
２０２１年５月２６日（水）１７時～１９時 

日本弁護士連合会主催 

 

 

 

＜進行次第＞ 

17:00～ ※進行により時間は前後することがあります。 

１ 開会挨拶 

  佐谷 道浩弁護士／Mr. Michihiro Satani（日本弁護士連合会副会長） 

17:05～ 

２ 講演 

(1) 「日本における気候変動による人権侵害，及び，法的対応の遅れ（司法による救済

の遅れを含む）」 

小島 延夫弁護士／Mr. Nobuo Kojima 

（日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員） 

17:35～ 

(2) 「気候変動問題における企業への環境 NGO の取り組み 石炭火力問題を中心に」 

山本 元氏／Mr. Hajime Yamamoto 

（認定 NPO 法人気候ネットワーク主任研究員） 

18:05～ 

(3) 「気候変動に立ち向かうための人権に関する義務：Urgenda のオランダ最高裁判決

とその先」 

デニス・ヴァン・ベーケル氏／Mr. Dennis van Berkel 

（気候訴訟ネットワーク／Legal Counsel Urgenda Foundation） 

18:35～ 

３ 質疑応答／Ｑ＆Ａ 

18:55～ 

４ 閉会挨拶 

  北村 聡子弁護士／Ms. Satoko Kitamura（日本弁護士連合会国際人権問題委員会委員長） 

 

配布資料（Materials） 

１ 日本における気候変動による人権侵害，及び，法的対応の遅れ（司法によ

る救済の遅れを含む）（小島延夫弁護士） 

p.2 

２ 

 

気候変動問題における企業への環境 NGO の取り組み 石炭火力問題を中心

に（山本元氏） 

p.44 

３ 

 

A human rights obligation to combat climate change（デニス・ヴァン・

ベーケル氏） 

p.72 

 

ウェビナー「気候変動と国際人権」 
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日本弁護士連合会主催 ウェビナー「気候変動と国際人権」

日本における気候変動による人権侵害、及び、
法的対応の遅れ

（司法による救済の遅れ含む）

２０２１年５月２６日
小島延夫

弁護士、日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員
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国際人権問題としての気候変動
•海面上昇によって水没の危機にさらされ、
•豪雨災害・猛暑による熱中症などで生命が奪われ、
•農業・漁業への深刻な被害により、私たちの食べ物・生
活基盤が奪われる。
→ 極めて深刻な人権侵害

•国境を超えて広がる温室効果ガスの影響
•各国政府がこれに取り組むことが国際的責務

→ 国際人権の問題
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実は深刻な、日本における、地球温暖化被害

•豪雨災害
雨量総量は変化ないが、豪雨が増えた。
2018年7月豪雨 前例の無いほど大きい。

死者224名、行方不明者8名、住戸半壊以上17500戸以上
その後も例年、豪雨災害

•熱中症による死者
2018年7月猛暑 平年差＋2.8℃ 1946年統計開始以降で第1位

１ヶ月の熱中症による死亡者数は1,032名（過去最多）
•漁業被害
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漁業被害１ 藻場が消え、アワビが消えた。
• 2019年夏、小値賀島（五島列島の北端）

かつては日本一のアワビ漁獲地
ほとんど取れなくなった。磯焼け・藻場が消えた。

• 2013年九州北部から山口県の大規模な磯焼けの発生
九州北部～山口県に至る約200kmの海岸線沿いでアラメ・カ
ジメ場の大規模な衰退現象が発生 本邦初の大規模かつ急激
な藻場の衰退（気候影響レポート2018・90頁）

•三浦半島、2013年以降、アワビ放流の成果消える。
2006年からアワビ類大型種苗放流→2012まで回復、その後成
果が消える。磯焼けの影響（神奈川県水産技術センター
研究報告第8号39頁）
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左：海藻の繁茂が水面から見えるほどの江の島の海（2012年2月撮影 水温13度）
右：しかし今は岩肌だけになった姿、海藻はない（2020年3月1日撮影 水温17度）
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平成27年度（2015年度）神奈川県水産技術センター業務報告
「芦名地区（大楠）が0.15個/㎡（前年1.25個/㎡）、松輪が0.2個/㎡（前
年0.55個/㎡）と減少し、長井では前年に続き0.00個/㎡。
各地区で磯焼けの影響により
親貝密度の低迷が続いている。」

