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はじめに 

 国際環境紛争という言葉を耳にして、私たちは何を思い浮かべるだろうか。私が、国際環境

紛争の研究に着手して、すでに 20 年余りが経つが、その当初に想定していたものは、国家間紛

争であり、越境環境汚染に係るものであった。 

 とくに初期においては国際河川汚染についての環境紛争が顕在化した。ガブチコヴォ・ナジ

マロシュ計画事件（Gabčíkovo-Nagymaros Project（Hungary/Slovakia））1)については、ICJ に

おける紛争処理そのものは、あくまで適用条約の不履行に関する解釈という形で留められたと

いうものの、今日、この事件の環境紛争事案としての位置づけを否定するものはいないであろ

う。 

 しかし、その後、環境紛争はその様相を変化させてきている。国家間紛争では、資源管理や

漁獲の是非が全面に争われる形式の、南極海捕鯨事件（Whaling in the Antarctic（Australia v. 

Japan: New Zealand intervening））2)が生起した他、これまでのように領土画定問題などの一部

として潜在的な係争事項として争われるタイプの紛争の中に、環境保護に係る問題が入る形で

の紛争処理が求められるようになっている。 

たとえば、南極海捕鯨事件では、日本の実施する調査捕鯨（Japanese Whale Research Program 

under Special Permit in the Antarctic II: JARPA II）が、南極海における鯨類の資源管理を目的と

し商業捕鯨については全面的に禁止する国際捕鯨取締条約が例外的に許容する「調査捕鯨」で

あって 3)、その目的は「科学的調査（scientific research）」と言い得るかどうかについての科学

的な判断が国際司法裁判所においてなされるという画期的な結果をもたらした。また、昨今最
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もホットな紛争の１つとして、南シナ海における中国の海洋進出の問題があり、2016 年 7 月 12

日、フィリピンが仲裁裁判所に申立てた事案の判決がまさに下されたところである。その中に

は、南沙諸島の人工島の建設などから生ずる海域への海洋汚染の問題が取り上げられ、中国は

南沙諸島のサンゴ礁に著しい損傷を与え、絶滅の危機に瀕している動植物に悪影響を与えるな

ど、海洋環境保護の義務に違反している旨判示されており、海洋保護に関するフィリピンの主

張が広く認められている 4)。 

 他方で、国際環境紛争と言い得る紛争には、単に、国家間の紛争のみならず、国家と非国家

主体、非国家主体間に関する紛争もある。とくに、多国籍企業の世界規模での活動が無視でき

なくなり、完全に国際法のルールの外側に置くことができなくなっているのは周知のことであ

る。したがって、投資受入国と多国籍企業との紛争、また、投資受入国住民と多国籍企業との

紛争についても、本稿の考察に含めて論じる必要がある。 

 次に、こうした環境紛争の激化は、紛争予防の重要性をより強く認識させるようになってい

る。 

 環境問題への対処は、事後的になされるよりも事前の対応が望まれることは、広く認識され

てきたところである。予防原則が国際環境法の重要な原則となったことが、そのことの証左と

言えよう。 

しかし、他方で、予防原則（precautionary principle）もしくは、予防的アプローチ

（precautionary approach）と言われるものの、法規範性をいかにとらえるかについては、曖昧

なままに置かれている。国際慣習法としての地位が認められるとするものから、依然ソフト・

ロー的な原則に留まるとする説まで、その捉え方は一様ではない。法的位置づけだけでなく、

その内容についても、何を以て「予防的」な取り組みがなされたと言い得るのか、その判断の

基準となるべき手続についても、明確ではない。 

 国際環境紛争処理について、それが環境損害の属性、すなわち、回復不能な損害をもたらす

という属性からして、必ずしも有効な解決をもたらさないとすれば、私たちは、環境紛争予防

の手段についても、十分に追究していく必要があろう。 

 なお、本稿は、石橋 2013 及び石橋 2015（b）を踏まえて、さらにこの問題に関する枠組みを

探る途上の論考であることを予め断りおく。そのため、扱う事例は比較などの必要性もあり、

同じものとなるため、事例の説明などは、各所すでに記載した説明をほぼそのまま引用してい

ることを予めお断りしたい。一部、投資紛争について論じた石橋 2014（b）の事例についても、

紛争予防の観点から同様に引用されていることを予め断りおく。 

研究の流れとしては、以下である。石橋 2013 では、昨今環境法領域における手続法権利の成

熟、とくに、人権的な観点から環境保護の文脈でも援用可能な手続的権利の活用の可能性につ
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いて、当時国連総会に提出されたばかりの Knox Report に基づき実体的権利との関係も含めて

考察した。その結果、手続的権利の成熟が実体的権利にそれに比べてはるかに進んでいること

から、手続的権利の援用は、環境紛争処理において、重要な機能を果たしうる可能性があると

の結論を導き得た。これに続く石橋 2015（b）では、手続的権利として最も成熟度の高いとも

いえる、EIA に焦点を絞り、その機能を掘り下げた。石橋 2015（b:1-2）にも記したように、同

論考の目的は、EIA の機能を新たに 2 つに再構成することにあり、事前防止と事後救済という

両局面での有用な機能が見て取れることを明らかにした。 

以上の既存の研究を踏まえ、本論考では、さらに新たな視点を打ち出している。石橋（2015

（b））で事前・事後の「2 つ」にその機能がカテゴライズできるとした EIA であったが、もし

「環境紛争予防」ということを重視するのであれば、実は第 3 の機能、すなわち、「事前」と「事

後」の間に見出される新たな機能への期待が見いだされることを導き出した。環境紛争の予防

という観点からクローズアップされた新たな機能とは、後記にあるように、「「事前」と「事後」

の間にあって、それ以上の環境損害を食い止め、原状の被害に対処するための重要な手段」で

あるとともに、紛争処理手続の存在や開始の意思表示、準司法機関・司法機関による本案に入

る前段階での管轄権に関する判断や暫定措置命令などが紛争の顕在化やエスカレートを抑制す

る機能である。また本稿では、前稿で手続法としては最も成熟度の高いと思われる EIA に焦点

を絞って論じたが、その他にも PIC をカバーした。これは、「紛争予防」という観点からは、

EIA より PIC のほうが、より強力な効果を発揮し得るからである。詳細は以下に記す通りであ

る。 

なお、こうして、2013 年より研究はまだ、手続法の機能に関する定式化を試みている最中で

あり、そのため、①人権法の観点から考察した 2013 年と②事前防止・事後救済という観点から

考察した 2015 年、③環境紛争の予防にも焦点を当てて考察した今回の 2016 年において、それ

ぞれ導き出した「機能」に関する諸考察にはまだ「迷い」があり、確定的なものとなっていな

いし、今後の国際社会における法の整備や司法判断のあり方によってもまた変わっていかなけ

ればならないことも然りであろう。たとえば、2015 年の研究では、EIA には 2 つの機能があり、

今回の 2016 年の研究では、3 つの機能があるとした点においては、どういう観点からの考察で

あったかを別にし、「EIA の機能」と限定した場合には、今回 2016 年の研究は前年の研究成果

を修正する結果となった。しかし、著者としては、今回のこの修正された「結論」が正しく、

また前稿の結論は間違っていたとは思っていない。むしろ、いかなる観点から分析されたため

そのような結論に至ったかということが重要なのかもしれない。この点については、もう少し

今後の研究が進んだ段階で、総括したいと考えている。一連の論考の結論の揺らぎや再検討に

ついては、まだ、この研究自体が「枠組み」や「概念」を探る段階の論考であることを前提と
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して理解されたい。今後別の観点から考察した場合や国際社会のこの問題に関する動向如何に

