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脱原発問題はエネルギー問題でもあり、脱炭素問題（再

生可能エネルギーの拡大）とは表裏一体の関係として、

同時に考えていく必要があります。世界的に進みつつあ

るエネルギー転換という変革期において、日本として、

そして地域としてどのようなエネルギーを選択していく

のかは、脱炭素社会・持続可能な社会の実現に向けて、

極めて重要な問題といえ、今回のシンポジウムのテーマ

することにしました。

　なお、今回のシンポジウムは、いまだ続く新型コロナ

ウイルス感染症の影響を考慮し、オンライン配信も同時

に行いました。

２　シンポジウムの内容

　シンポジウムは３部で構成され、第１部では、「脱原

１　シンポジウムに至る経緯

　2020年10月、北海道の寿都町と神恵内村において、全

国で初めて「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法

律」に基づく高レベル放射性廃棄物の処分場選定手続

（第１段階の手続である文献調査）が開始しました。同

法が成立した2000年以降、候補地となる自治体は現れま

したが、これまで手続が開始した例はありませんでし

た。具体的に同法に基づく文献調査が開始しましたが、

手続面を含め、多くの問題が明らかになっています。こ

れまで日弁連では原発からの核廃棄物問題について多数

の意見書の公表やシンポジウムの開催などをしてきまし

たが、福島原発事故後、停止していた原発の再稼働が進

む中、いよいよ本格的に高レベル放射性廃棄物処分問題

が動き始め、新たな段階に移行しつつあります。また、
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発、2050年カーボンニュートラルに向けての課題」とい

