
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
司法は気候変動の被害を救えるか 
～科学からの警告と司法の責任～ 

―報告書― 

日時：２０２０年２月１４日（金）午後５時３０分～午後８時 

場所：弁護士会館１７階１７０１ＡＢＣ会議室 

主催：日本弁護士連合会 

※本報告書は，シンポジウムにおける報告者及び各パネリストの発言内容をまとめたも

のであり，当連合会の公式な見解ではありません。 
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司会 定刻になりましたので，日本弁護士連合会主催のシンポジウム「司法は気候変動の被害を

救えるか～科学からの警告と司法の責任～」を開催いたします。 

 本日は，お忙しい中，シンポジウムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日

の司会進行は，日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員の中島が務めさせていただきます。

最後までどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは，最初に主催者を代表して日本弁護士連合会副会長の難波幸一より開会の挨拶を申し

上げます。 

 

Ⅰ 開会挨拶                                                           

難波 幸一（日本弁護士連合会副会長） 

 

難波 本日は，お忙しい中，シンポジウム「司法は気候変動の被害を救えるか～科学からの警告

と司法の責任～」にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 

 また，大阪大学の大久保規子先生には，講評そのためにわざわざおいでいただきまして，心か

ら御礼申し上げる次第です。 

 昨年は，日本でもあちらこちらで台風の被害が続発した年でありました。また，日本だけでは

なく，世界的にも大規模な異常気象等が頻発している状況でございます。 

 これらの被害が地球温暖化とどのような関係があるのかということにつきましては，いろいろ

と議論もされているところではありますが，このような気候変動問題に対する関心が集まってい

るところであります。 

 市民の中にはいろいろな運動を展開している方もいらっしゃいますし，市民が司法の場で気候

変動対策の強化を求める訴訟が多く提起されております。 

 そのような中で，オランダでは，昨年，政府に温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比 25％を

削減する義務があることを認めた最高裁判決も出されています。 

 本日のシンポジウムでは，このような中で提起されている国内あるいは海外での気候変動訴訟

を基に気候災害の拡大防止あるいは被害救済のために法律あるいは司法がなすべきことは何なの

かについて考えてまいりたいと思います。どうかこの後のシンポジウムで充実した討議ができる

ことを祈念いたしまして開会の挨拶とさせていただきます。本日は，よろしくお願いいたします。 
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司会 それでは，最初に，日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員であります浅岡美恵弁

護士より「温暖化被害の拡大防止に向けた科学と国際政治，司法の動き」について，昨年 12 月

20 日に出たばかりのオランダ最高裁で下された判決を例に報告させていただきます。 

 それでは，浅岡さん，よろしくお願いいたします。 

 

Ⅱ 報告「危険な気候変動を防止するために 世界で増す司法の役割」                                                               

浅岡 美恵（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

 

浅岡 最初に，これまでの気候変動の状況，それに対する国連及びその他セクターの動きを御紹

介し，次に 2019 年 12 月のオランダでの最高裁判決について御報告したいと思います。短い時間

で駆け足になりますが，御容赦いただきたいと思います。 

 

気候変動とその影響 

 気候変動の今日の深刻な状況については，御案内のところと思います。危険な気候変動の影響

の特徴として，ゆっくりと，しかし確実に進行する大気や海水の温度上昇，氷河の融解等の事象

と，時間雨量 100mm を超えるようなすさまじい豪雨や高潮，熱波等の極端な気象現象と呼ばれて

いる現象が激化し，頻度を増しています。これらによる人の生命，健康，財産上の損害額も大変

大きくなっています。2018 年には，７月の西日本豪雨，７～８月の異常高温，９月の台風 21 号

等の巨大な自然災害が西日本を中心に相次いだことは，いまだ記憶に新しいところです。2019 年

も台風が相次ぎ，東日本各地で河川が同時多発的に氾濫する等，大変な気候災害に見舞われまし

た。熱中症の救急搬送者･死亡者も大変多くなっております。 

ドイツの環境ＮＧＯジャーマンウォッチが毎年，グローバル気候リスク指数（ＣＲＩ指標1）と

いう気候変動の影響を図る指標によって世界の国や地域の被害を評価していますが，2018 年は日

本が第２位のフィリピンを大きく引き離して第１位，ドイツも第３位でした。先進国の被害は経

済的にも甚大になっていることが分かります。 

 

ＩＰＣＣ評価報告書とパリ協定の採択 

 1990 年代以降これまでに，ＩＰＣＣ2から５次にわたって気候変動に関する科学の知見を取り

まとめた評価報告書が公表されてきました。 

 ＩＰＣＣ等の科学からの警告を受け止めた国際政治の下で，1990 年に気候変動枠組条約が採択

され，1997 年に京都議定書が，そして 2015 年にパリ協定が採択されました。こうした国際交渉

は順調に進んだわけではなく，2001 年にアメリカが京都議定書から離脱し，2009 年のコペンハー

ゲン会議（ＣＯＰ１５）の失敗等，幾多の困難を乗り越えてパリ協定に至りました。その背景と

                             
1 CRI score＝気候関連災害による死亡者数順位/６＋人口当たり死亡者数順位/３＋損失額順位/６＋GDP 当たり
損失率順位／ 
2 気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）のこと。人為起源による気候
変化，影響，適応及び緩和方策に関し，科学的，技術的，社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目
的として，1988 年に世界気象機関（ＷＨＯ）と国連環境計画 （ＵＮＥＰ）により設立された組織である。（気象
庁ＨＰより） 
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して大きいのは，気候変動の進行と深刻化と再生可能エネルギーの拡大とコスト低下があります。

世界の経済社会の変化と気候変動科学とが相互に影響し合って今日に至っています。 

この過程で，2000 年頃以降，温暖化は避けがたい状況にあるとの認識の下で，どのレベルで温

暖化を止めるべきかが焦点となってきました。地球規模での気温の上昇による悪影響の広がりや

深刻さから，2000 年代中頃には，世界平均気温の上昇を産業革命前から２℃未満にとどめる必要

があること（ＣＯ２濃度上昇を 450ppm にとどめる。）が国際社会の共通認識となっていました。

ＩＰＣＣ第４次評価報告書では，２℃目標の実現には，2050 年には世界で排出量を半減させ，先

進国は 2020 年には 1990 年比 25～40％削減，2050 年には同年比 80～95％削減が必要とされまし

た。途上国にとってこの削減要請は受け入れが難しかったことから，コペンハーゲンで合意に至

りませんでした。しかし，その後の極端な気象現象の頻発による甚大な被害など気候変動の影響

が既に現実のものとなり，特に島しょ国など既に影響が深刻な国から，２℃では不十分で，1.5℃

（ＣＯ２濃度では 430ppm）を目指すべきとの声が高まりました。第５次評価報告書では 1.5℃上

昇の影響が十分に重大であることが指摘され，平均気温の上昇は産業革命以降の世界のＣＯ２の

累積排出量とほぼ正の比例関係にあること，２℃の気温上昇にとどめる残りは現在の世界の排出

量の 30 年分弱であること

が明らかになっています。

こうした科学の警告を受け

止め，パリ協定では２℃を

十分に下回り，1.5℃にとど

めることにも努力すること

を目的とし，そのために 21

世紀後半のできるだけ早い

時期にＣＯ２の排出を実質

ゼロとすることが盛り込ま

れました。低炭素ではなく，

脱炭素の経済社会に世界全

体で向かうこととしたので

す。 

 

1.5℃・２℃目標の実現へのトランスフォーメーション 

パリ協定の目指すところの実現には，これまでの化石燃料をエネルギー源として経済を拡大さ

せてきた 20 世紀型の経済社会構造を地球規模で根本から転換することが必要で，これはトランス

フォーメーションと呼ばれています。正に大変革を，今後，20～30 年の間に成し遂げなければ，

グレタ・トゥーンベリさんの声に代表される子どもたちの未来を奪ってしまいかねないところま

で来ています。 

そこで，誰がいつまでに，どれだけ，どのように削減するのかについて，国連を主たる舞台と
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して交渉が進められてきたわけであります。この十年来，ＵＮＥＰ3は毎年，温度目標を実現する

ために必要な削減量と，各国が提出している削減目標を足し合わせたものを比較しまして，どれ

だけ足りないかという報告書を公表しています。これは「排出量ギャップレポート（エミッショ

ン・ギャップ・レポート）」と呼ばれております。パリ協定はトランプ政権の誕生，その後のパリ

協定からの離脱宣言にもかかわらず，2016 年に発効しましたが，その後もこのギャップは一向に

埋まらず，現状での各国の取組では２℃目標の道筋にも全く足りないこと，しかも，今後の 10

年間の取組が将来を左右することが，科学から指摘されています。とりわけＩＰＣＣから 2018

年に 1.5℃特別報告書が，2019 年には海洋・雪氷圏特別報告書が出され，むしろ，1.5℃でも深刻

な影響が地球規模で生じることが明らかになっています。自然災害も激甚化しており，グテ―レ

ス国連事務総長は各国に，2030 年の削減目標の引上げと石炭火力発電所からの早期脱却を強く要

請しています。 

 

気候変動対応への市民・ＮＧＯの参加 

 このような国際的な動きに対して，世界の市民たちもいろいろな形で参加してきました。日本

                             
3 国連環境計画のこと。1972 年に設立され，各国の政府と国民が将来の世代の生活の質を損なうことなく自らの
生活の質を改善できるように，環境の保全に指導的役割を果たし，かつパートナーシップを奨励する。環境分野
における国連の主要な機関として，地球規模の環境課題を設定し，政策立案者を支援し，国連システム内にあっ
て持続可能な開発の取組の中で環境に関連した活動を進め，グローバルな環境保全の権威ある唱道者としての役
割を果たす。（国連広報センターＨＰより） 
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からも，私も気候ネットワークとして毎年のＣＯＰ（気候変動枠組条約締約国会議）やその準備

会合にもオブザーバーとして参加してきましたし，国内では，いくつかのＮＧＯが連携して国や

自治体に対して温暖化対策の強化のための提言や大規模排出企業の削減対策や投資行動の転換を

求める活動をしているＮＧＯもあります。こうした活動の原点となっているのはＩＰＣＣなどの

科学の知見であり，温暖化の現状と将来予測，対策の必要性などを市民の目線で伝える努力をし

てきました。 

さらに，直近の 10 年を見ますと，市民やＮＧＯが原告となり，世界で気候変動対策の強化その

ものを争点とした訴訟を提起する動きが出てきました。その流れにも後押しされて，日本でも石

炭火力発電所の新設差止訴訟が提起されました。今，なぜ，気候変動問題が司法の場に持ち込ま

れているのか，どう闘われているのかというところが本日のシンポジウムでのテーマであります。 

 このように，気候変動への対応は，国家間の国連交渉だけでなく，市民，自治体，企業などの

セクターの動きが相互に絡み合って大きな動きになり，そこに立法機関や行政の役割だけでなく，

司法もそのような側面もあるかと思います。 

 

世界の気候変動訴訟とその背景 

 これは，コロンビア大学などが取

りまとめている世界の気候変動に係

る訴訟を経年的に示したものです。

スケールは，概ね合わせてあります

ので，アメリカではいかに訴訟が多

いかが分かります。発電所など許認

可に係る事業が多いことから，企業

や自治体が提起した訴訟も多くあり

ますが，ＮＧОや個人が原告になっ

た訴訟がかなり前からあり，増えて

いることが分かります。ここには日

本は入っておりません。 

アメリカは，なんといっても訴訟社会です。市民側が提訴した初期の訴訟の多くは，ブッシュ

政権時代に石炭火力発電所の新設計画が多く出されてきたことから，シエラクラブ4が中心になっ

てこの計画を潰していったケースです。その後も石炭訴訟は続いており，数百の訴訟によって多

大の成果を上げてきました。アメリカ以外でも，石炭火力発電所についての訴訟が提起され，成

果を上げています。 

 これらとは別に，この 10 年ほどの間に，個人やＮＧОが原告となって，より気候変動自体を焦

点とした，国の目標引上げや対策の強化を求めた訴訟が提起されてきました。世界のＣＯ２の累

積排出量が温度上昇に比例していることから，1.5℃や２℃にとどめようとすると，今後，世界で

排出できるＣＯ２の量は限られます。これを，カーボン・バジェットと呼んでいますが，パリ協

                             
4 アメリカに本部を置く自然保護団体のこと。 
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定の下で各国が自主的に提出する削減目標とのギャップは縮まっていかない。温暖化に関する国

連での議決はコンセンサスによることになっています。科学的事実は議論のベースとなっており，

コンセンサスによる合意でも，そのレベルは高まってきてはいるのですけれども，どの国も反対

をしない内容ということになります。各国の目標や対策について法的拘束力を持たせることが難

しく，細部まで決めるのではなく，大枠の原則合意にとどまり，自国の目標や具体的な対策をど

のように進めるかとなりますと，日本の目標が低いままで対策も進んでいないように，各国の国

内政治状況に左右されてしまうからです。 

 そこで，気候変動の影響を人権への侵害と捉える気候正義の考え方の高まりとともに，各国の

国内対策の強化における裁判所の役割が着目されるようになり，目標の引上げ自体を求める訴訟

も提起されていたものです。私たち日本の法律家には，そのような訴訟はあまりに障壁が大きい

と感じてしまいます。世界でも，多かれ少なかれ共通する障壁があるようです。といいますのも，

気候変動の影響や被害は人類社会に経験のないもので，このような被害に対応した国内法の仕組

みはどの国にもなく，正に必要な法制度を作りかけているところだからです。 

訴訟での大きなハードルは「Justiciability」と呼ばれているもので，「司法審査適合性」と訳

されています。そもそも，これは政治領域の問題で，司法審査の対象ではないとして却下を求め

られるという関門があります。オランダの判決でこの部分は大きく前進したのではないかと思い

ます。原告適格もハードルの一つですが，日本ではＮＧОが原告になることはまだ考えられませ

んし，特に日本における高いハードルといえます。他方で，原告適格の議論に対応していく中で，

原告が受けている被害を掘り出していく効果も出てきています。根拠となる原告の子どもたちが

原告になっているアメリカのジュリアナ事件と呼ばれる訴訟では，原告らは平穏な生活を維持で

きる安定した気候を求める権利を憲法などに根拠を求めて主張していますが，アメリカ司法省は

市民に気候の安定を求める権利はないと主張しています。これは日本の石炭訴訟でも最大の論点

ですが，今回のオランダ判決で突破口が開かれたといえます。さらに，個別の排出行為と原告ら

の受けるおそれのある被害との因果関係，損害はどのように算定できるのか，どのような責任原

因なのかなど，被害の態様が多様で出現経路も多様ですので大きな論点です。 

これらの訴訟は，現状では却下で門前払いの判決も出ていますが，力のあるいくつかのＮＧＯ

がいろいろ工夫をして勝訴するまで挑戦すると意気軒高です。その過程で削減目標の引上げや対

策強化が実現され，事業者が石炭火力発電所から撤退するなど，それなりに成果を上げています。

気候変動の実効性ある国内法は 2008 年の英国気候変動法が最初でありますが，これらの訴訟と平

行して，欧州諸国を中心に，昨今，排出削減目標と対策を盛り込んだ気候変動法の制定が進んで

います。 

 実際の訴訟提起や追行上，日本で最も重い問題は，訴訟遂行費用，お金の問題です。差止請求

など公益訴訟の特徴として，お金を払う人も払える人もなく，日本ではＮＧОにもお金がない。

集める方策も無いためです。欧米ではＮＧＯが社会から資金支援を得て多くの訴訟に挑戦できて

いるのは羨ましく思います。ただ，日本では，2000 年代に議論になった欧米のような弁護士費用

の敗訴者負担制度が導入されませんでしたので，その点では助かっています。 

 本日は，オランダの国の削減目標についての最高裁判決，ドイツのペルー人事件についてのハ
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ム高裁の判断，コロンビア環境裁判所のアマゾン熱帯林保護に関する判決と，近時の日本での石

