まってしまうであろう。

昨年、フィリピン電力公社（NPC）がアグノ川沿いでの砂金採りの活動を完全に禁止したため、約 3000 人の人々
が雨季のおもな生計手段を奪われることとなってしまった。これに対し、1000 人以上が砂金採りの継続を求める

イバロイ民族が水力発電用のダムによる悪影響を受けるのは、今回が初めてではない。1950 年代、同じアグノ川

請願書を NPC やサンロケパワー社に提出している。このような一連の抗議行動、また、NPC と砂金採取者との

の上流にアンブクラオダムとビンガダムというダムが建設された時のことである。その当時、イバロイ民族は「国の

間で話し合いがもたれたにもかかわらず、適切な補償および代替の生計手段を求める人々の要求は依然として聞

発展」という目的のため、彼らの土地や生活を犠牲にするよう求められた。両ダムともに発電用であったが、近

き入れられていない。
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同事業の環境影響評価を科学的に調査

国際協力銀行にとっての重い教訓

した独立専門家によれば、この貯水池は
5 年に一度起きることが予測される比較的

業である。その問題の多くは、JBIC が事業の選定や準備段階で

ていないということである。その専門家は、

より積極的な役割を果たしていたなら、また、事業の実施段階を

「5 年に一度起きる規模の洪水に耐えられ

通じて明快なモニタリングが行なわれていたなら、回避できていたで

るダムを建設するということは、ダムの下流

あろう。JBIC がこの事業から学ぶべき教訓は以下のとおりである。

に暮らす人々に誤った安心感を植えつける
ことになる。」そしてその結果、「その 5 年
に一度起こるとされる規模の洪水が起きた
農作物を育てる場所も、家畜を飼育する場所もないカマンガアン再定住地

サンロケダム事業は JBIC にとって大きな問題を投げかけている事

小規模な洪水に耐えられる設計にしかなっ

とき、ずっと破壊的な洪水被害をもたらす
ことになる。」とする（*1）
。実際、ダムの

1. JBIC は、融資の承認前の段階で、影響を受けることを懸念す
るイバロイ民族やコルディリェラ民族連合が提出していた要望
書に十分配慮すべきであった。そして、事業に対する真の社会
的合意があるか否かを、事業者の主張に依存しきるのではなく、
JBIC 自身で主体的に判断すべきであった。同様に、融資の

十分な情報に基づく事前の自発的同意の欠如

操業開始がまもなく予定されているにもか

決定が下される前に、サン・ニコラス町の砂金採取者の組織

フィリピンの国内法である先住民族権利法（IPRA）は、先祖代々の土地に影響を及ぼす事業について、十分

かわらず、洪水管理計画については依然と

に対して情報を周知徹底し、協議を行なうべきであった。

な情報に基づく事前の自発的同意を先住民族から得るよう要請している。影響を受けるイバロイ民族の人々は、

して公開されていないのである。
2. JBIC は事業の融資を決定する前に、事業の社会・環境影響

サンロケダム事業について知ったと同時に、事業の悪影響について懸念を表明した。しかし、話し合い、請願、
また、要望書の提出を通じて、フィリピン政府や JBIC、電力会社に声を届けようと努力したが、ダム建設は完了

フィリピン国民の債務負担を

のみならず、その灌漑部門の実行可能性について適切に評価

してしまった。

増やす不当な契約

するべきであった。フィリピン国家灌漑庁（NIA）の技術者は

サンロケパワー社（SRPC）とフィリピン電

今日、この事業への強い反対の声から、サンロケダムが灌漑

先住民族の問題に関する大統領諮問事務局（OPAIPA）は 2001 年に出した報告書のなかで、事業の推進派

力公社（NPC）との間で結ばれた電力購

用水確保のための最善の選択肢ではないことを認め、当初の

が十分な情報に基づく事前の自発的同意を、影響を受ける先住民族の地域社会から得ていなかったこと、また、

買契約はひどくSRPC に有利な内容となっ

事業がすでに進み始めた後になって初めて、先住民族の地域社会との協議が行なわれたことを確認した。サン

ている。NPC が SRPC から購入する電力

ロケダムの上流に暮らすイバロイ先住民族の人々は、IPRA ならびにその他のフィリピン国内法に違反していること

の価格は非常につり上げられており、また、

を根拠に、事業の中止を求める訴訟を起こす構えをみせている。

NPC は、発電に必要十分な水量がある
か否かに関係なく、つまり、SRPC が発電

計画を変更している。その結果、同事業が想定していた目標地
域の半分の地域のみが灌漑事業の対象とされている。
3. 事業の融資契約には、環境保護と、また、影響を受ける地域
社会への持続可能な生計手段と正当な補償の提供とが確実
に行なわれるよう、拘束力のある法的条件が盛り込まれるべき

するしないに関係なく、月1,000 万米ドル

であった。その条件の違反が見られた場合には、それが融資

ン電力公社は小作農民の土地の所有者からその土地を買収することができたからである。小作農民の大部分は

を SRPC に支払う契約になっている（*2）
。

支払いの停止、
もしくは、
凍結の根拠とされるべきであった。
また、

英語を理解できないにもかかわらず、補償と引き換えに移転に同意することが英語で明記された用紙に署名させ

これとは別に、フィリピン政府は事業に対

条件の違反があるかを正当に見極めるため、その条件は公開

られた。

する補助金として JBIC に 4 億ドルの返済

され、第三者によるモニタリングを受けるべきであった。

事業のために移転した小作農民もまた、移転に同意するほか選択肢は残されていなかった。というのも、フィリピ

義務を負っている。これはフィリピンの電
下流の洪水被害の拡大

力消費者と納税者にとってさらなる債務負

サンロケダム下流の農民らは、雨季の間、同じアグノ川に建設された既存のダム、アンブクラオダムとビンガダムが

担となることに他ならない。
昨年、フィリピン政府機関内の諮問委員会

予測されている。特に、ダムの貯水池に大量の水が貯水され、迅速に放水を行なわなくてはならない場合、激

が独立発電事業体との電力購買契約のい

しい洪水が起き、被害が拡大する危険度も増すであろう。

くつかを調査した結果、サンロケダムの契

10

ける地域社会の人々がステイクホルダーとして明確に認識され、
事業の実施段階におけるモニタリングや評価のプロセスへの

放水する度に洪水を経験している。その洪水は何千ヘクタールもの広大な地域にわたって水田、養魚池、家々
を破壊してきた。そして今、サンロケダムの操業によって、下流の地域社会がさらに危険な状態にさらされることが

4. 正当なステイクホルダー、なかでも特に事業による悪影響を受

参加を認められるべきであった。また、影響を受ける地域社会
の人々が提示する未解決の問題をどのように解決していくのか、
その方法を文書等で明確に提示するべきであった。

11
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約は重大な問題をはらんでいるとされた。これを受け、フィリピンのグローリア・マカパガル・アロヨ大統領は、サ
ンロケダムの契約およびその他 4 つの契約について、
「法的および財政的な問題両側面で、適切な調査と再交渉、
また、可能な法的措置を講じる必要がある。」と述べた。また、そのような契約は、電力をたとえ利用しなかった
としても、NPC が独立発電事業体に多額の支払いをすることになっているため、国民にとって不公正なものであ
ると非難している議員もいる。

提言
イバロイ民族の地域社会、また、パンガシナン州の移転させられた農民や砂金採取者らは、事業を中止するよう、
また、ダム建設の影響を受けたあらゆる人々に対して適切な補償がなされるよう要求している。この要求は、立ち
退きをさせられたすべての人々に対して、土地や雇用、その他の安定収入につながる持続可能な生計手段を提
供するだけではなく、砂金採取に対する適切な金銭的補償をも含む。また JBIC は、正当なステイクホルダーと
の適切な協議を行ないながら、事業による悪影響を今後受ける人々がその損害に対する十分な補償措置を受け
ることができる適切なメカニズムを構築すべきである。
フィリピン政府は現在、同ダムの灌漑部門への資金供与を JBIC に要請している。しかし、ダムの影響を受ける
地域住民が提示している問題すべてが解決されるまで、JBIC は灌漑部門への融資を検討するべきではない。
また、影響を受ける地域社会の人々は、パンガシナン州の農民の灌漑に対するニーズを満たすため、JBIC はダ
ムを前提としない別の代替案について検討すべきであると考えている。サンロケダムの灌漑計画では、大規模な
洪水が起こる可能性、大規模な水路の建設によって水田が破壊される可能性、また、フィリピン国民がより多額
の負債を抱える可能性がある。既存の灌漑設備の効率化、また、小規模な灌漑事業に対する資金提供が真剣

