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島第一原発から半径250キロメートルを超える地域に
まで広がっている。

　　この0.23マイクロシーベルトは、文部科学省では以
下のように計算されて作られている年間１ミリシーベ
ルト以上の地域である。

　　「１日のうち屋外に８時間、屋内（遮蔽率効果0.4倍
とする木造家屋）に16時間滞在するという生活パター
ンを仮定」し、毎時0.19マイクロシーベルト×（８時
間+0.4×16時間）×365日=年間１ミリシーベルト

　　という計算をし、この被曝線量に、自然界からの放
射線量のうち、大地からの放射線分0.04マイクロシー
ベルトを加え

　　毎時0.19マイクロシーベルト+毎時0.04マイクロ
シーベルト=毎時0.23マイクロシーベルト

　という計算をしている。
⑶　さらに、福島県の被曝状況を詳細にみると以下のよ

うになる。
　　平成23年５月６日文部科学省発表の福島第一原子力

発電所から80km圏内の線量測定マップによると、発
電所から北西方向に30kmを超える距離の地域まで毎
時19マイクロシーベルト以上の線量であり、同方向に
約45kmの距離の地域まで毎時3.8マイクロシーベルト
以上である。前記文部科学省の仮定によれば、毎時3.8
マイクロシーベルトは年間20ミリシーベルト、毎時19
マイクロシーベルトは、年間100ミリシーベルトであ
る。

　　平成23年11月16日文部科学省発表の放射線量等分布

1　はじめに
　福島県の避難者は県が把握している限りでは、県内避
難が９万人余、県外避難が６万人余、合計15万人余であ
る旨の報道が2011年12月11日になされた。事故当初に比
べて避難者は増えている。避難に至る理由は個別的であ
るにしても、放射線被害を重大な理由として避難してい
る人々が多数いることは疑いようのない事実である。

2　法令放射線量限度と放射線被害の拡がり
⑴　一般公衆の放射線線量限度は、「１年間に１ミリ

シーベルト」である（実用発電用原子炉の設置、運転
等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告
示（平成13年３月21日経済産業省告示第187号）第３
条１項１号）。

　　また、管理区域の線量限度は、「３ケ月間につき1.3
ミリシーベルト（１年間で5.2ミリシーベルト）」であ
り（告示第２条１項１号）、同区域では、「放射線等の
危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措
置を講ずること。」「放射性物質を経口摂取するおそれ
のある場所での飲食及び喫煙を禁止すること」等の措
置が要求されている。

⑵　航空機モニタリングによる地表面から１mの高さの
空間線量率の測定結果図（平成23年10月10日環境省に
おける災害廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会参
考資料）によると、１時間当たり0.23マイクロシーベ
ルト以上の地域が福島県だけでなく、宮城県、栃木
県、群馬県、茨城県、千葉県、東京都、埼玉県等、福
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マップによると、１年間の推計積算線量が５ミリシー
ベルト以上になる地域は、福島第一原発から半径
30kmの範囲を超え、計画的避難区域の飯館村以外に、
川俣町、伊達市、福島市、郡山市等に及んでいる。

　　５ミリシーベルト以上は、前記の管理区域に匹敵す
る線量である。

⑷　チェルノブイリとの比較
　チェルノブイリ原発事故では、セシウム137による土
壌汚染値により（ｍ２当たりのベクレル数に換算してみ
る）、①強制避難ゾーン（148万ベクレル以上）、②強制
移住ゾーン（55.5万ベクレル以上）、③高汚染ゾーン

（18.5万ベクレル以上）、④管理ゾーン（3.7万ベクレル以
上）とした。
　平成23年８月30日文部科学省発表の航空機モニタリン
グの「福島第一原子力発電所から80キロメートル圏内の
地表面に沈着したセシウム137の濃度図」によれば、１
m２あたり６万ベクレル以上の地域が広範囲に広がり、
人口約29万人の福島市、人口約33万人の郡山市も管理
ゾーンに含まれている。

　現在稼働している原発は全54基中わずかに７基となっ
た。このまま再稼働がされなければ、2012年４月に、稼
働原発は０になる。
　再稼働の条件の１つが、菅直人前首相が指示したスト
レステストである。電力会社は続々とストレステストの
報告書を提出しており、これらの報告書については、原
子力安全・保安院の「発電用原子炉施設の安全性に関す
る総合評価に係る聴取会」において専門家委員から意見
の聴取が行われている。
　ストレステストの考え方は、原発の設置根拠となって
いる設置許可申請等を基準として、当初の設計時に想定
していた基準地震動や津波の何倍まで安全性が確保でき
るか、を検証するということにある。言い換えれば「当
初の設計条件に対してどこまで余裕があるか」を見る、
ということである。
　このストレステストの考え方には、根本的な３つの疑
問がある。
　１つ目は、老朽化の視点に乏しいことである。原子炉
圧力容器は中性子照射による脆化が避けられない。配管
には減肉や応力腐食割れが生ずる。原発は、運転すれば
するほど確実に老朽化するものなのであり、それは確実
に耐震性能を低下させるものなのである。にもかかわら

