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気候危機を回避して持続可能な社会の実現を目指す

宣言 

 

今，私たちは，気候危機を回避して持続可能な社会を実現できるのか，将来世代

にわたって生存基盤を維持できるかの重大な岐路に立たされている。 

近年，世界各地で，極端な高温，豪雨，森林火災，台風の巨大化等の異常気象が頻

発し，氷河の融解や海水温の上昇，生態系への不可逆的変化も現れている。日本で

も，災害級と形容される猛暑，数十年に一度と言われる集中豪雨や巨大台風が毎年

のように各地を襲い，河川の氾濫や崖崩れ等甚大な被害がもたらされた。この気候

危機により，現在及び将来世代の生存基盤が脅かされ，生命や健康，居住，社会経済

生活を営む権利（憲法第１３条，同法第２５条，環境基本法第３条，世界人権宣言前

文，同宣言第３条，自由権規約第６条）等への脅威が現実化している。今や気候危機

は重大な人権問題であり，日本を含む国際社会を構成する全ての国は，気候危機に

よりもたらされる国民の生命等に対する切迫した危険を回避するために，速やかに，

十分な対策をとらなければならない。 

急激な気候変動は，産業革命後の二酸化炭素（ＣＯ２）等温室効果ガスの排出増

加による地球温暖化が原因である。世界の平均気温の上昇はＣＯ２の累積排出総量

とほぼ比例関係にあり，２０３０年までにＣＯ２の排出量をほぼ半減させ，２０５

０年までに脱炭素を実現し，平均気温の上昇を産業革命以前に比べて１．５℃以下

に抑えることで，気候危機を回避して持続可能な社会を実現することが世界共通の

目標となっている（パリ協定第２条第１項（２０１５年１２月採択），ＩＰＣＣ「１．

５℃特別報告書」（２０１８年１０月公表），ＳＤＧs 項目１３（２０１５年９月採

択））。そのために，化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が急務となってい

る。 

日本政府も，２０５０年までにカーボンニュートラル・脱炭素とすることを宣言

し（２０２０年１０月），２０３０年度までの温室効果ガスの削減目標を２０１３

年度比２６％削減から４６％削減に引き上げ，さらに５０％の高みを目指す方針を

表明した（２０２１年４月）。しかし，１．５℃の上昇にとどめるために科学が要請

する水準には届いておらず，その実現の道筋や方策は従前の延長線上にあり，不十

分である。 

日本の社会経済活動に伴い排出されるＣＯ２の約９３％がエネルギー起源であ

り，そのうち約４０％を火力発電からの排出が占めていることを踏まえると，２０

５０年脱炭素に向けて，エネルギー効率を高めることでエネルギー消費量を大幅に

減らし，２０３０年までに石炭火力発電所を段階的に廃止するとともに，再生可能
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エネルギーの導入を飛躍的に拡大し，２０５０年までに再生可能エネルギー１００

％を目指すことを基本とすべきである。 

また，原子力発電は，運転時にはＣＯ２を発生させないことから，クリーンなエ

ネルギーであると言われることがあるが，ライフサイクル全体では大量にＣＯ２を

発生させている上，稼働に伴い生じる放射性物質は極めて危険で，その処分は困難

を極める。したがって，原子力発電所を新増設しないことはもとより，既存の原子

力発電所はできる限り速やかに廃止すべきことを基本とすべきである。 

これらの基本を踏まえ，国は，２０５０年までに脱炭素を実現するための道筋と

して，２０３０年までに温室効果ガスの排出量を１９９０年比で５０％(２０１３年

比５５％)以上削減し，電力供給における再生可能エネルギーの割合を５０％以上と

する目標を設定し，その旨を「地球温暖化対策の推進に関する法律」に明記すべき

である。その上で，地方自治体や市民と連携し，再生可能エネルギーの推進に当た

っては乱開発を抑制しつつ，地域社会との共生を図りながら脱炭素に向けたエネル

ギー転換を推進するとともに，産業構造の転換の中で労働者や中小企業，地域社会

が取り残されることのないよう公正な移行を支援し，パリ協定等と整合する持続可

能な経済社会の構築に向けて，国際社会において主導的な役割を果たすべきである。 

当連合会は，今後も，自らの事業活動に係るエネルギー消費量の削減に積極的に

取り組むとともに，気候危機を回避して持続可能な社会を実現するための２０５０

年脱炭素に向けて，最大限努力することを宣言する。 

 

