
公害・環境ニュース51号（2012年5月） 1

化の現状について報告をした上で、このような事態に
陥った原因や経過等について分析し、今後の沿岸域の環
境悪化を防ぐ（保全）のための法政策や、それにとどま
らず、沿岸域の環境を改善させ、その再生を図るための
法制度や仕組みについて検討・提言していきます。
　我々実行委員会では、正式に実行委員会が立ち上がる
前に実行したものも含め、これまでに、九十九里海岸

（一宮町）や遠州灘の海岸侵食についての現地調査や、
岩手県沿岸における防潮堤の現地調査を行ってきまし
た。また、再生という観点からは、三重県志摩市におけ
る英虞湾の湿地再生への取り組みについても現地調査を
しています。さらに、今後は、沿岸域に関する海外の法
制度を調査するために、イギリスやフランスの政府や現
地を実際に訪問してヒアリング等を行うほか、国内の事
例についてもさらに集積を重ね、シンポジウムにおいて
その内容や成果等を取り上げて行く予定にしています。
　また、９月２日には、沖縄県においてプレシンポジウ
ムを開催し、沖縄における沿岸域の現状や問題点等につ
いて見識を深め、その成果をシンポジウムにも取り入れ
たいと思います（プレシンポジウムの会場や内容等の詳
細は現時点では未定であり、今後決定します）。
　充実したシンポジウムとするために、実行委員会一同
でさらに調査・研究を重ねていきたいと思っています。
実行委員として、さらに佐賀県の弁護士として、多くの
皆様のご参加をお待ちしています。

　本年10月４日、５日の両日に掛けて佐賀県佐賀市にて
開催される日本弁護士連合会第55回人権擁護大会の第３
分科会シンポジウムとして、10月４日に「豊かな海をと
り戻すために～沿岸域の保全・再生のための法制度を考
える」が開催されます。
　佐賀県は、北側を玄界灘、南側を有明海というよう
に、南北が海に接しており、漁業も主要産業の１つと
なっています。ところが、特に有明海については、ノリ
養殖漁業の不作に代表されるように環境の悪化が進んで
おり、地元の佐賀県でも、県庁内に専門の部署を設ける
などして対応をしているような状況です。
　また、有明海に限らず、我が国全体を見渡しても、砂
浜や干潟などが消失していたり、また消失の危機に瀕し
ているといった事例は数多く存在します。例えば、かつ
て自分たちが遊んでいた砂浜が、現在では既に存在しな
くなっているといった体験は多くの方がされているもの
と思います。その原因としては、代表的なものとしてダ
ムの建設干拓、港湾開発等が挙げられますが、個別の事
例にとどまらず、海域と陸域を一体として捉え、開発が
その地域だけで無く周辺の沿岸環境の悪化をも引き起こ
すことを看過した我が国のこれまで開発のあり方や、そ
の開発等を規制したりする法制度が存在してこなかった
ことも大きな問題であったと考えます。
　今回のシンポジウムでは、干潟や砂浜などの我が国の
沿岸域（海岸線を挟んだ陸地と海域という広がりのある
空間のことを指します）について、日本における環境悪
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英虞湾調査に参加して
愛知県弁護士会　原田　彰好

　2012年４月22日、23日の両日、私たち第55回人権擁護
大会シンポジウム第３分科会実行委員20名は、調査の一
つとして三重県志摩市を訪れた。志摩市は、志摩半島の
東南部に位置し、全域が伊勢志摩国立公園に指定され豊
かな自然に恵まれ、水産業、農業、観光業がさかんであ
る。志摩市沿岸域には英虞湾と的矢湾がある。英虞湾は
真珠の、的矢湾は牡蠣の養殖で有名である。
　英虞湾の海岸線はリアス式海岸であり、海岸線は複雑
に入り組んでいる。英虞湾は水深の浅いすり鉢状の形を
しており、湾口も浅く、湾外と海水が入れ換わりにくい
うえ、かつて湾の最奥部に存在した干潟の70％が干拓に
より消失し、干潟の浄化機能が大きく減少した。
　真珠養殖は英虞湾でも第二次大戦前から行われてきた
が、1950年代から60年代半ばまでに急速に拡大した。他
方で、従来さかんだった沿岸漁業は、1960年代前半に激
減した。また、1980年代後半からリゾート開発もさかん
に行われた。
　英虞湾では、明治時代から赤潮が発生しており、1950
年代からは貧酸素水塊も発生するようになった。英虞湾
は閉鎖性海域であるため海水が汚れやすい上、明治から
昭和の頃までの人口増加による生活排水の増加、真珠養
殖の急激な拡大によりアコヤガイのフンや死骸の沈降、
植物プランクトンの沈降などを原因として海底に大量の
有機物が溜まり、また他方で沿岸漁業の減少による漁獲
量の減少、干潟やアマモ場の消失などによる浄化機能の
低下が重なり赤潮や貧酸素水塊が毎年のように発生して
いる。

