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長期間存続してきたことで琵琶湖の生物多様性が育まれ
てきたところ，その周辺湿地の生物多様性を支えてきた
内湖やヨシ帯の面積が大きく減少していることを指摘し
ました。
⑵ 市民による環境保全活動の報告
　次に，琵琶湖周辺における環境保全活動の紹介とし
て，生き物と共生した田んぼを目指して活動を行ってき
た「須原魚のゆりかご水田プロジェクト」代表の堀彰男
氏，カバタの保存活動や水源林の保全活動を行う「巨木
と水源の郷をまもる会」代表の小松明美氏から，それぞ
れの団体の活動につき報告がなされました。
⑶ 対談「市民と守り活かす，これからの琵琶湖」
　続いて，石田達也弁護士をコーディネーターとして，
滋賀県の知事である三日月大造，基調講演を行った西野
教授の両名による対談が行われました。
　まず，⑵で紹介された２つの市民活動に関する感想を
伺ったところ，三日月知事からは「どうしたらこのよう
な ，琵琶湖を次世代に受け継ぐ活動が広がるのか。」と
の問題提起がなされ，西野氏からは「山の木が琵琶湖の
水を守っているので，魚を保全するためには，琵琶湖だ
けでなく田んぼを守ることも大切である。」ことが指摘
されました。

１　はじめに 
　2017年10月５日から６日にかけて，第60回日弁連人権
擁護大会が滋賀県のびわ湖プリンスホテルで開かれまし
た。当委員会委員が中心となった第３分科会では，「琵
琶湖がつなぐ人と生きものたち～市民による生物多様性
の保全と地域社会の実現をめざして～」というテーマ
で，シンポジウムを開催しました。
　生物の多様性は，私たちの生存環境に欠かせないもの
を提供し，文化的な生活環境をも提供しています。しか
し，近代以降，生物多様性の危機が問題となりました。
そこで，本分科会では，琵琶湖を中心に，生物多様性の
保全と自律した持続可能な地域社会を実現するための方
策，市民参加を促す法制度等を検討しました。

２　第１部「琵琶湖がつなぐ人と生きものたち」
⑴ 基調講演「琵琶湖の生物多様性」
　まず，びわこ成蹊スポーツ大学教授の西野麻知子氏が
基調講演を行いました。
　西野氏は，琵琶湖が湿地帯・古代湖としての二側面を
有しており，生物多様性が豊かで固有種が多いことが古
代湖の特徴であると述べました。そして，琵琶湖本湖・
その周辺の湿地帯といった二つの環境が広面積にわたり
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　続いて，瀬田川洗堰の水位操作の問題については，西
野氏から，雨が降る６月以降は水位を下げ，渇水となる
と更に水位が下がり，琵琶湖の生物への影響は大きいと
の指摘がありました。これを受けて三日月知事からは，
洗堰が治水・利水のためのものであり，琵琶湖を水源と
する地域にも影響があるためにそのような水位操作がな
されているが，生物を守る観点も必要であることを国に
対して訴えていきたいと述べられました。
　また，教育についての話の中では，西野氏からの，琵
琶湖を守る活動をすることで食べていける仕組み作りが
必要であるとの指摘を受け，知事からも若い世代のため
にそのような仕組み作りは大切であることが述べられま
した。
　最後に，将来のビジョンについてそれぞれからお話し
いただき，三日月知事からは，命・祈り・癒し，生き
方・食べ方・暮らし方を変える象徴的な存在として琵琶
湖を位置付けるべきこと，西野氏からは，琵琶湖を活か
す遊びも作り出していくべきことが指摘されました。

３　第２部「市民が守る身近な自然～生物多様性の主流
化を目指して～」
⑴  基調講演「生物多様性の保全と身近な自然を守るこ

との大切さ」
　まず，筑波大学大学院人間総合科学研究科教授であり
日本自然保護協会代表理事の吉田正人氏による基調講演
が行われ，①種の多様性，②種内の多様性，③生態系の
多様性といった３つのレベルでの問題点，さらに生物多
様性の主流化の必要性，地方自治体が作るべき参加型の
生物多様性戦略の重要性を指摘されました。
⑵ 事例報告「鎌倉広町緑地と北川湿地の事例」
　続いて行われた小倉孝之弁護士の事例報告では，市民
による自然保全が成功した事例として鎌倉広町緑地の事
例が，失敗した事例として北川湿地の事例が紹介され，
成功と失敗という差が出た理由についての分析がなされ
ました。
⑶  パネルディスカッションⅠ「どうしたら身近な自然

を守れるか～市民参加の視点から考える～」
　続いて，大阪大学大学院法学研究科教授の大久保規子
氏，元国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長の宮
本博司氏，吉田正人氏，小倉孝之弁護士をパネリストに
迎え，乾由布子弁護士をコーディネーターとするパネル
ディスカッションが行われました。ここでは，①市民が
情報を持っていないこと，②意思決定プロセスに市民が
参加する機会がないことを中心に話し合われました。
　①について，吉田氏は，法律を変えるためにも，市民
が環境情報へアクセスし，地元の人がその土地の自然を
どれだけ大事に思っているかを知ることが必要であるこ
とを指摘しました。

