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た。その後，民進党が与党になって初めて本格的に脱原
発の計画が出され，第４原発の建設も中止し，電気事業
法の改正によって，2025年までの脱原発を法律に盛り込
んだとのことでした。現在台湾で営業運転中の原発は三
つありますが，それらの運転は延長さえしなければ全て
2025年で停止となります。建設中の第４原発について
は，建設を中止して運転させないようにするという宣言
もなされました。台湾での脱原発運動は10年ほど下火
だったようですが，福島原発事故の発生により再開され
るなど，台湾の脱原発運動にとって同事故の影響は非常
に大きなものであったとのことでした。
　２日目は，台湾の原発問題の専門家及び脱原発政策を
進める立法院（国会）議員等との会議を行い，また，エ
ネルギー政策の調整，原発の安全に関する主務官庁であ
る行政院原子能委員会の担当者との会議を行いました。
台湾では，電気事業法の改正は１年半前に民進党が選挙
の公約に掲げていたこともあり，現在の民進党政権の主
張の重要な柱であるとのことでした。ただ，原発廃止は
既存の電気事業者の利益を阻むものであり，実行に関し
ては多く困難があり，５年から10年というスパンを視野
に入れて台湾の人々が取り組まなければならないという
課題があるそうです。また，代替エネルギーの確保も大
きな課題で，再生エネルギーの促進法が2010年に成立し
ましたが，進展があまり見られず，電力不足とならない
ようにすることが重要であるとのことでした。

１　はじめに
　公害対策・環境保全委員会エネルギー・原子力部会で
は，2017年11月に脱原発政策に関する台湾とベトナムの
海外調査を実施しました。台湾では，2017年１月，2025
年までに原発の運転を全て停止するとの規定を盛り込ん
だ法律が成立しており，日本政府の原発輸出政策に応じ
ていたベトナムでは，2016年に，原発推進政策を撤回し
自然エネルギーの活用を進める方針に転換しました。こ
のような動向を調査するため，今回の海外視察をするこ
ととしました。
　調査日程は，前半は台湾，後半はベトナムでの視察と
いうスケジュールでした。今回の調査では，原発建設予
定地等の現地視察は行われませんでしたが，台湾，ベト
ナムそれぞれにおいて，現地の政府関係者と原発反対側
の関係者から事情を聴くことができました。
２　台湾調査
　台湾調査の１日目は，現地の事情に詳しい大学教授や
NGO関係者から脱原発に関する状況についてヒアリン
グを行いました。台湾では，昔から脱原発の動きがあ
り，2000年に環境基本法を制定したときには，既に政府
の責任として将来脱原発に向けての施策を計画すべきだ
という理念がありました。2011年の福島原発事故があ
り，全面的に原発政策の検討に入りましたが，当時の国
民党政府は第１原発の運転延長は止めるという決定はし
たものの，建設中の第４原発の建設は継続するとしまし
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立法院（国会）議員である黄偉哲氏との面会

３　ベトナム（ハノイ）調査
　ベトナム調査の１日目は，エネルギー問題全般に関し
活動しており，原発についても様々な活動を行っている
現地の環境NGOであるGreenIDのメンバーから，ベト
ナムにおけるNGOの活動状況，原発政策への関わり等
についてヒアリングをしました。本団体の設立は2011年
で，給与を支払っているスタッフが20名所属しているほ
か，パートナーとなる専門家も20名ほどいます。特に会
員制はとっておらず，団体として資金力がないため，活
動資金は，海外の組織からの援助や寄付に頼っているそ
うです。原子力分野においては，ドイツの組織と組んで
ベトナムの省庁や国会の専門委員会と共同で研究グルー
プを組織したり，ドイツへのスタディーツアーを行った
り，セミナーを開催したりと，様々な活動をしており，
最近ではベトナムの電力法改正に働きかけたほか，ベト
ナムにおける原子力へのチャレンジと代替エネルギーに
関する提案書も作成したとのことです。
　ベトナムでは原発問題がセンシティブな問題だったこ
ともあり，基本的には科学的根拠などを専門家や政治家
に説明するにとどまり，原発反対の姿勢をはっきりと見
せることはあまりなかったそうですが，2015年に政府が
二つの原発を作るために原子力法を改正しようとした
際，初めてGreenIDは原発反対を表明したとのことでし
た（結局，改正はなされませんでした。）。

環境NGOの担当者らとの面会

　２日目は，ベトナムにおける原発の管轄を行う商工省
（以下「MOIT」といいます。）に所属するエネルギー研
究所の職員からヒアリングを行いました。本研究所は，
原発についてメインコンサルティングの役割を果たして
おり，ベトナム電力に対してコンサルティングを行うほ
か，MOITに対してはエネルギー長期計画の助言などを
行っています。ベトナムでは2009年にニンテュアン第
１，第２原発設立計画が承認されていますが，本研究所
は，2000年から原発に関する研究を重ね，国会に対して

