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【要旨】 

近年、国際環境法の法形成は、いったん小休止した感がある。もちろん、海洋環境保護に関

する新しい法制度の策定の動き、フランス首相による地球環境憲章策定の呼びかけなど環境保

護に関する国際的な法形成を求める動きがないわけではない。ただ、かつて 1970 年代、1990 年

代に起きたような法形成とは性質を異にするものである。 
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 しかし、こうして国際環境法の法形成への欲求が落ち着き始めたことは、必ずしも、国際環

境法体系が十分に発展した、ということを意味しない。グローバル・イシューとしての優先度

が少なかったため、国内や地域における対応に委ねられたままにされている問題がある。その

一つが、大気や水質に関する越境環境損害という問題である。 

 本稿では、越境大気汚染・越境水質汚染の問題に関して、とくにアジア地域に焦点を当て、

そうした国内・地域的対応が国際環境法のさらなる充実、精緻化に資する可能性がある、とい

うことにつき、述べたいと思う。 

  

In recent years, law-making of the international environmental law has a slight pause. Of course, 

there are still some movements seeking to formulate international agreements on environmental 

protection, such as the development of a new legal framework for marine environmental protection 

and the French Prime Minister's call for the Global Environment Charter. However, it differs in 

nature from legal formations that once occurred in the 1970s and 1990s. 

Actually, the fact that desire for law-making of the international environmental law has 

started to calm down does not necessarily mean that the international environmental law system 

has developed sufficiently. Because there was little priority as a global issue, there are problems 

that have been left to the responses in the country and region. One of them is the problem of 

transboundary environmental damage on air and water quality. 

This article focuses on the issue of transboundary air pollution and transboundary water pollution, 

especially on the Asian region and states that such domestic and regional correspondence may 

contribute to further enhancement and elaboration of the international environmental law. 

 

はじめに 

 近年、国際環境法の国際的枠組み作りは、いったん小休止した感がある。もちろん、海洋環

境保護に関する新しい法制度（BBNJ（marine biological diversity of areas beyond national 

jurisdiction））の策定の動き、パリ協定の実施へ向けた努力（COP23 でのパリ協定実施運用ルー

ルの採択に向けた協議）など、国際的な法形成や策定された条約の実施に必要なルール作りが

停滞しているというわけではない。また記憶に新しいところでは、フランス首相による、地球

環境憲章策定の呼びかけがあり 1)、策定に賛同する国家も少なかったことなどからも、国際社

会の法的枠組みが十分に整備された、とまでは言えないのは明らかである。 

 しかし、こうした状況は、かつての、たとえば 1972 年のストックホルム会議での人間環境宣

言の採択、1992 年のリオ宣言の採択、気候変動枠組み条約や生物多様性条約の採択、といった
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法形成の必要性に駆られての必至さとはどこか根本的に異なる気がする。 

 先に挙げた、BBNJ、すなわち、海洋保護（国家の管轄権を超える区域の海洋生物多様性の保

全と持続可能な利用）に関する新条約策定の動きを除けば、国際社会が環境保護のための法制

度の整備に関して、一応やれるところまでやった、という感じがしているのである。あとは、

いかに法を実施するかという段階にある。 

 他方で、国際的平面では、気候変動のように、直ちにグローバルなイシューとならないため

（グローバル・イシューとしての関心事としては低く）、主として、国内や地域の対応に委ねら

れたままにされている問題がある。その一つが、越境環境損害、とくに越境大気汚染や越境水

質汚染に係る問題である。 

 本稿では、こうした越境環境損害、とくに越境大気汚染や越境水質汚染の問題に焦点を当て、

現状では、確かに国内・地域的対応がなされていること、しかし、やがては、各国や各地域の

対応に委ねられたままではなく、国際社会の基準に基づき規制されていくべきであることから、

国際環境法の醸成に資する可能性があるということにつき、述べたいと思う。 

 これまで国際環境法は、そもそも「グローバル」であることから、国内・地域的対応では不

十分であるとされ、常に国際的な対応が要求された。グローバルに決められたこと、それらが

国内的・地域的に適切に実施されるよう国際社会における法的枠組みを作成していくこと、そ

れがこれまで国際環境法に与えられた、いわば「使命」だったと言ってもよい。しかし、本当

にそうした「トップダウン」的なアプローチで国際環境法体系の健全な発展を十分に実現でき

るのかが改めて問われるべき時期に来ているような気がする。今回、本稿の目指すところは、

その逆の流れ、国内的・地域的な諸実行、いわば、「ローカル」な法整備こそに、翻って「ボト

ムアップ」的に、国際環境法の更なる充実に貢献する機能があることを指摘しようとするもの

である。 

 

1. 伝統的な越境環境損害への対応と発展 

 よく知られているように、国際環境法は、伝統的には、二国間の越境性の環境問題について

規律する法として出発した。越境環境損害の代表的なものとして、越境大気汚染と越境水質汚

染がある。 

 越境大気汚染のリーディングケースとしては、よく知られているトレイル溶鉱所事件（Trail 

Smelter Arbitration(United States v. Canada)）2)がある。カナダで操業していた民間の鉛と亜鉛

の精錬所が、亜硫酸ガスの煤煙によって米国の森林や農作物に被害を与えた事件である。本件

では、両国は仲裁裁判での解決を求めた。仲裁裁判で、カナダが民間の溶鉱所に対して自国の

領域の使用をさせるに際し相当な注意を払わなかった（いかなる国家も他国の領土内で、もし

2 
 

 しかし、こうして国際環境法の法形成への欲求が落ち着き始めたことは、必ずしも、国際環

境法体系が十分に発展した、ということを意味しない。グローバル・イシューとしての優先度

が少なかったため、国内や地域における対応に委ねられたままにされている問題がある。その

一つが、大気や水質に関する越境環境損害という問題である。 

 本稿では、越境大気汚染・越境水質汚染の問題に関して、とくにアジア地域に焦点を当て、

そうした国内・地域的対応が国際環境法のさらなる充実、精緻化に資する可能性がある、とい

うことにつき、述べたいと思う。 

  

In recent years, law-making of the international environmental law has a slight pause. Of course, 

there are still some movements seeking to formulate international agreements on environmental 

protection, such as the development of a new legal framework for marine environmental protection 

and the French Prime Minister's call for the Global Environment Charter. However, it differs in 

nature from legal formations that once occurred in the 1970s and 1990s. 

