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請 求 の 趣 旨 

 

１ 被告株式会社コベルコパワー神戸第二（以下「コベルコパワー神戸第二」とい

う。）は、下記の火力発電所（以下「新設発電所」という。）を建設してはならな

い 

記 

発電所名   神戸製鉄所火力発電所（仮称）（計画中）  

燃料     石炭 

発電規模   １３０万ｋＷ（６５万ｋＷ×２） 

発電方式   微粉炭火力 超々臨界圧発電  

供給開始時期 ３号機（新設１号機） : ２０２１年度稼働予定 

４号機（新設２号機） : ２０２２年度稼働予定 

計画地    兵庫県神戸市灘区灘浜東町２番地 

以上 

２ 被告株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼」という。）及びコベルコパワー神戸

第二は、新設発電所を稼働してはならない 

３ 被告関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）は、神戸製鋼およびコベル

コパワー神戸第二に対し、新設発電所の発電の指示をしてはならない 

４ 訴訟費用は、被告らの負担とする 

との判決を求める。 
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請 求 の 原 因 
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第１ はじめに 

 本件は、原告らが、石炭火力による新設発電所の稼働による大気汚染物質及び二

酸化炭素（以下「ＣＯ2」という。）の長期間にわたる排出により生命・身体を害さ

れるおそれがあり、また、新設発電所の設置は地球環境に多大な影響を及ぼし時代

に逆行するものであるとして、新設発電所の建設を行おうとするコベルコパワー神

戸第二に対しては建設の差止め、同社から委託を受けて新設発電所を稼働させる見

込みである神戸製鋼とコベルコパワー神戸第二に対して新設発電所の稼働の差止め

を求めるとともに、新設発電所で発電される全電力を３０年間以上継続的に購入し

供給を受ける関西電力に対しては電力受給契約に基づく発電の指示の差止めを求め

る訴訟である。 

 

第２ 当事者等 

１ 原告ら 

 原告らは、兵庫県内に居住しており（夫婦、親子、幼児を含む）、新設発電所が

建設された場合に、新設発電所の稼働による大気汚染、地球温暖化（気候変動）

による被害を受けるおそれがある者である。 

２ 被告ら 

 ⑴ 神戸製鋼 

神戸製鋼は、鉄鋼の製造等を業とする株式会社であり、子会社２１３社・関

連会社５６社（いずれも２０１８年（平成３０年）３月３１日現在）を擁する

超巨大企業である。 

神戸製鋼は、子会社の株式会社コベルコパワー神戸（以下「コベルコパワー

神戸」という。）の委託を受け、兵庫県神戸市灘区灘浜東町２番地の神戸製鋼神

戸製鉄所（以下「神戸製鉄所」という。）敷地内において、石炭火力発電所２基

（発電所名・神戸製鉄所 神戸発電所（稼働中）、燃料・石炭、発電規模・１４

０万ｋＷ（７０万ｋＷ×２）、発電方式・微粉炭火力 超臨界圧発電、供給開始
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時期・１号機 : ２００２年（平成１４年）４月稼働 ２号機 : ２００４年（平

成１６年）４月稼働、所在地・兵庫県神戸市灘区灘浜東町２番地、以下「既設

発電所」という。）を操業（稼働）しているほか、現在、同所付近の高炉跡にお

いて、子会社であるコベルコパワー神戸第二に新たに石炭火力発電所２基（以

下、新設発電所という）を建設させ、これを稼働させることを計画している。 

 ⑵ コベルコパワー神戸第二 

 コベルコパワー神戸第二は、電力卸供給等を業とする神戸製鋼の１００パー

セント子会社であり、新設発電所による発電事業のため、２０１８年（平成３

０年）４月、神戸製鋼からの会社分割（新設分割）により設立され、神戸製鋼

から、新設発電所事業にかかる権利義務を承継した。 

同社は、既設発電所の操業及び運営管理を神戸製鋼に委託するものとみられ

る。  

⑶ 関西電力 

 関西電力は、電気の発送電・売電等を業とする電力会社であり、同社は、グ

ループ企業８０社を擁する超巨大企業である。 

 関西電力は、神戸製鋼との間で、２０１５年（平成２７年）３月３１日に新

設発電所で発電される電力を購入することを内容とする電力受給契約（以下「本

件電力受給契約」という。）を締結し、同発電所の操業開始後に神戸製鋼から上

記契約上の地位を承継したコベルコパワー神戸第二から送電を受け、これを事

業者・一般家庭に売電することを計画している。 

 

第３ 本件訴訟に至る経過（設置計画、環境アセス、公害調停および着工届出） 

１ 神戸製鋼の発電事業と既設発電所の稼働 

神戸製鋼は、１９９５年（平成７年）の電気事業法改正により一般企業等が電

力卸供給事業に参入することが可能となったことを受け、鉄鋼業界の世界的大再

編の中で経営の多角化と安定化を目指して、既存インフラや鉄鋼事業で培った石
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炭調達ルートを用いて火力発電所を建設・稼働させることを前提に、関西電力に

よる電力卸売供給入札募集に応募し、落札した。 

その後、大気環境の悪化を懸念する地域住民の反対にもかかわらず、神戸製鉄

所内で２００２年（平成１４年）に既設発電所の１号機、２００４年（平成１６

年）に２号機が相次いで稼働した。 

 

図１ 神戸製鉄所の状況（甲３の２頁の写真図に、赤字でコメントを付記） 

既設発電所の事業主体は１００％子会社のコベルコパワー神戸である。同社は、

神戸製鋼に発電所の操業及び運営管理を委託しているほか、神戸製鋼から石炭・

ユーティリティー等を購入している。 

既設発電所は２基で連結経常利益が年平均で１４８億円となり、神戸製鋼の収

益を下支えしてきた。 

２ 新設発電所の設置計画と市民の反対 

⑴ 新設発電所の設置計画 

 神戸製鋼は、２０１３年（平成２５年）５月、鋼材事業の構造改革の一貫で、

神戸製鉄所内にかつてあった３基中唯一残っていた高炉をはじめとする上工程

既設発電所 ⾼炉（現在は解体済み）、新設発電所建設予定地 
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設備を休止して加古川製鉄所に集約することを決定した。 

神戸製鋼が高炉の跡地活用を模索する中、関西電力は、長期にわたり安価に

電力を調達する目的で、２０１４年（平成２６年）に火力電源入札募集要項を

公表し（関西電力ウェブサイト・甲１）、２０２１年４月から２０２３年７月ま

での各月月初に受電を開始できる出力１５０万ｋＷ分の火力電源について「火

力電源入札」を実施した。神戸製鋼はこの入札に参加し、２０１５年（平成２

７年）２月１６日には神戸製鋼の落札が公表された。 

その後、関西電力は、同年３月３１日、神戸製鋼と本件電力受給契約を締結

した。発電した電力は関西電力に対する全量売電となっており、神戸製鋼の資

料によれば、契約期間は２０２１年から３０年間である（神戸製鋼資料「電力

事業の取り組みについて」・甲２）。 

⑵ 新設発電所の計画内容と環境アセスの開始、市民からの反対 

   神戸製鋼は、神戸製鉄所内で廃止した第三高炉の跡地に既設発電所に隣接す

る形でこれを建設することを計画している。 

 

図２ 新設発電所の発電設備の配置計画の概要（甲３の３頁から） 
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新設発電所の具体的な設備としては、請求の趣旨にも記載のとおり、燃料は

石炭で発電方式は微粉炭火力 超々臨界圧発電であり、発電規模は１３０万ｋＷ

（６５万ｋＷ×２）と既設発電所とほぼ同規模の巨大な石炭火力発電所である。

新設発電所については、環境影響評価法の適用を受ける。そのため、同法及び

電気事業法に基づき、環境影響評価（環境アセスメント）手続（以下「本件ア

セス」という。）が開始され、２０１４年（平成２６年）より、計画段階環境配

慮書（以下「配慮書」という。）、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）、

環境影響評価準備書（以下「準備書」という。なお、神戸製鋼が作成した準備

書の概要説明資料として、「環境影響評価準備書のあらまし」・甲３）の手続が

進められた。 

ところが、事業予定地周辺はもともと、過去に深刻な大気汚染に悩まされた

地域である。原告らを含む近隣住民は、既設発電所の建設時から大気環境への

影響について大きな懸念を抱き、本件アセスの住民説明会においても再三にわ

たり大気汚染物質の総排出量やＣＯ2 排出量など、市民の健康に関わる重要な

情報について説明を求めてきた。しかし、神戸製鋼は現在及び将来（新設発電

所稼働後）の神戸製鉄所全体からの排出総量を明らかにせず、説明会等を通じ

ても住民らが望む環境影響に関する情報について適切に回答してこなかったほ

か、評価の根拠となるデータや評価手法についても様々な問題が明らかになっ

た。 

そこで市民の一部は、公害患者会、環境保護団体、専門家らとともに「神戸

の石炭火力発電を考える会」（以下「考える会」という。）を２０１７年（平成

２９年）８月に結成した。考える会は、兵庫県及び神戸市に対して、審査会で

の指摘や議論・事業者の回答などに鑑み、多数回にわたり要請書を提出し、厳

正な審査を求めてきたほか、本件アセスの準備書に対しては、１１００人以上

の市民からこの計画に対して反対意見が寄せられた。 

⑶ 神戸製鋼の不正問題の発生 
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２０１７年（平成２９年）１０月１８日、神戸製鋼が、アルミや銅の製品の

