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処分についての取消訴訟においては、（中略）当該原子

炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側

が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁

の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基

準並びに調査審議および判断の過程等、被告行政庁の判

断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき

主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証

を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合

理な点があることが事実上推認されるものというべきで

ある。」と述べています。

　このうち、特に①の判示からすれば、万が一にも深刻

な災害が起こらないかどうかが判断の対象とされるべき

です。ところが、その後の原発訴訟の多くでは、あたか

も①の判示がなかったかのように②の判示が曲解され、

例えば、浜岡原発についての2007年10月25日静岡地方裁

判決で見られるように、国の定めた基準に沿っているこ

とが示されれば、それで「不合理な点のないことを…立

証」したことにされてしまいました。そのため、一旦被

告が上記の立証に成功すれば、今度は、原告において事

故の危険性を証明することが要求され、過大な主張立証

責任を課されることになり、ほとんどの場合において住

民側の訴えが退けられてきました。

　また、科学的知見とは、決して固定したものではな

く、様々な科学的知見が議論を展開することによって発

（１）はじめに

　福井地方裁判所は、2014年５月21日、大飯原発３、４

号機の運転差止めを認める歴史的判決を言い渡しました

（以下「本判決」といいます。）。本判決が言い渡された

瞬間、弁護団や原告団事務局のメンバーが、それぞれ

「差止め認める」「司法は生きていた」という垂れ幕を掲

げましたが、特に後者について、深い共感を寄せた市民

は多かったことでしょう。

　この判決は、仮処分決定を別とすると、福島第一原発

事故後初めての、原発裁判における司法判断です。福島

第一原発事故の被害を踏まえ、行政庁の判断を追認して

きた裁判所の姿勢に変化が生じることが、多くの市民か

ら期待されていましたが、この判決は、その期待に十二

分に応えるものとなりました。

（２）従来の司法判断

　伊方最高裁判所判決（最高裁第１小法廷平成４年10月

29日判決）は、①原発事故の重大性につき「（前略）原

子炉施設の安全性が確保されない時は、当該原子炉施設

の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を

及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深

刻な災害を引き起こす恐れがあることにかんがみ、右災

害が万が一にも起こらないように（後略）」と述べ、ま

た、訴訟における立証責任につき、②「原子炉設置許可
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展していくものです。とりわけ、原子力のような複雑な