うテーマで、公益財団法人自然エネルギー財団常務理事

の大野輝之氏による基調報告と、それに続く実行委員と

の対談形式の質疑がありました。

　第２部では、「高レベル放射性廃棄物処分はどうある

べきか」というテーマで、まず、導入報告として実行委

員より現在の処分問題の概要説明と問題提起がありまし

た。その後、小野有五氏（北海道大学名誉教授）と伴英

幸氏（原子力資料情報室共同代表）による論点解説とし

て「地層処分の適地はあるのか、『安全である』とはど

ういうことか」について解説がなされました。

　第２部の後半では、処分場選定手続が行われている寿

都町の住民の発言と実行委員からの視察報告があり、手

続が突然開始し、地域住民に分断が生じている現状につ

いて報告がありました。続いて、「処分の在り方につい

て合意形成はどうあるべきか～世代間倫理・将来世代の

視点も踏まえて～」をテーマにパネルディスカッション

が行われました。パネリストの環境倫理を専門とする寺

本剛氏（中央大学理工学部教授）と科学技術社会論を専

門とする寿楽浩太氏（東京電機大学工学部人間科学系列

教授）からは、高レベル放射性廃棄物の処分において

は、既に世代間倫理を保てない状況にある中で、処分の

在り方についての原則や検討課題のほか、市民は国の方

針の理解増進の対象ではなく、主体的に合意形成にかか

わる主体であることなど、示唆に富む指摘がありまし

た。

　第３部では、「持続可能な地域社会に向けて」をテー

マに、まず趣旨説明として実行委員による第３部の位置

付けや視察報告等がありました。次に各地の事例報告と

して、北海道ニセコ町、鳥取県智頭町及び北海道興部町

の先進的な取組について報告があり、その後、上園昌武

氏（北海学園大学教授）を加えて、パネルディスカッ

ションが行われました。

３　世代間公平と将来世代への配慮（決議主文第１項）

　人権擁護大会の本大会では、「高レベル放射性廃棄物

の地層処分方針を見直し、将来世代に対し責任を持てる

持続可能な社会の実現を求める決議」が圧倒的多数で決

議されました。

　同決議の主文第１項は、「国及び地方自治体は、気候

危機問題、エネルギー政策及び原子力政策において、世

代間の公平性と将来世代の人権に配慮し、短期的な利益

追求や課題への対処にとらわれずに政策決定をすべきで

ある」としています。現在の政治システムや経済システ

ム（資本主義）は、短期的な利益を追求する傾向があ

り、将来世代にも影響が及ぶような問題への対処が十分

に機能していません。特に、温暖化問題や高レベル放射

性廃棄物問題は、世代を跨ぐ影響が避けられないため、

短期的な利益にとらわれない長期的な視点をもつことが

重要です。この点に関し、今回、決議の主文で明確にし

たことの意義は大きいといえます。今回の人権擁護大会

の前には2022年２月に、シンポジウム「将来世代の権

利・利益を現在の制度にどのように取り込むことができ

るか －気候危機、高レベル放射性廃棄物処分問題から

考える新たな制度、権利はどうあるべきか－」を開催し

ており、この分野における将来世代の権利・利益に関す

る問題について、具体的な取組を行ってきました。今回

の決議は、これらの成果も踏まえたものです。

　今後は、他の環境分野においても、主文第１項の趣旨

を広げていくことが肝要といえます。

４　結語

　福島原発事故から11年半が経過する中、政府は原発の

再稼働だけでなく、新増設も進めるという大きな方針転

換を表明しました。核のゴミ問題も解決しないまま、福

島原発事故の教訓すら過去のものにしようとする前のめ

りの姿勢に対して、今後も人権擁護の観点から正確な事

実に基づく取組を継続していく必要があるといえます。
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…「アイヌ民族の権利の保障を求める決議」の採択
福井弁護士会　笠原…一浩