一部で顧客の製品仕様に適合させるため、強度などの検査証明書のデータを書

き換えて出荷していた事実が判明した（以下「不正問題」という）。 

今回発生した不正問題の発覚を発端に、神戸製鋼の内部・外部での調査が行

われたが、本件アセスに関与していた神戸製鋼の子会社である株式会社コベル

コ科研についても、同様に不正を行っていたことが発覚した。このような状況

を受け、兵庫県は、芦屋市での公聴会と兵庫県環境影響評価審査会における審

査を延期し、神戸市と協力して調査を行うに至った。 

３ 公害調停の申立てと神戸製鋼の対応 

⑴ 公害調停の申立て 

 神戸製鋼のアセスで用いたデータの信頼性のみならず、本件アセスに係る多

数の問題点、本件アセスの過程で開示されていない情報の存在など、市民の間

では、新設発電所による環境影響は本件アセスでの予測を大きく上回るのでは

ないかとの懸念が高まるとともに、本件アセスにおける情報開示の不充分さが

問題とされた。 

しかし、神戸製鋼は、本件アセスを含めて新設発電所に係る計画を全く見直

す姿勢が無かった。 

そこで、考える会等の呼びかけのもと、２０１７年（平成２９年）１２月１

４日、兵庫県公害審査会に対し、神戸製鋼・コベルコパワー神戸・関西電力を

被申請人として、２５５人の市民が新設発電所の設置の差止め等を求める公害

調停を申請し、その後の参加申立てを経て、公害調停の申請人（以下「申請人

ら」という。）は、４８１名もの人数に上った（兵庫県公害審査会平成２９年（調）

第１号火力発電所増設公害防止対策等請求事件、平成３０年（調）第１号火力

発電所増設公害防止対策等請求事件、平成３０年（調）第２号火力発電所増設

公害防止対策等請求事件。以下、これらを合わせて「本件調停事件」という）。 

⑵ 被告らの公害調停への対応と着工に向けた手続の進展 
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   本件調停事件において、申請人らは、神戸製鋼に対しては新設発電所を設置

しないこと、関西電力に対しては神戸製鋼との間の本件電力受給契約の解除と

高圧送電線の工事の中止を求めた。さらに、神戸製鋼に対しては本件アセスの

やり直しと、既設発電所における環境対策なども求めた。 

しかし神戸製鋼および関西電力の姿勢は変わらず、調停手続中に、不正問題

以降中断していた本件アセスの手続きが再開された。 

申請人らが求めた本件アセスの一部やり直しについては申請人らが意見を

述べただけではなく、本件アセスの手続きの過程で、神戸市長意見（甲４）、兵

庫県知事意見（甲５）、環境大臣意見（甲６）が提出され、本計画の環境への影

響について様々な問題点が指摘されるとともに、計画の再考も必要である旨の

指摘がなされてきた。その後、２０１８年（平成３０年）５月１１日、コベル

コパワー神戸第二は経済産業大臣に環境影響評価書（以下「評価書」という。）

を提出したが、これに対して経済産業大臣は、同年５月２２日、評価書の変更

を要しない旨の通知（確定通知）を発するに至った。 

本件アセスについては適切な情報開示や必要な調査を欠いた点など手続面で

の瑕疵があるほか、前提となる石炭火力発電所に係る環境アセスの審査基準そ

のものの問題が存在する。しかし、本計画のそのような問題点が看過されたま

ま、本件アセス手続は終了した。 

４ 着工の届出と本件訴訟の提起 

そのような中、本件調停事件は３回の調停期日を重ね、協議が継続されてきた。

ところが、２０１８年（平成３０年）８月３０日、コベルコパワー神戸第二は、

経済産業大臣（所管局としては中部近畿産業保安監督部近畿支部）に対し、電気

事業法第４８条１項に基づき、新設発電所の工事計画の届出をした。 

工事計画の届出があった場合、３０日以内に経済産業大臣によって計画の変更

又は中止が命じられない限り、当該発電所の建設工事への着工が可能となる。も

はや新設発電所の設置計画の差止めについては、本件公害調停は意味を失うに至
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った（既存発電所をめぐる公害対策等については、調停は現在も係属中）。 

以上の経過により、申請人らの一部と同じく新設発電所の設置に反対してきた

市民の一部が原告となって、本件訴訟を提起するに至ったものである。 

 

第４ 新設発電所の建設・稼働による原告らの権利の違法な侵害 

１ はじめに 

  人は誰もが、人格権の内容として、自らの生命・身体や健康を害されない権利、

ならびに、自らの生命・身体や健康を害するリスクに曝す行為を受けることなく

安心して生活する権利、つまり平穏生活権を有している。したがって、人の生命・

身体や健康を直接侵害する行為が人格権侵害となることはもちろんのこと、生

命・身体・健康を害するリスクに曝し、生活基盤を脅かす行為については、それ

が社会通念上許容されないものである場合には、人格権の一内容である平穏生活

権の侵害となる。 

本計画は、「石炭火力発電所」の新設計画であり、出力が合計で１３０万キロ

ワットという巨大な新設発電所を、新たに神戸の人口密集地に隣接する地域に建

設し、これを３０年間以上の長期間にわたって稼働させようとするものである。 

新設発電所は、大量の大気汚染物質及びＣＯ2（温室効果ガス）を排出するとこ

ろ、それらは長期継続的に原告らの身体・健康を害して人格権を侵害するが、現

実の健康侵害に至る前であっても、人格権の内容である持続的に清浄な空気を呼

吸して健康に安心して生活する権利（健康平穏生活権）を侵害し、あるいは長期

的排出行為が地球温暖化を加速させ、人格権の内容である、気候変動の悪影響を

小化可能なレベルにして安定した気候を享受する権利（安定気候享受権）を侵

害して、生命・身体・健康・生活基盤を脅かすリスクに曝し続けるものである。 

２ 原告らの生命・身体・健康、生活基盤に関する被害 

⑴ 大気汚染物質の長期排出による原告らの健康被害 

ア 新設発電所からの排出量 
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新設発電所の稼働により、窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、

ばいじん、水銀などの環境汚染物質が大量に大気中に放出されることになる。 

この点について、神戸製鋼は、本件アセスの中で、ＳＯｘ、ＮＯｘ、ばい

じんに関しては２０１７年に高炉が停止することとの関係で、神戸製鉄所全

体として見れば「従前よりも総排出量が増加することはない」という旨を主

張してきた。ところが、神戸製鋼が平成２９年１０月に第１６２回神戸市環

境影響評価審査会においてようやく提出した補足説明資料（甲７）によれば、

新設発電所から排出される大気汚染物質の年間排出総量（利用率 大）は、

①ＳＯｘが２８９トン／年、②ＮＯｘが６０１トン／年、③ばいじんが８０

トン／年にものぼる。 

表１ 新設発電所稼働後の大気汚染物質の総排出量（甲８の３頁から） 

 

そして、この数値を元に計算すると、それまでの神戸製鋼の説明と異なり、

従前の「製鉄所と既設発電所を稼働している状況」と比べ、「既設発電所と新

設発電所の両方を稼働している状況」においては、それらの大気汚染物質の

排出量が大幅に増加することが判明した（図３）。 
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図３ 大気汚染物質の過去最大排出量・現状・将来排出量の比較 