ず、ストレステストは、新品としての性能を保っている
という架空の前提のもとで行われている。
　２つ目は、果たして何倍までの余裕が確認できれば再
稼働を認めるのか、その基準が示されていない、という
ことである。合格基準のない試験は、試験として無意味
ではないか。なお、これまで提出された報告書では、想
定の1.8倍程度までは安全性は確保できる、とするもの
が多い。しかし、基準地震動は、現実に大きな地震が発
生するたびに見直されてきた。柏崎・刈羽原発では、設
計時の基準地震動は450ガルだったものが、2007年の中
越沖地震を経て、実に2300ガルに引き上げられた。再稼
働基準を作るとしても、この現実をどのように踏まえる
のか、そもそもそのような基準は作れるのか、が問われる。
　３つ目は、より根本的な、福島原発事故の原因との関
係である。政府も東電も、福島原発事故の原因は、津波
が想定を超えたことによって全電源を喪失したことにあ
るとしている。これに対して、少なくとも福島第一原発
の１号機においては、津波到来以前に原子炉圧力と水位
が急降下しており、これは地震動で配管が破壊されてい
たことによるのではないかとの指摘が専門家からなされ
ている。経産省所管の原子力安全基盤機構も、原子炉内
の圧力と水位の実測値は、ICや冷却水が通る再循環系

原発の再稼働問題
第二東京弁護士会　只野　靖

3　除染の必要性と限界
　除染によってできるだけ被曝量を少なくしたい。しか
し、除染によって放射能レベルが完全に下がる訳ではな
いうえに、周囲に高濃度の汚染地域があればそこから風
雨によって放射性物質が再来して放射能レベルは上がり
汚染をしなければならなくなる。また、除染は、放射能
を消滅させることではなく移動するに過ぎないから、除
染した放射性廃棄物処分の手当が必要である。環境省が
９月27日に発表した汚染土壌量の試算結果では、宮城
県、山形県、福島県、栃木県、茨城県を対象として、５
ミリシーベルト以上の除染対象面積は最大で1778平方キ
ロメートル、それに１ミリシーベルト以上のスポット除
染地域を加えると除染対象面積は2418平方キロメートル
になる。そして除染に伴って生じる土壌等の量は、最大
で2878.5万立方メートルになる。これほど広大な面積、
膨大な量の除染は、著しく困難である。
　福島原発事故による被ばくは９カ月になろうとしてい
る。心が晴れるような解決策が見つからない。



公害・環境ニュース50号（2012年1月） 3

の配管に0.3平方センチの亀裂が入った場合のシミュ
レーション結果と「有意な差はない」と結論付けた。こ
れは、ようするに１号機の圧力と水位の急降下が、0.3
平方センチの配管亀裂でも説明できるということであ
る。もちろん、この解析結果だけから、地震によって配
管が破断したということはできないが、その可能性は否
定できないし、安全側・保守的に考えるならば、その可
能性は十分にあると考えなければならない。
　従来、原発の安全設計は単一故障指針、すなわち、安
全上重要な機器の一つが機能しなくても、原子炉の炉心
の安全が確保されれば良いという設計思想によって行わ
れて来た。ここにおいて、地震は、単一故障指針の想定
の外である。地震は、機器・配管に等しく影響するの
で、地震による不具合は共通原因故障と呼ばれ、このよ
うな共通原因故障は考慮しなくて良い、というのが、こ
れまでの設計思想であった。言い換えれば、地震に関し
ては、原発立地点において最大と考えられる地震を考慮
し、それに機器・配管が耐えられるように設計・施工す

れば足り、それを超える地震は考慮しなくて良い、とい
うことになっていた。
　もし１号機において、地震によって配管が破断したの
だとすれば、これは、全ての原発に共通である耐震安全
性の考え方そのものを、見直すことが必要となる。ま
た、その中では、前述した原発の老朽化による耐震性能
の低下をどう評価するかという視点も必要になる。
　このようなより根本的な問題が提示されている現在、
仮にストレステストにおいて、再稼働の基準が示され、
それをクリヤしたとされたとしても、それは、原発の安
全性を保証するものにはなり得ない。
　2011年12月26日に、政府の事故原因調査委員会の中間
報告が提出された。この中間報告では、地震による配管
破断は否定されているが、明確な根拠は示されていな
い。一方で、国会に設置された事故調査委員会からの報
告書も2012年６月には、提出される予定である。地震に
よる配管破断の可能性がどのように取り上げられるか、
これらの報告に注目したい。（2011年12月29日記）

1　はじめに　
　2011年11月３日、日弁連は当委員会が中心となって、
福島市においてシンポジウム「脱原発から廃炉への道筋
－『福島』の再生に向けて」を開催しました。福島県に
おいては福島第一原発事故によって、何万人もの人々が
故郷を離れて避難することを余儀なくされました。放射
性物質によって広範な地域が汚染され、子どもたちま
で、従来の厚生労働省基準（年間１ミリシーベルト）を
はるかに上回る放射能を受け続けています。そこで日弁
連は、このような事態を二度と引き起こさないよう、福
島から全国に向けて被害の実態、そして脱原発への道筋
を訴えました。

2　特別報告
　まず、福島県弁護士会・菅野会長から特別報告「福島
県弁護士会の取り組みについて」がありました。
　福島県弁護士会はプルサーマル施設の受け入れが問題
になっていた1998年定期総会で「エネルギー政策に関す
る決議」を採択し「福島県は、安全性が完全に確認され
ない限り、その受け入れをしないこと」「日本のエネル
ギー政策の転換を求め、これ以上福島県に原子力発電所