　このような背景のなかで、志摩市は、平成22年から
「総合的な沿岸管理」の推進を打ち出し、平成24年３月
には「志摩市里海創生基本計画（志摩市沿岸域総合管理
基本計画）」を策定した。
　「志摩市里海創生基本計画」は、志摩市の目標として

「稼げる（自然環境を維持しつつ、地域の資源を持続的
に利用して農林水産業・観光業の振興をはかる沿岸域）、
学べる（「自然の恵みの利用と保全」を学ぶ「里海学習」
が可能な沿岸域）、遊べる（マリンレジャーや歴史的・
文化的遺産を残し豊かで文化的な生活ができる沿岸域）」
を掲げ、「志摩市＝新しい里海のまち」という地域ブラ
ンドを目指すとしている。そして、市民生活スタイルや
産業の仕組みの改善、環境モニタリングの継続を通じ
て、自然の利用と保全を推進するとしている。計画の推
進主体は市の全ての構成員や事業者等の団体であり、
国・県の積極的な協力を得るとし、取組の調整・支援組
織としてこれら関係者から構成される「志摩市里海創生
推進協議会」が設置される。計画による取組内容も詳細
に規定されている。
　私達は、志摩市において、真珠養殖業者原条誠也氏、
高山進三重大学教授、志摩市里海推進室、三重県水産研
究所の皆様から説明を受け、また、既に実施している人
工干潟造成事業や干潟再生事業の現場を案内していただ
き、プロジェクトの中心を担っている皆様の並々ならぬ
意気込みを実感した。ご多忙のところご挨拶いただいた
志摩市長並びに親切な解説や現地の案内をしていただい
た皆様の親切な対応に心から感謝を申し上げたい。計画
の今後の展開が楽しみである。　平成10年前後頃から、このような状況に問題意

識をもち取り組もうとする一部の真珠養殖業者が
行動を起こした。かれらは県や企業の協力を得
て、自ら人工干潟造成も行い、毎年「英虞湾の再
生を考えるシンポジウム」を開催するなど、英虞
湾再生の運動を粘り強く進めた。
　平成15年からは三重県を中核とした産・学・
官・民の連携による「三重県地域結集型共同研究
事業　閉鎖性海域における環境創生プロジェク
ト」により、英虞湾の環境再生に関する調査研究
が実施され、その後の英虞湾再生の取組の科学的
根拠を得ることができた。
　平成20年には英虞湾自然再生協議会が設立され
活動を開始した。
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地球温暖化PT連続セミナー第２回の報告「電力自由化・発送電
分離と再生可能エネルギー～エネルギーを選択できる社会へ」

東京弁護士会　市野　綾子

1　はじめに
　政府は今春、環境・エネルギー政策の選択肢を提示
し、国民的議論を経て、８月に新たなエネルギー基本計
画を策定する予定であるとしている。既に、原子力依存
を可能な限り低減し、再生可能エネルギーを拡大すると
の基本的方針が示されているが、具体的には明らかにさ
れていない。
　地球温暖化PTでは、日本の環境・エネルギー政策を
選択していくための国民的議論の場として、連続セミ
ナーを開催している。今回は、第２回セミナーについて報
告する。
2　再生可能エネルギー促進と電力自由化の関係につい
て（高橋洋氏（富士通総研経済研究所主任研究員））