原発を承認するよう働きかけを行っていました。2016年
に政府により決定された原発推進政策撤回という方針に
ついては，原発政策の中止ではなく，一旦停止であり，
再開もあり得るものであると説明しました。
　原発政策の停止理由としては，①電力需要が以前に比
べて伸びておらず，最近は安定しているので，早期に原
発を必要とはしないこと，②再生可能エネルギーの発展
が見込まれること，③福島原発事故で安全性への疑問が
生じたこと，④同事故により，安全性のための設備対策
が必要となり費用がかさんだことが挙げられました。

ハノイにある商工省エネルギー研究所の担当者との面会

４　台湾とベトナムの違い
　台湾もベトナムも脱原発政策に転換しましたが，台湾
は法律レベルで脱原発政策を実現したのに対し，ベトナ
ムは，国会の決議にとどまり，場合によっては原発政策
の再開も有り得る状態でした。このように，台湾とベト
ナムでは，政治体制が違うということもあるかもしれま
せんが，どのレベルでの脱原発政策かという点において
大きな違いがあるといえます。また，そのような政策決
定に至る経緯，NGO等の位置付けも大きく異なるもの
でした。
５　今後の調査予定
　当部会では，本調査に引き続き，本年９月には韓国で
の調査も予定しています。韓国では，2017年６月に文在
寅大統領が脱原発を宣言し，建設中の新古里原発５，６
号機建設工事を一時停止し，原発政策に関し国民的な合
意形成を行うなど，台湾，ベトナムと異なる方針がとら
れています。一つの原発サイトに複数の原子炉が設置さ
れていること，新増設計画が多数あること，積極的な原
発輸出政策を有することなど，韓国と我が国の原子力を
めぐる状況は非常に似ています。ところが，昨年から今
年にかけて韓国の原発政策は大きく揺れ動いており，昨
年からの原発政策をめぐる状況は我が国と大きく異なり
ます。特に，公論化委員会という国民の意見を取りまと
める組織を設置するなど，政治主導で国民的合意形成に
至るプロセスについては，我が国においても大いに参考
になると考えられ，注目しているポイントです。
６　おわりに
　福島原発事故を経験した我が国はいまだに原発推進政
策を維持していますが，一昨年来の近隣アジア諸国にお
ける脱原発への政策転換は，当連合会が目指す原発のな
い社会の実現において極めて参考になるものであるた
め，今後も諸外国の原発政策に注目していきたいと思い
ます。
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�シンポジウム「今，農薬問題を考える」
香川県弁護士会　松戸佑樹

１　はじめに
　無農薬の野菜は高価である一方，農薬を使用せずに農
産物を育てることは困難で労力もかかるとのイメージが
ありますが，農薬の必要性や安全性について，十分に吟
味する必要があります。日弁連は，1980年代から農薬問
題に取り組み，近時では2017年12月に「ネオニコチノイ
ド系農薬の使用禁止に関する意見書」を公表したところ
であり，最新の知見や研究結果も踏まえ，改めて農薬問
題について考える場として，本年７月７日，弁護士会館
２階講堂「クレオ」で本シンポジウムを開催しました。
２　前半―基調講演・報告
⑴　�基調講演「ネオニコチノイド系農薬の子どもの脳発
達への影響」

　最初に，環境脳神経科学情報センター・医学博士の木
村-黒田純子氏により，科学的見地から基調講演が行われ
ました。具体的には，ネオニコチノイド系農薬の特徴とし
て，浸透性・残効性・神経毒性が挙げられ，水で洗って
も落ちず，危険であることや，日本国内で発達障害が急増
している原因は，遺伝要因ではなく環境要因であり，欧米
では農薬など環境化学物質が一因とされ対策が講じられ
ているが，日本では対策が遅れていること，ネオニコチノ
イドは，ニコチン性受容体に作用して脳のシナプス形成に
異常を来すおそれがあることなどが説明されました。
⑵　報告「日弁連意見書について」
　次に，当委員会委員の大倉英士会員（京都）から，

「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」
（2017年12月21日），「松くい虫被害対策特別措置法によ
る『特別防除』の廃止を求める意見書」（1992年２月）
及び「松枯れ対策としての農薬空中散布の廃止を求める
意見書」（1997年２月21日）の各内容について紹介があ
り，予防原則に従い，農薬の安全性が証明されるまでは
使用に慎重であるべき旨などが指摘されました。
⑶　報告「斑点米問題について」
　続いて，生き物共生農業をすすめる会の今野茂樹氏か
ら，米農家の現場の声が届けられました。具体的には，
日本では，１等米の基準（着色粒0.1％以下）が厳格に
過ぎ，これを達成するため農薬を多量に使用する農家が
多い実態にあること，カメムシにより変色した斑点米で
あっても，そもそも人体に害が無い上，斑点米のみを取
り除く色彩選別機が存在するため，敢えて農薬を使用す
る必要性は低いことなどが指摘されました。
３　後半―�パネルディスカッション�

