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は

じ

め

に

当委員会は，人権擁護委員会内の特別委員会として設置され，公害の社会問題化，
大規模公害訴訟の提起などを背景に，「日弁連公害対策委員会」として発足した。
その後，活動内容が環境問題へと拡大したため，1985 年に現在の「公害対策・環境
保全委員会」に改称した。
2010 年 10 月には委員会 40 周年を記念して『公害・環境訴訟と弁護士の挑戦』
を出版して（㈱法律文化社発行），当委員会の先輩弁護士が四大公害訴訟など公害
環境訴訟において，いかにして公害や環境破壊から生命健康を守り，自然破壊をく
いとめる活動をしてきたかなどについて記述している。その書物の内容には及ぶべ
くもないが，本書のタイトルにも「弁護士の挑戦」とのことばを引き継がせていた
だいた。
本書では，2020 年 11 月に開催した 50 周年記念シンポジウムの内容を紹介する
とともに，当委員会を構成する 7 つの部会（環境法部会，廃棄物部会，大気・都市
環境部会，水部会，自然保護部会，エネルギー・原子力部会，化学物質・食品安全
部会）及び 5 つのプロジェクトチーム（気候変動対策 PT，リニア新幹線問題に関
する PT，公害紛争処理制度に関する PT，空き家問題・地域再生に関する政策提言
検討 PT，福島被害回復 PT）から，それぞれ関連のあるテーマを選出して論述した。
また，50 周年記念シンポジウムに登壇していただいた，大久保規子教授からは
「2030 年の環境弁護士に期待する」との寄稿により，2030 年の公害環境問題を担
うであろう中堅・若手の委員に対するエールをいただいた。
本書の特徴は，タイトルにある「2030 年の環境弁護士」はどうあるべきか，環境
弁護士はどうすれば活躍できるのかといった視点から，できるだけ中堅・若手の委
員に執筆を担当してもらった。40 周年記念誌が訴訟活動に重点を置いていたのに
対して，オーフス条約にあるように情報公開や行政手続への参加という視点も加わ
っているし，2011 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する法
律問題や気候危機への対応も主要な論点とされている。
新型コロナウイルス感染症（COVID‑19）の蔓延によって，全体委員会・部会 PT
の開催，国内外の現地調査などの委員会活動に大きな制約を受けている中での出版
作業であった。執筆にかかわった委員，編集委員（青木秀樹，池田直樹，小島延夫
の各委員）及び日弁連事務局にお礼申し上げる。
2022 年 3 月
日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員長
針 原

－1－

祥
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第１ 章
１

5 0 周年記念シ ンポジウ ム

2020 年 11 月 21 日，日弁連公害対策・環境保全委員会 50 周年記念シンポジウム「わた

したちは未来を描けるのか～環境法・参加と公開・裁判所の役割～」をオンラインで開催
した。
私たちは，唯一無二の地球という環境の中において生存し，生活している。そして，こ
の環境に悪影響を与える事態は，小さな地域レベルに留まるものではなく，地球規模の拡
がりを見せ，また，直近の時間軸ではなく，将来の長期間の時間軸で考えなくてはならな
い問題が発生している。将来を見据えて環境を保全すること，地球規模の環境問題を解決
することは，これまでの公害訴訟，環境訴訟で培われた理論で可能なのか，仮に現行の理
論では困難というのであれば，どのような点を変換させなければならないのか，日本と世
界の動きにどのような差があるのか等々について議論し，未来の環境保全，未来の法の展
開を描くために 3 部構成でシンポジウムを行った。
２

「第１部

2020 年，解決されるべき問題」では 3 人の基調報告がなされた。

(1) 冒頭の基調報告は，大島堅一氏（龍谷大学教授）の「気候危機と国内外のエネルギー政
策」である。
今や気候変動というよりも気候危機に認識は変わりつつあり，それは気候が壊れるだけ
でなく人間の生存域すら危うくなるという話があった。また，今から 10～30 年後には，気
温は 1.5℃上昇するため，早急に CO2 排出量をゼロにしなければならないこと，1.5℃上昇
というのは穏やかな世界というものではなく大変な変化をもたらすものであり，その程度
の上昇に留めなければならないことについて説明があった。一方で，日本にはグランドデ
ザインがないため，個別の政策を集合しても環境保全型社会が形成されるとは思えないこ
となど，気候危機への日本の対応の不十分さや今後の課題が報告された。
(2) 高田秀重氏（東京農工大学教授）からは，
「プラスチックを『燃やす』日本，
『減らす』欧
州」について報告があった。
プラスチックは，海洋生物に物理的ダメージを与え，遅かれ早かれマイクロプラスチッ
クへと変化し，食物連鎖を通して汚染が生態系全体に広がっていること，魚や貝がマイク
ロプラスチックを摂取してプラスチック形成のための添加剤を吸収し，魚や貝を人が食べ
て添加剤に暴露されるがその影響が出るには長期間にわたり予防的に規制する必要がある
ことについて指摘があった。また，現在，日本で行っているプラスチック焼却は，ダイオ
キシンの発生，CO2 発生による地球温暖化への悪影響が考えられる。ダイオキシン発生を抑
えるための高温焼却炉は建設費が高額でかつ寿命が短く，その建設費は税金で賄われてい
る。その負担は将来世代に付け回されていること，プラスチックの処分費は生産者が持つ
ようにする拡大生産者責任を適用すべきこと，石油ベースのプラスチックの大量消費，大
量リサイクルは持続的ではなく，プラスチック全体の使用量を減らすために物流や商品の
提供方法等の根本的な変革を図る必要があることの報告がなされた。
(3) 最後に，これまでの報告にあった地球規模の拡がりと長期間に影響が拡大する典型例を
受けて，それらを解決する規範について，大久保規子氏（大阪大学大学院教授）から，
「多

－2－

様な主体が未来を描くために

ＳＤＧｓと参加原則」について報告がなされた。

ＳＤＧｓの参加原則は，1992 年リオ宣言，1998 年オーフス条約等の基礎の上にあり，リ
オ宣言では，環境に関する権利について，第 1 原則で環境権を規定し，第 3 原則で発展の
権利について規定している。この第 3 原則は，1986 年国連発展の権利に関する宣言に根差
し，発展の権利は，将来世代に関わることと，全ての人の積極的な，自由な，意義ある参加
が必要であることの二つから成り立っている。リオ宣言第 10 原則は参加の部分を抽出し，
環境問題の解決には全ての市民の参加が必要であり，それは，情報公開，決定への参加，
司法アクセスの 3 要素からなると書かれている。
オーフス条約はリオ宣言を法的に担保するものである。情報アクセス権，決定への参加
権，司法アクセス権が環境権の実効的保障のために必須の権利であるが，日本ではそれぞ
れの権利の展開において不十分である。①情報アクセス権では国，自治体だけでなく，公
益事業者も情報公開する義務がある。また，国は，環境リスク情報については請求がなく
ても国民，影響を受ける人に迅速に伝達する義務がある。②決定への参加権では，政策決
定への参加において，戦略的環境アセスメント・持続可能アセスメントの導入が必要であ
り，何を論点にするかという点について市民やＮＧＯの参加により決めていくことが求め
られている。個別の許認可段階では，参加を権利として認め，単に意見を述べる機会を設
けるのではなく，意見交換という意味で公聴会を開催すること，許認可の裁量権をどのよ
うに行使したかを公表する義務が必要である。そして，③司法アクセス権では，原告適格
で判断を拒否することなく，環境公益訴訟及び環境団体訴訟を認め，環境訴訟においては
予防原則の適用，疑わしき場合は自然の利益により判断するという原則の採用，裁判官に
対する研修が重要な課題とされている。日本ではこれらのほとんどが実現していないし，
実現されても不十分であろう。
３

「第２部

未来を描くために」では環境保護に積極的な企業の活動から見た未来社会，

グローバルな環境問題解決のために新たな視点で未来を射程に入れた司法判断，日本の環
境訴訟の課題の克服による未来の展望について報告があった。
(1) 佐藤潤一氏（元パタゴニア日本支社 環境・社会部門ディレクター）から「環境保全がビ
ジネスを営む理由になる時代」と題する企業の根幹に関わる報告がなされた。
資本主義の信頼性，企業の信頼性にとって，企業の倫理的要因が能力よりも 3 倍の重要
性を持つというデータが示され，また，企業の役割は株主に利益の最大化を果たすことで
はなく，あらゆるステークホルダーにとって良い状況を作ることであると企業の目的の再
定義がなされている調査報告書の紹介があった。企業が自社の利益だけでなく，環境保護
や人権問題の改善等の社会の利益に対しても自分たちの立場を明確にすることも行われて
きている。デンマークのオーステッドという電力会社は，化石燃料から風力発電事業に事
業形態を転換させ，10 年間で石炭使用料を 73％削減して CO2 排出量を半減させている。こ
れに対し，日本は事業形態を変化させずに自然エネルギーを追加する形をとっている。ダ
ノンやユニリーバという農業と関係性の強い企業が，事業の継続性だけでなく地球の継続
性を考えて化学物質依存から再生型の農業へ転換して農業生態系を守ることを目指して活
動している。パタゴニアは，故郷である地球を救うためにビジネスを営んでおり，売り上
げの 1％を環境団体に寄付したり，国立公園を廃止して石炭採掘を認める米国大統領を訴
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えたりしている。企業の在り方を変えていくことが持続可能な社会を目指すために不可欠
であり，「死んだ地球からはビジネスは生まれない」という心に響く言葉の紹介があった。
(2) 続いて，浅岡美恵弁護士から「気候の危機に訴訟で立ち向かう

国内外の動き」の報告

がなされた。
2019 年 12 月 20 日オランダ最高裁判決では，2020 年のオランダ政府に対し，温室効果ガ
ス削減目標につき，前年比 20％とされていたものを 25％に引き上げることを命じた。気候
変動の影響は国民への現実の切迫した脅威であり，人権侵害であり，国民をこの人権侵害
から保護することは国の責任であるという考えが根拠にある。2020 年 7 月アイルランド最
高裁は，パリ協定と整合した温暖化対策計画ではないということで差し戻しを命じている。
これまでの日本ではそれは政策問題であるとして違法性判断はなされないようなことにつ
いて，気候危機による人権侵害と認めて，削減目標を高めてそれを実行していくことは法
的義務であるとしたものである。
ドイツでは，ペルーの氷河湖決壊の危険とドイツ大手電力会社の排出する CO2 の因果関
係が判断対象とされ，CO2 の排出量に応じて責任を認定することが争われている。コロンビ
アでは，自然・環境自体が権利の享有主体であるとして川を権利主体と認め，将来世代が
現代世代と同一の環境的条件を享有する権利を有するとし，現代世代は将来世代のために
も環境を保護する義務を負うという判断を示した。ポーランドでは，将来的に収益見込み
のない化石燃料への大規模な投資は会社の利益を損なうとして株主総会決議無効を認めた。
浅岡氏が報告したこれらの CO2 を巡る海外の新たな訴訟は，日本で大いに取り入れるべ
きものである。このような海外における裁判の法理論を日本でも展開することが我々に求
められているところである。
(3) 最後に，小島延夫弁護士から，日本の環境委訴訟の軌跡と，現在の立ち遅れた状況の報
告がなされた。情報開示の遅れ，手続的規制の軽視，不十分な参加保障，司法による政府
判断の過度な尊重，直ちに生命・健康被害に結び付かないような被害に対する対応の遅れ，
社会資本を大切にする視野を欠いた成長戦略，自然保護の価値の軽視という日本の問題が
指摘された。
例えば，都市計画法，河川法においては参加条項があるが，権利として参加保障したも
のではなく，必要があると認めるときはという条項になっており，行政が必要と認めなけ
ればその措置は採られないことになっている。過度な行政判断の尊重は，原発訴訟，ダム
訴訟等で如実に表れている。アメリカでは自然の景観保護とミジンコやショウジョウバエ
を守るために取水制限を認める判決が出されたり，自然環境を失わせるならば同等のもの
を作り出さなければならないというミティゲーション規制があることに比べると，日本で
は自然の価値をあまり認めておらず，自然保護の姿勢が貧弱である。
４

第３部は「どのようにして舵を切るのか」のパネルディスカッションを行い，裁判所を

通じた環境保全の実現の可能性，参加と公開を拡大していく可能性について議論した。パ
ネリストには，前記の大島氏，高田氏，大久保氏及び佐藤氏のほかに，新たに樋口英明氏
（元裁判官）が加わった。
樋口氏は，原発裁判を担当した経験から，原発訴訟だからといって難しく考えず，要件
事実に従って判断すれば日本の原発は危険であると地震を例に引いて話され，危険な原発
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が止められない裁判はおかしく，それは裁判官の自分の頭で考える能力の低下，専門技術
訴訟という難しい裁判にしていることが原因ではないかとの発言があった。それを皮切り
に，現在の裁判所の環境保全能力，政府の政策過程への公平な参加の確保が話し合われた。
佐藤氏は，パタゴニアが火力発電所やダムの差止訴訟を支援する過程で裁判について感
じていることを話し，裁判は環境保護の一つの手段だが，現状の裁判は既存の流れを止め
ることが難しく，特に行政や企業が行っているものを止めることは難しいと率直な見解を
述べ，原告適格の改善等の裁判の変革への期待を述べた。
そして，大久保氏からは，国際的な観点から，現状の裁判を変えるためには，一つは他
の国の裁判官は何をどのように判断しているかを知る機会を持つことが重要であり，その
ためには，例えばグローバル司法協会という環境裁判官による協会の意見交換の場に参加
するようなことが必要であり，もう一つは各種の条約に基づくガイドラインが詳細に書か
れているので，それを参照すれば厳格な判断が可能になることが少なくないことから，裁
判において条約のガイドラインを参照する必要性があると指摘した。
大島氏は，エネルギー政策審議会の構成の主だった人が産業界の人であって市民的視点
の参加がない不公正さと，原子力政策における文書の不開示，会議の存在も非公開という
参加以前の閉鎖性，情報の透明性の欠如を指摘し，この改善の必要性を述べた。
高田氏は，プラスチックの資源循環戦略を決める会議に委員として参加したが，短期的
な経済効率による判断が優先され，長期的な持続性が考えられていないまま委員会が進ん
でいき，その後委員に呼ばれなくなったこと，大学の運営交付金を減らし，トップダウン
の研究費を政府に都合のいい発言をする研究者に与え，そのような研究者を政策にかかる
委員会の委員にしている現状の打破を訴えた。
大久保氏も政策段階の改善について言及し，審議会構成を公平なバランスの取れたもの
とすること，それ以前のアジェンダ設定段階において何をアジェンダとするかについて市
民参加する仕組みがない現状の変換を訴えた。
そして，小島弁護士がドイツの建設法典では案が固まらない状態で複数の案を市民に開
示し，サンフランシスコでは大地震後の高速道路の撤去について徹底した住民参加による
議論がなされていたことを紹介たした後に，参加と公開，個別案件の問題等を含めて環境
保護のために弁護士に何を期待するかをパネラーに問いかけた。
高田氏は，拡大生産者責任，予防的対策の枠組み策定に協力をすることを挙げた。大島
氏は環境政策に関する予防原則を裁判に落とし込んでいくこと，エネルギー政策の制度設
計段階への関与の方法を一緒に考えていけるような場の設定を望み，佐藤氏は司法で環境
を守ることは難しいというイメージがあり，それを逆転する必要があるが，それは個々の
裁判の問題というよりも裁判の仕組みの問題であるから，狭い原告適格の打破等環境保護
に向けて変更する必要性を訴えた。
最後に樋口氏から，現行の裁判官が，絶大な権限を持っていることから，その権限行使
については抑制的でありなさいという教育を受けている現状を指摘し，裁判官がその権限
を行使しないことは国民に対する無責任であり，行政が環境を守るために動いていない現
在，裁判官は環境を守るという自覚をもって権限を行使すべきである旨の発言がなされた。
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５

現状でも環境保全のための司法判断が可能な部分がある。樋口氏の言うとおり，裁判官

が自らの頭で考え，国民から託された権限を積極的に行使することによって，現行制度で
も裁判によって環境保全が図られる場面が多くなることが予想される。CO2 にかかる世界の
訴訟における判断を積極的に取り入れることは現行制度でも可能であろう。
しかし，環境保全のために現状の制度を変革する必要性は高い。環境リスクについて積
極的に情報公開がなされ，政策決定段階における市民の参加，個別の認可段階においても
市民の参加が保障されて市民の意見が正当に反映され，さらに，環境法に違反する事態を
見逃さない司法のコントロールが十全に機能する制度への変更が必要である。司法アクセ
スの拡充・変換としては，情報公開，参加保障手続の監視，環境権の定立，環境公益訴訟の
導入，原告適格の大幅な拡大，予防原則の適用等々のパラダイムシフトが必要である。裁
判官の視野を広める機会を設定することも重要である。
本シンポジウムは，現行制度を見据えてこれからの環境保全に必要かつ重要な問題提起
をし，持続可能な社会を目指すために必要な制度改革と，そのためになすべき行動を提示
するものとなった。
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第２ 章
１

2 0 30 年 の 環 境 弁 護 士 に 期 待 す る

国際的にも希有な活動

日弁連公害対策・環境保全委員会は，2021 年に 50 周年を迎えた。折しも 2022 年は，国連
人間環境宣言（1972 年）から 50 周年であるが，同委員会は国内外の環境問題の本質をいち早
く見抜き，対策を提言し，被害の救済・予防に尽力してきた。現在，全世界で環境弁護士の役
割が高まっているが，全国的な弁護士団体が，各地域の弁護士会も含め，これだけ長期にわ
たり活発な活動を続けてきた例を私はほかに知らない。日弁連以外にも，日本には，全国公
害弁護団連絡会議（公害弁連）
，日本環境法律家連盟（ＪＥＬＦ）等，環境弁護士を中心とす
るネットワーク組織やＮＧＯが息の長い活動を行っている。
以前，ドイツの環境弁護士のゾンマー氏を訪ねた際に，事務所の看板に「環境事件専門」
とあり，それ以外は引き受けないと聞いて驚いたが，公害対策・環境保全委員会の話をする
と，ドイツの弁護士会にはそのような委員会活動はないと言って，羨ましがった。国際的に
見ると，グローバル環境司法協会，欧州行政裁判官協会環境法部会等，裁判官の団体が環境
上の法の支配（environmental rule of law）の推進に積極的にコミットしているが，日本の
裁判官がこれらの活動に参加することはほとんどない。その代わりに環境弁護士が，環境訴
訟・法政策の重要な牽引役となってきたと言える。

２

一貫した被害者救済活動と斬新な政策提言

公害対策・環境保全委員会の活動について，第 1 に特筆すべきは，ネットワークを活かし
た新たな理論構築による被害者救済である。現在，被害者・環境活動家に対し，ＳＬＡＰＰ
（恫喝訴訟）を含む様々なハラスメントや人権侵害が国際的に問題となっており，被害者が
訴訟を提起したくても，支えてくれる弁護士や専門家が見つからない場合も少なくない。こ
の点，日本はこれまで同様の困難に直面しつつも，弁護団相互の経験・成果の共有と，主体
的に行動する被害者・支援団体・研究者との協力により，それを乗り越えてきた。1972 年に
は公害弁連が発足し，公害研究委員会・日本環境会議との連携が強化され，1981 年には全国
公害患者の会連合会も設立された。アスベスト訴訟では，労災分野と環境分野の弁護士の協
力と若手の参加が功を奏した。四大公害訴訟から，大阪空港訴訟，道路訴訟，基地爆音訴訟，
薬害訴訟，福島原発事故訴訟に至る過程で，疫学的因果関係，共同不法行為，損害の包括的
算定方式，平穏生活権に基づく差止め，ふるさと喪失・変容損害等，被害の性質に応じた先
駆的判例が生み出され，救済の内容は，環境再生にまで広がっていった。
原状回復，完全賠償，被害者参加の原則に基づく公害被害者の救済は，一貫して公害対策・
環境保全委員会活動の柱を成すものであり，
「公害賠償制度の現実と課題」
（1974 年），
「公害
被害者の救済に関する決議」
（1977 年）を嚆矢とする行政救済制度等に係る一連の提言ととも
に，水俣病等の個別の事件について，実態調査報告書を含めた継続的な取組がなされてきた。
第 2 に，環境法・政策の要所要所でなされてきた政策提言・意見書は質も量も群を抜いて
おり，単行本として出版されたものも少なくない（Ｊ-ＪＥＣ環境叢書シリーズ等）。まず，
環境法の基本原則・理念については，公害国会に先立ち無過失責任原則の採用や公害の全資
料の公開を求めた「公害対策推進の件」
（1970 年），環境保全法基本法試案要綱等の「環境保
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全にかかる三法律試案要綱」
（1973 年），
「環境基本法要綱」
（1993 年），
「新たな化学物質政策
の策定を求める決議（2003 年）等が公表されている。
また，分野ごとの提言・意見書は，化学物質から，廃棄物，エネルギー・原発，景観・まち
づくり，気候変動に至るまで，万遍なくカバーされている。公害分野と並び，特に自然保護
の分野では，リゾート開発問題に加え，青秋林道ややんばる林道問題，長良川河口堰，中海
や諫早湾の干拓，泡瀬干潟の埋立て，リニア中央新幹線等の各種公共事業について多くの意
見書が作成され，一部の事業は中止・縮小されている。また，
「湿地保全・再生法の制定を求
める決議」
（2002 年），
「公共事業改革基本法（試案）」
（2012 年）等，根本的な改革案が採択・
公表されている。さらに，公害輸出等の国際・地球環境問題についても，1988 年の国際人権
シンポジウムを契機に実態調査を含めた本格的な取組が行われるようになり，マレーシアの
ＡＲＥ事件等，アジアの公害・環境問題と日本の関わりを人々に喚起させた。
このように，提言の対象は多岐にわたり，原告の救済と同時に制度改革をも目指す「政策
形成訴訟」とあいまって，日本の環境法政策の形成に重要な役割を果たしてきた。

３

新たな権利の確立へ

公害対策・環境保全委員会の活動は，環境をめぐる権利の発展にも大きく寄与している。
2021 年 10 月 8 日，国連人権理事会は，清浄で健全かつ持続可能な環境への権利（環境権）に
関する決議を採択し，世界的な環境権の承認と保護を求めた。環境権は，国連人間環境宣言
を契機に 1970 年代から憲法・法律で保障されるようになり，2019 年の国連調査によれば，国
連加盟国の 80％以上（156 カ国）が環境権を認めるに至っている（環境権を認める条約の加
盟国を含む）
。
環境権は，もともと激甚な公害を経験した日本で誕生したともいわれている。国連人間環
境宣言に先立ち，1970 年 3 月に国際社会科学評議会（ＩＳＳＣ）と日本学術会議が東京で開
催した環境破壊に関する国際シンポジウムで，環境権の確立を求めた東京宣言が採択された
からである。同年 9 月には，日弁連第 13 回人権擁護大会公害シンポジウムにおいて，大阪弁
護士会環境研究会の仁藤一・池尾隆良両弁護士が，
「『環境権』の法理」と題する報告を行い，
環境権を憲法 13 条と憲法 25 条により根拠付けるとともに，みだりに環境を汚染し，快適な
生活を妨げようとする者に対し，環境権に基づいて，その差止めを請求できるという考え方
を展開した（その後，大阪弁護士会環境権研究会編・環境権（日本評論社・1973 年）を公刊）
。
この考え方は，大阪空港訴訟等で主張され，公害患者の精神的支えとなり，多くの社会的支
持を受けた。
環境権は憲法上の基本的人権の一つであるとともに，私法上の排他的権利でもあるとする
考え方は，裁判所の採用するところとはならなかったが，世界に先駆けた環境権の理論化の
試みとして，今日でも参考になる点が少なくない。実務においても，その後，京都府公害防
止条例（1971 年）をはじめ，自治体の環境条例に環境権規定が設けられるようになった。ま
た，日照，景観利益等は，裁判でも次第に法律上保護に値する利益として認められるように
なった。最近の石炭火力訴訟で主張されている「安定した気候享受権」が，アメリカの一部
の自治体で条例化され始めるなど，個別的環境権ともいうべき新たな権利が次々に生まれて
いる（気候変動訴訟の国際動向について，第 2 節―6 参照）。廃棄物訴訟や福島原発事故訴訟
を通じ，平穏生活権は日本独自の展開をみせ（第 2 節－5 参照）
，日本の身体的・精神的人格
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権は，諸外国における環境権の機能を部分的に代替している。
古典的な自由権・社会権でなかなか全てをカバーできないのは自然保護の分野であるが，
日弁連が提唱した環境権は，最初から健康権と自然的文化的生活環境に関する権利の双方の
確立を視野に入れており，1986 年には「自然保護のための権利の確立に関する宣言」が出さ
れている。入浜権，まちづくり権のように，環境権は集団の権利としての側面を有している
が，とくに中南米やアジアの国々では，コミュニティの権利が憲法・法律に明記されるよう
になっている。
現在では，環境権は実体的権利と手続的権利から構成されるとする理解が国際的に浸透し
ている。手続的権利は，①情報アクセス権，②決定への参加権，③司法アクセス権の３つの
手続的権利から成り，
「環境問題における情報へのアクセス，意思決定への市民参加及び司法
へのアクセスに関する条約（オーフス条約）」
（1998 年）
，
「ラテンアメリカ・カリブ諸国にお
ける環境事項に係る情報，参加及び司法アクセスに関する地域協定（エスカズ協定）」（2018
年）という国際条約によって，ＮＧＯを含む幅広い市民に保障されている。公害対策・環境
保全委員会は，早くから参加の権利の確立を求めており（1973 年の「地域開発の策定に関し
住民等の参加を確保する法律試案要綱」等）
，環境団体訴訟の導入やオーフス条約の加盟を含
め，継続的に具体的な提言を行ってきた（第 1 節 1 参照）
。多くの国で参加権保障の主要な仕
組みとされている環境アセスメントについても，環境影響評価法の制定時，改正時等，節目
節目で瑕疵の是正方法を含む重要な提言が行われてきた。
さらに，最近海外では，自然の権利を認める憲法・法律や判例も現れている。アメリカを
中心にした 20 世紀の自然の権利訴訟は原告適格の拡大が目的の一つであったが，21 世紀に
入ると，自然資源の利用に関するコミュニティの権利，人間中心主義から生態系中心主義へ
のパラダイムシフトを求める動きを背景に，中南米から自然の権利の法制化が始まった。例
えば，ボリビアは，2010 年に母なる地球の権利法を制定し，母なる地球の権利として，生命
の多様性の権利（ＧＭＯに脅かされない権利を含む），水への権利（水循環機能の維持等），
人間の活動による影響からの回復・再生の権利等を定めている。
日本でも，1990 年代後半から。アマミノクロウサギ訴訟をはじめとする自然の権利訴訟が
提起されるようになったが，それらの多くはＪＥＬＦをはじめとする環境弁護士に支えられ
てきた。国際的な最新情報も，それらの活動を通じて日本国内にもたらされ（先駆的著作と
して，山村恒年＝関根孝道編・自然の権利 : 法はどこまで自然を守れるか（信山社出版・1996
年）参照），辺野古の埋立てをめぐる日米双方での訴訟は，両国の司法アクセスの格差を如実
に示すものとなった。

４

今後への期待

2023 年に，環境基本法は 30 周年を迎える。2030 年，2050 年を視野に入れて環境政策を推
し進めるために，環境権，予防原則，参加原則をはじめ，この半世紀の国内外の発展を反映
する改正を行う好機である。戦略的環境アセスメントや持続可能性アセスメントの制度か，
司法アクセスの拡大（例えば，環境団体訴訟の導入）等，諸原則を具体化するために不可欠
の懸案課題については，現時点で政府の具体的な動きはないものの，芽がないわけではない。
この数年，国連では世界環境憲章の採択に向けた議論がなされており，今年中に環境法お
よびその執行の強化に向けた政治的宣言が採択される見込みである。当初の意気込みと比べ
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るとその内容は次第にトーンダウンしているものの，関連して実施された各種調査により，
各国の強みと弱みや地域ごとの特徴が鳥瞰図的に明らかになっている。公害訴訟の有効性，
被害者の事後的救済制度の整備等は日本の強みであるのに対し，環境公益訴訟の不在，生物
多様性保全法の脆弱性等は，先進国はもちろん，21 世紀末以降，ＮＧＯやコミュニティに訴
権や自然資源管理への参加権を承認してきた途上国と比べても特異な状況であり，国際的な
観点からも改革の機運が生じる可能性がある。
人間中心主義か，生態系中心主義かという基本思想については国際的にも意見が分かれて
おり，また，実体的環境権の内容も百花繚乱状態である。しかし，少なくとも気候変動を含
む環境問題が人権問題であるという認識は急速に広がり，手続的環境権（参加原則）につい
ては，グローバルスタンダードが形成されている。時期による一進一退はあるものの，50 年
というスパンで見ると，
「権利を基礎としたアプローチ（rights-based approach）
」は，国際
的に確実に浸透してきた。これは，まさに公害対策・環境保全委員会が多様な形で提唱・実
践してきた考え方と軌を一にする。
公害対策・環境保全委員会は，多様で強固なネットワーク，熱意と専門知識を兼ね備えた
層の厚い人材，個々の事件の経験・知見を活かして，具体的な制度設計から中長期的な政策
提言に至るまで，実に幅広い活動を行ってきた。その活動への期待は，今後益々高まるもの
と考えられる。
第 1 に，幅広い環境問題が人権問題として捉えられるようになるにつれ，今後の環境事件
では，労働，福祉等，他分野との連携がこれまで以上に必要になると考えられる。例えば，と
くに中南米や東南アジアでは先住民族の考え方や権利を自然資源管理に反映する動きが強ま
っており，日本でも，ラポロアイヌネイションによるサケ捕獲権確認訴訟が係属中である。
換言すれば，環境弁護士の活躍の場は今後一層広がるであろう。
第 2 に，政策提言・各種意見書については，これまでも時宜を得た発出が行われてきたが，
直近では，環境基本法 30 周年に向けた取組みが期待される。また，これまでは同様の事項（例
えば，行政訴訟改革）について，複数の委員会から前後して別々の意見書等が出されること
もあったように見受けられるが，委員会相互の連携を強め，過去の同種の意見書等の内容を
精査することにより，その実効性をより高めることができるように思われる。
第 3 に，キャパシティ・ビルディングについて，海外では，市民だけではなく，政治家，
公務員，裁判官の啓発が重視されており，日本でも，環境弁護士による政策担当者等への研
修が，もっと活用されてよい。冒頭で述べたように，海外の裁判官は，最高裁の裁判官も含
め，各国の法制度・判例について積極的に情報共有・意見交換しており，環境問題に関する
研修が義務付けられている場合もある。インドネシアでは，環境裁判官制度が導入され，そ
の研修を環境ＮＧＯが担当している。中国では，グローバル環境司法協会のメンバー等によ
り環境法廷の裁判官研修が行われている。オーフス条約の会合でも，研究者だけではなく，
裁判官や弁護士による報告が盛んに行われ，グッドプラクティスの共有がなされている。
第 4 に，国際的な活動の強化も期待される。公害対策・環境保全委員会は国内外の現地調
査を熱心に行っているが，最近では，オンラインによる会議も増え，国際的な議論に直接参
加することも，以前より容易になっている。海外の国際的な知見を取り入れるとともに，日
本の情報を発信することにより新たなアイディアが生まれる可能性もある。
日本では，人口減少によりあらゆる分野で後継者不足が生じているが，公害対策・環境保
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全委員会では，若手・中堅の活躍もめざましい。多人数とは言えないかもしれないが，熱意
に溢れた精力的な活動は大いに刺激になる。50 周年にあたり，公害対策・環境保全委員会の
活動を改めて振り返り，今後の益々の活動の発展を祈念するものである。
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第３ 章
第１節
第１
１

環境 保全をど のような 手法で可 能にする か
公開，参加，司法アクセスの前進を～オーフス条約を日本でも～

オーフス条約について

オーフス条約の内容
(1) オーフス条約とは，「環境に関する，情報へのアクセス，意思決定における公衆参画，
司法へのアクセスに関する条約」であり，環境民主主義の指標となる最低限の基準を定
めるものとして承認されている条約である。
オーフス条約は，環境権が基本的な人権であることを前提にして，一人若しくは複数
の自然人又は法人及び団体，組織又はグループを参加によって環境問題の解決を担う「公
衆」と位置付け，公衆に参加の権利を保障し，その実効性を確保するために環境情報の
入手等や司法の利用を権利として保障することを定めている。
すなわち，オーフス条約は，「現在および将来世代のすべての人がその健康と福利に
とって十分な環境において生きる権利の保護に資するため，各締約国は，この条約の規
定に従って，環境に関わる，情報の入手，意思決定への公衆参加および司法の利用に関
する権利を保障する」（1 条）ことを目的とし，①参加の前提として環境情報を誰もが適
切に入手できる「情報アクセス権」（4 条，5 条），②環境に関する意思決定等に参加す
る「公衆参加権」（6 条，7 条，8 条），③情報アクセス権及び公衆参加権の実効性を確
保するため適切な救済を受けられる「司法アクセス権」（9 条）を定めている。オーフス
条約は，これらの 3 つの権利について，締約国が法制度を整備して具体的に保障するこ
とを義務付けている（3 条）。また，2002 年 10 月の第 1 回締約国会合で決定された遵守
手続により，条約上の義務の遵守を審査する遵守委員会が設置され，不遵守に対する勧
告等が行われるとともに，条約の解約についての判断が行われており，オーフス条約の
解釈について指針を与えている。
公衆参加によって環境問題を最も適切に解決するため，環境に関する情報へのアクセ
ス，意思決定への公衆参加，司法の利用の権利を保障すべきとする考え方を，オーフス
条約三原則と呼ぶ。オーフス条約三原則は，環境的に持続性の高い安定した安全な社会
を築くための鍵となる要素である。

(2) オーフス条約が基本としている考え方は，1992 年の「環境と開発に関する国際連合会
議」（国際環境開発会議（ＵＮＣＥＤ），いわゆる地球サミット）で採択された「環境と
開発に関するリオ宣言」（以下「リオ宣言」という。）の第 10 原則で示されている。リ
オ宣言第 10 原則は，次のとおり規定している。
「環境問題は，それぞれのレベルで，関心のある全ての市民が参加することにより最
も適切に扱われる。国内レベルでは，各個人が，有害物質や地域社会における活動
の情報を含め，公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し，そして，意思
決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は，情報を広く行き渡らせ
ることにより，国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償，救
済を含む司法的及び行政手続への効果的なアクセスが与えられなければならない。」
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リオ宣言の採択により，環境問題のもっとも適切な解決のために関係市民の参加が必
要であること，及び関係市民の参加のために，①環境情報の入手の権利，②意思決定過
程への参加権，③司法・行政手続への参加権を各国が確保すべきことが国際的に合意さ
れた。そして日本も，リオ宣言に署名している。
(3) その後，国連欧州経済委員会において，リオ宣言第 10 原則の理念を具体化する条約の
策定作業が行われた。その結果，1998 年 6 月 25 日，デンマーク・オーフスにおいて，市
民参画の国際的な最低基準を具体的に定めたオーフス条約が採択され，2001 年 10 月 30
日に発効した。現在の締約国数は，すべてのＥＵ加盟国，旧東欧諸国等，47 の国と地域
（ＥＵ）である。
ＥＵにおいては，オーフス条約の批准に際し，情報公開指令，市民参加指令が採択さ
れ（これらの指令にはそれぞれ情報公開，市民参加に関する司法アクセスも含まれてい
る。また，環境影響評価指令等の改正もされた。），ＥＵ構成国はオーフス条約に従った
国内法の制定が求められることとなった。また，環境に関連する国内法規一般に関する
司法アクセス（条約 9 条 3 項）についても，欧州司法裁判所の判決により，可能な限り
条約 9 条 3 項に合致するように国内法を解釈すべきとされている。例えばドイツでは，
日本と同様に自己の権利侵害を主張する者にのみ行政訴訟の原告適格が認められるとす
る原則があるが，オーフス条約の批准に際し，環境分野全般について団体訴訟制度が導
入された。その後もドイツでは，欧州司法裁判所の判決，遵守委員会の判断，締約国会
議の勧告等により複数回オーフス条約違反を指摘され，頻繁に法改正がなされている。
オーフス条約は，国連欧州経済委員会の枠組みにおいて採択されたものであるが，日
本を含む国際連合加盟国は，締約国会議の承認により条約に加入することができる（オ
ーフス条約 19 条 3 項）。
しかしながら，日本は現在もオーフス条約に加入していない。
(4) 2010 年には，国連環境計画（ＵＮＥＰ）が，各国連加盟国がリオ宣言第 10 原則の合意
内容を実効的に履行することを促進するための指針である「環境事項における情報アク
セス，市民参加及び司法アクセスに係る国内立法の発展に関するガイドライン」（通称：
バリガイドライン）を策定した。バリガイドラインは，オーフス条約と異なり法的拘束
力はないが，これまで進展が遅れていた国において環境民主主義を強化するために，リ
オ宣言第 10 原則の最低基準を示している。
日本は，国連環境計画の理事国として，バリガイドラインの策定に関与していた。ま
た，2015 年，アクセス・イニシアティブと世界資源研究所が実施した，環境民主主義指
標（バリガイドラインへの適合性を示す指標）による評価において，日本は，世界 70 か
国の中で 32 位と評価された。その中で，特に，意思決定への参画権と司法アクセス権に
ついて課題があるとの評価がされた。
(5) オーフス条約三原則の普及
①

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
2015 年に採択されたＳＤＧｓの目標 16「平和と公正をすべての人に」では，「持続
可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に司法へのアクセス
を提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。」
ことを求めており，ターゲット 3・7・10 で，司法アクセス，公衆参加，情報アクセス
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に関する目標も示されていることから，オーフス三原則の内容が確認されている。
②

オーフス条約加盟国以外の国・地域への広がり
オーフス条約三原則は，条約加盟国以外の国及び地域へも広がっている。例えば，
ラテンアメリカ・カリブ海諸国では，オーフス条約をモデルにして検討を行い，2018
年 3 月 4 日に，独自の地域条約としてエスカズ協定を採択した。
アジア地域でも，既にタイ，インドネシア，インド，ネパール，台湾，中国などで環
境公益訴訟が制度化されるなど，オーフス条約三原則に従った国内法の整備が進んで
いる。

③

このように，オーフス条約三原則は，環境問題を適切に解決するために必要な法制

度についての国際レベルの標準，いわゆるグローバル・スタンダードとしての内容を
備え，国際的に普及してきている。
２

日本もオーフス条約に加入した上で，必要な国内法整備を行うべきであること

(1) 今の日本の制度は，後述するとおり，オーフス条約が定める国際的な最低基準を満た
すものとはなっていない。
(2) しかしながら，日本はリオ宣言に署名し，バリガイドラインの策定に関与しており，
ＳＤＧｓが採択された後，その目標達成に向けた取組も行っていること等からすると，
日本はオーフス三原則の内容自体は肯定しているはずである。
(3) オーフス条約は，現在及び将来世代が，基本的人権を享受するために不可欠である良
好な環境の適切な保護を行うことを目的とする規定であり，持続可能な発展を実現する
ために重要な意義を有する条約である。
また，オーフス条約は，環境問題に関する政策の意思決定の過程で公衆が参加するこ
とを保障する参加型民主主義の規定であり，決定過程で公衆が参加することによって，
政策の最終決定の質を高める効果があることも重要である。公衆参加が行われることで，
政策の決定内容について批判を受けた場合でもそれに耐えるものとなるほか，最終決定
について公衆の受容性を高める効果もある。
(4) 以上の点から，日本政府は，速やかにオーフス条約への加入を決定し，かつ加入に伴
って必要となる国内法制度の新設・改正を行うべきである。そして，後述する環境に関
する情報アクセス権，公衆参加権，司法アクセス権に関する日本の現状の問題点を解決
するべく，参加の権利や環境団体訴権の法制化などを含む法整備を実現して，日本の環
境法を更に充実させ，かつ発展させていくべきである。
以上のことは，日弁連の 2017 年 2 月 16 日付け「環境に関わる市民参加を保障するた
めにオーフス条約への加入と国内法制の拡充を求める意見書」において求めているとこ
ろである。
そして，実際にオーフス条約に日本が加入した場合，以下のとおり，日本法における
情報アクセス，公衆参加，司法アクセスの問題が大きく改善され，後述のように環境訴
訟の在り方，また訴訟提起以前の環境問題に関する争い方の手法も大きく変わると考え
られる。
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第２
１

情報アクセス権に関する日本法の課題と，オーフス条約加入による改善事項

オーフス条約が保障する情報アクセス権の内容
オーフス条約は，①公的機関が保有する情報を申請に基づいて開示する情報開示請求権
（4 条）を保障し，②公的機関の側から積極的に情報を収集・保有して普及する義務の規定
（5 条）を置く。また，環境に関する情報を幅広く「環境情報」と定義し（2 条 3 項），開
示拒否事由を限定的に解釈すべきとする指針を定める（4 条 4 項）。

２

日本における情報アクセス権の状況と問題点

(1) 日本法の情報アクセス権に関する現在の法制度
情報アクセス権に関連する法制度としては，行政機関の保有する情報の公開に関する
法律（以下，「情報公開法」という。）のほか，ＰＲＴＲ法，環境情報の提供の促進等に
よる特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律等がある。条約の基本
部分を成す法制度は整備されていると考えられる。
(2) 現行日本法の主な問題点
①

情報開示対象となる，情報保有主体の限定
情報公開に関する現行の国内法は，情報開示の対象となる情報の保有主体を行政や

公的機関に限定しており，一部を除いた特殊法人，指定法人，第 3 セクター及び民間
の公企業（電力会社，ガス会社等）には情報公開が義務付けられていない。このため，
交通事業やエネルギー事業など公的な事業が民営化されていると，当該民営化企業が
重要な環境情報を保有することになるが，国内法では情報公開の対象にならない。
②

不開示情報の多さ
現行の国内法は，「環境情報」の開示を求めても，外交，防衛，安全保障に関連する
情報（情報公開法 5 条 5 号），営業秘密（情報公開法 5 条 2 号イ）等に該当するとし
て，非開示決定がなされる例がある。
例えば，最高裁判所 2011 年 10 月 14 日判決は，エネルギーの使用の合理化に関する

法律の規定により，製造業の事業者が経済産業局長に提出した定期報告書に記載され
た工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等の各数値を示す情報が，情報公開法 5
条 2 号イ所定の不開示情報に当たるとしている。
③

環境情報の収集・公開の不徹底
環境省では，2018 年 4 月から，事業者の協力を得て環境影響評価図書の公開を行っ

ている。しかし，インターネット上での公開や国立国会図書館支部環境省図書館での
公開も含めた公開割合は低調である。図書公開への協力依頼に対しても，業者の協力
を十分に得られていない。
環境影響評価図書の収集と継続的公表は，地域とのコミュニケーションを促進し，
事業の信頼性向上を図るためにも必要である。そこで，環境影響評価図書公開の取組
を徹底する必要がある。
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３

オーフス条約加入によって，実現される主要な法整備
(1) 保有主体の拡大
オーフス条約 2 条 2 項は，開示請求の対象となる情報の保有主体である「公的機関」
を広く定義し，民間事業者であっても鉄道，ガス，水道，電気など環境に関わる公共サ
ービスを提供する場合には公的機関に該当し，環境情報を開示することが求められてい
る。例えば，国営原子力会社や高速道路建設会社についても，遵守委員会は「公的機関」
の定義に該当すると判断している。
したがって，オーフス条約に加入することで，環境情報の保有主体を拡大する法整備
が行われることとなる。

(2) 拒否事由の限定解釈
オーフス条約 4 条 4 項は，「環境情報」の開示拒否事由を限定的に解釈すべきことを
求めている。
したがって，オーフス条約への加入に伴い，開示拒否事由を限定的に解釈する根拠を
定める法改正ないし運用指針の制定等が行われることになる。
(3) 情報開示の迅速化
オーフス条約 4 条 1 項及び 2 項より，情報の開示請求者は情報開示請求の理由を述べ
る必要はなく，また，情報開示請求に対し，請求を受けた機関は適時（原則は 1 か月以
内）に処理しなければならず，請求された形式（書類や電子フォームなど）で提供しな
ければならない。
したがって，オーフス条約に加入することにより，適時な方法で迅速に情報開示が行
われるようにするための法整備が行われることとなる。
(4) 環境情報の普及
オーフス条約 5 条 1 項より，公的機関は，情報開示の請求がなくても，大気汚染や水
質などの重要な環境情報を積極的に広めることが求められる。また，人間の健康や環境
への脅威が差し迫っているような場合，公衆が脅威によって引き起こされる被害を防止
又は軽減する対策をとることに役立つような情報は全て，影響を受ける可能性のある公
衆に直ちに伝達することが義務付けられている。
さらに，オーフス条約 5 条 2 項より，公的機関が環境情報を公衆に利用可能とする方
法の透明性が高いこと及び環境情報に効果的にアクセスできることの確保も求められて
いる。
したがって，オーフス条約の加入により，環境情報へのアクセスがより容易になるだ
けでなく，特に健康・環境被害を受ける差し迫った危険性がある場合には直ちに情報が
伝達されて，危険性に対する対応策を事前に検討できるようにするための法整備が行わ
れることとなる。
(5) 環境影響評価図書の収集・公開の充実化
環境影響評価図書は，オーフス条約 2 条 3 項が定義する環境情報に該当する。そして，
オーフス条約において，公的機関は，その機能に関連する環境情報を所持し，更新する
こと（条約 5 条 1 項 a），公的機関が，環境情報に対する請求に応えて，国内法の枠組み
において公衆がそのような情報を利用できるよう確保すること（条約 4 条 1 項）とされ
ている。
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他方，現状では，法に基づく環境影響評価の対象となっている風力発電所 381 事業に
占めるインターネット上での公開割合は 8%，国立国会図書館支部環境省図書館での公開
も含めた公開割合でも 49 件，12.9%にとどまっているなど，情報公開は進んでいない。
したがって，オーフス条約の加入により，これらの規定に関連する法整備が行われる
ことに基づき，国や地方公共団体による環境影響評価図書の収集と，環境影響評価図書
の一般国民，住民への公開が，容易にかつ充実した形で実現されることとなる。
第３
１

公衆参加権に関する日本法の課題と，オーフス条約加入による改善事項

オーフス条約が保障する公衆参加権の内容
公衆参加権に関するオーフス条約の規定のうち，国内法との関係では，1 条で環境に関す

る意思決定への公衆参加を権利として保障すべきとされていること，6 条 4 項ですべての
選択肢が残っており，効果的な公衆参加が可能である初期段階での公衆参加の機会を提供
するとされていること，6 条 8 項で決定に際して市民参加の結果を適切に考慮すべき義務
を定めていること，6 条 9 項で決定の基礎となった理由及び考慮事項を決定文書に記載し
てこれを入手させる義務を定めていることが重要である。
また，7 条で環境に関連する計画，実施計画及び政策に関する市民参加について定めてい
るほか，8 条では，行政規則，法的拘束力がある規範的文書の策定段階における市民参加を
定めている。
以上の意思決定への公衆の参画は，オーフス条約の核心部分である。公衆が環境に関す
る意思決定に最初から参画することができれば，プロジェクトや開発の最終的な結果が，
より多くの公衆に受け入れられ，持続可能で環境に害が少ないものとなる可能性が高くな
る。また，提案された活動の隠された側面や予期していなかった側面を早期に発見し，費
用が高くつく失敗を回避することに役立てることもできる。
オーフス条約に盛り込まれた公衆参画モデルは，今日，公衆が環境に関する意思決定に
いかにして実効的に参画できる機会を確保するかについての国際基準として，広く認識さ
れている。
２

日本における公衆参加権の状況と問題点
(1) 日本法の公衆参加に関連する現在の法制度
日本では環境に関する公衆参加に関連して，環境影響評価法のほか，廃掃法，公有水
面埋立法，工場立地法で，市民からの意見聴取に関する規定が定められている。
また，環境に関する計画への公衆参画に関連して，生物多様性基本法で事業計画の立
案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の促進が求められているほか，環境影
響評価法の計画段階配慮書における意見聴取の規定（ただし努力義務。また，本法でい
う「計画段階」は，事業実施計画が固まってその詳細が詰められる段階を言い，本来公
衆参加が求められるべき計画の「初期段階」よりは遅い段階であることに注意。），自然
再生法・環境教育促進法における説明会，公聴会，審議会，協議会への市民委員の参加，
自然公園法，環境教育推進法における環境保護団体との協定の締結に関する規定，景観
法の景観計画に関する環境保護団体や市民からの提案に関する規定等がある。
その他，行政規則等の策定段階における市民参加に関連して，行政手続法のパブリッ
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クコメントの規定がある。
(2) 現行日本法の主な問題点
①

環境に関する意思決定への公衆参加権の保障の不備
現行の国内法は，公衆参加を「権利」として定めた明文規定がない。個別事業の許可

への参加（オーフス条約 6 条）に関わる環境影響評価法の解釈・運用においても，福
岡高等裁判所那覇支部 2014 年 5 月 27 日判決が，同法に基づく市民による意見提出制
度を事業者による情報収集目的と位置付けて，市民参加の権利を保障する制度とは位
置付けない判断を示すなどの課題がある。
このため，日弁連は，市民参加の権利を規定すべきことについて繰り返し提言して
いる。環境影響評価法に関しては，2008 年 11 月 18 日付け「環境影響評価法改正に係
る第一次意見書」において，市民参加の拡充を訴えた。2010 年 5 月 21 日付け「環境影
響評価法改正案に対する意見」では，これを更に具体化させて改正案を条文として提
言した。また，特に深刻な環境破壊の原因となっている公共事業の分野では，2012 年
6 月 14 日付け「公共事業改革基本法案（試案）
」において，市民参加の権利保障を提言
している。
②

選択肢が残る初期段階での公衆参加の保障の不備
開発事業や開発計画が一つの案に決定され，実施段階になってから公衆参加の機会

が与えられた場合，参加による「異論」を考慮することはそれまでに投入された時間，
人材及び資金が失われることにつながることから，公衆参加の結果を考慮する阻害要
因が生じることになる。このような阻害要因がなく，公衆が事業者とコミュニケーシ
ョンするための選択肢が存在する初期段階での参加は重要である。
また，公共事業を始めとして，上位の政策や計画に基づき個別の事業を行う現行の
制度の下では，個別の事業の根拠となる政策や計画自体についても公衆参加が可能と
なることが重要である。
しかしながら，現行の国内法はそのような制度設計となっていない。例えば，個別
事業の許可への参加（オーフス条約 6 条）に関連する環境影響評価法は，事業実施段
階以前の公衆参加や代替案の検討を義務付ける規定を欠き，参加の実効性を欠くもの
にとどまっている。
このため，日弁連は，
「都市計画及び規制基準の各策定手続，許可手続への早期の住
民参加を権利として保障すること」を，2010 年 8 月 19 日付け「持続可能な都市の実現
のために都市計画法と建築基準法（集団規定）の抜本的改正を求める意見書」で提言
した。また，計画・実施計画・政策段階での環境影響評価制度や代替案検討の義務付け
を 2008 年 11 月 18 日付け「環境影響評価法改正に係る第一次意見書」で提言している。
③

決定の理由・考慮事項の入手を行えないこと
環境影響評価法には，行政手続法と異なり，決定等の理由を付する義務が定められ
ていない。
このため，日弁連は，環境影響評価法 33 条（横断条項）の定める審査である環境保

全審査に係る審査結果・結論に至る詳細な理由を明示した公的決定文書を作成・公表
すべきことを，2010 年 5 月 21 日付け「環境影響評価法改正案に対する意見」において
提言している。
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３

オーフス条約加入によって，実現される主要な法整備
(1) 公衆参加の権利の明文化
オーフス条約 1 条は，公衆参加を権利として保障すべきことを求めている。
したがって，オーフス条約に加入することで，国内法においても，公衆参加権を保障
する規定の明文化が行われることとなる。
(2) 計画等初期段階での公衆参加手続の充実
オーフス条約 6 条 4 項及び 7 条は，政策・計画・実施等あらゆる手続において，すべ
ての選択肢が残っており効果的な参加が可能である初期段階での公衆参加を保障するよ
う求めている。
オーフス条約に加入した場合，これらの規定に基づき，都市計画等の計画及び規制基
準の各策定手続，許可手続への早期の市民参加を権利として保障すること及び計画・実
施計画・政策段階での環境影響評価制度や代替案検討の義務付けといった法整備が行わ
れることとなる。
(3) 公衆参加の実効性の確保
オーフス条約 6 条及び 7 条は，①産業施設等の設置許可等（特定の活動に関する意思
決定），②環境に関する計画や政策等の策定，③環境に影響を与え得る行政立法の策定
に当たっては，適切な時期に，関連する情報を分かりやすく知らせた上で，充分な時間
的な余裕を持って，市民が意見書の提出や公聴会での発言等によって参画できる機会を
与え，市民から得られた意見を適切に考慮しなければならならないことを定めている。
したがって，オーフス条約に加入することで，計画策定，許可手続，行政立法の策定の
各段階における，市民への十分な情報提供，参加の時間的余裕の確保，市民による意見
書提出や公聴会で意見を述べる機会の確保，市民の意見を無視せずに適切な考慮を行う
ことを義務付け（例えば，環境影響評価法における横断条項等の規定の充実化）といっ
た，公衆参加の実効性を確保するための各種の法整備が行われることとなる。
(4) 決定の理由・考慮事項の入手
オーフス条約 6 条 9 項は，前記１のとおり，公衆が参加に係る意思決定等の理由・考
慮事項を入手し得ることの法制化を求めている。
このため，オーフス条約に加入した場合，環境影響評価法 33 条（横断条項）の定める
審査である環境保全審査に係る審査結果・結論に至る詳細な理由を明示した公的決定文
書について，作成・公表されるように法改正が行われることとなる。

第４
１

司法アクセス権に関する日本法の課題と，オーフス条約加入による改善事項

オーフス条約が保障する司法アクセス権の内容
司法アクセス権に関するオーフス条約の規定のうち，国内法との関係では，9 条 2 項が，
争訟提起等の再審査手続をできるのは「（a）十分な利益を有する者か，又は，それに代わ
り，
（b）
（～略～）権利侵害を主張する者」であり，
「十分な利益および権利侵害が何によっ

て構成されるかは，国内法の要件に従い，かつ，
『関係する公衆』に対してこの条約の範囲
内で司法手続利用の広範な機会を提供するという目的に合致するように決定される。この
目的のため，2 条 5 項で規定する要件を満たす非政府組織の利益は，前記（a）の要件上，
十分であるとみなされる。また，そのような組織は，前記（b）の適用上，侵害の対象とな
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る権利を有しているとみなされる。
」としている点が重要である。
なお，ここでいう 2 条 5 項の要件を満たす非政府組織とは，
「環境保護を促進し，かつ国
内法の下の要件を満たす非政府組織」とされている。そして，
「関係する公衆」とは，環境
についての意思決定により影響を受けているか若しくはそのおそれがある公衆，又は，環
境についての意思決定に利益を有している公衆をいう（2 条 5 項）
。
２

日本における司法アクセス権の状況と問題点

(1) 日本法の司法アクセス権に関連する現在の法制度
行政事件訴訟法 9 条が 2004 年に改正されて，原告適格の実質的な拡大が試みられた。
(2) 現行日本法の主な問題点
①

原告適格の狭さ
上記の行政事件訴訟法 9 条の 2004 年の改正によっても，原告適格は十分に拡大され
たとは言えない。
行訴法 9 条 1 項は，原告適格について，
「法律上の利益を有する者」と定める。判例

は，この「法律上の利益を有する者」について，当該処分により自己の権利若しくは法
律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう（最高
裁判所 1989 年 2 月 17 日判決（新潟空港事件））とする。この判例の基準では，当該処
分による権利又は法律上保護された利益の侵害に限定されることになる。
これに対し，2004 年改正により追加された行訴法 9 条 2 項は，法律上の利益の有無
の判断にあたり，当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく，当該
法令及び関係法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容
及び性質を考慮することを定める。同項においては，当該処分において考慮されるべ
き利益の内容及び性質の考慮に当たり，違法な処分により害される利益の内容及び性
質並びにこれが害される態様及び程度も勘案するとしている。
しかし，判例は，下級審も含め，9 条 2 項が追加された後も，個別的利益と一般的公
益を区別し，後者については原告適格を認めないという考え方を一貫して維持してい
る。特に環境上の利益に関しては，判例のいう「一般的公益」に含まれる部分が大きい
と考えられる。
最高裁判所大法廷 2005 年 12 月 7 日判決（小田急高架線事件）では，都市計画法の
関係法令として，公害対策基本法（現環境基本法）や東京都環境影響評価条例の規定
の趣旨・目的等を踏まえ，
「都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事
業が実施されることにより騒音，振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を
直接的に受けるおそれのある者は，当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の
利益を有する者として，その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければ
ならない。
」として，上記条例 2 条 5 号の規定する関係地域内に居住する者の原告適格
を認めていた。
しかしながら，その後に出された最高裁判所 2009 年 10 月 15 日判決（サテライト大
阪事件）では，自転車競技法施行規則が定める周辺環境調和基準について，
「同基準が，
場外施設周辺の居住環境との調和を求める趣旨を含む規定であると解したとしても，
そのような観点からする規制は，基本的に，用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境
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の秩序ある整備を図るという一般的公益を保護する見地からする規制というべきであ
る。また，
『周辺環境と調和したもの』という文言自体，甚だ漠然とした定めであって，
位置基準が上記のように限定的要件を明確に定めているのと比較して，そこから，場
外施設の周辺に居住する者等の具体的利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨
を読み取ることは困難といわざるを得ない。
」として，周辺環境調和基準を根拠として
原告適格を認めることを否定している。
以上の 2 つの判例からすれば，特に生活環境上の利益については，行政事件訴訟法
9 条 2 項が定められた後も，関係法令の解釈や被侵害利益の重要性に関する裁判所の
判断次第で，原告適格が認められるか否かが大きく左右されることとならざるを得な
い。「関係する公衆」に広く司法へのアクセス権を認めるオーフス条約の観点からは，
判例における原告適格の基準は極めて狭いものである。
このため，日弁連は，行政事件訴訟法 9 条 1 項の「法律上の利益」を「法律上保護
に値する利益」に変更するとともに，2 項に個別的利益を要求しない旨の解釈指針を規
定し，確実に原告適格を拡大すべきことを，2004 年に改正された行政事件訴訟法の５
年後見直しに際してなされた 2010 年 11 月 17 日付け「行政事件訴訟法５年後見直しに
関する改正案骨子」
，2012 年 6 月 15 日付け「行政事件訴訟法第二次改正法案」におい
て提言した。
しかし，その後改正はされないまま今日に至っている。日本の原告適格の狭さが如
実に表れたのは，石炭火力発電所の設置にかかる大阪地方裁判所 2021 年 3 月 15 日判
決・電気事業法・環境影響評価法に基づく環境影響評価書確定通知取消事件である。
同判決は，石炭火力発電所からの二酸化炭素排出にかかる気候変動を通じた原告に生
じうる被害については，電気事業法等が「個別的保護」の対象とはしておらず，二酸化
炭素に関する環境影響評価法による排出抑制等は，公益保護にすぎないとして，施設
周辺住民の原告適格を否定した。その解釈の前提として，大気汚染物質と異なり，二
酸化炭素による被害は，施設からの距離によって被害の程度や蓋然性が異なる性質の
ものではないことが挙げられている。さらに同判決は，行訴法 10 条 1 項に基づき，大
気汚染物質に係る原告適格を有する原告であっても，二酸化炭素についての違法性を
主張することは自己の法律上の利益に関係のない主張をすることになり許されないと
して，主張制限を行った。つまり，この判決によれば，現在世界中で問題となっている
気候変動に関する二酸化炭素の排出抑制については，日本では行訴法で争うことは一
切できないということになる。
生命・健康に関わるはずの気候変動からの権利侵害については根拠法上の個別利益
保護の対象ではないとすることで，行訴法上の救済の道を閉ざすことは，オーフス条
約の趣旨に反している。
②

環境団体訴訟
環境訴訟においては，自然環境や野生動物の権利に関する問題など，個人の利益と

必ずしも直接関連しない問題についても提訴を必要とする場合が多く有り得る。その
ような場合，原告適格をいくら拡大したとしても，個人の利益侵害を問題とする限り
は，訴訟を提起する資格が認められない可能性が高い。したがって，環境訴訟におい
て，個人の利益を問題としない団体訴訟を導入することが必要である。
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しかしながら，2004 年の行政事件訴訟法改正においても，環境団体訴訟の導入は見
送られ，2011 年環境影響評価法改正においても同様に見送られている。
このため，日弁連は，自然保護，文化財保護，消費者保護等の分野において，一定の
実績を認められる団体に対して訴権を付与する公益的客観訴訟としての団体訴訟制度
を導入すべきことを，2010 年 11 月 17 日付け「行政事件訴訟法５年後見直しに関する
改正案骨子」において提言している。また，環境団体に対して抗告訴訟，民事差止等の
請求権を付与する環境団体訴訟を法制化すべきことを，2012 年 6 月 15 日付け「環境
及び文化財保護のための団体による訴訟等に関する法律案」
（略称「環境団体訴訟法案」
）
において，具体的に提案している。
３

オーフス条約加入によって，実現される主要な法整備
(1) 原告適格の拡大
オーフス条約 9 条 2 項は，前記１のとおり，原告適格を基礎付ける「十分な利益」及
び「権利侵害」を，「関係する公衆」に対して司法手続利用の広範な機会を提供するとい
う目的に合致するように決定することを求めている。
オーフス条約の前記規定からすれば，オーフス条約に加入することで，前述の日弁連
「行政事件訴訟法第二次改正法案」で述べているように，行政事件訴訟法 9 条 1 項の「法
律上の利益」を「法律上保護に値する利益」に変更するとともに，2 項に個別的利益を要
求しない旨の解釈指針を規定するなどして，確実に原告適格の拡大を実現するような法
改正が行われるべきこととなる。
(2) 団体訴訟
オーフス条約 9 条 2 項は，前記(1) のとおり，
「第２条第５項で規定する要件を満たす
非政府組織」
，すなわち環境保護を促進する非政府組織であって国内法の下の要件を満た
す団体について原告適格を認めるよう求めている。
したがって，オーフス条約に加入することで，自然保護，文化財保護等も含めた環境
問題の各分野に関わる環境団体に対して，差止等の請求権を付与する公益的客観訴訟と
しての環境団体訴訟制度の法制化が図られるべきこととなる。

(3) 低廉な費用による実効性ある救済手段の確保
オーフス条約 9 条 4 項は，司法による救済手続について，適宜差止命令を含む適切か
つ効果的な救済を提供し，また，公正かつ衡平で，時宜に適った，不当に高額でないも
のであることを求めている。また，同条 5 項では，司法へのアクセスに対する財政的及
びその他の障害を除去又は軽減するための適切な支援の仕組みの確立を検討することを
求めている。
したがって，オーフス条約に加入することで，訴訟費用の低額化（抗告訴訟において，
1 つの許可を取り消す訴訟の原告について，個別に訴訟費用を算定せず，集団として 1 個
の訴訟として費用を算定すべきことを含む。）や訴訟費用の援助を容易に受けられる制
度の整備などが行われて，訴訟提起が困難となることへの防止策が取られることとなる。
また，勝訴した場合の救済の実効性を確保するための訴訟類型の充実化も図られること
となる。
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第５
１

遵守委員会等のオーフス条約で定められた手続による，国内法の改善請求を行う方法

オーフス条約には，締約国による条約規定の遵守を確実なものとするための特有の手続
も設けられている。

２

オーフス条約の最高の意思決定機関として，オーフス条約 10 条で定められている締約国

会議がある。締約国会議は 3 年毎に行われており，条約の下で実施する次の 3 年間の活動
の作業計画を採択している。そして，各国における条約の実施状況については，レビュー
を目的として各締約国に課せられた 3 年毎の国別実施報告書の締約国会議への提出を通じ
て，監視と評価を受けている。
また，締約国会議が開催される間に，参加国のワーキンググループ（作業部会）がある。
その下には，オーフス条約三原則である情報アクセス，公衆参加，司法アクセスそれぞれ
の実施を改善することに特化して活動する 3 つの専門タスクフォース（特別作業部会，調
査部会）がある。
タスクフォースでは，政府，ＮＧＯ，その他の国際機関，民間セクター及び学界から集
まる専門家が全員，タスクフォースの活動に積極的な役割を果たしている。
３

さらに，オーフス条約 15 条に基づき設置された独立の委員会である遵守委員会が，締約

国からの意見提出，事務局からの付託，及び市民やＮＧＯ等からの通告に基づいて，オー
フス条約の遵守状況を検討している。不遵守と判断した場合，遵守委員会は，締約国会議
に報告と提案を行うほか，締約国会議の開催前に，当該締約国が遵守のために取るべき措
置について勧告を行うことができる。また，締約国会議は，遵守委員会の報告及び提案を
考慮した上で，条約の十全な遵守を実現するために，各国への勧告や助言，援助，不遵守
の宣言，実施のための戦略の提言を行うなどの対策の決定をしている。
遵守の促進のために遵守委員会が行う手続によって，各締約国は対応を行うこととなる。
対応の行われ方としては，遵守委員会の勧告の前に対象国が自発的な対応を行うケースや，
遵守委員会の勧告に対し，締約国会議が行われる前に対応を行うケース（例えば，デンマ
ークは，ＮＧＯが提訴するときに多額の費用を要していたという問題について，自主的に
法改正を行った。），及び締約国会議の決定後に対応を行うケースがある。そして，これま
でにおいて，遵守委員会の勧告及び締約国会議の決定を全く無視した例はない。
４

したがって，オーフス条約に加入した後になお，国内法の情報アクセス，公衆参加，司
法アクセスに関する法整備が不十分である場合，市民やＮＧＯから直接遵守委員会に通告

することで，国内法改正に向けた対応が行われるように促すことも行えることになる。
第６
１

オーフス条約加入後の日本の未来の環境弁護士の在り方

以上で述べたことから，オーフス条約に日本が加入した場合，情報アクセス・公衆参加・
司法アクセスに関わる多くの法改正が行われることによって，日本の環境弁護士の取組方

も，後述のように大きく変わることが予測される。
２

公衆参加の手続が充実化することで，環境破壊行為などの問題がそもそも発生しないよ

うにするための予防的取組が早期に行いやすくなる。また，公衆参加手続の段階で，市民
が有効な意見を述べることができるように弁護士がアドバイスをしたり，あるいは弁護士
自身が直接意見を述べたりするなどの機会が増えることになり，公衆参加手続への環境弁
護士の関与が増大する。
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３

情報公開手続や，公衆参加手続が充実することで，それらの手続で得た情報の利用・活

用がより多くできるようになる。それによって，早期に争点を十分に把握し，充実した情
報を活用しつつ，より武器の多い状態で環境訴訟を展開できるようになる。
４

市民の情報アクセス・公衆参加が権利として認められ，その内容も充実化することによ

って，情報公開手続・市民参加手続の不備があった場合に，裁判でその不備を理由とする
違法性の主張を行える可能性が，現在より大きく増加する。
５

行政訴訟において，原告適格の問題で本案前に排除されることが極めて少なくなる。そ

れとともに，本案前の原告適格の判断のために時間を費やすことがなくなる。さらに，費
用面の負担も低くなり，環境訴訟を提起できる間口が大きく広がる。
６

環境ＮＧＯにおいて，団体訴訟が提起できるようになるほか，それに向けて環境ＮＧＯ

において，情報公開，公衆参加手続を大きく活用するようになるなど，環境ＮＧＯが果た
すべき役割が大きく増える。それとともに，環境弁護士においても，そのような環境ＮＧ
Ｏに参加・支援する必要性が増大する。
７

情報アクセス，公衆参加の充実により，裁判に必要となる事前の情報が十分得られるこ

とも踏まえ，環境問題が生じた早期の段階から迅速に裁判等の対応を行える。さらに，前
述のとおり，裁判において，原告適格の問題が生じずに本案で速やかに争うこともできる
ことから，訴訟の迅速化が図られることになり，環境破壊行為が著しく進む前に，実効性
ある解決を図ることが期待しやすくなる。
そして，環境訴訟の救済実効性が高まることは，訴訟外での交渉を通じた早期の事業の
見直しや変更及び中止が，事業主体にとってもより現実的な選択肢となることを示す。そ
れは，コモンズとして意識されつつある環境の管理を，行政・事業者・市民が協働しつつ，
共同管理する新しい環境ガバナンスの在り方を示している。
８

国内法の内容に不備があった場合，オーフス条約の規定を踏まえて違法の主張を行うこ

とができるようになる。また，遵守委員会の手続に基づき，国内法自体の改善を直接求め
ることもできるようになる。
なお，それらの主張を行う前提として，オーフス条約の国際的な運用状況を学ぶことが，
環境弁護士には求められることとなる。
９

以上のように，オーフス条約に加入することで，環境訴訟等によって迅速かつ有効に争
える可能性が大きく広がるのみならず，情報アクセス・公衆参加の手続に環境弁護士が関
わる必要性も大きく広がることとなる。
したがって，オーフス条約加入後は，環境弁護士の業務の幅が飛躍的に広がることにな
り，環境弁護士は，環境問題について現在よりもはるかに多く注力し，専念することがで

きるようになると考えられる。
【参考文献】
令和 2 年度再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会
「令和 2 年度再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討
会報告書」19 頁
グリーンアクセスプロジェクト（http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/aarhus）に掲載さ
れている下記資料参照。
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－ 25 －

第２節
第１

公害・環境問題における事業者への環境情報開示制度の展望と課題

はじめに

本稿では,公害・環境問題における環境情報の公開・開示の重要性を踏まえて,紛争の中で
事業者からの情報開示制度が創設・活用された事例として，①イタイイタイ病判決後の公害
防止協定に基づく地域住民と専門家による原因企業施設「立入調査」
，②日の出町廃棄物処分
場の公害防止協定書に基づく情報開示，③西吉野産廃事件における公害防止協定を用いた情
報開示の試みを紹介する。さらに，法的制度として，廃棄物処理法 8 条の 4，15 条の 4 に基
づく情報開示制度等とその利用例を概観する。最後に，公害・環境問題における更なる事業
者の環境情報開示制度の機能と，そのことによる環境権の一側面の現実化を展望するととも
に，そこに至る課題を検討したい。
第２
１

公害・環境問題における環境情報開示・公開の重要性

環境情報開示・公開が特に強く要請されること
情報開示・公開の必要性は，とりわけ公害・環境問題において強く妥当する。公害・環境
問題の重要な特徴として，情報の偏在，情報存在の非対称性がある。そのことは，公害・
環境問題が，時間的隔たり，空間的隔たり，科学的新規性を伴って深刻な被害を起こすこ
ととあいまって，一方的に被害を受ける被害者の損害賠償請求，差止請求を著しく困難に
させる。一たび事故が起きた場合，その被害は，きわめて広範囲の環境に及び，ひいては
極めて多くの人々に影響をもたらし，かつ，極めて長期間に及ぶ。また，被害内容も，生
命・身体に対する被害，財産に対する被害，職業選択の自由に対する侵害，平穏な日常生
活を営む権利に対する侵害など，いずれも深刻であり，かつ多岐にわたる。
そうであるだけに環境問題で重要なのは被害の予防である。人に対する健康被害はもち
ろん，生態系への深刻な影響は可能な限り事前に回避しなければならない。しかし，環境
に負荷を与える事業活動について，どのような環境負荷を周辺に与えるのか，その負荷に
よって生態系や人の生活環境，さらには人体に負の影響を与えるリスクはどれくらいある
のか，などは事業者側からの情報開示なしには，正確に調査，予測，評価することができ
ない。それらのことを考えると，環境に関わる情報の開示・公開はとりわけ重要である。
公害・環境関係の裁判の多くは，公害・環境汚染に関連するデータの収集・評価の攻防に
費やされると述べても過言ではない。

２

情報公開請求権
憲法上，情報公開請求権は，知る権利の一環として，表現の自由（憲法 21 条 1 項）に基

づき保障されると解されている。個人は，様々な事実や意見を知ることによって初めて政
治に有効に参加できることになるから，知る権利は参政権の実質化という観点からも要請
される。換言すると，情報の公開を求める権利は，民主主義‐治者と被治者の同一性‐を
確保する観点から，不可欠の権利といえる。環境問題についても，そのことは当てはまる。
オーフス条約が，環境問題の解決には公衆の環境的意思決定に対する参加が不可欠であ
るとの前提の下に，環境情報へのアクセス権，環境的意思決定における公衆参加権それら
を実効化するための司法アクセス権を定めているのは，かかる文脈による。
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３

人格権，平穏生活権，環境権等に基づく環境情報開示請求権の重要性
しかし，情報公開制度は，国民，市民の主権等に基づく制度であって，万民に対し認め

られる権利であるだけに，どうしても，公開される情報に制約がありがちであり，あるい
は，国や自治体等に対して認められるだけで，公害・環境問題の相手方事業者等に対して
直接認められるものではない。
そこで，公害・環境問題の相手方事業者等に対して直接，被害者（潜在的被害者を含む。）
，
当事者として請求できる環境情報開示請求権が重要となる。ここでの情報開示請求権は，
狭義では，事業者が有する環境に関する既存の情報（企業の事業所からの有害物質の環境
への排出情報など）について，近隣住民等が開示を受ける権利を言うが，広義では，住民
が事業者の施設に立ち入り，環境対策の実際の状況を見分し，あるいは河川・近隣大気そ
の他の排出先の水質や大気質の調査を共同で実施し，あるいは企業の調査に立ち会い，そ
の結果の開示を受けるなどの共同の環境管理活動によって環境情報を積極的に入手し取得
することを含む。
それではこの情報開示請求権はいかなる権利に根拠を有するのだろうか。
人の生命，健康，生活への影響に関する情報等の開示を受けることは，人格権，平穏な
日常生活を営む権利，環境権等の一内容をなすと考えられる。
人は，それらの情報の開示を受けられない場合には，人格権については生命・健康への
リスクを知り得ないために生命・健康の実効的防御ができず，また十分な情報に基づく自
己決定が不可能になり，人格権侵害を防止し得ない。
平穏生活権に関しては，情報の提供がなければ，曝露し得る環境リスクの内容（リスクの
性質や程度）を知り得ない。平穏生活権は，不合理な環境リスクからの生命・健康に対す
る侵害への不安を排除して平穏な生活を守る権利であって，そもそもリスク情報が与えら
れなければ，リスクが不明であることによる精神的不安が継続し，平穏生活権が侵害され
る。
環境権（ここでは生活環境等の共同利用権を核とした環境権）に関しては，コモンズと
言われる生活環境の共同管理や環境的意思決定への参加のための判断材料を欠くことにな
り，それらの権利を真に保障されているとは言えないことになる。
こうして，環境情報開示請求権は，差止請求権，損害賠償請求権等と並んで， 人格権，
平穏生活権，環境権等の重要な構成要素をなすと言うべきである。
第３
１

代表的な情報開示事例

イタイイタイ病公害防止協定に基づく「立入調査」
2021 年は，1971 年 6 月 30 日に富山地裁でイタイイタイ病第一審住民勝訴判決が出てか

ら 50 年目に当たる。
情報開示については，被害地域住民や弁護士等は，1972 年に控訴審で全面勝訴判決を獲
得した翌日，東京の原因企業本社において 11 時間に及ぶ交渉を行った末，
「公害防止協定
書」
・「土壌汚染問題に関する誓約書」
・「イタイイタイ病の賠償に関する誓約書」の 3 つの
文書を獲得し，この「公害防止協定書」によって広義での住民の情報開示請求権が認めら
れた。特に，地域住民と専門家による原因企業施設に対する「立入調査権」に特徴がある。
1972 年から毎年 1 回，前記公害防止協定上の立入調査権を元に，公害の原因企業の「全
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体立入調査」が行われて，2021 年には第 50 回の調査となった。調査に参加するのは，イタ
イイタイ病を患った家族や親戚を持つ人，カドミウムの被害を受けた農地の所有者，それか
ら弁護士，学者などである。立入調査を毎年実施することで，汚染を防止し，神通川のカド
ミウム濃度を自然界の値と同じにすることを目指してきた。その結果，現在では神通川のカ
ドミウム濃度は環境基準を大きく下回っている。
西淀川・公害と環境資料館エコミューズ 2008 年 9 月号は，2008 年 8 月 2 日から 3 日の
「第 37 回立入調査」の様子を記事にしている。調査には 100 人ほどの人たちが参加してお
り，1 日目はこれまでの経過や次の日の立入調査のポイントを学ぶための学習会があった。
住民側の協力学者の代表として，倉知三夫・京都大学名誉教授は挨拶で「今日の学習会は明
日のためであり，100 年後のためでもあるのです」と述べたとされている。立入調査が住民
に対する広義での情報開示機能を持つだけでなく，住民や企業にとっての世代を超えた環
境学習の機会にもなっており，また長期間にわたる環境再生活動の継続を保証する 1 つの
手段となっていることが理解できる。
２

日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場の公害防止協定書に基づく情報開示

(1) 東京都日の出町にある谷戸沢廃棄物広域処分場は，三多摩 26 市 1 町の一般廃棄物を処
分するために建設され，1984 年 4 月に開場したが，それに先立って，廃棄物処分組合，
日の出町，地元自治会の間で，公害防止協定が締結された。その中に，
「乙（＝東京たま
広域資源循環組合）は，処分場に関する資料の閲覧等について，周辺住民から要求があ
ったときは，甲（＝日の出町）を通じて資料の閲覧又は提供を行わなければならない」
との条項があった。
(2) ところで，日の出町の公害防止協定は，関係者によれば，イタイイタイ病裁判和解後
に原因企業と住民との間で締結された公害防止協定に由来すると言われている。
(3) 処分場では，埋め立てる一般廃棄物の下に厚さ約 1.5 ミリメートルのゴムシートを敷
いて，廃棄物から生ずる侵出水が周辺の土壌や地下水を汚染するのを防止することにな
っていたが，1992 年頃から，そのゴムシートが破れて穴が開き，周辺の土壌，地下水，
井戸水等を汚染しているのではないかが問題となった。処分場の周辺住民が処分組合と
日の出町に対して資料開示請求を行ったが，処分組合等がこれに応じなかったため，住
民は，東京地方裁判所八王子支部に資料開示を求める仮処分を申し立てたところ，同裁
判所同支部は，1995 年 3 月 8 日，住民の申立てを認容する仮処分決定を行った。しかし，
処分組合が開示請求に応じなかったため，裁判所は処分組合に対して１日 15 万円（後に
30 万円）の間接強制金の支払を命じた。
３

西吉野産業廃棄物処分場の公害防止協定に入った情報開示条項
(1) 奈良県五條市西吉野町奥谷では，1989 年以来，農家を中心とする住民団体と地元の谷
に産業廃棄物を処分した Y 社との紛争が続いてきた。紛争拡大のきっかけは，Y 社が奈
良県の許可条件に違反して計画高を超えた処分を行ったことであるが，県は行政指導を
繰り返すだけで抜本的措置を採らず，
「吉野の山に産廃富士」と呼ばれる産廃の山が形成
された。
住民は 1996 年に仮処分命令を得て処分を停止，さらには処分場設置前に締結していた
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第一次公害防止協定違反を理由とする廃棄物の撤去訴訟で勝訴し，2000 年に大阪高裁で
和解した。
しかし，和解は履行されないばかりか，2008 年，Y 社は第一次処分場隣接地に新規処
分場の設置許可を県に申請したため，住民は設置許可取消訴訟，設置許可の執行停止を
申請し，執行停止が認められた。そうすると，Y 社はさらに隣接する別の場所に中間処理
した自社の廃プラの搬入を開始し，今度は産廃富士の横に廃プラの小山が築かれるに至
った。住民は搬入禁止の措置命令の義務付け訴訟を提起したが，その間にも廃棄物の山
の崩落，流出などが起こった。奈良県は産廃富士と廃プラの小山の解消のためにも，Y 社
に対する監視の強化を条件に，新規処分場を認めて欲しいと住民に申し出て，奈良地裁
から和解勧告があり，事業者と住民団体だけでなく，全国でも稀な奈良県自身が当事者
となった三者協定書が締結されて，裁判は取下げで終了した。
(2) 三者の協定書には，産廃富士を形成していた超過処分分の新規処分場への移転処分に
当たり，選別，展開検査を行うこととして，その記録の開示請求権を住民に認めるとと
もに，処分の状況について住民の請求に基づく現地視察を認めている（協定書４条 2，3，
5 項）。
また施設管理の維持情報（業者による周辺地下水と浸透水の水質検査）についての公
表は既に廃棄物処理法 15 条の 2 の 3・2 項に規定されていたが，協定で再確認し，県が
行う放流水検査も住民に協定に基づき直接提供を行うこととし，さらには，それら試料
の採取予定箇所について事前に住民に説明した上で決定することとした。試料採取の適
切性の争いを避けるためである。また，異臭が漂った場合のガス検査を義務付け，業者
が行わない場合には県が行うこととした上で，行った検査結果は住民に開示するものと
している（協定書５条 1，2，4，5 項）
。
これら協定上創設された住民の情報開示請求権あるいは業者ないし県による当然の情
報開示条項は，住民の業者及び県に対する不信感が強かっただけに，法にのっとった適
正な処分を確保し，地域環境を保全管理し，万が一，不正や環境に対する汚染のおそれ
が判明した場合に，速やかに対策が取られるようにするため，住民にとって不可欠なも
のであった。
第４
１

法律に基づく事業者の環境情報開示制度

廃棄物処理法 8 条の 4，15 条の 4 に基づく情報開示制度等

(1) 住民の事業者に対する情報開示請求権が実体法に導入されている例として，廃棄物処
理法 8 条の 4，15 条の２の 4 などを挙げることができる（1997 年の廃棄物処理法改正で
導入された）
。廃棄物処理法 8 条の 4 は，
「第８条第１項の許可（注：一般廃棄物処理施
設の許可）…を受けた者は，環境省令で定めるところにより，当該許可に係る一般廃棄
物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し，これを当該一般廃棄物処
理施設…に備え置き，当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求め
に応じ，閲覧させなければならない」と定める。同法 15 条の２の 4 は，産業廃棄物処理
施設について，前記の 8 条の 4 の規定を準用している。土壌汚染対策法 22 条 8 項も同様
の旨を定めている。更に進んで廃棄物処理法 15 条の 2 の 3 は，産業廃棄物処理施設の一
定の維持管理情報について，インターネットその他による公表を義務付けている。また，
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ダイオキシン類対策特別措置法 28 条 4 項は，事業者によるダイオキシン類の法定の測定
結果報告を知事が公表することとしている。
(2) 全く異なる規定であるが，廃棄物処理法 8 条の 4，同法 15 条の 2 の 4，土壌汚染対策
法 22 条 8 項と，個人情報保護法 28 条（個人情報開示請求権）
，29 条（同訂正請求権）と
を対比してみよう。
本来，個人情報の場合にあっても，他人の管理する情報については，その情報は自己
に帰属しない以上，通常はそれを開示せよとか，訂正せよという権利は何人にもないは
ずである。
しかし，その情報が自分の個人情報である場合には，例外として，他人の管理する情
報であっても，それを開示せよとか，訂正せよという権利が認められている。それは，
人には，個人情報管理権（自己情報コントロール権）というものが，人格権，憲法 13 条
の幸福追求権に基づいて認められているからとされている。
同様に，廃棄物処理法 8 条の 4，同法 15 条の 2 の 4，土壌汚染対策法 22 条 8 項は，環
境権，人格権の考え方が背景にあることがその正当化の要因だと考えられる。単に，廃
棄物の処理が適正になされるため，汚染土壌の処理・運搬が適正になされるようにする
ためだけに，手段規定として，前記法規が存在するのではなく，周辺住民の生命や健康
を自ら防御するために，他人の保持する自らの生命・健康に関わる情報にアクセスでき
るものと考えられる。
(3) 開示及び活用の実例と課題
前記廃棄物処理法 8 条の 4，同法 15 条の 2 の 4 について，実際に活用してみた実例を
いくつか挙げる。いずれも，廃棄物処理施設周辺の住民が資料の閲覧・謄写を行ったも
のである。
まず焼却炉に関して，燃焼温度や一酸化炭素濃度等のリアルタイムの連続データを入
手できたということが挙げられる(茨城県龍ヶ崎市の一般廃棄物焼却施設の事例，栃木県
大田原市の一般廃棄物焼却施設の事例，茨城県笠間市の産業廃棄物焼却施設の事例等)。
このようなデータにより，公表されたデータに顕われない，焼却炉の実際の燃焼状況を
知ることができる。
また，最終処分場に関して，管理点検日報の中に遮水シートの剥がれに関する記載が
しばしば見られたり(茨城県龍ヶ崎市の一般廃棄物最終処分場，福島県田村郡の一般廃棄
物最終処分場)，搬入される焼却灰の性状について，｢〇〇町の灰は特に臭い｣というよう
な臨場感のある記載が見られたり(前記福島県田村郡の処分場)，当該施設が十分な浸出
水処理能力を有していないことを示す浸出水処理施設の処理量のデータが得られたりし
たケースがある(前記福島県田村郡の処分場)。
ただ，前記最終処分場に関する遮水シートの剥がれ等の記載は，最初に開示請求を行
った時には出てきたが，2 回目以降には書かれなくなってしまった。後の開示を意識した
事業者が敢えて書かないようにしてしまったのではないかと思われる。事業者が，不都
合な事実であっても誠実に記載しなければならないということを，どのように担保する
ことができるのか，という点が一つの課題のように思われる。
また，法律上は，謄写物を請求することができる，とは書かれていないので，実際に
前記制度を利用したときは，ポータブルコピー機を持ち込んでコピーをしなければなら
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なかった。謄写物の交付を請求することができるという規定も必要であると思われる。
２

ＰＲＴＲ法（化学物質排出把握管理促進法）に基づく公表
対象事業者は，対象化学物質の排出量・移動量（以下の区分ごとに把握・届出 ○排出量

大気：大気への排出 公共用水域：公共用水域への排出 土壌：事業所内の土壌への排出 埋
立て：事業所内への埋立処分 ○移動量 廃棄物移動：廃棄物としての事業所の外への移動
下水道への移動）を事業所ごとに把握し，都道府県を経由して，国に届け出，国は，届け出
られたデータを電子ファイル化し，対象化学物質別，業種別，都道府県別等 に集計し，公
表する制度である。
（参考）アメリカ「緊急事態計画および地域住民の知る権利法」 1
1986 年にアメリカで制定された法律。その目的は，
（1）地域に存在する化学物質に関す
る情報を地域住民に提供すること，および（2）事故により有害物質が放出された際に地
域住民を保護すること。1990 年に改正されている。
(1) に関して，本法は，有害物質を取り扱う事業者に対し，有害物質の種類や性質，最
大貯蔵量，貯蔵方法などにつき行政機関に報告する義務を課している。また一定の規模が
あり，特定の業種に属する事業者に対しては，通常の事業活動に伴う有害化学物質の環境
中への放出量などに関する情報を行政機関に報告するよう義務づけている（ＴＲＩ制度）
。
３

改正地球温暖化対策推進法における温室効果ガスの算定・報告・公表制度
改正前の地球温暖化対策推進法では，温室効果ガスを相当程度多く排出する者に対して

温室効果ガス排出量の算定，及び国への報告を義務付けるとともに，国は，報告を受けた
データを集計・公表し，請求を受けてそれを公開する制度が存在した（旧法 30 条，31 条）
。
2021 年改正によって，企業からの報告を原則デジタル化した上で，開示請求を不要とし，
公表までの期間も 2 年から 1 年未満として，企業の排出量情報をオープンデータ化して投
資その他のために広く活用されるようにした（新法 29 条）。
４

水銀使用の表示
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 18 条では，
「水銀使用製品の製造又は輸入の

事業を行う者は，当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀
使用製品を分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなけれ
ばならない」と規定し，努力義務ではあるが，情報開示を促進している。
５

環境配慮促進法
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する
法律（環境配慮促進法）は，事業情報に係る環境報告書の公開を促進する法律であるが，
公開が義務付けられているのは，特殊法人の一部のみであり（9 条１項）
，大企業の環境報

1

一般財団法人環境イノベーション情報機構が運用している環境情報案内・交流サイト内環境用語集
（https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=646）より引用
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告書の開示は努力規定である（11 条 1 項）
。なお，事業者の環境情報の自主的開示の目的
は，環境負荷の低減や環境配慮への取組状況の報告から，それらを通じて持続可能な事業
活動を行えるかという機関投資家等への説明という色彩を強めつつある。
第５
１

今後の展望と課題

環境情報開示の標準化と各種開示制度の拡大
前記に見たように，廃棄物処理法，土壌汚染対策法，地球温暖化対策推進法等以外の分

野や領域においても，企業が持つ環境情報の情報開示制度は拡大されるべきである。
その場合，情報開示の制度としてはいくつかの類型がある。
まず企業が日常的に特定の環境情報を収集・管理する義務を負った上で，それをネット
などを通じて日常的あるいは定期的に自動的に開示する仕組みである（例として廃棄物処
理法 15 条の 2 の 3）
。
それに対して，企業が管理すべき特定の情報について，住民等からの開示請求を受けて
企業の情報開示が義務付けられる制度がある（例として廃棄物処理法 8 条の 4）
。
次に，企業が収集を義務付けられた特定の環境情報を行政が収集した上で，それを自動
的に開示する制度である（改正温対法 29 条）
。
その一段前の制度としては，開示請求を受けた上で，企業の競争利益なども考慮した開
示判断を行政が行う制度がある（旧温対法 30 条など）
。
今後，CO2 も含めた法律上指定された環境に有害な物質については，行政への届け出後に，
当然に開示される方向に法整備すべきだろう。さらには，リアルタイムで計測されている
有害物質排出状況や，土砂の堆積や埋立てなど潜在的危険性がある行為については，日常
的な状況変化がタイムリーに提供されることに意味があるから，行政への定期的届出や住
民からの請求を待たずして原則として企業自らによるウェブ上での自動開示制度にすべき
である。
それでも市民による行政を介した行政の持つ企業の環境情報の情報公開請求制度は，企
業の競争上の地位の保護に対する正当な配慮が必要な場合のために存続するだろう。そこ
では開示の必要性・公共性と企業利益との比較較量が行われることが想定されている。し
かし，環境情報の公共性は今後ますます強まるため，情報開示の公共性を上回るほどの企
業の保護の必要性を事業者側が立証すべき制度に転換すべきではないだろうか。
また，特に重要ないし特定の住民にとって関心が高い環境情報の企業による自主的開示
（オンタイム自動開示を含む。
）や行政の持つ企業環境情報の自動開示が進む中でも，企業
が非開示とする環境情報が残り得る。その場合についての事業者に対する市民の直接開示
請求制度は，特に住民の権利保護のために開示が必要な場合の最終的な法的ツールとして
位置付けられよう。それは第一に述べた人格権，平穏生活権，そして生活環境の共同利用
権としての環境権に基づく開示請求制度であり，廃棄物処理法のように個別法で規定され
る場合はもちろん，個別法がない場合でも民事法上，権利侵害とその具体的なおそれがあ
れば認められなければならない。
２

情報開示の実効性の確保
開示情報の質の確保，つまり原則として部分的非開示といった制限がない幅広い開示が
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確保されなければならない。そうなると，最初から当該情報を記録しないか，隠ぺいする
といった情報の不存在で対抗される場合も出てくる。そのため，民事の間接強制，情報隠
匿や廃棄を含めた規制法違反に対する適切な処罰を含め，実効性の確保が必要である。電
子情報化と記録義務・保管義務の法定や開示期間の確保（伸長）
，費用の低廉化など，開示
に対する障壁の除去の仕組みも工夫する必要がある。
３

行政・企業・市民による地域環境の共同管理へ
企業の環境情報の開示は，結局は，地域環境の企業・行政・市民による共同管理体制

づくりの一環と言える。イタイイタイ病の共同調査の事例に見られるように，環境調査が
共同し行われることで，環境情報に対するチェックと信頼が生まれ，三者の対話が行われ，
企業の環境的意思決定に行政の監視だけでなく，地域住民の参加が実現される。それが地
域環境の改善ないし良好な環境の維持につながっていくはずである。
参考文献
大塚直「環境法（第 4 版）」
（有斐閣，2020 年 7 月）特に 71 頁以下
畑明郎「イタイイタイ病発生源対策 50 年史」
（本の泉社，2021 年 9 月）
池田直樹「住民・事業者・行政による三者協定のポテンシャル：西吉野産廃処分場事件を
題材に」環境法政策学会誌 21 号 259 頁（2018 年）
環境省「平成 12 年度リスクコミュニケーション事例等調査報告書」―第 3 章「米国・カナ
ダの事例」
（2001 年）
同「環境報告ガイドライン 2018 年版」
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第３節

第１
１

公害紛争処理制度の課題と展望
―都道府県公害審査会の調停制度を中心に―

はじめに

公害紛争処理制度の概要
(1) 公害紛争処理法（昭和 45 年法律第 108 号）が制定された 1970 年（昭和 45 年）11 月に
は公害国会（第 64 回国会）が開催されており，公害対策基本法（昭和 42 年法律第 132
号）の「経済調和条項」が削除されるなどの法整備が行われている。このような時代背
景のもとで，公害紛争処理制度が設けられた。

(2) 公害紛争において，その加害と被害の因果関係の究明が困難であり，また，その処理
には専門的な知識技術を必要とするなどの問題があった。これが公害紛争の裁判による
解決に多大な時間と費用を要する原因ともなっていた。公害の被害は，単に財産上の被
害にとどまらず，人の健康，生命に及ぶ場合も少なくない。被害者は，比較的弱い立場
にある一般国民である。公害紛争処理制度とは，このような公害紛争の特殊性及びその
処理制度の実情に鑑み，公害紛争について裁判とは別に，行政上の処理制度を確立して，
その簡易，迅速な解決を図ろうとしたものである。
(3) しかしながら，公害紛争処理制度の対象は環境基本法（平成 2 年法律第 91 号）の制定
後も，同法 2 条 3 項に規定する公害（いわゆる「典型 7 公害」）に限られ，その手続にも
大きな変化はないと言える。これを受けて，2020 年 2 月 21 日付けで公表した「公害紛争
処理制度の改革を求める意見書」では，韓国の環境紛争調整委員会等への調査に基づい
て，対象範囲を一定の環境被害にも拡大すべきであることを述べている。また，近弁連
でもスウェーデンの環境裁判所への調査等を踏まえて「より使いやすく，科学的な解決
のための公害環境紛争解決制度の実現を求める決議」公害紛争処理制度の改善を求める
決議 1をしている。
以下では，日弁連の公表した意見書及び日弁連主催のシンポジウムでの発言内容等を
紹介しつつ，公害・環境紛争の早期かつ適正な解決に資するような公害紛争処理制度の
改革，とりわけ公害調停制度の活性化に向けた課題と展望を中心に述べる 2。
(4) 公害紛争処理法（以下「法」という。
）では，公害等調整委員会（以下「公調委」とい
）の調停手
う。
）の裁定手続 3，調停手続及び都道府県公害審査会（以下「審査会」という。
続等が定められている。なお，後述するとおり「公害に係る紛争」が対象とされている 4。
1

2

3
4

近畿弁護士会連合会「より使いやすく，科学的な解決のための公害環境紛争解決制度の実現を求める決議」
（2010 年 11 月 19 日）http://www.kinbenren.jp/declare/2010/j20101119-2.pdf
公調委の「平成の公害紛争事件を振り返る」では平成時代の有名な紛争事例について紹介がある
公害等調整委員会「特集『平成の公害紛争事件を振り返る』平成の公害紛争事件～平成 30 年度公害等調整委員
会｢年次報告｣(白書)から」ちょうせい第 98 号（2019 年 8 月）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000638767.pdf
総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/how/summary_Adjudication.html）
環境基本法第 31 条 国は，公害に係る紛争に関するあっせん，調停その他の措置を効果的に実施し，その他公
害に係る紛争の円滑な処理を図るため，必要な措置を講じなければならない。
＊ 環境基本法第 2 条第 3 項 この法律において「公害」とは，環境の保全上の支障のうち，事業活動その他
の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下
及び悪臭によって，人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係
のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。→ 「いわゆる典型 7 公害」
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公害調停については，豊島産廃不法投棄事件 5や能勢ダイオキシン事件 6のような有名
なものもあるが，現状ではあまり利用されていないと思われるので，公害調停制度の活
用を中心に述べることとする。
２

裁定手続と調停手続の違い
裁定手続は公調委のみが扱い，原因裁定と責任裁定がある。責任裁定とは，公害被害に

対する損害賠償責任の有無及び賠償額について判断する手続である（法 42 条の 12～同条
の 26 の 2）7。原因裁定は，加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否についてのみ判
断する手続であり（法 42 条の 27～同条の 33）
，被害者側だけでなく加害者側からも申立て
ができるという特徴がある。一方，裁定事件は，職権で付調停にする場合もある（法 42 条
の 24）
。
公調委は，重大事件，広域処理事件，県際事件に関する調停を扱っている（法 24 条 1 項，
31 条～38 条）
。重大事件とは，大気汚染，水質汚濁により著しい被害が生じ，かつ被害が
相当多数の者に及び，又は及ぶおそれのある事件を指す（施行令 1 条）
。例えば，①生命，
身体に重要な被害が生じる事件，②被害の総額が 5 億円以上の事件を言う。広域処理事件
とは，航空機や新幹線に係る騒音事件を言う（施行令 2 条）
。
審査会は，公調委が扱う調停事件（重大事件，広域処理事件，県際事件）以外の調停事件
を扱う（法 24 条 2 項）
。
実務上，
「おそれ公害」と称される被害未発生の案件であっても，被害発生の具体的な蓋
然性のある場合にも公害調停の申立ては可能である。他方，具体的な騒音被害等が発生し
ている場合，工場の操業停止を求める調停申立てができることは言うまでもない。
３

公害審査会に対する評価

(1) 公害審査会における公害調停については，次のように説明されている 8。当事者双方の
合意が基本となるため，調停委員会が一方の当事者の主張が妥当であると認定したり，
一方の当事者に対して特定の措置を採るよう命令したりすることはできない。また，当
事者に対して，調停期日への出頭を強制することはできない。当事者の一方が出席をし
ない場合や，話合いの結果合意が成立する見込がない場合には，調停手続が打ち切られ
ることになる。

5

6

7

8

公害紛争処理法第 2 条 この法律において「公害」とは，環境基本法第 2 条第 3 項に規定する公害をいう。
公害紛争処理法第 13 条 都道府県は，条例で定めるところにより，都道府県公害審査会（以下「審査会」とい
う。）を置くことができる。
公害紛争処理法第 26 条 公害に係る被害について，損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合
においては，当事者の一方又は双方は，
・・・政令で定めるところにより審査会等に対し，書面をもつて，あつ
せん，調停又は仲裁の申請をすることができる。
公害等調整委員会「豊島産業廃棄物不法投棄事件」ちょうせい第 100 号（2020 年 2 月）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000668613.pdf
中地重晴「住民参加型オンサイト有害廃棄物,ダイオキシン類汚染処理における理系専門家の果たす役割」環境
科学会誌（2004 年）https://www.jstage.jst.go.jp/article/sesj1988/17/4/17_4_295/_pdf
たとえば，ちょうせい 97 号によると，小田急線騒音被害等責任裁定申請事件が挙げられる。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000618430.pdf
埼玉県公害審査会ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kougai/choutei.html
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(2) 消極的評価 9
審査会の事務は都道府県の環境行政部署の一つの事務となっており，予算や人員の確
保が困難となっている。審査会を常設としていない県は，名簿式を採用しているにとど
まる。審査会委員の人選に透明性が確保されていないため，制度の正統性が高いとは言
えない。申立ての受付に消極的な事務局も多く見られる。弁護士にその存在が知られて
いない。
(3) 積極的評価

10

事件を受理してから成立までの期間は，約 11 か月で，裁判所の民事調停と比べて遜色
ない。大阪府では事務局による受付段階で，申請人には申請書の作成，証拠資料等につ
いて，また，被申請人については，調停制度の目的，手続について丁寧に説明している。
調停委員会は審理計画の策定，争点整理をした上で，早期に現地調査を入れるように努
めている。感情的な対立をできるだけ和らげて，和解に向けた信頼関係を醸成していく
よう努めている。行政の公害苦情窓口との連携を模索している。
(4) 環境紛争解決の大きな可能性の指摘

11

都道府県の公害審査会は，専門性や予算等の点で，公調委と比較すれば力不足ではあ
るが，潜在的には環境紛争解決に大きな可能性を秘めている。現在では，環境政策課等
の職員が委員会事務局を兼務しているため，片手間仕事になりがちで，事件対応に消極
性が見られる。
しかし，その潜在的可能性，それが法定自治事務であることに鑑みれば，地元弁護士
会への積極的な宣伝や兼務職員の増員等，意義を十分に認識した体制整備が求められる。
４

行政を相手方とする公害調停
豊島産廃不法投棄事件では，香川県が被申請人となって公害調停が成立している。最近
では，東京国際空港航空機騒音調停事件

12

において，国土交通大臣が被申請人となって調

停が成立している。
大阪府公害審査会の地下水汚染対策措置継続請求事件（大阪府令和元年(調)第 4 号事件） 13
では，汚染源とされる工場と行政の間で地下水浄化の合意（工場側に法的責任のないこと
を前提とした合意）がなされ，その期間延長が問題となった事案において調停が成立して
いる。この事件では，行政側も一定の汚染対策を行ってきたが，近時の財政状況等もあり
汚染対策への予算支出が議会で問題とされたようである。他方，地下水に含まれる有害物
質のクロロエチレンは水質汚濁防止法の要監視項目であるが規制対象ではなく

9
10

11
12

13

14

14

，また，

藤原猛「環境ＡＤＲの可能性」ちょうせい第 56 号・2008 年第 4 回 SELAPP
2017 年 6 月 1 日「第 47 回連絡協議会」におけるパネルディスカッション「公害紛争処理制度の活性化」での福
原哲晃弁護士の発言参照。
北村喜宣『自治体環境行政法［第 9 版］』246 頁（第一法規出版，2021 年）
公害等調整委員会「東京国際空港航空機騒音調停申請事件（平成 28 年（調）第 10 号事件）の終結について」ち
ょうせい第 101 号（2020 年 5 月）https://www.soumu.go.jp/main_content/000686970.pdf
公害等調整委員会「都道府県公害審査会の動き（令和 2 年 10 月～12 月）」第 104 号（2021 年 2 月）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000732757.pdf
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室
「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル（第 1.1 版）」（2013 年 6 月）
https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/main.pdf
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土壌汚染対策法の特定有害物質には指定されているものの「飲用利用等がある場合」では
ないため，調査命令が出せない

15

，工場自体は廃業して土地の所有権が移転されていると

いう法規制の隙間にあるような事案と言える。行政の規制手段が取りにくい場合であって
も，人の生命・健康を守るのは行政（自治体や国）の基本的な義務であるから賠償責任を
負う可能性は否定できないことから，行政側も予算支出の「公益性」と「相当性」を検討し
て和解合意が成立したと考えられる。
５

公害規制の立法化と公害調停
公害調停は行政に置かれたＡＤＲ（裁判外紛争処理機関）として，特別の役割を果たす

ことがある。たとえば，スパイクタイヤ事件 16は，長野県知事に対し，スパイクタイヤメー
カー7 社を相手方として，スパイクタイヤの使用によって生ずる粉じんの被害発生防止の
ため，スパイクタイヤの販売停止（後に製造・販売停止に申請内容を変更）を求める調停
申請がなされた。本件は公害等調整委員会に引き継がれ，昭和 63 年 6 月に，一定期間後に
スパイクタイヤの製造・販売を中止する等を内容とする調停が成立している。この調停成
立を契機として，昭和 63 年 8 月に環境庁長官がスパイクタイヤの使用禁止を法制化する方
針を明らかにするなど，スパイクタイヤ問題への対応が進み，平成 2 年 6 月にスパイクタ
イヤ粉じんの発生の防止に関する法律が国会で成立している。
６

今後の課題である合意形成の場としての機能
2050 年脱炭素宣言 17を実現するため，再生可能エネルギーを最大限導入するとされてい
る。具体的には，メガソーラーや大型の陸上・洋上風力発電施設が急激に増えることが予
想されるところ，これらの施設については，環境アセスメントを実施する必要があるとと
もに地元との合意形成も必要とされている

18

。現行制度のままで公害調停が利用できるの

か課題はあるが，審査会がその役割を果たすことも積極的に検討することが必要である。
第２
１

日弁連意見書

19

公害紛争処理法の改正について
法１条の「公害に係る紛争」を「環境に係る紛争」に改正し，同法の対象を広げ，法律名

を「公害紛争処理法」から「環境紛争調整法」に変更する。また，組織名を「公害等調整委
員会」及び「都道府県公害審査会」から「環境紛争等調整委員会」及び「都道府県環境紛争
調整委員会」に変更する。

15

16

17
18

19

クロロエチレン「特定有害物質」指定に関する環境省水・大気局長通知「土壌の汚染に係る環境基準の追加及
び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴
う土壌汚染対策法の運用について」（2016 年 4 月 15 日）
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_1604151.pdf
北村喜宣『環境法［第 5 版］』420 頁（弘文堂，2020 年 9 月）
公害等調整委員会「スパイクタイヤ粉じん被害等調停申請事件について」（ちょうせい第 101 号）
（2021 年 5 月）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000687006.pdf
首相官邸ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html
「風力発電に係る地域主導による適地抽出手法に関するガイド～地方公共団体による適地抽出のための合意形
成と環境調査～」（2017 年 7 月 13 日）https://www.env.go.jp/press/files/jp/106384.pdf
前掲注 1・意見書
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なお，その場合の「環境に係る紛争」には次のものを含めることとし，法 26 条の「損害
賠償に関する紛争その他の民事上の紛争」は「損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛
争又は行政上の紛争」に変更すべきである。
(1) 環境基本法 2 条 3 項の「公害」
（環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人の活
動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下（鉱物の採掘
のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって，人の健康又は生活環境（人
の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育
環境を含む。）に係る被害が生ずること。）に係る紛争又は被害が生ずるおそれのある紛
争
(2) 環境基本法 2 条 1 項の「環境への負荷」
（人の活動により環境に加えられる影響であっ
て，環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの）のうち相当範囲に及ぶものに
よって，人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密
接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。
）に係る被害が生じ又は被害が生ずるお
それがある紛争
２