　2022年９月30日、旭川市で開催された第64回日弁連人

権擁護大会において、「アイヌ民族の権利の保障を求め

る決議」（以下「本決議」）が採択されました。

　アイヌ民族は、北海道などに住んできた先住民族であ

り、アイヌ語を母語とします。彼らは、各地にコタンと

呼ばれる集団を形成し、漁撈・狩猟・採集等を中心とす

る生活を営みながら、アイヌ語を用い、伝統的な宗教的

儀式や祭事等を行うなどの独自の文化を育んできまし

た。ところが明治時代以降、政府は、この地に開拓使を

置き、北海道への入植、開拓を進めるとともに、アイヌ

民族に対しては、伝統的風俗・習慣の禁止、日本語使用

の強制等といった同化政策を推進していきました。その

後日本政府は、2019年に「アイヌの人々の誇りが尊重さ

れる社会を実現するための施策の推進に関する法律」を

制定しましたが、この法律によっても、アイヌコタンの

権利、例えば、漁撈・狩猟・採集等を行い、その対象の

動植物が生息・生育する自然環境を維持管理する権利

や、アイヌ民族の人々が公の場でアイヌ語を使用する権

利、アイヌ語教育を受ける権利等を保障する規定は盛り

込まれていません。

　また、北海道における自然破壊は、アイヌ民族の生

活・文化に大きな打撃を与えました。代表的な例とし

て、二風谷ダム建設問題があります。北海道日高地方の

平取町二風谷地区は、アイヌ民族が多く居住し、チプサ

ンケと呼ばれるサケ捕獲のための舟下ろし儀式を始めと

して、アイヌ文化が伝承される重要な土地でした。それ

にもかかわらず、同地区にダム建設が計画されたことか

ら、アイヌ民族の土地所有者のうち２名が提起した行政

訴訟において、1997年、札幌地方裁判所は、判決の中で

「アイヌ民族は、文化の独自性を保持した少数民族とし

てその文化を享有する権利を国際人権規約B規約第27条

で保障されている」と判示しました。

　一方、国際的には、市民的及び政治的権利に関する国

際規約（自由権規約）、　経済的、社会的及び文化的権利

に関する国際規約（社会権規約）を始めとして、ILO・

1989年の先住民及び種族民条約（ILO169号条約）、子ど

もの権利条約第30条で、あらゆる形態の人種差別の撤廃

に関する国際条約、先住民族の権利に関する国際連合宣

言等、多くの国際条約が、集団的権利を含む先住民族の

権利を保障しています。

　そこで本決議は、国と北海道に以下の施策を求めまし

た。

１　国及び北海道は、アイヌコタンが有してきた固有の

伝統を尊重し、アイヌコタンの、漁撈・狩猟・採集等を

行い、その対象の動植物が生息・生育する自然環境を維

持管理する権利及び宗教的儀式や伝統儀式等を行う権利

等の文化的・精神的権利を認め、これらを保障するこ

と。

２　国及び北海道は、アイヌ語教育を受ける権利の保

障、アイヌ語の保存・発展に向けた学術的取組、進学や

就職状況の改善を始めとしたアイヌ民族の社会的地位の

向上等、アイヌ民族の権利を保障するための施策を進め

ること。

３　国は、既に批准した自由権規約、社会権規約等の国

際条約において、上記１のような、先住民族の集団とし

ての権利が認められていることを確認し、その内容を早

期に実行するとともに、ILO・1989年の先住民及び種族

民条約（第169号）の批准を検討し、条約内容に沿って、

上記１及び２を実現する国内法を整備すること。

　本年は、旭川の地で人生の大半を過ごした知里幸恵氏

の没後100周年です。彼女は、「アイヌ神謡集」の序文で

こう述べています。「その昔この広い北海道は、私たち

の先祖の自由の天地でありました。…平和の境、それも

今は昔…この地は急速な変転をなし、山野は村に、村は

町にと次第次第に開けてゆく」これ以上、アイヌ民族の

伝統や文化を失わせることはあってはならず、アイヌ民

族の先住民族としての権利と権限を保障することが急務

です。

　そして採択の次は、本決議の実現、実行です。私はそ

の第１歩として採択直後、本決議の最後「今後も引き続

き、人権擁護を使命とする法律家団体として、アイヌ民

族の権利の保障に力を尽くすことをここに決意する。」

をアイヌ語で朗読しました。【Tewano ka aeaskaype 

epunkine eyakukor irenkakur utar a=ne wa, aynu utar 

kor aeaskaype arikikino a=epunkine kuni teta 

a=eyaykewtumositciwre.】
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…第13回環境法サマースクール報告
愛知県弁護士会　小島…智史

　　　　　　　　　　　大阪弁護士会　増本…志帆

１　はじめに
　2022年７月30日、８月20日の２日間にわたって、オン
ラインと会場参加の併用形式により、第13回環境法サ
マースクールが開催されました。
　ロースクール生を主な対象としていた開始当初から
年々参加者の範囲を広げ、今年も、学生の他、法曹関係
者、研究者、会社員、公務員等、様々な立場の方々のご
参加がありました。どの講義にも活発な質問や意見が寄
せられ、サマースクールが環境法曹の育成に留まらない
情報提供の場として存在意義を持つものになってきてい
ると感じます。
２　各講義の紹介
⑴�　資源循環～プラスチック新法をはじめとした近時の
動向について～（筑紫圭一氏（上智大学法学部地球環
境法学科教授））

　プラスチックは、安定性や軽量性などの便利さから広
く使われるようになり、省エネや天然資源の保護に一定
の貢献をした一方、看過できない様々な問題の原因とも
なっています。講義では、石油由来の合成樹脂という素
材の特性から生じ得る環境影響に始まり、発生抑制や再
資源化促進のためのプラスチック資源循環戦略、プラス
チック資源循環促進法等に基づく種々の手法導入の現状
についてお話しいただきました。今後は実効性を注視
し、必要に応じて対策を強化していく重要性が強調され
ています。
⑵�　気候変動訴訟と法の支配－海外の動向（牛嶋仁氏
（中央大学法学部教授））

　1980年代から盛んに提起されるようになり、近年その
数を飛躍的に伸ばしている気候変動訴訟について、類型
や論点の整理、米国での事例の蓄積に関する紹介があり
ました。また、オランダの裁判所が政府や大企業にCO
２排出削減目標の引上げを義務付けた判決やドイツの憲
法裁判所が温室効果ガス削減計画に関する気候保護法の
一部を違憲とした判決等についての解説がありました。
国内で同様の結果を得るためには多くのハードルが想定
される中、いかに司法が役割を果たし得るかを改めて考
える機会となりました。
⑶�　系統連系をめぐる法制度・運用の現状と課題～再生
可能エネルギーのさらなる普及に向けて（安田陽氏
（京都大学大学院経済学研究科再生可能エネルギー経
済学講座特任教授））

　本講義では、事実上再生可能エネルギー普及の妨げに
なっているいわゆる空き容量問題に関し、募集プロセス
やノンファーム型接続といった国内の制度設計の現状と
問題点、解決の在り方についてお話しいただくととも
に、必要な費用を単なる負担から利益をもたらすための
投資へと捉え直す観点から、電力事業における費用便益
分析の考え方や欧州の事例についての紹介がありまし
た。欧州との比較からは、視点の転換が社会の大きな変

化の後押しになり得ることを実感しました。
⑷�　初学者のための環境法の学び方（北村喜宣氏（上智
大学大学院法学研究科長））

　環境法を学ぶ上での必須事項として、環境法の基本的
考え方、法政策、基本的法原則等を踏まえた実定環境法
の重層的な理解が必要であること、司法試験での問われ
方を踏まえて学び方を考えるべきこと、設例に対する法
令適用のポイント等について解説いただきました。
　講義の内容そのものは、学生向けの試験対策的な内容
も多かったと思いますが、実際の環境事件に取り組む上
で、環境法令をどのような視点で調査・検討すべきかに
ついてのヒントになるような内容も多くあり、実務家に
も参考になる内容でした。
⑸�　公害・環境法において理論と実務はどのように協働
してきたか－建設アスベスト訴訟と福島原発事故賠償
訴訟を例に－（吉村良一氏（立命館大学名誉教授））