「農薬の必要性と危険性」
　後半は，当委員会特別委嘱委員の橘高真佐美会員（東
京）をコーディネーターとして，木村-黒田純子氏，今野
茂樹氏のほか，長野県上田市の一般社団法人こどもの園
園長の田口操氏，当委員会委員の島田浩樹会員（第一東
京）及び同特別委嘱委員の中西良一会員（沖縄）をパネ
リストに迎え，パネルディスカッションが行われました。
なお，様々な意見を集約するため，農薬の効果や必要性
に関する意見をお持ちの行政の担当者にもパネルディス
カッションへの御登壇をお願いしていましたが，御都合
によりお越しいただくことができませんでした。
　まず，中西会員から，2018年５月に実施した長野県現
地調査の結果について，長野県千曲市から，農薬の空中

散布を中止した後も松くい虫被害の拡大は認められな
かったため，空中散布の効果に疑問がある旨の返答を得
たことなどが報告されました。
　次に，田口操氏から，上記こどもの園において，園児
が農薬の空中散布による健康被害を受けた事例として，
空中散布後に園児に鼻血や嘔吐等の症状が現れた事例
や，絵が大変上手だった園児が，空中散布後，人の顔の
形を上手く描けなくなり，病院で農薬中毒の治療を受け
て初めて，元のような絵を描けるようになったとの事例
が紹介されました。

【空中散布前に園児が描いた絵】

【空中散布後に園児が描いた絵】

　また，木村-黒田純子氏から，農薬が空中散布された
場合，肝臓の解毒作用を介さず，直接血中に農薬成分が
入るため，危険性が大きい旨，指摘されました。
　さらに，パネリストではありませんが，長野県松本市
で農薬の空中散布に反対する弁護団の団長を務めておら
れる山根二郎会員（長野県）が来場されており，空中散
布による健康被害は予見できており，松本市による空中
散布を断固として阻止すべきである旨などの御発言をい
ただきました。
　続いて島田会員から，農薬を必要とする一般的な見解
についても紹介がありました。
　上記見解に対しては，今野茂樹氏からは，色彩選別機
という農薬の代替手段があるため，農薬は必ずしも必要
ではない旨，また，木村-黒田純子氏からは，摂取許容
量を守れば健康への影響は出ないとの見解があるが，科
学的に証明されておらず，現に摂取者の尿から農薬が検
出されている以上は危険性を否定できない旨，指摘され
ました。
４　終わりに
　本シンポジウムは，約100名の来場者に恵まれ，改め
て農薬問題について考える機会として，大変有意義なも
のとなりました。
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�第５次エネルギー基本計画の課題�
—パリ協定と整合したエネルギー政策への転換に至らず—

京都弁護士会　浅岡美恵

１　第５次エネルギー基本計画を閣議決定
　本年７月３日，第５次エネルギー基本計画が閣議決定
されました。2015年12月に，産業革命前から２℃の気温
上昇に止めることを目的とし，今世紀後半の遅くない時
期までに脱化石を目指すパリ協定が採択され，2016年に
発効し，世界は脱炭素・再生可能エネルギーへの転換に
大きく舵を切りました。気候の異変もいよいよ現実化す
る中，日本も遅れてでありましたがパリ協定を締結した
ところでの３年ぶりの基本計画の改定の議論であったこ
とから，日本のエネルギー・気候変動政策の転換となる
か注目されました。
　日弁連は，今回の基本計画改定に当たって，本年６月
18日に，「パリ協定と整合するエネルギー政策の策定を求
める意見書」を提出しました。これまでにも気候変動・
エネルギー政策について多くの意見を表明してきました
が，今回はパリ協定を踏まえて，省エネルギーの一層の
推進，原子力依存からの脱却，脱火力（とりわけ脱石炭），
及び再生可能エネルギーの導入目標の引き上げと送電網
への接続強化，地域分散型電力需給システムの構築及び
計画策定プロセスの民主化を求めたものです。
　しかしながら，今次の計画でも，原子力と石炭を重要
なベースロード電源とする第４次計画がそのまま引き継
がれ，さらに2015年７月に経済産業省が決定した長期エ
ネルギー需給見通し（2030年の電源構成を原子力20～
22％，石炭26％，再エネ22～24％等とするエネルギー
ミックス）が計画に盛り込まれた上，その「確実な実現
に全力を挙げる」（３頁）ことが明記されました。2050
年に向けても議論されましたが，見通しの不確実性を理
由にエネルギー選択を先送りしました。化石燃料から再
生可能エネルギーへの転換には程遠い内容であり，メ
ディアからも，「めざす姿がずれている」（本年７月４日
朝日新聞社説）など，厳しい批判が寄せられています。
審議の場であった総合資源エネルギー調査会基本政策分
科会の委員18名の大半が，審議開始前から最終案と同様
の意見を表明しており，結論ありきの審議経過でした。
　その閣議決定直後，西日本全域が歴史的豪雨に見舞わ
れ，死者が200人を超え，多くの住民の生活基盤が破壊
されました。その後，全国的に40℃に迫る酷暑が続き，
気候変動のフェーズが変わっていることを実感させまし
た。まさに，世界の趨勢に遅れてきた日本のエネルギー
政策の転換の最後の機会でしたが，その機を見誤ったと
言うほかありません。
２　エネルギー基本計画とは
　エネルギー基本計画とは，京都議定書の発効の批准・
発効を前に，2002年に制定されたエネルギー政策基本法
で，概ね３年ごとに改定が義務付けられているもので
す。2003年に第１次が策定され，福島原発事故後の2014