公害審査会の調査権限を強化について
法 33 条 1 項ないし 3 項を次のとおり改正すべきである。
「第 1 項

調停委員会は，職権で事実の調査をし，かつ，申立てにより又は職権で，必要と
認める証拠調べをすることができる。

第2項

調停委員会は，前項の事実調査のため必要があると認めるときは，当該調停に
係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができ，また，事件に
関係のある場所に立ち入って，事件に関係のある文書又は物件を検査すること
ができる。

第3項

調停委員会は，第 1 項の規定による事実調査及び前項の規定による立入検査に
ついて，専門委員をして補助させることができる。」
。

３

国及び都道府県に対する予算措置等
前記１で示した環境に係る紛争の調整のために以下の予算措置及び運用措置を採るべき
である。
(1) 都道府県は，審査会で環境紛争に係る十分な調査を可能とするために，職員と予算を
充実させること。それについて，国は財政的・技術的支援をすること。
(2) 審査会と市町村の公害苦情窓口との連携を強化すること。
(3) 審査会が積極的に案件を受け入れることが可能となるように公害等調整委員会が支援
をすること。

第３
１

日弁連シンポジウム

日弁連意見書
前述のとおり，公調委や審査会が果たしてきた機能を高く評価するとともに，今後，そ

れを一層充実し，国民のニーズに応えることができるよう，①公害紛争処理法第 1 条の「公
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害に係る紛争」を「環境に係る紛争」に改正し，同法の対象を広げ，法律名および組織名の
変更，②都道府県公害審査会の調査権限の強化，③国および都道府県に対する審査会の職
員および予算の充実や審査会と市町村の公害苦情窓口との連携の強化についての公害等調
整委員会による支援を提言している。
２

シンポジウム
2021 年 3 月 18 日，日弁連主催によるオンラインシンポジウムは，日弁連意見書の内容
の実現に向け，さらに議論を深めることを目的として開催された。
はじめに，針原祥次弁護士から日弁連意見書の内容が，①公害紛争処理制度の対象範囲

を「公害」から，人の健康又は生活環境に係る相当範囲の環境紛争にまで拡大すること，
及び②審査会の活性化，の 2 点であることなどが説明された。
次に，元公調委の審査官として，豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件に実際に
携わられた経験のある佐藤雄也氏から，制度が非常に有効に機能した事例の 1 つとして，
当該調停事件が最終合意により解決に至るまでの経過について報告がなされた。
その後，村田正人弁護士から，昨今全国的に問題となっている，農地に大量に放置され
た建設残土の問題が報告された。建設残土は廃棄物処理法上の廃棄物には当たらないとこ
ろ，地方自治体に残土の処理に関する条例がない場合には，公害紛争処理制度を行政との
話し合いの場として活用することが考えられないか，という問題意識が提起された。
３

パネルディスカッション
(1) 小島延夫弁護士をコーディネーターとして，上智大学法学部の北村喜宣教授，一橋大
学大学院法学研究科の山本和彦教授，及び村田弁護士によるパネルディスカッションが
行われ，①制度の対象範囲の拡大と，②調査権限の拡充という２つのテーマが主に取り
上げられた。

(2) 制度の対象範囲の拡大について
北村教授から，制度の対象範囲を拡大する法改正は，技術的には十分可能と考えるが，
例えば自然環境破壊や景観破壊等の紛争で，人の健康や生活環境に関わる被害が問題と
ならないような場合には，価値対立の問題となり合意点が見出しにくいため，ＡＤＲの
対象とするのが果たして適切かという問題がある，との指摘がなされた。村田弁護士か
らは，建設残土の問題は災害性という客観的な被害が認められるため，法の対象になじ
むのではないかとの指摘があった。
山本教授からは，現行制度は，行政ＡＤＲのモデルとも言うべき様々な利点を有して
おり，対象範囲の拡大という方向性は基本的に望ましいと考えるが，行政ＡＤＲは公的
負担を伴うため，対象範囲の拡大を考えるなら，それに相応する社会的な利益も考慮す
る必要がある，との指摘がなされた。また，
「公害紛争処理制度は，調査費用の公費負担
や裁定制度等の点において，かなり思い切った制度である。公害に関する当時の切実な
社会状況が反映されたものと思う。したがって，この制度の対象範囲を拡大していくた
めには，同じような大きなエネルギーが必要であると思う」という趣旨の発言があった。
(3) 調査権限の拡充について
一般的に，審査会は独自の調査実施にはあまり積極的ではないと言われているところ，
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この点につき村田弁護士より，地方自治体は予算が乏しいため，あまり調査をしてくれ
ない，調査をしてもらうためには，公調委に事件を扱ってもらう方向に持っていくしか
ないのが実情である，との話があった。
北村教授からは，審査会の設置が任意的自治事務とされている現行法の下では，審査
会の活動に関して国から財政的支援をすることは困難である，まずは義務的自治事務と
すべきであると示した。一方で，全都道府県につき義務的自治事務とする必要があると
は思えず，やるかやらないかは都道府県の自由であるが，手を挙げた以上はやらなけれ
ばならないという，新しい形の義務的自治事務とすることが考えられるのではないかと
の提言がなされた。
(4) 最後に，本シンポジウムのコメンテーターである早稲田大学法学学術院の大塚直教授
より，2050 年脱炭素宣言の政策実現に向けて，全国的に太陽光発電所等の設置が急務で
あり，それに伴い生じ得る公害・環境紛争の調整制度を整備する必要が認められるとこ
ろ，これを制度全体の改革のエネルギーとしていくことが考えられるのではないかなど
のコメントがあった。
第４
１

公害調停制度の実務上の課題と展望

公害紛争処理制度の機能
主な機能は，第一に，公費による調査であり，裁定手続及び調停手続において調査権限

が付与され，文書や物件の提出を求め，当事者の占有する場所等に立ち入って調査を行
い，立入検査について専門委員をして補助させることができる（法 33 条，42 条の 16 及
び 42 条の 18，44 条，公害紛争処理法施行令 17 条）
。第二に，専門的知識，経験等を生か
した，総合的かつ調停的な紛争解決である。
これらの機能を生かして紛争解決に貢献しているのが，低周波問題を含む近隣騒音問題
である。騒音規制法は，工場騒音と特定建設作業を伴う建設工事の騒音だけを対象として
おり，条例で定めているとしても飲食店のカラオケ騒音程度であり，エアコンの室外機に
よる低周波騒音問題，マンションの上下階の騒音問題や幼稚園・保育園の騒音等について
は基準が存在しない。また，低周波については現時点では明確な法規制が存在しない。こ
うした問題について，公害や環境問題について専門性を持った委員が果たしている役割も
大きく，専門家からなる調停制度を持つ公害等調整委員会や審査会等への申立てが紛争解
決に多大な役割を果たしてきている。
実際，幼稚園の騒音について公調委で調停が成立した案件がある（平成 29 年（調）第
4 号事件）
。また，家庭用ヒートポンプ給湯機の低周波騒音問題やエアコン・その他の室
外機による騒音振動問題について，審査会による本格的な調査が実施され，調停が成立し
た案件が多数見られる（東京都平成 27 年（調）第 2 号事件，大阪府平成 28 年（調）第 2
号事件等）
。
２

市町村の公害苦情窓口との連携
(1) 全国の自治体等に年間約 7 万 2,000 件の公害苦情相談が寄せられるなど，環境紛争，
とりわけ生活環境紛争の迅速かつ適切な解決を求める社会的なニーズは，依然として根
強い。
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実際，市町村の公害苦情窓口へ寄せられる苦情の半数以上を占めている騒音公害につ
いては，前述のとおり，規制基準自体がない場合も多く，行政の規制権限を活用した対
応が難しい。また，調停による紛争解決になじむ事案が多いところ，市町村には調停制
度がなく対応に苦慮する状況が見られる。そこで，環境紛争の解決のためには，専門家
からなる調停制度を持つ審査会への申立てが多大な役割を期待できる。
ところが，審査会等への申立件数は年間 30 件から 50 件程度，公害等調整委員会への
申立件数も年間 20 件から 40 件ほどにとどまっている。この問題について，二つの原因
が考えられる。
第一に，市町村等に多数の相談が寄せられているにもかかわらず，市町村の公害苦情
窓口に寄せられた相談を審査会等につないで紛争解決を図るような仕組み・連携が十分
ではないことである。
第二に，申立件数が少ないことから，経験に乏しい審査会等の事務局が，消極的な対
応をする例も見られることである。市町村の公害苦情窓口に来た人に審査会等を紹介し
ても，申立てにまで至った例は少数にとどまっているとも報告されている。
この背景としては，全国にある審査会のうち，平均すると年間 1 件を超える申立てが
ないところが多数で（47 のうち 39 都道府県）
，そうしたところでは，事務局が経験に乏
しく申立てをしようとすると，対応方法が分からないこともあり，消極的な対応をする
ことにつながっていることなどがあると考えられる。
以上のような状況を解決するためには，第一に，審査会の紹介パンフレットを作成し，
審査会と市町村の公害苦情窓口との定期的な懇談会を開くなど，審査会への連携を高め
ることが必要である。
また，審査会の方でも，積極的に案件を受け入れることが可能となるような体制整備
が必要である。そのためには，公害等調整委員会が，公害調停の進行についてのマニュ
アルや解決事例とその方法についての詳細な報告書を作成し，審査会に配布するほか，
定期的に研修をしたりするなどの支援をすることが欠かせない。
(2) 日弁連意見書にもあるとおり，審査会と市町村の公害苦情窓口との連携を強化するこ
とが重要である。
公害苦情相談に直接携わっている自治体職員は，住民から様々な苦情の申立てを受け
ている。例えば，工場の騒音が基準値を超えているような場合，騒音発生源の工場に対
して基準を順守するように指導することができるが，法律の基準，条例の基準あるいは
自治体の要綱の基準という各種の基準を守っている場合や低周波音騒音のように，現在
まだ規制基準がない事案に関する苦情が来た場合，その対応に苦慮することになる。こ
のような場合，当事者双方の間に立って調整するような対応を自治体の苦情相談窓口の
担当者ができるのかという質問を受けることがある。言い換えれば，民と民の争いに役
所が口を挟んでいいのかという問題である。
これは行政指導の限界という問題であり，規制型の行政指導というのは一定限界があ
るが，調整型の行政指導であればもう少し柔軟な対応もできると考える。ただし，調整
型の行政指導とは言っても，紛争性が高い事案に役所の担当者が介入すると職務の範囲
を超えてしまうおそれもあるため，公害苦情窓口を担当している自治体職員には調整型
の行政指導は行ってもらう一方で，紛争性が一定程度高いものであれば公害審査会に申
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し立てるよう案内する，というような苦情損談窓口と審査会との「振り分け」
「住み分け」
を考える必要がある。
また，自治体職員の多くは 3 年ほどで異動することから，公害苦情処理のノウハウや
公害審査会に関する知見の蓄積や継承が困難であり，具体的な紛争に対してどのように
対応すべきか悩むことも多い。そのような問題を解消するためには，自治体職員に対し
て公害苦情処理のノウハウや公害審査会に関する知見について研修会の実施が考えられ
る
大阪府では，公害苦情相談件数は毎年 4,000 件ほどあるが，公害審査会の調停の申請
件数が年間 4 件のみである。これを公害苦情窓口において適切に解決されていると評価
することもできるが，行政規制が不十分である騒音被害については行政では対応できな
いとして終わっている場合も少なくないのではないか。また，公害調停についての知見
がないため，公害調停の紹介に至らなかった場合も相当あると思われる。
３

公害調停制度の課題

20

(1) 対象の拡大
公害紛争処理法は公害対策基本法 21 条 1 項のもとで制度設計された。
その対象について，
立法当時は「公害」とされていたが，1993 年に環境基本法が制定されたことから「公害」
を「環境」とし改正して対象範囲拡大すべきだったと指摘する環境法学者は多い 21。とこ
ろが，環境基本法 31 条 1 項に「公害に係る紛争」と規定されており，同法 2 条 3 項が「公
害」をいわゆる「典型７公害」による健康及び生活環境に係る被害に限定する旨の定義を
しているという文理上の制約放置されており，対象範囲の拡大の法改正には至っていない。
実務上は，行政上の紛争も行政処分の違法性を直接争うものでなければかなり広く認め
られている。また，厳密な意味での被害発生がない「おそれ公害」についても対象とされ
ているなど，様々な環境関連の紛争を一定程度対象とされるようになっている。もっとも，
これはあくまで実務運用によるものであって，社会的な要請と法令に抵触するものではな
く，対象範囲が拡大されているにすぎない。この実務運用を後退させないためにも，法改
正は必要であり，法改正により実務経験の少ない審査会においても疑義のない事務対応が
可能となる。また，2050 年脱炭素宣言の政策実現が急務とされているなかで，大規模再エ
ネ施設と生活環境保全に関する紛争あるいは住民合意が必要となる案件については，法改
正の立法事実があると考えられる 22。審査会の場合，法改正前でも地方自治体によっては，
メガソーラー，大型風力発電所のような再エネ施設や残土処理等に関しては規制条例を有

20

21

22

2021 年 9 月 11 日に開催された第 17 回上智大学法科大学院環境法政策プログラム「公害紛争処理制度のこれか
ら」において，高橋滋法政大学教授（2021 年 6 月まで公害等調整委員会委員），針原祥次弁護士（2021 年 10 月
31 日まで大阪府公害審査会委員），南典男弁護士（神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件の申
請人代理人）及び北村喜宣上智大学教授によるパネルディスカッションが行われ，これらのテーマについて議
論がなされた。本項の記述については，そこでの議論を参考にしているが，その記述内容についは執筆者が責を
負うものである。
大久保規子『自治体研究』第 91 号の「環境紛争における行政型ＡＤＲ～都道府県公害審査会を中心として～」
では，対象拡大とともに申請人適格の拡大も行うべきであるとする。さらに，審査会の独立性を確保し，組織
的・財政的基盤を強化することも必要であるとされる。
大久保規子 ジュリスト増刊・『行政法の争点』の「44 行政機関によるＡＤＲ」では，行政の意思決定過程の中
にあらかじめＡＤＲの活用可能性を組み込むことも検討に値するとする。
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するところもあるから，それらに関する生活環境紛争を公害審査会の対象範囲としうる
（地盤沈下，騒音あるいは水質汚濁事案に準じるとの実務運用）。日弁連意見書では，①
産業型公害にとどまらず，都市型・生活型公害の増加，②近隣環境紛争の増加，③「田畑
や山林等への残土堆積，里山の開発，砕石採取等の生活環境破壊」を指摘しており，これ
らのうち③については地球温暖化に伴う気候変動による災害の一面もあると考えられる
ので，地球環境問題 23に関する紛争も画一的に対象外とする必要もないというべきである。
他方，地方自治体の審査会および公害苦情相談員の設置がいずれも任意的となっている
ことが，その運用面においても消極的な対応となる原因の一つと考えられる。地方分権の
立場からは，住民との関係で公害環境紛争をどのようなものにするか，どれほどのコスト
をかけるのかは，各地方自治体において議論されるべきものであり，条例制定によって，
自然環境紛争や都市環境紛争も広く取り込むという選択も可能なはずである。
(2) 公害等調整委員会と都道府県審査会の関係
現在の制度は，地方分権の時代にはそぐわないものであるとの指摘がなされており，公害
紛争処理制度の在り方を考えるに当たっては，国・都道府県・市町村の連携の在り方とい
う大きな視点も必要である。国，都道府県，市町村それぞれの役割分担の見直しとして，
たとえば，都道府県審査会にも裁定権限や職権調査権限を付与する，市町村にも調停権限
を付与する機関を設置しうることも検討すべきである。
審査会に職権調査権限を付与することは，日弁連意見書でも述べられているが，地方自
治体の実情は都道府県・市町村で様々であり，一律に権限強化を検討することは困難な面
もあるといえよう。まずは，公調委から都道府県・市町村に対して専門委員や職員の派遣，
協力関係の強化等を行うことが必要である。
また，日弁連意見書にある調停委員会に職権による事実調査と職権及び申立による証拠
調べの権限を付与することに関しても，紛争事例に対応できる体制整備を行うことが前提
であって，実践的には単位弁護士会との連携強化が鍵になると考えられる。法制度的には
「裁定権限の創設」は法律事項であるので条例により創設することは困難であるが，審査
会への職権調査権限の付与や市町村が調停権限を持つことは，条例で定めることができる
内容であると考えられる。
４

公害調停制度の展望
(1) 公調委及び審査会もＡＤＲ（裁判外紛争処理制度）のひとつであることから，裁判制
度を補完する制度であるとする考え方が法律家の中では一般的であるように思われる。
しかしながら，ＡＤＲと判決手続とは，そのよって立つ基本原理が異なるものであっ
て，ＡＤＲ自体に独自の意義，機能ないし役割を見出そうとする立場が有力になってい
る。
ＡＤＲに独自の意義を見出そうとする立場からは，近代国家の二大原理である権力の
国家への集中（封建的な中間団体の排除）と自由意志の尊重（市場経済等）という考え
方をもとに，権力集中（権力による解決）を裁判制度の基本原理とし，自由意志をＡＤ

23

1992 年の地球サミット（環境と開発に関する国際会議）以降，気候変動と生物多様性は環境問題の二大テーマ
となっており，環境基本法においても関係規定が存在する（3 条，5 条，14 条など）。
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Ｒの基本原理（合意による解決）として説明される。現代においては何らの留保もなし
に自由意志や市場経済を肯定することはできないが，他方で，権力的な解決もその内容
が国民の支持を失うようであれば安定的な秩序維持も困難となるものである。ＡＤＲは
民主制の土台としての「国民の自由な意思に基づく自己決定」という考え方と共通する
ものがあるとの説明は説得的だと考えられる。また，裁判制度は違憲判断や判例の集積
によって実質的な法創造もあるものの，基本的に制定法を前提とすることから経済的・
社会的強者に有利な制度である面を否定し得ない。
また，自治体における公害苦情窓口等における行政指導と審査会の手続について，両
者は異質のものではなく，連続性のあるものと考えることができる。行政指導も，それ
が規制的なものであろうと調整的なものであろうと，相手方の任意の協力によることが
要求されており（行政手続法 32 条 1 項），相手方の任意の協力という観点から見ると，
ＡＤＲにおける当事者双方の合意（行政が一方当事者となる場合に限られるが）という
共通したものを見出すことができる。このようにして，公害紛争処理法が定める地方自
治体の公害苦情相談制度（法 49 条 2 項）と審査会における紛争解決とを連続した手続と
して理解することができるのである。
(2) 日弁連意見書や日弁連シンポジウムでは，第一に対象範囲を「典型 7 公害」から拡大
する必要性が述べられている。実務上，中高層マンション建設による騒音振動と同時に
日照・通風阻害による被害についても同時に公害調停が申請された場合，あえて典型 7
公害以外は受け付けないという取扱いはされていないように思われる。しかしながら，
厳密に法制度として許容されているのかと質問されれば否定せざるを得ない。そのため，
環境保護法令において保護法益とされている「生活環境の保全」についても，公害調停
の対象とすべきことを明文で定めるべきである。少なくとも，意欲のある自治体におい
ては条例制定により，生活環境利益に関する調停権限を認めることができるようにすべ
きである。
(3) 実務上の運用では，行政を被申請人とする申立ても受け付けられて，また，責任裁定
において賠償責任が肯定された事例もある

24

。また，行政を被申請人とする公害調停の

成立事例も少なくない。この点についても，行政処分を直接対象としない紛争について
は公害紛争処理制度の対象となることを法律の明文で定めるべきである。
近時の紛争事例として，2050 年脱炭素宣言に基づく大規模再エネ施設と生活環境保全
に関する紛争あるいは住民合意が必要となる案件がある。これらについては，法改正前
でも条例制定や実務運用によって，審理対象に含めることも法理論上は可能と言える。
典型 7 公害案件に準じるような案件（残土処理やメガソーラー事案）については，生活
環境の保全に関する紛争として実務運用として対応している場合もある。
(4) 都道府県公害審査会の活性化が最重要課題であることは，つとに主張されているとこ
ろである。北村喜宣教授は「潜在的には環境紛争解決に大きな可能性を秘めている」と
「公害審査会の事務は都道府県の任意的法定自治事務であることから，都道府
しつつ 25，
県がこの制度の意義をより真剣に受け止めて，救済の実効性をあげる方向で体制の整備
24

25

公害等調整委員会「座談会：神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件」ちょうせい第 99 号
（2019 年）https://www.soumu.go.jp/main_content/000653628.pdf
前掲注 11
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を検討することが必要である。
」とも述べられている 26。
公害紛争処理制度を利用した弁護士からは批判的な意見が少なくないものの，職権に
よる鑑定等によって迅速な紛争解決につながったという好意的な評価もなされている。
もっとも，これらの意見に共通しているのは，公害紛争処理に関する知名度の低さから
くる制度利用への躊躇である。このような申立て段階での躊躇を無くし，公害紛争処理
制度を利用しやすくするためには，各弁護士会への広報活動や公害紛争処理制度を担当
する弁護士の専門性と熱意が不可欠と言える。そのためには，弁護士会からも人的・財
務的充実を図る仕組みの提案が必要であるし，調停技法のトレーニングや地方自治体レ
ベルでの複雑な環境規制に関する研修制度の充実も必須である。

26

北村喜宣『環境法［第 5 版］』262 頁（弘文堂，2020 年）。
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第４節
第１

環境保全のための条例活用の可能性と弁護士の役割

条例活用によって環境保全を

日本国憲法は，一章を設けて，地方自治について規定し，地方自治の本旨に従って，地方
自治についての法律上の定めをすべきとする（憲法 92 条）とともに，地方自治体の条例制
定権を定める（憲法 94 条）。
環境問題は私たちの身近なところで起きる問題であり，地域の環境を保全していくことが
極めて重要である。地球規模の問題である気候変動（温暖化）の問題にしても，身近な環境
や私たちの生活への影響の問題を捉えながら，地方で先進的取組を進めていくことによって
大きな変化を生み出すことができる。その際に，条例は，極めて重要な手法となる。
条例は，政策実現手段として，以下のような特質を有すると言われる。
(1) 地方公共団体全体としての意思決定(→自治体の全機関を拘束)
(2) 住民意思の表れとしての意思決定(→民主的正統性を持つ意思決定)
(3) 法規範であり，公権力をもって住民やその地域で行動する事業者にその遵守を要求可能
(4) 行政手続の公正・透明を確保しやすい
(5) 予算，計画その他の政策実現手段の上位にある
環境保全の手段がないと悩む前に，条例制定を考えてみてはどうだろうか。
第２

環境保全に重要な役割を果たしてきた条例

過去，実際に環境保全に条例は重要な役割を果たしてきた。
１

公害防止条例
最初に挙げられるのは，公害防止のための条例である。
第二次世界大戦の終了とともに，日本は直ちに戦後復興に動き，公害が激化した。
しかし，国法の対応は遅れ，1958 年の水質二法（公共用水域の水質の保全に関する法律，
工場排水等の規制に関する法律）が最初で，大気汚染については 1962 年のばい煙規制法
までなかった。
他方，1949 年には東京都工場公害防止条例，1950 年には大阪府事業場公害防止条例，
1950 年には神奈川県事業場公害防止条例，1955 年には，福岡県公害防止条例，東京都ば

い煙防止条例が制定され，公害規制が行われていった。
このように，公害防止は，条例が明らかに先行した。
その後，前記のように法律が制定されたが，制定された法律は，それまでに整備された
条例よりも規制内容が緩やかであることもあり，条例の先進性が明らかとなった。これは，
後述するように，法律と条例の関係という問題を提起することになった。
1970 年には，公害国会が開かれ，公害防止についての法律が改正・制定され，法律によ
る規制が大幅に強化され，同時に，条例による上乗せ・横出しが広く認められた。
しかし，土壌汚染についての包括的な法律はなく，また，既に問題となりつつあったア
スベストによる大気汚染防止のための法律もなかった。包括的な土壌汚染についての法律
である土壌汚染対策法が制定されたのは 2002 年 1，アスベストが規制対象となったのは
1

平成 14 年法律第 53 号
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1989 年(ただし，製造工場からのもの） 2，建築解体現場でのアスベストが規制対象となっ
たのは，1996 年 3であった。その分野，すなわち，土壌汚染対策，アスベスト対策などで
は，条例がやはり先進的役割を果たした。
２

自然保護条例
自然保護については，1951 年に森林法，1957 年に自然公園法が制定されたが，包括的
な自然保護法制は存在せず，条例の対応も遅れた。
しかし，1960 年の公害反対運動と並行する形での自然保護運動が盛んになっていく中で，
1970 年の北海道自然保護条例の制定を皮切りに全国に広がり，国の自然環境保全法が制定
された 1972 年 6 月には，28 の道県で自然保護条例が制定されていた。
東京都では，自然保護条例の制定が遅れ，1972 年 10 月に，東京における自然の保護と

回復に関する条例が制定された。
国の法律としては，前記の通り，1972 年 6 月に自然環境保全法が制定されたが，同法は，
原生自然などの保護に限定されていき，里地・里山などの身近な環境や湿地の保全の法律
としてはほとんど機能しなかった。そうした中で，各都道府県の自然保護条例は大きな役
割を果たした。
そうした動きはその後も続いており，湖沼の環境保全，水源保全，残土対策の分野にお
いて各地の条例は大きな役割を果たしている。
３

まちづくり条例（景観保全）
また，歴史的建造物の保存を含む，町並み保全という点でも，条例は大きな役割を果た

した。建築基準法・都市計画法などの日本の都市法制は，明治・大正時代からずっと，美
観や伝統的建造物・街路などを守ることには消極的であり，戦後，次々と歴史的建造物が
壊され，伝統的町並みが破壊されていった。
そうした中で，1968 年に金沢市と倉敷市が，景観保存の条例を制定する。金沢市は，同
年 4 月に，金沢市伝統環境保存条例を制定し，倉敷市は，同年 9 月に，倉敷市伝統美観保
存条例を制定し，伝統的町並み保存に取り組み出した。同じ年に制定された，古都保存法
がその適用対象を奈良・京都・鎌倉に限り，また社寺建築等の歴史的価値を強化するため
の法令であるのに対して，一地方都市における景観整備について，しかも一般の民家や町
並みをも対象に自ら法制度化したものとして当時全国的にも先駆的であった。
その後，京都でも，市街地における景観の維持・向上を目指し，1972 年には，京都市市
街地景観条例が制定された。
1975 年には，文化財保護法が改正され，伝統的建造物群保存地区の制度が創設されるが，
これはそうした動きの一つの成果でもあった。
４

2

3

環境影響評価条例

平成元年法律第 33 号大気汚染防止法第三次改正
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11419890628033.htm
平成 8 年法律第 32 号大気汚染防止法第五次改正
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/13619960509032.htm
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1969 年には，アメリカ合衆国において，全国レベルで世界初の環境アセスメント法が制
定され，日本でも，事前の調査予測評価を徹底することの重要性が言われ，立法化の動き
が出た。
しかし，国の動きは挫折を続けた。そうした中で，1976 年に，川崎市環境影響評価に関
する条例が制定され，各地の動きをリードした。国の環境影響評価法が制定されたのは，
1997 年のことである。
５

地球温暖化への対応
地球温暖化対策についても条例が先行した。最初の地球温暖化対策条例は，2004 年の京

都市地球温暖化対策条例である。同条例では，目標を定め，その目標達成のための取組を
包括的に定めている。東京都も，2002 年制定の環境確保条例において，大規模事業所を対
象に温室効果ガスの排出量の算定・報告，地球温暖化対策計画書策定義務などを課してい
た。さらに，2008 年には，キャップアンドトレード方式の排出権取引制度を導入した。
第３
１

条例が違法とされた裁判例，条例制定における弁護士の役割

条例制定権をめぐる考え方の推移

法律先占論から補完性の原理へ

以上のように，条例は，環境保全分野で，先進的先駆的な役割を果たしてきているが，
国が定める法律との関係で，条例制定権がどのような限定を受けるのかは，歴史的には，
変遷がある。
当初，戦後の日本においても，地方自治体の権限は，国からの授権に基づくものだとの
考えがあり，法律が明示的または黙示的に対象としている事項については，法律の明示的
委任なしに同一目的の条例を制定し得ないとする説（古典的法律先占論）が通説であった 4。
しかし，古典的法律先占論をとると，国がある分野について法律を制定すると，同一事
項について同一目的でより強力な規制をしていた条例が違法とされ，地方自治体が地域の
実情に応じた規制を行うことができなくなるという問題がある。これは，環境保全分野に
おいて，既に見たように，各地の実情に応じた規制をしてきた，各地方自治体の努力を無
にすることにつながりかねず，極めて重大な問題を有する。
そこで，古典的法律先占論はその後「ほとんど支持を失う 5」状態となった。
判例も，徳島市公安条例判決（最大判昭和 50 年 9 月 10 日刑集 29 巻 8 号 489 頁）におい
て，古典的法律先占論を否定した。
同判決は，法律と条例で対象が重複していても，① 趣旨・目的が異なる場合であって，
法律の目的効果を阻害しない場合，② 趣旨・目的が重複しても，全国的に一律に同一内
容の規制を施す趣旨ではなく，それぞれの普通地方公共団体において，その地方の実情に
応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨である場合は，国の法令と条例との間に矛盾
抵触はなく，条例は国の法令に違反する問題は生じないとした。
その後，平成 11 年の地方分権一括法によって，地方自治法が改正され，機関委任事務
はなくなり，地方自治体が行う事務のすべてについて条例を制定できるとされた（地方自

4
5

宇賀克也『地方自治法概説[第 9 版]』231 頁（有斐閣，2021 年）
前掲注 4・宇賀，232 頁
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治法 14 条 1 項。従来は機関委任事務については法律に委任規定がない限り条例制定がで
きないとされていた。）また，地方自治体と国の権限分配において，「国は，（中略）住
民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として，地方公共団体と
の間で適切に役割を分担するとともに，地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施
に当たつて，地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければなら
ない。」（地方自治法 1 条の 2）とされた。また，同法 2 条 11 項や 2 条 13 項の規定が定
められた。全体として，補完性の原理を確認したものである。
以上からして，趣旨・目的が重複する場合の，法令の趣旨の解釈に当たっては，地域の
実情に応じた規制が必要な限りは，それを許容する趣旨とするのが原則となったと解され
ている。
２

条例が違法とされた裁判例と条例制定に当たって留意すべき点
地方分権一括改革以前の裁判例であるが，条例が国の法令に違反して違法であるとされ

た例としては，宝塚市パチンコ判決（神戸地判平成 9 年 4 月 28 日判例時報 1613 号 36 頁・
判決①），宗像市廃棄物処分場事件（福岡地判平成 6 年 3 月 18 日判例タイムズ 843 号 120
頁・判決③）などがある。
前者は，趣旨目的が重複し，地方自治体に独自の規制を認める趣旨でないとして条例を
違法とし，後者は，趣旨目的は重複しないが，法律の目的効果を阻害するとして条例を違
法とした。パチンコ事業の規制を目的とした条例の適法性が問題となった同種事案で，神
戸地裁は，宝塚市のパチンコ条例判決の 3 年前に，適法とする判断をしている（伊丹市パ
チンコ判決・神戸地判平成 5 年 1 月 25 日判例タイムズ 817 号 177 頁・判決②）。また，宗
像市の条例同様に廃棄物処理施設についての条例について適法とする判断もされている
（紀伊長島町水道水源条例控訴審判決・名古屋高判平成 12 年 2 月 29 日判例タイムズ 1061
号 178 頁・判決④）。判決②は，趣旨目的が重複せず，かつ，法律の目的効果を阻害しな
いとした。判決④も，趣旨目的が重複せず，かつ，法律の目的効果を阻害しないとしてい
る。
これらの裁判例は，条例制定の際に留意すべきことを教えている。
国の法律との関係が問題となっているが，実質的には，その規制内容や規制の手法が問
題とされていることに注意すべきである。
違法とされた，宗像市の条例をみると，過度に広範な規制となっている上に，その該当
性判断に当たり，審議会等の専門的第三者機関への諮問が任意となっている。その結果，
市長の恣意的判断の余地が残る形となっており，廃棄物処分場の適正な整備を進めるとい
う廃棄物処理法の目的に沿わないという判断がされている。その点，紀伊長島町の条例に
ついては，水道水源の枯渇のおそれというある程度数値的に把握できるものについて「認
定をするための審議会の設置，人的組織の構成，事業者に要求される措置，町長の責務等
条例の規定をみれば，その解釈適用が濫用ないしは拡張解釈されるおそれはない」と判断
されており，基準の明確化，該当性判断に当たっての専門的第三者機関への諮問の義務付
け，事前の協議制度などの点が評価されて適法とされている。
パチンコ規制についても，宝塚市の条例を見ると，ある用途地区については，一律にパ
チンコ店の営業を認めないという画一的な規制とされており，例外規定もない。事前の事
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業者との協議規定もない。他方，伊丹市の条例では，規制対象は具体的な教育環境保全の
ための必要性がある範囲に限定されており，しかも，その例外が可能で，その該当性判断
については専門的第三者機関への諮問が義務付けられるなど過度に広範な規制となってい
ない。その上，事業者や住民の意見聴取の機会があり，手続保障もされている。
３

条例制定における弁護士の役割

適法で有効な条例規制をどう実現するのか。

以上の条例の検討や裁判例からは，条例制定にあたり留意すべきことが明確になってき
ている。条例制定に当たっては，以下のような点について留意すべきであり，その助言を
する弁護士の役割は重要である。
(1) 立法事実の有無
条例の目的と手段を基礎づける立法事実があるか。
(2) 規制対象や手法が過度に広範でなく，具体的な必要に基づくものに特定されている
か。
ある特定の用途地域全体を一律禁止とするよりも，通学路から◯m とか，良好な景観
のあるところとか，水源地としての保全の必要性の高いところとか，貴重な生物の生息
地だとか具体的な必要に基づくことが必要である。
(3) 具体的な認定・許認可などの手続について，必要な手続保障・手続的統制がされてい
るか。
具体的な判断に当たっての専門性を持つ第三者的機関への諮問の義務付け，事業者か
らの意見聴取手続，住民からの意見聴取手続定められることが必要である。
(4) 国の法令及び憲法との適合性の検討
上記の(1)から(3)までの点がきちんと満たされている場合に国の法令や憲法との整合
性についても問題がないと思われるが，検討に当たっては，関係する国の法令及び憲法
との整合性の検討は必要である。もっとも，その解釈に当たっては，前述した補完性の
原理を重視すべきことは前述のとおりである。
(5) 罰則規定の際の留意事項
また，罰則規定（刑事処罰規定）を条例に設ける場合には，構成要件の明確性・妥当
性が確保されているか，法定刑は妥当か，など，さらに注意が必要である。
第４
１

メガソーラー問題と残土問題での条例による可能性

メガソーラー問題と残土問題
今日，環境保全との関係で，緊急の問題となっているのは，メガソーラー問題と残土問

題である。
こうした点が問題になっているのは，大規模な里山開発などを規制する包括的な自然保
護の法律がないことが大きい。
ドイツでは，コンクリートなどで覆われていない土地に建物を建てたり，何らかの物を
置いたりしようとすると，それは，連邦自然保護法の規制対象となり，農業利用などのご
く一部の例外を除き，全て，許可が必要となる。
他方，日本では，前述したとおり，自然環境保全法が原生自然などの保護に限定され，
身近な環境や森林地などについては，ほぼ規制がない。その結果，今日，各地で残土置き
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場が相次ぎ，メガソーラーの設置が続き，深刻な景観や環境破壊，土砂災害が起きつつあ
る。
２

メガソーラー規制条例
その中で，各地でメガソーラー規制条例が作られるのは当然の動きである。
一般財団法人地方自治研究機構の調べ 6によると，メガソーラー規制条例は，平成 26 年
から制定され始め，令和 3 年 12 月 7 日時点で 171 条例が確認されるとしている。都道府県
が 4 条例，市町村条例が 167 条例である。制定時期を見ると，平成 26 年は 2 条例，平成
27 年は 5 条例，平成 28 年は 13 条例，平成 29 年は 19 条例，平成 30 年は 28 条例，平成 31

年・令和元年は 44 条例，令和 2 年は 39 条例，令和 3 年は 21 条例となっている。
既に制定された条例の内容は多岐にわたるが，条例制定に当たっての留意点は以下のと
おりである。
(1) 保全地区の指定
市町村の全域について同一内容の規制をするのではなく，保全の必要性の高い地域
（保全地区，禁止地区，抑制地区などの様々な名称が用いられている）を定め，その地
域について，許可制などの厳格な規制をすることが，前述の，過度に広範な規制を防ぎ，
その規制の必要性・合理性を裏付ける関係で重要である。
保全の必要性の高い地域の指定に当たっては，必要性と相当性が担保されるように審
議会などの専門的第三者機関からの意見聴取を義務付けることも必要である。
例として，足利市自然環境，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 7（以下「足利市太陽光発電条例」という。）の例を挙げる。
同条例は，第一に，土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法），宅地造成工事規制区
域（宅地造成等規制法），砂防指定地（砂防法），河川区域・河川保全区域（河川法），
風致地区（都市計画法），鳥獣保護区・特別保護地区（鳥獣保護法），史跡，名勝，天
然記念物，登録記念物（文化財保護法）など，都道府県立自然公園（自然公園法）など
既存の法令で既に指定されている区域を対象とする（同条例 9 条 1 項）。
その上で，「ア
る地区」「イ
区」「ウ

自然環境が良好で，自然環境を保全することが特に必要と認められ

歴史的特色を有し，自然環境を保全することが特に必要と認められる地

景観を保全することが特に必要と認められる地区」「エ

造成工事を制限する必要があると認められる地区」「オ

災害危険性が高く，

住宅の静謐を保持することが

特に必要と認められる地区」のうち，市長が指定する地区を，保全地区とし，保全地区
でのメガソーラー設置を許可なくしてできないとしている（同条例 16 条）。また，市
長の指定に当たっては，審議会の意見を聞くことが義務付けられている（同条例 9 条 2
項）。
現実の問題状況をみると，土砂災害防止が主要な課題の第一であり，こうした地域指
定を土砂災害の発生するおそれのある地域としている条例も見られる（例としては，岡

6

7

一般財団法人地方自治研究機構「太陽光発電設備の規制に関する条例」
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/005_solar.htm （2021 年 12 月 7 日更新版）
足利市「再生可能エネルギー発電設備の設置について」
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/saiseikanouenegry.html（閲覧日：2022 年 2 月 24 日）
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山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例 8 （以下「岡山県太陽光条例」とい
う。））。
他方，効率的な太陽光発電が可能だということから，山頂や山の中腹への設置が多く
見られ，それらの多くが土砂災害の危険を増大させる可能性は高いが，土砂災害警戒区
域などを指定する土砂災害防止法は，住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれを基
礎として定めることから，山頂や山の中腹などの全てが土砂災害警戒区域に定められる
わけではない。そこで，それ以外に，自然環境保全の必要性が高い地域や景観上重要な
地域などについても指定できる方策を考えておく必要があるように思われる。
(2) 事前協議規定
許可，あるいは，届出（上記①の区域以外の区域においても，一定規模以上 9のメガ
ソーラー開発について届出を義務付ける例が多い）に当たり，事業者に対する手続き保
障と，周辺住民の参加手続きの保障の両方が必要である。
前出の足利市太陽光発電条例では，事前に市長との協議（同条例 14 条），また，周
辺住民への説明会の義務付け（同条例 15 条，12 条）がされている。
(3) 実効性確保措置
さらに，条例の定めをどのように履行させるのかが問題となる。
第一の問題状況は，事業者が，条例の定めを無視して，届出や許可をせずに，太陽光
発電などを設置した場合である。
その場合，多くの条例では，勧告（岡山県太陽光条例 10 条）や命令（足利市太陽光
発電条例 29 条 2 項）をすることができ，勧告に従わないときや命令を発したときには，
公表できるという制度を定める（岡山県太陽光条例 11 条・足利市太陽光発電条例 30
条）。そのような規定を設けることは，条例を無視する者を防ぐために重要である。
問題は，それらの規定を無視する場合にどうするかである。秩序罰（過料）や刑事罰
を課すことは一つの方法である（刑事罰の例としては，北杜市太陽光発電設備設置と自
然環境の調和に関する条例 10がある）。
しかし，本来ならば，民事訴訟を活用して間接強制をするなどの方法が取れるように
すべきではないだろうか。宝塚市パチンコ条例最高裁判決（最判平成 14 年 7 月 9 日・民
集 56 卷 6 号 1134 頁）は，行政代執行法との関係で，行政代執行，秩序罰（過料）や刑
事罰以外の履行強制手段が取れないこととし，民事訴訟を活用しての間接強制を否定し
た。その点については，後述するように法律による手当が必要である 11。
第二の問題状況は，事業者が条例の定めに従って，届出や許可を取ったものの，それ
に従った適正な手続きをしない場合である。

8

9
10

11

岡山県「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/262646.pdf（閲覧日：2022 年 2 月 24 日）
合計出力 50kw 以上又は 1000 平方メートル以上とする例が多いようである。
北杜市「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/~reiki-web/reiki_honbun/r112RG00001542.html（閲覧日：2022 年 2
月 24 日）
愛知県東郷町でのラブホテル規制条例事件（名古屋地判平成 17 年 5 月 26 日判例タイムズ 1275 号 144 頁）で
は，業者が起こした裁判で町が勝訴し，条例上ラブホテルの営業は違法となったが，その規制を履行強制でき
ず，ラブホテルが営業を続けた。この例から見ても，多様な履行強制手段を可能とする法律上の手当てが必要
である。
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そのような場合に備え，報告徴収や立入調査の権限を定めることが第一に必要となる。
さらに，悪質な対応に備え，許可の取消の手続きを定めることや勧告・命令の手続きを
定めることが重要である。それ以上の履行強制手続については，前述のとおり，限界が
あるが，すでに事業を開始している状況なので，行政代執行が可能な場合もあると思わ
れる。その場合に備え，行政代執行の手続を条例上定めておくことも重要である。
(4) 都道府県条例と市町村条例の調整規定
岡山県条例の例にみたように，都道府県条例は，規制対象を一部に限定している例が
あり，市町村条例で，各地の実情に応じた規制をしている場合もある。この場合に，両
者の間の関係がある。都道府県条例において，この関係を調整するための規定を設ける
ことが望ましい。規定例としては，岡山県条例 12 条の定め「太陽光発電施設の設置等

に関し，この条例の規定による許可，届出その他の手続等と同等以上の効果が期待
できる内容を規定する条例を有する市町村として規則で定める市町村の区域につい
ては，この条例の規定は，適用しない。」が参考となる。
３

残土のたい積・埋立て問題
残土のたい積・埋立て（以下「残土の埋立て等」という。）の問題は，2021 年 7 月 1 日

からの大雨に伴う，熱海市伊豆山での土砂災害の際に大きくクローズアップされた
従前から，しばしば災害を引き起こすものとして問題とされてきた

1314

12

が，

。また，ここ数年，

15

首都圏の建設残土が三重県にまで持ち込まれて問題となっている 状況もある。
残土は，従来から，廃棄物処理法の規定する廃棄物に該当しないとして扱われてきたの
で，廃棄物処理法によるコントロールは及ばない。
また，残土の埋立て等についても，土地の改変行為であるにもかかわらず，建築物等を
その上に建てる目的がない限り都市計画法の規制の対象となる開発行為にならず，土砂災
害対策法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）の特定開
発行為にも当たらない。したがって，残土によって，土砂災害警戒区域や土砂災害特別警
戒区域において，盛土や埋土をしても，土砂災害防止法では規制されない。
森林法の林地開発許可は，10,000 平方メートルを超えるものに限定されており（森林法
10 条の 2，森林法施行令 2 条の 3），残土埋立については，それ以下のものが多いので，
規制として効果的でない。
そこで古くから，条例による規制が進められてきた。
一般財団法人地方自治研究機構の調べによると，残土の埋立て等についての，条例制定
の動きは，千葉県市川市が昭和 55 年に「市川市土砂等による土地の埋立，盛土及びたい
積の規制に関する条例」を制定したことに始まる。その後千葉県内及び首都圏の市町村を
中心に制定の動きが広がり，平成 9 年には，千葉県が，都道府県としては最初の条例とな

12

13

14
15

死者・行方不明者 27 名，家屋全壊 53 戸という大災害となった。(内閣府防災情報のページ「令和 3 年 7 月 1 日
からの大雨による被害状況等について」
http://www.bousai.go.jp/updates/r3_07ooame/pdf/r3_07ooame_17.pdf)
「中央道土砂崩れ 投棄 40 年のツケ 資料無く全量把握難航」毎日新聞,2017 年 8 月 26 日によると，2017 年 8
月 17 日の窯業残土の崩落事故で 6 名が重軽傷を負った。
「不法投棄の残土，西日本豪雨で崩落 民家に迫り『不安』」,朝日新聞,2018 年 8 月 31 日
畑明郎「建設残土と環境破壊・災害」月刊『住民と自治』 2021 年 11 月号（2021 年）
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る「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例」を制定
し，令和 2 年 4 月末現在で，東京における自然の保護と回復に関する条例及び香川県みど
り豊かでうるおいのある県土づくり条例を含め，都道府県で 23 の条例が制定されている 16。
それらの条例を制定するに当たっての留意点は以下のとおりである。
(1) 許可制と罰則規定
災害防止や生活環境保全などの規制の目的を明記すること。事業者による一定以上の
面積の残土の埋立て等を許可制とし，違反行為に対しては罰則規定を設けること。許可
に当たっては，土砂の量・建設工事の元請負人など詳細な埋立て等の実施計画

17

を出さ

せた上で，規制目的と整合する残土の埋立て等の形状や構造に関する基準等に適合する
ことを要件とすること。危険性の高い区域（土砂災害防止法の土砂災害警戒区域や土砂
災害特別警戒区域）については，原則禁止とするなどの特に厳格な規制をする地域とし
て指定すべきであること。
(2) 土砂排出者の報告義務を明記すること
残土については，本来土砂排出者の責任で処理すべき問題であるので，本来，管理票
による管理が望ましいが，できれば，土砂排出者の報告義務を定めるべきである。埼玉
県，広島県などがその定めをしている 18。
(3) 住民に対して説明会の実施義務を定めること
これも重要である。この定めをしている条例も多い 19。
(4) 履行状況の確認規定
実施計画とおりに着工しているかの報告調査の規定

20

が実効的な規制のためには重要

である。
(5) 実効性確保規定・財源措置
計画とおりにしていないときは，措置命令を出せる制度も重要である。
違反があったとき（許可なく，残土の埋立てなどをしたときなど）は，刑事罰に処せ
る規定も重要である。土砂の場合は，土砂災害を多発させており，刑事罰で規制するこ
とは，多く行われている。
なお，残土の埋立て等の場合，無断のたい積などについては，元の状況に戻せるよう
にすることが重要であり，そのためには，行政代執行制度を設けることも十分考えられ
ることである。その場合の代執行費用については，国が関係事業者に働き掛けて，基金
を作るようなことも重要である。
(6) 市町村条例との調整規定
市町村が条例でより厳しい規制をする場合にそちらを優先させる規定が必要である。
この点は，メガソーラー規制条例と同じである 21。
16

17

18
19

20
21

一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例」
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/037_landfill_regulation.htm（2021 年 12 月 22 日更新版）
埼玉県「埼玉県土砂の排出，たい積等の規制に関する条例」16 条 2 項（閲覧日：2022 年 2 月 24 日）
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25932/20161001jorei-kisoku_2.pdf
前掲注 17・埼玉県条例 6 条以下
三重県「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」11 条
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000929239.pdf（閲覧日：2022 年 2 月 24 日）
前掲注 17・ 埼玉県条例 23 条～27 条
前掲注 17・埼玉県条例 35 条は，適切にこの点を規定している。
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(7) 公共事業による残土の問題
また，公共事業に関する残土の処理については，条例が適用除外としている例が多い
（埼玉県条例 16 条 1 項 4 号，三重県条例 9 条 1 項 3 号）。しかし，リニア新幹線工事に
よる残土など公共事業による残土発生も多く，その処理を巡って環境破壊が問題となっ
ているところであり，この点の条例の記述については再度検討の必要がある。
第５
１

条例で新しい地平を

里山など身近な環境を条例で保護しよう
既に述べたように，日本には，身近で重要な自然環境である，里地里山や，蓮沼や干潟

などの湿地を包括的に保全する法律がない。その結果，干潟や蓮沼などの多くが埋め立て
られて，消滅し，また，里地里山の乱開発が続いている。
この点で包括的でかつ強力な自然保護法制を有するのがドイツであり，その特徴が介入
規制と言われるものである。これは，自然に対し影響を及ぼす可能性のある行為（介入行
為）をする場合には，その影響について，回避策・最小化策を検討した上で，どうしても
やむを得ない影響については，代償措置を取らない限り，影響を及ぼす行為は認めないと
するものである（ドイツ連邦自然保護法 13 条，14 条，15 条） 22。ドイツでは，都市部で
あっても，裸の土地にビルを建てる以上，それによって失われる価値と同等以上の価値を
どこかに作り出すことをしないとその開発が認められない。
アメリカ合衆国においても，水質保全法において，厳格な湿地保全が定められており，
同様の環境影響緩和措置を取る義務（ミティゲーション規制）が取られている

23

。種の保

存法も規制対象とされる「take」という行為の意味について，判例によって，生息地保存
まで含まれることになり，同様のミティゲーションが取られている。
フランスにおいては，田園風景や湿地帯なども含め地方自然公園として保全することと
し，その中での開発を厳格に規制し，その自然景観を観光資源として十分に活用し，地方
の活性化に役立てている（フランスは全国土の 16.5％が自然公園である。） 24。
「この条例の規定は，地域の自然的社会的条件に応じて，無秩序な土砂のたい積を防止するため，市町村が条
例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
２ 市町村が定める無秩序な土砂のたい積を防止するための条例の規定の内容が，この条例の趣旨に則した
ものであり，かつ，この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知事が認めるときは，規則の定め
るところにより，当該市町村の条例の規定に相当するこの条例の規定は，当該市町村の区域においては，
適用しない。」
22
「連邦自然保護法」 https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
23
一般に，アメリカ合衆国の水質保全法は，1972 年の法改正後は，The Clean Water Act（CWA）と称されるよう
になったが，Federal Water Pollution Control Act が正式名称である。同法は，404 条（33 U.S.C.1344)にお
いて，水面の浚渫埋立について規制しているが，その（b）に基づく，連邦規則 40 CFR 230「SECTION
404(b)(1) GUIDELINES FOR SPECIFICATION OF DISPOSAL SITES FOR DREDGED OR FILL MATERIAL」（40 CFR は
環境保全についての連邦規則）及び 連邦規則 33 CFR 323 「PERMITS FOR DISCHARGES OF DREDGED OR FILL
MATERIAL INTO WATERS OF THE UNITED STATE」，同 320，同 325（33 CFR は治水についての連邦規則）は，湿
地にも及び，湿地保全の観点からの湿地の埋立について規制するという効果を持っている。
水質保全法については，https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title33/pdf/USCODE-2018title33-chap26.pdf を参照。
連邦規則 40 CFR 230 については，https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-H/part-230
連邦規則 33 CFR 323 については，https://www.ecfr.gov/current/title-33/chapter-II/part-323
24
Il y a aujourd’hui 58 Parcs naturels régionaux en France, qui représentent 16,5% du territoire
français, plus de 4700 communes, plus de 9 millions d’hectares et plus de 4,4 millions d’habitants.
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs/comprendre-les-parcs/quest-ce-quun-parc-naturel-
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日本の場合，本来，1972 年に制定された自然環境保全法がそうした包括的な法律として
期待されたが，省庁間の役割分担もあって，同法は，原生自然などの保護に限定されてい
き，里地・里山などの身近な環境や湿地の保全の法律としてはほとんど機能しなかった。
その意味で，日本において，里地・里山などの身近な環境や湿地の保全の法として，各
地の条例が期待される。ドイツにおいても，2009 年までは連邦自然保護法は大綱的法律に
とどまり 25，実際の規制は，各地の州法によっていた。
そうした包括性に近いものとしては，東京における自然の保護と回復に関する条例があ
る。また，日本の条例制度上，ミティゲーション制度を法定するのが，愛知県の自然環境
の保全及び緑化の推進に関する条例による大規模行為届出制度（あいちミティゲーション）
である 26。
日本においても，かつてアレックス・カーが「桃源郷のような」と讃え安倍晋三首相が
地方創生を提起した所信表明演説の中で触れた徳島県の祖谷や，日本三大車窓風景の一つ
と言われるＪＲ篠ノ井線の姥捨駅からの棚田と善光寺平の風景，新潟県の集落に住み着い
たドイツ人のカール・ベンクスが魅惑された南魚沼郡の棚田と山並みの風景など，各地に，
人の営みの中でこそ作られる風景がある（首都圏でも，武蔵野の落ち葉堆肥農法として，
日本農業遺産

27

となっている，埼玉県川越市南部から三芳町・ふじみ野市・所沢市にかけ

て広がる雑木林と循環型農業地域がある）。こうした風景とそこでの営みを守ることが，
同時に身近な生物の多様性の保全にも役立つ（ドジョウもメダカも今や絶滅危惧されてい
る。）。
日本の場合，国レベルでは，各省庁の関係もあり，包括的な自然保護制度を法律で定め
るが難しいように見受けられる。条例ならば，ドイツのような包括的な規制とミティゲー
ションを具体化する自然保護条例，あるいは，フランスの地方自然公園のような田園風景
まで含めた保全制度の条例化が可能ではないかと思われる。それがされれば，既に議論し
たメガソーラーや残土の埋立て等の問題にも対処していける。
自然環境や景観は，重要な観光資源でもあり，地方の再生のためにも，その保全は極め
て重要であるので，各地で先進的な取組がされることを強く期待したい。
２

規制の発動を促す市民・環境保護団体の申立権を
さらに，以上の条例制定に当たっては，積極的に，環境保護団体や市民などに，地域指

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することが重
要である。
アメリカ合衆国の種の保存法

28

4 条では，絶滅危惧種の指定や重要生息地の指定に当た

り，関係者からの申立権を規定しており，そうした申立てがあったときは，担当長官は，
当該申立について，科学的に根拠があるかを判定し，判定結果は連邦公報に公表すること
とし，根拠があると認められた場合，長官はその申請に対しどのように対応するかを表明

25
26

27
28

regional-definition
基本法（ドイツの憲法）の制約による。
愛知県「自然環境の保全と再生のガイドライン－あいち生物多様性戦略 2020 の推進に向けて－」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/221201.pdf
農林水産省「日本農業遺産」https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1_2.html
「ENDANGERED SPECIES ACT OF 1973」https://www.fws.gov/international/pdf/esa.pdf
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し，またその表明を連邦公報に公表することになっている 29。
それは，実効的な保全策を取っていくためには極めて重要なポイントである。環境保全
についての知見や情報は，環境保護団体や市民などが有していることが多い一方，行政が
自ら指定をしていくのは遅れがちになる。こうした制度を条例において積極的に規定すべ
きである。
日本では，都市計画法や歴史まちづくり法に限定的な市民提案権が規定されているが，
所有者全員の同意が必要など提案要件が厳しい。自然公園法や景観法の協定制度も同様で
ある。もう少し柔軟な市民提案権制度が制定されてもいいように思われる。
３

参加と公開の手続の法定を
また，環境保全の分野においては，参加と公開の手続を法定していくことが極めて重要

である。その点では，日本弁護士連合会が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して提
案している公共事業の評価に関する条例（案） 30は非常に参考になる。
同条例（案）は，大規模な公共事業については，計画段階で案を公表し，それに住民等
が意見を提案できる権利を認め，評価委員会という第三者的機関が判断をする際に，住民
意見に対する応答を義務付け（同条例案 24 条），さらに決定に対する再応答まで定めて
いる（同条例 27 条）。参加においては，意見に対する応答及び意見のやりとりを重ねて
いくことが重要であるとされていることを制度上具体化するものである。
昨今，多くの法律が参加を位置付けたかのような形をとっているものの，それが形だけ
のものとなっている中，この規定は注目に値する。
４

条例による原告適格の拡大
上記の２で触れたような，申立権を付与することは，当然のことながら，それへの応答

を義務付けるので，申立権者は，その否定の判断に対しては，不服申立てをする権利，さ
らには訴訟の原告適格を位置付けることになる。
３で規定した参加の手続の法定も重要な意味を持つが，その中で，特定の範囲の地域に
居住する者や特別な利害関係，専門性を持った者については，別段の扱いをすることを条
例で定めることによって，原告適格を拡大していくことも可能である。
特に，法律で規定されている処分のうち，地方自治体の長などが処分権者とされている
もので，ある程度の裁量が認められているもの（例としては，建築基準法の総合設計の許
可（建築基準法 59 条の 2）や特例許可（同法 48 条），採石法の採石計画の認可，景観法
の計画の認可（景観法 63 条））については，その制度の趣旨・目的に反しない範囲で，
条例によって，具体的な考慮要素を追加したり，利害関係ある住民の参加手続を定めるこ
とは可能である。現在の判例の立場を前提としてもそうした形で，条例によって訴訟の原
告適格を拡大していくことは可能である。

29

30

絶滅危惧種の指定については，前掲注 27 の法律の 4 条(b) (3)(A)から（C)まで，重要生息地の指定について
は，前掲注 27 の法律の 4 条(b) (3)(D)に規定されている。
公益財団法人日弁連法務研究財団「公共事業の評価に関する条例（案）」
https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2021/08/kenkyu-no105_koukyoujigyouhyouka.pdf
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５

弁護士の関与を高めよう
以上のとおり，条例制定権の活用は，日本の環境法制を大幅に前進させる可能性を有し
ている。弁護士は，法律専門家として，その制定を提言したり，アドバイスをしたりする

ことが可能である。
過去においても，前述の判決④の条例は，判決③の条例違法判断を受けて，弁護士が関
与して適法性を確保できる条例制定の工夫をした。神奈川県真鶴町では，リゾート開発で
町が揺れる中，弁護士も関与して，まちづくり条例

31

と美の基準を作成し，人々の暮らし

を守った。
弁護士が条例を提案し，その制定に関与することで，環境保全を前進させていくことが
可能である。弁護士として，より一層関与を高めていく必要があるのではなかろうか。

31

「真鶴町まちづくり条例」
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/static/d1w_reiki/H405901010006/H405901010006.html（閲覧日：
2022 年 2 月 24 日）
特に美の基準は，同条例 10 条 同条例 10 条は「建築は場所を尊重し，風景を支配しないようにしなければな
らない。」「すべての物の基準は人間である。」「建築は青い海と輝く緑の自然に調和し，かつ町全体と調和
しなければならない。」などの美の原則を定める。
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第５節
第１
１

脱・農薬社会を目指して～世論形成活動と政策提言

はじめに

農薬使用大国日本
日本は世界的にも有数の農薬使用大国である。国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の 2019
年の統計によれば，日本の農地 1 ㏊当たりの農薬使用量は，11.9kg であった。イタリアは

5.21kg，フランスは 4.46kg，ドイツは 3.8kg，イギリスは 3.16kg，アメリカは 2.54kg であ
るから，欧米諸国に比して，圧倒的に多量の農薬を使用しているといえる。
日本の気候が温暖多雨であるために，病害虫が発生しやすく，農薬の使用量が多いのは
仕方がないと言われることもあるが，日本と同様の温暖湿潤気候だけでなく，熱帯や亜熱
帯気候も抱える農業大国ブラジルでも 5.94kg と，日本の半分程度である。
２

農薬の有害性
農薬は標的とする害虫や雑草に作用するが，標的ではない動植物やヒトにも影響を与え
る。当初は安全だと考えられていた農薬について，ヒトへの有害性が後になって判明し，

製造・使用が規制されるようになるということが繰り返されてきた。1950 年代から DDT や
BHC などの有機塩素系農薬が多用されるようになり 1，その後，有機リン系農薬が主流とな
っていくが，子どもの脳や神経の発達に悪影響を与えることが分かりはじめた。1990 年代
からはネオニコチノイド系農薬の使用が広がるが，世界各地でミツバチの大量死が報告さ
れるようになり，ＥＵでは 2018 年から登録されている 5 種中 3 種のネオニコチノイド系農
薬の屋外使用を全面禁止とした。
農薬が使用されれば，大気や水を通じて環境中に拡散し，食物を通じて，ヒトの体内に
も取り込まれる。特に，脆弱性が高い胎児や乳幼児への悪影響については，科学的な研究
結果に基づき，国際的にも懸念されるようになっている。米国小児科学会（ＡＡＰ）は，
2012 年に農薬ばく露は子どものがんのリスクを上昇させ，発達障害などの脳の発達に悪影
響を及ぼすとして，農薬へのばく露を減らすためことが必要との声明を公表した 2。また，
世界保健機関（ＷＨＯ）は，「内分泌かく乱化学物質の科学の現状 2012 年版」により，農
薬の内分泌かく乱作用について報告している。さらに，2015 年には国際産婦人科連合（Ｆ
ＩＧＯ）は，農薬を含む有害環境化学物質へのばく露が生殖に悪影響を及ぼすことについ
て意見を表明した 3。
３

脱・農薬社会に向けて
現在のような農薬使用大国のままでは，生態系は破壊され，ヒト，特に子どもたちが危

機にさらされる。そのため，日弁連は農薬に頼らない，有機農業を中心とする「脱・農薬社

1

2

3

レイチェル・カーソンは，農薬が生態系を破壊し，春になっても鳥の声も虫の音も聞こえないと警鐘を鳴らした
（レイチェル・カーソン（青樹簗一 訳）『Silent Spring（沈黙の春）』（新潮社，1974 年））。
“Pesticide Exposure in Children” Pediatrics (2012) 130 (6): e1757–e1763
https://doi.org/10.1542/peds.2012-2757
“International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Opinion on Reproductive Health
Impacts of Exposure to Toxic Environmental Chemicals” Int J Gynaecol Obstet. 2015 Dec; 131(3):
219–225. 2015 Oct 1. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.09.002
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会」の実現を目指して取り組んできたが，農薬の有害性に関する科学的な研究結果が蓄積
され，安全性を求める市民の声の高まりや有機農業を推進する世界的な流れの中で，日本
でも最新の科学的根拠に照らして安全性等を定期的に評価できるように農薬の再評価制度
が導入され，化学農薬・化学肥料を低減した持続可能な農業と有機農業の推進を国家的な
戦略目標とされるなど，日本の農業政策は脱・農薬社会に向けて，舵を切り始めている。
第２

日弁連の農薬に関するこれまでの取組

日弁連が農薬の問題に取り組み始めたのは，有機リン系農薬の慢性毒性が問題となってい
た 1980 年代である。危険性が指摘されている農薬を大量に使って作られる農産物を毎日食べ
続けていて，市民の健康や人間の未来にとっても大丈夫なのだろうかという問題意識から始
まった。1990 年に旭川で開催された日弁連第 33 回人権擁護大会では，
「農薬による環境汚染
と人体被害について

―今また問う『沈黙の春』」という分科会を開催し，農薬取締法の改正

等を求める「農薬の使用に関する決議」（以下「1990 年決議」という。
）を採択した。
その後も，農薬問題の調査・研究や法制度の検討等を重ね，その成果を 1991 年 11 月「脱
・農薬社会のすすめ」
（日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会編・日本評論社）という
書籍にまとめて出版した。この書籍においても，日本が農薬使用大国であり，その原因が，
農家の人手不足，見栄え優先の市場のニーズ，害虫が発生していなくても防除暦に従って農
薬を散布する慣行等にあることを説明し，農薬の有害性や，規制が不十分であることなどを
述べ，有機農業推進の重要性を強調している。同書において，日弁連が提案した「有機農業
促進法」は，2016 年に有機農業推進法（有機農業の推進に関する法律）が制定されるという
形で実現した。
しかし，農薬の製造や使用，販売については，物質の成分に着目した一元的な規制ではな
く，同じ物質でも使われる目的や場所によって別々に規制される縦割りの規制となっている
ことや，空中散布が禁止されていないことなど，同書で指摘した農薬規制に関する問題点は，
残念ながら，いまだに解決されていない。有機リン系農薬についても，例えばクロルピリホ
スは，子どもへの発達神経毒性が確認されたとして，156.69mm では登録が認可の更新が認め
られず，米国でも食品栽培への使用は禁止されているが，日本ではクロルピリホスを含めた
安価な有機リン系農薬が今日でも大量に使用されており，大きな課題であることには変わり
ない。日弁連は，1990 年決議により農薬の空中散布の禁止を求め，その後も繰り返し意見を
述べてきた。
「松くい虫被害対策特別措置法」
（1977 年 4 月の成立時は「松くい虫防除特別措
置法」）に基づき，松くい虫の駆除・蔓延防止のために航空機を利用して行う薬剤による防除
が「特別防除」として行われていた。同法は 5 年間の時限立法であったが，延長が繰り返さ
れていた。1992 年 3 月に 3 度目の延長がされようとした際，日弁連は同法を延長せずに，即
刻廃止すべきとして，同年 2 月 21 日に「松くい虫被害対策特別措置法による「特別防除」の
廃止を求める意見書」（以下「1992 年意見書」という。）を公表したが，同法は延長された。
その 5 年後，4 度目の期限を前に，国が特別法の延長に代えて，一般法である森林病害虫等防
除法を改正し，特別防除を恒久化することとした。日弁連は 1997 年 2 月 21 日に「松枯れ対
策としての農薬空中散布の廃止を求める意見書」
（以下「1997 年意見書」という）を公表した
ものの，森林病害虫等防除法の改正法は成立し，今も各地で松枯れ防止等のための農薬の空
中散布が行われている。2003 年 10 月に開催された松山での人権擁護大会で採択された「新
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たな化学物質政策の策定を求める決議」及び 2005 年 8 月 26 日に公表した「化学物質過敏症
に関する提言」においても，農薬の空中散布は，化学物質過敏症を引き起こすこともあり，
多数の近隣住民にも影響を与えるものであることを指摘し，農薬を含む化学物質汚染による
健康被害と生態系の破壊を未然に防止し，有害化学物質のない環境の実現を目的とする「化
学物質政策基本法」
（仮称）の制定等，化学物質に対する総合的な政策の策定を提言している。
2007 年 9 月には，農薬の問題を考えるために，「みんなで考えよう身の回りの農薬～規制
と管理のあり方～」を開催し，農薬被害者の声を聴いた後に，農林水産省や環境省もパネリ
ストとして招いたパネルディスカッションを行い，有機リン系農薬による健康影響について
問題を提起した。
第３

ネオニコチノイド系農薬問題

１ 「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」の概要
1990 年代に有機リン系農薬に代わる農薬として新たに開発された新規ネオニコチノイド
系農薬の悪影響が，2000 年代に世界的に懸念される重大な問題となった。2010 年代には日
本でも様々な具体的な問題が生じ始めたことから，日弁連もネオニコチノイド系農薬の問
題に取り組み，2017 年 12 月に「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」
（以
下，
「ネオニコ意見書」という）を発表した。
(1) ネオニコチノイド系農薬とは
ネオニコチノイド系農薬は，1990 年代にたばこの有害成分であるニコチンの殺虫作用
をまねて開発された農薬である。ネオニコチノイド系農薬は，昆虫の中枢神経の伝達物
質であるアセチルコリンの受容体に結合し，アセチルコリンの働きを阻害することによ
って，昆虫を死に至らしめる。ネオニコチノイド系農薬の特徴は，①浸透移行性，②残
効性，③神経毒性にある。浸透移行性があるため，根から吸収された農薬は，植物内部
に取り込まれて葉，茎，花，果実にまで行き渡り，殺虫効果を持続する。農薬が植物内に
深く浸透するので，洗っても落とすことができない。また，残効性が高く，害虫の神経
を直撃して一網打尽に殺虫するため，農薬の散布回数・使用量が少なく済み，減農薬を
謳う特別栽培に多用されている。導入時には，ネオニコチノイド系農薬の神経毒性は昆
虫に対しては高いものの，ヒトに対しては低く，有機リン系農薬に代わる夢の農薬と謳
われていた。確かに，昆虫に対する毒性が高く，ネオニコチノイド系農薬が普及すると，
標的ではなかったミツバチにも作用し，世界各地でミツバチが大量死したり，失踪した
りしてしまう「ミツバチ崩壊症候群」が問題となっていた。
ネオニコチノイド系農薬のほとんどは日本で開発されたものである。日本では，1993
年から使用されはじめ，2002 年以降は 7 種類に増え，年間使用量も合計 200 トンを超え
るようになった。そして，日本でも，2005 年頃からミツバチの大量死が報告されるよう
になり，農林水産省が 2013 年度から 2015 年度までの 3 年間，農薬が原因と疑われるミ
ツバチ数の減少や大量の死虫の調査を行い，水稲のカメムシ防除の際に使用されたネオ
ニコチノイド系農薬が原因である可能性が高いと結論づけた。ところが，同省による対
策は，カメムシ防除の農薬散布時に，養蜂家がミツバチに農薬がかからないように，農
薬散布情報を共有し，散布時期には巣箱を避難等させるという対症療法だけであった。
(2) 予防原則に基づく規制を求める
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予防原則（Precautionary Principle）とは，人の生命・健康や自然環境に対して大き
な悪影響を及ぼす可能性が懸念されている物質や活動について，たとえその悪影響に対
する科学的な解明が不十分であっても，全ての関係者は適切な防護対策を実施すべきで
あるとする考え方である。ネオニコチノイド系農薬については，既にミツバチの採餌行
動を減少させたり，狂わせたり，女王バチの生産を減少させたりするなど，ミツバチに
重大な悪影響を及ぼすことを示す科学論文が
『Nature』
『Science』
，
などの科学雑誌に 2012
年に相次いで掲載され，これを受けて，156.69 mm では 2013 年 12 月から 3 種類のネオ
ニコチノイド系農薬の暫定的使用中止措置に踏み切っていた。
ネオニコチノイド系農薬は，昆虫類の主要な神経伝達物質であるアセチルコリンの働
きを阻害させるが，アセチルコリンは昆虫だけではなく他の動物でも神経伝達物質とし
て機能していることから，標的害虫以外の動植物に影響を及ぼし，ミツバチだけではな
く，他の昆虫や生態系への悪影響があることを示す研究結果も報告されていた。さらに，
2016 年までに，子どもの脳の発達への影響を含めて，ヒトへの影響を示唆する論文も発
表され，諸外国でも使用の禁止や制限などの規制が行われるようになっていた。前述の
農林水産省の対策では，養蜂家の管理する家畜としてのミツバチ以外の自然界に存在す
るミツバチや，ミツバチ以外のハチ，ハチ以外の昆虫，動物，ひいては人体に影響を与
える危険性は全く除去できない。そのため，日弁連では，予防原則に基づき，①新規の
ネオニコチノイド系農薬の製造・輸入及び販売するための農林水産大臣の登録を保留す
ること，②既に登録されている農薬についても，人畜に対して危険を及ぼすことが懸念
される農薬については，暫定的に登録を停止し，販売及び使用の禁止を命ずることがで
きるよう，農薬取締法を改正すべきこと，③既に登録されていたネオニコチノイド系農
薬の一部（クロチアニジン，チアメトキサム，イミダクロプリド及びアセタミプリド）
及び同様の毒性を持つフェニルピラゾール系農薬のフィプロニルについて，再登録しな
いこと，④ネオニコチノイド系農薬の使用を削減するために，農産物規格規程における
水稲うるち玄米の品位等級に係る着色粒の基準を廃止するとともに，斑点米カメムシ類
について，植物防疫法施行規則の改正により指定有害動植物（植物防疫法 22 条）として
の指定を解除することを提言した。
２

「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」の活用
化学物質・食品安全部会では，ネオニコ意見書の作成に当たり，現地調査や研究者及び

関係省庁からのヒアリングを実施したが，ネオニコ意見書の公表後も，被害者や研究者及
び行政との対話を行い，シンポジウム「今，農薬問題を考える」を開催し，意見の内容の実
現に向けた活動を行っている。
(1) 長野県松本市及び千曲市の調査
ネオニコチノイド系農薬は，米や野菜等の農作物に対してだけではなく，松枯れ防止
のためにも使用されている。松枯れ防止対策として散布される薬剤は，以前は MEP(フェ
ニトロチオン)等の有機リン系であったが，現在では有機リン系農薬の健康影響を懸念し，
ネオニコチノイド系を選択する自治体も多い。
長野県松本市では，2017 年からネオニコチノイド系農薬の空中散布が行われるように
なり，住民らが松本市に対して，公害調停の申立てや，散布の差止めを求める訴訟提起
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等の動きがあったことから，長野県松本市と千曲市の調査を 2018 年 8 月に行った。どち
らの市にも，空中散布の被害を訴える住民がいたが，調査時点において，松本市は空中
散布を継続しており，千曲市では 2016 年に空中散布を中止したという違いがあり，それ
ぞれ役所や被害者等から直接のヒアリングを行った。二つの自治体の対応に違いが生じ
た要因の一つは，散布に関する意思決定の仕組みにあったと思われる。千曲市では公募
委員を含む林業振興協議会が松くい虫対策を協議しており，その議事録も公開されてい
る。千曲市が 2016 年に散布を行わないことを決定したのは，住民の声と費用対効果を総
合的に判断した結果であるという 4。松本市には，そのような場は設けられていなかった。
松本市では，その後も，2019 年には住民が空中散布に関する公金の支出の差止めを求
が うん

めるなどの紛争が続いた。しかし，2020 年 3 月の市長選により市長となった 臥 雲 義尚
氏は，同年 5 月 19 日，空中散布を行わないとの方針を発表した。臥雲市長は，空中散布
の効果が被害の進行を 1～2 年程度遅らせるにすぎないことや，コロナ禍において住民説
明会を開くこともできず，十分なリスク・コミュニケーションが実施できていないこと
などを理由に挙げている。また，散布に使われていたアセタミプリドというネオニコチ
ノイド系農薬がフランスでは全面的に使用禁止となっており，日本でも母親の胎盤や授
乳を介して，乳幼児の脳の発達に影響を及ぼす恐れがあると警鐘を鳴らす研究者グルー
プがいることを踏まえ，臥雲市長が，健康被害が科学的な立証に至らない段階でも，慎
重に対処する必要あると述べ，空中散布を行わないと判断をしたことは，予防原則に基
づくものと評価できる。松本市では，2020 年と 2021 年には，空中散布は行われなかった
が，今後の松枯れ対策については，専門家による諮問委員会を設置し，検討するという
こととなっている。臥雲市長は，空中散布についてはアンケート等でも賛否が分かれて
おり，健康被害への懸念を持つ住民がいることを踏まえて，空中散布が選択されないこ
とを期待していると述べている。
(2) シンポジウム「今，農薬問題を考える」
ネオニコ意見書を周知することを目的の一つとして，2018 年 7 月 7 日，弁護士会館ク
レオで開催したシンポジウム「今，農薬問題を考える」では，基調講演として，環境脳神
経科学情報センター・医学博士の木村-黒田純子氏に，ネオニコチノイド系農薬の毒性に
関する最新の科学的知見についてお話しいただき，秋田県大潟村の米農家で，生き物共
生農業をすすめる会の今野茂樹氏から不必要に厳格な斑点米規格がネオニコチノイド系
農薬の過剰使用を招いているという報告をいただいた。先の長野県での現地調査に協力
してくださった長野県上田市の一般社団法人こどもの園園長である田口操氏にも登壇い
ただき，パネルディスカッションを行った。
田口氏には，こどもの園の園児が農薬の空中散布による健康被害を受けた事例として，
空中散布後に園児に鼻血や嘔吐等の症状が現れた事例や，いつも絵を上手に描く園児が，
空中散布後，人の顔の形を描けず，書きなぐったような絵を描くようになり，病院で農
薬中毒の治療を受けてはじめて，元の絵を描けるようになったという事例（写真１，写
真２）を紹介していただいた。

4

令和 2 年度第 1 回千曲市林業振興協議会会議録（2021 年 2 月 24 日）
https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013093000015/files/22kaigiroku.pdf
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写真１【空中散布前に園児が描いた絵】

写真２【空中散布後に園児が描いた絵】

(3) 農林水産省・林野庁との意見交換
ネオニコ意見書の内容を実現するためには，規制の所管庁に被害や問題の実態を知ら
せ，現状を批判するだけではなく，担当部署との対話を重ね，日弁連との信頼関係を構
築し，政策や規制の変更を求めていくことも重要な活動である。そのため，当部会では，
ネオニコ意見書について，農薬取締制度を所管する農林水産省の消費・安全局農産安全
管理課農薬対策室や森林病害虫等の防除事業の指導監督を行う林野庁森林整備部研究指
導課（森林保護対策室）と協議を行っている。
松枯れ防止対策としての農薬の空中散布の要否を判断するに当たっては，空中散布の
効果の有無が大きな問題となる。日弁連は既に 1992 年意見書において，松くい虫防除特
別措置法の制定段階から特別防除の効果に関する農林水産省の調査に数多くの問題があ
ったことや，市民団体が散布後に行った調査によっても効果を確認できなかったこと等
を指摘している。1997 年意見書においても，20 年以上に渡り空中散布を実施しても，年
間 100 万㎥を超える被害が続いていたことから，空中散布の効果を疑問視していた。長
野県でも，散布に反対する住民は，薬剤の空中散布に関する効果に疑義を呈していた。
そのため，長野県での現地調査に先立ち，2018 年 4 月 19 日，林野庁森林保護対策室を
訪問し，松枯れ防止を目的とする農薬の空中散布の効果に関する意見交換を行った。同
室は，空中散布の効果はあるとし，その根拠として，独立行政法人森林総合研究所が 2006
年に発行した「『松くい虫』の防除戦略

マツ材線虫病の機構と防除」というパンフレッ

トの 9 頁に掲載されている次の写真を示した。航空機による薬剤や肥料を散布する事業
を推進する一般社団法人農林水産航空協会が 38 年前に撮影した航空写真であった。確か
に，この写真では，無散布地区と散布地区を比べると，散布地区には圧倒的に枯損木が
少ないように見える。しかし，実は，散布地区に枯損木が少ない理由が本当に空中散布
によるものかについては，疑問が投げかけられている。
同パンフレットによれば，松くい虫防除の基本戦略は，薬剤の予防散布を行い，枯損
木を伐倒することである。林野庁長官の平成 28 年の通知 5においても，農薬の空中散布
が行われる高度公益機能林では，伐倒駆除も行われることになっている。1980 年当時に
も，既に農薬の空中散布と伐倒駆除が並行して行われていた可能性が高いが，この写真
の現場において伐倒駆除が行われたのかどうか，仮に伐倒駆除が行われていたとして，

5

林野庁「松くい虫被害対策の実施について」（2016 年 4 月 1 日）
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出典：農林水産航空協会

この写真が空中散布後，伐倒駆除の前に撮影されたものかについて明確な説明はない。
空中散布後に伐倒駆除が行われた後に撮影された写真であるとすれば，枯損木が少ない
のは，伐倒の結果である可能性が高く，空中散布の効果を正しく示す写真とは言えない。
元大阪大学大学院理学研究科助教授であり，長年，空中散布問題に取り組んできた植
村振作氏がこの写真の撮影時の状況を森林総合研究所に問い合わせたところ，同パンフ
レットを作成した職員が退職したため，詳細は不明との回答があり，それ以上の調査が
できなかったということである。また，同氏は，林野庁に対し，松枯れに対する農薬航
空散布が松枯れ防除の有効性について，統計学的に検討できるデータ等はないかを問い
合わせたが，林野庁の回答はそのようなデータは存在しないというものであった 6。結局，
今も，空中散布の松枯れ防止に関する効果については，十分な科学的な根拠が示されな
いまま，特別防除が続けられているのが実情である。
日弁連は 1990 年から農薬の空中散布禁止を求めてきたが，現在でも日々，空中散布は
行われている。令和 2 年度には，農業と林業を含めた日本全国での航空機による散布地
域の延べ面積は，有人ヘリコプターによるものが約 262 万㏊，無人ヘリコプターによる
ものが約 100 万㏊であった 7。農地では無人航空機による農薬散布割合が増えていたが，
2016 年 7 月からはドローンを利用した農薬散布も行われている。散布される農薬が有機
6

7

植村振作「長野県松枯れ農薬空中散布効果調査結果についての検討」月間むすぶ 2018 年 3 月号 52 頁（ロシナ
ンテ社）
農林水産省「令和 2 年度 農薬等の空中散布の実施状況」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/attach/pdf/zenkoku_kakutei_R2.pdf
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リン系農薬からネオニコチノイド系農薬に変わっても，空中散布が化学物質過敏症の原
因となり得るばかりではなく，多数の近隣住民に被害を生じさせるおそれがあることに
変わりはない。156.69mm では 2009 年に農薬の持続可能な使用に関する指令 8が採択され，
農薬の空中散布は既に原則禁止となっている。農林水産省や林野庁に対し，引き続き，
日本でも農薬の空中散布を原則禁止とするように働きかけたい。
３

ネオニコチノイド系農薬の毒性に関する新たな知見
ネオニコ意見書発表後も，ネオニコチノイド系農薬の毒性に関する研究は進み，新たな

知見が積み重ねられている。山室真澄教授らは，島根県の宍道湖で 1993 年からウナギやワ
カサギの漁獲量が突然激減した原因を調査し，湖の周囲の水田などで使用されるようにな
ったネオニコチノイド系農薬が，ウナギやワカサギの餌となる生物を殺傷することで，間
接的にウナギやワカサギを激減させており，ネオニコチノイド系農薬がミツバチだけでは
なく，川や湖の生態系にも大きな影響を与えていることを示した。この研究結果は『Science』
に掲載された（Yamamuro et al., Science 366, 620–623 (2019)，下記図１参照）
。

図１

提供：国立研究開発法人 産業技術総合研究所

哺乳類に対する毒性を示す研究も増えている。神戸大学の星信彦教授らは，マウスに無
毒性量以下もしくは同等量のネオニコチノイド系農薬クロチアニジンに投与したところ，
不安行動を示し，海馬など脳に異常が確認されたことを報告している（Hirano T, et al.,
Toxicol Lett. 2018, 282:57-63.）
。当初，ネオニコチノイド系農薬はヒトに対しては神経
毒性が低いと考えられていたが，哺乳類のニコチン性受容体に影響を及ぼして，神経毒性
を発揮するという研究結果も報告されている（Ferreira et al.,Int J Mol Sci. 2021 Aug
5;22(16):8413. doi: 10.3390/ijms22168413.）
。

8

農薬の持続可能な使用を実現するための欧州共同体の行動の枠組みを策定する 2009 年 10 月 21 日の欧州議会
及び閣僚理事会指令（2009/128/EC）Official Journal of the European Union, L309, Volume 52, 24
November 2009, pp.71-86.
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そして，大量のネオニコチノイド系農薬が使用されている日本では，ヒトの体内に取り
込まれていることも明らかにされた。長野県上田市の松くい虫防除が行われている地域に
住む 3～6 歳の幼児 46 名を対象として 2016 年に行われた疫学調査では，全ての幼児の尿
中から単一または複数のネオニコチノイド系農薬およびその代謝産物が検出された
（Ikenaka Y, et al. Environ Toxicol Chem. 2019)。また，生後 16 カ月から 23 カ月の幼
児の使用済みおむつの調査では，約 1000 人の幼児の尿からネオニコチノイド系農薬が高率
に検出されている（Oya N, Ito Y, et al. Sci Total Environ. 2021）。胎児や乳幼児を含
む多くの日本人がネオニコチノイド系農薬にばく露しており，マウスの実験では無毒性量
を下回る，非常に低濃度へのばく露であっても脳の発達への悪影響が出ているという結果
を踏まえれば，感受性が高い胎児や乳幼児への影響が懸念される。
４

農薬の再評価制度の導入とそれに基づくネオニコチノイド系農薬の再評価
こうした動きの中で，農林水産省の政策にも変化がみられるようになった。その一つが，

2018 年の農薬取締法改正により，農薬の再評価制度が導入されたことである。ネオニコチ
ノイド系農薬はその第一順位の対象物質として，2021 年度に再評価が始まることが決まっ
た。
農薬取締法では，農薬を製造・加工・輸入するためには，農林水産大臣の登録を受けな
ければならないとされる。改正前は，登録の有効期間は 3 年であったが，実際上は，既に
登録されている物質については，製造者等に販売継続の意思確認を行うに過ぎず，農薬の
安全性について詳細な検討は行わずに，再登録を繰り返していた。改正後は，農薬の安全
性に関する新たな知見や評価法の発達を効率的かつ的確に反映できるように，登録の有効
期間を廃止し，代わりに，全ての登録農薬について，有効成分ごとにおおむね 15 年ごとに
再評価を行う制度が導入された。再評価は，農薬製造者等から提出された農薬の有効性や
毒性等に関する試験成績書等に基づき，農林水産大臣が行うが，影響評価の方法や試験対
象も変わっている。以前は，家畜として飼育されるミツバチが農薬に接触した場合の個々
の蜂への影響評価が行われていたが，改正後は，ミツバチが花粉や花蜜に残留する農薬を
摂取した場合や，蜜蜂の幼虫に対する影響等も考慮されるようになった。また，改正前は
影響評価の対象は，水産動植物（魚類，甲殻類，藻類）だけであったが，
「生活環境動植物」
に拡大され，水草，鳥類，野生ハナバチも評価対象に加えられた。以前は，目や皮膚に対す
る刺激性などしか考慮されていなかった農薬の使用者についても，使用時のばく露による
影響が評価されるようになった。
農薬取締法制定以降に登録された農薬の累計件数は 2 万 4,357 件，このうち 2020 年 2 月
29 日時点で登録されている有効登録件数は，4,263 件（有効成分数は 593 種類）であった 9。
農薬の再評価には相当なデータと時間が必要となることから，一度に全ての成分の再評価
を行うことはできない。そのため，どの物質を優先的に評価していくかということは，大
きな問題となる。多数の既登録農薬の再評価にあたり，農水省は，
「農薬の再評価に係る優
先度の規準」を設け，国民の健康や環境に対する影響の大きさを考慮し，国内での使用量
が多い農薬から優先的に実施することとした。日本での使用量を基準に「優先度 A」とされ

9

農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のウェブサイト

https://www.acis.famic.go.jp/acis/gyomu.htm
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たものだけでも 126 の有効成分がある。2019 年 9 月，農林水産省は再評価を開始する 2021
年度に再評価を行う有効成分として，優先度 A のうち，14 の成分を告示で指定した 10。こ
の中に 5 つのネオニコチノイド系農薬が含まれており，イミダクロプリド，クロチアニジ
ン，チアメトキサムについては 2021 年 12 月 28 日までに，アセタミプリド，ジノテフラン
については 2022 年 3 月 31 日までに製造業者等は再評価のための資料を農林水産省に提出
することとされた。
ネオニコ意見書提出後である 2018 年以降だけでも，20 以上の地方議会でネオニコチノ
イド系農薬の使用禁止と農産物規格規程の着色粒規定の廃止を求める意見書や請願が可決
・採択されており

11

，ネオニコ意見書は，このような動きを後押ししたと思われる。そし

て，ネオニコチノイド系農薬の規制に関する市民の関心が高かったことは，再評価の対象
成分の選定の際に考慮されたものと思われる。
再評価の対象となることが，今後の規制を意味するものではない。しかし，ネオニコ意
見書の公表から約 4 年が過ぎ，国際的な規制はさらに進んでいる。欧州連合（156.69 mm）
では，登録されている 5 種のネオニコチノイド系農薬のうち

12

，イミダクロプリド，チア

メトキサム，クロチアニジンについては，2013 年から暫定的な規制がされていたが，2018
年 12 月以降は屋外での使用が全面的に禁止となった。また，チアクロプリドについては登
録の更新が認可されなかったため，全く使用することができなくなり，アセタミプリドに
ついては発達神経毒性が懸念されるとして，
安全基準となる一日摂取量が従来の 3 分の 1，
急性参照用量が 4 分の 1 に引き下げられ，規制が強化された。ネオニコチノイド系農薬で
はなくフェニルピラゾール系の農薬であるが，受容体阻害作用によって殺虫効果を得る点
でネオニコチノイド系農薬と類似の作用機序を有するフィプロニルについては，登録更新
が行われなかったため，使用されなくなった。また，上述のとおり，ネオニコチノイド系
農薬へのばく露状況や毒性に関する新たな科学的知見も得られている。少なくとも再評価
の対象となったネオニコチノイド系農薬について，最新の知見を踏まえて，再評価した結
果として，速やかにネオニコチノイド系農薬の登録が取り消されることを期待し，引き続
き今後の規制動向を注視したい。
第４

有機農業の推進に向けて

農林水産省の政策の変化の二つ目は，みどりの食糧システム戦略を策定し，農薬の削減と
有機農業の推進を明確に打ち出したことである。農水省は，農薬を農薬取締法に基づき適正
に使用すれば安全であるとして，以前は，農薬を減らすことの必要性を正面から認めようと
はしなかった。しかし，2021 年 5 月に策定した「みどりの食料システム戦略～食料・農林水
産業の生産力工場と持続性の両立をイノベーションで実現～」
（以下「みどりの食料システム
戦略」という）では，環境負荷を低減し，豊かな地球環境を維持し，農業を持続可能なものと
するために，化学農薬と化学肥料を低減することを目標として掲げた。もっとも，農薬使用

10

11

12

農林水産省告示第 804 号「再評価を受けるべき農薬の範囲を指定した件」（2019 年 9 月 9 日）
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/attach/pdf/taisyounouyaku-2.pdf
有機農業ニュースクリップの調査に基づく。
http://organic-newsclip.info/nouyaku/regulation-neonico-table.html
イミダクロプリド，チアメトキサム，クロチアニジン，チアクロプリド，アセタミプリド
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量を削減するための手段として，2040 年までに，多く使われているネオニコチノイド系農薬
を含む従来の殺虫剤を使用しなくても済むような新規農薬等の開発を挙げている点は問題で
ある。ネオニコチノイド系農薬等の既存の農薬が規制されたとしても，また新たな農薬が開
発されるとすれば，規制と開発のいたちごっこが続くばかりで，根本的な解決にはつながら
ず，農薬や化学肥料に頼らない有機農業が普及することが重要であるからだ。
日弁連は，前述の「脱・農薬社会のすすめ」では，
「有機農業促進法」を提案し，1994 年に
は「有機農業促進基本法要綱案」を公表した。そして，2006 年 12 月に議員立法によって制定
された有機農業推進法によって，日弁連の提案は概ね実現した。しかし，2017 年時点におい
ても，日本の耕地面積に対する有機農業取組面積の割合は，わずか 0.5％に過ぎない 13。イタ
リアは 15.4％，スペインは 8.9％，フランスは 6.3％であり，欧州諸国に大きく遅れをとって
いる。
農林水産省は，
「みどりの食料システム戦略」において，農薬及び有機農業に関する 2050 年
までの目標として，①化学農薬使用量（リスク換算）の 50％低減，②輸入原料や化石燃料を
原料とした化学肥料の使用量の 30％低減，
③耕地面積に占める有機農業の割合を 25％(100 万
ha)に拡大という目標を掲げている。しかし，156.69mm が持続可能な将来への意向を目指す成
長戦略である欧州グリーンディールの取組の一つである Farm to Fork（農場から食卓まで）
戦略では，日本よりも 20 年早い 2030 年までの目標として，①化学農薬の使用量とリスクを
50％削減，②有害性の高い農薬の使用量を 50％削減，③肥料の使用量を 20％削減，家畜と水
産養殖業の抗菌性物質販売量を 50％削減，④耕地面積に占める有機農業の割合を 25％に拡大
と，より野心的な数値目標を掲げている。
農薬登録は有効成分ごとに行われるが，製剤としての農薬には有効成分以外の増量剤や補
助剤，溶剤などの化学物質も添加されるし，農薬の製剤が単体で使用されるとは限らず，例
えば殺虫剤と殺菌剤が混用されることもあるので，複合影響が懸念される。しかし，実際に
は農薬登録では，複合影響については全く審査されないし，農薬の組み合わせは無数にある
ことから，今後もすべての複合影響に関する審査をすることは不可能であろう。現在の農薬
登録制度は，将来世代への影響がないことを保障するものではない。少なくとも，有機リン
系農薬やネオニコチノイド系農薬のように生態系や将来世代に深刻かつ不可逆的な被害を引
き起こすおそれがある農薬の使用は早急に規制すべきであり，有機農業を推進しなければ，
生態系や将来世代を守ることはできない。今後も，関係諸機関や市民との対話を継続し，脱
・農薬社会の実現に向けて取り組んでいきたい。

13

農林水産省生産局農業環境対策課「有機農業をめぐる事情」（2020 年 2 月）
https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kazyu/r01_6/attach/pdf/index-9.pdf
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第６節
第１

．．．
環境弁護士の経済的持続可能性

203 0 年 の 環 境 弁 護 士 の 収 入 構 造

2030 年，当委員会に結集する弁護士の半分は，経済的にも環境法務（敢えて環境「事件」
と言わず，環境法の専門知識を活用した事件や相談業務をより広く環境「法務」と呼ぶこと
にする。
）をその主たる業務に位置付けているか，割は良くないとしても他の営業効果（顧客
層の開拓，事務所のイメージアップなど）が期待できる通常業務の 1 分野として扱っている。
残り 2 分の 1 は他の業務分野で事務所経営を支えつつ，環境法務は基本的に無償の公益活
動として臨む弁護士に分かれているものと想定してみる。ただし，公益活動と位置付ける弁
護士には経験年数 10 年以内の若手が多く含まれ，専門性を磨く場として活動を位置付けてい
るものとしたい。
環境弁護士が個別的に持続可能な経営を行っていると言うためには，半数程度は環境関連
業務で（も）最低限の収入が得られていることが必要であろう。その結果，環境法務を行い
たいという意欲を持ったより多くの若手を引き付けることができる。また，環境問題が激化
する時代のニーズに対応した環境弁護士の専門性を高め，その層を厚くして，環境弁護士全
体としての持続可能性を高めることになる。
それでは，このような条件が成り立つためには，どのような法的整備や業務環境の変化が
必要だろうか。まず 2030 年の環境弁護士をめぐる社会像の変化を予測してみた上で，その変
化に応じて環境弁護士が成長するための戦略を立ててみよう。
第２
１

202 0 年 代 の 社 会 の 激 変 と 環 境 法 の ト レ ン ド

環境法のビジネス法化
2050 年カーボンニュートラル社会の実現という国家目標は，2021 年秋の段階では，まだ
総論だけで各論での規制や業界内でのスクラップ＆ビルトの厳しい局面まで具体化されて
いない。2030 年カーボン 46％削減や廃プラの海洋流出ゼロは，残された時間が少ないより

切実な問題であるはずだが，選挙の大きな争点にはならない。産業界では自主的取組が中
心で，規制がない上，炭素や使い捨てプラスチックが価格に反映されておらず，国民の生
活感に直結していないからである。
しかし，商品や投資において国際競争にさらされる業界では，脱炭素，脱プラスチック，
ＥＳＧ投資対応等の対応が急がれ，自主的取組だけでは公平性に欠ける場合は，規制的手
法も導入されていく可能性がある。廃棄物処理法並みとまでいかなくても，2030 年の段階
では，循環法の分野や脱炭素対応での一定の行為類型の禁止措置，違反に対する制裁的条
項の導入は避けられないのではないか。逆に言えば，それほど環境問題の悪化が進み，あ
るいは日本の取組の遅れに対する国際的な規制圧力が増大し，コロナ同様に非規制措置に
頼ってきた日本方式の限界が露呈しているのではなかろうか。
また，仮に自主的取組が独自の日本方式として効果を上げているとすればするだけ，あ
るいはその限界から規制的手法を導入する場合の前提として，企業の環境情報の正確性を
確保することの重要性が増すことは確実であろう。
そこに至る重要な動きとして，Ｇ20 の要請を受けて金融安定理事会（ＦＳＢ）が 2015 年
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に設立した「気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）
」は，2021 年 10 月 14 日
「第 4 回ＴＣＦＤ現状報告レポート」を公表した。ＴＣＦＤは①温暖化ガス排出量，②気
温上昇に伴う財務リスク，③削減に向けたプラン（脱炭素への移行に伴う事業や戦略の変
更計画，移行を支援するための行動や計画を含む。）などの情報開示を企業に求めている。
法的強制力のない自主的指針であるが，2022 年 4 月からの東京証券取引所の市場再編に伴
うプライム市場の上場企業は，ＴＣＦＤの提言に基づく開示が求められる（2021 年 10 月
16 日日経新聞電子版）
。
法的な制度としては，地球温暖化対策推進法の改正を踏まえて 2021 年 9 月に検討が開始
された温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度が整備され，より広い範囲での企業の排
出情報が開示されているだろう。
こうして，2030 年目標との整合性が国レベル，業界レベル，会社レベルで明らかになり，
それが事業の資金調達や製品やサービスの市場競争力，つまり企業の存続に直結する意味
を持っているだろう。だからこそ，銀行借入れを行うための粉飾決算と同じように，取引
を継続し環境目標との整合性が保たれているように装うための虚偽環境情報の形成，いわ
ば環境的な粉飾決算が行われるリスクも大きい。そのような虚偽情報の公開やそれに基づ
く意思決定，あるいは環境規制違反に対する法的制裁もまたより強化されるだろう。
このように，産業の構造改革を迫る環境法は，ビジネスにとって重みを増し，また環境
情報が企業の経営の健全性を表す指標化が進む。つまり 2021 年から 30 年にかけて，環境
法は，急速にガバナンス（企業の経営上の重要な意思決定）やコンプライアンスの内容を
形成するビジネス法の重要な 1 分野を占めるようになる。
２

新事業・商品やサービス・地方創生やまちづくり
環境規制や環境情報が企業活動上重要性を増すということは，
「環境」をキーコンセプト

として，企業の本来的な活動が方向転換していくことを意味する。地球に優しいとか，ゼ
ロエミッションといったイメージ先行の時代から，真に環境に適合した商品やサービスが
市場競争力を持つ時代となる。石炭などの「汚い」エネルギーの消費は，炭素税などの強
化が進めばコスト的に更に不利になるだけでなく，大手製造業においては部品などのサプ
ライチェーンに対してクリーンエネルギーを使用することが当然の取引条件となっていく。
そのため，自治体や市民レベルでのクリーンエネルギー開発事業の創出（太陽光，小水力，
地熱，風力など）
，太陽光発電のための都市の屋根借り発電事業など，既に萌芽している事
業がより拡大しているだろう。
また，脱炭素や循環型社会に向けた新素材による新しい衣食住に関する基礎的な商品の
展開，自動車などの耐久消費税においては，売買による所有権の移転⇒消費⇒廃棄⇒（部
分的な）回収という従来の売買・リサイクルモデルから，商品の貸与（リース）→利用と対
価の支払⇒トータルな回収というリース・回収モデルへのビジネスモデルの転換なども進
む。
過疎化や少子高齢化が進む地方は，農林水産業や「第 6 次産業」と言われる新事業など
を軸に持続可能なコミュニティーを維持できる場所と衰退が止められない地方とに明暗が
分かれているだろう。都市におけるまちづくりも，かつての「アメニティー」よりも「省資
源・省エネルギーのコンパクトシティ」，「気候変動と防災」，「農村との連携」など環境的
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課題の「ソリューション」としての色彩を強めるのではないか。
３

環境ＮＧＯの成長，環境問題の政治課題化とそれへの反動
環境危機の深まりと欧州を中心とした外圧の増大の中で，環境教育を受けてきた若い世

代を中心に，市民社会における環境問題の位置付けの重要度が増し，より政治課題化して
いくのではないか。特に，気候変動の進展が食糧問題や資源問題に結び付き，コロナ禍と
同じレベルあるいはそれ以上に生活に直結したとき，世界と協調して地球レベルでの環境
保全を強化しようとする考え方が強まるだろう。
しかし，脱炭素の潮流に乗り遅れる中で，日本の更なる産業力の低下や格差の増大が進
み，海洋資源や食糧，希少資源を巡る国際対立が強まると，ナショナリズム及び軍事力や
権威主義体制と結び付いた反環境主義・新自由主義が力を増す可能性もある。だからこそ，
環境弁護士が社会で広く活躍する必要がある。
第３
１

環境弁護士の事業環境

企業法務から環境法分野への領域拡大
既にその兆候は見えるが，今後，大手法律事務所の環境セクションが成長し，企業環境

法を専門とする中堅の弁護士が活躍する。大企業の企業法務と連動して，諸外国の最新の
規制の動向に目を配りながら，日本での規制の動きに対してロビーイングをしたり，新し
い法規制に対するセミナーを行ったり，国際取引を行う大企業を中心とした顧客の環境法
対応を支援する業務を行う。企業環境情報が株式市場や金融機関からの借入れなどの資金
調達と直結し，あるいは排出量取引などが導入されていることから，ファイナンス部門と
連携した企業環境法の業務が重要性を増すだろう。そして，それらは中小企業の環境法務
へと波及するだろう。
２

企業・自治体・ＮＧＯ等の環境型の事業への関与
企業，自治体，ＮＧＯ等において環境問題の解決を目指す事業活動が活発化する。企業

における商品開発やスタートアップ事業，自治体におけるまちおこし・まちづくり事業な
どにおいて，事業に関する法務への一定の需要（環境法務も含まれるがより総合的な法務）
が生まれるだろう。ちなみに，自治体や地域の市民団体あるいは地場産業を軸とした脱炭
素型の事業の創生については，専門家費用も含めて補助金の対象となり得る。
３

公益的業務を巡る状況の変化
原発差止，自然を破壊する公共事業の中止，気候変動を促進する事業の差止めなど，予

防業務を中心とした環境訴訟の必要性，重要性は今後も続くだろう。
楽観的すぎるかもしれないが，環境の悪化とその予防の手段として，行政的規制だけで
は限界があることから，環境問題に関する訴訟の団体適格が立法化されているのではない
か。導入の決め手は，外圧（日本からの排出が抑制されないことへの国際的な批判）と行
政効率（行政による監視と企業の自主的遵守だけでは適正な法執行が不可能であること）
になるのではないか。
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第４
１

環境弁護士のこの 1 0 年の戦略

公益活動の意図的な有償化
業務環境の激変に対する環境弁護士の対応戦略については，敢えて委員会の多数派と思

われる公益型弁護士から予測してみよう。
公益型弁護士は，後継者を作るため，今後，意識的に訴訟の「プロジェクト化」を図るべ
きである。
「プロジェクト化」とは，目的に対応した組織を形成した上で，弁護士費用を含
めた予算案を策定し，経費を賄うための「スポンサー」やプロジェクトの「顧客」を特定す
ることを意味する。
具体的には，事件の依頼者とともに，クラウドファンディングを立ち上げるか，訴訟の
サポーターなどの会員制度を作る，企業スポンサーを開拓する，若手プロフェッショナル
によるプロボノ活動などを活用して広報活動を行うなど，計画的に資金や労力を集め，情
報を発信する仕組みを作ることである。
クラウドファンディングは，自然保護訴訟や気候変動訴訟においては有力な資金集めの
手段である。まず貴重な自然や動植物や気候変動による被害は，ネット社会において映像
的なアピール力があるから，クラウドファンディングとしての訴求力がある。また，自然
保護運動は，地元の運動が起点となるものの，クラウドファンディングは，その地を訪れ
たことがある人やその動植物に興味を持つ日本全国あるいは世界の市民の間に支援者を広
げる手段となる。つまりクラウドファンディングは，資金集めだけでなく，訴訟の重要な
目的である世論形成の意味を持つのである。
ただし，クラウドファンディングにどの程度，報酬としての弁護士費用を計上するか，
できるかは，依頼者や支援者と事前に十分に協議しておかなければ，トラブルのもととな
る。弁護士費用を含める場合はそのことを対外的にも明示する必要がある。その場合には，
クラウドファンディングの主催者は，弁護団ではなく，依頼者や支援者が行うべきだろう。
弁護団がこれから担当する事件の弁護団報酬を含めてクラウドファンディングを実施する
とき，依頼者との関係では，費用は弁護士が自ら調達するから委任状だけを出してくれれ
ばよい，という関係となって，事件勧誘として専門職責任に反する可能性が出てくるから
である。特に自然保護事件は，地元世論が二分されており，地元の有力企業や自治体も開
発に深く関与しているから，原告側弁護士として弁護士倫理を厳格に守ることは運動を守
ることにもつながる。
企業スポンサーはまだ少ないものの，自然保護訴訟や気候変動訴訟において出てきてお
り，今後，積極的に働き掛けをすべきであろう。要するに，プロジェクト化した公益訴訟
では，映画製作と同様に資金担当者を決めて，様々な手法を組み合わせて訴訟を運営して
いく必要がある。
２

専門化と企業内への進出
企業の環境情報の開示について，国際的動向も含めてアンテナを張るとともに，専門性

を高めて実務的能力を培う必要がある。ここでいう実務は，企業側でのコンサルティング
に限らない。環境情報オンブズマン的な市民側からの環境情報の開示度や正確性のチェッ
クを行う活動も重要な意味を持つ。環境弁護士にも多様性が必要であり，一部の環境弁護
士は，法務部員あるいは顧問弁護士として，企業内に積極的に入って行くべきである。
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３

地域社会との関わり
企業とともに，地域社会が変わらなければゼロエミッションなど達成し得ない。地域社

会の中で環境に関する様々な課題を地域の人や行政とともに解決していくチームの一員に
加わることは，特に地方の弁護士の場合，新たな業務分野になるのではないだろうか。
たとえば，高齢化と過疎が進む地域では，路線バスの撤退，自動車免許の返上，独居世
帯の増加などから，買い物などの移動手段をどう確保するかが課題になっている。道路運
送法に違反しない形態で，コミュニティー発電所を電源とする電気自動車で高齢者を移送
し，地域通貨で運転手に対価を支払う会員制の組織の立ち上げ，持続可能性の観点に立っ
た事業アイディアを法的に問題のない組織・事業にブラッシュアップしていく活動などが
その一例である。これらの業務は対価を得ることは当面難しいだろうが，地域社会に弁護
士が浸透していき顧客層を開拓する点では，これもまた一つの持続可能な環境弁護士の事
業モデルであろう。
第５

最後に

かつてアメリカの Earthjustice を訪れ，日本にも環境専門法律事務所が生まれることを
夢見た。世界と司法界のこの 20 年の激変を考えると，持続可能な環境法律事務所や多様な環
境弁護士が生まれ育つ環境は既に整っている。あとはそれぞれのビジョンと意思と行動力で
ある。
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第４章
第１節