　②については，宮本氏から，河川法上，河川の管理は
行政に任せていたが，河川行政への不信感が高まったこ
とから，1997年に河川法を改正し，行政だけでなく地域
の声を反映することになったと示されました。また，淀
川水系流域委員会が設置された際には，河川行政への不
信感払拭のため，委員の選定から公開とし，当初は原案
を提示せず，現状認識と課題の共有化ができた時点で原
案を策定，提示したことが大きな特徴だった，と述べら
れました。
⑷  事例報告「ドイツのミティゲーション制度とヴィル

トポルズリート村の市民エネルギー」
　いったん休憩を挟み，第二部後半の始まりとして，岩
本研弁護士から，2017年５月に第三分科会実行委員が
行ったドイツ視察に基づき，環境保全のための先進的な
法制度の報告がなされました。
⑸  パネルディスカッションⅡ「どうしたら身近な自然

を守れるか～我が国の法制度について考える～」
　最後に，２⑵と同様のメンバーで，再びパネルディス
カッションを行いました。ここでは，ドイツ視察の報告
から見えた我が国の法制度の不十分性について議論され
ました。特に，日本はドイツに比べて環境保全への市民
参加が進んでいないことが論点となりました。例えば，
大久保氏は，環境分野の市民参加条約であるオーフス条
約に日本は加盟していないが，国民の大きな運動がない
と加盟には至らないとの厳しい指摘がなされました。ま
た，淀川水系流域委員会の取組が行政に影響を与えたか
との質問については，傍聴者と意見交換することを体験
した職員が沢山おり，このような経験をすることが大事
であると宮本氏から回答がありました。
　原告適格が拡大した場合に訴訟は増えるのかという点
については，吉田氏から，日本の寄付者はお金の使い方
に厳しく，訴訟提起につき寄付者の理解を得られるかど
うかが分からないとの指摘がありました。これを受けて
大久保氏は，オーフス条約加盟国では実際に環境訴訟が
起こり勝訴しているが，寄付者の支持を得たものだけを
訴訟にしていると思うと述べられました。
　小倉弁護士からは，環境教育を義務教育に組み込むこ
とが必要で，そうしないと国民の意識が変わらないとの
指摘がありました。最後に，宮本氏は，琵琶湖の水を飲
んでいる子どもたちに琵琶湖で海の子・山の子してもら
うのが大切であり，そういった子どもが大きくなった時
に，世論の盛り上がりが達成できると述べ，パネルディ
スカッションは終了しました。
４　私たちの提言
　最後に，実行委員長の若井英樹弁護士から，生物多様
性の保全と自律した持続可能な地域社会の実現のため，
本シンポジウムの提言が提案されました。
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 気候変動枠組条約第23回締約国会議（COP23）
参加報告

公害対策・環境保全委員会　地球温暖化問題に関するＰＴ

　気候変動枠組条約第23回締約国会議（COP23）は，
2017年11月６日からドイツのボンで開催されました。議
長国を務めたのは，小島嶼国連合として初めてとなる
フィジーです。日弁連からも当委員会地球温暖化問題に
関するPTに所属する４名の委員が現地に足を運びまし
た。

１　2020年に向けた国際交渉の進展
COP21で採択され2016年11月に発効したパリ協定は，
気候変動による深刻な影響を軽減するため，今世紀後半
に，世界全体の人為的な発生源による温室効果ガスの排
出実質ゼロを達成し，地球全体の平均気温の上昇を工業
化以前と比べて２℃より充分低く，できれば1.5℃未満
に抑えることを目標としています（以下「２℃目標」と
いいます。）。パリ協定の下，先進国だけでなく，途上国
を含む全ての締約国が削減目標の提出と５年ごとの見直
しを義務付けられていますが，これまでに提出された国
別の削減目標（以下「NDC」といいます。）を足し合わ
せても，２℃目標達成に必要とされる排出削減量にはお
よそ足りていません。COP23では，パリ協定を実施し
ていくためのルールブック作りや，2020年以降の削減目
標引上げを目的として2018年に予定されている促進的対
話の準備作業について進展が求められました。
　現地時間11月18日の朝までに全ての議題を採択して終
了した交渉では，ルールブック作りに向けた交渉の土台
となる各国の意見をとりまとめた文書が出来上がるとと
もに，議長国フィジーの伝統的な対話形式の名を冠しタ
ラノア・ダイアローグと名付けられた促進的対話の進め
方，また，途上国が求めた先進国による2020年まで

（pre-2020）の行動強化などについて合意が成立し，
COP23はひとまず無事に閉幕しました。
　来年以降，COP23での合意に基づいて更に交渉を加
速させ，削減目標を引き上げていくことが求められてい
ます。

