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第56回人権擁護大会シンポジウム第１分科会の報告
福井弁護士会

笠原

一浩

３ 武藤類子氏（福島原発告訴団団長）へのインタ
ビュー
基調講演者の武藤類子氏に、以下のようなお話を伺い
ました。
「チェルノブイリ原発事故を機に原発がどうしたら止
まるか考えた末、福島県三春町で森の生活を始めまし
た。雑木林で小屋を建て、太陽光パネルを買い、乗らな
くなったバイクのランプを外して明かりとし、畑を開墾
して野菜を作り、山では山菜、きのこ、野草などたくさ
んの食べ物が採れました。チェルノブイリ原発事故15周
第１部 福島被害を考える
年の2003年４月26日には、「里山喫茶きらら」を開きま
１ 基調報告（海渡雄一・前日弁連事務総長）
福島第一原子力発電所事故（以下「本件事故」といい した。
こうした生活は、本件事故で一変しました。外に出る
ます。
）により多くの命が失われました。特に浪江町の
沿岸地域では津波被害者の捜索活動に取り掛かろうとし ことも、畑の食べ物や山菜・ドングリ等を食べること
た矢先、避難指示が発令され、捜索活動が中止になりま も、洗濯物を干すことも、車の窓を開けることも、薪を
した。⑴被害救済、⑵健康被害の未然防止、⑶脱原発等 燃やすことも、ままならなくなりました。里山喫茶きら
らも２年間の休業後、2013年４月26日をもって廃業させ
は、日弁連含め、社会全体で取り組むべき課題です。
られました。
２ 福島県弁護士会所属委員からの報告
原発告訴団の団長として、東京電力ほか33名を業務上
福島県の人々の生活は、本件事故で一変しました。着
のみ着のままでの避難、幼い子どもの汚染検査、仮設で 過失致死傷で告訴しましたが、９月に全員不起訴となり
の生活、狭く劣悪な居住環境、慣れない気候。今も約15 ました。強制捜査はされず、また直前の東京地検への移
送で、福島県民による福島検察審査会への審査申し立て
万の人々が避難を余儀なくされています。
大気中や食品の放射性物質を吸収することで生じる内 もできなくなりました。本件事故の甚大な被害にもかか
部被ばくの危険性もあり、放射性物質の挙動につき、き わらず再稼働や原発輸出の話が出て、事故の責任の所在
めの細かいモニタリングが必要です。また、内部被ばく がはっきりしないため、私たちは告訴しました。」
防止のための子どもたちへの外遊び制限は、体力の低下 ４ 損害賠償についての講演（除本理史・大阪市立大学
大学院教授、小海範亮委員）
を招きました。
除本氏及び小海委員に、以下の内容の講演をしていた
ウクライナのある小学校では、現在も児童の７分の５
が体育の授業を制限されています。避難するかの選択、 だきました。
公共料金や医療費など様々な援助を規定したいわゆる ⑴ 原発被害の特徴として、広範性（被害が広範囲に及
ぶ）、多様性（従来の家族構成、就業状況等によって
チェルノブイリ法は、日本にとっても参考となるでしょ
被害が千差万別）、深刻性（地域コミュニティ自体が
う。
破壊）、継続性（被害が長期にわたって発生）がある。
⑵ 損害賠償だけでは事故被害の回復は難しい。

はじめに
2013年10月３日に開催されたシンポジウムのテーマは
「放射能による人権侵害の根絶をめざして～ヒロシマか
ら考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原
発へ」です。原発問題が広範な論点を含むことから、第
１部（福島被害を考える）・第２部（放射能被害を考え
る）
・第３部（脱原発を考える）の３部に分けて開催さ
れました。以下、シンポジウムの内容を紹介します。
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⑶

