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海洋プラスチック問題に対する意見書
京都弁護士会 大倉英士
１

海洋プラスチック問題の概要
いわゆる「海洋プラスチック」問題は，海洋生物学者
のチャールズ・モア氏が 著した「PLASTIC OCEAN」
（2011年出版）によって指摘されました。多くの方は，
2018年７月，アメリカの大手コーヒーチェーンがプラス
チック製ストローを廃止するとのニュースが報道されて
知ることになったのではないかと思います。
プラスチックは，私たちの生活に広く，深く入り込ん
でいます。廃棄されたプラスチックの一部は想定どおり
にリサイクル処理されず，環境中に流出し，河川等を通
じて最終的には海に辿りつきます。
既に，世界の海には合計で１億5000万トンものプラス
チックが存在しているといわれ，これに加え，毎年，少
なくとも800万トンが海洋へ流入していると推定されてい
ます。
プラスチックは容易に分解されないため，一旦環境中
に放出されると，その多くが数百年以上もの間，残留し
続けます。海洋に出たプラスチックは，紫外線や波の作
用により，やがて微細なマイクロプラスチックとなりま
す。マイクロプラスチックは海洋生物の体内に取り込ま
れるほか，ボトル入り飲料水や食塩などに含まれている
可能性すら指摘されています。また，マイクロプラスチッ
クには有害な化学物質が付着していることも少なくない
といわれています。
２ 日本の役割と現状
海洋プラスチックの中で圧倒的割合を占めるのは，使
い捨てられた「容器包装等」に由来するものです。日本
は，１人当たりの容器包装プラスチックごみ発生量が世
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界第２位ですから，海洋プラスチック問題に対する責任
ある行動が求められる立場といえます。
日本で廃棄されるプラスチックの有効利用率は84%と
されていますが，そのうち57%をサーマルリサイクル（熱
回収）と呼ばれる焼却処理に頼っています。そもそも焼
却してしまうことをリサイクルと呼んでよいかという問
題もありますが，プラスチック包装が化石燃料に由来し，
燃焼によるCO2の発生を考慮すると，地球温暖化対策と
しても適切な処理方法とはいえません。
2018年６月に開催されたG７シャルルボワサミットに
おいて，プラスチック問題の解決のため「海洋プラス
チック憲章」が提案されましたが，日本とアメリカだけ
が署名しませんでした。日本は，現在検討しているプラ
スチック資源循環戦略において，プラスチックの生産・
使用の制限などを策定しようとしていますが，必ずしも
十分とはいえません。
３ 日弁連の対応
このような問題状況を踏まえ，日弁連では，①海洋プ
ラスチック憲章へ早期に署名すべきこと，②プラスチッ
ク資源循環戦略においてサーマルリサイクルが例外的手
段であることを明らかにすべきこと，③2030年までに使
い捨てプラスチック以外のプラスチックについては100％
リユース・リサイクルを可能とする法整備を行うべきこ
とを求める「海洋プラスチック問題に対する意見書」を
2018年12月20日付けで取りまとめ，同21日付けで環境大
臣へ提出しました。
日弁連のホームページで全文を公開していますので，
詳細はそちらをご確認いただければ幸いです。
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自
 治体戦略2040構想研究会第二次報告及び
第32次地方制度調査会での審議についての意見書
東京弁護士会
日弁連は，自治体戦略2040構想研究会第二次報告及び
第32次地方制度調査会での審議について，2018年10月24
日付けで意見を取りまとめ，10月29日付けで総務大臣及び
第32次地方制度調査会会長に提出しました。
１ 地方自治体と公害環境問題
日本の公害環境問題において，地方自治体が果たしてき
た役割には多大なものがあります。
1960年代，深刻な公害が進む中で，厳しい公害規制を
し，公害対策を大きく前進させたのは，東京都や川崎市な
どでしたし，街並み破壊が進む中で，景観条例を作り，街
並み保全に立ち上がったのは，京都市，金沢市，倉敷市
などでした。また，その後，環境保全・景観保全のために
先進的な取組を進めたのも，各地の小規模自治体でした。
２ 2
 040研究会報告書の公表－「圏域」を主体とした
「行政のスタンダード化」の構想
現在，人口減少と高齢化の危機が押し寄せる中で，地
方自治体の権限と財源を限定しようという動きがあります。
総務省は，2018年７月３日に，
「自治体戦略2040構想研
究会第二次報告」(以下「2040研究会報告書」といいます。
）
を公表しました。
2040研究会報告書は，2040年頃には，人口減少と高齢
化という未曾有の危機に直面しているとし，地方自治体制
の見直しが必要としました。その上で，都道府県と市町村
の間に，
「圏域」という新しい地方公共団体を設け，
「圏域」
の実体性を確立し，顕在化させ，新たなプラットホームと
し，
「圏域」を法制化し，
「圏域」が主体となって「行政の
スタンダード化」を進めていくことを構想しました。
2040研究会報告書が公表された翌々日の７月５日には，
総務省において第32次地方制度調査会が開催され，
「圏域
における地方公共団体の協力関係，公・共・私のベスト
ミックスその他の必要な地方行政体制のあり方」を諮問し
ました。
３ 「圏域」の法制化における３つの問題点
確かに，人口減少と高齢化は，未曾有の危機と言えま
す。しかし，それに対し，市町村を統合して，権限や財