年に第４次計画が策定されました。
　エネルギー政策基本法では，エネルギーの安定供給の
確保（第２条）と環境への適合（第３条），市場原理の
活用（第４条）を柱とし，化石燃料の効率的な利用の推
進も目標の一つです。そもそも，この法目的はパリ協定
が発効した今日，適切ではありません。
　さらに，環境への適合として，「太陽光，風力等の化
石燃料以外のエネルギーの利用への転換」が挙げられて
います。しかし，ここには原子力も含まれ，2009年に制
定されたエネルギー供給構造高度化法でも定義されてい
る「非化石エネルギー」とは，原子力と再生可能エネル
ギーをいいます。このように，原子力は環境・気候変動
に貢献するものと強調され，原子力への国民の理解を確
保することに重点が置かれてきました。
３　見えない脱石炭・再エネ拡大への意思
　脱化石に向けて，今，何よりも取り組むべきは，最も
CO2排出係数が大きい石炭の削減です。既存石炭火発は
100基以上，設備容量で4200万kWもある上に，福島原
発事故後，大小50基に及ぶ石炭火発新設計画が沸き起こ
り，既に8基（2332万ｋW）が稼働開始しました（これ
までに7基が計画を中止）。
　100万ｋW級の大型石炭火力建設計画にも，緩やかな
環境アセスメント手続き以外に規制がないのが実態で
す。こうした日本の実情に国内外から強い批判が集中し
ており，基本計画のパブコメ案に「ベースロード電源と
した石炭火力についても出力調整の必要性が高まる」と
の認識が書き加えられました。しかし，具体的施策はな
く，非効率石炭のフェードアウトに言及するのみで，高
効率化・次世代化火発の推進方針が維持されています。
　今次計画には，「再生可能エネルギーの主力電源化を
目指す」との記述が盛り込まれましたが，主要国の現在
の水準にも劣る割合（22～24％）を2030年目標として据
え置き，具体的な推進策はありません。原子力と石炭が
ベースロード電源とされており，変動性再再生可能エネ
ルギー（太陽光・風力）の系統への接続は制限されたま
まです。2050年に向けては「経済的に自立し脱炭素化し
た主力電源を目指す」（99頁）という新たなハードルも
設定されました。
４　パリ協定時代のエネルギー政策基本法へ
　日本の温室効果ガスの92％が二酸化炭素であり，その
約93％がエネルギー起源であることから，経済産業省が
策定するエネルギーミックス等はパリ協定の下での日本
の温室効果ガスの削減目標に直結します。このままで
は，パリ協定で求められている2030年削減目標（2013年
比26％削減）の引き上げや長期低排出発展戦略の中身も
期待できません。パリ協定時代と整合する「エネルギー
基本法の目的の見直し」が問われています。
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１　調査の目的
　近年，日本を訪れる外国人観光客が急増していること
に伴い，これらの観光客を見込んだ観光開発の動きが活
発化しています。特に沖縄県では中国などからの観光客
の激増を受けて，石垣島や西表島にも開発の動きが広
がってきています。
　今回，世界最大規模のアオサンゴ群落のある石垣島白
保地区にリゾート開発計画が存在することが明らかに
なったことから，自然保護部会の委員にて2018年５月12
日から同15日にかけて，リゾート開発と環境保全の問題
についての石垣島及び西表島等の現地調査を行いまし
た。
２　西表島調査
　５月12日の午後，西表島の最西端の集落である船浮に
到着しました。船浮集落は人口が45名ほどの小さな集落
で，集落内に「イリオモテヤマネコ発見捕獲の地」とい
う碑が建っています。西表島はイリオモテヤマネコの外
にもアカショウビンやオカヤドカリなど貴重な動植物が
生息している自然豊かな島です。
　集落西の山道を10分程度抜けると「イダの浜」という
人の手の入っていない美しい砂浜に出ますが，このよう
な美しい砂浜にも観光開発の手は及んできています。
2008年に浜周辺の土地約16ヘクタールがリゾート施設を
経営する民間企業によって買い占められたのです。2017
年には船浮地区に80室を整備するホテル建設予定との広
告記事が経済紙面に掲載されたこともありました。現時
点でこの近辺に大規模ホテルが建設される気配は見受け
られませんでしたが，浜に続く森の一部が切り開かれて
カヤックや更衣用の簡易なテントやシャワー施設，休憩
施設が設けられた場所が作られていました。今後，この
場所がどのように利用されていくのか注目すべきところ
と思われます。
３　石垣島調査
　５月13日の午前中に西表島から石垣島に移動し，同日
午後には石垣島白保地区のサンゴ礁の調査を行いまし
た。石垣島と西表島の間には国内最大のサンゴ礁海域で
ある「石西礁湖」が広がっていますが（ちなみに石西礁
湖のサンゴの多様性はグレートバリアリーフを凌ぐと言
われています。），石垣島白保地区の礁湖内にもサンゴ礁
が発達しており，特にアオサンゴ群落は世界でも有数の
規模です。礁湖は深いところでも海底まで太陽光が届く
程度で水深３～４メートル程度だと思われます。
　礁湖の現況を調査するため，地元の方にボート２艘を