シンポジウム「脱原発から廃炉への道筋－
『福島』の再生に向けて」報告

福井弁護士会　笠原　一浩

が増設されることに反対する」ことを決議しました。
2002年に東京電力により炉心障壁のひび割れが隠蔽され
た際にも意見を表明しました。
　そして、震災発生後、同会は以下のとおりきわめて精
力的な活動を行いました。
　３月14日　震災復興対策本部を設置
　　　21日　「廃炉含めた可及的速やかなる実効的な措

置を求める会長声明」
　　　25日　同本部内に放射能問題プロジェクトチーム

を設置
　　　29日　震災に関する電話相談開始
　４月12日　原発問題について東北弁連決議案を出すこ

とを理事会決定（７月８日、同弁連で「福
島第一原子力発電所事故を早急に収束さ
せ、住民の安全を確保し原状回復をすると
ともに、原子力政策を転換し、被災地域を
自然エネルギー推進の先進的地域とするこ
とを求める決議」が採択）

　　　21日　「原子力損害賠償紛争審査会の審議におい
て福島県民の意見が十分に反映されるよう
求める会長声明」
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　　　25日　「福島県民、とりわけ子どもたちの安全・
安心な未来を確保するよう求める会長声
明」（除染検討等を求めるもの）

　５月11日　「被災者の債務救済に関する会長声明」、
「児童生徒等の被曝を極力回避・抑制すべ
く、幼稚園、保育園および小中学校の屋外
活動実施について慎重な判断を求める緊急
要望書」

　　　30日　「福島第一原子力発電所事故により避難し
ている福島県民に対する偏見や差別、とり
わけ県外に避難している子どもたちに対す
る偏見や差別をなくすよう十分な施策を求
める会長声明」、「放射性物質が付着した廃
棄物の適正処理を求める会長声明」

　６月６日　「生活保護制度における義捐金等の収入認
定について適正な取扱いを求める会長声
明」

　　　21日　「福島第一原子力発電所事故を早急に収束
させ、住民の安全を確保し原状回復をする
とともに、原子力政策を転換し、被災地域
を自然エネルギー推進の先進的地域とする
ことを求める会長声明」

　７月１日　震災・原発相談窓口を設置
　８月10日　「原子力損害賠償紛争解決センターにおけ

る和解仲介手続を全国各地、県内各地で実
施することを求める会長声明」

　　　20日　「原子力発電所を廃止し、自然エネルギー
への転換を求める決議」

　９月１日　福島県弁護士会・事故被害者救済支援セン
ター受付を開始（９・10月で全県304件）

　　　２日　和解仲介手続きを各地で実施するよう求め
る要望書を文科省に提出

　　　28日　個人版私的整理ガイドライン運営委員会と
の意見交換会

　　　29日　私的整理ガイドラインについて日弁連との
合同検討会

　　　30日　「子どもたちの内部被曝を可能な限り低減
する措置を求める会長声明」

　10月12日　自然エネルギー推進検討プロジェクトチー
ムが発足、学習会「公害問題としての原発
事故を考える」を開催

　現在も福島県弁護士会は、被害の回復と脱原発に向け
て、精力的に活動を続けています。
　
3　パネルディスカッションⅠ
　続いて、パネルディスカッションの前半は、「除染・

健康被害等の問題について」というテーマでした。パネ
リストは青山貞一・東京都市大学教授、阪上武・福島老
朽原発を考える会（フクロウの会）代表、小島延夫・日
弁連公害対策・環境保全委員会委員です。
　まず青山氏は、科学者として県内各地の放射能を測定
してきたことや、モニタリング体制、除染体制構築の必
要性について話しました。青山氏らが６月18日から20日
にかけて行った、埼玉・千葉・茨城・福島の各県におけ
る放射線量の測定結果によると、福島市においては地表
５cmの高さで平均3.40マイクロシーベルト／時（公表
されている、地表１mの高さでの値の約２倍）となって
おり、このデータは、とりわけ小さい子どもの放射線対
策が急務であることを示唆しています。
　阪上氏は、県内住民の健康被害リスクについて話をし
ました。福島市渡利地区（市内でも特に放射線量が高い
地域）において子ども10人から尿を採取したところ、10
名中９名につき、１回目の検査（2011年５月19－21日）
より２回目の検査（2011年７月23－25日）の方が尿中セ
シウムが減少していましたが、減少した９名は全員避難
した子で、福島にとどまった子は10％も尿中セシウムが
増加してしまいました。サンプルが少ないものの、予防
のための内部被曝検査の必要性や、内部被爆低減のため
に避難が重要であることが伺われます。
　小島氏も除染の必要性を指摘し、とりわけ子どもの生
活圏等については早急に実施することを求める一方、除
染には限界があることも指摘しました。線量の高いとこ
ろでは、除染しても容易に線量が下がりません。また、
除染で表土を剥ぎ取る際は、放射性物質に汚染された大
量の廃棄物が生じます。山地部では、草を刈り、表土を
剥ぎ取ることによる災害発生の危険も生じ、作業員が放
射能に汚染される問題も無視できません。
　続いて、各氏から今後の課題が述べられました。青山
氏は、民主的な政策立案の前提として情報公開を行うこ
とと、PPP（汚染者負担原則）を踏まえ、東京電力の負
担を軽視しない損害の公平な負担を求めました。阪上氏
は、「自主的に」避難した人にも残留した人にも十分な
賠償がなされることと、住民を賠償等のないまま高線量
地域に住まわせないことを求めました。小島氏も、「平
成26年３月末までに一応の除染をした」と称して避難区
域を解除し、その地域では損害賠償を認めないような事
態を招かないことや、安全性の確保を第一に考えること
を求めました。