以上のとおり宣言する。 

２０２１年（令和３年）１０月１５日 

         日 本 弁 護 士 連 合 会 
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提 案 理 由 

 

第１ 気候危機とは何か 

 １ 気候危機宣言と気候非常事態宣言 

環境省は，２０２０年６月，温室効果ガスの増加によって，今後，豪雨災害等

の更なる頻発化・激甚化等が予測されており，将来世代にわたる影響が強く懸

念され，こうした状況は，もはや単なる「気候変動」ではなく，人類や全ての生

き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」にあるとして，気候危機宣言を

行った（２０２０年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書）。 

また，同年１１月には衆議院及び参議院において気候非常事態宣言が決議さ

れた。 

 ２ 「１．５℃特別報告書」及び「第６次評価報告書第１作業部会報告書」 

国連下部組織の気候変動に関する政府間パネル（以下「ＩＰＣＣ」という。）

は，産業革命以来の化石燃料に依存した人間活動によって地球温暖化が進行し

ている可能性が極めて高いこと，地球温暖化によって２１世紀のうちにも人類

の生存基盤が脅かされかねないこと，危険な気候変動を回避するためには，温

室効果ガス，とりわけ長寿命のＣＯ２の排出を大幅に削減することが不可欠で

あることを指摘し，化石燃料からの脱却を提言してきた。 

特に，２０１４年１０月のＩＰＣＣ第５次評価報告書統合報告書及び２０１

８年１０月の「１．５℃特別報告書」では，地球全体の平均気温の上昇を産業革

命以前の水準から１．５℃に抑制した場合であっても，平均気温の上昇に伴う

台風の大型化・集中豪雨の頻発等の極端な気象現象，熱波や感染症の拡大によ

る健康被害，干ばつによる水や食料の供給減少等によって人類の生存基盤その

ものに対する深刻な影響が生じることを指摘している。また，地球全体の平均

気温が２℃上昇すると，人が居住するほとんどの地域で極端な高温の増加，海

水面の上昇等により更に深刻な影響が及ぶとされている。 

さらに，２０２１年８月に公表されたＩＰＣＣ第６次評価報告書第１作業部

会報告書（自然科学的根拠）は，地球温暖化は人間活動に起因し，大気，海洋，

雪氷圏及び生態圏に，広範囲かつ急速な変化が現れていると断定し，５０年に

一度の高温が出現する頻度が，工業化前に比べて気温が約１℃上昇している現

在は４．８倍であるところ，１．５℃上昇した場合は８．６倍，２℃上昇した場

合は１３．９倍となるなど，極端な気象・気候現象が激甚化し，頻度が高まるこ

とを指摘している。 

 ３ 気候危機の現状 
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(1) 既に，地球全体の平均気温が産業革命以前から１℃上昇したことによって