　⑴　原発の安全神話が崩壊した今、安全な電力の安定
供給のために電力自由化が不可欠となっている。
　電力自由化には、１つの電力会社内での発電部門と送
電部門の会計分離（現在の日本）、発電部門と送電部門
を別会社にし、共通の持株会社を創設する法的分離、電
力会社に送電網の所有権を残しつつその運用を独立系統
運用機関に委ねる運用分離、送電網の所有権を資本関係
のない別会社に譲渡する所有権分離がある。
　北欧では、ノルウェー、スウェーデン、フィンラン
ド、デンマークの４カ国の電力市場を統合した市場（ノ
ルドプール）で電力が取引されている。送電・配電部門
は、発電・小売部門から分離され、電力の移動のみを受
け持ち、法定独占を担保されているが、発電・小売部門
の電気料金はノルドプールを通して決定されている。
　⑵　安全な電力の安定供給のために電力自由化が不可
欠となる理由の１つとして、電力自由化により市場を拡
大すれば、個々の発電所の運転停止の影響が相対的に小
さくなり、受給調整が容易になるということが挙げられる。
　また、再エネが多く導入されている地域とあまり導入
されていない地域の市場を統合すれば、不安定な再エネ
の導入割合が下がるから、導入可能量が増える。さら
に、再エネの導入量が同じ地域を統合することでも再エ
ネの導入可能割合が増える。例えば、発電時間、発電
量、地域により多様な風力発電を集めた場合、その発電
量の変動（不安定さ）は緩和される。
 もう１つの理由として、自由市場の中、需用者も供給
に合わせて需要行動を変化させ（デマンド・レスポン
ス）、ピーク需要を下げることができれば、需給調整が
効率的になるということが挙げられる。この需要者の自
律性に期待し、その対応力を高めるためのIT化された
電力ネットワークがスマートグリッドである。
　このように電力自由化は、再エネによる分散型電源の
割合を増やし、スマートグリッドを実現することで、安
全な電力の安定的供給を得るために不可欠なものなので
ある。
3　自由化の後ドイツで起きたこと～発送電分離の重要
性（千葉恒久弁護士（日弁連公害対策・環境保全委員
会特別委嘱委員））

　⑴　かつてドイツでは、地域独占・垂直統合の民間企
業により電力が供給されていたが、1998年エネルギー経
済法改正により、交渉で供給網の第三者利用が可能にな
るとともに、送電網は独立した部局により運用されるこ
ととされた。もっとも、送配電事業の分離は会計分離に
とどまった。

　この自由化直後、多数の新規企業が参入し、また、コ
ンツェルンも小口向け廉価販売を開始したため、電力販
売価額は大幅に下落した。他方、託送料金については、
業界団体・経済団体が契約モデルを提供する団体合意の
手法がとられた。しかし、コンツェルンの合併、買収に
よる膨張化と、コンツェルンが送電網と発電設備を所有
する中での不透明な料金算定根拠のもとで、託送料金は
高止まりしていた。
　団体合意による託送制度が十分に機能しない中、連邦
カルテル局は、託送拒否に対する是正勧告・命令、託送
料金の大幅値上げに対して送電事業者に対する違反審
理、託送料金算定の根拠資料の開示命令等、託送料金の
公正化に向けて様々な役割を担った。
　⑵　2005年、エネルギー経済法の全面改正法が施行さ
れ、託送料金許可制、発送電部門の法的分離等が行われ
た。その後、２社のコンツェルンが送電網を売却し（所
有権分離）、ドイツでは送電網の所有権分離が進み始め
ている。
　そして、電力供給事業者数、需用者による供給業者の
変更率ともに年々増加している。
  もっとも、送配電料の大きな低減はみられていない点
は残された課題である。
　⑶　再エネ促進については、再エネ法により発電者の
接続・買取請求権を強力に保護しており、再エネ電力は
伸び続けているものの、送配電網の拡充の遅れが大きな
障害になっている。これまで送配電網は再エネ導入に積
極的ではないコンツェルンが独占してきたからである。
また、エコ電力販売事業者にとっては、託送制度が障害
となっている。
　それでも、エコ電力契約者は世帯全体の約１割に上っ
ており、再エネ電力の伸びが電力市場に構造的な変化を
もたらしている。
4　おわりに
　日本では、経済産業省資源エネルギー庁に設置された
基本問題委員会の議論の状況を見ると、十分な国民的議
論もないままに、今後も原発を電源構成割合で20％から
35％維持（ないし35％以上に増強）するという案に落ち
着く可能性を否定できない。
　このような情勢のもとで、今回のセミナーは、原発に
頼らない再エネによる電力供給制度の具体的な施策、選
択肢、課題等様々な問題をより具体的に学べたものであ
り、非常に有意義であった。