源を「圏域」にまとめていくことが適正な対応策なので
しょうか。
このような改変については，以下のとおり，３つの大き
な問題があります。
⑴ 憲法上の保障である地方自治の本旨との関係
第一の問題は，憲法上の保障である地方自治の本旨との
関係です。
既に，地方自治法上，一部事務組合，広域連合，事務
委託などの多様な広域連携のための選択肢が用意され，
各地の自治体は，様々な形で広域連携をし，単独では対
応できない，あるいは馴染まない課題への対応や住民
サービスの向上につながるような課題に対し，自らの選
択によって，行政サービスの専門化や効率化，高度化を
図ってきました。
ところが，今回，2040研究会報告書が提起した「圏域」
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の法制化及びそれを通じた行政のスタンダード化は，全国
的に，国が主導して，市町村の権限の一部を圏域に担わせ
ようとするものです。
財源についても，これまでは都道府県と市町村という普
通地方公共団体以外には出されていなかった地方交付税
について，その一部が「圏域」に行くことになります。
こうした措置は，自治体が自主的権限によって，自ら
の事務を処理するという団体自治に反する可能性があり
ます。
また，「圏域」には，住民による選挙で直接選ばれた
首長も議員もいません。そのような団体に対し，国が直
接財源措置を行うことは，住民自治にも反する可能性が
あります。
⑵ 平成の大合併などの検証の不在
第二の問題点は，「圏域」の代表的なものである連携
中枢都市圏構想や平成の大合併について，検証がないと
いう点です。
「圏域」を法制化していく以上，
「圏域」の代表的なもの
である連携中枢都市圏構想について，どのような成果を生
み，あるいは，どのような弊害を生じさせたのか，実証的
な検証・分析を行い，その評価を参考にすべきですが，そ
れがなされていません。
また，周辺市町村の事務を圏域に取り込み，周辺市町村
の権限を限定することにつながるという点では，市町村合
併にも類似しますが，市町村数をほぼ半減させた平成の大
合併についても，実証的な検証・分析を行うべきところ，
それがなされていません。
⑶ 国土政策の観点からの検討の不在
第三の問題点は，2040研究会報告書は，人口減少と高
齢化という未曾有の危機に対する対応策を検討するとしな
がら，地方自治行政制度の問題のみを論じている点です。
国土政策や各市町村が取り組んできた地方創生総合戦
略との関係も検討されないまま地方自治行政制度のみの改
正をしようとしています。
国土交通省所管の国土審議会などの場において，国土
政策に知見を有する有識者等による，
「国土政策」の観点
からの検討と国土形成計画との整合性についての十分な審
議が行われるべきです。
４ おわりに
2040研究会は，一貫して会議及び議事録を非公表とし，
全国市長会，全国町村会の研究会への傍聴を認めず，研
究会発足後，全国市長会，全国町村会，全国知事会，現
場の自治体関係者からの意見聴取を全く行わずに，報告書
を取りまとめました。
これは，政策形成過程の透明性及び健全性という点から
も多大な問題があります。その結果，第32次地方制度調査
会の第１回の総会では，全国市長会会長及び全国町村会
会長から強い反発の声が上がりました。
異例の事態です。検討審理は，公開かつ現場からの意
見を踏まえたものとするべきです。
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脱原発政策に関する韓国調査
愛知県弁護士会
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，アジアにおける脱原発への政策転換について，2017
年11月に台湾・ベトナム調査を実施しましたが，2018年
９月には韓国でも同様の調査を実施しました。
近隣アジア諸国の原発政策は大きな転換期にありま
す。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案が成立しており
（ただし，2018年11月の住民投票で電気事業法の当該条
項の削除が賛成多数とされたため今後の動向が注目され
る。
）
，日本政府の原発輸出政策に応じていたベトナム
も，2016年に原発計画を凍結し自然エネルギーの活用を
進める方針に転換しました。
そして，今回調査を行った韓国では，2017年６月，脱
原発を公約に掲げ当選した文在寅大統領が，建設中の新
古里原発５，６号機の建設工事を一時停止し，建設継続
の可否を問う国民的な合意形成を行うなど，政治主導に
よる大きな転換期を迎えています。
今回の調査では，脱原発政策について韓国国民の意見
を取りまとめている公論化委員会での議論を中心に，韓
国の脱原発政策，NGOなど市民の関わりについて視察
を行いました。
本稿では，今回の調査のうち公論化委員会に関して報
告をします。
２ 韓国の原発を巡る状況
⑴ 韓国の原発事情
韓国は，一つの原発サイトに複数の原子炉が設置され
ており，また，新増設計画が多数あること，さらには，
積極的な原発輸出政策を有するなど，我が国の原子力を
めぐる状況と非常に似ています（運転中の原発プラント
は24基，2016年３月時点）。
また，原子力発電の発電量は，総発電量の30％（2014
年）を占め，2015年７月の時点では，将来的に原子力発
電を拡大する方針がとられていました。
⑵市民運動の特徴
反原発運動は，1980年代後半の民主化運動の流れから
始まり，当初は核兵器に対する反対がメインでした。市
民運動は，90年代半ばから本格化し2000年代に拡大した
とのことです。環境保護団体の中には資金面で充実して