よっては、さらに修正の可能性があること、を予め明らかにしておきたいと考える。 

 

１.国際環境紛争処理 

1.1. 紛争処理の多様さと機能―国家間紛争 

 今日までの国際環境紛争処理の様相を包括するに、当初は、トレイル溶鉱所事件（Trail 

Smelter case （United States, Canada））5)に見られたように、米国国内法の相隣関係の争訟で

適用されていた法理を国際法の平面での「領域使用の管理責任」という法理として確立、以降、

国家責任の枠組みで、環境損害に対する損害賠償の形での処理が行われ、また行われるように

なることが想定されていた。越境環境悪影響が顕著になるに従い、こうした紛争処理の在り方

は、環境損害についての原状回復が困難であるとしても、一定の損害賠償を被害国が加害国に

対して求め得る、有効かつ画期的な手法として受け止められた。 

 しかし、その後、環境紛争処理の様相は、当初のものとは異なってきた。国家責任の法理に

基づき、環境紛争処理制度を活用することで、原状回復及び損害賠償が認められ解決に至ると

いうような、トレイル溶鉱所事件判決が示唆したような形式での紛争解決方法は、実のところ

あまりとられなかったのである。 

 その理由にはさまざまなものがある。たとえば、そもそも、被害国が、国家責任の枠組みで

の損害賠償を請求することに躊躇したと言われているチェルノブイリ原子力発電所事故のよう

なケースがある。このケースの場合には、被害国が自国の原子力発電所における事故が発生し

た場合、損害賠償を求められることに脅威を感じたため、損害発生の因果関係が明らかであっ

たにも関わらず、損害賠償の請求という形にはならなかったとされている。実際にロシアも近

隣被害国に賠償をしていない 6)。 

 他方で、因果関係が明確でないために、紛争の提起が試みられたものの、実際の提起には至

らなかったケースがある。たとえば、ツバルは温暖化による海面上昇により水没の危機に瀕し、

キリバスやモルディブとともに、温暖化防止のために策定された京都議定書を批准しない米国

やオーストラリアを ICJ に提訴する考えを示した 7)。しかし、結局は、温暖化の場合、因果関

係の立証が困難であるという理由から（先進国が地球温暖化を引き起こしたとする見解は一般

的に認められるが、しかし、加害国もまた被害国である点で損害賠償法上の因果関係論の適用

が困難である）、最終的には提訴は実現しなかった。 

また、紛争がその入り口で取り上げられないということもままある。しかし、逆に紛争が入口

を通過することで、それ以降の審議、すなわち本案での判断を待たずに解決されることもある。

ICJ においては、「先決的抗弁」により、まずは ICJ の管轄権の有無が争われる。結果、管轄権
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が認められた事例で、それ自体が紛争の解決をも導いた代表的な事例としてナウル燐鉱地事件

（Certain Phosphate Lands in Nauru （Nauru v. Australia））8)がある。本事案は、ナウルがオー

ストラリアの委任統治下に置かれた時代に、オーストラリアが、ナウルの資源である燐鉱石を

採掘し尽くし、採掘後の環境破壊についてもそのまま放置したことにつき、ナウルがオースト

ラリアを相手取って、ICJ に提訴したものであった。ICJ が先決的抗弁判決で本事案についての

管轄権を認めると（The Court thus found, by 9 votes to 4, that it had jurisdiction to entertain the 

Application and that the Application was admissible）9)、1993 年、本案判決を待たずして、オー

ストラリアはナウルに環境破壊についての損害賠償金の支払い（「一定のリン鉱地」開発と そ

の自然生息地破壊に係る賠償金）を決定した 10)。 

 さらには、まれに、司法的機関・準司法的機関への提訴そのものが、紛争の解決をもたらす

効果を与えることがある。たとえば、ICJ の場合、1973 年、オーストラリアとニュージーラン

ドが、フランスによる南太平洋での大気圏核実験の計画に関し、同国を提訴したいわゆる核実

験事件（Nuclear Tests（New Zealand v. France））では、裁判所が大気圏核実験の差し止めに関

する仮保全措置命令（the French Government should avoid nuclear tests causing the deposit of 

radioactive fall-out on the territory of New Zeeland, the Cook Islands, Niue or the Tokelau Islands

（para.36））11)を下すと、裁判所の管轄権を認めず、手続にも参加していなかったフランスで

あったが、突然、1974 年の実験終了後、それ以降についてはもはや大気圏核実験は行わないと

の意向を公表した。このことは、実質上、仮保全措置命令だけで、フランスの核実験について

の抑止効果をもったことを示しており、したがって、本案に関して、ICJ は 1974 年 12 月の判

決で、オーストラリアと ニュージーランドの訴えはもはや目的を持たず、判決を下すべき事案

自体が存在しないとの判断を示すに至っている 12)。 

 こうして、国家による国際環境紛争処理については、さまざまな様相を呈しながら、判決そ

のものに至らなくても、一定の紛争解決機能を果たしていることが見て取れる。 

 

1.2 紛争処理の多様さと機能―非国家主体の関与する紛争  

次に、国家間の紛争という形態を取らないが、実質上国際環境紛争といってよい種の環境紛

争処理について、その態様や効果を検討する。 

 典型的な非国家主体間の環境紛争としては、多国籍企業によるものがある。多国籍企業が投

資受入国における開発行為により、生じさせた環境破壊について、現地住民が原状回復や損害

賠償などを求めるものである。 

 そもそも、企業は非国家主体であり、企業活動が国際的に行われたとしても、国際法の直接

の規制対象とはなりえない。しかし、中には地球規模で大きな影響を有する企業（いわゆる多
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国籍企業）が現れ活発に活動するようになったため、それら企業活動についての規制や管理が

必要であるという認識も高まっていった。きっかけとなった事例の一つとして、1984 年、イン

ドのボパール（Bhopal）で、アメリカの多国籍企業であるユニオン・カーバイド社（Union Carbide 

India Limited: UCIL）の子会社による大規模化学汚染が起きた事例を挙げることができる。同

事故では、50 万人もの人々が有毒ガス（非常に毒性の強いイソシアン酸メチル）に曝され、何

千人もの人々が死亡し、また同ガスに曝された地域住民の多くが神経系や、肝臓、腎臓などの

内臓にがんなど深刻な健康被害を今なお被っている。 

（1）紛争処理に関する法制度の整備 

企業の規制の必要性が認識され、次第に規制のための法制度が整備されていったが、中でも、

1999 年には国連グローバル・コンパクト（UN Global Compact） が、また 2011 年には、ビジ

ネスと人権に関する指導原則（The Guiding Principles on Business and Human Rights（ビジネ

スと人権に関する指導原則：国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために（Guiding 

Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations“Protect, Respect 

and Remedy”Framework）」と題された報告（ラギー報告）に基づいて採択されたもの））13)

