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（１�）伊方最高裁判決は、賛成派にも反対派にも評判が
よいということは、具体的な中身がないということ
であり、いかに中身を盛り込むかが重要である。

（２�）従来の差止訴訟はある程度の危険を容認したのに
対し、福島原発事故で、原発事故の深刻かつ壊滅的
な被害を経験したことから、従来の差止とは違う基
準を議論しなければならないのではないか。十分な
予防措置が取られているのか、世代間の正義はどう
か、他人の犠牲による利益が正義にかなうのか、こ
うした観点から規範を立てるべき。

（３�）ドイツの裁判所では、どんなことにも人権の観点
から法がコントロールすべき、という姿勢を感じた。
専門技術的判断を要求される課題であっても、人権
擁護の立場から法規範を立てるべき。

第２部　核燃料サイクルと高レベル放射性廃棄物の処分
１�　札幌弁護士会プレシンポジウムの紹介（木場知則委員）
　同プレシンポジウムにおけるパネリストらの発言とし
て、アメリカ調査で学んだ自治体の拒否権や厳格な規
制、地震国日本における地層処分の困難さ、泊原発の立
地に伴う地場産業の衰退と近隣の共和町におけるメロン
作りによる地域振興の成功例等が紹介されました。
２　小出裕章氏（京都大学原子炉実験所助教）講演
　小出氏は、核燃料サイクル廃止について以下のとおり
述べました。
　使用済み核燃料→再処理によるプルトニウムの抽出・
燃料加工→高速増殖炉で使用→さらに再処理という核燃

はじめに
　2014年10月２日に、函館市で第57回人権擁護大会シン
ポジウムが開催されました。シンポジウム第１分科会
は、「北の大地から考える、放射能汚染のない未来へ－
原発事故と司法の責任、核のゴミの後始末、そして脱原
発後の地域再生へ－」をテーマとして開催されました。シ
ンポジウムは３部構成で行われ、内容は次のとおりです。

第１部　司法の責任を考える
１�　基調報告（岩淵正明実行委員会副委員長）
　まずはじめに、以下のとおり基調報告がなされました。
　原発事故の特殊性として、被害が極めて深刻で、広範
囲かつ長期に及び、不可逆性があることが挙げられる。
科学の不確実性さやトランスサイエンス（例えば、原発
が安全かという価値判断は、科学の専門家の意見は一致
しない。）を踏まえた、司法による審査が必要。
　求められる判断枠組みとして、①伊方最高裁判決の
「万が一にも起こらないようにする」をより具体化し、
一定の科学的合理性ある異論があれば、これを排除すべ
き特段の事情まで被告が立証すべきとすること、②立証
命題転換（原告が立証すべき命題を、「具体的危険性」
から、例えば「具体的危険の可能性」に転換する。）、③
証明度の軽減が考えられる。
２�　パネルディスカッション（首藤重幸早稲田大学教授、
朝日新聞記者の山口栄二氏、岩淵委員、中村多美子委員）
　続いて、上記メンバーによるパネルディスカッション
が行われました。
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料サイクルは機能していない。すべての国は撤退し、日
本でも高速増殖炉は結局実現せず、長期計画の度に目標
時期がどんどん後退した。
　また、「プルトニウムの使い道」としてプルサーマル
計画等が掲げられているが、ウランを燃やすことを想定
した原発でプルトニウムを燃やすのは危険極まりなく、
プルトニウム自体ウランの何万倍もの毒性を持つ。
３　小野有五氏（北星学院大学教授）講演
　続いて、小野有五教授が、放射性廃棄物について以下
のとおり述べました。
　日本列島は４つのプレートに囲まれているという世界
的にも特異な地学的条件にあり、核廃棄物を地層処分に
より管理し続けることは不可能。そこで日本学術会議
は、最終処分が決まるまでの当面の間、例えば、乾式保
管などの方法により暫定的に保管することや、排出総量
の上限を定めた上で、電力会社が処理の方法と場所を示
さない限り再稼働を認めないこと等を提言している。
　（ただし、後者について小出氏は、処理が困難な毒物
は一切出すべきでなく、条件付きでも再稼働を容認すべ
きではないと述べました。）