6

地元漁師「秋谷（大楠の北）、
2018年頃からは、箱メガネで見
ても、海底の磯場に以前は森林
の様に密生していたアラメやカ
ジメ、ヒジキなどが一本も見え
ない。」「以前は１日５～６kg
（約30個）だったアワビが、
あっても１日１個という状態」
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長年にわたり海面養殖業種類別収穫量の第1位を維
持。しかし、近年減少、2007年以降不作に。
東京湾 2000年頃までは、経営体数が減少しても
生産枚数が維持されていたが、2000年以降は、水温
下降期（11～12月）および水温上昇期（３～４月）
の生産が顕著に減少し、生産枚数の維持が困難に
有明海におけるノリ養殖も、全国の約６割のノリを
生産するが、水温上昇によって生産時期が短くなっ
た、

漁業被害２ 養殖ノリの収穫量減少
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「東京湾の千葉県沿岸では、のり養殖技術の進歩や省力化による規
模の拡大によって、2000年頃までは、経営体数が減少しても生産
枚数が維持されていたが、2000年以降は、水温下降期（11～12
月）および水温上昇期（３～４月）の生産が顕著に減少し、生産枚
数の維持が困難となっている。」 （林俊裕「生産性から見た千葉県にお
ける近年ののり養殖生産量減少の特徴について」千葉県水産総合研究センター
研究報告５号、2010.3）
「2015年においては、生産が開始される11月以降、生育状況が顕
著に悪化。多くの漁場では2015年11月の収穫は皆無。12月以降も
一部の漁場での限定的な生産が続き、千葉県の年内の共販出荷枚数
は約500万枚。過去10年平均（5,640万枚）の１割以下」（林俊裕
「水温上昇がのり養殖に及ぼす影響」東京湾の漁業と環境第8号、2017 ）

東京湾におけるノリ養殖の漁獲量の減少
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水産総合研究セン
ター西海区水産研
究所海区水産業研
究部 皆川 惠
「高温化の対策と
しては、漁期を遅
らせる以外に有効
な方法がないのが
現状」

漁期を遅らせる＝
漁獲量の減少

10/93



ノリ養殖 予測
現状＋2.9℃上昇時には、最低水温期である冬季
（２月）においても、鹿児島県から和歌山県に至
る太平洋沿岸域南岸で生息上限水温20℃以上とな
り、養殖不適となる。
有明海の養殖可能期間は１ヶ月程度となる。

日本の６割のノリの生産地の漁獲が４分の１から５分の１に

日本のノリ生産は、壊滅的打撃を受ける。
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漁業被害３ 回遊魚
回遊性魚介類は適水温域を回遊する→ 海水温の上昇に
よって分布回遊域が変化→ 地域によって漁獲量が増減
日本周辺域の回遊性魚介類 日本海を中心にブリ、サワ
ラ、スルメイカで高水温が要因とされる分布・回遊域の
変化が報告
（予測）シロザケの生息域の減少、ブリの分布域の北方
への拡大、越冬域の変化、スルメイカの分布密度の低い
海域の拡大・サイズの低下、サンマの来遊時期の遅れ、
成長鈍化、マイワシの成魚の分布範囲や稚仔魚の生残に
適した海域が北方へ移動（中環審評価報告書2015 42頁
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スルメイカ

秋田県から山口県に至
る地域では、漁獲量が
大きく減少
（95%以上減少）

日本で最も重要な漁業資源の一
つであり、近年は日本のイカ類
漁獲量の７～８割
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シロザケ（サケ）
日本周辺での生息域が減少し、オホーツク海でも2050年
頃に適水温海域が消失する可能性

サンマ
来遊資源量のピークが１～４旬ほど遅れ、道東海域１０
月上旬～１１月上旬に、三陸海域で１１月中旬～１２月
中旬以降に、常磐海域では１２月中旬以降になる。
水揚げされるサンマの体重が減少する。
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逃げられない漁業、排出削減の必要性
•逃げられない漁業（対応策が困難）

• 多数の報告あり。
• 日本の食文化と食料の危機
• 政策に十分反映されているのか。

•地球温暖化の日本における深刻な影響を考えると → 
2050年カーボンニュートラル達成、2030年46％削減は
もちろん、早くカーボンニュートラル達成が必要
• IPCC1.5℃報告書(2018.10.8発表）2030年までに全球で
45％削減する必要あり。今のままでは2030年にも1.5℃になる。
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再生可能エネルギーの飛躍的拡大の必要性
• 2030年電源構成

原発 0％
石炭火力 ０％

•省エネ推進は大前提（20％前後削減は可能）
•再生可能エネルギーだけで約50％以上へ

•石炭火力の新設増設はすべて中止、現在操業している
ものも2030年までに操業停止、が前提
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日本の法・政策の問題点 ４つのポイント
•法的拘束力を持つ目標を定めること と 目標実現の
ための統合的政策実行
• 2050年目標、2030年目標 （2040年目標）