4　パネルディスカッションⅡ
　そして、パネルディスカッションの後半は「脱原発・
エネルギー問題について」というテーマでした。パネリ
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ストは飯田哲也・NPO法人「環境エネルギー政策研究
所」所長、鈴木浩・福島大学名誉教授、及び青木秀樹・
日弁連公害対策・環境保全委員会副委員長です。
　まず飯田氏は、脱原発へ向けた社会的政治的課題につ
いて述べました。今回の原発事故は世界史的規模に上る
とともに、日本においては明治維新、第二次大戦終結と
並ぶ第三の変革期を呼び起こし、社会の構造も動かしつ
つあります。一方この地震は、数十億円もかけた
SPEEDIのデータが活用されず福島県民を実際には危険
な地域に「避難」させるなど、日本社会における情報不
公開、学者の無責任を明らかにしました。
　続いて鈴木氏は、原発推進を可能にしてきた地方の構
造的問題・脱原発での福島復興について次のように話し
ました。経済的に苦しい自治体が電源三法交付金のため
原発を求めてしまう構図は全国的に展開されたことです
が、とりわけ福島県は、明治以来首都圏のエネルギー基
地としての役目を担ってきて、その結果、一種のモノカ
ルチャー経済となってしまいました。また、事故により
数万人が今も県外に避難しており、こうした人々が棄民
になりかねない事態をいかに防ぐかを考え、①地域循環
型の経済を作る②再生可能エネルギーを定着させ地域の
製造業など様々な資源を活用し大企業の技術だけでない
形で雇用につなげる③原発事故が地域のコミュニティさ
えも奪い続けていることを踏まえ新しいコミュニティを
作ること、を柱とした「福島県復興ビジョン」を作成し
ました。
　青木氏は、日弁連の脱原発の取り組みについて次のと
おり報告しました。日弁連は、今回の事故で明らかに
なったように甚大な被害があること、運転時にも危険が
あること、更に運転することによって処分方法の決まっ
ていない高レベル放射性廃棄物が継続的に生じることか
ら、一貫して脱原発を主張してきました。1976年から
1983年の人権大会では「国および企業は現に稼働中の原
子力施設の運転及び原子力施設建設の中止を含む根本的
な再検討を可及的速やかに行うべきである」と決議しま
した。その後も国内外の大きな事故を受けて同様の決議

等を行い、とりわけ2007年の中越沖地震ではそれまでの
耐震設計指針では捕らえ切れなかった地震が発生した
等、今回と類似した問題について意見書を出しました
が、今回の事故を防げませんでした。そこで今回の地震
後、日弁連では原子力の段階的廃止を更に詳細にした意
見（①新増設を止め、再処理工場、高速増殖炉等は直ち
に廃止、②福島第一及び第二、大地震が発生されること
が予見されるもの、運転開始後30年以上経過したものは
直ちに廃止）を出しました。今後は意見を実現すべく動
いていきたいと思います。
　続いて、飯田氏は、電力需給論（原発を止めて電力は
足りるか）について、原発の危険性は電力需要によって
も正当化されないと述べた上で、原発がなくても電力供
給に支障はないことはデータ上明らかで現にこの夏は問
題がなかった、しかもピーク時間の電力料金値上げ・大
口需要家にピーク時消費を減らしてもらう契約・小規模
水力などの分散型発電活用等の賢い方法を取れば今回よ
り更に無理なく需要をコントロールできる、と述べまし
た。
　続いて、会場に来ていた南相馬市の桜井市長から、再
生可能エネルギーに向けた同市の状況の紹介がありまし
た。
　更に鈴木氏は、「原発の交付金が財政を支え、また原
子力は雇用を支える地域産業」（福井県敦賀市長。朝日
新聞オピニオン欄）と述べる立地自治体をいかに説得す
るかとの質問に対し、次のとおり答えました。まず原発
は極めて大きな危険をもたらし、また廃棄の方法が全く
整っていない。原発に限らず日本では、1960年以来、そ
れぞれの地域がモノカルチャー的役割を担わされてい
る。中心市街地の空洞化は、周辺農業に展望がないこと
から大型店の誘致に走っていることが大きな要因。同じ
ことが国土全体に現れているのが原発の立地で、これは
国土政策全体の問題である。
　飯田氏もまた、原発立地に伴う交付金が地域経済を歪
めている状況について指摘しました。
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再生可能エネルギー法は起爆剤となるか？
東京弁護士会　千葉　恒久