Actually, the fact that desire for law-making of the international environmental law has 

started to calm down does not necessarily mean that the international environmental law system 

has developed sufficiently. Because there was little priority as a global issue, there are problems 

that have been left to the responses in the country and region. One of them is the problem of 

transboundary environmental damage on air and water quality. 

This article focuses on the issue of transboundary air pollution and transboundary water pollution, 

especially on the Asian region and states that such domestic and regional correspondence may 

contribute to further enhancement and elaboration of the international environmental law. 

 

はじめに 

 近年、国際環境法の国際的枠組み作りは、いったん小休止した感がある。もちろん、海洋環

境保護に関する新しい法制度（BBNJ（marine biological diversity of areas beyond national 

jurisdiction））の策定の動き、パリ協定の実施へ向けた努力（COP23 でのパリ協定実施運用ルー

ルの採択に向けた協議）など、国際的な法形成や策定された条約の実施に必要なルール作りが

停滞しているというわけではない。また記憶に新しいところでは、フランス首相による、地球

環境憲章策定の呼びかけがあり 1)、策定に賛同する国家も少なかったことなどからも、国際社

会の法的枠組みが十分に整備された、とまでは言えないのは明らかである。 

 しかし、こうした状況は、かつての、たとえば 1972 年のストックホルム会議での人間環境宣

言の採択、1992 年のリオ宣言の採択、気候変動枠組み条約や生物多様性条約の採択、といった



34 国際環境法の更なる充実へ　石橋可奈美／
Further complementation of international environmental law　ISHIBASHI Kanami

4 
 

くは他国の領土、領土内の財産や人に対して、煤煙による損害を発生させるような方法で自国

の領土の使用を許す権利を有さない）として、カナダの国家責任が認められ、賠償金の支払い

が命じられた。 

 以降、この事件は、越境大気汚染に関する事例としてだけではなく、越境性の環境損害全般

に関する紛争解決の先例となっていった。 

他方、越境水質汚染に係る比較的初期の判例としては、ラヌー湖事件（Lake Lanoux Arbitration

（France v. Spain））3)  が重要である。本事件は、フランスからスペインへと貫流するキャロル

川の水利用についての権利が争われた事案である。最終的に、この事案では水質汚染が争点と

はされなかったのだが、この事案が一般に「越境水質汚染」に係る判例ととして注目されるの

は、判決の中で、下流国であるスペインから、フランスの行為により水質汚染（キャロル川の

汚染を生じさせるか、又は還流された水に化学物質、温度上昇、その他スペインの権利を侵害

するような特性）が生じたとの主張がなされれば、別の判断もなされた可能性のあることが示

唆されたためであった（ “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. Neither in 

the dossier nor in the pleadings in this case is there any trace of such an allegation.”（pp.302-303））。

本件では、フランスは自国領域内に存するラヌー湖の水を同国内のアリエージュ川に転流させ、

水力発電に利用した後、転流させた水量と同等の量の水をアリエージュ川からキャロル川に（ト

ンネルを通じて）還流させた。この行為の適法性について、裁判所は、キャロル川に同量の水

量が還流されスペイン領内で水量の低下による損害は発生していないこと、また、両国間に存

するバイヨンヌ条約及び議定書は事前協議の義務を要求しているが、それは事前合意の義務ま

でを含むものではないことから、スペインの権利侵害は認めらないとした。 

 さらには、1990 年代に入り、ハンガリーとスロヴァキアの間で、ダニューブ河の水利用を巡

って争いが生じ、この紛争は国際司法裁判所に係属した（ガブチコボ・ナジュマロシュ計画事

件（Gabčíkovo-Nagymaros Project（Hungary/Slovakia））4)。両国の共同での「単一かつ不可分

の計画」としてのダムや水力発電施設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プロジェクト中止は違法であるとされた。スロヴァキアは自

国領域内に当初の計画から修正された形態で水利用施設（ヴァリアント C）を建設した。これ

については、裁判所は、スロヴァキアがダニューブ河の水を一方的に分流させ、同施設を稼働

させた行為を違法とした（The Court accordingly concludes that Czechoslovakia, in putting 

Variant C into operation, was not applying the 1977 Treaty but, on the contrary, violated certain of 
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its express provisions, and, in so doing, committed an internationally wrongful act（para.78））。そ

して、プロジェクトの環境影響評価について新たに発展しつつある法や基準も踏まえながら評

価し、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（It is clear that the Project’s 

impact upon, and its implications for, the environment are of necessity a key issue. The numerous 

scientific reports which have been presented to the Court by the Parties - even if their conclusions 

are often contradictory - provide abundant evidence that this impact and these implications are 

considerable. In order to evaluate the environmental risks, current standards must be taken into 

consideration. This is not only allowed by the wording of Articles 15 and 19, but even prescribed, 

to the extent that these articles impose a continuing - and thus necessarily evolving - obligation on 

the parties to maintain the quality of the water of the Danube and to protect nature…For the 

purposes of the present case, this means that the Parties together should look afresh at the effects 

on the environment of the operation of the Gabčíkovo power plant…It is not for the Court to 

determine what shall be the final result of these negotiations to be conducted by the Parties. It is 

for the Parties themselves to find an agreed solution that takes account of the objectives of the 

Treaty, which must be pursued in a joint and integrated way, as well as the norms of international 

environmental law and the principles of the law of international watercourses（para.140-141））。 