•目標達成に向けた、実施部隊も含めた、統合的組織を
作ること

•独立の専門機関の創設

•公開と参加の原則
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目標達成に向けた実施部隊も含む統合的組織
•地球温暖化対策推進本部だけでは、実効性がない。
•エネルギー部門の統合は不可欠

• エネルギー政策は経済産業省が所轄し、温対法は環境省が所
轄している。→パリ協定約束草案も、経済産業省が作成した
エネルギー政策（電源構成見通し）が前提となって作成

• パリ協定の時の約束草案の作成過程
• 現在の政策過程 2030年電源構成

• 石炭20%?、再生可能エネルギー36-38%、原子力20％

•エネルギー政策を、削減目標に即して決定
•再生可能エネルギー推進を実施できる体制
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目標達成に向けた、統合的政策実行
•まちづくり・地域づくり・インフラ整備

• インフラ整備を、削減目標に即して決定
• 削減目標に即した、まちづくり・地域づくり・交通政策

• ドイツ、フランス 歩いて暮らせる町
• 観光客が自動車では町の中心部には入れない。
• 建物の断熱性能

• 地域主導の再生可能エネルギー開発とスマートシティ
•産業政策との統合的実行
•農林水産行政との統合の必要性

• バイオマス、遊休農地活用、ソーラーシェアリング
• 漁業への影響を削減目標に反映
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独立の専門機関の創設
•目標達成のための具体的施策（削減施策）、施策の実
施とその成果（目標達成状況）について客観的に評価
•政策決定への提案、実行状況検証の機関
•エビデンスベースド

• 科学的根拠に基づいて、目標達成のためのシナリオやコスト
計算を実施

• 検証可能性（公開）
• 各分野の人々の参加（参加）
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公開と参加の原則
•徹底した公開

• 政策決定過程、実行状況の検証過程の透明化

•参加
• 政策決定過程

• 各セクターからの参加
• 地方自治体、NPO、産業界

• 政策実施過程
• 実行状況の検証過程
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問題点 狂気とも見える石炭火力発電所政策
•現在、新設中の石炭火力発電所が・・・

• 神戸、横須賀 それぞれ全世界の5000分の1 日本の0.7%のCO2を排出
• それ以外に、勿来、広野、常陸那珂、武豊（愛知）、三隅（島根）

→ 神戸、横須賀の合計に匹敵
• これらがすべて操業したら、2030年時点で、これだけで、現時

点からCO2 排出量が3.0%増える。
• 石炭火力発電所は、最新鋭でも、天然ガス火力の倍のCO2
• CCSは、日本では難しい。アンモニア、水素ともに、現時点で

は未知数・2030年でも実用化不明。
• 再生可能エネルギーとの相性も悪い（石炭火力発電のために、

再生可能エネルギー導入が遅れるおそれもある）
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CCSはどうして日本では難しいのか。
• CCS＝二酸化炭素隔離貯留技術（Carbon dioxide Capture and 

Storage） 二酸化炭素を吸着・圧縮して地下に保管
• 二酸化炭素は有害

• 2020/12/22 愛知名古屋市のホテルの地下駐車場 1名死亡 1名重症
• 2021/01/22 東京新宿区の地下駐車場 2名死亡 1名重体
• 1986/08/21 カメルーンのニオス湖近隣の2つの渓谷にいた約1,800人と家畜

3,500頭が二酸化炭素中毒または窒息で死亡。
• 最近の新設中・操業開始の石炭火力だけで、年3000万トン

• 苫小牧プロジェクト 年10万トン 圧縮や移送のために多くのエネルギー
• ありうる保管場所は、油田・天然ガス採掘跡 → 日本にはない。

日本のCO2を運ぶとすれば、多大なエネルギー消費
• 地下から噴き出したらどうなるか。
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再生可能エネルギーの発展を拒む送配電網
•系統接続拒否・高額な費用
•出力抑制
→ 北海道・九州では、もはや再生可能エネルギー発電し
ようと思っても難しい。原発・火力発電所による枠取り

•連携線の整備
•優先接続こそ必要 燃料費のかからない再生可能エネ
ルギーを優先させる原則を
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地方自治体の取組み強化 １
• ゼロカーボンシティ宣言だけでは実効性が見えない。
• ゼロカーボンに向けたまちづくり・交通政策

• 自動車乗り入れ規制（ドイツ、フランス、ロンドン）
• 歩いて暮らせるまちづくり
• 建物の断熱規制
• スマートシティ

• 再生可能エネルギー拡大へ
• どこに資源はあるのか。都市部か。
• 地方に存在する資源 それをどう活用していくか。
• 再生可能エネルギー施策の実施目標は、政令市と中核市の義務付でい

いのか。
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地方自治体の取組み強化 ２
• 地域主体・小規模分散型の再生可能エネルギー拡大
• 地域の資源で、地域に収入をもたらす。

