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本ニュースは前回号（2008年５月号）において地球温暖化問題に関する特集を組み、個人、企業、又は事務所レ
ベルで取り組むべき温暖化対策を取り上げた。しかし、いうまでもなく、地球温暖化問題のような地球規模の課題
を解決するには、世界的取組み、特に各国政府が率先して温室効果ガスの排出削減に取り組むことが不可欠である。
しかるに、先の洞爺湖サミットにおいては何ら有効な数値目標が決定されず、今後の世界の温暖化対策が大いに危
惧される状況にある。そこで今回は、そのような国際政治の状況を踏まえ、世界の中で日本はいかなる温暖化政策
をとるべきかという視点から、地球温暖化問題について特集する。

2013年以降の地球温暖化防止の国際制度構築と
先進国の責務
龍谷大学 高村 ゆかり
気候変動に関する政府間パネル

後の世代の問題ではなく、地球の気

2007年のインドネシア・バリ会合

（IPCC）が2007年に発表した第４次

候系、生態系に依拠する私たちの生

（COP13）で、枠組条約の下に米国

評価報告書（AR４）は、気候シス

存と生活の基盤を大きく揺るがす現

も参加した新しい作業部会を設置

テムに温暖化が起こっていると断定

実の脅威として認識され始めた。

し、米国と途上国の排出削減・抑制

し、人為起源の温室効果ガスの増加

これまで国際社会は、1992年の国

努力についても検討し、2009年のコ

がその原因とほぼ断定した。そこで

連気候変動枠組条約とそのもとで

ペンハーゲン会合（COP15）での

予測される温暖化の影響は、海面上

1997年に採択された京都議定書を基

合意をめざすことが合意された。京

昇による沿岸地域の浸水、降水量・

礎に温暖化問題に対処してきた。と

都議定書第一約束期間終了後、2013

降雪量の変化に伴う洪水や渇水、異

りわけ京都議定書採択以降、世界的

年以降いかなる国際制度のもとで問

常気象の激化による人命や財産の喪

には明らかな対策の進展が見られ

題に対処するかが現在の温暖化交渉

失に加え、経済や産業への影響も深

る。他方で、京都議定書が直面する

の中心的議題である。この交渉は、

刻である。特に、農林水産業への影

課題も大きい。何よりも重要なのは、

日本を含む各国の温暖化政策と拡大

響は食糧生産に多大な影響を与え

温暖化防止という究極の目標に照ら

する炭素市場の行方に大きな影響を

る。国連環境計画（UNEP）は、

して必要な排出削減を可能にする制

与えるとしてその動向が注目されて

2000年からの10年間の気象関連自然

度構築の課題である。温室効果ガス

いる。

災害の損害額は、毎年1500億米ドル

の大気中濃度の安定化には、安定化

こうした中で今年（2008年）７月

に達すると予測している。実際、国

のタイミングや水準にかかわらず、

に開催された洞爺湖サミットでは、

連国際防災戦略（ISDR）によると、

現在の排出量よりも排出を優に50％

2050年50％といった長期目標を真剣

2005年のハリケーン・カトリーナに

は削減することが必要となる。米国

に検討するとした2007年のハイリゲ

よる経済損失は1250億ドルに達し、

を含むすべての先進国が議定書の削

ンダム・サミットの合意をいかに進

阪神大震災（1210億ドル）を上回り

減目標を達成しても世界全体で1990

められるかが課題であった。洞爺湖

過去最高を記録した。温暖化問題は、

年比5.2％の削減にとどまる。

サミットの合意文書は、「2050年に
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少なくとも50％削減という目標をす