 さらに、2010 年代に入ると、越境環境紛争がさらに顕在化し、紛争処理に必要な法的手法も

次第に成熟していった。その一つが、手続的義務違反のみを認定し、紛争の実体である環境汚

染については当事国に自主的な解決を促す手法である。たとえば、製紙工場事件（Pulp Mills on 

the River Uruguay（Argentina v. Uruguay））5) についての国際司法裁判所判決は、ウルグアイ

のフライベントスに建設された製紙工場から有害物質が排出され、水質の汚染や生態系への悪

影響を生じさせたとしてアルゼンチンが申し立てていた事件に対して、汚染防止に関する実質

的な義務違反は認定せず、ウルグアイがウルグアイ河の水利用に関する条約の定める通報・協

議の義務に反したと認定した。なお、手続的義務違反の認定には、通報・協議の義務に反した

かどうか以外にも、環境影響評価の実施の義務についての違反の有無についての判断による場

合もある。本件においても、環境影響評価の実施について検討されたが、この点についてのウ

ルグアイの義務違反は認定されなかった。ただし、裁判所は、環境影響評価についての義務内

容について詳細に検討しており（「・・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））、この事件を通じて、環境影響評価の義務内容に関する定式化がさらに進んだと言
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ってよい。 

このように、確かに事実上、裁判所の判断が手続的義務違反に依拠することが多いとしても、

この種の事案において実体的な義務違反及び国家責任に基づく損害賠償又は原状回復が主たる

請求になることは当然である。例えば、エクアドル国境付近におけるコロンビアによる有害な

除草剤の空中散布事件（Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia)）6) においては、コロ

ンビアが国境付近で空中散布していた除草剤が、エクアドルの住民の身体及び財産、農作物等

に被害を与えたとして国際司法裁判所に提訴され、そうした損害に対してコロンビアの国家責

任に基づく損害賠償が求められていた。この事件は、エクアドルが提訴を取り下げて、裁判所

としての判断には至らなかったが（2013 年 9 月 12 日エクアドルによる取り下げの申し立てが

あり、コロンビアが異を唱えなったことで、訴訟終了）、しかし、本稿の観点からは、エクアド

ルがコロンビアのエクアドルに対する国家責任、すなわち実体的義務違反に基づく損害賠償を

求めたという事実が重要である。 

協議の義務違反を認定し、当事国間の協議に基づく実質的には自主的な紛争解決を要請する

手法から、やがて、裁判所は、実体的義務違反の認定にも積極的に取り組むようになっていっ

た。このことは、2013 年のインダス川キシャンガンガプロジェクト事件判決（Indus Waters 

Kishenganga Arbitration（Pakistan v. India）） 7) によく表れている。本件は、インダス川流域

で計画された水力発電に関する紛争である。インドとパキスタンは、1960 年にインダス川の水

利用に関する条約を締結していた。その後、インドのダム建設が問題となり、たとえばインダ

スの支流の１つであるチェナブ川については投資紛争解決国際センター（International Centre 

for Settlement of Investment Disputes; ICSID）による仲裁解決が図られていた。インドのダム

建設は、カシミール地方でも問題となり、パキスタンは、インドがキシャンガンガ川の分流を

行ったことが、1960 年条約に反するとして、2010 年 PCA に基づく仲裁判断を求めた。2013 

年の中間判決で、仲裁裁判所は、インドのダム建設は、条約が認めたプロジェクトの一環とし

て許容されるが、インドは水流のレベルを一定に維持する義務があり、そのレベルについては、

最終判決で決定されるとした。本稿の観点から重要なのは、基準設定が両国間の協議に基づい

てなされるべきという要請がなされたのではなく、基準については、裁判所が決定するとされ

た点である。裁判所が実体的義務違反の判断のために、その前提として、まずは、基準の設定

を自ら行うということであるから、かなりの積極的な姿勢が見て取れる。 

 上記のような判例を通じて、越境大気汚染や越境水質汚染に関する対応が、国際環境法の発

展に影響を与えた点としては、領域使用の管理責任に基づく国家責任の枠組みが確立したこと、

また、越境性の損害に対する紛争解決の手法としては、まずは手続的義務違反の認定がなされ

ることが多いこと、その手続的義務違反の認定に際しては、通報・協議の義務の違反の有無、
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又は環境影響評価の実施の有無・評価の適否などに基づいた判断がなされること、などである。 

  