２　熱気あふれるサイドイベント会場
　COPは，締約国間における国際交渉の場であるとと
もに，世界中から気候変動問題に取り組む団体や専門家
らが一堂に会する機会でもあります。今回も会場内で
は，会期中の毎日，様々な団体が主催する数多くのサイ
ドイベントが開かれていました。
　サイドイベントのテーマは，エネルギー関連はもちろ
んのこと，金融，教育，都市計画，ファッション，農業
等，非常に多岐にわたります。たとえば，「気候的正義」
をテーマにしたサイドイベントは，国際労働機関（以下

「ILO」といいます。）の主催によるもので，労働者の人
権を保護するという見地から労働力の公正な移動（Just 
Transition）をどう実現するかが議論され，ILOのグ
リーンイニシアチブに基づくフィリピンの取組などが紹
介されていました。また，都市計画に関するサイドイベ
ントでは，主催者である研究機関から，世界中で都市人
口が急増する中で，エネルギーや食糧を同都市の中で循
環させる持続可能な都市づくりのビジョンが示されまし
た。
　このようなサイドイベントの幅の広さからも，パリ協
定の目的とする脱炭素化が，社会構造そのものの変革を
求めるものであることを実感します。
　法律的な観点からの取組に関するサイドイベントもい
くつか開かれていました。
　そのひとつである「法と気候変動」というイベントで
は，各国（主に途上国）のNDC達成のための法制度策
定支援を目的として条約事務局や国連環境計画（UNEP）
の事務局が提供しているToolkitと呼ばれるデータベー
スや，途上国における気候変動法政策の策定を支援して
いるLRI（Legal Response International）という弁護士
のグループの活動などが紹介されていました。
　他にも，「気候変動訴訟」をテーマにしたサイドイベ
ントでは，環境NGOや訴訟当事者らから，世界各国で
行われている気候変動に関する具体的な事例の報告を聞
くこともできました。特に，グリーンピースという団体
が主催していたイベントで報告された同団体も当事者や
支援者となっている訴訟事例では，将来世代を担う若者
が多く当事者になっていたのが特徴的でした。
　COPとは別に，気候変動問題を扱う法律家や法律関
係者らが中心となって会場の近くで開催されたClimate 
Law and Governance dayという関連イベントにも参加
することができ，ここでも，法律やガバナンスの観点か
ら気候変動問題についての議論がなされました。「地方
レベルでパリ協定の実施」をテーマにしたワークショッ
プ形式のセッションでは，気候資金へのアクセスについ

会場内に設けられたタラノアスペース（対話のための場所）
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て議論するグループに加わったのですが，解決すべきア
クセス障害として，不正や汚職の問題が参加者からあ
がっていたことが印象に残っています。
　国ごとに法制度や裁判制度は異なるものの，気候変動
の原因や影響は地球規模で発生するものであり，一国内
の取組のみで対処できるものではありません。このよう
に国を超えて知見を共有し，さらには法律家同士のネッ
トワークを構築することができるのも，COP開催期間
中ならではの貴重な機会だと感じました。
 
３　日弁連ブースでの活動紹介
　サイドイベント会場には，NGOなどの団体が活動紹
介等をすることのできるブースのコーナーも設けられて
おり，今回初めて，日弁連としてのブースの設置が認め
られました。
　ブースのテーマは，「先進国としてどんな温暖化対策
をすべきか」というもので，これまでに出した意見書を
紹介したり，ブースを訪れる人たちと意見交換をしたり
しました。その中で印象に残っているのは，ある参加者
に対して，先進国で削減目標を実現するためには規制が
必要だと言ったところ，その人が「必要なのは教育だろ
う」と応じて，議論になったことです。もちろん，規制
も教育も両方が必要なのですが，パリ協定はボトムアッ
プの手法が採られ，強制よりも話合い（任意）に重点が
置かれていることからも，パリ協定の中では（規制以外
に）教育という手法も案外なじむのではないかと考える
機会になりました。また，「日弁連がなぜこのような活
動をしているのか」という質問が複数あり，日本の弁護
士が，法律上人権擁護を使命としており，環境問題が人
権問題であることを前提として地球温暖化の問題に取り
組んでいることを説明する場面もありました。
 

４　持続可能性に配慮した会場運営
　COPは，会場そのものも，気候変動問題を含む持続
可能性に配慮し，エネルギーや廃棄物の削減を意識して
運営されています。
　まず会場に入ると，参加者はCOP23のロゴの入った
ウォーターボトルを無料でもらうことができ，会場内の
あちこちに設置された給水所ではボトルに水を汲む人の
姿をよく見かけました。会場内のレストランやカフェで
出される食事にも，地産地消や季節の食材などの温室効

