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序

Ⅰ

研究背景及び目的

第２次世界大戦後、国際社会において先進国を中心に急速な経済成長を遂げており、そ
れに伴い激甚な公害問題を引き起こした。ただ、当初このような公害問題はあくまでも一
国内の環境問題として認識されており、その解決に向けて国内の実情に即した規制措置が
講じられた。ところが、１９６０年代以降になると国境を越えた大気汚染や水質汚濁など、
その影響が国境を越えて広範囲にわたって拡大するなど、地域的・地球的な環境問題が顕
在化し始めたのである。その典型的な国際環境問題として地球温暖化、海洋汚染、オゾン
層破壊、酸性雨などの越境大気汚染、砂漠化、生物多様性の喪失などが挙げられる。
国際環境問題の台頭と共に、国連人間環境会議や地球サミットなどといった国際会議が
開催され、そこで多くの環境条約が締結された。これらの条約は一方では第２次世界大戦
中の国際慣習法に基づいて形成された法規であり、また他方ではいわゆる国際環境法を創
り出すものであった。国際環境法は国際法の一分野として国家間の合意によって形成され、
環境問題に対し条約上の義務履行を担保するために必要な法制度が制定されることで、国
内担保措置を実施している1。例えば日本の場合、１９８７年に採択された「オゾン層を破
壊する物質に関するモントリオール議定書」は、１９８８年に日本国内において「特定物
質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律」が新たに制定された。ただ、環境問題
に対し条約は締結してからそれに向けて新たに国内法が整備されるだけでなく、既存の国
内法によって条約上の義務履行が担保される場合は、必ずしも新たな立法を要しない2。言
い換えると、国家は条約を締結した以上、該当条約上の義務を履行する義務があり、条約
を締結するに先立って国際環境法に一致させるために国内法を整備する場合や、条約を締
結後にそれを履行するために新たに立法措置をとる場合があり、いずれも条約の履行に向
けて必要な国内法制度の整備が求められる。
特に、国際環境法の重要な役割を果たす国際環境協力は共通の理念を実現するための仕
組みであり、それがもつ先進性を実現し脆弱性を補うためには、今後枠組み条約に基づい
て規制措置の義務の履行確保制度を整備すべきである。その方法の一つとして、国際的相
互理解に基づいた共通性を有する国内法制度の整備である3。したがって、国際環境協力を
推進するに当たっての国内法制度の基盤整備には、環境保全に関する共通の認識が不可欠
であって、共通の理解に基づいた法制の在り方が求められなければならない。
ところで、本稿は、中日韓３カ国からなる北東アジアでの環境協力を対象としているが、
そこでの共通の理解や協力体制の構築は様々な要因から困難なものとなっている。第一に、
1 菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 14
巻第 1 号（2011）1 頁
2 菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 14
巻第 1 号（2011）1～2 頁
3 山本草二「国際環境協力の法的枠組みの特質」ジュリスト NO.1015（1993）150 頁

1

歴史的問題が存在している。例えば、冷戦の残滓、領土問題、日本首相の靖国神社の参拝
など過去の問題による国家間の信頼関係がきちんと構築されていない状況である。特に、
日本は中国を越境汚染の発生源としているものの、戦前旧日本軍の毒ガス、化学兵器が大
気や土壌などの汚染源になっており、直接・間接的の被害が膨大であり、１９９１年から
両国間による共同調査を通じて日本が処理責任を認めることなった。したがって、中国で
は過去の負の遺産が単純な過去の問題ではない現在の環境問題として認識されていること
も事実であろう4。それに、２０１２年に入ってこうした歴史的な問題を発端とする領土問
題をめぐるきな臭い国家間関係が悪化している。第二に、環境汚染への係り方に違いがあ
る。北東アジア地域では中日韓３カ国を中心とした多くの環境協力が形成されおり、域内
協力体制の制度化が可視的な成果を見せてきた。他方で、その過程で国家間には経済的状
況や環境問題を解決すべく優先順位の違いが環境協力の進展を妨げている。特に、越境大
気汚染問題をめぐり、日本や韓国は中国を主な汚染発生源としている一方、中国は国内の
深刻な環境問題はあくまでも国内で顕在化し、他国に与える影響は大きくないといった立
場を示している。一方、韓国は中国で発生する汚染の被害者であると同時に日本の環境の
潜在的な汚染源であると見ることができる5。このような国家間の見解の差は、各国が国内
の需要に応じた協力体制に臨むため、現段階において法的枠組みを形成するには、まだ充
分な与件が成熟されていない状態であるという見解が多い。さらに第３の問題として、近
年の環境問題への取組み方に変化が現われている。特に、グローバル社会ではもはや国際
環境問題に対し、各主権国家に環境協力の必要性を求めているだけでなく、環境分野を一
つの産業として扱う動きを見せている。例えば、自由貿易協定においてアメリカやＥＵな
どの先進大国は知的財産権や労働問題と共に、これまで蓄積されてきた環境対策のノウハ
ウを必要な産業として推進し、協定に環境規制を取り入れている。こうした環境規制の強
化は自国の企業を保護し、全世界的に環境を保全するために自身たちの法を順守するよう
に要請しているなど、今後の環境問題に対する環境法制度の整備は、グローバル社会で活
躍する企業などに影響を及ぼすなど、国家間の利害関係に大きな影響をもたらすことと思
われる。このように、中日韓３カ国間環境協力においてまだまだ解決しなければならない
課題が多く、協力体制構築の時期が熟しているとは言い難い。
とりわけ、越境大気汚染問題は一国内の経済活動の過程で発生する汚染物質が国境を越
えて、数百・数千キロメートルまで長距離移動して影響を及ぼすといった特徴を持ってお
り、それに対処するための対策は国際的な枠組みで進めない限り効果が上がらないとされ
ている。このような越境大気汚染問題に対し、国際社会では早くもヨーロッパ諸国で顕在
化し、１９７９年に締結した長距離越境大気汚染条約「Convention on Long-Range Trans
‐boundary Air Pollution」
（以降「ＣＬＲＴＡＰ」と称す）により、著しい成果を挙げた。た
だ、従来越境大気汚染といえば主に酸性雨が指摘されたが、近年は酸性雨に加え光化学オキ
4
5

최정진「동북아 환경협력체제의 문제점과 대응전략」비교경제연구,제 13 권 제 1 호（2006）148 頁
이신화「동북아 환경레짐:지속가능한 지역협력을 위힌 촉매」IRI 리뷰 제 6 권제 1 호(2002) 149 頁
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シダントや微小粒子状物質（ＰＭ２．５）などの大気汚染と関連づけて議論が行われてい
る6。すなわち、ＥＵで顕在化した越境酸性雨の場合、主に森林や湖沼などの生態系に深刻
な影響を及ぼしたものの、近年の越境大気汚染問題は生態系に加え人々の健康に直接的影
響を与えるなど、国内または国家間による協力体制の更なる強化が求められる。
このような越境大気汚染問題において、①北東アジア地域の各国が共通に抱えている課
題であり、②ＣＬＲＴＡＰのような成功例があり、③国境を越えて広範囲にわたって影響
が拡大するといった特徴から、今後さらに顕在化する恐れがあるなど、取り急ぎ解決しな
ければならない課題であり、加えて④近年中日韓３カ国では光化学オキシダントやＰＭ２．
５などといった大気汚染が顕在化し、これらによる越境大気汚染問題も懸念されている。
ＥＵの状況に鑑みれば、条約の締結による規制が有効手段であることと思われるものの、
中日韓３カ国間にはこれまでそのような議論さえ行われていない。
以上のとおり、国際環境問題の解決に向けて、国家間の環境問題に対する共通の課題に
対する共通の認識が環境協力の帰趨に影響を及ぼすため、環境協力は各国の環境問題に対
する基本姿勢が大きな比重を占める。すなわち、環境協力の帰趨を規定するのは、各国の
環境問題に対する基本姿勢であるといえよう。そこで、本稿は、中日韓３カ国における国
際環境協力（地域間環境協力）の体制構築の可能性を探ることを目的とする。そのため、
越境大気汚染をめぐる中日韓３カ国における環境法制度の展開を把握し、その課題を明ら
かにするものである。

Ⅱ

先行研究

第一に、安藤博の論文では、現在進められている東アジア酸性雨モニタリングネットワ
ーク「Acid Deposition Monitoring Network in East Asia（ 以降「ＥＡＮＥＴ」と称す）」
の専門家会合は、北東アジアにおける協調的安全保障の枠組みに繋がるし、東アジア地域
における環境対策レジーム形成の基盤になり得る多国間協議の場であって、また国家間の
環境協定も中日韓３カ国間のレジーム構築の基盤になるとしている7。また、別の論文中で
は、①アジアにはヨーロッパのように歴史・文化の一体性を基礎としての経済や安全保障
の地域協定をまとめた経験がなく、②北東アジア地域では、朝鮮半島や台湾などといった、
冷戦によって分断・対決状態が残っているため、一定の拘束力のもつ「協定」の締結には
容易ではないといったことを指摘している。ただし、軍事・安全保障等では、地域協定の
議論自体が困難ではあるのに対して、環境問題なら、問題解決するために様々な方法を検

6

後藤隆久、山本光昭「越境大気汚染をめぐる最近の動向－行政政策を中心に」
『日中環境産業』資源環境
政策、Vol.48 No.9（2012）18 頁
7 安藤博「日・韓・中大気汚染対策協力協定構想―北東アジアにおける環境安全保障レジームの構築に向け
て」ヒューマンセキュリティー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.1（1995）194 頁
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討していく中で、国家間で信頼を高めていくことが容易であると述べている8。
第二に、阿部秀明・柳乙烈の論文の中では、中日韓３カ国における大気汚染の現状とそ
れぞれの国家環境政策の特徴を比較検討し、酸性雨防止に向けたＥＵの取組を考察しなが
ら、今後東アジア地域における国際条約締結について検討している9。その結果、①３カ国
は経済力の差が大きい、②３カ国における市民運動が環境政策改善に与える影響が異なる、
などＥＵのような環境政策を推進することは難しい側面があると主張している。ただし、
近年東アジアで推進されているＥＡＮＥＴのような国際機構が稼働され、その実績を踏ま
えて越境大気汚染問題の解決に向けて、ＥＵのような具体的削減目標を提示した国際条約
の締結の必要性を述べている。
第三に、安藤博10は、「酸性雨対策は日本の外交・安全保障上、極めて大きな意義を持っ
ている」とし、明日香壽川11は、「長期的に、アジアにおいてもヨーロッパと同じような環
境安全保障のための多国間システム（例えば硫黄排出削減協定）が必要となる可能性があ
る。ＥＡＮＥＴという枠組みは、ヨーロッパと同じような、より高度な環境安全保障のシ
ステムまで発展していく可能性を有している」と、指摘している。他方で明日香壽川は日
本、中国、韓国などの東アジア地域における諸国は、ヨーロッパと比べて政治的・社会体
制的に大きな開きがあることも指摘している12。

Ⅲ

研究課題と方法

本稿は、中日韓３カ国における国際環境協力（地域間環境協力）の体制構築の可能性を
探ることを目的とする。そのため、越境大気汚染をめぐる中日韓３カ国における環境法制
度の展開を把握し、その課題を明らかにするものである。中日韓３カ国の協力体制の可能
性または将来の方向性を知るためには、まず、各国家における環境汚染への歴史的な取組
みを分析する必要があり、次に、そうした取組みの結果として形成されてきた環境汚染に
関する法制度整備の状況を把握する必要がある。そこで、本稿は、特に中日韓３カ国間に
おいて問題が大きい越境大気汚染問題を取り上げるのだが、研究目的に沿って大きく３つ
の課題を明らかにするようにし、最初にこの問題から考察を始めている。
一つ目は、中日韓３カ国の環境協力に当たって、共通の課題に対し共通の認識が形成さ

8 安藤博「転機に立つ東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
」ヒューマンセキュリティー
（東海大学平和戦略国際研究所）NO.8（2004）194 頁
9 阿部秀明・柳乙烈
「中国の越境大気汚染と韓・日・中の環境政策連携」충북개발연구원 제 16 권 제 2 호(2005) 1-20
10 安藤博「日・韓・中大気汚染対策協力協定構想―北東アジアにおける環境安全保障レジームの構築に向
けて」ヒューマンセキュリティー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.1（1995）199 頁
11 明日香壽川「環境保全技術の技術移転の現状と課題」東北アジア研究第 2 号（1998）98 頁
12 明日香壽川「越境するアジアの環境問題」高原明生ほか『現代アジア研究 1 越境』
（慶応義塾大学出版
会、2008）140 頁
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れているのかを検証することを課題とする。そのため、第一に、国際社会における越境大
気汚染問題に対する取組みを把握する。まず、国際環境問題の取組みについての歴史的背
景を概観し、とりわけ、越境大気汚染問題の解決に向けて取り組んできた成功例として評
価されているＥＵのＣＬＲＴＡＰを取り上げ、その取組みのプロセスから条約自体がもつ
意義を探るようにする。先例を取り上げるのは、越境大気汚染問題の解決に向けて具体的
な成果を得るために、問題の実態を把握し、成果に必要的な要因のプロセスを提示する必
要があり、他の地域で成功した事例は北東アジア地域に多くの示唆点を提供することに期
待できよう。第二に、国際社会における越境大気汚染問題の取組を踏まえ、中日韓３カ国
を中心とした域内環境協力の実態から今後の課題を把握する。中日韓３カ国における環境
協力の実態を把握することは、現時点で形成されている環境協力から、今後の課題を明ら
かにすることにある。こうした国際的動向を踏まえたうえで地域的な動向を探ることで、
今後の中日韓３カ国における環境協力に当たっての課題を明らかにする。
二つ目は、中日韓３カ国における環境法制度の展開を把握し、今後の課題を探ることを
課題とする。前に言及したように環境協力の帰趨に影響を及ぼすのは、環境問題に対する
各国家の基本姿勢によるものであるため、そこでこれを明らかにするために、３カ国にお
ける法制度の展開を検討し、法制度が持つ今後の課題を探ることを課題とする。そのため、
第一に、環境状況悪化の主な原因に、各国における環境問題に対処するための対策として
法制度の展開を検討する。まず、環境法制度の展開を考える上で、前提として踏まえてお
かなければならない環境問題に対する社会的背景を概観したうえで、環境問題の実態を把
握する。次に、それに対処するための環境法制度の歴史的展開について論じた後、各国に
おいて環境保全に関する基本法とされる環境基本法を取り上げ、今後の課題を探るように
する。こうした立法経験と法整備の成果は、３カ国が抱えている課題を明らかにするだけ
でなく、今後の環境協力体制の構築に対する基盤になると共に、将来の協力体制構築のた
めの課題を抽出することができることと思われる。第二に、越境大気汚染問題の究極的な
汚染発生源は、各国家が生産活動の過程で発生する汚染物質が大気中に排出され、風に乗
って長距離移動することで影響を及ぼす。したがって、各国における環境問題の実態とそ
れに対処するための対策を明らかにし、今後の課題を抽出することで、協力体制構築に向
けた課題を抽出する必要がある。そこで、まず、大気汚染問題の歴史的背景を踏まえた上
で、現状分析を行う。次に、大気汚染に関する法制度の展開を踏まえ、現行の大気汚染の
法制度に対し概観した上でその課題を明らかにする。
三つ目は、上記の二つの課題に対する検討を加え、今後の協力体制構築に向けた可能性
について探ることを課題とする。そのため、第一に、中日韓３カ国における環境問題の状
況を踏まえ①すべての環境保全に関する基本法とされる環境基本法、②すべての大気汚染
の防止に関する大気汚染防止法をそれぞれ検討したうえで、比較を通して今後の課題を明
らかにする。その際、
「基本法」という定義を前提に、３カ国における法体系が基本法とし
ての役割を果たしているかどうかを、法の目的、基本理念などが規定されている「総則」
5

に焦点を当てて比較を行う。第二に、中日韓３カ国における環境協力に当たって、ＥＵの
ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、３カ国の実態を明らかにする。その際、まず、３カ国にお
ける環境問題に対するそれぞれの事情や環境協力における立場についての検討を行うこと
にする。とりわけ、ＥＡＮＥＴにみる３カ国の立場を踏まえて、今後の課題を明らかにす
る。ここでＥＡＮＥＴを取り上げるのは、越境大気汚染問題に対処するための域内取組み
として、今後、ＣＬＲＴＡＰのような法的枠組み構築の基盤になり得ると提起されている
ため、その課題を明らかにすることで、今後の協力体制構築に向けて取組むべき課題を抽
出することにある。次に、かつてＥＵの越境大気汚染問題の取組みを踏まえ、ＣＬＲＴＡ
Ｐが中日韓３カ国の協力体制に与える示唆点を探り、今後３カ国間における条約締結に向
けた課題について検討する。第三に、環境法整備からみる協力体制の可能性について検討
する。そこでは、これまで述べてきた環境協力体制からみる課題を検討するとともに、今
後環境法制度による協力体制構築に向けた可能性を探るようにする。

Ⅳ

研究特徴

これまで、国際環境問題や急速な経済成長に伴う国内環境汚染が深刻になるにつれ、北
東アジア地域では多様な環境協力が推進されており、それと同時に域内環境協力に関する
研究も多くなされている。主に、近年高度経済成長を遂げている中国の環境問題の現状及
びそれに対処するための協力方案の研究に焦点が当てられている。これらの研究は、北東
アジア地域の環境問題と環境協力に決定的な影響を与えている中国環境問題の現状を分析
し、その解決方法として地域次元の対応のための協力の必要性を提起している。また、分
野別環境協力が推進される中で、特定分野の協力方案に関する研究もある。特定分野にお
いて、特にエネルギーに関する現状分析や政策提言の研究が多くなされており、酸性雨に
よる越境大気汚染問題に関しては、日本のイニシアティブでＥＡＮＥＴが推進されており、
それを基盤に今後国際的枠組み構築の必要性も提起されている。さらに、北東アジア地域
環境協力体系の強化を通じて、実質的な行動を実行するための北東アジア環境協力の構築
方案に対する研究もある。
しかし、前に言及したように国際環境問題の解決に向けて、国内外的な取組みが必要不
可欠であり、とりわけ、環境協力は各国の環境問題に対する基本姿勢によるものである。
そこで、これらを明らかにするために、各国の国内環境問題の実態からそれに対処するた
めの法制度を把握する必要がある。特に、汚染物質の具体的な削減目標は一国内の環境立
法措置やその実効性のある施行にかかっているといっても過言ではない。したがって、各
国における環境問題の実態から国内法制度の整備状況を明らかにし、今後の課題を抽出す
ることで、将来の協力体制構築に向けた可能性を探る必要がある。然るに、既存研究は地
域環境問題を解決するにあたって域内協力体制構築等、解決方案に対し論議しながら、環
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境協力の帰趨を規定する各国内における環境法整備に対する根本的な問題点や課題につい
ての比較研究は殆どなされていない。とりわけ、中国を汚染発生源とする日本や韓国では、
ＥＵのＣＬＲＴＡＰに鑑み、法的枠組み構築の可能性或いは必要性について提起されてい
るものの、法的枠組みの構築に当たって必要とする各国における環境問題の実態分析に加
え、それに対処するための対策についての研究は１９５０年代から２０００年代の初期ま
でに留まっている。
ところが、中国は急速な経済成長と共に、環境問題を国の基本国策にするなど環境問題
に対し２０００年に入って、多くの重要な立法措置や対策が講じられている。したがって、
既存研究の不十分なところを補充し、環境立法措置などから見られる成果と限界を考察す
ることで、今後の環境法制度の進展に対する課題と発展方向を模索することに意義がある
と思われる。また、これまで越境大気汚染問題や法制度等の文献について、中国に関する
文献やデータ、そして日本の文献やデータなどによる研究は多数なされているが、韓国に
関する環境政策や法制度などに関する文献やデータによる３カ国間の比較研究は、見当た
らない。そのため、先行研究は中国と日本における比較研究、或いは中国国内の環境問題
に対する研究が多くなされ、中日韓３カ国における環境問題の実態或いはそれに対処する
ための法対策に対する総合的に取り上げた研究はあまり見当たらない。今後、中日韓３カ
国間協力体制の構築に向けて、３カ国における総合的な取組みに対する研究が必要不可欠
である。
また、中日韓３カ国における越境大気汚染問題に対処するために、より一層環境協力の
必要性が求められる時点でその阻害要素の壁を乗り越え、３カ国を中心とした環境協力の
議論を現実的かつ具体化できる方法を模索するための研究が必要である。そのため、越境
大気汚染問題に対し比較的成功として評価された事例を選定し、その取組みのプロセスを
把握することで、現行の環境協力の課題を明らかにする必要がある。
さらに、上記の先行研究においてＥＡＮＥＴを基盤に今後の法的枠組み構築の可能性を
提起しているものの、中日韓３カ国において具体的にどのような状況から、どのような取
組みが形成され、どのような課題を抱え、そしてどのような体制が必要であるかといった
一連の研究がなされていない。特に、条約協議の前提として、国内法整備の進展とそれに
基づいた環境協力の両方に対する議論が必要であるが、総合的に取り上げた研究は見当た
らない。そのため、各国における環境状況の実態の把握と共に、国内法制度の展開や現行
法体制を明らかにすることが必要であることと思われる。それは、条約の実施は国内法に
委ねる場合が多く、国家間の合意は互恵Ｗin－Ｗin の利害関係の中で形成されるため、各
国の実態を把握し、その共通点と相違点から課題を導出し、それに基づいた協力体制の可
能性を探る必要があると思われる。
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Ⅴ 論文の構成
本論文は序とむすびを除いて、第１章から第５章で構成する。
序では論文の背景と目的、先行研究、研究の方法と特徴、そして論文の構成について述
べる。
第１章では、越境環境問題は一国内に留まらず、近隣諸国に影響を与えるといった特徴
を持っているため国際的な取組が必要であり、従来の国内の環境問題に対する規制措置は、
国家間の環境問題の解決には限界がある。そのため、越境大気汚染問題に対処するための
新たな有効な規制システムが必要であり、国際環境法はその問題解決のための基本枠組み
であるといえる。特に、越境大気汚染問題においては早くも１９４１年にトレイル熔鉱所
事件に対する最終裁判が行われており、１９５０年代に入ってヨーロッパで越境酸性雨問
題が提起され始め、１９７０年代には長距離越境大気汚染条約が締結された。このような
国際社会における越境大気汚染問題の現状や取組みに鑑み、この章では越境大気汚染問題
を中心に、国際環境法の生成と展開を概観し、越境大気汚染に対する取組や協力体制の実
態を明らかにすることを課題とする。そこで、まず、越境大気汚染問題を中心に国際環境
法の生成と展開を整理し、それを踏まえて国際環境法の特徴と課題を概観する。そのうえ、
国際環境法における環境協力について整理し、国際環境法と国内環境法の関係を概観した
うえで、環境条約の適用状況について中日韓３カ国を取り上げる。最後に、ＣＬＲＴＡＰ
を取り上げ、その取組みのプロセスと条約自体が持つ意義を明らかにする。
第２章では、国境を越える環境問題は一国内の取組みのみでは限界があるため、関わる
すべての国々による環境協力が必要不可欠である。中日韓３カ国における越境大気汚染問
題を解決するためには、その解決に向け域内の大気環境に関する実効性のある国際協力枠
組を構築することが有効であるという指摘がある。越境大気汚染問題に関し、日本のイニ
シアティブで行われているＥＡＮＥＴを基盤に、今後３カ国間法的枠組みの構築が考えら
れる。したがって、この章ではまず、中日韓３カ国が位置している北東アジア地域の経済
発展と併行して急速に拡大している環境汚染、とりわけ環境汚染の被害が国境を越えて周
辺諸国に影響を与える越境大気汚染問題の状況と取組みの必要性を把握する。次に、越境
大気汚染に対する既存の環境協力の取組を概観し、とりわけ、ＥＡＮＥＴの取組に焦点を
当てて、その現状と課題を明らかにする。最後に、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、域内環
境協力の課題を明らかにする。
第３章では、越境大気汚染問題をめぐる中日韓３カ国における環境法制度の全体像を把
握し、３カ国が法制度に対する課題を検討するものである。中日韓３カ国間の越境大気汚
染問題に対する解決に向けた対策を議論するに当たって、各国における社会的背景を踏ま
えて、環境問題はどのようなもので、その過程で生み出された対策の展開を視野に入れつ
つ、環境法制度の整備について把握する必要がある。そのため、この章ではまず、中日韓
３カ国における環境問題の実態をめぐって、各国の社会的背景を踏まえて経済成長に伴う
8

環境問題を把握する。次に、顕在しつつある環境問題に対し、各国はどのような対策を講
じてきたのか、どのような課題があるのかを検討するため、環境法制度の展開を概観し、
とりわけ、環境問題の基本となる法制度を取り上げ、その課題を検討する。
第４章では、越境大気汚染は究極的に一国内の生産活動の過程で発生する汚染物質が長
距離移動によって影響を及ぼすため、いかに汚染物質を削減できるかが課題であり、その
ためには問題の実態を把握する必要がある。また、各国における社会的背景を踏まえて、
大気汚染はどのようなもので、その過程で生み出された対策の展開を視野に入れつつ、大
気汚染に関する法制度の整備について把握する必要がある。とりわけ、大気汚染について
総合的かつ包括的に規定する大気汚染防止法についてその法体系を明らかにする必要があ
る。そこで、この章ではまず３カ国における大気汚染問題の実態をめぐって、各国の社会
的背景を踏まえて経済成長に伴う大気汚染問題について整理するようにする。次に、大気
汚染の実態を踏まえ、各国はどのような対策を講じてきたのか、どのような問題点があっ
てどのような解決が求められたのか、大気汚染に関する法制度の歴史的展開を探るように
する。さらに、大気汚染において基本となる法制度を取り上げ、その現状と課題を検討す
る。
第５章では、第１章から第４章での検討を踏まえた上で、今後の協力体制構築の可能性
また将来の方向性に向けて、中日韓３カ国における環境法制度を検討することで、そこに
存在する問題点を抽出し、講じられるべき今後の課題を明らかにする。その際、各国のす
べての環境問題に対する基本とされる環境基本法及びすべての大気汚染問題に対する基本
とされる大気汚染防止法の総則に焦点を当てて比較を通して、いかに中日韓３カ国は異な
るものであるかを把握する。次に、環境協力に対する中日韓３カ国のそれぞれの主張や事
情を概観し、今後の課題を踏まえ法的枠組み構築の可能性を検討する。最後に、環境問題
に対する法制度から見る今後の協力体制の可能性を探る。
むすびでは、論文のまとめと今後の課題について述べる。
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第１章

越境大気汚染と国際環境法

第２次世界大戦後、国際社会において先進国を中心に急速な経済成長を遂げており、そ
れに伴い激甚な公害問題を引き起こした。ただ、当初このような公害問題はあくまでも一
国内の環境問題として認識されており、その解決に向けて国内実情に即した規制措置が講
じられた。ところが、１９６０年代以降になると国境を越えた大気汚染や水質汚濁など、
その影響が国境を越えて広範囲にわたって拡大するなど、地域的・地球的な国際環境問題
が顕在化し始めたのである。その典型的な国際環境問題として地球温暖化、海洋汚染、オ
ゾン層破壊、酸性雨などによる越境汚染、砂漠化、生物多様性の喪失などが挙げられる。
このような環境問題は国際性を持っているため、それに対処するための対策は国際的な枠
組みで進めない限り効果が上がらなく、関連するすべての国々による環境協力が必要不可
欠であることは自明のことである。
ところで、国際社会では主権国家の上にたつ立法権が存在しておらず13、地球全体の環境
問題に関する規範や条約の形成を一元的、かつ包括的に扱う国際組織も存在しない。かく
して、その解決に向けて「権威のある意思決定」が求められ、その履行を実効的に確保す
る規制措置として国際環境法が整備された14。国際環境法は今日に至るまで多くの環境条約
を締結するなど、国家間に発生する環境問題を規律する法的枠組みを提供することで、国
際社会において重要な役割を果たしている。国際環境法の形成とともに国際社会では多く
の環境問題に対し、その解決に向けて法的拘束力のある条約の締結やそれを具体的に実施
するための議定書といった枠組み条約の形態がしばしば用いられた。
このような越境大気汚染問題は中日韓３カ国を含む北東アジア地域で顕在化しつつあり、
今後、さらに顕在化する恐れがあることを勘案すると、取り急ぎ解決しなければならない
課題であるといえよう。すなわち、越境大気汚染問題に対処するために、これまで推進し
てきた環境協力の議論を現実的かつ具体化できる方法を模索する必要がある。そのため、
他の地域で進めてきた成功的なことを評価された事例を選定し、その政策プロセスを考察
することで今後の協力体制構築に向けて示唆点を導出する必要があることと思われる。Ｃ
ＬＲＴＡＰは越境大気汚染問題に対する世界最初の典型的な枠組み条約であると同時に、
汚染物質を有効的に削減した成功例であり、国際社会で評価されている。そのため、中日
韓３カ国が推進している長距離越境大気汚染物質に関する協力体制の構築の場合にも、Ｃ
ＬＲＴＡＰがモデルになり得るという点で分析の意義を持つことと思われる。特に、ＥＵ
は地理的に近いことや気象的に偏西風の影響を受けること、そして社会主義国家と資本主
義国家といった東西両陣営の対立の中で条約が締結されたことなど、中日韓３カ国と類似
する点を有する。そこで、ＥＵにおけるＣＬＲＴＡＰを取り上げ、条約締結がもつ意義を

高村ゆかり「国際環境法の限界と可能性」法学セミナーNo.531(1999) 74 頁
長井正治「国際環境立法と国際組織」永野秀雄、岡松暁子編著『環境と法―国際法と諸外国法制の論点』
（三和書籍、2010）127～152 頁
13
14
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検討することで、今後の域内協力体制の課題を明らかにすることに意義があることと思わ
れる。
したがって、この章では国際社会における越境大気汚染問題に対する取組みを把握する。
そのため、まず、国際環境問題に対処するための国際環境法の生成と発展について整理し、
その際国際環境法に大きな影響を与えた国際会議を取り上げ、それを踏まえて国際環境法
の特徴と課題をまとめる。次に、国際環境問題に対処するための諸原則の中で環境協力の
在り方を概観する。最後に、越境大気汚染問題に対する取組みについて歴史的背景を概観
し、その解決に向けて取り組んできた成功例として評価されているＥＵのＣＬＲＴＡＰを
取り上げ、その取組みのプロセスから条約自体がもつ意義を探るようにする。先例を取り
上げるのは、越境大気汚染問題の解決に向けて具体的な成果を得るために、問題の実態を
把握し、成果に必要的な要因のプロセスを提示する必要があり、他の地域で成功した事例
は、中日韓が位置している北東アジア地域に多くの示唆点を提供することに期待できよう。

Ⅰ

国際環境法の歴史的展開

国際環境法は環境の保護・保全を目的とする一群の国際法規であり、国際法の一分野と
して生成し発展してきた。したがって、国際法と同様にその規則は原則的に国家間の合意
によって形成され、国家間の権利義務を規律する法である。そのため、国際環境法の枠を
作る規範とそのプロセスは国際法と同様に国家間で形成され、条約または慣習法などの規
則として適用かつ執行される15。では、国際環境法は、どのような背景の下で生成し発展し
てきたのか。ここでは、国際環境法の生成や発展に大きな役割を果たした１９７２年の国
連人間環境会議における宣言（以降「ストックホルム宣言」と称す）と、１９９２年の環
境と開発に関する国際連合会議における宣言（以降「リオ宣言」と称す）について述べる
ようにする。それを踏まえて、国際環境法の特徴と今後の課題について検討する。
１．国際環境法の生成と発展
国際環境法の歴史的展開について水上千之ほか16、臼杵知史17は①国際環境法の形成期（１
９４０年代まで）、②国際環境法の発展期（１９５０～１９７０年代まで）、③地球環境保
護の新時代（１９８０年代から今日に至るまで）と、それぞれ３段階に区分している。こ
れらの３段階において、①に関してはⅣで取り上げるようにし、ここではまず国際環境法
の形成期と発展期とされる②、③について述べることにする。その際、今日に至るまで国

15
16
17

西井正弘、臼井知史編『テキスト 国際環境法』
（有信堂、2011）1 頁
水上千之、西井正弘、臼杵智史『国際環境法』
（有信堂、2001）2 頁
西井正弘、臼杵知史編『テキスト 国際環境法』
（有信堂、2011）2 頁
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際環境法制度に直接的影響を与えてきた「ストックホルム宣言」と「リオ宣言」を中心に
取り上げる。
１．１

ストックホルム宣言

第２次世界大戦以降、先進国を中心に急速な工業化や都市化が進み、それに伴い国内で
は深刻な公害問題をもたらした。その背景には、重化学工業を中心とした産業構造や急速
な経済成長を支えた石炭や石油など、いわゆる化石燃料といった１次エネルギーの大量消
費を挙げることができる。とりわけ、石炭や石油など化石燃料の燃焼は、周知のように主
な地球温暖化の原因物質である二酸化炭素、酸性雨などといった越境大気汚染の原因物質
である硫黄酸化物質や窒素酸化物質などを排出する。例えば、その一例としてまず１９５
０年代の半ばから１０年余りにわたって高度経済成長を実現した日本を挙げることができ
る。日本の高度経済成長は科学の飛躍的な発展により人々が便利で快適な生活を送れるよ
うになった一方で、化石燃料といったエネルギーが大量に消費された結果、国内では新潟
水俣病、熊本水俣病、イタイイタイ病、四日市喘息など、いわゆる「４大公害」問題をも
たらした。次いで、ＥＵにおいても公害による被害が顕在化していた。例えば、１９５０
年代のヨーロッパにおけるロンドンスモッグ事件では、３０００人以上の人々が亡くなる
など、悲惨な大気汚染による公害事件が発生した18。最後に、１９６０年代から１９７０年
代にかけて「森と湖の国」と呼ばれたスウェーデンのスカンジナビア半島の森と湖、カナ
ダのラムスデン湖での魚類の死滅、そしてカナダとアメリカの国境に近い湖沼や森などで、
酸性雨による被害が相次いで発生していた19。
このような各国・各地域における環境被害の共通点は、主に経済を支えた化石燃料の燃
焼によるものであるといえよう。ただし、日本における公害問題はあくまでも国内問題と
して扱われており、その因果関係においても産業活動を行う企業側が主な「汚染発生源」
で、一般住民が被害者であったのに対し、酸性雨による被害を受けた各国・各地域は、そ
の汚染物質が国外から長距離越境移動して影響を及ぼしたものである。特に、酸性雨のよ
うな環境問題は一国内に留まらず、国境を越えて広範囲わたって影響を及ぼすため、その
汚染源を特定することが難しいといった特徴を持っている。その原因の究明に向けて汚染
物質の長距離越境移動のメカニズムが１９６７年にスウェーデンの科学者たちによって解
明された。そこで、主な大気汚染物質が二酸化硫黄と窒素酸化物であり、７０～８０％が
先進国であるドイツやイギリスなどから排出され、飛来する越境移動であることが科学的
に証明され20、それに基づいて酸性雨問題が国際政治との連動化が図られた。
越境大気汚染の被害を受けたスウェーデンを中心とした北欧諸国は、長距離越境移動の

18
19
20

川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）23～24 頁
川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）28～30 頁
川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）30 頁
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大気汚染物質に対するメカニズムの解明などといった科学的知見の下で、その解決に向け
てストックホルムで開かれた国連人間環境会議で問題を提起した21。特に、国連人間環境会
議は北欧諸国の協力の下でスウェーデンのイニシアティブで開催されており、会議では「大
気中及び降水中の硫黄による環境への影響」という報告書が提出され、越境酸性雨問題が
国際的に注目を浴びるようになった。他方で、当時の主要汚染発生源とされたイギリスや
西ドイツなどの首脳は、あくまでも公害問題は内政問題であると主張し、国際的に酸性雨
問題を取り上げることに否定的な立場を示した22。
このような背景の下で行われた国連人間環境会議は、国連の環境問題に対する最初の政
府間会合であり、国際社会が地球環境問題を協議して採択した最初の会議でもある。同会
議を契機に国連総会では「人間環境宣言」及び「環境行動計画」が採択されており、環境
問題の実施を実現させるための専門機関として「国連環境計画（ＵＮＥＰ: United Nations
Environment Program me）
」が設けられた。特に、国連人間環境会議を契機に採択された
人間環境宣言は７項目の共通見解と２６の原則で、行動計画は１０９の勧告文で構成され
ている。人間環境原則、それ自体は法的拘束力をもつものではないが、法的主題、資源保
存、汚染、開発など環境問題の一般的・基本的原則について規定し、その後の世界的な環
境保護制度の基礎となっている23。とりわけ、越境汚染問題に関して原則２１24 では、環境
問題に対する国家の越境損害防止義務を確立させており、後述する１９９２年のリオ宣言
の原則 225でも、ほぼ同じ文言が述べられている。また、ＣＬＲＴＡＰの前文においても原
則２１が取り入れられている。
他方で、国連人間環境会議では発展途上国と先進国の間で、経済発展と環境保護をめぐ
り食い違いも見られた。すなわち、未開発・貧困などが重要な課題であった発展途上国と、
経済発展による開発が環境汚染や自然破壊を引き起こした先進国との間では意見の対立が
目立ったのである。言い換えると、先進国は戦後、急速な経済成長による公害問題などと
いった深刻な環境破壊に関心が寄せられた一方、発展途上国は環境より貧富の格差に関心
が寄せられていた26。
要するに、ストックホルム宣言は国際社会で顕在化しつつある国際環境問題に対し、環
境問題の本質を明らかにし、その解決に向けて共通の認識と原則の必要性を確認すること

秋元肇「物質輸送－長距離越境大気汚染」天気 54.10、創立 125 周年記念解説（2007）7 頁
大塚信一『地球環境とアジア』
（岩波書店、1999）128 頁
23 出典：小田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）355 頁
24 原則 21：
「環境に対する国の権利と責任：各国は国連憲章及び国際法の原則に基づいて開発する主権を
有する。各国はまた自国の管轄権内または国家管轄権の範囲を越えた地域に損害を与えないことを確保す
る責任を負う。
」出典：小田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）357 頁
25 原則 2：
「環境に対する国の権利と責任：各国は、国際連合憲章及び国際法の原則に則り、自国の環境政
策及び開発政策にしたがって自国の資源を開発する主権的権利、及びその管轄または管理の下における活
動が他国の環境または自国の管轄の外の地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する」出典：小
田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）358 頁
26 高村ゆかり「国際環境法―地球環境問題への法政策」竹内恒夫、高村ゆかりほか編『社会環境学の世界』
（日本評論社、2010）43 頁
21
22
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ができた。このような前提の下で、環境に関する基本原則や行動計画に明示された勧告事
項などは条約のような法的拘束力はないものの、環境法の基本的な枠組みと方向を提示す
るに当たって重要な意義を持っており、一種のソフトローとしての役割を果たしてきた。
特に、酸性雨といった越境大気汚染問題が国際社会の普遍的な注目を集めたことが、ヨー
ロッパで越境大気汚染問題に対する条約の締結までに至らせた大きなきっかけになったと
いう点でも、重要な意義をもつといえよう。
１．２

リオ宣言

１９７２年のストックホルム宣言以降、次第に悪化しつつある地球の環境汚染問題を改
善し、先進国と発展途上国間における貧富の格差を解消するために、２０年後の１９９２
年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「環境と開発に関する国際連合会議」が開催され
た。会議には世界１７８カ国の政府代表が参加し、史上最大の国際会議（「地球サミット」
とも呼ばれている）となった。リオ宣言を採択するに当たって国際社会では地球温暖化、
海洋汚染、オゾン層破壊、砂漠化、森林の減少、生物多様性の喪失、酸性雨等の環境問題
に対する地球環境保全のために、「持続的な発展」の考えが求められるようになった27。そ
の解決に向けて、地球環境保全のための理念的方向を設定する「環境と開発に関するリオ・
デ・ジャネイロ宣言」
、いわゆるリオ宣言が採択された。リオ宣言では、特に次のような原
則等が注目される。
第一、
「持続可能な発展」についての定義である。リオ宣言は１９７２年に採択されたス
トックホルム宣言における諸原則を確認するとともに、持続可能な発展を共通目標とした。
持続可能な発展とは、１９８７年にブルントラント委員会が「Our common Future（和訳：
我ら共有の未来）」報告書の中で「将来世代の必要を満たす彼らの能力を害することなく、
現在の世代が自ら必要を満たすことである」と提唱された概念である28。すなわち、現世代
が環境の保全や開発に当たって、次世代のニーズに配慮しながら現世代のニーズも満足さ
せるような開発をすべきであるということである。この概念は、国際社会において環境保
全における基本理念として広く認識されている。
第二、「共通であるが差異のある責任」原則である。原則７29では、すべての国家におい
て共通の環境保護責任を確認したうえで、地球環境問題に対する先進国と発展途上国間の

27 小賀野晶一
「発展途上国の環境保全のための理念と法的枠組み―地球環境権の確立に向けて」野村好弘、
作本直行編『地球環境とアジア環境法』
（アジア経済研究所、1996）154 頁
28 水上千之、西井正弘、臼杵知史『国際環境法』
（有信堂、2001）13～14 頁
29 原則 7：
「共通であるが差異のある責任：各国は地球の生態系の健全性及び完全性を保全、保護、復元す
るために地球的規模のパートナーシップの精神に則り協力しなければならない。地球環境の悪化へのそれ
ぞれの寄与という観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は彼らの社会が地球
環境にかけている圧力及び支配している技術、財源の観点から持続可能な発展を国際的に追及する上で有
している責任を認識する」出典：小田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）358
頁
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歴史的、経済的・技術的などの差異を認めて国際義務を差別化するということを述べてい
る30。地球環境の保護・保全に対し発展途上国も持続可能な発展を推進するに当たって環境
に配慮する義務を負うが、その義務に対し先に発展を遂げた先進国と、これから開発を進
める発展途上国が同じ義務を負うことについて、途上国からの抵抗があった。そのため、
ストックホルム宣言原則２３で、異なる基準設定の必要性を言及し、その後リオ宣言でそ
の必要性をさらに明示した31。同原則は、多くの国際環境問題の対する条約の締結に適用さ
れている。すなわち、同原則はストックホルム宣言の際に発展途上国が開発の重要性を主
張し、先進国が環境の保全を主張するといった対立の中で、また、顕在化しつつある国際
環境問題に発展途上国が国際的な取組に参加し易いように促したという点で大きな意義を
持つといえよう。
第三、会議ではいくつかの重要な条約の締結や原則の採択が行われた。例えば、二つの
条約（
「気候変動に関する国際連合枠組み条約」、「生物の多様性に関する条約」）と三つの
合意文書（リオ・デ・ジャネイロ宣言、アジェンダ２１、森林原則声明）などがまとめら
れた。特に、アジェンダ２１の実施は、取りも直さず持続可能な発展の概念を実現させる
具体的な取組であると見ることができる。リオ宣言は２７項目の原則で構成されており、
諸原則は会議以降に締結された各国際条約に取り入れられている。同会議における体制の
構築は、環境保全への国際的取組に向けた一つの著しい成果であると評価されている32。
第四に、環境立法と国内法整備に関する原則である。環境立法に関し原則１１で、各国
は実効的な環境法を制定しなくてはならないとし、環境法整備に関しては原則１３で、各
国家に対し汚染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償に関する国内法の策定を
求めている。
このような原則以外にも、汚染者負担原則（原則１６）、環境影響評価（原則１７）、そ
して国際協力（原則２７）等、リオ宣言で採択された多くの原則が、多くの国家で国内法
に取り入れるなど、国際社会に与えた影響は大きいと言えよう。
２．国際環境法の特徴
かつて公害問題はあくまでも国内問題として認識され、加害者と被害者との因果関係が
比較的明白であった。例えば、日本は戦後１０年余りの高度経済成長を遂げており、それ
に伴い激甚な公害問題をもたらした。このような公害問題は、経済活動を行う企業が主に
汚染発生源で、一般住民が一方的に被害者であったことが挙げられる。しかし、地球温暖
化、酸性雨などといった越境大気汚染、生物多様性の喪失、オゾン層破壊などといった地
域的・地球的な環境問題はその汚染が一国内に留まらず、国境を越えて広範囲にわたって
30 서원상「국제환경법상 우리나라의 법적 지위-선진국과 개도국의 구분을 중심으로」환경정책연구、제
6 권 제 4 호（2007) 2 頁
31 西井正弘『地球環境条約－生成・展開と国内実施』
（有斐閣、2005）31～32 頁
32 竹下賢「環境基本法制の国際的概観」環境技術 Vol.22 No.6（1993）22 頁
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影響を及ぼしているため、因果関係を解明することが難しい。それは、第一に、経済社会
は科学の飛躍的進展と共に環境問題も複雑化かつ多様化に変容したことを背景に、その汚
染発生源に対する因果関係の解明が難しい。例えば、かつて公害問題は工場や大規模の事
業場などから排出される汚染物質による環境問題が顕在化したが、科学技術の進展などの
人間活動の変化により、その問題の所在が絶えずに変化してきたことが挙げられる。第二
に、地球規模の広がりをもつ環境問題は、社会・経済といった多数の要素が複雑に絡んで
おり、科学的不確実性がしばしば伴うといった特徴をもっている。それゆえ、具体的な義
務について迅速な合意形成が難しい場合が多い33。第三に、国境を越える環境問題は一国内
に留まらないため、環境問題による国家間の環境紛争も引き起こしかねない。例えば、一
国内の生産活動の過程で生じた汚染物質が、国境を越えて長距離移動して影響を及ぼした
酸性雨問題を挙げることができる。
したがって、国境を越える国際環境問題は一国内に留まらないという特徴から、国家間
の環境協力が必要不可欠であり、汚染物質の有効的な削減には法的拘束力のある環境条約
の締結が効果的な手段の一つとして考えられる。しかし、前述したように国際社会には主
権国家の上に立つ立法権は存在しておらず、条約の締結は国家間の合意によって成立され、
国家が環境条約に加入しない限り、取りも直さずに条約は国家に対し法的拘束力は持たな
いし、国家も同意を強制されることはない。さらに、環境条約締結による具体的な義務は、
国家の経済発展を制約する場合がしばしばあり34、発展途上国は条約への参加には消極的で
ある。そのため、条約の締結による義務が具体的であればあるほど国家間の合意を得るの
が難しくなる。加えて、環境条約は法的拘束力があるため、経済発展と環境保護といった
ジレンマの中で、経済発展に関心を寄せている発展途上国と、環境保全に関心を寄せてい
る先進国の間には大きな開きがある。そのうえ、環境問題の科学的不確実性や因果関係の
究明の難しさ等、これらの問題に対処するためには関連するすべての国々による取組が必
要不可欠であることは自明のことである。ところで、国際環境問題は国境を越えて広範囲
にわたって影響を及ぼすといった国際性を持ち、その解決には各国国内法制度の整備など
による取組はもちろん、多国間協力体制または法的枠組みの構築が考えられる。したがっ
て、国際環境問題に対処するためにいかにして多くの国家が、とりわけ発展途上国の合意
を得ることができるのか、ということが大きな課題であるといえよう。そこで、国際社会
において一般原則などが盛り込まれている緩やかな枠組み条約やソフトローといった方式
が各国の支持を得るようになった。
特に枠組み条約は、具体的な基準や措置について細かい点まで合意しなくても良いため
基本条約について合意を得やすく、より多くの参加国が加入しやすいといった特徴を持っ
ている。総じて、枠組み条約自体は締約当事国家間における協力義務など大まかな枠組み

33 高村ゆかり「国際環境法―地球環境問題への法政策」竹内恒夫、高村ゆかりほか編著『社会環境学の世
界』
（日本評論社、2010）47 頁
34 高村ゆかり「国際環境法の限界と可能性」法学セミナーNo.531(1999) 74～75 頁
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を規定し、具体的な削減目標などは条約締結後に採択される議定書によって規定されるよ
うな仕組みになっている。また、議定書を採択した後、科学的知見や社会、経済、技術な
どの進展に応じて、新たな議定書や既存の議定書の改正などを積み重ねている35。例えば、
越境大気汚染問題において１９７９年に締結されたＣＬＲＴＡＰは、典型的な枠組み条約
である。条約自体は情報交換や協議等によって形成され、目標の達成を推進するための条
項、つまり汚染物質に関する具体的な数値目標については規定していない。具体的な削減
目標などは議定書によって具体化され、汚染物質が大幅に改善されると共に新たに顕在化
しつつある大気汚染問題の原因物質を削減するための規制措置として、これまで８つ36の議
定書が採択された。
このように地球環境問題に対し国際環境法は、これまで枠組み条約といった方法で発展
途上国の加入を促したという点で、大きな成果を挙げたといえよう。他方で、枠組み条約
はいくつかの課題も抱えている。まず、条約自体は具体的な義務内容が一般的であるがゆ
えに曖昧であり、また目的、情報交換、政策対話などの規定に留まっていること、それに
具体的な削減目標が規定されていないことなどが挙げられる。そのため、締約当事国会議
において法的拘束力のない決議や勧告の採択など、いわゆるソフトローで義務内容を詳密
化したりしている37。次に、条約を締結してから議定書を採択するまで、またそれを各国の
国内法に適用するのに時間がかかるといったこともいえる。さらに、枠組み条約自体は抽
象的な原則のもとで合意されるゆえに、問題解決に直接役立たないという限界があるとい
う否定的な見解もある38。確かにソフトローは法的拘束力のあるハードローより、変化する
環境問題に柔軟に対応し、条約締結過程の問題点を改善できるといった側面も持っている
点などに対し評価されるが、法的拘束力の欠如という点においてはその実効性が問われて
いる。
すなわち、悪化しつつある或いはその恐れがある国際環境問題に対処するために、国際
環境法はこれまで①国家間の合意を基礎とする条約を最も重要な法形式とする、いわゆる
ハードロー、②まず協力義務など大まかな枠組みを規定し、その後汚染物質の具体的削減
目標などについて規定する議定書の採択、いわゆる枠組み条約、③ストックホルム宣言や
リオ宣言における諸原則、また決議や勧告などといった、いわゆるソフトローなどといっ
た形式による規制措置が大きな特徴であると言える。
３．国際環境法の課題

35 高村ゆかり「国際環境法―地球環境問題への法政策」竹内恒夫、高村ゆかりほか編著『社会環境学の世
界』
（日本評論社、2010）47 頁
36 EMEP 議定書、ヘルシンキ議定書、ソフィア議定書、ＶＯＣs 議定書、オスロ議定書、重金属議定書、
POPs 議定書、ヨ―テボリ議定書
37 岩間徹「環境条約の展開」大塚直、北村喜宣編『環境法学の挑戦』
（日本評論社、2003）213 頁
38 富井利安、伊藤護也、片岡直樹『新版 環境法の新たな展開』
（法律文化社、1997）248 頁
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ストックホルム宣言では人権尊重、汚染防止、途上国への配慮優待などが盛り込まれて
おり、その後採択されたリオ宣言では、持続可能な開発、予防原則、環境協力などといっ
た多くの環境法原則について明示した39。このような国際環境会議は、中日韓３カ国を含ん
だアジア諸国の環境法原則の形成に大きな影響を与えており、国内法整備だけでなく、そ
れを基盤とした協力体制も確実に形成されている。同時に、国際環境法は国際法の新しい
一分野として、１９７２年に開かれた国連人間環境会議を契機に国際環境問題が提起され
てから、今日に至るまで多くの環境条約が締結された。特に、１９９２年の地球サミット
以降は、条約をはじめとする国際文書等、その数が９００に上るとしている40。その中でも、
２００１年の時点で締結された条約は５００に上り、そのうち３２３が地域的なものであ
った41。すなわち、１９７２年のストックホルム宣言や１９９２年のリオ宣言を契機に締結
された条約は、全体の６割を占めており、１９７０～１９９０年の間に政府間国際環境組
織が６０から１６０余りまで増加している。１９９０年代以降は、ＮＧＯや新たな国際環
境組織が設立されている。例えば、国際環境組織として国連持続可能な発展委員会、欧州
環境機構（ＥＥＡ）、中日韓環境大臣会合などが挙げられる42。環境問題に対するこうした
多くの取組の背景には、社会経済活動の飛躍的な拡大に伴い、環境問題の自然環境または
社会環境の急激な変化に応じて、様々な環境条約が締結されたことが考えられる。しかし、
こうした多くの条約締結においていくつかの課題も見られる。
第一、国際環境条約の履行問題を挙げることができる。国際環境法は国家間で顕在化し
つつある若しくはその恐れのある環境問題に対処するため、多くの環境条約が締結された。
こうした多くの条約の締結は国際社会で発生する新たな環境問題に対処するため、それに
対する新たな条約の締結が考えられるが、既存の国際環境条約の履行状況から見た時、こ
のような対応方法による実効性には期待し難いといえよう。国際環境問題において法規定
が成文化されたいわゆる条約、その締結が数百に上る一方、条約義務の重複性や履行にお
ける実効性が問われる43。特に、１９９２年の地球サミット以降多くの環境条約が締結され
ているものの、条約を締結してどこまでしっかりと国内法に適用し、施行されているのか、
これまで締結した条約の履行をいかに確保していくかが課題である44。
第二、枠組み条約を挙げることができる。枠組み条約は、一般的かつ抽象的な規定を盛
り込んだ基本原則を規定し、その内容を具体化するために議定書が採択されるといった、
枠組みの形態を取っている。条約自体には具体的な義務が規定されていないため、比較的
国家間の合意を得やすい一方で、条約自体における法的拘束力は不十分であるがゆえに、
39

作本直行「アジア環境法の発展とエンフォースメント」法律論叢、第 8 巻第 2・3 合併号（2011）207

頁

村瀬信也「国際環境レジームの法的側面―条約義務の履行確保」世界法年報 No.19（1999）3 頁
张海滨「论国际环境保护对国家主权的影响」欧洲研究，第 3 期（2007）
，64～65 頁
42 张海滨「论国际环境保护对国家主权的影响」欧洲研究，第 3 期（2007）
，64～65 頁
43 박병도「국제환경법의 실효성 확보를 위한 입법과정에 관한 연구」환경법연구、제 28 권 1 호（2004）
204 頁
44 村瀬信也「国際環境レジームの法的側面―条約義務の履行確保」世界法年報 No.19（1999）3 頁
40
41
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国家の義務が具体化されておらず、国家間の条約義務を差別的に設ける場合が多くみられ
る。そのため、ある環境問題についての国家間の合意から条約の締結及びその後採択され
る議定書、そしてそれを各締約当事国の国内法に適用するまで時間がかかり、合意が最大
公約数的な点が批判されている45。
第三、国内法制度の整備を挙げることができる。国際環境法は地球全体の環境に関する
規範や条約の形成を一元的かつ包括的に扱う国際組織がないため、汚染物質の削減義務な
どは締約当事国の国内法制度による自主的取組みに委ねることが多い。特に、環境条約の
履行は各締約当事国の国内法に委ねる場合が多いため、各国国内法制度の既存の法制度、
または新たな立法措置が必要不可欠である。ただ、国際社会では発展途上国と先進国、社
会主義国家と資本主義国家など経済格差や社会体制が異なる主権国家で形成されている。
そのため、各国における環境問題の実態、国内法制度の整備などの状況、そして環境問題
に対する保護意識などが異なった様相を呈している。したがって、環境条約の締結は各国
が実効的な実施の確保のために、国内法制度との有効的な連結が求められる。
総じて、国際環境法は近年、新たな環境問題の出現と共にそれに対処するための多くの
条約が締結され、可視的な成果を挙げてきたも。しかし、まだ完成した法体系ではなく、
発展段階にある法体系であるという指摘が多くなされている。したがって、国際環境法は
新たに出現する地球規模の環境問題やそれに対処するための国際環境協力の必要性を背景
に、今なお発展途上の法であるといえよう46。

Ⅱ

国際環境法における環境協力

国際環境問題に対する環境協力の必要性において、Ⅰで述べたようにストックホルム宣
言やリオ宣言においてその根拠が置かれている。国際環境法における原則は①領域使用の
管理責任原則、②国際的協力の原則、③汚染者負担原則、④事前予防原則、⑤無過失責任
原則などを挙げることができる。ただ、ここでは②の国際的協力について述べることにす
る。主に国際環境協力、地域環境協力、そして法整備に関する環境協力について概観する
ことに留める。
１．国際環境協力
国際環境法とその実施の必要条件として国際環境協力がその一つであり、その根拠はス
トックホルム宣言やリオ宣言において確認することができる。たとえば、まず、１９７２

45

西井正弘『地球環境条約－生成・展開と国内実施』
（有斐閣、2005）34 頁
高村ゆかり「国際環境法―地球環境問題への法政策」竹内恒夫、高村ゆかりほか編著『社会環境学の世
界』
（日本評論社、2010）42 頁
46
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年のストックホルム宣言の前文７では、環境問題は地域的または全地球的な問題であり、
その影響は国際的領域にまで及ぼすため、国家間の協力と国際機関の行動から共通の利益
が考えられると述べている。また、原則２４47では、あらゆる分野の活動から発生する環境
問題に対して、効果的に規制、予防、軽減、除去するために国家間協力の必要性について
述べている。次に、１９９２年のリオ宣言の前文では、ストックホルム宣言を再確認する
とともに、新しい地球規模のパートナーシップを構築することを掲げている。それに、リ
オ宣言は持続可能な発展の考え方に基づいて、各国または各地域に地球環境保全に向けた
合意を求めている。その際、共通であるが差異のある責任原則、すなわち、これまで地球
環境に負荷を与えてきた先進国と、将来に向けて環境への負荷を増加させる可能性がある
発展途上国が、持続可能な発展と地球環境保全について共通であるが差異のある責任を有
することを確認している48。そして、原則２７では、各国及び国民はリオ宣言において表明
された原則の実施及び持続可能な発展の分野における国際法の一層の発展のため、誠実に
かつパートーシップの精神で協力しなければならないことを求めている。
こうした国際会議は、環境問題の本質を確認しただけでなく、地球環境問題が各国家・
地域、そして地球全体の共通課題であると同時にその解決に向けて環境協力の必要性を求
めている。今日に至るまで国際環境協力は国際会議を契機に急速な展開を見せており、と
りわけ、政府レベルの各種の会議やその成果として多くの枠組み条約が締結され、その後
議定書が採択されている。これらは、地球環境問題の解決に向けて共通理念を確認し、そ
の理念の実現のために各国・各地域の協力が求められる49。その背景には、社会経済の飛躍
的な進展による環境問題が従来の公害問題から多様かつ複雑化した形態への変容が考えら
れる。すなわち、従来の環境問題は経済成長とそれに伴う公害問題を一国内の環境問題と
して取り扱い、国内法整備などの立法措置よって規制してきた。しかし、社会経済は科学
技術の進展など人類の活動過程で環境問題も多様かつ複雑に表れ、その影響が国境を越え
る国際性を持つようになると、一国内のみの取組は限界がある。よって、その解決に向け
て関連するすべての国々による環境協力の必要性が次第に高まったのである。
国際環境協力は共通の理念を実現するための仕組みであり、すなわち、法的枠組みが持
つ先進性を実現し脆弱性を補うためには、今後枠組み条約に基づいて規制措置の義務の履
行確保制度を整備すべきであるとしている。その方法の一つとして、条約義務を確実に実
現するための関連諸国における国内措置の整備が指摘されている50。したがって、国際協力
47 原則 24：
「国際協力：環境の保護と改善に関する国際問題は、国の大小を問わず、平等の立場で、協調
的な精神により扱わなければならない。多国間取り決め、二国間取り決めその他の適当な方法による協力
は、すべての国の主権と利益に充分な考慮を払いながら、すべての分野における活動から生ずる環境に対
する悪影響を効果的に規制し、予防し、軽減し、除去するため不可欠である。
」
出典：小田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）357 頁
48 作本直行、井上秀典「環境法分野におけるアジアの地域協力」野村好弘、作本直行『発展途上国の環境
－東南、南アジア』
（アジア経済研究所、1994）16~17 頁
49 小賀野晶一
「発展途上国の環境保全のための理念と法的枠組み―地球環境権の確立に向けて」野村好弘、
作本直行編『地球環境とアジア環境法』
（アジア経済研究所、1996）149～150 頁
50 山本草二「国際環境協力の法的枠組みの特質」ジュリスト NO.1015（1993）150 頁

20

を推進するにあたっての国内法制度の基盤整備に、環境保全に関する共通の認識が不可欠
であり、共通の理解に基づいた法制の在り方が求められる。例えば、北東アジア地域にお
ける環境協力は、政治レベルの協議に基づく技術交流等の学術面、また自然科学領域、さ
らに社会科学領域における環境経済学や環境社会学などの取組が行われてきた。しかし、
法律学からのアプローチとしては法制支援などの形で行われてきたが、他の領域に比べ活
発ではない51。
２．地域環境協力
地域環境協力のための前提条件として、①環境問題が各国の共通的な課題であること、
②各国の環境法整備など環境協力のための国内的条件が一応整備されていること、③問題
解決のための意識の向上が必要であると、指摘されている52。こうした地域環境協力が中日
韓３カ国を中心とした北東アジア地域で行われている。主に、①中日韓を中心に環境協力
の会議や環境大臣会合などでは越境汚染、黄砂、酸性雨等の環境問題について議論してき
た。こうした環境問題における政府間公式会議は国家間の交流を促すだけでなく、越境環
境汚染問題などといった国家間の紛争を誘発し得る問題の解決や、それに対処するための
具体的かつ積極的な行動計画を制定する効果がある53。②政府間協力が積極的に行われてき
た。政府間環境協力は、いわゆる政府間合意の形式によって行われる環境協力の形式の一
つである。これは、北東アジア地域における地域固有の課題に対処し、その解決に向けて
政府間レベルで環境政策対話の推進が図られている。すなわち、法的拘束力のあるハード
ローではなく、社会の変化などに柔軟に応じられるソフトローといった形式によって、国
際的な環境問題の課題を克服しようとする各国における努力の表れであると評価されてい
る54。例えば、地域環境協力は、現在毎年開かれている中日韓３カ国環境大臣会合（ＴＥＭ
Ｍ）や北朝鮮を除いた北東アジア５カ国の環境専門家によって行われる情報交換、政策対
話を中心とする環日本海環境協力会議（ＮＥＡＣ）などを挙げることができる。
３．法整備に関する環境協力
地球環境問題の解決には、関わるすべての国々が国内法整備に基づき協力して行動する