出してもらいシュノーケリングを行いました。海底には
アオサンゴやハマサンゴなどの群落が至るところに見ら
れ，サンゴの隙間には熱帯魚が群生している大変美しい
風景でした。
　しかし，このように世界的にも貴重で美しい礁湖であ
るにもかかわらず，かつては石垣新空港の建設予定地と
され，埋立てが計画された過去があります。自然保護団
体や地元住民などの強い反対で埋立ては回避され石垣新
空港は陸上に建設されましたが，この結果，白保地区は
空港近くのリゾートホテルの適地となりました。
　2017年にはこの貴重なサンゴ礁に近接した地域におい
てリゾートホテル開発計画が存在することが明らかとな
りました。計画では礁湖に近接した場所の約３万9000㎡
の土地に200室以上の部屋を有するホテルを建て，年間
10万人の利用者を見込んでいるとのことです。
　このリゾートホテル建設計画の最も大きな問題は周辺
に公共下水道がないためホテルから出る排水を浄化槽処
理後に地下浸透させる計画となっていることです。
　浄化槽処理後の排水は浄化槽法による基準を満たして
いるとしても，サンゴが健全に生育する海は貧栄養の海
であることから，処理後の排水にはサンゴが健全に生育
する水質の何倍もの窒素やリンが含まれることになりま
す。このようにホテルから出た排水が礁湖を富栄養化
し，サンゴに悪影響を及ぼすことが強く懸念されます。
白保地区の礁湖は現在再び開発の危機にさらされている
といえます。
４　西表島と石垣島の将来
　2017年の沖縄県の観光客は同年のハワイの観光客を上
回ったことが報道されており，観光客は増加の一途を
辿っています。
　このような状況の中で観光開発の圧力はますます強く
なっていくものと考えられますが，他方で島嶼地域の自
然生態系は閉鎖的な世界の中で独自に発展してきた貴重
なもので保全の必要性が高く，またこのような自然，多
様性に富んだ生態系が重要な観光資源となっている事実
もあります。観光開発と環境保全の問題は今後更に大き
な問題となっていくことが予想されます。
　そこで，自然保護部会では今回の調査を踏まえて，石
垣島で観光開発と環境保全についての問題を考えるシン
ポジウムを行うことを企画しています。また今後も島嶼
部の開発と環境保全の問題について更なる取組を行って
いきたいと考えています。

イダの浜 ハマサンゴ

�石垣島・西表島現地調査報告
鹿児島県弁護士会　岩本　研
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�原発被曝廃棄物に関する中間貯蔵や最終処分などの現状調査
岩手弁護士会　小保内義和

１　はじめに
　廃棄物部会では，福島第一原発から放出された放射性
物質に被曝したため特別の処理を要する廃棄物のうち，
放射能濃度（ベクレル数）の高いものに対する現在の処
理などの実情を確認するため，本年６月17日・18日に，
福島県双葉町など原発の周辺地域への調査を行いまし
た。具体的には，①中間貯蔵施設の予定地等，②特定廃
棄物（8000～10万ベクレルの焼却灰等）の埋立処分施設