日弁連ブースの出展風景

果ガスの排出に配慮した食材を選ぶことが推奨されてお
り，生分解性のゴミはバイオガスとして再利用されるそ
うです。会場は，本会議などが行われるBula Zoneと，
サイドイベント等が行われるBonn Zoneのふたつに分か
れており，徒歩15～20分程度離れた会場間の移動には，
自転車と電気自動車が用意されていましたが，馬に乗っ
て会場周辺をパトロールする騎馬警官の姿なども目にす
ることができました。紙資料の削減も徹底しており，会
場内のどこでも安定したWi-Fiが使える環境が整えられ
ている代わりに，オフィシャルな情報について資料の配
布は全くと言って良いほどなく，ブースの出店者等，参
加する団体にも同様の努力が求められていました。
 
５　米国市民社会のパワー（WE ARE STILL IN）
　COP23は，米国のトランプ政権がパリ協定の離脱を
表明してから初めてとなるCOPとしても注目されまし
たが，会場内で後ろ向きな雰囲気を感じることはありま
せんでした。むしろ，会場のすぐ外には，パリ協定離脱
に対抗する人々によってUS Climate Action Centerとい
う大きなパビリオンが設置され，話題を集めていまし
た。
　US Climate Action Centerを 主 宰 す る「WE ARE 
STILL IN」 は，米国の州政府や市，大学，企業，宗教
リーダーなど約2500団体からなる運動で，５月（トラン
プによるパリ協定離脱表明の３日後）に発足しました。
参加する州政府などの人口とGDPの合計は，米国の
50％を超える規模，温室効果ガスの排出量で見ると世界
第４位にもなるといいます。
　同 Center では，参加団体の代表者によるプレゼン
テーションやパネルディスカッションが行われたほか，
俳優ロバート・レッドフォードの子息ジェームズ氏が監
督した「Happening; Clean Revolution」というドキュ
メンタリー映画の上映などが行われていました。この映
画は，自宅で使っているエネルギーはどこから来るのか
を追ったロードムービーです。
　COP23開会と同時にシリアが協定に署名し，残され
たのは米国のみという中で，彼らの運動からは米国のグ
ラスルーツが存在感を示そうとする力強さを感じまし
た。また，宗教関係者としてカトリック司教が登壇して
いたことも新鮮でした。宗教関係者が沈黙しないのも米
国らしいと思いました。
　会期中，英国やカナダなどが中心となって，火力発電
所の中でも飛びぬけてCO２排出の多い石炭火力発電所
の廃止を目指すグローバル連盟の発足が発表されまし
た。日本政府が示している，国内外における石炭火力発
電所の新設推進方針が，国際環境NGOなどからの強い
批判にさらされていたのとは対照的です。
　２℃目標達成のために，私たちに残された時間は長く
はありません。人類の生存をも脅かしかねない重大な課
題として，温暖化PTとしても，今度もこの問題に対し
て危機感をもって取り組んでいかなければならないと考
えています。
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１ シンポジウム開催の趣旨
　福島第一原子力発電所事故（以下「福島原発事故」と
いいます。）から６年以上が経過し，避難指示の解除は
進みましたが，住民の帰還はほとんど進んでいません。
福島県の調査では最大約16万人が避難し，現在も約５万
5000人が避難を続けているとされます。この間，各地
で，避難者による集団訴訟が提起され，2017年３月から
10月にかけて，前橋，千葉，福島の各地方裁判所で判決
が言い渡されました。他方，原子力損害賠償紛争解決セ
ンター（以下「原紛センター」といいます。）でも和解
が成立していますが，最近，東京電力（以下「東電」と
いいます。）から，避難に係る損害及び慰謝料について，

（原紛センターから）「御提示いただく和解案と関連訴訟
の判決内容との関係で，重複等が発生する可能性があり
ます」，「判決が確定するまで，その全部の認否を原則留
保させていただく予定です」といった対応がなされ，

「和解案拒否」として問題となっています。 
　こうした中で，福島原発事故の賠償と回復について議
論するため，2017年12月２日午後，日弁連と日本環境会
議の共催シンポジウムが，明治大学リバティタワーで開
催されました。当日は，東洋大学教授の大坂恵里氏，日
弁連公害・環境保全委員会及び東日本大震災・原子力発
電所事故等対策本部委員の小島延夫弁護士による司会の
もと，弁護士，学者，被害者，一般市民など約250名が
参加し，会場は終始，熱気に包まれました。
２　第１部（総論）
⑴ 報告１「訴訟の状況，判決の評価と課題」
　最初に，立命館大学大学院教授の吉村良一氏から，福
島原発事故により生じた被害には，①放射線被曝そのも
の（による被害），②被曝を避けるための避難による被
害，③地域社会を破壊され生活の地を奪われたことによ
る被害などがあること，その特徴としては，これまでの
公害被害と異なり，地域社会のコミュニティ崩壊につな
がる被害であることが指摘されました。
　そして，法的問題として，①東電が原子力損害賠償法