コリ原発を背景に視察を行う様子
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藤川誠二

いるところもあり，専属スタッフがいたり，団体によっ
ては専門家を雇っていたりするなど，市民運動の層は厚
く充実しているとのことです。
３ 公論化委員会について
⑴ 公論化委員会とは
公論化委員会は，文在寅大統領による建設中の原発建
設工事の一時停止表明を受けて発足したもので，これま
でも重要な政策課題などにおいて市民意見を集約する際
に設けられてきたとのことでした。今回は，３か月とい
う期間で新規原発の建設工事継続の可否について市民の
意見を問うことになりましたが，同時に，将来の原子力
発電の継続についても意見を求めることになりました。
今回の公論化委員会は９名の委員から構成され，全国
から500名の市民が年齢別，地域別に選ばれ，この500名
の市民団の多数決により結論を出すという方式をとりま
した（公論化委員会は意見を取りまとめる機関という位
置付け）。
⑵ 議論の経過
公論化委員会は，市民団体側と産業側に呼び掛けて意
見集約方法・討論のルールを作ることから始め，どのよ
うに進めるのかについても双方が提案をしながら決めら
れたとのことでした。市民団は，宿泊を伴う合宿形式で
原発に関する問題点についての学習会や討論をするな
ど，様々な知識や問題を理解した上の熟議型の議論を重
ねていきました。また，これとは別に一般市民に対して
も，推進側，反対側それぞれが，様々なキャンペーンを
展開し世論にもそれぞれの主張を訴えていったとのこと
でした。
⑶ 結論及び評価
市民団の出した結論は，建設継続が賛成多数，将来の
脱原発が賛成多数というものもでした。この結論につい
ては，特に反対派からは様々な評価がされているとのこ
とでした。例えば，意思決定者の選定方法に問題がある
とか，公論化の議論過程におけるキャンペーンを無制約
に認めてもいいのか，テーマ設定は適切だったのか（単
純なYes/Noでいいのか）等，各市民団体により評価は
異なるとのことでした。
４ おわりに
韓国では政治主導で，市民あるいは環境団体の意見が
直接的に原発政策に反映される手続が実際に行われたこ
とは非常に興味深いことです。公論化委員会の手続につ
いては，ルール次第で結論が左右されかねないという問
題点に留意が必要といえます。また，集約された意見を
どのように政策に反映させるかという点も重要といえま
す。現政権下における日本の原発政策は，およそ国民的
議論がされているとは言い難い状況といえますが，福島
原発事故を経験した我が国だからこそ，国民的議論が必
要といえるのではないでしょうか。
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 ムサール条約第13回締約国会議（COP13ドバイ）参加報告
～世界的に湿地の危機的状況は続いています～

兵庫県弁護士会

永井光弘

１ ラムサール条約とは
ラムサール条約は1971年に採択された国際条約で，日
本は1980年に批准しました。当初は渡り鳥の保護を主目
的としていましたが，近時は，湖，沼，田んぼ，河川，
干潟及び沿岸域などを含む広く湿地保護に関する条約と
して機能しています。３年に１回，締約国の会議が開催
されており，2018年10月21日から29日にかけてアラブ首
長国連合・ドバイにおいてラムサール条約第13回締約国
会議（以下「COP13」といいます。
）が行われました。
このCOP13を機に，宮城県の志津川湾，東京都の葛西海
浜公園が新たにラムサール条約湿地登録簿に掲載され
（兵庫県の円山川下流域・周辺水田は登録区域拡張）
，国
内のラムサール条約湿地は52か所となりました。
２ COP13のトピック