賠償においては、「ふるさとの喪失」をどう評価す
るかが課題である。
⑷ 国の「帰還」政策は、避難者の多様なニーズとのミ
スマッチを生みかねない。
⑸ ADRによって一定の成果が出ているが、精神的損
害など、十分な被害救済が図れているとは限らない。
⑹ 和解内容を東電のみ法的に拘束する、原子力損害賠
償紛争解決センターを政府から独立の機関とする等の
立法も必要である。
第２部 放射能による健康被害の防止
１ 決議の説明（田部知江子委員）
冒頭に、翌日採択された決議、特に健康被害の防止に
ついての５つの提言について説明しました（詳細は大会
決議を参照ください。）。
２ パネルディスカッション（津田敏秀・岡山大学教
授、今中哲二・京都大学助教、西尾正道医師、足立修一
委員等）
パネルディスカッションでは、以下のような討論がな
されました。
⑴ 現行の年間20ミリシーベルトという避難基準は、低
線量被ばくのリスクを防げるものではない。
⑵ 既に福島では健康被害が報告されており、十分な健
康管理調査が必要である。チェルノブイリの経験から
も学ぶ必要がある。
⑶ 県民健康管理調査は、今は福島県の事業であり福島
県でしか行われていないため、国の責任で行うべきで
ある。また、データを分析して、対策を割り出す専門
家が必要である。
⑷ 避難基準については、チェルノブイリ法を参考にす
る必要がある。放射能汚染に関するデータの開示など
も重要である。
３ 質疑応答
会場からは、以下のような質問・意見が寄せられまし
た。
⑴ 飛行機では渡欧した場合往復で20マイクロシーベル
ト以上の被ばくをするが、社会が１ミリシーベルトと
いう基準を設けてきたことの意味は何か。
⑵ 内部被ばくによる健康被害につき、日本政府の基準
は甘すぎるのではないか。
⑶ 日弁連の「５ミリシーベルト以上につき、避難指
示」という提言につき、避難に伴うリスクをどう考え
ているか。
また、各パネリストからは、原発事故という非自発的
な被ばくに社会として向き合う必要性、避難のリスクを
踏まえつつもチェルノブイリに学んだ基準の必要性が述
べられました。
第３部 脱原発を考える
１ 事故の経緯
冒頭に実行委員２名が、田中三彦氏や後藤政志氏によ
る講演の前提知識として、パワーポイント等を用いて本
件事故の経緯につき振り返りました。
２ 田中三彦氏（サイエンスライター・元国会事故調査
委員会委員）講演
田中氏は元原発技術者で、地震による１号機の損傷の
可能性について述べました。また、１号機は５階で爆発
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したという見解が有力ですが、田中氏は、４階の上には
蓋がしてあったにもかかわらず４階が大破しているこ
と、５階には爆発要因がないこと等から、４階で爆発が
起こった可能性が高いと指摘しました。最後に田中氏
は、新基準が主に津波に焦点を当てていることに対し、
原因が究明されていない中での再稼働は、福島に学んだ
ものとはいえないと述べました。
３ 後藤政志氏（NPO法人APAST理事長）講演
後藤氏も元原子炉の格納器の技術者で、汚染水と新基
準の問題点について講演いただきました。後藤氏は冒頭
に、東京電力は汚染水がタンクから漏洩することの検出
やその対策すらできていなかったことを指摘し、まして
原子炉本体をコントロールすることがいかに難しいか
を、会場に問いかけました。新基準については、過酷事
故を防ぐことをなおざりにしたまま、事故「後の対策」
ですませようとすることの脆弱性を指摘し、万一の時に
原子力発電の操作に失敗することを想定して、そのよう
な事態への対応ができないなら、発電所を運転してはな
らない、と述べました。
４ 菅直人元首相インタビュー
本件事故当時の首相であった、菅直人衆議院議員から
以下のお話を伺いました。
「2011年３月11日、全ての電源が喪失し、全ての冷却
機能が停止したと聞いたときは、背筋が寒くなりまし
た。
東電から、格納容器が圧力で壊れるのを防ぐためベン
トで気体を抜かなければならないと聞き、爆発を防ぐた
めやむを得ずベントを決めました。しかし圧力が下がら
ず、専門家に聞いても分かりません。そこで福島第一原
発の吉田昌郎所長（当時）から話を聞き、ようやく状況
を確認できました。
その後３号機が水素爆発し、15日には東電が撤退の意
向と報告がありました。そうすると、11基全部がコント
ロール不能になり、首都圏に人が住めなくなります。そ
こで、私自身が東電に行き、統合対策本部を東電本店に
置くことを了解してもらいました。
本来は放射性物質の動向を把握する際にSPEEDIが役
立ったはずですが、私も話を受けておらず、活用されな
かったことは、本当に申し訳ないです。
以前から浜岡原発は大きな地震の震源地になる可能性
が高いという指摘があり、５月５日には海江田万里経済
産業大臣（当時）からも上申があり、これを受け中部電
力に要請しました。最後に、原発の事故をなくすことは
ある意味では不可能ですが、ある意味では簡単です。原
発をなくせばよいのです。国民の力で止められるので
す。」
決議の採択とその後
翌10月４日には上記シンポジウムを受け、「福島第一
原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決
議」が圧倒的多数で採択されました。
一方、原発を巡っては、⑴核燃料サイクルの問題、⑵
司法審査、⑶これまでの立地地域の再建など、本シンポ
ジウムでも議論されなかった多くの課題があります。そ
こで、今年函館にて開催される第57回人権擁護大会で
は、上記の問題を議論する予定です。ぜひとも、多くの
方々の御参加をお待ちしております。
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シンポジウム「生物多様性オフセットの意義と問題点」報告
長崎県弁護士会