4 公害・環境ニュース51号（2012年5月）

「原発事故と私たちの権利」出版のお知らせ
エネルギー・原子力部会　部会長　岐阜県弁護士会　栗山　知

1　2012（平成24）年２月、日弁連公害対策・環境保全
委員会のエネルギー・原子力部会と地球温暖化PTの合
同で執筆した「原発事故と私たちの権利」が出版されま
した。
2　この本の出版に至った経緯は次のとおりです。
　昨年３月11日、三陸沖でマグニチュード９の東北地方
太平洋沖地震が発生しました。この地震とそれに伴って
発生した津波により、福島第一原発は１号機から４号機
で爆発を起こし、チェルノブイリ原発事故と同等のレベ
ル７（国際原子力事象評価尺度（INES）の深刻な事故）
と評価される事故となりました。
　私たちは、この事故以前から、原発事故の可能性を指
摘し、2000年に岐阜で開催された日弁連人権擁護大会で
は、原発の新増設を停止し、既存の原発については段階
的に廃止することを中心とする決議が採択されています。
　しかし、国や電力会社は、原発の危険性を直視せず、
逆に「安全神話」を喧伝して、原発と核燃サイクル政策
を進めてきました。その結果が、今回の福島第一原発事
故と言えます。
　昨年７月、日弁連は、原発と核燃サイクル政策からの
撤退を求める意見書を発表しました。これは、2000年の
決議を更に具体化し、10年以内のできるだけ早い時期に
全ての原発を廃止することを求めるものです。
　私たちは、福島第一原発事故を受け、２度とこのよう
な原発事故を起こしてはならないと考えています。本書
では、脱原発に向けて、私たちの今までの到達点をまと
めました。
3　以下、この本の内容を簡単に紹介します。
　第１章では、福島第一原発事故について、事故の概要
や深刻な放射線被害の状況についてまとめました。この
事故を引き起こした東京電力の責任についても触れてい
ます。
　第２章は、今までわが国で行われてきた原発訴訟と被
害救済について分析しました。過去の裁判ではわずか２
件を除いて、原告住民の請求が退けられています。今ま
では、裁判官も原発事故は起こらないという「安全神
話」に乗り、安易に国や電力会社の主張を追認してきま
した。また、原発事故が発生した今、被害救済に向けて
何ができるかまとめました。
　第３章では、わが国における原発推進の背景を考察
し、原発推進機関と安全規制機関の癒着や歪められてき
た安全審査体制等を述べています。更に、原発が地球温

暖化対策にはならないことを論じました。
　第４章は、核燃サイクルと放射性廃棄物の処分問題と
いう、未解決の困難な問題を取り上げました。核燃サイ
クルは完全に行き詰まっており、安全性からも経済性か
らも推進するメリットは何もありません。高レベル放射
性廃棄物の処分問題に至っては、未だ処分候補地すら定
まっていない状況です。
　第５章では、チェルノブイリ原発事故やスリーマイル
島原発事故について概観し、更に海外の原子力政策・エ
ネルギー政策をまとめました。福島第一原発事故後、ド
イツやイタリアなどで脱原発に踏み切る国が出てきてい
ます。
　第６章では、これからの日本の原子力・エネルギー政
策に対する提言をまとめました。福島第一原発事故のよ
うな原発事故の再発を防止し、このような放射能災害を
２度と生じさせないためには、できるだけ速やかに原発
から撤退することが必要であり、その上で省エネやエネ
ルギーの高効率化、再生可能エネルギーの飛躍的拡大な
どを提言しています。
　巻末には、資料として、原子力やエネルギー政策に関
する主な日弁連の決議や意見書などを載せてあります。
4　今、正に、原発の再稼働の是非が大きな問題となっ
ています。今後も、多くの会員が原発事故の被害者救済
や原発問題について関わる機会が増えてくると思いま
す。この本は、あまり宣伝されていませんが、是非、一
度お読み頂き、少しでも参考にして頂ければ、うれしく
思います。