そもそも、神戸製鉄所（製鉄所・既設発電所）は、神戸市における 大の

大気汚染物質の固定排出源である。考える会による試算によれば、２０１４

年度（平成２６年度）における神戸製鉄所全体からのＮＯｘ排出量は、神戸

市域の全ての固定発生源からの排出量の６２％以上を占めている。ＳＯｘに

ついては８３％以上、ばいじんについても６１％以上を占めている。新設発

電所を設置することになれば、汚染の寄与率をさらに高めることになる。 

 水銀の大気への排出量については、神戸製鋼が本件アセスにおいて情報の

開示をしてこなかったが、新設発電所で用いられる石炭中の水銀濃度は０．

１μｇ／ｇ、大気排出割合２６．９％と想定されているところ、年間燃料使

用量３１８万トンに含まれる水銀は約３１８ｋｇ、そのうち、大気に約８５

ｋｇもの量が放出される計算になる（既設発電所と合わせると実に１８０ｋ

ｇとなり、日本における全水銀排出量の１パーセントにも上る）。 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
甲８（神戸製鋼の補足説明資料）で開示された数値（表１を参照）をもとに作成       

*1 2007 年～2016 年度の実績（高炉稼働中の製鉄所＋既設発電所） 

*2 高炉廃止後の現状の排出量の推計（高炉廃止後の製鉄所からの排出量と、既設発電所からの

2007 年～2016 年の最大排出量の和） 

*3 高炉廃止後の製鉄所、既設発電所、新設発電所からの排出量の和（利用率 80％） 

単位はトン／年 



- 14 - 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）についても確実に排出量の増加が見込まれ

るが、石炭火力発電所の稼働により必然的に産出され排出されるものである

にもかかわらず、神戸製鋼は本件アセスの過程での兵庫県知事や神戸市長の

求めにも応じず、その排出・生成量の見込みを明らかにしていない。 

イ 大気汚染物質がもたらす疾病 

大気汚染防止法及び同施行令に規定される大気汚染物質は、様々な健康被

害を引き起こす。 

硫黄酸化物（ＳＯｘ）は主に喘息や肺炎などの呼吸器疾患の原因となる。

窒素酸化物（ＮＯｘ）は吸引すると呼吸器疾患の原因となるほか、同じくＰ

Ｍ２．５構成成分ともなる。さらに、ＮＯｘは、酸性雨及びオゾン等の原因

物質でもある。ばいじんは煤（すす）等の固体粒子であるが、浮遊粒子状物

質（ＳＰＭ）となり（そのうち粒子が非常に小さいものはＰＭ２．５にあた

る）、肺や気管などに沈着して喘息などの呼吸器疾患の原因となる。 

ＰＭ２．５は、ＳＯｘやＮＯｘからも二次的に生成するが、非常に粒子が

細かいため、人体内の肺胞や血液中に混入し、呼吸器疾患、心筋梗塞や脳梗

塞などの循環器疾患及び肺がんの増悪因子となる。化石燃料燃焼由来のＰＭ

２．５による健康被害が世界的に注目されており、多くの研究がＰＭ２．５

暴露による早期死亡者数の増加等を定量的に明らかにしている。なお、ＰＭ

２．５は、広域（長距離）輸送され、発生源から離れた場所でも汚染を発生

させるという特徴も有する。 

水銀は、燃焼の際に大気中に放出されるところ、神経毒性を持ち、中枢神

経・内分泌器・腎臓などの器官に障害をもたらす。有機水銀が熊本水俣病、

新潟水俣病の原因となったことは広く知られている。 

ウ 原告らに対する健康被害のおそれと人格権（平穏生活権）の侵害 

仮に新設発電所が建設された場合、同発電所の稼働（石炭の燃焼）に伴い、

同発電所の煙突（高さ１５０メートル）からは、前記のとおり、従前の高炉
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が稼働していた時期よりも遙かに多い、膨大な量の大気汚染物質が排出され、

これが広範囲に飛散することになる。神戸製鋼のデータの信頼性はさておく

として、神戸製鋼が開示するデータによれば、新設発電所から放出されるＳ

Ｏｘ・ＮＯｘ・ばいじんの 大着地濃度地点は芦屋市内となっており、また、

芦屋市・神戸市・西宮市・伊丹市・尼崎市などに到達し、現状より大気の状

態を悪化させることに寄与する。 

 原告の多くは、これらの芦屋市・神戸市（中央区・灘区・東灘区）・西宮

市など新設発電所・既設発電所からの大気汚染物質の到達により現状より大

気の状態が悪化しうる地域に居住している者である。 

 近年、大気汚染の慢性的影響についての疫学研究がなされ、慢性的なＰＭ

２．５やＮＯｘなどへの曝露が低濃度レベルであったとしても死亡率の一定

の上昇に影響していることが報告されている。これらの大気汚染物質につい

ては、一定濃度以下では健康に一切影響を与えないという閾値は存在しない。 

そして、原告らの多くは上記大量排出による汚染リスクのある地域に今後

も長期間にわたり居住し続けることを予定している。もともと大気のバック

グラウンド濃度が環境基準を達成しておらず関係者の努力による改善途上

の地域に居住する原告も多い。その中でも特に老齢期にある原告らにとって

は、今後加齢に伴い健康機能が衰える中、長期継続的な有害物質への暴露は

呼吸器系疾患を引き起こす可能性が高まる。また、同じく幼少期から少年期

にある子どもの原告にとっては、特に成長期における長期継続的な有害物質

への暴露は小児喘息などの被害をもたらす可能性が高まる。 

そしてあらゆる世代の住民・原告にとって、かかる有害物質への長期継続

的な暴露は、その疾病リスクを高めるから、その生活空間において清浄な空

気を呼吸することで健康に安心して生活する権利（健康平穏生活権）を侵害

されることになる（原告の被害の個別の主張・立証はその居住・勤務の地点

や年齢等の属性に応じて準備書面で行う）。 
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⑵ ＣＯ2（温室効果ガス）の排出による生命・身体、健康等への被害 

  ア 新設発電所からのＣＯ2 の巨大な排出量 

    石炭火力発電所は、燃料として用いる、化石燃料である石炭の特性上、こ

れを燃焼させることにより、大量のＣＯ2 を大気中に排出する。 

新設発電所は、１年間に６９２万トンものＣＯ2 を排出する（評価書１３

１６頁の表、下記の表２）が、ＣＣＳ1装置は備えられていない。 

表２ 新設発電所のＣＯ2 の排出量（評価書１３１６頁から） 

 

この排出量は、日本の２０１６年度のエネルギー起源ＣＯ2 排出量（１１

億２８００万2） の約０．６１パーセントにもあたり、概算ではあるが、世

界のエネルギー起源ＣＯ2 排出量（２０１５年では約３２３億トンＣＯ2）3の

５０００分の１にあたる。既設火力発電所からの排出（約７９０万トン）を

あわせるとそれぞれ、１.３パーセント強及び概ね２３００分の１に相当する。 

                                            
1 発電所・工場等からの排ガス中の二酸化炭素（Carbon dioxide）を分離・回収（Capture）し、地

下へ貯留（Storage）する技術 
2 出典： http://www.env.go.jp/press/files/jp/109034.pdf 
3  出典：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop/shiryo/co2_emission_2015.pdf 
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また、新設発電所の排出量は、神戸市のＣＯ2 間接排出量（電気を使用し

た側が温室効果ガスを排出したとみなして排出量を算定する方法）である約

１１１９万トン（平成２７年度）4の６割に及び、一般家庭１５０万世帯分5に

も当たるものである。 

イ ＣＯ2 排出と地球温暖化、気候変動による影響について 

（ア）大気中の二酸化炭素濃度の上昇と平均気温の上昇 

 ところで、ＣＯ2 の大気中の濃度は工業化（１７５０年）以前の時点で

は地球全体の平均で２７８ppm であったところ、２０１６年には４０３．

３ppm となり、近年では年約３ppm の割合で増加し（１９５５年から２０

１５年の間における二酸化炭素濃度の経年変化については、下記の図４を

参照）6、世界気象機関（ＷＭＯ）発表の数値によれば、２０１８年４月に

はハワイのマウナロア観測所でＣＯ2 の月平均の大気中濃度が４１０ppm

を超えた。 

 

図４ 気象庁 気候変動監視レポート２０１４から 

そして、世界の平均地上気温は、１８８０年から２０１２年の期間に約

                                            
4 出典：http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/environmental/heat/gashaishutu/index.html 
5 世帯当たり年間ＣＯ２排出量は４．５トン。 

出典：http://www.jccca.org/home_section/homesection01.html 
6 気象庁・気候変動監視レポート https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
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０．８５℃上昇し、日本では、１８９８年から１００年当たり１．１９℃

