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はじめに 

地球規模での環境保護の必要性が叫ばれ、環境法が充足してきた中で、実は、急速に成長を遂げ

る環境法の在り方にいびつなものを感じることは少なくない。例えば、今日の最も重要な課題の一つ

である温暖化防止との関係でも、温暖化防止に懸命に取り組もうとしたが故のことであろう、3 年ほど前

には、突然バイオ燃料が注目され、多くの企業が一斉に食用の穀物の生産を中止し、バイオ燃料の

ための穀物生産に踏み切った。そこで、国際社会では穀物の価格が高騰し、なんと途上国では、食

糧危機が発生してしまうという悲惨な結果を惹起せしめたのである1) 国際社会における環境保護政

策の歪みの結果に他ならず、いわゆる環境法の「分断化(fragmentation)」の弊害の 1 つの表れと言っ

てよい2)。 

少なくとも、環境保護は、短期的には経済的利益と相反することがあるという理由から、国家は、又

は、企業は(とくに途上国の国家や企業)、環境保護には必ずしも積極的ではなく、したがって、いかに

経済的利益を守りながら、環境保護を実現していくかがまずは模索され、そのような相克する要求をと

もに満たす概念として 1992 年のリオ宣言に象徴されるように、「持続可能な開発」というコンセプトが生
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み出され、以降、今日まで環境法の中心的な「軸」とされてきたのは周知の事実である。 

しかし、リオ宣言からすでに 20 年近い年月を経て、地球規模の環境悪化はさらに進み、環境法が

その対応を求められる射程はますます拡大し、問題の複雑化、諸問題の連動性やその交錯状況の深

化なども加わり、より整合的かつ効果的な法体系への発展のため、新たな調整理念、新たな「軸」が必

要とされるようになってきている。その「軸」とは何か。ここでは、その新たな「軸」こそ、「人権法アプロー

チ（human rights law approach）」(「人権アプローチ(human rights approach)」と一般に括られるも

のの一部を抜出し、本稿で改めて区別化して定義するもの、詳しくは後述、1.3 で定義)ではないかと

の問題提起を行う。 

以下、述べるように、「人権アプローチ」は、かつて、1972 年人間環境宣言当時、いったんは「軸」と

してその中核を占めながらも、その後、経済発展重視の途上国の理解を得る必要性から、「持続可能

な開発(sustainable development)」という理念に置き換えられてきた感がある。しかし、環境法形成が、

「持続可能な開発」という理念のもとに、実際は、国際社会全体の経済発展や、あるいは途上国への

特別の経済的配慮をビルトインした形で進められなければなかったこと、そして、そこに、必ずしも「人

権法」的な考慮の要請がなかったことなどが、こうした歪みの背景にあるのではないか、との問題意識

からである。 

とくに、WTO 体制は、自由貿易体制の根幹であり、今日の国際社会を支える極めて重要な市場原

理であって、それが前提での「環境保護」を考えることは、当然と言えないわけではない。しかし、ここ

での問題提起は、そうした重要な理念でさえ、「ありき」の前提では、地球規模の環境悪化を食い止め

ることはできない、ということにある。既存のいかなる重要な理念と雖も、これからの将来、より高度かつ

効果的な環境保護を行っていくためには、何らかの修正、制約の可能性を許容する余地を求められ

るであろう。ただ、もしそのような重大な修正、制約を課す必要があれば、やはりそれはそれで、それな

りの別の重要な理念に基づくべきであり、それのためにこそ「人権アプローチ」、とくにその中でも本稿

で定義するところの「人権法アプローチ」に基づく判断や検証が必要とされるべきだということである。 

 以下、まず第 1 に、環境法と人権法の関わり方の経緯を概観し、その関わり方の変容について述べ

る。次に、具体的に、環境保護の実現にとって今日重要な問題となっている GMO(Genetically 

Modified Organism,遺伝子改変生物)規制・管理の問題について、いかに「人権法アプローチ」が有

用であり、また模索されるべきか、それを、①実体法規範の充足・補完、②環境保護基準の ad hoc な

調整・決定 ③手続法整備という 3 つの観点から分析することとする。その意義やまた限界についても

触れたい。 

また、昨今、GMO との関連では食糧安全保障が問題とされることから、とくに食糧として利用される

GMO について、いわゆる「相当な食糧に対する権利」（以下、「食糧に対する権利」とも言及)がどこま

で環境保護の実現に迫れるのか、という点を見ていくこととする。 
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1. 環境と人権の linkage 

1.1 新しい権利としての「環境権」 

環境法がその出発点において人権法の影響を強く受けていたことは疑いがない。当初環境保護は、

人間中心主義(anthropocentrism)に基づき限局的に開始されたが、やがて地球規模での環境保護

の必要性が認識されると、より確固とした理念が求められその根拠は人権の保護に基礎づけられた 

(1972 年ストックホルム宣言原則 1)。しかし、そうした初期の「人権アプローチ」に基づく環境保護は、

人間以外の生物や資源に対する保護を軽視するものと批判を受け、その後 1992 年のリオ宣言ではか

わって「持続可能な開発」が環境保護の中心的理念とされ、生態系を一体のものとして保全するという

アプローチが主流を占めた。とくに、リオ宣言に、環境権、right to a decent, healthy, or viable 

environment が明示的な権利として入らなかったことに注目しなければならない。そのような権利を認

めることは、その定義の困難さ、個人の要求や主張に合わせて環境基準を設定していくことの非効率

さ、人権関係の組織に、環境保護の監督義務を負わせることの不適切さ、人権を通じて環境を見る際

にはどうしても基本的に人間中心的になってしまうことなどから忌避されたということである。 

しかし、環境と人権のリンクを考える際に、この right to a decent, healthy, or viable environment を

環境保護の実現を目的として中心的に構成して考える必要があるだろうか。「人権アプローチ」の活用

方法にはいくつかあると考えられ、既存の人権を動員すること、既存の人権を再解釈して適用すること、

新しい人権の創出、の 3 つである3)。このうち、「新しい人権」とは、通常「環境権」と言われるものである。

このような新しい人権の創出は、確かに人権法の秩序の中に環境保護を完全にその一部として位置

づけ、環境と人権をダイレクトにリンクさせるという意味では望ましい形態と考えられる。1994 年に国連

の差別防止小委員会の特別報告者に任命されたクセンティーニ(Kesentini)は、その最終報告書の中

で、環境と人権についての検討を行っており、そこでは、そうした新しい権利としての「環境権」が中心

的な概念とされたが4)、しかし、依然として「よい環境を享受する権利」、すなわち「環境権」を正面から

規定する人権条約は少ない。世界人権宣言や国際人権規約にも規定はない。地域条約にはその例

を見ることができ、「すべての人民は、その発展に有利な一般的で満足できる環境に対する権利を有

する」（「人および人民の権利に関するアフリカ憲章(バンジュール憲章) 24 条）や「すべてのものは、健

康的な環境についての権利を有する」（米州人権条約のサンサルバドル議定書 11 条）)などがあるが、

しかし、たとえこのような条項を有していても、いずれの条約の場合にも、当該条項に基づき委員会へ

の通報を通じて直接権利の主張がなされた事例は確認されていないか（バンジュール憲章は通報等

の案件の内容について非公開のため不明）、またはそもそもそのような制度を有していないのであっ

て（サンサルバドル議定書の場合は当該権利侵害についての通報制度を有していない）、具体的な

法益保護の観点からどれほど機能しうるのか、疑問があると言わざるを得ない。 
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特別報告者の報告に見るように、確かに、法秩序の体系化や整合性を考えれば、新しい人権として