• 放棄されたゴルフ場
• 耕作放棄地（メガソーラーではできない）
• ソーラーシェアリング
• 風力適地はないのか。
• 畜産バイオ（ガス併給・電熱併給ができる）（複数自治体の協力体制

など）
• 再生可能エネルギー施策の実施目標をすべての自治体へ

• 技術・人・金への不安
• 国による支援策（統合組織・地方自治体の決定過程への参加の必要、

決定過程の透明化の必要性）
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地方自治体の取組み強化 ３

•中央政府の問題
• エネルギー政策、まちづくり政策、農林水産業政策などを統

合する組織が作れるか。
• 1800地方公共団体（市町村と都道府県、広域連合など）の

計画チェック・実行状況チェックができる体制をどう構築す
るのか。

• 中央省庁の役人だけでは不可能。民間（企業、NPO、学者
研究者など）の力をどう統合していくのか。

• 参加が重要（地方自治体が納得して施策を実施する）
• 公開が重要（国の財政支出の正当化）
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メガソーラー問題 何が起きているか
• 1980年代ゴルフ場開発、1990年代リゾート開発、そし
て2010年代メガソーラー
•山の斜面・湿地などの開発

• 水資源への重大な影響・水害・土砂災害のおそれ
• 景観破壊 埼玉県日高町の巾着田

→ 再生可能エネルギーを増やすために、吸収源としての
森林が破壊されていく
•地域の資源が、どこかに持ち去られる。
•町村でのソーラーへの拒絶感を醸成（対処を誤ると、
地方での再生可能エネルギー発電が進まない）
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自然保護法制度のあり方
• 日本には、田園や里山、身近な湿地を守る法令がほぼ不存在
• ゾーニング規制の徹底

• フランス自然公園法 フランス全土の１６％以上が自然公園
田園、里山も自然公園法で保護

• 日本でも、自然公園法の対象拡大を
• ミティゲーション（ドイツ自然保護法、アメリカの湿地保全・水質保全

法４０４条、種の保存法10条(a) (2)）ノーネットロス（失われるも
のと同等以上の価値を創造する必要あり）→ 吸収源整備にも
• ドイツ自然保護法 裸地に建物建てるならば環境向上策必要
• アメリカの湿地保全 「湿地」概念の広さ

川すべて、何年に一度か水量増加時に水面かも含む
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フランス
プロヴァンス
の田園風景

田園風景だが、
自然公園とし
て、保全され
ている。

ヴェルドン
地方自然公園
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Ｒ３３がヴェルドン地方自然公園、
Ｒ１８がリュベロン地方自然公園、
Ｒ４５がアルピーユ地方自然公園、
Ｒ０３がカマルグ地方自然公園、Ｎ
１０がカランク国立公園。

マルセイユ、エクサンプロバンスを
囲むように自然公園（田園風景も）

フランス国土の16％は、自然公園

左の地図は、フランスの地方自然公
園のウエブサイトから
https://www.parcs-naturels-
regionaux.fr
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司法救済の遅れ 公害等調整委員会からの拒絶
その後裁判所も同旨
• 二酸化炭素排出による地球温暖化は公害でないとの判断
• 二酸化炭素は有害ではないのか。

• 2020/12/22 愛知名古屋市のホテルの地下駐車場で消火設備の誤作動
により二酸化炭素中毒 1名死亡 1名重症

• 2021/01/22 東京新宿区の地下駐車場で消火設備点検中に二酸化炭素
中毒 2名死亡 1名重体

• 1986/08/21 カメルーンのニオス湖近隣の2つの渓谷にいた約1,800人
と家畜3,500頭が二酸化炭素中毒または窒息で死亡。

• 二酸化炭素排出 → 温度上昇 → 人の生命健康・農林水産資
源のダメージ これが公害ではないのか。
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自然保護について裁判救済を認めない日本の司法
• 歴史的文化的景観を守る判決はあるが、自然保護を認めない日本

の司法
日光太郎杉事件、二風谷事件、鞆の浦事件
→ 文化的景観は守るが、自然保護は？

• 自然保護は裁判ではできないのか＝そもそも原告適格を否定
• 自然保護に関するアメリカの裁判

1972年のアメリカの連邦最高裁の判決
モノ湖事件 1983年 カルフォルニア州最高裁判決

• 自然保護と公害の分離 自然保護と公害は別の問題か。
生活環境は、人の生活に密接な関係のある動植物とその生息地を
含む、それに影響を与えるのも公害（里山や湿地はどうか）
景観破壊は、人の暮らしの破壊ではないのか。
自然や景観は、私たちの生活、歴史文化と密接に結びついている。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その１（原告適格・主張制限）