40％、2050年に80-95％といった削

ステムのモデルを途上国に示すこと

べての…国と共有するよう努め、枠

減目標を示すことを求めている。

でもある。主要途上国は、上記の５

組条約の交渉において検討し、採択

しかし、「2050年までに少なくと

カ国会合でも途上国が成り行き

するよう努める」とし、米国を含む

も50％削減」という目標をG８が共

（Business as Usual）から排出を抑

G８参加国がこの長期目標を他国に

有したことの意義は大きい。そこに

制するよう対策を前進させる決意を

働きかける目標として位置づけ、さ

至るための中期目標の水準はおのず

示している。そのための条件でもあ

らに、この目標を現実の国際交渉に

と見えてくる。IPCCのAR４に照ら

る低炭素社会に向かうための資金、

おいて合意するよう努めるとした。

せば、増大する世界全体の排出量の

技術の支援制度をいかに構築するか

その意味で、ハイリゲンダム・サミ

現状を大きく転換し、遅くとも2020

もその責務の１つである。

ットより一歩進んだ書きぶりとなっ

年頃には世界全体の排出量を頭打ち

この洞爺湖サミットの合意が温暖

ている。

にする速度と規模での排出削減が必

化防止に意義があったか、その真価

しかし、期待されていた先進国グ

要となる。実に野心的な目標だが、

は、この合意を今後現実のものとす

ループとしての中期の数値目標は示

それでも工業化以前と比して2.4-2.8

ることができるかで決まる。まずは、

されなかった。中期目標は、2009年

度の気温上昇を伴うと予測される。

合意が示すように、長期目標の検討

末合意をめざす2013年以降の国際制

その意味で、現在交渉中の2013年以

と合意を含め、2009年末の合意をめ

度がどれくらいの削減をめざすの

降の国際制度がいかにこうした大規

ざす国際交渉を成功させることであ

か、国際交渉の前提となるその「着

模な排出削減を可能としうるかが死

る。さらに、サミットの合意は、長

地点」を示すという観点からまさに

活的に重要なのである。

期目標が、中期目標とそれを現実に

今求められている。特に主要先進国

2013年以降の国際制度構築におけ

達成する政策や措置に裏付けられな

がいかに率先して削減に向けて行動

る先進国の責務は大きい。世界全体

ければならないこと、そして、日本

するかを示すことは、途上国の削減

の排出抑制という観点からはもちろ

を含むG８各国が、絶対排出量の削

努力に関する交渉の前進には必要と

ん、市場メカニズムを通じた途上国

減を達成するための「野心的な」国

考えられていた。実際、サミットと

への資金と技術の移転の促進という

別中期目標を実施することを求めて

連動して開催された主要途上国５カ

観点からも、野心的な目標設定が求

いる。日本の場合、この政策や措置

国（中国、インド、メキシコ、南ア

められる。それはまた何よりも、

の中には、福田ビジョンでも述べら

フリカ、ブラジル）会合は、先進国

「発展か環境か」という二律背反的

れた国内排出量取引制度の検討実施

が、2013年以降京都議定書の下で野

な発想を打ち破り、温室効果ガスを

も含まれよう。ホスト国日本が今後

心的な目標達成を先導するよう、少

排出しないで生活の質を向上させう

そのリーダーシップをいかに示すこ

なくとも1990年比で2020年に25-

る低炭素社会に向けた経済・社会シ

とができるかを注目したい。

表 「2050年50％削減」の意味
分類

二酸化炭素 二酸化炭素換算 工業化以前からの全球 二酸化炭素排出量 2050年の二酸化炭素排出量
濃度（ppm）濃度（ppm） 平均気温上昇（℃） 頭打ちの年
変化（2000年排出量比）

I

350−400

445−490

2.0−2.4

2000−2015

−85 〜 −50

II

400−440

490−535

2.4−2.8

2000−2020

−60 〜 −30

III

440−485

535−590

2.8−3.2

2010−2030

−30 〜 ＋5

IV

485−570

590−710

3.2−4.0

2020−2060

＋10 〜 ＋60

V

570−660

710−855

4.0−4.9

2050−2080

＋25 〜 ＋85

VI

660−790

855−1130

4.9−6.1

2060−2090

＋90 〜 ＋140
出典：IPCC第四次評価報告書
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温暖化対策に資する排出量取引制度
〜「試行的実施」の問題点〜
京都大学大学院経済学研究科 諸富 徹
関が認証したクレジット、以上合計