　2011年８月26日、「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法」が成立した。固定
価額買取制度はすでに60カ国以上で採用され、再生可能
エネルギー（以下「再エネ」という。）の飛躍的拡大の
原動力になっている。日本でもこの制度が本格的に実施
されることになったことはエネルギー転換に向けた大き
な前進である。
　固定価額買取制度は、再エネによる電力を発電コスト
に応じた価額で電力会社が買取るとともに、買取に伴う
負担分を電気料金に上乗せすることで広く薄く電力消費
者に転嫁する仕組みである。保険などと組み合わせれば
投資リスクは大幅に減り、再エネ発電施設に対する投資
をほぼ確実に回収することが可能となる。金融機関など
からの借入も可能となるから、適正な利潤を保証するこ
とで投資が促される。補助金に依存しないため制度の安
定性も格段に高く、長期的な展望のもとでの投資計画や
研究開発も促進される。固定価額買取制度がエネルギー
転換に向けた市場の力を最大限に引き出す制度として評
価されるゆえんがここにある。
　ただ、市場にばかりに目を向けることは片手落ちであ
ろう。制度導入後、再エネが爆発的に伸び続けているド
イツでは多くの市民が自ら再エネにお金を投じており、
自宅の屋根に太陽光パネルをのせる、共同で風車やバイ
オガス発電施設を建設するなど様々な方法で自らエネル
ギー転換をすすめている。2010年には１年間で7400MW
という原発６～７基分の出力に相当する太陽光パネルが
設置されたが、投資額の６割強は個人と農民によるもの
である。風力などを含めた再エネ全体で見ても、個人と
農民による投資が約半分を占めている。市民だけでなく
自治体も固定価額買取制度を駆使して積極的にエネル
ギー転換のための政策をすすめている。こうした下から
の押し上げはいまや国全体のエネルギー政策を根底から
覆そうとしており、政府に「再エネの時代が到来した」
と宣言させる原動力となった。
　固定価額買取制度の導入は日本でもエネルギー転換の
起爆剤となるであろうか。それはひとえに具体的な制度
設計の如何によるが、新法には肝心の買取価額と期間が
定められていない。いわば「箱はできたが中身がまだな
い」状態である。施行日（来年７月１日）までに、経産
大臣が「調達価額算定委員会」での審議と関係大臣の意
見を聴いたうえで具体的な買取価額と期間を定めること
になっているが、具体的な金額と期間の定め方如何では

制度が全く形骸化してしまう危険がある。
　さらに、新法には再エネによる電力を優先させる旨の
規定がない。再エネの促進は余剰の発電施設を抱え込む
電力会社の利害と真っ向から対立する。再エネへの転換
を進めるには優先権を与えることが不可欠であり、優先
規定は固定価額買取制度の大黒柱である。ところが、新
法は電力会社に送配電網への接続を義務付けているもの
の、「当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に
支障が生じるおそれがあるとき」には接続を拒否するこ
とを認めている（第５条第１項第２号）。このため、今
後の運用次第では電力会社が「支障が生じるおそれ」を
根拠に再エネを封じ込めてしまうことが危惧される。も
し広範な接続拒否がおこなわれた場合には、監督権限の
発動を求める、仮処分を申し立てるなどの対処が必要に
なるであろう。
　法律は制定されたが残された課題も大きく、本当に

「使える」固定価額買取制度にしていくためには実務的
なレベルでの注視が欠かせない。とはいえ、再エネの導
入にブレーキをかけてきたRPS法が廃止され、日本でも
固定価額買取制度が実現することになった意義は非常に
大きい。環境のために投じたお金が若干のプラスアル
ファーとともに返ってくる、という仕組みは大部分の日
本人にとって目新しく、とまどいや抵抗を感じる人も多
いと思われる。しかし、市民風車や市民太陽光施設など
の動きが広がり、多くの自治体がこの制度使って再生可
能エネルギー100％化を目指すようになれば、この制度
も自然に根付きエネルギー転換への大きな力になると期
待される。それは「もうひとつの脱原発運動」にほかな
らない。
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　2011年12月３日、シンポジウム「公共事業と私たちの
未来～『公共事業改革法案』による公共事業の大転換へ
の道筋を考える」が行われた。
　環境法部会では、道路やダムなどの公共事業が住民の
生活や貴重な環境を破壊するものであり、従来の公共事
業のあり方を大転換すべきであるとの観点で取り組んで
きた。
1　はじめに、中下裕子委員長より、無駄な公共事業に

よる人権侵害や環境破壊を止めるため、政官財の利権
構造を打破し真の国民主権を構築すべきであるとの開
会挨拶が行われた。
2　基調報告
　基調報告では、まず、関根孝道環境法部会部会長よ
り、環境法部会が行った現地調査の概要について写真を
示しながら報告された。
　次に、喜多自然弁護士より、日弁連が地方公共団体に
対して行った公共事業評価に関するアンケート結果の報
告がなされた。同委員からは、評価委員会の制度は定着
しているものの、委員の任命・委嘱は自治体の裁量でな
されており、事務局の作成した原案に従った評価がなさ
れることが多く、休止・中止の割合が極端に少ないとの
問題点が指摘され、公共事業評価制度は十分に機能して
いないとの意見が出された。
　そして、小島智史弁護士より、公共事業に関する14の
裁判例が紹介された。ここでは、訴訟提起しても行政訴
訟では本案の判断に至る例が少ないこと、行政の裁量が
広いことなどが主な問題点として挙げられるとともに、
今後も訴訟を行うだけでなく、争訟手続についての法整
備も重要であると述べられた。
3　基調解説
　基調解説では、まず吉原稔弁護士より、隠れた無駄な
公共事業の発掘について、滋賀県の例を用いて解説がな
された。現実には、表面化していない「隠れた無駄」も
存在しており、これを発掘していくことも重要である。
　続いて、鈴木堯博弁護士より、日弁連のこれまでの取
組みと公共事業改革法（試案）の解説がなされた。現状
の主な問題点として、政官業だけでなく学者・司法も加
わった複合体の構造から無駄な公共事業が生まれやす
く、公共事業評価制度に欠陥があるために歯止めがかか
らない実態があるとの解説がなされた。そして、この現