が作成され、グローバルな企業活動における規制・管理の在り方の基本が整えられていったこ

とは大きな成果と言えよう。なお、こうした企業活動への規制に関する整備状況の経緯や内容

の詳細は石橋（2015（b）:57-69）に詳述しているため、それを参照されたい。その中から、指

導原則の紛争処理に関する法制度の整備について以下のように、引用しつつ、分析する。 

紛争処理に関する制度化に関していえば、非常に重要な動きがあったと言える。前記のラギ

ー報告も、この点かなり踏み込んで、国家の義務と企業の義務とに言及している。すなわち、

国家の義務として「国家は人権及び基本的自由を尊重、保護及び実現する」こと、また企業の

役割として「企業には適用されるべきすべての法令の遵守および人権の尊重が要求されること」

を確認した上で、 紛争処理につき、「権利及び義務が侵されるときに、それ相応の適切で実効

的な救済をする必要性」を明確にした。 

そして、救済の具体的な方法として、救済手段へのアクセスの制度化、すなわち、「ビジネス

に関連した人権侵害から保護する義務として、国家は、その領域又は管轄内において侵害が生

じた場合に、司法、行政、立法またはその他のしかるべき手段を通じて、影響を受ける人々が

実効的な救済にアクセスできるように、適切な措置を取らなければならない。」（原則 25）とし、

裁判手続（原則 26）、非裁判手続（原則 27）、その他の苦情処理申立制度（原則 28）に加え、

企業自身や産業界自らが苦情処理に対応する制度の構築（原則 29、30）など、多角的に救済へ

のアクセスを確保するよう義務づけている。これは、国家が整備することのできる、ほぼあら

ゆる救済手段を網羅する包括的なものであり、評価できる。 
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また、それらが単に制度として整備されるだけでなく、実効的であることが重要であるとの

観点から、いずれのレベルの救済手段も、一定の要件を充たさなければならないとし、正当性、

アクセス可能性、周知性、公平性、透明性が担保され、最終的に権利の実現をもたらす手続き

であること、先例を踏まえた一貫性を有する手続きであること、対話を可能とする手続きであ

ること、などが要請されている（原則 31）。途上国においては往々にして、公平性、透明性な

どの確保が不十分であるため、原則を形骸化させないという意味で、制度化のみならず実効性

の確保までカバーしている点が、紛争処理の観点から、とくに重要である。 

（2）紛争処理―国内法の援用 

紛争処理においては、当初は国内法の援用という手法がとられ、その後、今日では、より直

接的に国際法の平面での紛争処理が試みられるようになっている。なお、この事例及び分析に

ついては、過去、石橋 2014（b:69-71）の説明を引用しつつ、加筆修正している。 

国内法の援用による、初期の紛争処理については、米国の例を挙げることができる。 

ユノカル事件（John Doe 1 v. Unocal Corporation）14)が、その 1 つである。 

ユノカル事件とは、アメリカの企業であるユノカル社が、ビルマにパイプラインを敷設する

事業で、ビルマの農村の人々に強制労働を強いたとして、米国の裁判所で、外国人不法行為請

求権法（Alien Tort Claims Act（ATCA））に基づく訴訟が提起された事件である。事案には、強

制労働の他、レイプ、拷問、殺人などが含まれていた。2002 年 9 月の控訴審では、ユノカル社

の責任について、最終的に国際法違反となりうるか（国際法違反であれば、ATCA に基づき米

国民以外の者も米国裁判所に訴訟を提起できるため）についての判断が求められ、肯定的な判

断がなされた（The Court of Appeals held that liability under ATCA does not require the rights 

violation to have been committed through state action (by the state or as an extension of state 

authority) if the violation was committed in furtherance of crimes which themselves do not 

require state action to establish liability, such as war crimes, genocide and slavery. The Court 

determined that forced labor is a modern form of slavery, therefore individuals, including 

corporations, such as Unocal, could be found liable under ATCA. Consequently, the tribunal 

determined that Unocal could be held liable under ACTA for aiding and abetting (or providing 

willing support) to the Myanmar Military in establishing a system of forced labor, murder and 

rape because it could be reasonably shown that Unocal knew the military was carrying out the 

violations and provided support）。しかし、それ以降は、米国裁判所は、同法に基づき、企業責

任について国際法上の義務違反を認定することを様々な理由（フォーラム・ノン・コンビニエ

ンスや非国家主体への国際法の不適用など）から回避するようになった。やがて、最高裁で

ATCAの法解釈がなされ（（国際法違反であっても）米国の国外でなされた人権侵害につきATCA
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には領域外適用の明確な規定はないため）、米国と「相当の関係」を有しない限り、ATCA に基

づく米国における損害賠償請求は認められないと判示したのである。最高裁がそのような判断

を示した本事件は、オゴニランド事件に関連して、シェルが政府当局に働きかけ弾圧を受けた

人々の遺族が訴えていた事件（Kiobel v. Shell Petroleum, 10-1491（Supreme Court of the United 

States））であったが、そのような理由から損害賠償請求は棄却されている。今後は、この先例

に拘束されると思われる。 

 こうして、これまで司法の整備という点で未熟な途上国等において、訴訟提起がままならな

い場合であっても、米国における訴訟提起の可能性を与えてきた、この画期的な米国の ACTA

も、事案において米国との関連が認められない限り、管轄権を否定されることとなった。今日、

多くの多国籍企業が途上国で活動しており、そうした企業が環境損害を生じさせたとして米国

の裁判所に判断が持ち込まれることが増加する可能性を危惧しての判断と考えられる。 

 他方で、もちろん、「相当の関係」を有する場合には、それぞれの関係に基づき（ACTA だけ

でなく）、他国の国内法に基づく紛争処理も有用に機能するケースがある。たとえば、前記のオ

ゴニランド事件に関連しても、ニジェール・デルタで最も被害の大きいと言われたボド村の住

民がイギリスでシェルに対して提起した訴訟で 15)、シェルは 5500 万ポンド（8400 万ドル）の

損害賠償の支払いに合意した 16)。これは国内裁判所での紛争解決が有用であった代表的事例の

一つといってよい。 

（3）国際法に基づく紛争処理の模索 

 米国の大手石油会社であるシェブロン社（Chevron Corporation）は、2001 年に同じく米国の

石油会社であるテキサコ（Texaco）を買収したが、そのテキサコが 1964 年から 1992 年にかけ

てエクアドルで操業していた際の環境被害に関する環境紛争が存在している。なお、この事例

についても、すでに、投資紛争との文脈で、過去石橋 2014（b:71-74）で分析し、考察している。

事例や経緯の説明に関しては、ほぼそのまま引用している。それに基づき、本稿の観点である、

「紛争処理と予防」の観点から同事例を考察し直したものである。 

事案は以下である。エクアドルでは、シェブロン社の前身であるテキサコ（Texaco）による

開発行為で、熱帯雨林地帯、ラゴアグリオに水質汚染が生じ、それによって健康被害を受けた

とする先住民が原告となってテキサコを、その後シェブロン社がテキサコを買収したため、同

社が相手取って訴訟が提起されたことから始まった（シェブロン社自身はエクアドルで操業し

たことはなく、テキサコも汚染除去の責任をすでに果たした旨強調している）17)。 

本件では、国際法、ここではハーグの常設仲裁裁判所(PCA; Permanent Court of Arbitration)