明石書店
本体2500円+税
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「日本型生物多様性保全を推進する経済手法“里
山バンキング”ワークショップ…in…ちば」報告

東京弁護士会　若井　英樹

1　ワークショップの趣旨
　2012年２月４日、千葉市若葉区谷当町の里山におい
て、自然保護部会メンバーのほか、東京都市大学環境情
報学部の田中章教授と大学院生・学生、里山のオーナー
金親博榮「わたしの田舎」谷当工房代表とNGO・NPO、
そして都市銀行、千葉県、農林水産省の各職員、衆議院
議員など約30名の参加のもとに、「日本型生物多様性保
全を推進する経済手法“里山バンキング”ワークショッ
プ in ちば」が開催された。
　生物多様性オフセットは欧米諸国を中心に既に50ケ国
以上で実施されているが、これを市場メカニズムによる
経済的手法として発展させたものが生物多様性バンキン
グである。自然保護部会は、前号で報告したとおり、
2011年10月、オーストラリアにおける生物多様性バンキ
ングの実情を視察調査してきたが、今回のワークショッ
プはそれに続く。千葉市近郊の里山において田中章研究
室が実地研究している日本型生物多様性バンキング“里
山バンキング”のためのバンク地を視察し、同研究室に
よる研究報告と当部会によるオーストラリア調査報告を
もとに、日本における生物多様性バンキングの可能性に
ついて討論し理解を深めようという試みである。

2　現地の視察
　午前中は、後藤富和自然保護部会長（福岡県弁護士
会）、森雅邦千葉県生活環境部自然保護課生物多様性戦

を満喫した後、午後は以下の順でプロジェクターを使用
して研究報告が行われた。

3　生物多様性オフセットと生物多様性バンキング
　初めに、東京都市大学環境情報学部田中章教授から

「生物多様性オフセットと生物多様性バンキング」と題
して要旨以下の講演があった。
⑴開発が生態系に及ぼす負の影響を緩和するためのミ

ティゲーションには順位がある。先ず負の影響を回避
し、次いで回避できない分を最小化し、それでも残る
分を代償するという順である。これを「ミティゲー
ション・ヒエラルキー」と称し、この順位が遵守され
る限り、代償ミティゲーションが開発の免罪符にされ
るということはない。代償ミティゲーションは地域全
体の生態系の質・量を開発の前後を通じて維持すると
いうノーネットロスを実現するための方策であり、生
物多様性オフセットは代償ミティゲーションとほぼ同
義である。

⑵代償ミティゲーションは1950年代からアメリカで行わ
れていたが、生物多様性バンキングは1980年代にその
経済的手法として導入された。保全活動の専門家が生
態系を復元・創造・増強することによって、定量的に
評価された「クレジット」を取得し、開発事業者が代
償ミティゲーションとして「クレジット」を購入する
という仕組みである。これにより、ノーネットロスを

略推進室副参事兼室長、金親博榮谷当工房代表の
各挨拶の後、金親代表の案内により、“里山バン
キング”実地研究の対象地である谷津田を視察し
た。
　JR千葉駅から北東に直線約10kmの谷当町一帯
は、低い丘陵に谷津田が入り組んだ、千葉市近郊
によく見られる里山で、スギ、クヌギ、コナラな
ど針葉樹と広葉樹が入り混じる斜面林と低地の随
所から湧き出る地下水が特徴的である。谷津田を
縁どる畔道や農道は近隣の農家やNPOの手が
入って比較的整備されているが、耕作を放棄され
た田んぼを復元し、かつて里山の何処でも見られ
たニホンアカガエルやヘイケボタルなどの姿を取
り戻したい、という金親代表の話であった。
　昼食に谷当工房スタッフによる打ち立ての蕎麦
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実現しながら、開発事業者が代償ミティゲーションと
して保全活動を行うことの問題点、すなわち、連携を
欠く保全活動による生態系の分断、事後的な保全活動
による生態系消失と復元の時間差、どの程度まで保全
活動を行えばよいのかが不明確な成功基準、専門家の
保全活動ではないことによる失敗のリスク、開発事業
者の時間的・労力的な負担増などの問題点を、経済的
に効率よく解決することが可能になった。