魚住

昭三

2013年11月８日、弁護士会館17階1701会議室におい

に沿った形で定性的かつ定量的に示し、誰でも容易にア

て、シンポジウム「生物多様性オフセットの意義と問題

クセスできる環境の中で、その情報を開示すること」を

点」が開催されました。シンポジウムは、大木一俊委員

徹底するための様々な施策、法制化が必要だと結論付け

長の開会挨拶に引き続き、まず、田中章氏（東京都市大

られました。

学環境学部環境創生学科教授）による講演が行われ、次

次に、会員による現地調査報告として、愛知県におけ

の点について説明いただきました。

る生物多様性保全の取組（あいち方式）、オーストラリ

⑴

人類の生存基盤である生態系の健全性を指標するの

アにおける生物多様性を守る新たな仕組み（バイオバン

は 生 物 多 様 性 で あ る が、2010年 の 生 物 多 様 性 条 約

キング）、印旛沼における代償措置の事例（成田新高速

COP10（愛知県名古屋市にて開催）において発表さ

鉄道線と一般国道464号線北千葉道路）、沖縄県中城湾

れた、生態系サービス（自然の恵み）の経済計測と政 （新港地区）におけるトカゲハゼの人工増殖事業（沖縄
策 立 案 を 提 案 す る「 生 態 系 と 生 物 多 様 性 の経済学