の利用に基づく紛争処理が強く模索された。とくにシェブロン社側は、エクアドル国内での訴

訟及び、損害賠償請求についての賠償金支払いのため、数か国で提起されている訴訟に対応し
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ながらも、自らは、専ら PCA に事案を委ね、以下のように、最終的にシェブロンに損害賠償責

任はない旨の判断、を勝ち得ている。 

① エクアドル国内での訴訟手続の遅延につき、エクアドル政府の賠償責任（7 億ドル）を

認める PCA の判決を得ており 18)、ラゴアグリオの汚染問題に関する訴訟とは別ではあ

るものの、判決後、エクアドルの司法制度の問題性（賄賂、詐欺等の不正行為）につい

て同社のホームページで声明を出している 19)、 

② PCA（シェブロン社対エクアドル）によりエクアドルの地方裁判所の判断は不当である

として、エクアドルの国内外での同判決の執行停止が命じられた 20)。 

③ 前記判決につき、エクアドルが不履行であることに関して、2013 年 2 月 7 日 PCA は違

法であると判断 

④ 2013 年 9 月 17 日、本案判決の一部を構成する判決で、エクアドル政府がテキサコと締

結した協定に基づき、テキサコ及びシェブロン社はあらゆる公共の利益や環境に関する

集団的損害賠償請求訴訟について免除されているとして、シェブロン社側に有利な判断

が下された 21)）、 

 前記より、シェブロン社側は、PCA においてはほぼ全面的に勝利を収めており、とすると、

国際法に基づく環境紛争処理が、必ずしも実際環境汚染の被害者救済につながるとは言えない

かもしれない。しかし、他方で、エクアドル国内における訴訟の状況を見てみると、 

① 2011 年 2 月 14 日、エクアドル東部ラゴアグリオの地方裁判所は、シェブロン社に対し

原告住民への約 86 億ドルの賠償金支払いを命じた 

② 2012 年 2 月 20 日エクアドル高等裁判所は、地裁の判決を支持し、シェブロン社に対し

て懲罰的損害賠償を含めた地裁の認定額全額（およそ180億ドル）の支払いを命じた 22)、 

③ エクアドル最高裁は、2013 年 11 月 12 日、高等裁判所の判決を支持したが、ただし最終

的な賠償額を半額に減額した 23)） 

となっており、莫大な損害賠償額が要求されていることがわかる（少なくとも同手続の中で最

高裁が半額に減額していることから推察され得る）。また、エクアドル現地住民側弁護士（Steven 

Donziger ら）の訴訟手続における買収などの不正行為も争われており 24)、エクアドル国内裁判

所における紛争処理についても、確かにその問題が感じられるところである。 

 しかし、いずれにせよ、このような状況からは、国際法に基づく紛争処理の模索が、国内法に

基づく紛争処理より優れているということは到底できない。PCA では、シェブロン社側がほぼ

全面的に勝利し、損害賠償責任も免れていることから、これでは実際の環境被害の救済には結

びつかないと言わざるを得ない。国内裁判所において、多国籍企業を相手取り損害賠償を求め

ることも、また途上国の司法制度の問題点などから、たとえ判決が得られてもこのシェブロン
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事件のようにかえって、問題を悪化させてしまうことがある。 

そうした中、被害者側が直接国際法の適用を求め、国際的平面での解決を求める可能性が出

てきていることに注目すべきである。国際法に基づく紛争処理の道が、非国家主体に開かれる

こと自体は歓迎すべきとしても、本件の場合は、被害者である先住民が、シェブロン社が「人

道に対する罪」を犯したとして、ICC へ提訴するという行為に出たという事件である 25)。被害

者が事態の打開のためにそこまでの行動に出たということ、その意味を軽視してはならない。

そして、そうした、ある意味での「非常手段」に訴えなくても、紛争が解決される方法が考慮

されなければならないであろう。 

（4）国際法に基づくより制度化された紛争処理―ICSIDなどを通じた手続きの確立へ 

前記の事例より、より定式化された国際法に基づく紛争処理として、ICSID などの利用が考

えられる。例えばカナダが廃棄物処理に関する規制を強化したため、PCB 含有廃棄物を輸入し、

その処理を行っていた S.D. Myers 社がそのような規制措置は無差別原則に違反し違法である

として争った S.D. Myers v. Canada 事件 26)や、カナダに拠点を置く Methanex 社がガソリンの

酸素含有量を増加させ、いわゆるオクタン価（ガソリンの燃焼時に起きる振動、ノッキングを

防ぐ効果）を上げるために使っていた添加物の一種である Methyl Tertiary Butyl Ether（以下、

MTBE）の禁止に関する環境規制の合法性が争われた Methanex 事件 27)、カナダにリンデンと

いう農薬を従来輸出し販売していたケムチュラ・コーポレーション（Chemtura Corporation）

が、その環境保護の観点からの使用禁止についての合法性を争った Chemtura Corp. v. 

Government of Canada 事件 28)などが挙げられる。なお。これらの事例についての詳細は、投資

紛争との関係で、過去に詳述している。石橋 2014（b:75-77）を参照されたい。 

今日では、企業対国家の紛争の形式で、かつ国際法の平面での環境汚染等についての紛争処

理が可能となるよう、投資協定や経済連携協定などに予め国際法に基づく紛争処理手続が組み

込まれるようになっている。かつては投資受入れ国における国内裁判所等で争われたため、投

資を行う企業にとってはリスクが高かった。したがって、その後、国際法に基づく紛争処理を

予め合意しておくことで、用意された常設仲裁裁判所や ICSID を始めとする国際機関の手続き

の利用にスムーズに入れるよう、投資協定や経済連携協定に ISD 条項として入れることが行わ

れるようになり、事実、多くの紛争処理が、ICSID など仲裁手続きにおいてなされ、また解決

に至っている。国際法に基づく紛争処理手続は、こうして、投資協定等において合意に基づき

制度化されている場合には、効果を発揮すると言ってよいだろう。 

（5）気候変動訴訟に見られる有用性 

 2015 年、本稿の観点からして看過できない、極めて重要な画期的判決がオランダの裁判所に

おいて出された。温室効果ガスの排出量の目標達成がなされなかった政府を非営利団体（NPO）
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URGENDA（ユルジェンダ）が市民を代表し、訴訟を提起して勝訴したというものである。オ