の「環境権」を「人権法」の体系の中に創設し、具体的な法的権利主張をも可能ならしめる根拠とする

ことによって、環境保護の実現に貢献しうることは疑いがないが、しかし、すでに上述したような理由に

より、現実には、国際法の平面においてそのような権利を創設することは難しい。また、このような権利

は、例えば環境保護基準の客観化に貢献できるかというと、この権利自体が極めて曖昧で抽象的権

利であるため、現段階ではこの権利に基づく保護基準の客観化は望むことができないであろう5)。 

 

1.2 既存の人権の再解釈(拡大解釈)による環境権の包摂 

「環境権」という新しい人権が、必ずしも環境保護の実現に効果的でなく、環境法秩序の客観化に

貢献するのが困難であるとすれば、既存の人権をそのまま動員するか、または既存の人権の再解釈、

拡大解釈によって、環境権をその条項に含めていくという方法がより現実的であると思われる。とくに

後者の方法、すなわち、既存の人権の再解釈、拡大解釈によって環境保護の実現を図る手法は、こ

れまで現実に、欧州において行われ評価されてきた手法である。環境と人権の関係、そのリンクの問

題を考える際に、欧州人権裁判所が環境保護に積極的な判断を行ってきたことがよく知られている。

欧州人権条約(人権および基本的自由の保護のための条約、1953 年発効)には、「環境権」の明文規

定はなく、よって、環境保護に積極的な判断を行う際に、欧州人権裁判所がとっている手法は、条約

に規定されている既存の人権の「発展的解釈」によるものと解されてきている(例えば、「パウエルおよ

びレイナー対イギリス事件(Powell and Rayner v. UK (1990))」、「ロペス・オストラ対スペイン事件

(Lopez Ostra v. Spain (1994))」、「グエラ他対イタリア事件(The case of Guerra and others v. 

Italy(1998))」など)6)。しかし、極めて同質性の高いヨーロッパ地域において、このように既存の権利の

解釈によって環境保護の実現に貢献させる手法をそのまま国際法の平面でも利用することができるか

は疑問であり、その意味で限界があると考えられる。またそもそもそのような「発展的解釈」自体の内容

が明確でなく、またもし「発展的解釈」がなされたとして、それにより、条項が当初の立法趣旨を修正し

て(拡大して)解釈されるとすれば、それは新しい義務の創設となる。国際環境法の客観化に貢献し、

環境保護の実現に現実に効果的に貢献しうるとは思われない。 

 

1.3 既存の人権の援用 

以上のことから考えれば、人権法が環境保護に貢献しうるのは、そして環境法の法秩序の客観化に

貢献しうるのは、むしろ、既存の権利をそのまま利用すること、であるといえる。本稿では、このような手

法をあえて上述の 2 つの方法と区別して(一般に「人権アプローチ」というときには本稿で改めて定義し、

区別化を図る「人権法アプローチ」も含まれる。すなわち、何らかの手法で「人権」に依拠した環境保

護の実現を目指す手法が、これまでとくに細分化されることなく一括して「人権アプローチ」とされてき
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た)、「人権法アプローチ」と定義する。つまり、この手法は、上述の 2 つの方法と異なり、人権としての

「環境権」の確立を模索したり、また人権法の解釈を拡大して環境保護概念を含めたりするのではなく、

つまり、いずれにせよ、概念の一体化を前提として人権法と環境法との境を喪失させていく手法である

いわゆる上記 2 つの「人権アプローチ」とは異なり、環境保護の実現を独立した「人権法」としてまた別

途「脇から」支えるということである。 

事実、今日では、環境法に基づく環境保護のレベルが不十分であるような場合に、人権法による要

求により、より厳しい保護水準が求められ、環境法が新たな、より高度の制約に服せしめられることに

なるという現象が起きつつある。これは、環境保護の観点からして、歓迎すべきことではないか。環境

法が長らく、経済法との関係において、相克的な関係の中で、どうしても法的な保護の水準を受け入

れ可能な程度に低く設定せざるを得ないといった限界を余儀なくされてきたこと、そのことを考えれば、

人権法は、逆に、環境法の保護水準をより高い水準へと牽引し、さらに根源的な環境保護の質を達成

する方向で動くことができるという意味で、極めて画期的であり、期待できる。 

様々な既存の人権の援用が、環境保護の実現に利用可能であると考えられる。そのことを例えば、

今日もっとも重要な環境問題の 1 つ、GMO の規制・管理について見ていきたい。 

 

2. Case Study : ＧＭＯに対する人権法アプローチ 

2.1 実体法規範の充足・補完  

GMO については、例えばヒトへのバイオテクノロジーの応用によるものと、ヒト以外へのものと大きく

扱いが分かれる。 

ヒトに対するものは、UNESCO や Council of Europe で立法作業が進められており、1997 年の「ヒト

ゲノムと人権に関する UNESCO 宣言」や、1997 年の Council of Europe による「人権とバイオ薬品に

関する条約」といったものに結実している。これらの文書の主要なベースになっているのは、「人間の

尊厳(human dignity)」であり、この意味で、ほぼ完全な形で「人権法アプローチ」による高水準の規律

がなされていることが明白である。ヒトゲノムの研究開発行為を通じて作り出される（可能性のある）

GMO の「環境中への放出」が危険かどうかという、ヒト以外の GMO に対する環境法の一般的な視点

からの規制ではなく、その行為それ自体が、人権法の視点から、すなわち、遺伝子の性質による差別

の禁止や、人間のクローンやその他ゲノム生殖細胞の開発する行為は「人間の尊厳」に反するという

理由から禁止されるのである(ヒトゲノムと人権宣言 2 条、人権・生物医学条約 6 条、11 条)。とくに人

権・生物医学条約は、「ヒトのクローニング禁止に関する議定書」を置いており、こうした行為に対して、

さらに重要な法的制約にかからせしめ、開発行為の限界を厳しく設定しているという点が注目に値す

る。 

他方、今日では、ヒト以外の生物に対するバイオテクノロジーによって作り出された GMO について
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は、ヒトへのものと異なりむしろ積極的な利用の可能性が模索されており、その扱いが重要な問題とな

っている。したがって、この「ヒト以外への生物」から生成された GMO の規制・管理に関し、GMO の主

たる提供基盤であるいわゆる多国籍企業(TNCs: transnational corporations)の規制を通じた規制が、

効果的かどうか、とくに「実体法規範の充足・補完」といった面で、本稿が言うところの「人権法アプロー

チ」が機能しうるかどうか、以下、検討する。とくに①TNCs の行動に対する直接規制（ソフトロー）を通

じての「人権法アプローチ」の活用と、②既存の実体的権利(ここでは「相当な食糧に対する権利」7)に

着目する)の援用による TNCs への行動規制の可能性、の 2 面から、その有用性について検証を試み

たい。現在、TNCs によるGMO の違法な「環境中への放出」が急速に問題化しており8)、その意味で、

実質的に GMO の開発・製造・管理・販売・国際取引に絶対的な優位性を有する TNCs を国際法の平

面で直接に規制することは、GMO の規制・管理の点で非常に重要であると思われる。 

 

2.1.1 ＴＮＣｓを通じた規制(1)―「規範」を通じての人権法アプローチの活用  

 