の上昇率で上昇している（下記の図５）。 

図５ 気象庁 気候変動監視レポート２０１７（３０頁、３２頁）から 

この点に関して、気候変動に関する政府間パネル7（以下「ＩＰＣＣ」と

いう。）により２０１３年９月２７日から２０１４年４月１３日にかけて

公表された第５次評価報告書（以下「ＡＲ５」という。）は、「気候システ

ムに対する人為的影響は明らかであり、産業革命以降の人為起源の二酸化

炭素などの温室効果ガスの排出によりその大気中の濃度が増加し、２０世

紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて

高く（９５％以上）、気候システムの温暖化は疑う余地がない」と指摘し

ている。 

  （イ）地球温暖化・気候変動の人の生命・健康、生活基盤などへの深刻な影響 

そのうえで、ＡＲ５は、極端な高温日（猛暑）は既に増えている可能性

が非常に高く（９０％以上）、今世紀末に向けてさらに増えるのはほぼ確

実（９９％以上）であること、また陸上で大雨が増えている地域が減って

                                            
7 気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）。UNEP（国連環

境計画）と WMO(世界気象機関)により 1988 年に設立された各国の専門家の集まり。地球温暖化の(1)

観測事実・予測、(2)影響・適応策・対応策、(3)社会経済的側面の 3 つの作業部会からなり、公表

された知見を評価し、1990 年の第１次評価報告書以来、2014 年まで、５次にわたって評価報告書を

公表し、政策決定者に向けてサマリーを提出している。 



- 19 - 

いる地域よりも多い可能性が高いこと（６６％以上）、地上気温は、２１

世紀にわたって上昇すると予測され、多くの地域で、熱波はより頻繁に発

生しまたより長く続き、極端な降水がより強くまたより頻繁となる可能性

が非常に高く、海洋では温暖化と酸性化、世界平均海面水位の上昇が続く

だろうと報告している。 

ウ 気候変動による原告ら等への現在の被害・将来の被害 

今年の夏は、特に西日本において、猛暑や激甚化した風水害による甚大な

人的・財産的な被害がもたらされた。兵庫県内においても、西日本豪雨（平

成３０年７月豪雨）で３４市町の計約１０５万人に避難指示や避難勧告が発

令されたが、灘区の篠原台（原告の一部はその付近に居住している）では、

土石流による甚大な被害が発生し、多くの住民が長期の避難を余儀なくされ

た。 

また、猛暑による被害も深刻である。神戸気象台によれば、神戸における

気温は、温暖化及びヒートアイランド現象の影響により、長期的に上昇し続

けている。気温上昇の結果として、神戸においても熱中症の被害が拡大して

いる。長期のトレンドとして気温が上昇していること、また、地球温暖化が

進行することによって、神戸市のみならず今年日本各地で経験されたような

激甚な自然災害が生ずる頻度が増すということは疑いがない。 

９月４日に近畿地方を直撃した台風２１号による猛烈な風や高潮による

被害は、関西一円において家屋や車両などの私的財産、関西国際空港、発送

電設備などのインフラの損壊をもたらし、大規模な停電や空港をはじめとす

る交通網のマヒにより、関西ひいて日本全域に対する経済的な打撃をもたら

している。当然ながらすべての原告がこれらの災害の渦中にある。 

エ 気候変動と新設発電所からの排出の関係性 

 ＡＲ５では、２１世紀終盤およびその後の温暖化の程度は長寿命温室効果

ガスであるＣＯ2 の累積排出量によって決められること、産業革命前と比べ
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て温暖化を２℃未満に抑制するために、ＣＯ2 及びその他の長寿命温室効果

ガスの排出を、今後数十年にわたり大幅に削減し、２１世紀末までに排出を

ほぼゼロにすることを要することも指摘されている。 

人間による二酸化炭素などの温室効果ガス排出等がもたらした温暖化によ

り、産業革命前から既に気温は１℃、豪雨の降水量は少なくとも７％嵩上げ

されたとみられている。今後、世界各地で大量のＣＯ2 が排出され続けるこ

とによって、先に述べたとおり、さらなる二酸化炭素濃度の上昇、これに伴

う気温上昇が引き起こされる。 

この点、新設発電所からのＣＯ2 の毎年の追加的排出量は前記のとおりで

あり、その量は世界のエネルギー起源ＣＯ2 排出量の５０００分の１にも及

ぶ。一見、「５０００分の１」という数字は少ない割合であるかのような錯覚

を引き起こすが、「世界の排出量」の５０００分の１という量は莫大な量であ

る（なお、この割合は現時点のものであり、仮に今後世界で他の排出源につ

いて排出削減が進めば（実際にも石炭火力発電所の廃止などは世界で進んで

いる）、新設発電所の地球温暖化に対する寄与率は更に上がることになり得

る）。 

新設発電所からは、今後、少なくとも３０年という長期にわたって追加的

にＣＯ2 が排出されるのであるから、新設発電所からのＣＯ2 排出が、地球温

暖化に有意に寄与すると言うべきである。 

    そして、新設発電所の稼働による今後の地球温暖化への寄与度が上記のと

おりであることからすれば、今後原告らが受ける地球温暖化に伴う気温上

昇・災害の多発等の被害について、新設発電所の稼働（これによるＣＯ2 の

排出）は有意に関係を有することとなり、神戸製綱らによる新設発電所の稼

働は、少なくともその寄与度に応じて割合的に確実に、原告らに対し地球温

暖化に伴う被害を及ぼすといえる。 
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３ 新設発電所の稼働の違法性（社会的に許容しがたいこと） 

上記の通り、新設発電所は原告らに対し健康被害や災害等による被害をもたら

すおそれが強く認められるところ、以下のことからしても、被告らの新設発電所

の建設・稼働による大気汚染物質及びＣＯ2（温室効果ガス）の排出行為は、原告

らの権利侵害との関係で社会的におよそ許容されるものではなく、受忍限度を超

え、違法性を有する。 

⑴ 地球温暖化対策との関係で石炭火力発電所の新設は許容されないこと 

ア ＣＯ2 排出実質ゼロへの道は国際合意であること 

（ア）パリ協定までの温室効果ガスの排出削減のための国際枠組み 

このような気候変動の脅威に対し、１９９２年に気候変動枠組条約（以

下「条約」という。）が採択され、１９９７年の第３回締約国会議（ＣＯ

Ｐ３）で、２００８年から２０１２年までの先進国の温室効果ガス排出に

つき法的拘束力のある削減目標（先進国全体で１９９０年比５．２％削減）

を盛り込んだ京都議定書が採択された。 

その後も世界のＣＯ2 排出量は増え続け、産業革命以前からの気温上昇

を２℃未満に抑えるために、ＩＰＣＣ第４次評価報告書（２００７年）は，

２０５０年に先進国全体で１９９０年比８０％以上の削減が必要とし、Ａ

Ｒ５（２０１４年）では、平均気温の上昇は二酸化炭素の累積排出量とほ

ぼ比例関係にあり8、２℃未満に抑えるためには、２０１０年比で２０５０

年には世界の温室効果ガスの排出量を４０％～７０％削減、２１００年に

はほぼゼロ又はマイナスにする必要があると警告した。 

ＡＲ５における 1.5℃～２℃未満に止めるための削減の道筋は、以下の

図６の 下の経路であり、世界全体で、２１世紀半ばに半減以上、さらに

２１世紀後半の早い時期にほぼゼロにしなければならないというもので

                                            
8 二酸化炭素は安定した物質で，吸収源（森林・海洋等）に吸収される以外は大気中に残留するため，これま

での累積排出量が平均気温の上昇と比例関係にあるもの。森林等に吸収された二酸化炭素も，いずれ大気中に

放出される。 
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ある。 

 

         図６ ＩＰＣＣ第５次評価報告書ＳＰＭ３．４ 

（イ）パリ協定の採択（今世紀後半に排出を実質ゼロとする国際合意） 

その後、２０１５年１２月、パリ協定が採択され、２０１６年１１月４

日に発効した。パリ協定は、ＩＰＣＣなどの科学の警告を受け、地球全体

の平均気温の上昇を産業革命以前の水準と比して２℃を十分に下回る水

準とすること、及び１．５℃に抑えるよう努力することを目的とし、その

実現のために、できる限り速やかに世界全体の温室効果ガスの排出量合計

を増加から減少に転じさせること等の長期目標を掲げ、今世紀後半のうち

にＣＯ2 の排出を実質ゼロとすることを目指す国際合意であり、日本も２

０１６年１１月８日に批准している。 

パリ協定の目的を実現するため、全ての締約国は、５年ごとに自国の削

減約束（ＮＤＣ）9を作成して条約事務局に提出・更新し、提出・更新した

ＮＤＣの達成を目指して国内措置を実施する義務を負うほか、各国の削減

目標の見直しのために、各国は、２０２０年までに、今世紀中頃までを見

通した低排出型発展の長期戦略（長期低排出発展戦略）を作成し、提出す

ることが求められている。 

                                            
9 Nationally Determined Contribution 
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（ウ）各国の削減目標の引き上げと石炭火発の新設回避が不可欠であること 