2. 国内における発展が地域的及び国際的平面での環境法の発展に繋がる事例 

 国内における環境保護のための施策や法的な判断の改善もまた、地域的・国際的な平面に影

響を与えうる、という点を指摘しておきたい。 

 すでに拙稿（石橋 2017 年 7 月）8) でこの点については述べたが、その良い事例が、福島原

子力発電所事故の発生に伴い避難した人々が、現在提起している訴訟や、また福島原子力発電

所事故以外の原子力発電所の再稼働に関する国内裁判所の判断などである。 

 高度に危険な経済活動の結果、もたらされた回復不能（長期間困難であることも含む）の損

害に対して、どのように法的救済がなされるか、また、事故の発生を予防するための手立てと

して国内裁判所はどのような法的根拠に基づいて、再稼働の差し止めができるのか、国家は事

故に対して責任を負うのか、負うとすればどのような場合なのか、が今まさに、定式化されつ

つある。 

 避難した人々に対する救済については、2017 年 3 月に前橋地裁で最初の原発訴訟についての

判断がなされ、国の責任が認められた（平成 25（ワ）478 損害賠償請求事件 平成 29 年 3 月

17 日 前橋地方裁判所）。しかし、2017 年 9 月 22 日の千葉地裁の判断では、国の責任は否定さ

れている（平成 25（ワ）515  損害賠償請求事件 平成 29 年 9 月 22 日 千葉地方裁判所）。一

連の原発訴訟の中で最も規模の大きいとされている福島地裁の判決が 2017 年 10 月 10 日に出

されたが、ここでは、国の責任は再び認められた（平成 25（ワ）38 原状回復等請求事件 平成

29 年 10 月 10 日 福島地方裁判所）。 

 国家実行としての国際環境法への貢献度、その有益性を語る上で留意しなければならないの

は、現段階での国内裁判所の判断は必ずしも一様ではないことである。とくに、国家実行が開

始され始めた時点では実行に様々な揺らぎがあり得る。したがって、そうした「揺らぎ」を国

際法の平面でどのように評価するかを含めて、国際社会としての対応を確立していく必要があ

るということである。 

  原子力発電所事故の賠償に関する国際社会の対応としては、「原子力損害補完的補償条約」

（Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage （CSC））がすでに存在す

る。しかし、同条約は、無過失責任に基づき原子力事業者に責任を一元化するものであり、原

子力発電所のメーカーに責任が問われないシステムとなっている。日本は福島原子力発電所事

故の直前から他国への原子力輸出を進めており、事故が生起した後にも引き続き事を進め、イ

ンド、ベトナムなどと協定を締結した。しかし、このうち、ベトナムに関しては、ベトナムが

事故への懸念もあり、原子力発電所の建設を中止したという事態となった 9)。こうした事実も
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ってよい。 

このように、確かに事実上、裁判所の判断が手続的義務違反に依拠することが多いとしても、

この種の事案において実体的な義務違反及び国家責任に基づく損害賠償又は原状回復が主たる

請求になることは当然である。例えば、エクアドル国境付近におけるコロンビアによる有害な

除草剤の空中散布事件（Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia)）6) においては、コロ

ンビアが国境付近で空中散布していた除草剤が、エクアドルの住民の身体及び財産、農作物等

に被害を与えたとして国際司法裁判所に提訴され、そうした損害に対してコロンビアの国家責

任に基づく損害賠償が求められていた。この事件は、エクアドルが提訴を取り下げて、裁判所

としての判断には至らなかったが（2013 年 9 月 12 日エクアドルによる取り下げの申し立てが

あり、コロンビアが異を唱えなったことで、訴訟終了）、しかし、本稿の観点からは、エクアド

ルがコロンビアのエクアドルに対する国家責任、すなわち実体的義務違反に基づく損害賠償を

求めたという事実が重要である。 

協議の義務違反を認定し、当事国間の協議に基づく実質的には自主的な紛争解決を要請する

手法から、やがて、裁判所は、実体的義務違反の認定にも積極的に取り組むようになっていっ

た。このことは、2013 年のインダス川キシャンガンガプロジェクト事件判決（Indus Waters 

Kishenganga Arbitration（Pakistan v. India）） 7) によく表れている。本件は、インダス川流域

で計画された水力発電に関する紛争である。インドとパキスタンは、1960 年にインダス川の水

利用に関する条約を締結していた。その後、インドのダム建設が問題となり、たとえばインダ

スの支流の１つであるチェナブ川については投資紛争解決国際センター（International Centre 

for Settlement of Investment Disputes; ICSID）による仲裁解決が図られていた。インドのダム

建設は、カシミール地方でも問題となり、パキスタンは、インドがキシャンガンガ川の分流を

行ったことが、1960 年条約に反するとして、2010 年 PCA に基づく仲裁判断を求めた。2013 

年の中間判決で、仲裁裁判所は、インドのダム建設は、条約が認めたプロジェクトの一環とし

て許容されるが、インドは水流のレベルを一定に維持する義務があり、そのレベルについては、

最終判決で決定されるとした。本稿の観点から重要なのは、基準設定が両国間の協議に基づい

てなされるべきという要請がなされたのではなく、基準については、裁判所が決定するとされ

た点である。裁判所が実体的義務違反の判断のために、その前提として、まずは、基準の設定

を自ら行うということであるから、かなりの積極的な姿勢が見て取れる。 

 上記のような判例を通じて、越境大気汚染や越境水質汚染に関する対応が、国際環境法の発

展に影響を与えた点としては、領域使用の管理責任に基づく国家責任の枠組みが確立したこと、

また、越境性の損害に対する紛争解決の手法としては、まずは手続的義務違反の認定がなされ

ることが多いこと、その手続的義務違反の認定に際しては、通報・協議の義務の違反の有無、
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また踏まえた上で、現在進行中の国内の諸実行が評価されなければならないと考える。 

 

3. 地域的な環境汚染についての対応 

地域的な環境汚染の代表的なものに、大気汚染がある。例えば、日本は、中国から飛来する

PM 2.5 に悩まされているし、東南アジアでは、インドネシアから発生するとされているヘイズ

汚染に、近隣諸国は苦しんでいる。 

また、都市部では、インドのニューデリーも、PM2.5 の濃度が上昇し、深刻な健康被害を引

き起こす水準に達している 10)。 

こうした事例は途上国だけではない。ロンドンでは、伝統的に一般家庭で好まれてきた薪ス

トーブの使用により、北京よりも酷い大気汚染が生じていることが確認されている 11)。ロンド

ンの大気汚染指数に関する粒子状物質の 1 立方メートルあたりピークが 197 マイクログラムに

達し、それが中国・北京の都市の指数 190 を上回ったというのである。ちなみに、中国・北京

においても、指数 190 は、危険数値と評価されていた。また、ロンドンの二酸化窒素濃度はこ

れに先立つ 2014 年に中国よりも上昇していたことも指摘されている 12)。ロンドン市長は、大

陸の工業地帯を通ってロンドンに達する大気と、ロンドンの汚染とが混合し、非常に危険な状

態であるとして、緊急汚染情報を発するという事態ともなっている 13)。 

こうした地域的な大気汚染に対しては、必ずしも条約が整備されているわけではない。アジ

アにおいて条約の整備が進んだのは、ASEAN を基盤として策定された越境ヘイズ汚染に関す

る ASEAN 合意である。まずは、この条約内容を概観するとともに、条約以外の協力体制につ

いても考察する。 

 