高橋滋「東アジアにおける環境協力の在り方―法制度からのアプローチ」自治研究、第 86 巻第 8 号（2
008）35 頁
52 作本直行、井上秀典「環境法分野におけるアジアの地域協力」野村好弘、作本直行『発展途上国の環境
－東南、南アジア』
（アジア経済研究所、1994）19～20 頁
53 周珂、李艶芳、竺効「東アジアにおける地域環境保護協力の現状及び発展の展望」自治研究、第 86 巻 8
号（2008）65 頁
54 高橋滋「東アジアにおける環境協力の在り方―法制度からのアプローチ」自治研究、第 86 巻 8 号（200
8）35～36 頁
51
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ことが必要55であり、国際社会では１９８０年代後半以降、主に先進国から発展途上国など
の国家に国際環境援助が実施された。先進国による国際環境援助協力はそれ以前、発展途
上国における環境破壊が国内に留まっていたため、関心が小さいゆえに支援の規模も大き
くなかった。ところが、環境問題がオゾン層破壊や地球温暖化などの地球環境問題になる
と、発展途上国の環境問題が自国の利益や環境に直接影響を及ぼすと認識するようになり、
発展途上国への環境支援に積極的に取り組むようになったのである56。
北東アジア地域においては、日本が発展途上国に対し法制整備の協力事業に力を入れて
いる。特に、環境法分野において日本での環境法支援は、１９９３年に制定された環境基
本法に根拠を置いている。環境基本法の第６節、第３２条（地球環境保全等に関する国際
協力等）、第３３条（監視、観測等に係る国際的な連携の確保等）、第３４条（地方公共団
体または民間団体等による活動を促進するための措置）、第３５条（国際協力の実施等に当
たっての配慮）が挙げられる。とりわけ、環境基本法第３２条第１項では、地球環境保全
に関して国際的連携を確保し、国際社会に対する国際協力に必要な措置を講じ、開発途上
地域の環境保全への支援を行うことに努めるよう国際協力の推進支援を規定している。
日本は、環境協力を国際協力の重点分野の一つと選定している。１９９０年代から５年
単位で環境協力に対しイニシアティブで推進し、その支援規模もまた大きい。環境協力の
核心を形成する環境ＯＤＡも全体のＯＤＡから４０％前後を占める程度の大規模で、環境
分野に対する開発協力が行われている。環境協力は主に中国など発展途上国を対象に、公
害問題（大気汚染対策、水質汚濁対策など）、自然環境保全など他分野で環境ＯＤＡを対象
としている57。環境ＯＤＡは殆ど社会的インフラや経済的インフラなどのインフラ構築に対
する支援であり、環境ＯＤＡの９０％以上は有償資金という特徴を持っている58。それに、
日本の国際環境協力においてもう一つ看過できない特徴は、発展途上国に対する民間協力
による環境市場進出戦略である。その背景には、日本経済の停滞と新たな成長動力として、
日本政府は環境とエネルギーの関連分野でもつ先端技術とこれまで蓄積されてきたノウハ
ウが考えられる。その変化として、従来中国との環境協力において、典型的な大気汚染、
水質汚濁などといった分野における援助を通した協力から、近年中国の経済力の向上と共
に民間資金を活用した協力へと転換している。すなわち、従来酸性雨や水質改善といった
環境分野に焦点が置かれたものの、近年はエネルギー分野に転換されている59。
日本の対中国法制整備支援事業は、国際協力機構（Japan International Cooperation

55 小賀野晶一「発展途上国の環境保全のための理念と法的枠組み－地球環境権の確立に向けて－」野村好
弘・作本直行編『開発と環境シリーズ 地球環境とアジア環境法』
（アジア経済研究所、1996）149 頁
56 森晶寿「国際環境援助協力の現状と課題」滋賀大学創立 50 周年記念論文集、第 321 号、191 頁
57 日本外務省 HP http://www.mofa.go.jＰＭofaj/gaiko/kankyo/oda.html 最終閲覧日 2012.12.05
58
정성춘,김규판외「일본과 ＥＵ의 환경 분야 대외협력 전략과 시사점」대외경제정책연구원(2010)62
頁
59 정성춘,김규판외「일본과 ＥＵ의 환경 분야 대외협력 전략과 시사점」대외경제정책연구원(2010)97～
98 頁
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Agency、以下「ＪＩＣＡ」と称す）60を中心に行っている。すなわち、日本政府が中国に対
する法制整備支援を無償整備支援の一部として推進している。例えば、２００４年にＪＩ
ＣＡが中国の商務部と締結した「中日経済法、企業法改善協力事業」は、中国と日本の間
に進めた最も大きい法制協力事業であるが、既に２００７年に終了している。このように
日本の中国に対する法整備に関する協力は主に経済分野を中心に行ってきた。ところが、
環境問題に関しては人材育成などの交流は行っているものの、法整備に関する環境協力体
制はまだ本格的に形成されていない状況である。一方、中国はこれまでアメリカ、ＥＵ、
日本、ドイツ等の先進国との法制協力を積極的に行ってきた。主に、中国は外国と法制度
における協力体制を構築することで、中国の法制度の整備に必要な情報を迅速に取得する
ことで、国際慣例に符合する立法を順調に進めることができた。さらに、法執行に必要な
人材を養成し訓練することができ、学者らの関連法制に関する研究を刺激し、多くの研究
成果を蓄積することができた61。
顕在化しつつある国際環境問題に対処するため、国内法制度の整備だけでなく、それを
いかに実効的に実施されるかが大きな課題である。特に、北東アジア地域は日本が環境分
野に対し先端技術を持っており、中国などアジア諸国に対しＯＤＡを中心とした有償・無
償といった形態で積極的な支援を行ってきた。ただ、法分野における環境協力体制は、Ｏ
ＤＡなど政府間援助や経済分野に関する法支援や協力関係が行われているものの、環境分
野に対する法支援や協力関係はまだ本格的に形成されていない。今後、中日韓において環
境法分野における法整備の必要性に関し、その最初のステップとして各国における国内の
環境状況や環境法整備を把握し、比較を通して今後の課題を探る必要があることと思われ
る。

Ⅲ

国際環境法と国内環境法

国際環境法はストックホルム宣言を皮切りに多くの環境条約が締結されており、リオ宣
言以降はその多国間条約の締結による法制度が進展され、本格的な条約の実施と新たな環
境問題への対応が求められるようになった。環境条約の締結に当たって、その実施におい
て締約当事国による国内施行体制の整備とそれの具体的な実現が大きな課題となっている。
１．国際環境法と国内環境法との関係
国際環境法と国内環境法は、１９７２年のストックホルム宣言を契機に急速に進展して
きた。特に、国際環境法の実施確保は国内法制度が果たす役割が大きく、関連条約が国内

60 JICA は 2003 年 10 月に設立され、その前身は 1974 年 8 月に設立された国際協力事業団として日本外
務省傘下の独立行政法人である。www.jica.go.jp 最終閲覧日 2012.06.11
61 오일환「中国과 外国간 法制協力의 現況과 課題」아시아법제연구 제 9 호,(2008)9～10 頁
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法整備などについて定めることが増えてきている62。ただ、国際環境法と国内環境法におけ
る立法措置は異なる。例えば、国内法システムは議会の多数決で立法が行われ、少数者は
多数決に従わなければならないといった規則に従う場合が多い一方、国際環境法に基づく
環境条約は、国家間の合意によって成立し拘束される63。
ところで、国際環境法は常に国内法に結びついている。その背景に、国際環境条約の遵
守の確保に関して、行政的手法、調整的手法、法的・制裁的手法など様々な手法が挙げら
れる。中でも国内法令の整備や基本政策などは行政的手法によって行われており、国際制
度と国内制度を直接結びつける役割をする64。すなわち、環境問題に関する条約の実施にお
いて、規制措置とその基準等は国内の法令に委ねられることが多く、国内法整備は不可欠
である。ただし、国際社会では条約で規定している措置に対し、国内で実施するための法
令が整備されていない国家もある65。そのため、締結当事国において国内措置が不十分な国
家に対し、その整備を促進させるための決議や勧告の採択が増えているとしている66。
国際環境条約の効果は最終的に条約を履行することに関わっているが、条約を締結する
に当たって、各国はその目的によって履行状況が異なってくる。第一に、政治的な立場か
ら条約を締結する。つまり、政治的な目的で国際的に国家イメージ向上のために参加する
一方、一国内の政権交代によって条約の実施がきちんと引き継がれないケースも挙げられ
る。第二に、履行能力が足りない。第三、国際環境条約の国内適用に対する各国における
国内法整備などによって異なる。つまり、国家が条約を締結する際、履行の難しさを過小
評価し、国内において条約履行の実施メカニズムがきちんと整備されていないことが挙げ
られる67。
国際環境法は主権国家に上に立つ立法権が存在しておらず、条約の締結は各締約当事国
の国内法に委ねる場合が多いため、実効性のある条約の履行は締約当事国の国内法制度の
整備または執行を促すことが課題であるといえる。すなわち、国際環境法の制定は各主体
国間の合意によって締結され、その実施は各主権国或いは関連締結国の自発的な履行によ
る。したがって、関連条約の締結は国際環境法の中で、規定された権利や義務を履行しけ
ればならないし、国際環境法規範が一定の法手続きを経て国内法に適用される68。言い換え
ると、国際環境法の実施確保は国内法に委ねる場合が多いため、国内法とは不可分な関係

62 磯崎博司「国内環境法と国際環境法との関係－両者の相互関係と国内的実施の仕組み」法学セミナーNo
658（2009）14 頁
63 高村ゆかり「国際環境法の限界と可能性」法学セミナーNo.531（1999）74～75 頁
64 磯崎博司「国際環境法と国内環境法」大塚直、北村喜宣編『環境法学の挑戦』
（日本評論社、2003）22
5～227 頁
65 「野生生物の保護に関わる国際条約の国内での具体化に関する研究」磯崎博司ほか http://www.nacsj.or.
jp/pn/houkoku/h01-08/h05-no05.html 最終閲覧日 2012.06.22
66 磯崎博司「国際環境法と国内環境法」大塚直、北村喜宣編『環境法学の挑戦』
（日本評論社、2003）22
7頁
67 张海滨「联合国与国际环境治理」国际论坛 Vol.9 No.5（2007）46 頁
68 张玉珠「如何履行国际公约」中国环境报 1999 年 7 月 29 日第 3 版
出典：中国環境網 http://www.cene
ws.com.cn/historynews/200804/t20080419_393212.html 最終閲覧日 2012.12.12
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にあるといえよう。
２．国際環境条約の国内適用
環境条約は国際法の一分野として国家間の合意によって形成されており、各国は条約の
締結に向けて必要な国内法の整備が行われた。環境問題に対し、条約上の義務履行を担保
するために必要な法制度が制定され、国内担保措置を実施している69。例えば日本の場合、
１９８７年に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は、
１９８８年に日本国内において「特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律」
が新たに制定された。ただ、環境問題に対し条約は締結してからそれに向けて新たに国内
法が整備されるだけでなく、既存の国内法によって条約上の義務履行が担保される場合は、
必ずしも新たな立法を要しない。つまり、既存の国内法によってその履行が確保できるこ
とをいう70。
このように国際環境法の実施は主に国内法に委ねるケースが多く、とりわけ条約の履行
は国家の自覚的執行による。しかし、環境問題は社会、政治、経済、文化など様々な要素
が複雑に絡んでいるがゆえに、各国の環境保護に対する重要性の認識度も相違する。特に、
環境問題の解決に向けて、先進国と発展途上国の間では大きな開きがある。ところで、地
球温暖化、オゾン層破壊、砂漠化、生物多様性の喪失、砂漠化、酸性雨などといった国境
を越える環境問題などの地域的・地球的環境問題は、もはや一国内での取組だけでは限界
があることは自明のことであり、その解決に向けて国際社会では主に枠組み条約といった
方法で取り組まれてきた。枠組み条約には具体的な権利・義務や規制・基準までは規定し
ておらず、汚染物質を具体的に削減する義務を規定した議定書も規則の実施方法を各国に
委ねているものが多い。そのため、環境条約の締結は締約当事国に条約の要請に応えるよ
うに国内法を制定し、改正されることがしばしばある71。では、国際環境条約の国内適用に
関し、実際どのように適用されているかを、中日韓３カ国の憲法上の規定を取り上げるこ
とにする。
まず、日本において、最高位法とする憲法第９８条第２項では「日本国が締結した条約
及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と、条約や国際慣
習法などの国際法規について明文で規定している。また、韓国においても、国家の最高位
法とする憲法第６条第１項72では「憲法のもとで締結し、かつ公布された条約と一般的に承
69 菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 1
4 巻第 1 号（2011）1 頁
70 菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 1
4 巻第 1 号（2011）1～2 頁
71 西井正弘編『地球環境条約－生成・展開と国内実施』
（有斐閣、2005）21 頁
72
憲法第 6 条第 1 項：
「憲法によって締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同
じ効力をもつ」原文：헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은
효력을 가진다.」
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認された国際法規は、国内法と同様の効力を有する。」と、国際法の法源として条約や慣習
法などといった国際法規を提示している。このように日本や韓国の憲法には、条約に関し
て明示しているものの、それの具体的な適用方法については明らかにしていない。他方で、
日本や韓国において法律と条約との優位性をめぐる議論が行われている。
一方中国においては、憲法で条約について明示していないものの、環境保全に関して規
定されている。例えば、国家は自然資源の合理的な利用を保障し、貴重な動植物を保護す
る（第９条）
、国家は生活環境と生態環境を保護と改善し、汚染とその他公害を防止する（第
２６条）などが挙げられる73。ただ、１９８２年の「民事訴訟法（試行）」第１８９条で、
中国が締結或いは参加した国際条約の効力を規定した後に中国の多くの法律において引き
続き類似した規定を設けた。環境問題に関する現行法の「環境保護法」も第４６条で、「中
華人民共和国が締結、または参加している環境保護関連の国際条約に中華人民共和国の法
律と規定がある場合は国際条約の規定を適用するが、中華人共和国が保留を表明している
条項は除く。ただ、中華人民共和国が別途の条件をつける場合にはそうではない」と規定
している。この規定に依拠して、中国環境法の立法範囲内で中国が締結、または参加した
国際環境条約は中国が保留すると発表した条項以外は、中国において法的効力をもつとい
える74。
すなわち、中日韓３カ国における環境条約の適用において、日本と韓国は条約などとい
った国際法規に対し、憲法では明示しているものの、それを国内法でどのように適用させ
るかという具体的な履行方法に関しては明らかにしていない。それに、条約を締結したと
はいえ、国会の批准を得る必要がある。一方、中国は憲法において明示していないものの、
国際環境条約をいくつかの国内法に根拠をおいている。

Ⅳ

越境大気汚染に関する取組み

１．越境環境汚染とは
越境環境問題とは、一般的に一国内の経済活動の過程で発生する汚染物質が国境を越え
て他国に影響を与えることを言うが、個別国家の環境規制或いは環境政策が商品または資
本の国際的移動という過程を経て、他国に影響を与えて発生する環境問題も越境環境問題
73 中華人民共和国憲法、第9条第1項：鉱物資源、水域、森林、産地、草原、未耕作地、砂浜などの自然資
源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律の規定で集団的所有に属する森
林、山地、草原、未耕作地、砂浜は除く。第2項：国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動植物
を保護する。いかなる組織または個人が自然資源を不法に占有し、或いは破壊するいかなる手段を禁止す
る。
憲法第26条第1項：国家は生活環境と生態環境を保護・改善し、汚染とその他の公害を防止・処理する。第
2項：国家は植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。
74 张玉珠「如何履行国际公约」中国环境报 1999 年 7 月 29 日第 3 版
出典：中国環境網 http://www.cene
ws.com.cn/historynews/200804/t20080419_393212.html 最終閲覧日 2012.12.12
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と看做されている75。すなわち、①空気や水の流動によって一国内で発生する汚染が周辺諸
国に長距離移動して環境問題をもたらすこと、②先進国が貿易を通して汚染物質を発展途
上国に移送することによって、発展途上国の環境に汚染を転嫁することなどを挙げること
ができる76。
①において、酸性雨問題が典型的な越境大気汚染問題である。周知のように、酸性雨は
主に石炭や石油等、いわゆる化石燃料の燃焼によって発生する硫黄酸化物質や窒素酸化物
質が主な原因物質であり、森林や湖沼などの生態系に深刻な影響を及ぼしている。しかも、
酸性雨問題は一国内に留まらず、広範囲にわたって影響を及ぼすといった性質を持ってい
るため、因果関係の究明が難しいゆえに、損害賠償責任を問うことも困難な場合が多いと
される77。②において、上記で述べたように急速な経済成長を遂げた先進国が、産業活動の
中で発生する有害廃棄物などを発展途上国に輸送することである。例えば、日本や韓国で
は、経済成長と共に発生した公害問題などの環境被害から国内の環境規制を厳しく規定し
たため、多くの会社が規制の緩やかな発展途上国に移転したという事情があった78。一般的
に、先進国が最も危険で人類と環境に対する損害が最大の汚染物質などを発展途上国に転
移させる場合が多い79。
このような越境大気汚染問題に対し国際法上国家は領域の使用に関して、いかなる目的
でも自由に利用することができるが、他国の権利を侵害してはならないとする、いわゆる
「領域使用の管理責任」が問われる80。しかし、伝統的な国際法は、国境を越える環境に対
する影響は考慮していなかったといえる。例えば、かつて先進国は自由に自国及び世界そ
の他地域で資源を開発利用し、他国に対する環境への影響を懸念する必要がなかった。そ
のため、先進国が経済活動によって発生させる汚染物質には今日のような制限を受けるこ
とがなく、また他国家に汚染を転嫁するにも大きな制限を受けることはなかった81。
２．越境大気汚染の取組み
上記で述べたように越境環境汚染は、主に国境を越えて他国に影響を与えることをいう
が、越境大気汚染は汚染物質の国境を越えた広域の大気汚染のことを言う。従来、越境大
気汚染といえば、主に酸性雨のことが指摘されたが、近年の越境大気汚染は酸性雨の問題
に加え、光化学オキシダントや微小粒子状物質（ＰＭ２．５）などの大気汚染と関連づけ
て議論が行われている。また、黄砂問題においては、黄砂とともに飛来する大気汚染物質
최정진「동북아 환경협력체제의 문제점과 대응전략」비교경제연구,제 13 권(2006)143 頁
杨青「跨国界环境污染与区域合作」中国党政干部论坛 http://www.dz1t.com 最終閲覧日 2012.03.13
77 大塚直『環境法〈第 3 版〉
』
（有斐閣、2010）179 頁
78 小島朋之、厳網林『日中環境政策協調の実践』
（慶応義塾大学、2008）257 頁
79 彭带，陈玮「论跨国污染转移的法律责任」南昌大学学报 Vol.42 No.1（2011）93 頁
80 臼杵知史「領域使用の管理責任―トレイル熔鉱所事件」山本草二・古川照美・松井芳郎編『国際法判例
百選』別冊ジュリスト No.156（2001）67 頁
81 张海滨「论国际环境保护对国家主权的影响」欧洲研究、第 3 期（2007）66 頁
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の長距離越境移動が提起されている82。
２．１

国際慣習法－トレイル熔鉱所事件

今日における国際環境問題は第２次世界大戦後、先進国を中心に高度経済成長と共に工
業化や都市化が進み、それに伴い激甚な公害問題を始めとする地球規模の環境問題が顕在
化した。もちろん、第２次世界大戦ごろにも国境を越える環境汚染問題が存在した。特に、
越境環境汚染を防止する国際法上の国家義務は、１９４１年のアメリカとカナダ間におけ
るトレイル熔鉱所事件の判決で認められた。その背景に鉛及び亜鉛を精錬していたカナダ
の民間会社の熔鉱所から亜硫酸ガスが発生し、アメリカに被害を与えたことで仲裁裁判と
して争われたという事件があった。１９４１年に出された最終判決では「いかなる国家も
他国の領土内でもしくは他国の領土に対して、または他国の領土内の財産もしくは人に対
して、ばい煙による損害を発生させるような方法で自国の領土を使用し、またはその使用
を許す権利を有するものではない」という判決が出された。すなわち、国際法上国家は条
約上による特別の制限がない限り、その領域をいかなる目的のためでも利用することがで
きるが、その自由は他国の権利を侵害してはならないといった国際法の制約を受けること
である83。
トレイル熔鉱所事件は「領域使用の管理責任」を認めると同時に、国際慣習法として確
立するなど、今日の国際環境法において広く適用されている。例えば、最終判決では国境
を越える環境被害に対して国家の管理責任を初めて認めた事例であるゆえに、その基本原
則は１９７２年に採択されたストックホルム宣言（原則２１）
、１９９２年に採択されたリ
オ宣言（原則２）などの原則にも適用されている84。このような宣言は条約のような法的拘
束力はないが、
「領域使用の管理責任」といった国際慣習法の確立と承認に大きな役割を果
たしてきた85。他方で、「領域使用の管理責任」原則は、問題発生後の事後救済のための原
則であり、問題発生を防ぐための事前防止の対応には限界があるといった側面もある。
第２次世界大戦の終戦と共に先進国では１９６０年代に入って産業活動が活発になり、
それに伴う環境汚染も悪化しつつあった。とりわけ、アメリカは当初大気汚染や水質汚濁
などの公害問題が進行したにも関わらず、有効な対策を取っていなかった86。しかし、環境
問題がさらに顕在化するにつれ、１９７９年の国連欧州経済委員会（ＵＮＥＣＥ）による
ＣＬＲＴＡＰにアメリカとカナダが加入した。その後、１９８０年に入ってアメリカとカ
82 後藤隆久、山本光昭「越境大気汚染をめぐる最近の動向－行政政策を中心に」
『日中環境産業』資源環境
政策、Vol.48 No.9（2012）18 頁
83 臼杵知史「領域使用の管理責任―トレイル熔鉱所事件」山本草二・古川照美・松井芳郎編『国際法判例
百選』別冊ジュリスト No.156（2001）66～67 頁
84 臼杵知史「領域使用の管理責任―トレイル熔鉱所事件」山本草二・古川照美・松井芳郎編『国際法判例
百選』別冊ジュリスト No.156（2001）66～67 頁
85 彭带，陈玮「论跨国污染专一的法律责任」南昌大学学报 Vol42No1、2011）94 頁
86 川名英之『世界の環境問題―第 5 巻 米国』
（緑風出版、2009）214 頁
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ナダの間では酸性雨に関する覚書が交わされ、１９９１年に数値基準が設定された酸性物
質を規制する「大気質に関するアメリカ合衆国政府とカナダ政府との間の協定」が締結さ
れた87。
２．２

条約－ＣＬＲＴＡＰの締結

ＥＵにおける越境大気汚染問題が顕在化したのは１９６０年代であるが、上記で述べた
ようにそれ以前に遡り、初めて国際法上国家責任を認めたのが１９４１年のトレイル熔鉱
所事件の最終判決88である。同事件は、国境を越える汚染に関する世界最初の事件であると
共に、国家の「領域使用の管理責任」について初めて認めた初期の重要な先例でもある89。
すなわち、国際法上国家の領域主権において国家は条約上制限がない限り、その領域をい
かなる目的のために利用するかを自由に決定することができるが、他方では他国の権利を
害してはならないとしている90。ただ、同事件は国境を越える事件ではあったものの、局地
的な公害問題として被害者と加害者の関係が明白であったため、国家間における領域使用
の管理責任が追及された。
ところで、第２次世界大戦以降、急速な経済成長に伴う環境問題は従来の公害問題に加
え、都市・生活型環境問題、地域・地球的な環境問題など多岐にわたる環境問題が顕在化
したため、加害者と被害者との因果関係を明確することが難しい場合が多い。特に、酸性
雨は石炭や石油など、いわゆる化石燃料の燃焼に伴い、硫黄酸化物質や窒素酸化物質など
が大気中に排出されることで、強い酸性雨を示す降雨や乾いた粒子状物質として降下し、
国境を越えて広範囲にわたって汚染が拡大するため、因果関係が複雑であり、損害賠償の
認定も難しいといった特徴を持っている91。
このような越境酸性雨問題が１９６０年代にヨーロッパ諸国で顕在化するとともに、酸
性雨が地球環境問題として認識されようになった92。その背景には、ヨーロッパ諸国の中で
も北欧に位置するノルウェイとスウェーデンにあるスカンジナビア半島で、森と湖沼など
に酸性雨による被害があった。その汚染物質の長距離越境移動に対するメカニズムの解明
に向けて、スウェーデンの科学者であるスバンテ・オーデンが、外国から流入された二酸
化硫黄によるものであるという科学的な発見が報告される中で、同問題を国際政治に争点
化させる大きな契機となった93。それを１９７２年にストックホルムで開催された国連人間

87 磯崎博司「国際環境法の展開と課題」野村好弘、作本直行編『地球環境とアジア環境法』
（アジア経済研
究所、1996）66 頁
88 トレイル熔鉱所事件、アメリカ国境近くで創業していたカナダの熔鉱所が排出する排ガスが、国境を越
えてアメリカの農産物・森林に損害を与えたとする越境公害事件である。
89 西井正弘、臼井知史編『テキスト 国際環境法』
（有信堂、2011）3~4 頁
90 杉原高嶺ほか『現代国際法講義（第 3 版）
』
（有斐閣、2006）361 頁
91 大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）141 頁
92 川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）78～84 頁
93 川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）28～30 頁
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環境会議で同問題を提起し、同会議を契機にＯＥＣＤにおいて長距離越境大気汚染物質に
対する研究を開始した。その具体的な執行指針としてＯＥＣＤ観測網の設置が主導され、
こ れ は 改 め て １ ９ ７ ８ 年 の Ｅ Ｍ Ｅ Ｐ (Cooperative Program for Monitoring and
Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe)によって制度化
された。すなわち、越境大気汚染問題に対処するためにストックホルム宣言を契機にＯＥ
ＣＤは、１９７０年から「越境型汚染」をめぐる専門家グループを設置し、１９７２年か
ら１９７７年まで越境大気汚染に関する監視プログラムが実施された。一連の汚染物質の
実態調査から、大気汚染物質は主に硫黄酸化物質と窒素酸化物であり、その汚染物質が長
距離越境移動していることが明らかになった94。このような科学的知見を基盤に、１９７９
年にＣＬＲＴＡＰが締結され、その後汚染物質の具体的な削減を目的に多くの議定書が
次々と採択されたのである。その最初に採択された議定書が１９８３年の硫黄酸化物質を
削減するためのヘルシンキ議定書である。それ以降、今日に至るまで８つの議定書95が採択
された。このような議定書の採択は、ＣＬＲＴＡＰを実施するための有効的な手段であり、
越境酸性雨などの防止といったＥＣＥ諸国の努力は評価されている96。
こうした一連の取組みから、２０１１年６月に北京で開かれた第８回酸性雨国際会議97で
は、１９５０年代以降からＥＵで顕在化していた酸性雨問題に対し、１９７０年代以降か
ら実施されてきた様々な規制によって二酸化硫黄、窒素酸化物の排出量が減少したと報告
されている。また、欧州監視評価計画（ＥＭＥＰ）や米国国家大気降下物測定プログラム
（ＮＡＤＰ）などの長期モニタリングによって測定された酸性沈着物量も減少したとして
いる98。それにアメリカにおいて、１９８０年代に「米国酸性雨評価計画（National Acid
Precipitation Assessment Program, ＮＡＰＡＰ）
」を始め、１９９０年から「改正大気浄
化法」が実施された。加えて、カナダとアメリカでは長距離越境大気汚染条約を締結して
以来、条約に対応するために両国間の環境協力が行われ、１９８６年の酸性雨に関連する
特別共同報告書を受け、１９９１年、数値基準により酸性物質を規制する大気質協定が締
結されたのである。同協定は、越境大気汚染の防止を目的とし、二酸化硫黄の年間排出量
を、両国がそれぞれ削減する具体的数値目標を義務化したのである99。
３．ＣＬＲＴＡＰの意義

川名英之『世界の環境問題―第 1 巻 ドイツと北欧』
（緑風出版、2005）155～156 頁
EMEP 議定書、ヘルシンキ議定書、ソフィア議定書、ＶＯＣs 議定書、オスロ議定書、重金属議定書、
POPs 議定書、ヨ―テボリ議定書
96 井上秀典「1979 年長距離越境大気汚染に関する条約実施のための議定書」
季刊環境研究 NO.89（1993）
59~62 頁
97 酸性雨国際会議は、酸性雨に関する世界最大の国際会議であり、1975 年以降 5 年ごとに開催される。
98 森野悠、大原利眞ほか「第 8 回酸性雨国際会議参加報告」地球環境研究センターニュース、Vol.22 No.
6(2011)2～3 頁 http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol22/201109.pdf 最終閲覧日 2012.07.05
99 磯崎博司『国際環境法』
（信山社、2000 年）17～19 頁
94
95
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１９６０年代に顕在化したＥＵの越境酸性雨問題は、ＣＬＲＴＡＰの締結を皮切りに情
報交換など締約当事国家間の環境協力が行われ、汚染物質の削減に著しい成果を上げてい
る。このような酸性雨を含む越境大気汚染問題が、中日韓３カ国が位置している北東アジ
ア地域で顕在化し、その解決に向けての取組みが求められる。したがって、ここではＣＬ
ＲＴＡＰの概要を整理したうえで、条約の締結がもつ意義をまとめる。
３．１

ＣＬＲＴＡＰの概要

ＥＵは規模が比較的小さく、数多くの国々で形成されているため、一国内の経済活動の
過程で発生する環境問題が近隣諸国に影響を及ぼし易いといった地理的特徴を持っている。
そのため、１９５０年代に入ってすでに越境汚染問題が提起され、１９６０年代に顕在化
するにつれ、１９７０年代にヨーロッパ諸国で関心を持ち、その解決に向けて確実な法対
策が講じられた。その背景には、顕在化しつつある越境汚染に対し、被害を受けたヨーロ
ッパ諸国で越境汚染に関する国内法制度の不備による国内法令の整備や国際法の強化が求
められた100。したがって、越境汚染に対する国内的また国際的な実効性のある対応に向けて、
汚染物質の長距離移動の科学的メカニズムやモニタリングなどの実施を経て１９７９年に
ＣＬＲＴＡＰが締結されたのである。ＣＬＲＴＡＰの締結は、長距離越境大気汚染に関す
る世界最初の法的拘束力のある枠組み条約であり、その後具体的な汚染物質削減に対する
目標が掲げられた議定書の採択を通じて、越境酸性雨問題は著しく改善されたという先例
事例でもある。
ＣＬＲＴＡＰは第１条から第１８条で構成されている。
第１条では、大気汚染及び長距離越境大気汚染に対する定義が設けられており、条約の
基本原則は、第２条で「締約当事者は、関連する事実及び問題に妥当な考慮を払い、大気
汚染から国民とその環境を保護することを決意し、長距離越境大気汚染を含む大気汚染を
制限し、可能な限りこれを徐々に削減し、防止する」と規定している。つまり、締約当事
国は大気汚染を制限、また防止する義務はあるものの、汚染物質の削減に対し具体的な目
標に対しては規定していないことが分かる。それに、大気汚染を克服するため、締約当事
国に大気汚染物質の排出に対処する手段として、政策及び戦略を不当に遅延することなく
発展させることを求め（第３条）
、締約当事国が情報交換と可能な限り、大気汚染源の排出
を防止するための政策を審査するようにするだけで、具体的な義務を課していない。大気
汚染を排出させる、あるいは排出させる可能性がある国家によって被害を受けるまたは受
ける恐れのある国家と初期協議しなければならないと規定している（第４条）。しかし、協
議条項は硫黄酸化物排出が顕著な場合のみに発動するため、その例はほとんどない。
大気汚染の管理体制において第６条では規定している。締約当事国は大気質の管理シス
テムを含む最適な政策と戦略を発展させ、経済的に実行可能な最善の利用可能な技術を利
100

磯崎博司「長距離越境大気汚染に関する地域条約」月刊用地（1997）43 頁
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用したバランスのとれた発展と両立する規制措置を発展させることを求めている。すなわ
ち、各締約当事国は最善の政策と戦略及び大気汚染の管理体制を開発するに当たって、経
済的最善の技術を利用するように規定しているだけで、締約当事国家に汚染規制に関する
裁量権を付与しているといえる101。それに、締約当事国は必要に応じた適切な研究開発を開
始し、その実施について協力すると、研究促進の必要性を強調した（第７条）。ただ、同条
約において大気汚染とその被害との因果関係については取り入れていない。「欧州における
大気汚染物質の長距離移動の監視及び評価に関する協力計画（ＥＭＥＰ計画）」を実施し、
一層の発展（第９条）をさせることについて定めている。
特に、締約当事国はＥＭＥＰ計画の実施の必要性を強調し、計画の一層発展に関して、
「最
初の段階として、締約当事者が二酸化硫黄とその関連物質の監視に基づくＥＭＥＰに参加
し、これを完全に実施することが望まれること」と定め（第９条 a）ている。越境大気汚染
の原因物質の具体的な削減計画は、条約に基づいて、欧州の主要監視計画のため設立の観
測結果による科学的知見の確立によって採択された議定書によって定められた。
条約の執行機構は、
「環境問題に係わる欧州経済委員会（ＥＣＥ）の各国政府上級顧問」
の枠組みの中で、同条約の執行機関を構成するものとする（第１０条）と規定されている。
同条項では執行機関において、特にデータの収集と科学協力に関しこの条約の運用におい
て統合的な役割を演じるＥＭＥＰの運営機関を利用し、任務の遂行の際に他の国際機関か
らの情報も利用できると規定されている。すなわち、同条約は長距離越境汚染を含む大気
汚染を防止することを目的とし、その目的の達成のために、締約当事国家は、酸性雨など
の被害状況を監視・評価し、その原因物質の排出削減に対する対策、情報交換や協議、モ
ニタリングなどから、環境対策や国際協力などの義務を負うことにある。ところが、条約
には情報交換や協議などを規定しているものの、目標の達成を推進する条項はない。その
ため、具体的な削減目標を規定する様々な議定書が制定されたのである。
このようにＣＬＲＴＡＰは汚染削減のための協議と協力、情報交換、共同研究、汚染の
観測などを規定している。一方、条約は大気汚染の許容基準値、規制機関、汚染削減の具
体的措置、執行などに関し明示しておらず、国境を横断する長距離大気汚染を減少させる
には効果的な文書ではないと見ることができる102。さらに、ＣＬＲＴＡＰそのものには大気
汚染に対し具体的な汚染物質の削減を義務付ける条文がなく、条約は損害に対する国家責
任に関する規則も含まれていない（第８条）。
ＣＬＲＴＡＰは越境酸性雨等の原因物質などに対し、議定書の採択により著しい成果を
挙げており、酸性雨等による生態系への影響を重視することから、近年人の健康への影響
を重視するようになっている。すなわち、汚染物質の議定書による具体的な削減には、２
０１２年の議定書の改訂と共に、ＰＭ２．５ やその関連物質のブラックカーボンも対象に
した。
「ＰＭ２．５に関する目標設定、科学アセスメントにおける人の健康に関する便益の
101
102

文俊朝「國際環境協約의 推移와 對應方案」
（한국법제연구원、1998）51 頁
文俊朝「國際環境協約의 推移와 對應方案」
（한국법제연구원、1998）52 頁
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強調に端的に示されている」103。
３．２

ＣＬＲＴＡＰの意義

ＣＬＲＴＡＰは典型的な枠組み条約であり、越境大気汚染問題に対する成功事例でもあ
る。ただ、条約そのものには法的拘束力のある数値目標はない一方で、議定書により補っ
ており、
「長距離越境大気汚染条約の最も重要な価値は、汚染規制の追加的な措置について
協力と発展のための枠組みを提供している点にある」104という見方もある。何より、ＣＬＲ
ＴＡＰは次のようなことに意義があると思われる。
第一に、政治的壁を乗り越えた点に意義があると思われる。ヨーロッパ諸国が越境酸性
雨対策に乗り出したきっかけは、東西対立の緩和を目指した１９７５年に開かれた全欧安
全保障協力会議である。そこで合意されたヘルシンキ合意で３つの分野（①安全保障、②
人権、③経済協力と環境）で、人権で突かれることが嫌だった東側が、国連ヨーロッパ経
済委員会に東西を跨いだ条約締結が挙げられて、１９７９年にＣＬＲＴＡＰが締結された105。
こうした政治課題と共に利害を共有する問題として環境問題が取り上げられ、それを動力
に越境大気汚染問題に対する協議が始まった点は、環境保全のニーズが政治の壁を乗り越
えた点で大きな意義があるといえよう106。
第二に、ＣＬＲＴＡＰの締結は地域的な条約であるが、旧ソ連と東区を含むヨーロッパ
及びアメリカ、カナダを含む広範囲の地域における拘束力をもつ最初の国際環境条約であ
る点で意義がある。条約自体には具体的規制措置が講じられていないものの、多くの汚染
物質に対し最初のヘルシンキ議定書を皮切りに、その後採択された後続議定書を通して拡
大された具体的な規定を定め、施行を確立することで実質的協力を導き出す制度的基盤を
備えた点で、環境分野で開拓的な意義を持つ107。１９８３年に最初のヘルシンキ議定書が
採択されて、８つの議定書が採択されるなど、着実に汚染物質の削減に成果を挙げている。
第三に、ＣＬＲＴＡＰにおいて「長距離越境大気汚染条約の最も重要な価値は、汚染規
制の追加的な措置について協力と発展のための枠組みを提供している点にある」108という、
環境協力の促進に意義があると思われる。ＣＬＲＴＡＰを締結するに当たって、加盟国の
中には先進国や発展途上国が加入しているため、現行の条約の規制手法及び基準は発展途
103 鈴木克徳「越境大気汚染問題をめぐる最近の国際的動向」
『日中環境産業』資源環境政策、Vol48、No.
9(2012)38～39 頁
104 パトリシア・バーニー、アラン・ボイル（池島大策・富岡仁・吉田脩訳）
『国際環境法』
（慶應義塾大学
出版会、2007）575～578 頁
105 地球環境フロンティア研究センター「地球環境問題―自然科学と政治の融合」http://www.jamstec.go.j
p/frcgc/jp/sympo/98/yonemoto/lectures14.html 最終閲覧日 2011.6.3
106 朝日新聞社 HP「政策共通化、欧州に例」http://www.asahi.com/international/aan/hatsu/hatsu02020
3f.html 最終閲覧日 2012.12.05
107
예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협
약의 사례를 중심으로」국제관계연구 제 14 권 1 호(2009)40 頁
108 パトリシア・バーニー、アラン・ボイル（池島大策・富岡仁・吉田脩訳）
『国際環境法』575～578 頁
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上国との関係で最小限に留まっていることから、議定書における汚染物質に対する削減目
標は殆どの国が目標を達成することができたという否定的な評価がある。加えて、議定書
は法的拘束力をもつ数値目標は示しているものの、守らなかった場合の具体的な仕組みは
定めていなかった。然るに、ほとんどの締約当事国家は議定書の目標を達成し、議定書に
批准しなかった締約当事国においても大幅に削減したのである。これは、議定書に批准し
なかった国々においては、情報交換、協議また政治的な交渉によって排出削減が行われた
ことが考えられる。
前に言及したようにＣＬＲＴＡＰの締結に当たって、東西両陣営間の対立の中でしかも
国際体制の変動にも関わらずＥＵ加盟国は環境分野において協力の必要性を認識し、環境
問題に対し共同に対処してきたことが国際社会で評価されている109。つまり、ＣＬＲＴＡＰ
はそれぞれ国家間の摩擦による本当の意味で酸性雨問題を誘発する汚染物質を実質的に規
制する基準を用意したというより、関連国家間の協力を可能にさせる契機を与えたという
点で大きな意義があると評価されている110。

まとめ
ストックホルム宣言では人権尊重、汚染防止、途上国への配慮優待などが盛り込まれて
おり、その後採択されたリオ宣言では、持続可能な開発、予防原則、環境協力などといっ
た多くの環境法原則について明示した111。こうした国際会議を通して形成された国際環境法
は、国際社会の多くの環境問題に対し、その解決に向けて条約等法的拘束力のある枠組み
で規制してきた。そのため、多くの環境条約が締結され、従来の環境保護の対象の拡大か
ら、近年に締結された条約の実施・履行問題をいかに解決していくかに関心が高まってい
る。国際環境問題は、
「先進国と途上国の利害対立や個別国家の利害をも反映し、また国際
連合などにも存在する官僚制度特有の志向もあり」など、国際社会の主権国家は社会体制、
経済格差など様々相違点を持っており、問題を解決するには簡単ではない。それに環境問
題は、従来の公害問題からはじめ都市・生活型環境問題、地域的・地球的環境問題が顕在
化しつつあるなど、地球上の様々な環境問題は多層的な構造を形成しているため、地域的、
地球的、そして二国間、さらにＮＧＯ、民間などといった取組みも非常に重要である112。
特に、越境大気汚染問題において中日韓３カ国が越境大気汚染問題を共通に抱えている
ことや、今後さらに越境大気汚染問題が広範囲にわたっての影響の拡大を勘案すると、法
109

예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협
약의 사례를 중심으로」국제관계연구 제 14 권 1 호(2009)39 頁
110 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰: 유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제 15 권제 1 호,
（2007)155 頁
111 作本直行「アジア環境法の発展とエンフォースメント」法律論叢、第 8 巻第 2・3 合併号（2011）207
頁
112 西井正弘『地球環境条約－生成・展開と国内実施』
（有斐閣、2005）20 頁
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的枠組みの中での国家間の取組が有効的であることと思われる。しかし、中日韓３カ国に
は冷戦の残滓、領土問題、歴史問題、靖国神社の参拝などの過去の問題が存在し、信頼関
係がきちんと構築されていない状況である。特に、２０１２年は中日や日韓、それに日ロ
などの国家間における領土問題をめぐるきな臭い国家間関係が続いており、国家間関係の
緩和に向けて環境協力がその突破口にして期待される。それは、軍事・安全保障等では地
域協定の議論自体が困難ではあるのに対し、環境問題であれば問題解決するために様々な
方法を検討していくことで、国家間で信頼を高めていくことが容易であるといった見方も
ある113。ところで、ＣＬＲＴＡＰが持つ意義で述べたように、条約の締結に当たって東西両
陣営の対立の中で形成された点や社会体制が異なる国家間での条約の締結が形成されたと
いう点は、中日韓３カ国と類似するといったことから今後の法的枠組みの可能性がうかが
える。
こうした国際環境問題において国際法の観点から、環境問題に対する国際条約の遵守は
国内法に委ねる場合が多く、とりわけ、地球環境条約の枠組み条約自体に具体的な権利、
義務や規制・基準までは規定せず、また議定書もその実施方法を各国に委ねているものが
多い。したがって、条約の履行という視点から、国内法制度について検討する必要がある。
他方、国内法の観点からも、もはや国内環境法は地球環境条約と無関係には存在し得ない
のである。例えば、日本おける環境法は、１９９２年の地球サミットが環境基本法を制定
するに当たって大きなきっかけとなり、公害問題や自然環境保全等の環境問題に加え、地
球環境問題に対する規定も定めている。その意味で、国際環境法と国内環境法の関係は、
今日不可分といっても過言ではないといえよう114。

113 安藤博「転機に立つ東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
」ヒューマン
ィ（東海大学平和戦略国際研究所）NO8（2008）194 頁
114 西井正弘『地球環境条約－生成・展開と国内実施』
（有斐閣、2005）20～21 頁
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セキュリテ

第２章

中日韓３カ国における環境協力

越境大気汚染問題は中国、日本、韓国が位置している北東アジア地域において近年顕在
化しつつある。その背景には、①各国における急速な経済成長と共に工業化や都市化が急
速に進んだこと、②経済を支える１次エネルギー源は主に石炭や石油などといった化石燃
料であり、その燃焼に伴い大量の汚染物質が大気中に排出されたこと、③科学の飛躍的な
進展は従来の公害問題から複合化・複雑化した形で表れているなどのことが挙げられる。
さらに、近年国家間における自由貿易協定（ＦＴＡ）の積極的な推進など、国内の経済に
加え国家間の貿易関係による長距離越境移動も挙げられる。ただ、自由貿易協定において
アメリカやＥＵなどの先進大国は、知的財産権や労働問題と共に環境規制を協定に取り入
れている。すなわち、先進国はこれまで蓄積されてきた環境対策のノウハウを一つの産業
として、推進している。したがって、国内法整備による規制措置または国際環境協力の連
係が求められる。
こうした国際的な環境保護意識の変化と国内・外の環境問題解決の必要性に迫られた中
日韓３カ国において、各国では環境法制度が整備されると同時に、１９９２年の地球サミ
ット以降、多くの多国間環境協力が形成された。悪化しつつある国内環境問題に加え、国
際環境問題に対処するために、北東アジア地域では中日韓３カ国を中心に二国間環境協力
や多国間環境協力など、多くの形態の環境協力が行われている。特に、越境大気汚染問題
において、日本はＥＡＮＥＴを基盤に今後条約締結の可能性を提起している。ただ、中日
韓３カ国が抱えている越境大気汚染問題に対し、条約の締結が必ずしも有効的な手段であ
るとは言い難いが、顕在化しつつある域内の状況を勘案すると、成功したＥＵの政策過程
の示唆点から今後の協力体制の在り方を検討することに意義があることと思われる。
とりわけ、第１章で述べたようにＣＬＲＴＡＰの締結に当たって、東西両陣営間の対立
の中で、しかも国際体制の変動にも関わらずＥＵ加盟国は環境分野において協力の必要性
を認識し、環境問題に対し共同に対処してきたことが国際社会で評価されている115。つまり、
ＣＬＲＴＡＰはそれぞれの国家間の摩擦による本当の意味で酸性雨問題を誘発する汚染物
質を実質的に規制する基準を用意したというより、関連国家間の協力を可能にさせる契機
を与えたという点で大きな意義があると評価されている116。ところで、北東アジア地域にお
ける法的枠組みの構築に否定的であった要素として、冷戦や歴史問題の残滓などがしばし
ば挙げられる。しかし、ＣＬＲＴＡＰの締結に鑑みれば、当初社会主義体制と資本主義体
制の両立といった政治的な壁を乗り越えた点は、中日韓の状況と類似点を有し、ＣＬＲＴ
ＡＰの取組みからから、大きな進展を見せない域内環境協力の課題を探ることに意義があ
ることと思われる。
115

예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협
약의 사례를 중심으로」국제관계연구 제 14 권 1 호(2009)39 頁
116 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰: 유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제 15 권제 1 호,
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そこで、この章ではまず、中日韓３カ国における越境大気汚染の現状を把握し、３カ国
が中心として行われている環境協力の取組みについて概観する。次に、越境大気汚染問題
に対する具体的な取組みについて、ＥＡＮＥＴを取り上げるうえで、その現状と問題点を
検討する。最後に、中日韓３カ国間の環境協力においてＣＬＲＴＡＰから見る今後の課題
を探る。

Ⅰ

中日韓における越境大気汚染の現状

中日韓３カ国は地理的に近く、気象的にアジア季節風や偏西風の影響を受けている。偏
西風は世界規模で一年中一定方向に吹く風であり、季節風は特定の地域で季節ごとに違う
方向に吹く風である。このような特徴から、３カ国の中で一つの国から排出される大気汚
染物質により、加害者になると同時に被害者に成り得ることが考えられる。そのため、北
東アジアに位置している中国、極東ロシア、モンゴル、韓国、日本、そして北朝鮮、すべ
ての国々は直接的或いは間接的に互いに影響を与えているといえよう。
１．北東アジアにおける越境大気汚染
北東アジア地域では森林破壊、海洋汚染、酸性雨、黄砂等多岐にわたる環境問題を抱え
ている。このような状況の下で、地域環境協力の担当者と専門家を対象に実施した設問調
査結果117では、北東アジア地域で取り急ぎ共同対応が必要な環境問題は何かというアンケー
トに対して、長距離越境大気汚染を選択したのが最も多く、その次に黄砂、砂漠化、海洋
汚染問題、生態破壊の順に共同対応が必要とされるとしている。ただし、国別ではそれぞ
れ緊急性に対する順位は異なるものの、中日韓３カ国において最も取り急ぎ解決しなけれ
ばならない環境問題として越境大気汚染が１位になっている。そのため、北東アジア諸国、
とりわけ中日韓３カ国は、国内の立法措置や政策等を通して環境問題に力を入れており、
これらを踏まえた上で様々な域内の環境協力が行われている。では、最も緊急性のある国
境を越える大気汚染問題が域内の政策問題としてクローズアップされたきっかけは、何だ
ったのか。
第一に、国際会議がその一つであると言える。１９９２年ブラジルのリオ・デ・ジャネ
イロで開催された地球サミットで採択されたアジェンダ２１では、「越境大気汚染は人間の
健康への悪影響及び樹木や森林の損失、水域の酸性化等の環境への悪影響をもたらす」と
117

추창민他「동북아환경협력체게 효율화방안 연구」
（한국환경정책 평가연구원,2005년연구보고서）194
頁、
（この調査は、環境協力における個別協力のレベルが各国にとって、汚染物質の削減等のための政策及
び制度を導入するように拘束力のある協定まで至ってないこと、そして環境改善に与える影響を定性的あ
るいは定量的に評価することが不可能であることから、地域環境協力の担当者と専門家を対象に実施した
設問調査結果である。主観的な側面で北東アジア環境協力の核心関係者たちの北東アジア環境協力に関す
る認識を分析することで、北東アジア環境協力全般に対する有効性に対する定性的評価である）
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警告を発するとともに、
「ＥＵにおける酸性雨への取組みの経験は継続されるべきであり、
世界の他の地域にも分け与えられるべきである」とされている118。このような国際的な動き
が環境協力の必要性を促した大きなきっかけになっており、その一例として日本のイニシ
アティブで実施されているＥＡＮＥＴの設置は、まさにこのような国際会議が大きなきっ
かけの一つであったといえよう。
第二に、北東アジア地域では急速な環境破壊が進行していることや国境を越える環境問
題が多いことが考えられる。北東アジア地域は日本を除いて殆ど発展途上国であり、世界
で人口密度が最も高く、急速な経済発展による工業化・都市化が進み、環境問題が深刻に
進行している。このような環境問題は急速な産業化の過程で汚染物質が大量に排出された
ことが考えられるが、産業過程において発生する公害問題等は、日本の４大公害問題に鑑
みると、各国国内の自主的な取組による解決が有効的であることと思われる。ところで、
域内では大気汚染や水質汚濁などといった従来型の公害問題に加えて、地球温暖化、生態
破壊、酸性雨等といった地域的・地球的環境問題がほぼ同時に表れている国家が多く、取
り急ぎ解決しなければならない課題であるといえよう。しかし、こうした国際環境問題の
台頭は国境を越えて影響を及ぼすため、一国内の取組のみでの解決は限界があり、関連す
るすべての国々との協力メカニズムの構築による解決が求められた。
第三に、急速な経済成長はエネルギー消費による環境汚染が深刻であることが考えられ
る。エネルギー消費の中でも、石炭や石油などといったいわゆる化石燃料による大気汚染
が深刻である。周知のように、化石燃料は二酸化硫黄や窒素酸化物などの越境大気汚染の
原因物質であり、これらは国家間の環境問題を引き起こす最も代表的な大気汚染物質とし
て挙げることができる。二酸化硫黄や窒素酸化物は酸性雨や光化学スモッグ等の原因物質
であり、これらの大気汚染物質は多くて７日間大気中に停滞しながら長距離移動し、一回
排出されると、一国に局限されず数百㎞半径の地域で大気汚染を招くといった特徴を持っ
ている。このような大気汚染物質が北東アジア地域で大量に排出しており、特に二酸化硫
黄の排出量は、世界の３分の２を占めている。
要するに、越境大気汚染問題に対して北東アジア地域に位置する諸国は、①北東アジア
地域は発展途上国が多く、経済発展を最優先させ、エネルギーは化石燃料を大量に消費し
ていること、②北東アジア地域は地理的に隣接しており、同一的な環境影響圏を形成して
いるため、社会経済活動によって生じる環境問題は一国内に留まらず、近隣諸国にも影響
を及ぼすということ、③気象条件によって周辺諸国へ長距離移動するなどが挙げられる。
２．中日韓における越境大気汚染
中日韓３カ国は第２次世界大戦以降、高度経済成長を経験するとともに、それぞれ公害
118「東アジアの酸性雨問題に関するブレーンストーミング：討議概要」http://enviroscope.iges.or.jＰＭ

odules/envirolib/upload/1707/attach/acidrainbs.pdf最終閲覧日2011.5.25
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問題や地球規模の環境問題に経験・直面している。
まず、日本において、１９５０年代の半ばから高度経済成長を遂げている反面、激甚な
公害問題をもたらした。このような公害問題に対処するために、国内の環境政策や立法措
置などの取組により公害問題を「克服」してきた。しかし、１９７０年代以降になると、
地球温暖化、オゾン層破壊等、新たな地球規模の環境問題が台頭することで、国際的対応
が求められた。ただし、公害問題による被害は、当初特定地域での問題として、あくまで
も国内の事件として扱われてきたが、その後の地球規模の環境問題は一国内に留まらず、
周辺諸国に影響を与えるため、環境協力が求められるようになった。次に韓国においては、
戦後３０年余りの高度経済成長を遂げている一方、深刻な環境問題に直面した。特に、戦
後の工業復興のために経済発展を最優先し、環境問題を後回した結果、深刻な公害問題を
招いたのである。韓国は日本と異なって、公害問題に対して抜本的な改善がないまま、地
球規模の環境問題にも直面するようになった。そのため、環境問題は短期的かつ集中的に
あらわれた。最後に、中国においては近年目覚ましい経済発展を遂げている反面、国内で
は深刻な環境問題に直面している。環境問題が短期的、集中的、かつ複雑的にほぼ同時に
表れている。特に、化石燃料による大気汚染が深刻であり、大気汚染物質の中でも二酸化
硫黄は世界最大に排出しており、国内の酸性雨は国土面積の３０％を占めている。
こうした状況のもとで、日本や韓国は急速な経済成長を遂げている中国を越境大気汚染
問題の主要発生源としている。ただし、韓国は他国からの越境大気汚染による影響を受け
ていると同時に他国に影響を与えるといった立場にもある。したがって、中日韓３カ国は
越境大気汚染に対して、それぞれの異なった見解を示している。
まず、日本における「中国から排出される酸性雨原因物質の影響を数値モデルシミュレ
ーションによって見積もった研究例」によると、酸性雨の約１０～３２％が中国から飛来
し、朝鮮半島からの寄与率は７～１６％と見積もっている119。中国の環境問題を研究する明
日香壽川教授は、
「石炭の消費がこのまま増加すれば、いずれは近隣諸国の生態系において、
中国からの越境大気汚染物質の影響が顕在化する」120と指摘しており、寺西俊一教授は、中
国、日本、韓国は地理的近いことから、「実際中国などで発生した酸性雨が、自国内に被害
を与えるだけでなく、他国にも影響を及ぼすケースがあるとことはよく知られており、日
中韓で自国の海に流れ出た廃棄物が他国の海岸に漂着し、多大な損害を与えている例も多
「現在のところ日本国内で影響が顕在化していないとしても、中国が有効な対策を
い」121、
取らなければ、中国国民の被害は一層損なわれ、酸性雨による森林被害が増大すると共に、
日本でも被害が顕在化する恐れがある」122と、３カ国は環境破壊の因果関係という点で密
119

環境省「中国における酸性雨原因物質の排出量とその影響について」酸性雨対策調査総合取りまとめ報
告書（2004）http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=5724&hou_id=5052 最終閲覧日 2012.12.2
5
120 安藤博「日・韓・中大気汚染対策協力協定構想―北東アジアにおける環境安全保障レジームの構築に向
けて」ヒューマンセキュリティー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.1、
（1995）184 頁
121 寺西俊一『環境共同体としての日中韓』
（集英社、2006）18 頁
122 寺西俊一『環境共同体としての日中韓』
（集英社、2006）42 頁
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接に結びついていると述べている。こうした日本の主張に対し、中国科学院における１９
８６～１９９５年間の酸性雨の調査研究では、中国による二酸化硫黄の排出が日本や韓国
に与える影響がそれぞれ５％、８％としており、酸性雨の沈下物質排出は主に中国国内の
地域範囲内で抑制していると主張している123。すなわち、中日韓３カ国は越境大気汚染によ
る影響を認めつつ、他国への影響は大きくないといった見解の差を見せている。これは、
長距離越境大気汚染物質のメカニズムの解明等といった科学的知見の不十分さが考えられ
る。
では、日本や韓国は何故中国を主な汚染発生源としているのか。
第一に、中国はエネルギー消費特質124、すなわち主要１次エネルギー源として石炭に依存
する比重が高いといった特徴を持っているためである。言い換えると、化石燃料の燃焼に
よって二酸化硫黄や窒素酸化物等の大気汚染物質が大量に排出され、このような大気汚染
物質は越境移動をするといった特徴から、中国が主な汚染源になったというのがその原因
の一つと考えられる。
第二に、前述したように中国は北東アジア地域で最大の酸性雨が深刻な国家であり、国
土面積の約３０％が酸性雨に覆われるなど、地域的な汚染が深刻であることが考えられる125。
国内のこのような状況に対して、２０１０年中国環境状況公報によると「全国の都市の空
気質は全体的に良好で、前年に比べてある程度向上したが、部分的に都市の汚染は依然と
して比較的深刻である。全国の酸性雨地域は安定を維持しているが、酸性雨による汚染も
依然として比較的深刻である」という報告書が出されている。特に、二酸化硫黄の排出量
において、２０１０年は２００５年に比べて１４．２９％減少していると発表している。
ところで、二酸化硫黄の排出量が減少しているのに対して窒素酸化物の排出量が増加して
おり、それは近年の自動車台数の急増による自動車排ガスによる大気汚染が顕在化しつつ
ある126。
第三に、地理的、気象的特徴が考えられる。中日韓３カ国は地理的に近く、一国内の環
境問題が近隣諸国に影響をしかねない。それに、気象的に日本や韓国は偏西風の影響を受
け、中国の生産活動の過程で発生する汚染物質が風に乗って飛来するためと指摘されてい
る。
このように中国政府は環境問題自体の深刻性と国家利益に対する新たな認識、そして環
境保護に対する周辺諸国及び国際社会の圧力、つまり、国内・国外からの二重的な圧力に
直面してきていることを深く認識している。そのため、近年政府、研究所及びＮＧＯ、言
123 王朝梁「论中国东北亚邻国就解决跨境酸雨污染问题的区域合作机制」河北大学学报，Vol.33NO.6（20
08）80 頁
124 2010 年中国年鑑によると、世界平均の 1 次エネルギー構成比（石炭：石油：天然ガス：その他＝29：
37：23：11）に対して、中国は（73：20：3：4）となっており、著しい経済成長は石炭エネルギーに依存
していることが分かる。
125 王朝梁「论中国东北亚邻国就解决跨境酸雨污染问题的区域合作机制」河北大学学报，Vol.33NO.6（20
08）80 頁
126 中国环境保護部，
「2010 中国环境状况公报」http://www.zhb.gov.cn/最終閲覧日 2012.12.25
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論媒体等が環境問題の深刻性、それによる被害の拡大及びそれに対処するための対策等の
論議が頻繁に行われるなどの動きを見せている。また、国内の環境汚染は生態破壊による
経済的損害や社会的危機意識の出現などから、環境問題における地域的解決のために積極
的である。その表れが中国における環境外交政策で読み取ることができる。近年中国は外
交領域において、環境外交を最も重視しており、さらに強化していることを推測すること
ができる。特に、２００１年ＷＴＯに加入以降、中国は積極的かつ能動的立場で、環境条
約に対し前向きな姿勢を見せており、自国の経済発展を直接的に制約しない範囲内におけ
る環境保護に関する諸規定を内在化させている。そのため、北東アジア地域の越境大気汚
染問題に対する従来の消極的かつ受動的な立場から、問題解決のためにより積極的かつ前
向きに転換している。
特に、国際会議を通じた中国首脳の環境領域に対する主権観念の変化が著しい。中国は
１９９０年代以降、急速な経済成長を遂げていると共に、経済規模の拡大は国際社会にお
ける発言力も次第に高まっている。こうした状況の下で、中国は一貫して「共通だが差異
のある責任」原則を提唱しつつ、中国が加入した国際環境条約に対して、国際化の意義を
捉え着実に履行しており、枠組み条約に関しても公約を遵守している極めて忠実な模範国
であると評価されている127。例えば、「中国の国連改革問題に関する立場文書」128、そして
「２０１２国連持続可能な発展における中国の立場文書」129において、それぞれ各分野に対
する見解と主張を詳述した。とりわけ、環境分野において「共通であるが差異のある責任」
原則に言及すると同時に、持続可能な発展の実現は国際協力が必要不可欠であるとしてい
る。
他方で、こうした変化の背景には、①中国国内における環境問題の深刻さとそれに伴う
国内の深刻な環境問題による国内的圧力、②世界ＧＤＰ第２位という経済大国になり、世
界での発言力が高まると同時に国際社会における新たな責任、例えば、中国国内のエネル
ギー消費が世界１位の大国でありながら、地球温暖化対策に関して温室効果ガスの排出削
減が義務付けられていないなど、国際社会の中国に対する圧力が日増しに高まっているこ
とが考えられる130。③地球規模の環境問題に対し、伝統的な主権観念を時代に合わせて転換
する必要性があったことなどが考えられる。
３．小括
越境大気汚染は、大気汚染や水質汚濁といったいわゆる従来型の公害に比べて、①公害