技術であれば、複数の科学的知見が存在するのがむしろ

当然です。それにもかかわらず、従来の原発訴訟におい

ては、事実上、行政がよって立つ見解を採用すれば、そ

れで合理性が認められたことになり、それを批判する科

学的知見が省みられることはありませんでした。

　福島第一原発事故は、このように、原発訴訟において

司法が行政追認の判断を続けた結果ともいえます。

（３）判決の内容

　本判決の要旨及び全文は、原告団ホームページ「福井

から原発を止める裁判の会」にアップされていますの

で、まだ読んでいない方は（既に読んだ方も）、ぜひご

一読ください。そして、ぜひ、周りの人々にも広めてく

ださい。

　特に、判決要旨の最初のページと最後のページをご覧

ください。最初のページでは、人格権が憲法上最も高い

価値を有すること、最後のページでは、原発事故こそ本

当の意味で国の富を失わせることや、ましてやCO2削減

を口実に原発を推進することが言語道断であることが、

大変美しい日本語で書かれています。福島第一原発事故

を経た今日において、司法判断のモデルを築こうとする

意気込みを、この判決に見ることもできます。

　本判決は立証責任につき、判断すべき対象は「かよう

な事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断

の対象とされるべき」と述べ、原告が立証すべき事項を

「具体的危険性が万が一でもあるのか」と設定しました。

これは、伊方最高裁判決の、とりわけ①の趣旨を、民事

訴訟に妥当する範囲で（伊方最高裁判決は、行政訴訟に

おける判断です。）的確に理解したものです。

　さらに、これまでの原発訴訟において、裁判所は、行

政事件のみならず民事事件においても、行政庁が定める

規制基準への適合性を重視してきましたが、本訴訟にお

いては、規制基準は争点となりませんでした。本訴訟

は、大飯原発が規制基準に適合していない（又は、規制

基準が不合理である。）ことを理由に国の設置許可の無

効や取消しを主張する行政訴訟ではなく、原発の運転に

よる人格権侵害を理由に運転差止めを求める民事訴訟で

す。そのため、行政法規である規制基準に形式的に合致

しているからといって、それだけで原告の請求が否定さ

れることにはならないはずです。実際、後述の①～③に

おいて判決は事実上、国の規制基準の問題点をも指摘し

ています。

　このような判断がなされた背景に、福島第一原発事故

の深刻な被害があったことは疑うべくもありません。判

決はこう述べています。「福島原発事故の後において、

この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責

務を放棄するに等しいものと考えられる。」

　一方、そのような素晴らしい判決だからこそ、原子力

推進勢力から猛烈なバッシングがなされており、新聞の

「識者」コメント欄には、「判決は科学を理解していな

い」という記事が出ています。

　しかし、本判決は、（２）で述べた科学の本質を理解

しているからこそ出されたものです。

　前述のとおり、とりわけ原発のような複雑な科学技術

においては、複数の科学的知見が生じるのが当然です。

そこで本判決は、このような科学の本質を踏まえ、存否

につき学説上争いのある事実については慎重な対応を

取った上で、①関電も1260Gal（基準地震動の1.8倍）を

超える地震動には打つ手がないことを認めているとこ

ろ、2005年から2011年までのわずか６年の間に、基準地

震動を超える地震動が原発を襲ったケースが５例もあ

り、現在でも関電などが基準地震動を策定する方法は、

従来と基本的には変わらない、②その基準地震動

（700Gal）以下の地震動によってすら、外部電源や主給

水ポンプといった、冷却にとって最も重要な装置が破損

する可能性がある、③高レベルの放射性物質である使用

済核燃料は、堅固な容器に覆われているわけではない、

といった、どの科学者も（関電も）認めている事実を認定

しました。本判決は、学説の優劣を問うことなく、どの

科学者も認める事実を基に、健全な判断を下したのです。

（４）おわりに

　2014年10月に函館市で開かれる第57回人権擁護大会

で、人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会

は、原発事故と司法の責任などをテーマとしたシンポジ

ウムを開催し、本判決も重要な題材としつつ、福島第一

原発事故を経た今日において、万が一にも原発事故によ

る人権判断が起こらないよう、司法判断はどうあるべき

かを議論します（他に、核のゴミの後始末や、脱原発後

の地域再建も取り扱います。）。ぜひ、多くの皆様のご参

加をお待ちしております。



公害・環境ニュース58号（2014年9月） 3

ドイツ・ストラスブール調査報告
大分県弁護士会　中村　多美子

（１）本海外調査の目的
　人権擁護大会シンポジウム第１分科会実行委員会は、
ドイツとストラスブールの海外調査班を編成し、2014年
５月26日から５月30日まで海外調査を実施しました。ド
イツでは、福島第一原発事故の発生を受け、メルケル政
権が第２回目の脱原発政策を決定したことで知られます
が、こうしたエネルギー政策の転換の背景には、1970年
代以降の活発な社会的な反原発運動と、これに呼応した
裁判闘争が存在します。当分科会では、原発訴訟をめぐ
る司法審査の在り方の再検討が大きなテーマの一つと
なっているところ、ドイツにおける原発訴訟の実務につ
いて、文献では知ることが困難な審理の詳細を、関与し
た実務家から聴取しました。また、ストラスブールで
は、欧州人権裁判所において、環境法分野における新し
い判例動向が見られることからその実務的な状況を聴取
し、同時に欧州評議会が欧州人権裁判所の判例をベース
に と り ま と め たManual on Human Rights and the 
Environmentの編成作業について聴取しました。

（２）ドイツ調査概要
　ドイツの代表的な原発訴訟は、次の４つです。
　① カルカー（Kalkar）高速増殖炉連邦憲法裁判所決

定1978.8.8（BVerfGE 49, 89.）
　② ヴ ィ ー ル（Wyhl） 原 発 連 邦 行 政 裁 判 所 判 決

1985.12.19（BVerwGE 72, 300.）
　③ ブロークドルフ（Brokdorf）連邦行政裁判所判決

1987.10.22（BVerwGE 78, 177.）
　④ ミュルハイム＝ケアリッヒ（Mülheim-Kärlich）連

邦行政裁判所判決1998.1.14（BVerwGE 106, 115.）
　カルカー決定は、原子力の平和利用が憲法上の争点と
なった初めての裁判であり、科学技術に内在する潜在的
危険性について、司法がいかに審査をするかについて、

「最高度の危険排除とリスク予防」の原則を基本権（憲
法）から説き起こしたものです。ヴィール判決は、カル
カー決定以後、チェルノブイリ事故までの、司法判断の
流れが総括されたものであり、カルカー決定のいう「最
高度の危険排除とリスク予防」がなされているといえる
かどうか、損害発生の蓋然性の考察にあたり、司法がど
のように判断すべきかという基準について、判断したも
のです。すなわち、行政が「恣意なき」リスク調査に基
づくリスク評価を行わねばならず、これがなされていな
いときは、許可は取り消されなければならないとされた
のです。そして、ブロークドルフ判決では、「恣意なき」
リスク調査とリスク評価の具体的な内容として、行政に
よる審査過程において、批判的見解を排除した「調査欠
落」がないかどうかを司法が判断するということが示さ
れました。ミュルハイム＝ケアリッヒ判決（いわゆる第
３次判決）では、地震のリスクについて、この恣意なき
リスク調査とリスク評価における調査欠落の具体的な判
断がなされ、実際に原発の許可取消の司法判断が確定し
た事例です。なお、ミュルハイム＝ケアリッヒ原発は、