炭火力発電所訴訟を素材に，訴訟におけるハードルとその克服について考えていきたいと思いま

す。 

 

オランダ Urgenda 事件の最高裁判決 

 近年の気候変動訴訟の代表格で，かつ勝訴事例として知られているのが，オランダの Urgenda

（Urgentと Agendaからの造語による名称）というＮＧＯがオランダの2020年削減目標について，

1990年比20％削減から25～40％削減に目標を引き上げるよう求めて2013年にハーグ地裁に提訴

し，地裁，高裁と勝ち進み，2020 年 12 月 20 日に最高裁判決に至った事件です。訴訟類型として

は民法に基づく，民事訴訟です。判決言渡しが，ＣＯＰ２５が最終的に残念な終わり方で失意が

広がっていたところであったことから，世界に希望を与える判決として歓迎されました。日本の

石炭訴訟にもインパクトを与えています。 

 オランダ最高裁は，ハーグ地裁と同高裁の判決をしっかりと検討し，科学と国際交渉のこれま

でのプロセスを丹念に追った上で，オランダは協力して温暖化に立ち向かっている国際社会の一

員であり，先進国の一員として，2020 年までに（もう，今年の末のことですけれども），「少なく

とも」1990 年比 25％削減を国の目標とすべきと判断しました。 

 訴訟に至る経緯を御紹介しておきますと，オランダも 2011 年までは，1990 年比 30％削減を目

標としていました。日本も民主党政権時代の 2009 年に，ＩＰＣＣ第４次評価報告書を受けて 1990

年比 25％削減を掲げた時期です。 

 ところが，2011 年に 20％に目標を引き下げてしまいました。ＥＵが 2020 年目標を，ＥＵ全体

で 20％削減，再生可能エネルギーも電力供給の 20％という切りの良い目標を掲げたことを理由に

したものだったようです。しかし，オランダはＥＵの中でも一人当たり排出量の多い国で（日本

とほぼ同じです），25％を下回るべきではないと，ＮＧО の Urgenda 財団と 886 人の市民がハー

グ地裁に提訴したものです。2015 年６月に地裁判決があり，ＮＧＯの主張を認める勝訴判決が言

い渡されました。法廷での言渡しの様子がビデオで公開されていますが，裁判官たちも歴史的判

決を言い渡しているという空気に溢れていました。大変重要なことは，この訴訟は，パリ協定の

交渉が始まる前に提訴され，判決もパリ協定の採択前の６月に出されていたことです。この間に

ＩＰＣＣ第５次評価報告書が出され，パリ協定の焦点は 2020 年ではなく，2030 年と 2050 年に動

いてきましたが，オランダ訴訟の先駆性を示すものといえます。パリ協定発効後の 2018 年 11 月

の高裁判決，2019 年 12 月の最高裁は，パリ協定における 1.5℃，２℃目標の実現に向けた削減経

路における 2020 年の削減目標の重要性を世界に示した判決となりました。 

日本の目標と少し対比して考えていただきますと，2020 年目標は 1990 年比で示すとプラス目

標であり，2030 年目標も 2013 年比 26％（1990 年比 18％減）に過ぎず，全く２℃目標実現の経路

から外れたまま，私たちも何もできずにいます。オランダでは，日本と比べると排出量は少ない

のですが，2020 年までに 1990 年比 20％減では不十分，少なくとも 25％削減にせよとの訴訟を提

起し，７年かけて最高裁でも勝訴しました。この過程でオランダ政府はそれなりに対応いたしま

して，2030 年目標として 1990 年比 49％削減，2050 年には 95％削減と定め，気候法を制定してそ
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の中に削減目標を盛り込んでいます。2030 年までの 1990 年比 49％削減を目標に盛り込んだ法律

の制定も実現させたもので，私たちも見習うべきと思う次第です。 

 Urgenda のホームページ5に地裁判決の状況が掲載されていますが，最高裁判決後は「最高裁の

判決もありました」との記事も載せられています。地裁判決言渡しの状況は録画で見ることがで

き，驚きました。勝訴判決にＮＧＯ関係者が歓喜の様子も掲載されていますが，みんな大喜びし

ているのが分かります（オランダでは弁護士も法衣と白いタイを着用しております。）。ハーグ高

裁で地裁判決が維持された時も，最高裁判決の際も，大喜びです。彼らにとっても，勝訴判決に

至る道は困難の連続だったのでしょう。末尾に最高裁判決の和訳を添付していますので，参考に

していただければと思います。 

 

オランダ判決の意義 

 オランダ判決の重要な点の第一は，気候変動の影響を，「risk」ではなく，「danger」や「hazard」

という言葉で表現し，それは既に「現実（real）かつ切迫した(immediate)」危険で人権侵害であ

ると，何度も繰り返されています。 

 特に「切迫した」の意味について，危険が生じるまでの時間の長短をいうのではなく，問題の

危険がそれに巻き込まれる人々を直接脅かすという意味であり，長い時間をかけて現実化する危

険も射程にある（判決 5.2.2）との解釈を示しています。これは，ゆっくりだが確実に進行し，

                             
5 https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/ 
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進行を止めるための取組にも時間がかかるという気候変動の影響の特徴に即して，被害の広範性，

甚大性から今取るべき措置が重要であることを，差止めの要件に照らして新たに解釈を示したも

のであり，重要な指摘です。 

第二に，危険な気候変動による影響を人権侵害と捉えた上で，そのような人権侵害から国民を

保護する国の義務を引き出しております。その過程で欧州人権条約第２条及び第８条が加盟国に

広範で重大な人権侵害を防止する責任を課していることを根拠に挙げていますが，日本の人格権

侵害による差止めでも，侵害の現実性，切迫性，甚大性が要件となり，共通する構造にあるとい

えます。石炭火力発電所の差止請求訴訟で，被告らは，原告らの気候変動による被害は，いまだ

抽象的，主観的な不安に過ぎないと人格権侵害性を争っていますが，オランダ最高裁判決は日本

の裁判所にも気候変動問題の本質を捉え直す機会となることでしょう。 

 その時，オランダ政府は，オランダの排出量は世界の僅か 0.5％に過ぎず，オランダの削減目

標が 20％であれ 25％であれ気候変動の影響に大差はないと主張してきました。しかし，排出量の

多寡ではなく，全ての国に相応に削減する義務があると述べて，こうした反論を退けました。温

暖化を将来世代が適応できるレベルにとどめることこそが，世界の全ての国や各セクターに共通

の目的であるからです。日本の排出量は 3.5％で，オランダの７倍あるわけですが，日本政府や

産業界もこれまで，大排出国のアメリカや中国，インドなどの削減がなされることが先決と主張

してきました。こうした対策を取らないことの言い訳も，今後は通用しないことが明らかになり

ました。 

 では，オランダ国には，国民を危険な気候変動から保護するために，2020 年目標としてどのよ

うな削減が必要なのかという問いに対して，本事件の提訴時はＩＰＣＣ第４次評価報告書の時期

で，2020 年目標が訴訟での焦点となっていました。その点では，2030 年が焦点となっている現在

とは背景が少し違います。しかし，当時，ＩＰＣＣ第４次評価報告書で先進国に求められていた

削減目標である 1990 年比 25～40％削減の必要性は度々のＣＯＰ決定で確認されていて，国際社

会のコンセンサスになっていたと認め，少なくとも 1990 年比 25％の削減をオランダ国の義務と

したものです。このように科学と国際交渉の積上げを基礎として国の削減義務と認めた点が第三

の意義といえます。提訴後にパリ協定では 1.5℃の上昇にとどめる努力することが目的とされ，

2018 年のＩＰＣＣ１.５℃特別報告で 1.5℃の上昇でも十分に危険であることが認識されてきま

した。1.5℃の気温上昇にとどめるためには，2020 年の削減もより深堀りしなければなりません。

２℃の気温上昇にとどめることを実現するために，そこに至る削減の経路としての 2020 年の削減

目標の重要性を強調した点は，2050 年にＣＯ２排出実質ゼロとすることに向けた 2030 年目標の

有り様についての今日の議論にも重要です。 

 また，多様な排出源がありますが，それぞれが応分の削減を分担する責任があると，国の削減

義務についてだけでなく，幅広い議論をしております。 
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 さらに，このような訴訟では必ずと言っても良いほど，被告から，これは政治の領域の問題で

あるとか，行政機関や立法機関に広範な裁量権があり，裁判所の管轄外であると主張されます。

こうした議論は世界中であるわけでありますけれども，原告らに対する人権侵害があり，そうし

た人権侵害からどのように保護すべきか，という議論は裁判所の本来的職責だと，このような国

の主張も退けました。 今，申し上げたようなことを順次たどりまして，判決の結論に至ったも

ので，このプロセスは，日本，また世界のどの国にも普遍性，波及性があると思います。欧州人

権条約の適用下にはない日本のような国でも活用でき，また，大規模排出源である工場などの責

任にも活用できるもので，歴史的にも大変重要な意味を持つ判決だと受け止めています。 

 この判決について，弁護士でもあった元アイルランド大統領で国連人権高等弁務官を務められ

たメアリー・ロビンソンさんが，マドリードでの会議の結果を踏まえまして，「オランダ最高裁判

決は，各国が気候変動に対して自らの削減目標を十分に引き上げることが道義的な責任ではなく

て法的責任だと認めた。我々の人権はそこにかかっている」とコメントしています。 

 

Dennis van Berkel（Urgenda 財団の法律顧問）からシンポジウムへのメッセージ 

最後に，Urgenda 財団の法律顧問で本訴訟を牽引してきた Dennis van Berkel 氏からメッセー

ジをいただいていますので，紹介して終わります。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

この気候変動訴訟は，2013 年，Urgenda 財団と 886 人のオランダ国民が提訴したものです。私

たちは，オランダ政府が危険な気候変動を防ぐための十分な対策を行っていないと訴えました。
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これは，オランダ政府が国民の権利を侵害していることを意味しています。 

2015 年にハーグ地方裁判所が私たちの主張を認めた最初の判決を下し，2019 年末にオランダ最

高裁は，オランダ政府が正に国民の人権を侵害しているという判決を下しました。オランダ政府

が気候変動の壊滅的な被害を防ぐための十分な対策を講じていないために，生命や個人の生活に

関する権利を侵害しているとしたのです。 

この判断の第一の根拠は，「人権と基本的自由の保護のための欧州条約」（以下，「欧州人権条約」

といいます。）で保障されている個人の生命や生活に関する権利です。これらは一般的な原則であ

り，欧州人権条約によってだけでなく，世界中で守られている権利です。 

第二の根拠は，権利が侵害されているという事実から，国には世界の温室効果ガス排出量の相応

量を削減する義務が生じるということです。 

オランダが気候変動に寄与している割合はほんの僅かであるとしても，無関係であるとは言え

ません。それとは反対に，裁判所は，これからの危険な気候変動の影響を防ぐために，全ての国

が排出量を削減する必要があるとしました。要するに，全ての国が自国はそれぞれ，排出量を削

減する責任を負っているとしたのです。裁判所は，このことと人権法及び国際法の原則を根拠と

して判決を下しました。 

オランダ以外の国でも，世界中で気候変動の影響が明らかになっています。裁判所がこの判決

の根拠とした法的原則は正に普遍的であり，それ故に，この裁判においてオランダ政府に責任が

あるとした裁判所の判決理由は非常に説得力があります。国が自国内の排出に責任を負うという

ことは，論理的かつ非常に熟慮された法的論理です。それ故，私たちは，この訴訟事件の論理は，

日本を含む世界中の多くの国にも当てはまると信じており，近い将来，それが実現することを願

っています。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

司会 浅岡さん，ありがとうございました。
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【資料】オランダ最高裁判決要旨仮訳 

 

判決日 2019 年 12 月 20 日  

上告人  オランダ国（経済気候省） 

被上告人 Urgenda 財団 

 

 

判決要旨（仮訳）  

本件の争点は，オランダ国は，国内から排出される温室効果ガス排出量を，2020 年末までに 1990

年比で少なくとも 25％削減する義務を負うか否か，また裁判所が国に対し同削減を命じることが

できるか否かである。 

 

Urgenda の申立てと地方裁判所及び控訴審裁判所の見解 

Urgenda は，2020 年末までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で 40％，少なくとも 25％を削減す

るよう国に命じる判決を求めた。 

2015 年に地方裁判所は，国は 2020 年末までに温室効果ガス排出量を，少なくとも 1990 年比 25％

の削減をすべきとの判決を求めた Urgenda の請求を認容した。 

2018 年に控訴審裁判所は，地方裁判所の判決を是認した。 

 

上告申立て 

国は，控訴審裁判所の判決に関して上告し，幾多の反論を主張した。 

The Duputy Procurator General(副検事総長)と Advocate General（法務官）は最高裁に対し，

国の上告を棄却して控訴審裁判所の判決を確定させるよう勧告した。 

 

最高裁の判断 

最高裁は，国の上告申立ては棄却されるべきと判断する。これにより，国に対して 1990 年比で少

なくとも 25％の温室効果ガスの排出削減を命じた地方裁判所の判決及びこれを是認した控訴審

裁判所の判決は，最終的な判決として確定することとなる。 

最高裁の意見は，国と Urgenda との間に争いの無い控訴審裁判所が認めた事実と前提に基づくも

のである。上告審において，最高裁は，控訴審裁判所が法を適切に適用したか，控訴審裁判所の

判決が検討に際して考慮すべき事実を基に包括的で十分に証拠に裏付けられているかについて判

断した。 

最高裁の判決理由は判決第４章から第８章のとおりである。これらの理由の要約を以下に示す。

この要約は判決理由自体に代わるものではなく，最高裁判決の全てを反映したものでもない。 

 