127

青山周『政策空間としての中国環境』
（明徳出版社、2011）92 頁
中华人民共和国外交部「中国关于联合国改革问题的立场文件」
（2005）http://www.fmprc.gov.cn/chn/p
ds/gjhdq/gjhdqzz/lhg/zywj/t199083.htm 最終閲覧日 2012.08.27
129 中华人民共和国外交部「2012 年联合国可持续发展大会中方立场文件」http://www.fmprc.gov.cn/chn/pd
s/gjhdq/gjhdqzz/lhg/zywj/t873034.htm 最終閲覧日 2012.08.27
130 青山周『政策空間としての中国環境』
（明徳出版社、2011）88～89 頁
128
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問題は局地的であるのに対して、影響範囲が広範囲である、②従来型の公害問題は主に企
業が「加害者」であり、住民が被害者であるのに対して、国境を越える環境問題は経済主
体が加害者であると同時に被害者となる、といった特徴を持っている。このような特徴か
ら、越境大気汚染問題を解決するためには、ＥＵでの取組からも分かるように、国際環境
条約の締結が有効的な手段の一つであることと思われる。
ところで、国際環境条約に関して、域内では発展途上国が多いということが国家間の合
意に難航する一つの要因として考えることができる。それは、１９９２年に地球サミット
で採択された「共通だが差異のある原則」、すなわち、先進国と発展途上国において、地球
環境問題は両者の共通した責任ではあるが、両者における貧富の多様性などから、その責
任に差をつけるといったことである。言い換えると、環境保護基準などの適応に関して、
発展途上国に先進国と同じ程度にされるべきではないということである。
中日韓３カ国において、とりわけ、２０１０年に中国がアメリカに次ぐ世界ＧＤＰの第
２位になったとはいえ、国内では沿岸部と内陸部における貧富の格差やそれに伴う環境保
護意識の程度などが、まさに一国内の「先進国と発展途上国」といっても過言ではない。
また、韓国においては既に先進国であるというシンボルともいえるＯＥＣＤの仲間入りを
果たしたものの、財政的・技術的等の面において、先進国なみとは言い難い。さらに、日
本において、３カ国の中で環境問題に対し、とりわけ公害問題解決のノウハウ、そして省
エネ技術など世界でトップレベルにあるものの、近年国内の経済の不景気や東日本大震災
など、財政的余裕を見せない状況である。一方で、これまで３カ国は、各国内における環
境法政策・立法措置・法執行等による取組を基盤に、環境協力による政府間会合や政策対
話などにより、信頼関係や科学的見解等、積み重ねなどの重要性から様々な分野における
環境協力が積極的に行われてきた。

Ⅱ

中日韓における環境協力の取組

第１章で述べたように、ストックホルム宣言やリオ宣言において、各国に環境協力の必
要性について根拠が置かれている。国際協力は主権国家間の協力として、協議を踏まえた
うえで拘束力のある結果を引き出すことができる。環境問題、特に地球的かつ地域的な国
際環境問題の解決は、法的拘束力のある環境条約の締結が有効的であるとされるが、協議
なしに最初から拘束力のある協定の制定を目標に環境協力を推進する場合、協定の制定自
体がもつ諸利害関係により、当事者たちの自発的な協力を導き出すことが難しい。しかも、
主権国家の上に立つ国際機関がないため、国家間の合意の下で環境協力やそれを踏まえた
条約の締結が考えられる。そのため、これまで中日韓３カ国を中心に行われており、環境
協力は政策対話、情報交換、人材交流などを中心に行われており、国家間において法的枠
組みの構築に対する議論さえまだ形成されていない状況である。では、これまでどのよう
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な背景で環境協力が行われて、どのような環境協力が行われているのかについて整理する。
１．北東アジアにおける環境協力の必要性
国際環境法は予防原則、汚染者負担原則、環境協力原則等が特徴である。すなわち、予
防原則は予防的措置を基調とし、汚染者負担原則は汚染の原因提供者が既に発生した環境
侵害の除去と費用負担義務を負担しなければならないとされている。一方、環境協力原則
は、各国が自律的に環境問題を解決していくという観点が反映されている。つまり、国境
を越えるといった環境問題の特質から、その解決に向けて決して一国の独自的な領域だけ
でなく、共通の課題であるため、効果的な環境保護のためには共同的な協力が必要不可欠
である131。ところが、北東アジア地域の冷戦体制は政治・軍事的に対立する状況で、すべて
の分野において協力議論自体が不可能であって、このような状況は環境協力の進展を制約
する一因である。１９８０年代後半から北東アジア諸国間の対立が、中ソ関係の正常化や
中韓国交樹立などから緩和されていくにつれ、民間・地方自治体、・政府など多様な協力体
制が構築されるようになった132。
北東アジア地域では１９８０年代の後半から、環境問題に対する共同対応の必要性が認
識され、環境協力の議論が展開された。この時期から環境協力の議論が形成されつつあっ
た背景として次の３点を挙げることができる。
第一に、１９９２年にリオ・デ・ジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際連
合会議（United Nations Conference on Environment and Development: ＵＮＣＥＤ）
（通
称「地球サミット」或いは「リオ・サミット」）」を契機に始まったと言える。リオ宣言で
は、国際環境保護活動の中で地域協力の重要性を強調していることから、北東アジアの国々
の地域協力意識が高まったと考えられる。要するに、このような国際会議を契機に、既存
の国際条約等の制度的側面の協力と国際機関の活動に見られるような環境協力、多国間協
力、二国間協力、地域レベルの協力、民間・ＮＧＯ等による協力等様々な形態の協力が実
施されてきた。
第二に、北東アジア地域における環境状況の悪化が各国に環境協力の内在的要求を強化
させた。北東アジア地域は、世界で最も人口密度が高い地域の一つであり、近年各国の急
速な経済成長に伴い環境問題が悪化し、それは地理的或いは生態的に一つの環境影響圏を
形成しており、密接な依存関係が存在することにある。北東アジア地域が共通に抱えてい
る環境問題として、気候変動問題に加え、酸性雨、黄砂等の越境大気汚染問題を挙げるこ
とができる。これらの環境問題は、地域的・地球的環境問題であるため、関連するすべて
の国々の協力なくしては解決し難い。その理由は、前述したように北東アジア地域は、地

박병도,민백규「환경법상 협력의 원칙」환경법연구,제 28 권 3 호,135 頁
김현진「동북아 환경문제를 둘러싼 갈등과 협력:NOWPAP 사례를 중심으로」
（고려대학평화연구소、
2003）5～32 頁
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理的に隣接していることから国境を越える大気汚染や共有海域の海洋汚染等、域内国家の
共同対処が必要な環境問題の発生により域内国家間環境力が必要不可欠であるといえよう。
第三に、北東アジア地域は、経済的、政治的、文化・社会的などの条件で異なる多様な
国が集まっており、環境問題が冷戦体制の終焉後、域内国家間の葛藤や紛争の要因になら
ないような予防的必要性に環境協力が推進されてきたことも考えられる。
２．環境協力の現状
北東アジア地域協力では環境協力を突破口にして枠組づくりを前進させることが主な課
題であると指摘されている133。とりわけ、リオ宣言以降、北東アジア地域では、①「環日本
海 環 境 協 力 会 議 （ Ｎ Ｅ Ａ Ｃ ： Northeast Asian Conference on Environmental
Cooperation)）
」
、②「北東アジア環境協力プログラム（ＮＥＡＳＰＥＣ：North-East Asian
Sub regional Program me for Environmental Cooperation）」
、③東アジア酸性雨モニタリ
」
、④
ングネットワーク（ＥＡＮＥＴ: Acid Deposition Monitoring Network in East Asia ）
中日韓環境大臣会合（ＴＥＭＭ: the Tripartite Environment Ministers Meeting among
China. Japan and Korea ）
」
、中日韓大気汚染物質長距離越境移動研究プロジェクト（ＬＴ
Ｐ：Long-Range Trans-boundary Air Pollutants ）などの多国間環境協力や中日、日韓、
中韓の二国間環境協力など、政府、自治体及び民間レベルの様々なチャンネルを通じた多
国間の環境協力が推進されてきた。
２．１

二国間環境協力

日本は第２次世界大戦後、高度経済成長期において新潟水俣病、イタイイタイ病、四日
市喘息、熊本水俣病など、いわゆる 4 大公害を体験し、「克服」しつつ地球環境問題に直面
した。それに対して、韓国は経済発展を最優先させ、公害問題による環境規制が十分な効
果が上がらないまま地球環境問題などの新たな環境問題に直面することになった134。さらに、
中国は大気汚染や水質汚濁等いわゆる「従来型の公害問題」から始め、砂漠化を含む地球
環境問題等をほぼ同時に抱えている135。
まず、中国と日本の両国において、環境協力は１９８１年の「日中渡り鳥等保護協定」、
その後の１９８５年には人工繁殖のため中国のトキの借入れから始まった。１９８０年代
において中国政府は、当初環境問題を国策として取り上げていなかったが、日本のＯＤＡ
援助を受けた。１９９４年に「環境保護協力協定」が締結されており、大気汚染防止及び
酸性雨の防止等の９つの分野を協力活動とし（第２条）、日中環境保護合同委員会の設置が

133
134
135

李鋼哲「東北アジア環境共同体の軸をなす日中環境協力」北陸大学紀要第 32 号（2008）83 頁
李偉国ほか「日本と韓国の環境政策の発展過程の比較分析」環境科学会誌第 8 号（1995）191 頁
小柳秀明『環境問題のデパート中国』
（蒼蒼社、2010）28～29 頁
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盛り込まれるなど（第５条）
、同協定は中日環境協力における重要な枠組みのひとつとなっ
ている。また、１９９６年には日本の資金によって「日中環境保全センター」が、両国の
環境保護における窓口及び懸け橋として設立された。また、１９９８年には「２１世紀に
むけた環境協力に関する共同声明」等、政府間文書により、大気汚染及び酸性雨の防止、
水質汚濁防止など様々な環境協力が行われている。そして２００７年には福田康夫前総理
の訪中を契機に、
「環境・エネルギー分野における協力推進に関する共同コミュニケ」など、
様々な協力が実施された。
次に、日本と韓国の両国において、環境シンポジウム及び科学技術協力委員会等、その
間推進されてきた両国間環境分野の協力を体系化、本格化させるために日韓環境協定が締
結された。同協定は、両国の環境協力委員会が３回にわたって開催され、３１の課題を選
定、共同研究を実施し、日本の環境管理技法等を導入するために環境関係者の日本研修な
ども実施している。
さらに、中国と韓国において、１９９３年に環境協力協議に両国は署名し、環境協力の
法律及び制度の保障等に関して確立された。両国の環境協力は大気汚染、水質汚濁、沿海
地域などの汚染防止の領域において積極的に協力することが盛り込まれている。協定では、
環境保護のための予防措置以外に環境保護と関連する各種情報と技術及び資料の交換、環
境保護のための両国間協議を規定している（第２～４条）、また研究所、企業、大学など民
間団体間の環境協力協定の締結を勧奨している（第５条）。しかし、協定には越境環境汚染
防止のための具体的な履行義務及び手続きに関する規定を設けておらず、環境汚染紛争解
決条項もないため、実効性面では非常に脆弱するといえる136。
このように、二国間環境協力は多数行われて効果を挙げている。その一方で、環境協力
の大部分が議論、対話形式であり、実質的な協力メカニズムは形成されていない。しかも、
環境問題を焦点に当てる問題領域が広いため、話題が重複する帰趨も免れないといったこ
とから、資源を浪費するだけではなく、効率の低下ももたらす137といったことも指摘される。
中日韓３カ国における双方間に二国間環境協力協定が締結され、定期的な環境協力協同
委員会が開催されている。このような二国間協力の範囲には環境政策に関する当事国間の
意見交換、主要関心事及び地域環境問題に対する討議、共同環境協力事業の推進などが含
まれる。主に中国に対する日本の環境協力が多く推進されており、山林の再生、渡り鳥の
保護、環境開発のモデル都市、環境情報のネットワーク、技術支援、教育および訓練プロ
グラムなどの領域に対し支援・協力が行われている。日本政府、企業、地方自治体、ＮＧ
Ｏ などでは、相互協力ネットワークを作り、中国に環境協力ができるようなプログラムが
備えられている。特に、北九州市と大連市の地方自治体間の環境協力は、実質的協力にお
いてよい事例として評価されている。

136
137

文俊朝「국제환경협약의 추의와 대응방안」
（한국법제연구원、1998）143 頁
谢晓光「完善中日环境合作机制的路径选择」日本问题研究第 24 卷（2010）42 頁

45

２．２

多国間環境協力

１９９０年代に入って、北東アジア地域では二国間環境協力を積極的に推進してきただ
けでなく、多国間の環境協力と交流メカニズムの構築に重要視してきた。
ア. 北東アジア環境協力プログラム（ＮＥＡＳＰＥＣ）
ＮＥＡＳＰＥＣ は北東アジア地域において唯一環境問題の全般を包括的に扱える政府
間環境協力プログラムである。北東アジア地域の六カ国 (日本、韓国、中国、ロシア、モ
ンゴル、北朝鮮)は、国境を越えた協力が必要な地球規模や地域の環境問題の解決に向けて、
地域協力体制をつくるため、１９９３年に北東アジアの環境協力に関する第 1 回高級事務
レベル会合がソウルで発足されて以来、毎年開催され、意見交換・情報交換等を行ってい
る。ＮＥＡＳＰＥＣは、地域の環境協力の取組を具体化するために推進されており、これ
までに、大気汚染対策のためのトレーニングやデータ収集、大型ほ乳類や渡り鳥の保全計
画作りを行っている138。
イ. 環日本海環境協力プログラム（ＮＥＡＣ）
ＮＥＡＣは、１９８８年以降韓国の提案に基づき日韓環境シンポジウムが開催され、Ｕ
ＮＥＰの協力を得て中国、ソ連（当時）、そしてモンゴルがオブザーバーとして出席したこ
とを契機に、北東アジア各国による情報交換及び地域協力の発展の可能性が検討された。
同会議は、中国、日本、韓国、モンゴル、ロシアの５カ国の環境専門家によって構成され、
各国の先進的な環境保全への取組、及び本地域における環境協力の在り方などについて、
情報交換及び政策対話を進めることを目的としている139。同会議では、生物多様性の保存、
酸性雨、海洋汚染、有害化学物質、クリーン技術及びクリーン生産、地球環境懸案など、
域内の関心事項に対する参加国の政策を紹介し、情報を交換することで、相互理解の幅を
拡大し、地域環境協力の契機を与えることに寄与している。
ウ. 中日韓三ヶ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）
ＴＥＭＭは既存の北東アジア地域の多国間環境協力チャネルが参加国間の立場の差異、
協力チャネル間連携の不足などから、域内環境協力が進まなかったと判断され、体系的か
つ効率的な地域環境協力を促進させるために、韓国の提案によって開催された140。北東アジ
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環境省「持続可能な開発に向けた国際協力」http://www.env.go.jp/earth/coop/coop/dialogue/mechanis
m_neaspec.html 最終閲覧日 2011.09.01
139 環境省「持続可能な開発に向けた国際協力」http://www.env.go.jp/earth/coop/coop/neac_j.html 最終閲
覧日 2011.09.12
140 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰: 유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제 15 권제 1 호,
（2007)158 頁
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ア地域の中核である中日韓３カ国の環境大臣が、北東アジア地域の環境協力の推進に対し
て率直な意見を交わし、協力関係を強化することを目的に、１９９９年１月韓国のソウル
で最初に開かれ、毎年開かれている。２０１１年４月に韓国で開かれた第１３回会合にお
いて三大臣は、越境大気汚染対策の分野で協力することの重要性について認識し、情報交
換、及び専門家交流を促進することに合意した。また、現段階で実施されているＬＴＰや
ＥＡＮＥＴ等の既存の協力メカニズムを評価した。それに、気候変動や生物多様性等の地
球規模環境問題に加え、黄砂、酸性雨、及び廃棄物等、地域の環境問題の緊急性について
合意し、これらの環境問題に対処するためには、３カ国間の協力が極めて重要であるとい
うことに全面的に合意した141。同会合は、北東アジア地域の唯一環境大臣会合として、域内
環境問題に対する長期ビジョンを提示し、環境問題に関する実質的な政策決定における機
構として役割を果たしていると評価されている。加えて、国家別の環境被害の程度が異な
り、環境問題に対する認識水準が異なることも環境協力の制度化が直面する難題である。
ただ、近年中日韓環境長官会議（TEMM）を通して域内環境プログラムの総体的評価と長
期的発展方案が論議されていることが評価されている142。
エ. 北東アジア長距離越境大気汚染（ＬＴＰ）
ＬＴＰは、北東アジア地域における大気汚染物質長距離越境移動に関する現象を究明し、
被害を防止するために設けられた。韓国、中国、日本の３カ国の専門家たちが共同協力体
系を構築し、大気汚染物質の測定及び長距離移動量と沈着量を予測するためのモデルリン
グの開発に重点が置かれている。その第１回目は、北東アジアにおける長距離越境汚染に
関するワークショップとして、韓国の国立環境研究院（ＮＩＥＲ）の主導により、１９９
５年の９月にソウルで開催され、中国、日本、韓国が参加した。１９９６年には、大気汚
染物質に関する測定及びモデルリング分野に対する専門家グループが設置された。また、
日本の環境省（当初の「環境庁」）と中国の環境保護部（当初の「環境保護総局」
）に昇格
されている）の２カ国の専門家グループの同意を経て「長距離越境大気汚染物質の輸送に
関するモデル開発及びそのためのフィールド観測の分野における共同研究を組織するため
のワーキンググループ」を発足したのである。その目的は、「①長距離越境大気汚染物質に
関する研究について検討し、協力を促進すること、②北東アジア地域における将来のＬＴ
Ｐ削減対策を科学的観点から支援すること、③日中韓３カ国のＬＴＰ研究に関する研究協
力を促進すること」である143。

TEMM ホームページ「第 13 回日中韓三カ国環境大臣会合共同コミュニケ（仮訳）
」
http://www.env.go.jp/earth/coop/temm/aboutus/temm13.html 最終閲覧日 2011.08.31
142 예종영「동북아 환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제15권
제1호（2010）140頁
143 地球環境研究グループ・酸性雨研究チーム 主任研究員・畠山史郎
http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/vol7-8/vol7-8-2.html 最終閲覧日 2009.12.10
141
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３.

小括

１９９０年代から北東アジア各国の政府、研究機関、民間団体及び企業間に地域環境問
題に対応するための協力が展開されている。その中で過去１０数年余り、中国、日本、韓
国を中心に二国間環境協力や多国間環境協力で構築された地域環境協力体系が形成されて
おり、多様な協力事業が展開されるなど、北東アジア環境協力におけるその内容と形式、
レベル面で大きく成長してきた。
特に地域、地球規模のレベルにおいて大気汚染物質排出への対策の構築が求められ、京
都議定書の採択やＥＡＮＥＴのような地域的イニシアティブの確立が促されてきた。この
ようなイニシアティブは、大気汚染物質の排出や酸性雨に対する戦略を決定するために政
府やその他多くの関係者が協力していく枠組みと基盤をつくりあげてきたと言える。した
がって、このような国境を越える大気汚染問題において、既存の環境協力を踏まえて、Ｅ
ＵにおけるＣＬＲＴＡＰの締結による成果と他方で失敗の経験を教訓として、北東アジア
地域での枠組み条約締結が提起されている。
ところで、北東アジア、特に中日韓では条約締結という方法を３カ国間の問題に使って
みようという試みは、これまで本格的になされて来なかった。その理由は、明日香壽川144、
安藤博145、추창민146、한택환147らは、①北東アジア各国間に存在する社会経済的条件と立場
の差異、②地域環境問題に対する域内共同認識形成の不十分さ、③環境協力事業の地理的
な包括的範囲と参加国の相違性、④主要に影響を与える国であるとされる中国の消極的立
場、⑤日本と韓国の強力なリーダシップの競争、そして⑥冷戦の残滓と、歴史、文化、政
治体制などが異なる、等が複雑に絡んで一連の障害要素と指摘している。今後、このよう
な障害要素を踏まえて、環境協力の更なる進展が求められる。
ただ、２０１１年の３月１１日に発生した日本東北地方太平洋沖地震(東日本大地震)と、
それに伴い発生した福島原発事故での大規模の放射性物質の漏出を契機に、世界の核安全
に警鐘を鳴らしたと同時に、北東アジア地域各国の環境保護分野の新たな協力に契機を与
え、今後更なる協力体制メカニズムの構築が考えられる。

Ⅲ

越境大気汚染に対するＥＡＮＥＴの取組

日本の環境白書において地球環境問題とは、①地球温暖化、②オゾン層の破壊、③海洋
明日香壽川「環境保全技術の技術移転の現状と課題」東北アジア研究第 2 号（1998）98 頁
安藤博「日・韓・中大気汚染対策協力協定構想―北東アジアにおける環境安全保障レジームの構築に向
けて」ヒューマンセキュリティー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.1、
（1995）179 頁
146 추창민他
「동북아환경협력체게 효율화방안 연구」
（한국환경정책 평가연구원,2005 년연구보고서）194
頁
147 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰: 유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제 15 권제 1 호,
（2007)159 頁
144
145
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汚染、④熱帯林の減少、⑤砂漠化、⑥野生生物種の減少、⑦酸性雨、⑧有害廃棄物の越境
移動、⑨発展途上国の公害などを取り上げている。これらの環境問題は国境を越え、地域
或いは地球規模の広がりを持ち、相互に密接に関連していることから、国際協力の枠組み
が不可欠の課題として台頭した148。
こうした地球規模の環境問題に対し、国際社会では二国間条約や多数国間条約、国際行
政覚書等のような国際環境問題を解決するための規制措置が講じられてきた。多数国間条
約においては、２０世紀の半ばまで１０に満たなかったものが、２０１０年初頭には３０
０に近づけるなどの勢いで増加している149。言い換えると、経済社会は科学の飛躍的な進展
と共に環境問題も多様化かつ複雑化に表れ、加えて従来の公害問題に限らず、新たな環境
問題の登場と共に、それに対処するための対策として、多くの条約が締結されたと見るこ
とができる。
このような国際環境法に関する様々な対策が講じられている中で、越境大気汚染問題を
めぐって、ＥＵでのＣＬＲＴＡＰが成果を上げており、東アジアではＥＡＮＥＴが構築さ
れ、評価されている。ＣＬＲＴＡＰの成果は国際社会における多国間環境協力のモデルで
あると同時に、東西冷戦体制の背景で実施されたという点、また地理的に近いなど地政学
的に、北東アジア地域と類似している。したがって、ここでは、ＣＬＲＴＡＰの取組みに
鑑み、まず、東アジアで取り組まれているＥＡＮＥＴについて具体的に取り上げ、その現
状と問題点を探る。
１．東アジアにおけるＥＡＮＥＴの構築及び問題点
ＥＡＮＥＴは東アジアにおける酸性雨の現状を把握すべく、日本のイニシアティブによ
って設立された。１９９３年から１９９７年にわたって４回の専門家会合をもち、会議で
は酸性雨問題の取組やモニタリングの現状、そして意見交換等が中心内容であった。その
専門家会合での議論に基づき、１９９８年の１月に第１回ＥＡＮＥＴ政府間会合が開催さ
れ、その後の４月からＥＡＮＥＴの試行稼働を決定した。２０００年に開かれた第２回政
府間会合において、試行稼働での実績を踏まえて、２００１年に本格稼働が実施されるこ
とになった150。ＥＡＮＥＴは本格稼働してから、２０１２に入って、すでに１０年が経過し
ており、これまでＥＡＮＥＴがどのような背景で同組織が構築されたのか、どのような課
題があるかについて検討する。
１．１ ＥＡＮＥＴの構築

148

臼井久和ほか『環境問題と地球社会』
（有信堂、2002）6 頁
長野秀雄ほか『環境と法―国際法と諸外国法制の論点』
（三和書籍、2010）125 頁
150 EANET 事務局「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）政策決定者のための報告書」
（2005）12 頁
149
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ＥＡＮＥＴの設立に当たって、次のような背景から構築されたことが考えられる。第一
に、１９９２年リオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットでの越境大気汚染問題に
関する勧告を受けこと、第二に、東アジアにおける急速な経済成長などに起因して、酸性
雨の原因となる大気汚染物質の排出量が増加し、今後更なる増加が予測され、その影響が
顕在化することを懸念したこと。中でも、日本の近隣国である中国からの大気汚染物質に
「も
よる越境移動を懸念していたことが考えられる151。これは、安藤博の論文152においても、
とはといえば、また端的にいえば、中国の発電所、工場などで発生した硫黄酸化物等を原
因とする酸性雨が、日本海を越えて日本の国土に被害を及ぼす危険に対処するものである。
したがって、日本の関心からすれば、ＥＡＮＥＴの活動の中心は、日本、中国、韓国の北
東アジア三国であった」と、ＥＡＮＥＴの取組みは主に中国からの越境大気汚染問題によ
る日本国内の環境への影響を懸念したことを背景に実施されてという主張をしている。
図表 1

２－１ＥＡＮＥＴの加入国153

こうした背景から、ＥＡＮＥＴを構築するに当たって、①東アジアにおける酸性雨問題
の状況に関する共通理解を形成し、②酸性雨による環境への悪影響を防ぐため、国や地域
レベルでの政策決定に有益な情報を提供し、③三国間での酸性雨問題に関する協力を推進
するなど、東アジア地域における酸性雨に関する地域協力の確立を目的としている。
設立当初において参加国は、図表２―1 でわかるように日本、中国、韓国、ロシア、モン
ゴル、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの１０カ国であったが、
その後カンボジア（２００１．１１）、ラオス（２００２．１１）、ミャンマー（２００５．
柳下正治「我が国は酸性雨にどう取り組むべきか」季刊環境研究 NO96（1994）95 頁
安藤博「転機に立つ東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）」ヒューマンセキュリティ
ー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.8（2004）192 頁
153 EANET ホームページ http://www.EANET.cc/jpn/cnty_f.html 最終閲覧日 2011.08.15
151
152
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１１）が加わり、合わせて１３カ国となっている。
活動は、共通の手法を用いた酸性雨モニタリングを参加国間で行い、データの収集、評
価、保管および提供、関係国際機関との情報交換など、現状を把握することを中心に実施
してきた。さらに、２００５年に開催された第７回政府間会合において、参加国がＥＡＮ
ＥＴへの資金拠出のための基盤となる文書とその法的性格についての議論のプロセスを開
始し、２００８年の第１０回政府間会合でその議論の結果を検討するとし、２０１０年に
おける政府間会合では、
「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥＴ）の強化
のための文書」に関する決定が合意された154。
１．２

問題点

ＥＡＮＥＴの取組はＣＬＲＴＡＰのような条約の締結に向けた将来への重要なステップ
として評価されている一方、それを法的拘束力のある規制措置を目的に地域的協定へと発
展させるためには、いくつかの壁を乗り越える必要がある155。
第一に、科学的知見の不十分さを挙げることができる。前に言及したように、越境大気
汚染問題において、日本や韓国は中国を主な汚染発生源としているのに対し、中国国内で
は深刻な環境問題を抱えているものの、あくまでも一国内の問題として他国への影響は大
きくないといった見解を示している。このような見解の相違は、中日韓３カ国間における
科学的知見が共有されていないことや科学者など専門家たちの科学的コミュニケーション
などが不十分であるといえよう。今後、ＣＬＲＴＡＰの取組に鑑みると、現行のＥＡＮＥ
Ｔをさらに進展させる基盤には、何より科学的知見の共有が重要な役割を果たしているた
め、今後さらに強化していく必要があることと思われる。
第二に、財政的制限を乗り越える必要がある。ＥＡＮＥＴは東アジア１３カ国における
モニタリングを中心に行われているものの、前述したようにＥＡＮＥＴの構築は１９９０
年代に急速な経済成長を遂げている中国からの越境大気汚染が、日本国内に被害を及ぼす
ことを懸念し、活動を開始したという指摘がある。そのため、実際に東アジア１３カ国を
対象としているが、日本の関心からすれば、主に日本、中国、韓国が中心であるといえよ
う156。こうした背景の下で、ＥＡＮＥＴの財政メカニズムは、加盟国の任意拠出制度に基づ
いているものの、参加国の殆どが発展途上国であるため、資金の拠出が義務化されること
に抵抗を示したことなどを背景に、主に資金は日本からの出資が殆どであった。ただ、２
００２年に中国からの財政資金の拠出が開始し始めたことは、大きな進展といえよう。こ
うした財政的制限を緩和すべく、ＥＡＮＥＴはその基盤強化のための文書の採択に向けて
EANET パンフレット(2011)13 頁
大田宏「北東アジアにおける環境・自然資源問題に関する地域協力の可能性」藪下史郎監修『東アジ
ア統合の政治経済・環境協力』
（東洋経済新報社、2011）159 頁
156 安藤博「転機に立つ東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
」ヒューマンセキュリティ
ー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.8（2004）192 頁
154
155
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交渉が行われてきたが、それを踏まえて２０１０年１１月に第１２回政府間会合で合意文
書に対する署名が行われ、２０１２年の１月からＥＡＮＥＴの強化のための文書に基づく
活動がスタートした。主に、財政基盤の強化と共に酸性雨のモニタリングに留まらず他の
汚染物質への拡大する余地も生まれた157。
第三に、対象汚染物質を挙げることができる。東アジア諸国は地理的、気象的等様々な
要素から、酸性雨よりも優先度が高い越境大気汚染問題が存在する。そのため、ＥＡＮＥ
Ｔはこれらの越境大気汚染問題に対処するため、単なる酸性雨のみではなく、他の大気汚
染物質も検討していくことが必要であることと思われる。欧州のＣＬＲＴＡＰでは既に取
り組まれている酸性雨の汚染原因物質とされる二酸化硫黄や窒素酸化物等の大気汚染物質
に加えて、残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）、重金属、揮発性有機化合物（ＶＯＣｓ）など
の汚染物質を削減するための汚染物質ごとの議定書が採択されている。したがって、こう
した具体的な汚染物質に対する削減は、国家間の共通の課題に対する共通の認識が不可欠
であり、中日韓３カ国が優先に取組むべき問題点からの対策が必要であると思われる。
第四、越境酸性雨による被害を挙げることができる。ＥＡＮＥＴは中日韓３カ国を中核
として実際されているが、３カ国間においてはかつてＥＵのような越境酸性雨による大き
な被害は現時点で顕在化していない。それは、まず、越境大気汚染による被害国とされて
いる日本において、生態系、とりわけ土壌が地質的に酸性雨に対して強い構造を持ってお
り、多少の酸性物質が日本列島に沈着しても中和されてしまうため、酸性雨によって大き
なダメージを受けているとは言い難い158。次いでに韓国においては、日本と同様に土壌は酸
性に強いことからＥＵのような酸性雨による深刻な被害は見当たらない。むしろ黄砂によ
る環境問題が顕在化している。それに中国においては、国内の二酸化硫黄による大気汚染
や酸性雨が深刻であるが、近年国家を挙げた対策により確実に減少傾向を見せている。す
なわち、中日韓３カ国においてＥＵのような越境酸性雨による被害は顕在化しておらず、
今後このまま進行した場合さらに顕在化することを懸念に、協力体制が促進されている。
今後、酸性雨に加え、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどといった大気汚染による越境
移動も関連付けて議論されており、モニタリングの対象物質にすべきであると思われる。

Ⅳ

中日韓３カ国間の環境協力における今後の課題

ＥＵで越境大気汚染問題をもたらしたその背景には、①ヨーロッパ諸国は地理的に小規
模の国家が密接に隣接しており、②１８世紀末から産業革命を契機に、早くから産業化が
進められ、③産業化は化石燃料を中心に使用したなどが考えられる。特に、化石燃料によ
って大気汚染物質が大量に排出され、気象条件によって頻繁に隣接国家へ移動していたた
鈴木克徳「越境大気汚染をめぐる最近の国際的動向」
『日中環境産業』資源環境対策、Vol.48 No.9（2
012）
、37 頁
158 明日香壽川「越境するアジアの環境問題」高原明生ほか『現代アジア研究 1 越境』
（慶応義塾大学出
版会、2008）123 頁
157
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め、深刻な越境汚染をもたらしたのである159。こうした状況は中日韓３カ国と類似しており、
現行の環境協力においてＣＬＲＴＡＰの締結から見る課題が多い。
第一に、科学的知見の共有がまだ不十分である。環境協力の共感体を形成するための最
も基本的な土台として、科学的知識の確立と蓄積、情報及び資料共有等を通して問題の認
識を高揚させる必要がある160。ＣＬＲＴＡＰの締結に当たって当初、被害を受けたスウェ
ーデンの科学者らによる汚染物質に対するメカニズムの解明を基盤に、モニタリングなど
の科学的データの蓄積を踏まえていた。例えば、ＣＬＲＴＡＰの締結に当たって大気汚染
物質の主要発生源であったドイツやイギリスなどは条約の締結に反対したが、１９８０年
代に入って越境大気汚染物質の減少に積極的な立場を示すようになった。その背景には、
酸性雨による森林の被害に対する科学的知見に加え、国内の森林に対する被害が大きかっ
たことが考えられる161。ところで、中日韓３カ国を含む北東アジア地域は、問題の深刻性に
対する科学的知識がまだ十分な状態で蓄積されておらず、汚染物質に関するデータの蓄積
も初期段階にある。そのため、今後データの信頼度の確保、人的・技術的交流、財政の確
保、一貫性のある環境政策の確立などが課題であるといえよう162。
第二に、財政的問題を挙げることができる。域内環境協力をより成功的に推進させるに
は、何より財源の確保が必要不可欠である。北東アジア地域において日本や韓国はＯＥＣ
Ｄに加入することで、先進国の仲間入りを果たしており、域内発展途上国に対する環境支
援が求められるが、財政面において厳しい状況である。特に、国際社会において大規模な
環境ＯＤＡを実施してきた日本は近年経済の低迷に加え、２０１１年に発生した東日本大
震災、またそれによる福島原発事故など多発する自然災害、そして地方自治体の財政難な
どの問題に直面している。次に、韓国は先進国の仲間入りを果たしたとはいえ、経済の低
迷など大規模の財源には限界がある。したがって、今後の域内協力体制の構築に向けて、
いかに各国による財政的拠出を確保することができるかが課題であるといえよう。
第三に、経済的要因が挙げられる。北東アジア地域は発展途上国が多いため、あくまで
も経済発展を最優先することが大きく、経済を支えているのは主に化石燃料である。特に、
石炭を主体とするエネルギー構造は、一旦大気汚染物質を削減しようとすると、高いコス
トをかけなければならず、しかも経済的代価も大きい。したがって、いかに経済発展と国
際環境協力の関係を適切に処理するかが問われる。さらに、エネルギー構造と経済発展の
矛盾をいかに正確に処理するかなど、今後中日韓３カ国が環境協力をするにあたって、直
面しなければならない大きな課題である。
159 박병관「1980 대 EU 아황산가스(SO2)배출 왜 감소했나?-국제환경문제에 대한 EU 의 경험이
동북아에거 주는 시사점」LG 연구원(1996)1 頁
160 예종영「동북아 환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제15권
제1호（2010）151頁
161 예종영「동북아
환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제 15 권
제 1 호（2010）47 頁
162 예종영
「동북아 환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」
국제관계연구․ 제 15 권 제 1 호
（2010）
151 頁
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第四に、二国間環境協力は地理的特性や主導権の問題、相手国の国内事情等により、殆
ど具体化なしに足踏み状態に留まっており、効果もまた大きくない。二国間協力において
このような状況は短期間に進捗するには難しいことと判断される。一方、多国間環境協力
の努力は、制度化の観点でみるとすると、まだ具体的成果が微々たる水準であるが、環境
領域の一般と長距離移動の大気汚染物質、酸性雨、黄砂など多様な特定の環境イシュ―領
域で量的に多くの進展が形成されている。これらを通して、情報交換、専門家交流などの
協力活動を展開しているなど多様な側面で進められている163。

まとめ
中日韓３カ国が位置している北東アジア地域は、世界で人口密度が最も高く、急速な経
済成長と共に工業化や都市化が進み、それに伴い深刻な環境問題に直面している。特に、
越境大気汚染問題は域内各国家が抱えている共通の課題であり、主に化石燃料の燃焼によ
る汚染物質の排出に起因することが大きい。周知のように化石燃料の燃焼は、酸性雨の原
因物質である二酸化硫黄や窒素酸化物を大量に排出する。それゆえ、従来の越境大気汚染
といえば主に酸性雨という指摘が多かったが、近年は酸性雨に加え光化学オキシダントや
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）などの大気汚染と関連づけて議論が行われている164。１９６
０年代以降からＥＵで顕在化した越境酸性雨の場合、主に森林や湖沼などの生態系に深刻
な影響を及ぼしたものの、近年の越境大気汚染問題は生態系に加え人々の健康に直接的影
響を与えるなどの状況に鑑みると、域内国家間による協力体制の更なる強化が求められる。
こうした越境大気汚染問題の解決に向けて、日本ではＥＵのような条約の締結の可能性
を提起している。そのため、越境大気汚染問題の解決に向けて日本のイニシアティブでＥ
ＡＮＥＴが実施されているが、乗り越えなければならない課題が多い。特に、環境協力に
おいて国家間の環境問題に対する共通の認識の共有を挙げることができる。すなわち、前
に言及したように、中日韓３カ国を中心として行われている域内環境協力は、各国家が優
先に取組むべき環境問題がそれぞれ異なるため、取りも直さずに環境協力に対する国家間
の見解にも開きがある。それに、中日韓３カ国において日本や韓国は中国を主な越境大気
汚染問題の発生源とし、中国は国内の環境問題は深刻であるものの、あくまでも一国内に
留まっており、日本や韓国に与える影響を大きくないといった見解の差を見せている。こ
のような状況の下で域内環境協力はこれまで情報交換や政策対話などのレベルに留まり、
大きな進展は見られない。こうした状況を打開するために、協力体制に向けての新たな試
みが必要であり、それに先立って各国家における環境問題の実態を把握し、それに対処す
るための法対策を検討し、今後の協力体制の在り方を探る必要があることと思われる。
163

예종영「동북아 환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제15권
제1호（2010）140頁
164 後藤隆久、山本光昭「越境大気汚染をめぐる最近の動向－行政政策を中心に」
『日中環境産業』資源環
境政策、Vol.48 No.9（2012）18 頁
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第３章

中日韓における環境法制度の歴史的展開

国際社会では国際環境問題に対処するために、１９７２年に採択されたストックホルム
宣言を皮切りに、多くの国際会議が開かれた。このような国際会議を契機に、環境問題の
本質を明らかにしただけでなく、環境問題への共通の認識と原則の必要性を確認すること
ができた。特に、１９９２年に採択されたリオ宣言では、「各国は、実効的な環境法を制定
しなくてはならない」と環境立法に対する制定の必要性を述べている。例えば、地球温暖
化、オゾン層破壊、生物多様性の喪失、酸性雨などといった越境大気汚染、砂漠化など、
これらの地域的・地球的な環境問題の解決には関わるすべての国々が国内法整備に基づき
国家間連携が必要165である。
こうした状況の下で、越境大気汚染問題を含む環境問題に対する協力体制に当たって、
第２章で述べたように中日韓３カ国は環境問題に対する共通の認識がまだきちんと形成さ
れているとは言い難い。それは、各国の取組むべき環境問題の優先順位が異なることや、
利害関係を軸にリーダシップや競争力などといった一連の課題が環境協力の進展を阻害し
ているからである。ところで、国際社会では国際環境問題の解決に向けて、国際環境法に
おける環境協力は共通の理念を実現するための仕組みであり、今後枠組み条約に基づいて
規制措置の義務の履行確保制度は、国際的相互理解に基づいた共通性を有する国内法制度
の整備が必要不可欠である。すなわち、環境協力の推進に当たって、国内法制度の整備に
は環境保全に関する共通の認識が不可欠であり、共通の理解に基づいた法制度の在り方が
求められる。言い換える、環境協力の帰趨に影響を与えるのは、各国家の環境問題に対す
る基本姿勢であるといえよう。
そこで、これを明らかにするために、中日韓３カ国における環境法制度の歴史的展開を
検討した上で、とりわけ、現行環境法体系を把握することを課題とする。そのため、環境
状況悪化の主な原因に、各国における環境問題に対処するための対策として法制度の展開
を検討する必要がある。したがって、まず、環境法制度の展開を考える上で、前提として
踏まえておかなければならない環境問題に対する社会的背景を踏まえた、環境問題の実態
を把握する。次に、それに対処するための環境法制度の歴史的展開について論じた後、各
国における環境保全に関する基本法とされる環境基本法を取り上げ、今後の課題を探るよ
うにする。こうした立法経験と法整備の成果は、３カ国が抱えている課題を明らかにする
だけでなく、今後環境協力体制の構築に対する基盤になると共に、将来の協力体制構築の
ための課題を抽出することができることと思われる。
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小賀野晶一「発展途上国の環境保全のための理念と法的枠組み－地球環境権の確立に向けて－」野村好
弘・作本直行編『開発と環境シリーズ 地球環境とアジア環境法』
（アジア経済研究所、1996）149 頁
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Ⅰ

中国

中国は第２次世界大戦の終焉と共に国内では内戦が勃発し、ようやく１９４９年に建国
したものの、その後の「大躍進」や文化大革命などいった政治的イデオロギーにより、高
度経済成長を遂げ始めるのは１９８０年代以降からである。その後、１９９０年に入って
「世界工場」
、そして２００１年にはＷＴＯに加入するとともに「世界市場」と呼ばれるほ
どの経済成長を実現した。他方では、このような目覚ましい発展は国内に深刻な環境問題
をもたらした。例えば大気汚染、水質汚濁、酸性雨、地球温暖化など多岐にわたる環境問
題がほぼ同時に表れ、もはや「環境汚染の百貨店」166と呼ばれている。こうした状況の下で、
中国政府は環境問題に対処するために、経済成長と共に環境法制度を整備し始めた。
そこで、まず、中国の社会的背景を踏まえて環境汚染の現状を把握し、その過程で生み
出された環境政策の展開を視野にいれつつ、環境法制度の歴史的展開を検討する。次に、
すべての環境問題に対する基本とされる環境保護法について、その構成と内容を把握する
と共に、今後の課題を明らかにする。
１．環境汚染の歴史的背景
中国は１９７８年の鄧小平による改革開放政策をターニングポイントに、社会主義計画
経済から社会主義市場経済へとシフトした。改革開放政策は中国にとって経済的な転換点
だけでなく政治的大きな転換点でもある。したがって、ここでは中国における環境汚染の
歴史的背景を、改革開放政策が行われた１９７８年を中心に、その前後を高度経済成長期
とその以前に大別して環境汚染の実態を把握することにする。
１．１

高度経済成長期以前における環境問題

中国は第２次世界大戦後、内戦を経て１９４９年に建国し、経済発展を優先に推進した
ものの、当初、国はもちろん国民たちの環境保護意識がなく、よって国による環境汚染を
解決するためのシステムもなかった167。１９５８年に毛沢東思想に基づいて社会主義建設運
動「大躍進」168において、毛沢東が経済の高度成長（特に鉄と穀物）で先進国に追いつくと
いう目標を掲げ、１０～１５年まで共産主義に移る条件をつくり、５ヵ年計画を８～１０
回やればアメリカの経済を追い越し、１５年でイギリスに追いつけるという無理のある政
策を掲げたのである。こうした「大躍進」政策は、大量生産・大量消費が行われ、環境汚
「大躍進」
染が急速に悪化しただけでなく、大勢の人々が亡くなるといった結果を招いた169。
166
167
168
169

茅原郁生『中国エネルギー戦略』
（芦書房、1996）187 頁
野村好弘ほか『発展途上国の環境法―東アジア（環境シリーズ 3）
』
（アジア経済研究所、1993）57 頁
大躍進は、中国社会主義建設のための総路線、大躍進、人民公社の三つの目標中の一つである。
金野純『中国社会と大衆動員―毛沢東時代の政治権力と民衆』
（御茶の水書房、2008）9 頁、165～166
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時代で生じた環境汚染に加えて、その後１９６６年からの文化大革命では量のみにこだわ
り、質を無視した大量生産が行われた結果、大量のエネルギーが浪費され、森林の破壊、
水質汚濁、大気汚染などの深刻な環境汚染や生態破壊がさらに悪化した170。
こうした状況の下で、１９５０年代から国土、気象、鉱山などに対する統計は実施して
いたが、１９７０年代末まで環境に関する統計という概念はまだ形成されていなかった。
したがって、建国当初から１９７０年代に至るまで、環境問題に対する状況は把握するこ
とができない。ただ、産業構造などによる汚染物質の排出、また今日に至るまで未だに存
在するかつての環境破壊による跡などにより環境問題の状況を推測することができる。１
９７９年国務院の環境委員会により、全国３５００余りの大中小企業を中心に環境基本状
況に対する調査が行われた。その後１９８０年に入って国務院環境保護委員会と国家統計
局により、ようやく環境保護に関する統計制度が設けられた171。
すなわち、中国は建国当初から無理のある経済発展政策により、大量の資源やエネルギ
ーが消費され、自然資源と生態平衡が著しく破壊されたことがうかがえる。それに、この
頃の経済優先政策は、先進国が数百年にわたって段階的に行われた産業革命を、数十年で
実現しようとするといった無理のある政策であったことが明らかである。そのため、当初
の生態破壊や環境汚染は、今なお回復できないところが数多くあるとされている。ただ、
下記の図表３－１で示されているように、エネルギーの生産量や消費量の推移から、当初
経済規模がまだ大きくなかったと思われ、よって環境問題も局地的に留まったことが推測
される。
１．２

高度経済成長期における環境問題

１９７０年代初期まで、内戦や政治的イデオロギーにより経済発展は遅れていたにも関
わらず、無理のある経済政策により深刻な環境問題を引き起こした。ただ、当初の環境問
題は経済規模が大きくなかったため、局地的な環境問題に留まり、それに対処するための
法制度の整備も進んでいなかったことと思われる。
ところで、１９７２年の国連人間環境会議への参加を皮切りに、国連で開催された環境
会議や国内の環境会議などの開催により、環境法制度や行政組織が整備され始めた。ただ、
当初、あくまで経済発展を最優先課題とした政策であり、経済発展の初期段階であったた
め環境法制度が整備され始めたとはいえ、経済に配慮した規制措置が取られたことと思わ
れる。例えば、１９８０年代の初期には、新しい環境汚染源の抑制を重視し、既存の環境
汚染の抑制に対してはその規制が緩やかであったことや、環境基準も現地の実情に即して
規定されたのではなく、全国同じ環境基準であったため、環境汚染の防止・処理にはきち
頁
170

北川秀樹『中国環境問題と法・政策―東アジアの持続可能な発展に向けて』
（法律文化社、2008）6～8

頁
171

王徳発「中国と日本の環境統計の比較」土曜研究会、(2000）1 頁
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んと機能しなかったことと思われる。そのうえに、１９８０年代半ばから１９９０年代初
期の改革開放政策は経済特区と沿岸部を中心として発展させたが、１９９０年以降から内
陸でも改革開放が実施された結果、急速な経済成長と共に国内全体の環境汚染問題が顕在
化したのである。
特に１９９０年代に入って経済成長はさらに高いＧＤＰを創出し、他方では大量のエネ
ルギーが消費された。図表３－１で示されているように、１９９２年にはエネルギーの消
費量が生産量を上回っており、２０００年代に入るとさらに消費量が増加していることが
分かる。その背景には、中国は経済発展を確保するために、全国多数の郊外付近を工業都
市とし、化学工業、製造業といった重化学工業を中心に大規模の工業活動を行ったことが
挙げられる。それゆえ、工業化推進の政策は地方自治体や人々、そして企業などに豊かな
財政収入を蓄積することができた。しかし、大量の廃棄物、廃水など、いわゆる産業廃棄
物のゴミの捨て場を生みだし、当該地域では大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などの影響に
より、人々の健康に深刻な被害をもたらした。たとえば、１９９３年の環境汚染事件数は
２７６１件であったが、その中で大気汚染が８８８件を占めており、北京の統計によると
ガンによる死因が第２位であるが、その中で最大の割合を占めるのは大気汚染に起因する
肺がんだとしている172。また、中国は公害問題に直面しており、その中で、中国ではガンに
よって死亡する人が続出しており、現在「ガンの村」と呼ばれ、注目を浴びている173。
図表 2

３－１中国におけるエネルギーの生産量と消費量
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（芦書房、1996）187 頁
第 3 回中日環境法論壇「中日の環境法治における話題」
（中国社会科学院法学研究所、日本人類環境問
題研究会、2009）
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図表 3

３－２中国における 1 次エネルギー消費構成比

単位：％
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出典：中国統計年鑑 1996 年、2010 年のデータにより作成

図表３－２の１次エネルギー消費の構成からみると、石炭が占める割合が多い。例えば、
１９５２年９６．７％から１９７５年には７０．６％まで減少し、その後ほぼ横ばい状態
が続いている。このような石炭の減少は石油の増加が考えられる。石油は１９６２年にわ
ずか４．２％しかなかったが、１９７５年には２２．６％まで増加し、その後ほぼ横ばい
状態である。このように石炭や石油など化石燃料の消費が全体の約９割を占めている一方、
その他エネルギーはわずか１％しか占めない。ただ、近年国内の環境問題の顕在化からク
リーンエネルギーとされている天然ガスの消費を増やしている。特に、２０００年に入っ
て増加傾向を見せており、風力や原子力の消費もほぼ横ばいで増加傾向を見せている。
２００１年には世界貿易機関（ＷＴＯ）に加入し、これを契機に国内における地域的な
対外開放から、グローバルな対外開放へとシフトされていく。ＷＴＯへの加入はさらなる
経済発展の契機となり、経済成長は新たな発展段階に突入し、国際社会では国際産業を加
速させるなど経済発展の新たな転換点となったのである。他方で、このような急速な経済
成長は、深刻な環境問題を引き起こした。公害問題を始め、都市・生活型環境問題、さら
に地球環境問題などがほぼ同時に表れた。そのため、国内では環境問題による経済損失も
大きく、２００９年中国政府白書の「中国災害削減行動」では、１９９０～２００８年の
１９年間の自然災害は２０００億元の経済損失をもたらしたと公表した。とりわけ、大気
汚染による経済損失だけでも毎年、中国ＧＤＰの３～７％を占めているという統計も出さ
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れている174。
また、中国は世界で自然災害が最も深刻な国家の一つであり、それによる損失は大きい。
例えば、２００８年５月１２日に発生した四川特大地震による被害は厖大であった。それ
に加えて、急速な経済発展において大量のエネルギーが消費され、地球規模の環境問題、
国内沿海部と内陸・農村部との所得あるいは経済社会活動基盤の格差の拡大、エネルギー
問題、社会保障問題、環境問題などが浮き彫りになっている。
すなわち、中国は１９７８年の改革開放政策を皮切りに、社会主義計画経済から社会主
義市場経済へと転換し、目覚ましい経済成長を実現することができた。しかし、国内では
自然災害の多発に加え、経済成長を支えてきた石炭を中心としたエネルギーの消費構造は
深刻な環境問題を引き起こした。こうした状況の下で、環境問題に対処するための対策が
求められ、１９７０年代から環境法制度が整備され始めた。
２．環境法制度の歴史的展開
中国は、第２次世界大戦後内戦を経て１９４９年に建国した。その後１９５０年代は「大
躍進」時期に工業生産を中心に大量生産を行い、環境保護は無視され、環境汚染が急速に
悪化した。また、１９６０年代においては、文化大革命というイデオロギーの中で大量生
産に加え、質は無視し、高生産率を求めた結果、資源、エネルギー源を浪費することによ
って環境汚染の更なる悪化を招いた。これら一連の無理のある経済政策や政治的イデオロ
ギーは、経済発展を遅らせただけでなく、森林破壊や大気汚染などによる環境問題も引き
起こした。当初、経済発展を最優先課題としたため、環境保護意識はなかったと思われる
が、自然資源保護に関する環境法規が存在していた。例えば、１９６３年の「森林保護条
例」や「鉱産資源保護条例」などが制定された。ただ、当初環境保護意識が低く、環境保
護を目的とする専門的な法規は制定されなかった175。こうした背景の下で、本格的な環境法
制度が形成され始めたのは、１９７０年代に入ってからである。
２．１

環境法制度の形成

中国における環境法制度の形成は１９７０年代の初期から１９９０年代の初期までと見
ることができる。上記で述べたように、中国は国内の政治的イデオロギーを背景に経済発
展を重要な課題とし、環境保護意識はなかったと言えるが、１９７０年代に入って、環境
問題を取り上げるようになった。そのきっかけとなるのが、１９７２年に開かれた国連人
間環境会議である。中国は第１回国連環境会議に政府代表団体を参加させ、この会議への
新华网 「 中国流：改变中外企业博弈的格局」最終閲覧日 2009/09/24
http://news.xinhuanet.com/book/2009-09/17/content_12068056_1.htm
175 平野孝『中国の環境と環境紛争－環境法・環境行政・環境政策・環境紛争の日中比較』
（日本評論社、2
005）350～351 頁
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参加を契機に環境保護を国家の重要な課題として取り上げるようになった176。
その翌年の１９７３年８月、中国では第１回環境保護会議が北京で開催され、そこで「環
境保護と改善に関する若干の規定（試行草案）」
（

关于保
护和改善环境的若干规定试行草案）

が制定された。ただし、同会議は中央政府である国務院が主催したのではなく、国家計画
委員会が設置され、その組織の中で行われた会議であった。この段階ですでに深刻な環境
汚染と自然破壊が発生し、日本の水俣病のような公害問題が生じたという報告もあった177。
１９７４年には「国務院環境保護指導小組」
（環境行政部、環境研究機構、汚染検測機構、
人材育成）が設置された。このような行政が整備されることで、
「環境保護の十年計画につ
いて」
、
「環境計画要点」また「三同時制度」178などの環境計画、また環境保護に関する国家
基準や汚染排出基準に関する具体的な規定が公布された。ところが、同組織は早くも１９
８２年に廃止されることになる。事実、設立してから会議は９年間に２度しか開かれず、
同組織は機能しなかったことが考えられる179。
環境法制度が本格的に形成され始めるのは、１９７８年の３月に改正された憲法が大き
なきっかけとなる。憲法第１１条第３項では、
「国家は環境と自然資源を保護し、汚染とそ
の他の公害を防止する」と規定している。環境問題を憲法で明確に規定した背景には、ま
ず、第１回環境保護会議から環境汚染がさらに深刻になったこと、また、１９７８年の改
革開放政策は経済発展を最優先する政策であったことから、経済成長による環境問題への
対応が必要とされることを中央政府が認識していた、といったことが考えられる180。
その後、第４次５カ年計画の推進によって、環境破壊が放置できない状態まで進行した。
これに対し環境破壊の歯止めをかけようとする中国政府の認識を背景に、１９７９年の第
５期全国人民代表大会常務委員会第１１回会議で、近代化、経済建設保障措置の一環とし
て、
「環境保護法（試行法）
」
（以下、試行法と称す）が採択された181。試行法の制定は、法
律上初めて各部門や各級政府に国民経済と社会発展計画を制定する時、環境保護の必要性
を強調しただけでなく、環境と経済社会協調を実現するために法的根拠を提供したことで
意義がある182。試行法の制定にあたって、当初環境分野における法律がなかったことや中央
指導者と大衆がその制定を強く望んだという指摘もある。その背景に、国による「四つの
現代化」を推進しなければならない時点で、各地で公害問題が発生したことや日本の水俣
病、そして西ドイツのライン河汚染問題など、国際社会で発生する環境問題を目の当たり
176

小島朋之『中国環境問題―研究と実践の日中関係―』
（慶応義塾大学出版会、2000）22 頁
片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）16～17 頁
178 三同時制度とは、建設プロジェクトを行うときに、汚染防止の施設をプロジェクトの本体工程と同時に
設計、施工、使用開始するということである。
179 北川秀樹『中国環境問題と法・政策―東アジアの持続可能な発展に向けて』
（法律文化社、2008）8～1
0頁
180 片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）19～20 頁
181 大和田滝恵「中国環境法（試行）の断面―近代化焦請の中の継続と非継続」PDF 文章、3～4 頁、
http://nels.nii.ac.jp/els/110002793536.pdf?id=ART0003085117&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_
no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1260083009&cp=最終閲覧日 2009.12.5
182 中国政府网ＨＰ「环境状况」
http://www.gov.cn/test/2012-04/10/content_2110072.htm 最終閲覧日 2012.10.20
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にして、法制度を整備する必要があると判断され環境保護法制度が制定されたことと思わ
れる183。
特に、試行法では汚染者が処理する（「谁污染，谁治理」）という汚染者負担責任を規定
しており（第６条第２項）
、環境行政の役割は政策などの執行を監督し、検査・督促するこ
とである（第２６条、第２７条）とした。また、環境行政部門は従来、汚染を処理する役
目を担ったのに対し、汚染原因者が自ら汚染を処理するという規定が設けられた。つまり、
行政は環境汚染を処理する役目から管理する役目へと転換することが法律上明らかになっ
たのである184。すなわち、試行法の制定により、経済建設と近代化を目標に環境汚染の未然
防止原則と汚染者負担の原則（汚染者が処理する）が確立された。そして、その後試行法
として環境影響評価制度、
「三同時」制度、「汚染物質排出費」徴収制度などが導入された。
このように、同法は試行法ではあったが、国家の環境保全の基本方針や基本政策を示した最初の
環境保全に関する基本法とされる法制度として重要な意義を持つ。

１９８１年に入って国務院環境保護領導小組は、湖南省や上海などの地域で環境紛争が
発生し、その原因は各種の既存汚染源により引き起こしたという報告をした。それゆえ、
国内で生じた環境紛争に対処するため、１９８２年１２月に第５期全国人民代表大会第５
回会議で承認された第６次５カ年計画では、「既存の汚染源に対して段階的に管理し、新た
な汚染源に対して三同時制度の実施を行う」など、具体的な対処方法が盛り込まれている。
また、環境保護法（試行法）第１８条に基づいて、
「排汚染費徴収暫定弁法」185が１９８２
年国務院により公表された186。
その翌年の１９８３年、第２次環境保護会議で国務院は、改革開放政策により経済が飛
躍的に発展した反面、環境汚染が表面化したこと、また外国で生じた環境問題の経験に鑑
「環境・経済・
み、
「環境保護は国家の基本国策」187であると発表した。その取組みとして、
、
「企画・実施・発展」
（
「三同歩」189）を同時に発展させる方針を打ち
社会」
（
「三統一」188）
出したのである。この会議を契機に、環境汚染の予防と総合的な管理の方針が打ち出され
中国の環境保護制度の転換に大きな意義を持つ。その理由は、まず、第１次全国環境保護
会議は国家計画委員会を中心に開催されたのに対して、第２次環境保護会議は国務院の主
導で開催されたこと、次いで、中央政府の環境保護への認識の向上、環境保護が経済発展
の中で重要な地位を確立したこと、最後に、社会経済の発展の中で、環境保護も同時に行

183

加藤一郎編『中国の現代化と法－法律家の見た新しい中国』
（東京大学、1980）122 頁
片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）24 頁
185 同法は、環境保全のための経済的手法のであり、国の規定された汚染排出基準を超過した汚染物質に対
して、その濃度と数量に基づいて基準超過の汚染費用を徴収する法律、いわゆる課徴金制度である。
186 片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）24～26 頁
187「环境保护是中国的基本国策」
（環境保護は中国の基本国策である）
188 三統一とは、経済効果利益、社会効果利益、環境効果利益（経済効益、社会効益、環境効益）のことを
いう。
189 三同歩とは、経済建設、都市農村建設（城乡建设）
、環境建設を同時に計画・実施・発展させることを
いう。
（同时规画，同时实施，同时发展）
184
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われたことなどを挙げることができる190。
１９８０年代に入ってさらに、多くの環境法制度が形成された。例えば、１９８４年「水
質汚濁防治法」
、1９８５年「草原法」、１９８７年「大気汚染防治法」、１９８８年「水法」
などの多くの環境保護単項法規が連続に制定された。１９８８年には「国家環境保護局」
を「国家環境保護総局」として国務院の直属機関に格上げ、翌年の１９８９年には、第３
次環境保護会議が開催され、第２次全国環境会議を踏まえて、さらに管理制度や拡張など
の実施が行われた191。同時に１９７９年の環境保護試行法の制定から１０後の１９８９年に
「環境保護法」が正式的に制定された。環境保護法の制定は、環境保護に関する法律が中
国にとって環境保護事業の重要な根拠になり始めたと言える。１９９０年に、「環境保護事
業の一層の強化に関する国務院の決定」
（原文：「国務院关于进一步加强环境保护工作的决
定」
）を発表した。環境保護法規を厳しく執行することを強調し、法にしたがって有効的な
措置を取ることで工業汚染を防治し、汚染物質排出強化制度、環境影響評価制度、
“三同时”
制度など８つの項目に対し、環境管理制度を実施し、さらに環境保護目標責任制度の構築
を組み込んでいる192。
さらに、環境保護は国際協力分野においても著しい成果を挙げた。日本や韓国を含む３
０余りの国家と環境協力協定を制定し、北東アジア環境協力等の環境会議にも参加した。
１９９２年には「中国環境と発展国際協力委員会」が発足され、環境保護と国際協力への
参加に対し更なる進展を図った。同年、国務院総理の李鹏は国連環境と開発大会に出席し、
「中国アジェンダ２１－中国２１世紀人口、資源と発展白書」を発布した。その翌年の１
９９３年の３月に、全国人民代表大会に環境と資源保護委員会の成立と「中国環境と資源
保護法体系の枠組み」を提出するなど、中国における環境資源立法も新たな段階に入った
のである193。
すなわち、１９７２年に開かれた国連人間環境会議を契機に、中国は経済の急速な発展
に伴う環境問題に対し、環境法制度や行政組織などが整備れるようになり、環境保護を基
本国策として環境影響評価や三同時制度等の環境制度や環境保護法を基本法として、法体
系が確立して、今後の法制度の発展に大きな基礎を築き挙げたといえる。
２．２

環境法制度の展開

中国は１９９０年代に入って重化学工業が推進され、工業汚染や生態破壊が顕在化し、
一部地域では環境汚染と生態破壊が既に経済社会の持続可能な発展を阻害し、公衆の健康
にも脅威をもたらした。これらの問題に対処するために、第９次５カ年計画において国家
環境保護の５カ年計画をスタートさせ、環境保護計画を国民経済と社会発展の中に取り入
190
191
192
193