地に強力な炭素吸収力があると報告され（面積は陸地の
３％だが世界の森林の２倍の炭素吸収量）
，これが決議
13「気候変動への緩和と適応，生物多様性の強化のため
の劣化した泥炭地の再生」のバックボーンとなっていま
す。同じく沿岸域の炭素吸収力に着目した決議14「沿岸
域におけるブルーカーボン生態系の保全，再生，持続可
能な管理の促進」も挙げられます。また，GWOは湿地に
依存する種の現状分析で沿岸域湿地に依存するウミガメ
につき絶滅危惧指数を100％としており（ちなみに淡水爬
虫類40％，サンゴ33％）
，これが決議24「ウミガメの繁
殖，採餌，子育て地の保全の強化と重要な地域のラム
サール条約登録湿地への指定」につながっています。
３ NGOの関わり
私は，COP13にNGOの一員として参加しました。言う
までもなくCOPは締約国の会議ですから，NGOは本会議
の傍聴はできても，発言することはできません（国際団体
パートナーであるIUCNやWWFなどのNGOは別です。
）
。
ただ，様々な形で本会議へ意見表明する方法はありま
す。COP13でも，各国NGOの連合体として，会議の開始
に当たりオマーンの代表を通じてNGOの意見表明を読み
上げてもらいました。COP本会議の行われていない昼間
や夕方の時間帯にはNGOとしてサイドイベントを主催しア
ピールもできます。私の関与するNGOは水田に関するも
の，決議の実効性確保に関するものという２つのサイドイ
COP13本会議の様子
第 一 に，
「 地 球 湿 地 概 況（GWO：Global Wetland ベントを行いました。本会議中は，本会議場の脇にそれぞ
Outlook）
」の発表が挙げられます。GWOは，ラムサール れのNGOがブースを常設し，COP参加者に自らの活動の
条約事務局が世界の湿地の現状と傾向，対応について初 アピールし，他のNGOとも情報交換をしています。最後
めて網羅的にまとめた報告書です。今後しばらくは湿地 に，普段はスカイプでしか交流できない他国NGOの仲間
保護を語る上での最重要資料となるでしょう。これによ と直接会って情報交換できるのは大きな意味があります。
れば，
「1970年以降，湿地の35％が消滅し（森林消滅の ４ 終わりに
果たしてドバイに湿地などあるのかと危惧していたの
３倍のスピード）
，陸域の湿地に生息する種の81％，沿
岸・海洋域の種の36％が減少した。
」
，
「湿地に依存する ですが，ドバイクリークの奥にラス・アル・コールとい
種の25％は絶滅の危機にある。
」と危機的な状況が報告 う湿地がありました（アラブ首長国連合で最初のラム
。高層ビル群を背景に日本でも見慣れ
されています。その他にも，湿地の所 在別（アジア， サール条約湿地）
たサギがフラミンゴと並んでエサを漁っていました。
ヨーロッパ等）
，湿地の種別（陸域湿地，沿岸湿地等）や
依存する種（海草，ウミガメ等）ごとに現状と傾向の分
析がされ，湿地の減少・劣化に対する今後の対応指針に
も言及されています。条約ホームページから英語版（８
頁のサマリーもあります。
）は入手可能で，春ごろには環
境省による邦訳も発表される予定のようです。
第二に，締約国会議として，2015年の国連サミットで採
択された持続可能な開発目標（SDGs）や，気候変動枠組
み条約，生物多様性条約を始めとする多国間環境協定
（MEAs）と協調を進める姿勢が示されました。従来，気
候変動を重視することは政治的に過ぎて湿地の条約という
ラス・アル・コールのフラミンゴ
領域を超えるという消極的意見も強かったようです。しか
し，それでは湿地の保全・再生，賢明な利用が達成でき
次回COP14は，1971年に条約が採択されてからちょう
ないとの方向付けがされたようです（流動的ですが。
）
。
ど50年の節目となる2021年に開催されます。その頃には，
第三は，今回のCOP13では，第一，第二を受けた決議 ほんの少しでも日本や世界の湿地の状況が良くなってい
が多数採択されたことです。例えば，GWOでは，泥炭湿 ることを目指したいと思います。
4
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米国調査報告～米国の近隣紛争調停制度について
第二東京弁護士会
１