水蒸気量が７％増加しており，極端な豪雨がもたらされるなど，世界各地で

気候災害が日常化し，人々の生命・健康，生活環境及び産業にも甚大な被害が

生じている。 

(2) 日本でも，災害級の猛暑による熱中症での搬送者や死亡者が急増している。

また，数十年に一度と言われる極端な集中豪雨や巨大台風が毎年のように各

地を襲い，河川の氾濫や崖崩れ等による死者や，多くの住居や生活基盤に甚

大な損害がもたらされている。 

２０１８年２月に公表された政府報告書の「日本の気候変動とその影響」

によれば，日本の年平均気温は，長期的には１００年当たり約１.１９℃の割

合で上昇しており，真夏日及び猛暑日の年間日数の増加傾向が顕著である。

また，日降水量が１００ｍｍ以上の大雨の日数や，１時間降水量が５０ｍｍ

以上の短時間強雨（滝のように降る雨）の発生回数も増加している。 

消防庁の統計によると，全国における熱中症による救急搬送人員の累計は，

２０１９年（６月～９月）が６万６８６９人，２０２０年（６月～９月）が６

万４８６９人であって，２００９年（７月～９月）の１万２９７１人から大き

く増加している。内閣府災害情報によれば，２０１８年７月豪雨では，多くの

観測地点で観測史上１位の降雨量を更新して，西日本を中心に広域的な河川

の氾濫，崖崩れが発生し，これにより死者２３７名，行方不明者８名，家屋の

全半壊等２万２００１棟，家屋浸水２万８４６９棟等の被害が発生した（２

０１９年１月９日午後４時現在）。２０１９年台風第１９号では，観測史上１

位の降雨量を更に更新する歴史的な大雨となって，東日本を中心に広範囲に

わたる河川の氾濫や崖崩れが発生し，同台風とその後の度重なる大雨により

死者１０４名，行方不明者３名，家屋の全半壊等７万６５２棟，家屋浸水３万

１０２１棟等の被害が生じた（２０２０年４月１０日午前９時現在）。一般社

団法人日本損害保険協会によると，２０１８年７月豪雨，同年９月の台風２

１号及び１０月の台風２４号の風水害によって１兆５１５９億円の損害保険

金が，また，２０１９年９月の台風第１５号及び１０月の台風第１９号の風

水害によって１兆４８２億円の損害保険金が支払われている。損害保険料率

算出機構は，今後も自然災害リスクが増加することを理由に，２０２１年６

月には住宅総合保険の算定料率の１０．９％引上げを示した。 

水産庁は，サンマ，スルメイカ，サケはいずれも２０１４年以降の５年間で

漁獲量が７割以上減っていて，２０１９年は過去最低水準であり，その主な

原因は地球温暖化であるとする報告書をまとめている。それによると，地球
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温暖化によって海水温や海流が変わり，稚魚が育ちにくくなったり，産卵場

がエサに乏しい沖合に移ったりしているとのことである。 

(3) 国連人権委員会は，気候変動にぜい弱な国の人々の生命の危険や生活基盤

の崩壊の現状に照らし，人権の視点から温室効果ガスの排出削減を提起して

きたが，先進国においても，もはや他人事ではない深刻な事態に至っている。   

そして，気候危機による人権への脅威は，将来の不確実な事象ではなく，適

切な対策をとらなければ必ず広い地域で現実化するものであって，現在世代

がその危険性に直接さらされることはもちろん，現在世代が放置するならば

将来世代に対して生存の危機に至るべき甚大な被害を負わせることになるも

のなのである。 

 

第２ 国際社会の取組－パリ協定と２０５０年脱炭素へ 

 １ 気候変動枠組み条約及び京都議定書 

１９９２年に気候変動枠組み条約が締結され，１９９７年には先進国の削減

目標を定めた京都議定書が採択された。 

しかし，地球全体のＣＯ２を含む温室効果ガスの排出量は増加が続き，既に

地球全体の平均気温は産業革命以前から約１℃上昇し，最近の３０年の各１０

年間は，１８５０年以降のどの１０年間よりも高温を記録し，これまでの累積

排出量に加え，今後も追加的排出が続くことから，更なる気温上昇が見込まれ

ている。 

 ２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧs） 

気候変動は現在世代の様々な活動に起因し，生物多様性や食糧問題，ひいて

は安全保障に係る問題でもあり，共通の枠組みで取り組むことが必要であるた

め，パリ協定に先立って２０１５年９月に持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧ

s」という。）の項目１３で気候変動への具体的な対策が定められ，ＳＤＧs を

２０３０年までに達成することを目指す行動計画（持続可能な開発のための２

０３０年アジェンダ）が採択された。気候変動は，ＳＤＧs の項目３（健康・福

祉），同７（エネルギーへのアクセス），同１１（持続可能な都市），同１２（持

続可能な消費と生産），同１４（海洋と海洋資源の保全・持続可能な利用）と強

い相関関係にある。 

３ パリ協定及び「１．５℃特別報告書」 

(1) ２０１０年のカンクン合意（ＣＯＰ１６）において，地球全体の平均気温

の上昇を産業革命以前から２℃未満に抑制するために，２０５０年までに世

界規模での早期の排出のピークアウトと大幅削減を共通のビジョンとした。 
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２０１３年に公表されたＩＰＣＣ第５次評価報告書第１作業部会報告書