• 温室効果ガスの排出によって被害を受けるおそれのある人の原
告適格を否定＝この被害は、個別的な利益ではない。
• 豪雨によって水害にあって生命を失うおそれ があっても
• 猛暑で熱中症によって死亡するおそれ があっても
• 自分たちの生存と文化に欠かせない漁業資源が失われても

• 世界一狭い、原告適格
• 大気汚染被害を受けるおそれのある人は、温室効果ガスの排出

による地球温暖化被害については、自己の法律上の利益に関係
のない違法なので、主張できない (行政事件訴訟法10条1項)。
同じ排ガスによって大気質に影響が出ているのに？
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地
方裁判所2021年3月15日判決 その２（本案まとめ）
• 局長級取りまとめ（2013年4月25日）（経済産業省及び環境省

の局長級の取りまとめ）は、一概に合理性を失っていたものと
までいうことはできず，これに準拠してされた個々の火力発電
所の設置に関する判断は適法

• 二酸化炭素排出削減等に関する本件評価書の内容は局長級会議
取りまとめや地球温暖化対策計画の内容に沿ったものであるか
ら適法

• 燃料種に係る複数案を検討しなかったことが，環境影響評価法
及び発電所アセス省令に違反して違法であるとはいえない。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その３ 局長級取りまとめとは

•局長級取りまとめ（2013年4月25日）（経済産業省及び環
境省の局長級の取りまとめ）

環境アセスメントにおける二酸化炭素の取扱いについて，
地球温暖化問題の性格上，全体で管理する枠組みにより対策
の実効性を確保することが基本となるとしつつ，

二酸化炭素排出量が非常に大きい火力発電所の個々の建設
に係る環境アセスメントにおいて，事業者が利用可能な最良
の技術(BAT)の採用等により可能な限り環境負荷低減に努めて
いるかどうか，また，国の二酸化炭素排出削減の目標・計画
と整合性を持っているかどうかについて，必要かつ合理的な
範囲で国が審査する。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その４ 局長級取りまとめの合理性

• 平成30年 (2018) 5月の時点
• 環境省による同年3月の評価において「電力の低炭素化をめ

ぐる世界の潮流として，石炭火力発電の排出係数が最新鋭のも
のでもLNG火力発電の約2倍であり，国際機関の報告書等にお
いても，パリ協定の目標達成のためには石炭火力発電の段階的
廃止が必要であるとの指摘があることなどを踏まえながらもな
お，石炭火力発電所の新設・増設を一切すべきでないとはされ
ていない」から、本件確定通知がされた平成30年(2018)5月の
時点においても，局長級会議取りまとめ（経済産業省と環境省
の合意事項）が一概に合理性を失っていたものとまでいうこと
はできない。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その５ 局長級取りまとめへの適合性
評価書の記載事項
1 超々臨界圧(USC)発電設備を導入する → それでも天然ガスの２倍
2 省エネ法に基づくベンチマーク指標の目標達成に向けて計画的に取り組
み，2030年度に向けて確実に遵守するとともに，ベンチマーク指標の目標
を達成できないと判断した場合には，本件事業の見直しを検討する → ど
うやって達成するの？
3 自主的枠組み参加事業者である関西電力に電力を全量供給する → 他で減
らすから神戸で出してもいい？
4 毎年度二酸化炭素排出量を適切に把握する → 当たり前
5 将来の二酸化炭素回収・貯留(CCS)の導入に向けて，所要の検討を継続的
に行う → できないことを検討しても、意味がない
6 長期的な二酸化炭素排出削減対策について，今後の国内外の動向を踏ま
え，所要の検討を行い，適切な範囲で必要な措置を講ずる。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その６ 局長級取りまとめへの適合性

• 超々臨界圧(USC)発電設備は，BATの参考表に掲載されている
「商用プラントとして着工済み(試運転期間等を含む)の発電技
術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手
続に入っている発電技術」に相当する。
→ BATとは何か。

• 2から6までの配慮は、いずれも局長級会議取りまとめや地球温
暖化対策計画の内容に沿ったもの。

• 本件発電所における二酸化炭素の排出削減対策に着目して，事
業者に利用可能な最良の技術(BAT)が採用されることなどを踏
まえて，本件確定通知をした経済産業大臣の判断が，平成30年
5月の時点において違法ではない。
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司法救済の遅れ 神戸石炭火力発電所行政訴訟・大阪地方裁判
所2021年3月15日判決 その７ 代替案検討
• 発電所アセス省令5条は，計画段階配慮事項の選定は，当該事業に伴う環