県）についての各報告がなされました。さらに、環境省

（The Economics of Ecosystems and Biodiversity、略

総合環境政策局環境影響評価課長の上杉哲郎氏から「環

称TEEB）報告書」によれば、その低下の最大原因は

境影響評価制度における生物多様性オフセットの検討状

開発行為であり、開発行為の負の影響を未然に防止

況」との題で報告がなされました。
最後に、若井英樹会員をコーディネーター、田中章

図ろうとする社会制度が、環境アセスメントであるこ

氏、上杉哲郎氏、ジャーナリストのまさのあつこ氏、山

と。

本英司会員らをパネリストとして活発なパネルディス

⑵

し、情報公開・参加を通して開発と保全のバランスを

カッションが行われました。そして、パネルディスカッ

の悪影響を「問題」とすれば、環境保全措置（ミティ

ションの最後に初めての試みとして、参加者を対象に生

ゲーション※１）は「解決策」であり、環境アセスメ

物多様性オフセットについての賛否を問いました。その

ントの「結論部分」になること。

結果は、数名の反対者を除き、賛成者が圧倒的多数とな

⑶

環境アセスメントにおいて、提案事業による環境へ

ノーネットロス原則（※２）の実現のために不可欠

りました（ちなみに、執筆者は数少ない反対者です。開

であり、ミティゲーションの最後の手段である方策

発と環境保全は基本的に両立しないと考えています。）。

が、代償ミティゲーション（※３）であること。
⑷

代償ミティゲーションを、例えば代償ミティゲー 【注】
ション・バンキングを利用するなどして、より効果的

１

なものにするためには、やはり政策、プラン、プログ

少に対処するため、1970年頃に米国で生まれた概念である。ミ

ラムレベルの戦略的環境アセスメント（SEA）段階

ティゲーションには次の５段階（ミティゲーション・ヒエラル

からそれなりの熟度の検討が必要であること。
⑸

キー）があるとされる。①回避、②最小化、③修正・修復、④
軽減、⑤代償、である。なお、これらの段階は、その順に検討

やむを得ず最後の手段として代償ミティゲーション

されることが望ましいとされており、ミティゲーションはノー

を実施するとしても、どうすれば絶対的に正しいノー
ネットロス評価ができるのか等、問題は多いこと。そ
のための仕組みとして、多様な意見を受け入れる環境

ネットロス原則を前提として行われる。
２

を目的とする原則のことを指す。ミティゲーション概念におけ
る前提となっており、開発行為に伴う代償措置に際して、立地

以上を前提に、まとめとして、生物多様性オフセット

等の妥当性が認められる場合には、失われる自然とトータルで

の議論は、開発と保全の現状の問題から出発する必要が
事業の環境影響とそれに対応する保全措置をミティゲー
ション・ヒエラルキー（代償ミティゲーションを含む。）
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ノーネットロス原則とは、ある地域内全体において、その中
の、ある自然（例えば湿地や草原）の量が一定に保たれること

アセスメントという情報公開・参加手続があること。

あり、今後は、
「開発計画の熟度に見合った段階ごとに、

ミティゲーションとは、人間の活動によって発生する環境へ

の影響を緩和、または補償する行為を指す。急激な湿地帯の減

同等以上の自然の再生が担保されることが求められている。
３

代償ミティゲーションとは、代替資源や環境を置き換えて提
供し、影響の代替措置を行うことを指す。アメリカでは、生物
多様性オフセットを代償ミティゲーションと呼んでいる。
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愛知県・三重県現地調査報告
愛知県弁護士会
はじめに
自然保護部会は、2013年９月20日、21日に愛知県、三

家田

大輔

1

3

重県で調査を行いました。この調査では、生物多様性オ
フセット導入の是非、その利点、問題点を調査すること
を目的としました。

をしました。木曽岬干拓は、木曽川河口の干潟を閉め切
り人工的に干陸された土地です。長年未利用の状態が続
き、「自然」化し、湿性草原が復元し、チュウヒを頂点

2

とする豊かな生物多様性が回復しています。しかし、こ
の地に、メガソーラーパネル基地を建設する計画が立て
られ、チュウヒ等生態系へどのような影響が生じるか、

愛知県生物多様性保全の取組（あいち方式）の調査

９月20日は、愛知県庁にて、あいち方式の調査をしま
した。あいち方式は、県民や事業者、NPO等の多様な
主体が共通の目的のもと協議しながら、効果的な場所で
生物の生息生育空間の保全・創出の取組を行うことによ

木曽岬干拓視察
９月21日には、木曽岬干拓地におけるチュウヒの調査

現地視察をしました。再生可能エネルギーの発電が生態
系に与える影響も、考えなければなりません。

り、生態系ネットワークの形成を進めるものです。開発
によって、分断・孤立した生態を、緑地や水辺でつない
で、生き物の道を創ります。ポテンシャルマップという
県域全体の地図上に、生き物が確認されている場所や、
森や草地、水辺の分布や広さといった環境条件から、生
き物のすみかとして適している場所を予測した図を用い
て、目標とする生き物や、対象箇所で保全・再生する自
然の検討をするとのことです。

絶滅危惧種のチュウヒ

放置され自然化した木曽岬干拓

長野県における再生可能エネルギー推進事業の視察報告
大阪弁護士会
1

はじめに
温暖化プロジェクトチームは、2013年９月12日から２
日間、委員７名で長野県及び長野県飯田市への視察を行
いました。
2

長野県の取組
長野県は、再生可能エネルギーの導入が温暖化対策だ
けでなく、地域経済活性化にも役立つと考え、再生可能
エネルギーの地産地消、すなわち、出資（金融機関や市
民）から、発電設備設置の事前調査、設備設置業務、設
備運用業務や設備メンテナンス業務に至るまでの再生可
能エネルギー事業を、全て地元で賄うことで地域内に利
益を循環させるシステムを構築するための政策に取り組
んでいます（事業者に対する事業活動温暖化対策計画書
制度の導入や、建築物に対する建築物環境エネルギー性
能検討制度、建築物自然エネルギー導入検討制度の制定
など。
）
。そして、この取組に欠かせないのが、産学官民
が連携して設立された自然エネルギー信州ネットであ
り、市民、NPO、地域企業、大学などと行政機関によ
る協同ネットワークで、長野県ならではの再生可能エネ
ルギーモデル事業の普及促進を考えています。