環境保全を訴訟で実現する
座談会「日本の自然の守り方」

司会（塩谷）

では，日弁連公害対策・環境保全委員会自然保護部会による座談会を始め

ます。我々は生態系サービスを利用して生活していますが，大量生産や大量消費を前提と
する社会システムが，過度な負荷を自然に与えていることが明らかになっている今の状況
において，今までの社会システムから変わらなければならないのではないか，どのように
変わっていけるのかについて，国内の問題事例や海外・国内の先進的な取組から，何を学
べるのかについて議論することが，今日の座談会の目的です。
最初に国内の事例として，諫早の問題について，後藤弁護士に紹介していただきたいと
思います。お願いします。
第１

干潟の価値を破壊した事例（諫早湾干拓事業）

「漁業も農業もどちらも成り立たない，誰も幸せになっていない」（後藤）
後藤

よろしくお願いします。無駄な公

共事業の典型と言われているものが，諫
早湾干拓事業です。この国営事業は，有
明海の湾奥部にある諫早湾を全長７キロ
の堤防で締め切って，内部を干拓すると
いうものです。そもそも有明海は，干満
差が非常に大きい湾で，従来から，「ガ
タ」と呼ばれる阿蘇山の火山灰をもとに
した干潟が広がる海でした。ですから，
昔から干拓は行われていて，例えば，佐賀市の佐賀平野などは，ほとんど干拓でできた土
地です。ただ今回，諫早湾干拓事業がなぜ従来から続けられてきたものと違って批判され
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ているかと言えば，従来の干拓は「地先干拓」と言い，ガタが堆積したところを干陸化す
る方式でされていたものでした。今回の諫早湾干拓事業は，「複式干拓」と言い，先に堤
防で海を締め切って内部に調整池を造り，その調整池の水位を調整することで陸地を創出
するものになり，先に堤防で締め切ってしまうことで，環境に与える影響がかなり大きい
のではないかと言われていました。
この事業は，そもそも戦後すぐの 1950 年代の食糧難のときに計画されたものでした。諫
早湾を干拓して，そこで食糧を増産しようということですが，その後の時代背景で食糧難
が解消し，逆に米が余ってしまうような減反政策の状況になったため，干拓の必要性が失
われていきました。そのような中で，諫早市で 1957 年に水害が起こり，多数の死者が出た
のですが，このときに国側は干拓の目的として，食糧増産だけではなく防災目的を付け加
えました。その結果，事業が諫早湾干拓事業として形を変えて，1997 年に堤防が締め切ら
れ，諫早湾の奥部が有明海と切り離されたというものです。この事業自体は 2007 年に完成
し，内部の干拓地は入植ではなくリースで農業者に貸し出され，当初は 41 経営体がリース
で，ここで農業を営みました。
それが事業の概要ですが，生態系にどのような影響が出たかといえば，諫早湾は元々，
有明海の奥部の遠浅の広大な干潟でしたから，ここが魚介類の産卵場所，幼稚魚の成育場
所となっていました。この産卵場所，成育場所が失われたということで，有明海全域で漁
業被害が出てきました。また，有明海は干満差と速い潮流が特徴で，極めて閉鎖的な内湾
であるにもかかわらず，赤潮が発生しにくいということで，ノリ養殖業などがとても盛ん
な地域でした。しかし，1997 年に潮受け堤防で閉め切られて以降，有明海沿岸で赤潮が頻
発するようになり，特に 2000 年に入ると色落ちと言い，ノリが黒い色にならないという現
象が生まれてきました。まず，最初に貝がだめになり，魚がだめになり，のりの養殖もだ
めになりました。漁師たちは，以前は有明海のことを「宝の海」と言っていたのですが，
今は「死の海」と言い，漁に出ても燃料代すら賄えない状況が続いています。有明海は長
崎，佐賀，福岡，熊本の４県にまたがるものですが，この４県の沿岸地域の経済も，漁業
が成り立たなくなったことで疲弊しています。特に諫早湾内の漁協は，漁業権を放棄して
漁業ができていないため，かつてのにぎわいはもうないということです。
では，干拓した結果，造られた農地での農業がうまくいっているか。まず，この干拓事
業が完成した時点で，諫早市には干拓で造った面積以上の耕作放棄地があり，そもそも農
地が余っている状態でした。干拓ができて，リースで農業法人が入ってきたのですが，今
は営農者たちからも，この干拓事業に対して批判する声が出ています。つまり，夢を持っ
て新干拓地に入ったものの，排水が悪い，あるいは，海に面した干拓地であるため，諫早
の他の地域よりも気温がとても低く，農作物の生育に冷害の影響があります。それから，
元々ここは広大な干潟で，野鳥がえさ場にしていた場所ですから，えさを採る場所であっ
た干潟が失われたことによって，今，野鳥がこの干拓地の農地の野菜を食べるという皮肉
な状況が生まれています。カモの食害と言われていますが，これで農業が成り立たないと
いうことで，当初は 41 経営体があったのですが，今はだいぶ撤退して，干拓地もかなり空
き地が目立つ状況になっています。また，営農者からもこの諫早湾干拓事業に対して疑問
視する声が起こっており，現在，農業者からの訴訟も起こっている状況です。
これは，最初は食糧増産という目的でしたが，その目的がなくなったら，今度は目的だ
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けを防災に付け替えて，中身は見直さずに進んでしまいました。当初は，漁業者が反対の
声を上げれば，諫早の市民からは「人の命よりムツゴロウの方が大事だと言うのか」とい
う声が出て，やむなく漁業者たちは干拓事業に同意せざるをえなかったところですが，今
は漁業者を苦しめるだけではなく，干拓を進めて，干拓地に入植した農業者をも苦しめる
形になっていまして，漁業も農業もどちらも成り立たない，誰も幸せになっていないとい
うものが，この事業です。
では，諫早の経済が潤っているのかというと，一切潤っていません。この事業によって，
プラスになっていることがありません。「一度動き出したら止まらない，何が目的かも忘
れられて，事業をすること自体が目的になってしまった」という 20 世紀型の公共事業の典
型が，この諫早湾干拓事業ではないでしょうか。
山本

国の掲げる事業目的である防災目的は，目的として合理的なのでしょうか。

後藤

1957 年に，諫早大水害という水害があったことは本当です。そのときに，700 人を

超える死者や行方不明者が出て，この記憶が諫早市民にはかなり根強く残っています。た
だ，このときの水害は，諫早湾に流れる本明川の下流ではなく，中流域を山の上から落ち
てきた木材がせき止めてしまい，市街地が水浸しになったという事案です。つまり，防災
を徹底するのであれば，本明川の河川整備が重要なのです。逆に，諫早湾干拓事業は，本
明川の河口の先の水の出口をふさいでしまうわけですから，市街地部分の大水害を防ぐと
いう点で言えば，むしろ逆効果になりかねないものです。
実際に，潮受け堤防閉め切り後，どうなったかというと，諫早湾に面したあたりの水害
の回数は，干拓事業が完成した後の方が増えています。ただ最近は，排水ポンプなどが設
置されたことによって，実際に水浸しになる期間はかなり短期間で終わっていますが，そ
れは必ずしも，諫早湾の干拓事業によって，防災効果が発揮できているというよりも，そ
の他の事業によって防災効果が出ているところだと思います。
菅野

一つだけ付け加えますと，1995 年頃，当部会として，諫早を現地調査したことがあ

りました。そのときに，目の前でムツゴロウが飛び跳ねているという，まさに今の干拓に
入る前の諫早の姿を実際にこの目で見て，その素晴らしさに非常に感動したことがありま
す。ただそのとき，すでに今起きている負の現象は，もう予測されていました。ひどいこ
とになる，加えて，農業は失敗するだろうということももう分かっていました。調査団は
みんな，それを予想していたのです。当時はまだ，いわゆる減反政策がかなり幅を利かせ
ていた時代で，どんどん農地を減らしていきましょうという政策を一方で敷きながら，そ
れと全く矛盾する，農地を広げようという事業なわけですから，計画自体の矛盾もすでに
明らかになっていました。
しかし，たくさんの反対運動があったのだけれど，押し切られる形で，まさに「ギロチ
ン」と言われた潮受け堤防の閉め切りが起きて，その後，今の後藤弁護士が説明された現
象が，本当に予想したように進んでいきました。しかも公共事業が起きるところでは必ず
起こる地域社会の分断の話も，本当に悲惨な話です。私の自然保護部会として調査した経
験を，少し付け加えさせていただきました。
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司会

そうですね。失敗するのが分かっているけれども，１回決めたことを止められない

ことも公共事業の問題ですね。
第２

干潟の保全を選択した事例（スンチョン湾）

司会

諫早は干潟を閉め切って，開発してしまう選択をしたわけですが，同じような干潟

に関して，自然環境の価値を重視した政策が採られた事例として，以前，自然保護部会で
も調査に行きました韓国のスンチョン湾の話をしていただければと思います。魚住弁護士，
お願いします。
「市 の 人 な ど と 話 を し て い て も ，必 ず 市 民 ，住 人 ，市 民 団 体 と い う 言 葉 が 出 て く る 」（ 魚 住 ）
魚住

長崎の魚住です。まず，スンチョ

ン湾がどこにあるかですが，韓国の南海
岸の西側に位置します。皆さんから見れ
ば，順天（スンチョン）は，全羅南道（チ
ョルラナムド）と言いまして，遠いとこ
ろだと思うかもしれませんが，長崎から
見たら 100 キロか 200 キロ先です。東京
などに行くより，はるかに近いところな
のです。韓国全羅南道の順天市は，「ス
ンチョン」と読みますが，人口が約 28 万人で，その南部といいますか，海側にスンチョン
湾があります。そこは，2.3 平方 km の葦原と，その南側に 28 平方 km の干潟があります。
そこは今では，冬になると越冬のための渡り鳥の中継地となるなど，１年を通じて約 230
種の鳥が確認されているところです。
早速ですが，そのスンチョン湾で何が起こったのかです。1990 年代まで，他の沿岸地域
と同様に，違法なごみ投棄があり，もう誰も使わないような，見捨てられたような土地に
なっていました。ところがスンチョン湾は，1.5 メートルくらい掘ると，砂が出てくるそう
です。これに目をつけた業者が，砂利採取の許可をスンチョン市に求めて，それをスンチ
ョン市が許可してしまいました。そうすると，干潟がだんだん破壊されていき，スンチョ
ンの市民がそれに気付いて，環境保護を求めている市民団体に通報したのです。そして，
市民団体がその調査を始め，「これは，まずい」ということで，保全が始まりました。諫
早湾は国の行う公共事業なのですが，スンチョンで問題となった事業は私企業がやってい
たため，その辺に違いがあるのかもしれません。
保全活動が始まり，2002 年には，その市民団体の長が市長になりました。市長は，スン
チョン湾を守りましょうということで当選したそうです。そして，砂利採取の許可の取消
しなどを行うのですが，これも裁判があり，最高裁までいって，許可取消しが認められた
そうです。また，韓国には，湿地保護法などの環境に関する法律があるのですが，2003 年
にはまだこの方が市長だったため，湿地保護法に基づいて，スンチョン湾の干潟を湿地保
護区に指定しました。この辺から，だんだん保護が始まっていきます。それから，2006 年
には，ラムサール条約にも入ります。その前提として，1990 年代に，マナヅルですか，黒
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い色のツルが 79 羽来ていました。それをブランドといいますか，アイコンにしながらどん
どん自然保護を行ったところ，ツルが増える状況が始まり，市民の皆さんが乗っていくよ
うな感じでした。
そこでは，住民の意思，市民団体の意思がどんどん出てきます。最初，農民や漁民は，
この湿地を保護することによって，農業や漁業の活動が制限されるのではないかと反対し
たそうです。例えば，葦原に火をつけるなどして，反対する人がいました。けれども，市
や市民団体がそれを説得していくのです。それで，だんだん前に進んでいきます。私たち
が２年くらい前に現地調査に行ったように，あれを何とか観光に使って前に進もうと，市
と市民団体が一緒になって，経済効果を作り出していったことが前提にあると思います。
本当はどうかというと，当部会で調査に行った際に聞いた話になりますが，スンチョン
湾に流れ込む川の上流に，20 年くらい前にダムができました。そうすると，それも推測に
なるらしいですが，冷たい水が流れてきて，だんだん環境が悪化しているのではないかと
いうことです。ところが，マナヅルは 79 羽，80 羽くらいから，今は 2,000 羽くらい来る
ようになっているのです。スンチョン湾の陸側に田んぼがあり，そこで有期農業で作って
いる米などを食べさせるものだから，餌付けでツルはご飯がたくさん食べられるので増え
るのですが，米を食べない，干潟の生き物を食べる鳥たちは減っている調査結果もあり，
そうすると，干潟それ自体は痩せていって，状態は悪化しているのではないかという環境
団体の報告がありました。
それから，市長が代わると，市の対応に変化が生じます。調査に参加した皆さんは覚え
ていませんか。ビジターセンターのすぐ外に町のようなものができてしまい，ネオンがた
くさんついていたのですが，あれは，市長が代わったことでできてしまったそうです。し
かし，それ以上悪化させないように，市民団体が何とか圧力をかけています。そのような
せめぎ合いの中に，スンチョン湾はあるのだと思います。だから，何もかもが素晴らしく
て，万々歳だという状態ではないことだけは，明らかだと思います。
調査先で話をしていくと，市民団体という言葉が出てきます。市の人などと話をしてい
ても，絶対に市民，住民，市民団体と言う言葉が出てきます。その辺が，私には少し驚き
でした。私も長崎ですから，先ほど後藤
弁護士が説明してくれた諫干の話などに
も少し関わっているのですが，少なくと
も市民団体はあるけれども，その言葉を，
公共団体といいますか，市からはまず聞
きません。なぜそうなのかと思うのです
が，これは皆さんの話をここから先，教
えていただいて，話の中に出てくればい
いと思います。
後藤

私は，この間の日弁連の調査に行けなかったのですが，スンチョン湾はこの 20 年の

間で３回くらい訪問しています。同じような時期に同じような場所，同じような環境だっ
たのに，選択肢が違った結果，今こうなっているという違いが，諫早がなくしたものが顕
著に分かる場所なので，よく行って学びます。
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諫早市に行かれたら，雰囲気が分かると思うのですが，諫早市内には，諫早湾干拓事業
のことや，干潟が大事などという言葉を言うことすら，はばかられるような雰囲気があり
ます。意外なことに，諫早市のあらゆる選挙では，諫早干拓は全く争点になりません。目
の前にあれだけ大きな干潟がかつてあって，失われたにもかかわらず，あたかもそのよう
な事業がないかのように，市民は関心がないというよりもあえてそこを，その話題を避け
るという現状です。私も諫早の農業者たちと会話をしようと思って，訪問などしたことも
あるのですが，やはりそのときは「環境，環境って言うけど，環境が俺たちの生活守って
くれるのか」というあからさまな反応が返ってくるのです。
でも，スンチョン湾に行ったときに，環境と地域経済が対立するものではないことをと
ても感じました。私の経験を二つ御紹介すると，市の担当者からヒアリングをした後に，
市の担当者と一緒に食事に行ったのです。諫早もスンチョンも生態系が似ているから，ス
ンチョンもムツゴロウが名産なのですが，そのときに，かつて干潟に面してムツゴロウ料
理を出す店があったのです。干潟保全のためにその店には立ち退いてもらったという話が
あって，地域経済としては反対運動などがあっただろうと想像しながら，とてもにぎわっ
ている大きなビルのムツゴロウ料理屋さんでお昼を食べていたのです。そこで市の職員に，
「その立ち退いてもらったムツゴロウ屋さんはどうなりましたか。その後，不満とか補償
とかあったのですか」という話をすると，「何を言っているのですか。今，食べているこ
こが，その店なのです」ということだったのです。つまり，保全事業が始まる以前は，小
さなムツゴロウ屋さんでしかなかったものが，今や，たくさんの人たちが干潟を見に来る
ものだから，大型バスがたくさん来て，ビルが建つようなムツゴロウ屋さんになっている。
だから，どちらもウィン・ウィンなのだという現状を見ました。
また，そのときに私は，家族を引き連れて行っていたのですが，とても小さな町に年間
数百万人が干潟を見に来るということで，宿泊施設もホテルだけでは足りないわけで，農
家に泊まったのです。農泊です。農家に
泊まって，農家の人たちと語らいながら，
夜もお酒を飲んだのですが，観光で行っ
た私たちも楽しめるし，地元の農業者た
ちも，外国の人や都会の人たちが自分た
ちのところに来ることで，刺激になるし
お金にもなるというウィン・ウィンの関
係があることを，大変身をもって経験し
ました。
司会

前回の調査で感じましたが，大きな駐車場があって，観光客も多く来ていました。

干潟はいわゆる真っ青な海ということではないのに，干潟の素晴らしさを，地元も観光客
もよく理解していることが素晴らしいと感じました。
魚住

少し質問をいいですか。皆さんに聞きたいのですが，諫早湾は農水省がやっている

国家政策なのです。スンチョン湾を壊そうとしたものは，一私企業の砂利採取業者なので
す。そこに何か，自治体または住民としての反応に差があることは考えられませんか。私
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のような長崎の人間は，「うちら，そんなにばかなのかと言われたくない」という感じで，
いかがでしょうか。お願いします。
山本

私はスンチョンへは行っていないので，正確なところは分かりませんが，諫早のよ

うな国の巨大な事業となると，そのことによって潤う地元の人がたくさんいるのではない
かという気がします。下請けの土建業者もそうですし，作業員を宿泊させるホテルや宿泊
所を経営する方もそうですし，とにかく工事の期間中は人がたくさん集まってくるため，
その期間だけを見れば，地元が潤うという思いはあったのかもしれません。スンチョン湾
の砂利採取業者の場合，その業者はもうかるかもしれないけれども，他にスンチョン市民
がそれで利益を得ることはありえません。その辺りに違いがあるのかと，皆さんのお話を
伺っていて印象を受けました。
司会

確かにスンチョンでは開発推進側が葦原に火をつけるなど，結構激しい反対運動が

起こりましたので，本当に心が折れると思うのですが，市側が開発推進派を説得し続けた
という点では私企業だから反対しやすかったという気はします。
後藤

諫早の干拓事業は，決して国から押しつけられたという感じでもないのです。どち

らかというと，長崎から国に求めていったような，当時の長崎県知事と国会議員が，国に
やってくれと要請したようです。だから，国策を押しつけられたというよりも，やはり最
初に導入したときに，特に長崎の南部の諫早などは産業がないということで，公共事業に
よってしか地域振興ができないと思ってしまったところが悲劇かと，それを１回思ってし
まうと，別の道があることを考えなくなる，これを思いました。
印象的だったことが，海洋に関する研究者たちが集まる日本海洋学会の全国大会が諫早
で開かれたことがありました。そのときの記念講演を，諫早の行政職員や市民にも聞いて
ほしいということで，スンチョンからスンチョン市の担当者を招いて，諫早市役所の隣の
市民会館で学会が開かれ，その学会からも正式に諫早市長に案内状も出していたのですが，
会場に来ていないどころか，市長としての挨拶すらなかったのです。何か，少しくらい学
べばいいのにと思ったけれども，タブーになっていることが，タブーがここ 10 年，20 年
ではなくて，多分もう 50 年，60 年のタブーなのです。考えることを拒絶といいますか，考
えたらいけないことなのだという意識を強く感じます。
第３

住民と行政の連携による自然保護（豊岡市）

司会

次は，日本の事例です。住民の取組を行政が生かして，継続して自然を守っている

豊岡市の事例について，福光弁護士と吉江弁護士にご報告をお願いしたいと思います。
福光

よろしくお願いします。日弁連の報告書（第６０回人権擁護大会シンポジウム第３

分科会基調報告書）と，豊岡市コウノトリ共生課からいただいた「さまざまな分野に広が
るコウノトリ野生復帰の取組み」(参考資料①)という，この左から右に取組が広がる図が，
歴史的なことや今までの流れがとても分かりやすくまとまっていたため，それを参考に話
をさせてもらいます。
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まず，江戸時代では，コウノトリは日
本の至るところに見られていた鳥で，吉
兆の 鳥 とし て大 切 にさ れて い たそ うで
す。しかし，明治期の銃による乱獲や，
戦争中の松などの高木の伐採で住処がな
くなり，コウノトリがあちらこちらに拡
散してしまいました。また，第二次世界
大戦の後に農地にしたり，河川改修によ
り湿地が消滅したり，更に水銀系の農薬
の使用により，コウノトリの数は減少しました。1965 年に野生のコウノトリが 12 羽まで
減ったときに最後の手段として，野生の個体を捕獲して人工飼育に踏み切りました。この
人工飼育は，豊岡市の今のコウノトリの郷公園の附属の飼育施設保護増殖センターで始め
られました。1971 年に，傷ついて衰弱していた最後の野生のコウノトリが豊岡市内で保護
されたのですが，死亡して，これによって日本の空からコウノトリは姿を消してしまいま
した。この豊岡が最後の生息地だったのです。
1965 年に始まった人工飼育は苦難の連続で，25 年目，平成になってからようやく初めて
ヒナが誕生しました。その後も人工繁殖が成功し，毎年のようにヒナが誕生することにな
ったため，コウノトリを野生復帰させようという機運が高まりました。この図から見ると
縦線を左から５本目に当たる欄の 1997 年から取組が始まり，コウノトリの住める環境づく
りのために，合鴨農法や有機農法の田んぼの研究の実践が取り組まれていきました。合鴨
農法や農薬を減らした田んぼなどを始めていたところ，2002 年８月５日に大陸から野生の
コウノトリが飛来して，定着しました。このコウノトリは，８月５日に来たため，「ハチ
ゴロウ」と名付けられ，豊岡のコウノトリ野生復帰事業を大いに勇気づけました。
人工飼育で生まれたヒナたちが順調に育ち，2005 年からコウノトリの試験放鳥が開始さ
れました。翌 2006 年には，自然放鳥から２羽がペアとなって，産卵が確認されました。そ
の年，アイドルだったハチゴロウは，残念ながら亡くなってしまいました。2007 年に，や
っと日本国内の野外でのヒナ誕生が確認されました。７月 31 日には，日本国内の野外では
46 年ぶりに，その生まれたヒナの巣立ちが確認されました。
住民らは，1997 年に合鴨農法や有機農法の研究や実践が始められ，ハチゴロウが飛来し
た年には，生物多様性確保や化学合成農薬及び化学肥料の削減，水管理，堆肥に関する要
件を満たした農法を実践して作られた作物として，コウノトリ育む農法の認証制度が始ま
り，それに基づいて農作業をされる人が増えてきました。このコウノトリ育む農法の認証
制度は，豊岡市も認定されているのですが，コウノトリとの共生を目指す環境推進型農業
の促進を基本方針として，豊岡型環境創造型農業による水稲作付面積を，2011 年の 32％か
ら，10 年後には 51％にするなどの数値目標を掲げて，今もさらなる取組を推進していま
す。
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参考資料①

※豊岡市役所より提供資料
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「豊岡市にはコウノトリ共生課があって，行政も一緒に動いている」（福光）
現在では，コウノトリは，豊岡市内のみならず，日本各地で見られるようになっていま
す。成功点としては，このように市民の農作業など，様々な豊岡市民の経験から，豊岡市
の生物多様性地域戦略などの政策にも生かされていることや，豊岡市にはコウノトリ共生
課といって，行政も一緒に動いていることがあります。
現在の問題点は，先日，豊岡市の役所の方にお話を伺ったところ，コウノトリ育む農法
をしていても，その後の後継者が育たない場合がある問題が発生している点や，人口減少
です。高齢化，少子化も含めて，４年制の大学がないこともあり，女性は高校を卒業した
ら豊岡市から出ていってしまい，豊岡に戻らない問題もあることを聞きしました。また，
コウノトリがせっかく千葉や和歌山などの他の地域に到着したとしても，豊岡市内では，
無農薬農法や減農薬農法で，コウノトリを育むための田んぼや，農薬を使わない田んぼづ
くりをしているところがあるのですが，それ以外の地域では，積極的な地域や積極的では
ない地域もあるため，コウノトリの生息地域の広がりをどのように図っていくのかも問題
点に上がります。
豊岡のコウノトリはもちろん，天然記念物の佐渡のトキ，対馬のツシマヤマネコ，奄美
大島のアマミノクロウサギは，観光で行ったときに，みんな見てきた動物たちです。この
トキ，ツシマヤマネコ，アマミノクロウサギは環境省の保護増殖事業になっているのです
が，コウノトリはなぜかそれに含まれていないため，それはなぜなのかと私は疑問に思い
ました。吉江弁護士，足りないところがありましたら，補足をお願いします。
吉江

ありがとうございます。「様々な

分野に広がるコウノトリ野生復帰の取組
み」の図は，非常に広がりが分かりやす
いと思います。左上が，コウノトリの個
体数です。日弁連が前回現地調査に伺っ
たのが 2016 年なのですが，2016 年から，
個体 数 がか なり 右 肩上 がり と いい ます
か，指数関数的にぐっと増えていること
が分かると思います。下が農地の作付面
積なのですが，作付面積もこの頃からぐっと増えていることも分かると思います。右側の
表を見ると，様々な取組が本当に，重畳的に行われていることが分かります。
2021 年５月のヒアリングで，豊岡市の職員の方から，2012 年にラムサール湿地登録をし
たことが，一つ追い風になったと聞きしました。それから，2015 年にミラノ博の日本館で
「コウノトリ育む米」を提供することができたところから，やはり環境問題に関心の高い
欧米の販路を切り開くことができたということがあるようです。今，ニューヨークで「コ
ウノトリ育む米」は，２キロ 4,000 円の小売価格のものが，1.5ｔ出ているそうです。
ヒナが孵化した，ハチゴロウが来た，ラムサール湿地に登録できた，ミラノ博に出品で
きたなど，様々なチャンスを力に変えながら，発展してきたのだということが分かります。
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後藤

豊岡で印象的なことは，コウノトリが市民にとても温かく受け入れられていること

です。豊岡は鞄の町ですから，私は調査が終わった後に，鞄のお店に買いに行きました。
鞄を選んでいたら，若い店員さんが「ツル」と言っていたのか，「今日，出勤途中にツル
を見て，すごく幸せな気分になりました」などと言っていて，それを聞くとこちらも幸せ
な気分になります。そのような話が出てくるということは，とても市民の中に受け入れら
れているのだと感じました。保全するに際して，シンボルとなるものがコウノトリですが，
単純にかわいいからだけではなく，きちんとコウノトリを頂点とした生態系を維持するこ
とが大事なのだということが，しっかり小学校や中学校時代から教育をされていると強く
感じます。
だから，これが諫早だったら，ムツゴロウやうなぎなどになるのでしょうけれども，話
題にすら上らないし，ちなみに，諫早はうなぎの名産地で，今でもうなぎ料理屋さんが市
内にはいくつもあるのですが，湾を締め切っているためうなぎが来るはずはないのです。
でも，そのような話題すら出ません。お店でそのような話題をしたら，少し嫌な雰囲気に
なるでしょう。
司会

ムツゴロウは，あまり人気がなかったのですか。

後藤

佐賀ではシンボルにしています。魚住弁護士，諫早ではムツゴロウは愛されていま

すか。
魚住

昔はあまりにもありきたりで，皆さんが価値を見いだせなかったのではないかと思

います。うなぎの方が，大きくて，たくさん食べられますから。
司会

諫早について書かれた文章の中で，諫早湾のごく近くで生活していた人々の話とし

ては，昔は魚を買わなくてもすぐ前の海から採って来ることもできたが，それができなく
なって買わなければならなくなったということが書かれていました。そのようなことは，
実際になくなってみないと実感できないということでしょうか。
後藤

私は，やはり教育が大きいと思います。諫早などでは，諫早大水害で，小学校のと

きから防災教育を徹底するのです。どちらかというと，目の前に広がる広大な干潟や，ム
ツゴロウが住む干潟が，邪魔なものというような印象がずっと見受けられます。
司会

それでは，干潟を保全したいという気持ちが持てませんね。

後藤

だから，諫早の人たちは，はっきり言うと，干潟に触れていません。佐賀などでは，

干潟があることで，そこでガタリンピックというイベントを開催するのですが，諫早では
そういうことを聞かない，どちらかというと，邪魔者扱いです。
司会

そういう意味で，あまり自然が愛されていなかったといいますか，あまり重要視さ

れていなかったということですか。
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菅野

多分それは，今だからそのような位置付けをされているだけなのではないでしょう

か。1996 年の夏頃だったと思いますが，私が諫早湾を訪れたとき，案内してくださった地
元の方は，有明海の中でも一番素晴らしい，宝の海だと仰っていました。確かにムツゴロ
ウは，非常にユーモラスなのだけど，あくまでも象徴であって，諫早湾の干潟が育む魚介
類はとても豊富で，ムツゴロウだけでなくトビハゼやシオマネキもこの目で見つけられま
した。そこで諫早湾の漁業は非常に豊かであるという実感を持ちました。かつては「佐賀
県の川の上流がダム開発されている有明海よりも，自然河川が注ぎ込む諫早の方が干潟と
して素晴らしいんだ。」と案内してくれた人は自慢していました。その一番のいいところ
を干拓の対象にしてしまった訳なのです。
私の手元に，当時案内してくださった方の写真集がありますが，発刊した 1996 年，諫早
湾が漁撈文化の母体となり，地元の人々の生活にとってかけがえのない存在であったこと
が，手に取るように分かります。
その宝の海を，政府は，他方で減反政策を推進している最中に，実際には何の必要もな
い公共工事をやり，諫早湾の干潟だけではなく生活自体を破壊してしまった，本当に憤り
しかありません。
それが，諫早湾干潟が失われて 20 年以上経っている間に，諫早湾が過去の遠い存在にな
ってしまい，後藤弁護士の発言に接すると，今や地元の人にも忘れ去られた存在になって
しまったのかと，歴史の非情さに愕然としてしまいます。
司会

ありがとうございます。

「豊岡は身の丈に合った発展を試みているところが，非常に注目すべき」（山本）
山本

私は豊岡の取組に注目しているの

ですが，豊岡の素晴らしいところは，コ
ウノトリ米だけではないのです。確かに，
コウノトリ米は普通のお米よりは高く売
られていますが，コウノトリ米だけで，
あるいはコウノトリ観光だけで，地域経
済が成り立つものでもないと思います。
豊岡のすごいところは，先ほど少し話に
出ましたが，豊岡鞄というブランドを確
立しようとしていて，市役所の方の話だと，昔は他の大手鞄メーカーの下請けとしてやっ
ていたけれども，それではどんどん労賃を切り下げられて，海外との競争にも負けていく
ということで，自身のブランドを確立していったそうです。あとは，城崎温泉という温泉
街も，小さな旅館が建ち並んでいて，非常に町並みもきれいに整っています。
そういうことで，豊岡のまちづくりは，自分たちのもとにある自分たちの素晴らしい資
源を，身の丈に合って利用しながら，それを地域の発展に結び付けていくという，基本的
な理念がしっかりしているのではないかという気がしました。この前お話を聞いたところ
では，芸術系の大学ができて，芸術文化と観光の二つの視点から地域活性化を目指す人材
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を育てるというようなことも，試みられているということです。まさに，身の丈に合った
発展を試みているところが，非常に注目すべきところかと思いました。
福光

豊岡に但馬信用金庫という銀行があるのですが，そこの行員から，３年くらい前に

１回，自然保護とは関係がないのですが，豊岡鞄のことでお話を聞いたことがあります。
豊岡鞄も，やはり作る職人さんなどの高齢化が進んでいるため，後継者をどうするかとい
う問題があるようです。それを解決するために，高い授業料がかかるらしいのですが，但
馬信用金庫の道路向かいのところに鞄を作る専門学校のようなものを作り，全国各地から
興味を持った人を集めて，豊岡で技術を持っている人を引継ぎ，後にも続くような作業も
されているということを伺ったことがあります。
吉江

先ほど，山本弁護士から芸術大学のお話があったのですが，2021 年５月のヒアリン

グでの豊岡市の職員さんのお話では，高齢化が止まらないことがあり，それから，若い人
たちが大学に行くために豊岡市外に出てしまい，戻ってこないという問題があって，４年
制大学を作るということが政策の中で位置付けられたらしいです。兵庫県立大学が前から
あるのですが，それに加えて芸術大学も作って，特に若い女性が市外に行ってしまわない
ようにという戦略の一環であるというようなことを仰っていました。
司会

なるほど，本当に市もいろいろなものと一体となって，地域振興を図っている気が

します。
山本

豊岡の環境教育の話が出ましたが，この前話を聞いて，私がもう一つ感心したこと

は，豊岡市役所の公務員を地元の兵庫県立大学の大学院に期間を定めて留学させる制度が
あることです。子どもたちに対する環境教育に加えて，公務員に対する環境教育もきちん
と試みられていて，それはユニークな取組なのではないかと思い，関心を持ちました。豊
岡は，是非実際に訪れてみたいです。
司会

公務員の教育は，公費で行くということですね。

山本

そうです。

司会

そういうことにお金を使うということ自体が素晴らしいと思います。

第４

日本の自然保護法制度の問題点（馬毛島の事例から）

司会

では，ここで日本の自然保護の法制度がうまく機能していないといいますか，難し

いところも含めて，馬毛島の問題について菅野弁護士からお願いします。
菅野

それでは馬毛島のことを。諫早は公共事業で，馬毛島も元々は公共事業ではなかっ

たのですが，防衛省が買い取ってしまったというところで，公共事業の色が今，濃くなっ
てきています。
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皆さんの中で，馬毛島がどこにあるか
が分からないという人はいますか。やっ
と全国区の問題になってきたという感じ
はしたのですが，私が馬毛島の開発の問
題に取組始めたのは，ちょうど 2000 年で
す。ですから，もう 20 年以上経ちました。
種子島の沖合にあって，種子島で一番大
きい行政区は西之表市ですが，その西之
表市に属する島です。種子島は，『日本
書紀』の中で「多禰国」という名前で初めて歴史に登場したらしいのですが，馬毛島が歴
史に顔を出したのは種子島家が種子島を統治していた室町時代のようです。ただ最近，古
い人骨が発見されて，それが相当古い時代のものではないかと話題になったことがありま
した。今はそのような，文化史的な観点から，注目している人もいます。
それで，この馬毛島ですが，日本の政治の負の一面を背負ったようなところがあります。
「宝の島」と言われるくらい豊かな漁場で周りを囲まれており，自然としては，マゲシカ
に象徴される固有の自然生態系を持った島なのですが，その一方で，ここは戦後，敗戦に
よって海外からどんどん引き揚げてきた海外移住者を，日本の本土の中では食べさせるこ
とができないということで，海外では，例えば南米や私も裁判で関わったドミニカ共和国
などにもう１回再移住させる政策を敷きました。そして，国内では，この馬毛島が移住先
の対象になったという歴史を持っています。
ところが，バッタの大群に農作物がやられるなど，なかなか移住者の生活がうまくいか
ないときに，平和相互銀行の不正融資事件が起こり，今は住友銀行に吸収されましたが，
その相互銀行から不正に融資を受けた馬毛島開発株式会社，現在，タストン・エアポート
と言われている会社がそこを買い占めて，最初は一大レジャーランドにしようとしました。
ところが，上手くいかず，次は核廃棄物の中間貯蔵施設の計画も出て，それも失敗し，私
が関わり始めたときは，恐らく産業廃棄物の最終処分場にしようとしたのだと思っていま
すが，それも失敗しました。それから，中部国際空港に土砂を運ぼうとして，それも事業
化できないで失敗し，国際航空貨物会社に売り込もうとしてそれも失敗しました。その間，
開発業者は迷走しながら，自然をどんどん破壊していった訳です。そうした挙げ句に，防
衛省が米軍のＰＦＬＰ基地建設のために買う話が持ち上がってきて，これは利権に直接絡
むため，まさに公共事業を餌とした利権の最中に，いい材料にされている今の状況です。
レジュメ（参考資料②）に二つの写真を並べましたが，私が最初に，馬毛島の乱開発が
始まりそうだということで相談を受けて，現地に行ったときの様子が左側の写真です。1990
年代，馬毛島がまだこのような自然の姿のときに，私は訪れました。それから，乱開発が
始まり，結果は今の状況なのですが，大滑走路が島を十字に切り裂いてしまって，島の 80
％以上あった森林は半分くらいに，もしかしたら半分以下に減ってしまったのかもしれま
せん。そのような状況になっています。その乱開発に防衛省が 160 億円の値段をつけて買
い取り，ここにＦＣＬＰ基地という米軍が空母に載せる飛行機の離発着訓練場として使お
うという計画に今なっていて，そのために着々と港湾建設のためのボーリング調査などが
進んでいるところです。
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参考資料②
馬毛島の悲劇
～自然保護部会 2021 年 5 月 24 日座談会資料（弁護士菅野庄一）～
1.

馬毛島の自然と歴史
馬毛島は，種子島の西沖合１２キロメートルに浮かぶ比較的平坦な無人島で，周囲１
２キロメートル，面積約８.２０平方キロメートル（８２０ヘクタール）の小島です。全
島の５２％が森林に覆われており，また南西部には広大な草原が広がっています。中央
の森林地帯からは四方の海に向かって多数の川が流れて走っています。黒潮と北西季節
風の影響で寒暖差が大きく，そのため，北方系と南方系の様々な野生動植物が生息して
います。海岸部の樹木は風衝樹形やマゲシカの摂食による特異の形態が延々とつづくな
ど，独特の景観が出来上がっています。
馬毛島の海岸線はなだらかなところが多く，北部に房瀬，南東部に横瀬及び人瀬，南
部に高瀬，南西部に女瀬及び垣瀬，北西部に大平瀬，片平瀬及び小瀬といった浅瀬を有
しています。また，海底には多くのサンゴが生息し，すばらしい海中景観をなしていま
す。
上記のような馬毛島とその周辺海域の自然は，トコブシ，イセエビ，キビナゴ，ミズ
イカ，トビウオ，アサヒガニの優良な漁場を生みだし，「宝の島」とも呼ばれてきまし
た。

2.

馬毛島の悲劇
1975 年，平和相互銀行（当時）の不正融資によって設立された馬毛島開発株式会社（現
タストンエアポート）が島ごとの買収に乗り出しました。
2000 年の採石事業から始まった，森林法にも違反する乱開発の結果，島の姿は一変し，
ドジョウやメダカは姿を消し，マゲシカは絶滅の危機に瀕し，開発前は５００頭を超え
ていると推定された個体数は，2021 年 3 月の調査では３２０頭程度まで激減しています。
また，周囲の海は開発場所から流出する大量の汚泥によってサンゴ礁が被度 40％から
0．1％に激減し，特産のナガラメが殆ど捕れなくなるなど水産資源も大きな打撃を受け
ました。
2019 年 12 月，日本政府が，米軍の陸上空母着陸訓練（ＦＣＬＰ）の基地建設のため，
160 億円もの値段をつけて，馬毛島を買収してしまいました。そして，買収した途端，防
衛省は，島内に市有地や民有地がまだ残され，基地反対を表明する西之表市長意見を無
視し，港湾建設や基地建設の事業計画を矢継ぎ早に公表し，自然破壊に邁進しています。

（2000 年 12 月の馬毛島。左手前が北方向）
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（2012 年 5 月の馬毛島）

3.

馬毛島をめぐる法制度
①

森林法
保安林制度（２５条，３４条など）

魚付き保安林（２５条１項８号）

林地開発許可制度（１０条の２，３）
②

文化財保護法
国指定天然記念物の，オカヤドカリ類が海岸部を中心に，カラスバトが森林地域に
生息しています。文化財保護法１２５条１項は「史跡名勝天然記念物に関しその現状
を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは，文化庁長官の許
可を受けなければならない。」と定めています。

③

鳥獣保護法
馬毛島の約 90%にあたる 748ha が希少鳥獣生息地に指定されています（７条の３）。

④

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
国内希少野生動植物種のハヤブサ，同オオタカの生息が確認されています。
この国内希少野生動植物種について，種の保存法９条は「国内希少野生動植物種等
の生きている個体は，捕獲，採取，殺傷又は損傷をしてはならない。」と定めていま
す。同３４条は「土地の所有者又は占有者は，その土地の利用に当たっては，国内希
少野生動植物種の保存に留意しなければならない。」と定めています。

⑤

環境影響評価法
環境影響評価法は，環境影響評価を行うべき対象事業のうち「第一種事業」として，
２条２項の二において「空港法第２条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の
設置又は変更の事業」と定め，同法施行令別表一の四は「飛行場及びその施設の設置
の事業（長さが 2500 メートル以上であるものに限る）」と定めています。

4.

法律は，何故馬毛島を守れないのか
●意思決定システムの視点（地方自治）
●実体法の視点

生息地の破壊は「捕獲，採取，殺傷又は損傷」に該当しない？

●訴訟手続法の視点（原告適格）
行政事件訴訟法 9 条

「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え（以下「取消

訴訟」という。）は，当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有す
る者に限り，提起することができる。」
37 条の 2 第 3 項

「第 1 項の義務付けの訴えは，行政庁が一定の処分をすべき旨を

命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り，提起することができる。」
5.

解決への道筋
●世論を動かすには？
●環境ＮＧＯの役割と支援
●入会的権利の復権
etc.
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「馬毛島は森林法，文化財保護法，種の保存法など法制度は整っている」（菅野）
一方で，このような開発の動きがある中で，自然を守る側の制度がどうなっているのだ
ろうかということに目が向くと思います。実は，馬毛島の 80％以上が森林法のいわゆる森
林地域と森林計画の対象になる森林で，その中には保安林，特に馬毛島の場合は，魚つき
保安林が一部指定されています。もちろん，森林を開発するときには，林地開発許可を取
らないといけないことになっています。また，天然記念物のオカヤドカリが生息している
ことで，文化財保護法の保護対象にもなっているエリアです。さらに，鳥獣保護法では，
希少鳥獣生息地に馬毛島の 90％の土地が指定されています。さらには，絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律の対象種としても，エリグロアジサシやアカウミガ
メの生息が確認されています。このように法制度上は，様々な保護を受けられそうな島な
のです。ところが現実は，以上の保護制度が全く機能していないことが，嘆かわしい現状
です。
そこで，なぜそういう現状なのかについては，ここでの議論の対象としてみんなで考え
ていただきたいところです。このように，法律は揃っているように見えるのだけれど，な
ぜ機能していないのでしょうか。鳥獣保護法なども含めて「守りましょう」と法律はなっ
ていて，その対象エリアにもなっているわけです。しかし，先ほどの写真のように，惨憺
たる現状になっていて，しかも今度，防衛省が買い占めてしまったことによって，まだ全
部の買い占めは終わっていないにもかかわらず，どんどん，どんどん前のめりに開発が進
んでいます。そのことに対して，守る側としては，法律によっては全く守りようがないの
です。だから，一つの裁判の判決が今日あるのですが，それも多分，裁判所は敗訴判決を
出してくるだろうと予想されています。要するに，開発側の論理をまる写ししたような判
決を今まで何件か出してきているため，残念ながら，そういうものになるだろうと予想す
るしかないのです。
まず，なぜ法律が守ってくれないのかというところで，例えば，先ほどの森林法の問題
について言うと，明らかに林地開発許可を得ないで滑走路を造成している箇所が，何箇所
もあります。先ほどの写真を見たら一目瞭然なのですが，あの十字に切られた滑走路は当
然，林地開発許可をもらわなければ，工事ができないはずです。ところが，そのことにつ
いて許可はごく一部しか得ておらず，あらかたは森林の伐採届だけをして済ませています。
「伐採」と「開発」ではどこが違うかというと，森林の伐採は，放っておくと天然更新さ
れて，また元の森林に復元することができます。これが伐採です。開発は，森林ではなく
なることです。先ほどの写真でお分かりのように，滑走路になったら，根こそぎ，それこ
そ全部を掘り起こしてしまうため，森林に戻りようがありませんから，無許可で滑走路を
造成するのは明らかに違法です。そのような明らかな違法開発を進めていることに対して，
森林法は，鹿児島県知事に停止命令や是正命令などの権限を与えています。しかし，鹿児
島県知事はそれを一切行使しようとしなかったのです。その背景には，馬毛島開発を誘致
したのが鹿児島県なため，県が誘致した事業の邪魔をするわけにいかないという忖度があ
ったのかもしれません。とにかく鹿児島県知事は何もしませんでした。
そうした違法の放置に対して，我々にどのような手立てがあるのかというと，当然，鳥
獣保護法の生息域も荒らされており，様々な被害を受けているのだけれど，自然を保護し
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守る立場からの法律上の手立てが全くないのです。それで，例えば，マゲシカを原告にし
て裁判を起こしたり，これまで日弁連が宣言を出した自然享有権という権利が，我々には
あるということで裁判を起こしたり，様々な試みをしたのですが，全部蹴飛ばされてしま
いました。
唯一残った手立てが，実は漁業権でして，馬毛島の周囲は「宝の海」と言われる非常に
優れた漁場です。それが，馬毛島の開発によって流れ出た土砂によって，サンゴ礁の被度
がゼロになるくらい壊滅し，周囲の海に大打撃を与えました。当然，漁場として存在しな
くなるくらいの大打撃を受けたわけです。それに対して，漁師が漁撈生活を守るために，
森林法の手続を守るように，鹿児島県知事を相手にして是正措置を義務付ける裁判を行っ
たところ，漁業権は法律上保護された利益には該当しないという判断で，却下されてしま
いました。亜然です。これは，行政事件訴訟法が義務付け訴訟制度を改正する前の最高裁
の判例を，そのまま改正後も踏襲した結果なのですが，地方裁判所，高等裁判所，それか
ら最高裁でも全部，原告適格がないということで敗訴させてしまいました。
これについては，我々のような不勉強な弁護士の思いつきではなく，上智大の行政法の
桑原教授が，専門家として極めて説得力のある意見書を証拠提出して，異議を申し立てま
したが，判決理由からは検討した跡さえ窺えませんでした。司法がもう司法としての役割
を放棄したような現状も見えてしまっていることが，今，馬毛島の中で起きている状況で
す。
司会

ありがとうございます。結局，法律はあるけれども，守れないというところですね。

この議論をするとして，最初に若井弁護士からアメリカの法制度の紹介をしていただき，
対比しながら議論をしたいと思います。若井弁護士お願いします。
第５

米国における自然保護法制度

若井

東京弁護士会の若井です。自然を

いかにして守るか，アメリカの例を二点
ご紹介します。
第一点は生物多様性オフセットです。
これには 1970 年１月１日に制定された
国家環境政策法（「環境法のマグナカル
タ」といわれる）が関連してきます。自
然保護部会も，2011 年にオーストラリア，
2015 年にアメリカ，2017 年にドイツを訪
問して，生物多様性オフセットの現地を視察しています。
当然皆さん，生物多様性オフセットとは何か，ご存じかもしれません。簡単に言います
と，開発行為などによって自然資源を損なう場合には，それ以上の自然資源を用意するこ
とによってオフセットするという考え方です。そうすれば，トータルとして自然資源が減
ることはないだろうというアイディアが基底にあります。
アメリカでは，用語として，生物多様性オフセットというよりは，代償ミティゲーショ
ンという言葉が多く使われます。どうしてかというと，先ほどの国家環境政策法，National
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Environmental Policy Act の頭文字を取ってＮＥＰＡ，「ネーパ」とか，「ニーパ」とか
現地では言ったりしますが，ＮＥＰＡが定めている環境アセスメント手続の中に，連邦政
府の行為によって生じる環境影響を緩和する措置として，回避，最小化，そして代償とい
う方策が定められています。緩和はミティゲーション（mitigation），代償はコンペンセ
ーション（compensation）という言葉を使っていますが，生物多様性オフセットと同じ意
味と理解していいと思います。
ただ，ＮＥＰＡにおける代償ミティゲーションは，環境影響評価の一環ですから，それ
をやらなければいけないという義務付けではなく，それを評価しなければいけないという
義務付けと解されています。そのため，実際に代償ミティゲーションを実施するか否かは，
行政庁の裁量に任されています。
【補注】連邦最高裁判決 Robertson v. Methow Valley Citizens, 490 U.S. 332,348353 (1989)は，スキー場開設の許可に当たり森林局が作成した環境影響評価書の不
備が争われた事案において，ＮＥＰＡは行政庁に対して環境影響を緩和したり，個
々の評価書に完全に計画された緩和策を包含したりする実体的な義務を課すもの
ではない旨判示する。
ＮＥＰＡを超えて，代償ミティゲーションの実施を義務化する制度が二つあります。一
つは，クリーン・ウォーター・アクト（Clean Water Act），これは日本語にしにくいので
すが，「きれいな水の法律」です。ここではＣＷＡと言いますが，その規定の中で，湿地
を含めて合衆国の水域を埋め立てる場合には，まず回避し，最小化して，それでも埋め立
てをする場合には，それを代償する措置を採らなければいけないということが，義務付け
られています。例えば，先ほど後藤弁護士報告の諫早の埋め立てがありましたが，あそこ
を埋め立てるのであれば，それに見合うだけの湿地を別に用意しなさいということが基本
にあるわけです。
また，絶滅危惧種法（Endangered Species Act），ＥＳＡがあります。開発行為などの
事業に伴い，絶滅危惧種に指定された動物を捕獲する場合は，許可の条件として，代償措
置を採らなければいけません。例えば，先ほどお話が出ている豊岡にしましょうか。仮に
コウノトリの一つがいを育むために田んぼが１反必要とします。先日お聞きした豊岡市の
話では，隣の県でもコウノトリが生息し始めたところがあるようです。もし，そこの生息
地を開発するときは，豊岡の生息地をもっと増やすことに協力しなさいというようなこと
によって，その代償措置を義務付けます。
代償ミティゲーションとは，以上のような手法で湿地を保全し，あるいは，生物多様性
を保全するということを実現するシステムです。代償ミティゲーションについては，2017
年の日弁連人権大会で，日本の法制度の中にも取り入れようという提言をしています。パ
イオニアはアメリカで，大変広く使われています。
第二点は，先ほどの菅野弁護士の話にもありましたが，なぜ法律で日本の自然を守るこ
とができないのかということとの関連です。やはり環境訴訟における原告適格，つまり，
国民が環境訴訟という方策を使って，自然資源の保全に関与し得る道が極めて狭く，ほと
んど閉ざされている今の日本の法制度に問題があるのではないかと思います。
アメリカの環境訴訟における原告適格に関して注目すべき点が二つあります。一つは，
行政手続法（Administrative Procedure Act）に定められている一般的な原告適格です。
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私は，日本の行政事件訴訟法の抗告訴訟の原告適格の定め方と似通っていると思い条文を
見ているのですが，皆さん，ご自身でご確認いただきたいと思います（5 U.S.C.§702）。話
を簡単にするために思い切り意訳すると，行政庁の行為によって権利を侵害され，又は，法
的な利益を侵害された者は，その行為について司法審査を求めることができる，となります。
この点については，アメリカでも最初からこの条項を広く使って，原告適格が認められ
ていたわけではありません。当初は，経済的利益の侵害がある，それが原告適格を裏付け
る事実だと言われていて，そのように運用されていました。しかし，ＮＥＰＡ制定の約２
年後，1972 年４月 19 日にミネラルキング渓谷事件の最高裁判決が出ました（Sierra Club
v. Morton, 405 U.S. 727 (1972)）。ここで初めて，環境利益は原告適格を基礎付ける事
実だと，最高裁が正面から認めたのです。もっとも，この事件では，原告のシエラクラブ
が自らの環境利益が侵害されている主張はしませんでした。具体的に言うと，シエラクラ
ブは環境保全の活動をしています。そういう団体です。だから，この訴訟を起こせるので
す，という訴え方をしたものだから，結論としては負けました。けれど，最高裁は判決理
由の中で，環境利益は原告適格を裏付ける事実であるし，シエラクラブが環境利益を享受
しているという主張があれば，最高裁としても，もちろん受け付けることになるだろう，
という趣旨の判示をしているのです。
先ほど菅野弁護士の馬毛島の案件を聞いていましたが，菅野弁護士は，1990 年から馬毛
島の保全活動に尽力し，また，景観美を味わったり，自ら現地に行って環境利益を享受し
ているわけです。ですから，菅野弁護士ご自身，この馬毛島に関わる行政庁の行為に対し
て原告適格があることになります。例えば，県知事の不作為があれば，法に従ったことを
為すべきことを強制するような訴訟も起こすことができ，あるいは，法律に違反する行為
があれば，それを差し止める訴訟を起こすこともできます。アメリカの行政手続法による
と，そういう原告適格が菅野弁護士にはあるという筋合いです。
もう一つ，アメリカの原告適格の関係で注目すべきことは，特別法に市民訴訟条項が導
入されていることです。先ほどのＥＳＡ，絶滅危惧種法です。1973 年 12 月 28 日に制定さ
れましたが，同法も市民訴訟条項を導入しています(16 U.S.C.§1540(g)(1))。そして市民
訴訟を提起できる者は，「any person」，誰でもとあります。つまり，個人でも，団体で
も，誰でも，絶滅危惧種法に違反している行政庁，あるいは個人の行為があれば，その違
反を是正するための訴訟を起こすことができるとしています。
【補注】もっとも，連邦最高裁判決 Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S.
555,559-562,571-578 (1992)は，絶滅危惧種・生息地保全のための省庁間協議制度
（16 U.S. C.§1536(a)(2)）は海外事業に適用されない旨の規則の効力が争われた
事案において，環境利益の侵害が原告適格を基礎付けることを肯定しつつ，司法権
の範囲を「事件」及び「争訟」に限定した憲法第３章第２条に由来する原告適格ー
原告自身の損害，行為と損害との因果関係，判決による救済可能性ーが被上告人（原
告）には認められないとし，また，市民訴訟条項について，議会が立法により，す
べての市民に損害の有無にかかわらず訴えを許容することはできない旨判示する。
素晴らしいですね。あるいは，悲しいというべきか。市民が自然保護のために，司法を
利用して活動できるという点において，アメリカと日本とは 50 年の差があると思いなが
ら，1970 年代のアメリカ環境法の歴史をみています。
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「 ア メ リ カ で も（ 原 告 適 格 に つ い て ），最 初 か ら 広 々 と し た 門 が 開 い て い た わ け で は な い 」
（若井）
最近，ミネラルキング渓谷事件を手弁当で担当した弁護士が，事件を回顧して，次のよ
うに語っています。この事件を提訴するときは，シエラクラブの中でも侃々諤々の議論を
した。当時，この環境利益に関して，最高裁が原告適格を認めたことがない。しかも州知
事ロナルド・レーガン，州議会，カリフォルニア州上院議員２人，みんな開発に賛成して
いる。もちろん，開発の許可権限を有する森林局も，現地の主要なマスコミも賛成だ。そ
ういう中で，勝てるかどうかが分からない訴訟を起こすことについて大変な覚悟が要った。
けれども，今にして思えば，自分たちの活動があって初めて裁判所の扉が開いた。もはや
原告適格で悩むことはまずない，と。ドナルド・ハリスという法律家ですが，その後，ア
ースジャスティス（Earthjustice）という環境法律家団体の創設者の１人になっています。
以上が，アメリカの例として，ご紹介したかった二点です。とくに原告適格について，
日本の壁は厚いのですが，誰かがその扉をたたいて開ける必要があります。アメリカでも，
最初から広々とした門が開いていたわけではありません。日本でも若い委員の皆さんが，
今後ますます頑張っていただくことを期待し，私の報告を終えたいと思います。
司会

ありがとうございます。元々は経済的権利の侵害だとしていたものが，環境利益に

なった背景のようなものが，何かあったのでしょうか。
若井

まず，1970 年にその趣旨を傍論で示した最高裁の判決があります。もう一つは，下

級審ですが，環境利益を理由にダムの建設の差し止めを認めた判決がありました。
【補注】連邦最高裁判決 Data Processing Svc. Orgs. v. Camp, 397 U.S. 150,154
(1970)は，銀行に対し情報処理サービスを他行又は顧客に提供することを許容する
行政庁決定が競合する既存の事業者によって争われた事案において，上告人（原告）
が主張する経済的損害だけでなく，審美的，保全的あるいはリクレーションの価値
などの非経済的損害も原告適格を基礎づける旨判示し，1965 年に初めて，審美的，
環境的利益の侵害を原告適格の基礎としてダム建設の許可を取り消した第２巡回
区控訴裁判所の判決 Scenic Hudson Preservation Conf. v. FPC, 354 F.2d 608,
616 (2d Cir.1965)を引用する。
そのような判決が出る背景には，やはり 1970 年当時のアメリカの社会情勢が影響してい
ると思います。ＮＥＰＡやＥＳＡなどの立法がなされた背景としては，60 年代のベトナム
戦争に対する広範な反戦運動や，黒人解放運動の影響など，アメリカ社会の反省の姿勢が
環境の保全にも向かっていったのではないでしょうか。それが，立法，あるいは司法に対
しても影響を及ぼしたのではないかと言われていますし，私もそのように思っています。
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「日本の法制度は，国が間違いを犯すはずはないという前提がある」（乾）
乾

菅野弁護士と若井弁護士の話を

続けて聞くと，とても面白いと思いま
した。いろいろな意味で面白いのです
が，何かもう一つ，今までの市民が訴
える権利があるか，訴えの利益の問題
や原告適格の問題
などに加えて，そもそも日本の法制度
は，国が間違いを犯すはずがないとい
う前提があるために，例えば，先ほど
菅野弁護士が仰っていた林発を受けないでやっている理由の一つとして，森林法の林発の
条文を見ると，国又は地方公共団体の行う事業を除外してしまっているわけです。そうす
ると，たとえ訴えの利益があったとしても，本当に許可なくできるので，どうしようもな
いのです。そういうことも，一つあるのではないかと思います。
菅野

仰るとおりで，乱開発をしたことは民間企業なのですが，国が同じような乱開発を

しようとしたときに，それを止める手立てがないのです。まさにレジュメの最後に書いた，
環境アセス手続があるだけです。ただそれも，日本の制度では，計画を白紙に戻すという
オプションがない制度なため，アセスに入ったら必ず実現されるという流れに乗っかって
います。実際に今，環境影響評価手続の方法書が公表されて，それに対する意見書の提出
期間が終わりました。防衛省側のウェブサイトの結果を見ると，我々守る側の予想を超え
る多数の意見が寄せられたことが窺えます。しかし，それによって国の方針が後退するこ
とは，多分ないだろうとも思っています。そこで，どのような手立てを講ずるかというと
ころで，手続法上の問題としてはもうやりきれないため，民事の差し止めでまた闘いを続
けていくしかないのかと今は思っています。
20 年の間に亡くなられた漁師の方もいるし，もうみんな，くたびれ果てている状況です。
現行制度の中で，漁業を営む権利にしかよりどころがない状況が，今作り出されています。
先ほど若井弁護士が仰ったように，もし馬毛島の自然を享受する利益が法律上保護された
利益だと認められるのならば，それは大きな突破口になると思います。ただそのためには，
日本の自然保護団体が闘わなければ，その扉は開かれません。そういう意味で，やはり現
在の日本の主立った自然保護団体が裁判を闘おうとしないことは，非常に残念なことだと
思っています。意見は言い，提言はするけれども，闘いはしないのです。リニア新幹線の
南アルプスを貫通する計画についても，なぜ立ち上がってくれないのだろうかと非常に残
念な思いをしています。闘わなければ権利は生まれないのです。
司会

ありがとうございます。この問題もやはり大きいとは思いますが，他の法律，条例

を使った自然保護という観点で，原田弁護士に報告をしていただいてよろしいですか。
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第６

条例を活用した自然保護事例

「 地 域 の 環 境 な り ，生 活 な り を 形 成 し て い く う え で ，条 例 は 引 き 続 き 重 要 な ツ ー ル に な る」
（原田）
原田

名古屋の原田です。今，当面の問題意識としては，レジュメ（参考資料③）に書い

たようなことがあります。実際に，去年，おととしくらいから，このような問題の相談が
増えてきまして，ほとんど制限なく開発されてしまっていることが多いのですが，それに
よって，地域での問題がいろいろと起きています。そうなると，やはり行政としても，業
者と住民との間の板挟みになりまして，愛知県弁護士会や中弁連では，先日，行政に対し
てこのような条例を作って調整を図ることによって，様々な問題を事前にある程度，解決
できる道筋を作ることができるのではな
いか と いう シン ポ ジウ ムを 実 施し まし
た。
レジュメに具体的な事例を二つ書いて
おきましたが，①の方は去年の話です。
私も現地から相談を受けまして，統一的
な運動にはならなかったのですが，地元
の太陽光に関する条例を作るという提案
をしました。それは，実際に市議会には
かけられたのですが，内容的に更に研究検討を重ねる必要があるため，条例制定には少し
時期尚早ということで廃案になりました。ただ，県のアセス条例に基づく環境影響評価手
続が 2016 年くらいから続いていたのですが，本件太陽光発電事業に関する準備書が提出さ
れて，それに対する住民らの意見が出た段階で，事業者としては，計画の遅れや事業の採
算性等を考慮して撤退を表明しました。本件の霧ヶ峰メガソーラーの事例では，この県の
環境影響評価条例は非常に有効に働いたものだったかと思います。元々この予定地自体が，
自然環境も含め，石器時代の古い遺跡があちらこちらに散らばっているところでもあり，
地元の水源地にもなっているものですから，そのような点で幅広い反対運動と，県の技術
検討委員会が積極的に様々な意見を出した結果かと思います。
②の方は，2018 年 10 月に東京高裁で判決が出たことによって，かなり古い条例ですが，
条例によって計画が実現しなかったという事例です。このように，条例があると地元の住
民としては，メガソーラー等の開発計画に対して地元の意見等を反映しやすいのではない
かと思いました。
３番は，ソーラーパネルの問題を調べている中で，パリ協定の前文にこのようなアンダ
ーラインを引いたところがあり，いろいろな関連する項目を勘案して，推進するかを判断
しなさいということかと思いますが，「自然エネルギー開発一辺倒ではない」という文言
があったものですから，思いつきでレジュメに書きました。
４番は地域ですが，当然地域としては，地元愛のようなものがありまして，どこまで多
くの人が参加するかは分かりませんが，かなり強硬な反対運動のようなものが起こりやす
いことが実際にあります。このエネルギーをきちんとまとめて，行政にある程度ご協力い
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ただけるような体制ができれば，条例などを作り，あるいは，現在ある条例をとりあえず
は利用して，闘っていくための今の基礎的な状況があるのかと思います。
また，例えば，先ほど出ました豊岡にも，とても総合的な地域政策のトータル的条例が
ありますが，そのような政策実現のための基本的な条例を作り，それを基本として，そこ
から派生する様々な問題についての条例を個別に作っていく方法で，地域の環境なり，生
活なりを形成していくうえで，条例は引き続き重要なツールになるのではないかと思いま
した。
ただ，条例を作るに当たっては，ある程度専門家が関与して，裁判所で闘えるような形
にしておかないと，せっかく条例はあるけれども法律の範囲内を逸脱しているため効力が
認められないなど，ついこの前も産廃の事件で，私は少しよくない判決をもらいました。
一生懸命考えてもなかなか難しいところがあって，ある程度テクニカル的なところを押さ
えないといけないかと思いました。
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参考資料③
地域環境保全のための条例の活用について（原田）
１

２０２１年５月２４日

問題意識
(1) 政府は 2050 年カーボンゼロ目標に向けて国のエネルギー政策における自然エネル
ギーの占める割合を飛躍的に高めるとの報道がなされている。この場合、自然エネル
ギーの中心となる太陽光発電のさらなる政策的推進が図られ、ソーラーパネル設置（主
に用地）による生態系や地域住民の生活環境への破壊圧力が強まることが懸念される。
(2) この地域環境への破壊圧力防止のための対策の１つとして“開発規制条例”が一定
の役割を果たすのではないか。

２

条例の存在により開発が実現されきれなかった例
①

霧ヶ峰メガソーラーの事例・・・長野県環境影響評価条例（２０１５年メガソーラ
ーの対象事業に追加）の手続中に、事業者が２０２０年６月撤退。

②

富士河口湖町・・・「富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例」・・・太
陽光発電会社の開発計画に対して、町長が「地元の同意が得られていない」として開
発不同意処分、発電会社がその処分の取り消しを求め一審勝訴。２０１８年１０月３
日東京高裁判決「町の条例は会社側が事前に開発地区周辺の住民を対象に利害の調整
をはかることを前提としている。しかし、住民への説明会を行うなどの具体的な行動
は取っておらず、条例が求める手続きを踏んでいない」、町の処分は適法（２０１９
年２月２８日上告棄却）。

３

世界的な平均気温上昇低減を定めたパリ協定は、その前文で（抜粋）、
ア

締約国が、気候変動に対処するための行動をとる際に、人権、健康についての権利、
地域社会、影響を受けやすい状況にある人々の権利、世代間の衡平を尊重し、促進し、
及び考慮すべきであり、

イ

条約に規定する温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫を保全し、及び適当な場合には強
化することの重要性を認め、

ウ

全ての生態系（海洋を含む。）の本来のままの状態における保全及び生物の多様性
の保全（「母なる地球」として一部の文化によって認められるもの）を確保すること
の重要性に留意し、並びに「気候の正義」の概念の一部に係る重要性に留意し、

エ

この協定において取り扱う事項に関するあらゆる段階における教育、訓練、啓発、
公衆の参加、情報の公開及び協力の重要性を確認しなどとするが、これは、“不適切
な”ソーラーパネル設置のための開発に賛同しない趣旨と読める。

４

地域の状況から実現可能性あり
(1) 地域住民・・・自然・生活環境保全の要求
(2) 行政・・・地域住民の要求実現の意識

５

開発規制だけでなく、より積極的に自然・生活環境保全の政策実現のための条例制定
も活用できる。

以上
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司会

ありがとうございます。テクニカル的にきちんとした条例を作ろうと行政の方で考

えてくれないと，なかなかそこは難しいと思いますが，その点についてはいかがですか。
原田

先ほどの霧ヶ峰の場合だと，地元の人を通じて，協力市会議員から市議会に提案し

て，市議会の委員会である程度，議論をしていただいたという経緯があります。条例は必
要だけれど，中身をもう少し勉強しないと，すぐにこれでいいというわけにいかないため，
少し時間をかけて勉強しましょうということで，とりあえずそれは廃案になりました。た
だ，議会だけでは，あるいは，行政のご担当だけではなかなか難しいため，弁護士などの
専門家を入れた方がいいかと思います。
「地方自治を活性化することと，環境を守ることは意外にリンクしている」（菅野）
菅野

そのテクニカルなところはもちろん課題としてあるのでしょうけれども，そもそも，

そのような条例を作っていこうという元気のある自治体は，地方自治をきちんと現実のも
のにしていく意味で，非常に貴重な存在だと思います。先ほどの豊岡市の例，今の霧ヶ峰
の例，あとは，日弁連で調査した長野県の宮田村や，東京弁護士会だったかもしれません
が神奈川県の真鶴町など，結構元気な自治体は，環境問題に熱心に取り組んでいるところ
が多いです。どちらが後で，どちらが先なのかは分かりませんが，その自治体の中には，
熱心な担当者がいます。宮田村もそうですし，先日，豊岡市にヒアリングしたときの担当
の方なども，とても前向きに問題に取り組んでいて，そうでない，普通の役所のイメージ
からすると，随分うらやましい感じがしました。そのような点で，地方自治を活性化する
ことと，環境を守ることは意外にリンクしているのではないかと，今日の議論を伺いなが
ら思ったところです。
司会

そうですね。私も，地方自治と環境

は，この部会で結構やっているけれども，
あまりピンとこなかったのですが，ずっと
聞いていると，地方自治といいますか，民
主主義といいますか，そのように意見を集
約しているところほど，環境もきちんとし
ていて，かつ，経済的にも様々なことを考
えている気がします。
乾

今聞いて思ったことは，それでも市が少しおかしいことをしたら，市民がその条例に

従って市を訴えるというような条項が入ったことは，やはりないのですか。原田弁護士に
お聞きします。
原田

例えば，開発行為について許可制の場合，不当に許可してしまった場合は当然，抗

告訴訟の対象になるのかと思います。先ほどの私がこの前負けてしまったものは，岐阜県
の産業廃棄物の条例の中で，産業廃棄物処理事業者が廃棄物処理施設を設置するときには，
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その地域に居住する住民に対して，事業計画について地域住民に説明会等により周知を図
り，それを報告書で許可権者である県知事に提出しなさいというものがあったのですが，
事業者は説明をほとんどしないでおいて，「しました」といううその報告を出したのです。
そこで，条例違反なため違法な許可だという主張を裁判所でしたのですが，名古屋高裁判
決は，住民に対する周知義務は条例には書いてあるけれども，廃棄物処理法には公告，縦
覧，意見書の提出という規定はあるが，住民への周知義務のような定めはない等と指摘し
て，条例において事業計画について住民への周知義務を定めることは「法律に違反する」
とは名言していないのですが，住民への周知義務が履行されていないとしても，産廃処理
施設の設置許可は違法とは言えない，という判断でした。このように，産廃施設として焼
却場を造る場合に，県の条例には地域住民への周知義務が規定されていたのですが，裁判
所はその条例の規定に違反した設置許可を違法とは認めず，結果としてはこの条例上の住
民への周知義務の規定を，産廃施設設置許可の制限としては有効とは認めないということ
がありました。
だから，私たちは仕方なく，本件産廃施設設置許可が違法な許可なので取消しなさいと
言うために，今度は別の理屈をつけて２回目の裁判を今やっています。少し答えになって
いないかもしれません。
乾

私の質問としては，先ほど若井弁護士が「法律に Any person とあるから，環境保護団

体や外の人が訴えられる」と仰ったので，例えば，条例を作るときに，「市の許可が要る
場合，その許可が違法ならば，Any person が訴えられる」というものを条例に一緒につけ
てしまうと，市から見たら自分の首を絞めるようなものではありますが，本気ならそこま
でできるのかと思いました。
原田
乾

なるほど，考えていませんでした。
でも，それこそそれが突破口になるかもしれません。条例に Any person と書いてある

ならば，裁判所が訴えの利益で切れなくなるかもしれません。
原田

情報公開だと，結構 Any person になっています。あるいはアセスも，意見書を出せ

る人が Any person になっているかと思います。
乾
原田

そうですね。
だから，例えばアセス条例やアセス法に違反して許認可が出た場合に，アセスで意

見を言った人は，一応自分の意見をアセスに反映してもらいたかった利益を侵害されたこ
とにはならないのでしょうか。ならないのでしょうね。
乾

ならないのではありませんか。そこが今，膠着しているといいますか，そこの突破口

が法律を作ることに弁護士はなかなか意見が言えないけれども，条例については原田弁護
士のところにだいぶ例があるわけですから，「これをせっかく作るなら，このくらいの条
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項を入れちゃいましょう」的なことです。
原田

いいかもしれません。

司会

つまり，若井弁護士が仰っていたところの特別法における市民訴訟条項のようなも

のを，条例に入れてしまうということですか。
乾

そうです。それを条例に入れてみるということです。

原田
乾

なるほど。考えてみましょう。
でも，市の処分を争えるという条項でしょうから，市が自らそれを作るとも思えませ

ん。国の法律の方がまだありうるのかもしれませんが，それも遠いですし，そのような条
例が一般的になって市がその条例を適正に運用するためには，市民からのコントロールが
必要だとまじめに考えたら，そのような条項が入ってもおかしくないと思うのです。
原田
乾

そうですね。
それがあれば，その条項が結局否定されても，それこそ環境保護団体も動くかもしれ

ません。環境保護団体が乗ってこない理由として，やはりいろいろと闘うことが怖いとい
いますか，文句ばかり言っていると言われることが嫌なのだということが私の持論なわけ
ですが，その条例にそういうものがあれば，ＮＧＯにとってもその権利を使っていこうと
いうまっとうな感じが得られると思うのです。
若井

今の議論の中で思いついたのですが，アメリカのＮＥＰＡにおける環境影響評価手

続の中で，原田弁護士が先ほど言っていた，コメントに対してきちんとした回答を当局が
しない場合は，ＮＥＰＡの手続違反ということで，原告適格の問題はありますが，行政手
続法に基づいて訴えることができます。
【補注】NEPA 施行規則（40 CFR§1503.4- Response to comments）は環境影響評価
書作成手続において行政庁がパブリックコメントに対し応答する義務を詳細に定
めている（2020 年 7 月，トランプ政権による規則の全面的改定にともない応答手
続きの要件が緩和されたが，2021 年 1 月以降，バイデン政権による再度の見直し
が進行中である）。また，NEPA 訴訟ではないが，連邦最高裁判決 Perez v. Mortgage
Bankers Ass'n, 135 S. Ct.1199,1203 (2015)は，行政手続法に定める告知・コメ
ント手続（5 U.S.C.§ 553(c)）を経ないまま，銀行の抵当ローン担当職を「管理
職」該当から非該当に変更した行政庁解釈が争われた事案において，同手続に際し
「行政庁は重要なコメントに対し慎重に考慮し応答しなければならない」旨判示す
る（ただし，事案は規則の解釈変更であるから告知・コメント手続は要しないとし
て抵当銀行協会の同法 702 条に基づく訴えを斥けた）。
だから，もし乾弁護士が言ったように，条例の中で「当局，町は，あるいは市は，住民
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のかくかくしかじかの意見を取り上げて，議論して，何らかの手続的な対応をしなければ
いけない」ということが書いてあって，それに対する違反があったとき，日本の行政事件
訴訟法の「法律上の利益」が侵害された，つまり，コメントに対してきちんとした回答を
もらうという法律上の利益，そういうものが構成できれば，細いすき間に突破口を開くこ
とができるかもしれないという議論は，非常に面白いです。
条例違反を裁判所は扱わないという話はないでしょうから，法律上の利益は多分，条例
でもいいわけでしょう。そうすると，条例で定められた手続に違反していれば，行政訴訟
の対象にできるかもしれないという感じはします。
乾

今の若井弁護士のものは，条例に Any person はということが書いてなくても，条例の

解釈で行けるのではないかという感じですか。
若井

そうですね。ただ，条例で訴権の有無を規定できるかという問題であれば，少し難

しい感じがします。裁判を受ける権利を条例で作り出せるのかどうか。仮に，ある市で，
市の違法行為があれば，誰でも市のやることについて訴えることができますと条例に書い
たとして，それをもって裁判所に訴えられるかどうかという話になってきます。それは多
分，日本の司法制度の根本的な仕組みからいうと，難しい気がします。憲法に「司法権は
裁判所に属する」と書いてあり，裁判所法がそれを受けて裁判所は「法律上の争訟」を裁
くと書いてあります。では，その「法律上の争訟」とは何かという話になってくると，条
例でそれを規定できるのかという気がします。
乾

ある意味，そもそも Any person というものは期待できないといいますか，いわゆる法

律の体系が違うといいますか，アメリカのやるようなことは制度上困難ということですか。
若井

まったく期待できないと言えるかどうか。ただ，先ほど説明が足りなかったのです

が，アメリカでも絶滅危惧種法の市民訴訟条項について，最高裁は立法の約２０年後，こ
の条項に基づく環境団体の訴えを斥ける判決を出しました。議論はありますが，連邦憲法
が司法権の対象を事件及び争訟としているため，これを離れて法律があらゆる市民に訴権
を付与することはできないというわけです。
【補注】連邦最高裁判決 Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555,559562,571-578 (1992)は，絶滅危惧種・生息地保全のための省庁間協議制度（16 U.S.
C.§1536(a)(2)）は海外事業に適用されない旨の規則の効力が争われた事案におい
て，環境利益の侵害が原告適格を基礎付けることを肯定しつつ，司法権の範囲を「事
件」及び「争訟」に限定した憲法第３章第２条に由来する原告適格ー原告自身の損
害，行為と損害との因果関係，判決による救済可能性ーが被上告人（原告）には認
められないとし，また，市民訴訟条項について，議会が立法により，すべての市民
に損害の有無にかかわらず訴えを許容することはできない旨判示する。
菅野

少し口を挟みますが，実は今日判決が出る予定の裁判が，それにかなり密接に絡ん

だ話で，防衛省が海上ボーリング調査をしますという場合の許可手続を争っています。そ
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の手続の中に，「漁業協同組合の同意を得なければならない」という条項が入っています
が，その同意の手続に非常に瑕疵があることを一つの争点にして，この裁判をやっていま
す。そのときに，防衛省側は「まさに漁業組合の同意を争うことは，漁業組合にしかでき
ない。組合員はそんな権利がないのだ」と，向こうは反論をしているわけです。まさに，
手続違反によって漁業行使権を侵害された漁業者が，その手続違反を理由に，今，許可取
消しの裁判を起こしているのですが，その訴えの資格が個々の漁師にあるのかというとこ
ろが，一つの争点になっています。
ボーリング調査により，漁業被害を受けるかどうかという実体的な判断とは別に，その
手続の問題は二つ争点としてあり，その両方について判断が出るはずなため，それを後日
談として報告します。
※この日の午後，菅野が臨んだ判決期日において，鹿児島地方裁判所は，海上ボーリン
グ調査許可取消しについて，漁業調整規則等関連法規は個々の漁業者の利益を保護す
るものではないから，漁民には原告適格がない，という理由で漁民の訴え自体を却下
しました。
第７

環境問題への今後の取組方について

司会

これまでの議論で，それぞれの地域ごとの自然をどのように守っていけるのかとい

うヒントが示されたと考えますが，今後の弁護士としての関わり，取組などについて，ご
意見をいただきたいと思いますが，いかがでしょうか。
後藤

諫早などは，既に破壊されてしまった環境です。環境を破壊しつつある工事を止め

るというよりも，既に破壊されてしまった環境をどうするかという話です。日本中，20 世
紀の乱開発によって破壊されてしまった環境や，分断されてしまった地域がたくさん残っ
ています。今後，弁護士として取り組むべきところは，これ以上の無駄な開発をさせない
ことはもちろんですが，一度破壊されてしまった地域，生物多様性を回復させることが一
つ大きいところです。それに伴って，豊岡を一つのモデルとして，分断された地域をまた
一つ，もやい直しをするような取組が 21 世紀には必要になってくるのではないかと思いま
す。
オフセットの話で言えば，例えば諫早は，そもそもオフセットが不可能なほど広大な干
潟で，豊かな生態系だったわけです。まさにあれを破壊して，なくしてしまったことは，
人類としてやってはいけないようなことをやってしまったわけで，今後，負の遺産として
環境教育などに生かせるのではないかと思っています。
司会

ありがとうございます。小倉弁護士，いかがですか。

小倉

もう尽きていると思いますが，自然の循環システムを利用した地域の住民たちと，

地域を支える自治体の活動が，今後非常に大きなポイントになって，さらに言えば，その
ような地域のコミュニティや小さな自治体が連携・連体し，大きな力に変わっていけるか
が重要な気がします。
我々弁護士会の活動も，今までのシンポジウムのようなやり方だけにとらわれず，この
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コロナ禍の Zoom やウェブなどを利用し
て，日本中，さらには世界にまで広がる
ような大きな連帯を，共感する価値観を
持った人々とつなげていくことが求めら
れるのではないでしょうか。特に，馬毛
島や諫早などのように，自然環境に重大
な影響を及ぼす国の大きな事業について
見直しを求めていくような場面では，必
要なことだと思いました。
司会

ありがとうございます。他に何かご意見等はございますか。

伏見

聞いていて，大変勉強になりました。元気のある自治体は環境も,という話は，確か

にそうかもと思いました。ありがとうございました。
司会

やはりそうなのです。しかし，その自治体の職員が元気にやれるベースは，多分，

住民の様々な活動も含めてなのですね。
小倉

住民とコミュニティが重要だということは，様々な意思形成の一番の母体になるか

らです。国を動かす社会運動的なものがベースにないと，多分，環境問題は今までも変わ
ってこなかったですし，これからも変わりません。しかし，しっかり地に足のついたコミ
ュニティや小さな自治体がたくさんあることで，大きなものが動いていくような感じがし
ます。
司会

ありがとうございます。では，これで座談会を終了します。ありがとうございまし

た。
〈座談会を終えて〉
これまで我が国では，開発により生産性を上げることが豊かな生活に結びつくという考
えのもとに，経済成長を優先させる社会システムが構築されてきた。もちろん飢えること
がない，便利な生活は我々の基本的な欲求といえる。
一方で，経済成長を過度に優先させた結果，我々の生存を支えるベースがあたかも経済
にあるかのように論じられ，大量消費，大量生産による経済の拡大が最優先にあり，我々
の生存を実際に支えているベースである水や土壌といった自然環境に対する負荷について
は，目を背けて考えないようにしてきた。我々が経済発展を続ける間にも，結局我々は生
態系サービスを享受し続ける一方で，我々の経済活動が自然に過度な負荷を与え続けてき
たことについて，真剣に議論することを避けてきたといえよう。
自然環境に過度な負荷を与えることが我々の生活を豊かにすることなのか，自然との共
生こそ，持続可能な豊かな生活を構築できる社会システムではないのかという観点で，国
内外の先進的な事例を紹介した。この座談会で紹介されたスンチョン湾や豊岡の事例は，
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その地域の住民が，その地域の自然の価値を再認識し，住民が自然との共生を選択した結
果，地域の活性化が図られた事例といえよう。
一方で，諫早干拓事業や馬毛島問題などに象徴される，大企業や公共事業等による自然
破壊は，我々が享受していた生態系サービスを失わせてしまった事例である。
自然破壊において，我が国の自然保護法制度はあまりにも無力であり，特に裁判手続に
おける原告適格の問題は，座談会で紹介されたアメリカにおける自然保護法制度との対比
において際立って劣後していると言わざるを得ない。
しかし，座談会でも紹介されたように，アメリカにおいても，法律の文言の解釈におい
て，当初から当然に自然保護を重視する司法の判断がされていたわけではなく，裁判所の
判断の変化には，世論の変化に後押しされたという点が否定できない。
また，我が国においても，豊岡などのように，自然との共生を目指す自治体では地域の
住民の活動をもとにして，地方自治体職員をも巻き込む形で地域活性化が図られている地
方自治体は複数存在しているのであって，そのような自治体同士の連携により，一地方の
活動にとどまらない，自然との共生を目指す生活が重要であるという世論を形成すること
が必要であると感じた。
そして，自然との共生の重要性が多くの住民の共通認識となれば，当然その地域では，
その共通認識を実現するための条例の制定が可能となり，開発行為の違法性を争う手段と
して，自然を破壊するような開発を防ぐことが可能になるといえよう。
そもそも，我々にとって「豊かさ」とは何か，それは自然に過度な負荷を与える開発が
不可欠なのか，そのような経済成長がなければ，我々は豊かな生活ができないのかについ
て議論する必要があるだろう。
また，グローバル経済が不可欠なのか，日本全国を対象にした経済活動ではなく，地域
の自然の豊かさをもとにした，それほど広くないコミュニティにおいて成立するシステム
を構築できないかという点についても，議論されることが重要である。地域の自然の豊か
さに価値を見いだして成功している地方自治体ないしコミュニティは存在しており，その
地域の成功例を他の地域に結び付けるような活動を今後弁護士会が中心となって行うこと
も重要であると考える。
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第２節
第１

環境訴訟と専門技術的裁量

はじめに

裁判において科学的な証拠は古くから利用されてきたが，医療，ＩＴ，自動運転，ＡＩ，遺
伝子組換など科学・技術の発展はとどまることを知らず，裁判においても，科学的な証拠が
利用される機会はますます増加している。また，科学・技術そのものの是非が問われる機会
も，ますます増加していくものと思われる。
大多数の法律家は，科学・技術に関する専門分野に通暁しているわけではなく（いや，む
しろ理科系科目についての苦手意識から，法学部へ進学した者も多く），これらの裁判に取
り組む際の困難さは，増加することはあれども減ることは無い。公害・環境裁判においても，
それは同様である。
この小論では，一口に科学的な証拠といってもその中には実に様々なものがあること，こ
れを踏まえて，裁判における科学的な証拠の取扱いについて，法律家が注意を払わなければ
ならない事項を論じようというものである。
第２
１

損害賠償請求訴訟における因果関係の証明

東大ルンバール事件最高裁判決
裁判において，科学的証拠が用いられる典型的な場面は，すでに被害が発生してしまっ

た事例に関する損害賠償請求における因果関係の認定であろう。
そして，因果関係の推定は，そもそも自然科学の重要な目的の一つでもある。
あまりにも有名な東大ルンバール事件 1から，はじめることにしよう。事案は，東大病院
において，当時 3 歳の子がルンバール（腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注
入）の施術を受けたところ，その直後に嘔吐，けいれんの発作等を起こし，障害を負った
というものである。鑑定人は，いずれも，ルンバールの施術と障害には因果関係が無いと
述べた。
しかし，最高裁は，「訴訟上の因果関係の立証は，一点の疑義も許されない自然科学的
証明ではなく，経験則に照らして全証拠を総合検討し，特定の事実が特定の結果発生を招
来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり，その判定は，通常人が疑を
差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし，かつ，それで足
りる」として，因果関係を肯定した。
訴訟上の因果関係の証明は高度な蓋然性の証明で足りるとするこの考え方は裁判実務に
深く定着しており，法律家の多くはこれを支持していると思われる。
しかし，科学者の中には，反対に，このルンバール事件最高裁判決に対して，違和感・拒
否反応を示すものが少なくないという。科学者が拒否反応を示すのは，因果関係の立証は
高度の蓋然性で足りるとする部分ではなく，その前の「一点の疑義も許されない自然科学
的証明ではなく」という対比部分についてである。例えば，本堂毅・東北大学教授（理論物
理学）は，以下のように指摘する 2。
1
2

最高裁判所昭和 50 年 10 月 24 日判決
本堂毅「法廷の科学リテラシー 科学者証人の体験から」『科学技術社会論研究第 7 号』(科学技術社会論学
会，2009)118 頁～126 頁
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「最高裁判所ルンバール事件判決は，自然科学は一点の疑義もない証明の上に成り立つと
の認識を示す.数学ならいざ知らず，自然現象から帰納的に理論体系を構築する自然科学に
あっては，一点の疑義もない証明など原理的に不可能である.普遍性の高い真実を追究する
営みであることと,得られた結果が『疑いの余地のない』完全性を持つことは別の話であり
明らかな誤解である.
ルンバール事件判決に代表される司法のナイーブな科学観は，法廷で不毛な『科学的』
議論を生むことになる」
また，自身，科学者を志し農学部に進学し，その後法学部に転じた中村多美子弁護士も，
以下のように指摘する 3。
「法律学には自然科学とのアナロジーが古くから存在するが，その相違とは次のように考
えられることが多い.すなわち，科学が確実な認識と厳密な「論証」に依存して確実な知識
を取り扱うのに対し，法律学は，意見・通念・常識といった蓋然的な知識と蓋然的な「議
論」に依存する不確実な知識を取り扱う，というものである」
「科学的証明が一義的に決定できるものであるなら，ある立証命題で提出される科学的証
拠の指し示す結論も一つしかないはずである.ところが実際には，対立当事者から，対立す
る結論の科学的証拠が提出され，対立する見解を持つ科学者証人が申請される.相反する科
学的証拠・証人に直面すると，実務法律家は，上記のような科学観に基づいて，「科学的事
実は一義的に決し，反証は許されないはず」との考えから，いずれかの科学的証拠が「誤
り」で「信頼できない」と判断し，心証形成過程から排除するのである．
しかしながら，科学的営為の現実は，上述のような「確実な認識」と「厳密な論証」に基
づいているわけではない.そのため，法廷に喚問された科学者の多くは，確実な認識と厳密
な論証を求める法律家の態度に驚き，戸惑う」
このような問いかけについて，法律家はどのように考えたらいいのだろうか。
２

科学の最も得意な分野
科学には得意分野と不得意分野がある。これは，多くの科学者にとっては常識である。
しかし，法律家にとってはそうではなかった。
まず，科学の最も得意な分野についてみてみよう。平田光司氏（高エネルギー加速器研

究機構・理論物理学）は，科学の最も得意な分野について，以下のように指摘する 4。
科学の得意とする分野は，まず，同じ条件であれば，いつでも何度でも，実験によって
同じ結果を確かめることができる分野である。これは，高校までの理科の実験を想起すれ
ばよいだろう。また，実験はできなくても「多くの例によってチェックされている」分野

3

4

中村多美子「不確実な科学的状況における法と科学の問題」『科学技術社会論研究第 7 号』(科学技術社会論学
会，2009)110 頁～117 頁。中村は「これらの最高裁判決に関しては法的因果関係及び法的証明の内容を規定す
るものであるから，その自然科学観がいかようなものであっても問題はない，とする見解もありえよう.しかし，
問題はそうたやすいものではないように思われる.科学哲学や科学技術社会論などの分野が明らかにしてきた
自然科学の現実は,これらの各種最高裁判決が指摘する「法的因果関係」及び「訴訟上の証明」と，ほとんど差
違がないように思われるからである．そして，これらの最高裁判決は，よく指摘されるように自然科学とのアナ
ロジーにおいて，法的因果関係・法的証明を規定したものに過ぎず,その内容を直接に定義したものではないと
いうことからすると，両者に実は差違がなければ定義の内実は存在しないに等しくなってしまうからである」
とも指摘する。
平田光司「科学の卓越性と不定性」『科学の不定性と社会 現代の科学リテラシー』（信山社，2017）5 頁～20 頁
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も，科学の得意分野である。これは，たとえば日の出日の入，満潮干潮の時間や，月蝕の予
言などである。これらは，「膨大なデータを説明できる」こと「明らかに矛盾する現象が無
いこと」による。「科学法則，科学知識」が信頼されるのは，「何度でも実験や観測によっ
て確かめることができること」「多くの例によってチェックされている」ことに基づいて
いる。
このこと自体は，一般論としてはそのとおりであろうと思われる。そして，この科学が
最も得意とする分野については，法律家もこの結果を信頼してよいように思える。
３

医学と実験
しかし，実際には，その「科学法則，科学知識」への信頼が確立するまでにも，紆余曲折
があり，相当長期間かかる例は珍しくない。その過程では，様々な形の誤りが潜んでいる。
そもそも，医学の分野における因果関係は，人体実験によって確認することはできない。

たとえば，ルンバールの施術と障害の因果関係について，他に 10 人の人体実験を行って確
認するわけにはいかない。こうした 1 回限りの現象は，科学の得意分野とは言えないとい
うことになる。
人体実験は許されない。一般論としては，そのとおりであろう。しかし，過去，戦争時に
は，こうした人体実験が数多く行われ，倫理的に強く非難された。そして，現実の医学の
現場では，戦争時でなくても，以下にみるように，数々の人体実験とも言える状況がまか
り通ってきた。
(1) 水俣病の「原因」論争
1956 年 5 月 1 日に，熊本県水俣保健所に，それまでに見たことが無いような神経症状
を呈する患者がいることが届け出られた。同様の症状を呈する患者は，それ以前からい
たが，それらの患者に共通していたのは，水俣湾産の魚介類を摂取していたことであっ
た。
同年 11 月に，水俣湾での漁業が一時停止され，それ以後，新規の患者の発生は無くな
った。ここで，水俣病の原因は，水俣湾産の魚介類を摂取したことであったことが確定
したと言える 5。この時点で，水俣病の患者は 50 名程度だったとされている。
しかし，その後も，水俣湾産の魚介類の何がどのように問題であるのか，どのような
「メカニズム」で水俣病を発病するのかについては「原因不明」であるとされ，また，水
俣湾の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな根拠もないとされ，水俣湾の漁
業は再開され，魚介類の摂取も禁止されることはなかった。その結果，水俣病患者は数
千人に増加し，現在まで未解決の公害事件となった。
チッソの工場排水に含まれていたメチル水銀が「原因物質」であったことが確立する
までは何年もの時間を要した。その間には，水俣病の魚介類が汚染された「原因」は海
中爆薬であるとする説や，有毒アミンであるとする説などもあった（これらは，いずれ
も誤りであった。）。

5

津田敏秀『医学者は公害事件で何をしてきたのか』（岩波書店，2004 年 6 月）56 頁～57 頁。津田は，水俣病
は水俣湾産の魚介類を摂取したことによる食中毒事件であることは誰一人疑う者は無かったのに，食中毒事件
としての通常の処理がなされなかったことが，問題を拡大したと指摘する。
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吉田克己は，水俣病の原因論争について，以下のように指摘している 6。

「昭和三一年に最初に発見された水俣病においても，（略）喜田村熊本大学医学部教
授は「水俣奇病」の発見と同時に，水俣において詳細な疫学調査を行い，いくつかの
調査結果を総合して，水俣病発生のわずか六ヵ月後に，その臨床症状から考えられ
ていた「異型小児麻痺」というようなウイルス性伝染病ではなく，「本疾患は，魚介
類摂収を介する化学性食中毒である」という結論を提出し，これに基づいて熊本県
は，「水俣湾での魚介類を摂取しないように」という指導を行ったところ，一時的に
後続の患者発生がなくなった。
ところが，チッソ水俣工場は，病原物質が確定されていないということでこの疫学
的所見を受け入れず，かつ自社の廃水の処理も行うことなく，一方，漁獲停止につ
いては何の補償も得られない漁民は漁業を再開せざるを得ず，これが後の泥沼のよ
うな惨禍に到った」
これは，まさに人体実験であったいうべきではないか。
(2) 繰り返される問題
どのような「メカニズム」で発病するのかについて「原因不明」であるとされて，対策
が後手に回った例や，「原因」が確定していないから責任がない，などとされた例は，水
俣病だけではない。森永ヒ素ミルク事件，イタイイタイ病事件，カネミ油症事件，サリ
ドマイド事件，薬害エイズ事件，薬害 B 型肝炎事件，薬害 C 型肝炎事件など，枚挙にい
とまがない 7。
疾病の原因が，有害物質を含む特定の食品や医薬品にあることが判れば，その特定の
食品の摂取や医薬品を禁止することで，疾病は予防できる。この場合，必ずしも，有害
物質を特定することまでは必要がないことは，全てに共通である。
しかし，水俣病同様，これらの事件においても，その食品や医薬品の何が問題である
のか，どのような「メカニズム」で発病するのかが「原因不明」であるとされ，その結
果，患者の発生が拡大したことも共通である。
また，四日市公害事件，土呂久鉱毒事件，じん肺事件などの公害事件においても，この
構造は同じである。これらは，全く許されないはずの人体実験そのものである。
そして，最近でも，国際がん研究機関でピロリ菌が胃がんの原因であるとされてから
も，我が国では 5,000 人を対象とした 10 年がかりの追跡調査が行われたとされている
8

。このような考え方は，決して過去のものではない。

(3) さらに困難な問題―有害な原因物質が無かった疾病，脚気
上記は，それでも後には，有害な原因物質が判明した疾病であった。そうではなく，有
害な原因物質が無かった疾病がある（あった）。その代表的な例が脚気である 9。
明治～大正時代における，脚気の原因論争は，法律家にとっても，科学者にとっても，
いや，それだけでなく，あらゆる政策決定者にとって，重要な教訓が込められている。

6
7
8
9

吉田克己『四日市公害－その教訓と 21 世紀への課題』138 頁（柏書房，2002 年）
津田敏秀『医学と仮説－原因と結果の科学を考える』138 頁（岩波書店，2011 年）57 頁以下
前掲注 7・津田(2011 年)，1 頁
他にも，ビタミン C の欠乏によって発症する壊血病など，多くの例がある（あった）。壊血病については，ス
ティーブン・R・バウン『壊血病 医学の謎に挑んだ男たち』（国書刊行会，2014 年）。

－ 110 －

脚気は，アジアでは昔から多発した病気で，神経麻痺（運動麻痺，感覚麻痺），浮腫を
発症し，衝心（ショック）で死亡することもある重大な病気であった 10。歴代徳川将軍も
相次いで脚気による衝心で死亡しており，明治天皇も脚気を患っていたという。
脚気は，比較的，都市部で発生し，また，夏季に患者が多くなり，陸軍，海軍の軍隊
や，工場作業員などの集合生活で大流行することから，伝染病（脚気菌によって発症す
るとする説）や，食物中毒（例えば米が古くなることによって発症するとする説）が疑
われた。しかし，伝染病や食物中毒だとすると，衛生状態のいいはずの徳川将軍や天皇
が脚気に罹患することの説明がつかない。
一方で，脚気は，地方部では発生が比較的少なく都市部で発生すること，脚気患者が
地方に転地すると症状が改善することから，贅沢な食事などに起因する生活習慣病も疑
われた。しかし，脚気患者は，必ずしも贅沢な食事とは言えない刑務所でも多く発生し
ていることの説明がつかない。
日本では，明治時代になって，本格的に西洋医学を導入したが，西洋には脚気という
病気がなかった。当然，西洋医学では原因が分からない，原因不明の難病であった。
明治初期，海軍でも陸軍でも，脚気患者は数万人の単位で発生しており，多数の死者
を出していた。
これが改善をみたきっかけは，海軍と陸軍において，食事を変更する実験であった。
海軍においては，食事は全て白米だったところを，海軍軍医高木兼寛が洋食を採用した
結果，脚気患者の発生を激減させることに成功した 11。また，陸軍においても，食事は全
て白米だったところを，陸軍軍医堀内利国が麦飯（白米に麦を混ぜた）を採用して，脚
気患者の発生を激減させることに成功した。これが，明治 15 年（1882 年）から明治 18
年（1885 年）にかけてのことであった。
ところが，その後，日清戦争(1894～1895 年），日露戦争（1904～1905 年）の戦争時
に，陸軍では食料を麦飯から白米に戻した。すると，とたんに，脚気に罹患する兵隊が
激増したというのであった。
高木兼寛も堀内利国も，なぜ白米ではなく洋食や麦飯を採用すると，脚気患者が少な
くなるのか，その原因については分からなかったし説明もできなかった。それゆえ，彼
らは，脚気は伝染病であると主張する学者から「原因が不明なままでは洋食や麦飯が，
脚気予防に有効だとは言えない」などと厳しい批判を浴び，また有形無形の様々な妨害
にもあった
10

11
12

12

。伝染病説の代表的な論者は，東京大学医学部教授であった青山胤道であ

山下政三『脚気の歴史 ビタミン発見以前』（東京大学出版会，1983 年），同『明治期における脚気の歴史』
（東京大学出版会，1988 年），同『脚気の歴史 ビタミンの発見』（思文閣出版，1995 年）
海軍軍医高木兼寛については，吉村昭『白い航跡』（講談社，1994 年）に詳しい。
板倉聖宜『模倣の時代』（仮説社，1988）は，日清・日露戦争中，陸軍で脚気患者が多発したことについて，伝
染病説を譲らなかった「頑迷なる秀才」陸軍軍医森林太郎（鷗外）に大きな責任があると指摘している。他に，
坂内正『鷗外最大の悲劇』（新潮選書，2001 年），志田信男『鷗外は何故袴をはいて死んだのか』（公人の友
社，2009 年）。
これに対して，山下政三東京大学医学部教授は，板倉(1988)について「医学を知らない門外の素人が医学の脚気
問題を論じている異様な書であるが（そのため各所に驚くほど多く，医学的な錯語や誤解が見られる），臨時脚
気病調査会についても同様，いくつかの業績を断片的に取り上げ，偏見としか言いようのない意見を述べてい
る」として，森を擁護している（山下政三『鷗外森林太郎と脚気紛争』（日本評論社，2008 年）430 頁。
陸軍軍医森林太郎の評価の違いは論者によって真逆であり，大変興味深いが，これについては本稿の目的では
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り，陸軍軍医であった石黒忠悳，森林太郎（鷗外）であった。そして，その間には，「脚
気菌」を「発見」したという科学者の報告が何度もあった。また，青魚が原因だとするも
のや，食物中毒の原因を突き止めたという科学者の報告もあった 13。
これらの報告は，いずれも，当時の第一線の最も優秀で聡明な科学者によるものであ
った。しかし，これらは，すべて，誤りであったことが判明している。
そして，この脚気の原因論争がその後も長く続き，その間も，おびただしい脚気患者
が量産され続けた。
脚気の原因は，今では，ビタミン B1 の欠乏（栄養障害）によって発症することが分っ
ている。当時は，生物の生存には，少量ではあるが必須の栄養素（すなわちビタミン）が
あること自体が，分かっていなかった。
米にはもともとビタミン B1 が含まれていたのであるが，精米し洗米する過程でビタミ
ン B1 は失われてしまっていたのであった。これが，白米を主食とする地域にしか脚気患
者はみられず，さらに軍隊や工場の寮など，同一の生活環境で脚気患者が多発した所以
であった。
最終的には，ビタミン B1 が欠乏した食事を与えると脚気になり，その患者にビタミン
B1 を含む食事を与えると速やかに回復するという実験が行われた。脚気の原因は，最後
は，人体実験によって確認されたのであった。こうして，脚気の原因論争に最終的な決
着が付くまでには，1867 年明治維新後本格的な原因究明が始められてから数えても，実
に 50 年以上も要したのであった。
(4) ドイツの細菌学とイギリスの疫学調査
三重県立医学部教授であった吉田克己は，医師としてまた行政側の責任者として四日
市大気汚染公害事件に取り組む中で，「脚気をめぐる当時の論争を思い出し」たとして，
以下のように指摘している 14。
ドイツでは，コッホによって創始された実験医学的手法による細菌学が大成果をあげ
ていた。そのドイツヘ留学した陸軍軍医森林太郎らの学者は，その影響を強く受け，脚
気菌の存在を実験的に証明することに全力を挙げたのではないか。
これに対して，イギリスでは，現実に起きていることを詳細に検討していくなかで真
実を発見しようとする疫学の考え方が古くからあった。そのイギリスに留学した海軍軍
医の高木兼寛（海軍軍医監）は，英米の海軍兵士には脚気は全くないことに着眼し，ま
ずパンを主食とする西洋食，ついで麦混入食の採用によって脚気の完全な追放に成功し
たのではないか。
吉田克己は，コレラ菌が発見される前でも，疫学の考え方に基づきコレラに対して有
効な対応ができたことについて，以下のように説明する。

「イギリスではコレラ菌が発見されるはるか以前に，ロンドンのブロード・ストリー
トでのコレラの流行の実態を追求した J・スノーは疫学調査結果のなかから，ある特

13
14

ないので，原典をお読みいただきたい。
専門家の立場性に起因する偏向（判断の偏り）も，こうした誤りをもたらす原因の一つであろう。
前掲注 6・吉田（2002 年）137 頁
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定の井戸（略)を共通して利用した人たちに患者が集中発生していること（この井戸
が最も近い井戸である地区に居住している人に患者が集中している），この地区の
コレラの流行の直前に，この井戸に隣接した家に発生したコレラ息者の屎尿がこの
井戸に侵入したことが認められることなどや，その他の観察（この井戸を利用した
馬車運送人のあいだで発生が続いたこと，この地区内で専用井戸を持っていて，こ
の井戸を利用していなかった孤児院では発生がなかったことなど）を総合して，コ
レラは「患者の腸の中の病的な細胞が原因である」と，主張した。そして清潔な飲料
水（上水）の確保が重要であることを唱え，これを実行したイギリスでは，コレラ菌
がコッホによって発見されるはるか以前にコレラはイギリスから姿を消していた。」
脚気の「原因」論争には，以下のような教訓がある。
①

脚気の原因がビタミン B1 の欠乏であると判明するまでの 50 年間には，伝染病説や，

食物中毒説，栄養障害説など多くの仮説が提案された。これらの報告は，いずれも，当
時の第 1 線のもっとも優秀で聡明な科学者によるものであった。なかでも，伝染病説
は，有力な学者や軍医が支持し，科学者の多数が同意・支持していた。しかし，多数説
だからといってそれがいつも「正しい」とは限らず，また，少数説だからといってそれ
がたいてい「誤り」だとは言えない。
②

そして，それ以上に，もっとも重要なことは，たとえ原因が分からないままであっ

ても，脚気患者を減らすことができたという事実である。
すなわち，既に明治 15 年（1882 年）から明治 18 年（1885 年）にかけて，海軍では
洋食を採用し，陸軍では麦飯を採用して脚気を全滅することに成功している。高木兼
寛も堀内利国も，なぜ白米ではなく洋食や麦飯を採用すると，脚気患者が少なくなる
のか，その原因については分からなかったし説明もできなかった。しかし，洋食や麦
飯を採用すると脚気患者が少なくなる，洋食や麦飯を採用せず白米に戻すと脚気患者
が多くなる。この事実を認めることにおいては，その原因がわからないことは何の障
害にもならず，全く差支え無いことなのであった。
このように，これらの事例は，「科学」は決していつも確実な根拠を提供するわけでは
なく，また，原因の究明には何年も何十年もかかることもあること，しかしながら，脚
気でも，コレラでも，水俣病でも，科学的な原因が十分に解明されていなくても，問題
となる事象を予防することはできる点では全く共通である。
しかし，これらの教訓は，その後も活かされていると言えず，同じような問題が繰り
返されていることは，前述したとおりである。
４

科学の不得意分野
一方で，科学が全く不得意とする分野がある。「科学法則，科学知識」が信頼に値するの

は，「何度でも実験によって確かめることができること」ことに基づいているとすれば，
逆に，実験によって確認ができない分野は，科学の不得意分野である。
また，実験はできなくても「多くの例によってチェックされている」分野は，一般的に
は科学の得意分野であるが，その中でも複雑な要素が関係する分野は，科学の得意分野ほ
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どの信頼性はない。たとえば，気象の分野では観測は既に 100 年以上も続けられておりデ
ータの蓄積は十分大量であり，典型的な気象条件のもとにおける天気予報はかなりの精度
がある。
しかし，台風の進路予報は時折は外れるし，最大雨量を確定することもできそうにない
（観測史上最大の雨量はいとも簡単に更新される。）。これは，日の出日の入の時間や月
蝕の法則と比較して，より複雑な要素が関係しているからである。
また，そもそも，観測事例が少ない分野は，全く科学の不得意分野である。稀にしか起
きないが，起きた場合には大災害を引き起こす自然現象（例えば地震，津波，火山）は，デ
ータの蓄積自体が十分ではなく，科学の不得意分野の典型である。そこでは，科学の「得
意分野」におけるほどの「科学法則，科学知識」の信頼性は全くないと言ってよい。
「自然科学は一点の疑義もない証明の上に成り立つ」とか，「科学が確実な認識と厳密
な『論証』に依存して確実な知識を取り扱う」といった印象は，科学の得意分野について
のものであり，高校までの理科教育に根ざしている。すなわち，高校までの理科教育には
必ず「正解」があり，教育の成果（学力の評価）は，「正解」か「誤り」かの採点によって
測られてきた。
高校までの理科教育では，現実の「科学」にはまだ「正解」が無い分野があること，今後
も当面は「正解」が得られそうも無い分野があることについては言及されることが乏しか
った。
一口に「科学」と言っても様々な分野があり，多くの科学者が同意するものから，まだ
仮説の段階にあるものまで様々である。そして，科学者の多くは，自らが専門としている
分野の精度（信頼度）が低いことを積極的に強調することはほとんど無いことに注意しな
ければならない（ただし，注意深く耳を澄ませば，科学者からの警鐘を聴き分けることは
可能であることも多い。）。
５

