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1

はじめにはじめに

日弁連は、福島第一原発事故以前から、原子力発電からの脱却を訴えてきた。言うまで

もなくそれは、重大な公害環境問題を孕んでいるからである。

日弁連は1976年、仙台市で開催された人権擁護大会において、「原子力の開発利用に関

する決議」を採択した。この時点での中心的な課題は原発の安全規制であったが、その後

海外、国内で相次ぐ事故が起こる中、原発はそもそも安全性が保てず、環境汚染が避けら

れないとの認識から、原発自体の廃止を主眼とするようになっていった。

1983年にも人権擁護大会において原発問題を取り上げることとなった。日本で最も原発

が集中する福井県の隣県である石川県の金沢市で開催された同大会では「エネルギーの選

択と環境保全に関する決議」を採択した。ここでは、1976年の決議内容である「原子力施

設の運転及び原子力施設の中止を含む根本的な再検討」だけでなく、エネルギー政策決定

過程についても触れ、安全性の確保と十分な情報公開・国民的討議を保障する適正な法制

度の確立を求めた。

2000年に岐阜市で開催された人権擁護大会では、前年の東海村JCO臨界事故などの社会

事情を背景として「エネルギー政策の転換を求める決議―原子力偏重から脱原発へ―」を

採択し、	原発の新増設を停止し、既存の原発については段階的に廃止する等の提言をした。

その後、福島第一原発事故が発生した。同事故を契機に脱原発への世論が強まった。

日弁連は2013年、広島市で開催された人権擁護大会において「福島第一原子力発電所事

故被害の完全救済及び脱原発を求める決議」を採択した。同決議では、①国は、本件事故

の加害者であることを認識し、本件事故のあらゆる被害を完全に回復するための措置をと

ること、②国は、健康被害を未然に防ぐあらゆる施策を講ずること、③国は、日本の原子

力推進政策を抜本的に見直し、原子力発電と核燃料サイクルから撤退すること等を決議し

た。同決議の③に関する骨子は以下のとおりである。

１	 原発の新増設（計画中・建設中のものを全て含む。）を止め、再処理工場、高速

増殖炉などの核燃料サイクル施設は直ちに廃止すること。

２	 既設の原発について、できる限り速やかに、全て廃止すること。

３	 原発輸出政策は中止すること。

また、日弁連は2014年、函館市で開催された人権擁護大会において「原発訴訟における

司法判断の在り方、使用済燃料の処理原則及び原子力施設立地自治体の経済再建策に関す

る宣言」を採択した。同宣言の骨子は以下のとおりである（提言１及び２は省略。）。

【提言３】（使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物の最終処分について）

・	再処理、核燃料サイクルの速やかな廃止。処分対象となる使用済燃料の総量の確定。

・	地層処分方針の撤回。

・	使用済燃料の当面の保管については、乾式貯蔵による地上保管をすること。当面の

保管場所は、国が一方的に決定するのではなく、安全性、地域間の負担の公平を踏
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まえて、計画立案の段階から、十分な情報公開や、反対意見を踏まえた実質的かつ

十分な議論を経た上で決定すること。

【提言４】（原子力施設立地自治体の経済再建）

・	原子力施設に依存した地域経済を再生するため、立地自治体に対し支援を行うこと。

・	地域再生の重要資源である再エネの利用促進。

・	再エネ利用は、その特性に応じた持続可能なものとし、地域の合意に基づき、地域

の経済的自立が図られるよう制度的支援をすること。

このように日弁連は、福島第一原発事故の悲劇を受け、同事故の被害救済、再発防止（脱

原発はもとより、原発によらない立地地域の再生も含む。）を強く訴えてきた。

原子力発電による重大な人権侵害と同様に、気候危機も重大な人権問題である。日弁連

は既に多くの「地球温暖化」に関する意見書等を取りまとめるなどしてきた 1が、もはや

「気候危機」と評してそれを回避すべき段階に至っているとの認識から2021年10月15日、

以下の「気候危機を回避して持続可能な社会の実現を目指す宣言」を採択した。

この宣言は本シンポジウムの基盤をなすので、再掲する。

今、私たちは、気候危機を回避して持続可能な社会を実現できるのか、将来世代に

わたって生存基盤を維持できるかの重大な岐路に立たされている。

近年、世界各地で、極端な高温、豪雨、森林火災、台風の巨大化等の異常気象が頻

発し、氷河の融解や海水温の上昇、生態系への不可逆的変化も現れている。日本でも、

災害級と形容される猛暑、数十年に一度と言われる集中豪雨や巨大台風が毎年のよう

に各地を襲い、河川の氾濫や崖崩れ等甚大な被害がもたらされた。この気候危機によ

り、現在及び将来世代の生存基盤が脅かされ、生命や健康、居住、社会経済生活を営

む権利（憲法第13条、同法第25条、環境基本法第3条、世界人権宣言前文、同宣言第

3条、自由権規約第6条）等への脅威が現実化している。今や気候危機は重大な人権問

題であり、日本を含む国際社会を構成する全ての国は、気候危機によりもたらされる

国民の生命等に対する切迫した危険を回避するために、速やかに、十分な対策をとら

なければならない。

急激な気候変動は、産業革命後の二酸化炭素（CO2）等温室効果ガスの排出増加によ

る地球温暖化が原因である。世界の平均気温の上昇はCO2の累積排出総量とほぼ比例

1		 1997年8月		 	 	 地球温暖化防止のための日弁連提言

	 	 1997年12月8日		 京都環境会議中での会長声明

	 	 2000年10月6日		 第43回人権擁護大会　エネルギー政策の転換を求める決議

	 	 2006年11月22日	 地球温暖化防止対策の強化に向けて（意見書）

	 	 2009年5月15日		 地球温暖化対策の中期目標に対する意見

	 	 2009年11月6日		 地球温暖化の危機から将来世代を守る宣言

	 	 2010年3月18日		 地球温暖化対策基本法案に関する意見書

	 	 2016年4月5日	 	 地球温暖化対策計画（案）に対する意見書

	 	 2021年6月18日		 原子力に依存しない2050年脱炭素の実現に向けての意見書

	 	 2021年9月29日		 地球温暖化対策計画（案）に対する意見書　　など
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関係にあり、2030年までにCO2の排出量をほぼ半減させ、2050年までに脱炭素を実現

し、平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5℃以下に抑えることで、気候危機を

回避して持続可能な社会を実現することが世界共通の目標となっている（パリ協定第

2条第1項（2015年12月採択）、IPCC「1.5℃特別報告書」（2018年10月公表）、SDGs項

目13（2015年9月採択））。そのために、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が

急務となっている。

日本政府も、2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素とすることを宣言し（2020

年10月）、2030年度までの温室効果ガスの削減目標を2013年度比26％削減から46％削

減に引き上げ、さらに50％の高みを目指す方針を表明した（2021年4月）。しかし、1.5

℃の上昇にとどめるために科学が要請する水準には届いておらず、その実現の道筋や

方策は従前の延長線上にあり、不十分である。

日本の社会経済活動に伴い排出されるCO2の約93％がエネルギー起源であり、その

うち約40％を火力発電からの排出が占めていることを踏まえると、2050年脱炭素に向

けて、エネルギー効率を高めることでエネルギー消費量を大幅に減らし、2030年まで

に石炭火力発電所を段階的に廃止するとともに、再生可能エネルギーの導入を飛躍的

に拡大し、2050年までに再生可能エネルギー100％を目指すことを基本とすべきであ

る。

また、原子力発電は、運転時にはCO2を発生させないことから、クリーンなエネル

ギーであると言われることがあるが、ライフサイクル全体では大量にCO2を発生させ

ている上、稼働に伴い生じる放射性物質は極めて危険で、その処分は困難を極める。

したがって、原子力発電所を新増設しないことはもとより、既存の原子力発電所はで

きる限り速やかに廃止すべきことを基本とすべきである。

これらの基本を踏まえ、国は、2050年までに脱炭素を実現するための道筋として、

2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で50％（2013年比55％）以上削減し、

電力供給における再生可能エネルギーの割合を50％以上とする目標を設定し、その旨

を「地球温暖化対策の推進に関する法律」に明記すべきである。その上で、地方自治

体や市民と連携し、再生可能エネルギーの推進に当たっては乱開発を抑制しつつ、地

域社会との共生を図りながら脱炭素に向けたエネルギー転換を推進するとともに、産

業構造の転換の中で労働者や中小企業、地域社会が取り残されることのないよう公正

な移行を支援し、パリ協定等と整合する持続可能な経済社会の構築に向けて、国際社

会において主導的な役割を果たすべきである。

当連合会は、今後も、自らの事業活動に係るエネルギー消費量の削減に積極的に取

り組むとともに、気候危機を回避して持続可能な社会を実現するための2050年脱炭素

に向けて、最大限努力することを宣言する。
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1.5℃目標実現の必要性と1.5℃目標実現の必要性と

そのための日本のシナリオそのための日本のシナリオ

第
１
章
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第１章	 1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシ第１章	 1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシ
ナリオナリオ

第１節　はじめに第１節　はじめに

本章では、まず、2050年脱炭素社会の実現に向けて重要となる2050年までのシナリオに

ついて国際社会の動向や日本の問題点について詳説する（第2節）。そして、脱炭素に向け

て重要となる省エネルギー及びエネルギー利用効率化の重要性について、法令上の問題や

先進的な自治体の取組を紹介し（第3節）、日本における再生可能エネルギー100％の実現

に向けて必要な政策や取組、課題について検討する（第4節）。
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第２節　2050年カーボンニュートラル実現のシナリオ第２節　2050年カーボンニュートラル実現のシナリオ

１　2050年カーボンニュートラルの課題に向けた世界の動き１　2050年カーボンニュートラルの課題に向けた世界の動き

(1)	パリ協定のもと、1.5℃目標に向けた世界の動き

	 	 図表1−1は、この10年の国際的な動き及び日本の気候政策の概要である。

図表1−1

出典：委員作成

	 	 世界で極端な気象現象が頻発し、生命、健康、生活基盤及び産業基盤にも甚大な被

害を及ぼしており、気候の危機と言われている。IPCC第5次評価報告書（2013年～

2014年）は、地球温暖化は疑う余地がないとし、産業革命前から約1℃の気温上昇が

みられ、今後、地球温暖化が進行することにより気候災害が更に激甚化し、頻発する

ことは高い確実性があり、世界の平均気温の上昇は世界のCO2の累積的総排出量とほ

ぼ比例関係にあることを明らかにした。即ち、地球温暖化を一定の平均気温の水準に

抑え、地球温暖化を止めるためには、今後世界で排出できるCO2の総量に限度がある

ことを示している。これは「残余のカーボンバジェット」と呼ばれている。第5次評

価報告書では、67％の確率で2℃に抑えるための残余のカーボンバジェットは当時の

世界の排出量の約28年分とされていた。

	 	 同報告を受けて、2015年12月に、世界全体の平均気温を工業化以前よりも2℃高い

水準を十分に下回り、1.5℃高い水準に抑える努力を継続することを目的とする「パ

リ協定」が採択された。さらに、IPCC1.5℃特別報告書は、1.5℃上昇の場合の影響に

ついて、現状（1.1℃）よりも悪化するが、2℃の温暖化に比べて熱波や豪雨といった
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第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

極端現象が少なく、2100年までの海面上昇は10cm程度少ないこと、気温上昇を1.5℃

に抑えるためには、2010年のレベルに比べて、2030年までにCO2排出量を約45％削減

し、2050年頃までにほぼ「正味ゼロ」にする必要があることを示した。2℃の場合は

2070年頃までに「正味ゼロ」にする必要がある。

	 	 この報告後、世界で1.5℃を目指す動きが高まり、124か国とEUが2050年カーボン

ニュートラル宣言をする中、日本も当時の菅首相が2020年10月に2050年カーボンニ

ュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。さらに、アメリカにバイデ

ン政権が誕生し、2030年目標の引上げ要請が高まる中、日本は2021年4月に2030年

目標を改定し、2013年度比46％削減し、50％の高みを目指すとした。日本の産業界

もこの目標を掲げている。しかし、2030年目標の引上げやカーボンバジェットには言

及がなかった。看板としてのSDGsと同様に、その背景と目的及び意義についての吟

味が必要である。

(2)	残余のカーボンバジェトの急速な減少とグラスゴー気候合意（COP26）

	 	 2020年の世界のCO2排出量は約350億tである。2021年8月に公表されたIPCC第6次

評価報告書第1作業部会報告書によれば、67％の確率で気温上昇を1.5℃に抑えるた

めの世界全体の残余のカーボンバジェットは、2020年時点で4000億t（CO2換算）、

1090億t（炭素換算）1にすぎない（図表1−3）。現在の排出量の11〜12年分程度まで

減少し、気候危機を回避するために、残された時間は急速に少なくなっている。

	 	 世界全体の残余のカーボンバジェットを各国の視点でみると、後述（11頁）のドイ

ツ憲法裁判所決定にならい人口割によるとすると、現在の人口割でも、日本は現在の

年間排出量の数年分しか残されていないことになる（2020年の世界人口は77億9500

万人、日本の人口は1億2532万5千人であり、日本の人口割合は0.01608となる。

4000億tを日本の人口割合で計算すれば、日本の残余のカーボンバジェットは約64億

tとなる。）。1.5℃目標の達成には、先進国は2030年までに半減以上の削減と2050年

より前にカーボンニュートラルを達成することが求められることになる。そのために

は、今ある技術を活用し、脱炭素への社会的、経済的システムの転換を加速させる必

要がある。

1		 温室効果ガスの量を CO2換算で示す場合と炭素換算で示す場合がある。それぞれの分子量による。
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第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

図表1−2　IPCC第6次評価報告書第1作業部会　図SPM	10

出典：気象庁ウェブサイト（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/
IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20220512.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

図表1−3　IPCC第6次評価報告書第１作業部会　表	SPM.2

　　　　　（図表中「GtCO2」は、Gt：10億t、CO2換算の意味である。）

出典：気象庁ウェブサイト（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/
IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20220512.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 そこで、2021年11月にイギリスのグラスゴーで開催されたCOP26では、1.5℃に抑
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第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

える努力を追求するとの決意を確認し、まず排出削減対策（CCUS2）の講じられていな

い石炭火力発電のフェーズダウンを加速させるとした「グラスゴー気候合意」が採択

された。発電時に天然ガス火力の2倍のCO2を排出する石炭火力のフェーズアウト（段

階的な廃止）の文言は最終的にフェーズダウンとされたが、気候危機を回避するため

に排出削減の緊急性とその鍵がまず脱石炭にあることが確認されたといえる。

(3)	人権の視点から危険な気候変動の回避を目指す世界の司法の潮流

	 	 世界の司法判断では、現実の気候災害やIPCCによる気候変動の評価と今後の予測

結果を直視し、地球温暖化による危険な気候変動は人権を脅かすものであると認定し、

国や大規模排出事業者の温度目標の達成と整合する排出削減を法的義務と位置付ける

判断が主流となりつつある。

	 	 オランダ最高裁は2019年12月、気候変動のもたらす国民の生命、健康への危険が

既に重大であり、さらにその激甚化の確実性から、人々にとって現実の切迫した脅威

であり、オランダ政府はこの危険な気候変動の脅威から国民を守る義務があるとして、

2020年の削減目標を1990年比20％削減から25％削減に引き上げることを命じた。同

判決は2020年7月のアイルランド最高裁決定に引き継がれ、気候変動対策計画は2050

年までの全期間において具体的でなければならないとされた。2021年7月にフランス

の国務院（行政裁判所）も、気候変動の影響に脆弱な地方自治体の訴えを認め、政府

に2022年末までに対策の強化を命じた。いずれも、温度目標実現のための削減の経

路の重要性を踏まえたものである。同旨の判決は、ベルギー、カナダ、チェコ、オー

ストラリア、パキスタン、コロンビアでも出されている。

	 	 2021年3月にドイツの連邦憲法裁判所は、若者らが原告となってドイツ連邦気候変

動法の削減目標の改定を求めた訴訟で、同法の2030年の削減目標（1990年比55％減）

では、パリ協定に整合するドイツの残余のカーボンバジェット（1.75℃に抑える場合

の世界の人口割合によるもの）がほぼ使い果たされ、原告ら後の世代は残りのバジェ

ット内で急激な削減を余儀なくされることになり、原告ら若者の行動の自由が制限さ

れるとして議会にその改定を命じた 3。同判決は、温度目標の実現におけるカーボンバ

ジェットが極めて限定されていることから、気候変動による基本的権利の侵害の対象

を、生命・健康に対する権利から自由権に拡大したものである。同決定を受け、ドイ

ツの前政権は迅速に対応し、2030年までの削減目標を1990年比65％削減に引き上げ、

2040年目標（1990年比88％削減）を追加し、カーボンニュートラルの時期を2045年

に前倒しした。

	 	 さらに2021年6月にはオランダ・ハーグ地裁がシェルグループに対し、排出削減に

関する国際合意に加え、国連ビジネスと人権指導原則 4などを挙げて、2030年までに

2		 Carbon	dioxide	Capture、	Utilization	and	Storage（CO2の回収・貯留・利用）の略語。国際的には、火

力発電所の排出削減対策とされているのは CCUS のみと理解されている。

3		 Climate	 Change	 Litigation	 Databases（http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-

content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210324_11817_order-1.pdf）（閲覧日：2022年7

月1日）

4		 2011年3月、国連人権理事会決議で承認された指導原則。人権を守る国家の義務、人権を尊重する企業の責任。

救済措置へのアクセスを柱とする。
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2019年比45％の排出削減を命じた 5。その対象には上流・下流のサプライチェーン全体

の排出量であるスコープ36の排出量も含まれている。

図表1−4　サプライチェーン排出量

出典：環境省ウェブサイト（https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_
chain/gvc/supply_chain.html）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 2021年10月、国連人権理事会は、気候変動などの環境被害が人権に悪影響を及ぼし、

特に脆弱な立場にある人々が厳しい状況に置かれていることを認識し、「安全でクリ

ーンで健康的で持続可能な環境への権利」が人権の享受の上で重要であるとする決議

を採択し（日本は棄権）、国にその実現のための措置を求めた。これらはパリ協定の

温度目標の実現を基礎とするものである。

(4)	1.5℃目標の実現可能性と対策

①　石炭火力など化石燃料インフラの早期フェーズアウト

	 	 1.5℃実現のために求められる2030年までにほぼ半減、2050年までにカーボンニ

ュートラルとする排出削減は可能なのか。

	 	 まず、IPCC第6次評価報告書第3作業部会（AR6・WG3）報告は、既存及び計画中

の石炭火力などの化石燃料インフラからの今後の耐用期間中に排出される累積排出

量だけで、50％の確率で1.5℃に抑える経路における正味累積排出量を上回ること

を明らかにした。

5		 Climate	 Change	 Litigation	 Databases（http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-

content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf）（閲覧日：2022年

7月1日）

6		 近時、事業者の事業活動に係るサプライチェーン全体での温室効果ガスの排出量の把握・算定が求められて

いる。自らの燃料の燃焼（スコープ１）、電気の使用（スコープ２）以外の、原材料の調達、製造、物流、販売、

廃棄などの過程で排出される他社の排出をいう。
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図表1−5　IPCC第6次評価報告書第3作業部会SPM　B7.1（IPCCウェブサイト）から委員作成

	 	 併せて、こうした化石燃料を利用する施設は数十年にわたって使用され、大量の

CO2を排出し続けるものであることから、将来1.5℃目標の実現に必要なCO2排出量

を費用最小の排出経路と整合させるための主たる対策として、既存の石炭火力など

の化石燃料ベースの発電インフラの閉鎖や利用の逓減、既存設備へのCCS（二酸化

炭素回収貯留）の設置、低炭素燃料への転換、CCSによる追加的な削減策を講じて

いない石炭設備の新設の取り止めなどを必要としている。

②　再生可能エネルギーへの転換の加速

	 	 化石燃料に代わる対策は、エネルギー消費の高効率化・省エネと再生可能エネル

ギーへの転換である。AR6・WG3報告では、太陽光や風力、蓄電池などのコストが

2010年以降、急激に逓減し、世界的には火力よりも安い電源となっていることが示

されており、これらの再エネは経済性においても火力・原子力をしのぐ競争力を備

えるに至っている。
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図表1−6　IPCC第6次評価報告書第3作業部会　図SPM3

出典：IPCC（Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change）ウェブサイト
（https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-
group-3/）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 その上で、現在ある100米ドル/tCO2以下の技術による排出削減対策によって、

2030年の世界温室効果ガス排出量を2019年比で少なくとも半減させることができ

ること、うち削減可能量が十分に大きく、経済合理性のある排出削減対策は、急速

にコストが低減している風力発電と太陽光発電であること、CCSは削減可能量が限

られ、コストも高いことが明らかにした。近時、EUは原子力をEUタクソノミー 7に

加え、ESG投資の対象と認める決定をしたが、新設原発は極めて高コストとなって

おり、現実には導入が進まないとみられている。

図表1−7　

出典：IPCC第6次評価報告書第3作業部会SPM図7（IPCCウェブサイト）から委
員作成

7		 2020年に制定された「環境的に持続可能な経済活動」についての EU の基準。2022年1月以降、EU 域内の企

業や金融機関に情報開示が求められる。
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③　IEAの2050年ネットゼロに向けたセクター別ロードマップ

	 	 国際エネルギー機関（IEA）は2021年5月、「2050年ネットゼロに向けたセクター

別ロードマップ」を公表した。これは、発電、運輸、建物、産業のセクター別に、

5年刻みで世界をネットゼロに導く行程表である。最も削減効果が大きく、かつコ

ストの低い対策を優先的に早期に実施すべき対策に位置付けている。これによれば、

発電部門の脱火力化が最初に取り組むべき課題であり、先進国は2020年以降、CCUS

を備えない石炭火力発電所の新設を中止し、2030年までに同石炭火力をフェードア

ウトすべきとしている。

図表1−8　IEAの2050年ネットゼロに向けたセクター別ロードマップ

出典：公益財団法人地球環境戦略研究機関ウェブサイト（https://www.iges.
or.jp/jp/events/20210708）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 これを時間軸によるセクター別に表にまとめると、以下のとおりである。発電部

門での火力発電の早期廃止と発電以外の部門での熱利用の電化と低排出化の重要性

がみてとれる。
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図表1−9　

出典：IEA	2050年ネットゼロに向けたセクター別ロードマップ（2021年5月）
から委員作成

	 	 IEAは再生可能エネルギーの拡大が脱炭素の鍵であるとし、そのセクター別ロー

ドマップも提示している。ここでもまず発電部門での再エネ化を進めるもので、発

電以外のセクターでの電化を踏まえても、全体で2050年にはエネルギー需要の88

％を再生可能エネルギーで賄うとするものである。

図表1−10　IEA　2050年ネットゼロに向けたセクター別ロードマップ
Figure2.18

出典：IEA（International	Energy	Agency）ウェブサイト（https://iea.blob.
core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/
NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf）（閲覧日：
2022年7月1日）
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	 	 IEAによる上記二つのロードマップと、IPCCによる今後の再生可能エネルギーの更

なるコスト低減の見通しを総合すると、日本など先進国は、まず発電分野で2030年

までに脱石炭、2035年までに脱火力、建築物の熱利用や輸送部門での再エネ化を進め、

産業分野や輸送部門では再エネ化とともに、2050年にかけて他の低炭素燃料（水素な

ど）の利用が想定されている。建築物での対策は、建物の高断熱、高気密化によるエ

ネルギー消費量の削減、及び、熱利用の電化と発電の脱炭素・再エネ化によって、実

質ゼロを目指すものである。これが世界の基本シナリオといえる。

２	 日本の「2050年カーボンニュートラル宣言」とその課題２	 日本の「2050年カーボンニュートラル宣言」とその課題

(1)	日本の2050年カーボンニュートラルの問題点

	 	 日本の2050年カーボンニュートラルには4つの大きな問題がある。

	 	 第1に、1.5℃目標及びその目標と整合する2030年目標との関連付けがされていな

いことである。そもそも、日本の気候変動に直接関連する法律は地球温暖化対策推進

法（1998年制定）であるが、そこには削減目標は明記されておらず、2021年5月に地

球温暖化対策推進法第2条の2として「2050年までの人為的排出量と吸収量の均衡（カ

ーボンニュートラル）の実現を目指す」とする基本理念として追加されるまで、排出

削減ではなく、排出抑制（増加を抑える）を目的としていた。今回の改正も理念規定

にとどまり、1.5℃目標やパリ協定の目標達成への言及はない。2021月10月22日に閣

議決定された第6次エネルギー基本計画及び地球温暖化対策計画においても同様であ

る。併せて、2015年に提出した国の定める貢献（NDC）を改定し、2050年目標を80％

削減からカーボンニュートラルに、2030年の削減目標を2013年度比26％から46％削

減（50％の高みも目指す）として、国連気候変動枠組み条約事務局に届け出たが、そ

こでも温度目標への言及はない。即ち、カーボンバジェットの考え方は取り入れられ

ていない。

	 	 第2に、科学に基づく残余のカーボンバジェットを踏まえた、2050年までの削減の

経路の重要性の認識が欠落していることである。欧州では、イギリスの気候変動法、

ドイツの連邦気候変動法など、法的拘束力のある長期の目標を含む気候変動対策に係

る法律が制定されており、そこにはセクター別のカーボンバジェット量も記載されて

いる国もある。しかし、日本は2021年4月に2030年目標の引き上げを表明したものの、

目標数値は法定されていない。再生可能エネルギーの導入目標についても同様である。

	 	 第3に、主要な排出源である電力・産業分野が日本経済団体連合会の自主的な行動

計画である経団連カーボンニュートラル行動計画に委ねられ、排出削減のための実効

性のある政策を欠いていることである。日本の温室効果ガス排出量の約92％はCO2で

あり、その約93％はエネルギー起源のCO2であるので、日本の気候変動政策はエネル

ギー政策とほぼ表裏の関係にある。しかし、エネルギー政策に関しては経済産業省が

所管し、地球温暖化対策計画はエネルギー基本計画（閣議決定）及び長期エネルギー

需給見通し（経済産業省策定）に依拠して策定されている。エネルギー基本計画は、

エネルギーの安定供給を大前提に、経済効率性、環境を総合的に判断するというもの

であり、危険な気候変動を回避し、気候の安定化を図る気候保護を基軸としてエネル

ギー政策を統合するものではない。そもそも、地球温暖化対策推進法には、排出量の
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算定報告公表制度以外に規制的中身がなく、同法に基づく地球温暖化対策計画は、一

貫して、発電及び産業部門の対策を経団連カーボンニュートラル行動計画に委ねられ

ている。その結果、炭素の価格付け対策や電力システム改革など、これまで実効性の

ある対策は採られていない。

	 	 第4に、発電などエネルギー需給に係る制度は経済産業省の所管であるため、ほと

んどの地方自治体で、実効性のある気候変動対策が採られていないことである。2050

年に実質ゼロを目指すとする自治体は42都府県、415市、20特別区、189町、36村に

及び、対象人口は1億1837万人を超える（2022年5月31日現在）が、東京都、長野県

など一部を除けば、条例で具体的に実効性のある施策が導入されている例はほとんど

みられない。

(2)	日本の温室効果ガスの排出推移と今後の見通し

①　これまでの排出量の推移

	 	 図表1−11は、日本の温室効果ガスの排出量の推移と日本の削減目標とを示した

ものである。日本では京都議定書採択後も排出量が増加し続け、2008年にリーマン

ショックで減少したものの、その後、再び増加に転じ、2014年以降、減少傾向がみ

られている。日本の排出削減目標の基準年が2013年とされているのは減少傾向に

転じる前の排出量がピークの年だからである。

図表1−11　日本の温室効果ガス排出量の推移と削減目標

出典：特定非営利活動法人気候ネットワークウェブサイト

	 	 直接排出による日本の温室効果ガス排出源の各割合は以下のとおりである。早

期廃止が課題とされている石炭火力からの排出が最も多い。
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図表1−12　日本の温室効果ガス排出内訳（2018年）

出典：温室効果ガス排出インベントリ及び総合エネルギー統計から委員作成

	 	 日本はもともと、大型水力とバイオマス（製紙業からの黒液）で電源の1割弱

を占めていた。2014年以降にみられる温室効果ガス排出の減少傾向は、福島第一

原発事故後に国民や事業者に省エネ意識が高まったことに加え、2012年に施行さ

れた再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ措

置法」という。通称は「FIT法」。）によって太陽光発電が急速に導入された効果

によるものである。風力はほとんど拡大させられなかった。

図表1−13　

出典：特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所ウェブサイト（https://
www.isep.or.jp/archives/library/13427）（閲覧日：2022年7月1日）
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②　2030年及び2050年の排出削減目標と電源構成

	 	 2018年の排出実績と第6次エネルギー基本計画と長期エネルギー需給見通しにお

ける2030年目標は図表1−14のとおりであり、2030年においても再生可能エネルギ

ーは36～38％、石炭火力を19％、水素・アンモニアを1％としている。

GHG
エネル
ギー起
源CO2

石油 石炭 天然ガス 原発 再エネ
水素・
アンモ
ニア

合計

TWh 72.7 332.4 402.8 64.9 177.3 0 1,050
1065Mt-CO2電源% 6.9 31.7 38.4 6.2 16.9 0.0 100

Mt-CO2 35 268 159 0 0 0 463

TWh 31.5 281 284.5 217-232 237-252 0 1,065

電源% 3 26 27 20-22	 22－24 0 100

Mt-CO2 22 225 114 0 0 0 360 推計

45%/201
3

TWh 19 178 187 188-206 336-353 9 934

677Mt-
CO2

電源% 2 19 20 20-22	 36-38 1 100

Mt-CO2 13 134 73 0 0 219 推計

2013年比
46％削減
50%にも

全セクター 発電部門

2018年実績
1248Mt
CO2

2030
年

削減
目標

2015年
策定

2013年比
26%削減

2013年
25%削減
927Mt-
CO2

2021年
策定

図表1−14　2018年排出量及び2030年削減目標における電源別発電量、割合及び
CO2排出量

出典：経済産業省総合エネルギー統計、2030年長期エネルギー需給見通し（関
連資料）などから委員作成

	 	 第6次エネルギー基本計画においても、2050年の電源構成は示されていないが、

2020年12月に経済産業省は「参考値」として、再生可能エネルギーの割合を50～

60％とし、残りを原子力と火力発電設備へのCCUS（二酸化炭素回収・有効利用・貯

留）の後付けで30～40％、水素・アンモニアを10％とする「火力の脱炭素化」を

柱としている。

③　1.5℃目標と整合しない「火力の脱炭素化」

	 	 2020年10月に当時の菅首相が2050年カーボンニュートラル宣言を打ち出すのに

先立ち、10月14日、JERA（東京電力と中部電力の火力発電を統合）は「JERAゼロ

エミッション2050」を発表した。2030年代前半に石炭火力にアンモニアを20％混

焼し、2050年までに専焼を目指すというものである。そして、10月27日には経済

産業省のもとで「燃料アンモニア導入官民協議会」が発足した。日本政府は、2050

年カーボンニュートラルを宣言する一方で、アンモニアの混焼・専焼とCCUSによ

る石炭火力発電など火力発電設備の利用継続を推進することとしたものである。
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図表1−15　

出典：	経 済 産 業 省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/
shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/001_05_00.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 しかし、そのアンモニア利用の内容は火力発電由来の水素から海外で製造したア

ンモニアを輸入するというものである。アンモニア製造過程でのエネルギー消費も

大きく、天然ガス火力由来の水素からのアンモニアが内包するCO2排出量は1153g/

kWh（石炭は1260g/kWh）であって、ライフサイクルで見ると、ほとんどCO2削減効

果がない（図表1−16）8。IEAも石炭火力におけるアンモニア混焼を排出削減対策と

認めていない 9。

図表1−16　

出典：特定非営利活動法人気候ネットワーク（https://www.kikonet.org/wp/wp-
content/uploads/2022/03/TransitionZero_Coal-de-sac_summary_jp3.
pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

8		 Transition	Zero『石炭新技術と日本』（https://static1.squarespace.com/static/605b4bcc5526904ff5589918/

t/62174a64a2934716e14aa9dc/1645693568831/TransitionZero_Coal-de-sac_Report_final_

Japanese+full+report.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

9	IEA2050年ネットゼロセクター別ロードマップ（2021.5）の註で、「Consumption	of	fossil	fuels	in	facilities	

without	CCUS	are	classified	as	“unabated”」と記載されている。
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	 	 また、20％混焼の燃焼技術も実証実験を始めたところであり、専焼技術はこれか

らである。すなわち、今後の技術開発如何に関わるということであり、コスト的に

も技術的に2030年までに達成すべき削減目標には到底間に合わない。また、グリ

ーン水素からのアンモニアは更にコストが高く、いずれにしても輸入に頼ることに

なり、経済合理性及びエネルギー安全保障に欠ける。先進国の中で日本だけが石炭

火力を今も増設中であり、このような「火力の脱炭素化」という方針を打ち出して

いるのも日本だけである。

	 	 原子力は2020年実績で6％に満たず、その抱える問題は改めて指摘するまでもな

く、2030年目標の実現可能性は極めて低いことは衆目の一致するところである。こ

のままでは2030年の石炭火力からのCO2は30％を超え、2030年目標の実現は困難と

みられている。

(3)	大規模排出源対策の重要性

	 	 日本では省エネ法によって、エネルギー換算で年間1500kl以上排出する約1万5000

の大規模排出事業所はエネルギー消費量に係る定期報告が義務付けられているが、そ

こに集約される大規模排出源からの直接排出の実態は開示されてこなかった。そこで、

特定営利活動法人気候ネットワークが情報公開請求とその訴訟で実態解明を進め、

2006年に地球温暖化対策推進法に導入されたこれらの事業所に係る温室効果ガス算定

報告制度による情報を分析し、発電・産業部門の直接排出の実態を明らかにしてきた。

気候ネットワークによる最新の分析 10によると、定期報告制度の適用対象事業所から

の排出量は、温室効果ガス全体である12億5000万tの約7割を占めることが明らかに

された（図表1−17）。

超大口135

事業所

50.0%

296事業所運

輸23社

10.0%

その他制度

対象(約

15000)

11.1%

中小企業・

家庭

28.9%

日本の温室

効果ガス排出量

12.5億t-CO2

(2018年度)

図表1−17　2018年の温室効果ガス排出量の事業者規模別排出割合

出典：特定非営利活動法人気候ネットワーク（https://www.kikonet.org/wp/wp-
content/uploads/2022/06/analysis-on-ghg-emissions-2018.pdf）（閲覧
日：2022年7月1日）

	 	 下の表は上位15事業所を示したものであり、これだけで全体の17.2％を占める。

10	 特定非営利活動法人気候ネットワーク（https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2022/06/pr_

analysis-on-ghg-emissions-2018.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）
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図表1−18　2018年度の大排出事業者上位15事業者の温室効果ガス排出量

出典：特定非営利活動法人気候ネットワーク（https://www.kikonet.org/wp/wp-
content/uploads/2022/06/analysis-on-ghg-emissions-2018.pdf）（閲覧
日：2022年7月1日）

	 	 排出量の多い上位135事業所からの排出（発電所76事業所と製鉄所59事業所）で

50％を占め、さらに296の事業所及び運輸23社からの排出を加えると60％に及ぶ。そ

の大部分の排出量は、経団連自主行動計画の対象であり、経済産業省と環境省がその

達成状況をレビューするというにすぎない。

	 	 EUやアメリカ東部及び西部、中国や韓国では、こうした大規模排出事業所はキャッ

プ＆トレード型排出量取引制度の対象とされ、総量としての排出削減対策が採られて

いる。今年から経済産業省の下でグリーントランスフォーメーション（GXリーグ）と

名付けられた取引制度が開始されるが、目標設定も参加も自由で、目標達成はクレジ

ットによるというもので、排出削減を担保するものではない。EUは域外との輸出入に

ついて国境炭素税を導入する予定であり、日本も本来のキャップアンドトレード型排

出量取引制度を早急に導入する必要がある。

(4)	石炭火力からのCO2排出量だけで日本の残余のカーボンバジェットを費消

	 	 日本は既設の石炭火力発電所だけでも多数ある（図表1−20）上に、近年、大規模

石炭火力の新設計画が相次ぎ、現在工事中のものもあり、その規模は1000万㎾にも

及んでいる（図表1−19）。これらの石炭火力発電所を設備利用率70％で40年稼働さ

せると、これらからのCO2排出量だけで、2050年までに60億tを超える。この排出量

は2020年の人口を前提とする日本の残余のカーボンバジェット（約64億t、1.5℃前

提）にほぼ匹敵するものである。一部の石炭火力で化石燃料由来のアンモニアを混焼

することを排出削減対策に掲げているが、排出削減効果はほとんどないことは既に述

べたとおりである。非効率発電所はもとより新設発電所も早期の廃止が不可避である

が、ほとんど進んでいない。
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図表1−19

2014年以降の新設火力発電所

出典：経済産業省発電所アセスメント
情報火力発電所一覧、発電事業
者プレスリリースから委員作成

(5)	近時の「電力需給ひっ迫」の背景

	 	 2021年と2022年の冬季に電力需給ひっ迫が生じ、ロシアのウクライナ侵攻の影響

も加わり、化石燃料及び電力価格の高騰をもたらしている。また、2022年6月に40℃

を超える猛暑が続き、特に東京電力管内での電力供給予備率の低下が問題となってい

る。そして、その原因として、脱炭素化による火力の休廃止が挙げられている。

	 	 2021年の需給ひっ迫では、寒波は例年の範囲内であったが、電力会社の天然ガスの

備蓄不足に加え、原子力発電の計画外停止が重なったためであることが解明されてい

る。2022年3月22日の需給ひっ迫は、3月に入って多くの火力発電所が繁忙期を過ぎ

て計画停止していたところへ突然の寒波が予測せず襲来したことで最大需要予想が増

加したことと、直前の地震による石炭火力の損傷からの復旧に時間を要したためであ

り、寒波と地震という2つの事象が同時発生し、稀頻度事象となったことが原因であ

った。

	 	 年間電力需要の中で最大電力需要は夏季が占めている。図表1−21は2020年の8760

時間の毎時の電力需要量を上位から順次並べたものであるが、最大需要の上位1000

万㎾は年間で40時間に過ぎず、全て8月であるが、近時の太陽光発電の拡大によって

夕方以降の需要を除き、基本的に対応できる問題となっている。太陽光発電の発電量

が低下する夕刻以降は、需要抑制や昼間の余剰電力による揚水発電、地域間連携で対

応可能である。冬季の稀少気象時（季節外れの寒波の到来等）の需要が次いで大きい

が、年間数十時間程度である。もともと、省エネ・省電力は2050年カーボンニュー

トラルのために必須であり、これらへの対応は需要側対策が重要である。こうした事

前の需要側対策の整備強化に加え、発電所の定期点検時期の調整、揚水発電の活用、

エリア間連携線の強化などで対応できる問題であり、またそうすべきである。

図表1−20　日本の電源別発電所設備容量

出典：電力広域的運営推進機関「2020年度電
力供給計画」から委員作成
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図表1−21　9電力発電需要量（2020年）

出典：送電各社の「エリア電力需給データ」から委員作成

(6)	1.5℃目標に向かうために克服すべき課題

①　技術のイノベーション頼みから脱却し、1.5℃と整合する2030年削減目標と対策

を導入すること

	 	 第１に、日本は先進国の一員として、1.5℃目標を気候変動・エネルギー政策の

中心に位置付け、2030年の排出削減目標をこの目標と整合するものに引き上げるこ

とが不可欠である。

	 	 日本の2050年カーボンニュートラルは、2050年の経済産業省の電源構成にも現

れているように、水素・アンモニア、CCS、CO2を大気中から直接回収するDACCS、

新型原子力といった、今後の開発に係る技術のイノベーションに依存したものであ

る。これらの削減対策は、今後の技術開発という不確実性のある対策であり、コス

ト的にも技術的にも2030年までの削減には到底間に合わない。また、技術的実現

可能性だけでなく、経済合理性を欠くものである。原子力の抱える問題は改めて指

摘するまでもない。水素・アンモニア、CCSも、長期的に海外に依存を継続するも

のであり、ロシアによるウクライナ侵攻により明らかになったとおり、エネルギー

安全保障問題の視点からも取るべき政策ではなく、この視点は今後より重視すべき

である。

②　石炭火力の早期廃止

	 	 水素・アンモニア混焼や専焼は、世界で火力発電の排出削減対策と評価されてい

ないものである 11。「火力の脱炭素化」は自己矛盾であり、CCSにも経済的合理性が

なく 12、石炭火力の2030年までの廃止は、1.5℃目標に不可欠である。

③　排出削減の基本は、省エネルギー・エネルギー利用の高効率化と再生可能エネル

11	 IEA の2050年ネットゼロに向けたセクター別ロードマップでは、排出削減対策がとられている対策とは

CCUS を備えた発電所であると注記されている。

12	 前掲注8　
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ギーの飛躍的拡大であること

	 	 1.5℃目標の実現のための排出削減対策の基本は、既存の利用可能な技術を活用

した省エネルギー・エネルギー利用の高効率化と再生可能エネルギーの飛躍的拡大

にあることは、世界共通の認識である。詳細は次節で述べる。

④　日本の排出構造からみる自治体の削減対策

	 	 地域の気候変動対策の策定、また、地域で実効性のある気候変動対策を行うため

には、人口や地理的条件にもよるが、その地域の排出構造と排出実態を踏まえるこ

とが重要となる。都道府県別でみると、大規模排出事業所はコンビナートがある地

域に偏在し、その地域は国の産業政策に大きく影響を受ける。東京都は業務部門が

47％を占め、家庭を合わせると全体で７割を占め、建築物・住宅対策が重要となる。

	 	 他方で、全国1800の自治体でみると、大規模排出事業所が所在する市町村は10

％未満にすぎない。その余の地域では、中小事業者や運輸、業務、家庭などの対策

は地方自治体の役割となる。また、何らかの再生可能エネルギー資源が多く存する

地域も多く（図表1−24）、これらの再生可能エネルギー資源を活用し、域外へのエ

ネルギー調達費用の流出を回避し、地域で循環させていくことが、地域の持続可能

な発展の鍵を握ることとなる。これをいかに住民参加型で行うかも、成功の鍵を握

っているといえる。詳細は第3章において述べる。

図表1−22　2018年都道府県別の算定排出量（特定事業者）

出典：環境省ウェブサイト（https://www.env.go.jp/content/900518651.pdf）
（閲覧日：2022年7月1日）
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図表1−23　市町村別の再エネ導入ポテンシャル

出典：内閣府ウェブサイト（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/
hearing_dai4/siryou2.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）
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第３節　省エネルギー・エネルギー利用効率化の重要性第３節　省エネルギー・エネルギー利用効率化の重要性

第１　国の制度の概要第１　国の制度の概要

１　はじめに１　はじめに

省エネと聞いて、多くの方が思い浮かべるのは、節電ではないだろうか。そして、省

エネには、「がまん」の意識がつきまとう。

まず、私たちが利用しているエネルギーは、電気だけではない。給湯・暖房などの熱

や、移動のための燃料も、大きな割合を占めている。また、こうした直接的なエネルギ

ー消費だけではなく、食品、洋服などあらゆる製品は、その生産過程においてエネルギ

ーが消費されている。電気は、こうしたエネルギーの一部にすぎず、そして、原発はそ

の電気を供給する手段の一部にすぎない。

図表1−24　エネルギーの供給過程と利用形態

出典：エネルギー白書2010（資源エネルギー庁）

原発も火力発電も、水を沸騰させて蒸気の力でタービンを回して発電するわけだが、

その熱は40％しか発電に寄与しておらず、残りの60％の熱は全く利用されず、海に捨て

られている。

こうした捨てられている熱エネルギーが、風呂や炊事、暖房のために有効利用できれ

ばそれに越したことはないが、発電所は消費地から遠方にあって、現実には使えない。
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こうして考えると、電気は貴重品である。そうであれば、本当に電気でなければならな

いものにこそ大事に使うべきである。

しかし、実際には、オール電化住宅、電気ストーブ、電気コタツをはじめ、せっかく

作った電気を、再び熱に変えて使っているものが多くある。「熱→電気→熱」の利用は、

極めて非効率と言える。最終的な利用が熱なのであれば、最初から熱のまま使った方が

いいことは言うまでもない。エネルギー問題を正しく理解するには、常に、エネルギー

の供給過程と利用形態までの全体像を認識することが重要である。

図表1−25　

出典：淵上正朗・笠原直人・畑村洋太郎『福島原発で何が起こったか政府事故
調技術解説』（日刊工業新聞社、2012年）

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カー

ボンニュートラルを目指すことを宣言した。これは、二酸化炭素などの温室効果ガスの

「排出量」と、植林、森林管理などによる「吸収量」の差し引きで、合計を実質的にゼ

ロにすることである。

さらに、2021年10月、政府は「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、従来の2030年目

標（2013年比26％削減）を、46％に大幅に引き上げた。
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図表1−26

出典：環境省ウェブサイト（https://www.env.go.jp/content/900440196.pdf）
（閲覧日：2022年7月1日）

日本のエネルギーは、昔から、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に大きく依存し

てきた。温室効果ガス排出量のほとんどは、このエネルギー起源の二酸化炭素である。

この事実は、カーボンニュートラルを実現するということは、何はともあれ化石燃料

の絶対的な使用量を減らすことが重要であることを端的に示している。

そして、化石燃料の絶対的な使用量を減らすことは、単に、環境の視点から温室効果

ガスの排出を減らすだけにとどまらず、日本のエネルギー供給の安定にも寄与する。な

ぜなら、日本では、化石燃料はほとんど全てが海外からの輸入であり、国全体では、毎

年20兆円以上という、莫大な対価を支払っているからである。

ロシアによるウクライナ侵攻を見るまでもなく、化石燃料を他国からの輸入に頼って

いる生活は、早晩立ち行かなくなる。また為替の変動によっては、支払額は大きく変動

する。

いつまでも、このような生活を続けることが困難なことは明らかであり、以前から言

われているエネルギーを海外に頼らない、エネルギー自立に向けた選択を今まさにすべ

き時といえる。
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図表1−27

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/about/
special/johoteikyo/energyissue2020_1.html）（閲覧日：2022年7月1日）

エネルギー起源の二酸化炭素の排出量を「産業」「業務」「家庭」「運輸」「エネルギー

転換」の５つの部門別にみると、このうち家庭は全体の約15％、業務（事務所等）は約

20％を占めている。そして、家庭と業務（事務所等）で使うエネルギーの大半を占める

のが暖房と給湯である。

2021年10月の「地球温暖化対策計画」では、2030年目標を、2013年度比で、業務部門

は51％削減、家庭部門は66％削減とされ、目標が引き上げられている。しかし、2050年

にはこれを0にするというのであるから、この程度の目標は、文字どおり通過点にすぎ

ない。

こう言われると、「これは、暑さや寒さを我慢しなければならないということか」と思

われるかもしれない。しかし、そうではない。暑さ寒さを我慢することなしに、省エネ

を実現することは可能である。むしろ、断熱対策をすることが暑さ寒さ対策になるので

ある。そして、住宅、ビルなどの建物については、簡単に実現できる（だからこそ、目

標が引き上げられている。）。キーワードは、高気密・高断熱であり、さらに、相当隙間

面積（C値）である。

２　エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）２　エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

(1)	建築物（住宅）を含むエネルギー使用の全般の省エネに関しては、2度のオイルシ

ョックを経て、1980年にエネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」

という。）が制定・施行された。省エネ法は、以下のとおり改正が重ねられ、この結果、

建築物（住宅）についても、徐々に省エネ性能の強化が図られてきた。

昭和55年	（1980年）　旧省エネ基準

平成4年		（1992年）　新省エネ基準

平成11年	（1999年）　次世代省エネ基準

(2)	その後、2000年に施行された、住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下「品確

法」という。）3条1項に基づき、2001年には日本住宅性能表示基準が制定された。品

確法及び日本住宅性能表示基準は、これらの各基準をおおむね、以下のとおり、省エ
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ネルギー等級に取り込んだ。

昭和55年	（1980年）　旧省エネ基準　　　→　「等級2」

平成4年		（1992年）　新省エネ基準　　　→　「等級3」

平成11年	（1999年）　次世代省エネ基準　→　「等級4」

	 	 このように、住宅の省エネ性能は、次世代省エネ基準（省エネルギー等級4）が目

標とされた。これらの基準は、建築基準において義務化までされたものではなかった

が、長期優良住宅制度（税制面の優遇）及びフラット35S（住宅ローンの優遇）では、

次世代省エネ基準の適合が条件とされるなどの方法により、徐々に普及してきた。そ

の結果、2011年には、新築住宅の半分が、次世代省エネ基準をクリアするに至ってい

る。

(3)	さらに、2013年には、改正省エネルギー基準によって、これまでの建物の断熱性能

に加えて、住宅の冷暖房、換気、照明、給湯、家電などの一次消費エネルギー量と、

太陽光発電などによるエネルギー導入量が評価されるようになった。

	 	 そして、こうした省エネルギー基準は、2017年に大型の建物から徐々に義務化が進

み、戸建て住宅においても、紆余曲折はあったが、2025年には義務化される見通しと

なった。

３　ZEH・ZEB３　ZEH・ZEB

今、自宅の新築を考えている方であれば、ZEH（ゼッチ）という単語を耳にしたことが

あると思われる。ZEH（ゼッチ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）は、「外皮の断熱

性能等を大幅に向上させるとともに、効率的な設備システムの導入により、室内環境の

質を維持しつつ大幅な省エネルギー実現した上で、再生可能エネルギーを導入すること

により、年間の一次消費エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」と

定義されている。

改正省エネルギー基準が、建物の最低限の基準とされつつあるのに対して、ZEHは、さ

らにそのはるか上をいく、省エネ住宅である。

図表1−28

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html）（閲覧
日：2022年7月1日）
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図表1−29

出典：一般社団法人環境共創イニシアチブウェブサイト（https://sii.or.jp/moe_
zeh04/uploads/zeh04_pamphlet1.pdf#page=3）（閲覧日：2022年7月1日）

また、これをビルで実現しようというのが、ZEB（ゼブ、ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）である（建物の規模が大きいので、住宅ほど簡単ではないが。）。

図表1−30

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/1903_
followup_summary.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）
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新築の住宅、ビルは、既に、ネット・ゼロ・エネルギーを実現できるところまできて

いる。

これらは建物の新築の例であるが、中古の住宅・建物でも、断熱・気密性能を向上さ

せることはできる。例えば、中古住宅において、熱がもっとも逃げていくのは窓周りで

ある。そこで、中古住宅でも、内窓を付けるだけで、省エネ性能はあがる。

このような取組によって、家庭、業務（事務所）における主たるエネルギー使用量は

大幅に削減できるところまできている。

４　実際の施工品質を表す、相当隙間面積（Ｃ値）４　実際の施工品質を表す、相当隙間面積（Ｃ値）

(1)	ここまで述べてきた省エネ性能（高気密・高断熱）は、全て設計における性能建物

である。設計においては、例えば、断熱材としてグラスウールを使うのかスタイロフ

ォームを使うのか、断熱材の厚さは10cmとするのか20cmとするかによって、省エネ

性能が変わってくる（もちろん、工費も変わる。）。

(2)	しかし、現実の省エネ性能は、設計だけでは決まらない。実際の施工の良し悪しに

よって、大きく左右される。建物は、自動車や家電のように、工場で画一的に製造さ

れるような工業製品ではなく、1棟1棟、現場で建築されるものであり、建築の品質

確保は、現場監督や大工の腕に大きく左右されるからである。

	 	 ここで、省エネ性能（高気密・高断熱）の実際の品質を確保するのが、床1平方メ

ートル当たりの建物の隙間を示す数値である相当隙間面積（C値）である。

	 	 建物は様々な材料の組合せで建築されており、床と壁の取合いの隙間、給水・下水

などの各種配管の貫通部、コンセントなど、大小様々な隙間が発生することは避けら

れない。せっかく高性能の断熱材を使用したり、断熱材を厚くしたとしても（すなわ

ち、設計上の性能を高くしたとしても）、この隙間が大きければ、そこから熱を損失

してしまう。そこで、この隙間をできるだけ少なくすることが、必要となる。

	 	 この隙間面積は、床と壁を施工後に、実測して把握する必要がある。実測する際は、

窓やドアの開口部は目張りをして徹底的に塞ぐ。これによって、建物の実際の気密性

能を測定することができるのである。
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図表1−31

出典：南雄三『スラスラわかる断熱・気密のすべて』（日本実業出版社、2014年）

	 	 例えば、床面積100㎡の一般的な住宅において、隙間の合計面積が葉書3枚分であ

れば、相当隙間面積（C値）は5とされる。後述するが、この値はかつての建築基準

法令による基準（寒冷地以外）である。あるハウスメーカーは自主的に相当隙間面積

0.2を目指すが、この0.2というのは、わずか消しゴム2個分のサイズであり、こうな

るとほとんど隙間がない建物となる。

図表1−32

出典：株式会社WELLNEST	HOMEウェブサイト（https://wellnesthome.jp/242/）
（閲覧日：2022年7月1日）
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	 	 繰り返すが、たとえ、設計上の省エネ性能（高気密・高断熱）が同じであっても、

現実の施工の仕方により、実際の隙間の面積には大きな違いが出る。そして、隙間が

大きければ、設計上の省エネ性能は実現できないのである。

	 	 この隙間を塞ぐという施工は、建設現場での施工であり、手間のかかるものであり、

職人の地道な地味な努力が求められる。しかし、手間をかければかけただけ、それだ

け隙間は小さくなる。相当隙間面積の小ささは、建物の性能に直結する。

	 	 このことは、大手ハウスメーカーだろうが、地元の中小工務店だろうが、全く変わ

らない。

	 	 このことを知っている施主や工務店は、計測して隙間を塞ぐことを何度か繰り返し

て、建物の性能を向上させているのである。

(3)	日本では、かつて、相当隙間面積（C値）に着眼した定量的基準が、建築基準法令

に導入されていたことがあった。「あった」と過去形であるのは、現在は、この定量

的基準が廃止されてしまっているからである。

	 	 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（1999年3月30

日通商産業省・建設省告示2号「建築主の判断の基準」）では、「2．地域の区分に応

じた相当隙間面積の基準」が、地域の区分に応じて、以下のとおり定められていた（平

成11年度改正「省エネ法」法令集・270頁）。

Ⅰ地域（北海道）及びⅡ地域（青森県、岩手県、秋田県）

　　　1平方メートルにつき、2平方センチメートル以下

Ⅲ地域～Ⅵ地域（上記以外）

　　　1平方メートルにつき、5平方センチメートル以下

	 	 さらに、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針（平

成11年3月30日建設省告示第998号「設計及び施工の指針」）では、「建築主の判断の

基準」の実施を確保するため（平成11年度改正「省エネ法」法令集・281頁）、「3．

軀体の断熱性能等に関する基準」において、「(1)軀体の設計に関する基準、(2)断熱

材の施工に関する基準、(3)気密層の施工に関する基準」が定められていた。

	 	 そして、(2)断熱材の施工に関する基準においては「断熱材は、必要な部位に隙間

なく、かつ、気密材（気密性の高い材をいう。以下同じ。）に密着して施工すること」

（平成11年度改正「省エネ法」法令集・285頁）、(3)気密層の施工に関する基準にお

いては、「気密層の施工に当たっては、次のイからハまでに定める基準に従い、相当

隙間面積を、地域の区分に応じ、判断基準（注：建築主の判断の基準）2の(1)の表

に掲げる基準値以下となるようにすること」（平成11年度改正「省エネ法」法令集・

287頁）が定められていた。

	 	 そして、ここでは、

イ　各地域の区分に応じて、気密層の施工に当たって用いるべき部材を詳細に指定

されており（平成11年度改正「省エネ法」法令集・287頁以下）

ロ　住宅の種類及び断熱材の施工法に応じて「連続した気密層を確保するよう施工

すること」が求められており（同・288頁）

ハ　気密材の施工に当たって注意すべき事項が詳細に規定されていた（同・289頁
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以下）。

(4)	ところが、これら相当隙間面積に着眼した定量的基準は、2009年（平成21年）の

改正で削除されてしまった。

	 	 その削除理由について、国交省は、以下のとおり説明している（「住宅に係る省エ

ネルギー判断基準の改正について」2−(4)下線は引用者による。）。

「気密性の確保に係る定量的基準の削除

	 	 これまで、漏気による熱損失量の削減、壁体内結露の防止の観点から、住宅の気

密化について、相当隙間面積を規定していたが、施工技術・施工精度の向上、使用

される建材・工法の変化（面材の多用等）により住宅構造形式にかかわらず一定程

度の気密性が確保される状況にあること、また、住宅性能表示制度における特別評

価方法認定の蓄積により、多様な方法による気密性の確保が可能であることが明ら

かになってきたことなどから、気密住宅に係る定量的基準については除外する」

(5)	しかし、ここにあるように、「一定程度の気密性が確保される状況にある」という

ことは、定量的基準を削除する理由には全くならない。この削除理由は全く不合理で

ある。

	 	 現に「建築主の判断の基準」を受け継いだ「住宅に係るエネルギーの使用の合理化

に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成18年経済産業省･国

土交通省告示第3号、平成21年経済産業省･国土交通省告示第1号一部改正）では、「気

密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止などに十分配慮すること」、「室内

に直接侵入する隙間風の防止による暖冷房負荷の削減、断熱材の断熱効果の補完及び

的確な計画換気の実現のため、気密性の確保のための措置を講じるものとする」とさ

れている。

	 	 このように、引き続き気密性が確保されることが重要であることが明示されている

のである。

	 	 しかし、現実には、この相当隙間面積の定量的基準が削除された結果、現実に建築

されている住宅の中には、全国最低基準として設けられた相当隙間面積（C値）5を

満たしていない住宅が多数建設され続けている。

	 	 前述したとおり、隙間を塞ぐという工事は、現場における手間のかかる工事である。

大手ハウスメーカーが公表している相当隙間面積は、決して小さくなく、性能が低い。

しかし、相当隙間面積を計測して公表している会社はまだましな方である。テレビCM

を通じて誰もが名前を知っている大手鉄骨系ハウスメーカーは、C値を公表すらして

いない。

	 	 このメーカーの住宅でも、設計上、省エネ性能は確保されていることになっている。

しかし、これを測定したところ、測定器の測定限界（C値10）を超えていて、測定不

可能だった例すら報告されている。これでは、まさに絵に描いた餅である。

	 	 相当隙間面積の定量的基準が廃止された背景には、このような大手ハウスメーカー

による圧力があったのではないかともいわれている。

	 	 東京電力の福島第一原発事故の原因について、国会事故調査委員会は、規制する側

であるはずの国が、規制される側であるはずの東京電力と立場が逆転し、「規制の虜」

となっていたと指摘した。建築基準の規制の現場でも、全く同じことが指摘できるの
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ではないだろうか。

(6)	とはいえ、省エネ性能の高い住宅を求める声は大きく、また、これに応えるべく全

国各地の工務店が、相当隙間面積（C値）の小ささを競い、しのぎを削っている。相

当隙間面積を小さくするためには、建物の隙間を徹底的に塞ぐことが必要である。そ

の施工は、建設現場での施工であり、より手間のかかるものであり、職人の地道で、

かつ地味な努力が求められる。そして、建設費用もその分だけ増加する。しかし、そ

の費用は、地元の建築会社に支払われるものである。その反面、エネルギーの使用量、

すなわち化石燃料の使用量は減り、地域外への富の流出がその分だけ減る。このよう

な価値を高く評価すべきである。

	 	 建物は、人の生活の基本たる衣食住の一角を示す重要なインフラであり、その需要

は決してなくならない。建物の省エネ性能を高めることは、すなわち、地域社会を持

続可能なものとすることに、多いに貢献できるのである。

第２　先進的な自治体の取組第２　先進的な自治体の取組

１　東京都１　東京都

(1)	東京都の排出の現状

	 	 CO2排出量について、部門別にみて、建物に起因する排出量が7割を占めており（業

務部門43.3％、家庭部門29.3％）、燃料別にみると、電力消費を伴うものが約7割を

占めている（再エネ電力は約17.3％（2019年値）で、大部分は系統からの供給電力

による。）。

(2)	東京都の建物関連の断熱・省エネ性能等を高める取組

	 	 2002年から新築大規模建物における環境性能の確保を目指した建築物環境計画書制

度と、既存の大規模事業所を対象としたCO2排出量の報告と計画書の策定義務制度（地

球温暖化対策計画書制度）を開始した。後者は2008年に後述のキャップ＆トレード

制度に変更された。

	 	 また、2019年12月「ゼロエミッション東京戦略」を策定、外皮平均熱貫流率UA値

0.70W/㎡k、BEI0.7などの基準を示して助成金などで促進してきたが、2022年には、

さらに高い水準を設ける案を示し、「2030年カーボンハーフ」、「2050年ゼロエミッシ

ョン」の実現を目指している。

	 	 以下、新築、既存（各々大規模、中小規模）の建築物対策に関して記載する。

(3)	新築建築物について

	 	 都は、毎年約5万棟（うち住宅4.3万棟）の新築があり、2050年時点で、建物スト

ックの約半数（住宅は7割程度）が今後新築される建物に置き換わる見込みとし、新

築時に、断熱・省エネ性能を向上することを求めている。

①　大規模新築物（延べ床面積2000㎡以上のビル、マンション等）

	 	 2002年、建築主に、新築する建物・敷地ごとに環境配慮の措置と評価を記載した

「建築物環境計画書」の提出を義務付けた。対象物件は、棟数では新築建物の2％

に過ぎないが、延床面積では5割に上るものである。また、国の省エネ基準への適

合義務化に先駆けて、2010年度から住宅以外の建物へと独自の「省エネルギー性能
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基準」として最低基準を設定し、対象建築物全体の断熱・省エネ性能を底上げした。

	 	 2022年には性能強化の改正案の方向性を示している。

	 	 住宅以外については、国の適合義務化により、都独自の基準による底上げ効果が

見えにくいとして、省エネルギー性能基準を強化し、国の適合義務の基準引き上げ

と同等以上の性能への底上げを目指す案が示された。

	 	 また、住宅については、「マンション環境性能表示」を表示する仕組みがあるが、

ビルの省エネ性能は、国の省エネ基準付近が1割、住宅の断熱性能は国の省エネ基

準を下回るものが2割超（2020年度実績　住宅は国の適合義務化対象外）とされて

いたところ、2022年、新たに住宅にも、省エネルギー性能基準を設定し、国が適合

義務化導入に先行して未達成住宅の指導を強化するとの条例改正の中間のまとめを

示している。

②　中小規模建築物（延床面積2000㎡未満の中規模ビル、戸建住宅等、99％）

	 	 東京都は、建物を新築しようとする建築主に、環境負荷低減に努めることとした

（環境確保条例18条）。

	 	 東京都は、2019年、東京ゼロエミ住宅基準（断熱性能向上を目指すもの）を示し

た。この基準に適合し認証を取得したら、都が建設費用の一部を助成する制度があ

る（助成金申請は4.3万棟／年のうち、約80％であり、8割が大手住宅供給事業者。）。

2022年以降、不動産取得税の減免を行うこととしている（予算通過の確認を要す

る。）。

	 	 2022年に東京ゼロエミ住宅認証に関する要綱・ゼロエミ住宅指針に改正し、年間

2万㎡以上の延床面積の建物を供給する業者に、多段階の基準を示し、従来の基準

を水準1とした上で、水準2ではUA値0.6以下、BEI0.65以下、水準3をUA値	0.46、

BEI0.6以下などとし、助成金も30万円引き上げ、加えて不動産取得税の減免も行

うこととされた。

	 	 2022年の都環境確保条例改正の議論で、一定の中小規模新築建物を供給する事業

者に太陽光発電設備設置等の最低基準達成を柔軟に義務付けることを提案している。

例示として、都内に事業者単位で合算して供給総延床面積2万㎡以上を供給する供

給事業者に、設置可能率（東京ソーラー屋根台帳で太陽光設置に適するとされた住

宅の棟数割合：例えば85％）、1棟当たりの最低基準（太陽光発電設備の設備容量

（kW）として2㎾/棟）を乗じて、例えば500棟新築する場合、850㎾を義務量とす

るものが示されている（500×0.85×2㎾＝850㎾）。

(4)	既存建築物について

①　大規模事業所については、キャップ＆トレード制度による

	 	 2008年には大規模事業の事業者（年間エネルギー使用量（原油換算）が1500kl

以上、現在約1200事業所。都内の業務産業部門は約5割であるが1200事業所はその

約4割に当たる。）に対して、既存建物の温室効果ガスの削減を義務付ける改正をし、

未達成の場合は過剰達成した事業者から購入することもできるキャップ＆トレード

の制度が策定され、2010年から施行された（キャップ＆トレード制度）。

	 	 省エネ実施、再エネ設備導入、低炭素な電気・熱の利用など自前の活動を基本と

しつつ、排出量取引（国内クレジット）、前計画期間からのバンキングを可能とする。
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基準排出量は、原則、事業所が選択した2002年度から2007年度までの連続3か年度

平均とし、そこからの一定の削減率達成を義務付けている。

	 	 既に、第1計画期間（2010〜2014年度：削減義務率8％、又は6％：業種による

差がある。）、第2計画期間（2015〜2019年度：削減義務率17％、又は15％）を経

過し、第3計画期間（2020〜2024年度：削減義務率27％、又は25％）である。2019

年度実績で、基準排出量比27％削減というCO2の大幅削減を達成し、世界に高く評

価され、ニューヨーク市などにもノウハウ提供をしている。「GRESB」（会社レベル

のESG評価の指標）の評価基準の一つとしても採用されている（CO2排出係数は、

電気につき0.489tCO2/千kWhとして換算。）。

	 	 第4計画期間については、2030年カーボンハーフ、2050年ゼロエミッションの水

準を考慮して削減率を決めることが中間のまとめで示されている。

②　中小規模建築物について（地球温暖化対策報告書制度、2010年度）

	 	 都内中小規模事業者のエネルギー使用料の合計が原油換算で3000kl以上（30kl

以上の事業所の合計）の事業者であり、所有者（オーナー）だけでなく、使用者（テ

ナント）も対象とする（63万事業所が存在する中で、約4％だが、中小規模事業所

全体の排出量の約2割を占めている。）。また、提出義務対象者以外からの任意提出

も可能としている。

	 	 提出義務のある事業者は約270（約2.2万事業所、7割が株式会社、2割が行政機関。

6割がテナント。）で、任意提出が1600（約1.2万事業所）である。

	 	 そのデータをもとに延床面積当たりのCO2排出量について、業種別（約30業種）

に平均からの高低を指標化した低炭素ベンチマーク（15段階）を作成・公表してい

る。

	 	 制度導入から10年でエネルギー使用原単位が約16％削減されている。

	 	 都が提出義務者に達成水準を提示すべきとされ（中間のまとめ51頁）、報告書

の公表を事業者、都の双方で公表することが提案されている。

２	 鳥取県２	 鳥取県

(1)	2020年1月に画期的な省エネ基準を策定

	 	 鳥取県は、2020年1月、NE-ST13と名付けた画期的な「とっとり健康省エネ住宅性能

基準」を作り、建築業者と協力して、同年5月から、その基準に合った住宅の建築へ

の補助制度を開始した。

	 	 今までの国の省エネ基準や2020年ZEH基準（図表1−33の数値は、いずれも鳥取県

の大部分が含まれる地域区分 14	 5の値）と比較し、とっとり健康省エネ住宅性能基準

の値は、大幅に引き上げられている。しかも、国の基準では全く規定のない、気密性

能についての基準も定められている。

13	 NE-ST とは、「とっとりの新しい住まいのスタンダード（Next-Standard）」、「鳥の巣箱」、「鳥取の居心地がよく、

安心できる場所」を意味すると鳥取県では説明している。

14	 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等を定める件（国土交通省告示第265号）

で定められている地域区分。

2022人権擁護第1部会.indd   402022人権擁護第1部会.indd   40 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



41

第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

図表1−33　とっとり健康省エネ住宅性能基準

出典：鳥取県ウェブサイト（https://www.pref.tottori.lg.jp/293782.htm）（閲
覧日：2022年7月1日）

	 	 T-G2が、欧米の基準にほぼ相当するものであるが、それに匹敵する基準を公的なも

のとして初めて定めたものである。

	 	 この基準は、とっとり健康省エネ住宅認定制度要綱（2020年5月から施行）によって、

健康省エネ住宅として認定する際に使用されるとともに、とっとり健康省エネ住宅改

修支援事業補助金交付要綱（2022年7月から施行）などによって補助金交付の際の基

準ともされている。

(2)	どうしてこのような制度・基準ができたのか

	 	 鳥取県としては従来から省エネの推進を図ろうとしてきたがなかなか進まなかった。

一方、2015年から県内の医療・福祉関係者や省エネ性能の住宅建設に取り組む建築業

者などが「とっとり健康・省エネ住宅推進協議会」を作り活動を行ってきた。2019年

4月に協議会主催の懇談会で、講演した研究者から「省エネ性能の高い住宅は、高い

健康への効果がある」との話があり、かつ、その後の意見交換会で、建築業者から「国

の現行省エネ基準は世界的に見ても低いため県独自に高い省エネ基準を策定してほし

い」との意見があり、9か月ほどの検討協議を経て、前記の基準に至った。

	 	 その協議に参加した、やまのすみか株式会社の田上知明氏は、「決まったことを追

認する形式的なものか、紛糾してまとまらない」会議かと思ったら「追認どころか、

1から考える様相で、大変穏やかに膨大な議論が進」んだとしている（同社ウェブサ

イト「行政と住宅性能の関係、鳥取県の省エネ住宅「ne-st」策定に関わって感じた

こと」）。建築業者が本当に熱心に基準作りに取り組んだようである。建築業者は施工

の実際を知っているので、相当実践的な検討が行われたようでもある。
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	 	 参加した建築業者の方々の熱意が大きな山を動かしたとともに、鳥取県としても、

健康という分かりやすい効果を示せたことから前進できたようである。

図表1−34

出典：鳥取県ウェブサイト（https://www.pref.tottori.lg.jp/293782.htm）（閲
覧日：2022年7月1日）

(3)	鳥取県における制度の特徴

	 	 特徴の第一は、気密性能についても基準を設けている（C値基準を設けている）点

である。本節の「第1」に記載したように、C値とは、気密性能の数値であり、床1㎡

当たりの建物の隙間を示す数値である相当隙間面積を示す。これが省エネ性能（高気

密・高断熱）の実際の品質を確保するのに重要である。かつては、今回の基準よりも

相当緩いとはいえ、相当隙間面積（C値）に着眼した定量的基準が、建築基準法令に

導入されていたことがあったが、それはその後なくなっている。その中で、明確に、

この点を基準としたのは、高断熱を実現するためには重要である。

	 	 特徴の第二は、設計の審査だけではなく、施工状況の確認をしないと、とっとり健

康省エネ住宅の認定がされないという点である。とっとり健康省エネ住宅認定制度要

綱（2020年5月から施行）は、設計段階で審査をし、設計適合証を出す（同要綱4条、

5条）が、最後に、当該住宅の工事が完了したときに、気密性能試験結果報告書、気

密性能試験状況写真、主要な断熱部位の施工状況写真、住まいの性能及び住まい方に

関する説明書などを添えて、認定申請をし、それで認定がされる（同要綱9条・10条）。

施工状況のチェックをする仕組みを作っている点も当然ではあるが、適切で、他には
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あまり例のない制度である。

	 	 特徴の第三は、「十分な予算措置」を採り、「いつでも申請できる」ものとし、住宅

建築のニーズに応じられるようにしたということである。省エネ住宅関係の国の補助

金は、年度当初に申請を要し、かつ、予算が尽きると打ち切りになる例が多い。それ

だと、年間いつでも住宅建築が行われるという、ニーズに対応できない。その点、鳥

取県の制度は、いつでも、それを受けられるようにした。

(4)	鳥取県内の反応

	 	 この制度について鳥取県が実施した説明会では、県内の事業者の9割が賛成し「今

後の住宅は県の基準を満たすべき」との意見が寄せられた（槇原章二・鳥取県住まい

づくり課「県が独自で進める快適で健康で省エネな住宅施策」GLOBAL	 NET	 2022年6

月号6頁）。建てた人の声として、「季節に関係なく家の温度が一定なので、年中春の

ように掃除などの家事ができる」（Fさん、T-G2）、「以前の家は寒く、朝なかなか起き

られなかったが、新しい家ではすっと起きられるのでバタバタすることなく、イライ

ラも減った」（Tさん、T-G2）と好評である（鳥取県ウェブサイト「とっとり健康省エ

ネ住宅NE-STにお住いの方の声」）。

（参考文献）

	 	 とっとり健康省エネ住宅認定制度要綱（2020年5月から施行）

３	 札幌市３	 札幌市

(1)	札幌冬季オリンピック開催（1972年）と地域熱供給の導入

	 	 札幌市では1950年代から、家庭やビルの暖房設備から排出される煤煙による大気

汚染が深刻となっていた。冬季オリンピックを誘致していた札幌市は、都市部の大気

汚染対策として、札幌市都心部、真駒内地区（オリンピック選手村／後に分譲・賃貸）、

厚別地区（ニュータウン・副都心団地）において、地域熱供給（温熱・冷熱を集中的

に製造する施設からエリア内の複数建物に導管を通じて熱を供給する仕組み）を導入

した。

(2)	集合住宅地区への地域熱供給

	 	 現在、集合住宅地区については、北海道地域暖房株式会社が、真駒内地区において、

清掃工場のごみ焼却廃熱を熱源の約47％に利用して、集合住宅及び公共施設（延べ床

面積12万1291m²、2017年3月末現在）に熱供給を行っている 15 16。また、同社は、厚別

地区において、集合住宅及び商業団地（延べ床面積47万7865m²、2017年3月末現在）

に熱供給を行っている。厚別地区では、当初清掃工場の廃熱を熱源としていたが、

2002年8月、清掃工場の廃止に伴い、同社は、代替熱源としてRDF（Refuse	 Derived	

Fuel＝ごみ固形化燃料）や木屑を熱源とするプラントを建設、2003年2月から本格稼

15	 北海道地域暖房株式会社　エネルギーセンター概要

	 	（http://www.chidan.co.jp/web/district-heat/area/）

16	 一般社団法人日本熱供給事業協会　熱供給事業の導入事例　札幌市真駒内

	 	（https://www.jdhc.or.jp/article/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e7%9c%9f%e9%a7%92%e5%86%85/）
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働させた 17。