以上より、合計４種類のクレジッ

は？

３種が取り扱われることになるとし

トをそれぞれ生み出す、異なる取引

「排出量取引の試行的実施」を謳

ている。このうち②は、自主行動計

制度を統合したものを「統合市場」

った福田ビジョンを受け、日本政府

画に含まれない中小企業を対象とし

と呼んでいることがわかる。ところ

は７月末に「低炭素社会づくり行動

たものである。

で今後、排出量取引が今回の試行的

縡 排出量取引の「試行的実施」と

計画」を閣議決定した。それによれ

②は、「国内CDM」の名からも明

実施を経て本格実施に進むかどうか

ば、９月中にも制度設計の検討が進

らかなように、基本的には京都メカ

は予断を許さない。筆者が出席した

められ、10月には試行的実施が始ま

ニズムにおけるCDMの方法論を国

福田ビジョン公表後の環境省「国内

る予定である。ところで、福田ビジ

内対策、しかも中小企業に適用しよ

排出量取引制度検討会」では、産業

ョンで打ち出された排出量取引の

うというものである。具体的には、

界委員から、試行的実施は本格実施

「試行的実施」とはいったい何だろ

対策を行わない場合の排出趨勢（ベ

を前提したものではないはずだとい

うか。その内容は、現時点では明ら

ースライン）を仮定しておき、対策

う点につき、確認を求める意見が出

かにされていない。しかし、経産省

によってそれよりも排出を減少させ

され、環境省幹部はその意見を否定

の「地球温暖化対応のための経済的

ることができれば、その差分をクレ

しなかった。たしかに福田ビジョン

手法研究会」が今年７月25日に公表

ジットとして認証し、取引可能にす

の書きぶりはあいまいであり、試行

した中間報告書「『ポスト京都』に

るという枠組みである。このような

的実施の後、本当に本格実施に移行

おける我が国の産業分野を中心とし

取引制度は、排出総量を政府が定め

するのか、移行するとすればその時

た対策について」を参照することで、

てその枠内で企業が取引する「キャ

期はいつなのかについて、明快な記

ある程度の方向性は見えてくる。

ップ・アンド・トレード型」に対し

述がない。

第１は参加の任意性である。この
報告書は、企業に強制的に排出枠

て、「ベースライン・アンド・クレ
ジット型」と呼ばれる。

縒

試行的実施の問題点

（キャップ）を割り当てるのではな

③は、基本的には経団連自主行動

産業界からの強硬な反対を押し切

く、排出量取引制度への参加自体を

計画をベースとしたものになる。自

って排出量取引の試行的実施を打ち

企業の自発性に委ねることを打ち出

主行動計画上の目標以上に企業が排

出したという点では、たしかに福田

している。第２は原単位（排出量／

出削減を超過達成すれば、それをク

ビジョンを評価できるものの、上述

生産量）目標の許容である。原単位

レジットとして認めようという趣旨

のように現実に想定される試行的実

目標では、効率性を高めても生産量

である。もっとも、これを実現する

施の内容は、排出量取引のあるべき

が増えれば排出量は増加してしま

には現在、業種別に設定されている

姿からみればきわめて問題が多い。

う。つまり、「試行的実施」は排出

排出削減目標を、企業別にブレーク

総量を削減することは狙っていない

ダウンして設定し直すという作業を

ということがここから分かる。

行わなければならない。

第１に、試行的実施の内容は、
「統合市場」といえば聞こえはよい
が、既存の制度を寄せ集めてつなげ

次に、福田ビジョンで「国内統合

以上に加えて、④環境省が実施し

ただけの、臨時的、一時的な色彩の

市場」と呼ばれた市場の姿がどのよ

ている自主参加型排出量取引制度に

濃い制度である。したがって制度の

うなものになるのという点について

おいて発生するクレジットも位置づ

根底をなす哲学がないのはもちろん

も、この報告書でだいたいの方向性

けられることになる。これは、環境

のこと、
体系性と論理一貫性に欠け、

が示されている。つまり試行的実施

省が2005年から企業の自主参加に基

深く制度を練り上げる時間的余裕が

では、単一の取引制度が立ち上げら

づく排出量取引制度の実験的な試み

ないまま突貫工事で仕上げざるをえ

れるのではなく、①京都メカニズム

として開始したものである。この制

ないことになる。本来ならば、統一

から発生するクレジット、②国内

度の参加企業は、過去３年間の平均

的な制度としてキャップ・アンド・

CDM（クリーン開発メカニズム）

排出量を下回る水準に自主的に排出

トレード型の排出量取引制度を立ち

から発生するクレジット、③企業が

削減目標を設定し、それをキャップ

上げ、それを2013年から本格実施す

自主宣言した原単位改善等の目標を

とする「キャップ・アンド・トレー

るために、2010年から３年間かけて

超過達成して削減した分を第三者機

ド型」の排出量取引制度である。

試行的実施すべきであった。
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第２に、排出量取引の利点は、排