唯一司法によって許可取消が確定したものですが、それ
以外の多くの原発や原子力関連施設についても、司法審
査の過程で、廃炉となったり操業断念となったものがあ
るということでした。
　訪問先は、これらの代表的なドイツの原発訴訟に関連
して、1970年代に市民運動を組織し、ヴィール訴訟を反
原発側で関与したDe Witt弁護士、ミュルハイム＝ケア
リッヒ訴訟に反原発側で関与したGeulen弁護士（当日
は不在のため書面にて応答していただきました。）と同
事務所のKlinger弁護士（なお、De Witt弁護士はこの裁
判にも別の当事者代理として関与しています。）、同訴訟
で許可取消判決をした合議体の裁判官の一人である
Storost元裁判官、2000年代以降Green PeaceやBUNDと
いった民間団体とともに反原発裁判の多くに関与してい
るWollenteit弁護士に面談しました。そして、行政訴訟
としての原発訴訟の最上級審である連邦行政裁判所にお
いて、Nolte裁判長・Guttenberger裁判官・Maidowski
裁判官・Scholz研究員から原発訴訟の審理一般と訴訟指
揮などについて聴取しました。
　いずれも、ドイツの原発訴訟を代表する著名な事件に
ついて通暁する専門家であり、多忙を極めておられたに
もかかわらず、快く日弁連の訪問調査を受け入れてくだ
さった上、事前に調査の便宜のためにレポートやコメン
トといった資料準備をしていただく等多大な協力をいた
だきました。訪問直前に出された大飯原発判決について
も、事前に一部を英語に翻訳して知らせていましたが、
すでに報道などでドイツ側関係者の全てが耳にしている
状況であり、日本での司法判断に強い関心が寄せられて
いることがうかがわれました。
　ドイツでは、カルカー決定以来、人間の認識能力の限
界を超える不確実なリスク（一般に「残余リスク」と呼
ばれます。）は避けがたく、これは社会的に全ての市民
が負担するほかないとされてきました。現在の科学技術
の知見の粋を集めた最高度の危険排除とリスク予防がな
されるならば、人間の認識の範囲では、原発の過酷事故
はありえないと考えられてきたのです。それゆえ、ドイ
ツでは、過酷事故は、科学技術が未発達な国で起こる可
能性のあるものとされてきました。しかし、日本のよう
に高度に科学技術の発達した国においても、未曾有の原
子力災害が発生したという事実は、ドイツにおいて議論
されてきた「残余リスク」という考え方にも、再考を
迫っている状況にあるそうです。
　調査の詳細は、このニュースには書ききれないので、
人権擁護大会基調報告書をご覧ください。
　
（３）ストラスブール調査概要
　ドイツにおいて、原発訴訟における司法審査の在り方
は、ドイツの基本法（憲法）から説き起こされます。す
なわち、科学技術の不確実性を孕みながら、その時々の
最先端の学識を反映した損害防止措置を実現するという
原子力法の規定は、将来の原発事故による人権侵害を防
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止し、基本的人権の保護に資するとされます。だからこ
そ、ドイツでは、脱原発政策は、科学技術の専門家だけ
ではなく、倫理委員会によって、その社会全般の倫理や
価値観について検討されてきました。
　ヨーロッパにおいて、原子力の問題をはじめとする環
境問題が、人権との関係から議論されていることは、欧
州人権裁判所における近時の判例からも見て取れます。
　本件調査では、欧州人権条約の下で、司法審査が行わ
れる欧州人権裁判所の実務と近時の傾向について、欧州
人権裁判所及び欧州評議会からも聴取を行いました。
　本件聴取に協力いただいたのは、欧州人権裁判所事務
局第5.1課付法律専門家のYves Winisdoreffer氏と、欧州
評議会の人権局長Daniele Cangemi氏、Merete Bjerregarrd
氏、Valerie Peard氏です。いずれも短い時間でしたが、
濃密な議論が集中して行われました。
　欧州人権条約では、直接に環境に関して規定された条
項はありませんが、近時、欧州人権裁判所で取り扱われ
る環境に関する法的問題が増えています。欧州評議会
は、こうした判例を基に締約国における政策決定や司法
審査の資料とすべく、Manual on Human Rights and 
the Environmentをとりまとめ、欧州人権条約の個別規
定との関係で、環境に関する問題がどのように取り扱わ
れてきたのかを紹介しています。
　調査班は、特に、2001年に発効したオーフス条約（「環
境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民
参加、司法へのアクセスに関する条約」）が、欧州人権
裁判所においてどのように影響しているのかを含め、聴
取を行いました。
　人権擁護大会第１分科会の基調報告書では、紙幅の都
合上、ストラスブールでの聴取については割愛せざるを
得なかったので、本稿にて少し紹介させていただきま
す。
　まず、欧州人権裁判所からは、判例を通じて形成され
た原則の一つとして、加盟国は環境の大きなリスク（人
の死を伴いうるリスク）を予防する義務を負うというこ
とが導かれています。この予防の義務の具体的内容は、
次の３つです。一つは、近隣住民に重要なリスクに関す
る情報を提供する義務、二つめは実際に事故を防止する
ための措置を講ずる義務、そして、事故が起こってし
まった場合には、適切な司法上のレスポンスを行う義務
です。特に、三つめは、事故の調査のみならず、責任者
を被告とした刑事裁判も行われなければならないという
ことです。欧州人権裁判所による欧州人権条約から導か
れるこうした原則の指摘は、福島第一原発事故の後も、
重要なリスク情報を提供する制度も、避難計画もないま
ま再稼働が議論されている状況や、刑事訴追についても
不起訴決定を行った日本の司法制度の在り方について、
深く再考を迫るものといえます。
　続いて、欧州評議会からは、マニュアルの策定に遡
り、環境と人権、環境権に関するいくつかの勧告がなさ
れたことが紹介され、また、判例をもとに、人権条約に
おける一般規定が環境問題に対しても適用されることに
より、間接的に環境保護に対する一定の保護を行ってい
ることが説明されました。個人の利害と経済発展との適
切な比較衡量を行うなかで、決定プロセスにおいて、適
切な調査や研究がなされ、それによって事前に環境や人