	 	 札幌市光星地区では、北海道熱供給公社（現・株式会社北海道熱供給公社）が、

1975年から地域の住宅棟及び業務棟（延べ床面積12万5757m²、2017年3月末現在）

に熱供給を行っている。光星地区では、冬季は160℃の高温水を供給し、熱交換器に

より暖房・給湯に利用し、夏季は140℃の高温水を供給し、冷房・給湯に利用してい

る 18 19。

(3)	札幌市都心部における熱供給、コージェネレーションの普及

①　札幌市都心部では1971年、北海道地域熱供給公社が、中央エネルギーセンター

において地域熱供給を開始した。同センターは、現在、熱源として、木質バイオマ

ス燃料の導入、北ガス札幌発電所からの排熱受入れを行っている 20。

②　1986年には、札幌駅北口の再開発に併せて、札幌市を中心とした第三セクター株

式会社札幌エネルギー供給公社が設立され、1989年から熱供給を開始した。

③　当初、都市環境問題としての大気汚染対策から始まった地域熱供給の導入であっ

たが、2000年代に入ると、地球温暖化、地球環境への社会的対応が求められるよう

になった。2000年代以降、札幌市都心部では、大規模な建物の建替えの際に、コー

ジェネレーション（熱電併給。以下「コージェネ」という。）の導入が進められた。

	 	 2018年までに、札幌市都心部において、株式会社札幌エネルギー供給公社（エネ

ルギーセンター1か所）が札幌駅北口地区22haのエリアで10件、株式会社北海道

熱供給公社（エネルギーセンター4か所）が都心地区106haのエリアで86件、地下

公共空間に敷設した導管を通じて、ホテル、オフィス、公共施設など様々な用途の

建物に熱供給を行うようになった。うち、北海道熱供給公社のセンター3か所がコ

ージェネ、その他のセンター2か所が熱のみの供給である 21 22。

(4)	札幌市都心エネルギーマスタープラン

①　今後、1972年の冬季オリンピック開催に向けて建設された都心部の多くのビルの

建て替えが進むと考えられることを受けて、札幌市は、都心部のまちづくりの指針

として「第2次都心まちづくり計画（2016年度）」を策定した。

	 	 一方、札幌市は、2008年に「環境首都・札幌」宣言を行い、「さっぽろ地球環境

憲章」を定め、さらには、「札幌市エネルギービジョン（2014年度）」、「札幌市温暖

化対策推進計画（2015年度）」を策定し、地球環境問題に焦点を当てて、エネルギ

ー転換や低炭素のための取組を行ってきた。札幌都心部については、業務系ビルを

17	 一般社団法人日本熱供給事業協会　熱供給事業の導入事例　札幌市厚別

	 	（https://www.jdhc.or.jp/article/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e5%8e%9a%e5%88%a5/）

18	 株式会社北海道熱供給公社　光星エネルギーセンター

	 	（https://hokunetsu.co.jp/about/office/kosei/）

19	 一般社団法人日本熱供給事業協会　熱供給事業の導入事例　札幌市光星

	 	（https://www.jdhc.or.jp/article/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e5%85%89%e6%98%9f/）

20	 株式会社北海道熱供給公社　中央エネルギーセンター

	 	（https://hokunetsu.co.jp/about/office/chuo/）

21	 札幌市　都心エネルギーマスタープラン「地域熱供給の現状」

	 	（https://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/toshin-energy/energyplan.html#mp）

22	 一般社団法人日本熱供給事業協会　熱供給事業の導入事例　札幌市都心

	 	（https://www.jdhc.or.jp/article/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e9%83%bd%e5%bf%83/）
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中心とした大量のエネルギー消費によるCO2排出量が大きいことから、重点的に建

物を対象とした低炭素化の取組の重要性が認識された。

	 	 そこで、札幌市は、都心部における低炭素の取組を、新たなまちづくりと一体と

なって進めるための環境エネルギー施策の指針として、2018年に、札幌市都心エネ

ルギーマスタープラン（以下「マスタープラン」という。）を策定した 23。

②　マスタープランは、2050年目標に整合するように2035年までの期間で計画を策

定し、「低炭素」「強靭」「快適・健康」を基本方針として、環境、経済、社会の各

面での「都市全体の持続可能な発展」を達成するとしている。そのための数値目標

として、2050年までに建物から排出されるCO2を2012年比で80％削減することを掲

げている。

	 	 マスタープランは、「低炭素」のため、建物建替時等の省エネビルへの誘導、コ

ージェネを核としたスマートなエネルギーの面的利用の拡大、地域新電力による再

生可能エネルギー電力の拡大に取り組むとしている。マスタープランは、札幌都心

のエネルギー需要の特性について、「東京都心に比べ暖房や給湯などの温熱需要が

大きく、また、冷熱需要も東京都心に比べ小さいものの、温熱と比べ同程度の需要

があるため、年間を通じてコージェネの排熱を有効利用しやすく、熱電併給に適し

て」いるとし、また、地域熱供給は、高効率な設備で温熱や冷熱を作り、水を媒体

として各建物に供給するものであり、個別の建物では導入が難しい再生可能エネル

ギーを熱として取り込むこともできると評価している。マスタープランは、「強靭」

のためには、分散型電源比率を増やし非常時の自立機能を強化するなど、災害対策

を推進するとしており、「快適・健康」については、札幌らしい季節感を感じる屋

外空間の充実、四季を通じて快適に過ごせる屋内空間の創出への貢献に取り組むと

している。

	 	 上記の基本方針に基づき、対象区域を「都心強化先導エリア」（先進的な取組を

積極的に進めるエリア）、「熱供給ネットワーク促進エリア」（将来的に面的なエネ

ルギーネットワークを構築するエリア）、「低炭素化パイロットエリア」（小規模な

建物も含めて先進的な取組により低炭素化を推進するエリア）に分け、エリアに応

じた取組を行うと定めている。

23	 札幌市　都心エネルギーマスタープラン

	 	（https://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/toshin-energy/energyplan.html#mp）
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図表1−35　札幌市都心エネルギーマスタープラン

出典：札幌市ウェブサイト（https://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/
toshin-energy/documents/mp_1.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

(5)	創世エネルギーセンターからの供給

	 	 2018年4月、マスタープランの先導事業として、創世エネルギーセンター 24がコー

ジェネによる供給を開始した。創世エネルギーセンターは、「さっぽろ創世スクエア」

低層棟の地下4階に設置されている。さっぽろ創世スクエアは、地上28階の高層棟と、

地上9階の低層棟からなり、高層棟には放送局やオフィスが、低層棟には、札幌市民

交流プラザ（ホール・図書館等の公共施設）がある。

	 	 ガスエンジン発電機で発電し、その排熱を、融雪温水、温水、蒸気として創世スク

エアに供給するほか、温水吸収冷凍機、蒸気吸収冷凍機を用いて冷房用の冷水を供給

している。また、地下歩道空間を利用した熱導管を整備し、温水及び冷水を札幌市役

所本庁舎に供給しており、さらに供給範囲を増やすことも可能である。冬季等には、

屋上からの冷たい外気を取り入れて冷水を製造するフリークーリングシステムを活用

している。同センターの設備は、札幌駅南口エネルギーセンターからの遠隔監視と運

転が可能である。

	 	 災害時に商用電力の供給が途絶しても、センターの自立分散型の発電機により、高

層棟及び低層棟への電力の供給や冷水・温熱の供給が可能であり、帰宅困難者の待機

スペースや業務継続エリアを維持し、都市機能の強靭化を図ることができる。実際に、

センター試運転時の2018年9月に発生した北海道胆振東部地震による停電時には、自

立分散型エネルギー供給の機能を発揮し、帰宅困難者や観光客を受け入れた。

24	 株式会社北海道熱供給公社　創世エネルギーセンター

	 	（https://hokunetsu.co.jp/about/offi	ce/sosei/）
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４　長野県４　長野県

(1)	長野県では、既に2013年に、長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖

化防止県民計画〜を策定し、着実に成果を挙げている。その概要を紹介する（詳細は、

田中信一郎『信州はエネルギーシフトする』（築地書館、2018年）参照。）。

(2)	長野県環境エネルギー戦略は、ドイツにおけるエネルギーの転換を通じた社会シス

テムの変革に学び、地域経済の成長と、エネルギー消費（温室効果ガス排出）の削減

を両立させることを、最上位の目標とする。経済と環境の対立的な関係を切り離す、

デカップリング政策である。

	 	 その主要な政策は、以下の8点である。

①　長野県では、事業活動（運輸部門を除く。）が温室効果ガスの排出の半分を占め

ていることから、一定規模以上の事業活動に対して、温室効果ガスの排出削減計画

と実績報告を義務付ける制度

②　省エネ型家電の選択を促進する、統一省エネラベル制度

③　家庭への訪問による省エネアドバイス

④　新築建物の省エネ化と再エネ導入を促進するため、性能や導入の検討を施主に義

務付ける制度

⑤　節電キャンペーン

⑥　再エネ事業の担い手を増やす政策（産官学民で構成する信州ネット）

⑦　再エネ発電事業の資金調達を支援する政策

⑧　再エネの熱利用を促進する政策

	 	 このうち、以下では、④新築建物の省エネ化と再エネ導入を促進するため、性能や

導入の検討を施主に義務付ける制度を紹介する。

(3)	この制度は、新築の建物のエネルギー性能について建築前に検討することを、施主

に義務付ける制度である。まず、2014年から床面積300㎡以上の建物について導入し、

2015年から全ての新築建物に導入している。

	 	 検討を求めるのは、エネルギー消費量、光熱費、断熱性、温室効果ガスの排出量な

どの「環境エネルギー性能」であり、長野県では、評価ツールを用意している。ここ

では、検討することを義務付けているだけで、一定の基準を達成することまでは求め

ていない。

	 	 それでも、これによって、施主は、建物の当面の建築費だけではなく、建築後のラ

ンニングコスト（光熱費）を合わせた、トータルのコストを把握することができるよ

うになり、その結果、自然に省エネ型の建物を選択することが期待される。ただ、住

宅の場合、施主の多くはこうした分野に専門的知識はない。そこで、建築事業者に対

して、情報提供の努力義務を求めている。建物の性能を標準的なものよりも高くする

ためには、追加の工事が必要となることから、建築事業者にとってもインセンティブ

となる。

	 	 この結果、2016年には、8割を超える新築戸建住宅が、国の省エネ基準を上回った

とのことである。

	 	 また、建物への再エネ導入について建築前に検討することも、施主に義務付けてい

る。ここでも、同様に、検討することを義務付けているだけで、一定の基準を達成す
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ることまでは求めていない。それでも、この結果、4割近い新築戸建住宅が再エネを

導入しているとのことである。

(4)	任期付き公務員としてこれらの政策実現に中心的役割を果たした田中信一郎氏は、

これらの政策を実現できた原動力として、①条例、②公共施設、③ドイツとのネット

ワーク、④リーダーの下、多様なステークホルダーの関与の4つを挙げる。

	 	 とりわけ、ある政策を推進するにせよ規制するにせよ、条例が重要であることにつ

いて、以下のように説明する。

	 	「効果的な条例は、緻密な制度設計と丁寧な合意形成を必要とするため、敬遠さ

れがちです。条例の明確な必要性、憲法や他の法令との整合性を庁内審査で説明す

ることから、議会での審議、そして規則や書式に至るまでの細かい規定を作成し、

関係者への説明会で厳しい質問に答えることまで、条例の施行までは複雑で気の遠

くなるような手順を経ます。そのため、自治体ではしばしば、条例が非現実的な選

択肢に思えてしまうのです」

	 	 しかし、「そこで居住・活動する人・企業に対し、一定の義務を課すことは、自

治体では条例以外できません」、「強制力を持つだけに、的確な条例を制定すれば、

少ない予算とスタッフで大きな効果をあげられます」。

	 	 同様の理由から、条例は、都道府県レベルでなく、市町村レベルでも、自治体の政

策実現において、極めて重要である。ただし、市町村レベルで、条例を独力で策定す

ることは、都道府県レベルよりもはるかに困難であると思われる。

	 	 そこで、長野県では、以下の6つの要件からなる、モデルとなる条例案を作ったと

いう。

　　　　第１　基本方針

　　　　第２　合意形成手続（事業者の届出、住民説明会、報告の手続）

　　　　第３　協議会（地域住民との協議）

　　　　第４　認定（行政による援助の認定）

　　　　第５　ゾーニング

　　　　第６　対抗権限（悪質な事業者に対抗するための権限。公表措置など）

	 	 田中氏は、長野県が法令や条例による対応を重視し、それを市町村に推奨する理由

について、「FITの事業認定において、条例を含む法令遵守が義務となっているためで

す。法令を遵守しなければ、事業認定が取り消されます」、「行政指導の場合、相手が

遵守しなくても法令違反になりません」と説明する。

	 	 そして、田中氏は、信州のエネルギーシフトについて、「多様なステークホルダー

の取組の積み重ねで起こっているうねりです。ドイツと同様に、一人のヒーローでは

なく、多くの県民の取組の結果なのです。それどころか、再エネについて『自ら取り

組む県民がもっともっと増えてほしい』というのが、知事の考えです。そうだとすれ

ば、信州エネルギーシフトは、まだ始まったばかりといえるでしょう」と述べる。

	 	 このような長野県での取組は、他の自治体にとっても、大いに参考にされるべきで

ある。
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第４節　再生可能エネルギー100％を目指して第４節　再生可能エネルギー100％を目指して

第１　日本の再生可能エネルギー100％の可能性第１　日本の再生可能エネルギー100％の可能性

１　日本の再生可能エネルギーの現状と今後の可能性１　日本の再生可能エネルギーの現状と今後の可能性

(1)	遅れる日本の再エネ導入

	 	 日本の電源に占める再生可能エネルギーの割合は、2020年現在で約20％である。電

源に占める個別の割合は、水力が約8％、太陽光が8％、バイオマスが3％程度で、風

力はさらに小さい。

	 	 福島第一原発事故以降、世界は再生可能エネルギーの導入を拡大し、再生可能エネ

ルギーの活用を可能にするための電力システム改革も行ってきた。そして、世界では

太陽光や風力発電の急激なコスト低減を実現し、今日では火力電源よりも安い電源と

さえなっている。

図表1−36　国別太陽光発電の累積導入量の推移

出典：特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所（https://www.can-japan.
org/wp-content/uploads/2014/08/CANJ20220519_Matsubara.pdf）（閲覧
日：2022年7月1日）
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図表1−37　国別風力発電の累積排出量の推移

出典：特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所（https://www.can-japan.
org/wp-content/uploads/2014/08/CANJ20220519_Matsubara.pdf）（閲覧
日：2022年7月1日）

	 	 日本は再生可能エネルギーが高い電源を脱していないが、上記の国別の太陽光と風

力発電の累積設備容量の推移をみると、その背景に、再生可能エネルギーを増やそう

としてこなかったことがあることが分かる。2021年10月改定の地球温暖化対策計画

においても、再生可能エネルギーの最大限の導入という言葉が多用されてはいるが、

具体策はない。現行の2030年の温室効果ガス排出削減目標である2013年比46％削減

（50％の高みも目指す）との中間目標に関連して、エネルギー基本計画では、2030年

の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合は36～38％とされている。その実現

に向けた内訳は、長期エネルギー需給見通しにおける図表1−38記載のとおりである。
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図表1−38

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
committee/council/basic_policy_subcommittee/opinion/data/03.pdf）
（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 こうした日本政府の再生可能エネルギーの拡大に消極的であった背景には、既存の

電力供給システムのもとで原子力と石炭火力をベースロード電源と位置付け、その限

度でのみ再生可能エネルギーの拡大を受け入れてきたことがある。とりわけ、原子力

との関係においては、2030年の電源構成で20～22％という、およそ実現可能性のな

い目標が維持され続け、2050年の電源構成においても再生可能エネルギーの割合を

50～60％としていることにも現れている。このままでは、1.5℃目標と整合しないば

かりか、2050年カーボンニュートラルにも辿りつかないことは、第1章第2節で述べた。

まず、原子力と石炭火力を基本とするスキームから脱却し、再生可能エネルギーへの

転換を最重要目標と位置付けることが必要である。

	 	 日本は平地が少なく、遠浅の海岸も乏しく、再生可能エネルギーの大量導入は困難

との意見がある。イギリスは2010年には再エネは7.7％しかなかった。水力が日本よ

りも少なく、その余の再エネも少なかったためだが、その後、急速に拡大し、2020年

では43％を超えた。主に陸上及び洋上風力の拡大によるものである。今後も2030年

までに4000万㎾の洋上風力発電を導入し、6万人の雇用を増やすとしている。これは

遠浅の海岸だけでなく、深い海域での浮体式洋上風力も視野に入れたものである。ま

た、ドイツは、既に電源の44％に及んでおり、2030年には電力供給の80％を目標と

している。そのためには、新築商業施設への太陽光パネルの設置義務化、陸上風力に
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ついては法律でエリアを指定し、国土の2％を陸上風力に充当、洋上風力については

2030年までに3000万㎾、2035年までに3500万㎾、2045年までに7500万㎾を目指すと

している。これらは日本の可能性を示唆するものである。日本は既に大きく出遅れて

おり、直ちに、再生可能エネルギーの文字どおりの主力電源化に本気で取り組む必要

がある。

図表1−39

出典：Enerdata	”World	Energy	&	Climate	Statistics	–	Yearbook	

2021“より自然エネルギー財団作成（https://go100re.jp/wp-content/
uploads/2022/06/20220613seminar_Ohno.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

(2)	日本の再生可能エネルギー導入のポテンシャル

	 	 日本では再生可能エネルギー拡大の条件の悪さが強調されているが、環境省の調査

によれば、種々の制約要因を考慮しても、太陽光や洋上風力には、現在の総発電量を

大きく超える導入ポテンシャルがあることが示されている。
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図表1−40

出典：@YohYasuda（2020年12月18日、https://twitter.com/yohyasuda/
status/1339725881690841088）

	 	 ※安田陽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
教授のSNS。

	 	 特に太陽光は、2030年までに排出量を半減させるという課題のために、屋根の活用、

農地でのソーラーシェアリングや耕作放棄地の活用など、地域社会との共存を図りつ

つ、急速に拡大することが期待される。風力については、IEAも、日本の洋上風力発

電のポテンシャルは、日本の電力需要の9倍と評価している。日本は自然エネルギー

に恵まれ、高いポテンシャルを有しているのである。

	 	 気候危機を回避し、エネルギー安定供給及び安全保障の観点からも、再生可能エネ

ルギーの最大限導入を加速させることは不可欠となっている。そのために、地域社会

と共存して拡大するための規制や合意形成への支援策などの整備を急ぐ必要がある。

また、太陽光と風力の特徴である変動性を踏まえ、多様な再生可能エネルギーの大量

導入によって、その平準化を図り、さらに需給両面での柔軟性を強化し、これらを支

える電力供給システムへの抜本的な変革も待ったなしである。

２　変動性再生可能エネルギーを最大限活用するための電力システム改革２　変動性再生可能エネルギーを最大限活用するための電力システム改革

(1)	先着優先ルールから再エネ優先、メリットオーダーシステムの導入

①　再エネ特措法における「再エネ原則優先接続」の変容

	 	 発電事業者は、発電した電気を送るための系統容量を確保するため一般送配電事

業者又は配電事業者と接続契約を結ぶことになる。現行再エネ特措法は16条で、

原則、接続契約の締結を拒んではならないとされている。先着優先ルールとは、系

統容量確保の順番を接続契約申込み順に確保するという考え方で、日本では今日で

も、当然のように用いられている。

	 	 2011年制定の再エネ特措法5条は、電気事業者は再生可能エネルギー事業者から

送配電網への接続の請求を受けた場合、「経済産業省令で定める正当な理由がある

とき」等以外には接続を拒んではならないとし、「5条１項各号において、電気事業
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者が接続請求に応じることにより、送電することができる電気の容量を超えた電気

の供給を受けることが合理的に見込まれ、その裏付けとなる合理的な根拠を示した

場合」など、接続請求を拒否できる事由が限定されており、その再エネ特措法経済

産業省令（第6条第1項第3号イ）では、電気事業者が系統運用上の必要性を理由

に接続を拒否できる場合として、省令が定める一定の回避措置を講じてもなお供給

量が需要量を上回ると見込まれる場合に電気事業者が行う発電出力の抑制について

再生可能エネルギー事業者が同意しない場合を掲げていた 25。ただし、同法施行当初

の省令では、抑制が30日を超える場合には抑制による損害について補償を行うこ

とを前提としていた（いわゆる30日ルール）。また、出力抑制の対象も、500㎾以

上の太陽光発電設備及び風力発電設備に限定していた。これらの規定から、一応、

再生可能エネルギー電気の接続契約締結について、優先接続を規定しているものと

理解されていた。しかし、2014年10月以降、「送電することができる電気の容量を

超えた電気の供給を受けることが合理的に見込まれ」る場合の理解をめぐって、「導

入可能量」という概念が持ち出され、その前提として、原子力の供給力については、

電気事業者の自主申告に基づき、稼働停止中であっても導入可能量の算定の前提と

して枠取りされる考え方が容認され、その根拠として「先着優先ルール」が持ち出

されることになった。

	 	 そこに至る過程において、2012年7月12日、省令の改正によって指定電気事業者

制度が導入され（省令第6条第1項第7号）、経済産業大臣に指定された電気事業者（指

定電気事業者）は、出力の抑制が30日を超えても補償を求めないことに同意しな

い再生可能エネルギー事業者については、送配電網への接続を拒否することが可能

となり、再生可能エネルギー事業者にとっては無補償で無制限の出力抑制を受忍す

ることが接続の前提となった。

②　先着優先ルールと接続可能量ないし空き容量問題

	 	 2014年9月24日、九州電力は、2014年7月末現在の太陽光発電の接続契約申込量

が全て接続された場合、系統の安定性を維持することが困難となる可能性があると

して、家庭用の太陽光発電（10㎾未満）を除く全ての再生可能エネルギーの接続契

約の申込みに対する回答を保留とすると発表し、北海道電力、東北電力、四国電力、

沖縄電力でも、同月30日、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の接続申

込みへの回答を同年10月1日から保留する等の措置（以下これらの電気事業者の措

置を併せて「回答保留措置」という。）を採ることを公表した 26。こうした経緯を経て、

再エネ特措法は全面改正され、同省令14条11号で現行の接続抑制の規定が導入され、

2021年4月以降、指定電気事業者を廃止し、全エリアにおいて無制限、無補償ルー

ルが適用された。系統への接続契約においても、先着優先ルールに基づく「導入可

能量」及びこれを前提とする「空き容量」問題である。

	 	 他方で、2018年以降、既存系統の「隙間」を活用するという「日本版コネクト＆

25	 日弁連「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法改正に関する意見書」（2016

年2月18日）（https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2016/160218_2.html）

26	 日弁連「再生可能エネルギー発電事業者に対する電気事業者の接続回答保留措置に関する意見書」（2014年

12月18日）https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2014/141218.html
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マネジメント」で対応し、さらにノンファーム型接続（実送電量に応じて空き容量

が変化する柔軟な送電ルール）の導入、N-1電制（平時に、緊急時の１回線の利用

を認める仕組み）が試行されているが、いずれも弥縫策である。ドイツでは再エネ

の優先接続を法で明記している。2021年10月の長期エネルギー需給見通しでは、「先

着優先ルールの下では、ノンファーム型接続をした再エネより、従前から接続され

ている石炭火力等が優先されるため、送電線混雑時に、CO2排出や燃料費のない再

エネが、石炭火力等より優先されるように、系統利用ルールの見直しを進める」と

し、市場を活用する新たな仕組みへの将来的な移行を見据えながら、当面は、「送

配電事業者の指令により電源の出力を制御する再給電方式を2022年中に開始予定」

とするにとどまっている。しかし、第6次エネルギー基本計画に記載されているよ

うに、再エネ主力電源化、最優先、最大限導入を実現するためには、既設の原子力

や大規模火力を優遇する先着優先ルールを廃止し、再エネ優先ルールとすることが

不可欠である。

③　先着優先からメリットオーダーへ

	 	 欧州では先着優先ルールではなく、メリットオーダー（限界費用の安い順に系統

に接続）ルールで系統に接続される。電力コストの最小化のためである。このルー

ルの下では、発電時に燃料費がかからない太陽光や風力発電電気は最優先で送電網

に取り入れられることになる。結果的に太陽光や風力は、優先接続となるわけであ

る。しかし、先着優先ルールの下では、旧来の水力、原子力、石炭火力は接続契約

が古いので優先的に接続され、売電できるが、新規契約の太陽光や風力は排除され

ることになる。これが、出力抑制問題をもたらしている。

図表1−41

出典：高橋洋都留文科大学社会学科教授からの提供資料

	 	 変動性電源である太陽光や風力による電気を電力需給のシステムの中で最大限活

用するためには、気象予測を活用し、それぞれの再エネ電源の特性を踏まえた柔軟

な電力供給システムが不可欠となる。従来の大規模電源だけの場合とは異なる運営

が求められるが、既に海外では過半を再生可能エネルギーで運用している国もある。

欧州は国際的に電力を融通しあう市場ができあがっている。島国日本では困難との

言い訳も聞かれるが、スペインとポルトガルはそこから切り離されており、「島国」
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状態であるが、先進的運営がなされている。また、電力需要の規模で見れば、日本

の電力会社間の融通関係と、ドイツ、フランス、イギリス、北欧諸国などとの間の

連携線関係と同様の関係にある。異なるのは、コストの最小化と脱炭素のために、

再生可能エネルギー電気を最優先で利用するためのメリットオーダールールが採用

されているか否かである。

(2)	送電網の増強、連携線強化

	 	 分散型電源である再生可能エネルギー電力の受入れ量を増やしていくためには、系

統システムの運用上の改善だけでなく、系統送配電網自体も絶えず拡充していかなけ

ればならない。しかし、日本では、電力自由化においても発送電事業の法的分離にと

どまり、旧一般電気事業者が大型発電所及び送電網を所有する状態が継続しているこ

とから、ほとんど進展をみてこなかった。再エネ特措法施行規則でも、系統の拡充策

によって系統への受入れ可能量が増加していく可能性は何ら考慮の対象とされていな

い。系統接続に伴う費用も全て再生可能エネルギー事業者に担わせており、費用の公

平な分担のための仕組みもなく、工事費用の算定根拠も不透明な状況にある。電気事

業者に系統の拡充を促していくための制度がなきに等しい状況であり、これでは、系

統の拡充策が進展していくはずも、また、再生可能エネルギー施設の設置が進んでい

くはずもない。

	 	 第6次エネルギー基本計画で再生可能エネルギーの拡大を最大限、最優先で進める

ことが強調され、ようやく、「再生可能エネルギーの大量導入への対応と電力融通の

更なる円滑化のために、全国規模の広域連系系統の形成を計画的に進めるべく、海底

直流送電などの検討も含めた送電網整備に関するマスタープラン策定の取組を着実か

つ迅速に進める」とされた。しかし、地域間の連携線の強化が計画されてはいるが（図

表1−42）、遅々としており、十分ではない。

図表1−42

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/
denryoku_gas/saisei_kano/pdf/041_01_00.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 特に東京電力エリアにおける電力需給のひっ迫が問題となっているが、地域間連携
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線の強化を急ぐべきである。また、2022年4月のクリーンエネルギー戦略中間整理に

おいて、北海道と東京間の800万㎾の海底直流送電線の新設やエリア内、エリア間の

送電網の増設が想定されている（図表1−43）が。費用負担の在り方が課題となって

いる。

図表1−43

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/
denryoku_gas/saisei_kano/pdf/041_01_00.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 費用負担については、例えば、ドイツの再生可能エネルギー法は、送配電事業者に

系統の拡充を義務付けており、系統の拡充費用は全て送配電事業者の負担としている。

出力抑制を受けた再生可能エネルギー発電事業者に対して行われる補償措置も、将来

的に系統が拡充されるまでの間の暫定的な対応としてのみ許容されており、系統の拡

充を違法に遅滞させた送配電事業者に対しては損害賠償責任まで規定している。こう

した規定は、再生可能エネルギーの設置の進捗度に歩調を合わせつつ、送配電事業者

が系統の拡充を進めていくことを制度上担保するものである。

	 	 また、送電網の整備のコストの負担が強調されているが、大規模集中型の原子力や

火力発電のための今日の送電網も、これらの発電所の建設に伴い、総括原価に組み入

れられて拡充され、電気料金に転嫁されてきた。これらの燃料調達だけでなく核燃料

廃棄物やCO2の処理も海外に依存し、今後も依存し続けるのではなく、新たな地域分

散型再生可能エネルギー電源のための送電網整備は、長期的にエネルギー自給を支え

る不可欠な投資である。現状システムの維持のために、これ以上、先送りすべきでは

ない。

	 	 ドイツでも系統の拡充は課題となっているが、その拡充を送配電事業者任せにする

のではなく、幹線となる系統の整備については、連邦議会が中心になって計画的に整

備を進めていく体制が整えられている。計画策定に至るプロセスでは、国民からの意

見聴取の機会も複数回設けられている。グラスゴー気候合意で気候変動対策にとって

2022人権擁護第1部会.indd   572022人権擁護第1部会.indd   57 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



58

第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

この10年が決定的に重要と確認されたところである。ロシアのウクライナ侵攻は、

再生可能エネルギーによるエネルギー自立の重要性を再認識させた。分散型再エネに

対応した送電網の整備とその柔軟な運営管理への転換が急がれる。

３　2030年50％、2050年再エネ100％の実現に向けて３　2030年50％、2050年再エネ100％の実現に向けて

以上、述べてきたとおり、気候危機の回避とエネルギー安全保障、さらに電力を低コ

ストで安定供給を確保するために、再生可能エネルギーを、最速で、最大限導入するこ

とが急務となっている。地域の生活環境や自然環境への悪影響をもたらさない方法で実

現されなければならない。

IEAのロードマップにおける2050年の一次エネルギーにおける再生可能エネルギー比

率は88％であるが、100％を目指す国もある。日本でも、WWF27や自然エネルギー財団 28の

実現シナリオの提案がなされているが、今後、再生可能エネルギー発電や蓄電池のコス

ト低減、技術の進展、電気自動車の拡大によるセクター間での連携の可能性など、状況

は大きく変化しており、さらに更新されていくであろう。

日本は多様な再生可能エネルギーに恵まれている。足りないのは、2030年までに50％

以上、2050年までに再生可能エネルギー100％を目指すとの政治的意思である。原子力

発電の廃止時期及び1.5℃目標と整合する火力発電の廃止時期を明確にし、省エネルギ

ーやエネルギー効率の向上によって必要なエネルギー消費量を大きく減らし、その必要

なエネルギーを再生可能エネルギーで安定的に供給できるよう、導入目標を引き上げ、

実現に不可欠の地域社会との共生のための制度を整備し、再生可能エネルギー対応の電

力システムへの改革を推進することによって、これらの目標は可能となる。早急にこれ

らの工程表が求められている。

第２　自然と調和し、地域と共生する再エネ導入の必要性第２　自然と調和し、地域と共生する再エネ導入の必要性

１　太陽光発電事業について、地域で起こっている問題の概要１　太陽光発電事業について、地域で起こっている問題の概要

気候変動対策、脱炭素社会の実現、再生可能エネルギー普及という名の下に、全国各

地の山間部等において出力1㎿（1000㎾）	以上の大規模太陽光発電施設（以下「メガソ

ーラー」という。）の建設が進められている。今後、エネルギー源として太陽光発電等の

再生可能エネルギーは増加する必要があり、太陽光発電設備が各地に設置されることは

基本的には望ましい。

しかし、再エネ施設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、全国各地で住民と紛争を引き起こしている。また、メガソーラーについては、

そのほとんどの場合において、情報通信、金融、建設・不動産、商社等の大企業が事業

主体となっている。これでは、市民や地方自治体が事業主体となる場合と比較し、様々

な意味で地域への経済効果が限定されることが懸念される。本来地域の理解を得て、地

27	 WWF ジャパン（世界自然保護基金ジャパン）

	 	（https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/1576.html）（閲覧日：2022年7月1日）

28	 公益財団法人自然エネルギー財団

	 	（https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20210309_1.php）（閲覧日：2022年7月1日）
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域に恩恵をもたらすべき開発によって、地域の自然、そして経済まで搾取されている。

再生可能エネルギーは、いずれも地域資源の活用であり、地元に恵みをもたらす地域に

密着した産業となることが望ましい。気候変動対策や脱炭素など、どのような大義名分

を掲げようとも地元の意向を無視して、自然を無計画に破壊する開発は許されるべきで

はない。

一方で、メガソーラーそのものは非難の対象となるべきものではない。問題は、その

設置される立地について、自然環境への配慮・事前調査、地元住民への適切な情報提供・

合意形成が不十分なことであり、それが原因となり多くの紛争を引き起こしているので

ある。また、紛争にも至らず、地元の声なき声がもみ消され、被害が回復されずにいる

例も数多く存在する。このような問題を繰り返さないための対策が早急に望まれる。

２　関係法令の問題点と改善策２　関係法令の問題点と改善策

(1)	森林法

	 	 2012年7月のFIT制度開始以降、太陽光発電施設の設置を目的とした林地の開発行

為が急増している。2013年度～2020年度までの累計は、件数で約1万3000件、面積

で約1万9000㏊にも及ぶ。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、森林を無計画に大規模に伐採する行為は、カーボンニュートラ

ルを目指す政策に逆行するものであり、気候変動対策の趣旨にも反している。森林伐

採後の調整池と盛り土が、土砂災害を誘発している事例や、調整池が地震や大雨の際

に損傷し、土砂災害を引き起こす事例が生じている。さらに、土地利用の変化により、

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生じている。

	 	 森林法は、森林の有する公益的機能の適切な発揮を確保するため、林地開発許可制

度等により、森林の保全と適正な利用を図っている。林地開発許可制度は、開発行為

によって森林の機能が失われることによる災害の防止等を図るため、保安林以外の民

有林における開発行為を規制している。林地開発許可の要件としては、災害の防止、

水害の防止、水の確保、環境の保全が挙げられるが、当該要件の充足性の判断につい

て、太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為においては運用細則が定められてい

る。

	 	 林野庁では、地域住民による設置反対運動が見られることや、全国知事会等からの

規制強化に係る要望を踏まえ、太陽光発電に関する林地開発の特殊性を踏まえた許可

基準を検討するため、2019年6月に有識者検討会を設置した。そこでの検討結果を踏

まえ、2019年12月に「太陽光発電施設の設置に関する林地開発許可基準の運用細則」

を定め、自然斜面のまま発電施設を設置する場合の防災施設の内容や、排水施設の計

画、地表保護のための措置、残置森林の配置などの基準等について、技術的助言とし

て都道府県知事宛て通知が発出された。このような改正は、前述のような乱開発に歯

止めを掛けるために導入したものであり一定の効果があるものと考えられるが、一方

で、以上のような要件を充足すれば、大規模であっても森林法上、開発を行うことが

認められることとなる。

	 	 林地開発許可がなされた場合、開発に反対する住民は同許可の取消訴訟等を検討す

ることとなるが、明確な技術基準違反がない場合に、抽象的な危険性のみをもって訴
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訟を進行することは極めて困難な場合が多いのが実情である。

	 	 また、違反行為を繰り返している事業者や過去に違反行為に伴う大規模災害を引き

起こした事業者に対する制裁が存在しない点も問題である。FIT法に基づく事業計画

認定、いわゆるIDが譲渡可能であることからIDが存在する所で、繰り返し違法な開

発を行う事業者も存在する。このような事態を解決するために、例えば、当該事業者

による新規開発を一定期間認めないといった制度等の導入が考えられる。さらに、防

災施設が完成している施工後と比し、防災施設が未了である施工中は土砂流出等災害

のリスクが極めて高いことから、施工中においても一定の災害防止策を要求するため

の規制を設けるべきである。

	 	 地域の森林やその周囲の環境、景観等には、その地域ならではの特色があり、一律

に規制することは難しく、立地自治体の条例や協議に委ねられている部分が極めて大

きい。

	 	 したがって、災害を防止するための改正に加え、地域の特性に配慮した条例を導入

することが望ましい。

(2)	再エネ特別措置法（FIT法）

	 	 2012年7月、再エネ特別措置法（FIT法）施行後、設備認定制度が実施され、いわ

ゆるFIT認定が進んでいくこととなった。ここで問題となるのが、地域への配慮がな

されていないが既に認定済みの大量のメガソーラーをどのように扱うかであり、認定

があるからというだけの理由に基づく開発は、乱開発となるおそれがあり、そのよう

な開発は未然に防止しなければならない。

	 	 一方で、初期に事業認定を得たものの、コスト低減を待って実施しない事案が増加

し、2016年改正再エネ特別措置法15条で認定の取消しができるとするなどいわゆる

未稼働案件の整理がなされている。2020年3月段階でFIT認定量は6340万㎾、導入量

は4040万㎾である。

図表1−44　

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_
environment/saisei_kano_energy/pdf/001_03_00.pdf）（閲覧日：2022年7
月1日）
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	 	 2030年の温室効果ガス削減目標の引上げまでは、残る認定済未稼働案件の実施と

2021年以降、年間1.5GW程度の認定増加によって、既設を含め6400万㎾程度とされて

きた。FIT価格の低下、FIP制度（Feed-in	 Premium。市場価格に一定のプレミアム=

補助額を交付する。）への移行、系統への接続に要する費用の増加、条例による導入

規制の動きなどがあり、実際に新規導入の動きは鈍化している。しかし、2021年10

月に電源供給に占める再生可能エネルギーの割合が36～38％に引き上げられ、太陽

光発電はうち14～16％、103.5～117.6万㎾とされており、更なる引上げが求められ

ている。

図表1−45

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/
denryoku_gas/saisei_kano/pdf/040_01_00.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 2017年4月施行の改正FIT法では、事業計画への変更などと併せて法令及び条例遵

守の義務付けと地域住民との適切なコミュニケーションの推奨が制度化された。そも

そも法令及び条例遵守というのは規定せずとも当然守られるべきものであるが、この

ような法改正が必要であったことからもメガソーラー等の乱開発が横行していた現実

が見てとれる。当該改正により、例えば、地方自治体が適切な条例を定めておくこと

で、条例違反があったような場合には、事業計画認定の取消しにつながることとなる。

	 	 一方で、地域住民との適切なコミュニケーションの推奨が制度として定められてい

るが、これはあくまで事業ガイドラインによる推奨事項にとどまっており、特別に罰

則などは定められていない。乱開発を行う事業者らは、あくまでガイドラインである

ことから、努力をしたという姿勢を行政に示すことで推奨事項を遵守した優良事業者
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であるという態度をとることもあり、ガイドラインが上手く機能するかは、地方自治

体による現場での指導や現地住民らが声を上げるかにかかっていると思われる。

	 	 加えて、2022年4月施行の改正FIT法では、事業者が確実に廃棄費用の積立を行う

制度が盛り込まれた。多くの地域住民は、メガソーラー等の多くの太陽光パネルが劣

化により廃棄となる際に、どのように処理されるのか、本当に処理されるのかという

ところに懸念を示している。事業者によっては、事業を行った後に太陽光パネルを撤

去廃棄し、森林を再生することを約束する事業計画を示している地域もある。しかし

ながら、その約束が遵守されるか否かは、全く保証がない状態であったため、当該積

立制度は、地域住民らの懸念を一定程度払拭するものといえる。また、一定期間内に

運転を開始していない事業計画について、認定を失効させる制度も開始しており、高

価格で認定され転売され、地域にとって誰が事業者でどのような計画なのか見えなか

った現状を払拭することにつながる可能性がある。

	 	 以上のとおり、現在のFIT法は改正を経て改善されつつあるが、再生可能エネルギ

ーを推進し、乱開発を規制するためには、更なる改正が望まれる。特に大量に認定だ

けがなされているメガソーラーについては、認定地域の立地に応じて適切な対応がな

されなければならない。

	 	 また、立地として適当ではない場所にメガソーラーの認定がなされている場合には、

地方自治体として、着工前に条例等で規制することで対応することも検討されるべき

である。

(3)	環境影響評価法

	 	 環境影響評価について、事業者が太陽光発電施設をあえて複数に分割して影響評価

手続が適用されないようにする、いわゆるアセスメント逃れが行われる事案が散見さ

れる。また、環境影響評価が実施される場合であっても、環境影響評価手続における

方法書・準備書・評価書等の情報が入手できる方法・期間が限られているために、開

発地域周辺に居住する住民が事業に関する情報、例えば、その範囲や規模、工法など

が十分に入手できない事態も散見される。

	 	 また、現行法では意見書提出と説明会の開催の定めしか存在しないため、公聴会や

住民説明会のような形で周辺住民が意見を述べる機会が十分に確保されていないとい

う問題がある。

	 	 一方で、2020年4月から4万㎾以上の太陽光発電事業について、環境影響評価の手

続が義務化されることとなった。これは、当該義務化制度の施行時点において、未着

工の事業が対象であるため、不適切な事業が進められている場合には遅きに失すると

思われるが、制度化されたこと自体は評価されるべきである。

	 	 しかし、環境アセスメントの手続を通して、事業者が撤退する事例も散見される。

また、環境省は、同法の対象よりも小さい規模の太陽光発電事業の環境配慮ガイドラ

インを公表し、環境配慮や地域とのコミュニケーションを推奨している。もっとも、

これもあくまでガイドラインであり、強制力はなく、事業者が強引に押し切る事例も

多く存在する。地域とのコミュニケーションについては、地方自治体による条例等に

よる強制力のある規制による制度化が望ましいといえる。

2022人権擁護第1部会.indd   622022人権擁護第1部会.indd   62 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



63

第１章　1.5℃目標実現の必要性とそのための日本のシナリオ

３　地方自治体の対応３　地方自治体の対応

(1)	概要

	 	 太陽光発電事業を規制することにつながる地方自治体の対応策は様々である。一般

財団法人地方自治研究機構によると、自治体側への届け出や同意、許可といった手続

や制限区域などを定めた規制条例は、2022年4月1日時点で192条例あり、規制条例

制定の動きは、全国各地の自治体に広がってきている。例えば、太陽光発電事業等開

発行為に関するガイドラインの制定、開発審査基準の制定又は強化、環境アセスメン

ト条例の制定、紛争未然防止のための規制条例の新設などの取組が見られる。特に環

境アセスメント条例については、太陽光発電事業の規模や条件を国が定める環境影響

評価法よりも厳しくする地方自治体もあり、実効性の確保が図られている。

	 	 また、近年増加している規制条例については、太陽光発電施設の設置を禁止する地

域を定めるゾーニングのための条項や、市町村長の同意又は許可を要件とする条項な

どが盛り込まれている。例えば、大分県由布市の自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例は、他の地域に先駆けて、太陽光発電施設の設

置に関する抑制区域を設定しており、それに続くように多数の条例が制定されている。

一方で、再エネ規制条例が定める制裁については、勧告、公表、命令のみのものが多

く、罰金・過料などと比べて制裁の実効性確保の問題が指摘できる。

(2)	具体例

	 	 山梨県の太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例は、太陽光発電施

設（建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。）について、県内全域を対

象としている。設置規制区域を設定し、太陽光発電施設の設置について知事の許可制

を採用している。当該条例は、制裁として、勧告・措置命令・公表を定めているが、

公表したときには、経済産業大臣に対して、FIT認定の取消しを求めることになって

いる点に特徴があり、条例の実効性確保の観点から望ましい対応と言える。

	 	 群馬県高崎市の高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と

の調和に関する条例では、再生可能エネルギー発電設備と自然環境、景観との調和が

特に必要な地区として3地区を特別保全地区に指定しており、この地区内で再生可能

エネルギー発電設備を設置しようとするときは、事前に条例の許可を得る必要がある

と定めている。当該許可基準は極めて厳しいものであり、処分性のある措置命令を駆

使して条例を運用している。

	 	 和歌山県和歌山市の和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関

する条例は、大規模な太陽光発電施設設置事業（事業区域の面積が25㏊以上又は事

業区域内における地域森林計画の対象となっている民有林の区域の面積が1㏊以上の

太陽光発電設備）について、業者から事業計画の提出を求め、審議会において審議を

行った上で、市長の許可を出す運用をしている。また、事業計画に対する該当自治会

の同意書を市長に提出することも必要となっている点が特徴的である。

(3)	小括

	 	 以上のように、各自治体によって規制の方法は異なるが、実効性のある規制を行っ

ている自治体も多く存在する。一方で、全く規制がなく、乱開発が進められている地

域も存在する。もちろん、一方的に規制ばかりを行ってよいものではなく、条例によ
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って権利制限や何らかの義務付けを行う際には、その必要性や内容の合理性などが必

要である。太陽光発電自体は、脱炭素社会に向けて導入すべきツールであり、無闇に

制限すべきではない。住民の意見を聴きながら、各自治体の特色を踏まえた適切な政

策を導入すべきである。

４　ゾーニングの必要性４　ゾーニングの必要性

(1)	ゾーニング

	 	 2021年5月の改正地球温暖化対策推進法は、地域の再生可能エネルギーを活用した

脱炭素を推進する事業を推進するための計画・認定制度を創設し、関係法令の手続ワ

ンストップ化、環境影響評価法に基づく事業計画の立案段階における配慮書手続の省

略といった特例を受けられることなどが定められた。

	 	 都道府県は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的・社会的条件に応

じた再エネ利用促進等の施策に関する事項に加えて、施策の実施に関する目標を定め

ることとされており、地域の自然的・社会的条件に応じた環境の保全に配慮し、省令

で定めるところにより、市町村が定める促進区域の設定に関する基準を定めることが

できるようになっている。ただし、促進区域だからといって環境影響評価の配慮書手

続を省略することは認められてはならない。例えば、地域における協議会では参加者

も限られ、十分な意思確認・意見交換も行われない。それを経たことをもって住民に

対して説明を行ったと解釈するのであれば、環境影響評価の配慮書手続を省略できる

とすることは、更なる紛争を生み出すことにつながり妥当でない。

	 	 太陽光発電施設をはじめとする再生可能エネルギーの立地問題については、ゾーニ

ングの充実が欠かせない。ゾーニングに相当に時間がかかるとしても、環境的側面や

社会的側面、経済的側面など様々な事情を考慮し、適切なゾーニングを実行できれば、

各地で生じている地域トラブルの解消につながる。充実したゾーニングの実施には、

住民意見も配慮しつつ、中立的立場で専門家としてゾーニングを進めるファシリテー

ターの確保が重要であり、環境団体や弁護士がその役を担うことが考えられる。なお、

再生可能エネルギー事業を促進しなければ脱炭素社会は実現できないという現実を踏

まえれば、禁止区域を定めるにとどまらず、推進区域を設定することも検討すべきと

いえるが、それについては慎重に検討する必要があるであろう。

(2)	地域主導の再生可能エネルギー

	 	 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す

る法律は、再生可能エネルギーのために活用することができる資源が農山漁村に豊富

に存在することに鑑み、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの

発電を促進するための措置を講ずることにより、再生可能エネルギーの推進による農

山漁村の活性化を図るものである。

	 	 同法は、基本方針、基本計画、設備整備区域、設備整備計画、所有権移転等促進計

画というフェーズに分かれており、基本計画において設備整備区域が設定され、その

区域内で発電がなされることとなる。設備整備区域においては、農地法、森林法等当

該発電設備の設置に際して関係する法律で必要とされる許可又は届出の手続が市町村

の認定によって一括してなされたものとみなされることとなるため、事業者の行うべ
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き手続が簡易化されることとなる。

	 	 以上のとおり、手続がワンストップ化するなど事業者のメリットもあるが、一方で

地域の活性化や農林漁業の発展に資する取組等を実施することを事業者に求めており、

これが事業者にとって参入障壁ともなっている。実際に、2022年3月末日時点で、基

本計画を作成済みの市町村数は、81しかなく、基本計画を作成中の市町村は、11し

か存在しない。同法によれば、地域住民や地権者、発電事業者、地方自治体の合意形

成を前提としており、再生可能エネルギーの恩恵を地域全体に還元することができる。

本来であれば、地方自治体レベルでの再生可能エネルギーによる電力調達は更に促進

されるべきである。

	 	 同法が今以上に活用されることが望ましいが、それにとどまらず、自治体電力会社

の充実など、地域が主体的に取り組み、地域に恩恵をもたらす地域主導の再生可能エ

ネルギー事業が更に促進されるように制度改善、提言、地域ネットワークとの協力等

が求められる。

(3)	小括

	 	 地域が主体的に再生可能エネルギー事業に取り組むことで、これまで述べてきたよ

うなメガソーラー等の乱開発による地域紛争を防ぐことができる。乱開発を恐れて、

再生可能エネルギー導入の全体的な流れを抑制するのではなく、むしろ適地での発電

を積極的に促すことで、不適地での発電を抑制し、開発との調和のとれた脱炭素社会

の実現を図らなければならない。そのためには、地域住民との対話、当該地域の課題

解決と関連付けた再生可能エネルギー事業計画の立案など、地域住民と目線を合わせ

た取組が必要不可欠である。

（参考文献）

	 	 髙橋寿一『再生可能エネルギーと国土利用	-	事業者・自治体・土地所有者間の法

制度と運用』（勁草書房、初版、2016年）

	 	 丸山	康司・西城戸	誠編『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか』（新泉社、

初版、2022年）

	 	 WWFジャパン（公益財団法人	世界自然保護基金ジャパン）『自治体で進める地域協

同でのゾーニングのすすめ―地域環境と調和した自然エネルギーの普及に向けて』

（WWFジャパン、初版、2017年）

	 	 全国再エネ問題連絡会『大規模山林開発を伴うメガソーラー及び風力発電開発に関

する問題と解決に向けた政府及び政党への陳情について』（2021年）

第３　大規模洋上風力発電事業の課題第３　大規模洋上風力発電事業の課題

１　再エネ海域利用法について１　再エネ海域利用法について

(1)	法の目的及び手続の流れ

	 	 日本は海に囲まれており、風況が良く、住居等から遠く、広大な面積を利用し得る

大規模風力発電施設には、従前から期待されてきたものの、ヨーロッパ諸国に比べ開

発は進んでこなかった。主な課題として、①海域利用に関する統一的なルールがない、
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②海運や漁業等の先行利用者との調整の枠組みが不明確、③高コストの3点と整理さ

れ（資源エネルギー庁説明資料）、それらに対応して再エネ設備の整備に係る海域の

利用を促進する目的で、2018年、「海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の

利用の促進に関する法律」（以下「再エネ海域利用法」という）が成立し、2019年4

月1日施行された。

	 	 同法による手続の流れは以下のとおりである。

図表1−46

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html）（閲覧日：
2022年7月1日）

	 	 促進区域の指定は都道府県が地域を推薦することにより（情報収集）、国が指定する。

現在、秋田県、長崎県、千葉県の海域が促進区域として指定され、公募による事業者

選定の入札結果が報道されているところである。その他、青森県、新潟県、北海道等

の区域も有望な区域又は一定の準備段階に進んでいる区域と公表されている。

(2)	課題

	 	 再エネ海域利用法は、洋上風力発電をめぐる諸課題のうちの一部しかカバーしてい

ない 29。同法は、占用のルールや漁業組合等の先行利用者との調整といった課題を対

処して、洋上風力発電を促進するものであり、環境の保全や配慮については全く制度

が設けられていない。環境保全は既存の環境影響評価法に、いわば「丸投げ」の状態

である。

	 	 再エネ海域法の促進区域の指定の基準は、以下の6項目である（8条1項）。

・	自然的条件が適当であり、発電設備の出力の量が相当見込まれること（1号）

・	航路、港湾の利用・管理に支障を及ぼさないこと（2号）

・	港湾と一体的に利用可能なこと（3号）

29	 一般社団法人海洋産業研究会常務理事中原裕幸「『再エネ海域利用法』施行の流れと今後」JEASnews2019年

11月 no.164・2頁における評価
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・	電気的な接続が適切に確保されること（4号）

・	漁業に支障を及ぼさないこと（5号）

・	漁港漁場整備法、港湾法、海岸法、排他的経済水域利用法の指定区域と重複し

ないこと（6号）

	 	 このように明示された基準から明らかなように、漁業に支障を及ぼさないことは明

記されているのに対し、自然環境への影響は全く考慮されていない。

	 	 協議会の構成員（9条）は、経産大臣、国交大臣、都道府県知事、農水大臣、市町

村長、漁業組合、その他の利害関係者、学識経験者、その他経産大臣、国交大臣、都

道府県知事が必要と認める者である。環境大臣は、促進区域指定に当たり協議の対象

とされているにすぎない（8条5項）。

	 	 経産大臣及び国交大臣が定める公募占用指針（13条2項）及び公募に応じる事業者

の公募占用計画（14条2項）においても、それらの必要的記載事項において環境配慮

の項目は全くない。

	 	 経産大臣及び国交大臣は、選定事業者が公募占用計画に従った設備の設置、維持管

理義務（19条）に違反した場合、公募占用計画を取り消すことができるところ（21条）、

公募占用計画には環境配慮事項がないので、深刻な海洋汚染や鳥類などへの影響があ

った場合でも、発電設備の稼働を止める手段はない。

	 	 占用許可（10条）違反行為があった場合には、国交大臣は、工事の中止、工作物の

撤去や原状回復命令をすることができるとされているが（24条1項）、環境への深刻

な影響があったとしても、規定がないことからこうした処分をすることができない。

２　洋上風力発電についての環境影響評価の問題２　洋上風力発電についての環境影響評価の問題

(1)	環境影響評価の手法が確立されておらず、調査の蓄積もないこと

	 	 風力発電施設は、従前環境影響評価法の対象施設ではなく、自主アセスが行われて

おり、2011年同法改正により、法アセスの対象施設となった。したがって、まだ環境

影響評価の蓄積は10年にすぎない。そして、ほとんどが陸上の風力発電施設であり、

洋上については評価の手法が確立されておらず、調査の蓄積もない。このことは、

2013年1月13日に行われた日本野鳥の会主催のシンポジウム（以下「2013年1月シン

ポジウム」という。）で、複数の専門家から問題提起されている。例えば、以下のよ

うな指摘がある。

	 	「この生態系の項目ですが、洋上風力は海域生態系に大きな影響を与えることが予

想されます。現行の電力アセスメントでは、陸域の生態系のみが調査されてきました。

これは技術的に難しいことが多かったためです。陸域生態系しか調査されてきません

でしたので、今後、海の生態系を評価しようとしたときに、果たして本当にどうやっ

て調査するのかといった問題とか、調査すべきなのかどうなのかということすらまだ

解ってきていません」（「風力発電所に関わる環境影響評価の現状とその課題」（当時）

一般社団法人電力中央研究所北村亘、シンポジウム野鳥と洋上風力発電、野鳥保護資

料集第29集・88頁）。

	 	「まだ洋上風力発電による影響、特に生物に対する影響はよくわかっていません。

海洋を通過する鳥類への影響はよくわかっていませんし、水中に伝わる騒音がどのよ
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うに魚類や海生哺乳類に影響を与えるのかもわかっていません。私どもも今、環境省

においていろいろ海外事例を含め調査検討を行っているところです」（「風力発電事業

に係る環境影響評価制度」環境省総合環境政策局環境影響評価課・環境影響審査室田

中貘、前同66頁）。

	 	 その後、環境省は、風力発電における鳥類のセンシティビティマップを公表した 30。

主要な渡りルート（平成29年度）や、船及び飛行機による海鳥の分布調査を踏まえ

た海域のマップ（平成31年度）を公表し、事業者もこれらを利用して環境影響評価

を行っている。しかし、これらで海域の全ての鳥類の影響がカバーされているわけで

はなく、現在計画されているような巨大な規模の洋上風力発電事業の環境への影響は、

いまだ計り知れない。

(2)	イギリスにおける洋上風力発電施設の環境影響評価手続

	 	 イギリスは洋上風力発電では世界をリードする存在である。そのイギリスにおける

環境影響評価手続の実情について、海洋エネルギーコンサルタントのクリス・ロイド

氏が「英国の洋上風力発電実証プロジェクトにおける鳥類調査について」と題し、前

述の2013年1月シンポジウムにて情報提供した内容が公表されている。

	 	 イギリスでも洋上風力発電施設の開発に当たっての環境影響評価において、鳥類調

査は重大な事情となっている。鳥類への影響調査の結果、開発が延期や中止となって

例として、Scottish	 Territorial	 Water	 projects（かなりの延期）、Wash湾のプロジ

ェクト（中止）、Shell	Flats（潜在的に鳥に影響があるということで止められた（2003

年申請、2008年中止））が紹介されている。

	 	 ロイド氏の報告のうち以下のコメントが重要と思われる。

	 	 イギリスでも鳥の影響はまだ十分な科学的証拠がなく、十分わかっておらず、洋上

風力発電開発の障壁となっている。推定で、全ての開発容量の75％が鳥にとってはハ

イリスクであるとされている。イギリスの環境規制では、最初にきちんと影響がない

ということが実証できて、初めて許可が下りる。影響の不確実性がある中、規制当局

は予防的なアプローチを取っている。なぜならば、EU規制の下、イギリス政府が過っ

て開発を許可してしまい、その後で大きな問題が発生した場合、EUからイギリス政府

に対し、罰則、罰金が科せられるからである。

	 	 イギリスでは、戦略的アセスにより、そもそも影響が大きいと危惧される開発は回

避される。これに対し、日本の環境影響評価法は戦略的アセスがないと長年批判され

てきたところ、2011年改正で配慮書手続が導入された。もっとも、実際の手続におい

ては、配慮書段階では、事業計画の中で未定の事情が多く、配慮書段階の意見を受け

て、開発中止ということにはならないのが日本の実情である。

	 	 特に、再エネ海域利用法による事業者選定を見込んだ開発は、100万㎾に迫る、原

発に比するような規模となっており、資金規模も膨大である。環境配慮規定を設けて

いない同法に基づく大規模開発が、環境影響評価により、イギリスのように開発中止

に至ることが有り得るのか疑問である。

30	 環境省ウェブサイト

	 	（https://www.env.go.jp/nature/seisaku/list/yasei_furyoku/sensitivity_map/index.html）（閲覧日：

2022年7月1日）
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(3)	大規模洋上風力発電施設開発の環境影響評価の実情

	 	 大規模洋上風力発電施設開発についての環境影響評価の実情として、北海道石狩市

沖を例としてみる。同地域では、2020年夏から2021年春までに以下の4つの事業につ

き、計画段階環境配慮書が提出された。これは、石狩市沖が将来再エネ海域利用法の

促進区域に指定されることを見越して、多数の事業者が環境影響評価手続を先行させ

ていることを意味している。

　事業名・事業者　事業名・事業者
計画段階環境計画段階環境

配慮書年月配慮書年月
出力（最大）出力（最大）基数（最大）基数（最大）

事業実施想定事業実施想定

区域の面積区域の面積

（仮称）石狩湾沖風力発電所建設計画（仮称）石狩湾沖風力発電所建設計画

株式会社 JERA株式会社 JERA
2020 年 8 月2020 年 8 月 52 万 kW52 万 kW 65 基65 基 約 527km2約 527km2

（仮称）石狩湾沖風力発電事業（仮称）石狩湾沖風力発電事業

株式会社グリーンパワーインベストメント株式会社グリーンパワーインベストメント
2020 年 11 月2020 年 11 月 96 万 kW96 万 kW 80 基80 基 約 253.78km2約 253.78km2

（仮称）石狩湾オフショアウィンドファーム（仮称）石狩湾オフショアウィンドファーム

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式ジャパン・リニューアブル・エナジー株式

会社会社

2020 年 11 月2020 年 11 月 100 万 kW100 万 kW 105 基105 基 約 430km2約 430km2

（仮称）北海道石狩湾洋上風力発電事業（仮称）北海道石狩湾洋上風力発電事業

丸紅株式会社丸紅株式会社
2021 年 2 月2021 年 2 月 100 万 kW100 万 kW 105 基105 基 約 784.36km2約 784.36km2

図表1−47

出典：委員作成

	 	 これらの事業計画は想定する区域の面積に違いはあるものの、全て石狩市沖の同じ

海域に計画されている。石狩市沖は現在、経産省により一定の準備段階に進んでいる

区域として整理されている 31。将来的に促進区域に指定された場合、これらの事業者

は公募に応じ、1社が選定され事業を進めることとなる。

	 	 従前の陸上風力発電施設は、多くても10基、3万㎾程度の規模にとどまるものであ

るが、再エネ海域利用法による洋上風力発電事業の規模はけた違いに大きい。陸上の

場合に問題となる人家からの距離という問題がなく、主たる環境影響は鳥類となる。

通常、鳥類の調査では、目視による調査が行われるが、あまりにも事業実施想定区域

が広いため、細やかな調査には限界があるだろう。

	 	 意見を求められる石狩市環境審議会においても、余りにも従前の事業とは事情が異

なり、各分野の学識経験者としてもよって立つ基準がなく、意見を述べるべきポイン

トが定まらないという状況であった。また、本来であれば促進区域に一つしか事業が

実現しないにもかかわらず、次々と同じような応募予定事業者による環境影響評価が

続き、同審議会でも負担が大きくなったので、1社目の配慮書の報告の際に委員から

出た意見を石狩市が取りまとめ、後続の事業者に伝えるという簡略化が図られた 32。

	 	 これはあくまでも、石狩市の例であり、北海道の審議会や環境省では、もっと海域

の大規模開発に即した専門的なやりとりがされている可能性はある。しかし、従前の

陸上施設に比べて、明らかに環境影響を実質的に審査する度合いが低いということは

31	 経済産業省ウェブサイト

	 	（https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210913004/20210913004.html）（閲覧日：2022年7月1日）

32	 当シンポジウム実行委員会委員が、石狩市環境審議会会長として経験したことに基づく。
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言えるだろう。

	 	 繰り返しになるが、再エネ海域利用法は、環境影響は環境影響評価法に丸投げであ

る。果たして国策として進められる大規模事業と海域の環境との調和ということは実

現可能なのだろうか。

３　ゾーニングについて３　ゾーニングについて

有用な施設と環境への影響の調整に用いられるのがゾーニングである。現在、日本で

は国レベルで再エネ施設のゾーニングを定めた法律はない。複数の地方自治体は、条例

やガイドライン等により再エネ設備の濫立を防ごうと努力している。風力発電施設につ

いては、2016年度から環境省の主導によりゾーニングモデル事業が、石狩市など2件5市

3町、合計10モデル地域で実施された。このゾーニング事業は、規制と結びついていな

いので、本来の意味のゾーニングとはいえない。それでも情報の集積として事業者が事

業を構想したり、環境影響評価を行うに当たっての情報としては有用であろう。

石狩市の風力発電ゾーニングマップでは、海域のほとんどの区域が漁業者との調整が

必要な区域とされている 33 34。その調整相手である石狩漁協は、2021年春、正式に大規模

洋上風力発電施設を受け入れることを表明した。もっとも、沖合の鳥類については情報

がないためにゾーニングマップにおいては何ら反映されていない。

環境省の公表した風力発電における鳥類のセンシティビティマップが、どの程度の質

のものかは専門家の評価を待たなければならないが、再エネ海域利用法の促進区域指定

の段階で、組み込むべきではないかと考える。法8条5項により、環境大臣は協議の対象

とされており、この過程でセンシティビティマップが事実上反映されている可能性はあ

るものの、そもそも促進区域の指定の要件に環境影響が低いことが含まれていないので

（8条1項）、反映させる法的な根拠がない。法改正も含めた検討が必要である。

もっとも、適切なゾーニング策定のためには調査を重ねていかなければならず、現在

の調査状況ではその程度に至っていないのかもしれない。一般的にゾーニングは、土地

所有権の制約となるので、規制を設けるハードルは高いが、海域の場合はそのような配

慮が不要であるので、調査の蓄積に応じてゾーニングを更新していくことが可能である。

４　最後に４　最後に

前述の2013年1月シンポジウムにおける風間健太郎氏の発言を最後に紹介する。

海鳥は、野鳥に関心のある人にとってもなじみのない鳥であるが、海が豊かな日本の

海には、世界の海鳥の5分の1以上71種類ほどの海鳥が生息しており、そのうち約35種

類が繁殖を行っている。言うなれば日本は海鳥王国である。北海道の沿岸には主要なエ

リアで30か所近く、より細かくみると北海道全体には140〜150か所くらいの海鳥の繁

殖地がある。北海道沿岸では海鳥の餌場と洋上風力発電建設地が重なる可能性は高い。

33	 石狩市 WebGIS

	 	（https://gis.city.ishikari.hokkaido.jp/gis/ishikariweb/guide/sub1-5.html）（閲覧日：2022年7月1日）

34	 経過と内容については、菅澤紀生「再生可能エネルギー施設の立地の法的問題について-石狩市風力発電ゾー

ニング計画策定過程を参照して -」『北海道における脱炭素社会に向けた取組み』（一般財団法人北海道開発協

会開発調査研究所）・58頁以下参照
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海鳥の行動は非常に変わりやすく、短期的な事前の建設前の調査だけでは予測が困難で、

予測不可能な影響が建設後に出てくる可能性がある。日本の海鳥の3分の1の種が何らか

のレベルで絶滅の危険性があると懸念されている。

大規模洋上風力発電事業は巨大であるがゆえに方向修正がしにくい事業であろう。し

かし、既に大きく動き出している。国も事業者もできる限り、環境影響の調査にコスト

を惜しまず、最新の知見を共有し、調和のハードルは極めて高いといえるが、できるだ

け環境影響を下げる努力をすべきであろう。

2022人権擁護第1部会.indd   712022人権擁護第1部会.indd   71 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



2022人権擁護第1部会.indd   722022人権擁護第1部会.indd   72 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



高レベル放射性廃棄物の処分は、高レベル放射性廃棄物の処分は、

どうあるべきかどうあるべきか

第
２
章

2022人権擁護第1部会.indd   732022人権擁護第1部会.indd   73 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



74

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

第１節　はじめに第１節　はじめに

１１	 1966年に我が国で初めて商業用原発が運転を開始してから、既に55年以上経過して

いる。その後多数の原発が建造され、世界で3番目に多くの原発を保有する原子力大国

となった。長期にわたる多数の原発の稼働、それに加え、再処理工場等の原子力関連施

設の稼働から発生する使用済み核燃料を含む高レベル放射性廃棄物は、既に膨大な量に

達している。福島第一原発事故後、原発の運転期間は原則40年とされ、運転期間を終

え廃炉が決定した複数の原発で廃炉作業に入りつつあるが、今後、さらに廃炉となる原

発が増えることで、廃炉廃棄物等、放射線量が比較的高い汚染廃棄物も大量に発生する

ことになる。これらに加え、福島第一原発事故によりメルトダウンしたデブリや、事故

処理に伴い発生した（今後の発生も含め）高線量の放射性廃棄物等の処分も、いまだ方

針は不明であり、原発の運転、再処理工場等核燃料サイクル関連施設の稼働、廃炉作業

及び福島第一原発事故処理等に伴い発生する高レベルの放射性廃棄物の処分問題は、今

後さらに重要性が高まる。

	 	 高レベル放射性廃棄物の問題は、「トイレなきマンション」と言われるように、原発

利用の当初から指摘されてきたことであった。しかしながら、原発の運転開始から半世

紀以上が過ぎても日本では処分の具体的目途は立っていない。

２	 これまでの日弁連の取組	２	 これまでの日弁連の取組	11

	 	 日弁連では、1974年から、原子力の開発利用、安全性の問題について調査研究をして

きた。その結果は、1975年9月に、中部弁護士会連合会・福井弁護士会との合同調査に

基づく福井県若狭地区原子力開発実態調査報告書として公表した。翌1976年10月には、

仙台市における第19回人権擁護大会の原子力の開発利用に関する決議において、「原子

力施設から日常的に放射される放射線及びその運転により生ずる高レベル放射性廃棄物

並びに多量の温排水は、地域環境破壊の危険を増大させている」、また、「原子力施設の

運転や原子力開発利用の住民の安全と地域環境の保全に対する具体的施策の欠如」につ

いて指摘していた。

	 	 1983年10月に金沢市で開催した第26回人権擁護大会においては、エネルギーの選択

と環境保全に関する決議をし、「使用済核燃料の再処理、放射性廃棄物・廃炉の処理、

処分などの問題がいまだに解決されず・・・現在及び将来の国民の生存と環境をおびや

かすおそれがあり、きわめて憂慮すべき状態となっている」と指摘した。また、同決議

では「原子力がエネルギー資源として選択・推進された過程をみると、過大な需要予測

のもとに、他のエネルギー資源との適正な比較評価がされず、しかも国民の意思を反映

する民主的手続もとられていない。このような不適正な政策決定のしくみこそが、前に

述べた憂慮すべき状態をもたらした根本的な原因である」と指摘し、「国に対し、『長期

1	日弁連の原発問題に対する取組の経過については、日本弁護士連合会　公害対策・環境保全委員会50周年記

念誌「2030年への環境弁護士の挑戦」139頁～153頁参照。
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エネルギー需給見通し』にはじまる各施策の決定について、現在及び将来にわたる安全

性の確保ならびに十分な情報公開と国民的討議を保障する適正な法制度を確立すること

を求める」と宣言した。

	 	 この第26回人権擁護大会における決議である「現在及び将来にわたる安全性の確保」

及び「十分な情報公開と国民的討議を保障する適正な法制度を確立」は、まさに今回の

第64回人権擁護大会シンポジウム第1分科会の中心的テーマである。また、同決議の理

由では、「さらに太陽エネルギーやローカルエネルギーの検討、省エネルギー政策も原

子力開発政策に比較すると軽視されている。また、エネルギー政策そのものが、国会の

議決もなく、法律上の根拠もなく決定され、これに基づいて開発計画がすすめられてい

る。

	 	 そして、エネルギー政策決定において、情報公開と参加もないまま、エネルギー需要、

各エネルギーの慎重な評価、とりわけ未解決の問題について十分な評価をすることなく

原子力が選択されている。さらに電源立地促進対策交付金などが財政難にあえぐ地方自

治体にとって誘惑となり、右の諸問題の検討が不十分なまま原子力発電所の誘致と一方

的な安全の宣伝がなされている」と指摘しており、現在においても課題とされているエ

ネルギー政策決定過程の問題や、地域の交付金、文献調査への応募をめぐる問題と共通

するところがある。

	 	 日弁連の高レベル放射性廃棄物問題に関する重要な取組としては、2000年に岐阜県で

開催した第43回人権擁護大会における「エネルギー政策の転換を求める決議」、及び

2014年に函館市で開催した第57回人権擁護大会における決議が節目であった。

	 	 2000年の決議では、国に対して「高レベル放射性廃棄物の地層処分政策を凍結し、（一

部省略）、『特定高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する法律』を抜本的に見直し、安

全な処分方法及び地層処分以外の多様な選択肢のための研究を推進する」ことを求める

と決議した。福島第一原発事故を受けた2014年の決議では、高レベル放射性廃棄物の

最終処分に関し、「地層処分方針を撤回」することを求めるに至った。

	 	 日弁連は、原発問題について様々な提言等を行ってきたが、活動の初期から、放射性

廃棄物問題について積極的に関わってきた。

３３	 2014年の人権擁護大会以降の高レベル放射性廃棄物問題に関する経過	 2014年の人権擁護大会以降の高レベル放射性廃棄物問題に関する経過

	 	 2014年の函館市における人権擁護大会でのシンポジウムでは、「北の大地から考える、

放射能汚染のない未来へ[原発事故と司法の責任、核のゴミの後始末、そして脱原発後

の地域再生へ]」というテーマで、高レベル放射性廃棄物問題について取り上げた。

	 	 その後、2017年に資源エネルギー庁から科学的特性マップが公表された。そして、

2020年10月9日には、北海道の寿都町が文献調査に応募し、神恵内村が国からの文献調

査に関する申し入れを受諾した。2000年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」

（以下「最終処分法」という。）が成立した後、これまで具体的な処分地選定手続が行

われることはなく、初めて最終処分法にもとづく文献調査が開始されることになった。

国内での高レベル放射性廃棄物処分問題への関心が高まりつつある中、旭川市で開催さ

れる第64回人権擁護大会シンポジウム第１分科会において、高レベル放射性廃棄物問

題を人権問題として取り上げることの意義は大きい。

2022人権擁護第1部会.indd   752022人権擁護第1部会.indd   75 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



76

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

	 	 日弁連では、2022年2月8日に、オンラインシンポジウム「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―」を開催した。このシンポジ

ウムでは、次世代の生活環境に大きな影響を及ぼす問題について、将来世代の負担や次

世代へ良好な環境を引き継ぐという視点から、既成概念や既存の法制度にとらわれるこ

となく、将来世代の権利・利益や世代間の責任・平等という考え方を、現在の法制度や

司法制度の中にどのように反映させるべきかについて検討した。また、北海道弁護士会

連合会は、2020年10月6日に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の適用に関す

る緊急声明」を公表し、手続面における最終処分法の問題点を指摘するとともに、同年

7月13日には、オンラインシンポジウム「高レベル放射性廃棄物の処分方法を考える～

世代間倫理を踏まえた解決方法の一試案～」を開催するなど、この問題への関心が高ま

りつつある。

４	 本章の概要４	 本章の概要

	 	 本章では、まず日本における高レベル放射性廃棄物に関するこれまでの経過及び方針

等について確認し、高レベル放射性廃棄物の根本的問題である危険性や問題状況につい

て説明する。そして、現状の政府方針でもある地層処分に関して、日本には適地がある

のかどうか、という重要な問題を取り上げる。そして、放射能が安全なレベルになるま

でに万年単位という超長期を要する問題を、世代間倫理や将来世代に対する責任という

観点から取り上げる。その上で、私たちは高レベル放射性問題をどうすべきか、という

点を論じ、最後にこの問題に対する合意形成の在り方について取り上げることとした。

	 	 本基調報告書では、世代間倫理や将来世代に対する責任を踏まえた処分の在り方につ

いて、基本的な知識やどう考えるべきかという点、さらには、合意形成はどうあるべき

かについて、積極的に検討することとする。
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第２節　高レベル放射性廃棄物問題第２節　高レベル放射性廃棄物問題