排出削減努力を全く行わないのにク

た、政府側でも様々な制度インフラ

出総量の管理を厳格に行えることだ

レジットが生み出されるという事態

の確立とノウハウの蓄積が可能にな

が、それはキャップ・アンド・トレ

も生じうる。したがって、ベースラ

る、という点では試行的実施にも意

ード型排出量取引制度の導入によっ

インの設定を厳格にし、そこから追

味がある。しかし、それも本格実施

て初めて可能になる。また、各企業

加的にどれだけの排出削減を行った

が前提とされて初めて意味を持つの

には排出量で定義された削減目標を

のかを認定してクレジットを認証す

であって、試行的実施のまま終わっ

設定する必要がある。ところが試行

る必要がある。これは、排出の増加

てしまうのであれば、この取り組み

的実施では、これらの条件が満たさ

趨勢を現状よりも低下させる点に主

の存在意義自体が問われかねない。

れておらず、総量管理の点できわめ

眼が置かれており、これによって排

て問題が多い。

出総量が減少するとは限らない点に

まず、自主行動計画がそのまま試

留意する必要がある。

縱

本格実施へ向けての課題
試行的実施から本格実施へ、いつ、

行的実施に組み込まれるため、そこ

これに対してキャップ・アンド・

どのように移行するのかは明らかに

に内在している矛盾がそのまま排出

トレード型は、排出総量を定め、こ

されていないもの、筆者は2009年末

量取引制度に持ち込まれてしまう。

れを達成することを政策目的として

から10年にかけて、いずれ本格実施

具体的にいえば、原単位目標と総量

いる。したがって、もしキャップ・

が政策論議の俎上に上らざるをえな

目標の混在である。自主行動計画で

アンド・トレード型とベースライ

いと考えている。というのは、その

は、どちらで目標設定してもよいこ

ン・クレジット型が相互に結びつい

頃に試行的実施の結果がそれなりに

とになっているが、排出量取引に移

てしまうと、両者間の取引を通じて、

明らかになり、デンマークで開催さ

行するならば、総量目標に転換すべ

せっかく定められたキャップ・アン

れる第15回京都議定書締約国会議

きである。原単位目標を許容してし

ド・トレード型の排出総量規制が緩

（COP15）の結果、2013年以降の国

まえば、原単位改善が行われても生

められ、キャップをかけた意味が失

際枠組みの姿が見えてくるからであ

産量が増えれば排出は増加してしま

われる危険性がある。

る。

う。それだけでなく、自主行動計画
ではエネルギー使用量とCO2排出量

以上のように、今回の試行的実施

筆者が望ましいと考えている制度

は、費用効率的な排出削減の実現と

設計案はすでに別の箇所（諸富徹・

のどちらも指標として許容されてい

いう点では多くの問題をもち、また

鮎川ゆりか『脱炭素社会と排出量取

る。温室効果ガスの排出削減を政策

いくつかの異なる制度を組み合わせ

引』日本評論社、2007年）で提示し

目的にするならば、これもCO2排出

るために複雑性と行政コストが増す

ているので、関心のある方はそちら

量に統一すべきであろう。

ことになりそうである。また、結果

をご参照頂きたいが、いずれにせよ、

第３に、ベースライン・アンド・

として排出削減が本当に達成されて

排出量取引制度は2013年以降の日本

クレジット型とキャップ・アンド・

いるのかどうかについても検証しに

の気候変動政策の中核に据えるべき

トレード型の混在も問題を引き起こ

くく、とりあえず取引的なものを始

政策手段である。したがって、現在

す。国内CDMはベースライン・ア

めたというだけの意味しかなさそう

はあいまいになっている本格実施の

ンド・クレジット型だが、これは排

である。とはいえ、取引制度に触れ

導入とその年限について早期に政治

出趨勢（ベースライン）をどのよう

たこともない多くの企業に試行的実

的決定を行い、その下で具体的な制

に設定するかが決定的に重要であ

施を通じて取引制度に慣れ親しんで

度設計に着手すべきであろう。

る。これを甘く設定してしまうと、

もらうことは意味があるだろう。ま

「The Greenest city in Europe」ヴェクシ
ョー市に見るCO2削減策と森林吸収源対策
福井弁護士会 笠原 一浩
調査全体の概要

す。

策を提唱していきたいと考えていま

自然保護部会では現在、日本の森

す。そして、スウェーデンやフィン

対策・環境保全委員会の自然保護部

林資源が適切に利用されておらず、

ランドは、日本でも先進的な福祉国

会はフィンランド及びスウェーデン

森林の荒廃が進んでいることを憂慮

家として知られていますが、世界有

で調査を行いました。

しており、国内外における先進的な

数の森林国でもあり、両国は世界で

事例を研究し、今後の日本の森林政

もトップクラスの森林率（国土に占

2008年６月４〜13日、日弁連公害

今回の調査目的は以下のとおりで
4
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める森林の割合）を誇り、現在でも