　四大公害訴訟では、弁護士が研究者と協働して、共同
不法行為における関連共同性の理論を主張し、原告住民
の勝訴に至りました。近時の建設アスベスト訴訟でも、
弁護団が研究者と議論を行う中で、被告建材メーカーの
マーケットシェア等を踏まえて原告らへの到達可能性を
明らかにする主張立証を行い、最高裁で原告側が勝訴し
ました。また、福島原発事故賠償訴訟でも、法学研究者
のみならず、経済、社会、医学等の様々な分野の研究者
との研究会が重ねられた中で提示されたふるさと喪失損
害の主張が、判決で認められました。このように、公害
環境訴訟では弁護士と研究者の協働によって新たな理論
が提唱され、それが裁判にも影響を与えてきた歴史があ
り、今後も理論と実務の協働によって公害環境法の理論
が展開していくことが期待されます。
⑹�　公害紛争処理制度について（松川春佳氏（公害等調
整委員会事務局審査官））

　まず、公害等調整委員会（公調委）の組織紹介と、公
害紛争処理制度の特徴に関する説明をいただきました。
その上で、公害紛争処理制度のうちの裁定手続で行われ
る職権調査の実施状況についての報告がありました。ま
た、期日開催について、現地開催だけでなく、電話会
議・ウェブ会議の活用等、柔軟な対応がとられているこ
と、具体的紛争事例についての紹介がありました。公調
委の実務の内容を知る貴重な機会となりました。
３　最後に
　今回のサマースクールでは、講義を２日間に分けたこ
とで、１日当たりの参加時間の負担が軽減され、講義を
最後まで集中して聴きやすくなる効果があったと思いま
す。
　今後も、環境法曹の育成に資するのみならず、環境法
に関する専門的知見を得ることに役立つような、充実し
た内容の講義を開催していきたいと考えます。
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１　意見書提出に至る経過
　日弁連は、2022年７月14日付けで「宅地造成及び特定
盛土等規制法についての意見書」を取りまとめ、同月19
日付けで国土交通大臣及び農林水産大臣宛てに提出し
た。
　「土」は廃棄物処理法の適用対象から包括的に除外さ
れている。そのため、「廃棄物交じりの土」「再生土とい
う名の産廃」「土と称する産廃の汚泥」など廃棄物処理
法の脱法問題、山積みの残土の崩落問題や土壌からの有
害物の汚染拡散問題などが後を絶たない。しかし、各地
の条例を除き、法規制は無かった。
　2021年７月３日の熱海市での建設残土からの土石流災
害の死者は27名に上り、建設工事から排出・廃棄される
残土規制の必要性が叫ばれるようになった。廃棄物部会
では、残土そのものを規制対象とするため、廃棄物処理
法の改正や、各地の盛土規制条例の研究を通じて残土の
独自規制の在り方を検討してきた。
　他方、熱海事件を受けて、国交省は「盛土等の行為」
そのものを規制することとし、本年５月に宅地造成等規
制法の改正法（以下「改正法」という）が成立した。本
意見書は、改正法そのものには概ね賛同しつつ、主に環
境的観点から改正法の課題について提言したものである。
２　改正法の骨子
　本改正法の主な内容は、①都道府県知事等が盛土等に
より人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指
定することとした上で、規制区域内で行われる盛土等を
都道府県知事等による許可の対象とすること（ゾーニン
グ＋許可制）、②災害防止のために必要な許可基準の設
定と、定期報告、中間検査及び完了検査などの安全確保
措置の導入、③土地所有者に対する盛土等が行われた土
地の安全を維持する責務の明確化と、土地所有者等に加
えて、危険な盛土等の原因行為者に対する是正措置等の
命令を規定、④無許可行為や違反行為に対する罰則を強
化することなどである。なお、規制区域指定は概ね５年
ごとに行う基礎調査をもとに見直しがされる。
３　意見の趣旨１～排出者責任の導入
　改正法は盛土等の土砂の流通の最終段階での行為を規
制する一方、建設工事などの土砂の発生源における排出
者責任（元請事業者が排出者となる）を問うていない。
しかし、これでは違法行為をした業者のみが責任を問わ
れ、発生源における違法処理の予防力が弱い。そこで、
建設発生土についても廃棄物処理法と同様、排出者責任
制度を導入し、当該建設発生土の排出者は、自ら処分又
は処分委託する場合、その性状を調査確認した上で、そ
れが適正に処分又は再利用されるよう配慮する義務（処
分先等の確認や適正価格での委託）を負うとすべきであ