第１　放射性廃棄物に関する日本の方針第１　放射性廃棄物に関する日本の方針

１　海洋投棄を断念するまで１　海洋投棄を断念するまで

日本の放射性廃棄物に関する政策は、1960年代に商業用原子炉の運転が開始されるの

と軌を一にして本格的に議論されるようになった。1962年4月11日の「原子力委員会廃

棄物処理専門部会中間報告書」を見ると、最終処分方式としては、深海投棄や土中埋没

等が検討され、結論としては、「国土が狭あいで、地震のある日本では最も可能性のある

最終処分方式としては深海投棄であろう」とされている。もっとも、高レベル放射性廃

棄物の海洋投棄については、研究の進展により安全性が確認されるまではされるべきで

はないとされていた。

そこで、日本では、1955年から1969年までの間、低レベル放射性廃棄物が周辺海域に

投棄されていた。

その後、1972年12月にロンドンで「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に

関する条約」（通称：ロンドン条約）が採択され 2、水銀、カドミウム等と並んで高レベル

放射性物質の海洋投棄が禁止された。この条約は、締約国の許可を得ることにより低レ

ベル放射性廃棄物の海洋処分を認めるものであった。そこで、1975年、条約に基づく海

洋投棄を実施するため、財団法人原子力環境整備センターが設立された。原子力委員会

も、1976年、「放射性廃棄物対策について」を公表し、低レベル放射性廃棄物については

海洋処分と陸地処分をあわせ行う方針を確認し、高レベル放射性廃棄物については、安

定な形態に固化し、一時貯蔵した後、地層処分に重点を置いて調査研究を早急に進める

方針とされた。

ところが、1980年、日本の海洋投棄が国際会議で取り上げられ、「太平洋の全ての資源

が悪影響を受けないことが確証されるまで投棄計画を中止する」との共同声明が発表さ

れた。また、1983年及び1985年のロンドン条約締約国協議会議において、海洋投棄を一

時停止するとの決議が採択された。

こうした中、1993年4月、ロシア政府により、旧ソ連及びロシアが極東海域等におい

て液体及び固体廃棄物を投棄していた事実が公表され、放射性廃棄物の海洋投棄に対す

る国際的関心が一層高まり、同年11月、原子力委員会は、海洋投棄を選択肢としないこ

とを決定した。また、同月開催されたロンドン条約締約国会議においても、日本は、海

洋投棄全面禁止の決議に賛成した。

２　地層処分方針の推進２　地層処分方針の推進

(1)	特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の成立 3

	 	 1976年の「放射性廃棄物対策について」において確認された方針を踏まえて、1984

年に「放射性廃棄物対策専門部会中間報告書／放射性廃棄物処理処分方策について」

2		 なお、同条約は、1975年8月に発効した。日本は1980年10月に同条約を締結した。

3		 同法の概要や問題点については、本章第4節第2を御参照いただきたい。
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が取りまとめられ、①有効な地層の選定（第1段階）、②処分予定地の選定（第2段階）、

③模擬固体化による処分技術の実証（第3段階）、④実固体化処分（第4段階）という

4段階の地層処分研究開発方針が示された。

	 	 そして、第1段階についての調査研究が終了したことを前提に、2000年6月7日、

第2段階を法制上具体化するものとして、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

（最終処分法）が制定され、処分実施主体としてNUMO（Nuclear	 Waste	 Management	

Organization	 of	 Japan。直訳すると「核廃棄物管理機構」だが、NUMOは自らの日本

語表記を「原子力発電環境整備機構」としており、「核廃棄物」という言葉を用いて

いないようである。）が設立された。法律名にある「最終処分」とは、地下300ｍ以

上の政令で定める深さの地層において特定放射性廃棄物を最終的に処分することとさ

れており（同法2条2項）、このことから明らかなように、本法は、地層処分を行うた

めの根拠法である。本法に基づき、経済産業大臣は、処分の基本的方向等を盛り込ん

だ基本方針を策定し、10年を一期とする最終処分計画を5年ごとに策定するものとさ

れている（同法4条）。最終処分計画においては、ガラス固化体の発生量見込み、処

分場の規模、処分スケジュール等が示される。また、最終処分の費用については、電

力会社等が毎年の発電電力量等に応じてNUMOに対して拠出金を納付するものとされ

ている。

(2)	現在の状況

	 	 NUMOは、2002年より全国市町村を対象に最終処分場立地に向けた調査の公募を開

始し、2007年に高知県東洋町が全国で初めて応募に至ったが、地元住民の強い反発を

招き応募が取り下げられた。2007年からは国から市町村に調査を申し入れる方式が追

加された。その後、2017年に地下環境の科学的な情報を客観的に提供し、地層処分と

いう処分方法の仕組みや日本の地下環境等に関する国民の理解を深めることを目的と

して「科学的特性マップ 4」が公表された。こうした動きを経て、2020年10月9日、北

海道の寿都町が文献調査に応募し、神恵内村が国からの文献調査に関する申し入れを

受諾した。現在 5はこの2町村において文献調査が実施されている 6。

第２　核燃料サイクル第２　核燃料サイクル

１　核燃料サイクルとは１　核燃料サイクルとは

原子力発電は、ウラン等の核分裂性物質を燃料として使用する発電方式である。天然

のウランは発電の効率が良くないので、発電の効率を高めるため「ウラン濃縮・燃料加

工施設」で加工したウランを燃料として使用する。

ウランにはいくつかの種類があり、ある種類のウラン 7は中性子がぶつかることによっ

て核分裂を起こし、別の種類のウラン 8は中性子を吸収することでプルトニウムとなり、

4		「科学的特性マップ」の問題点については、本章第3節第7参照。

5		 2022年6月23日現在（本稿執筆時点）。

6		 寿都町及び神恵内村における検討状況については、本章第4節第4参照。

7		 正しくは「ウラン235」という。

8		 正しくは「ウラン239」という。
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これが中性子とぶつかることでやはり核分裂を起こす。原子力発電では、核分裂の際に

発生する熱エネルギーを利用している。

原子力発電で使い終えた燃料の中には、核分裂していないウランやプルトニウムが含

まれている。現在は、これらを再び原子力発電の燃料に使う仕組みのことを「核燃料サ

イクル」と呼んでいる。核燃料サイクルにおいては、ウランとプルトニウムが混ざった

燃料を使用することになるが、この燃料のことを「MOX燃料 9」と呼んでいる。

MOX燃料を作り出すためには、原子力発電で使い終わった燃料を化学的に処理して、

燃え残りのウランやプルトニウムを取り出す必要がある。これを「再処理」と呼び、こ

れを行うための施設が「再処理施設」である。再処理施設で取り出されたウランとプル

トニウムは「MOX燃料加工工場」でMOX燃料となり、軽水炉型発電所において燃料として

使われる。プルトニウムを軽水炉型発電所で使用する発電のことを「プルサーマル発

電 10」と呼んでいる。

２	 日本の核燃料サイクルの現状２	 日本の核燃料サイクルの現状

ウラン鉱石の採掘・精錬はほぼ全量が外国（カナダ、オーストラリアなど）で行われ、

六フッ化ウランの形で輸入されたものが日本原燃の六ヶ所ウラン濃縮施設で濃縮（3～5

％）され、製品ウランは閉鎖前のJCOなどに運ばれて再転換された後、燃料加工工場で

燃料集合体に成型加工され原子力発電所の燃料として使用される。

使用済み核燃料は再処理して、ウランとプルトニウムを回収する。日本における再処

理施設は、東海再処理工場（2018年に廃止措置）及び六ヶ所再処理施設（未竣工）の2

か所である。

プルトニウムは、六ヶ所MOX燃料加工施設（建設中）でMOX燃料に加工し、高速増殖炉

の燃料として使用する計画であったが、高速増殖炉計画は「もんじゅ」の廃炉（2018年

3月廃止措置）により破綻したため、国や電力会社は、これに代わるプルトニウム利用

計画として、MOX燃料を通常のウラン燃料を用いる原発（軽水炉）で使用するプルサー

マルを推進している。現在 11再稼働した5原発9基のうち、MOX燃料も燃料として使用す

る軽水炉であるプルサーマル基は4基（玄海3号機、伊方3号機、高浜3号機、4号機）の

みである。

原発や再処理施設などの運転によって発生する放射性廃棄物のうち、低レベル放射性

廃棄物は六ヶ所の埋設施設で最終処分され、再処理後の高レベル放射性廃棄物（ガラス

固化体、TRU廃棄物 12）は深地層への最終処分が計画されている。

使用済み核燃料は全量再処理を基本政策としているが、再処理事業の停滞と原発での

管理容量が限界に近づいていることから、国や電力会社は使用済み核燃料の中間貯蔵施

9		 MOX とは、Mixed	OXide	fuel（混合酸化物燃料）の略である。

10	 プルサーマルとは、プルトニウムと軽水炉を意味するサーマルリアクターを合成した造語である。

11	 2022年7月4日現在（本稿執筆時点）。

12	 TRU 廃棄物とは、TRans-Uranic	waste（超ウラン廃棄物）の略であり、原子番号がウランの92番より後の元

素を構成する核種（超ウラン元素。ネプツニウム237（半減期210万年）、プルトニウム239（半減期2万4000年）、

アメリシウム（半減期433年）など）を含む放射性廃棄物をいう。放射能レベルが比較的高いものと低・極低

レベルのもの（ぞれぞれ、紙や布等の可燃物、ゴム手袋やビニール等の難燃物、配管や工具等の不燃物）に

分類される。
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設の建設を促進している。青森県むつ市では東京電力と日本原電の使用済燃料中間貯蔵

施設（リサイクル燃料備蓄センター）がまもなく稼働予定である。

使用済み核燃料は有価物とされ、廃棄物扱いされていないため、高レベル放射性廃棄

物のような最終処分方策は法制度化をされていないが、エネルギー基本計画（第4次以

降）では直接処分の調査、研究の着実な推進が明記されている。

第３　放射性廃棄物の種類第３　放射性廃棄物の種類

１　高レベル放射性廃棄物１　高レベル放射性廃棄物

高レベル放射性廃棄物は、再処理施設において使用済み核燃料からウランやプルトニ

ウムを取り出す過程において、燃料集合体が切断され硝酸に溶かされた後、再利用でき

ないものが廃液として分離されることで発生する。高レベル放射性廃液はステンレス容

器中でガラス状に固められる。これをガラス固化体という。ガラス固化体には、多種類

の放射性物質が含まれ、その濃度も高いため、高レベルの放射線を出す 13。ガラス固化体

は、前述の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律において「第一種特定放射性廃棄

物」とされ、同法によれば、地下300ｍ以上の政令で定める深さの地層において最終的

に処分される。

２　低レベル放射性廃棄物２　低レベル放射性廃棄物

(1)	発電所廃棄物

	 	 原子力発電所において発生する放射性廃棄物はいずれも低レベル放射性廃棄物とさ

れる 14。これはさらに放射能レベルによって3つに分類され、それぞれに応じた処分方

法がとられる。例えば、コンクリートや金属等の放射能レベルの極めて低い廃棄物は

「トレンチ処分 15」され、廃液、フィルタ、廃器材、消耗品等を固形化した放射能レ

ベルの比較的低い廃棄物は「ピット処分 16」される。一方、制御棒、炉内構造物とい

った放射能レベルの比較的高い廃棄物については、「余裕深度処分 17」（地表面下50ｍ

〜100ｍでの埋設処分）される。

(2)	ウラン廃棄物

	 	 ウラン濃縮・燃料加工施設において発生する、消耗品、スラッジ、廃器材等の廃棄

物である。ウランは、半減期が長く時間の経過による放射性物質の低減が期待できな

13	 製造直後のガラス固化体の表面線量は約1500Sv/ 時（＝1500000	mSv/ 時）である。

14	 低レベルとはいえ、廃棄物が入ったドラム缶の表面線量の上限値は通常10mSv/ 時とされており、一般公衆

の線量限界が１mSv/ 年（ICPR（国際放射線防護委員会）1990年勧告）、放射線業務従事者が50mSv/ 年（電離

放射線障害防止規則4条1項）であることからすると、その危険性を軽視することはできない。

15	 コンクリートピットなどの人工構造物を設置せず、浅地中に埋設処分する方法。国の説明によれば、50年

程度の管理期間を経た後は、一般的な土地利用が可能とされる。

16	 浅地中にコンクリートピットなどの人工構築物を設置して埋設する方法。放射性物質濃度の減衰に応じて段

階的な管理を行うことになっており、管理が必要な期間として、300～400年が一つの目安とされている。管

理期間終了後は、一般的な土地利用が可能とされる。

17	 地表面下50ｍ〜100ｍ程度において、コンクリートでトンネル型やサイロ型の建造物をつくり、廃棄物を埋

設処分する方法。国の説明によれば、放射性物質濃度の減衰に応じた段階的な管理が可能であり、数百年の

管理期間を経た後には、一般的な土地の利用が可能とされているが、具体的な管理の内容については現在検

討中である。

2022人権擁護第1部会.indd   802022人権擁護第1部会.indd   80 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



81

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

いこと、ウラン核種が放射線を放出して別の核種（子孫核種）が生成し、累積するこ

となど、他の放射性廃棄物に含まれる放射性核種と異なる特徴を有している。放射能

濃度等に応じて、余裕深度処分、ピット処分、トレンチ処分、場合によっては地層処

分される。

(3)	TRU廃棄物

	 	 再処理施設やMOX燃料加工施設において発生する、燃料棒の部品（ハル・エンドピ

ース）、廃液、フィルタ等の廃棄物である。MOX燃料加工や使用済み核燃料再処理の運

転・保守の結果発生する廃棄物は、半減期が非常に長い超ウラン元素 18で汚染されて

いることが特徴である。前述の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律において

「第二種特定放射性廃棄物」とされ、放射能濃度等に応じて、地層処分、余裕深度処

分、浅地層処分される。処分地は未定であるが、六ヶ所の低レベル廃棄物埋設センタ

ーに隣接した地域に坑道を掘って予備調査中である。

３　クリアランスレベル以下の廃棄物３　クリアランスレベル以下の廃棄物

放射性物質の放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響が無視できるものについて

は、放射性物質として扱わないこととされている。このことを「クリアランス」といい、

そのレベルをクリアランスレベルという。クリアランス基準は放射性物質ごとに定めら

れており、クリアランス基準によって放射性廃棄物を再生利用できるものと産業廃棄物

として処分されるものに分類する仕組みのことを「クリアランス制度」と呼んでいる。

18	 原子番号がウラン（U）より高いネプツニウム（Np）、プルトニウム（Pu）、アメリシウム（Am）、キュリウム（Cm）

等の核種群。
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図表2−1

出典：国立図書館ウェブサイト（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/282070/www.enecho.meti.go.jp/rw/gaiyo/gaiyo01.html）（閲覧日：
2022年7月1日）

図表2−2　放射性廃棄物の種類

出典：一般財団法人日本原子力文化財団ウェブサイト（https://www.ene100.jp/
zumen/8-1-4）（閲覧日：2022年7月1日）
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第４　高レベル放射性廃棄物及びTRU廃棄物の現状第４　高レベル放射性廃棄物及びTRU廃棄物の現状

１　原子力施設で貯蔵・保管されている高レベル放射性廃棄物・TRU廃棄物の数量等１　原子力施設で貯蔵・保管されている高レベル放射性廃棄物・TRU廃棄物の数量等

現在 19日本の原子力施設で貯蔵・保管されている高レベル放射性廃棄物・TRU廃棄物の

場所・数量・貯蔵期間は下表2-2-1のとおりである。

種類種類 貯蔵場所貯蔵場所 数量数量 貯蔵期間等貯蔵期間等

ガラス固化体ガラス固化体

六ヶ所再処理工場六ヶ所再処理工場 346 本346 本
30 ～ 50 年30 ～ 50 年
稼働期間(40年以上か？)稼働期間(40年以上か？)

六ヶ所海外返還廃棄物一時六ヶ所海外返還廃棄物一時
管理施設管理施設

1,830 本1,830 本
(イギリス分1,000(イギリス分1,000
本追加予定 )本追加予定 )

30 ～ 50 年30 ～ 50 年
容量 2,880 本容量 2,880 本

東海再処理工場東海再処理工場 316 本316 本 2021 年 3 月末時点2021 年 3 月末時点

高レベル廃液高レベル廃液
六ヶ所再処理工場六ヶ所再処理工場 211 ㎡211 ㎡   

東海再処理工場東海再処理工場 430 ㎡430 ㎡   

ＴＲＵ廃棄物ＴＲＵ廃棄物 20  

六ヶ所再処理工場六ヶ所再処理工場 21    	51,400 ㎥	51,400 ㎥

六ヶ所海外返還廃棄物一時六ヶ所海外返還廃棄物一時
管理施設管理施設 22  

  	12,500 ㎥	12,500 ㎥

六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場
(予定 )( 予定 )

    

東海再処理工場東海再処理工場 23    	約 6,400 ㎥	約 6,400 ㎥

使用済み核燃料	使用済み核燃料	

六ヶ所再処理工場六ヶ所再処理工場 2,970t2,970t
容量 3,000t容量 3,000t
（固化体約 31,900 本）（固化体約 31,900 本）

全国 17 原発全国 17 原発
（2020.9 現在）（2020.9 現在）

16,060t16,060t
( 固 化 体 換 算 約( 固 化 体 換 算 約
22,000 本分 )22,000 本分 )

貯蔵率 75％貯蔵率 75％

むつ中間貯蔵施設（ＲＦＳ）むつ中間貯蔵施設（ＲＦＳ）
（予定）（予定）

1号機 3,000t1 号機 3,000t
2 号機 2,000t2 号機 2,000t

50 年50 年

使用済みＭＯＸ使用済みＭＯＸ
燃料燃料

大間原発 (予定 )大間原発 (予定 )     

図表2−3

出典：委員作成

19	 2022年7月4日現在（本稿執筆時点）。

20	 電気事業連合会・核燃料サイクル開発機構「TRU 廃棄物処分技術検討書」（2005年9月）

21	 全操業期間中に発生する全量。

22	 操業完了後の数量。

23	 2005年3月末時点。
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２　六ヶ所再処理施設の内蔵放射性物質２　六ヶ所再処理施設の内蔵放射性物質

　　　

図表2−4　六ヶ所再処理施設の新規制基準に係る適合性審査における日本原燃

　　　　　の説明

出典：原子力規制委員会ウェブサイト（https://www.nra.go.jp/data/000268488.
pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

３　六ヶ所核燃料サイクル施設における高レベル廃棄物処分について３　六ヶ所核燃料サイクル施設における高レベル廃棄物処分について

(1)	六ヶ所再処理施設の使用済燃料貯蔵プール（管理容量3000t）内には現在2970tの

燃料が満杯状態で貯蔵されている。

	 	 六ヶ所再処理施設が本格稼働すると、年間800tの使用済み核燃料を再処理し、約

800本のガラス固化体とTRU廃棄物が発生し、40年の操業期間中累積していく。固化

体の最大保管容量は3200本である。

(2)	再処理後の高レベル放射性廃棄物については、2019年5月22日の閣議決定で「30年

から50年間程度貯蔵した後順次最終処分する方針」が決定されている。さらに、国（科

学技術庁）から青森県知事に対し「知事の了承なくして青森県を最終処分地にできな

いし、しないことを確認します」旨の確約書（1995年4月25日付け）が差し入れられ、

その後もその確認が繰り返されている。しかし、搬出時期は具体的に決まっておらず、

搬出先である最終処分地も候補地すら選定されていない。したがって、現在の貯蔵場

所である再処理施設がなし崩し的に事実上の最終処分場となるおそれがある。

	 	 また、貯蔵プール内の使用済み核燃料については、青森県知事及び六ヶ所村長と日

本原燃との間で1998年7月29日「再処理事業の確実な実施が著しく困難となった場

合には、当事者協議のうえ、日本原燃は使用済燃料の施設外への搬出などの措置を講

ずる」旨の覚書（後に日本原燃から使用済燃料再処理機構に当事者変更）が取り交わ

されている。
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４　むつ使用済燃料中間貯蔵施設について４　むつ使用済燃料中間貯蔵施設について

青森県むつ市に、東京電力と日本原電が共同事業者となって両社の使用済み核燃料

5000t（1号機3000t、2号機2000t）を供用開始日から50年間にわたり、金属製乾式キャ

スク貯蔵方式で中間貯蔵する施設が計画・建設中である。

1号機は完成し、2020年11月11日リサイクル燃料備蓄事業の変更許可が下り、現在設

計及び工事の計画（設工認）の変更認可申請の審査中である。認可後、安全対策追加工

事が施工され、使用前事業者検査、そして地元との安全協定締結をまって2023年度の完

工予定となっている。

第５　高レベル放射性廃棄物の危険性第５　高レベル放射性廃棄物の危険性

高レベル放射性廃棄物の危険性は、次の基本的性格に由来する。

(a)放射能が強い、(b)発熱が大きい、(c)毒性が強い、(d)寿命が長い、(e)雑多な元素

を含むという特徴がある（高木仁三郎『核燃料サイクル施設批判』264頁以下）。

１　使用済み核燃料１　使用済み核燃料

日本では、図2-2のように使用済み核燃料は、有価物（資源）であるという理由から

放射性廃棄物の範ちゅうから除いているが、本稿においては、放射能が強い点に着目し

てその危険性について述べる。

原子炉から取り出した1年後の使用済み核燃料の放射能量は約300万㌒/t（広島型原爆

300発分の死の灰に相当）、発熱量は取り出し1年後でも15000w/tと高熱であるため、こ

れを冷却する必要がある。

そのため、使用済み核燃料は原発建屋内の貯蔵プールで貯蔵され、その後六ヶ所再処

理施設のプールに搬入される。

プール水の喪失や水位の低下により冷却に失敗すると、使用済み核燃料は燃料棒の被

覆管に使われているジルカロイド（ジルコニウム合金）が燃え上がり、被覆管が破損し

て内部の放射性物質が漏出して、重大事故が起こる。

福島第一原発事故当時4号機のプールに保管中の使用済み核燃料が全電源喪失による

冷却機能の喪失により事故寸前の事態に立ち至ったことは、私たちの記憶に新しいとこ

ろである。

六ヶ所再処理施設においても、これまでプールの漏水事故4件、冷却系統の故障2件が

発生している。

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則38条及び同規則の解釈（以下、

併せて「再処理新規制基準」という。）は、事故防止対策として、可搬型の代替注水設備

やスプレイ設備の配備を要求しているが、これらは人的対応に依存しており深層防護に

は程遠く実効性に欠ける。

プール貯蔵の危険性に鑑みて、近時は乾式貯蔵方式が導入（東海第二など）、あるいは

計画中（浜岡、玄海、伊方）であり、むつ市の中間貯蔵施設（RFS）ではこの方式を採用

している。
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２　高レベルガラス固化体２　高レベルガラス固化体

(1)	高レベルガラス固化体1本当たりの性質は以下のとおりである。

①　発熱量　2.5kw

図表2−5　ガラス固化体の輸送容器から降雨が高熱により水蒸気化した状態

　　　　　（むつ小川原港で島田恵氏が撮影）

出典：ドキュメンタリー映画「福島　六ヶ所　未来への伝言」ウェブサイト※島田恵氏撮
影（http://rokkashomirai.com/photo）（閲覧日：2022年7月1日）

②　放射能量　　アルファ線放出　3.5×1014Bq

　　　　　　　　アルファ線　放出　4.5×1016Bq

　　　　　　　　食品制限値（370Bq）の2500億倍に相当。

③　製造直後のガラス固化体表面の放射線量　1500Sv

	 	 ガラス固化体の近くに数秒から数十秒いただけで致死線量（7Svで全数死亡、3Sv

で半数死亡）を浴びると指摘されている（高木仁三郎『核燃料サイクル施設批判』

七つ森書館、265頁）。

	 	 六ヶ所再処理施設及び一時管理施設に貯蔵されているガラス固化体は、自然空冷

式により発熱を除去しているが、送風・換気による冷却能力低下・停止、ガラス固

化体落下による破損、自然災害・人為的原因による損壊などによって放射能の大量

放出の危険性が指摘されている。

(2)	ガラスは衝撃に弱いうえに、熱や放射線の影響でひび割れが生じて水が入ってきた

場合、放射能の浸出率が高まる。またキャニスターの溶接部分を中心にステンレスに

粒界応力腐食割れが生じて放射能漏れの危険がある。

３　高レベル放射性廃液３　高レベル放射性廃液

(1)	蒸発乾固

①　六ヶ所再処理施設の貯槽に貯蔵される廃液の総量は2×1019Bqである。

	 	 再処理新規制基準28条は、再処理施設における重大事故の一つとして冷却機能

の喪失による蒸発乾固を例示している。

	 	 再処理使用済み核燃料のせん断・溶解によって生じる高レベル廃液が、電源喪失

に起因して冷却機能を喪失しその状態が継続すると、廃液の温度が上昇し廃液が沸

騰・蒸発することにより、廃液中の放射性ルテニウムが大量発生し重大事故に至る。
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さらに沸騰が継続すると乾燥固化に至る。

②　沸騰開始までの時間は、使用済み核燃料の仕様（冷却年数など）によって異なる

が、日本原燃株式会社の再処理事業変更許可申請の説明によると下図のとおりとさ

れている。

図表2−6　

出典：原子力規制委員会ウェブサイト（https://www2.nra.go.jp/
data/000310614.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

③　2022年7月2日、ガラス固化建屋の高レベル廃液貯槽内の廃液を冷却する配管の

仕切弁が閉まっていたため、廃液の冷却が8時間以上停止し沸騰事故のおそれある

事態が発生した。

(2)	事故対策

	 	 事故対策としては、以下のような対処方法をとるとされている。

①　蒸発乾固の発生未然防止対策として電源車からの給電による冷却機能の復旧、冷

却系統への消防ポンプなどによる直接流水により沸騰防止

②　拡大防止・進行緩和対策として、ルテニウムの気相への大量移行を抑制するため

貯槽へのショ糖等の注入、希釈材の注入

③　外部への放出防止対策として、閉止弁・密閉式ダンパ・水封安全等の設置、可搬

型廃棄フィルタによる放射性物質の除去、凝縮器の設置による放出量の低減

④　放出による影響の緩和対策として、代替換気設備（ブロア等）の設置

	 	 しかし、これらの対処設備は、恒設されておらずほとんどが可搬型設備に頼ってい
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ることから、有効性に疑問があると指摘されている。

(3)	廃液の外部放出による事故評価

	 	 髙木仁三郎は、航空機墜落あるいは大地震によって、六ヶ所再処理施設の高レベル

放射性廃液貯槽（タンク）が破壊され、貯蔵放射能（199㎥）の1％が外部に放出さ

れた場合、下図のように施設付近の住民に全数若しくは半数死亡の被害が、天候次第

で100キロ圏内が緊急避難若しくは避難範囲となり、東京・横浜を超え遠く名古屋辺

りまでが1000㎜レム（100mSv、1vem=10mSv）圏となると評価している（高木仁三郎『核

燃料サイクル施設批判』七つ森書館、227頁以下）。

図表2−7

出典：高木仁三郎『核燃料サイクル施設批判』（七つ森書館）

第６　核燃料サイクルの破綻と直接処分の必要性第６　核燃料サイクルの破綻と直接処分の必要性

１　全量再処理政策の軌道修正１　全量再処理政策の軌道修正

前述のように、国は使用済み核燃料の全量再処理政策をとってきたが、資源の有効利

用、高レベル放射性廃棄物の減容・有害度低減を目的とした再処理計画が思いどおりに

進まず、全量再処理路線の見直し作業が行われた（2012年5月23日原子力発電・核燃料

サイクル技術等検討小委員会・1「核燃料サイクル政策選択肢の評価について：まとめ」）。

ここでは全量再処理、全量直接処分、再処理・直接処分の併存の3つの政策選択肢が検

討されたが、全量直接処分は短期的に原子力依存度をゼロにすることが明確な場合に最

も有力な選択肢であるが、政策変更に伴う課題が最も多いという総合評価がなされた結

果、実情に照らして選択は見送られた。国のエネルギー政策の中で直接処分方策が取り

上げられたのは、第4次エネルギー基本計画（2014年4月策定）において「幅広い選択肢

を確保する観点から、直接処分など代替処分オプションに関する調査・研究を推進す
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る」と記述したのがはじめてである。

しかし、前述のように高レベルガラス固化体などの高レベル放射性廃棄物の最終処分

については法制化されているにかかわらず、使用済み核燃料の最終処分については、具

体的対策は取られておらず、中間貯蔵施設の建設促進で対処しようとしている。

２　政策変更のリスク２　政策変更のリスク

(1)	再処理中止のリスクとして指摘される点

	 	 直接処分シナリオによって六ヶ所再処理施設の稼働が中止される結果、以下のリス

ク発生が指摘されている（上記原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会資料

より）。

①　長年蓄積してきた社会的財産（核燃料サイクルの技術基盤、国際的合意等）が失

われる。

②　地域（立地に協力してくれた自治体）との信頼関係を再構築する必要があり、再

処理施設廃止に伴う財政、経済、雇用に与える悪影響が生じる。

③　青森県内の核燃料サイクル施設（再処理施設、むつの使用済燃料中間貯蔵施設な

ど）からの使用済み核燃料搬出、同施設への廃棄物搬入拒否の要求がなされる。

④　六ヶ所再処理施設を稼働しないとき、又は使用済み核燃料が原発に返送されたと

きは、一部原発では使用済み核燃料の貯蔵容量がなくなり、原発の稼働ができなく

なるおそれがある。

⑤　海外再処理に伴う返還廃棄物の受け入れが困難となり国際問題となる。

⑥　日米原子力協定により認められてきた再処理、ウラン濃縮に係る包括同意方式の

既得権を喪失する。

(2)	これらの「リスク」は、そもそも「リスク」とはいえないか、再処理を中止するこ

とによってこそ解消可能であること

①　再処理の中止に伴って生じる社会的財産の喪失・日本原燃の経済的損失は、再処

理政策に社会的・経済的有用性・技術的安全性がないにもかかわらず、国策と称し

て強行したことによる「コンコルドの誤り」（無駄とわかったらすぐ止めるのが合

理的なのに投じた費用を惜しんで撤退せず損害を拡大する愚）に陥った結果と言わ

ざるを得ない。

	 	 このリスクは、国や電力業界が自ら招いたものであり、再処理政策継続の正当理

由とはなり得ない。

②　立地に協力してくれた自治体、具体的には青森県及び六ヶ所村に対しては、国の

責任及び電気事業者の支援によって、再生可能エネルギーをはじめとする新たな地

域振興等の提示や、当該自治体への財政的支援を行って信頼関係の修復に努めるべ

きである。むしろ、破綻するのが必至の再処理スキームに固執していては、それこ

そ自治体からの不信は避けられない。

③　プルトニウム利用計画が頓挫した現在、再処理の最大の目的は、使用済み核燃料

の処理・処分となったが、後述のように再処理の必要性、安全性、経済性が否定さ

れ、再処理が破綻した現状において、青森県及び六ヶ所村が電力会社に対し、使用

済み核燃料の返還、搬入拒否をすることは当然の措置である。むしろ、再処理が可
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能であるかのような幻想のもと、原発を動かし、使用済み核燃料を生み出し続ける

（増やし続ける）ことこそが、青森県に限らず、全国の原発立地における使用済み

核燃料をめぐる混乱をさらに拡大するものである。使用済み核燃料の最終処分方策

が未定で、しかも再処理後の高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定の先行きが極

めて不透明である（トイレなきマンション批判が解消されていない。）という問題

を解決するには、再処理と原発の双方を停止させることがその第一歩である。原発

の稼働が続き、使用済み核燃料が増え続ける中で、使用済み核燃料の保管に同意す

るような地域が現れるとは、およそ考え難い。

④　原発を運転できなくなることは、福島第一原発事故を経てその危険性が白日の下

に晒された今日においてはむしろ当然のことであり、リスクと評価すべきものでは

ない。気候変動のリスクやエネルギー需給の観点から、化石燃料に頼れないことは

今日明らかとなりつつあるが、原発に依存することもその危険性、事故時の被害の

甚大性からすれば、同様に非現実的である。

⑤　もともと、海外に処理を委託した使用済み核燃料をめぐっては、委託先の市民か

ら大きな反対を招いてきたところである。このまま再処理を続けていては、海外に

委託する使用済み核燃料もおのずと増えることになるが、イギリスはもとよりフラ

ンスにおいても、2020年統一地方選における緑の党躍進に示されるように、原発に

懐疑的な世論は強くなっている。これはつまり、再処理に批判的な世論の増大とい

うことでもある。したがって、再処理を中止した方が、国際的な問題も、より回避

できることになる。

⑥　既に日本は46tものプルトニウムを保有しており、国際社会から、核不拡散に逆

行するとの「余剰プルトニウム」非難が行われている。

	 	 再処理等に係る包括同意方式の既得権喪失はむしろ、こうした国際的非難の解消

に沿うものであって、リスクと言うべきものではない。

３	 再処理の破綻３	 再処理の破綻

六ヶ所再処理施設は、当初の操業予定（1997年）から25年も遅れいまだ竣工の見通し

は立っていないこと（技術的能力・安全性の欠如）、プルトニウム利用計画（高速増殖炉、

プルサーマル）が失敗に終わっていること、再処理コストの増大（経済的基礎の欠如）、

余剰プルトニウム問題が解消できていないこと（平和利用目的違反）など、再処理事業

は社会的・法的成立要件を欠いており、核燃料サイクルの中核的存在である再処理政策

は事実上破綻した現状にある。

４　直接処分の必要性４　直接処分の必要性

核燃料サイクルは、前述のように、ウラン採掘にはじまり、ウラン燃料の製造、原発

運転で発生した使用済み核燃料の再処理、プルトニウム利用、再処理によって発生した

高レベル放射性廃棄物の最終処分をもって終結する。

ところが、国や電力会社は、原子力発電計画を立案、事業化するに当たり、原発の稼

働を優先して、廃棄物（使用済み核燃料、高レベルガラス固化体など）の処分問題（い

わゆるトイレなきマンション対策）を先送りし、行き場のない廃棄物が大量に発生する
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ことになり、後追い的な対策に乗り出した。

使用済み核燃料の処分を目的とした再処理施設はトイレの役割を担ったものであるが、

再処理施設も再処理後の高レベル放射性廃棄物の最終処分方策が確立していないという

意味において、原発同様「トイレなき欠陥工場」と言わざるを得ない。原発の廃炉、再

稼働の停滞、再処理の頓挫、高速増殖炉計画の失敗、最終処分地選定の停滞に象徴され

るように、原子力政策・核燃料サイクル政策は破綻している。

この上は、六ヶ所再処理施設を含む核燃サイクル政策の廃止措置、原発再稼働の中止、

原発の新・増設・リプレース（建替）中止の政治的決定を行い、これ以上の高レベル放

射性廃棄物の増大を抑止した上で、保管されている使用済み核燃料をそのまま処分する

こと（直接処分）を前提に今後の処分方針を議論すべきである。
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第３節　地層処分について第３節　地層処分について

第１　地層処分とは第１　地層処分とは

１	「管理」と「処分」１	「管理」と「処分」

原発の稼働により放射性廃棄物が生じることは分かっていたことであり、1960年代か

ら欧米をはじめ、第2節第1で述べたように、日本においても放射性廃棄物をどうするか

が議論・検討されるようになった。そこでは大きく2つの方法が検討されており、コン

クリートの建屋などで何万年も隔離し、建屋などのメンテナンスも含め人間の監視下で

「管理」する方法と、もう一つは、物理的に距離を置き最終的に人間が「管理」する必

要がない状態にして放射性廃棄物を遠ざける「処分」という方法である。国際的な議論

でのコンセンサスは、自国で生じた廃棄物は自国の責任で、しかも放射性廃棄物の放射

能の影響が10万年近く続くことから、将来世代に負担のない方法で「処分」することで

ある。しかし、日本においては地質的条件を考慮しなければならない。

２２	 2つのシナリオ	 2つのシナリオ

日本では、2000年に成立した最終処分法により、「地層処分」という方法が採用される

ことになっている。最終処分法では、「最終処分」を「地下三百メートル以上の政令で定

める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、

流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じ安全かつ確実に埋設す

ることにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう」（2条2項）と定義し

ており、再処理後の特定放射性廃棄物を地層に埋設する処分方法を採用した。

	 	 この地層処分は、埋設された廃棄物が人間やその生活環境に影響を及ぼす可能性とし

て、大きく2つのシナリオがあるという発想に基づく。1つ目のシナリオは、廃棄物と

生活環境との物理的な距離が接近することによって、廃棄物の影響が人間に及ぶことを

想定したもので、これを「接近シナリオ」と呼んでいる。このシナリオにおいては、火

山の噴火による廃棄物の放出や地盤の急激な隆起・侵食に伴う処分場の露出などが想定

されている。もう一つのシナリオは、廃棄物から漏洩した放射性核種が地下水を介して

人間環境へ運ばれることを想定したもので、これを「地下水シナリオ」と呼んでいる。

このシナリオにおいては、核種の溶解などを支配する化学的な反応と地下水の動き、及

びそれらに伴う核種の移行が重要なプロセスとなるとされている 24。

３	 現在の日本の地層処分方法３	 現在の日本の地層処分方法

これを受け、事業主体であるNUMOが提示した処分方法は以下のとおりである（2021年

10月14日「高レベル放射性廃棄物の地層処分～事業の概要と最近の動向について～」）。

すなわち、使用済み核燃料を直接地層に処分せず、燃料棒に残存するウラン235やウ

ラン238、核分裂による副産物であるウラン238から変化したプルトニウム239を回収し

24	 JAEA「高レベル廃棄物を安全に処分する考え方」（https://www.jaea.go.jp/04/tisou/gainen/gainen.html）

（閲覧日：2022年7月21日）
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た後の残存物をガラス固化体にしたものを処分する方式を採っている。ガラス固化体は

非常に強い放射線と高熱を発するため、放射線・熱がある程度下がるまで厚いコンクリ

ートの遮蔽物を施した貯蔵施設で30～50年程度かけて冷却保管する。その後ガラス固化

体はオーバーパックと呼ばれる鉄合金（炭素鋼）に入れられ、さらにオーバーパックは

厚さ70㎝ほどのベントナイトと呼ばれる粘土鉱物から作られた緩衝材で覆われる。オー

バーパックはガラス固化体が地下水と直接接触することを防ぐ機能があり、緩衝材は、

放射性物質を吸着し、水を吸うと膨張して水を通しにくくする機能があるとされる。

このようにオーバーパックに入れられ、さらに緩衝材で覆われたガラス固化体を「人

工バリア」と呼び、さらに「天然バリア」、すなわち「300ｍ」以深の地層に埋めること

が想定されている。これが、現状、日本で採用されている地層処分であり、このことに

よって、上記接近シナリオと地下水シナリオに対応することを目指している。

図表2−8　地層処分の方法

出典：NUMOウェブサイト（https://www.numo.or.jp/kagakutekitokusei_map/pdf/
shittehoshii_a4_2207.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

第２　地層処分以外の処分方法第２　地層処分以外の処分方法

第１で述べたように、国際的なコンセンサスは、自国で発生した放射性廃棄物は自国の

責任で将来世代に負担のない方法での「処分」とされており、いかに長期かつ人間社会か

ら遠くに隔離できるかが基本コンセプトとされている。以下では、地層処分以外に検討さ

れてきた処分方法について概観する。

１　海洋処分１　海洋処分

(1)	海溝処分

	 	 日本海溝やマリアナ海溝などといった海洋の深い部分に、基本的にはガラス固化体

など固体状態の廃棄物を投入し処分する方法である。海溝は人間から隔絶した場所で

あるだけでなく、海洋底プレートと大陸プレートの境界に当たり、海洋プレートが大

陸プレートに沈み込むため投入された廃棄物は最終的にマントルに取り込まれる点に

着目した処分方法である。日本でも初期に検討されていた処分方法である。
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(2)	海洋底下処分

	 	 海洋の底で堆積した「海洋底堆積物」中に処分する方法である。「海洋底堆積物」

とは、プランクトンの死骸や海流によって運ばれた粘土鉱物などの細かい粒子で構成

された未固結の堆積物で、その中では水の動きがほとんどなく、放射性元素が漏れ出

しても拡散しづらく、また、粘土鉱石などが吸着し拡散を抑える機能に着目した処分

方法である。

(3)	検討

	 	 海洋処分の問題点は、海溝や海洋底の存在する領域が公海で単一の国に属するもの

でないこと、海底には石油の他メタンハイドレート、レアアースといった資源が存し

ており、そのような海底を半永久的に立ち入り禁止状態にして処分地とすることは将

来世代の資源開発・利用の機会を奪うことになりかねないとの指摘がある。

	 	 さらに、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条

約）で、放射性廃棄物の海洋処分が禁止されているという問題もある。

２　氷床処分２　氷床処分

南極の数千ｍという厚さをもつアイスシート（氷床）中に処分する方法である。南極

のアイスシートは、数十万年間存在してきたことが確認されており、処分後10万年程度

の期間放射性廃棄物を封じ込めることが期待できること、南極は人の生活圏から隔絶し

ていることなどに着目した処分である。しかし、南極条約で廃棄物の投棄が禁止されて

いること、世界中の放射性廃棄物を処分するとなると膨大な量になり、加えて技術的整

備や実施にあたっての責任問題など困難が存在する。

３　宇宙処分３　宇宙処分

放射性廃棄物をスペースシャトルのようなロケットに搭載し、大気圏外で放出したり、

ロケットでそのまま宇宙空間に放出する処分方法である。この方法は、現実にはあまり

詳細に議論されていないが、コストが膨大であるだけでなく、現代の技術水準では確実

かつ安全に放射性廃棄物を宇宙に打ち上げるレベルには到底ないことが問題としてあげ

られる（もし打ち上げに失敗したら放射性廃棄物による汚染が広範囲に及ぶ）。

４　消滅処理（核種変換）４　消滅処理（核種変換）

廃棄物として処分される放射性元素に直接中性子を照射し、長半減期の元素を全て短

半減期の同位体に核種変換（消滅処理）する方法である。この方法は現在も研究開発を

含め実験段階ではあるものの検討が進められている。少しでも長半減期を有する放射性

元素の量を減らすことができれば、廃棄物の総量自体を減らすことに貢献できるとされ

ているが、実際に変換される割合が限られる（歩留まり）ことや、変換された部分とさ

れなかった部分を分離する必要があること、結局は変換されなかった部分は処分をしな

ければならないという問題があり、現時点では実験段階にとどまっていて、実用化の目

処は立っていない。
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５　ディープ・ボアホール（超深穴）処分５　ディープ・ボアホール（超深穴）処分

深さ3～5kmに達する深さまでボーリングで掘った穴（ボアホール）に、放射性廃棄物

を処分するというものである（地層処分に分類される）。掘削技術の進展により穴を掘る

こと自体は可能であるとされている。この方法の利点としては、深部の岩における塩水

の広範な分布により、塩水が上昇して上層の帯水層にある軽い真水と混ざることはあり

そうにないこと、適切な地層をもつ場所が様々な地点に存在する可能性があること、深

部処分が核拡散抵抗性を有することなどが挙げられている。

懸念事項としては、深部の塩水の腐食性、ボアホールへの放射性廃棄物挿入時の労働

者被ばく、処分対象の廃棄物を入れた容器がボアホールの途中で引っかかった場合の問

題等がある。

スウェーデンや英国、米国などでは具体的な検討もされているが、コストや技術開発

の必要性などから、現時点では地層処分と競争できる方法ではなく、さらに研究・分析

が必要とされている。

第３　地層処分を支持する見解・科学技術的根拠第３　地層処分を支持する見解・科学技術的根拠

１　はじめに１　はじめに

地層処分の根拠となる科学技術的根拠は、第２で述べた他の処分方法にそれぞれ問題

があり、現実的ではないと考えられることだけではなく、以下に述べる「ナチュラルア

ナログ」の存在が挙げられる 25。

地層処分とは、第１で説明したように、岩盤の「天然バリア」と、ガラス固化体・金

属性のオーバーパック、ベントナイトの緩衝材の「人工バリア」をもって、放射性廃棄

物から人に危険が及ばないようにすることを目指すものであるが、「天然バリア」と「人

工バリア」については、いずれも「ナチュラルアナログ」があるとされている。この「ナ

チュラルアナログ」とは、廃棄物埋設後の放射性核種の挙動や人工バリアの腐食・変質

など、地層処分システムにおいて想定される現象と類似した、自然界で過去に起こった

長期的変化に関する現象をいい 26、地層処分のように数万年の保管という、実験が不可能

な方法について検討するために参考になるとされている。

25	 吉田英一「地層処分―脱原発後に残される課題―」（近未来社、2012年）34頁

26	 JAEA「地層処分技術に関する研究開発〜資料室〜用語集」

	 	（https://www.jaea.go.jp/04/tisou/yogo/yougo_na.html）
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地層処分システムとは？

ガガララスス固固化化体体オオーーババーーパパッックク緩緩衝衝材材
岩岩盤盤

地下深部の環境

・人間活動や自然現象の影響を受けにくい
・酸素がほとんどなく，鉄の腐食などが起こ
りにくい

・地下水の動きが極めて遅い

粘粘土土をを主主成成分分

地地下下水水やや放放射射性性
物物質質のの移移動動をを遅遅
くくすするる

金金属属（（炭炭素素鋼鋼））製製

ガガララスス固固化化体体とと
地地下下水水のの接接触触をを
遮遮断断すするる

ガガララスス

放放射射性性物物質質をを
閉閉じじ込込めめ，，溶溶けけ
出出ししににくくくくすするる

地地
下下
３３
００
００
メメ
ーー
トト
ルル
以以
深深

天然バリア 人工バリア

天然の岩盤と人工物を組み合わせた多重バリアシステム

火火山山活活動動やや地地殻殻変変動動
ななどどのの影影響響のの少少なないい
安安定定なな地地質質環環境境

3

図表2−9　人工バリアと天然バリア

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.jaea.
go.jp/04/horonobe/research/pdf/gaiyou.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

２　天然バリアについてのナチュラルアナログ２　天然バリアについてのナチュラルアナログ

地層処分のナチュラルアナログとしてあげられるのが、「オクロ天然原子炉」である。

アフリカのガボン共和国に「オクロ鉱床」というウラン鉱床が存在するが、そこで約20

億年前に自然の臨界反応が起きていたことが確認されている。すなわち、20億年前当時、

地下400ｍ又はそれよりも深い地下環境で、約5tのウラン235が消費され、摂氏数百度

の状態が断続的に数十万年は続いたとされている。つまり、その後、20億年間、プルト

ニウムなどの核分裂生成物（すなわち放射性廃棄物に含まれるものと同じもの）が、地

下環境に保持されていたことになる 27。

また、ウラン鉱床を用いたナチュラルアナログ研究もあり、日本国内でも岐阜県の月

吉ウラン鉱床においては、ウランの多くが堆積岩中の黒雲母や粘土鉱物に吸着され、分

析データから最低でも数十万年間、ほとんど動いていないことが示されている。そして、

ウラン鉱床の中では地質断層が確認されているが、粘土状の充填剤が、断層を隔てた地

層中の地下水の移動を妨げていることが明らかになっており、これは人工バリア材とし

て採用されているベントナイトにも近い働きだとされている。このような断層が地下水

27	 前掲注25・32〜33頁
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の動きを妨げている例はベトナムの油田でも報告されている 28。

３　人工バリアについてのナチュラルアナログ３　人工バリアについてのナチュラルアナログ

人工バリアは、考古学的資料から見つかっている。

ガラス固化体については、200年前のチェコスロバキアで使われていた、ガラスにウラ

ンを混ぜて着色するという技術があった。このウランガラスの中のウランの量は、多い

もので5重量％であり、地層処分の際のガラス固化体には約3重量％の放射性元素が含ま

れ、ウランガラスより若干少ないが、放射線量は後者の方が高く、放射性物質をガラス

に閉じ込めて200年経過したらどうなるかというナチュラルアナログになるとされてい

る。そして、その分析結果からは、約200年間の内部からの被ばくを受けたにもかかわ

らず、透明度等が落ちるなどの物理的損傷がほとんどないことが報告されている。

次に、地層処分では、ガラス固化体を鉄製のオーバーバックで覆うが、これにより周

囲への放射線や熱の放出を軽減させ、地下環境で酸化することで、還元状態を維持する

働きが期待されている。このナチュラルアナログとしては、スコットランドの粘土質で

発見された埋められたローマ時代の鉄くぎの保存状態があげられる。これらは埋められ

てから約2000年経過しているが、中心部分は腐食しておらず、酸素と触れることのない

環境では維持されることを示している 29。

４　ナチュラルアナログの限界４　ナチュラルアナログの限界

以上のように、放射性廃棄物の地層処分についてはナチュラルアナログという根拠が

あるとされているが、初期条件や地上及び地下環境等はほとんど不明であり、ナチュラ

ルアナログとして発見されたものは単なる一事例でしかなく、およそ地層処分を安定・

安全に行えるという根拠にならないであろう。

例えば、オクロの天然原子炉にしても、20億年という期間、プルトニウムなどの放射

性物質が岩石中に保持されていたことは分かるものの、臨界反応で生じた全てのプルト

ニウムが保持されていたものであるかは不明である。特に、オクロの天然原子炉は、地

下水の状況などの初期条件が不明であり、放射性廃棄物の地層処分の場所を決定するた

めにそのまま使えるわけではない。ウランガラスにしても、ガラス固化体のガラスの成

分とは同一ではないし、中に封じ込めた放射性物質の種類や量も異なる。鉄くぎのナチ

ュラルアナログにしても、実際の地層処分と条件は同一ではない。さらに、地層処分に

あっては、数万年（原料のウラン鉱石と同程度の放射能レベルになるまで約10万年を要

する。）という期間に及ぶのであって、ナチュラルアナログがそのまま地層処分の安全性

の担保となるものではない。

５　10万年という期間のイメージ５　10万年という期間のイメージ

地層処分問題を考えるに際しては、10万年という期間がどのような期間であるのかに

ついて具体的なイメージを持つことが重要である。そこで、今から10万年という期間に

28	 前掲注25・36〜38頁

29	 同上40〜42頁
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どのようなことがあったのか、地球そして人類の歴史から振り返って概観する 30。

(1)	10万年前の出来事

	 	 およそ700万年前にアフリカで誕生した人類は、約20万年前に現在の人間の祖先で

あるホモ・サピエンスが出現したとされている。そのホモ・サピエンスが、アフリカ

大陸からヨーロッパやアジアに進出した時期が10万年前とされている。

(2)	8万1000年前の出来事

	 	 地球温暖化に伴う急激な海面上昇が起きていた。

(3)	7万年前の出来事

	 	 インドネシアスマトラ島にあるトバ火山が人類誕生以来最大の超巨大噴火を起こし、

火山灰と火山ガスが地球を覆い急激な気温の低下をもたらした（「火山の冬」）。これ

により当時数百万と推定される人口が1万人くらいまで激減したと考えられており、

人類は滅亡の危機にあった。

(4)	3〜4万年前の出来事

	 	 10万年前にアフリカを出発した人類が、アフリカ東部から直線距離にして約1万km

を数万年の歳月をかけ日本列島に到達した。また、約3〜4万年前には、ネアンデル

タール人やデニソワ人が姿を消し、地球上の人類はホモ・サピエンスのみになった。

(5)	2万年〜1万年前の出来事

	 	 最後の氷期が終わり、今に続く温暖期となる。なお、この時に、北半球では、マン

モス、マストドン、ケサイ、オオツノジカ（Megaloceros	 giganteus）、ホラアナライ

オン、ホラアナグマ、ダイアウルフ、スミロドン、オオナマケモノ（日本はナウマン

ゾウやヤベオオツノジカSinomegaceros	 yabei）等の大型ほ乳類（いわゆる「メガフ

ァウナ」）が一気に絶滅し、生物相が激変している。

(6)	5000年前

	 	 エジプト、メソポタミア、インダス、黄河の世界四大文明が勃興したのが約5000

年前である。日本では、縄文時代に相当し、石器に加え土器が発明され竪穴式住居に

定住するようになった。

(7)	2000年前

	 	 ヨーロッパではローマ帝国が成立・繁栄し、中国では前漢から新、さらに後漢が成

立したころである。日本では弥生時代中頃のことである。この頃にキリストが誕生し

たとされるが、10万年はそれ以降の歴史が50回繰り返される期間である。

(8)	1000年前

	 	 ヨーロッパではローマ帝国は既に西ローマ帝国、東ローマ帝国に分裂し、分裂後の

西ローマ帝国もさらに分裂した状態であった。中東ではイスラム帝国が勃興した。中

国は北宋と呼ばれる時代であり、日本は平安時代である。ちょうどこのころ「源氏物

語」が書かれた。

(9)	250年前

	 	 アメリカは1775年独立を宣言し、フランスでは1789年革命が起きるなど、市民社

会が成長を遂げ、それに先立ちイギリスで蒸気機関が発明されるなど産業革命の先鞭

30	 古儀君男『核のゴミ―「地層処分」は10万年の安全を保証できるか？！』72頁以下。
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を着け現代文明の礎が築かれた。現代文明が約250年前からとすれば、10万年はそれ

が400回繰り返される期間である。

(10)	100年前〜80年前

	 	 1914年第一次世界大戦が、それに引き続いて1939年第二次世界大戦が勃発した。

1945年に広島・長崎に人類史上初めて原子爆弾が投下された。第二次世界大戦ではア

メリカ、ソ連、イギリス、中国等の連合国が勝利した後、いわゆるアメリカや西欧を

はじめとする西側陣営と、ソ連や中国等の社会主義諸国からなる東側陣営に世界が分

かれ、冷戦時代が1980年代後半まで続いた。他方で、ヨーロッパや日本などが支配

し植民地としていた地域の多くが独立した。

(11)	70年前〜現在

	 	 1951年アメリカが実験用原子炉の開発に成功すると、1954年にソ連が世界最初の

原子力発電所の運転を始めた。1960年代から1970年代にかけてアメリカとソ連が有

人宇宙飛行を競っていたが、ようやく太陽系外の探索に乗り出したのが1977年から

のボイジャー計画であり、太陽系の他に惑星系があることがわかってきたのは1980

年代であり、銀河系の中心部のブラックホールの撮影に成功したのは2022年である。

ある意味、地球はまだ高度文明の初期段階にあるといえる。

	 	 2011年3月11日に東日本大震災が発生し、福島第一原発事故が引き起こされたのは

まだ10年ほど前であることを改めて肝に銘じる必要があろう。

第４　諸外国の現状第４　諸外国の現状 3131

１　フィンランド１　フィンランド

フィンランドでは、首都ヘルシンキの北西約200㎞にあるエウラヨキ自治体のオルキ

ルオト島にあるオルキルオト原発の近くに最終処分場が選定されている（オンカロ処分

場。「オンカロ」は、フィンランド語で「空洞」、「深い穴」の意。）。フィンランドは国土

のほぼ全体がバルト楯状地と呼ばれる先カンブリア時代の非常に古い花崗岩や片麻岩な

どの結晶質岩からできており地盤が安定しており、オルキルオトの深度約400ｍ周辺の

岩盤は約18〜19億年前の結晶質岩である。オンカロは、そのような岩盤の地下約400～

450ｍに予定されている。

処分実施主体は、原子力発電会社2社の共同出資会社であるポシヴァ社であり、オン

カロも、同社が2004年から地下研究施設として建設を開始したものである。フィンラン

ドでは、使用済み核燃料が各原子力発電所で中間貯蔵されており、原子炉建屋内のプー

ルで数年間冷却された後、所内に別途設けられた中間貯蔵施設に移される。

オンカロに処分が予定されている廃棄物は、原子力発電会社2社他が排出する使用済

み核燃料6500tで、再処理せずに埋設される。処分費用は、33.2億ユーロ（3,980億円、

2009年算定額）である。使用済み核燃料は、再処理せずに高レベル放射性廃棄物として

銅製容器と鋳鉄製容器の二重構造キャニスタに入れられて、そのまま直接処分する予定

31	 古儀君男『核のゴミ―「地層処分」は10万年の安全を保証できるか？！』31頁以下、経済産業省資源エネルギー

庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について2020年版」

2022人権擁護第1部会.indd   992022人権擁護第1部会.indd   99 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



100

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

である。外側の銅製の容器は耐腐食の役割があるがキャニスタの寿命は10万年以上とさ

れている。1994年原子力法改正時にフィンランドで発生する放射性廃棄物は自国内で処

理しなければならないことが明記された。

オンカロは、2016年12月処分場の建設が開始し、2020年代に処分開始予定である。

フィンランドでは、1983年から、高レベル放射性廃棄物最終処分場選定調査を実施し

て候補地を絞る傍ら、1987年の原子力法全面改正により、最終処分場を含む原子力施設

の導入計画について、建設許可申請よりも早い時期から、国民、施設設置予定の地元や

隣接の自治体、規制機関などが意見表明する機会が設けられた。これによりポシヴァ社

と住民との間で十分な合意形成を図り、信頼関係を深めることができた。結果として、

処分場予定地が、設置許可申請の前に決まる運びとなった。また、地元自治体の受入れ

意思が存在しなければ、政府は処分場設置の計画を承認できないこととなっている。

さらに先に述べたように、フィンランドは地盤が極めて安定しており、しかも火山が

なく地震も小さいもの以外はほとんど起きないので自然災害の心配が小さいことを特徴

として挙げることができる。

２　スウェーデン２　スウェーデン

スウェーデンは、2009年最終処分地を首都ストックホルムの北約120㎞にあるエスト

ハンマル自治体フォルスマルク原発隣接地に決定した。フォルスマルクもオンカロ同様

バルト楯状地にあり地盤が安定しており、古い結晶質岩からなっている。そのような岩

盤の地下約500ｍに予定されている。

処分実施主体は、電力会社4社の共同出資会社であるスウェーデン核燃料・廃棄物管

理会社（SKB）である。原子力発電所で発生した使用済み核燃料を取り出し後約1年冷却

した後、国内1か所に集めて集中貯蔵し、再処理せず、外側が銅製、内側が鋳鉄製のキ

ャニスタに封入して地層処分する。

廃棄物発生者は電力会社4社で、使用済み核燃料1万2000tが予定されている。処分費

用は、521.1億スウェーデンクローネ（5730億円、2019年算定額）である。スウェーデ

ンでは、1980年の国民投票の結果を受け、原子力発電から段階的に撤退する政策がとら

れ、バーセベック発電所の2基の沸騰水型原子炉が1999年11月末、2005年5月末にそれ

ぞれ運転を停止し、2011年3月の福島第一原発事故後、炉心冷却能力強化等の規制強化

を受けたコスト増、電力需要低迷により、2015年秋に電力会社2社が計4基の原子炉を

2020年までに運転終了することを発表した（改修中のオスカーシャム2号機が2015年10

月復帰することなく閉鎖、同1号機が2017年6月閉鎖、リングハルス2号機が2019年末

に閉鎖、同1号機も2020年末閉鎖。）。

電力会社4社の共同出資会社であるSKBは、地下研究施設として、1990年にエスボ岩盤

研究所の建設を開始し、同研究所は1995年から供用を開始した。そして、フォルマルク

処分場について2011年3月立地・建設許可申請を行い、2031年頃から処分開始予定であ

る。SKBは、サイト選定当初から、自治体の了承が得られない限り、調査を実施しない

方針をとっており、環境影響評価の協議には住民や自治体を含む関係者が幅広く参加し、

協議を踏まえて決定されている。また、同社は処分事業への理解を得るための活動とし

て、一方的な情報提供活動ではなく、住民が情報を入手し、意見表明できる様々な場を
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設けてきた。このような民主的合意形成により、順調に計画が進んだ経緯がある。特に

地元のエストハンマル市では、住民の約8割が処分場建設に賛成し、反対派は1割に過ぎ

なかったという。

３　フランス３　フランス

フランスでは、候補サイトとして、シャンパーニュ地方にあるビュール地下研究所の

近傍が挙げられている。ビュール地下研究所は、地層処分事業を担う放射性廃棄物管理

機関（ANDRA）の施設であり、2000年から建設が開始されている。ただし、処分場は、研

究所の近傍に立地されるが、研究所自体が処分場に転用されることはないとされている。

地下研究所では、地下500ｍまで坑道を掘り、地下水を通しにくい1億5000万年前の粘

土層を対象に研究が行われている。フランス北部は、火山や地震もなく地盤は比較的安

定している。

廃棄物発生者は、フランス電力株式会社（EDF）、原子力・代替エネルギー庁（CEA）、

ORANO社（旧AREVA社）で、対象廃棄物処分量は、高レベル・ガラス固化体1万2000㎥、

TRU廃棄物 32等7万2000㎥が予定されており、処分費用は250億ユーロ（5730億円、2019

年算定額）となっている。フランスでは使用済み核燃料を再処理しており、2006年に制

定された放射性廃棄物等管理計画法により、再処理等に伴って発生する高レベル放射性

廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物は「可逆性ある地層処分」を行う方針を定めて

いる。建設・操業途中の処分場建設の変更、一度埋めた廃棄物が回収可能となるように

柔軟性を持たせ、将来世代に選択肢を残している。回収可能期間は、全ての作業が終わ

って処分場が閉鎖されるまでの間、少なくとも100年以上とされている。

ANDRAは、2020年末に処分場設置許可申請を行い、2035年頃の操業を目指すとしてい

る。しかし、十分な合意を得ないまま地元の自治体に巨額の助成金を交付し、見切り発

車的に進められる事業に対して近隣の自治体を含めた住民や国民の間で根強い反対運動

があるという。

４　ドイツ４　ドイツ

ドイツでは、処分サイトは未定のままである。ドイツは1960年代から中～低レベル放

射性廃棄物の試験的地層処分が行われるなど、地層処分の分野では先進的な国であった

が、アッセⅡ処分場での重大事故 33が発生し、政府は同処分場の閉鎖と廃棄物の回収を

決定した。また、同様に岩塩層への高レベル放射性廃棄物最終処分地の有力候補であっ

たゴアレーベン地下施設も、1986年から続けられた調査活動をいったん終了することと

なった。1998年に成立した連立政権下で脱原子力政策が進められており、2011年3月の

福島第一原発事故を受け17基の原子炉のうち8基（1980年以前に運転開始した炉）を停

止、予定していた原子炉の運転期間の延長を凍結した。そして、2011年6月、連邦政府

32	 原子番号がウランの92番よりあとの元素を構成する核種（超ウラン元素）を含む放射性廃棄物。いわゆる

低レベル放射性廃棄物に分類される。

33	 もと岩塩鉱山であったアッセⅡ処分場で、1967年から78年の間キャスクに詰められた中～低レベル放射性

廃棄物12万6000本が運び込まれたが、2008年岩塩層に亀裂が入り大量の地下水が流入しキャスクが水浸しに

なったという事故。岩塩は熱を逃がしやすく地下水を通しにくい地層処分に適した岩石とされていた。
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は停止させた原子炉8基を即時閉鎖し、残る9基も2022年までに閉鎖するとした。

ドイツでの処分実施主体は連邦放射性廃棄物機関（BGE）で、現在2013年に制定され

た「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」（サイト選定法）のも

と、公衆参加型の手続で2017年9月にサイト選定が開始され、2031年に処分場サイトを

決定し、2050年代以降に処分を開始する予定である。この選定手続では、地上探査地域、

地下探査の対象サイト、最終サイトなど重要な決定は、連邦議会により連邦法を制定し

て確定される。全種類の放射性廃棄物を地層処分する方針に変わりはなく、使用済み核

燃料は、処分のためのコンディショニングとして複合構造を有する「Polluxキャスク」

に収納した後に処分場に定置する方法が検討されている。

廃棄物発生者は、電力会社5社及びその子会社で、処分廃棄物量は高レベル・ガラス

固化体と使用済み核燃料、固形物収納体（CSD-C）等合計2万7000㎥（2022年までに全て

の原子炉閉鎖する場合）とされており、処分費用は約77億ユーロ（約9240億円、2015年

算定額）とされている。

５　アメリカ５　アメリカ

アメリカでは、1987年に、法律によりラスベガスの北西約160㎞の砂漠地帯にあるネ

バダ州ユッカマウンテンが高レベル放射性廃棄物の唯一の処分候補地としてサイト調査

が行われ、2002年処分予定サイトとして指定された。ユッカマウンテン周辺の岩盤は、

約1100～1400万年前の火山灰が堆積した凝灰岩層からなっており、地下200～500ｍの

深さに総面積5㎢、坑道の総延長64㎞の施設を建設することになっている。年間の降水

量が少なく蒸発量の多い砂漠地帯にあって、地下水面が地表から500～800ｍと深いとこ

ろにある。

上記のように、エネルギー省（DOE）が主体となって1987年以降調査・建設が進めら

れてきたが、地質調査結果の偽造が発覚したり、先住民やネバダ州の強い反対により、

2009年オバマ政権は計画中止を発表した。ところが、2018年トランプ政権は、それを覆

しユッカマウンテン計画を継続する方針を示した。現在、アメリカの高レベル放射性廃

棄物の処分の最終的な計画はまだ定まっていない状況であり、世界最大の原子力大国ア

メリカでは、時の政権により決定が二転三転している。

廃棄物発生者は、商業用電力会社及び国防用等DOEで、対象廃棄物処分量は使用済み

核燃料（商業用が主）、高レベルガラス固化体（国防用が主）合計7万t、処分費用は962

億ドル（10兆4000億円、2007年算定）とされている。これらの高レベル放射性廃棄物は、

外側がアロイ22と呼ばれるニッケル基合金、内側がステンレス鋼の二重構造の廃棄物パ

ッケージに封入して処分される。

ユッカマウンテン処分場周辺には、南北に延びる断層が数多く見られること、火山活

動を引き起こしたマグマが見られることから安全性に懸念が存するとされている。

６	 小括６	 小括

以上では主な国の放射性廃棄物の最終処分状況について概観してきた。フィンランド

やスウェーデンのように、地層処分に適した安定した地盤を有するとともに、住民の賛

成を背景に既に最終処分サイトを決定済の国がある反面、地層処分が決まっている国に
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よって、①調査段階前の国（ベルギー、韓国、スペイン）、②文献調査段階の国（日本、

ドイツ）、③概要調査（ボーリング調査）段階の国（イギリス、スイス、カナダ）、④

精密調査（地下施設での調査）段階の国（ロシア、中国、フランス）というように、そ

の進捗状況はまちまちである。

第５　日本列島の地質的条件第５　日本列島の地質的条件

１　全般的な特性１　全般的な特性

日本は変動帯に位置しており、安定大陸にある欧米諸国に比べて、地震・断層活動、

火山・火成活動、隆起・沈降・侵食が地球上で最も活発な地域の一つである。

２　プレート・テクトニクス２　プレート・テクトニクス

日本列島は、大陸から続くプレート（ユーラシアプレートと北米プレート）の縁辺

部にある弧状列島で、太平洋側の海溝から太平洋プレートとフィリピン海プレート

（海洋プレート）が、日本列島の下に沈み込んでいる。日本列島における地震・断層

活動、火山・火成活動、隆起・沈降などの天然現象は、これら4つのプレートの配置

と運動様式に密接に関連している 34。

図表2−10

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://
jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JNC-TN1400-99-020.pdf）（閲覧日：2022年7
月1日）

海洋プレートは、海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に、深海堆積物や海山を載せてい

るが、これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに、海溝にたまった土砂とともに

34	 核燃料サイクル開発機構（現 JAEA）「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性—地

層処分研究開発第2次取りまとめ—総論レポート」III-10頁
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大陸側に押しつけられ、はぎ取られる。これを「付加作用」といい、はぎ取られた地質

体を「付加体」いう。付加体のうち、海洋プレートの沈み込みに伴って地下深くもぐり

込んだ部分は高い圧力を受け、変成岩となる。また、海洋プレートの沈み込みはマグマ

を発生させ、火山活動及び深成岩の貫入を伴う。

図表2−11

出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センターウェブサイ
ト（https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/accretionary_
prism.html）（閲覧日：2022年7月1日）

このプレートの沈み込みにより、日本列島は以下のような地質の特徴を備えている。

・	過去から現在まで、幾つもの時代の「付加体」が集積し、その一部が再配置され

たつくりになっている。

・	日本列島の基盤は一般に大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造となっている。

・	地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されている。

特に堆積岩・変成岩では、ある程度まとまった時代に形成された岩石が帯状に連続し

て分布する特徴がある。それぞれの境界は断層で接することが多く、その一部は「構造

線」と呼ばれている。これらを慣習的に「○○帯」及び「○○構造線」（通常○○は地

名）と呼んでいる 35。

35	 国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）地質調査総合センター「日本列島の地質と構造」（https://

www.gsj.jp/geology/geology-japan/geology-japan/index.html（閲覧日：2022年7月3日）
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図表2−12

出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センターウェブサイ
ト（https://www.gsj.jp/geology/geology-japan/geology-japan/index.
html）（閲覧日：2022年7月1日）

東北日本は新第三紀（170万年前〜2400年前）以降の火山岩や堆積岩に広く覆われて

いるため、基盤岩類の詳しい分布と構造はよく分かっていない。しかし、西南日本は北

西から南東に向かって、新しい時代の地層が順に分布しているのが分かっている。東北

日本が新第三紀以降の新しい地層に覆われているのは、日本海の形成と深く関係してい

る。日本海は新第三紀まで存在せず、日本は大陸と一続きだった。日本海の形成時期と

その形成メカニズムはまだ仮説の段階である 36。

３　地震・活断層３　地震・活断層

日本の地震には、「海溝型地震」と「内陸型地震」の二種類とされている。「海溝型地

震」は、海洋プレートが、大陸側のプレートの下に1年間に数cmから10cm程度のゆっく

りとした速度で沈み込んでいくところ、引きずりこまれた陸のプレートの先端部にひず

みがたまり、100年～200年ぐらい経つとこのひずみの蓄積に限界がきて壊れてずれ動き、

陸のプレートの先端部が跳ね返った衝撃で起きるとされている（2011年東北地方太平洋

沖地震がこの例で、巨大地震につながるケースがある。）。他方で、プレート内部で発生

するのが「プレート内地震」であり、特に日本列島においては、上記のプレートの移動

36	 前掲注35。
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により圧縮されひずみが蓄積し続けており、このひずみが限界まで達すると、日本列島

をのせている陸のプレートの中で強度が弱い場所（＝断層）が壊れてずれ動く。これを

「内陸型地震」と呼んでいる 37。

図表2−13

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/
explanation.html）（閲覧日：2022年7月1日）

日本とその周辺の震央分布は以下の図の様になっているが、海溝やトラフで沈み込ん

だ海洋プレートに沿って地震が起きている様子がはっきり現れており、海洋プレートの

沈み込みに従って、大陸に近づくほど震源が深くなっている 38。

37	 国土地理院「活断層とは何か？」

	 	（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/explanation.html）（閲覧日：2022年７月3日）

38	 地震本部「地震の発生メカニズムを探る〜２　日本で起こる地震」

	 	（https://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/eq_mech/eq_mecha2.pdf）（閲覧日：2022年7月3日）
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図表2−14

出典：地震調査研究推進本部ウェブサイト（https://www.jishin.go.jp/main/
pamphlet/eq_mech/eq_mecha2.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

４　火山帯４　火山帯

日本列島には、現在、約350の第四紀火山が存在し（第四紀は現代から170万年前の最

も新しい地質年代である。）、これらの火山は、千島列島から北海道、東北地方、伊豆諸

島を経てマリアナ諸島に至る東日本火山帯と、山陰地方から九州を経て南西諸島に至る

西日本火山帯に区分され、それぞれ、太平洋プレートとフィリピン海プレートの沈み込

みに対応している。

陸のプレートの下に沈み込んだ海のプレートからの水の働きによって上部マントルの

一部が融けて上昇していき、マグマが形成される。このような過程で一旦マグマだまり

に蓄えられるなど様々な作用を受けて地表に噴出し、これが海溝沿いの火山となる。し

たがって、海溝にほぼ平行に火山が分布することとなり、この火山分布の海溝側の境界

を画する線を「火山フロント」という 39。

39	 気象庁「火山噴火の仕組み」（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html）（閲覧日：2022

年7月3日）
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図表2−15

出典：国立研究開発法人防災科学技術研究所自然災害情報室（https://dil.
bosai.go.jp/workshop/03kouza_yosoku/02yuuin_fig02_12.html）（閲覧日：
2022年7月1日）

有珠山、富士山、桜島など、日本のほとんど全ての活火山は、火山フロントから大陸

側の数十kmの幅の範囲内に集中している 40。

５　隆起・沈降５　隆起・沈降

日本列島では、隆起速度の速い地域と、そうでない地域がある。日本列島で最も隆起

速度が早い地域は中央山脈であるが、その速度は年数ミリ（1万年で数十ｍ）以上とい

う早さであり、この速さによって、世界で最も若い（約100万年前に形成された）花崗

岩が地表に露出している。隆起速度の速い地域は、数万年以上にわたって放射性廃棄物

を地下にとどめることができる保証がないため、処分場には向かないとされている 41。

一方で、日本には、隆起量の低い地域や逆に沈降している地域も存在している 42。

40	 地震調査研究推進本部「火山フロント」（https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_volcanic_front/）

（閲覧日：2022年7月3日）

41	 吉田英一「地層処分―脱原発後に残される課題―」129頁（近未来社、第1版、2012年11月15日）

42	 同上130頁
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第６　日本には地層処分の適地があるか（科学的特性マップについて）第６　日本には地層処分の適地があるか（科学的特性マップについて）