権への侵害の可能性のある活動の影響を認知し、予測す
ることが求められています。欧州人権裁判所は、締約国
の国内裁判所よりも、事件の利害関係から離れているた
め、さらにプレッシャーを感じにくく、中立な判決を出
しやすい立場にあります。ただし、事実審ではないの
で、科学的証拠を独自に調査することは行いません。重
要なのは、締約国裁判所の鑑定が十分であったか、安全
であるという鑑定だけを取り上げて、安全でないという
意見を無視していないか、ということを審理することで
す。オーフス条約の基準も、締約国裁判所での考慮のな
かに自動的に盛り込まれています。なかでも、国家安全
保障機密との関係では、情報公開が問題となりますが、
安全保障上の情報であるというだけでは公開しないこと
は正当化されません。それを安全保障上の情報として機
密にすることが適切であるか、正当化できるか、被害発
生の蓋然性と比較してバランスがとれているかなどを検
討する必要があります。少なくとも、法的なコントロー
ルが行われない部分が存在するということは許されない
とのことでした。
　特定秘密保護法が制定されたことで、我が国におい
て、原子力関連情報に市民がアクセスすることはさらに
困難となりかねません。こうした法制や司法審査が人権
保障に適うといえるのか我が国でも検討が必要なとこ
ろ、欧州評議会による欧州人権裁判所の判例分析は示唆
に富むものといえます。

（４）おわりに
　本調査では、司法審査に携わる実務家、特に裁判官の
司法の独立に対する姿勢が非常に印象的でした。原発の
ような国家政策に対し司法判断をすることについてプ
レッシャーを感じることはないのかといういささか不躾
な質問をした際にも、連邦行政裁判所の裁判官たちは、
司法、そして、裁判官の完全な独立を強く強調した上
で、自身のキャリアへの影響などと言うことを恐れる必
要は全くない、と断言しました。どちらかが必ず敗訴す
るという徹底的な法廷闘争の中で、裁判官は事案解明義
務を積極的に果たします。ある裁判官は調査班に対し、
次のようにコメントしました。「日本の裁判官は、『和』
を大事にし、当事者の説得ということに主眼を置く点が
あるように感じ、そうした要素はときには大事だとは思
いますが、ドイツは、議論する文化を大事にします。徹
底した法廷闘争のなかで、裁判官が事案解明義務を果た
すからこそ、判決の段階では、いずれの主張に理がある
のか確信を持っています。立証責任の分担ということ
は、事案解明を果たせなかったときに出てくる問題であ
り、裁判官としては、いかに高度に専門的な問題であろ
うとも、立証責任の問題で判断すると言うことは、審理
に失敗したという気持ちさえ引きずることなのです。」
　日本の司法は、安易な立証責任論を盾に、真剣に議論
することを回避しているのではないか、説得やコミュニ
ケーションもさることながら、事案を解明し法的判断を
果たすことの重要性が看過されているのではないかとい
う指摘は、当事者代理人としても正面から受け止める必
要があると痛感しました。
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オーストリア現地調査報告／みなぎる自己決定の気概
第二東京弁護士会　中川　亮