第３部　脱原発後の地域再生
１�　青森現地調査・青森プレシンポジウムの報告（葛西
秀和事務局次長）
　実行委員会は2014年４月３日、４日に、青森県内の核
燃料サイクル施設や自治体を調査し、自治体財政が電源
三法交付金や発電施設からの固定資産税に依存している
状況が報告されました。また、青森県弁護士会が開催し
た脱原発後の地域再生に関するプレシンポジウムにおい
ては、パネリストから一致して、原発が従来の産業をむ
しろ衰退させたことが指摘されました。
２�　実行委員会のドイツ・ビブリス調査（千葉恒久委
員）
　実行委員会によるドイツ調査の結果として、以下の報
告がなされました。
　メルケル政権は原発の再稼働を考えていたが、3.11後
のドイツ国内における脱原発運動や緑の党の躍進を受け
廃炉を決断した。原発立地のビブリスは廃炉後の街づく
りのため、2012年から「ビブリス立地発展計画」を作り、
2012年８月に住民アンケートを行った。廃炉については
約８割が正しいと評価する一方、ビブリスの将来が明る
いかは過半数が否定し、９割近くが新しいイメージが必
要と答えた。ビジョンの具体化が大きな課題である。
３　東海村・村上達也東海村元村長
　村上氏は、原発に依存しない地域づくりについて講演
し、特に以下の点を指摘しました。

　①JCO事故のずさんな対応が福島原発事故につながっ
たこと、②原発は地域経済に広がりがなく、また原発依
存を今後の国民が許すはずがないこと、③石炭から石油
にエネルギーを転換するときに産炭地特別措置法が制定
されたように、国が責任を持って旧立地の再建のため制
度設計をすること、④一方、地方は地方として自立する
ことが必要である。
４　工藤壽樹函館市長の特別講演
　函館市は自治体としては初めて、対岸の大間原発建
設・運転差止を求めて提訴しました。
　工藤市長は、①提訴は函館の街や市民をどう守るかを
最重要課題と位置付けた結果で、市議会から全会一致で
提訴への賛同が得られたこと、②福島原発事故で函館市
自体が受けた観光業や水産業等へのダメージから、経済
界からも理解が得られたこと、③市民全員を避難させる
計画の立案は至難を極めること、④それにも関わらず函
館市に当事者適格がないという国の主張は理解に苦し
む、等と講演し、函館市民をはじめ聴衆から大きな拍手
を受けました。
５�　オーストリア調査の報告（中川亮委員）
　実行委員会のオーストリア調査につき、以下の報告が
なされました。
　オーストリアは、20年以上前に原発を法的に禁止し
た。エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合は
23％で、1600万トンのCO2削減を実現している。国土の
森林面積は日本69％、オーストリア47％だが、木材自給
率は、日本27％に対しオーストリアは100％で、オース
トリアの森林作業従事者は、日本の倍以上の17万人であ
る（関連産業含めると30万人）。
６　大友詔雄氏（株式会社NERC代表取締役）講演
　大友氏は木質バイオマスエネルギーについて、以下の
とおり述べました。
　バイオマスの利点は、地域の一次産業と結び付いて展
開でき、エネルギーを確保することで地域の経済を自立
化する点にある。森林利用率がオーストリア並みになれ
ば、材木供給が現状の７倍となる。木質バイオマス活用
には、供給サイド（品質の確保）、需要サイド（ボイ
ラーやペレットストーブの普及）、地域政策（燃料工場
など雇用の場を確保し、各主体へ適正な価格と利潤を保
証）からの検討が必要である。

決議案採択
　シンポジウム翌日の10月３日には上記シンポジウムを
受け、「原発訴訟における司法審査の在り方、使用済燃
料の処理原則及び原子力施設立地自治体の経済再建策に
関する宣言」が圧倒的多数の賛成で採択されました。
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大阪・泉南アスベスト国賠訴訟　最高裁判決報告
大阪アスベスト弁護団　兵庫県弁護士会　伊藤明子