は，地球全体の累積排出総量と平均気温の上昇とはほぼ比例関係にあること，

及び気温上昇を２℃未満にとどめるために今後地球全体で排出できる総量

（残余のカーボンバジェット）は現在の排出量の約２９年分であることを明

らかにした。このことは，早期に十分な排出削減を行わなければ，将来世代で

ある子どもたちの人権が損なわれることを意味している。 

(2) ２０１５年１２月にはパリ協定が採択されたが，そこでは，地球全体の平

均気温の上昇を産業革命以前に比べて２℃を十分に下回り，１．５℃以下に

抑える努力をすることを目標とし，今世紀半ば頃に地球全体の温室効果ガス

の排出を実質ゼロとすることを長期目標とするとされており，２０１６年に

日本も批准した。 

(3) パリ協定は，前記の１．５℃～２℃目標を掲げるものであるが，２０１８

年１０月の「１．５℃特別報告書」では，現在の進行速度で地球温暖化が続け

ば，２０３０年から２０５２年までの間に産業革命以前に比べて１．５℃の

上昇に達する可能性が高く，２０５０年までに地球の気候システムに急激で

不可逆的な変化をもたらす転換点（ティッピングポイント）に至り，地球環境

の激変がもたらされる危険性があること，６６％の確率で１．５℃に抑える

ためには，地球全体でＣＯ２の排出量を２０３０年までに２０１０年比で約

４５％削減し，２０５０年には実質排出ゼロとする必要があることが指摘さ

れた。これは世界全体における数値目標であるので，排出量の多い先進国に

はより大きな削減が求められる。さらに，ＩＰＣＣ第６次評価報告書第１作

業部会報告書では２０４０年までに１．５℃に至る可能性を指摘し，６７％

の確率で１．５℃に抑制するための地球全体の残余のカーボンバジェットは

約４０００億ｔとされており，一層，十分な排出削減が急務となっている。 

４ 気候危機回避に向けた目標 

パリ協定及び「１．５℃特別報告書」を踏まえ，現在では，２０３０年までに

地球全体でＣＯ２の排出量をほぼ半減させ，２０５０年までに脱炭素を実現す

ることが世界の共通の目標となっている。 

しかし，パリ協定の下で各国が提出している国別削減目標（ＮＤＣ）の現状で

の２０３０年目標を足し合わせても，まだ１.５℃目標はもとより２℃目標を達

成する見込みも立たないことから，２０２１年１１月に開催予定の国連気候変

動枠組条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）に向けて，各国に２０３０年目標

の引上げが要請されているところである。 

５ 気候変動に対してとられる措置の影響への対応 
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パリ協定はその前文で，「締約国が気候変動のみでなく，気候変動に対応して

とられる措置によっても影響を受けるおそれがあることを認め」，「自国が定め

る開発の優先順位に基づく労働力の公正な移動並びに適切な仕事及び質の高い

雇用の創出が必要不可欠であることを考慮」すべきと記している。また，「締約

国が，気候変動に対処するための行動をとる際に，人権，健康についての権利，

先住民，地域社会，移民，児童，障害者及び影響を受けやすい状況にある人々の

権利並びに開発の権利に関するそれぞれの締約国の義務の履行並びに男女間の

平等，女子の自律的な力の育成及び世代間の衡平を尊重し，促進し，及び考慮す

べき」であることも明記している。炭素集約型産業から省エネルギーや再生可

能エネルギー産業への転換に伴って労働者や地域社会，社会的弱者等が取り残

されない措置も不可欠である。 

 