１　条件１　条件

「第５」で説明したように、日本列島は、安定大陸にある欧米諸国に比べて、地震・

断層活動、火山・火成活動、隆起・沈降・侵食が活発であり、放射性廃棄物の長期保管

という観点からは、活発域は避けなければならない。しかし、問題は、このような地質

活動について、精度の高い長期的な予測を行うことができるか否かである。

２　幌延、瑞浪の施設の現状２　幌延、瑞浪の施設の現状 4343

(1)	全般

①　地層処分技術に関する研究開発拠点

	 	 日本で地層処分技術に関する研究開発拠点は幌延（北海道天塩郡幌延町、幌延深

地層研究センター）、瑞浪（岐阜県瑞浪市、東濃地科学センター　旧瑞浪超深地層

研究所）と東海村（茨城県那珂郡東海村）の3か所にあり、うち幌延と瑞浪が深地

層の研究施設である。瑞浪の施設での研究は2022年1月に終了し、坑道は全て埋め

戻されている。なお、JAEAはあくまでも研究開発機関であって、放射性廃棄物の処

分を担うものではない。幌延では、堆積岩における地層処分を行うための必要な技

術の研究開発を行っているが、瑞浪では結晶質岩（花崗岩）での地層処分を行うた

めの研究開発が行われていた。

②　日本における地層処分計画の進展

	 	 日本における地層処分計画は1976年から始まっているが、転換点は1999年11月

の地層処分研究開発の第2次取りまとめ「地層処分の技術的信頼性」であり、2000

年6月には特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が成立し、NUMOも2000年10

月に設立された。瑞浪の研究施設が着工されたのは2002年、幌延の研究施設の着

工は2003年である。

43	 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・核燃料・バックエンド研究開発部門・幌延深地層研究センター

「幌延深地層研究計画の概要」（https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/research/pdf/gaiyou.pdf）（閲覧日：

2022年7月3日）
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地層処分研究開発
第１次取りまとめ(1992年)
「地層処分の技術的可能性」

2040

2020
2010

2202000000

2030

1990

地層処分研究開始
（1976年）

地地層層処処分分研研究究開開発発
第第２２次次取取りりままととめめ((11999999年年1111月)
「「地地層層処処分分のの技技術術的的信信頼頼性性」

旧旧瑞瑞浪浪超超深深地地層層研研究究所所着着工工((22000022年年))

「「特特定定放放射射性性廃廃棄棄物物のの
最最終終処処分分にに関関すするる法法律律」」

((22000000年年66月月))

原原子子力力発発電電環環境境整整備備機機構構（（NUMO））
のの設設立立((22000000年年1100月月))

原子力力安安全全委委員員会会報報告告書書
「安全規規制制のの基基本本的的考考ええ方方」」

((22000000年年1111月月))

幌幌延延深深地地層層研研究究所所着着工工((22000033年年))

国国にによよるる評評価価((22000000年年1100月月））

「「特特定定放放射射性性廃廃棄棄物物のの
最最終終処処分分にに関関すするる法法律律」」
「「原原子子炉炉等等規規制制法法」」のの改改正正

((22000077年年66月月))

わが国の地層処分計画の進展

)))))

原
「安

1980

知知識識ママネネジジメメンントトシシスステテムム公公開開((22001100年年))

科科学学的的特特性性ママッッププ公公表表
((22001177年年77月月))

北北海海道道寿寿都都町町、、神神恵恵内内村村
文文献献調調査査開開始始
((22002200年年1111月月))

4

図表2−16

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.jaea.
go.jp/04/horonobe/research/pdf/gaiyou.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

(2)	幌延（幌延深地層研究センター）

①　幌延の地下施設の建設状況

	 	 幌延では幌延深地層研究センターにおいて、現在地下350ｍまで掘り進めており、

当該深度に掘削長757.1ｍの調査坑道が建設されていて、放射性廃棄物の地下処分

の実証実験が行われている。坑道は一般訪問者も入ることができる。幌延では将来

的には地下500ｍまで掘削する予定である。

	 	 なお、実際の地下処分場は、面積にして6～10㎢程度、総延長200～300㎞程度

の地下施設を想定しており、幌延の施設の数百倍の規模である 44。

44	 資源エネルギー庁「説明資料」https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/

rw/docs/library/pmphlt/jichitaisetsumei2017/2setsumei.pdf　9頁（閲覧日：2022年7月3日）
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地下施設の建設状況

立坑掘削状況

東立坑 ： 掘削深度 380.0m
換気立坑 ： 掘削深度 380.0m
西立坑 ： 掘削深度 365.0m

調査坑道掘削状況

深度140m調査坑道 ： 掘削長 186.1 m
深度250m調査坑道 ： 掘削長 190.6 m
深度350m調査坑道 ： 掘削長 757.1 m 

西立坑
（平成26年3月26日撮影）

深度350m調査坑道
試験坑道４

人工バリア性能確認試験実施箇所

（平成28年5月11日撮影）

深度350m調査坑道
東周回坑道

（平成28年6月28日撮影）

東立坑
（平成28年6月8日撮影）

11

図表2−17

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.jaea.
go.jp/04/horonobe/research/pdf/gaiyou.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

　図表2−18（幌延の地下施設の様子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：委員撮影
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②　三者協定

	 	 2000年11月に核燃料サイクル開発機構（現JAEA）、北海道、幌延町間にて「幌延

町における深地層の研究に関する協定」（三者協定）が締結され、幌延の研究施設

が将来、放射性廃棄物の最終処分場や中間貯蔵施設にはならない点が確認されてい

る。なお、幌延では放射性廃棄物を取り扱っておらず、キャニスター、オーバーパ

ックとそれを囲む粘土（ベントナイト）の緩衝材は実際の処分場に使うものと同じ

であるが、ガラス固化体は放射性物質を封じ込めたものではない。

幌延町における深地層の研究に関する協定書（抜粋）

 第２条： 丙は、研究実施区域に、研究期間中はもとより研究終了後においても、

放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはしない。

 第３条： 丙は、深地層の研究所を放射性廃棄物の最終処分を行う実施主体へ譲

渡し、又は貸与しない。

 第４条： 丙は、深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を

埋め戻すものとする。

 第５条： 丙は、当該研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の最終処分場とせず、

幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を将来とも設置しない。

 第６条： 丙は、積極的に情報公開に努めるものとする。

 第７条： 丙は、計画の内容を変更する場合には、事前に甲及び乙と協議するもの

とする。

※丙：日本原子力研究開発機構（締結当時は、核燃料サイクル開発機構）

平成12年11月：科学技術庁原子力局長立会いの下、サイクル機構と北海道及び幌延町との
間で「幌延町における深地層の研究に関する協定（三者協定）」を締結

14

図表2−19

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.jaea.
go.jp/04/horonobe/research/pdf/gaiyou.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

(3)	瑞浪（東濃地科学センター）

	 	 1962年に旧通産省地質調査所が旧国道21号沿いでウラン鉱床の露頭を発見したの

がきっかけで、1972年から月吉ウラン鉱床の形態や品位分布状況を明らかにする目的

で坑道を掘削し、1986年度からは地層科学研究の場として、主に堆積岩を対象に岩盤

中の物質移動に関する研究等を実施していた。東濃鉱山の坑道を利用した調査研究は、

所期の目的を達成したことから、2004年3月に終了し、同年10月に休止鉱山とし、閉

山措置について検討を始め、2010年度から閉山措置を実施している。

	 	 超深地層研究所では、地質環境の評価のための体系的な調査・解析・評価技術の基

盤の整備と、深地層における工学技術の基盤の整備を目的とした地層科学研究を1996

年～2019年度まで行った。

	 	 超深地層研究所での研究開発は、結晶質岩（花崗岩）を対象に、深部地質環境の調

査・解析・評価技術及び深地層における工学技術の基盤の整備を全体目標に掲げて、

計画全体を3つの段階に分けて実施された。各段階の実施概要は以下のとおりであ
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る 45。

第1段階：	地表からボーリング調査や物理探査などを実施し、地下深部の地質環境を

予測。

第2段階：	研究坑道を掘削し、地下深部の地質環境を直接確認することにより、第1

段階で適用した調査解析技術を評価するとともに、坑道掘削に伴う地質環

境の変化の把握及び坑道掘削技術などの工学技術を実証。

第3段階：	研究坑道を利用して、地質環境の詳細な研究及び坑道の維持・閉鎖に伴う

地質環境の変化の把握、坑道維持・閉鎖に係る工学技術を実証。

	 	 瑞浪の施設は、2020年2月4日から坑道の埋め戻しに着手し、超深地層研究所計画

に基づく研究終了は同年3月31日に終了している。そして、2022年1月14日に坑道埋

め戻し及び地上施設の撤去完了し、名称を瑞浪超深地層研究所から「瑞浪用地」へ変

更（同年1月17日）している 46。

図表2−20

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.
jaea.go.jp/04/tono/miu/history/index.html）（閲覧日：2022年7月1日）

45	 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター　「超深地層研究所計画で得られた研究成

果」（https://www.jaea.go.jp/04/tono/miu/history/index.html）（閲覧日：2022年7月3日）

46	 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター　「超深地層研究所計画」（https://www.

jaea.go.jp/04/tono/miu/）（閲覧日：2022年7月3日）
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図表2−21

出典：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ウェブサイト（https://www.
jaea.go.jp/04/tono/miu/history/index.html）（閲覧日：2022年7月1日）

３　「科学的特性マップ」について３　「科学的特性マップ」について

(1)	科学的特性マップ

	 	「科学的特性マップ」は、2017年7月に資源エネルギー庁が公表した地図であり、「地

層処分を行う場所を選ぶ際にどのような科学的特性を考慮する必要があるのか、それ

らは日本全国にどのように分布しているか、といったことを大まかに俯瞰できるよう、

マップの形で示すもの」である。資源エネルギー庁は、総合資源エネルギー調査会地

層処分技術ワーキンググループ（以下「地層処分技術WG」という。）で専門家による

検討を行い、その検討成果が2017年に取りまとめられたもの 47を受けて作成されたと

している 48。

(2)	考慮要素

	 	 資源エネルギー庁は、科学的特性マップを作成にするに当たり、地層処分技術WG

の取りまとめを基に、「好ましくない範囲の要件・基準」と「好ましい範囲の要件・

基準」を考慮したとしている 49。

①　好ましくない範囲の要件・基準

	 	 地層処分技術WGでは、好ましくない範囲の要件・基準として、まず、物理的隔

離機能を喪失させる事象として、「マグマの処分場への貫入と地表への噴出」と「著

47	 総合資源エネルギー調査会・電力・ガス事業分科会	原子力小委員会・地層処分技術 WG「地層処分に関する

地域の科学的な特性の提示に係る要件・基準の検討結果」（地層処分技術WGとりまとめ）平成29年4月」（https://

www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/chiso_shobun/pdf/20170417001_1.pdf）

48	 資源エネルギー庁「科学的特性マップ」の説明資料（https://www.enecho.meti.go.jp/category/

electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/maps/setsumei.pdf	/）

49	 同上。

2022人権擁護第1部会.indd   1142022人権擁護第1部会.indd   114 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



115

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

しい隆起・侵食に伴う処分場の地表への著しい接近」を抽出している。さらにこの

ように特定した事象を火山・火成活動、断層活動、隆起・侵食の天然現象に大きく

分類している。さらに、物理的隔離機能の喪失に著しい影響を与える事象の一つと

して、偶発的な人間侵入も考えられることから、鉱物資源探査に伴う人間侵入のリ

スクについても検討するとしている。

②　好ましい範囲の要件・基準

	 	 地層処分技術WGでは、好ましい範囲の要件・基準については、もっぱら放射性

廃棄物の輸送の面が重視され、これまでの陸上輸送実績が10km程度であることや、

核セキュリティの観点から実施主体が想定する輸送計画を検討した結果、「沿岸か

ら20	km以内を目安とすること」が適当としている。

	 	 以上をまとめたのが、次の表である 50。

図表2−22

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/maps/
setsumei.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 資源エネルギー庁は、要件・基準に基づく地域特性の区分方法を以下のとおりと

している。

50	 前掲注48。
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図表2−23

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/maps/
setsumei.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 なお、資源エネルギー庁は、科学的特性マップは、それぞれの地域が処分場所とし

て相応しい科学的特性を有するかどうかを確定的に示すものではなく、処分場所を選

定するには、科学的特性マップには含まれていない要素も含めて、法律に基づく3段

階の調査（処分地選定調査）をしていく必要があるとしている。具体的には、NUMOが

処分地選定調査を行い、科学的特性を詳しく調べていく必要があると説明している 51。

	 	 以下は、資源エネルギー庁が処分地選定のプロセスであるとするものである。

図表2−24

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/）（閲
覧日：2022年7月1日）

51	 資源エネルギー庁「科学的特性マップ公表用サイト」https://www.enecho.meti.go.jp/category/

electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/　（閲覧日：2022年７月3日）
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(3)	科学的特性マップの問題点

	 	 科学的特定マップには、以下のような問題が指摘されている。

①　好ましくない要件・基準の問題点

ア　火砕流についての考慮が不足していること

	 	 回避が好ましい範囲として「完新世の火砕流堆積物・火山岩・火山岩屑の分布

範囲」を要件・基準としており、国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査

総合センター発行の20万分の1のシームレス地質図を参考にしているが、この「完

新世」とは1万年前以降の時代区分で、科学的特性マップに事例としてあげられ

ているのが富士山である。しかし、影響範囲が圧倒的に広い噴火（例えば鹿児島

県の薩摩半島及び大隅半島の大部分を覆ったとされる鬼界アカホヤ噴火）が抜け

ているなど、火砕流についての考慮が十分ではない 52。

イ　活断層について

	 	 活断層について、科学的特性マップでは、主な断層（断層長10km以上）の両

側一定距離（断層長さの1/100）を好ましくない範囲としているが、活断層は緩

やかな傾斜をもって地下の深いところまで続いていることがある。現に2018年9

月6日に発生した胆振東部地震（マグニチュード6.7、最大震度7）でも、震源は

石狩低地帯東縁断層の約15km東かつ地下30kmという場所であった。石狩低地帯

東縁断層の地表部分は最大約150kmであるが、科学的特性マップでは、好ましく

ない範囲は当該地層の150km×0.01＝1.5km以内に限られることになり、これで

は安全性が保たれない 53。

ウ　その他欠けている考慮要素

	 	 地下水、海面上昇、急激な地殻変動（例えば東日本大震災でみられたような水

平運動と上下運動）、活褶曲（かつしゅうきょく。地殻に働く強い力により地層

が波状に曲がること。）、地質岩質（科学的特性マップでは「未固結堆積物」を排

除しているが、蛇紋岩や結晶頁岩など、他にも不向きな地質がある。）、地質構造

（若狭湾や九州南部など、非常に複雑な地質と分かっている箇所で、大規模な地

下施設に不向きと思われる箇所が除外されていない。）といった、検討不十分と

思われる要素がある 54。

②　好ましい要件・基準の問題点

	 	「好ましい要件・基準」を輸送面から考えて沿岸から20kmの範囲としているが、

例えばリアス式海岸地域では接岸の困難さや地上施設建設の困難さなどが考えられ

るが、そういった地域を含めて一律20kmとしてあり、地域によって異なる特殊事

情が考慮されていない。

③　まとめ

	 	 科学的特性マップで十分に考慮されていない点は、文献調査の応募があればさら

52	 原子力資料情報室「科学的特性マップ公表　その問題点と今後」https://cnic.jp/7660　（閲覧日：2022年

7月3日）

53	 小野有五「地層処分をしてはいけない８つの理由」

54	 古儀君男『核のゴミ〜「地層処分」は10万年の安全を担保できるか』（合同出版、第1版、2021年）129〜

141頁

2022人権擁護第1部会.indd   1172022人権擁護第1部会.indd   117 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



118

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

に調査することで対処するつもりなのかも知れないが、そもそも各自治体や住民は

「科学的特性マップ」を見て応募を判断するため、よりきめ細やかな考慮が必要で

あるという批判が可能である 55。

図表2−25

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/
category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/maps/
kagakutekitokuseimap.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

55	 前掲注54。

2022人権擁護第1部会.indd   1182022人権擁護第1部会.indd   118 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



119

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

【コラム　核燃料サイクルと先住民族の権利侵害】【コラム　核燃料サイクルと先住民族の権利侵害】

１　はじめに１　はじめに

文献調査が計画されている寿都町をはじめ、北海道には使用済み核燃料や放射性廃棄

物に関連する施設が、複数の地域で市民からの批判を受けている。

言うまでもなく北海道は、もともとアイヌ民族が暮らしてきた地域である。

実は世界的にも、ウラン鉱山含め核燃料サイクルに関わる施設は、長年にわたって自

然と共生する生活を営んできた先住民族の居住地に作られようとする傾向にある。当然

ながら、核施設によって先住民族が平穏に暮らす権利が侵害されることは、世界的に問

題となってきた。本コラムでは、アイヌ民族をはじめ、世界の先住民族が核汚染によっ

てどのように権利を侵害され、また権利侵害に立ち向かってきたかを紹介する。

２　アイヌ民族２　アイヌ民族

アイヌ民族初の国会議員である萱野茂氏は1995年から1998年まで参議院議員（社会党

→民主党）を務め、2006年に逝去した。同氏は晩年、アイヌ文化を伝える講演でしばし

ば「原発はオコッコ・アぺ」だと語るようになった。「オコッコ・アペ」とはアイヌ語で

「化け物の火」という意味である。同氏は語る。「人の手に負えるものではない。そんな

ものに頼ってはいけない」。同氏から影響を受けた札幌大学の本田優子教授はこう指摘

する。「私たち和人は約150年前、アイヌモシリを一方的に統合した。もし、その大地に

核のごみ捨て場を造るとすれば、150年前よりもっとひどいことだ。豊かな生活をする

ために原発を作り、その後始末をまたアイヌモシリに押し付けるのか。アイヌ民族の権

利を回復すると同時に50年後、100年後の子孫が豊かな大地で生きる権利を守るべき

だ」56。

福島第一原発事故後、この動きはより活発となった。2020年10月5日、アイヌ民族や

研究者らでつくる「アイヌ政策検討市民会議」など4団体は、寿都町と神恵内村で最終

処分場選定に向けた文献調査への応募の動きが進んでいることに抗議する声明を発表し

た 57。同声明は、道内で最終処分場の選定手続を進める場合は先住民族アイヌの同意を求

めるべきだと指摘し、寿都町と神恵内村の対応は先住民族アイヌへの国際人権基準を考

慮しない拙速な意思決定だと批判した 58。

また、2021年11月13日、道内の市民団体などでつくる「核ゴミ問題を考える北海道会

議」が札幌市内で開いたフォーラムに初めて参加した山丸和幸白老アイヌ協会理事長は

こう述べた。「一人の道民として、一人のアイヌとして、核のゴミを持ち込ませてはなら

ないという気持ちでこの場に立っている。みんなの先人が大事に守ってきたこの土地を

守ろう」。この日、壇上に立ったアイヌ民族は山丸氏を含め15人になる。詩人で古布絵

作家の宇梶静江氏（俳優の宇梶剛士氏の母）も、「昔からアイヌモシリを敬い、守ってき

た。その土が汚されたらどんなに悲しいか」と訴えた。

56	 2021年9月3日付け北海道新聞

57	 アイヌ政策検討市民会議「核のごみ - 最終処分場の選定をめぐる自治体の決定に関する声明」（https://

ainupolicy.jimdofree.com/）

58	 2020年10月8日　北海道新聞
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３　アメリカ合衆国３　アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の西部ネバダ州・ユッカマウンテンは、1987年以降、アメリカ政府が

30年以上にわたって高レベル放射性廃棄物の地層処分場の「唯一の候補地」と位置付け

てきた。この地の先住民である西ショショーニ族で、処分場建設に反対し続けてきたイ

アン・ザバルテ氏は、「連邦政府の選定過程はあまりに不透明で、我々の意向など完全に

無視していた」、「西ショショーニ族にとってかけがえのない地下水が汚染されかねな

い」と指摘する。ユッカマウンテン近くには核実験場があり、ザバルテン氏はおじやい

とこをがんや白血病で失った。「われわれから安全に暮らす権利を奪う。これは環境的人

種差別だ」59。

アメリカの核開発と先住民族について研究する明治大学の石山徳子教授は 60、「米国で

は原爆にせよ原発にせよ、核関連施設が先住民族の土地を奪い、生活や文化を破壊した

…辺境に追いやられた先住民族の居留地や伝統的な生活圏が「犠牲区域」にされた」と

指摘する。

４　オーストラリア４　オーストラリア

オーストラリアは世界最大のウラン生産国であり、日本も多くのウランを同国から輸

入している。このオーストラリアの先住民族であるジワル民族の人々は、西オーストラ

リアの砂漠地帯で暮らしている。この人々は、ウラン鉱山開発から先祖代々の土地を守

るため、訴訟を含め様々な手段で抗してきた。

2017年1月、西オーストラリア州政府は保守党政権時代、同州内での新規ウラン鉱山

4カ所に対して認可を与えた。2018年2月、西オーストラリア州の最高裁は、2017年1月

にイーリリー・ウラン鉱山計画の認可を支持する決定を下した。一方で、ジワル民族の

申立人に対しては、「イーリリーの文化的な管理者としてこれらの土地を保全する立場に

ある」と認定した。ジワルの長老たちは、州最高裁判所の決定に対し、西オーストラリ

ア自然保護協会の支援を受けて連邦最高裁に上訴している。

イーリリーには繊細で固有な生態系が存在するだけではなく、古代から受け継がれて

きた先住民の複数の聖地がある。申立人の一人であるヴィッキー・アブドゥラ氏は語る。

「西オーストラリアの砂漠の土地には既に被害が表れ始めており、野生動物たちはそう

した土地から遠くへ移動してしまった」、「エミューもカンガルーもそうです。被害を受

けた土地では、それらの動物をはぐくむことができないのです」、「長老たちから多くの

物語を聞いています。ウランは地下においておかなければなりません。ウランは本当に

悪い。触れてはならない」61。

５　台湾５　台湾

台湾南端から東に約80㎞にある人口約3000人のランユ島は、台湾の先住民族であるタ

オ族の暮らす島である。1980年、観光業が主要産業であるこの島に、台湾電力が原発か

ら出る低レベル放射性廃棄物貯蔵所を建設し、1982年からドラム缶の搬入が始まった。

59	 2021年7月10日付け北海道新聞

60	 2021年1月26日付け北海道新聞

61	 ノーニュークスアジアフォーラム通信 No154
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しかも貯蔵所での放射性廃棄物管理はずさんで、ドラム缶が錆で覆われたり穴が開いて

いる様子がメディアでも報じられた。

住民らの激しい抵抗運動を経て、台湾電力は2002年末までにドラム缶10万本の廃棄物

を島外に搬出することを約束した。しかし、この約束はいまだに実現していない 62。

６　ベトナム６　ベトナム

福島第一原発事故後もしばらく、日本政府は日本同様の地震国であるトルコや、日本

同様の人口密集国であるベトナムへの、原発の輸出を目指していた。そのうち、ベトナ

ムの原発建設予定地はチャム人という先住民族の土地だった。彼らは二千年前からそこ

に住み、土地との深いつながりがある。彼らは「原発は文化を破壊する」と懸命に原発

建設に反対した。2016年、ベトナム政府はこの計画を撤回した。あるチャム人の詩人は

「私たちが反対したから計画が止まったわけではないが、あふれそうなコップの水に最

後の一滴を入れた」と話した 63。

62	 ノーニュークスアジアフォーラム通信 No174

63	 2021年12月8日付け北海道新聞
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第４節　開始された最終処分場の選定手続第４節　開始された最終処分場の選定手続

第１　はじめに（この節の検討対象の範囲）第１　はじめに（この節の検討対象の範囲）

全量再処理、深地層処分の問題点は第2節、第3節で述べたので、この節では、最終処分

法（以下、この節において「法」という。また、その施行規則を「規則」という。）の概要

と基本的な問題点、そして法に基づくこれまでの実際の選定手続を振り返り、その手続上

の問題点について述べる。

第２　最終処分法の概要と基本的な問題点第２　最終処分法の概要と基本的な問題点

１　選定手続の概要１　選定手続の概要

(1)	選定手続の流れ

	 	 最終処分施設建設地の選定手続は、NUMOが主体となって、

①	 文献調査→概要調査地区の選定

②	 概要調査→精密調査地区の選定

③	 精密調査→最終処分施設建設地の選定

	 という3段階を経て行われる。そのスタートは、文献調査を行うべく、その対象地区

を選定することであるが、この文献調査対象地区がどのように選定されるかについて

法律に規定はない。NUMOは、自ら文献調査対象地区を選定し文献調査を開始すること

も可能であるが、自治体から文献調査実施の応募がなされるのを待つ運用を堅持して

きた（以下、便宜上「公募制」という。）。

(2)	文献調査

	 	 文献調査は、次の段階の概要調査地区として選定しようとする地区とその周辺にお

いて、過去に発生した地震等の自然現象や、活断層の概要、その他経済産業省令で定

める事項などに関する文献を調査（机上調査）するものである（法6条1項）。文献調

査と同時に、経済産業大臣が定める基本方針の「関係住民の理解の増進のための施

策」（法3条2項3号）に則り、地元自治体等が「対話の場」を設置して継続的な情報

共有や広報、各種説明を行う。文献調査を行った結果、次の概要調査地区を選定しよ

うとする場合には、NUMOはその報告書を作成しなければならず（規則6条1項）、当該

文献調査対象地区の所在地の都道府県知事や所在地の市町村長（以下「当該知事ら」

という。）に対し、その報告書及び要約した書類（要約書）を送付しなければならな

い（規則7条）。さらに、NUMOは報告書を公告し縦覧に供する（規則8条）とともに、

説明会を開催し（規則9条）、報告書の内容に意見のある者はNUMOに対し意見書を提

出できる（規則10条）。

	 	 文献調査の結果、

①	 地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと（法6条2項1号）

②	 将来にわたって地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少な

いと見込まれること（法6条2項2号）

③	 地区内の最終処分を行おうとする地層中に、第四紀未固結堆積物の存在（規則6
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条2項1号）及び経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録（規則6条2項2号）

がないこと

	 という条件に適合していると認められる地区の中から、概要調査地区が選定される。

その際は、一般から提出された意見書の内容に配意し（規則12条）、また、当該知事

らの意見を尊重して（法4条5項）、選定しなければならないこととされている。

(3)	概要調査

	 	 この概要調査地区とは、最終処分を行おうという地層と周辺の地層について、トレ

ンチ掘削やボーリングの実施等により、地下水の状況その他の事項を調査（概要調

査）する地区である（法2条10項）。この概要調査地区を選定したときは、NUMOの実

施計画の変更に関する経済産業大臣の承認が必要となる（法6条3項）。

	 	 概要調査では、地震等の自然現象による対象地層等の変動、地層等を構成する岩石

の種類、性状、活断層の詳細、破砕帯又は地下水流の概要等が調査され、その結果に

基づき、所定の条件（法7条2項1～3号）に適合しているとき、概要調査地区選定と

同じ手続を経て、次の段階の精密調査地区が選定される（法7条）。

(4)	精密調査

	 	 この精密調査地区とは、最終処分を行おうとする地層又はその周辺の地層内に必要

な測定及び試験を行う各種の測定・検査装置を設け、これらの地層の物理的及び化学

的性質を調査する地区である（法2条11項）。

	 	 精密調査では、水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質、地下水の水流

の詳細等が調査され、所定の条件（法8条2項1～3号）に適合していると認められる

精密調査地区の中から、概要調査地区選定と同じ手続を経て、最終処分施設建設地が

選定される（法8条）。

	 	 調査後の報告書の作成や公告・縦覧などの規定は、文献調査と同様、概要調査や精

密調査についても準用されている（規則13条2項、14条2項）。

２　その他の概要２　その他の概要

最終処分に要する費用は、発電用原子炉設置者（すなわち電力会社）が、毎年、NUMO

に対して納付する拠出金から賄われる（法11条1項、法14条1項など）。法が成立した

2000年度から2020年度までの拠出金の累計は、1兆824億円となっている。拠出金は、元

をたどれば電気料金である。

法に基づいてしたNUMOの処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をす

ることができる（法72条）。

NUMOが、経済事情の著しい変動、天災その他の事由により最終処分業務の全部又はそ

の大部分を行うことができなくなった場合、その引継ぎや権利義務の取扱いなどの必要

な措置は、別に法律で定めるとされている（法74条1項）。しかし、今のところこの別の

「法律」は制定されていない。また、この「法律」に基づく必要な措置がとられるまで

の間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該最終処分業務の全部又は一

部を行うものとされているが（法74条2項）、この「政令」も現在のところ見当たらない。
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３　選定手続における問題点３　選定手続における問題点

(1)	公募制という運用から生じる問題

	 	 法には、文献調査対象地区の選定や文献調査実施に当たり、特に要件となるような

規定はない。文献調査の主体がNUMOであることが明記されているだけである（法6条

1項、2項）。そのため、NUMOが自主的・自発的に、各都道府県・各自治体の地質につ

いて法6条1項や規則5条所定の事項を文献その他の方法により調査することは可能

であって、むしろそれが素直な法の解釈である。全国一律満遍なく文献調査を行えば、

調査されているのは自分の住む自治体だけではないため、特定の自治体の住民が反発

する動機はないはずであり、文献調査に対して各住民の理解を得る必然性はなくなる

（ただし、次の概要調査地区選定では、当該自治体住民の反発は当然に予想されるが、

それは公募制でも同じである。）。また、個別の自治体に文献調査段階で交付金を交付

する必要もなくなる。さらに、国やNUMOは、できる限り複数の候補地（から最終的

に１つに絞ること）が望ましいとしているが、いつまで待ってもどの自治体も応募し

ない、あるいは複数の自治体からの応募がないことは、十分考えられる（現に寿都町

と神恵内村で文献調査が開始されるまではそうであり、この2町村のあとに応募を表

明した自治体も2022年6月末時点ではない）ことを踏まえれば、NUMOが自主的に全国

一律満遍なく文献調査を行う方が、複数の概要調査地区候補地を有する可能性は高く

なるといえる。

	 	 しかし、国やNUMOはあえて、自治体からの応募か、国からの調査申入れへの受諾（こ

れは神恵内村に限ってみれば実質的に「応募」である。）がなければ、文献調査を行

わないという運用としている。このことが、住民・国民に、文献調査が行われると最

終処分施設建設地選定まで進んでしまうという危惧を生じさせていることは否定でき

ず、また後述する多額の交付金による利益誘導の問題を生じさせ、交付金は文献調査

への協力ではなく最終処分施設建設地選定まで含めて住民に反対意見を形成させない

ための懐柔が目的だという疑いを払拭できない原因になっているといえる。また、文

献調査手続において住民同士の分断を生じさせかねないという問題も、自治体に名乗

りを挙げさせる公募制という運用によるところが大きい。

(2)	交付金（利益誘導）の問題

	 	 現在の選定手続においては、文献調査に応じるだけで、自治体によってはその予算

規模に比して高額といえる交付金（応募のみで最高20億円（10億円×2年間））を交

付するという政策がとられている。原発立地自治体に高額の交付金を交付する現在の

誘致政策が、原発マネーに過度に依存したいびつな財政構造をもたらすという弊害が

これまでも指摘されており、これが処分場選定手続においてもそのまま当てはまる。

	 	 特に過疎地域や人口減少等の課題を抱える地域においては、財政的な問題が大きな

課題であることは否定できない。しかし、このような経済的インセンティブを与える

政策は、一時的には財政改善に資する面はあるかもしれないが、地域の健全な財政的

自立を妨げるおそれがあるとともに、目の前の財政難を理由に、地域の安全やあるべ

き姿、将来世代の負担の考慮を二の次とさせる懸念がある。日本学術会議も2012年9

月11日付け「回答　高レベル放射性廃棄物の処分において」の中で「交付金などの

金銭的便益提供を中心的な政策手段とするのは適切でない」として、立地選定の手続
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を改善する必要があると提言し、経済的な受益への関心が優越すれば、安全性の吟味

が妥協的になりかねない、とも指摘している。

	 	 国は、交付金による誘導政策は地域の課題を解消しないことを認識すべきである。

地域の抱える課題は様々であるが、課題の解決のために必要なことは、交付金などに

依存しない地域の自立を進めることである。

(3)	法における調査と調査地区選定との関係性について

	 	 法においては、文献調査であれ、概要調査であれ、精密調査であれ、「調査」が行

われた場合には、「次の各号のいずれにも適合しているものの中から」との条件設定

はなされているものの、文献調査を行った場合には概要調査地区の選定、概要調査を

行った場合には精密調査地区の選定、精密調査を行った場合には最終処分施設建設地

の選定を、それぞれ「しなければならない」と規定されている（法6条2項、7条2項、

8条2項）。

	 	 この点、「調査を行ったときは」必ず次の段階の「調査地区を選定しなければなら

ない」という読み方・解釈にならないように、例えば法6条2項の文言を「機構は、

…文献調査を行い、その結果に基づき概要調査地区を選定しようとするときは、…次

の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から選定しなければならない」と

いう文言にすべきであったといえる。この文言であれば、全ての要件に適合しなけれ

ば次の段階の調査地区に選定することができないとの意味を有しつつ、調査を行った

からといって必ずしも次の段階の調査地区選定をしなくてよいことも明瞭になる。

(4)	地元自治体の意見の取扱いについて　

	 	 法では、経済産業大臣は、概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、「当

該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これ

を十分に尊重してしなければならない」と定められている（法4条5項）。

	 	 しかし、ここでの「尊重」が、どの程度経済産業大臣を拘束するのかは定かではな

い。仮に、知事あるいは市町村長が反対や選定手続の中止の意向を示した場合に、そ

の意見を「十分に尊重」して検討はしたものの、その意向に反し次の段階の調査地区

に選定する、と経済産業大臣が判断することがないようにするには、「…意見を聴き、

選定に賛成の場合以外には選定してはならない」との文言にすべきであったといえる。

	 	 この点、2020年9月に経済産業大臣が、当該知事らの意見に反して概要調査地区等

の選定を行うことはないと明言し、その後、官房長官も同様の表明をしたが、これに

より知事あるいは市町村長のどちらかが反対の意見を表明した場合には、国・NUMOは

概要調査地区等の選定に進むことはないことが確約されたといえる。なぜなら、地域

住民、地元自治体の意見が最も重要となる手続における、何よりも重みのある国の大

臣等の正式な表明である以上、今後、時の大臣や政府が軽々にこれを覆すような、当

該知事らや住民への「騙し討ち」があってはならないからである。処分場選定手続は

合意形成における最も困難な手続といえる。そのような合意形成・手続においては何

よりも関係者間における信頼関係が重要となる。仮に政府やNUMOが前言を翻すよう

なことがあれば選定手続自体の正当性を失うとともに、信頼できない政府として信頼

関係を維持するのは困難であろう。我々一人ひとりとしても、今後そのようなことが

起こらないよう、政府及びNUMOの動向を注視していく必要がある。
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第３　これまでの処分場選定の経緯第３　これまでの処分場選定の経緯

１　候補地の応募開始１　候補地の応募開始

法の制定を受け、2002年12月、NUMOが、文献調査の受け入れ自治体の公募を開始した。

その後、数年に渡り応募を表明する自治体はなかったが、2007年1月に、高知県の東洋

町が全国で初めて応募をした。

２　東洋町の挫折２　東洋町の挫折

(1)	 2007年1月、南海地震の発生が懸念される高知県東洋町の町長が、全国で初めて文

献調査の応募をした。

(2)	東洋町が中学生以上の住民にアンケートを取ったところ、およそ7割が応募に反対

し、また周辺市町村長、徳島県知事、高知県知事もこぞって反対を表明した。

(3)	これに対し、経産省とNUMOは文献調査を進めることを決定し、さらに電源立地地

域対策交付金の額を、それまで年間2億1000万円としていたところ、年間10億円に

増額すると発表した。

(4)	東洋町長のリコール（解職請求）が行われそうな情勢の中、町長は同年4月の臨時

議会に辞職申出書を提出、同意した。これにより行われた町長選に、辞職した前町長

も立候補したが、文献調査反対派の候補者が2倍を超える得票で当選し、前町長は落

選した。この結果、新町長がNUMOに文献調査への応募の撤回を申し入れ、文献調査

は行われないこととなった。

(5)	さらに東洋町は、放射性核物質（核燃料・核廃棄物）の持込み拒否に関する条例を

制定し、同町が今後一切処分施設建設地となり得ないようにした。

３　国の戦略変更３　国の戦略変更

(1)	東洋町の事例や、その後に応募しようとする自治体が現れなかったことで、文献調

査の実施、ひいては最終処分場の建設計画が全く進まないことを受け、国はプロセス

の見直しを検討するようになった。

(2)	まず、2013年12月に最終処分関係閣僚会議を設置し、見直しの方向性の議論を開

始した。さらに2014年4月の第4次エネルギー基本計画で、

・	現世代の責任として、地層処分を前提に取組を進める。

・	将来世代が最良の処分方法を再選択できるよう、可逆性・回収可能性を担保する。

・	国が科学的有望地を提示する。

	 との方向性が閣議決定された。

(3)	その後、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループ及び地層処

分技術ワーキンググループ（以下「地層処分技術WG」という。）での議論を経て、

2015年5月に最終処分法に基づく基本方針を改定する閣議決定がなされた。主な内容

は、

・	国が科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）を提示するととも

に、理解活動の状況等を踏まえ、調査等への理解と協力について、関係地方自治体

に申入れを行う。
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・	地域の主体的な合意形成に向け、多様な住民が参画する「対話の場」の設置及び活

動を支援する。

・	原子力規制委員会が、調査の進捗に応じ、安全確保上の考慮事項を順次提示する。

・	使用済み核燃料の貯蔵能力の拡大を進める。

	 などであった。　

(4)	この改定を受けて、地層処分技術WGが地層処分について全国の科学的特性を提示

するための要件・基準を議論し、2017年4月に取りまとめが行われた。そして、これ

らの要件・基準に基づき策定した「科学的特性マップ」が、2017年7月に経産省から

公開されている（前述第2章第3節）。

	 	 しかし、この「科学的特性マップ」は、埋設が完全に終了した後の地下施設に影響

を及ぼす事象に着目する反面、50年以上を要するとされる掘削や埋設の作業中に影響

を及ぼす事象を軽視していたり、文献調査以降の詳しい調査で明らかに不適とされる

であろう地域（例えば断崖絶壁で輸送船の接岸や施設建設に困難を伴う地域など）を

排除していないなど、様々な問題点が指摘されている。

第４　寿都町と神恵内村の文献調査をめぐって第４　寿都町と神恵内村の文献調査をめぐって

NUMOは、寿都町と神恵内村（以下「両町村」という。）で、2020年11月17日、足並みを

揃えて文献調査を開始した。2022年7月現在、その文献調査はほぼ終了し、次の概要調査

に入るかどうかが判断されるという時期にある。

以下、このテーマを追ってきた地元紙北海道新聞の記事と当実行委員会が行った関係団

体（寿都町役場、寿都町の住民団体「子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会」（以

下「町民の会」という。）、神恵内村役場、NUMO、資源エネルギー庁）へのヒアリングを基

に、文献調査前後の経過の概略を述べ、その経過を検討した上で、法における問題点が現

実化してきたことを指摘する。

※以下の記載は、ヒアリングにおける各団体の発言内容をそのまま記したものではなく、

各発言等を基に当実行委員会においてまとめたものである。

１　経過の概略１　経過の概略

寿都町で文献調査の応募検討が表面化した2020年8月12日から、神恵内村議会に同村

商工会が「高レベル放射性廃棄物の最終処分にかかる文献調査受け入れに向けた取り組

み」を請願し、同年10月9日、両町村で文献調査への応募、国からの申入れ受諾を経て、

現在（2022年5月時点）に至るまでの経過は、図表2−26のとおりである。両町村の一般

住民は、文献調査に向けた動きを新聞報道により知らされ、それに対して住民（特に寿

都町）、北海道知事（以下「道知事」という。）、周辺自治体などから反発が起こった。地

域においては国・NUMO、寿都町、神恵内村とのやり取りの中で、住民間の混乱と分断を

引き起こしながら、短期間で文献調査が開始された。それ以降も、文献調査の継続・撤

回、概要調査への移行の是非をめぐっての対立は続いている。
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　　　　　図表2−26（文献調査をめぐる経過年表 64）
　　　　　出典：委員作成

年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

8月12日

応募検討が表面
化。片岡春雄町長
は、将来の町の財
政を見据え、住民
の意見を聞いて判
断すると話、8月下
旬に開催予定の町
民意見交換会の内
容を踏まえ、9月中
旬にも方針を決め
ると述べた。（道新8
月13日付）

2020年

8月13日

12日の内容が北海
道新聞で報道さ
れ、寿都町住民に
驚きと戸惑いが広
がった。（道新8月
15日付）

鈴木直道知事は、
「特定放射性廃棄
物の持込みは慎重
に対処すべきであ
り、受け入れ難い」
とする道条例を遵
守しなければなら
ないとの見解を示
し、寿都町の考え
を確認すると表明
した。（道新8月15日
付）

2020年

8月14日

寿都漁協を構成員
とする小樽地区漁
業組合長会は、福
島第一原発で各漁
協が風評被害を受
けたことを挙げ、
「到底受け入れられ
ず、地域はもとよ
り、全道漁業に与
える悪影響は計り
知れない」と指摘
し、全道的に議論
すべき重要問題と
の認識を示し、「断
固反対する」と訴え
た。（道新8月15日付）

副知事が寿都町役
場を訪れ、条例遵
守を求めた。（道新8
月15日付）

2020年

8月18日

道知事は寿都町が
文献調査の応募を
9月中に判断したい
としたことについ
て、「1か月程度で
判断するのは拙速
だ」と強くけん制し
た。また、財政難
の市町村に20億円
の交付金を提示し
て文献調査の候補
を募る国の手法に
は「頬を札束でた
たくやり方だ」と批
判した。（道新8月19
日付）

寿都町の隣接3町
村（黒松内町、蘭
越町、島牧村）の
長が寿都町の文献
調査応募に反対す
ることで一致した。
寿都町長に対し、8
月中を目途に近隣
自治体への情報提
供や慎重な判断を
求めるよう申し入
れることにした。（道
新8月19日付）

64	 北海道新聞は「道新」、町民の会ニュース（http://kakugomi.no.coocan.jp）は「町民の会」と略す。
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

8月19日

梶山弘志経産相は
道知事が国の手法
を批判したことに
対して「もう少し穏
やかに理解いただ
きたい」と冷静な対
応を求めた。（道新8
月20日付）

2020年

8月20日

隣接3町村の長が
道庁を訪れ、道知
事に面会し、「町内
に活断層があり不
安」、「経済や産業
に対する風評被害
が心配」、「情報が
あまりにも少ない」
と述べた。（町民の
会）

2020年

8月21日

この日開かれた町
議会全員協議会で
町議から「9月10日
に町中心部で開く
住民説明会のみで
は、お年寄りなど
が参加できない。
住民の意見を丁寧
に聞くべきだ」との
指摘があったこと
を踏まえ、寿都町
長は、これまで9月
中としていた応募
について判断する
時期が「後ろにず
れ込む可能性が高
い」との認識や、町
内地区での住民説
明会を開いた後で
町全体の説明会を
行い判断する考え
を示した。また、「応
募の判断材料にす
る住民の意見をど
のような方法で把
握するかはまだ決
めていない」と述
べ、「一部の町議か
らは住民投票を求
める声が上がって
いる」と表明した。
（道新8月22日付）

道知事は、記者会
見で、「第2段階の
概要調査に移行し
た場合は反対の意
見を述べる」と表明
した。（ 道 新8月22
日付）

小樽地区漁業協同
組合長が寿都町を
訪れ、9漁協を代表
して町長に抗議文
を提出。寿都漁協
も反対で歩調を合
わせた。（町民の会）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

8月24日

近隣3町村長が寿
都町役場を訪れ、
寿都町長に対して
申入れを行った。
申入れ内容は、①
応募検討の情報提
供を行うこと、②
近隣自治体の意見
を尊重すること、
③近隣自治体住民
に不安が広がって
いることから文献
調査の応募を再考
すること、であった。
（町民の会）

2020年

8月25日

経産相は、閣議後
の記者会見で、「知
事の意見に反して
先に進むことはな
い」と明言した。（道
新8月26日付）

2020年

8月26日

町長は全町議9人
と町内経済5団体
の代表と意見交換
会を開き、賛否は
拮抗しており、「手
ごたえは結構厳し
い」と述べ、9月中
を目指していた応
募の最終判断を10
月以降に先送りす
る考えを明らかに
した。（道新8月27日
付）

2020年

8月27日

町民の会は応募検
討の撤回を求める
町内外の7836人分
の署名（うち寿都
町695筆）を町長に
提出（道新8月28日
付）

町長は、寿都町が
関連法に基づいて
選定調査の継続に
反対した場合は次
の段階の調査に進
まないことを文書
で確約するよう、資
源エネルギー庁に
求めた。（道新8月28
日付）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

9月1日

町長は、9月7日か
ら15日にかけて町
内7か所で住民説
明会を開催する方
針を発表した。（道
新9月2日付）

経産相は北海道新
聞のインタビュー
で、寿都町長から
資源エネルギー庁
への文書要求につ
いて、「要請に応じ
て疑問に答えられ
るような文書を出
したい」と明言した。
（道新9月2日付）

2020年

9月2日

道議会では、与党
自民、道民会議が
道知事の反対姿勢
を追及し、逆に野
党は脱原発を求め
るなど、泊原発の
再稼働を容認する
道知事はそれぞれ
から対応の矛盾を
指摘した。（道新9
月5日付）

寿都町近隣の八雲
町、長万部町、今
金町、せたな町の
長が寿都町を訪れ、
寿都町長に文献調
査の性急な応募に
反対する要望書を
手渡し、周辺自治
体への説明と議論
の場を設けること
を求めた。八雲町
長は、漁業や酪農
が盛んな地域にと
って、「手を挙げそ
うだというだけで
実害がある」とし、
「核のゴミの問題は
町づくりの話じゃ
ない。議論はした
方がいいが、まだ
まだ性急だ」と訴え
た。（町民の会）

2020年

9月4日

町長が寿都町漁協
の組合員と懇談し
たが、出席者から
風評被害を懸念す
る声が相次いだ。
（道新9月5日付）

道知事が経産相と
初会談し、市町村
の応募を待つ選定
手続きについて「町
を二分する状況に
なる。冷静な議論
ができるのか考え
る必要がある」と疑
問を投げかけ、国
が主体的に文献調
査を行って候補地
を絞っていくことは
可能だと訴えた。
（道新9月5日付）

神恵内村議会が、
神恵内村商工会か
らの「高レベル放
射性廃棄物の最終
処分にかかる文献
調査受け入れに向
けた取り組み」に関
する請願を受理。
（神恵内村ヒアリン
グ）

2020年

9月7日

初の住民説明会が
非公開で行われた
が、紛糾し途中で
終了した。（道新9月
8日付）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

9月9日

非公開の住民説明
会で、町長は、文
献調査へ応募した
上で国の支援を得
て、核のゴミ問題
について本格的に
学ぶ必要があると
の考えを強調した。
（道新9月10日付）

2020年

9月10日

初の公開での住民
説明会が行われた。
（道新9月11日付）

2020年

9月11日

村商工会の請願に
ついて、議長を除
き賛成が過半数と
なる見通しであるこ
とが分かった。（道
新9月12日付）

2020年

9月14日

町長は定例町議会
の一般質問で、「産
業団体とも改めて
協議しながら、議
会の中で統一見解
を出したい」と述
べ、最終的な応募
判断は町議会で協
議して決めるとし、
住民投票を否定し
た。（道新9月15日付）

2020年

9月16日

村議会、請願採決
を見送り、継続審
議とした。（道新9月
17日付）

2020年

9月17日

神恵内村の村長と
議長は記者会見
で、今後の進め方
について、「住民説
明会などで民意を
把握し、最終的に
は議会で判断す
る」と強調した。道
知事から、道条例
の遵守を求められ
たことについては、
知事に文献調査を
止める権限がない
ことを前提に「文献
調査までは（村が）
自由に決めたい」と
述べた。（道新9月18
日付）

2020年

9月25日

総務経済委員会で
は、委員（議員）か
ら、「村が処分場の
適地か」など文献
調査の応募を意識
した具体的な質問
が多く上がった。（道
新9月26日付）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

9月26日

住民説明会で住民
から応募に理解を
示す声が相次ぎ、
村長も「村民も一定
の理解はしたのか
なと思う」と記者団
に述べた。（道新9月
27日付）

2020年

9月30日

予定された計5回
の住民説明会を終
えた。（道新10月1日
付）

2020年

10月2日

町長「私の肌感覚
では町内の過半数
以上の賛成を得ら
れていると感じる」
と述べ、応募の環
境が整ったとの認
識を明らかにし、
住民投票などは行
わず、8日に決定す
る考えを改めて示
した。（道新10月3日
付）

村議会議員8人で
構成する総務経済
委員会は非公開の
手続で行われ、委
員長以外の5名が
賛成し、2人が挙手
せず、請願が採択
された。（道新10月3
日付）

町民の会は、応募
の是非を問う住民
投票条例の制定に
向けた直接請求の
署名活動を始めた。
（道新10月3日付）

2020年

10月7日

町民の会は、実質
3日で222名の署名
を得られたとして、
署名を選挙管理委
員会に提出。また、
町議会に、住民投
票条例の制定を求
める請願を行う。（町
民の会）

2020年

10月8日

町議会の全員協議
会で、議長を除く
議員の内4人賛成、
4人反対。議長は
議決をとることな
く、記者会見の席
に出て、町長ととも
に文献調査応募を
表明。（道新10月10
日付、町民の会）

2020年

10月9日

片岡町長が NUMO
を訪問し応募書類
を提出。（道新10月
10日付）

経産省が村に文献
調査実施を申し入
れ、村長がこれを
受諾（道新10月10
日付）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2020年

10月23日

町民の会、文献調
査応募の是非を問
う住民投票条例制
定を直接請求。（道
新10月24日付）

2020年

11月11日

町長は臨時議会を
招集し、住民投票
条例について反対
意見を付けて提出。
（道新11月12日付）

2020年

11月13日

町議会が住民投票
条例について採決
し、賛成4人、反
対4人の同数とな
り、町議長による
採決で否決となっ
た。（道新11月14日
付）

2020年

11月17日

経産相が寿都町、
神恵内村での文献
調査計画を認可
し、NUMO が 文 献
調査を開始した。
（道新11月18日付）

2020年

11月24日

町議長が、全員協
議会の議事録公開
請求（2度目）に対
して非開示通知。
（町民の会）

2020年

12月8日

町民の会が「寿都
町に放射性物質を
持ち込ませない条
例」の制定を求め
る要望書を議会に
提出。（町民の会）

2020年

12月15日

「脱・肌感覚リコー
ルの会」が設立。（町
民の会）

島牧村で「島牧村
に放射性物質等を
持ち込ませない条
例」を賛成多数で
可決。（町民の会）

2020年

12月17日

文献調査に反対の
町議4人が「寿都
町に放射性物質等
を持ち込ませない
条例」を町議会に
提出。町民の会も
同条例制定を求め
る要望書を提出
も、可否同数とな
り議長採決で否決。
（町民の会）

町民の会が町と
NUMOに「対話の場」
等に関する公開質
問状を提出。（町民
の会）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2021年

3月2日

町が、精密調査に
進む前に住民投票
を行う条例案を提
出。（道新3月4日付）

2021年

3月8日

概要調査前にも住
民投票を行う修正
がなされ、町議会
で可決成立。（道新
3月9日付）

2021年

3月22日

経産省、核抜き条
例相次ぐ周辺自治
体でも住民との対
話活動に取り組む
考えを表明。（道新
3月23日付）

2021年

3月26日

NUMOが、寿都町と
神恵内村に交流セ
ンターを設置。（道
新3月24日付）

2021年

4月14日

対話の場	初会合。
（道新4月15日付）

2021年

4月30日

町民の会、全員協
議会議事録の非開
示決定を不服とし
て取消しと開示を
求めて函館地裁に
提訴。（道新5月1日
付）

2021年

6月30日

規制委員会は文献
調査中に処分場の
立地や施設の安全
性を審査するため
の規制基準を示す
考え。今秋から策
定に着手予定とし
た。（道新7月1日付）

2021年

7月27日

NUMO、対話の場で
文献調査の進捗を
初報告。ただし具
体的説明はなし。
（道新7月28日付）

2021年

8月4日

交付金について、
泊村・共和村・古
平村に各7500万
円、神恵内村が7
億7500万円で一
致。北海道と積丹
町は受け取り辞退。
（道新8月5日付）

2021年

8月5日

NUMO、対話の場で
文献調査の進捗を
報告も、現状評価
には触れず。（道新8
月6日付）
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年月日 寿都町 国・NUMO 北海道 その他 神恵内村

2021年

8月25日

交付金について、
岩内町が7500万
円、寿都町が9億
2500万円で一致。
北海道、蘭越町、
黒松内町、島牧町
は受け取りを辞退。
（道新8月19日付）

2021年

10月26日

町長選挙で片岡氏
再当選。（道新10月
27日付）

議会議員補欠選挙
では、文献調査撤
回を公約とした候
補が当選した。（道
新10月27日付）

2022年

2月27日

村長選挙で高橋氏
が再当選。（道新12
月28日付）

2022年

3月15日

町長が、第8回「対
話の場」終了後の
記者会見で、「文献
調査と概要調査は
一体で進めるべき
だ」と述べ、概要
調査に進みたい考
えを改めて示した。
（町民の会）

2022年

3月29日

函館地裁が、全員
協議会の議事録非
開示について、町
情報公開条例に違
反するとして取消
す判決。（道新3月
30日付）

2022年

4月8日

寿都町が同判決に
対して控訴しない
と発表。（町民の会）

2022年

4月27日

町が議事録を開示。
黒塗りは必要最低
限だった。（町民
の会）

2022年

5月29日

町長が、概要調査
に進むことへの賛
否を問う住民投票
を2023年度中に行
うことを示唆してい
るとの報道。（道新5
月29日付）

NUMOが寿都町と神
恵内村で概要調査
を行うとする事業
計画を来春にも国
に申請するとの報
道。（道新5月29日付）

２　現れてきた問題点２　現れてきた問題点

(1)	交付金が主な応募の動機であるとうかがわれること

①　各種報道を見る限り、両町村の今回の応募は交付金に目的があるとする論調が多

く見受けられる。この点に関し、寿都町でのヒアリングで、片岡町長はこのような

評価に対し、同町の財政は困窮しておらず、応募の動機は胆振東部地震（2018年）
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を契機に同町の地盤の安全性を調べるためと説明した。また、同町の一般会計予算

は今回の交付金を除いても約50億円、それにふるさと納税や風力発電の利益を含め

ると約60億円であり、文献調査の交付金がなくても町の財政運営は十分できると述

べた。

	 	 10億円×2年という交付金の町会計における割合は小さな額ではない。片岡町長も、

ふるさと納税の制度が今後も変わらず継続するのかは分からないし、同町にある風

力発電からの利益が今後も維持できるかも分からないため、文献調査への応募は稼

げるチャンスであると述べており、交付金が動機として全くないわけではないとの

印象を受ける。

	 	 また、2021年4月4日付けの北海道新聞は、4年前の2018年4月4日の産業5団体

幹部との異業種交流会において片岡町長が核の最終処分場の文献調査を受け入れる

と多額の交付金が得られると説明し、応募に前向きな姿勢を示したが、ある団体代

表が強く反対したために議論が打ち切られたと報じた。このような報道からも今回

の応募の動機として交付金が大きな要素となっていることが窺える。

	 	 なお、2021年10月10日付けの北海道新聞では、今回の応募について、「洋上発電

実現への貸し」との見出しで、「町内には11基の風力発電施設があるが、新たに導

入を目指す洋上風力発電で国の『有望な区域』に指定されれば、より高い価格での

売電が可能になる」ことも念頭にあると指摘しているが、この認識については片岡

町長もヒアリングで認めている。

②	 神恵内村でも、同村におけるヒアリングでは、文献調査の受入れ判断に交付金の

支給が大きく影響したということはないとの回答であった。発端となった神恵内村

商工会から議会への請願には交付金を受けることは理由として書かれておらず、「原

子力発電（注：泊原子力発電所）の隣接自治体として原子力との共存共栄の精神を

持つ神恵内村が文献調査に協力するのは当然」と、泊原発からの恩恵を受けている

ことを理由としていると説明した。　

	 	 しかし、同村は人口が道内で2番目に少ない823人という過疎地であり、ヒアリ

ングによると村の一般会計は約20億円、泊原発3号機の交付金が8500万円である

とのことであり、文献調査の年10億円は大きな比率を占めることになる。交付金

が動機にならなかったという説明を言葉どおり受け取ることは躊躇を覚える。

③	 なお、文献調査に入ってからの「対話の場」におけるNUMOによる説明の多くは

地域振興に関する点であった。このことは、少なくともNUMOが交付金を文献調査、

そして次の概要調査に向けての呼び水と考えていることの現れと言えよう。

④	 以上のように、両町村でのヒアリングでは、正面から交付金を動機とすることは

否定している。しかし、様々な状況からみて、交付金の経済的効果が応募の動機で

あることは否定しがたいように思われる。

(2)	文献調査を無条件・無制限に行うことの問題性

①	「科学的特性マップ」による文献調査対象地域の選別機能の意義が失われている

こと

	 	 国は、東洋町以降で文献調査に応募する自治体が現れないことで、地域の地下環

境等の科学的特性を全国地図の形で分かりやすく提示することとし、2017年7月に

2022人権擁護第1部会.indd   1372022人権擁護第1部会.indd   137 2022/09/13   20:022022/09/13   20:02



138

第２章　高レベル放射性廃棄物の処分は、どうあるべきか

資源エネルギー庁が「科学的特性マップ」を策定し公表した。その目的を資源エネ

ルギー庁ははっきりと明示していないものの、好ましい特性が確認できる可能性が

相対的に高い地域（以下「有望地」という。）とされた面積が多い自治体に、文献

調査への応募を検討してもらいたい、という目的であろうと推測される。

	 	 この「科学的特性マップ」は200万分の1の縮尺で作成され、これ以上の精度を

保証するものではないとされていて、色分けされたエリアの境界は必ずしも明瞭で

はない。しかしそれでも資源エネルギー庁が一定の要件（前述。例えば火山の中心

から半径15km以内等は「好ましくない」など。）の下に精査の上で責任を持って策

定したものである以上、好ましくない特性があると推定される地域（以下「非有望

地」という。）については、一定の信頼をもって参照すべきものといえる。したが

って、非有望地の地下の掘削調査をした結果、有望地へと逆転する可能性はないと

いってよく、非有望地とされたエリアは最終処分施設建設地とされる見込みがない

ものといえ、したがってそもそも文献調査の対象地域にする実益がないはずである。

ただし、法律上は文献調査の対象は制限されていないため、地域の大半が非有望地

とされた自治体でも応募又は申入れ受諾をするのは自由であり、この点で自治体が

責められるべきいわれはない。問題は、資源エネルギー庁と同じ経産省の所管であ

るNUMOが、最終処分施設建設地とされる見込みがない場所でも文献調査を行うこ

とによる、時間・労力・費用の点である。

	 	 この点、寿都町と神恵内村のうち、特に神恵内村については、「科学的特性マッ

プ」で村内のごく一部を除きほぼ全てが非有望地とされている。また、精度の問題

で境界が明瞭でないとはいえ、辛うじて有望地とされている泊村との境界付近のわ

ずかなエリアは、日本海からすぐに断崖絶壁となる急峻な地形であり、地下施設の

建設はおろか地上施設の建設すら困難な地形である。このような神恵内村に対して

文献調査を申し入れ、時間・労力・費用をかけて文献調査を行う実益について、国

やNUMOは電気料金負担者（交付金やNUMOの活動費用（職員給与を含む。）は電気料

金から賄われている。）に十分な説明をすべきであろう。

②　地域に合わせた基準が後から設定されるおそれがあること

	 	 安全性に関する原子力規制委員会の規制基準はまだ決められていない。この規制

基準は最終処分施設建設に当たっての許可要件となる基準であり、文献調査、概要

調査、精密調査の安全性基準ではないため、現時点で存在しないことが即違法とな

るわけではない。しかし、最終処分施設建設のために制定されたのが法である以上

は、本来なら法の成立時点（少なくとも文献調査開始まで）で基準が定められてい

なければならないはずである。

	 	 このことについて、横路孝弘元北海道知事は、2020年10月23日の北海道新聞の

インタビュー記事で、「日本も処分地選定前に厳しい基準を作るべきだ。そうしな

ければ、調査を受け入れた場所に合わせて基準を事後的に作る事態になりかねな

い」との危惧を述べている。また、青山学院大学名誉教授の本間照光は、合格者（合

格させたい者）を決めてから、（その者が合格できるような）試験問題を後から作

るようなものだ、と指摘している。原子力規制委員会の更田豊志委員長は2021年6

月30日、寿都町と神恵内村で進む文献調査が終了して次の調査に入る前に、基本
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的な要件となるものを必要な範囲で示したい」とした。また、同委員長は同日の定

例会見で経産省が自ら定めた基準に沿ってNUMOが進めている処分場の選定作業が

一定程度進展した後になってから規制委員会が別の基準を示せば「後出しじゃんけ

んになってしまう」と強調した 65。

	 	 このように、規制基準のないまま文献調査が進められており、専門家からは「NUMO

の有利なようにデータが解釈されてしまう恐れがある」と批判の声が出ていること

を、2021年7月1日付け北海道新聞は指摘している。2022年6月時点では、NUMOは

文献の収集を終え、その評価を行っている段階ということで、文献調査は終わりに

近づいているが、今のところ原子力規制委員会の基準はまだ策定されていない。原

子力規制委員会が科学的に確実な安全を担保する規制基準を作ることは重要である。

そして、その規制基準が策定されるまでは、NUMOは文献収集後の概要調査地区選定

のための評価をすべきではないし、ましてや概要調査以降の手続にも進むべきでは

ない。　

③　安全性の判断が軽視されていること

	 	 北海道内の大学退官者らでつくる「行動する市民科学者の会・北海道」は、2020

年8月18日付けで寿都町の片岡町長、町議や町内の経済団体に応募しないように求

める文書を送付したと同月24日に発表し、その中で、寿都町から渡島管内長万部

町まで32km以上にわたり存在する「黒松内低地断層帯」に触れ、「近年の活動も確

認され、マグニチュード7.3の大きな地震を起こす可能性が高い」と指摘し、寿都

町周辺の地質は処分に適していないとして、「危険な選択を避けてほしい」と求めた。

	 	 こういったことがありながら、寿都町の応募と神恵内村への国からの申入れが行

われ、事業計画の変更も認可され、現在、文献調査が終了し、概要調査を迎えよう

としている。

	 	 また、前述のとおり、安全性に関しての原子力規制委員会の規制基準はいまだ定

められておらず、調査が進んでいる場所に合わせて基準を事後的に作る事態が生じ

る危険性があるのが現状である。

	 	 以上のとおり、安全性に関して十分な判断がなされないまま、無制限・無条件に

文献調査に入ってしまい、そのまま次の段階、さらに次の段階へと調査が進んでい

ってしまう危険性がある仕組みとなっている。このことから、法の定める選定手続

は、安全性の判断を軽視しており問題があると言わざるを得ない。

(3)	応募が自治体内で混乱と分断を招き、その選択における民主的手続の不十分さも露

呈したこと

①　文献調査の検討が住民に明らかになってから、応募、受諾までの期間は著しく短

かった。寿都町では2020年8月13日の報道から10月8日の応募まで2か月もなく、

神恵内村にいたっては同年9月10日の商工会の請願提出が分かってから10月8日の

申入れ受諾まで、1か月もない。しかも、その期間において、町村民が検討の事実

を知り、参加する機会は限定されていた。このような状況で、特に寿都町では、混

乱と住民間の分断が生じた。

65	 2021年7月1日付け北海道新聞
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②　寿都町について、片岡町長は当初、町議員、経済団体等との非公開での意見交換

会で早期の応募決定を目指したが、町民等の反対の動きがあり、住民説明会を開い

た。9月7日には、寿都町で初の住民説明会が非公開で行われたが、議論が紛糾し

途中で終了し、9日には、非公開の住民説明会で、片岡町長は文献調査へ応募した

上で国の支援を得て、核のごみ問題について本格的に学ぶ必要があるとの考えを説

明した。翌10日には、寿都町で初の公開での住民説明会が行われた。町民からは、

文献調査応募について是非を問う住民投票の要求があり、その条例案が町議会に提

出されたが、片岡町長は、「今は最終的な処分場建設の議論ではなく、（住民投票は）

まだまだ先の話。住民投票は考えていない」と説明し、判断は町議会で行うとして

住民投票の実施について否定的な見解を示した。応募後の11月13日に、寿都町議

会は議会採決で住民投票条例制定を否決した。その後、2021年3月8日の寿都町の

本会議で、「寿都町における特定放射性廃棄物の概要調査及び精密調査に係る意見

に関する住民投票条例」が制定されたが、これは3月2日に片岡町長が本議会に提

出した「寿都町における特定放射性廃棄物の精密調査に係る意見に関する住民投票

条例」に、小西議長が精密調査前だけでなく概要調査前にも住民投票を行うとの修

正を加えたものであった。

	 	 この条例について、町民の会は、そもそも文献調査応募の前に住民投票を行うべ

きであり、また過半数の投票がないと開票しないとしていることから、調査推進派

により、故意の投票棄権の運動が行われるのではないかとの危惧を示している。こ

のように、過半数の投票がないと開票しないとの考えは、町民の意向を少数意見と

して可視化することを避けることであり、また、投票しなかった町民の意向を概要

調査への続行についての賛成と決めつける点で問題があり、町民の会が反発するの

も納得できる。

	 	 片岡町長が、そこで決めるとした町議会の判断は、非公開の全員協議会で行われ、

その議事録の開示も行われなかった。この非開示については住民から裁判が起こさ

れ、函館地方裁判所は住民の請求を認めた。

	 	 なお、2021年10月の寿都町の町長選では、5期ぶりに現職への対立候補が出たが、

片岡町長の再選が決まった。しかし、それが接戦であったことや、同時に行われた

町議会議員補欠選挙では文献調査に反対する候補が当選したことは、選挙において

文献調査賛否が1つの争点となったものと推測される。また、当実行委員会が行っ

た町民の会に対するヒアリングでは、この問題をめぐって町が分断されていること

が語られた。

	 	 このように文献調査の応募決定に当たって公開性と住民参加が十分に行われなか

ったことは、町政運営の仕方が混乱と分断を招き、その選択における民主的手続の

不十分さが露呈したことを示している。

	 	 そして、それ以上に問題なのは、国・NUMOが採ってきた交付金と公募制とのセッ

トが、「応募は稼げるチャンスである」との認識を持たせ、自治体に性急な決定を

させたことにつながっているおそれである。決して一自治体の町政運営の問題に矮

小化すべきものではない。

③　神恵内村においては、村の応募検討という形ではなく、村商工会からの請願とい
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うことを発端とした。このように寿都町の片岡町長とは対照的に、神恵内村では「受

け身」の姿勢を取り、泊原発の交付金を既に受けていたこともあって、目立った村

民の反発もあまり顕在化しなかったようである。しかし一方で、請願の採否という

場面では本来同村が責任をもって村民に説明をすべきであったように思われる。「国

とは関係なく、村は応募の是非を検討してきた」66と説明した高橋村長だが、実際は

国と村が調査に向け、事前に調整してきたといえることが報道から明らかになって

いる 67。このことについて、2020年10月10日の北海道新聞では、「受け身演出　批判

をかわす」と評価した。

(4)	処分場による危険性は周辺自治体にも影響が及ぶにもかかわらず、知事、周辺自治

体の意向が反映される制度になっていないこと

①　北海道では、かつて幌延での深地層研究建設を巡って、同施設がそのまま最終処

分地になるのではないかとの懸念から紛争になっていたため、北海道への「放射性

廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」とする「核抜き条例」

（以下「道条例」という。）が2000年10月に制定されている。道知事はこの道条例

をもって、文献調査に反対したが、NUMOや寿都町、神恵内村はいずれもヒアリング

でこれを法的強制力がないとしている。すなわち、NUMOも寿都町も、道条例は文献

調査応募には関係ないとし、神恵内村も文献調査の段階では影響があるとは思って

いないと回答している。また、寿都町はヒアリングで、道条例はあくまで宣言条例

と考えている、知事は再稼働を合意して泊原発の交付金を受け取っていながら使用

済み核燃料はよそに持っていけとは無責任である、この条例は道議会で真剣に議論

しなければいけないと思う、と述べている。　

	 	 道知事は経済産業大臣との2020年9月4日の非公式会談で地域の紛争を防ぐとい

う意図で、「市町村の応募を待つ手続きについては『町を二分する状況になる。冷

静な議論ができるのか考える必要がある』と疑問を投げかけ、国が主体的に文献調

査を行って候補地を絞り込んでいくことは可能だと訴え、周辺市町村が法的に意見

を述べる機会がないことも指摘し、『国が主体的に開かれた中で議論を進めていく

ことが必要だ』と主張した」が、国は受け入れなかった 68。この道知事の提案の意図

は、地域の紛争を防ぐという意図であるにとどまるものである。受入れ自治体の住

民らが置かれた状況に鑑みれば、もっともな意見である。

	 	 このように、文献調査の開始に当たっては、知事の意向が反映されない制度とな

っている。

②　周辺自治体も多くは反対の立場を採る自治体もあり、2020年8月24日、近隣の黒

松内町長、蘭越町長、島牧村長が寿都町長へ慎重対処、応募再考を申し入れた。ま

た、これらの町村は自らの自治体内に放射性物質を持ち込ませず、処分場等の建設

を受け入れないとする「核抜き条例」を制定した。島牧村は、寿都町の文献調査と

の関連は不明だが、洋上風力発電についての協議会を脱退している。

	 	 これら周辺自治体には、概要調査地区選定に当たり法的には何ら権限はない。資

66	 2020年10月10日付け北海道新聞

67	 2020年10月13日付け北海道新聞

68	 2020年9月5日付け北海道新聞
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源エネルギー庁のヒアリングでは、「周辺自治体の意見の考慮については、知事が

判断していくことになる。広域自治体の知事が周辺自治体の意見を集約する立場に

あるのではないか」と述べた。周辺自治体が明確に反対意見を述べていても、それ

は知事の判断の際に考慮されるべきことと捉えており、周辺自治体の独自の意見は

考慮しないとしている。

	 	 交付金は周辺自治体も受領できる制度であるにもかかわらず、概要調査地区選定

等に周辺自治体の意向が反映されない制度になっているのは、交付金による経済的

な受益を与えることで、反対意見は受け付けないことを企図しているように捉えら

れかねず、この疑念を払拭するためにも、周辺自治体の意見をも反映させるべきで

ある。

(5)	当該知事らの意見集約について　

	 	 寿都町の片岡町長は、文献調査で引き返すこともあると説明する一方、2020年8月

19日、北海道新聞の取材に対して、「調査を行うなら地質を調べる（第2段階の）概

要調査までやる」と述べている。確かに、概要調査に際しては、住民投票が行われ、

片岡町長はそれに従うと言っている。しかし、同町の住民投票条例は、投票率が過半

数を下回った場合は開票しないという内容であり、町民の意見を明らかにできないの

ではないかとの懸念がある。

	 	 また、NUMOは文献調査の目的を対話運動の一環であるとしているが、対話の場では、

地域振興という経済的な利益を述べており、それは概要調査反対意見への対策とも捉

えられる。原発立地の例を見ても、一旦金銭の恩恵を受けた自治体の住民がその恩恵

なしに経済的自立を維持できるかどうか懸念される。なお、神恵内村でのヒアリング

では、道知事が反対なら村が独自に賛成だろうと反対だろうと概要調査には進まない

ため、いまだ住民投票の制度もなく、村独自の意見をどのように形成するか議論中で

あるとのことであった。

	 	 この神恵内村の悩みにも表れているように、法4条5項で「尊重」される当該知事

らの「意見」は、どのような手続で住民意思を把握してなされるべきか、情報提供の

在り方を含め、民主的過程がどれだけ確保されるのかが重要と言える。また、住民意

思の把握は文献調査の開始前にされるべきであって、文献調査の開始後に行われるの

では遅いと言うべきである。

第５　小括第５　小括

法によれば、国及びNUMOの役割は、適地を探し、その適地があれば最終処分施設建設地

を確定し、施設を建設することである。

しかし、本節でみてきた法の概要と、寿都町、神恵内村での文献調査をめぐる経過を検

討したことで、以下のような問題点が浮き彫りになった。

１　法律上の問題点１　法律上の問題点

(1)	各調査と次の段階の調査地区選定に関する条文が、二通りの解釈ができて誤解を生

じさせかねない文言となっているという問題がある。
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(2)	当該知事らの意見を「尊重」するという条文は、当該知事らが反対であれば次の調

査地区選定に進まないという国の方針を確実に担保する表現ではないという問題があ

る。

(3)	知事は文献調査の開始に当たって意向が反映されず、また周辺自治体は文献調査の

開始だけでなく概要調査地区等の選定に当たっても意向が反映されないことが問題で

ある。

(4)	最終処分施設建設に当たっての規制基準が未制定であり、これを早急に策定すべき

である。また、この策定前には、文献調査の評価や概要調査地区選定には進むべきで

はない。

２　運用・制度上の問題点２　運用・制度上の問題点

(1)	公募制という運用が、文献調査を行うと最終処分施設建設地の選定にまで繋がって

しまう懸念を生じさせるとともに、文献調査の段階で住民の分断を生じさせている。

(2)	交付金の制度が、自治体の健全な財政運営を阻害する懸念がある。実際に、寿都町

と神恵内村の文献調査応募又は申入れ受諾の動機には、少なからず交付金の存在があ

ると推測される。

(3)	公募制を維持するのであれば、文献調査の対象地域は、少なくとも「科学的特性マ

ップ」で非有望地とされている地域は除外すべきではないか。

(4)	自治体の「意見」（法4条5項）の決定・集約方法は、真に民主的になされなければ

ならないが、両町村ではこれらが不十分なままである。

３	 法の廃止が必要であること３	 法の廃止が必要であること

これらの問題の解決には、国（法律の改廃）、NUMO（運用）、自治体（民主的な意見形

成）それぞれの活動が欠かせない。特に、全ては法の存在や法の問題点に端を発するの

であるから、部分的な改正ではなく法の廃止を行い、新たな法律の制定を行うことが、

これらの問題点を抜本的に解決する方法であると言うべきである。

本節では、手続上の問題点に限定して検討をしたが、法が、使用済み核燃料の全量再

処理及び深地層処分を前提としていることからも、廃止は避けられないと言うべきであ

る。
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第５節　環境倫理とそれを反映した法政策・法制度の在り方第５節　環境倫理とそれを反映した法政策・法制度の在り方