Joan Carling
Cordillera People's Alliance
#2 P. Guevarra St.
West Modern Aurora Hill
2600, Baguio City, Philippines.
Tel. +63 74 442 2115
Fax: 63 74 443 7159
Email: cpa11@skyinet.net
国際環境 NGO FoE Japan（波多江 秀枝）
〒 171-0031 東京都豊島区目白 3-17-24-2F
Tel: 03-3951-1081 Fax: 03-3951-1084
Email: hatae@foejapan.org
Web: www.foejapan.org/aid

*1

Dr. Peter Willing (1999) Technical Review of Flood Control Aspects of the San Roque EIA, available at www.irn.org/programs/
sanroque

*2

Dr. Wayne White (2000) A Review of the Power Purchase Agreement between NPC and SRPC, available at www.irn.org/
programs/
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ラムタコン
揚水式水力発電所
建設事業
タイ

東南アジア河川ネットワーク（SEARIN）、タイ支部

に検討されるべきなのである。
より詳しい情報についての問い合わせ先 :

爆破による振動が、この写真にあるよ
うにがけ崩れと侵食の原因になった。
写真提供 :SEARIN

■プロジェクトの概要
目

総

事

業

J B I C
事

業

実

的

（揚水式）水力発電で 1000 メガワットの発電能力が備えられ
ている。このプロジェクトでは水を既存の貯水池からくみ上げ揚
水式発電のために建設した山頂の貯水池に蓄える。蓄えられた
水は、電力需要のピーク時間帯に放水され、発電が行なわれる。

費

7 億 7800 万ドル（約 934 億円）

の 役 割
施

者

EGAT に対し機器の調達と送電線、施工管理の費用として1
億 4850 万米ドル（約 184 億 2000 万円）を融資した。
タイ発電公社（EGAT）

影 響を受ける人々の 数

371名

現

建設は 1995 年に始まり2001年に完了した。しかし、上部貯
水池の構造上の問題のため、まだ運転できる状態にはない。

状
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「私の娘は家を離れて都市部で仕事
を し て い ま す。 そ れ で 赤 ん 坊 を 私
に託していきました。時々赤ん坊の
ミルク代にと少しお金を送ってきま
す。うちのトウモロコシ畑は、爆破
作業が始まってからあまり収穫でき
なくなり、だめになってしまいまし
た。私の健康も同様です。高利貸し
にも借金があります。生活のために
ほうきを作りながら高利貸しの莫大
な利子を払っていかなければなりま
せん。」
̶̶50 歳女性

はじめに

農業生産は急激に低下し、住民は作物の不作と食糧の安全保障上の危機にさらされた。乳牛も病気になり、乳
を出さなくなった。肉牛や豚、鶏やアヒルなどの家畜も病気となり死んでいった。共同井戸は水が枯れた。また、

ラムタコン

揚水発電所はタイの東北部ナコンラチャシマ県に位置している。こ
のプロジェクトは世界銀行と日本の海外経済協力基金（OECF）
、
現在の日本国際協力銀行（JBIC）の融資で実施された。建設中の岩盤の爆破作業な
どにより、農地、農作物、家畜、そして地域の自然資源などといった、数百名の地元住
民の生活の糧が破壊された。現在、村人たちは困難な生活を強いられ、高利貸しから
借金を負い、生活は破綻している。人々はタイ発電公社（EGAT）
、JBIC、世界銀行に
対し、生活と健康を回復するよう要求している。

枯れなかった井戸も汚染されたため、人や家畜の疾病や死亡の原因となった。雨水をためるタンクも同様に汚染
された。長い間の爆破作業で、村人たちは清潔な水が深刻なまでに不足
する状態に耐えなければならなかった。中にはいまだに水不足に悩まされ
ている村人たちもいる。

人々の暮らしを破壊した建設工事

の健康状態は最悪です。呼吸
しただけでも痛み、もう働け
ません。借金もあります。私

農業の壊滅と天然資源の喪失は、村人を貧困に追いやった。収入を失っ

は、村人がこの怪物のような

ただけでなく、
食糧と薬を購入しなくてはならなくなったのだ。多くの世帯が、

プロジェクトに欺かれ、破滅

EGAT の創設した農業協同組合と高利貸しから借金を負っている。

主な問題点

「私はまだ若いのですが、今

させられたと感じています。」
̶̶工事現場で 1 年働き、病気で
退職した 32 歳男性

物心両面の健康被害に悩まされる住民
汚染された水を飲用や浴用に使い、汚れ空気を吸い込んだことが原因で、

プロジェクト開始前、カオ・ヤイ・ティアンの村人たちは農業を営みながら自給し、果樹と酪農・肉牛から現金収

村人は呼吸器疾患、
発疹、
下痢、
嘔吐などの症状をうったえた。健康だった人々が深刻な症状を抱え、
働く力を失っ

入を得ていた。また非木材林産物や入会放牧地など地元の共有資源に頼って生活していたが、いまや、村の生

ていた。今現在も病や体の不自由に苦しむ住民がいる。

活は破壊され、人々は健康を害し、困窮している。これら全てが未だに運転開始すらできない発電所のために
犠牲となったのだ。影響住民たちは、まっさきにこうしたプロジェクトの利益を受けてしかるべきなのに、実際には

加えて、工事期間中の落雷のような騒音が村人の不安な気持ちをつのらせた。村人たちは、家族の病気、不十

建設後の後始末をさせられている。

分な生活手段、借金など、工事によって起こった様々な問題について不安を抱えるようになった。

2 年 7ヶ月の間、建設会社は上部貯水池と地下の発電所とトンネルを建設するために岩盤の爆破を行なった。こ

プロジェクトの実施者である EGAT の補助が無いため、影響を受けた村には失望感が広がっている。 村人た

の爆破が、村人に数え切れないほどの影響を及ぼした。爆破は耐え切れないほどの振動、騒音、空気汚染な

ちは政府の問題解決の仕組みには全く信頼をおいていない。欺かれた上、生活の安定が失われたと感じてい

どの原因となった。汚染された粉塵が、井戸や果樹園、牧草地や家屋の屋根など、あたり一面に降り注いだ。

るのだ。

この粉塵のために地域の天然資源が破壊され、竹の子、キノコ、牛のための牧草といった野生植物ばかりでなく
蛙などの在来種も失われている。

コミュニティの崩壊
プロジェクトは村落共同体の絆もずたずたにした。村人はプロジェクト反対派と推進派の二つのグループに分かれ
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成果なき長期戦
1996 年から住民は EGAT に対して問題を訴え、解決への協力を要請した。しかしながら、何年もの闘争にも
かかわらず、
ほんの少しの成功を収めただけである。1998 年、
EGAT は用水池を建設したが、水の濁りがひどく、
飲用にも浴用にも使うことができなかった。また県に対する苦情も聞き入れてもらえなかった。県には問題調査委
員会が設置されたが、1998 年に爆破による影響は認められないと訴えを却下している。
EGAT が影響を受けた村の訴えにきちんと対応しなかったため、村人たちは住民組織のネットワーク「貧民フォー
ラム」に加わり、タイ政府に対して調査委員会の設立を要求した。2001 年、村人たちの絶え間ない努力によって
政府は委員会を設置するが、予算配分がなされないため業務を遂行できない状況である。
2002 年、住民は JBIC に対し、プロジェクトに融資をした機関として被害に対する責任を取るよう要求した。しか
し、JBIC は一貫して被害に対して責任を取ることを拒み、村人たちに対して、世界銀行やタイ政府に要求するべ
きだと述べている。

てしまった。推進派のほとんどは EGAT からの資金援助を受けている地域の有力者である。以前は団結して平
和だった村も、分断され親密さを失っている。このため多くの村人が日雇い仕事を見つけるために村の外に出て
いる。多くの場合、両親が子どもを高齢者に預けて出かけざるを得ない。
実現しない住民参加と情報公開
プロジェクトは、被影響住民による真の意味での参加が無く実施された。その代わりに EGAT は広報活動に力
を注ぎ、計画上の利点だけを情報として流し、プロジェクトを肯定的にする雰囲気を作り出した。例えば、EGAT
は影響緩和策がうまくいったという番組を放映したが、実際は失敗している。それだけでなく、EGAT は上部貯
水池を「スカイ・ハイ・レイク」と呼んで観光地として宣伝している。
村人たちは一度も生活や生命が工事で脅かされるとは警告されていなかった。EGATは、
村人たちに対して補償、
職業訓練、農業協同組合といったすばらしい約束をしていた。だが、村人はプロジェクトによるマイナスの影響の
可能性については何も知らされておらず、約束もほとんど実現していない。
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古代遺産・都江堰の灌漑設備の設計者らを
讃える四川省の彫像。紫坪鋪ダムが完成す
れば、都江堰が破壊されてしまうのではないか
と懸念されている。写真提供：ユ・チウユ