　2014年５月26日から30日まで、人権擁護大会シンポジ
ウム第１分科会実行委員有志ら総勢13名で、オーストリ
アを訪れました。原子力発電所への依存をやめ、固有の
森林資源を使ってバイオマスなど再生エネルギー活用を
進める同国の現場から、「脱原発」後の地域再生の在り
方を考えるためのヒントを得ることが主な目的でした。
　訪れたのは、首都ウィーン、そして、同国南東部に位
置し、周囲を森に囲まれ、世界遺産にも登録されている
古都グラーツとその周辺です。
　まず初めに訪れたウィーンでは、政府の農業・林業・
環境・水経済省（略称「生命省」）で、同国のエネル
ギー事情と再生可能エネルギー政策の概要についてレク
チャーを受けました。
　同国における再生可能エネルギーの割合は23％で、そ
の７割は水力とバイオマスであること、2020年までにそ
の割合を34％まで引き上げる目標が説明されました。エ
ネルギーの輸入依存からの脱却とともに、国外の原発に
由来する電力も排除していく狙いがあるようです。
　次に訪れたのは、ウィーンから西北西に約40km、ド
ナウ川の沿いの小さな町、ツヴェンテンドルフの原子力
発電所跡です。1978年にオーストリア初の原発として完
成し、燃料の搬入と稼働を待つばかりでした。ところ
が、同年11月に行われた国民投票で「稼働反対」が過半
数を獲得し、1987年には原子力禁止法が制定され、オー
ストリアの歴史においては、同国内で原発が一度も稼働
しないことになりました。
　こうして原発「跡」となった施設は、今では観光、
フェスティバル、映画の撮影などに利用されています。

敷地の中には太陽光パネルが設置され、正門脇には太陽
光の発電量が表示されていました。
　ウィーンを後にしグラーツに移動した我々一行は、同
所を拠点に、州農林会議所、森林管理官らの養成・研修
施設、大規模製材所、森林での機械化された間伐作業の
現場に加え、木質バイオマスペレットの製造工場、バイ
オマス発電所、地域熱の供給事業、木質チップを燃料と
するボイラーの販売会社など、バイオマスエネルギーに
関連する施設を訪れました。
　なかでも、製材過程で発生した端材やおが屑などを圧
縮成形して木質ペレットにし、それを燃料として利用す
る事業に興味をひかれました。
　現地では、あたかも日本における灯油の宅配のよう
に、木質ペレットが燃料として各戸へ供給されていま
す。また、ペレットを地域の大型ボイラーで燃やして温
水をつくり、各集落の家々へ供給するシステムが確立さ
れていました。
　木質ペレットを使ったエネルギー供給は、森林資源の
活用や林業の採算性アップにつながるだけでなく、この
事業を森林地域が担うことでエネルギーの「地産地消」
が成立し、地域経済の活性化につながる可能性があると
思われます。
　欧州有数の森林国とはいえ、オーストリアの国土に占
める森林面積は47％、これに対して日本は69％です。そ
れにもかかわらず、オーストリアの木材自給率100％に
対し、日本の木材自給率はわずか27％に留まっていま
す。日本におけるバイオマスエネルギーの普及の可能
性、実益はあるのではないでしょうか。
　グラーツでインタビューした、ハインツ・コーペッツ
世界バイオエネルギー協会会長によると、国民投票によ
る「原発はやらない」との決定、そして、原油や天然ガ
スといった輸入化石燃料の価格高騰が、オーストリアに
おける地産地消型の再生可能エネルギー利用の活発化に
つながっているそうです。
　「自分たちの国や地域は、自分たちのもの。エネル
ギーのことも自分たちで決める。」そんな、自己決定へ
の気概に感心した一週間でした。