第１　放射性廃棄物をめぐる倫理～問題の所在第１　放射性廃棄物をめぐる倫理～問題の所在

「（高レベル放射性）廃棄物は、10万年以上もの長い間、危険であり続け、画期的な技

術革新がない限り、そのリスクは、原子力発電から直接利益を得ることのない遠い未来の

人々に残される。これが世代間の不公正であることは明白であろう」69。

「世代を超えてリスクや不利益が残されるからこそ、そのプロセスをできるだけ倫理的

なものにしていかなければならないし、現実の状況に合わせて世代間倫理の議論をさらに

精緻にしていかなければならない」70。

しかし、「民主主義的な決定システムは構造的に共時的な決定システムであり、将来世代

を含めた通時的な決定システムではないため、意思決定に参加する集団とその影響を受け

て利害関係を受ける集団との間に構造的なずれが生じる」71。つまり、現在の社会システム

の中では、未来世代への責任を果たすことは決して容易ではないのである。

今、現実に蓄積されている放射性廃棄物をどのように安全に管理・処分するのが将来世

代への責任を果たすことになるのか、また、今後、放射性廃棄物についてどのようなプロ

セスを経て、どのような政策をとることが将来世代への責任の果たし方としてより倫理的

なのか、議論は鋭く分かれる。放射性廃棄物をめぐる世代間倫理は、「絶対的な1つの正

解」にたどり着ける問題ではない。しかし、困難な問題だからこそ、そこに存在する我々

の社会や考え方の矛盾やごまかしを真摯に見つめ直し、現時点での意思決定に可能なかぎ

り反映させていく努力を怠ってはならない。

そこで、本章では、このように論争的な放射性廃棄物をめぐる世代間倫理の議論を、よ

りわかりやすくすることを目的として（逆にいえば、本テーマをめぐる法哲学や環境倫理

の理論を網羅的にカバーすることは断念して）、この問題を考える上で大きな示唆を与え

る考え方を紹介する。さらに、将来世代の利益を現世代の意思決定に組み込む社会制度を

作ろうとする新しい動きを紹介する。その上で、放射性廃棄物をめぐる世代間倫理の議論

状況を踏まえて、その議論が抱える問題点を指摘し、今後の方向性を示したい。

第２　ハンス・ヨナスの未来倫理第２　ハンス・ヨナスの未来倫理

１	 未来世代に責任を託す現世代の責任～人類存続は善である１	 未来世代に責任を託す現世代の責任～人類存続は善である

ハンス・ヨナスは、世代間倫理と世代間公平を論じた 72。

ヨナスは、必ずしも原子力発電及び放射性廃棄物問題に焦点を当てていたわけではな

い。しかし、ヨナスは「科学技術の可能な成果には、未来の人間の実在を丸ごと、ある

69	 寺本剛「放射性廃棄物と世代間倫理」吉永明宏・福永真弓『未来の環境倫理学』（勁草書房、2018年）49頁

70	 同上50頁

71	 加藤尚武『環境倫理学のすすめ（増補新版）』（丸善出版、2020年）5頁。なお、吉永明弘・寺本剛『3STEP シリー

ズ環境倫理学』（昭和堂、2020年）126頁以下も参照。

72	 ハンス・ヨナス『責任という原理　科学技術文明のための倫理学の試み』（1979年、日本版は加藤尚武監訳、

東信堂、2010年）
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いはその本質を丸ごと危機に陥れる可能性がある」73ことを危惧した。現代の科学技術は、

その目的の善悪を問わない「没価値性」を特徴とし、テクノロジーは「有用性」に支配

されている。その結果、「有用性」の基準によって選ばれたテクノロジーが、逆に人類を

破滅に追いやる危険が増大しているとの認識を持っていた。

他方で、ヨナスは、生命は存在すること自体が善であり、傷つきやすい生命の存在に

対する配慮、つまり責任を持ち得る唯一の存在である人類は、存続し続けなければなら

ないと考えた。

しかし、現実には未来世代はいまだ存在しておらず、はるか将来の世代を考えればど

のような価値観を持っているのかさえ予想できない。存在していない者に果たして現世

代が責任を持つことができるのか。

そこでヨナスは、生命という実在（責任の対象）に配慮する主体としての人類が存続

する責任が最優先されるとする。なぜなら、人以外に責任を果たすことができない以上、

人類が存続しなければ責任の可能性自体が失われるからである。ヨナスは、未来世代が

責任の主体として存在することを保証する責任を現世代が負う、つまり現世代は未来世

代に責任を託す責任を負うとするのである 74。

２	 ハンス・ヨナスの定言命令２	 ハンス・ヨナスの定言命令

そのような思考の中で生み出された次のような命題は、第一に、現世代に対して、将

来世代に対する重大な配慮義務を課している。

「汝の行為のもたらす因果的結果が、地球上で真に人間の名に値する生命が永続する

ことと折り合うように、行為せよ（以下「①」とする）」否定形で表現すると、「こうし

た生命が将来も可能であることが、汝の行為がもたらす因果的結果によって破壊されな

いように、行為せよ」より簡単に言うと、「人類が地球上でいつまでも存続できる条件を

危険にさらすな」あるいは、再び肯定形を使えば、「汝が現在選択する際に、人間が未来

も無傷であることを、汝の欲する対象に含み入れよ」「われわれには、われわれ自身の生

命を賭けることは許されても、人類全体の生命を賭けることは許されない（以下「②」

とする）」などである 75。

①は、単に人類の滅亡につながる行為をするなという定言命令ではない。「真に人間の
4 4 4 4 4

名に値する生命
4 4 4 4 4 4 4

が永続することと折り合うように」行為せよという命令であり、人類の

生存環境（生態系を含む）の著しい悪化を回避すべき現世代の将来世代に対する倫理的

責任を規定している。

②は、現世代の行為の影響の不確実性に関わっている。ヨナスは、個人レベルで自ら

に及ぶ不確実な結果についてリスクをとる行為は許容されても、集団レベルにおいて人

類全体に及び得る不確実な結果を賭けてリスクをとることは許されないとするのである。

ヨナスが『責任という原理』を書いた1970年代は、東西冷戦の中で、核を中心とした

軍事技術や遺伝子工学などが急速に発展していた。こうした巨大テクノロジーが人類の

73	 前掲注72・66頁

74	 戸谷洋志『ハンス・ヨナス　未来への責任　やがて来たる子どもたちのための倫理学』（慶應義塾大学出版会、

2021年）152頁以下参照。

75	 前掲注72・22頁
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滅亡につながることがリアリティを持ち始めた時代だった。ただし、そのような危機感

は人間の「想像力」を介して初めて現実味を帯びた。しかし、今日、不幸にして、核兵

器の使用を伴う第三次世界大戦による人類の破滅や、歯止めのかからない人為的なCO2

の大量排出に伴う気候変動の悪化は、特殊な想像力を持たなくても、肌で感じられる時

代となった。ヨナスの上記格律は、より重みを増しているというべきだろう。

放射性廃棄物の文脈では、地殻変動の激しい日本において、「将来の世代が、はるか昔

に処分された放射性廃棄物からの汚染に怯える結果」をもたらさないのか、ヨナスの問

いの重みを真剣に受け止める必要がある。

３	 片務的な責任論と将来世代の価値観の尊重３	 片務的な責任論と将来世代の価値観の尊重

ヨナスの未来倫理について着目すべき二点目は、現世代が将来世代に対して一方的に

負う責任であり、そこでは未来世代の権利や未来世代からの「要求」は前提とされてい

ない点である。ヨナスは「未来倫理では相互性が欠落する」と明言している。つまり、ヨ

ナスは、現世代と未来世代との非対称性を強く意識している。

	 	「伝統的な考え方は、相互性に基づいている。その考え方によれば、私の義務は

他者の権利に私の側で呼応するものであり、他者の権利は、私の権利が他者へと投

影されたものである。だから、他者の権利がいったん確定されると、『この権利を

尊重せよ、（中略）できればこの権利の拡充につとめよ』という私の義務も確定さ

れる。こうした考え方は、我々の目的には役立たない。というのも、権利を持つの

は、権利要求を掲げるもの、すなわち、既に存在しているものだけに限られるから

である。（中略）存在するようになれば、権利を持つかもしれない。だが、いつか

存在するようになるだろうという可能性だけに依拠して権利を認められることはな

い。そもそも、実際に存在する以前には、存在する権利などない。存在を要求する

権利は、存在するようになって初めて生じる。だが、こうしたまだ存在していない

ものにこそ、われわれの求める倫理学はかかわっている。この倫理学の責任原理は、

権利という観念から、同時に相互性という観念からも完全に自由でなければならな

い」76

しかし、相互性から放たれたとき、未来世代にとって何が利益・不利益となるのか、私

たちの現在の価値観でそれを確定することはできない、という重大な問いが私たちの前

に横たわることになる。特に数百年、千年、万年単位の未来世代となるとその不確定性

が強まる。その際、ヨナスはまずは未来世代の在り方に対する現在世代の決めつけをで

きるだけ避けようとする。

	 	「当座は、『本来的』人間が何かという考察は背後に退く。『本来的』人間の前提

である、十分な自然の中での人類の実在（生存）を救うのが先である。人間が何で

あるべきかという問いには確定的な答えはない。答えは変化できる。（中略）むろん、

76	 前掲注72・69頁
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『人間が存在すべし』とは、『人間として存在すべし』ということである。（中略）

しかし、問題は、特定の人間像を不朽のものとして提出することではない。どちら

かと言うと、人間という種そのものの実在とともにわれわれに与えられている可能

性の地平をまず開いてみせることが問題なのである」77

ヨナスは、「真に人間の名に値する生命が永続することと折り合うように行為せよ」と

述べつつも、何が人間の名に値するかの解答を示さない。しかし、上述のとおり、人間

の可能性が未来に開かれていること、そのために「十分な自然の中での人類の実在（生

存）を救う」ことを優先している。未来世代のオープンな価値観を想定しつつ、「自然の

中での人類の実在」というおそらく未来世代にも共通する最も基本的な価値の保全を前

提に、その発展可能性を奪うことがないことを保証しようとするのである。

４	 責任の果たし方としての最悪のシナリオ論４	 責任の果たし方としての最悪のシナリオ論

では、このような未来世代への責任をどのように実践すればいいのか。

ヨナスは、未来が予測不可能で不確実である以上、未来への選択は、複数に分岐する

未来のシナリオから、どれか1つを選択することになり、その際、未来への責任を果た

すためには、常に最悪のシナリオを予見して行動すべきだとする。そのためには、想像

力を駆使して「恐怖に基づく発見術」を身に着ける必要があるとするのである 78。

ヨナスによれば、私たちは原子力発電を将来の世代が受け入れるのか、拒否するのか

を私たちの価値観で決めつけることはできない。しかし、仮に原子力発電が人間の文明

を支える重要なテクノロジーであるとしても、現世代では無害化できず将来世代にリス

クと負担を承継する放射性廃棄物を生み出し続けていること、また福島第一原発におい

てもさらに一層過酷な破局的事故になり得たことは事実である。また、ヨナスに従えば、

将来世代がいかなる価値観を持とうが、人間が生物である限り、生存の基本的な条件の

保全の必要性については現在と未来との共通性が残るはずである。放射能は生物として

の人間の生命への脅威であり、かけがえのない地球において、遠い将来にあっても生存

空間からは「安全に」隔離されるか、それに代替する技術で無害化されるべきものであ

り続けるだろう。そうだとすれば、現時点で考える超長期の将来にわたる「安全」が不

確実である以上、ヨナスがいう未来への責任としては、「安全」とされる方法における

「最悪のシナリオ」を常に予想しなければならないことになるのではなかろうか。

第３　未来世代に対する責任論及び権利論の展開第３　未来世代に対する責任論及び権利論の展開

１	 互酬的関係性あるいはフェア・プレイ義務１	 互酬的関係性あるいはフェア・プレイ義務

ヨナスが前提とした現世代と将来世代の間の相互性の欠如とそれを前提とした一方的

な責任論に対して、時間軸での相互性をもとに完全義務を主張する見解がある。

加藤尚武は「現代倫理学入門」において、「現在の人間には未来の人間に対する義務が

77	 前掲注72・247頁

78	 前掲注74・168頁
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あるか」という問いを立てた。

日本の「恩」の考え方がそうであるように、伝統社会においては、世代間のバトンタ

ッチという形での倫理が通用していた。近代社会における契約関係は、共時的な双務性、

相互性を前提にして、相手方に対する絶対的な義務を導く。

しかし、そのような双務性、相互性を欠く、世代間の関係においても、与えられた者

は与え返さなければならないという「互酬性」の倫理は、かつて絶対的な拘束力を持っ

ていた。

	 	「先人が後人のために木を植えるのは、自分に利益が跳ね返ってくることを期待

するからではない。その次元では、彼は相互性を断念している。しかし、その恩を

受けた者は、自分の後人に恩を返す。バトンタッチ型の世代交替の中には、『恩を

受ける』と『恩を返す』との相互性が成り立つが、各世代の行為は自発的自己犠牲

という形であって、相互監視に基づく強制力を背景とするものではない。

	 	 共時的相互関係は完全義務（責務）を支え、一方的関係は不完全義務（恩恵）を

生み出すという自由主義の背景となる枠組みが、ここにはない。関係の型は、バト

ンタッチの相互性―通時的相互性である。現在の世代は制裁（サンクション）を予

期して、未来世代に責任を負うのではない。緑の地球を受け取ったのだから、緑の

地球を返さなければならない。バトンタッチの関係の中に完全義務が成り立つ。地

球を守ることは、未来の世代に与える恩恵ではない。現在の世代が背負う責務であ

る」79

加藤によれば、過去の世代がしてくれたことに対して現世代が負う責務として、未来

の世代に対して与え返すことが世代を通じて引き継がれていくことで、世代を超えた

「互酬」的な関係性が成り立つ。

他方、宇佐美誠は、ジョン・ロールズのフェア・プレイ義務を応用する。

	 	「ロールズはまず、各人に共通に便益を与え正義にかなった社会的協力の枠組の

存在を仮定する。この枠組は、全員又は全員に近い人々が協力する場合にだけ維持

される。また、協力は一定の犠牲を求めるか、少なくとも自由の一定の制限をとも

なう。さらに、各人は、仮に自分が割り当てをはたさなくても、他の（ほぼ）全員

がそれぞれ割り当てをはたすから、自分の利益を享受できることを知っている。こ

れらの条件の下では、当該の枠組から便益を受け取ってきた人は、自分の割り当て

をはたすよう、また協力せずに無料の便益を利用しないよう、フェア・プレイの観

点から義務付けられる（中略）。

	 	 こうした議論を通時的かつ集合的な文脈に転用して、次のようなテーゼを定立で

きる。先行集団が後続集団に利益を順次受け渡してゆく連続的協力関係の下では、

各集団は、その集合的動機が何であれ、受け継いだ利益をつぎに引き渡すという自

らの割り当てをはたす一応の道徳的義務を負う。このテーゼを「公正」テーゼと呼

79	 加藤尚武『現代倫理学入門』（講談社、1997年）218頁
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ぶことにしよう」80。

２	 将来世代の権利論の概要２	 将来世代の権利論の概要

吉良貴之氏によれば、将来世代の権利論とは、「＜将来世代は良好な地球環境の享受な

ど様々な権利を持っており、現在世代はそれに対応する義務を負っている＞とするも

の」である 81。

その主唱者であるアーネスト・パートリッジは、将来世代の権利論にとっての難点と

なる①時間的遠隔、②要求の不可能性、③将来世代の非実在性、④権利主体の非決定性

について反駁し、将来世代の権利論を擁護している 82。

まず時間的遠隔性については、将来の世代への影響とそれについての科学的予測能力

があれば、時間的遠隔性は障害にはならない。たとえ時間的遠隔性が他人に危害を与え

ないという義務の履行についての確実性や効率性を減殺するとしても、だからといって

人類を構成する誰に対しても、我々はその避けられる痛みを避けるべき点は変わらない

という。

将来の世代と言っても実際にはその権利を要求できない、という点については、その

権利を代弁する代理人がいればよいと反論する。そして誰がその代理をするのか、とい

う疑問に対しては、合理的で一般的な道徳原則に基づき将来世代の代理をする能力と意

欲がある者であれば誰でもよい、とするのである。

将来世代は実在せず想像上の存在でしかないという批判については、パートリッジは、

将来世代は単なる想像上の存在ではなく、いつか存在することが確実であり、それを実

在した過去の世代と現在の世代との関係性になぞらえている。

最後に、誰が具体的な権利主体なのかを確定できないという問題については、我々が

他人に対して例えばその安全を配慮する義務を負うとき、それは不特定の第三者であっ

たとしても義務を負うのであり、義務を負う時点で権利主体を特定する必要はないと主

張している。

パートリッジの将来世代の権利論における「将来世代」は、集団としての将来世代で

はなく、人権主体である現在の個々人と同じ将来の個々人を想定している。そのため、

次の「非実在性」と「非同一性」の問題を抱えることとなる。

３	 人権「主体」の非実在性・非同一性問題３	 人権「主体」の非実在性・非同一性問題

宇佐美誠は、「非実在性」について、「将来世代の各人は、未来に誕生した後には生命

その他の権利をもつが、誕生する前の現時点ではいかなる権利ももたないのである」と

する 83。

「非同一性問題」とは、仮に将来世代のAに権利があるとして、その権利主張に伴っ

80	 宇佐美誠「将来世代をめぐる政策と自我」鈴村興太郎ほか編『公共哲学20　世代間関係から考える公共性』（東

京大学出版会、2006年）81頁

81	 吉良貴之「世代間正義と将来世代の権利論」愛敬浩二編『講座　人権論の最定位2　人権の主体』（法律文化社、

2010年）

82	 Ernest	Partridge,	“On	the	rights	of	Future	Generations”、http://gadfly.igc.org/papers/orfg.htm（閲

覧日：2022年7月1日）

83	 前掲注80・80頁
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て現在世代が何らかの行動をとった結果として、Aは生まれなくなり、将来世代のBへと

世代の構成が変わってしまうことをいう。Aは自らの権利を主張することで、その存在

そのものを否定する矛盾に直面する。「われわれがいま放置政策（注：環境破壊を放置す

る政策）を選択しても、特定の人々の厚生を低下させたとはいえず、また放置政策下で

の500年後の人々が、自らの不存在を帰結する防止政策を要求する権利をもつとは考え

がたい」84。

このように、個々の権利主体から構成される将来世代を想定する限り、非実在性や非

同一性問題を解決することはできず、「権利論」の分が悪そうである。

４	 代替案としての集団構成と「法人化」４	 代替案としての集団構成と「法人化」

この矛盾を解消する方法の1つは、将来世代一般を集合的な権利共有主体として想定

するとともに、法的にはそういった集団に対して、法人と同様に法主体性を付与するこ

とである。個人という人格主体を離れて、将来の世代の集団を想定し、その集団に法人

格を与えるか、あるいはその集団の利益を代弁する法的仕組みを構成するのである。

しかし、この代替案もたちまち、どの範囲の集団を設定するのかという問題と誰がど

のようにしてその利益を代弁するのかという問題にぶつかる。

前者については、例えば1万年後の「遠い将来世代」までを1つの集合体として想定す

ると、「将来世代は無限に続く茫洋としたものとなり、その権利要求は現在世代に過度の

負担を負わせ、結果的に実現可能性を著しく欠くものになりかねない」と批判される 85。

他方で、数十年後の「近い将来世代」には「現在に生きる人々がそのまま少なからぬ

割合で含まれている以上、ある程度まで現在世代内の問題として論じることが可能」で

あるほか、「短期的な関係を取り出せば十分に相互性が成り立っている場面もあり、その

連鎖として将来世代問題を考えていく方向性も十分にありうる」86。

放射性廃棄物問題について考えてみれば、処分場の立地問題を決定しようとする現世

代と、処分の受入れが始まる数十年後の世代、取出し可能な状態での保管が続いている

百年後の世代、取出しが不能となる最終処分が行われた数百年後から、処分場の存在が

伝わるかどうかも不明となる1万年後までの各世代など、どの世代を一まとまりの権利

主体として設定するのかという問題が残るのである。

後者については、仮にある世代をグループ化した場合、誰がその利益を代弁するのか、

逆の言い方をすればその利益を正当に代弁できる資格を持つ者が現世代に存在するのか、

という問題である。特に遠い未来の世代になればなるほど、その価値観を推し量ること

は困難となる。とはいえ、人間としての最低限の共通利益を想定できるとすれば、環境

に関わる非営利団体などが、一定の資格審査の手続を経たうえで、将来世代の利益を代

弁するといった仕組みを考えることは可能である。

５	 将来世代の権利論の意義５	 将来世代の権利論の意義

以上のような問題が残るとしても、吉良は、将来世代の権利論には独自の意義がある

84	 前掲注80・80頁

85	 前掲注81・61頁

86	 同上62頁
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という。

まず「非同一性問題に対処するために、将来世代の権利は構成員の同一性に左右され

ない集団的権利として構成されなければならない」

次に、将来の世代の構成員個々人に、自らが「『誕生する権利』を認めることができな

い以上、将来世代は、現在のわれわれの法的な擬制として適切な範囲のもとにその主体

性が立ちあげられるものである」87。

吉良は、そもそも、「＜将来世代の人々には良好な地球環境を享受する権利がある＞と

いう単純明快な主張に権利論アプローチの魅力があった」とすれば、現在世代の責務を

論じることによっても目的を達することができるので、あえて権利論にこだわる意味は

大きくないとも思われるとする。

しかし、将来世代を配慮の単なる客体ではなく、主体性をもった存在として制度化す

ることは、「貫時間的な＜権利の共同体＞の一員として迎え入れることへの想像力を涵養

する」意義がある、つまり将来世代への配慮に十分な動機を調達する意義が残るという

のである 88。

そうすると、将来世代の権利論は、現世代の義務を導く原理論としてよりは、法制度

設計をする際に、意思決定に参加するその世代が、想像力を働かせてよりリアルに将来

世代への配慮を行う仕組みないし仕掛け作りへの原動力になる点にその実践的な意義が

あるのだろう。

第４　政策原理化の試み第４　政策原理化の試み

１	 ユネスコ「未来世代に対する現存世代の責任宣言」１	 ユネスコ「未来世代に対する現存世代の責任宣言」

ヨナスが提起した未来世代への責任論は、その後、「未来世代に対する現存世代の責任

宣言」（ユネスコ第29回総会1997年11月12日）89に結実している。同宣言は次のとおり、

「現在の世代は、未来世代に対し、人間の活動によりいかなる時にも不可逆的な被害を

受けることのない地球を引き継ぐ責任をもつ」とし、1つの世代は、地球環境を限られ

た時間だけ預けられた受託者にすぎないことを前提にしている（4条）。

第1条　未来世代の必要と利益

	 	 現在の世代は、現在及び未来世代の必要と利益が十全に保護されることを保証

する責任をもつ。

第2条　省略

第3条　人類の持続及び永続性

	 	 現在の世代は、人間の尊厳を当然のごとく重視して、人間の持続及び永続性を

保証するように努めるべきである。それゆえ、いかなる方法においても、人間生

命の性質と形状が壊されてはならない。

第4条　地球上の生命の保持

87	 前掲注81・70頁以下

88	 同上70頁

89	 服部英二編著『未来世代の権利―地球倫理の先覚者、J‐Y・クストー』（藤原書店、2015年）328頁以下
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	 	 現在の世代は、未来世代に対し、人間の活動によりいかなる時にも不可逆的な

被害を受けることのない地球を引き継ぐ責任をもつ。地球を限られた時間だけ受

け継いでいるそれぞれの世代は、天然資源を合理的に利用することに注意を払い、

生態系の有害な変容により生命が損なわれないこと、及びあらゆる分野の科学

的・技術的な進歩が地球生命に被害を与えないことを保証すべきである。

第5条　環境の保護

1		 未来世代が地球の生態系の資源から利益を得ることを保証するために、現在

の世代は持続可能な発展のために努力し、生活の状態、とりわけ環境の質と保

全の保持に努めるべきである。

2		 現在の世代は、健康と存在自体を危険にするかもしれない環境破壊に未来世

代がさらされないことを保証すべきである。

3		 現在の世代は、未来世代のために、人間生活の維持及びその発展に必要な天

然資源を保持すべきである。

4		 現在の世代は、大規模な事業が未来世代に与える可能性のある影響について、

それらが実施される以前から考慮すべきである。

	（以下略、なお今回の報告書執筆に当たり一部英語の原文から改訳）

この宣言はユネスコ加盟国に対して政策的指針を示すものであるが、ヨナスと同じよ

うに、世代の権利を想定せずに、現世代の未来世代に対する一方的な責任を規定してい

る点に特徴がある。

なお、2015年には、オランド・フランス大統領（当時）のもと、コリーヌ・ルパージ

ュ元環境相が中心となって「世界人類権宣言」が提案された。過去・現在・未来を通し

た集団としての「人類」そのものに権利を認め、現世代にその権利を尊重する義務を認

める宣言である。「人類」が主体となっているのは、ユネスコ宣言の時代よりも、人類の

絶滅ひいては地球の生態系の破壊のリスクがより現実化し、それだけ現世代の将来の世

代や生態系に対する責任が重くなっていることを強調する趣旨であろう 90。

２	 持続可能な発展２	 持続可能な発展

今日、持続可能な発展（環境基本法4条参照）は、日本においても、環境法のみなら

ず、経済・社会の在り方の基本的な指導原理になりつつある（国連の持続可能な開発目

標SDGs参照）。

持続可能な発展は、①生態系の保全など自然のキャパシティ内での自然の利用、環境

の利用、②世代間の衡平、③南北間の衡平や貧困の克服のような世界的に見た公正 91を

その重要な要素とする。

持続可能な発展の重要な要素としての世代間衡平が説かれるのは、それが経済社会の

維持発展の基礎をなす重大な倫理的課題であり、政策上の目標であるべきだとの共通認

識があるからである。具体的には、生態系を含む天然資源の枯渇による世代間の資源配

90	 DDHU ウェブサイト（https://ddhu.org/wp-content/uploads/2021/10/DDHu-japanese.pdf）（閲覧日：2022

年7月1日）

91	 大塚直『環境法』（有斐閣、第4版、2020年）52頁
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分の不衡平さの問題と、先の世代が行った汚染物質の蓄積による後の世代との間のリス

ク配分の不衡平さの問題の解決である。

「持続可能な発展」の問題は、それが抽象的な政策目標や指導原理に留まり、現実の

諸制度において、制度設計上の基本原則として、あるいは目標を真に実現するための指

標として、まだ十分機能していないことと、上記②や③公正さの確保に対する実効性を

十分に有していない点にあろう。次にこの点を克服しようとする実験的な制度や取組を

概観する。

第５　将来世代への配慮を実効化する制度ないし手続第５　将来世代への配慮を実効化する制度ないし手続

１	 ウェールズ「将来世代の幸福法」１	 ウェールズ「将来世代の幸福法」

近年、将来世代への配慮ないしその利益を制度的に保護する仕組み作りが試みられる

ようになってきている。

まずはウェールズ（「イギリス」を構成する4つの国の一つ）の「Well-being	of	Future	

Generation	Act	2015」「将来世代の幸福（ウェルビーイング）法」である。

同法は、「持続可能な発展」を「将来世代の固有のニーズを満たす可能性を犠牲にする

ことなく、現在世代のニーズを満たすこと」（5条(1)）とする。そしてウェールズにと

っての幸福の7目標（繁栄、強靭さ、健康、平等、まとまりのある共同体、豊かな文化

と言語、国際的な責任を果たすこと、4条）を実現するため、上記持続可能な発展の原

理に従って、目標達成のための措置をとって、経済、社会、環境及び文化面でのより幸

福なウェールズへと改善していくプロセスそのものが「持続可能な発展」だと定義する

（2条(1)）。

公共機関が持続可能な発展原則に従って機能するために、長期的視点を短期的視点と

バランスさせること、統合的アプローチ、関係者の参加、協力、そして予防的アプロー

チを組織の運営原理とする（5条(2)）。

さらに、各行政機関が持続可能な発展のゴールに向かっての具体的な目標を設定・公

表し、その実現の程度を評価することを法的に義務付けている（7条以下）。

また、将来世代コミッショナーという独立機関を設け、公的機関が行う意思決定や事

業に対して、将来世代の利益を考慮しているかどうか、いわば将来世代の擁護者として、

制度的にチェックを行う仕組みを作り上げている（17条以下）92。

２	 フューチャー・デザイン２	 フューチャー・デザイン

日本では、西條辰義が提唱・実践しているフューチャー・デザインの実践が注目され

る。

フューチャー・デザインでは、まず、親が子のために自分が我慢することができるよ

92	 市民向けの解説として、Future	 Generations	 Commissioner	 for	 Wales ウェブサイト（https://www.

futuregenerations.wales/about-us/future-generationsact/）、 立 法 関 係 者 の 解 説 と し て、Jane	

Davidson”Futuregen	Lessons	from	a	Small	Country”、邦文として、中村民雄「ウェールズの将来世代コミッ

ショナー―概要と活動成果―」比較法学第53巻第3号113頁以下（2020年）、明日香壽川『グリーン・ニューディー

ルー	世界を動かすガバニング・アジェンダ』（岩波書店）251頁
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うに、現世代が将来世代のために我慢する気持ちを持つことを現世代が「将来可能性」

を持つと定義する。それを前提に、現世代が将来可能性を最大限発揮できる社会の仕組

みを様々な社会実験を通じて構築しようとしている。

その手法の１つが「仮想将来世代」の意思決定への参加である。

岩手県矢巾町では、町の総合計画を策定するに当たり、諮問機関である総合開発委員

会に対する町民の提案を行うため、フューチャー・デザインの手法を採り入れたワーク

ショップが連続で開催された。公募による25名の町民が仮想将来世代（2060年）の矢巾

町町民となり（仮想将来世代は揃いの法被を着用する。）、2060年の町の未来像を想像し、

そこから2019年にバックキャストして、「将来人として2019年の町に要望すること」を

提案したのである。「自然との共生の推進」や寂れゆく温泉街の再活性化提案など、その

約8割が総合計画に反映された。

フューチャー・デザインは、参加者が「仮想世代」になりきることで想像力を媒介に

して人が本質的に持っている「将来可能性」を最大限引き出す。しかも、その経験を通

して、参加者は、日常生活において従来の短期的視点に基づく行動そのものを将来に配

慮する様式に変容していく。現在の資本主義・民主主義社会の短期的利益優先の社会を、

フューチャー・デザインを組み込んだ社会システムを通じて長期的利益を尊重する社会

に変革していくことを目標としているのである 93。

第６　放射性廃棄物における世代間倫理第６　放射性廃棄物における世代間倫理

１	 地層処分を支持する倫理的見解１	 地層処分を支持する倫理的見解

「原子力の便益を享受した我々の世代は、これに伴って発生した放射性廃棄物の安全

な処理・処分への取組に全力を尽くす責任を、未来の世代に対して負っている」（原子力

政策大綱平成17年10月11日）

その上で、政府、NUMO、電力会社は、地層処分については放射性廃棄物の安全な隔離

が技術的に確立されているとして、その推進を図っている。

現世代による隔離的な処分の考えは、次のとおり、汚染者責任（廃棄物については排

出者責任）という観点からも正当化され得る。受容可能な状態に環境を保持するための

汚染防止費用は、汚染者が負うべきであるとする原則であり、経済的効率性、環境保全

の実効性、公平性を根拠とする。

排出者責任を徹底するとすれば、地層処分については放射性廃棄物を生み出している

電力会社がコストを負担し、できるだけ早い時点で放射性廃棄物を生活圏から隔離する

ことが望ましい。

まず、高額な処理費用のコストを安易に公費では負担せずに（現実には、交付金等様々

な公費が投入されているが）、電力会社に負担させることは、原子力発電の経済性が電力

市場において問われることにもなり、低コスト化が進む再生可能エネルギー等との公正

な競争が促されることにもなる。

93	 西條辰義編著『フューチャー・デザイン　七世代先を見据えた社会』（勁草書房、2015年）、西條辰義ほか

編『フューチャー・デザインと哲学　世代を超えた対話』（勁草書房、2021年）参照
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一旦電力会社が負担する処分のコストは、電力料金を通じて最終的には電力需要者が

広く負担することになる。原子力発電の便益を享受してきた世代が残っているうちに、

その費用を受益者が支払うことは、世代間倫理からはより公平な対応だと考えられる。

放射性廃棄物の処分コストは巨額であるだけに、処理のタイミングが遅れれば遅れるほ

ど、汚染者責任の追及は曖昧になる。すなわち、汚染者が処分費用として積み立ててき

た資金と実際の処理費用との差額が大きくなったとしても、もはや汚染者にその負担能

力と負担意思がなくなり（場合によっては汚染者が既に消滅している場合もあり得る。）、

結局、将来の世代がそのつけを負うことになる。

前述した互酬的責任論や公正テーゼもまた、現世代での責任を持った処分の根拠とな

り得る。少なくとも50年以上前のプレ原子力発電の世代は、放射性廃棄物のない世界を

次の世代に手渡したのであるから、原子力世代は、自らの手で生活圏に放射性廃棄物の

ない世界を次の世代に手渡す義務を負っていると考えることができるからである。

さらには、地層への閉鎖的な「処分」という方法についても、できるだけ早い時点で

それを行うことが、将来世代に対して現世代が生み出した廃棄物の管理の手間と費用を

押し付けないこととなり、将来世代への責任のよりよい果たし方という評価につながり

得る。

こうして、私たちが出した究極のやっかい物、高レベル放射性廃棄物は、できるだけ

早く私たち世代によって終局的な「処分」（安全性が科学的に裏打ちされていることが前

提）をすべきだという考えには、世代間倫理的に十分な根拠がある。

２	 地層処分に反対する倫理的見解２	 地層処分に反対する倫理的見解

しかし、事はそれほど単純ではない。世代間倫理は、早期の地層処分を否定する論拠

にもなり得るからである。

地層処分に反対する最大の論拠は、地層処分の安全性をめぐり、将来世代に重大な影

響をもたらすおそれがあり、そうであるとすれば、ヨナスの格律に従い、そのような「賭

け」をすべきではないという点にある。そうであれば現世代が将来世代の選択の余地を

奪うべきではなく、その選択肢を残すべきだというのである。

その前提として、地層処分という技術選択に内包される科学的不確実性に対する認識

が賛成論と反対論とでは大きく異なっていることに注意しなければならない。賛成論は、

科学的不確実性が残るとしてもそれは許容し得るリスクに過ぎず、むしろその不当な強

調により、現世代の環境倫理の実践がおろそかにされてはならないと考える。それに対

して、反対論は、大量の高レベル放射性廃棄物の潜在的リスク並びにプレート境界上に

あって火山・地震列島である日本が持つ地層環境及び大量の地下水による汚染拡大のリ

スクを考慮したとき、超長期の処分に伴う科学的不確実性は、将来世代との関係におい

て許容できるものではなく、前述した「最悪のシナリオ」にそってそのリスクを真摯に

かつ慎重に受け止めるべきだと考えるのである。

次に、地層「処分」の最終形は、処分地の閉鎖であり、人工バリアと岩盤という天然

バリアを利用し、地層内に半永久的に、かつ不可逆的に「閉じ込める」ことになる。そ

れは将来世代の選択肢を奪うおそれがあるところ、この点についての価値判断が問題と

なる。高レベル放射性廃棄物は、数十年の地上施設での冷却の後、処分場内でさらに一
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定期間保管されるが、最終的には取り出しや回収ができない形で「閉鎖処分」され、そ

の時点での世代とそこから先の将来の世代の管理の手を離れる。人による直接管理を不

要とする点に最終的な「処分」としての目標がある。そうなると、もはやそこから放射

性廃棄物を回収して将来の新たな技術を用いて処理ないし再利用することも叶わなくな

る。

しかし、超長期の将来世代に対して、その生存条件を脅かし得る負の遺産を残す以上

は、その継続的管理は不可避であり、遠い将来の時点での合理的選択を奪わないような

管理方法を選択すべきだと考えるのである。そこでの放射性廃棄物の管理とは、一定の

人的な労力と費用をかけて直接的な監視、安全な対策、技術の研究・開発とその時点時

点で必要な安全対応を継続することを意味する。つまり、将来世代の負担を前提にする

のである。

さらには、将来世代による「選択」と「管理」のためには、そこに高レベル放射性廃

棄物が廃棄されている事実についての正確な情報の伝達が必要となるが、現時点での人

間の文明の歴史をはるかに超えるような超長期的な時間を想定して、そのようなコミュ

ニケーションが成立するのか、あるいはいかにしてそのリスクを伝達すればいいのか、

も問題となる。

その観点からすれば、翻って現時点での「地層処分」の選択自体の合理性も再度問題

となる。地表ないしそれに近いところでの当面の保管冷却という選択肢の下で、議論を

継続する道も決して不合理とは言えないからである。

３	 現在の処分政策３	 現在の処分政策

政府及びNUMOは、可逆性・回収可能性を取り入れた諸外国の地層処分の対応も参照し

つつ、上記2つの考え方の対立を一定程度調整する形で、地層処分については直ちに処

分場を閉鎖するのではなく、相当の保管期間を置き、「安全な管理が合理的に継続される

範囲内で最終処分施設の閉鎖までの間の廃棄物の搬出の可能性（回収可能性）を確保す

る」としている。ただし、処分の方向性としては、最終的な閉鎖を予定した地層処分の

枠組みを現世代が定めることになる（特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針

（2015年5月22日）参照）。

４	 既存の廃棄物と今後発生する廃棄物４	 既存の廃棄物と今後発生する廃棄物

少なくとも現世代が現に生み出してしまった放射性廃棄物を、現世代の多くが残って

いるうちに責任ある処分をする、という倫理問題と、今後も原子力発電を継続して放射

性廃棄物を処分し続けることの倫理問題とは区別できる。

一旦、放射性廃棄物の処分場ができれば、今後、原子力発電を継続しても、放射性廃

棄物の処分が可能となる1つの目途がつき、そのことが原子力発電の継続を正当化する

ことにつながるだろう。

しかし、現実には、放射性廃棄物を「安全」に大量に廃棄する場所を確保することは

極めて困難である。いつまでにどこにどれだけの量をどの程度「安全」に処分すること

ができるのか、という将来の確たる見通しもないまま、原子力発電を継続することが、

つまり、安全な処分という放射性廃棄物をめぐる必須の条件を満たすことについて極め
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て高い不確実性が残ったまま、さらに放射性廃棄物の量を増やし続けることが、将来世

代への責任との関係で適切なのか、という問いは残るのである。

また、仮に放射性廃棄物が貯まりつつも相当な時間をかけて遅ればせながら「安全」

な深地層処分場を作ることができたとしても、それが原発の更なる稼働につながり、一

層の放射性廃棄物を生み続けるとすれば、常に処分場の拡張や更なる立地を必要とし続

けることとなる。再エネ等、電力を得る代替技術がある中で、排出総量の限界を設定し

ない放射性廃棄物の処分の議論は、それ自体、将来世代に対する倫理責任に抵触し得る。

第７　放射性廃棄物をめぐる世代間倫理の議論の問題点第７　放射性廃棄物をめぐる世代間倫理の議論の問題点

１	 超長期的な将来世代の利益考慮のインセンティブの低さ１	 超長期的な将来世代の利益考慮のインセンティブの低さ

将来世代の利益を配慮する倫理論においては、現在世代と将来世代との非対称性が問

題となった。

気候変動問題の場合、不利益が想定されている将来世代は、2030年、2050年、2100年

といった比較的近い将来の世代であり、現世代の中にその時代を生きるメンバーが含ま

れている。そのため、現世代の中での若い世代への配慮という問題設定をすることもで

きる。

ところが、放射性廃棄物問題においては、放射性廃棄物のリスク管理が10万年という

地質年代的な長さに及ぶ。処分場が開設された場合に処分が開始される数十年後の近未

来については、現世代に含まれているメンバーも多数存在し、かつ、それらのメンバー

は原子力発電による電力という便益も部分的に享受している。つまり、近未来の世代に

ついては、現世代と利害が一致する面がある（ただし、費用負担面では近い将来に現実

化する処分コストは、現在想定しているコストを大幅に上回ることが予想され、その面

では近未来の世代に不利益が現実化する可能性があることは無視できない。）。

現世代や近未来の世代と利害が対立するのは、超長期の将来世代（数百年、数千年、数

万年先の将来世代）である。長期になればなるだけ、リスクの行方についてのシナリオ

は多数に分化し、不透明性が増し、想像力を働かせることが難しくなる。その時代にお

いては放射性廃棄物問題をより抜本的に解決する科学技術が発展しているのではないか、

といった現世代の楽観論も強くなる。つまり、現世代と近い将来世代との利害は大きく

は一致しつつ、遠い将来世代の利益への配慮のインセンティブが下がることになる。

逆に言えば、放射性廃棄物についての世代間倫理の議論においては、超長期的未来の

世代の利益を意識的に反映させる議論を行う必要性があるはずだが、果たしてそのよう

に仕組みが確保されているかが批判的に検証されなければならない。

２	 総量管理と発生抑制の議論の欠如２	 総量管理と発生抑制の議論の欠如

環境法の原則としての排出者責任の考え方において、最も重要なのは、廃棄物の排出

抑制であり、まずは廃棄物自体の発生を抑制し、ついで再利用や再生利用、最後に適正

処分を行う責任がある。核燃料サイクルが破綻している中で、再生利用は現実的ではな

いうえ、核燃料サイクルを経たとしても使用済みMOX燃料の安全な廃棄という一層困難

な課題に直面することになる。
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そうだとすれば、排出者責任からは、不確実なリスクと高額のコストを伴う放射性廃

棄物の排出抑制としての原子力発電自体の抑制ないし再エネ事業等への転換が導かれる

はずである。

すなわち、放射性廃棄物の処分をめぐっては、これまでどれだけの廃棄物の量があり

（使用済み核燃料を含む）、今後どれだけの排出が想定されるのか（排出総量の予測）、そ

れをどのような時間軸の中でどこにいつどれくらい処分するのか、処分できるのか（処

分の現実的なキャパシティと処分計画）、という全体的な見通しの下で発生量自体を管

理するという発想が不可欠なはずである。

例えば、CO2については、残余のCO2の排出可能量という観点での「カーボン・バジェ

ット論」を前提に、CO2の排出量の削減が進められようとしている。放射性廃棄物も国

が認める将来世代への責任を重視し、また、排出者責任の考えを推し進めれば、数十年

先までの「放射性廃棄物の処分可能量」の目途を立て、そこからバックキャストして、排

出量のコントロール（その場合、直接処分かどうかは別として使用済み核燃料分の廃棄

物量を含めることは当然である）、つまり総量管理をすることが不可欠なのではないか。

総量管理は処分場面での排出抑制では不可能であるから、稼働の抑制につながらざるを

得ず、結局のところ、脱原発を前提とする排出上限の確定を早急に行うべきということ

になろう。

世代間公平の議論は、貯まってしまった廃棄物をどうするかの局面に限定されがちで

あるが、長期的に考えれば、総量管理と切り離しては成り立たないのではなかろうか。

３	 受益者と受苦者の分離と電力消費者の思考停止を生み出す仕組み３	 受益者と受苦者の分離と電力消費者の思考停止を生み出す仕組み

放射性廃棄物をめぐる現在における議論の状況については、原発の便益の享受と裏腹

の放射性廃棄物という巨大な環境負荷について、NUMOの広報活動にもかかわらず、電力

消費の局面では、現世代にできるだけその負荷を意識させないようにしているのではな

いだろうか。それは、放射性廃棄物という負荷を消費者が意識すればするほど、消費者

の原発離れにつながり、政府や電力会社の原発推進の基本方針に反するからである。

端的に言えば、原子力発電による受益者と、放射性廃棄物の負担を担う立地候補地の

地域住民や将来世代という受苦者とが、空間的あるいは時間的に分離・分断されている

中、それを積極的に克服する形で、地域間での不公平や世代間倫理、あるいは放射性廃

棄物のコスト負担について、客観的な情報に基づき考え、議論する国民的な仕組みが作

られていないのである。前述したウェールズの取組やフューチャー・デザインの実践に

あるように、そもそも将来世代については、何らかの仕組みなしにその不利益を考慮す

ることができないところ、そのような仕組みは何ら導入されていないのである。

電力消費の場面はもちろん、放射性廃棄物の処分の局面においても、立地住民や将来

世代の負担やリスクが意識されにくい社会の仕組みや手続の在り方についても、議論の

俎上に乗せる必要があるのではないか。
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第８　まとめ第８　まとめ

寺本剛 94は、高レベル放射性廃棄物の処分方法をめぐっては、将来世代に負担を残さ

ないことを目指して廃棄物を埋めてしまえば、廃棄物のリスクへの対処法について将来

世代に選択権・決定権を残すことはできない一方、後者を重視して貯蔵を続けるならば、

将来世代に管理の負担やそれに伴うリスクを強いることになってしまう、というディレ

ンマがあるとする。

このようにどちらを優先しても世代間公正を十全な形で実現できない場合、寺本は、

デイビッド・コリングリッジの技術選択論を参照して、「超長期的なリスクを後続世代に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

受け渡す場合には
4 4 4 4 4 4 4 4

、一度に大きな決断を下すのではなく、将来起こり得る想定外の事態

に備えて、できるだけ柔軟に対応できる体制を整え、漸進的に事態を好転させていくこ

とをめざす方が、致命的な失敗をおかす可能性が少ないという意味で、よりよい方針だ

と考えられる」とするのである 95。

結論として、寺本は、超長期的リスクに対処するための世代間倫理について、次の2

つの原理に集約する 96。

　

（第一原理）

・	リスクは各世代間で公正に分配されなければならない。この原理は、それが十全

に遵守されえない場合でも、目指すべき理念として堅持されなければならない

（世代間公正原理）

（第二原理）

・	第一原理を十全なかたちで遵守できない場合に限り、時間的に持続する共同体へ

のリスクを最小化する最適な方法が追求されなければならない（最適化原理）

・	最適化のプロセスならびにそこで選択される対処方法は、強力な確証がない限り、

将来の意思決定をできるだけ制約せず、可逆性及び修正可能性をできるだけ担保

したものでなければならない（漸進性原理）

注意すべき点は、寺本が第一原理と第二原理の序列の厳格さを強調していることであ

る 97。つまり、第一原理から安易に第二原理に移行してはならず、また仮に第二原理に移

ったとしても、第一原理は常に目指すべき理念として最適化原理や漸進性原理の在り方

を厳格に問うているということを意識する必要がある。

まず、現時点での科学技術の不完全性にもかかわらず、最終処分を急ぐことは、将来

にリスクが顕在化することについての重大な賭けをしてしまい、重大なリスクを未来世

代に押し付ける点で、第一原理の世代間公平が全うできない。

しかし、他方で、第一原理の徹底を断念して、第二原理の最適化原理を追求する場合、

94	 前掲注69・53頁

95	 同上54頁

96	 同上60頁

97	 同上60頁以下
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世代を通して公平にリスク配分を行うために、何が最適なのかを容易には判断できず、

放射性廃棄物の現状での放置と処理方法の決定の先延ばしになりかねない。

したがって、ここでの最適化原理は、現状での「放置」であってはならない。第一原

理に照らして、その時点時点において、将来に残すリスクの最小化に向かって、最大限、

継続して努力しなければならない。また、最適化の目標として、確実な安全性が確保で

きない限りにおいては、将来世代による選択・改善の余地が残る方法を選択しなければ

ならない（漸進性の原理）。

このような方針は、今後の科学技術の進展に一定の期待をかけている面がある。しか

し、それについても不確実であり、安易に依存することは、将来世代に対する負担を増

やす。現に存在する廃棄物をいかに処分するか、というときに、未来世代へのリスクを

考慮して、今後の技術開発を待つという慎重さは倫理的に正当化できる。

しかし、今後の科学技術に期待して、高レベル放射性廃棄物を生み出し続けることは、

その技術発展が不確実な以上、また、将来世代に管理の労力とコストを承継する以上、

正当化しがたい。

要するに現在の不完全な科学技術の下で、将来のリスクの不確実性を考えると、放射

性廃棄物の管理の手を放す安易な「処分」に走ってはならず、そのために、現時点で可

能な最良の安全管理を継続することは、決して将来への付け回しにはならない。そうは

いっても、そのような労力と費用を伴う管理の負担の継続を将来世代に強いる発電の継

続が正当化できるのかが、再エネという選択肢との関係で常に問われ続けることになる。

ところが、現在の放射性廃棄物の処理政策は、コスト面だけを見ても、世代間の公平

負担が十分に貫かれないまま（例えば資源エネルギー庁は、特定放射性廃棄物の最終処

分費用及び拠出金単価を公表しているが、その積算根拠には不透明性が残るほか、六ヶ

所再処理工場の建設費用の例を見ても、現実の費用は拠出金を大きく上回る可能性が高

い）、第二原理の最適化原理や漸進性原理に移っているように思われる。その結果、最適

化原理の適用において、リスクの最小限化としての総量管理・排出抑制の考え方がほと

んど追求されていない。原発を稼働させながら時間が経過することによって、さらに放

射性廃棄物が蓄積・増大して、世代間公正原理が歪められる事態が進行することに歯止

めがかからない。

漸進性原理についても、そこでの意思決定はその世代における重要な利害関係者のみ

ならず、超長期的な将来世代の利益の代弁者も含めた幅広い参加の下に行われるべきと

ころ、将来世代の利害を代弁する仕組みは現在採用されていない。また、地層処分とい

う政策の大枠の決定自体には、立地候補地の住民は関与しておらず、立地をめぐる意思

決定は、既に決められた政策的枠組みの範囲において、地元として立地を受け容れるか

どうか、に限定されている。そうすると、そこでの意思決定は、既定事実を前提とした

追認的な性格に陥りやすく、ますますもって超長期の将来世代の利益を反映した意思決

定の可能性を制約してしまう。その意味では、上記の世代間公正原理、最適化原理、漸

進性原理を厳格に適用するためには、地層処分という政策そのものの見直しも含めて再

検討することが最も徹底している。その際、放射性廃棄物処分だけを取り上げるのでは

なく、核燃料サイクル政策の抜本的見直しと再エネの選択肢を前提とした今後の原子力

政策の在り方（放射性廃棄物の総量管理も含めるべきである）と関連付けて、抜本的に
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再検討すべきであろう。また、政府や原子力業界や専門家以外に、立地候補地となり得

る複数の地域住民、電力消費地の消費者等の利害関係者の参加に加えて、超長期の将来

世代の利益を反映させる手続的な仕組（非営利団体ないしはフューチャー・デザインが

行っているような仮想将来世代の参加）を作り、一定の時間をかけて国民的な民主的な

討議プロセスを踏むべきである。

このように、放射性廃棄物をめぐる世代間倫理を巡るディレンマは容易には解けそう

にない。最低限言えることは、議論の再出発点として、原子力発電から不可避的に発生

する放射性廃棄物は、かくも深い難題を私たちに突き付けていることの重みを、立場を

超えて政府、業界、住民及び消費者が真剣に共有することだろう。
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第６節　高レベル放射性廃棄物をどうすべきか第６節　高レベル放射性廃棄物をどうすべきか

第１　大前提としての脱原発第１　大前提としての脱原発

１　廃棄物総量確定の必要性１　廃棄物総量確定の必要性

原発の稼働により不可避的に生じる高レベル放射性廃棄物は極めて危険なものであり、

保管及び管理には細心の注意を要する。しかも、その危険性は万年単位の長期間にわた

り継続するため、他の廃棄物とは比較にならないほど処分に困難を伴う。

このような高レベル放射性廃棄物であっても、何らかの方法により最終処分をしなけ

ればならないが、最も重要なことは、これ以上放射性廃棄物を増やさないことである。

廃棄物総量を確定しなければ（今後も原発を続けるのであれば）、将来何らかの最終処分

方法が決定したとしても、どの程度の規模及び数の処分施設等が必要となるかすら決め

られない。

真剣に高レベル放射性廃棄物の最終処分を考えるのであれば、即時に原発を廃止し、

これ以上総量を増加させないことが最も重要である。将来世代への責任の観点から最終

処分が論じられるが、これは、将来世代に対する我々世代の基本的な責任であるという

べきである。

現時点でさえ、後述するように各原発敷地内における使用済み核燃料の保管容量が限

界に近付きつつあり、使用済み核燃料を含む高レベル放射性廃棄物は大量に存在する。

原発を稼働すればさらにその量は増え続ける。高レベル放射性廃棄物の処分問題は、極

めて困難な問題であるが、処分対象の廃棄物が多くなればなるほど、その解決の困難性

は増大していく。

高レベル放射性廃棄物の最終処分という観点からは、原発の稼働継続は到底受け入れ

られないのである。

２　日本における高レベル放射性廃棄物の現状２　日本における高レベル放射性廃棄物の現状

原子炉を稼働させると使用済み核燃料が発生する。この使用済み核燃料を再処理する

ことで生じる放射能レベルの非常に高い廃液は、ガラス原料と混ぜて一体化し、キャニ

スタと呼ばれるステンレス製の容器に注入した後、冷却し固体化する。でき上がったガ

ラス固化体と呼ばれる高レベル放射性廃棄物は、発熱量がある程度小さくなるまで、地

上の貯蔵施設で30年から50年間程度保管される。

原子力委員会によれば、2021年3月末時点で、JAEAの東海再処理施設では合計316本、

日本原燃の六ヶ所の再処理施設では合計346本のガラス固化体が保管されている。また、

日本の原子力発電により生じた使用済み核燃料は、フランス及びイギリスの施設におい

ても再処理されてきた。これにより発生したガラス固化体は、日本原燃の高レベル放射

性廃棄物貯蔵管理センターで保管されている。2016年10月末までに両国から合計1830本

が返還されており、今後、さらにイギリスから約380本の返還が予定されている。2021

年3月末時点で、国内に保管されているガラス固化体は合計で2492本となっている。
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３　使用済み核燃料の貯蔵容量について３　使用済み核燃料の貯蔵容量について

電気事業連合会の試算によれば、2020年3月末時点の使用済み核燃料貯蔵量を元に、約

5年後の各電力会社の貯蔵割合を試算した結果、東京電力の柏崎刈羽原発の100％をはじ

めとして、関西電力高浜原発の98％、日本原子力発電の東海第二原発の96％、関西電力

大飯原発の93％、九州電力の川内原発の93％、及び中部電力浜岡原発の90％など、廃炉

手続中の福島第一原発を除いても、6か所の原発において管理容量の9割を超過する状況

にあり、80％を越える原発も3か所に及んでいる。

高レベル放射性廃棄物の処分方法については、最終処分法によって再処理と特定放射

性廃棄物の地層処分を前提とした方針が定められているものの、そもそも再処理自体が

事実上頓挫した状況になっているとともに、地層処分についても社会的合意や国民が許

容しているとは到底言えない社会情勢の中で、2025年には、各原発サイトにおける使用

済み核燃料の貯蔵率はほぼ満杯に近い状況を迎えることになる。まさに原子力発電が

「トイレ無きマンション」と指摘されてきた点が現実化し、切迫した問題となっている。

４　私たちの世代責任とは４　私たちの世代責任とは

NUMOは「原子力発電を利用してきた現世代が処分の道筋をつけ、将来世代の負担をで

きるだけ小さくすることが、世代責任の観点からも適当と考えられ」るとする。しかし、

多数の専門家が指摘するように現在の科学技術に係る知見では日本における地層処分の

安全性は保証されているとはいえず、地層処分を行う最終処分地の早期決定こそが責任

を果たすということは、誤りである。高レベル放射性廃棄物の安全な処分方法はいまだ

確立されていないという現状を素直に認めた上で問題を考えなければならない。そして、

その考察の前に現世代の責任として明確にしておくべきことは、今後排出される高レベ

ル放射性廃棄物の上限を確定すること、すなわち脱原発を早期に確定させることこそが、

高レベル放射性廃棄物の処分に関して私たちの世代が第一に果たすべき責任であるとい

うことである。

第２　日本学術会議の提案第２　日本学術会議の提案

１１　日本学術会議は、2012年9月に原子力委員会からの「高レベル放射性廃棄物の処分に

ついて」と題する審議依頼に対する回答を公表した（以下「学術会議2012年回答」と

いう）。

日本学術会議の回答では、これまで日本は、原子力発電をめぐる大局的政策について

の広範な社会的合意形成に十分取り組まないまま、高レベル放射性廃棄物の最終処分地

の選定という個別の争点についての合意形成を求めるという、手続的に逆転した形の取

組を行ってきたという反省に立っている。この回答では次のような提言をしている。

(1)	政策の抜本的見直し

	 	 これまでの政策方針や制度的枠組みを自明の前提にするのではなく、原点に立ち返

って考え直す必要がある。従来の政策枠組みを一旦白紙に戻すくらいの覚悟を持って

見直しすることが必要である。

(2)	「暫定保管」
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	 	 社会的な合意形成に立脚して問題を解決するためには、意思決定の手順と合意形成

の道を、それぞれ多段階で構想する必要があり、最終的な処分に至るまでの1つの段

階として、高レベル放射性廃棄物の暫定保管（temporal	 safe	 storage）によるモラ

トリアム（猶予）期間の設定を考慮すべきである。

	 	 暫定保管とは、「高レベル放射性廃棄物を、一定の暫定的期間に限って、その後の

より長期的期間における責任ある対処方法を検討し決定する時間を確保するために、

回収可能性を備えた形で、安全性に厳重な配慮をしつつ保管すること」と定義してい

る。いきなり最終処分に向かうのではなく、問題の適切な対処方策確立のために、数

十年から数百年程度のモラトリアム期間を確保することにその特徴がある。この期間

を利用して、技術開発や科学的知見を洗練し、より長期間を対象にした対処方策を創

出する可能性を担保するメリットがもたらされる。

	 	 こうして確保した時間的猶予を利用して、容器の耐久性の向上や放射性廃棄物に含

まれる長寿命核種の核反応による半減期の短縮技術（核変換技術）といった、放射性

廃棄物処分の安全性における確実性を向上させる研究開発を進め、処分方式に反映さ

せることができる可能性があるとするのである。また、地層の安定性に関する研究も、

このモラトリアム期間に更なる進展が求められるとする。

	 	 暫定保管は、回収可能性を備え、他への搬出可能性があるため、そうした可能性が

開かれていない最終処分と比較すれば、施設立地に当たって、より説得力ある政策決

定手続をもたらす可能性があるという。

(3)	高レベル放射性廃棄物の「総量管理」

	 	 スウェーデンでは処分場のサイト選定の作業が進展しているが、その前提には、原

子力発電からの期限を区切った撤退（フェーズアウト）という考えが存在し、高レベ

ル放射性廃棄物の総量の増加に対する歯止めが存在している。

	 	「総量の上限の確定」と「総量の増分の抑制」とがあり、その内実がいかなるもの

となるかは、原子力政策の選択と深く関係している。

	 	 現在及び将来にわたって発生する高レベル放射性廃棄物の総量をどのように管理す

るかの議論なしに、原子力発電比率の選択を行うことは、エネルギー問題を先送りす

ることに等しい。原子力発電のバックエンド問題をきちんと国民に示した上での討論

が不可欠であるとした。

２２　日本学術会議は、2014年9月「高レベル放射性廃棄物問題への社会的対処の前進のた

めに」と題する報告を行った。

この報告の中で、原子力発電所の再稼働問題に関し、再稼働により今後追加的に発生

する高レベル放射性廃棄物（新規発生分）については、当面の保管施設を事業者の責任

で確保することを必要条件として判断するべきである。また、その点を曖昧にしたまま

の再稼働は、「現在世代の責任の原則」に反し、将来世代に対する無責任を意味するので、

容認できるものではないと述べている。
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３３　日本学術会議高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会は、

2015年4月「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言－国民的合意形成に向けた

暫定保管」を提言した（以下「学術会議2015年提言」という。）。そこでは、前記2012年

回答と異なり、暫定保管は責任ある最終処分方法を検討するための期間を確保するもの

と位置付けず、地層処分を実現するまでの保管と位置付けている。暫定保管の方法とし

ては地上保管が望ましいとし、暫定保管の期間は原則50年とし、最初の30年までを目途

に最終処分のための合意形成と適地選定、さらに立地候補地選定を行い、その後20年以

内を目途に処分場の建設を行うと提言している。50年という期間にしたのは、地層処分

についてできるだけ速やかな対応をするためという理由である。

第３	 可逆性・回収可能性の確保第３	 可逆性・回収可能性の確保

１　可逆性・回収可能性と深地層処分１　可逆性・回収可能性と深地層処分

OECD/NEA（経済協力開発機構／原子力機関）の高レベル放射性廃棄物プロジェクトに

よる定義によれば、「可逆性」とは原則として、処分システムを実現していく間に行われ

る決定を元に戻す、あるいは検討して見直す能力を意味する。「回収可能性」とは原則と

して処分場に定置された廃棄物あるいは廃棄物パッケージ全体を取り出す能力を意味す

る。回収可能性があるということは、回収が必要となった場合に回収ができるようにす

るための対策を講じることを意味している。

回収可能性は、処分の不具合が生じた場合に対処を可能にすること、より良い処分方

法への転換を可能にすることを担保するものである。

現在、高レベル放射性廃棄物は、使用済み核燃料の再処理を前提として、再処理過程

で生じる廃液をガラス固化したガラス固化体（特定放射性廃棄物）を300ｍ以深の深地

層に処分するという法律に従って、処分地の選定手続が進められているが、この処分方

法が確定したものとして進められている訳ではない。ガラス固化体が定置され、アクセ

ス立坑が埋め戻されるまでは、可逆性・回収可能性を確保しなければならないとされて

いる。

２　可逆性・回収可能性の確保を打ち切る深地層処分は認められない２　可逆性・回収可能性の確保を打ち切る深地層処分は認められない

しかし、現在の深地層処分はアクセス坑道を埋め戻すまでしか可逆性・回収可能性を

認めていない。高レベル放射性廃棄物の放射能レベルが核燃料の原料となるウラン鉱石

と同程度に減衰し、人間に危害を与えないと考えられるレベルになるには10万年を要す

るとされており、数万年は処分場の安全性が要求されるのに対し、現在NUMOや政府が行

おうとしている最終処分計画では、処分場のアクセス立坑の埋め戻しまでは100年もか

からないと想定されている。埋め戻しまでせいぜい100年しか可逆性・回収可能性を確

保しないということは、それ以降は、将来科学技術が進歩した場合でも、他のより安全

な処分方法や技術の選択肢を採用できないことになり、将来の世代の選択権を奪うこと

になる。また、後日不適切な埋設が明らかとなった場合でも回収や改善もできないこと

になる。現在の科学的・技術的知見は、いまだ開発発展途上であり、将来より良い処分

方法や埋設技術等が進歩・開発される可能性は十分にあるというべきである。
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最終処分で先行しているフィンランドでは、オルキルオトの使用済み核燃料処分場に

関しては、政府の「原則決定」（使用済み核燃料の最終処分場の建設に関するPosiva社

の申請に対する政府による原則決定）により閉鎖後の回収可能性が要求されている。「建

設許可が発給される前に、プロジェクトの関係者は、最終処分場の掘り起こしとそれに

影響を及ぼす要因並びに掘り起こし技術とその安全性について、具体的で、十分に詳し

い説明と計画を提出する必要がある」としている。Posiva社は回収可能性について、「処

分場の閉鎖と密封の後でも、回収は長期にわたって可能である。銅と鋼でできたキャニ

スタは、少なくとも数十万年の寿命を考えて設計されているため、キャニスタの所在に

関する情報が保たれている限りは、回収可能性は確保されると考えることが出来る」と

説明している。このキャニスタの寿命のとおりであれば、最終処分後の閉鎖後10万年間

は、可逆性・回収可能性が確保されている。

地盤が億年単位で安定していると言われているフィンランドでも地層処分に回収可能

性を要求していることからすれば、地盤の安定していない日本において回収可能性を確

保する必要性はより強いものがある。

仮に深地層処分をする場合でも、将来にわたり可逆性・回収可能性の保証を条件とす

べきである。

第４　選択すべき暫定保管第４　選択すべき暫定保管

１　暫定保管１　暫定保管

高レベル放射性物質が拡散した時の被害の甚大性を想像すれば、技術的確信をもって

推奨される処分方法が見つかるまで暫定保管するほかない。日本学術会議は、学術会議

2012年回答において暫定保管により数十年から数百年程度のモラトリアム期間を確保し、

その間に技術開発や科学的知見を洗練し、より長期間を対象にした対処方策を創出する

可能性を担保することを原子力委員会に対して回答している。

暫定保管の対象となる高レベル放射性廃棄物は、使用済み核燃料とガラス固化体に分

けられるが、再処理は不必要であり、ガラス固化体はこれまで作られたものに限定し、

今後は使用済み核燃料を対象に考えるべきである。

暫定保管には大きく分けて地上保管と地下保管がある。地上保管は、使用済み核燃料

プールでの湿式貯蔵と、金属キャスク、コンクリートキャスク、ボールト（ピット）で

の乾式貯蔵がある。地下保管は地下数十ｍから数百ｍ程度までの地下空洞に保管するこ

とである。現在進められている深地層処分は、最終処分と位置付けられており、アクセ

ス立坑を埋め戻すまでは可逆性・回収可能性を認めているにしても、最終処分である以

上、暫定保管ではない。

以下は、暫定保管として考えられる案である。

２　地上暫定保管２　地上暫定保管

可逆性・回収可能性の保証は、地下保管に比べて容易である。地上保管は、地下保管

に比べれば人の手による管理をしやすく、何かあった時の対応をとることができるが、

地表で起こる自然現象の影響を受けやすく、テロ対策等の備えも必要であり、原発と同
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様の安全対策を考えなければならない。このうち、湿式貯蔵は、現に福島第一原発事故

における4号機の最悪シナリオで想定されたような危険性が発生している。福島第一原

発事故の際、乾式貯蔵の金属キャスクは固定された状態のまま津波で水没したが、その

安全機能は損なわれなかった。ただし、キャスクの耐震重要度分類はSクラスであるが、

貯蔵建屋はCクラスであり耐震性の強化は必要である。

これらの貯蔵施設は、原発の機器の一部であれば、その使用期間は原則40年、延長し

ても60年であり、この貯蔵施設でさらに長期間暫定保管をするのであれば、新たな施設

の設置が必要になる。オランダでは、100年程度の貯蔵保管を行うことにしているが、明

確な期限を設けず、10年ごとに適合性のレビューを行い、必要に応じて補修や改良を加

えてライセンスの更新を行うことにしている。

３　地下暫定保管３　地下暫定保管

地下暫定保管は、地下空洞中の保管であり、空洞が安全に建設できること、空洞内へ

のアクセスと冷却機能が保持できること、暫定保管中の地下空洞の安定性が保たれるこ

とが必要である。断層変位、火山灰や火砕流、地滑り、空洞周辺岩盤の劣化、洪水、津

波によるアクセス坑道の閉塞の防止と対策は考えなければならない。

地下には人が常駐せず、地下のバリアに依存するところがある保管方法であるから、

地下の様子は、地上と比べて把握が困難であり、高レベル放射性廃棄物及びその容器の

健全性の常時モニタリング装置が必要である。

可逆性・回収可能性は、保管方法にもよるが、地上保管に比べれば難易度が上がる。ま

た、処分場が完成するに従って可逆性・回収可能性を保証するには工夫が増すことにな

る。地下に処分孔、処分坑道、連絡坑道、アクセス坑道を作り、処分孔に緩衝材を入れ、

そこに高レベル放射性廃棄物を定置して緩衝材で覆い、処分坑道を埋め戻して密封し、

連絡坑道を埋め戻して密封し、アクセス坑道を埋め戻して処分場を閉鎖するという各段

階が進むほど、回収するためには多大な労力と費用と慎重な技術が必要になることから、

処分場の位置が深くなるほど回収は困難になる。

４　暫定保管としての高レベル放射性廃棄物の中深度処分４　暫定保管としての高レベル放射性廃棄物の中深度処分

(1)	炉内等廃棄物の埋設に係る規制の考え方について（中深度処分）

	 	 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律は廃棄の事業に関する規制

（51条の2以下）を行い、第一種廃棄物（廃棄物の放射性濃度が人の健康に重大な影

響を及ぼすおそれがあるもの）の埋設方法による最終的な処分（第一種廃棄物埋設）

と第一種廃棄物以外のものを第二種廃棄物として第二種廃棄物埋設について定めてい

る。

	 	 2016年8月に原子力規制委員会は「炉内等廃棄物の埋設に係る規制の考え方につい

て」を公表し、第二種廃棄物に分類される炉内等廃棄物の埋設についての規制の考え

方を以下のとおり述べている。

	 	 炉内等廃棄物の放射能濃度は、高レベル放射性廃棄物に比べ低いものの、半減期が

数百年を超える放射性核種の濃度がトレンチ処分やピット処分（これらの処分を以下

「浅地中処分」という。）を行う廃棄物に比べ、数桁高い。そのため、適切な処分が
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行われなければ数万年を超える長期にわたり人への影響が生じる可能性がある。

	 	 このように、炉内等廃棄物は浅地中処分と地層処分の対象廃棄物の中間的な特徴を

併せ持っている。

①	「中深度処分」という処分概念

	 	 炉内等廃棄物の処分を行うに当たっては、数万年を超える長期にわたって炉内等

廃棄物を起因とする放射線による影響から公衆を防護する上で必要な環境（汚染さ

れると間接的に公衆への放射線影響を生じ得るような環境のこと。）を防護する必

要がある。廃棄物と公衆の隔離に有効と考えられる深度へ廃棄物を埋設し、自然現

象に起因する事象（以下「自然事象」という。）及び人間活動に起因する事象（以

下「人為事象」という。）による廃棄物への擾乱等を防ぐとともに、その周辺の岩

盤又は地盤等（以下「天然バリア」という。）が有する物理的及び化学的な特性や

天然バリアへの放射性核種の漏出の防止及び低減の機能を有する人工構築物（以下

「人工バリア」という。）を活用することにより、埋設された廃棄物からの放射性

核種の漏出や生活圏への移行を抑制（以下「閉じ込め」という。）する。深度は浅

地中処分よりも深いものとする。

	 	 以上のような処分概念を「中深度処分」と呼ぶこととする（図表2−27）。

	 	 規制は有限の期間で終了するものとし、300～400年程度を念頭に置く。
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放射性廃棄物の処分概念 

 

○放射性廃棄物に含まれる放射性物質を起因とするリスクから公衆と生活環境を防護するため、廃棄物の種類や放射能濃度等に応

じた埋設の方法により最終的な処分を行う。 
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ガラス固化体
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産業廃棄物
処分場

トトレレンンチチ
処処分分

ピピッットト
処処分分

中中深深度度処処分分

地地層層処処分分

ＴＲＵ廃棄物

第一種廃棄物埋設

第二種廃棄物埋設

クリアランスレベル以下
のもの

図表2−27

出典：原子力規制委員会「炉内等廃棄物の埋設に係る規制の考え方について」
（平成28年8月）

②	 長期の安全確保のための防護基準

	 	 規制期間終了後の人為事象に対する防護基準では、地上に設置された附属施設が

存在しないため、廃棄物埋設地への直接的な侵入や、機械を用いた掘削等による間

接的な侵入によって廃棄物埋設地が擾乱されるような事象（以下「人間侵入」とい
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う。）を考慮すべきである。

③	 規制期間終了後の安全確保のための設計要求の考え方

	 	 自然事象に関する要求として、今後10万年を超える次のサイクルの10万年以降

は侵食の不確実性が増大することが考えられる。対策として、少なくとも10万年

間は火山活動及び断層活動、侵食作用が著しい影響を及ぼすおそれのない区域に廃

棄物埋設地を設置することを要求する。離隔に必要な深度については、人間侵入防

止の観点から設定し、10万年間の侵食作用による深度の減少を考慮してもこの深度

を確保することを要求する。

	 	 人間侵入の発生防止に係る要求として、地表から廃棄物埋設地の頂部までの深さ

が70ｍより深いこととする。

④	 規制期間終了後の安全性確認に関する管理要求の考え方

	 	 放射性核種の異常な漏洩の兆候がないことを確認することを要求する。

	 	 異常時の措置、具体的には漏出箇所の確認や補修の必要な対策を採ることを要求

する。また、有効な処置が採れない場合は、廃棄物の一部又は全部の回収を要求す

ることもあり得る。

(2)	高レベル放射性廃棄物の中深度処分

	 	 原子力規制委員会の中深度処分の考え方は、第二種廃棄物埋設についてのものであ

るが、これは高レベル放射性廃棄物（第一種廃棄物）埋設についても暫定保管措置と

して有用と考える。中深度処分であれば廃棄物埋設地からの放射性核種の異常な漏洩

の徴候が確認された場合、漏出箇所の確認や補修等の必要な対策を採り、補修等の有

効な措置が採れない場合は、廃棄物の一部又は全部の回収をすることも可能である。

地上保管と比較して廃棄物埋設地に対するテロ行為等の攻撃に対しても有用な措置で

ある。

５　選択する暫定保管方法５　選択する暫定保管方法

暫定保管は、「より長期的期間における責任ある対処方法を検討し決定する時間を確保

するために、回収可能性を備えた形で、安全性に厳重な配慮をしつつ保管すること」で

ある。回収可能性を考えれば、地上保管あるいは回収可能性が比較的容易な浅地層処分

が考えられる。ただし、それぞれの保管に伴うリスクも考えつつ選択しなければならな

い。

中深度処分を前提とする第二種廃棄物埋設施設について、断層運動、地滑り、火山現

象、侵食、鉱物資源等の採掘による危険への対応が要求されている（第二種廃棄物埋設

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則12条1項1号から3号及びその解釈12条1

～3）。地中に埋めた場合に放射性物質漏えいの危険が具体化した場合の対応の可能性を

考えると、地上保管がより適切とも考えられる。

そして、暫定保管は、人間が管理するのであるから、一か所に集中して大量の高レベ

ル放射性廃棄物を管理するより、何か所かに分散して、管理に適する量を管理すること

が、より安全確保のための対処が可能であると考えられる。学術会議2012年回答にも、

何かあった時に他所に移動するために1つの暫定保管施設につき1つの代替保管施設を

用意する必要があると指摘している。
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現在寿都町及び神恵内村で行われている最終処分法に基づく（深）地層処分場の選定