⑶日本の里山は、開発によるオーバーユースと放棄によ
るアンダーユースという二つの要因で、本来有してい
た豊かな生態系を損なってきたが、これを生物多様性
バンキングの仕組みを応用して解決しようというのが

“里山バンキング”である。里山の保全活動を専門と
する「里山バンカー」が所定の里山地域（今回、視察
した里山バンク地）の生態系を復元・創造・増強して

「クレジット」を取得し、里山の開発事業者が代償ミ
ティゲーションとして「クレジット」を購入するとい
う仕組みである。もし日本において欧米諸国同様のミ
ティゲーション・ヒエラルキーが規定されていれば、
開発事業者は、開発が生態系に及ぼす負の影響につい
て、回避し、最小化し、それでも避けられない分は代
償として「クレジット」を購入しなければならず、そ
の結果、開発によるオーバーユースが抑制されること
になる。一方、「里山バンカー」は、里山の管理コス
トや人材育成資金に充てる「クレジット」を取得する
ため、森や田んぼなどの手入れをすることになり、そ
の結果、放棄によるアンダーユースが解消されること
になる。

4　オーストラリア視察報告と里山バンキング研究報告
⑴自然保護部会飯田洋委員（岐阜県弁護士会）から
「オーストラリアにおける生物多様性バンキングの視
察調査報告」と題して、2011年10月に現地視察した
オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州と
ヴィクトリア州における生物多様性バンキングの実情
が報告され、日本における導入について、開発を抑制
する効果があるとする一方で、土地が狭く生態系が複
雑なこと、生態系の復元・創造・増強の結果を科学的
に定量評価することが困難なこと、クレジットの市場
性の有無などの問題点が指摘された。

⑵田中章研究室修士２年磯山知宏氏から「里山保全のた
めの経済的手法『里山バンキング』に関する研究」と
題して、里山バンキングにおいて開発事業者、里山バ
ンカー、土地所有者、環境NGOや市民、自治体など
が担う役割や機能が説明され、実地研究の例として、
北海道下川町における森林資源を生かした地域活性

化、千葉市若葉区谷当町（当地）における里山保全、
横浜市栄区における里山保全について、それぞれクレ
ジットの試算価格を挙げながら紹介された。

⑶田中章研究室研究生久喜伸晃氏から「谷津田の再生活
動と里山バンキングの実地研究」と題して、対象地

（当地）である谷津田のランドスケープや野生生物の
状況と、耕作放棄地の復元を主目的とする里山再生活
動 の 概 要 が 報 告 さ れ、HEP（Habitat Evaluation 
Procedure生息地評価手続）を用いて、谷津田の生態
系を代表する保全目標種として選定したニホンアカガ
エルを指標とする、里山再生活動の定量的評価モデル
が紹介された。

5　質疑応答
⑴里山バンキングは、ミティゲーション・ヒエラルキー

などの制度が何もない中から何とか里山を保全したい
という発想から始まっているので、現在は開発によっ
て影響を受ける生態系とオフセットされる生態系の同
質性を問うまでに至っておらず、先ずはオフセットと
しての復元・創造・増強を実現することが先決であ
る。将来的には同質の生態系でオフセットする本来的
な生物多様性バンキングに近づいて行くだろうし、近
づけるべきである。

⑵里山の生態系について、その損失や、復元・創造・増
強を定量的に評価することは困難な作業ではあるが、
HEPの方法を用いることなどによって、これを実現
することは十分に可能であろう。

⑶里山バンキングは利益を追求する民間企業にとって魅
力的なスキームであるが、オフセットが義務付けられ
ておらず、里山保全の価値の定量化の研究が始まった
ばかりの現段階では、企業はCSR活動として参加する
ことになるだろう。