（以下「原賠法」といいます。）第３条によって賠償責任
（無過失責任）を負うことに争いはないが，注意義務を
果たしていないとして（一般の）不法行為責任を東電が
負うことはないのか（東電の責任の重大性如何の問題），
②原子力政策を推進し，安全性確保について重大な責任
と権限を有する国に法的責任はないのかなどがあること
を指摘されました。
　また，集団訴訟で主張されている被侵害利益の内容に
ついて，当初は，「人格発達権」の侵害，「（身体権に接
続する）平穏生活権」の侵害とされた構成が，その後，

「包括的生活利益としての平穏生活権」の侵害に収斂し
てきていることを指摘されました。
　それを踏まえ，この間出された３つの判決について，
①前橋地裁判決は，避難指示区域外からの避難者にも一
定の慰謝料を認容したことなどは評価できるが，慰謝料
額は少額にとどまっており，これは，被侵害利益を平穏
生活権としつつ，それを「自己決定権」を中核とするも
のとしたことに原因があるのではないか，②千葉地裁判
決は，「ふるさと喪失慰謝料」を実質的に認めた点は評価
しつつ，それが最大でも1000万円にとどまるとしたこと
は，被害の実態から見てどうか，③福島「生業」訴訟判
決は，原子力損害賠償紛争審査会（以下「原賠審」とい
います。）の指針では認められなかった時期や地域の慰謝
料を認めた点は評価しつつ，福島原発事故被害の特徴が，
従来の公害（被害）の概念で捉えきれない点が理解され
ているのかなどの問題があることを指摘されました。
⑵  報告２「福島原発事故の被害の特性～『ふるさとの

喪失』被害・再論～」
　続いて，大阪市立大学大学院教授の除本理史氏からは，
福島原発事故被害の特徴，留意点として，①避難先で生
じた被害と，避難元における「ふるさとの喪失」は別個
の被害であること，②「ふるさとの喪失」被害とは，避
難元地域における生産・生活の諸条件一切の喪失である
こと，③「ふるさとの喪失」被害の回復には，ⅰ除染な
どの原状回復措置，ⅱ財物等の賠償，ⅲ「ふるさと喪失
の慰謝料」の賠償の３つがいずれも必要であること，④　
③でⅲ「ふるさと喪失の慰謝料」が不可欠であるのは，
避難元地域の生産・生活の諸条件は，一体性を持ってお
り，その賠償は，個別要素の賠償だけでは不十分である
こと，⑤避難指示解除などにより帰還した場合には，「ふ
るさとの喪失」の一部である「ふるさとの変質，変容」
被害として捉えるべきことなどを指摘されました。
⑶  報告３「ADRと訴訟における原発事故被災者損害論

の現状と課題」
　さらに，日弁連東日本大震災・原子力発電所事故等対
策本部委員の二宮淳悟弁護士は，原発事故の損害賠償請
求手段として，①東電への直接請求，②原紛センターへ
の申立て（ADR申立て），③民事訴訟提起などがあると
した上で，それぞれの長所・短所，関係などを紹介し，
現状では，東電が，ⅰ「集団申立て」案件，ⅱ「訴訟継
続」，ⅲ「東電社員」案件などについて，原紛センター
の和解案を拒否していること，これらは東電の「和解案
尊重義務」違反であることを指摘され（2014年５月29日
付け「東京電力による原子力損害賠償紛争解決センター
の和解案拒否に対する会長声明」などを参照），さらに，

 シンポジウム「福島原発事故被害の賠償と回復
～その現状と課題～」

東京弁護士会　樋渡俊一
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原紛センターの和解案提示に対し，東電側が一定期間内
に裁判を提起しない限り，裁定どおりの和解内容が成立
したものとみなす片面的裁定制度を導入すべきであるこ
とを指摘しました（2012年８月23日付け「原子力損害賠
償紛争解決センターの立法化を求める意見書」参照）。
⑷ 特別報告「原賠審指針の意義と限界」
　第１部の最後では，原紛センターの発足当初に総括委
員長を務められ，原賠審の元委員でもある元裁判官の大
谷禎男氏が，原賠審の「指針」は，賠償の範囲（外縁）
を確定したものではなく，ガイドライン，目安に過ぎない
こと，そのことは「大前提」であったが，その「大前提」
が機能せずに，東電によって，「指針」は①賠償額の上限
を定めたものである，②損害項目を限定するものである
として，意図的に利用されてしまったこと，原紛センター
の提示の和解案は普通の和解案とは違い，東電には原紛
センター提示の和解案を尊重し従うことが求められ，そ
れが東電を説得する足掛かりとして機能するはずであっ
たがそうならなかったこと，東電は和解案尊重義務を事
実上放棄しており，それが原紛センターによる和解が難
しくなっている一つの理由であること，和解仲介委員に
は東電に対し，和解案尊重義務があることを再三再四指
摘していただきたいこと，また，もう少し法制度上の手
当があったらよかったと思うことなどを述べられました。
２　第２部（各論）
⑴ 報告１「損害論の課題」
　第２部の最初の報告者である京都大学大学院教授の潮
見佳男氏は，原発事故の損害賠償を考えるに当たっては
権利論から考えていくことが重要であること，「損害の
公平な分担（and/or）秩序思考」という考え方ではな
く，「権利の価値の補償」の考え方が必要で，権利論を
損害の場面に反映させることが重要であることを強調さ
れました。
　この点について，会場から，大気汚染防止法や水質汚
濁防止法と異なり，原賠法は権利侵害ということを前面
に押し出していないのではないかと指摘があり，潮見氏
は，法の規定の違いは，原発被害の賠償の際に，損害を
権利主体の権利利益の観点から考えることと矛盾しない
と返答されました。
　また，権利を平穏生活権として，その侵害と捉えるこ
とは財産的側面がそがれるおそれがあるのではないか，