１　最高裁で国に勝訴
　2014年10月９日、最高裁第１小法廷（白木勇裁判長）
は、大阪・泉南アスベスト国賠１陣訴訟（原告34人・被
害者26人）及び２陣訴訟（原告55人・被害者33人）の上
告審において、国の規制権限不行使の違法を認める原告
勝訴の判決を言い渡しました。
　原告敗訴の１陣訴訟と原告勝訴の２陣訴訟の同一論点
について、同じ日（９月４日）に弁論が開かれ、同じ日
時に判決が言い渡されるという、異例の展開を辿ること
になった本訴訟。全面敗訴の可能性もゼロとは言い切れ
ない中で臨んだ最高裁判決でした。
　最高裁判決として、我が国のアスベスト被害について
初めて国の責任を認めた本判決に対しては、間を置か
ず、日弁連会長声明が出されました。声明は、国に対
し、本判決を真摯に受け止め、早急に原告らの救済を行
うことと、全てのアスベスト被害の全面的救済、新たな
被害発生の万全防止のため対策の強化を求めています。

２　最高裁判決の概要
　本判決は、まず、労働者の生命や安全、健康を守るこ
とを主要な目的にして省令制定権限が委任されている場
合、行政に与えられた規制権限は、「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ものであ
る」という筑豊じん肺訴訟最高裁判決と同様の判断基準
を示しました。
　その上で、1958年には、国は石綿工場において深刻な
石綿被害の発生を認識していたこと、有効に機能する局
所排気装置を設置することが可能であったことなどを認
定して、58年から局所排気装置の設置が義務づけられた
71年まで、国には局所排気装置の設置義務づけを怠った
規制権限不行使の違法があったとしました。
　同時に、本件における責任の重大性から国の責任範囲
を２分の１とし（筑豊じん肺訴訟では３分の１）、また、
石綿関連疾患の重大性を指摘して基準慰謝料額を筑豊じ
ん肺訴訟の基準より100万円増額し、かつ、個別の減額
事由を一切認めなかった２陣高裁判決を確定させまし
た。さらに、国賠法上の救済範囲を拡大し、石綿工場に
出入りしていた運送業者の従業員も保護範囲に含まれる

とした点でも２陣高裁判決を確定させました。
　一方、本判決は、72年以降に関しては２陣高裁判決を
後退させ、使用者に対して労働者に防じんマスクを着用
させることを義務付けなかった点及び抑制濃度の規制を
強化しなかった点について、著しく合理性を欠くとまで
は認められないとして違法性を否定しました。また、近
隣ばく露や家族ばく露の被害者、除斥期間が経過した被
害者については、すでに2014年７月に上告不受理の決定
がなされ、請求棄却が確定しています。そのため、損害
賠償請求が認容された被害者は59名中52名でした。な
お、２陣訴訟は確定しましたが、１陣訴訟は損害額確定
のため大阪高裁に差し戻されました。

３　最高裁判決の意義
　第１に、何よりも、産業発展のためには生命・健康が
犠牲になってもやむを得ないとした１陣高裁判決を否定
し、規制権限行使に当たっての国の裁量権を厳しく制限
した点が重要です。2011年８月の１陣高裁判決や、2012
年５月の建設アスベスト訴訟横浜地裁判決など、司法の
逆流とも言える動きがあった中で、本判決は、人命尊重
の原則に依り、国の責任を厳しく問う司法の流れを確実
にしました。2004年の筑豊じん肺訴訟判決、水俣病関西
訴訟判決以来、最高裁が10年ぶりに厳格な違法性判断基
準を確認した意味は大きいと思われます。
　第２に、最高裁が、司法の最終判断として、アスベス
ト被害について国に責任があることを認めた点も重要で
す。本判決によって、国には、50年以上前からの違法を
前提にした、過去から現在までのアスベスト規制や対策
の再検証が迫られていると言えます。同時に、国に法的
責任がないことを前提とした、不十分なアスベスト救済
法の抜本的見直しも求められているはずです。
　第３に、本判決は、全国６か所で闘われている建設ア
スベスト訴訟の勝利にも大きく貢献します。現に、2014
年11月７日に言い渡された九州建設アスベスト訴訟の福
岡地裁判決は、今回の最高裁判決の判断基準を確認した
上、1975年以降の防じんマスクの着用義務付けを行わな
かった国の規制権限不行使の違法を認めました。まだま
だ不十分ではありますが、建設現場の被害についても、
国の有責の流れは確実になったと言えます。
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４　不当な線引き
　本判決は、石綿工場においては、局所排気装置の設置
が一次的な粉じん対策であり、防じんマスクは補助的な
手段にすぎない等として、1972年以降の国の責任を否定
しました。しかし、当時すでに明らかになっていた石綿
による肺がん等を防止するためには、局所排気装置に加
えて、防じんマスクや濃度規制の強化が不可欠でした。
最高裁は、石綿の発がん性を正しく認識せず、「できる
限り速やかに」「適時にかつ適切に」という判断基準へ
のあてはめを誤っています。
　泉南地域の石綿被害は、過去数十年間にわたって埋も
れてきた、家族ぐるみ、地域ぐるみの被害です。残念な
がら、その象徴とも言える家族ばく露、近隣ばく露、除
斥期間経過の被害者及び石綿産業の最盛期であった72年
以降に就労開始した被害者に対する国の法的責任は否定
されました。彼らの被害救済は、国が最高裁判決を重く
真摯に受け止め、政治的責任として対応すべき大きな課
題です。