危険な気候変動（判決 4.1-4.8） 

Urgenda と国は，近い将来，危険な気候変動に至る真の脅威が存在しているとの気候科学の見解
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を是認している。気候科学及び国際社会においてこのような脅威が存在することについては全く

一致している。その内容を簡潔にまとめると，以下のとおりである。 

ＣＯ２を含む温室効果ガスの排出は，大気中の温室効果ガスの濃度を高める。これらの温室効果

ガスは，地球から放出された熱を保持する。温室効果ガスの排出量は，産業革命以来１世紀半以

上にわたって増え続け，地球は暖かくなり続けている。この間に気温は約 1.1℃上昇したが，そ

の大半（0.7℃）は最近の 40 年間に生じたものである。地球温暖化は最大２℃の気温上昇にとど

められなければならないことは，気候科学及び国際社会で広く同意されている前提である。また，

より近時の知見によれば，気温上昇を 1.5℃までにとどめるべきとされている。地球の気温がこ

の限度を超えて上昇すれば，極端な暑さや極端な干ばつ，極端な降水，生態系のかく乱が生じ，

このことから食糧供給の危機や，何よりも氷河や両極の氷冠の融解による海面水位の上昇が起こ

る。温暖化がティッピング・ポイントに至ると，地球上，あるいは地球の特定の地域で，気候が

突然，包括的に変わってしまうことになる。これらの全てが，オランダ人を含む地球上の多くの

人々の生命，幸福や生活環境を脅威にさらすことになる。ここで述べた結果は，既に今日，起こ

っている。 

 

欧州人権条約に基づく人権の保護（5.2.1-5.5.3 以下） 

欧州人権条約は，締約国に対し，同条約に明記された権利と自由を自国民に保障することを義務

付けている。同条約第２条は生命に関する権利を，同第８条は個人の生活や家庭生活に関する権

利を保障する。欧州人権裁判所による欧州人権条約の判例によれば，締約国は，人々の生命ない

し幸福に対する現実かつ切迫した危険が存在し，国がその危険に気付いている場合には，国はこ

れらの条項に基づいて適切な措置を講じる義務を負う。 

適切な措置を講じる義務は，人口の大部分や全体をも脅かす環境の危難（hazard）をもたらす場

合には，それが長い時間をかけて現実化するに過ぎないものであっても適用される。欧州人権条

約第２条及び第８条は，締約国に不可能又は公平を欠く負担を負わせるものではないが，これら

の条項は，そのような差し迫った危機を回避するために，合理的に可能な限り，真に適切な措置

を講じるよう義務付けたものである。また，欧州人権条約第 13 条によって，同条約で保護されて

いる権利の侵害又は侵害のおそれに対し，国内法で効果的な法的救済を提供しなければならない。

このことは，国内の裁判所も，効果的な法的保護を提供し得えなければならないことを意味する。 

 

地球規模の問題と国の責任（5.6.1-5.6.8） 

危険な気候変動のリスクは，その性質において地球規模であり，温室効果ガスはオランダ国内か

らだけでなく，世界中から排出されている。これらの排出の結果もまた，世界中で生じている。 

オランダは国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）の締約国である。同条約の目的は，温室効果

ガスの大気中の濃度を，人間活動に起因する気候システムのかく乱を未然に防ぎ得る水準に保つ

ことである。国連気候変動枠組条約は，全ての締約国が，各々の固有の責任と選択によって，気

候変動を防ぐための措置を取るべきことを前提としている。 

よって，各国には，その分担分に応じた責任を負う。このことは，いかなる国も，他国に比べて
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自国の排出が比較的少なく，自国の排出を削減しても地球全体に対する影響は少ないことを挙げ

て，自国の責任分担分を逃れることはできないことを意味する。それ故，締約国は，国内からの

温室効果ガスの排出を，責任分担分に応じて削減する義務を負っている。危険な気候変動がオラ

ンダ国内の多くの人々の生命や幸福な生活を脅威にさらす深刻なリスクがあるのであるから，締

約国のその分担分を履行する義務は，欧州人権条約第２条及び第８条に基づく。 

 

各国の「分担」すべき義務とは具体的に何か？（6.1-7.3.6） 

欧州人権条約第２条及び第８条に基づき国に課される積極的義務の内容については，広く支持さ

れている科学的知見及び国際的に受容されている基準を考慮しなければならない。この観点から

特に重要なのはＩＰＣＣによる報告書である。ＩＰＣＣは気候学の研究と発展を取り扱うために

国連の下に設立された科学的な国際機関である。ＩＰＣＣ第４次評価報告書には，地球温暖化を

2℃未満に抑えることができると期待されるシナリオが含まれていた。その目標を達成するために，

附属書１国6（オランダを含む。）は，温室効果ガスの排出を，2020 年までに 1990 年比で 25～40％，

2050 年までに 80～95％削減しなければならない。 

2007 年以降の国連気候変動枠組条約の下で毎年開催される気候会議では，現に，各国がＩＰＣＣ

によるシナリオに沿って行動し，2020 年までに温室効果ガスの排出を 20～40%削減する必要性が，

毎年指摘してきた。科学的根拠に基づき，2020 年までに 1990 年比 30％削減が科学的に必要とさ

れていることは，ＥＵによって，またＥＵ内で，度々表明されてきた。 

さらに，2007 年以降，安全であるためには地球の気温上昇を２度ではなく，1.5℃以内にとどめ

るべきとの知見が広く支持されてきている。そこで，2015 年のパリ協定では，各国が気温上昇を

1.5℃以内にとどめるよう努力すべきと明示的に記述されている。このことは，これまで考えられ

ていたよりも大きな排出削減を求めるものである。 

結局のところ，附属書１国の国々は，2020 年までに温室効果ガスを少なくとも 25～40％削減する

緊急の必要性について高度のコンセンサスが存在する。この目標についてのコンセンサスは，欧

州人権条約第２条及び第８条を解釈する際に考慮されなければならない。2020 年までの 25～40％

削減の緊急の必要性は，オランダについても当てはまる。 

 

国の政策（7.4.1-7.5.3） 

国も Urgenda も，２℃目標又は 1.5℃目標を達成するためには，大気中の温室効果ガスの濃度を

限定することが必要とする立場である。しかし，温室効果ガスの削減のスピードに関しての両者

の立場は異なる。 

2011 年までは，国は，2020 年までに 1990 年比 30%削減を達成する方針であった。国によれば，

それは，２℃目標の達成への信頼できる経路にあるために必要なものであった。 

しかしながら，2011 年以降，国はオランダの 2020 年の削減目標を 30％から，ＥＵの文脈による

20％に引き下げた。2020 年の 20％削減後，2030 年には 49％，2050 年には 95％と，削減を加速さ

                             
6 国連気候変動枠組条約において，温室効果ガス削減目標に言及のある国（先進国及び市場経済移行国）。（外務
省ＨＰより） 
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せるつもりである。この 2030 年及び 2050 年目標は，既にオランダの気候法に盛り込まれている。

だが，国は，なぜ，国際社会で広く支持されており，必要があるとも認識されている 2020 年まで

に 25～40％削減するとの目標とは異なり，2020 年までに 20％だけの削減でＥＵの文脈では責任

において合理的であるのかを説明していない。 

想定される最終的な目標達成のための削減措置を講じるのが遅れるほど，削減措置はより包括的

で費用がかかるものとなることは，気候科学及び国際社会で広く共通の認識となっている。対策

を先送りすることでティッピング・ポイントに達し，その結果として生じる突然の気候変動のリ

スクもより大きくなる。こういった一般に支持されている観点から，国は，提案する 2020 年以降

に加速的に削減することで，2030年及び2050年目標の達成が可能かつ十分に効果的であること，

よって２℃目標及び 1.5℃目標の達成を保持できるとする根拠を説明しなければならない。しか

しながら，国はその説明をしていない。 

よって，控訴審裁判所が，国は，国際的に認められているところの 2020 年までに少なくとも 25％

の削減を遵守すべき旨，判示したのは相当である。 

 

裁判所と政治的領域(8.1-8.3.5)  

国は，温室効果ガス削減に関する決定に必要な政治的な考慮は，裁判所が取り扱うところではな

いと主張してきた。 

オランダの統治システムでは，温室効果ガス削減に係る政策決定は政府及び議会の職責である。

これらの機関は，その決定に必要とされる政治的考慮に大きな裁量権を有する。政府及び議会が，

政府や議会も拘束される法律の許す限度内でその決定を行ったか否かを判断するのは裁判所であ

る。このような制約は，とりわけ欧州人権条約に由来する。オランダ憲法は国の裁判所に，この

条約の条項の適用及び，これらの条項を欧州人権裁判所の解釈に沿って適用することを求めてい

る。政府に対してでも，裁判所に法的保護を提供することが認められているのは，法の支配の下

での民主国家における本質的な部分である。 

温室効果ガス排出削減に関する国の政策は，危険な気候変動からオランダの住民を護るために適

切な措置を取るべきとの，欧州人権条約第２条及び第８条から導かれる要請に明らかに整合して

いないと判断した控訴審裁判所の判決は，上述の内容に沿ったものである。さらに，控訴審裁判

所の国に対する命令は，2020 年に 25～40％削減が必要と国際的に支持されている中の最下限

（25％）に限定したものであった。 

控訴審判決はその命令を遵守するために具体的にどのような措置を取るかの選択を国に委ねたも

のである。遵守のために立法措置が必要であれば，いかなる立法が望ましくかつ必要かについて

も，国の判断に委ねられている。 

 

結論 

要約すると，最高裁判決は，温室効果ガスの排出について，2020 年末までに 1990 年比で少なく

とも 25％削減すべき旨をオランダ国に命じた地方裁判所の判決及びこれを支持した控訴審判決

を是認するものである。控訴審裁判所は，オランダの住民の生命や幸福な生活に深刻な影響を及
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ぼすことになる危険な気候変動リスクのため，国は，欧州人権条約第２条及び第８条に従って，

このような削減を達成すべきと結論付けることができ，また，してよいものである。 

                          （仮訳：浅岡美恵・一原雅子） 
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司会 続きまして，日弁連公害対策・環境保全委員会の委員３名より民事訴訟及び行政訴訟の可

能性について，世界各地での事例報告を行います。 

 まずは，ペルーの農業従事者がドイツの大手電力会社に対して氷河湖の崩壊防止費用などの賠

償を求めた事例について，千葉恒久弁護士から報告させていただきます。 

 それでは，千葉さん，よろしくお願いいたします。 

 

Ⅲ 事例報告(1)「ドイツの電力企業はペルーの温暖化被害に責任を負うのか？            

                                         ～気候変動問題における法的因果関係」           

千葉 恒久（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

 

千葉 よろしくお願いいたします。 

 私の方からは，ドイツを中心にＥＵの状況について報告いたします。実際に起きている，ある

民事事件を例に，因果関係の問題を中心にお話しさせていただければと思っております。 

 気候変動に関連して，ドイツ，ＥＵでは様々な裁判が起きています。まず，政府を被告とする

行政訴訟があります。先ほどのオランダの裁判もその一つです。ドイツには憲法裁判所がありま

すが，この裁判所に人権が守られていないことを理由とした訴えも提起されています。ＥＵ法で

は適法性の審査請求訴訟というものが認められておりますが，この制度にのっとった訴訟も続い

ています。これらを一つ一つ御紹介する時間はありませんが，こうした訴訟は政策に影響を及ぼ

すことを主眼とするものです。ですが，訴訟適格など入口の問題で苦労しているケースが多いよ

うに思います。 

 こうした中で，全く別の観点から起こされた一つの民事訴訟が今，非常に注目されています。

今日はこの民事訴訟について御紹介したいと思います。 

原告はペルーの農民の方です。ペルーにある氷河湖の下流の村に住んでおられます。その方が

ドイツ最大，ヨーロッパ最大の電力会社であるＲＷＥ社（エル・ヴェー・エー）という会社を相

手に訴訟を起こしました。原告の方が住んでいるのは，標高 5,000ｍに近い山岳地帯にある村で

すが，上流には氷河があり，氷河から溶けた水が小さな川となって原告の方が住む村の中を流れ

ています。ところが，温暖化で氷河の溶ける量が増え，氷河湖がどんどん大きくなっています。

あふれんばかりの状態ですが，もし氷河が崩れてこの氷河湖に雪崩れ込んだ場合，氷河湖の水が

一気にあふれだし，大量の水が津波のように下流の村を襲う危険性を多くの専門家が指摘してい

ます。現在，湖にたまった水を放水管で流し出しているのですが，「焼け石に水」の状況です。下

流の村には，およそ 5,000 人の方が暮らしております。そこで，氷河湖に堰を造ることが計画さ

れているのですが，多額の費用がかかります。原告がドイツの電力会社に求めたのは，この対策

費用の一部の支払です。 

 訴訟は，ドイツの環境保護団体ジャーマンウォッチが支援することで実現しました。原告の代

理人となったローダ・ヴァーヘイエン弁護士は，ドイツの環境保護団体などのアドバイザーとし

て気候変動問題に長く携わっている方で，多くの気候変動訴訟を手掛けている方です。 

 一方，被告のＲＷＥ社は，石炭火力発電所などを数多く所有しており，総排出量はＣＯ２の累
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積排出量の約 0.47％を占めるとされています。先ほど，オランダ一国が排出する量が全世界の

0.5％というお話がありましたが，それに匹敵する量です。一企業としては膨大な量です。 

訴訟で原告が求めているのは，必要な対策費用の全部ではなく，全体の 0.47％分，つまり，被

告の排出割合分の支払です。ここがポイントになります。 

 