施設内に飾られていた原発跡の俯瞰図



6 公害・環境ニュース58号（2014年9月）

千葉県富津市の放射性物質汚染廃棄物受入れ処分場の視察報告
茨城県弁護士会　坂本　博之

　廃棄物部会では、放射性物質汚染対処特措法の問題点

について調査・研究を行っています。その一環として、

私たちは、2014年７月３日、千葉県富津市にある、太平

興産株式会社が運営を行っている管理型産業廃棄物最終

処分場の視察を行いました。この処分場には、千葉県内

で発生する8000Bq/㎏以下の放射性物質で汚染された廃

棄物が搬入されています。

　この処分場には、第１～第３処分場があります。第１、

第２処分場は、不透水性岩盤があるということで、遮水

シート等が敷設されていませんでしたが、平成18年に汚

水が漏洩する事故が発生し、２年間廃棄物の搬入が停止

されました。その後、平成19年に第３処分場の設置が許

可され、さらに平成26年３月には、第３処分場の増設が

許可されました（遮水シートの敷設が必要とされていま

す。）。この増設部分は、第２処分場の上に設置される予

定ですが、遮水シートを敷設するに当たり、第２処分場

の廃棄物が支持基盤として脆弱なので、一旦廃棄物を掘

り起こして地盤の改良をしなければならないということ

でした。私たちが視察を行ったときは、正に廃棄物掘り

起しの最中であり、刺激臭が辺り一面に漂っていまし

た。また、このような廃棄物の掘り起こし作業を行って

いるためか、浸出水処理施設に流れてくる浸出水は、黒

く濁り、異臭を放っていました。

　現在、第３処分場の一角で放射性物質汚染廃棄物の埋

立が進行中でした。この処分場では、入口にある事務所

付近で運搬車両ごとに車両側面の空間線量を計測し、

8000Bq/kg以下であることを確認した上で、埋立場所に

直行し、埋立てを行うということでした。この処分場で

は、特にフレコンパック等に入れることなく、埋立てを

行っているということでした。環境省の出している処理

基準では、埋立ての方法が決められている訳ではありま

せんが、放射性物質が周辺に飛散することが効果的に防

止できるような基準が必要であろうと思われました。同

処分場では、放射性物質汚染廃棄物と他の廃棄物を分け

て埋め立てる予定はないが、但し、ばいじんだけは別に

している、ということでした。同処分場では、これまで

に約８万9300tの放射性物質汚染廃棄物を埋め立てたと

いうことでした。

　放射性物質汚染廃棄物を受け入れた理由について尋ね

ると、｢管理型処分場をやっている者の使命だと思った。｣

とのことでした。また、｢8000Bq/kg以下ならば安全な

のかどうかは、分からない。これは国が決める問題だ。｣

とのことでした。

　それから、同社は、この処分場への搬入元について

は、具体的に言えないということでした。一方、同社

は、周辺住民への説明は行っているということでしたが、

周辺住民の十分な理解を得るためには、廃棄物の搬入元

等についてもきちんと説明をしなければならないだろう

と思われます。放射性物質汚染廃棄物は、排出元の企業

秘密等が問題となるようなこともないと思われます。

　放射性物質汚染廃棄物の処理については、整備しなけ

ればならない問題点が多々あるようです。
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リニア新幹線に関する意見書
山梨県弁護士会　長倉　智弘

　前号の公害・環境ニュースで発足のご報告をさせてい
ただいたリニア新幹線問題に関するプロジェクトチーム
では、「リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求
める意見書」を作成しました。この意見書は、本年６月
19日の日弁連の理事会において承認され、同月25日に日
弁連の意見書として公表されました。ここでは、この意
見書の概要をご紹介します。
　意見書は、まずその意見の趣旨において、JR東海の
リニア中央新幹線計画について、指摘されている懸念と
して、①南アルプスをトンネルで貫くことなどによる自
然環境に対する悪影響、②低周波音や強い電磁波の発生
のおそれ、③工事に伴う残土等処理等の問題、④過大な
電力消費、⑤交通機関としての安全性という５点を挙げ
ています。
　そして、これらの懸念を踏まえて、次の措置を求めて
います。まず、国土交通大臣は、環境影響評価（環境ア
セスメント）の手続において、事業者であるJR東海に
環境の保全の見地からの意見を述べることができるわけ
ですが、それに際しては、前記①ないし④の懸念等を徹
底的に再検討した上、補正等が必要である旨の意見を述
べるべきであるとしています。なお、ここで前記⑤に言
及していないのは、⑤は安全性の問題で環境保全の問題
とは言えないからです。
　次に、国土交通大臣は、全国新幹線鉄道整備法に基づ
く認可のために、JR東海の工事実施計画を審査するこ
とになるわけですが、それに際しては、前記①ないし⑤
の懸念が解消されるまでは認可をするべきではなく、リ
ニア中央新幹線計画を慎重に再検討すべきであるとして
います。
　最後に、JR東海に対しては、十分な情報公開を行う
とともに、着工を急ぐことなく、前記①ないし⑤の懸念
が解消されるよう、リニア中央新幹線計画を慎重に再検
討すべきであるとしています。
　これらの意見の趣旨の理由としては、意見書は、その
意見の理由において、指摘されている懸念を順次説明し
ています。
　自然環境の問題としては、南アルプスをはじめとして
豊かで貴重な生態系を横切る計画であることを指摘した
上で、懸念される自然環境への影響は、①森林伐採や道
路整備、河川や地下水の流量減少や汚濁など様々な原因
による生息地の喪失・分断、②人工構造物の出現による

景観悪化、③工事の騒音、車両の往来、工事照明等によ
る動物の繁殖行動への影響、④外来種の持込みによる既
存の生態系の撹乱など、多岐にわたるとしています。
　電磁波被害の問題については、電磁波による健康被害
としては電磁波の慢性影響を考慮すべきであり、予防原
則に基づく対策が必要であるとしています。
　工事に伴う残土等処理等の問題については、東京ドー
ムの50杯分（約6380万㎥）という大量の残土や建設廃棄
物が発生することを指摘した上で、残土や建設廃棄物の
発生を抑制するための具体的方策、残土等の捨て場所や
再利用先について自然度の高い区域等を回避した選定や
地方公共団体との協議を経た管理計画の策定等、環境へ
の悪影響を回避する方法が明確にされるまで、認可はさ
れるべきでなく、工事は開始されるべきではないとして
います。
　JR東海の環境影響評価（環境アセスメント）につい
ては、環境影響評価書の内容も抽象的で不明確な部分が
多く、沿線都県知事からの意見を十分に反映したものと
は言い難いことを指摘しています。その上で、早期着工
を目指すあまり、拙速なアセスメントが行われるのであ
れば、環境保全、健康で文化的な生活の確保を目的とす
る環境アセスメントの趣旨から、極めて重大な問題があ
ると言わざるを得ないとしています。
　電力消費問題については、在来新幹線の４～５倍と言
われる電力消費が予想されるリニア新幹線は省エネル
ギー化の時代に逆行すること、消費電力に関する詳細な
情報開示が必要であるとしています。
　公共交通としての安全性の問題については、超電導リ
ニアが、世界のどの国でも実用に供されていない新技術
であること、我が国が世界有数の地震国であること、さ
らに、東南海大地震の影響が懸念される南アルプスの破
断層を通過すること等を鑑みると、これを推進するため
にはJR東海は安全性に関する十分な検証と説明が不可
欠であるとしています。
　そして、最後に、JR東海のリニア中央新幹線計画に
ついては、環境への悪影響の回避策が住民参加の下で十
分に合意に達するところまで至ることなく、また、安全
性の問題についての十分な考慮もなく、全体として計画
を慎重に再検討することなく、このまま着工に至るなら
ば、我が国の経済・社会・環境に深刻な悪影響を与える
であろうとまとめています。
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長野県現地調査報告
鹿児島県弁護士会　岩本　研