「中間指針」は，既存の不法行為損害論をベースにした
もので，自主的解決支援のためのガイドラインに過ぎ
ず，最小限度のものに過ぎないのではないかとも潮見氏
は指摘されました。
⑵ 報告２「慰謝料について」　　
　続いて，龍谷大学教授の若林三奈氏は，「中間指針」，
東電の主な自主賠償基準，前橋・千葉・福島の三判決に
ついて，認定損害額の判断の仕組み及び内容を分析した
結果を紹介されました。
⑶ 報告３「国の責任について」
　さらに続いて，名古屋大学大学院教授の下山憲治氏
は，上記三判決が，国の責任認定を異にした理由を分

析，紹介されました。下山氏は，前橋地裁判決につい
て，国の責任を，第二次的，補充的ではなく，東電と同
程度の重い責任を認めたことは積極的に評価しつつ，比
較的容易な結果回避手段を想定しているにもかかわら
ず，違法判断時が2008年と６年ほど遅くなっていること
に疑問を呈されました。
　また下山氏は，国の責任を否定した千葉地裁判決につ
いて，予見可能性の判断に当たっては予防の観点が重視
されているように見えるが，結果回避可能性の判断を見
ると，結局は，原子力規制において警察規制の観点が重
視されている側面があると批判されました。
　最後に，2002年の時点で国が規制権限を行使すべきで
あったとしながら，国の責任割合を東電の２分の１しか認
めなかった福島地裁判決について，行政への配慮（ない
し行政が決めたことへの敬譲）があると指摘されました。
⑷ 総合討論
　会場からは，首都圏訴訟弁護団の中川弁護士，京都訴
訟弁護団の田辺弁護士，福島浜通り訴訟弁護団の米倉弁
護士，原告，東京訴訟の原告団長，全国連絡会事務局
長，浪江町からの避難者が発言されました。浪江町の方
は，自己実現権，平穏生活権だけでは私たちの被害をカ
バーしきれないが，私たちはむつみあい，協力し合い，
歴史や文化を一体的に享受して生活してきた，単に自己
決定しているわけではない，私たちは，自然も含めてす
べてを奪われた，これをくみ上げて被害の実態を権利構
成してほしいと訴えられました。
⑸ 閉会挨拶
　最後に，日本環境会議理事長の淡路剛久教授は，時が
経つにつれ危機感が強まっている，年間被爆線量20ミリ
シーベルト（までは問題ないとの論調）や中間指針が行
きわたりつつあるが，ここに穴をあけ，勝ち取ったこと
をどう共有して行くか，裁判で通用させるために，どう
いうことをして行かなければならないかを考えていく必
要があると指摘し，シンポジウムを締めくくられました。
３　おわりに
　アンケートでは，「問題点がたくさん見えてきた」，

「参加者からのコメントも含め，多様な見方・考え方を
知ることができた」などの御意見をいただくことができ
ました。
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 公害対策・環境保全委員会大気・都市環境部会
2017年９月フランス調査報告