はじめに
米国においては，行政部局内に近隣紛争解決のための
調停制度が設けられている郡や市があります。この調停
制度は，環境紛争だけを対象とするものではなく，一部
を除く近隣紛争を全般的に対象とするものですが，騒
音・悪臭などの近隣の環境紛争についても効果的な解決
をもたらすものとして高い評価を受けているようです。
2017年11月上旬，当委員会の公害紛争処理制度に関する
プロジェクトチームは，この調停制度につき，米国にヒ
アリング調査に赴きました。訪問したのは，クラーク郡
近 隣 紛 争 調 整 セ ン タ ー（Clark County Neighborhood
Justice Center）及びロサンゼルス市司法官事務所紛争
解 決 プ ロ グ ラ ム（OFFICE of the Los Angeles City
Attorney Dispute Resolution Program）の２施設です。
以下，この度の調査を踏まえつつ，米国近隣紛争調停
の特徴につき要点を絞って報告します。
２ 米国近隣紛争調停の特徴
⑴ 対話型調停
米国近隣紛争調停は，当事者らによる直接対話を重視
する，いわゆる「対話型調停」ですが，米国近隣紛争調
停においては，その“当事者らによる解決”という点が
徹底されております。調停員らは，当事者らの対話を促
進するよう務めるだけであり，法的な点その他につき，
自身の考えを述べたりアドバイスをしたりすることはあ
りません。被害を訴える当事者に対し，相槌を打つこと
すらしません。弁護士の同席も可能ですが，その役割は
依頼者への助言に限られ，相手方らと話すことはできま
せん。当事者らは，対話により互いの考えや気持ちを理
解し，自身の頭で解決策を導き出すことに専心します。
⑵ 充実した研修プログラム
調停員は公募されており，所定の講習等を経れば誰で
もその資格を取得することができます。ただし，その研
修プログラムは大変充実した内容となっています。ク
ラーク郡センターにおいては，最初に40時間の講習，そ
の後実際の調停を３回見学，さらにその後４回補助調停
員を務め，監督官に合格と判断される必要があります。

ロサンゼルズ市庁舎27階
「トム・ブラッドレイ・ルーム」の前で
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また，調停員となってからも，毎年８時間の継続研修を
受ける必要があります。ロサンゼルス市プログラムにお
いては，最初の40時間の講習の後，補助調停員を160時
間務めねばなりません。
⑶ ボランティア主体
調停員のほとんどはボランティアです。クラーク郡セ
ンターにおいては，従業員５人，ボランティア約50人，
ロサンゼルス市プログラムにおいても，約40人のボラン
ティアによりほとんどの調停が行われております。ボラ
ンティアは完全に無給とのことです。
誰でも調停員になることが可能であるため，様々な職
業の方がいます。ロサンゼルス市プログラム訪問の際に
出席してくださったボランティア調停員の方々の職業
は，市の職員，音楽家，弁護士，大学卒業したての方な
どでした。
⑷ 無料での利用
米国近隣紛争調停は無料で利用することができます。
通訳が必要な方については，通訳料も行政が負担しま
す。そのためか，取扱件数は多く，クラーク郡センター
においては年間で2800～3000件とのことでした（ただ
し，対象は環境紛争のみには限られません。）。
なお，クラーク郡センターでは，利用者にアンケート
用紙を渡しているところ，利用者の７～８割程度が結果
に満足しているようであるとのことでした。
３ おわりに
日本においては，近年，騒音等による近隣紛争が殺傷
事件等の深刻な事態に発展してしまうケースが非常に増
えております。対話を徹底する米国近隣紛争調停は，こ
のような事態を防ぐ制度設計を考える上で大変参考にな
るものと考えます。また，日本において行われる調停の
質を制度的に担保する見地からは，調停員に対する充実
した研修プログラムも大変参考になるものと考えます。
米国の近隣紛争調停制度には，示唆に富む点がたくさ
ん見られました。今回のヒアリング調査結果を基に，プ
ロジェクトチーム内において，更に検討を深めていきた
いと思います。