５　アスベストと電磁波
　日弁連公害対策・環境保全委員会の化学物質食品・安
全部会において、電磁波問題の調査研究に関わった際、
アスベスト問題との共通点が余りに多いことに愕然とし
ました。
　様々な国際的機関や研究者が、健康被害、特に発がん
性に対して警鐘を発している。現に欧米諸国を中心に、
日本より厳しい規制値を採用したり、曝露対策を講じて
いる国々がある。日本の規制は非常に緩やかであり、し
かも健康被害の実態調査すら不十分。一方、国も企業も
安全性を前提に使用を促進し続け、多くの国民が危険性
に関する情報に接することもないまま、日々電磁波に曝
露している－こうした状況を踏まえ、2012年９月13日付
け「電磁波問題に関する意見書」では、国に対し、予防
原則の観点に立った実態調査と対策を求めました。
　2005年６月のいわゆるクボタショック後、厚労省、環
境省など各省庁は、「アスベスト問題に関する政府の過
去の対応の検証」を行っています。その中で各省庁は、
行政の不作為はなかったとし、関係省庁の連携の不十分
に反省の余地があったとすると共に、「当時においては、
完全な科学的確実性がなくても、深刻な被害をもたらす
おそれがある場合には対策を遅らせてはならないという
考え方（予防的アプローチ）が浸透していなかった」と

指摘しています。今回の最高裁判決は、行政の不作為の
違法を明確に認めていますから、この検証は、それ自
体、国の責任を前提に再検証されなければなりません。
同時に、目に見えず、匂いもせず、痛くもない、長期潜
伏期間のある便利な微量有害物質であるアスベスト被害
に類する道を辿っている他の健康被害がないか、その対
策は遅れていないか。「できる限り速やかに」、最新の医
学的知見等を踏まえ「適時にかつ適切に」規制権限が行
使されているか。苦い教訓を活かす視点からの再検証も
必要ではないでしょうか。

６　全面解決へ向けて
　判決直後から与野党有志議員が厚労大臣に面談して政
治解決による早期解決を求め、与野党５党の国会議員11
名は衆参の厚労、法務、内閣、環境、経産の各委員会で
こぞって早期解決の政治決断を内閣に迫りました。前述
のとおり判決当日の日弁連会長声明をはじめ、マスコミ
報道も、大手各紙はもちろん約20の地方紙が「１日も早
い解決を」とする社説を掲げるなど、早期解決の世論が
広範に巻き起こりました。そして、ついに2014年10月27
日、厚労大臣は原告らに面談して謝罪し、１日も早い解
決への努力と未提訴の被害者に対しても最高裁基準で和
解する意向を表明しました。2006年５月の１陣提訴から
８年半。提訴後に14名の原告が死亡する中、本訴訟はよ
うやく全面解決へ向けて大きく動き出しました。
　その後、大阪高裁に差し戻された１陣訴訟は、12月26
日に和解が成立しました。今後は、いまだに埋もれてい
る被害者を最後の１人まで掘り起こし、救済につなげる
こと、また、旧石綿工場に残存するアスベスト除去の問
題等が課題として残ります。泉南地域では、国の長期に
わたる怠慢によって、多くの人命が奪われてきました。
国の責任は極めて重く、国には、泉南アスベスト問題の
全面解決へ向けて、最高裁判決を真摯に受け止めた誠実
な対応が求められているというべきです。
　全てのアスベスト被害の救済と根絶のためには、行政
認定だけでも毎年1000名を超える建設アスベスト被害者
の救済が不可欠です。この最高裁判決の勝利を足がかり
にして、今度は建設アスベスト問題の解決へ向けて全力
を傾ける決意です。
　全国に、将来に広がるアスベスト被害の救済と対策の
礎となる最高裁判決を、１人でも多くの人に知っていた
だければと願っています。
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生物多様性条約第12回締約国会議（COP12）参加報告
釧路弁護士会　荒井　剛