第３ 気候危機による人権への現実的脅威 

 １ 国連人権理事会決議 

２０１７年６月に国連人権理事会において全会一致で採択された「人権と気

候変動に関する決議」は，その冒頭において，ＳＤＧs の目標１３（気候変動と

その影響への緊急対策）を含む「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」

の採択を歓迎し，パリ協定等の気候変動への対策の重要性を確認した上で，地

球温暖化が進むにつれて，気候変動が，生命への権利，十分な食糧を得る権利，

健康への権利，居住の権利，安全な水と衛生に対する権利等，人権の十分な享受

に対して様々な負の影響を与えていることを指摘している。 

 ２ 世界の気候変動訴訟 

(1) 気候危機の人権への影響については，今日，司法の場でも問題とされてい

る。オランダ最高裁判所は，２０１９年１２月２０日，以下のような見解を示

した上で，気候危機が「生命に対する権利」（欧州人権条約第２条）に対する

「現実で差し迫った危険」であるとし，オランダ政府に対して温室効果ガス

の削減目標の引上げを命じる判決を下した。 

① このまま地球温暖化が進行すれば，極端な暑さや極端な干ばつ，極端な

降水，生態系のかく乱が生じるとともに，氷河や極地近辺の氷冠を融解さ

せ，海面水位が上昇していく。そして，既にこれらのある部分は現在生じて

いる。 

② 気候変動の結果，気候を突然かつ包括的に変える，急激で不可逆的な変

化をもたらす転換点（ティッピングポイント）がもたらされ，食糧供給を危

うくし，国土や住宅の損失，健康を危険にさらし，人命を失わせることにな



- 8 - 

る。 

③ このような危険な気候変動は，欧州人権条約第２条にいう「生命に対す

る権利」への「現実で差し迫った危険」で，人権侵害であり，この人権侵害

から国民を保護することは国の義務である。 

④ 気温上昇を２℃にとどめるために，全ての国が応分の削減義務を負って

おり，ＩＰＣＣ第４次評価報告で先進国に求められていた２０２０年まで

に１９９０年比２５％削減との目標は，国際社会における共通認識となっ

ている。排出量の少ないオランダにおいても，気候危機を防止するために，

国の削減目標を引き上げるべきである。 

温室効果ガス排出削減のための政策決定は政府と議会の権限であり，これ

らの機関は広い裁量権を有している。しかし，危険な気候変動による影響は

人権侵害であり，法の範囲内においてその権限を行使したか否かを判断する

ことは裁判所の役割であるとし，裁判所が積極的な判断を行ったのである。 

この判決は，気候変動の影響を人々の現実の差し迫った人権侵害として捉

えた初めての最高裁判所判決である。 

(2) この考え方は，アイルランド最高裁判所やドイツ憲法裁判所等に引き継が

れている。 

アイルランド最高裁判所は，２０２０年７月３１日，地球温暖化に向けた

国家の緩和計画が十分な削減を目的としていないとして新たな計画の策定を

命じる判断を示した。 

さらに，ドイツでは，若者らが，連邦気候保護法がカーボンバジェットの考

え方に基づいて各分野別の各年の許容排出量を法定していることに関して，

２０３０年目標（１９９０年比５５％削減）の定めは不十分であり，２０３１

年以降の削減目標の定めも欠いているとして，ドイツ憲法裁判所に訴えを提

起した。 

これに対し，ドイツ憲法裁判所は，２０２１年３月２４日，生命身体の保護

を求める基本権は気候変動によって生命身体が危険にさらされる場合にも当

てはまり，気候変動が世界的な事象であることだけで自国の気候保護義務を

免れることはないとして異議申立権（通常の訴訟における原告適格）を認め，

連邦気候変動法は次世代の自然的な生命基盤を保護する憲法上の要求を満た

していないとして，２０２２年１２月３１日までに２０３１年以降の削減目

標を定めるよう連邦議会に命じた。 

同判決を受けて，ドイツ政府は，直ちに，脱炭素の目標年を２０５０年から

２０４５年に前倒しし，２０３０年の削減目標を１９９０年比５５％から６
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５％に引き上げ，中間目標として２０４０年に１９９０年比８８％削減を盛

り込んだ改正法案を議会に提出し，２０２１年６月２５日，改正法が成立し

た。 

(3) オランダ最高裁判所やアイルランド最高裁判所は，パリ協定の温度目標を

実現するための科学的知見に基づく排出削減は国の責務であるとし，ドイツ

憲法裁判所も，連邦気候保護法において，過剰な自制によってしか守れない

ような状態を将来世代に残してはならない旨述べ，より明確に国の義務を認

めた判断を示したのである。 

 ３ 気候危機による人権への現実的脅威と国の責任 

(1) 全ての人は「個人として尊重」（個人の尊厳）され（憲法第１３条前段），

「生命，自由及び幸福追求に対する権利」（同法第１３条後段），「健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利」（同法第２５条第１項）等の人権が保障さ

れている。 

  環境基本法第３条も，環境を健全で恵み豊かなものとして維持することは，

「人間の健康で文化的な生活」に欠くことのできないものであるとし，「現在

及び将来の世代の人間」が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに，

「人類の存続の基盤である環境」が将来にわたって維持されるように環境の

保全が適切に行われなければならないとしている。 

また，世界人権宣言は，全ての人に「人間の尊厳」（同宣言前文）が認めら

れるとし，「生命，自由及び身体の安全に対する権利」（同宣言第３条）等を

保障しており，自由権規約第６条も「生命に対する権利」を保障している。 

(2) 温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化は，様々な気候災害を生じさせ，そ

れにより生命や健康への被害，居住地からの退去，社会経済活動への制約，貧

困等の被害を生じさせている。さらに，ＩＰＣＣ「１．５℃特別報告書」は，

温室効果ガスの排出制限の目標が２０３０年及び２０５０年という決められ

た期限までに達成できず，地球全体の平均気温が産業革命以前に比べて１．

５℃を超えるような場合には，私たちの生命・健康や全ての生き物にとって

の生存基盤により重大な危険がもたらされると指摘している。 

このような事態は，気候危機により，現在及び将来世代の生存基盤が脅か

され，生命や健康，居住，社会経済生活を営む権利（憲法第１３条，同法第２

５条，環境基本法第３条，世界人権宣言前文，同宣言第３条，自由権規約第６

条）等への脅威が現実化していると言える。  

(3) 日本も批准している自由権規約は，「生命に対する権利」を保障し（同規

約第６条），締約国に対し，自由権規約において認められる権利を「確保」す
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る義務を課している（同規約第２条第１項）。 