境影響を及ぼすおそれがある要因(影響要因)により重大な影響を受けるお
それがある環境要素に関し，当該影響要因が及ぼす影響の重大性について
客観的かつ科学的に検討するものとする旨などを定め(1項)，その環境要
素の中には，大気質や温室効果ガス等が含まれる(3項)。
→ 温室効果ガス 重大影響及ぼしている。→ 燃料種複数案件等へ

• 他方，発電所アセス省令には，特定の環境要素を必ず計画段階配慮事項に
しなければならない旨の規定や，火力発電所事業について燃料種に関する
複数の案を設定すべき旨の規定はない。→ アセスメントはベスト追求＝
規定にあることをやるのがアセスメントではない。 → 影響大なら調査へ

• そうすると，神戸製鋼が，本件事業に係る配慮書の手続において，温室効
果ガス等及びPM2.5を計画段階配慮事項にしなかったこと，及び燃料種に
係る複数案を検討しなかったことが，環境影響評価法及び発電所アセス省
令に違反して違法であるとはいえない。（論理的におかしくないか）
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何が起こるのか。

• 日本における深刻な被害（豪雨災害、熱中症、漁業）
• ビジネスも深刻なダメージを受ける。

• 石炭火力20％、その他火力30％の電力で作る自動車と、再生可能エネ
ルギー100％で作る自動車は、同じものとして評価されない。

• アップル 調達先にも、再生可能エネルギー100％を求める。
• 日本で作られたものは、ヨーロッパやアメリカに輸出できなくなる時

代が来る。
• 脱炭素化に乗り遅れた日本経済は、深刻なダメージ受けかねない。

• 今、やらなければならない。
• 企業は急激に変わりつつある。トヨタ、三菱UFJ銀行・・・
• 実は最も遅れているのが、司法ではないのか。
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2021/5/26
山本 元（NPO法人 気候ネットワーク）
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本日の概要

•なぜ、石炭火力が問題なのか

•国内、海外における日本の課題

•石炭火力発電所の建設を問う気候変動訴訟

•脱炭素を求める金融機関への株主提案
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出典）IPCC AR5よりJCCCA作成48/93



120億〜150億トン

290億〜320億トン

出典：国連環境計画「Emissions Gap Report 2019」より

さらなる削減努力が必要
2℃目標

３倍
1.5℃目標達成

5倍

排出削減の努力が不足
なぜ、石炭火力が問題なのか
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パリ協定の目標

✓産業革命前と比べて、

2℃よりはるかに低くすること

1.5℃に抑える努力をすること

✓温室効果ガス排出量を

今世紀後半までに実質排出ゼロにする

✓各国は5年毎に進捗確認をし、

目標は後退させず引き上げ続けること

なぜ、石炭火力が問題なのか
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2030〜2052年 1.5℃に到達する可能性

1.5℃

1℃

世界表面気温観測値の月平均

現在までの人為起源による
温暖化の可能性の高い範囲

出典：IPCC1.5℃特別報告書

観測された世界平均気温と簡略化した排出経路による予測
1850-1900年からの世界平均気温変化（℃）

なぜ、石炭火力が問題なのか
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世界のエネルギー起源CO2排出

73％
石炭
（Coal）

出典：IEA World Energy Outlook 2019 より環境省が作成

なぜ、石炭火力が問題なのか
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出典）JCCCA作成53/93



屋外大気汚染によって、世界中で420万人の早期死亡出典：WHO2016

大気汚染物質の排出
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出典：Oil Change International “The Sky’s Limit”

1.5℃・2℃未満のためには、

化石燃料埋蔵量の85％は燃やせない

石炭

55/93



バイデン 気候変動サミット（2021）
グテーレス事務総長から

•2030年までには、世界で発電における
石炭使用を10年比で80%減らさなけれ
ばならない。

•そのためには先進国が2030年までに、
ほかの国は2040年までに、石炭火力か
ら撤退する必要がある。

石炭火力発電所の新設を
正当化できる場所はどこにもない。

出典：日経新聞2021年4月20日56/93



目指すは、2030年脱石炭

出典： “Science based Coal-Phase Out Timeline for Japan”（Climate Analytics）
自然エネルギー財団 編集より

【パリ協定】
2℃より十分低く
1.5℃に抑える

→先進国においては、
2030年に脱石炭の必要性
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大半を占める「発電部門」

排出構造の転換が
必要不可欠
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石炭

54%

石炭ガス

5%

石油

6%

LNG/LPG

35%

その他

0%

発電部門における

最大の排出源は「石炭」

出典：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による
2017年度データ分析（気候ネットワーク）

発電所のCO2

排出量
4.5億t-CO2

2017年度
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石炭火力は天然ガス火力の2倍
温室効果ガスを排出
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電気事業における石炭利用拡大