開発惨禍̶日本が支援するアジアのダム̶

提言
建設は終わってしまったが、村人の苦難はまだ緩和されていない。村人は JBIC に対して以下の処置に対する協
力を要求している。
・

村人の健康回復とプロジェクトの影響で生じた負債の帳消し

・

衛生的な水の供給

・

村人が生計を回復するための賠償基金の設立。現在、自然環境は回復に向かっており、農業生産を上げるた
めの投資が必要とされている。しかし、ほとんどの村人にはこのような活動に投資する資金がない。

最後に、
何よりも監視活動の強化が重要である。JBICは、
影響緩和と生計回復のための対策が実行されるように、
JBIC、世界銀行、EGAT、影響住民、学識経験者、NGO の各代表からなる独立監視委員会の設立に協力
すべきである。その場合、政府と影響住民の双方がこの委員会を承認し受け入れることが何よりも重要である。

より詳しい情報についての問い合わせ先 :

Painporn Deetes
Southeast Asia Rivers Network, Thailand Chapter
78 Moo 10, Suthep Road
Muang Chiang Mai 50200
Thailand
Tel: +66-53-278-334, 280-712 Fax: +66-53-283-609
Email: pai@loxinfo.co.th
Web: www.searin.org
メコン・ウォッチ
〒 110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2 階
Tel: 03-3832-5034 Fax: 03-3832-5039
Email: info@mekongwatch.org
Web: http://www.mekongwatch.org/

紫坪鋪ダム
国際河川ネットワーク（IRN）

■プロジェクトの概要
目
総

事

業

J B I C
事
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中国

業

実

的

灌漑、都市用水、洪水の調整、750MW の発電

費

7.5 億ドル

の 役 割
施

者

JBICは事業総額の約 3 分の1を融資している。JBICは 2001年 3月、
このダムに対して 323 億円（約 2.6 億ドル）の融資を決定した
四川省人民政府がこの事業を進めている。コンサルタント契約は
電源開発株式会社及び中国企業が受注した。

影 響を受ける人々の 数

4 万人、少数民族のチベット民族を含む。

現

2001年に準備作業が始まり、2006 年竣工予定。JBIC はまだ貸付の実
行にはいたっていない（2002 年 11月現在）
。

状

紫坪鋪ダム／中国

開発惨禍̶日本が支援するアジアのダム̶

い。ある農民はこう説明してくれた。
「私の家族は代々ここに住んできた。それなのに政府の役人は土地 1 平方メー
トルあたり200 元（約 25ドル）の補償をくれるだけだ。（*1）｣ 三峡ダムのような、中国における強制移転を伴っ
た他のプロジェクトでは、移転や補償プログラムの妥当性について懸念を表明する人々は、警察の残虐な行為や
投獄によって苦しめられ、沈黙を守らざるを得なくなった。
｢ 西進 ｣ 開発推進
紫坪鋪ダムは中国の西部開発｜ ｢ 西進 ｣ ｜戦略の一部であり､また、岷江に予定されているいくつかのダムのさ

はじめに

きがけとなるものである。西部開発戦略は、同国西部の資源採取を容易にするインフラプロジェクトに対する国内

中国ている。このプロジェクトは 2001 年の 7 月に着工され ､2006 年に竣工する予

四川省の紫坪鋪ダムは中国で最も物議をかもしているプロジェクトの一つになっ

発展のためのものというよりむしろ、国家主義的なものであると主張する。チベット族と世界中の彼らの支持者た

定である。主要な懸念の一つは、都江堰に対するこのプロジェクトの影響である。都江
堰は、2200 年の歴史を持つ文化遺産で ､この地域の農業生産の飛躍的向上に貢献して
きた灌漑設備である。また、このプロジェクトによって、約 4 万人が移転を迫られる見込
みである。その中には少数民族のチベット民族が多数含まれている。

ないかと恐れている。紫坪鋪ダムは、四川省における、そして、より問題の多いことにチベット民族の居住地にお

外の投資を促進するために、2000 年に打ち出された。この開発戦略を批判する人々は、これを効率的な経済
ちは、中国政府がチベットを含む反体制的な西部に対する支配を固めるために、開発計画を利用しているのでは
ける ､環境破壊を伴う資源採取を加速させるものと考えられている。
文化遺産の喪失
紫坪鋪ダム予定地の 9 キロ下流には都江堰がある。都江堰は 2200 年の歴史のある堰で、洪水を和らげ、岷
国際協力銀行（JBIC）はこのプロジェクトの資金の約 3 分の 1を融資しようとしているが ､ 現在までのところ ､学

江の水を灌漑用水として供給してきた。この都江堰のおかげで、この地域は中国の穀物庫との評判を得ることが

者や中国政府の役人、中国国外の NGO の懸念に応えるような対応は行なわれてきておらず、JBIC は環境アセ

できたといってよい。2000 年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）は都江堰を世界遺産の候補地に上げ、「水

スメントや移転計画書などの重要な文書を公開していない。このことは、公開性の向上・参加の拡大を約束した

管理と技術の発展における主たる画期的建造物」と評価した。だが、都江堰が未だ自然面において世界遺産

JBIC がそれを果たしていないことを示している。

に認定されていないのは、紫坪鋪ダムの都江堰への影響が懸念されているためである。

主な問題点

紫坪鋪ダムの建設費の返済には、売電が必要であることから、ダムの反対派は一旦紫坪鋪ダムが完成してしまっ
たが最後、すぐ下流で更なるダムの計画が実行に移される可能性が高いのではないかと恐れている。第二ダムは

中国国内では、このプロジェクトに関する情報や報道は政府によって厳しく規制されている。しかし、2000 年 9

紫坪鋪ダムの放水を再調整し、その発電能力を 50% 以上向上させる。この第二ダムは都江堰からたった 700m

月に開催された国際会議の記録が最近になって公になり、ダムに関する論議と政府高官や学者の間での意見の

の地点に予定されている｜第二ダムの建設が進めば地域の景観は破壊され、都江堰の効果的な灌漑及び洪水

相違が顕わになった。

管理システムとしての役割にも終止符が打たれることとなる。

強制移住

誇張された便益

このプロジェクトによって、少なくとも 4 万人が 18 平方キロメートルの貯水池を確保するために移転を迫られる。

ダムの推進派はこの事業は 1134 万エーカーの田畑を灌漑するとしているが、批判論者はそのうち 1100 万エーカー

影響を受ける地域の一部はアバ・チベット族チャン族自治県にあたり、したがって、移転を迫られる人々の中には

は都江堰によって既に灌漑が行われていると主張する。また、中国の水文学者らは、この事業の洪水を抑止する

少数民族であるチベット民族が含まれる。少数民族地域における移転には非常に大きな問題がある。2000 年

能力は低いと指摘する。紫坪補ダムの貯水池は 11 億立方メートルしかないのに対し、水文学者らによれば岷江

に世界銀行が四川省の北部、青海省のチベット地域への漢民族の移転を含む、中国西部地域貧困削減プロジェ

の年間流量は 900 億立方メートルもあり、紫坪鋪ダムが効果的に調整できる量をはるかに超えているというので

クトのための融資を提案した際には、即座に国際的な抗議の声が上がり、世界銀行にプロジェクトへの支援を断

ある。

念させた。
地震の脅威の増大
この地域の住民はすでに移住に対して不満を持っている。しかし、彼らが苦情を申し立てられる制度は存在しな

20

中国地震局の地震学者は 2000 年 9 月の会合で、紫坪鋪ダムは活断層の近くに位置しており重大な被害をもたら
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す地震を引き起こす可能性があると警告した。地震学者達は 1933 年にこの地域で起きた地震によって地すべり
が発生し、岷江上流域で 9000 人が死亡する惨事となったことを指摘した。
JBIC による重要な情報開示の不履行
JBIC は中国の環境影響調査によれば紫坪鋪ダムは、環境や都江堰に対して深刻な影響を与えないと主張して
いる。しかし JBIC は、再三にわたる請求にも関らず、中国当局が第三者に対する内容の開示を認めないという
理由で、
その環境影響調査をNGO に公開することを拒んでいる。このことは、
環境に重大な影響を与えるプロジェ
クトについて環境影響調査やその他の環境関連の書類を公に開示することを求めた JBIC の新しい環境ガイドラ
インに沿った対応とはいえない。
JBIC は国会議員からの請求に応じて、2002 年 7 月に環境影響調査の要約を公開した。その 1 ページの要約に
は次のように書かれている。「当該地域の生態景観に重大な影響を与えることはない…都江堰の主な景観には影
響は与えない…当該地域の自然体系全体への影響は大きくない。」この主張を裏付けるデータは要約には含まれ
ていない。「住民移転先の生態環境・社会環境に対し一定程度の影響を与える」と言及しているものの、その
影響が如何なるものであるかについてそれ以上詳しく述べていない。この要約に含まれている情報は、プロジェク
トの潜在的な影響について独立した調査を行うには明らかに不十分なものである。