１�　2014年10月６日から17日まで韓国のピョンチャンで
開催されたCOP12に参加してきました。スキージャ
ンプ台の真下という野外で行われたウェルカムレセプ
ションにも参加し、気温が一桁の中、野外オーケスト
ラや韓国の伝統舞踊を鑑賞しながら他の参加者（環境
省、自然保護団体、JICA等）と交流し楽しい時間を
過ごしました。

２�　メインホール横に設置されたエキシビジョンホール
では50を超えるNGO等がブースを出展していました。
我々日弁連もブースを一つ出展しました。COP事務
局側の手違いで椅子が一つも用意されていなかったと
いうハプニングがありました。また、急きょ吉江委員
が韓国まで持参したハンディプリンターを使用して英
字タイトルを印刷しました。ブース壁面にパネルを貼
り、日弁連を紹介する英文パンフレットやこれまでの
環境保護活動を紹介した英文及びハングル版のリーフ
レットを配布しました。大飯原発差止判決への会長声
明（英訳及びハングル訳）も配布しました。周囲の
ブースでは色鉛筆、ピンバッジ、ボールペン等のお土
産が用意されていました。また、韓国水産庁のブース
だったと思いますが、とある海水域の生物多様性を
テーマにした３D映像が流され、特殊眼鏡を使用して
みると映像の中の大きなカニやエビの足まで触れるこ
とができそうな体験をしました。ちなみに、とある海
水域は「独島」（竹島）でした。
　日弁連ブース前を通過しようとする全員に対し魚住
委員が「アンニョンハシムニカ～、オトスミカ～」と
声をかけ、魚住委員の魅力か、次々と人が立ち寄って
くれました。二日目には台湾で弁護士資格を持ってい
るという男性がブースを訪れ、台湾での原発問題につ
いて意見交換をした後、今度は共同で何か発表するこ
とができたらいいねということで盛り上がりました。

３�　エクスカーションも国際会議の楽しみの一つです。
滞在期間中、後藤委員とともにそのうちの一つに参加
しました。五台山国立公園内にある韓国でも最古の仏
教寺院「月精寺」を訪れました。「月精寺」へと続く
１キロに及ぶ樹齢500年のモミの木の森は圧巻でした。
参加者は10名弱でした。境内に行った後、茶室でお茶

を戴くというコースが組まれておりました。「グリー
ンティー」と言いながら、黄色く、また、明らかに
ジャスミンティーの香と味でしたので違和感を抱きま
したが、欧米系の参加者達は皆大喜びでした。
�
４�　COP12の主要議題の一つに、2010年名古屋で採択
された「愛知目標」の中間評価を行うというのがあり
ます。
　��　愛知目標とは、現在の生物多様性の損失速度のまま
であれば生態系が自己回復することができる限界値を
超え、将来世代に対して取り返しのつかない事態が生
じるため地球規模での緊急かつ効果的な取り組みが必
要であり、そのための具体的な行動目標（20項目）の
ことです。しかし、中間評価の結果は「不十分」との
ことでした。達成済みなのは、遺伝資源の取得の機会
及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に
関する名古屋議定書の発効のみで、今後、達成が見込
まれるのは「陸域の17％」を保全地域にするという点
です。
　��　ところで、生物多様性オフセットをはじめ生物多様
性保全活動が活発な米国は、生物多様性条約に加盟し
ておりません。その理由はこの条約の目的の一つに
ABS（Access�and�Benefit�Sharing）と呼ばれる遺伝
資源のアクセスと利益配分が含まれているからです。
これは、例えば製薬に含まれる成分の植物や微生物の
遺伝資源等が生物多様性が豊かな発展途上国から採取
されてきたことが多く、その恩恵の多くを先進国が受
けている一方、搾取され続けている途上国はほとんど
利益を享受してこなかった点が不公平であり、今後
は、遺伝資源保有国と利用国との間で公平な国際ルー
ル作りが必要であると言われている点について米国は
慎重な姿勢を見せているからです。
　��　また、このABSに関する国際ルールである「名古
屋議定書」は批准国が50を超えたため2014年の10月に
発効しました。しかし、「名古屋」という冠がついて
いるにも関わらず産業界からの根強い慎重論に押さ
れ、わが国はいまだに批准しておりません。「愛知目
標」の達成状況を含め、次回のCOP13（メキシコ）
では大きく改善されていることを願うばかりです。