る。
　また、国又は地方公共団体の公共事業及び大規模な民
間業者の開発行為については、発注者において請負業者
に対して建設発生土の最終処分先を指定することとする
とともに、建設発生土が発生場所からどこに運ばれたか
を記録し追跡できるようにするトレーサビリティ制度の
導入を急ぎ、それを公共工事等以外にも拡大していくべ
きである。
　さらには、原状回復など巨額の工事に備えて排出事業
者などからの拠出金による基金制度の設立を検討すべき
である。
４　意見の趣旨２～土砂の性状による環境汚染の防止
　土壌汚染対策法の規制対象とならず、廃棄物とも解釈
されない土砂の中には有害物を含むものがある。しか
し、本改正によっても、搬入段階でその性状・由来の調
査は要求されない。そこで、土砂の性状による環境汚染
に着目した各地方公共団体の条例による対応を尊重しつ
つ、法律のレベルにおいても、本改正とは別に、土砂の
性状に着目した汚染リスク防止のための規制をすること
を検討すべきである。
５…　意見の趣旨３～地方公共団体の取組及び住民の意思
を尊重すべきこと

　改正法の目的はあくまで災害の防止にとどまるもので
あるため、環境的領域については、地方自治体による条
例を通じた規制が広く行われている。改正法は全国画一
規制を求める趣旨ではなく、それら条例による地域の独
自規制を許容したものと解するべきであり、地方の独自
ルールが尊重される必要がある。
　また、改正法は、指定した規制区域内において行われ
る盛土等について、周辺住民への周知を義務付けている

（11条、29条）。住民の知る権利に資する周知義務は、積
極的かつ実効的に運用されるべきであるが、なお、周辺
住民による通報等の活用を含め、実効的な住民参加を促
進する法制度を整備することが検討されるべきである。
６　改正法および意見書の活用について
　改正法により規制区域内の盛土については、土地の現
況・種類に関わらず広く行為規制がかかり、行政の監督
に服し、制度の実効性は、行政の監督権限の適正な行使
に大きく左右される。改正法の実効性の確保するために
は、違法盛土等の早期発見とタイミングを失しない行政
の適正な権限の発動が不可欠である。いずれの点につい
ても住民の役割が重要となろう。
　住民から相談を受けた弁護士としては、行政の命令権
限の発動を促す行政手続法の処分等の求めや義務付け訴
訟などの活用も検討する必要があろう。

…宅地造成及び特定盛土等規制法についての
意見書について

大阪弁護士会　池田…直樹
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１　はじめに
　水部会では、2022年10月23日から24日に、球磨川流域
の豪雨災害による被災状況及び球磨川水系の治水対策に
関する現地調査を行った。令和2年7月豪雨により、球磨
川流域では球磨村や人吉市において甚大な洪水被害が発
生していることは皆さんもご承知のとおりである。
　これまで同豪雨による被害の大きさは聞き及んでいた
ので、球磨川流域で生じた大規模水害の現場にて被災状
況を確認する必要があった。また、この水害を機に中止
となっていたはずの川辺川ダム計画が、同規模の治水目
的の流水型（穴あき）ダム計画となって計画が進められ
ているとのことだった。このため、被災状況と現在の川
辺川ダムの検討状況を確認したいと考えて、本調査を行
うこととなったのである。
２　現地の被災状況
　現地では、清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡
市民の会の方（と宮崎県弁護士会の五島自由委員）に案
内していただき、被災状況を調査した。
　これまで報道にて被災状況をお聞きすることはあった
が、実際に現地に行って確認するとその被害の程度・内
容が凄まじいものであったことが分かった。
　まずは、球磨川流域を通過するJR肥薩線の線路の状
況を確認した。すると、電柱は根元からなぎ倒され、線
路を支えるはずの土塁は洪水の影響でえぐれてしまい、
線路が折れ曲がった上で部分的に宙に浮いているような
状況となっていたのが印象的だった。改めて洪水の暴威
の力強さと被災の怖さを感じた次第である。
　また、会の方に市内を広くご案内いただいたが、被災
前には多数の民家が存在していた窪地の集落が全て被災
し、移住を余儀なくされていたことには衝撃を受けた。
それまで普通の暮らしを送っていたはずの集落が短時間
で消失してしまっていたのである。人吉市中心部の繁華
街付近場所にも、多数の空き地となった区画があり、広
範囲にわたって大きな被害を受けていた状況が現在でも
分かった。
　令和2年7月豪雨では多くの人命が失われてしまった
が、その多くは球磨川本川の氾濫によるものではなく、
先立って水位の上昇があった支川や水路の氾濫や内水の
水位上昇の結果として生じていたことが分かった。