提言
紫坪鋪ダム事業は、包括的で完全な移転計画が公にされるまで一時停止するべきである。移転計画は、被影
響住民との協議の上で策定され、住民の承認を得るべきである。また、環境影響調査やその他のプロジェクト
に関連する資料は開示され、地震とプロジェクトによる都江堰への影響について独立した調査がなされるべき
である。これらの調査が行なわれ、プロジェクトの便益とリスクについての公な議論の場が設けられるまでは、
JBIC は紫坪鋪ダムへの融資を実行するべきでない。
より詳しい情報についての問い合わせ先 :

Doris Shen
International Rivers Network
1847 Berkeley Way
Berkeley CA 94703, USA
Tel: +1-510-848-1155 Fax: +1-510-848-1008
Email: doris@irn.org
Web: www.irn.org
国際環境 NGO FoE Japan
〒 171-0031 東京都豊島区目白 3-17-24-2F
Tel: 03-3951-1081 Fax: 03-3951-1084
Email: aid@foejapan.org
Web: www.foejapan.org/aid

*1
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メトロマニラ
洪水制御事業

フィリピン

コミュニティ・オーガナイザーズ・マルティバーシティ（COM）

■プロジェクトの概要
目

総

事

業

J B I C
事

業

実

的

洪水制御。湖岸堤（道路つき）9.8 キロメートルに加え、ラグナ
湖に注ぐ4 つの川の河口に設置される排水機場（水門、調整池
および排水ポンプ）から成る。

費

94 億 1100 万円

の 役 割
施

者

エンジニアリング・サービスへの 4 億 5400 万円の借款および建
設事業への 94 億 1100 万円の借款
フィリピン公共事業道路省

影 響を受ける人々の 数

およそ 38 万人
（生計手段の喪失または家屋や土地からの強制移住）

現

工事は 2001年に開始されたが、地元住民の反対により2001年
から2002 年にかけ半年間中止された。

状

メトロマニラ洪水制御事業／フィリピン

開発惨禍̶日本が支援するアジアのダム̶

とマンガハン放水路事業（1987 年）という2 つの洪水制御事業により、湖の自然の生態系はすでに大きく変化
させられている。一つ目の事業はマニラ湾 - ラグナ湖間の淡水と塩水の流れを妨げるものであった。これにより、
湖への塩水の流入量が減少し、また、海への排水能力も低下したのである。二つ目の事業は湖への淡水の流
入を増加させるものであった。それによって湖の水量は以前より増加したにもかかわらず、その水を海の方へ流出
させる水路は十分ではなかったのである。その結果、湖岸地域は以前よりもひどい洪水に見舞われるようになり
（*1）
、また、湖岸の湿地は一年中水に覆われるようになったため、農地や魚の繁殖地としての機能が壊された。
その結果、漁獲量が減ったほか、数種の希少種の魚がいなくなってしまったのである。
この状況を改善する代わりに、政府は湖岸堤の建設という新たなインフラ事業を進めている。2002 年 2 月にフィ

はじめに

リピン政府が主催した 3 回の連続した説明会において、公共事業道路省（DPWH）の職員は、同事業の目的

メトロマニラ

にすることであると述べた。また、ODA 吸収促進局（ODAA）の局長は、ラグナ湖の水を飲料水として活用で

の一つは、湖の水位を高いレベル（12.5 メートル）で維持し、塩水が湖に流入するのを恒常的に阻止できるよう

西マンガハン地区洪水制御事業は、タギッグ町、タイタイ町の
ラグナ湖岸沿いに建設される 9.8 キロメートルの湖岸堤（道路
つき）および関連するインフラ施設から構成される。この事業のマスタープランおよび実行
可能性調査（F/S）は日本国際協力事業団（JICA）により作成された。詳細設計に対
するエンジニアリング・サービスについては、海外経済協力基金（OECF）
（現 JBIC: 国
際協力銀行）が円借款を行ない、その詳細設計は CTI Engineering Co. Ltd.（日本の
コンサルタント会社）によって作成された。工事の受注はクボタ・清水建設（日本のジョイ
ント・ベンチャー）
、荏原製作所・大成建設（日本のジョイント・ベンチャー）
、および大
宇社（韓国企業）が契約している。

きるようにするために、それが必要であると説明を付け加えた。
しかしながら、地域住民はこの事業がラグナ湖の生態系を破壊した既存の 2 つの洪水制御事業により引き起こ
された問題をさらに悪化させるのではないかと恐れている。同事業が実施されれば、湖岸のより多くの地域が従
来よりも深刻な洪水を経験することになるであろうし、それに加えて、漁業は衰退し続け、漁民は湖へのアクセス
路を失い、農民は米やその他の穀物を湖岸で栽培できなくなることが予測される。
土地および生計手段の喪失
フィリピン政府の公式の見積もりによると、立退きの対象になるのは、堤防建設予定地内に居住する 2000 世帯

フィリピン政府によると、この事業の主要目的は、雨季の水位上昇によりラグナ湖付近の 5 つの町で引き起こされ

である。しかし、地元住民の見積もりでは、堤防建設予定地から湖の間の地域で居住あるいは農漁業を営むさ

る洪水を防止することである。しかしながら、同事業は湖の生態系を破壊し、湖岸の土地に悪影響を及ぼすこと、

らに 28000 人の都市低所得世帯、農民および漁民が非常に小額の補償金と引き換えに家屋や生計手段を失う。

および漁業や農業をとおして湖に依存している 38 万人の生業に悪影響を及ぼすことが懸念されている。また、同

これらのうち、もっとも湖に近い所にある不良住宅地域に住む 25000 人は、堤防の建設作業または住宅の浸水

事業は湖の水位を高いレベルで維持することから、当該地域の洪水緩和の効果に疑問がもたれている。

により立ち退かなければならなくなる。残りの 3000 人は、工事により農地を破壊される農民と、漁業などのため
に湖に出る通路を塞がれる漁民である。これらの住民のなかには、農地が被害を受けることを事前に知らされな

主な問題点

かった農民もいる。そして、ほとんどの住民は小額の補償金しか受けることができず、もとから貧しい住民はさら
なる窮乏生活を余儀なくされることになる。

ラグナ湖の生態系破壊および住民の生計手段への影響
ラグナ湖の表面積はリサール州、ラグナ州およびメトロマニラの一部を含む 91000 ヘクタールにおよぶ。湖は 23

地元住民はまた、湖岸堤の構造的な安全性にも危惧を抱いている。なぜなら、同事業の堤防は脆弱で不安定

の希少種の魚の生息地になっている一方、湖岸の湿地は米やその他の農作物の耕地になっており、38 万人が生

な湿地帯に建設されるからだ。過去に、ラグナ湖付近で起こった強風による大波が堤防を決壊させ、浸水や洪

業とする農漁業の重要な漁場と農地を提供している。したがって、地元住民は、同事業が湖の水質や生態系の

水の被害が出たことがある。このような大波になれば、水が堤防を超えてしまう可能性もあり、周辺住民は洪水

バランスに与える影響について懸念している。

に見舞われることになる。さらに、地元の地震専門家によると、近くを走るマリキナ断層の地殻変動が当該地域
にも影響を及ぼし、湖岸堤の構造を劣化させる可能性がある。もし堤防が決壊すれば、3000 家族以上が危険