「月精寺」へ続く樹齢500年のモミの木日弁連ブースの様子
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中池見湿地視察報告
仙台弁護士会　鶴見　聡志

１　中池見湿地の概要

　日弁連公害対策・環境保全委員会水部会９名は、福井
弁護士会の協力で、2014年11月24日・25日、福井県敦賀
市にある中池見湿地の現地視察並びにNPO法人中池見
ねっと及び敦賀市、福井県からヒアリングを行いまし
た。中池見湿地は、約25haという小さな湿地でありな
がら、多様な水資源と多種多様な動植物約3000種を擁す
る生物多様性の宝庫です。また、同湿地は、袋状埋積谷
と呼ばれる特殊な地形と10万年もかけて形成された40m
を超える泥炭層が特徴です。これらが評価され、同湿地
は2012年３月に越前加賀海岸国定公園に編入され、2012
年７月にラムサール条約湿地に登録されました。今回も
絶滅危惧種である渡り鳥ノジコが今年約500羽確認され
たとの報告等がなされました。一方で、アメリカザリガ
ニの異常繁殖といった外来種の侵入やイノシシによる湿
地の掘り起しといった保全上の問題も指摘されました。

２　北陸新幹線建設計画

　同湿地は、敦賀駅から徒歩で約30分という市民が日常
的に生物多様性を感じとれる場所に位置します。このよ
うな場所に北陸新幹線の建設が予定されています。1996
年に公開された当初の計画では後谷（うしろだに）の外
側を通過するルートとされ、同ルートを前提に環境影響
評価がなされました。
　しかし、ラムサール湿地登録後の2012年８月に公表さ
れた新ルートは、集落の分断等を理由に従前よりも
150mほど湿地側に移動していることが判明しました。
その結果、新ルートはラムサール条約範囲の相当内側を
トンネルにより貫通し、同湿地の唯一の排水路である後
谷を地表面すれすれの、いわゆる明かり巻きトンネルで
横断する予定です。
　そのため、コンクリート打設等の建設工事や人口構造
物によって水路や植生の遮断、地下水脈への影響等が生
じることが予想されます。地元の環境団体等も、水資源
に対する影響を特に懸念しています。後谷の新幹線の横
断により湿地へのアクセスが困難となることも今回の視
察で実感しました。将来的にはラムサール条約のモント
ルーレコードへ登録される危険性もあります。

３　中池見湿地の保全と新ルート

　このような懸念がある以上、湿地保全のためには、新
たな環境評価や新ルート変更を含めた事業の見直しも必
要です。
　しかし、ルート変更が300m以内であるため、環境影
響評価のやり直しがなされないといった問題がありま
す。また、同湿地の保全に関して、敦賀市では、学識経
験者、地元関係者、地元NPO等からなる中池見湿地保
全活用計画策定委員会が組織され、来年度以降、具体的
な湿地保全計画が策定される予定です。但し、同委員会
は、新幹線ルートの是非を検討する委員会ではないた
め、同問題に関連した意見交換はこれまで行なわれてい
ないようです。
　2013年11月以降、有識者で組織される中池見湿地付近
環境事後調査委員会によって、新ルートにおける同湿地
の環境影響評価がなされております。これまでのところ
福井県や敦賀市は同事後調査委員会の判断や事業者の対
応を信頼するという姿勢のようです。
　しかし、福井県は国定公園の管理者であり、敦賀市も
同湿地の大部分の地権者でありかつ管理主体となってい
ます。湿地保全の重要性からすれば、上記立場に立つ地
元自治体として、独自の環境影響評価と主体的な意思表
明を行うことを期待したいところです。また、同事後調
査委員会に対しては適正な環境影響評価がなされること
が期待される一方で、事業者が設置した委員会であるこ
とから新ルートの追認になりかねない懸念もあり、私た
ちとしても同事後調査委員会の今後の動きを注視してい
く必要があります。