既に世界の排出量の９８％を占める国が２０３０年又は２０２５年の目

標を提出しているが、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、現在の各国提出の削

減目標を達成したとしても２．９℃～３．４℃の気温上昇をもたらす水準

であることを指摘し10、各国に削減目標の引き上げを促した。 

    また、同報告では、このギャップ（各国の削減目標の総和による気温上

昇予測とパリ協定の目標のギャップ）を埋め、気温上昇を２℃を十分に下

回る水準に止めるためには、とりわけ、発電部門での脱炭素化が重要であ

ること、石炭火力発電所の新規建設を回避し、既設の石炭火力発電所も、

少なくとも２０３０年までにフェーズアウトすることが必要であることを

指摘している。 

（エ）２℃未満でも不可逆的変化の可能性があること 

さらに、２０１８年８月６日に「米国科学アカデミー紀要」（Proceedings 

of National Academy of Science of the United States of America）に

掲載された論文11では、仮に気温上昇を２℃未満に止めたとしても、既に現

在のＣＯ2 濃度は高く、しかもそれが人間活動の慣性によりさらに増加中

であること、気候変化のスピードが過去に例がないほど速いことなどから、

温暖化を増幅する方向でのフィードバック現象が起こりうること、そして

「Hot House Earth」に至る Tipping point （後戻りできない分岐点の意）

を超える可能性が指摘されている。 

（オ）国際合意の遵守が不可欠であること 

このような指摘に鑑みれば、原告らを含む人々の生命・健康や生活基盤

を危険から防御するために、世界の平均気温上昇を２℃未満にすべきこと

はもちろんのこと、パリ協定の目標に従って、２℃を十分に下回ることが

                                            
10 国連環境計画（UNEP）の排出量ギャップレポート 2017（The Emissions Gap Report,2017 年 11 月） 
11 http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf 
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必要・不可欠となっている。そして、以上のとおりＣＯ2 排出実質ゼロへ

の道は国際合意であり、不可逆的な気候変動の進展を防止するためにも、

日本でも 大限の取り組みが求められている。 

イ 日本においても、石炭火力の新設・稼働は許されないこと 

（ア）日本の削減約束、電力部門におけるＣＯ2 排出削減が不可欠であること 

日本の２０１５年度の温室効果ガスの排出量は１３憶２３００万トン、

世界の温室効果ガス排出量の３．５％占め、第５位である。日本は、２０

１２年４月に定めた環境基本計画及び２０１６年５月１３日に定めた地

球温暖化対策計画において、「２０５０年までに８０％の温室効果ガスの

排出削減をめざす」と閣議決定してきた。 

   そして、日本のＣＯ2 排出量は温室効果ガスの約９２％を占め、うちエ

ネルギー起源が９３％であるところ、エネルギー起源ＣＯ2 排出の内訳は、

電力部門は約４０％、鉄鋼部門が１４％などである。つまり、電力部門が

占める割合は非常に大きいが、発電電力１単位当たりの石炭火力発電から

の排出量は天然ガス火力発電の約２倍である（以下の図７を参照）。 

 

図７ 燃料別のＣＯ2 排出量（気候ネットワーク作成資料から） 
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しかも石炭火力発電からの排出量は発電・エネルギー転換部門の中で５

５％をも占めており、その排出削減が決定的に重要であり、不可欠である。 

フランスが２０２１年、英国が２０２５年に脱石炭の宣言をするなど、

石炭火力発電からの撤退は国際的な潮流であるが、日本においても環境省

が２０１７年３月にとりまとめた長期低炭素ビジョン（４８頁・５４頁）

では、２０５０年には８０％削減を実現した絵姿として「電力については、

低炭素電源（再生可能エネルギー、CCS 付火力発電、原子力発電）が発電

電力量の９割以上を占めている」と描かれている。 

（イ）石炭火力発電の新設・稼働は、排出増の構造をロックインするもので、

容認され得ないものであること  

福島第一原発事故前の日本の石炭火力発電所は約１００基、設備容量で

４２００万ｋW であり、全電源からの電力供給に占める石炭火発の割合は

約２５％であったが、直近では２９％となっている。その上に、福島第一

原発事故後、本新設発電所を含め、約５０基の石炭火力発電所の新増設計

画が立ち上がった。 

２０３０年度のエネルギーミックス12では、石炭火力発電のＣＯ2 排出量

を約２．２～２．３億トンまで削減すると想定されているが、そもそも、

これは極めて不十分な削減目標である。一方、仮に２０１７年３月現在の

石炭火力発電所の新増設計画約１８５０万ｋＷ分が全て実行された場合、

老朽石炭火力発電所が稼働４５年で廃止されるとしても、２０３０年度の

石炭火力発電の設備容量は約５９６０万ｋＷとなるが（発電効率や稼働率

がエネルギーミックスの想定通りとすれば）、そのＣＯ2 排出は約３億トン

に及ぶことになる。つまり上述の不十分な削減目標との関係ですら、約７

０００万トン超過する可能性があることになる13のであって、もはや石炭

                                            
12 ２０１５年７月経済産業省策定の長期エネルギー需給見通しにおける石炭火力の電源構成に占める割合は

２６％ 
13 https://www.env.go.jp/council/02policy/y0212-05/mat05.pdf 
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火力発電所新設は容認され得ない。なお、これらのことは、本件アセスに

おける２０１８年３月２３日付の環境大臣意見（甲６）の前書きでも指摘

されている14。 

また、兵庫県知事意見（甲５）においては、施設の供用に伴うＣＯ2 総

排出量が増加しないよう、事業計画の決定にあたり 良の発電技術を導入

するとともに、総排出量に対する削減方策を売電先の対策を含めて定量的

に明らかにし、方法書以降に記載することなどを求めていた。 

しかし、神戸製鋼および関西電力は、これらの要請に対して具体的かつ

実効的な対策を全く示していない。 

ウ まとめ 

以上のとおり、不可逆的な気候変動の進行を防止するためにも、気候変動

対策は世界レベルで模索され、数々の協議を経てＣＯ2 排出実質ゼロへの道

が国際合意されており、日本でもその目標達成が求められている。 

    そして、日本におけるＣＯ2 排出量に占める火力発電所の割合、石炭火力

発電所による排出量・排出割合の大きさからすれば、日本においては、前記

の国際合意の達成のためには、石炭火力発電所の新設は、およそ許容されな

い。 

以上のことから、世界レベル、日本レベルの地球温暖化対策との関係で、

石炭火力発電所の新設は許容されない。 

 ⑵ 大気汚染公害に関し 悪の立地、 悪の燃料で行われること 

ア 大気汚染による被害との関係で、そもそも、新設発電所について言えば（当

然ながら既設発電所も）、その立地の選定に根本的な誤りがある。 

新設発電所の建設予定地は、住宅地から４００ｍと至近の場所であり、１

ｋｍ以内には、保育園、小学校、中学校、病院等も立地している（下記の図

８を参照）。 

                                            
14 https://www.env.go.jp/press/files/jp/108721.pdf 
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図８ 新設発電所と周辺施設の位置関係（ＮＰＯ法人気候ネットワーク作成） 

 ※薄赤色の円は新設発電所から３キロメートル圏内を示している。 

そもそも１５０万人都市の住宅地に、大規模石炭火力発電所という巨大な

汚染源を作ることは国内でも海外でもおよそ例がない。中国の北京市でも、

平成２６年に大規模な石炭火力発電所を廃止し、２０１６年末までに、市内

に残る３カ所の石炭火力発電所を廃止している。 

しかも、新設発電所付近を含む阪神圏の工場地帯周辺は実際に公害被害地

になり（尼崎公害訴訟などの大規模な公害事件になった）、現在も多数の公害

認定患者が居住している。 

事業者がより環境負荷の低い事業を選択していくことを手続的に誘導する

環境影響評価法の趣旨に鑑みても、敢えてこのような近隣住民への影響の大

きい地点に大規模石炭火力発電所を建設することは、到底認められるもので

はない。 

イ 加えて、新設発電所が設置される場所は、以下の通り大気汚染に係る現状
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の非悪化が求められる地域であるが、新設発電所の設置は、現状を著しく悪