ペルー農夫のドイツ裁判所への提訴 

ペルーの方がドイツの裁判所でドイツの企業を相手に裁判を起こす，というのは，一見すると

突拍子もないことのように感じられるかもしれません。しかし，私たち法律家にとって，さほど

荒唐無稽な話ではないのです。その理由をお話ししていきたいと思います。 

 請求の根拠はドイツ民法の 1004 条です。差止請求権を規定した条文ですが，所有権を侵害され

た所有者に侵害行為の差止めを請求する権利を認めた規定です。日本の民法には対応する条文が

ありませんが，皆さま御存じのように，日本でも同じような差止請求を認めています。この請求

権のバリエーションとして，所有権を侵害された所有者が自分で侵害を除去した場合にはその費

用を侵害した人に請求できる，と解釈されています。不当利得法の法理です。ペルーの方の請求

は，この法理に基づいています。つまり，「ＲＷＥ社はＣＯ２を排出することでペルーに住む原告

の所有権を侵害している，原告はその侵害を除去するために対策を行おうとしているが費用がか

かる，その 0.47％はＲＷＥ社の侵害行為（ＣＯ２排出）に起因するので，その分を支払え」とい

う組み立てになっています。 

 訴訟は 2015 年 11 月に提起されました。ところが，第一審のエッセン地方裁判所は，１回弁論

を開いただけですぐ判決を下しました（2016 年 12 月 15 日）。「相当因果関係が認められない」こ

とを理由とする請求棄却判決です。裁判所は，「被告の排出は確かに大量である，しかし，被告の

排出がなくても洪水の危険が無くなるわけではない」と判断しました。例の条件関係説です。条

件関係が無い，として因果関係を否定しました。さらに，「気候変動の因果の連鎖の点では，非常

に複雑かつ多極的希薄であり，かつ科学でも争いがある」，「因果関係は複雑で，特定の排出源か

ら特定の被害に至る単純で直線的な因果の連鎖とは似ても似つかない」という理由も挙げました。

相当性についても，「確かに大量だけれども，少なからず侵害の可能性を増加させているとは言え

ない」として否定しました。原告の全面敗訴です。 

第一審判決の後，法律の雑誌などで判決についていろいろな議論されるようになりました。中

でも注目されたのは，フランクという弁護士が書いた論文（NVwZ 2017 S.664～）です。彼は，第

一審の判決に全面的に反論しました。彼の反論はこうです。 

「第一審の判決は，請求を取り違えている。原告は，『被告の排出がなければ洪水の危険が存在

しない』と主張しているのではない。『被告がＣО２を排出したことで氷河湖が決壊する危険が，

それに見合う分だけ増えた』と主張しているに過ぎない，と主張している。もし被告の排出がな

ければ，その分だけ温室効果ガスの濃度は低く，その分だけ地球の平均気温の上昇幅は小さく，

その分だけ氷河湖の溶解量が少なく，氷河湖の水位の上昇幅も少なかったはずである。 
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だから，被告のＣＯ２排出と氷河湖の水位の上昇との間には紛れもない条件関係が存在してい

る。」 

 フランク弁護士が根拠としているのはＩ

ＰＣＣ第５次評価報告書です。このグラフ

を御覧ください。産業革命以来のＣО２の

累積排出量と地球の平均気温との関係を示

したものですが，グラフの最初の部分が現

時点までの実績値です。その後は予測値で

すが，累積排出量が増えるに比例して平均

気温が上がっていることが分かります。こ

のグラフは，「個々の排出源は自己の排出量

が累積排出量に占める割合分だけ，地球の

平均気温を押し上げている」と解釈するこ

ともできます。 

これをイメージ図にするとこうなります。

ドイツが石炭火力発電でＣО２を排出する。

これで 0.47％分だけＣО２濃度が上がっ

て平均気温が上がり，氷河湖の溶解量が増

え，その分だけ対策費用が増える。多数の

排出源があるので，個々の排出と温暖化被

害との間には一見すると関係がないように

見えるが，実はそれぞれの排出源が地球の

平均気温を上げている，という因果関係が

ある。地球温暖化という問題はその総体で

ある，という見方です。 

 フランク弁護士は，「温室効果ガスの排出の場合，どこで排出するか，いつ排出したか等は関係

ない。排出の分だけ温室効果ガスの濃度を増し，その分だけ温室効果を高めている」とも言って

います。「大小様々な排出源は，それぞれ特定可能な割合で原因者となっている。温暖化被害の場

合は全ての排出が数量化され因果の連鎖に取り込まれる」と言うのです。 

第一審判決はプロセスの複雑さを理由の一つに挙げましたが，フランク弁護士はこう反論して

います。「気候変動のプロセスは確かに複雑かもしれないが，その解明は訴訟のテーマではない。

訴訟では，ＣО２の排出と氷河湖の水位の上昇との間の因果関係の有無だけが問題になっている」

と。この法的な因果関係さえ認められれば十分で，気候変動の詳細なプロセスの解明は不要だ，

というのです。 

 相当性についても，「0.47％という割合は氷河湖の水量にすると 30,000 ㎥に当たる。これは決

して無意味と言えるほど小さいものではない。小さな無数の排出源と被告のような大量の排出源

とを平等に扱うことはフェアではない」とフランク弁護士は反論しました。 
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 皆さん，どのように思われますか。私はこの捉え方は決して突飛なものではなく，ＩＰＣＣの

報告書に忠実な，むしろ素直な解釈ではないかとも感じています。 

控訴審の裁判官も似たような印象を受けたようです。先ほどの第一審判決を不服として，原告

はハム上級裁判所に控訴しましたが，2017 年 11 月，控訴審は「我々は第一審の判決とは立場が

違う。原告の主張がそれ自体失当（おかしい）とは思わない。したがって，主張されている事実

関係が存在するか否かを鑑定によって解明することにする」という見解を示しました。この控訴

審の見解が出て，この訴訟は一層注目されるようになりました。原告を支援している環境保護団

体は，半ば勝訴したかのように喜びました。まだ控訴審の判決は出ていません。 

現在，裁判所が命じた鑑定が行われています。鑑定されているのは以下の事項です。 

① 氷河湖の水量の増加による洪水被害の危険性 

② a 被告のＣＯ２排出による温室効果ガスの増大 

  b  温室効果ガスの増加による気温上昇 

   c 原告居住地の平均気温上昇による氷河凍解の加速，氷河湖の水量増加と湖岸の超過 

   d a から cに至る過程における被告の寄与度の計量と算定 

判決までにはまだ少し時間がかかりそうです。ですが，控訴審がどのような判決を下しても，

その後，この事件は最高裁にかかると見込まれています。最高裁が気候変動における因果関係の

問題についてどのような判断を示すのか，今後の展開が非常に注目されています。 

 

気候変動問題における因果関係論 

 最後に気候変動問題における因果関係について特徴点をまとめたいと思います。                     

第一の特徴は，温室効果ガスが蓄積することで被

害が生じる，という点にあります。そして，個々の

排出者は，累積排出量（蓄積量）に占める自分の排

出量の割合に応じて被害に寄与している，という関

係にも大きな特徴があります。 

 個々の排出源と被害はこのような数量的な関係で

結ばれます。言い換えると，時間的な近接性や場所

的な近接性は温暖化被害では全く意味がありません。

私たち法律家は今まで，場所的な近接性と時間的な

近接性を手掛かりにして因果関係の有無を論じてき

ました。ですが，温暖化被害ではこうした考え方は

無意味であり，有害でさえあります。 

 もう一つ注意しなければいけないことは，被害の

点です。 

地球レベルでの問題なので皆等しく被害を負うと

思われがちですが，それは間違いです。被害を受け

る人，受けやすい人がいる一方，受けない人，受け

20 / 47



 
 

にくい人がいるのです。貧しい人が被害を受けがち，という傾向も顕著です。 

 被害のタイプにも大きく分けて二つあります。平均気温に対応して何らかの変化や被害が生ま

れるタイプの被害は，今日お話しした氷河期の例や海水面の上昇などがそれに当たります。これ

に対し，昨今の台風のように洪水や強風などの被害があります。こちらは，単発の被害ですが，

それぞれの出来事が重大化し，しかも頻度を増しています。先ほどの因果関係の問題は，前者の

タイプの被害にはよく当てはまりますが，後者のタイプの被害において因果関係をどう考えるの

かについても現在，議論がなされています。両者のタイプの被害の境界線も明確ではありません。

ここも注意すべき点です。 

 温暖化被害の三つ目の特徴は，時間が経つにつれて被害が深刻化していくという点です。50 年

後，100 年後に被害が更に深刻化した時には，被害を避ける手段はもはや存在しません。私たち

は，将来世代の犠牲の下に現在，ＣＯ２を排出していることになります。現在の世代と将来の世

代との間の対立をどう考えれば良いのか。倫理的であると同時に法的な問題でもあります。 

 こうした温暖化の因果関係を「地球レベルの因果関係」と名付けてみました。私が勝手に付け

た名前ですが，私たち法律家はこうした因果関係を認めるのか否か，を問われているのではない

でしょうか。この因果関係は非常にシンプルです。恐らく大部分の国の制度に適用できるのでは

ないかと思います。もしこの因果関係を認めるとなれば，実務的には非常に大きな影響を及ぼす

でしょう。それぞれの排出者は自己の排出割合に応じた責任をとることになりますが，対策費や

被害は膨大です。今後もますます大きくなっていくでしょう。その一部であれ，支払を余儀なく

されるとすれば，企業はＣＯ２の排出について抜本的に考え直さなければならないと思います。 

これは，気候変動政策にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 逆に，「地球レベルの因果関係」を認めないのであれば，どうして認めないのかということが説

明できなければなりません。私たち法律家がこれまで慣れ親しんできた因果関係とは違う，とい

うことだけでは不十分です。ＩＰＣＣの報告書の信用性を否定するであれば別ですが，そうでな

いとすると，数量的な明確な関係性があるのに因果関係は否定されるのはどうしてなのかを説得

力をもって説明できなければなりません。少なくともそう簡単な話ではないはずです。 

 私たちはいま，非常に根本的な問いを突き付けられているように思います。皆さまも気候変動

における因果関係の問題をぜひ考えてみてください。 

 ありがとうございました。 

 

司会 千葉さん，ありがとうございました。 
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司会 続いて， コロンビアの若者が熱帯林保護を求めた事例について，和田重太弁護士から報

告させていただきます。和田さん，よろしくお願いいたします。 

Ⅳ 事例報告(2)「コロンビア最高裁判決～若者世代による森林吸収源保護訴訟～」 

　　和田 重太（日弁連公害対策・環境保全委員会委員） 

和田 皆さん，こんばんは。和田でございます。 

私からは，コロンビアの最高裁判決に関して御報告させていただきます。 

コロンビアの 2018 年４月５日付け最高裁判決なのですけれども，画期的な判決が出たというこ

とで，私も原文を取り寄せて読んでみました。50 ページ分ぐらいの難解な判決で，最初は何を言

っているのかよく分からなかったのですけれども，何度か読むうちにとても感動的なことをたく

さん書いていることに気付きました。日本の法律家にとっては驚くようなことをたくさん書いて

いるのですよ。このようなものは参考にならないと思うような人もいるかもしれないですが，実

は日本の考え方が遅れているだけで，非常に先進的な考え方を採用した最高裁判決だと私は思っ

ています。 

 ですから，どこかに利用できる部分がないかという視点で，良い部分を探してほしいと思って

います。たくさんそのような部分があるわけです。 

 どのような訴訟かといいますと，原告は 25 名で，７歳から 25 歳までの若者です。被告は，政

府機関です。ですから行政訴訟です。 

 原告の請求は一口で言うと，コロンビア・アマゾン地方の森林減少が深刻化・激化しているの

で，それに対して行動計画の策定などの対策を求めています。 

 その理由付けのうち，森林減少のために温暖化

が進んでいる，それにより若者世代が多大な損害

を受けるのだということが，一つの大きな理由に

なっています。 

 最高裁判決を読むと，高裁判決を破棄して自判

しているのですね。高裁判決を探してみたのだけ

れども，原文が見つからなくて何を言ったのかは

分からないし，最高裁判決にも書いてないのです

が，破棄，自判したことだけ書いています。つま

り，高裁判決を引っ繰り返したのだと思います。 

 皆さん，コロンビア・アマゾンはどこにあるか

御存じですか。 

 南米大陸アマゾン地方は，熱帯雨林です。主に

ブラジルを念頭に置かれる方が多いかと思います

が，アマゾン地方はブラジルだけではなくて，ベ

ネズエラ，コロンビア，エクアドル，ペルーなど
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の一部を含んだ熱帯雨林地域を「アマゾン地域」と言います。南米大陸の西の端に高い山，アン

デス山脈がありまして，アンデス山脈が分水嶺になっていて，それより東側の広大な地域を大西

洋に向かってアマゾン川が流れています。 

 さらに，コロンビアの地図を大写しにします

と，アンデス山脈の東側一帯に熱帯雨林がある

のですね。コロンビアの面積の大体半分と言わ

れていますが，この辺りがコロンビア・アマゾ

ンで，熱帯雨林が生い茂っている地域です。こ

の辺りの森林減少に関する訴訟なわけです。 

 それで，コロンビア・アマゾンの森林減少は

深刻化しています。コロンビア政府は，パリ協

定の下でコロンビア・アマゾン地方の森林破壊

を減少させると約束をしています。目標として

は 2020 年に森林減少率をゼロにする，減少させ

ないという目標を立てているわけです。 

 しかし，2016 年の森林減少率は，2015 年比で

44％増加したとの統計があります。 

 森林減少の主な原因は，不法な入植地占拠で

あったり，不法使用のための開墾であったり，

鉱物の不法採掘，インフラ工事，農牧業目的の

開墾，土木の不法伐採とのことです。 

 この判決は，その前提となった解釈基準として，まずいくつかの国際法を挙げていました。重

要なのは，気候変動枠組条約ですね。それと 2015 年のパリ協定で，これを解釈基準とすると，こ

のようにしています。 

 更に重要なことは，コロンビア憲法を解釈基準に挙げています。コロンビア憲法の中には，各

種環境関連の条項がたくさん入っているのです。いくつか重要な物をピックアップしましたが，

憲法 79 条，健全な環境並びに環境の多様性及び完全性に対する基本的人権が規定されているとい

うことです。 

 それから憲法 80 条ですけれども，持続可能な発展を促進するために自然・資源の管理利用計画

を策定することを国家に対する委任事項・命令事項にしている，これを憲法に書いてあるのです

ね。 

 もう一つ特徴的なところは，憲法 95 条８項がありまして，国家の自然・資源を保護する市民の

義務を規定しています。自然を保護するのは市民の義務である，権利だけではなくて義務でもあ

るのだと，このようなことを書いてあるのですね。 

 これらが今回の判決の解釈基準になっているということなのです。 

 判決文約 50 ページ分のかなりの部分をコロンビア・アマゾンの重要性，熱帯雨林の重要性に割

いています。アマゾンの保存は，国内的，国際的義務であるとしています。判決ではアマゾン地
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方が「環境上の主軸」，「地球の肺」と表現しています。そして，地球上の種の約４分の１が生存