今日では、経済のグローバル化の中で、いわゆる多国籍企業が活躍しており、事実上、GMO の提

供の基盤となっている。したがって、GMO の規制・管理については、まずは、その提供基盤であるア

クターへの直接規制という形式で、人権法領域で試みられた多国籍企業への規制の手法を活用でき

ないかという試みがなされてきている。この点で、「規範  (Norms on the Responsibilities of 

Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights)9)」が、

国連人権小委員会（人権の促進と保護に関する小委員会）で採択されたことが最も注目される。同「規

範」は、非国家主体である多国籍企業の行動規制の問題に、主として人権法領域で試みられてきた

規制のための理論、手法を用いて取り組むものであり、これが環境法領域にも利用可能かどうかという

ことである。 

「規範」は TNCs に直接責任を課し、その活動及び影響の範囲で、国際法及び国内法で認められ

た人権について、促進し、その実現を確保し、尊重し、保護する義務を定めている。TNCs は、「規範」

により、広く一般的に、経済的・社会的・文化的権利を尊重することを要請されており、その諸権利の

中には、「発展の権利」や「飲料水に対する権利」とともに、本稿が扱う「相当な食糧に対する権利」も

含まれている10)。 

「規範」は、しかしながら、非拘束的文書でしかなく、しかも、人権委員会によって採択されていない。

逆に、2004 年の経済社会理事会の決議では、この「規範」は、「人権委員会の委託のもとに作成され

ておらず、小委員会はその監視機能を実施させてはならない」ことが確認され、「規範」の活用による

多国籍企業の活動の規制について消極的な姿勢が示された。理由としては、「規範」は、あくまで「多

国籍企業の本国たる国家に第一義的責任がある」（1 項）ことを前提としながらも、むしろ併行的に「国
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連その他の国際・国内機構による定期的な監視・検証」（16 項）に、多国籍企業を服せしめることを予

定しており、それまでにない強力な直接規律の方向が打ち出されたため、と考えられる11)。 

しかし、初めて企業の人権侵害に対する直接の責任を規律するという方向であり、人権侵害への是

正要求という手法で環境保護の実体的規制の欠如を補い得るものであって、本稿の観点からした人

権法からの重要なアプローチであると評価できる。これらの多国籍企業への規制は、例えば次に述べ

る「食糧に対する権利」との関連でも有用である。すなわち、「相当な食糧に対する権利」を尊重すると

いう「規範」の上記規律の遵守を要請されることによって、TNCs は「他の国の人々の食糧に対する権

利を侵害することのないような貿易政策や関係を確保しなければならない」ことを要請され、また、上述

したようなその絶対的優位性を利用した GMO の環境中への違法な放出についても、それが当該国

家・地域の農作物の生育や植生にいかなる影響を及ぼすかもわからず、引いては「相当な食糧に対

する権利」を侵害するかもしれないのであるから、当然そのような行動も抑制されるという効果を持ち得

るのである。しかし、あくまで「規範」は、自主規制的なルールでしかないため、TNCs による遵守を完

全に期待できないという限界はある。 

 

2.1.2 ＴＮＣｓを通じた規制(2)―社会権規約の域外適用の可能性 

つぎに既存の人権の利用、すなわち、社会権規約の域外適用という手法を通じての GMO の規制・

管理が可能かにつき、考察する。ここでは、具体的な社会権規約上の権利としての、「食糧に対する

権利」の利用可能性について論じる。 

まず一般的に社会権規約が、そこに規定される個々の諸権利についての域外適用を認めるかが検

討されなければならない。他の人権条約と異なり、社会権規約は、その管轄的範囲について明示する

規定を置いていない12)。したがって、許容されるとみることも不可能ではない。その場合、考え方として

は 2 つあり、第 1 に、いわゆる「実効的支配 (effective control)」の理論を通じて域外適用されるとする

考え、第 2 に、国際協力義務に基づき、社会権規約の締約国は域外でも社会的・経済的権利を尊重

し保護する義務を負うとするものである13)。前者のアプローチは狭すぎる。そもそも「実効的支配」の理

論に基づく域外適用とは、例えば占領などの状況で、「軍事力」を通じ「実効的支配」がなされるような、

かなり限定的な場合を想定している14)。他方で、国際協力のアプローチは、逆の問題を抱えている。

つまり広すぎて定義ができない。 

このような前提に立ち、ここでは「食糧に対する権利」の域外適用の可能性につき、さらに検討する。

この点で、「食糧に対する権利」の国連特別報告者の報告が注目される。同報告では、社会権規約の

域外適用と、その国家との関係を通じ TNCs に責任を求めることによって、対処することが試みられて

いる。特別報告者によれば、国家は、食糧に対する権利を尊重し(respect)、保護(protect)、実現する

(fulfill) (又は実現を支援する(support to fulfill))「域外適用される義務(extranational obligations)」
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を負う15)。「尊重する義務」は、他の国家の人々の食糧に対する権利にネガティブな影響を与えるよう

な行動と関係している。したがって、食糧関係の制裁を課したり、禁輸をしたりすることを慎まなければ

ならないし、また他の国の人々の食糧に対する権利を侵害することのないような貿易政策や関係を確

保しなければならない16)。「保護する義務」との関連では、国家は、TNCs の有害な活動、当該国家に

おける投資や活動 (operating)から個人を保護しなければならない (受入国義務 (host state 

obligations))。特別報告者は、また、国家の防止する義務についても付け加えている。国家は、自国

の企業が、自国外で活動する際に他国の「食糧に対する権利」を侵害しないように防止しなければな

らない。これを home state obligations という17)。「実現する義務」は、国家に他国（途上国）の社会的・

国際的秩序を形成することを支援する義務と解釈できる。その秩序とは、それによって、「食糧に対す

る権利」が十分に実現されるような秩序である。この見解に基づけば、人権的な影響を有する限り国家

の義務は生ずるので、このアプローチに基づくことはかなりのカバーを期待できる18)。 

しかし、社会権規約の域外適用についてはそれ自体、問題がなくはない。まず第 1 に、国家が、排

他的に、その管轄又は管理下における人々の権利を尊重し、保護し、実現する責任を負うという、そも

そもの国際法の前提との関連においてである。判例上、とくに、この管理下という概念は狭く解釈され

るのが通例である。とすれば、TNCs が「食糧に対する権利」を侵害し、社会権規約の域外適用が望ま

れるような状況において、果たしてどこまで、現実に、締約国に、他国又は国の管轄外に存在する

人々の「食糧に対する権利」を尊重し、保護し、実現することを確保する責任を求め得るのか、疑問が

生じる。「実効的支配」に基づく域外適用であれば上記の前提と十分両立しうるが、しかし、そのような

ケースは限られており、TNCs が他国において「食糧に対する権利」を侵害するような事例とは無縁で

あるように思われる。他方で、域外適用の根拠を「国際協力義務」に求める方向性は、域外適用を安

易に容認・正当化しかねず、上記前提とのコンフリクトを生じさせかねない。 

第 2 に、非国家主体は、周知のように、国際法・国際人権法における法主体ではない。したがって、

本来直接国際法の平面においてではなく、国家を通じて規制されなければならないはずである。しか

し、国家を通じた TNCs の間接的な規制は、しばしば問題を生じさせる。たとえば、TNCs とその受入

国との間の経済協定が締結されることによって、受入国が実際上もまた法的にも TNCs の活動を規制

する力を制限されてしまう可能性がある。かといって、本国に TNCs の管理責任を求めることができる

か。その TNCs、すなわち非国家主体が、事実上国家の主体であるような場合や、または非国家主体

が、違法な行動を取る際に国家の指示を受けたか、又は国家の指導・管理に基づき行ったなどという

ことがなければ、国際法に基づき、その TNCs の本国は、非国家主体の行動には責任を負わないの

が一般的である。したがって、本国の責任を求める際にも、国家の管轄又は管理下にない TNCs の活

動に対して社会権規約上の義務の域外適用がどこまで認められるかという問題がある。 

しかし、実際にこのような手法が認められる可能性は十分高まりつつある。2006 年、多国籍企業で
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あるオランダのトラフィギュラ社が傭船したパナマ船籍の船が、有毒廃棄物をコートジボワール