6　総括
　こうして、午前10時40分から午後５時30分の懇親会終
了まで、「日本型生物多様性保全を推進する経済手法

“里山バンキング”ワークショップ in ちば」は行われ、
内容豊富な報告と熱心な討議により、里山バンキングに
ついて参加者の理解と問題意識を深めることができた。
里山の生態系を経済的手法によって効率よく保全・再生
しようという里山バンキングは、いま実地研究の緒に
あって克服すべき課題も多いが、その先駆的な試みをバ
ネとして里山生態系の保全・再生に結実させることが肝
要である、というのが筆者の感想である。



公害・環境ニュース51号（2012年5月） 7

大阪・泉南アスベスト国賠訴訟─２陣訴訟
が地裁で勝利

大阪・泉南アスベスト国賠訴訟弁護団　大阪弁護士会　小林　邦子

1　高裁不当判決から勝利判決へ
　本年３月28日、大阪地方裁判所第８民事部（小野憲一
裁判長）は、泉南アスベスト国賠（２陣）訴訟におい
て、国の規制権限不行使の違法を認め、原告ら50名に総
額１億8000万円余りの損害賠償の支払いを命じる原告勝
利の判決を言い渡した。
   泉南アスベスト国賠訴訟は、一昨年５月にも、１陣大
阪地裁において国の責任を認める判決が出されたが、昨
年８月、１陣大阪高裁において「いのちや健康よりも、
石綿の工業的有用性や産業発展が優先する」、「厳格な被
害防止対策は産業社会の発展を著しく阻害し、労働者の
職場自体を奪うことになりかねない」などとする、逆転
敗訴判決（三浦潤裁判長）が出された。
   私たちは、このような不当な高裁判決に上告するとと
もに、この判決を徹底的に糾弾し、２陣訴訟の地裁での
勝利判決を勝ち取る事に全力を傾けた。今回の判決は、
高裁の不当判決からわずか７ヵ月後に、同一管内の地裁
で勝利判決を勝ち取ったものであり、極めて大きな意義
を有している。
2　２陣地裁判決の内容
　今回の判決は、１陣高裁の判断を明確に否定するもの
である。
　まず、高裁判決が、労働者のいのちや健康と経済発展
を天秤にかけるような判断を行っていたのに対し、今回
の判決は、「被告の主張する社会状況の意味内容は必ず
しも明確ではないが、経済的発展を優先すべきであると
の趣旨ならば、そのような理由で労働者の健康を蔑ろに
することは許されない」として、高裁判決の考え方を明
確に否定した。
　また、１陣高裁判決は、原告らは石綿の危険性を知っ
ていながら、防じんマスクを装着しなかったとして、石
綿による健康被害は「自己責任」であるかのごとく判示
していたが、今回の判決は、「防じんマスクは、粉じん
対策としては補助的手段にすぎない」として防じんマス
クだけでは被害発生は防げなかったことを指摘した。そ
して、「粉じんの発散、飛散防止措置（局所排気装置の
設置のこと）を講じなければ、労働者の粉じんばく露を
防ぐことはできなかった」と判示して、１陣高裁判決の

「自己責任」論を明確に否定した。
　更に、判決は、労働大臣の省令制定権限に関しても、
生命・健康を守るためには、「できる限り速やかに、技
術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正す
べく、適時にかつ適切に行使されるべき」と判示して、
１陣高裁判決が無視した筑豊じん肺最高裁判決の判断基
準を提示した。そして、昭和34年ころには、「石綿肺に
よる重大な健康被害が生ずることの予見可能性があり、
かつ、局所排気装置の技術的基盤も昭和32年には形成さ