する極めて生物多様性に富んだ地域でもあるとも言っています。 

 アマゾンの森林減少を抑制しなければ，ＣО２を大気に放出し，温室効果ガスを増加させてし

まうという観点を指摘しているのですが，それ以外にも，生態系を害する，水資源に悪影響を与

えるなどと言っています。このような様々な環境上の不利益がある。これは，現代世代及び将来

世代の全てのコロンビア人，並びに地球上の全ての人のみならず，生態系，生物に窮迫かつ重大

な損害をもたらすものですということを，延々と哲学的に議論しているのが，この判決文なので

す。 

 さらに，この判決の非常に特徴的な部分なのですけれども，自然自体が権利享有主体だと言っ

ています。その基となるのは，2016 年の憲法裁判所の判断です。その判決では，アトラート川と

いう川を権利享有主体だと認めたのですね。その憲法裁判所の判断を今回の最高裁判決が引用し

ているのですけれども，今回の最高裁は，アトラート川の自然破壊状況に鑑みて現代憲法の下で

適用される権利の解釈及び基本的権利の保護形態を進化させる必要がある，権利の解釈を裁判所

の解釈によって進化させようと，このような気概を示しているのですね。このようなことは，日

本の最高裁に聞かせてあげたいと思うぐらいです。 

 この憲法裁判所判断では，生物文化圏が問題になっていたのだけれども，それは自然と人類と

の間の緊密な結合及び相互依存関係を前提にしている，自然と環境は一連の多数の権利を包含し

ており，その自然・環境自体が権利の享有主体として理解されなければならない，というような

ことを言っています。つまり，自然が権利享有主体になると。 

 このようなことを言った後に「この解釈は，憲法上認められた環境の優越性からも正当化され

る」と。憲法は，環境の優越的な地位にあると定めているのですね。これも非常に特徴的だと思

うし，私は，羨ましいと思っています。 

 このような憲法裁判所判決を引用して本最高裁判決では，コロンビア・アマゾンが権利享有主

体だと言っているのですね。コロンビア・アマゾンとは，別にその場所のことを言っているので

はなくて，コロンビア・アマゾンという有機体のことを言っているのだと私は解釈しています。

なぜなら判決は「コロンビア・アマゾン地方」と表現しているわけではなくて「コロンビア・ア

マゾン」と表現しているのですね。後で私の解釈をもう一度，図で説明したいと思うのですが，

これが一つ非常に衝撃的というか，非常に先進的だと私は思っています。 

 さらに最高裁判決では，将来世代の権利に関しても言及しています。要するに，私たち個人は，

自分のことばかり考えてはいけないと前置きした上で，「権利」とは「権利―義務」と再定義すべ

きだと言っています。 

 基本的権利の概念は，自分自身のみならず地球に住む他の人々や動物，植物の権利も含むとし

ています。「基本的人権」ではなく，判決のスペイン語の表現を英訳すれば「fundamental human 

rights」ではなく「human」が抜けて「fundamental rights」と言っているのです。別に人間だけ

の権利ではないという意味ですね。 

 そして基本的権利の概念には，いまだ生まれていない各主体の権利も含み，それらは私たちが

享受するものと同一の環境的条件を享受するに値するとして，将来世代の権利を導いています。 
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 判決は，この観点から更に面白いことを言っていまして，将来世代の環境とは，（１）種の結束

の倫理的義務，（２）自然の本質的な価値に基づいている，と述べています。（１）はどのような

ことかというと，要約ですけれども，自然物は地球上の全ての住人により共有されている。子孫

や将来世代も同様に共有しているのですね。ところが，自然物の欠乏が進んでおり，人類という

種は将来，生きるために不可欠な資源の欠乏に直面することになり得る。そのようなことがない

ように，人類という種の中で結束しましょうよと。「現代世代は，将来世代を殺してはいけません」

とまでは言っていないけれども，そのような意味なのですね。人類と言う種の中で結束するべき

倫理的義務がある以上は，将来世代の環境権は当然認められるべきだということです。 

 次の（２）では，人類は自然の一部であり，自然を構成する一部分は他の部分を尊重しなけれ

ばならない，将来世代もその一部を構成しているのだから，現代世代は将来世代をしっかりと尊

重しましょう，これが自然の本質的な価値なのですと，このようなことをとても哲学的に述べて

います。これらの理由により，将来世代の環境権が現代世代の自由を制限することができるのだ

としています。なお，この解釈は，先ほど述べた憲法上の環境保全義務も根拠となっていると思

います。 

 まだこの判決には，特徴的な部分があります。コロンビアの政府機関で環境関連を調査する機

関があるのですが，その機関は，アマゾンの森林減少による気温上昇を具体的に予測し，またそ

れに伴う損害が見込まれるとしています。それを踏まえ，判決は，若者である原告らが，将来大

人になっていき，例えば 2071 年には７歳の原告は 60 歳になっていて，平均寿命からすればまだ

生きていると指摘しています。そして，そのような人たちが気温上昇及び損害を経験することに

なるのだから，それを回避するためにアマゾンの森林減少を止めないといけないと言っています。 

 世代間衡平に関しても，将来世代とは，本件の子ども原告のみならず，まだこの世にいない世

代も含んで，そのような将来世代は直接に悪影響を受けるのだと，指摘しています。 

 また少し専門的になるのですが，コロンビアで独自に発展した訴訟形態でラ・トゥテーラとい

う訴訟形態があって「基本的人権保護訴訟」と訳されることもあるのですが，この裁判の形式で

は，集団的権利であっても個人の権利保障と直結するならそれを主張できると結論付けています。

もう一つ，すごいことを言っていまして，そのラ・トゥテーラの訴訟形態は，いかなる人も基本

的人権の即時保護を要求することができるメカニズムであって，それを利用するに当たり，成人

であることが制限要素となってはいけないと表現をしています。つまり，未成年が両親や法定代

理人なしにこの訴訟を提起することができるのだと，言っているのですね。つまり，未成年原告

は，自分自身で第三者の代理なくして森林減少によって悪影響を受ける環境，生命，健康に係る

権利の救済を求めることができることになります。ただ，この裁判を担当したコロンビアの弁護

士にこの点を質問してみたところ，「子どもを勝手に裁判に連れ出して主張させたのではなくて，

やはり両親も理解ある人で了解してもらいましたよ」との回答がありました。そうだとしても，

最高裁が，この権利を主張するのに両親の代理は要らないと言ったのは，すごいことだと思いま

す。私の考えですけれども，この最高裁は，将来世代，若者やまだ生まれていない世代の権利を

とても強調していて，他方で大人は環境を守る義務があると言っているわけですから，環境保護

に関しては，親権者が若者の代理をすることは法律上の利益相反に当たると考えているのかもし
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れません。もちろんそこまで判決では書いていませんが。 

 判決は結論として，国際的約束，国内的基準，判例などからして，コロンビア国家はアマゾン

の森林減少問題に対して効果的に対処していないことは明らかだとして，権利享有主体であるコ

ロンビア・アマゾンは，政府及び地方公共団体による保護，保全，維持，回復などを受ける権利

を有する，としました。 

 この点を私の理解に基づき図解しておきます。 

権利享有主体としてコロンビア・アマ

ゾンという有機体があります。それには，

ＣО２を吸収してくれる機能もあるし，

生態系を維持する機能もあるし，その他，

水資源を保全する機能もあります。そし

て権利享有主体にいろいろな権利義務が

内包されています。そのうち真ん中に記

載したように，現代世代には権利と義務

があって，環境保全義務も含みます。左

には，原告である子どもたちやまだ生ま

れていない将来世代にも権利があること

を示しています。さらに，右に記載したように生物にも権利があります。このようなものを内包

した権利享有主体としてのコロンビア・アマゾンは，国には保全を要求する義務があるのだと主

張できる，ということを判決が表現したかったのだと考えられます。 

 判決の主文は，以下のような内容でした。（１）政府機関は４か月以内に，利害関係者の参加を

得た上で森林減少のための計画を策定しなさい，（２）政府機関は５か月以内に原告ら及びその他

利害関係者との間で世代間合意を成立さなさい，（３）地方政府も５か月以内にしっかりと行動計

画を策定し導入せよ，などです。 

 最後に，この判決の後どのようになったか，簡単に説明します。これはコロンビアの担当弁護

士に連絡して答えてもらった内容です。そもそもこの判決は終局判決なのですが，同判決後も，

この判決がしっかりと履行されているかどうか監督する権限を裁判所が行使することができると

のことです。 

 残念なことに判決後，現実には森林減少は増加しているようなのです。そして，政府は，例え

ば（１）の計画を策定せよという命令に対しては，草案は作ったものの，いろいろと不備があっ

て完成形ではない，しかも各利害関係者の参加も得ていない，よって原告は判決の内容が履行さ

れていないと評価しています。 

 また（２）の世代間合意に関しては，政府が５か月の期限の延長を求めたのですね。まだまだ

議論が必要だから 10 か月に延長してくださいと。裁判所は，それに対して回答していないようで

す。 

 そのような状況が続いていて，政府もなんとかしようとしているのだけれども，なかなか上手

くいっていない。それで原告たちが再度提訴をしたとのことです。この判決の１年後に，政府は
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裁判所の命令を果たしていないことの確認を求めて裁判を起こしたとのことで，その判決結果は，

まだ出ていないようです。 

 コロンビアの担当弁護士には，この最高裁判決の意義は何かとも尋ねました。同弁護士は二つ

の意義を指摘しました。一つ目は，森林減少がなかなか止まっていない現実はあるにしても，政

府に対して，森林減少に非常に強い注意を向けさせることになったことです。もう一つは，環境

保護を主張する主体として若者世代が裁判所という司法の場に登場してきたことも大きな意義を

有する，とのことでした。 

 大体，これがコロンビアの判決の御報告です。非常に魅力的なことをたくさん言っていて，ど

こかの日本の裁判もしくは日本の司法の場で使うことができないかと探したいし，皆さんもその

ような目でもう一度，見直していただければと思います。 

 以上です。 

 

司会 和田さん，ありがとうございました。 
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司会 最後に，日本の石炭火力発電所の差止めを求めた事例について，久保田明人弁護士から御

報告させていただきます。久保田さん，よろしくお願いいたします。 

 

Ⅴ 事例報告(3)「日本の石炭火力発電所差止めにかかる民事・行政訴訟」                                                         

久保田 明人（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

 

久保田 私からは，今，日本で係属している石炭火力発電所に関する訴訟について紹介します。 

 今，日本で石炭火力発電所に関する訴訟は，訴訟としては４件，発電所としては３件かかって

おります。まだ，それぞれ係属中で判決は出ていませんので，私からは，訴訟の概要とどのよう

な請求をしているかをお話しします。 

 

石炭火力発電所の問題点 

まず，簡単に石炭火力発電所の問題点を紹介，説明します。 

 同じ火力発電所といっても天然ガス火力発電所と石炭火力発電所では，その燃料が違うだけで

ＣО２の排出は約２倍違っています。 

 ＣО２の排出が多い石炭火力発電所は，現在，2011 年にあった東日本大震災の前から稼働して

現在も稼働しているものが約 100 基あります。東日本大震災後に石炭火力発電所として新たに計

画されているものは 50 基あります。このうち，去年５月時点で中止になっているものが 13 基，

既に稼働してしまっているものは 12 基，現在建設中又は環境アセスメント（以下「環境アセス」

といいます。）手続中のものが 25 基です。 

 既に稼働しているものと現在建設中，環境アセス手続中のもの 25 基を稼働した場合のＣО２排

出量を積算したグラフが下図です。 

 図では，CO2 排出量が 2030

年までは右肩上がりになって，

その後は，設備容量が徐々に

減ってきますのでＣО２の排

出量も下がっていく形になり

ます。 

 ここで注目していただきた

いのは，このままの石炭火力

発電所の稼働計画では，経済

産業省が「長期エネルギー需給見通し」の中で定めている２０３０年の時点の石炭火力発電所か

らのＣО２排出量目標を達成できないことです。 

 また，ＩＰＣＣの報告では，2050 年にはＣＯ２の排出をゼロにしなければ 1.5℃未満には抑え

られないとされており，これにも到底追いつかないことになっています。 

 このような形で長期・中期の計画からしてこれから石炭火力発電所を造ることは到底有り得な

い計画なのですけれども日本は徐々に進めているのが現状です。 
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神戸，横須賀の石炭火力発電所建設差止訴訟 

 それに関連して，今，仙台と神戸と横須賀，横浜で訴訟を起こしています。 

 最初に提起したものが，仙台のパワーステーション発電所に対する差止訴訟です。これは，民

事訴訟です。2017 年９月 27 日に提訴しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に起こしたのが神戸製鉄所の火力発電所に対する差止めの訴訟です。これは，民事訴訟と行

政訴訟の二つをそれぞれ提起しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民事訴訟は請求の趣旨として三つ挙げています。実質的な主体は神戸製鋼ですが，神戸製鋼が

建設して実質的に主体として稼働させるわけではなくて，神戸製鋼がコベルコパワー神戸第二と

いう子会社を作って神戸製鋼が 100％株主で子会社を作って，その子会社が建設して稼働させる

ことになります。ただ，実際の稼働については，このコベルコパワーから神戸製鋼に委託するこ

とになって，実際に動かすのは，やはり神戸製鋼です。主体だけがコベルコパワーにあるという

ことです。また，コベルコパワーが委託をして神戸製鋼が動かすのですけれども，どれだけの電

力を発電させるかという指示は関西電力がする仕組みになっていますので，ここはコベルコパワ

ーと神戸製鋼と関西電力が共同不法行為だという構成を取っています。 
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 行政訴訟では，請求の趣旨として二つ挙げています。環境影響評価書確定通知の取消しの請求

と火力発電所のＣО２排出規制の基準を設けていないことの違法確認です。 

 最後に，新しいもので提起しているのが横須賀石炭火力発電所です。これは，民事訴訟は提起

しておりません。行政訴訟だけです。行政訴訟の趣旨の内容としては，先ほどの神戸製鋼のケー

スと同じなのですが，先ほどの②は，ここでは提起しておらず，確定通知の取消しだけ提起して

いるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民事訴訟，行政訴訟のそれぞれのケースで枠組み自体は，ほぼ同じですので，ケースごとでは

なくて，訴訟類型ごとに民事訴訟ではどのような請求をしているのか，行政訴訟ではどのような

請求をしているかを御説明します。 

 まず，民事訴訟なのですが，これは，人格権に基づく差止めの形で構成をしております。石炭

火力発電所を稼働することで大気汚染物質を大量に排出され，それらによる生命健康被害を柱に

しています。 

 また，ＣО２についても，神戸の事例で言うと年間 692 万ｔのＣО２を排出することになりま

す。日本のエネルギー起源のＣО２排出量の 0.61％で，世界のエネルギー起源のＣО２排出量の

5,000 分の１に当たります。 
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 このような大気汚染物質の排出が呼吸器疾患の原因になり，また，ＣО２の排出によっても気

候変動を起こして豪雨や高潮，農水産物の被害が出るので，これらから原告らの生命，健康，財

産の被害が出るということで，これらをひっくるめて人格権に基づいて妨害排除請求という形で

差止めを求めているのが民事訴訟の枠組みです。 

 このような形で日本の民事訴訟を起こすときには，先ほどは環境権などの問題も出たのですけ

れども，やはり人格権に近づけなければ，なかなか裁判所が真剣に取り組まないところもあるの

で，このような形でどれだけの被害が出るのかというところを審理の中で出せるかどうかが一つ

のポイントになるかなと思います。 

 