化させ、環境に係る各種基準への抵触を引き起こすものとなる。 

（ア）ＮＯｘの現状非悪化が求められる地域であること 

環境基準告示（昭５３環告３８）は、「二酸化窒素について、１時間値の

１日平均値が０．０４ppm から０．０６ppm までのゾーン内にある地域に

あっては、原則として、このゾーン内において現状程度の水準を維持し、

又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする」と規定し

ている。 

事業予定地域付近では、１時間値の１日平均値が０．０４ppm から０．

０６ppm までのゾーン内にある地域が広がっている （神戸市環境影響評価

審査会第１６１回資料１８（甲８）にも示されているように、事業予定地

に近い灘浜局、六甲アイランド局、住吉南局のＮＯｘのバックグラウンド

濃度もこの基準を既に超えている）。このようなゾーン内にある地域にあ

っては、上記告示により、現状を悪化させないことが強く求められるにも

かかわらず、ここに巨大な大気汚染物質の排出源となる本件石炭火力発電

所（加えて、天然ガスを燃料とすれば、ＳＯｘは排出されず、ＮＯｘ、Ｐ

Ｍなどの大気汚染物質も激減するにもかかわらず、あえて石炭を燃料とす

るものである）を設置することは、上記告示との関係でも許されない。 

（イ）ＰＭ２．５の環境基準未達成地域であること 

また、本件発電所付近は、一部の一般測定局および自排局において、Ｐ

Ｍ２．５の環境基準を超過している（兵庫県環境白書平成２６年版・甲９）。 

ＰＭ２．５の健康影響については、先に述べたとおり既にほぼ確立した

知見があり、健康に多大な影響を与えるとされている。本件発電所は、大

量のＰＭ２．５を排出することになるところ、このような環境基準未達成

地域に、追加的な大規模排出源を建設することは認められない。 

なお、前述したように、神戸市長意見（甲４）・兵庫知事意見（甲５）の
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求めにもかかわらず、神戸製鋼は、ＰＭ２．５にかかる環境影響評価を行

っていないところ、現状では、ＰＭ２．５に関して新設発電所によりいか

なる影響が出るかすら不明である。 

（ウ）ＮＯｘ・ＰＭの規制地域であること 

なお、事業予定地域付近は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子

状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（以下「自動

車ＮＯｘ･ＰＭ法」という。）、兵庫県環境の保全と創造に関する条例（平

成７年兵庫県条例第２８号）によるＰＭ排出規制の対象地域であり、これ

までにＮＯｘ、ＰＭの総量削減対策が進められてきた。県の規制は、運輸

部門においては中小の事業者にとっても大変厳しいものであったところ、

トラック事業者等の多大な努力と経済的負担のもと、ＮＯｘ、ＰＭの汚染

は徐々に改善され、ＮＯｘの環境基準の上限値（０．０６ppm）や、ＰＭ

の環境基準が達成された。 

ところが、新設発電所の設置は、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法や兵庫県条例に

よるＰＭ規制の対象地域に大規模排出源を新設するものであり（新設発電

所からのＮＯｘの排出量については前述のとおり）、自動車排ガス対策等

の長年の努力で積み上げてきた公害対策の成果を無にするものである。 

  ウ 以上のとおり、新設発電所の設置予定地は、大気汚染物質に係る各種の規

制対象となっている地域であり、住宅地の至近地でもあって、大気汚染との

関係では、いわば 悪の立地に石炭火力発電所を設置しようとするものであ

る。 

その上、後記の代替案に関して詳述するが、たとえば天然ガス火力発電所

であれば、ＳＯｘは排出されず、ＮＯｘ、ＰＭなどの大気汚染物質も激減す

るところ、「石炭」は も多くの大気汚染物質を発生させる燃料であり、 悪

の燃料である。 

以上のとおり、新設発電所は、大気汚染物質による影響との関係では、
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悪の立地、 悪の燃料で建設・稼働されようとしているものである。 

 ⑶ 環境負荷がより小さい代替案がありうること 

ア 天然ガス火力発電との比較  

神戸製鋼及び関西電力は、関西地域においても日本全体においても電力

需要が供給を大幅に下回る現状において、他の発電技術に関する選択肢

（例として天然ガス、再生可能エネルギー）があるにもかかわらず､また

発電という本来であれば公共性の高い事業であるにもかかわらず、自らの

短期的な営利目的のために、わざわざ「 悪の燃料」である石炭という大

量の温室効果ガスと有害物質を排出して広範な被害をもたらす発電事業

を行おうとしている。 

後記の再生可能エネルギーとの関係では、天然ガス火力発電所が妥当な

選択であるというわけではないが、少なくとも、天然ガス火力は、前述の

とおりＣＯ2 の排出は石炭火力の２分の１以下であり、大気汚染物質の排

出の点でも、ＳＯｘや水銀は排出されず、ＮＯｘやばいじんの排出量も大

幅に減少するのであって、環境への影響負荷は石炭火力よりも相当低い。 

イ 代替エネルギーとして再生可能エネルギーが存在し、これを拡充すべき

こと   

また、今日、ＣＯ2 排出が少ない再生可能エネルギーなどの石炭燃料の

代替エネルギー源が、多様に利用可能となっており、また国際的にコスト

面でも競争力を備えてきていること等により、経済合理性からも選択され

ている。さらに、中山間地域の活性化や、近時の多発する大規模災害への

対応としても、集中型巨大電源ではなく、地域分散型の自然エネルギー電

源が求められている。 

このような状況下で、前述のとおり、既設の石炭火力の稼働制限及び早

期フェーズアウトが求められている。それにもかかわらず、再生可能エネ
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ルギーの導入への取り組みなどを何ら検討せず、環境影響が極めて大きい

石炭火力発電所を新設することは許容されないというべきである。 

ウ ＣＣＳを備えていないこと    

なお、前述のとおり、ＣＯ2 の排出との関係では、新設発電所が稼働しつ

つＣＯ2 の大量排出を避けるための方法として、ＣＯ2 を回収するための

ＣＣＳという技術が存在し、現在、技術開発も進んでいる状況にある。 

したがって、火力発電所においてはＣＣＳの導入が可能となってきてい

る以上、これを備えるべきであるが、新設発電所にはＣＣＳが備わってい

ないし、ＣＣＳが具備される具体的な計画もない。 

  エ 以上のことから、神戸製鋼が選択する「石炭火力発電」については、「発

電」を行う方法として別に存在する、ＣＯ2 排出が極めて小さい再生可能

エネルギーによる発電が存在し、これによる発電所の建設により売電事業

を行うことができるにもかかわらず、そして仮に「火力発電所」という枠

内で検討するとしても、石炭火力に比して相対的に環境影響の少ないガス

火力発電という方式があるにもかかわらず（すなわち発電事業・発電方法

に係る代替策があるにもかかわらず）、あえて、環境に、広範囲に重大な影

響を及ぼす「石炭火力」を選択し実行するものと言わざるを得ない。また、

環境影響の一部を低減する技術が存在するにもかかわらずそれを用いるこ

とも予定されていない。 

    すなわち、本計画は、あくまで企業の利益確保の観点から、 も大きな

環境影響を与える「石炭火力発電所」をあえて選択するものである。 

⑷ 電力需給は安定していること 

そして、２０１８年の酷暑時においても、原子力発電所の大半が停止してい

るなか、省エネ、既存の火力発電所及び再生可能エネルギー発電によって、電

力需給に支障は生じていない。 

今後、再生可能エネルギーの主力電源化が国のエネルギー基本計画において
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も謳われているのであり、省エネルギー及び再生可能エネルギーの拡大が着実