ラグナ湖の水は淡水と塩水が混合した汽水で、湖の生態系は湖の水位が低いときにマニラ湾から塩水がパシッ

にさらされることになる。

グ川をとおって流入することで維持されている。
ところが、80 年代に実施されたナピンダン水圧制御事業
（1983 年）
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政府は、環境応諾証明書が 1993 年に発行されているため、同事業はこれらの法律の適用外であると主張して
いる。しかし、
この主張はもちろん受け入れられるものではない。同事業の証明書は、
法の改変を反映させるため、
2001 年の事業着工前に更新されてしかるべきであった。
不十分な環境影響評価
同事業の環境影響評価は 10 年以上前に行なわれたもので、ラグナ湖地域の環境の変化を反映したものではな
い。この環境影響評価では、事業の影響を直接受けるたった 5 つの町しか調査されておらず、事業が終わるま
でに影響を受ける可能性のある湖周辺の 28 の町に対する配慮はなされていない。また、事業が湖周辺に暮らす
人々や湖の生態系にもたらす可能性のあるリスクについて、明確な評価はまったくなされていないのである。
2001 年、地元の地域住民による抗議の結果、DPWH は工事を一時中断し、新しい環境影響評価の実施と、
ラグナ湖周辺の町すべての人々の参加を得るために協議を拡大するよう奨励する覚え書きを出した。これは、事
業者が明らかに人々の懸念を認識した結果の対応である。しかし、2002 年 2 月に限られた参加者のみによる会
合を 3 回行なった後、2002 年 5 月には、政府は排水機場での工事を再開した。つまり、政府は自らの言質を覆
し、事業を再開したのである。
不十分な協議と情報公開
影響を受ける多くの地域住民は、工事が始まる前、事業について何も知らなかった。着工後になって初めて、被

代替案の検討の欠如

影響住民らは矛盾した、混乱を招くような情報を提供された。土地の所有権を持たない住民らは、政府からの

ラグナ湖開発局による調査では、
湖岸の町で起こる洪水を制御するために別の選択肢があることが示されている。

援助もほとんど与えられないまま、ただ、彼らの土地から立ち退くように言われただけであった。ナピンダン川沿い

1989 年に行なわれた環境影響評価では、湖に依存した生活を送る地域社会のニーズや湖の生態系のバランスを

で生活を送る人々のなかには、家からの立ち退き料をわずか 100ドルで受け入れた者もいた。漁民のなかには、

とっている塩水の流入や湿地の重要性について、配慮がなされていない。破壊的な洪水から湖周辺の町を守る

事業の影響は受けないと説明された者もいたが、後になって、実際には事業によって、ラグナ湖への出入りが妨
げられることがわかった。住民の多くは、移転に対する援助を引き出すため、政府との直接対話や交渉に乗り出
さなければならず、それが実現しない場合には、抗議活動をおこなった。
フィリピン国内法の違反
1997 年に制定された環境影響評価法は、事業が着工される前の計画段階において、直接的および間接的な影
響を受ける人々の参加を要請している。また、同法は、包括的なリスク評価と環境管理計画を行なうこと、そして、
すべてのステイクホルダーで構成される環境モニタリング・チームを形成するよう事業者に要請しており、事業者は、
事業の着工前に、これらの活動に対する資金を振り向けるべきだとされている。しかし、これらの法の要請は今
日まで、まったく実行に移されていない。
1998 年に制定されたフィリピン漁業法は、漁業・水産資源管理評議会（FARMCs）の設立を通じて、漁
民が沿岸部、あるいは、水中資源の管理計画を行なう権利を持てると定める。ラグナ湖周辺では 1998 年に
FARMCs が設立されていたにもかかわらず、2001 年に工事が始まる以前、同事業についての彼らに対する協議
は行なわれなかった。さらに、工事が始まり8 ヶ月が過ぎた時点で、ラグナ湖開発局は、同局が事業に対する許
認可を出していないと述べた。
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ため、また、ラグナ湖の保護と状態の回復のために、最善の選択がなされるよう、湖岸の地域社会の参加を得
た包括的な調査が行なわれる必要がある。

テミル川沿いにある先住民族オラン・アスリの村。ケラウ
ダムの建設が始まれば、強制移住させられることになる。

疑問の残る国際協力銀行の対応
影響を受ける地域社会の人々は直接 JBIC に懸念を伝えてきた。2001 年、JBIC は多くの人々が同事業により悪
影響を受けるならば、融資を凍結すると述べた。しかし、新しい環境影響評価の実施もされておらず、また、す
べての正当なステイクホルダーの参加を得た協議が行なわれていないにもかかわらず、2002 年 5 月に政府が事業
を再開した際、JBIC は適切な措置をとれなかった。事業は結局、継続されたままとなっている。

提言
まず、事業の一時中断を要求したい。また、影響を受ける全湖岸の人々とフィリピン大学ロスバニョス校（UP-LB）
の学識経験者が十分に参加できる形で、政府が環境影響評価を新規に実施するよう提言したい。この環境影
響評価のやり直しは、
環境影響評価法（1997 年）の規定するガイドラインに沿ってなされるべきである。すなわち、
評価、公聴会、承認を条件として行なわれなければならないことを意味する。2002 年には、UP-LB の協力で
地域社会を基盤とした住民参加方式による環境影響評価がおこなわれており、この調査結果も、新しい環境影
響評価の中で、事業の社会的合意を確保するために反映されなければならない。
また、湖と湿地の状態を回復することを念頭に、洪水管理を行なうためのさまざまな代替案を、この新しい環境
影響評価のなかで検討していかなくてはならない。フィリピン政府は、代替案に関する包括的な調査を行なうこと
ができない理由の一つとして、JBIC と土建業者に対して現在の融資の支払・返済義務があることをあげている。
JBIC はこの現在の融資を取り消し、代替案に関する包括的な調査の実施に対し支援を検討するべきである。
より詳しい情報についての問い合わせ先 :

Community Organizers Multiversity
23-B Matulungin St., Brgy. Central
1100 Quezon City, Philippines
Tel/Fax: +63-2-922-2026
Email: sanayan@info.com.ph,
sanayan@comultiversity.org.ph
Web: www.comultiversity.org.ph
国際環境 NGO FoE Japan
〒 171-0031 東京都豊島区目白 3-17-24-2F
Tel: 03-3951-1081 Fax: 03-3951-1084
Email: aid@foejapan.org
Web: www.foejapan.org/aid

*1
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ナピンダン水圧制御事業は水門の開閉、マンガハン放水路はパシッグ川の支流の水をラグナ湖へ導くことにより、パシッグ川の水位を調節し、
メトロマニラを洪水から守ることを目的としている。したがって、降雨量の多いときは、マンガハン放水路からラグナ湖に大量の水が流入する一
方、ナピンダン水門が閉鎖されるため、ラグナ湖岸で洪水が発生する。

ケラウダム

マレーシア

サハバット・アラム・マレーシア（FoE Malaysia）

■プロジェクトの概要
目
総

事

業

J B I C
事

業

実

的

セランゴール州とクアラルンプールにおける水供給

費

10 億ドル

の 役 割
施

者

エンジニアリング・サービスのため10 億 9300万円を融資。プロジェ
クト全体への融資を検討中。
マレーシア公共事業省公共事業局

影 響を受ける人々の 数

先住民族オラン・アスリ325 名、マレー系農民 120 名

現

融資契約が結ばれた後、2003 年中に着工予定とされている。

状
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はじめに

は、効率のよいシステムに改善することが、実際には発展につながったり、
財政のためにもなる可能性を無視しているばかりでなく、政治的な認識

ケラウダム

は、マレーシアの中でも水需要の高いセランゴール州と首都クアラ
ルンプールでの水供給を目的として提案されているダムである。こ
のプロジェクトは、パハン州にあるケラウ川からセランゴール州にあるランガット川へ 1日に
15 億リットルもの水をパイプラインで導水する計画である。プロジェクトにかかる事業費は
すべて国際協力銀行（JBIC）からの融資が検討されている。

の甘さを示している。シンガポールでは、あらゆる手段を講じることによっ
て、供給システムのロスを 7% 以下に削減することに成功した。数十年
前の古くなったパイプは、より耐久性のある腐食しにくいものと交換した。
現在、配水システムは初めから終わりまですべてが計量メーターによって
記録され、
配水の本管やバルブもコンピューターによって管理されている。
また、このネットワーク全体を維持するために定期的な水漏れの検査が

このダムはケラウ川の生態系に深刻な影響をもたらすうえ、先住民族の人々325 名やマレー系農民 120 名が強
制移住を迫られるため、彼らの現在営んでいる生活にも大きな影響をもたらすことが予測されている。しかし、こ