新ルートが横断する予定の「後谷」
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したことが評価され、その日の会議でもっとも交渉を前

に進める発言や行動をした国・グループに贈られる賞で

ある「本日の宝石賞」を条件付きながら初めて受賞しま

した。このような取組は、複雑な国際交渉の場で、どの

国・グループがどのような言動をし、それがどのような

意味を持つのかをわかりやすく伝えるという意味でも、

大変に意義のあるものではないかと感じました。

　日本から参加している環境NGOのスタッフたちも、

オープン会議を傍聴するなどして情報を収集・分析し、

インターネットで発信したり、メディア関係者らにブ

リーフィングを行ったりなどし、政府関係者とメディア

のみでは足りない部分を補う重要な役割を果たしていま

した。COPは条約交渉の場でありその基本は法的文書

の作成ですから、環境NGOに対してだけでなく、私た

ち弁護士にも法律の専門家としてこのような場で期待さ

れている役割があるように感じます。

　COP20は会期を２日間延長し、12月14日未明に合意

案を採択して閉幕しました。今後は、COP21の合意を

実効性あるものにするため、国別目標案を2015年３月ま

でに提出することが各国に推奨されています。もっと

も、日本政府が国別目標案を提出できる具体的な時期の

目途は未だに立っていません。

　温暖化PTとしては、日本政府に対して早期に積極的

な内容の国別目標案を提出することを求めていくととも

に、化石賞の授賞理由ともなった石炭火力発電所問題へ

の取組も進めていきたいと考えています。

気候変動枠組条約第20回締約国会議（COP20）参加報告
静岡県弁護士会　増本　志帆

　2014年12月１日からペルー・リマで開催された

COP20に、日弁連公害対策・環境保全委員会地球温暖

化PTのメンバーである和田重太委員、久保田明人委員

と共に参加してきました。

　現在の国連の気候変動交渉は、2015年12月にフラン

ス・パリで開催されるCOP21において、2020年以降の

気候変動に関する新しい国際枠組みに合意することを目

標として進められています。COP20では、このCOP21

での合意に向けて、各国に事前提出が求められている国

別目標案（INDCs）の内容の在り方についての議論が最

も大きな論点となっていました。

　COPは、単に環境問題としての気候変動について話

し合う場ではなく、様々な立場の国々の利害・思惑が複

雑に絡み合う外交交渉の場であるということは認識して

いましたが、オブザーバーとして傍聴したオープン会議

では、まさにその様子を目の当たりにすることになりま

した。合意書草案の言い回しのひとつひとつに対して、

各国の代表者から思い思いに意見が出され、国際会議へ

の参加が初めてだった私は当初、このようなやり方で

たった２週間で本当に合意にまでたどり着けるのだろう

か、と考えてしまうほどでした。

　COPの会場では、各国の環境NGOが大きな存在感を

もって活動していたことも非常に印象的でした。その活

動のひとつとして、環境NGOの世界的なネットワーク

であるCAN（Climate�Action�Network）は、その日の

会議で気候変動防止の進展に最も後ろ向きの発言や行動

をした国・グループを「本日の化石賞（Fossil�of� the�

day）」として表彰しています。日本は今回のCOPで、

開幕２日目には、気候資金をインドネシアでの石炭火力

発電所の建設のための支援として拠出したことを理由と

して、10日目には、適応とロスアンドダメージの項を決

定草案から削除しようとしたことを理由として「本日の

化石賞」を受賞していました。また、11日目には、日本

代表が、INDCsの事前協議について、締約国政府だけで

なくNGOを含むオブザーバーの参加も認めるよう主張
当日の化石賞授与式
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措置命令処分の義務付け請求を認容した福岡高裁判決のその後
福岡県弁護士会　紫藤　拓也