ランダは、現在 1990 年比で 2020 年までに 25 パーセントの温室効果ガスを削減する目標を定め

ているが、まだ目標達成の目途が立っておらず、裁判所は、さらなる削減のため政策を講ずる

ことを政府に命じることとなった 29)。 

 このような判決は、国家が国際的に約束した温室効果ガス削減目標を国内的に実施すること

につき、国家の裁判所が履行状況を判断し、まさに政策や措置をとることなど形成的な義務の

履行を命ずるということを示唆している。国際法の実施に関する新たな国家実行の形態とも言

え、非常に重要である。この点で、国家が国民に対して直接的な義務を負う初めてのケースで

あり、もし義務が履行できなければ裁判所がその違法性を判断することになると判決の中で言

及されており（This is the first a time a court has determined that states have an independent 

legal obligation towards their citizens. That must inform the reduction commitments in Paris 

because if it doesn’t, they can expect pressure from courts in their own jurisdictions）、大変示唆

に富むものである。まさに、長い間、気候変動の場合には、原因行為と損害との間の因果関係

の立証が困難であるがゆえに、訴訟に馴染まず、損害賠償も求められないとされてきたが、こ

こに新たな形式の訴訟が形成されつつあるのである。それはすなわち、因果関係の議論に全く

依拠せず、「国家が国際的に約束したその約束は、人権保護に係るものであり、したがって、国

家が直接に国民に対して履行の義務を負う。義務が履行されない場合は、そのことをもって、

裁判所における管轄事項となり、裁判所は、国家に対して政策の履行を命ずる」という新たな

タイプの訴訟形態である。 

ベルギー等でも、この種の訴訟の準備が進行中であり、オランダにおけるこの裁判判決の内

容の影響は大きいと思われる。 

さらに、より大きな観点からは、これまで国家は、国際法の遵守につき、国際的平面で国家

責任を負うとされてきたこととの関係が問われなければならない。国際法の国内的平面におけ

る実施は、国際法の観点からは国家に委ねられており、たとえ国際法に反する国内法が存在し

ていたとしても、ただちには国際的な責任を問われない。しかし、今回のオランダにおける訴

訟では、国際法の実施が国内的に厳しく判断されることが示された。その場合、つまりは、国

内的に違法であるとされた場合に、国家責任との関係はいかなるものか。国家の国際的義務の

国内的不履行をこれまで国際法が咎めてこなかったのは、あくまで、主権の尊重という観点か

らである。しかし、こうして、主権者である国民（民主主義がとられているという前提である

が）が、ノーを突きつけた不履行は、やはり国際的にも有責とされるべきであろう。国家責任

条約草案が成立した時点では、このようなタイプの訴訟、このような形での国家実行の不履行

が問題とされ、履行を命じられるという事態は想定されていなかったため、必ずしも国家責任
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条約草案の枠組みでは捉えきれない。ここに、今後は、おそらく、こうした訴訟との関連での

国家責任の在り方を包摂するような、新たな国家責任の枠組みを構築する必要性、そうした大

きな問題も感じさせる、極めて重要な判決である。 

 

2. 国際環境紛争の予防―手続法の整備 

2.1 EIA の活用 

（1）EIA の活用事例と機能 

 このことは、これまで環境汚染が問題となった多くの事例で、言及されてきた。 

たとえば、前記のように環境紛争のリーディング・ケースであるトレイル溶鉱所事件でも、

「領域使用の管理責任」が確立したとされている。すなわち、国家は他国の領域又は管理下に

ある人・物に損害を与えるような方法で自国の領域を使用してはならない、すなわち、他国へ

の環境悪影響を考慮しなければならないことが前提とされた判断がなされた。ラヌー湖事件

（Lake Lanoux Arbitration（France v. Spain））30)では、還流された水量自体には変化がなかった

ためスペインがフランスの河川から取水し、還流させた行為は合法とされたが、取水し利用後

還流したとしてもその「水質の悪化が立証されていれば」逆の結論に至った可能性が示唆され

た（It could have been argued that the works would bring about an ultimate pollution of the 

waters of the Carol or that the returned waters would have a chemical composition or a 

temperature or some other characteristic which could injure Spanish interests. Spain could then 

have claimed that her rights had been impaired in violation of the Additional Act）。いずれも、比

較的早い段階で、国家の経済活動に際しての他国への環境悪影響への配慮が必要であることを

示唆した判決であった。 

 その後環境悪影響についての配慮は、判決にもより明確に表れるようになり、また、法制度

化も進むようになった。 

 環境悪影響についての配慮の必要性を明確に示した判決として、国際司法裁判所の代表的事

案としては、すでに説明した通り、前記のガブチコヴォ・ナジマロシュ計画事件がある。判決

は、両国の共同でのダム建設によるダニューブ河の水利用を定めた 1977 年条約の解釈上、ハン

ガリーの一方的なダム建設中止を違法であり、スロヴァキアが暫定的なダム建設を行った行為

を合法としつつも、スロヴァキアが下流域への影響を考慮せず、ダニューブ河の水を一方的に

引水した行為を違法とした。そして、環境悪影響についての調査を踏まえて、適切な水利用シ

ステムの構築を両国が協議するよう要請した（石橋 2015（b:45））。 

 製紙工場事件（Pulp Mills on the River Uruguay（Argentina v. Uruguay））31)においては、本

案判決の中で、「・・共有資源であるような状況で重大な越境環境悪影響を引き起こす可能性が
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ある場合において環境影響評価を実施する一般国際法上の義務があるとする近年諸国家の間で

認識されている実行に一致するような解釈されなければならない・・実施しなかった場合には、

相当な注意及び警戒の義務が果たされていなかったものとみなされ得る」（para.204）として、

EIA の実施義務があることは認められつつも、ウルグアイの実施した EIA の不十分性について

は否定されるに留まった（石橋 2015（b:45-47））。この事例では、EIA の十分性についての審議

がそれほど深くなされておらず、その意味では EIA が直接、紛争解決に途を開いたとまでは、

まだ言えないのかもしれない。 

他方で、ITLOS では、EIA の実施を要求する暫定措置命令が紛争の解決に向けてかなりの効

果を発揮している。例えば、Land Reclamation 事件（Case concerning Land Reclamation by 

Singapore in and around the Straits of Johor（Malaysia v. Singapore））32)において ITLOS が発し

た暫定措置命令では、当事国が、共同で、計画されている活動のリスクと影響を評価すること

を命じ、シンガポールはその評価を考慮し、マレーシアの海洋環境に重大な悪影響を与えるよ

うな活動の実施をしてはならない旨命じられた（Malaysia and Singapore shall cooperate and 

shall, for this purpose, enter into consultations forthwith in order to:(a) establish promptly a 

group of independent experts with the mandate; (i) to conduct a study, on terms of reference to 

be agreed by Malaysia and Singapore, to determine, within a period not exceeding one year from 

the date of this Order, the effects of Singapore’s land reclamation and to propose, as appropriate, 

measures to deal with any adverse effects of such land reclamation（para.106）…Directs 

Singapore not to conduct its land reclamation in ways that might cause irreparable prejudice to 

the rights of Malaysia or serious harm to the marine environment, taking especially into account 

the reports of the group of independent experts）。ただし、この暫定措置命令が、直ちにシンガ

ポールの活動実施の停止を命じていないことにも注意が必要である。暫定措置命令といっても、

その効果には強弱があり得ることに注意しなければならない。例えば、みなみまぐろ事件 33)