片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）30～31 頁
片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）39 頁
中国政府网 HP「」http://www.gov.cn/test/2012-04/10/content_2110072.htm 最終閲覧日 2012.10.20
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れた。環境保護は、単純工業汚染の防止・処理から生活汚染、生態保護、農村環境保護、
突発環境事件などの領域も総合対策の中に盛り込んだ。１９９２年には、国連のリオ会議
（環境と開発に関する国連会議、地球サミット）に参加し、同会議で採択された気候変動
枠組み条約に署名し、その後制定された「アジェンダ２１」において、中国版「アジェン
ダ２１」が制定された。それに先立って１９９１年の６月に中国のイニシアティブで北京
において環境と開発に関する閣僚会議を開催し、「北京宣言（環境と開発に関する北京閣僚
宣言）
」が採択された。１９９６年までに、１２の個別法（森林法、草原法、石炭法など）
が制定され、環境保護行政条例、部門令、条例、多数の国際環境条約の締結などが環境法
制度に導入されたのである。１９９８年には、国務院の直属機構である国家環境保護局を
国家環境保護総局に格上げした。
２０００年に入って、クリーン生産促進法、清潔生産審査暫定弁法、固体廃棄物環境汚
染防止対策法、循環型経済促進法など、他の先進国の環境問題や環境法・環境対策に注目
し、さまざまな環境法体系を構築した。なお、２００８年には、
「国家環境保護総局」が「国
家環境保護部」に格上げされた。中国は部分流域の水汚染が局部的河川から全流域に蔓延
し、重大な汚染事件が集中的に勃発することで、突発環境事件の防止が環境保護の重要な
課題であった。第１０次５カ年計画における指導思想と目標では、中国はまだ社会主義初
期段階にあり、総合国力がまだ弱く、深刻な環境情勢に直面し、環境保護という基本国策
を堅持しなければならないとしている。その目標に、２００５年まで環境汚染の状況を軽
減させ、生態環境の悪化傾向に一応ストップをかけることを目標にし、特に、都市部と重
点都市の環境質の改善と、環境保護法規、政策、管理体系を健全なものにするとしている。
環境問題に対し、より具体的に環境問題に対処するために、１９８２年の第６次５カ年計
画194を皮切りに、環境保全に関し明確な目標が示されるようになり、今日に至るまで既に第
１２次５カ年計画（２０１１～２０１５年）195まで策定し、現在実施中である。
２００２年３月に、国家環境保護総局が環境応急と事故調査中心を設置するなど、突発環
境事件の対応を図った。さらに、２００５年は環境汚染事故の頻度も高く呈し、広域、影響
が大きい、
環境汚染が人々の健康に影響を与える問題が日々突出するなどの環境問題が増加
した196。こうした状況の下で、第１１次５カ年計画（２００５～２０１０年）では、資源節
約型、環境有効型社会の戦略任務と具体措置を提出した。さらに、第１２次５カ年計画（２
０１１～２０１５年）では、２０１５年まで主要汚染物質の排出量を著しく減少させるとい
った拘束性のある具体的数値目標を掲げている。例えば、二酸化硫黄や窒素酸化物の排出量
を２０１０年よりそれぞれ８％、１０％の減少させることを目標としている。さらに、第１
２次５カ年計画では、二酸化硫黄に加え、新たに窒素酸化物に対し総量規制の導入すること
で、汚染物質の削減を図ろうとしている。

194
195
196

正式名称：国民経済と社会発展のための第 6 次 5 カ年計画
正式名称：国民経済と社会発展のための第 12 次 5 カ年計画
中国政府网 HP「」http://www.gov.cn/test/2012-04/10/content_2110072.htm 最終閲覧日 2012.10.20
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３．現行環境法体系－環境保護法を中心に
中国の環境問題に関し法令に着目する場合、大きく次のように分類することができる。①
自然環境及び生態環境保護関連法。自然保護法は、土地管理法、草原法、森林法、水法等の
分野に関し法制度が整備されている。②公害防止関連法。大気汚染防治法や海洋環境保護法、
環境騒音汚染防治法等に関する法制度が挙げられる。③３Ｒ関連法。大量生産、大量消費、
大量廃棄型の経済活動による環境問題と資源問題を同時に克服するため、
廃棄物の発生抑制
（リデュ－ス）
、再使用（リユース）
、再利用（リサイクル）といったいわゆる「３Ｒ」の推
進である。例えば、クリ―生産法、循環経済促進法の法制度が挙げられる。④環境関連救済
法。
主に第１１次５カ年計画に、
全国人民代表大会常務委員会は、
物権法などその他法規に、
環境保護の内容を特別に規定している。⑤環境関連の国際条約。気候変動枠組み条約や生物
多様性条約などを締結している。⑥核と放射能。主に放射性汚染防治法や核安全法または原
子力エネルギー法が制定されている。
さらに、２０１１年に「全国環境保護法規と環境経済政策建設の１２次５カ年計画」197が
発表された。主に、税金、価格、金融、貿易などの四つの領域の補完、汚染物質排出取引
権と生態補償の二つのメカニズムの確立が含まれている。すなわち、環境経済政策は、経
済中心の環境法体系を補完する新たな試みを構築した新しい環境法分野であると言える。
現段階において、同制度は実験的或いは暫定的に実施しているものの、今後普及の可能性
や政策効果が実証されるのであれば、法令化になると予想される198。
中国は資源節約と環境保護の確立を基本国策とし、１９８９年の環境基本法を始め、環
境影響評価法、大気汚染防治法、水汚染防治法、環境騒音汚染防治法、固体廃棄物汚染環
境防治法と放射能汚染防治法など９つ環境保護に関する法制度が整備された。また、再生
可能なエネルギー法、節約エネルギー法、土地管理法、水法、森林法、草原法、鉱山資源
法、石炭法、電力法、クリーン生産促進法など１７つの資源節約と保護に関する法制度が
整備されている。さらに、環境と資源保護と関連する行政法規が５０件余り、地方法規や
部門規章及び政府規章が６６０余り、国家標準が８００項目余り等、多くの環境関連法規
が整備されている。さらに、中国は資源節約と環境保護領域の国際協力を重視し、国連気
候変動枠組み条約、京都議定書、生物多様性条約など３０項余りの国際環境と資源環境条
約が締結されており、条約の義務を積極的に履行している199。
一方、中国における法制度は、総合的環境基本法と環境保護個別法の法律があり、その下
に国務院が制定する「行政法規」
、その下に「地方法規」がある。さらに、その下に、国務
院の「部門規章」と「地方政府規章」が対等の関係で存在する。このような多くの法体系の
原文：
“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划
金振「中国の環境法概要（1）
」
http://www.spc.jst.go.jp/exchenge/about_chinese_law/12007.html 最終閲覧日 2012.1.8
199 出典：中国政府白皮书 2008『中国的法治建设』
197
198
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中で、
ここでは環境問題に対し総合的に規定している環境保護法について述べるようにする。
３．１

憲法の規定

中国における環境法体系は１９８２年に改正された憲法を最上位法として、環境保全に
関する基本法として「環境保護法」が置かれており、さらにその下位法として大気汚染や
水質汚濁などの個別法が制定されている。
環境問題において、憲法上初めて明確に規定したのは１９７８年の憲法の改正である。
この時に、環境問題に対し国家は環境と自然資源を保護し、汚染とその他公害を防止・処
理することを明示した。その後１９８２年に憲法が再び改正され、その中で環境保護はさ
らに明確化された。例えば、環境保護に関連するのは、憲法第９条第２項（自然資源につ
いて）
、第１０条第５項（土地所有と利用など）
、第２２条第２項（名所旧跡や文化財など
保護）であるが、第２６条には自然の合理的利用や歴史文化遺産の保護などを規定してい
る。このうち特に、第２６条には、
「国家は生活環境や生態環境を保護・改善し、汚染と他
の公害を防止・管理する。
（国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害）
」
と規定されている。これらの規定は、自然と人文環境資源の厳格な保護と合理的な利用を
規定することで、不合理的な開発による環境と自然資源の破壊を防止している。１９８２
年には海洋環境保護法の制定と施行、１９８４年には水汚染防治法、１９８７年には大気
汚染防治法が施行され、２００２年には計画段階から環境影響評価を義務付ける環境影響
評価法が制定された。また、刑法に汚染問題、野生動物、資源に関し犯罪を処罰する規定
が設けられている。刑法第６章第６節は「環境の資源保護を破壊する罪」
（原文：破坏环境
资源保护罪）とし、３年以上１０年以下の有期判決と罰金を科すると規定し、第９章第４
０８条は「汚職罪」
（渎职罪）として、３年以下の有期判決ないし拘留判決が下されると規
定している。また、民法にも環境汚染損害に対する損害賠償や侵害停止などの規定が、さ
らに経済法関係においても環境保護規定が設けられている。こうした多くの法体系の中で、
ここでは環境保護法を中心に取り上げる。
３．２

環境保護法の概要

中国は１９７９年に制定された「環境保護法（試行法）」を踏まえて、その１０年後の１
９８９年１２月に正式的に「環境保護法」が制定された。環境保護法は、環境法体系の中で
憲法を最高位とし、法の目的、範囲、方針政策、基本原則、重要措置、管理制度、組織機構、
法責任等に対し原則規定をしている。環境保護法の制定を皮切りに、今日に至るまで様々法
体系が形成された。
前に言及したように環境問題に対し、１９７８年の憲法の改正で、「国家は生活環境及び
生態環境を保護・改善し、汚染とその他の公害を防止・処理する」（憲法第２６条）という
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条文が設けられた。これにより、環境に関する法制度の基礎と根拠が備えられたと言える。
すなわち、環境保護法は一つの独立した法律分野となり、その下位法として、海洋環境保
護法（１９８２年）
、水質汚濁防止法（１９８４年）
、大気汚染防止法（１９８７年）など
の各種環境汚染防止に関す法律がおかれている。
中国は１９４９年建国以降、大躍進や文化大革命を背景に、当初無理のある経済政策は
経済発展を遅らせただけでなく、深刻な環境問題をもたらした。環境保護意識をもちはじ
めたのは、１９７２年スウェーデンで開かれた国連環境会議（以下「ストックホルム宣言」
と称す）であり、これを契機に環境保護を国家の重要な課題として取り上げるようになっ
た200。
１９７３年の第１回環境保護会議は国家計画委員会を中心に開催され、環境への取組、
すなわち具体的な環境政策が形成され始めた。環境問題を本格的に取り上げたのは、１９
７８年に改定された憲法第２６条である。同条では「国家は生活環境と生態環境を保護及
び改善し、汚染及びその他の公害を防止・処理する（原文：国家保护和改善生活环境，防
治污染和其他公害）
」と明確に規定した201。すなわち、憲法で環境問題が規定されたのは、
環境問題がさらに深刻になったことや経済成長による環境問題への必要性を中央政府が認
識したこと等が考えられる202。１９７９年には近代化の経済建設の保障措置の一環として
「環境保護法（試行法）
」が制定された203ものの、あくまでも経済発展優先主義の前に所期
の機能を果たすに至らなかったことと思われる。そして、１９８３年に急速な経済成長に
よる環境汚染の表面化や外国で生じた環境問題の経験に鑑み、第２回環境保護会議は国務
院の主導で開催され、環境保護を国家の基本政策として明確化した。同会議の大きな意義
として挙げられるのは、①第１回会議は国家計画委員会が主催したのに対し国務院が主催
したこと、②中央政府の環境保護意識への向上、③経済発展の中で環境保護も同時に行わ
れたこと等がある204。
その後翌年１９８４年に国家環境保護局が設立されると同時に、海洋環境保護法（１９
８２）
、水質汚濁防治法（１９８４年）
、大気汚染防治法（１９８７年）等の各種の環境汚
染防止に関する法律も整備されてきた。環境保護法「（試行法）
」の制定から１０年後の１
９８９年に「環境保護法」が本格的に施行すると同時に試行法が廃止された。
すなわち、中国における環境法制度は１９７０年代から取組み始め、数回にわたる環境
保護会議、１９８９年に施行された環境保護法を皮切りに、徐々に環境政策体系が形成さ
れてきた。１９９０年代に入って、国際社会において環境と開発に関する国連会議（地球
サミット）等の国際会議に積極的に参加し、多数の国際環境条約を締結するとともに、国

200

小島朋之『中国環境問題―研究と実践の日中関係』
（慶応義塾大学出版会、2000）22 頁
中華人民共和国中央人民政府白書『中国の環境保護（1996－2005）
』
（中華人民共和国国務院新聞事務
局、2006）2 頁
202 片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）19-20 頁
203 大和田滝恵「中国環境法（試行）の断面―近代化焦請の中の継続と非継続」PDF 文書、3~4 頁
204 片岡直樹『中国環境汚染防止法の研究』
（成文堂、1997）30-31 頁
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内において森林法、石炭法、草原法等の個別法が次々と制定された。１９９８年には国家
環境保護局が国務院直属機構として国家環境保護総局に、さらに２００８年に環境保護部
に昇格された。
３．３

環境保護法の構成

「環境保護法」自体は、１９８９年の１２月２６日に第７期全国人民代表大会常務委員
会の第１１回会議で公布されと同時に、旧環境保護法（試行法）が廃止された（第４７条）
。
同法は第１章から第６章の構成で制定され、「生活環境及び生態環境を保護・改善し、汚染
及びその他の公害を防止・処理し、人々の健康を保障し、社会主義現代化建設の発展を促
進するために本法を制定する」ことを目的としている（第１条）。また、
「環境の保護と改
善に顕著な成果を上げた集団や個人は、人民政府により報酬が受けられる」（第８条）、と
いう奨励制度でも設けている。
環境質及び国家汚染物質排出基準は、国務院環境保護行政主管部門によって基準が定め
られる（第９、１０条）
。中でも、第１０条では、国家の汚染物質排出基準と地方の汚染排
出基準について規定している。つまり、「国務院の環境保護行政主管部門は、国家の環境質
基準及び国家の経済、技術条件に基づいて、国家汚染物排出の基準を制定する。省、自治
区、直轄市の人民政府は、国家の汚染物質排出基準の中で規定していない項目に対して、
地方は汚染物質排出基準を制定することができる。国家の汚染物質排出基準の中ですでに
規定された項目に対して、地方は国家の汚染物質排出基準より厳しい汚染物質基準を制定
することができる。地方の汚染物質排出基準は、必ず国務院環境保護行政主管部門へ報告
してその記録に載せなければならない。地方汚染物質排出基準をすでに有している区域に
汚染物質を排出する際に、地方の汚染物質排出基準によって執行するべきである。
」
そして、
「汚染物質を排出している企業や事業単位は、国務院の環境保護行政主管部門の
規定に従い、申告及び登録をしなければならない」
（第２７条）と汚染物質排出登記につい
て規定する。また、
「排出汚染物質において国家または地方規定の汚染物質排出基準を超え
た企業、事業単位は、国家の規定に基づいて基準超過排出費用を納付し、かつ管理する責
任を負う。
」
（第２８条）と基準超過された分を徴収するように規定している。さらに、「環
境に重大な汚染を引き起こした企業や事業単位に対して、期限内に処理させる」
（第２９条）
と、期限付汚染処理制度が導入され、期限までに達成できない企業に対しては罰金、業務
停止、閉鎖することができると規定している（第３９条）。
国内環境法と国際条約の関係において、環境保護法第４６条では、「中華人民共和国が締
結しまたは参加している環境保護に関する国際条約は、中華人民共和国の法律と異なる規
定がある際に、国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国が保留を声明した条
項は除く」と、国際条約の重要性を明確にしている。数年来、国連で開催される会議に積
極的に参加することによって、様々な２カ国間条約や多国間条約を締結している。
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たとえば、
『国連気候変動枠組条約』及び『京都議定書』、『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』
、
『残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）』、『生物
多様性条約』及び『生物多様性条約カルタヘナ議定書』及び『国連砂漠化防止条約（ＵＮ
ＣＣＤ）
』など５０余りの、環境保護に関する国際条約に加盟している。
すなわち、中国では、１９７０年代から環境問題への取組みがはじまり、１９８０年代
から環境保護法の登場により、それに基づいて国内の環境汚染に対する規制措置が行われ
るようになった。そして、１９９０年代に入って中国政府は国連の環境会議に参加し、多
分野にわたる国際環境問題に対処するために多くの条約を締結している。
３．４ 環境法制度の課題
中国における環境保護法は１９７９年の試行法の実績を踏まえて１９８９年に正式
的に制定されて以来、もはや２０年余りが経過しており、生活環境と生態環境を保護・
改善し、汚染とその他公害問題を防止・処理するに当たって重要な役割を果たした。
他方で、この２０年間、中国は社会主義計画経済から社会主義市場経済へと移行し、
既存の環境問題に加え、新たな環境問題の台頭など深刻な環境問題に直面している。
これに対し、中国環境法分野での専門家である常紀文は、計画経済時代に制定された
環境保護法は、その時の経済、社会、科学技術と環境状況の背景が、市場経済社会と
完全に異なると指摘し、それは立法目的の確立、適用範囲の確定、管理体制の設置、
基本原則の創設、基本制度の構築、法責任の構成と実現などといった面から表れると
指摘している。しかも、２００１年のＷＴＯの加入と共に、現行の環境保護法は今日
の国内の環境保護や地域的・地球的環境問題と自由貿易化の需要に適応できないとい
うことを挙げている205。すなわち、現時点における中国国内の実情に即した法の抜本的
な改正が求められる。
また、現行の環境保護法について常紀文は、①国家が環境問題に対する基本認識が
述べていないこと、②政策の総合的枠組みと目標が明確ではないこと、③基本政策の
規定もバラバラで体系的になっていないこと、④政府の職務が明確ではないこと、⑤
持続可能な発展の基本国策と戦略を明示していないこと、⑥公衆参加と環境保護の主
導性と積極性、⑦環境問題に対し地域的・地球的に重視せず、国際協力の政策が欠如
しているなど、多くの課題を指摘している206。さらに、中国環境保護部の部長である周
生賢は、中国の環境法体制に対し、①経済、技術政策が少なく、実用的政策が少ない、
②現行の法規はソフトローに近く、実効性が弱く、企業の違法に対し処罰額が低く、
205

常纪文「关于修订环境保护法的若干建议」
中国法学网 http://www.iolaw.org.cn/showArticle.asp?id=1413 最終閲覧日 2012.04.03
206 常纪文「国外环境保护基本政策的建设经验及对我国环境基本法制定的启示」
中国法学网 http://www.iolaw.org.cn/showArticle.asp?id=1414 最終閲覧日 2012.04.03
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環境部門において強制執行権が欠如する、③地方保護主義が深刻であり、それが環境
執行を妨害し、法があっても依拠しない、執行が厳しくない、違法しても追究しない
現象が普遍的であり、一部地方監督管理が十分な努力が払われていない、④執行監督
の工作が弱いなどといったことが挙げている207。
例えば、環境保護法に存在する問題において、環境保護法の第１３条を挙げること
ができる。第１３では環境影響評価制度について規定しているものの、建設項目の評
価に対し原則的規定、汚染防止の領域のみで、建設の企画や生態保護のなどに対する
具体的に規定していない。それに第２８条において、企業や事業単位に対し国家また
は地方規定の汚染物質排出基準を超過した場合、基準超過排出費の納入が義務付けら
れており、環境に重大な汚染を引き起こした企業や事業単位に対し、期限付汚染処理
制度（第２９条）が導入され、期限まで達成できなかった企業に対し罰金が科せられ
る。しかし、汚染物質処理の改善費用より処罰の費用が低いため、企業など事業単は
コストが低い処罰の方を選ぶ。また、持続可能な発展が体現されていない。１９９２
年の地球サミットで採択された持続可能な発展の原則を提唱しているものの、環境保
護法は環境と経済の関係を中心に規定し、環境と資源、人口などといった面では不十
分である。
１９８９年に環境保護法を制定してから、今日に至るまでもうすぐ２０年が立つも
のの、抜本的な法改正が行われなかった。２０１１年の全国人民代表大会常務委員会
において「環境保護法」の改正に向けて作業に着手し、「目標を限定し、重点を強調す
る」
「体制を安定させ、責務を強化する」「責任を強化し、制度を改善する」ことを基
本的な原則としている。１９７９年の環境保護法（試行法）の制定から今日に至るま
で、環境や資源保護と関連する行政法規が５０件余り、地方法規や部門規章及び政府
規章が６６０件余り等、数多くの法制度が整備されている。しかし、多くの法制度の
整備はそれぐらいの環境問題の在り方を反映するとともに、その解決に向けた実効性
のある法制度の改正が求められる。

Ⅱ

日本

日本における環境問題は第２次世界大戦後、急速な経済成長と共に顕在化したが、実は
戦前にも公害問題が存在していた。日本は早くも江戸時代から環境問題が意識されはじめ208、
明治時代に入ると富国強兵や殖産興業政策等により、足尾銅山、日立鉱山、別子銅山等の
水質汚濁や大気汚染などの事件をもたらした。そして、昭和に入ると政府の石炭増産政策
207

周生贤「我国环境保护环保政策法规仍存在四大“软肋”」
新华网 http://news.xinguanet.com/environment/2006-12/13content_5478736.htm 最終閲覧日 2012.0
4.03
208 黒川哲志・奥田進一編『環境法へのアプローチ』
（成文堂、2007）4 頁
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は炭鉱地帯を中心に土地陥没等の被害をもたらし、環境問題は社会問題となったのである209。
公害問題がさらに顕在化したのは第２次世界大戦後である。その背景には日本政府が戦後、
経済成長を最優先課題として主に重化学工業を中心に推進してきたためと思われる。経済
成長は工業化・都市化が急速に進み、それに伴い激甚な公害問題を始め、都市・生活型環
境問題、そして地域的・地球的な環境問題が段階的に表れた。したがって、このような環
境問題に対処するための法制度が本格的に整備されたのも、第２次世界大戦後と見ること
ができる。特に、戦後、日本の高度経済成長期における生産活動の過程で発生した公害対
策で蓄積されてきたノウハウは、発展途上国などの国際社会における多くの国々の公害対
策に活かすことができる。
そこで、ここでは環境問題に対する社会的背景を踏まえ、日本の公害問題がどのような
もので、その過程で生み出された公害対策の展開を視野に入れつつ、環境法制度を中心に
検討することにする。
１．環境汚染の歴史的背景
日本における環境汚染問題は、主に高度経済成長期における公害問題と、それ以降の生
活ゴミや廃棄物、また自動車排ガスなどといった都市・生活型環境問題、そして地球温暖
化、オゾン層破壊、酸性雨などといった地域的・地球的な国際環境問題が段階的に表れた。
ここではこれらの環境汚染の現状を高度経済成長期とその以降に分けて、環境問題の実態
を把握する。
１．１

高度経済成長期における環境汚染

日本は第２次世界大戦後、工業復興に伴い経済政策を最優先課題として推進した。その
ため、産業構造は工業化を中心に推進されており、とりわけ、重化学工業を中心に推進し
た結果、高い経済成長は実現した一方、それに伴う激甚な公害問題を引き起こした。日本
の経済成長に伴い顕在化した環境問題は、主に高度経済成長期とも言われる１９５５年の
半ばから１９７３年の間と見ることができる。１０年余りの高度経済成長は、①第２次世
界大戦後、日本の産業構造が重化学工業を中心として推進されこと、②１９５０年からの
朝鮮戦争に伴う特需は、日本にとって産業が戦前のレベルまで回復される契機となったこ
と等が考えられる210。さらに③国内の技術革新・消費革命・エネルギー革命により、１９５
０年代後半から１９６０年代における経済年率平均１０％の成長率を達成している211。しか
209

大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）5 頁
南博方・大久保規子『要説 環境法』
（有斐閣、2002）4~5 頁
211 南博方・大久保規子『要説 環境法』
（有斐閣、2002）4~5 頁
「技術革新：外国からの技術導入による設備ブーム、消費革命：三種の神器（白黒テレビ・冷蔵庫・洗濯
機）を求める大衆の耐久消費財ブーム、エネルギー革命：石炭から安価な石油へのエネルギー転換」出典：
210
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し、周知のように重化学工業は他の産業に比べ、汚染物質の排出量が大きいといった特徴
を持っており212、高度経済成長は経済規模の拡大と共に大量のエネルギーが消費され結果、
深刻な公害問題を引き起こした。中でも高い経済発展を支える１次エネルギー源は当初石
炭や石油などの化石燃料を中心に消費したため、煤塵や硫黄酸化物質などといった大気汚
染物質が大量に大気中に放出され、それによる被害が顕在化した。では日本のエネルギー
はどのように構成され、どのように消費されたのか。
日本は１９５５年以降からのエネルギー消費量は１０年の間で約３倍まで拡大し、経済
成長に伴う大量エネルギー消費は激甚な公害問題を引き起こした213。すなわち、戦後当初あ
くまでも経済成長を最優先課題としたため、経済成長は環境に配慮した産業構造ではなか
ったことや大気汚染物質に対する脱硫措置などといった対策が十分ではなかったことが考
えられる。特に、日本はエネルギーの自給率において約２０％で、大量のエネルギー源は
海外への依存を余儀なくされている。ただし、戦後当初におけるエネルギーの消費は、石
炭が中心で日本国内での生産量は年間５０００万トンあり、自給率が７５％に達した時も
あった214。しかし、経済がさらに成長すると共に国内のエネルギー源では対応できなくなり、
安価で質の悪い石油が中東から大量に輸入された215。図表３－３で示しているように、１９
６０年代の半ばごろから１９７０年代初にかけて石油が急増するとともに、石炭が急減し
ていることが分かる。このような従来の石炭から石油への１次エネルギーの転換は、主に
１９５５年以降から国産石炭の価格競争力が失われる中で、中東で高硫黄含有の安価な石
油が大量に輸入されたことが考えられる216。したがって、エネルギーの消費よる汚染物質も、
従来の煤塵から硫黄酸化物へと転換されたのである217。

南博方・大久保規子『要説 環境法』
（有斐閣、2002）4~5 頁
212 地球環境経済研究会『日本の公害経験－環境に配慮しない経済の不経済』
（合同出版、1991）16 頁
213 ジャパンタイムズ『日本の大気汚染経験―持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、1
997）32~33 頁
214 経済産業省資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/policy/coal/coal2.htm 最終閲覧日 2010.12.
01
215 経済産業省資源エネルギー庁「2009 年エネルギー白書」
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2009/2.pdf 最終閲覧日 2010.12.01
216 経済産業省資源エネルギーHP「2009 年エネルギー白書」http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakus
ho/2009/2.pdf 最終閲覧日 2010.11.15
217 ジャパンタイムズ『日本の大気汚染経験―持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、1
997）33 頁
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図表 4

３－３日本における 1 次エネルギーの国内供給推移
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出典：経済産業省資源エネルギー庁 HP、
「エネルギー白書 2011」のデータにより作成

図表３－３で示している１次エネルギーの国内供給推移からみると、１９６０年代から
１９７０年代の初期に化石燃料が全体エネルギーの８～９割ぐらいを占め、その他エネル
ギーは２～３割程度しか占めていないことが分かる。１９７３年をピークに、大幅に減少
を見せており、２００９年には全体の７割を切っている。その一方で、１９７０年代にそ
の他のクリーンエネルギーとされる天然ガスや原子力、そして新エネルギーなどが１割ぐ
らいを占めていたものの、１９８０年代以降から急速に増加し、２００９年の時点で既に
４割弱を占めていることが分かる。このようなエネルギーの転換は、国内の限られた資源
をいかに有効的に利用するかが大きな課題となり、省エネが推進されるとともに、激甚な
公害被害から汚染物質の防止につながると思われる。
特に、輸入された大量の石油は臨海地域に大規模な石油コンビナートが次々と建設され
たことにより大量に消費され、その結果環境問題が全国的に広がり、やがて激甚な公害問
題を引き起こした。このように日本における公害問題は、臨海工業地帯を中心に公害問題
が顕在化され218、とりわけ、１９６５年代半ばから工業地帯で硫黄酸化物質による喘息患者

218

ジャパンタイムズ『日本の大気汚染経験－持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、1
997）33～36 頁
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が続出されるようになった219。それに、公害問題は二酸化硫黄による四日市喘息以外に、１
９６０年代に有機水銀化合物による熊本水俣病、新潟水俣病、そしてカドミウムによる富
山県におけるイタイイタイ病など、いわゆる「４大公害」を引き起こした。
すなわち、高度経済成長期における環境問題は、経済発展を最優先課題とした産業構造
に加え、安価で低質な化石燃料の消費が激甚な公害問題をもたらしたといえよう。ただ、
高度経済成長初期は経済規模がそれほど大きくなかったため、エネルギー消費量が小規模
で環境汚染も局地的であった220。然るに、経済規模が拡大されるにつれ、エネルギー消費量
が増加し、全国的に環境汚染が顕在化し、やがて激甚な公害問題をもたらしたのである。
日本の高い経済成長は、科学の飛躍的な進展と共に人々が便利で快適な生活を送ることが
できたものの、他方では経済面での損失だけでなく、何より人々の健康に被害を与えるな
ど、公害被害による代価が悲惨なものであったといえる。
１．２

高度経済成長期以降における環境汚染

公害問題が大幅に改善されたのは１９７０年代以降であるといえるが、その背景に二度
にわたるオイルショックを挙げることができる。日本は１９７３年の中東戦争による第一
次オイルショックや、その後１９７９年第二次オイルショックに見舞われた。二度にわた
るオイルショックは、石油に依存していた日本経済に大きな衝撃を与え、かつてのような
高度経済成長はもはや不可能であった。同時に、高度経済成長から低経済成長へと突入し、
従来全体エネルギーの約７割を占めていた石油も減少し始めた。このような二度にわたる
オイルショックにより、日本政府は「原油価格の高騰と石油供給断絶の不安」から省エネ
を推進した。その結果、経済成長率が回復するとともに、エネルギー消費量もある程度抑
制できた221。例えば図表３－３で示されているように、石油は１９７３年の７５．５％をピ
ークに１９８０年には６４．７％で実に１０．８％減少し、２００９年の時点で４２．１％
に３３．４％減少している。石炭において１９６５年には２９．３％で、１９７８年に１
３．３％まで減少したものの、その後増減を繰り返しながらほぼ横ばい状態で２０％前後
を示している。一方、クリーンエネルギーとされる天然ガスは増加している。１９７３年
の１％から２００９年には１９％で１９倍増加している。原子力において、１９７３年の
１％から１９９８年の１３．７％をピークに多少減少傾向にある。しかし、２０１１年に
発生した東日本大震災の際、福島原発事故を皮切りに原子力の廃止も念頭において議論が
なされている中で、全体の原子力の再稼働も見通しが立っていない。そのため、今後新た
なシェールガスなどエネルギー源の普及が考えられる。ただ、これらの新たなエネルギー
源における資源開発は研究や実験段階にあるため、短期内の普及は考えられない。こうし
219
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た状況から、今後日本におけるエネルギーは、原子力の代わりに再び石炭や石油などのエ
ネルギーの増加が考えられ、大気汚染問題の顕在化が予想される。
ところで、１９７０年代以降から環境問題は公害問題から、また新たな都市・生活型の
環境問題が台頭した。その背景には科学の飛躍的な進展と共に人々が便利で快適な生活を
するようになるにつれ、それに伴う生ごみや廃棄物、自動車排ガスなどの環境問題を挙げ
ることができる。特に自動車台数の増加は酸性雨や光化学スモッグなどの原因物質である
窒素酸化物や地球温暖化の主な原因物質である一酸化炭素などといった大気汚染物質を大
量に排出する。加えて自動車の場合、常に移動することでその汚染源を特定することが難
しいといった特徴を持っており、対策を講じることが難しい222。さらに、１９８０年代に入
ると、地球温暖化、酸性雨、オゾン層破壊などといった地域的・地球的環境問題が台頭し
つつあった。
高度経済成長期における汚染発生源は、臨海コンビナートといった大規模な事業場が汚
染発生源ある一方、１９７０年代以降の安定成長期における汚染発生源は自動車などとい
った移動発生源であったといえる。前者は事業場などといった固定汚染源であるため、企
業が主な汚染発生源で一般住民が被害者であるといった因果関係が比較的明白であった。
しかし、後者は日常生活中に使用されることが多く、規模が小さいが故に因果関係の特定
が難しい。すなわち、日本における環境問題は戦後当初はまだ経済規模が大きくなかった
ため、環境問題は局部的であったのに対して、高度経済成長期に入ると大量のエネルギー
消費により環境問題が顕在化したという特徴がある。また、環境問題は高度経済成長期に
は公害問題が顕在化し、その後経済成長が安定期に突入すると都市・生活型の環境汚染問
題が、そして、地球温暖化やオゾン層破壊などといった国際環境問題が、段階的に表れた
のである。
２．環境法制度の歴史的展開
日本における戦後１０年余りの高い経済成長は、科学の飛躍的な進歩とともにそれによ
り人々が便利で快適な生活を送ることができたが、他方では公害問題だけでなく、生活ゴ
ミや廃棄物、そして自動車排ガスなどの都市・生活型の環境問題に直面し、さらに地球温
暖化やオゾン層破壊、酸性雨などといった越境大気汚染問題など、多岐わたる環境問題を
抱えるようになった。このような公害問題、都市・生活型環境問題、国際環境問題が段階
的に表れ、それに対処するための法制度も段階的に整備され始めた。
２．１

環境法制度の形成

２．１．１ 地方自治体
222
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日本は立法や財政面において、中央政府が都道府県や市町村の行政を調整するようにな
っているが、環境問題においては早くも地方自治体で、国より先だって厳しい環境政策や
環境基準等に関する条例が制定された。地方自治体は、「産業界や中央政府に対して政治的
な圧力をかける目的で、ガイドラインや指導等」国の環境政策にも多大な影響を与えてき
た223。
環境問題において戦後当初日本は経済規模が大きくなかったため、局部的なレベルに留
まり、公害問題に対処するためにいくつかの地方自治体で先駆的な公害防止に関する条例
が制定された224。たとえば、早くも１９４９年に「東京都工場公害防止条例」、１９５０年
には大阪府が「事業所公害防止条例」を制定するなど、地方自治体において独自の公害防
止条例が制定された225。国が公害対策法を制定した後も、国の規制より厳しい規制いわゆる
上乗せ規制や国が規制していない規制いわゆる横出し規制などの規制措置が制定された。
日本における地方自治体が先行して制定した条例は、国の法律の中に取り入れられたこと
もある226など、環境分野において日本の環境法制度の構築にあたって、地方自治体の独自の
公害対策が成果を上げ、後の国の施策に大いに貢献した。すなわち、日本における環境法
制度は、地方自治体の条例の制定を皮切りに、国による公害対策に関する法制度が本格的
に整備され始めたと見ることができる。
２．１．２ 国家
日本は１９５０年代の半ばから経済が急速に発展し、工業地帯から二酸化硫黄の排出に
よる公害問題が表面化したことを背景に法制度が展開し始めたということができる。しか
し、経済政策はあくまでも経済発展を最優先したため、経済成長に伴う汚染問題に対する
法的対応が十分に行われなかった結果、激甚な４大公害問題を引き起こしたのである。こ
うした状況の下で、地方自治体の条例が先駆的に制定され、施行されていく中で、日本政
府による本格的な環境法制度への整備は１９６０年代に入ってからである。
こうような公害問題の台頭は、国に環境保全と環境汚染の未然防止のための法制度の整
備が求められるようになった。１９６１年頃から問題となった四日市喘息問題を契機に、
１９６２年に「ばい煙の排出の規制などに関する法律（以降「ばい煙規制法」と称す）」が
制定された。しかし、ばい煙規制法は高度経済成長の真最中に制定されたため、ばい煙に
対しあくまでも指定地域に限った対策に留まったため227、有効的に機能しなかった。こうし
た状況の下で、国内各地で発生した公害問題に対し被害を受けた住民の公害反対運動や国
223
224
225
226
227

淡路剛久ほか『法・経済・政策：リーディングス環境 第 4 巻』(有斐閣、2006) 401 頁
吉村良一「環境法の歴史」法学セミナー特集・環境法の基礎知識（日本評論社、2009）10 頁
黒川哲・志奥田進一編著『環境法へのアプローチ』
（成文堂、2007）4～5 頁
南博方・大久保規子『要説 環境法(第 3 版)』
（有斐閣、2006）22～24 頁
大塚直『環境法 第 3 版』
（有斐閣、2010）8 頁

76

民世論の高まりに押されて、国は１９６７年に「公害対策基本法」を制定した228。公害対策
基本法は日本政府が制定した最初の公害問題に対処するための法律であり、公害対策を統
合的かつ計画的に推進させるために制定した最初の法でもある。同法は公害対策の基本的
方向を示した基本法であり、公害対策において特に典型６公害（大気汚染、水質汚濁、騒
音、振動、地盤沈下と悪臭）について規定した。
しかし、１９７０年代に入ると、東京都杉並区における光化学スモッグ事件やカドミウ
ム汚染米等の公害問題の顕在化を背景に、第６４回臨時国会で「公害国会」が開かれ、１
４の法律の制定と改正が行われた229。「公害国会」における法の改正は、１９６７年に制定
された公害対策基本法を基本法体系とした法律について抜本的な改正が行われた。特に、
公害対策基本法で規定された「生活環境の保全に当たっては経済の健全な発展との調和を
図る」と規定した条項を削除した。ここで経済発展との調和というのは、あくまで経済を
阻害しない限りでの環境保護を意味する。そのため、規制その基準自体が緩やかで、環境
問題に有効に対応するには限界があり、悪化しつつある公害問題に対処するための公害関
連法の改正が求められ、法改正により経済発展との調和条項が削除された230。すなわち、１
９６７年の公害対策基本法は高度経済成長の真最中で制定された法であると共に、産業発
展を優先とした法政策であったため、顕在化しつつある公害問題に対処するには限界があ
ったことが考えられる。
１９７１年にはこれまで規定された公害関係の法律を総合的に推進し、運用する従来の
行政組織と、公害法の執行及び形成に責任を負う官庁が必要となり、環境庁が総理府の外
局として設置された231。これを契機に、基本的な環境法制度や行政組織が整備されたと見る
ことができる。環境庁の設置に伴い自然保護部門が置かれ、１９７２年には自然環境保全
法が制定された。公害対策基本法は公害問題に対処するための基本法である一方、自然環
境保全法は自然環境保護関係の基本法として整備された。１９７３年には、医療費の支給
を中心とした１９６９年の「公害に係る健康被害の救済に関する特別装置法」が改正され、
障害補償費などを支給する公害健康被害補償制度が整備された。一方、１９７０年代に入
って二度にわたるオイルショックを契機に高度経済成長期時代の終焉と共に、公害対策に
よる公害問題も「克服」しつつあった。他方で、自動車の普及による自動車排ガスによる
大気汚染、生活ゴミなどといった都市・生活型の環境問題と共に、１９８０年代に入って
地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、生物多様性の喪失などといった地域的・地球的環境
問題の台頭で、それに対処するための総合的かつ計画的な法制度の整備が求められた。
すなわち、日本における環境法制度の形成は、高度経済成長期における生産活動の過程
で生じた公害問題に対する法整備から始まる。ただ、１９５０年代からあくまでも経済成
228
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長と開発の促進を国家の至上目的とした立法措置であったため、当初制定されたばい煙規
制法では顕在化しつつある公害問題に対処するには限界があった。しかし、公害被害を受
けた住民たちによる公害反対運動や国民世論の向上などに押されて、公害被害に対処する
ための公害対策基本法が１９６７年に制定された。公害対策基本法を皮切りに、従来の６
公害に土壌汚染が加われ、典型７公害が個別法として整備され、公害問題も徐々に「克服」
されつつあった。つまり、日本における環境法制度の整備に当たって、地方自治体による
条例の制定や住民たちによる公害反対運動などは、国が公害対策に取り組むように促した
大きな原動力であったと言える。
２．２

環境法制度の展開

日本における公害問題は戦後当初、経済規模がまだ大きくなかったため、環境汚染も局
地的に留まった。しかし、急速な経済成長はそれに伴いエネルギーの消費が急増すると共
に、環境問題も全国的に広がり、やがて激甚な公害問題をもたらした。こうした状況の下
で、公害被害を受けた住民たちの公害反対運動や国民世論の高まりに押され、１９６７年
にようやく国による「公害対策基本法」が制定された。ただ、当初制定した公害対策基本
法はあくまでも経済成長を配慮した公害対策であったため、その規制措置も特定地域に限
定されるなど、十分な効果が得られなかった。１９７０年代に入って、公害国会で「公害
対策基本法」の改正など、法制度の抜本的な改正が行われると共に、本格的な法制度が整
備されたとみることができる。
公害問題は国による本格的な公害に対する法整備とともに「克服」しつつあったものの、
１９７０年代からまた新たな都市・生活型の環境問題、１９８０年代に入って酸性雨や地
球温暖化などといった地域的・地球的な国際環境問題が台頭することで、従来の公害対策
に対する法制度による規制では限界があった。つまり、従来の公害問題に加え、新たに発
生する環境問題に対処するために、総合的かつ計画的な枠組みの構築が求められたのであ
る。そのため、公害対策基本法が廃止されると共に、統合的かつ包括的な環境法制度とし
て１９９３年に環境基本法が制定された。環境基本法は環境問題に対する基本的な考え方
や「環境保全」を根本理念とする法律である232。環境基本法の制定にあたって、次のような
背景が考えられる。
第１に、１９６０年代に発生した４大公害は、国や地方自治体条例などの公害対策によ
って解決してきた。しかし、１９７０年代に入って経済成長が安定成長期に入ると、新た
な都市・生活型の環境問題が台頭することで、従来の公害問題に焦点が当てられた公害対
策基本法では対応できなくなったことが挙げられる。とりわけ、石油や石炭などといった
いわゆる化石燃料による大気汚染問題は、従来の大規模の工場などから排出されるいわゆ
る固定汚染源から、１９７０年代以降における自動車や航空機、船舶などから排出される
232
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いわゆる移動汚染源へと移行されたのである。したがって、従来の固定汚染源に対する規
制措置を移動汚染源への適用は限界があった。そのため、これらを包括的に取り組む新た
な対策が求められたことが考えられる。
すなわち、従来の公害問題は工場などの固定汚染源、つまり産業活動を行う企業側が主
な汚染発生源で、一般住民が一方的に被害者でその因果関係を特定することが比較的明白
であった。ところで、移動汚染源、つまり自動車排ガスなどによる汚染は、日常生活の中
で常に利用されているため、その汚染源を特定することが難しいといった特徴を持ってい
る。つまり、移動汚染源は小規模でかつ不特定汚染源であるため、その因果関係を明らか
にすることが難しく、既存の公害対策法制度が機能しなくなり、新たな規制システムの転
換が求められるようになったのである。さらに、大量の廃棄物や家庭ごみなどといった、
これまでの公害問題と異なる新たな都市・生活型公害の台頭により、従来の対策での規制
措置には限界があった。したがって、新たな環境問題の登場は従来の規制措置では十分な
対応が難しく、社会全体を環境負荷の小さい構造に転換するには、総合的・計画的に推進
する法的枠組みが必要となってきたのである233。
第２に、１９８０年代入って環境問題は従来の一国内の公害問題から、廃棄物や大気汚
染などの都市・生活型汚染に加え、地球温暖化、生物多様性、酸性雨などといった地域的・
地球的な国際環境問題が顕在化するにつれ、従来の事業者への規制措置や自然環境保護の
法律での対応には限界があった。例えば、第１章で述べたように地球環境問題は、広範囲
にわたって影響を及ぼすため、一国内の対策にとどまらず、関連するすべての国々による
環境協力が必要不可欠である。そのため公害問題、都市・生活型環境問題、そして国際環
境問題を総合的かつ包括的な法体系の構築が求められるようになった。加えて、国内企業
の海外進出、または貿易といった形態での汚染輸出問題も浮き彫りになった。例えば、日
本の企業が海外での生産活動により、進出先の国で環境汚染を引き起こしたという事例も
あった。このような地球規模の環境問題や企業などによる国際的な動向をひとつの契機と
して、日本の環境基本法の制定に大きな影響を与えたのである234。
第３に、国際環境問題が顕在化するにつれ、それに対処するために国際社会では様々な
国レベルの会議が行われた。例えば、１９７２年に開かれた国連人間環境会議や１９９２
年に開かれた地球サミットなどの開催は、環境問題の本質を明らかにしただけでなく、そ
の解決に向けて共通の認識と原則の必要性を確認した。特に、リオ宣言における原則１１235
では、各国の実効的な環境法制定の必要性を述べている。日本は高度経済成長による公害
問題から、都市・生活型環境問題等が段階的に表れ、それに対処するための法制度も次々
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大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）20 頁
大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）19 頁
235 原則 11（環境立法）
：
「各国は、実効的な環境法を制定しなくてはならない。環境基準、管理目的及び
優先度は、それらが適用される環境と開発の状況を反映するものとすべきである。一部の国が適用した基
準は、他の国、特に開発途上国にとっては不適切であり、不当な経済的及び社会的負担をたらすものと成
り得る」出典：小田滋、石本泰雄編『解説 条約集〈第 10 版〉
』
（三省堂、2004）359 頁
234
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と整備されてきたが、国際環境問題を含む総合的かつ包括的に規定する法体系がなかった。
このような地球サミットの開催を契機に、日本政府が従来の環境政策を根本的に転換する、
総合的かつ包括的な法の制定が求められた。すなわち、社会環境に伴う環境問題の質的な
変化、また地域的・地球的な環境問題の登場などが、その解決に向けて有効的な対応が求
められたことが考えられる236。
こうした背景の下で制定された環境基本法を皮切りに、大気汚染防止法や自動車から排
出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置
法（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）などといった大気保全に関する個別法、また水質汚濁防止法
や下水道法などといった水質保全に関する多くの個別法が制定された。また、１９９７年
には、事業活動や環境保全の統合を目的とする環境アセスメント制度が、環境影響評価法
（環境アセスメント法）237によって制定された。国際環境問題において、気候変動枠組み条
約における国別の温室効果ガスの具体的排出削減義務を規定するために、京都議定書が採
択された。１９９８年には、地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策推進法）が
制定された。２０００年には、廃棄物と環境負荷の低減と資源の循環的利用を目指して、
循環型社会形成推進基本法が制定された238。２００１年に中央省庁の再編により環境庁が環
境省に格上げされた。２００３年に、人々と環境問題の係わりから、環境教育の推進に関
して、
「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が制定された239。
３．現行環境法体系―環境基本法を中心に
環境基本法には持続可能な発展を環境政策の基本に据えると共に、環境基本計画を策し
て国土開発に当たっての環境配慮を実現しようするこれまでの環境政策を転換させ240た。環
境基本法は、環境保全に関し基本理念を示した法として、１９９３年に環境基本法が制定
された。２０００年には循環型社会形成推進基本法と共に、環境理念法として環境法体系
を形成している。日本における環境関連法は、主に基本法と個別法に大別することができ
る。個別法はさらに、①公害規制法、②環境保全法、③環境整備法、④費用負担・財政装
置法、⑤被害救済・紛争処理法、⑥地球環境保全法で分けられる。基本法は環境行政の目
的、施策などの体系の基本的な方向性を規定し、個別法によって具体化される。
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寺田武彦「環境基本法の制定によせて」日弁連公害対策・環境保全委員会ニュース『公害・環境』NO.
2 (1994)2 頁
237 環境基本法は環境保全の基本枠組みを示すものであり、
その理念を実現するには具体的な個別立法や行
政上の措置が必要なり、環境アセスメント法を制定。吉村良一「環境法の歴史」法学セミナ特集（2009）
238 黒川哲志・奥田進一編著『環境法へのアプローチ』
（成文堂、2007）7～8 頁
239 黒川哲志・奥田進一編著『環境法へのアプローチ』
（成文堂、2007）7～8 頁
240 寺田武彦「環境基本法の制定によせて」日弁連公害対策・環境保全委員会ニュース『公害・環境』NO.2
(1994)2 頁
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３．１

憲法の規定

日本の法制度においてすべての基本となるのは日本国憲法であるが、環境問題について
は憲法を最上位法とする環境基本法が基本となる。環境問題に対し、日本国憲法は明示し
ていないものの、いくつかの条項から導き出すことができる。例えば、日本国憲法では新
しい人権として環境権について規定していないが、憲法第１３条（幸福追求権）241と第２５
条第１項（生存権）において人権規定の解釈により導き出すようになった242。また、憲法第
「公衆衛生の向上及び増進」について規定している。ただし、環境保全
２５条第２項243は、
に関しては明示していない。それに憲法第９８条第２項では、
「日本国が締結した条約及び
国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と、条約や国際慣習法について明
示しているものの、国内法に対する具体的な適用方法については明確にしていない。
３．２

環境基本法の概要

公害問題への「克服」と共に、新たな環境問題の台頭に対処するために環境基本法が形
成された。環境基本法は激甚な公害被害だけでなく、新たな都市・生活型による公害や地
球環境問題などに対応した環境法の基本理念を明らにし、従来の公害対策基本法を廃止し
て、環境保全を総合的・計画的に推進した枠組みを規定した244。すなわち、環境基本法は公
害対策、自然保護、国際化を踏まえた上で、１９９３年に制定された。
環境基本法は、第一に、環境保全に関する基本となる現行法体系として、①環境の恵沢
の享受と継承など、②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築など、③国際
的協調による地球環境保全の積極的推進を基本理念としている。このような基本理念に基
づいて、国、地方公共団体、事業者に対しそれぞれの責務について明らかにしている（環
境基本法第１章）
。
第二に、環境の保全に関する基本的施策に関し、基本理念に基づいて施策の策定及び実
施に係る指針を明示し、また、環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め環境基本計画を定めた。環境基本計画は施策の大綱を国民の前に示すものとするととも
に、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境
の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済
的な助成または負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境へ
憲法第 13 条：
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
」
242 南博方、大久保規子『要説 環境法（第 3 版）
』
（有斐閣、2006）28～29 頁
243 憲法第 25 条：
第 1 項：すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第 2 項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進
に努力しなければならない。
」
244 大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）183 頁
241
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の負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学
技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び財政措置など基本的な施策
について規定している。
地球環境保全などに関する国際協力等について、①地球環境保全などに関する国際協力
など、②監視、観測などに係る国際的な連携の確保など、③地方公共団体または民間団体
などによる活動を促進するための措置、④国際協力の実施などに当たっての配慮、といっ
た四つの条項を置いている。日本における国際環境条約は、このような条項に法の根拠を
おいて、国際環境協力や条約締結に挑んでいる。
第三に、環境保全に関する審議会やその他の合議制の機関、国及び地方公共団体に環境
審議会を設置すること等について規定している。
３．３

環境基本法の構成

環境基本法は、制度・政策的に関する基本方針を明示することで、基本的政策の方向を
示すことを主な内容とする法律である245。環境基本法は１９９３年に制定されると共に、３
章４６カ条で構成されている。第１章「総則（第１条～第１３条）」、第２章「環境の保全
に関する基本的施策（第１４条～第４０条）」、第３章「環境の保全に関する審議会その他
の合議制の機関等（第４１条～第４６条）」といった３つの柱で規定されている。
まず、第１条では、環境基本法の目的を規定している。主に、国、地方公共団体、事業
者及び国民の責務を明らかにし、環境保全に関する総合的かつ計画的施策を推進し、現在
及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献するこ
とを目的としている。このような目的に基づいて、第２条では、
「環境への負荷」
、「地球環
境保全」
、
「公害」に対し定義し、基本理念として「環境の恵沢の享受と継承」
（第３条）、
「環
境への負荷の少ない持続可能な発展が可能な社会の構築」（第４条246）、「国際的協調による
地球環境保全の積極的推理」
（第５条）という３つの基本理念が掲げられている。特に第４
条における持続可能な発展が可能な社会の構築という理念は、リオ宣言で採択された「ア
ジェンダ２１」
「気候変動枠組み条約」といった国際環境法の規定に基づいたものである。
つまり、地球サミットで採択された原則を国内法に適用したのである。これらの理念にお
いて、地球環境保全が人類共通の課題であると共に、日本の国民の福祉を確保する上で必
要であること、経済社会が相互依存性の中で営まれていることを根拠としている247。
次に、第２章は環境の保全に関する基本的施策に関して規定している。基本施策は基本
理念に基づいて、施策の策定等に係る指針を規定している。政府は総合的、計画的な環境
行政情報「環境基本法の成立」造園雑誌 57（1994）315 頁
第 4 条「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその
他の環境保全に関する行動すべて・・・環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発
展することができる社会が構築されることを旨とし、
・・・」
247 大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）186 頁
245
246
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施策を推進するため、環境保全に関する基本的な計画（環境基本計画）を定めなければな
らない（第１５条）と環境基本計画の制定について規定しており、２００６年の３月まで
に第３次環境基本計画が策定されたのである。環境基本法は、これまでの公害対策基本法
と自然環境保全法をそれぞれ中心とした法体系がひとつに統合された。
環境基準に関しは第１６条で規定し、特定地域における公害の防止に関し、公害防止計
画の作成（第１７条）と公害防止計画の達成の推進（第１８条）で規定している。さらに、
地球環境保全などに関する国際協力等に関しては、第３２条から第３５条で規定し、費用
負担などに関し、原因者負担（第３７条）や受益者負担原則を用いている。
最後に第３章では、環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関などにたし、環境
省に中央環境審議かを設定することを規定している（第４１条）
。
３．４ 環境基本法の課題
「環境基本は単なる理念法ではなく、今後とも個々の公害規制法、公害防止事業法など
を誘導し、従前の自然環境保全行政を統括した上で、新たな施策を進める実施法として資
格を帯びた法律である。
」248と、環境基本法を実施法といった位置づけをしている。環境基
本法の制定に当たって、急速な経済成長と共に工業化や都市化が進み、公害問題に加え、
自動車排ガスや地球環境問題などといった新たな環境問題の台頭に対処するための総合的
かつ計画的な法体系が求められた。すなわち、公害問題に対し、石油コンビナートなどと
いった事業場が汚染発生源であったが、都市型や生活型の環境問題は、主に生活レベルが
向上した国民の日常生活に起因する場合である。生ゴミや生活排水、自動車普及による汚
染物質排出など、従来の公害問題とは性質が異なる環境問題が浮上するにつれ、これらの
環境問題に対処するための総合的かつ計画的な法対策が求められたことが考えられる。ま
た、地球温暖化や酸性雨等、越境大気汚染問題といった地域的・地球的な環境問題は、一
国内の対策だけでなく、関連するすべての国々による協力体制や法的枠組みなどいった枠
組みの策定が求められた、といったことが挙げられる。
要するに、環境基本法は持続可能な社会の構築が掲げられていること、総合的かつ計画
的環境保全の関連施策を推進する環境基本計画が講じられていること、地球環境保全など
に関する国際協力が規定されたことなどの特色に鑑み、「環境基本法を公害対策法から環境
管理法への転換を促す法律」とみることができる。ところで、環境基本法は、基本理念に
おける環境保全の施策を総合的・計画的に推進する「枠組法」の性格を持っているに過ぎ
ず、行政、企業、市民などの行動に変化をもたらす、環境基本法に基づく個別法の制定・
改正が必要である249。
しかし、環境基本法は１９９３年に制定されて以降、これまで大きな改正は行われなか
248
249

富井利安、伊藤護也、片岡直樹共著『新版 環境法の新たな展開』
（法律文化社、1997）25 頁
大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）21 頁
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った。今後の課題として、環境保全が経済発展に対する理念をより明確に規定し、環境管
理における市民・ＮＰＯの役割を明確に規定すべきであると点が挙げられる250。また、環境
基本法が環境権を認めないことや、環境基本計画の内容が曖昧で情報公開や住民参加の制
度が保障されていないことも指摘されている。さらに、国際環境問題に対し、その対応や
規制が不十分であることが挙げられる251。

Ⅲ

韓国

日本は戦後経済成長を最優先課題とした結果、４大公害問題を引き起こしたが、韓国も
日本と同様、戦後経済成長を至上の目的としたため、国内では深刻な環境問題に直面した。
ただ、韓国における経済発展の背景には、朝鮮戦争や政治的イデオロギーといった独特な
事情があった。例えば、韓国は１９１０年からの長期にわたる日本の植民地から、第２次
世界大戦後の１９４８年に建国したという事情がある。その後１９５０年に朝鮮戦争が勃
発し、１９５３年の終戦と共に、国内では１９６０年代の権威主義による独裁政策が行わ
れた。その後１９８０年代の民主主義運動を経て、１９８７年に自由選挙が行われる等の
社会的背景を有している。その過程で経済発展の優先政策が打ち出され、工業化政策が本
格化するとともに環境問題が社会問題となり、環境問題に対処するための環境法制度や行
政組織も次第に整備され始めた。
このような背景下で、ここではまず、韓国の社会的背景を踏まえて、韓国における環境
問題はどのようなもので、その過程で生み出された対策の展開を視野に入れつつ、環境法
制度の整備について概観する。特に、現行環境法体系において、環境政策基本法に焦点を
あてて整理するとともに、今後の課題を探る。
１．環境汚染の歴史的背景
韓国における環境汚染は１９６０年代の経済優先政策から１９９０年代まで、３０年余
りの高い経済成長を遂げており、その過程で深刻な公害問題や国際環境問題が社会問題と
なったのである。したがって、ここでは高度経済成長を遂げた１９６０年代から１９９０
年代の間と、その以降に分けて環境汚染問題の実態を把握することとする。
１．１

高度経済成長期における環境問題

上記で述べたように韓国は１９４８年に建国したものの、その後朝鮮戦争が勃発するこ
250
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とで、本格的な経済政策は１９６０年代に入ってからである。韓国は日本と同様、工業復
興のために経済発展を優先し、工業化は１９６０年代の軽工業中心から１９７０年代に重
化学工業へと転換され252、経済成長率は１９６０年代半ばをピークに１０．６％に達してい
た。他方で、経済成長は石炭や石油などの化石燃料による１次エネルギーの消費量が１９
８８年までの間に７．５倍まで拡大された。高い経済成長はエネルギーの消費が支えてき
たものの、他方で大量のエネルギー消費は深刻な環境汚染問題を引き起こした。特に、韓
国における環境問題は１９７０年代に入って顕在化し、その主な汚染源は化石燃料の燃焼
によるものであった。
図表 5

３－４韓国におけるエネルギーの生産と消費

単位：千トン
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出典：韓国エネルギー月報 2012.8 のデータによる作成

ところで、韓国におけるエネルギーの自給率は日本と同様少なく、自給率は１８％しか
ない253。例えば、図表３－４のエネルギーの生産量と消費量から分かるように、韓国の消費
量が生産量を大きく上回っていることが分かる。消費量において１９７１年の２０,８６８
千トンから２０１１年には２７１,４１９千トンに、およそ１３倍増加している。一方、生
産量において１９８１年の４５,７１８千トンから２０１１年に４１,７８５千トンであり、
大きな変化がなくほぼ横ばい状態である。つまり、生産量を上回った消費量は国内の経済
規模の拡大と共にエネルギーの自給率を勘案すると、海外からの輸入が考えられる。特に、
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消費量において１９８０年代の後半から急速な増加を見せており、途中１９９８年に減少
したものの、その以降再び増加している。これは１９９７年におけるアジア金融危機の影
響が考えられる。
図表 6

３－５韓国における 1 次エネルギーの構成比推移

単位：％
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出典：韓国エネルギー年報 2011、なお 1971 年と 1980 年は 2008 年環境年鑑第 21 号254により作成。

国内１次エネルギーは、主に中東から安価で質の悪い石油が大量に輸入された。経済成
長は石炭や石油などの化石燃料が主に消費されたが、１９６０年代の経済優先政策の時点
で、経済規模がまだ大きくなかったため、国内の石炭や水力等の資源で賄うことができた。
しかし、１９７０年代初期に「重化学工業化政策」が打ち出され、鉄鋼や石油化学等の産
業が重点育成産業として指定されるにつれ255、エネルギーの消費も急増したのである。特に、
石炭の燃焼による大気汚染問題が深刻であり、石炭は主に冬季の暖房用のオンドルに使わ
れ、全国硫黄酸化物排出量の６割を占めていた256。図表３－５で示されている韓国における
１次エネルギー別構成比推移からみると、石炭や石油などの化石燃料が大半を占めている。
主要エネルギー源である石油は１９８０年をピークに１９８０年代の後半に急速に減少し
ていることが分かる。その後１９９０年代に入って再び増加し、１９９７年から２００７
年にかけて６０．４％から４４．６％まで急速に減少している。このように増減を繰り返
している背景には、二度にわたるオイルショック及び１９９７年アジア通貨危機（ＩＭＦ）

2008 年韓国環境統計年鑑 http://library.me.go.kr/DLiWeb20_EKC/components/searchir/viewer/fram
e.aspx?cid=186032&type=FILE&id=24040 最終閲覧日 2009.11.21
255 和田直也・今村弘子『自然と経済から見つめる北東アジアの環境』
（富山大学、2009）123 頁
256 石弘之『酸性雨』
（岩波書店、1992）155 頁
254
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の影響を受け、経済成長率が低下するにつれ、エネルギーの消費も低下したことが考えら
れる。ただ、石油の割合は低下したとはいえ、他のエネルギーに比べ依然として高く、国
内の大気汚染は石油の消費によるものが大きいことが推測される。
石炭は１９６６年には４５．７％であったが、その後１９６８年から石油が石炭を上回
って主要エネルギー源となった257。石炭は主に１９６０年から１９８０年にかけて、増加し
ている。それは１９７０年代に二度にわたるオイルショックにより石油エネルギーの消費
が減少する一方で、石炭が再び増加したことが考えられる。石炭は主に工業や発電所、冬
季のオンドルに大量に消費されるなど、工業団地や家庭の消費によって深刻な大気汚染問
題を引き起こした。その後１９８５年をピークに石炭の消費が急速に減少し、１９９０年
代の後半から再びほぼ横ばいで増加傾向にあるが、国内の大規模な発電での消費が考えら
れる258。
石炭や石油などのエネルギーが増減を繰り返している中で、クリーンエネルギーとされ
ているＬＮＧにおいては、１９９７年から２０１０年にかけて８．２％から１６．４％ま
で２倍増加していることが分かる。その背景には、国内の石炭や石油等の化石燃料の燃焼
による深刻な大気汚染問題から、ＬＮＧをクリーンエネルギー（청정연료）として推進し、
環境汚染が深刻な大都市や工業団地等に使用を義務付けたことが考えられる。
韓国は日本と同様、急速な経済成長は国内の限られた資源で経済を支えるのには限界が
あった。つまり、国内の高度経済成長を支えてきた石炭及び石油といった、いわゆる化石
燃料のエネルギーが少なく、海外への依存を余儀なくされている。しかも、日本と同様に、
中東などから安価で質の悪い石油が輸入されたため、深刻な大気汚染問題が顕在化したの
である。２００１年の段階で、中東からの石油輸入率が 77％まで達した259。したがって、
韓国は日本と同様に限られた資源をいかに効率的に利用するかが課題である。
１．２