の海岸に投棄、それによって甚大な健康被害を受けたとして被害住民がオランダでトラフィギ

ュラ社を相手にオランダの裁判所に訴訟提起をし、和解金を勝ち取ったが、加えてその後オラ

ンダの最高裁はオランダ国内での投棄を許可せず他国に移送を余儀なくさせたとして、オラン

ダ市の責任追及の可能性をも示唆するに至っている19)。同様の手法が GMO の規制・管理につい

てもとられる可能性は十分にある。 

 

2.2 環境保護基準の ad hoc な調整・決定  

次に、「人権法アプローチ」に基づく、環境保護基準の調整・決定機能につき述べる。この手法は、

ある環境損害の原因行為に対して、規律する原則や環境保護基準が存在していても、そうした原則や

基準が十分確立しておらず曖昧であるために、その適用において具体的な保護の水準を与えること

ができないような場合、あるいは、与えたとしても適切な水準の確定に資することができないような場合

において、関連する人権法の解釈適用によって、アドホックなベースで、より適切な環境保護水準の

調整・決定を促す、という機能である。ここで本来適切な環境保護の水準の決定を行うことが期待され

ている原則や環境保護基準として念頭に置いているのは、いうまでもなく「予防原則」（予防的アプロ

ーチを含む広義の意味での）であり、この「予防原則」の機能を補完するものとして、関連する人権法

の援用が有用ではないか、との視点から分析する。とくに、「予防原則」は GMO 規制において、その

機能が重要視されながら、しかし、適切な環境保護基準の決定にとって具体的に十分効果的でない

現状があり、そうした場合、たとえば、前掲の「食糧に対する権利」などが、関連する人権法として、環

境保護基準のより適切な決定に寄与しうる可能性があるのか、などにつき、論じてみたい。 

 

2.2.1 「予防原則」から具体的な環境保護基準を直接導出することの困難さ 

GMO 規制・管理に関し、その規制・管理の一般的方向性、理念が、当然「予防原則」に拠らなけれ

ばならないところは、現在国際社会において GMO 規制・管理を主として規律する SPS 協定やカルタ

ヘナ議定書における基本的なアプローチを見ても明らかである。しかし、だからといって、それでは、

一般原則としての「予防原則」が、GMO 規制・管理のレベルの決定、具体的な環境保護基準の決定

に、何らかの回答を与えるのかといえば、それは後述するように、条約レベルにおいても困難であるこ

とは明白であり、ほとんど期待できないであろう。 

確かに、予防原則は、リオ宣言 15 原則において定式化され（「環境を保護するため、予防的アプロ

ーチは、各国により、その能力に応じて広く適用しなければならない。深刻なまたは回復し難い損害

のおそれが存在する場合には、完全な科学的確実性の欠如を環境悪化を防止する上で費用対効果

の大きい措置を延期する理由として用いてはならない」）、その後も諸条約において盛り込まれてきて
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いる。一般原則としての重要性は十分認識されているものの、国際慣習法としての地位についてはま

だ確立していないというのが学説上通説であり、またその態様も一義的ではない（precautionary 

principle の他にもリオ宣言の文言でもある precautionary approach (予防的アプローチ)や

precautionary measures（予防的措置）、precaution(予防)などの文言で定式化され、その意味内容

にも差があるのが実情である）。したがって、このような慣習法としても確立しておらず、未だ発展の途

上にあってその態様としても「派生形」が存在しているような状況の原則から、国際法の平面において、

具体的な環境保護基準が直接与えられるといった状況は考えにくい。 

他方で、国内的な動きはもう少し進んでおり、ブラジル GMO 事件（ブラジルにおけるモンサント社

の除草剤耐性大豆の承認問題）に見られるように、国内裁判所では明確に「予防原則」の適用可能性

が認められ、「予防原則」が GMO の承認問題に関する「国際法の基本原則」であり、それはもはや国

際慣習法として確立するに至ったと示唆されたこと、そして、実際に保護水準のレベルの決定の判断

基準とされた例があることに留意しておく必要があろう20)。 

次に、それでは、実定法として条約中に規定された個々の「予防原則」がいかに具体的な環境保護

基準の決定に資するかであるが、そもそも上記に示したようなある程度のバリエーションを有する形で

条約中に組み込まれており、また当該条約の立法趣旨や管轄等に当然影響を受けることから、その

適用により、何らかの具体的な環境保護基準が決定されうるとしても、そこにもまたバリエーションが生

じ、それが本来的な「予防原則」に基づく「環境保護基準」の導出とみなされるのか、そして、それは最

終的には同一の事象を規律する他の条約が存在した場合、当該条約に規定される「予防原則」に基

づき導出される基準と、同じレベルの「環境保護基準」の導出をもたらすのか、という困難な問題を提

起する。 

とくに、本稿の観点では、先にも挙げた WTO 体制に基づく SPS 協定における予防原則・リスク評価

とカルタヘナ議定書における予防的アプローチとリスク評価の違いが、環境保護基準の決定において、

異なる回答を与える可能性を示していることから、この問題は看過できない。 

すなわち、GMO の規制・管理について、SPS 協定 5 条 7 項に基づき、追加的な情報を求めまた適

当な期間内に当該輸入制限措置を再検討する義務が課され、「暫定的措置」としてなされる輸入制限

措置と、カルタヘナ議定書 10 条・11 条に基づき時間的制約がなく、また科学的不確実性を明らかに

する追加的な情報が求められることなく取られる輸入制限措置と、いずれも予防原則の適用ないし予

防的アプローチに基づくものと解釈されるが21)、しかし、これらの規定のいずれも、実際の輸入制限措

置がどのような「適切な保護の水準」でなければならないのか、決定的な基準を与えるものではないこ

とは明白である。 

以下、WTO 法上における「予防原則」の適用の状況をさらに考察する。 本来、環境保護基準とし

て機能し、どこまでの規制が許容されるのかの基準たるべき「予防原則」のみからは、結局のところ、
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WTO 法上での GMO の規制がどうあるべきかという結論を導くのが困難であることは、容易に見て取

れる。 

 

2.2.2 ＷＴＯ法上に見る「予防原則」の意義とその「環境保護基準」決定機能の不十分性 

GATT は、その 20 条(b)において「一般的例外」の 1 つとして「人、動物又は植物の生命又は健康

の保護のために必要な措置」をとることを妨げてはならないとしており、衛生植物検疫措置として上記

に該当する措置を定めようとするときは、「衛生植物検疫措置の適用に関する協定（Agreement on 

the Application of Sanitary and Phytosanitary ; SPS 協定）」 に基づき、加盟国はその旨を通報しな

ければならない（SPS 協定 7 条）としている。 

上記 SPS 措置が WTO 法上適法と認められるためには、①それが国際標準に基づく保護水準であ

ること、②国際標準を超える保護水準に基づく措置をとる場合には、危険性評価に基づきリスクの存

在を明らかにすること、③科学的証拠が不十分である場合には一定の要件に基づき「暫定的」な措置

を実施すること、のいずれかを満たさなければならない。EC ホルモン牛肉事件の上級委員会報告書

によれば、SPS 協定には、予防原則は 5 条 7 項においてのみとられているのではなく、協定前文 6 パ

ラ、また 3 条 3 項においても基礎となっていると解されており22)、もし、そうであるとすれば、SPS 協定に

おける予防原則の位置づけは少なくとも 2 段階、すなわち、上記②及び③のそれぞれのレベルで検

証されなければならないことになる。 

 