国連自由権規約委員会は，同規約第６条の「生命に対する権利」に関し，締

約国は，必要に応じて，「台風，津波，地震，放射能に関する事故」といった

「生命に対する権利を享受することに悪影響を及ぼしかねない自然災害や人

災」に対し，「準備を加速させるとともに真剣に取り組むように設計された危

機管理計画や災害管理計画を開発しなければならない」（同規約一般的意見

３６第２６項）としている。気候危機によりもたらされる国民の生命等に対

する切迫した危険に対して，国が十分な対策をとらないことによって，自由

権規約第６条の趣旨を著しく没却するような場合等には，国の裁量権の範囲

を逸脱するものとして裁判上も違法と評価されるべきである。 

気候危機は，人類によってもたらされた「人災」とも評価し得るのであっ

て，気候危機によって生命を脅かされないことは「生命に対する権利」（同規

約第６条）として保障されているが，気候危機に直面している今，日本を含む

国際社会を構成する全ての国は，早急にパリ協定等と整合する排出削減目標

を実現するための実効性ある危機管理計画等を開発し，実行に移す責任があ

ると言える。 

 

第４ 日本政府のエネルギー政策の現状と求められる方向性 

 １ 日本政府の気候危機に対する対応 

   菅義偉内閣総理大臣（当時）は，２０２０年１０月２６日，所信表明演説にお

いて２０５０年カーボンニュートラル・脱炭素を目指すことを宣言し，２０２

０年９月から第５次エネルギー基本計画の改定が審議されてきた。また，２０

２１年４月２２日の気候サミットに臨むに当たり，２０３０年度までの温室効

果ガスの削減目標を２０１３年度比で２６％削減から４６％の削減へと引き上

げ，さらに５０％の高みを目指すとした。 

   しかし，現状では，温室効果ガス排出量全体の約８５％をエネルギー起源Ｃ

Ｏ２が占める（ＣＯ２排出量の約９３％）が，日本の２０１９年度の温室効果ガ

ス排出量は２０１３年度比１４％減（１９９０年度比５％減）にとどまってい

る。 

   また，日本政府は，石炭火力からの早期脱却に消極的であり，東京電力福島

第一原子力発電所事故後も，原子力発電所への依存度を「可能な限り低減させ

る」としつつ，石炭火力とともに原子力を重要なベースロード電源と位置付け

るなど，原子力発電に依存した政策を維持してきた。 

   ２０３０年度までの温室効果ガスの削減目標（２０１３年度比４６％削減）
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の達成に向けて，今般策定の第６次エネルギー基本計画でも，２０３０年度の

電力消費量の削減は大幅なものではなく，その電源構成をみると，再生可能エ

ネルギーの割合は増加しつつも５０％に到底及ばず，原子力も従来の目標に比

べて大きな変化はなく，石炭火力の利用も継続されるなど，基本的に従前の延

長線上にあると言わざるを得ない。 

２ パリ協定の下でエネルギー政策に求められる方向性 

 パリ協定の下で，２０５０年脱炭素を目指すことは世界の潮流であり，社会・

経済基盤が脱炭素・再生可能エネルギーへと大きく変わろうとしている。 

国は，２０５０年までに脱炭素を実現するための道筋として，石炭火力発電

からの脱却，原子力発電からのできる限り速やかな脱却，再生可能エネルギー

１００％への移行を目指すことを基本とし，２０３０年までに温室効果ガスの

排出量を１９９０年比で５０％（２０１３年比では５５％）以上削減し，再生可

能エネルギーの割合を５０％以上とする目標を設定し，その旨を「地球温暖化

対策の推進に関する法律」に明記すべきである。その上で，地方自治体や市民と

連携し，地域社会との共生を図りながら脱炭素に向けたエネルギー転換を推進

するとともに，産業構造の転換の中で労働者や中小企業，地域社会が取り残さ

れることがないよう公正な移行を支援しながら，パリ協定等と整合する持続可

能な経済社会の構築に向けた以下の施策を進めることで，国際社会において主

導的な役割を果たすべきである。 

なお，２０３０年までの温室効果ガス削減目標を設定するに当たり，気候変

動枠組み条約や京都議定書が１９９０年を基準年としており，ＥＵ諸国等でも

１９９０年を基準年として目標設定している。その一方，日本では２０１３年

を基準年として目標設定をしている。そこで，本宣言における国への提言は，１

９９０年を基準年とした上で，２０１３年比も付記することとした。また，「１．

５℃特別報告書」では，世界全体での今後の削減必要量を示すために２０１０

年を基準年として用いていることから，「１．５℃特別報告書」に関連するとこ

ろでは２０１０年を基準年として表記している。 

 