行なわれるようになったり、点検・修理のための電話ホットラインも設置
された。不法盗水の取り締まりもより厳しく行なわれるようになった。

のプロジェクトには、本当に導水による水が必要とされているのかという根本的な問題が残されている。マレーシ
アの NGO の研究によると、現在のセランゴール州における水供給システムには無駄が多く、非効率であることが

水道料金の改定など、
適切な財政管理計画を慎重に進めることによって、

報告されている。水管理の対策を講じたり、水供給システムによる損失を減らすことに投資を振り向ければ、結

現在のシステムで損失となっていたものが新たな収入となり、パイプや計

果として水の節約につながり、ケラウダムの建設も必要なくなると考えられるのである。

量メーターを交換するための資金をまかなうことができるであろう。このよ
うな努力をどんどん先延ばしにするのは賢い選択とは言えない。システム

主な問題点

のロスを削減する効果的な措置を先延ばしにすればするほど、その代償
も大きくなるのである。

40% 以上にものぼる水供給システムのロス
ケラウダムの建設は、セランゴール州の水供給システムがひどく非効率であるという問題に対処するものではない。

過大に見積もられた水需要予測

現在、セランゴール州とクアラルンプールにおける一人あたりの水消費量は世界でも一、二を争うほどに高い。世

プロジェクト推進派は、2020 年までの水需要予測を過大に見積もってお

界の主要都市であるロンドン、東京、シドニー、シンガポールの消費量さえも上回る水準である。2000 年には、

り、環境影響評価にもそのデータを用いている。しかし、もし適切な需

一日に 30 億リットルを超える水が消費された。

要管理計画が実施され、さらに、システムのロスを15% まで削減するこ
とができれば、一人あたりの水消費量は 2020 年までに現在の約 40%

しかし、実際には、この総供給量の 40% 以上の水が漏水（*1）や盗水 といった配水システムの問題で失われ

まで減らすことができる（詳細は右 BOX を参照）
。現在の人口増加率

ている。したがって、セランゴール州の水消費率が高い第一の要因は、システムにおける高い率でのロスというこ

を前提とすれば、たとえ工業用水の需要が倍増したとしても、2020 年

とになる。2000 年、セランゴール州は一日当たり約 10 億リットルもの水を無駄にしていたのである。

までに、一日当たりの水需要は 32 億リットルにまで減らすことができるで

このような状況にも関わらず、現地の水道当局はこのひどいロスを削減するための包括的なプログラムの実施を拒

わらず現在、2005 年までには、セランゴール州の現在の水供給量に一

んでいる。セランゴール州の水道当局は、現在使われているアスベストやセメント製の古いパイプの大部分を交換

日あたり約 10 億リットルの水を追加供給することになる別のダムが、新規

するためにかかる費用は「法外な額（*2）
」となるため、水供給システムのロスを10% まで下げることは「理想

に建設され、物議をかもしだしているのである。

あろう。 これは現在の水供給量をさほど超えるものではない。にもかか

需要管理計画とは対照的に、プロジェクト推進派の計画では一日当たり

ランゴール州内の 2 つの大型ダムの建設のために 16 億ドルもの費用を拠出しているのである。一体どちらのほう

40 リットルから 80 リットルもの水が浪費され続けることになる。これらの

が莫大な費用がかかるのか｜これは、無視できない問題である。

ことから明らかなように、セランゴール州はケラウダムによって導水される
一日当たり15 億リットルもの水をまったく必要としていない。この状況は

このようなシステムの改善を拒否する政府側の姿勢は明らかに合理的なものではなく、政治的なものである。これ
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マレーシア政府は以下に示すさ
まざまな需要管理や節水の対策
を採用することで、最終的には自
分達の利益につなげることがで
きるであろう。
・ 関税やその他のインセンティ
ブ、ディスインセンティブの要
素を利用した現実的な水 料
金の設定構造を確立すること
によって、公共料金の増収を
図ることができる。また、新
規のダム建設に向けられる融
資の利子率分の支払いを節
約できるだけで、給水システ
ムの交換を市レベルで行なう
ことのできる資金をまかなうこ
とができ、それによって、水
消費量の 15% から 25% は削
減できる可能性がある（*4）
。
・ 節水装置の取り付けを契約者
に義務付け、実際に節水を
達成できた水量に基づいて、
契約者への支払い額を決定
する。この場合、消費者は水
道料金の支払いを通じて、節
水装置の取り付けに対する支
払いをすることになる。
・ 河川の水や下水は工業や市当

的すぎる」と主張する。しかしながら、1995 年から 2000 年の 5 年間に、マレーシア全体で（*3）水供給システ
ムのロス削減のためにかけられた費用は、たったの 1 億 2500 万ドル。その一方で、政府は 4 年間のうちに、セ

最終的に
引き合う
節水対策

局の目的に利用することがで
きる。工場や住宅が密集して
いる地域では、雨水の収集
が清掃やトイレの水として利
用できる。

2020 年になっても変わらないであろう。
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森林保護地域の水没と河川生態系の変化

代替案について十分な検討がなされるべきとの規定がある。WCD によれば、水の必要性を十分かつ包括的に

このプロジェクトは深刻な影響を環境にもたらす。ラクム森林保護指定地域が貯水池の底に水没する予定になっ

分析し、それに基づいて、この代替手段が評価されなければならない。

ているのである。この森林地帯は、以下の動植物の生息地となっている。
・ 88 種の植物。（うち16 種は薬効をもつ植物として知られる。）

上記のように、現在、セランゴール州で水消費の水準が高い根本的な原因は水の浪費にある。また、プロジェク

・ 11 種の大型哺乳類。（すべての種が保護されている。）

トの推進派は彼らの示す将来の水需要予測が正当なものであることを証明できていない。新規の水供給プロジェ

・ 22 種の小型哺乳類。（ほとんどの種が保護されている。）

クトへの融資を決定する前に、セランゴール州ではまさに、水のニーズ評価と、そのニーズを満たすさまざまな代

・ 147 種の鳥類。（ほとんどの種が保護されている。）

替案の評価を独立かつ包括的に、また、長期的に行なう必要があるのである。供給量の拡大を図る前に、まず

・ 15 種の爬虫類。（徹底した保護を受けているキングコブラを含む。）

はセランゴールの消費者を対象とした水需要管理計画が進められるべきなのである。

また、この森林保護地域はクラウ禁猟指定地区と隣接しているため、この二つの地域を自由に行き交っている野

影響を受ける人々の十分な情報に基づく事前の自発的同意

生動物の数も多い。ラクム森林保護地域が水没してしまえば、この動物たちはより狭い地域で、食料もほとんど

世界ダム委員会（WCD）は、先住民族の人々に影響を及ぼす可能性のあるプロジェクトは、正式なものであろう

ないままに生きていかなければならなくなり、生命の危険にさらされることになるであろう。

となかろうと幅広い代表を通してなされる、先住民族の十分な情報に基づく事前の自発的同意によって進められ
るべきであると明言している。オラン・アスリの村長は次のように述べている。

ケラウ川では少なくとも 40 種の魚が確認されているが、貯水地の水が温度的、化学的、そして生態的に変化す
ることで、それらの魚にも影響が及ぶであろう。

私がプロジェクトに賛成すると言ったのは本当だが、それは、私達オラン・アスリが社会的弱者ゆえである。私
達は弱者として扱われている。移転しろと言われれば、私達は移住しなければならない。……役人がやってきて、

同様に重要な懸念点として、ケラウ川からセランゴール州にあるランガット川への導水が川の流水量を 70% 増加

「Tok Batin, resettle （村長、移転しろ。）
」 と言うから、私達は強制移住させられるのである。彼らは私達

させることである。これによって川岸沿いでの侵食が進み、川の河口にあるマングローブや魚の産卵地にも影響

がこれ以上何も考えることができないように圧力をかけてくる。もし、私達に選択肢があるのであれば、私達は

が及ぶこと、さらに、セランゴール州で洪水が起こることが懸念されている。

長年住み慣れたこの場所にとどまりたい。この土地は私達の先祖の土地なのだ。私達はずっとここで暮らしてき
たのだ。でも、私達に一体何ができるのか。政府がセランゴール州に水を供給したいと言っているのに……（*7）
。