高度経済成長期以降における環境汚染

韓国における高度経済成長期は１９６０年代半ば頃から１９９０年代の半ば頃まで、３
０年あまりの高い経済成長が遂げられ、その間環境汚染は短期的かつ集中的に表れた。そ
の背景には、産業構造による汚染が考えられる。例えば、１９６０年代の経済政策は軽工
業を中心に輸出したが、１９７０年代からは重化学工業中心の経済成長に転換した。特に、
韓国における環境問題は、重化学工業の集中的な育成政策の推進が考えられる260。１９８０
年代に入って韓国はさらなる経済発展を遂げ、経済構造の高度化により環境問題も従来の
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産業汚染に加え、自動車排ガス、都市地域の地下水汚染、ゴミ及び生態系の破壊などの問
題が台頭しはじめた。中でも、二酸化硫黄の排出による大気汚染は深刻であり、工業団地
での公害被害から国民たちは国内における大気汚染問題の深刻さを認識し、とりわけ、１
９８８年に開催されたソウルオリンピックは大規模の国際行事であり、大会の成功を推進
するために、大気汚染の改善のために強力的な政策が打ち出された。この大会を契機に、
精油所では脱硫装置の施設が本格的に導入され始めるなど、大気汚染政策を確立するうえ
での転換点であるといえる。１９９０年代に入って、日本と同様に都市部おける大気汚染
の悪化や廃棄物排出量の増加、自然生態系の破壊、そして地球環境問題などの問題が台頭
した。
すなわち、環境汚染問題は従来、発電所や工場などいわゆる固定汚染源による大気汚染
が顕在化したが、経済成長共に人々の生活レベルが向上するとともに、新たな都市・生活
型環境問題が台頭し、とりわけ、自動車の急増は自動車排ガスによる大気汚染が顕在化し
た。同時に、地球温暖化問題や酸性雨などといった国際環境問題も社会問題として取り上
げられるようになった。
２．環境法制度の歴史的展開
韓国における環境法制度は①１９４８年建国以降から１９６０年代における公害防止法
時代、②１９７０年代における環境保全法時代、③１９８０年代の環境法政策が本格的に
形成され、１９９０年代環境政策基本法及び環境複数法時代で大別することができる。た
だ、１９４８年から１９８０年代までを環境法制度の形成とし、その以降を環境法制度の
展開とする。
２．１ 環境法制度の形成
韓国は１９６２年に「第１次経済開発５カ年計画」が打ち出され、工業化が推進された。
その翌年の１９６３年に日本における公害の先例に鑑み、比較的早い段階から環境問題に
関する法律として、公害防止法が制定された。公害防止法は韓国における最初の環境問題
に対する法律であり、２１条で構成された。主に大気汚染、河川汚染、騒音・振動を規制
する単一法的立法形式をとった法律であるが、公衆衛生法261的な性格に過ぎず、環境の質の
向上という次元で制定された法であると思われる262。公害防止法による公害問題に対する防
止は、公害防止措置の基準になる公害安全基準を決めた後、その基準を超過する事業場に
対し必要な公害措置を命じ、それに従わない場合には改善命令や操業停止を命じる程度で
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あった。公害防止法は経済成長の初期段階で制定された法として、あくまでも経済発展を
最優先課題としたため、法が制定されてもその施行には消極的になりがちであった。例え
ば、公害防止法の施行に関する具体的で細部的な事項を決める公害防止法施行令の制定が、
１９６３年公害防止法の制定からおよそ４年後の１９６７年に施行された。このように国
家による法制定は早い段階で形成されたものの、公害防止法の施行は１９６７年で263、当初
環境保護意識があまりなかったことがことと思われる。
公害防止法の制定にあたって、政府はもちろん国民の関心があまり高くなかった。その
背景には、①前述したように１９６０年代は経済発展初期であったため、政府はあくまで
も経済発展を最優先課題とした、②当初まだ経済規模が大きくなかったため、環境問題も
顕在化していない、③隣国である日本の深刻な公害被害を目の当たりにし、その影響を受
けて公害に関する法制度を整備したことと考えられる。もちろん、当初工業化により工場
の排水や排煙等による公害問題が発生したが、国民にとって最大の課題は環境問題よりむ
しろ失業問題や絶対貧困から脱出することであった264。
ところで、１９６０年代の経済優先政策は重化学工業化が推進され、１９７０年代には
さらに経済が発展するとともに急速な工業化や都市化が進んだ。特に都市化率において、
１９６０年の２８％から１９７０年には４０．６％まで増加することで、新たな環境汚染
が浮き彫りになった265。それは工業化による従来の公害問題に加え、生活ゴミや廃棄物、そ
して自動車排気ガスなどといった都市・生活型の環境問題が台頭するようになったのであ
る。そのため、１９７１年に公害防止法が大幅に改正され、公害を防止するための最小限
の命令・強制方式の環境政策手段が導入された。排出基準を設定し、公害排出業者に対し、
許可、取り消し、移転などの行政命令を下せる権限を当初の保険社会部が持つようになっ
た。しかし、汚染排出基準は緩やかに設定されており、保険社会部の行政命令は守ること
や執行されなかった266。
こうした状況の下で、国内の公害被害から均衡的な開発と環境汚染対策の必要性が求め
られ、１９７７年に「環境保全法」が制定されると同時に、旧公害防止法が廃止された267。
環境保全法は１１章７０条で構成されており、公害防止法と比べられないほどその内容も
多岐にわたって規定されている。例えば、環境基準の設定、総量規制の概念、環境アセス
メント、公害問題が深刻な地域に対する特別管理地域の選定、環境調査、環境汚染防止費
用の負担金制度等の広範囲にわたる新たな制度が導入された268。韓国において、環境保全法
の制定は、従来の公害問題に対する公害防止法から、環境問題を総合的かつ計画的に構築
した。環境保全法の制定は、韓国の環境政策にとって一つの転換の契機ともいえる。他方
263
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で、法執行状況は依然として消極的かつ形式的であったことが課題であった。また、１９
７７年には各種の工業団地と臨海工業都市の建設による環境汚染に対処するための海洋汚
染防止法が制定された。
１９７７年の環境保全法の制定を契機に、韓国における法制度が本格的に形成されはじ
めたといえる。１９８０年に入って、経済成長中心から国民の生活質の向上の重要性が認
識されはじめると同時に、環境問題も従来の消極的な立場から積極的な事前管理基盤を構
築し始めた。１９８０年の憲法第３３条では環境権を明示しており、行政組織においては
中央環境行政機関として環境庁を発足させ、その傘下に１９８６年に地方環境問題の管理
のために、ソウル、ブサンなどに地方環境庁を設置した。さらに、環境保全のために、環
境影響評価制度、排出賦課金制度、環境汚染防止基金などの新たな制度が導入された。
２．２

環境法制度の展開

１９８０年末から相次いで環境汚染事故が生じ、国民と企業の環境保全に対する保護意
識が向上した。特に、１９８８年に開かれたソウルオリンピックを契機に、国内における
公害問題の改善に加え、国民に環境保護意識も高まっていた。１９８０年に環境庁は長官
級部署である環境処へと昇格され269、１９９０年を「環境保全元年」と公布し、環境保全法
を代替する６つの環境関連個別法が制定され、翌年の１９９１年から施行された。その時
制定された法体系は①環境政策基本法、②大気環境保全法、③水質環境保全法、④環境汚
染被害紛争調停法、⑤騒音・振動規制法、⑥有害化学物質管理法である。このような法制
度の転換から、従来の公害防止法や環境保全法などといった単一環境法体系から複数環境
法体系に転換し、より強化された体系的な環境政策の法的根拠が形成された270。このような
法体系の転換は、工業化の進展が経済成長とともに環境汚染も多様に表れ、しかも顕在化
するにつれ、従来の単一法制度では限界があったことが考えられる。１９９０年代の半ば
まで環境問題に対し、政府の主導で環境法制度や政策が推進されてきたが、１９９０年代
の後半になると地方自治制の実施を契機に、地方自治体による環境対策が講じられ始めた。
環境条例と地方議題２１（Local agenda）、環境計画、環境綱領等が地方自治団体の重要な
環境法政策の立法手段として定着した。
１９９２年のリオ宣言で採択された「持続可能な発展」という理念は、韓国の環境法制
度の流れを市民参与、地方分権、持続可能な発展の方向へと転換させる契機となった。し
かし、１９９７年に勃発したＩＭＦ金融危機は、１９９２年のリオ宣言を契機に高まった
持続可能な発展のための政府政策の変化と環境政策の発展可能性が、金融危機の克服の過
程で退色せざるをえなかった。環境庁を環境処へと昇格させ、環境政策基本法の制定と共
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井出亜夫編著『アジアのエネルギー環境と経済発展』
（慶応義塾大学出版会、2004）80~81 頁
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に個別法として大気環境保全法、水質環境保全法などが制定された271。１９９４年に環境処
が執行権を持つ長官級部署として格上げされた環境部と昇格された。環境保護部は、所属
機関として環境保全の主務部署であり、中央環境紛争調停委員会、国立環境科学院、国立
環境人材開発院、温室ガス総合情報センター及び地方環境官署をおいている。環境保護部
は、総合的な環境政策の樹立を直接担当し、①環境法令の制定、改正、環境関連制度導入
など環境管理のための環境行政の基本体系の確立、②環境保全のための中長期相互対策の
樹立及び施行、③各種規制基準の設定、④地方環境官署及び自治団体の環境管理のための
行政、財政的支援、⑤国家間環境保全協力機能遂行などを担当している272。１９９６年には
ＯＥＣＤに加入することで、先進国の仲間入りを果たしたと共に、ＯＥＣＤが規定してい
る諸環境問題に対する遵守義務を負うことになり、環境問題に対する更なる強化が求めら
れる。２０００年に入って、環境部が直轄する法律は合計４６まで拡大された。
３．現行環境法体系－環境政策基本法を中心に
韓国における環境法の法源は、①憲法、②環境政策基本法や大気環境保全法などの法律、
③条約と国際法規、④行政立法（施行令、施行規則）、自治体法規（条例、規則）に大別す
ることができる。これらの以外に慣習法や判例法等不文法も存在するが、ここでは環境法
の憲法の規定と環境政策基本法について述べるようにする。
前述に言及したように韓国における環境政策は最初、保健衛生政策の一環で扱われた公
害防止法がはじめて１９６３年に制定され、その後環境保全法が１９７７年に制定された。
しかし、環境保全法はすべての環境問題を総合的かつ包括的に規制するには限界あり、新
たに１９９０年代に入って環境政策基本法が制定された。韓国における現行環境に関する
法律は、環境権に関する憲法理念を踏まえて、環境政策の基本理念と方向を提示し、環境
分野による共通的な事項を規定している環境政策基本法を基本法としている。その下で、
環境規制及び管理のための個別対策法として、自然環境保全法、大気環境保全法、水質環
境保全法、騒音・振動規制法などが規定されている。また、環境汚染による被害の救済と
紛争処理のための環境紛争調停法や環境汚染被害救済のための民法、民事訴訟法など、既
存の法律も環境法と関連する重要な法源となっている。ただ、環境政策基本法はその規則
や執行法ではない政策法として、環境問題に対し基本原則を定めている。また、環境関連
法制度の下位法規と条例など自治法規はもちろん、環境問題が国際的問題として認識され
ながら国際条約が環境法の重要な法源になっている。
３．１
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韓国における環境法は１９８０年に憲法の改正で環境権を基本権として新設したことを
契機に本格的に整備されは始めた。改正されて憲法第３３条では、「すべての国民はきれい
な環境で生活する権利を持ち、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない」
と規定した。それをさらに発展させた１９８７年に改正された憲法第３５条273第１項では、
すべての国民は健康で快適な環境で生活をする権利を持ち、国家と国民は環境保全のため
に努力しなければならないと規定し、第２項では、環境権の内容と行使に関しては法律で
定めると規定している。したがって、韓国における環境法は憲法第３５条の規定によって
保障された環境権を具体化した法であると言えるとともに、環境問題に対する認識の程度
を密接な関係がある。
また、韓国は憲法第６条第１項において「憲法の下で締結し、かつ公布された条約と一般
的承認された国際法規は国内法と同様の効力を有す」と、条約や国際法規について明示し
ている。条約は法律と同じ効力を持つため、国家、行政、裁判所などの国家機関に対し拘
束力を持っている。行政は条約を執行し、裁判所は裁判において条約を裁判の基準にしな
ければならなく、そのため条約の解釈も必要になる。ところで、韓国において条約に関す
る判例が多く蓄積されていない状況である。憲法第６条第１項で、条約が国内法と同じ効
力を持つためには憲法によって公布されることを与件としているものの、憲法自体が条約
の公布に関し、具体的な規定をおいていない。ただ、憲法第８９条第３号は、条約案は法
律案と同じで、国務会議の審議を経なければならないと規定している274。
３．２ 環境政策基本法の概要
韓国において１９６３年に、最初の環境法である公害防止法が制定された後、急速な産
業化や都市化が進められ、１９７０年代に広域的な環境問題に効果的に対処するために環
境保全法が１９７７年に制定かつ公布された。その後、経済構造の高度化で環境問題が深
刻になるにつれ、環境保全法が環境政策基本法、大気環境保全法、水質環境保全法など複
数法化体系に移行されたのである。
１９７７に制定された環境保全は、環境問題の全般を単一法として総括的に規定した法
であり、汚染物質に対する環境基準を設定するなど、環境目標値を提示した。しかし、環
境規制の強力的な執行が難しかったのは直接処罰の権限が環境庁にはなかった点と、地方
の非協調がその理由として指摘された。加えて、環境庁は摘発された公害企業の名簿を公
開もしていなかったことも指摘されている275。ところで、経済発展を中心とした産業活動の
進展は、環境問題が多様かつ複雑に表れ、これらの環境問題を効率的に規律するには限界
韓国憲法第 35 条： ①すべての国民は健康で快適な環境で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全
のために努力なければならない。②環境権の内容は行使に関しては法律で定める。③国家は住宅開発政策
を通じてすべての国民が快適な住居生活をすることができるように努力しなければならない。原文出典：
韓国国家法令情報センターhttp://www.law.go.kr 最終閲覧日 2012.09.22
274 정상익「조약의 공포」강원밥학、제 35 권（2012）554 頁
275 문태훈「한국 환경정책의 변화와 과제」한국정책학회보 제 17 권 3 호(2008)139 頁
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があったことが考えられる。このような問題に対処するために、１９９０年に環境政策基
本法が制定されると共に、大気、水質、騒音などに対し個別環境法が制定された。すなわ
ち、韓国における環境立法は従来の公害法中心の法制度から、多様な環境問題に対処する
ための複数環境法体制へと転換されている。環境政策基本法はすべての環境法令の基本と
なり、環境政策に対する目的や方向性を示し、環境問題の全体に対する枠組みを規定して
いる。
環境政策基本法は１９９０年の８月に制定され、１９９１年の２月から施行された。憲
法で示した環境権に関する憲法の理念に基づいて、環境保全に関する国民の権利・義務及
び国家の責務を明確に規定している。また、環境保全施策の基本理念と方向を定め、分野
別の環境法に共通した事項を規定している。環境政策基本法は「環境保全のために努力し
なければならない国家と国民の憲法的義務」を規定した憲法第３５条第１、２項を具体化
する最も基本的な環境法の法源として、個別環境法及び環境行政の全般を統一的に規律す
る環境法の基盤を形成する法律である。
第一に、第１条（目的）と第２条（基本理念）で規定されたように、環境保全に対する
国家の基本理念と政策方向を提示し、国民の権利・義務及び責務を明示している。
第二に、環境基準の設定維持に対する責任と義務を規定している。
第三に、環境保全のための基本的な施策を提示している。
第四に、国家と国民に自然環境保全の義務を規定している。国家と国民は自然の秩序と
均衡が維持・保全されるように努力しなければならないと明示している。その基本原則で、
自然の利用と開発が調和と均衡を維持できる範囲内で形成されるようにし、自然環境の原
状回復と野生動植物の保護と保存を規定している。
第五に、環境紛争調整と被害救済に関する義務と責任を規定している。
第六に、法制及び財政上の措置と環境団体などに関する事案を規定している。環境保全
事業を支援するための法制上の措置、地方自治団体及び事業者に対する財政支援、調査、
研究及び技術開発に対する財政支援に対する規定を備えている。
３．３

環境政策基本法の構成

現行の環境政策基本法は、第６章第４４条及び附則で構成されているが、第３６、３９、
４０条は法改正で削除されている。第１章（総則）では、目的、基本理念、用語の定義、
国家及び地方自治団体の責務、事業者の責務、国民の権利と義務、汚染者負担原則、汚染
の事前予防、国家への報告に関する規定を設けている。
環境政策基本法は、憲法第３５条で明示された環境権を具体的に実現させるために、第
「環境保全に関する国民の権利・義務と国家の責務を明確にし、環境政策
１条276において、
の基本になる事項を定め、環境汚染と環境損害を予防し、環境を適切かつ持続可能に管理
276
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することで、すべての国民が健康で快適な人生を送ることができることを目的として制定
されている」と、国民の権利義務と国家の責務を明示している。また、第２条277では基本理
念を規定している。特に、第１項の後半では、
「…環境を利用するあらゆる行為をする際に
は、環境保全を優先的に考慮し、地球環境上の危害を予防するために共同に努力すること
で、現世代の国民がその恵沢を享受できると同時に、将来の世代にその恵沢を継承できる
ようにしなければならない」と規定されている。環境保全を優先課題とし、リオ宣言にお
ける持続可能な発展の原則を基本理念として、そのまま国内法に適用している。
さらに第３条では、環境の定義や環境汚染、環境保全等について定義している。特に「環
境」の定義に関し自然環境と生活環境に区分し、前者は地下・地表（海洋を含む）及び地
上のすべての生物とこれらをめぐる非生物的などを含む生態（生態系及び自然景観を含む）
としている。後者は、大気、水、土壌、廃棄物、騒音・振動、悪臭、日照など、人の日常
生活と関係する環境を定義している。
第２章では環境保全の計画樹立等について規定している。この章では５つの節で構成さ
れ、環境基準、基本的施策、自然環境保全、事前環境性検討、そして紛争調整及び被害救
済で大別されている。環境基準の設定及び維持、環境保全長期総合計画の樹立・内容・試
行、環境保全中長期総合計画の樹立、環境保全に関する教育、民間環境団体の保全活動の
促進、国際協力及び地球環境保全、環境科学技術の振興などが規定されている。
第１０条第１項では「政府は国民健康を保護し、快適な環境を作るために環境基準を設
定しなければならないし、環境与件の変化によってその適切性が維持されるようにしなけ
ればならない」と、環境基準の設定と維持を明示している。このような環境基準を維持す
るために、第１１条では、
「国家及び地方自治団体は第１０条の規定によって環境基準が適
切に維持されるように、環境に関連する法令の制定と行政計画の樹立及び事業の執行をす
る場合には環境悪化の予防及びその要因の除去の事項を考慮しなければならない」と規定
している。
第１７条278では、国際協力及び地球環境保全について「国家及び地方自治団体は国際協力
を通じて環境情報と技術を交流し、専門人材を育成し、地球全体の環境に影響を与える気
候変動、オゾン層の破壊、海洋汚染、砂漠化及び生物資源の減少などから地球の環境を保
全するために、地球環境の監視・観測及び保護に関し、相互協力するなど国際的な努力に
積極的参加しなければならない」と規定している。
また第３章では、法制及び財政上の措置について、第３２条～第３５条で規定している。
それぞれ、法制上の措置など、地方自治団体に対する財政支援など、事業者の環境管理支
援、それ以外に調査研究及び技術開発に対する財政支援がある。
さらに、第４章では、環境保全委員会、環境保全諮問委員会、環境保全協会に関する規
定を設けている。そして第５章（補則）では、第３９条と第４０条が削除されると共に、
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第４１条では環境部長間の権限について規定している。最後に、２００７年に新設された
第６章（罰則）では、第４２条～第４４条で構成されており、第２７条３項と２項に対し
違反する場合の罰則の規定し、最高５年以下の懲役または５０００万ウォン以下の罰金が
科される。
３．４

環境政策基本法の課題

韓国における環境法体系は１９６３年の公害防止法を皮切りに、１９７７年に環境法
全法が制定され、その後１９９０年に環境政策基本法を中心とした複数の環境法が制定さ
れた。すなわち、韓国における環境法体系は単一法体系から複数法主義へシフトし、大気
汚染、水質汚濁など汚染種類別または規制対象別に、いくつの独立した法制を制定する方
式を取っている。一方、こうした複数法体系に対する課題も見られる。例えば、法体系が
複雑であることが挙げられる。個別法の間にバランスが取られていないという批判を受け
てきた。環境法体系が複雑で、国民が理解することが難しい、環境法が汚染媒体別の管理
体系で形成されている関係で、同じ規制内容が多くの法律に分散され、法体系が非常に散
漫である。また、大気環境保全法、水質環境保全法、騒音振動管理法がその代表的な例で
ある。環境法の重要な問題点の一つは、環境保全のために規制が弱い、また制裁規定がな
い場合が多い点が挙げられる。これはこれまで持続的な指導の取り締まりと膨大な環境予
算投資にも関わらず、環境汚染が却って深刻になった279。特に、韓国における環境法体系は
大気、水質、土壌、廃棄物など汚染媒体別、種類または規制対象別に多数の独立した法を
制定しているため、個別環境法がそれぞれ多様な目的と内容を規律するため、法の非効率
性と非体系性の問題が提起されている。
さらに、韓国における環境政策基本法は、１９９０年に制定して以来、大幅な改正では
ないものの、１０回ぐらいの改正を行っており、環境法の基本法の地位にある環境政策基
本法において、こうした多くの改正は同法が急変する情勢の中で、国家環境の政策的基盤
を提供する基本法としての確実な地位を備えていないことを反映する。そのた、環境法の
理念や指針を提示すべくその役割を遂行できないはずであり、環境法の基本法としての地
位を十分に確保できなければ、全体環境法体系内で同法が持つ役割や影響をより委縮させ
る結果を招くということを指摘している。特に、基本原則または理念が宣言的レベルに留
まり、個別環境法にきちんと反映されないといった批判に基づいて、環境法の実効性に対
する問題を環境政策基本法の次元で提起している280。
憲法上の環境権の内容が環境政策基本法を通じて具体的に実現できるように、基本法の
地位の向上に対し、環境政策基本法を「環境基本法」に変更することで、環境保全に関連
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するすべての事項に対する基本的事項の規定が提起されている。具体的に、総則に規定さ
れた基本理念と定義及び原則の規定を明確に整備し、環境法全般にわたって適用される法
の対象及び法原則をより明確に設定することを提案している281。

まとめ
これまで述べてきたように、中日韓３カ国において環境問題が経済成長とのかかわりの
中で、どのように環境法制度が形成・進展してきたのか、またどのような環境法体系が形
成されているのかついて概観し、とりわけ、環境問題に対する基本法を取り上げ、その構
成や課題について検討してきた。
第一に、経済成長に伴う環境問題を把握した。中日韓３カ国は高い経済成長を経験して
おり、中でも中国は今日に至るまで高い経済成長を遂げ続けている。一方、こうした急速
な経済成長は深刻な環境問題に直面し、その解決に向けて国内の実情に即した対策を講じ
てきた。特に、環境問題において次のような共通点が見られる。まず、３カ国は経済発展
を最優先課題とし、環境問題を後回した点が共通する。とりわけ、経済成長は国内の産業
構造を重化学工業に重点を置いたことから、工場や事業場などから排出される汚染物質に
よる環境問題が顕在化した。また、急速な経済成長はエネルギー消費量が拡大されると同
時に環境問題が社会問題として表面化した。次に、環境問題は、最初経済規模が大きくな
かったため局部的に留まったが、その後高度経済成長期に入ると、全国的に被害が顕在化
したことが分かる。特に、急速な経済成長は工業化や都市化が進み、とりわけ、都市部を
中心に環境問題が深刻であった。最後に、高度経済成長期において経済成長を支えてきた
のは主に石炭や石油等いわゆる化石燃料であり、その燃焼により二酸化硫黄や窒素酸化物
が大量に排出され、深刻な大気汚染問題を引き起こした。一方、次のような相違点も見ら
れる。中日韓３カ国は資本主義と社会主義といった社会体制の差による経済発展に対する
方針も異なっている。特に、中国の場合、第２次世界大戦後数年間の内戦を経て建国した
のが１９４９年で、その後また大躍進や文化大革命などといった政治的イデオロギーによ
り、高度経済成長を遂げ始めた転換点は１９７０年代に入ってからである。すなわち、１
９７８年の改革開放政策を契機に社会主義計画経済から社会主義市場経済へと転換するこ
とで、高い経済成長につながった。そのため、日本や韓国より遅れて高度経済成長を遂げ
ている。このように、中日韓３カ国における高度経済成長は産業構造において共通点を持
っているため、環境問題も化石燃料を中心としたエネルギーの消費構造によって顕在化し
たことが分かる。一方、３カ国はそれぞれ高度経済成長期が異なるため、それに伴う環境
問題も異なって様相を呈していることが分かる。特に、経済成長に伴うエネルギーの消費
は深刻な環境汚染をもたらしており、経済・エネルギー・環境を統合した調和のとれたメ
カニズムを構築することが共通の課題である。日本や韓国において、国内エネルギー自給
281
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率が低く、海外への依存を余儀なくされ、国内の限られた資源を如何に有効に利用するか
が課題である。一方、中国においては国内の１次エネルギーは石炭に過度に依存しており、
日本や韓国の経験を活かして中国国内に適した制度の導入が不可欠である。それに、エネ
ルギー消費に伴って発生する諸環境問題は国境を越える汚染物質を排出するため、一国内
の取組のみでは限界があり、国家間の環境協力が必要不可欠である。
第二に、環境問題に対処するための法制度の形成や展開を検討した。中日韓３カ国にお
いて社会体制が異なるため、地方による対策にも相違点を見せた。特に、日本において、
高度経済成長期における公害問題は地域的に課題とされている地方自治体が主体となって
国より先駆的に条例が制定され、被害を受けた住民らの公害反対運動等に押され、国によ
る法制度や行政組織が整備するとともに、環境政策が展開してきた。それに対して韓国は、
中央政府が公害防止法を制定し、被害者運動を反政府運動として扱い、当初経済成長を至
上の目的であったため、環境保護意識はあまりなかった。経済成長と共に顕在化する環境
問題、そして１９８０年代のソウルオリンピックや国内での公害問題は被害を受けて人々
の環境保護意識が高まった。更に、１９９０年代に入って地方自治体による環境問題への
積極的な取組みがあった。一方、中国においては日本や韓国に比べ、比較的早い段階から
法制度が整備されたものの、抱えている課題が多い。急速な経済成長とともに環境問題が
多様、かつ複雑に表れ、中央政府による環境政策が展開されている。しかし、多くの地方
政府はあくまでも地方の経済発展を阻害しない限りで環境問題への取組み、いわゆる地方
保護主義であることが挙げられる。また、被害を受けている住民たちの環境保護意識のま
だ低いといったことが現状である。ただ、近年急速な経済成長と共に顕在化しつつある環
境問題に対し、国の基本国策として多くの拘束力ある規制措置が講じられている。
第三に、中日韓３カ国の環境問題に対する基本とされる環境基本法についての検討を行
った。中日韓３カ国は高度経済成長からそれぞれ国内の実情に即した法制度が形成・整備
されているものの、既存の法執行力を強化する必要がある。日本や韓国の場合、段階的に
表れた環境問題に対処するための法制度も長い期間を実験しながら整備される充分な検討
期間があった。その一方、中国において短期的かつ集中的に顕在化しつつある環境問題に
対処するために、短期内に多くの法制度が整備された。しかし、こうした法制度の制定は
急速な経済発展と共に、十分な試行錯誤を通して制定できなかったため、法執行において
その実効性が問われる。すなわち、日本や韓国と異なって高度経済成長と併行して、公害
問題、都市・生活型環境問題、そして地域的・地球的環境問題がほぼ同時に短期的かつ集
中的に現われ、それに対処するための法制度が短期内に多く制定されたことで、充分な検
討時間がなかったことが考えられる。特に、中国の地方保護主義は、地方政府が地方の経
済発展を最優先課題としているため、環境問題は後回しがちである。
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第４章

中日韓における大気汚染に関する法制度の歴史的展開

国際社会では産業革命以降、経済発展による科学の飛躍的な進展と共に環境問題が複合
化かつ複雑化にして現われ、先進国を中心に多くの国家において環境汚染の防止と環境保
全のための各種の対策が講じられている。特に、大気汚染物質は多様な汚染排出源から大
気に排出され、大気中で自由に移動または科学反応する越境性汚染物質として、排出され
た大気汚染物質が他の周辺地域に移動され影響を及ぼすといった特徴をもっている。加え
て、他の地域から排出された汚染物質が対象地域に流入され影響を及ぼす場合もある282。
大気汚染は主に①工業化による工場や大規模の事業場等から排出される汚染、いわゆる
固定発生源、②自動車や航空機等から排出される汚染、いわゆる移動汚染源に大別するこ
とができる。これらにより排出される大気汚染物質として、主に硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒
素酸化物（ＮＯｘ）
、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、残留性有機汚染物質等があげられる。周
知のように硫黄酸化物質や窒素酸化物質などの汚染物質は、国内の大気に深刻な影響を及
ぼすだけでなく、酸性雨などといった越境大気汚染の主な原因汚染物質でもある。さらに、
近年は光化学オキシダントやＰＭ２．５などといった大気汚染も国境を越える環境問題と
関連づけて議論されている。このような大気汚染物質の多くは経済成長に伴い発生するこ
とが多く、主に化石燃料の消費により排出されることが多い。
特に、中日韓の３カ国において大気汚染問題を共通に抱えているだけでなく、越境大気
汚染問題も抱えている。中でも急速な経済成長を遂げている中国国内の大気汚染は深刻で
ある。中国は１９７８年の改革開放政策をターニングポイントに社会主義計画経済から社
会主義市場経済へとシフトし、３０年あまりの高度経済成長を遂げ続けている。他方で、
このような急速な経済成長は、国内では貧富の格差や深刻な環境汚染をもたらしており、
特に工業化とともに急速な都市化、またそれによる都市の膨張によって、交通量が増加し、
エネルギー消費による大気汚染が深刻化している。とりわけ、国内１次エネルギーの約７
割を占めている石炭の燃焼により、国土面積の３分の１が酸性雨に覆われ、二酸化硫黄の
排出量は１９９５年からアメリカを抜いて世界で最も排出量の多い国家となっている。こ
うした越境大気汚染の原因物質の大量排出は、周辺国家の環境に影響を及ぼすという懸念
の声が高まっている。このような状況の下で、中日韓３カ国は国内の環境問題に対処する
ため、それぞれ国内の実情に即した法制度が整備されてきた。
ところで、越境大気汚染問題の究極的な汚染源は、各国国内の生産活動で発生する汚染
物質が国境を越えて影響を及ぼすため、その解決に向けて各国の自主的取組みが必要不可
欠である。そのため、各国家における環境汚染への歴史的取組みを分析する必要があり、
そうした取組みの結果として形成されてきた大気汚染に関する法制度の整備状況を把握す
る必要がある。そこで、まず、大気汚染問題の歴史的背景を踏まえた上で、現状分析を行
정장표,권진형,이승훈「광역대기권역 설정에 관한 연구」대한환경공학회 2006 추계학술연구발표회 논
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う。次に、大気汚染に関する法制度の展開を踏まえ、現行の大気汚染の法制度に対し概観
した上でその課題を探る。

Ⅰ

中国

中国は第２次世界大戦後、内戦を経て１９４９年に建国したものの、当初無理のある経
済政策により深刻な環境問題をもたらした。ただ、当初経済規模が大きくなかったことか
ら、環境汚染は局部的に留まった283。環境問題が社会問題となったのは、１９７８年の改革
開放政策の実施以降からである。同政策は、中国を社会主義計画経済から社会主義市場経
済へとシフトさせ、経済的・政治的大きなターニングポイントである。中国は改革開放政
策を契機に未曾有の高い経済成長が遂げられ、
「世界工場」と呼ばれるほど輸出大国になっ
ており、さらに２０１０年におけるＧＤＰはアメリカに次ぐ世界第２位になった。
こうした改革開放政策は高度経済成長を実現させた一方で、国内では貧富の格差の拡大
や深刻な環境問題に直面している。産業構造は重化学工業を中心に推進した結果、工業化
や都市化が進み、とりわけ、都市部を中心に大気汚染や水質汚濁などの環境問題が顕在化
した。特に、大気汚染問題は国内の豊富な石炭を大量に消費された結果、二酸化硫黄等の
大気汚染物質の排出と共に酸性雨問題も深刻である。このような状況の下で、１９７９年
に「環境保護法（試行法）
」を制定し、１０年後その実績を踏まえて１９８９年に環境問題
に対する基本となる環境保護法が正式的に制定された。その下位法として大気汚染防治法
などに関する多くの個別法が整備された。
ここでは、中国における大気汚染に関する法制度の展開や現行の大気汚染防治法につい
て把握することにする。その際、まず中国における大気汚染の現状を固定汚染源と移動汚
染源に分けて把握する。次に、大気汚染の現状を踏まえて、これまで大気汚染に対処する
ための法制度について把握する。最後に、大気汚染問題に対する基本とする大気汚染防治
法を中心に、その概要と構成を把握し、今後の課題を探る。
１．大気汚染の現状
中国における大気汚染問題は、主に石油や石炭など化石燃料による大気汚染が深刻であ
る。世界の年平均構成エネルギーは石炭：石油：天然ガス：その他＝２８：３７：２３：
１２であるのに対し、中国国内の１次エネルギー構成は全体エネルギー源の約７割が石炭
であり、その他（石油、天然ガス、水力）が合わせて３割程度しか占めない。このように
とりもなおさず、中国は石炭が占める比重が圧倒的大きく、その他のエネルギーが占める
283
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比重は少ないといった特徴を持っている284。したがって、高い経済成長は石炭や石油などの
化石燃料が支えてきたといえよう。
図表 7

４－１中国における石炭の消費量

単位：万トン
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出典：中国環境保護部ＨＰ、2010 環境統計年報のデータにより作成

石炭の消費量を具体的に見ると、図表４－１で示しているように、２００１年から２０
１０年にかけて、石炭の消費量は急速に増加している。２００１年は１４２,２１７万トン
から２０１０年には３５６,３６８万トン、２００９年は３１４,６８７万トンから２０１
０年には３５６,３６８万トンで前年より３５．６億トンの１３．３％増加している。特に、
２０１０年には２００９年に比べ、工業消費中の燃料は２４．１億トン、原料は９．７億
トンでそれぞれ１４．５％と１４．６％増加している。一方、生活による石炭消費量は、
２００９年より－５．７％減少している。石炭消費量の増加は、大気汚染物質の増加が考
えられるが、近年石炭燃焼による二酸化硫黄を中心とした大気汚染物質が減少しつつある。
その背景には、２０００年代に入って国家の第１１次５カ年計画における拘束性のある汚
染物質削減目標が掲げられたことや、大気汚染に対する立法措置、行政組織の整備などに
よる対策が考えられる。
二酸化硫黄の排出量において、２０１０年全国における排出量は、２１８５．１万トン
で、２００９年より１．３％減少した。その中で工業による排出量は全国の８５．３％を
占める一方、生活による排出は２００９年より７．９％減少し、全国の１４．７％占めて
いる。その結果、中国の環境状況公報２０１１によると、全国都市環境空気質は全体的に
安定し、酸性雨分布地域も大きな変化がないとしている。また、３２５個の地級以上の都
284

中国研究所編『中国年鑑』
（新評論、2010）357 頁
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市（地、州、盟所在地と省轄市を含む）の中で、環境空気質が基準に達した割合は８９％
で、その他１１％が基準値を超えている。酸性雨に関しては、２０１１年にモニタリング
を実施した４６８の市（県）のうち、酸性雨が発生した市（県）は２２７であり、４８．
５％を占める。酸性雨発生頻度が２５％以上であるのは１４０で、２９．９％を占め、発
生頻度が７５％以上であるのは４４で、９．４％を占めるといった統計が出された。
１．１

固定汚染源による大気汚染

第１０次５カ年計画の期間中、二酸化硫黄の排出量は２０００年に比べ２７．８％増加
した。このような状況を第１１次５カ年計画では、産業構造の不合理化や法を遵守しない、
違法であってもその追究が難しい、執行が緩いといった問題点を指摘している。加えて、
都市化が進み、経済総量も４０％以上といったことなどを背景に、悪化しつつある環境問
題に対し、第１１次５カ年計画では経済社会発展と資源環境の矛盾がさらに顕著に表れ、
国際環境保護圧力もさらに大きくなることから、環境保護はさらに厳しい挑戦に直面する
と指摘している。
第１１次５カ年計画では、第１０次５カ年計画で掲げた環境目標を達成できなかったこ
とから、環境保護に関する投資総額をさらに増加すると共に、拘束性のある数値目標を定
め、政府としての責任を明確にした。このような数値目標を達成させるために、指標が実
現できない各地方政府の幹部に対し、人事評価などに影響をもたらすいわゆる「一票否決
制」が導入された。その結果、計画期間の５年間にＧＤＰ当たりのエネルギー消費量２０％
の目標を１９．１％までに削減し、ほぼ目標達成したと位置付けている。とりわけ、二酸
化硫黄の排出量は目標を達成することで大気質も徐々に改善されつつある。例えば、大気
汚染物質に関して２０１０年には二酸化硫黄の排出量を２００５年より１０％を削減する
といった拘束性のある数値目標を掲げたが、２００５年の２４５９．３万トンから２０１
０年には２１８５．１万トンまで減少し、－１０％の目標を達成することができたのであ
る。

101

図表 8 ４－２中国における大気汚染物質別の排出量
単位：万トン
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出典：中国環境保護部・2010 年環境状況公報、ただし 2011 年のデータは国家統計局によるデータで作
成

第１１次５カ年計画で掲げた拘束性のある数値目標を達成させるために、主な汚染発生
源とされる火力発電所に脱硫装置を設置することを重点に、酸性雨と二酸化硫黄による汚
染の防止・処理計画を実施し、国の二酸化硫黄の排出基準或いはその排出量の基準を超え
る石炭火力発電所は、必ず排煙脱硫装置の設置を義務化するようにしている285。また、主な
汚染源である火力発電所において、３２６６個の脱硫装置が設置され、２００９年より１
３４個増加し、二酸化硫黄の除去も１９００万トンで、２００９年より３５％増加し、二
酸化硫黄の除去率が６９．５％に達した286。その結果、図表４－２で示されているように、
第１１次５カ年計画を実施開始の２００５年をピークに、二酸化硫黄は２０１０年には減
少していることが分かる。同時に、ばい煙や工業粉じんなどは２０００年代に入って２０
０５年をピークに著しく減少している。他方で、窒素酸化物の排出量は急速に増加してお
り、既に二酸化硫黄の排出量を上回っている。
このように第１１次５カ年計画の成果を踏まえて、第１２次５カ年計画（２０１１～２
０１５年）において、二酸化硫黄に対し排出総量の８％に削減するといった拘束性のある
目標を掲げると同時に、新たに窒素酸化物の排出総量に対しも１０％減少という拘束性の
目標を掲げている。
285 国家環境保護第 11 次 5 カ年計画印刷交付に関する国務院の通知、
「重点領域と主要任務」
（国务院关印发国家环境保护十一五规划的通知，重点领域和主要任务）
286 中国環境保護部 HP『2010 環境統計年報』
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１．２ 移動汚染源による大気汚染
上記の図表４－２で示されているように、窒素酸化物の排出量は急増している。窒素酸
化物質の排出量は、主に電力熱力生産と供給業、非金属物製品業、ブラック金属製錬およ
び圧延加工業などから排出される汚染物質が合わせて８３．５％を占め、その中で電力熱
力の生産と供給業が６５．１％を占める。２０１０年窒素酸化物の排出総量は１８５２．
４万トンで２００９年の１６９２．９万トンの９．４％増加している。その中でも、工業
による窒素酸化物が２００９年に比べ１４．１％増加し、生活面では５．２％増加してい
る。とりわけ、交通による窒素酸化物の排出量は２９０．６万トンで、全国窒素酸化物排
出量の１５．７％を占める287。
交通による窒素酸化物排出量の増加は、急速な経済成長と共に人々の生活レベルが向上
し、都市部を中心に自動車台数が増加したことが考えられる。中国は自動車による汚染物
質の排出状況を初めて「中国自動車汚染防治年報（２０１０）」において公表し、自動車排
出ガスによる大気汚染は既に大都市部における主な汚染源の一つであるとしている。２０
１１年環境状況公報では、全国の二酸化硫黄の総排出量が２０１０年より２．２１％減少
したのに対し、窒素酸化物の排出総量は２０１０年より５．７３％増加したとしている。
２０１１年における窒素酸化物排出総量の２４０４．３万トンに対し、工業による排出量
が１７２９．５万トン、生活による排出量が３７万トン、そして自動車による排出量が６
３７．５万トンとして全体のおよそ２６％を占める。自動車による窒素酸化物排出量にお
ける統計は、２０１１環境状況公報で初めて公布された統計である。今後、自動車排ガス
による汚染物質の抑制に、さらなる強化が求められる。
１．３ 酸性雨の現状
１．３．１ 酸性雨被害の現状
中国は建国以降、農村から都市への人口移動を法律上禁止したため、当時の都市化率は
１９５２～１９７８年３．４％であった。しかし、改革開放政策により急速な工業化や都
市化が急速に進むにつれ、都市化率は１９８０年の１９．３９％から１９９５年の２８．
８５％まで増加した。その一方で、都市部を中心に深刻な大気汚染問題に直面すると共に
酸性雨の問題も顕在化しつつあった288。酸性雨問題を初めて取り上げられたのは、１９７０
年代に入ってからである。１９７５年に四川省峨眉山の冷杉の衰退が著しく、頂上付近で

中国環境保護部 HP『2010 環境統計年報』
湯浅良之助・孫偉徳「中国の大気汚染現状及びその対策Ⅰ」
（中国大气污染的现状及其对策Ⅰ）(1997)
226 頁
287
288
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は約９０％枯死し、１９８９年の重慶南山ではｐＨ２．６の酸性霧の発生により馬尾松が
ほとんど全滅するなど酸性雨による被害が深刻であった289。このような被害から国は数回に
わたって酸性雨の調査を行い、国内の酸性雨が深刻であることから、１９９８年に大気汚
染防治法に基づいて、酸性雨抑制地域と二酸化硫黄抑制地域（以降「両控区」と称す）を
指定した。
図表 9

４－３中国における酸性雨分布図
2011 年酸性雨分布図

2005 年酸性雨分布図

出典：环境保护部 HP「2005 年中国环境状况公报」
「2011 年中国环境状况公报」

２０１１年に発表された環境状況公報によると、全国都市部における大気汚染質は全体
的に安定しており、酸性雨の分布地域も著しい変化は見られないとしている。図表４－３
で示されているように、全国酸性雨分布地域は主に、長江沿線及び南―青蔵高原東地域に
集中しており、酸性雨地域面積は国土面積の約１２．９％を占めている。２０１１年、降
水中のｐＨの年平均値が５．６より低い酸性雨、ｐＨ５．０とｐＨ４．５より低い都市は
それぞれ３１．８％、１９．２％、６．４％を占め、２０１０年より比較的深刻な酸性雨
地域と深刻な酸性雨地域がそれぞれ３．８ポイントと２．４ポイント減少している。
第１０次５カ年計画の開始年である２００５年と２０１１年における酸性雨の分布図を
比較してみると２０１１年は２００５年によりある程度改善されたことが分かる。例えば、
２００５年に長江以南、四川、雲南以東で、浙江、江西、福建、湖南、貴州、広西、重慶の一
部地域が含まれ、主に浙江、江西、湖南の３省に酸性雨が分布している。特に、広西西北部と広
東珠江デルタ地域に比較的深刻な酸性雨が存在し、北京、天津、黒竜江省や吉林省などの一部の

289

酸性雨編集委員会『酸性雨―複合作用と生態系に与える影響(初版)』(博友社、1996)30 頁
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都市で降水ｐＨの年平均値が５．６以下となっていた290。しかし、２０１１年の酸性雨分布図

をみると、全国の酸性雨分布地域は主に長江沿線及び長江以南－青蔵高原の以東に集中し
ている。主に、主に浙江、江西、福建、湖南、重慶の大部分の地域を含んでおり、長江デルタ、
珠江デルタ、湖北西部、四川东南部、广西北部地域も含まれている。酸性雨地域面積は、国土面
積の１２．９％を占めている291。特に、２００５年に比べ北方の多くの都市で酸性雨が顕在化さ
れていないことが分かる。特に降水ｐＨの年平均５．６（酸性雨）
、５．０より低い（比較的深
刻な酸性雨）と４．５より低い（深刻な酸性雨）は、それぞれ３１．８％と１９．２％、６．４％
である。２０１０年に比べ、酸性雨、比較的深刻な酸性雨、そして深刻な酸性雨はそれぞれ、３．
８ポイント、２．４ポイント、２．１ポイント低下している。このように、酸性雨は改善されて
いるものの、大幅な改善は見られない。

１．３．２ 「両控区」の現状
上記で述べたように中国はでは石炭が国内エネルギーの約７０％占めており、二酸化硫
黄による大気汚染は、９割ぐらいが石炭の燃焼によるものであるとされている292。中国政府
は大気汚染防治法に基づいて、酸性雨を抑制し大気汚染質を改善するために、１９９８年
に「両控区」を指定し、両地域での抑制目標が掲げられた。「両控区」は全国の国土面積の
１１％、人口は３９％を占めているが、ＧＤＰは６７％を占めており、二酸化硫黄の排出
量は全体の６割を占めている293。したがって、両控区における大気汚染物質の削減は中国全
体大気汚染の大幅な改善につながる。
中国は「両控区」における酸性雨を抑制するために、降水の酸性度の観測値がｐＨ４．
５以下の地域を酸性雨抑制地域と規定されている。酸性雨抑制地域は、国土総面積の８．
４％を占めている。一方、二酸化硫黄の含有量の年平均値294が国家２級基準（０．０６ｍｇ
／ｍ３）を越えるか、日平均値が国家３級基準（０．２５ｍｇ／ｍ３）を越える地域を二酸
化硫黄抑制地域と規定している。二酸化硫黄抑制地域は、国土総面積の３％を占めている。
「両控区」における汚染物質の抑制措置は、酸性雨や二酸化硫黄の排出量の大幅増加は
食い止められたが、大気汚染はまだ深刻である。ただ同対策において、政策は強制性が強
く、しかも小規模の排出源について一律石炭が禁止され、中規模の排出源については石炭
の品質が規定されるなど、排出者である企業が費用最少の対策を自ら選択する余地がない
环境保护部 HP「2005 年环境状况公报」
http://www.edcmep.org.cn/japan/bf/CNE/CNE08_06_04.htm 最終閲覧日 2012.09.30
291 环境保护部 HP「2011 年中国环境状况公报」
http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2011zkgb/201206/t20120606_231049.htm 最終閲覧日 2012.09.20
292 井村秀文『中国の環境問題今なにが起きているのか』
（化学同人、2007）149 頁
293 中国環境問題研究会編『中国環境ハンドブック 2005-2006』
（蒼蒼社、2004）90 頁
294 中国における二酸化硫黄の濃度基準（出典：環境保護部 HP）
1 級標準：年平均 0.02 mg/m3 、一日平均 0.05 mg/m3 、一時間平均 0.15 mg/m3
2 級標準：年平均 0.06 mg/m3 、一日平均 0.15 mg/m3 、一時間平均 0.50 mg/m3
3 級標準：年平均 0.10 mg/m3 、一日平均 0.25 mg/m3 、一時間平均 0.70 mg/m3
290
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と指摘されている。また、排煙脱硫措置の普及率の低さなどの指摘もある295。
同政策は、大気汚染防治法第１５条、１８条、３０条にて規定されている。主に、大気
環境汚染基準に規定されていない地域及び国務院が認定した酸性雨抑制地域と二酸化硫黄
の抑制地域において、主要大気汚染物質排出総量抑制地域として認定することができ、査
定された企業・事業単位の主要大気汚染物質排出総量について、公平、公開、公正の原則
で、大気汚染物質排出許可書が発行される（第１５条）。また、気象、地形、土壌などの自
然状況により、酸性雨がすでに発生しているもしくはその恐れのある地域、および二酸化
硫黄による汚染が重大な地域において、
「両控区」として国務院が認定することができる（第
１８条）。さらに、新規、拡張によって二酸化硫黄を排出している発電所や大中型企業は、
規定された汚染物質排出基準及び総量抑制指数に達するように脱硫・除塵装置などの措置
を取らなければならないとしている。
「両控区」において、すでに規定された汚染排出基準
を超過する企業は、期限内に処理しなければならないとしている。さらに、脱硫装置や集
塵装置を導入される企業には国家による奨励・支援措置が設けられている（第３０条）。
２．大気汚染に関する法制度の展開
中国における大気汚染問題は、主に石炭や石油などの化石燃料の燃焼によるものである。
特に、石炭は国内１次エネルギーの約７割を占め、高い経済成長を支えてきたと言っても
過言ではない。したがって、中国における大気汚染問題への改善は、いかに石炭を中心と
する化石燃料に対する有効的な対策が講じられるかにかかっている。中国は経済発展と共
に悪化しつつある環境保護を国家の基本国策として積極的に取り組んでいる。特に、大気
汚染問題において大気汚染防治法を中心とした法制度や行政組織、規制措置が講じられて
いる。
中国は１９７０年代に日本の水俣病のような産業公害が一部地域で発生していた。ただ、
環境問題に対処するための本格的なきっかけは、１９７２年にストックホルムで開かれた
国連人間環境会議である。その後、１９７８年の憲法で初めて環境問題に関し、国家が環
境と自然を保護し、汚染公害を防止・処理するとの規定が設けられた。その翌年の１９７
９年には、第５期全国人民代表大会常務委員会の第１１回会議で、「環境保護法（試行）」
が制定され、初めて環境に関する総合的な法制度が構築されたのである。大気汚染に関す
る法制度が個別法として初めて制定されたのは、１９８０年代に入ってからである。大気
汚染防治法は１９８７年に制定され、１９９１年には「大気汚染防治実施規則」が公布さ
れた。ただ、１９９１年公布された大気汚染防治法実施細則は、２０００年の「大気汚染
防治法」の改正に伴い廃止された。
他方で、中国では第８次５カ年計画（１９９１～１９９５年）から、環境保護に関する
投資の規模が急増させ、第９次５カ年計画（１９９６～２０００年）では、投資額が第８
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次５カ年計画の１０３６億元から３４４７億元、そして第１０次５カ年計画は８３８８億
元を記録した。さらに、２０１０年における環境投資は、６６５４．２億元で、前年に比
べ 47％増加しており、中でも、都市環境基礎施設建設投資が６８．２％増加し、工業汚染
源に対しは１０．３％増加した。ただ、第１０次５カ年計画において、経済目標はすべて
達成したものの、二酸化硫黄や化学的酸素要求量などの排出量の目標は達成できなかった。
そのため、第１１次５カ年計画では、二酸化硫黄など主要汚染物質の排出総量の削減や森
林カバー率、また省エネルギー・排出削減目標などに対し、それぞれ拘束力のある数値目
標を定めたのである。このような具体的な数値目標を達成させるため、地方政府に割り当
てられた削減目標に対する「目標責任制度」や目標達成できない地方政府の幹部を昇進さ
せないという「一票否決制度」などの制度が導入された。また、計画期間中に新規に建設
される石炭による火力発電所に脱硫施設をすべて設置し、現役の発電ユニットによる二酸
化硫黄の削減や稼働する脱硫発電容量を制限するなどの規制措置が講じられた。その結果、
二酸化硫黄は１４．２９％削減し、化学的酸素要求量も１２．４５％削減することができ、
目標値を超えた。省エネにおいて目標２０％程度に対し、実際１９．１％とほぼ達成した
と看做されている。
そして第１２次５カ年計画では、国内総生産の平均成長率を７％など具体的な目標を明
確にすると共に、気候変動・省エネ環境対策の分野において、第１１次５カ年計画より多
くの拘束性のある目標を新たに追加するなど、環境問題への取組がより強化された。たと
えば、主な大気汚染物質に関し、二酸化硫黄に加え窒素酸化物やアンモニア性窒素(ＮＨ３
－Ｎ)を追加し、また非化石エネルギーが１次エネルギー消費に占める割合に対しても、拘
束性ある数値目標を定めた。
３．大気汚染防治法の体系
３．１

大気汚染防治法の概要

中国における大気汚染防治法は１９８７年に制定して以来、１９９５年と２０００年に
２回にわたって改正が行われた。法の改正は１９８７年制定された大気汚染防治法の４１
条の構成から、２０００年には６６条まで大幅に加えられた。大気汚染防治法において、
環境影響評価の実施や手続き、汚染物質排出費用の徴収や大気汚染物質の総量規制の実施、
環境行政機関による立ち入り検査権など、多分野における規制措置等が盛り込まれている。
上記で述べたように中国における法体系は、法原則などの大枠を決める法律が制定され、
それを実施するための個別法が制定されることで具体化されるといった特徴を持っている。
大気に関する法体系も同じく、環境保護法の下位法として位置づけられ、条文は基本原則
だけを定めている。そのため、その実施において、例えば排出基準等の具体的な環境規制
については細則をはじめ、行政法規である条例、規定、弁法などで具体化されている。ま
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た、地方レベルにおいても、多くの条例や弁法などが規定されている。
大気汚染防治法は１９８７年に最初に制定され、１９９５年の第８期全国人民代表大会
常務委員会１５回会議で一部改正されており、現行の大気汚染防治法は、２０００年９月
から施行され、第１章～第７章の６６条で構成されている。同法は、「大気汚染を防止する
ことにより、生活環境及び生態環境の保全及び改善を図り、人の健康を保護するとともに、
経済と社会の持続可能発展を促進させるため、この法律を制定する。」
（第１条）ことを目
的とする。これは、憲法第２６条、環境保護法第１条の目標に基づいて、具体化されたも
のである。第１７条には、大気汚染を防止する重点都市の指定制度が導入され、重点都市
では、大気環境基準を達成していない場合において国務院或いは国務院の環境行政部門が
定める期限に従い、期限内に基準を達成するように、「期限付基準達成企画」を策定しなけ
ればならないと規定している296。また、固定汚染源と移動汚染発生源による大気汚染規制制
度を設け、
「石炭燃焼による大気汚染の防止・処理」
（防治燃煤产生的大气污染）、
「自動車・
船舶による汚染の防止・処理」
（防治机动车船排放污染）とそれぞれ分けて規定している。
第１章（総則）は第１条から１０条で構成されており、固定汚染源や移動汚染発生源につ
いてのそれぞれ規定し、法を守らなかった場合の法責任を第４６条から６５条にかけて規
定している。
３．２

大気汚染防治法の構成

第１章（総則）において、大気汚染防治法の目的や行政組織の責務等について規定して
いる。第１条では、
「大気汚染を防止することにより、生活環境及び生態環境の保全及び改
善を図り、人の健康を保護するとともに、経済と社会の持続可能発展を促進させるため、
この法律を制定する。
」と、法の目的を規定している。このような法の目的を具体的に執行
するために、第２条では、
「国務院及び地方各級人民政府は、大気環境保護業務を国民経済
と社会発展計画に組み入れ、大気汚染の科学研究を強化し、大気汚染の措置を取り、大気
環境を保護・改善しなければならない」とし、経済活動の中で大気環境保護の必要性も規
定している。環境行政の実施機関としては、県クラス以上の人民政府の環境保護部門が大
気汚染の統一的監督・管理を実施する機関として位置づけられている。また、公安、交通、
鉄道、漁業管理部門は、各自の職責に応じて、自動車、船舶などから排出される大気汚染
に対し管理・監督する（第４条）と規定している。さらに、すべての単位及び個人に対し、
大気環境への保護義務を課し、大気環境を汚染する単位と個人に対し検挙と告発の権利を
認めた（第５条）
。
第６条及び第７条では、国及び地方政府の環境基準と排出基準の制定権限を認め、地方
政府に対し「上乗せ基準」を認めている。省、自治区、直轄市の人民政府は地方の排出基
準値の制定にあたって、国より厳しい基準を制定することができる。ただし、地方大気汚
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染物質排出基準を定めた省と地方政府は、国務院環境保護行政主管部門に報告しなければ
ならない義務がある297。同制度は、１９６０年代から激甚な公害問題に苦しんだ日本の上乗
せ基準の適用が考えられる。
まず、固定汚染源に関しては、大気汚染防止法第３章で具体的に規定している。たとえ
ば、石炭の燃焼による大気汚染物質を減少させるために、高い硫黄分や灰分（燃料油中）
の炭鉱において、燃焼用の石炭の洗鉱加工を行うことを規定し、そのために石炭洗鉱施設
を建設し、石炭に含まれる硫黄分、灰分を基準内に抑えなければならないとしている（第
２４条）
、都市部におけるエネルギーの構造を改善し、クリーンエネルギーの生産と使用を
普及させる（第２５条）
、新規・拡張の火力発電と中小企業において、脱硫装置と集塵装置
を必ず設置するように（第３０条）
、と規定している。
移動汚染発生源に関しては大気汚染防治法第４章で具体的に規定している。自動車や船
舶などによる大気汚染を減少させるために、「自動車・船舶による大気汚染物質は、規定さ
れた排出基準を超過してはならない。あらゆる単位および個人は、規定された排出基準を
超過する自動車や船舶の製造、販売または輸入してはならない」
（第３2 条）、自動車排ガス
基準に適合しないのは走行を禁止する（第３３条）
、国家はクリーンエネルギー消費使用の
自動車と船舶の生産を奨励する（第３４条）と規定している。また、現行の大気汚染防止
法では、汚染物質の排出許可証制度や重点地域における総量規制などの「具体化」が図ら
れ、法律に違反した際、直接規制や経済的規制等の環境政策が導入されている。
第６章の法責任は第４６条から６５条で構成され、最も多くの条項を設けている。特に、
４６条では、国務院環境保護行政主管部門が規定する大気汚染物質に関する申告を拒み、
または虚偽の申告をし、立ち入り検査、汚染物質排出の向上や事業場などが、大気疎遠物
質処理施設を正常に使用しない、燃焼防止、ばい煙防止の措置を取らずに人口が密集する
地域でアスファルト及び石炭滓、石炭灰などの物質を堆積することに対し、警告または罰
金等の措置を規定している。
３．３ 大気汚染防治法の課題
３．３．１ 法の改正
中国は１９７２年に開かれた国連人間環境会議を契機に、スウェーデンが提起した越境
酸性雨などいった国際環境問題だけでなく、日本等先進国で生じた公害問題やそれに対処
するための対策等、環境保護理念に対し認識し始めた。そのため、会議後１９７３年第１
297 第 7 条：…省、自治区、直轄市の地方人民政府は、国家大気汚染物質排出基準の中で定められていない
項目について、地方大気汚染物質排出基準を定めることが出来る。また、国家大気汚染物質排出基準で定
められている項目について、国家大気汚染物質排出基準よりも厳しい地方大気汚染物質排出基準を定める
ことができる。地方大気汚染物質排出基準を定めた省など地方政府は、国務院環境保全主管部門に報告し
なければならない。…。
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回目の環境会議を皮切りに、多くの環境法体制が整備され始めた。とりわけ、１９７８年
の憲法の改正で、環境問題に対し明示することで、環境法体制への法的根拠を備えること
になり、憲法の規定にしたがってどのように環境立法や執行、司法などを強化するかが課
題であった。ただ、当初環境問題に対する法律がまだ形成されていないため、国務院によ
る「環境の保護と改善に関する若干規定（試行）」298を踏まえて総合的な環境保護法や森林
法等の関連法律を起草し、それが１９７９年９月の全国人民代表大会常務委員会により「環
境保護法（試行法）
」が制定された。同法は試行法ではあるが、環境法制の基本的な枠組み
を構築し、環境保護の原則と制度を明確にした点で重要な意義を持つ299。その後、今日の総
合環境保護に関する基本法である環境保護法が１９８９年に制定された。
ところで、中国は全国４２．５％の重点都市においてまだ空気質の二級基準に、中で７
の都市部で三級基準に達していない。特に、自動車や船舶、重化学工業の急速な発展によ
り、光化学オキシダント、スモッグなどの新たな問題が顕在化するなど、従来の環境問題
に加え新たな環境問題に直面し、大気汚染の防止・処理にきわめて複雑な状況に直面して
いる。これまで、石炭の燃焼によるばい煙型の汚染が深刻であったが、その抜本的な改善
がない状態に加えて複合型の環境問題も同時に抱えている。これは石炭を中心としたエネ
ルギーの構造に根本的な変化がないため、ばい煙型の汚染が主な大気汚染の課題であり、
とりわけ、都市部における大気環境中の二酸化硫黄や粒子状物質などの問題に対し、まだ
全面的な解決がない。それに自動車の保有台数の持続的な増加は、自動車排ガスによる大
気汚染が顕在化している。そのため、光化学スモッグや酸性雨など複合型の大気汚染問題
が日増しに突出している。特に、オゾン、粒子状物質、二酸化硫黄、窒素酸化物、揮発性
有機化合物などが主な大気汚染物質として排出されている。