第５ ２０５０年脱炭素に向けての施策 

 １ 再生可能エネルギーの飛躍的拡大と持続可能な経済社会への転換 

(1) 石炭火力発電からの脱却と再生可能エネルギー推進の施策 

日本においては，社会・経済活動に伴い排出されるＣＯ２の約９３％がエ

ネルギー起源のものであり，そのうちの約４０％を火力発電からの排出が占

めていることを踏まえると，２０５０年脱炭素の実現に向けて，エネルギー
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効率を高めることでエネルギー消費量を大幅に減らしつつ，２０３０年まで

に石炭火力発電所を段階的に廃止するとともに，再生可能エネルギーの導入

を飛躍的に拡大し，２０５０年までに再生可能エネルギー１００％を目指す

ことを基本とすべきである。 

① そのためには，当連合会が２０１７年２月１６日付け「パリ協定の実施

のための国内法制度の整備に関する意見書」，２０１８年６月１５日付け

「パリ協定と整合したエネルギー基本計画の策定を求める意見書」，２０

１９年１月１８日付け「長期低排出発展戦略の策定に関する意見書」及び

２０２１年６月１８日付け「原子力に依存しない２０５０年脱炭素の実現

に向けての意見書」（以下，これらを合わせて「２０１７年意見書等」とい

う。）で指摘したとおり，次のような具体的な施策を行うべきである。 

ア 設備・機器の高効率化や建物の断熱性強化等，エネルギー需要量の低

減を誘導する施策を導入すること。 

イ 建設中のものを含む石炭火力発電所の新増設を中止し，既存の石炭火

力発電所を２０３０年までに段階的に廃止すること。また，天然ガス火

力発電所の新増設も中止すること。 

ウ 送電網への再生可能エネルギーの優先接続，既存送電網の有効活用及

び地域分散型電源に対応した送電網の拡充・整備等，地域分散型のエネ

ルギー需給システムの構築のための政策を積極的に推進すること。 

エ ＣＯ２に価格を付け，企業や個人がＣＯ２の排出にコストを負うとす

ることでＣＯ２の排出削減を促す施策であるカーボンプライシング（炭

素の価格付け）を導入・強化すること。 

② ２０５０年脱炭素の実現に向けては，全ての部門でエネルギー効率を高

めてエネルギー消費量を大きく減らし，電力部門においてはもとより，電

力部門以外においても，再生可能エネルギーの導入を拡大し，電化や脱炭

素の技術の導入を進めるなど，脱炭素化を進めることが必要である。 

そのために，太陽光発電を中心とする余剰電力を活用し，水素等のエネ

ルギー貯蓄システムを利用し，太陽光や風力発電の変動性対策をとること，

輸送部門での電気自動車への転換を推進すること，製鉄・化学等の産業部

門での脱炭素化を推進すること等が求められる。 

(2) 脱炭素型地域社会への取組と公正な移行 

① 日本において「２０５０年までにＣＯ２排出実質ゼロ」を表明した地方

自治体数は，２０１９年９月時点では４自治体（人口約１９５６万人）であ

ったが，２０２０年１０月２６日時点では１６６自治体（人口約７８８３
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万人），２０２１年７月３０日時点では４３２自治体（人口約１億１１１８