ロサンゼルス市司法官事務所紛争解決プログラム
において懇談した調停員らと
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第９回環境法に関するサマースクール報告
愛知県弁護士会
１ はじめに
「環境法に関するサマースクール」が，2018年９月１
日㈯に弁護士会館17階1701会議室及びサテライト会場
（京都弁護士会館）にて開催され，法科大学院生とその
修了生を中心に，弁護士，教員，公務員，そして大学生
や高校生など，合計52名が参加されました。
当サマースクールでは，法科大学院生に環境法の学習
方法の道案内を提供するとともに，環境法分野に携わる
法曹を発掘し育てるという観点から，毎年，充実した
テーマを選んでいます。本年は，講義順に，
「具体的に
考える環境（自然・生活）訴訟の問題点」
（市川守弘弁
護士）
，
「環境法体系とその学び方」，
「個別環境法を学
ぶ：土壌汚染対策法」
（北村喜宣上智大学法科大学院教
授），「豊島公害調停事件とは何であったか」
（岩城裕弁
護士）
，
「気候変動を法廷で争う！～世界の気候変動訴訟
の今」
（福田健治弁護士）とのテーマで，４人の講師に
講義を行っていただきました。
２ 本年の各講義のご紹介
⑴ 「具体的に考える環境（自然・生活）訴訟の問題点」
と題した講義では，市川守弘弁護士が，環境訴訟の基
礎的な知識と実践方法を解説されました。環境訴訟の
具体的な実践方法として，自然環境訴訟においては，
不十分な環境法制の下では，自然環境そのものではな
く自治体の財政支出を争うなど他に違法性を探すこと
効果的で，そのためには綿密な現地調査が必要不可欠
との指摘や，生活環境訴訟においては，受忍限度論の
歯止めとしての“Environmental Justice”の理念の
浸透が重要であることの指摘がなされました。
⑵ 上智大学法科大学院教授の北村喜宣教授は，「環境
法体系とその学び方」，「個別環境法を学ぶ：土壌汚染
対策法」の二部構成で，元司法試験考査委員の視点か
ら，環境法の学習方法についてユーモアたっぷりにお
話しされました。毎年，法科大学院生や修了生から，
自校に環境法の専門教員がいない，環境法科目の受講
生が集まらずゼミを組めない，市販の教材も少ないな
どの切実な訴えを耳にしています。そのような学生の
皆さんにとって，北村教授の講義は環境法学習環境の
格差を是正する機会となったものと期待しています。
⑶ 「豊島公害調停事件とは何であったか」と題した講
義では，岩城裕弁護士が，現在はアートの島として観
光客が訪れる瀬戸内海の離島・豊島での産廃不法投棄
に対する公害調停の全容を報告されました。岩城弁護
士は，島民参加型の大規模調査の実施，住民運動によ
る世論への働き掛けなどを経て，投棄を許可した県の
謝罪と，県による廃棄物等の搬出等を合意させた公害
調停の成立を獲得するまでの道のりを臨場感たっぷり
に語られました。さらに，岩城弁護士は，無報酬で豊
島事件に関与された経験から，
「環境は弁護士報酬を
払わない」という我々が避けて通れない問題に言及さ
れ，その唯一の解決方法は，課税のない寄付制度と環
6
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境団体訴訟制度の創設であると明言されました。例
年，当サマースクールでは，各講師がこの問題に言及
されています。参加者にとっても大変関心のある問題
であり，引き続き議論していかなければならない問題
であると感じています。
⑷ 気候変動枠組条約締約国会議（COP）にも参加さ
れている福田健治弁護士からは，気候変動と闘う手段
として注目されている気候変動訴訟の最前線が紹介さ
れました。福田弁護士によれば，政府機関に緩和や規
制権限の行使を求めるもの，個別の温室効果ガス排出
増加につながる政府行為の取消等を求めるもの，民間
企業の責任を追及するものなど，いわゆる気候変動訴
訟は，2017年３月時点において少なくとも24か国及び
EU諸国で提起されているそうです。著名なものとし
て，オランダの環境団体と市民らが同国政府に国内の
温室効果ガス排出を2020年までに25％削減せよとの請
求を掲げて提訴した事案では，2015年６月24日にハー
グ地方裁判所において請求を認める画期的な判決が出
ており，世界各国で気候変動訴訟が現実に活用されて
いる事実が紹介されました。また，気候変動訴訟が日
本においてどのように利用可能かという点も議論され
ました。
３ 今後の課題について
2010年から毎夏，法科大学院生らが環境法に関する知
識や経験を共有し，人間関係を広める場を提供すること
を目的に開催してきた当サマースクールですが，数年前
から，参加対象者を法科大学院生に限定しない形で開催
し，大学生や高校生などの参加も目立つようになりまし
た。昨年からはサテライト会場を設置し，遠方在住の方
にも参加してもらえるよう工夫しています。
法務省は司法試験の選択科目の廃止の是非を検討して
おり，司法試験及び法科大学院における環境法を巡る現
状は決して明るいとは言えません。しかし，当サマース
クールの参加者を見るに，環境法を学びたい学生は相当
数おり，学習環境作りが追いついていないと実感しま
す。当サマースクールが環境法学習環境の提供の一助と
なるよう，今後も創意工夫をして活動をしていきたいと
考えています。
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気
 候変動枠組条約第24回締約国会議（COP24）参加報告
—パリ協定の実現と持続可能な未来を目指して—
大阪弁護士会