シンポジウム「公共事業とわたしたちの未
来」報告

埼玉弁護士会　佐柄木　優

状を改革するための提案として「公共事業改革法（試
案）」が出された。さらに、今後日弁連として公共事業
改革基本法を意見書として発表するだけでなく、立法を
働きかけていくこと等を行うとの決意が述べられた。
4　パネルディスカッション
　パネルディスカッションでは、五十嵐敬喜法政大学教
授、大久保規子大阪大学大学院教授、松野信夫参議院議
員、宮入興一愛知大学教授、宮本博司元国土交通省河川
局課長、鈴木堯博弁護士をパネリストとして、従来の公
共事業に関する問題点及びその改革方法について議論が
なされた。
　パネリストからは、主に以下のような問題と提言がな
された。
　政権交代により無駄な公共事業がなくなることへの期
待が高かったが、現実には期待に応えられていない。そ
の原因は官僚を適切にコントロールできていないことに
あるが、官僚をコントロールするには、国会で必要な立
法を行ったり、人事権を行使したり、会計検査院などの
組織で対抗しなければならない。
　事業の評価はお手盛りであり、実効性がない。これを
実効的なものにするためには、公正な第三者による評価
がなされる制度を構築しなければならない。
　事業者は情報を隠すものである。これを防ぐには、説
明責任を一点でも果たさなければ必ず事業は中止するこ
とにしなければならない。住民は情報の開示を求め、そ
の説明の根拠となる資料を求めるべきである。その根拠
が示されないとすれば、説明責任を果たしていないとし
て必ず事業を中止するものとすべきである。
　情報隠しを発見するのは難しい。一定期間進捗がなけ
れば中止とすべきである。長期間経過した後に中止と
なっても、住民にとってその間の生活は取り戻せない。
やはり期間の経過でやめさせるべきである。
　既に進んでいる事業の中止の場合、中止するだけでな
く、住民の生活再建を示さなければならない。そのため
には、新たな紛争処理の方法を作る必要がある。
　訴訟は、できるだけ早い段階で提起できるようにしな
ければならない。進んでしまうと、止めるのが困難にな
る。また、訴訟に長期間要していればその間に進行して
しまい、実効的な解決にならないので、訴訟提起されれ
ば事業は停止させなければならない。
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生物多様性バンキング等に関するオースト
ラリア調査報告

札幌弁護士会　木場　知則

1　はじめに
　開発行為が生態系に大きな悪影響を与えることは日本
においても数多くの実例で明らかですが、開発行為など
の人間活動が生態系に与えた影響を、その場所とは異な
る場所に多様性を持った生態系を構築・維持することに
より補償するシステムが、生物多様性オフセットです。
また、開発行為者に代わって補償を行う組織があり、開
発行為者は当該組織に金銭的な支出を行うことで補償を
なしたとされる制度があり、これは生物多様性バンキン
グ（以下、単に「制度」といいます。）と呼ばれています。
　この制度を導入している国には、アメリカ合衆国やド
イツがありますが、今回、自然保護部会では、州ごとに
独自の制度を有するオーストラリアを、2011年10月９日
から16日までの日程で視察し、ニューサウスウェールズ

（NSW）州とヴィクトリア（VIC）州の関連団体からレ
クチャーを受けてきました。

2　NSW州の制度
　NSW州はシドニーを擁する州です。
　我々はまず州の環境省の職員から、同州の制度につい

てヒアリングを行いました。それによれば、開発を行い
たい者は、バイオバンキング・トラストファンドに金銭
を積み立てます。一方、良好な土地を有するバイオバン
クサイトオーナーは、この土地を適正に管理することで
ファンドから管理費や利潤が支給されます。このように
して、オフセットが成り立っているということでした。
ヒアリング後、近い将来バイオバンクサイト候補地にな
る見込みだという、シドニー郊外の場所も訪問しました。
　次に、シドニーから車で１時間程の場所にある、同州
の森林局が管理する施設を訪問し、職員から同州の木材
供給の実情や森林保護政策についてヒアリングを行った
後、敷地内の森林を案内してもらいながら散策しまし
た。ちょうど現地の中学生と思われる団体も野外活動と
してこの施設を訪れており、環境教育にも利用されてい
ることを実感しました。

3　VIC州の制度
　VIC州はメルボルンを擁する州です。
　まず我々はメルボルン郊外にあるムーンリット・サン
クチュアリーを訪れ、ナイトツアーでガイドからオース

5　最後に、藤原猛爾弁護士より、閉会挨拶があり、本
シンポの議論を踏まえ、現実に制度化できるものは早期

に実現すること、現地の住民のために切実さを持って訴
訟等に臨むこと等が述べられた。
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視察報告　米国における公共事業の規制
沖縄弁護士会　喜多　自然