（１）　調査の概要
　2012年７月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度
が導入されて以来、太陽光発電の導入量は急速に伸びて
います。また、太陽光発電は再生可能エネルギーの基幹
電源として期待され、積極的に推進することが望ましい
と考えられています。このため全国各地でメガソーラー

（出力１MW以上の大規模な太陽光発電）の建設が計画
されています。しかしながら、固定価格買取制度を利用
して利益を得ようとする事業者の中には、森林を伐採す
ることによってメガソーラーに必要な広大な土地を確保
しようとする事業者も存在し、実際に森林を伐採し、そ
こにメガソーラーを建設するということも行われつつあ
ります。森林を伐採することによって自然環境や生態系
に悪影響を与えかねず、環境に優しいはずの太陽光発電
施設の建設が既存の自然環境を破壊することにつながる
恐れが生じています。
　長野県では、森林を伐採してメガソーラーを建設する
計画に地域住民が反対している事例があるとのことで、
森林伐採によるメガソーラー建設に対する長野県の対
応、メガソーラー建設計画に対する反対運動について、
2014年５月30日から31日にかけて自然保護部会委員を中
心として現地調査を行いました。

（２）　メガソーラー建設と森林伐採
　現在のところ、太陽光発電は、国の環境影響評価法の
対象となっておらず、規模や地域特性にかかわらず、法
律に基づく環境影響評価が求められることはありませ
ん。このため、森林法第10条の２第２項で定められた林
地開発許可を取得すれば、森林を伐採しメガソーラーを
建設する開発行為が可能となります。
　長野県においては、メガソーラー建設のための林地開
発許可はこれまで６件なされているものの、規模はいず
れも小さいものでした。
　林地開発許可を受けようとする事業者は、まず、林地
開発についての事前相談を行い、その相談の中でどんな
手続や資料が必要であるかの説明を受けます。そして、
手続についての見通しがついてきた時点で事前協議に至
ります。この事前協議の段階で、県側から各種法令や条
例を管轄している機関や市町村に対して意見照会がなさ
れるなどし、さらに準備が整った段階で申請がなされ、
許可に至るという流れになるようです。

　通常、許可には森林法第10条の２第４項に基づく条件
がつけられるとのことですが、森林法第10条の２第２項
は林地開発許可申請に対し、不許可事由がなければ許可
しなければならないと定めています。そして、不許可事
由の中には生物多様性の保全に関する少なくとも明示的
な規定はありません。このため、生物多様性の保護とい
う視点からは、現在の森林法の林地開発規制は不十分で
あると考えられます。

（３）　実際の建設計画と地域住民の反対
　長野県上田市旧丸子町の飯沼地区では、旧上田市と旧
丸子町の境にある小牧山の尾根の南斜面（急傾斜地）に
総面積約20haのメガソーラー建設計画が2013年５月に
持ち上がりました。
　計画地は、昭和47年頃の別荘開発の際に１筆の土地と
なりましたが、開発会社が倒産し、その後に土地が転々
譲渡され最終的に現在の地権者に移りました。
　実際に、メガソーラーの建設計画がある場所の現地を
視察しました。計画地は大沢の上流域であったため、大
沢に沿って林道を北上しました。計画地は傾斜のきつい
Ｖ字の急斜面でした。計画地の下部は防災保安林指定が
されているとのことです。
　仮に、この計画地にメガソーラーが建設されれば計画
地の森林は伐採されてしまうことになります。そうする
と雨が降った場合、伐採により保水力を失った斜面を雨
水が流れ、下流域に災害を引き起こす恐れがあります。
　このため、地元の飯沼自治会はメガソーラー建設計画
に反対し、反対の決議書を全員一致で可決しました。ま
た、関係する４自治体もこれに同調しています。
　ちなみに、このメガソーラー開発計画を立てた事業者
も現在の地権者もいずれも東京の会社です。このため、
この開発計画が実現したとしても地元では上記のとおり
災害の危険が増す一方で、受ける恩恵はほとんどないも
のと予想されます。このような状況では、地元の理解を
得ることは困難であろうと感じました。
　ただ、この例のように、発電に必要な土地を確保する
ために事業者が地元の理解を得ないまま性急な開発を行
うことによって地元の住民とトラブルになるケースは今
後も生じる可能性があります。これにどう対応していく
か、メガソーラーについての法規制をどうするかは、今
後の課題であると思われます。
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は、民事訴訟による自衛隊機の差止請求に対し、その請
求は、周辺への騒音を必然的に伴う自衛隊機の運航に関
する防衛庁長官の権限の取消変更等を求める請求を包含
するものだとして、同様に、民事訴訟として不適法だと判
示したのでした。なお、原告らは国に対し、米軍機の差止
めも求めていたのですが、これについては、国の支配の及
ばない第三者の行為の差止めを請求するものとして主張
自体失当だと判示しています（いわゆる第三者行為論）。
　私たちは、第４次訴訟を提訴するに当たり、このよう
な最高裁判決に基本的な疑問を感じつつも（日本原演習
場事件最高裁判決、国道43号線事件最高裁判決等を参照
してください。）、民事訴訟と行政訴訟の両方を同時平行
して提訴することにしたのでした。訴訟形式の違いで裁
判所が救済を拒否することは許されないと考え、行政事
件訴訟法が2008年に改正された経緯も踏まえてのことで
した。