和田重太

2018年12月６日から12日までポーランド・カトヴィ
ツェに滞在し，国連気候変動枠組条約第24回締約国会議
に参加する機会を得ました。同会議は通称COP24と呼
ばれています。COPとはConference of Parties（締約国
会議）の略であり，毎年年末に開催されます。
COP24の会場はカトヴィツェの中心部（中央駅から
徒歩10分程度）に設けられ，例年に比べ会場へのアクセ
スは非常に便利でした。ただ誰もが会場に入れるわけで
はなく，会場周辺は多数の警官によって極めて厳重に警
備され，事前に立入許可を得た政府関係者・マスコミ・
NGOメンバーのみがアクセスできるという点で，街か
ら隔離された排他的な空間でもありました。
会場内で行われるイベントは大別して，①各国の代表
者が議論を行うための会議，②各国やNGOが催す気候
変動対策に関連する展示やシンポジウムに分けられま
す。また，それ以外に，③会場外にて各種団体が催す気
候変動関連のイベントがあり，それには比較的自由に参
加できます。今回私は，①・②・③の全てに参加したの
で，本稿にてそれらを簡単に報告します。
COP24のメインは，当然のことながら上記①の会議
です。パリ協定（COP21にて成立）では，産業革命前
からの地球の平均気温上昇が２℃を十分に下回る（1.5℃
に抑える努力をする）ことを目標として，世界の全ての
国が具体的な削減目標を提出し，それを５年毎に改善し
て上記目標に近づけていくこと等が義務付けられまし
た。そしてCOP24は，パリ協定の具体的な運用細則（会
議では「ルールブック」と表現していました）を定める
重要な会議と位置付けられていました。私は，市場メカ
ニズム（ある国が他の国と取引をして，その削減分を他
国の削減分とみなすシステム等）の細則を議論するセッ
ションを傍聴しましたが，各国の意見の違いだけが目立
ち，
「合意を先延ばしする時間はない。今回の会議で合
意にこぎづけることが重要だ。
」との意見が空虚に響く
ほどでした。ただ，各国のスタンスが異なるのは当然で
あって，意見の違いを鮮明にさせることは合意に至る一
つのプロセスと見ることもできます。会議は12月15日ま
で続くのだから，最後には各国が意見の違いを乗り越え
てパリ協定のルールブック策定に至るものと期待して，
会場を後にしました。
会場内では上記②のイベントも数多く開催されていま
した。例えば，開催国であり議長国でもあるポーランド
の展示は，温暖化の元凶である化石燃料（石炭等）を多
用する国でありながら，石炭の害悪を視覚的に強調する
ものであり，
（一方でポーランドの温室効果ガス排出実
態は決して褒められたものではありませんが）好感が持
てるものでした。

律関係者や政策関係者が集い，気候変動に関連する法や
政策を議論する集会です。例えば気候変動対策に後ろ向
きなアメリカからの輸出品に対して関税をかける（アメ
リカのみが気候変動対策を怠るという抜け駆けを許さな
い趣旨）とすると，WTOのルール（GATT）に違反す
る疑いが生ずるところ，違反と解釈されないためにどの
ように運用を工夫すればよいか等が議論されていまし
た。それは，世界の気候変動と法に関する最先端の議論
でした。もう一つは，ビズネス業界が主催したWorld
Climate Summitです。世界の大企業は，今後パリ協定
に従い世界のエネルギー政策が転換していくことを見据
えて，既に脱炭素化に舵を切っています。気候変動対策
としては再生可能エネルギーへの転換や省エネ対策が有
効であるところ，それらを通じて企業が利益を生み出し
かつ地域経済の雇用を創出することは，企業が今後生き
残る上で必須との認識が示され，それが既にビジネスの
世界基準となっていることを肌で感じることができまし
た。他方で，この分野における日本企業の存在感の薄さ
は，日本経済の先行きに強い不安を覚えさせるものでも
ありました。
今回経験した様々な経験や刺激を今後の委員会活動に
活かしていきたいと，切に感じて日本への帰途に就いた
次第です。
（後日談）
カトヴィツェは北緯50度に位置します。日本付近で言
えば樺太の中央部と同じ緯度であり，冬の日照時間が非
常に短く，午後４時には暗闇に包まれます。しかも最高
気温ですら０℃を下回る日もあります。そんな厳しい気
候に冷や水を浴びせられたかのように，会議では特に先
進国と途上国の意見の対立が際立ちましたが，最後には
（一部の争点は先送りされたものの）パリ協定のルール
ブック策定にこぎつけることができました。今後は，
ルールブックが適正に運用されるかを国際社会が監視し
ていくことが重要です。
気候変動問題に対する取り組み強化の緊急性に疑う余
しかし，今回私が最も感銘を受けたのは，会場外で催 地はありません。地球の破滅を避けるためには，世界各
されていた２つのイベント（上記③）でした。一つは， 国が協調して気候変動対策をとるという努力を継続しな
Climate Law & Governance Dayと銘打って，世界の法 くてはなりません。
公害・環境ニュース69号（2019年２月）
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公害・環境関係重要判決報告
建設現場を中心に多発しているアスベスト被害について，国及び建材企業の責任を認める重要な判決が出されま
したので，判決内容について弁護団の伊藤明子弁護士に寄稿していただきました。