(1)前文 6パラ及び 3条 3項―そもそも本当に「予防原則」を反映しているかの問題 

前文 6 パラ及び 3 条 3 項は、加盟国が、人又は動物、植物の生命又は健康に関する「適切な保護

の水準(appropriate level of protection)」を、いわゆる SPS 適合性推定がなされるコーデックス委員会

の定める基準等、国際標準に基づく場合よりも高い、すなわち、上記上級委員会の文言では、「慎重

な (cautious)水準」で設定することを認めている。上級委員会は、ここに、予防原則が反映されている

としており、確かに、「国際標準」よりも高い環境保護水準を与えるとすれば、一見「予防原則」の機能

の表れであるとも言えなくもない。またさらに上級委員会は、「生命を脅かすような人間の健康に対す

る回復不能な損害の危険」については慎重にかつ予防的な観点での政府の対応に評価を示してい

る。 

このように SPS 協定は予防原則を単に「暫定的措置」として取られる SPS 措置に限らず、SPS 協定

一般に反映されているとするが、しかし、上級委員会は、他方で、予防原則が、5 条 1 項、2 項に定め

る科学的原則に基づく危険性評価の実施とそれに基づく SPS 措置の実施という枠組みに優先されな

いことを明確にしている。とすれば、5 条 1 項、2 項に定める危険性評価を経て、リスクの存在が科学的

証拠に基づき確認された後、保護の水準の決定に際して予防原則を援用することが可能であると解



62    人権法アプローチに基づく環境保護の実現―GMO規制におけるその有用性の考察を通じて―：石橋 可奈美 

釈せざるを得ないが、これが本来的な予防原則の趣旨を反映するものであるのかは、疑問が残る。 

それは、まず第 1 に、科学的証拠に基づくリスクの存在が明らかにされることが前提とされるが、この

ようにリスクの存在が科学的に証明されること、それが、すでに予防原則の援用の前提とされるべき科

学的不確実性の存在とは相容れないという点にある。また、第 2 に、措置に対して現実に広い裁量が

認められる余地があるとしても、それが予防的であるとはいかなる状態であるのか、不明確である点で

ある。 

この点、上級委員会は、前文 6 パラ及び 3 条 3 項を根拠として「予防原則」が機能しうる余地がある

ことを示す根拠として、リスクの存在が証明されても、そのリスクに対してどのような措置をとり、いかに

「適切な保護の水準」を決定するのか、そこには合理的関連性があればよいとのみ協定は定めており、

リスクととられる措置との間の対応関係にまで科学的証明が求められてはいないことを指摘している。

確かに、上級委員会の指摘するように、リスクと対応して合理的でさえあれば、とられる措置の内容へ

の縛りがとくにないこと、その部分に予防原則が機能する余地があるともいえるが、しかし、果たしてそ

れが「予防原則」が反映されるべきことを要請してのことなのか、それとも、ただ単に国家のその他の総

合的・政策的考慮も認めるための余地23)でしかないのか、その点、協定は何らその趣旨を明らかにし

ていないことに留意する必要がある。 

さらには、前文 6 パラ及び 3 条 3 項に依拠しての「予防原則」の適用可能性に関しては、SPS 協定

の別の条項も関連すると思われ、問題は複雑である。すなわち、同協定は、SPS 措置が、「適切な保

護の水準」を達成するために「必要以上に貿易制限的でないこと」を同時に要求しており(5条6項)、そ

うであるとすれば、前記の措置の決定に関する緩やかな条件（「合理的関連性があればよい」）は崩れ、

現実に措置国に対して措置の選択につき広い裁量が認められないこともあり得る。ある程度リスクに対

応して自動的に措置の内容は限定されてしまうであろうし、したがって、「予防原則」が機能の余地は

かなり限定されるものと思われる。その実態は、結局「リスク」の存在に関する科学的証明がなされ、そ

れを以って一定の措置が取られることを認められることとあまり変わらない。 

以上によれば、上級委員会が指摘するように、前文 6 パラ及び 3 条 3 項に「予防原則」が反映され

ているのだとしても、そこから、「予防原則」の援用の証左となりうるほどの、何らかの具体的な、より高

度な保護水準、より「適切な保護の水準」が導出され、設定されることを期待するのは困難であると言

えよう。 

 

(2)暫定的「予防原則」適用の意義 

つぎに 5 条 7 項に基づく暫定的措置としてとられる SPS 措置については、「予防原則」に基づくもの

であることがはっきり認識されているが、この場合の措置は、4 つの要件を満たさなければならないこと

が、日本のリンゴの輸入に係る検疫措置事件 (Japan Agricultural Product Case)24)で述べられている。
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それによれば、①関連する科学的情報が不十分な場合、②入手可能な適切な情報に基づき、暫定的

に実施可能であるが、そのような措置は、当該国が③一層客観的な危険性評価のために必要な追加

的情報を求め、④適当な期間内に再評価されることを前提として維持されうるものである。しかし、これ

もまたカルタヘナ議定書が 10 条・11 条においてとる予防原則が、時間的制約がなく、科学的不確実

性を明らかにする追加的な情報が求められることなく取られることと比較して、根本的に異なる意味合

いを有していると考えられる。 

また、さらに、この暫定的措置は、同時に当該暫定的措置の内容を制限する方向で働く他の要件

にも服さなければならない。すなわち、SPS 協定 5 条に定める、「貿易に対する悪影響を最小限にする

という目的」への考慮(5 条 4 項)及び、「保護の水準における恣意的又は不当な区別を回避するように

とする要求(5 条 5 項)である。この点でも、カルタヘナ議定書には同様の要求はないこと、またさらに、

「適切な保護の水準」の決定に関わる考慮項目としても、SPS 協定が、5 条 3 項において「有害な動植

物の侵入、定着、まん延の場合における損害の可能性」「防除又は撲滅の費用」「危険評価のための

他の方法の費用対効果」といった経済的損失への考慮を中心に構成しているのに対して、カルタヘ

ナ議定書は、広範な諸事情への考慮（社会経済上の配慮、すなわち「特に原住民の社会及び地域社

会にとっての生物の多様性の価値との関連において、改変された生物が生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に及ぼす影響に関する社会経済上の配慮」（26 条））を可能にする規定を設けている

ことなど、両者の違いはかなり顕著である。 

確かに WTO 法上で、SPS 協定 5 条 7 項は、暫定的ながらも「予防原則」に基づく環境保護基準の

決定を成し得る重要な根拠条文と言えよう。しかし、上記日本のリンゴの輸入に係る検疫措置事件で

明らかであるように、実際には、4 要件を満たさなければ認められないのであり、そして、かつ「暫定的」

という大きな制約や上記に示したその他の要件の考慮も求められているのであり、予防原則が根本と

する「科学的不確実性」を前提としているとすれば、本来もっと柔軟にかつ裁量性のある措置の発動

及び実施がなされうるであろうところ、実質上、かなりの強力な歯止めがかけられている。「予防原則」

に基づき、「環境保護基準」が高水準に設定されるというよりは、あくまで「国際標準」に基づくべき環

境保護基準を緊急避難的に引き上げる手法である側面が強い。 

したがって、SPS 協定5 条 7 項もまた、「予防原則」に基づく、より高水準での、環境保護基準の決定

をなしうる機能という点では不十分であると言わざるを得ない。 

 