小括

(1) 科学の中には，「多くの例によってチェックされている」「何度でも実験や観測によっ
て確かめることができる」分野もあれば，その反対に，
「多くの例によってチェック」で
きない場合や「実験や観測によって確かめることが」できない分野まで様々なものがあ
り，科学の信頼度には無数の段階があるともいえる。裁判においても，前者の科学に近
いほど，それは科学の「得意分野」であり一定の信頼性があるものとして扱っていいだ
ろうが，後者の科学に近いほど，それは科学の「不得意分野」であり，前者の科学ほどの
信頼性があるものとして扱ってはならない。法廷に出現する「科学」が，これらのどの
段階における議論なのかについて，法律家は慎重に注意を払う必要がある。
現実世界では，「科学の成果は利用しつつ，科学では（少なくとも当面は）『正解が得
られない』問題について，どのような現実的な選択を行うことが可能か，という『科学
の不定性との対処』について考え」なければならない，そして裁判もその 1 つであるこ
とを，法律家は，しっかりと認識しなければならない。
(2) 裁判における因果関係の認定を，水俣病の例について考えれば，
「水俣湾産の魚介類を
摂取すると水俣病になる」
「水俣湾産の魚介類を摂取しなければ水俣病は予防できる」と
いう程度の立証で，
「高度の蓋然性」の立証としては十分とすべきである。
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脚気の例について考えれば，「洋食や麦飯を採用すると脚気患者が少なくなる」「洋食
や麦飯から白米に戻すと，脚気患者が多くなる」という程度の立証で，「高度の蓋然性」
の立証としては十分とすべきである。
それに加えて，詳しい原因やメカニズムまで明らかにならなければ，「高度の蓋然性」
の立証にはならないなどと考えてはならない。もし，そのような立証まで必要だという
ことになるとすると，水俣病の原因はメチル水銀であるとか，脚気の原因はビタミン B1
の欠乏（栄養障害）であることが確立するまで，患者は増え続け，また，被害者は救済を
受けられないことになってしまう。
裁判においては，「原因」の論争は無用であるだけでなく，立証命題を正しく設定でき
なかったという意味で，有害なことになることすらあるのである。
もちろん，その原因やメカニズムを明らかにする科学の営みは重要なことであるが，
それは，学者や学会の役割であって，裁判の役割ではない。そのような原因やメカニズ
ムが確立されず不明なままだとしても，裁判において，因果関係を認定することは十分
可能であり，それで何ら差し支えない。
(3) 冒頭のルンバール事件最高裁判決は，結論としては，これと同じことを述べていると
言える。ただし，科学者にも違和感や拒否反応を抱かれないためには，以下のように修
正すべきであろう。
訴訟上の因果関係の立証は，「実験で確認できる分野や多くの例によってチェックさ
れている分野におけるような」自然科学的証明ではなく，経験則に照らして全証拠を総
合検討し，特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証
明することであり，その判定は，通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ち
うるものであることを必要とし，かつ，それで足りる。
第３
１

許可の取消，差止裁判における科学

はじめに
ここまでは損害賠償訴訟を念頭において述べてきたが，公害，環境裁判は，許可の取消

や，差止裁判としても闘われている。現在，裁判所の判断が最も先鋭的に分かれているの
は，福島第一原発事故後の，原発設置許可の取消しや，原発再稼働の差止裁判であろう。
筆者は，その相当数に関与してきたが，その全体像を語ることは，紙幅の点でも，それ以
上に能力的にもとより不可能である。
ここでは，筆者が関わっている，原発差止裁判における地震動の分野における議論を紹
介し，その上で，裁判で多用される「専門技術的裁量」の内実について若干の考察を行い，
最後に，裁判所が差止判決を書くことを躊躇する理由について考えてみたい。
２

原発差止裁判における地震・地震動の科学
(1) 1997 年，石橋克彦神戸大学名誉教授の論考
2011 年 3 月 11 日の福島第一原発事故のはるか以前から，我が国を代表する地震学者
の 1 人である石橋克彦神戸大学名誉教授は，原発にとって地震が脅威であることについ
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て，以下のように指摘していた 15。
「原発にとって大地震が恐ろしいのは，強烈な地震動により個別的な損傷もさることな
がら，平常時の事故と違って，無数の故障の可能性のいくつもが同時多発することだ
ろう。特に，ある事故とそのバックアップ機能の事故の同時発生，たとえば外部電源
が止まり，ディーゼル発電機が動かず，バッテリーも機能しないというような事態が
おこりかねない。」
「（核暴走を）そこは切り抜けても，冷却水が失われる多くの可能性があり（事故の実績
は多い）炉心溶融が生ずる恐れは強い。そうなると，さらに水蒸気爆発や水素爆発が
おこって格納容器や原子炉建屋が破壊される。
」
(2) 2000 年 6 月土木学会「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第三次提言』
」 16
1995 年兵庫県南部地震において，
重要な土木構造物が破壊されたという現実を直視し，
土木学会では，それまでの土木構造物に関する耐震設計を全面的に見直した。その『第
三次提言』では，「過去の地震データが得られている期間や活断層データの精度から見
て，このような低頻度の問題を確率論的地震危険度解析で扱うにはオーダーの評価が精
一杯で，定量的にこれ以上細かい議論を行うには無理がある」として，レベル 2 地震動
の尺度としては地震動強度のみを採用し，発生確率に関する記述を廃した。
(3) 2002 年，地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価
地震調査研究推進本部 17地震調査委員会は，2002 年（平成 14 年）7 月 31 日，「三陸
沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」（以下「長期評価」という。）を
公表した。
長期評価は，過去の地震等を根拠として三陸沖から房総沖にかけての領域を 8 つに分
けた上で，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を 1 つの領域とし，同領域で Mt8.2 前
後の津波地震が発生する確率について，今後 30 年以内で 20％程度とした。長期評価は，
三陸沖から房総沖にかけての地震にかかわるこれまでの調査研究，津波の波源域及び歴
史地震の研究，東北日本付近の太平洋プレートの沈み込みに関連した研究，太平洋プレ
ートの沈み込みに関連して発生する微小地震の震源分布等の研究，宮城県沖付近の日本
海溝周辺の海底下構造の研究結果などを前提にしている。また，地震の発生位置及び震
源域の評価にあたっては，過去の震源モデルを参照し，微小地震等に基づくプレート境
界面の推定に関する調査研究成果及び当該地域の速度構造についての調査研究成果を参
照して領域を推定している。
東京電力は，社内において，この長期評価の考え方に基づき，すでに 2008 年に福島第
15

16
17

石橋克彦「原発震災─破滅を避けるために」（岩波書店「科学」1997 年 10 月）。「原発震災」は石橋教授の造
語である。
http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html
地震調査研究推進本部は，1995 年（平成 7 年）1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災を契機に，全国にわたる
総合的な地震防災対策を推進するために制定された地震防災対策特別措置法に基づき，総理府（現・文部科学
省）に設置された政府の特別機関である。地震調査研究推進本部は，地震に関する調査研究の成果が国民や防災
を担当する機関に十分に伝達され活用される体制になっていなかったという問題意識のもと，行政施策に直結
すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし，政府として一元的に推進するために設置された。その
基本的目標は，地震防災対策の強化，特に地震による被害の軽減に資する地震調査研究の推進にある。また，地
震調査研究推進本部の役割には，地震に関する観測，測量，調査又は研究を行う関係行政機関，大学等の調査結
果等を収集，整理，分析及び総合的な評価をすることなどがあり，我が国において，地震や津波に関する情報が
最も集積し，そうした情報について最先端の分析，評価がなされる機関である。
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一原発に到来する津波を計算しており，その結果，福島第一原発を 15.7ｍの津波が襲い，
全電源を喪失し炉心溶融事故を招くことを知っていた。しかし，東京電力は，長期評価
の「科学的根拠が明らかでない」として，何の津波対策もせず，福島第一原発事故を起
こした。
(4) 2007 年 10 月静岡地方裁判所判決
2007 年 10 月，静岡地方裁判所は，中部電力浜岡原発運転差止裁判の判決で，以下のよ
うに判示した。
「（耐震設計審査指針の）改訂がなされたからといって，既設の原子力施設の耐震設計
方針に関する安全審査のやり直しを必要とするものではなく，個別の原子炉施設の設置
許可又は各種事業許可等を無効とするものでもない」「このような改訂指針の趣旨，目
的に照らすと，旧指針に適合する耐震設計がなされていれば，耐震安全性は一応確保さ
れたものとみるのが相当である」（判決 37 頁）
「安全設計審査指針に基づいて別途設計上の考慮がされることを前提に」「単一故障の
仮定による安全評価をするという方法をとることも，それ自体として不合理ではない」
「安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に耐震設計審査指針等の基準を満たすこと
が要請され，その基準を満たしていれば安全上重要な設備が同時に複数故障することは
およそ考えられない」「安全評価の過程においてまで地震発生を共通原因とした故障の
仮定をする必要は認められず，内部事象としての異常事態について単一故障の仮定をす
れば十分である」
「したがって，原告らが主張するようなシュラウドの分離，複数の再循環配管破断の同
時発生，複数の主蒸気管の同時破断，停電時非常用ディーゼル発電機の 2 台同時起動失
敗等の複数同時故障を想起する必要はない」（判決 106 頁）
「もっとも，原告らにおいて，地震動等によって複数箇所で不具合事象が発生すること
が合理的に想定でき，その場合に，安全設計審査指針が定める地震その他の自然現象に
対する設計上の考慮と安全評価審査指針が規定する単一故障の仮定による安全評価によ
っては不十分であり，それによっては原子炉施設の安全性が確保されないことを合理的
に推認できることを主張立証した場合には，被告の行っている単一故障の仮定は妥当で
ないと評価されるので，本件原子炉施設の耐震安全性は確保されないと判断される」
（判
決 107 頁）
耐震設計においては「確かに，我々が知り得る歴史上の事象は限られており，安政東
海地震又は宝永東海地震が歴史上の南海トラフ沿いのプレート境界型地震の中で最大の
地震ではない可能性を全く否定することまではできない。」
「しかし，このような抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮
することは避けなければならない」（判決 115 頁）
このように，静岡地裁判決は，原告ら住民側に「中部電力が想定している以上の地震
が発生すること」の立証を求めている。これは，地震の科学の精度を全く理解していな
いと言わざるを得ない。
同訴訟において，原告住民側の専門家証人として出廷した石橋教授は，この静岡地裁
判決に接して，「この判決が間違っていることは自然が証明するだろうが，そのとき私
たちは大変な目に遭っている恐れが強い」と述べた。
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(5) 福島原発事故後の地震学者の発言
福島原発事故後は，さらに多くの地震学者が，原発の耐震安全性に疑問を述べるよう
になった。
「地震学の巨人」と称される金森博雄カリフォルニア大学名誉教授は，「一般に大きな
地震ほど発生確率は低いと考えられます。逆に確率をどんどん小さくしていけば，考え
られる地震はどんどん大きくなります。」「もし発生した結果が莫大な影響を与えるの
であれば，まったく考慮しないわけにはいかないのではないでしょうか。たとえば常識
を超えるような地震が原子力発電所を襲ったらどうなるのか，その結果を受容できるの
かどうかまで考えると，たとえ確率が低くても，起こりうることは考慮しておくべきで
はないでしょうか。その判断をする上には，質の高い，地震学，測地学的な観測や世界
中に起こる地震を幅広く調べることが重要になると思います。さらに，このようなこと
にどう向き合うかは理学だけでなく社会が判断することですが，理学は判断材料を提供
する必要があると思います」18と，正しく地震学の限界を踏まえた上で，原発の利用は科
学者が決めることではなく，社会が決めることだという正しい認識を示している。
港湾空港技術研究所の野津厚氏は，我が国の強震動研究をリードする 1 人であるが，
以下のように，原子力発電所の耐震設計の現状に警鐘を鳴らしている 19。
「強震動に関する研究は，実際に起こった地震に関する事後の分析という点では大きく
発展してきました」が，しかし，「強震動研究およびそれに関連する研究分野では，これ
までの数十年間，被害地震が起こる度に，それ以前の知見では予測できなかったような
事態が生じ，それによって知見が塗り替えられてきています。言い換えればパラダイム
シフトが繰り返し起きています。したがって，今後も，少なくとも数十年間程度は，そ
れ以前の知見を覆すような事態が度々生じるであろうと考えられます」
「今後に起こりうる事象の予測という点においては，強震動研究はまだまだ発展段階に
あり，原子力発電所の安全性の保証に活用できるほどにはこの分野の研究は成熟してい
ない」
さらに，第一線の地震学者の以下のような発言もある 20。
纐纈一起・東京大学地震研究所教授
「地震という自然現象は本質的に複雑系の問題で，理論的に完全な予測をすることは原
理的に不可能なところがあります。また，実験ができないので，過去の事象に学ぶし
かない。ところが地震は低頻度の現象で，学ぶべき過去のデータがすくない。私はこ
れらを『三重苦』と言っていますが，そのために地震の科学には十分な予測の力はな
かったと思いますし，東北地方太平洋沖地震ではまさにこの科学の限界が現れてしま
ったと言わざるをえません」
「予測の結果には非常に大きな誤差が伴います。その結果
として，予測が当たる場合もありますし，外れる場合もあります。ですので，その程度
の科学のレベルなのに，あのように危険なものを科学だけで審査できると考えること

18
19

20

金森博雄『巨大地震の科学と防災』朝日新聞出版 138 頁（2013 年 12 月）174 頁
野津厚「意見書」（水戸地裁平成 24 年（行ウ）第 15 号東海第二原子力発電所運転差止等請求事件，甲 D194 号
証）
纐纈一起・岡田義光・島崎邦彦「地震の予測と対策：『想定』をどのように活かすのか」（岩波書店「科学」2012
年 6 月号）
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がそもそも間違いだったと今は考えています」
。
岡田義光・防災科学研究所理事長
「1000 年に一度，1 万年に一度と，頻度が 1 桁下がるごとに巨大な現象があると考えら
れます。大きなものに限りなく備えるのは無理ですから，どれくらいまで許容するか
になります。」「施設の重要度に応じて考えるべきですから，原発は，はるかに安全サ
イドに考えなければなりません。いちばん安全側に考えれば，日本のような地殻変動
の激しいところで安定にオペレーションすることは，土台無理だったのではないかと
いう感じがします」
島崎邦彦・東京大学名誉教授（元原子力規制委員会委員長代理）
「平均像のようなものを見ていることになります。解像度を一生懸命よくしようとして
いますが，ほんとうに中で何がおきているのかには手が届いていない」
これらの発言は，地震学の学問としての信頼度が低いことについて，赤裸々に述べて
いる。それは，ひとえに，福島第一原発事故を防げなかった，という悔恨からであろう。
しかし，その警鐘は，事故からの時間の経過とともに，薄れてしまっていないだろうか。
３

専門技術的裁量について
福島原発事故前はともかく，福島原発事故後においても，原発設置許可の取消や，原発

再稼働の差止裁判において，行政庁に大きな専門技術的裁量を認める裁判例は多い。この
点について，伊方最高裁判決 21に遡って確認しておこう。
同判決の判決要旨は，原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理，判断につ
いて，以下のとおり，判示した。
「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分
の取消訴訟における裁判所の審理，判断は，原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会
の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点がある
か否かという観点から行われるべきであって，現在の科学技術水準に照らし，右調査審議
において用いられた具体的審査碁準に不合理な点があり，あるいは当該原子炉施設が右の
具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議
及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があり，被告行政庁の判断がこれに依拠してされ
たと認められる場合には，被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして，右判断に
基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
伊方最高裁判決の網羅的な解説は他の文献に譲り，ここでは，行政庁の専門技術的な判
断（裁量）が尊重されるとする根拠に絞って考えてみたい。
同判決の調査官解説は，専門技術的裁量の内容，裁量が認められる事項・範囲とその理
由について，以下のとおり説明している（下線は筆者）。
「①規制法二四条一項四号の要件である「災害の防止上支障がないものであること」とい
う表現自体，抽象的・包括的であり，そこに行政庁の専門技術的裁量を予定している

21

最判平成 4 年 10 月 29 日（民集 46 巻 7 号 1174 頁）
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立法者の意思が窺える。規制法が予定している行政庁の専門技術的裁量としては，次
の二点が考えられる。第一は，具体的な安全審査の基準あるいは判断基準の策定につ
いての専門技術的裁量であり，第二は，右四号要件該当性の認定判断における専門技
術的裁量（どのような根拠に基づき，どのような判断を経て，その要件を充足すると
の結論に達するかについての裁量）である。
②第一の点についていえば，規制法が右四号要件について抽象的な許可基準を設定する
にとどめているのは，原子炉設置許可の際に問題とされる事柄が極めて複雑，高度の
専門技術的事項に係るものであり，しかもそれについての技術及び知見が不断に進歩，
発展，変化しつつあることから，右の許可要件について法律をもってあらかじめ具体
的かつ詳細な定めをしておくことは，かえって，判断の硬直化を招き適切ではないと
する趣旨に出たものと解される。したがって，規制法は，その審査基準あるいは判断
基準の具体的内容の確定については，下位の法令及び内規等で定めることを是認する
ものであって，これを行政庁の専門技術的裁量にゆだねたものと解するのが相当であ
る。
③第二の点についていえば，原子炉施設は，時代の最先端を行く高度の科学技術及び知
見を動員して作られた極めて複雑な技術体系を有するものであり，これに係る安全性
の判断は特定の専門分野のみならず関連する多くの専門分野の専門技術的知見，実績，
審査委員の学識，経験等を結集した上での総合的判断の上に成り立つものである。し
かも，右の安全性の判断には，その時点において確定不可能な将来の予測に係る事項
についての対策の相当性に関する判断までが含まれるのであるから，その判断は極め
て複雑多岐にわたる事項についての評価・判断の総合の上になされるものである。こ
のような右四号要件に関する判断過程の構造等からして，右四号要件の充足の有無に
ついての判断過程については，行政庁の専門技術的裁量を認めざるを得ない。
」
具体的な安全審査の基準の策定においても，その基準に対する要件該当性においても，
専門技術的裁量が尊重される根拠としては，要するに，事柄が極めて複雑，高度の専門技
術的事項に係るものであるということが挙げられている。そして，その内実には，行政庁
がその判断の前提として用いている科学・技術に対する一定の信頼があるはずである。
しかし，既に見てきたように，科学の中には，「多くの例によってチェックされている」
「何度でも実験や観測によって確かめることができる」分野もあれば，その反対に，「多
くの例によってチェック」できない場合や「実験や観測によって確かめることが」できな
い分野まで，様々なものがある。
一般論として，行政庁の専門技術的裁量が尊重される分野があるとしても，それが正当
性を持つのは，科学に対する一定の信頼が担保されている前者の科学にとどめられるべき
であって，後者の科学，すなわち，「多くの例によってチェック」できない場合や「実験や
観測によって確かめることが」できない分野については，専門技術的裁量が尊重されるべ
き正当性が欠けている。
調査官解説は，「安全性の判断には，その時点において確定不可能な将来の予測に係る
事項についての対策の相当性に関する判断までが含まれるのであるから，その判断は極め
て複雑多岐にわたる事項についての評価・判断の総合の上になされるものである」ことを，
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専門技術的裁量が尊重されるべき根拠としている。
しかし，この「確定不可能な将来の予測に係る事項」の最たるものは，地震，津波，火山
などの自然現象であり，これらは科学の不得意分野であり，科学者の数だけ「正解」があ
る分野である。さらにいえば，それゆえに，専門家の立場性に起因する偏向（判断の偏り）
が入り込みやすい 22。
したがって，かかる分野における行政庁の判断は，「多くの例によってチェックされて
いる」「何度でも実験や観測によって確かめることができる」ような分野における科学的
判断ではない。そこでは，行政庁は，膨大なエネルギーを内包し，事故時には破滅的な被
害をもたらしうる原発について，その安全性を確保する上でどこまでの自然現象を考慮す
るべきかという線引きを行っているだけであって，それはまさしくどこまでの安全性を求
めるかの価値判断である。そして，その行政庁の線引き（価値判断）が誤っていたことは，
東北地方太平洋沖地震による福島第一原発事故が証明したばかりである。
裁判所は，行政庁が線引き（価値判断）を誤り，東北地方太平洋沖地震による福島第一
原発事故を防げなかったという現実を直視し，新規制基準に対する原告住民らの懸念を踏
まえて，それでもなお，原告住民らの人格権が侵害されるおそれが無いかという観点から，
行政庁が行った安全性の価値判断が是認できるかどうかを審査すべきであって，そこで，
行政庁の専門技術的裁量を尊重しなければならない理由はないはずである 23。
４

裁判所が差止判決を書くことを躊躇する理由
2021 年 3 月 19 日に実施された，第二東京弁護士会における定例研修会「不確実な科学・

技術に関する裁判をどのように闘うか」では，中野宏典弁護士（山梨県弁護士会）と，平田
光司氏（高エネルギー加速器研究機構）の講演をいただき，それぞれに対して井戸謙一弁
護士（元裁判官，滋賀弁護士会）からコメントをいただいた 24。
以下では，裁判所が差止判決を書くことを躊躇する理由についての井戸謙一弁護士の発
言を要約して紹介する。
・損害賠償は，結局，因果関係，例えば病気になったり，けがをしたりということがあれ
ば，その結果はもう出ているわけで，あとは因果関係の問題なので，科学的判断と社会
通念的な判断をうまく組み合わせて評価していくかという問題になると思う。だからそ
の救済というのは裁判所としてもやりやすい。これに対して，差止めということになる
と，やはり将来予測というのは非常に難しい。
・規制委員会の判断は，規制基準に適合しているかどうかということについて判断してい
るが，専門技術的判断部分と社会価値判断部分を切り分けていない。規制委員会の判断
も，100％安全ではなくて，何らかのリスクはあるはずだが，「こういうリスクがある。
しかしそれは社会的に許容できる」
，ということまでは書いていない。

22
23

24

審議会等は，結論を先取りした御用科学者の集合体だとの指摘は繰り返しなされている。
専門技術的裁量について論じたものとして，宮田三郎「専門技術的裁量について」（判例時報 2067 号，2010 年）
『行政裁量とその統制密度（増補版）』（信山社，2012 年）所収。宮田が，「裁量決定が国民の生命・身体・
財産に係る基本的人権に関するものであればあるほど，または基本的人権の侵害可能性が強ければ強いほど，
裁量決定にはますます正当性が要求され」るとするのも，結論としては，同趣旨と言えようか。
研修会全体については，第二東京弁護士会の会員向けの HP に掲載予定である。アクセスできない場合には，筆
者に問い合わせいただきたい。

－ 121 －

・裁判所が，自ら，専門技術的判断部分と社会的価値判断部分を切り分けるということは
なかなか難しい。裁判所が分かりやすく切り分けて判断できるように，当事者が，いか
に材料を提供できるかということが，大きな今後の課題なのではないか。
・裁判所は，どこかで基準を設けて，その基準の安全性に合致しているかどうかというこ
とで判断せざるを得ないわけだが，間違いの可能性というのは常にある。差止める必要
もなかったのに差止めてしまったという間違いがある。逆に，本当は差止めなければい
けなかったのに差止めなかったという間違いもある。
・それは将来，事故が起こったら証明されるわけだれども，どっちにしても間違う可能性
があるときに，少数の意見に乗っかって，何だ，そんなとっぴな判断と言われて間違う
と，なかなか弁解しづらい。しかし，多数の，あるいは権威ある見解，あるいは行政や国
の見解に乗っかって間違えた場合は，確かに間違えたけど，それが社会の多数派だった
んだから，仕方なかったよねというふうに言ってもらえる。それで裁判官が防衛しても
らえる。そういう発想になりがちなので，よく分からないときには結局，多数派の陰に
隠れてしまうと。それによって何とか自分の地位を守るという，そういう発想になりが
ちだ。裁判官の心理として，なかなか将来予測で差し止めるというのがハードルが高い
というのは，そういうところにあるのではないかと思う。
・そうではなくて，やはり裁判官というのは，行政の立場から一歩離れて，日本の今後の
国の在り方をリードしていくと言ったらちょっとおこがましいが，やっぱり 1 つその方
向を指し示していく，そういう役割を負っているんだという，その自覚というか，気概
というか，そういうものを持っていただかなければいけない。そういう意味では昨日
（2021 年 3 月 18 日の東海第２原発運転差止訴訟について）
，水戸地裁が避難計画（の不
備）を理由に差止めるというのは，今までまったくなかった判断で，そういう裁判官と
しての気概みたいなものを感じて，非常にいい判決だった。
第４

まとめ

いつの時代もどんな分野でも，多数派の見解が正しかったとは限らない。それを正してき
たのは，何時の時代もどんな分野でも，不正・不公平・不条理を許さず，世の中を変えたいと
考える一握りの少数派の情熱と粘り強さだった。
私たち弁護士も，それぞれの分野で，より良い社会の実現のために，これからも力を尽く
したいと思う。
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第３節
第１
１

リニア新幹線

はじめに

リニア工事実施計画に至る経過
国土交通大臣は，2014 年 10 月 17 日，全国新幹線鉄道整備法（以下「全幹法」という。）
9 条 1 項に基づき，リニア中央新幹線の工事実施計画を認可した。
これに先立ち 2011 年 5 月 26 日，国土交通大臣が，全幹法に基づき中央新幹線の整備計
画を決定した。整備計画の決定に先立ち，同年 5 月 20 日には営業主体・建設主体にＪＲ東
海（以下「ＪＲ」という。）が指名された。ＪＲは，2011 年 9 月に環境影響評価法に基づ
く方法書を公告，同年 12 月より調査・予測・評価を実施し，2013 年 9 月に準備書を公告，
2014 年 3 月末までに沿線 7 都県からの意見，4 月 23 日，環境影響評価書を提出，6 月 5 日
に環境大臣意見，7 月 18 日国交大臣意見，8 月 26 日にＪＲ補正後評価書を提出して，工事
実施計画認可に至っている。

２

リニア工事をめぐる問題
品川・名古屋間（286ｋｍ）は，2027（令和 9）年に先行して開業予定との計画であった
が，2021 年現在，静岡工区（8.9 キロ）を巡り，ＪＲと静岡県が厳しく対立し，この工区
は未着工，開業の延期は必至となっている。また，東京・山梨・静岡の各地で，工事実施計
画認可の取消し，工事の差止めを求める訴訟が提訴されている。その争点は，工事による
環境破壊，電磁波の問題，地下水保全の問題，大深度地下を貫くトンネルによる地盤沈下
の危険等多岐にわたっている。
日弁連は，2014 年 6 月，環境影響評価に対する環境大臣意見を踏まえ，自然環境に対す
る悪影響等を徹底的に再検討したうえで，懸念が解消されるまでは計画を認可するべきで
ないという意見書（リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求める意見書）を取りま
とめ，国土交通大臣及びＪＲに提出した。その内容は，前例のない大規模な工事にもかか
わらず，短期間で十分な調査を尽くすことなく環境影響評価を行ったというところである。
特に，地下水減少への対策は，環境大臣意見でも指摘されていたことで，沿線県知事から
も情報や調査不足が指摘されていた。
しかし，ＪＲは，追加調査をすることなく，同年 8 月に環境影響評価書補正書を提出し，
その 2 ヶ月後，国土交通大臣は認可した。
現在，各地で生じている問題は，当時の指摘が顕在化したものとなっている。それも，
現在の環境影響評価手続が，事業者が行った不適切なアセスメントを事後的にチェックす
る体制になっていないこと，許認可決定における横断条項も機能していないこと，やり直
しのアセスを義務づける規定が不存在であることに起因している。
また，2020 年来の新型コロナウイルスは，ビジネス・人的交流の在り方を一変させた。仮
に新型コロナウイルスが収束したとしても，リモート勤務・会議の流れは変わらず，ビジ
ネスにおける人の移動は大きく減少することが予想される。さらに人口減少社会も相まっ
て，リニア新幹線の採算はますます厳しくなることが予想される。こういった事後的な変
化に対する検査制度が存在しないことも，巨大事業においては問題である。国とＪＲは，
この事態の変化を踏まえて，果たして巨額の費用と，自然環境・生活環境への影響を押し
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てでも事業を推進する必要があるのか，真剣にゼロから見直すべきときが到来している。
第２

リニア工事に巻き込まれた住民（長野県大鹿村の例）

日弁連の公害対策・環境保全委員会は，2019 年 9 月 22 日及び 23 日，長野県大鹿村で現地
調査と地元の方からのヒアリングを行った。大鹿村は，工事最大の難所といわれる，南アル
プストンネル掘削工事中でも最大の残土が出されるとされている場所である。
１

長野県下伊那郡大鹿村
(1) 大鹿村
大鹿村は，南アルプス，中央アルプス及び伊那山脈の雄大な自然に囲まれた人口 944
人（2021 年 11 月 30 日現在）の山村で，春は花桃や桜，夏は新緑，秋は紅葉，冬は雪と
四季折々に美しい。海水とほぼ同じ塩分濃度の鹿塩温泉，シカが傷を治したという小渋
温泉等，良質な温泉にも恵まれている。
村を南北に貫く中央構造線は，長い時をかけて大地を刻み深い谷を造り，南は遠山谷
から遠州へ，北上すれば諏訪・佐久を経て北陸に通じる街道となった。
この街道を通して様々な人や文化が入り，大鹿村の歴史が紡がれてきた。自然の美し
さに魅かれ，「半農半 X」（自分達が食べる分の食料は自給農で賄い，残りの時間は自分
のやりたいことに費やす）を志向する国内外からの移住者も多く，現在，年 3 回，移住
希望者のプチ移住ツアーが開催されている。
約 300 年前から受け継がれてきた大鹿歌舞伎は，国立劇場や海外での上演実績もあり，
春秋の公演には県内外から多くの見物客が集まる地歌舞伎で，国指定無形民俗文化財に
指定されている。
2005 年，北海道美瑛町や徳島県上勝町等 7 町村でＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」
連合を設立し，村役場は，「加盟町村と協力しながら，自然と人間の営みが長い年月を
かけてつくりあげた美しい日本を慈しみ，楽しみ，そして，しっかりと未来に残してい
く取組を進めてまいります」と謳っている。
(2) リニア計画
2016 年 11 月大鹿村で南アルプストンネル長野工区（8.4km）の工事が始まった。トン
ネルの延長は約 25 ㎞で山梨・静岡・長野の 3 県に跨がり，標高 3,000m 級の山岳地帯を
貫く。3 箇所の非常口から掘削する予定で工期は 2026 年までとなっている。大鹿村釜沢
等から掘削により排出された残土が既に積み上げられている。

２

残土問題
(1) リニア工事前のトンネル工事による残土
大鹿村は天空の地と言われるように，南アルプスの長野県の麓に位置し，中央高速道
路松川 IC から従来は車で 40 分かかり，小渋川添いの狭小な道路は，リニア関連の資材
や残土の運搬に支障があることから，リニア本抗のトンネル工事に先立って，ＪＲと長
野県によって国道の拡幅工事とトンネル工事（西下トンネル（約 880ｍ），東山トンネル
（約 1,250ｍ））が行われた。
トンネル工事に伴う残土は小渋川の対岸の河川敷脇に今も積まれたままになっている。
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(2) 未定の処分先
急傾斜面が多い大鹿村は大量の残土処理に不向きで，
ＪＲは当初からの掘削残土約 300
万㎡のほぼ全量を村外へ運ぶ意向であった。しかし，受け入れ先が決まらないまま，工
事は着工され，残土がどんどんと村内に積み上げられている。
行き場のない残土は，なし崩し的に大鹿村の自然，生活，歴史，情緒を奪い去り，そこ
かしこに積み上げられようとしている。
(3) 盛土の危険性
村は，非常口に近いエリアに残土活用先を設けることで土砂運搬車両の通行量を削減
する効果と，長年要望してきた狭あい区間の解消を期待して，土砂流出防止や護岸のた
めに崩壊地形下流部の小渋川，鳶ケ巣沢合流地点にリニア残土で盛土する計画を立てて
いる（鳶ヶ巣沢環境対策事業）。
鳶ケ巣地域の残土仮置場は，廃業した養殖場の跡地であるが，ここも残土が満杯とな
ろうとしているため，対岸の崩壊地に残土を置く計画が練られている。
大鹿村のある伊那谷は高い急峻な山々に囲まれ，気象条件によっては集中的に雨が降
りやすい地形である。また，中央構造線などの断層が多く，断層に伴う破砕帯，さらに，
風化しやすい花崗岩や隆起と浸食により地表に表れたマイロナイト（断層深部の変成作
用が働く高温の領域で，壊れることなく塑性変形した断層岩），割れ目が発達し地滑り
や崩壊などを起し易い蛇紋岩などが多く，深層崩壊を起しやすい地域である。1961（昭
和 36）年には，台風の接近と梅雨前線の停滞による激しい雨が伊那谷を襲い，各地で発
生した川の氾濫，土石流，地すべりによる死者・行方不明者は 136 名，家屋の全壊・流
失・半壊は 1,500 戸に及んだ（三六災害）。また，残土を盛土した場合，盛土内浸透水
によって盛土が崩壊する危険性が高い。それにもかかわらず，三六災害で惨憺たる被害
を出した崩壊地の下に造られた村営グランドを整備するという計画で，グランドに大量
の残土が運び込まれている。
３

生活環境の破壊
(1) 残土運搬のために，一日最大 1,736 台もの工事用車両が，今後約 10 年間にわたって村
の道を走る。朝から晩まで続く騒音，振動，粉塵，排気ガス。道路脇の人家の前に防塵防
音壁を築いているが，その効果は，限定的であるだけなく，景観を害するという新たな
環境破壊を生み出している。
大型車両のために道路は拡幅され，村全体が大きな工事現場と化しており，交通事故
や観光客の減少が懸念される。

(2) 残土により少ない農地が益々減ることは，細やかな自給自足であっても生活の基盤を
失うことになる。
また，リニアに電力を供給するため，電力会社によって建設される予定の 4 基の鉄塔
も，電磁波問題のみならず，建設工事自体が牧場経営者にとって死活問題となる。2015
年に移住し，現在，親子 3 人で「１頭ずつの契約飼育，ストレスフリーの生育環境」を
セールスポイントに「アルプス牛」というブランドを確立し，毎年生産地ツアーを行っ
ている牧場があるが，牛舎から僅か 600m しか離れていない山の上に，高さ 80m，154,000V
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の鉄塔が建設されるのである。ストレスに弱い牛達の命運は，親子の夢や希望，未来と
共に，ダンプやヘリの音にかき消されてしまうであろう。
なお，鉄塔の建つ山は傾斜急峻，崩れやすい地層で危険極まりなく，伐採された約 200
本の木はそのまま放置されるという。
４

景観破壊
(1) 大規模工事に必要な大量の電力供給のための電柱の建替や増設，道路の拡幅工事のた
めに道路沿いの木々が伐採され，道路下は垂直のコンクリート壁になった。
すでに，小渋川の河川敷やグランド，農地や旅館の跡地等に積み重ねられた残土で山
村の美しい景観は損なわれている。今後，そこに新たに約 300 万㎡の残土が加われば，
見る影も無くなるであろう。
恒例の秋葉古道ウォーキングで目にする景色が，頻繁に往来するダンプから散らばる
砂利や舞い上がる砂埃で薄汚れ，紅葉の代わりに，「工事中」と書かれた黄色やオレン
ジの看板，黄緑色のフェンス，ブルーシート，白とオレンジの縞模様の三角コーンだけ
がやたらと目につくようでは，「日本で一番美しい村」の名が廃る。
(2) 景観（景域＝ランドスケープ）には自然景観と、人間の社会的，文化的活動の営みによ
って形成された人文景観があるが，鎌倉時代に建立された重要文化財の福徳寺のように
素朴な村の景色の中でこそ味わい深い人文景観は，付帯する道路の拡幅工事などによっ
て自然景観の破壊と人文景観も破壊されてしまうものである。
子々孫々，伝えられてこその文化である。次世代を担う人々が住み続けられなければ
文化は消滅する。自然と人間の営みが長い年月をかけてつくりあげた「日本で最も美し
い村」を，しっかりと未来に残すことによってのみ，景観は保たれよう。

５

生態系の変化
釜沢の集落に永年住む住民によれば，リニア工事が始まってから，シカ，サル，リス等
を見かけなくなり，クマとの遭遇も無くなった。鳥のさえずりの代わりにエンジン音が轟
き，イヌワシ，クマタカ（共にレッドリスト「絶滅危惧種 ⅠB 類」），アカショウビン（長
野県レッドリスト「絶滅危惧種Ⅱ類」）の姿を見ることも無くなったと寂しそうに語って
いた。
長野県の準絶滅危惧種に指定されているモリアオガエルの生息地も残土置き場として埋
められてしまった。残土置き場とするにあたり，ＪＲは環境影響評価を実施し，近隣の生
息地に移動したとあるが，新たな地で定着できるのか，心配である。

６

住民への事前説明と齟齬
(1) 残土置場
ＪＲ側は，住民の意見を無視して，当初計画になかった荒川荘跡地を地権者の了承を
得ているからと本置場としての釜沢地区の山裾に残土を搬入した。
もともと，計画にはなかった荒川荘の跡地は，事前に住民協議会で住民の合意があっ
たとして，本置場とされてしまった。
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一方，釜沢地区で唯一の平地で田んぼが広がる「三正坊」の仮置場も 3 年で農地に戻
すと約束しながら，いつの間にか使用期間を延長されてしまった。三正坊は釜沢地区の
移住者らが稲作の出来る，由緒ある場所であったが（後醍醐天皇の皇子宗良親王ゆかり
の三正坊神社があった場所），現在は残土置場となっている。

（左写真：釜沢地区・三正坊の水田

2018 年 2 月 17 日撮影

（右写真：同地点が残土仮置場として利用されている現状 2021 年 9 月 5 日撮影）
７

まとめ
南アルプス一帯は，国立公園をはじめ，原生自然としての厳重な保全が求められる「大
井川源流部原生自然環境保全地域」で，2014 年には，「自然環境の保全と調和した持続可
能な発展の国内外のモデルとなりうる取組が行われていること」が認められ，ユネスコの
エコパークに登録された。
一つの山塊としては，地下にも地上にも横断構造物が存在していない本州唯一の南アル
プスゆえに，日本の生物多様性を支え，後世に引き継ぐべき財産である。その南アルプス
に大きな穴を穿つことがどのような結果を招くか，人知をもっては計り知れない。

第３
１

長野県内の残土に関する環境アセスメントの問題点

長野県内の残土に関する環境影響評価書（アセス書）について
リニア新幹線建設に先立って行われた環境アセスメント手続き及びその内容については，
幾多の問題が指摘されている。
しかし，本稿では，大鹿村での現地調査で見聞した残土（建設発生土）の処分方法に関
するアセスの問題点に絞って述べることにする。
環境影響評価書によれば，残土に関する記述は「廃棄物等」の項に記載されている。
これによれば，長野県内でのトンネル掘削により発生する建設発生土は 950 万立米であ
り，このうち，大鹿村のみで 302 万 5,000 立米とされている。
しかし，環境アセスが行われた時点では，残土置き場も，残土の処分方法も具体的には
全く決まっていなかった。当然，残土の運搬ルートも未定である。
このような状態で行われた残土の処理に関する環境影響評価は，具体的な方策について
全く触れられていない極めて抽象的な内容であり，全く説得力を欠くものである。
以下に，アセス書に記載された残土に関する環境保全措置の検討，評価の状況を示す。
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２

評価書に記載されている環境保全措置の内容
(1) 建設発生土の再利用
残土に関する環境保全措置として，第一に「建設発生土の再利用」が挙げられている。
環境保全措置の効果として「建設発生土の本事業内での再利用，他の公共事業への有
効利用に努める等，活用を図ることで，取り扱う副産物の量を低減できる」との評価が
記載されている。これに対しての「効果の不確実性」「他の環境への影響」のいずれもが
「なし」の評価である。すなわち，効果は確実であり，他の環境への影響がないという
ことである。アセス書では，これらの方策をとることによって，完全に環境影響への回
避，減少が図られるというお墨付きを与えている。
そのためには，「副産物の分別，再資源化」「発生土を有効利用する事業者への情報提
供」も挙げている。それらについても「効果の不確実性」「他の環境への影響」のいずれ
もが「なし」の評価である。
「情報提供」に関しては，「動植物の重要な生息地・生育地や自然度の高い区域等の改
変を防止するための措置についても情報提供を行うことで，動植物への影響を回避また
は低減できる」との評価がなされている。
しかし，この評価の意味をどのように解したら良いのであろうか。仮に他の事業者が
行う他の事業に残土を提供する場合，当該残土利用地の「動植物の重要な生息地・生育
地や自然度の高い区域」についてもどのような情報提供を行うつもりなのであろうか。
改めて，ＪＲの責任で当該残土移転先の動植物調査を行うつもりであろうか。その移転
先に貴重種がいた場合，果たして残土提供をやめるのであろうか。いかにも自然に配慮
しているというアリバイつくりのために，取って付けたようにこの一文を挿入しただけ
のように思えてならないのである。
(2) 評価書に記載された評価結果
これらの環境保全措置に関する評価は以下のようにまとめられている。
「「建設発生土の再利用」・・・「発生土を有効利用する事業者への情報提供」の環境
保全措置を確実に実施する。なお，再利用及び再資源化できない場合は「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し適正に処理，処分するとともに，基準不
適合土壌が発見された場合には，土壌汚染対策法ほか，関係法令等を遵守し適正に処理，
処分する。」「副産物の減量化，再資源化にあたっては，「長野県建設リサイクル推進指
針」を目標として実施する。したがって，「廃棄物に係る環境影響の低減が図られてい
ると評価する。」と結論付けられている（長野県評価書本編 8-6-1-4）。
しかし，再利用されない残土を法令に従って処分するのは当たり前ではないか。法令
という最低限の基準を遵守しつつ，さらに，環境影響の回避，減少を指向するのが，環
境アセスメントであるから，環境関連の法令を順守すると言うだけで環境影響評価がな
されたとするならば，そもそも環境アセスは全く骨抜きになる。
なお，新たな発生土置き場を計画する場合には，調査及び影響検討を実施し，それら
の内容については，関係自治体と調整のうえで，関係自治体及び地域にお住いの住民の
方への公表をおこなっていくとされている。
ここで述べられているのは，あくまでも地域との調整と公表のみである。新たな残土
置き場に関して地域住民が意見を述べる，それに対して事業者が回答するような場は全
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く考えられていない。
３

長野県の意見
長野県も，残土置き場（仮置き場も含む）について，具体的な内容が全く未定であるこ
とに大きな懸念を示していた。
アセス書作成に先立って長野県より事業者に提出された県の意見書にはこの点の問題点
が以下のように示されている。
「発生土置き場（仮置き場も含む）については，現時点では具体的な計画がないため，設
置場所や運搬ルートが全く未定であるほか，具体的に取られる環境保全措置も確定してい
ない。発生土置き場や運搬ルートにおける他の環境要素への影響も不確定であり，全体と
して大きな不確実性があることから，法の事後調査対象となることを明確に評価書に記載
すべきである。
また，発生土置き場の建設及び供用が周辺環境に及ぼす影響については，本来，本手続
において調査，予測及び評価を行い，その内容について環境影響評価技術委員会で審議す
べきものである。そのため，今後，発生土置き場の計画 が具体的に決まった時点で，調査，
予測及び評価を行い，その結果を公表する とともに，県に報告し，必要な助言を求めるこ
とを評価書に記載すること」
ＪＲが「廃棄物に係る環境影響の低減が図られている」という自画自賛的な評価をして
いるのに対して，長野県は置き場やルートも決まっていない残土処分について環境要素へ
の影響も不確定であり，全体として大きな不確実性があるという，全く正反対の，しかし，
至極真っ当な指摘を行い，少なくとも，法の事後調査対象とすることをＪＲに要求したの
である。
しかし，ＪＲはこの点に関して，「トンネル工事に係る建設工事に伴う副産物の発生量
を定量的に把握した後，関係法令等に基づきこれらを適切に処理，処分することを示して
おり，採用する環境保全措置についても，効果の不確実性はないものと考えられることか
ら，環境影響評価法に基づく事後調査は実施しない」と明言している。
ＪＲのこの回答は，全く答えになっていない。ＪＲの提示する残土処理方法に不確実性
があるかどうか，ＪＲと長野県では見解が真っ向から対立しているが，どちらの見解に合
理性があるのか，指摘するまでもなく明らかであろう。ＪＲは「適切に処理，処分する」と
言うが，示されなければならないのは，如何に適切に処理するのか，その具体的内容であ
る。全く具体性のない残土の本事業内での再利用，他の公共事業への転用が全く明確な見
通しもない，不確実なものであることは明らかである。ＪＲが行うべきは，なぜ「効果の
不確実性はないものと考えられる」のか，根拠を持って示すことであるが，ＪＲは長野県
の指摘に全く，正面から答えていない。いや，処分先が全く決まっていない以上，答える
ことすらできないと考えるべきであろう。

４

残土に関するアセスの示す問題点
(1) 残土の再利用は統計資料から見ても不可能
しかし，長野県内だけでも 950 万立米が発生するという残土を受け入れる現場が，リ
ニア工事期間内に見つかる可能性はあるのだろうか？環境アセス書資料編には，ＵＣＲ
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（株式会社建設資源センター）の公表する年度ごとの残土受入れ実績を示すグラフが掲
げてある。しかし，これによっても一番多い，2012 年度においても 200 万立米にすぎな
い。これはもちろん，リニア工事以外からの受け入れ実績である。リニア工事が本格的
に開始した場合，長野県内だけでも 950 万立米，工事区間全体ではその何倍にも及ぶ残
土が発生する。これを受け入れる余地が新たに生まれるとは到底考え難い。
また，同じく資料編には，2008 年度の関東地域の建設発生土の利用量に関する表が掲
載されている。これによれば，同年度には長野県内では 268 万 7,000 立米の残土が発生
している。このうち，89 万 9,000 立米は現場内での再利用，34 万 9,000 立米は工事間で
の再利用とされており，既に他の工事においても，残土は再利用されているのである。
リニア工事では長野県内での年間発生量の 3.5 倍もの残土が新たに発生するのである
が，長野県内において，これらの再利用先が容易に見つかるとは到底，考えられない。
残土を再利用するというアセスの前提は大きく崩れていると言わざるを得ない。正に
砂上の楼閣である。
(2) 仮置き場の問題
アセスでは残土処理について問題とされているが，残土受け入れ先が決まるまでの仮
置き場については，アセスで触れられることがない。現に大鹿村では仮置き場の設置に
よる環境破壊が大きな問題となっているのであり，仮に，全残土の有効利用が図られた
としても，仮置き場における環境影響が消えてなくなるわけではない。しかし，これに
ついての環境影響評価はなされていない。
しかも，果たして，本事業や他の公共事業での残土受入がなされるかどうか，受け入
れ先が見つかったとしてもそれが何年後になるかどうかは全く未確定である。もし，適
当な受け入れ先が見つからなかった場合は，仮置き場が半ば恒久的な残土置き場になら
ざるをえなくなる。大鹿村の報告で指摘したように，大鹿村の三正坊の「仮置き場」は，
当初三年の約束だったところが，延長されている。しかし，仮置き場としての使用期間
が限定されるケースはおろか，これが恒久的な残土置き場として使用されることになっ
た場合の環境影響評価はなされていない。
５

アセスの本質に反する本アセス
アセスメントは環境に配慮した社会的な意思形成過程である。しかも，その意思形成過
程は透明化されていなければならない。
そのためには情報公開と住民参加が要諦をなす。
「環境影響が大きいと予想される行為の選択については，これを社会に対して説明する
ことが必要となる。そのために，社会構成員が納得するような手続きが求められる。すな
わち，環境影響の予測と評価，それに基づく環境緩和策の選択を，誰にもわかるように透
明な形で行わなければならない」（原科幸彦『環境アセスメントとは何か――対応から戦
略へ」』89 頁（岩波新書，2011 年）

）。

また，環境影響予測については「科学性」も求められる。
「科学性とは再現性のあることである。これは，誰がいつ確かめても同じ結果が得られ
ること」である。「誰もが納得しうる方法で予測されなければ環境への影響を判断するこ
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とはできないからだ。再現性が保証されてはじめて，人々はその情報を信頼できるものと
して判断の根拠にできる」（同上）
では，残土処理に関する本アセスはこの点からどのように評価されるのであろうか。
まず，環境アセス書に記載された，残土に関する環境保全措置の柱は「事業内での再利
用」「他の公共事業への有効利用」である。
しかし，再利用，有効利用ができる保証は全くない。これは全く根拠を欠いた単なる期
待に過ぎない。前述したように，過去の統計資料から見ても，他の事業への有効利用がで
きる可能性は極めて低い。再利用についても，その具体的な方法は全く記されていない。
科学性を全く欠いた環境保全措置であるとともに，「環境影響の予測と評価，それに基づ
く環境緩和策の選択を，誰にもわかるように透明な形で行う」という，社会的な意思形成
過程に必須の情報公開が全くなされていないと言わざるを得ない。
これでは市民は意見の述べようがない。社会的な合意形成のための意義のある住民参加
などおよそ不可能である。長野県の意見書も，環境要素への影響も不確定であり，全体と
して大きな不確実性があると述べるにとどまらざるを得ない。
これは環境アセスメントと言えるレベルのものではない。本来アセスメントと評価され
るべきでないものが，単にアセスの衣をまとっているだけである。
アセスメントは一回行えばよいというものではない。すでに行われたアセスが不十分な
ものであるならば，より科学性があり，透明性の高いアセスを再度，行うべきではないか。
第４
１

静岡県アセス（主に地下水対策）に関する問題点

今，静岡県で起こっている問題
前記のとおり，2021 年現在，静岡県知事はＪＲの工事を許可せず静岡工区は着工できず
にいる。指摘している項目は多数あるが，最大の懸念は，①トンネル湧水による大井川水
資源への影響，②トンネル湧水による南アルプス生物多様性への影響，③大量発生する残
土による生態系，環境への影響である。本稿では，この中でも，トンネル湧水による水資
源への影響について検討する。

２

流量減に関するＪＲの予測と県との交渉経過
ＪＲは，2013 年 9 月の環境影響準備書において，トンネル内での湧水量を 2.67 ㎥/秒，
これにより，大井川の流量は毎秒 2 ㎥/秒の減少と予測した。2 ㎥/秒は，60 万人分の生活
用水に匹敵する。
静岡県は，湧水の全量を大井川に戻すよう求めたが，ＪＲは当初は，「全量を戻す必要
はないと」と反論した。これに対して，県知事が 2017 年，計画見直しを強く求めた。ＪＲ
は 2018 年，全量を戻すことを約束したが，2019 年には一転，工事期間中は戻すことはでき
ないと表明し，県との協議は紛糾し，現在もなお膠着状態にある。
静岡県は，そもそも，トンネル内湧水・大井川の流量減少の予測の根拠とされた環境影
響評価での調査の不十分さも指摘している。
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３

ＪＲが行った調査，環境影響評価及びその対策
(1) ＪＲによる「流量減」の予測について
2013 年 9 月の環境影響準備書において，
「大井川で毎秒約 2 トンの減少」を予測した。
2014 年 4 月の環境影響評価書・8 月の同補正書でも，準備書と同じ流量減の予測をして
いる。
また，地質の評価については，赤石山脈の地質は，深層では，四万十帯で硬質の岩石と
透水係数を低く評価した。浅層は，透水係数も高いと評価し，表層の地下水の流れと，
深層の地下水の流れは断絶され，お互いには影響しないという前提に立っている。
(2) 評価の前提となった調査
この評価の前提となった調査は次のとおりである。
地下水量・水質については，現地の既存の井戸 2 箇所で調査をしている。水質調査は，
準備書に先立つ，2012 年 12 月 4 日，水位の調査は，春・夏・秋・冬の 4 回である。
次に地盤の評価については，山岳部の非常口で１カ所，坑口部で隣接した 2 本のボー
リング調査を行うほかは，文献調査を行ったのみである。
しかし，この環境影響評価では，本件工事に関連して設置される予定の各施設につい
て，おおむねの位置が示されるのみで，その規模・構造等の具体的な計画が示されてい
ないところが問題である。
(3)

環境影響評価で示された保全措置と自己評価

①

次にＪＲは，保全措置として，
「適切な構造及び工法の採用」として，先進ボーリン

グ，必要に応じて薬液注入を実施することや覆工コンクリートと防水シートを設置す
ることで地下水への影響を低減，また，工事前から工事中にかけて，河川流量や地下
水の水位等の調査を行い，掘削中は，湯水量や地質の状況を慎重に確認し，浅層と深
層の帯水層を貫く場合は水みちが生じないように通過し，湧水量の多い箇所に対して
は，覆工コンクリートや防水シートを設置し，地下水の流入を抑えることなどにより，
地下水への影響を低減するとしている。
この効果については，不確実性は「なし」との評価で，この保全措置ついて，「表
（環境保全措置の内容が記載）に示した環境保全措置を確実に実施することから，地
下水にかかる環境影響の低減が図られている」と自己評価している。
②

また，
「水資源への影響 予測結果

河川の水質及び流量への影響」については，
「一

部河川において，河川流量に影響があると予測する。特に西俣では，流量減少が見ら
れるが，その原因として，トンネルが断層や破砕帯を横切る区間が存在し，トンネル
内の湧水が増加し，その分地下水から河川への流出量が減少した結果，下流の河川流
量が減少したものと考えられる。
なお，今回の河川流量の予測は，覆工コンクリート，防水シート薬液注入を実施し
ない条件下での計算の結果であり，事業の実施にあたっては，さまざまな環境保全措
置を実施することから，河川流量への影響を小さくできると考えている。」との自己
評価である。
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４

具体的な根拠を欠く評価
南アルプスは，西側は中央構造線，東側を糸魚川-静岡構造線という大断層に区切られ，
プレート活動により地層が大きく重なるように曲がり，現在も年 3～4 ミリの隆起を続けて
いる地帯で，その地質は十分には解明されていない。
ところが，ＪＲは，前記のとおり，2 カ所のみのボーリング調査で透水係数を導き，トン
ネル湧水量を算出した。そして，工事中で先進ボーリングを慎重に進めること等により，
リスクを直前・事前に把握して管理を行う（工事を進める）とのことである。
これは，工区の地質が均質であることを前提に成り立つ対策であるが，上記のとおり，
南アルプスの地質は，複雑かつ現在も変化を続けている。このような地域で 8.9 キロに渡
る工区の地質が 2 カ所のボーリングのみで把握できるとは到底考えられない。
また，静岡県は，断層破砕帯（断層面に沿ってできる岩石破砕帯）には大量の地下水が
帯水され，現在は土圧によって少しずつ地下水として湧水しているが，そこにトンネルが
できることで一気に吹き出し，地下水の枯渇を招く危険があると指摘している。その点が，
事前にリスクとして評価されず，対策も講じられていないことを問題視している。
このような不確実なリスクに対して，ＪＲの対策は，具体的な場面，シミュレーション
をしめさず，薬液注入，覆工コンクリート，防水シートを設置するなど「適切な工法を選
択する」，「慎重に調査」，「水みちが生じないように通過する」というものである。一言
で言えば，
「状況に応じて適切に対応する」と言っているに等しい対策しか示していない。

５

まとめ 調査評価の不足～市民の意見の反映，環境影響の回避・対策とはいえないアセス
リニア静岡工区は，大井川の水源地帯で行われる。大井川の水は 8 市・2 町，流域人口は
62 万人である。大井川は，「箱根八里は馬でも越すが，越すに越されぬ大井川」とうたわ
れるほどの豊富な流量を誇っていた。これが，明治以降，水力発電のための取水により，
川の流れを奪われ，「河原砂漠」と言われるほどに流量が減り，井戸水涸れ，特産品である
お茶の品質劣化にもつながった。そこで，1988 年，流域住民が立ち上がり，中部電力に対
し，放流量増を求めて練り歩く「水返せ運動」が展開され，川の水を取り戻した歴史があ
る。その後も，毎年のように取水制限がかかるなど慢性的な水不足にある。
本件でＪＲが示した環境影響評価は，流量減少は生じ得るが，適切に対策をとるので影
響は小さいというもので，地元住民の不安を払拭するものではなかった。
そして，環境影響評価上「対策はとった」として，国土交通大臣が認可をしたにもかか
わらず，実際のところ，流量減少は避けられないことが明らかとなった。ＪＲは，くみ上
げポンプを新たに設置することに計画変更をした。しかし，このくみ上げポンプも環境影
響を生じる設備であるにもかかわらず，その環境影響評価は行われていない。そして，こ
のくみ上げポンプでも一定期間の流量減少は避けられないとのことである。
十分な調査もせず，「対策をした」「不確実性はない」「影響は小さい」と環境影響評価
書を提出したＪＲ，それで工事を認可した国土交通大臣は，大井川の水量に依存している
住民の生活を軽視していると言わざるを得ない。
静岡県で現在生じているＪＲとの対立は，事業者の不十分なアセスを事後的にチェック
する体制になっていないこと，アセスの内容を担保するはずの横断条項が機能していない
ことを如実に示す例となっている。
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静岡県の地下水対策については，環境影響評価のやり直しが必要である。
第５
１

リニアアセスの問題点のまとめ

不十分な調査
前記のとおり，リニアは全長 286 キロ，うち 246 キロはトンネルという事業である。山
梨のリニア実験線の工事のみですら，水源の枯渇の例があるように，適正な環境配慮には，
長期間をかけて，慎重に影響を調査する必要が高いにもかかわらず，調査期間が極めて短
く，測定箇所（地下水関係）も極めて少ない。
2014 年 3 月の各都県からの意見でも，ほぼすべての項目について情報や調査が不十分で
あるとの指摘もされていたが，追加調査をすることなく，翌月に評価書を提出している。
残土については，「建設発生土の本事業内での再利用，他の公共事業への有効利用に努
める等，活用を図ることで，取り扱う副産物の量を低減できる」等と評価するのみで，具
体的な再利用先，仮置き場が決まらないまま見切り発車されている。

２

配慮への検討・説明の不十分さ
また，評価書段階においても，ＪＲは，「（今後）確認調査を行います」「今後協議を踏
まえて決定してきます」「さまざまな環境保全措置を実施することから河川環境への影響
を小さくできる」という記載が多い。要するに今後の工事の進捗に応じて適切に対処して
いくので，環境負荷を回避・低減できるといっているに等しく，これでは，環境影響を評
価し，工事計画に反映しているとは言い難い。

３

手続参加
また，上記のような結論のみ・抽象的な記載では，これに対する市民による意見も出し
ようがない。また，その反映というところも不十分である。住民らの意見が反映されたと
は言い難い。

４

チェック機能の不備
環境影響評価において，環境大臣も，いくつかの意見を述べているが，これへの対応・
説明が十分にされたとは言い難いまま，国土交通大臣は，10 月，認可決定をしている。
現在生じている諸問題（残土・地下水問題）はいずれも，当初から懸念されていたこと
で，大臣の許認可における環境配慮の審査（横断条項）が，環境保全のために機能してい
ないことを如実に表している。
リニア工事地域で現在でている各問題は，環境影響評価法の機能していないことを示し
ており，これを放置することは，事業者の環境配慮は，本件アセスの程度でも足りるとい
う悪しき先例を残すことになる。

第６
１

環境影響評価を実効あらしめるために必要なもの

環境影響評価法・横断条項のあるべき姿
(1) 環境影響評価法の趣旨・目的
全幹法は，正面から環境配慮を求める規定はない。しかし環境影響評価法 33 条（横断
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条項）により事業者の環境配慮も認可の際の審査の対象となっている。
環境影響評価法の目的は，環境保全と国民の健康で文化的な生活の確保（法１条）で
ある。また，住民参加の手続の規定は，住民等，環境保全の見地から意見を有する者の
意見を事業に反映させることである。つまり，環境アセスメント手続は，科学性と民主
性が基本的な要件となる。
(2) あるべき環境アセス，大臣の許認可
① 「適正な（環境）配慮」
事業にかかる環境保全への「適正な配慮」（環境影響評価法１条・33 条等）とは，
単に法令の基準を遵守すれば足りるのもではなく，可能な限りの環境負荷の回避・低
減を目指すものでなければならない。環境影響の回避・低減のための最善の努力がさ
れたかどうかを評価の基本とする趣旨であるから，十分な調査が必要であることはも
とより，事業者の説明は抽象的・一般的なものでは不十分で，環境影響の回避・低減措
置の効果の程度，技術的な可能性について，個別具体的な見解を示す必要がある。ま
た，このことは住民等の手続参加の前提でもある。
②

住民参加
環境影響評価は，市民の意見に対する配慮義務と応答義務を事業者に課しているこ
とからも，単なる情報公開・情報収集のための制度ではない。
アメリカの判例・通説においても，環境影響評価の主たる機能は，行政の意思決定
への参加権を保障し，市民を効果的に参加させるために市民に情報を効果的に提供す
ることすることにあるとされている。

(3) 現状
しかし，上記に見てきたとおり，リニアアセスに典型的に現れているとおり，現状の
環境影響評価は，事業者自身による調査・対策・その自己評価を，大臣が単に追認する
手続きに成り下がっていると言わざるを得ない。そして環境影響評価で，対策されたは
ずの問題が，現に環境問題として現れ多くの市民の生活に悪影響を及ぼしている。
現状の環境影響評価法が万全なものではないものの，その趣旨にのっとった運用がさ
れているとは現在言い難い状態にある。
環境影響評価法を通じた環境保全が図られるために運用面・司法救済の面において以
下の運用がなされる必要がある。
２

科学性・民主性に則った厳格な運用
現行制度の立て付けは，環境保全に万全を期すための評価作業の実施とそれに基づく評
価書の提出を，開発行為を行う当事者の自己評価に委ね，それを大臣がチェックする仕組
みになっている。この評価が科学性・客観性を備えているか否かはこれに対する住民等の
意見の提出とそれへの配慮義務・応答義務による住民等の手続参加により，検証され，最
終的には担当大臣～主に国土交通大臣が判断することとなっている。
現行法でも，事業主体による調査・評価が科学性・客観性を備えるために，詳細な調査
を義務付けるほか，環境保全措置が実効性あるものかを厳格に審査することは可能である。
住民らが意見を述べた要望や懸念に対しても，事業者は，開発にとってマイナスとなる情
報であっても開示し，その対策がとられているかを検証するという運用は可能である。
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しかし，現行法の運用は，事業者が「適切に対応するので環境負荷が回避・低減される」
と評価すれば，大臣はそれを信用するという運用になっており，客観性・科学性が担保さ
れず，また，それを担保するために必要な住民らの手続き参加のための情報公開も不十分
なままでの運用がなされている。
今回の大臣認可は，沿線自治体の知事や，あるいは日弁連等が指摘した懸念に対し，Ｊ
Ｒは追加調査をすることなく，補正書を提出し，大臣はこれを信用し認可した。このよう
な運用は環境影響評価の悪しき先例となりかねない。
伊方原子力発電所３号炉の運転差し止めを求めた仮処分決定で，2020 年 1 月 17 日広島
高裁は，「ある問題について専門家の間で見解が対立している場合には，支配的・通説的
な見解であるという理由で保守的でない設定となる見解を安易に採用することがあっては
ならない」と判示した。アセスにおいては，少なくとも自治体の長や所轄大臣が懸念を表
明している場合には，その懸念を踏まえて追加調査・評価をするべきである。
今一度，環境影響評価の趣旨・目的に立ち返った厳格な運用がなされる必要がある。
３

司法手続
環境配慮が適切になされているかを事後的に検証する手段としては，司法手続きが残さ
れている。しかし，現状は，原告適格の狭さに阻まれ，それを乗り越えた先の実体審理に
おいても，裁判所は，大臣の裁量を広く認めており，司法による救済は十分に図られてい
ない。
住民・市民による司法救済を実効性あるものにするには次のものが必要である。
(1) 原告適格の拡大
国土交通省を被告とし，リニア中央新幹線の事業認可の取消を求める，「ストップリ
ニア訴訟」は，リニアが通過する一都六県の住民 782 名が原告となって 2016 年 5 月の提
訴以降，期日が重ねられてきた。
しかし，審理途中の 2020 年 12 月 1 日，東京地方裁判所は，原告適格の争点について，
原告 782 名中，約 7 割の 532 名に原告適格がないとの中間判決をした。リニアに乗車す
るであろう者，立ち木トラストのオーナー，車両基地予定地にある地元住民土地に借地
権を有する者については，原告適格が否定され，ルート上に水源を有して生活水，農業
用水として利用している者，ルートないし関連施設の近隣住民にのみ原告適格を認める
判断であった。
自然環境に与える影響やリニアの安全性に関する問題は，周辺住民に限定されるもの
ではなく，その自然環境に出かける者，リニアを利用する者等，利害関係を有する者は
きわめて広範かつ多様である。
しかし，同判決はリニアに乗車するであろう可能性は抽象的なものに過ぎないと言っ
た一方で，ＪＲは，東海道新幹線の利用者の半数がリニアに乗り換えるであろうことを
前提に需要予測を立てている。両者は明らかに矛盾するであろう。
千葉県北西部と東京都東部を結ぶ北総鉄道の運賃が高額であるとして，沿線住民ら 5
名が国を相手取り，北総鉄道株式会社に対する運賃の認可決定の取消し及び値下げにつ
ながる変更を命じることを求めた訴訟では，東京地方裁判所は 2013（平成 25）年 3 月 26
日付けの判決で，居住地から職場や学校等への通勤や通学等の手段として反復継続して
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日常的に当該鉄道を利用している者について，原告適格があることを認めた（東京地裁
平成 25 年 3 月 26 日判決・判例時報 2209 号・裁判所ＷＥＢ）。同事件は運賃の設定が争
われ，沿線住民の経済的負担への影響が必至であることから原告適格を認めたものであ
るが，リニアによる，生命身体の安全・生活環境への影響といった法律上の利益も保護
の必要性が高いことには変わりはないであろう。
リニアのような巨大な事業を争う訴訟における原告適格の拡大は，司法による行政の
チェックのために喫緊の課題である。
(2) 大臣裁量の羈束化
また，許認可の取消を求める行政訴訟において，裁判所は，許認可をした大臣の裁量
を広く認め，裁量権の逸脱・濫用があった場合に当該許認可が違法でありこれを取り消
すという枠組みを採用している。
しかし，裁量権の逸脱濫用という判断基準は，予算の配分等の政策課題については妥
当するものの，環境保全の問題は，単なる政策課題ではなく，現在・未来の人類の生き
る権利の基盤をなす問題である。また環境負荷や対策の実効性は，科学的・客観的な判
断が可能である。
よって，環境への適正な配慮がなされているか否かの判断を司法審査するに当たって
は，大臣の政策的な裁量に委ねるのではなく，羈束裁量性があることを認め，裁判所は，
その判断により深く踏み込むべきである。
具体的には，大臣や自治体の長が出した意見に対して事業者が対して事業者が対応し
ているかは，厳格に判断されるべきである。大臣が，環境影響に対する懸念を示しそれ
への対応を意見として述べたにもかかわらず，事業者が未対応でも大臣が裁量的に「適
切な配慮がなされている」として許認可をすることは自己矛盾である。大臣意見への対
応がなされていることも，大臣の許可の要件とするべきである。
(3) 公金支出検査の観点から
①

公金検査請求訴訟法
リニア事業に対しては，国から 3 兆円の規模の財政投融資が行われる。リニア事業

に対しては，事業計画認可の時点で，環境負荷の問題だけでなく，その需要予測の過
大評価から採算性に対する疑問も呈されている。採算性がない民間事業に対し，国が
安易に税金を投入することがあってはならないことは明らかである。
地方自治法においては，地方自治体の住民が，財務行為の違法性をチェックし，損
害を回復する訴訟として「住民訴訟」が認められている。住民訴訟は，公共事業の談合
や裏金問題等で，住民の訴えに基づき裁判所が違法性を認定し，地方公共団体に生じ
た損害が，回復・防止されるなど，一定の効果がある。また，地方自治体が行う開発行
為に対し，それによる環境破壊の問題を，公金支出の違法と構成して争う裁判もたた
かわれてきた（霞ヶ浦オオヒシクイ自然の権利訴訟等）。納税者という資格で自治体
の公金支出の違法性を争う住民訴訟は，原告適格の問題を容易にクリアすることがで
きる。
ところが，地方公共団体以上に多額の税金が支出される国の場合には，その違法な
行為が明らかになっても，同じく納税者でありながら，国民がこれをただす訴訟は認
められていない。日弁連は，2005 年 6 月，「公金検査請求訴訟制度の提言」を発表し，
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同制度の新設を提案した（https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/
2005/2005_41.html）。
②

事後的な検査制度導入の必要性
また，本件リニアに関しては，事業計画認可・財政投融資の決定以後に生じた，2020

年のコロナ問題は，人の移動への一大変革をもたらした。また，同年，政府は，2050 年
までに温室効果ガス排出ゼロを目指す方針を打ち出した。リニアは多大な電力を消費
する。もとからの人口減少社会の進行とともに，コロナ以後はなおのこと採算性はな
くなるであろう。また，その中で大量の電気を消費するリニアを建設することは，温
室効果ガス排出ゼロの方針と矛盾する。
したがって，前記の公金検査請求訴訟の手続では，長期の工事（政府資金の投入）に
対しては，事業認可決定後の事情変更も加味して判断できる法的な枠組みが必要であ
る。
公金支出の事後的な検証は，必ずしも司法手続きによらず，行政機関においても絶
えず行われる必要がある。この点で，日弁連は 2012 年「公共事業改革基本法（試案）」
（https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2012/120614.html）にお
いて，独立・中立の公共事業評価審査委員会の設立の必要性を指摘した。
リニアの問題は，ポストコロナ・温室効果ガス排出ゼロをめざす時代にもリニアが
必要かを検証すべき段階になっている。
【参考文献】
＊

中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書（平成 26 年 8 月）（ＪＲ東海ホーム
ページ，閲覧日：2022 年 3 月 11 日）
https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/assessment/

＊

リニア中央新幹線整備工事に伴う環境への影響に関する対応（静岡県ホームページ，閲
覧日：2022 年 2 月 24 日）
https://www.pref.shizuoka.jp/linear.html

＊

リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求める意見書（2014 年 6 月 19 日）
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2014/140619_4.html

＊

公金検査請求訴訟制度の提言（2005 年 6 月 16 日）
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2005/2005_41.html

＊

公共事業改革基本法（試案）（2012 年 6 月 14 日）
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2012/120614.html

＊

橋山禮治郎「リニア新幹線 巨大プロジェクトの真実」（集英社新書，2014 年）

＊

原科 幸彦「環境アセスメントとは何か――対応から戦略へ」(岩波新書，2011 年)
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第４節
第１

原子力発電の終焉に向けて何が必要で何ができるか

序―本書の要旨

原子力発電所（以下「原発」という。）は必要であり，安全であるとして利用が推進されて
きた。また，核燃料サイクルは，原発利用の未来を築くものとして推進されてきた。放射性
物質が大量に放出されるような事故は，隕石に衝突するような確率であるという言われ方も
していた。原発の運転が進められると事故は度々起こり，その度に原発の安全性に対する疑
念が巻き起こったが，利用推進の立場の人たちが何らかの理由をつけて疑念を鎮めようとし
てきた。
そのような状況下において，すぐ傍で福島第一原発事故が発生し，最早疑念ではなく，原
発は危険であると突きつけられ，利用推進の立場の人たちも原発は安全であると喧伝できな
くなった。そればかりか，当初から絶対的安全は達成不可能であったと開き直りを見せるよ
うになった。さらに，事故後に原発が稼働していない現実から，原発の必要性も金科玉条の
ものではないことが世間に知らされた。一方，核燃料サイクル政策の不可欠の事業である高
速増殖炉の原型炉の「もんじゅ」は火災事故を起こし，その後廃止が決まり，正規の核燃料
サイクル政策は終わった。
また，原発の明らかな負の側面として当初からトイレ無きマンションと言われ，高レベル
放射性廃棄物の処理処分の方法がないまま原発の利用が進められていたが，その解決策は決
まらないまま現在まで推移している。
以下には，原発利用推進の理論あるいは推進策そのものが，度々起きた事故でどのように
変化し，あるいは，どのように変化しなかったのか，高レベル放射性廃棄物の処分問題はど
のようになっているのかを概観し，それらの事故や原子力政策あるいは高レベル放射性廃棄
物の問題に対し，日弁連がどのような視点でどのような目標を掲げて活動してきたかを確認
する。
そして，原発の終焉に向けて私たちに何が必要で何が可能なのかという視点から，福島第
一原発事故後に変化した訴訟の状況及びこれから裁判で原発を止めるために求められる理論
を述べ，最後に，原発のない社会とそれに向けて社会が動くために必要な制度並びに弁護士
及び弁護士会の活動として求められることについて展開し，近未来の弁護士像につなげたい。
第２

これまでの原子力政策と原発事故について

日本の原子力政策は，国策として実施されてきた歴史があり，これまで日弁連は，日本の
原子力政策の影で生じ，また生じるおそれのある人権侵害に目を向け，その都度提言をして
きた。以下では，日弁連からの提言の前提としてこれまでの日本の原子力政策について簡潔
に述べる。
１

福島第一原発事故までの日本の原子力政策

(1) 核燃料サイクルの推進
1955 年，原子力の研究，開発及び利用をその目的とした原子力基本法が成立し，翌年
には原子力委員会が発足した。原子力委員会は「原子力の研究，開発及び利用に関する
長期計画（原子力開発利用長期計画）」（第一次原子力長期計画）をまとめ，高速増殖炉
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の開発，原子燃料製造及び燃料要素の再処理の全てにわたっての国産化を目標とした。
原発を含む核燃料サイクル政策のスタートである。
海外から研究用原子炉の導入が進められるとともに，実用原子炉の受け入れ主体とし
て，1957 年に日本原子力発電株式会社が発足し，1960 年に日本初の商業用原子炉に着工，
1965 年に臨界に到達した（東海発電所）。
1960 年代になると，アメリカが積極的に商業用軽水炉を開発，国外にも輸出するよう
になり，日本国内においても，1966 年の敦賀原発の着工を皮切りに，福島原発，美浜原
発，玄海原発，女川原発，浜岡原発，伊方原発と次々に米国製の軽水炉が着工された。
1960 年代後半になると，原発の技術の国産化が進展し，プラントの国産化が進んだ。
1970 年代になると，オイルショックにより原子力への期待が高まり，原発立地の確保
を容易にするため，1974 年「電源開発促進税法」，
「電源開発促進対策特別会計法」及び
「発電用施設周辺地域整備法」のいわゆる「電源三法」が整備され，原発立地にはこれ
ら法律に基づいて多額の交付金等が交付されるに至り，原発立地が確保され，その後多
くの原発が建設されるに至った。
1984 年，核燃料サイクル実施に向け，電気事業連合会は，青森県及び同県六ヶ所村に
対し，核燃料サイクル施設を六ヶ所村に集中立地することを申し入れ，翌年，青森県知
事が許諾，以降六ヶ所村に核燃料サイクル関連施設が建設されることになった。
(2) 「もんじゅ」ナトリウム漏えい事故と JCO ウラン加工工場臨界事故
後述するように 1979 年にはスリーマイル島原発事故，1986 年にはチェルノブイリ原
発事故といった大規模な被害が発生した原発事故も発生したが，それによって国の原子
力政策の方針が転換することはなかった。
1977 年には，高速増殖炉の実験炉が臨界に達していたが，それを元に 1983 年に高速増
殖原型炉「もんじゅ」の原子炉設置が許可された。
「もんじゅ」は，1994 年に臨界を達成
したが，1995 年，二次冷却系配管に設置された温度計の破損によるナトリウム漏えい事
故が生じた。
1999 年には，茨城県東海村にある JCO ウラン加工工場において，臨界事故が発生した。
この臨界事故により大量に被爆した作業員 2 名が死亡し，周辺地域に放射性物質が放出
され，住民も避難する事態に陥った。この事故は，国際原子力事象評価尺度（INES）にお
いてはレベル 4（事業所外への大きなリスクを伴わない事故）と評価され，当時の日本に
おける最大の放射能漏れ事故であった。
(3) 事故後も変わらない政策
1990 年代，もんじゅ，JCO と大きな事故が続いたが，その後も核燃料サイクル政策は
続けられた。2000 年に策定された第 9 次原子力長期計画においても，21 世紀の原子力発
電は，地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から，引き続き基幹電源に位置付け
最大限活用することとされ，引き続き核燃料サイクル政策を推進することが示された。
2002 年に施行されたエネルギー政策基本法により，国はエネルギー基本計画を策定す
るものとされたが，2014 年に策定された第 4 次エネルギー基本計画までは，原子力発電
を「基幹電源」と位置付け引き続き推進するとした上で，「我が国は，資源の有効利用，
高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から，使用済燃料を再処理し，回
収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている」
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として核燃料サイクルの推進がエネルギー政策の中心に位置付けられた。
また，原発の運転により発生する高レベル放射性廃棄物の「最終処分」方法について
も，2000 年 5 月，
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」
（最終処分法）が成立し，
高レベル放射性廃棄物（特定放射性廃棄物）の最終処分方法として地層処分を行うもの
とし，処分実施主体の設立，処分費用の確保，三段階の処分地選定プロセスについて定
められた。実施主体については，民間の発意により経済産業大臣が認可して設立された
法人である原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が地区の選定，最終処分の実施，拠出
金の徴収等の業務を行うものとされた。
以上のとおり，様々な事故が発生しながらも，核燃料サイクル政策から抜け出せない
まま，日本は福島第一原発事故の日を迎えることとなった 1。
２

国外の原発事故とその影響
国外にも目を向けると，福島第一原発事故前にも大きな原発事故は発生している。アメ

リカのスリーマイル島原発事故とソ連のチェルノブイリ原発事故が著名であるが，それら
の被害と日本国内への影響について以下，述べることとする。
(1) スリーマイル島原発事故
1979 年 3 月 28 日午前 4 時頃，アメリカ，ペンシルバニア州のスリーマイル島の原発
（ＴＭＩ）の 2 号機（Unit 2）がメルトダウンした。経緯については不明な点も多いが，
2 次冷却水の供給停止後，加圧器逃し弁（ＰＯＲＶ）が圧力を逃すために開いたが，その
後，約 2 時間程度，PORV は開きっぱなしとなり，そのことに気付かなかったオペレータ
ーが炉内の水蒸気によって水位高と表示されたのを見て緊急冷却装置を停止させてしま
った結果，炉心が急速に加熱され，メルトダウンに至ったものと説明されている。事故
発生から約 2 時間半後からは，燃料棒は溶け出し，放射性ヨウ素やキセノンといった放
射性希ガスなどが冷却水に放出され，10 時間後には，水素爆発が発生し，環境中に放射
性物質の放出がなされることになった。
ＴＭＩ周辺 20 マイル半径内に関する州の調査によれば，当該地域に居住していた 68
万 2,400 人中 15 万人が事故のため，避難したと言われている。
本事故については，クラスアクションでの民事裁判が提訴され，裁判所において 3 つ
のクラス（事業者の経済的損失，自然人の経済的損失，個人の身体的・感情的損害）に分
類され審理された。裁判所は，クラス 3（感情的損害）については，クラスアクションと
して取り扱うのは適切ではないとしつつ，被ばくによる将来の健康被害に関し，幅広い
懸念が存在していることを認め，医療モニタリングに関する要請についてクラスアクシ
ョンとすることを認めた。
1981 年には，クラス 1 及びクラス 2 に関する損害について和解が成立するとともに，
和解金額 2,500 万ドルのうち 500 万ドルについてはクラス 3 の医療モニタリングに充て
られることとなった。この和解成立後も，個別救済を求める訴訟が提起され続けた。放
射性物質の被ばくとダウン症の子の出生の関連性について争われた訴訟では，事業者が

1

相樂希美「日本の原子力政策の変遷と国際政策協調に関する歴史的考察：東アジア地域の原子力発電導入への
インプリケーション」（独立行政法人経済産業研究所，2009 年 9 月）

－ 141 －

1,400 万ドル（日本円で約 18 億円）を支払う和解が成立したことが報道されている。
いずれにせよスリーマイル島原発事故は，原子力発電が開始されてからの当時におけ
る最大規模の事故であり，原発が安全な施設ではなく，事故により住民に被害が発生す
るとともに事業者がその賠償義務を負うという現実が明らかとなった。
日本国内においては，原子力委員会が，この事故を受けて事故内容について特別委員
会で検討し，その後，1980 年に「我が国の原子力安全確保対策に反映させるべき事項」
として 52 項目がまとめられ，公表されるに至った。しかし，シビアアクシデント対策は
日本では十分に安全が確保されているから規制する必要はないとされ，それまでの原子
力政策からの変更はなかった。
(2) チェルノブイリ原発事故
1986 年 4 月 26 日，チェルノブイリ原発 4 号炉で爆発的事故が発生した。この時，4 号
炉ではタービンの慣性力を用いた非常用電力の取り出し実験が行われていた。実験途中，
核反応が不安定になり急激な出力上昇が起き，緊急停止装置を作動させたが間に合わず，
その結果，核分裂連鎖反応の暴走とそれに伴い燃料が溶融飛散して冷却水に接触して水
蒸気爆発に至った。さらに，ジルコニウムと高温の水蒸気が反応して発生した水素に引
火して水素爆発が起こるとともに，黒鉛火災も発生した。
4 号炉には 192 トンの核燃料が装荷されていたが，核暴走に伴う爆発で，数十トンの核
燃料が瞬時に蒸発，さらに，数十トンの核燃料が炉心構造材とともに吹き飛ばされた。
原子炉に残った核燃料も高熱のために溶けて流れ落ちた。こうして，大量の放射性物質
が放出・拡散し，ヨーロッパ全土が放射能により汚染された。
当時，近隣のプリピャチ市には原発労働者及びその家族合計約 5 万人が居住していた
が，いずれも避難し，再び帰還することはできなかった。また原発の処理作業のため数
十万人もの作業者（リクビダートル）が高線量の中処理作業に従事し，被ばくし，その
後，その影響で多くの者が命を落とした。
事故後，十分な情報公開が無かったことから，汚染状況，避難状況等に不明な部分は
大きいが，旧ソ連 3 か国（ロシア，ウクライナ，ベラルーシ）は，いずれも一定の放射
性セシウム汚染がある地域の住民に対しては，一定の救済措置を講じることとなった。
事故後，35 年が経過した現在においても，チェルノブイリ原発近辺に居住していた住
民の中には健康被害を訴える者が後を絶たない。爆発を起こした 4 号炉は「石棺」と呼
ばれるコンクリートなどの建造物で覆われた後，2019 年には「石棺」を外側から覆う巨
大なシェルターも設置されるなど，放射性物質の飛散を防ぐための対策が続いているが，
いまだ廃炉に向けた具体的な目途は立っていない。
日本国内おいては，事故後，原子力安全委員会が，チェルノブイリ原発事故について
特別委員会を設置し，調査・検討が行われ報告書がまとめられた。しかしながら，本件事
故については，
（日本の炉とは異なる）黒鉛炉の安全設計上の欠陥及び運転操作上のミス
が重なった事故と結論付けられ，日本で現行の安全規制やその慣行を早急に改める必要
はなく，防災対策についても現在のやり方を変更する必要はないものとされた。
チェルノブイリ原発事故により，もはや原発の安全神話は終焉を迎え，多くの人々に
被害を及ぼし，海外においては原子力政策を転換した国もあった。しかし，日本国内に
おいては原発の安全神話は揺らぐことなく，福島第一原発事故まで継続することとなっ
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た。
(3) 福島第一原発事故とその後の状況
国内外での事故等による被害を経験しても変わることのなかった日本の原子力政策で
あるが，福島第一原発事故が発生し，原発の危険性が露呈し，以降のエネルギー政策に
大きな影響を与えることとなった。以下では，事故後 10 年の原子力に関する情勢の変遷
について簡潔に述べることとする。
①

福島第一原発事故の概要
2011 年 3 月 11 日，三陸沖の太平洋を震源としてマグニチュード 9 を超える超巨大

地震が発生した（東日本大震災）
。当時，福島第一原発 4～6 号機は定期点検のため停
止中であったが，稼働中だった 1～3 号機がこの地震により自動停止した。
地震により，1～4 号機は発電所内の受電設備が損傷し受電不能となった。受電不能
によりいったんは非常用交流電源（ディーゼル発電機）が起動したが，その後，数次に
わたり原発を大きな津波が襲い，これにより，1～3 号機はともに全交流電源喪失状態
に陥った（ただし，津波到達以前に津波以外の原因（地震等）により全交流電源喪失状
態に陥ったとの指摘もある。）。冷却用海水系ポンプはむき出し状態に設置されていた
ので津波によって壊された。
その結果，核燃料が冷却できずに融解し，12 日には 1 号機が，14 日には 3 号機が，
そして 15 日には 2 号機，4 号機が爆発し，大量の放射性物質が外部へと放出される事
態となった。
各原子炉から大気中に放出されたヨウ素 131 とセシウム 137 は，2011 年 3 月 11 日
～4 月 5 日の間，各々1.5×1017Bq，1.3×1016Bq にのぼるとされている 2。
また，各原子炉から海中に放出されたヨウ素 131 とセシウム 137 は，各原子炉の海
側 1 ㎡の範囲かつ 2011 年 3 月 26 日～9 月 30 日の間ではあるが，各々0.11×1017Bq，
0.36×1016Bq にのぼるとされている 3。
2011 年 4 月 21 日以降，福島第一原発から半径 20km 圏内は警戒区域，放射線量が年
間 20mSv を超える区域は計画的避難区域として居住が制限され，約 13 万 3,720 人が避
難した 4。また被ばくによる健康被害をおそれ，避難区域外の住民も数多く避難した
（区域外避難者）。事故から 10 年経過した 2021 年時点においても，帰還困難区域が指
定されており，いまだ福島県内の約 7,000 人もの人が避難生活を強いられている。
福島第一原発事故当時の原発の安全審査基準においては，短時間における全交流電
源喪失しか想定されていなかった上，地震についても過去の記録から妥当と考えられ
るものを想定すれば良いとされていた。また複数機器が同時多発的に故障することも
想定されていないなど福島第一原発事故は，原子力政策における安全審査基準の不備・
欠陥を明らかにするものであった。
②

原子力規制委員会と新規制基準
福島第一原発事故によってこれまでの安全指針類，安全審査体制に根本的欠陥があ

るとして，保安院，原子力安全委員会は廃止され，原子力規制委員会設置法に基づき，
2
3
4

2011 年 4 月 12 日原子力安全委員会発表，同年 5 月 12 日に一部修正。
東京電力「海洋（港湾付近）への放射性物質の放出量の推定結果について」（2012 年 5 月 24 日）
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会「国会事故調 報告書」352 頁（2012 年 9 月 12 日）
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2012 年 9 月，原子力規制委員会が発足した。
同委員会は，国家行政組織法 3 条の委員会に該当するものであり，委員長及び委員
は独立してその職権を行い，その任命には国会の同意が必要であり，原子力事業者の
役員，使用人その他の従業者等は委員長及び委員になることができないとされた。ま
た，同委員会の事務処理を行う事務局である原子力規制庁の職員についても，原子力
利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から，幹部職員のみな
らずそれ以外の職員についても，原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織へ
の配置転換を認めないこと，再就職の規制などが規定された。
同委員会は 2013 年 6 月 19 日，改正原子炉等規制法に基づき原発等に関する新規制
基準を制定した。また，改正原子炉等規制法においては，シビアアクシデント対策の
義務化，バックフィット制度の新設，原発の運転期間を原則 40 年とする制限などが盛
り込まれた。
以上のとおり，規制委員会は，制度上，事業者から独立した専門家として原子力の
安全規制を行うものと考えられていた。
しかし，現実は，当初より委員長の田中俊一氏含む 5 人の委員のうち 3 人が原子力
関連事業関係者であるなど，原子力行政からの独立性を有しているとは言い難い組織
であった。福島第一原発事故後においては，大飯原発，高浜原発，伊方原発，東海第二
原発では，運転差止めを認める司法判断が裁判所においてなされていたが，規制委員
会がこれらの原発について新規制基準への適合性審査について，不許可にしたことは
ない。審査自体は長期となることもあるが，委員会は，再稼働を容認し，今も合格あり
きの審査を行い続けている。
さらには，運転期間を原則 40 年としたにもかかわらず，2021 年 6 月には，運転期間
40 年を超えた美浜原発を再稼働させるに至っている。
福島第一原発事故から 10 年が経過し，原子力規制委員会は，新たな原発安全神話を
創造するかのようである。
③

原発事故後のエネルギー政策
エネルギー政策についても福島第一原発事故により，それまでの原発ありきの政策

には待ったがかかることになった。
原発及び核燃料サイクル政策に対する世論の厳しさが増す中，2011 年 10 月，民主
党政権下で「エネルギー・環境会議」が発足し，同会議が 2012 年９月，「革新的エネ
ルギー・環境戦略」において，
「2030 年代に原発稼働ゼロを可能とするよう，あらゆる
政策資源を投入する」と提言するなど，脱原発政策への萌芽が見られるようになった。
しかし，その後，民主党は政権を失い，その後，誕生した自民党安倍政権は，再び原
子力を推進するエネルギー政策に舵を切った。
2018 年，政府は第 5 次エネルギー基本計画を閣議決定した。同計画の「はじめに」
の項には，福島第一原発事故に関し，
「福島の復興・再生を全力で成し遂げる」，
「可能
な限り原発依存度を低減する」，「このような悲惨な事態を防ぐことができなかったこ
とへの深い反省を一時たりとも放念してはならない」との記載がなされている。
しかし，その一方で原子力を「重要なベースロード電源」と位置付け，世界で最も
厳しい規制基準に適合すると認められた場合には，その判断を尊重して原発再稼働を
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進めるとした。
そして，2021 年 10 月，第 6 次エネルギー基本計画が閣議決定されたが，同計画にお
いても，原子力に関して「国民からの社会的信頼を獲得し，
「安全確保を大前提に，原
子力の利用を安定的に進めていく」などの記載があり，政府が原子力を推進するエネ
ルギー政策に回帰していることが再確認された。
④

放射性廃棄物の最終処分
高レベル放射性廃棄物の処分については，前述のとおり，2000 年に最終処分法が成

立し，地層処分が行われることを前提として処分場選定プロセスが定められていたが，
近年，新たな展開が見られている。
処分地選定プロセスについては，市町村からの応募を受けて，文献調査（過去の地
震，噴火等に関する記録，文献から地域の適性を評価する）
，概要調査（ボーリング調
査，地質調査などを行い適性地域を評価する）
，精密調査（地表からの調査に加え，地
下施設において調査，試験を行い適性地域を評価する）を経て，最終処分施設建設地
が決定されることとなっている。国（経済産業省）は高レベル放射性廃棄物の最終処
分候補地について，文献調査の段階から電源三法交付金制度の「電源立地地域対策交
付金」の適用対象として，文献調査の段階で単年度交付限度額 10 億円，概要調査の段
階で単年度交付限度額 20 億円，期間内交付限度額 70 億円という巨額の予算措置をし
ていた。
2020 年，北海道の寿都町と神恵内村は，文献調査について，受け入れを表明し，経
済産業省は調査開始のための計画を認可した。2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次
エネルギー基本計画には，このような情勢を踏まえ，放射性廃棄物の最終処分につい
て，北海道 2 町村での文献調査に触れた上で，
「全国のできるだけ多くの地域において
（中略）調査を受け入れていただけるよう，対話活動を積極的に行う」といった内容
が記載された。片岡春雄寿都町長は，
「将来の町の財政は厳しい。20 億円の交付金は魅
力的だ」と語り，原子力関連施設の立地と同様，財政が厳しい自治体に，原発マネーの
見返りに原子力政策への協力を求めるという歪んだ図式が繰り返されている。
深地層処分はいったん埋めると安全を確認することはない。日本学術会議は，管理
可能な浅地層に置き，安全確認を継続し可逆性を担保する方法を提案している。ＮＵ
ＭＯも，深地層に埋めるまでは他の良い方法があればその方法を選択するとして可逆
性を認めている。高レベル放射性廃棄物の処分方法はいまだ決まっていない。そうで
あるにもかかわらず，ＮＵＭＯは深地層処分を進めている。
⑤

原子力依存の政策への回帰
以上の通り，福島第一原発事故による甚大な被害を経験し，一度は脱原発に向けて
政策が変わりつつあった。しかし，新しく発足した原子力規制委員会や新規性基準も
脱原発に向けた力にはならず，エネルギー基本計画も再び原子力政策を推進するため

のものとなり，放射性廃棄物の最終処分についても手続が進んでいく。これでは福島
第一原発事故などなかったかのように原子力推進のエネルギー政策へと回帰していく
ようである。我々日弁連は原発による更なる被害を防ぐためにもこのような情勢に立
ち向かわねばならない。
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第３

日弁連の活動経過

日弁連の公害対策・環境保全委員会内に設けられたエネルギー・原子力部会が中心となっ
て原発に係る日弁連の活動を展開してきた。今後の日弁連の活動を展望する上で，時々の原
発の問題と原子力政策そのものの問題につき日弁連がどのように行動してきたのかを概観す
る。
１

日弁連が原発問題をなぜ取り上げ，何を課題としてきたのか

(1) 重大な公害環境問題を孕んでいるからである。
従来，原発等の原子力利用施設に関しての問題（以下「原発問題」という。
）は，大気，
水汚染等の典型的な公害環境問題とは異質なものとして取り扱われてきていた。また，
原発に関しては，行政での所管も，環境省ではなく，経済産業省であり，環境基本法（旧
公害対策基本法）の対象でなく，原子力基本法を基本とする原子力法制に含まれている。
このような扱いになっているのは，原子力利用が国策として取り上げられてきたこと，
そして，いったん事故が起これば甚大な被害をもたらすが，実際には起こり得ないとの
「安全神話」による。
福島第一原発事故により，事故の危険性が現実性を持っていること，そしてその事故
が生命身体の危険と深刻な環境汚染を招くことが目に見える形として現れてきたが，そ
れ以前でも原発の「故障」や事故隠しは相次いでおり，海外に目を転じれば，スリーマ
イル島原発事故（1979 年）
，チェルノブイリ原発事故（1986 年）の教訓があった。また，
事故の危険以外にも原発の日常的な運転に伴う放射能漏れによる労働者被曝，海洋汚染
等は重大な公害環境問題であった。
日弁連がこのような原発問題を最初に取り上げたのは，1975 年，日本で最初に集中し
て立地した福井県若狭地区での原発に関しての現地調査であり，1976 年の日弁連人権擁
護大会のシンポジウム及び決議がその成果である。
(2) 日弁連が，課題としているのは以下の点である。
①

第１の課題は，原発による事故や環境汚染を無くすことである。
この課題を当初取り上げた若狭地区調査（1975 年）の結果として以下の点を指摘し

ていた。
ア

計画から実施・利用の全ての段階での危険性の軽視

イ

立地段階での環境アセスメントの欠如に伴う集中立地

ウ

運転段階で多発する事故，故障の秘匿

エ

大量の放射性廃棄物の敷地内貯蔵と一部の海への排出
そして，翌 1976 年の人権擁護大会では「現に稼働中の原子力施設の運転及び原子力

施設建設の中止を含む再検討を可及的すみやかに行うべきである」との決議を行った。
当初の課題は原発の安全規制であったが，後に述べる海外・国内の相次ぐ事故が起
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。
②

第２の課題は，原発稼働による放射性廃棄物の処理処分についての危険性を解消す

ることである。
日本の原子力政策は，原発の使用済燃料を再処理し，そこから生成されるプルトニ
ウムを燃料として高速増殖炉を稼働させるという核燃料サイクル計画を基本としてい
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る。
日弁連は，これに対して，六ヶ所再処理工場と高速増殖炉「もんじゅ」について継続
的に調査し，その危険性を指摘し，廃止を求めてきた。
その後，度重なる事故により，
「もんじゅ」は廃止に至り，六ヶ所再処理工場の建設
は故障が相次ぐことから予定どおり進まないまま今日に至っている。このように核燃
料サイクル計画は頓挫しているが，政府はなおもプルサーマル計画での生き残りを企
てている。また，高レベル放射性廃棄物の処理処分について，政府は，安全性に問題が
ある深地層に処分するとの方針をとり，その候補地選定を進めている。
日弁連は，このいずれの面についてもその危険性を指摘してきた。これらの課題を
根本的に解決するには原発の廃止が不可欠である。
③

第 3 の課題は，原発推進の大元になっている，国の原子力依存のエネルギー政策を

変えることである。
原子力推進は，
「国策」として進められているが，それは手続上，国民の意見が届か
ない形で国のエネルギー政策が形成されていること，また，電力需要において原子力
が不可欠であるとの政府，電力業界の誤った理由付けによるものである。また，近年
は地球温暖化の解決手段とのすり替えも加わっている。
これに対して，日弁連は，エネルギーの選択における国民参加，再生可能エネルギ
ーの育成援助について提言を行っている。
２

日弁連の活動について
(1) 原発事故の教訓を元にして深まった活動
日弁連の活動が深まったのはチェルノブイリ原発事故，福島第一原発事故を契機にし
ている。この２つの大事故は，原発の危険性と不経済性を顕在化させ，脱原発への世論
は高まった。特に福島第一原発事故後，政府も一時期，脱原発へのポーズを示したが，
現在，原発への回帰が行われようとしている。原発事故という惨事が脱原発への動きを
高めているということは悲しいことであり，今後，大事故がないままで，脱原発へ進ん
でいくことが切に望まれる。
(2) 福島第一原発事故まで
①

節目となった 2000 年の人権擁護大会までの活動
1975 年の若狭地区調査，1976 年の人権擁護大会での決議から始まった原発問題につ

いての当委員会の活動は，その後，核燃料の処理・処分，労働者被曝の問題が現実化し
たこともあり，福島，福井，新潟の原発集中地域の調査を行い，その結果を元に 1983
年には，再び，人権擁護大会で原発問題を取り上げた。ここでは，前回宣言の「原子力
施設の運転及び原子力施設建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。
それと前後して，スリーマイル島原発事故（1979 年）
，チェルノブイリ原発事故（1986
年）が起こり，また国内でも，
「もんじゅ」ナトリウム漏えい事故（1995 年）
，日本原
電の敦賀原発２号機格納容器内一次冷却水漏えい事故（1999 年）
，JCO ウラン加工工場
臨界事故（1999 年）が起こり，原発の危険性についての世論の認識は高まった。
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これに呼応して，日弁連は主に使用済み核燃料の処理処分を取り上げ，1987 年に六
ヶ所村での核燃料サイクル施設，1990 年に幌延高レベル放射性廃棄物「貯蔵工学セン
ター」の現地調査を行って，それぞれの報告書でその危険性を指摘した。1991 年に美
浜原発事故，1995 年には「もんじゅ」ナトリウム漏えい事故，1999 年には JCO ウラン
加工工場臨界事故が起こり，現地調査を行い，その問題点を指摘した。さらに海外の
原発事情を明らかにするため，2000 年には，アメリカ及びドイツに行き，原子力規制
や放射性廃棄物処理を中心とした調査を行った。
2000 年の人権擁護大会では，その集約としてシンポジウムを行い，以下の提言を行
った。
①原発の新増設の停止と既存の原発の段階的廃止，②エネルギー消費削減への積極
的取組，再生可能エネルギーの研究・開発のための公的助成と電力買取り義務の制度
化を内容とする自然エネルギー促進法の制定，③原子力安全規制行政を独立行政委員
会に一元化するなどの推進官庁からの独立性の確保，④使用済み核燃料の再処理の中
止と直接処分のための研究と法制度の整備，⑤高レベル放射性廃棄物の地層処分政策
の凍結と処分場に直結しかねない東濃超深地層研究所の建設の中止及び「特定放射性
廃棄物の最終処分に関する法律」の抜本的見直しと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の推進
②

2000 年の人権擁護大会以後の多彩な活動
2000 年の人権擁護大会でのシンポジウムと決議以降，当委員会は，①原子力・エネ
ルギー政策，②原発の安全規制と原発新設問題，③核燃料サイクルと放射性廃棄物処

理処分の各課題において，活動を深めていった。
ア

原子力・エネルギー政策について
2001 年には，2 回にわたって，アジアで初めて政府の方針として脱原発へ動き始

めた台湾に調査に行き，2002 年には台湾の原子力政策の現状や問題点とその中から
得られた教訓を報告書にまとめた。
また，自然エネルギー（再生可能エネルギー）に関して，ドイツ・チェコとスペイ
ンでの現地調査（2004 年）
，岩手県葛巻町，長野県飯田市太陽光発電についての現地
調査（2005 年）を行い，国がエネルギー政策基本法を改正し，持続可能な社会の達
成をエネルギー政策の最上位の目的とし，自然エネルギーの導入目的をＥＵ並みに
高く設定し，補助金の交付などの優遇措置を執ることや，電力会社も「技術的に支
障のない系統連携問題を理由に自然エネルギーの利用を制限したり，自然エネルギ
ー事業者に不公正なコストを課すことなく，積極的に自然エネルギーを導入・促進
すべきである」との「自然エネルギー促進のための提言」を発表した。
イ

原発の安全規制と原発新設問題について
(ｱ) 2001 年 3 月の中央省庁再編により，科学技術庁，資源エネルギー庁でのエネル
ギーに関する原子力安全行政は，経済産業省の原子力安全・保安院に一元化され，
内閣府の原子力安全委員会の監視・監督を受けるようになった。しかし，その後，
以下のような不正事案が起こり，次のような提言を行った。
ａ

2002 年 8 月，東京電力福島第一，第二，柏崎刈羽の原発 13 基で，自主点検記録
に虚偽記載がなされていたことが明らかになり，原発システムへの不信感が一層
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募り，東京電力で原発が全て停止するという事態が発生した。これに対して，2002
年 12 月 21 日に，国・経済産業省，保安院に対し，原子炉の安全性に関わる今回
の東京電力による不正事件の重大性を踏まえて，プルサーマル及び再処理計画を
撤回し，脱原発政策への転換をより一層強力に進めるようにとの緊急提言を行っ
た。
ｂ

2004 年 8 月 9 日に発生した関西電力美浜発電所 3 号機の配管破断事故に対

し，同年 11 月に現地調査を行い，2005 年 6 月 17 日，国と関西電力に対し，事
故原因の十分な調査と適確な再発防止策を講ずるべきこと，国と電力会社に対
し，全ての原発について配管の減肉状況を速やかに総点検すること，国に対し，
再発防止策が講じられるまでは当該原発の運転再開を認めるべきではないこと
を求める意見書を取りまとめた。
ｃ

2007 年の新潟県中越沖地震に関し，2007 年 8 月 2 日，「会長談話」として，

今回の地震は，原発の安全面での問題を顕在化させたとして，国及び電力会社
は，柏崎刈羽原発の地震に伴う事故につき，公正な第三者機関による徹底した
調査を行い，その結果を全て公表して広く意見を聞き，耐震設計の見直しを行
うべきであり，仮に安全性の確保ができないのであれば，運転をしないなどの
措置を行うことにより，被災者を含む国民の安全を図るべきであるとした上で，
国に対し，中越沖地震に被災した地元住民や地方自治体の具体的・個別的要望
に積極的に応じるよう求めるとともに，原発の安全性の検討確保を徹底して行
うように求めた。
ｄ

北陸電力は，2007 年 3 月 15 日，志賀原発一号機において，1999 年 6 月 18 日

に制御棒 5 本が抜け，臨界事故が発生していたことを公表したが，これをきっ
かけに，沸騰水型原発を持つ他の電力会社においても，同様の制御棒脱落事故
が 10 件も起こっていたことが明らかになった。
これに対して，2007 年 8 月 23 日，国及び電力会社に対して，事故の原因を究明
し，再発防止を期すること，国に対して，電力会社に対し厳正な処分をし，監督責
任を果たすこと，原子力安全規制機関を原子力推進官庁から独立した機関とし，
安全規制を実効あらしめるための措置を講じることを求める意見書を取りまとめ
た。
(ｲ) 原発の新規建設も計画され，このことについても当委員会は対応した。
中国電力における山口県上関での原発建設計画について，原子力問題の観点だ
けでなく，野生生物の保護という自然保護の観点も含めて調査を行い，2002 年 5
月 10 日，今回の計画が原発稼働における防災計画と共に自然保護の点についても
重大な問題があり，周辺住民が反対している等の実情が認められることを指摘し，
中国電力に対して計画の撤回を求める意見書を取りまとめた。
ウ

放射性廃棄物の処理処分について
2001 年 2 月 15 日，
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関して，高レ