4

郷原

さや香

3

飯田市の取組
飯田市は長野県南部に位置する、南アルプスと中央ア
ルプスに挟まれ、中央を天竜川が流れる自然豊かな地方
で、年間の日照時間が2000時間という恵まれた環境にあ
ります。市は「環境文化都市」を掲げて、飯田市の環境
基本計画にあたる『21いいだ環境プラン』を策定し、長
い日照時間を利用した太陽光・太陽熱利用普及事業を推
進するなど、県内でも積極的な取組を行っています。
中でも特に地域会社「おひさま進歩エネルギー株式会
社」が行う、市民ファンドを原資として公共施設等の屋
根に設置した太陽光発電パネルによる電気供給事業に市
が連携する発電事業は先進的で、2008年現在、既に約
150か所、合計1208kwの太陽光発電システムが設置され
ています。
また、現在、市は上村地区において、天竜川へ注ぐ源
流の一つを利用して150万kw程度の小水力発電所を設置
する準備を進めており、ここでは事業主体として、地域
住民で構成される認可地縁団体（地方自治法第260条の
２）を予定しています。
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普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立に関する意見書
兵庫県弁護士会
1

埋立事業に関する情勢
辺野古岬付近を埋め立てて普天間から米軍基地を移転

簡単におさらいをすると、国は、2013年３月に公有水

光弘

50mの絶滅危惧種のアオサンゴ群落（チリビシのアオサ
ンゴ群集）が2007年に初めて発見されています。

するという国の計画は、2013年12月６日現在、まさに手
続の最終局面に入っています。

永井

その他にも、2009年にWWFジャパンが大浦湾を１週
間調査しただけで、36種の新種の十脚甲殻類（エビ、カ
ニ類）などの生息が確認されました。

面埋立承認申請を沖縄県知事に対して出願しました。沖

だからこそ、環境省もこの海域を日本の重要湿地500

縄県知事は、これを告示・縦覧の上、７月半ばまでに利

選に２つもリストアップし（2001年）、沖縄県も「自然

害関係人の意見を募りました（約3500通の意見）。また、 環境の保全に関する指針」において厳格な保護を図る地
11月27日には地元市町村である名護市の意見をも徴しま

域（ランク１）に指定しているのです（1998年）。

した。利害関係人意見のほとんどが埋立に反対するもの

このような豊かな生態系を破壊する埋立を行うこと

であり、名護市意見も環境面・生活面への影響に鑑み埋

は、公有水面埋立法の埋立承認要件である「国土利用上

立には断固反対する、というものでした。

適正且合理的ナルコト」（同法第４条第１項第１号）に

日弁連の表記意見書も、環境保護の側面から本埋立に

該ることは、まずあり得ないでしょう。

反対意見を述べるものです。意見書は11月21日に公表さ
れたことから、翌22日開催の名護市臨時市議会（埋立反
対を議決）において参考とされ、また、今後の沖縄県知
事の判断にも影響を及ぼすものと期待されます。
沖縄県知事は、2013年12月末以降に、この埋立を承認
するか否かの判断をすると述べており、このニュースが
発行される頃には何らかの判断がされているでしょう。
ただ、名護市の反対意見と前後して、沖縄県の自民党
国会議員及び自民党県連が従来の公約を撤回して辺野古

3

環境保全手続も極めて不十分である
日弁連が、埋立に反対するもう一つの理由は、環境保

全手続が極めて不備だからです。公有水面埋立法第４条
第１項第２号でも「環境保全・・・ニ付十分配慮」が要
件とされています。これを担保する環境影響評価手続に
おいて国が作成した環境影響評価書に対しては、そもそ
も沖縄県知事は「・・・当該評価書で示された環境保全
措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環

移設容認に転向するなど情勢は厳しいものがあります。 境の保全を図ることは不可能と考える。」（2012年３月）
しかし、辺野古の多様な生物多様性を守るために、沖縄 と酷評をしていたのです。埋立承認申請に添付された
県知事には、是非とも「埋立の承認をしない」という判 「補正後の環境影響評価書」も、この酷評された評価書
断を求めたいものです。
からほとんど変更がありません。加えていえば、埋立出
願後の2013年４月からの調査において、埋立予定の辺野
2