3.1 越境ヘイズ汚染に関する ASEAN合意 

ASEAN 加盟 10 カ国の政府は、2002 年 6 月 10 日、マレーシアのクアラルンプールで、国境

を越えたヘイズ汚染に関する ASEAN 合意に調印した。この協定は、野焼きや森林火災に起因

する国境を越えたヘイズ汚染に取り組むために、ヘイズが拡散する国家グループを結びつける

世界初の地域的取り決めである。条約が自ら意図するように、国境を越えた問題に取り組むた

めのグローバルな役割のモデルと考えることができよう。 

条約は、ヘイズ汚染を「人間の健康、生物資源や生態系に悪影響を与える野焼きや森林火災

から発生する煙（Haze pollution means smoke resulting from land and/or forest fire which causes 

deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and 

ecosystems and material property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses 

of the environment）」と定義している。そして、目的として、「野焼きや森林火災の結果として
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生じる国境を越えたヘイズ汚染を防止および監視すること（The objective of this Agreement is 

to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires）」（2

条）を掲げている。持続可能な開発を標榜し、条約は、具体的に以下について締約国に義務付

けている。 

（i）野焼き及び/又は森林火災の発生源、モニタリング、アセスメント及び早期警戒シ

ステムの開発、情報及び技術の交換、及び国境を越えた森林火災の防止のための条例の

制定により、国境を越えたヘイズ汚染を防止、監視及び緩和するための措置の開発及び

実施に協力すること。 

（ii）国境を越えたヘイズ汚染の影響を最小限に抑えるために、そのような越境ヘイズ

汚染の影響を受けている、または影響を受ける可能性のある州または国が求める関連

情報の要求に迅速に対応すること。 

（iii）本条約に基づく義務を履行するための法的、行政的及び/又はその他の措置を講

じること。 

そして、土地や森林火災の影響を管理する上で、そのような火災に起因するヘイズ汚染を管

理するための協力と調整を容易にするために、国境を越えたヘイズ汚染管理のためのアセアン

調整センターを設立するとした（5 条）。 同センターの設置まで、ASEAN 事務局と ASEAN 専

門気象センター（ASMC）が、センターの暫定機能を共同で行うことについても規定された。 

本条約の中核と言えるのは、モニタリングについての規定である。締約国は、条約に従い、

全ての火災が発生しやすい区域、全ての野焼き及び/又は森林火災、そのような野焼き及び/又

は森林火災につながる環境条件、そのような野焼き及び/又は森林火災に起因するヘイズ汚染

を監視しなければならないとした。また、締約国は、火災が発生した場合には、火災の消火の

ための緊急措置を開始しなければならない。 

また条約は、予防に関しても重要な規定を有する。すなわち、各締約国は、越境煙害を引き

起こす可能性のある野焼き及び/又は森林火災に関連する活動を防止および管理するための措

置を講ずるものとされ、そのための手法として、 

 ①国境を越えたヘイズ汚染をもたらす野焼きや森林火災に対処するゼロ燃焼政策を推進

するための法律やその他の規制措置、プログラムや戦略の開発と実施 

 ②野焼き及び/又は森林火災につながる可能性のある活動を抑止するためのその他の適

切な政策の策定 

 ③野焼きや森林火災の発生しやすい地域の特定とその監視 

 ④地元の火災管理と消防能力の強化と、野焼きや森林火災の発生を防止するための調整 

 ⑤野焼き及び/又は森林火災、それによるヘイズ汚染を防止するために、公教育および啓
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また踏まえた上で、現在進行中の国内の諸実行が評価されなければならないと考える。 

 

3. 地域的な環境汚染についての対応 

地域的な環境汚染の代表的なものに、大気汚染がある。例えば、日本は、中国から飛来する

PM 2.5 に悩まされているし、東南アジアでは、インドネシアから発生するとされているヘイズ

汚染に、近隣諸国は苦しんでいる。 

また、都市部では、インドのニューデリーも、PM2.5 の濃度が上昇し、深刻な健康被害を引

き起こす水準に達している 10)。 

こうした事例は途上国だけではない。ロンドンでは、伝統的に一般家庭で好まれてきた薪ス

トーブの使用により、北京よりも酷い大気汚染が生じていることが確認されている 11)。ロンド

ンの大気汚染指数に関する粒子状物質の 1 立方メートルあたりピークが 197 マイクログラムに

達し、それが中国・北京の都市の指数 190 を上回ったというのである。ちなみに、中国・北京

においても、指数 190 は、危険数値と評価されていた。また、ロンドンの二酸化窒素濃度はこ

れに先立つ 2014 年に中国よりも上昇していたことも指摘されている 12)。ロンドン市長は、大

陸の工業地帯を通ってロンドンに達する大気と、ロンドンの汚染とが混合し、非常に危険な状

態であるとして、緊急汚染情報を発するという事態ともなっている 13)。 

こうした地域的な大気汚染に対しては、必ずしも条約が整備されているわけではない。アジ

アにおいて条約の整備が進んだのは、ASEAN を基盤として策定された越境ヘイズ汚染に関す

る ASEAN 合意である。まずは、この条約内容を概観するとともに、条約以外の協力体制につ

いても考察する。 

 

3.1 越境ヘイズ汚染に関する ASEAN合意 

ASEAN 加盟 10 カ国の政府は、2002 年 6 月 10 日、マレーシアのクアラルンプールで、国境

を越えたヘイズ汚染に関する ASEAN 合意に調印した。この協定は、野焼きや森林火災に起因

する国境を越えたヘイズ汚染に取り組むために、ヘイズが拡散する国家グループを結びつける

世界初の地域的取り決めである。条約が自ら意図するように、国境を越えた問題に取り組むた

めのグローバルな役割のモデルと考えることができよう。 

条約は、ヘイズ汚染を「人間の健康、生物資源や生態系に悪影響を与える野焼きや森林火災

から発生する煙（Haze pollution means smoke resulting from land and/or forest fire which causes 

deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and 

ecosystems and material property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses 

of the environment）」と定義している。そして、目的として、「野焼きや森林火災の結果として



40 国際環境法の更なる充実へ　石橋可奈美／
Further complementation of international environmental law　ISHIBASHI Kanami