ベル放射性廃棄物の地層処分政策を凍結し，東濃超深地層研究所の建設を直ちに中
止するとともに，同法を抜本的に見直し，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意見書を取りまとめた。
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六ヶ所核燃料サイクル施設について，当委員会は，1994 年 11 月，国のエネルギー
政策を改め再処理をしないこと，六ヶ所村の再処理工場の建設を中止することを求
めて「孤立する日本の原子力政策」を出版したが，その後も建設は進められ，2003
年 6 月にはウラン試験（アクティブ試験）が予定されるという段階に至った。
一方で，使用済み核燃料貯蔵施設の不良溶接に原因する水漏れ事故，その後，相
次いだ再処理工場本体の 291 か所に及ぶ不良溶接という欠陥工事が発覚して，点検
保守体制は見直しとなっており，このような中，再処理工場を操業させることは日
本の原子力政策が後戻りできない誤った選択をしてしまうと懸念し，当委員会は，
この問題を緊急の課題として取り上げることとした。
まず，2003 年 8 月に六ヶ所村での調査を行い，9 月に原子力委員会，保安院，電
気事業連合会等の聞き取り，11 月に，かつて高速増殖炉が運転され，廃炉となった
イギリスのドーンレイ工場（スコットランド）の調査を行った。
その後，2004 年 5 月 8 日，日本が，再処理を中心とする核燃料サイクル計画に固
執し，六ヶ所再処理工場の本格操業に向けて，放射性物質を使用するウラン試験を
強行しようとしていることに対して，試運転といえども，いったん放射性物質が使
用されてしまうと工場は汚染され，汚染された環境の回復は困難となり，廃棄費用
も膨大なものとなる緊急事態であるとして，六ヶ所再処理工場の操業を中止し，核
燃料サイクル政策から撤退することを求め，緊急提言を取りまとめた。
しかし，日本原燃株式会社は，2006 年 2 月 20 日，六ヶ所再処理工場で，アクティ
ブ試験を同年 3 月に実施すると発表した。これに対して，日弁連は，2006 年 3 月 2
日の会長声明で，日本原燃株式会社に対し，六ヶ所再処理工場のアクティブ試験を
実施しないことを，青森県知事及び六ヶ所村長に対してはアクティブ試験に係る安
全協定を締結しないことを緊急に要請した。
なお，
「もんじゅ」については，2003 年 1 月 27 日の名古屋高裁金沢支部による設
置許可処分無効確認判決直後の 2003 年 2 月 7 日の会長声明で，その判決を重く受け
止め，段階的脱原発政策の必要性を再確認するとともに，改めて国に対し，
「もんじ
ゅ」の廃炉及び高速増殖炉計画の放棄と使用済み核燃料の再処理を含めたプルトニ
ウムのリサイクル計画の放棄を緊急に行うよう提言した。
また，2006 年 6 月，プルサーマル計画のある佐賀県の玄海原発の現地調査，2007
年 4 月には，
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき最終処分地の設
置可能性の調査地域とされていた高知県東洋町の現地調査を行い，それぞれその問
題点を指摘した。
(3) 福島第一原発事故以後
①

福島第一原発事故による原発の危険性の顕在化
事故を契機に脱原発への世論の動きは強まった。これに対して，日弁連は，先に述

べた 3 つの課題についての活動を一層深めて行った。事故後，日を置かずして，原発
依存のエネルギー政策をやめて，持続可能性を中心としたものにすることを提言し，
2013 年から 2015 年の 3 回の人権擁護大会において原発問題を取り上げた。この中で，
以下のように原発，核燃料サイクルからの撤退の道筋，高レベル放射性廃棄物処理に
ついての考えも提起していった。
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ア

原子力・エネルギー政策について
事故直後，日弁連は 2011 年 5 月 6 日に「エネルギー政策の根本的な転換に向けた

意見書」を取りまとめた。以下のように，事故の教訓として，原子力に依存しない持
続可能な再生可能エネルギーの推進をエネルギー政策の中核に据え，原子力発電と
核燃料サイクルから撤退することを強く求めるものであった。
(ｱ) 持続可能性を基本原則とするエネルギー政策にすること。
(ｲ) 石炭火力発電についても，新増設を停止すること。
(ｳ) 再生可能エネルギーの推進を政策の中核に据えること。
(ｴ) エネルギー製造・供給事業の自由化を促進し，発電と送電を分離すること。
(ｵ) エネルギー消費を抑制するための実効的な制度を導入すること。
(ｶ) 排出量取引制度等によってエネルギー供給の確実な低炭素化を図っていくこと。
(ｷ) エネルギー政策が多くの国民に開かれ，国民の積極的な参加を促すものとする
こと。
また，同年 7 月 15 日には，国及び原発等原子力関連施設を有する電力会社等に対
して，ア）日本の原子力政策を抜本的に見直し，原子力発電と核燃料サイクル政策
から撤退すること，イ）今後のエネルギー政策は，再生可能エネルギーの推進，省エ
ネルギー及びエネルギー利用の効率化を政策の中核とすることを求める意見書を取
りまとめた。
その後，2013 年の人権擁護大会では，従来の「段階的」を一歩進めて，
「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」との決
議を行った。
さらに，2014 年の人権擁護大会では，原子力施設立地自治体の経済再建を図るた
め，以下のような原発依存脱却の道筋を示した。
(ｱ) 国は，電源三法交付金制度のうち，原子力施設に関する部分を廃止し，過去の
産業転換時の施策の功罪を踏まえて，原子力施設に依存した地域経済を再生する
ため，原子力施設立地自治体に対し，一定期間具体的な支援を行うこと。
(ｲ) 国及び自治体は，地域再生の重要な資源の一つである再生可能エネルギーの利
用を促進する制度を整備すること。
(ｳ) 国及び自治体は，再生可能エネルギーの利用は資源の特性に応じた，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れるよう制度的支援を
すること。
また，政府が事故後もなお原発依存のエネルギー政策を続けようとしていること
に対し，日弁連は以下のように対応をした。
2015 年 6 月 17 日，政府の「長期エネルギー需給見通し（案）
」に対して，
「原子力
に依存しないエネルギーミックス及び地球温暖化目標を定めるべきである。2030 年
の原子力の割合（20 から 22％程度）は。既設原発の稼働年を 60 年に延長すること
を前提とするものであり，
『原発依存を可能な限り低減する』としたエネルギー基本
計画と矛盾し，改正原子炉等規制法の稼働年の原則に反するものであり，実現可能
性もない。地球温暖化対策としても不適切である」との意見を行った。
また，2017 年 5 月 25 日，政府の「原子力利用に関する基本的考え方（案）
」に対
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して，
「原子力を中長期的にベースロード電源と位置付けるべきではなく，これを推
進すべきでない。原子力のエネルギー利用からは脱却を図り，再生可能エネルギー
を拡大すべきである」，「原子力事業者に対し，原子力事業の維持，継続を支援する
経済的優遇措置を導入すべきではない」との意見を述べた。
イ

原発等の施設の廃止について

(ｱ) 廃止への道筋について
2011 年 5 月 6 日，7 月 15 日の意見書では，原発及び再処理工場，高速，増殖炉
などの核燃料サイクル施設の廃止も求めた以下のような提言をした。
ａ

原発の新増設（計画中・建設中のものは全て含む。
）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。
ｂ

既設の原発のうち，ⅰ）福島第一及び第二原発，ⅱ）敷地付近で大地震が発生
することが予見されるもの，ⅲ）運転開始後 30 年を経過したものは，直ちに廃
止する。

ｃ

前記以外の原発は，10 年以内のできるだけ早い時期に全て廃止する。廃止す

るまでの間は，安全基準について国民的議論を尽くし，その安全基準に適合し
ない限り（停止中の原発の再稼働を含む。
）は認められない。
(ｲ) 再稼働阻止について
福島第一原発事故後，国内の原発は一時全て停止し，原子力安全・保安院は，本
件事故後 2012 年に廃止され，環境省内の原子力規制委員会に引き継がれ，新規制
基準も策定された。原発事故前に比べれば，原発の差止めを認める裁判が多くな
ったが，一進一退である。
日弁連は 2014 年の人権擁護大会で，原発裁判についても言及し，以下の提言を
行った。
ａ

原発の設置・運転の適否が争われる訴訟に関する司法判断において，行政庁
が依拠する特定の専門的技術的見解を尊重し，これを前提に危険性がないと判
断する従前の方法を改め，今後は，科学的・経験的合理性を持った見解が他に
存在する場合には，当該見解を前提としてもなお原発が安全で人権侵害が発生
しないと認められない限り，原発の設置・運転を許さないなど，万が一にも原
子炉等による災害が発生しないような判断枠組みが確立されること。

ｂ

情報公開について，国は，原子力災害を二度と繰り返さないことを目的に，

原発の安全性を検討するために必要な情報が確実に公開されるよう，情報収集
制度，情報公開制度，裁判における文書提出命令制度を改善するなど，情報開
示の仕組みを整備すること。
また，2016 年 5 月 27 日には定期総会の宣言で「原発再稼働について，原子力
規制委員会が策定した規制基準では安全は確保されないので，運転（停止中の
原発の再稼働を含む。）は認めず，できる限り速やかに，全ての原発を廃止する
ことを国に求める」として，直接に再稼働を認めた原子力規制委員会の判断に
疑問を呈した。
ウ

使用済み核燃料の処理処分について
先に述べたように，再処理工場，高速増殖炉等の核燃料サイクル施設は直ちに廃
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止することを提言したが，2014 年の人権擁護大会で，国及び電気事業者に対して，
使用済み燃料を含む高レベル放射性廃棄物について，以下の方策を採ることを提言
した。
(ｱ) 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。
(ｲ) 使用済み燃料については，原発を再稼働させず，その総量を確定し，また再処
理せずに直接処分すること。
(ｳ) 使用済み燃料を含む高レベル放射性廃棄物の最終処分は，地層処分方針を撤回
した上で，日本の地学的条件と，安易に海外の市民に負担を転嫁すべきでないこ
との双方を十分考慮して決定すること。
(ｴ) 最終処分方針決定までの間，当面は可能なものから乾式貯蔵に切り替えて地上
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。
1975 年以降 45 年間にわたる日弁連の原発に関する活動の経過及び社会に向けた
見解の表明は以上のとおりである。その目標実現に向けて更なる活動が求められて
いる。
第４
１

福島第一原発事故後の原発差止訴訟と論争

福島第一原発事故後の原発差止訴訟の状況
(1) 原発差止訴訟における認容状況
2011 年の福島第一原発事故後，
これまでに 40 件ほどの原発差止め（行政事件を含む。
）
に関する判決や仮処分決定が出され，そのうち 8 件（うち 2 件が高裁）で差止めや設置
変更許可処分の取消しが認められてきた（2021 年 3 月 31 日現在）
。福島第一原発事故以
前に 38 件ほどの司法判断がなされ，2 件しか差止め等が認められてこなかった状況から
すれば，当然のこととはいえ，福島第一原発事故が司法判断に与えた影響は大きいと言
える。
しかし，本来であれば，福島第一原発事故の多大な犠牲を払う以前から，原発の持つ
危険性を正しく認識し，厳格な司法審査がなされなければならなかった。司法判断によ
ってもっと多くの差止めが認められていれば，事業者も規制当局も，もう少し原発の安
全性を高める努力をしただろうし，そうすれば福島第一原発事故の悲劇は避けられた可
能性もある。
さらに，事故後に原子力規制委員会の委員になった島崎邦彦氏が「電力会社に対する
信頼を失った」，「真っ当な科学者からすると，ビックリすることを電力会社はやってく
る」，「ごまかせるのであれば，それでいいという感覚ではないか」などと発言している
こと 5や，国会事故調査委員会の委員長であった黒川清氏が「（国会事故調が行った）7 つ
の提言はほとんど顧みられず，棚ざらしになったまま」，
「（古いシステムが）旧式でもは
や機能しないことが露呈したなら，清算して根本から新たな仕組みに作りかえるべきだ

5

2018 年 8 月 23 日 Yahoo!ニュース・インタビュー。

－ 153 －

ったのに，古びた中身はいまだに変わっていない」
「日本はいまだに福島第一原発事故の
教訓をしっかりとくみ取らず，その教訓はガレキとなって取り残されているように見え
る」などと発言していること 6に照らせば，福島第一原発事故によっても，原発を推進し
ようとする事業者や規制当局の姿勢は本質的に変わっていない。そうだとすれば，福島
第一原発事故後の司法審査においては，ほとんど全ての訴訟等において差止めが認めら
れて然るべきであり，8 件という数字はやはり少ない。
(2) 司法判断の傾向や問題点
①

司法判断の内容を見ても，裁判体によってその判断は区々であり，国民の司法に対

する信頼は大きく揺らいでいると言って良い。
ごく簡単に司法判断の傾向や問題点を述べると，まず，科学の不定性やトランス・
サイエンス（科学に問うことはできても科学で答えることができない問題）などがよ
うやく裁判所にも認められ始めてきたという点が挙げられる。
「深刻な災害が万が一に
も起こらないようにする」
（伊方原発最高裁判決）という核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律の趣旨を前提に，科学の不定性などを踏まえた司法判断をするとすれば，
安易に専門家の判断に委ねて司法審査に消極的になってしまうのではなく，専門家の
判断も不確実性が大きいことを前提に，社会としてどの程度の安全を求めるべきか（こ
れは科学では答えられない問いである。）を裁判所が積極的に判断する必要がある 7。
②

主張立証責任に関しては，論理構成に違いはあれど，民事訴訟の原則を修正して，

事業者に原発の安全性に欠ける点のないことについての事実上の主張立証の負担を負
わせるという大枠が定着しつつあるように思う。福島第一原発事故のような被害を二
度と起こさないという法の趣旨や，原発事故被害の特異性，資料や知見の偏在という
観点に照らせば，当然の帰結と言えよう。もっとも，事業者がどの程度主張立証すれ
ばこれを尽くしたことになるのかについては裁判所によってばらつきがある。事業者
の主張立証を安易に認めてしまえば，結局のところ主張立証責任を修正しないのと大
差がなくなる。
③

事業者が主張立証すべき，原発に求められる安全の程度については，従来，
「原発に

内在する危険を社会通念上無視し得る程度に小さく保つこと」とされてきた。司法判
断が区々になってしまう最大の要因は，この抽象的な安全が確保されているかどうか
を判断するための具体的基準を定立できていない点にあるように思う。いくつかの裁
判例では，住民側の主張を踏まえる形でこの具体的判断基準を提示しようという悩み
がうかがえるものの，確立には至っていない。
④

差止めを認めなかった裁判例に多く見られるのは，原発には高度な安全性が求めら

れると言いながら，当てはめにおいて安易に事業者の主張（ないし行政庁の判断）を
鵜呑みにするもの（つまり，論理的一貫性に欠けるもの）や，高度な安全性が求められ
ること自体を放棄するもの（つまり，福島第一原発事故の反省という立法事実から目
を背けようとするもの）である。
このような判断が繰り返されることで，国民の司法に対する信頼はますます失われ

6
7

2021 年 3 月 8 日読売新聞オンライン・寄稿。
広島高裁令和 2 年 1 月 17 日決定はそのような判断を行った典型と言える。
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ていく。
２

事前規制を充実させることの不可欠性
(1) 原発事故被害の不可逆性と立証の困難性
①

原発は，本来平常運転でも放射性物質が環境へ放出され，周辺住民の生命，身体等

に低線量被ばくによる悪影響などが有り得るが，福島第一原発事故後は，主たる争点
は地震や津波といった自然災害による過酷事故に伴う大規模・広範囲の被ばくの可能
性となっている。つまり，事故の発生可能性（蓋然性）自体は低いものの，万が一発生
した場合に途方もない被害を広範囲に及ぼす危険施設の運転の是非が争われるわけで
ある。
②

放射性物質による被ばくは，遺伝子や細胞が傷付くために不可逆的に生命や健康に

深刻な被害を及ぼし，環境を汚染して長期間復旧を困難にすることから，事後的な被
害回復が難しい。また，一度の事故で広範囲に被害が生じるため，金銭的な賠償にも
限界があることは福島第一原発事故の経験から明らかである。
さらに，晩発性障害に関しては，被ばくから一定の年月を経て発症することから，
被ばくと健康被害との因果関係を立証することが難しい。
③

このように，原発事故の被害は，基本的に事後的な救済に馴染まない上，後述する

ように，立地自治体を除いて，周辺住民には，裁判以外に事前に一方的にを中心とす
る利害関係者の手続参加もため，事前規制が強く要請される。司法が充実した事前規
制を行うことは，周辺住民の生命や身体，環境を守るために不可欠と言って良い。
(2) 伝統的な人格権侵害に基づく差止めの要件との関係
ここで，人格権に基づく妨害予防請求権としての差止めには人格権侵害の高度の蓋然
性ないし切迫性が要求されるという伝統的な考え方を前提とすると，前記のとおり事故
発生の蓋然性自体は低いため，地震や津波といった自然現象が発生した後でもない限り，
差止めは認められないようにも思われる。しかし，当然のことながら，自然現象が発生
した後で差止めを求めても過酷事故を避けることはできず，人格権侵害を防止すること
はできない。そのため，発生確率が低いことのみを理由に差止めを認めないという考え
方は修正される必要がある。国会事故調報告書も「東日本大震災が示したのは，
“たとえ
確率論的に発生確率が低いとされた事象であっても，一旦事故・災害が起こったときの
被害の規模が極めて大きい場合には，しかるべき対策を立てることが必要である”とい
うリスク認識の転換の重要性であった」と述べているが，これは「被害が大きい事象ほ
ど，確率が小さくても事前に対応する」という反比例原則を述べたものであって，法解
釈においても参照されるべきである。
(3) 科学の不定性を踏まえた保守的な評価・判断
①

地震や津波，火山噴火といった自然現象は，
「三重苦 8」などとも言われるように不
定性が大きく，正確な予測も困難であって，科学だけで事故発生のリスクをゼロにす
ることはできない。そのため，いわゆる「深層防護」によって多層的な対策を行い，か

8

大木聖子・纐纈一起「地震の科学の未来‐限界を踏まえた情報発信とは」『世界』2012 年は，「地震という現象
は複雑系で決定論的な理解が困難な上に，実験で再現することができず，さらに発生頻度が著しく低いためデ
ータに乏しいという三重苦にある」と述べる。
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つ，各層について，他の防護レベルに頼らず（前段否定・後段否定）
，十分に保守性を
見込んだ万全の対策を講じることで，できる限りリスクを低減する必要がある 9。
②

ここに言う保守性を考える場合に参考になるのが，いわゆる「リオ宣言 10」である。

同宣言の第 15 原則には，環境を保護するため，予防的方策が採られなければならない
こと，特に，深刻あるいは不可逆な被害を生じるおそれがある場合には，科学的に確
実とは言えないことを理由に，有効な対策を採ることを先延ばししてはならないこと
などが宣言されている。
③

また，ドイツの原発訴訟においては，規制に当たって，行政機関が工学上の経験則

に準拠するだけでは足りず，科学（理論）的な想定や計算にすぎないものも考慮に入
れなければならないこと，全ての代替可能な科学的知見を考慮しなければならないこ
となどを裁判所がチェックすることにより，行政裁量の逸脱・濫用の有無を判断する
こととしている 11。
④

このような工夫によって，司法による事前規制を充実させることこそが，周辺住民

らの人格権侵害の危険を取り除くために不可欠であろう。
３

原発を廃止するために必要な法的視点

(1) 具体的判断基準の確立
①

では，安全の確保されていない原発を，司法判断によって事前に正しく廃止するた

めに必要な法的視点は何だろうか。
第 1 に，前述した原発に求められる安全の程度について，それが自然科学者による
専門技術的裁量に委ねて良い問題ではなく，法的な「安全」が確保されていると言え
るかを司法が判断しなければならないという認識に立った上で，これを判断するため
の具体的基準を確立することである。
②

法的「安全」の判断に当たっては，①侵害の機序と態様，蓋然性の程度，回避の可能

性，②侵害行為の（社会的）必要性，代替手段の有無・程度，③被侵害利益の性質と侵
害の程度，④リスクの性質（自発的リスクか個人的リスクか，自然由来か否か，不可逆
的か否か，将来世代にまで影響を与えるか否か），⑤科学の不定性の大きさ（リスクが
既知か未知か，十分な量のデータが存在するか否か）
，⑥リスクの受容可能性（民主的
統制に基づいているか，利害関係人の手続参加・手続保障がされているか，便益とリ
スクの分配関係に不公平はないか）などを適切に比較衡量する視点が求められよう。
これを原発に当てはめると，その有用性，必要性が乏しい一方で，万が一の場合の
被侵害利益は極めて大きく，異質なものである。リスクの性質や科学の不定性も踏ま
えれば，民事差止訴訟において具体的危険がないというためには，できる限り多くの
データ・知見を参照し，不確実性について十分に保守的な考慮をするなどして，通常
人をして深刻な災害が万が一にも起こらないと言える程度の極めて高度な安全が求め

9
10

11

深層防護の不徹底を根拠に原発の差止めを認めた例として，水戸地判令和 3 年 3 月 18 日。
1992 年にリオ・デ・ジャネイロで開催された環境と開発に関する国連会議（UNCED）において合意された 27 の
原則からなる宣言。
日本エネルギー法研究所「諸外国における原子力発電所の安全規制に係る法制度－平成 22･23 年度原子力行政
に係る法的問題研究班研究報告書」（2013 年 1 月）

－ 156 －

られるはずである。
③

また，裁判所の判断力の限界を踏まえ，科学的専門技術的知見の是非を裁判所が判

断するのではなく，事業者ないし行政庁の行った判断の過程に過誤欠落がないかとい
う視点で判断することが望ましいが，安易に判断過程に過誤欠落がないと結論付ける
のではなく，事業者や行政庁が，自らの評価にとって不利益であるが相応の合理性・
信頼性を有する知見や情報を考慮したか否か，非保守的で恣意的な評価がされていな
いかという視点で厳格にチェックする必要がある（前記ドイツの判断基準も参照され
たい。）
。
④

ともかく，このような原発事故被害の実態や福島第一原発事故被害を踏まえた適切

な具体的基準が確立されることで，結論がいずれになるにせよ，国民の信頼を得られ
る判断となるはずである。
(2) 専門家証人に対する証拠調べの工夫－コンカレント・エビデンス
視点の第 2 として，専門家証人に対する証拠調べの工夫が挙げられる。
現在の原発訴訟では，意見書などの書証による取調べか，裁判所が専門家証人の証言
内容について正確に理解し，その信用性を判断することは容易ではない。また，難しい
内容の証言になればなるほど，どうしても裁判官は国などの権威に寄りかかった判断に
傾きがちである。
他方で，専門家証人の方でも，当事者主義的訴訟構造の下で，裁判所に対して正確に
自らの知見を伝えにくい，相手方代理人からの熾烈な反対尋問に晒されるなどの理由で，
手続への参加に消極的になってしまうことがしばしばあると言われる 12。
このような課題を克服し，裁判所が適切に専門家の知見を理解するための手続的な工
夫として，オーストラリアの裁判所で始まった「コンカレント・エビデンス」という手
法が注目されている。これは，当事者双方の専門家証人があらかじめ共同レポートを作
成し，法廷で同時に専門的知見等について証言を行うというものであるが，日本でも，
類似の方法として，医療事件などで稀に見られるカンファレンス鑑定や，対質による証
人尋問などを活用することが考えられよう。
(3) 徹底した情報公開と周辺住民の手続参加
①

視点の第３として，徹底した情報公開と周辺住民の手続参加の確保が挙げられる。
これまで述べてきたように，原発に求められる安全性の程度は，科学を踏まえる必

要はあっても，科学だけで決められるものではない。この問題について，多くの科学
技術社会論研究者は，市民参加の重要性を指摘する。原発の安全性の程度は，
「そのリ
スクを社会として受容せざるを得ないと言い得るか否か」によって決まるところ，原
発にはリスクと便益の偏在があり，リスクを負わされる周辺住民が，そのリスクを受
容せざるを得ないと言い得るためには，事前に，運転の是非に関して参加して意思を
表明する仕組みが備わっていることが本来は不可欠であろう。
そして，仮にそのような手続が存在しないとすれば，原発に求められる安全性が確
保されたと言えるかどうかは相当に慎重に判断される必要があり，よほど高度の安全

12

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－具体的課題群』
（東京大学出版会，2020 年 7 月
29 日），本堂毅ほか編『科学の不定性と社会‐現代の科学リテラシー』（新山社，2017 年 12 月 10 日）
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性が確保されていると言えない限り，
「原発のリスクを社会として受容せざるを得ない」
とは言えず，原発には法的安全性が確保されていないと評価すべきである。
②

徹底した情報公開も重要である。原発の安全性に関わる資料や判断の過程が国民に

公開されることで，事業者も行政庁も緊張感を持って評価や審査を行うことになる。
従前，規制を行うべき行政庁が事業者の虜になっていたという問題もあり，福島第一
原発事故の教訓を踏まえ，原発の安全性を高めるためには，徹底した情報公開が不可
欠と言っても良い。
この点は，判断過程をチェックするという司法審査にとっても重要である。ドイツ
では，判断過程が明らかにされず，司法が行政の判断過程を追跡することができない
という事実のみをもって，行政庁の恣意的判断が推認され，原発の稼働が否定されて
いる 13。
当委員会が 2014 年に行ったドイツ・フランスの調査において，ドイツで原発訴訟に
多く関わっている Klinger 弁護士は，
「許可の手続において重要なのは，情報公開と市
民参加である。原発の安全性に関する行政側の資料に対しては，完全開示を求める権
利がある。仮に，テロリストに情報を開示されたとしても，それだけでは破壊できな
いほどに十分に安全な施設であることが求められる。そうでなければ，原発が安全だ
と評価することはできない」と述べていた 14。日本とドイツで，安全に対する意識があ
まりに違うことに，調査団一同忸怩たる思いを禁じ得なかったが，残念ながら，それ
から 7 年余りが経過した現在，日本の情報開示の状況は改善するどころか，悪化して
いるようにすら思える。
第５
１

原発のない社会の実現に向けて

原発のない社会像
(1) はじめに
原発のない社会とは，一体どのような社会だろうか。単純に言えば，原発による発電
を行わない，発電用原子炉を保有せず，発電に必要な核燃料も保有しないと決定し，そ
れに伴い全ての原発の廃止が実現した社会である。また，それだけではなく，これまで
原子力発電により私たちが長年生み出し続けてきた核廃棄物を適切に管理することが完
了した社会である。これまで，政府は，幾度も脱原発に動き始めた諸外国の動きを見送
り，いまだ原発からの撤退を決断していないが，2030 年には，それらの国に続き，原発
のない社会が実現していなければならない。
原発は，稼働せずともそこに存在するだけで，社会的な損失のリスクを抱え続けるも
のである。その将来世代も必然的に負うこととなるリスクをいつまでも増やし続ける訳
にはいかない。
私たちは，原発のない社会を具体的に想像できているだろうか。私たちは，単に原発
を廃止することのみを述べているわけではない。具体的に，その後の将来も視野に入れ，
原発廃止に声を上げ続けている。原発のない社会の実現に必要なものは何だろうか。

13
14

連邦行政裁判所第三次ミュルハイム＝ケアリッヒ判決（1998 年）
日弁連「第 57 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会基調報告書」47 頁（2014 年 10 月 2 日）
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(2) なぜ原発のない社会を実現しなければならないか
①

現状の確認
日弁連は，2013 年 10 月 4 日付け「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」
，2015 年 6 月 17 日付け「長期エネルギー需給見通し（案）に対
する意見書」
，2015 年 8 月 21 日付け「原子力事業に対する経済的優遇措置に関する意
見書」，2021 年 6 月 18 日付け「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」等で原子力発電からの撤退を重ねて求めてきた。
福島第一原発事故から 10 年以上が経過してもなお，廃炉作業はほとんど進まず，同
事故による避難者は 4 万人を超え，生業や故郷を失った人も多い。地震の多い日本に
おける原子力発電の危険性が改めて明らかになったが，政府はその後も原子力発電に
依存した政策を維持しており，経済産業省が 2015 年 7 月に策定した「長期エネルギー
需給見通し」において，2030 年度の発電における原子力の割合を 20～22％としたほか，
2018 年の「第 5 次エネルギー基本計画」においても，原子力発電への依存度を「可能
な限り低減させる」としつつ，石炭火力発電とともに重要なベースロード電源と位置
付けるなど，原発の再稼働を促してきた。政府の 2021 年の第 6 次エネルギー基本計画
においても，
「東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国としては，安全を
最優先し，経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で，可能
な限り原発依存度を低減する」とされており，
「可能な限り原発依存度を低減する」と
いう文言が盛り込まれてはいる。これは，福島第一原発事故を受けた日本が進むべき
エネルギー政策として，当然の前提であるが，単に盛り込まれているにすぎない現状
がある。
同計画においては，
「原子力は，燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大き
く，数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる低炭素の準国産エネルギー
源として，優れた安定供給性と効率性を有しており，運転コストが低廉で変動も少な
く，運転時には温室効果ガスの排出もないことから，安全性の確保を大前提に，長期
的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源である。一方で，
依然として，原子力発電に対する不安感などにより社会的な信頼は十分に獲得されて
おらず，また東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に関する一連の事案
など，国民の信頼を損なうような事案も発生するとともに，使用済燃料対策，核燃料
サイクル，最終処分，廃炉など様々な課題が存在しており，こうした課題への対応が
必要である」ともしており，依然として，原子力発電を重要なベースロード電源と位
置付け，2030 年度における具体的な電源構成案も 20～22％のままとなっている。
「原
発依存度低減」という聞き心地のよい文言を挙げつつも，決して具体的に原子力発電
からの撤退を前提としていない計画となっているのである。このような政府の姿勢は，
福島第一原発事故を経験した国の姿勢として恥ずべきものである。

②

実現しなければならない理由
福島第一原発事故により，莫大な量の放射性物質が原発施設外に放出され，広範囲

かつ多数の人々が被ばくし，故郷を失い，環境が汚染された。無秩序に放出された放
射性物質は無害化するまでに非常に長い期間を要し，その被害は将来の世代も含め，
広範囲，長期間にわたって極めて重大な権利侵害を生み出し続けるものであり，原子
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力は安全なエネルギー源とは言えない。原発は日本中に点在しており，国民はいつ爆
発してもおかしくない爆弾を常に抱えて生活している。福島第一原発事故により再認
識するに至った原子力の恐ろしさを私たちは決して忘れてはならない。
近時の世論調査においても，原発の廃止を望む意見は 56％を超えており，原発を増
やしていくべき又は東日本大震災以前の状況を維持していくべきとの意見は約 10％に
すぎない 15。このように，世論の多数が原発の廃止を望んでいるのは，何よりもその安
全性に対する信頼が損なわれているからであり，この声を無視してはならない。
また，日弁連の弁護士も多く関わる原発運転差止めのための訴訟が全ての原発にお
いて提起されているが，それぞれの訴訟に多数の原告がおり，原告らは市民グループ
を形成している。原発訴訟や市民グループの脱原発に向けた動きは，特に福島第一原
発事故以降加速しており，前記のような世論形成に大きな役割を果たしている。
原子力発電は，運転時に CO2 を排出しないことから，クリーンなエネルギーであると
言われることがあり，政府もその前提に立ち，今後も原子力発電を維持する方針を打
ち出している。2050 年脱炭素社会の実現に向けて，CO2 クリーンの発電方法に早急にシ
フトすることは極めて重要であるが，放射性廃棄物を生み出し続け，一度事故が起き
た際には他とは比べものにならない甚大な損害を人や環境に生み出す原発は，そのこ
とだけでもクリーンなエネルギーとは言えない。また，ウラン原料の採掘・製錬・転
換・濃縮工程を経て，発電に使用できるウラン燃料へと加工するまでの電力消費にお
ける CO2 排出，運搬時の CO2 排出，さらには廃炉や再処理，放射性廃棄物の処分・管理
までのライフサイクル全体での CO2 排出を総合すれば，当然にクリーンなエネルギー
であるとは言えない。
これまで原発反対の声を無視し，原子力の利用を推し進めてきた結果，約 19,000 ト
ンの核廃棄物が存在し，管理容量の約 8 割に達している現状がある。核廃棄物は，原
子力利用に伴い確実に発生するものであり，これらは全て現代に生きる世代で解決で
きる問題では無く，将来世代の負担となる。真に将来世代のことを考えるのであれば，
直ちに核廃棄物の増加を止めるべきである。再稼働を進める一方で，廃棄物を発生さ
せた現世代の責任として将来世代に負担を先送りしないよう行動しなければならない
という政府の声はまやかしにすぎない。
２

解決すべき問題
(1) 再生可能エネルギーの拡大
前記のとおり，政府の第 6 次エネルギー基本計画では，原子力発電を重要なベースロー
ド電源と位置付け，2030 年度における具体的な電源構成案も 20～22％のままであり，そ
のような位置付けにある原発を完全に停止させるには，それを補うエネルギー政策の転
換が必要となる。海外では，北欧諸国だけでなく，ドイツ 47％，イギリス 45％，中国 29％
など，再生可能エネルギーの割合は拡大しており

16

，日本でも再生可能エネルギーの拡

大に全力を注ぐ必要がある。現状では大規模水力を含めて約 20％にとどまっているが，

15

16

一般財団法人日本原子力文化財団が 15～79 歳の男女 1,200 人を対象に行った「2020 年度原子力に関する世論調
査」（2020 年 10 月実施）の調査結果より。
自然エネルギー財団による統計（2021 年 3 月 31 日更新）
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日本の再生可能エネルギーの賦存量
19

17

，導入ポテンシャル

18

及びシナリオ別導入可能量

は，いずれも現状の電力需要を超えることが確認されている 20。
脱原発を実現するためには，2030 年における再生可能エネルギーの導入目標として，

現行目標の 36～38％からの大幅な引上げが必要であり，この点，日本気候リーダーズ・
パートナーシップ

21

は 50％に高めることを提言し

22

，気候変動イニシアティブも 40～

50％まで拡大することを求めており，これらを採用すべきである。
したがって，国は，2030 年までに電力供給における再生可能エネルギーの割合を 50％
以上とする中間的な目標を定め，地球温暖化対策推進法に明記するとともに，達成に向
けた工程表を策定してその実施状況を定期的に国会に報告し，状況に応じた修正を加え
ていくべきであり，日弁連も引き続き要請を続けなければならない。
(2) 核廃棄物の問題
原発の運転に伴い不可避的に生じる放射性廃棄物は，健康や生活環境に多大な悪影響
を及ぼし，長期にわたり強い毒性を有することから，現代世代のみならず将来世代の安
全・安心に生きる権利を侵害するものである。中でも高レベル放射性廃棄物は，短時間
で人が死に至るほどの極めて強い放射線を長期間放出し続ける。何よりも問題なのは，
その処分方法が確立されていない点である。放射性物質を無害化する現実的な技術はな
く，地層深くに隔離するしかないというのが現在の政府の方針である。当たり前のこと
であるが，原発を稼働させれば，放射性廃棄物が必然的に大量に排出されるが，それに
もかかわらず，その処分の方法が具体化しておらず，これから調査するというのである。
目先の利益にとらわれ，政府は原発の再稼働を推し進め，高レベル放射性廃棄物と使用
済み核燃料を更に積み上げている。いまだ存在しない将来世代の意見を聞くことなく，
現代世代が将来世代の負担を日に日に増加させている。将来世代は，大量の放射性廃棄
物を押し付けられ，処分方法さえも考えろと現代世代の尻拭いをしなければならない。
最終処分法で定める文献調査が進んでいる中で，日本において，地層処分が本当に可
能であるか，またその方法等に問題があることは差し置いたとしても，そもそも現代を
生きる私たちが核廃棄物について，将来世代のためにできることは，とにかくこれ以上
増やさないことである。そのような当たり前のことを見て見ぬ振りする者の意識を変え
るためにも，日弁連は常に発信し続けなければならない。
３

弁護士は何ができるのか，何をすべきか
(1) 将来世代の権利の実現に向けて
これまで述べてきたとおり，脱原発は私たち現代世代のためでもあり，未来を生きる

17
18
19

20

21

22

現代の技術水準で利用可能なエネルギー資源量。
賦存量のうち，エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量。
導入ポテンシャルのうち，事業採算性に関する条件を設定した場合に具現化されることが期待されるエネルギー
資源量。
環境省「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告
書」（2020 年 3 月）
持続可能な脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち，積極的な行動を開始すべきであるという認識
の下に 2009 年に発足した日本独自の企業グループ。正会員・賛助会員合わせて 170 社以上が参加している。
日本気候リーダーズ・パートナーシップ「長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）の見直しに向けた
提言」（2020 年 10 月 26 日）
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将来世代のためでもある。
札幌地判平成 11 年 2 月 22 日（判時 1676 号 3 頁，泊原発訴訟）は，
「原子力発電所が
どれだけ安全確保対策を充実させたとしても，事故の可能性を完全に否定することはで
きない。ひとたび重大な事故が起こったときには，多量の放射性物質が環境へ放出され，
取り返しのつかない結果を招くという抽象的な危険は常に存在している」，「原子力発電
を続けるのであれば，放射性廃棄物とりわけ使用済み燃料の再処理過程で生じる高レベ
ル放射性廃棄物の処理問題は，避けては通れない課題である。使用済み燃料の施設内で
の一時的貯蔵には，程なく限界が来る。再処理をしたとして，最終的に高レベル放射性
廃棄物をどのように処分するのか，中間貯蔵施設や最終処分場がはたして準備できるの
かなど，問題は未解決のままである。二一世紀へ，そして人類の未来へ目を向けたとき，
原子力発電がどのような意義を持つのかが，地球規模での環境問題とともに真剣に議論
されるべき時期に差し掛かっている。地球の温暖化を防ぐという重要な課題があり，そ
のために原子力発電を推進するというのであれば，それも一つの選択肢である。他方，
それならば多少の不便は我慢して電力消費を削減し，放射性廃棄物を生み出す原子力発
電は中止しようという選択肢もあってよい。自分たちの子供に何を残すのか。多方面か
らの議論を尽くし，英知を集めて，賢明な選択をしなければならない。」と述べている。
私たちは，日本中の弁護士を代表して，当判決の問題提起について，これまで以上に
繰り返し意見を述べ続けなければならない。また，将来世代の代表者を集め，意見を集
約し脱原発宣言を行う働き掛けを進めても良い。私たちは市民の力を信じ，その力の結
集を推奨し，その手助けを行いたい。
(2) 訴訟
訴訟の場も政策変更への大きな動機となり得る。日弁連の弁護士も多く関わる原発運
転差止のための訴訟が全ての原発において提起されている。福島第一原発事故前の原発
差止訴訟においては，原告らの訴えを認めたのは，わずか 2 例にとどまり，上級審では
住民側が逆転敗訴していた。しかしながら，福島第一原発事故後は裁判所の姿勢にも変
化が見られ，原告側が勝訴する案件が増加している。
このように，自らの人生において重大な損害を被る住民らが弁護士と協力し，繰り返
し原発運転差止訴訟等を提起することにより，世論は動き，裁判所の姿勢も徐々に変化
し，画期的な司法判断を引き出すことにつながるのである。日弁連も 2030 年までの脱原
発を実現するために，そのような訴訟の動きを常に把握し，強力に後押ししていかなけ
ればならない。
(3) 他国を見習う姿勢の追求
①

世界では
日本においては，福島第一原発事故を経験し，さらには高速増殖炉の失敗によって
核燃料サイクルが破綻していることは明らかになっているにもかかわらず，いまだ原
子力に依存する政策を政府は継続させている。
しかし，世界に目を向ければ，様々な国で脱原発に向けた政策が進められてい る。

②

アジアでは
韓国は，2017 年，文在寅大統領が，原発の建設計画を全面的に白紙に戻し，原発の
運転期間を延長しない旨の宣言を行い，古里原発の運転を停止するとともに再生可能
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エネルギーへの転換を政策に盛り込んでいる。台湾は，福島第一原発事故を受け，政
府は 2011 年 11 月に原子力の安全性，原子力依存率の漸減，低炭素グリーンエネルギ
ー・環境等を目標とする新たなエネルギー政策を発表し，2017 年には 2025 年の脱原子
力に向け，再生可能エネルギー20％，天然ガス 50％，石炭 30％の目標を掲げた。
韓国，台湾ともに財界の反発を受けるなどしており，今後，脱原発の目標を達成で
きるか否かはいまだ不透明であるが，そもそも両国が脱原発を目指したのは，隣国で
ある日本が，原発事故により多大な被害を被ったことが要因である。
③

ヨーロッパでは
イタリアは，チェルノブイリ原発事故後，国民投票で脱原発を決めている。その後，

イタリア政府は，原発再稼働を目指したが，福島第一原発事故が発生し，その後の国
民投票で，原発再稼働は否決されている。チェルノブイリ原発事故当時 4 基の原発が
稼働していたが，その後，廃炉手続に入り，2020 年，唯一廃炉手続となっていなかっ
たラティーナ原発の廃炉作業開始が許可され，イタリアの脱原発は確定した。
スイスも，福島第一原発事故を受け，事故直後から新規建設と改修計画の凍結方針
を表明し，その後，原発の順次廃止と再生可能エネルギーの促進を定めた法律を成立
させた。スイスは，現在 4 基の原発が稼働中であるが，2050 年を目途にほぼ全ての電
力を再生可能エネルギーによる発電で賄う目標を掲げている。
スイス国内においても，電力の安定供給の観点から，脱原発政策に対して批判の声
も見られるが，政府は，設備開発やエネルギー効率の向上により，再生可能エネルギー
への移行は実現可能であるとして，再生可能エネルギーの普及を進めている 23。
④

ドイツでは
これまで述べてきた国の中でも，特に見習うべきはドイツである。ドイツの脱原発

政策は，既に最終局面を迎えようとしている。現在稼働中の原発は残り 6 基しかなく，
これについても，2022 年末までに停止し，再生可能エネルギーを中心とした電力供給
に切り替えることが決まっている。日本においても脱原発を実現するためには，覚悟
を持って，具体的なエネルギー計画の転換が必要不可欠となるが，ここで脱原発に真
剣に取り組んできた見習うべきドイツの取組を参考にしたい。
ドイツでは，1970 年代頃から原発の安全性について，多くの市民が危機感を持って
おり，反原発活動が盛んであった。その中で，シュレーダー政権下において，2002 年
に原子力法を改正し，2022 年までに原発を廃止し，新規建設も認めないことを決定し
た。その決定においては，再生可能エネルギーの電力会社による電力買取りの義務付
けや大手電力会社と政府の間での脱原子力合意などが盛り込まれ，実現可能な政策と
して脱原発を進めていった。
その後，原発の運転期間延長をめぐる争いがあったが，2011 年の福島第一原発事故
の惨状を目の当たりにした世論の声を受け，2022 年までの脱原発への動きに変更はな
かった。もちろん，一筋縄ではいかない。脱原発で生じた電力会社に生じた損害を賠
償する合意を行ったり，原発が担ってきたエネルギーを代替するエネルギーを確保す
る手段を模索したり，電力小売価格が高騰したりと様々な問題を解決する必要があっ

23

2021 年 3 月 8 日付時事通信電子版参照
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た。
しかし，ドイツ国民は電力会社への賠償や電力小売価格の一時的な高騰よりも脱原
発を優先し，自然エネルギーを進んで拡大させ，それらの問題を乗り越え，2022 年末
の脱原発を迎えようとしている。実際に，2011 年に 17 基あったドイツの原発は既に
11 基が停止し，再生エネルギーへの転換が急速に進んでいる。電力全体に占める原子
力の割合は 2010 年の 22％から 2020 年に 11％に低下し，その分，風力や太陽光などの
再生可能エネルギーの電力割合は 17％から 45％に高まることとなった。
また，再生可能エネルギーについて，電力の固定価格買取りを行い，優遇したこと
により電力小売価格が上昇することになったが，一方で，再生可能エネルギーについ
ての技術革新が進み，発電コストは低下するに至った。
なお，ドイツの脱原発政策については，①電力の安定供給が脅かされる，②石炭火
力が増えて二酸化炭素排出（CO2）が増える，③原子力が多いフランスからの電力輸入
が増えるだけとの指摘もあったが，実際には停電時間は短くなり，発電量当たりの CO2
排出量も 3 分の 2 減り，ドイツは電力の純輸出国の地位を維持しているとのことであ
る 24。
何が日本と異なるのであろうか。簡単に言えば，日本がいつまでも原子力をベース
ロード電源として更なる原子力技術の発展を推進する一方で，ドイツは早くから再生
可能エネルギーの安定供給が実現するまでの過渡的なエネルギーとして原子力を位置
付けてきた。また，日本が再生可能エネルギーの迅速な拡大を困難なものであると判
断し，従前のベースロード電源に依存する一方で，ドイツは再生可能エネルギーの発
電量を増やす具体的な数値目標を掲げるなどしてその拡大を推進してきた。この違い
が，現状の差を生み出しているのであり，日本が今後，脱原発を実現するためには，こ
の点について考えを改める必要がある。
⑤

小括
以上のとおり，多くの国が脱原発へと舵を切っており，日本もいつまでも取り残さ

れているわけにはいかない。
私たちは，ドイツの 20 年前にも及ばない。日弁連も，単に脱原発を訴えかけるのみ
ならず，他国を参考にするなどして，2030 年までの脱原発に向けた具体的なレールを
敷き，国民全体の意識を改善するための新たな提案を常に繰り返していかなければな
らない。また，積極的に活動する市民に対しては，その手助けを行い，世論から脱原発
の流れを形成していかなければならない。
(4) 市民意見反映の実現
脱原発には，政策転換を実現することも必要である。国会の多数派が脱原発を支持す
ることが最も迅速であるが，それ以外にも他国では脱原発を実現する道筋を見いだして
いる。
環境政策についての決定手続への市民参加が十分に確保されることにより，環境問題
がより適切に解決され得ることは，
「環境と開発に関するリオ宣言」第 10 原則（市民参
加条項）にも規定され，国際的な合意となっている。このことは，日弁連の「環境に関わ

24

2021 年 3 月 10 日付日本経済新聞電子版参照
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る市民参加を保障するためにオーフス条約

25

への加入と国内法制の拡充を求める意見書」

（2017 年 2 月 16 日）において指摘したとおりであって，脱原発に関わるエネルギー政
策においても妥当する。脱原発に関する政策決定に当たって，十分な情報公開が行われ，
また，国レベル及び地域レベルにおける政策決定への早期の市民参加を実現して，その
意見を政策決定に十分に反映させる仕組み作りが極めて重要であり，法的な観点からの
提言が求められる。
例えば，前述のとおり，国民投票制度があるイタリアやスイスでは，国民投票で脱原
発を決めた。本来は，これらの国のように原子力政策について，国民 1 人 1 人が真剣に
考え，意思表明すべきである。日本においても，そのような道を模索すべきであり，国
民投票制度の可否やその制度設計等についても，幅広く検討すべきである。もっとも，
国民投票の実現は簡単ではない。その対象は何か，どのような選択肢が有り得るか，国
民の意思を反映できる仕組みかとなっているかなど実現に向けた課題は多いが，このよ
うな議論こそが，他人事ではなく自分のことだという意識改革をもたらすのである。
また，方法は国民投票に限らずとも国民全体で考える必要性は高く，その前提として，
国民の知る権利を充実させる必要がある。なぜ脱原発を実現しなければならないのか，
脱原発した後の未来には何が待っているのか，国民 1 人 1 人が自らのこととして真剣に
考えることができるための前提となる知識を得なければならない。そのためには，国民
が原発に関する適切な情報に触れ，また，自らの意思を表明できる場を充実させる必要
がある。そのような制度設計の中心を日弁連の弁護士が積極的に担う必要がある。
また，若い世代の意識転換も重要である。脱原発は，大きなエネルギー転換であり，
社会の仕組みや経済が，新しいものに生まれ変わるチャンスでもある。今の若い世代が
脱原発及びエネルギー転換を自らの人生に関わる事由として，興味を持ち，自分の将来
に希望が持てるような未来イメージを提供する義務が現代を生きる私たちにはある。
日本中でこのようなイメージを共有していけば，脱原発もエネルギー転換も市民主導
で実現する。私たち弁護士は，常に市民の立場に立ち，市民の立場から物事を考えるこ
とができる。そんな私達だからこそ，政府への働き掛けとともに市民意識の転換のため
の情報提供や機会の提供を行い，共に将来世代の権利を実現していかなければならない。

25

リオ宣言第 10 原則を受け，1998 年 6 月の国連欧州経済委員会（ＵＮＥＣＥ）第 4 回環境閣僚会議で採択され
た。日本は加入していない。
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第５節
第１
１

福島第一原発事故の損害賠償・被害回復

福島第一原発事故の被害

史上最大最悪の公害
福島第一原発事故は，放射線物質による大気汚染・土壌汚染・水質汚濁等を引き起こし，

広範かつ深刻な被害をもたらした。
2 市 7 町村 1の 16 万人を超える住民が強制避難に遭い，
ふるさとを奪われた。それ以外の地域でも多くの住民が避難をした。
原発事故から 10 年が経過した時点でもなお，少なくとも約 4 万人という多くの人々が故
郷に帰ることができない。
放射能は，人体，大気，土壌，森林，河川，海水に蓄積，累積され，数十年ないしは数百
年にわたって被害は続く。
原発事故は，日本史上最大最悪の公害である。
２

福島第一原発事故被害の特徴

(1) 生命の危険
原発事故直後，住民らは「命の危険」を感じるほどの恐怖と不安の中でパニックに陥
った。強制避難区域の住民らは着の身着のまま避難を強いられ，それ以外の地域の住民
らは避難をした者も，避難できない者も，必死の被ばく回避行動に走った。
(2) 広範囲の汚染
放射性物質は，行政地区単位を問わず広がり，土壌，海洋などの汚染をし，地域住民に
不安を与え続けている。東北だけでなく関東一円にも被害をもたらした。
(3) 被害の甚大性と多様性
原発事故により，人々は被ばくによる健康への不安を抱え，被ばくを避けるためにそ
の生活を大きく変容させ，これにより人生設計が大きく変えられた者もいる。汚染地域
を離れることにより人間同士のつながりや人と当該地域の自然との関わりが奪われるこ
とで，地域全体で得られていた利益が失われ，あるいは生活の質を低下させるなど，そ
の被害は甚大かつ多様である。
(4) 被害の継続性・長期性
原発事故により大量に放出された放射性物質は自然環境を汚染し蓄積し累積している。
福島県の森林面積は約 70％を占めているが，森林は除染されないまま，セシウム 137（半
減期 30 年）などの放射性物質が今なお大量に蓄積しているところが多い。被害は世紀を
超えて継続するという深刻な事態をもたらしている。
(5) 被害の予測困難性
被ばくの有無や程度は正確に知ることも予測することも困難である。そのことが被害
の予測を不可能にし，放射線被曝の恐怖感と深刻な危惧感をもたらしている。
(6) 不可逆的被害
地域全体が放射能により汚染され住民らが戻らない地域の住民らは，ふるさとを奪われ

1

福島第一原発から 20km 圏内。富岡町，大熊町，双葉町のそれぞれ全域，田村市，南相馬市，楢葉町，川内
村，浪江町，葛尾村のそれぞれ一部。例外を除き立ち入りを禁止する警戒区域とされた。
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るという被害を被った。もはや回復することが不可能ないし著しく困難な「不可逆的被
害」である。
３

ふるさと喪失・変容損害（特に強制的避難区域において）
強制避難区域における本件事故被害の最も本質的な特徴は，本件事故によって，住民ら

の生活基盤が根こそぎ奪われ，あるいは，大きく損傷されたことである。
「ふるさと喪失・剥奪損害」とは，コミュニティないしそれを支える諸利益の総体として
の「ふるさと」が全面的ないし部分的に侵害されたことを意味する 2。
地域レベルで見た「ふるさと喪失」とは，原発避難により「自治の単位」としての地域が
回復困難な被害を受け，そこで取り結ばれていた住民・団体・企業などの社会関係（コミ
ュニティはその一部）
，及び，それを通じて人々が行ってきた活動の蓄積と成果が失われた
ことである。こうした人間関係の蓄積は，しばしば世代を超える時間的なスパンで行われ
る。それによって，地域固有の伝統，文化，景観などが，時代の推移に応じた変化を伴いつ
つも承継されてきた。地域にはこうした長期承継性と固有性があるために，避難者が原住
地から切り離されると，避難先では回復できない多くの要素を失うことになる。避難者か
ら見た「故郷喪失」は，避難元の地域にあった生産・生活の諸条件を失ったことを意味す
る 3。
本件事故被害の回復を図るために，こうした「ふるさと喪失・剥奪損害」をどのように
把握して，どのように補償するのかが問われている。訴訟上の重要な課題である。
４

事故直後の被害
強制避難区域内であるかその外であるかを問わず，福島第一原発から相当程度の距離以

内の地域の住民らは，原発事故直後の時期には被ばくによる死傷への恐怖にさらされ，そ
の多くが避難を実行した。避難できずにとどまった住民らは，死傷への恐怖にさらされな
がら，水や物資の不足にも苦しんだ。再度の原発爆発の危険性，事態の正確な把握に必要
な情報の欠如，高濃度汚染の情報（3 月 15 日ＮＨＫニュース－午前 4 時のいわき市の空間
線量 1 時間当たり 23.7μSv）による激しい恐怖感とパニックの状況があった。
また，緊急の，着の身着のままの避難であり，日常生活品を全て用意し直すなど，多大
な生活費の増加が生じた。
５

その後の被害（帰還者，滞在者）
事故直後の時期を超えた後も，空間線量は公園など生活圏内のあらゆる場所で毎時 0.23
μ㏜（年換算 1m ㏜）を大幅に超え，主に福島県内の農作物，海産物，野生鳥獣の肉からは

1kg 当たり 100 ㏃を大幅に超える放射性セシウムが検出され続けた。また，放射性セシウ
ム（セシウム 134 及びセシウム 137）の土壌沈着量が 1 ㎡当たり 100 万㏃を大幅に超える
など，放射性管理区域設定基準を大幅に超える土地（民家，店舗，神社等）が多数見られ
た。
2
3

吉村良一「政策形成訴訟における理論と実務」180 頁～187 頁（日本評論社，2021 年 4 月 30 日）
除本理史「避難者の『ふるさとの喪失』は償われているか」＝『福島原発事故賠償の研究』189 頁～209 頁所
収（日本評論社，2015 年 5 月 25 日）
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放射性物質は，騒音や悪臭などと異なり五感に感じず，人の主観を通じて感ずるもので
あるため，不安の感じ方も人により異なり，危険と感ずる住民と，安全と感じたい住民と
の間にも，軋轢・分断を生じさせた。いわき市など一部の地域では，賠償格差からくる元
の住民と避難者との分断も，避難者と住民ら双方を苦しめた。
子どもの生活環境及び教育環境は，放射性物質の拡散による不安から悪化し，子どもた
ちの行動に様々な制限を設けなければならず，それによる運動能力や人格発展機能の低下
が不安視されている。第一次産業（農業・水産業・林業）
，観光業などには放射能汚染への
不安からくる影響が依然，残っている。家庭菜園，山菜・キノコ・川魚採り・海釣りなどが
行われなくなり，そうした収穫物の交換を通じて築き上げてきた人と人との相互扶助機能
や自給自足による生活費代替機能も低下し，自然とふれあう機会の減少・喪失も見られる。
６

避難継続者の被害
強制的避難指示区域内からであると外からであるとを問わず，避難継続者は，避難先で

人間関係に苦労している傾向がある。周囲との意見の食い違い，放射性物質の影響などの
不安を話せない。また，家族の分離に伴い，家族内において，疎外感，孤立感，対立，不和
などが見られる。宇都宮大学の調査によると，こうした状況は，区域外子育て世帯に特に
顕著であり，母子避難ケースにおいて精神的負担が重い。母子避難を中心に，孤立感にさ
いなまれる母親の割合が高く，区域外子育て世帯の成人女性・母親が突出してストレスを
抱えている。
さらに，避難に伴う支出の負担を感じている世帯が多い。特に，強制的避難指示区域外
からの避難者は，補償もなく子どもを伴い生活基盤を移動する具体的困難もある。借り上
げ住宅の停止等の支援の打ち切りが，避難者たちに厳しい状況を及ぼしている 4。
７

包括的生活利益としての平穏生活権侵害（被侵害利益）
以上述べてきたような損害を包括的に捉えると，本件事故により被害者たちが被った損

害は，避難指示の有無や区域の別なく，地域において平穏な生活を送ることができる生活
利益そのもの 5を奪われたことと言える。
この損害項目には，①放射線被ばくないし被ばくリスクによる深刻な身体被害の危惧（身
体権に接続した平穏生活権の侵害），②避難中の精神的損害（いわゆる避難慰謝料），③地
域生活を破壊されたこと（地域コミュニティの喪失）
，④避難指示区域外の避難者及び滞在
者の損害，⑤環境損害，⑥精神的に平穏な生活を奪われないし毀損されたことの損害など
が挙げられる。
これらは，いわば，人々の生活基盤が奪われないし毀損されて生ずる損害であり，その
ことによって，居住・移転及び職業選択の自由（憲法 22 条），健康で文化的な生活を送る
権利（憲法 25 条）
，教育を受ける権利（憲法 26 条）
，勤労の権利（憲法 27 条）
，財産権（憲

4

5

以上，2017 年度新潟県委託 福島第一原発事故による避難生活に関するテーマ別調査業務 調査研究報告書「子
育て世帯の避難生活に関する量的・質的調査」94 頁（2018 年 2 月）研究代表者 宇都宮大学国際学部准教授
髙橋若菜
淡路剛久「『包括的生活利益』の侵害と損害」＝『福島原発事故賠償の研究』11 頁～27 頁所収（日本評論社，
2015 年 5 月 25 日）
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法 29 条）など重要な基本的人権の侵害をもたらしており，人格的生存に不可欠な権利が侵
害されている（憲法 13 条）
。
第２
１

原発事故被害回復制度の現状の問題点

原発事故被害回復制度の現状の概要
現在の原子力損害賠償の請求手段としての原発事故被害回復制度としては，大きく分け

て後記のとおり，①直接請求，②ＡＤＲ申立て，③民事訴訟の三つが挙げられるが，それ
ぞれ一長一短がある。
(1) 直接請求
被害者が訴訟やＡＤＲを通さず東京電力に直接請求することであるが，長所としては，
経済的負担・心理的負担は低いということが挙げられる。また，東京電力との合意が成
立すれば賠償金の早期受領が可能となる。一方，短所としては，加害者である東京電力
が定めた基準による支払を余儀なくされるという点が挙げられる。
(2) ＡＤＲ申立
原子力損害賠償紛争解決センター（以下「原紛センター」という。
）は，
「和解の仲介及
び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定」
（原賠法 18 条１
項）を行うために文部科学省に設置された原子力損害賠償審査会（以下「原賠審」とい
う。
）の下にある原子力損害賠償紛争解決機関である。
原紛センターへのＡＤＲ申立ての長所としては，訴訟より迅速な手続で，かつ，直接
請求と異なり公平な第三者である原紛センターによる妥当な和解案が提示されるため，
早期に解決策が得られる解決方法として機能することが期待された。また，訴訟と比較
して経済的負担・心理的負担が低いということが挙げられる。審理期間は，事案にもよ
るが，平均して約半年程度のことが多い。一方，短所としては，原紛センターの判断に
は強制力・拘束力がないため，後述するように東京電力が原紛センター提示に係る和解
案を拒否した場合には実効性が失われるということが挙げられる。
(3) 民事訴訟
長所としては，まず，裁判所という第三者機関による司法判断がなされるため，他の
方法と比べれば，比較的公正・中立な解決が期待できる。また，他の方法と違って，拘束
力を有するので，東京電力の意向にかかわらず，強制的に判決内容に従わせることがで
きる。一方，短所としては，他の方法と比べて費用がかかるという経済的負担や，審理
期間が長期にわたることなどによる心理的負担が挙げられる。
２

原賠審中間指針の定めと問題点

(1) 原賠審中間指針の定め
原賠審は，2011 年 8 月 5 日に「東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故に
よる原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」
（その後，第 1 次ないし第 4 次追補を
追加。以下「中間指針」という。
）を策定した。
中間指針は，原子力損害の賠償に関する法律（以下「原賠法」という。
）18 条１項の「原
子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者に
よる自主的な解決に資する一般的な指針の策定」のためのガイドラインとして策定され

－ 169 －

たものである。
強制的避難区域からの避難に伴う精神的損害賠償の基準として，以下のように定めら
れている。
①

本件事故発生から 6 か月間（第 1 期）

一人月額 10 万円を目安とする。

ただし，避難所・体育館・公民館等における避難生活等を余儀なくされた者につい
ては，その避難生活をした期間は，一人月額 12 万円を目安とする。
②

第 1 期終了から 6 か月間（第 2 期）

一人月額 5 万円を目安とする。

③

第 2 期終了から終期までの期間（第 3 期）

改めて損害額の算定方法を検討する。

(2) 中間指針の問題点
中間指針基準は，以下のとおり，問題点が極めて多いものである。
①

被害の実態を踏まえていないこと
原賠審が避難慰謝料の基準を定めるに当たって，避難者の被害の実態を踏まえるこ

となく，生活費の増加費用を含むものとしての慰謝料額を決めている。
避難者は，原発事故により平穏な日常生活を一瞬にして奪われ，従前からの居住地
域でのコミュニティから隔絶させられた。見知らぬ土地に強制移住させられた挙句，
戻りたくても戻ることが許されない。今までの住み慣れた地域とは全く異なる新たな
地域に移り住むことは，他の人々とコミュニケーションをとり地域生活を営む上で大
きな障害となり，一部では差別，いじめ，引きこもりなども起きている。
中間指針基準の最大の問題点の一つは，このような被害の実態を踏まえていないこ
とである。
②

合理的理由のない「減額・逓減」
中間指針の基準額については，自賠責基準を使用しつつ，自賠責の月 12 万 6,000 円
を月 10 万円と減額した上，第 2 期以降の慰謝料を 5 万円として逓減している。このよ

うな減額・逓減をする合理的理由は到底見いだせない。
③

精神的損害の一部しかカバーしていないこと
中間指針の基準額は，避難者が被った精神的損害の一部しかカバーしていない。中
間指針の避難慰謝料については，「避難生活に伴う精神的苦痛」が中心であり，「将来

の見通しに関する不安」の一部にも対応していると考えられるが，放射線汚染の曝露
による健康影響に対する深刻な危惧感・健康不安に対する慰謝料や，ふるさと喪失・
変容による地域生活利益の喪失，環境被害などによって被った精神的損害は含まれて
いない。
３

ＡＤＲ手続とその問題点

(1) 迅速な解決手段として設計されたＡＤＲ
原紛センターでのＡＤＲ手続は，原発事故の被害者による原子力事業者に対する損害
賠償請求について裁判外紛争解決手続として設計された。訴訟より迅速で，かつ，直接
請求と異なり公平な第三者による妥当な解決策を得られる解決方法として機能すること
が期待されていた。
(2) 原紛センター和解案受諾拒否事例の増大
ＡＤＲ手続における最大の問題点として，近年，東京電力が原紛センターの提示した
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和解案の受諾を拒否する事例が著しく増加するという事態が生じたことである。
拒否の理由としては以下３点が挙げられたが，いずれも不当な拒否である。
①

「集団申立て」案件であることを理由に，当該集団と同様の特性を有する被害者へ

の波及を恐れて和解案を受諾しない類型
②

当該被害者が訴訟を提起し，訴訟が係属中であることを理由として和解案を受諾し

ない類型
③

その他の理由で「和解案」の受諾を拒否する事例（被害者が東京電力の従業員であ
るという「東電社員案件」が多いがそれにとどまらない。
）

(3) 和解案拒否１（
「集団申立て」案件）
ＡＤＲ集団申立て事案の代表的なものとしては，浪江町民等集団申立てと，飯舘村蕨
平地区集団申立てが挙げられる。
特に前者については，日弁連が以下のとおり 2014 年の間に６回も会長声明を発表して
いる。
（1 回目）2014 年 1 月 24 日

東京電力株式会社による原子力損害賠償紛争解決センター

の和解案拒否に抗議し，新・総合特別事業計画の遵守を求める会長声明
（2 回目）2014 年 5 月 29 日

東京電力による原子力損害賠償紛争解決センターの和解案

拒否に関する会長声明
（3 回目）2014 年 6 月 27 日

浪江町民等の集団申立てにかかる東京電力による原子力損

害賠償紛争解決センターの和解案拒否に関する会長声明
（4 回目）2014 年 8 月 20 日 「東京電力の和解案への対応に関する総括委員会所見」に
関する会長声明
（5 回目）2014 年 9 月 5 日

浪江町民等の集団申立案件にかかる原子力損害賠償紛争解

決センターの和解案提示理由補充書に関する会長声明
（6 回目）2014 年 10 月 2 日 浪江町民等の集団申立案件にかかる東京電力による原子
力損害賠償紛争解決センターの和解案再拒否に関する会長声明
これらの事案においては，原紛センターも和解成立に向けて努力しており，和解案提
示理由補充書や「総括委員会所見」を公表するとともに，東京電力に対する釈明，説得
も継続してきた。しかしながら，原紛センターには拘束力・強制力がないことから紛争
が長期化し，最終的には「（申立人側からの）取下げ」か「（仲介委員による）
」打ち切り
かを余儀なくされることになった。
(4) 和解案拒否 2（「訴訟係属」案件）
「訴訟係属」案件とは，訴訟を提起して係属中の原告が，訴訟物とは全く別の請求をＡ
ＤＲで行い，原紛センターから和解案が提示された案件であるが，これについては，2017
年 8 月頃から複数の和解案拒否の報告例が見られるようになった。
東京電力のこうした対応は，ＡＤＲによる和解案提示の前後に関わらず，訴訟提起中
の原告が申し立てている案件において広く見られる対応である。被害者が政府の定めた
避難指示区域内に住んでいたか区域外に住んでいたかによる区別は見られない。
これについて東京電力は，ＡＤＲで提示される和解案と関連訴訟の判決内容との間で，
重複等が発生する可能性があることを拒否の理由とする。
しかし，訴訟物が仮に「異なる」または「重複する」部分があるとしても，より迅速な
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解決であるＡＤＲを優先すべきであり，またＡＤＲで和解が成立した部分については訴
訟において請求を減縮すれば足りる。それにもかかわらず，判決の確定を待っているの
では，迅速かつ適切な解決を図るＡＤＲの制度趣旨に反するものである。
こうした事案においても，原紛センターも和解成立に向けて努力しており，和解案提
示理由補充書や「総括委員会所見」を公表するとともに，東京電力に対する釈明，説得
も継続してきた。しかしながら，原紛センターには拘束力・強制力がないことから紛争
が長期化し，最終的には「（申立人側からの）取下げ」か「（仲介委員による）
」打切りを
余儀なくされることになった。
東京電力は，集団申立案件に対する和解案を拒否する理由として，中間指針の存在を
挙げている。しかしながら，中間指針はあくまで最低限の基準であり，さらに個々の事
情・要因による増額を予定しているものであって，最低限の基準に依拠してその内容を
理由に増額を認めないということは，中間指針の趣旨に反する不合理なものである。
2018 年に和解仲介手続が打切りとなった集団申立案件は 18 件で，その申立人数は約 1
万 9,000 人に及ぶ。集団申立案件ではない個々の案件について，東京電力が和解案の受
諾を拒否したために和解仲介手続が打切りとなった件数は，2020 年には大幅に増加し，
原紛センターの和解成立は 67.8％まで低下している。
東京電力は，集団申立案件に対する和解案を拒否する理由として，中間指針の存在を
挙げている。しかしながら，中間指針はあくまで最低限の基準であり，さらに個々の事
情・要因による増額を予定しているものであって，最低限の基準に依拠してその内容を
理由に増額を認めないということは，中間指針の趣旨に反する不合理なものである。
(5) 「和解案拒否」が与える影響
東京電力が和解案の受諾を拒否した場合でも，原紛センターによる釈明，説得はなさ
れる。しかしながら，原紛センターの仲介委員に和解案を受諾させる強制力はない。ま
た，東京電力が和解案を拒否し続けたとしても，必ずしもそれに対する有効な制裁がな
い（総括基準 「
9 加害者による審理の不当遅延と遅延損害金」
は実務上機能していない。）
。
そのため，紛争は長期化し，
「早期解決」は実現しない。申立人の「取下げ」か仲介委員
による「打切り」を余儀なくされることになり，被害者が東京電力基準による「直接請
求」を超える賠償金を受領しようとするならば，負担を抱えながら「民事訴訟」を提起
するという手段しかなくなってしまう。
また，そうした状況では，仲介委員としても，東京電力の「和解案拒否」を想定した上
で審理を進行せざるを得なくなる。結果として，ＡＤＲは迅速かつ適切な解決を図った
ものであるにもかかわらず，訴訟での立証にも匹敵する詳細な「個別立証」を求める傾
向（審理の長期化）や，和解水準の低廉化といった事態が生じてしまう。
４

原発事故賠償訴訟（責任論）の到達点

(1) 加害者である東京電力と国の責任論
福島第一原発事故を引き起こした代表的な加害当事者としては，東京電力と国が挙げ
られる。
このうち，東京電力については，原賠法 3 条本文が「原子炉の運転等の際，当該原子
炉の運転等により原子力損害を与えたときは，当該原子炉の運転等に係る原子力事業者
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がその損害を賠償する責めに任ずる。
」と無過失責任を規定している関係で，被害者が過
失を立証できるか否かを問わず，被害者に対する損害賠償義務を負うことになる。
一方，国に対する請求に当たっては，国に少なくとも過失があることが要件となる。
これまで，福島第一原発事故による被害を受けた個人ないし企業が，国や東京電力を
相手として数多くの訴訟を提起してきた。このうち，国を被告とした訴訟においては，
2021 年 3 月 11 日時点で，地方裁判所レベルで 14，高等裁判所レベルで 3 つの判決が言
い渡されている。地方裁判所レベルでは国の責任を認めた判決が 7 つ，認めなかった判
決が 7 つと，両者は拮抗している。高等裁判所レベルでは国の責任を認めた判決が 2 つ，
認めなかった判決が 1 つと，今のところ国の責任を認めた判決の方が多いが，予断を許
さない状況にある。
国の責任を認めた判決においては，福島現地における検証や進行協議期日など（以下
「現地見分等」という。
）を行ったものが多い。国を被告とした前記 17 の判決（地方裁
判所 14，高等裁判所 3）のうち，現地見分等を行ったものが 8 つ，行わなかったものが
9 つある。このうち，現地見分等を行った 8 つは，2020 年 10 月 9 日東京地裁判決，2021
年 1 月 21 日東京高裁判決を除いて，いずれも国の責任を認めた。これに対し，現地見分
等を行わなかった 9 つは，国の責任を認めた判決が 3 つ，認めなかった判決が 6 つであ
る。傾向としては，現地見分を行った事案では概ね国の責任を認め，行わなかった事案
では概ね国の責任を否定したと言える。
それでは，それぞれの判決は，どのような理由で国の責任を認め，あるいは認めなか
ったのか，以下，代表的な判決を検討していく。
(2) 国の責任を認めた判決
①

2017 年 3 月 17 日前橋地裁判決
同判決は 2002 年７月に地震調査研究推進本部（以下「地震本部」という。
）が公表

した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」（以下「長期評価」
という。
）等を根拠として，津波の予見可能性を認めた。
同判決はこう述べている。
「原発は，ひとたび大事故を起こしたら本件原発事故のよ
うに甚大な被害を生じさせる施設であり，極めて高い安全性が求められる。そして，
その安全性を維持するためには，自然科学に関する知見を常に探求し，最新の知見を
反映させなされなければならない。
」
本判決は，国と東京電力が，このような原発の安全性維持のために求められる真摯
な姿勢に欠けていたことを指摘し，国会事故調報告書も明示していたように，本件事
故が「人災」であることを改めて認定した。
②

2017 年 10 月 10 福島地裁日判決（生業判決）
同判決は，

ア

国が 2002 年の地震本部「長期評価」等の知見に基づき，2002 年末までに詳細な津
波浸水予測計算をすべきであったのにこれを怠ったこと（予見義務）
。

イ

予測計算をすれば，福島第一原子力発電所の主要施設の敷地高さを超える津波が
襲来し，全交流電源喪失に至る可能性を認識できたこと（予見可能性）
。

ウ

非常用電源設備等は「長期評価」から想定される津波に対する安全性を欠き，技

術基準省令 62 号 4 条 1 項の技術基準に適合しない状態となっていたこと（回避義
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務）
。
エ

2002 年末までに国が規制権限を行使し，東京電力に適切な津波防護対策をとらせ

ていれば，本件津波による全交流電源喪失を防げたこと（回避可能性）
。
をいずれも認めた。
③

2018 年 3 月 15 日京都地裁判決（京都訴訟判決。以下「京都判決」という。
）
京都判決は，国の予見可能性，具体的には津波の予見可能性について，対象として

は「O.P.+10m を超える津波」を予見できれば十分であるとして，被告国には「常に最
新の知見に注意を払い…万が一でも事故が発生しない」ような監督が求められる，と
した。つまり，被告東京電力の依拠する土木学会の「津波評価技術」では，想定してい
た地震の規模・場所の予測（波源設定）の最新の知見の当てはめが想定されていたと
ころ，2002 年 7 月公表の政府の地震本部の「長期評価」こそが，波源に関する最新で
公的な知見であり，長期評価公表時，三陸沖北部から房総沖の海溝より区域で地震発
生の可能性が指摘されていた。後の 2008 年 4 月の東京電力の試算では，敷地南側で
O.P.+15.7m の津波が想定された。試算には 2～3 か月程度必要だが，遅くとも 2002 年
末頃には試算し，被告国への報告が可能であり，被告国も，被告東京電力に試算をさ
せることが可能であった。よって，被告らには，O.P.+10m 以上の津波の到来が予見可
能であり，予見義務もあったとした。
また京都判決は，国の責任について，電気事業法 40 条による技術基準適合命令又は
原子炉規制法に基づく一時運転停止等の措置の権限行使について，被告には裁量が認
められるとしつつ，しかしその「規制権限が付与された目的・権限の性質等に照らし，
その許容される程度を逸脱して著しく合理性を欠く」場合には，国賠法 1 条 1 項によ
り違法となる，とする。そして京都判決は，
「規制権限が付与された目的・権限の性質
等」
（電気事業法や原子炉規制法の趣旨・目的，原子力災害の重大性，予見可能性の程
度，結果回避可能性，権限の性質・影響等，現実に実施された措置の合理性，防災対策
に対する意識の高まりとその認識）を検討し，2002 年以降，遅くとも 2006 年末時点に
は，電気事業法 40 条の命令又は炉気泡の権限を行使して，被告東京電力に対して長期
評価に基づく津波高の計算をさせて津波への対応を命じなかったことは，
「その許容さ
れる程度を逸脱して著しく合理性を欠く」とした。
④

2018 年 3 月 16 日東京地裁判決（福島原発被害東京訴訟）
同判決は，被告国は，2002 年には，福島第一原発において炉心溶融を伴う重大事故

をもたらす原発の敷地高を超えて敷地が浸水する津波が発生することを予見すること
ができたとし，被告東京電力に，津波による全電源喪失を想定したバッテリー設置，
手順策定等の対策を講じさせていれば回避できたと判断した。
⑤

2019 年 2 月 21 日横浜地裁判決
同判決は，国は東京電力から貞観津波（869 年）を考慮した津波計算の報告を受け，

福島第一原発の敷地の高さを超える津波による事故の発生を予見できたと指摘し，電
源設備の移設によって大量の放射性物質の外部放出を回避できたにもかかわらず，国
が規制権限を行使しなかったのは「看過しがたい過誤，欠落があった」と判示した。
⑥

2019 年 3 月 26 日松山地裁判決（愛媛避難者訴訟）
同判決は，政府機関が 2002 年に公表した地震予測の「長期評価」は客観的で合理的
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な知見で「国と東電は同年末には津波の予見は可能だった」と指摘し，その上で長期
評価に基づき，水密扉の設置など浸水対策を取っていれば津波による波力にも耐えら
れたと推認できると判断。国が規制権限を行使しなかったことは著しく合理性を欠く，
と判示した。
⑦

2020 年 3 月 10 日札幌地裁判決
同判決は，長期評価について，
「専門家による十分な議論を経たもので，一定の信頼

性がある知見」とし，津波の予見可能性を認定。東京電力に対する権限行使を怠った
などとして，国の責任を認めた。
⑧

2020 年 9 月 30 日仙台高裁判決
同判決は以下のとおり判示した。

「平成 14 年 7 月，地震本部により『長期評価』が公表されたが，地震本部は文部科学
省に設置された組織であるから，これは当然に一審被告国の知見とすべきものであ
るところ，経済産業大臣において，一審被告東電に対し，直ちに『長期評価』の見解
を踏まえた試算を開始するように指示し，あるいは規制当局として自ら『長期評価』
の見解を踏まえた試算をするなどしていれば，遅くとも平成 14 年末頃までには，福
島第一原発に 0.P.＋10m を超える津波が到来する可能性について認識し得た。一審
被告国の結果回避可能性に係る事実の主張立証責任も，一審被告東電と同様の理由
等により，少なくとも，一審原告らが一定程度具体的に特定して結果回避措置につ
いて主張立証した揚合には，一審被告国について，その措置が実施できなかったこ
と又はその措置を講じていても本件事故が回避不可能であったこと等の結果回避可
能性を否定すべき事実を主張立証すべきであり，これらの主張立証を尽くさない揚
合には，結果回避可能性があったことが事実上推認されると解するのが相当である。
『長期評価』の見解の信頼性を論難する一審被告国の主張は，いずれもそのまま採
用することはできず，これらの主張を踏まえても，
『長期評価』の見解は，一審被告
国自らが地震に関する調査等のために設置し，多数の専門学者が参加した機関であ
る地震本部が公表したものとして，個々の学者や民間団体の一見解とはその意義に
おいて格段に異なる重要な見解であり，相当程度に客観的かつ合理的根拠を有する
科学的知見であったことは動かし難い。」
⑨

2021 年 7 月 30 日福島地裁郡山支部判決（津島判決）
同判決も，前述の「長期評価」を「専門家による複数回の議論を経て取りまとめられ

たものであったから，相当な信用性を有する知見であった」とした上で，
「国は，この
長期評価の示す地震による津波の算出を東電に命ずべきであり，そうしていれば…福
島第一原発の敷地高を超える津波が到来する危険性があることを予見することができ
た」と判示した。また同判決は，福島第一原発の特性として「主要な電源設備が地下や
1 階に設置されており，津波が敷地を超えて浸水すれば，全ての電源を喪失する危険性
を有しており，津波に対して脆弱な施設であった」と指摘し，
「原発事故の被害が甚大
であり，万が一にも事故が起きないように安全性を確保する必要があることを考慮す
ると，経済産業大臣が，電気事業法 40 条に定めた技術基準適合命令により…規制権限
を行使しなかったのは，著しく合理性を欠き，国家賠償法上違法である」と判示した。
⑩

2021 年 9 月 29 日高松高裁判決
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同判決は，政府の地震本部が 2002 年 7 月に公表した地震予測の「長期評価」に基づ
き，国が津波の到来を予測できたと認定し，国が東京電力に対し，防波堤や浸水を防
ぐ扉の設置などの対策を命じなかったことを「著しく合理性を欠く」と断じて事故と
の因果関係を認めた。その上で，原発を基幹産業と位置付けて積極的に推進した「国
策」を認定して，一審松山地裁判決が「東電が安全性について第１次的に責任を負い，
規制権限行使を怠った国とは差違がある」として国の責任を２次的と判断したのを是
正し，原発が技術基準に適合しないとの判断に国が至らなかったのは合理性を欠くと
して，
「国の責任の範囲を限定するのは相当ではない」として国と東京電力に同等の責
任を認めた。
(3) 国の責任を否定した裁判例
一方，国の責任を否定した裁判例には，論理的整合性に疑問のあるものが少なくない。
例えば，2017 年 9 月 22 日千葉地裁判決は，福島第一原発の敷地高さを超える津波を
予見することは可能であったと認定しながら，予見可能性の程度が必ずしも高くなかっ
たとして国の責任を否定した。
2019 年 3 月 14 日千葉地裁判決も，福島第一原発の敷地高さを超える津波の到来の予
見可能性を認めておきながら，人的物的資源の有限性等を強調した上で，結果回避義務
や回避可能性を否定した。
2019 年 12 月 17 日山形地裁判決は，原発の地震・津波対策について国に規制権限があ
ったこと，また，国は原発敷地高さを超える津波が到来する可能性を予見できたことを
認めた。しかし他方で「重大な事故が発生する危険性は…切迫したものではなかった」
として国の責任を否定した。
2020 年 6 月 24 日福岡地裁判決は，長期評価について「事故発生前には信頼性の高い
ものとは評価されていなかった」と指摘し，国は巨大津波が到来する切迫した危険性を
認識することは困難で，
「東電に規制権限を行使しなかったことが合理性を欠くとは認め
られない」と判断したが，長期評価が，日本を代表する地震学者が多数参加する国の機
関によって出されたものであることを看過していると言わざるを得ない。
2019 年 8 月 2 日名古屋地裁判決は，原発差止訴訟における請求棄却判決にしばしば見
られる判断枠組みを採用し，
「原子炉設置許可処分，変更許可処分における安全審査に当
たっては，原子力委員会の科学的，専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総
理大臣の合理的な判断にゆだねられていると解されることから，原子炉設置許可処分，
変更許可処分が国賠法上違法とされるには，少なくとも当時の科学技術的水準や科学的，
専門的知見に照らし，原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会における調査審議に
用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，又は当該原子力施設が前記の具体的審
査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判
断の過程に看過し難い過誤，欠落があり，内閣総理大臣の判断がこれに依拠してされた
と認められることが必要である」とした上で，長期評価について，
「データの少なさなど
から，通説的見解といえるほど確立した知見だったとはいえない」とし，国の賠償責任
を否定した。
しかしながら，国家賠償請求において過失の認定にここまで厳格な要件を課した裁判
例は，同判決以外には見当たらない。また，国の機関が津波対策の必要性を指摘してい
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る以上，当該機関の見解に明らかな誤りがある等の特段の事情がない限り，これに従わ
ないことには不合理さがあると見るべきであろう。
５

原発事故賠償訴訟（損害論）の到達点

(1) 福島第一原発事故賠償訴訟の各高裁判決の概要
全国の福島第一原発事故賠償訴訟は，主として，
「避難慰謝料」と「ふるさと喪失（剥
奪）慰謝料」の請求を軸にして展開されてきた。
同訴訟の現時点における到達点としての高裁判決は，以下のとおり 6 件出ており，い
ずれも上告審・最高裁に係属中である。
①

いわき避難者第 1 陣訴訟・仙台高裁判決（2020 年３月 12 日）

②

小高に生きる訴訟・東京高裁判決（2020 年 3 月 17 日）

③

生業訴訟・仙台高裁判決（2020 年 9 月 30 日）

④

群馬訴訟・東京高裁判決（2021 年 1 月 21 日）

⑤

千葉訴訟・東京高裁判決（2021 年 2 月 19 日）

⑥

愛媛訴訟・高松高裁判決（2021 年 9 月 29 日）

このうち最高裁で先行審理されている高裁判決は，第 1 番目に，いわき避難者第 1 陣
訴訟・仙台高裁判決，第 2 番目に，生業訴訟・仙台高裁判決である。これらに対し最高
裁の判断が遠からず示されることになる。
そこで，先行する二つの高裁判決に絞って，避難慰謝料とふるさと喪失慰謝料につい
ての判示の概要を示せば，以下のとおりである。
(2) いわき避難者第 1 陣訴訟・仙台高裁第 2 民事部判決（2020 年３月 12 日）
本判決は，慰謝料について，
「避難を余儀なくされた慰謝料」，
「避難生活の継続による
慰謝料」
，
「故郷の喪失又は変容による慰謝料」の 3 つに区分して，
「故郷喪失・変容慰謝
料」を独立した損害項目として明確に認めたことは重要である。
(3) 生業訴訟・仙台高裁第 3 民事部判決（2020 年 9 月 30 日）
本判決は，中間指針について，
「全中間指針において定められた額は指針策定当時まで
の事情を基に個別事情を捨象して当該地域に居住していた全住民任意の支払を念頭に置
いた和解金的な色彩があることは否定できないところである。そうすると，本訴におい
て，口頭弁論終結時までの事情を基に一審被告東電による任意の支払を期待するという
要素を考慮に入れずに，本件事故と相当因果関係のある損害額を定める場合に，全中間
指針における基準額よりも高い額となることは，ある意味では自然な結果であるともい
える。」と判示した。
(4) 福島第一原発事故賠償訴訟の到達点
前記 2 件の仙台高裁判決だけでなく，全国の福島第一原発事故賠償訴訟の一連の判決
が，原賠審の中間指針の基準を超える賠償を認容していることは極めて重要である。
特に前記 2 件の仙台高裁判決が，
「故郷喪失・変容慰謝料」や「避難を強いられたこと
による慰謝料」など，中間指針にはない損害を認めていることは特筆すべきである。
いわき避難者訴訟控訴審判決が，中間指針の慰謝料ではカバーされない精神的損害の
賠償を認めたこと，また，生業訴訟控訴審判決が，中間指針等が賠償の対象としていな
い地域の住民にも賠償を認めたことからすると，原賠審の定めた中間指針が賠償の指針
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としては極めて不十分なものであることが浮き彫りとなったということができる。
しかし，前記 2 件の仙台高裁判決とも，判決認容額は以下のとおり中間指針基準に若
干の増額をしただけで終わっている。
帰還困難区域の住民の慰謝料について，両判決とも一人 1,600 万円（中間指針等によ
る 1,450 万円を控除して 150 万円）を認容しただけである。
居住制限区域・避難指示解除準備区域の住民の慰謝料については，いわき避難者第 1
陣訴訟・仙台高裁判決が一人 1,100 万円（中間指針等による 850 万円を控除して 250 万
円）を，生業訴訟・仙台高裁判決が一人 1,150 万円（中間指針等による 850 万円を控除
して 300 万円）を認容しただけである。
このような低額慰謝料額を認めただけで終わった点では問題を残している。
６

東京電力の原発事故被害への対応の不当性

(1) 東京電力の誓約した「3 つの誓い」を反故にする対応
東京電力は，
「被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただく
ため，以下の『3 つの誓い』を掲げ，各種取り組みを全社を挙げて実施してまいります」
として，以下の「損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策（『3 つの誓い』）
」掲げた。
①

最後の一人まで賠償貫徹
「…最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで，被害者の方々に寄り添い賠
償を貫徹する」

②

迅速かつきめ細やかな賠償の徹底
「ご請求手続きが煩雑な事項の運用等を見直し，賠償金の早期お支払いをさらに加速
する」

③

和解仲介案の尊重
「…原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するととも
に，手続きの迅速化に引き続き取り組む」
しかし，東京電力は，以下に述べるとおり，
「３つの誓い」をことごとく反故にするよ

うな対応を取り続けている。
加害者の立場として不当の極みというべきである。
(2) ＡＤＲ手続の集団申立事件の和解案に応じなかったこと
近時，原紛センターにおける原発事故被害者による集団申立案件において，センター
が一律増額を認めた和解案について，東京電力が受諾を拒否したため，和解仲介手続が
打切りとなる事例が相次いでおり，ＡＤＲ手続きが機能不全に陥っていることは前述の
とおりである。
このような東京電力の対応は，
「和解案の尊重」という自らの誓いに真っ向から違背す
るもので，機構による資金援助の前提を覆すものである。
(3) 原発事故賠償訴訟における東京電力の「弁済の抗弁」の主張
東京電力は，全国各地の原発事故賠償訴訟において，最近に至って「弁済の抗弁」なる
主張を大々的に展開するようになった。中間指針の基準が相当因果関係の範囲を上回っ
ているとの前提の下に，訴訟外で直接請求やＡＤＲ和解により他費目の損害として支払
われた賠償金が過払いであるとして，原告らの訴訟上の慰謝料請求に対する弁済の充当
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を認めて原告らの請求を棄却すべきであるという主張を平然と行うようになった。そし
て，訴訟物とされている慰謝料請求権の外側を構成する請求権部分も含めて，主張立証
責任は原告らが負うと主張している。仮にこのような主張を前提にする場合には，
「慰藉
料」を求めてきた原告としては，慰謝料の主張立証のみならず。これに加えて例えば避
難費用や不動産に対する賠償の「全部」について主張立証を行う必要があり，ただでさ
え長期化している裁判が一層長期化することが避けられなくなるという事態が生じる。
これに対し，弁済の抗弁の主張がなされるようになった各地訴訟における最近の判決
3 件はいずれも「弁済の抗弁」を斥けている。
①

新潟訴訟・新潟地裁判決（2021 年 6 月 2 日）
2021 年 6 月 2 日の新潟地裁の新潟訴訟判決は，東京電力が，各原告に対し，精神的
損害に対する賠償との名目で支払った既払金については，本件で原告らが請求してい
る損害賠償請求権に対する弁済として控除するのが相当であると判断して，実質的に
東京電力の主張を排斥した。

②津島訴訟・福島地裁郡山支部判決（2021 年 7 月 30 日）
2021 年 7 月 30 日の福島地裁郡山支部の津島訴訟判決は，
直接賠償手続においても，
ＡＤＲの手続においても，被告東京電力が支払った賠償金は，全て和解で定められた
損害賠償債務に充当されているので，こうした賠償金を原告らの精神的損害の賠償金
に充当する余地はないとして，被告東京電力の弁済の抗弁の主張を採用しなかった。
③

愛媛訴訟・高松高裁判決（2021 年 9 月 29 日）
2021 年 9 月 29 日の高松高裁の愛媛訴訟控訴審判決は，原告と被告東京電力との間

で，精神的損害に関する賠償額がそれに対する支払額を下回るものではないことを確
認する和解契約が，明示的ないし黙示的に成立していると評価することができるので，
前記損害費目に対する弁済として，同費目とは別の費目に対する既払の賠償額をもっ
て充当することは，前記和解契約の趣旨に反するため許されないとした上で，東京電
力の弁済の抗弁の主張が認められる可能性があるのであれば，原告らの財産的損害の
内容及び金額全てについて主張立証せざるを得なくなるが，このような事態は，本件
事故による多数の被災者を迅速に救済するという原賠法に基づく中間指針等の策定趣
旨にも著しく反する結果になるとして，「弁済の抗弁」の主張を排斥した。
④

東京電力の応訴態度等の不当性
東京電力は，原賠法 3 条に基づき加害者として全ての被害者を迅速に救済する責任
がある。それにもかかわらず，原発事故発生から 10 年余りを経た現在においてもなお，

ＡＤＲ手続では和解案を受諾しないばかりか，訴訟手続では「弁済の抗弁」を主張し
て訴訟を引き延ばしては被害者を更に苦しめるような応訴態度をとり続けている。こ
れは加害者の態度として見れば極めて不当である。
このような原子力事業者の不当な態度を許さない救済制度のあり方について，新た
な制度設計が検討されるべきである。
第３
１

あるべき救済制度

原発事故被害の全体像をどう捉えるか
本件事故により生じた多様で広範な被害をどう捉えるかが重要な問題となる。

－ 179 －

本件事故によって侵害された法益は，地域において平穏な日常生活を送ることができる
生活利益そのものであることから，生存権，身体的・精神的人格権（そこには身体権に接
続した平穏生活権も含まれる。
）及び財産権を包摂した「包括的生活利益としての平穏生活
権」が侵害されたケースとして考えるべきである。被害を個別ばらばらに切り離して捉え
るのではなく，包括的にかつ総合的に把握することが必要である。
原発事故被害者賠償請求訴訟の係争中の各裁判所にあっては，指針の性格や限界を確認
してそれに依拠することなく，原発事故被害を直視し，その救済にふさわしい賠償額の算
定を行うべきである。
原発事故被害の全体像をどう捉えるか。本件事故でどのような権利と法益が侵害された
のかという権利法益概念を賠償法理論の中にどのように位置付けるかが今こそ問われてい
る。
２

中間指針の見直し
原賠審中間指針は，原賠法に基づき，被害者の迅速，公平かつ適正な救済のために策定

されたものであるが，交通事故における賠償を参考に，個別の損害項目の積上げを行って
いるので，このような考え方によっては，本件事故被害の全体像は把握できない。
原発事故賠償訴訟の大多数の判決が「中間指針」を超える賠償を認容している。特に，
いわき避難者訴訟控訴審仙台高裁判決が中間指針の慰謝料ではカバーされない精神的損害
の賠償を認めたこと，生業訴訟控訴審仙台高裁判決が中間指針の賠償対象としていない地
域の住民にも賠償を認めたことは重要である。
原賠審はこれらの判決を踏まえて中間指針の見直しを速やかに行うべきである。
３

原紛センターの機能強化

(1) 拘束力（片面的裁定機能）の必要性
「第２」の「２」で述べたように，ＡＤＲは迅速・妥当な紛争解決を目的として設置さ
れたにもかかわらず，加害者である東京電力が原紛センターによる和解案に応じない。
そのため，少なからぬ被害者は低い水準での和解を甘受するか，さもなければ長い時間
をかけた訴訟でのたたかいを強いられるかの状況下に置かれている。こうした状況を打
開し，ＡＤＲが被害者救済に資する制度となるためには，ＡＤＲに東京電力を拘束する
効力（片面的裁定機能。被害者は拘束しない）を与える必要があろう。
具体的には，和解案の提示に加害者側への裁定機能を法定し，被害者は裁定に拘束さ
れないが，東京電力側が一定期間内に裁判を提起しない限り，裁定どおりの和解内容が
成立したものとみなすこととするとともに，東京電力側は裁定案を尊重しなければなら
ないものとし，裁定案の内容が著しく不合理なものでない限り，これを受諾しなければ
ならないものとすることが考えられる 6。
現行の法制度で，これに類似するものとしては，交通事故紛争処理センターや，金融
商品取引法に基づく金融ＡＤＲが挙げられる。
①

6

交通事故紛争処理センターの仕組み

日弁連「原子力損害賠償紛争解決センターの立法化を求める意見書」（2012 年 8 月 23 日）
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交通事故分野における最も利用者の多い代表的なＡＤＲ機関。無料で法律相談や和
解斡旋を受けることができ，斡旋による和解が難しい場合は，審査会に審査を求める
ことができる。
ここで，斡旋による和解が成立しない場合に，被害者が審査を申し立てると，相手
方保険会社は，審査結果（裁定）に拘束され，従わなければならない。
②

金融ＡＤＲ（金融商品取引法）の仕組み
金融ＡＤＲでも，消費者保護の見地から金融機関のみに片面的に課せられる義務が

ある。金融機関は，紛争解決機関 が受理したＡＤＲの申立てについては，正当な理由
が なく手続を拒否することができない（手続応諾義務）。また，紛争解決委員から求
めがあった場合には，正当な理由がなく資料の提出を拒否することができず，事実関
係については期日に出席して説明しなければならない（説明協力義務）
。
そして，金融機関は，紛争解決委員の示した和解案を尊重しなければならず，特別
調停案が示された場合には，裁判を提起しない限り受諾しなければならない（受諾義
務）
。
福島第一原発事故から 10 年が経過するにもかかわらず，被害者の救済は，いまだ道
半ばである。一刻も早い被害救済に向けて，国も迅速な立法措置をとる必要があろう。
2030 年，福島第一原発事故のような原発事故が起こっていることはないと信じたい
が，仮に 2030 年にこれに類する大規模自然災害が起こった時，迅速かつ充実した賠償
ができるよう，2030 年までに原紛センターを，拘束力を持ち，指針策定をすることも
できる「環境災害裁判所」に発展させていく必要があろう。
(2) 指針策定の権限を－損害賠償論の構築と中間指針の見直しのために
今回のような甚大な被害の特質を踏まえた損害賠償論の構築に向けて，一層の努力が
必要であるとの指摘が学者からなされている 7。
第１に，本件事故でどのような権利・法益が侵害されたのか，訴訟で主張された「包括
的生活利益としての平穏生活権」や居住・移転の自由，自己決定権，人格発達権といっ
た権利法益概念をどう理解し賠償法理論の中に位置付けるかが課題となる。その際，従
前の公害・薬害や交通事故被害において形成されてきた賠償法理の本件における意義と
限界を整理すべきであろう。
第 2 に，
「ふるさと喪失ないし剥奪損害」という新しい損害論について，その内実と賠
償法論上の位置付けを明らかにする必要がある。
以上のことは，この問題に関与する法律実務家としても肝に銘ずべきものである。
今日の司法判断においても「第２」の「１」で述べたとおり，原発事故賠償訴訟の一連
の判決が原賠審の中間指針の基準を超える賠償を認容している。中間指針の基準が低す
ぎることが明かになったのであるから，早急に中間指針を見直し，原発以外を含めた今
後の自然災害に備えるべきである。
また，指針策定の主体も，加害者である東京電力はもちろん，長年電力業者と密着し
てきた行政機関も，必ずしもふさわしいとは言えない。環境問題に精通した弁護士が相
当数参加する原紛センターが機能するに当たっては，指針の策定機能も与えられるべき

7

吉村良一「政策形成訴訟における理論と実務」248 頁（日本評論社，2021 年 4 月 28 日）
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である。
(3) 将来の展望－環境災害裁判所
また将来的には，ＡＤＲの経験を踏まえ，ＡＤＲをより発展させた，気候変動的な環
境災害を迅速に，かつ被害者に寄り添って解決するための環境災害裁判所も検討に値す
る。この裁判所は，ＡＤＲと同様弁護士や法学者によって構成されるのはもとより，片
面的拘束力や損害賠償の指針策定機能も持つはずである。またその判断においては，次
に述べる予防原則も重要な指針となる。
４

予防原則を生かした損害賠償の実現を
(1) 予防原則とは
予防原則（Precautionary Principle）とは，環境保全や化学物質の安全性などに関し，
環境や人への影響及び被害の因果関係を科学的に証明されていない場合においても，予
防のための政策的決定を行う考え方である。
予防原則は，1992 年の環境と開発に関する国際連合会議（UNCED）リオデジャネイロ宣
言の第 15 原則で宣言されているように，①深刻さ又は不可逆性がある損害を生じる場合
には，②科学的に確実でないことを理由として，③対策を引き延ばす理由にしてはなら
ないとする。
福島第一原発事故のように，深刻で，かつ，不可逆的な損害を与える事例は，予防原則
の適用がされるべき典型的事例と言える。日本の環境基本法においても，4 条の規定のう
ち「環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができ
る社会」の部分は，予防原則に親和的なものと考えられる 8。
(2) 責任論における予防原則の活用
東京電力に対する損害賠償請求は，既に発生した事故を理由とするものであるから，
未発生の危険を防止する予防原則が適用される場面なのかが問題となり得る。しかしな
がら，福島第一原発事故によって発生した，生命の喪失をも含む巨大な被害や，その被
害の広範性等に鑑みれば，現在の被害者救済はもとより，今後に新たに被害が発生する
ことを防ぐ観点からも，予防原則の趣旨を採用して，より慎重な科学的知見に立つべき
ことを前提として（特に国の）責任が論じられるべきであろう。特に，国が事故防止の
ための適切な措置を講じなかったという問題は，深刻さ又は不可逆性がある損害なので，
科学的に確実でないことを理由として，対策を引き延ばす理由にしてはならない場合な
ので，予防原則が適用されるべきである。
水俣病関西訴訟最高裁判決（最判平成 16・10・15 民集 58 巻 7 号 1802 頁）も，当時の
科学的知見でも，総水銀については測定可能だった以上，メチル水銀について検出でき
ないとしても行政は規制権限を発動すべきだったとしている 9。
福島第一原発事故において国の責任を問う場合においても同様に，仮に地震本部の見
解が通説とまでは言えなかったとしても，国の機関が危険性を訴えている以上，前記判
決同様に国の責任を認めるべきである。

8
9

大塚直「環境法 BASIC〔第 3 版〕」37 頁（有斐閣，2021 年 4 月 19 日）
大塚・同上
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(3) 損害論における予防原則
また，予防原則とは通常は，危険性を有する科学技術を適用しようとする潜在的加害
者が，加害を発生させないようにするための法原則であるが，福島第一原発事故におい
ては，被害者の行動についても予防原則の考え方が取り入れられるべきと言える。
すなわち，避難について政府から何らかの指示がある場合，その避難行動が法的にも
社会的にも正当であることは言うまでもない。しかし，被害者の居住地域からの避難に
ついて，当該地域については政府から避難等の指示がないとしても，例えば以下のよう
な場合には被害者がその被害を最小化しようと避難することには正当性があると言え，
避難によってもなお生じた損害は，福島第一原発事故と相当因果関係があると言える。
具体的には，相当数の科学者が危険性を指摘している場合が挙げられる

10

。これに加

え，放射線の危険性に関する情報提供の不全や混乱などから，通常人・一般人が危険と
感じる場合には避難の合理性が認められよう 11。また，被害の予測が完全にはできず，し
たがって低レベルの放射線による被害を心配する多くの人の感情にも合理性があるとし
て，例えば 10 人に一人程度の人が回避行動をとる場合であれば，原則として相当因果関
係を肯定すべきという指摘もある 12。
(4) 予防原則の立法における明確化
前記で述べた予防原則は，もちろん，②③で述べたように裁判機関（現行の裁判所と
は限らない）においても追求されるべきである。しかし，予測可能性，裁判体による判
断の統一という観点からは，立法において予防原則を明確化した方がより望ましい。2030
年には，前述した環境基本法 4 条「環境の保全は，…科学的知見の充実の下に環境の保
全上の支障が未然に防がれることを旨として，行わなければならない」に第 2 項が追加
され，
「国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員は，環境に影響を及ぼし得る政策を
立案し，実施し，また審査するに当たって，深刻さ又は不可逆性がある損害が生じると
予測されるときは，科学的に確実でないことを理由として，対策を適時かつ適切に講じ
ることを怠ってはならない」と規定されているべきである。また，原賠法においても，
「原子力損害の審理において，事故の責任及び損害を検討するに当たっては，環境基本
法４条２項の趣旨を最大限に踏まえなければならない」と規定されているべきである。
そして原賠法の同規定は，事故の救済もさることながら，未然防止においても重要な役
割を果たすことになる。
ちなみに，日本でも立法において予防原則を明示し，それを基本理念に明示し，施策
の指針としている条例がある（遊佐町の健全な水循環を保全するための条例・平成 25 年
6 月 21 日条例第 27 号，２条２項及び３条(4) 13）。

10

11
12

13

大塚直「環境訴訟における保護法益の主観性と公共性・序説」＝法律時報 2010 年 10 月号収録（日本評論社，
2010 年 9 月）
吉村良一「政策形成訴訟における理論と実務」148 頁～149 頁（日本評論社，2021 年 4 月 28 日）
小島延夫「原発訴訟 賠償を中心として（原発事故の環境法への影響）」2013.8（環境法政策学会誌第 16 号 原
発事故の環境法への影響――その現状と課題）84～85p 参照
http://www.town.yuza.yamagata.jp/web_data/reiki_int/reiki_honbun/c442RG00000743.html
２条２項「地下水脈は，現代の科学においてその全容を解明することは困難であり，一旦損傷した場合の復旧が
不可能又は極めて困難であることに鑑み，その保全を図る施策は，予防原則に基づくものでなければならない」
３条(4)「予防原則 健全な水循環に，長期にわたり極めて深刻な影響又は回復困難な影響をもたらすおそれが
ある場合においては，科学的証拠が欠如していることをもつて対策を遅らせる理由とはせず，その原因となる
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５

原状回復と人間復興
(1) 総論
原発事故により避難を強いられた被害者住民は，唯一無二で代替不能な「ふるさと」
を剥奪されたのであり，金銭賠償によっては回復不可能な損害を被っている。誰しも放
射能汚染のない元通りの安全な故郷に戻ることを強く念願している。
福島第一原発事故はもとより，今後発生し得る自然災害からの被害回復に向けた今後
の課題を検討する上で，この「原状回復」こそ，被害回復の原点とされるべきである。
また，原発事故をもたらした重大な責任を社会全体で直視し，原発事故被害者一人ひ
とりの生活を再建するための救済・賠償が実現されなければならないのはもとより，被
災者一人ひとりの「人間の復興」を実現するためには，一人ひとりの被災状況を的確に
把握し，様々な支援施策や福祉施策を組み合わせ，それに応じた個別の生活再建の計画
を立て，人的支援も含めて総合的に被災者を支援する仕組みの実現が急務である。

(2) 国の責任の明確化
国を被告にした原発事故賠償訴訟では，生業訴訟判決を始めとする相当数の訴訟判決
で国の法的責任が認められている。
国に「法的責任」がないことを前提にして東京電力を「支援」するという現在の「原子
力損害賠償・廃炉等支援機構法」もその構造のあり方が改めて問われるべきである。
そして，原発事故後の子ども・被災者の生活再建策を講じた現在の「こども被災者支
援法」は，原発事故後の 2012 年 6 月 21 日に議員提案によって急遽立法化されたもので
ある。そのため，国の責任については，
「国は原子力災害から国民の生命，身体及び財産
を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を
負っている」として，
「社会的責任」の限度にとどまっている。その結果，同法に基づく
施策として講じるべき生活再建策のレベルも自ずから限界のあるものにとどまっている。
とりわけ近年では，同法に基づく被害者支援はその後，急速に縮小し，例えば避難者へ
の住居提供が打ち切られるなどの二次被害が生じている。
そこで，
「子ども被災者支援法」の改正提言については，現在，福島被害回復 PT で検
討しているところであるが，まず，子ども被災者支援法（以下「法」という。
）の 1 条や
３条を改正し，国に法的な責任があることを明記することが不可欠である。その上で，
「子ども・被災者」の本来あるべき生活再建策，すなわち，現状回復と人間復興の視点
に立った，例えば以下のような諸施策が講じられるべきである。
(3) 人間復興のための諸施策－子ども被災者支援法の改正
①

法 8 条 1 項の支援対象地域を，福島県全域及び，東京電力原子力事故後１年間の年

間積算線量が 1 ミリシーベルトを超える地点を含む市町村と定義すること。
②

法 9 条を改正し，長期避難が権利であることを明記。

③

法 9 条に 2 項を設け，
「第 1 項に規定する住宅の確保に関する施策には，借り上げ住
宅に居住している避難者が同じ住環境で居住できるようにするための施策，家賃補助

の再開に関する施策，公営住宅に単身世帯でも入居できるよう入居要件を緩和するこ
とに関する施策が含まれるものとする」と規定すること。

行為や将来の影響について，科学的知見の充実に努めながら，必要に応じて予防的な対策を講ずる原則をいう」
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④

法 9 条に 3 項を設け，就業に関する支援をより具体的に記載する。

⑤

法 13 条 2 項の「必要な施策を講ずる」を「被災者の健康に関する不安を解消するた

め，福島県民健康診断の定期的実施，健康手帳の交付，及び医療費の無料化を行うな
ど，必要な施策を講ずる」に改正する。
⑥

法 18 条に 2 項を設け，「国は，被災者に対するいわれなき差別が生ずることのない

ようにするため，学校教育及び社会教育における人権教育や学習の機会提供に関する
施策，その他の必要な施策を講ずるものとする」という規定を設ける。
⑦

法 19 条の次に 20 条を設け，
「国は，被災者が参加する独立機関を設置して，同機関

において福島第一原発事故以来，被災者のために行われた政策の検証と支援プログラ
ムを策定する」と規定を設ける。
(4) また，前記の法改正に基づき，国がとるべき施策としては例えば次のものが考えられ
る。
①