３　人吉市と熊本県のヒアリング
　人吉市にヒアリングを行った。人吉市ではダムの賛否
について意見が明確に分かれている状況のようであっ
た。行政としては住民の対立を回避したい意向はある一
方で、市長は流水型ダムについては積極的な意見を示し
ている状況であるため、ダム反対派の住民から強い意見
を受けているようだった。ただ、治水政策は国と県とで
進めるものと考えているため、市は、住民の対立を生じ
ないようにしてほしいなど希望を伝えるだけの立場のよ
うである。
　熊本県でも、自律的に令和2年7月豪雨の流量や被災原
因等の調査を行うことは行っておらず、国土交通省の算
定した球磨川本川の流量を基礎として県管理の支川の治
水についてのみ検討をしている状況だった。流水型ダム
については、県知事がこれを推進する立場であることを
明らかにしていることを述べる一方で、環境アセスメン
トを求めているとのことである。
４　最後に
　市民の会の方々のお話をお伺いすると、ダムによって
球磨川本川の流量をわずかに低減するだけでは、球磨川
の洪水被害は到底軽減することはできないものと思われ
る。洪水被害の甚大さは強烈であり、少なくともその被
害を軽減することの期待可能性が乏しいダムに多額の税
金を投入することには大きな疑問を感じてしまう。
　現在ある良好な自然環境を残し、流域全体で洪水被害
を軽減する最大限の努力を行政機関には強く期待する次
第である。

…球磨川現地調査報告
福岡県弁護士会　緒方…剛

JR肥薩線の線路の被災状況
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…問われる気候危機とエネルギー安全保障への対応…
世界は脱化石・再エネへの転換の加速へ

京都弁護士会　浅岡…美恵

気候危機とウクライナ戦争がもたらしたエネルギー・食
料危機
　気候の破滅的な危機を回避するために、世界はパリ協
定（2015年）及びグラスゴー気候合意（2021年）で、平
均気温の上昇を産業革命前から1.5℃に抑える決意を確
認しました。IPCC第６次評価報告書によれば、大きく
オーバーシュートせずに67％の確率で1.5℃に抑え、地
球温暖化を止めていくためには、2030年までにCO２排
出をほぼ半減させ、2050年にはカーボンニュートラル・
実質ゼロとすることが必要とされています。既存の確立
した安価な技術でのエネルギー消費の高効率化・消費量
の削減と再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）
の拡大が、その柱となります。再エネへの転換を誘導す
るために、炭素の価格付け政策（炭素税や国内排出量取
引）が不可欠とされています。現状での各国の削減目標
はまだ1.5℃の削減の経路にほど遠く、目標の引上げが
求められています。
　そこに、2022年２月24日、ロシアがウクライナへの軍
事侵攻を開始し、甚大な人的、経済的被害をもたらして
います。ロシアは化石燃料や小麦の大量輸出国です。特
にドイツでは石油の34％、天然ガスの43％、石炭の48％
もロシアに依存してきました。ウクライナは小麦の一大産
地でしたが、港を封鎖され、ロシアへの経済制裁とあわ
せて、世界全体がエネルギーと食糧の急激な価格高騰と
供給不足に見舞われています。特に冬場の暖房需要をロ
シアの天然ガスに多く依存していた欧州諸国は、この冬
場の暖房用のエネルギー不足への対応に迫られています。

省エネ・再エネの拡大を加速させる世界
　こうした急場の対応はさておき、ロシア問題は主要国
に、中長期的な気候変動対策とエネルギー安全保障のた
めに、脱化石、再エネへの転換を加速させています。
EUは５月18日、REPowerEUplanを策定し、一次エネ
ルギーの再エネ比率を40％から45％に引き上げ（電力で
は69％）、2025年までに太陽光発電を４倍にするため、
住宅を含む新築建築物に太陽光発電の設置を義務化し、
エネルギー効率化目標を2020年比９％から13.5％に強化
しました。エネルギーや食糧の自給率を高めることが何
よりも重要であり、その代表が再エネや省エネです。ド
イツはさらに、電力における再エネ比率を2030年には
80％に、2035年にほぼ100％に引き上げ、連邦法に基づ
き、州政府が住宅等への太陽光設置義務化を導入するこ
ととしました。３州で2022年から、４州で2023年から義
務化され、さらに３州も義務化を検討中（全16州）で
す。風力や太陽光のコストは、原子力やCCSに比べて安
い対策となっているからです。
　米国も、2022年８月にインフレ抑制法を制定し、ク
リーンエネルギー発電、電化、家庭や建物のグリーン技
術による改修、電気自動車の普及などで約600万人の新
たな雇用を創出し、投資と減税で3690憶ドル（50兆円
超）を供与するとしています。2030年のクリーンエネル