行政訴訟における問題 

次に行政訴訟について。 

 原子力発電所では，原発の設置許可の取消訴訟，無効確認訴訟をよくイメージされるかと思う

のですが，火力発電所に関しては，このような設置許可，認可がないという特色があります。 

 詳しくは，認可自体の規定はあるのですが，火力発電所の設置については除外されている形に

なっています。ですので，許可，認可に行政のチェックは入らない形になっています。ただ，全

く行政のチェックが入らないかというと，そうではなくて，環境アセスの手続の中で行政のチェ

ックが行われる形になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは，細かく言うとあれなのですけれども，環境アセス手続をやって電気事業者がこのよう

な評価をしました，調査をしました，このような手続を取りますという評価書を経済産業大臣，

国に出す形になっています。 

 これに対して経済産業大臣が評価書を審査して，適切な配慮が行われています，変更を命じる

必要はないですという確定通知を大臣から電気事業者に対して行います。この確定通知があるこ

とによって電気事業者は火力発電所の設置の届け出をすることが事実上できることになりますの

で，逆に言うと，この確定通知がなければ工事の届け出ができない。そうすると，やはりこれは

処分性があると言えるのではないかということで，この確定通知を処分と見て，この取消しの請

求を求めている構成をとっています。 
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 請求原因は，確定通知の内容が評価書について環境の保全に関しての適正な配慮がなされてい

ないことを主張しています。具体的には，例えば，環境アセスの手続の中では石炭以外の燃料種

を全く考えておらず，石炭ありきで環境アセスをやっている。先ほどの天然ガスと石炭を比べる

と，当然，天然ガスの方が温室効果ガス，大気汚染物質の排出量は少ないのですけれども，その

ような比較を全くしていなくて，石炭ありきで全く比較をせずにやっていること自体が問題だと

いうことを言っています。 

 横須賀訴訟に特徴的な主張としては，ここは元々あった発電所敷地を新しく造るということで，

旧発電所の稼働で環境に影響がそもそもあったので，環境アセスの手続自体は簡略にして良いだ

ろうという理由で，簡略化した環境アセスの手続しかやっていません。しかし，元々あった発電

所も，20 年前には既に止まっていたものですので，その 20 年間にまた新たに環境は作られたの

ですから一からやらなければいけない，それをしないで簡略化した環境アセスしかしていないの

は問題だということで主張しています。 

 請求の趣旨の二つ目について，ＣО２に関する規制の基準も今の時点で日本では設けておりま

せんが，これを設けていないこと自体が違法だということの確認の請求を求めている形になって

います。 

 具体的な問題点としてはいくつかあるのですけれども，原告適格，因果関係，行政裁量はある

のですが，やはり日本の行政訴訟の中での一番の問題点は，裁判官が積極的に判断しない司法消

極主義をどのように打開するかという点です。これは，この火力発電所の訴訟でも変わらないの

で，今まで紹介があった海外の事例も踏まえてこの司法消極主義をどのように打開していくかが

一番の日本の訴訟の中での問題点かなと思っています。ここは，皆さんのお知恵もお借りしなが

らやっていきたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

 

司会 久保田さん，ありがとうございました。 
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司会 続きまして「環境訴訟の流れと気候変動にかかる新たな可能性」について，大阪大学大学

院法学研究科教授の大久保規子さんから講評を頂きます。大久保さん，よろしくお願いいたしま

す。 

 

Ⅵ 講評「環境訴訟の流れと気候変動にかかる新たな可能性」                                 

大久保 規子 氏 （大阪大学大学院法学研究科教授） 

 

大久保氏 皆さんそろそろお疲れだと思いますが，15 分ぐらいで今までの三つの外国の訴訟と今

の日本の訴訟が国際的にどのような位置付けにあるのかをお話ししたいと思います。お配りして

いる資料の 68 ページから見ていただければと思います。 

 全体的な国際潮流では，気候変動の分野だけではなくて環境と人権に対する関心がとても高ま

っていることを，まず押さえておきたいと思います。 

 そして，国連の機関の中でも従来であれば環境問題についてはＵＮＥＰだというイメージがあ

ったと思いますが，ＵＮＥＰだけではなくて，現在，国連人権理事会が実に活発な活動をしてい

ます。 

 それから，条約で言いますと，気候変動枠組条約だけではなくて，オーフス条約という市民参

加条約の事務局が，それぞれに関連している実体的な条約の事務局と強力に連携して物事を進め

ています。 

 国連人権理事会は，スライドの二つ目に示していますように，2011 年に人権と環境に関する決

議を行い，2012 年に人権と環境に関するマンデートを設置し，特別報告者を任命して積極的に活

動してきています。 

 

気候変動と人権問題 

 その流れの中で気候変動に関しても，人権問題であることを強調しています。「人権問題である」

ということが，気候変動訴訟の基になっています。この Rights-Based Approach（人権を基礎と

するアプローチ）には，三つの意味があります。 

 第一に，気候変動政策は，単なる政策の問題ではなく人権問題である。気候変動政策は人権保

障を基本とすべきであるということです。 

第二に，影響を受ける人権を保障するために，どのような権利と義務が問題となっているのか

をはっきりさせる必要がある。義務者の義務を特定して，その義務がはっきりすれば基本的に人

権侵害に対する訴訟をできることになります。 

第三に，国際人権法の原則と基準を全ての段階の政策の指針とすべきであるとされています。 

 それでは，そもそも，気候変動については，一体どのような権利が問題になっているのでしょ

うか。世界的に見ると，まず，人間の権利，人権だけではなくて，先ほど和田先生の報告にあり

ましたように自然の権利が議論になっています。次に，将来世代の人権が現代世代の人権に加え

て問題になっています。そして，人間の権利の中では，その筆頭として環境権が問題になってい

ます。 
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 日本では，自然の権利はもとより環境権でさえ判例は認めていないと思われがちです。自然の

権利が 70 年代から欧米等で議論されてきたことは日本でも積極的に紹介されていますが，実は現

在では，既にいくつもの国が自然の権利を法律や判例で認めています。 

 例えば，先ほどのコロンビアの近くのボリビアは「母なる地球の権利法」という法律を制定し

ています。環境権に至っては，国連加盟国約 200 か国のうち 155 か国が環境権を憲法又は法律で

保護している状況にありますので，これは，もはや少数派の話ではなくて多数派の話になってい

ます。 

 コロンビア訴訟は，この三つの権利全てに密接に関わっています。日本が，現状を飛び越えて

いきなり自然の権利を認めるところまで行くのが困難であるとしても，今ある制度の解釈運用に

より，気候変動訴訟を主観訴訟としても考えることができるという話がペルー訴訟やアージェン

ダ訴訟，そして日本の石炭火力訴訟です。 

 

欧州人権条約と気候変動 

 自然の権利も大変興味深いのですが，ここではまず，一番身近なところから，オランダの

Urgenda 訴訟に出てきた欧州人権条約を取り上げてみたいと思います。欧州人権条約と日本の共

通点は，環境権に関する規定がないということです。欧州人権条約欧州人権裁判所がありますが，

しかしながら，欧州人権条約の履行を確保するために設置されている欧州人権裁判所では，多く

の環境分野の判決が出ています。その一連の流れの中に，オランダの Urgenda 訴訟もあるといえ

ます。 

 今までの欧州人権裁判所の判例では，加盟国は現実的かつ差し迫ったリスクが存在し，国家が

そのリスクを認識している場合には適切な措置を取る義務があるとされています。そして，一定

の要件はありますが，個人も欧州人権裁判所に提訴することができます。 

 この欧州人権条約と環境がどのような関係にあるかということなのですが，次の三点を指摘す

ることができます。 

 第一に，環境悪化によって条約が保護する人権が影響を受ける可能性がある。条約に環境権は

明記されていませんが，環境権以外の人権が侵害される可能性があるということです。 

 第二に，第一のことと関連し，人権条約上，何らかの手続的権利が発生する場合がある。具体

的には，参加の権利，司法アクセスの権利，情報アクセスの権利です。 

 第三に，日本で今最も現実的な問題になっている話でもあると思いますが，環境保護という目

的により，特に財産権の制限を正当化できる場合があるということです。 

 気候変動訴訟について，今日は市民の側が提起する訴訟の話をしていますけれども，国際的に

見ると，石炭火力発電所が不許可になったから，これを取り消せというように，企業の側が提起

した訴訟が山のようにあります。 

 その中で経済活動の自由を過度に制限しているというようなことが問題になっている。気候変

動という目的から財産権，経済活動の制限が正当化できるか否かという観点では，既にたくさん

の気候変動訴訟があるといえます。 
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欧州人権条約８条の家族の権利と人格権侵害 

 次に，欧州人権条約では環境権がないのにどの人権が問題になっているのでしょうか。生命に

対する権利（２条）に加え，もう一つ，日本では驚く人が多いかもしれませんが，とても重要な

役割を果たしているものが８条です。８条は，私生活の尊重を受ける権利，家族の権利です。こ

の権利がなぜ関係あるのか，最初はなかなか理解できないと思いますので，少しこの話をしたい

と思います。 

 なお，Urgenda 訴訟も，実は，公益訴訟ではありません。いわゆる客観訴訟ではなくて，民法

のクラスアクションの規定に基づいていますので，会員の利益を守るＮＧОの原告適格が肯定さ

れていることが，訴訟の前提となっています。 

 欧州人権裁判所の判例の特徴は，８条が極めて重要な役割を果たしているということですが，

８条は日本の人格権に極めて近い役割を果たしています。日本でいう身体的人格権に関する問題

は生命の権利の２条の問題とされていますが，精神的な人格権や生活環境に関わる部分は，欧州

人権条約上は８条で保護されているということができます。欧州人権条約で保護されている権利

を保護するために，財産権の制約が正当化され得るということにもなります。 

 もっとも，日本との大きな違いは，

国際的な条約に基づく他の機関と事実

上の相互作用があるということです。

欧州人権条約については欧州人権裁判

所がありますが，例えば実体的な温暖

化立法は，ＥＵ法がかなりの部分を占

めており，ＥＵ法の遵守に関しては欧

州司法裁判所が重要な役割を果たして

います。さらに，ＮＧОが訴訟を起こ

すことができるか，あるいは市民が訴

訟を起こすことができるかということ

に関しては，手続的権利に関するオーフス条約があり，条約の遵守確保のためにオーフス条約遵

守委員会が設置されている。オーフス条約は日本も加盟できるところ加盟していないだけですが，

欧州人権条約に基づく欧州司法裁判所は，欧州の機関です。国内の裁判所だけではなく，これら

の機関の判断が国際的な圧力として機能しているということが日本との大きな違いです。 

 しかしながら，日本でも，人格権は，差止めを含めた「裁判上の請求権として」認められてい

ますから，気候変動による影響がこの人格権を侵害するおそれにまで至っているかということが

ポイントで，ここさえ認められれば基本的には日本の中でも人格権侵害事案として様々な可能性

が開かれてくる。その意味で，欧州人権裁判所の判例の展開が大いに参考になると思います。 

 

石炭火力発電所を巡る訴訟 

先ほど石炭火力に関する日本の民事・行政訴訟のお話がありましたけれども，国際的に恐らく

最も成功しているものは，石炭火力発電所，あるいはそれより前段階の石炭採掘許可の違法を争
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う訴訟ではないかと思います。 

 石炭で言いますと，火力発電所の設置以前に採掘をすること自体が持続可能性と気候変動の観

点から許されないという考え方が出てきています。すなわち，少なくとも採掘許可に関しては，

石炭は使わずに積んでおくだけではなく燃やすので，その燃やす影響を考慮していなかった場合，

これは環境アセスの瑕疵になるという考え方です。 

 ただ，日本の場合には，先ほども出てきましたように，行政訴訟の場は原告適格の問題がある。

それから石炭火力の場合には環境アセスの通知を争わざるを得ないということは，環境アセスに

係る許可決定が行われるアジアも含めた諸外国からすると，恐らくほとんど意味を理解できない。

ここにイギリスからいらしたクライアント・アースの方がいますが，何のことを言っているのか

分からないと思います。日本では石炭火力が許可制でないというとても大きな特徴といいますか

欠陥がありますので，この点が更に問題になるということです。 

 ただし，原告適格について言いますと，日本と同じように原告適格が狭く，基本的には保護規

範説に立って判断している韓国でも，環境アセス訴訟では，関係地域内の住民であれば自然保護

のためであるか，健康保護であるかを問わず原告適格が肯定されています。韓国も環境公益訴訟

を未導入ですが，この実例を見ますと，本来は判例で原告適格を広げられる可能性がある部分で

はないかと思います。 

 また，良いか悪いかは別として，基本的に国賠訴訟も，十分有り得る訴訟形態です。タイでは，

数年前に大変な洪水がありましたけれども，行政裁判所には，これが気候変動対策をきちんとし

ていないからであるという国賠訴訟がたくさん係属しています。 

 ただ，日本では，恐らくは「もっとダムを造れ」あるいは「堤防を造れ」という話になり，適

応の問題にはなっても，緩和の問題にまで政策上の議論が進展するのかということはあります。

しかし，いずれにせよ現実の問題として災害リスクが高いところで当然出てくる訴訟だと思いま

すし，これは訴訟として争う方法がある分野だと思います。 

 それから，インフラ事業や工場の差止訴訟については，日本では人格権を根拠にしてインフラ

に関しても差止めの認容例があることが実は国際的に見ると意外に評価される部分になっていま

す。オランダの先ほどの判決は先駆的なのですけれども，そのオランダやＥＵのいくつかの国で

も，例えばスキポール空港などに関しては最初から参加の除外規定を置くなど，公共事業に関す

る除外・特別規定を置いている例もある。そこから見ると，人格権侵害があれば公共事業だろう

が何だろうがとにかく差止めも認められる可能性があるということは，日本の訴訟で市民の皆さ

んが勝ち取ってきた大きな成果であるといえます。もちろんペルー訴訟のお話でありましたよう

な新しいタイプの地球レベルの因果関係が認められるか，あるいは寄与割合という考え方が認め

られるかということは，別途，問題になるところでございます。 

 それから，政策，計画の強化を求める訴訟については，気候変動分野の Urgenda 訴訟のほか，

大気汚染の分野でも，例えばドイツでは大気浄化アクションプランの強化を求める訴訟で，ディ

ーゼル車の一定地域内での禁止も含む判決が，連邦最高行政裁判所でもいくつも出ています。た

だ，基本的には日本で道路の差止めの認容判決が出た場合も，政府は何らかの対策を取る必要が

ありますので，実質的には比較的同様の効果を有する訴訟であると私は考えていまして，この意
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味では，欧州の政策変更訴訟とそれほど大きな格差がない。そのような場合もあるのではないか