医療・介護保険等の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免措置の打切り方針を見

直し，減免措置を再開，継続すること
②

避難者が避難先自治体でも避難元と同等に市民サービスを受けることができるよう
に避難元自治体を支援すること

③

避難先自治体の行政職員，社会福祉協議会職員等との連携，戸別訪問等により，生

活困窮者を早期に発見して必要な生活支援を行うこと
これらは，2030 年に発生するかもしれない，原発以外の大規模自然災害についても重
要である。
６

再発防止法的スキームとしての原発メーカー責任の明確化
原賠法 3 条 1 項により，原発事故の責任を負うのは電力事業者であり，電力事業者に原

子炉等を提供したメーカーの責任は事実上免除されている。このような規定が設けられた
のは，「原子力事業の健全な発展」
（同 1 条）を目指したものとされるが，福島第一原発事
故の背景としては，メーカーが免責されたことにより，深刻なモラル・ハザードを招いた
ことが挙げられる。福島第一原発事故を経た今日において，また再生可能エネルギーが世
界的に急拡大している今日において，同様の事故を防ぐためには，このような規定は削除
する必要がある。
本章第 4 節で述べる脱原発のための方策に加え，前記の改正により，2030 年には，他の
自然災害はともかく，少なくとも原発事故が発生することはないはずである。
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第６節
第１
１

地球温暖化の危機を訴訟で救うために

気候危機回避への国際・国内政治と司法の現状と課題

国際社会の科学に基づく排出削減合意への挑戦
(1) 世界は今，どこにいるのか
科学が体系的に大気中の CO2 濃度の観測を始めたのは 1958 年である。地球規模の温室
効果ガス，とりわけ二酸化炭素（CO2）の大気中及び海水中への蓄積による地球温暖化
がもたらす危険な気候変動は，人類の歴史で経験したことのない急激な速度で現実化し，
既に，世界は生命・健康・生活環境や生態系の危機に直面している。温暖化の進行とと
もに更に極端な気象現象が頻発・激甚化し，後戻りできないティッピングポイントにも
至ることが予測されている。ＩＰＣＣ第 6 次評価報告書は，これらが人間活動に起因す
ることは疑う余地がないとした 1。また，パリ協定の温度目標に向けた排出シナリオの
範囲内でも地球規模又は地域でティッピングポイントを超える可能性が温度上昇ととも
に高まるとされている。
2021 年にノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏が大気中の CO2 濃度が産業革命前の
280ppm の 2 倍になれば地球の平均気温が 2.3℃上昇すると予測してから半世紀を超える。
既に CO2 濃度は 410ppm を超え，地球平均気温で約 1.1℃上昇した。CO2 の排出削減合意に
向けた国際政治交渉は何度も挫折しながらも 2，2015 年にパリ協定の採択に至り，ＩＰ
ＣＣなどの科学に基づき 1.5℃の上昇に抑えることを目標に動き出した。1.5℃目標の達
成は 2030 年までの排出削減にかかっている。国連は「Race to Zero 3」を掲げ，その加
速を促している。
化石燃料の大量消費は産業革命以降，世界の人間活動の原動力となってきた。化石燃
料からの脱却と再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）への転換は，単にエネ
ルギー転換にとどまらず，社会・経済システムの大変革，さらに新たな文化・文明のあ
り方にかかるものである。しかし，日本では国内政治における気候政策の優先度は低く，
経済社会のあらゆる側面で世界に大きく後れをとってきた。2021 年 10 月に閣議決定し
た第 6 次エネルギー基本計画も原子力と石炭に固執したものとなった。本章では，日本
の気候危機対応をめぐる課題とその克服への示唆を探ろうとするものである。

(2) 京都議定書とパリ協定の違いと背景
地球環境の性質と CO2 の排出削減が持つ経済的特質から，新しい国際的な脱炭素の枠
組みの構築は国際的な競争条件の創出の意味を持つ。各国の歴史的，地理的な環境，気
候風土，資源の分布の偏りや，経済的な発展の段階，対応能力の格差など様々な場面で
差異を踏まえたパリ協定 4 条 3 項の「共通だが差異ある責任」は，今も「公平な負担」
の原点である。
京都議定書(1997 年)は先進国全体で 2008 年～2012 年までに 1990 年（経済移行国は

1
2

3

ＩＰＣＣ第 6 次評価報告書第Ⅰ作業部会報告書（AR6）。
京都議定書の採択後，米国ブッシュ政権は 2001 年に京都議定書からの離脱を表明し，2002 年ＣＯＰ６（ハー
グ開催）は日本が抵抗した京都議定書 3 条 2 項問題で決裂し，ＣＯＰ15（コペンハーゲン開催）は中国の抵抗
で 2012 年以降の枠組み合意に失敗した。
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
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1988 年）比 5.2％削減することとし，法的拘束力のある国別削減目標を附属書に掲げ，
その遵守メカニズムも詳細に規定した。しかし，気候を安定させる道筋の議論には至ら
ず，京都メカニズムや森林吸収源の便宜的な算定方式等，目標達成の抜け道も政治的に
用意されていた。
パリ協定は，産業革命前からの温度上昇を 2℃（追及目標 1.5℃）に抑えることを目
的とし（2 条）
，そのために 21 世紀後半に温室効果ガス排出を実質ゼロとすることを目
標とした（4 条 1 項）
。ＩＰＣＣ第 5 次評価報告書で CO2 の累積排出総量と地球の平均気
温の上昇が比例関係にあることが明らかにされ，2℃目標実現のための残余のカーボン
バジェトが明示されたことを踏まえたものである。
しかし，パリ協定では各国の削減目標は各国が自主的に設定して提出するというボト
ムアップ方式がとられ，目標を後退させないとあるにとどまる（4 条 3 項）
。現状では各
国の目標を足し合わせても 2℃（1.5℃）にはほど遠い。そこで，2023 年から全体の目
標と温度目標の達成の進捗状況を検証するグローバルストックテイクなど目標引上げの
仕組みが盛り込まれている(14 条)。ラチェットアップメカニズムと呼ばれているもので，
2021 年 11 月のＣＯＰ26 で，1.5℃を追求し，そのための目標引上げを各国に促すグラ
スゴー気候協約が採択されたが，そこにも反映されている。パリ協定 6 条は各国の目標
達成のための市場メカニズム規定であり，ＣＯＰ26 で詳細運用ルールが採択され，透明
性の確保と二重計上の回避の措置がとられたが。抜け穴とならないよう監視が必要であ
る。
このように，パリ協定の課題は多いが，この枠組みは米国の締結に議会の承諾を要せ
ず，中国が参加する条件でもあり，2015 年 12 月，世界はパリ協定の採択を歓迎した。
既に世界では再エネの拡大とともにコストも急激に低減し，今後も低減が見込まれ，変
動性電源に対応すべく電力システム改革も進み，先見性のある事業者は戦略的に再エネ
100％を掲げてサプライチェーン全体を巻き込みつつある。キャップ＆トレード型排出
量取引制度はＥＵ域内に加えて米国の東部及び西部や中国，韓国でも導入され，世界で
は炭素税も含め炭素の価格付け政策が経済合理性のある対策との地位を得ていたことも
パリ協定を後押しした。
(3) 国際交渉の透明性と市民参加
気候変動の被害を最初に受けるのは排出量の少ない最も貧しい国である。そのため，
国の人口や経済力，排出量の多寡にかかわらず，ＣＯＰでの決定は一国一票によるコン
センサス方式で採択される。また，脱炭素への経済社会へと転換していくには，市民が，
今，気候変動で何が起ころうとしているのか，その影響の重大性を理解することが不可
欠である。1992 年の地球サミット以来，市民，ＮＧＯの参加を促し，ＮＧＯの存在感の
大きさも他の国連会議では見られないものである。環境ＮＧＯだけでなく，研究者やビ
ジネス，自治体，ユースなど，国連からオブザーバー参加が認められた団体（日弁連も
登録）が参加してきた。中でも，Climate Action Network（ＣＡＮ）の活動は特筆すべ
きものである。90 年代から日常的にメールで情報交換し，ＣＯＰでは世界から 200 人を
超える人々が集まり，数十の会議を分担してフォローして交渉文書を評価し，政府関係
者とも会合を持ち，サイドイベントを開き，毎朝，４頁程のニュースレターを発行し，
定時に記者会見を開いてきた。もとより彼らはＮＧＯの常勤有給スタッフであり，科学
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者や法律家でもある人が少なくない。市民が政策形成に影響力を及ぼすためには，ＮＧ
Ｏに継続性，専門性，市民代表性とともに十分な経済的基盤が必要であることを示して
いる。
(4) 世論・経済界の動き
パリ協定の採択を機に，経済界でも再エネ 100％を具体的に掲げる企業グループが登
場している。年金基金等のダイベストメント，投融資側からの石炭事業からの撤退を求
める動きも拡大し，2017 年のＣＯＰ23（ボン開催）でカナダ，イギリスなどによる脱石
炭連盟（ＰＰＣＡ） 4が設立された。日本からは 2021 年に京都市が参加した。また，国
連はファイナンス面での脱炭素への移行を進めるために，2017 年に金融安定理事会の気
候関連財務情報タスクフォース（ＴＣＦＤ）の提言に基づき，各国の金融監督機関が監
督行政に反映させる取組を進めた。日本でも 2021 年 6 月にコーポレート・ガバナンス・
コードが改訂されたが，ここでも日本特有の課題がある。2019 年に Japan Climate
Initiative（ＪＣＩ）が設立され，欧米の経済界の動きに比べまだ一部にとどまるが，
日本企業からも再エネへの転換を求める声が上がるようになってきた。
２

日本の気候変動・エネルギー政策の問題

(1) 日本のエネルギー政策の基本的課題
日本のエネルギー政策は，産業界及び業界に近い委員が多数を占める資源エネルギー
庁の審議会を経て策定されてきた。近時，無作為抽出で選ばれた市民による気候市民会
議 5の取組もあるが，一般市民に気候変動問題が政治的課題であるとの理解は高くない。
政府は 2020 年 10 月に 2050 年カーボンニュートラルを宣言し，2021 年 4 月に 2030 年
度排出削減目標を 2013 年度比 26％から 46％削減に引き上げると表明した，しかし，同
年 10 月に策定された第 6 次エネルギー基本計画及び改定ＮＤＣ（国が決定する貢献）
は 1.5℃目標を位置付けたものではなく，炭素の価格付けなどカーボンニュートラルに
向けた基本政策を欠いている。ＣＯＰ26 でのグラスゴー気候協約を踏まえ，目標の引上
げ及びその実現のための抜本的改定が求められる。
(2) CO2 排出抑制にとどまってきたこと
日本が CO2 の排出削減を明確に受け入れたのは，2015 年のパリ協定交渉においてであ
る 6。2021 年 5 月，地球温暖化対策推進法が改正され，2050 年カーボンニュートラルが
理念として加えられ（2 条の 2）
，それまでの「排出抑制」の文言（47 か所）が「排出削
減」に改められた。ここに，2050 年カーボンニュートラルに向けて，ようやく排出削減
が明示されたと言えるが，2030 年などの削減目標は法定されていない。
(3) 原子力と石炭への固執，再エネ利用拡大を抑制
京都議定書採択後，世界は化石燃料から再エネへの転換に大きく舵を切り，石炭火力

4
5
6

The Powering Past Coal Alliance。現在，41 か国と 40 の地方自治体などが参加している。
https://citizensassembly.jp/project/ca_kaken
国の策定する約束草案（2030 年度に温室効果ガス 2013 年度比 26％削減）。京都議定書削減目標（2008～2012
年度に 1990 年度比６％減）のうち，CO2 の目標は+0.5％であった。2012 年以降の第 2 約束期間は目標を受け入
れず，民主党政権が 2009 年に，2020 年度に 1990 年度比 25％減との目標を掲げたが，主要国が同様の目標をと
ればという条件付きであり，2012 年に政権交代により白紙撤回され，2013 年度に 2005 年度比 3.8％減（1990
年度比＋55%）であった。
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のフェーズアウト（段階的廃止）を進めているが，日本はこの数年に石炭火力発電所の
新設が相次ぎ，現在も建設中であることから，2021 年の第 6 次エネルギー基本計画にお
いても水素・アンモニアの混焼等を「排出削減対策」として，これを元に 2030 年のエ
ネルギーミックスでの石炭火力の割合を 19％，水素・アンモニアを１％としている。
「火力の脱炭素化」の名の下に新旧火力発電設備の活用を継続しようとするもので，世
界の脱石炭の流れに逆行している。2050 年においても原子力とこれら「脱炭素化された
火力」とで 30～40％を供給する（参考値）とする。再エネの主力電源化が掲げられては
いるが，2030 年は 36～38％，2050 年でも 50～60％にとどまり，原子力をベースロード
電源に位置付け，2030 年目標（20～22％）を維持した。再エネの優先接続，優先給電は
確保されておらず，これまでの系統制約は続くと見られる。
(4) 業界団体の自主行動計画による気候変動対策
また，温室効果ガス削減が進まなかったのは，目標達成を担保する政策措置がとられ
ず，経団連や電気事業者の自主的取組に委ねてきたことである。日本の温室効果ガスの
85％がエネルギー起源 CO2 である。そこで，資源エネルギー庁が所管する長期エネルギ
ー需給見通しとこれを元に策定されるエネルギー基本計画が，事実上，地球温暖化対策
計画の目標と政策措置を規定してきた。この構図は，第 6 次エネルギー基本計画におい
ても変わっていない。省エネ法，エネルギー供給構造高度化法，近時制定された建築物
省エネ法も対象は大規模建築物にとどまる。炭素の価格付け政策は，今回も「議論と検
討の継続」とされた。
３

日弁連の地球温暖化/気候変動・エネルギー問題についての発信

(1) 地球温暖化問題に関するプロジェクトチーム（PT）の設置と提言活動
ＣＯＰ15 でのコペンハーゲン合意を目指し，2007 年にＩＰＣＣ第４次評価報告書が
出され，2008 年には英国気候変動法の制定や米国での排出量取引法案が提出されるなど，
国際的にも気候変動への関心が高まった。そうした中，当委員会に地球温暖化問題に関
『エ
する PT（現気候変動対策 PT）が設置された。海外調査を元に，2009 年 4 月 17 日「
ネルギー供給事業者による非化石エネルギー減の利用及び化石エネルギー原料有効な利
用の促進に関する法律案（エネルギー供給構造高度化法案）
』に対する意見書」
，2009 年
5 月 8 日「気候変動／地球温暖化対策法（仮称）の制定及び基本的内容についての提言」
，
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 10 月 20 日「排出
量取引制度の具体的制度設計に関する意見書」
，2010 年 3 月 18 日「地球温暖化対策基本
法案に関する意見書」を発出した。また，2009 年 11 月に和歌山で第 52 回人権擁護大会
に参加し，
「ストップ地球温暖化～HOT な心で COOL な選択を～」と題してシンポジウム
を開催し，人権擁護大会では「地球温暖化の危険から将来世代を守る宣言」が採択され
た。同シンポジウムの基調報告書は，今日の日本の気候変動政策に対する提案の基礎と
なるものである。
(2) 福島第一原発事故後の提言
2011 年 3 月，福島第一原発事故以降，国内では気候変動問題への政治的関心が低下し
たが，日弁連は，原子力からの脱却と化石燃料から再エネへの移行に向けて提言を続け
てきた。2014 年 7 月 18 日「ＩＰＣＣ第 5 次評価報告書を踏まえた地球温暖化防止を求
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める意見書」
，2015 年 6 月 17 日「
『長期エネルギー需給見通し（案）
』に対する意見書」，
2017 年 2 月 16 日「パリ協定の実施のための国内法制度の整備に関する意見書」
，2018 年
6 月 15 日「パリ協定と整合したエネルギー基本計画の策定を求める意見書」
，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」などである。
また，2012 年 2 月 10 日「新しいエネルギー基本計画に向けた意見書」で再エネ特措
法の実効性確保を求めた。2014 年 12 月 18 日「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」は，同年 9 月の再エネの接続拒否問題
に迅速に対応したものである。2015 年 8 月 21 日「原子力事業に対する経済的優遇措置
に関する意見書」では，原子力発電所の新増設のための継続を支援する経済的優遇措置
の導入に釘を刺した。第 6 次エネルギー基本計画にもその可能性が盛り込まれており，
継続的な監視が必要である。
(3) 気候変動影響による人権侵害性と司法への期待
パリ協定採択の前後から，気候変動問題は人権問題との認識が共有され，世界で若者
た ち が 立 ち 上 が り ，「 気 候 正 義 」 が 重 要 な 論 点 と な っ て き た 。 Ｎ Ｇ Ｏ 「 Urgenda
Foundation」と住民が 2013 年に提起した訴訟で，2019 年 12 月 20 日，オランダの最高
裁は，「気候変動対策は政治の課題であるが，気候変動は既に現実で差し迫った生命・
健康，家庭生活への危険であり，政府には市民の生命等を保護する法的義務がある。裁
判所は政府の保護措置の適切性を審査できる」として，オランダ政府に 2020 年までに
1990 年比 25％削減を命じた 7。この判決の考え方は日本の人格権侵害の法理に通じるも
ので，世界の気候変動問題に対する新たな司法の役割の幕開けを告げるものとなった。
Urgenda 所属弁護士の参加を得て，2020 年 2 月にシンポジウム「司法は気候変動の被害
を救えるか～科学からの警告と司法の責任～」を開催したが，そこでの問題提起は，
2021 年 10 月 15 日の第 63 回人権擁護大会で「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」に結実した。これは今後の日弁連の取組の基礎となるものである。
４

気候危機回避に動き出した世界の司法
(1) 気候危機回避に向けた司法の役割への挑戦の系譜
国際交渉による排出削減の合意形成は多大の時間と労力を要する。また，積み上げら
れた成果も政権交代によって後退を余儀なくされることもある。国内の削減目標の引上
げや石炭火力からの脱却を求める市民・ＮＧＯが 2000 年代に入って，人権の視点から
訴訟による救済を求める動きを強めてきたのはそのためである。
これまでに気候変動に係る訴訟は 40 か国で約 1,800 件を数え，うち 800 件は 2014 年
までに提起され，2015 年以降が約 1,000 件である。米国内の訴訟が 75％を占める。政
府の削減公約の強化を求める訴訟や人権を根拠とする訴訟は 100 件を超える 8。
2010 年代中頃になって，裁判所も目標設定に関与するようになった。前述の 2019 年
12 月のオランダ最高裁判決に続き，2020 年 7 月 20 日にはアイルランド最高裁判所もア
イルランド国家緩和計画について，2050 年までの全期間にわたっての計画が不十分とし

7

8

http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-ofthe-netherlands/
Global Trends in Climate Litigation: 2021 snapshot(2021 年 7 月)
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て緩和計画を破棄した。2021 年 3 月 24 日にドイツ憲法裁判所は，ドイツの残余のカー
ボンバジェットを基礎に，削減に伴う負担を世代間で公平に分担することを命じた

9

2021 年 2 月 3 日パリ行政裁判所は，政府は「温室効果ガスの排出量を削減する可能性が
あると自ら認識していた行動を実行しなかった」との原告の主張を認めた 10。
2015 年 4 月 15 日，パキスタン・ラホール高等裁判所は，旱魃や大洪水をもたらし，
水や食糧の安全保障に重大な懸念を引き起こす気候変動から国民の基本権を保護するた
めに，既存の環境法の新たな解釈の必要性を指摘している 11。
日本では，提訴自体に壁が厚く，気候変動訴訟の挑戦はまだ僅かである

12

。ＮＧＯに

原告適格がなく，個人が訴訟を提起・追行することの負担の大きさに加え，原告適格の
ハードルも高い。焦点の石炭火力発電所の新増設問題も，発電所の設置について許認可
手続を要せず，電気事業法に委ねられた環境影響評価手続における行政裁量が立ちはだ
かる。削減目標強化を求める訴訟は日本では更に壁が高いが，克服すべき課題である。
(2) 主要排出事業者の削減義務
ハーグ地方裁判所は 2021 年５月 26 日，Friends of the Earth Holland のオランダに
本社を置く石油・ガス供給に係る多国籍企業であるシェルに対する訴訟で，「パリ協定
の目標は，危険な気候変動を防止するという共通の利益を守るための普遍的に支持され
受け入れられている基準」と位置付け，民法の「不法行為における不文律の注意義務」
を根拠に，パリ協定の気温目標と 2050 年排出実質ゼロの達成の必要性が法的義務と基
準に反映されるとし，サプライチェーン全体（スコープ 3）を含め 2030 年までに CO2 排
出量を 2019 年比 45％削減することを命じた（スコープ 3 については努力義務）
。パリ協
定や国連のビジネスと人権に関する指導原則，ＯＥＣＤの多国籍企業ガイドラインには
法的拘束力はないが，今日の国際社会の公序であると認めたものである。近時，企業が
実効性に欠ける「2050 年ゼロ戦略」目立つようになったが，今後，これらにも厳しい目
が向けられるであろう。
(3) 企業の情報開示・市場統制へのアプローチ
気候変動リスク（及び気候変動訴訟リスク）を開示することが求められるようになり，
企業の財務リスク，銀行，年金基金，資産運用会社，保険会社などの受託者責任，企業
のデューデリジェンスに焦点を当てた訴訟も増えている。日本でも課題となってくるで
あろう。
(4) 安定した気候を享受する権利の確立へ
画期的な判決も現れている中で，どの国でも，政府や企業は原告らの権利性，被害と
排出行為との因果関係，司法審査適合性等を争い，却下される事案も少なくない。米国
のジュリアナ事件で Aiken 判事は 2018 年 12 月 26 日，結婚が家族の基盤であるように，
安定した気候システムは社会の文字通り，それなくしては文明も進歩もない，生活の基
盤をなすものと判示したが
9
10
11
12

13

13

，最高裁裁判所の構成が変わり，その後は苦闘を続けてい

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html
Notre Affaire à Tous and Others v. France 事件
Leghari v. Federation of Pakistan
日本においては，神戸製鋼石炭火力発電所についての民事及び行政訴訟，JERA 横須賀石炭火力発電所について
の行政訴訟が主要なケースである。
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/
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る。2021 年 10 月 8 日，国連人権理事会は，
「安全でクリーンで健康的で持続可能な環境
への権利」は人権との決議を採択した

14

が，日本はこの権利の意味するところが明確で

ないとの理由で棄権した。
世界で同時進行する気候危機との闘いの特徴は，どの国でも，あらゆるアクターの役
割が求められているが，とりわけ司法の役割は大きい。気候危機を回避し，子どもたち
の未来を守るために，世界の市民と弁護士たちの挑戦も続く。日本の私たちも彼らの挑
戦に学びながら，その一翼を担っていく責務がある。
第２
１

エネルギー転換における法の役割～ドイツ法からの示唆

エネルギー転換の基礎となった法
ドイツでは再エネへの転換が急激に進んでいる。それはなぜなのか。本節では，訴訟に
よる現状の打破や法的なドグマの転換もエネルギー転換を進めるうえで重要な役割を果た
していることに着目する。
(1) 転換を支えた３つの権利
ドイツでは，再エネ電力の買取りを請求する権利，送配電網への接続を請求する権利，
再エネの優先権という 3 つの権利が確立したことが再エネ発電事業の躍進につながった。
ただし，これらの権利が認められるまでの道のりは決して平たんなものではなく，電力
会社との闘いの連続であった。
(2) 電力買取り請求をめぐる闘い
かつて，再エネの電力はその地域で独占的に電力供給事業を行う電力会社に買っても
らうほかなかった。しかし，再エネ電力を好んで買う電力会社はなかった。電力の買取
りを拒むことが競争制限禁止法（日本でいう独占禁止法）のいう市場支配的地位の「濫
用」に当たるのか，ということが議論されたが，電力会社は買取りの義務を否定してい
た。
ところが，石油ショックが起きたことで状況が大きく変わった。エネルギーの有効利
用を求める声が高まり，1977 年には日本の公正取引委員会に当たる連邦カルテル庁が大
手電力会社の対応を競争制限禁止法違反として違反審理を開始した。こうした圧力の下，
大手電力会社は 1979 年に産業事業者団体との間で協定 15を結び，自家発電設備の余剰電
力と再エネ電力の買取りを約束した。この協定で，自家発電と再エネ電力の買取りが制
度的に，権利として認められることになった。翌年の競争制限禁止法の改正では，「エ
ネルギーの再利用」と「適切な条件で託送を行う契約の締結」を拒むことが市場支配的
地位の「濫用」に該当することが明確にされた。

(3) 買取り価格をめぐる闘い
こうして，再エネ電力の買取りが保証されたが，買取り価格は買取りによって節約で
きた燃料代，つまり石炭代が基準とされていた。当時の再エネ施設の大半は古くからあ
る小水力発電施設であったが，電力会社が決めた価格では採算がとれず，老朽化した施

2018/20181226_docket-18-80176_order.pdf
The human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment.
https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1
15
「一般電力供給事業者と産業発電事業者との間の電力経済的な協働を強化するための基本原則」
（1979 年 8 月 1 日）
。
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設は廃止するほかなかった。小水力の事業者団体は買取り価格の引上げを要求したが，
電力会社はそれに応じようとはしなかった。
こうした中で，1987 年 11 月，カールスルーエ上級裁判所が画期的な判決 16を下した。
小水力事業者が電力会社に対して，安すぎる買取り価格によって生じた損害の賠償を請
求した事件であったが，裁判所は，小規模事業の存続という競争制限禁止法の目的に照
らせば，「燃料代を節約できた金額を基準にするのではなく，発電のために要した金額
を基準にすべきである」として賠償請求を認めたのである。この判決は，電力会社によ
る価格決定に正面から異議を唱えるものとなった。
1990 年 12 月には連邦議会で，再エネ電力の買取り価格を定める法律が成立した。与
野党の議員の有志が呼び掛けて制定した法律であったが，この法律で太陽光・風力の電
力は電力小売価格の 9 割（水力は 7.5 割）で買い取られることになった。小水力発電施
設の救済が主たる目的であったが，法律が施行されると北部の沿岸部で市民（農民）ら
が風車を建て始めた。市民風車も急増し，北部ドイツは風車ブームに沸いた。太陽光発
電はこの法律の買取り価格でも採算が取れなかったが，市民団体の働き掛けで，発電コ
ストに見合った価格で太陽光の電力を買い取る自治体が全国に広がって行った（ドイツ
では自治体が電力供給事業を行っている例が多い。）
。
(4) 送配電網への接続をめぐる闘い
ところが，風車の急増によって，発電施設の送配電網への接続をめぐる事件が頻発す
るようになった。当時，電力会社は施設を接続することによって生じる全ての費用を発
電事業者に負わせていた。配電網に接続するポイントまで電源線を引く費用だけでなく，
接続のために電力会社内の設備の改修費用も発電事業者の負担であった。「接続しなけ
ればかからない費用である」ということがその理由とされた。
しかし，1993 年 9 月のドイツ連邦裁判所（ＢＧＨ）の判決で，こうした電力会社の実
務は修正されることになった。最高裁は，「配電網に接続するポイントから先の配電網
内の改修費用は電力会社が負担しなければならない」と判断したが，その拠り所とした
のは民法（BGB）における売買契約の履行費用の負担原則であった。日本の民商法でも
そうであるが，売主は履行地まで運んでいく費用（引渡費用）を負担し，買主はそこか
ら先の費用（引取費用）を負担する，というのが法律上の負担ルールであり，合意がな
い限りはこの原則が適用される。最高裁は，このルールが法律を根拠とする電力の買取
り請求にも適用されるとして，配電網への接続地点まで電力を運ぶための費用は発電事
業者の負担，その先のネットワーク内で電力を運ぶための費用は送配電事業者の負担に
なる，とした。この判決で，発電事業者が送配電網の改修費用（概して非常に高額であ
る。
）の負担を強いられることはなくなった。
1990 年代半ばになると，接続をめぐる別の問題が起きた。風車建設が集中的に起きた
北部の沿岸部で接続の拒否が相次ぐようになったのである。電力の流れは常時変動して

16

OLG Karlsruhe 判決（1987 年 11 月 11 日）。判決は確定したが，この解釈は後の連邦裁判所（ＢＧＨ）の判決
（1992 年 10 月 6 日）で否定された。ＢＧＨは，買取りによって「回避されたコスト」を基準にすべきであると
判断した。ただし，自社発電をほとんど行わない配電会社の場合，電力の調達価格（燃料代よりはるかに高い）
が基準になるとして，電源の信頼性などの理由による減価や電力会社の裁量的な判断を介在させる余地を否定
した。
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いるが，電力会社は電流量が最大化する場面を想定し，それが許容限度を超える場合は
接続を拒否していた。許容限度を超える時間帯だけ電力の受け入れ量を減らす，という
対処法もあるが，電力会社はそうした対応を取ろうとしなかった。このため，最北部に
あるイツェホー地方裁判所には接続命令を求める裁判が多数係属するようになった。こ
うした中，1998 年 9 月，イツェホー地方裁判所は，多くの団体が支援して提起したモデ
ル訴訟で，「接続を拒否する理由がない」として，電力会社に配電網への接続を命じた
17

。そのためには発電施設からの受け入れ電力量をあらかじめ決められた順序にのっと

って抑制して行く装置が必要となるが，当時はまだ実用化されていなかった。しかし，
裁判所はそうした制御は「技術的には可能」とされていることを根拠に接続を命じた。
電力会社には装置の実用化も含めた責任がある，という判断であった。
こうして，電力会社は発電施設を接続した上で実潮流に応じた制御を行い，送配電網
を有効に活用することが要求されるようになった。
(5) 再エネの優先性をめぐる闘い
再エネ電力の優先性は，電力の買取り請求権に隠れた形で含まれている。再エネ電力
の買取りを権利として認める，ということは，再エネ電力がその限りにおいて他の発電
源に優先することを意味するからである。ドイツ連邦裁判所（ＢＧＨ）も 1992 年の判
決

18

で，余剰電力・再エネ電力の有効活用という立法趣旨を根拠に，「再エネ電力はそ

の意味で他の電源に優先される」と明言した。
ただし，再エネ電力の優先性が法律で明確にされるまでには時間がかかった。自由化
をめぐる議論では，再エネとコージェネ（熱電併給）による電力の優先性を法律で明確
にすることが何度も議題にのぼったが，コール政権はそれを受け入れなかった。
再エネの優先性が法律上明確にされたのは，2000 年 3 月に議員立法により制定された
再エネ法においてであった。この法律は，電力会社に再エネ電力を発電コストに見合っ
た価格で 20 年間，買い取ることを義務付けたが，同時に，接続・給電・買取りの全て
の場面で再エネが他の電源に優先されることも明記した。これによって，給電における
先着優先ルール

19

，つまり，先に接続した施設が送配電網の優先的な利用権を有する，

という従前の実務慣行が撤廃された。再エネは火力発電だけでなく原子力発電にも優先
するから，原子力発電を理由に再エネ発電の出力を抑制することが許されなくなった。
再エネ法はこのほか，送配電網に接続を請求する権利があること，施設から最も近い
地点が原則的な接続場所となること，電力会社は接続のために必要な送配電網の改修義
務を負うこと，給電（出力）の抑制は改修が終わるまでの暫定的なものとしてのみ許さ
れることも明確にした。弱い立場に置かれた発電事業者を保護するため，発電事業者に
対する情報開示（8 週間内）の請求権，行政に救済を求める権利（2 か月以内の救済）
，
仮処分申立要件の緩和（緊急性の要件を免除）などの規定も置かれた。この再エネ法で
再エネ事業の環境が整えられたことが，再エネ発電の爆発的に増加につながった。
17
18
19

イツェホー地方裁判所判決（1998 年 9 月 1 日）。
ドイツ連邦裁判所判決（1992 年 10 月 6 日）。
ただし，再エネ発電施設の相互間では 2000 年以降も先着優先ルールが残った。このルールが完全に姿を消した
のは 2008 年末で，その後は接続の前後を問わず全ての再エネ発電施設を同等に扱い（小規模施設の特例はあ
る），容量超過時には最も喪失電力量が少ない方法で出力抑制を行うことになった。同時に，抑制によって生
じた損失を補償するルールも導入された。
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(6) 社会インフラになった送配電網
これまで紹介してきた法の展開の基礎には，送配電網というものの捉え方における根
底的な転換があったことも見逃せない。
送配電網の利用をめぐっては，1920 年代から産業事業者との間で争いがあったが，電
力会社は「送配電網は電力会社の事業資産であり，第三者に使用させることを強制する
ことは所有権の侵害に当たる」と主張して来た。この所有権というドグマは，国の介入
を阻むうえでも盾の役割を果たした。
ところが，このドグマは 1990 年代に 2 つの方向から切り崩されて行った。ひとつは，
自由化をめぐる議論である。欧州レベルでエネルギー市場を統合するためには送配電網
を第三者の利用に開放することが欠かせなかった。激しい議論になったが，1996 年には
第三者が送配電網にアクセスする制度を盛り込んだ指令（電力自由化指令）が制定され
た。もう一つは，余剰エネルギーや再エネの活用という供給事業のエコロジー化の流れ
である。そこでも，送配電網の有効活用が重要な意味を持った。これら２つの変革圧力
が相まって，送配電網を第三者が利用するための制度が整えられて行ったが，それと同
時に，「送配電網は道路と同じように社会的な共同利用に供されるべき施設である」と
いう捉え方も広く共有されるようになった。送配電網というネットワークにアクセス
（接続）する権利を認める，ネットワーク内での改修費用は利用者が広く浅く分担する，
という先ほど紹介した判例も，こうした捉え方の延長にある。
この捉え方は 1998 年に競争制限禁止法でも明文化された。
「技術的又は事実上の理由で施設を共同利用しなければ上流又は下流の市場において
市場支配企業の競業者として活動することができない場合に，他の企業が適切な対価を
支払いネットワークその他の施設にアクセスすることを拒むこと（は濫用に該当す
る。）
。」 20
送配電網だけでなくネットワーク設備一般について，設備所有者はたとえ競争相手で
あってもその設備を適切な条件の下で使わせることが義務付けられた。「エッセンシャ
ル・ファシリティ」と呼ばれる法理であるが，この規定の新設は，送配電網を始めとす
るネットワーク設備が「私的所有物」から「社会インフラ」に転換したことを宣言する
意味を持っていた。このパラダイムの転換がその後のエネルギー転換と自由化を支える
ことになった。
２

日本の再エネ法の現状
日本でも，2012 年の再エネ特措法によって再エネ電力の買取りが義務付けられ，送配電
網への接続を正当な理由なく拒むことが禁じられた。同法の施行規則では，需給のバラン

スをとるための出力抑制において再エネが（部分的に）優遇されることも明記された。
ところが，法律の施行から 10 年近くを経た現在でも，送配電網の利用をめぐる問題が
山積している。「先着優先ルール」という名の下で既存事業者が絶対的な保護を受ける一
方で，再エネ事業者は，しばしば億単位の送配電網の改修費用を請求されている。送配電

20

19 条 4 項 4 号。1998 年 8 月の競争制限禁止法第 6 次改正。「操業上その他の理由で共同利用が不可能であるこ
と又は経済的に期待できないこと」を証明したときは濫用とされない。
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網に関する情報は極めて断片的にしか提供されず，突然に巨額な改修費用を請求されると
いうロシアン・ルーレットのごとき状況が各地で生まれている。たとえ接続できても，後
発組の再エネ事業者は無限定の出力抑制のリスクを甘受しなければならない。部分的な改
善は試みられているが，改善のペースは遅く，事業の現場は今なお，「電力会社と対等な
立場で送配電網への接続を請求する」という法の理念とは程遠い状況にある。
こうした問題の根底には，再エネ電力の優先性というエネルギー転換の核となるべきル
ールが法律によって明確にされていない，送配電網を多くの者が公平に利用するためのル
ールが定められていない，という問題がある。社会インフラという観点に立てば，たまた
ま先にアクセスしたものが未来永劫，優先的な利用を保証される，というのは公平とは言
えないし，将来にわたって多くの人が利用するネットワーク設備の整備費用を特定の者に
負担させる，というのもおかしな事態である（後の者はただ乗りできる。）。この問題は，
発送電事業の分離が形だけのものに終わっている現状にもつながっているが，その根底に
は，送配電網というものが電力会社の私的所有物として扱われ，社会インフラとして位置
付けられていないという問題がある。将来を見据えた制度改革が急務である。
第３
１

気候変動対策における不法行為法の現代的展開と活用の可能性

地球温暖化における被害と加害の特徴
地球温暖化による被害は，異常気象の増加に伴う人的・財産的被害だけではなく，熱中

症や熱帯性感染症の増加，食料生産量の低下，海面上昇，生態系への悪影響など，多種多
様にわたる。しかもその被害は，年々激しさを増している。このような地球温暖化の主た
る原因は，人が排出する温室効果ガス（特に CO2）である。そこで，CO2 排出行為を世界の
人々の生命・健康・財産に対する被害をもたらす加害行為と捉え，その行為者に対し民事
法上の責任を追及（不法行為に基づく損害賠償請求，人格権等に基づく差止請求）するこ
とはできないだろうか。
地球温暖化においては，CO2 自体が直接人体に対して悪影響を及ぼすわけではなく，CO2
排出という加害行為と被害との因果の流れの中に，全世界で起こる地球温暖化（気候変動）
が介在する。すなわち地球温暖化（気候変動）という現象を通して人々に被害を与える点
で，伝統的な公害被害の事案と異なる。
また，加害行為となる CO2 排出は全世界において行われており，一つの排出主体からの
排出は世界全体の CO2 排出総量の極めて僅かな部分を占めるにすぎない。すなわち，一つ
の排出主体からの CO2 排出が温暖化ないしそれによる被害に対して寄与する割合は，ごく
僅かとも言える。
他方で，地球温暖化による被害は，全世界の多くの人々が被る可能性がある。ただし，
現実にその被害を受ける者はその中の一部である。例えば，地球温暖化・気候変動の結果
として大雨による洪水で命を落とす者は存在するが，その被害を受けるものは全員ではな
い。いわば，弾丸が発射される確率が低いロシアン・ルーレットのように，事前にその被
害を受ける者を具体的に予測することは不可能であるが，世界の中で一定数の者が必ず被
害を受けることは確実である。
これらを図示すると以下のとおりとなる。
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ただし，全世界の個人が被害を受ける確率は，全員が同じというわけではない。例えば，
現在の温暖化が数百年にわたって続く以上，今後の余命が長ければ長いほど，すなわち若
者や将来世代の方が，被害を受ける確率が高まることは間違いない。
２

損賠賠償請求
(1) 被害者 a による排出源 A に対する損害賠償請求
例えば，極端な豪雨によって洪水が発生し，被害者 a が自己の家屋を失ったという場
合，過去に CO2 を大量に排出してきた A に対して自己の損害の一部を賠償するよう請求
することができるか。
不法行為が成立するためには，被害と加害行為との間に相当因果関係があることが必
要であるが，個々の排出源による CO2 排出行為と被害（例えば，極端な豪雨によって発
生した洪水により家屋を失った人の財産的損失）との間の相当因果関係を証明すること
は容易ではない。それは，個々の排出源からの CO2 排出量が全世界の排出に占める割合
が，相当因果関係を認めるにはあまりに小さいからである。例えば，排出源 A が石炭火
力発電所だとして，CO2 排出量は年間 1,000 万トンだとすると，年間で全世界のエネルギ
ー起源 CO2 排出の約 0.03％に当たる。これは無視できる割合ではないものの，仮にこの
量の CO2 排出がなかったとしても，原告に被害が発生する可能性が高い。
もっとも，全世界において排出された CO2 の累積量に概ね比例して地球上の平均気温
が上昇することは科学的に明らかにされており（ＩＰＣＣ第 5 次評価報告書に明記され
ている。），したがって全世界の累積排出量に占める当該排出源の累積排出量の割合だけ，
個々の排出源が被害に寄与していると言える。そのような割合的寄与の立証は不可能で
はない（なお，地球に温室効果をもたらす物質は CO2 だけではないが，事を単純化する
。
ため，以下では CO2 のみを取り上げて，議論を進めることにする。）
例えば，排出源 A（石炭火力発電所）からの年間約 1,000 万トンの CO2 排出は最低でも
30 年間続くとすると，その総排出量は約 3 億トン（1,000 万トン×30 年）にも及ぶ。こ
の 3 億トンが全世界でそれまでに排出された CO2 総量に占める割合が，本件発電所が被
害に寄与した割合ということになるのではないか。したがって，洪水によって家屋喪失
の被害を受けた被害者 a が，その洪水が人為的な地球温暖化に起因することを立証した
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上で（この立証は，イベントアトリビューションの手法が更に進化すれば不可能ではな
い。），自己が被った被害のうち前記割合分を本件発電所に対して損害賠償請求するとい
う場合，相当因果関係を認めることができるのではないか。
ただ，そのような損害賠償請求が認められたとしても，あくまでもその賠償額は全損
害を填補するには程遠い微小な金額にとどまるという問題が残る。
(2) 被害者 a による排出源グループに対する損害賠償請求
前記の事例で，被害者 a が加害者 A を含む加害者のグループを共同不法行為者と捉え
て，そのグループに属する加害者全員の排出合計分が被害者ａの家屋喪失損害に寄与し
た割合だけ，加害者 A に対して損害賠償を請求するという構成は考えられないか。この
場合に問題となるのは，共同不法行為の理論が CO2 排出行為に如何に適用されるか，で
ある。
2021 年 5 月 17 日，最高裁は，建設アスベスト訴訟（平成 30 年（受）第 1447 号ほか）
判決において，石綿含有ボード三種（建材）を製造販売するメーカー各社が，その建材
に含まれていた石綿に曝露した建設労働者の健康被害に係る損害賠償につき連帯債務
（共同不法行為責任）を負うことを認めた。最高裁は，同判決の中で，被害にどの程度
の影響を与えたかが不明な場合（すなわち，加害者の行為が単独では被害を惹起すると
は言えない場合）であっても民法 719 条 1 項後段の類推適用が認められる旨を判示し，
被告らを含むボード三種の建材メーカー全てによる被害（石綿関連疾病）発生への寄与
度である 3 分の 1 の範囲内で，被告の損害賠償責任を認め，各メーカーによる因果関係
がないことの反証が奏功しないことを条件に，各メーカーに対して連帯責任を負わせた
ものである。
前記事案において最高裁は，ボード三種の建材メーカー全社が石綿含有建材を製造販
売した行為，すなわち危険物質を市場に流通させる行為（以下「市場流通型」という。）
を共同不法行為（関連共同性ある行為）と認めたものと解される。すなわち，ボード三
種の建材メーカー各自が石綿含有商品を市場に流通させる行為において，自己の建材が
含有する石綿のみならず，ボード三種を製造販売した他の建材メーカーの商品が含有す
る石綿も相まって被害を惹起することを，同製造販売時点で想定し得たことを根拠とし
て，ボード三種を製造販売した建材メーカーの市場流通行為相互間について 719 条 1 項
後段（共同不法行為）類推適用が成立すると解したのである。
地球温暖化被害における加害者についても同様の議論が当てはまるのではないか。一
定のグループに属する CO2 排出者として，例えば日本の電力会社を想定する。各電力会
社が火力発電等により CO2 を排出する時点において，日本の他の電力会社からの CO2 排出
と相まって地球温暖化被害を惹起することを，同排出時点で想定し得たが故に，このグ
ループ全体からの CO2 排出行為相互間について 719 条 1 項後段を類推適用して共同不法
行為が認められる余地があるのではないか。
この議論を前提とすれば，CO2 排出者のグループのうち，強い関連共同性が認められ
るグループに属する CO2 排出者には因果関係の反証による減免責を認めず，単独の加害
者（例えば A）に対して被害者（例えば a）の損害のうち同グループが寄与した部分全
額の損害を賠償させることが可能となると思われる。
また，CO2 排出者のグループのうち，弱い関連共同性が認められるグループ（前記の
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強い関連共同性が認められるグループより広い範囲となる。
）に属する CO2 排出者には，
被害者（例えば a）の損害のうち同グループが寄与した部分全額の損害を賠償させるこ
とを原則とし，ただし各 CO2 排出者が因果関係なきことの反証に成功すれば，同 CO2 排出
者は減免責を受けられることになる。
前記(1)にて指摘した，単独の CO2 排出者が負う損害賠償額の微小性という問題は，
CO2 排出行為について共同不法行為を認められれば，多少なりとも解消されることにな
る。
(3) 被害者グループによる排出源グループに対する損害賠償請求
地球温暖化による被害は，前記のような家屋喪失の例を挙げるまでもなく各被害者に
とって莫大なものとなる可能性がある。しかし，被害者がグループ化すれば，その被害
額は更に増大する。
日本においてはクラスアクションのような制度は存在しないにしても，莫大な被害を
受けた被害者がグループとなって，あるいは各被害者が順次，特定の加害者に対して損
害賠償を請求すれば，その加害者にとって賠償の負担は極めて甚大なものとなる可能性
がある。
(4) 小括
以上のとおり，地球温暖化被害に関する損害賠償請求の場面において，個別の被害者
が個別の加害者に対して損害賠償請求が認められたとしても，その効果（賠償額）は限
定的である（それは，地球温暖化においては加害行為と被害が全世界に拡散しているこ
とに起因する。）ところ，加害行為のグループ化（共同不法行為の議論）や被害のグル
ープ化（複数・多数の被害者による請求）によって，その問題点を解決し得るのではな
いか。
そして，各 CO2 排出者に対して，相当の金額の損害賠償を負担させられることを認識
させることができれば，CO2 排出行為に対する抑止力として機能し，地球温暖化の予防
に役立つことになる。つまり，CO2 排出行為に対して相当金額の損害賠償が認められる
ことは，地球温暖化対策としても重要である。
３

差止請求
(1) はじめに
CO2 排出者による排出行為を事前に差し止めることはできないか。
差止請求の場合は，受忍限度論や被害発生の蓋然性等において，原告（被害者）側に
困難な立証が強いられることが予想されるほか，数多くの CO2 排出行為の中で単独の CO2
排出行為と，世界の数多くの人（潜在的な被害者）の中で原告に将来発生し得る被害と
を如何に結び付けるのか，という点も難題である。この難題を打開する視点として，以
下では，共同不法行為と差止の論点に絞って論述したい。

(2) 共同不法行為と差止に関する従来の議論
個別の CO2 排出を加害行為としてみれば，世界中の排出のごく僅かな部分に過ぎない
のに，その排出行為に起因して地球温暖化による被害が原告自身に発生する蓋然性があ
ると言えるのか。むしろ一定のグループに属する排出者からの CO2 排出を共同排出行為
と捉えて，各排出者に共同不法行為者としての責任を負わせることはできないか。検討
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の前提として，約 50 年前の 4 大公害訴訟時代に活発に議論されていた共同不法行為と
差止に関する議論を以下で概観する。
①

連帯的差止論
連帯的差止を認める見解は，複数の企業から排出される汚染物質が相合しそれが原
因となって被害又は危険が生じている場合，それらの企業活動が「共同」不法行為と

認められるなら，民法 719 条を類推適用し，各企業は到達点における汚染を適法レベ
ルにまで下げることについて連帯債務的義務を負担しており，被害者は各企業に対し
て，各自の全排出量を限度として，被告全企業からの総排出量を零ないしは一定レベ
ル以下にすることを求めることができると解する。
例えば，汚染物質を排出する企業が A・B・C の 3 社のみであるという事案を想定し，
各企業の汚染物質が住民に到達する時点での濃度を，A 社が 4，B 社が 3，C 社が 3，閾
値（これ以上だと人の健康被害を生じさせる値）が 6 であると仮定する。この場合，
A 社，B 社，C 社の排出が相合して 10 という汚染状態（閾値を 4 だけ上回る状態）が
作出されることになる。このように A 社，B 社，C 社からの排出が相まって初めて人
体に被害又は危険が生じる場合に，このうち例えば C 社に対して全排出の差止めを求
めることができる，というのが連帯的差止論である。
その根拠は，①人の生命や健康は絶対的な価値を持ち，その絶対的価値が脅かされ
ている限りは，それを保護するために C 社のような１企業に対する「狙い撃ち」的差
止請求も認めるべきである，②C 社に対して全部差止を認めると，C 社が操業停止に
追い込まれるなど，C 社にとって酷な結果をもたらされるように見えるが，共同不法
行為者（このケースでは，A 社・B 社・C 社）相互間において，その排出量について協
議し排出削減対策を実行した上で，金銭的債務の求償権と同じ方法で自社の排出量を
回復することを認め，狙い撃ちによる不利益を一定程度回避することもできる，など
というものである。
②

分割的差止論
以上に対して，連帯的差止論は狙い撃ちをされた特定の企業に対して酷であるとの

理由で，各排出源は，その割合に応じてのみ差止めが認められるべきであるという見
解がある。この見解によれば，前記の例で，各企業の汚染物質が住民に到達する時点
での濃度を，A 社が 5，B 社が 2，C 社が 3（A 社・B 社・C 社の合計で 10），閾値（これ
以上だと人の健康被害を生じさせる値）を 6 と仮定すると，A 社・B 社・C 社の各企業
は，全体として削減すべき割合と同じ割合（10 分の 4,A 社:2,B 社:0.8,C 社:1.2）だ
け排出量削減義務を負う，ということになる。
CO2 排出の差止請求

③

以下では，複数汚染源の差止めに関する前記の議論を参考に，CO2 排出行為の差止
請求の可否について検討したい。
ア

共同不法行為を基礎づける関連共同性
CO2 排出行為相互間に共同不法行為が成立するためには，同排出行為間に関連共

同性が認められなくてはならないが，その点は前記２(2)における損害賠償の検討
の項で述べたことと同様であり，ここでは繰り返さない。概して言えば，CO2 排出
行為相互間において，他者の CO2 排出行為について共同の帰責を正当化できるだけ
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の関連性が必要ということになるが，そのような関連性（強い関連共同性又は弱い
関連共同性）が認められるグループの存在を観念することは可能である。
イ

連帯的差止の考え方の帰結
連帯的差止の考え方を前提とすれば，関連共同性を有するグループ内の各 CO2 排

出者からの CO2 排出量合計が原告個人（例えば前記１の例での「a」）の被害を発生
させる蓋然性が認められる限り（この点に関しては，関連共同性を有するグループ
が大きければ大きいほど CO2 排出量も増加するので，被害との間の因果関係は認め
られやすくなる。），同グループ内の全ての CO2 排出者は連帯的差止義務を負い，被
害を受ける蓋然性を有する者(a)は，前記グループ内の各 CO2 排出者に対して，各自
の全排出量を限度として，地球温暖化による被害を十分回避できる程度まで（例え
ば，日本政府が目標としてかかげる不十分な削減目標や同グループ自体の削減目標
まで）同グループからの総排出量を削減することを求め得ると解することになる。
現時点で日本政府が目標として掲げる温室効果ガス排出削減の基準は，2030 年ま
でに 2013 年度と比して 46％削減し，2050 年までにカーボンニュートラル（温室効
果ガス排出実質ゼロ）を達成するというものである。例えば，かかる（不十分な）
）の CO2 排出を
目標についてすら，前記グループ内に属する CO2 排出者（例えば「A」
差し止めるだけでは達成できないとすれば，同排出者（A）の CO2 排出の全部を差し
止めるべきと解するべきである。
ウ

分割的差止めの考え方の帰結
関連共同性を有するグループについて，分割的差止の考え方を適用するとすれば，

CO2 排出によって被害を受ける者は，CO2 排出という共同の加害行為を行っている企
業グループを被告として，汚染を適法なレベル（閾値以下）に下げるのに必要な程
度まで，排出量を減少せよとの請求をすることができるが，個々の被告が汚染に対
する自らの寄与度を立証したならば，当該被告に対しては，寄与度相当の排出量を
請求し得るにとどまることになる。
このような分割的差止責任を負うグループは，地球温暖化を止める（例えばパリ
協定及びＩＰＣＣ報告書等に基づき世界平均気温を産業革命前から 1.5℃上昇に抑
える。）ための同グループ全体としての数値目標（例えば電力会社全体としての数
値目標）を有しているとすれば，同目標数値自体が閾値とも考えられ，同目標数値
を超える CO2 排出は違法という余地がある。そして，同グループに属する CO2 排出者
には，仮にその同排出者が被害発生への個別の寄与度を立証したとしても，その削
減経路によって示される毎年の排出削減割合と同じだけの削減が求められることに
なる。
(4) 結論
以上のとおり，不法行為法の従来の解釈論として地球温暖化による被害の救済方法を
検討した。
約 50 年前の 4 大公害時代には，当時の社会問題であった地域公害に対処すべく，訴
訟及び学説において共同不法行為論が議論され，一定程度深化した。それは，政治によ
る根本的解決に至るまでの被害を司法が適切迅速に救済すべきだという考え方に端を発
したものだと思われる。
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現代の社会問題である地球環境問題（温暖化）は，行為と結果の関係が遠く見える
（規模が世界的になった。）だけで，排出とそれによる被害の発生という点では公害と
質的に変わらない。今こそ，司法が共同不法行為論を地球温暖化問題に応じた形で発展
させて，地球温暖化による被害を適切迅速に救済し，司法の職責を果たすべきではない
だろうか。
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第５ 章
第１節
第１

地域 で取り組 む
日本のまちづくりと日弁連のめざすもの

日本の都市政策概観

日本における市民の立場からの都市の在り方を問いかけるいわゆる「まちづくり」につい
ては，長らく地方自治体や都市計画や建築分野の専門家が中心となって取り組んできた。弁
護士の関わりは主に日照権など個別の紛争事例を中心とするものが多かったが，近年まちづ
くりという視点で都市問題に取り組む弁護士も増えてきた。
日本におけるまちづくりについての弁護士や日弁連のかかわりを理解する上で，背景とし
ての戦後の日本の都市政策の動きと都市を巡る司法判断の限界を理解することが重要である
ので，都市政策の流れを概観するとともに，都市を巡る主要な司法判断の状況を整理してお
くこととする（日弁連「持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法（集団規定）
の抜本的改正を求める意見書」2010 年 8 月 19 日参照。）。
１

都市法制の推移
わが国では，長年にわたって，急速な経済成長を実現することが国家目標とされ，都市
も右肩上がりに成長・拡大することを前提として制度設計された。都市法制・都市政策も
経済的発展に必要とされる建築物の供給をいかに効率的に達成させるかを最優先するもの
になっていた。そうした都市法制・都市政策に伴い，環境や住民意思に配慮しない都市開
発が進められた結果，都市が無秩序に膨張する一方，農地や里山を含む貴重な緑地，まち
の個性や整った街並み，歴史的建造物が破壊され，地域コミュニティも衰退した。ドイツ
やフランスなどヨーロッパの多くの都市では，歴史的建造物を中心とした中低層の建物が
建ち並び，都市の緑や河川も存在する美しい街並みが形成され，また，農地や森林も市街
地とは区別され，美しく保たれている。それは，日本の大半の都市の乱雑な街並みとは全
く異なる。
しかし，日本においても，かつて，幕末から明治維新期においては，欧米人が感激したよ
うに，美しい街並みがあり，それを支えるものとして，それぞれの「まち」が独自に形成し
てきた伝統的なまちづくりのルールもあった。
欧米では 19 世紀から 20 世紀初頭にかけて建築規制が整備されたが，いずれも，市町村
などの基礎自治体が具体的な規制権限をもち，街並み整備を図ってきた。
これに対し，1919 年（大正 8 年）に定められた旧都市計画法・市街地建築物法は，公共
施設の建設促進と衛生・災害防止・避難の確保といった警察規制の目的を実現するという
最小限の規制を持ち込むことが主眼で，街並み整備・景観保全といった観点はごく限定的
なものにとどまり，かつ，中央集権的な制度となっていた。
第 2 次世界大戦後，市街地建築物法に代えて，建築基準法が制定された（同法は集団規
定と単体規定を含む。）が，その規制内容の実質は戦前の市街地建築物法を引き継いだだ
けのものであった。
1968 年（昭和 43 年）には，都市計画法が改正されたが，そこでも，中央集権的性格は変
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わらず，まちなみ整備・景観保全といった要素は，建築規制に含まれず，その結果，多発す
るマンション建築紛争を初めとした住環境や景観破壊に関する開発・建築紛争に，都市法
制は，ほとんど有効に対応できない状況が続いた。
その後，文化財保護法の改正による伝統的建造物群保存地区制度の導入，地区計画制度
の導入，景観法の制定などにより，取り得る対策のメニューが増加した。殊に，2004 年（平
成 16 年）の景観法の制定により，景観保護法制の中に，文化財保護の視点だけでなく，居
住の快適性つまりアメニティ確保の視点を確立することが可能となった。すなわち，景観
計画や景観地区の活用により都市計画における景観保護の視点の確立を促し，住民にとっ
て身近な普通の景観を保護するために都市計画制度を活用する可能性が広がった。
しかし，景観法は，既存の都市計画法や建築基準法等を所与の前提に，縦割り法制の間
隙を縫って制定された景観の保全・形成目的に限定された法制度であり，かつ，取り得る
対策のメニューについても，本来景観の保全・形成に必要な土地利用規制（建物の用途，
容積率，建ぺい率など）に踏み込むことができないという限界がある。
そして，今なお，土地利用規制の及ばない区域が広く残され，用途地域の指定があって
も現実の建築状況と比較して緩やか過ぎるため，無秩序な開発・建築が続いている。
なお，2010 年代以降になると日本の人口減少と地方の過疎化はますます進行し，その弊
害として空き家問題や所有者不明土地問題などが，社会問題としてクローズアップされ始
めた。これに対する対応策が次々と立法化される時代に入ってきた。また，東日本大震災
の復興への取組もその背景として大きな影響を与えた。
他方で，低迷する経済政策としての規制緩和はますます進んでいる面があり，次のよう
に矢継ぎ早に対策のための立法措置や政策提言がなされているが，これにより真に持続可
能な都市が維持形成されたかというと，極めて不十分というべきであり，最後に述べるよ
うな日弁連の従前の提言を踏まえた都市政策の改革の必要性は，変わらないというべきで
ある。
2014 年

空き家対策特別措置法

2018 年

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

第２
１

2018 年

人口構造の変化等を踏まえた都市政策について

2020 年

土地基本法改正

2021 年

民法・不動産登記法改正(相続登記義務化など)

国土交通省

土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示

都市政策と司法判断
個別の裁判等の積み重ねの中において，1960年代頃から盛んになった日照権訴訟による

日照権の確立は，市民が裁判闘争の中で獲得した重要な都市環境に関する権利ということ
ができる。
日照権は，その後建築基準法の中に日影規制として取り込まれ，近年は裁判事例がほと
んど見られない状況となっている。
一方，都市計画を巡っては，長らく都市計画法に関する原告適格が周辺住民に対して否
定されてきたことなどもあり，ほとんど裁判の結果によって，都市政策が変更されるとい
う事態は極めて例外的であった。
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２

景観を巡る住民参加の現状と課題・・・紛争の現場から
景観・まちづくりに関連しては，地方分権により都市計画や建築行政などが機関委任事
務から自治事務へ変わったことや，国立マンション事件最高裁判決（最高裁平成 18 年 3 月
30 日判決・民集 60 巻 3 号 94 頁）が景観利益を認めたこと，これまでの都市計画法や建築
基準法とは異なる構造を持つ景観法が施行されたことなど，様々な状況変化が見られる。
しかしながら，全体として公共事業や開発事業などが地域環境に対する十分な環境配慮を
伴わないで立案され，それに対して周辺住民等が反対運動を行う事案が減少しているとは
言い難く，このような事案についての司法的救済事例は例外的にしか認容されないのが現
実である。むしろ日照権紛争が多発した頃，それなりの調整機能を果たしていた自治体に
よる調停などはほとんど機能しなくなっている。
しかし，これまで皆無であった，都市計画が司法判断により変更される事案や，公共事
業に対する事前の差し止め請求が認められる事案なども出現している。自治体においては，
このような現状をふまえて，新たに実効性を持った近隣住民と事業者の計画調整制度の導
入や，事業者と行政との交渉を可能とする制度の導入などの動きも始まりつつある。

３

景観を巡る利害調整の現実
(1) 建築開発を巡る利害調整制度の欠如した日本の都市法制
日本の都市法制においては，都市計画法や建築基準法あるいは景観法などの公法体系
の中には，開発事業者と周辺住民との間の利害関係を直接調整する制度は存在しておら
ず，事業者は行政法規に定められた手続きを行い，規制基準をクリアすれば周辺住民な
どの意向にかかわらず事業を進められるのが原則とされてきた。住民が必ず参加でき，
その結果に一定の事業者や行政に対する強制力を持つような住民参加制度は日本の景観
・まちづくり法制上では存在しないといって良いだろう。
(2) 民事訴訟による調整
そのような制度の下で，歴史的には開発事業と周辺住民の利害を直接かつ強制力を持
って調整してきた制度の一つが民事的な権利に基づく司法救済である。
都市環境の悪化による人格権や財産権侵害による差し止めや損害賠償を請求する民事
訴訟(多くは仮処分手続き)においては，個別事案において受忍限度を超える権利侵害が
認定されれば請求が認容される。
都市環境の侵害を巡っては，都市化の進展した昭和 40 年代に日照権に基づく訴訟が多
数提起され，多数の裁判例を通じて権利として確立した。（最高裁昭和 47 年 6 月 27 日
判決，判例時報 669 号 26 頁）
日照被害は時刻日影図や等時間日影図などにより被害状況をあらかじめ客観的に予測
可能な点が特徴的であり，40 年代には多数の判例を通じて受忍限度の基準が形成された。
その結果，裁判所における判断基準を踏まえて，昭和 51 年に建築基準法に日影規制条項
（建築基準法 56 条の 2）が導入された。
しかし，日影規制導入後は，裁判事例の多くは日影規制に適合した建築物は民事上の
受忍限度を超えていないと判断する結果となり，個別の事情をふまえて公法規制に適合
していても民事上の受忍限度を超えているとして差止や損害賠償等を認める事案は例外
的になった。
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日照権以外に，民事上の都市環境被害としては，景観・眺望・圧迫感や騒音・振動・交
通集中・風害などが問題とされるケースがある。民事上，どのような類型の行為が権利
侵害になるかはあらかじめ定められているわけではないため，新たな都市問題が出現す
るとまず民事紛争により解決が試みられることが多く，景観問題でも民事的請求権の確
立が模索されてきた。
しかし，日照権以外の係争事案は多数あるが，定量的な被害立証（特に身体等への影
響の有無）が困難であり，判決により受忍限度を超える被害を認定された事例は少数に
とどまっている。認容事例もその多くは損害賠償にとどまっており，差し止め認容事例
はごく少数である。
(3) 実効性を失った自治体による行政指導
昭和 40 年代以降，民事訴訟と並ぶもう一つの都市問題の調整制度が，自治体による行
政指導による調整であった。
建築基準法への日影規制の導入と同時に多くの自治体において，中高層建築物紛争予
防条例が制定され，近隣住民は建築計画に対して自治体に対するあっせん・調停を申し
立てる制度が創設された。この制度は，それまで自治体が事実上果たしていた調整機能
を制度化したものであり，制定当初は比較的機能していたと言うことができるだろう。
それは，建築基準法などの中には実体において自治体が事業者を規制できる権限はなか
ったものの，建築確認は自治体(特定行政庁）の専権であり，多くの自治体は住民との協
議に応じない事業者には建築確認を留保することにより事実上強制力を持った行政指導
という形で調整機能を果たしていた。
しかし，このような自治体の行政指導による調整は，前提としての建築確認留保を違
法とする裁判事例（東京高等裁判所昭和 54 年 12 月 24 日判決）の出現やそれをふまえた
行政手続法の制定（1993 年）等により，実効性が減少した。それに加えて建築確認が自
治体の専権から指定確認検査機関でも可能となったことから，現在ではほとんど調整機
能を失うに至っており，後述するような新しいまちづくり条例などの登場につながって
いる。
４

現在における景観を巡る訴訟の動向
それでは，現在における周辺住民が直接主張可能な制度としての司法における景観問題
の状況を俯瞰してみることとする。
(1) 民事訴訟
①

国立マンション事件最高裁判決*3 は，良好な景観に近接する地域内に居住する者が

有するその景観の恵沢を享受する利益が民事上の法的利益に該当するという判断を最
高裁として初めて認めたが，同時にその侵害が違法となる場合について刑罰法規や行
政法規違反や公序良俗に反するような場合に限定した。最高裁判決以降，多くの都市
環境を巡る紛争や公共事業を巡る紛争で景観利益に基づく請求がされているが，最高
裁判決の示した厳しい要件を満たして認容された事例は出現していない。
②

船岡山マンション事件の京都地裁判決（京都地裁平成 22 年 10 月 5 日判決・判時 2103

号 98 頁）は京都市内の斜面地に建設されたマンション計画に対して景観権ないし景観
利益に基づくマンションの一部除却，損害賠償を請求した事例であるが，判決は景観
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利益の成立と一部条例違反の存在，相当の高さと容積を有する建物であることを認定
しつつ，その点を除けば周囲の景観の調和を乱すような点があるとも言えず，他に公
序良俗違反や権利の濫用に該当する事情はないとして請求を棄却している（騒音につ
いては請求を一部認容。
）。
③

都市計画道路建設を巡る名古屋地裁判決（名古屋地裁平成 21 年 1 月 30 日判決・裁

判所ウェブサイト掲載）は都市計画道路事業（高架道路計画）に対して，民事請求とし
て景観権，眺望権，人格権，日照権，所有権，通行権などに基づき工事差し止めを請求
した事例であるが，判決は地域環境について，
「木々や緑地などが多い閑静な住宅地と
なっているが，日泰寺などの文化財あるいは自然環境を中心とした住宅地を目指して
地域の整備を行ってきたという歴史的な経緯があるわけではない」として，本件地域
において，文化財，自然環境，建物の高さや位置，建物の様式などが，現に調和がとれ
た景観を呈していると認めることはできないと景観利益の成立を認定しなかった（他
の請求も含め棄却。
）。
④

住宅の色彩とデザインを巡る東京地裁判決（東京地裁平成 21 年 1 月 28 日判決・判

タ 1290 号 184 頁）はまことちゃんハウス事件として話題になった。これは，住宅地に
おける赤白ストライプの外壁塗装が景観利益，平穏生活権を侵害するとして外壁の撤
去，損害賠償を請求した事例であるが，建物外壁の色彩について法的規制はなく，本
件地域に居住する住民間で建物外壁の色彩に関する建築協定等の取決めも存しないこ
と，実際にも，本件建物周辺には外壁が青色の建物，黒色の建物，薄紫色の建物など様
々な色彩の建物が存在し，本件地域内の建物外壁の色彩が統一されているわけでない
ことから，本件地域内に居住する者が，建物外壁の色彩に係る景観の恵沢を日常的に
享受しているとか，景観について景観利益を有するなどということはできないと景観
利益の成立を否定している。
⑤

町田市のマンション計画を巡る東京地裁判決（東京地裁平成 19 年 10 月 23 日判決・

判タ 1285 号 176 頁）は高台に計画され，エキスパンションジョイントで接続された
588 戸という大規模マンション計画に対して景観利益などの侵害を理由として撤去を
請求した事例であるが，本件土地周辺の景観は，良好な風景として，豊かな生活環境
を構成するものであって，少なくとも原告を含むこの景観に近接する地域内の居住者
は，上記景観の恵沢を日常的に享受しており，上記景観について景観利益を有すとそ
の成立は認定したが，原告らの景観利益（その主眼は環境保護や緑化の充実にある。）
との対比において違法とみるべき程度に建築関係諸法規の違反があるということもで
きないとして 違法な侵害は認定しなかった。
⑥

常盤台マンション事件東京地裁判決（東京地裁平成 18 年 9 月 8 日判決・判例集未登

載）は，板橋区ときわ台という戦前に計画的に開発された良好な住宅地をひかえる常
盤台駅前に計画された高層マンションが，背後の良好な住宅地とそれにふさわしい駅
前地区等の景観利益を侵害するとしてその撤去などを請求した事例であるが，判決は
住宅地と駅前商業地域という異なる地域性を持った二つの地域が一体となった景観利
益の成立は認定したものの，自主規制による景観利益の成立は認めず，違法性もない
として建築物の撤去は認容しなかった。
⑦

一連の裁判事例を見ても，一定の良好な都市環境が形成されている場合に，景観利
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益の成立が認定される可能性はかなり高いものの，個別の開発事業による景観利益の
侵害行為が違法性を帯びるか否かについての裁判所の判断はかなりハードルが高い。
逆に言えば，一定の良好な都市環境が維持されている地域の場合，現在では高度地
区による絶対高さ規制や地区計画や景観地区指定，景観協定や建築協定など，様々な
都市環境保護のための行政規制手法が整備されてきているところから，地域に適合し
た手法による行政的な規制を適切に導入しておくことが決定的に重要になる。
しかしながら，様々な行政的な規制手法は，規制がなされると事前予防としては大
きな効果を上げるものの，いったん制定された規制の範囲内の計画に対しては，更な
る違法性の主張はきわめて困難になる側面を有している。現実的にも，高度地区によ
る絶対高さ規制が導入された地域では，高度地区規制ぎりぎりの高さの建築計画が出
現する事態となり，近隣紛争につながっている事例もある。背景としては，行政規制
の導入に際して，既存不適格の出現の回避や，財産権規制に対する配慮等から，多く
の自治体において規制基準がかなり緩く設定されるという問題がある。
行政規制の導入に際して，どの程度の基準を設定するかはきわめて重要な問題であ
るが，住民にとっては具体的な建築計画がない場合に，その影響を見極めることは容
易ではなく，住民サイドにたった都市計画専門家によるアドバイス等を踏まえた適切
な規制水準の設定が強く望まれる。
高度地区や地区計画など，規制内容に個別の行政による許可による緩和規定を盛り
込むことができるような場合には，後述するように厳格な基準を原則として設定し，
そこに一定の緩和許可規定を組み合わせることによる誘導施策はかなり有効である。
本来都市景観を巡る民事訴訟は，良好な都市景観が存在しつつ現在適切な行政規制
が導入されていない地区や，規制が導入されていても規制内容が不十分な場合に，住
民による最後の救済手段と位置づけられるが，現在の判例の動向から見ると救済手段
として機能する場面はきわめて限定的にならざるを得ない。
(2) 行政訴訟
①

国立マンション最高裁判決が民事上の法的保護利益として景観利益を認めたことを

前提として，景観利益の侵害を原告適格の根拠として，あるいは根拠法令において考
慮すべき要素として主張する行政訴訟も増えてきている。
②

景観利益を原告適格の保護法益と位置づけるとともに公有水面埋め立てにおける考

慮事項としても位置付けることで，事前差し止め請求を認容したのが鞆の浦世界遺産
訴訟（広島地裁平成 21 年 10 月 1 日判決・判時 2060 号 3 頁）である。
この判決では，景観利益は私法上，保護に値するものであり，鞆の風景は全体とし
て歴史的・文化的価値を有する法律上保護に値する利益があり，これに近接する地域
居住者はその恵沢を享受しており，私法上法律上保護に値すると認定し，公水法 3 条
の利害関係人の意見書提出権者に私法上の権利者は該当することや，瀬戸内法におけ
る埋め立てに際して瀬戸内海の特殊性を考慮する義務は国民の瀬戸内海に関する景観
利益を保護していること，公水法 4 条 1 項 3 号は埋め立て用途が土地利用，環境保全
に関する行政計画に適合すること，国と県の計画は環境保全に十分配慮すること，地
域住民の意見を反映するなどと規定していることから，公水法・関連規定は鞆の景観
を享受する利益を個別的利益としても保護する趣旨を含むと判断し,重大な損害を認
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定した上で差し止めを認容している。
③

しかしながら，鞆の浦地裁判決以外に景観利益を根拠として請求を認容した行政訴

訟事例は出現していない。

建築基準法上の総合設計許可を巡る浅草寺超高層マンシ

ョン事件（東京地裁平成 22 年 10 月 15 日判決・TKC 搭載）においては，判決は浅草寺
周辺地域の景観は人々の歴史的又は文化的環境を形作り，豊かな生活環境を構成する
ものとして一定の客観的価値を有すると認定したものの，計画建築物の周辺住民の景
観利益が建築基準法の総合設計許可において個別的に保護されていると解することは
できず，これらの利益は一般的公益の中で保護されているにとどまるとして，景観利
益に基づく原告（浅草寺）の請求は却下している。
④

景観法が制定されて，行政法規による景観規制が導入されたが，その制定が地域住

民に対する都市景観上の問題に対する救済の範囲を拡大する根拠となるかという点に
関しても，困難な問題が生じている。
まず，景観法は建築基準法のように原則的に全国一律に適用されるという制度では
なく，自治体が景観地区あるいは景観計画の対象地域として適用範囲を設定する必要
がある。このことは，第 1 の 1 の(7)で述べた行政規制の導入の有無と民事的救済の関
係と類似の状況を生み出し，景観法施行後に当該地域に景観計画も景観地区も指定さ
れていない状況では，そのような地域における民事的な景観保護の必要性が否定され
がちである。上述したまことちゃんハウス事件の判断などにも，当該地域において景
観規制等が存在していないという事実は，保護を否定する根拠とされているように，
むしろマイナス要素として働きかねない側面がある。
景観計画に関しては 2021 年 3 月 31 日時点で 630 団体で景観計画が策定されており，
計画内容の厳格さはさておき，対象地域はかなり広範になっている。
これに対して，より強い規制が可能な景観地区については 2021 年 3 月 31 日時点で
54 地区（これ以外に準景観地区 6 地区）が指定されているが，その多くは景勝地や観
光地，あるいは一体計画がなされた再開発区域などがほとんどであり，一般的な既成
市街地が指定されている例はほとんどない。
景観法を積極的に活用している芦屋市は，一般的な住宅地を含んだ市内全域を景観
地区指定したことで知られているが，（現在は市内全域の景観地区と，さらに厳しい
規制を行う芦屋川特別景観地区が指定されている），その結果建築行為を行う場合，
すべての建築物と認定工作物に関しては，市長による認定手続きが義務付けられてい
る。
現実的には，一例認定申請に対する不認定事例が出現している。これは市内の住宅
地域内に計画されたマンション計画に対してなされたものであるが，事業者は不認定
処分を係争することなく，計画敷地を転売して撤退している。認定申請を行った事業
者が不認定処分を受けた場合に係争できることは明白であるが，逆に周辺住民が許容
し難いと考える計画に対して行政が認定処分を行った場合に行政訴訟として係争可能
であろうか。この場合，景観法が周辺住民らの個別的利益を保護しているか否かが問
題となるが，現在の裁判所の原告適格の判断枠組からはかなり厳しい結果が予想され
るが，この点をクリアすれば取り消し訴訟として救済の可能性がある。
これに対し，景観計画の場合には，そもそも規制がかなり緩く，一定規模以上の建
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築計画だけに届け出が義務付けられている。一方，景観行政団体は景観法 16 条 3 項に
よる勧告もしくは 17 条 1 項による変更命令を行うことができるとされているが，現実
的には事前協議の範囲内で処理されているようであり，変更命令が出された事例はな
い。
なお，勧告も変更命令も出されなかった事例に対して計画建築物の周辺住民が変更
命令の義務付けを請求した事案に対する東京地裁判決（東京地裁平成 24 年 1 月 17 日
判決

TKC 搭載）は，変更命令が景観法 17 条により届け出から原則 30 日以内とされ

ていることから，30 日を経過した時点で変更命令を行う権限が消滅しているとの理由
により請求を却下する判断を行っている。
そもそも周辺住民が行政の対応に対して具体的な不服を唱えるか否かの判断が可能
になるのは，行政が変更命令を出さないと判明した時点であるが，それは届け出から
30 日が経過した時点であり，この時点で命令権限が消滅していると解すると，係争す
べきか否かの判断をなすべき時点ではすでに義務付けは不可能ということであり，こ
の点だけで景観計画に基づき周辺住民らが行政的な救済を受ける余地は全くないこと
となる。
係争期間の件をさておくとしても，景観地区の場合には周辺住民の係争形態として
は，事業者が認定申請を行い，これが認められた場合に周辺住民がその取り消し訴訟
を提訴することになるのに対して，景観計画の場合には，行政が当該計画を許容する
場合には何ら処分が行われないことから，その結果に不服のある場合の係争手段は非
申請型の義務付け訴訟とならざるを得ないこと，その場合どのような変更を命じるか
に関しても裁量の余地が大きいことなどの要素もあり，行政訴訟による救済の可能性
は厳しい状況にある。
結果的に，景観地区の場合には指定されている地区内住民は一定救済の可能性はあ
るが，そもそも指定地域が限定的であり，その指定状況を見ても，芦屋市などの事例
を除けば近隣紛争等が生じる事態は想定しにくいのが現状である。他方で，景観計画
の場合には，広範に指定されてはいるものの，行政が権限を発動しない場合に，周辺
住民が訴訟による救済を求めることは困難である。結果的に，景観法を根拠とする行
政訴訟による救済も困難である。
５

まちづくり条例の動向
司法手続きにおいて周辺住民が景観問題に参加する道が上記のようにきわめて狭い状況
の中で，先駆的な地方自治体において実効性のある都市環境や景観等を巡る計画調整を可
能とする制度の試みが始まりつつある。
(1) 新たなタイプのまちづくり条例の登場
①

地方分権改革により都市計画や建築行政が，機関委任事務から自治体の自治事務に

なった。自治事務である以上，本来自治体の条例による上乗せ・横出しが可能になっ
たと言うべきであるが，まちづくりや建築規制に関し地方分権改革後に明確な条例制
定限界の判断を示した判例はなく，自治体も正面から法律に抵触するような内容を規
定するような条例を制定している事案は見当たらない。他方で，民間確認機関制度の
創設により，自治体が建築確認に関与できないケースでは，自治体が十分な開発計画
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に関する事前情報を持たず，確認がおりた後で紛争が激化することもある。
②

このような状況に対する自治体からの改善提案として，手続き的な面においては，

これまでより一歩踏み込んで独自の事前手続きなどを規定したまちづくり条例等を制
定する自治体が増えている。特徴的な条例をあげると狛江市まちづくり条例や武蔵野
市まちづくり条例，国分寺市まちづくり条例，八潮市みんなでつくる美しいまちづく
り条例等を指摘できる。
これらはいずれも建築確認や開発許可など広範囲の開発事業を対象として，開発事
業に先立ち事前の行政への届け出，近隣への周知・説明義務などの義務付け等を内容
とする詳細な事前協議手続き制度（罰則規定もあり）や近隣住民からの意見書，これ
に対する事業者の見解書のやりとりや当事者間の調整会制度等，従前にはなかった様
々な制度手法を導入している。
また，こうした住民参加型制度以外にも一定面積以上の土地取引に関して売却前の
事前届け出義務を課すなど，自治体による紛争の可能性の早期把握とともに，計画変
更可能な時点での行政関与を可能とする制度等も試みられている。
③

調整会はこれまで広く制定されていた中高層建築物の紛争予防条例が，紛争処理の

ためにあっせん・調停手続きを定めていたものの，運用実態が法律家中心の密室にお
ける消極的な話し合い手続きにとどまることが多く，また手続き拒否に対する強制力
もないことから，近年の建築確認権限の民間開放と行政手続き法による行政指導の困
難化の流れの中で機能不全に陥っていたことに対する反省から生まれた。

話し合い

の主体として，市民委員や建築分野の専門家なども加え，代替案の積極的な提案等を
行うほか，公開の場で議論し，手続き不参加に対し工事中止命令や罰則等を規定する
ことにより，より積極的解決を目指す制度設計となっている。
④

このような新たな協議調整の仕組みの必要性は，建築学会などでも繰り返し提言，

議論がなされているが，狛江市や武蔵野市など，調整会制度が導入された自治体にお
いてはいくつかの事例において，一定の成果が報告されている。
狛江市の事例では，いくつかの計画において，当初計画案より階層を減らしたりし
て住戸数を削減する，あるいは屋根形状や高さなどを変更して日照を確保するなどの
改善事例が見られる。ただし，調整会において調整対象となる建築計画は開発許可や
建築確認といった既存の開発規制法規をクリアした計画として登場してくるので，こ
れに対して計画変更を求めるためには，既存の法規とは別の何らかの判断基準が必要
となる。今のところ，個別の事案において，紛争事例の特色を委員が抽出して判断基
準を設定して，それに基づく調整を試みているのが実情であり，調整会制度を普及さ
せるためには，調整基準の合理的な構築の仕組みが求められている。
⑤

この点に関して，八潮市のみんなでつくる美しいまちづくり条例（以下同条例とい

う）においては，大規模開発事業に関しては事業者から基本構想の届け出がなされ，
これに対して近隣住民から意見書が提出され，事業者からこれに対する見解書が提出
された段階で，市長がまちづくり推進会議の同意を得た上で，
「地域特性基準」を通知
することとしている。条例における地域特性基準としては具体的に次のような事項が
定められている。（同条例 93 条）
Ⅰ

大規模開発事業の計画地周辺の環境及び景観との調和を図るための建築物の配置，
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規模，高さ，形態若しくはデザイン又は開発区域内の緑化等に関する事項
Ⅱ

大規模開発事業の計画地周辺の道路，河川等の公共施設の状況を踏まえた建築物
の配置，規模，高さ若しくは形態又は開発区域内の駐車場等に関する事項

Ⅲ

大規模開発事業の計画地周辺の歴史及び文化財を保全し，及び保護するための建
築物の配置，規模，高さ，形態又はデザインに関する事項
このように，同条例では，開発調整における判断基準をより明確化する試みがなさ

れており，その中で景観的要素が重視されている。
このような試みが実際にどのように運用されていくのか，まちづくり条例による新
たな調整の方向性として注視が必要である。
将来的にはこれら先行的なまちづくり条例における協議調整の試みを踏まえて，周
辺住民と事業者との間の調整制度の法制度化の試みも考えることができよう。
(2) 事業者と交渉可能な仕組みの導入
①

2022 年現在，実例は少ないが，いくつかの自治体においては地区計画や高度地区に

おいて，行政との調整を踏まえた柔軟な緩和規定を導入し，事業者に対して良好な計
画に対してはインセンティブを与えることを条件として積極的な交渉を行うことを可
能としている。たとえば，練馬区は区内に高度地区導入に際して，指定高度を厳格に
指定する一方で，大規模敷地を対象とし，周辺環境との調和が図られている。市街地
環境の整備向上に資する計画については，高度地区規制の緩和を認める規定を導入し
ている。これまでのところ，規定に基づく緩和が適用された事例は清掃工場に関する
事案だけであるが，緩和を受けるために，都市計画審議会の評価部会による審査を受
け，その過程で景観配慮などを改善するなどの経過を経て緩和許可がなされている。
国分寺市では，地区計画において 20m の高さ規制を指定しつつ，環境配慮を条件と
して 25m 迄制限を緩和する内容としている事例がある。実際に，国分寺市では，この
規定を活用して，事業者と行政，周辺住民によるワークショップで大規模マンション
計画に対して景観や環境配慮をおこなった計画への積極的な変更合意を形成した事例
がある。
②

もっとも，個別事情に対応する柔軟な許可によるインセンティブによる市街地環境

の改善を目指す制度としては，建築基準法による総合設計制度が存在し，多数の適用
事例が存在している。しかし，総合設計制度は，その適用が増えるにつれ，許可基準に
対する透明性，事前予測制の要求から，詳細な許可基準が設定されるとともに，緩和
される容積率が既存容積率の２倍程度まで拡大された結果，周辺の建築物に比べ著し
く巨大かつ超高層になる事例が目立っている。総合設計許可においては，制度的に地
域住民等の許可手続きへの参加も十分には保障されていないことから，地域の既存市
街地の改善に資するか否かが係争になる事案が増加している。
③

総合設計制度を巡っては，周辺住民の原告適格を認める最高裁判決（最高裁第 1 小

法廷平成 14 年 3 月 28 日判決

判時 1781 号 90 頁）が出ていることもあり，対象建築

物が倒壊・火災等になった場合に影響を被る可能性のある範囲の周辺住民には原告適
格が認められていることから，本案の判断を受けている事案は結構見られるが，行政
の定める許可基準に適合していることをもって，違法性なしとする判断が定着してお
り，総合設計許可を違法とする判決は出ていない。景観問題においても厳格な規制と
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適正な手続きによる緩和を組み合わせた協議調整による誘導手法は重要であるが，現
在総合設計制度が陥っているような類型的判断という事態にならないような制度設計
が必要である。
第３

199 3 年 人 権 大 会 と 決 議

日弁連の人権大会で初めて都市政策がテーマとされたのが，1993 年の大会で，古都京都を
舞台に「変えてみませんか

まちづくり」－豊かな生活環境をめざしてーをタイトルとして，

まちづくりに関する調査報告を元にした討議が行われ，最終的には以下に述べるような決議
がなされた。
なお，この成果は後に「変えてみませんか

まちづくり（環境叢書シリーズ 5）」（実教出

版，1995 年）として対外的に出版もされている。
まちづくりの改革を求める決議
近年，規制緩和・民間活力の導入政策のもと，各地で著しい地価高騰や乱開発が起こり，居
住環境の悪化，自然や景観の破壊など様々なひずみが生じ，住民の生活環境がおびやかされ
るにいたっている。世界的価値を有する文化遺産である歴史都市京都の変容もその一例である。
これは，従来のまちづくりが，土地の高度利用など経済的合理性や効率を求めるあまり，
地域の特性や町並みへの配慮を欠き，住民の生活環境を重視したまちづくりを実現するため
に必要な土地利用への規制，誘導等の公共的コントロールを怠ってきた結果である。
もともと，まちはそこに人々が住み，多様な活動と生活を共同して行う場であり，まちづ
くりは，その主人公である住民の参加のもとに地域の特性を生かしながら，安全，快適で誰
もが安心して生活できる環境を創造していくべきものである。このような観点からまちづく
りのあり方を根本的に問いなおすべきである。
すでに，地域の特性を生かしたまちづくりをめざして独自の取り組みをすすめている地方
自治体も少なくない。また，諸外国では，都市空間はそこに居住する人々の共有財産である
として，厳しい公共的コントロールのもとでまちづくりを行っている例もある。
ここに，私たちは，住民こそがまちづくりの主体であり，豊かな生活環境を享受すること
は，まちに居住する人々の基本的な権利であることを確認したうえ，国および地方自治体に
対し，以下のとおり提言する。
１

まちづくりの理念を，土地の高度利用を重視し経済効率を優先した考え方から，豊かな

生活環境の保全と創造を基本とした考え方に転換し，容積率や建物の高さ規制，町並みに
配慮した建築規制など，土地利用に対する公共的コントロールを強化すること。
２

地域の特性を生かしたまちづくりを行うために必要な権限と財源を地方自治体に保障す

ること。
３

広く住民に対し，まちづくりの計画や開発に関する十分な情報を公開し，アセスメント

手続や決定手続への参加および争訟の権利を保障すること。
４

京都，奈良などに残されている歴史的景観の保全と修復を図るために必要な規制と財政
措置等をとること。
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この決議は，まさにバブルのピークとして，全国で乱開発が進み，歴史的景観や町並みが
次々と失われつつあった状況を踏まえて，まちづくりの在り方の見直しを求める内容であっ
た。
この決議内容は，日本の都市を巡る政策の動きと対比して見ても，1993 年に始まった地方
分権改革や，2004 年の景観法制定や 2008 年の「地域における歴史的風致の維持及び向上に
関する法律（歴まち法）」制定など，その後の現実の政策でも取り入れられているものが多
く，この人権大会決議は先駆的な内容であったということができる。
しかしながら，地方分権改革も都市の分野に関しては，機関委任事務から自治事務になっ
たものの，建築基準法や都市計画法の構造自体が大きく変わったわけではなく，法律と条令
の関係などを考えると，実質的に自治体の裁量の範囲はそれほど拡大したということはでき
ない。
またこの時の都市計画に関する争訟制度に関する提言については，その後，行政内部でも
都市計画に関する争訟制度を立法的に改革して，早い段階で都市計画について係争できる必
要性が議論され，それを踏まえて制度改革が提唱されている。
2006 年 8 月に都市計画争訟研究報告書（財団法人 都市計画協会

都市計画争訟研究会），

2009 年 3 月に「人口減少社会に対応した都市計画争訟のあり方に関する調査業務報告書」
（国
土交通省都市・地域整備局 都市計画課）が公表され，制度改革が模索された。
制度として，前者は都市計画に特化した行政不服審査の制度を使うもの，後者は都市計画
に特化した確認訴訟制度を使うものが検討され，いずれも立法化寸前まで検討が進んだもの
の，実現には至らなかった。
このような状況の中で，2007 年の人権大会で再度都市政策がテーマとされるに至った。
第４

200 7 年 人 権 大 会 と 決 議

1993 年の次に人権大会でまちづくりがテーマとなったのが，2007 年の静岡大会である。
この大会では，「住み続けたいまち・サスティナブルシティへの法的戦略」―快適な町に
住む権利の実現を目指してーというタイトルが掲げられた。
ここでは 1993 年の大会決議後の日本の都市政策が，多少の変化はあったものの，バブルの
崩壊を受けての経済対策として，都市に対する規制緩和や民間開放などが進む状況，地方分
権といいつつ都市政策分野ではなかなか進まない地方への権限委譲などを念頭に置いて，持
続可能な都市の実現を求めるものであり，次のような決議がなされた。
2007 年の人権大会決議
持続可能な都市をめざして都市法制の抜本的な改革を求める決議
わが国では，長年にわたって，経済活動を最優先させ，環境や住民意思に配慮しない都市
開発が進められた結果，都市が無秩序に膨張する一方，農地や里山を含む貴重な緑地，まち
の個性や整ったまちなみが破壊され，地域コミュニティも衰退した。当連合会は，1993 年 10
月の第 36 回人権擁護大会で，人の暮らしを大切にするという理念とその実効的制度づくりを
目指して，土地利用への公共的コントロールを強化すること，地方自治体にまちづくりの権
限・財源を保障すること，十分な情報を公開し，住民参加の権利を保障することなどを内容
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とする提言を行った。
しかし，その後も，むしろ「規制緩和」がさらに拡大し，地方自治体への権限委譲やまちづ
くりへの住民参加も不十分なまま，全国各地で無秩序な都市開発が一層推し進められた。加
えて，大都市においては，超高層ビルの乱立やヒートアイランド現象，地方都市においても，
スプロール化や商業施設の郊外化等による中心市街地の空洞化，くるま依存社会の進行・公
共交通の衰退等の新たな問題を引き起こした。そして，このような都市の有り様は，とりわ
け，子ども・高齢者・障がいのある人などにとって住みにくいものとなり，また，地球温暖化
をより加速させた。
私たちは，憲法 13 条，25 条によって保障された環境権の一側面を具体化するものとして，
だれもが良好な環境のもと，快適で心豊かに住み続ける権利を有することを確認する。また，
環境資源を破壊・浪費することなく，快適で心豊かに住み続けられる都市として後世に引き
継ぐ責務を負っている。そのためには，今こそ，地球環境に配慮し，子どもや高齢者・障がい
のある人などを含む住民が快適で心豊かに住み続けられる，「サスティナブルシティ」（持
続可能な都市）への転換が強く求められている。
よって，当連合会は，国に対し，現行都市計画・建築法制を抜本的に改め，土地利用，建
築，都市交通，景観などについて，以下のような内容をもつ，統合的な都市法制の整備を求
めるものである。
１

持続可能な都市の形成及び維持と快適で心豊かに住み続ける権利の保障を目的にし，土
地利用，建築，都市交通，景観など都市に関連するすべての事項を対象とし，それらにつ
いて統合的に対処するものとすること。

２

地球環境保全，景観保護，緑地保全，くるま依存社会からの転換，子ども・高齢者・障が
いのある人などへの配慮，地域経済及び地域コミュニティの活性化等を基本理念として明
記し，都市計画・規制基準の策定，開発・建築審査はこれに沿って行われるとすること。

３

都市計画及び規制基準の内容・手続並びに個別の建築・開発の審査手続は市町村が独自
に決定できるよう，地方分権を拡充すること。

４

都市計画及び規制基準の内容の決定並びに個別の開発・建築の審査手続への早期かつ主
体的な住民参加を住民の権利として保障し，快適で心豊かに住み続ける権利を保障するよ
うに，行政不服審査及び司法審査の各手続を抜本的に改正すること。

第５

持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法（集団規定）の抜本的改正を

求 め る 意 見 書 ( 20 10 年 )と 都 市 法 制 改 革 の 動 き
2007 年の大会決議を受けて，日弁連は更に検討を進め，2010 年には都市計画法と建築基準
法（集団規定）の抜本的改正を求める意見書を発表するとともに，具体的な法改正提案とし
て，都市計画・建築統合法案（仮称）要綱を提案するに至った。
その概要は次のようなものであった。

2007年の人権大会決議
目指し，快適で心豊かに住み続ける権利を保障するために，今般の都市計画法の抜本的改正
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にあたり，建築基準法（集団規定）も抜本的に再編して統合し，次の内容を含むものとすべ
きである。
１

持続可能な都市を形成・維持すること及び快適で心豊かに住み続ける権利を保障するこ
とを法律の目的とすること。

２ 「計画なければ開発なしの原則」及び「建築調和の原則」を実現するために，全国土を規
制対象としたうえで，市町村マスタープランに法的拘束力をもたせ，開発されていない場
所では開発が認められないことを原則とし，その例外を認めるためには地区詳細計画の策
定を要するものとすること。
３

都市計画の基本理念・基準として，地球環境保全，まちなみ・景観との調和，緑地保全，
自動車依存社会からの転換，子ども・高齢者・障がいがある人等への配慮並びに地域経済
及び地域コミュニティの活性化を定め，市町村マスタープラン及び地区詳細計画などの都
市計画・規制基準の策定並びに開発・建築審査はこれに沿って行われるものとすること。

４

前記 3 の基本理念を実現するため，現行建築基準法（集団規定）を再編し，都市計画法
と統合し，開発許可と建築確認を一体化させた，総合考慮が可能な許可制度とすること。

５

市町村に土地利用規制や具体的なルール策定・個別審査の権限を付与して，地方分権を
拡充すること。

６

都市計画及び規制基準の各策定手続，許可手続への早期の住民参加を権利として保障す
ること。快適で心豊かに住み続ける権利を保障するため，不服申立人適格・原告適格の拡
大，裁量統制の厳格化，執行停止原則あるいは一定期間の無条件の執行停止を含む行政不
服審査及び司法審査の各手続を抜本的に改正すること。
というものであり，この意見書にはこの提言を具体化するための，都市計画・建築統合法

案（仮称）要綱が付されていた。
しかし残念ながらその後も，都市法制の抜本的な改正は行われるに至らなかった。現在も，
日弁連の意見書の提言を取り込むような都市政策はほとんど実現するに至っていない。
第６

203 0 年 に 向 け た ま ち づ く り と 弁 護 士 の 役 割

基本的には，2 度の人権大会決議とそれを踏まえて提案された 2010 年の意見書において示
された都市法制の改革の必要性と方向性は今現在においても少しも陳腐化しておらず，2030
年に向けても変わらない目標ということができる。
しかしながら，これまでの提言を実現するためには，日弁連においてもさらに繰り返し提
言を行っていくことが重要であるとともに，個々の弁護士も個別係争事案等において，従前
の法解釈にとどまるのではなく，積極的に日弁連の提言を踏まえた新たな法解釈の主張など
を積み重ね，新たな判例を積み重ねていく努力や，地方自治体における条例制定への積極的
関与の中でこれらの趣旨を実現する努力，既存の制度では救済できない事例の立法的解決を
求める社会的な運動の拡大など，各方面における都市法制改革の動きを進めることが不可欠
である。
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日）https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1993/1993_2.html
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第２節
第１

公的ニューサンスの観点からの土地利用規制について

はじめに

日弁連は，後述のとおり，従前より都市問題に関連して土地の公共的コントロールの必要
性を提言してきた。
「自宅の隣に突然大きなマンションが建設されそうだから差し止められな
いか」，「大規模な開発で古くから馴染んできた良好な景観が失われそうだ。なんとか保全で
きないか」，といった現に社会で生じている問題に対し，弁護士達は，開発審査会や裁判での
紛争解決を図ってきたものの，都市法制の根本的な問題に直面し，押し切られてしまう。そ
こで，こうした経験に基づき，国内の学者の研究や海外事例の調査を積み重ねて，主として
国に対し，抜本的な法改正を提言してきたのである。国立マンション訴訟第 1 審東京地裁判
決を契機とした景観法の制定等，法律の制定に至った例もあるが，残念ながら抜本的な法制
度の見直しには至っていない。
こうした問題は未だに解決しておらず，土地の公共的コントロールの必要性は依然として
あるが，近年では，別途，人口減少に伴い空き家問題，所有者不明土地の問題が全国的な社
会問題として浮上してきた。この問題を受け，国は，近時，活発な法整備，法改正を行ってい
る。学会においても公法・私法の区別なくこうした「縮小する社会」及び「不動産所有権」へ
の研究が活発に行われている 1。開発と放棄と相反する不動産に対するこうした状況は，土地
の「過剰利用の外部性から過少利用の外部性へと問題構造の転換」と評されている 2。
たしかに問題構造は転換しているものの，自らの土地や建物の所有権は絶対ではなく，公
共的なコントロールや義務を伴うものであるのではないかという共通の観点から法制度を見
直すことで，空き家・所有者不明土地に対する弥縫策のような法整備でなく，住民が安心し
て住み続けることを可能とする抜本的な法整備が可能あるいは容易となるのではないか。土
地所有権の本質論やコモンズ論等，様々なアプローチがあるなか，アメリカの事例で見られ
る公的ニューサンス 3の観点が最もシンプルで広く受け入れられるのではないか。土地の過剰
利用の外部性も過少利用の外部性も，土地建物の所有権と周辺住民との利益の調整の問題と
捉えることができ，日本においても，公的ニューサンスの観点から問題を見ることで，解決
の道筋が見えてくると考える。
そこで，以下，従前の提言を踏まえた上で，アメリカにおける公的ニューサンス規制条例
を参考として，土地所有権に伴う権利と義務を再考する。そして，最後に公的ニューサンス
の観点からの日本の空き家法制への示唆に付言する。
第２
1

2
3

従前の日弁連の提言と近年の社会情勢

2019 年 10 月 11 日，12 日開催の日本公法学会シンポジウムのテーマは，
「縮小する社会と公法学，
『縮小する社
会』と持続可能性，縮小化に伴う社会の変容と公法学の課題」であった（公法研究 82 号）。同じく 2019 年 10 月
5 日，6 日開催の日本私法学会シンポジウムのテーマの 1 つは，不動産所有権の今日的課題」であった。
吉田克己「人口減少社会と都市法の課題」吉田・角松生史編『都市空間のガバナンスと法』44 頁（信山社，2016）
「Public nuisance とは，公衆の健康，安全，平穏，快適，便宜を相当な程度まで妨げる行為－不衛生な食品の
販売，害虫の発生する水溜りの放置，市街地における爆発物の貯蔵，売春宿の経営，悪臭・振動を発生させる工
場の操業，公道・水路に障害物をおく行為－などである。法律，条例，規則によって禁止された行為の多くも
public nuisance にあたる。検察官によって行為者の刑事責任が問われるほか，特別の損害を負った被害者によ
る賠償請求が認められる。場合によっては差止めの対象となる。」田中英夫編『BASIC 英米法辞典』127 頁参照。
本論考では，ニューサンス防止の観点から法律や条令により規制がされたものを公的ニューサンスとして扱う。
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日弁連は，従前より，住民主体のまちづくり，土地の高度利用の弊害，土地利用の公共的
コントロールの強化を提言してきた。具体的には，以下のような決議及び意見書があげられ
る。
「住民こそがまちづくり
1993 年の人権擁護大会「まちづくりの改革を求める決議」 4では，
の主体であり，豊かな生活環境を享受することは，まちに居住する人々の基本的な権利であ
る」とし，「まちづくりの理念を，土地の高度利用を重視し経済効率を優先した考え方から，
豊かな生活環境の保全と創造を基本とした考え方に転換し，容積率や建物の高さ規制，町並
みに配慮した建築規制など，土地利用に対する公共的コントロールを強化すること」が提言
された。
2007 年人権擁護大会「持続可能な都市をめざして都市法制の抜本的な改革を求める決議」 5
では，
「憲法 13 条，25 条によって保障された環境権の一側面を具体化するものとして，だれ
もが良好な環境のもと，快適で心豊かに住み続ける権利を有することを確認する。また，環
境資源を破壊・浪費することなく，快適で心豊かに住み続けられる都市として後世に引き継
ぐ責務を負っている。そのためには，今こそ，地球環境に配慮し，子どもや高齢者・障がいの
ある人などを含む住民が快適で心豊かに住み続けられる，「サスティナブルシティ」（持続可
能な都市）への転換が強く求められている。
」とした上で，土地利用，建築，都市交通，景観
など都市に関連するすべての事項を対象とした統合的な都市法制の整備が提言された。
2010 年 8 月 19 日付「持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法（集団規定）
の抜本的改正を求める意見書」 6では，より具体的に，持続可能な都市の形成・維持，住み続
ける権利の保障，計画なければ開発なしの原則，建築調和の原則などを内容とする抜本的な
法改正が提言された。
これらの提言は，先にも述べたとおり，現に社会で生じてきた紛争を，裁判等を通じて解
決しようとしてきた弁護士達が，都市法制の根本的な問題に直面した実感をもとに，研究者
の研究や外国の法制度を調査して集約してきたものである。しかし，法律を学ぶ者としての
共通認識である「近代所有権」の絶対性，排他性の観念は，裁判官だけでなく，立法に携わる
行政担当者の間にも浸透しているようで，一部，国交省のコンパクトシティ政策の動きに合
わせて，法改正の機運も生じたように見えたものの，結局は，大きな都市計画法の改正など
の成果は得られなかった。
こうした中，以前から人口減少社会の到来は確実に予測され，都市の集約化（コンパクト
シティ）の必要性は予想されていたことではあるものの，近年なって空き家問題，所有者不
明土地の管理問題が顕在化，拡大化し，大きな社会問題として取り上げられるようになった。
そして，国も空家特措法，所有者不明土地特措法の制定，さらには相続登記の義務化等々，
急速な法整備を行っている。ただし，これらの立法は，特措法の名前が示すとおり，土地や
建物という公共空間における私有財産の持つ根本的な問題には手を触れず，ごく限られた特
に程度のひどい土地や建物だけを対象とした，いわば弥縫策的な立法と言わざるを得ない。
4

5

6

人権擁護大会「まちづくりの改革を求める決議」
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1993/1993_2.html（1993 年 10 月 29 日）
人権擁護大会「持続可能な都市をめざして都市法制の抜本的な改革を求める決議」（2007 年 11 月 2 日）
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2007.html
「持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法（集団規定）の抜本的改正を求める意見書」
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100819_2.html（2010 年 8 月 19 日）
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これらの立法過程では，アメリカのランドバンク制度が参考とされた 7。研究者によるアメ
リカのランドバンク制度の調査，研究も複数公表されている 8。これらの研究によるとアメリ
カのランドバンク関係の法制度は，公的ニューサンスの延長線上にあることがわかる。そこ
で，次に，アメリカにおいて，公的ニューサンス概念に基づき土地・建物の所有権に伴う義
務を規定した条例の例をみていく。特に身近な空き家問題に通じるものとして，「草」（庭の
雑草）の規制に注目することとする。
第３
１

アメリカにおける公的ニューサンス

ランドバンクとは
そもそもランドバンクとは何か。小林正典らの定義によれば，ランドバンクとは，何ら
かの理由で有効利用されなくなった老朽建物等を有する土地を，①政府主体の非営利組織
が取得・保有しながら，②不動産に係る法的・経済的な障壁を整理し，③地域のニーズに
合った形で市場に戻す，あるいは保全するための公的な媒介組織であり，土地建物に係る
法的，経済的な障壁を解消する機能を持つとされる 9。また，ランドバンキングとは，「空
き地，放棄地，差押不動産を地方政府が取得し，利用物件または，長期的かつ戦略的公的
目的のために保有する過程または政策」と定義される 10。
空き家問題等において所有権の壁に手を焼く日本の行政実務からすると，アメリカにお
いて，不動産所有者から所有権を奪い取って地域のためになる利用を行う公的組織にその
利用を任せてしまうという革新的な手法が広まっているということに注目が集まることは
容易に理解できる。また，入会の議論の時代から近代所有権概念に疑問を呈する法社会学
的なアプローチからも，都市型のアンチ・コモンズ論として所有者不明土地問題やランド
バンクを検討する 11ことも自然と言える。
もっとも，ランドバンクは，公的な中間的な組織自体や地域に有用な利用等をする団体
を示す概念であり，いわば問題の出口としての受入団体にすぎない。その前提として，行
政が土地所有者の所有権に踏み込む理屈はどこにあるかというと，税滞納処分としての差
押，競売（公売）にある。それならば日本でも変わらないことになるが，行政が手をこまね
くのに対し，アメリカでは積極的に介入されていくのはなぜか。もちろん犯罪の温床にな
るとか，地域の不動産の価値が大きく影響を受けるなど，日本とは異なるアメリカの事情
が大きいだろう。
しかし，それでも注目すべきは，入り口論として，庭の草の長さといった小さな問題に

7
8

9
10
11

藤井康幸「米国のランドバンクの動向について」（国土交通省土地・建設産業局研究会資料 5）
Alexander, Frank(2015) Land Banks and Land Banking 2nd Edition, Center for Community Progress，平修
久「アメリカにおける空き家対策(1)～(3)－先進的な取組みに学ぶ」自治研究 94 巻 4,6,8 号（平『アメリカの
空き家対策とエリア再生』
（学芸出版社，2020 年）），小林正典・光成美紀「米国におけるランドバンク及びコミ
ュニティ・ランド・トラストの活用による都市住宅市場の再生手法に関する研究－米国における 2000 年代の低
未利用不動産の再生・流通システムの実態調査を通じて」
（都市住宅学 2016 巻 95 号），藤井康幸・大方潤一郎・
小泉秀樹（2013）
「米国ミシガン州ジェネシー郡におけるランドバンクの担う差押不動産，空き家，空き地対策
の研究」都市計画論文集 vol.48(3)等多数
小林・光成前掲注 8・122 頁
Alexander, Frank（2015）前掲 8・23 頁
高村学人（2015）
「土地・建物の過少利用問題とアンチ・コモンズ論－デトロイト市のランドバンクによる所有
権整理を題材に」
（2015 年，論究ジュリスト 15），高村学人「所有者不明土地問題を問い直す－アンチ・コモン
ズ論からの問題再定義－」72 頁（土地総合研究（2018 年秋号））
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ついて条例が規制し，過料等の制裁を課している実情であり，それを当然のごとく理屈と
して支えている公的ニューサンスの概念である。
２