こうした深刻な大気汚染問

題に対し、国内では２０余りの都市の空気質に対しある程度空気汚染指数（ＡＰＩ）形式
で発布されているものの、全体的にみたとき、国内都市の空気質の情報公開はまだ初期段
階にあることと指摘されている。特に、ＰＭ２．５が顕在化しているにも関わらず、中国
はまだ関連データを公表していない。
一方、現行の大気汚染防治法は、個別法規範を重視し、関連の法とのつながりが欠如し
ている。主に、汚染源の末端管理を重視し、汚染の原因から始め全過程と地域上における
大気汚染の抑制理念が欠如している。それに、法自体の設定上きちんと整備されておらず、
とりわけ、目標責任と審査評価の制度が確立されていないため、政府に対する責務は多い
ものの、その実効性が問われる300。すなわち、大気汚染防治法は２０００年の改正から今
日に至るまで大きな抜本的な法改正が行われなかった。しかし、中国は２０００年代に入
って従来型の公害問題に加え、それを前身とする汚染物質による２次汚染、いわゆる複合
型の大気汚染問題が深刻である。こうした社会変化に対応するためには、従来の大気汚染
298
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防治法による対策は限界があり、新たな法制度の総合的かつ計画的な法制度の改正が求め
られる。
このように悪化しつつある大気汚染問題に対し、１９８７年に制定した大気汚染防治法
が１９９５年と２０００年の２回の改正が行われ、第３回目の改正に向けて審議され、近
いうちに全国人民代表大会常務委員会に提出する見通しである。
３．３．２ 新たな対策
中国は悪化しつつある大気汚染問題の解決に向けて、２０１２年の５月に「大気汚染防
治法」と「国民経済と社会発展十二・五計画要綱」に基づいて、
「重点地域大気汚染防治十
二・五（第１２次５カ年計画、２０１１～２０１５年）計画」301（以降「計画」と称す）が
制定された。
大気汚染問題において、２０１０年の時点で二酸化硫黄や窒素酸化物の汚染排出量が、
それぞれ２２６７．８万トンと２２７３．６万トンで、世界で排出量が最も多い国家であ
る。このようなばい煙型汚染がまだ抑制できていない状況で、重化学工業の急速な発展と
共にエネルギーの消費及び自動車の保有台数の急増などにより、二酸化硫黄や窒素酸化物
及び揮発性有機化合物などによるＰＭ２．５や酸性雨、光化学オキシダントなど２次汚染、
いわゆる地域的複合型の大気汚染が顕在化している。特に、ＰＭ２．５は２０１０年に７
つの都市での観測された年平均値は、新たに修訂した環境空気質の基準より１４％～１５
７％超過している。地域内の空気の重度汚染現象が大範囲で同時に表れ、日増しに増えて
いる。これらの汚染物質による大気汚染対策は、一つの地域内での取組みのみでは限界が
あり、新たな地域大気汚染防止の管理体系が求められた。こうした状況の下で、計画は主
に２０１５年まで、重点地域の二酸化硫黄、窒素酸化物、鉱業煤塵の総排出量を１２％、
１３％、１０％を削減し、ＰＭ１０、二酸化硫黄、二酸化窒素、ＰＭ２．５の年平均濃度
をそれぞれ１０％、１０％、７％、５％を低下させることを目標としている。特にＰＭ２．
５において深刻な京津冀，长三角，珠三角地域では６％の目標を掲げている。それに、揮
発性有機化合物、オゾンの抑制や酸性雨の軽減など、地域大気汚染を共同防衛・抑制のメ
カニズムを確立することで、地域大気環境管理能力をあからさまに向上させることを目標
としている。対象範囲は北京、上海などを含む１９の省、自治区、直轄市で国土面積の１
３．８１％を占める。また、法整備において現行の大気汚染防治法における地域大気汚染
防治、移動汚染源の抑制などの面で有効的な措置が欠如し、揮発性有機化合物の排出基準
の体系も少なく、都市の飛散埃の総合管理制度がきちんと整備されていないことを指摘し
ている。
すなわち、中国は悪化しつつある大気汚染問題に対処するため、大気汚染防治法の大幅
な修正案の提出と共に、大気汚染を総合的に管理するための対策として計画が発表された。
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「重点区域大气污染防治“十二五”规划」
。中国環境保護部と国家発展と改革委員会及び財政部が発表。
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これは汚染物質の総量抑制から環境質の改善へ転換し、既存の大気汚染物質からそれによ
って新たに発生するＰＭ２．５など複合型の大気汚染への対策も取組み始めている。

Ⅱ

日本

第３章で述べたように日本は高度経済成長を実現した一方、新潟水俣病、熊本水俣病、
四日市喘息、そしてイタイイタイ病などいわゆる４大公害問題を引き起こした。中でも四
日市喘息は二酸化硫黄による大気汚染の被害であった。日本は高度経済成長期に石炭や石
油などといった化石燃料を中心に消費されたため、二酸化硫黄や窒素酸化物等の大気汚染
物質を中心とした大気汚染が深刻であった。その後、高度経済成長が終焉を迎えると新た
に都市・生活型の環境問題、そして地球環境問題などの環境問題が台頭したのである。こ
れらの環境問題に対処するために、日本は段階的に法制度や行政組織が整備された。特に、
公害問題に対し有効的な対策が講じられ、「克服」してきたものの、化学物質など科学の進
展と伴う大気汚染物質は増加し、取り急ぎ解決しなければならない課題である。日本の公
害問題対策で蓄積されてきたノウハウは、現在公害問題を抱えている国々の公害対策に十
分に生かされることと思われる。
したがって、戦後高度経済成長期における大気汚染についてその現状と法対策について
把握することにする。特に、当初主な汚染発生源であった固定汚染源と、その後の移動汚
染源に分けて現状と対策について具体的に述べることにする。次ぎに、このような現状分
析を踏まえて、戦後から今日に至るまでの大気汚染に対処するための法制度の歴史的展開
を概観し、とりわけ、大気汚染防止法についてその概要や構成について整理し、そのうえ
今後の課題を明らかにする。
１．大気汚染の現状
日本における大気汚染問題は、第２次世界大戦後高度経済成長により激甚な公害問題を
引き起こし、１９７０年に入って著しく改善された。日本政府は激甚な公害問題に対処す
るために、１９６７年に公害対策基本法により典型６公害を指定し、さらにその後１９７
０年の公害国会においてもう一つを指定することで典型７公害（大気、水質、土壌、騒音、
振動、地盤、悪臭）を指定し、それに対処するための法対策が講じられた。しかし、日本
は大気汚染を中心とした公害問題が他の公害問題に比べ最も多い。具体的に見てみると、
図表４－４は２０００年代における公害苦情件数えであるが、これは国内公害問題の現状
をある程度反映するものと見ることができる。大気汚染に関する苦情件数は２０００年の
２６,０１３件から２００９年には１９,３２４件まで低下したものの全体の公害問題に比
べ占める比重は大きいことが分かる。他方で、その他水質や騒音などはほぼ横ばい状態を
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維持している。
図表 10 ４－４日本の公害苦情件数302
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出典：総務省統計局 HP、
「各年度中に地方公共団体の公害苦情相談窓口で受付・処理した公害苦情件数」

かつて高度経済成長期に引き起こした公害問題は、工場や事業場などからの固定汚染源
による公害問題が顕在化し、政府の有効的な立法措置や行政整備などによりこれまで「克
服」した。しかし、科学の飛躍的な進展と共に、環境問題は従来の二酸化硫黄や窒素酸化
物などの大気汚染物質にとどまらず、ＰＭ２．５、ＰＭ１０など新たな大気汚染物質の台
頭が近年大気汚染に対する苦情件数が多いといったことが考えられる。したがって、大気
汚染による公害苦情件数の減少は従来の二酸化硫黄や窒素酸化物などの汚染物質の減少が
考えられるが、その一方で、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどといった新たに顕在化
しつつある大気汚染問題が考えられる。
環境基準の達成率からみると、大気汚染防止法に基づいて二酸化硫黄、窒素酸化物、粒
子状物質（ＳＰＭ）などの大気汚染物質は環境基準にほぼ達成しており、着実に大気中の
濃度を低下させている。一方で光化学オキシダント（Ｏｘ）、ＰＭ２．５、アスベストなど
による大気汚染はまだ顕在化しつつある状況である。特に、Ｏｘにおける環境基準達成率
は、２０１１年に発表した「平成２１年大気汚染状況について（一般環境大気測定局、自
動車排出ガス測定局の測定結果）
」によると、一般局で０．１％、自排局で０％であり、達

302

総務省統計局 HP「日本の統計 2012」のデータにより作成
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成状況は極めて低い水準になっていると指摘されている303。
すなわち、日本における大気汚染問題は二酸化硫黄や窒素酸化物などかつて公害問題を
引き起こした大気汚染物質を中心に著しく改善されたものの、新たに台頭した大気汚染物
質に関しては現在抱えている課題である。
１．１

固定汚染源による大気汚染

冒頭で述べたように、固定汚染源とは主に工場や大規模の事業場などから排出される汚
染物質のことをいう。日本は１９５０年代の半ばから１０年余りの高度経済成長を遂げて
おり、その過程で臨海地域に建設されたコンビナートなどから排出される大気汚染物質に
より、深刻な大気汚染をもたらした。高度経済成長は主に石油を中心として消費され、中
東から安価で低質の石油が大量に輸入され、それと伴い二酸化硫黄を中心とした大気汚染
物質が大気中に大量に排出されたため、深刻な公害問題を引き起こしたのである。
図表 11 ４－５日本における大気汚染物質の排出状況（固定発生源）
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出典：「環境省の昭和 62、6３年度及び平成 2、３、5、6 年度については抽出調査の結果である。
平成 9、10、12、1３、15、16、18、19、21、22 年度は調査未実施」

ただ、二酸化硫黄は１９６７年をピークにその平均値が大幅に改善され、１９７０年代
の後半には殆どの測定局で環境基準を達成している304。その背景には１９６９年に「硫黄酸
303
304

環境省報道発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13527 最終閲覧日 2012.10.18
富井利安ほか『新版 環境法の新たな展開』
（法律文化社、1997）96 頁
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化物に関する環境基準」の濃度基準が設定され、その翌年の１９７０年に公害国会で公害
対策基本法の抜本的な改正を契機に、大幅に改善されたことが考えられる。その後１９７
２年に再び濃度基準が改正されることで、図表４－５で示しているように、１９７０年代
の後半から１９８０年代の半ばまで二酸化硫黄の排出量が急速に減少していることが分か
る。
ＳＯｘや煤塵など汚染物質の減少は、①１９７０年代の２度にわたるオイルショックの
勃発を契機に高度経済成長は終焉を迎え、エネルギーの消費が減少したことが考えられる。
②当初不安定な中東情勢の中でエネルギー価格の高騰などの懸念から、国内の資源をいか
に有効に利用するかが課題となり、省エネ技術が促進されことを挙げることができる。こ
のような石炭や石油など化石燃料による消費が減少したのは、天然ガスなどのクリーンエ
ネルギーの増加が考えられる。具体的に図表４－５から見ると、硫黄酸化物質は１９７８
年の１３１６千トンから１９８７年には５９７千トンまで減少し、２００８年には５０６
千トンまで減少している。一方、窒素酸化物においては１９７８年の８７１千トンから１
９８７年に６８６千トンまで減少したものの、この時点ですでに硫黄酸化物質を上回って
おり、２００８年には７３１千トンで１９８７年に比べ増加していることが分かる。窒素
酸化物は特に１９８０年代後半から２０００年代の初期まで増加勢を見せたものの、２０
０８年は減少している。ただ、全体排出量において大幅減少はまだ見られない。このよう
に、大気汚染物質の中でもＳＯｘやＮＯｘの排出量の減少において、とりわけＳＯｘの改
善において、次のようないくつかの対策が有効的であったことと思われる。
第一に、総量規制措置である。日本の固定汚染源による大気汚染への法的対応は、戦後
地方自治体による条例の制定から始まった。例えば、１９４９年に東京都における「工場
公害防止条例」の制定を皮切りに、１９５１年に神奈川県「事業場公害防止条例」の制定
などが挙げられる。大気汚染に関し国が初めて制定した規制は、１９６２年の「ばい煙の
排出の規制等に関する法律（ばい煙規制法）」であり、硫黄酸化物と煤塵の濃度基準を設定
した。違反した場合、行政命令をし、さらに違反する場合刑事的制裁を適用するものであ
った。ただ同法はあくまでも経済発展を優先とする経済調和条項をおいたことや、汚染排
出に対して指定地域制の導入、さらに、排出基準が緩やかであったことから、大気汚染を
有効的に食い止めるには限界があった305。その後１９６７年の国による公害問題に対する基
本法の制定を契機に、硫黄酸化物質に関し従来の濃度規制から、総量規制へと転換した。
総量規制の導入は、日本にとって大気汚染物質の減少に大きな役割を果たした。例えば、
４大公害の一つである四日市喘息訴訟における原告側の全面勝訴を契機に、四日市では全
国の先駆で県の条例でＳＯｘの総量規制を実施した。その結果、企業側による公害防止の
ための投資が増大し、１９７６年には全国第１次ＳＯｘ総量規制指定地域の中で、初めて
環境基準に達成することができた306。
305
306

大塚直『環境法 第 3 版』
（有斐閣、2010）332～333 頁
遠藤宏一「転機に立つ四日市コンビナート」公害研究 Vol9、NO3（1980）2 頁
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第二に、エネルギーの構造及び省エネの推進を挙げることができる。日本は国内エネル
ギーの自給率は僅か２割程度しかなく、限りのある資源をいかに有効に利用するかが課題
であった。それに、二度にわたるオイルショックにより高度経済成長から安定した経済成
長期へと突入した。そのため、かつて７割以上を占めた安価で低質の石油の輸入において、
エネルギーの価格高騰やエネルギー供給不安などを背景に、エネルギーに対し新たな対策
が求められた。こうした状況の下で、エネルギーの構造転換対策と省エネ対策が促され、
二酸化硫黄等の大気汚染の改善だけでなく、省エネの技術は世界で認められている。
第三に、排煙脱硫装置が有効であったといえる。前述したように日本の高度経済成長は
中東からの安価で低質の石油が消費されたため、二酸化硫黄による大気汚染が顕在化した。
しかも、輸入された大量の石油は臨海地域の石油コンビナートなどから消費され、いかに
こうした大規模な事業場から排出される汚染物質を抑制することができるかが、大きな課
題であった。このような問題に対処するための措置として、石炭や石油など化石燃料の燃
焼による排ガスから硫黄酸化物質や窒素酸化物質を除去するために、それぞれ排煙脱硫装
置や排煙脱硝装置が設定された。その後更なる普及により固定汚染源における汚染物質の
排出を有効的に制御することができたことが挙げられる。
すなわち、日本における戦後の大気汚染に関する公害問題は、工場や大規模な事業場か
ら排出される二酸化硫黄を中心とした大気汚染が顕在化した。日本政府はこれの問題に対
処するため、二酸化硫黄や窒素酸化物に対し①総量規制、②省エネ対策の促進、③排煙脱
硫措置の普及などよる対策が有効的であったと言える。さらに、政府による燃料規制や民
間レベルの排煙脱硫装置の技術開発等が大きな役割を果たした307。
１．２

移動汚染源における大気汚染

上記で述べたように高度経済成長期の大気汚染において工場や大規模の事業場等から、
いわゆる固定汚染源が多かったことから、汚染物質の排出に対し有効的な対策が講じられ
た。ところが、自動車等いわゆる移動汚染源になると、日常生活の中で常に使用されるこ
とが多く、また規模が小さいゆえに負荷変動が大きいため、対策を講じるのが難しいとい
った限界を持つ308。日本は１９７０年代の二度にわたるオイルショックにより、もはや高い
経済成長は不可能になり、安定した低成長期に入った。その一方で、高度経済成長は科学
の飛躍的な進展とともに人々の生活レベルを向上させ、環境問題も従来の公害問題から新
たな環境問題である都市・生活型の大気汚染が台頭したのである。特に、人々の生活レベ
ルの向上は、自動車が普及され自動車排ガスによる窒素酸化物を中心とした大気汚染が顕
在化した。

307

ジャパンタイムズ『日本の大気汚染経験―持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、1
997）11~12 頁
308 片岡正光『地球環境サイエンスリーズ 4 酸性雨と大気汚染』
（三共出版、1998）82 頁
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図表 12

４－６日本の自動車保有台数

単位：千台
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出典：自動検査登録情報協会 HP のデータにより作成。合計は、乗用車、貨物車以外に乗合車、特種（殊）車、二輪車、
そして軽自動車を含んだ合計である。各年の３月までのデータである。

図表４－６で示されているように、１９６０年代以降からの自動車台数からみると、１
９６６年から１９８９年まで約７倍、１９９９年まで約９倍、そして２０１１年まで約１
０倍増加している。乗用車の保有台数は、１９６７年の２９９６千台から１９８０年には
２２７５１千台に急速な増加を見せており、さらに２０１１年には５８１３９千台まで増
加している。一方、貨物車は１９６７年の５５３７千台から１９９１年の２１１４６千台
をピークに急速な減少を見せている。自動車保有台数の増加は、窒素酸化物による大気汚
染を推測することができる。工場や事業場などから排出される窒素酸化物の固定汚染源に
関しては、上記で述べたように排煙脱硝措置により大幅に改善されたものの、自動車によ
る窒素酸化物において１９６０年代から１９８０年代にかけて有効的な装置が取られなか
ったため、自動車排ガスによる大気汚染が深刻であった。
特に、自動車を中心とした移動汚染源からのＮＯｘの排出量は、①大都市圏を始めとす
る交通量の増大、②バスやドラックなどディーゼル車の増加などにより削減できなかった。
特に大都市におけるＮＯｘの排出量が多かったため、１９９２年に窒素酸化物を総量的に
抑制するため、
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関す
る特別措置法（自動車ＮＯｘ法）
」が制定された。自動車ＮＯｘ法は、特定地域での規制措
置であり、窒素酸化物の削減には２０００年までＮＯｘの環境基準の達成が不可能となっ
た。その後、交通量の増加やディーゼル車の増加により、窒素酸化物に加え浮遊粒子状物
117

質（ＳＰＭ）による大気汚染も顕在化した。これらに対処するために、２００１年にＰＭ
が加えられ「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の
削減などに関する特別措置法（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」に改正された。２００７年に自動
車ＮＯｘ・ＰＭ法が改正され、窒素酸化物や浮遊粒子状物質など全体としては改善傾向が
見られるが、交通量が多い大都市で大気環境基準に達成していない局地的な汚染が継続し
ている309。このような移動汚染源に対し、日本政府は低公害車の普及の推進を図表ってきた。
主に電気、天然ガス、ハイブリッド、低燃費かつ低排出ガス車などの普及を促した。中で
も低燃費かつ低排出ガス車において、２０００年の５６９千台から２０１０年には２１０
５２千台に、実に３７倍増加している。その次に、ハイブリッド車が同期間に２８倍、天
然ガスが５倍、そして電気車が４倍という順で増加している310。
すなわち、固定汚染源による汚染物質の排出に関し、工場などの汚染発生源に対し排出
基準の遵守義務が課されたが、自動車の場合、移動するため汚染源の特定が難しく、発生
行為に対し直接に規制し、命令を出し、刑罰を科することは技術的に難しいといった限界
を持っている311。
１．３

酸性雨の現状

周知のように二酸化硫黄や窒素酸化物などの大気汚染物質は、酸性雨の原因物質であり、
戦後急速な経済成長によるこれらの汚染物質の大量排出は、国内では酸性問題を引き起こ
した。特に１９７０年代に入って、酸性雨による被害が顕在化した。その最初に被害をも
たらしたのは１９７３年に駿河湾沿岸や山梨上野原の工業地帯などで、酸性雨・酸性霧に
より目やのどの痛みを訴えた事件である。また、その翌年の１９７４年に関東地方中部の
佐野、大平、古河、熊谷などで、多くの人々が目の刺激を訴えた事件、さらに１９７５年
に栃木県や埼玉県で目や皮膚の刺激を訴えるなどの事件が相次いで発生していた312。このよ
うな国内の酸性雨による被害と、ＥＵ地域での酸性雨被害などの状況やその対応等に対し、
日本も情報をキャッチしていた。それに、アジア地域における酸性雨の実態解明や未然防
止の観点から酸性雨対策調査を行ったのである313。
こうした国内の酸性雨による被害を受け、初めて酸性雨対策に乗り出したのが１９８３
年からである。同年、環境庁により酸性雨対策検討会を設置すると同時に、環境影響の顕
在化を念頭において５カ年計画で第１次酸性雨対策調査が実施された314。調査の結果、全国
大塚直『環境法 第 3 版』
（有斐閣、2010）346 頁
平成 24 年版環境統計集「低公害車保有台数の推移」
、http://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/最終閲
覧日 2012.10.19
311 大塚直『環境法
第 3 版』
（有斐閣、2010）341 頁
312 酸性雨編集委員会『酸性雨－複合作用と生態系に与える影響（初版）
』
（博友社、1996）22 頁
313 環境省「環境省第４次酸性雨対策調査」
（酸性雨センター検討会、2002）PDF 文書 1 頁
http://www.adorc.gr.jp/adorcjp/publication/index.html 最終閲覧日 2009.11.9
314 環境省「酸性雨モニタリング報告書（平成 15～19）
」2009.3 PDF 文書
309
310
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の多数の地域において酸性物質が沈着していることがわかった315。その後、第２次酸性雨対
策調査が実施された１９８８年から１９９３年期間の調査では、国設大気測定局に自動計
測機と自動開閉型の採取器が設置され、濃度の連続測定と降水の分析が行われた316。その後
１９９４年に第３次酸性雨対策調査が行われた。そこでは、酸性雨の未然防止が目標に掲
げられ、新規の測定所の設置や観測網の拡充・強化が図られた。その結果を踏まえ、１９
９７年４月に第３次の中間とりまとめが発表された。まとめではアルカリ度の低い湖沼が
確認され、数値実験の結果から早い場合３０年後に酸性化する可能性があることや原因不
明の樹木衰退図表も確認されたという報告が出された317。さらに、第３次酸性雨対策調査で
は、日本国内の森林や湖沼の被害（調査期間中降水中のｐＨは４．７～４．９／年平均値
の全国平均）がＥＵと比べてもほぼ同程度であり、第３次中間とりまとめでは、生態系へ
の影響や日本海側で冬季に大陸からの影響が示唆される等の報告がだされたのである318。
日本国内における酸性雨濃度は全国的に（ｐＨ４．６８/全国平均値）比較的酸度が強い
酸性雨が観測されており、その起因として大陸に由来する大気汚染物質が指摘されている。
ただ、国内では酸性雨による生態被害や湖沼の酸性化は確認されておらず、今後酸性雨が
長期間を経て表れる場合、現在のような酸性雨が降り続けるとすれば、将来酸性雨による
影響が顕在化する恐れがあるということも指摘されている319。
２．大気汚染に関する法制度の形成と展開
日本における公害問題は１９６０年代に入ってから顕在化し、それに対処するために法
制度が整備され始めた。１９６７年の公害対策基本法を皮切りに、本格的の法整備は１９
７０年代からであると見ることができる。
２．１

法制度の形成

前に言及したように、日本における高度経済成長の産業構造は重化学工業を中心とした
ため、１９５５年代の初期に既に大気汚染が深刻であった。然るに、当初これに対処する
ための国による法制度上の措置はなく、その処理の必要に迫られた地方自治体が国より先
立って条例を制定することで問題解決を図った。大気汚染は１９５０年代初期において、
石炭が多く消費され煤塵が主な大気汚染物質であり、それに対処するための対策は１９４
http://www.env.go.jp/earth/acidrain/monitoring/rep1/full.pdf 最終閲覧日 2009.10.30
315 藤田 慎一「第 1 章 酸性雨問題の変遷と当研究所の取組み」13 頁
http://criepi.denken.or.jp/jp/pub/review/No43/chap-1.pdf 最終閲覧日 2009.12.31
316 藤田 慎一「第 1 章 酸性雨問題の変遷と当研究所の取組み」13 頁
http://criepi.denken.or.jp/jp/pub/review/No43/chap-1.pdf 最終閲覧日 2009.12.31
317 藤田 慎一「第 1 章 酸性雨問題の変遷と当研究所の取組み」13 頁
http://criepi.denken.or.jp/jp/pub/review/No43/chap-1.pdf 最終閲覧日 2009.12.31
318 酸性雨編集委員会『酸性雨―複合作用と生態系に与える影響(初版)』(博友社、1996)298 頁
319 日本環境白書 2011、123～124 頁
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９年に制定された「東京都公害防止条例」により規制された。さらに、大気汚染は企業側
の自主的集塵装置が導入され、石炭燃焼に伴う煤塵量が著しく減少したのである。その後、
１９５５年に東京において、
「ばい煙防止条例」が制定された320。すなわち、この時期おけ
る環境問題は、まだ経済規模が大きくなかったため、局部的なレベルに留まっており、地
方自治体の公害条例により規制された。
ところで、１９５５年以降からの急速な経済成長は、工業地帯から二酸化硫黄の排出に
より、喘息などの多数の呼吸器系疾患が現われ始めたにもかかわらず、公害問題に対し法
的対応が十分に行われずに経済成長が優先された。その結果、１９５７年から公害問題は
人々の健康に被害をもたらし、やがて四日市喘息、イタイイタイ病、新潟水俣病、熊本水
俣病など、いわゆる「４大公害」の発生を招いたのである。公害被害によって苦しんだ人々
は公害被害の救済、公害の防止を目指し公害反対運動を展開し、国はこのような国民の世
論に押され、公害対策への構築に乗り出した大きな契機となったといえる321。国は公害問題
に対処するために、１９６２年に「ばい煙の排出の規制等に関する法律」
（以下「ばい煙規
制法」と称する）322を制定した。同法は、国が制定した公害問題に対する最初の大気汚染防
止に関する法律である。しかし、ばい煙規制法は石炭の燃焼による煤塵の規制には効果を
見せたものの、１次エネルギーが石炭から石油にエネルギーが転換される過程で、硫黄酸
化物質の排出量が増加するにつれ、ばい煙規制法による対応のみでは限界があった。さら
に、ばい煙規制法は当初の汚染の著しい地域を対象に、指定地域中での規制であったため
予防的な効果が期待できなかったことを指摘することができる。
当初日本において大規模工場の集中立地という特徴から、環境汚染物質排出源ごとに規
制するのは限界があったため、排出源全体に対する環境保全と環境汚染の未然防止のため
の法制度の整備が求められるようになり、１９６７年に「公害対策基本法」が制定された。
それと同時に、従来のばい煙規制法が廃止された323。公害対策基本法は公害問題に対する最
初の基本法として、公害対策を総合的・計画的に推進させるために制定された。その目的
として「公害対策の総合的推進を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境
を保全する」と規定し324、公害対策の基本的な方向を明らかにした。公害対策基本法は、当
初典型６公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地番沈下及び悪臭）について規定し、
その後の法の改正で土壌汚染が追加され典型７公害に対し規定している325。同法が制定され
た後、１９６８年に大気汚染防止法が、その翌年の１９６９年に「公害に係る健康被害の
救済に関する特別装置法」
、そして１９７０年には「公害紛争処理法」が制定されたのであ
320 ジャパンタイムズ日本の大気汚染経験―持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、19
97）34～35 頁
321 吉村良一「環境法の歴史」法学セミナー特集・環境法の基礎知識（日本評論社、2009）10 頁.
322 ばい煙とは、一定の硫黄酸化物、煤塵及び有害物質をいい、ばい煙発生施設とはばい煙を発生し、排出
する一定の施設をいう（第 2 条 1 項、2 項）
323 松村弓彦『環境法（第 2 版）
』
（成文堂、2004）8 頁
324 黒川哲志・奥田進一編著『環境法へのアプローチ』
（成文堂、2007）5 頁
325 大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）10 頁
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る。
すなわち、戦後、日本の環境法制度の形成は、経済成長と開発の促進を国家の至上目的
とし、環境保護への配慮は後回しになりがちであったため、悲惨な「４大公害」をもたら
した。それに対処するために、本格的な環境法制度が整備され始め、公害対策防止法を皮
切りに、大気汚染防止法など典型７公害における個別法が整備されるようになり、厳しい
排出基準を設けるなどのシステムの導入により、激甚な公害問題は徐々に「克服」されつ
つあった。
２．２ 法制度の展開
１９７０年代に入ると、東京都杉並区における光化学スモッグ事件やカドミウム汚染米
などの公害問題が社会問題となり、第６４回臨時国会で１４の法律の制定と改正が行われ
るなど、いわゆる「公害国会」が開かれた326。「公害国会」における法律の改正は、１９６
７年の公害対策基本法を柱とする法体系の抜本的な整備改正が行われ、公害対策基本法で
規定された「生活環境の保全に当たっては経済の健全な発展との調和を図る」という経済
との調和条項が削除された。それは同条項において経済を阻害しない限りでの環境護であ
ったため、規制のその基準自体が緩やかで、環境問題に有効に対応できなかったため、公
害関連法の改正により同条項が削除されたのである327。つまり、公害対策基本法はあくまで
も産業発展を優先し、経済の発展を最優先したということが考えられる。法改正は公害の
定義を典型６公害から土壌汚染が追加され、典型７公害となったのである328。
１９７１年にはこれまで定められた公害関係の法律を総合的に推進し、運用することに
は従来の行政組織では限界があり、公害法の執行及び形成に責任を負う官庁が必要となり、
環境庁が総理府の外局として設置された329。これを契機に基本的な環境法制度や行政組織が
整備されたと見ることができる330。その後、１９７３年には医療費の支給を中心とする１９
６９年の「公害に係る健康被害の救済に関する特別装置法」が改められ、障害補償費など
を支給する公害健康被害補償制度が制定された。その翌年の１９７４年の改正では、総量
規制方式が導入された。
１９７０年代以降は、公害対策により公害問題が「克服」しつつあったと同時に、新た
な環境問題が台頭した。生活ゴミや廃棄物、そして自動車排ガスなどといった環境問題を
挙げることができる。これらの環境問題は社会経済の飛躍的な発展と共に、人々の生活レ
ベルが向上したことを背景に顕在化したことと思われる。とりわけ、自動車排ガスは窒素
326
327

頁
328
329
330

大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）11 頁
地球環境経済研究会ｃ『日本の公害経験―環境に配慮しない経済の不経済』
○
（合同出版、1991）14～17
南博方・大久保規子『要説 環境法(第 3 版)』
（有斐閣、2006）24～25 頁
大塚直『環境法』
（有斐閣、2002）12 頁
地球環境経済研究会ｃ『日本の公害経験―環境に配慮しない経済の不経済』
○
（合同出版、1991）19～24

頁
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酸化物を中心とした大気汚染物質を排出し、自動車台数の増加は大量の汚染物質を排出に
よる大気汚染が深刻であった。このような状況下で、窒素酸化物を有効的に対処するため
に、１９７３に窒素酸化物に対し規制が行われた。１９７０年の「公害国会」における法
律の改正を契機に、大気汚染防止法が大幅に改正され、都道府県による上乗せ規制、違反
する場合の直罰等の規制が設けられた。１９７２年には、「大気汚染防止法及び水質汚濁防
止法の一部を改正する法律」が制定され、無過失賠償責任制度が導入された331。さらに、１
９７４年には大気汚染防止法が改正され、硫黄酸化物に関する総量規制方式が導入され、
１９８１年には、窒素酸化物に関する総量規制が導入された。その結果、硫黄酸化物にお
いては大幅な減少が見られたが、窒素酸化物においては自動車台数の急増等、いわゆる移
動汚染源の増加により、単体規制や燃料規制を中心に実施された。
特に、１９８０年代に入って首都圏などの大都市を中心に自動車の排出ガスによる大気
汚染が深刻で、その解決に向け１９９２年に特定地域での自動車による窒素酸化物の排出
に対処するための法律として、
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量
削減等に関する特別装置法（自動車ＮＯｘ法）
」が制定された。しかし、自動車ＮＯｘ法に
よる規制は、自動車の走行量等の増加等により、多くの地域でＮＯｘの環境基準を達成で
きなかったことや大型バス等から排出される浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の増加から効果が
上がらなかった。そのため２００１年に「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物
質の特定地域における総量削減等に関する特別措置法（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）
」が制定さ
れた。また、２００４年の大気汚染防止法の改正では、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）及び光
化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等に関
する規制も新たに加えられた。
すなわち、高度経済成長期に発生し４大公害は、国の立法措置や地方自治体の条例の制
定により、二酸化硫黄による大気汚染は著しく改善されたが、１９７０年代以降になると、
人々の生活レベルの向上は都市・生活型の公害が台頭し、それによる汚染源も多様かつ複
雑に表れた。つまり、大気汚染は固定汚染源から移動汚染源へと転換することにより、小
規模かつ不特定汚染源であるため、既存の法制度が機能しなくなり、新たなシステムの転
換が求められた。
３．大気汚染防止法の体系
１９９３年に制定された環境基本法は環境保全に対する基本法として、それを具体化す
るために大気汚染や水質汚濁などに関する多くの個別法が制定された。大気汚染防止法に
関する法体系は、大気汚染問題の全体を規定する「大気汚染防止法」を上位法として、個

331

和田直也・今村弘子『自然と経済から見つめる北東アジアの環境』
（富山大学、2009）163 頁
無過失賠償責任制度：
「工場または事業場等からの事業活動によって、有害物質が大気や水中に排出され、
健康被害をもたらした場合には、事業者による過失ではなくても、事業者はその損害を賠償する」
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別問題対処するための法律がある。例えば、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域
における総量削減などに関する特別措置法（自動車ＮＯｘ法）」
「自動車から排出される窒
素酸化物と粒子状物質の特定地域における総量削減などに関する特別措置法（自動車ＮＯ
ｘ・ＰＭ法）
」
、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止
に関する対策を実施することにより、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することを目的
とする「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律（スパイクタイヤ法）」
（第１条）、
また「オゾン層保護法」などが挙げられる。
３．１ 大気汚染防止法の概要
日本における大気汚染は主に、工場や発電所などといった固定発生源と自動車や船舶な
どから排出される移動汚染源に大別される。特に、戦後高度経済成長期において重化学工
業が推進され、臨海地域の大規模の事業場などのような固定発生源から排出される大気汚
染物質により、公害問題が顕在化した。しかし、高度経済成長が安定した成長期に入ると、
人々の生活レベルが向上するとともに、生活ごみなどの増加と共に、自動車の台数が急速
に増加し、自動車排ガスによる大気汚染が深刻である。
固定汚染源による大気汚染への法的対応は、地方自治体の条例の制定を皮切りに国が法
制度を整備することになる。地方自治体は１９４９年に東京都の「工場公害防止条例」を
始め、その後１９５５年に「東京都ばい煙防止条例」により排出基準が導入された。日本
政府による大気汚染防止のために制定された最初の法律は、１９６２年に初めて制定され
たばい煙規制法であり、主に石炭の燃焼による煤塵の削減には有効的であった。しかし、
経済成長は中東から石油が大量に輸入され、石炭から石油に移行するようになると、煤塵
から硫黄酸化物の排出量が急増した。そのため、従来のばい煙規制法で対応するには限界
があり、さらに自動車排ガスの規制が含まれていなかったため、１９６８年にばい煙規制
法を根本的に見直し、新たに大気汚染防止法が制定された。大気汚染防止法は①事前防止
の観点で指定地域の拡大、②硫黄酸化物に対する濃度規制を総量規制（Ｋ値規制）に改定、
③環境基準の導入による特別排出基準の設定、④緊急措置の強化、⑤自動車排ガスの許容
限度の設定などを含む、総合的な法として制定された。ただ、大気汚染防止法を制定した
後においても、ばい煙などの有害物質の排出は増加し、全国に大気汚染が顕在化した。加
えて、窒素酸化物による光化学スモッグや自動車排ガスによる大気汚染が顕在化した332。
このように多くの規制の改定や新たな導入は、従来の大気汚染防止法が有効的に機能し
なかったといえる。こうした状況の下で、１９７０年に開かれた「公害国会」において公
害問題に対する抜本的な法改正が行われると共に、大気汚染防止法も大幅に改正された。
主に都道府県による上乗せ規制や直罰規定、燃料規制の導入、地方自治体の権限の強化な
どが盛り込まれた。その後、１９７２年には無過失責任に基づく損害賠償規定が導入され、
332

이유봉「일본의 대기오염관련 법령에서의 대기오염의 개념」한국법제연구원(2010)10 頁
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１９７４には総量規制が導入された。１９８０年代の自動車排ガスによる大気汚染の顕在
化に対処するため、１９９５年に自動車燃料規制が導入され、その翌年の１９９６年には
有害化学物質に対する規制が導入された。さらに、２００４年に大気汚染防止法が改善さ
れ、浮遊粒状物質（ＳＰＭ）や光化学オキシダントなどの原因物質である揮発性有機化合
物（ＶＯＣ）に対する排出規制が追加され、２００６年から実施された。大気汚染防止法
は、ばい煙、揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質、自動車排出ガスについて規制
している。
自動車排ガスにおいて特に窒素酸化物や浮遊粒子状物質が顕在し、とりわけ、窒素酸化
物の規制に対し、１９７３年に二酸化窒素の規制措置が講じられ、１９７８年には緩和さ
れたものの、上記で述べたように大幅な改善は見られないのが現状である。一方、１９９
２年に自動車ＮＯｘ法が制定され、その後粒子状物質が加えて自動車ＮＯ・ＰＭ法が制定
された。
３．２

大気汚染防止法の構成

大気汚染防止法は１９６８年に制定して以来、数回にわって改正が行われた。大気汚染
防止法は、第１章から第６章までの第３７カ条で構成されている。
まず、第１章（総則）では大気汚染防止法の目的に定義など、そして法の目的及び用語
の定義を規定している。第１条では、①工場及び事業場における事業活動に伴って発生す
るばい煙の排出等を規制し、自動車排出ガス333に係る許容限度を定めること等によって大気
汚染の防止を図り、国民の健康を保護し、生活環境を保全すること、②大気の汚染に関し
て人の健康に係る被害が生じた場合における事業場の損害賠償の責任について定め、被害
者の保護を図ることを目的として規定している。
固定汚染源においては、第２章では工場や事業場などか大気中に排出されるばい煙等に
関する排出規制や事故時の措置等について規定している。ばい煙の排出の規制など、揮発
性有機化合物の規制等、粉じんに関する規制、有害大気汚染物質対策の推進で分けられる。
ばい煙排出規制に関し、規制対象や排出基準、燃料使用規制などの排出基準が設定されて
いる。特に、ばい煙の排出に対する規制において、ばい煙とは燃料その他の燃焼などに伴
い硫黄酸化物、煤塵、有害物質334のことを定義し、これらの物質について、①ばい煙発生施
設ごとに国が定める排出基準（第３条第１項）
、②大気汚染の深刻な地域において、新設さ
れるばい煙発生施設に適用されるより厳しい排出基準（硫黄酸化物、煤塵）などといった
特別排出基準（第３条第３項）
、③煤塵や有害物質に対し、排出基準、特別排出基準では大
気汚染防止が不十分な地域について、都道府県が条例によって定めるより厳しい排出基準、
333

大気汚染防止法施行令第４条：自動車排出ガスは、一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒
子状物質が含まれる。
334 大気汚染防止法施行令第１条：有害物質にはカドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、
フッ化水素及びフッ化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物が含まれる。
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いわゆる上乗せ基準（第４条第１項）
、④

①～③の規定による大気汚染に係る環境条の条

件について基準の確保が困難であると認められた地域に対し、工場またな事業場に適用さ
れる総量基準、いわゆる総量規制基準（第５条の二）などの基準がある。
大気汚染物質はさらに、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出に対する規制も設けられて
いる。ＶＯＣは２００４年大気汚染防止法の改正で導入された。その背景に、上記で述べ
たようにＶＯＣは浮遊粒子状物質の原因物質であり、主に固定汚染源から排出され、また、
窒素酸化物と共に光化学オキシダントの原因物質であることから導入されたことと思われ
る。ＶＯＣに対し、法規制と事業者の自主的措置（第１７条の三）を結合している。
次に、移動発生源に関しては、第３章で規定している。自動車排出ガスに係る許容限度
に関し、環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される
排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めている（第１９条第１項）。また、
自動車排ガスによる大気の汚染の防止を図るため、道路運送車両法335に基づく自動車排ガス
規制（第２項）
、特定特殊自動車排出ガス336の規制などに関する法律に基づく自動車排出ガ
ス規制（第３項）について規定している。自動車排出ガスによる大気汚染物質は、一酸化
炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質である（大気汚染防止法しこうれい
第４条）
。また、自動車交通に対して第２０条では「都道府県知事は、交差点等があるため
自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、また
は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガス
の濃度の測定を行なうものとする。
」と規定している。さらに、都道府県知事は自動車排出
ガスにより、大気汚染が環境省令で定める限度を超える場合、都道府県公安委員会に対し、
道路交通法の規定により措置を取るべきことを要請することができる（第２１条第１項）。
また、第４章では、大気の汚染の状況の監視などについて、常時監視、緊急時の措置、
公表を規定し、また損賠償において、無過失責任、賠償についてのしんしやく、消滅時効、
鉱業法の適用、適用除外等、大気汚染の状況監視や緊急時の措置等について規定している。
特に無過失責任について、
「工場または事業場における事業活動に伴う健康被害物質大気中
への排出により、人の生命または身体を害したときに、当該排出に係る事業者は、これに
よって生じた損害を煤処する責めに任ずる」と規定した（第２５条第１項）。ここで、健康
被害物質はばい煙、特定物質または粉じん、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがあ
る物質のことをいう。
そして、第５章の雑則では報告及び検査、適用除外など、資料の提出の要請など、環境
大臣の指示、国の援助、研究推進等、経過措置、権限の委任、事務の区分、条例との関係
など、報告の徴収や立ち入り検査の権限などについて規定している。最後に、第６章の罰
則では、第３３条から第３７条にかけて排出基準や届出、計画変更命令などに対し罰則を
「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両を言う（道路運送車両法第 2 条）
。
「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛そ
の他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、政令で定めるものを言う（特定
特殊自動車排出ガスの規制に関する法律 第 2 条第 3 項）

335
336
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規定している。罰則において規定による命令に違反した場合、最高一年以下の懲役または
百万円以下の罰金が科される（第３３条）。
３．３ 大気汚染防止法の課題
日本は１９５０年代の初期において石炭が主要エネルギー源であり、煤塵による大気汚
染が問題となったが、１９４９年に東京都が工場公害防止条例の制定、企業等による自主
的な集塵装置の導入等により減少した337。ところが、１９５０年代の半ばから急速な経済成
長期に入ると、工業地帯から二酸化硫黄の排出により、喘息等の呼吸器系患者が表れたに
も関わらず、それに対処するための法的対応が十分に行われなかった。熊本水俣病や四日
市喘息などといった公害が発生してから、公害被害を受けた住民運動などに押され、国に
よる公害対策が前進した338。国が制定した最初の大気汚染防止に関する法律である「ばい煙
の排出規制などに関する法律」が１９６２年に制定されたが、同法は汚染の著しい地域を
指定し、指定地域中での規制であったため、予防的な効果が期待できなかった。
特に二酸化硫黄について、緩い排出基準と臨海地域における大規模な石油コンビナート
の建設による重油消費の増加は、既存の規制では対応できなくなった339。そのため、１９６
８年に既存の「ばい煙の排出規制などに関する法律」が廃止されると同時に、大気環境を
保全するための新たな「大気汚染防止法」が制定された。同法は、「大気に関して、国民の
健康を保護するとともに、生活環境を保全すること等を目的としている」340。また、同法で
は、ばい煙の排出規制において、一般排出基準、特別排出基準、上乗せ排出基準、そして
総量規制基準が定められた。すなわち、日本における大気汚染問題は、高度経済成長期に
よる公害問題に対し、地方自治体の先駆的取組みとして条例が制定され、また被害を受け
た住民たちによる公害反対運動、さらにメディアによる報道などなどに押され、国がよう
やく公害問題に取り組むようになった。しかし、二酸化硫黄を中心とした公害問題に対し、
「克服」してきたとはいえ、新たに発生する大気汚染物質の増加により、今後新たな公害
問題が予想される。さらに、国内では酸性雨による被害は顕在化していないものの、現在
のままの強い酸度が続くのであれば、今後酸性雨による被害も否定できない。国内の取組
だけでなく、更なる近隣諸国との密接な協力関係が必要不可欠である。
ところで、窒素酸化物において、これまで主な汚染源とする自動車排ガスに対し、首都
圏を中心に「自動車ＮＯｘ法」やその後の改正による「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」などが制
定され、その改善を図ったものの、一部地域においてまだ濃度基準を達成していないとこ
ろがある。窒素酸化物や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などは光化学オキシダント（Ｏｘ）
337

ジャパンタイムズ『日本の大気汚染経験―持続可能な開発への挑戦』
（日本大気汚染経験検討委員会、1
997）34-35 頁
338 吉村良一「環境の歴史」法学セミナー特集（2009）10 頁
339 富井利安ほか『新版 環境法の新たな展開』
（法律文化社、1997）100 頁
340 環境省 HP http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html 最終閲覧日 2010.11.29
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の主な原因物質であり、よってＮＯｘやＶＯＣをいかにして削減できるかが課題である。
特に、ＶＯＣの場合、２００６年から大気汚染防止法に基づいて排出規制が行われ、成果
を挙げている。ただ、近年日本はＯｘの濃度の上昇は、国内での発生要因だけでなく、広
域的な大気汚染の影響も指摘されている341。
大気汚染防止法では大気汚染に対し、固定汚染源と移動汚染源に分けて規定している。
それは、前者において事業場や工場などによる汚染は、運営している人に排出基準に対す
る遵守義務が課されるが、後者の自動車の場合、発生源が移動することから発生源の排出
行為を直接規制し、命令を下して刑罰を科することは技術的に困難である。そのため、規
制の方法として、自動車の構造規制や交通規制を中心に法制度が整備されてきた。このよ
うな窒素酸化物などの大気汚染物質を中心とした、汚染物質の削減はさらに強化していく
必要があると思われる。第１に、地球温暖化物質と既存の大気汚染関連規制の関係で、地
球温暖化に対処するために自動車排出ガス等からの二酸化炭素の減少が必要であるが、二
酸化炭素の排出削減とＮＯｘの削減がトレードオフ関係にあるため、技術的に難しい問題
を持っている。そのため、大気汚染政策と地球温暖化政策に対する統合的な視角が要求さ
れる342。第２に、光化学オキシダント及びＰＭ２．５の環境基準の達成を図るために、法規
制によってその原因物質である窒素酸化物とＶＯＣ排出の抑制に向けて、より強化する必
要があると思われる。

Ⅲ

韓国

第３章で述べたように１９６０年代に実施した経済開発５カ年計画政策は、政府主導の
経済開発を通じて目覚ましい高度経済成長を遂げることができた。その後工業化と都市化
の進展によって、ソウルなど首都圏などの大都市部を中心に大気汚染、水質汚濁、生活廃
棄物問題が表面化するなど、環境問題が多様かつ複雑に表れた。このよう環境問題の背景
には韓国政府が１９９０年代まで、経済成長を中心の政策を推進する過程で、環境配慮へ
の不足、また環境改善の重要性に対する認識と投資の不足、エネルギー多消費業種中心の
産業発展が中心であったことが挙げられる343。とりわけ、石炭や石油などといった化石燃料
の燃焼による大気汚染が深刻であり、顕在化しつつある大気汚染問題に対処するための対
策として、大気環境保全法が制定された。
大気環境保全法の第２条では、大気汚染の原因になるガス状物質または粒子状物質を大
気汚染物質と定義し管理している。現在、一酸化炭素、窒素酸化物質、硫黄酸化物質など
６１種が大気汚染物質と指定されている。その中で、本稿は主に化石燃料の燃焼による硫
341 環境省報道発表資料「平成 23 年光化学大気汚染の概要－注意報等発令状況、被害届出状況－（お知ら
せ）
」http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14751 最終閲覧日 2012.10.18
342 이유봉「일본의 대기오염관련 법령에서의 대기오염의 개념」한국법제연구원(2010)29 頁
343 和田直也、今村弘子『自然と経済から見つめる北東アジアの環境』
（富山大学出版会、2009）171 頁
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黄酸化物質や窒素酸化物質など大気汚染物質の実態を中心に取り上げることにする。そこ
で、まず、大気汚染の現状を把握し、それに対処するためのこれまでの取組を整理する。
次に、大気汚染に関する環境問題の全体を規制する大気環境保全法の構成や内容について
概観し、大気環境保全の課題を検討する。
１．大気汚染の現状
日本は戦後朝鮮戦争による軍需や国内の工業化により、高度経済成長を遂げることがで
きたのに対し、韓国は建国以降、朝鮮戦争や国内の政治的な要因を背景に日本より１０年
ぐらい遅く高度経済成長を遂げることになる。経済発展は重化学工業を中心に工業化を推
進した結果、工業都市を中心に深刻な公害問題を引き起こした。大気汚染は経済成長を支
えた石炭や石油などといった化石燃料の消費により、顕在化したものである。それに伴い、
１９７０年代に入って二酸化硫黄に大気汚染が深刻であったため、その解決に向けて、燃
料規制やクリーンエネルギーの転換などの措置をとり、硫黄酸化物質は１９９０年代の後
半から著しく減少に成果を挙げた。
図表４－７の大気汚染物質の排出量を見ると、ＳＯｘにおいて１９９０年１６１０千ト
ンから１９９９年には４８５千トンまで減少しその後ほぼ横ばい状態を維持している。Ｎ
Ｏｘにおいて、１９９０年の９２６千トンから１９９９年には１０７２千トンに増え、２
００９年の時点で１０６２千トンを示し、１９９４年時点でＣＯを上回っている。このよ
うに化石燃料の燃焼によって発生する主な大気汚染物質の中で、ＣＯやＳＯｘが著しく改
善されている中で、ＮＯｘは大幅な改善は見られない。とりわけ、２０００年代に入って
ＴＳＰやＰＭ１０、そしてＶＯＣなどの新たな大気汚染物質の増加が目立つ。例えば、Ｔ
ＳＰは２００１年の８８千トンから２００９年には１９０千トンまで、２倍以上増加し、
ＰＭ１０も２０００年の６３千トンから２００９年には１２４千トンまで、およそ２倍増
加している。それにＶＯＣも２０００年の６６５千トンから２００９年には８５２千トン
に増加している。
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図表 13

４－７韓国における大気汚染物質の排出量344
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出典：韓国環境部 HP のデータにより作成

このように硫黄酸化物質の減少は燃料規制などの措置により有効的に減少したものの、
窒素酸化物質や粒子状物質などその他の大気汚染物質は減少していない。特に、窒素酸化
物においては１９９７年以降、硫黄酸化物の排出量を、そして１９９０年代の半ばはＣＯ
排出量を上回り、２０００年代に入って大気汚染物質の中で最も排出量が多い。その背景
には１９７０年代以降、重工業化の育成や都市化現象の深刻化が加速される中、１９８０
年代以降、マイカーブームによる自動車の台数急増や産業の高度化によって、従来の汚染
に加えて多様な化学汚染物質の使用増加により、多様かつ複雑に拡大されたことが考えら
れる。とりわけ、自動車排ガスによる汚染物質は、人口が密集している地域（ソウルなど
首都圏）及び都市道路周辺等に顕在化され、健康被害が他の汚染物質より大きいという特
徴を持っている。
大気汚染物質は二酸化硫黄や窒素酸化物以外に、１９９０年代の後半から新たな大気汚
染物質のＴＳＰ、ＮＨ３、ＰＭ１０、ＶＯＣ等が加えられ、これらの大気汚染物質は増加勢
を見せている。韓国における大気環境基準は、１９７８年に二酸化硫黄に対する基準を最
344 出典:1991 年～1997 年においての大気汚染物質は（CO、SOx、NOx、
）の五種類の統計である。
『199
9 年環境白書』により。2001 年～2009 年においての大気汚染物質は（CO、SOx、NOx、ＰＭ10、ＮＨ3，
ＶＯＣ）の五種類の統計である。韓国環境統計年鑑 2011 により作成。なお、1998 年においてデータ収集
できなかったため、グラフには入っていない。
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初に設定し、そのあとに一酸化炭素、二酸化窒素、ＴＳＰ、オゾン及びＨＣ対する環境基
準を設定した。さらに、１９９１年にはＮＨ３に対する環境基準、１９９５年にＰＭ１０、
２０１０年にはベンゼンに対する環境基準をそれぞれ新規で適用し、２０１１年にはＰＭ
２．５に対する環境基準を追加に設定した。硫黄酸化物質は環境基準を達成することで１
９９５年と２００１年段階的に強化し、その他一酸化炭素は１９９５年、ＰＭ １０は２０
０１年と２００７年に、そして二酸化窒素は２００７年に、それぞれ段階的に規制を強化
してきた。このような、多くの大気汚染物質に対し環境基準が設けられ、段階的に強化し
てきた。
すなわち、韓国における大気汚染問題は硫黄酸化物や一酸化炭素の削減には成果を挙げ
ているものの、その他の大気汚染物質については今後取り急ぎ解決しなければならない課
題といえる。
１．１ 固定汚染源による大気汚染
韓国において１９６０年代から推進した産業構造は、軽工業から重化学工業へと転換し
た結果、深刻な環境問題を引き起こした。ただ、１９６０年代の初期では経済規模がまだ
大きくなかったため、比較的きれいな自然環境を持っていたと見られる。ところで、１９
７０年代の後半から経済が急速に発展するにつれ、経済規模も次第に大きくなり、それと
ともに環境汚染も顕在化したのである。環境問題の中でも、二酸化硫黄による大気汚染が
深刻であった。特に、１９８０年代を前後にソウル、蔚山、ブサン等の主要工業都市で年
平均環境基準値を超過し、一日平均濃度が環境基準値を越える日が３０％以上であった。
その結果、１９７７年に大気汚染による呼吸疾患者は２７％であったのに対して、１９８
３年には４３％まで増加した345。
このような大気汚染は全体エネルギーの約７割を占める石炭及び石油、いわゆる化石燃
料の消費により二酸化硫黄が大量に排出されたことが考えられる。化石燃料の消費は、主
に①冬季の暖房用のオンドルに石炭が多く使われたこと、②１９７０年代から１９８０年
代にかけて、国内で重油等汚染物質の排出量が多い、かつ低級燃料を低価格で供給し346、そ
の上ガソリンや軽油、そしてＬＰＧなどは高価格であったため、重油等の低級燃料が消費
されたこと347、③産業構造が重化学工業に重点が置かれおり、自動車台数の急増により輸送

345

国家記録院大統領記録館（국가기록원대통령기록관）
http://korea.pa.go.kr/newsWeb/apＰＭanager/portal/news?_nfpb=true&portlet_agenda_1_actionOverri
de=%2Fpages%2Fbrief%2Fagenda%2FcontentView&_windowLabel=portlet_agenda_1&_pageLabel=a
genda_page_02&_nfls=false&portlet_agenda_1packageId=49500067&portlet_agenda_1first=1&portle
t_agenda_1cid=history 最終閲覧日 2010.11.30
346 NEDO 海外レポート「汚染進む韓国、政府が 2004 年度大気保全総合政策」
http://www.nedo.go.jp//kankobutsu/report/934/ 最終閲覧日 2009.09.29
347 「韓国における環境保全」
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=01-08-01-19 最終閲覧日 2010.11.15
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部門を中心にエネルギー消費が伸びたこと等が考えられる348。特に、エネルギーの消費は、
図表４－８で示されているように産業で排出される二酸化硫黄が最も多く、その次に暖房、
発電所、輸送の順で多く排出されている349。大気汚染物質の大量排出により、１９８５年に
蔚山の工業都市では、
「温山病」と呼ばれる公害被害が発生し、その病状はかつて日本の四
大公害の一つであるイタイイタイ病に類似すると言われており、まだその原因は解明され
ていない状況である350。ただ、二酸化硫黄は１９９０年代の半ばから急速に減少な減少を見
せており、中でも排出量が最も多かった産業分野において１９９４年の８３３千トンをピ
ークに１９９９年には４４７千トンまで減少している。特に、かつて暖房による大気汚染
が深刻であったが、１９８８年の３７４千トンから１９９９年には５３千トンまで実にお
よそ７倍減少している。
図表 14

４－８韓国における固定汚染源による SO₂の排出量
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出典：韓国環境部ＨＰのデータにより作成

こうした部門別二酸化硫黄の排出量の著しい減少は、韓国政府が有効的な対策が講じら
れたことが考えられる。韓国政府は顕在しつつある大気汚染問題に対処するため、１９８
１年に燃料基準を強化し、１９８８年からは石炭や廃棄物等の固体燃料の使用を制限し、
冬季に大量に使われている家庭用のオンドルの熱源転換（低硫黄練炭の供給、ガス）規制

348
349
350

井出亜夫編著『アジアのエネルギー・環境と経済発展』
（慶応義塾大学出版会、2004）85 頁
韓国環境統計年鑑 1988 年、782 頁
坂井宏光「韓国における環境問題と環境保全政策」九州国際大学社会文化研究所紀要第 48 号(2001)7

頁
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が行われた351。とりわけ、環境部では１９８１年からソウル等首都圏地域に低硫黄を段階的
に拡大・供給したにも関わらず、エネルギー消費量の増加により硫黄酸化物及びＴＳＰ汚
染度が改善されなかった。そのため、大気環境保全法第４２条の規定により、１９８８年
からソウルなど首都圏地域の共同住宅等に対し清浄燃料の使用を義務化した。清浄燃料の
義務化はソウル特別市の業務用ボイラー及び仁川火力発電所に使用する燃料をＬＮＧまた
は軽油に代替使用するように義務化してから、全国の３７個市の業務用ビル及び共同住
宅・発電所に拡大・適用されている352。
燃料による大気汚染で環境基準を超える恐れがある地域で、環境部長官が関係中央行政
機関の長と協議し、該当地域内対し石炭類、コークスなどを固体燃料の使用を制限するこ
とができることを規定した（大気環境保全法施行令第４２条１項）。また、１９８１年に燃
料規制を許可するためにソウル等主要都市の硫黄酸化物の濃度を低下させるために低硫黄
燃料及びクリーン燃料の供給・仕様を拡大した。１９８１年の燃料は重油を４％から１．
６％、軽油の場合１．０％から０．４％で規定したが、精油場の脱硫及び分解施設が一部
完了されながら、１９９３年から燃料基準を重油１．６％から１％以下、軽油０．４％か
ら０．２％に強化した燃料の使用を義務化し、さらに１９９６年には低硫黄の含硫黄基準
を重油１．０％から１９９７年から０．５％、２００１年から０．３％、軽油は０．２％
から０．１％へとさらに強化した。
すなわち、韓国の大気汚染問題は１９６０年代に工業化を推進して以来、１９７０年代
重化学工業化の育成政策により社会問題として認識された。１９８０年代までは二酸化硫
黄による大気汚染物質が最も多かったが、政府の速やかな対処により１９９０年以降から
は著しく改善された。ただ、二酸化硫黄による大気汚染問題が改善されたとはいえ、大気
汚染問題が解決できたわけではない。むしろ、１９９０年代の後半から新たな大気汚染物
質のＴＳＰ、ＮＨ３、ＰＭ１０、ＶＯＣ等が加えられ、これらの大気汚染物質は増加勢を見
せている。
１．２

移動汚染源による大気汚染

１９７０年代に入って、産業構造は重化学工業の育成政策が促進され、大気汚染や水質
汚濁などといった環境問題が社会問題となった。その後１９８０年代までは二酸化硫黄に
よる大気汚染物質が最も多かったが、燃料規制や法制度の整備などにより大幅に減少する
とともに、１９８０年代後半からのマイカーブームにより自動車排ガスによる大気汚染問
題が顕在化した。自動車登録台数からみると１９７０年代は僅か１３万台程度であったが、
その後国民所得水準が向上するにつれ１９９９年は１１,１６４千台に、さらに２００６年

351
352

勝原健『東アジアの開発と環境問題―日本の地方都市の経験と新たな挑戦』
（勁草書房、2001）81 頁
環境部『環境白書 2011』168 頁
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には１５,８９５千台までおよそ２６６倍も増加した353。こうした自動車台数はソウル等の
首都圏などの大都市を中心に急速に増加し、よって人口が密集している地域や都市道路周
辺等に集中的に大気汚染物質が大量に排出された。このような自動車排ガスによる大気汚
染物質を削減するために、製造自動車と運行自動車に対する排出許容基準を設定し、自動
車燃料に対しても製造基準を設定し管理している。しかし、自動車排ガスによる汚染は、
自動車の生産、運行、燃料及び交通政策等が相互関連していることから、汚染物質を削減
するための対策樹立は難しいといった特徴を持っている。
自動車排ガスから排出される窒素酸化物の排出量を図表４－９で見ると、道路移動汚染
源が最も多く排出されており、全体ＮＯｘ発生源別排出量の及び半分を占めている。２０
００年に入って２００７年の４９５千トンをピークに２００９年には３８９千トンまで減
少しているにも関わらず、全体の発生源の中でＮＯｘを最も多く排出する汚染源である。
一方、製造業や非道路移動汚染源、そして廃棄物処理、生産工程などの汚染源によるＮＯ
ｘの排出量は増加し、全体の排出量も２００８年の１０４５千トンから２００９年には１
０６２千トンまで約２％増加している。
図表 15

４－９韓国におけるＮＯｘの発生源別排出量
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出典：韓国環境部 HP データにより作成

道路移動汚染源、つまり自動車排ガスによる窒素酸化物の減少は、自動車排ガスによる
汚染物質の排出抑制対策が講じられたことが考えられる。１９８８年のソウルオリンピッ
353