と，人格権侵害で認められればということですが，考えております。 

 ただ，政策訴訟では，ドイツでも執行の問題が出てきています。ヨーロッパのいくつかの国や

先ほどのコロンビアと同じように，判決に行政が十分対応していないという執行の不十分さに対

する市民のフラストレーションがたまっているという問題があります。ここは，日本と欧州共通

の問題として考えていくべきところなのではないかと思います。Urgenda 判決の後，オランダ政

府がどのような対策を取るのかということも同じ話だと思います。 

 

今後の展望 

 最後に今後を展望すると，現在，国連では，世界環境憲章を採択しようということが議論され

ています。今日，大塚先生もひょっとして会場に来ていらっしゃるかもしれませんが，今，これ

らの先生方が中心になって日本からも研究を発信しているところですけれども，もしこの憲章が

採択されれば，環境権あるいはオーフス条約に盛り込まれている参加原則の内容（情報アクセス

権，参加権，司法アクセス権）が盛り込まれている可能性が高い。その場合，人格権プラスアル

ファの環境権や参加原則の具体化は，日本にも無関係ではない。環境憲章の取組には，国際的な

三つの社会的背景がある。一つは環境立憲主義（Environmental constitutionalism）であり，憲

法の中に環境に関する規定を置いて，それを執行まで持っていくという考え方である。二つ目は，

環境問題については，人権の観点からだけではなくて，民主主義の観点から市民が参加をして決

めていく必要があるという環境民主主義の観点です。これは，環境分野に限らないガバナンスの

問題であり，ＳＤＧｓでは目標 16 の問題として捉えられています。日本では目標 16 が参加原則

の問題であるという認識がほとんどないのですけれども，オーフス条約の話はＳＤＧｓ目標 16

の話です。三つ目は環境上の法の支配（Environmental rule of law）という考え方で，司法のグ

リーン化を意味します。国際的に見ると，最近は環境に特化した裁判所，訴訟手続又は裁判官が

設置され始めています。世界最初の環境裁判所であるオーストラリアのニューサウスウェールズ

州の環境裁判所の長官であるプレストン先生は，環境訴訟が成功するためには革新的な訴訟制度

と革新的な裁判官の両方が必要であると指摘しておられ，そのために世界各国が環境裁判官の研

修制度をとても重視するようになっています。 

 このような流れの中で，訴訟の仕組み，参加の仕組み，そして気候変動に関する法律の実体的

規定の強化を合わせて考える必要がある。これら三つを一体的に捉える中で，戦略的に訴訟を使

っていく必要があるのではないかと思います。 

 そのためには，各国の連携が不可欠です。例えば，各国で石炭の採掘が徐々に不許可になり，

日本が質の悪い石炭を次々と買い続けることになりますと問題は解決しません。2050 年に本当に

脱炭素をするのであれば，どこかの段階で今計画している石炭火力発電所をクローズしなければ

ならないはずで，その場合，企業は行政を相手に訴訟を提起するのか。現在，諸外国で実際企業

が起こしているような訴訟のリスクも考えて企業自体も行動をすべきだし，行動し始めている企

業もあるのではないかと思っております。 

 以上，私のコメントとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

37 / 47



 
 

Ⅶ 質疑応答                                                                                 

浅岡 美恵（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

千葉 恒久（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

和田 重太（日弁連公害対策・環境保全委員会委員） 

久保田 明人（日弁連公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員） 

大久保 規子 氏 （大阪大学大学院法学研究科教授） 

 

浅岡 質疑に入る前に，本日，クライアント・アースという環境問題に取り組む法律家のＮＧО

で，世界に 160 人のスタッフがいて，うち 100 人は弁護士という環境に特化した団体のイギリス

の事務所から，サム・ブライトさんとピーター・バーネットさんが会場にいらっしゃいます。時

間が短くて恐縮ですが，ヨーロッパにおけるいろいろな気候変動に関する取組を御紹介いただき

たいと思います。どうぞ，お願いいたします。 

 

サム・ブライト氏 ありがとうございます。私は，サム・ブライトと申します。こちらは，ピー

ター・バーネットです。私どもは，イギリスのクライアント・アースから参りました。自己紹介

はそれぐらいにして，特にエネルギーに関してどのようなことをやっているかというお話をいた

します。 

 私どもは，拠点をヨーロッパ，それから北京に持っております。これまでに気候変動に対応す

るべく，そして世界の自然を守るために闘ってきました。 

 先ほどの御紹介にありましたけれども，弁護士は 100 人おりまして，様々なトピックを扱って

おります。 

 その中には，森林の減少や多様性，それから海洋に関すること，そして，特にピーターと私で

やっているのですけれども，エネルギー関係と気候変動についての仕事を多くしております。 

 そして，これからアジアの団体とパートナーとなりまして，特に石炭に関する，殊に新しい石

炭火力発電所の建設をなくしていこうということで東アジア，東南アジアで活動をしていく予定

であります。 

 では，ヨーロッパの反石炭の事例を二つ，簡単に御紹介いたします。 

 石炭火力発電所を廃止するために様々な訴訟をしてきたわけですけれども，これまでに 10 の火

力発電所がヨーロッパで閉鎖になりました。そのうちの四つがギリシャです。 

 五つのギリシャの火力発電所の許可を差し止める仕事をしたのですけれども，日本には許可が

不要とのお話がありましたけれども，ギリシャにはあります。そのうちの四つの許可が取消にな

りました。 

 許可が取消になった背景ですけれども，許可手続の前に環境に対する影響評価がきちんとでき

ていなかったこと，そして，その許可を得る前に例えば毒性が強いような排出物の計算が正しく

行われていなかったことがあります。 

 それから，様々な仕組みを提供いたしまして，ギリシャの火力発電所で利益が出なくなるよう

な仕組みを提唱してきました。それが功を奏しまして，ギリシャでは 2028 年までに全ての火力発
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電所を閉鎖することになりました。 

 これはヨーロッパにおけるエネルギー，それから環境に関する訴訟の事例ですけれども，次に，

もう一つまた別の観点からピーターがお話いたします。 

 

ピーター・バーネット氏 次に紹介いたします事例は，先ほどと全く違いまして，法人，企業に

ついての訴訟です。これが可能となりましたのは，気候変動は人権的にも大きな問題になること

と同時に，経済的にも財務的にも大きな影響を与えるからです。 

 もし温室効果ガスの削減が上手くできない場合，企業におきましても，そのための保険の費用

が膨大になってしまうなどの大きな損失を生むことになります。上手く温室ガスを削減すること

ができれば，今，大量のお金が使われています石炭火力の設備や化石燃料に対するお金が不要に

なっていきます。 

 現在の法律に基づきまして企業の取締役会が気候変動に関する財務的なリスクを議論しなけれ

ばいけないということを論じました。 

 私たちがオフィスを持っていますポーランドの北東部にありますオストロレカＣという発電所

についての事案です。ここでは１GW の電力を発電しています。 

 この発電所は，年間 600 万ｔものＣО２を排出しておりまして，計算によりますと，株主に対

しましても甚大な財務的な損害を与える可能性があるものでした。 

 私たちはポーランドにオフィスを持っており，この火力発電所を設置している電力会社の株を

買いました。そして，株主総会に出席したり，株主としてこの会社がやっていることは会社の利

益，また株主の利益に反すると訴えたりしました。この作戦は非常に上手くいきまして，このニ

ュースをこの会社が発表した際には株価が４％上がりました。 

 昨夜の 10 時頃だったのですけれども，この石炭火力発電所の建設を中止するという発表があり

ました。 

 この訴訟で分かってきたことは，気候変動に関しましても会社法関係の弁護士が必要であるし，

重要なことであることが分かったというものです。 

 今回は，お招きいただきましてありがとうございました。日本で起こっています非常に興味深

い訴訟のお話を聴けて非常に嬉しく思っております。 

 

浅岡 せっかくの貴重なお話でしたが，短い時間で御対応いただき申し訳ありませんでした。会

社法を使って新しい視点で訴訟を提起しているとのことでありました。企業にとってかえって利

益になるという提案をしているということかと思います。 

 それでは，とても残りが短くなってしまいましたけれども，御質問や会場からのコメントを頂

ければと思います。 

 

会場① 都内で環境コンサルをやっております。本日は，貴重な講演をありがとうございました。 

 企業の訴訟リスクという点からの質問です。最初の方で，アメリカで訴訟が数多くなされてい

るという話がありましたが，日本企業にとっての訴訟リスクという意味で，日本企業は，日本で
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はそのような裁判が少ないので訴訟リスクは少ないと捉えて良いのか，逆にアメリカなどに拠点

を持っている企業は訴えられるリスクがあるのでそのようなリスクに備えるべきなのか，地域ご

との差といいますか，企業がそのリスクをどのように捉えたら良いかということで少しお聞かせ

いただきたいと思います。 

 

浅岡 ありがとうございます。他に，いらっしゃいませんか。 

 

会場② 私は，環境ＮＧОで事務局長をしておりまして，10 年ぐらい，その前は企業にもおりま

したので環境の問題をいろいろとやりました。企業に元々いたという点で，私は企業で何をやっ

ていたかというとリサイクルをやっていたのですね。今はプラスチックなどが非常に大きな問題

になっていますが，拡大生産責任はこれからますます大きくなるし，単なるごみの問題ではなく，

生物多様性などの問題も含めて，先ほどはアマゾンの話などもありましたけれども，企業の立地

や生産するためには原料も必要ですから，そのようなことが生物多様性に関係していることがた

くさんあると思うのですね。そのようなものをこれからどのように社会の中で考えていくべきな

のかということは極めて重要だと思うのですね，人類が増えるし，環境もますます厳しくなるわ

けですから。そのようなことを全部というと大変難しいと思うので，コメントだけでも頂けたら

と思います。 

 

浅岡 はい，後で大久保先生にコメント頂ければと思います。後ろの方，どうぞ。 

 

会場③ 二酸化炭素の昨年の排出の合計を『ファイナンシャルタイムズ』で読んでおりますけれ

ども，やはりアジアにおける二酸化炭素の増加が非常に大きな問題で，ヨーロッパから徐々に削

減が進んでおりますが，アジアの増加に何か解決がなければ全体を大きな削減をすることは難し

いのではないかと思っております。 

 日本は，日本国内における二酸化炭素削減もありますけれども，レンダーとして他のアジアの

国々に大きな貸付けをしている立場でもあります。ですので，それに日本において何らかの法的

な歯止めをかける可能性はないものかと思っているのですけれども，私は弁護士をやっています

が，訴訟弁護士ではないものですから，ぜひ皆さまの御意見をお伺いできればと思います。 

 

浅岡 日本は，国内での石炭火力発電所の増加に加えてアジアでの建設を資金的に支援している

国でもありますので，後でコメントを頂ければと思います。はい，どうぞ。 

 

会場④ アマゾンの話が非常に面白かったのですけれども，コロンビアで，なぜ，このようなと

ころまで法律というか権利が進んでいるのかについて，是非教えていただきたいと思います。 

 

浅岡 前の方，どうぞ。 
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会場⑤ 質問は非常に簡単です。「人類や生態系に与える化学物質をなぜ除去しないのですか」

ということです。「企業が利益優先で考えて悪質な化学物質をずっと流していくと環境は良くなり

ません」ということです。悪質な化学物質を除去するためには，どのようにしたら良いのですか。

なぜ取り組まないのですか。 

 

浅岡 ありがとうございます。残りの時間も限られてまいりましたが，気候変動問題に大変造詣

の深い大塚先生と高橋先生がいらっしゃいますので，短い時間で恐縮ですがコメントを頂いて，

そのあと，パネリストの皆さまから先ほどの御質問にも絡めてコメントを頂ければと思います。 

まず，早稲田大学の大塚先生，どうぞお願いいたします。 

 

大塚氏 簡単に，コメントをさせていただきます。 

 どの報告も大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 私は実践的な話に関心がございますので，国内でどのような根拠で気候訴訟を提起するかとい

うことは，結構，大きな問題だと思っているのですけれども，大久保さんが最後におっしゃって

いたように，日本では民事差止訴訟は，他の国に比べると割と使えるところがあることはありま

す。原発の差止訴訟などで私と高木先生の間で議論になっているところもあるのですが，日本は

行政の許認可があっても基本的に民事差止訴訟が排除されませんので，そこは一つのポイントで

あるとは思っています。 

 ただ，ここで大久保さんも書いていらっしゃるように，民事差止訴訟において石炭火力発電所

のＣＯ２排出と原告の被害との間の因果関係を認めさせることは，少し考えたいとは思っていま

すけれども，なかなか難しいところは残念ながらあるかなと思っているところもございます。 

 ですから，そのような意味では，日本の強みであるとも言える民事差止訴訟も気になるところ

ですが，少し措くとして、損害賠償については、ドイツにおけるペルー農民の訴訟に私も注目し

ていて，気候訴訟に関して若干論稿を書いたときにも，ここを気にしていました。 

 それで，これはこれでもちろん難しいのですけれども，気候訴訟のうち損害賠償訴訟について

は、私は，確率的心証論のようなものをとる必要があるかなと思っていたのですが，先ほど千葉

弁護士が紹介されたフランク弁護士の議論の仕方、これは、ある意味でリスクに対する賠償とい

うことになると思いますが、一つの企業の行為が発生させるリスクが小さくても、そのリスクに

対応する損害については事実的因果関係を認めるという考え方が打ち出されていると思いました。 

 もちろん，各国の国内の裁判所で争うときは，各国の民法の適用が問題となりますので，ドイ

ツの議論と日本の議論が必ずイコールになるかどうかは分かりませんが，もし事実的因果関係に

ついてこのような考え方が認められるのだったら大変興味深いと思いました。 

 この考え方は、かつての日本の公害に関する重合的競合の議論とも類似していますし，最近で

は，建設アスベスト訴訟に関しては，元々は重合的競合として扱う議論もなされていたのですけ

れども，その後、原告の弁護士さんは訴え方を伝統的な議論に沿うように変えられましたので，

現在高裁で勝訴されている事件では必ずしもこの問題はなくなっているところはありますが，重

合的競合の場合に寄与度に応じた分割責任を課するという考え方は有り得なくはないと思われま
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す。 

もっとも、この考え方を認める場合においても、ドイツの裁判で出てきた 0.47％のような数値

については，相当争われると思いますし，根拠となっているＧＨＧの量の累積はいつからの分を

算定しているのか，0.47 という数値の根拠なども含めて議論になると思います。ただ、そのよう

な困難はあっても，私は現在のところ，差止めよりは損害賠償の方が認められる可能性があるの

ではないかと考えているということを一言申し上げておきます。ありがとうございました。 

 