10 
 

発活動キャンペーンを推進し、火災管理への地域社会の参加強化 

 ⑥火災予防と管理における先住民族の知識と実践の促進と活用 

 ⑦火災による土地浄化を防止するために、法律上、行政上、及び/又はその他の適切な措

置が取られていることの確保 

などを義務づけている。 

 火災の際には、締約国は緊急対応をとること（11 条）、必要な場合には、緊急援助が締約国

の同意に基づいて提供されることなど（12 条）も規定されている。 

ブルネイダルサラーム、カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シン

ガポール、タイ、ベトナムの 9 つの加盟国が本ヘイズ協定を批准している。 

 

3.2 条約以外の協力体制 

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）、マレ宣言に基づく南アジアの取り組

み、メコン準地域の環境協力（協定化に向けたイニシアチブ）、ストックホルム条約および東ア

ジア POPs モニタリングワークショップ、などが代表的な取り組みである。 

 現状では、東アジア地域、南アジア地域には、条約体制が存在しないため、こうした問題別

の取り組みがなされているが、いずれも不十分と言わざるを得ない。とくに、いわゆる東アジ

アにおける黄砂（Dust and sandstorm：DSS）の問題 14)、南アジアにおけるヘイズの問題は深刻

化している。下記に見るように、東アジアにおいて比較的安定した取り組みがなされていると

みられるのは、酸性雨や POPs に関する問題である。 

 （1）東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET; Acid Deposition Monitoring Network 

in East Asia）15) 

カンボジア、中国、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴル、フィリピン、韓

国、ロシア、タイ、ベトナム、ミャンマーの計 13 か国などかなり数のアジア諸国が参加してい

る。設置に至った経緯としては、①酸性雨は、国際的な関心を集めている環境問題の一つであ

り原因物質の発生源から数千キロも離れた地域にも沈着する性質を有する広域的な現象であり、

特に、欧米においては、湖沼や森林等の生態系、遺跡・建造物等への影響が顕在化し、1979 年

には「長距離越境大気汚染条約（ECE 条約）」が採択されていること、②東アジア地域は、世界

の三分の一を超える人口を抱え、近年著しい経済発展を遂げていることに伴い、大気汚染、さ

らには酸性雨の問題に直面している。特に、国内のエネルギー事情から石炭に依存せざるを得

ない国も多く、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量が顕著に増加しており、事態は深刻になって

いる。こうした事情を踏まえ、東アジア地域において、酸性雨による影響の防止を目的として、

地域協同の取組を推進することが課題となっていること、③このため、東アジア地域における
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酸性雨の現状の把握やその影響の解明に向けた地域協力の体制を構築することを目的として、

1998 年に本ネットワークが設置されたこと、などの理由がある。 

その目的は、東アジア地域における酸性雨問題の状況に関する共通理解の形成促進、酸性雨

防止対策に向けた政策決定に当たっての基礎情報の提供、東アジア地域における酸性雨問題に

関する国際協力の推進、などとされている 16)。事務局が置かれ、組織的にも整備されているこ

と、また定期的に政府間会合を開き、活動内容が協議に基づき決定されている（例えば、2015

年には、PM2.5 及びオゾンのモニタリングの推進等が活動内容とされた）ことなどからして、

柔軟ではあるが、機能的な協力体制であると言えよう。とくに、中国、日本、韓国などの東ア

ジア諸国のこれまでの国家実行を見るに、越境性の環境問題の解決のため地域に特化した条約

を策定するという方向性は極めて乏しい。そういう中では、非拘束的な合意に基づく、こうし

た協力体制の確立は、重要な意義を有していると言える。 

とくに、EANET の活動は、共通の手法を用いた酸性雨モニタリングの実施、データの収集・

評価・保管及び提供、精度保証・精度管理（QA／QC）活動の推進、参加国への技術支援と研

修プログラムの実施、酸性雨に関連した調査研究活動の推進、普及啓発活動の推進、関係国際

機関との情報交換など具体的であり、評価できる。 

（2）南アジアに対する大気汚染の防止とその国境を越える効果の制御に関するマレ宣言（Malé 

Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and Its Likely Transboundary Effects for 

South Asia）17) 

 本宣言は大気汚染に関して、汚染物質ガスの集中、酸性雨または酸の沈着、ならびに人およ

び自然の原因によるすべての国の人間および他の生物の健康への影響による大気汚染および結

果的な現象の増加の可能性を認識すること、また、国境を越える大気汚染の増加の可能性を各

国の大気汚染の結果として認識すること、そしてこのような可能性を軽減し防止するための国

家措置がない場合、大気汚染の可能性とその国境を越える影響が蓄積されることを認識するこ

と、及び、この文脈において、1972 年の人間環境に関する国連宣言原則 21 は、国連の憲章お

よび国際法の原則に従って、自国の財産に基づいて自らの資源を利用する主権管轄区域内の活

動が他の州または国の管轄区域の限界を超えた環境に損害を与えないことを保証する責任を負

うことについて、明確に宣言するものである。 

そうした認識に基づき、各国は、環境汚染の動向を常に把握し、環境や健康に及ぼす可能性

の程度を理解し、そのような活動の能力を強化し構築するための必要な措置を取ることとされ

ている。 

実施にあたっては、クリーンで健康的な環境を確保する必要性を十分に考慮して、すべての

地域の人々、特に人口の貧しい人々の生活の質とクオリティを高めるのに役立つ開発と経済成
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長の必要性を強調するとしている。 