手続は、最終処分場の選定手続であり、暫定保管に関するものではない。最終処分法は、

福島第一原発事故を経験して、原発に係る安全性の考え方を全面的に改める以前に作ら

れた法律であり、安全性に関する配慮が不十分なときに作られたものである。暫定保管

という選択をしつつ、その期間中に適切な最終処分方法を検討するということをせずに、

現在の最終処分法による手続は中断すべきである。

「将来世代に負担を先送りせず、現世代の責任で解決する」ことを強調し、暫定保管

という考えを問題の先送りとして非難する見解がある。このような見解に対して、石橋

克彦神戸大学名誉教授は、次のように述べる 98。

「しかし、安全性が確立していない地層処分においては、将来世代は被害を蒙る可能

性を有する「当事者」である。その当事者を無視して現世代が拙速に地層処分を強行す

るのは、将来世代への危険の押し付けであり「現世代の無責任」とも言える。むしろ様々

な「暫定保管」を積極的に考えることも選択肢として重要だろう。なお、HLW（注：高レ

ベル放射性廃棄物）処分の深刻な困難性に鑑みれば、現世代だけでできること、しなけ

ればならないことは、HLWの排出を今すぐに止めることである。それこそが将来世代に

対する最大の責務だろう」

第５　将来世代にどのような選択を残すべきか－世代間倫理をどう考え第５　将来世代にどのような選択を残すべきか－世代間倫理をどう考え
るか－るか－

これまで論じてきたように、高レベル放射性廃棄物を処分するに当たっては、①今後新

しい科学的知見が生まれ、より安全性の高い処分方法が確立された際には、その方法を採

ることができるようにするという可逆性担保の観点、及び、②高レベル放射性廃棄物を処

分したことにより何らかの危険性が生じた場合に、その危険を取り除くことができるよう

にするという安全性の観点から、回収可能性が確保されることが必要である。

現行の深地層処分は、高レベル放射性廃棄物が深地層に埋設処分された後に回収するこ

とができなくなる処分方法である。世代間倫理を考慮すれば、可能な限り安全性を高めな

がら、将来世代に深地層処分以外の選択肢も取り得る可能性を残すことが求められるので

あり、現在の科学技術的知見を踏まえれば、現行の深地層処分を最終処分方法として選択

すべきではない。

できるだけの安全確保対策をとりながら暫定保管し、そのモラトリアム期間に、我々世

代及び将来世代が安全な最終処分方法を探求することが、現時点で我々が採り得る最善の

高レベル放射性廃棄物処理処分対策と考えられる。

（参照文献）

　・	https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf

	 日本学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分について」（2012年9月11日）

98	 石橋克彦「地震国日本における高レベル放射性廃棄物の困難性と「科学的統制マップ」の非科学性」　日本

地球惑星科学連合	2018大会講演要旨
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　・	https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t212-1.pdf

日本学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言−国民的合意形成に向け

た暫定保管」（2015年4月24日）

　・https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/21/6/21_6_10/_pdf#:~:text=%E3%81%99%

E3%81%AA%E3%82%8F%E3%81%A1%E3%80%81%E6%9A%AB%E5%AE%9A%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E3%81%

A8%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B1%E3%80%82

今田高俊「高レベル放射性廃棄物の暫定保管に関する政策提言」（学術の動向、2016年

6月）

　・	高レベル放射性廃棄物｜放射性廃棄物について｜原子力政策について｜資源エネルギ

ー庁	（meti.go.jp）

	 長谷川公一東北大学文学部教授提供資料
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第７節　合意形成のあり方第７節　合意形成のあり方

第１　はじめに第１　はじめに

ここまで、放射性廃棄物（主に高レベル放射性廃棄物を念頭においているが、それ以外

の放射性廃棄物も放射線の強い廃棄物を含むので、ここでは放射性廃棄物とする。）をめぐ

る倫理的問題、とりわけ将来世代の権利・利益にどのように配慮するのかといった点につ

いて述べ（第5節）、また、その処分方法をめぐって、どのような形が望ましいのかについ

て述べてきた（第6節）。

もっとも、この問題は、一部の専門家だけで決めるべき問題ではなく、原発による利益

を享受してきた現在世代の市民一人ひとりが主体的に参加し、合意を形成することによっ

て解決すべき問題である。そこでは、社会的合意をどのように形成するかという合意形成

の在り方が重要となる。

第２　放射性廃棄物の処分に関する政策決定における課題第２　放射性廃棄物の処分に関する政策決定における課題

１　政策決定における合意形成と市民参加の歴史１　政策決定における合意形成と市民参加の歴史

杉山滋郎名誉教授によれば 99、日本における科学コミュニケーションは1956年の科学

技術庁設置に始まったとされる。ここでいう科学コミュニケーションとは、科学知識や

科学の方法、プロセス、実践について、科学を専門としない人々を含む聴衆に伝えるこ

とを目的として、計画を立て、はっきりと意識して行われる活動をいうが、当初は、政

策決定過程への市民参加というよりは、科学的知識の十分でない市民に対し、行政や専

門家の考えた政策を理解してもらうための活動（「理解増進活動」と呼ばれる。）だった 100。

そこでは、市民は科学的知識を与えられる客体に過ぎず、市民が主体的に意見表明や

意思決定を行うという場面はないか、あったとしても極めて限定的だった。

このような科学コミュニケーション概念が転換したのは、世界的には1986年以降のチ

ョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故、イギリスのBSE問題、遺伝子組換作物の安

全論争に端を発する 101。日本でも、JCO臨界事故、クローン問題、狂牛病などを背景に、

2000年から2005年ころにかけて意識されるようになったとされる 102。

上記の問題は、いずれも市民が科学技術に対して不信を抱く契機となった事例であり、

これらをきっかけとして、科学技術と社会との関係性が改めて問われ、科学は社会に受

容されてこそ意義がある、市民が主体となって政策決定、合意形成を行う、といったこ

とが議論されるようになった。

福島第一原発事故後の2012年に行われたエネルギー・環境に関する討論型世論調査は、

99	 杉山滋郎「科学コミュニケーション」藤垣裕子責任編集『科学技術社会論の挑戦２～科学技術と社会−具体

的問題群』（東京大学出版会、2020年）・1頁以下。

100	このような考え方の背景には、大衆が科学技術を信用しないのは、大衆に情報が欠如しているからだ、あ

るいは大衆の理解が足りないからだとする理論（いわゆる「欠如モデル」）が存在する。

101	尾内隆之「科学の不定性と市民参加」本堂毅ほか『科学の不定性と社会−現代の科学リテラシー』（信山社、

2017年）・171頁以下。

102	前掲注99・1頁以下。
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このような発想のもとに試みられた画期的なものだった。しかし、この討論型世論調査

も、何をどのように問うのか、どのような選択肢を設けるのかといった点で課題が示さ

れているほか、法的根拠に基づかない政策ゆえか、結局2012年末の政権交代によってそ

の成果は無視されてしまうなど、その実効性も脆弱だった 103。

２　放射性廃棄物の処分に関する政策決定における課題２　放射性廃棄物の処分に関する政策決定における課題

放射性廃棄物の処分に関するこれまでの政策決定については、残念ながらまだまだ市

民参加の視点が不十分といわざるを得ない状況にある。市民参加自体が欠如した手続も

多いほか、市民参加の点でも、①コミュニケーションの欠如や、②科学の不定性に対す

る理解と市民の主体性の欠如という大きな問題がある。また、③実施団体・構成員の独

立性・中立性が十分に保たれておらず、④法的ないし法哲学的な視点も議論が不十分で

ある。本節では、この点について考察を加えるが、その前に、まずは諸外国における合

意形成方法を概観しておく。

第３　諸外国における放射性廃棄物処分に関する合意形成方法第３　諸外国における放射性廃棄物処分に関する合意形成方法

１　フィンランド１　フィンランド

(1)	原子力法、環境影響評価手続法

	 	 フィンランドでは、原子力施設の建設許可よりも前の時点で最終処分場の建設予定

地まで計画・決定することとされているが（原子力法）、その前段階で、市民を含む

利害関係者が情報を入手し、計画策定や意思決定に参加できるようにするため、環境

影響評価（EIA）を行うこととされている（1994年制定の環境影響評価手続法）。

	 	 最終処分場の決定に関して、政府が何を判断するのかが明記され、手続も法定され

ている。政府の判断の前に、立地自治体の賛成が確認されなければならないとされて

おり、自治体・住民の意思・意見反映が制度面でも確立している。

(2)	住民意見の反映に関する工夫

	 	 EIA手続における情報開示及び意見聴取の方法として、法令上、公告・縦覧・新聞

掲載等の情報開示、意見書の作成・提出、公聴会の開催が制度化されている。

	 	 実施主体であるポシヴァ（posiva）社は、法定の方法以外にも、可能な限り多くの

地域住民の参加や議論を促すため、対話集会やワーキンググループ会合の企画・開催

を行った。

	 	 このような制度の下で、2001年には、オルキルオトが最終処分地として決定してい

る。

２　フランス２　フランス

(1)	情報提供機関の設置

	 	 フランスでは、実施主体と地元住民との間の情報の仲介と、処分場の建設、操業の

103	この討論型世論調査について、大久保規子「エネルギー、化学物質、水管理政策における市民参加−日本の

現状と課題」『行政法研究』12号（信山社、2016年）・9頁。
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監視を行うことを目的として、地域情報フォローアップ委員会（CLIS）が設置されて

おり（放射性廃棄物管理研究法に基づくもの）、環境影響等に関する問題の討議やヒ

アリング等も行っている。この委員会には、環境NGO、経済団体及び労働組合のメン

バーが同数参加することになっている。

(2)	公開討論会による合意形成

	 	 フランスでは、原子力基本施設等、環境に多大な影響を及ぼす大規模公共事業や政

策決定を行うに当たり、計画段階から行政・事業者・国民・専門家などが意見を交わ

すため、公開討論会という制度があり、これを担う組織として、国家討論委員会

（CNDP）が設置されている。

	 	 2013年には、7か月にわたる公開討論会が開催され、小規模な住民参加の会合や、

討論のテーマを絞ったインターネット会議（9回）が行われた。

	 	 そのうえで、17名の市民による市民会議が開かれて総括報告書にまとめられ、その

結果は政策決定にも反映されている。

３　ドイツ３　ドイツ

(1)	立地選定法に基づく合意形成

	 	 ドイツでは、2013年に制定された立地選定法案が示された際、3日間に渡って法案

について説明し議論する市民フォーラムが開催され、インターネットを通じた意見聴

取も実施された。

	 	 そのような手続を経て制定された立地選定法に基づいて、高レベル放射性廃棄物処

分委員会が設置され、安全要件やサイト選定基準等について検討が行われてきた。同

委員会は、学識経験者、環境NGO、経済団体、労働組合、宗教団体、連邦議会議員及

び州政府の代表計33名から構成され、フランスと同様、環境NGO、経済団体及び労働

組合から、同数（2名ずつ）を選出することが法定されている。議決権を有するのは

社会団体の代表のみで、可能な限り合意により、少なくとも3分の2以上の多数決に

より報告書を作成して勧告を行うこととされている。

	 	 同委員会については、公開の原則と市民参加の原則が法律上明記され、会議の様子

はインターネットで中継され、議事録や会議資料、報告書も公開されている。

	 	 また、実際のサイト選定手続に当たっては、監督官庁（BfE）や実施主体（BGE）に

よる情報提供が法律上規定されているのみならず、重要事項については関係する州や

地元自治体が見解を表明する機会を設けなければならないとして、国民の意見反映の

機会を設けている。

(2)	市民参加のための委員会、合議体

	 	 高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016年の最終報告で、連邦、地域横断、地域

の各レベルで市民代表や各地域の住民等で構成される多層的な市民参加のための委員

会や合議体を設置することを勧告した。

	 	 このうち、連邦レベルでの市民参加組織として、国民の様々な層で構成される社会

諮問委員会があり、国民の合意形成に向け、今後本格的な活動が予定されている。
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４　アメリカ４　アメリカ

(1)	公聴会の開催とパブリック・コメントの募集

	 	 アメリカでは、1982年の放射性廃棄物政策法（及び1987年の修正法）に基づいて

ユッカマウンテンが処分候補地となったが（いわゆるユッカマウンテン計画）、オバ

マ政権時に計画が中止され、よりよい解決策が模索されていた。その後、トランプ政

権下で計画の再開が図られるなど、混乱した状況にある。

	 	 処分場建設の許認可にあたっては、環境影響評価手続において、公聴会やパブリッ

ク・コメントの募集を行う必要があるとされており、現にこれまでに15回の公聴会

が行われたうえ、2002年にサイトとして推薦されるまでの間に1万件以上の住民から

のパブリック・コメントがあった。

	 	 また、エネルギー省長官が大統領にサイトを推薦するに当たっては、サイト周辺の

住民に対し、情報の提供とパブリック・コメントの募集のために、事前にサイト周辺

で公聴会を行う必要があるとされている。

(2)	地元自治体の許認可手続への参加

	 	 放射性廃棄物政策法では、まず、サイト推薦手続において、州知事又は州議会が、

60日以内に不承認の意思表明をできることとされているが、連邦議会はこれを覆す

ことができるなど、地元自治体の関与は不十分なものとなっている。実際に、ユッカ

マウンテンにおいては、地元ネバダ州の不承認が連邦議会によって覆された。

	 	 また、原子力施設の許認可手続において、対審的な審理がなされるところ、施設設

置の対象となる州及び関連する自治体等は、同審理に当事者として参加することがで

きるとされ、設置の許認可を争うための活動を行うことも可能とされている。

５　韓国５　韓国

(1)	高レベル放射性廃棄物管理基本計画による取決め

	 	 韓国では、2016年7月に高レベル放射性廃棄物管理基本計画が策定され、高レベル

放射性廃棄物管理についての基本方針が示された。その中では、国民の安全が最優先

である等の原則を示した上で、管理施設の操業に関する情報公開と地域住民との持続

的コミュニケーションを行うとの方針が示されている。

(2)	高レベル放射性廃棄物基本計画の見直し

	 	 2018年5月、政権交代に伴い、漸進的な脱原子力発電政策に伴う使用済み核燃料の

予測発生量の低減に対応するため、基本計画の見直しが行われた。そして、韓国の産

業通商資産部は、2021年12月7日に、第2次高レベル放射性廃棄物管理基本計画（案）

を公表した。同計画において、政府の重点推進課題が摘示され、科学的合理性のみで

なく社会的合意にも基づいて管理施設を確保すること、及び地域共同体に向けた政府

全体としての支援・コミュニケーション体制を構築すること等が挙げられている。

第４　合意形成についての課題とその解決の方向性第４　合意形成についての課題とその解決の方向性

１　コミュニケーションの欠如１　コミュニケーションの欠如

(1)	欠如モデルから抜け出せていないこと
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	 	 ここからは、以上のような諸外国における市民参加、合意形成の状況も踏まえつつ、

合意形成における課題とその解決の方向性について述べる。まず課題として挙げられ

るのが、コミュニケーションの欠如である。

	 	 コミュニケーションという言葉には、それ自体に本来双方向性が含意されているが、

これまでの日本における放射性廃棄物に関する政策決定は、「欠如モデル」（前掲注92

参照）を前提に、行政や専門家が立案した政策について、市民を啓蒙し、納得させる

という意識から抜け出せないでいたと言わざるを得ない。尾内隆之は、放射性廃棄物

に限らず、「日本の場合、審議会やパブリック・コメントの取扱い方などに、政府が

市民の関与を制限しようとする傾向さえ感じられる」と指摘している 104。また、寿楽

浩太も、当初は科学研究や科学技術政策のプロセスを広く社会に開き、市民の関与を

拡大してそれらを民主化していくことを目指して唱えられた市民参加論が、いつしか、

欠如モデルを前提とするコミュニケーション論へと換骨奪胎されたと指摘している 105。

	 	 第3で見たように、諸外国においては双方向的な市民参加がある程度図られている

が、日本はいまだに欠如モデルからの転換が十分に図られておらず、双方向性が決定

的に欠如している。一般市民の間でも、サイエンス・カフェのような取組があるが、

これも実質的には「講演」と大差のないものになっているとの指摘がある。

	 	 深地層処分を前提とする最終処分法の制定時にも、同法の定める最終処分計画の策

定時にも、特段市民参加手続は存在しなかった。また、同法が定める個別の選定手続

においても、「都道府県知事及び市町村長から意見を聞き、これを十分に尊重してし

なければならない」（最終処分法4条5項）という程度の、非常に弱く限定的な関与し

か認められていない。

	 	 エネルギー基本計画では、エネルギーに関する国民各層の理解の増進に加えて、双

方向的なコミュニケーションの充実が挙げられてはいるが、本来の意味での双方向的

な対話の場と呼べるような施策は示されていない。

(2)	学術会議2015年提言の問題点

	 	 学術会議2015年提言にもこのような意識が表れているように思われる。

	 	 同提言の10から12では、合意形成に向けた組織体制として、国民の意見を反映し

た政策形成を担う「高レベル放射性廃棄物問題総合政策委員会」（以下「総合政策委

員会」という。）、市民参加に重きを置いた「核のごみ問題国民会議」（以下「国民会議」

という。）、暫定保管及び地層処分の施設と管理の安全に関する科学技術的問題の調査

研究を徹底して行う諮問機関としての「科学技術的問題検討専門調査委員会」（以下「専

門調査委員会」という。いずれも仮称）を設置すべきことが提言されている。

	 	 そして、提言の理由部分において、「暫定保管や地層処分の施設の管理と安全性の

確保に関して、社会的に信頼を得る形での科学的知見を作り出す必要がある」とし、

「このために科学技術的問題についての専門家集団の合意形成が必要である」と述べ

ている。さらに、このような専門家集団による合意形成を前提として、「専門家集団

104	前掲注93尾内・179頁。

105	寿楽浩太「原子力と社会−『政策の構造的無知』にどう切り込むか」（前掲藤垣2020年）・157頁。
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の合意が国民の合意へと繋がることが必要」と述べる 106。

	 	 国民による合意形成の前提として、適切な科学的知識を踏まえるべきことは不可欠

であり、専門家集団による活発な議論がなされることは望ましい。しかし、専門家が

社会的に信頼を得る形での科学的知見を作り出すとか、専門家集団の合意が国民の合

意へとつながるといった表現からは、専門家が主体となって意見を集約し、政策を形

成していくという意識が垣間見られ、専門家集団の合意を国民に理解してもらうこと

が重要であるという欠如モデルが透けて見える。

	 	 これは、「政策決定手続の改善のため」に、「多段階の合意形成の手続を工夫する必

要」があり、「暫定保管と総量管理についての国民レベルでの合意を得るためには、

様々なステークホルダーが参加する討論の場を多段階に設置すること」が必要として

いた学術会議2012年回答よりも後退しているようにすら見える。

(3)	「上流」からの議論

	 	 後述する市民の主体性とも関連するが、市民が適切に合意形成を行うためには、政

策が実質的に決まった後で意見を聴くのではなく、政策決定以前の段階で、どの専門

家に知識提供を依頼するかや、問題を考える上でカギとなる疑問は何かといった対話

の土台となる部分（意思決定プロセスの「上流」）から議論を始めることが重要であ

る 107。デンマークで考案されたコンセンサス会議は、まさにこのような理念に基づく

ものである。また、八木絵香は、意思決定プロセスの初期段階（開示フェイズ）と、

政策オプションがある程度整理され、最終的な意思決定をする段階（収束フェイズ）

とを区別し、開示フェイズにおけるワークショップの活用などにより、問題を考える

ための知識や情報を幅広く集めることの重要性を指摘している 108。

	 	 本来は、フィンランドの例のように、原発を設置する段階で処分方法や場所等まで

含めた計画が立てられるべきであり、その段階で市民が関与することが望ましいが、

少なくとも個別の処分地が選定される前の段階で、地層処分が本当に最適なのか、多

様な市民による議論と合意形成が必要であろう。

(4)	情報提供の在り方　－　系統的知識が示されるべきこと

①　市民による合意形成の前提として、徹底した情報公開が必要となるが、情報提供

の在り方にも注意が必要である。

	 	 学術会議2015年提言においては、「社会的に信頼を得る形での科学的知見を作り

出す必要」があり、「専門家集団の合意形成が必要」としているが、これが専門家

集団において、あらかじめ意見を集約して特定の合意を形成し、少数ではあるが危

険を指摘する知見等を市民の目に触れる前に淘汰してしまうことを意味するのだと

すれば、それは不適切な情報提供といわざるを得ない。

②　藤垣裕子は、福島第一原発事故後の日本政府の説明を例にとって、非系統的知識、

ユニークボイスの危険を指摘している。系統的知識とは、幅があっても偏りのない

106	日本学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言―国民的合意形成に向けた暫定保管」（2015

年）・13頁。

107	前掲注101・173頁以下。

108	八木絵香「市民参加型ワークショップの設計」藤垣裕子・責任編集『科学技術社会論の挑戦３～「つなぐ」「こ

える」「動く」の方法論』（東京大学出版会、2020年）・84頁。
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知識であり、「幅がある」とは、最悪のシナリオからそうでないものまで含まれて

いること、「偏りがない」とは、安全を強調する側にのみ偏っていないことを指す。

日本政府の発した情報は、幅が少なく偏りのある知識だと批判されたのである 109。

	 	 2001年に、欧州環境庁は、環境リスクに関する早期の警告を見逃した過去の事例

を検討し、12の教訓にまとめているが、そこでは、科学的知識にある盲点を明らか

にし、これを減らす努力をすること（教訓3）や、評価されている案だけでなく他

の代替案を幅広く評価すること（教訓7）、関連分野の専門家のみならず、一般市民

や地域の知識も利用すること（教訓8）などが指摘されている 110。このような系統的

知識という観点からも、行政や専門家の考える政策についての是非を問うような方

式ではなく、複数の選択肢が示された上で合意形成がされる必要があるのである。

③　もっとも、あまりにも大量で整理されていない情報・資料が提供されると、理解

を妨げて思考停止に陥る可能性があり、適量で質の高い情報をどうやって用意する

かという工夫、経験の蓄積が不可欠であり、専門家がどのような情報を提示すべき

なのか議論が必要だろう。平田光司は、法と科学の問題に関してではあるが、事実

判断と社会的判断が分離可能であるという前提に立った「分離主義」を批判し、異

分野の専門家が議論を深める「異分野共同研究方式」を提案しており、市民による

合意形成においてどのような情報提供が望ましいのかという観点でも参考になるよ

うに思われる。

	 	 また、自由な合意形成のためには、系統的知識が示されることのほか、政治的な

力や経済的な力が等しくあることや、（行政ではなく）後述するような独立性、中

立性の認められる市民と専門家からなるグループによって合意形成のプロセスが管

理されることなども重要となろう 111。学術会議2012年回答も、「公正な立場にある第

三者が討論過程をコーディネートすること」の必要性を指摘している。

２　科学の不定性への理解と市民の主体性の欠如２　科学の不定性への理解と市民の主体性の欠如

(1)	科学の不定性

	 	 放射性廃棄物の処分をめぐって、市民参加、市民による合意形成が必須である根源

109	藤垣裕子『科学者の社会的責任』（岩波科学ライブラリー279、岩波書店、2018年）・47頁以下。

110	欧州環境庁「早期警告からの遅い教訓：予防原則1896-2000」。①科学技術の評価及び政策意思決定において、

リスクや不確実性のみならず、「無知」を認識し、それに対処する。②早期の警告につながるように適切な長

期的環境・健康モニタリングを行う。③科学的知識にある「盲点」と隙間を明らかにして、減らすよう努力する。

④異なる分野間の学習の障害を明らかにして、減らすようにする。⑤現実の世界の状況、規制のための評価

に適切に考慮されていることを保証する。⑥潜在的リスクと共に、主張されている正当化と便益を体系的に

精査する。⑦評価されている案だけではなく、ニーズに合うような他の代替案を幅広く評価し、予期しない

ことが起こった時のコストを最小化し、技術革新の利益を最大化するような、頑健で多様かつ適用可能な技

術を推進する。⑧評価を行うときには、関連分野の専門家のみならず、「普通の人」と地域の知識も利用する。

⑨異なる社会集団の価値や考え方を十分に考慮する。⑩情報や意見を包括的に収集しつつも、利害段階から

規制の独立を保つ。⑪学習や行動の障害となっている組織の問題を明らかにして低減する。⑫懸念について

の合理的な根拠がある場合には、「分析による麻痺」に陥らないよう、潜在的な被害を低減するように行動す

る（訳は吉川肇子「リスク・コミュニケーションのあり方」（尾内隆之ほか編『科学者に委ねてはいけないこ

と−科学から「生」をとりもどす』岩波書店、2013年）に拠った）。

111	クリスティン・シュレーダー＝フレチェット著、松田毅監訳『環境リスクと合理的意思決定−市民参加の哲学』

（昭和堂、2007年）では、インフォームド・コンセントのあり方として、同様の指摘がされている。
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的な理由は、科学の不定性にある。科学的知識には、有害事象の発生可能性について

の知識、発生確率についての知識がそれぞれ定まっている場合と定まっていない場合

とがあり（図表2−28）、いずれもが定まっているとされるリスクであっても、その判

断自体に科学者の価値判断が不可避的に含まれるため、そのリスクを社会として受容

し得るか否かを科学の専門家が判断することが妥当ではない場合がある。

リスク 多義性

不確実性 無知定まっていない

発生確率についての

知識

有害事象の発生可能性

（発生結果）について

の知識 定まっている 定まっていない

定まっている

図表2−28

出典：スターリングによる科学の不定性の類型を基に委員作成

	 	 まして、科学的にどのような事象（結果）が発生するのか、その可能性（確率）が

どのくらいなのかについて定まっていない場合には、科学者が社会としての受容可能

性を判断することは困難であり、リスクの負担者等ステークホルダーをも含めた合意

形成によらざるを得ない。そして、環境リスクの確率は、現実に相当多くの不確実性

を有している 112。

	 	 前述した欧州環境庁の12の教訓でも、科学技術の評価及び政策意思決定において、

「リスク」や「不確実性」を考慮することはもちろん、「無知」についてもこれを認め、

対処すべきことが指摘されている（教訓1）。

	 	 合意形成の前提として、単に複数の選択肢が示されるだけでなく、どのようなリス

クが存在するのかも示される必要があるが、その際、「事象Ａが確率ａで発生する」

ということだけでなく、そこに含まれる不確かさが示され、「多義性」や「無知」の

領域がどれくらいあるのかもできる限り詳細に示されて、初めて系統的知識が示され

たことになるといえる。

(2)	主体的な合意形成の必要性

	 	 このように、科学の不定性が存在する中で、適切な合意形成を行うためには、政府

や科学者の考えた結論を市民が理解して受け入れるという受動的な関与ではなく、ス

テークホルダーも含めた市民が、十分な情報に触れたうえで、プロセス全体について

主体的に合意を形成していくことが求められる。

	 	 しかし、現状としては、市民は、行政や専門家が考える政策を理解し、承認しても

らうための客体のようにしか扱われていない。前述した学術会議2015年提言は、提

112	クリスティン前掲によれば、ラスムッセン報告（WASH1400）の執筆者たちも、自分たちの確率計算に欠陥

があり、「かなりの不確実性」を背負い込んでいると注意を促していたとされる（120頁）。
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言11において、市民参加に重きを置いた国民会議を設置すべきとしながら、その位

置付けを、福島第一原発事故によって損なわれた国民の原子力発電関係者に対する信

頼関係を回復するためであるかのように述べている。提言の理由部分でも、原子力発

電行政に対する国民の信頼を回復することが重要で、そのために、国民的議論を活性

化していく必要があると明言している。

	 	 しかし、市民参加は、社会としての合意形成を目的とするものであって、原子力行

政に対する信頼を回復するための手段ではない。このような国民会議の位置付けから

は、行政や専門家が、本来合意形成の中核・主体となるべき市民を、いまだに自分た

ちの考えを理解してもらうための客体としてしか捉えていないことがうかがえる 113。

この点も、学術会議2012年回答よりも後退した内容になっているように思われる。

(3)	教育における取組と、ニセコ町におけるまちづくりの例

①　市民が放射性廃棄物の処分に関心を持ち、主体的に合意形成に参加するようにす

るための施策の一つとして、教育分野における取組もなされている。

	 	 平賀伸夫によれば、2018年時点で、放射性廃棄物の問題は中学3年の理科と公民

科において扱われているものの、内容はその危険性等の知識中心であり、廃棄物を

今後どうするかなど、生徒に考えさせる内容にはなっていないという 114。

	 	 他方で、数としては少ないものの、放射性廃棄物の処分方法について生徒に考え

させる教材の開発や授業実践報告もされている。もっとも、これらの教材を管見す

るに、処分方針として地上管理か隔離処分かを議論する項目がわずかに見られるも

のの、実質的には隔離処分を前提とした地層処分の是非と、処分地選定に関する議

論が中心となっているように思われる 115。

	 	 平賀は、従来の教材について、求める結論が第三者的、一般論的で、当事者意識

に欠けると指摘し、問題を自分のこととして主体的に考えるための工夫を試みてお

り 116、このような試みは一定程度評価できる。もっとも、平賀の論考を見ると、話

し合いの前後で結論に大きな変化がないように見受けられ、情報提供の仕方や対話

の方法等に改善の余地もあるように思われる。日弁連では、社会的な課題に対して

主体的に考え、意見を交わして合意を形成できる市民を育てることを目的とした法

教育にも取り組んでいるが、弁護士も交えて授業案を検討することで、より主体性

を高め、適切な対話の方法を身につけていくことも期待できるのではなかろうか。

②　市民の主体性を育てるという点で注目されるのが、北海道のニセコ町におけるま

ちづくりである。

	 	 ニセコ町は、2000年にまちづくり基本条例を制定し、20年以上にわたり、まち

づくりの2大原則として「情報共有」と「住民参加」を徹底してきた。情報共有に

関しては、諸会議の原則公開を始め、予算ヒアリングの公開や約200頁にも及ぶ予

113	一般論として、前掲注101・179頁。

114	平賀伸夫ほか「高レベル放射性廃棄物の処分問題を扱う教材の開発・利用と効果の分析」『科学教育研究』

43巻1号・34頁。

115	奥野健二ほか「HLW 地層処分地選定に関する日本型合意形成モデルの構築 (4) −一般公衆への社会的受容に

関するゲームの開発」、平賀伸夫「自分ごととして考えるこれからのエネルギー教育−『高レベル放射性廃棄

物の処分』を題材として−」（三重大学出版会、2018年）など。

116	前掲注114ほか。
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算説明書の発行等具体的な取組を行っている。住民参加に関しては、住民検討会議

の設置、条例等の改廃時における住民参加の義務付け、まちづくりトークなどの取

組のほか、子ども議会や小中学校まちづくり委員会を通じて子どもの頃から主体性

を育むことにも力を入れている。

	 	 市民の主体性は、一朝一夕に身につくものではなく、このような地道な取組によ

って少しずつ育まれていく。現在最終処分場の文献調査が行われている北海道寿都

町では、市民の分断が深刻な問題となりつつあるが、長年にわたるニセコ町におけ

る情報共有・住民参加の取組は、深刻な課題を目の前に突き付けられる市民の分断

を回避・緩和するヒントになるように思われる。平素からの住民参加や主権者教育

等を通じて市民の主体性を育んでおくべきであろう。

３　独立性・中立性の不徹底３　独立性・中立性の不徹底

(1)	原子力発電環境整備機構（NUMO）の非独立性・非中立性

	 	 前述したデンマークのコンセンサス会議では、議論の主役である市民を様々な利害

関係から切り離すという基本理念が採用されているが 117、合意形成のための会議体を

運営する主体の独立性・中立性は、当該合意形成の妥当性を担保するための必須条件

といえる。

	 	 日本の放射性廃棄物の処分に関しては、そもそもそのような合意形成のための会議

体は存在せず、学術会議2015年提言でもそのような合意形成を担う会議体として総

合政策委員会を設置すべきことが提言されている（提言10）。

	 	 処分を実施する組織の独立性・中立性が確保されるべきはもちろんであるが、組織

内において意思決定を担う委員について、どのように独立性や中立性を確保するかと

いう点が重要である。

	 	 現在最終処分法に基づいて放射性廃棄物処分の実施主体となっているNUMOは、元

原子力委員会委員長の近藤駿介氏が理事長、中部電力の元役員が副理事長を務めるな

ど、委員について、原子力関連団体から独立しているとは到底言い難く、組織として

も独立・中立な組織とはいえない。

(2)	委員の独立性・中立性をどのように確保するか

	 	 委員の人選については、原子力政策と全く関係がないという意味で独立・中立な者

を選出することは困難であり 118、様々な利害関係人を偏りなく選出するという意味で

の独立性・中立性が指向されるべきである。そして、とりわけその中核メンバーは、

原子力関連団体とは無関係の者であるべきである。

	 	 学術会議2015年提言においても、「様々な立場の利害関係者に開かれた形で委員を

選出する必要があるが、その中核メンバーは原子力事業の推進に利害関係を持たない

者とする」とされている（提言10）。

117	前掲注101・173頁。

118	裁判における専門家証人の例ではあるが、ドイツでは、中立公平な専門家証人を確保するために、国外の

専門家を選んだ例もある。
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４　法的ないし法哲学的視点の欠如４　法的ないし法哲学的視点の欠如

(1)	市民参加と法的ないし法哲学的視点

	 	 これまで述べてきたような課題、とりわけ市民を主体とした合意形成の重要性につ

いては、これまでも主として科学技術社会論（STS）の研究者等から様々な指摘がさ

れているところである。

	 	 もっとも、問題が放射性廃棄物という人体に極めて有害な物質の処分に関するもの

であり、処分方法を誤れば、周辺住民や将来世代の人権を広範に侵害する危険のある

ものである以上、結論がどうであれ合意形成がされればよいというものではなく、人

権侵害を防止するという法的ないし法哲学的な視点が不可欠であろう。

	 	 尾内隆之は、市民参加は決して万能ではなく、問題解決に必要なものではあっても、

十分さを保証するものではないと指摘している 119。

	 	 カナダにおける放射性廃棄物をめぐる議論を紹介したジュヌヴィエーヴ・フジ・ジ

ョンソンは、政策決定において保持すべき重要な基準には、経済性、効率性、有効性、

安定性また同様に正義と正統性など多くの基準が存在するけれども、正義と正統性は

倫理的観点から特に重要なものとして突出していると述べる 120。

	 	 しかし、このような法的ないし法哲学的視点に関する議論は、まだまだ十分になさ

れているとはいい難い。以下、この観点から重要だと思われる点を指摘しておく。

(2)	情報公開とプロセスの重視

①　前述したとおり、情報公開は市民による合意形成の前提として不可欠なものであ

るが、これを法的な視点から見ると、市民の知る権利の観点からも重要なものとい

うことができる。市民参加といっても、全ての人々が会議に参加できるわけではな

い以上、どのような議論がされたのか、その過程に不当な点はないのかといったこ

とについて、参加していない市民は知る権利を有する。

	 	 また、現在世代だけでなく、将来世代の知る権利や、その時点における処分方針

の選択（合意形成）に資するようにするためにも、会議録も含めた合意形成の過程

は全て記録化し、後世に残されるべきである。オークス条約においても情報へのア

クセス権を保障している。

②　放射性廃棄物の処分のように、人々の間で意見が鋭く対立し得る問題について合

意形成を行うためには、プロセスを重視することが重要である。

	 	 プロセスが透明・公正であれば、そこで得られた結論に対する納得度は高まり、

意見の対立する者同士の分断や対立を緩和することもできるかもしれない。反対に、

プロセスが不透明・不公正な場合、結論如何にかかわらず、更なる分断や対立が引

き起こされる可能性がある。

	 	 合意形成プロセスにおいて重要と思われるのは、合意形成のための会議体を運営

し、議論をまとめていく者の独立性・中立性と、合意形成を行う者の選出の仕方や

バランスであり、とりわけリスクを負担する者を適切に関与させることである。不

利益を被る者に対して意見表明等の手続を保障することは、基本的かつ重要な法的

119	前掲注101・183頁。

120	ジュヌヴィエーヴ・フジ・ジョンソン著、舩橋晴俊＋西谷内博美監訳『核廃棄物と熟議民主主義−倫理的政

策分析の可能性』（新泉社、2011年）・43頁。
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視点であり、アメリカのように、地元自治体が不承認の意思を表明しているにもか

かわらず、連邦議会がこれを覆すことができるような制度は、この観点に照らして

重大な問題がある。

	 	 処分地選定手続においても、立地自治体だけでなく、影響の及び得る周辺自治体

の関係者なども広く参加できるようにするべきである。また、ドイツにおける多層

的な市民代表による委員会等のように、多様な市民参加が確保されることも重要で

あろう。

③　この点に関して、放射性廃棄物処分に関するリスクを負担する者として忘れては

ならないのが将来世代であるが、将来世代の人々は現時点で存在しないため、この

権利や利益をどのように取り入れるか、工夫が必要になる。

	 	 一つのアイディアとして、第5節で紹介したフューチャー・デザインが挙げられる。

また、将来世代を想定したサイエンス・フィクションや演劇を基にしたワークショ

ップによって、イメージを可視化して共有することも想像力を保つためには有効か

もしれない。

(3)	将来世代の権利や利益を含めた適切な利益衡量

①　市民参加を前提とした合意形成において、専門家がその専門的知見を市民に押し

付けるようなことはあってはならないが、問題が人々の権利・利益に関わるもので

あり、将来世代にも大きな影響を与えかねないものである以上、法的には、合意形

成プロセスにおいても、侵害され得る権利や利益の内容や侵害の程度が適切に考慮

され、比較衡量の上で社会的にそのリスクを受容せざるを得ないといえるか否かが

問われなければならない。

	 	 欧州環境庁の12の教訓においても、異なる社会集団の価値や考え方を十分に考

慮することが指摘されているが（教訓9）、多様な価値や利益をできる限り考慮する

ことを怠った場合には、その結果として得られた結論の正統性・信頼性が損なわれ

ることになる。

②　とりわけ過小評価されやすいのは、将来世代の権利・利益に対するリスクの程度

であろう。これを真に適切に評価することは困難であるからこそ、将来世代の選択

権を侵害しないよう可逆性を確保すべきという価値判断が望ましいのであるが、そ

れは措くとしても、合意形成の段階で将来世代の権利・利益に対するリスクの程度

をできるだけ明確化しておくことは不可欠であろう。そのために、フューチャー・

デザインやサイエンス・フィクション、演劇等を活用してできるだけ可視化するこ

とが有効と考えられることは、前述したとおりである。

③　また、原発の設置・稼働をめぐる司法判断では、原発の持つ潜在的な危険性の大

きさや異質性に着目して、いかに必要性が高くても、安全を切り下げることは許さ

れないとして、受忍限度論を採用しない。同様に、受入れを表明した自治体に対す

る経済的援助や地域振興策を理由に安全を切り下げることは、万が一にもあっては

ならない。この点に関して、ジョンソンは、文化的、地域的なアイデンティティと

結び付けられる価値など、多くの人々によってある意味で交渉の余地がないとされ
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るような特別の価値があることを指摘している 121。そのような価値は、いかに圧倒

的な利益を示されたとしても譲歩することの許されないものであり、多数者によっ

てそのような価値が侵害されないようにする必要がある。

(4)	多数決における承認要件の加重

	 	 放射性廃棄物の処分に関する問題は、これまで述べてきたように、リスクを負担す

る者の権利・利益に関わる問題であり、多数決によってこれを侵害することが許され

ない場合もある。

	 	 とりわけ、原発の利用に伴って生じた放射性廃棄物の処分に関しては、電気を消費

し、原発の恩恵を受けている都市部の多数者に対して、そこから離れた地方に処分場

が設置されることが多く、単純な多数決によっては、少数者の権利・利益を侵害する

可能性があるが、それは受益と負担の公平な分配という観点からも問題が大きい。

	 	 このような多数者による少数者の権利・利益の侵害を少しでも回避するため、ドイ

ツでは、高レベル放射性廃棄物処分委員会の報告・勧告について、多数決の要件を加

重し、3分の2の特別多数によって決することとされている。

	 	 処分の方法をめぐる国民的な議論の場において、とりわけ深地層処分のように、将

来世代の選択権を奪いかねない後戻りのできない判断を行う場合には、多数決要件を

加重して、慎重な判断をすることが望ましい。また、個別の処分地選定の場面では、

立地周辺自治体などの明確な承認がない限り、手続を進めるべきではないが、その場

面においても、単なる過半数ではなく、特別多数による承認を要求するべきである。

(5)	合意形成による対立の深刻化を防ぐこと

①　市民による合意形成をめぐっては、見解の異なる市民間に対立の深刻化、分断が

しばしば生じる。実際に、処分地の文献調査に名乗りを上げた北海道の寿都町では、

賛成派と反対派との間で、深刻な分断が生まれつつある。そのため、このような分

断をできる限り回避・緩和するための方策を講じる必要がある。

	 	 一つには、前述したとおりプロセスの透明化・公平化を徹底することが挙げられ

よう。この点で、寿都町の今回の文献調査への応募では、町長が町民への事前の十

分な情報提供や意見交換の機会のないままに文献調査に応じる意思を示したことな

ど、市民への情報提供、説明責任という観点からは、問題があったと言わざるを得

ない。ニセコ町のように、普段から情報共有と市民参加が徹底されている市町村で

は、分断が発生しにくいようにも思われ、普段からの取組や、未成年者も含めた主

権者教育も重要であろう。

②　合意形成のための会議体を運営し、議論を取りまとめていく者の独立性・中立性

が確保されることの重要性は指摘したところであるが、この運営主体に弁護士等が

関与することも有益と思われる。

	 	 分断や対立ではなく、自分とは考えの異なる他者を尊重しつつ深い話し合いを行

い、参加者にとって納得度の高い合意形成を行うポイントとして、議論の照準を

「人」ではなく「問題」に合わせることや、立場（結論）ではなく利害（理由）に

着目するといった工夫が挙げられる。弁護士は、このような紛争解決のための話し

121	前掲注120・84頁。
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合いのノウハウを有しており、弁護士が運営主体に関与することで、表面的な対立

に終始することなく、理性的に話し合い、議論を深めていくことが期待できるので

はないだろうか。

第５　まとめ第５　まとめ

以上見てきたとおり、日本における放射性廃棄物の処分をめぐる市民参加や市民による

合意形成は非常に不十分であり、将来世代に対する責任としても、現在の制度枠組みはい

ったん白紙に戻し、速やかに新たな議論を開始する必要がある。

ここで述べたような市民参加や合意形成は、非常に時間や労力を要する作業であり、と

もすると、そのような市民参加や合意形成に消極的で、行政や一部の専門家に全てを委ね

ればよいと考える市民もいるかもしれない。

しかし、このような議論なしに、安易に最終処分として後戻り不可能な深地層処分を行

ってしまうことが、本当に将来世代に対する責任を果たすことになるのか、もう一度考え

る必要がある。最終処分によるリスクの不定性を考えれば、将来世代に不測の被害を与え

ないようにするため、選択の余地、後戻りの余地を残す途も十分にあり得るのであり、そ

の点も含めて、市民による議論や合意形成を一刻も早く始めることこそが、真に将来世代

に対する責任を果たすことではないだろうか。

放射性廃棄物の問題に関心を持たず、市民参加や合意形成に消極的でいることこそが、

将来世代に対する責任を放棄するに等しい行為であるということを、我々は肝に銘じなけ

ればならない。市民参加や合意形成に膨大な時間や労力を要することは問題の性質上やむ

を得ないことであり、これまでそのような議論を怠り、トイレなきマンションといわれる

政策を推し進めてきたこと自体が問題である。市民参加や合意形成に係る膨大な時間や労

力も原発のコストと見るべきであり、原発による利益を享受してきた現代の世代には、そ

のコストを負担するべき責任がある。

第８節　小括第８節　小括

１	 現在の技術では、現実的な無害化方法のない高レベル放射性廃棄物は、10万年もの間、

生活環境から隔離する必要がある。このような極めて処分困難な高レベル放射性廃棄物

の処分問題を考えるに際しては、大前提として、これ以上処分対象となる廃棄物を増や

すべきではない。増えれば増えるほど、後の世代に対する負担を増大させることになる。

すなわち、高レベル放射性廃棄物問題に真剣に向き合うのであれば、原発は直ちに廃止

すべきである（なお、現在の日弁連の意見は、原発は「できるだけ速やかに廃止」する

というものである。）。

２	 放射性廃棄物問題は、その原因を生み出した現在の世代において解決することができ

ないことから、将来世代に負の影響を及ぼすことは避けられず、世代間の公平性を維持

できない問題であることを私たちは認識すべきである。第5節において、放射性廃棄物

をめぐる倫理問題を扱った。将来世代（未来世代）に対する現在の世代の責任は、理論

的あるいは倫理学的議論の限りでは説得的である。しかし、実際の政策決定の場面や合
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意形成の場面を想定した場合に、どのような形で将来世代の利益や負担を考慮し、適切

に取り込むことができるかは容易なことではない。なお、将来世代に対する責任として、

現在世代において地層処分を決定し実施することが、現在世代の責任であるとして現在

の政府やNUMOは地層処分方針を進めているが、この立場は、日本における地層処分が

万年単位で安全の確認ができていることを前提とする議論であることに留意しなければ

ならない。

将来世代に対する責任や配慮をいかに政策に取り込むかについては、様々な試みがさ

れており、今後もその取組・成果に注視していくことが肝要である。

３	 最終処分法に基づく高レベル放射性廃棄物の処分政策は、再処理後のガラス固化体と

TRU廃棄物のみが地層処分の対象とされている。しかし、第2節で取り上げたとおり、

日本の核燃料サイクルは明らかに破綻しており、再処理施設等を含む核燃料サイクルは

速やかに廃止するほかない。六ヶ所再処理工場は巨額の国費が投じられながらも25年

近く経つ今も稼働できない状況にあり、再処理後のガラス固化体の地層処分を前提とす

る最終処分法は抜本的な見直しあるいは廃止は避けられない。既に破綻し、ガラス固化

体を国内で製造できない（海外に頼らざるを得ない）にも関わらず、それを前提とする

最終処分場の選定・建設のための手続を継続することは、実現性の乏しい施設の建設と

いう、絵に描いた餅のようなものである。仮に、最終処分法に基づく処分場の選定手続

を行うにしても、確立した技術による実施可能な計画を前提に議論をするべきであり、

それが誠実な話合いのための最低限の条件というべきである。

	 	 また、最終処分法は、各調査と次の段階の調査地区選定に関する条文の解釈が曖昧で

あること、当該知事らの意見について「尊重」するという表現であること、調査地区選

定に当たり周辺自治体の意向が反映されないこと、及び、最終処分場施設建設に当たっ

ての規制基準がなく、何をもって安全とするかの判断基準すらない中で調査が進められ

ているという問題がある。それに加え、同法の運用・制度上の問題点もあることから、

多くの問題をはらむ最終処分法については、部分的な改正ではなく、法律自体を廃止す

べきである。

４	 最終処分法を廃止した後は、放射性廃棄物の処分方針に関する国民的議論を行うため

の新たな枠組みを持つ法制度を構築し、検討の場となる会議体等を設置する必要がある。

使用済み核燃料を含む高レベル放射性廃棄物は、既に大量に存在していることからすれ

ば、新たな法制度に基づく会議体等においては、一時的な保管方法についても議論の対

象とし、処分方針に関する議論を開始すべきである。そして、処分方針については、同

制度の下で合意した内容を基本とするべきである。また、新たな会議体等が単に参加者

の意見集約のみを行うにとどまり、最終的な方針が一部の省庁や時の政権の意向で決め

られるのであれば、国民の理解は到底得られるものではない。新たな法制度においては、

特定の省庁や廃棄物を生み出した電気事業者の意向が反映されることを避け、実質的な

国民的議論の場とする必要がある。

	 	 これまでの放射性廃棄物に関する政策決定については、市民参加の視点が不十分とい

わざるを得ない状況であった。その反省を踏まえ、従来の方法による政策決定には限界

があること、また、超長期の課題への取組という特殊性のある課題であることを十分理

解した上で、適切な情報提供のもと主体的な市民参加がなされ、よりよい合意形成、政
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策決定に向けた新たな取組が強く求められる。

５	 高レベル放射性廃棄物の処分において求められることとしては、可逆性の担保と回収

可能性が確保されていることが必要である（第6節）。現行の深地層処分は、高レベル

放射性廃棄物を埋設処分した後には回収することができなくなる処分方法である。世代

間倫理を考慮すれば、可能な限り安全性を高めながら、将来世代に深地層処分以外の選

択肢も取り得る可能性を残すことが求められるのであり、現在の科学技術的知見を踏ま

えれば、現行の深地層処分を最終処分方法として選択すべきではない。

	 	 できるだけの安全確保対策をとりながら暫定保管し、そのモラトリアム期間に、我々

世代及び将来世代がより安全な処分方法を探求し、新たな制度的枠組みにおいて国民的

議論をすることが、現時点で我々が取り得る最善の高レベル放射性廃棄物処理処分対策

と考えられる。
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第３章　再生可能エネルギーの拡大と地方再生第３章　再生可能エネルギーの拡大と地方再生

第１節　各地の取組事例第１節　各地の取組事例

第１　オーストリアでの取組第１　オーストリアでの取組

１　国民投票による原発の稼働禁止―再生可能エネルギーの推進へ１　国民投票による原発の稼働禁止―再生可能エネルギーの推進へ

オーストリア共和国（以下「オーストリア」という。）は、国土面積約83,870㎢、人

口約903万人を擁する中欧の国である。森林面積は39,240㎢で、国土の43％に当たり、世

帯有数の木材輸出国である。主たる樹種は、モミとトウヒである。

1978年、オーストリアは、国民投票の結果、建設中の原発の稼働を禁止した。当時の

オーストリアは、日本と同様、化石燃料に深く依存していた。原子力を利用しないとい

う選択により、再エネの利用が重要な課題となった。

今日、オーストリアにおける最終エネルギー消費（約1,121PJ）（2021年）のうち、再

エネの占める割合は、36.5％（2020年）に上っている 1。

オーストリアにおける再生可能エネルギー利用において、電力部門で重要な役割を果

たしているのが、水力発電である。急峻な山と豊富な水量に恵まれたオーストリアでは、

2019年現在で電力の約6割が水力発電により賄われている 2。

一方、熱部門では、地域の豊富な森林資源を生かし、地域の農業林業や木材産業と連

携して、木材のカスケード利用（資源の質に応じた段階的利用）として、木質バイオマ

スの熱利用が進められていった。その後、石油価格の高騰、エネルギー安全保障の必要

性、EUによるバイオエネルギー利用の推奨も後押しとなり、木質バイオマスの熱利用が

増加した。

2020年には、木質バイオマスの消費量は、気温が低かった影響もあって、185.25	PJに

達し、バイオマス機器の売り上げも上昇した。木質バイオマスは、2020年は、約9200万

tのCO2削減に貢献した。木質バイオマスに関わる全ての部門は、15億8000万ユーロ以

上を稼ぎ出し、18,376人以上の雇用を創出した 3。

２　地域資源を活用したオーストリアにおける木質バイオマスの熱利用２　地域資源を活用したオーストリアにおける木質バイオマスの熱利用

オーストリアにおける木質バイオマスの熱利用は、地域から始まり、地域の風土や経

済に適した形で進められ、拡大していった。

(1)	木材は、伝統的に室内暖房に利用されており、地域に豊富に存在する身近な資源で

あった。

	 	 木質バイオマス利用の最も適した利用法は、「熱」源として利用することである。

1		 STATISTICS　AUSTRIA	　Energy　balances　

	 	 https://www.statistik.at/en/statistics/energy-and-environment/energy/energy-balances（ 閲 覧 日：

2022年7月1日）

2		 Regional	Outlook	2021-Country	notes　Austria	Progress	net	zero	transition

	 	 https://www.oecd.org/regional/RO2021%20Austria.pdf（閲覧日：2022年7月1日）

3		 Innovative	Energy	Technologies	in	Austria:	Market	Development	2020

	 	 https://nachhaltigwirtschaften.at/en/iea/publications/schriftenreihe-2021-18-market-

research-2020.php（閲覧日：2022年7月1日）
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	 	「地域の木質バイオマスを、地域で熱として利用する」という形態が、エネルギー

の地産地消となる。輸入に係る石油や石炭を暖房に使えば、お金が外国に流失し、地

域は貧しくなるが、オーストリアにある森林資源を使えば、農家や林家にお金が入り、

地域内でお金が回るようになる。かくして、木質バイオマスの利用は、分散的に多く

の地域に浸透していった。

(2)	地域における木質バイオマスの熱利用は、大小様々な規模で、適材適所において行

われている。

	 	 最も小さな利用は、家庭における薪ストーブ、ペレットストーブ、家庭用のペレッ

ト又は木質チップボイラーの利用である。地域熱供給に接続できない家庭に推奨され

ている。

図表3−1　ボイラーメーカーKWBにおける個人宅用ボイラーの展示

出典：委員撮影（2014年人権擁護大会シンポジウム第1分科会オーストリア調査）

	 	 また、個人の家庭が隣家と契約して、隣の家に熱を供給するコントラクティングや

農家・林家が2～3世帯で共同して熱供給施設を設置運営し、ホテルやショッピング

センターを主たる供給先としながら個人の家にも供給する比較的小規模の熱供給も行

われている。農家・林家は、出資口数に応じて、自分たちが生産した木質バイオマス

燃料を施設に売却し、また、熱を売却することによって、利益を得ることができる。

図表3−2　アルメンラント州	ブランドルッケン（Brandlucken）にある小規模熱
供給施設。50人の林業家が組合を作って出資し、近隣のホテルほか13か
所に温水を供給している。

出典：委員撮影（2014年人権擁護大会シンポジウム第1分科会オーストリア調査）
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	 	 さらには、農家・林家が共同で出資して地域の街に熱供給する中規模な施設や、大

規模な施設まで、地域の実情と需要に合わせて、熱供給システムが普及・拡大してい

った。

図表3−3　シュタイアーマルク州パッサイル（Passail）にある地域熱供給施設。
50人の林業家と1企業が出資し、2000人の住む村の施設や住居に熱を供
給している。（2014年人権大会第1分科会オーストリア調査）

出典：委員撮影（2014年人権擁護大会シンポジウム第1分科会オーストリア調査）

(3)	こうした熱供給の担い手は、地域の農家・住民たち・その組合、または、地域の木

材会社である。地域の農家が、バイオマス資源を産出し、あるいは、農家が集まって

地域熱供給施設を管理している。農家や市民が投資し、地域熱供給システムを構築し

ている。地域の住民が主体的に取り組むことによって、持続的な地域づくりに関わる

ことになる。

(4)	しかしながら、これらの農家・林家が、最初から、自発的に、又は、一気に、再生

可能エネルギー利用を始めたわけではない。

	 	 地元の農業林業会議所（農家・林家の強制加入団体）が、自ら熱供給事業を行った

り、再生可能エネルギーの普及に取り組んだりするなどの働きかけを行う等により、

積極的に関与することで、拡大していった。例えば、オーストリアの中でも森林面積

の割合が61.4％と最も高い（日本の森林割合とほぼ同じである）シュタイアーマルク

州の農業林業会議所では、職員が林家や農家の現場に行き、木質バイオマス利用につ

いて、広報を行ったり、技術面・費用面などのコンサルティングを行ったりして、農

家・林家の意識を高めている。地域の経済活性化に重点を置いた活動により、成功の

実例は、農家に経済的利益をもたらすことを示したのである。成功事例を示すことが、

担い手として出資し、参入する農家・林家を増やすことにつながっている。

	 	 また、農業林業会議所は、補助金等の支援制度の枠組み作りについて、農家・林家

の利益の代弁者として、政府との交渉の役割も担っている。

	 	 地域熱供給システムの導入には、地元の市長や村長の理解が必要であり、また、作

る技術者と運営する技術者も必要である。そのため、トレーニングやコンサルティン

グも行っている。農業林業会議所は、林業学校を設立し、そこで、バイオマスについ
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ての教育や訓練も行っている。

	 	 2014年に、同年の人権大会の第1分科会実行委員がオーストリア調査を行った際、

シュタイアーマルク州において、世界バイオエネルギー協会会長（当時）のハインツ・

コーペッツ氏にインタビューを行った。コーペッツ氏は、これから50年の間に、オ

ーストリア全体として、地域熱供給に係る石油を全てバイオマスに置き換えることが

目標であると語った。

(5)	農業林業会議所は、山林組合（Waldverband）と連携し、バイオマスの普及を促進

した。

	 	 山林組合は製材会社から注文を受けて、まとめて木材を売却している。製材会社に

とっては、山林組合を通すと買取り価格が5～10％高くなるものの、個々の林業家に

連絡をしなくとも大量の製材を安定して購入することができるという利点がある。ま

た、林業家にとっても、直接製材会社に売るよりも森林組合を介して売る方が高額か

つ安定した価格で製材を売ることができるという利点がある。

	 	 山林組合は、木質バイオマスの取引・流通・販売の拠点（バイオマス集積場）とし

て、バイオマスホフを設立・運営している。バイオマスホフでは、トレーサビリティ

や含水率などの品質の保証されたものを確保するロジスティクスの役割だけではなく、

公正な取引を行うという販売戦略を担う、木質バイオマス燃料のひとつの取引所

（Biomass	Trade	&	Logistic	Center）となっている。バイオマスホフには、個人のみ

ならず、大規模な企業や地域熱供給システムの方も買いつけに来る。ガソリンスタン

ドと同じように、木質バイオマスが必要なときは、バイオマスホフに行って、チップ、

ペレット、薪を購入できる。地域熱供給システムを行っているバイオマスホフもある。

	 	 また、バイオマスホフは、集荷と販売を通じて、エネルギーの地産地消を担ってい

る。2014年人権大会の第1分科会実行委員がオーストリア調査を行った際に訪問した

シュタイアーマルク州レオーベンのバイオマスホフでは、地域の資源を使って、加工

して、この地域20～30㎞の範囲で販売する（from	the	region	to	the	region）方針

を取っているとのことであった。

図表3−4　シュタイアーマルク州レオーベン（Leoben）のバイオマスホフ　　　　　　
（2014年人権大会第1分科会調査）

出典：委員撮影（2014年人権擁護大会シンポジウム第1分科会オーストリア調査）
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(6)	オーストリアの連邦政府も、地域熱供給システムの整備に必要な初期投資に関する

補助・助成金などの財政支援策、優遇税制や、熱導管敷設に関する法的整備、建物の

断熱化などにより、木質バイオマス熱利用を支えてきた。

(7)	こうして、オーストリア国内において木質バイオマスの熱利用が拡大した。

３　再生可能エネルギー導入に関するオーストリア政府の取組３　再生可能エネルギー導入に関するオーストリア政府の取組

(1)	2020年の統計では、オーストリアにおける熱生産の約半分が再エネ（木質バイオマ

ス）である。ただし、依然として、石炭、石油、天然ガスによる熱供給も多く行われ

ている 4。

	 	 木質バイオマスの熱利用を推進した結果、最新技術を活用したボイラーの製造・販

売も行われ、ボイラーの輸出も行われている。2015年には、「ドイツ国内で稼働して

いるペレットボイラーの3台に2台は、オーストリア製」と言われるまでになった 5。

	 	 オーストリアでは、家庭用ボイラーが、システムキッチンの展示販売店の一角に展

示されているところもあり、身近な存在となっているようである。

	 	 日本でも岩手県遠野市や徳島県徳島市にオーストリア製ボイラーの導入事例がある。

	 	 また、オーストリア大使館が窓口となり、オーストリアのピヒル林業学校において

日本人向けの特別講座を開催し、調査視察団の受け入れも行っている。鳥取県智頭町

から、2014年に若手研修団として若手林業家の大谷訓大氏（人権大会第1分科会シン

ポジウムのための調査協力者）が派遣され、2015年には國岡将平氏（同シンポジウム

登壇者）が視察・調査団として派遣された 6。

(2)	 2019年12月、EUは、欧州グリーンディールを公表し、2050年までにEUの温室効果

ガス排出量を実質ゼロにする気候中立（climate-neutral）の達成、2030年の排出量

削減目標を1990年比の40％から50％以上への引き上げ等の方針を示した。

	 	 2021年7月には、欧州気候規則（Regulation（EU）2021/1119）が公布され、2050年

までに気候中立を達成し、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で55％以上

削減するという拘束力のある目標が規定された 7。

	 	 2018年にEUは、持続可能な土地の利用や林業のために、土地利用、土地利用の変更、

及び林業からのCO2の排出と吸収を均衡させることを加盟各国に求めていたが、2021

年7月には、森林管理計画の策定の際の参考基準を各国ごとに示すなどの推進策を盛

4		 European	Commision,	Eurostat,Energy,Data,Energy	balances	

	 	 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956218/Balances-April2022.zip/7784e000-9579-

c47f-986d-92dc82f893a5?t=1649926648023（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances

5		 バイオマス産業社会ネットワーク第１５回研究会「オーストリアにおける林業と木質バイオマス利用の現

状について」2015　オーストリア大使館　商務部　上席商務官ルイジ・フィノキアーロ氏の講演資料

	 	 https://www.npobin.net/research/data/153rdFino.pdf（閲覧日：2022年7月1日）

6		 鳥取県オーストリア視察・調査報告 - 林業成長産業化への鍵を探る -　平成28年3月　鳥取県オーストリア

林業視察・調査団

	 	 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1017684/ostriahokokusyo.pdf（閲覧日：2022年7月1日）

7		 外国の立法	No.289-2（2021.11）	国立国会図書館	調査及び立法考査局　海外立法情報課	濱野	恵

	 	【EU】温室効果ガス削減政策パッケージ「Fit	for	55」の公表

	 	 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11863399_po_02890209.pdf?contentNo=1（閲覧日：2022年

7月1日）
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り込んだ 8。

(3)	オーストリア連邦政府は、気候保護イニシアチブ・気候保護戦略として、

klimaaktivを設立した。klimaaktivでは、建築物とリノベーション、省エネルギー、

再生可能エネルギー、運輸・交通等の分野において、持続可能な社会への移行に向け

た解決策を提案し、品質基準を設定し、関係者の知識と能力を高め、企業、地方自治

体及び個人の家庭に助言することを目的としている 9。

	 	 オーストリアでは、温室効果ガス排出量の約10％が建物から発生していることを踏

まえ、エネルギー効率の高い建物を促進するために、klimaaktiv	プログラム「Bauen	

&	 Sanieren」（建物と改修）を推進している。klimaaktivの建物基準は、ヨーロッパ

で最も成功している評価システムと言われている。

	 	 自治体支援プログラムの一つである「e5」は、熱、電力、運輸・交通の分野のエネ

ルギー供給を化石エネルギーから実質的に独立させ、同時に地域の付加価値活動、収

入、雇用を維持することに取り組んでいる自治体に対しコンサルティングと認証サー

ビスを提供している。

	 	 また、オーストリアでは、Klima-	und	Energie-Modellregionen（KEM）（気候エネル

ギーモデル地域）を募り、より広範な地域での取組を奨励・支援している。現在、

120の地域が、気候保護プロジェクトに参加している 10。これらの自治体支援に自治体

支援については、様々な中間支援組織が活動している。

(4)	2021年7月7日、オーストリア国民議会は、再生可能エネルギー拡大法案

（Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz、EAG）を与野党の賛成多数で可決した。これにより、

連立与党である国民党と緑の党の公約に盛った「2030年までに国内で生産される電力

の100％を再生可能エネルギーで賄う」という目標達成のための法的枠組みが成立した。

同法に基づき、熱利用においては、同年までに年間10億ユーロを、未実施分の173の

地域暖房プロジェクトなどの再生可能エネルギープロジェクトに投資するとされてい

る 11。

(5)	熱利用分野においては、既にオーストリアは、2020年までに石油及び石炭による暖

房システムの新規販売を禁止し、2025年までにガスによる熱供給システムの設置を禁

止することとした。

	 	 2022年6月14日、オーストリア緑の気候省は、2040年までに化石燃料による熱供給

を段階的に廃止し、国が再エネ暖房へ移行するため、再生可能熱法（EWG）の改正案

を議会に提出した。同法は、ガス暖房システムの設置・販売の禁止を2023年に繰り

上げ、2023年以降は、化石燃料を使用する熱供給システムの修理が禁止され、州の補

8		 European	Commission	“Land	use	and	forestry	regulation	for	2021-2030”	

	 	 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/land-use-and-forestry-

regulation-2021-2030_en（閲覧日：2022年7月1日）

9		 https://www.klimaaktiv.at/english/（閲覧日：2022年7月1日）

10	 https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/（閲覧日：2022年7月1日）

11	 ジェトロビジネス短信「議会が再生可能エネルギー拡大法案を可決（オーストリア）」2021年7月7日

	 	 https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/41e0948d902b6a87.html（閲覧日：2022年7月1日）
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助金により、再エネによる熱供給システムへと交換することを定めた 12 13。現在、オ

ーストリアの約100万世帯が、国のガス消費量の約4分の1を占めるガス暖房を利用

しており、かつ、暖房用のガスは、主にロシアからの輸入に依存しており、年間約20

億ユーロが費やされていると言われている。この法律により、オーストリアは、熱利

用分野における再生可能エネルギーの推進を加速させるとともに、化石エネルギーへ

の依存度を減少させる目的がある。

(6)	EUが掲げる目標の下に、加盟各国は、地球温暖化対策を求められているが、オース

トリアは、さらに進んだ目標を掲げ、EUの中でも先導的な役割を果たしている。

	 	 今日のオーストリアがこのような先進的な取組を行うことを可能としていることに

は、木質バイオマスの熱利用等、地域におけるエネルギー資源活用の取組と、これを

国レベルでも支えてきたことが貢献していることと考えられる。

４　日本との比較及び同様の施策の可能性４　日本との比較及び同様の施策の可能性

日本は、2022年現在、人口約1億2580万人、国土面積37万8000㎢のうち、森林面積は、

約2500万ha（25万㎢）と、国土の67％を占めている。オーストリアの森林面積（3万9240

㎢）の約6倍に相当する。

日本においても、民生（家庭・業務）用の熱需要が、エネルギー消費の中で占める割

合は少なくない。特に、北海道や東北日本において、熱需要のパターンがオーストリア

等の中欧と類似する面がある。

発電の際に発生する熱を捨てた上、民生用の低温の熱需要を、貴重な電力で賄うこと

は、エネルギー利用として極めて効率が悪い。コージェネレーションや地域熱供給など

熱の効率的な利用を進めるとともに、熱における再エネの利用を進めることが必要であ

る。

地方自治体や民間団体の中には、既に、豊富な木材資源を生かし、木材のカスケード

利用として木質バイオマスの熱源としての利用やコージェネレーションに取り組んでい

るところもある。

日本においても、オーストリアの施策を参考にした対応や取組が求められている。

第２　ドイツのシュタットベルケ第２　ドイツのシュタットベルケ

１　シュタットベルケ１　シュタットベルケ

シュタットベルケ（STADT	WERKE）とは、ドイツ語で「シュタット＝街・町・都市」「ベ

ルケ＝仕事、製作所、工場」という意味があり、日本語で直訳すると都市公社（町の事

業）となる。

地域に、電力、ガス、熱、水道、交通、廃棄物、インターネット網、ケーブルテレビ

12	 EURACTIV	“Austria	to	ban	gas	boilers	in	new	buildings	as	of	2023”（2021年6月14日）

	 	 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austria-to-ban-gas-boilers-in-new-

buildings-as-of-2023/

13	 Renewables	Now	“Austria	to	phase	out	fossil	heating	by	2040”（2021年6月14日）

	 	 https://renewablesnow.com/news/austria-to-phase-out-fossil-heating-by-2040-788086/
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など、複数の公共的サービスを包括的に提供していることが多い。日本でいう公営企業

と異なり、地方自治体が出資する民間の会社である。

ドイツのシュタットベルケの歴史は古く、19世紀後半からはじまる。

2021年6月時点で、ドイツのシュタットベルケは、1500以上 14となっている。ドイツ全

体の市町村の数が約1万2000と言われているので、全体の約12％である（複数の自治体

で作っているシュタットベルケもあるので実際の割合はもっと高いと思われる。）。2021

年6月時点で、ドイツ全体の電力供給の62.5％、ガス供給の66.5％、熱供給の79.1％、水

道供給の90.6％を、シュタットベルケが提供している 15。

シュタットベルケ・ミュンヘン、シュタットベルケ・ケルン、シュタットベルケ・フ

ランクフルトが三大シュタットベルケであるが、シュタットベルケ・ミュンヘンの電力

供給売り上げは、年間30億ユーロとなっており 16、ドイツの4大電力事業者の最小のもの

の3分の１ほどの規模になっている（日本の最小の旧一般電気事業者の北陸電力の約3分

の2の規模。）17。

２　エネルギー自由化の中で、存在感を増したシュタットベルケ　その5つの理由２　エネルギー自由化の中で、存在感を増したシュタットベルケ　その5つの理由

ドイツでは、1998年に電力完全自由化がされ、その時点では、8つの大手電力会社が

あったが次第に4つに集約され、かつて電力供給の数％を占めるにすぎなかったシュタ

ットベルケによる電力供給が、前記のとおり、2021年時点で62％まで増加した。

以下のような点が、シュタットベルケが存在感を増した理由と思われる。

(1)	エネルギー供給事業だけをみても複数の事業を行っており、地域供給網整備などに

よって効率的なエネルギー供給ができていること

	 	 シュタットベルケは多岐にわたる公共サービス事業を行っているが、その中でも、

電力供給・ガス供給・熱供給といったエネルギー供給事業はその主力の一つである。

地域密着型という利点を生かし、シュタットベルケのエネルギー供給設備は、コージ

ェネレーションを活用した電熱併給が主力で、地域内に自営電力線や自営導管を張り

巡らすケースが多いとされる 18。

	 	 自営電力線や自営導管を活用した電熱併給は、エネルギー効率を高め、料金の低廉

化及び地球温暖化対策にも資することになる。

	 	 畜産バイオマスは、ガスの供給に結びつくし、木質バイオマスは、熱供給に向いて

おり、小規模分散型のエネルギー供給とも相性がよく、前述した、自営導管などを活

用した総合的エネルギー供給として、エネルギーセキュリティにも強い。

(2)	公共交通部門の赤字をエネルギー部門の黒字で補填

14	 自治体企業協会（VKU：den	Verband	kommunaler	Unternehmen）に加盟している企業の数。2021年6月時点で、

1513とのことである。

15	 このデータは、自治体企業協会（VKU：den	Verband	kommunaler	Unternehmen）の最新の「Zahlen,	Daten,	

Fakten	2021（数字・データ・事実	2021年）」による。

	 	 https://www.vku.de/publikationen/2021/zahlen-daten-fakten-2021/

16	 Stadtwerke	München	Annual	Report	2021

17	 ちなみに、シュタットベルケ・ミュンヘンは、2025年までに全電力供給を再生可能エネルギーとすること

としている。その供給対象には、BMW の本社工場、シーメンスの本社なども含まれている。

18	 山本尚司「ドイツのシュタットベルケから日本は何を学ぶべきか」一般財団法人日本エネルギー経済研究

所ウェブサイト（2018）3頁。
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	 	 都市部における二酸化炭素排出量削減や大気汚染の改善には、自動車交通から公共

交通への切り替えも重要であるが、公共交通部門はどこでも赤字となることが多く、

ドイツでも同様である。ドイツは、1990年代から徹底した自動車から公共交通への切

り替えをしてきたが、それを下支えするものとして、シュタットベルケも大きな役割

を果たした。

	 	 バーデン・ビュルテンベルク州ウルム市に設立されているStadtwerke	 Ulm/Neu-Ulm

（SWU）を視察調査した、国土交通省国土交通政策研究所の客員研究員は、SWUにおい

ても、「地域公共交通部門の赤字はグループ全体で損益通算されている。このように、

シュタットベルケでは赤字部門の経営を黒字部門の収益によって支えている」19とし

ている。

	 	 同様の見解は、フライブルクのシュタットベルケにおいても顕著で、調査した諸富

氏は、「基本的に、エネルギー事業で稼いで、他の事業を賄うという形になってい

る」20としている。

	 	 そのことによって、公共交通部門の維持が可能となり、持続可能なまちづくりに貢

献している。

(3)	複数事業を行うことによる効率性

	 	 多くのシュタットベルケでは、前述のとおり、電力供給・ガス供給・熱供給といっ

たエネルギー供給事業、水道供給、公共交通、廃棄物、インターネット網、ケーブル

テレビなど多くの事業を行っている。

	 	 その結果、「それぞれを単独で行う場合に比べ、管理部門の共通化や技術職員の多

能工化を通じて人員の余裕を確保できているという。その人的余裕を企業設備のメン

テナンスなど新たなサービスの展開につなげている。また社員教育という点でも多能

工化のための異業種研修が容易に実施でき、一人で複数の現場に対応できる体制にな

っている」21という。

(4)	地産地消による地域経済への貢献

	 	 さらに、エネルギーについては、地元の再エネを活用することによって、外部から

のエネルギー購入による資金の流出を防ぎ、さらに売電による収入を生み、地元の雇

用を増やし、地域の経済の活性化に貢献している。

(5)	自治体の関与による高い信頼

	 	 また、ドイツでも、電力自由化の過程で、いくつかの電力会社が倒産した。そうし

たこともあって、自治体が運営するシュタットベルケへの高い信頼がある。

	 	 さらに、「地元企業への業務発注や地域のスポーツチームや様々なイベント・フェ

スティバルへの資金的支援などを通じて地域活動にも貢献している。多くの活動が地

域に近いところで行われ、ドイツ国内における市民のシュタットベルケに対するイメ

ージは概して好意的である」と評価されている。

19	 小谷将之「ドイツのシュタットベルケの仕組みと日本への適用に向けたポイント」国際文化研修第110号

（2021.1）	26頁。

20	 諸富徹「ドイツのシュタットベルケから日本の自治体は何を学べるか～自治体の経営手法への示唆～」国

際文化研修第110号（2021.1）	18頁。

21	 前掲注4・27頁
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３　ドイツにおける地域振興の鍵となったシュタットベルケと日本における可能性３　ドイツにおける地域振興の鍵となったシュタットベルケと日本における可能性