先住民族の強制移住
先住民族オラン・アスリ325 名の住む一つの村全体がダム建設のために強制移住させられる。プロジェクト推進

サハバット・アラム・マレーシア（FoE Malaysia）が行なった一連の聞き取り調査（*8）の結果わかったことは、

派はオラン・アスリの人々がプロジェクトに賛成していると主張しているが、オラン・アスリ事務局（COAC（*5）
）は、

聞き取りを受けた人の誰一人として、補償や今後の家、生計手段がどうなるのかについて、また、遵守されるべ

影響を受けるテムアン一族が移転に関して、十分な情報に基づく事前の自発的同意をしていないと報告している。

き法的枠組みについての知識など持っていなかったということである。実際、補償契約に署名する前に、多くの
人々がプロジェクトへの同意書に署名させられていた。これが WCD によって提言されている十分な情報に基づく

過去に、マレーシアの先住民族のコミュニティーがダムの影響で強制移住をさせられたときには、自給自足の生活

事前の自発的同意であるとは考えられない。

を奪われ、経済的にひどく貧しい生活を強いられることとなったほか、社会的、文化的にもコミュニティーは破壊
されてしまった。バタン・アイやバクン、そしてセランゴールダムによる影響を受けたコミュニティーを見れば、そのよ

協議と情報公開

うな事実がよくわかる（*6）
。マレーシアでは、このような移転に関する苦い経験があるからこそ、代替案の評価も

JBIC の新しいガイドラインでは、事業の代替案が検討される初期の段階から情報公開を行なうことで、ステイク

行なわずにより多くの先住民族の移転をともなう事業を進めることが賢明なことと言えるのかどうか、問うていく必

ホルダーとの十分な協議の場を確保するよう規定されている。

要があるのである。
しかしながら、
これまで行なわれてきた「マルチ・ステイクホルダー（多くの利害関係者）
」による協議は、
不十分で、

国際協力銀行および世界ダム委員会ガイドラインの不遵守

本来あるべき姿のものではなかった。市民グループは、同プロジェクトの環境影響評価が承認され、重要な決
定がなされた後に、初めて政府レベルの会合に招待されたのである。そして、役人は市民グループから挙げら

ニーズと代替手段の評価

れた問題点に反論する場としてその会合を利用した。プロジェクトに関する問題点をじっくり話し合えるような新し

世界ダム委員会（WCD）とJBIC の両者のガイドラインには、
どんなプロジェクトにおいても、
融資を決定する前に、

い形のフォーラムではなく、住民の参加型プロセスを確保したなかで、計画を再度説明したという口実を彼らに与
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える結果となってしまったのである。JBIC は行なわれた会合の数ではなく、それらの会合の質によって、「十分な
協議がなされたかどうか」を判断するべきである。すなわち、ステイクホルダーが意思決定のプロセスに参加でき
る機会を与えられたかどうかを、判断の基準とするべきなのである。

提言
私達は、新しい環境ガイドラインの一部の施行が始まった 2002 年 10 月より以前に、マレーシア政府がプロジェク
トへの融資の要請を行なっていたとしても、JBIC はできる限り、ガイドラインを遵守していくべきであると考える。
JBIC は、このプロジェクトへの融資計画を見直し、撤回するべきである。なぜなら、このダムはさらに水の浪費
を招くだけでなく、セランゴール州における持続的な水供給を保証するものではないからである。そのような新規

結 論

の水供給プロジェクトに融資する前に、JBIC は、セランゴール州政府が公開された参加型の、かつ包括的なニー
ズ評価と代替案の評価を実施したり、需要管理計画を行なえるよう支援するべきである。
もし、新たな水供給が必要となれば、市民グループから既に提出されている 3 つの代替手段を検討するべきで
ある。この代替案は生態系への影響や事業費を最小限に抑えながら、セランゴール州への導水を行なうもので、
北部のペラック州とトレンガヌ州に既にある 2 つのダムから、鉄道の線路、また、すでにある給水管の通路、道
路を経由してパイプラインを引く計画である。この代替案であれば、7 億 4000 万マレーシア・リンギ（約 1 億
9471 万ドル：2003 年 2 月時点）から 30 億マレーシア・リンギ（約 7 億 8937 万ドル：同）の間に費用を抑える
ことができるのである。
より詳しい情報についての問い合わせ先 :
Sahabat Alam Malaysia/
Friends of the Earth Malaysia
9, Solok Mas
11600 George Town
Penang, Malaysia
Tel: +60-4-6596930
Fax: +60-4-6596931
Email: meenaco@pd.jaring.my

Centre for Orang Asli Concerns
P.O. Box 3052
47590 Subang Jaya
Selangor, Malaysia.
Tel/Fax: +60-3-56340988
Email: coac@tm.net.my

国際環境 NGO
FoE Japan
〒 171-0031
東京都豊島区目白 3-17-24-2F
Tel: 03-3951-1081
Fax: 03-3951-1084
Email: aid@foejapan.org
Web: www.foejapan.org/aid

国際協力銀行多くはらんできた。それらの問題は、深刻で、緩和でき
（JBIC）が融資して進めるアジアのダム事業は問題を

ない社会的、環境的、そして経済的な影響を引き起こし、多くの人々に影響を及ぼしてき
たのである。本冊子のなかでとりあげられている事業は JBIC の融資業務に共通してみら
れる問題点を明らかにしている。それは以下のとおりに、まとめることができる。

1. 融資承認前の段階における不十分な社会・環境影響評価

*1.

The Malaysia Water Industry Guide 2002. Water Supply Branch, Public Works Department and The Malaysian Water
Association, Kuala Lumpur.

*2.

ペナン消費者組合（Consumers Association of Penang : CAP）に対する公式の返答文書（1999 年 7 月19 日）

JBIC の事業の評価プロセスは深刻な欠陥を有しており、抜本的な改善を必要としている。本冊子で取り上げた

*3.

Eighth Malaysia Plan 2001 - 2005, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Kuala Lumpur. http://
www.epu.jpm.my/rm8/front̲rm8.html

すべての事例にみられるように、JBIC は政府、
および／もしくは、
事業者から提供される情報に依存している結果、

*4.

Arlosoroff, S. (1998), "Water Demand Management" in Promoting Sustainable Consumption in Asian Cities, United Nations
Center for Human Settlements (Habitat), Nairobi.

事業の承認前の段階で、事業の社会・環境影響を適切に評価できていない。この不十分な評価の結果、当初

*5.

オラン・アスリ事務局（COAC）が環境省に提出した環境影響評価に対するコメント（2000 年）

予測するものよりもはるかに大きい影響によって、多数の人々の生活や生計手段が破壊されてきたのである。本冊

*6.

http://surforever.com/sam 参 照。 ま た、Hong, E. (1987) Natives of Sarawak Survival in Borneo's vanishing forests, Institut
Masyarakat, Penang.

子でとりあげた事業だけでも約 20 万人の人々が事業の影響を直接受けており、さらに多くの人々が説明を受ける

*7.

オラン・アスリ事務局（COAC）が FoE Japan に提出した意見書（2000 年）

こともなく間接的な影響を受けてきた。

*8.

Context of consent. Mesti, ikut and terpaksa in Kelau. Utusan Konsumer. December 2002, p16-17.
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れている電力購買契約は事業者にひどく有利な内容となっており、莫大な利益をサンロケパワー社にもたらすのに
対し、フィリピンの電力消費者により高い税をかけることにつながる。ラムタコン揚水発電所計画では、上部の貯
水池における構造上の問題のため、現在も発電所が稼動していない。また、
コトパンジャン・ダムは水不足のため、
所期の発電量よりずっと低い発電量にとどまっている。JBIC が融資を行なったダムのこのようなお粗末な事業実
績は大きな懸念材料の一つであり、JBIC が開発機関としての正当性を保ちたいのであれば、取り組まなければ
ならない課題の一つでもある。

4. 実現されない適切な協議と情報公開
本冊子で取り上げたすべての事業にみられるように、JBIC と事業者は影響を受ける地域社会や一般市民に対
して十分な情報を公開していない。多くの場合、JBIC は当該政府の承認がないことを引き合いに出し、環境影
響評価や移転計画などの重要な文書の公開をいとも簡単に拒んできた。これはまったく容認できるものではない。
開発機関の資金源が納税者であることを鑑みれば、JBIC は事業を承認する前に、実行可能性調査、環境影
響評価、環境管理計画、環境影響緩和策、補償契約、経済分析、ニーズ評価など、あらゆる関連情報を公開
する義務を負っているのである。
JBIC の新環境ガイドラインが従来のものより高い情報公開の水準を備えている一方で、JBIC はこれまでに融資
した事業や現在融資を検討中の事業に関する重要な文書の公開を依然として拒み続けている。公的な説明責