（３）　本判決の特徴
　私たちは、行政法学者、国際法学者、騒音学者らのご
協力を得て、自衛隊機・米軍機とも、行政訴訟でも差止
請求が認められるべきこと、被害面では特に睡眠妨害の
健康影響の重大性などについて、新しい主張立証も試み
ました。
　その結果、行政訴訟事件について本判決は、周辺住民
が、夜間健康への悪影響が心配される程度に強度な航空
機騒音にさらされている等と認定した上、最高裁判決に
極めて忠実に、防衛大臣の自衛隊機運航処分は「判例に
よってその存在が認められた特殊な行政処分」であり、
無名抗告訴訟としてその要件を構成すべきだとし、防衛
大臣は自衛隊法107条５項の「公共の安全の確保」の義
務の内容として、周辺住民が社会生活上受忍すべき限度
を超えた被害を被ることのないようにすべきで、この義
務に違反する自衛隊機運航処分は違法だとしたのです。
ただし、差止めの範囲は、厚木基地の公共性等を理由
に、夜10時から翌朝６時までの間に限定したものです。
　なお、米軍機の差止請求については、前記最高裁の第
三者行為論をそのまま援用するなど、「周辺住民はその
運航を差し止めるすべを持たない」ことを明言する判示
となっています。その壁は、依然、大きく立ちはだかっ
ています。

（１）　住民悲願の差止め判決
　「防衛大臣は、厚木飛行場において、毎日午後10時か
ら翌日午前６時まで、やむを得ないと認める場合を除
き、自衛隊の使用する航空機を運航させてはならない。」
　５月21日、横浜地方裁判所は、いわゆる厚木基地第４
次爆音訴訟の行政訴訟について、このように判決を言い
渡しました。航空機の飛行差止めが裁判所で認められた
のは、1975年11月27日の大阪国際空港控訴審判決以来で
あり、軍用機に対する差止め判決は全く初めてのことで
す。
　厚木基地に限らず、横田、小松、岩国、普天間、嘉手
納の各航空基地の周辺住民は、そこに離着陸する米軍
機、自衛隊機の航空機騒音に苛まれ続けてきました。そ
して、1975年の小松基地での提訴以来、飛行差止めと損
害賠償を求めて、繰り返し繰り返し提訴を続けてきまし
たが、裁判所は、騒音が受忍限度を超える違法なものだ
として損害賠償は認めるものの、差止請求はことごとく
却下ないし棄却し続けてきたのです。
　厚木基地についていえば、1976年に周辺住民92人で第
１次訴訟を提訴してから、1993年２月25日最高裁判決を
挟んで、４回にわたって提訴を繰り返し、2007年に提訴
した第４次訴訟の原告数は7000人に及んで、住民の被害
の深刻性、広汎性を訴えてきました。厚木基地は、神奈
川県央の大和市、綾瀬市等の人口密集地の中に所在す
る、日米共同使用の航空基地で、国が防音工事の対象と
する騒音被害区域内だけでも実に24万4000世帯が住んで
います。その上空から、最大120㏈にも達する航空機騒
音が、日夜ばら撒かれているのです。
　当たり前の静かな空と、安らかな眠りがほしい。住民
の切実な願いです。

（２）　最高裁判決の壁
　1981年12月16日の大阪空港最高裁判決は、民事訴訟に
よる民間航空機の差止請求に対し、その請求は運輸大臣
の航空行政上の権限（航空行政権）の取消変更等を求め
る請求を包含するものだとして、「行政訴訟の方法によ
り何らかの請求をすることができるかどうかはともかく
として」、民事訴訟による請求は不適法だとして、前記
高裁判決を取り消してしまいました。
　次に、厚木基地についての1993年の前記最高裁判決
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