（福島エコテック），③除染土壌の再生利用実証実験施設
の３箇所を視察し，関係者の聴取を行いました。
２　中間貯蔵施設の敷地等の視察など
　中間貯蔵施設は，双葉・大熊町のうち第一原発を取り
囲む総面積1600ヘクタールもの広大な土地に予定され，
大半が民有地のため国は2015年頃から買収などの交渉を
行っています。
　双葉町役場担当者の引率で常磐富岡ICから国道６号を
北上し双葉町に向かい，最初に役場屋上に赴き，事故直
後の対応やその後の経過などの説明を受けました。
　そして，中間貯蔵施設の予定地となっている役場近く
のエリア（現在はまだ民家や神社などが点在），既に民
家などが解体され山林の合間に分別・保管等の施設が建
設されているエリア，津波被害を強く受けた海岸地帯，
原発敷地に接するエリア，町の中心市街地（ゴーストタ
ウン状態）なども見せていただきました。
　先祖代々の土地を手放せぬとして強く拒否する方々を
除き，大半の住民はやむなく用地売却に応じているそう
ですが，最近まで，そこには穏やかな里山の光景があっ
たはずで，相応の補償がなされるとしても，谷中村やダ
ムに沈められた村々などを見ているような印象が否めま
せんでした。
　担当者は現在の役場や町民などが直面する様々な課題
を説明しつつ，「この状況は自分達が望んだことではな
い，でも，他の人々に迷惑をかけたくないと思って犠牲
を引き受けている，その点は全国の人々に知って欲しい。
それが一番言いたいことです」と強く述べていました。
３　福島エコテックの視察など
　福島エコテックは，8000ベクレルから10万ベクレルまで
の廃棄物（高濃度焼却灰など）の埋立てのため国が既存
の産業廃棄物最終処分場を買収（国有化）して設置した
施設であり，埋立可能容量は65万㎥，見通しでは，高濃度
廃棄物やその他の被災廃棄物の埋立てに６年ほど，その
他の廃棄物（双葉郡８町村の一般廃棄物の焼却灰等）の
埋立てに10年ほど使用することを想定しているそうです。
　高濃度廃棄物は，事前に大型収納容器に封入しベクレ
ル数を測定した上で搬入し，通常の管理型処分場よりも
汚染リスクの防止を強化して埋立てを行っており，例え
ば，溶出しやすい飛灰は事前にセメント固型化し，埋設
廃棄物の下部や中間層に土壌層を敷設しセシウム吸着を
図るなどの措置が講じられているとのことです。

　当日はひっきりなしにダンプが出入りし多数の大型ク
レーンにより盛んに埋立てが行われていました。「地域の
理解を得るためにも一般の見学を広く受け入れる準備を
している」とのことでしたが，入口付近には「原発に隣
接しない楢葉町に処分場を設けるのは反対だ」などと書
かれた反対派住民の看板も設置されていました。
４　土壌再生利用実験施設の視察など
　環境省は，除染作業を通じて除去された膨大な量の土
壌（最大約2200万㎥と推定）について，汚染廃棄物の最
終処分量を低減させるなどの目的で適切な態様での再生
利用の促進を企図しており，まずは道路の盛土材や防潮
堤などの構造基盤としての活用を実現するため，南相馬
市内に安全性調査の実証実験施設を設けています。
　実験は最終段階に入っており，対象資材たる土壌（１
㎏あたり771ベクレル）の浸出水の放射能濃度が採取開
始から現在まで全て検出下限値未満なので，安全性が実
証されたのではないかとの説明がありました。
　再生利用については現在も様々な議論が続いており，
今後も注視していく必要があることは間違いありません。
５　双葉町役場での聴取など
　最後にいわき市の双葉町役場事務所にて役場職員の
方々と面談し，中間貯蔵施設の受入れの経緯や用地取得
に関する役場側の対応などについて説明を受けました。
　役場の方々は，将来，廃炉後に汚染廃棄物によるリス
クだけが現地に残る事態を危惧しており，今後も国や東
電などとの折衝に取り組んでいくとともに，多くの方の
支援をお願いしたいと述べていました。
６　最後に
　原発が作り出した膨大な電力の主な受益者は大都市の
住民や企業群などであり，地元住民ではありません。同
時に，膨大な電力の生産と都市部での電力の浪費は，大
量廃棄社会の震源地（最上流部）と言うべきもので，廃
棄や浪費を減らすには循環利用もさることながら必要以
上の電力は最初から作らないなどの姿勢が求められると
思います。地元住民に犠牲を強いる社会を繰り返さない
よう，皆さんの更なるご尽力が求められているのではな
いでしょうか。

福島エコテック前
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�シンポジウム「核燃料サイクル問題を考える～私たち
は原発，再処理・プルトニウムとどう向き合うのか～」

函館弁護士会　兼平　史

１　はじめに
　日本の核燃料サイクル政策の中核施設である福井県敦
賀市の高速増殖炉「もんじゅ」が正式に廃炉となった今
日，核燃料サイクル政策及び原子力政策は重大な岐路に
立っています。
　日本は，核兵器保有国以外で唯一，プルトニウムを取
り出す再処理が認められておりますが，その根拠となる
日米原子力協定は本年７月に期限を迎えるはずでした。
結果として同協定は自動延長となりましたが，この時期
が政治的にも社会的にも核燃料サイクルをめぐる議論を
避けては通れない重要な時期となると考え，日弁連は，
本年４月19日に，「核燃料サイクル問題を考える～私た
ちは原発，再処理・プルトニウムとどう向き合うのか
～」と題してシンポジウムを行いました。
２　基調報告
　基調報告では，まず初めに，長崎大学核兵器廃絶研究
センター長教授であり，前内閣府原子力委員会委員長代
理の鈴木達治郎氏より，「核燃料サイクルの現状と課題」
と題して，増え続ける原発由来のプルトニウム，再処理
の不経済性，再処理による放射性廃棄物の増加，再処理
に伴う被ばくリスクその他の技術的諸問題など，核燃料
サイクルをめぐる現状と課題について，御報告いただき
ました。
　続いて，Green Earth Institute 株式会社の代表取締
役であり，元国家戦略室企画調整官の伊原智人氏より，