の両方を生産しています。こうした

CO2排出の方は1990年の12億3700万

林業は両国の主要産業となっている

地域暖房システムへの参加は市民の

CO2トンから2002年には13億3100万

ことから、ぜひ日本の森林政策にお

自由選択ですが、暖房代は自分で石

CO2トンと吸収増加分をはるかに上

いても参考にしたいと思い、今回調

油を買った場合の半額のため多くの

回って増加しており、エネルギー自

査に行くことにしました。

人が参加し、ヴェクショー市街地で

体の利用を削減しないことには実効

は約５万人が利用しています。なお、

性を持つCO2削減とならないのは明

フィンランド・ヘルシンキの農林省

こうした地域暖房システムはスウェ

らかです。ヴェクショー市の例は、

農林局（午前）及び国立森林総合研

ーデンの大半の自治体に存在し、フ

現実のCO2排出削減を免れるため森

究所（午後）、６日は同じくヘルシ

ィンランド、バルト諸国、東欧にも

林吸収源を利用する、という姿勢で

ンキにあるＮＧＯ・バードライフフ

見られ、ドイツやオランダでも建設

は決してCO2削減につながるもので

ィンランド、６月７日はフィンラン

を進めています。地域暖房システム

はなく、非再生エネルギーから自然

ドのミッケリ近郊にあるリナンサー

の導入には、空気の質を向上させる

エネルギーへの転換、それも資源を

リ国立公園、６月９日はスウェーデ

というメリットもあります。

効率よく活用した転換を行ってこそ

この調査においては、６月５日は

現実にCO2削減を削減できることを

ン・ストックホルムにある自然保護

こうした努力の結果、2006年には

局、６月10日はスウェーデン南部・

燃料供給の80％が木材バイオマスと

ヨンショーピン市にある森林管理局

なり、エネルギー供給のうち木材バ

また、京都議定書においては途上

を調査しました。

イオマスが占める割合も、1979年の

国の森林減少・劣化に由来する排出

15％から2006年には37％となりまし

量の削減活動（Reducing emissions

た。また、前述のとおり2006年には
一人あたりCO2排出量が1993年比で

from deforestation and degradation

そして６月11日の午前中には、ヨ
ンショーピンから100キロほど離れ

30％の削減を達成しましたが、この

REDD）についての規定がなかった

たヴェクショー市役所を訪問しまし

減少は、大半が熱（燃料）部門にお

ことから、2007年12月にインドネシ

た。

けるCO2削減によるものであり、バ

アで締結された気候変動枠組条約第

イオマスの導入が功を奏したことを

13回締結国会議（COP13）で、

（うち市街地人口は約６万人）と、

示しています。木材バイオマスは再

REDDを地球温暖化対策の新たな手

日本の都市と比較するとやや小規模

植林により供給可能であることか

法として検討することが決まりまし

な町ですが、2006年時点で1993年に

ら、CO2排出は計算上０となります。

た。そして、REDDにおける経済的

比べ一人当たりCO2排出量を4700kg

現在ヴェクショー市は、2010年には

インセンティブの一手法として、森

から3300kgへ約30％削減するなど

1993年比で一人当たりCO2排出量の

林炭素パートナーシップ基金が設け

先 進 的 な 環 境 政 策 を 行 い 、「 T h e

50％削減、2025年には同75％削減と

られ、出資者が炭素基金に投資し、

Greenest city in Europe」（ヨーロ

いう野心的目標を掲げています。

こうして投資された資金から、途上

ヴェクショー市のCO2削減策

ヴェクショー市は人口約８万人

ッパで最もみどりな町）として知ら

示しています。

in developing countries.略 称

国（ホスト国）が進めるREDDパー

れ、世界各国から見学者が訪れてい

ヴェクショー市に見る「森林吸収源

トナーシップに対し炭素基金が資金

ます。

対策」問題への指針

援助を行い、投資した出資者はその

CO2削減の鍵となったのが、ヴェ

1997年の気候変動枠組条約第３回

クショー市周辺にある豊富な森林資

締結国会議（COP３）で採択され

う構想が設けられています。ただ、

源の活用です。ヴェクショーにおけ

た京都議定書では、森林等吸収源に

こうした資金援助は途上国における

る燃料供給は、1979年には石油が

よるCO2吸収量を削減目標達成のた

事業主体には恩恵をもたらすもの

79％を占めていましたが、オイルシ

めに繰り入れることを認めました。

の、一般の人々には必ずしも利益を

ョックを機に廃材の再利用を行うよ

しかし、そうした手法自体、森林の

もたらさない恐れが指摘されている

うになりました。すなわち、木材の

CO2吸収は不確かなもので、吸収現

と共に、そもそも途上国における環

うち最良の部分はまず木材として使

実の排出削減を回避する手段として

境破壊はその多くが先進国の産業活

い、残りをパルプとして使い、それ

森林管理が利用される恐れがあると

動に起因するものであることに鑑み

でも使えなかった樹冠や木くずをバ

いう指摘があり、また仮に森林吸収

れば、REDDへの取り組みは、先進

イオマスとして燃料などに活用しま

源を認めたとしても、日本の森林に

国自身が現実に排出を削減してこ

す。

よるCO2吸収量は、1990年の7430万

そ、はじめて意味を持つものとなる

そして、火力発電において木材を

CO 2トンから2004年の9390万CO 2ト

でしょう。

燃やすときにも、発電の際に温めた

ンまで徐々に増加した（但し、京都

水を地域に暖房用の温熱水として供

議定書の目標達成に参入可能な吸収

給することにより、一回で電気と熱

量は約3500万CO 2トン）とはいえ、
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見返りとして排出権を獲得するとい