ニューサンス規制条例
(1) ニューサンスの観点からの土地・建物規制
アメリカにおいて，空き家問題に対処し，これを防ぐという政府（自治体）の権限は，
ニューサンス（生活妨害）を減らし，軽減し，予防することに基づくものである。ニュー
サンスとは，健康・安全を脅かし，かつ他人の財産権行使を妨害する行為，もしくは複
数の状態の組合せのことを言う 12。
アメリカにおいて，土地建物の規制は，実質的な土地収用（いわゆる「テイキング」
）
にあたる規制的収用として古くから憲法訴訟が積み重ねられているところ

13

，ニューサ

ンス状況に対応するための法律（及び条令）については，伝統的にニューサンスとみな
される類型の問題に対する規制である限り違憲無効となることはない 14。
(2) ニューサンス規制条例の例（オハイオ州）
アメリカのランドバンク制度などの空き家法制は，製造業などの衰退による空き家問
題が深刻な中西部の都市で多く発展し，日本の研究者による研究対象もアメリカ中西部
の都市のものが多い。
平修久は，オハイオ州の 7 市（アクロン市，クリーブランド市，デイトン市，コロン
バス市，シンシナチ市，トリード市，ヤングスタウン市）の住宅，空き家等に関する条例
の制定内容を調査し，分かりやすい表にまとめている

15

。維持管理基準として住宅の状

態や庭の雑草の規定が 7 市全てで設けられ，立入調査や改善命令，さらには退去命令，
行政代執行の規定までも設けられている。
ニューサンス規制条例のイメージを共有するため，平の分析から一部を具体的にみて
みる。日本の条例の検討にあたっても参考となるはずである。
平の整理によれば，住宅の維持管理基準，ニューサンスの定義，さらには行政代執行
の条項に，
「草」が全ての市において規定されているのがわかる。日本の法律，条令では，
保護樹林等切ってはいけないという方向のものや，道路にはみ出してはならないという
管理義務を規定しているものはあるが，草が何センチ以上伸びた状態にしてはならない
というものは一般的には見られない（慣習はある。）
。オハイオ州の 7 市では，多少の違
いはあれども草の高さについて上限が定められている（アクロン市，クリーブランド市，
デイトン市，トリード市，ヤングスタウン市では 20cm 未満，シンシナチ市は 25cm 未満，
コロンバス市は 30cm 未満）。草がこれ以上の高さになった場合，ニューサンスとみなさ
れ，違反者に対し 5 日以内に草刈りを命じる，草刈りを行わない場合，軽罪に問われ，

12

13

14

15

ジェームス・J・ケリー・ジュニア，角松生史訳「アメリカの市町村における空き家対策」『行政法研究』24 号
72 頁
寺尾美子「アメリカ土地利用計画法の発展と財産権の保障 1」法学協会雑誌 100 巻 2 号 270 頁，寺尾同 2 法学協
会雑誌 100 巻 10 号 1735 頁，寺尾同 3 法学協会雑誌 101 巻 1 号 64 頁。
酒の製造を禁止したカンサス州法が違憲でないとされた Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623(1887)がリーディン
グケース。限界事例としては，海岸に面した土地での建築を禁止する州法を違憲とした Lucas v. S.C. Coastal
Council, 505 U.S 1003(1992)。
平前掲注 8（1）・91 頁
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拘留や罰金などの刑罰が科される，自治体が代執行し，経費は所有者，居住者，管理者
に請求する，経費が支払われない場合は，固定資産税と一緒に徴収を図る，というのが
概ねの行政手続の流れである。シンシナチ市の規定では，条例違反の通告の受領後 7 日
間以内に草刈りを行わなかった場合，以下の措置がされる（シンシナチ市 731-5）。
①

不動産は放棄不動産とみなす。

②

15cm 以上の草は連続した条例違反と判断する。

③

連続した条例違反が放棄不動産で発見された場合，罰金に加え，市は条例違反改善

の代執行を行う。
④

放棄不動産は，市の維持管理対象とする。

⑤

放棄不動産とみなされた場合，所有者等は，連続条例違反の罰金の支払いを避ける

ためには，シティ・マネージャーに連絡し，除去計画の承認申請をしなければならな
い。
草の放置で，私人の住宅が市の維持管理対象となるという点だけみても，不動産の所
有権の相対化，公的ニューサンスの持つ力強さ，ランドバングとの連続性を見て取れる
のではないだろうか。
また空き地についても，シンシナチ市では，放棄不動産と判断された空き地の草刈り
を希望するコミュニティ組織に，当該空き地に入り，草刈りを行う権限を与えることを
条例で規定している（シンシナチ市 731-10(a)）。ここにランドバンクとの連続性が見て
取れる。行政組織だけでなく，地域，コミュニティに問題解決，改善の関与をさせるの
は，そもそも，ニューサンス自体が周辺地域，コミュニティに対する害悪なのだから，
もともとステークホルダーであるから全く違和感，問題はないということなのであろう。
この点，ボルティモア市の以下のニューサンス排除自力救済プログラムも興味深い。
同市では，市民が私有地の空き地の問題解決を希望する場合，
①

迷惑な（不動産の使用を妨げられている）状態であることを見極める。

②

市に迷惑な状況を通報する。

③

公的な記録を用いて所有者及び連絡先を特定する。

④

所在地，詳細な状況，観察した日付，関連条例，地域コミュニティが所有者に対応

してもらいたいこと，所有者が指定した期間内に対応しない場合，地域で迷惑な状況
を取り除く意思があることを含んだ手紙を書留郵便で所有者に送付する。
郵便が宛先不明で返送された場合及び，所有者が応答しない場合，市民は迷惑な状況
を改善する権限が付与される。
しかし，改善内容に制限があるとともに，半永久的な空き地の使用は保証されていな
い。所有者はいつでも，地域住民が設置したフェンスなどを予告なしで取り除くことが
できる 16。
(3) ニューサンス規制条例の例（オレゴン州）
このような市によるニューサンス規制条例は，空き家問題が深刻な中西部の都市に限
るものではなく，土地利用規制と都市計画が奏功していると評価されているオレゴン州
の条例を見ても，住宅維持，ニューサンス関連の条例は，似た構造となっている。そこ

16

平前掲注 8(1)・102 頁，Community Law Center, Inc.,“Self-Help Nuisance Abatement in Baltimore, Maryland”
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で，オレゴン州内の 2 つの市の例を見てみる。
①

ポートランド市（条例 29）
目的（29.05.020）
：本項の目的は，以下の手段によって，ポートランド市民の健康，
安全，福祉を守ること，既存の住宅及び非居住建造物の外観の悪化を防ぐこと，活気
ある近所 17に貢献すること
ア

住宅の基礎的機器，設備，衛生設備，火気安全，保守管理に関する最低基準を確立

及び強制
イ

屋外及び隣接通行権の最低基準を確立及び強制

ウ

危険及び管理放棄された建物の規制及び除去

エ

非居住建造物の外観の最低基準を確立及び強制
市のウェブサイトには条例の条項とは別に，
「基本的な住宅要件トップ 25」というリ

ーフレットが掲載されている 18。いくつか例示すると火災報知器（1 位），非常口（2 位）
の義務付けは日本でもなじみ深い。壊れたり，無くなったり，建付けが悪いドア及び
窓は直さなければならない（3 位）
，壊れたり劣化したポーチや外階段（16 位）
，外壁
（17 位）
，屋根（18 位）も直さなければならない（16 位）という点はニューサンスや
空き家問題に繋がってくる。日本の建築基準法では，確認申請と完了検査以外では，
なかなか行政が既存の建築物に関与してくる場面は少ない。これに対し，ポートラン
ド市では，近隣住民がニューサンス規定違反状態をすぐに市に対し通報できるように，
インターネット上に通報の書式が掲載されている。これにより条項の実効性を確保し
ている。
敷地の草については，10 インチ（約 25cm）に保たなければならないとされている。
ポートランド市は規制の趣旨を以下のように説明している。
「伸びた草は，近隣住民へ
の危険を生じさせ，近所に対し，乱れた外観と雰囲気を生じさせる。伸びた草により
ゴミや危険物が隠れやすくなり，それらは近隣住民や子供たちへ危険となりうる。害
虫はこうした伸びすぎた状況を好む。高く草が伸びた土地は，夏には非常に乾燥し，
火災の可能性がある。
」 19。
そして，ポートランド市でも上記のオハイオ州の市と同様，ニューサンス除去命令，
執行費用，罰金といった強制手続が規定されている（29.60.060，29.70.010）
。
②

タイガード市
ポートランド市に隣接し，同一の都市圏を形成するタイガード市は，連邦最高裁判
決であるドラン対タイガード市

20

という土地利用規制の合憲性が争われた舞台となっ

た。タイガード市でも，草の高さはポートランド市と同じく 10 インチ（約 25cm）まで
とされていて，同市のウェブサイトでは，伸びた草の状態の写真とともに，1 日あたり
250 ドルの罰金の可能性があることを知らせている。同時に，他方で，美観の問題，例
えばもじゃもじゃの芝生，伸びすぎた灌木，芝生への水やり不足などは，条令違反と
17

18
19
20

訳注：vital neighborhoods オレゴン州土地利用法関連では，neighborhoods は重要な概念で，コミュニティと
訳すか，文字通り近所と訳すか悩むところである。Neighborhoods association は町内会に近い組織で，活発に
地域の改善活動を行っている。
オレゴン州ポートランド市ウェブサイト https://www.portlandoregon.gov/bds/article/139005
オレゴン州ポートランド市ウェブサイト https://www.portlandoregon.gov/bds/article/25079
Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994)
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はならないことを知らせている 21。
(4) 空き家・所有者不明土地問題への示唆
アメリカでは，連邦レベルでは都市計画法はなく，各州により土地の規制はまちまち
であり，全てがこのとおりであるとは言えないが，自由の国アメリカにおいて，土地建
物の所有者は案外窮屈な思いをしている例があることを実感してもらえたであろうか。
土地建物の所有者は他人の財産権を侵害しないように自己の所有物を管理する義務を
負っている。それはコモンローを起源とするニューサンス概念である。直接私人間同士
で管理不全状態の差止や義務付けを請求することもあり得るが（私的ニューサンス）
，上
記のとおり自治体は，条例の形でニューサンスを具現化している（公的ニューサンス）。
土地建物を放置し，条例違反となると行政代執行まで行われ，税の滞納だけでなくそれ
らの費用不払いを理由に，所有権の剥奪に至るのである。
第４
１

日本におけるニューサンス概念

私的ニューサンス
日本においても，ニューサンス（生活妨害）は，大学の法学部 1 年生が皆，民法総則及

，
び物権法の授業で学ぶ概念である 22。明示された規定はないが，権利濫用（民法 1 条 3 項）
不法行為（同 709 条）
，相隣関係（同 209 条～238 条）や判例上確立された人格権に基づく
差止請求が私的ニューサンスを具現化している。ニューサンス（生活妨害）に基づく差止
めについては，大塚直が大正時代からの学説・判例，フランスとドイツとの比較法など詳
細に検討している 23。
今日の裁判実務においても，人格権に基づく差止請求は，廃棄物処分場の建設差止請求
や原子力発電所の運転差止など，訴訟形態として定着している。
日照妨害に基づく損害賠償請求は，私的ニューサンスとしての不法行為責任と整理する
ことができる。世田谷区砧町日照妨害事件 24で，最高裁が損害賠償請求を認容し（昭和 47
年）
，このことが，後に述べる建築基準法の日影規制（昭和 51 年改正）の契機となった 25。
日照妨害に基づく差止請求訴訟も，建築基準法の日影規制導入前には数多く提起され，認
容事例も多数あり，法的構成についても日照権，人格権，環境権，不法行為など様々な議
論がなされた 26。
国立マンション景観訴訟（民事訴訟）は，景観権に基づくマンション建設差止請求であ
り，ニューサンスと位置付けることも可能である。最高裁は景観利益に基づく請求として
適法と判断した（差止は棄却） 27。
このように，日本では，ニューサンスというと私的ニューサンスを示すといっていいほ
21
22
23

24
25

26
27

https://tigard-or.gov/city_hall/Code_Compliance.php
『民法(1)総則〔第 3 版〕』28 頁（有斐閣双書），『民法(2)〔第 3 版〕』（有斐閣双書）175 頁
大塚直「生活妨害の差止に関する基礎的考察（(1)～(8)）－物権的妨害排除請求と不法行為に基づく請求との交錯－」
法学協会雑誌 103(4)595 頁～680 頁，同 103(6)1112 頁～1209 頁，同 103(8)1528 頁～1624 頁，同(11)2200 頁～2294
頁，同 104(2)315 頁～412 頁，同 104(9)1249 頁～1357 頁，同 107(3)408 頁～495 頁，同 107(4)517 頁～620 頁
最判昭和 47 年 6 月 27 日，民集 26 巻 5 号 1067 頁，判時 669 号 26 頁，判タ 278 号 110 頁
日置雅晴「世田谷区砧町日照妨害事件－違法な増築による日照妨害と損害賠償」解説『環境法百選〔第 3 版〕』
130 頁（有斐閣，2013 年）
大塚前掲注 23(2)
最判平成 18 年 3 月 30 日，民集 60 巻 3 号 948 頁，判時 1931 号 3 頁，判タ 1209 号 87 頁
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ど，学説も判例も私的ニューサンスについて積み重ねられてきた。社会の実態としては，
行政による土地や建築物の規制（公的ニューサンス防止のための規制）が不十分なために，
直接私人間において差止や損害賠償を求める私的ニューサンスの紛争が多く発生してきた
ということができる。
２

公的ニューサンス
日本において，私的ニューサンスに関する学説，判例の積み重ねの厚さに比べ，公的ニ

ューサンスの議論は活発とはいえない

28

。いわゆるアメニティ問題として，亘理格らフラ

ンス法の研究者を中心として，公共空間の問題が議論されてきたところと

29

，公的ニュー

サンスは重なる部分が多いものと思われる。行政法学における共通利益及び共同利益の議
論については後に述べる。
とはいえ，日本において公的ニューサンスが議論されていないからといって，存在しな
いわけではない。都市計画法上の用途地域や建築基準法の集団規定はニューサンス防止の
ための公的ニューサンス規制と位置付けられる 30。建築基準法 10 条 3 項は，「著しく保安
上危険であり，又は著しく衛生上有害であると認める場合」建築物について，行政庁が，
除去等の「保安上又は衛生上必要な措置」をとることを命令する権限を定めている。まさ
に公的ニューサンスを明記した規定ではあるが，要件が抽象的であることなどから，この
権限を実際に発動するには難しい面があったと評価されている 31。
建築基準法における日影規制は集団規定の 1 つであるが，私的ニューサンスとしての日
照妨害に基づく建築差止や損害賠償訴訟を契機として導入された公的ニューサンスの例と
言える。
また，景観条例や景観法も公的ニューサンスに基づく規制と言える。平成 16 年の景観法
制定は，国立マンション事件第 1 審判決（東京地裁平成 14 年 12 月 18 日判決） 32が契機に
なったことは間違いない。従前より景観破壊を理由とする紛争は各地にあり，自治体も景
観条例を整備するなどして対応してきた。
しかし，土地建物の所有権に対する強い制限まではできず，条例の中身としては，話し
合いや促しベースのものが多かった。近代所有権概念が浸透した法曹界及び学会では，同
28

29

30

31

32

この点，小川裕之「まちづくり法の比較法社会学的考察」その全体構造の再定位にむけて（早稲田大学審査学位
論文（博士））は，イギリスのニューサンスと都市計画の断絶と連続性を検討し，日本のまちづくり法・都市法
への示唆を示している。ここでは，本来私法に属するニューサンスが公法の役割を担っていく過程が詳細に検
討されている。
亘理格「景観保護の法と課題－アメニティ保障の視点から」森島昭夫ほか『環境問題の行方』214 頁（有斐閣，
1999 年），亘理格「土地利用規制論と景観法」ジュリスト 1314 号 21 頁
この点，
「一般には，容積率規制は『都市基盤管理』と『居住環境管理』の 2 つの観点から，その規制手法とし
ての合理性が説明されている。」
（原田大樹『行政法学と主要参照領域』318 頁（東京大学出版会,2015 年））。公
的ニューサンスは，後者に該当する。原田の説明においても，
「容積率を高めることにより～居住環境や都市景
観に悪影響をもたらすことになる。」「高層建築物をめぐる紛争の多くはこの点と関わっており，容積率規制を
緩和することによって得られる土地所有者の経済的利益と，容積率規制の緩和によって失われる周辺住民の安
全・採光・都市景観面の利益の調整が課題となる」とされている（前同。下線は筆者による。）。
ただし，アメリカにおいて，用途地域に該当するゾーニングは，州政府の有するポリスパワーに基づくものとさ
れており，土地の規制のうち，どこまでがポリスパワーでどこからが公的ニューサンスかと切り分けるのは困
難である。
北村喜宣『空き家問題解決のための政策法務』79 頁～87 頁（第一法規，2018 年），角松生史「日本における空
き家問題の登場と法的対応」『行政法研究』24 号 57 頁。
判時 1829 号 36 頁，判タ 1129 号 100 頁
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訴訟第 2 審東京高裁判決のように行政の規制の範囲内では建築は自由という見解が多数派
であろうと思える中

33

，近隣住民の景観利益を保護するためにマンションの一部を撤去せ

よと命じた第 1 審判決が法曹界，学会，行政に与えた衝撃は大きかった。
私的ニューサンスによる民事訴訟のうちのわずかな認容例が契機となり，立法が重い腰
をあげてニューサンス防止のための公的な規制を実施するのは，いわゆる横浜市の地下室
マンション条例 34などいくつも例がある。
逆に言えば，数ある紛争の中のわずかな住民側の勝訴事例でもない限り，なかなか行政
は土地建物の規制を行わないというのが現状と言えるだろう。特定の訴訟があったわけで
はないものの，社会問題として大きくなった空き家問題に対し，空き家特措法が制定され
た。しかし，特定空き家という程度がひどい空き家でなければ，行政の介入がされない内
容となっており，土地建物所有権に対し抑制的であると言える。
やはり従前から五十嵐敬喜らが提唱するとおり，日本では不動産の所有権が強過ぎると
いう状況は

3536

，空き家問題等に直面している現在でも変わっていない。必要最小限度規制

原則の克服については，積み重なった研究があるところであるが

37

，公的ニューサンスを

改めて認識することが，その後押しになるものと考える。
第５
１

土地所有権に関わる権利と義務

周辺地域住民が不動産の開発に介入する権利の側面
(1) 共同利益，共通利益
国立マンション訴訟をきっかけとして，私法，公法の両面から，景観利益のような中
間的な利益についてさかんに議論がなされた。中川丈久は，問題として以下のように整
「民事法学説において，一般公益と，個人の権利利益の間の曰く言いがたい関
理する 38。
係を捉えようとする論稿は，1970 年代の環境権論を嚆矢として，現在ではもはや珍しい
ものではない。特定の私人に独占的排他的に帰属する物権や債権のような権利ではなく，
かといって，一般的抽象的な公益そのものでもない，なにか中間的な存在のごとき利益
でありながら，訴訟提起（訴権）の根拠とされうるものに目が向けられている。行政法
学説において，一般的公益と個人の権利利益の関係といえば，なんといっても，取消訴
訟の原告適格論（そのうちの第三者の原告適格論）である。ここでも，両者のどちらで
あるとも決めがたい利益をどう捉えて，原告適格の基礎付けとできるのか，論戦の対象
とされてきたところである。」
亘理格は，
「私が考えている共同利益論は，個々人には帰属し得ない一般公共の利益（以
下『一般公益』と呼ぶ）と個々人に帰属する私的権利利益（以下『個別的権利利益』と呼
ぶ）との間に，第三の利益類型としての共同利益の存在を想定する必要があること，ま

33
34

35
36
37

38

亘理格「環境行政法における公益，個別的利益，共同利益」北大法学論集 56⑶521 頁
横浜市ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/jorei/chikashitsu/chika.html
五十嵐敬喜・小川明雄『都市計画 利権の構図を超えて』17 頁（岩波新書，1993 年）
吉田克己「土地所有権の日本的特質」原田純孝編『日本の都市法Ⅰ構造と展開』369 頁（2001 年，東京大学出版会，
）
藤田宙靖「『必要最小限度規制原則』とそのもたらしたもの」藤田宙靖・磯部力・小林重敬編『土地利用規制立
法に見られる公共性』7 頁（2002 年，土地総合研究所，）
中川丈久「問題提起－行政法と民事法に集団的利益・集合的利益はどのように存在するのか－」
『特集・公法と
私法における集団的・集合的利益論の可能性』民商’13（148-6-2）492 頁
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た，共同利益自体は社会実態として存在する社会学的な利益概念であるが，一定の条件
が揃えば一般公益か個別的権利利益のいずれかに転化し得ることを主張しようとするも
のである。」「これらの諸利益全体は，各利益の性質や重要度に応じて多様でかつ段階的
なグラデーションを形作るものとして捉えるべきであり，原告適格の成否，団体訴訟の
許容性，事前参加手続の制度設計等々の具体的問題も，多様で段階的な関係における各
法的利益の位置づけを踏まえた解答や解決策を探求すべき」と提唱する 39。
また，見上崇洋は，都市空間の特徴に着目し，
「確立された個人の利益とは異なる利益
が，都市空間に関する行政規制の関係においては存在するのではないか」と，共通利益
を提唱する 40。
(2) 抗告訴訟の原告適格における個別的保護利益性の中身は人格権
共同利益論の中で，亘理は，
「抗告訴訟における原告適格に関する判例理論が，第三者
の利益でも，生命，健康，身体に関わる利益侵害が問題化する場合には，～個別的に保
護された利益に該当するとして，一般的に広く個別的保護利益性を認めてきた」
，その理
由は，生命，健康，身体は「人格権の核心部分に属するからである」と分析する。その上
で，
「現在の判例水準を打破し生活環境上の利益や『周辺環境との調和』や景観等につい
ても，広く個別的保護利益性を認めさせるためには，利益の実体及び性質に着目した理
論構築を試みる必要があるのではないか」と論じる 41。
つまり，判例は，第三者の人格権侵害にあたるような行為についてのみ原告適格を認
めているという実体論に依拠しているというのである。
この分析は，ニューサンスの観点にも当てはまる。本来ニューサンスは，生命，健康
を害するだけでなく，美観なども含めた迷惑行為を示す広い概念であると思われるとこ
ろ，日本での私的ニューサンス論は，判例において，人格権に基づく差止及び損害賠償
請求に収れんされてしまっているといえる。ニューサンスの観点を改めて意識すると，
周辺住民の利害関係は決して一般的な公益に吸収されるものではなく，個別的保護利益
性が広がる方向に働くものと考える。
２

周辺地域に対する不動産所有権者の義務
上記の議論は，土地所有権の権利行使に対し，計画段階の住民参加や抗告訴訟の原告適
格及び民事訴訟における保護利益という権利の側面を論じるものであった。この議論は，
土地の「過剰利用の外部性から過少利用の外部性へと問題構造の転換」にあたり，戸惑い
があるように見える。すなわち，開発行為や建築などの積極的な土地利用に関しては，周
辺住民の共同利益の侵害と何らかの権利行使を観念しやすいのに対し，放置された空き家
や土地に対しは，共同利益の侵害や権利行使が観念し得ないわけではないが，所有者の消
極性故に，周辺住民の積極的な関わりを必要とし，よりハードルが上がるように思われる
のである。
そこで，周辺住民の権利性ではなく，そもそも土地所有者の周辺地域に対する義務を観

39
40

41

亘理格「共同利益論と『権利』認定の方法」前掲注 38・514 頁
見上崇洋「現代都市法における空間の法的コントロールについて－地域的な共通利益の視点からの問題提起－」
『地域空間をめぐる住民の利益と法』59 頁（有斐閣，2006 年）
亘理前掲注 39・517 頁
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念する方が，過剰利用にも過少利用にも当てはめやすいのではないか。この点，吉田克己
は，「土地所有権に内在するソフトな社会的義務」「他人と公衆に迷惑をかけるような所有
権行使（あるいは不行使）は認められないという社会的義務」を想定するとしている 42。
このような土地所有権に伴う内在的な義務は，すなわち伝統的なニューサンスではない
か。吉田も，土地所有権論における内在的な義務に表れとして，
「空き地に関する『草刈り
条例』などを想定することができる」とする 43。上記で見たアメリカの草の規制条例は，公
的ニューサンス防止であるから，土地所有権の収用的規制にあたらないとされているので
ある。
土地の過剰利用も過少利用の両面を考えるにあたり，改めて，土地所有者の義務，ニュー
サンスの観点を考えるべきではないか 44。
第６
１

日本の空き家法制についての公的ニューサンスの観点からの指摘

空家特措法
では，具体的に，現在の空き家問題等の法制に対し，公的ニューサンスの観点からはど

のような示唆が得られるのであろうか。
空き家問題に直接介入する法律として，空き家特措法が 2014 年 11 月，議員立法により
制定された。同法の主要な制度は 14 条に定められている。市町村長は，特定空家等の所有
者に対し，当該特定空家等に関し，除却，修繕，立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保
全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導（1 項）
，勧告（2 項）
，措置命令（3 項）
をすることができる。自治体も公的な生活環境の保護のためには介入しなければならない
一方で，放置された空家といえども財産権の保障との関係で，及び腰とならざるを得ない
社会問題について，ようやく国レベルで立法化がされた。2015 年 5 月全面施行後，現に代
執行による除却がなされるなど，空家特措法は積極的に活用されていると評価されている 45。
そして，「空家等」とは，「建築物又はこれに附属する工作物であった居住その他の使用
がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を
含む。）
」をいい（2 条 1 項），
「特定空家等」とは，
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安
上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管
理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保
全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」
（同 2
項）
。この定義規定で注目されるのは非居住性を要件としていること，敷地も対象としてい
ること，倒壊等の危険だけでなく景観等の生活環境の保全の必要性も要件としていること
である。

42
43
44

45

吉田克己「人口減少社会と都市法の課題」吉田克己・角松生史『都市空間のガバナスと法』45 頁（信山社，2016 年）
吉田前掲注 42・45 頁
この点，令和 2 年に改正された土地基本法は，2 条において「土地については，公共の福祉を優先させるものと
する」とし，3 条 2 項において「土地は，その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪
影響を防止する観点から，適正に利用し，又は管理されるものとする。」とする。これは，不動産の管理放棄に
よる公的ニューサンス発生防止の理念が明記されたものと位置づけられる。また，同法 6 条 1 項において，土
地所有者等は，こうした基本理念にのっとり「土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する。」と責務も
明記された。
北村喜宣『空き家問題解決のための政策法務－法施行後の現状と対策』207 頁（第一法規，2018 年）
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２

空き家条例
国の空家特措法に先立ち，各地の自治体は，独自に空き家条例を定めて，地域の重大な
課題である空き家問題に対処してきた 46。
早くから景観保護の観点から私有地への積極的な介入を定めていたのがニセコ町景観条
例（2004 年制定）である。町長は，土地が管理不良状態になって景観づくりが阻害されて
いると認められる場合には，管理に関する指導・勧告をすることができ（48 条，49 条）
，
その勧告に従わない場合，期限を定めて，繁茂した草木，廃屋，資材，土砂，瓦礫，廃材及
び機能の一部を失った自動車等を除去することを命令することができ（51 条）
，さらには代
執行も可能とする（52 条）
。
各地の空き家条例をリードしてきたのは北村喜宣の整理

47

によれば所沢市空き家条例で

ある。同条例では，1 条の目的規定において，
「生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推
進」と防犯が掲げられていることが特徴的である。所有者等への助言・指導，勧告，命令と
いう手続の他，命令の不履行に対し，氏名等の公表ができるとされている。
また，足立区の条例は，危険の除去を「所有者等の同意」を要件として区長が最低限度
の措置を行うとしている。この同意には行政が支出する費用について所有者等が後に支払
う旨の協定書によるものとされている。つまり，準委任契約，請負契約の形式を採用して
いるわけである。
このように，各自治体の条例には，工夫しながら財産権との折り合いをつけようという
苦労が見て取れる。費用償還には民法の事務管理の規定を利用するという自治体もある。
空き家問題をアメリカ法で見たような公的ニューサンスと位置づければ，もう少し積極的
な行政の行為を根拠づけできるのではないか。この点，ニセコ町条例は代執行まで規定し
ており，このような行政による私有財産への積極的な介入は，公的ニューサンスに基づく
ものと評価することができるのではないか。
３

ニューサンス概念有無の差の表れ
空家特措法では，非居住性が要件とされているため，日米で以下のような手続の差が生

じる。空き家について行政が介入後，その建物が誰か使用されていることが判明した場合，
日本では調査が終了し，空き家特措法から建築基準法関連業務の担当者へ変更する。他方，
アメリカではニューサンス概念を根拠に条例が統合されているため，居住者の有無を問わ
ず，措置等を進めることになる 48。
オハイオ州トリード市では，検査部長・職員は，公的ニューサンスの除去の際に有価物を
持ち出し，販売し，その収入を公的ニューサンスの除去費用の一部に充当することができる。
日本では，
「特定空家等の中に相当の価値がある動産が存する場合，まず，所有者に運び出す
よう連絡し，応じない場合は保管し，所有者に期間を定めて引き取りに来るよう連絡するこ
とが考えられる。その場合，いつまで保管するかは，法務部局と協議して適切に定める。」 49
46

47
48
49

空き地については，福士明（2008）
「空き地の適正管理条例の考え方」フロンティア 180〔北海道町村会〕65 号
51 頁以下，空き家条例については，北村前掲注 45）
北村前掲注 45・14 頁
平前掲注 8(2)・60 頁
平前掲注 8(2)・77 頁，国土交通省「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針」
16 頁(2015 年)

－ 229 －

とされる。
空家特措法は，日本全国に広まった社会問題である空き家問題に対処すべく，行政によ
る私人の財産権への介入という従前避けられてきた問題について思い切ってなされた議員
立法である。そうした事情も影響していると思われるが，他の法律による手続との間に連
続性がなく，適用範囲も極めて限定されてしまうという問題がある。
そもそも，建築基準法は 8 条 1 項において，
「建築物の所有者，管理者又は占有者は，そ
の建築物の敷地，構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならな
い」と規定し，そのうえで，10 条 3 項により，既存不適格の建築物が「著しく保安上危険
であり，又は著しく衛生上有害であると認める場合においては，当該建築物又はその敷地
の所有者，管理者又は占有者に対して，相当の猶予期限を付けて，当該建築物の除却，移
転，改築，増築，修繕，模様替，使用中止，使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置を
命ずることができる」と規定する。また，道路法 44 条は，沿道区域指定された土地に関し
て，道路管理者は，損害又は危険を防止するため特に必要があると認めるときは，
「当該土
地，竹木又は工作物の管理者に対して，同項に規定する施設を設け，その他その損害又は
危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
」と規定する。建築
基準法の集団規定自体も公的ニューサンスの規定と評価し得るし，こうした個別規定に基
づく措置が適正に行われていれば，多くの空き家問題に対処することができるが，現実に
は行われていない。
基礎自治体，都道府県，国が，それぞれどのような場合にどのような措置を取ることが
できるのか，また取るべきなのか，公的ニューサンスの観点から空き家に関する法律，条
例を再構成していく必要があると考える。
この点，空家特措法と空き家条例との関係について，北村は，①時間的前置，②対象追
加，③法律実施（確認，確定，詳細化，修正，追加（手続，措置）
）と整理している 50。例
えば，空家等ではあるが特定空家等とまで言えない状態の建物について，空家特措法は何
の措置も規定していないが，飯田市条例は，
「保安上危険となるおそれのある状態」にある
空き家等を「準特定空家等」と規定し，それに対して，助言・指導ができる規定を設けてい
る。また，空家特措法には規定されていない即時執行について定める条例も複数みられる。
これらは③法律実施条例でありながら措置を追加したものと整理されている 51。
こうした自治体の実践を，公的ニューサンスとして位置づけても比例原則等の除外があ
るわけではないし，法律の範囲内という条例の憲法 94 条の制約が無くなるわけではない。
しかし，財産権への踏み込みの根拠はより強固なものとなり得ると考える。そのような根
拠づけの上で，適用基準の明確化を図り，自治体が直面する私有財産の壁を低くすること
で，適切な行政権の行使が期待できる。他方で，所有者側にも公的なルール付けが明示さ
れることで，不動産の所有権に伴う地域に対する責任が意識され，結果的に空き家等の放
置が減少するという結果が見込まれる。空き家問題の公的ニューサンスによる再構成には，
このような意義があると考える。

50
51

北村前掲注 45・272 頁
北村前掲注 45・282 頁
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第３節
第１

歴史都市京都の到達点と課題

概要

1980年代後半から｢応仁の乱｣以来とも言われる歴史都市京都の街並み，山並みの破壊が進
行し，これに対して各地で，街並み，山並み，景観・住環境を保全する住民・市民の運動が展
開されてきた。中でも，｢まちづくり憲章｣を軸に審査請求や訴訟も用いたマンション反対か
らまちづくり運動への展開は重要である。
そして，20年を超える取組は，2007（平成19）年の新景観政策による高さ・景観規制の強化
に結実した。
しかしながら，その後，地域景観づくり協議会制度などの新景観政策の「進化」の一方で，
規制緩和の「逆流」が始まり，せめぎあいが続いている。
さらに，ここ数年はインバウンドを背景とするホテル・簡易宿所・民泊の建設が過剰に進
められ，その結果，歴史的中心市街地では住宅やオフィスがホテルに駆逐され，若年世帯が
住めない，オフィスが不足するといった事態を招いた。
しかし，これに対して京都市行政は，宿泊施設の総量規制ではなく，逆に高さや容積率の
規制緩和を図ろうとしてきた。
2020年に入り新型コロナウイルス感染症拡大によってインバウンドは消滅し，多くのホテ
ル・簡易宿所・民泊は閉鎖や危機に陥った。しかしながら，なお高級ホテルの推進政策は変
わっていない。
そこで，本稿では，これまでの到達点と課題を概観したうえで，新景観政策の不十分点，
現行条例の解釈と内容の不十分点を考察し，京都並びに全国的に求められるべきものを考察
する。
第２
１

京都の住民・市民運動を背景とする新景観政策の実現

従前の景観政策とその限界
京都市では，1930（昭和5）年に東山山麓や鴨川沿いなどにおいて全国に先駆けて風致地

区が指定され，これにより始めて風趣ある自然的景観を守るという概念が生まれた。また，
1969（昭和44）年には双ヶ丘の開発問題などを契機として京都市や鎌倉市等が呼びかけた
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保存法）が制定され，翌年同法
に基づく歴史的風土特別保存地区を市街地から望見できる三方の山々に指定し，歴史的風
土を守る取組が始まった。
一方，1964（昭和39）年の京都タワーの建設に対する景観論争が一つの契機となって，市
街地景観の保全・整備にも目が向けられるようになった。1970（昭和45）年9月にはユネス
コが「京都・奈良の都市計画における歴史的地域の保存と開発についての勧告」を出し，
京都・奈良の遺跡と記念物は日本・世界の遺産であるが，無思慮・無計画な建設事業によ
る危機に見舞われており，歴史的地区内での保存と開発の調和が欠如しているとして，①
全域での強力な保存策，②歴史的地域の周辺部と借景の厳重な保全，③自動車交通の制限，
④長期的・大規模な保存計画，⑤都市計画・公共事業との調整，⑥研究成果の住民への還
元と教育，⑤保存法の再検討と強化（買収権限・予備的保護）など，強力な保存策を勧告し
た。
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これを受けて，1972（昭和47）年に市街地景観条例が制定され，市街地景観の整備の取り
組みが始まった。またこれと相前後して，1970（昭和45）年の建築基準法の改正により，
20mと31mの絶対高さ規制が廃止され，京都でも超高層ビルの建築が可能になったが，京都
では「三方を山々で囲まれた歴史都市，京都には超高層ビルは相応しくない」との考えか
ら，1973（昭和48）年に市街地景観と住環境保全を目的として，市街地の大半に高度地区
（45/31/20/15/10ｍ）を指定し，建築物の高さ規制を継続した。
その後，1995（平成7）年に同条例は「市街地景観整備条例」に改定され，5種の美観地区
（合計1,934ha。04年3月現在）では，高さ，形態，意匠の確保を市長の「承認」という形で
担保した。
その他，同条例では建造物修景地区（美観地区，風致地区以外），歴史的景観保全修景地
区（祇園縄手・新門前，祇園南町，上京小川），界隈景観整備地区（三条通など），沿道景
観形成地区（御池通の一部），伝統的建造物群保存地区（祇園新橋，清水産寧坂，上賀茂社
家町，嵯峨鳥居本。許可制。文化財保護法による伝統的建造物群保存地区に重なる）を定
めた。これと，風致地区条例による風致規制（許可制。市域の約30パーセント），古都保存
法による歴史的風土特別保存地区（許可制），同歴史的風土保存区域，自然風景保全条例
による自然風景保全地区（許可制），都市緑地法による特別緑地保全地区の指定（許可制。
吉田山など）などによる規制等が行われてきた。
しかしながら，1980年代後半からの第1次マンションラッシュ，更には建築基準法の緩和
（共同住宅の共用部分の容積率不算入，建築確認の民間開放など）のもとでの1990年代後
半からの第2次マンションラッシュに直面する中で，町家のすぐ横に高層マンションが林立
するなど，街並み，景観，住環境の破壊が進行し，これまでの景観施策では歴史都市京都
の街並み，景観，住環境を保全するには，到底不十分であることが，明らかになった。
そこで，京都市は2003（平成15）年4月，都心部の職住共存地区〔注2〕については，美観
地区の拡大，特別用途地区の指定，隣地斜線制限を盛り込んだ施策を講じたが，2006（平
成18）年11月，｢時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会｣の答申を受けて，新景観政策
の素案を発表し，これまでの景観政策を抜本的に強化する方針に踏み切った。新景観政策
関連条例は2007（平成19）年3月に市議会で可決され，同年9月から実施されている。
２

新景観政策の概要
(1) 高さ規制の強化【資料 1，2】
新景観政策の最大の眼目は，高さ規制の強化である。これは，高度地区（都市計画）の
変更により実施された。「歴史的市街地」「山すそ部の住宅地」「市街地西部および南部
の工業地域」の３エリアを中心に，高さ規制が引下げもしくは新規実施された。
区分も，従来の10/15/20/31/45ｍの5段階から10/12/15/20/25/31ｍの6段階となった。
特に，歴史的市街地については，ほぼその全域で高さが引き下げられ，特に都心部の幹
線道路沿道（田の字地区 1）については45ｍから31ｍ，その内部地区（職住共存地区 2）に
ついては31ｍ（マンションでは11階程度）から15ｍ（5階程度）に引き下げられた。この

1
2

河原町通，烏丸通，堀川通，御池通，四条通，五条通の6本の幹線道路沿道地区のこと
上記6本の幹線道路に囲まれた内部地区及び御所南の容積率400％地区のこと。田の字地区と職住共存地区を合
わせて歴史的都心地区という
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大幅な高さ規制の強化の理由は，職住共存地区では，2階建ての京町家との街並みと調和
を図れる高さが５階程度というシミュレーション結果に基づくものである。
この高さ規制引下げにより市内の約800棟の既存不適格建築物が発生すると推定され，
その内の約650棟程度を分譲マンションが占める。これに対応するために市は「建替え・
大規模修繕アドバイザー派遣制度」「マンション耐震診断・耐震改修繕助成制度」「マン
ション建替え融資制度」などの支援策を設けた。
これにより，市街地の大半が，10ｍ，15ｍの高さ規制となった。
【資料 1

図】

改正前高さ規制図

新景観政策について～時を超え光り輝く京都の景観づくり～ 平成１９年７月 京都市 より

【資料 2

図】
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(2) 新景観政策は，高度地区（都市計画）の引き下げとともに，6 つの条例からなる。
6つの条例とは，①高さ規制の特例許可の手続きを定める条例，②市街地景観整備条例
の改正，③風致地区条例の改正による風致地区の拡大，強化，④自然風景保全条例の改
正，⑤眺望景観創生条例の創設による眺望景観や借景の保全，⑥屋外広告物規制条例の
改正である。
(3) 景観規制地区の拡大，強化（市街地景観整備条例の改正（②）
，風致地区条例の改正（③）
）
建築物のデザインは都市景観に大きな影響を及ぼす要素であるところ，従前から京都
市ではデザイン基準を定める美観地区，建造物修景地区及び風致地区といった地区の指
定エリアがあった。これを景観法とリンクさせて拡大・強化するもので，美観地区を拡
大するとともに，美観形成地区を美観地区以外の歴史的市街地全域に指定し，歴史的市
街地 3全域を景観法に基づく景観地区に指定した。更に，その他の市街地も景観法に基づ
く届出区域（建造物修景地区）とするなど，市街地の大半で建築物のデザインコントロ
ールを行うこととした【資料3，4】。
【資料 3

図】

改正前景観規制図
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3

おおむね昭和初期には市街地化していた北大路通，東大路通，九条通，西大路通に囲まれた地域
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【資料 4

図】

また，美観地区を従来の5種類から8類型60地域へ詳細化，強化した。
従来のデザイン基準では1～5種の和風を基調とした段階的なデザイン基準の種別基準
であったが，地区ごとの景観特性を活かした地区基準に変更し，地区の特性を反映でき
るように見直された。
デザイン基準には，基本となる共通基準と，それぞれの地域の特性を詳細に記した地
区別基準があり，地区別基準では，建物の規模により低層，中層，高層の3段階に分類し，
建物の規模に応じたデザイン基準を定めている。
そして，景観地区と建造物修景地区の各地区では，共通基準と地区別基準の両方に適
合する必要がある。
(4) 新たに制定された眺望景観創生条例（⑤）
これは，高度地区や美観地区（景観地区）の規制ではなお十分に対応できない眺望景
観や借景の保全を図ろうとする制度で，フランス・パリ市のフュゾー規制を参考に，眺
望景観に関する総合的な仕組みを構築したものとしては全国で初めての画期的な条例で
ある。
景観地区や風致地区による高さ規制はその領域そのものを保全することを目的として
いるのに対し，眺望景観，借景の保全は，見る場所（視点場）と視点対象との間にある中
間地域にある市街地に規制をかけることにより，眺望を保全しようとする制度である。
対象地域として，ⅰ境内の眺め，ⅱ通りの眺め，ⅲ鴨川などの水辺の眺め，ⅳ大文字の
送り火の眺望の保全を目的とした「しるし」への眺め，ⅴ見晴らしの眺め，ⅵ見下ろし
の眺めを指定し，当初38地点の視点場でスタートし，市民提案制度も設けて今後増やし
ていく予定である。【資料5】
眺望を守る規制・誘導制度としては，①視点場から視対象への視線を遮る建築物が建
たないよう建築物の高さとデザインを規制，②近景の建築物のデザインの規制（近景と
は視点場から500ｍ以内），③遠景の建築物のデザインの誘導（遠景とは視点場から500
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ｍ以上）を設けた。【資料6】。
ここでいう「高さ」は，建築基準法ではなく「標高」を基準とすることにより，脱法的
運用を防いでいる。また，「近景」は世界遺産などから500ｍを基準としている。
【資料 5

図】

眺望景観の保全
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【資料 6

図】
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(5) 屋外広告物規制条例の改正（⑥）
屋外広告物は主張性の高い景観要素であるが，日本には屋外広告物を規制する法律は
なく，条例に委ねられているのが現状である。
新景観政策では，屋上に設置する屋外広告物や点滅照明式の広告物の全面禁止，広告
物の設置位置や面積，壁面に対する表示割合の引き下げを行った。さらに都心部の幹線
道路沿道や一部の郊外の幹線道路沿道では，袖看板が道路上空に突出することも禁止さ
れた。
また，優良な屋外広告物に対する表彰，助成等の支援制度も設けられた。
(6) 小括
新景観政策により，歴史都市京都の大景観（盆地景観。三山の眺め），中景観（町家を
中心とする街並み）の保全・再生を図ることがかなりの程度できることになった。
３

新景観政策に至る背景
従来からの規制の程度では対応できない京都の街並み，山並み破壊と，これに対する住

民・市民の運動が重要な役割を果たしたことは勿論である（これについては後記5参照）。
京都弁護士会や建築学会も，くり返し意見を述べてきた。
京都市はこれまで，京都駅ビル問題や京都ホテル問題に象徴されるように，規制緩和に
与してきた。しかしながら，このままでは京都は歴史都市としての価値を失うおそれがあ
り，さらには財界も京都ブランドの危機を認識する中，景観法の制定がこれを後押しした。
新景観政策により，約800棟の既存不適格建物が発生することなどから，不動産業界，広
告業界及び一部のマンション住民から反対運動や補償を求める声があがったが，京都新聞
の世論調査では市民の8割以上が賛成するものであり，市議会でも最終的には全会派一致で
採択された。
京都弁護士会は，新景観政策に賛成し，新景観政策は所有権に対する公共的コントロー
ルの範囲内のものであり，補償を要するものではないとし，駆け込み建設が続出する中，
その速やかな実施を求めた（2007年2月意見書。但し，4に述べる問題点も指摘している。）。
４

新景観政策の問題点と課題

(1) 新景観政策の問題点
上記京都弁護士会意見書は，新景観政策の問題点と要望として，次の3点を指摘してい
る。
①

市域全域を景観地区にする必要。容積率の引下げにも踏み切り，住み続けられる住
環境の保全を図ることが必要。高さの特例許可は反対。

②

今後，住民参加の下に，不十分な点を見直すと共に，地区毎の詳細な景観保全再生

計画を策定すべき。
③

既存不適格マンションに対する公的支援策の拡充を求める。

(2) 高さ規制の特例
高さ規定の特例許可制度が設けられている（高さ規制の特例許可の手続きを定める条
例）こと（①）は問題を残した。
同条例では，高さの特例許可制度は地域や都市全体の景観の向上に資する計画や学校・
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病院その他の公共・公益上必要な施設の計画などを対象とし，その許可に当たっては，
新たに手続条例を定め，計画案の公示や説明会の開催，第三者機関の審査会（京都市景
観審査会）の認定と市長の許可を経るといった仕組みとなっている。そして，この審査
会は都市計画，環境，歴史，経済等の識者11人で構成されている。
この特例許可の第1号となったのが，京都大学附属病院の病棟整備計画である。この計
画は，新病棟を地上8階・地下1階・高さ31ｍで整備しようとするものであった。同地域
は東大路沿いで高さ20ｍまでと制限されていたが，審査会は鴨川から大文字山を望んで
も妨げにならない，外観上も庇の深い屋根を設けるなどの配慮など，一定の景観配慮が
なされていることや，20ｍ規制に合わせて新病棟を5階建にした場合，高度医療を進める
ために京大病院が必要とする病床（約1,000床）を確保するには棟数が増え，敷地内に配
置できないなど，病院という公益性という観点から特例制度によりこの建設計画が許可
したと説明した。手続的には，審査会の会長が京大関係者であったという事実に問題が
あった。
同制度については，新景観政策の抜け穴にならないように厳格な基準や，公聴会の開
催を義務付けて市民意見を聞く場を設けること，意見書への応答義務を定めるなどの対
策が必要である。
しかしながら，後述（第3-3）のとおり，特例の緩和の動きが近時加速している。
(3) 課題
もとより新景観政策は，既存の都市計画法や建築基準法等を所与の前提として，景観
法を活用して制定された景観の保全・形成目的に限定された制度・政策である。また，
取り得る対策のメニューについても建物の用途，容積率，建ぺい率などの本来景観の保
全・形成に必要な土地利用規制に踏み込むことができないという限界がある。
さらに，京都の歴史的市街地の住環境を保全するためには，街区の奥側に空地を設け
るか，低層にしないと，町家や路地に居住する住民の住環境は守れない（「表高裏低の
原則」）が，新景観政策は表側の景観を配慮するのみで「表低裏高」型である。
この点，パリ市においては，1977年に施行された「土地占有プラン」（ＰＯＳ）の時代
（2000年以降は「都市計画ローカルプラン」（ＰＬＵ））から，敷地の奥側には空地を設
ける規制があるが（例えば，前面道路から20ｍ以上の奥地については，その部分の敷地
面積の50％以上を空地としなければならないこととされている。），これらを参考に歴
史的市街地に居住する住民が住み続けられるような施策が，町家保全の施策とともに必
要である。
５

新景観政策を生み出した最大の要因～街並み・山並み・景観・住環境の破壊の進行と住
民・市民の運動
(1) 第 1 次マンションラッシュ～バブルの時期
①

1980 年代後半から，
「応仁の乱以来」とも形容された京都破壊が進行した。京都にお

ける規制緩和の契機となったのは，実現しなかった「京都サミット」を名目に，左京区
宝ヶ池公園の京都国際会議場に隣接した西武のプリンスホテル問題であった。1984（昭
和 59）年，京都市は，都市公園及び椿の散策路を廃止し，市街化調整区域，第 2 種風
致地区での例外開発許可，風致許可を与えた。これに対し，住民側は，開発許可取消審
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査請求・訴訟（却下），建築確認取消審査請求・訴訟（棄却），風致許可取消訴訟（却
下）
，住民訴訟（棄却）を各提起した。
1988年代後半頃から低層町家・住居地域の高層マンション問題が激しくなった。こ
れに対し，住民側は，反対運動からまちづくり運動に発展させて対抗し，各地で町内
会を単位に，「まちづくり憲章」や「まちづくり宣言」を締結した。その後40を超える
地域でこのような自主協定が作り上げられた。
②

「憲章」の第 1 号（1988 年 6 月。4 階までとの内容）となった東山区・白川堤町で
は，開発許可取消審査請求・訴訟（京都市開発審査会 1990 年 6 月 7 日取消裁決。その
後建設大臣が京都市開発審査会裁決を取消したため，開発許可取消訴訟提起）も併用

しながら，最終的には 7 階建，容積率 300 パーセントの計画を，5 階建，240 パーセン
トで景観に配慮したものに変更させて和解に至った。
第2号（1988年8月）となった中京区・笹屋町では，5階建のワンルームマンション計
画を建築計画のミスを指摘して中断させている間に，旧市街地では初めての建築協定
を実現させ（1988年10月。3階建13メートル以下），更にワンルームマンションを事実
上認めない地区計画も実現させた（1992年3月）。
第3号（1988年9月。鉾の高さ18メートル以下）となった中京区・百足屋町は，祇園祭
の南観音山を擁する山鉾町で，9階建マンション計画に対し，表側５階，裏側３階の自
主設計案を提示し，計画を撤回させた。
上記3町が中心となって，1988年10月，「住環境を守る・京のまちづくり連絡会」（木
村万平代表）が結成され，90年代にかけてのマンション反対・まちづくり運動に大き
な役割を果たした。
③

第 1 次マンションラッシュは，他にも，清水寺近辺の産寧坂伝統的建造物群保存地

区に隣接した億ション計画（清水寺が建築確認取消審査請求を行い，約 10 億円で買取
り決着）
，八坂の塔（法観寺）横の伝統的建造物群保存地区に隣接した 4 階建マンショ
ン計画（八坂の塔を公開するなどのアピールにより撤回）
，清水 4 丁目の名旅館跡地の
6 階建マンション建設（建築審査請求で森清範清水寺貫首の参考人質問も実施された
が，美観地区違反につき住民の請求人適格否定〔却下〕。若干のデザイン変更で建設）
など，各地で景観，住環境の破壊とこれに対する住民・市民の反対運動・まちづくり運
動を巻き起こした。
④

他方，三山や山並みの開発問題では，大文字山ゴルフ場建設計画（1989 年 12 月白紙

撤回），鴨川上流ダム計画（1990 年 7 月白紙撤回）
，ポンポン山ゴルフ場建設計画（1992
年 3 月事実上の不許可。その後，市が買取って決着したが，買取価格が異常に高額で
あったため，住民訴訟が提起され，前市長に 26 億 1,200 万円の損害賠償を命じた大阪
高裁 03 年 2 月 6 日判決が最高裁上告棄却で確定），一条山の開発許可事件（1989 年 7
月。約 2,400 名規模の開発許可取消審査請求を受けて，京都市開発審査会は 1992 年 3
月 26 日「開発許可は権限濫用」として取消裁決。1994 年 12 月建設大臣が住民の審査
請求人適格を否定して逆転裁決。1995 年 3 月京都地裁に開発許可取訴訟。2001 年 2 月
開発計画の大幅縮小〔緑地を 40 パーセント以上残す〕で合意し取下げ。）
，吉田山の北
斜面及び東斜面の開発計画（1993 年，京都市は北斜面を買取り，1994 年 2 月，山林部
分を緑地保全地区に指定して解決）などの乱開発と，これに対する住民・市民のめざ
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ましい運動が展開された。
1989年6月には，上記大文字山ゴルフ場計画や鴨川ダム計画に反対する運動体が中心
となって「水と緑を守る連絡会」が結成され，1990年代にかけての水と緑を守る運動
に大きな役割を果たした。
(2) 京都ホテル，京都駅ビル高層化問題
①

1990 年代に入り，
バブルの崩壊とともに一時期マンションラッシュは沈静化したが，

他方で，京都市の政策として特定の建築物のために，これまでの高度地区規制を実質
的に緩和する方針がとられた。その代表的な問題が，総合設計制度の適用による京都
ホテル高層化問題と，特定街区の適用による京都駅ビル高層化問題であった。
②

京都ホテル高層化問題
京都ホテルは，「田の字型地区」＝45メートル高度地区（2007年新景観政策で31メー

トルに引下げ）に所在するが，当時31メートルを超える高層建築物はほとんどなかっ
た。京都市は総合設計制度の適用によりこれまで31メートルであったホテルを，京都
市中心部で初の60メートルに建替えすることを容認した（1991年2月）。ホテルのすぐ
東側は鴨東美観地区，鴨川風致地区であり，東山の眺望が広範囲に阻害されてしまう
ことから，住民・市民側と仏教会側（財界の一部を含む）からそれぞれ大きな反対運動
が起こった。
係争裁判所はいずれも京都地裁
・
（市民側）住民訴訟（等価交換無効確認，土地明渡し）→監査請求期間徒過を理由に
却下（仏教会側の同旨訴訟も同様）
。
・
（仏教会側）建設工事差止仮処分→1992 年 8 月 6 日

歴史的文化環境権（景観権）の

侵害は権利として認められないとして却下（判時 1432 号）
・
（仏教会側）総合設計制度許可・建築確認取消行政訴訟→1994 年 1 月 31 日，原告の
11 か寺には原告適格がないとして却下
市民側は，まちづくり住民運動団体と市職労など労働組合などが共同で「のっぽビ
ル反対市民連合」を結成し，「からすま京都ホテル」前での2年9か月，約110回にわ
たる昼休み街頭宣伝の実施などの運動を展開。
仏教会側は，ニューヨーク・タイムズへの意見広告や，清水寺，金閣寺，銀閣寺な
ど有名７社寺で京都ホテル宿泊者に拝観拒否戦術などの運動を展開した。
法的には，A，私有道路を廃止し京都ホテルの私有地と等価交換で払い下げたことは
地方自治法，地方財政法違反で無効（住民訴訟）B，総合設計制度の適用要件を満たさ
ない，C，宗教的環境権の侵害（仏教会）等が論点となったが，いずれの裁判も却下に
終わった。京都弁護士会も総合設計制度の適用による高層化に反対する意見書を出し
ている。
京都ホテル高層化問題は，一面ではその後の京都都心部の高層マンション乱立・景
観破壊の引き金になったが，大きな反対運動の展開は，その後，市内（但し，南部を
除く）で総合設計制度の適用による45メートルを超える高層化を防止する役割を果た
した。
③

京都駅ビル高層化問題
京都駅ビルの建替え，高層化計画は，ＪＲ西日本により構想されていたが，1988年
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の京都市，京都府，商工会議所会頭の4者会談で具体化し，京都府，京都市も出資した
第三セクター方式で高さ制限（31メートル）を無視した国際コンペを行い，採用した
計画（原廣司設計）にあわせて，京都では初めての特定街区制度を適用して都市計画
を変更する（1992年12月）という手法が採られた。
駅ビルの内実は，ＪＲ西日本のホテルとデパート（伊勢丹）であり，高さ約60メート
ル，幅約490メートルの「巨大な壁」で京都の南北を分断し，大景観を破壊し，交通分
断・混乱を招くものであった。
これに対し，「京都駅建替え問題対策協議会」，「のっぽビル反対市民連合」，「ま
ちづくり市民会議」を中心とした2次にわたる住民監査請求は，府が6634名，市が5415
名の規模で行われ，1991年3月の住民訴訟も各約2000名の規模で提起されたが，1996年
3月27日京都地裁判決は，行政裁量の範囲内として棄却した。都市計画決定取消・無効
確認行政訴訟（原告約600名）は処分性がないとして「却下」（93年11月5日），道路指
定と建築確認の取消・無効確認行政訴訟（原告約900名）は審理途中で駅ビルが完成し
てしまったため，1998年3月25日「却下」され，歴史的景観権の侵害の主張は，判断さ
れなかった。
駅ビルは完成したが，大きな反対運動の展開は，その後市内で特定街区の適用によ
る規制緩和を防止した。
京都弁護士会も，特定街区の適用に反対する意見書を出している（1990年11月）。
(3) 活かされなかった 1992 年「まちづくり審議会」答申と第 2 次マンションラッシュ
第1次マンションラッシュによる京都破壊と，これに対する住民・市民運動の高揚を受
けて，京都市も「京都市土地利用及び景観対策についてのまちづくり審議会」を設置し，
同審議会は1992年4月，職住共存地区について，高さ，容積率を一旦引き下げることを含
む答申を出した。
ところが，京都市は1995年に市街地景観整備条例の制定により，これまでの市街地景
観条例による美観地区制度を拡大，強化し，新たに山並み保全のために自然風景保全条
例を創設したものの，肝心のダウンゾーニングには踏み切らなかった。なお，自然風景
保全条例の創設は，上記一条山事件の京都市開発審査会1992年3月26日裁決の「付言」を
受けて検討し，実現に至ったものである。
そして，1990年代後半以降は，建築基準法の規制緩和（共用部分の容積率不参入や建
築確認の民間開放）の下で，マンション計画は第１次の頃と比較してもはるかに強引に
進められ，大半の地域では第１次マンションラッシュ時のような住民運動も取り組めな
かった。住民運動が取り組まれた地域においても，業者は強引に推し進め，一部の地域
では裁判闘争も行われたが，もはや十分な成果を得ることができなかった。
(4) 新景観政策を生み出した 3 つの住民運動
①

このような中で，新景観政策の制定に大きな影響を与えた特筆すべき住民運動とし

て，釜座町・三条町・西六角町の住民運動と，姉小路界隈の住民運動がある。
また，山並みを守る住民運動では，半鐘山開発問題について述べる。
②

釜座町・三条町・西六角町の住民運動
「田の字型」北西部の職住近接地域（用途は商業地域）のほぼ中央部，一町街区（120
メートル四方）の真ん中の袋小路にリクルート・コスモスにより高さ規制一杯の11階
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建て，134戸の大型マンションが計画された。
北側の釜座町は，1991年1月に町内の高さを6階までとする建築協定を実現し，東側
の三条町は祇園祭の八幡山を擁する町内で，京都市指定有形文化財の町家「詩織庵」
が隣接している。
釜座町・三条町・西六角町の3町の住民256名は，マンション建築差止めを求める仮
処分（京都地裁）と，建築確認取消を求める審査請求（京都市建築審査会）を行った
が，仮処分は2000年3月30日に「却下」，審査会は同年4月25日に「棄却」に終わった。
しかしながら，建築審査会は「付言」で，要旨次の通り述べて，京都市に抜本的な対策
を強く求めた。即ち，「この建築計画は京都市が進める都市景観・街並み保全・そのた
めの建築協定などを無意味にするほど規模・形態がふさわしくない」とし，「このよう
な建築物を規制できないようでは，京都市の進める『まちづくり』は根底から破壊さ
れる危機をはらんでおり，歴史都市として京都の保存・発展に市民の叡智を結集して
対策を打ち出すべき」とした。
同付言を受けて京都市は，「都心部の街並み保全・再生に係る審議会」を設置し，
2002年4月に答申がなされ，2003年4月，都心部の職住共存地区については，美観地区
の拡大，特別用途地区の指定，隣地斜線制限を盛り込んだ施策（高度地区31メートル，
容積率400パーセントは維持するが，20メートルを超える建築物の建築条件を厳しくし，
300パーセントを超えるマンションは1階に店舗を設けることを条件とするなど）が講
じられ，更にはその後の新景観政策へつながっていくことになる。
③

姉小路界隈の住民運動
「田の字型」北西部の職住近接地域（用途は商業地域）の姉小路通周辺は，町家及び

歴史的な看板が集積しているが，旧大阪ガス本社跡地の大阪ガス子会社による31メー
トル，11階建のマンション計画（1995年3月）を契機に，地域住民がまちづくり団体「Ｎ
ＰＯ法人姉小路界隈を考える会」を結成した。
1996年3月，業者は計画を一旦白紙に戻し，京都市景観・まちづくりセンターも仲介
に入って，住民，学識経験者らも交えた「土地利用検討委員会」がつくられ，2年以上
検討を繰り返す中で，最終的には，容積率250パーセント，8階建，4階以上を階段型に
して日照に配慮した地域共生型マンション，｢アーバネックス三条｣の建設合意に至った。
ところが，2001年になると，堺町通から柳馬場通にまたがる11階建（31メートル，80
戸）と，御池通の柳馬場通から富小路通にまたがる15階建（約44メートル，161戸）の
大型マンション計画【資料７】が出現し，これらデベーロッパーは，大阪ガスとは違
い，住民側の対案主張にも耳を貸さず，建築を強行した。
「考える会」は既に00年4月に自主協定である「町式目」を締結していたが，建築協
定を推進し，2002年7月，5階建（一部6階建）の建築秩序を含む建築協定を実現した。
旧市街地では，笹屋町，釜座町などに次ぐ6カ所目の建築協定であるが，13町内，100戸
以上に及ぶ規模は旧市街地の建築協定としてはこれまでで最大規模のものである。
2003年3月，姉小路界隈を中心としたまちづくりＮＰＯ「都心界隈まちづくりネット」
も結成され，様々なイベントを開催しながら，行政，住民，地元企業が共同したまちづ
くりを展望している。京都市の新景観政策への転換や，マイカーの通行規制の検討に
大きな役割を果たした。
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【資料７

写真】

巨大な壁

④

半鐘山開発問題
半鐘山は銀閣寺道から北東に入った白川と閑静な住宅地に囲まれたところにある
1,000坪程の里山で，東山36峰の一つであると言われている。以前は銀閣寺（慈照寺）

の寺領で，東山の先端部分に位置し，歴史的風土保全区域，風致地区第2種地域に指定
されているが，市街化区域，第1種低層住居専用地域のため，法的には開発が可能であ
った【資料８】。
【資料８

写真】
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業者による開発計画は，山を全面的に削り，13戸の住宅を開発し，白川に橋を架け
て，進入道路とするもので，市議会での緑地保全の誓願採択にもかかわらず，京都市
は2001年3月に開発許可を与えた。
計画は，山沿いの隣接家屋の安全性の問題，車両通行問題に加え，世界遺産・銀閣寺
（慈照寺）に近接するバッファゾーン（緩衝地帯）の景観を破壊する行為でもあるこ
とから，「半鐘山と北白川を守る会」は，世界遺産条約違反でもあるとして，ユネスコ
世界遺産センター（パリ）へ勧告を求める要請（2002年9月）を行なうなど，保全を求
めた多様な運動が展開された。この要請を受けて，ユネスコ世界遺産センター所長バ
ンダリン氏は，日本政府に，「半鐘山は歴史的山地である東山から降りてくる丘陵部
の先端部である。世界遺産センターとしては，開発許可が出された事実に対し驚愕せ
ざるをえない。」との書簡を出した。
法的手段としては，①開発許可取消審査請求（2,102名）及び取消訴訟，②架橋工事
による被害に対する損害賠償請求訴訟が取り組まれたが，業者が本格的な開発工事を
強行する構えをみせたため，2003年8月には③開発工事差止め仮処分を申立て，同年12
月18日，京都地方裁判所第５民事部は，崖上，崖下になる3軒につき，開発工事の続行
により家屋が重大な変形，損傷を受けるおそれがあることを認め，建物所有権を被保
全権利として「債務者らは，自ら及び第三者をして，半鐘山の形質の変更（樹木の伐
採・枝打ちを含む）を行ってはならない」との，仮処分決定をくだした（保証金各200
万円）。
樹木の伐採を含め，全体として工事を差し止める必要があるとするもので，開発許
可を受けた開発工事を樹木の伐採を含め全面的に差し止めを認めたという点で，裁判
所の仮処分決定例としては，画期的なものであった（業者側の保全異議，保全抗告も
「却下」）。
住民側は，業者側の起訴命令を受けて，2004年1月には，④差止本案訴訟を提訴し，
既に係属している業者に対する損害賠償訴訟及び行政訴訟と併合，平行して審理され
た。
裁判が終盤を迎えた2005年夏以降は，大幅に開発規模を縮小した全面解決へ向けた
住民側と業者側の和解協議が訴訟外でもねばり強く続けられてきた。
その結果，①宅地面積は当初計画の約半分（中央部分のみ）に，区画数を13区画から
5区画に限定する，②周囲部分（約3分の1）は掘削せず植樹して京都市に寄付し，周囲
から見れば山が回復した状態にする，③搬出土砂の半減，④解決金，⑤今後の開発工
事の監理は業者側の費用で住民側の指定した専門家に依頼する，⑥住居専用に限定し，
周辺の風致景観との合致を含めた建築協定付で販売する，⑦謝罪条項など，ほぼ住民
側の要求が満たされたため，2006年12月26日，業者側との和解成立に至った。
京都市が新景観政策の中で，新たに眺望景観創生条例を創設し，視点場から500メー
トル以内の保全などを打ち出したが，これは半鐘山の取組と，これを受けたユネスコ
世界遺産センターの上記勧告，及び京都市開発審査会2002年1月25日裁決（結論は一部
棄却，一部却下）の開発計画の見直しと京都にふさわしい環境・景観保全策の制度的
確立を求める「付言」が大きな役割を果たしたものである。
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第３
１

新 景 観 政 策 の ｢深 化 ｣と ｢逆 流 ｣

概要
新景観政策の｢深化｣については，新景観政策による高さ・景観規制でなお不十分な点に

ついて，建築協定や地区計画の活用と，市街地景観整備条例に基づく｢地域景観づくり協議
会｣（現在12地域）が，ハード面とソフト面の車の両輪と言ってよい。
他方で，ここ数年，空前の観光ブームも背景にして新景観政策は激しい「逆流」にさら
されている（但し，京都市は，これを｢進化｣と称している。）。
ここでは，逆流①～一人地区計画を利用した規制緩和，逆流②～エコ・コンパクトシテ
ィを名目とした規制緩和，逆流③～世界遺産や神社仏閣の敷地or周辺の開発問題への対応
に分けて考察する。
２

新景観政策の深化と課題

(1) 地域景観づくり協議会の到達点と課題
地域景観づくり協議会（京都市市街地景観整備条例第8章）は，2012年6月の修徳学区
の認定が第1号で，既に12地域で認定されている。
地域でのすべての建築等行為について，協議会との「意見交換」が必須で，それが終了
するまで景観地区における認定手続きに入れない。既に景観法との関係では，京都市の
中心市街地全域は美観地区（＝景観地区）内であり，建築確認とは異なり，市長権限で
認定という一定の裁量があるため，有効に機能し得る。
マンション等の事業者側にとっても，町家景観との調和を売り物にした中低層の町家
型マンションとして宣伝した方が，人気が出るという判断もあるようである。
他方で，空前のホテル建設ブーム（後述）の中で，地域と調和しない建築であっても，
協議をすれば手続きを進めてよいとの姿勢が事業者側にみられ，京都市に景観地区での
認定にあたっての裁量権を行使する姿勢が欠けている現状（協議をすれば協議が整わな
くても認定せざるを得ないとの姿勢）が問題点として指摘できる。
この点，芦屋市が都市景観条例の運用において，行政上の高さ制限を下回っている大
原町マンション計画について地域との調和条項への不適合を理由に不認定とした事例に
学ぶべきである（第1節・第2・4・(2)・④参照）。とりわけ，地域景観づくり協議会認定
地域においては，地域景観づくり計画が策定されているのであるから，地域との調和＝
地域景観づくり計画への適合性は認定の中心的な裁量要素の一つとすべきである。
別の問題点として，世界遺産のバッファゾ－ンである御室仁和寺門前の高級ホテル計
画では，京都市が｢上質宿泊施設誘致制度｣を初適用して，現行の2倍近い延べ床面積の規
制緩和を図る計画を，地元の地域景観づくり協議会が同意したとして推進しようとして
いる。しかしながら，実際には地域住民の大半は計画に反対していることが明らかにな
っている。まして，国民共通の財産である世界遺産のバッファゾ－ンでの規制緩和を，
市民的議論やユネスコの世界遺産センターへの正確な通知（世界遺産履行ガイドライン
段落172）を経ずに推進することは，本末転倒と言わなければならない。
３

新景観政策の｢逆流｣

(1) 逆流①～

一人地区計画を利用した規制緩和
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新景観政策での高さ規制（都市計画法の高度地区による）の強化では，例外として，特
例許可制度が条例により設けられた。この例外許可には高度の公共性，景観審議会，公
聴会等のハードルがあり，京大病院では認められたが，七条警察署の建替え計画等では
認められなかった。
ところが，岡崎地区の京都会館建て替え問題をはじめとして，京都市は｢一人地区計画｣
を緩和のために利用し始めた。
京都会館建て替え問題（高さ規制を一人地区計画で15ｍから31ｍへ緩和）は，前川國
男の設計にかかる京都会館の文化財としての価値や，岡崎公園と疏水沿いと調和した景
観を破壊するものであり，かつ，新景観政策を｢一人地区計画｣により｢骨抜き｣にしよう
とするものであった。また，手続的には，従来は保全的改修を中心に検討されてきたに
もかかわらず，ローム株式会社（本社

京都市）との命名権契約（52億50百万円）を結ん

だ頃から密室の中で方針を｢第一ホール解体，高層化｣に転換し，実際には大規模なオペ
ラ公演はできないにもかかわらず，オペラ公演を売り物にして，情報公開や市民・建築
専門家の意見聴取も不十分なまま｢結論ありき｣で強引に進められた。
これに対し，住民監査請求を経て，地域住民（岡崎公園と疏水を考える会），建築家グ
ループ（大切にする会），音楽愛好家グループ（じっくり考える会）をはじめとする市民
にとり，解体工事差し止めを求めた住民訴訟や建築確認取消審査請求・建築確認取消訴
訟が取り組まれたが敗訴に終わった。
ただ，京都市建築審査会は2014年5月，新景観政策のもとでの「一人地区計画」の濫用
を戒める「付言」を出した。このため，以降は京都市もその運用に慎重にならざるを得
なくなっている。
(2) 逆流②～

エコ・コンパクトシティを名目とした規制緩和

さらに，2015年以降，｢エコ・コンパクトシテイ｣を名目にした駅周辺の規制緩和（高
さ，容積率の緩和）や，京都駅周辺を都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地
域に指定することによる規制緩和が図られている。京都駅周辺の規制緩和は，大規模ホ
テルの相次ぐ建築計画や，リニア新幹線問題も背景にある。
人口減少時代であるにもかかわらず，我が国では，｢持続可能なまちづくり｣，｢歩いて
暮らせる公共交通中心のまちづくり｣よりも，中心市街地や駅周辺における更なる高さや
容積率の緩和が未だに図られようとしている。
本来，コンパクトシティの実現ののためには，横への拡大だけではなく，縦（高さ）に
おいても，ヒューマンスケールの中低層なものでなければならない。それにもかかわら
ず，京都市はこの場面では率先して｢逆流｣を進めようとしている。
(3) 逆流③～
①

世界遺産や神社仏閣敷地内 or 周辺の開発問題

概要
銀閣寺のバッファゾーンの開発問題では，半鐘山開発問題（第2-5）があり，長期の
裁判闘争やユネスコの世界遺産センターの勧告（2002年9月）などを経て，2006年12月，

開発計画を大幅に縮小し，周辺を緑地として京都市に寄付する形での和解が成立した。
この教訓を経て，新景観政策では，風致地区条例を強化し，｢特別修景地域｣の制度
を設けて，世界遺産バッファゾーン内の｢樹木の保全｣を図ろうとした。
ところが，新景観政策下においても，バッファゾーン内の樹木を全部伐採し，新た

－ 246 －

な住宅地を造成する開発計画が相次いだ。
②

哲学の道宅地開発問題
2013年9月，世界遺産「古都京都の文化財」を構成する17の資産のひとつ銀閣寺（慈

照寺）のバッファゾーン（緩衝地帯）内にあるニチレイ保養所跡地で，京都市の不動産
業者により，敷地内の樹木をすべて伐採する宅地開発問題が持ち上がった。同地は，
哲学の道の東側に面するとともに，同地の東側は法然院通をはさんで，法然院の森に
連続する急傾斜地である。
地元の2町内会・哲学の道保勝会と学者・弁護士らは，日本イコモス国内委員会に緊
急対応を求める要請書を提出するとともに，法然院でのシンポジウムをおこなうなど
し，京都弁護士会も，2014年5月，「世界遺産内における開発行為等に対する意見書」
を京都市長宛提出した。
これらによる世論の高まりの結果，不動産業者は，本件開発行為を断念し，当該地
の保全を表明する第三者に売却するに至った。
保全を求める住民・専門家の運動・世論が，一応の勝利的決着をもたらしたことは，
画期的であると評価できる。
③

下鴨神社マンション・倉庫建設問題
ア

計画の発端
2015年3月，下鴨神社（賀茂御祖神社）の境内南端のバッファゾーン（緩衝地帯）

に高級分譲マンションを建設する計画が新聞に大きく報道されることになり，初め
て市民の知るところとなった。マンション建設予定地はもともとは糺の森の一角で，
駐車場と研修道場となっていた【資料9，10】。
マンション建設計画はこの場所に，8棟からなる低層高級分譲マンションを建設
（事業者はＪＲ西日本開発）し，定期借地権（50年間）として販売するというもので
あった。神社側の主張は，｢式年遷宮｣に要する約30億円を寄附でまかなおうとした
が不足し，土地を｢定期借地権｣で分譲業者に貸し出し，年間8,000万円の地代を受け
ることによって，伝統的行事を維持しようとするもので，京都市，神社本庁，日本イ
コモス国内委員会の理解も得ているとのことであった。
イ

マンション計画の問題点
第1に，開発による世界遺産への負の影響である。ユネスコが世界遺産条約締約国

に示した遺産保護のための作業指針では，「完全性」「真正性」が必須の条件となっ
ている。遺産にかかわる自然，景観など周辺環境も保全の対象とし，文化遺産の形
状・意匠だけでなく精神，感性も引き継がれなければならないとしているのである。
下鴨神社と糺の森は，市街地に残された貴重な歴史と文化，自然であり，京都市
民はもとより，全国・世界から訪れる人々にとって，その宗教にかかわらず，荘厳・
神聖さを体感することのできる場となっている。
しかも，糺の森を象徴するニレの樹木群を一本も切らないと発表していたのが，
45本も伐採することが，後日明らかになった。
第2は，他の神社仏閣への影響である。京都の代表的神社，下鴨神社で開発行為が
認められるならば同様の計画が相次ぐことが懸念される。
第3は，住民・市民への説明を無視した手続である。世界遺産は国民の共有財産で
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あるにもかかわらず，住民・市民には計画を決めてから初めて公表された。
ウ

倉庫問題は住民 1,084 人が建築確認取消を求めた審査請求でストップ
マンション建設のために取り壊す研修道場は，膨大な神社の所有物の倉庫でもあ

った。これを取り壊し，神社北東側の駐車場として利用されていた世界遺産のコア
ゾーン（本体）である市街化調整区域に大型倉庫を新築する必要があるとして，神
社は建築確認を取得した【資料10】。
本来，市街化調整区域には，特別の事情がなければ建物は建てられないうえに，
市街化調整区域では｢建築許可｣が必要である。ところが，京都市は，｢建築許可不要｣
として，大型倉庫の建築を容認した。
敷地周辺は，住宅地であり住民は大型倉庫の建設により日照，通風，火災の際の
危険，交通上の支障など，多大の被害を受ける。
そこで，2015年7月21日に1,084名の住民が審査請求人となって，建築確認の取消
を求めて京都市建築審査会に審査請求をおこない，併せて執行停止を申し立てた。
倉庫は建設が始まると約1ヶ月半で完成してしまい，｢訴えの利益｣がなくなること
から，建築確認の｢執行停止｣が認められるかが，最大の争点となった。
京都市建築審査会は同年9月11日付で，建築確認の執行停止決定を出した。｢執行
停止｣の活用事例として，大きな意義がある。
本裁決では，市に広範な裁量権を認めて取消は認めらなかったが，実際にはこの
執行停止決定により，倉庫建設計画はストップさせることができた。
エ

マンション建設の強行と裁判
地域住民・市民は，日本イコモス国内委員会やユネスコ（本部パリ）のイコモス会

長にも直接計画撤回を求める要望をおこなった。
マンション建設はバッファゾーンに係る大きな変更となるため，本来，京都市は
「世界遺産条約履行のための作業指針」§107により，資産が世界遺産一覧表へ記載
された後に緩衝地帯を変更する場合には，原則として世界遺産委員会の承認を得る
ことが必要である。しかし，この手続きもなされていなかった。
ところが，京都市は風致許可をおろし，事業者は建築確認を取得したため，風致
許可取消訴訟（2016年3月23日提訴）と建築確認取消審査請求（棄却・却下）・建築
確認取消訴訟（2018年9月20日提訴）が取り組まれた。
風致許可取消訴訟では，京都市は新景観政策（2007年施行）により，「下鴨神社周
辺特別修景地域」として「樹木の保存」を求めているのもかかわらず，上記樹木の大
量伐採は風致地区条例に違反するかが中心争点となった。また，入口論としては「原
告適格」の論点があり，周辺住民に保護されるべき景観利益があることを主張・立
証した。
京都地裁の2017年3月30日判決は「風致地区条例は周辺住民の利益を保護するもの
ではない」との古典的理屈で，周辺住民の原告適格を否定して「却下」するというも
のであった。
また，建築確認取消訴訟では，複数のマンションを繋いでいるため，「1つの建築
物」とは言えず，敷地の接道義務や直通階段の設置義務を満たしていないことが主
張された。しかしながら，同日の京都地裁判決は周辺住民の原告適格こそ認めたも
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のの，内容については，形式的に「1つの建築物」とするものであった。
マンションは建設されてしまったが，下鴨神社マンション問題の取り組みは，市
民は勿論，全国的な問題提起としての大きな役割を果たした。
【資料 9 写真】

【資料 10

図】

(4) 小括
世界遺産や神社仏閣敷地内あるいは周辺の開発問題は，このほかにも，梨の木神社敷
地内マンション建設（建設），平野神社横マンション建設問題（建設），御室仁和寺前ガ
ソリンスタンド・コンビニ建設問題（撤回。その後ホテル建設計画），醍醐寺周辺開発問
題（宅地開発は市街化調整区域編入で防止），清水二年坂京大和敷地大規模ホテル開発
計画（計画修正で建設）など，各地で起きている。
京都市も，歴史的景観の保全に関する新条例の制定検討や国への立法要望をおこなっ
ているのであるが，他方で，下鴨神社，御室仁和寺前横ホテルや清水二年坂開発につい
ては，京都市自身が後押しをしており，新景観政策の｢深化｣と｢逆流｣のせめぎあいが続
いている。
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第４
１

新景観政策で看過されていた問題

概要
新景観政策で看過されてきた問題を示す象徴的事案として，船岡山マンション事件と新

選組壬生屯所（旧前川邸）隣地7階建てマンション計画（撤回）を取り上げる。
前者は，平安京の位置決めとなった史跡への無配慮を示すものであり，後者は高さ・景
観規制が不十分なまま残された地域の典型例である。
２

船岡山マンション問題
(1) 行政事件
舟岡山南側斜面地に，名古屋の建築業者がマンション建設を行った。舟岡山は平安京
の風水（古代からの都市計画）に基づく平安京の北（玄武）の位置決めの拠点とされた
国史跡である。
斜面地を利用した建築計画はその環境を根底から破壊するとして，大徳寺を含む住民・
市民の反対運動が展開された。京都市も介入し，高さが1層減らされ，京都市斜面地条例
の制定につながったが，のべ床面積は変わらず，市は斜面地条例の施行直前に建築確認
をおろした。
計画は，開発行為（形質の変更）を伴うものであるとして，2005年9月に当該マンショ
ンの建築確認処分及びその前提をなす開発非該当確認処分の取消しを求める審査請求
（建築審査会，開発審査会）が1,000名を超える住民の請求により取り組まれた。しかし
ながら，建築審査会は開発行為に該当しないとして棄却し，開発審査会は処分性無しと
して却下した。
これを受けた行政訴訟（2006年4月提訴）は，係争中にマンションが完成したため，10
ｍを超える部分の除去等を求める義務づけ訴訟に変更したが，2007年11月の判決は｢重大
な損害｣要件を欠くとして却下した。

(2) 民事事件
マンションの完成をふまえ，住民側は，工事中の不同沈下などの家屋・地盤被害への
損害賠償とともに，景観権・景観利益を根拠とする10ｍを超える部分の撤去等を求めた
民事訴訟を提訴した。
2010年10月の京都地裁判決は，工事中の騒音被害の一部を除き棄却した。これに対し，
2013年2月14日の大阪高裁判決は，家屋・地盤被害は全面的に認容したが，景観利益につ
いては棄却した。
しかしながら，大阪高裁判決は,国立最高裁判決を機械的・形式的に適用した原審と比
べて，本件における景観の特徴や住民の意識等について，丁寧な判断をしている。住民
側の主張してきた｢地域ルール違反｣が「社会的に容認された行為としての相当性を欠く」
という判断につながりうることを認めている。
また，同判決は，地域ルール違反を「行政法規違反のように社会的相当性の判断に影
響を与えると評価できる」ことがあると明言しており（判決書56頁），行政法規と同様
の意味を持つことがあり得るとしている。
さらに判決が，地域ルールの形成には「必ずしも住民間の明示の話合い等を必要とす
るものではない」（判決書58頁）としていることも，注目すべき重要な点であるといえ
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よう。
２

新選組壬生屯所（旧前川邸）隣地７階建てマンション計画で工事差止の【付言】～京都

市開発審査会裁決
(1) 地域の状況と問題の背景
計画地は，京都市中京区の壬生地域。隣接する旧前川邸【資料11】の他，周辺には同じ
く屯所であった八木邸や新徳寺，壬生寺など，新選組関連の史跡が集積している。道路
は各所で幅員4ｍを切る細街路で，建物はほとんどが2階建で，15ｍを超えるマンション
はない。
京都市では新景観政策（2007年）により，歴史的中心市街地の高さ規制は31ｍから15
ｍになり，景観規制も強化された。しかしながら，壬生地域は，景観地区に位置づけら
れ，景観計画も策定されたにもかかわらず，20ｍ規制のままであったため，7階建，108
戸のワンルームマンションが計画された。
(2) 開発許可の経緯
2019年12月，前面道路が4ｍを切るH宅は，事業者（大阪市）から，マンション計画を秘
したまま「南側に隣接する駐車場を取得したので道路を4メートルに拡幅したい」と同意
を求められ，同意してしまった。
この同意書が開発許可申請に使われ，京都市長は2020年5月に開発許可をおろした。
(3) 審査請求の取り組みと成果
これに対し，H宅の同意は【詐欺・錯誤】であるとして，【無効・取消】通知を送った
うえで，開発許可の取消を求めて，上記史跡を含む周辺住民509名が，京都市開発審査会
に開発許可取消を求め，併せて執行停止を求めた（同年8月7日）。
2010年11月24日付の裁決は，計画地に隣接していないH宅の請求人適格は認めず，旧前
川邸ら隣接住民にのみ適格を認め，【棄却・却下】した。
【資料 11

写真】
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住民は，①景観破壊，②一方通行の進入路が4ｍに満たない違法，③旧前川邸の長大な
庇は幅員から除外すべきことを訴えてきたが，裁決は，①は開発許可の保護法益ではな
いとしたうえ，②，③の論点については「判断しない」とした。
他方，【付言】で，｢開発許可の前提である道路拡幅の同意が得られていない状態で，
工事の着手は許されない。｣と宣言し，結果的には，現計画は撤回された。
裁決本文の内容については不十分な点が多々あるが，地域ぐるみで審査請求を行い，
マスコミも大きく取り上げたことが，短期間での成果に結びついた。
第５
１

京都市のホテル過剰建設問題の状況と課題

概要
京都市はインバウンド（外国人観光客）頼みの観光推進策で，ホテル・簡易宿所の建設
を後押ししてきた。その結果，2020年には5万室を超える過剰な宿泊施設の林立状況になり，
地価の高騰を招き，中心市街地ではマンションやオフィス用地が駆逐されて，居住空間と

しての歴史的中心市街地が脅かされるとともに，大規模町家や路地の更なる消失を招いて
きた。
2020年に入り新型コロナのため，インバウンドは壊滅し，インバウンドに主眼をシフト
させてきた政策により，ホテルや観光産業は大打撃を受けた。
ところが，京都市は一方で富裕層向けのホテルの規制緩和（「上質宿泊施設誘致制度」）
の促進を続け（御室仁和寺前高級ホテル計画など），他方で新景観政策の「進化」と称し
て，新たに高さ規制の特例許可の要件を拡大しようとしている。学校跡地（植柳，新道小
学校）のホテル利用も引き続き推進している。
しかしながら，このような規制緩和は地価上昇と景観・住環境の悪化を招くものであり，
2007年に実現した新景観政策を大きく後退させるものである。
２

無鄰菴隣接地高級ホテル建設問題
(1) 文化財保護法による国の名勝にも指定されている無鄰菴は，七代目小川治兵衛作庭・
山縣有朋の別邸であり，京都市が所有する岡崎・南禅寺地域の核となる文化遺産である。
無鄰菴庭園は池泉回遊式庭園で，東山を借景に振り返ると和風の母屋と庭園が見事に調
和したたたずまいを見せている。

(2) 現地は，風致地区第５種地区であるとともに岡崎・南禅寺特別修景地区で，新景観政
策によって創設された眺望景観創生条例による近景デザイン保全区域（南禅寺，平安神
宮，琵琶湖疎水），遠景デザイン保全区域に指定されている。加えて，一帯は 2015 年 10
月に「京都岡崎の文化的景観」として京都市内では初めての文化財保護法による国の重
要文化的景観に選定された。
(3) 地域の高度地区規制は 15ｍにとどまっているため，業者は，高さ 14.1ｍに達する中層
建築物（ホテル）の建設計画をたてた。
住民らは「南禅寺・岡崎の景観と住環境を守る会」を結成し，高さを 10ｍ以下に抑え
ることなどを求めて，京都市及び業者に申し入れをおこなうなどしてきたが，原計画は，
無鄰菴及び庭園の文化財としての価値を著しく破壊するものであった。
(4) 2018 年 11 月，無鄰菴庭園からの眺望景観を保全するため，新景観政策の柱の一つで
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ある眺望景観創生条例 7 条により，地域及び全国から賛同者 277 名が背景景観を眺望景
観保全地域に指定することを求めた市民提案を行った。条例の市民提案条項の集団的活
用の最初の事例として注目された。
しかしながら，京都市長は，建物の若干の微調整こそ行なわせたものの，樹木を高く
すれば見えなくなるなどとして，2019 年 8 月の美観風致審議会において，この市民提案
を「採用しない」旨の方針を報告したため，指定には至らなかった。
(5) 上記景観破壊の問題に加え，敷地北東側で都市計画法による開発許可が必要な「開発
行為」（形状の変更=30 ㎝を超える切土）に該当する約 50 ㎝の切土が行われてにもかか
わらず，京都市長は「開発非該当」とした。このため，建築確認だけで開発・建築が進め
られ，その結果，約 2 メートルの崖下に位置することになる隣接住民の擁壁の安全性が
担保されないことが明らかになった。
これに対し，2019年6月には，地域住民678名が審査請求人となって建築確認の取消を
求めて京都市建築審査会に審査請求を行った。しかし，2020年1月10日京都市建築審査会
裁決は，審査請求人適格はかなり広範囲（100ｍ）の住民に認めたが，30㎝を超える切土
の存在は認定できないなどとして，執行停止の申立ても含め棄却（100ｍ外は却下）した。
３

課題
コロナ禍が収束し，相当期間後には再び多数のインバウンドを迎えることが予想

される。
これに対し，過剰なホテル建設から町家と住環境を守り，若者や子育て世代が居
住できる環境を促進し，あわせて新景観政策を真に進化させるためには，第6-1で述
べる方向性が求められている。
第６
１

求められる方向性

ホテルの過剰建設，町家の空洞化や消失，若年世代の流出への対策

(1) 宿泊施設の総量規制
ホテルの過剰建設問題への対処については，宿泊施設の総量規制を条例により
導入することが可能である。
スペイン・バルセロナでは2017年に宿泊施設の建設規制制度を定めて，歴史的
市街地では新規ホテルは原則禁止とされていることは参考になる 4。
(2) ランドバンク制度
町家の空洞化（空家問題）対策については，京都市でも事業者を紹介したり，
相談窓口を設ける等の制度は行われているが，それだけでは採算性のとれない場
所については十分に対応できない。
そこで，アメリカのランドバンク制度を参考に，行政ないし行政が指定する公
的機関が管理権を持つことにより，状況に応じて空家の賃貸，売却，利用ができ
る制度（日本版ランドバンク制度）を構築すべきである 5。
4
5

阿部大輔オーバーツーリズムに悩む国際観光都市｣（観光文化240号，2019年1月）
石田光廣｢アメリカランドバンク制度の概要と日本版構想｣
日本司法書士会連合会ホームページ（2018年4月10日）
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既に国内の自治体で行われている施策としては，尾道市の空き家バンク制度が
あり，尾道市とＮＰＯ法人が連携して，地域に若年世代を呼び込む大きな役割を
果たしている。
この点，京都市は歴史都市・文化都市として，全国的・世界的にも極めて魅力のある
都市であることは周知の事実であり，また大学のまちとして全国からの多くの若者が学
生生活を送る都市でもあることから，本来は，若年・子育て層の流入を図る条件は他都
市と比較しても出発点において優位であるはずである。
(3) 先買権
文化財としての指定の有無にかかわらず，消失のおそれのある重要な町家につ
いては，フランスの先買権制度 6を参考に，一時的に行政が買い取ることができる
制度が必要である。
(4) 小学校跡地の公共的利用
統廃合で廃止された京都市内の小学校は，もともと番組小学校と言われ，明治
期に地域住民が土地を出し合って建設されたものである。
そこで，学校跡地をホテル事業用地に貸地するのではなく，公共施設（公園を
含む），地元中小企業やＮＰＯ・市民団体のためのオフィスや公的賃貸住宅とし
て活用することに転換すべきである。
(5) 税制面
税制面での対策としては，町家の相続において，居住または事業の用に供されている
町家の土地・建物を相続により取得した場合には，町家を存続させる限りにおいて，納
税猶予の特例を受けることができるものとすることが検討されるべきである 7。
但し，相続税は国税であることから，古都保存法と同様の枠組み若しくは地方自治特
別法の枠組み（憲法95条）が必要となる 8。
２

景観法・景観条例の強化
京都市の新景観政策（2007年）に結実した景観関係条例の充実・強化は景観法の制定の

バックアップも受けて，全国的にも先進的なものと一般的には評価されてきた。
しかしながら，既述のとおり，まだまだ不十分なところがあるうえ，規制緩和の｢逆流｣
が各所で見られ，せめぎ合いが続いている。
まずは，現行の景観法・景観関係条例の積極的な運用や強化が望まれる。
この点，芦屋市が都市景観条例の運用において，行政上の高さ制限を下回っている大原
町マンション計画について地域との調和条項への不適合を理由に不認定とした事例は重要
である（詳細は第1節・第2・4・(2)・④参照）。
とりわけ，地域景観づくり協議会認定地域（本節第3-2参照）においては，地域景観づく
り計画が既に策定されているのであるから，地域との調和＝地域景観づくり計画への適合
性を，認定の中心的要素とすることが可能である。

6
7
8

http://shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/06/201804_06.pdf
ヴァンソン藤井由美他「賑わう都市を創造するフランスの都市政策」（実践政策学 第7巻1号 2021年）
詳細は飯田昭・南部孝男「歴史都市京都の保全再生のために」242頁以下 （文理閣， 1992年）参照
京都市を対象とした地方自治特別法としては1950年の京都国際文化観光都市建設法がある。
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また，景観法は，地方自治体の創意工夫により，土地利用のコントロールをかなりのレ
ベルで行うことができる。景観形成基準では，高さや壁面の位置（境界線からの後退距離）
の指定も可能であり，この点を積極的に運用すれば，建ぺい率，容積率の制限と同等の土
地利用のコントロールをすることができる。
３

総合的なまちづくり条例の必要性
京都市の場合，景観関係条例は，本節で述べたとおり一定の先進性を持つが，景観だけ

ではカバーできない開発・建築・都市計画への住民参加や土地利用調整については，もと
もと大規模店舗を想定して策定された｢京都市土地利用の調整に係わるまちづくりに関す
る条例｣があるだけで，｢京都市中高層建築物条例｣は，既に計画が確定してからの段階のも
ので，微調整以上の効果は期待できない。
この点，東京都の近郊自治体（武蔵野市，国分寺市，狛江市）のまちづくり条例は，第※
5章第2・5で述べたとおり（十分に活用されているかはともかく）先進的な内容をもつもの
であり，全国的に広められてしかるべきである。
４

都市法制（都市計画法・建築基準法）の抜本的改革の必要性
全国的な法制度の課題としては，既に2010年8月に日弁連が提案している｢持続可能な都

市の実現のために都市計画法と建築基準法（集団規定）の抜本的改正を求める意見書｣（第
※第5章第1節・第5）の示す方向性は，人口減少のますます加速する現況においては，より
一層実現を求められるべきものである。
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第４節

地域活性化・まちづくりに弁護士に何ができるか。
豊田市，川越市，海士町の実践から

第１
１

地域活性化・まちづくりについて，弁護士に何ができるか。
今日，人口減少時代の過程で，地域で長く守られ，育まれてきた，歴史文化，伝統的建

造物，伝統的街路，田園風景，自然環境，様々な食べ物などの貴重な地域資源が失われ，
それを支えてきた，地域社会そのものの存続が危機にさらされつつある。
そうした中で，全国各地で，地域資源を生かし，地域の経済循環を生み出し，多くの
人々の参加を得て，地域社会の再構築を進めている例が見られる。
そうした地域活性化・まちづくりについて，弁護士は何ができるのだろうか。
２

そうした問題に対し，弁護士ができる貢献は多い。
(1) 地域の運動主体作り
何かをなそうというときに，地域活性化・まちづくりに取り組む主体の形成を法的視
点から助力するということが最初に求められることは多い。規約作り，ＮＰＯ法人の認
証などを具体的に求められることも多い。主体形成にあたっては，地域の既存組織であ
る，自治会，商店街，企業，商工会・商工会議所，農協その他との連携も必要となるし，
地元自治体との調整や日常的な交流も必要となる。それを進めていくことも重要である。

(2) 運動を進めるための資金集めの枠組み作り
広報宣伝の工夫をし，寄付を募るとか，自治体や国の助成制度を利用するといった工
夫も必要である。多くの自治体では，提案型の補助金事業を募集しており，企画を立案
し，それに応募していくことも必要である。
(3) 先進的取り組み事例の紹介・交流
さらに，先進的取組を行っている例から学ぶことも重要であり，弁護士がその仲介を
することも可能である。
(4) 地域資源の活用上の権利関係の調整
地域活性化・まちづくりを展開する場所を提供いただく方との権利調整，さらには，
伝統的建造物や空き家の活用の際の借家関係の調整なども重要な弁護士の業務である。
(5) 条例制定の提案・条例制定への関与・地域の自主的規範作りへの関与
(6) 国の法律の解釈・運用，国の法制度の創造的解釈
(7) 自主的審査機関・自治体の審査機関諮問機関などへの関与
第２

各地の取組実践から

その１

―豊田市の山村地域での持続可能性に向けた地域づくりの取組と弁護士の関わり
１

地域資源の活用上の権利関係の調整
山間地をMTBトレイルに利用するにあたり，山間地のコース上の地主から，その使用許

諾を受けていく必要がある。地方では，外の人間が挟むよりも，地域の組織が地域の人と
人の繋がりを生かす方が話がまとまりやすいこともある。しかし，土地の相続等による不
安定化などの問題もあるので，継続的な土地の利用の仕組み作りをどのようにするか，弁
護士が具体的な制度提案をした例もある。
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２

組織支援
地域資源の活用に向けて，地域外から人を呼ぶために，地域の観光団体の組織，地域団

体，活動組織の運営にあたり，法的な観点から助言をしてきた。
３

行政への提案
豊田市は，平成の大合併により，都市部の他，中山間地域を広く含むことになり，周辺

の中山間地域維持に取り組んでいる。市は，予算を確保し，活動する団体に助成金等を用
意している（たとえば，わくわく事業）ので，弁護士が企画立案をし，補助金を確保して，
新たな事業展開をした。
地域の単位弁護士会の公害環境委員会を通して，周辺地域の維持について仕組み作りの
提案や条例作りをすることも考えている。
第３

各地の取組実践から

その２―

川越市の歴史的景観保全と弁護士の関わり

川越市は，旧市街地の蔵造りの店蔵などからなる伝統的町並みを保存し，人々の暮らしを
維持していくため，1980年代から，自主的ガイドラインとしての町並み規範の制定，その審
査組織としての町並み委員会の組織などを行い，歴史的文化的景観を保全し，それを活用し
て，地域の活性化をしてきた。
その成果で，1970年代には，ゴーストタウンとまで言われた，川越の北部商店街は，大変
な活気を取り戻し，歴史的文化的町並みも戻ってきた。
そうなると，新しい業者が次々と入ってきて，地域の町並みとは必ずしも整合しない建築
物を建築する動きが出てくる。それに対し，町の人々は，前述の町並み規範と町並み委員会
で働きかけをしていったが，法的制度的裏付けは弱かった。
1999年にやっと伝統的建造物群保存地区に指定され，それが前述の町並み規範と町並み委
員会の裏付けとなった。しかし，その後も厳しいやりとりが続いている。
こうした状況で弁護士が果たすべき重要な役割は，第一に，町並み規範の制定・変更に法
律家が関与することによって，自主的規範といえども，それに法律的正当性の裏づけを与え
ることである。本来ならば，真鶴町の例のように，条例上，美の基準を位置付けるなどして，
こうした町並み規範にも条例上の位置付けを与えることが望ましいが，何れにせよ，そうし
た実効的な制度を作る際には，法律家の関与は非常に重要である。
また，町並み委員会の委員として，個々の事業の審査に関与することで，その審査プロセ
スの正当性を直接裏付けることができる。景観法に基づく認可制度の運用における芦屋市の
例を見ても，法律家の関与が判断の正当性を裏付けるために重要な役割を果たしている。
第４

各地の取組実践から

その３―

島根県海士町

島根県海士町は，合併しない選択をし，人口2,000人規模でどう生き残るか，必死の努力
を続け，「ないものはない」を掲げ，鮮度を保った冷凍技術の導入による岩牡蠣のブランド
化や豊富な海産資源の売り込み，隠岐牛のブランド化，島前高校活性化プロジェクトによる
若者の定着化と希望，さらには，新しい自然景観と自然を生かした食文化による宿泊施設リ
ノベーションプロジェクトなどで，多くの島外からの人々の定着，地域活性化を成功させて
きている。
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しかし，多くの新しい事業を進めていくがゆえに，弁護士の活躍できることは多い。
地域の独自の条例の作成が必要になることが多い。
また，例えば，新しい施設建設の際の請負契約締結のための入札のあり方などをめぐる，
地方自治法等の法令の解釈と適用や，古民家を生かした宿泊施設などの展開の際に必要な旅
館業法の特区制定など，地方の政策を進めるための法解釈の必要も高い。
さらに，様々な政策立案の際には，常に人権擁護の観点からのバランシングの検討が必要
となる。
そうした意味で，意欲的に新しい課題に取り組む市町村であればあるほど，弁護士による
法的観点からの検討の必要性は高い。
第５

結語

人口減少の時代の中だからこそ，地方の再興が必要であり，そのためには，田園風景を含
む美しい自然景観，豊富な食料資源，伝統的建造物，祭りなどの文化といった地域資源の活
用が必要であり，そのためには，法の創造的活用が必要になる場面も多い。
2030年に向けて，地域活性化・まちづくりに弁護士が飛び込んでいって，積極的役割を果
たすべき時期が来ている。
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【資料編】

日弁連公害対策・環境保全委員会５０周年記念シンポジウム

「わたしたちは未来を描けるのか
～環境法・参加と公開・裁判所の役割～」

・ 本資料編は，２０２０年１１月２１日に開催した標記シンポジウムで配布・
映写した資料や当日の発言録の一部を抜粋し，日本弁護士連合会の公害対策・
環境保全委員会において改めて取りまとめたものです。
そのため，各資料等における記載・データ等は，いずれもシンポジウム開催
当時のものです。
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進行次第
日弁連公害対策・環境保全委員会５０周年記念シンポジウム

わたしたちは未来を描けるのか
～環境法・参加と公開・裁判所の役割～
日時：２０２０年１１月２１日（土）午後１時～午後４時
形式：Ｚｏｏｍウェビナーを利用したオンライン開催

進

行

次

第

開会挨拶
狩野 節子（日本弁護士連合会副会長）
第１部 ２０２０年，解決されるべき問題
基調報告「気候危機と国内外のエネルギー政策」
大島 堅一 氏（龍谷大学政策学部教授，原子力市民委員会座長)
基調報告「プラスチックを『燃やす』日本，『減らす』欧州」
高田 秀重 氏（東京農工大学農学部環境資源科学科教授）
基調報告「多様な主体が未来を描くために ＳＤＧｓと参加原則」
大久保 規子 氏（大阪大学大学院法学研究科教授，環境省中央環境審議会委員）
＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊
第２部 未来を描くために
特別報告「環境保全がビジネスを営む理由になる時代」
佐藤 潤一 氏（元パタゴニア日本支社環境・社会部門ディレクター）
報告「気候の危機に訴訟で立ち向かう 国内外の動き」
浅岡 美恵（弁護士，日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員）
報告「日本の環境訴訟における，環境法の発展と課題」
小島 延夫（弁護士，日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員）
＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊
パネルディスカッション「どのようにして舵を切るのか」
パネリスト：
樋口 英明 氏（元裁判官）
大島 堅一 氏（龍谷大学政策学部教授，原子力市民委員会座長)
高田 秀重 氏（東京農工大学農学部環境資源科学科教授）
大久保 規子 氏（大阪大学大学院法学研究科教授，環境省中央環境審議会委員）
佐藤 潤一 氏（元パタゴニア日本支社環境・社会部門ディレクター）
コーディネーター：
小島 延夫（弁護士，日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員）
閉会挨拶
針原 祥次（日弁連公害対策・環境保全委員会委員長）
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基調報告
２０２０年１１月２１日・日弁連公害対策・環境保全委員会５０周年記念シンポジウムの
基調報告から（大島堅一氏，高田秀重氏，大久保規子氏，佐藤潤一氏）
基調報告１