「核燃料サイクル政策の経過と課題」と題して，軽水炉
サイクルの問題点や推進側の根拠とそれに対する批判，
また，東日本大震災後の革新的エネルギー・環境戦略の
内容について，御報告いただきました。
　さらに，当委員会委員の浅石紘爾会員（青森県）よ
り，操業開始の見通しが立っていない六ヶ所再処理工場
の現状と廃止への課題について，青森の立地地域の抱え
る課題も踏まえて御報告いただきました。
　基調報告からは，工学的にも，経済的にも，もはや核
燃料サイクルは行き詰まっていることが明白に分かりま
した，それにもかかわらず，政府はいまだ核燃料サイク
ル政策を推進する立場を変えておらず，2014年のエネル
ギー基本計画においては「核燃料サイクルについて…再
処理やプルサーマルを推進する」と述べています。
３　パネルディスカッション
　後半は，当委員会委員の海渡雄一会員（第二東京）並
びに筆者をコーディネーターとして，前半報告いただい
た鈴木氏，伊原氏，浅石会員をパネリストに，パネル
ディスカッションを行いました。ここでは，現状を変え

られない原因は一体何であるのかについて，議論を繰り
広げました。
　各々の報告者からは，「巨大プロジェクトは絶対に失
敗しないようにするという大組織の慣性（モメンタム）」，

「独立のチェック機関が存在しないこと」，「核燃料サイ
クルを止める主体は国か電力会社のいずれかであるが，
いずれも相手に責任を擦り付け合うのみで自ら決断をす
ることを回避していること」，「日本原燃株式会社が青森
県及び六ヶ所村と交わした覚書（再処理事業の確実な実
施が著しく困難となった場合には，青森県，六ヶ所村，
及び日本原燃株式会社が協議の上，日本原燃株式会社
は，使用済み核燃料の施設外への搬出を含め，速やかに
必要かつ適切な措置を講ずるものとする）との関係で，
核燃料サイクルを廃止すれば必然的に青森県から使用済
み核燃料の県外搬出を強く求められること」等の意見が
出ました。
　以上を踏まえた上で，それではいったいどのようにす
れば，核燃料サイクルから撤退できるのか，核燃料サイ
クル政策の見直しのための具体的な方法や提案について
議論し，「（核燃料サイクル政策を）止めることは押し付
け合いをせずに決断をすれば出来ることであり，止める
時期を具体的に（例えば「３年後」等と）決めた上で，
国が責任を持って止めた時に生じる諸問題（最終処分の
方法や場所等）に対する解を出していくべきである」，