建設アスベスト訴訟の到達点－大阪高裁ダブル勝訴判決報告と今後の闘い


１

建設アスベスト訴訟の意義と概要
建築現場は，我が国最大のアスベスト（石綿）被害
の現場です。既に１万人を超える被害が発生し，今後
も２万人を超える被害発生さえ予測されています。建
設アスベスト被害は，我が国最大の労働災害であると
ともに，最悪の欠陥商品被害＝公害でもあります。
国と建材企業は，早くからアスベスト建材の危険性
や被害発生を知っていたにもかかわらず，建材企業は，
危険性を警告することなく長期にわたってアスベスト
建材の製造・販売を続け，国もまた，必要な規制や対
策を行わず，むしろ耐火構造の指定等を通じ，アスベ
スト建材の使用・普及を促進させました。
その結果，過去に輸入されたアスベストの７割以上
が建材に使用され，これを現場で取り扱った建築作業
従事者にアスベスト関連疾患が多発しました。
そこで，建築作業従事者やその遺族が，国と建材企
業の責任を追及すべく提起したのが建設アスベスト訴
訟です。2008年の初提訴以来，全国６か所（北海道，
東京，神奈川，京都，大阪，九州）でそれぞれ１陣訴
訟・２陣訴訟が提起され，原告総数は約800名，被害
者総数は約700名にのぼります。
２ 大阪高裁ダブル勝訴判決
2018年８月31日に京都１陣高裁判決（田川直之裁判
長）が，同年９月20日に大阪１陣高裁判決（江口とし
子裁判長）が出されました。いずれも国及び建材企業
の責任を認め，従来の地裁判決，高裁判決を更に一歩
前進させる，建設アスベスト訴訟の重要な到達点を築
くものとなりました。
⑴ 国の責任
両判決は，2014年の泉南アスベスト最高裁判決にお
いて示された国の規制権限不行使の違法性判断基準
（いわゆる「適時適切の原則」
）に従い，労働安全衛生
法等に基づく防じんマスクの着用や警告表示（掲示）
の義務付けを怠った違法につき，国の責任を認めまし
た。その上で，一人親方等が労働者と同様のアスベス
トばく露実態にあることを重視し，労働安全衛生法等
が一人親方等を直接的には保護対象にしていないとし
ても，国家賠償法上の保護範囲に含まれるとして，一
人親方等に対しても国の責任を認めました。労働者と
同じアスベストばく露実態がありながら，労働者性が
認められない一人親方等に対する国の責任の問題は，
提訴から10年来，建設アスベスト訴訟における最大の
争点，課題でしたが，2018年３月の東京高裁判決（東
京１陣訴訟）が初めてこれを克服しました。２つの大
阪高裁判決は，この流れを引き継ぎ，一人親方等を含
む全ての建築作業従事者の救済に向けて大きく舵を切
りました。
また，大阪１陣高裁判決は，建築現場において大量
のアスベスト被害が発生した原因として，アスベスト
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建材を普及させた国の住宅政策を指摘し，これに製造
使用禁止という抜本的な対策が十数年遅れた違法も指
摘して，国の責任割合を従来の３分の１から２分の１
に大幅に引き上げました。
⑵ 建材企業の責任
建設アスベスト訴訟においては，被害者が長期間に
わたって多数の建築現場で多種類のアスベスト建材か
らの粉じんにばく露していることから，発症の原因と
なったアスベスト建材や建材企業を特定することが極
めて困難であるという本件特有の困難性が存在してい
ます。両判決は，本件の因果関係立証の困難性と手持
ち資料を提出しない建材企業の応訴態度を指摘して，
マーケットシェアと確率論を駆使した原告らの立証方
法の正当性を認めました。その結果，被害者ごとに共
同不法行為者を特定し，京都１陣高裁判決では建材企
業ら計10社，大阪１陣高裁判決では計８社につき，民
法719条１項後段の類推適用による共同不法行為責任
を認めました。
また，大阪１陣高裁判決は，建材企業の責任割合に
ついても，ばく露期間や他の原因企業の存在による寄
与割合減額を行うものの，基本的には全部責任を前提
とし，大部分の被害者について基準慰謝料額の４割の
責任を認めています。従前の判決から被害者救済を大
きく前進させる画期的な判断です。
３ 今後の闘い
既に７つの地裁判決，４つの高裁判決（東京高裁２
つ，大阪高裁２つ）が出され，国の責任は10連続で，
建材企業の責任は３高裁を含む５つの判決で認められ
ました。もはや国の責任は不動のものとなり，シェア
と確率論を用いて建材企業の責任を認める流れも確実
になっています。
今後は，福岡高裁（九州１陣訴訟）
，札幌高裁（北
海道１陣訴訟）及び各地の２陣訴訟でこれまでの到達
点を維持しつつ，違法始期や解体・屋外作業者に対す
る責任など克服すべき点を更に前進させ，最高裁での
勝利につなげていきます。
建設アスベスト訴訟は，
「建設石綿被害者補償基金
制度」
（仮称）の創設と万全な被害防止策を最終的な
目標としています。建材企業と国の法的責任を明確に
することは，全てのアスベスト被害の救済にとっても，
今後のアスベスト対策（最重要課題は建物解体改修時
の飛散防止）にとっても，決定的に重要です。全国で
提訴した被害者約700名のうち，提訴後に約200名が亡
くなった現実を見据え，裁判を全力で闘いつつ，一日
も早い全面解決を求めていく決意です。
＊判決要旨は「大阪アスベスト弁護団」ホームページ
をご覧ください。
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