極めて豊かな自然環境が破壊される
日弁連が、埋立に反対する理由の一つは埋立地の自然

環境の保護です。
辺野古岬周辺と大浦湾には、希少な野生生物を含む豊
かで多様な生態系があります。

古岬周辺においてジュゴンの食み跡12本が新たに発見さ
れたのに、埋立によりジュゴンの生息域が減少すること
はほとんどない、という決定的に誤った環境影響評価を
変えていません。したがって、環境配慮要件も満たして
いないのです。

まずは、ジュゴンです。本埋立計画に関する国の環境
影響調査でも３頭の生息が実際に確認されていました。 4 まとめ
私たちが沖縄調査から帰った２日後の７月10日にも、埋
本意見書のとおり、辺野古の埋立が中止され、ラム
立予定地のすぐ近くの嘉陽沖でテレビ局が久しぶりに

ジュゴンの撮影に成功しました。ジュゴンは環境省絶滅
危惧種1A類（CR）に指定され、直近の生物多様性国家
戦略でも「種の保存法の国内希少野生動植物種への指定
も視野」に入れられ、保護の必要性が明らかです。
また、辺野古岬付近は、そのジュゴンの食べる海草で
あって、それ自体が準絶滅危惧種に指定されているベニ
アマモ等の藻場が安定的に広がっています。
さらに、大浦湾東部には、高さ15m、幅30m、長さ
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サール湿地登録に向けて保護への手続が開始されること
を願ってやみません。日弁連としても、次は公有水面埋
立法そのものの抜本的改正を提言する予定で、調査・研
究をしています。
※追記
脱稿後の12月27日に、沖縄県知事は埋立を承認しまし
た。裁量を逸脱して政治的判断したもので、きわめて残
念です。
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第４回環境法に関する法科大学院サマースクール報告
埼玉弁護士会
2013年８月31日、９月１日に、関西学院大学西宮上ヶ
原キャンパスにおいて、「環境法に関する法科大学院サ
マースクール」が実施されました。台風接近の影響で悪
天候でしたが、法科大学院生・修了生を中心に、弁護
士、司法修習生、自治体職員など合計約100名の参加が
あり、教室はほぼ満席となりました。
このサマースクールは2010年から毎年夏に、将来環境
問題に関わる法曹を目指す人が、環境法に関する知識や
経験を共有し、交流することを目的として、実施してい
ます。今回は、景観訴訟の実務（越智敏裕弁護士）、環
境法における責任について（島村健神戸大学教授）、ア
スベスト訴訟の現状と課題（小林邦子弁護士）、都市環
境法総論（野呂充大阪大学教授）、環境法体系を学ぶ
（北村喜宣上智大学教授）、環境アセスの実務的課題（藤
原猛爾弁護士）
、廃棄物処理法の実務・住民側と企業側
それぞれの視点から（池田直樹弁護士と佐藤泉弁護士の
対談）の講義が行われました。
例えば、弁護士の講義では、実際の事件に関わった弁
護士でしか語れないような生々しい映像や経験談があ
り、より深く事件に迫り問題意識を高めることができ、

佐柄木

優

日常の学習では得られない貴重な機会となったと思われ
ます。また、今回は、サマースクールで初めて、住民側
と企業側それぞれの視点からの対談形式の講義も実施し
ました。今回対談を行った池田弁護士も佐藤弁護士も、
過去のサマースクールで単独の講義を担当したことはあ
りますが、対談形式でなければ出てこないような話もあ
り、新たな試みとして有意義であったと思われます。
サマースクールでは、毎年アンケートを行っています
が、参加者には非常に好評であるとともに、今後の要望
も多くいただいています。また、多くの方が参加できる
ようにするためには大都市で行わざるを得ないのです
が、遠方の方への配慮が不十分ではないかとの課題もあ
ります。環境問題は深刻化しており、環境問題に関わる
弁護士の役割も重要になってきています。しかし、司法
試験の選択科目の廃止が検討されており、今後法科大学
院で充実した環境法教育が実施されるか不安もありま
す。多くの方が環境問題に関わることができるようにす
るため、より一層環境法教育の充実に努めていかなけれ
ばならないと考えています。