2600万トン

8300万トン

0

10

20
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90

100

1990 1995 2000 2005 2010 2015

(100万トン)

温暖化対策と称し
原発を推進し

石炭火力も推進

エネルギー白書2018より61/93



エネルギー基本計画での位置づけ

第4次エネルギー
基本計画

第5次エネルギー
基本計画
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エネルギーミックス 2030年

原子力

27%
原子力

20-22%

再エネ 11%
再エネ

22-24%

石油 12%
石油 3%

石炭

24%

石炭

24-26%

LNG

27%

LNG

27%程度

震災前１０年平均 ２０３０年（想定）

最大限？

可能な限
り低減？

拡大？
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石炭火力発電の設備容量推移 “増加“

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

単
位

：
M

W

IGCC

USC

SC

Sub-C

廃止

出典：Japan Beyond Coal https://beyond-coal.jp/64/93



3.11以降のエネルギー政策の誤り

•2012年以降、石炭火力発電の建設計画が相次ぐ。
→最終的に50基が計画

•うち小規模（アセス非対象）：約19件
• 環境アセスメントを潜り抜ける小規模発電も多数計画

• 福島への復興支援などを掲げる計画も

•環境アセスメントで「厳格に対応」（環境省）

•いくつかの計画は中止になったが、多数が建設に至る。
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海外へのインフラ輸出 石炭火力技術の輸出を推進

小泉環境大臣が各省へ要請
輸出要件は見直し

しかし、
依然として抜け穴が存在

67/93



出典：【共同プレスリリース】日本の金融機関が石炭産業への融資総額で
世界第1位に ３メガバンクが2回連続でトップを独占（2021年2月25日）

過去2年間に日本の金融機関は
計約757億米ドル（約7兆9,544億円）
を石炭産業に融資しており、世界第1位。

日本の金融機関
石炭産業へ多額の融資
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みずほ銀行への株主提案（2020）

• 2015年より、複数のNGOと共同で対話を実施。

• 2020年、株主提案を実施。
パリ協定の気候目標に整合した投資を行うための
経営戦略の策定、計画の情報開示を求めた。（5号議案）

• 2020 年 4 月15 日
「サステナビリティへの取り組み強化について」

• 2021年5月14日
「サステナビリティアクションの強化について」

2020年 5号議案
34.5%の株主が賛同

2021年は、三菱UFJフィナンシャル・グループへ株主提案
69/93



参考）京都市が関西電力の株主として脱炭素提案（2021）

• 脱原子力で継続して株主提案を行って
きた京都市が「発電事業の脱炭素化」
を求める株主提案を実施。

•一方で、課題も…
CCUSの実用化された時点での速やかな
導入を求めるものとなっており、技術
的、コスト的にも実用化の見通しは
立っておらず、日本には適地も乏しい。

• CCUSの実用化を待っていては1.5℃目
標達成に間に合わず、今すぐに脱炭素
に向けた対策強化が必要。
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ご清聴ありがとうございました。

ご質問・ご意見は気候ネットワーク

京都事務所の山本までお気軽にお寄せ下さい。

メール：yamamoto@kikonet.org

電話：075-254-1011、FAX：075-254-1012

URL：https://www.kikonet.org石炭帝国と戦う正義のヒーロー
アンチコールマン

Twitter：＠anticoalman

気候ネットワークは地球温暖化を防ぐために
市民の立場から提案×発信×行動するNGO/NPOです。
気候ネットワークは多くの方々のご参加・ご支援によって支えられています。
どうか、ご支援をよろしくお願いいたします。

オンライン寄付・入会ページは次よりアクセスできます。

URL：https://www.kikonet.org/support/individual/member-form
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A human rights obligation to 
combat climate change 

the judgement of the Dutch Supreme Court in 
Urgenda and beyond

Dennis van Berkel
Legal Counsel Urgenda Foundation 

Director Climate Litigation Network
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António Guterres – UN Secretary General
“The past decade was the hottest on 
record. Dangerous greenhouse gases 
are at levels not seen in 3 million 
years. Global temperature has already 
risen 1.2 degrees Celsius – racing 
toward the threshold of catastrophe. 

We are at the verge of the abyss. We 
must make sure the next step is in the 
right direction.” 

UN Secretary General, Remarks at Leaders’ 
Summit on Climate, 22 April 2021
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Michelle Bachelet - UN High Commissioner 
for Human Rights

“Climate change is a reality that 
now affects every region of the 
world. The human implications of 
currently projected levels of global 
heating are catastrophic. The 
world has never seen a threat to 
human rights of this scope.”