1　はじめに
　公害対策・環境保全委員会では、旧来より、公共事業
問題に取り組んできたが、この度、環境法部会を中心
に、2011年９月18日から26日、米国で調査を行った。19
日及び20日は、バーモント州にあるバーモントロース
クールを訪問し、環境法の講義の聴講、米国の環境法制
全体を概観するクリニックの受講などを行った。
　21日からは、ワシントンDCで、政府機関２か所、
NGO３か所を訪問し、公共事業の規制のあり方につい
て説明を受けた。
2　充実した環境保護法制の存在
　米国の制度の最大の特徴は、環境に影響を与える事業
を規制する強力な法律がいくつも存在することである。
特に重要なのが、米国連邦環境影響評価法（NEPA）で
ある。NEPAでは、情報公開、市民の意見を述べる権利
が充実している。また、ある事業を行うに当たっては、
何もしないという案も含め、合理的な代替案を検討しな
ければならない。NEPAは、政策や計画に対しても適用
される。
　また、NEPAの手続の中で行われる費用対効果分析に
おける費用は、事業費といった直接的な費用にとどまら

トラリアに生息する希少野生動物の保護増殖活動の様子
を聞きながら、保護されている動物たちを観察して回り
ました。施設内には、定番のコアラのほか、絶滅が危惧
されるタスマニアデビル、キタケバナウォンバットなど
がおり、愛苦しくも不思議な生態に見入ってしまいまし
た。
　また、VIC州の環境省内では、同州の制度の企画者、
担当者らからヒアリングを行いました。同州では、オフ
セットを達成するための制度として、土地所有者の申請
する領域を州政府がクレジットとして登録する「ブッ
シュブローカー」という制度を設けているとのことで、
その後、実際にブッシュブローカーの一つを訪ねてみま
した。ここでは境界上に電気が流れるフェンスで敷地全
体が囲ってあり、外部からキツネや野良猫などの外敵が
侵入しないようにしてあります。約400haの敷地内には
樹木が多数存在し、丘陵地や大きな岩場、そして草原な
どいくつもの地形が混在しており、数種類、約300匹の
動物が野生に近い環境で生息しているとのことでした。
そして、この保護活動の達成状況に応じて、一定の収益
金を受け取っているとのことでした。

4　終わりに
　今回訪問した２つの州では、制度の運用は概ね順調で
あり、徐々に予算規模や取引数も増加しているとのこと
でした。
　この制度は開発行為者にコストを負担させることで、
回避、最小化、代替というミティゲーションを実効化で
き、また、オフセット地の保全が確実になされるという
メリットがある反面、コストさえ支払えば良いとして開
発が助長されるのではないかという批判もあり、日本へ
の導入については賛否両論があろうかと思います。
　しかしながら、一度決定されると止まらないのが日本
の開発の実態であり、このことを考えると、制度の導入
は開発を控える方向に働くため、生態系保全に有意では
ないかとも思えます。
　いずれにしても、オーストラリアの制度を参考にしつ
つ、日本でも導入すべきかどうか、そして導入するとし
た場合にはどのような制度設計をすべきなのか、今後さ
らに調査や議論をしていかなければならないと思いま
す。

ず、間接的、累積的な費用まで含まれる。失われる生態
系サービスについても、考慮する必要がある。
　その他にも、水質浄化法、種の保存法による強力な規
制がある。
　公共事業の規制のためには、行政に対して、費用対効
果の方法や対象、範囲などについて、手続面、実体面と
もに義務付ける法律が存在することが重要である。この
点が極めて貧弱な日本との最大の違いである。
3　公共事業を規制する政府機関の存在
　日本では、公共事業を推進する省庁が権力を持つ一
方、それを規制する省庁はほとんど実効力を持たない
が、米国は異なる。
　米国環境保護庁（EPA）は、日本の環境省よりも深
く環境問題に関与している。NEPAの中で意見を述べた
り、問題があると判断した場合にはホワイトハウスに通
告し、それに基づきホワイトハウスが事業を中止させる
権限を持っている。
　米国エネルギー規制委員会（FERC）は、エネルギー
問題に関する独立の委員会である。エネルギー問題に関
する官庁、NGO、市民などからの意見をもとに、事業の
環境に対する影響の科学的分析まで広く手がけている。
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　日本においても、事業推進の官庁から独立した、規制
のための組織が必要である。
4　NGOの役割
　米国には、多くの環境NGOが存在する。Environmental 
Law Instituteは、環境法政策を改善するために、制度
の調査活動や情報提供を行うNGOである。一方、Earth 
Justiceは、訴訟を中心に行うNGOであり、環境に関す
る重要な最高裁判例に原告として関与している。
　また、個別の環境問題に取り組むNGOもあり、チェ
サピーク湾財団は、チェサピーク湾の水質浄化事業に取
り組むNGOである。この財団は、水質の悪化したチェ
サピーク湾の浄化のため、住民の立場から、研究、調
査、訴訟などを行っている。
5　弁護士の役割
　米国では、環境保護に関して果たす弁護士の役割も大
きい。NGOでは、弁護士が専属のスタッフとして働い
ている。政府機関にも、科学者などのほか、ロースクー
ルの元教授、ロースクールの卒業生、環境弁護士などが働
いている。
　重要な役割を果たしているのはロースクールである。
教授は、学生に向けて、「皆さんが将来環境弁護士とな
り、クライアントから事件の依頼を受けたら、どのよう