大気汚染の問題は、各国および地域内の人間開発および持続可能な発展の枠組みの中で分析

され管理されなければならないこと、ASEAN や東アジアなどだけでなく、ヨーロッパのような

他の地域の経験も踏まえて、以下のような対応をとることが宣言されている。すなわち、 

① 地元および地域の大気汚染の原因、性質、程度および効果を、特定された施設、大

学、会社等で分析評価し、必要に応じて大気汚染への対応能力を強化する。 

② 大気汚染を防止し最小限に抑えるための戦略を策定及び/又は採択する。 

③ 硫黄及び窒素並びに揮発性有機化合物の排出、濃度及び堆積の研究に基づきモニ

タリングの制度を確立するため、互いに協力して作業する。 

④ 酸性雨を監視し、その影響を分析する標準化された方法論の構築に協力する。 

⑤ 資金と技術の移転や、二国間および多国間の情報源からの援助の確保に向けた取

り組みなどを進める。 

⑤ 最適な結果を得るための経済分析を奨励する。 

⑥ 産業界、学術機関、NGO、地域部族、メディアなどのあらゆる主要な利害関係者を

巻き込む。 

ことなどの実施促進が宣言されている。また上記を実施するためにも、大気汚染問題の理解と

対応に向けて、国の報告制度を改善し、科学的、学術的努力を強化するよう絶えず努力するこ

と、国境を越えた大気汚染問題をより深く理解した上で、国家や地域の行動計画や議定書を作

成し、実施するために、このプロセスを段階的に継続すること、及び必要に応じて、政策と技

術的要件の両方を目的としたネットワーキングを含む国レベルでの制度構造を進化させ、地域、

国際的な二国間および必要に応じて、これに多国間機関も置くことなどが宣言されている。 

しかし、この宣言の有する効果を疑問視する声は大きい。とくに近年、中国やネパールから

のヘイズがヒマラヤ山脈に達し、急速な環境悪化が進んでいることが指摘されている。科学者

の分析によれば、ヒマラヤ山脈には、多くの渓谷があり、その渓谷があるために、大気の通過

が非常に容易となっている。中国やネパールの大気がヒマラヤ山脈に流れ込み、氷河が融解し、

エアロゾルとオゾンを生成する黒色炭素や前駆体ガスから成る大気汚染物質による煙霧によっ

て、特有の「褐色雲」を発生させるなどの環境悪化が深刻化しているという。 

（3）東アジアモニタリングワークショップ 18) 

東アジア諸国における POPs に関する情報が東アジア諸国において十分に整備されていない

ことから、この分野の一層の取組が必要であると認識し、とくに POPs 条約 16 条への対応とし

て、東アジア諸国における POPs の環境汚染の状況を明らかにするためには、同地域における

関係国の協調的な取組が必要であることを認識して、2002 年から年々実施されているワークシ
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ョップである。参加国はインドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、中国、フィリピン、

タイ、ベトナム、マレーシアなどである。 

（4）メコン川委員会（Mekong River Commission / MRC）19) 

メコン川は、チベット高原からベトナム南部のデルタまで、2,700 マイル（4,200 km）以上走

り、南シナ海に流入している。河川資源は中国、ミャンマー、ベトナム、ラオス人民民主共和

国（ラオス人民共和国）、タイ、カンボジアに供給されている。 メコン川流域には、およそ 7,000

万人を代表する 100 以上の民族が住んでいる。最近、中国の雲南省のメコン川上流には 7 つの

ダムが計画され（完成したもの 2 つ、現在進行中のもの 5 つ）、タイ、ラオス、カンボジア、ベ

トナムでは主要な水力発電プロジェクトが提案され、進行中であり、さらに 22 のダム建設が検

討されている。こうしたダム建設の増加に伴い、引き起こされる越境環境汚染が顕著になって

きた。ダム建設により、メコン川周辺地域の下流水供給が大きな影響を受け、生物の生息地の

劣化や種の絶滅が生じ始めているという。 

こうした問題の解決のために期待されているのが、メコン川流域の持続可能な発展のための

協力に関する合意（1995 年のメコン合意）であり、同合意が設置した、メコン川委員会（Mekong 

River Commission / MRC、以下 MRC）である。MRC は、共通の水資源の共同管理とメコン川

の持続可能な開発という共通の利益のためにカンボジア、ラオス、タイ、ベトナムの各国政府

と直接協力する政府間機関である。確かに、MRC は漁業、航行、洪水および干ばつ管理、環境

モニタリング、水力開発などの重要な問題について、幅広く情報を収集し、また提供している。

しかし、ダム建設から生ずる様々な汚染の問題には、必ずしも対応できていないのが現状であ

る。 

というのも、そもそも、メコン川委員会は、下流国の水利用に関して、「水質」よりも「水量」

の確保に重点を置いてきた、という経緯があるということ、本稿の 1 でも言及した越境環境損

害に対する国家責任や損害賠償を求めるためには、環境損害に関する国家の関与や、環境損害

をもたらした行為と発生した損害との間の因果関係が科学的に立証されなければならないが、

メコン川流域の複雑さ、ダム建設プロジェクトの透明性の欠如、具体的な科学研究とデータの

欠如などもあり、メコン川委員会にも、またこの委員会に属するメコン川流域国にもそのよう

な立証能力を期待できない、といった状況がある。 

ストックホルム宣言の原則 21 は、1992 年のリオ宣言の原則 2 でも踏襲され、今日では国際

環境法の重要な原則となっている。また、1997 年の国際水路の非航行利用に関する条約

（Convention on the Non-navigational Use of International Watercourses）でも、水路国は、自然

の原因や人間の行為に起因するかどうかにかかわらず、個別に、適切な場合には共同して、他

の水路国に有害である可能性のある国際水路に関する条件を防止または緩和するための適切な
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措置を講じるものとする（27 条）とされている。したがって、こうした国際社会における法的

動向を踏まえ、メコン川委員会にも、当該流域における越境環境損害の発生にいかに対応する

のか、その法的枠組みの構築が求められるであろう。 

  