札幌弁護士会　菅澤紀生

１　視察の概要
　当委員会大気・都市環境部会は，2017年９月11日から15
日まで，フランスの西部にある公共交通が充実した中規模
都市ナント，その周辺の町村部であるバッツシュメールや
ゲランドを回り，南部プロバンス地方へ移動し，観光以外
の産業で活気を取り戻しつつある小さな村カドネなどを視
察しました。
２　視察の目的，経緯
　当部会は，2007年に静岡県浜松で行われた第50回日弁連
人権擁護大会シンポジウムで，持続可能な都市を実現する
ための法政策を提言しました。日本の都市政策は人口増加
に対処するための開発主導型であり，日照権，景観権といっ
た私権の侵害の問題や，学校，下水道などの地域のインフ
ラが未整備のままでのマンション開発ブームなどに対する
地方自治体の権能の問題，無秩序な郊外開発，中心市街地
の衰退などの問題を生み出してきました。ヨーロッパの制
度を参考に開発管理抑制型の提言をした2007年の時点では，
人口減少が具体的に視野に入ってきていたこともあり，都
市計画法の抜本的改正の機運が高まったかに見えました。
しかし，10年が経過した現在でも実現には至っていません。
問題はさらに具体化し，地方都市のシャッター街，郊外の
管理放棄マンション，空き家問題，公共交通の維持困難，
さらには自治体消滅まで危惧されるに至っています。
　当部会では，従前，ヨーロッパの中規模な都市を視察し
て，都市法制の在り方を探ってきましたが，日本の地方の
地域の衰退を目にしていると，都市部にだけ目を向けて議
論していても解決策は見出せない，イタリア，フランスな
どで美しい小さな村として注目されている地域はどうして
そんなに元気なのか，こうした地域の活力があってこそ中
規模都市の賑わいを支えているのではないか，と小さな地
方村落への興味が高まりました。
　そこで，フランス視察が企画されました。フランスの視
察行程は，「ストラスブールのまちづくり」で平成24年度土
木学会出版文化賞を受賞し，近著「フランスの地方都市に
はなぜシャッター通りがないのか：交通・商業・都市政策
を読み解く」が好評のヴァンソン藤井由実さんにコーディ
ネートを委託し，綿密なやりとりを行ったことで，大変充
実したものとなりました。
３　視察の成果（例示）
　ロワール川沿いの人口約60万人のナントは，17世紀，三
角貿易（奴隷貿易）で栄え，その後も造船業，港湾業の都
市でしたが，こうした産業は1987年に終焉しました。大量
の失業者が出ただけでなく，港湾業の中心地であった中州
である中ノ島は広大で，倉庫等が残された荒れた状態が続
きました。そのため，この地域の再開発は最も重要な課題
であったところ，1996年以降，再開発が進められ，それぞ
れの期間のチーフアーバンアーキテクトが地域のアイデン
ティティを重視した大規模再開発を主導し，成功させまし
た。中ノ島の再開発だけでなく，LRT（路面電車），BRT