米国クラスアクションの現状に関する講演会報告
沖縄弁護士会
1

はじめに
2013年９月19日、弁護士会館において、「米国クラス
アクションの現状、課題、日本法への提言～米国の訴訟
事例を中心に～」と題する講演会が行われました。講師
は、米国の環境法分野でのトップクラスのロースクール
であるルイス・アンド・クラークロースクールの学長・教
授であるロバート・クロノフ氏が務められました。講演
会の冒頭で、ルイス・アンド・クラークロースクールにつ
いて紹介いただきました。同ロースクールは、米国で最初に
環境法のプログラムを立ち上げたロースクールで、環境
法分野に関する充実したプログラムを用意しています。
特に、動物愛護法に関する米国内外の学生向けのプログ
ラムは世界初です。同ロースクールには世界中から留学
生が集まっており、充実した教育が行われています。
2 米国のクラスアクション
引き続き、本題について講演が行われました。クラス
アクションは、あるグループ（クラス）の代表となる者
が、同じ状況に置かれた他の者をも代表して訴訟を提起
するという形態の訴訟です。もともとはイギリスのコモ
ンローに起源がありますが、現在では連邦法に規定があ
り、訴訟要件が定められています。2008年には、全米で
6

喜多

自然

3300のクラスアクションが提起されており、過半数は損
害賠償を求めるものです。金融商品、消費者、労働など
様々な分野で訴訟が起こされています。その他にも、差
止めや宣言を求めるクラスアクションもあります。ま
た、90％以上のケースは和解で終結しています。
2006年と2007年において、クラスアクションについて
688のケースで和解が成立しており、金額は330億ドルに
もなります。そして、そのうちの15％は弁護士の報酬で
す。弁護士報酬は非常に高い額であるように見えます
が、クラスアクションの場合、原告側の弁護士は、多数
の者の利益を代表し、敗訴のリスクもある中で、多額の
時間と費用をかけて訴訟準備、訴訟追行をするので、報
酬金額は相当であると理解されているようです。
もっとも、社会的には、敗訴のリスクを回避するため
に大企業が和解に応じざるを得なくなるような状況につ
いて、批判的な意見もあるとのことでした。
3

おわりに
クラスアクションは日本には存在しない制度であり、
参加者の関心も高かったです。クラスアクションが、被
害・損害の回復に当たって重要な役割を担っていること
が理解できる講演でした。
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復興もリニアも？「国土強靭化」の監視を
東京弁護士会
2013年10月23日、日弁連は「『防災・減災等に資する
国土強靭化基本法案』に対する意見書」を公表し、自

西島

和

を欠き「ムダな」公共事業を推進するおそれがある、と
いった本質的な問題点は解決されていません。

民・公明両党が同年５月に国会に提出した防災・減災に

法案審議と同時進行で策定された政府の国土強靭化政

資する国土強靭化基本法案（以下「強靭化法案」といい

策大綱案は、リニア中央新幹線（東京―大阪間）の早期

ます。
）の問題点を指摘し、法案の徹底審議と抜本的見

整備に取り組む方針を示しています。このことをとりあ

直しを求めました。

げた12月５日の「福島民報」論説のタイトルは「不要支

しかし、強靭化法案は、参議院ではほとんど審議され

出に監視の目を」。「『強靭化』に名を借りた公共事業の

ないまま、12月４日の参議院本会議で自民・公明の賛成

野放図な拡大は許されない。」、「復興への道のりは遠い。

多数で可決され、成立しました。成立した法律は「強く

関連予算が減らされることがあってはならない」と、く

しなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

ぎを刺しています。被災地復興とともに緊要な老朽化イ

資する国土強靭化基本法」と名称を変え、施策の重点化

ンフラ対策は、全国のインフラの実態把握、維持管理に

を図ることが基本方針に盛り込まれるなどの修正がされ

必要な費用の推計すらなされていない状況で、場当たり

ました。しかし、日弁連意見書が強靭化法案について指

的に進められています。災害による被害や老朽化インフ

摘した問題点、すなわち、国土強靭化法案は事業の適正

ラの危険が放置され、不要不急の公共事業だけが進めら

確保のための情報公開、手続公開、市民参加などの制度

れるということにならないよう、監視が必要です。

中国の環境NPOの王さんと交流 製品購入者である日本企業の対応を
東京弁護士会
2013年11月１日、中国から、環境NGO「公衆環境研
究中心」という団体のナンバー２である王晶晶さん（女
性）が日弁連を訪問し、意見交換・交流をしました。