おわりに 

以上、国内における判例の蓄積、環境保護に関する諸立法、越境性の国際判例の蓄積、及び

地域的協力体制・条約の発展が、国際環境法の間隙を埋め、国際環境法体系の充実に貢献しう

ることについて述べてきた。当初、環境法の発展が、二国間の、それも国境を接する二国間に

おける越境環境損害として発展し始めたことを考えれば、そして、いま地球規模の環境損害に

対処するための法整備が一段落しつつある状況に鑑みれば、再び「二国間」、あるいは少し広げ

て「地域」に重きが置かれるようになってきたのは、必然ともいえる。二国間、又は地域的ベ

ースであれば、当該国家に特有の環境問題への迅速な対応が可能となる可能性がある。例えば

政治的協力、経済的援助や技術協力などと組み合わせることで、一気に環境保護が進む可能性

も少なくない。日本が、アジアにおける大気汚染と気候変動の双方に対処する手法として打ち

出している、コベネフィット・アプローチ（大気汚染防止と温室効果ガスの排出削減とを同時

に実現することを目指す。例えば日本とインドネシアの二国間協力という形態で、その双方に

ポテンシャルの高いパーム油、バイオマスなどを活用することなど）も、この意味で大変期待

できるところである。 

 ただ、他方で、そのような二国間枠組み、地域的枠組みは、常に、国際的平面からの強い影

響に晒され、良くも悪くも左右され得るということに注意しなければならない。政治的意思や

経済的・技術的発展に基づく急速な国際社会の変化がもたらされるような場合には、二国間枠

組み、地域的枠組みもまたその急激な変化に合わせて変容を迫られることになる。したがって、

柔軟な対応が可能であるような体制作りが不可欠であろう。 

たとえば、英仏が時期を同じくして打ち出した、全面的な EV 車への移行政策（40 年にガソ

リン車、ディーゼル車の販売を禁止する方針）は、世界的な自動車生産の開発や販売を大きく

変えようとしている（これは「良い」影響をもたらし得る例である）。さっそく、インド、中国

がこの動きに追随し、インドは、国内で販売する自動車を 2030 年までに全て電気自動車に限定

するとの政策を発表し 20)、また中国も BEV（バッテリー式電気自動車、）PHEV（プラグインハ

イブリッドカー）、FCEV（燃料電池電気自動車）などの電動車両の販売を自動車メーカーに義

務付ける（2019 年における販売台数の 10 パーセント）新法「NEV（新エネルギー車）法」を

制定して、急速な EV 車化を図っている 21)。こうした流れの中、パリ協定からの離脱を表明し

ている米国においてでさえ、カリフォルニア州が排気ガスを出さない車を一定の割合で販売す
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るよう義務づけたことから（米国カリフォルニア州大気資源局（CARB：California Air Resources 

Board）が施行している制度で 22)、州内で一定台数以上自動車を販売するメーカーに対し、ZEV

を一定比率（14% : 2017 年現在）以上販売することを義務付ける制度）、このために、自動車メ

ーカー側の販売戦略が変わろうとしている。 

 いずれにしても、国際環境法には、1970 年代に見たような、あるいは 1990 年代に見たよう

な、急速な法の発展ではなく、さらなる充実、さらなる精緻化が求められる時代が来ている。

その充実や精緻化を図る手段が、二国間・地域的での対応を国際的平面に活用することで可能

になるというのが、本稿の主旨である。 

かつて、越境環境問題に対する法の欠缺が叫ばれ、瞬く間に数多くの条約が策定された。あ

まりに短期間に数多くの条約が策定されたため、環境法の「分断化（fragmentation）」が懸念さ

れるようになった。しかし、二国間・地域的対応を丹念に国際的平面に反映させ国際的平面で

の法体系の充実、精緻化を図るのであれば、そうした「分断化」も自然に解消されていくので

はないかと確信している。 
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 インドでは料理の煮炊きに家庭で固形燃料を使う。石炭火力発電所や焼き畑、工場からの排煙、自

動車の排ガスなどもあり、微小粒子状物質「ＰＭ2.5」の大気中濃度は世界最悪レベルだ。ＰＭ2.5 と

は、大気中に浮遊する直径 2.5 マイクロ（マイクロは 100 万分の１）メートル以下の微粒子をいう。」

「インドで最も汚染が深刻なのは、首都で国内最大の都市ニューデリーであることがしばしばだ。気

象条件や急速に普及する自動車、そして近くにある重工業施設と汚染の条件がそろっているからだ。

ニューデリーにある科学環境センターが調査したところ、市内のバダルプール石炭火力発電所が国内

で最もひどい汚染源の一つだった。 

 16 年 10 月には、ヒンドゥー教の大祭「ディワリ」の後、ニューデリーに数日間煙が立ちこめて大

気汚染が急激に悪化。ついに裁判所が花火を禁止する事態になった。 

 WHO の統計によると、ニューデリーの 11 年～15 年の汚染濃度は、世界のどの巨大都市をも上回っ

て最悪となり、その水準は北京の倍以上だった。」 

11) The Telegraph, 25 January 2017, “Air pollution in London passes levels in Beijing... and wood burners are 

making problem worse,” available at: http://www.telegraph.co.uk/science/2017/01/24/air-pollution-

london-passes-levels-beijingand-wood-burners-making/.    
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13) The Guardian, 27 September 2017, “Sadiq Khan triggers alert for high air pollution in London: Capital is 

given emergency warning as polluted air from the continent combines with toxic air at home,” available 

at: https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/27/london-issues-red-alert-for-extremely-high-

air-pollution. 

14) 北東アジア地域における環境協力の主な問題として二国間または地域条約などの法制度の欠如が指摘

されている。とくに、DDS の問題では顕著であり、省庁間および科学的協力を通じて DSS 問題への

対処が試みられているに過ぎない。 

15) EANET, available at: http://www.eanet.asia/jpn/index.html. 
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