Global update at the 42nd session of the 
Human Rights Council, Opening statement 

by UN High Commissioner for Human Rights 
Michelle Bachelet, 9 September 2019
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Urgenda Climate 
Case launched in 

2013

• Urgenda Foundation & 886 co-plaintiffs
– The government has a duty to protect its inhabitants 

from potentially catastrophic climate change.
– Current measures are insufficient to prevent severe 

harm to Dutch inhabitants  
– Emissions must be reduced by at least 25-40% by 

2020 (compared to 1990).
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Urgenda Judgement – District Court 
25 June 2015

Findings of the court:
• Climate change is a big, 

potentially catastrophic, 
threat

• State has a duty to ‘do its 
part’ to prevent 
dangerous climate change

• Court orders the state to 
reduce emissions by -25% 
by 2020 compared to 1990

We Won!
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And again (2018 and Dec 2019)
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Urgenda Climate Case 
• First case in the world in which a court found a 

duty on the state to reduce its GHG emissions in 
order to prevent dangerous climate change. 

• Most detailed elaboration of State’s human rights 
obligations in the context of climate change 
mitigation. 

• Using a State’s human rights obligations to define 
the minimum level of emissions reductions that 
the State has to take. 
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Findings of the Supreme Court (I)

On the facts:
• Court found there is “a real threat of 

dangerous climate change, resulting in the 
serious risk that the current generation of 
citizens will be confronted with loss of life 
and/or a disruption of family life”.

• Protected under articles 2 and 8 of the 
European Convention on Human Rights
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Findings of the Supreme Court (II)

On the duty of the State under 2 and 8 ECHR: 
• State must take preventative measures, even 

if most impact will occur in the future. 
• Measures must be reasonable and suitable, 

consistent, taken in good time, and in line 
with due diligence. 
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Findings of the Supreme Court (III)

How to give content to human rights duty in the 
context of climate change:
• The open norms of “right to life” and “family 

life” must be interpreted in light of 
international norms and principles
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Findings of the Supreme Court (IV)

International norms and principles the court 
took into account:
• UNFCCC & Paris Agreement (2⁰C 1.5 ⁰C & 

Common but differentiated responsibility) 
• International Environmental law (‘no harm’  & 

precautionary principle)
• International private law (partial 

responsibility)
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Findings of the Supreme Court (V)

Conclusion on human rights obligation in 
relation to climate change: 
• State must to its “fair share” of the global 

effort to counter dangerous climate change
• State must substantiate that it is doing its fair 

share
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Findings of the Supreme Court (VI)

Role of courts & separation of powers
• Principally legislator and executive to decide 

how much emissions must be reduced
• BUT: role for courts to assess, based on 

science, whether country is doing less than 
the “lower limit” of its fair share

• “It cannot be the case that the State can do 
nothing”

84/93



Findings of the Supreme Court (VI)

Conclusion:
• State did not substantiate why it would be 

responsible to do less than the district court 
ordered. 

• Supreme Court upholds the order to reduce 
emission by a minimum of 25% by 2020 
compared to 1990
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Global wave of ‘Urgenda’ type cases

• Cases in: Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, EU, India, 
New Zealand, Norway, Peru, South Korea, Spain, Switzerland, 
Mexico, UK, US, etc, including now 4 cases before the 
European Court on Human Rights
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South Korea

• Government abandoned 2020 target, 
postponed to 2030

• Claim: violation of constitutional right, 
including: 
– rights to life, 
– to health, 
– to a healthy environment, 
– rights to equality and 

non-discrimination as children
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Cases being won

• Colombia, France
Ireland, Pakistan, Nepal & 
Germany
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Neubauer et al – German Constitutional 
Court decision (2021)

• Several groups of plaintiffs, including youth
• Aimed at insufficiency of the German Climate 

Act
• Reduction of 55% in 2030 (compared to 1990) 

is insufficient. 
• Climate Act violates

constitutional rights
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Neubauer et al – German Constitutional 
Court decision (2021)

Reasoning of the court:
• State has a constitutional duty to reduce 

emissions. 
• 55% reduction target prematurely depletes 

available carbon budget
• Excessive reduction burden after 2030 will 

unduly restrict constitutional freedoms of the 
youth

90/93



Neubauer et al – German Constitutional 
Court decision (2021)

Decision of the Court
• Legislator needs to enact provisions that 

specify how zero emissions can be reached in 
time

• Within a week the German Government
announced to increase the
2030 target to 65%. 
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Michelle Bachelet – UN High 
Commissioner for Human Rights

On the importance of the Dutch Supreme 
Court Judgment in the Urgenda case: 

This landmark ruling provides a clear 
path forward for concerned individuals … 
around the world – to undertake climate 

litigation in order to protect human 
rights”
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Thank you!

Dennis van Berkel
dennis.van.berkel@urgenda.nl
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