１　はじめに
　2011年２月７日、福岡高等裁判所は、産業廃棄物最終
処分場の周辺住民の求めに応じ、福岡県知事が業者に対
し廃棄物処理法19条の５第１項に基づく生活環境の保全
上の支障の除去等に必要な措置を講ずべきことを命じる
よう義務付ける住民側勝訴の判決を言渡しました。同判
決は、最高裁にて、2012年７月３日に確定しています。
改正行政事件訴訟法の施行後における非申請型義務付け
訴訟の認容事例としては珍しいため、既に多くの判例評
釈が行われていますので、法的評価はそれに譲ることと
し、本稿では判決後の状況を中心に報告します。

２　措置命令の内容の具体化
　確定した判決主文は「生活環境の保全上の支障の除去
等に必要な措置を講ずべきこと」を命じるという抽象的
な義務付けです。したがって、福岡県が判決を履行する
には具体的に何が「必要な」措置なのかを自ら判断する
ことになります。福岡県は、１億円を超える補正予算を
組み、調査専門委員会を設置して詳細な調査を実施しま
した。調査項目は、処分場の測量に始まり、水質と廃棄
物のボーリング調査など多岐にわたりました。その結
果、処分場内の地下十数メートル下に鉛が溶出する廃棄
物層が水に浸かった状態で存在することなどが判明し、
福岡県は、2013年５月16日、業者に対し、その有害廃棄
物層の撤去又は鉛の不溶化などを内容とする措置命令処
分を発出しました。

３　措置命令から行政代執行へ
　本件はもともと業者が有害廃棄物を放置して事実上倒
産したために周辺住民が行政による環境再生を求めた事
件です。業者に措置命令を履行するだけの能力はないと
考えられていましたので、予想通り措置計画書の提出期
限、措置の着手期限をそれぞれ徒過し、2013年10月16
日、福岡県は業者による措置命令の履行の見通しがない
と判断するに至り、廃棄物処理法19条の８に基づく行政
代執行に着手することになりました。

４　代執行の内容の具体化
　ここにきてようやく有害廃棄物による支障除去の第一

歩を踏み出すことになります。具体的には、有害廃棄物
層が地下の一定範囲に存在しかつ水に浸かっていますの
で、外部から水が入らないように雨水排水設備を設け
（第１段階）、地下で滞留している水位を低下させ（第２
段階）、水のない状況下で鉛の支障除去工を行い（第３
段階）、最後にキャッピングする（第４段階）という流
れが決まっています。第１段階は、2014年３月10日に着
手し、現在は、１年から１年半を予定している第２段階
途中にあり、第３段階で行われる予定の鉛の支障除去工
として、何が適切なのかを議論している状況にありま
す。

５　環境再生への道のり
　本件の発端は、2001年８月に、処分場から出る悪臭と
汚水によって下流域の保育園児が避難したことに遡りま
す。住民は業者相手の民事仮処分（操業差止）にも勝利
しましたが、業者が有害廃棄物を放置して事実上倒産し
たために行政による環境再生を求めざるを得ませんでし
た。問題の発覚から環境再生のための実際の工事着手ま
でに13年間をかけたということになります。しかも、環
境再生のための支障除去工の完了にはこれからまだ数年
かかります。
　私が手掛けた長崎県大村市の最終処分場問題では、訴
訟手続を経ることなく、長崎県による措置命令と行政代
執行に至り、その工事も昨年末には完了しました。しか
し、工事が完了しても、廃棄物処理法上の廃止手続きま
ではモニタリングが続くことになりますし、住民が再生
したと実感するのはまだ先かもしれません。
　非申請型義務付け訴訟の認容判決は、間違いなく環境
行政を変えさせる威力を持ちますが、かかった年月を思
い起こすと住民側代理人としては万々歳というわけには
いきません。
　開発で破壊した環境は再生するのに100年以上かかる
とおっしゃった生物学者の田北教授の言葉を痛感してい
ます。
　したがって、本件の教訓は、損害賠償であれ原状回復
であれ被害発生後の救済にはおのずと限界があることを
思い知らされたことにあり、真の救済は未然の防止（事
前の差止）にあると考えます。