2.2.3 人権法の援用によるより適切な「環境保護基準」の決定 

(1)ＷＴＯにおける人権法援用の一般的可能性―とくに紛争解決手続において 

これまで、WTO は、自己完結型(self-contained)のレジームであり、したがって紛争解決機関として

も人権法の領域には立ち入らないという立場をとってきたが、近年では、むしろ人権法の解釈にも踏
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み込むことが必要であるという見解が出されるようになってきている25)。そもそも WTO 法では「一般的

例外」という形式で、加盟国に健康、環境、といった「非貿易的関心事項」についての適用を除外し特

別の配慮を示してはいたが、それ以上の積極的な姿勢が求められ、これまで「人権法の領域には立ち

入らない」としたその消極的姿勢については根本的な見直しが必要と感じられるようになってきたとい

うことである。 

このことにイニシアチブをとったのは国連人権高等弁務官(UNHCHR)であり、そのいくつかの報告

書には、すべての WTO 加盟国は何らかの人権条約を批准しており、また、一般国際法の下に義務を

負っていることが指摘されている26)。したがって、人権法は、WTO のルールの解釈・適用において、ウ

ィーン条約法条約 31 条 3 項に定める「文脈とともに次のものを考慮する」の「当事国の間の関係にお

いて適用される関連する規則(any relevant rules of international law applicable in the relations 

between the parties)」（31 条 3(c)）になり得るということである。UNHCHR は、人権に対する義務を、

「尊重する義務」、「保護する義務」、「実現する義務」に分類し、「実現する義務」については利用可能

な手段 (available resources)に依存するとしても、「尊重の義務」、「保護の義務」については法的に

拘束的であると述べている27)。 

しかし、WTO 紛争解決手続において、紛争当事国が上記のような人権法を援用する(又はできる)

かどうか、しかも単に WTO のルールの解釈にとって「関連する規則」としてではなく、WTO 法上の義

務に反することを正当化するための直接の根拠として援用できるかについては議論の余地は残る28)。

というのも、人権条約の批准状況を見ても、すべての WTO 加盟国が批准している人権条約はなく、そ

の意味で人権に対する考えも多様であるといわざるを得ない。例えば、アメリカを始めとして 30 カ国以

上が社会権規約を批准していないのが現状である。  

しかし、これまでの WTO の紛争処理案件を見ても、例えばWTO の上級委員会は、エビカメ事件に

おいて、「適切な場合には、一般国際法から補足的な解釈の指針を模索し、柱書の文言を解釈する」

と述べ29)、また、ガソリン事件において、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」(以下、「紛争

解決手続了解」DSU) 3 条 1 項に基づき、GATT 23 条及び 24 条の規定にも関わらず、「WTO 法上の

権利義務を解釈する上で、国際法から隔離されて(in clinical isolation from international law)、解釈

することはできない」と述べるなどしており30)、実際には紛争処理手続における一般国際法の解釈適

用の余地を排除してはいない。またさらに紛争解決手続了解3条2項は、加盟国は、紛争解決手続に

つき、「解釈に関する国際法上の慣習的規則に従って対象協定の現行の規定の解釈を明らかにする

ことに資するものであることを認識する」と定め、条約解釈の慣行により普遍的な人権義務が「関連す

る規則」として、適切な考慮を払われ、解釈されるべき余地を予め認めている。確かに、紛争解決手続

においては、紛争解決機関の管轄権は WTO 諸協定にカバーされる問題に限定されている(DSU 3

条、7 条、19 条)とされており、したがって、これまでは人権法の解釈適用には踏み込んでこなかったが、
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できないということではないように思われる31)。 

多くの学者が WTO 紛争処理機関の管轄権を狭く解しているが、WTO における紛争処理に際して

人権法の解釈適用をすること、そのことが、ただちに人権法を WTO 法の中に組み込むことを意味す

るわけではない。国連人権高等弁務官による諸報告もそうした意図を有するものではないとされてい

る。このような人権法の援用についての抑制的な姿勢は、紛争処理における人権法の解釈適用を通

じて、人権法が WTO 法の中に組み入れられてしまうのではないかという漠然とした危機感や、またそ

こまで行かなくても、少なくとも法の解釈適用において WTO による人権解釈と人権機関による人権解

釈との間に乖離が生じてしまうのではないかといった懸念があるためと推測される。しかし、条約解釈

の慣行に従い必要に応じて関連する人権法規則が解釈適用されること自体は何ら不自然でなく、また、

その余地は WTO 法上も排除されていないどころか、そもそも当初から GATT20 条に明らかであるよう

に「一般的例外」として認められてきたのであるから（何が適用除外に該当するかの解釈の際、当然、

「人権」という「非貿易的関心事項」への考慮について判断することになる）32)、紛争処理機関を通じて、

アドホックなベースで人権法の活用、活用の促進がなされることはむしろ望ましいということになろう。 

 

(2)ＧＭＯ規制に関する「環境保護基準」の決定への人権法援用の可能性 

以上のような観点に立ち、WTO の紛争処理機関における人権法の利用可能性が模索されるとして

も、しかし、究極的に、それは WTO の本来の任務であるのかという疑問が残る。この点で、上記のケ

ースでは、欧州の非国家主体を中心として、WTO の機能としての適切性への疑義が提起された33)。 

しかし、それでも WTO において、人権法が適用され、たとえば輸入制限措置が、人権法(例えば本

稿の観点では「食糧に対する権利」)に基づきその合法性を認められるようなケースが起こり得るか。こ

の点については、残念ながら、EC－バイテク産品（GMO）事件34)では、EU によるモラトリアムが解除さ

れたことにより、WTO の上級委員会判断は、最終的にいかなる「環境保護基準」であれば、GMO の

輸入制限が正当化されうるかの問題には入らずに下されており、したがってこの事件から人権法一般

の援用可能性や当該事件において「食糧に対する権利」の援用可能性があり得たのかについての回

答を引き出すのは困難である。 

しかし、少なくとも前述したように、もし、こうした紛争において「食糧に対する権利」が援用され、

UNHCHR や国連の特別報告者の報告書において指摘されているように「食糧に対する権利」は「尊

重する義務」及び「保護する義務」に関し拘束的であり、また域外適用も認められるとすれば、とくに、

「尊重する義務」、すなわち「他の国の人々の食糧に対する権利を侵害することとないような貿易政策

や関係を確保しなければならない」義務との関係では、食品として輸出される GMO についての規制

は、より「高水準」でなければならない、という主張が理論的には成り立つ。ただし、この場合も、もちろ

ん、米国との紛争に関しては、米国の社会権規約の未批准といった問題が大きな壁となりそうである
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が。 

以上の点から、GMO 規制・管理の問題に限定していえば、ここでの人権法アプローチは、スタック

してしまった「予防原則」の解釈適用と、実際の環境保護基準の決定に新たな視点を与え、環境保護

の実現に貢献しうる可能性があることを指摘できる。 

GMO の輸入が自由化されるべきか、または制限されるべきか、また、どのような安全性の基準でな

されるべきか、また適切な情報が与えられ国民の同意に基づかされるべきものか、こうしたことは、ピー

タースマンが指摘するように、結局のところ、最終的には「民主的裁量」による必要があるのかもしれな

い35)。 これは「安全性」をどう捉えるか、「人権法アプローチ」によるアドホックな基準の調整・設定をさ

らに強く推奨する考え方であり、また、以下 2.3 で述べる手続的整備との関連で、「人権法アプローチ」

の有用性を強調するものである。 

 