（専用軌道を走るバス）など中心部の公共交通を充実させ，
歩いて暮らせる活気にあふれる都市となり，2015年にはフ
ランスで「最も住みたい都市」に選ばれました。

　同じような人口規模の日本の地方都市では，自家用車中
心のスプロール化した街をなんとかしようと，LRTの導入
などが議論されてきた都市が複数ありますが，なかなか実
現するに至っていません。ナントの再生は市長のリーダー
シップによるものでした。海外視察をするたびに，法制度
の違い以上に，政治の力の差を見せつけられることが多い
です。
　「ゲランドの塩」は，日本でも手に入るほど，ブランド化
されています。塩田での天日による伝統的な製塩手法は９
世紀から続くもので，味の違いはグルメでなくても明らか
です。工業的製塩による安価な塩に押され，1970年代には
衰退し，塩田を埋め立て，道路やリゾートマンション開発
などが進められようとしていました。この開発の反対運動，
伝統的製塩手法の保全を訴えてきたのが，環境保護者であ
り流れ者であった300戸の塩職人であり，それに卸業者等が
続きました。当初の開発反対だけの運動が，伝統的製塩手
法の文化的価値をアピールすることにも広がり，1996年に
は無形文化遺産と認定されるに至りました。
　弁護士業務開始とともに環境保全を訴えて17年，筆者と
しては，なかなか大きな変化や成果を実感することができ
ないで無力感にさいなまれることがありますが，バッツシュ
メール，ゲランドでのヒヤリングは非常に勇気付けられる
ものでした。
　プロバンス地方の山間部，リュベロン地方は，美しい小
さな村の宝庫です。観光用の情報誌にも多数取り上げられ
ています。しかし，我々が訪問したカドネが取り上げられ
ることはまずありません。村長もヒヤリングに参加してく
れて，大変歓迎を受けました。後に訪れたルールマランが
徹底した美観の保持がされ，何もかもが観光的で美しい村
であるのに対し，カドネは素朴な村です。しかし，観光化
されていない昔ながらのリュベロン地方の生活が再評価さ
れてきて，エクスアンプロバンスなどの近郊の都市からの
移住者が増えてきました。地域コミュニティ維持のポイン
トは学校であるとのことでした。
　カドネは観光化されていない生活者のための村なので，
日本の観光地のように狭い道に車がどんどん入ってきます。
このため，ゆっくり景色や雰囲気を味わえません。カドネ
でも順次，車の乗り入れ規制を行なっていくとのことでし
た。他の町と比べ，ダイエット器具の使用前，使用後のよ
うで，興味深い体験でした。それでも，プロバンスブーム
を巻き起こした作家ピーター・メイルが居心地の良さを感
じた姿はこのような素朴なものだったのでしょう。
　全体の行程を通じ，フランスの地域の個性，豊かさを実
感しました。日本も地方の時代と言われながら，依然とし
て東京一極集中が続いています。地域が失われることは，
人権の前提である生活の基盤がなくなることです。日本に
おいて，それぞれの地域の魅力を見つめ直し，経済活動に
結びつけるには，法制度の改変だけでは足りませんが，一
部を担っていることは間違いありません。今後，部会での
都市法制の議論も，常に地方，地域の経済活動に留意して
行っていくことになるでしょう。
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１　盛況に幕を閉じた第８回サマースクール
　2017年９月16日㈯午前９時25分から午後６時まで，弁
護士会館17階会議室にて，第８回環境法に関するサマー
スクールが開催されました。環境法に関するサマース
クールは，環境法分野に興味関心のある方（主に法科大
学院生や弁護士，企業の環境法分野担当者等）に環境法
に関する理解を深めてもらうことを目的とし，2010年か
ら毎年日弁連が主催しています。本年は，初めての試み
として京都・福岡県・愛知県の各弁護士会館をサテライ
ト会場とし，地方の各弁護士会館においても参加できる
よう環境を整え，東京の弁護士会館に出向くことが困難
な方にもより広く環境法の理解を深める機会を持ってい
ただけるよう工夫をしました。参加者はアンケートを回
収できた方だけでも54名にのぼり，その内訳は法科大学
院生及び同修了生が24名，弁護士が９名，その他が21名
と盛況でした。
　本稿では，本年のサマースクールで取り上げられた
テーマについてご紹介します。
２　本年の取扱テーマ
⑴ 講義①「温暖化対策に関する法と政策，行政実務」
　上智大学大学院地球環境学研究科准教授である岡﨑雄
太氏の講義では，地球温暖化による気候変動により生じ
る経済・安全・生命へのリスクを踏まえた上で，それら
のリスクを回避するために今日まで行われてきた国際的
取組及び国内における取組について詳細な説明がなされ
ました。岡﨑准教授ご自身が環境省に勤務された経験を
元に，行政が温暖化対策に取り組む際の苦労話も交えつ
つ，現状の温暖化対策ではおよそ地球温暖化を食い止め
ることはできないこと，温暖化対策は法整備面において
も政策面においても大きな変革を迫られていることを実
務的な観点からお話しいただきました。
⑵ 講義②「原発事故賠償訴訟の現状と課題」
　立命館大学法科大学院特任教授である吉村良一氏の講
義では，福島第一原発の事故により地域住民は放射線被
曝のみならず，住み慣れた地域からの避難を強いられ地
域コミュニティの生活基盤を失う等の甚大な被害を受け
ているとして，各地で提起されている原子力損害賠償法
及び不法行為法に基づく損害賠償請求訴訟につき，個別
の訴訟における請求及びこれに対する各裁判所の判断に
ついて解説がなされました。福島第一原発事故について
は，各地の判決の動向が注目されておりますが，本講義
においては原子力損害賠償紛争審査会の指針の法的な位
置づけ，損害の特質の捉え方，責任論と損害賠償算定の
関係性等の問題点について指摘がなされました。

⑶ 講義③④「環境法体系とその学び方」
　上智大学法科大学院教授である北村喜宣氏の講義で
は，主に法科大学院生に向けて，環境法を学ぶに当たり
押さえておかなければならない体系の学び方及び環境法
の基本的考え方を踏まえ，個別法を題材とした具体的な
設問の考え方についてまさに手取り足取りの授業が２コ
マにわたり行われました。環境法の学習環境が整った法
科大学院は決して多くはありませんので，司法試験の選
択科目として環境法を選択しようとしている多くの法科
大学院生にとって，環境法学習の道しるべとなる講義で
した。
⑷  講義⑤「環境問題を適切に解決するための国内法の

課題～オーフス条約から考える」
　大阪大学法学研究科法学・政治学専攻教授である大久
保教授の講義では，オーフス条約の内容と，オーフス条
約の各規定から見た日本国内法の現状の問題点につい
て，解説が行われました。
　まず，オーフス条約が，環境問題における情報へのア
クセス，意思決定への市民参加，及び司法へのアクセス
の３つのアクセス権を国際的に保障する条約であること
の説明が行われました。
　その上で，３つのアクセス権の日本での課題につい
て，情報アクセスについては事業者情報の公開が不十分
であること，市民参加については一般法がなく原子力分
野のように規定のない空白地帯があることや，早い段階
の参加が不十分であること，司法アクセスについては原
告適格に関する環境団体訴訟等の立法措置の必要がある
こと等の指摘が行われました。
３　むすびに
　本年のサマースクールは，５コマの講義を１日に凝縮
し充実した日程となっており，幅広い層の方に参加いた
だきました。来年度以降の実施方法については検討中で
すが，来年度以降も法科大学院生をはじめ環境法分野に
興味関心のある方に最先端の環境法の知識を提供すべく
活動していきます。
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