「気候危機と国内外のエネルギー政策」

大島 堅一氏
大島

龍谷大学政策学部教授 原子力市民委員会座長

今日は，どうもありがとうございます。私の方から「気候危機と国内外のエネルギ

ー政策」についてお話しさせていただきます。資料は多いのですけれども，整理してお話
ししようと思いますので，よろしくお願いします。
私は，気候変動問題と原子力問題について長年研究してきました。主に，エネルギー政
策，あるいは財政や経済論などを中心にやってきました。そこから見える課題について，
お話ししたいと思います。
私が特に感じていることは，今後 10 年から 20 年，30 年くらいは，国内的にも国際的に
も非常に重要な時期になるということです。特に環境問題の面では特に重要です。率直に
申し上げますと，このままの調子でいくと全く希望がないような状況になると思っていま
す。まず，その話をさせていただいてから，私たち世代が，できることは何なのだろうか
ということを申し上げます。
本日の話について申し上げます。一つは，気候変動から気候危機へという話です。次に，
国内のエネルギー政策です。エネルギー政策は非常に動いておりますので，その話をいた
します。その後は，今エネルギーの需給構造はどうなっているのか述べます。エネルギー
の需給構造は従来とは相当程度変わっています。あまり，知られていないことなので，そ
のお話をさせていただきます。最後に，エネルギー政策の再構築に向けての課題を話しま
す。
まず１点目です。
「気候変動から気候危機へ」という話です。皆様ご承知のように，つい
最近，気候非常事態宣言というものが国会で採択されました。地球温暖化と言われ，次に
気候変動と言われていましたが，今は気候危機という認識になりました。皆さんご承知の
とおりですけれども，環境省が毎年出している『環境白書』でも，気候変動問題ではなく
て，むしろ気候危機なのだと，強調されるに至っています。これは非常に重大なことです。
気候危機は，気候が壊れるだけではなく，人間の生存領域すら危うくなるということを意
味しています。
最近では，グレタ・トゥーンベリさんを始めとして，次世代の若者が気候危機について
訴えるようになっており，私たちも，それに応えないといけなくなってきました。いまだ
に気候危機というものはないのだと主張する方もいるのですけれども，それは，ごく一部
にとどまっています。
図をお見せします。この図は，
「Web of Science」という国際科学雑誌の論文のデータベ
ースで，climate crisis でヒットした件数を表すものです。これを見ると近年件数が上が
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っていることが分かります。もう一つの例として，朝日新聞の記事検索データベース『聞
蔵』の検索結果を示します。これを見ても，気候危機という用語を使った記事の件数が非
常に多くなっているのが分かります。この 2 つを見ると，地球環境問題や温暖化問題がか
つてクローズアップされた頃と非常に似ていることに気付きます。つまり，気候危機が，
世界的にも日本でも大きく認識されつつあるわけです。
では，気候変動と極端現象がどのような関係があるのかということです。この点につい
ては，21 世紀の最初の頃に，気候変動と極端現象の関係をどのように解析したらよいのか，
方法論が確立してきました。この方法は，event attribution というものです。最近は気
象庁なども特定の極端現象と気候変動との関係性を示すようになりました。このようなこ
とは，以前はできなかったのです。かつては，特定の気象災害などが，温暖化によっても
たらされているのかどうか，温暖化とどれくらいの関係があるのかということは，
「おそら
くあるでしょう」といったくらいのものしかなかったわけです。しかし現在では，両者を
結び付けられるようになり，気候変動の原因と考えられる確率が何パーセントであるか，
といったことまで科学的に示すことができるようになりました。
最近では，スライドに示しますように，World Weather Attribution というようなコン
ソーシアムが設立され，温暖化と気象災害，極端現象とがどれくらい結び付いているのか，
発表するようになっています。この発表も非常に早いのが特徴です。
ご存じの方もたくさんいらっしゃると思うのですけれども日本でも，気象庁のホームペ
ージを見ると，大気海洋研究所や国立環境研と共同で，異常高温など特定の現象が，温暖
化とどれくらい関係しているのか，発表するようになっています。ごく一例ですけれども，
スライドに示します。これによると，工業化以降の人為起源による温室効果ガスの排出に
伴う地球温暖化を考慮しなければ，昨年のような猛暑が起こり得なかったということです。
気象庁は，もともと保守的に気象について述べる省庁ですが，最近はこのようにはっきり
と言うようになってきています。
では，将来はどうなるのか。パリ協定にある 1.5℃や２℃，あるいはＩＰＣＣ報告書に
含まれている 4℃の気温上昇では，極めて異常な気象災害が起こる可能性があります。そ
の原因は，温室効果ガスの蓄積にあります。二酸化炭素濃度を見ると，ほぼ一直線で上昇
しています。二酸化炭素濃度は，2016 年に 400ppm を超えるといった，温暖化問題に取り
組んできた者としては衝撃的な濃度になっています。いよいよ 30 年前に言われていた危機
的状況に入りつつあるようです。
次に，気温上昇と二酸化炭素の累積排出量についての図を示します。この図は，ＩＰＣ
Ｃが 2015 年に「第５次評価報告書」で示したもので，非常に分かりやすくできています。
グレタさんは，非常に若いのにもかかわらずＩＰＣＣ報告書を正しく理解していると思い
ます。
図で，横軸は二酸化炭素の累積排出量を示しています。つまり，これまでに世界が排出
してきた二酸化炭素の量を 10 億炭素トン単位で示しています。縦軸は，気温上昇です。こ
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れを見ると，直線，つまり比例関係にあることがはっきり分かります。
先ほど申し上げたように，横軸は二酸化炭素の累積ですから，要するに，この図は，二
酸化炭素の累積排出量が増えれば増えるほど，気温上昇が進むことを示しています。つま
り，ごく簡単に言えば，二酸化炭素を出せば出すほど温暖化するということです。当たり
前ではないかと思われるかもしれませんが，重要なのは，少しでも排出すれば，必ず少し
気温が上昇するということです。これを対策の面でみると，気温上昇を止めるには，排出
量をゼロにしなければならない，ということです。
これは，どのような温度であれ同じです。例えば，気温上昇５℃であっても，いずれ二
酸化炭素蓄積量を増やしてはいけないことになります。つまり，どの気温上昇幅であって
もいずれ排出量をゼロにしないと必ず上がり続けるということになってしまうわけです。
パリ協定に含まれている 1.5℃目標や 2℃目標を達成しようとすると，図に示す時点やこ
の時点で，二酸化炭素排出量をゼロにしなければなりません。つまりカーボン排出ゼロで
す。菅首相が「カーボンニュートラル」と言ったことは，非常に遅かったと思いますけれ
ども，日本政府も取り組まざるを得なくなったと言えます。
次に，これまでの温暖化の状況と今後の状況について見ましょう。
「1.5 度特別レポート」
の図をお見せします。ここで起点となっているゼロは，産業革命以前の気温ということで
す。したがって，この図は，産業革命以降どれくらい気温が上昇してきたかということを
示しています。したがって，現在１℃くらい上昇してしまったというのは，産業革命以前
と比べてのことなのです。
今後の予測をＩＰＣＣはまとめています。最悪のシナリオで 21 世紀末には 4℃ほど気温
上昇してしまう。もちろん，この図のように上昇すれば，ここで気温上昇が止まるわけで
はなく，その後も上昇し続けてしまうでしょう。1.5℃目標とは，1.5℃でとどめようとい
うことです。
1.5℃目標は，パリ協定に基づくものです。パリ協定では，２℃を十分下回る水準で安定
化させること，1.5℃の水準もできる限り近づける努力をすると決められています。1.5℃
である理由は明白で，気温が上昇すればするほど今まで以上の災害が起こり，甚大な影響
をもたらすようになるからです。
現在の気温上昇 1℃ですら，大変な気象災害が起こるようになってきました。1.5℃目標
は現状では厳しい目標ではありますが，これを満たしたからといって，温暖化問題が終わ
り穏やかな世界が到来するわけでは全くありません。むしろ，現在よりも大変な状況で，
いわば地獄のような状況になるし，気象災害も頻発します。台風等も，これまで考えられ
なかった状態で，発生するようになるでしょう。気象災害が非常に出やすくなる世界です。
したがって，1.5℃目標は環境保全を達成する目標ではないのです。大変な変化がもたらさ
れるけれども，せめて 1.5℃上昇程度の大災害にしないとまずいのではないかということ
です。だから，1.5℃目標を満たしたからといって，環境保全が達成されているわけではな
く，地獄のような世界になるのかもしれないのです。ですが，せめてマシなものにできな
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いかということです。
1.5℃の気温上昇が見込まれるのはいつ頃か。スライドに示しますように，大体，2030
年から 2050 年の間とされています。今 2020 年ですから，あと 10 年後かもしれない。だか
ら 2030 年は非常に重要になってくるのです。
この 2030 年〜2050 年の間の期間は，単なる偶然ですが，福島第一原発を廃炉するとい
う政府の目標と重なっています。もちろん，福島第一原発をこの時期に廃炉することなど
到底できないのですが，今の若者が大人になって社会を担っていくときに環境問題からす
れば大変な時期に差し掛かることになります。一人一人が，大人になって子供を作ったり，
家族を持ったりして，夢と希望を持って生活するような時期に，私たちの世代が作り出し
た環境問題に直面するというわけです。このままでは，全く希望がないと思います。
では，どうすれば良いのか。せめてマシな環境にするために，できるだけ早く温室効果
ガス排出をゼロにしないければならないでしょう。
気温上昇は，過去と比べてどれくらいなのか。ここでは，科学者が作ったグラフを示し
ますが，このグラフを見ると，この 10 年で急激な上昇を示していることが分かるでしょう。
この気温上昇幅は，一体どれくらいのインパクトを持つのか。グラフに見るように，今
と氷河期との気温の差は期と今の間の差は３℃ぐらいしかありません。それで，この 100
年で 1.2℃ほど気温が上がった。これからどこまで上がるのか，ということになります。
グラフから見えるのは，比較的穏やかな，寒くもなく暑くもなくというような完新世の
時代に私たちの文明が築かれたということです。現在の生態系も，安定した気候を前提に
出来上がっています。この完新世の時期を大きく超えて，違う時代に入ってしまったとい
うことも言えるかもしれません。
気温上昇幅が 1.5℃と 2℃では，環境上の影響も大きく違うということは，ＩＰＣＣの
「1.5℃特別レポート」にも書かれています。ここにＩＰＣＣ報告書に示された図を示しま
す。この図は，色が濃くなればなるほど確実に起こるようになることを表しています。例
えば，サンゴの減少などということは既に起こっていますが，1.5℃の気温上昇ではより顕
著になる。2℃上昇になると，相当厳しい。
したがって，できるだけ早く 1.5℃に抑えるようなエネルギー供給にしなければなりま
せん。このことは経済・社会にも大きなインパクトがあり，社会は，現在からすると全く
違うものになると言えます。なぜなら，温室効果ガスの排出量を全世界的にゼロにしない
といけないからです。もちろん日本は先進国なので，率先して排出削減を行い，2040 年く
らいにゼロにしないといけません。いずれにせよ，これまで増大し続けてきた温室効果ガ
ス排出を，一気にゼロにしなければなりません。
では，温室効果ガス排出量をゼロにするにはどうすれば良いのか。図で簡単に書きまし
たが，エネルギーの消費量を半分にする，他方で再生可能エネルギーを大きく増やすとい
うことです。二酸化炭素を排出しないからといって，原子力は役に立ちません。
原子力と再エネは必要なシステムが違うので，相矛盾します。また，原子力発電に必要
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なウラン資源には量的限界があります。つまり，仮に原子力発電が成功したとしても，資
源に限りがありますから，原子力発電は利用できなくなるのです。加えて，原子力発電は
コストが高い。さらには，いったん事故が起きると，想像を絶する量の放射性廃棄物が発
生します。
次に，国内のエネルギー政策について話します。日本の温暖化目標は，スライドのよう
になっていまして，従来は 2050 年に 80％削減というものでした。これには具体的な政策
的担保がないので，具体的にどのように実現するのかが論点になります。菅首相が 2050
年にネットゼロを宣言しましたので，これをどう実現するのかが問題になります。
2011 年以降，非常に多くのエネルギー政策が取られてきました。特に電力システム改革
と再エネ普及がセットで進められてきました。日本は電力自由化と再エネルギー政策を，
同じ時期に実行しています。さらに，これに気候変動対策も加わりました。つまり，電力
自由化と再エネ普及，気候変動対策といった三つの課題をいっぺんにやらなければならな
くなったわけです。
今年になって石炭フェードアウトも論点になり，政策形成が進んでいます。石炭の他に
も，再エネ型経済社会が議論されています。肝心なことは，これらを実質炭素排出ゼロと
結び付けることです。
そこで，現行の 2030 年におけるエネルギーミックスを検討する必要があります。ネット
ゼロを実現するためにどうすればよいのかが論点です。再エネの現在の 2030 年目標は発電
電力量の 22〜24％というものです。これはネットゼロを目指す上で非常に少ない目標です。
新しく作ろうとしているエネルギー基本計画は，気候変動対策を進めるためにも最重要
ポイントになります。エネルギー基本計画がなぜ重要か。それは，いったんエネルギー基
本計画を作られてしまうと，誤った計画であっても，これを実現するために政策資源が大
量に投入されていくからです。誤った計画が作られてしまってしまうと取り返しがつかな
くなります。
石炭火力の問題は特に重要です。石炭火力「フェードアウト」に向かって議論が行われ
ていますが，政策決定プロセスに問題があります。審議会には規制される側が数多く参加
して，できない理由をあれこれ説明しています。もちろん，規制される側の意見を聞くの
もよいでしょう。しかし，規制の内容を決める委員会で，規制される側の要望を受け入れ
てしまえば，温暖化対策は進まなくなります。規制を行うのであれば，あくまで気候変動
対策目標を実現するために政策を作るべきです。
他方，環境保護を求める主体側の認識が，エネルギー政策の複雑さに付いていけていな
いことに懸念があります。気候変動問題に関心がある方々，原子力問題に関心がある方々，
再生可能エネルギーに関心がある方々，それぞれが分断されています。それぞれの関心で
関わっているため，環境保全という観点からの統一性が無くなってしまっているのです。
一方，政策当局者は統一的に政策を作っています。
1.5℃目標を達成するまでに残された時間は限られています。危機感を持って望む必要が
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あると考えます。
時間を間違えていまして，途中になりましたが，終わります。ありがとうございました。
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⽇弁連公害対策・環境保全委員会50周年記念シンポジウム

気候危機と国内外のエネルギー政策
2020年11⽉21⽇

⿓⾕⼤学

⼤島 堅⼀

2

内容
気候変動問題から気候危機へ
国内のエネルギー政策
エネルギー基本計画
菅政権のもとでの「2050年⼆酸化炭素排出実質ゼロ」
⾮効率⽯炭⽕⼒のフェードアウト
再エネ経済社会
原発再稼働

⼤きくかわる需給構造
エネルギー政策の再構築に向けて
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気候変動問題から気候危機へ

4

Climate Crisis、気候危機が含まれた論⽂[タイトル]、記事の数
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5

極端現象と気候変動
Event Attribution (EA)
極端現象の要因分析
Peter Scot らの2004年の研究。2003年の欧州の熱波と気候変動について要因分析し、90％以
上の確率で気候変動によるものであるとした。
その後、EA研究は数多く発表されるようになった。

World Weather Attribution
極端現象が気候変動に原因があるかどうか
を分析、発表。

出所：https://www.worldweatherattribution.org/

6

⽇本の極端現象と気候変動の関係
気象研究所、東京⼤学⼤気海洋研究所、国⽴環境研究所が研究を発表するよう
になっている。
2018年7⽉の猛暑と温暖化の関係（2019年7⽉発表）
「⼯業化以降の⼈為起源による温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化を考慮しなけれ
ば、昨年のような猛暑は起こりえなかったことがあきらかになりました。」
「⼯業以降の世界の気温上昇が2度に抑えられたとしても、国内での猛暑⽇の発⽣回
数は現在の1.8倍となると推定されました。」
出所：気象研究所、東京⼤学⼤気海洋研究所、国⽴環境研究所（2019）「平成30年7⽉
の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発⽣の将来⾒通し」5⽉22⽇
（ https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R01/010522/press_release.pdf）
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7

極端現象の増加予測
□は、国内の年間延べ猛暑地点
数。2018年は、モデルの推測幅
を遙かに超える極端な状況。
現在（1度気温上昇）は約2500
点。1.5度気温上昇では約3000
点以上、2度の気温上昇では
4000点以上になる。→過去に数
回しか経験したことのないレベ
ルに、猛暑の発⽣が増加する。
出所：気象研究所、東京⼤学⼤気海洋研究所、国⽴環境研究所（2019）「平成30年7⽉の記録的な
猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発⽣の将来⾒通し」5⽉22⽇（ https://www.mrijma.go.jp/Topics/R01/010522/press_release.pdf）p.8

8

原因は温室効果ガス濃度の上昇
化⽯燃料からの年間CO2排出量（世界）は、
2002-11年の平均で8.3(7.6-9.0)Gt。2011年は
9.5(8.7-10.3)Gtで、1990年⽔準より54%増⼤。
CO2濃度は、2011年に391ppmで、産業⾰命前
から40%増⼤。
2016年には400ppmを超えた。
気象庁（2020）『気候変動監視レポート2019』7⽉
（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2019/pdf/ccmr2019_all.pdf）、p.56

気象庁（2020）『気候変動監視レポート2019』7⽉（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2019/pdf/ccmr2019_all.pdf）、p.55
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2030〜2050年に
1.5度を超える

1.5度に抑える確実性が低
いシナリオ
2055年に純排出量ゼロ

確実に1.5度に抑えるシナ
リオ

出所：IPCC(2018), Summary for Policymakers (Special Report on Global Warming of 1.5ºC), SPM-6

10

急速に上昇する気温

出所：IPCC(2018)、@rahmstof
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11

1.5度と2度の被害の影響の違い
IPCC1.5℃特別報告書（2018年10⽉）
現在すでに1.0℃上昇。2030〜2052年には1.5℃へ。
1.5℃上昇と2℃上昇による影響の差は⼤きい
⇒2℃⽬標では不⼗分。より緊急的な対策が必要。

2℃
1.5℃

IPCC1.5℃特別報告書より

エネルギー消費量を減らし、再⽣可能エネルギーを増やす
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国内のエネルギー政策

14

⽇本の温暖化対策⽬標
⽬標
 2020年度

2005年度⽐3.8%以上削減

 2030年度

2013年度⽐26.0%減（＝2005年度⽐25.4%減）

 2050年度

80％削減（具体的な政策的担保はない）

※「地球温暖化対策計画」（2016年5⽉13⽇閣議決定）
問題点
 ⻑期的⽬標がはっきりしない。現時点では、パリ協定の⻑期⽬標との整合
性がはっきりしていない。
 エネルギーに関する対策は、エネルギー基本計画、エネルギーミックスに
実質的にゆだねている。
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15

パリ協定
Paris Accord
気候変動上の⽬標を持つ。
 気温の上昇幅を2度を⼗分に下回る⽔準に抑える。可能であれば1.5度。
 これを達成するためには、今世紀後半以降、全世界の温室効果ガス排出量
をゼロまたはマイナスにしなければならない。
→ 省エネ/再エネの役割が増⼤

先進国・途上国ともに義務を負う。
法的拘束⼒をもつ。
⽇本の現⾏の政策のままでは、パリ協定の⽬標と整合しない。

2011年以後のエネルギー政策の（不⼗分な）転換
 2011年：東⽇本⼤震災、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故
→エネルギー政策の⼤転換（→電⼒システム改⾰＋再エネ）
 2012年：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（FIT法）施⾏、原⼦⼒規制委員
会設置
 2015年7⽉

⻑期エネルギー需給⾒通し（エネルギーミックス）

 2015年12⽉：パリ協定採択（2度を⼗分に下回る⽔準に抑える）
 2016年4⽉：電⼒の⼩売完全⾃由化
 2018年7⽉：第5次エネルギー基本計画

〜

再エネの主⼒電源化

 2020年4⽉：規制料⾦の撤廃（※延期）、発送電分離

→再⽣可能エネルギーの市場化、主⼒電源化

 2020年7⽉：経産⼤⾂、「⽯炭フェードアウト」を明⾔。
 2020年7⽉：「再エネ型経済社会」に向けた政策形成スタート
 2020年9⽉：容量市場の結果が取りまとめ
 2020年10⽉：2050年に実質炭素排出ゼロ（菅政権）
になっている。

→
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原発の新設が必要という政治的主張がみられるよう

16

2030年の電源構成⽬標（エネルギーミックス）

17

出所：経済産業省（2015）「⻑期エネルギー需給⾒通し」

18

エネルギー政策の検討状況
 エネルギー基本計画⾒直し
総合資源エネルギー調査会

基本政策分科会

2020年10⽉13⽇（第32回会合）

 再エネ主⼒電源化
再⽣可能エネルギー主⼒電源化制度改⾰⼩委員会

 ⽯炭⽕⼒

〜

⾮効率⽯炭のフェードアウト

総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 電⼒・ガス基本政策⼩委員会 ⽯炭⽕⼒検討ワーキ
ンググループ
省エネ法の枠組みで対処（⽯炭に対する発電効率基準を設定？ 計画書策定？）

⼀部の委員より、これで本当にCO2排出ゼロに向かうか懸念する意⾒が出される。他⽅で、産業界より、既存
の⽯炭⽕⼒発電についての重要性が主張される状況

 ガバナンスの問題
規制対象にヒアリングを⾏うのはよいとしても、政策決定に規制対象を加わらせている。
エネルギー政策の⼤⽬標が設定されないまま、個別の論点について議論している。→総合すれば、環
境上の⽬標が満たされない。→ また数年間浪費する可能性。
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⽯炭⽕⼒・・（根拠無く）安いと報道される
『朝⽇新聞』2019年5⽉23⽇社説

『読売新聞』2020年7⽉4⽇社説

NHK政治マガジン「古い⽯炭⽕⼒発電所発電量9割程度へ調整 政府」2020年7⽉2⽇
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/40833.html

20

出所：発電コスト検証ワーキンググループ(2015)「⻑期エネルギー需給⾒通し⼩委員会に対する発電コスト等の検
証に関する報告」5⽉26⽇
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21

出所：発電コスト検証ワーキンググループ(2015)「⻑期エネルギー需給⾒通し⼩委員会に対する発電コスト等の検
証に関する報告」5⽉26⽇

⽯炭⽕⼒発電の発電単価
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現実は、2015
年試算とは全
く違うものに
なった。

出所：資源エネルギー庁（2020）「「再エネ型経済社会」の創造に向けて〜再エネ主⼒電源化の早期実現」7⽉22⽇（総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エ
ネルギー分科会／電⼒・ガス事業分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代ネットワーク⼩委員会（第18回） 基本政策分科会 再⽣可能エネルギー主⼒電源化
制度改⾰⼩委員会（第6回）合同会議、資料2 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/018_02_00.pdf）、p.12

24

出所：資源エネルギー庁（2017）「エネルギー情勢を巡る状況変化」8⽉30⽇（第1回エネルギー情
勢懇談会資料1）
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25

エネルギーに
関する意識の
転換

出所：⽇本原⼦⼒⽂化財団（2020）「原⼦⼒に関する世論調査（2019年度）報告書」2⽉、p.109

⼤きく変化する電⼒需給構造
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27

減るエネルギー需要

エネルギー消費量は
1989年水準に減少

出典：経済産業省「エネルギー⽩書2020」図211-1-1

28

急減した電⼒需要
ピーク(2010年）に
⽐べて8.7％減少
（20年前に）

出典：経済産業省「エネルギー⽩書2020」図214-1-1
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29

電⼒の安定供給は確保の⾒通し

８％

出所）電⼒広域的運営推進機関(2020)『2020年度供給計画の取りまとめ』3⽉、p.9.

30

今後10年の電⼒需給の⾒通し

出所）電⼒広域的運営推進機関(2020)『2020年度供給計画の取りまとめ』3⽉、p.15
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31

時代遅れの電⼒需給の考え⽅

上のエネルギー基本計画の考え⽅は時代遅れになっている。
再エネ⼤量導⼊時代/電⼒システム改⾰によって電⼒需給調整
の考え⽅がかわった。

32

ドイツの実際の電⼒需給
その他（⽕⼒等）

バイオマス

⽔⼒

⾵⼒
（陸上・洋上）

太陽光

出所：Agora Enegiewende (2013), 12 Insights on Germanyʼs Energiewende

－ 282 －

⽇本の電源構成（全国、2016年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）

⽇本の電源構成（全国、2016年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

33

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）
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⽇本の電源構成（全国、2020年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）

⽇本の電源構成（全国、2020年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

35

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）
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36

再エネは電⼒安定供給に役⽴つ（2019年8⽉の電源構成、全国）

出所：環境エネルギー政策研究所 ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）

中部エリアの電源構成（2020年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）
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38

中部エリアの電源構成（2020年4⽉28⽇〜5⽉4⽇）（その2）

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）

九州エリアの電源構成（2020年3⽉4⽇〜3⽉10⽇）

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）
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39

九州エリアの電源構成（2020年3⽉4⽇〜3⽉10⽇）
原⼦⼒発電、⽯炭⽕⼒が再エネ
の拡⼤を妨げている。

出所：環境エネルギー政策研究所

ISEP Energy Chartより参照（https://isep-energychart.com/graphics/）

エネルギー政策の再構築に向けて
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主体⾯での深刻な現状
政府は、グランドデザインなく、統⼀性がないまま、数字の上で2050年炭素排
出ゼロが実現可能かのようなエネルギー政策を構築しようとしている。政府は
個別の分野で制度を整備しつつある。

しかし、個別の政策を集合しても環境保全型社会が形成されそうにもない。
⺠間（市⺠）サイドは、
気候変動問題に関⼼がある層
原⼦⼒問題に関⼼がある層
再⽣可能エネルギーに関⼼がある層
新市場に関⼼がある層
に分かれており、本来的に密接な関係があるにもかかわらず、横の問題に知識と関⼼が
薄い。運動⾯でも統⼀的ビジョンがないまますすんでいる。

44

今後の課題
 環境上の⽬標を明確にする
2050年ではなくできるだけ早い時期に炭素排出ゼロを実現する
⼤きな枠組みを共有する

 新しいエネルギー供給構造は、既存の延⻑線上にないことを認識する
再⽣可能エネルギー100％のためには「柔軟性」確保が重要
硬直的な電源は不要である。逆にいえば、硬直的電源があると再⽣可能エネギーの⼤量導⼊は望めな
い。→ ⽯炭⽕⼒、原⼦⼒発電は不要というよりは障害である。

 原発の負の遺産処理は世代をまたいで取り組まざるを得ない。
原発が残した巨⼤な負の遺産
福島原発事故＆通常炉廃⽌、廃炉、再処理、（⾼レベルを含む）放射性廃棄物処分

 意思決定、ガバナンスのあり⽅を変⾰する
環境保全型社会形成のための⺠主主義的ガバナンスをつくる
透明な意思決定、情報公開、市⺠参加
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例：福島第⼀原発から、どの程度の放射性物質がでるのか

出所：⽇本原⼦⼒学会（2020）「国際標準からみた廃棄物管理─廃棄物検討分科会中間報告─」7⽉、p.19
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基調報告２
高田秀重氏

「プラスチックを「燃やす」日本，
「減らす」欧州」

高田

東京農工大学環境資源科学科教

東京農工大学の高田と申します。これから画面共有しながら，このスライドでお話

ししていきたいと思います。
今日のお話を始める前に，プラスチックの関係で，今コロナ禍の関係で，
「プラスチック
が返ってきた」
，すなわち，一時規制されて，だいぶ減ってきたプラスチックの使用量が増
えているということに関連して少し，初めに申し上げたいと思います。プラスチックとい
うものは，ウイルスを寄せ付けないという点で，対症療法的，緊急避難的な対策としては
優れているのですが，それを使い続ける恒久的な対策としてしまうことは，かえって悪循
環になるということを，初めに申し上げておきたいと思います。このプラスチックの添加
剤というものが，どうしてもプラスチックの品質保持のために入ってくるのですが，添加
剤の中には，免疫系に影響を与える物質があるわけなのです。免疫系に影響を与えると言
っても，すぐに今日使ったから，明日出るということはなくて，長期的に 10 年，20 年，
あるいは世代を超えて出てくると，そのような添加剤が実は入っているのです。
後の話になりますが，そのようなものが海に入った後，海洋生物を通して，人にも入っ
てくるということになりますので，長期的にはこのプラスティックを，この今の時点で多
用すると，後々，我々の免疫力が，下がる可能性があるということになります。緊急避難
的な対策としては使わざるを得ないのですが，これを恒久化して良いのかどうかというこ
とは，よくよく考える必要があると思います。
それで今，コロナ禍からのこの経済の回復ということで，グリーンリカバリーというと
ころがよく言われますが，その中に，このプラスティックの削減というものも，きちんと
位置付ける必要があると思います。グリーンリカバリーの中では，流域単位での物流ある
いは資源の循環，食料自給，地産地消というようなところが重視されてくる。グローバル
化と対極にあるような考え方，社会のシステムになりますが，そのようなシステムの中で，
地産地消や，流域単位の資源循環などのところを考えますと分かりやすいと思いますが，
このような物流や資源循環の変革の流れの中で，パッケージを削減することが可能になる
と思います。パッケージを削減していく，あるいは石油に依存しない社会ということで，
バイオマスを使うというようなところで，このプラスティックの使用の削減につながるの
ではないかと思います。
もう一つは，今の大島先生のお話とも関連しますが，これから分散型の再生可能エネル
ギーを，使っていくという社会になります。原発や火力発電所のような高エネルギーを一
点に集中した方式（ハードエネルギー・パス）から分散型のエネルギー源（ソフトエネル
ギー・パス）を使う社会に変わっていく中にプラスチック問題の解決も位置付けるべきだ
と思います。原発も火力発電も非常に，高エネルギーを一点に集中するシステムですので，
事故が起こると，危険であるという側面があります。実は，プラスチックを大量に，今燃
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やしておりますが，この焼却炉というものも，事故が起こるとなかなか対応ができない，
高エネルギーを一点に集中したシステムになります。高エネルギーを一点に集中する，こ
のハードエネルギー・パスの仕組みからの脱却の中に，このプラスチックの問題というも
のも位置付けていくべきではないかと考えられます。
本論のプラスチックの方の話に戻ります。今，マイクロプラスチックというものが，世
界的に問題になっていますが，元をたどれば，我々が陸上で使ったプラスティックが，陸
上の廃棄物管理を逃れて，海に入っていったものが紫外線で劣化して，マイクロプラスチ
ックになってしまうということになります。この海の汚染だけの問題でなくて，元をたど
れば石油から，今使われているプラスチックの大部分が作られていますので，実は温暖化
の問題であるということになります。現状でも石油産出量の８％～10％が，プラスチック
の生産に使われています。これが 2050 年には，他のセクターでの石油の消費量が減ること
によって，20％まで増加してしまうと考えられています。単に海の汚染というよりは，温
暖化ともリンクする，重要な問題になると思います。さらに，初めに，狩野副会長さんの
方からお話がありましたように，海の問題だけでなくて，人の健康にも関係するという問
題になります。
今お話ししましたように，マイクロプラスチックというものは，陸上で使われたいろい
ろなプラスチックが，破片になったものであるという話をしましたが，ここ数年の研究の
展開によって，それだけではなくて，他のいろいろな用途で，我々が使うプラスチック製
品が劣化して，最終的には海に入ってくる，使い捨てのものだけではなくて，我々が恒久
材として使っているものも数十年という単位，あるいは数年，数か月という単位で劣化し
て，最終的に海に入ってくるというようなことが分かってきました。
これは実は，素材としてのプラスチックの持つ，本質的な問題なのです。我々が使うプ
ラスチックという素材は，遅かれ早かれ劣化して，全てマイクロプラスチックになってし
まう存在なのです。金属やガラスとは異なる素材であるのですが，それに気が付かないま
ま，あるいは気が付いていても問題を先送りして，どんどん安易に，短期的な経済効率で
このプラスチックの方が選ばれて，金属やガラス，あるいはバイオマスであったものが，
どんどんプラスチックに置き換えられてきて，それが使っているうちに劣化してきて，海
に入ってくる。そして，生物に入るということが，数十年使ってきて分かったということ
になります。まず素材としてのこのプラスチックの問題を社会全体として理解する必要が
あると思います。
海に入ってきたものは，世界の海に漂っているわけですが，海の生物が，このプラスチ
ックを捕食してしまう，食べてしまうというところが，問題になってまいります。では，
食べてどうなるかということで，大きなプラスチックについては，物理的な被害が多く報
告されています。
では，今問題になり始めた，このマイクロプラスチックというものも，問題なのでしょ
うかということになりますが，大きな生物にとっては，大きなプラスチックが異物として
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問題であることと同様に，小さな生物にとっては，魚や貝ですね，マイクロプラスチック
も，物理的な異物として問題になります。これを粒子毒性と言いますが，粒子毒性につい
ては多くの室内実験で，そのような影響があるということが確認されています。端的に言
うと，生物の組織に異物が触れて，こすられて，炎症が起こるということであります。
多くの，今この分野の研究者が行う実験では，かなり高い濃度での実験を行っていて，
影響が出るということが確認されているのですが，今環境中で実測されるマイクロプラス
チックの濃度というものは，まだ，それに比べれば低いです。一応，粒子毒性としての閾
値，これより高くなると影響が出うる濃度というものは設定されて，報告されています。
それと比べて粒子毒性だけ見ると，2066 年にならないと影響は出ない，あるいは，2100
年にならないと影響が出ないという，そのような論文も出てきていますが，比較の元にな
っている川や海のマイクロプラスチックの数の測定が，315μｍ以上の大きなマイクロプラ
スチックだけを測っている点で過小評価でありました。最近，私達は 315μｍ以下のマイ
クロプラスチックも測定してみましたが，隅田川河口の水ではマイクロプラスチックの数
は 2 桁程度，これまでの測定結果より多くなりました。そして隅田川河口域の水中のマイ
クロプラスチックの数は粒子毒性の閾値にかなり近いことが分かりました。このあとにお
話しする化学的な影響を考えれば，楽観はできないと私は考えております。
化学的な影響とは何かというと，一番大きいものはこの添加剤の問題になります。プラ
スチックというものは，単にポリマーだけから作られているわけではなくて，プラスチッ
クの性能を良くしたり，維持するために添加剤という化学物質が加えられているのです。
劣化を抑えるための紫外線吸収剤，プラスチックを燃えにくくするための難燃剤，あるい
はそもそも，プラスチックを柔らかくするための可塑剤など加えられています。このよう
なものが加えられて初めて，プラスティックという製品が成立しております。
例えば我々の，あの身近なところにあります，このペットボトルの蓋です。これも，実
はこの中にも，法律でも規制されていたり，ＥＵの方でも監視されていたり，あるいは最
近になって，環境ホルモンがあることが分かってきたような紫外線吸収剤が，検出された
ことも事実です。ただ，このようなプラスチックから添加剤が出るという問題は，環境ホ
ルモンが問題になり始めました 20 年ぐらい前に，１回，産業界も行政も含めて，対応は取
られております。どのような対応かというと，使用時に人にばく露されないようなものが，
使われるようになりました。
人にばく露されないとはどのようなことかというと，簡単に，水に溶け出さないものな
のです。水に溶け出さないので，結果としてこのまま微細化して，マイクロプラスチック
になって海に入っても，海や水に溶け出さずに，そのままマイクロプラスチックに残って
います。マイクロプラスチックを，海の生物が食べていきますので，食べた後にプラスチ
ック自体が排せつされても，その添加剤の方は溶け出しやすくなりまして，魚や貝の身の
部分に吸収される。そして，それを人が吸収してしまうということになって，20 年ほど前
から行われた規制によって，あるいは対応によって，人にばく露されなくなった添加剤が，
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実はこのマイクロプラスチックとその生物による摂食を通して，人にばく露されことにな
ります。このような添加剤の新しい人への曝露ルートが分かってきたということが，この
マイクロプラスチックの問題だと，私は考えています。
まさに，人の健康の問題なのです。プラスチック自体の粒子自体の影響（粒子毒性）に
加えて，この添加剤や，あるいは海水中から吸着している化学物質の，間接的なばく露が
あることが分かったということが，このマイクロプラスチックの問題です。添加剤につい
ては，これまでの溶出試験による規制ではなくて，中に含まれている含有試験量の規制等
を行っていくことを通して，解決していかなければいけない問題になります。化学的な面，
あるいは毒性学的な面での課題というものがありまして，この内分泌かく乱が起こったと
きに，影響が出る，あるいは発現するまでに時間が掛かる，数十年や，あるいは世代を超
えて出てくるなどということで，なかなか因果関係の立証が難しいという点があります。
ただ欧州では，その物質の毒性として，この内分泌かく乱作用を持つのであれば，予防的
に規制しようというような対応が行われております。日本も，そのような予防的な対応を
取るべきだと考えられます。
いずれにしても，海に入ってきて微細化して，魚に取り込まれて，そこからまた人間に
返ってくるということで，海に入るプラスチックの量を，減らしていかなければいけない
というところになります。どのようにして減らすかということを，考えてみたいと思いま
す。
まず，一番単純なことは，埋め立てるということになりますが，埋め立てますと，この
添加剤が，埋め立てたプラスチックからしみ出してきて，川や，それから地下水を汚染す
るという問題があります。かなり高濃度の環境ホルモンが，このようなごみ処分場の浸出
水からは出てまいります。この写真は，どれも東南アジアのごみ処分場，我々が訪れたと
ころの写真になりますが，実は，日本では終わった問題ではないのです。日の出町にごみ
処分場がありますが，ここからも浸出水がいまだに出ております。
その浸出水をごみ処分場で処理してから，下水道放流して，下水処理場で処理し，河川
に流しているのですが，処理効率の悪い，除去されにくい成分があります。そのような成
分が，この下水処理場の放流水から高い濃度で出て，多摩川全体を汚染しているというこ
とも，最近の我々の研究から分かってきました。
ただ，対策を取る上での問題は，このようなところでの浸出水のデータや，浸出水の入
手が，公的には困難であるということで，なかなか直接的な証拠を得られないというよう
な問題があります。状況証拠的に見ると，この埋立地から出ているものは問題なのだろう
けれども，なかなかそこまで踏み込めないという問題点もございます。いずれにしても，
埋立てはだめであるということです。
では，燃やせば良いのかということになります。日本で出るプラティックの廃棄物の最
終的な廃棄の割合を，こちらに示しています。よくリサイクルされているのではないかと，
考える方がいるかもしれませんが，実は，リサイクルされているものは，ケミカルリサイ
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クルを入れても４分の１ぐらいなのです。残りの４分の３近くは，燃やされているのです。
単純に燃やされているものと，熱回収されているものがあります。熱回収というものは，
燃やして出たエネルギーを熱として利用する，あるいは，熱を使って発電をするという形
になります。
「サーマルリサイクル」というような，誤った言葉が使われていますが，決してリサイ
クルではないのです。プラスチックのリサイクルというものは形を変えて，またプラスチ
ックとして使うことが，プラスチックのリサイクルになりますが，１回燃やしてしまった
ら，それは二酸化炭素になってしまうのです。地球全体の物質循環を考えてみましても，
地下に眠っていた石油を使って，このプラスチックを作っている，合成しているわけです
から，プラスチックを燃やすということは，石油を燃やしていることと何ら変わりがない。
むしろ，そこへ投入しているエネルギーの分，更に無駄であるということになってしまい
ます。明らかに，この石油から作っているプラスチックを燃やすということは，パリ協定
違反になるわけです。実質的な二酸化炭素の発生を，2050 年以降ゼロに抑えるということ，
気温の上昇を 1.5℃以内にするというような考え方と明らかに矛盾することなのですが，
燃やされているということが実態であります。
もう一つ問題がありまして，ごみを燃やせば，ダイオキシン等の有害化学物質が発生し
ます。この問題も，また 20 年ぐらい前に問題になったところですが，高性能な焼却炉を作
ることによって，その有害な化学物質の発生と言いますか，外界への放出を抑えてきまし
たが，そのような高性能な焼却炉というものは，実は多大なコストが掛かります。40 万人
の人口の都市で発生する，ごみを焼却するための焼却炉には 100 億円掛かりますが，高温
でごみを燃やしますので，寿命も短いのです。炉が傷みやすく，30 年で寿命になるという
ことで，30 年たったらまた 100 億円掛けて，用地も含めて工面して，新しいごみ焼却炉を
作らなければいけないということです。果たしてこれが，長期的に持続可能な方法なのか
ということは，よく考えてみる必要があると思います。大島先生の話の途中で，我々は将
来の世代に付けを回しながら生きているという話をしました，まさにこのごみ焼却という
ものも，将来の世代への付け回しの一つということになってしまいます。
残念ながら，ここの部分が見落とされていて，プラスチックが大量に使われている。大
量に使われているプラスチックが，実は燃やされている。燃やすための焼却炉は，実は税
金で，焼却炉の建設，あるいは処分費が税金持ちになっているので，プラスチックは安い
という錯覚を，みんな持ってしまっているということ。処分費まで考えれば，あるいは焼
却炉の建設費まで考えれば，プラスチックというものは実は安くないのです。そのような
プラスチックの処分費まで，最終的にプラスチックの生産者が持つようにという仕組み，
拡大生産者責任をこのプラスチックに適用していくということが，大事になってくると思
います。
いずれにしても，焼却もだめ，埋立てもだめということで，リサイクルが良いのかとい
うことになりますが，リサイクルにもエネルギーが掛かりますし，費用も掛かります。場
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合によっては，リサイクルのために使うエネルギーがかかりすぎて二酸化炭素の発生量が
多くなり，焼却した場合に発生する二酸化炭素量を超えてしまうということもあります。
リサイクルの結果，温暖化が進んでしまうということもあります。それから，プラスチッ
ク自体，素材そのものの性質から，無限にリサイクルできるわけではないということ。そ
して，有害な添加剤もリサイクルされてしまうという問題も持っておりますので，リサイ
クルもやはり限定的である。
埋め立ててもだめ，焼却してもだめ，リサイクルも限定的であるとすると，海に入るも
のをゼロにするためには，蛇口を閉めるしかない。すなわち，プラスチックの社会へ入っ
てくる量を減らしていくしかないというところが，最終的な解になると思います。それが
このパリ協定とも調和的に，プラスチック問題を解決していくことになると思います。ま
ずは，今使われているプラスチックの大部分が，石油から作られているということを理解
して，脱炭素社会の構築の中に，このプラスチックの問題も位置付けていく必要があると
思います。石油ベースの素材から，バイオマスベースのプラスチックに変えていくという
ことになります。
ただ，バイオマスベースに変えたところで，今使っているものと同じ量のプラスチック
を使おうとすれば，原料のバイオマスを得るために森林破壊につながり，もちろん温暖化
が進んでしまうという面がありますので，プラスティックの使用量自体を大幅に削減して
いく必要があります。先ほどの大島先生の，電力の話に通じるところがあると思います。
まずはプラスチック全体の使用量を大幅に減らしていくことが必要で，そのためには物
流や商品の提供の方法など，根本的な変革を図る必要があると思います。どうしても必要
なプラスチック，最小限のプラスチック使用量にして，安全な添加剤の添加，あるいは添
加剤自体を添加しないようなプラスチックを，リサイクルしながら使うという社会が必要
になってくると思います。
時間も過ぎましたので，これで私の報告をおしまいにさせていただきます。
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40万人の都市のゴミを焼却するためには、焼却炉の建設
に１００億円かかり、運転には年間２億円以上かかりま
す。焼却炉の寿命は30年程度ですので、また30年後に

１００億円の建設費を用意しなければいけません。現在
の技術力をもってすれば、有害物質を煙として排出しな
い焼却炉の建設は可能です。しかし、費用が膨大にかか
ります。海外では、バグフィルタの交換費が払えずに、
停止しているゴミ焼却炉もあるということです。

さらに、古い焼却炉の解体も必要で、高濃度のダイオキ
シンや重金属が含まれ廃焼却炉の解体にはさらに莫大な
費用がかかりますし、危険性も伴います。持続可能な方
法でしょうか？莫大な借金と危険物を将来の人類に押し
つけてよいのでしょうか？
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基調報告３

「多様な主体が未来を描くために

大久保規子氏
大久保

ＳＤＧｓと参加原則」

大阪大学大学院法学部研究科教授

皆さん，こんにちは。よろしくお願いします。私の報告のテーマは参加ですけれ

ども，先のお二人のご報告と比べますと，少し法律的なお話が多くなると思います。
まずＳＤＧｓと参加の関わりですが，ＳＤＧｓは，2015 年に採択された，2030 年アジェ
ンダの一部です。従来の目標と比べると，日本も含め先進国に対する目標でもあるという
ことが大きな特徴です。もう一つ，押さえておかなければならないことは，ＳＤＧｓに関
しては，従来のように法律によって義務付けるという考え方から，みんながパートナーシ
ップで取り組むという考え方に転換したと言われることがあります。
しかし，パートナーシップで取り組むことと，法律で規制するということはどちらも重
要で，法律に代わって，全てをパートナーシップで解決できるということではございませ
ん。2030 年アジェンダにも，世界人権宣言，人権諸条約等を主要原則とするということが
盛り込まれております。
従いまして，人権を基礎として，これを保護・実現していくことがＳＤＧｓの最終目標
であり，そのためには実効的な法の支配と，全てのレベルでのガバナンスが重要であるこ
とも明記されています。このことを，まず押さえておきたいと思います。
次に，これまでの成果文書を，見てみたいと思います。出発点になるのは 92 年のリオ宣
言ですが，リオ宣言は，第１原則で環境権を規定しています。また第３原則では発展の権
利について規定していますが，そこでは現在，将来の環境ニーズを，衡平に実現すること
とされています。この基となっているものは，国連発展の権利に関する宣言という，1986
年の宣言ですが，このときにはまだ，発展と環境が結び付いていませんでした。発展を実
現するためには利益の衡平な配分が必要という部分は同じなのですが，それが将来世代に
も関わるということ，そして発展には，全ての人の積極的な，自由な，意義のある参加が
必要であるという，この二つの柱から，発展の権利が成り立っています。
そしてまたリオ宣言では第 10 原則として参加の部分を特出しにして規定していて，環境
問題の解決には，全ての市民の参加が必要だと述べています。参加の原則は，情報公開，
決定への参加，司法アクセスという三つの要素から成り立っています。この参加の原則が
ＳＤＧｓのどこに書かれているのか，少し分かりにくいかもしれません。ＳＤＧｓという
ものは，どの目標も有機的に結び付いているので，目標３の問題や 10 の問題というように，
縦割りにして考えること自体が良くないのですけれども，参加の原則や法の支配はどこに
位置付けられているのでしょうか。
ＳＤＧｓのマークから見ると，少し分かりにくいかもしれませんが，実は目標の 16 です。
鳩のマークなので，皆さん平和の問題と思いがちですし，もちろん平和とも密接に関係は
結び付いていますけれども，目標 16 は，全ての目標の基盤・横軸となる，様々なものが盛
り込まれたガバナンス目標になっていまして，目標 16 のターゲットの中に，参加の権利や
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法の支配といったことが，盛り込まれています。
このように参加が重視されるようになった国際的背景には，三つの潮流があります。第
一に，特にこの数年で大きく変化しているのは，環境立憲主義と呼ばれる動きです。環境
権や環境に関する規定を憲法に盛り込む動きが急速に広がっています。国連の調査によれ
ば，既に 156 か国が憲法や法律等で環境権を規定・承認しているとされています。日本は，
憲法にも法律にも，環境権が明記されていませんので，残りの約 40 か国に含まれます。既
に国連加盟国の３分の２が，環境権を承認している，ここが，この 10 年の大変大きな変化
です。
第二に，既に 90 年代から重視されてきたのが，環境民主主義です。何が良い環境かにつ
いては，様々な考え方があるので，決定に全ての人が参加できるようにして，みんなで話
し合う必要があるという考え方です。
第三に，これも最近の動きなのですけれども，環境上の法の支配ということが言われる
ようになりました。英語では，environmental rule of law と言います。法の支配自体は
近代国家の基本原則で，行政は法律を執行するものであり，法律違反の行為については，
最終的に司法コントロール，裁判所によるコントロールが行われるということです。なぜ，
わざわざ「環境上の」法の支配ということが言われるのかというと，環境の分野，特に自
然保護の分野では，環境法に違反している行為に対して，誰も裁判を起こすことができな
いという事態が存在していたからなのです。
誰も裁判を起こせないと，法の支配に穴が開いてしまう。司法コントロールが及ばない
部分が出てきてしまうので，全ての違法行為を裁判所でコントロールできるようにすると
いうことが，環境上の法の支配のポイントになります。そのためには，環境という公益を
守るための訴訟，いわゆる環境公益訴訟が必要になってくる。その導入が世界的な潮流と
言えます。
リオ宣言は宣言にすぎませんので，参加の原則がどのように法的に担保されているかと
言えば，1998 年に，市民参加に関する「オーフス条約」が採択されています。この条約で
は，先ほどお話をしました三つの権利，参加するという権利，参加するためには情報が必
要ということで，情報公開，情報にアクセスする権利，環境法規違反がある場合に，裁判
所に訴えることができる権利を保障しています。この三つがなければ，環境権をいくら憲
法に書いても絵に描いた餅になってしまうため，手続的に環境権を保障するためにオーフ
ス条約という条約ができました。この三つの権利が個人だけではなく，ＮＧＯにも保障さ
れているということもポイントです。
オーフス条約の加盟国は，現在約 50 か国で，まだ 150 か国ぐらい加盟していないところ
があります。そこで，未加盟国でも参加を促進するためにバリガイドラインが作られたり，
また，先ほど述べたようにＳＤＧｓの目標 16 に参加の重要性が普遍的なものとして盛り込
まれています。環境分野だけではなく，あらゆる決定について，参加が必要であるという
形に広がっている。そして，最近中南米では，自分たち独自に，エスカス協定という市民
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参加の条約を作りました。この条約が成立したとき，私もコスタリカのその会場にいたの
ですが，大変盛り上がりました。
このような，参加原則の国際的な展開の中で，日本はどう映るのでしょうか。2014 年に
法律に定められている環境分野の三つの参加の権利を 70 か国，国際比較してみるというプ
ロジェクトが行われました。これが環境民主主義指標による評価結果ですけれども，アメ
リカ，イギリスという先進国に対しまして，これが日本の結果です。左から情報アクセス，
参加権，司法アクセス権ということになりますが，アメリカ，イギリスより低いことはも
ちろん，アジアで最も調査結果が良かったインドネシアよりも低い，全体的に低いという
ことが分かります。
皆さんの中には，
「インドネシアが高い？あまりイメージが湧かない」
，
「法律に書いてあ
るかもしれないけれども，法律が守られていないんじゃないか」と思う方もいると思うの
ですけれども，実は，相対的に見ると，権利を強化して保障している国は，実際にも参加
の保障割合が高いという結果が出ています。法律に書いてあることが守られていない国が
たくさんあるということは，そうなのですけれども，法律が保障している制度が低くなる
と，相対的に実際の保障制度も低くなってくるということです。
それでは，日本の課題はどこにあるのでしょうか。オーフス条約の中で書かれているこ
とが，基本的に現在グローバルスタンダードとなっていますので，オーフス条約の内容と
比較してみたいと思います。まず情報アクセスには情報開示と情報収集・提供という二つ
の柱があります。一つ目の柱である情報開示は，私たちが情報の改正請求をしたら開示し
なければいけないかということです。この点については，国，自治体だけではなくて，一
定の公益事業者も情報公開をする義務があるということが，日本との大きな違いです。鉄
道であっても，高速道路の運営会社であっても，民営化されたか否かに関わらず，情報公
開の義務を負うということになります。また先ほど，ごみ処分場からの排水の状況がよく
分からないというお話がありましたが，企業の排出情報であっても，環境への排出情報は，
基本的に営業の秘密を理由に不開示にできないということも，日本の仕組みとの大きな違
いになっています。
二つ目の柱は，私たちが請求しなくても環境リスク情報等を国民に，影響を受ける人に
迅速に伝達することが，国の義務であるということが大きな特徴です。生命を脅かされる
危険性があるのであれば，例えば，廃棄物処分場の汚水によって健康を害するおそれがあ
る，放射性物質による何らかの健康リスクがある，あるいはアスベストによる健康リスク
があるといったことについては，国が迅速に，影響を受ける可能性がある人に伝えて，リ
スクを回避できるような措置を取らなければいけない。
このような国の義務は，単に手続的な参加権からだけではなくて，同時に，生命権とい
う私たちの古典的な基本的人権から導き出されているという理解が，現在の国際的な潮流
になっています。従いまして，情報を提供しなければ，その国の不作為は違法になり，国
は国家賠償責任を負うという点も，大きな注目点です。
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次に，決定への参加については，保障の内容は決定プロセスの段階によって異なってい
ますが，今日は政策決定への参加と，個別の許認可の決定段階に焦点を当てたいと思いま
す。政策決定への参加に関しては，第一に，その仕組み自体が十分にないということが日
本の特徴です。特に，環境に関係のある政策について適正な環境配慮をさせるための国際
的に標準的な仕組みである，戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）が導入されていない，あ
るいは，持続可能性アセスメントが導入されていないということが，決定的な欠陥である
と言えます。
政策評価法という法律が日本にはありますけれども，ここでの評価項目として明記され
ているのは，必要性，効率性，有効性だけです。実は有効性等と書いてあるので，
「等」の
中に持続可能性や環境の視点が入るはずですけれども，実際には，そのような運用が行わ
れていないという問題があります。そうすると，どこで政策参加するのかということなの
ですが，パブリックコメントの他に，最近では，プラットフォームというものがいろいろ
な分野で作られています。このプラットフォームは，欧米を参考にしているのだと思うの
ですけれども，何をするところか，よく分かっていない部分があるのではないかと思いま
す。私の見るところ，プラットフォームというものは，政策を実際に実施するというより
も，何を論点にするのかというアジェンダ設定を，参加型で決めていくときに重要である
と考えています。
例えば，アセス法を改正するときに，
「今回の改正では，ＳＥＡとか，団体訴訟は検討し
ません。これとこれを検討してください」と，その法律改正の検討範囲を，あらかじめ行
政が決めてしまうという仕組みではなくて，何をアジェンダにするのかということ自体に
ついて，市民やＮＧＯの参加が必要とされているということが，日本との大きな違いと言
えると思います。
第二に，個別の許認可団体は，あまりにも課題が多すぎて，全部お話しすることがなか
なか難しいのですけれども，一つは，日本でも，アセスのように，参加規定がある場合が
あります。しかしながら，それ自体が権利として認められていないということが，大きな
課題です。その結果，何が起きているかということなのですが，まず，影響を受ける人に，
参加できますという情報が十分に届いていない。この点については，国際的には個別通知
が推奨されています。例えば，ホームページに載せましたというだけでは不十分です。
先ほど，大島先生の報告に，規制をされる人が政策に参加しているという話がありまし
たが，特定の強力なプレッシャーグループが，不適正な圧力を政策に掛けることのないよ
うモニタリングをして，経済的な利益ももちろん考慮する必要はあるわけですが，それと，
環境利益をインプットする人のバランスを取らなければいけないということになっていま
す。
また，参加のタイミングが遅いということや，期間が短いということもよく言われてい
ることです。これらに加え，ここで強調したいことは，参加機会の少なさと，直接的な意
見交換の少なさです。実は，諸外国と比べ，日本の場合には意見書提出という参加の形態
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が多い。もちろんインフォーマルにワークショップなどが行われている場合がありますけ
れども，最低限の義務として，直接的な意見交換の確保が定められていることは少ない。
アジアの主要７か国調査してみたところ，アセスで公聴会―ここでいう公聴会は，単に意
見を述べるだけではなくて，意見交換という意味での公聴会ですが，これを義務付けてい
ないのは日本だけなのです。日本でも，条例で義務付けている場合はありますが，都道府
県条例でも義務付けていない場合があります。
しかも，政省令等に関するパブリックコメントの場合と異なり，開発許可のような個別
の許認可について，どのように皆さんの意見を検討して，どのような理由で開発許可をし
たのかという，理由が公表されることはありません。裁量権がどう行使されたのかを公表
することが，国際的なスンダードなのですけれども，それが義務付けられていないという
大きな欠陥があります。
参加の頻度については，例えば，ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州という，
デュッセルドルフがある州で，法律に基づいて実施された環境分野の参加の件数がどれぐ
らいあるかというと，数年前のデータでは年間 962 件です。これだけ常にいろいろな形で
参加をしている国とそうではない国では，政治への参加，政策への参加に大きな違いが出
てくるということになります。
さらに，訴訟に関しては，日本はまれに見る行政訴訟の原告適格が狭い国であると，客
観的に評価することができます。これは，ドイツの影響を受けたものであるとよく言われ
ています。実際，ドイツは，欧州の中でも最も原告適格が狭い国の一つです。欧州の中で
も狭いところを真似したのが日本ということになるわけですが，そのドイツですら，環境
分野に関しては，特別な仕組みを設けています。環境団体訴訟という形で環境公益訴訟を
設けているのですが，日本では，これも導入されていない。環境ＮＧＯが公益訴訟を起こ
すことができないということも日本の大きな特徴です。欧米先進国だけではなく，南米，
アフリカ，それから主なアジアの主要国でもそのようなところはほとんどありません。日
本が，少数の少数の一つになっている部分であると言えます。
その他にも，日本では原告適格がないから議論が進みませんが，さまざまな新しい動き
が訴訟でもあります。例えば先ほどプラスチックについては，因果関係の立証が難しいと
いうお話がありました。この点，国際的には，環境訴訟において，予防原則を適用するこ
とが義務付けられていたり，あるいは南米では，疑わしき場合には自然の利益に判断する
というような原則が採用されている国もあります。そのことと関連し，裁判官や政治家に
対するキャパシティ・ビルディングも重要な課題とされています。
環境団体訴訟については，日本では環境団体訴訟を提起できるようなＮＧＯが少ないの
ではないのかと言われることがあります。しかし，その背景には，助成も含め，団体が参
加する基盤の確保が日本では弱い。例えば，ＥＵでは，毎年 13 億円ぐらい環境団体のネッ
トワーク団体に，意見調整等，政策参加のための金銭助成をしています。ドイツでも，例
えば，環境団体が意見調整をするためのオフィス代等に，9,000 万円の予算を出したりし
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ています。参加をするためにはコストが掛かるということを前提に，それをカバーする仕
組みが，70 年代から制度的に保障されており，それを前提として，訴訟や参加の制度が発
展してきたということを，理解する必要があります。
最後に，ＳＤＧｓは権利に基づくアプローチ，権利保障を基礎とすると言いましたけれ
ども，その権利の中身が環境権，あるいは自然自体も権利を持つというように発展をして
きています。しかも，日本のように，環境権や自然の権利を認めていない国におきまして
も，先ほどお話ししましたように生命権や，日本でいう人格権のようなものから，参加権
が導き出されるという考え方に立って，例えば，気候変動は生命権あるいは人格権の問題
であるとして参加の権利や訴訟の権利が認められ始めているということになります。
このように，日本がＳＤＧｓ16 に対応しようとする場合には，本来，権利を基礎とした
アプローチをとるとともに，環境に関する権利自体が発展してきているということを踏ま
える必要があると考えます。
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・ＳＥＡ（戦略アセス）／SAが不存在
– Second level
・政策評価法に環境の視点が⽋如
• Third level
・アジェンダ設定（何を論点にするか）への参加の⽋如
– Fourth level
・本来は，プラットフォームの重要な機能
» Fifth level
２ 許認可段階
・参加が権利として未確⽴（アセス等）
・影響を受ける関係市⺠の分析＋参加⼿続の通知が不⼗分
オーフス条約ガイドの推奨事項
・強⼒なロビーグループのモニタリング
参加できない/したくない⼈への配慮
・個別通知の推奨

懸念事項の
把握／検討→
⼿戻りを防ぐ

グリーンアクセスプロジェクト
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ドイツのNRW州の参加手続の種類と数
2018年は962件 出典：州オフィス年報

• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
数が多いの
は河川改修

グリーンアクセスプロジェクト
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日本の課題：決定への参加権(2)
２

許認可段階（続き）
• Click
to edit Master text styles

・参加のタイミングの遅さ
– Second level
ゼロオプションが可能な段階を徒過
• Third level
→プロアクティブな参加の必要性
– Fourth level
・参加機会の少なさ
» Fifth level
・参加期間の短さ
→許認可の性質，重要性に応じた設定という発想の⽋如
・直接的な意⾒交換の少なさ
アセスで公聴会を義務付けていないのは，アジアの主要
7ヵ国調査でも⽇本のみ
・意⾒の検討結果や許認可の理由の公表の⽋如
拒否／不利益処分の場合のみ＋名宛⼈に対してのみ
グリーンアクセスプロジェクト
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日本の課題：司法アクセス権(1)
環境訴訟の性質に応じた制度設計の不⾜
１ 世界でも希に⾒る⾏訴の原告適格の狭さ
•・法律上の利益＋処分の根拠法規による保護要件＝
Click to edit Master text styles
ドイツの保護規範説の影響
– Second level
→ドイツは欧州でも例外
環境公益訴訟導⼊による改⾰済み
• Third level
・国際潮流との乖離
– Fourth level
・「環境権」を認める国が156ヵ国
» Fifth level
・「⼗分な利益」要件が主流
事実上の利益も含む
２ 環境団体訴訟が認められていない
・欧⽶，南⽶，アフリカ，豪州では可能
・アジアの主要国でも⽇韓以外は可能(韓国は改⾰論が浮上)

⽇本＝主観訴訟の範囲が狭く，環境公益訴訟も未導⼊
グリーンアクセスプロジェクト
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日本の課題：司法アクセス権(2)
環境訴訟の性質に応じた制度設計の不⾜

３

原告適格以外の改⾰論が進まない
• Click
to edit Master text styles

(1)迅速な仮の救済
– Second level
・海外︓⼝頭弁論無しの緊急命令制度の例あり
• Third level
(2)審理原則
– Fourth level
・海外︓予防原則，「疑わしきは⾃然の利益に」
» Fifth level
原則等あり
(3)専⾨的な審理組織
・海外︓環境裁判所，環境裁判官等の導⼊が増⼤
(4)訴訟費⽤
・海外︓環境公益訴訟の特則（敗訴者負担の例外，
訴訟費⽤の減免）の導⼊例あり
グリーンアクセスプロジェクト
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国際的に進むアクセス権の基盤整備
弱者（先住⺠，障がい者）への配慮
• １Click
to edit Master text styles

–・翻訳，参加旅費の⽀給も含む
Second level
２ 環境団体への助成
• Third level
– Fourth level
・⽇本の地球環境基⾦の助成額は年間約6億円
» Fifth level
３ 環境・⼈権活動家の保護規定を整備
・SLAPP対策も含む
４ キャパシティビルディング
・⾏政職員，政治家，裁判官を含む

グリーンアクセスプロジェクト
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欧州の環境団体助成は2本立て
１ プロジェクト助成＋運営（制度的）助成
•・環境団体の政策参加のための助成
Click to edit Master text styles
プロジェクト助成費では賄えない意⾒調整費⽤を助成
– Second level
(オフィスの賃料，職員の⼈件費，会合旅費，設備費）
• Third level
２ EUの運営助成の例︓LIFEプログラム
– Fourth level
・⽬的の１つとして「ＮＧＯのインボルブメントとすべての
» Fifth level
レベルのガバナンスの向上」をＬＩＦＥ規則に明記
・ 現プログラム期間(2014-2020)の予算総額は約4500億円
・運営助成の総額＝ＬＩＦＥ予算全体の最⼤19％
・毎年約30団体に総額約1000万ユーロ(約13億)を助成
・助成団体＝主にＥＵレベルで活動する，環境団体の連合体
ＥＥＢ，ＷＷＦ欧州政策オフィス，バードライフ・ヨーロ
ッパ等
グリーンアクセスプロジェクト
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ドイツの環境団体助成
１ 承認団体制度の採⽤（特別の参加権＋訴権）
•２Click
to edit Master text styles
連邦と州でプロジェクト助成＋制度的助成
– Second level
・制度的助成は公的機能の対価（負担⾦類似）
• Third level
３ 多様な助成（連邦＋州＋市町村＋基⾦）

– Fourth level
・１件数10億〜数百万まで，額・年数も多様
» Fifth level
・ソーシャルビジネス，アドボカシー，実践等
４ 安定的な助成財源の存在(宝くじ等)
５ 委託ではなく，助成が中⼼
・ドイツと対照的な⽇本
制度的助成の発想⾃体が⽋如＋少額＋委託が主流
→提案制度，協議会制度が機能しない⼀因
グリーンアクセスプロジェクト

Green Access Project

州レベルの助成
NRW州の助成制度：３本柱
NRW州政府によるプロジェクト助成
•１ Click
to edit Master text styles

(1)エコステーション助成（3000万X40箇所）
– Second level
＊⽇本の公園管理団体は全国で５団体
• Third level
(2)⾃然保護助成（約13億／年）
– Fourth level
(3) ESD助成（約３億／年，約1300万／件）
» Fifth level
２ 州政府による制度的助成
・意⾒書作成のための共同オフィスの設置
参加関連⽂書の個別配布＋意⾒調整＋情報提供
・助成額は約9000万／年（⼈件費，物品費，旅費等）
３ NRW州環境財団による助成（年間約20億）
・２つの財団＝環境・郷⼟・⽂化財団と環境・SD財団
グリーンアクセスプロジェクト
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今後の展望
１ 環境に関する権利の承認／拡⼤
• Click
to edit Master text styles
・環境権
– Second level
・参加権を核とする⼿続的権利（⼿続的環境権）
• Third level
・⾃然の権利
– Fourth level
・エクアドル，ボリビア等で実定法化
» Fifth level
２ 伝統的な⼈権の発展
環境権規定のない欧州⼈権条約の動向
・国家の環境保護義務を肯定
・⽣命権等から⼀定の参加権を承認
・気候変動＝⼈権問題
グリーンアクセスプロジェクト
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おわりに
•SDGｓ16＝ガバナンス⽬標は，基盤的な⽬標
Click to edit Master text styles

– Second level
権利を基礎としたアプローチはSDGｓの出発点
• Third level

– Fourth level
» Fifth level

持続可能な発展で実現すべき
権利の発展を踏まえた改⾰を

グリーンアクセスプロジェクト
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基調報告４
佐藤潤一氏

「環境保全がビジネスを営む理由になる時代」

佐藤

元パタゴニア日本支社環境・社会部門ディレクター

今回のシンポジウムのテーマは，環境法や司法の役割が変化している点だというよ

うに思います。同時に，民間企業の役割についても，世界では大きく変化していると，そ
のようなことについて，今日は私の方からお話をさせていただければと思っております。
まず，環境問題や格差の問題，人権問題というものが，そもそも資本主義の行き過ぎに
よって起きているという認識が，世界中で広まっているということが挙げられます。エー
ベルマンという調査会社が行った調査では，資本主義のあり方が，世の中に善を成すより
も害を及ぼすというような考え方に賛同する方が，多くの国で国民の半数以上となってい
ます。
一方で，日本ではその比率が少ないです。35％ということで，資本主義のあり方に対し
て，まだ信頼が高いということがわかります。民間企業のあり方を考える中でも，このよ
うな国際的な状況との違いというものも，考えておかなければいけないと思います。
民間企業が信頼される場合に，どのような要素が重要になってきているのかということ
を調査した結果では，例えば，誠実さや企業の目的，信用というような倫理観に関わるも
のが，企業の信頼に対して非常に重要な役割を担っているということが分かります。つま
り，その企業がどれほど能力が高かったとしても，倫理観がなければ，その企業の信頼が
得られない現状ということになります。これは，国際的な数字になります。
他にも，いくつか象徴的な事例があるのですけれども，例えば，企業の役割は株主の利
潤を最大化するということが一番の目的ですということを定めていたアメリカのビジネ
ス・ラウンドテーブルという団体が，企業の目的を再定義しました。
こちらも，同じ調査報告書によると，企業が自社の利益の増大というものだけでなくて，
社会状況の改善，つまり環境保護や人権問題の改善などにしっかりと取り組む行動を取っ
ても良いと考える人が，国際的には 73％いる。一方で，国内ではまだ 52％なのです。今日
お話しする内容にもなるのですけれども，民間企業が自社の利益の増大だけではなくて，
社会の利益に対して，例えば声明を発表したり，自分たちの立場をしっかりと説明すると
いうようなことが行われてきている。顕著な例では，やはりブラック・ライブズ・マター
の際に，多くの企業が，私たちの企業はこのような立場でこの問題を考えていますという
声明を出しておりますけれども，そのような企業の行為に対して，支持する人が増えてき
ているという状況があるかと思います。
今日は，環境保全に対して，先進的な取組をしている企業の事例を紹介したいと思って
います。サステナビリティに関連するランキングは様々ありますが，一例として，サステ
ナビリティ・リーダーズのランキングをご紹介します。ここではユニリーバやパタゴニア，
イケア，インターフェースというような企業が評価されています。以前は，この調査の中
でも，日本企業もいくつか入っていましたが，ここ数年は，日本企業は一切名前が出てき
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ていません。
今日ご紹介したい企業の一つに，オーステッドという会社があります。オーステッドは，
デンマークのエネルギー企業ですけれども，元々は化石燃料を扱う企業で批判をされてい
て将来的にリスクが高いのではないかと思われていた企業です。ところが，このオーステ
ッドが気候危機を目の前に感じて，事業形態そのものを変化させるということを，ここ 10
年間で行ってきています。例えば，元々10 年前に石炭から離脱すると決めてそれ以来，石
炭の使用量は 73％削減させて，二酸化炭素の排出量を半減させているというような状況で
す。
さらに，2023 年には，二酸化炭素の排出量をそもそも 96％削減するということを掲げて
います。これがなぜ可能かといいますと，元々石炭や石油に依存していた会社だったので
すが，事業形態を大きく変換させて，自然エネルギー，特に風力発電事業に特化するよう
な形で変化を遂げたということになっております。ですから，最初にお見せしたサステナ
ビリティのランキングの中にも，オーステッドという会社が挙げられていますし，最近で
は気候危機の問題が大きくなるにつれて，このオーステッドという会社が注目されていま
す。
日本でも，例えば自然エネルギーに力を入れている企業があるということも聞きますけ
れども，このオーステッドの会社の特徴は，石炭や石油というものをやめるという決断を
して，新しい事業に移行していくことを先進的に行っているところが大きな違いかと思い
ます。日本の企業ですと，既存のものは，例えば石炭火力事業や原発事業など，そのよう
なものを維持，もしくは子会社化させるだけで，その上で自然エネルギーを追加する形で，
既存の事業形態を変化させずに，追加的に自然エネルギーに取り組む企業が多いかと思い
ます。そのようなものではなくて，気候危機の深刻さを考えると，やはりやめなければい
けない事業があるということを，企業としても実行に移すということが，非常に重要なの
かと思っています。
オーステッド前ＣＥＯのポールソンさんの国連で行ったスピーチが，YouTube でもご覧
いただけますので，聞いていただければと思います。企業のＣＥＯとして非常に前向きで，
かつかなり野心的な目標を掲げて，それを積極的に発表していくというようなことを行っ
ています。
他にも，例えばダノンやユニリーバもそうですが，農業との関係性が強い企業が，これ
までの農業のあり方，農薬や化学肥料に依存し過ぎてビジネスを成り立たせていたモデル
を変えようという姿勢も示し始めています。このようなモデルでは，事業の継続性だけで
はなくて地球の継続性が成り立たないと，最近ではこのＣＥＯの発言のように，化学物質
への依存をやめましょう。そのために，自然を基盤とした解決策を取り入れていきますと
いうような方針を示して，新しいビジネスのプラットフォームを作り，積極的に国際社会
やそれぞれの政府に働き掛けるというようなことも行っています。一昔前までは，ＮＧＯ，
非営利組織環境団体が中心的に行ってきたような活動ですが，気候危機や生物多様性の危
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機，プラスチックの問題もそうですが，危機感を感じるにつれて，民間企業も非営利団体
がやるようなことを始めています。
次に，パタゴニアの事例ですけれども，パタゴニアはこのようなアウトドアで使う際に
使用する衣料品を販売している会社になります。アウトドアと自然が非常にリンクしてお
りますので，自然を守るというような考え方が，スタッフや会社の中に浸透している会社
と言えます。パタゴニアのミッション・ステートメントは，私たちは故郷である地球を救
うために，ビジネスを営むというものです。ですから，ビジネスを営むこと自身が目的で
はなくて，故郷である地球を救うために，その手段としてビジネスを営んでいるというと
ころが，大きな特徴かと思います。例えば，事業とは全く関係ないですが，クライメート・
アクティビズム・スクールというものを主催して，若者たちと一緒に，どのように気候危
機問題を解決に向かわせることができるかを考えるというようなプログラムも実行してい
ます。
パタゴニアは，例えばコットンや生地などを，できる限り環境負荷の少ないものに切り
替えるということに，ずっと取り組んできています。それだけではなくて，例えば衣料品
の分野では，使い捨てが非常に大きな問題になっていますので，修理を頻繁に行うことに
よって，一度買ってもらった商品を長く使ってもらうというようなことにも取り組んでい
ます。
また，一例としてご紹介しますが，トランプ大統領が現在の政権に就いた際に，様々な
環境分野に関するマイナスの影響がありました。その一つとして，国立公園を廃止して，
石炭を掘ることが認められるというような動きがありましたので，その際に，パタゴニア
は企業として大統領を訴えるということも行っています。
また，大久保先生のお話の中でもありましたが，助成金など非営利組織への支援が非常
に重要になってくるかと思っています。その中で，パタゴニアは売上げの１％，利益では
なくて売上げの１％を，環境団体に寄付してきたということもあります。国内では，例え
ば神戸や横須賀で今行われている，石炭火力発電所の見直しを求めるような裁判，それに
関わる団体に対しても，このような助成金を通して支援を行っています。
最初の大島先生や高田先生のお話の中にもありましたが，若い世代の方々にとってみる
と，気候危機やプラスチックの問題は，非常に深刻な問題かと思います。やはり，気候危
機は問題ではあるのですけれども，より大きな視点で考えると，現在の経済の仕組みとい
うものの悪いところが，全て気候危機として表れていると私は思っています。その経済活
動の中のそもそもの仕組みを変えていかない限り，この気候危機というものは解決できな
い。そのようなことを考えれば，やはり企業のあり方を変えていくということは，非常に
重要かと思っています。また，先進的な企業もこれから増えてくると思います。
最後に，司法が一つの重要な手段として，気候危機やプラスチックの問題を解決できる
ような方向になって欲しいと期待をしております。私の方からは以上になります。ありが
とうございました。
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パネルディスカッション
２０２０年１１月２１日

日弁連公害対策・環境保全委員会５０周年記念シンポジウムの

パネルディスカッションから（樋口英明氏，大島堅一氏，高田秀重氏，大久保規子氏，佐
藤潤一氏，小島延夫）
小島延夫

パネルディスカッションのコーディネーターの小島延夫と申します。本日の今

までの報告の中で，大島さんの方から気候変動の問題，高田さんの方からプラスチックの
問題について，極めて深刻であるという状況をご報告いただきました。そのような中で，
元パタゴニアの佐藤さんからは，企業の存在目的自体が，環境保全になる時代となってい
るということが報告されました。大久保さんの方から，各国が参加公開司法アクセスを改
善するということで，環境保全を図っていることも報告いただきましたし，浅岡さんの方
からは，世界各国，ヨーロッパなどで気候変動を解決するための原動力として，裁判所が
積極的な役割を果たしているということも言われました。
他方，日本の現状を見ると，極めて深刻な課題がまだまだ存在している状況です。そこ
で，まずこのパネルディスカッションでは，第一に裁判所を通じた環境保全の実現に，ど
のような可能性があるかということを議論して，そのあと，日本において参加と公開を拡
大していくために，どのような可能性があるかということを議論したいと思っております。
最初に，樋口さんにお伺いしたいと思います。日本においては，私の報告の中でも少し
触れましたけれども，過去，原発の操業について，裁判所は行政の判断を是として，その
操業を止めることに消極的な姿勢を取ってきたという経過があります。そのような中で，
樋口さんは原発の再稼働をやめるという判断をされました。そのように判断された樋口さ
んのお考えについてお話しいただけると有り難いのですが，よろしくお願いします。
樋口

私がこの事件を担当して最初に考えたことは，福島原発事故は，実際起きてしまっ

たということです。この起きたことについては，今まで訴訟がなければ別ですけれども，
数々の訴訟が提起されていたにもかかわらず，例外はありますけれども，原発の危険性で，
原発を止めなかったことが福島原発事故につながったという，いわば反省から出発しない
と仕方がないと思いました。その場合，やはり結果的に，少なくとも過去の裁判例は間違
いだった。このように，前例を見ないようにしよう。だから，私の陪席裁判官には前例を
見ないように言いました。自分の頭で考えなさいと，そのようなことを最初に申し上げま
した。自分の頭で考えると言っても何の指標もなければ，何も生まれませんので，もちろ
ん，指標となるのは私たちが，司法研修所で習ったことです。訴訟物から考えて，要件事
実は何かを考えていくということから，出発しないといけないと思いました。
その点から考えると，要するに，人格権侵害ということは放射能漏れが起きる危険性，
具体的危険性の程度について考えるしかないと，そのような思考順番になると思います，
必然的に。そうすると，次のようなことが言えると思います。
まず，原発事故のもたらす被害は極めて甚大です。
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第二に，それ故に原発には高度の安全性が求められる。地震大国日本において，原発に
高度の安全性が求められるということは，原発に高度の耐震性が求められるということに
他ならない。
第三に，現在のわが国の原発は，耐震性が極めて低い。
従って，原発の運転は許されないと，これだけの話です，訴訟物から考え直すとこのよ
うになります。
それぞれについて説明します。原発事故の被害は極めて甚大である。このことについて
若干申し上げると，
「Fukushima50」という映画がありました。あの中では十分描ききれて
いないと思うのですが，あれは２号機，福島原発の２号機の話です。２号機はメルトダウ
ンしてしまって，３月 15 日になると格納容器が，放射能を閉じ込めておく最終手段である
格納容器が，水素と水蒸気でいっぱいになってしまったのです。設計基準の倍を超える内
部圧力だったのです。そうなるとどうなるかというと，圧力に耐えかねると大爆発してし
まう。当時，吉田所長も自分が死ぬことと「東日本壊滅」ということを覚悟した。けれど
も東日本壊滅に至らなかったことは，２号機が欠陥機だったので，２号機の格納容器のど
こかに弱い部分があって，圧力が抜けてしまったのです。だから，東日本壊滅に至らなか
った。４号機でも奇跡がありました。４号機の奇跡の内容について説明することは時間の
関係で難しいと思うのですが，４号機でも２号機以上の信じられないような奇跡が起きま
した。それによって，東日本壊滅に至らなかったのです。
仮に，４号機の使用済み核燃料がメルトダウンするとどうなるかというと，これは，当
時の原子力行政のトップである近藤駿介さんが，菅直人総理に報告しました。福島原発か
ら 250km が避難区域になるだろう。250km は，東京を丸々含んでいます。２号機の奇跡と
４号機の奇跡は全く別の話です。だから，２号機の奇跡がなかったら 250km，４号機の奇
跡がなくても 250km が避難区域になった。だから，原発事故というものは，一般に言われ
ている 30km の問題ではないのです。奇跡がいくつも重なって，30km で済んだのです。だ
からむしろ，標準避難区域は 250km です。これが原発事故の本当の被害の大きさです。
このような話をすると，多くの人は，これは理性的な人であればあるほど，
「これほどの
被害を及ぼすならば，原発はそれなりに安全にできているのだろう」と思ってしまうので
す。世の中のものは全部そうですから，要するに，事故による被害の大きさと，事故発生
確率は反比例するように作ってあるのです。例えば，分かりやすい話は，新幹線は時速 300
キロで走行しているため，踏切事故を起こすと大惨事になりますから，踏切をなくしてい
るのです。このように，事故発生確率を，被害の大きさに反比例するように作ってあるの
です。ところが，原発だけはそうではない。
2000 年以降の主な地震の，地震と耐震性を記載した表です。これは私が作った表ですが，
インターネットで気象庁の地震データ等で簡単に作成できます。最近の大きな地震は熊本
に起きたり北海道に起きたりしている。震度７で 1700gal 程度です。ところが私が担当し
た大飯原発の耐震性は現在 856gal なのです。伊方原発の耐震性は 650gal，この程度なの
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です。これは元々，大飯原発の場合は 405gal で設計してあります。ほとんどの原発はこの
ような感じなのです。そして，ほとんどの原発が建造されたから 25 年以上経っています。
要するに，老朽化するごとに耐震性を上げているのです。けれども，上げた後でも 650gal
や 856gal，この程度なのです。要するに，日本の原発は，雑ぱくに言ってしまえば，震度
６の地震が来れば極めて危険，震度７の地震が来れば絶望的です。これが日本の原発なの
です。このようなものが，許されるわけがない。
許されるわけがないけれども，脱原発の人は，巨大地震や大地震の心配しているのです
が，私ももちろんそれは心配です。けれども普通の地震であるマグニチュード５や６でも
直下で来てしまえば，もう 600gal や 700gal では危険なのです。だから，原発だけは被害
が大きくて事故発生確率も高い。いわば，パーフェクトの危険です。このようなものは，
日本にはありません。原発だけが例外です。最後に言えることは，これほど危険な原発が
止められない裁判は，基本的に何かおかしい。
基本的にどこがおかしいかというと，裁判官が知らないということです。多くの裁判官
は知らないのです。裁判では 700gal や 800gal という数字が頻繁に出てきます。そのとき，
700gal や 800gal が，震度６か震度７か裁判官は知らないのです。震度７は概ね 1500gal
以上です。700gal の地震が来たら，一般の家は倒れるか倒れないかも知らない。700gal 以
上の地震が，過去に日本に何回来たかも知らないのです。この 20 年間で 30 回来ました。
測られているものは，20 年分の資料しかないのです。阪神淡路大震災以降に地震観測網が
できましたので，20 年分の資料しかないです。20 年の間に，700gal 以上の地震が，30 回
来ているのです。1000gal 以上の地震が 17 回，700gal 以上の地震が 30 回来ている。この
状態で原発をやっている。これを裁判官に知らせないといけない。
けれども，なぜ知らせないかというと，弁護士も裁判官もこれを専門技術訴訟だと思い
込んでいて，700gal はどの程度のものかと，過去の地震記録や建物の耐震性に比べてどの
程度のものかを審議の対象としないで，いきなり地震学の学術論争を始めるのです。だか
ら，裁判官はついていけなくなる。ついていけなくなるとどう考えるかというと，
「それは
規制委員会の専門技術裁量の問題です」と考える。だから従来の訴訟のやり方は根本的に
間違っていると思います。やり直さないといけないということが私の考えで，棄却された
判決，却下された決定を多く見ましたけれども，ますます私の自信は深まりました。私の
判断は間違いなかったという確信が深まっているということが現状です。
小島

どうもありがとうございました。樋口さんの話を聞くと，本当にこのような当然の

判断だと思うのですが，過去，そのような当然の判断が，なぜされてこなかったのかにつ
いて，樋口さんは特にご意見ございませんか。
樋口

いろいろな見方ができると思います。基本的には，職権主義ではなくて，当事者主

義的な運用が非常に多くなっているのです。私が 40 年前に教育を受けたときは，裁判官は
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「自分の頭で，訴訟物と要件事実を考えなさい」と言われているのですけれども，そうい
う職権主義的な考えがなくなってきて，科学者が専門的なことを言い出すと，それに乗っ
かったのです。裁判官が自分の頭で考える能力が低下しているのではないかと思います。
もう一つは，一生懸命やられている弁護士さんに失礼に当たるかも分からないですが，
割と進歩的な弁護士さんも権威主義になっていて，最高裁は昔，原発訴訟は専門技術訴訟
だと言っていましたが，今も複雑困難訴訟だという名称を付けているのです。そうすると，
とても難しい問題で，専門的な知識がないと判断できないと考えてしまっているのではな
いか。そのようなことが原因になっているのではないかと私は思います。
小島

ありがとうございます。

さて，パタゴニアという会社は民間企業で，普通の衣料品のメーカーだと思うのです。
そこが，先ほどお話にあったように，横須賀や神戸の石炭火力発電所の事件，あるいは長
崎の石木ダムの事件のような訴訟まで支援しているということで，そのような訴訟を実際
にしてくる中で，裁判所というものもいろいろな点で見聞きしてきたと思います。佐藤さ
んの目から見て裁判所はどのようなものだと，どのようにしていけば良いと感じられます
か。
佐藤

はい，ありがとうございます。私ども，裁判にはもちろん一つの手段として，環境

保護の一つの手段として，それによって何らかの環境保護が認められればと非常に強く思
っています。ただやはり，例えば長崎県の石木ダムの問題にも関わっていますけれども，
その事業の計画自身が，元々50 年も前に立てられた計画が今でも継続されていて，明らか
に状況が変わっているにもかかわらず，その事業に関しては中止がなかなかできないとい
うことが続いていることを感じる。見て，聞いてとしていると，先ほどの樋口さんのお話
にもありましたけれども，現状の裁判というものが，なかなか既存のものを止めることが
非常に難しいといいますか，惰性の方に有利な形で，決定がされているということを強く
感じます。特に，行政が行っているものや企業が行っているものに対して，より利益が得
られるような，利益があるような形での判決が非常に多くて，市民や，やはり環境，自然
というところに対する権利が認められることは，ほぼないというようなことを考えると，
裁判で何か環境保護をすること，特に国内においては，非常に現状難しいと改めて感じま
した。
やはり，パタゴニアの事業の判断に対して，山登りをする人間が非常に多いので，よく
事業判断のときに山を登ることに例えられるのです。例えばエベレストなどに登ったとき
に，非常に危険だと思えば，やはりきっぱりとやめるという判断をするわけです，それが
危険だと思えば。それは登山をやっている人間からするとあたりまえのことであって，戻
る，やめるということは非常に重要で，きっぱりとやめるということをするのですけれど
も，やはり国内の場合は，とにかくやめるという判断をしない。裁判所もそのようなこと
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を後押しできないというところで，なあなあで，どんどん続いて行ってしまっているとい
うことが非常に強いという印象を受けます。ですから，本当に原告適格の問題や，そのあ
たりが改善されればと期待しています。ありがとうございます。
小島

そうですね。おっしゃるように，なかなか流れの中で，どうしてもいったん決まっ

たものを止める，変えることが難しいということは，特に日本の裁判所の特徴だと思いま
すし，やはり自然に対する価値が不十分なところが強く感じられます。そのようなところ
を，どうすれば変えていけるかということで，大久保さん，何かご意見ありませんか。
大久保

はい，ありがとうございます。参考にすると面白いと思うことが，欧州人権裁判

所の判決について，日本では憲法の研究者と，裁判所の裁判官も加わった研究会が行われ
ていて，いくつかの，数少ないですけれども，違憲判決では，そのような欧州人権裁判所
の発展に関する判決が参照されたと評価されています。裁判官がそのような，先ほど樋口
さんの方から，知らないことが多いというお話がありましたけれども，やはり世界で，他
の国の裁判官が何をどのように判断しているかを知る機会というものは非常に重要で，そ
のような形でのキャパシティー・ビルディングが一つあるのではないか。実際，国際的に
はグローバル司法協会という形で，環境裁判官による協会も設立されていて，様々な意見
交換がなされています。そのようなことに，日本の裁判官は今まで参加する機会が少なか
ったですけれども，参加していくことが一つは必要ではないかと思います。
それから，変えていくという意味では，基本的には，もう一つは国際的な立場から言う
と，各種の条約に基づくガイドラインは結構詳しいことが書かれていて，これは裁量だと
日本でみなされてしまうことでも，条約の中にあるガイドラインを参照していけば，基本
的には，もう少し厳格な判断が可能な点も少なくないです。先の点と関連しますが，その
ようなガイドラインを基本的に考慮する要素としてなかなかみなされない。いくつかの例
外的な判決を除くとみなされない。そのようなものを，まずは裁判所が参照するというこ
とも，助けになるのではないかと思います。
以上，国際的な観点から２点，まず申し上げたいと思います。
小島

どうもありがとうございました。今の裁判官の研修は，非常に重要な意味を持って

きていると思います。国際人権問題などでも少しやっていますし，以前，日弁連が原子力
発電所の問題について函館で人権大会シンポジウムをやったときも，そのような研修的な
ものを考えてはどうかというような議論がありました。確かに裁判官の感覚としても，分
からないことについては，とりあえず先にされた判断を尊重してしまう動向があるような
気がするのです。やはりそのような意味では，まず知っていくことは非常に重要な意味を
持ってくると思いますし，地球温暖化の問題などでもそのようなところはあると思います。
最近，非常に身近なところで強く感じていることは，実はアスベストの問題です。日本
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の国が所有している建物のアスベストの除去の工事はほとんど終わりした。しかし，裁判
所関係だけほとんど終わっていなくて，東京地裁などでもアスベストが舞う可能性がある
と言われながら，ではどうしようかという話になっています。多分アスベストという問題
についても，裁判官の中での認識がどうなっているかという問題にも関わってくるところ
だと思います。そのような環境問題に対する研修などを広げていくことは，とても重要な
意味があると思います。
それと，国際条約の関係です。国際条約もなかなか裁判所は消極的な姿勢をずっと維持
してきたところでもあると思いますけれども，その辺を一つの鍵としながらも考えていき
たいと思います。
さて，もう一つのテーマに入りたいと思いますけれども，今日のテーマの一つとして，
やはり参加と公開というテーマがあります。参加といっても，政策決定の段階と個別の事
業の問題，個別の許認可の段階があると思いますけれども，まず政策決定の段階における
参加というものがどのようになっているかについて，気候変動の問題に取り組まれている
大島さん，それからプラスチックの問題について高田さんから，それぞれ実際にやられて
感じたことをお話しいただきたいと思います。
大島

はい。エネルギー政策全般ということでお話しさせていただきます。参加という点

で言うと，全ての主体が参加することが全然できていないです。やはり，基本は温暖化だ
とエネルギー政策は産業政策の一つとして考えられているようで，主だった人たちは全部
産業なのです。あとは，一部学者ということになっていて，市民的観点が全くない。本来
的な幅広い参加がないことがやはりある，これが非常に問題だと思っています。それが一
つ。
原子力に関して言うと，最近情報開示請求など様々しているのですけれども，参加以前
に，文書が開示されていない。開示請求しても，経産省などは出して来ない。会議資料自
体が非公表，会議そのものの存在も非公表など，最近分かったのですけれども，会議すら
しないで，秘密会議すらしないでやっていることもあるということが分かりました。これ
は除去土壌といって，除染の際に汚染された土壌の方ですけれども，汚染された土壌を埋
めるという話で，最近やったものに関して言うと，全く会議も何も情報がないし，まさか
このようなところにあるかもしれないと思って，当てずっぽうで情報開示請求すると実は
あったなど，だから勝手にやっているのです。本来は，１回やってしまうと，気候もそう
だし原発もそうですけれども，将来的に非常に大きな懸念があることを，一つは政策決定
で広く参加していないし，もう一つはもう情報すら分からないものを勝手にやっていると
いいますか，脱法なのか，法律の範囲外でどんどんやっているというところがあって，こ
れをどのようにすれば止められるかということは，非常に懸念されます。だから，情報の
透明性が全くないということがあって，その意味では少し私もどうしたらいいかと思って
います。
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小島

大島さんが今，言われたところですけれども，情報の問題は極めて深刻で，情報開

示がされない以前に，最近は国の行政機関が文書を作らないことを徹底してやっているよ
うに見えるのです。あるＰＣＢの案件で環境省に，環境省がある自治体からの問合せに対
して答えた回答があって，それは自治体の方は文書で問合せしているのです。それで，環
境省からそれに対して回答して，このようにしていいでしょうと，従来で言うと，それが
全部文書になって通達なり何なりという形で記録として残っているのです。その情報開示
請求をすると，文書がないから情報開示請求しても出てきませんと環境省から連絡があっ
たという経験がありました。最近は本当に文書を作らないのです。文書を作らないと情報
開示のところまで行かないので，これは結構大きな問題です。
大島

勝手にやっているのです。だからそこが最近，そればかりという感じなので展望が

ない。どうすればこのような長期的な話を突破できるのか，今，問われているのではない
かと思われます。
小島

少し頭の痛い話です。では，高田さん，いかがでしょうか。

高田

はい，ありがとうございます。画面を少し共有して，時間が短いのでお話しさせて

いただきます。プラスチックの政策の資源循環戦略を考える，戦略を決める会議，私は 2018
年，2019 年に委員として参画していて，ここに示すような案が最終的に作られたのですが，
細かいところは資料の方を後からごらんください。私はこの案を作る段階で，そのような
案ではなくて，このような視点を盛り込まなければだめだということで，具体的な対策，
数値目標なども入れた案を出していったわけです。ところが，最終的にはこのような案に
なっているというところで，細かいので，どこが私の出したものと違うかというところを
ここに示していますが，基準なども示されていないので，極限量が意外といろいろあるの
です。どこが一番の問題かというと，一番下に書いてある，短期的な経済効率による判断
が優先されていて，長期的な持続性が考えられていないというところで対立していました。
対立したとは，私と誰が対立したかというと，結局は経団連代表の委員と私の間で，ずっ
と意見が対立していて，あとは，そこに「専門家」という人が委員として入っているので
すが，ほとんどが経済界を応援するか，あるいは中立的に見えて私をなだめる方に回って
というところで，結局，このような考えが反映されないままに進んでしまったというとこ
ろになります。
なぜこのように意見が反映されないかということは，先ほどから出ている，行政の専門
的判断の行き過ぎと関係するのですが，専門家，学問が軽視されているというところだと
思います。審議会で元々人選するときに，政府の政策に肯定的な人だけを入れる。なぜ私
が呼ばれたかは疑問ですが，肯定的だと思って呼んだけれども，その後，否定的なことを
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言ったので最近呼ばれないのかもしれません。政府に都合のよい発言をする研究者を組み
込むというやり方が，結局，学問的に正しいものが採用されずに，産業界のいい方向に進
んでいくということになってしまったのだと思います。
都合のよい発言をする研究者を組み込む方法とすれば，予算が必要な研究者の場合は，
トップダウン型の研究費で釣るという方法が今，取られています。その前に，この大学の
運営費交付金を減らし，あるいは科研費の総額を増やさないことによって，全体を締め付
けていて，トップダウンの研究費で研究者を，政権にいいような発言をする者だけをピッ
クアップする，それ以外は排除するという方法を取られていると思います。
実際に，審議会でかなり政権寄りの，環境省の出した原案寄りのことを言っている人は，
後から見るとこのような環境省のトップダウンの研究費の初めから代表者になったり，後
からしていたりということもありますので，まず研究費で釣る。研究費で釣れない，あま
り予算を必要としないような，文系の研究者の場合は，結局，学術会議の会員任命拒否を
するなどして排除していって，結果として政府に都合のよい発言をする研究者だけが残る
ような仕組みを作って，それで政策決定されているというところが，日本のいろいろな政
策決定の大きな問題ではないかと考えております。以上になります。
小島

ありがとうございました。

このような状況で，気候変動の問題やプラスチックは実はとても重要で，大変な状態に
あると思いますが，このような形で日本の政策決定がされていることは大変困ったことに
なると思っています。このような点について，大久保先生の方から何かご提案はあります
でしょうか。
大久保

はい，ありがとうございます。１点は，基本的に構成です。審議会であれば審議

会の構成について，やはりそれぞれの代表が，公平に配置をすることは必要かと思います。
その上で，例えば環境ＮＧＯの枠というものも，バランスの取れる枠を確保した上で，Ｎ
ＧＯの誰が代表になるかをＮＧＯ自身が決めている，みんなで決めているという国も少な
くないのです。そのような場合に，日本の課題は，ＮＧＯ自体が多くあって，ではＮＧＯ
の間でどのように決められるかという問題があって，そのような，まとまっていくという
ことの意味も，もう少し認識されてもいいかと思います。
それから，政策段階では先ほども言いましたけれども，やはりアジェンダとして認識さ
れていないことの方が多い。市民社会でそう思っている人たちがいるのに，それをアジェ
ンダ設定の段階で，審議会以前の問題で，何をアジェンダにするかのところで参加する仕
組みがないところが一番の問題です。先ほどありましたけれども，プラットフォームとい
うものがあちらこちらでできていて，本来は，プラットフォームは情報共有だけではなく
て，何をアジェンダとするかというところに使わなければいけない。そこを本来は，プラ
ットフォームはたくさんできているので，改善の可能性があるところかと政策段階では考
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えています。
小島

確かに，何を議題，テーマとして取り上げるか，アジェンダ設定の重要性は本当に

そのとおりだと思います。一時期，地方自治体などでも市民会議的なもので，基本方針や
基本計画を作るときに，そのような動きが少し進んだときもあったのですが，最近，また
少しなくなってきているようですけれども，そのような動きは非常に重要だと思います。
今まで，政策決定段階の話をいろいろしてまいりました。その中で，個別に事件の話を
少し，簡単にさせていただきたいと思いますけれども，先ほど大久保さんの方からいろい
ろ各地の状況，世界各国の状況をお話しいただきました。個別事業の参加という点で言う
と，ドイツの建設法典の３条では，案が固まらない早期の段階において，複数案を含めて
案を示して，住民の案に対して応答を考慮しなければいけないと定められています。その
ような案を作ったことは，どうもミュンヘン出身の人がドイツの国土交通大臣になったと
きに，やはり早期の段階で住民の声を取り入れることによって，手戻りを防げて，かえっ
て計画がスムーズに行くという経験があったので，そのようなことが早期に取り上げられ
たということです。
アメリカにおいてもその点はかなりされていて，僕が経験したことは，サンフランシス
コですけれども，サンフランシスコのいわゆるベイエリアのところです。すぐ右手がフィ
ナンシャル・ディスクリプトという中心部ですけれども，ここには 1989 年までは，このち
ょうど道路の上を塞ぐようにして，高速道路がありました。それが 1989 年のサンフランシ
スコ大地震で倒壊して，最終的にこの湾岸の高速道路は撤去されて，非常に良い場所にな
ったのです。撤去するか，あるいは再建するかという話のときには，本当に徹底した住民
参加で，市の決定の前にその地域の住民の，いわば日本で言うところの自治会単位の集ま
りを持って，そこで徹底した議論をして，そこが同意しないとまず計画案が作れないので
す。最終的には，大統領選挙のときに行われる住民投票で，撤去するか撤去しないかを決
める。その結果として，サンフランシスコ市はサンフランシスコの中心部に高速道路がな
いという状態になりましたけれども，徹底した住民参加をしていくことが，ごく当たり前
の話なのです。振り返ると，サンフランシスコ市では，1950 年代で既に高速道路の建設が
住民の反対で止まったということがありました。その点では，本当に個別の案件について
きちんと参加しておくということが，アメリカないしドイツでは，そのような動きが非常
に強くあります。
一方，日本で見ると，これは今，日本で現実に進行している話ですけれども，横浜や埼
玉の鳩山という，いずれも東京の都心から大体 50km のところですけれども，非常に良い里
山がありますけれども，このようなところも開発計画が進められて，それがなくなろうと
している。そのようなときに，裁判制度で有効な保護手段がないという感じになっており
ます。参加型のまちづくりないしこのような自然保護の問題に対して，住民の参加が十分
にあった方が，物事はうまく行くのではないかと思っているところが，日本の現実では必
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ずしもそうなっていないという状況の報告をさせていただきました。
その点について，いろいろな裁判にも関わってこられたと思いますので，参加と公開，
個別案件の問題等を含めて，どのようなことを弁護士に期待されているか，高田さん，大
島さん，佐藤さんから，それぞれ順番にご意見を伺いたいと思うのですけれども，高田さ
ん，いかがでしょうか。
高田

はい，個別の案件というよりは全体的な，どのようなことがやれるかというところ，

制度的なところになるのかもしれません。プラスチックの問題について言うと，拡大生産
者責任を盛り込むようなことを，法律関係の方と一緒にやるべきかと思います。
あとはいろいろな試験，政策的な基盤になる試験法で，溶出試験から含有試験への切り
替えや，試験管レベルの実験を基にした，予防的な対策を取るような枠組みを作っていっ
て，そのようなところに，この法律関係の方のご尽力をお願いしたいと思います。以上に
なります。
小島

ありがとうございます。大島さん，すみません。

大島

個別弁護士の方にということではないですけれども，温暖化対策でも，原発の問題

でもそうなのですけれども，予防的な対応というのですか，環境政策における，そのよう
なものをきちんと裁判に落とし込んでいく。あるいは，法的な何か仕組みに落とし込んで
いくにはどうすればいいかを，一緒に考えられるようなものがあるといいと思っています。
エネルギー政策だけで言うと，非常に巧妙になってきていて，国が敵というよりは，市
場を組み合わせて，初めのルール・セッティングでビルトインしてしまうのです。そのよ
うなところがあるので，もう問題が起こってしまっても，市場はこのような仕組みですか
らと。容量市場も同様ですし，様々な制度，場の設定のときにもう終わってしまっている
といいますか，戦いが。そこが，一緒に考えられるような場が作れればいいと思っていま
す。少し，なかなかややこしいことになっているように思っています。とりとめないです
が，よろしくお願いします。
小島

確かに今，大島さんが言われた点は，最初の段階でいろいろな制度を設計されてし

まって，既に制度が設定された後に集って意見を言っても，なかなかどうにもならないと
いうことはあります。今，地方自治の問題や，あるいは今，話題になっていることで言う
と，種苗法の問題という，種をめぐる問題も結構似たようなところがあって，長年かけて
いろいろなことが進められてくるので，今やってもなかなか難しい問題があります。
では，佐藤さん，お願いします。
佐藤

はい，ありがとうございます。いろいろとお話を聞いていて，何となく，司法で環
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境を守ることが難しいというイメージが，非常に強くなっているのではないかという気が
していて，そこをどうにかしてひっくり返していかなければいけないのだろうと，大きな
視点から全てを感じます。その中で，やはり原因と影響に時差が生じてきているというこ
とが，これからの環境問題だと思うのです。そのときに，因果関係や原告適格というとこ
ろで，非常に狭められてしまっていることは，各裁判の問題というよりは，どちらかと言
うと，やはり仕組みの問題だと思うので，個別の裁判の重要性も重々理解しながらも，そ
の仕組みをどうにかして変えるところに力点を置くことが，非常に重要ではないかと思い
ます。やはり，それは若い人たちとの話をよく聞く機会があったので，彼らが裁判を通じ
て，彼らは人権を守るというところ，気候危機などはまさしく人権の問題だと思いますけ
れども，そのようなところがしっかりと司法で取られて，何か希望が見いだせる状況にな
れば本当にいいと思っています。ありがとうございました。
小島

どうもありがとうございました。最後になりますけれども，樋口さん，そのような

中で，やはり法律家の責任は比較的大きいものがあると思いますけれども，法律家という
ものはこのような中で，どのようなことを考えなければいけないか，ご意見をいただけれ
ば有難いと思います。
樋口

裁判所のことに限らせてもらいますけれども，裁判官が原発訴訟の中で，現行法で

やむを得ないこともあるにしろ，あまりにも腰が引けています。その理由は，やはり裁判
官教育にあると思います。私は，先輩裁判からそのような教育を受けなかったのですが，
他の裁判官は，
「君たちは絶大な権限を持っているのだから，その権限行使については抑制
的でありなさい」というように，教えられ続けているのです。私は逆に，
「自分の権限を行
使しないということは，国民に対する無責任さの表れだと」いう教育を先輩裁判官から受
けていました。しかし，多くの裁判官は，腰が引けるような姿勢になってしまうような教
育を受けているのです。
少し考えてほしいことは，やはり環境問題にしても環境省がありますけれども，あれは
環境を守る省ではないのです。環境問題に関する利害を調整する省なのです。それが実際
です。行政が反対に環境を守るためにあって，そのように運営されていれば，公平な判断
を尊重して裁判所が一歩退くということは十分理解できますけれども，現行の行政はその
ようになっていないから，環境を守るのは裁判所だけだという，そのような自覚を持って，
裁判官は仕事をしてほしいと私は思っています。以上です。
小島

どうもありがとうございました。非常に胸に突き刺さるお言葉だと思います。弁護

士も同じような視点を持って，弁護士としての自覚を高めて，環境を守ることに対して，
弁護士が果たし得る役割も相当大きなものがあると思います。その点を含めて，もちろん
制度の改革にも力を注いでいくことは重要だと思いますけれども，現行の制度の中でも，
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何ができるかということを考えてやっていく必要があるだろうと思います。
コーディネーターの不手際で，時間がかかって申し訳ございませんでした。今日は，こ
れでパネルディスカッションを終わりたいと思います。パネルディスカッションに参加い
ただいた，樋口さん，高田さん，佐藤さん，大島さん，大久保さん，本当にありがとうご
ざいました。
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原発の運転を⽌めるべき
当たり前すぎる理由（樋⼝英明）
第１

原発事故のもたらす被害は極めて甚大である。

第２

それ故に原発には高度の安全性が求められる。

第３

地震大国日本において原発に高度の安全性があるということは、
原発に高度の耐震性があるということにほかならない。

第４

我が国の原発の耐震性は極めて低い。

第５

よって、原発の運転は許されない。

単位：ガル

※５１１５ガル
（三井ホーム）

5000

4000

3000

★４０２２ガル
（岩⼿宮城内陸地震・２００８年・Ｍ7.2）
※３４０６ガル
（住友林業）

★２９３３ガル

（東⽇本⼤震災・２０１１年・Ｍ９）

★２５１５ガル

2000

1000

（新潟県中越・２００４年・Ｍ6.8）

★１７９６ガル

（北海道胆振東部・２０１８年・Ｍ6.7）
★１７４０ガル
（熊本・２０１６年・Ｍ7.3）
★１０００ガル以上の地震１７回

※８５６ガル（⼤飯原発）
★８０６ガル
（⼤阪府北部・２０１８年・Ｍ6.1）
★７００ガル以上の地震３０回
※６５０ガル（伊⽅原発）
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２０００年以後の主な地震
（★）と
耐震性（※）

表から分かること
1 巨⼤地震（Ｍ８，９）だけの問題で
はない。普通の地震（Ｍ５，６）でも、
近くで起きれば危なくなる。
2 原発は被害が⼤きく事故発⽣確率も⾼い
＝パーフェクトの危険
３ これほど危険な原発が⽌められない裁判
は基本的にどこかおかしい
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第１章

日弁連公害対策・環境保全委員会 50 周年記念シンポジウム
日弁連公害対策・環境保全委員会 50 周年実行委員長

第２章

青木 秀樹

2030 年の環境弁護士に期待する
大阪大学大学院教授

第３章

大久保 規子

環境保全をどのような手法で可能にするか

第１節

公開，参加，司法アクセスの前進を～オーフス条約を日本でも～
【環境法部会】 佐柄木 優，久島 憲晴，小島 智史，喜多 自然

第２節

公害・環境問題における情報開示制度の進展と今後
【廃棄物部会】 樋渡 俊一，池田 直樹，坂本 博之

第３節

公害紛争処理制度の課題と展望
【公害紛争処理 PT】

針原 祥次

第４節

環境保全のための条例活用の可能性と弁護士の役割

第５節

脱・農薬社会を目指して～世論形成活動と政策提言
【化学物質部会】

第６節

第４章

編集委員

小島延夫

橘高 真佐美

環境弁護士の経済的持続可能性

編集委員

池田 直樹

環境保全を訴訟で実現する

第１節

座談会「日本の自然の守り方」
【自然保護部会/座談会参加者】
若井 秀樹，山本 英司，菅野 庄一，乾 由布子，小倉 孝之，福光 真紀，
伏見 康司，吉江 仁子，後藤 富和，魚住 昭三，岩本 研，塩谷 久仁子，
原田 彰良

第２節

環境訴訟と専門技術的裁量
【水部会】

第３節

只野 靖

リニア新幹線
【リニア PT】
藤田 城治

家田 大輔，笠原 一浩，佐柄木 優，長崎 玲，髙峰 真，

飯田 洋，長倉 智弘，山本 英司
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第４節

原子力発電の終焉に向けて何が必要で何ができるか
【エネルギー・原子力部会】
中野 宏典，津留崎 直美，渡部 貴志，松岡 幸輝，青木 秀樹

第５節

福島原発事故の損害賠償・被害回復
【福島被害回復 PT】

第６節

鈴木 堯博，樋渡 俊一，市野 綾子，笠原 一浩

地球温暖化の危機を訴訟で救うために
【気候変動 PT】 千葉 恒久，和田 重太，浅岡 美恵

第５章

地域で取り組む

第１節

日本のまちづくりと日弁連のめざすもの
【大気・都市環境部会、空き家地域再生 PT】

第２節

公的ニューサンスの観点からの土地利用規制について
【大気・都市環境部会、空き家地域再生 PT】

第３節

菅澤 紀生

歴史都市京都の到達点と課題
【大気・都市環境部会、空き家地域再生 PT】

第４節

日置 雅晴

飯田 昭，玉村 匡

地域活性化・まちづくりに弁護士に何ができるか。
豊田市，川越市，海士町の実践から
【大気・都市環境部会、空き家地域再生 PT】

（編集委員）
青木 秀樹
池田 直樹
小島 延夫
針原 祥次
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