に遂行されていくことによって、電力需給に支障を来さないことが可能である。

実際にも、関西圏における電力需要は既に存在する発電所によって充足されて

おり、新設発電所を設置する必要性はない。 

⑸ 環境アセスメントの過程に重大な瑕疵があったこと 

環境影響評価手続は、本来、住民等の参加のもとで、当該事業の環境影響を

適切に把握・評価するために行われるものである。 

ところが、新設発電所にかかる本件アセスについては、①建設予定地が環境

基準未達成地域であるにもかかわらず、ＰＭ２．５や光化学オキシダントに関

する影響予測を行わなかったこと、②大気汚染物質の総排出量の変化や水銀の

排出量など、市民の健康に関わる重要な情報について準備書に記載せず、また、

説明会等においてもこれらの情報を明らかにしないまま準備書の市民参加手続

を終えたこと、③配慮書及び準備書に対する兵庫県知事意見において求められ

た温暖化対策のための措置について適切な対応をしなかったこと、④環境負荷

のより小さい代替案（天然ガス火力）との比較検討を行わなかったことをはじ

め、多数の内容面・手続面における重大な問題がある。 

加えて、昨年１０月の改ざん問題後に行われた兵庫県及び神戸市によるアセ

スデータの検証作業により、準備書の根拠となるデータに数百か所の数値の修

正が必要となったことからも本件アセスには瑕疵があるというべきであり、準

備書に対する神戸市長意見においても「準備書等の修正の内容は、直ちに神戸

市環境影響評価審査会委員の理解を得られるものでなかった」、「準備書に係る

事業者の情報提供の姿勢には問題があると言わざるを得ない」と異例の指摘が

なされている。 

本計画は、環境改善の途上にある地域に、しかも住宅密集地に隣接して大規

模排出源を建設しようとする計画であるのにもかかわらず、神戸製鋼は、施設

稼働に伴う大気汚染の影響予測を十分行わず、代替案の検討も行わず、また、
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住民等に対して明らかにすべき環境情報の開示すらしていない。このような対

応は、利害関係人や市民の参加のもとで施設稼働に伴う環境影響を調査・予測・

評価して、環境面からみて合理的な意思決定を促すという環境影響評価制度の

趣旨を没却するものであって、本件においては、環境影響の把握・低減のため

に存在する環境影響評価手続が全く機能していないと言わざるを得ない。 

⑹ まとめ 

差止請求における侵害行為の受忍限度を超える違法性の有無の判断について

は、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の持つ

公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、侵害行為の

開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措

置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察して

これを決する（ 判平成７年７月７日 民集４９巻７号１８７０頁、２５９９頁

等）。 

本件新設発電所の建設は、深刻な大気汚染に悩まされてきた地域に１３０万

ｋＷもの大規模の石炭火力発電所を建設し、原告のみならず人口密集地におけ

る多数の住民を、長期間にわたり、継続的に有害大気汚染物質に暴露させるも

のである。また、パリ協定のもとで、世界的に石炭火力の新設は許されないと

されているところ、その時代の趨勢に逆行して、年間６９２万トンものＣＯ2

を継続的に長期にわたり排出し、大気中のＣＯ2 濃度を上昇させ、地球温暖化

を進行させ、気候変動による悪影響を悪化させるもので、その行為態様は悪質

であり、侵害の程度は甚大である。 

本件における被侵害利益は、原告らの生命・健康と、良好な大気環境を維持

し、危険な気候変動を防止して安定した気候を享受し、平穏に生活する権利（人

格権）である。また、原告らの健康被害と平穏生活権の侵害は、いずれも対象

の集団性（被害を被る住民の著しい広範性）と加害行為の著しい長期性を特徴

とする。 
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他方で、被告らの行う石炭火力による発電事業は、電力自由化のもと、現在

電力の需給が安定している中で、より大きな経済的利益を追求するために、Ｓ

Ｏｘ・ＮＯｘ・ＰＭ２．５等の大気の汚染の状況を悪化させ、かつ国や県や民

間事業者や市民が進める温暖化対策に反して、他に環境負荷の小さく地域分散

型の再生可能エネルギーの利用や火力発電の中にも天然ガス火力などの代替手

段があるにもかかわらず、あえて環境負荷がもっとも大きな大規模石炭火力発

電を選択しているもので、公共性ないし公益性を欠くものである。 

さらに、環境影響評価手続等のプロセスにおいて、環境負荷のより低い発電

方式等の代替案や被害防止のためのＣＣＳなどのＣＯ2 の排出削減措置の検討

は十分になされず、被害を懸念し、より有効な対策を求める住民への情報開示

や協議も尽くされないまま、住民の反対を押し切り、従前の計画どおり新設発

電所の着工に至ろうとしている。 

よって、被告らの新設発電所の建設・稼働による大気汚染物質及びＣＯ2（温

室効果ガス）の排出行為は、原告らの権利侵害との関係で、受忍限度を超え、

違法性を有する。 

 

第５ 各被告らに対する請求権の法律構成 

１ 差止請求の法的根拠～人格権・平穏生活権に基づく妨害予防請求権 

 原告らの差止請求の法的根拠は、第４の１で述べたとおりであるが、以下、

気候変動との関係でのその今日的意義について、追加して主張する。 

⑴ 気候変動は、もはや不確実な危険ではなく、既に人々の生命・身体・健康・

生活基盤が崩壊する危険が現実のものとなり、今後、さらにその危険が高まる

ことが科学的にも、また生活実感としても明らかになってきている。 

しかし、所有権モデルを基礎とする伝統的な民法の理解によれば、所有権は

特定の個人への帰属と目的物に対する排他的支配を不可欠の要素とするところ、

「環境」という名で括られる「公共空間」は、その帰属と帰属主体による支配
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領域が曖昧なため、伝統的な支配権としての環境権は認められないとされてき

た。いわば「皆のもの」は「誰のものでもない」から、特定の者がその私的権

利を主張して公益に関する保護や救済を司法に求めることはできないとされて

きたのである。 

⑵ ところが、今日、温室効果ガス排出による気候変動が生じている「地球環境」

は、その激変が健康侵害や災害の激烈化などを通じた直接の生命・身体への被

害（人類滅亡を含む）や、環境激変からの国家・民族紛争などを通じた間接的

な生命・身体への被害（人類滅亡を含む）につながるものとなり、「皆のもの」

であり、「誰のものでもある」と理解しなければ、それを適正に管理することは

できなくなってきたのである。 

そこでの公共空間の捉え方は、排他的支配ではなく、共同管理であり、侵害

の捉え方は、特定の個別的私権の侵害ではなく、共同ルールの違反による共同

利益の侵害である。したがって、モデルとすべきは共有物の共同利用のための

管理システムであり、共同利益に反する行為がある場合に、共同体の一員に認

められている保存行為としてのルール違反行為の差止請求権である。 

⑶ 本件事件の原告には、子どもから高齢者までおり、家族原告も含まれる。新

設発電所が稼働を続けることが予定されている２０５１～５２年を迎えること

はない者もいれば、当然生きているだろうと予想される者もいる。それだけ長

い時間にわたり、新設発電所は稼働し続ける。しかもそれは地球環境が気候変

動面ではこのままでは急速に悪化し、必死の対策が世界の共同のルールとして

進められていくはずの時代なのである。 

原告の一人は既存発電所から立ち上る煙が見えるところに、小学生の孫と隣

りあって住んでいる。熱中症で亡くなった人もいることや広島や岡山では洪水

などで大勢亡くなったこと、温暖化が進んでいることを話しあっていたとき、

「僕たちが大人の時代はどうなっているの？」と問われたことがある。「住める

地球にしておくように頑張っているのよ」と答えたが、孫に「大人たちはずる
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いね。」と指摘された。では、何ができるだろうと話すなかで、太陽や風などで

電気をつくることができることに感嘆した孫が、「なんと、かしこい」と語った

ことも忘れられない。７歳の子どもも、気候の危機とその危機に対応すべきは

何かを理解できている。原告らの多くが本件訴訟に原告として加わったのは、

自らのためだけでなく、子に、孫に、将来の世代に、大人たちが今できること、

すべきことをしなければならないと思い至ったからである。また、長期的な健

康被害や健康や生活基盤への脅威は子どもたちにより重大な悪影響をもたらす

ことから、子どもたちを含む家族も原告に加わった。 

本訴において原告らが主張する安定気候享受権は、宇宙船地球号の共同利益

の利用権の一部を有する市民として、気候ないし地球環境という共同利益に深

刻な影響を与える（パリ協定に整合しない）違反行為を差し止める現代的意義

を示すものでもある。 

２ 神戸製鋼・コベルコパワー神戸第二に対する請求 

 ⑴ コベルコパワー神戸第二に対する差止請求権 

コベルコパワー神戸第二は、第２で述べたとおり、現在は、新設発電所に係

る事業主体であり、新設発電所を建設しこれを所有するとともに、稼働させる

主体（後述のとおり、稼働を委託する主体）である。 

   以上のとおり、新設発電所の稼働は差し止められるべきものであるところ、

原告らは、コベルコパワー神戸第二に対し、新設発電所の稼働の差止請求権を

有している。また、コベルコパワー神戸第二による新設発電所の建設は、新設

発電所を稼働させ、違法な大気汚染物質・ＣＯ2 の排出を行う前提となる行為

であるところ、違法行為の準備行為であることから、原告らは、コベルコパワ

ー神戸第二に対し、新設発電所の建設についても人格権に基づき妨害予防請求

権（差止請求権）を有している。 

⑵ 神戸製鋼に対する差止請求権 

新設発電所については、コベルコパワー神戸第二が所有主体となるが、コベ
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ルコパワー神戸が既設発電所の操業を神戸製鋼に委託しているのと同様に、コ