5

シンポジウム・ラムサール条約登録をめざして
福岡県弁護士会 後藤 富和
縡

はじめに
2008年６月14日、シンポジウム
「ラムサール条約登録をめざして〜
九州の重要湿地の保全のために〜」
（日弁連・九弁連・福岡県弁護士会
共催）を福岡県弁護士会館で開催し
ました。
ラムサール条約は、湿地の保全を
通じて生物多様性・自然環境の保護
を目的とする条約で、わが国も1980
年に批准し、現在の締約国は158カ
国、登録湿地数は1757箇所に及び、
国内においても、釧路湿原を皮切り
に33箇所の湿地が条約に登録されて
います。
縒

基調講演・基調報告
シンポジウムでは、顴田靖之九弁
連理事長の開会挨拶のあと、釧路公
立大学教授の小林聡史氏による基調
講演が行われました。
小林氏は、一昨年の日弁連人権擁
護大会シンポジウム（釧路）でパネ
リストを務めたラムサール条約に関
する専門家で、条約の意義、特に湿
地の持続可能な利用「ワイズ・ユー
ス（wise use：賢明な利用）」が特
徴であること等についてお話しいた
だきました。
「ワイズ・ユース」については、
湿地を利用しながら保全すること、
すなわち、湿地の持続可能な利用を
行うことが特徴です。しかし、日本
では、条約に登録されると湿地の利
用ができなくなるとの誤解が根強
く、登録に前向きでない地域があり
ます。そのため、わが国では、保全
が必要な地域が登録対象になるので
はなく、すでに保全されている地域
を登録対象にしており数合わせでは
ないかとの批判が出ています。
続いて、韓国ＮＧＯネットワーク
代表のイ・インシク氏による基調報
告が行われ、ラムサール条約第10回
締約国会議にむけた韓国NGOの取
り組み、そして、韓国西海岸で行わ
れているセマングム干拓事業につい
て報告していただきました。
その後、九弁連環境問題に関する
6

連絡協議会事務局長の吉野隆二郎弁
護士により、湿地保全に関する九弁
連の取り組みについての基調報告が
なされました。
縱

パネルディスカッション
パネルディスカッションは、小林
氏、イ氏の他、大分県九重町町長の
坂本和昭氏、九重の自然を守る会理
事の高橋裕二郎氏、ウェットランド
フォーラム代表の松本悟氏をパネリ
ストに、九弁連環境問題に関する連
絡協議会委員長の堀良一弁護士がコ
ーディネーターとして、ラムサール
条約登録の意義、そして九州の登録
湿地の状況と登録の効果、さらに、
今後登録されるべき湿地と登録に向
けた課題について活発な議論が行わ
れました。
町長自らがシンポに参加した大分
県九重町では毎年、「野焼き」を行
っています。野焼きをしないと阿蘇
くじゅうの草原・湿原は、森林に移
行してしまいますが、長い間、人間
が野焼きを行い、その中で湿原が維
持され、生態系が確立していき、そ
の人の営みも含めて評価されて条約
に登録されました。そして、その野
焼きが観光資源にも活用され町の経
済活性化にもつながっているので
す。くじゅう坊ガツル・タデ原湿原
のラムサール条約登録を１つの契機
にして町が活性化し環境保護の機運
の高まりが見られる大分県九重町に
おける行政とＮＧＯの連携について
は、ラムサール登録後の湿地の賢明
な利用の１つのモデルとして高く評
価できるとともに、ラムサール登録
に消極的な地域に対しても積極的に
アピールする必要があると議論され
ました。
また、ラムサール登録をめざす福
岡市の和白干潟の保全に取り組むＮ
ＧＯの松本氏からは、福岡市内の国
際的に重要な湿地として、和白干潟、
今津干潟、多々良川河口干潟が紹介
されました。人口142万人の大都市
に豊かな湿地が維持されていること
自体、評価されるべきで、都市の中

の貴重な湿地を保全するために、福
岡湾（通称「博多湾」）一帯のラム
サール登録を期待していると語って
いただきました。
会場からも曽根干潟の保全に取り
組んでいるNGOの方や、WWFの方
から、ラムサール条約への登録は、
それ自体が目的ではなく、豊かな湿
地及び生態系（生物多様性）を保全
するための手段であって、そして、
各地で条約登録を契機に湿地及び生
態系の保全が進んでいることからす
ると、登録には大きな意義があると
いう意見が出されました。
縟

感想
湿地が条約登録に至る経緯として
は様々です。とりわけ地元にとって
は降ってわいたような形で登録され
た湿地も多々あります。それでも、
条約登録を契機に自治体や住民の意
識が変わり湿地の保全の機運が高ま
る例が多く見受けられます。湿地保
全の対策は十分にやっているのでラ
ムサール登録する必要はないと消極
的な意見を述べる自治体もありま
す。しかし、さらなる湿地保全の充
実と、今後忍び寄る開発から湿地を
守るためにも、各地の湿地をラムサ
ール条約に登録する必要性は高いと
感じました。
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潮受け堤防の排水門の開放を認めた佐賀地裁判決
よみがえれ！有明海訴訟弁護団
福岡県弁護士会 吉野 隆二郎
縡