小島

延夫

が、反応がありません。なんとか、そうした会社にも前
向きな対応を求めたいということでした。
情報をウェブ上で整理して公表し、問題企業から製品

「公衆環境研究中心」は、公害を止めることを主な活

を購入している外国の大企業に、ステークホルダーとし

動の中心としているようです。その特徴的な手法とし

て改善を求めるという手法は効果的に思えるものです。

て、第一に、水や大気等の汚染調査をした結果や公の情

中国の環境問題は、日本にとっても他人事ではなく、

報を整理したものを、ウェブ上に「汚染地図」として発

また、現地で環境汚染を起こしている製品が組み込まれ

表するなどして、汚染源となっている工場を公表するこ

た商品を日本などで私たちが購入・利用しているとする

と、第二に、その工場が製造する部品を仕入れている外

と社会的責任もないとはいえません。

資企業など大手メーカー名も公表し、その対応を求める

王さんは、日本の企業に働きかけをしていきたいとい

ことです。最近ではアップルの下請工場の汚染問題を指

うことで、今回の来日の際にも、経団連その他の日本の

摘して注目され、日本企業では、パナソニックと意見交

企業や企業団体にも面会しました。「公衆環境研究中心」

換し、パナソニックが購入する部品の製造工場の環境問

は、以前、代表の馬軍氏が来日したこともあり、既に日

題の解決という成果をあげてきたということでした。

本の環境保護団体の一部とも協力関係にあるようです。

王さんの話では、アメリカの企業などから前向きな対
応をしてもらい、日本企業でも前述のパナソニックには
改善をしてもらったとのことです。しかし、日本を代表
するセメント会社、自動車会社、衣服会社に製品を納入

個別の日本企業への働きかけについては、日本の弁護士
にも協力を希望していました。
私たちとしても、できる限りの協力を検討して行くべ
きように思えました。

している会社が引き起こす環境汚染を公表しています
公害・環境ニュース56号（2014年1月）
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気仙沼視察について
大阪弁護士会

岡崎

行師

2013年11月16日から18日までの３日間で、環境法部会

しさです。高台移転をするかどうか、また防潮堤を沿岸

の委員で気仙沼調査を行いました。この３日間のうち

部に建設するかどうかは、多くの場合、住民の合意に

に、津波による甚大な被害を受けた名取市の閖上（ゆり

よって決まります。しかし、問題は「住民の合意」の意

あげ）地区、気仙沼市の市街地や沿岸部の現場を視察し

味です。ここにいう「住民」とは、どの範囲の人を指す

たほか、気仙沼市長や復興事業の担当者からのヒアリン

のか、「合意」とは、どの程度のいかなる内容の合意が

グを行いました。

あればよいのか。答えが一義的に定まるものではありま

現在、被災地で行われている復興事業としては、津波

せん。このような感想は、私たちだけではなく、気仙沼

被害のあった沿岸部に防潮堤を建設することや生活再建

市の復興事業担当者もお持ちになっているように感じま

のための高台移転（防災集団移転促進事業）、区画整理、 した。
地盤嵩上げなどの種類があります。
私たちが訪問した場所の多くでは、これらの復興事業

また、迅速な復興と環境との調和も難しい問題です。
迅速な復興を願わない筈もありませんが、他方で復興事

が既に始まっています。これらの場所は、震災直後のま

業の環境への影響も気になるところです。具体的には、

ちの写真と比べると、見違えるようにがれきが除去さ

復興事業では、費用対便益の考慮や環境アセスメントが

れ、復興の足音を感じることができるのですが、他方

不十分なように思われます。しかし、迅速な復興という

で、震災前の写真と比べると、まだまだ元の生活が取り戻

重要な目的との関係で、これらの問題点をどの程度まで

されていないことにもすぐに気づきます。このような現

考慮すべきなのかというのはなかなか答えがでません。

場を視察して、私なりの感想としては、次の２点です。

今回の視察では、このような難しい問題に取り組まな

まず、復興事業を推し進める際の住民の合意形成の難

ければならない、と気持ちを新たにしました。

防潮堤を建設するかどうか住民間で議論されている大谷海岸

発行：日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 tel 03-3580-9841 fax 03-3580-2896
「公害・環境ニュース」のバックナンバーについては http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/enviroment/Environment_library.html からご覧ください。
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