浅岡 ありがとうございます。まだまだハードルはあるのですけれども，不可能ではないのでは

ないかなという状況かと思います。 

 都留文科大学の高橋先生，企業行動の立場からコメントを頂けますでしょうか。 

 

高橋氏 ありがとうございます。都留文科大学の高橋です。 

 私は，政治学者でエネルギー政策を研究しておりますので，今日の法律家の皆さんの司法的な

お話は，大変勉強になりました。 

 コメントですけれども，エネルギー政策，環境政策という観点からすると，皆さん御存じのと

おり，規制的手法や経済的手法，合意的手法，計画的手法などを授業でも教えているわけですけ

れども，日本は規制的手法も極めて弱いし，計画を作っても極めて不十分な計画だし，経済的な

メカニズムもどうも導入できていないことにおいて全く駄目であると。 

 では，何ができるのかと考えた場合に司法的な手段があるではないかということが今日のお話

の非常に価値があるところで，まだまだ日本では起こっていないとはいえ，石炭訴訟の話を含め

て司法からやはり社会のゆがみといいますか市場の失敗を是正していくことは効果があるのかな

と感じました。 

 もう一つ挙げるとすれば，市場の失敗なのですけれども，市場における選別も実はあるわけで，

先ほどのクライアント・アースさんの話は，ある意味でそこと一部重複しているところもあるの

かなと。要するに，市場で実はもう価値がなくなっていて，何らかの齟齬によって延命している

ものが，実は企業にとってマイナスであるという話。これは，ダイベストメントの話が正にそれ

に当たるわけであって，そのような価値観を経営者や株主が持つようになれば，政策が例え不十

分だったとしても，そちらから是正する余地があるのかなと。 

 したがって，行政がやる政策と司法による是正と市場のより合理的な判断，そのような様々な

手段を，ポリシーミックスという言葉がありますが，総合的に組み合わせていくことによって，

ようやくこれぐらいのグローバルな規模の問題の解決の道筋が見えてくるのではないか，そのよ

うな意味において非常に勉強になりました。ありがとうございます。 

 

浅岡 突然にコメントをお願いいたしましたが，ありがとうございます。 

 それでは，残り時間もなくなってまいりましたので，パネリストの皆さまから意見等も含めま

してコメントを１分ぐらいでお願いいたします。 

 その前に企業の訴訟リスクのことだけ少し先に説明をしておきたいと思いますけれども，アメ
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リカの裁判のＮＧОや市民側から出した裁判は，ほとんどが石炭に関するもので，かなり勝訴い

たしまして，何十か所も中止させてきていますが，発電所事業は本来，ドメスティックな事業で

すので，日本の企業が関わっていたことでないとは思います。ただ，これからは，ペルーの事件

のように，日本の東京電力もＲＷＥ社と同程度か，もっと寄与が大きかったかもしれない電力会

社でしたし，クライアント・アースのような団体がいつ，日本にやってくるか分かりませんので，

心して将来性のある選択をしていかなければならない時代だと思います。 

 それでは，千葉先生から，最後のコメントをお願いいたします。 

 

千葉 コメントを頂きありがとうございます。 

 私もペルーの事件がどのようになるのか，まだ判決が出ていませんが非常に注目しています。

控訴審の判決が出れば一段と議論が活発になると思います。この事件は「気付き」が出発点にな

っていると思います。ＩＰＣＣの報告書がいう，温室効果ガスの累積排出量と地球の平均気温の

上昇との間の比例関係は以前から言われていたことです。ですが，これが法律の世界でも重要な

意味を持つことに気付いた，というのが始まりです。これまで誰も考えてもみなかったような訴

訟が起きた。よく考えてみると「ペルーとドイツがつながるんじゃないでしょうか」というよう

なことが言われ始めた。これまでの法律家の常識とは全然違う話なので，なかなか付いていけな

いのですが，頭を真っ白にして素直に考えてみると，因果関係を否定するという方が難しいので

はないか，という気になってきます。 

 累積排出量に占める割合（パーセンテージ）が妥当か，などの問題はあるかもしれませんが，

ＣО２が排出され，それに見合う分だけ気温が上昇し，その分だけ被害を増幅させる，対策費を

増加させる，という関係をどう考えるのかは法律家もまじめに検討しなければいけない話だと思

います。 

 一言申し上げると，先ほど紹介したフランク弁護士さんは，単独の不法行為として捉えていま

す。共同不法行為的な枠組みではありません。個々の排出者が損害や対策費用の一部を生じさせ

ている，という枠組みです。ですが，被害や対策によっては切り分けられないものもあります。

そのようなものについては，共同不法行為的な枠組みで論じることが必要になって来ると思いま

す。そこには，またいろいろな論点はあると思います。ぜひ，そのような議論が深まっていけば

と思っております。 

 

浅岡 私たちも頭の整理をしているところかなと思います。では，和田さんからコロンビア事件

などに関してお願いいたします。 

 

和田 はい，３点ほど手短にいいですか。 

 まず第一に企業の訴訟リスクですけれども，ペルーの農民がドイツの大企業を訴えたことはと

ても象徴的で，もしこれが上手くいって日本にも適用できるような理屈になるならば，その相手

が日本企業であってもおかしくない，そのような訴訟です。この手の訴訟が今後は増えるのでは

ないかと私は思っています。それは，正に企業の訴訟リスクではないかと考えています。 
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 二つ目に，コロンビアのアマゾンの話で，なぜコロンビアでこのようなことができるのかとい

う疑問なのですけれども，実は私もよく分からないのですが，私は，中米のコスタリカという国

に２年ほど大学院に留学していたことがありまして，そのときの判決文を読むとそのときの感覚

を思い出すのですね。 

 どのようなことかというと，環境意識は非常に高いのです，あの辺りは。やはり周りに豊かな

自然があって，生物多様性が非常に豊富で，なおかつ過去にひどい環境破壊を経験してきたと。

殊に，アメリカ資本主義によって環境破壊を経験してきた。このような経験があって，環境意識

が元々高いということが一つ。 

 それから，やはり国民性なのですね。非常に理想を語り合う国民性がラテンアメリカにはあっ

て「そんなことできるわけないじゃないか」というような批判はないのですよ。大学院のクラス

でさえ，皆，理想を語り合う，理想を持つことが良いことだと，その辺りの国民性があるのかな

という気はしています。 

 もう一つは，今日，紹介しなかったけれども，コロンビアの憲法には環境教育も書いているの

ですね。それは，やはりかなり前からあったのだろうと思います。 

 ちなみに，その環境権は大分前からあって，例えばコスタリカなどは，私が留学していた 20

年前に既に環境権規定ができていました。やはりその辺りの土台の違いかなと思うけれども，な

ぜかは私も心底からはよく分かっていないところです。 

 ３点目に，企業の利益優先，これが問題だというお話がありましたけれども，コロンビアの判

決を読んでいて強く感じたこと，私もそのように思っているのですが，「環境の優越性」という言

葉を使っているのですね。環境が全てに優越する」，この思想がとても大事だと思っていて，日本

にはこの思想がないのですよ。環境が優越したら企業も自由は制限されるはずだし，私たち個人

も制限されるはずなのだけれども，やはり環境は，私たちの生命の土台ですから環境がなければ

生きていけないし，健康にはなれない，財産権も侵害される，このような考え方を広めなければ，

結局，今のままで終わってしまうのだろうと。どのように広めていくかが課題かなと感じており

ます。 

 以上です。 

 

浅岡 久保田さん，どうでしょうか，日本の訴訟に少し光が見えるでしょうか。 

 

久保田 他の国の例を見ると，日本は暗たんたる気持ちになるとは思うのですけれども，やはり

今やっていかなければいけないのは当然なので，どのような訴訟類型が考えられるのか引き続き

考えていく必要があるかなと思っています。 

 やはり，先ほどはポーランドの事例も紹介していただきましたし，質問の中にもありました日

本の企業がかなり資金援助を，商社などですかね，しているという例もかなりありますので，そ

れをどのように止めるかというところは，私も株主代表訴訟しか今のところ思い当たらないので

すけれども，そこまで行かなくても株主提案権を使って，その前で提案して是正も求めていくこ

とは十分に有り得るのかなと。 
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 やはり訴訟の日本の現状を見てみると，訴訟もやるのですけれども，フィナンシャル的な，石

炭が市場の中では価値がないことが押せるところなのかなと，先ほどの例からも思いましたので，

そこの訴訟類型というか，やっていき方，主張の仕方をこれから考えていくことが一番良いのか

なと思っています。 

 

浅岡 ありがとうございました。 

 それでは，大久保先生，いろいろな御質問や御意見を含めまして，可能なところでお願いいた

します。 

 

大久保氏 まず，アジアと南米で共通しているのは，いろいろな問題があるとしても，基本的に

コミュニティーや先住民の合意なしには物事が進められないという認識が強くなっているという

ことです。日本企業であれ，どこの国の企業であれ，この点に関しては配慮せざるを得ない状況

にあります。 

 二つ目といたしましては，国際金融機関が果たす役割です。世界銀行にしても，アジア開発銀

行にしても，環境やコミュニティーの参加を考慮してガイドラインの改定をしています。また，

メコン流域では，アセスにおける市民参加ガイドラインが出来上がっていて，そのようなものと

国際金融機関の資金供与が密接にリンクしていることにも留意をした方が良いと思います。この

ような国際金融機関の動向は各国政府も重視しますので，ここをしっかりと押さえていくことも

大切です。 

 三つ目といたしまして，日本，韓国を除きますと南米，アジアの主要国では，基本的に環境公

益訴訟が認められており，救済方法も極めて多様になっています。フィリピンの自然令状（writ of 

kalikasan）を始め，様々な救済が可能であり，自然の権利を認めている国もあります。また，先

ほど和田先生から「環境優先」というお話がありましたが，それが裁判でどのような原則として

表れているかというと，南米では「In dubio pro natura」，「疑わしきは自然の有利に判断をする」

という審理原則が適用されるようになってきています。「疑わしきは罰せず」という刑事法の原則

は，日本人にも馴染みの深いところですが，環境訴訟においても，新たな潮流が生まれています。 

 それから，欧州人権条約あるいは人権規約などが，どの程度日本の裁判で役に立つのかという

話に関しましては，御指摘があったとおりで私も関心を抱いております。日本の裁判所が欧州人

権条約を参照する義務はありませんが，直接言及していなくても日本の違憲判決の中には，民法

の非嫡出子差別違憲判決のように，欧州人権裁判所の判決に影響を受けたとみられる判決が出て

きています。少なくとも裁判所が関心を抱いていることは確かで，その一つの理由としては，憲

法・国際人権の研究者の皆さんが開催している欧州人権裁判所の判例研究会に裁判官が参加して

いるとか，また，欧州人権裁判所のあるストラスブールに滞在する日本政府関係者と裁判所の交

流があるということが考えられます。これらの活動を通じて徐々に国際感覚が身に付くので，そ

のような機会は，実はとても重要なのではないかと思っています。 

 以上です。 
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浅岡 ありがとうございます。 

 本日は，海外では，司法の領域でも，温暖化対策に関して大きく動いていることが分かりまし

た。石炭火力発電所をこれから新設しようなどという国は先進国では日本ぐらいですが，このよ

うなギャップが司法の場面でもやはり同じように現れていて，司法関係の私たちの世界の中でも

追いついていくために工夫をしていきたいと考え，本日はその第１回目，取っかかりの会合とい

うことで予定をいたしました。 

 先ほどの環境の優先ということは，日本ではまだ現実性がないとの議論もあるかもしれません

けれども，「プラネタリー・バウンダリー」と言われるように，地球環境はどうしようもないとこ

ろまで来ているという認識の下に，変わっていくのではないかと思います。 

 昨日，クライアント・アースの方から，「中国で裁判官の教育活動をやっている」との話を聞い

たのですけれども，先ほどのオランダの最高裁判決は，判決当日に英文でもサマリーを出してア

ナウンスもしています。判決の意義を感じている裁判官たちが生まれているわけで，日本でも遠

からずそのような方が現れてくるだろうことを期待いたします。 

 本日のシンポジウムを第１回といたしまして，更に勉強したいと思います。学識の先生方から

も相談させていただきながら更に深めてまいりたいと思います。 

 私からは，これで終わりまして，あとは司会にお返しいたします。どうも皆さま，ありがとう

ございました。 
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司会 最後に御挨拶の時間を頂きたいと思います。日弁連公害対策・環境保全委員会委員長の山

本英司から閉会の御挨拶を申し上げます。 

 

Ⅷ 閉会挨拶                                     

  山本 英司（日弁連公害対策・環境保全委員会委員長） 

 

山本 皆さん，こんばんは。御紹介いただきました日弁連の公害対策・環境保全委員会の山本英

司でございます。本日は，このような夜に，しかも大変長時間でかなり難しい議論に最後までお

付き合いいただきまして，どうもありがとうございました。 

 また，大久保先生，大阪から駆けつけてくださいまして，どうもありがとうございます。 

 それから，クライアント・アースのお２人には，イギリスからわざわざおいでいただいて，と

ても貴重なお話を聴かせていただきました。ありがとうございます。 

 大久保先生のお話の中の「人格権は使える」という一言に大変勇気付けられました。言われて

みればそのとおりかもしれないけれども，それをしっかりと頭に入れて帰ろうと思います。 

 また，クライアント・アースの皆さん，イギリスにこのような事務所があるという風土自体を

大変羨ましく思っています。なおかつ皆さんの活動に敬意を表したいと思います。 

 それから，海外の判決について御報告いただいた４人の当委員会のメンバーの皆さん，貴重な

お話を，１人は国内の裁判ですけれども，どうもありがとうございました。 

 気候変動訴訟は，なかなかマスコミにも報道されないし，石炭火力の裁判が少し報道されるぐ

らいで，弁護士でもこのような裁判があることを知っている人は結構少ないのではないかと思い

ます。 

 ただ，都留文科大学の高橋先生のお話で，気候変動を是正するために行政，市場，もう一つの

柱として司法を挙げられました。確かに行政も市場も日本ではあまり機能しない中で司法の役割

は非常に大きいと私たちは叱咤激励されたものと理解しまして，これからもこの問題について積

極的に取り組んでいきたいと思います。 

 また，裁判官の教育も非常に，私たちがやっていこうと思っておりますので，その節は，また

皆さんのお力をお借りしたいと思います。 

 本日は，大変どうもありがとうございました。 

 

司会 皆さま，長時間にわたりお付き合いくださいましてありがとうございました。以上をもち

まして本日のプログラムは，全て終了いたします。 

 ただいまの時間ですが，当ビルの１階出口は閉まっておりますので，地下１階からお帰りいた

だくようにお願いいたします。 

 それでは，皆さま，お忘れ物のないように御確認いただき，お気をつけてお帰りくださいませ。

ありがとうございました。 
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