ベルコパワー神戸第二は、神戸製鋼に対し、新設発電所の操業（稼働）を委託

するものとみられる。また、コベルコパワー神戸第二は、神戸製鋼の１００％

子会社であり、コベルコパワー神戸第二の事業に関する意思決定は、実際には

神戸製鋼によって実行されるものであり、新設発電所の稼働に関しては、神戸

製鋼の指揮命令のもと行われるものといえる。 

したがって、新設発電所の稼働については、その実際の稼働業務の主体が神

戸製鋼であるほか、稼働に係る意思決定の主体も神戸製鋼であるところ、原告

らは、コベルコパワー神戸第二だけでなく、神戸製鋼に対しても新設発電所の

稼働に係る差止請求権を有している。そして、以上によれば、新設発電所の稼

働については、神戸製鋼の行為とコベルコパワー神戸第二の行為は強い関連共

同性を有しているところ、両社は、原告らに対して、新設発電所を稼働をして

はならない不作為義務を連帯して負う。 

３ 関西電力に対する請求  

⑴ 新設発電所をめぐる神戸製鋼（コベルコパワー神戸第二）と関西電力の関係 

ア 発電事業に係る神戸製鋼らと関西電力の密接な関係 

神戸製鋼は、関西電力の実施した火力電源入札において、２０１５年（平

成２７年）２月、落札者に決定し、同年３月に、関西電力と本件電力受給契

約を締結した（神戸製鋼の契約上の地位は、後にコベルコパワー神戸第二に

承継）。落札額、本件電力受給契約の内容は明らかにされていないが、新設発

電所の建設計画およびその資金調達は、本件電力受給契約を基礎とするもの

であることは疑いがない。また、前述したとおり、新設発電所からの全発電

電力が関西電力によって３０年間買い上げられるから（甲２）、新設発電所は

関西電力の専属的発電所といってよい。 

他方、関西電力は、新設発電所からの電力供給を受けるとともに、関西電

力管内の既存のＬＮＧ・石油火力発電所の稼働抑制を行う予定であるという。
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これは、ＣＯ2 の排出係数の小さいＬＮＧ火力等から、排出係数の大きい石

炭火力へのリプレース（置き換え）を行いつつ、関西電力の発電事業全体の

経済的効率性を高める事業戦略にほかならない（なお、中川雅治環境大臣は、

ＣＯＰ２３において経済性の観点のみから石炭火力発電を推進することは許

されないと述べたが、パリ協定締結後に世界各国が脱石炭へと向かう中で、

ＬＮＧから石炭へのリプレースが認められてよいはずはなく、このような事

業戦略はおよそ許容できない）。 

神戸製鋼は、神戸市環境影響評価審査会において新設発電所からのＣＯ2

の排出量についての議論がされる中で、新設発電所は、関西電力による電源

入札に対して「関西電力の発電所の代替」として神戸製鋼が落札したもので

ある、電力の小売上は、新設発電所は関西電力の発電所の一部とみなされる、

との発言をしている。そして神戸製鋼は、関西電力が新設発電所からのＣＯ2

排出についても面倒を見なければならず、それゆえ関西電力が再生可能エネ

ルギーや燃料転換に関する事業計画を立てているとも発言しており、同発言

からすれば、神戸製鋼の見解は、新設発電所からのＣＯ2 排出についても関

西電力が責任を持つというものである。 

このように、新設火力発電所は、関西電力の発電所群を構成するものとし

つつ、関西電力がいわば発電所の建設と稼働を「外注」する形で、神戸製鋼

だけでなく関西電力自身が安価にかつ低リスクで電力を創りだし、一般消費

者に売電しようという計画であるところ、このような事業全体のスキームか

らしても、関西電力と神戸製鋼（及びコベルコパワー神戸第二）は密接な関

係を有している。 

  イ 発電については関西電力がその指示を行うこと 

また、新設発電所のオペレーションは、実際にも関西電力の指示によって

行われることになる。 

先に述べた火力電源入札に際して、入札の前提となる要綱として関西電力
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が公開している「火力電源入札募集要綱 平成２６年度版」（甲１０）と電力

受給契約書のひな形である「電力受給契約書（ひな型） 平成２６年度版」

（甲１１）によれば、落札者が関西電力と締結する電力受給契約の内容とし

て、関西電力が供給を受けるべき「通告電力量」を供給者（落札者）に通告

し、これに従って供給者が発電した電力を関西電力に供給することとなって

いる（甲１０の「３．」の（５）、（７）など）。そして、関西電力は発電所の

運転パターンなども規定しているほか（甲１０の「３．」の（６））、供給者が

通告電力量から一定の割合を下回る量しか電力を供給できなかった場合のペ

ナルティなども規定されている（甲１０の「９．」の（４）など）。 

本件においては、上記要綱等に基づいて神戸製鋼（コベルコパワー神戸第

二）と関西電力との間で電力受給契約が締結されていると見られるところ、

上記の通りで考えれば、神戸製鋼（コベルコパワー神戸第二）は、あくまで、

関西電力からの指示（供給量の通告）に従って発電量等を調整する、すなわ

ち新設発電所の稼働を制御するのであり、実際にも、神戸製鋼自身が、大気

汚染物質の総排出量に関連して、発電所の利用率は「関西電力の指令に基づ

く」と述べている（甲７）。 

以上のことからすれば、関西電力は、供給量の通告等を通じて、新設発電

所における発電を神戸製鋼（及びコベルコパワー神戸第二）に指示し、神戸

製鋼（及びコベルコパワー神戸第二）は、これに基づいて新設発電所を稼働

し、発電を行った上で電力を関西電力に供給する関係にある。 

  ウ 新設発電所からの排出行為に係る関連共同性 

以上のような両者の関係を見れば、関西電力は、長期間の安定した電力購

入を内容とする排他的な本件電力受給契約を神戸製鋼と締結し、新設発電所

を関西電力の発電所群の重要な構成組織と位置付けたうえで、日常的にその

運営を指揮し指示することを通して、実質的には新設発電所を神戸製鋼等と

共同で運営する関係にある、すなわち民法７１９条における関連共同性を肯
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定できる関係であるといえる。 

その結果、新設発電所からの有害大気汚染物質と大量のＣＯ2 の排出行為

は、原告らに対する侵害行為としては、神戸製鋼等と関西電力との共同排出

行為とみなすことができる。 

⑵ 新設発電所の稼働を指示する行為の違法性 

神戸製鋼と関西電力による共同排出行為による被侵害利益は、生命・身体に

かかる人格権あるいはその一部を構成する平穏生活権及び安定気候享受権であ

り、強い要保護性がある。 

また、落札価格・電力供給契約の内容は公表されていないが、石炭火力を前

提とし、燃料が安価な石炭火力でないと割に合わないような契約内容となって

いることが推測される。そのような経済性を環境より優先させる電力受給契約

は、原告らを含む市民の健康リスクと他の産業セクターや市民によるＣＯ2 排

出削減の努力にフリーライドして、莫大な利益を得ようとするものであって、

およそ公共性を欠く。 

よって、排出行為に直結する新設発電所の稼働を指示する関西電力の行為は

受忍限度を超える強い違法性を帯びている。 

 ⑶ 関西電力に対する差止請求権と請求    

関西電力は、本件電力受給契約に基づき、関西電力の電力事業網の中で経済

性も加味したうえで新設発電所から買い上げる電力量を定め、神戸製鋼を指示

して発電を行わせ、有害大気汚染物質やＣＯ2 の排出をさせるものであるから、

関西電力に対する共同排出行為の差止請求の具体的な対象行為は、関西電力の

神戸製鋼に対する発電の指示となる。 

よって、原告らは、関西電力に対しては、人格権に基づく妨害予防請求権と

して、本件電力受給契約に基づく神戸製鋼への新設発電所に対する発電指示の

差止請求権を有している。 
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第６ 結語 

 よって、原告らは、コベルコパワー神戸第二に対し、人格権等に基づく妨害予防

請求権により新設発電所の建設を、コベルコパワー神戸第二および神戸製鋼に対し

て、同請求権により新設発電所の稼働の差止めを求め、関西電力に対し、人格権等

に基づく妨害予防請求権により本件電力受給契約に基づく神戸製鋼に対する新設発

電所の発電の指示の差止めを求めるものである。 

以上 
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