においては、本案判決に至るまでの間、別段の合意がなされない限りにおいては、捕獲割当量

を明確化し、それ以外の漁獲を原則付加とするとともに割当漁獲量の範囲外での調査漁獲も禁

止するという、具体的かつ極めて厳しいものとなっている（…(c) Australia, Japan and New 

Zealand shall ensure, unless they agree otherwise, that their annual catches do not exceed the 

annual national allocations at the levels last agreed by the parties of 5,265 tonnes, 6,065 tonnes 

and 420 tonnes, respectively; in calculating the annual catches for 1999 and 2000, and without 

prejudice to any decision of the arbitral tribunal, account shall be taken of the catch during 1999 

as part of an experimental fishing programme; (d) Australia, Japan and New Zealand shall each 

refrain from conducting an experimental fishing programme involving the taking of a catch of 
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southern bluefin tuna, except with the agreement of the other parties or unless the experimental 

catch is counted against its annual national allocation as prescribed in subparagraph (c);）。みなみ

まぐろ事件の場合は、単に EIA の実施という形ではなく、資源管理のための措置の確立に向け

ての協議が求められている（(e) Australia, Japan and New Zealand should resume negotiations 

without delay with a view to reaching agreement on measures for the conservation and 

management of southern bluefin tuna; (f) Australia, Japan and New Zealand should make 

further efforts to reach agreement with other States and fishing entities engaged in fishing for 

southern bluefin tuna, with a view to ensuring conservation and promoting the objective of 

optimum utilization of the stock;）が、当然、これらは、EIA の実施を踏まえてのこととなるで

あろう。こうした事例を見れば、今日、EIA の実施要請は、紛争解決の場で、確かに不可欠の

ツールとなってきていることが実感できる。 

しかし、EIA が実施されるとしてどこまでか、その適否を国際裁判所において争うことは可

能なのかという問題がある。 

（2）EIA の実施水準についての司法審査の可否 

国際裁判所が、EIA の十分性を審査することができるかという問題は、MOX 工場事件及び製

紙工場事件で提起された。両方の事件において、適用可能な条約は EIA において要求される事

項について何も規定をしていない状態であった。この項の製紙工場事件についても、石橋 2015

（石橋 2015（b:45-47））を参照されたい。 

製紙工場事件では、裁判所は、リオ宣言の 17 原則、エスポ条約、越境損害に関する ILC の

草案の 7 条などに言及しつつ国際法上の独立した義務として越境 EIA を援用している。 

他方で、裁判所は、EIA が、越境損害の防止及び管理における相当な注意義務にとって不可

欠の要素であるとしつつも（EIA is a necessary element of the general obligation of due diligence 

in the prevention and control of transboundary harm）、義務の内容は、時代により、また、関係

当事国の能力や事案の性質によって変化しうるものである点、留保しているようである。 

しかし、いずれにしても、製紙工場事件では、重大な越境損害を生じさせるおそれのある計

画の実施に先立ち、適切な状況で、EIA が実施されなければならないことを確認した（para.205）。

また、いったん、操業が開始された後、必要に応じて、計画の最初から最後まで、環境に対す

る影響についての継続的なモニタリングがなされなければならない、ことも示された（para.205） 

今一度、製紙工場事件が依拠しているリオ宣言の 17 条に立ち戻れば、同原則は、EIA が、計

画された活動が、環境に重大な影響を与える可能性のある場合（proposed activities that are 

likely to have a significant adverse impact on the environment）に実施されることを要求してい

る。これは、予防原則の趣旨に副うもので、EIA が必要かどうかを判断する際の科学的証明に
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ついて、基準を低めたものとも言い得る。国際法委員会の越境環境損害の防止に関する条約草

案７条（Article 7 of the ILC’s Articles on Prevention of Transboundary Harm）でも、また、国

連海洋法条約 206 条についても、同様の趣旨の規定である（越境環境損害防止条約草案では「生

じうる越境損害（possible transboundary harm）」としているし、また、国連海洋法条約 206 条

も、「海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な

理由（reasonable grounds for believing that planned activities ... may cause substantial pollution 

of or significant harmful changes to the marine environment）」を要件としているに過ぎない。結

局のところ、製紙工場事件は、同様に、潜在的な重大な汚染の危険がある活動が行われる場合

には、実際には危険がそれほど高くなくともEIAの必要性が認められるとしていると解される。

ということであれば、EIA の司法審査はかなりの高い水準でなされることが予測される。十分

な EIA がなされたかどうか、厳格な判断が期待できるとすれば、EIA の紛争解決機能の有用性

は、いっそう期待できることになるだろう。 

その他の司法判断でも、EIA の紛争解決機能は重視されている。以下の事例の記載は、石橋

2015（b:47-49）及び 2014（b:52-54）において詳述しており、それを簡潔に要約して引用したも

のである。ナイジェリアのニジェール河下流域に広がるいわゆるニジェール・デルタが、シェ

ルの石油開発によって汚染され、先住民であるオゴニ族の人々が訴えたオゴニランド事件

（Ogoniland case）34)では、手続的権利としても、科学的モニタリングの実施ないし許可、大

規模な開発に先立つ環境影響評価の実施及び公表、モニタリングの実施、有害物質や有害な活

動についての情報提供、個人の政策決定過程への参加などの EIA の構成要素とされる要求が満

たされていないことについて指摘された（Ogoniland case, para. 53）。また、エンドロ族を代表

するケニア少数民族開発センター及び国際少数民族権利団体対ケニア（Centre for Minority 

Rights Development （Kenya） and Minority Rights Group International on behalf of Endorois 

Welfare Council v. Kenya）事件 35) においては、ケニアを中心として居住するエンドロ族の水

に対する権利行使に際し、同様に、手続的権利として、情報へのアクセス権や公衆参加の権利

が守られなければならないことについて強調した。これもまた EIA の構成要素として見ること

ができる。この他、手続的権利の保障が強調された代表的事例としては、トルコのイズミール

州に所在するベルガマにおける金採掘に関するタスキン他対トルコ（Taşkin and others v. 

Turkey）事件 36)で、生活及び家族生活の尊重についての権利を定めた欧州人権条約 8 条に関す

るものがある。この事件では、EIA にかかわる手続的権利の援用のために、法的工夫がなされ

ている点で、大変意義深い。実体的権利、すなわち、8 条の実現のためのいわば保障措置

（safeguards）として、同条は当然に手続的権利を確保する必要性を含むとする解釈を用いる

ことで、本来、権利として定められていないところの手続的権利についても、認められるとさ
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れたのであり。適切な調査（appropriate investigations and studies）の実施、公衆の情報へのア

クセス、実効的な法的救済を与えるための政策決定過程の整備の必要性の正当化を判示した

（paras. 118,119）。これらは、EIA の構成要素であり、本判決からは、EIA の紛争処理における

重要性がよく見て取れる。 

こうして、EIA の実施については国際社会の様々な事例においても広く必要性が認められて

いるものの、実のところ、その実施水準については、国際法上一定の規定は存在しない。定式

的なところをあえて言うとしても、たとえば、EIA は通常、許可がなされる前に実施されるが、

いくつかの段階を経るという程度である。例えば、簡便な環境影響評価（initial environmental 

examination）のあとに、重大な環境悪影響が予測される場合には、より詳細な観点から環境影

響評価が行われるというような段階を踏む、というようなことである。 

 