2. 事業のニーズ／代替案に対する不十分な評価

任のため、実施段階、あるいは、計画・立案段階の事業であっても、JBIC は可能なかぎり新ガイドラインに沿っ
て職務を遂行するべきである。

JBIC は事業の承認前の段階で、必要性や代替手段の評価を十分に行なうことができておらず、経済的な採算
性の疑わしい多くの事業に融資する結果となっている。一国のエネルギーや水供給のニーズを適切に評価し、こ

さらに、JBIC は影響を受ける地域社会を意思決定に関与させず、また、先住民族の十分な情報に基づく事前

れらのニーズを満足させる別の選択肢を十分に分析していれば、JBIC の融資する事業はより成功を収めること

の自発的同意を尊重しなかったため、影響を受ける地域社会が参加できないまま、事業が進められる結果となっ

ができたであろう。たとえば、マレーシアでは、既存システムの浪費を削減したり、需要サイドでの管理対策をと

てしまった。フィリピンのサンロケダムの事例では、フィリピンの国内法である先住民族権利法の違反にもかかわら

ることで、ケラウダムを建設する必要性がなくなる。その結果、マレーシア政府は何百万ドルもの費用を節約でき

ず、事業が進められた。中国の紫坪鋪ダムでは、影響を受ける地域社会が移転への反対を表明することが妨害

るであろう。

されている。コトパンジャン・ダムでは、地域社会の人々が公正な補償や移転計画の遂行を要求した際、インドネ
シア国軍による脅しや嫌がらせに合う結果となった。

中国の紫坪鋪ダムの場合、その目標とする灌漑面積は、2000 年前に建設された都江堰の設備が現在灌漑して
いる土地面積とほぼ同等の広さである。しかし、紫坪鋪ダムが建設されれば、その都江堰のほうは恐らく破壊さ

5. 事業の実施中・実施後における不十分なモニタリング・評価

れてしまうであろうと予測されている。必要性および代替手段の適切な評価プロセスが踏まれていれば、同地域
の灌漑機能を改善する別の選択肢が模索されていたであろう。

JBIC のモニタリングと評価の手続きは明らかに不十分である。JBIC の過去のやり方は資金を供与した後は当該
政府に事業の実施を任せるというものであった。その結果、地域社会の人々は事業の出資者であるJBIC に何を

3. お粗末な事業実績

頼めるでもなく、ただ取り残され、影響を受けるほかなかった。多くの場合、政府や実施機関による補償の約束
は守られてこなかった。しかし、JBIC はこのような問題を影響を受ける地域社会と直接話し合うことを拒み、そ

本冊子でとりあげた事業のなかには、その事業実績が非常に悪く、事業収入からでは返済できないような不当な

の代わりとして、
当該政府と話し合うよう地域社会に指示してきた。このような JBIC の姿勢は、
コトパンジャン・ダム、

債務負担を借入国政府に強いているものがある。たとえば、サンロケダムの事業者とフィリピン政府との間で結ば

ラムタコン、メトロ・マニラ洪水制御事業の問題のなかに見られる。
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中国の紫坪鋪ダムでは、中国でこれまでに行なわれた大半の強制移転の例と同じ様に、不十分な条件のもとで 4
万人のチベット民族とその他の人々が強制移転させられることになるであろう。インドネシアのコトパンジャン・ダム
の事例では、3861 人の住民がダムで受けた破壊的な被害の原状回復を求め、日本政府に対し訴訟を起こして
いる。フィリピンのメトロマニラ洪水制御事業の事例では、漁業や農業を湖に依存している約 76000 人の土地や
生計手段に影響が及ぶのではないかとの懸念があげられている。このような例は枚挙にいとまがない。JBIC は
これまでに融資した事業が引き起こした損害に対する補償の遡及措置や緩和策に資金を振り向けることで、被害
を回復する責任を果たさなければならない。

今後に向けた提言
今後、以上のような問題が起きないよう、JBIC に以下の提言を行ないたい。
提言 1:
JBIC は現在および将来関わるすべてのダム事業を世界ダム委員会（WCD）
の勧告にそって評価するべきである。
WCD の勧告は、どのようなダム事業を進めるにあたっても、包括的な参加方式によって、水およびエネルギーの
必要性、また、これらの必要性を満たすさまざまな代替手段の評価がまず行なわれるべきだとする。さらに、被
影響住民の「明確な合意」、また、影響を受ける先住民族や部族民による十分な情報に基づく事前の自発的同
意が得られないならば、いかなるダムも建設されるべきではないとしている。
しかし、これらの事業の多くは JBIC の融資がなければ進まなかった事業である。したがって、JBIC は JBIC
のガイドラインや国際的な人権基準に沿って事業が進められるよう確保する責任を負っているのである。

提言 2:
事業の融資契約は、事業の計画・実施段階における環境保護、影響を受ける地域社会への持続可能な生計

さらに、サンロケダムのような事例の場合、JBIC は影響を受ける地域社会や日本の NGO からの圧力の結果、モ

手段および正当な補償の提供、また、地元の法律および JBIC のガイドライン遵守に関する条件を盛り込むべき

ニタリングを目的とした現地調査団を定期的に派遣しているが、これらのモニタリング活動の事後成果は非常に乏

である。これらの条件の違反が見られた場合には、それが融資支払いの停止、もしくは、凍結の根拠とされる

しいもので、JBIC の勧告が事業者や政府によって実行に移される保証はまったくなかった。JBIC が事業過程

べきである。また、条件の違反があるかを正当に見極めるため、その条件は公開され、第三者によるモニタリン

のある段階で資金供与を慎重に行なっていたことは事実であるが、結局、工事は進められ、補償や影響緩和

グを受けるべきである。

策の面での改善がほとんど見られなかったにもかかわらず、融資は継続された。
提言 3:

6. 対処する仕組みがなく残される未解決の問題

JBIC は事業の実施期間中および事業の完了後少なくとも 5 年間は、
（予測されていたもの、予測されていないも
のに関わらず）事業による影響がきちんと対処されるよう、現地調査団を定期的に派遣しモニタリングを行なうべ

本冊子でとりあげた事業の大半にみられるように、地域社会の生活は結果として以前より厳しいものとなっている。

きである。そのようなモニタリングを目的とした現地調査団は、影響を受ける地域社会を含めたすべてのステイクホ

しかし、JBICの融資する事業によって最後に残された問題に対処する仕組みはない。
タイのラムタコンの事例では、

ルダーと直接話し合う場や公聴会の場をもつべきである。モニタリングによって、事業実施段階での深刻な問題

工事中の爆破のため、400 人がその生計手段を破壊された。フィリピンのサンロケダムでは、事業のために立ち

が明らかになった場合、JBIC はその問題が解決されるまで融資供与の凍結を考慮するべきである。

退かされた 4400 人の大部分が収入につながる生計手段もないままに生き延びる道を模索しているほか、3000
人の砂金採取者が非常に重要な現金収入源を失った。また、何千ものイバロイ民族が土地と生計手段を失うこ

提言 4:

とが予測されている。

JBIC は自らがこれまでに関わってきたダム事業の社会・環境・経済の影響について包括的に評価するため、独
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立した評価チームを創設するべきである。チームは幅広いステイクホルダーで構成され、あらゆる関連情報を十分
に入手することが可能でなければならない。JBIC はその独立評価のなかから出された勧告の内容が実際に確
保されるまで、その勧告を実行に移すよう誠意ある努力を払い、また、新規のダム事業への融資を一時停止すべ
きである。
提言 5:
JBIC は融資する事業が引き起こした未解決の社会・環境問題に対処するための仕組みを確立すべきである。
JBIC は、融資したダム事業のために生計手段に対する被害を受けたあらゆる人々が、生活を再建し、生活水
準を改善できるよう保証するべきである。JBIC は生活の再建に必要とされる措置に対して資金を提供できるよう、
損害賠償基金を設けるべきである。
本冊子の事例をもとに、JBIC がこのような破壊的な開発事業への支援とその必要性について再度検証する機
会となること、そして、JBIC が過去の事業によって引き起こされた被害の回復のために対策を講じ、同じような問
題を今後二度と繰り返さないことを期待したい。これは日本政府、そして、私たち日本の市民に提示されている課
題であり、また、その課題への取り組みを進めていくことが期待されているのである。
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