2.3 手続法整備 

第 3 に、GMO の規制・管理については、人権法において整備されてきた手続法の整備を応用して、

対処する方法が見られる。すなわち、例えば GMO の規制に関するオーフス条約の最近の動きが注

目される。2005 年 5 月 25 日から 27 日にかけてカザフスタンのアルマティで開催されたオーフス条約

第２回締約国会議で、GMO に関する決定が採択され、オーフス条約は改正された36)。それによれば、

オーフス条約の 6 条 11 項が改正され、「3 条 5 項の規定を害することなく、この条項は、遺伝子改変生

物の慎重な環境中への放出並びに市場への導入を許可するかどうかに関する決定には適用されな

い」とされた。その代わりとして、Article 6 bis が挿入され、「遺伝子改変生物の環境中への慎重な放

出及び市場への導入に関する決定への公衆参加」と題する条項が設けられ、附属書Ⅰbis に規定さ

れる様式に従い、締約国は、遺伝子改変生物の環境中への慎重な放出及び市場への導入を許可す

るかどうかに関して決定をするに先立って、早期のかつ効果的な情報提供や公衆参加を規定しなけ

ればならないことが定められた(1 項)。またこの 6 条 1 項の規定に従って締約国によってなされる要求

は、カルタヘナ議定書の目的に一致し、その国家のバイオセイフティの枠組みと補完的かつ相互に連

携的であることが規定された(2 項)。同改正はまだ発効していないが、昨年 2010 年 10 月 8 日から 9

日にかけて名古屋で開催された同条約とカルタヘナ議定書の共同ワークショップで各国の実施状況

などの報告も踏まえフォローアップがなされている37)。こうした新たな手続法の整備は、GMO の規制・

管理にとって重要な手法であるといえる。 

 

おわりに 

  以上の分析を通じて、地球環境保護の実現を図る上で、とくに、GMO の有効な規制・管理の手法

として、今日、国際人権法アプローチの積極的な活用が模索され、また部分的にではあるが有効に機
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能する可能性について示すことができた。しかし、最後に付言しなければならないのは、逆説的では

あるが、人権法アプローチの援用が必ずしも「ただちに」環境保護の実現に向かうものではないこと、

ということである。 

 「人権法アプローチ」が強調されすぎれば、たとえば、本稿の観点で例を挙げるとすれば、先進国が、

今度は、財産権や経済的自由、研究調査の自由といった他の人権を援用して、GMO、とくにいわゆ

る GM 作物の保護を主張したり、除草や害虫駆除といった面で、あるいは高収量性を強調して、そうし

た作物の普及を推進することを可能としてしまうこともあり、また他方では、途上国に、種子や GM 作物

のコストやそれまでの農業への悪影響などを過度に主張させてしまうこともあり得る。 

 したがって、これまでどちらかというとある意味単純に、主として経済法との相克をベースに、どこまで

の環境保護基準であれば設定できるかというような観点からアプローチされ、結果、環境法体系に「歪

み」を生じさせてきていた、その「歪み」の解消や、より高度なかつ効果的な環境保護のために「人権

法アプローチ」の活用は有効であり、また期待されうるが、それを進めていく上では、まずは何よりも、

本来的には、人権の諸権利における優先性の問題、もしくは、人権法領域における諸々の人権のヒエ

ラルキーの問題が前もって合意され踏まえられなければならないだろうということである。 

 現在のところ、国際社会においても、まだ、そのような包括的な観点からの取り組みはなされていな

いようであるが、環境法の「分断化(fragmentation)」現象は、今日ますます顕在化しており、環境法体

系の整合的発展という観点からして、極めて好ましくなく、その状況は予断を許さない。本稿では、紙

面の関係上とくに GMO に限定して論じたが、今後、他の問題に関しても、同様の分析を行い、このよ

うな「歪み」の解消のために、まずは、どのような「人権法アプローチ」が利用可能か、またいかなる限

界があるか、そのような分析の結果から帰納的に、人権法領域におけるヒエラルキーの問題への何ら

かの示唆が導けるのか、などにつき、さらに考察していく予定である。最終的に、より統合的な観点か

ら、地球環境保護における「人権法アプローチ」の有用性が導ければと考えている。 

 

注 
 

1)  See FAO, “Briefing paper: Hunger on the rise: Soaring prices add 75 million people to global hunger rolls” 
(Sept. 17, 2008), available at http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000923/en/hungerfigs.pdf ; 
Benjamin Senauer, “The appetite for biofuel starves the poor,” Guradian, July 3, 2008, available at 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jul/03/biofuels.usa. 

2)  See Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Matti Koskenniemi, 
“Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of 
International Law,” UN Doc. A/CN. 4/L. 682, 13 April 2006, available at 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf. 
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4)  U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9 (1994), available at 

http://www1.umn.edu/humanrts/demo/HRandEnvironment_Ksentini.pdf. 
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5)  なお、実体的権利としての環境権についてはそうした状況であるが、やはり新しい人権の 1 つである right to 
participation などの手続的権利は、後述するようにオーフス条約などに結実して、かなり環境保護に関して

も成熟度を上げていると考えられる[Shelton 2003:3-8]。 
6) 立松 2001: 1 ‒ 36. 
7)  「相当な食糧に対する権利」は以下の諸条約及び諸文書等に、それぞれの立法趣旨や文書作成の観点から定

義ないし言及されている。 
Universal Declaration of Human Rights art. 25(1), G.A. Res. 217A, U.N. GAOR, 3d Sess., 1st plen. mtg., U.N. 
Doc. A/810 (Dec. 12, 1948) (“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 
well-being of himself and of his family, including food . . ”),  available at  
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml.  
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 11, Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S.3,  

“Article 11.1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate 
standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the 
continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the 
realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation 
based on free consent. 
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from 
hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific 
programmes, which are needed:  

(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of 
technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by 
developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and 
utilization of natural resources;  
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an 
equitable distribution of world food supplies in relation to need,” 

available at http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf. 
See also, General Comment 12, para.6 (“The right to adequate food is realized when every man, woman and 
child, alone or in community with others, has physical and economic access at all times to adequate food or 
means for its procurement. The right to adequate food shall therefore not be interpreted in a narrow or 
restrictive sense which equates it with a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients. 
The right to adequate food will have to be realized progressively. However, States have a core obligation to take 
the necessary action to mitigate and alleviate hunger, as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times 
of natural or other disasters, even in times of natural or other disasters ”), available at  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9. 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women art. 12(2), adopted Dec. 18, 1979, 
(requiring that State Parties guarantee, to women, “adequate nutrition during pregnancy and lactation”), 
available at http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm. 
Convention on the Rights of the Child art. 24(2)(c), adopted Nov. 20, 1989, (“States Parties shall pursue full 
implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures…(c) To combat disease and 
malnutrition, …through, inter alia, …the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, 
taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution”), available at 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm. 
U.N. General Assembly,63rd Session Third Committee, Agenda item 64 (b), “Promotion and protection of 
human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment 
of human rights and fundamental freedoms,” U.N. Doc. A/C.3/63/L.42/Rev.1 (Nov. 17, 2008), available at 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/607/03/PDF/N0860703.pdf?OpenElement. 

8) Clapp 2008: 348-58. 
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9)  Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to 
Human Rights,  U.N.Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of 
Human Rights, 55th session, Agenda item 4, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev. 2 (Aug 26, 2003), 
available at http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En. 

10)  Ibid., at 12. 「相当な食糧に対する権利」と「水に対する権利」はまた密接に関連している。See also, United 
Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 15, “Substantive Issues 
Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; The 
Right to Water,” U.N. Doc. E/C. 12/2002/11 (Nov. 26, 2002), available at 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e9
4/$FILE/G0340229.pdf. 