万人）と，脱炭素への意識は全国の地方自治体，住民の間に急速に広まって

いるところである。 

そして，再生可能エネルギーは地域分散型電源であるので，再生可能エ

ネルギーの地産地消を通して地域経済を持続可能なものとすることができ

る。 

そのため，地方自治体による脱炭素型地域社会に向けた都市計画の策定

や建築物対策，地域での再生可能エネルギー利用の拡大支援が期待される

とともに，国は，そうした地方自治体や市民が排出削減に取り組むために

必要な制度改善及び情報の公開・提供を積極的に行ったり，エネルギー政

策の決定過程に市民参加を推進したりするなど，その排出削減対策の具体

化と実施を後押しする対策をとるべきである。 

② 再生可能エネルギーを推進するに当たっては，大規模な太陽光発電のた

めの無秩序な森林伐採や住宅地の近隣における風力発電等，新たな自然破

壊や人の健康に危険をもたらすようなものであってはならない。ゾーニン

グの設定や，再生可能エネルギー設備に関する環境アセスメントの義務付

け対象を拡大し，地元住民に対してできる限り早期かつ十分な協議の場が

確保されるべきである。 

また，パリ協定の前文にも明記されているように，脱炭素の経済社会に

移行する過程で生じる炭素集約型産業に従事する労働者の雇用の喪失・雇

用条件の低下や，こうした産業に依拠してきた地域経済への影響に対し，

省エネルギーや再生可能エネルギー分野での新たな雇用機会の創出・移行

や，持続可能な地域経済の構築を支援し，また，世界的な規模でのサプライ

チェーンを通した脱炭素化の加速の動きに対して，中小企業に過大な負担

が課せられないよう支援することなど，公正な移行への支援も不可欠であ

る。 

２ 原子力発電からのできる限り速やかな脱却 

(1) 原子力発電の問題点 

原子力発電は，運転時にはＣＯ２を発生させないことからクリーンなエネ

ルギーであると言われることがある。しかし，原料の採掘から始まり，燃料へ

の加工，運搬，廃炉や再処理，放射性廃棄物の処分・管理までというライフサ

イクル全体で考えると，大量のＣＯ２排出を伴うものである。 

そして，原子力発電所の運転に伴い不可避的に生じる放射性物質は，人体

に害悪を及ぼす。中でも高レベルガラス固化体や使用済み核燃料のような高
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レベル放射性廃棄物は，短時間で人が死に至るほどの極めて強い放射線を長

期間放出し続ける。また，その処分方法は確立されておらず，現在の法律で定

められている地層処分ですら，地下３００ｍより深い地層に万年単位で隔離

するという方法でしかない。 

  (2) 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓 

東京電力福島第一原子力発電所事故では，原子力発電所から放出された放

射性物質により，広範囲にわたり国土が汚染され，多くの住民が避難を余儀

なくされた。事故から１０年以上経過したにもかかわらず，いまだ福島県内

外への避難者は３万５０００人を超え，生業や故郷を失った人の被害は回復

されてない。また，事故後の廃炉作業は困難を極め，一度過酷事故を起こした

際の被害が想像を絶するものであることを如実に示した。 

私たちは，このような事故は二度と許されないこと，そして，地震多発国で

あり火山災害や多くの自然災害を避けることができない日本において，原子

力発電所とは共存できないことを改めて認識すべきであり，原子力発電から

のできる限り速やかな脱却を図る必要がある。 

したがって，日本が２０５０年までに脱炭素を実現するためには，原子力

発電所を新増設しないことはもとより，既存の原子力発電所はできる限り速

やかに廃止することを基本とすべきである。 

 

第６ 弁護士会の排出ゼロへの取組－持続可能な社会への貢献 

  当連合会は，２００９年１１月６日の人権擁護大会において「地球温暖化の危

険から将来世代を守る宣言」を採択し，気候危機回避のための提言を行った。そ

の後，パリ協定が締結されるなど脱炭素化に向けた取組が世界的に強化されつつ

ある中で，２０１７年意見書等において，国に対し，パリ協定の目的を達成する

ために，石炭火力発電や原子力発電から脱却し，再生可能エネルギーへの移行を

目指すことを基本とする具体的な提言を重ねてきた。 

  今や気候危機により現在及び将来世代の生存基盤が脅かされ，生命や健康，居

住，社会経済生活を営む権利等の人権に対する脅威が現実化する中で，２０５０

年までに脱炭素を実現することは重大な課題となっている。 

２０５０年脱炭素の実現には，国や地方公共団体のみならず企業や個人も含め

全ての主体が脱炭素化に向けた努力をすることが必要である。その道のりは，人

類が経験したことのない壮大な挑戦である。しかし，子どもたちの未来や将来世

代のために，必ず，やり遂げなければならない挑戦である。 

当連合会は，このような決意をもって，今後も自らの事業活動に係るエネルギ
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ー消費の削減に積極的に取り組むとともに，気候危機を回避して持続可能な社会

の実現のために，２０５０年脱炭素に向けて最大限努力する。 

 