ギー比率（原子力を含む）は60～81％（2021年40％）と
見込まれています。
　このように、2050年までに脱炭素を想定した移行プロ
セスが、ウクライナ戦争によって大きく加速されること
になりました。

ウクライナ問題は原子力への回帰をもたらすか
　ドイツでは2022年末までに残る３基の原子力発電の稼
働を終える予定でしたが、2023年４月まで稼働できるよ
うにしました。しかし、これは、この冬をどう凌ぐかと
いった短期的対応に過ぎず、ドイツ政府は脱原子力の方
針を堅持しています。
　フランスなどの要請で、欧州議会は７月６日、EUタ
クソノミー1に天然ガスと原子力を追加しました。実際
のところ、フランスでは老朽化で原子力発電の稼働率が
低下し、イギリスでも11基のうち10基は2028年までに廃
炉が予定されています。新設はといえば、フランスで建
設中のフラマンヴィル３号機や英国のヒンクリ―原発で
すが、１基１兆円を超える建設費を要し、いまだに稼働
していません。原子力は現状でも、化石燃料や再エネよ
りも高コストで、今後、更に高くなるとみられていま
す。核廃棄物の最終処分の目途が立っていないのは共通
です。事故のリスクだけでなく、今般のウクライナ戦争
で、最も危険性が明らかになりました。そもそも、2030
年に半減させることが求められているCO２削減には間
に合いません。

原子力・石炭依存を強める日本
　日本でも、海外ほどではないものの、エネルギーや食
糧などの価格が高騰し、ロシア東部でのサハリン２問題
で天然ガスの供給に懸念が生じています。そうした中、
東京エリアで2022年３月、６月に電力需給がひっ迫しま
した。３月16日の福島沖での地震で石炭火発が損傷し、
その復旧が長引いたところに寒波が襲来したことによる
ものです。
　ところが日本では、これらを機にグリーントランス
フォーメーション（GX）実行会議なるものが立ち上げ
られ、官民で10年間に150兆円を投資し、水素・アンモ
ニア混焼による石炭火力やCCSへの財政的制度的支援策
を進めています。さらに、原子力もグリーンエネルギー
とし、再稼働を促進して、稼働期間を延長し、「革新的
原子炉」や「小型原子炉」の新増設にも巨額の資金を投
じようとしています。
　日本のエネルギー政策では再エネは2050年でも50～
60％に止められています。日本には豊富な再エネ資源が
あるのですから、再エネ100％を目指し、雇用の拡大と
エネルギー自給率を高める政策に転換しなければなりま
せん。

1　気候変動対応などを踏まえたグリーンな投資を促すEU独自の
分類
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…メガソーラー問題検討プロジェクトチームの取組について
愛知県弁護士会　小島…智史