環境部『環境白書 2007』419 頁
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クを契機に、製作車と燃料基準の先進化を追求する政策が推進され、運行車を管理するた
めの制度が導入された。特に、バスや大型ディーゼル車による大気汚染が最も深刻であっ
たため、１９９１年から１９９７年まで天然ガスで運行できるバスが開発を終え、１９９
８年から施行運行した。その結果、ばい煙がなく市民からの良い反応を得て、２０００年
から天然バスが本格的に普及するようになった。これまで、推進された自動車汚染管理政
策は大きく、製作車の低公害化の推進、自動車燃料品質の改善、運行車管理を始めとする
交通需要管理対策で区分されている354。
１．３ 酸性雨の現状
１９９０年代に入って低硫黄の供給や清浄燃料の義務化等、政府の積極的な大気汚染対
策によって推進され、顕在化した首都圏地域における硫黄酸化物やＣＯの汚染度は改善さ
れた。他方で、産業化活動の増加や自動車の急増によりＴＳＰや二酸化窒素及びオゾンな
どの汚染物質の汚染度は改善されていない状況である。二酸化硫黄に関しては１９９８年
以降、主な汚染源であった石炭火力発電所ではほぼすべて排煙脱硫装置が設置して稼働さ
れ、固定汚染源による硫黄酸化物質を有効的に抑制することができた。それに対し、窒素
酸化物による大気汚染物質は２００９年時点で増減を繰り返しながら減少傾向を見せてい
るものの、まだ大幅な改善は見られない。
このような状況の下で韓国は酸性雨について１９７９年に、１１か所の特定地域の酸性
雨現象について調査を行った。主にソウルと主要工業都市の蔚山で最初に調査が行われ、
その結果、酸性化が著しいことが確認されたのである355。その後、１９８３年に環境部（当
時は環境処）は９か所に雨水測定所で手動雨水採取器（수동 빗물포집기）を設置し、１９
８６年には自動開閉型の採取器（자동포집기）へと切り替えられたのを契機に、測定所も徐々
に増加してきたのである。これらの測定所は主に工業、産業地域であり、住居地域であっ
ても都市に設置される場合が多い356。
こうしたモニタリング通して、主要都市における平均雨水のｐＨ値357が明らかになった。
まず、ソウルにおいて１９８９年から１９９７年の間にｐＨ値は５．１～５．７であった
が、１９９８年以降からｐＨ値が下がっており、２００４年にはｐＨ４．４まで下がった
のである。つまり、ｐＨの低下は酸性雨の顕在化を示し、その背景には１９９０年代から
人々達の生活レベルの向上と共にマイカーブームにより、自動車の台数が急激に増加した

環境部『環境白書 2011』169 頁
HAPPY CAMPUS
httＰＭybox.happycampus.com/aeoll/3570284 最終閲覧日 2009/11/28
356 環境情報ネット 「東北アジアの酸性雨」（동북아시아의 산성비）
http://china.enn21.com/chinaenv/hot_issue/suanyu/suanyu_luntan01.htm 最終閲覧日 2009/11/27
357 酸性雨は、
硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質が、化石燃料の燃焼によって大気中で変化して、
水滴に溶け込んだ結果生成された pH5.6 以下の雨のことをいう。つまり、自然状態の酸性雨の pH は 5.6
を示す。
354
355
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ことが考えられる。ただし、韓国では大気汚染や雨水の酸性化現象は進行しているものの、
ＥＵの酸性雨のような激甚な被害は見られない。その理由としては、「第１に、土壌は酸性
に強いこと。第２に、河川の傾斜（勾配）が急かつ短く、雨水からの汚染物質が河川に停
滞する時間がなく、海域に運搬される。第３に、湖沼が閉鎖されておらず、湖沼水の交換
が早い点」358などが指摘される。ところで、国内の酸性雨問題はある程度改善されており、
現在抱えている問題としては中国からの二酸化硫黄による汚染であるという指摘がある。
韓国でも日本と同様に偏西風にのって大気汚染物質のひとつである二酸化硫黄が中国から
飛来し、酸性雨をもたらしていると指摘されている。
２．大気汚染に関する法制度の歴史的展開
韓国は１９６０年代から大気汚染等の環境汚染問題が生じ、公害問題に関する最初の法
律として１９６３年に「公害防止法」が制定された。公害防止法は全文が２１か条で構成
されたものの、その規律内容が不十分であるがゆえに、同法の施行規則が法制の制定から
およそ４年をかけてようやく１９６７年に制定されるなど、後続立法が不十分で実効性が
問われた。加えて、公害防止法は衛生法的な性格が強く、指定した公害防止区域内の向上
に対する公害安全技術設定・規定が行われた。
１９７０年代に入って急速な産業化・都市化が進展すると同時に、環境問題も多様かつ
複雑に表れた。したがって、従来の公害防止法の法体系による対応には限界があり、新た
な環境問題に対処するための新たな法制度の整備が求められた。１９７１年に公害防止法
を大幅に修正・強化し、排出許容基準、排出施設設置許可制度、移転命令制度などを導入
した359。その後、１９７７年には公害防止法を廃止すると同時に、環境保全法が新たに制定
された。従来の公害防止法は大気汚染や水質汚濁などの公害的側面のみを対象としたのに
対し、環境保全法はその対象を、自然環境を含む全般的な環境問題と事前予防的機能まで
拡大した。しかも、従来の公害防止法が現在の国民保健の向上のみを目的にしたのに対し、
環境保全法は現在の国民はもちろん将来の世代まで健康で快適な環境で生活をする環境権
を保障している360。
大気環境基準において１９７８年に硫黄酸化物に対する基準を最初に設定し、１９８１
年には生活騒音規制基準と運行車や製作車の騒音基準を規定した。その後１９８３年にＣ
Ｏ、二酸化窒素、ＴＳＰ、オゾン、炭化水素に対する環境基準を規定した。さらに、１９

358

「酸性雨」 原文：첫째, 우리나라 토양은 산성에 강하여 산성에 약한 외국의 지질과는 다른
것이고, 둘째, 우리나라 하천의 구배가 급하고 짧아서 우수로부터 오염된 물질이 하천에 정체할
시간이 없이 해역으로 운반되고, 셋째, 호소는 폐쇄되어 있지 않고 호소수의 교환이 빠르다는 점
등을 지적할 수 있을 것이다.
http://www.hogusil.com/green/gre3/dae3/d3a12.htm 最終閲覧日 2009.11.27
359 韓国環境白書 2011、720 頁
360 韓国環境白書 2011、720 頁
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９１年に、１９９５年、２０１０年にそれぞれ鉛、ＰＭ１０，ベンゼンに対する環境基準
を新たに設定し、２０１１年には新たにＰＭ２．５に対する環境基準を追加に設定した。
首都圏の場合、深刻な大気環境に対する総合的な施策を推進し、大気汚染を体系的に管理
し、地域住民の健康を保護し快適な生活環境を作り上げるために、２００３年１２月に法
律７０４１号で「首都圏大気環境の改善に関する特別法」が制定されており、２００５年
１月から施行した。これは、韓国において初めて広域大気圏を設定し、自治体の行政区域
を越えて大気質を管理・監督できる法的根拠が備えられた361。
３．大気環境保全法の体系
環境政策基本法の第３条では環境を自然環境と生活環境で区分し、それに対し第１項で
は生活環境を大気、水、廃棄物、騒音・振動、悪臭など人々の日常生活と密接に関係する
環境のことと定義されている。また、環境汚染に関しては、「事業活動その他の人の活動に
よって発生する大気汚染、土壌汚染、海洋汚染、放射能汚染、騒音・振動、悪臭、日照妨
害などで、人の健康や環境に被害を与える状態」と定義している（環境政策基本法

第３

条）
。
１９９０年に制定された環境保全法から環境関連法が分化され、大気環境保全法が制定
された。大気保全に関し、大気環境保全法、騒音・振動管理法、大衆利用施設等の室内空
気質管理法、首都圏大気環境改善に関する特別法、悪臭防止法等の法体系がある。中でも、
大気環境保全法は工場や事業場等から排出される固定汚染源、生活環境から排出される大
気汚染物質、そして自動車や船舶などから排出される移動汚染源で大別することができる。
３．１

大気環境保全法の概要

大気環境保全法は１９９０年に制定されて以来、数回にわたって改正され、２０１２年
７月時点では、６章９５カ条で構成されている。
第１章（総則）は第１条から第１５条の構成で、法の目的、汚染物質などに対する定義、
常時測定、測定網設置計画の決定など、土地などの収用及び使用、他の法律との関係、大
気汚染に関する警報、気候・生態系変化誘発物質の排出抑制、大気循環障害の防止、交際
対策委員会などを規定している。第２章は（事業場などの大気汚染物質排出規制）を規定
し、第１６条から４０条で構成され、大気汚染の固定汚染源に対する規定を定めている。
主に、排出許容基準、大気汚染物質の排出源及び排出量調査、大気環境規制地域の指定、
排出賦課金、違法施設に対する閉鎖措置、総量規制、課徴金処分などを規定している。
第３章では（生活環境場の大気汚染物質排出規制）について第４１条から４５条で、燃
정장표,권진형,이승훈「광역대기권역 설정에 관한 연구」대한환경공학회 2006 추계학술연구발표회 논
문집(2006)519 頁
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料用油類及びその他の燃料の硫黄含油基準、燃料の製造と使用等の規制、飛散塵の規制、
揮発性有機化合物の規制、既存の揮発性有機化合物排出施設に対する規制で構成されてい
る。そして、第４章（自動車・船舶等の排出ガス規制）は第４６条から７６条で構成され、
自動車などの移動汚染源に対する規定を定めている。主に製作車の排出基準、技術開発等
に対する支援、課徴金処分、運行車排出許容基準、低公害自動車の運行等、排出ガス低減
措置の認証など、運行車の改善命令、自動車燃料・添加剤または即媒剤の検査などを規定
している。さらに第５章（補則）は第７７条から８８条で、環境技術者などの教育、自動
車環境協会の設立、財政的・技術的支援、行政処分の基準、罰則適用における公務員擬制
等が規定されている。最後に、第６章（罰則）は、第８９条から９５条で構成されている。
主に、上記での規定事項に対し遂行しない場合、最高７年以下、もしくは１億ウォン以下
の罰金が科される。
３．２ 大気環境保全法の構成
大気環境保全法の基本目標はきれいな大気環境を維持し、国民の健康を保護し、国民
が快適な環境で生活するようにすることにある。加えて、大気環境汚染による環境上の脅
威を予防することも政策目標であると言える。そのため、大気質環境の目標である大気環
境基準を設定し、環境基準を超過しないように排出源別に特性を考慮し、多様な大気環境
保全政策を樹立・推進している362。
大気環境保全法は、環境保全法の中で大気関係の条項を分離して個別に整備した法律で
ある。同法は「大気汚染による国民の健康や環境上の危害を予防し、大気環境を適切で持
続可能に管理・保全し、すべての国民が健康で、快適な環境で生活することができるよう
にすることを目的とする」363としている（第１条）。
第２条の規定によって大気汚染の原因になるガス状物質または粒子状物質を大気汚染物
質として定義し（第２条第１項）
、その汚染物質対し大気環境保全法施行規則ではＣＯ，窒
素酸化物、硫黄酸化物など６１種類の大気汚染物質が指定されている。さらに、大気汚染
物質の中で人の健康や財産、動植物の生育に直接または間接に危害を与える恐れがある物
質に対し、特定大気有害物質として指定している。主に、ベンゼン、石綿、水銀及びその
化合物など３５種類を指定している（大気環境保全法施行規則第４条）
。今後、大気環境保
全法の改正で、大気汚染物質を物質毒性、生態系に与える影響、大気中排出量、汚染度等
で、審査・評価し有害性大気汚染物質、特定大気汚染物質、環境基準物質等に分類する予
定であるとしている364。環境規制目的を達成するための手段は直接規制や経済的誘因規制で
韓国環境白書 2011、163 頁
大気環境保全法第１条原文「이 법은 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를
예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서
생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 한다.」
364 韓国環境部『環境白書 2011』165 頁
362
363
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区分することができる。直接規制は法に遵守すべき内容を規定し、これを違反した場合制
裁を科する方法である365。例えば、大気環境保全法 施行規則第１５条では排出許容基準と
技術基準など、多くの大気汚染物質に対する排出許容基準を規定している。
大気環境保全法は、大気汚染に対し固定汚染源、日常生活による汚染、移動汚染源の３
つの分野を中心に規定している。まず、「事業場などの大気汚染物質排出規制」（固定汚染
源）において、
「排出許容基準」
（第１６条）には大気汚染物質排出施設からの大気汚染物
質排出基準は環境部が規定する（第１項）。環境部は、環境政策基本法第２２条により、特
別対策地域内において大気汚染防止のために必要であると認定した時に、その地域で設置
された排出施設に対して１項の基準より厳しい排出基準を設定することができると規定し
ている（第５項）
。また、
「大気汚染状態が環境基準を超過することによって、住民の健康・
財産および動植物の生存に深刻な危害をもたらす恐れがあると認定する区域また特別対策
地域において、事業場が密集している区域の場合、その区域で排出される汚染物質を総量
に規制することができる」といった総量規制制度が導入されている（第２２条）。そして、
「排出許容基準」、
「改善命令」、
「排出賦課金」などの措置もとることが可能である（第１
６、３３、３５条）
。環境基準が政策目標としての意味をもつのに対し、個別的な汚染源に
対し法的規制基準で適用される排出許容基準を、このような環境基準を達成するための主
な手段である。環境基準と排出許容規準は目的と手段という関係にあるが、排出許容規準
は目標になる環境基準の設定程度によって違ってくる366。
次いで、「生活環境上の大気汚染物質排出規制」（日常生活による汚染）においては、日
常生活に関わる燃料用油類及びその他の燃料の硫黄含有基準、燃料の製造と使用等の規制、
飛散塵の規制、揮発性化合物（ＶＯＣ）の規制、既存のＶＯＣ排出施設に対する規制など
を規定している（第４１条～４５条）
。最後に、
「自動車・船舶等の排出ガス規制」（移動汚
染源）において、自動車を製造する際に環境部令で規定する許容基準（第４６条）、自動車
排ガスに対する運行車排出許容基準（第５７条）、運行車の随時点検、排出ガス定期検査な
いし精密検査、改善命令（第６１、６２、６３、７０条）などの規定を設けている。
３．３

大気環境保全法の課題

韓国における大気環境関連規制法規は１９９０年の環境保全法から個別法規で分化さ
れている。二酸化硫黄の濃度は全国都市で減少している。それは、政府の持続的な燃料規
制措置を行っており、とりわけ、低硫黄とＬＮＧなどクリーンエネルギーの供給を拡大し、
排出規制を強化したしことが効果を上げたことが考えられる367。それに対し窒素の濃度は１
９９０年以降、ブサンや仁川などの大都市を中心に多少増加したものの、年間変化をみる
365 김현동,환윤지「환경관련세제의 문제점과 개선방안-대기부문을 중심으로」環境法研究第 32 巻 1 号
（2010）241 頁
366 韓国環境部『環境白書 2011』165 頁
367 韓国環境部『環境白書 2011』175 頁

138

と濃度の増減の幅が著しくなく、安定化段階の傾向を見せている。重油など大気汚染物質
排出量が多い低級燃料を低価格で供給し、相対的にガソリン、軽油、ＬＰＧなど自動車燃
料が価格上昇する構図表となり、その結果低級燃料の使用が拡大され、大気汚染増加の結
果をもたらしたと言える368。韓国における環境法は複雑で企業が政府からの徹底した監視と
統制はなく大気及び水質などの汚染を減らすことができない２０世紀の旧時代的な思考方
式を根拠に制定された法であるがゆえに、複雑であり政府のみが解決できる。そのため政
府の圧力のみが企業の態度を変化させることができるといった仮定の下で設定された規制
値遵守といった法律ではなく、汚染物質の除去能力に根拠をおいた排出基準法に買えるべ
きという指摘がなされている369。
１９７７年の環境保全法という単一法を皮切りに、環境政策の重要性が高まるにつれ複
数法体系を形成し、環境影響評価など新たな政策手段の開発として新法が制定された。総
じて、法令の数が多く法令間の不一致や内容の重複など多くの問題点が台頭したにも関わ
らず、運営する実局では自己の所管法令にのみ関心を持つようになり、法令の再改正によ
る成果評価などを意識し、統合法の制定よりはむしろ分法や新たな法令の制定に熱心さを
見せている。これは環境部だけでなく、全部署にも当てはまる。したがって、これらの個
別環境法を大きく４～５にし、統合整備する必要がある370。

まとめ
中日韓３カ国における大気汚染問題は急速な経済成長共に顕在化し、主に化石燃料の燃
焼による汚染物質の大量排出が問題となり、それに対処するための法制度が形成・進展さ
れてきた。
第一に、中国において、日本や韓国に比べ経済成長を２０年から３０年ぐらい遅れて遂
げている。しかし、中国における急速な経済成長は日本や韓国が段階的に表れた大気汚染
問題に対し、短期的かつ集中的に表れ、それに対処するための法制度も短期間に多く整備
された。特に、大気汚染に対する法制度は、固定汚染源や移動汚染源などに分けて規定す
るなど、法自体は形式的に整備されている。ただ、緊急時の措置は日本の場合大気汚染防
止法に明文化されているが、中国は具体的な措置内容に欠けている。一方、２０００年か
ら大気汚染モニタリングの情報を公表し、１２０都市の空気質についてＰＭ１０、ＳＯ２、
ＮＯ２の空気質日報を強化している。中国は悪化しつつある大気汚染問題に対処するため、
大気汚染防止法の大幅な改正に向けて議論しており、２０１２年に新たに重点地域に対す
る大気汚染防治の第１２次５カ年計画が制定された。これらの一連の取組みは、人々の生

368
369
370

NEDO 海外レポート「汚染進む韓国、政府が 2004 年度大気保全相互政策」NO.934（2004）23 頁
박재광「FTA 대비 환경기본법 선진화 방안」자유기입원(2012)2 頁
박재광「FTA 대비 환경기본법 선진화 방안」자유기입원(2012)2~5 頁
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活レベルの向上と共に環境問題に対する認識、また悪化しつつある大気汚染問題の実態に
もはや放置できない状況であることがうかがえる。国内の大気汚染問題は、二酸化硫黄や
窒素酸化物など従来のばい煙型の大気汚染問題がまだ解決できていない状況の下で、１次
汚染から２次汚染による複合型の大気汚染問題が同時に顕在化している。こうした深刻な
国内の大気汚染問題に対し、国内での本格的な解決はもちろん、環境協力による改善も必
要不可欠である。
第二に、日本において、戦後急速な経済成長共に臨海地域に大規模な石油コンビナート
が建設され、中東からの安価で低質の石油が大量に消費された。それを受け、臨海地域を
中心とした公害問題が社会問題となり、被害を受けた住民たちによる公害反対運動により
国による法制度が整備され始めた。さらに、国内では地方自治体の条例や企業側の協力を
経て、脱硫装置・脱硝装置、総量規制などといった対策が講じられ、固定汚染源による大
気汚染は著しい改善を見せた。しかし、公害問題の解決と共に、都市・生活型の環境問題
が顕在化し、その後さらに地球環境問題の台頭するようになると、新たな法制度の整備が
求められた。特に、１９７０年代以降、自動車保有台数の急速な増加は自動車排ガスによ
る大気汚染が顕在化した。とりわけ、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などといった大気汚染
が都市部を中心に深刻であったため、それに対処するための車両規制、燃料規制、低公害
自動車の普及などといった一連の対策により、二酸化窒素や浮遊粒子状物質に対する環境
基準に、殆ど地域で達成している。ただし、一部の地域ではまだ達成率が低いといった状
況にある。他方で、浮遊粒子状物質の都道府県別環境基準の達成率からみると371、多くの県
で１００％を達成しているものの、福岡県は２００９年の９５．２％から２０１０年には
２６．２％まで、香川県は２００９年の１００％から２０１０年には４３．８％に、また
広島県や長崎県等個別県においても２００９年より悪化している。しかも、光化学オキシ
ダントの達成率は極めて低く、他国からの越境移動も指摘されている。このように、日本
は戦後激甚な公害問題から環境問題に積極的に取り組んできたものに、科学の飛躍的な進
展と共に、環境問題も複雑化・複合化した形態で表れ、それに対処するための対策が求め
られる。ただ、近年越境酸性雨問題に加え、光化学オキシダントやＰＭ２．５などといっ
た新たな越境大気汚染問題に対し、一国内での取組のみでは限界あるため、今後国家間協
力メカニズムの構築が必要であると思われる。
第三に、韓国において、高度経済成長を３０年余りにわたって実現しているものの、日
本より１０年ぐらい遅れているため、環境問題も１９７０年代に入ってから顕在化したの
である。ただ、日本と異なって１９７０年代から公害問題に加え、都市・生活型環境問題
もほぼ同時に現われており、とりわけ、自動車台数の急速な増加は自動車排ガスによる大
気汚染が深刻である。すなわち、生産活動の過程で発生する工場や事業場などから排出さ
れる大気汚染に加え、自動車などのような移動汚染源による大気汚染問題もほぼ同時に抱
371 環境省・大気環境局「平成 22 年度大気汚染状況について」報道発表資料(2012)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14868 最終閲覧日 2013.1.9
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えることで、それに対処するための法制度もほぼ同時に講じられるようになった。そのた
め、クリーンエネルギーの推進を促し、自動車には燃料規制、車種規制、運行規制などと
いった一連の対策が有効的に講じられた。中でも、二酸化硫黄による大気汚染問題は著し
い改善を見せている。ただ、窒素酸化物の排出量はまだ大幅な改善は見られず、その他の
ＶＯＣ、ＰＭ２．５などといった大気汚染はまだ大幅な改善は見られない状況にある。
このように、中日韓３カ国における大気汚染問題は、３カ国が共通に抱えて課題であり、
大気汚染の国際性を勘案すると、各国家における国内法制度による規制措置に加え、国家
間の環境協力も必要不可欠である。特に、越境大気汚染問題において従来の酸性雨問題に
加え、近年はＰＭ２．５などの複合型の大気汚染問題も関連付けて議論されている。これ
まで酸性雨問題において森林や湖沼など主に自然環境に与える影響が指摘されているのに
対し、ＰＭ２．５などの複合型の大気汚染物質は人々の健康に直接影響を及ぼすため、取
り急ぎ解決しなければならない課題であり、その解決に向けて各国の国内規制措置を強化
するとともに、国家間の環境協力が求められる。
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第５章

中日韓３カ国間の協力体制に向けて

越境大気汚染問題は、一国内の生産活動の過程で発生する汚染物質が国境を越えて広範
囲にわたって影響を及ぼすため、国家間の環境協力が必要不可欠であることは自明のこと
である。これまで中日韓３カ国は、国際的な環境意識の変化と国内・外の環境問題解決の
必要性に迫られ、各国の国内では環境法制度が整備されると同時に、１９９２年に開かれ
た地球サミットを契機に多くの協力体制が形成され、可視的な成果を見せてきた。例えば、
酸性雨や黄砂など汚染媒体別環境協力が多国間協力の枠で定着し、同時に環境協力の制度
化及び体系化が図られてきた。しかし、その過程で各国における国内環境問題の状況の相
違から、取り組むべき環境問題の優先順位が異なっているため、環境協力を推進するに当
たって、見解の相違が目立つことはもちろん、協力体制の構築に向けてさらなる進展は見
せない状況にある。その背景に、域内では社会主義体制の国家である中国と、資本主義体
制の国家である日本や韓国などの異なる社会体制が同時に存在すると共に、国家間の経済
的格差などといった諸要素が協力体制の構築を阻害する要因になるといえよう。
特に、中日韓３カ国において越境大気汚染問題は、①中日韓３カ国を含む北東アジア地
域の各国が共通に抱えている課題であり、②国際社会ではＣＬＲＴＡＰのような成功例が
あり、③国境を越えて広範囲にわたって影響が拡大するといった特徴から、取り急ぎ解決
しなければならない課題である。④加えて、近年中日韓３カ国では光化学オキシダントや
ＰＭ２．５などといった大気汚染も関連付けて議論されている。ＣＬＲＴＡＰの取組に鑑
みれば、越境大気汚染問題を有効的に取り組むための措置として、条約の締結による規制
措置が有効手段の一つとして認識されるが、中日韓３カ国間にはそのような議論さえ行わ
れていない。
ところで、越境大気汚染問題を含む多くの国際環境問題に対し、国際社会では国際環境
法に基づいて多くの条約が締結されてきた。このような環境条約は締結してからそれに向
けて新たに国内法が整備されるだけでなく、既存の国内法によって条約上の義務履行が担
保される場合は、必ずしも新たな立法を要しない372。言い換えると、国家は条約を締結した
以上、該当条約上の義務を履行する義務があり、条約を締結するに先立って国際環境法に
一致させるために国内法を整備する場合や、条約を締結後にそれを履行するために新たに
立法措置をとる場合があり、いずれも条約の履行に向けて必要な国内法制度の整備が求め
られる。特に、国際環境法において重要な役割を果たす国際環境協力は共通の理念を実現
するための仕組みであり、それがもつ先進性を実現し脆弱性を補うためには、今後枠組み
条約に基づいて規制措置の義務の履行確保制度を整備すべきである。その方法の一つとし
て、国際的相互理解に基づいた共通性を有する国内法制度の整備である373。したがって、国

菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 1
4 巻第 1 号（2011）1～2 頁
373 山本草二「国際環境協力の法的枠組みの特質」ジュリスト NO.1015（1993）150 頁
372
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際環境協力を推進するに当たっての国内法制度の基盤整備には、環境保全に関する共通の
認識が不可欠であって、共通の理解に基づいた法制の在り方が求められなければならない。
つまり、環境協力の帰趨を規定するのは、各国の環境問題に対する基本姿勢にあるといえ
よう。
そこでこれらを明らかにするためにこの章では、まず、第１章から第４章にかけての検
討を踏まえて、中日韓３カ国における環境法制度の展開と課題を明らかにする。その際、
中日韓３カ国におけるすべての環境問題に対し基本とされる環境基本法、また、すべての
大気汚染問題に対し基本とされる大気汚染防止法の総則に焦点を当てて、比較を通して３
カ国が抱えている課題を探る。次に、中日韓３カ国の環境協力の実態を把握するため、環
境協力に対する各国の国内環境問題の事情を踏まえ、環境協力に対する各国の主張を整理
する。その際、環境協力に当たっての３カ国の立場とＥＡＮＥＴにみる３カ国の立場を整
理し、今後の課題を探る。こうした環境協力の実態からＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、中
日韓３カ国における条約締結に当たっての課題を検討する。最後に、環境法整備からみる
協力体制の可能性に向けて、現行の環境協力の課題を踏まえて法制度による協力体制の必
要性を述べた上で、将来に向けての協力体制構築の可能性について今後の課題を提示する。

Ⅰ

中日韓３カ国における環境問題の実態と国内環境法整備

１．越境大気汚染問題をめぐる取組
中日韓３カ国は越境大気汚染問題を共通に抱えており、今後さらに拡大する恐れがある
ことを勘案すると、取り急ぎ解決しなければならない課題である。国際社会では越境大気
汚染問題をめぐり、トレイル熔鉱所事件に対する最終判決が出されており、１９７９年に
は欧米でＣＬＲＴＡＰが締結された。越境大気汚染問題を抱えている北東アジア地域にお
いて、こうした事例は今後の取組みに参照できる先例になれるであろうといったことを念
頭において、第 1 章では国際社会における越境大気汚染問題をめぐる事例を取り上げた。
その結果、次のようなことが分かる。
第一に、国際社会における国際環境問題に対する法的根拠を探るために、国際環境法の
形成と進展について整理した。その際、国際環境法の形成と進展に大きな役割を果たした
１９７２年の国連人間環境会議とその１０年後に開かれた地球サミットについて具体的に
述べた。国際環境会議に先立って国際社会では地球温暖化、オゾン層破壊、砂漠化、酸性
雨といった越境大気汚染問題、生物多様性の喪失などといった国際環境問題が台頭するに
つれ、これらの環境問題を規律するための法制度の構築が求められた。このような背景の
下で形成されたのが国際環境法であって、国際環境問題に対処するための国際的な法制度
として今日に至るまで大きな役割を果たしてきた。例えば、ストックホルム宣言以降、国
際社会では多くの環境条約が締結されており、とりわけ、枠組み条約・議定書といった形
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態で国際社会を取り巻く環境問題を取り組んできた。その典型的な例として、１９７９年
に締結されたＣＬＲＴＡＰを挙げることができる。このような国際社会における一連の取
組は、国家間に発生する環境問題を規律する法的枠組みを提供することで、国際社会にお
いて重要な役割を果たしたと言える。特に、国際会議で採択された重要な原則や行動計画
は、中日韓３カ国を含む多くの国家に環境法原則を形成する上で、大きな役割を果たした。
他方で、国際環境問題はいくつかの課題も見えた。①、環境条約の実効性の問題である。
すなわち、既存の環境問題または新たに台頭する国際環境問題に対し、その解決に向けて
多くの環境条約が締結された。しかし、国際社会では主権国家の上に立つ立法権が存在し
ておらず、地球全体の環境問題に関する規範や条約の形成を一元的かつ包括的に扱う組織
も存在しない。そのため、環境条約は国家間の合意の下で締結されたとはいえ、その履行
はそれぞれ締約当事国の国内法に委ねる場合が多い。ただし、締約当事国家ではあくまで
も国内の実情に即した対策が取られるため、その有効的な実行が問われる場合が多い。し
たがって、締結された多数の環境条約はその履行をいかに確保していくかが課題であるこ
とが分かる。②、環境問題に対する枠組み条約・議定書といった条約締結を挙げることが
できる。枠組み条約自体における法的拘束力は緩やかであるが故に、国家の義務が具体化
されておらず、しかも国家間の条約義務を差別的に設ける場合が多い。すなわち、条約自
体は具体的な義務内容が一般的であるが故に曖昧で条約の目的、情報交換、政策対話など
の規定に留まり、具体的な削減目標が規定されていないといった限界を持っている。言い
換えると、条約といった枠組みの中に具体的な規制措置を規定せず、条約締結以降に新た
に具体的な削減目標を設けるために議定書を採択するため、条約の締結から議定書の採択
まで、そして実際に履行するまで時間がかかるといった欠陥も存在すると言えよう。
第二に、①、国際環境法における諸原則の中で環境協力の形態について整理した。環境
協力の必要性はストックホルム宣言やリオ宣言でその根拠が置かれていることを指摘した
上で、国際社会における環境協力はどのような形態に区分されているかについて整理した。
すなわち、環境問題に対する環境協力の形態は多く存在するものの、あらゆる協力体制に
おいてそれぞれ地域或いは地球的な環境問題に応じて、環境協力のメカニズムが構築され
ている。②、国際環境法と国内法の関係を整理し、具体的に環境条約の適用に対し中日韓
３カ国を取り上げた。国際環境条約の国内適用について、主に中日韓３カ国における国内
の最高位法とされる憲法での位置づけを整理した。
第三に、国際環境問題の中でも中日韓３カ国が共通に抱えている越境環境汚染問題にお
いて、その実態と取組みを具体的に把握した。具体的に、越境環境問題について定義を行
った上で、国際社会で発生した越境大気汚染問題をめぐる事例、またＣＬＲＴＡＰの取組
みを具体的に概観した。越境大気汚染問題に関する事例はトレイル熔鉱所判決について述
べ、その判決から国境を越える環境問題に対する国家の責任について確認した。その上で、
ＥＵで締結したＣＬＲＴＡＰにおける取組のプロセスを概観するとともに、条約について
整理し、条約がもつ意義を探った。その結果、①、越境大気汚染問題は国連人間環境会議
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において初めて取り上げられ、国際社会の注目を集めるようになり、その後科学的知見に
基づいて条約締結まで至ったことが分かる。②、ヨーロッパ諸国は地理的に近く、一国内
の生産活動の過程で発生した汚染物質が他国に越境移動して影響を及ぼすといったことは、
中日韓３カ国と類似している。③、越境大気汚染問題の中でも、経済成長とともに石炭や
石油などといったエネルギーの大量消費による国内の大気汚染問題に加え、酸性雨などと
いった越境大気汚染問題の顕在化が、中日韓３か国と類似していることが分かる。
２．中日韓３カ国における環境協力
第２次世界大戦後、先進国を中心に公害問題が顕在化したものの、その後科学の飛躍的
な進展と共に環境問題がさらに複雑化かつ複合化した形態で台頭し、それに対処するため
の取組は一国内の取組のみでは限界があった。とりわけ、近年中国など発展途上国におけ
る急速な経済成長は、国内の環境問題だけでなく、その生産活動の過程で発生する汚染物
質が国境を越えて長距離移動するといったいわゆる越境大気汚染問題が提起されるように
なった。このような越境大気汚染問題は、近年北東アジア地域に位置している中日韓３カ
国が共通に抱えている課題であり、その解決に向けて中日韓３カ国を中心に域内環境協力
が行われている。環境協力に当たって、環境問題に対し協議を踏まえた上で拘束力のある
結果を引き出すことができる。とりわけ、地域的・地球的な国際環境問題の解決は、法的
拘束力のある条約の締結が有効であるとされるが、協議なしに最初から拘束力のある条約
の制定を目標に環境協力を推進する場合、条約の制定自体がもつ利害関係により、それぞ
れ国家は自発的な協力を行うには限界があるとされている。したがって、環境協力に当た
って多くの国家の参加を促すために、域内環境協力は主に政策対話、情報交換、人材交流
といった協力体制で行われてきた。ただ、このような協力体制によって、それぞれ国家の
実態や信頼関係の構築という視点から重要であるものの、汚染物質に対し具体的な削減と
いった規制措置までは行われないため、国家の自主的努力に委ねざるを得ない。
こうした背景の下で、第２章では、越境大気汚染などの国際環境問題に対し、中日韓３
カ国を中心とした北東アジア地域ではどのような環境協力が行われているのかについて探
ってきた。これまで中日韓３カ国を中心とした地域環境協力において、特に、越境大気汚
染の実態を把握し、それに対処するための協力体制について概観してきた。このような現
状を踏まえて中日韓３カ国における環境協力或いは北東アジア地域において、なぜ環境協
力が必要であるのか、実際どのような環境協力が行われているのか、また課題は何かにつ
いて把握した。とりわけ、越境大気汚染問題の取組においてＥＡＮＥＴを中心に取り上げ、
その現状と問題点を整理し、今後の課題を探った。その結果次のようなことが言える。
第一に、中日韓３カ国における経済関係を挙げることができる。近年発展途上国が急速
な経済成長を見せており、とりわけ、中国の経済成長は目覚ましい。特に、北東アジア地
域で中日韓３カ国における経済関係は密接に関連しており、文化交流などいった民間レベ
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ルにおける人的交流が盛んに行われている。他方で、北東アジア地域において、歴史的問
題が存在する。例えば、冷戦の残滓、教科書などの歴史問題、日本首相の靖国参拝問題、
それに近年領土問題をめぐる国家間関係の悪化など、過去の問題による国家間の信頼関係
がきちんと構築されたとは言い難い。
したがって、初期東アジア議論などは国家間協力よりは特定地域での局地的協力と相対
的に立ち遅れた地域での資源開発を中心に行われた。かつてＥＵ経済統合の主な目的が経
済協力の強化を通した戦争予防であったように、まだ紛争の歴史から完全に逸脱していな
い北東アジア地域において、環境分野における協力関係は新たな時代への開幕になり得る
と思われる。とりわけ、２１世紀は環境の世紀といっても過言ではないといえるぐらい、
社会における環境問題に対する重要性も認識されており、グローバル社会で国家間の利害
関係は環境問題にも及んでいる。例えば、近年の経済の貿易関係において、ＥＵなどにお
けるＦＴＡ等といった拘束力のある規定には環境問題に対する規制措置が取られており、
グローバルな社会における環境問題は地球生存の係る問題だけでなく、環境産業といった
形で国家間の利害関係にも関わっている。特に、中日韓３カ国は世界的に重要な経済的位
置を占めており、このような国際的な潮流に遅れないように環境問題に対する更なる協力
メカニズムの構築が求められるといえよう。
第二に、北東アジア諸国は森林破壊、酸性雨、海洋汚染、黄砂等といった環境問題を抱
えており、環境問題が一国内に留まらず国境を越えて影響を及ぼすといった特徴から、域
内環境協力が行われている。域内環境協力は、主に二国間環境協力または多国間環境協力
で形成されている。中日韓における二国間環境協力は１９８０年代に入って始まっており、
多国間環境協力は１９９０年代に入ってから本格的に形成された。今日に至るまで二国間
環境協力が始まって３０年余り、そして多国間環境協力が始まっておよそ２０年といった
歳月が立っており、その間多くの環境協力体制が形成された。特に、多国間環境協力は多
くの環境問題を総合的に取り上げ、情報交換や政策対話等よって着実に推進してきた。と
りわけ、特定分野においては２０００年代に入って本格的に稼働された、酸性雨問題を防
止するためのＥＡＮＥＴの取組みが注目されている。
第三に、越境大気汚染をめぐって、中日韓３カ国における科学的知見の共有が不十分で
ある。酸性雨問題において、日本は主に国内の火山のような自然による汚染源に加え、中
国や朝鮮半島からの越境大気汚染を指摘している。特に、中国からの越境大気汚染を懸念
している。それに対し、韓国は主に中国からの越境大気汚染を指摘している。一方、中国
は国内の汚染物質による大気汚染問題はあくまでも国内で顕在化し、日本や韓国への影響
は大きくないといった立場を示している。すなわち、このような見解の相違は科学的知見
の共有が不十分であることが考えられるが、中国を一方的に汚染源とする日本や韓国に対
する警戒が見られる。こうした状況の下で、日本は今後更なる越境大気汚染問題による国
内環境への被害の顕在化を懸念し、酸性雨を防止するために日本のイニシアティブでＥＡ
ＮＥＴが２０００年に入ってから本格的に稼働されている。ＥＡＮＥＴでは中日韓３カ国
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を含んだ東アジア１３カ国が加入しており、各国での共通の手法を用いた酸性雨モニタリ
ングが実施され、データの収集、評価、保管及び提供が行われている。本格稼働してから
既に１０年が立っており、モニタリングによるデータの蓄積も着実に進んでいるといえよ
う。
第四に、中日韓３カ国はそれぞれ国家間において経済的・環境的な利害関係を軸に、域
内協力体制に対するリーダシップや競争力といった要因が存在し、ＥＵのような環境協力
の実効性を担保する長期ビジョンが提示できない状況であるなど、現行の環境協力体制で
越境大気汚染問題を解決するには限界があることと思われる。また、近年グローバル化時
代に、先進国を中心に貿易自由化協定において環境問題に対する規制措置も厳しく規定す
るなど、中日韓３カ国が推進している従来型の環境協力体制では、新たな環境産業という
ニーズに応えられないことが推測される。このように中日韓３カ国における今後の利害関
係を見据えながら、協力体制構築の根本的な基盤になるそれぞれ国家における環境法制度
を強化する必要がある。その際、各国家における環境法制度の状況や課題を検討し、それ
を踏まえて環境法分野における協力体制の強化が必要であることと思われる。
すなわち、北東アジア地域では多くの環境協力が行われているものの、具体的な協力事
業の成果や制度化の進展面において期待に及んでいるとは言い難い。特に、近年酸性雨の
防止のためにＥＡＮＥＴが稼働されているものの、多くの課題を抱えており、著しい成果
がないまま、各国の国内で窒素酸化物や光化学オキシダントなどといった複合型の大気汚
染問題が顕在化し、酸性雨の防止といった特定分野だけでなく、悪化しつつある大気汚染
物質に対する総合的な取組が必要不可欠と思われる。
３．中日韓３カ国における環境問題の実態
中日韓３カ国における法制度の展開を把握するために、各国における環境問題の実態を
明らかにする必要がある。中日韓３カ国では第２次世界大戦以降、それぞれ国内実情に即
した環境法制度が整備された。例えば、中国は第２次世界大戦以降、国内の内戦を経て１
９４９年に建国し、その後また大躍進や文化大革命などといった政治的イデオロギーによ
り、環境問題に対する法制度が本格的に整備され始めたのは１９７０年代に入ってからで
ある。そのきっかけとなったのが１９７２年に開催された国連人間環境会議への参加であ
り、その翌年の１９７３年に国家による第一回環境会議が開かれ、環境問題に対する本格
的な議論が行われ始めた。環境問題は１９７８年に実施した改革開放政策以降から、急速
経済成長と共に顕在化したと見ることができる。
また、日本における環境問題は第２次世界大戦以降から顕在化したものの、事実、江戸
時代から環境問題が意識され始め、明治時代に入ると既に公害問題が発生していた。ただ、
激甚な公害問題を引き起こしたのは第２次世界大戦後であると言える。すなわち、公害問
題は朝鮮戦争による軍需や経済優先政策などを背景に顕在化したのである。それに、韓国
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は１９１０年からの長期にわたる日本の植民地として１９４８年に建国し、その後の１９
５０年に朝鮮戦争が勃発し、さらに国内の権威主義等の背景の下で、民主主義を実現した
のは１９８０年代に入ってからである。そのため、急速な経済成長を遂げ始めたのは、１
９６０年代に入ってからであり、環境問題は１９７０年代に入って顕在化した。
このように各国はそれぞれ異なった社会的背景の下で、高度経済成長期を経験或いは経
験している中、それぞれ直面する環境問題においても異なった様相を呈している。
３．１ 経済成長と環境汚染
上記で述べたように、中日韓３カ国はそれぞれの社会的背景が異なるため、経済成長や
それに伴う環境問題も当然ながら異なる。例えば、中国は１９７８年の改革開放政策を契
機に、社会主義計画経済から社会主義市場経済へとシフトし、沿岸地域を中心に急速な経
済成長を遂げてきた。２００８年に発生した国際金融危機の際も、高い経済成長を見せて
おり、２０１０年には経済規模をあらわす世界ＧＤＰがアメリカに次ぐ第２位に浮上した。
一方、日本における高度経済成長は主に１９５０年代の半ばごろから１９７０年代の初期
の間と見られ、韓国の場合は主に１９６０年代の半ばごろから１９９０年代の半ばごろま
でとされる。このように、中日韓３カ国は経済成長において、それぞれ異なる時期に高い
経済成長を実現しているものの、その共通点と相違点を見せている。
まず、共通点において第一に、経済発展を優先とした産業構造になっている点が挙げら
れる。産業構造は工業化が中心に推進されるとともに、都市化が進むことで環境問題は公
害問題、生活ゴミや廃棄物、自動車排ガスによる大気汚染などといったいわゆる都市・生
活環境問題、そして地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨のような越境大気汚染など地域的・
地球的国際環境問題に直面することが分かる。第二に、経済発展は重化学工業を中心に推
進したことを挙げることができる。周知のように重化学工業は他の産業に比べ、汚染物質
の排出量が大きいといった特徴を持っている。第三に、急速な経済成長は石炭や石油など
といった化石燃料が大量に消費され、二酸化硫黄や窒素酸化物といった汚染物質を大量に
大気中に排出され、深刻な大気汚染をもたらしたことが挙げられる。
次に、相違点において、上記で述べたように高度経済成長はそれぞれ国家の社会的背景
が異なるため、環境汚染問題も経済発展に伴い違った様相を見せている。例えば、中国の
場合、１９７０年代の社会主義計画経済から社会主義市場経済への転換と共に、今日に至
るまで高い経済成長を見せ、その過程で公害問題、都市・生活型の環境問題、そして国際
環境問題などが集中的かつ短期間に表れた。一方日本の場合、１９５０年代の半ばから高
度経済成長を遂げ始め、公害問題が顕在化し、その後１９７０年代に安定経済成長期に入
ると自動車排ガスや生活ゴミなどといった都市・生活型の環境問題が台頭し、１９８０年
代に入ると国際環境問題が社会問題として認識され始めた。つまり、日本における環境問
題は段階的に表れたことが分かる。それに、韓国の場合、日本よりおよそ１０年遅れて高
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度経済成長を実現するが、１９７０年代に公害問題が顕在化し、自動車の普及と共に自動
車排ガスによる大気汚染が顕在化するなど公害問題と都市・生活型の環境問題がほぼ同時
に表れており、その後国際環境問題が社会問題とした認識された。つまり、韓国における
環境問題は段階的に表れているものの、その期間が短期間に段階的に表れたことが分かる。
３．２ エネルギー消費と環境汚染
前に言及したように中日韓３カ国における高い経済成長を可能にしたのは、石炭や石油
など、いわゆる化石燃料の大量消費といえよう。図表５－１から見てみると、中日韓３カ
国における１次エネルギー消費量は石炭と石油が大半を占めていることが分かる。とりわ
け、中国の場合、１次エネルギー消費は既にアメリカを抜いて世界で最も多く、中でも石
炭の消費が全体エネルギーの約７割を占めている一方、他のエネルギーが占める割合が非
常に低いことが分かる。一方、アメリカや日本等先進国においては石油を最も消費されて
いるものの、天然ガスや原子力も併行して消費されていることが分かる。
図表 16

５－１国別 2010 年度における 1 次エネルギー消費量の比較
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出典：韓国エネルギー年報 2011374年のデータにより作成。toe は ton of oil equivalent の略であり原油換
算トンを示す。

このように中日韓３カ国の中でも中国における１次エネルギーの消費は石炭に偏ってい
ることが明らかである。それは第３章でも述べたように、中国はエネルギーの自給率が高
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いものの、石炭が全体エネルギーの約７割を占めている一方で、その他のエネルギーが３
割程度しか占めないといった特徴を持っている。一方、日本や韓国においては、国内のエ
ネルギーの自給率は低く、経済発展は海外からの輸入を余儀なくされているため、限られ
た資源をいかに有効に使用するかが大きな課題である。特に、日本や韓国は中東から安価
で質の悪い石油を輸入したものの、１９７０年代に発生した２度にわたるオイルショック
を契機に、エネルギーに対する抜本的な見直しが図られた。とりわけ、日本は原油価格の
高騰と石油供給断絶の不安から国をあげた省エネ対策が本格的に推進された。他方で、２
０１１年に発生した東日本大震災における福島原発事故は、原発自体がもたらす安全性だ
けでなく、汚染物質が風に乗って長距離越境移動すること、何より人々の健康に直接被害
を与えることから、日本ではゼロ原発に対する議論が行われている。ところで、日本国内
では資源が限られており、２０１２年海底に眠っているシェールガスなどとった新たなエ
ネルギー源、太陽エネルギーなどの自然エネルギーの推進を図っているものの、まだ見通
しすら立っていない状況である。したがって、現時点で全地域における原子力がすべて停
まる場合、火力発電などの化石燃料の増加する恐れあることが提起される。言い換えると、
大気汚染問題が再び顕在化する恐れがあるということができる。
こうした中日韓３カ国におけるエネルギーの事情から、経済成長に伴うエネルギーの消
費は３カ国が抱えている大きな課題であるといえる。その解決に向けて、化石燃料の消費
量を減らす或いは脱硫・硝装置の普及、クリーンエネルギーの増加を促す代替エネルギー
の開発が考えられる。例えば、石油や石炭の代わりに風力、水力、太陽光など代替エネル
ギーの比重を高めていく必要が求められる。そのためには、技術開発及び実用化に対する
財政支援の拡大が必要であろう。
３．３ 大気汚染の現状
越境大気汚染は一国内の生産活動の過程で発生する汚染物質が国境を越えて、広範囲に
わたって影響を及ぼすといった特徴を持っているため、その解決に向けてまず、中日韓３
カ国における大気汚染の実態を把握する必要がある。そこで、本稿は第４章で各国におけ
る大気汚染の主な汚染源とされる固定汚染源と移動汚染源に分けて概観し、問題の実態を
把握した。その結果、中日韓３カ国における大気汚染問題は急速な経済成長共に、主に石
炭や石油などといった化石燃料の燃焼による汚染物質の大量排出により大気汚染が顕在化
したという共通点を有していることが分かった。他方で、３カ国における高度経済成長期
はそれぞれ異なるため、それに伴う大気汚染の状況も異なった様子を見せた。
まず、中国において、国内の１次エネルギー源は石炭が全体の約７割を占めており、そ
の燃焼により二酸化硫黄などいったばい煙型の大気汚染問題が深刻である。全国４２．５％
の重点都市でまだ空気質の二級基準に止まり、このうち７の都市部で三級基準に達してい
ない。特に、自動車の普及や船舶、重化学工業の急速な発展により、光化学オキシダント、
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スモッグなどの問題が台頭するなど、既存の環境問題に加え新たな複合型の環境問題に対
する防止・処理にきわめて複雑な状況に直面している。すなわち、これまで石炭の燃焼に
よるばい煙型の汚染が深刻であったものの、それに加え複合型の汚染も顕在化しつつある。
これは石炭を中心としたエネルギーの構造に根本的な変化がないため、ばい煙型の汚染が
主な大気汚染の課題である。とりわけ、都市部における大気環境中の二酸化硫黄や粒子状
物質などの問題に対し、まだ全面的な解決がない状態で、自動車保有台数の持続的な増加
は自動車排ガスによる大気汚染も加えて顕在化している。そのため、国内では深刻な酸性
雨問題に加え、光化学スモッグなどといった複合型の大気汚染問題が日増しに突出してい
る。特に、光化学オキシダント、粒子状物質、二酸化硫黄、窒素酸化物、揮発性有機化合
物などが主な大気汚染物質として排出されている。こうした深刻な大気汚染問題に対し、
国内では２０余りの都市の空気質に対し、空気汚染指数（ＡＰＩ）形式で公表されている。
しかし、国内都市における全体の空気質に対する情報公開はまだ初期段階にあることと指
摘されている。
次に、日本において、戦後急速な経済成長共に臨海地域に大規模な石油コンビナートが
建設され、中東からの安価で低質の石油が大量に消費された。それを受け、臨海地域を中
心とした公害問題が社会問題となり、被害を受けた住民たちによる公害反対運動に押され、
国が法制度の整備に本格的に動き出した。さらに、国内では地方自治体の条例や企業側の
協力を経て、脱硫装置・脱硝装置、総量規制などといった対策が講じられ、工場や事業場
など固定汚染源による大気汚染は著しい改善を見せた。しかし、公害問題の解決と共に、
都市・生活型の環境問題が顕在化し、その後さらに地球環境問題が台頭するようになると、
それに対処するための新たな法制度の整備が求められた。特に、１９７０年代以降、自動
車保有台数の急速な増加は自動車排ガスによる大気汚染が顕在化し、窒素酸化物や浮遊粒
子状物質などといった大気汚染が都市部を中心に深刻であった。それに対処するため、自
動車に対し車両規制、燃料規制、低公害自動車の普及などといった一連の対策により、二
酸化窒素や浮遊粒子状物質に対する環境基準に、一部地域でまだ達成率が低いものの、殆
どの地域で達成している。
特に、浮遊粒子状物質の都道府県別環境基準の達成率からみると375、多くの県で１００％
を達成しているものの、福岡県は２００９年の９５．２％から２０１０年には２６．２％
まで悪化しており、香川県も２００９年の１００％から２０１０年には４３．８％に低下
し、さらに広島県や長崎県等個別県においても２００９年より悪化している。しかも、光
化学オキシダントの達成率は極めて低く、その背景には他国からの越境移動も指摘されて
いる。これまで日本は戦後、激甚な四大公害問題を契機に、環境問題に積極的に取り組ん
でおり、著しい成果を挙げてきた。しかし、科学の飛躍的な進展と共に、環境問題も複雑
化・複合化した形態で表れ、それに対処するための対策が求められる。例えば、酸性雨問
題において国内では、かつてＥＵのような被害を受けていないものの、このまま放置する
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と今後更に悪化する恐れがあると環境省が発表しており、近年ＰＭ２．５などの複合型の
大気汚染問題の顕在化に対し警鐘を鳴らしている。
最後に、韓国において、３０年余りの高度経済成長を実現しているものの、日本より１
０年ぐらい遅れているため、環境問題も１９７０年代に顕在化した。ただ、日本と異なっ
て１９７０年代から公害問題に加え、都市・生活型環境問題もほぼ同時に表れており、中
でも自動車台数の急速な増加は自動車排ガスによる大気汚染が深刻であった。すなわち、
生産活動の過程で発生する工場や事業場、いわゆる固定汚染源などから排出される大気汚
染に加え、自動車や船舶などのような移動汚染源による大気汚染問題もほぼ同時に抱え、
それに対処するための法制度もほぼ同時に講じられるようになった。その解決に向けてク
リーンエネルギーの推進を促し、自動車には燃料規制、車種規制、運行規制などといった
一連の対策が有効的に講じられた。大気汚染物質の中でも二酸化硫黄による大気汚染問題
が著しい改善を見せているものの、窒素酸化物の排出量はまだ大幅な改善は見られず、そ
の他のＶＯＣ、ＰＭ２．５などといった大気汚染はまだ大幅な改善は見られない状況にあ
る。加えて、酸性問題において、韓国は酸性雨による被害より黄砂による被害を懸念し、
その解決に向けた対策を求めている
このように中日韓３カ国は大気汚染問題を共通に抱えているものの、解決すべき大気汚
染はそれぞれ異なることがわかる。まず、中国は国内の化石燃料に偏ったエネルギーの特
徴から硫黄酸化物質を中心に大気汚染が深刻であると同時に、ＰＭ２．５や光化学オキシ
ダントなど、いわゆる複合型の大気汚染問題を同時に抱えており、実効性のある取組みが
求められる。次に、日本は高度経済成長期に化石燃料の燃焼により硫黄酸化物を中心とし
た大気汚染が深刻であった。その解決に向けて省エ対策の推進や脱硫装置の普及などによ
り固定汚染源による大気汚染問題は有効的に抑制できたが、移動汚染源に関してまだ一部
地域において深刻である。特に、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどの環境基準の達成
率が低いうえに、国内の環境問題に加え他国からの越境汚染も指摘されている。最後、韓
国において、二酸化硫黄による大気汚染問題は著しい改善を見せたとは言え、その他の窒
素酸化物やＶＯＣ、ＴＳＰなど多くの汚染物質の大幅な改善は見られず、取り急ぎ解決し
なければならない課題といえよう。
すなわち、中日韓３カ国の中でも中国における環境問題は、短期的かつ集中的に表れる
ことで、かつて日本が経験した公害問題や現在顕在化しつつある複合型の環境問題を同時
に抱えている。これは、１９７８年の改革開放政策を契機に社会主義計画経済から社会主
義経済へ移行し、急速な経済成長と共に深刻な環境汚染問題が進行したことが考えられ、
人々の健康や財産への被害が急増し、暴動の増加も増加している。近年、環境問題は減少
傾向に転じているものの、局部的の改善であり、全体としては依然に悪化し続けており、
２０２０年以降も続くと言われている376。他方で、中日韓３カ国における取組むべき環境問
題の優先順位は異なるものの、二酸化硫黄や窒素酸化物による酸性雨のような従来型の越
376
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境大気汚染問題に加え、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどといった複合型の環境問題
の顕在化を勘案すると、今後、国家間の環境協力に対するさらなる強化が必要不可欠であ
るといえよう。
４．国内環境法整備の進展
４．１ 環境法制度の歴史的展開
第３章、４章で述べたように、中日韓３カ国における環境法制度の歴史的展開において、
注目すべきなのは日本における地方自治体の環境問題に対する取組である。日本において、
高度経済成長期における公害問題は、地域的に課題とされている地方自治体が主体となっ
て国より先だって条例を制定したことや、被害を受けた住民らの公害反対運動が行われた
こと等に押されて、国による法制度や行政組織が整備されると同時に環境政策が展開され
た。日本の地方自治体の環境問題に対する取組みは、中国や韓国が抱えている課題ともい
えよう。例えば、韓国の場合は日本と異なって中央政府が公害防止法を制定し、被害者ら
の反対運動を反政府運動として扱い、何より当初経済成長が至上の目的であったため、環
境保護意識はあまりなかった。経済成長と共に顕在化する環境問題、そして、１９８０年
代のソウルオリンピックの開催や国内での公害被害を受けて人々の環境保護意識が次第に
高まっていく中で、１９９０年代に入って地方自治体による環境問題への取組みがあった。
一方、中国の場合、急速な経済成長とともに環境問題が多様かつ複雑に表れ、中央政府に
よる環境政策が展開されている。しかし、多くの地方政府はあくまでも地方の経済発展を
阻害しない限りで環境問題への取組み、いわゆる地方保護主義であることが挙げられる。
また、被害を受けている住民たちの環境保護意識はまだ低いといったことが現状である。
ただ、近年急速な経済成長と共に顕在化しつつある環境問題を国の基本国策として、多く
の拘束力ある規制措置が取られている。とりわけ、国家の第１１次５カ年計画では、汚染
物質削減など拘束性ある数値目標を掲げ、それを地方政府に義務付けするなど環境問題の
改善を図ってきた。
特に、中日韓３カ国の中でも、中国における環境問題に対する法制度の整備は、急速な
経済成長と共に多くの法制度や法政策が整備されてきたものの、他方では多くの課題も抱
えている。中国環境保護関連の立法上における主な問題点として汪勁377は、①立法機能の健
全化を図ることを最優先課題とするが、その健全化というのは立法の量を増加することに
あるのではなく、立法機能を質的に向上させることが重要、②環境法執行において地方政
府の制約を受けると指摘している。また、北川秀樹378は中国における環境法の執行上の課題

汪勁「中国環境法執行の強化とその改革の課題」龍谷法学、第 43 巻 3 号（2011）
、1236～1237 頁
北川秀樹編著『中国の環境問題と法・政策―東アジア持続可能な発展に向けて』
（龍谷大学社会科学研
究所叢書第 79 巻、2008）22 頁
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として①法執行主体が明確でない、②環境行政部門の法執行力が弱い、③法執行機関の未
整備、④法執行職員の低い資質、⑤法執行手続きと基準が不透明、⑥法執行監督システム
と責任制度が不健全、⑦行政部門の上下間の縦割り・横割り、⑧地方保護主義379などの多く
の問題点を指摘している。また、中国における地方各級政府の環境管理、とりわけ環境影
響評価書の審査と汚染排出許可証の管理について、まだ法の執行が厳格でなく監督管理の
努力が不十分であると言える。それに、中国における環境法は、
「違法コストが低く、守法
コストが高い（原文：违法成本低，守法成本高）
」という現象が存在し、環境民事責任のメ
カニズムも健全ではない380とことも指摘される。特に、地方保護主義はメカニズム、体制、
法制、能力等多方面の制約を受け、環境執行難の現象が全国で普遍的に存在し、法があっ
て従わない、執行が厳しくない、違法でも追究しないといった問題はまだ根本的に解決で
きない。そのため、まず、政府主要幹部の環境法制教育を強化する必要があり、環境責任
追及制度や一票否決制度の実施が必要である381。
４．２

環境基本法

中日韓３カ国における環境法制度は、国際的な環境保護意識の変化と国内外の環境問題
解決の必要性に迫られ整備されてきた。第１章で述べたように、国際会議で採択された多
くの原則は、３カ国における国内環境法制度の整備にも重要な役割を果たした。たとえば、
ストックホルム宣言で、国際社会で初めて本格的に環境問題に対し取り上げており、とり
わけ、汚染防止原則や発展途上国への配慮など多くの原則が評価されており、リオ宣言で
は持続可能な発展や予防原則など、国際社会で広く適用されている。中日韓３カ国におけ
る法制度の制定においても、このような国際的な原則を見据えて上で、国内法制度が整備
されてきたといえよう382。
中日韓３カ国において数多く制定された環境法制度の中でも、とりわけ、すべての環境
保全に関し原則と基本理念を示した基本と見なされる、「環境保護法（中国）」、「環境基本
法（日本）」
、「環境政策基本法（韓国）」を対象に検討する。ここでは、主に各国における
環境基本法についての法的位置づけを踏まえ、これらの国内の法体系の中でどのような位
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置づけをしているのかを検討することを目的とする。このような目的に沿って検討するに
当たって、まず、「基本法」という概念について概観しておきたい。基本法とは、「①国政
に重要なウエイトを占める分野について、国の制度、政策等の基本方針が明示される。②
基本法とされる以上、基本法と同一の分野に属するものを対象とする他の法律に対して優
越する性格を有する。このため基本法において、同法に定める施策を実施するため必要な
法制上の設置を講ずるべきこと、あるいは、個別に具体的内容を定めるべきこと等が定め
られることが多い。③基本法に定める事項の運用の重要性にかんがみ、通常の諮問機関と
は異なる、基本的な施策の推進等の事をつかさどる機関が設けられることが多い。④基本
法にあっては、その性格上、直接に国民の権利義務に影響を及ぼすような規定は設けられ
ず、通常、その大半は、訓示規定か、いわゆるプログラム規定で構成される。」383と定義さ
れている。
このように基本法において、環境保全の目標はただ国家が主導的計画・樹立すべき課題
でなく、社会全般にわたる共通の課題として、国民や民間の団体などの協力も必要不可欠
である。したがって、ここでは中日韓３カ国における基本となす法制度の目的と基本理念
が設けられている各国の環境基本法の第１章（総則）について、上記の基本法の定義に基
づいて比較を通して、主に各国における法体系が基本法としての役割を果たしているかど
うかについて検討する。
第一に、基本法が他の法律に対し優越する性格を有するのか。まず、中国において上記
で述べたように環境保全に関する総合的な基本法として、環境保護法が優越性を持つと認
識されている。中国は憲法を最高位法とし、環境保護法をすべての環境問題に対する基本
として認識し、その下位法として大気汚染防治法を始めとする多くの個別法が存在する。
しかし、環境個別法は環境保護法と同様に全国人民代表大会の常務委員会で制定されてい
る上に、
「中華人民共和国環境保護法」を根拠にするといった文脈がないため、学者たちは、
環境保護法は単に理論上のものであり、実践的な意義は持っていないと主張している。言
い換えると、環境保護法は他の環境個別法より優越性を持っていないといえよう。こうよ
うな環境保護法に対し、中国環境法の専門家である常紀文は、環境保護法は国家の基本法
律に属するため、中国国家最高立法機関である全国人民代表大会の下で制定されるべきで
あると指摘している。そうすることで、立法の規定に依拠してその他の環境法律、法規と
規章の制定や実施を指導することができる384と主張している。
一方、日本における環境基本法は憲法を最高位法とし、環境保全に関する基本となる法
としてその下位法の大気汚染防止法や水質汚濁などによって具体化されている。中国と異
なって、大気汚染防止法などの個別法は環境基本法を具体化するための法体系として認識
されている。環境基本法は持続可能な社会の構築が掲げられていること、総合的かつ計画