な選択肢を提示し、どのような説明をするのか。」との
問いかけをし、常に実務を意識している。
　日本でも環境問題専門の弁護士が社会で大きな役割を
果たすことが必要である。
6　法の支配と民主主義
　米国では、水質浄化法、種の保存法などには市民訴訟
条項があり、原則誰でも訴訟を提起できる。それ以外の
場合でも、原告適格は極めて広く、何らかの環境的利益
を有する者は訴訟の提起が可能である。
　法に違反した状態は許されない、本来はその状態を是
正する議会や行政が機能しない場合には、市民がそれを
是正すべきであるという、徹底した法の支配が根底にあ
る。
　また、とくに情報公開が重視されている。政府の保有
する情報は市民の情報であり、その情報に基づき、公共
事業を行うかどうかを最終的に決めるのは市民である。
話を伺った弁護士は、最終的には世論の喚起して、世論
の力で政治を動かし、議会を通して事業を止めるしかな
い、と述べていた。情報公開は民主主義が機能する大前
提である。
　本物の法の支配と民主主義を実感する視察となった。
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大阪・泉南アスベスト国賠訴訟　大阪高裁不当判決
大阪弁護士会　西本　哲也

新刊紹介『水俣の教訓を福島へ』（原爆症認
定訴訟熊本弁護団編著・花伝社）

福岡県弁護士会　高橋　謙一

　2011年８月25日、大阪高裁第14民事部（三浦潤裁判
長）は、国の責任を認めた大阪地裁判決を取り消し、原
告らの請求を全て棄却した。
　泉南地域は中小零細の石綿工場が集中立地し、100年
間に亘りわが国の石綿紡織品の生産を一手に担ってき
た。その中で、激甚な石綿飛散により「地域ぐるみ」の
深刻な石綿被害が発生した。
　重要なのは、国が、戦前からの調査により深刻な被害
や石綿の発がん性などの危険性を詳細に把握していたに
もかかわらず、経済発展を優先し、長期に亘って必要な
規制権限の行使を怠ったことである。
　2010年５月19日の大阪地裁判決は、こうした事実と正
面から向き合い、国の規制権限不行使の違法を認めた。
   ところが、大阪高裁判決は、工業技術や産業の発展に
よって生命や健康が犠牲になってもやむを得ないとする
驚くべき判断基準を示して国に広範な裁量を認め、国を
免罪した。これは、最新の医学的知見や科学技術の発展

　「ミナマタは公害・環境問題の原点（あるいは教科書）
である」
　よく聞くフレーズですが、実際に、公害・環境問題に
携わったことがある方で、ミナマタを少しでも聞きか
じった方ならば誰でも、この文句が正鵠を射ていること
に首肯なさるでしょう。
　私自身も、廃棄物問題や諫早湾干拓事業差止訴訟など
をやりながら、国が何か策略するたびに「またミナマタ
と同じことをするのか」という既視感に囚われます。正
しく馬奈木弁護士が戯言で歌う「この道はいつか来た
道、ああ、さうだよ、ミナマタで国がやってた」です。
　ですから、フクシマだって、放っておくとミナマタと
同じ経過をたどる恐れがあること、あるいは逆に、正し
い解決を勝ち取るためにはミナマタの教訓を生かさなけ
ればならないことは、わざわざ指摘されるまでもなくわ
かっていたつもりです。

に則して「適時かつ適切に」規制権限を行使すべきとす
る水俣病関西訴訟最高裁判決などに逆らう判断である。
   しかも、判決は、泉南地域の石綿工場の実態を無視
し、あろうことか、長期に継続的かつ大量に発生した泉
南石綿被害の全責任を労働者や小規模零細の事業主に転
嫁した。
   「国は、国民の生命・健康を最大限尊重する義務を負
う」とした憲法13条に明らかに反すると言わざるを得な
い。
　本年３月28日に２陣地裁判決が予定され、続いて首都
圏建設アスベスト訴訟など複数のアスベスト国賠訴訟に
おいて司法判断が出される見通しである。
　全ての石綿被害の救済と根絶のためには、最高裁にお
いて不当判決を覆し、国の責任を明確にすることが必須
である。弁護団は、全国各地の弁護団と連携し、逆転勝
訴に向けて全力で闘う決意を新たにしている。

　しかし、この『水俣の教訓を福島へ』を読んで、改め
て、その必要性を痛感します。
　これは、2011年７月２日に熊本市で開かれた「水俣の
教訓を福島へ」というシンポジウムをまとめたわずか
100余頁の薄いリーフレットです。しかし決して侮って
はいけません。発言者のほとんどは、長年水俣病問題
に、現場で直に患者と接しながら取り組み続けた方で、
しかも、その経験を基に原爆症の未認定者の救済に尽力
してきた方です。その重みは行間に滲み出ており、読め
ば読むほどこの問題への理解が深まります。しかも薄い
がゆえに何度でも読み返せます（私はすでに３度読みま
した）。
　原発問題に関与なさる方はもとより、そうでない方
も、ぜひ一冊、手元に留め置き、熟読玩味していただき
たいと思います。
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