電力・ガス・熱の併給に、再エネを組み合わせたエネルギーの効率的供給、公共交通

機関の不採算を電力・ガス・熱の黒字で補填し、総合的なまちづくりを進める、複数事

業を行うことによる効率化、地産地消による地域経済への貢献、その軸となる地方自治

体の関与は、日本における公共サービス提供のあり方にも深く関わるし、地域振興の鍵

ともなる。

ドイツにおけるこれだけの成功は、ドイツにおける様々な法整備とも関連する。しか

し、日本でもドイツの動きに刺激を受けた、福岡県みやま市のみやまスマートエネルギ

ー株式会社、鳥取県米子市のローカルエナジー株式会社（本報告書でも次の項目で取り

上げる）、長野県飯田市のおひさま進歩エネルギー株式会社などの動きが進んでいる。

これらは、地域内経済循環をもたらし、地域の自立を高めるものでもあり、極めて、重

要な取組である。ドイツのシュタットベルケのその後についても引き続き注目して調査

研究していく必要がある。

第３　島根県米子市のローカルエナジー株式会社第３　島根県米子市のローカルエナジー株式会社

１　ドイツのシュタットベルケと日本の地域新電力１　ドイツのシュタットベルケと日本の地域新電力

ドイツのシュタットベルケを参照しつつ、地域での、エネルギーの地産地消を目指す

動きは、政府の電力自由化などの動きと関連しつつ、地方自治体が関与する、地域新電

力等の動きとして起きている。その動きの代表例としてしばしば引用されるのが、福岡

県みやま市のみやまスマートエネルギー株式会社、鳥取県米子市のローカルエナジー株

式会社、長野県飯田市のおひさま進歩エネルギー株式会社などである。

以下、明確な目的を持ち、独自の取組をしており、2021年と2022年の二度にわたり、

ヒアリングを実施することができた、鳥取県米子市のローカルエナジー株式会社の例を

紹介したい。

２　ローカルエナジー株式会社の概要２　ローカルエナジー株式会社の概要

(1)	設立・出資関係

	 	 設立は、2015年12月21日。資本金は、9000万円（自治体出資の新電力事業として

は比較的大きな規模のものである）。代表取締役は、加藤典裕氏（出資者の1つの株

式会社中海テレビ放送の代表取締役）。現在の従業員は10人程度。年間の売上は25億

円程度。設立から8年目を迎え、経営的にも安定してきている（2022年9月現在）。

	 	 設立時の出資者は米子市10％、中海テレビ放送（地域のケーブルテレビの会社）50

％、山陰酸素工業（プロパンガスの会社）20％、三光（ガソリンスタンド等の会社）

10％、米子ガス（都市ガス）5％、皆生温泉観光が5％。設立後、米子市の1％出資を

引き受ける形で境港市も出資。現在は、米子市9％、境港市1％となっている。

(2)	ローカルエナジー2つの特徴（自治体出資の割合が低い・自社で電力需給管理シス

テムをもち、電力の卸売りもしている）

	 	 全国で地方自治体が出資している新電力は60程あるが、ローカルエナジーの特徴は、

地方自治体の役割が経営等のバックアップに限定されており、経営の主体が民側にあ
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ること。そのことの表れでもあるが、官の出資割合が全体の10％と低い。

	 	 また、ローカルエナジーは、電力の小売りではなく、電力の卸売りもやっている。

自社で電力需給管理システムをもち、電力の卸売りもしている自治体新電力は、あま

りない。

３　地域密着型新電力としてのローカルエナジーの目指すもの３　地域密着型新電力としてのローカルエナジーの目指すもの

鳥取では、地球温暖化、人口減少、地方の衰退という3つの課題に直面をしている。

地球温暖化について言えば、米子市でも年平均気温が1940年代は13.8℃であったが、

2019年には16.1℃となり、2℃以上上昇している。

鳥取県の人口については2015年には57.3万人であったが、2045年には44.9万人に減

少するとの見通しが立てられている。

以前は、鳥取県の電気は全て中国電力から購入し供給されていた。試算ではあるが、

鳥取県全体で家庭用も産業用も含め、中国電力に払っていた電気代の総額は年間1000億

円程度になる。この1000億円を少しでも減らし、その分が地域密着型の電力会社に払わ

れるようになると、地域の雇用を確保するとともに、利益についても地域の再投資に回

すことになり、地域経済の再生に大きく貢献できることになる。

エネルギーの地産地消により、新たな地域経済基盤の創出を目的として設立されたの

が、ローカルエナジーである。

参考にしたのが、ドイツのシュタットベルケである。ドイツの都市では、シュタット

ベルケが、電気等のエネルギーの供給や公共交通といった公的なサービスを提供してい

る。公共交通はだいたい赤字で、その赤字をエネルギー供給事業の黒字で賄っている。

そのようなことを、米子でやろうという発想で、ローカルエナジーが作られた。

「エネルギーを地域外に依存していると地域経済が自立しないのではないか」という

仮説を立て、その仮説の成否を実践している会社であり、この仮説をもとに、プラット

ホームとして、官民連携で一歩ずつ前に進むこと（エネルギーの地産地消・地域経済基

盤の創出・地域経済の自立・地方創生の実現）を目指している。

４　ローカルエナジーの6つの事業４　ローカルエナジーの6つの事業

ローカルエナジーは、電力小売卸売事業、地域熱供給事業、電源熱源開発事業、省エ

ネ改修事業、次世代エネルギー実証事業、視察受入・コンサルティングの6つの事業を

展開している。

(1)	電力小売卸売事業

①　再エネ等の電力調達

	 	「米子市クリーンセンター」の廃棄物を利用したバイオマス発電や中国地方最大

級の大きさを誇る「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」の太陽光発電の外、地

域の太陽光発電、地熱発電、中小水力発電から生まれた電力から主に提供を受けて

いる。

②　公共施設への電力販売

	 	 米子市の公共施設のほぼ全て及び境港市の公共施設の大半の電気を供給している。

電気の小売りは、地方公共団体が中心（いわゆるBtoB）。消費者への小売り（いわ
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ゆるBtoC）はしていない。

③　地元新電力への電気卸売

	 	 最大の出資者である中海テレビ放送が中海電力という新電力を作っており、そこ

を介して、鳥取県西部の約1万2000世帯に電力を供給している。鳥取県西部は約10

万世帯、人口約20万人なので、シェアは約12％である。

④　独自の電力需給管理システムを用いた電力取引

	 	 ローカルエナジーでは、専用のシステムを持ち、電気の市場におけるデイトレー

ディングを行っている。これを担当しているのは、地元の採用の4人の女性従業員。

3か月程度の研修で担当しており、それほど高い技術が求められるものではない。

新電力の場合、30分計画値同値同量が求められ、これがずれると罰金的なものが科

され、コストがかさむことになる。

	 	 ローカルエナジーの電気の使用者は、地元の公共施設と一般家庭であるが、公共

施設の電気の使用量はかなり固定的であるし、地元の一般家庭の電気の使用につい

ては、地元の4人の女性従業員の生活感覚と沿うものであるので、予測がそれほど

難しいわけではない。

(2)	地域熱供給事業

	 	 バイオマス発電等のエネルギー効率を上げるためには、発電後の熱をどう再利用す

るかが重要である。以前は、80℃程度のお湯を送るという熱供給事業が中心的（第３

世代、ドイツ）であったが、最近の研究でお湯の温度を60℃に下げた方がロスが少な

いことが明らかになり、その取組をしているデンマーク（第4世代）の事例の調査研

究を進め、その導入を目指している。その際には、熱源となる、バイオマス発電やご

み焼却施設を町の中に設置する必要があるが、そのことについても調査研究をしてい

る。

(3)	発電調査計画

	 	 下水処理場におけるメタンガスを利用した発電について調査研究を進めている。

(4)	省エネ改修事業

	 	 公共施設の省エネルギー管理を行っている。

(5)	次世代エネルギー実証事業

	 	 米子市内の13か所の避難所に蓄電池を配置し、非常時の電力供給に充てる事業を

行っている。現在、設置している蓄電池は最大12時間の非常時電力を供給できるも

のである。

	 	 また、これらの蓄電池は、平常時は仮装発電所（VPP）としての運用を予定している。

(6)	視察受入れ事業

	 	 自治体の視察や小学校の社会科見学を受け入れたり、国・自治体主催の勉強会の講

師をしたり、高校での環境講演会の実施をしたりしている。

	 	 このような事業が、地方公共団体に対する電気の小売りの営業としてかなり意味を

持つ。電気自体は、無色透明であり、価格以外の特徴等を付けることが難しいが、こ

れらの事業がその特徴を付けることに役立っている。

	 	 なお、ローカルエナジーは電気料金の安さだけを追求している訳ではない。価格だ

けであれば、既存の電力会社がローカルエナジーよりも安い価格を持ちかけることは
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珍しいことではない。売上の30％は地元の地方公共団体であるが、価格だけでなく、

地域密着型であることや再生可能エネルギーの割合が既存の電力会社よりも高いこと

等を評価してもらい、契約してもらっている。

５　ローカルエナジーの成果５　ローカルエナジーの成果

(1)	エネルギーの地産地消（再エネ利用）

	 	 地元の公共施設の電気使用量に相当する電気を地元の再エネで調達している。2019

年で、ローカルエナジーの再エネ調達電力量が28,107MWhであるが、公共施設販売電

力量が25,316MWhである。

(2)	地域活性化（売上及び利益）

	 	 2016年度の売上は約5億7000万円であったが、2019年度は約22億円になり、4期連

続で増収増益であった。2020年度も増収であったが、電気の小売市場での想定外の異

常な高値があり、増益とはならなかった。

	 	 しかし、持続的な事業運営により地域内での資金の循環に寄与している。

(3)	地域活性化（雇用創出）

	 	 この5年間で10人の雇用を拡大している。うち4人はUJIターンである。

(4)	地球温暖化対策（CO2削減）

	 	 2016年度から2019年度までの4年間で、公共施設について、それまでの電力の契約

と比較した場合、計12,450tのCO2の削減を達成した。

	 	 エネルギーの地産地消により地球温暖化対策にも寄与している。

(5)	環境保全（Ｊクレジット）

	 	 電気の卸売先の中海テレビ放送では、Chukai電力1契約について、鳥取県日南町か

ら杉の木1本分のCO2排出クレジットを購入している。

	 	 エネルギーの地産地消により森林保全にも資金が循環している（累計146t購入）。

(6)	電気料金の削減

	 	 2016年度から2019年度までの4年間で公共施設の電気代を約1.3億円削減。エネル

ギーの地産地消により行政コストの削減に寄与している。

６　電力の市場価格急騰に伴う問題への対応について６　電力の市場価格急騰に伴う問題への対応について

2021年2月に市場価格が高騰し、ローカルエナジーも大きな影響を受けた。これを受

けて、ローカルエナジーとしては電源のPF（ポートフォリオ）を見直すことにし、2、3

月にかけて相対（あいたい）契約を増加させた。

これまではエネルギーの地産地消を中心としてきた（FIT電源を仕入れ）が、今日の市

場価格の高騰を受け、市場調達のリスクを避けるため、価格を固定化した電源（相対電

源）の仕入れを増やすこととした。相対電源の調達を余剰になるくらい増やして、余れ

ば市場で売却するという方法で、結果として増収増益につながった。ただし、余剰の売

却をやり過ぎるとただのトレーディングになってしまうことになり、会社の方針と反す

ることにもなりかねず、難しい面はある。相対電源の調達は、普通の商取引と同じであ

り、中国電力を含めた他社との間で交渉している。

そもそも、電力については、供給は大半が旧一電に限られる一方、需要は新電力を含
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めて約800社存在しており、供給側主導で動いている。電力市場は、晴れていると太陽

光の電力が供給されることから、電力価格がほぼ0円になる。休日に企業が動かないと

その間ほぼ0円になることもある。他方、電力の販売価格は、1㎾当たりの価格は20円余

であるが、市場高騰時には市場からの調達価格は、30円から100円になり、電線の使用

量（託送料）が10円ほど上乗せになるため、価格が高いときに市場から電力を調達する

と赤字になってしまう。

大手の新電力が倒産するのは、規模が大きすぎることが理由として指摘できる。大規

模である場合相対電源を増やすことが難しい。一方、小規模すぎると実績がないため、

個別での調達が難しくなり、やはり経営が厳しくなる。最近は小規模新電力については

他の小規模新電力と合わせて契約を取りまとめる一種のブローカーが増えてきている。

相対電源の仕入れ先を探すことは難しい。同業者に依頼するには良好な関係を築く必

要があり、その上で、お互い得意な分野の電力について融通するなどして交渉していく。

ローカルエナジーは規模が大きい会社ではなく、あまり大きくない電源を集めている状

況である。なお、依頼相手が、中国電力の場合、政府から公平性が求められている関係

で交渉が難しい場合もある。

最近「電力難民」と呼ばれる、電力供給契約を打ち切られたうえ、どこの会社とも契

約ができないというケースが増えている 22。これは一般的なイメージと異なり、離島など

の人だけでなく、企業や自治体もそういう事態に陥っている。契約していた電力会社が

倒産する場合だけでなく、高圧施設を有する会社の場合、日によっては逆ざやになりや

すく、契約自体を打ち切ってしまう。電力供給を受けられないという事態を回避するた

め、これまでは中国電力が保障していたが、最近は中国電力も開き直って契約を断って

しまうという事例もある。なお、セーフティネットとして最終保障供給があり、中国電

力ネットワーク株式会社が行っているが、価格は中国電力の電力価格の1.2倍となって

いる。しかしその価格では高圧の場合、新電力より安いという矛盾が生じている。今後

は最終保障供給の価格について見直しがされ市場連動になると推測される。

現在、色々なコストが高まっているため、このままの状況が続けば電気料金は上がる

ことが予想される。去年、一昨年と比べ電気料金が2倍くらいになる可能性もある。エ

ネルギーリスクを減らすためにオンサイトPPAが注目されるのもそういう現状が根底に

ある。しかし、オンサイトPPAは個別最適になるかもしれないが、全体最適であるとは

言い難い。設置できないような人や企業にとっては有効な手段にならない。

電力供給自体の問題は経済産業省が対応すべき問題であるが、電力難民問題について

は消費者庁が関与すべき問題であるようにも思えるし、相対契約については公正取引委

員会が介入すべき場合もあると思われる。いずれにせよ、新電力、旧一電を問わず健全

に競争できる環境を早急に整える必要がある。

22	 山根小雪「新電力は上位54社が法人契約の新規受付を全社停止」日経エネルギー Next	2022/04/27	によると、

「既に大手電力も新電力も新規受付を停止している。消費者は自由な選択どころか、小売電気事業者から電力

供給を受けることができず、最終保障供給というセーフティネットを利用せざるをえない事態に陥っている」

という。
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７　米子市、境港市の脱炭素先行地域７　米子市、境港市の脱炭素先行地域 2323の選定（令和4年4月26日発表）とその事業の選定（令和4年4月26日発表）とその事業

内容について内容について

(1)	地域課題の解決からスタート

	 	 前提として、脱炭素は手段であり結果ではない。以上の点をはき違えてしまうと、

先行地域として選定されることは難しい。米子市の場合は中心市街地、境港市は海岸

沿いの観光地が選定されている。

	 	 米子市、境港市は規模が大きい町であるという点をアピールした。公共施設群の電

気使用量は把握しており、そこから必要な再エネ電力量を計算した。

	 	 荒廃農地を利用する計画を立てている。荒廃農地では、ヌカカ（昆虫の蚊）の問題

を取り上げた。ヌカカが増えるのは荒廃農地において、雑草が高く生い茂っている状

況に影響している。荒廃した農地をオフサイトPPAで活用することにより、雑草によ

る景観悪化や害虫の発生といった地域の課題を解消することが期待できる。

	 	 水道事業に関連した計画もある。水道局の施設用地に太陽光発電と蓄電池を設置す

ることにより、災害時にも水道施設へ電力供給が可能となり、BCP（事業継続計画）

の強化を図るとともに、水道施設のゼロ・カーボンと電気代削減を目指している。

	 	 いずれも地域の課題解決の点からスタートしている。

(2)	オンサイト設置、蓄電池事業について

	 	 公共施設における太陽光発電のオンサイト設置について取り上げた。オンサイトの

場合は託送料がかからないのがメリットである。併せて蓄電池ビジネスも進めていく

必要がある。蓄電池が充実すれば、電力価格の利ざやで収益を上げることも可能とな

る。

	 	 ただし、蓄電池事業は減価償却資産を抱え込むことになるので、リスクが大きい。

新電力は、契約書とお金とシステムしかなく、身軽であることがメリットで収益が出

やすい。一方、蓄電池事業は、設備投資をして時間をかけて回収していくので、性質

が異なる。蓄電池事業については初期投資が大きく、リスクが大きいため（非常に高

く、国の補助金・交付金がなければ難しい状況）、新電力で行うべきかについては悩

ましい面があり、現在は、別会社として切り分けて、運営していくことを考えている。

(3)	農地への太陽光発電のオフサイト設置

	 	 農地への太陽光発電のオフサイト設置は、前述のように、荒廃農地の雑草を刈り取

り、ヌカカの問題を解決するという地域課題への対処を前面に出している。

	 	 今回、農地に新しく設置しようとしている太陽光パネルは縦型である。FITを使わ

ない電力として考えており、縦型パネルは昼間だけでなく、朝晩に発電できるので市

場価格が高いときに売電できることがメリットである。またスペースを取らないので

農地として利用し続けることもできる。

(4)	出力調整問題

	 	 現在、出力調整がある。また、島根原発が再稼働すると、出力調整の問題が大きく

なるはずである。

23	 脱炭素先行地域とは、環境省の事業で、2030年度までに民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力

消費に伴う CO2排出実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減につい

ても日本全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域をいう。
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(5)	データプラットフォーム事業

	 	 今回、最もチャレンジングな事業は、データプラットフォーム事業である。電気使

用者側で、自分たちがどれだけCO2を出しているのか把握するのが難しいことから、

サプライヤー側で把握するようにし、排出量を可視化できるようなシステムを作るこ

とを予定している。そして、この事業を民間企業や、さらには一般家庭と情報共有し、

二酸化炭素削減に役立てたい。

	 	 このハードウェア事業については、今年度に基本設計を終わらせて来年度から進め

ていく予定である。ソフトウェア事業については、既に開始しており今後忙しくなる。

(6)	脱炭素先行地域の選定とローカルエナジー

	 	 脱炭素先行地域は地域の選定であり、選定により、当然に事業に補助金が交付され

るわけではない。

	 	 また、米子市による提案であり、必ずローカルエナジーが担当事業者となる訳では

ないものの、米子市はローカルエナジーの株主であり、米子市としてもローカルエナ

ジーの事業に協力することにメリットがあることから（予算をかけずに炭素を減らす）、

関与することが予定されている。米子市としてはローカルエナジーの状況を見て電気

代の高低も検証できるというメリットもある。

	 	 ローカルエナジーとしては脱炭素先行地域の推進協議会の事務局として関与してい

く予定である。蓄電池以外の点はこれまで行ってきた事業と同様な形で対応していく

ことができる。

第４　北海道下川町第４　北海道下川町

１　下川町の概要１　下川町の概要

下川町は北海道の北部に位置し、2022年4月1日現在において、人口3046人の町であ

る。面積は、644.2㎢であり、総面積の約88％が森林である。その森林の内、全体の約

10％が町有林（4,763㏊）、約5％は私有林、残りの約85％は国有林である。下川町の人

工林の種類としては、カラマツ、トドマツ、アカエゾマツが多く存在する。

町の気候としては、夏は30℃を超え、冬は－30℃以下となる寒暖差60℃以上の過酷な

環境の中、オリンピックの代表選手が誕生するなどスキージャンプが盛んな町である。

元々は、主産業として、農業・林業・木材加工業・鉱業（金・銅）が盛んであったが、

木材自由化の影響があり、林業が衰退し、環境規制強化・鉱山休山に伴い鉱業が衰退し

ていった。それに伴い、人口はどんどん減少していった。

1960年には1万5555人であった人口が現在では、3046人にまで減少している。特に、

1980年代半ばに至るまでの人口減少は著しく、このままだと地域が消滅してしまうと考

え、後述するとおり、持続可能な地域社会の実現に向けて様々な地域運動が行われるこ

ととなった。また、まちおこしの一環として、農地造成で出た石を使ったミニチュア万

里の長城を作ったり、アイスキャンドル発祥の地として、アイスキャンドルで町中を飾

るイベントを行ったりしている。これらの活動で人口減少を食い止めようとした結果、

急激な減少傾向から緩やかな減少になった。このような地域運動には、2015年まで16年

間町長を務めた安斎保氏と当時の町役場職員の旗振りが多く影響している。
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２　持続可能な地域社会の実現に向けて２　持続可能な地域社会の実現に向けて

(1)	取組の概要

	 	 2001年、町役場の職員、町民、学識経験者で経済・社会・環境の調和による持続可

能な地域作りをテーマに産業クラスター研究会を開催した。経済は森林総合産業構築、

社会は超高齢化対応社会構築、環境はエネルギー自給と低炭素化を推進している。

	 	 2007年下川町自治基本条例の前文に「持続可能な地域社会の実現を目指す」と記載

されることとなった。2008年には、環境モデル都市に選定され、2011年、環境未来

都市に小規模自治体モデルとして選定された。

	 	 下川町は、2012年に複数の大学と協力し、町の産業連関表を作成した。町の経済規

模が215億円であり、黒字部門は、製材・木製品（23億円）、農業（18億円）に対し、

赤字部門は、石油・石炭製品（7.5億円）、電力（5.2億円）であることが分かった。

電力と暖房用燃料を木質バイオマスで賄うことで、エネルギー購入費を減らし、林産

業の活性化で域内生産額が28億円増加し、100名の雇用が生まれると試算した。100

％地産エネルギーを目標に、①バイオマスエネルギーでの置き換え、②端材を原料と

した木材チップ製造、③バイオマスボイラーで熱生産し、町の施設へ供給するなどの

事業を始め、2019年の段階で熱自給率56％を達成し、2億円以上の域外流出を防いだ。

	 	 また、町には、総合計画審議会が設置され、SDGs部会が結成された。具体的には、

学校の先生、主婦、農家、製材工場の方、建築会社の社長、NPO職員など10名で構成

されていた。それに、役場の中堅職員も加わって、20名ほどになり、それで第6期下

川町総合計画（最上位計画）における7つの目標を2030年における下川町のありたい

姿を形にするために策定した（下川版SDGs）。誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、

幸せに暮らせる持続可能なまちを作るため、「みんなで挑戦しつづけるまち」「誰ひと

り取り残されないまち」「人も資源もお金も循環・持続するまち」「みんなで思いやれ

る家族のようなまち」「引き継がれた文化や資源を尊重し、新しい価値を生み出すま

ち」「世界から目標とされるまち（脱炭素社会・SDGsへ寄与）」「子どもたちの笑顔と

未来世代の幸せを育むまち」の7つの目標を掲げている。この目標を達成するために、

実現に向け町内外の多様な人々が連携して取組を行っており、指標（しもかわSDGs

インディケーター）を設定し進捗管理を行っている。

	 	 このような目標を作るに当たり、ゼロベースで議論し、町民が有志で、話し合いも

実施した。パブリックコメントも実施したが、町史上最多となる117件もの意見があ

った。このようにパブリックコメントに意見があることは、かつてないことであり、

このような手続を経て最終的に目標を策定した。地域住民が中心となり策定された目

標である。なお、外部から有識者を招いてファシリテーターとして関与してもらうな

どした。

	 	 特徴として、最近のSDGsの流れに沿って新たに取組を始めたわけではなく、約20

年間継続的に取組を実施してきた点が挙げられる。

(2)	経済（森林活用）

①　循環型森林経営

	 	 1953年に、当時の町の財政規模が約1億2000万円のところ、国有林を約8800万

円で購入するという思い切った政策を行っている。これは、森林という財産を持つ
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ことで、町の基本財産を形成し、安定雇用を図るためとのことであった。それ以降

も、森林は徐々に買い足している。1954年に、台風15号（洞爺丸台風）被害に遭い、

1956年には、財政再建団体となることもあったが、1960年には、40～50㏊の伐採

収穫の経営計画を打ち出している。また、1994年～2003年にかけて、国有林を

1902㏊取得し、2003年には、FSC森林認証を取得した。現在では、町有林は、4763

㏊（825,063㎡）となった。

	 	 基本的な計画として、循環型森林経営を実施しており、樹木を伐採した場合には、

その伐採した量を必ず植樹するとしている。すなわち、伐採、植林、育成を繰り返

しており、具体的には、50㏊を目安に、60年サイクルで森林経営を行っている。

これによって、原木の安定供給、雇用の安定を図ることができている。町有林の管

理については、地元の森林組合に毎年依頼しており、町内の雇用確保に繫がってい

る。

	 	 また、森林の恵みを余すことなく利用する森林資源のカスケード利用を推進して

おり、ゼロ・エミッションを実現しようとしている。具体的には、森林資源の主産

物である大径木や中径木を製材・集成材・円柱材として利用し、小径木を木炭など

の燃料材として利用している。また、副産物であるオガコ・端材・木酢液・排煙を

利用して、キノコ菌床資材や燃料材、消臭剤を作成するなどしている。さらに、高

付加価値化を試み、砕破炭・燻煙材などを利用して、住宅用床下調湿剤や住宅関連

資材などを作成している。

	 	 森林総合産業の構築として、循環型森林経営システムを中心に、林地残材等は、

木質バイオマス原料製造施設に販売し、エネルギー自給に役立てている。2005年に

は、林地残材を原料とした木材チップを燃料にした木質バイオマスボイラーで公共

施設に暖房・給湯の熱を供給する取組が始まった。

	 	 その一例が、後述する環境未来都市モデルであるバイオマス熱供給システムの集

住化住宅モデルである一の橋バイオビレッジである。

②　森林経営の現状と課題

	 	 森林経営は計画的に実施されており、上手くいっている点も多く存在する。しか

しながら、森林経営については、年々厳しい状況となってきているのが現状である。

そもそも下川町全体として人口減少は緩やかになっているものの食い止められては

おらず、林業に限らず全ての産業において担い手不足が深刻な問題となっている。

	 	 前述の毎年50㏊植林する計画についても、現時点ではなんとか実行できている

ものの、今後は担い手不足により、植林する人手が足りず、計画どおり植林するこ

とが困難になるのではないかと予測されている。

	 	 この点について、本州の山林と違って、山林が比較的平坦であることから、高性

能な機械の導入により効率を上げやすい側面があり、町として導入のための費用の

支援などを実施している。また、町として積極的に、林業の担い手創出支援も実施

している。

	 	 林地残材は、木質バイオマスボイラー用チップに加工して利用できるなどの条件

が揃わなければ山林の中に放置されることも多いが、下川町では、木質バイオマス

ボイラー用の燃料チップ製造に活用できるため、山林から積極的に町に下ろしてき
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ており、森林を余すことなく効率的に利用している。当該事業は、町の施設で、地

元の灯油販売業者で組織している組合を指定管理者に選任し、委託事業として実施

している。灯油販売業者に委託しているのは、バイオマス事業が進めば、その分灯

油の需要が減少見込まれるからであるとのことであった。

	 	 なお、山林から林地残材を下ろす作業については、地元の運輸会社に担ってもら

っており、雇用確保に一役買っている。

	 	 ここで問題となるのは、バイオマスボイラー用の燃料となるチップを確保するた

めに本来伐採しなくてもよい樹木まで伐採してしまっていないか、チップ以外に使

用することができる木材を燃料とするために利用していないかという点である。

	 	 この点について、現状としては、まだまだ山の中に放置されている林地残材が存

在し、町内の林地残材のうち、6割は活用できているが、4割は活用できていない

状況であると考えられている。

	 	 そのため、林地残材を有効に活用するという点からすれば、新たなバイオマスボ

イラーを設置することも可能であり、効果的であると見込んでいる。また、町とし

ては、チップにしてバイオマスボイラーで燃やすために森林を育てているわけでは

なく、あくまで利用価値がない物を廃棄物にしてしまうのではなく効率的にエネル

ギーに変えているにすぎない。

	 	 町として熱利用を一般家庭等に導入することなどを検討しているかという点につ

いては、バイオマスボイラーは、熱需要がかなりなければメリットがないと考えて

おり、家庭なら薪ストーブやペレットストーブで十分であると考えている。そのた

め、費用をかけて、配管を広げてまで一般家庭に熱供給を行うというのは、現時点

ではあまり検討していないとのことであった。

	 	 また、公共施設についてもその事業規模が小さい場合には、バイオマスボイラー

を導入するメリットがなく、公共施設が集約されている場所等でしか活用すること

は難しいと考えられている。ただし、将来的に、今ある配管を更に拡張することは

可能な仕組みにしている。

	 	 例えば、町立中学校に、ボイラーを導入し熱供給を行っているが、夜間と夏の時

期には熱利用が減ることから、そこについては、中学校の横に立地しているログハ

ウス宿泊施設への熱供給でなるべく無駄なく活用するようにしているが、活用でき

ていない部分も存在する。

	 	 現在、10機のバイオマスボイラーがあるが、町有の施設が増えると熱利用が増え、

脱炭素も広がると考えている。2021年度には、重油を使用した場合と比較して、約

1600万円コスト削減に成功している。その削減できたコストの利益は、半分は町の

基金に、半分は、子育て支援の財源に当てられている。具体的には、医療費無償化、

学校給食の補助、予防接種の補助、紙おむつ代金の補助、絵本の譲渡などを実施し

ている。

(3)	社会（一の橋バイオビレッジ）

①　地域おこし協力隊

	 	 町として、町や集落の再生に一番大事なのはソフト面であると考えており、超高

齢化対応社会への対応として、限界化する集落の再生を目的に地域おこし協力隊を
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導入している。活動内容は多岐にわたっており、例えば、廃屋の撤去、ICT見守り、

生活・買い物支援、除雪、地域食堂運営、ハウス栽培、石窯ピザ販売、商品開発、

機能性植物栽培、環境保全、障害者支援施設支援、集落支援型NPO法人支援、施設

管理・水源管理など地域の困りごとの解決を担っている。

	 	 地域おこし協力隊は、3年の期間があるが、それを過ぎた後も定住して、集落の

再生にかかわってくれている人も多い。実際に、NPOを設立したり、新たな会社を

起業したり、木工作家などの移住者もいる。

②　一の橋バイオビレッジ

	 	 町の中心から車で10分、かつて林業で栄えた集落である一の橋集落は、1960年

には、約2000人の人口があったが、2009年には95人にまで減少していた。また、

当時の高齢化率は、52.6％であり、消滅が極めて現実的な集落であった。

	 	 そこで、町は、2010年から集落再生に着手した。再生のコンセプトは、新産業創

造、超高齢化対策、低炭素化を同時に解決することであった。

	 	 町が一の橋において、地域の再生に取り組んだ理由は、将来的な下川町のあり方

が一の橋にあると考えたからである。基盤となる産業が衰退した後の集落の再生、

新たな産業の創出、高齢化社会への対応はどの集落でも課題であり、一の橋バイオ

ビレッジモデルは、下川町の他の集落のモデルケースとなると考えている。

	 	 また、地域おこし協力隊が、一の橋バイオビレッジ構想の具現化にも尽力してい

る。地域おこし協力隊は、下川町にこれまで約40人訪れており、そのうち約20名

が一の橋のバイオビレッジ構想に参画している。そして、そのうち、6割が定住し

ている現状がある。下川町の歴史としては、元々鉱山があり、人の出入りが多い土

地柄であった。そのため、比較的外から移住してくる人を受け入れやすい土壌が存

在していたともいえる。また、下川町としても移住者と元々居住している人の交流

の場を設けて移住を推進しており、町に移住者を担当する課も存在する。

	 	 一の橋集落が抱えていた課題は、住民の高齢化により、冬の時期に雪かきができ

る人がいない、そもそも若者がいない、集落内でのコミュニケーションが希薄化し

ている、集落内に商店がないため少し買い物に行くのも大変であることなどであり、

これらの課題が人口減少にそのまま直結していた。

	 	 そこで、除雪がいらない暖かい住宅として集住化した住宅を建設し、地域食堂、

日用品の購入可能な店を作ることとなった。また、住民センターも設置し、郵便局、

警察の立ち寄り所、住民共有の親睦のスペースを設けた。これらの運営に地域おこ

し協力隊が関わっている。

	 	 一の橋集落には、熱供給施設としてのバイオマスボイラーが設置され、地下配管

にお湯を循環させることで、集住化住宅に給湯と暖房を供給している。現在バイオ

マス熱供給システムの集住化住宅として、環境未来都市モデルとなっている。

	 	 また、新しい産業を興すために、特用林産物栽培研究所を設置し椎茸・薬用植物

を栽培している。

	 	 バイオビレッジについては、初期投資で総額約15億円の費用を投じているが、

環境未来都市に選定されたことで、補助金の対象となっており、約3億円の費用を

投じたバイオマスボイラーについても、その費用の半分は林野庁からの補助金で賄
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っている。また、過疎対策事業債なども活用している。もっとも、初期投資等には

補助金が捻出されるが、その後の維持管理は、町の管理になるため、集落を盛り上

げ、いかにして維持していくかが今後の課題である。

	 	 以上のような取組の結果、一の橋集落の住民自治力・集落経済力が上昇し、人口

はほぼ横ばいで生産年齢世代が増加するという新しい人の流れが生み出されており、

一の橋の高齢化率は、2022年4月現在で28％まで減少した。

(4)	三井物産株式会社のバイオマス発電共同事業計画への対応

	 	 2017年頃、三井物産株式会社は、下川町に働きかけ、同町と共同で、町内に熱電併

給施設を建設する計画を進めていた。この計画では、木材を使って木質バイオマス発

電を行いつつ、発生した熱も利用し暖房や給湯に生かす予定であったが、町議会の反

対によって、計画は可決されなかった。

	 	 下川町としては、木質バイオマス事業については、あくまで下川町内の燃料資源を

地域内で有効活用することを目的としており、三井物産株式会社が道北地方に有する

社有林から木質バイオマスの燃料となる木材を町内に運び込み、発電及び熱供給を行

うとする計画は下川町が実現したいこととは異なるものであった。

	 	 地域外の木材を燃料として用いることは、石油や石炭などの燃料を地域外から購入

するという、地域外からエネルギーを購入することと変わらないのではないか、燃料

を地域外から購入し、金銭が町外に出て行き町内が潤うことがないのではないかとい

う声が上がった。これは、そのとおりであり、これまで述べてきた下川町における森

林総合産業構築としての循環型森林経営システムとは異なる取組となる。森林総合産

業構築などの取組は町自体を活性化させるための取組であり、地域内循環を森林のみ

ならず経済・社会において実現するための取組である。

	 	 なお、町との共同事業ではなくなったが、三井物産株式会社は、独自に北海道バイ

オマスエネルギー株式会社として、バイオマス発電事業を実施している。バイオマス

発電事業を適切に行うこと自体は、脱炭素に向けた取組として、極めて重要である。

	 	 実際に、下川町の現在のバイオマス熱供給システムは、ほとんどが町有林の林地残

材を利用しており、地域内循環を実現している。最終的な目的がどこに存在するか、

町において何を実現したいのかが極めて重要であり、再生可能エネルギーだから何で

もよいという訳ではない点に注目すべきである。

(5)	小括

	 	 下川町のような取組を他の自治体においてすぐに導入することは難しいかもしれな

い。各自治体にはそれぞれ特色があり、下川町には、森林という資源があり、歴史的

にも移住者や新しい考えを受け入れることに対する理解や土壌があったといえる。こ

れらは、下川町が過去の危機的な人口減少を乗り越えるために、自治体職員と地域住

民、そして地域外の人々が一体となって長年取り組んできた結果といえる。

	 	 もっとも、他の自治体においても、SDGsの考え方が広まった現代において、下川町

の様々な取組については、各自治体の特徴を踏まえた上で、参考にできる点は多々あ

るであろうし、町興しの重要な鍵になり得る。住民を中心に、地元の特徴を活かしつ

つ、環境に配慮した取組については、地方自治体は積極的に検討すべきである。下川

町の事例を踏まえるのであれば、大切なことは、自治体の規模ではなく、住民の地元
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を愛する気持ちと将来世代のことを考え、より良い将来を実現しようとする意欲であ

ると考える。

第５　北海道ニセコ町第５　北海道ニセコ町

１　ニセコ町の概要１　ニセコ町の概要

ニセコ町は北海道の西部、後志管内の中央に位置し、東に羊蹄山（ようていざん）

（1898ｍ）、北にニセコアンヌプリ連峰（1308ｍ）に囲まれている丘陵地である（面積

197㎢、人口約5000人）。

羊蹄山は富士山に形が似ていることから別名「蝦夷富士（えぞふじ）」と言われている。

羊蹄山は一周約55kmである。羊蹄山の周囲には、ニセコ町から、時計回りに、倶知安町、

京極町、喜茂別町、留寿都村、真狩村の町村が位置している。ニセコ町の北西部の一部

は、泊原発から30km圏となっている。

図表3−5　

出典：国土交通省北海道開発局小樽開発建設部ウェブサイト（https://www.hkd.
mlit.go.jp/ot/koumu/vu2tjq0000000y6d.html）（閲覧日：2022年7月1日）

ニセコアンヌプリ連峰には、ニセコヒラフスキー場（倶知安町）、ニセコアンヌプリ国

際スキー場（ニセコ町）など、国内からはもちろん海外からも多くのスキーヤーやスノ

ーボーダーが訪れる国内屈指のスキー場が点在している。

また、ニセコ町の中央部には、一級河川の尻別川（126㎞）が、東から西に流れており、

隣接する蘭越町で海（日本海）に流れ下っている。尻別川は、1999年～2002年、2004〜

2006年において、「清流日本一」であった。

ニセコ町の人口は、冬に増加し夏に減少する。この増減は、外国人の流入によるもの

である。例えば、2020年1月の人口は5419人、うち外国人は660人であった（外国人登

録した者のみ＝短期観光滞在客を除く。）。典型的なのは、外国人の男性と日本人の女性

のカップルである。こうしたカップルの子どもは、将来的には外国人男性の母国に帰国

することもあり得るため、将来言葉（英語）で困らないように、インターナショナルス

クールを設けている。

コロナ禍では、当然、観光業は大打撃を受けたが、徐々に復調してきている。2022年
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1月の人口は、4938人、うち外国人は281人であった。

また、ニセコ町では、不動産関連投資はコロナ禍でも止まっておらず、不動産の値段

は上昇している。

２　情報共有と住民参加の徹底２　情報共有と住民参加の徹底

ニセコ町は、早くから、住民への情報公開（情報共有化）と町政への住民参加の取組

で注目を集めた。情報公開と住民参加は多くの自治体で取り組まれているが、ニセコ町

では徹底的に実践されている。ニセコ町は、2004年の内閣府の調査で、参考にしたい自

治体の第1位となり、観光だけではなく、全国からの視察が現在でも絶えることがない。

自治体のまちづくり政策は、時の首長の個性・リーダーシップによって、大きく影響

を受ける。ニセコ町においてもそれは例外ではない。ニセコ町のこうした取組を推進し

てきたリーダーが、逢坂誠二元町長（1994年～2005年、現在衆議院議員）であった。

しかし、ニセコ町においては、逢坂元町長が退任した後も、情報共有化と住民参加は、

途切れることなく発展してきた。その原点が、情報共有化と住民参加を制度として保障

した「ニセコ町まちづくり基本条例」（2001年）である。その主な概要は、以下のとおり

説明されている 24。

■町の「ミニ憲法」〜ニセコ町のまちづくりすべてにかかわる条例（自治基本条例）

この条例は、ニセコのまちづくりを進める上での町民共通ル－ルです。このル－ル

は、日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づき、わたしたち町民がまちづくり

の主役（主体）として行動するためのものです。

条例の名前にある「まちづくり」とは、道路や上下水道の整備、市街景観形成など

の目に見える「ハ－ド」の側面だけではなく、情報共有や住民参加などの仕組みづく

りといった目に見えない「ソフト」の側面も含んでいます。そこから、町民が住むこ

とそのものが誇りに思える「暮らしづくり」を発展させること、それが「まちづくり」

に込められた思いです。

■2つの柱〜「情報共有」と「住民参加」

まちづくりの大切な基盤が「情報共有」です。まちづくりにかかわる情報は、町民

の共有財産です。町民の間でまちづくりに関する情報が共有されていなければ、住民

参加も意味をなしません。そのため、町が積極的に自らの説明責任を常に果たしてい

くことが最低限必要なことです。

この条例では、「情報共有」と「住民参加」を車の両輪に同じと考え、一体のものと

して、まちづくりのための重要な原則と考えます。同時に、これらにかかわる基本的

な権利の保護に努めます。

■自治の実践〜町民の主体的行動と自治の基盤

『まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本

24	 北海道ニセコ町（https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/machizukuri_

jorei/#）（閲覧日：2022年7月1日）

	（さらに詳細は、鈴木輝隆「住民自治を制度化したまちづくり北海道ニセコ町」参照。

	 https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/prj/mytown/suisho/su_07_0604_01.html）
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です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学

びました。』（条例前文より引用）

この前文では、「自治」の手ごたえを感じています。この自治をより本物の自治に発

展させることが最終目的です。そのために、この条例を自治のための基本となる条例

として、わたしたち自身のツ－ル（道具）として使いながら、わたしたち自身が「市

民」として主体的に考え主体的に行動します。その中では、町民のまちづくりへの参

加が、自治を守り、自治を進めるものと考えています。

また、自治の発展は、町民の暮らしや経済産業の発展にも寄与すると考えます。各

種統計調査においてニセコ町の人口が増加傾向にあること、起業や雇用が増えている

ことなどの背景には、自治の基盤が大きく影響していると考えられます。

■育てる条例〜自治の発展

この条例は、最低4年に1回の見直しを行います。平成17年12月に1次見直しを、平

成22年3月に2次見直しをそれぞれ終えました。

情報共有や住民参加などをとりまく考え方や社会情勢は刻々変化しています。自治

のための新たな発想や枠組みも生まれています。国内外における時代の動きを常に捉

えながら、その一歩先の将来を考えていくことが必要です。その意味で、町民が将来

にわたり育てていく条例として、この条例を位置付けています。条例見直しのタイミ

ングごとに、自治の方向性やさまざまな制度の点検、見直しを行うことができます。

３　実践例３　実践例

ニセコ町による「情報共有」と「住民参加」の主な実践をいくつか紹介する。

(1)	文書管理システム

	 	 住民が主体的なまちづくりを進めるためには、町が保有する情報が常に共有されて

いなければならないとの認識のもと、文書管理システム（ファイリングシステム）を

構築した。

	 	 町が保有する文書は、検索システムに登録され、その目録が公開されている（2020

年3月～）。当年度と前年度の文書は、役場内のキャビネットに収納されており、文

書の私物化は徹底的に排除され、誰でも情報を活用できる。

(2)	予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」

	 	 ニセコ町の予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」は、ニセコ町の情報共有を

端的に示すものである。

	 	 通常、地方自治体の予算書は、部課係などの事務所掌の組織ごとの記載が多く、理

解が難しいものが多い。

	 	 ニセコ町では、町の予算は、町民のものであるという認識のもと、毎年度の予算を、

具体的に分かりやすく説明するための冊子を発行し、全世帯に無料配布している

（1995年～）。外部向けにも、1冊1100円で販売もしている。ここには、町の全ての

事業が分野別（生活、教育、環境、福祉など）に分類して記載されており、加えて町

の財政状況についても説明されている。これにより、町民は、ニセコ町の税金がどの

ような施策に使われているのか、容易に理解できる。

(3)	ニセコルール（スキー場の外における事故防止のためのルール）
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	 	 ニセコのスキー場の魅力は、新雪パウダースノーにある。パウダースノーを求めて

やってくるスキーヤー、スノーボーダーは、スキー場の外（バックカントリー）に出

て、滑っていることもしばしばである。

	 	 しかし、パウダースノーは、一方で、雪崩を起こす危険性がある。ニセコはかつて、

国内で最も雪崩による死亡事故の多い山であった。

	 	 ニセコルール（2001年）は、以下の6つからなる。これは、スキー場外での事故防

止のために設けられたものである。

1　スキー場外へは必ずゲートから出なければならない。

2　ロープをくぐってスキー場外を滑ってはならない。

3　スキー場外では、安全に滑走するために、ヘルメットと雪崩ビーコンの装着が最

低限必要と考える。

4　ゲートが閉じられている時はスキー場外に出てはならない。

5　立入禁止区域には絶対に入ってはならない。なお、捜索救助、調査活動は除外さ

れる。

6　小学生のみのスキー場外滑走を禁止する。

図表3−6

出典：ニセコ町役場商工観光課

	 	 スキー場の管理区域の外に出て滑走することは、禁止されているスキー場も少なく
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ない。しかし、禁止したとしても、スキー場の管理区域の外に出て滑走する者はなく

ならず、事故はなくならない。そこで、滑る自由を尊重しつつ、様々な利害関係者が

議論を重ねて策定されたのが、ニセコルールである。

	 	 ニセコルールは、ニセコ町が制定したものではないが、この制定過程にも、「情報

共有」と「住民参加」の精神が息づいている。以下は、ニセコルールの策定に携わっ

た、ニセコ雪崩事故防止協議会ニセコ雪崩調査所所長	新谷暁生氏の説明である。

雪崩をめぐる「ニセコルール」について話しましょう。これはスキー場管理区域の

外を滑走する人たちと、すべてのスキー場利用者の安全のために、2001年に作られた

公式ルールです。

（中略）

リフト会社や行政は当初、そもそもゲレンデの外に行くのが悪い。ルールを作るこ

とは、外に行くことを奨励するから認められない。事故があったら誰が責任をとるん

だ、という姿勢でした。管理側からすればまあ当然でしょう。でも責任論を語っても

事故はなくならない。ニセコの世界に通じる大きな魅力は、降りしきる新雪の中を自

由に滑られること。国有林を管理する倶知安の後志森林管理署なども交えて、話し合

いを続けました。

（中略）

結局10年かけて、関係機関は私たちのやり方を「追認」してくれるようになった。

それが現在の「ニセコルール」です。ここまで来るのに10年かかった。でもそのプロ

セス自体が、我々の財産ではないかと思います。えらい先生や役人がみんなをリード

するのではなく、そうした権威に頼らず、逆に権威を下から巻き込んで、自前で作っ

たルールですから。

（中略）

このルールは、スキー場外の事故防止のために設けられています。ニセコはかつて、

国内で最も雪崩による死亡事故の多い山でした。ニセコは新雪滑走の自由を尊重する

と共に、みなさんの安全に重大な関心を持っています。安全な滑走のために、以下の

ルールを守ってください。

(4)	環境モデル都市、SDGs未来都市の取組

	 	 ニセコ町は、低炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの大幅削減などの取組を行う

モデル都市として、2013年に「環境モデル都市」に選定された。ニセコ町の提案は、「熱

分野を中心とした低炭素なまちづくり」、「持続可能な観光の推進」、「観光と環境の横

断的な取組み」、「町民生活における省エネ及び再生可能エネルギーの普及」、「農業や

産業における再生可能エネルギーの普及」、「スマートコミュニティ・ニセコの実現」

の6つの取組方針を基本に「国際環境リゾート都市・ニセコスマートチャレンジ86」

の実現を図るものであり、これにより、2050年度にはCO2排出量を1990年と比較して

国の目標値マイナス80％を上回るマイナス86％を目指すとされた。

	 	 また、2018年には、「SDGｓ（持続可能な開発目標）未来都市」に選定された。
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	 	 ニセコ町は、以下のようにコメントしている 25。

町はこれまで、「住民参加・情報共有による自治の実践」や「環境モデル都市の取

組」、「独自の開発ルールづくり」などのまちづくりを継続して実践し、取り組んでき

ました。これらの取組みは、SDGsの17の目標に置き換えるならば目標17「パートナー

シップ」や目標7「エネルギー」、目標11「住み続けられるまちづくり」などであり、

言い換えれば町のこれまでの取組みそのものが、SDGsが目指す取組みでもあったと捉

えています。

町では今後も、これまでのまちづくりを更に磨きあげ、前に進める取組みを実践し

ていきます。それは、未来の子どもたちに引き継ぐことができる「相互扶助社会」づ

くり、持続可能なまちづくりの取り組みであり、さらに続けるならば、この取組みそ

のものが、SDGsの目標達成に貢献する取組み、SDGs未来都市としての取組みでもある

と考えています。

また、SDGs未来都市の選定に際し、「自治体SDGsモデル事業」にも選定され、国の

支援を得ながらニセコ町がモデル事業として提案した「NISEKO生活・モデル地区構築

事業」を推進していくこととしています。

	 	 その後、ニセコ町は、2020年7月に気候非常事態宣言を宣言し、地球温暖化の大き

な要因である温室効果ガスの排出量を、2050年までに実質ゼロ（ゼロカーボン）にす

ることを目指す宣言をした。

(5)	NISEKO生活・モデル地区構築事業とは

	 	 NISEKO生活・モデル地区構築事業は、ニセコ町における人口増加、労働力不足に対

応するべく、新たな街区の持続可能な開発を目指すものである。建設される住宅は、

分譲と賃貸の両方である。

25	 北海道ニセコ町ウェブサイト（https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/sdgs/）（閲覧日：2022年7月1日）
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図表3−7

出典：外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/
pdf/effort_model_niseko.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 この事業は、エネルギーや建築の専門家集団であるクラブヴォーバンとの連携の下

に、世界一のエコタウンと称されるドイツのフライブルク市のヴォーバン地区やスイ

スのツェルマットを参考にして、住宅燃費性能が高く、防災に優れた住宅を建設し、

環境負荷の低減を図ること、このような住宅建設のノウハウを地元の工務店が獲得す

ることを通じて、地元が投資の受け皿となり経済のニセコ町内での内部循環を図ろう

とするものである 26。

	 	 この事業実施運営主体として、2020年7月、官民専門家連携のまちづくり会社とし

て株式会社ニセコまちが設立された。株式会社ニセコまちには、ニセコ町が33％出資

しており、ほかには町内の事業者（建設・土木・設備）や専門家集団が出資している。

４　住宅燃費性能を高める施工４　住宅燃費性能を高める施工

ニセコ町は、他の北海道の地域と同様、冬の寒さが厳しい。一般的な世帯では、電気

代、ガス代、灯油代等の光熱費として1世帯あたり年平均30万円程度を要している。こ

れらの費用は、全て、ニセコ町外に支出されており、その総額は概算約22億円となり、

26	 ドイツのフライブルク市のヴォーバン地区については、村上敦「フライブルクのまちづくり−ソーシャル・

エコロジー住宅地ヴォーバン」（学芸出版社、2007年を参照。）
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家庭と業務（会社等）だけで、その7割を占めている。

まずは、これらの支出をできる限り減らすためには、建物を高気密高断熱とすること

が重要であるとの結論に行きついた。そして、高気密高断熱の建物を建築するためには、

建物の隙間を徹底的に塞ぐことが重要であり、そのためには、工務店の地道な努力が求

められる。その施工は、建設現場での施工であり、より手間の掛かるものであり、そし

て、建設費用もその分だけ増加する。ただし、その費用は、地元の建築会社に支払われ

るものである。そして、この結果、光熱費は、従前の半額程度となった。

新築する建物を高気密高断熱とせず、毎年、平均30万円程度をニセコ町外に流出し続

けるのか、それとも、多少建築費用をかけてでも（その建築費用は地元の工務店に支払

われる。）、光熱費の流出を減らすのか、これは地元のお金をどちらに使うかという選択

であり、答えは明らかであった。

ニセコ町では、2021年に町役場を新築した。ここでも、もっともエネルギーのロスに

つながる窓は、3重窓とした上で窓枠にも木とアルミを組み合わせるなど、エネルギー

性能を高めることに徹底的にこだわった。

　

５　その他の条例５　その他の条例

ニセコ町では、環境保全に関する主な条例だけでも、以下のような条例が制定されて

いる 27。

・ニセコ町環境基本条例（2003年）

・ニセコ町景観条例（2004年）

・ニセコ町の河川環境の保全に関する条例（2006年）

・ニセコ町地下水保全条例（2011年）

・ニセコ町水道水源保護条例（2011年）

・ニセコ町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例（2021年）

	 ここでは、制定済みの2つと、制定手続中のものを紹介する。

(1)	ニセコ町景観条例（2004年）

	 	 ニセコ町を車で走ると、屋外看板がほとんどないことに気がつく。これは、条例で、

27	 ニセコ町例規集（https://www1.g-reiki.net/niseko/reiki_taikei/r_taikei_08_06.html）（閲覧日：2022

年7月1日）

図表3−8

出典：委員撮影（2022年人権擁護大会シン
ポジウム第1分科会日本国内調査）

図表3−9

出典：委員撮影（2022年人権擁護大会シン
ポジウム第1分科会日本国内調査）
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屋外広告物を設置する場合は、ニセコ町長との事前協議を求めているからである。

図表3−10　北海道ニセコ町ホームページ

出典：ニセコ町ウェブサイト（https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/
jorei/keikan/keikan_jorei/）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 そのほか、町内で開発事業（高さ10ｍを超える建築物や工作物、指定事業場や一

定規模を超える土地開発など）を実施する場合にも、ニセコ町長との事前協議を求め

ている。

(2)	再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例（2021年）

	 	 ニセコ町では、再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例が制定された。

	 	 再生可能エネルギー事業は、化石燃料による地球温暖化や原子力発電所の事故のよ

うなレベルの影響まではないものの、太陽光や風力発電施設による山林斜面の崩壊、

低周波被害のような影響があることは、日本中で問題となっている。

	 	 そこで、本条例は、温室効果ガスの排出削減と、町外から調達しているエネルギー

を地産地消とすることで地域経済の活性化を図るという観点から、再生可能エネルギ

ー事業に対し、環境への適切な配慮と地域の共生をしっかり求めつつ、再生可能エネ

ルギーの利用を積極的に推進していくことを目的としている。

	 	 本条例では、この目的を達成するため、町内に再生可能エネルギー事業を実施しよ

うとする事業者のうち、10キロワット以上の定格出力をもつ再生可能エネルギー設備

（建物の屋根、屋上及び壁面に設置するもの並びに家庭用のものを除く。）を設置し

ようとする事業者に、町との事前協議、住民説明会の開催、それらの結果の届出を義

務付け、工事着手に当たっては、再生可能エネルギー設備の運用、災害時、事業廃止

後の措置等に関する協定の締結を求めた。さらに、再生可能エネルギー設備の稼働状

況、保守点検その他維持管理の実施状況について、事業開始の翌年度から毎年度1回、

町長への報告を求めている。町長からの指導、勧告に従わない場合には、事業者の氏

名が公表される。

	 	 一方で、本条例では、持続可能な地域づくりに貢献するような事業に対して、町が

認定・支援する旨も定めた。
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図表3−11	

出典：ニセコ町ウェブサイト（https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/kankyo/
model/saienejourei/）（閲覧日：2022年7月1日）
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(3)	ニセコ町気候変動対策推進条例（2022年5月現在策定手続中）

	 	 さらに、ニセコ町では、気候変動対策推進条例が策定手続中である。同条例では、

建築物の建築をしようとする者に、当該建築物のエネルギーの使用の効率性等に係る

性能を評価し、環境への負荷の低減を図るための措置について検討することを義務付

けることを目指している。この内容は、建築主は建築物を新築しようとする場合に当

該建築物の「環境エネルギー性能」及び「自然エネルギー導入」について検討するこ

とを義務付けた、長野県の地球温暖化対策条例（2014年）を参考にしたということで

あった 28。

６　まとめ６　まとめ

ニセコ町は、住みやすい町づくりを目指して、多くの努力を重ねてきた。ニセコ町に

移住を希望する住民は多く、しかし、住居の空きがないため、待機リストが作られてい

るような状態である。人口5000人程度の町では稀有の存在といえる。

ニセコ町が観光資源に恵まれており、世界の富裕層の不動産投資対象となっているこ

となど、他の自治体にはないアドバンテージがあることは事実である。

しかし、ニセコ町の取組の真の価値は、情報共有と住民参加が徹底して実践されてい

ることである。

ニセコ町が住宅燃費性能を高める建築を推奨し、また、ニセコ町も出資した官民専門

家連携のまちづくり会社、株式会社ニセコまちを設立・運営しているのは、ドイツの地

方自治体の成功例を徹底的に分析し、地域の資源を最大限有効活用し、また、地域から

の富の流出を最大限抑え、地域内で経済が循環するモデルを目指しているからである。

地方自治体がこのような新しい取組を行おうとする場合、住民の間には当然、賛否両

論が寄せられるのが通常であろう。それが、町の財政からの出資を伴うとなれば、なお

さらである。

しかし、ニセコ町では、既に20年以上、町が有する情報はすべて住民に共有されてき

た。町政において住民に知られて困るような隠しごとは何もないと自負している。住民

の側には、行政の施策に対する肯定的な信頼感が醸成されている。

また、ニセコ町では、自分達に必要なルールは、自分たちで決めるという住民参加が

徹底されてきた。自分たちの町の将来も、そこに暮らす自分たちが決める、という意識

が醸成されているのも当然である。

もちろん、ニセコ町でも、廃棄物処分場のような迷惑施設の建設を巡っては住民間の

意見が対立することもあった。

最終的には、選挙を通じて民主的に選ばれた町長や議会の判断となるとしても、最後

まで、情報共有と住民参加を徹底する。熟議を尽くし、反対の意見が通らず納得はでき

なくても、自分の意見の方がいいと思っていても、最後には「しゃーねーな」と言って

くれることを目指す。

今後、移住者をどの程度受け入れるのか、それはすなわち、住宅の建設をはじめ、ど

の程度まで開発を行うのか、という判断と同義であろう。需要に応じて乱開発を許せば、

28	 長野県の取組は、田中信一郎『信州はエネルギーシフトする』（築地書館、2018年）に詳しい。
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豊かな自然と美しい景観が失われてしまいかねない。実に悩ましい問題である。

「まちづくりには終わりはない」というニセコ町の姿勢は、他の自治体にも大いに参考

になると思われる。

図表3−12　ニセコ町片山町長と

出典：委員撮影（2022年人権擁護大会シンポジウム第1分科会日本国内調査）

第６　北海道興部町第６　北海道興部町

１　興部町の概要１　興部町の概要

興部町は、北海道北部オホーツク総合振興局管内の北部に位置し、アイヌ語「オウコ

ッペ」より転訛したもので、「川尻の合流しているところ」の意である。2022年4月1日

現在で、人口3641	人（約1800世帯）、面積は、約362.55㎢（うち約71％が森林）、主た

る産業は畜産・酪農業及び漁業であり、乳製品及び海産物の生産が盛んである。

２　興部北興バイオガスプラント２　興部北興バイオガスプラント

(1)	施設概要

	 	 興部北興バイオガスプラントは、町内で収集された家畜の糞尿や町内の生ごみ、下

水汚泥をメタン発酵処理することにより、悪臭を軽減し粗飼料生産に必要な消化液等

の生産を行うとともに、発酵過程で発生するバイオガス（メタン発酵ガス）を利用し

発電を行う施設である。

(2)	設立

	 	 2014年にバイオマス産業都市に認定され、2016年に稼働開始した。

	 	 興部北興バイオガスプラントの設立費用は、約8億円（バイオガスプラント施設の

みでは約6億円）であったが、うち3億円は国や北海道からの補助金を利用している。

	 	 バイオガスプラント設立の当初の目的は、酪農業が盛んな興部町内における糞尿や
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たい肥による悪臭対策、糞尿処理や牧草地の負荷軽減や肥料の製造といった酪農基盤

の強化と住民生活環境の向上であった。しかし、後に世界的な脱炭素の流れを受け、

バイオマス資源とエネルギーを地産地消するネットワークの構築やカーボンニュート

ラル等のエネルギー施策としての面も加わることとなった。

(3)	運営状況

	 	 稼働の状況としては、1日に牛の糞尿約38t（牛560頭分）を町内の事業者から収集し、

牧草畑に散布する良質な肥料（消化液）とバイオガスの製造を行っており、バイオガ

スについては一般家庭310世帯分の電力を賄える発電を行っている。ただし、現在は

発電した電力を自家消費するための設備を有していないことから、バイオガスを事業

者に売却し、売却先の業者が発電し全量売電を行っている（補助金の関係上、町が主

体となり発電事業を行い売電することはできない。）。

	 	 施設は興部町内で畜産業を営む65の事業者のうち6の事業者が利用しており、1頭

当たり年間8000円の利用料を徴収している。利用する事業者に対しては、製造され

た消化液を提供している。

	 	 なお、町内の2事業者については自社でバイオガスプラントを有しており、稼働さ

せている。

(4)	成果

①　発電量としては、一般家庭310世帯分、電気自動車1210台分ものエネルギーを生

み出している。

	 	 売電収入としては、補助金との関係上バイオガスを売却する形式となっているが、

年間約3000万円の収入を得ていることから、事業者からの使用料約700万円と併せ

て、バイオガスプラントのランニングコストは十分に賄えている状態である。

②　当初の目的であった悪臭対策や糞尿処理についても、十分な成果を上げており、

現在は一般家庭の生ごみや下水汚泥の受け入れも行っていることから、当初の目的

以上の効果が出ている。

	 	 発酵処理により生成される肥料についても町内の事業者に無償提供しており、効

果の実証はまだなされていないが、評判は良好であるとのことである。

③　畜糞の醗酵により生じている余剰熱については、施設の加温に利用しているほか、

ビニールハウス栽培への活用を検討している。

④　バイオガスプラントの稼働により、人員も必要となっていることから雇用創出の

効果も出ている。

(5)	今後の展望

①　発電した電気について、現在は全量売電しているが、送電網の関係で将来的には

自家消費を可能とし、酪農や漁業の冷蔵・冷凍施設の非常用電源として活用を考え

ている。

②　畜糞の醗酵により生じている余剰熱についても、現在は施設の加温に活用してい

るのみであるが、全量を活用できてはいないことから、ビニールハウス栽培への活

用など、更なる可能性を研究中である。

	 	 処理済みの畜糞から液肥を除いた固形残置物についても、肥料や乳牛の敷料とし

て活用する可能性を検討中である。
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③　畜糞由来のバイオガスから、液体燃料のメタノールと飼料添加物等で用いられる

ギ酸の製造に成功しており、北海道興部町・大阪大学・岩田地崎建設株式会社・エ

アウオーター北海道株式会社と4者連携し、実用化・事業化に向けた研究開発を行

っている。

(6)	課題

①　発電した電気を町内の非常用電源で使用するなど積極的に自家消費を行うために

は電気の供給網を整備する必要あるところ、その費用を捻出することは難しく実現

は難しい状況であり、最大の課題となっている。

②　バイオガス事業のランニングコストは賄えている状態であるが、初期の設備投資

の大半は補助金により調達したものであり、補助金等なくしては難しい面がある。

実際に、興部町としては事業の拡大を検討しているが、設備拡大については補助金

がないことから、計画は停滞している。

	 	 また、一般事業者等の新規参入は種々のコスト増や売電価格の低下が原因でより

難しい状況と思われ、畜糞バイオガス事業の普及は進みにくい状況である。

③　電気のみならず熱エネルギーについても、バイオガスプラントで生み出したエネ

ルギーの運搬や保存が困難であり、技術的にも確立されていないことから、地域で

活用しきれておらず、完全な地産地消とはなっていないのが現状である。

第７　中国地方の山村地域における地方再生第７　中国地方の山村地域における地方再生

１　岡山県西粟倉村１　岡山県西粟倉村

(1)	西粟倉村の概要

	 	 西粟倉村（にしあわくらそん）は、岡山県の北東端に位置し、兵庫県、鳥取県と接

する中国山地の谷あいに存在している。村の面積5797haのうち5491haは森林で、林

野率は93％を占めている。その森林面積の約85％が人工林（スギ・ヒノキ）であり、

もともとは村の産業として林業を基幹産業に位置付けていた。

図表3−13

出典：農林水産省ウェブサイト（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/
b_kihonho/local/attach/pdf/keikaku_sakutei-181.pdf）（閲覧日：2022年
7月1日）
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	 	 しかし、1980年代より続く国内産木材の価格低迷等により林業に従事する村民も減

少し、林業は構造的な問題を抱えるようになっている。特に面積の小さい民有林では、

間伐等の森林管理作業を森林所有者個人単独で行わなければならず、森林からの売上

減少及び所有者の高齢化により適正な管理が困難な状況となっている。

	 	 2022年5月31日時点の村民数は1370人と周囲の自治体と比較しても非常に小規模

である。

(2)	「百年の森林（もり）構想」（西粟倉村の説明による）

①　その取組の契機と概要

	 	 西粟倉村は、かつて隣接する美作市との合併を検討していたが、住民アンケート

の結果、住民の過半数が合併反対であったことから、2004年、美作市との合併協議

会から離脱することを宣言した。合併しない以上、村単独での産業、財政面の自立

を目指すことが必至の命題となり、村が自立を目指した過程の中で策定されたのが、

「百年の森林（もり）構想」であった。

	 	「百年の森林（もり）構想」は、①	財産価値を失い放置されつつあった民有林（人

工林）を、行政がリーダーシップをとって集約化して森林の健全化を図ること（村

が個人所有の森林を10年間預かり一括管理を行う「長期施業管理契約」を締結し、

集約化施業やFSC認証 29の取得を進める）と、②	民間事業者と連携し、搬出される

間伐材に地域で付加価値をつけて販売すること（林業の六次産業化）を実施し、地

域内の経済循環と雇用を創出する取組である。

	 	「百年の森林（もり）構想」は、2008年に着想され、2009年から具体化するプロ

ジェクトが推進された。

	 	 中山間地域は、第1次産業が衰退すると地域が衰退するので、いかに第1次産業

を元気にできるかが重要となる。村の「百年の森林（もり）構想」事業では、「10

年間、町民ないし山林所有者が費用負担することなく、山の整備ができますよ。収

益の2分の1は皆さんにお渡しします」と山林所有者に直接交渉して、山林を預け

てもらい、年間計画を立てて、手入れをしていった。

	 	 ただし、木材価格が安いので、補助金を入れても赤字になってしまう。そこで、

付加価値をつけるため、村内の事業所で、家具や内装材等に製品化され、都市部の

顧客に販売している。一部の木材は、合板会社に売られ、合板となる。製品にも合

板にもならない木材は、地域の熱供給会社が、薪やチップにし、村内にある温泉施

設3カ所で燃やして湯を温めている（西粟倉の温泉は、温度が低いので、温めるのに、

以前は灯油を使っていたが、現在、木質燃料を用いている。）。

	 	 以上のとおり、西粟倉村では木材が市場に行かず、直接住民が利用する仕組みを

作った。このような事業が育って、人が集まる結果となった。

②　「上質な田舎」

	 	「百年の森林（もり）構想」のテーマとして「50年後に上質な田舎をつくる」と

29	 森林認証制度。独立した第三者機関が、①森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基

づいて森林又は経営組織などを認証するとともに、②認証された森林から算出される木材及び木材製品を分

別し、認証材として表示管理する（ラベルを貼り付ける）ことにより、消費者の選択的な購入を通じて、持

続可能な森林経営を支援する仕組み。
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いうビジョンを出した。

	 	「上質な田舎」とは何なのか。12年間やってきたことを振り返ると、結果として

4つの要素でできている。

ア　自然（森林）・社会資本（若者等）価値の最大化

	 	 1つ目は、自然・社会資本価値を最大化することである。森林という自然資本

価値を最大化する中で、途中から若い人が入ってきたので、併せて社会資本の価

値の最大化もやってきている。

イ　多様性に溢れた社会を作る

	 	 2つ目は、多様性に溢れた社会をつくることである。田舎はもともと閉鎖的な

部分があるが、村内のみの人間関係だと子孫が減っていく。村内だけでなく、い

ろいろな人が入ってきて多様性の高い社会にしてきた。

	 	 西粟倉村は、岡山県の北東端にあり、岡山県に属しているが、経済圏としては、

鳥取県や兵庫県にベクトルが向いている。昔から、因幡街道が鳥取池田藩の参勤

交代のルートになっている。今も、智頭急行という第三セクター鉄道、及びこれ

と平行した鳥取自動車道があるので、交通の便は非常に良い。人が通るのは慣れ

ているので、いろいろな人が来ても、受け入れられる素地はかなりある。

ウ　地域経済が循環している社会

	 	 3つ目に、地域経済が循環している社会をつくることである。

	 	 地域のお金が外に流れていく（買い物はイオンでする、服はユニクロで購入す

るという世界）ではなく、再生可能エネルギーを使うことでエネルギーを含めて

地域内で経済を循環させていく。今まで外部に発注していたものを、村の内部で

発注する。電通や博報堂に発注すれば、国から何億も補助金をもらっても、中央

に何千万円と戻っていく。地域の中の企業に発注すれば、地域内でお金が回って、

雇用も生まれる。

エ　レジリエンスが高い社会

	 	 その結果として、4つ目に、レジリエンス（弾力性、回復力）の高い社会がつ

くられる。森林は面積の93％あるが、大半を占める人工林は杉・檜であり、森林

に多様性はほとんどない。逆にそれが環境を悪くする危険がある。

	 	 山の手入れをしないと、気候変動に伴う多雨によって山腹が崩落する危険度が

高まるので、手入れは必要である。

	 	 移住で入ってくる若い人は、大体20代～30代後半までの生産人口である。現

在1400人の人口のうち、140人くらいはＩターンの方で、人口の1割程度。しかし、

20～30代等の働き手や地域のコミュニティの維持に関わる人や消防団に入る人

で考えると、5～6割になる。そういう意味でレジリエンスが高い社会が形成さ

れる。

③　事業規模が拡大（林業事業は1億円程度から14億7000万円に）

	 	 西粟倉村では、年間に10000㎥から12000㎥を毎年伐採することで、森林を維持

している。そうすると市場で大量に売るという方法では収益が上がらない。間伐等

の施業費が1㎥につき12000円程度かかる。それに対して、原木価格は、平均で1㎥

当たり9000円程度にしかならない。これに運送費が1㎥当たり1000円程度、更に管
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理料・手数料・選木費が合計2000円（これらのコストは村内で加工することによ

り削減できている。）、保険料1000円等で、原木価格9000円でも、施業費を除いて、

手元に残るのは5000円程度である。これを2500円ずつ個人と村に分配する。

	 	 施業費12000円は、国の補助金と村の予算で全て賄っている。村は一般財源から

4000万円程度支出している。

	 	 ただし、企業ができて、140人もの若い人たちが入ってくると、地方交付税額か

らすると7000万円程度となり、人口を維持することによるメリットの方が大きい

ことになる。

	 	 百年の森林事業を始める前は、林業事業収益は1億円程度しかなかったものが、

現在は、14億7000万円にもなっている。そういうことを考えると、4000万円の負

担は決して高いものではない。

(3)	再生可能エネルギーによる地域再生

①　これまでの取組

	 	 西粟倉村は、「百年の森林（もり）構想」を基にして、再生可能エネルギー導入

等を通じた低炭素社会の構築を推進している。2005年には「地域エネルギービジョ

ン」を策定し、再生可能エネルギーによる自給率100％の地域づくりを目指すこと

とした。

	 	 2013年5月には政府の定める「温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現

に向け、高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市」である「都市環境

モデル都市」に選定されている。さらに、2014年には農水省が定める「原料生産か

ら収集・運搬、製造・利用まで、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域

の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むら

づくりを目指す地域」であるバイオマス産業都市にも選定された。

	 	 以上のような都市環境モデル都市やバイオマス産業都市に選定されることで、事

業に応じた補助金の交付を受けることができ、村は、村自身が主体となって森林バ

イオマス等の再生エネルギーの活用に取り組むことで補助金を得て、地域振興につ

なげているのである。

②　木質バイオマス

	 	 西粟倉村は木質バイオマスを利用した熱供給事業を展開しており、村内の温浴施

設に熱供給専用の薪ボイラー（340㎾）を設置し2015年より運用している。同ボイ

ラーは村の所有であるが、施設そのものは指定管理者である温浴施設が、ボイラー

自体は熱供給事業者が運営する形式であり、ボイラーのメンテナンスに必要な費用

は施設が、燃料や稼働に必要な費用は熱供給事業者が負担することとなっている。

	 	 中山琢男氏の「エネルギー事業による地域経済の再生」（ミネルヴァ書房、2021

年）によれば、この事業については、投資、運転維持費、利子、税、補助金を合わ

せた支出の合計を売上げが上回っており、事業としての採算性が確保されていると

のことであった。さらに、同氏によれば、この事業は投資や運転時に必要な費用、税、

補助金の合計に対して70％以上の地域付加価値を生み出す、事業には約4000万円

の補助金が納入されているが、事業開始から6年目の2020年には投入された補助金

以上の地域付加価値を生み出しているとのことであった。運転維持に係る費用のう
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ち燃料に係る費用が地域内の農林業に支払われることで、地域内の農林業の分野に