れていた」として、国には、旧じん肺法成立の翌日であ
る昭和35年４月１日以降、旧特化則制定時である昭和46
年４月28日まで、規制権限不行使の違法があったと認定
した。
　また、今回の判決に特徴的な点は、石綿原料を石綿工
場に搬入していた運送会社の従業員についても、国は旧
労基法、安衛法上の適切な措置（局所排気装置設置）を
とるべき義務があったとして国の責任を肯定した点であ
る。これは、１陣訴訟判決では示されていない今回初め
ての司法判断である。
　もっとも、今回の判決は、昭和47年以降に就労を始め
た労働者に関しては国の責任を否定しており、責任割合
についても、後見的責任であることを理由に国の責任を
３分の１に限定している。これらの点は、１陣地裁判決
から後退した内容となっているが、高裁判決を明確に否
定し、国の責任を認定する判断が下されたことについて
は、原告団・弁護団ともに高く評価しているものである。
3　１日も早い全面解決を求めて
　原告団は、日々高齢化と病の進行・重篤化に苦しんで
いる。判決後、原告団・弁護団・支援者は、政治による
早期全面解決を求めたが、国は、４月６日、「上級審の
判断を仰ぐために」として早々と大阪高裁に控訴をおこ
なった。原告団・弁護団も、これを受けて、４月９日、
大阪高等裁判所に控訴を行った。今後は、早期の政治解
決を求めつつも、全力で裁判闘争を戦う決意である。
　「人の命や健康は何にもまして尊重されなければなら
ない」泉南アスベスト国賠訴訟は、このごく当たり前の
ことを問う裁判である。この普遍的な問いを繰り返し、
国に、そして裁判所に問い続けていきたい。
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意見書の紹介意見書の紹介意見書の紹介
新しいエネルギー法制度の構築に向けた意見書

　持続可能なエネルギー供給を実現するため、当連合会は次の事項を趣旨とする意見書を本年２月17日付けで取り
まとめ、関係機関宛てに提出をしました。

【意見の趣旨】
　持続可能なエネルギー供給を実現するため、エネルギー供給制度の抜本的な改革を進める必要がある。
１　持続可能なエネルギー供給においては、再生可能エネルギーが中心的な役割を果たす。「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」（平成23年法律第108号。以下「法」という。）が実効的な制度
として機能するよう、その施行に際しては以下の諸点に特に留意する必要がある。
⑴買取価格及び買取期間についての定めは、再生可能エネルギーの種類ごとに設置形態や規模の違いによる発電

コストの差異を反映させたものであって、発電に要するコストの回収を確保した上で適正な利潤を保障するも
のではなければならない。

⑵再生可能エネルギーによる電力の接続を拒否することが許されるのは、例外的ケースに限られなければならない。
⑶再生可能エネルギー電力の買取りに伴う負担については、算定根拠が明確にされなければならず、国民に対し

て適切に情報が開示されなければならない。
２　真に持続可能なエネルギー供給を実現するためには、大量のエネルギーを安定的に製造することを重視してき

た従前のエネルギー法制度を以下のとおり抜本的に改革する必要がある。
⑴エネルギー供給事業は、全面的に自由化する必要がある。
⑵送配電事業を発電・小売事業から完全に分離する必要がある。
⑶エネルギーの低炭素化を進めるため排出量取引や環境税を早急に導入する必要がある。
⑷エネルギーの効率的利用を図り、供給状況に応じた消費の調整を促していく必要がある。
⑸都道府県や市町村が主体となったエネルギー供給体制を構築していく必要がある。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120217.htmlからご覧ください。）
大阪・泉南アスベスト国家賠償請求第２陣訴訟大阪地方裁判所判決に関する会長声明

　大阪地方裁判所は、2012年（平成24年）３月28日、大阪・泉南アスベスト国家賠償請求第２陣訴訟において、国
の規制権限不行使の責任を認める判決を下しました。
　当連合会は、国が、本判決を受けて、現行の石綿健康被害救済法の全面的な見直しを行い、全てのアスベスト健
康被害の全面的救済を行うことを強く求め、本年４月４日に会長声明を公表しました。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120404.htmlからご覧ください。）

ご案内ご案内ご案内
　本年10月に佐賀市で開催される第55回日弁連人権擁護大会シンポジウム第３分科会では、沿岸域の保全・再生の
ための法制度について取り上げます（本紙１、２面をご覧ください）。
　多くの皆さまの御参加をお待ちしております！

第55回人権擁護大会シンポジウム第３分科会
テーマ：豊かな海をとり戻すために
　　　　　　～沿岸域の保全・再生のための法制度を考える
日　時：2012年10月４日㈭午後０時30分～午後６時
会　場：佐賀市文化会館中ホール
　　　　（佐賀市日の出１丁目21－10）