11) 横田 2005: 25-26. 
12)  Narula 2006: 728.  
13)  Ibid. 
14) 海外における実効的支配を及ぼす最も明確な事例として挙げられるのは、占領と、軍事力および準軍事力に

よるコントロールである。そのような場合の人権条約の域外適用は欧州人権裁判所および自由権規約委員会

において認められている。2004 年のパレスチナ占領地域における壁建設の法的効果の勧告的意見の中で、ICJ
は、イスラエルが批准した ICESCR が、西岸地域とガザ地域において域外適用されるかどうか、につき、

イスラエルによって占領された領域は、事実上「実効的支配」下にあり、37 年以上にわたって占領国の領

域的管轄権に服してきたとして、壁建設による「食糧に対する権利」への侵害を認めた。「食糧に対する権

利」を尊重し、保護するという消極的義務に限定してではあったが、域外適用を明示的に認め勧告的意見を

与えたことが注目される[ibid.,733-734]。See also, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 I.C.J. 131, P 1 (July 9), p.102. なお、「食糧に対する権

利」の国連特別報告者の報告でも、イスラエルの壁建設は、「パレスチナの人々を農地、井戸、生存の手段

から切り離すものであり、食糧に対する権利を『尊重する義務』に違反する」と述べられていたが、ICJ の
勧告的意見はさらに一歩進んで「保護する義務」に反することまで認めている点が注目される[E/CN. 
4/2004/10/Add. 2, 31 October 2003, at para. 49]。しかし、このようにして「実効的支配」の理論が、ICESCR
に基づく国家の義務に適用されるとしても、最終的にその有用性は非常に限定されている。確かに、国家は、

占領または武力紛争時に「実効的支配」を行うが、実のところ、「食糧に対する権利」の領域外での侵害は、

そのほとんどが、そのような場合においてではない。「実効的支配」の理論を通じての ICESCR の域外適用

の一般的有用性が認められるためには、いわゆる典型的な「実効的支配」ではなく、国家が領域外で経済政

策や市場に「実効的経済的支配」を行っているような状況が存在している必要がある[Narula 2006, supra note 
12,735]。 

15)  U.N. Commission on Human Rights Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean Ziegler UN 
Doc. E/CN.4/2005/47 (2005), at para. 47. 

16) Ibid., at para. 49-52. 
17) Ibid., at para. 53-55. 
18) Ibid., at para. 56-59. 
19)  UN environmental agency, “Deadly toxic waste dumping in Côte d’Ivoire clearly a crime,” UN environmental 

agency online(Sep.29, 2006), available at 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20083&Cr=ivoire&Cr1# 
“‘Toxic’ pigs cull in Ivory Coast,” BBC News online (Nov.10, 2006), available at 
http://news.bbc.co.uk/I/hi/world/africa/6134998.stm. AFPBB news, available at 
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2708538/5476546  See also, Wabwile 
2009:443. 

20)  McAllister 2005:152,160-169. 
21)  5 条 7 項は予防原則を導入するものとされている。「関連する科学的証拠が不十分である場合に」SPS 措置

を暫定的に発動することを許容する。この場合の要件として、危険性評価に必要な追加情報の収集努力と適
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当な期間内の措置の再検討が追加されている[平 2007:52-54]。「関連する科学的証拠が不十分である場合」と

は、入手可能な科学的証拠が、質的にも量的にも、5 条 1 項において要求される適切な危険性評価を可能と

しないようなものと解釈されている(日本のリンゴの輸入に係る検疫措置事件上級委員会報告, Japan — 
Measures Affecting the Importation of Apples, Panel Report, WT/DS245/R, as modified by the Appellate Body 
Report, WT/DS245/AB/R(Dec. 10,2003), at para.179, 183-185)。 

22)  EC Measures Concerning Meal and Meal Products (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (Feb. 13, 
1998), at para.124. 

23) 例えば、豪州鮭検疫事件上級委員会報告を参照(Australia — Measures Affecting Importation of Salmon, Panel 
Report, WT/DS18/R, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS18/AB/R(Nov. 6, 1998), at para.158, 
231)。どのような保護水準で措置をとるかは、措置実施国の専権事項(prerogative)であって[ibid., at para.199]、
そのことからすれば微量でもリスクを受け入れることができないとするいわゆる「ゼロリスク政策」をとる

ことも可能と思われるが、そのような政策決定が「予防原則」に根拠づけられてなされ得るのかは不明であ

る。 
24)  Japan — Measures Affecting the Importation of Apples, supra note 21. 
25)  Petersmann 2007:265. 
26)  Ibid., 237-239. 
27)  Ibid. 
28)  ミャンマーにおける人権侵害に対して発動された米国の貿易制裁が正当化され得るかなど。United States - 

Measure affecting government procurement: request for consultations by the European Communities, 
WT/DS88/1 (June 26, 1997). 

29)  United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products , WT/DS58/AB/R (Oct. 12, 1998), 
at para.158. 

30)  United States –Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R (April 29, 1996), at 
sectionⅢ.B. 

31)  Petersmann, supra note 25, 266. 
32)  Chazournes and Mbengue 2008:205-207. 
33)  Joseph 2009:313-322,339-340. 
34)  European Communities — Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech 

Products(“EC-Biotech(GMOs)”), WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R(Nov.21, 2006). 
35)  Petersmann, supra note 25, 272. 
36)  http://www.unece.org/en;v/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.2.e.pdf. 
37)  http://www.unece.org/env/pp/gmo.htm. 
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Human Rights Law Approaches to the Global 
Environmental Protection: its Effectiveness in the 
Regulation of GMOs 

 

ISHIBASHI Kanami 
 

This paper aims to examine the usefulness and effectiveness of international human rights 

law in the regulation of GMOs, and shows the returning significance of “human rights 

approaches” in general and also “human rights law approaches” specifically in this context. In 

earlier stage, the protection of environment was approached as one of the fundamental human 

rights as the 1972 Stockholm Declaration states, but afterwards in the 1992 Rio Declaration, such 

human rights approaches were completely replaced by the principle of sustainable development 

in order to meet the needs of the developing countries. Nowadays, again, among the human 

rights approaches, “human rights law approaches” have been particularly needed as important 

tools to protect the global environment particularly in the three ways as follows; (1) filling up gaps 

in the international environmental law, (2) adjusting the standard of protection to the more 

appropriate level upon ad hoc basis, and (3) creating the public participation procedures like other 

human rights protection regime. These contributes of human rights law approaches might not be 

so straightforward, because they do not intend to create the so-called “environmental human 

rights” as Special Rapporteur Ms. Ksentini featured in her Draft Declaration of Principle on 

Human Rights and the Environment, but it is still very important to see how those approaches 

could work for the global environmental protection. 

As a case study, the author picks up the problem of GMOs regulation and analyses the above 

three aspects on focusing the TNCs as main actors to deal with GMOs, the right to food as one of 

the most fundamental human rights to control GMOs, and new regulating procedures by the 

public provided in the Aarhus Convention. Although the WTO has been “self-contained regime” 

and therefore the right to food was never applied in the WTO dispute settlements, in the light of 

WTO’s flexibilities to rule upon other considerations (non-economic objectives) as Article XX of 

GATT provides and the possibilities of ICESCR’s extraterritorial application, it is worth to note 

the increasing importance of “human rights law approaches” even in the dispute settlement 

within the WTO to reconcile the free trade regime with the effective, environmentally sound and 

“democratic” control of GMOs. 