も付加価値が生じているのである。

	 	 この、地域付加価値とは、分散型エネルギーの価値を定量的に評価するためのも

のであり、中山氏は、ドイツのIÖWが開発した再生可能エネルギーによる地域付加

価値創造分析モデルをもとにバリューチェーン（企業の様々な活動が最終的な付加

価値にどのように貢献しているのか、その量的・質的な関係を示すツール。価値連

鎖）に沿って、①システム製造段階、②計画導入段階、③運営・維持段階、④シス

テム・オペレーター段階に分けて収支を計算し、分散型エネルギー事業の定量評価

を行おうとしている。

	 	 西粟倉村には、上記薪ボイラー以外に、宿泊施設に270㎾（170㎾＋100㎾）、75

㎾の薪ボイラーが設置されている。中山氏の分析によれば、以上の3事業合計で稼

働20年目までに約2億8000万円の地域付加価値を生み出し、その利益は事業者だ

けではなく、薪の原料供給を行うことで地域住民にも還元されるとのことである。

	 	 熱供給事業は電気とは異なり、固定価格買取り制度の対象外であるが、西粟倉村

のように宿泊施設に設置することでエネルギーの地産地消に繋げ、地域の付加価値

創造に繋げることが可能となる。

③　太陽光、小水力

	 	 西粟倉村では、バイオマス事業以外にも再生可能エネルギー事業を営んでいる。

	 	 太陽光の活用としては、2014年より太陽光発電所である「にしあわくらおひさま

発電所」が稼働している。同発電所は「特定非営利活動法人おかやまエネルギーの

未来を考える会（エネミラ）」を事業主体とし、「西粟倉村」が発電所を設置する西

粟倉コンベンションホールの屋根の使用許可などの事業協力を行い、金融機関から

の融資1億円に加えて村民からの出資4,900万円によって運営されている。

	 	 水力については、従前より小水力発電所が複数設置されていたが、現在199㎾の

西粟倉第2発電所の建設が進められている。現在設置されている発電所と異なり、

西粟倉村が中心となって、民間のSPC（特定目的会社）である「あわくら水力発電

株式会社」を設立し、地域金融機関からの融資を受けて事業を行っている。

	 	 以上のように、村だけ、あるいは金融機関だけではなく、地域住民を事業に参加

させることで、事業による利益が地域社会に還元されるようなシステム作りがなさ

れている。

(4)	ローカルベンチャー事業

	 	 ローカルベンチャー事業は、「地域の価値を掘り起こした事業による起業＋移住」

をテーマに、地域に人材と仕事を呼び込む取組であり、2013年にスタートし、2015

年からはローカルベンチャースルクールを開始し、「百年の森林（もり）構想」の理

念等に共感する若者の移住が増加した。森林関係のほか、酒屋、ジビエレストラン、

再生可能エネルギー、福祉・教育分野など、それまで地域になかった多様な事業が育

ち、人口の社会増や子どもの数の増加などの成果を上げつつある。

	 	 ローカルベンチャーのフェーズを整理すると、「知る」「往来する」「移住する」「自

分を知る・地域を知る」「自分の仕事を見つける。起業・就職」「事業成長」となる。

「知る」は、まず、地域を知ってもらうために、徹底して情報発信をしている。起業し
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た若い人を呼んで、その人の考え方をみんなで聴いたりしている。

	 	「往来する」段階では、１年間往来しながら地域の勉強をする。ここでは、「研究員」

という形で、村が委託する。

	 	 2年目以降は、ベンチャーとして起業するかということになるので、まず、1年間

でしたこと、どういうビジネスをしたいのかを発表してもらい、良ければ、ベンチャ

ースクールに通ってもらう（「自分を知る・地域を知る」フェーズ）。

	 	 その後2年間で起業してもらい、4年目で自立してもらう（「自分の仕事を見つける。

起業・就職」フェーズ）。

	 	 自立した後に、事業の規模拡大をするのなら、「事業成長」の支援をする、という

フェーズの作り方をしている。

	 	 以上のような、ローカルベンチャー事業にとっては、中間支援組織による伴走支

援・情報発信が重要である。これは、本来、行政がやるものだが、西粟倉村では、中

間支援の組織であるエーゼロ株式会社が、伴走支援や情報発信を担っている。自治体

がやるよりも、民間のノウハウが生かせるという。全国で移住・定住が進んでいると

ころは、必ず中間支援組織があり、地方創生推進交付金は、この仕組みを作るのに、

非常に有効である。

	 	 今まで45できているローカルベンチャーは、なかなか事業の規模拡大ができてい

ない。売上3000万円程度だと、創業者ともう1人の従業員くらいでできてしまうため、

やはり1億円程度の事業でないと雇用の増加につながらない。そうしないとUターン

もできない。

(5)	住民参加とベンチャービジネス

	 	 全体の総合振興計画等には住民の意見は必要だが、ビジネスの起業に住民の意見は

いらない。その住民がビジネスをする訳ではないからである。

	 	 重要なのは、一番住民の課題に直接関わっている行政職員が、事業の必要性、住民

のニーズを見極めることであり、市場調査が必要になる。

	 	 住民が主体的に参加している企業は、西粟倉村ではそんなに多くない。地域作りに

は住民参加が必要だが、ベンチャー企業を作っていくのは住民参加とは別問題である。

	 	 西粟倉村では、課題の抽出のために、ワークショップに住民に入ってもらっている。

総合振興計画は、30人でやっているが、そのうち10人は役場職員である。20人は各

分野の関係者をピックアップして参加してもらっており、地域福祉計画の策定に取り

組んだりしている。

(6)	現状と今後

	 	 西粟倉村では、「百年の森林（もり）構想」以降、その理念に共感する若者たちの

移住が散見されるようになった。さらに、2015年から、「起業＋移住」をコンセプト

とした「ローカルベンチャー（地方でのベンチャー的起業）スクール」プログラムを

開始し、ローカルベンチャーとして起業する人や関係者の移住が増加し、人口の社会

増や地域の子どもたちの数も増加しつつある。2022年6月時点では多くの若者が起業し、

47事業、206人が新事業に取り組んでいる。

	 	 政府は、地方創生推進のため、SDGsの手法を取り入れて戦略的に推進し、持続可能

な経済社会づくりを行っていくため、そのモデル的地域を募集し、優れた提案のあっ
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た自治体を「SDGs未来都市」に選定しているが、西粟倉村は、2019年「SDGs未来都

市（自治体SDGｓモデル事業）」に選定された。そして、2022年4月には「第2期SDGs

未来都市計画（2022－2024）」を策定している。

	 	 西粟倉村は、今後の取組として、百年の森林事業、再生可能エネルギー事業、ロー

カルベンチャー事業と地域の持続可能性を模索する挑戦を重ねてきたが、道半ばであ

り、今後も強力に取り組んでいく必要がある。特に社会面は、教育・福祉の地域の充

実が、地域経営の上で重要と考えており、地域の人材を育てる力や、全世代対応福祉

の充実、関係人口の拡大や巻込みなどの取組みを推進していくことで、「百年の森林

に囲まれた上質な田舎の実現を目指す。さらに、こうした地域のサスティナビリティ

を向上させるための様々な戦略に必要な「地域に投資する資金」をどのように調達し

ていくかも課題である」としている。

	 	 森林所有者による山林の利用が難しかった西粟倉だが、「百年の森林（もり）構想」

により村主導での山林利活用が動き出し、木質バイオマスの熱利用、再生エネルギー

の活用、さらには省エネ推進などの政策により2030年のカーボンゼロの先行実施を

目指している。村の先進的な取組により、再エネ中心の地域振興が計られているケー

スであるといえよう。

２　鳥取県智頭町２　鳥取県智頭町

(1)	智頭町の概要

	 	 智頭町（ちづちょう）は、鳥取県の東南に位置し、南と東は岡山県に接している。

周囲は1000ｍ級の中国山地の山々が連なっている。

図表3−14　

出典：智頭町ウェブサイト（https://www1.town.chizu.tottori.jp/photolib/
chizu_kikaku/17816.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

	 	 町の総面積の9割以上が山林で、スギをはじめとする見渡す限りの緑が一面に広が

っている。智頭林業の植樹の歴史は350年以上といわれ、町内には「慶長杉」	と呼ば

れる樹齢300年以上の人工林が残り、吉野・北山に並ぶ歴史ある林業地として全国的
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に高い評価を受けてきた。智頭町は、鳥取池田藩が参勤交代で宿泊する鳥取県最大の

宿場町として栄えた。宿場町の風景を残すものとして石谷家住宅（国重要文化財）が

あり、また、日本の山村集落の原風景を残すものとして板井原集落（伝統的建造物群

保存地区）があり、町ではその景観の保全及び継承を行うとともに、源流域や歴史の

道、国定公園那岐山などとあわせた観光業振興にも力を入れている。林業景観が評価

されたことで、文化庁の「重要文化的景観」として指定されるとともに、SDGs未来都

市にも選定されている。

	 	 一方、町の全人口は6491人、高齢化率44％で急激な人口減少に苦しんでいる。

図表3−15　

出典：智頭町ウェブサイト（https://www1.town.chizu.tottori.jp/photolib/
chizu_kikaku/17816.pdf）（閲覧日：2022年7月1日）

(2)	にほん1／0村づくり運動

	 	 智頭町を含む中国地方山間部の自治体は、過疎化の進行による集落消滅の不安を抱

えていたが、	地域振興の取組として、1997年から「日本1／0村おこし運動」がスタ

ートした。このネーミングには、無（ゼロ）から有（イチ）への一歩を、住民自らが

汗を流して踏み出すという意味合いが込められている。

	 	 1／0村おこし運動の目的は「村資源（種）の発掘」であり、村にある特産品、伝

統文化、人材の発見とその活用を目指す運動である。同運動は自治体主導ではなく、

住民主導の運動であり、同運動を通じて智頭町の住民は主体的に地域経営に参画して

いる。

	 	 同運動に参加するためには、集落の同意のもと、従来の村組織とは別に「集落振興

協議会」を立ち上げる必要がある。集落振興協議会には、町より10年かけて最大300

万円の支援金の交付を受けることができるが、その条件として、①原則として全戸が

年5000円以上を負担して全住民で運営していくこと、②活動の柱を　ア）交流・情

報　イ）住民自治　ウ）地域経営とすること、③自らの責任によりボランティアで活

動することといった条件を受諾しなければならない。

	 	 集落振興協議会に参加した集落は全88集落のうち16集落と限定的ではあったものの、

その後の智頭町の住民自治の先駆けとなった。2008年度からは集落が集まった地区に

よる地区の振興協議会としての活動につながり、現在は、地区協議会による住民自治
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に基づくまちづくりも進められている。6地区中5地区が空き校舎を活用した活動を

中心に実践し、具体的には、農家レストランや国産のキクラゲ栽培（全国展開の長崎

ちゃんぽん店に販売）により地区内での雇用を生むなど、地域経済の活性化に寄与し

ている。なお、智頭町ウェブサイト 30においては、山形地区と山郷（やまさと）地区

の振興協議会の取組が紹介されているのでここでも触れておく。

	 	 山形地区は、12の集落からなる智頭町北東部の山村地区であり、協議会発足後、ま

ずは、地区住民へのアンケートを行うことで活動方針を検討している。アンケートの

結果「福祉」と「教育」に関心が高いことが判明し、以降は、地域づくりや福祉に関

する講演会の開催、福祉大会や座談会、共育セミナーの開催、山形いきいきサロン開

設（毎週水・土の10～14時）、伊丹市「伊丹まちプラザ」「いたまちＳＮＳ」との交流、

「Smile	 Farm」という名の農場の建設、サツマイモの販売、独居・高齢者宅の除雪サ

ービス実施（鳥取県「支え愛」事業）等といった活動を実践している。

	 	 また、山郷地区においては、協議会を発足させ、「安全な暮らし部会」、「交流広場

部会」、「地産・地消部会」という3つの部会をたて、それぞれテーマに沿った活動を

行っている。「安全な暮らし部会」では、全戸に火災報知器の設置、非常持出し袋の

配備といった活動を、「交流広場部会」では、旧山郷小学校にある地域住民の世代を

越えた交流の場として「山郷ふれあいサロン」を開設するとともに、無人直売所「や

まさと手づくりの店」を設置するなどしている。「地産・地消部会」では、鯖寿司、

そば（中原）、遊休地を使って栽培した野菜、手作りパン、木工品などの特産品づく

りに邁進している。

	 	 全体では、特産品の販売等を行う「新山郷村テント市」を定期的に開催するなどし、

地域振興を行っている。

(3)	積極的な住民参加「100人委員会」

	 	 智頭町では首長、議会といった一般的な地方自治に基づく組織だけではなく、住民

による直接民主制に近い組織を設置している。それが「100人委員会」である。

	 	 同委員会には希望する100人の住民が参加するのであるが、住民は複数の部会に分

かれ、部会内で地域の問題とその解決策について検討する。そして、部会から出た意

見等をもとに、町長等町の職員と協議し、最終的には議会で予算を付けて議決し、政

策として実行する。まさに住民の生の声がそのまま地域の政策につながるというシス

テムである。100人委員会がきっかけとなった智頭町の政策でもっとも有名なものが、

森林での子育てをテーマにした「森のようちえん」設立計画である。森林での子育て

というテーマが関心を呼び、テレビで報道され、その結果、多くの子育て世代が町内

に移住するという結果に繋がっている。

	 	 また、2020年には町の将来を見据えた長期的な計画である「智頭の山と暮らしの未

来ビジョン」が策定されている。同ビジョンの策定も、行政主導ではなく、地元林業

従事者の若者が主導し、学術面では鳥取大学からの支援を受けて完成させたものであ

る。同ビジョンの策定までは、町が10年更新の事業計画を策定しており、	10年を超

30	 智頭町役場ウェブサイト（https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/kikaku/mezasu/zeroichi/）（閲覧

日：2022年7月1日）
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えるような長期的な計画を策定することが困難であった。

	 	 しかし、林業は植樹から伐採まで60年以上かかり、林業を含めた総合的な取組を

検討する場合、10年更新ではなく、長期的な目標設定が必要であった。そこで、期限

を設定しない長期目標として上記ビジョンが策定されることになったのである。

	 	 同ビジョンは、大きくテーマを「1	山村の暮らし」、「2	自然環境」、「3	山林の管理・

マネジメント」、「4	林業経営」の4つに分け、それぞれの観点から必要な長期目標を

設定する。今後、智頭町としては、同ビジョンを具体化するため計画を策定していく

こととしている。

(4)	現状と今後

	 	 智頭町は地縁によるつながりが強く、地域住民が積極的に協議会を立ち上げ、地域

振興策を提案し実行に移してきた。

	 	 町内には大量のスギを中心とした木材が存在し、地域としても林業による地域振興

に取り組んでいるが、山林所有者の理解を得るのが困難であったり、他の地域と同様

にコストの関係で間伐や植林が進まないなど林業の実践に苦労している面もあるよう

に見受けられる。

	 	 しかし、若い林業家が、新しい発想で、長期ビジョンを策定するなど、山林所有者

との新たな関係を作り、山林を資産と捉え、林業による持続可能な地域振興に取り組

もうとしている。それ以外にも、智頭町においては、行政の政策について地域の住民

が積極的に関与していくという動きが強く、その部分に他の自治体と異なる特殊性が

ある。専ら行政主導の地域振興であれば、政策決定者への権限の過集中や運用の硬直

化といった問題が生じ得るが、地域住民からのボトムアップで振興政策が決まるので

あれば、民間の力を活用した地域振興策を取り得るのであって、他の自治体において

も参考になり得るものと思われる。

３　岡山県真庭市３　岡山県真庭市

(1)	真庭市の概要

	 	 現在の真庭市は、上房郡北房町、真庭郡勝山町・落合町・湯原町・久世町・美甘村・

川上村・八束村・中和村の5町4村が平成の大合併により合併して誕生した。岡山県

の北部に位置し北端を鳥取県に接し、中国山地のほぼ中央に当たる。東西約30km、南

北に約50km、総面積は828㎢で岡山県の1割を超え、県下で最大の面積を有している。

土地利用区分として最も多くを占めているのは山林であり、652㎢（森林面積割合

79.2％）を占めている。農地や宅地は、この山林の間をぬって河川沿いや中山間地に

発達してきた。
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	 	 市の北部は、蒜山高原をはじめ津黒山などの裾野に広大な高原が広がり、その一部

は大山隠岐国立公園に属している。中央部には、岡山県の三大河川の一つである旭川

が流れ、その流域には神庭の滝や美作三湯の一つである湯原温泉郷など多くの地域資

源が観光客や湯治客を集めている。南部には、肥沃な農業地帯と行政・文化・医療機

関が集積した市街地が広がり、商業・工業の中心エリアである。

	 	 古くからの山陽・山陰の中継地で交通の要衝に位置してきた地の利を活かし、市南

部の勝山地区では城下町の街並みを形成した。明治以降、ヒノキの植林を行い、ヒノ

キの産地として発展し、木材産業の盛んな地域である。

	 	 2010年における産業別就業人口（国勢調査）では、第1次産業14.5％、第2次産業

27.9％、第3次産業57.7％となっており、県全体に比較して農林業従事者が多い就業

構造となっている。

	 	 真庭市の人口は2022年6月時点で4万3027人であり、合併した影響もあり、これま

で紹介した西粟倉村や智頭町と比べて圧倒的に人口は多い。しかし、人口の減少傾向

は避けられず、市としては少しでも人口減少を食い止めたいと考えており、2040年ま

でに3万4000人以上の人口維持を目指し、真庭で生きる「真庭ライフスタイル」を提

案している。

(2)	真庭市とバイオマス事業

	 	 真庭市は、同市におけるバイオマス事業を大きく4つの段階（フェーズ）に区分け

している。

	 	 まずは、①地域内若手リーダーによる「21世紀の真庭塾」発足を契機とする初動期、

②「真庭市木質資源活用産業クラスター構想」の策定と「21世紀の真庭塾」のNPO法

人化による推進体制強化時期、③事業化組織である「真庭バイオエネルギー株式会社」、

「真庭バイオマテリアル有限会社」の設立による事業拡大基盤の整備時期、④「バイ

オマスタウン構想」の策定とともに「真庭市木質バイオマス活用地域エネルギー循環

システム化実験事業」を起こした現在まで続くエネルギー利活用の推進時期である。

	 	 ①初動期においては、真庭市南部地域（旧勝山町、落合町、久世町）の若手リーダ

ーが中心となり、1993年4月に自主研究会である「21世紀の真庭塾」が結成された。

図表3−16　　

出典：真庭市ウェブサイト（https://www.city.maniwa.
lg.jp/soshiki/3/1048.html）（閲覧日：2022年7
月1日）
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同組織は、1997年に、「環境まちづくりシンポジウム」を開催するなど地元において

の政策提言の中心となったが、同組織は、同地に豊富にある木質副産物の利活用につ

いての検討を行った。次に②推進体制強化時期であるが、「21世紀の真庭塾」は、

2000年度に木質資源の利活用についての検討結果について「木質資源活用産業クラス

ター構想」を取りまとめた。同組織は、構想を現実に推進していくためにも、真庭郡

木材事業協同組合、真庭地区木材組合、真庭森林組合といった事業者らと共同して事

業に取り組むようになった。2002年度には、国交省の採択する「多様な主体の参加と

連携による活力ある地域づくりモデル事業」に選ばれ、「資源循環型事業連携協議会」

を設立、「真庭フォーラム」を開催した。さらに、「21世紀の真庭塾」がNPO法人格を

取得し、積極的に市民への情報発信・啓発活動を行うようになっていった。

	 	 そして、③事業拡大基盤整備時期であるが、②時期における「木質資源活用産業ク

ラスター構想」の実現のため、2003年度、「プラットホームまにわ」が設立され、同

組織により、木質資源を活用した新たな産業創出のための調査事業が行われるように

なった。「プラットホームまにわ」は、2004年、木質エネルギーの供給販売を行う「真

庭バイオエネルギー株式会社」と廃材等の再資源化とバイオマス資源の利用促進に関

する調査・啓発事業及び情報発信を行う「真庭バイオマテリアル有限会社」を設立し

た。公共施設に地元木材を利用するペレットストーブが導入されるようになったのも

この時期である。

	 	 最後に、④エネルギー利活用の推進時期であるが、2005年の市町村合併により、現

在の真庭市が誕生する。新真庭市は、バイオマスタウン構想を策定し、バイオマス利

活用理解醸成事業への取組をスタートさせた。加えて真庭市は、エネルギーの地産地

消を目指し、地域内での木質バイオマス燃料の収集・運搬をし、同燃料を市内の製造

業事業所、商業施設、農業施設用のエネルギーに転換しようとするものであった。

2009年4月には、市内木材産業関連団体により「真庭バイオマス集積基地」が稼働し

地域内外へ原燃料の安定供給が可能となった。その後、2012年に固定価格買取り制度

（FIT）が施行されると、バイオマス発電の事業化に向けて関係者の連携のもと「真

庭バイオマス発電事業推進協議会」が立ち上がった。そして、2013年2月には、真庭

地域を中心とした林業・木材産業関係事業者及び真庭市も含め9団体の参画により、

実施主体となる「真庭バイオマス発電株式会社」が設立され、木質バイオマス発電事

業に向けて正式に動き出した。

(3)	真庭バイオマス発電所の稼働状況

	 	 上記の「真庭バイオマス発電株式会社」が運営する真庭バイオマス発電所は、「木

を余すことなく使う」をテーマに2015年4月から稼動している。発電出力は1万㎾で、

これは一般家庭2万2000世帯分の需要に対応できる出力である。発電された電力は、

地域小売電気事業者を通じて真庭市役所や市内小中学校に供給されており、真庭市は

この取組を、地域資源による電気の地産地消モデル実現への第一歩と捉えている。

	 	 発電所で用いられる燃料は主として地域の森林から出る間伐材や林地残材、また製

材所などで発生する木屑等を破砕した木質チップであり、燃料の多くは、上記のとお

り関連団体が設置した「真庭バイオマス集積基地」や地域の森林組合から供給を受け

ている。市内の業者から燃料となる木材を仕入れることで、木材の売買代金が市内を
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循環することになる。さらに、それまで処分費用を支出していた木材が利益を生むよ

うになり、そのような形で新たに利益を得られることは地元業者にとっても大きなメ

リットとなっている。稼働6年目までの実績でいえば、発電所における売上げは約

22.3億円で燃料購入費用は約14.7億円であり、それだけの利益が地域経済に循環し

たことになる。

	 	 さらには、間伐材を持ち込むことで山林に間伐材が放置されず、綺麗に整備される

ことで土砂災害を防止するといった効果も期待できる。

	 	 同発電所により真庭市のエネルギー自給率は11.6％から約32.4％まで向上した。

CO2削減量も発電所のみで約8万1000tと算定されており、地域でのカーボンニュート

ラルを目指す上で、不可欠な存在である。ただ、バイオマス発電所の出力を大きくし

たこともあり、燃料の収集は、真庭地域にとどまらず、概ね真庭から半径100㎞県内

の広範囲に及んでいる。したがって、燃料を将来にわたって持続的に確保し続けるこ

とができるかというのが一つの課題である。燃料となる木材を持続的に確保するため

には、木を伐採するだけではなく、新たに植樹し、長い時間をかけて生長を待たなけ

ればならないが、植樹して生長するまでに山林所有者には多額のコスト負担が生じる

ことから、なかなか植樹が進まないという現状がある。真庭市としては、山林は資本

になるから植林に繋げてほしい、との願いを込めて、山林所有者に直接発電所による

利益の一部として燃料代のうち1t当たり500円（2021年度より550円）を直接還元し

ており、今後の植林の拡大に期待をしている。

(4)	地元企業の関わり

	 	 バイオマス発電を事業として行う「真庭バイオマス発電株式会社」は真庭市、事業

者等の参画により設立されているが、同社で筆頭株主となっているのは、地元の民間

企業である銘建工業株式会社である。真庭バイオマス発電所から道を挟んで向かいに

建っているのは銘建工業株式会社の木材加工工場であり、発電所から出た熱の一部は、

同工場とダクトで繋がっており、工場内の木材の乾燥に利用されている。また、工場

で出た木くず等はそのまま発電所の燃料として使われている。銘建工業は自社内にお

いてもバイオマス発電所を2基保有しており、銘建工業の先進的な取組が真庭市のバ

イオマス政策に強い影響を与えていると言えるだろう。

(5)	現状と今後

	 	 真庭市としてはバイオマス産業都市を目指し、バイオマス発電、リファイナリー事

業（ただし2021年終了）、有機廃棄物の資源化、産業観光事業など幅広く事業展開す

ることで地域振興に取り組んでいる。

	 	 他にも、有機廃棄物資源化事業として汚泥を元に液体肥料をつくる実験をしたり、

天ぷら油を利用したディーゼル車を走らせる等廃棄物の活用に取り組んでいる。また、

地元の木材を利用した建築資材であるCLT（直交集成板）の普及も進めており、現在、

銘建工業がCLT製造工場を設置し、バイオマス発電由来の電気を用いて製造されてい

る。

	 	 真庭市は地元の有力企業と共同して、木質バイオマス等を利用した新たな産業育成

に尽力しており、2022年、脱炭素先行地域に選定される予定であり、今後もバイオマ

スを利用した町づくりを企画していくことが予想される。自治体だけではなく、地元
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の企業の民力を活かして、地元の木材を資源として地域振興を行うことこそ真庭市の

特色であり、山間部における中規模自治体の生存戦略として参考になる。

（参考文献）

	 	 藻谷浩介・ＮＨＫ広島取材班『里山資本主義　日本経済は「安心の原理」で動く』

（角川新書、2013年）

	 	 中山琢男『エネルギー事業による地域経済の再生―地域付加価値創造分析の理論と

実践―』（ミネルヴァ書房、2021年）

	 	 古市徹・石井一英『エネルギーとバイオマス～地域システムのパイオニア～」（環

境新聞社、2018年）

	 	 智頭林業聞き書きプロジェクト「智頭の山の仕事師たち・智頭林業聞き書き」（今

井出版、2020年）

	 	 井内尚樹「西粟倉村の地域資源の利活用と循環型地域経済―「自然エネルギー社会」

構築の課題について―」『住民と自治2021年7月号』16頁以下

	 	 西粟倉村「バイオマス産業都市構想」、同「SDGs未来都市計画」

	 	 智頭町「山と暮らしの未来ビジョン」

	 	 真庭市「真庭バイオマス産業杜市構想」
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第２節　地域再生の鍵は何か第２節　地域再生の鍵は何か

各地の取組事例として、ドイツのシュタットベルケ、米子市のローカルエナジー、北海

道下川町、北海道ニセコ町、北海道興部町、岡山県西粟倉村、鳥取県智頭町、岡山県真庭

市を取り上げてきた。これに昨年の人権大会の時に調査した、島根県海士町も含め検討す

ると、地域再生の鍵として、以下のような7つの点が浮かび上がってくる。

１　団体自治の確保・地域活性化の主体として役場が機能すること

２　地域経済の状況を把握したうえで、エネルギーの地産地消等を含めた、地域経済

循環を確立していくこと

３　農林漁業資源、自然景観・自然環境、歴史的文化的遺産などの地域資源を守り、

活用していくこと

４　住民参加及び情報共有を徹底し、地域が目指すべきビジョンの構築をしていくこ

と

５　行政と住民・民間企業との協働で、地域における起業を進め、かつ、外部から移

住してきた人々による新規事業を応援する仕組みを作ること

６　身近な課題解決という視点を重視すること

７　教育・福祉などで若者が生活しやすい環境を整備すること

以下、詳述する。

第１　団体自治の確保・役場の重要性第１　団体自治の確保・役場の重要性

第一に、北海道下川町、北海道ニセコ町、北海道興部町、岡山県西粟倉村、鳥取県智頭

町、岡山県真庭市、島根県海士町のうち、真庭市以外は、全て、平成の大合併をしなかっ

た町村である。その結果、町役場（村役場）が残り、団体自治が確保された。

地域再生のためには、その地域再生の司令塔でもあり、最大の人材が存在する主体であ

る役場が存在することが必要である。

特に、下川町、西粟倉村、海士町 31等は、いずれも、2000年代の初頭、合併をしないこ

とを決めた時点では、人口減少が進展しており、若者の流出が続き、産業が衰退していき、

厳しい状況にあった。近隣の合併した町村よりも出生率が低かったり、高齢化が進展して

いたりする例もあった。

しかし、合併しなかったことから、役場が中心となって生き残りのための戦略を必死に

なって考えていき、それが地域再生をもたらしたのである。

真庭市は、合併をしたが、もともと一つの流域というまとまりのある地域を合併したと

31	 島前三町村の海士町、西ノ島町、知夫村は、「平成の大合併」の嵐が吹く中、2003年12月に任意合併協議会

を解散し、海士町は覚悟をもって、単独町制を決断した。
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ころである上、各地の旧役場に一定の権限を残し 32、各地域の活性化の主体として機能でき

るようにしている。

第２　地域経済循環の確立第２　地域経済循環の確立

地域再生の重要な鍵は、地域経済の状況を把握した上で、地域にお金が回る仕組みを作

ることである。

地方の農山村、漁村にとっては、第一次産業が非常に重要であるが、農林水産漁業で収

穫された物をただ販売するだけでは、安く買い叩かれ、必要な経費すらも賄えないことが

ある。典型的には、林業である。1㎥9000円でしか売れない原木の施業費が1万2000円、運

送費が1㎥当たり1000円程度、更に管理料・手数料・選木費が合計2000円、保険料1000円

となる。これでは、地域の価値が外部に流出していくだけになってしまう。

また、地元のエネルギーを、外部から購入する（電力・ガスはもちろん、熱も石油を使

用していればそうなる）ことによって、地域の富は外部に流出していくことになる。

そこで、重要なことの第一は、第一次産業の六次産業化である。

すなわち、木材であれば、原木を業者に販売するだけではなく、家具や内装材等に製品

化し、都市部の顧客に販売し、あるいは合板に加工し、消費者などに販売していくことで

ある。また、地域内で、加工（二次産業）、販売（三次産業）を行うことで、地域内に富を

循環させていくことになる。

岡山県西粟倉村は、木材に付加価値をつけるため、村内の事業所で、家具や内装材等に

製品化され、都市部の顧客に販売したり、合板会社に売り、合板とするなどしている。こ

のような事業を開始する前（百年の森林事業を始める前）は、林業事業の規模は１億円程

度しかなかったものが、現在は、14億7000万円にもなった。

島根県海士町では、岩ガキをCASという鮮度を保ったまま冷凍する施設を導入し、優れ

た冷凍食品に加工し東京などの消費地に直接販売し、また、ナマコの加工所を作って付加

価値をつけて海外などに販売している。このような事業により、地域での雇用の創出と地

域に落ちる金銭を増やしている。

次に重要なことは、地元の再生可能エネルギーを使用することで、従来、外部に出てい

た富を地域内にとどめ、地域の雇用を拡大していくことである。

鳥取県米子市のローカルエナジー株式会社では、鳥取県の電力が全て外部からの購入で

あり、その結果、毎年1000億円の富が鳥取県から外部に流出していると分析した上で、地

元の公共施設の電気使用量に相当する電気を地元の再生可能エネルギーで調達し、地域の

富の外部流出を防ぎ、地域の雇用を確保するとともに、利益についても地域の再投資に回

し、地域での経済循環を作り出している。

北海道下川町でも、産業連関表を用いて、地域内経済循環を進める方策の検討が行われ

た。そして、その分析を踏まえ、森林資源のカスケード利用を推進し、主産物である大径

32	 合併したところでは、合併当初は旧町村の役場に一定程度、機能と権限、人員を残すが、その後、機能、権限、

人員を削っていっているところがほとんどである。これは、合併後は、役場機能を集約し、人員を削減する

ことを前提として、地方交付税を削減するという仕組みになっていることからの当然の結果でもある。そう

でない選択をした市町村は、真庭市などごく一部にすぎない。
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木や中径木を製材・集成材・円柱材として利用し、小径木を木炭などの燃料材として利用

し、副産物であるオガコ・端材・木酢液・排煙を利用して、キノコ菌床資材や燃料材、消

臭剤を作成し、高付加価値化を試み、砕破炭・燻煙材などを利用して、住宅用床下調湿剤

や住宅関連資材などを作成し、下川町内の森林資源について、地域に富がもたらされるよ

うにしている。

また、下川町では、公共施設の暖房用に使用していた重油に代えて、林地残材を利用し

た木質バイオマスボイラーの使用、個人の薪ストーブやペレットストーブを利用すること

によって、2019年の段階で熱自給率56％を達成し、2億円以上の域外流出を防いだ。

北海道のニセコ町は、他の北海道の地域と同様、冬の寒さが厳しく、一般的な世帯では、

電気代、ガス代、灯油代などの光熱費として１世帯当たり平均30万円程度を要している。

これらの費用は、全て、ニセコ町外に支出されており、その総額は概算約22億円となり、

家庭と業務（会社等）だけで、その7割を占めている。それを減らすために、建物を高気

密高断熱とする施策がとられ、進められている。この施策は、住宅燃費性能が高く、防災

に優れた住宅を建設し、環境負荷の低減を図ると同時に、このような住宅建設のノウハウ

を地元の工務店が獲得することを通じて、地元が投資の受け皿となり、ニセコ町内での経

済循環を図ろうとするものである。

北海道の興部町でも、家畜の糞尿や町内の生ごみ、下水汚泥をメタン発酵処理して得ら

れるバイオガスをエネルギーとして使用することによって、一般家庭310世帯分,電気自

動車1210台分もの発電をしている。ただし、興部町では、自治体が投資する地域新電力も

なく、ドイツのシュタットベルケのような自営電力線や自営導管を有していないため、バ

イオガスプラントで作られる電気は、北海道電力に全量売却されており、売電収入という

形で、地域経済循環がされている。

岡山県の西粟倉村でも、前述の木材の製品化等の他にも、木質バイオマスを利用した熱

供給事業を行い、稼働20年目までに約2億8000万円の地域付加価値を生み出し、その利益

は事業者だけではなく、薪の原料供給を行うことで地域住民にも還元されている。小水力

発電も行っており、省エネ推進等の施策を合わせて実行することで、外部へのエネルギー

の確保のための費用流出を抑えている。

岡山県の真庭市でも、真庭バイオマス発電所の燃料は主として地域の森林から出る間伐

材や林地残材、また製材所などで発生する木屑などを破砕した木質チップであり、燃料の

多くは、「真庭バイオマス集積基地」や地域の森林組合から供給を受けている。市内の業者

から燃料となる木材を仕入れることで、木材の売買代金が市内を循環することになる。さ

らに、それまで処分費用を支出していた木材が利益を生むようになり、そのような形で新

たに利益を得られることは地元業者にとっても大きなメリットとなっている。稼働6年目

までの実績で言えば、発電所における売上げは約22億3000万円で燃料購入費用は約14億

7000万円であり、それだけの利益が地域経済に循環したことになる。

真庭バイオマス発電所で発電した電力は、地域小売電気事業者を通じて真庭市役所や市

内小中学校に供給されている。そうしたことの結果、真庭市のエネルギー自給率は11.6％

から約32.4％まで向上した。

以上のとおり、米子市、下川町、興部町、西粟倉村、真庭市では、外部から購入してい

た石油等の化石燃料や外部の化石燃料主体の電力を、木質バイオマス（下川町、興部町、西
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粟倉村、真庭市）、廃棄物（米子市）や畜産廃棄物・生ゴミ・下水汚泥（興部町）に置き換

えてきた。ニセコ町は、高断熱の建物に補修していくことで燃料費を半減させていき、外

部からの石油などの化石燃料の購入を減らしている。

これらは、同時に大幅なCO2削減にも寄与している。下川町、真庭市、米子市では、公

共施設からのCO2発生量をほぼゼロにすることに成功している。

第３　自然・歴史・文化などの地域資源の保全と活用第３　自然・歴史・文化などの地域資源の保全と活用

さらに、地域の持続可能な発展のためには、地域の農林漁業資源、自然景観・自然環境、

歴史的文化的遺産などの地域資源を守り、活用していくことが欠かせない。

そのため、第一にすべきことは、地域の農林漁業資源、自然景観・自然環境、歴史的文

化的遺産などの地域資源の価値を調査・再発見し、分析評価していくことである。その上

で、その価値が損なわれないように守りつつ、その価値を最大に活用できる方策を尽くし

ていくことが重要である。

例えば、鳥取県海士町は、2003年に合併しないことを決定し、その瞬間から生き残りを

懸けて、公共事業依存から脱却し、島に産業を起こし、島の商品を売り、島に人を増やす

ことを目指し、地域にあるもの（存在するもの）に磨き（自立）をかけた（価値を見出し

ていった）。

地元の人は、地域にあるものが当たり前のものと捉え、その価値に気が付きにくいがI

ターンや移住者にとっては価値があるものに映ることがある。例えば、島では昔は肉の値

段が高く、カレーの具にサザエを使っていた。この磯の香りがするサザエカレーは島では

どこの家庭でも食べられている当たり前の食品であったが、移住者からみると他の地域で

は見ない珍しい特別な料理であった。

島民にない発想で移住者に町の魅力を見つけてもらい、産業振興に結び付けた。地元の

方と移住者が交流することで地元の方が気付かない価値の発見があり、商品化に結び付け

た。

サザエカレー、岩ガキ「春香」、フクギ茶、隠岐牛など、全国に響くようなヒット商品を

1つずつ積み上げていった。そして、個別の商品を売るだけではなく、島丸ごとを売り込

み、島を丸ごとブランド化していった。

島の国民宿舎を改造し、木を多用し、海の景観を楽しむことができる施設に一変させ、

2021年7月に、自然を満喫できる静かな宿舎として開業し、新たな観光客の呼び込みを図

っている。

北海道のニセコ町では、良質な雪に恵まれたスキー場や雄大な景観等を保全するため、

乱開発を防ぐ条例等を制定して、自然環境を守り、質の高いリゾート地としての評判を確

立し、多くの収入が、長期にわたって安定的に確保できる地域経済を確立し、人口減少も

食い止めている。

西粟倉村も、役場やその近隣の幼稚園等を、地元の木材を用いた美しい木質建築物とし、

同時に、森林という自然資本価値を最大化することを目指し、「50年後に上質な田舎をつ

くる」というビジョンのもと、自然と調和のとれたまちづくりを進めている。

自然や歴史文化というものは、地元の人間にとっては、日常生活をしている空間なので、
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その価値に気づかないことが多い。

しかし、かけがえのない、貴重なものであり、重要な観光資源となるものも多い。それ

を活用し、人を呼び込むことで、町に活気が生まれ、人がやってくるようになる。その際

大切なことは、本物を見せることであり、その価値を毀損しないように守り伝えていくこ

とである。それが改変されていってしまうと、その町の価値はたちまち落ちてしまうもの

である。

持続可能なまちづくりのためには、行政と地域の市民・事業者が、その地域の自然や歴

史文化遺産の価値を十分把握し、情報共有し、積極的に保全活動を行っていくことが重要

である。

第４　住民参加と情報共有、ビジョンの構築第４　住民参加と情報共有、ビジョンの構築

地域の農林漁業資源、自然、歴史的文化的遺産などの地域資源の価値を再発見し、分析

評価し、地域経済循環を作り出すためには、地域でのビジョン構築をしていくことが重要

である。その際、しばしば行われてきたような、どこか外部のコンサルタントを招いて、そ

こにお任せで、ビジョンを策定するのではほとんど意味がない。

小さい単位の住民たちが積極的に参加して、自分たちの手で、地域資源を分析評価し、

身近な地域の課題の解決と結びつけながら、大きな課題の解決に向けて、小さい単位から

大きい単位への議論の積み上げを行っていくことが重要である。

その点で非常に先進的な取組をしているのは、鳥取県の智頭町である。

智頭町は、過疎化の進行による集落消滅の不安を抱えていたが、地域振興の取組として、

1997年から「1／0村おこし運動」33を開始した。

同運動に参加することを決めた集落は、行政区その他の村組織とは別に「集落振興協議

会」を立ち上げる必要がある。集落振興協議会には、町より10年かけて最大300万円の支

援金の交付を受けることができるが、その条件として、①原則として全戸が年5000円以上

を負担して全住民で運営していくこと、②活動の柱を、ア）交流・情報、イ）住民自治　

ウ）地域経営とすること、③自らの責任によりボランティアで活動することといった条件

を満たす必要がある。16の集落がこの活動を行い、村にある特産品、伝統文化、人材の発

見とその活用を行った。1／0村おこし運動は、智頭町における住民自治の先駆けとなった。

2008年度からは集落が集まった地区による地区振興協議会としての活動に発展し、地区

振興協議会による住民自治に基づくまちづくりも進められた。地区振興協議会は、空き校

舎を活用した活動を中心に実践し、具体的には、農家レストランや国産のキクラゲ栽培（全

国展開の長崎ちゃんぽん店に販売）、地区住民へのアンケートに基づく、地域づくりや福祉

に関する講演会の開催、福祉大会や座談会、共育セミナーの開催、地域住民の世代を越え

た交流の場としてのいきいきサロンやふれあいサロン開設、特産品づくりなどの多彩な活

動を行っている。

さらに、希望する100人の住民が参加する、住民による直接民主制に近い組織である

33	 1／0村おこし運動のネーミングには、無（ゼロ）から有（イチ）への一歩を、住民自らが汗を流して踏み

出すという意味合いが込められている。1／0村おこし運動の目的は「村資源（種）の発掘」であり、村にあ

る特産品、伝統文化、人材の発見とその活用を目指す運動である。
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「100人委員会」が作られ、地域の問題とその解決策について検討し、それが町役場の政

策となり、議会で予算化され実施されている。

100人委員会がきっかけとなった智頭町の政策で最も有名なものが、森林での子育てを

テーマにした「森のようちえん」計画である。森林での子育てというテーマが関心を呼び、

テレビで報道され、その結果、多くの子育て世代が町内に移住するという結果につながっ

ている。

2020年には、10年更新ではなく、期限を設定しない長期目標である「智頭の山と暮らし

の未来ビジョン」が策定されている。同ビジョンは、大きくテーマを「1	山村の暮らし」

「2	自然環境」「3	山林の管理・マネジメント」「4	林業経営」の4つに分け、それぞれの

観点から必要な長期目標を設定している。

同ビジョンの策定も、行政主導ではなく、地元林業従事者の若者が主導し、学術面では

鳥取大学からの支援を受けて完成させた。林業は植樹から伐採まで60年以上かかり、林業

を含めた総合的な取組を検討する場合、10年更新の従来型の計画で期間として短すぎると

いうことでこのような形となったということである。

また、参加と情報共有という点では、先進的な取組をしているところの一つが、北海道

ニセコ町である。

ニセコ町は、徹底した情報共有と住民参加の確保につとめ、それを制度として保障する

ものとして、「ニセコ町まちづくり基本条例」を2001年に制定した。同条例の前文に記載

されている、「まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる『自治』が

基本です。わたしたち町民は『情報共有』の実践により、この自治が実現できることを学

びました」との点は、ニセコ町のまちづくりの原点である。

しかも、この条例は、最低4年に1回の見直しを行うものとされ、町民が将来にわたり育

てていく条例として位置付けられている。国内外における時代の動きを常に捉えながら、

その一歩先の将来を考えていくことが可能なようにしている。住民参加を形骸化させない

ための仕組みでもある。

そうした長年の参加と情報共有によって得られた、住民と行政の相互信頼のもとに、建

築物の高断熱化のプロジェクトが進められている。

また、第1章で触れた、鳥取県のとっとり健康省エネ住宅性能認定制度を作っていく過

程では、建築業者が本当に熱心に基準づくりに取り組んだようである。

建築業者は施工の実際を知っているので、相当実践的な検討も行われたようである。行

政だけでは、基準策定や制度設定までは至らなかった可能性もあり、積極的に、県内の問

題意識を持った建築業者を巻き込んで、何の前提もつけないところから議論をしていった

ことによって、他に前例のない、高度な燃費性能のいい、住宅づくりの制度が、鳥取県で

できていった。これも、情報共有と参加の重要性を示す良い例のように思われる。

第５　行政と住民・民間企業との協働で、地域における起業を進め、かつ、第５　行政と住民・民間企業との協働で、地域における起業を進め、かつ、
外部から移住してきた人々による新規事業を応援する仕組みを作外部から移住してきた人々による新規事業を応援する仕組みを作
ることること

地域活性化のためには、民間事業の成功が欠かせないが、そのためには、先進的取組を
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行い、それに投資する事業者の存在の重要性が各地で語られている。

島根県の海士町の「隠岐牛」ブランドの畜産事業には、地元の建設会社の社長が、島で

の雇用を守るために農業進出を決意して投資したものである 34。

真庭市の森林資源活用にもバイオマス事業にも地元の製材会社の投資が大きな役割を果

たした。

米子市のローカルエナジー株式会社の場合は、地域のケーブルテレビ会社である、中海

テレビ放送が出資の点でも、人の点でも大きな役割を果たしている。

また、海士町においても、西粟倉村においても、新規事業立ち上げには、事業リスクを

とって事業に取り組む、外部から移住してきた人々の役割が大きい。

そして、地域の経済活動を活性化するために欠かせない、外部から移住してきた人々に

よる新規事業の立ち上げのためには、地域でそれを応援する仕組みが重要である。

例えば、西粟倉村では、村が行ったローカルベンチャースルクール、その後の伴走支援・

情報発信をする中間支援組織としての民間企業が、外部から移住してきた人々による新規

事業の立ち上げを応援するという意味で重要な役割を果たした。この例のように、実際に

応援に当たるのは、民間がやることが良い場合もある。

海士町でも、町が、若者が島で挑戦することを後押ししていった。例えば資金力がない

Iターン者への支援策として貸出制度を作ったり、若者が挑戦しようとしたナマコ加工場

の施設を町が作ったり 35、2005年に第三セクターの海産物加工会社「ふるさと海士」を設立

し、冷凍システム「CAS」に約5億円投資したり 36と、若者が海士町で挑戦することを後押

しした。町では、夕方になると、若者たちが熱心に議論している様子が見られ、外部から

の人々が参加して新しいものを作り出すことを応援する風土ができ上がっているように見

える。

第６　身近な課題解決としての取組を重視すること第６　身近な課題解決としての取組を重視すること

また、これまで述べたような地域再生の取組は、地球温暖化対策といった大きな課題だ

けではなく、身近な課題の解決という視点からの取組でもあり、それを重視することが必

34	 民間企業の農業参入により、遊休農地の有効活用や担い手不足の解消を図り、畜産業を中心とした地域農

業の活性化と雇用の創設を目指すもの。2004年設立の有限会社隠岐潮風ファームが運営主体。元々、子牛（黒

毛和牛）を育てて生後8か月で出荷し、本土で肥育されて松阪牛、肥後牛のブランド名で市場に流通してい

た。それを地元で育てて「隠岐牛」というブランドで売り出すという戦略を立て、A4以上の牛だけを「隠岐牛」

として売り出す。島根県にも市場はあるが、東京に持ち込むことで「隠岐牛」のブランドを確立することを狙っ

た。

35	 大学生の時に海士町を訪れた宮﨑雅也氏が、中国で暮らしていた時に干しナマコが高級食材として売られ

ていた経験から、海士町の干しナマコ加工業を発展させられないかと発案し、国と町がお金を出し合って設立。

町としては起債のスキーム第1号の事業となった。

36	 CAS（Cells	 Alive	 System）凍結センターは、海士町で獲れる農・水産物を加工し、特殊冷凍（CAS）して

島外へ発信し、ブランド化の確立と外貨獲得を目指すもので、役場の人5人で立ち上げた株式会社ふるさと海

士が経営主体。いわがき、白いか、真いか等の冷凍のほか、二次加工品（あじフライ、ドリア、グラタン等）

の冷凍も手がける。主に東京へ出荷している。「隠岐ウェブ商店街」で通信販売も行っている。「CAS」は、島

でとれた魚介類の細胞（Cell）を破壊せず、生きたまま（Alive）のような状態で保存する仕組み（System）

であり、解凍しても取れたての生魚のようにおいしく食べることができるものであり、地元の漁師にもよい

影響を与えている。
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要である。

例えば、米子市のローカルエナジー株式会社では、脱炭素先行地域の取組として、荒廃

農地で太陽光発電のオフサイトPPAを進めていくとしているが、荒廃農地は、雑草が生い

茂っているような状況であり、景観の点でも周辺農地への悪影響の点でも問題で、さらに、

ヌカカ（昆虫のカ）という害虫の発生が問題となっており、こうした雑草による景観悪化・

他の農地への悪影響や害虫の発生被害の防止といった地域の課題を解消することに力点を

置いた。また、水道局の施設用地に太陽光発電と蓄電池を設置することは、災害時にも水

道施設へ電力供給が可能となり、BCP（事業継続計画）の強化を図ることができるという点

にも注目した。

下川町の木材利用でも、木材を余すところなく活用し、付加価値を最大限とすることを

最初に掲げている。

興部町でも、バイオガスプラント設立の当初の目的は、酪農業が盛んな興部町内におけ

る糞尿やたい肥による悪臭対策、糞尿処理や牧草地の負荷軽減や肥料の製造といった酪農

基盤の強化と住民生活環境の向上であった。

智頭町も、「1／0村おこし運動」の過程で、地域の課題を掘り起こし、それを地域振興

などに結び付けていった。

第1章で紹介した鳥取県のとっとり健康省エネ住宅性能認定制度も、高断熱住宅は、健

康にいい住宅ということを強調し、それを一つの力に普及を進めている。

高断熱住宅は、従来、住宅の燃料費として使用されてきた石油等の化石燃料や外部から

の電力の消費を削減するとともに、地域の建築業者への資金循環をもたらすので、地域経

済循環の点からも、脱炭素の取組の点からも、非常に優れた取組となっている。

第７　教育・福祉などで若者が生活しやすい環境を整備すること第７　教育・福祉などで若者が生活しやすい環境を整備すること

また、町の活性化のためには、保育料の無料化、学校教育の充実など、教育・福祉を充

実させ、若者が生活しやすい環境を整備することが重要である。

海士町では、合併しないことが決まった翌年の2004年度から、町長・教育長等の管理

職・議会が給料カットし、職員組合からも申出があって、10月から職員の給与カットも実

施した。そして、カットしてできた財源を利用して、農漁業を柱にした産業振興、移住促

進などと並び、出産祝金や保育料無料化などの子育て支援策をとった。

また、廃校の危機にあった島根県立隠岐島前高校の存続を掲げて、地域課題解決型の学

習を取り入れ、高校を魅力化させた。その結果、子どもたちが行きたいと思い、保護者が

行かせたいと思う学校になり、島の外から島留学する生徒も増加し、難関大学からの推薦

申出まで来るようになった。

下川町では、医療費無償化、学校給食の補助、予防接種の補助、紙おむつ代金の補助、絵

本の譲渡などの子育て支援を実施している。

西粟倉村でも、子育て支援策として、保育園は無償化し、0歳児から預かっている。新

庁舎には、現地の木材を使用し、魅力的な建物とした。高校生には、通学につき月額2万

円を補助している。

高校はその町村にない場合もあるが、近接町村の高校と結びつけて、独自の特色を持っ
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た教育を進めること（高知県立嶺北高校 37など）や、山村留学などによって小中学校の生

徒数を確保することなども重要である。保育料・子どもの医療費・学校給食費などの無料

化を実施しているところは多い。

第８　まとめ第８　まとめ

以上のとおり、教育・医療といった社会面を充実させ、また、身近な課題の解決を、地

球温暖化対策などの環境保護と結び付け、さらに、地域の農林水産資源、自然、歴史的文

化的遺産などを保全し、活用し、地域の経済循環を作り出す。

その主体となる地方自治体の団体自治を守り、役場を守るとともに、住民参加と情報共

有を進め、住民が政策決定過程に加わっていくようにし、また、地元の民間事業者の投資

による民間事業の活性化をしつつ、外部からの人による新規事業の立ち上げを進めていく

こと、これが大切である。

かつて、内発的発展の名の下に追及されたものがこれであり、持続可能な開発が目指す

ものも全く同一である。

こうして地方の各地域が力をつけ、自立していくことが、原発や放射性廃棄物処分場の

補助金や関連産業に依存しない地域を作り、地域から地球温暖化対策を進めていく鍵とな

るのではなかろうか。

37	 高知県北部の嶺北地域４か町村（大川村、土佐町、本山町、大豊町）地域の唯一の高校（本山町に所在）。

人口400人の全国最小の村、大川村や、木材資源の活用で知られる大豊町などからも通学してくるが、魅力化

プロジェクトを実施し、「水と大地の学び舎」をスローガンに生徒の主体性を大切にする教育を実施し、外部

から来た、多くの高校生が学んでいる。
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第４章　提　言第４章　提　言

第１章から第３章まで述べたことを受け、以下のとおり提言する。

第１　世代間公平と将来世代の人権への配慮第１　世代間公平と将来世代の人権への配慮

１　提言１　提言

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。

２　理由２　理由

気候危機による災害は、地球温暖化の進行により、更に頻発し、甚大化することが科

学的に予測されている。子や孫の世代が社会を担う将来においては、私たち世代を含む

それ以前の世代が引き起こした地球温暖化により、今以上のリスクや多くの不利益を強

いられることになる。今、私たちが有効な地球温暖化対策を先送りにすればするほど、

将来世代は、更に厳しい環境の中で、現在の生活基盤や社会基盤を維持できないほどの

過酷な生活を余儀なくされる。

また、既に大量に存在する高レベル放射性廃棄物は、安全といえる処分方法が確立さ

れておらず、現在の政府方針である地層処分もその例外ではない。そして、原料のウラ

ン鉱石と同程度の放射能レベルに低下するまでに約10万年を要するということは、数百

年、数千年、数万年先の将来世代にまで影響が及ぶということを意味する。また、不可

逆的な方法による地層処分は、リスクと不利益のみを強いられる将来世代の処分方法に

関する決定権を侵害するものである。

このように、地球温暖化問題と放射性廃棄物問題は、いずれもその原因を生み出した

現在世代において解決することが極めて困難であることから、将来世代に負の影響を及

ぼすことは避けられず、世代間の公平性を維持できない問題であることを私たちは認識

すべきである。

私たちが、これまで短期的な利益追求や課題への対処を優先した結果、このような問

題を引き起こしたことからすれば、今後は、これらの問題への取組や政策においては、

世代間の公平性や将来世代の人権にも配慮することが必要であり、私たちの選択により、

これ以上、将来世代への負担を増やしてはならない。

第２　高レベル放射性廃棄物の処分の在り方第２　高レベル放射性廃棄物の処分の在り方

１　提言１　提言

国及び原子力発電事業者・核燃料の再処理業者等は、使用済み核燃料を含む高レベル

放射性廃棄物について、以下の方策をとるべきである。

(1)	再処理施設等の核燃料サイクルを速やかに廃止すること。

(2)	使用済み核燃料については、原発をできる限り速やかに廃止してその総量を確定さ
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せ、また、再処理せず直接処分すること。

(3)	地層処分を前提とする現行の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」を一旦

廃止し、一時的な保管を含む廃棄物の処分方針について、以下の内容を踏まえた新た

な枠組みを持つ法制度を設けること。現在世代の責任を明確にするため、新たな法制

度に基づく会議体等において処分方針に関する議論を開始するとともに、処分方針は、

同制度の下で合意した内容を基本とすること。

①	 会議体等は、高い独立性を有し、多様な意見や学術分野の知見を反映するような

人選とし、その人選については公開性・透明性が確保されること。

②	 十分な情報公開の下、市民が意見を述べる機会が保障され、話合いの過程を公

開・記録し、後日、意思決定過程が検証できるようにするなどして、市民の参加権・

知る権利を保障すること。

③	 会議体等の議論においては、複数の選択肢及びそれぞれの選択肢のリスクと安全

性を示すこと。議論に関連する科学的・技術的情報についてはその信頼性・不確実

性を適切に認識できるようにすること。

④	 将来世代の利益・決定権を不当に侵害しないよう、一定期間ごとに処分方針の見

直しを行い、いつでも従前の方針を全面的に変更することができる制度とすること。

２　理由２　理由

脱原発を実現しなければならない理由の一つとして、原発の運転等により不可避的に

発生する放射性廃棄物の処分方法が確立していないことを指摘することができる。核燃

料サイクルは実質的に破綻しており、使用済み核燃料の再処理を継続する必要性もない。

また、最終処分法については、諸外国とは大きく異なり、地層処分に適した場所が存

在しない蓋然性が極めて高いことに加え、後述のとおり処分場選定手続に関しても問題

があることから、同法を一旦廃止し、放射性廃棄物の処分方針に関する国民的議論を行

うための新たな枠組みを持つ法制度を構築し、検討の場となる会議体等を設置する必要

がある。

2014年の第57回人権擁護大会における「原発訴訟における司法判断の在り方、使用済

燃料の処理原則及び原子力施設立地自治体の経済再建策に関する宣言」では、核燃料サ

イクルを速やかに廃止すること及び使用済み核燃料の再処理は行わず直接処分すべきこ

とを提言した。また、地層処分方針は撤回すべきことも提言した。

しかしながら、これらはいずれも実現されておらず、2020年11月には、地層処分を前

提とする最終処分法に基づく処分場選定手続である文献調査が北海道の2町村（寿都町・

神恵内村）で開始された。

改めて高レベル放射性廃棄物の処分方針を見直すことが求められる。

核燃料サイクルについては、その中核となる高速増殖炉「もんじゅ」の廃止措置計画

が2018年3月に認可され、六ヶ所再処理工場も巨額の国費が投じられながら、当初の計

画から約25年経つも稼働できない状況にあり、実質的に破綻している。「もんじゅ」の

廃止措置により、使用済み核燃料の再処理によって作られたプルトニウムを高速増殖炉

で利用するという方法がなくなった（その後も高速増殖炉の開発計画はない。）ことから、

核燃料サイクルの廃止の必要性は、ますます高まったというべきである。
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再処理をいまだ継続する理由として、第6次エネルギー基本計画（2021年10月22日閣

議決定）は、「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等」を挙げ

ている。しかしながら、前述のとおり核燃料サイクルは既に破綻しているといえ、また、

再処理によって大量の放射性廃棄物が別途発生することから、仮に高レベル放射性廃棄

物を僅かに減らせるとしても、放射性廃棄物全体の量は、明らかに増大する。さらには、

再処理は使用済み核燃料の直接処分よりはるかに高コストになる反面、ウラン資源の節

約効果は僅か1～2％程度にすぎないことが指摘されている。このように、再処理を継続

する理由はいずれも存在しないことから、使用済み核燃料は、再処理をせず、直接処分

すべきである。

また、国は、プルトニウムをMOX燃料（ウランとプルトニウムの混合酸化物）にして

軽水炉における核燃料として利用するプルサーマルを推進し、同基本計画においても、

「稼働する全ての原子力発電所を対象にプルサーマルが導入できるよう検討を進めて、

2030年度までに、少なくとも12基の原子力発電所でプルサーマルの実施を目指す」とし

ている。

しかし、そもそもプルサーマルで使用されるMOX燃料は、通常の原発で使用される核

燃料とは性質が異なり、通常の原発でMOX燃料を使用することは、安全性に大きな疑問

がある。また、通常のウラン燃料よりコストが高く、昨今の発電コストに対する重要性

が増す中で、あえて高コストの発電を推進する意味は乏しい。さらには、使用済みMOX

燃料の処理及び処分については、具体的な方針は示されておらず、新たな問題を生じさ

せかねない。

最終処分法は、使用済み核燃料の再処理後に発生する高レベル放射性廃棄物であるガ

ラス固化体を、地下300メートルより深い地層中に埋設処分する地層処分を前提として

いる。しかし、日本は4つのプレート境界という地球上で最も地殻変動が活発な地域に

あり、日本列島のほぼ全域で地震が発生する世界有数の地震多発国である。そのため、

国内には、数万年にわたって安定性を確保できる地層処分に適した場所が存在しない蓋

然性が極めて高い。この点は諸外国とは大きく異なる点であり、他国で地層処分方法を

採用していることは、日本でも地層処分を安全に行うことができるという理由にはなら

ない。

それに加え、最終処分法は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を経済産

業大臣が定めることとし、その決定は閣議決定で足りるとしており（同法第3条第1項及

び第4項）、政府の意向のみで決めることができる。また、処分地の選定手続において、

調査対象となる地方自治体の意見は、最終処分計画については「当該概要調査地区等の

所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしな

ければならない」（同法第4条第5項）、最終処分施設の保護区域の設定については「前項

の保護区域（以下単に「保護区域」という。）の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない」（同法第

21条第2項）、原子力発電環境整備機構（NUMO）の業務については、「概要調査地区等及

び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない」

（同法第60条）とされている。すなわち、地方自治体や住民の意見は「都道府県知事及

び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重」すること、「意見を聴」くこと、「理解と
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協力を得るよう努め」ることとされているに過ぎず、手続において、地方自治体や住民

に拒否権や決定権はない。

このように、現行法上は地方自治体の意向に反していても選定手続が進められる規定

となっている。しかし、選定手続が開始した時点では、住民に対し、十分な情報提供や

説明がされていないことが想定され、地域住民や地方自治体の意見により選定手続が中

止できる仕組みとされていない点において、大きな問題がある。

これに加え、文献調査が開始された特定の地方自治体の住民が、そもそも日本におい

て地層処分に適した地域があるかという地層処分の適否についても判断を求められる状

況が生じている。しかし、それは、本来であれば国全体として国民的議論をしなければ

ならない問題を、特定の地域住民に押し付けているようなものである。

以上のように、最終処分法は多くの問題をはらんでおり、同法を一旦廃止し、放射性

廃棄物の処分方針に関する国民的議論を行うための新たな枠組みを持つ法制度を構築し、

検討の場となる会議体等を設置する必要がある。使用済み核燃料を含む高レベル放射性

廃棄物が既に大量に存在していることからすれば、新たな法制度に基づく会議体等にお

いては、一時的な保管方法を含む処分方針に関する議論を開始すべきである。そして、

処分方針については、同制度の下で合意した内容を基本とするべきである。また、新た

な会議体等が単に参加者の意見集約のみを行うにとどまり、最終的な方針が一部の省庁

や時の政府の意向で決められるのであれば、国民の理解は到底得られるものではない。

新たな法制度においては、特定の省庁や廃棄物を生み出した電気事業者の意向が反映さ

れることを避け、実質的な国民的議論の場とするため、以下のような内容を踏まえる必

要がある。

(1)	会議体等は、高い独立性を有し、幅広い関係者が参加する公開の会議であること。

特に福島第一原発事故を契機に、原子力行政や電力事業者を始めとする原子力発電関

係者に対する国民の信頼が失われたことを深く反省し、会議体等の中心は原子力利用

を推進する省庁や団体等の利害関係者が取り仕切ることのないことが強く求められる。

そのため、他からの干渉を受けず、また、特定の意見に偏ることのないような制度的

措置（人選、予算及び運営等）が必要である。

	 	 具体的には、会議体等の人選は、多様な意見や学術分野の知見が反映されるように

するために学術団体等からの推薦制あるいは公募制とし、その人選については公開性

及び透明性が確保されるとともに、単なる利益団体からの代表ではなく議論に必要な

知識や経験を有することが求められる。特に、超長期にわたり影響が及ぶという問題

の特殊性から、環境倫理や世代間の公平性、将来世代の人権論等に関する学識経験者

を含めた、様々な意見を持つ主体が参加すること、将来世代の立場からの意見を代弁

できる仕組み等を取り入れることが求められる。

(2)	会議体等における議論に関しては、十分な情報公開の下、市民が意見を述べる機会

が保障され、話合いの過程を公開・記録し、後日、意思決定過程が検証できるように

すること。これは、結論が国民に受け入れられるために極めて重要なことであり、密

室での議論あるいは情報公開が不十分である場合には国民の理解は得られない。市民

の意見について会議体等において検討するなど、議論が広く国民に開かれ、市民の参

加権、知る権利が保障される必要がある。
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(3)	会議体等の議論においては、特定の結論ありきの議論を避けるため、複数の選択肢

を示し、それぞれの選択肢のリスクと安全性が十分な科学的根拠を持って示されるこ

と。そして、議論に関連する科学的・技術的情報については、その信頼性、不確実性

（科学的・技術的知見の限界等）を適切に認識できるようにすることが極めて重要で

ある。また、特定の専門分野に限らず、様々な知見を有する専門家が関与しなければ

ならない。これは福島第一原発事故で明らかになった安全神話の崩壊、科学や技術に

対する国民の信頼の失墜を踏まえれば、同事故の教訓と言うべきである。

(4)	高レベル放射性廃棄物の危険性は超長期間続くこと、及び将来新たな技術が開発さ

れたり、社会の在り方等が変わる可能性があり、今後、現在とは事情が変わり得るた

め、将来世代の利益・決定権を不当に侵害しないように、20年あるいは30年といっ

た一定期間ごとに処分方針を見直すことができる制度とし、いつでも従前の方針を全

面的に変更することができる制度とすること。

日本は、前述のとおり、諸外国とは異なり、世界でも稀な地殻変動帯に位置するとい

う特殊性があるため、科学的・技術的な知見とその限界を適切に把握することが不可欠

である。また、高レベル放射性廃棄物の危険性が超長期にわたって続くことから、会議

体等には将来世代からの視点や幅広い関係者の参加が求められる。

このような国民的合意形成に向けた制度や会議体等の提案については、日本学術会議

が詳細な政策提言をしている（2015年4月「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策

提言―国民的合意形成に向けた暫定保管」日本学術会議高レベル放射性廃棄物の処分に

関するフォローアップ検討委員会）。この日本学術会議の提言は、最終処分として地層処

分を前提としている点において当連合会の立場と相容れない点があるものの、合意形成

に向けた組織体制の提言については基本的立場を同じくしており賛同できる。

第３	 地方自治体が、自らの有する地域資源を最大限に活用して持続可第３	 地方自治体が、自らの有する地域資源を最大限に活用して持続可
能な地域社会の実現に取り組むことが、重要であること能な地域社会の実現に取り組むことが、重要であること

１　提言１　提言

国及び地方自治体は、地方自治体が、原発や放射性廃棄物処分場等に関する交付金に

依存することなく、自らの有する地域資源を最大限に活用して持続可能な地域社会を実

現するために、以下の施策をとるべきである。

(1)	地方自治体は、住民参加及び住民との情報共有を徹底するとともに、地域活性化に

当たっては事業者や住民の主体的な参加を重視し、地域主体で、エネルギーの地産地

消等を含めた地域経済の好循環サイクルを確立すること。

(2)	国は、地方自治体の団体自治を侵害するような形態の広域連携等の政策の推進をや

め、地方自治体が自立的に様々な取組を行うことを可能にする法的・財政的制度を整

備すること。

２　理由２　理由

現在の高レベル放射性廃棄物の処分場選定手続においては、文献調査に応じるだけで、

地方自治体の現状を無視した高額な交付金（2年間の文献調査で最大20億円）を交付す
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るという政策がとられている。過疎や人口減少等の課題に直面している地方自治体にと

っては、高額な交付金は大きな財源となる。

しかし、原発立地自治体に高額の交付金を交付する現在の誘致政策が、交付金に過度

に依存した歪な財政構造をもたらすという弊害については、これまでも指摘されている。

また、日本学術会議は2012年9月に「回答　高レベル放射性廃棄物の処分について」

の中で「交付金などの金銭的便益提供を中心的な政策手段とするのは適切でない」とし

て、立地選定の手続を改善する必要があると提言し、「経済的受益への関心が優越した場

合、安全性の吟味が妥協的になるという可能性を伴う」とも指摘している。

よって、国は、交付金による原子力施設受入れの誘致政策は地域の課題を解消しない

ことを認識すべきである。そして、地域が自立して、主体的に地域資源を最大限活用し、

持続可能な地域社会の実現に取り組むことは、地域の課題解決手段として原子力施設誘

致に関連する交付金等に頼らないことにつながり、ひいては多額の交付金をもたらす原

発依存の地域社会からの脱却につながるものといえる。

特に、地域が有するエネルギー資源の活用については、既に各地で様々な取組が行わ

れつつあり、エネルギーの地産地消等を通して地域経済を持続可能なものにするととも

に、地域からの脱原発・脱炭素社会の実現に資するものである。

活力のある地域とするためには、地域資源を活用した地域経済の好循環サイクルを確

立し、地域経済の持続的発展を図るとともに、再生可能エネルギーの環境調和的推進を

することが必要である。

そのために、具体的には以下が挙げられる。

(1)	地域経済の状況を把握し、自然環境や歴史的建造物を含む地域資源を再評価し、そ

の価値を正しく把握することが必要である。

(2)	その上で、地域が目指すべきビジョンの構築、地域における起業の支援等を、行政

だけでなく地域の事業者や市民の主体的な参加を重視しつつ地域主体で推進していく

ことが求められる。

(3)	その際、農林漁業等の第一次産業、小水力発電・各種バイオマス等の再生可能エネ

ルギー事業、児童福祉・教育の推進等、各地域の個性を活かし、環境・社会・経済の

バランスの良い統合的取組による相乗効果の創出を目指すことが肝要である。

地域の再生可能エネルギー資源の持続的活用は、地域の自立に向けた重要な取組とな

る。そこで、導入を促進するために、都道府県や市町村において、再生可能エネルギー

の導入目標及び需要量の目標を設定し、それに向けた実施計画を策定することが必要で

ある。

一方で、近年、各地での再生可能エネルギー施設の開発に関連し、森林の伐採、土砂

災害の危険をはらむ土地の改変及び景観の悪化等の問題が発生している。そこで、地方

自治体においては、再生可能エネルギー開発によるこれらの問題を防ぐために条例を整

備し、必要な規制を行うことが早急に求められる。

また、地域が自立して、主体的に持続可能な地域社会の実現に取り組むためには、地

方自治体の団体自治の確保が重要である。

しかし、国は、地方自治、とりわけ団体自治を侵害するおそれのある合併、中心の都

市が周辺をリードするような広域連携（連携中枢都市圏や定住自立圏）の推進及び地方
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第４章　提 言

自治体の財源となる地方交付税の削減を行っている。このような政策は地方自治体の活

力を奪いかねないものであり、地域の自立に逆行する可能性が高い。

当連合会が、2020年3月18日に公表した「第32次地方制度調査会で審議中の圏域に関

する制度についての意見書」では、平成の大合併についての統計的分析及び現地調査の

結果では、平成の合併による弊害が生じている可能性を示唆している。また、当連合会

による限られた調査であるが、連携中枢都市圏構想は多くの問題点を抱えていることを

指摘することができるとしており、圏域等の中心市が主導する広域連携の仕組みの法制

化は、地方の中枢都市の振興や都市機能の集積維持によって周辺部の衰退を助長し、ま

た、地域の独自性や地域の歴史文化基盤を失わせ、憲法の下で、基礎的な自治体として

住民自治・団体自治が保障されてきた市町村の存立を危うくするとの懸念が示されてい

る。

国は、市町村等の団体自治を尊重し、地方自治体が自立的かつ主体的に様々な取組を

行うことを可能にする法的・財政的制度を整備すべきである。

そして、このような地方自治体の取組を支援する政策こそが、地域の自立や課題解決

につながり、原発や放射性廃棄物処分場等に関する交付金に依存しない地域や、再生可

能エネルギーの導入拡大による地域主導の脱炭素社会・持続可能な地域社会の実現につ

ながる。

さらに、これらの取組は、地域住民の積極的な関与の下に進められることが重要であ

り、様々な主体が関わることで多様な取組や工夫につながる。そして、地域住民の関与

を保障するためには、住民の参加権・知る権利を確立し、実質的な住民参加を実現する

ことが重要である。

加えて、地域における環境破壊型の開発やそれにつながる施策を防ぐために、市民・

市民団体の申立てに基づく、行政や司法による審査を可能とする仕組みを整備する必要

がある。具体的には、条例において、環境保護団体や市民等に、保全すべき環境がある

地域等の指定・保護対象への指定の申立権や具体的な規制権限の発動の申立権を付与し、

その措置がとられない場合には行政不服審査の手続や司法審査が可能とするよう規定す

ることが考えられる（当連合会「民事司法改革グランドデザイン」2022年2月18日改訂

版）。

また、国においても、法律により、地方自治体の施策（基本方針や法律に規定されて

いる計画、その他重要な計画）については、特別に、異議を申し立てて第三者機関で審

査し、加えて、司法審査を可能とする仕組み（計画・施策争訟制度）を整備することが

考えられる（同グランドデザイン）。

国及び地方自治体は、以上の具体的な取組を積極的に進めることが求められる。

以上
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ご協力いただいた皆様ご協力いただいた皆様

〈本シンポジウムを開催するに当たりお話を伺った方々〉〈本シンポジウムを開催するに当たりお話を伺った方々〉

静岡県立大学学長	 尾池和夫様

自然エネルギー財団常務理事	 大野輝之様

北海道大学名誉教授	 小野有五様

東京電機大学工学部人間科学系列教授	 寿楽浩太様

中央大学理工学部教授	 寺本　剛様

原子力資料情報室	 伴　英幸様

神奈川工科大学教授	 藤村　陽様

青山学院大学名誉教授	 本間照光様

ウィーン大学 Ph.D（言語学）、通訳、医師	 モニカ・ツィグラー様

〈現地調査等でお話を伺った方々〉〈現地調査等でお話を伺った方々〉

原子力発電環境整備機構（NUMO）の皆様

資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課の皆様

【道央調査】（2022年5月18日～20日）

北海道庁の皆様

北海道地域暖房株式会社（厚別エネルギーセンター）の皆様

株式会社北海道熱供給公社（創世エネルギーセンター）の皆様

寿都町町長　片岡春雄様、寿都町役場の皆様

神恵内村役場の皆様

子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会　町民の会の皆様

蘭越町役場の皆様（議長及び議会事務局の方にご対応いただきました）

ニセコ町町長　片山健也様、ニセコ町役場の皆様

【鳥取・岡山調査】（2022年6月1日～3日）

智頭町役場の皆様

智頭町　國岡将平様、大谷訓大様

真庭市役所の皆様

一般社団法人真庭観光局の皆様

銘建工業株式会社の皆様

西粟倉村役場の皆様

ローカルエナジー株式会社の皆様

【道北調査】（2022年6月8日～10日）

興部町役場（北興バイオガスプラント）の皆様

認定特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネットワークの皆様

国立研究開発法人日本原子力開発機構　幌延深地層研究センター　職員の皆様

下川町役場の皆様
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