仮処分決定以降の経過

縱

判決の内容

地潮受堤防の北部及び南部各排水門

佐賀地裁が2004年８月26日に諫早

判決は、以下のような流れで、潮

を開放し、以後５年間にわたって同

湾干拓事業の工事の差し止めを認め

受け堤防による締切りと諫早湾内及

各排水門の開放を継続せよ」と命じ

た画期的な仮処分決定を下したこと

びその近傍の漁場における環境変化

ました。この３年以内というのは、

は2005年１月発行の31号で堀良一弁

との因果関係について認めました。

潮受け堤防の防災機能を代替するた

護士がご報告したとおりです。その

まず、公調委の専門委員報告書を前

めの工事を行うためには、少なくと

後、2005年５月16日に福岡高裁は、

提に「潮受堤防の締切りと諌早湾内

も３年は必要だという国の主張をふ

干拓事業と有明海の漁業被害との因

及びその近傍場の環境変化との間の

まえたものです。また、因果関係を

果関係について、定量的な証明まで

因果関係については、相当程度の蓋

推認した事情が今後変化する可能性

必要だとして仮処分を取り消しまし

然性の立証はされているものという

があることをふまえて、調整池が海

た。同年８月30日には、公害等調整

べきである」と判断したうえで、締

域への生態系に移行するのに最低２

委員会（以下、「公調委」という。）

め切り前のデータが不足しているこ

年間が必要であり、その後の調査を

の原因裁定手続きにおいて、専門委

とをふまえて「漁民原告らに対し、

するにしても最低３年間が必要であ

員の報告書の内容を後退させ、干拓

これ以上の立証を求めることは、も

るとされていることから、開門の期

事業と漁業被害との因果関係を証明

はや不可能を強いるものといわざる

間を５年間に制限しました。

不十分として棄却しました。

を得ない」と述べ、その一方で「被
告が中・長期開門調査を実施して上

縟

判決の評価

記因果関係の立証に有益な観測結果

この裁判の最大の争点は、因果関

仮処分と同時に提訴していた佐賀

及びこれに基づく知見を得ることに

係でした。福岡高裁も公調委も立証

地裁の工事差し止め訴訟は、高裁決

つき協力しないことは、もはや立証

のハードルを引き上げ、因果関係を

定後、漁業者とその家族を中心とし

妨害と同視できると言っても過言で

否定しました。しかし、本件事業前

た1600人以上の追加提訴がなされ、

はなく、訴訟上の信義則に反するも

の観測データは非常に乏しいもので

最終的には原告は2503名にまで増え

のといわざるを得ない」と2001年12

あり、それを補う唯一の方法として

ました。
そのような情勢をふまえて、

月19日にノリ第３者委員会で提言さ

は、中・長期開門調査しかないと言

佐賀地裁の本訴は、本格的な審理に

れた中・長期開門調査をこれまで国

われていましたが、これまで国はこ

入りました。2006年２月３日から８

が行って来なかった態度を厳しく批

れを拒否し続けていました。そのよ

期日に及ぶ研究者証人（原告申請６

判し、
「したがって、被告において、

うな本件特有の事情をふまえ当事者

名、国申請１名）の集中証拠調べが

信義則上、中・長期の開門調査を実

間の公平を十分に考えた因果関係の

行われました。裁判の請求の趣旨も、

施して、因果関係がないことについ

判断は正当なものであると考えます

工事の完成が近づいたことから、主

て反証する義務を負担しており、こ

（個人的には近傍場の一部の魚種し

位的には潮受け堤防の撤去、予備的

れが行われていない現状において

か因果関係を認めなかったことに不

に南北排水門の常時開放（開門）に

は、諌早湾内及びその近傍場の環境

満はありますが）。弁護団としては、

変更しました。翌2007年には、２月

変化と本件事業との間に因果関係を

この判決を足がかりにできるだけ早

2日に現地進行協議が行われ、合議

推認することが許されるものという

期の開門を目指す運動を続けます。

体の裁判官３名が有明海を船上から

べきである」と判断しました。

判決当日に、この開門を命じた判決

縒

佐賀地裁の審理経過

見るなどしました。５月11日からは

そのうえで、近傍場の原告の漁業

４期日にわたる各地域と各魚種を代

被害を認定し、「本判決確定の日か

表する原告本人尋問が行われまし

ら３年を経過する日までに、防災上

た。原告側としては最大限の立証を

やむを得ない場合を除き、国営諌早

行って、2008年１月25日に結審し、

湾土地改良事業としての土地干拓事

６月27日の判決を迎えました。

業において設置された、諌早湾干拓
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を「高く評価する」日弁連の会長談
話も出されております。
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◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆
前号１面記事でもご報告のとおり、当連合会は2008年３
月13日に「地球温暖化問題に関する理事会決議」を採択し
ており、環境政策に関する提言・提案活動、省エネルギー
化、事務用紙使用量の削減、グリーン調達の促進について
それぞれ目標値の達成に向けた具体的取組みを開始したと