「『言い出しっぺが損をしない仕組み作り』をすること，
選挙の際に原発や核燃料サイクル，放射性廃棄物の最終
処分について国民的議論を尽くして，民主主義と市場原
理の過程で止める決断をしていくこと」，「青森を高レベ
ル放射性廃棄物の最終処分場にすることだけは絶対にさ
せないという約束が守られなければ県政は維持できな
い，その上で青森が原子力マネー依存症から脱却できる
ための環境整備として，雇用確保の法制度化や廃炉・核
燃料サイクル廃止ビジネスの活用をしてくべきである」
等の意見が出ました。
　また，逢坂誠二衆議院議員，柿沢未途衆議院議員，福
島みずほ参議院議員にも御来場いただき，核燃料サイク
ルをめぐる国会での議論の状況等についてコメントをい
ただきました。
４　おわりに
本シンポジウムを通じて，核燃料サイクルは工学的・技
術的にも，経済的にも実現可能性がない政策であり，廃
止を決断した上で，廃止に向けた方策に関する議論を尽
くしていくことが重要であることを，改めてお伝えする
ことができたと思います。
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　日弁連は，2018年７月12日付けで「原子力発電所の火
山影響評価ガイド」（以下「火山ガイド」といいます。）
に基づく原子力発電所の適合性審査について意見を取り
まとめ，８月９日付けで原子力規制委員会委員長，原子
力規制庁長官，東京電力ホールディングス株式会社取締
役会長，関西電力株式会社取締役社長，九州電力株式会
社代表取締役会長及び社長執行役員，四国電力株式会社
取締役会長宛てに提出しました。
　原子力規制委員会は，2013年，原子炉等の設計を審査
するための新しい基準として「実用発電用原子炉に係る
新規制基準について」（以下「新規制基準」といいます。）
を作成しました。火山ガイドは，新規制基準を踏まえた
具体的基準として事実上極めて重要な基準です。
　新規制基準は，本来，福島原発事故の深刻な被害を受
け，同事故の反省を踏まえて作成されるべきものでした
が，新規制基準においても抜本的な改正はなされず，例
えば，いわゆるシビアアクシデント（過酷事故）等の対
策が不十分な点など，その多くの問題が不十分ないし未
解決なままでした。そこで日弁連は，2013年に広島市で
開催された第53回人権擁護大会や，2016年に旭川市で開
催された第67回定期総会等において，国に対し，原子力
発電所の運転を認めず，できる限り速やかに全て廃止す
ること等を内容とした決議を採択してきました。
　火山ガイドには，以下のとおり重大な問題がありま
す。
　火山ガイドは，火山影響評価を，立地評価と影響評価
の２段階で行うこととしており，このうち立地評価は原
子力発電所の立地が不適か否かを判断する手順です。こ
の立地評価においては，原子力発電所の運用期間中にお
いて設計対応が不可能な火山事象（典型的には火砕流）
を伴う火山活動の可能性を評価しますが，設計対応不可
能な火山事象が過去に当該原子力発電所に到達したと考
えられる火山であっても，活動可能性や到達可能性が十
分小さいと判断できる場合には直ちに立地不適とはせ
ず，運用期間中にモニタリングを行い，火山活動の兆候
を把握した場合には，必要な判断・対応を行うこととさ
れています。そうすると，火山ガイドは，設計対応不可
能な火山事象を伴う火山活動がいつどのくらいの規模で
発生するのかを，対応が可能なほど前の時点で予測でき
ることを前提に策定され，また，モニタリングによって
大規模噴火の兆候を適切に把握できることを前提に策定
されていることになります。
　しかしながら，現在の火山学における科学的技術的知
見では，地球物理学的及び地球化学的調査等によって，
原発の運用期間中に，検討対象火山が噴火する可能性や
その時期及び規模を的確に予測することは困難とされて

います。藤井敏嗣・火山噴火予知連絡会元会長をはじめ
とする多くの火山学者がそのように指摘しているのはも
とより，2015年度第25回原子力規制委員会（同年８月26
日開催）においても，同趣旨の提言取りまとめが承認さ
れています。
　このような状況を受け，司法においても，火山ガイド
が不合理であることや，噴火の時期及び規模を的確に予
測することが困難であることを指摘する判断が相次いで
います。代表的なものが，火山の危険性を理由に伊方原
発の運転差止仮処分を命じた2017年12月13日広島高裁決
定です。その他の司法判断においても，結論としては住
民の訴えを退けつつも，火山ガイドは不合理であるとし
た複数の決定が出ています（例えば2016年４月６日福岡
高裁宮崎支部決定）。
　それにもかかわらず，原子力規制委員会は，この不合
理性を改めることもせず漫然と審査を継続し，かえっ
て，不合理さを徹底するかのような考え方を示しまし
た。それが，原子力規制庁が平成29年度原子力規制委員
会第69回会議において示した，「原子力発電所の火山影
響評価ガイドにおける『設計対応不可能な火山事象の評
価』に関する基本的な考え方」（以下「基本的考え方」
といいます。）です。その内容は，巨大噴火によるリス
クが社会通念上容認される水準であるという，何ら合理
的な根拠のない断定を前提として，巨大噴火が差し迫っ
た状態ではなく，かつ，原発の運用期間中に巨大噴火が
発生するという具体的根拠があるといえない場合には，

「巨大噴火の可能性が十分に小さい」と判断できるとい
うものです。これは，「巨大噴火」と「巨大噴火以外の
火山活動」とを区別し，前者について全く火山ガイドに
記載されていない特殊な判断を行って安易にその活動可
能性を無視する内容であり，また，国際的な基準と比較
しても，火山のリスクをあまりにも軽視するものといわ
ざるを得ません。
　このように，火山ガイドの内容が少なくとも立地評価
の点で不合理であること等が明らかになっており，この
ような基準や審査に基づく設置変更許可により，電力事
業者が原子力発電所の稼働を続ける場合には，周辺住民
だけでなく極めて広範囲にわたる住民の生命，身体，財
産及び環境に対して，深刻で回復不能な被害が生じる危
険性があります。
　そこで日弁連は，国（原子力規制委員会）に対し，火
山ガイドに基づく審査を直ちに中止し，これまでした火
山ガイドに基づく許可を取り消すことを求めるととも
に，電力事業者に対し，既に適合性審査・判断がなさ
れ，現在稼働している原子力発電所について，その稼
働・運転を即時に中止すべきことを求めました。

�「原子力発電所の火山影響評価ガイド」に基づく
原子力発電所の適合性審査に関する意見書の提出

福井弁護士会　笠原一浩