2.2 PIC（Prior Informed Consent）の取り付け 

 PIC とは、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情

報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約（Rotterdam Convention on the Prior Informed 

Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade）にお

いて、全面的に取り入れられた手法であり、事前に悪影響を調査するとともに、開発者と、開

発される側との間での十分な協議と、協議に基づく同意の取り付けがその内容である。米州機

構の人権委員会における事案では、多くの事例において PIC が十分になされていないことから

問題が生じていた。以下、2 つの事例については、いずれも PIC（この場合、正確には FPIC:free, 

prior and informed consent）の権利が侵害されていると認められた事例である。事例の説明は、

石橋 2015（b:48-49）石橋 2013:53 に記載しており、そこから PIC に関連する部分を引用し、PIC

の紛争解決への貢献という観点から再考察したものである。 

スリナムが多国籍企業に与えた金採掘のコンセッション実施に際し、サラマカ族の土地が汚

染され、天然資源に悪影響が生じたことから、スリナムの、米州人権条約 21 条に定める財産権

に対する侵害及び条約違反が認められた事件である、サラマカ族対スリナム事件（Saramaka 

People v. Suriname）37)では、明確に、PIC を取り付けることが必要であったことが述べられた。

すなわち、米州人権裁判所は、国家は共同体と、当該共同体の土地や天然資源に影響を与える

可能性のある、計画されているコンセッションや他の活動について、協議し、事前の環境影響

評価、社会影響評価が行われずコンセッションが与えられてはならないこと、またコンセッシ

ョンの付与による計画実施に際しては計画から共同体が合理的な利益を得ることを保障しなけ

ればならないとした。とくに、大規模な開発投資の場合には、国家は単なる協議に留まらず、

共同体の慣習と伝統に従い、共同体の自由な、事前のかつインフォームドコンセント（free, prior, 
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and informed consent, according to their customs and traditions）を得なければならないとし

た 38)。 

また、エクアドルのサラヤクに居住する先住民であるキチュア族が、同地方の石油採掘を目

的にアルゼンチンの石油会社（Compania General de Combustibles （CGC））が、エクアドル

政府からコンセッションを得て行った石油採掘を目的とした開発行為による土地の破壊（爆薬

の使用）、河川の汚染等について 2003 年に米州人権委員会へ救済を求め、また 2009 年に米州人

権裁判所へ提訴した事件である、サラヤク村キチュア族対エクアドル事件（Kichwa Indigenous 

People of Sarayaku v. Ecuador）39)でも、同様に PIC を取り付けていたかが問われた。 

 米州人権裁判所は、エクアドル政府が、キチュア族と最初に協議を行うことなくその土地を

アルゼンチンの石油会社に採掘させることを認めたことは、キチュア族の「自由で、事前の、

かつインフォームドコンセント（FPIC（free, prior, and informed consent））」なく、その財産や

権利に潜在的に悪影響を与えるいかなる決定もなされない権利を侵害し、国際法（米州人権条

約や ILO169 号条約に言及）にも国内法（エクアドル憲法）にも反していると判断した 40)。 

事前協議や事前同意の事務が果たされていないこと、といった手続的義務違反の認定により、

実質的に救済が図られ紛争解決がなされている。PIC の紛争処理手続きにおける、判断基準と

しての有用性は極めて明白である。 

 

おわりに―「事前」と「事後」の間に見出される新たな機能への期待 

紛争処理は、第一義的にはあくまで「事後救済」を与えるための手段である。環境損害は不

可逆的であり、いったん損なわれてしまった環境の原状回復は不能であるか、又は非常に長い

年月や労力を必要とすることが多いことからすれば、「事後救済」に頼ることは、あまり望まし

いことではないのかもしれない。 

しかし、本稿で見たように、紛争処理手続の存在自体や、紛争処理手続を開始するという意

思表示、もしくは、仮保全措置命令が下されたり、紛争処理手続が開始されたりということだ

けでも（先決的抗弁判決による管轄権の認容）、紛争の解決に有用である場合がある。たとえば、

核実験事件で見たように、こうした紛争処理手続のいわば「前哨」的な部分が、環境損害が継

続する状況を停止させる効果を持つのであれば、むしろ、それは、単なる「事後救済」ではな

く、「事前」と「事後」の間にあって、それ以上の環境損害を食い止め、原状の被害に対処する

ための重要な手段であり、気候変動防止の枠組みの中で使われている用語になぞらえれば、ま

さに環境損害の「緩和（mitigation）」やすでに起きてしまった環境損害への「適応（adaptation）」

的な機能を有するといってよいだろう。 

また、紛争処理手続の制度化は、紛争予防の点からも重要な意義があることも、本稿の分析
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を通じて明らかとなった。紛争処理手続を開始するという意思表示だけでも、先にも触れたが

紛争解決に有用であることは、紛争処理についての考察を通じて明らかとなっている。が、し

かし、そのさらに前段階として、通常は、その「紛争処理手続」に入らないための工夫がなさ

れることは明白である。つまりは紛争が顕在化していない状況での紛争予防のための手段であ

る。この更なる「前哨部分」こそ、本稿の観点から、看過されてはならない点である。 

紛争が「顕在化」していない段階での、紛争予防のための手法の最も典型的なものは、開発

行為についての手続きであり、重要なものとして、EIA の実施と PIC の取り付けがあることを

示した。EIA は、環境影響についての情報を収集し、代替策や環境悪影響を低減させる方法を

模索する他、結果を公表し、公衆からも意見を聴取することを通じ、環境損害が生じる可能性

を下げる効果を有する。本稿では触れなかったが、EIA に事後のモニタリング（石橋 2015（b）:50）

を組み入れることで、環境損害が生じた場合の軌道修正も可能となり、EIA の紛争予防の機能

はさらに強化されるであろう。 

他方で、PIC を事前に取り付けることは、EIA の実施と一部重なる部分はあるが、その方向

性は異なる。EIA が、環境損害が生起する可能性を調査し、それを下げる方向で、つまりは紛

争の原因となる損害そのものを喪失させるという機能を有するのに対して、PIC は、環境損害

がある程度の規模で生じることを前提とした上で、そのことについて、開発行為に晒される側

から「事前の同意」を取り付け、紛争として顕在化することを防ぐ効果を有する。 

国際環境紛争の処理や予防は、今日、極めて重要な課題となってきている。しかし、本稿で

明らかにした紛争処理や紛争予防の機能が、様々な事案で十分に発揮されるのか、その点はま

だよくわからない。冒頭で述べた中国の南シナ海への海洋進出の問題などでは、すでに仲裁裁

判所の管轄権が認容された段階で、それでも中国は、「判決が出されても中国は判決に従わない」

との公式声明を出して憚らなかったという現実があった。本稿の論理によれば、管轄権の認容

判決が出されることで、紛争が収束に向かうなど、少なくとも激化することを避ける方向に行

く可能性があるはずであったが。そして、実際に、7 月 12 日に出された仲裁裁判所の本案判決

についても、大きく反発している 41)。 

もっとも、当該事案は、その一部としてフィリピンが環境破壊に関する主張をしているのに

すぎないため、本稿のその他の事案と同等の、つまりは環境紛争と捉えることには少々無理が

あり、本稿が導いた結論がそもそもそぐわない事案となっている、ともいえるのかもしれな

い 42)。 

こうした中国の動きを見るにつけ、もしかしたら、国際社会の様々な地域で起きている（何

らかの意味で）環境損害に係る紛争を、それがどこで起きているのか、その「地域」に拘わら

ず、環境紛争と一括りで定式化してしまうことの問題があるのではないかということに気づか
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される。国境を接していることから、比較的早くに越境環境問題が発生し環境法の成長する土