ころです。
これらの取組みに関連して、当連合会は環境マネジメン
トシステムの審査登録申請を行い、2008年８月１日に
KES・環境マネジメントシステム・スタンダードのステッ
プ１を取得しました。

意見書の紹介
諫早干拓訴訟佐賀地裁判決に関する会長談話
2008年６月27日、佐賀地方裁判所は国に対し、諫早湾干拓事業で作られた潮受け堤防の南北排水門の常時開放に
ついて、判決確定から３年以内に開門し、以後、５年間にわたって開門を継続することを命じる判決を出しました。
1997年４月の潮受け堤防閉め切り以降、
「有明海異変」と呼ばれる重大な海洋環境の変化のなか、2000年のノリ養
殖業の歴史的な大不作を始めとする深刻な漁業被害が生じ、その被害は年を追うごとに深刻になっています。
当連合会は、1997年５月以降、会長声明及び意見書を複数回公表し、有明海の再生のために、排水門を開放し堤
防内に海水を導入すること等を強く求めてきました。
当連合会は開門を命じた本判決を高く評価し、同日、会長談話を発表しています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080627.html
（７面に関連記事「潮受け堤防の排水門の開放を認めた佐賀地裁判決」掲載）

経済産業省「地球温暖化対応のための経済的手法研究会中間報告（案）
」に対する意見
2008年６月27日に経済産業省は「地球温暖化対応のための経済的手法研究会中間報告（案）
」を公示し、意見公募
を行いました。
同中間報告（案）に例示された現時点での排出量取引の試行案の骨子は、
「今秋に多くの業種・企業が参加」する
には、
「自主行動計画制度の枠組みとの整合性を図」る必要があるとして、①個々の企業等が温室効果ガス削減目標
を自主的に設定、②エネルギー効率（原単位）改善を目標指標としうる、③同取引制度への参加は個々の企業等の
任意とするものです（以下「本案」という）
。
企業等が自ら目標指標を選択し、かつ目標数値を設定するという本案のもとでは、当該企業等の都合で指標が選
択され、あるいは目標値が設定されることが避けられなくなります。また、エネルギー原単位改善を指標とするこ
とを許容すれば、たとえエネルギー原単位が改善したとしても、生産量が増加することで温室効果ガス排出総量は
増加しかねません。
当連合会は、この中間報告（案）について意見をとりまとめ、2008年７月９日に経済産業省へ提出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080709.html

Ｇ８洞爺湖サミット終了を受けての会長声明
2008年７月に開催された主要８ヶ国首脳会議（Ｇ８洞爺湖サミット）の終了を受けて、2008年７月13日に当連合
会は会長声明を発表しました。
同声明では、排出総量を確実に費用対効果の高い方法で削減できる仕組みであるキャップアンドトレード型排出
量取引制度の早期導入に向けて、すみやかに具体的検討を開始することを改めて政府に求めています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080711.html

泡瀬干潟の埋立の中止を緊急に求める意見書
沖縄県沖縄市の泡瀬干潟は、中城湾港公有水面埋立事業による埋立工事が着工されていますが、貴重な生物が多
数生息し、ラムサール条約登録湿地となるための基準を満たす国際的に重要な湿地です。埋立工事が進むことによ
って生態系に回復困難な損害を与えかねません。
当連合会は、国及び沖縄県に対しては本件埋立事業を速やかに中止すること、沖縄市に対しては本件事業の根拠
となる東部海浜地区開発計画を廃止することを求める意見書を2008年７月18日に取りまとめ、内閣府、沖縄県、沖
縄市に提出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080718̲2.html

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の環境基準設定を求める意見書
米国では1997年に微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の環境基準を設定し、さらに2006年９月には基準を改定・強化して
います。世界保健機関（ＷＨＯ）も2006年10月に、ＰＭ2.5のガイドラインを設定しました。
環境省水・大気環境局の微小粒子状物質健康影響評価検討会が本年４月３日にまとめた報告書は、ＰＭ2.5の影響
について従来認められていた呼吸器疾患に加え、循環器疾患、肺ガン、さらには死亡リスク増加との関連性を認め
るものでした。
わが国のＰＭ2.5の濃度は、米国環境基準やＷＨＯガイドラインと対比しても、軒並これらをはるかに超えるレベ
ルであって、もはや一刻の猶予も許されない事態となっており、当連合会は、ＰＭ2.5の環境基準設定を求める意見
書を2008年７月18日に取りまとめ、環境省等に提出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080718̲3.html
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