１　メガソーラー、メガ風力をめぐる昨今の状況
　地球温暖化による危機を回避するために、再生可能エ
ネルギーが今後も一層推進されることは、当然に必要な
ところである。
　しかしながら、現在全国各地の山間部において、１メ
ガワット以上の出力を持つ大規模太陽光発電施設や風力
発電施設（いわゆるメガソーラー及びメガ風力）の建設
が進められている。2021年に公表された国立環境研究所
の調査結果によれば、500キロワット以上の太陽光発電
施設が8725施設あり、それらの多くは二次林や植林地、
草原、農地など、里山の自然に該当する場所で建設され
ている。さらに、自然保護区に該当する場所における太
陽光発電施設の建設が合計1027施設、鳥獣保護区内では
605施設、都道府県立自然公園内では245施設、国立公園
内では101施設が確認されている。また、メガ風力につ
いても、国立公園や保安林を含む多数の山林で開発計画
が進みつつある。
　メガソーラーやメガ風力による山林の大規模開発が進
むにつれ、全国各地で貴重な自然生態系が破壊されてい
くだけでなく、その乱開発に伴い、土砂災害、水害、景
観被害など様々な問題が発生している。しかもそのよう
な開発が周辺住民への説明もないまま行われることで、
全国各地で住民とトラブルを引き起こしている。
　これらの問題へ対応するための条例制定の動きも多く
出てきており、国も検討会を行うなどしているが、法改
正・法制定による実効性ある対応が行われるまでには
至っていない。
　なお、山林を開発しない屋根置き、営農型、耕作放棄
地の太陽光発電の導入ポテンシャルは、環境省委託事業
の算定によれば、日本全国の総発電設備の設備容量の４
倍以上と見積もられており、洋上風力の導入ポテンシャ
ルも同設備容量の３倍以上と見積もられている。した
がって、あえて山林を開発せずとも十分な発電量を確保
することは可能である。
　以上のような状況を踏まえ、災害発生や自然環境及び
地域住民の生活に対する悪影響への懸念が、再生可能エ
ネルギー推進の妨げとならないようにするためにも、再
生可能エネルギー発電施設の建設の推進と、自然環境の
保全及び災害等の防止による地域住民の生活保全との、
両立を図る方法を考える必要がある。

２　メガソーラー及びメガ風力に関する問題点
　メガソーラーやメガ風力が自然環境等に与える影響、
及びそれらについて検討すべき点としては、次のような
ものがある。
⑴生態系の破壊
　例えば多くの湿地帯が確認されている場所にメガソー
ラーが計画されるなどして、土地利用の変化によって希
少種も含めた豊かな生態系が壊されるとともに、動植物
の生息地破壊等が起きている。さらに、山の生態系が壊
されることによって、地下水の挙動が大きく変化し、湧
水の水質や水量に悪影響が出ている地域もある。
　また、メガ風力においては、建設予定地周辺の上空を

飛ぶ絶滅危惧種を含む鳥類へのバードストライクの影響
が懸念されている。
⑵森林伐採
　そもそも森林は、二酸化炭素を吸収し、酸素を供給す
る源である。それにもかかわらず、発電施設の設置に
伴って森林を大規模に伐採する行為は、カーボンニュー
トラルを目指す政策に明らかに逆行しており、地球温暖
化対策の趣旨にも著しく反している。
　また、メガ風力の場合、巨大な風車建設のために新
設・拡幅される道路建設による森林破壊も大規模なもの
になる。数十基の風車をつなぐ道路の建設・拡幅は、自
然生態系への脅威となるだけでなく、災害防止の観点か
らも看過できない。
⑶土砂災害の発生
　森林伐採のほか、急傾斜地をメガソーラー・メガ風力
の開発のために切り崩したり、調整池の設置や盛土を
行ったりすることで、特に豪雨や地震時における土砂災
害を誘発している事例が数多く発生している。
⑷景観破壊
　緑の多い山頂の自然景観や景勝地の中に、忽然と大量
の太陽光パネルや風車が設置されることで、多数の景観
破壊が起こされている。
⑸法規制の不十分さ
　林地開発に関しては、森林法上の許可制度があるが、
災害防止や自然環境保全のための実効性ある制度とは
なっていない。また、FIT法における規制も不十分であ
るほか、環境アセスメントも、紛争防止や周辺住民等の
利害関係者に対する情報提供のために十分に機能してい
ないという現状がある。
　再生可能エネルギーと自然環境の保全及び災害防止と
の両立に向けて、早急に、実効性ある法的な規制を整備
することが課題となっている。

３　メガソーラー問題検討プロジェクトチームの活動内容
⑴ 　メガソーラーやメガ風力発電施設の建設により多く

の問題が発生している現状を踏まえ、メガソーラー問
題検討プロジェクトチームが発足し、対応を行うこと
となった。当プロジェクトチームでは、主に以下の点
の検討を行っている。

　①  森林法、FIT法、環境アセス法などの現行法の問
題点の洗い出しを行うとともに、実効性ある法改
正の提案を行うこと

　②  エネルギー自治の観点から再エネ発電の在り方の
検討を行うこと

　③  再生可能エネルギー発電施設の建設による問題に
対応しつつ、再生可能エネルギー事業の持続的な
発展を実現するための、条例制定によるメガソー
ラー・メガ風力規制やゾーニングの実施について
の助言等を行うこと

⑵ 　今後、上記の点の検討を踏まえた意見書を出すとと
もにシンポジウムを開催するなどして、各問題への対
応を国や地方自治体に対して求める取組を行っていく
予定である。