壌となったヨーロッパ地域、米州やアフリカなど地域的な人権機関の役割が発展してきている

地域、温暖化との関係から環境問題に敏感な太平洋の島嶼国、そして、私たちの国も属するア

ジア地域。そうした地域的特性が環境紛争の処理や予防にも影響しているような気がする。ア

ジア地域にはアジアの地域的な機関としての人権機関はなく、したがって、米州機構が開発に

さらされた原住民の救済に関する事案を多く扱っているような実態がないのである。 

 環境紛争処理や予防の機能の地域的特殊性については、改めて別稿で論じられればと考えて

いる。 

 最後に、すでに前項でも触れたが、環境紛争の形態の多様化は、もしそれが非国家主体にイ

ニシアチブがとられるようになると、国家に対するより厳しい国際的義務の国内的履行要求、

もし履行がなされない場合には、国内的に履行することを求められ、そのことが、これまで、

不可侵、アンタッチャブルとされてきた、国家は国際的に国家責任を負うのみ、という考え方

を大きく揺るがす事態へと発展していく可能性があるということである。実際、オランダの裁

判所は、気候変動の訴訟において「国家が国民に対して直接的な義務を負う初めてのケース」

と断じている。 

 国家責任の制度は、長期間をかけて、理論的にも検討に検討を重ね、国際法委員会で草案が

作成され、今日に至っている。気候変動訴訟に因果関係論が適用できない、しかし、ここまで

深刻化した温暖化について、国民が何も求めることはできないのはおかしい、そんな矛盾から

生じつつある、この気候変動訴訟の勢いは、きっとこの先もさらに増大していくだろう。こう

した動きが、国際法学の理論的枠組みにおいても無視されることなく、定式化されていく必要

がある。今後、こうしたことも、さらなる研究対象としていく予定である。 
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 “(12) FINDS, with respect to the protection and preservation of the marine environment in the South 

China Sea: 

a. that fishermen from Chinese flagged vessels have engaged in the harvesting of endangered 
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法と言える。しかし、他方で、このように、「投資」に環境保護の役割を担わせることの危険性

が指摘されることもある。 

それは、昨今多くの仲裁裁判所における判断が、環境保護のための規制を正当化しているこ

とについて、「環境保護との偽装の下になされる規制（貿易歪曲的規制）をもまた可能に」しか

ねないとの批判である。確かに、「投資」の中には、それ自体が、環境保護に貢献する内容を有

する投資もあり、そのような場合に、安易に、投資企業に対する規制をかけることは、投資の

インセンティブを低下させ、環境保護の観点からしても逆効果になりかねないであろうし、ま

たそうでなくても、「環境保護」という大義の下に投資受入れ国が様々な規制を強化し、正当化

することは、健全な投資活動を阻害してしまいかねない。そうなれば、「投資」を通じた「環境

保護」の促進などは、そもそもあり得ない。「投資」が国境を越え、何らの障害もなく多々なさ

れる状況にあって初めて、その状況を「環境保護」にも活用することができるのである。 

また、ここでも法の発展についての fragmentation（分断化）の問題がある。企業活動につい

ての事前の「しばり」について、それが、たとえば世界人権宣言や国際人権規約において規定

されている諸人権の尊重を企業にも求めるというような点での一致はあるといってよいが、そ

れを超える部分については、OECD、国連、国連人権理事会、ILO、World Bank や IFC の取り

組みにおいて様々なバリエーションがあり、今後何らかの整合性が必要とされるのではないか。

加えて、事後の救済の局面においても、「投資紛争処理手続」における人権・環境配慮の組入れ

は事実上「投資」活動を阻害しないこととの兼ね合いでどこまで許容されるのかの基準はとく

になく、あくまで事案ベースの判断でしかない。また、アミカスキュリエの参加をどのような

形態で、いかなる条件で認容するかについての基準や判断も（ICSID 及び UNCITRAL の仲裁規

則や透明性に関する国連新条約を見る限り、一部分ではそのような考慮がなされていると推察

されるものの）、全体としての法の発展が整合的になされているとは到底言えない状況にある。 

こうして、まだまだ課題も多く、またバランスをいかに取るか、難しい面はあるが、多くの

投資協定や EPA が締結され、また日本にとっては、やがて TPP の締結も現実のものとなろう。

国境を越えた企業活動の展開はもはや止めるべくもない現実であり、その「企業」の「投資」

活動を通じて、あるいは、企業対国家の紛争処理を通じて、「環境保護」を実現していくことは、

むしろ当然に望まれることである。「投資」における「人権法アプローチ」としての機能は急速

に成長しつつあることから、我々は、まずはそれを十二分に活用し、環境保護の実現に繋げて

いくとともに、今後この機能のさらなる充実を図るためにも、懸念される「投資」活動の阻害

問題との調整や、また法の発展についての fragmentation の問題にも積極的に対処していく必

要があるであろう。 
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implicated in natural resource development and extraction” (A/HRC/21/47, para. 49). 

39) Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, Merits and Reparations, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. 

(ser. C) No. 245 (June 27, 2002), available at: 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf. 

 See also, “Confirming Rights: Inter-American Court Ruling Marks Key Victory for Sarayaku, People in 

Ecuador,” available at: 

http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/confirming-rights-inter-america

n-court-ruling-marks-key#sthash.9yGMDqIN.dpuf. 
40) Judgment, ibid., paras.232, 341.  
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International Environmental Dispute Resolution and 
Prevention; its significance as methods to combat 

adverse environmental effects 
 
 

ISHIBASHI, Kanami 
 
This paper focuses on the role of environmental dispute resolution and prevention. First, the 

system of dispute resolution could not be only ex-post redress. It is certain that environmental 

disputes originally start to deal with transboundary air pollution like the famous trail smelter case. 

However, nowadays, it might rather contribute to deter escalation of disputes which includes 

environmental degradation problems. Second, as taken precedence over commencement of 

dispute resolution, prevention of disputes should also play a great role of deterrence of 

environmental disputes. 

Analyzing such new expected roles of environmental dispute resolution and prevention, this 

paper has examined the selected cases of environmental courts and tribunals and the concept of 

“resolution and prevention” as a series of process. To do so, it outlined the multiple facets of 

dispute resolution and prevention, noting that the both implies not only giving redress to the 

victim but also giving the victims “mitigation,” and “adaptation,” in order to confront with the 

irreversibly damaged “environment” surrounding them. On this foundation, the article ultimately 

demonstrated that the roles of environmental dispute resolution and prevention should be 

complementary to each other to promote further realization of global environmental protection. 
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