吉田一郎共編『法令用語辞典 第 8 次改定版』
（学陽書房、2001）132 頁
常纪文「现行环境保护法存在的主要问题及其修订对策」
中国法学网 http://www.iolaw.org.cn/showArticle.asp?id=552 最終閲覧日 2012.04.03
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的環境保全の関連施策を推進する環境基本計画が講じられていること、地球環境保全など
に関する国際協力が規定されたことなどの特色に鑑み、「環境基本法を公害対策法から環境
管理法への転換を促す法律」とみることができる。ところで、環境基本法は、基本理念に
おける環境保全の施策を総合的・計画的に推進する「枠組法」の性格を持っているに過ぎ
ず、行政、企業、市民などの行動に変化をもたらす、環境基本法に基づく個別法の制定・
改正の必要性も求められる385。
また、韓国においては、憲法を最高位法とし、憲法で明示した環境権を具体化する法と
して、環境政策基本法が制定され、大気環境保全法や水質環境保全法など分法化されて法
体系を形成している。韓国における環境政策基本法は、１９９０年に制定して以来、１０
回ぐらいの改正を行っており、大幅な改正ではないものの、環境基本法の地位にある環境
政策基本法に、こうした多くの改正は同法が急変する情勢の中で、国家環境の政策的基盤
を提供する基本法としての確実な地位を備えていないことを反映する。そのため、環境法
の理念や指針を提示すべくその役割を遂行できないはずであり、環境法の基本法としての
地位を十分に確保できなければ、全体環境法体系内で同法が持つ役割や影響をより委縮さ
せる結果を招くことを指摘している。特に、基本原則または理念が宣言的レベルに留まり、
個別環境法にきちんと反映されないといった批判に基づいて、環境法の実効性に対する問
題を環境政策基本法の次元で提起している386。
第二に、環境保全に関する、国民の権利や義務及び国家の責務が明確に示しているかど
うか。図表５－２で示しているように中日韓３カ国における総則で規定している環境保全
に関する目的を見てみると、まず、中国における目的に社会全体に対する基本的な原則や
法分野において制度や政策などが具体的に明示していない。これは、持続的に発展できる
社会のシステム作りではないゆえに、地球環境問題に対する規定に対し規定していないこ
とがわかる。特に、環境保護法第４条は環境と開発の協調条項を定めており、経済開発に
より強化される場合、中国を含む近隣諸国や地球環境問題になお一層悪化せざる得ないジ
レンマが考えられ、法の理念と経済原理との間の衝突の可能性が提起される387。
日本において、環境保全について基本理念を定め、国家や事業者等に対し責務を明確に
し、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康や人類の福祉に貢
献することを目的としている。それに、韓国において環境保全に関し国民の権利・義務と
共に国家の責務を明確にし、環境政策の基本事項の制定の必要性を提起し、環境汚染・損
害などに対し適切かつ持続可能に管理・保全することで、国民の健康について規定してい
る。

385
386
387

大塚直『環境法』
（有斐閣、2002 年）21 頁
이준서「환경정책기본법의 체계 정비방안 연구」한국법제연구원（2009）12～14 頁
針生誠吉、安田信行編『中国の開発と法』
（アジア経済研究所、1993）239 頁
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図表 17
条項

1条
目的

2条

総
則

3条
4条
5条
6条
7条
8条
9条
10 条
11 条
12 条

５－２環境基本法における総則の比較

中国

日本

生 活環境 と生 態環境
を保護および改善し、
汚 染とそ の他 の公害
を防除し、人体の健康
を保障し、社会主義近
代 化建設 の発 展を促
すために、本法を制定
した。

韓国

環境の保全について、基本理念を
定め、並びに国、地方公共団体、
事業者及び国民の責務を明らか
にするとともに、環境の保全に関
する施策の基本となる事項を定
めることにより、環境の保全に関
する施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって現在及び将来の国
民の健康で文化的な生活の確保
に寄与するとともに人類の福祉
に貢献することを目的とする。
定義：
定義 1.「環境への負荷」とは、
環境とは、人類の生存 人の活動により環境に加えられ
と 発展に 影響 を及ぼ る影響であって、環境の保全上の
す 各種の 自然 および 支障の原因となるおそれのある
ものをいう。
人 為的に 手を 加えた
2.「地球環境保全」とは、人の活
自 然要素 の総 体を指 動による地球全体の温暖化また
し、大気、水、海洋、 はオゾン層の破壊の進行、海洋の
土地、鉱物資源、森林、 汚染、野生生物の種の減少その他
草原、野生生物、自然 の地球の全体またはその広範な
の遺跡、人文遺跡、自 部分の環境に影響を及ぼす事態
然保護区、景勝地、都 に係る環境の保全であって、人類
の福祉に貢献するとともに国民
市、農村等を含む。
の健康で文化的な生活の確保に
寄与するものをいう。
3.「公害」とは、環境の保全上の
支障のうち、事業活動その他の人
の活動に伴って生ずる相当範囲
にわたる大気の汚染、水質の汚
濁、土壌の汚染、騒音、振動、地
盤の沈下及び悪臭によって、人の
健康または生活環境に係る被害
が生ずることをいう。

環境保全に関する国民の権利・義
務と国家の責務を明確にし、環境
政策の基本事項を定め、環境汚染
と環境損害を予防し、環境を適切
かつ持続可能に管理・保全するこ
とで、すべての国民が健康で快適
な生を享受することを目的とす
る。

適用領域

環境の恵沢の享受と継承等

環境保護計画と経
済・経済発展計画
環 境保護 に関 する科
学知識の普及
個人の責任

環境への負荷の少ない持続的発
展が可能な社会の構築等

定義：環境、自然環境、生活環境、
環境汚染、環境損害、環境保全、
環境容量、環境基準
国家及び地方自治団体の責務

国際的協調による地球環境
保全の積極的推進
国の責務

国民の権利と義務

行政部門の責任

地方公共団体の責務
事業者の責務

汚染者負担原則
環境汚染等の事前予防

国民の責務
環境の日
法制上の措置等

環境と経済の統合的考慮など
資源等の節約及び循環的使用促進
報告（環境保全施策に対する政府
は報告書を国家に提出）

環境の保護および改善に
著しい成果をあげた団体
と個人は政府が表彰する

基本理念：
1. 環境の質的向上とその保全を
通した快適な環境作り及びそれを
通じた人間と環境間の調和と均衡
の維持は、国民の健康と文化的な
生活の享有及び国土の保全と恒久
的な国家発展に必ず必要な要素で
あるに鑑み、国家、地方自治団体、
事業者及び国民は環境をより良好
な状態に維持・創成するよう努力
し、環境を利用するあらゆる行為
をする際には、環境保全を優先的
に考慮し、地球環境上の危害を予
防するために共同に努力すること
で、現世代の国民がその恵沢を享
受できると同時に、将来の世代に
その恵沢を継承できるようにしな
ければならない。2. 国家は地方
自治団体における環境関連財貨サ
ービス利用のバランス維持

事業者の責務

年次報告等

出典：中国環境保護部、日本環境省、韓国国家法令情報センターの HP を参照、筆者作成

すなわち、環境基本法の目的から日本や韓国において、法制度の形式的または実質的に
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基本法として成立要件を目的において具体的に明示しているものの、中国においては国家
の責務や国民の権利・義務、また環境施策等に対する方向性を提示していないことがわか
る。一方、日本における環境基本法は１９５０年代から１９６０年代までの１０年余りの
高度経済成長の中で激甚な公害問題に直面し、１９７０年代に公害問題の「克服」と共に、
都市・生活型の環境問題、またその後１９８０年代に地球環境問題に直面している。こう
した一連の環境問題は、経済の成熟した段階で徐々に取り組んできたため、これらを環境
基本法に総合的かつ計画的に規定することができたといえる。したがって、環境基本法の
基本理念（第３条～５条）の内容は、環境保全を優先的に考慮し、地球環境の持続可能な
社会の構築とそのための国際的協力による地球環境保全の推進などを通して環境負荷の低
減させることで、将来世代に継承できるようにすることが掲げられている。
日本や韓国における整備された環境基本法に対し、近年、中国国内では環境保護法の抜
本的な改正のための動きが活発になっている。その背景には、１９８９年に環境保護法が
制定されて以来、今日に至るまで抜本的な法改正は行われておらず、当初制定された立法
目的の確立、管理体制の設置、基本原則の創設、基本制度の構築、法責任の構成と実現な
どの面において、すでに現在の国の実情に符合しない点が挙げられる388。すなわち、中国に
おける環境法制度は環境管理体制が不十分であり、環境保護措置がまだ完全に実際の需要
に符合していないといったことがいえる389。
４．３

大気汚染に関する法制度

越境大気汚染問題の究極的な汚染発生源は、各国の生産活動の過程で発生する大気汚染
が長距離移動して影響を及ぼすため、その解決には各国の国内法制度による自主的な取組
が必要不可欠である。中日韓３カ国は大気汚染問題を共通に抱えており、とりわけ、従来
の酸性雨に加え、近年ＰＭ２．５や光化学オキシダントなど、二酸化硫黄や窒素酸化物な
どと大気汚染物質による一次的・二次的汚染問題を抱えている。こうした大気汚染問題に
対処するための法対策が、それぞれ国家の国内の実情に即して整備されてきた。
そこで、ここでそれぞれ国家における大気汚染に関する法制度が大気汚染を防止する法
として役割を果たしているかについて検証するために、各国における全体の法制度の目的
や基本理念が規定されている大気汚染防治法（中国）、大気汚染防止法（日本）、大気環境
保全法（韓国）の総則（第 1 章）を対象に比較することにする。
大気汚染防止に関する法の総則から次のようなことが分かる（図表５－３を参照）。まず、
中国における大気汚染防治法は第１条から第６６条で構成され、そのうち総則は第１条か
ら第１０条で構成されている。第１条において、環境保護法で規定された生活環境及び生
388

国务院法制办公室「重新修订环境基本法条件已成熟 专家建议应有全国人民代表大会通过」
中国政府法制信息网 http://www.chianlaw.gov.cn/article/xwzx/fzxw/200801/20080100012325.shtml 最終
閲覧日 2012.12.13
389 常纪文「我国环境法应该明确规定相称原则」科学时报（2007）1 頁
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態環境の保全・改善を図り、人の健康を保護することを確認し、経済と社会の持続可能な
発展の促進させることを目的と定めている。次に、日本における大気汚染防止法は第１条
から３７条で構成され、そのうち総則は第１条と第２条で構成されている。第 1 条におい
て、工場や事業場などの固定汚染源、揮発性有機化合物、自動車などによる移動汚染源な
どに対し言及し、これらを規定することで国民の健康保護や生活環境の保全、また大気汚
染による健康被害者に対する事業者の損害賠償について、法の目的を定めている。それに、
第２条では第１条の目的を具体的に実施するための汚染物質に対する定義を行い、とりわ
け、固定汚染源、揮発性有機化合物、移動汚染源などに対する定義を具体的に示している。
最後に、韓国において、大気環境保全法は第１条から第９５まで構成され、そのうち総則
は第１条から第１５条で構成されている。第１条の目的において大気環境を適正かつ持続
可能に管理・保全することで、国民が健康で快適に生活できるようにすることを定めてい
る。このような目的に沿って、大気汚染物質や揮発性有機化合物、自動車、船舶など１８
種類に対し定義を行っている。特に、第１３条から第１５条にかけて黄砂に対し、被害防
止のための総合対策を樹立し、対策委員会を設置し、被害防止のための国際協力に関して
示している。
こうした３カ国の大気汚染に関する法制度は、総則においてその目的や対策等に関し示
しているものの、異なる社会体制の下で制定されたため、当然ながら３カ国においてそれ
ぞれ異なった様相を呈している。まず、中国における大気汚染防治法はまず環境保護法の
目的を確認すると共に人の健康を保護し、経済と社会の持続可能な発展の促進を目的とし
ている。それに、第２条及び第８条においても経済に関して言及している。これは大気汚
染防治法が制定された１９８７年代の社会状況を反映したものといえよう。つまり、あく
までも経済を優先させた政策であったことが分かる。しかも、法の目的が明確ではないう
えに環境保護法の個別法としての関連性が薄く、大気汚染に対する定義が明確に提示して
おらず、内容において整合性が欠如している。
すなわち、大気汚染防治法は１９８７年に最初に制定され、その後１９９５年と２００
０年に二回にわたって改正を行っており、今日に至るまで既に１０年余りが経過している
が、大幅な改正が行われなかった。特に、１９９５年に改正された大気汚染防治法の改正
案では、国の経済主管部門からの規制制度に対する反発を受け、実質的効果のある改善を
果たすことができなかった。すなわち、同改正案は政府の経済及び環境管理関連の意志決
定体制の内部に、意見対立や部門利益をめぐる矛盾が存在し、１９９０年代に入って政府
は経済発展を最優先課題とし、環境保護を単なる政府の対外宣伝のための素材とその付随
的産物して取り扱ったことを意味する390。しかし、中国国内の大気汚染の状況からみると、
第４章で述べたように国内では既存のばい煙型の大気汚染問題や国内の酸性雨問題などの
抜本的な解決が行われていない状況の中で、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどといっ
390
汪勁（金紅実訳、北川秀樹監訳）「中国環境法執行の強化とその改革の課題」龍谷法学 43-3（2011）
348 頁
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た複合型の大気汚染問題に直面している。悪化しつつある大気汚染問題の解決に向けて、
中国政府は従来の大気汚染防治法による規制は限界があることを認識し、第３回目の改正
に向けて審議され、近いうちに全国人民代表大会常務委員会に提出する見通しである。さ
らに、大気汚染問題の解決に向けて、２０１２年５月に「大気汚染防治法」と「国民経済
と社会発展十二・五計画要綱」に基づいて、「重点地域大気汚染防治十二・五（第１２次５
カ年計画、２０１１～２０１５年）計画」391が制定された。こうした政府の一連の動向は、
国内大気汚染問題の深刻さを改めて表しており、すでに放置できない大気汚染問題に対す
る国による抜本的な対策が求められる。これは、悪化しつつある大気汚染問題に対し、さ
らなる強化が必要であるものの、従来の法制度のみでは限界があったことがうかがえる。
一方、日本における大気汚染防止法は環境基本法を上位法とし、それを具体化するため
に制定された法として大気汚染を防止するための法として制定されている。総則は、第１
条から第２条で構成され、中国や韓国より明らかに条項がコンパクトである。しかし、第
１条の法の目的において、工場や事業場などによる汚染、いわゆる固定汚染源、自動車排
ガスなどいわゆる移動汚染源、そして揮発性有機化合物といった大気汚染全体の汚染源に
対して明示していることが分かる。それを具体的に実施するために第２条において、汚染
物質とその施設に対し具体的に定義している。
また、韓国における大気環境保全法は、大気汚染に対する具体的な防止対象などについ
ては定めておらず、第２条で多くの大気汚染物質に対し定義している。特に、大気環境保
全法は第１条から第９５条で構成され、条項が中国や日本に比べ極めて多いことが分かる。
このような法の構成に対し、その内容が複雑であるため、法を遵守する立場にある国民が
理解しづらいといった批判を受けている。
すなわち、中日韓３カ国における大気汚染に関する防止法は、社会的背景を踏まえたう
えで形成された法であり、それぞれ異なった社会体制の下で制定されたため、大気汚染に
対する国家の認識の差を見せている。まず、中国において１９８０年代から１９９０年代
にかけて高度経済成長期を迎えている真最中であったことを背景に、大気汚染防治法には
経済との関係について規定していることが分かる。次に、日本は高度経済成長期に公害問
題に直面し、その解決と共に都市・生活型の環境問題、そして地域的・地球的な国際環境
問題といった環境問題が段階的に表れたため、その対策も順次に講じることができた。つ
まり、経済が成熟した段階で、環境問題に対し十分な検討を経て対策が講じられたため、
大気汚染防止法の内容も全体の大気汚染問題に対し総合的かつ計画的に形成されている。
一方、韓国における大気環境保全法は、内容が多いがゆえに複雑であるため、理解するこ
とが難しいといった批判を受けている。

391

「重点区域大气污染防治“十二五”规划`」
。中国環境保護部と国家発展と改革委員会及び財政部が発表。

160

図表 18

５－３大気汚染防止法における総則の比較

中国（第 1 条～66 条）

日本（第 1 条～37 条）

韓国（第 1 条～95 条）

1条

大気汚染を防止することにより、生活環
境及び生態環境の保全及び改善を図り、
人の健康を保護するとともに、経済と社
会の持続可能発展を促進させるため、こ
の法律を制定する。

目的：大気汚染による国民の健
康や環境に関する危害を予防
し、大気環境を適正で持続可能
に管理・保全し、すべての国民
が健康で快適な環境で生活で
きるようにすること。

2条

国務院及び各級地方政府は、大気環境保
全施策を国民経済・社会発展計画に組み
込み、適正な工業立地計画を策定し、大
気汚染防止に対する研究を強化し、大気
汚染防止の措置を取り、大気環境の保全
及び改善を図らなければならない。

3条

国は措置を取り、各地の主な大気汚染物
の排出総量を計画的に制御或は逐次削
減する。各級地方政府はその管轄地区の
大気環境の質に責任を負い、規格を制定
し措置を講じ、本管轄地区の大気環境の
質が規定する基準に達成させなければ
ならない。

4条

県クラス以上の地方人民政府の環境保
護行政主管部門による大気汚染防止の
統一的監督・管理の実施。各級公安、交
通、鉄道、漁業管理部門は自動車・船舶
の大気汚染に対し監督・管理を実施。県
クラス以上の人民政府のその他関係主
管部門は各自の職責範囲内で、大気汚染
に対し監督・管理を実施。
すべての部門及び個人は大気環境を保
全する義務を有し、合せて大気環境を汚
染する部門及び個人を告発または告訴
する権利を有する。
国務院環境保護行政主管部門、地方人民
政府の役割
国務院環境保全行政部門による国家大
気汚染排出基準、地方大気汚染物質排出
基準
国は大気汚染を防止し、総合的かつ積極
的な経済・技術政策の策定及び実施によ
り、国の利益を図る。 大気汚染の防止、
または大気環境の保全及び改善に顕著
な功績のあった部門または個人は各級
地方政府から報償が与えられる。
科学技術の奨励、大気汚染防止技術の普
及、クリーンエネルギー源の開発利用の
奨励・指示
各級地方人民政府に対する植樹・造林及
び都市の緑化事業の強化

工場及び事業場にお
ける事業活動並びに
建築物等の解体等に
伴うばい煙、揮発性有
機化合物及び粉じん
の排出等を規制し、
有
害大気汚染物質対策
の実施を推進し、並び
に自動車排出ガスに
係る許容限度を定め
ること等により、大気
の汚染に関し国民の
健康を保護するとと
もに生活環境を保全
し、並びに大気の汚染
に関して人の健康に
係る被害が生じた場
合における事業者の
損害賠償の責任につ
いて定めることによ
り、被害者の保護を図
ること
第２条：
定義：ばい煙、ばい煙
施設、ばい煙処理施
設、揮発性有機化合
物、揮発性有機化合物
排出施設、
事業者の自
主取組みの促進、排出
口、粉じん、特定粉じ
ん、一般粉じん発生施
設、特定粉じん発生施
設、特定粉じん排出等
作業、
有害大気汚染物
質、自動車排

条項

総
則

5条

6条
7条
8条

9条
10 条

定義：大気汚染物質、気候・生
態系変化誘発物質、温室ガス、
ガス、粒子状物質、ほこり、ば
い煙、すす、特定大気有害物質、
揮発性有機化合物、大気汚染物
質排出施設、大気汚染防止施
設、自動車、船舶、添加剤、触
媒剤、低公害車、排出ガス低減
装置、低公害エンジン

常時測定

測定網設置計画の決定など

土地等の収用及び使用

他の法律の関係（道路法）
削除（7 条）大気汚染に対
する警報（８条）、気候・
生態系変化誘発物質の排出
抑制（9 条）大気循環障害
の防止（10 条）大気環境改
善総合計 画の樹立等（ 11
条）温室ガス排出係数の開
発及び管理（12 条）黄砂被
害 防 止総 合対 策の 樹立 等
（13 条）黄砂対策委員会
（14 条）黄砂被害防止のた
めの国際協力（15 条）

出典：中国（環境保護部）
、日本（環境省）
、韓国（環境部）の HP により筆者が整理
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Ⅱ

中日韓３カ国における環境協力の実態

１．中日韓３カ国におけるそれぞれの事情
中日韓３カ国において地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、生物多様性の喪失などとい
った地域的・地球的な環境問題の台頭と共に、環境問題に対し国際的環境保護意識の変化
と国内外における環境問題解決に迫られ、環境法制度の整備を基盤に国家間環境協力が行
われてきた。ただ、前に言及したように中日韓３カ国は社会的背景から経済成長に伴う環
境問題の顕在化、またそれに対処するための法制度の整備にずれがある。したがって、３
カ国が抱えている大気汚染問題の状況や課題においても取組むべき優先順位が異なる。
１．１ 中国
中国は第２次世界大戦後、数年間の内戦を経て１９４９年に建国した。その後、国内で
は大躍進や文化大革命などといった政治的イデオロギーにより、経済発展の大きな転換点
になったのは１９７８年に実施された改革開放政策以降からである。それを契機に、国内
では急速な経済成長を実現するとともに、２００１年に世界貿易機関（ＷＴＯ）へ加入し、
これを契機に国内における地域的な対外開放から、グローバルな対外開放へとシフトされ
ていく。ＷＴＯへの加入はさらなる経済発展の契機となり、経済成長は新たな発展段階に
突入し、国際社会では国際産業を加速させるなど経済発展の新たな転換点となったのであ
る。他方で、このような急速な経済成長は、深刻な環境問題を引き起こした。公害問題を
始め、都市・生活型環境問題、さらに地球環境問題などがほぼ同時に表れた。加えて、中
国国内では自然災害が頻発している。２００９年中国政府白書の「中国災害削減行動」で
は、１９９０～２００８年の１９年間の自然災害は２０００億元の経済損失をもたらした
と公表した。特に、大気汚染による経済損失だけでも毎年、中国ＧＤＰの３～７％を占め
ているという統計も出されている392。
すなわち、中国は国内の急速な経済成長に伴う環境汚染問題に加え、自然災害の多発な
ど、環境問題は中国が抱えている大きな課題であると共に、取り急ぎ解決しなければなら
ない課題である。特に、大気汚染問題において、国内では石炭を中心したエネルギー消費
構造から、二酸化硫黄による大気汚染が深刻である。そのため、これまで二酸化硫黄を削
減するために大気汚染防治法に基づき、
「既存火力発電所二酸化硫黄の第１１次５カ年計画
（２００７年）
」、
「国家酸性雨と二酸化硫黄防止の第１１次５カ年計画（２００８年）」の
施行規制による二酸化硫黄の削減を図ってきた。その結果、二酸化硫黄は第１１次５カ年
計画で掲げられた目標を達成しており、それを踏まえて第１２次５カ年計画では再び拘束
新华网 「 中国流：改变中外企业博弈的格局」最終閲覧日 2009.9.24
http://news.xinhuanet.com/book/2009-09/17/content_12068056_1.htm

392
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性のある目標値を掲げている。特に、第１２次５カ年計画では二酸化硫黄に加え、窒素酸
化物を総量規制の対象物質として取り入れており、主に電力、製鉄、セメント、工業ボイ
ラーなど固定汚染源に対する総量規制が実施される。
このように、国内で深刻な二酸化硫黄や窒素酸化物などの大幅な改善に向けて、法的拘
束性のある数値目標が掲げられ、着実に目標を達成してきた。しかし、全体的汚染状況を
見た時、従来型の環境問題に対する抜本的な改善がない状態で、新たにＰＭ２．５などと
いった複合型の大気汚染問題に直面し、取り急ぎ解決しなければならない課題である。
１．２

日本

日本における大気汚染は、従来二酸化硫黄や窒素酸化物など固定汚染源からの公害問題
が深刻であったが、脱硫装置や脱硝装置、総量規制などといった地方自治体、国、そして
企業などによる総合的な対策により「克服」してきた。しかし、公害問題の解決と共に都
市・生活型の環境問題が新たに台頭するようになり、とりわけ、自動車保有台数の急増に
伴い自動車排ガスによる大気汚染を始めとするいわゆる移動汚染源による大気汚染が顕在
化した。自動車排ガスは窒素酸化物や粒子状物質を大気中に排出するため、法に基づいて
車両規制や燃料規制などの規制措置により近年減少傾向にある。特に、光化学大気汚染に
おいては早くも１９７０年代に東京で初めて被害をもたらした。光化学大気汚染は、窒素
酸化物や揮発性化合物が紫外線の光化学反応によってオゾンなどを生成し、その強い酸化
作用によって人体や生態系に影響を及ぼすといった特徴を持っている。しかも、窒素酸化
物と揮発性有機化合物は相互依存的に作用しているが、日本は窒素酸化物を中心に取り組
んできた。とりわけ、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）は浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）やＰＭ２．
５等の微小粒子を二次的に生成する働きがある393ため、いかにＶＯＣの排出を抑制するかが
課題となり、大気汚染防止法に基づいて２００４年の公布を契機に、排出規制や事業者の
自主的な取組を適切に組み合わせて実施されている。
日本はＰＭ２．５において２００９年に新たに環境基準が設定され、２０１０年度の環
境基準達成率は一般局が３２％、自排局が８．３％で低く、光化学オキシダントは一般局
と自排局と共に達成率が０％といった極めて低い結果であった。さらに、日本は２０１１
年の東日本大震災の際に起きた福島原発事故により、各地域で安全点検のための原子力発
電所が運行停止状態にあり、住民らの反対運動などにより今後再開の見通しもまだ立って
いない状況である。原発事故を皮切りに、国内ではシェールガス等の開発など新たなエネ
ルギーの確保に注力を注いでいるものの、まだ普及の見通しは立っていない。そうすると、
その代わりに火力発電所の増強により、また大気汚染物質の排出の増加も懸念されている394。
393 国立環境研究所「環境儀 No.5－国立環境研究所の研究情報誌」
（国立環境研究所編集委員会、2002）1
～6 頁
394 坂本和彦「近年の大気汚染問題をめぐる状況と広域大気汚染総合対策への考え方」
『日中環境産業』資
源環境対策 Vol.48 No.9(2012)15 頁
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加えて越境大気汚染問題において、日本の光化学オキシダントやＰＭ２．５は中国をはじ
めとする他国からの影響も指摘している。ただ、越境大気汚染問題に対する未知の問題・
課題から国際的な共通理解もまだ充分に得られておらず、今後科学的知見の更なる集積が
求められる。同時に、東アジア大気汚染と日本への越境汚染を同時に低減させるために、
Ｗｉｎ－Ｗｉｎ型の理解に向けた取組を必要性が指摘されている395。
このように、日本は従来の二酸化硫黄や窒素酸化物といった固定汚染源による大気汚染
が深刻であったが、大気汚染防止法に基づいてこれらの汚染物質を発生する施設に対し、
排出基準による基準、ＳＯｘ、ＮＯｘの総量規制などといった一連の措置により、現時点
で環境基準を達成またほぼ達成している。一方、自動車排ガスなど移動汚染源によるＮＯ
ｘやＰＭなどにおいて、改善の傾向を見せているものの、一部の大都市ではまだ抱えてい
る課題である。さらに、近年ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどと大気汚染物質の環境
基準の達成率は低い状況である。すなわち、日本における大気汚染問題は第２次世界大戦
後、急速な経済成長と共に公害問題を「克服」してきたとはいえ、大気汚染問題がなくな
ったというわけではなく、より複合化・複雑化して表れた汚染物質への有効的な対策が求
められる。その解決に向けて、日本国内の取組だけでは限界があり、域内国家間の環境協
力が必要不可欠である。
１．３

韓国

韓国は１９１０年から長い間日本の植民地として支配され、第２次世界大戦後の１９４
８年に建国した。その後、１９５０年から朝鮮戦争が勃発し、さらに国内での権威主義に
より、１９８０年代に入ってようやく民主主義が提唱されたという社会的背景を持ってい
る。その過程で、経済優先政策が打ち出され、軽工業から重化学工業へと転換するなどの
対策により、国内では深刻な環境問題に直面することになる。
このように日本は戦後朝鮮戦争による軍需や国内の工業化により、高度経済成長を遂げ
ることができたのに対し、韓国は建国以降、朝鮮戦争や国内の政治的な要因により、日本
より１０年ぐらい遅く高度経済成長を遂げることになる。韓国も日本と同様に経済発展は
重化学工業を中心に工業化を推進した結果、工業都市を中心に深刻な公害問題を引き起こ
した。大気汚染は経済成長を支えた石炭や石油などといった化石燃料の消費により、顕在
化したのである。特に、１９７０年代に入って二酸化硫黄による大気汚染が深刻であった。
このような大気汚染に対処するため、韓国政府は燃料規制やクリーンエネルギーへの転換
などの措置をとり、硫黄酸化物質は１９９０年代の後半から著しく改善された。一方、窒
素酸化物においては、２０００年代に入って大気汚染物質の中で排出量がもっと多く、と
りわけ、自動車排ガスによる汚染物質は人口が密集している地域（ソウルなど首都圏）及
大原利眞「広域大気汚染研究をめぐる最近の状況と今後の展望」
『日中環境産業』資源環境対策 Vol.48
No.9（2012）34 頁
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び都市道路周辺等に顕在化され、健康被害が他の汚染物質より大きいという特徴を持って
いる。
大気汚染物質は二酸化硫黄や窒素酸化物以外に、１９９０年代の後半から新たな大気汚
染物質のＴＳＰ、ＮＨ３、ＰＭ１０、ＶＯＣ等が加えられ、これらの大気汚染物質は増加趨
勢を見せている。韓国における大気環境基準は、１９７８年に二酸化硫黄に対する基準を
最初に設定し、その後一酸化炭素、二酸化窒素、ＴＳＰ、オゾン及びＨＣに対する環境基
準を設けた。さらに、１９９１年にはＮＨ３に対する環境基準、１９９５年にはＰＭ１０、
そして２０１０年にはベンゼンに対する環境基準をそれぞれ新規で適用し、２０１１年に
はＰＭ２．５に対する環境基準を追加に設定した。特に、かつて主な大気汚染物質であっ
た硫黄酸化物質は環境基準を達成することで、１９９５年と２００１年段階的に強化し、
その他一酸化炭素は１９９５年、ＰＭ １０は２００１年と２００７年に、そして二酸化窒
素は２００７年に、それぞれ段階的に規制を強化してきた。このような、多くの大気汚染
物質に対し環境基準が設けられ、段階的に強化してきた396。
このように、韓国は高度経済成長期に二酸化硫黄による深刻な大気汚染から有効的な対
策取られ、著しく改善されたものの、その他大気汚染物質に関しては大幅な改善は見られ
ず、増加傾向にある汚染物質が多い。とりわけ、日本や中国と同様、ＰＭ２．５、ＶＯＣ
などの大気汚染も現在抱えている大きな課題であるといえる。
２．中日韓３カ国の主張
上記で述べたように、中日韓３カ国は大気汚染問題を共通に抱えており、とりわけ、近
年越境大気汚染の原因物質と関連づけて議論されているＰＭ２．５や光化学オキシダント
などといった複合型の大気汚染問題を共通に抱えている。このような一国内の大気汚染問
題において、中日韓３カ国は地理的に隣接していることで越境大気汚染問題や共有海域圏
の海洋汚染など共通的な環境問題を抱えているため、一国内の取組だけでは限界があり、
関連する各国間の環境協力が必要不可欠である。
２．１

環境協力における３カ国の立場

中日韓３カ国を中心とした域内の環境協力は、地球環境問題が強調された１９９２年の
地球サミットを契機に本格的に行われてきた。環境協力は主に日本や韓国が主導的役割を
果たしながら推進し、初期の環境協力は長距離越境大気汚染、海洋汚染など媒体別に環境
協力の形態を帯びて展開された。ただ、近年にはＴＥＭＭ、ＮＯＷＰＡＰなどから分かる
ように、多国間環境協力の制度化・体系化が図られている。このように環境協力が着実に
推進されている一方で、環境協力に係る域内国家間の相互利害関係などにより具体的な組
396

2011 環境白書（環境部、2011）163～164 頁

165

織と長期ビジョンを提示していない問題点が指摘されているなか、実質的な環境協力はま
だ初期段階に留まっていることと評価されている397。
ところで、域内の環境協力は中日韓３カ国を中心に行われているにも関わらず、環境協
力の核心事案においてはそれぞれ異なった見解を示している。まず、中国において一方で
国内的に深刻な環境問題を抱えており、他方では国際社会において世界経済大国に浮上す
るとともに外的圧力を受けるなど国内外的、いわゆる二重圧力に直面している。こうした
状況のもとで、国内では国家の環境保護に対する認識が向上し、環境への投資も大きく増
加している。同時に、環境協力において環境分野に対する投資資金の支援や環境技術の移
転の分野に興味をもっている。特に、中国は主に日本からの環境援助を受けているものの、
事業の計画から実施において、援助資金面での協力に興味を示し、日本の専門家による事
業を実施過程における技術指導の役割を見落としてしまうことで、事業が当然ながら達成
すべき質と効果に影響を及ぼしているといったことも指摘されている398。
次に、日本において中国などといった発展途上国に対し経済開発プロジェクトを財政的
に支援する政府開発援助（ＯＤＡ）により、域内環境問題にも支援しつつ、環境技術の移
転を通した環境産業の促進を促している。特に、特定分野においてＥＡＮＥＴを中心に長
距離越境大気汚染分野に対する多国間協力事業が推進され、モニタリングなどを通じて科
学的知見の積み重ねに基盤をおいた国家間法的枠組み構築の可能性に期待されている。ま
た、環境問題の解決に当たって、国家レベル、民間レベル、ＮＧＯなどを通した協力体制
が存在する。
最後に、韓国において２０００年代に入って輸出戦略産業として環境産業の育成を重視
し、比較的競争力を確保できる中国市場への進出を模索し、アジア諸国との多様な環境協
力を通して域内リーダシップを望んでいた399。そのため、現行の環境協力は韓国の提案の
下で行われている多国間環境協力が多く見られる。例えば、ＮＥＡＣ、ＮＥＡＳＰＥＣ、
ＴＥＭＭ、ＬＴＰなどは韓国が主導して開催されたおり、中でもＴＥＭＭは今日に至るま
で毎年開催され、北東アジア環境協力の新たな転換を提供した。すなわち、韓国は北東ア
ジア地域の環境協力を通して、政治的・経済的・協力を強化することで環境問題の解決に
注力してきた400。しかし、域内環境協力を主導するに当たって、環境技術または財政面の支
援には基盤が脆弱しているといったことから、域内のリーダシップ的な存在には難しいと
いう側面もあるといえる。
すなわち、中日韓３カ国における国内の環境問題の実態を踏まえて域内環境協力が行わ
れているものの、各国の国内の実情に即した環境協力に臨むため、域内の核心事案におい
てはそれぞれ異なる見解を示している。こうした認識の相違性は、域内環境問題の解決の
397 姜相仁「환 경 협 력」
『한ㆍ중ㆍ일 분야별 경제협력의 현황과 발전방향』한국대외경제정책연구원
（2004）313～315 頁
398 徐嵩龄「中国－东北亚国家之间的环境合作：状况分析与评价」东北亚论坛，第 1 期（2002）53 頁
399 최정진「동북아 환경협력체제의 문제점과 대응전략」비교경제연구,제 13 집（2006）146 頁
400 홍금우「동북아지역의 환경협력방안에 관한 연구」한국동북아논총,제 23 집（2002）34 頁
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ための国家間協力に対する限界と問題点を示唆している。
２．２ ＥＡＮＥＴにみる３カ国の立場と今後の課題
まず、中国において、近年、環境問題に対し国を挙げた対策が講じられ、着実に改善さ
れてきたものの局地的な改善であり、全体的にはまだ深刻である。中国国内の環境問題は、
急速な経済成長に伴い短期的かつ集中的に表れ、それに対処するための法制度も短期間に
多く整備されたため、その実効性が問われている。特に、国内の大気汚染問題は深刻であ
り、取り急ぎ解決しなければならない課題であるが、上記で述べたように地方保護主義な
どといった中国国内の独特な事情により、法執行面において現在抱えている大きな課題と
もいえる。こうした国内の深刻な環境問題に対し、域内の環境協力において環境技術や財
政などの分野で興味を示しており、ＥＡＮＥＴへの参加は日本の資金拠出が大きいことが
その一つであるともいえよう。
次に、日本国内における大気汚染問題は、国内の産業活動の過程で発生する大気汚染や
人々の日常生活を行う中で発生する大気汚染などが主な汚染源であり、それに加え中国や
朝鮮半島からの越境大気汚染問題を指摘している。そのため、国内での規制強化と共に越
境大気汚染問題に対し、法的拘束力のある枠組み構築の必要性を提起している。特に、Ｅ
ＡＮＥＴは第２章で述べたように、主に中国からの越境大気汚染問題による国内環境への
影響を懸念し、日本のイニシアティブで構築した機関である。ＥＡＮＥＴを設立するに当
たって、中国を汚染源と特定する場合、ＥＡＮＥＴの枠組みに中国が参加しないのではな
いかということを懸念し、東アジア諸国を対象範囲とし、モニタリングなどにかかわる費
用も日本が多く拠出している。それに韓国において、国内の大気汚染問題において二酸化
硫黄など従来の公害問題における主な汚染物質に対して、大幅な改善に成功したものの、
その他の大気汚染物質に関してはまだ抱えている課題である。それに、韓国国内における
大気汚染は日本と同様、国内の社会活動の過程で発生する大気汚染に加え、中国からの越
境大気汚染問題を提起している。ただ、韓国が関心を持っている越境大気汚染問題は、黄
砂による越境大気汚染問題である。しかも、韓国の主導で中日韓３カ国を対象に、ＬＴＰ
によるモデルリングが実施されており、ＥＡＮＥＴとの重複性やリーダシップの競争が提
起されている。
このように中日韓３カ国は異なる見解を見せているものの、モニタリングによるデータ
が着実に蓄積されてきた。こうしたＥＡＮＥＴにおけるこれまで行われてきた一連の取組
みは、ＣＬＲＴＡＰのような条約の締結に向けた将来への重要なステップとして評価され
ている。その一方で、ＥＡＮＥＴを法的拘束力のある規制措置を目的に地域的協定へと発
展させるためには、いくつかの乗り越えなければならない壁がある401。
401

大田宏「北東アジアにおける環境・自然資源問題に関する地域協力の可能性」藪下史郎監修『東アジア
統合の政治経済・環境協力』
（東洋経済新報社、2011）159 頁
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第一に、科学的知見面での対立を挙げることができる。特に、越境大気汚染問題におい
て、日本や韓国は中国を主な汚染発生源としているのに対し、中国は国内では深刻な環境
問題を抱えているものの、あくまでも一国内の問題として他国への影響は大きくないとい
った見解を示している。このような見解の相違は、中日韓３カ国間における科学的知見が
きちんと共有されていないことを示唆し、科学者など専門家たちの科学的コミュニケーシ
ョンが不十分であることが考えられる。今後、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑みると、現行の
ＥＡＮＥＴをさらに進展させる基盤には、何より今後科学的知見のさらなる共有が重要で
あることと思われる。
第二に、財政的制限を乗り越える必要がある。ＥＡＮＥＴは東アジア１３カ国を対象に
モニタリングを中心に行われているものの、前に言及したようにＥＡＮＥＴの構築は１９
９０年代に急速な経済成長を遂げている中国からの越境大気汚染が、日本国内の環境に被
害を及ぼすことを懸念し、活動を開始したという背景を持っている。そのため、実際東ア
ジア１３カ国を対象としているが、日本の関心からすれば、主に日本、中国、韓国が中心
であるといえよう402。こうした背景の下で、ＥＡＮＥＴの財政メカニズムは、加盟国の任意
拠出制度に基づいているものの、参加国の殆どが発展条途上国であるため、資金の拠出が
義務化されることに抵抗を示し、資金は主に日本からの出資が殆どであった。ただ、２０
０２年に中国からの財政資金の拠出が開始し始めたことは、大きな進展といえよう。こう
した財政的制限を緩和すべく、ＥＡＮＥＴはその基盤強化のための文書の採択に向けて交
渉が行われてきており、それを踏まえて２０１０年の１１月に第１２回政府間会合で合意
文書に対する署名が行われ、２０１２年の１月からＥＡＮＥＴの強化のための文書に基づ
く活動がスタートした。主に、財政基盤の強化と共に、酸性雨のモニタリングに留まらず
他の汚染物質への拡大する余地も生まれた403。
第三に、モニタリングの対象汚染物質を挙げることができる。東アジア諸国は地理的、
気象的等様々な要素から、酸性雨よりも優先度が高い越境大気汚染問題が存在する。その
ため、ＥＡＮＥＴはこれらの越境大気汚染問題に対処するため、単なる酸性雨のみではな
く、他の大気汚染物質も検討していくことが重要と考えられる。欧州のＣＬＲＴＡＰでは
既に取り組まれている酸性雨の汚染原因物質とされる二酸化硫黄や窒素酸化物等の大気汚
染物質に加えて、残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）、重金属、揮発性有機化合物（ＶＯＣｓ）
などの汚染物質を削減するための汚染物質ごとの議定書が採択されている。
第四、越境酸性雨による被害を挙げることができる。ＥＡＮＥＴは中日韓３カ国を中核
として実施されているが、３カ国間においてはＥＵのような越境酸性雨による大きな被害
は現時点で見られない。それは、越境大気汚染による被害国とされている日本において、
生態系、とりわけ土壌が地質的に酸性雨に対して強い構造を持っており、多少の酸性物質
402 安藤博「転機に立つ東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
」ヒューマンセキュリティ
ー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.8（2004）192 頁
403 鈴木克徳「越境大気汚染をめぐる最近の国際的動向」
『日中環境産業』資源環境対策、Vol.48 No.9（2
012）37 頁
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が日本列島に沈着しても中和されてしまうため、酸性雨によって大きなダメージを受けて
いるとは言い難い404。また韓国においても、日本と同様に土壌は酸性に強いことからＥＵの
ような酸性雨による深刻な被害は見当たらない。むしろ黄砂による環境問題が顕在化して
いる。それに中国においては、国内の二酸化硫黄による大気汚染や酸性雨が深刻であるが、
その解決に向けて近年、国を挙げた対策により確実に減少傾向を見せている一方、自動車
排ガスなどによる大気汚染が顕在化している。すなわち、中日韓３カ国においてＥＵのよ
うな越境酸性雨による被害は顕在化しておらず、今後このまま進行した場合さらに顕在化
することを懸念し、協力体制が促進されている。しかし、近年、中日韓３カ国は越境酸性
雨問題に加え、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどの二次汚染による大気汚染問題を共
通に抱えている。特に、ＰＭ２．５等の複合型の大気汚染問題は、越境大気汚染問題に関
連づけて議論されるなど、取り急ぎ解決しなければ共通の課題であるといえよう。
３．中日韓３カ国における条約締結の可能性
国境を越える環境汚染問題は、早くも１９６０年代から１９７０年にかけて急速な経済
発展と共に工業化や都市化が進んだヨーロッパ諸国で顕在化し、それに対処するために国
連人間環境会議を皮切りに、１９７９年にＣＬＲＴＡＰが締結された。当初ＣＬＲＴＡＰ
の締結に当たって、東西両陣営間の対立の中でしかも国際体制の変動にも関わらずＥＵ加
盟国は環境分野において協力の必要性を認識し、環境問題に対し共同に対処してきたこと
が国際社会で評価されている405。つまり、ＣＬＲＴＡＰはそれぞれの国家間の摩擦による本
当の意味で、酸性雨問題を誘発する汚染物質を実質的に規制する基準を用意したというよ
り、関連国家間の協力を可能にさせる契機を与えたという点で大きな意義があると評価さ
れている406。したがって、国家間の協力を成功的に引き出したというＥＵにおけるＣＬＲＴ
ＡＰの経験は、越境大気汚染問題を抱えている中日韓３カ国にとって先例として参照する
ことに意義があることと思われる。
３．１ 越境大気汚染問題をめぐるＥＵの事情
越境大気汚染問題において、１９５０年代以降北欧を中心としたヨーロッパ諸国で越境
酸性雨による被害が提起された。特に、深刻な被害を受けたスウェーデンはその解決に向
けて、汚染物質の長距離越境移動に対するメカニズムを明らかにしたうえで、１９７２年

明日香壽川「越境するアジアの環境問題」高原明生ほか『現代アジア研究 1 越境』
（慶応義塾大学出
版会、2008）123 頁
405 예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협
약의 사례를 중심으로」국제관계연구 제 14 권 1 호(2009)39 頁
406 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰: 유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제 15 권제 1 호,
（2007)155 頁
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に開かれた国連人間環境会議で、北欧諸国の協力を得て越境大気汚染問題について報告書
を提出し、これをきっかけに国際社会で越境大気汚染問題に注目するようになった。その
後、ＯＥＣＤは越境大気汚染問題の解決に向けて、１９７０年から「越境型汚染」をめぐ
る専門家グループを設置し、１９７２年から１９７７年にかけて越境大気汚染に関する監
視プログラムが実施された。一連の汚染物質に対する実態調査から、大気汚染物質は硫黄
酸化物質と窒素酸化物であり、これらの汚染物質が長距離越境移動するといったことが科
学的に証明された。このような取組を踏まえて、１９７９年にＣＬＲＴＡＰ が締結された
のである。すなわち、顕在化しつつある越境大気汚染問題に対し科学的知見の下で、国際
政治との連動化が図られ、当初越境酸性雨問題に対し否定的な立場を示したドイツやイギ
リスなどの条約への参加も促したのである。
ところで、地球環境フロンティア研究センターで出された論文の中では、
「民主主義体制
の構築および強化、紛争予防、基本的人権の保障および保護」を目的とする１９７５年に
開かれた全欧安全保障協力会議（ＣＳＣＥ：Conference on Security and Cooperation in
Europe）で合意されたヘルシンキ合意で３つの分野（①安全保障、②人権、③経済協力と
環境）で、人権で突かれることが嫌だった東側が、国連ヨーロッパ経済委員会に東西を跨
いだ条約締結が挙げ、１９７９年にＣＬＲＴＡＰが締結されたとしている。そして、条約
締結の際、最も必要とされる科学情報の共有等に関して、まず枠組み条約が出来て、科学
情報が共有されたと指摘している407。また、ＣＬＲＴＡＰの締結に当たって高橋若菜の論文
の中では、欧州地域における酸性雨の政策枠組み構築の特徴的なことは、地域枠組み形成
のプロセスが環境と全く関係ない全欧安全保障協力会議によって大きく推進されたとして
いる。また、このような構成国に西欧諸国以外の国々、つまり経済レベルや政治体制が異
なる国々が多く、国境を越える環境問題の地域枠組みの構成メンバーは均一的ではなく、
むしろ多様であること、そして域内の各国は経済的・政治的な相違性を乗り越えて地域枠
組みの合意に至ったとしている。それに、欧州における越境大気汚染問題は地域主義の主
体であるＥＵ(ＥＣ)によって、統合されたという見解が多く、ＥＵ(ＥＣ)は１９９０年代
以降に国際関係が強化されたが、その以前１９６０年代から１９７０年代にかけて越境酸
性雨の被害から条約を締結するに至って、越境問題を解決するための枠組みに消極的であ
ったと指摘している408。こうした一連の状況は中日韓３カ国と類似点を持っており、今後３
カ国間条約締結の可能性がうかがえる。
では、ＥＵと中日韓はどのような共通点と類似点を持っているのか。これまで、越境大
気汚染問題に対処するためのＥＵの成功例があるにも関わらず、中日韓３カ国間にはまだ
越境大気汚染問題への解決に向けた具体的な対策が講じられていない。図表５－４から見
ると、中日韓３カ国は地理的に近い点や気象的に偏西風を受ける点、また汚染物質などに
407

地球環境フロンティア研究センター「地球環境問題―自然科学と政治の融合」
http://www.jamstec.go.jp/frcgc/jp/sympo/98/yonemoto/lectures14.html 最終閲覧日 2011.6.3
408 高橋若菜「環境をめぐる欧州地域協力枠組みの歴史的展開」宇都宮大学国際学部研究論集第 17 号（20
04）13-31 頁
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関して、ＥＵと共通点を有している。他方で、ヨーロッパ諸国における越境酸性雨問題は、
先進国であるドイツやフランスなどの工業地帯から汚染物質が排出され、やがて長距離越
境移動することで北欧諸国に影響を及ぼした。また、国家間の関係などＥＵは地域統合体
により、外交、安全保障、司法、環境分野などの協力枠組みが形成されている。
図表 19

５－４越境大気汚染問題に対するＥＵと中日韓の比較
ＥＵ

共通点

中日韓

１． 地理的に近い
２． 経済的に密接に関連している
３． 越境汚染物質が主にＳＯｘとＮＯｘ
４． 域内には先進国と発展途上国が存在し、経済格差がある
５． 気象的偏西風の影響を受ける

相違点

１． 汚染発生源が先進国

１．汚染発生源が発展途上国

２． 越境酸性雨による被害が顕在化

２．越境酸性雨による被害が顕在化し

３． 科学的知見が蓄積されている

ていない。（ただ今後現在の状態が続

４． ＥＵという共同体

くと顕在化する可能性がある）
３．科学的知見が蓄積されつつある段
階
４．冷戦の残滓、歴史問題、領土紛争
などが存在する
５．国家間信頼関係が薄い
筆者が作成

一方で、中日韓３カ国においては、汚染発生源と指摘されているのは発展途上国の中国
であり、域内ではＥＵのような地域統合による協力枠組みが形成されていない。加えて、
中日韓３カ国は越境大気汚染問題を共通に抱えている課題であるものの、ＥＵのような越
境酸性雨による被害が顕在化しておらず、各国における環境問題に対する解決すべき優先
順位が異なる。言い換えると、共通の環境問題に対する共通の認識が形成されていないと
いえよう。
このように、今後かつてＥＵのような越境酸性雨問題が顕在化する恐れがあるとことを
勘案すれば、条約の締結が一つの有効手段であると思われるが、図表５－４で示している
ように中日韓３カ国間の条約締結には阻害要因が多い。ただし、近年中日韓３カ国は大気
汚染問題を共通に抱えており、光化学オキシダントやＰＭ２．５などの顕在化による越境
大気汚染問題が新たに注目を浴びており、それぞれ国内での取組はもちろん国家間の情報
交換などといった、一連の協力体制の構築が求められることと思われる。特に、酸性雨問
題は主に森林や湖沼など自然環境に影響を及ぼしてきたのに対し、ＰＭ２．５などといっ
た大気汚染物質は人々の健康に直接影響を与えるため、取り急ぎ解決しなければならない
課題であり、国家間の連携が必要不可欠であることと思われる。
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３．２ ＣＬＲＴＡＰが与える示唆点
第一に、政治的壁を乗り越えた点に意義があることと思われる。ヨーロッパ諸国が越境
酸性雨対策に乗り出したきっかけは、東西対立の緩和を目指した１９７５年に開催された
全欧安全保障協力会議である。そこで合意されたヘルシンキ合意で３つの分野（①安全保
障、②人権、③経済協力と環境）で、人権で突かれることが嫌だった東側が、国連ヨーロ
ッパ経済委員会に東西を跨いだ条約締結が挙げられて、１９７９年にＣＬＲＴＡＰが締結
された409。こうした政治課題と共に利害を共有する問題として環境問題が取り上げられ、そ
れを動力に越境大気汚染問題に対する協議が始まった点は、環境保全のニーズが政治の壁
を乗り越えたという点で大きな意義がある410。冷戦や歴史的問題の残滓が残っているにもか
かわらず、２０１２年に入って領土問題をめぐる国家間の関係が悪化している状況の中で、
ＥＵの経験に鑑みれば、緊張緩和に環境協力がその突発口として考えられる。
第二に、越境大気汚染問題を国際政治と連動化させる必要がある。ＣＬＲＴＡＰの締結
に当たって、被害を受けたスウェーデンを中心とした北欧諸国は、越境酸性雨問題を長距
離越境汚染物質に対するメカニズムの解明を基盤に国際会議で提起し、それを契機に国際
社会の注目を集める契機になった。一方、中日韓３カ国において、越境大気汚染問題は確
かに３カ国が抱えている共通の課題であり、その解決に向けて協力体制が求められるもの
の、国内外的に政治との連動化が見られない。
第三に、ＣＬＲＴＡＰにおいて「長距離越境大気汚染条約の最も重要な価値は、汚染規
制の追加的な措置について協力と発展のための枠組みを提供している点にある」411という、
環境協力の促進に意義があると思われる。ＣＬＲＴＡＰを締結するに当たって、加盟国の
中には先進国や発展途上国が加入しているため、現行の条約の規制手法及び基準は発展途
上国との関係で最小限に留まっていることから、議定書における汚染物質に対する削減目
標は殆どの国が目標を達成することができたという否定的な評価がある。他方で、議定書
は法的拘束力をもつ数値目標は示しているものの、守らなかった場合の具体的な仕組みは
定めていなかった。然るに、ほとんどの締約当事国家は議定書の目標を達成し、議定書を
批准しなかった締約当事国においても大幅に削減したのである。これは議定書を批准しな
かった国々においては、情報交換、協議また政治的な交渉によって排出削減が行われたこ
とが考えられる。すなわち、中日韓３カ国における現行の環境協力において行われている、
情報交換や政策対話は今後、法的枠組みの構築に基盤になり得ることを示唆し、今後より

409「地球環境問題―自然科学と政治の融合」地球環境フロンティア研究センターhttp://www.jamstec.go.jp/

frcgc/jp/sympo/98/yonemoto/lectures14.html 最終閲覧日 2011.6.3
朝日新聞社 HP「政策共通化、欧州に例」
http://www.asahi.com/international/aan/hatsu/hatsu020203f.html 最終閲覧日 2012.12.05
411 パトリシア・バーニー、アラン・ボイル（池島大策・富岡仁・吉田脩訳）
『国際環境法』(慶応義塾大学
出版会、2007)575～578 頁
410
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強化される必要があることと思われる。
３．２ 中日韓３カ国における条約締結の課題
これまで越境大気汚染問題の解決に向けてＥＵではＣＬＲＴＡＰの締結により、汚染物
質が著しく改善されたという先例に鑑み、越境大気汚染問題を共通に抱えている中日韓３
カ国間における条約締結の可能性がうかがえる。もちろん、ＣＬＲＴＡＰの締結により著
しい成果を挙げたヨーロッパと中日韓３カ国は経済的・社会的・政治的などの状況が異な
るため、いくら成功例であっても、そのまま適用することは難しいことは自明のことであ
る。また、上記で述べたように中日韓３カ国における法的枠組みの構築は、ＣＬＲＴＡＰ
が示唆しているように、乗り越えなければならなない壁が多い。ただし、東アジアでは推
進されているＥＡＮＥＴのような国際機構が稼働され、その実績を踏まえて越境大気汚染
問題の解決に向けて、ＥＵのような具体的削減目標を提示した国際条約の締結の必要性を
提案する研究がある412。また、ＥＡＮＥＴの専門家会合は、北東アジアにおける協調的安全
保障の枠組みに繋がるし、東アジア地域における環境対策レジーム形成の基盤になり得る
多国間協議の場であって、また国家間環境協定も中日韓３カ国間のレジーム構築の基盤に
なるとしている413。では、ＥＡＮＥＴを基盤に今後、中日韓３カ国間条約締結にどのような
課題があるのか。
第一に、ＣＬＲＴＡＰの締結に当たって、当初冷戦の最中に東西陣営の壁を乗り越えて
成功したという点、また経済大国であったアメリカの積極的な主導力が不在の条件の下で
も成し遂げられた点、そして初期に消極的であった国家も中堅国家の問題提起によって環
境問題の深刻性を認識し、積極的な指示へと転換した点などが大きな役割を果たしたとい
う指摘がある414。第二に、当初主要汚染発生源国であったイギリスやドイツなどの国々は、
公害問題は内政問題であるとし、国際的に酸性雨問題を取り上げることに否定的であった
が、結局締約当事国になった415。これに対し科学的証拠の発見と知識の蓄積により反対国家
群に属した国家が見解を替えて、むしろ越境性大気汚染の縮小のための強力な国際レジー
ムの建設を促進することに寄与したことが大きいものの、科学的証拠自体が各国の環境政
策を変えるのに絶対的なことではなかったという指摘が見られる416。第三に、近年、酸性
雨問題に加え光化学オキシダントやＰＭ２．５などの顕在化による越境大気汚染問題を中

412

阿部秀明・柳乙烈
「中国の越境大気汚染と韓・日・中の環境政策連携」충북개발연구원,제 16 권 제 2 호（2005)1～20 頁
413 安藤博「日・韓・中大気汚染対策協力協定構想―北東アジアにおける環境安全保障レジームの構築に向
けて」ヒューマンセキュリティー（東海大学平和戦略国際研究所）NO.1（1995）194 頁
414 예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할:월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한
협약의 사례를 중심으로」국제관계연구․ 제 14 권 제 1 호（2009）36 頁
415 大塚信一『地球環境とアジア』
（岩波書店、1999）128 頁
416 예종영「국제환경제도와 중견국가의 역할: 월경성 장거리이동 대기오염물질에 관한 협
약의 사례를 중심으로」국제관계연구 제14권 1호(2009)44頁
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日韓３カ国が共通に抱えており、今後さらに顕在化する恐れがあることを勘案すると、国
家間の情報交換や政策対話など一連の協力体制の構築に基づいて、今後法的枠組みの構築
が有効であると思われる。そのため、越境大気汚染問題をめぐる中日韓３カ国における条
約締結の可能性について、現時点での国内大気汚染問題の実態を勘案すれば、国家と国家
間の関係が密接になるにつれ、法的関係を規律する条約の重要性が増加している417。
越境大気汚染問題を含む多くの国際環境問題の解決に向けて、国家間の環境協力は共通
の課題に対する共通の認識が必要不可欠である。ヨーロッパでは１９７２年のストックホ
ルムでの国連人間環境会議の開催が、環境の酸性化防止のための実質的国際共同協力の契
機になった。その後、長距離移動汚染物質に関する多数の研究が行われ、１９７９年にＣ
ＬＲＴＡＰが締結され、その後の議定書の採択により、締約当事国では越境大気汚染によ
る被害は大幅に改善された。こうしたＥＵの一連の取組みのプロセスからみると、越境大
気汚染問題において①越境酸性雨による被害が顕在化したこと、②科学的知見の下で越境
酸性雨問題を国際政治の場と連動化させたこと、③ＥＵという共同体のもとで、専門家グ
ループの設置と共に、越境大気汚染に関する監視プログラムを実施、④条約の締結と議定
書の採択などの過程を経た。これを中日韓３カ国における実態に照らし合わせると、①越
境大気汚染問題は確かに３カ国が抱えている課題であるものの、ＥＵのように被害が顕在
化していないこと、②ＥＡＮＥＴによるモニタリングが実施されているものの、まだ３カ
国間において科学的に共有されるほどのデータの蓄積が形成されていないこと、③ＥＵの
ような共同体が存在しないだけでなく、政治的に信頼関係が構築されていないこと、むし
ろ、２０１２年に入って領土問題をめぐって国家間関係が悪化している。すなわち、ＣＬ
ＲＴＡＰによる著しい成果を勘案すれば、中日韓３カ国間条約の締結が有効手段の一つと
して認識することができるが、ＣＬＲＴＡＰの条約の締結に至るまでのプロセスから、中
日韓３カ国においてはまだ条約の締結といった与件がまだ整えていないといえよう。
確かに、中日韓３カ国においても冷戦や歴史的問題の残滓が残っており、それが国家間
の条約締結に大きく影響しているという多くの研究者の主張に対して、ＥＵの東西対立の
中で条約が締結された点は３カ国間における法的枠組み構築の可能性が考えられる。とこ
ろで、環境協力において、最も重要なのは環境問題に対する共通の課題とその問題に対す
る共通の認識が各国にあるかどうかであると思われる418。然るに、中日韓３カ国において越
境大気汚染問題を共通に抱えているものの、第一に、前に言及したように各国における環
境問題の解決の優先順位は異なっており、同じ課題に対し同じ認識を持っているとは言い
難い。第二に、ＥＡＮＥＴを中心に酸性雨に対するモニタリングが実施されており、汚染
物質に関するデータの蓄積の初期段階にあり、今後もデータの信頼度の確保、財源の確保、
人的・技術的交流、などの一貫性のある環境政策を確立する必要がある419。したがって、中
정상익「조약의 공포」강원밥학、제 35 권(2012)553 頁
寺西俊一「地球環境保全と国際環境協力」都市問題 Vol.99 No.3 （2008）46～47 頁
419 예종영「동북아 환경협력의 현재와 미래:중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제15권 제1호(통권
제28호（2010）159頁
417
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日韓３カ国における条約の締結において、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑みれば、一つの有効
手段として可能性はあると考えられるものの、それに先だってそれぞれ国家の国内での環
境問題に対する自主的意志と努力が重要であり、条約の締結に先だって環境問題に対する
共通の認識の形成が重要であると思われる。

Ⅲ

環境法整備から見る協力体制の可能性

第４章で述べたように、中日韓３カ国は大気汚染問題を抱えており、日本や韓国は中国
からの越境大気汚染問題による国内環境への影響を懸念している。特に、中国国内の全体
エネルギーの７割ぐらいを占める石炭の消費は、酸性雨の原因物質である二酸化硫黄や窒
素酸化物を大量に排出すると同時に、それを前身とするＰＭ２．５などといった複合型の
大気汚染物質の越境移動も懸念している。ただ、日本の大気汚染問題において高度経済成
長期において公害問題に直面し、それに対する対策が講じられ「克服」してきたと認識さ
れているものの、まだ公害問題は過去形ではなく、現存している課題である。同時に、光
化学オキシダントやＰＭ２．５等の２次汚染物質はまだ環境基準の達成率が低い状況にあ
る。それに、韓国において高度経済成長期に深刻であった二酸化硫黄による大気汚染が深
刻であり、それに対する燃料規制や清浄燃料の普及などにより、大幅な改善が見られたも
のの、窒素酸化物やＶＯＣ等多くの大気汚染物質が増加傾向にある。すなわち、中日韓３
カ国における大気汚染問題は、共通に抱えている課題であり、地理的また気象的に非常に
密接に関連している３カ国間の環境協力が必要不可欠である。
こうした状況の下で、中日韓３カ国を中心とした域内の協力体制の制度化が可視的な成
果を見せてきた。しかし、その過程で各国における国内環境問題の状況の相違から、取り
組むべく環境問題の優先順位が異なるため、環境協力を推進するに当たって、見解の相違
が目立つことはもちろん、協力体制のさらなる進展の障害物になっている。また、域内で
は社会主義体制の国家である中国と、資本主義体制の国家である日本や韓国などが同時に
存在し、国家間には経済格差が存在する。特に、中国において２０１０年経済規模がアメ
リカに次ぐ世界第２位に浮上したものの、国内では貧富の格差や深刻な環境問題に直面し、
世界最大の発展途上国である見ることができる。ところで、北東アジア地域において、地
域環境現状に対する科学的研究と合意水準はまだ不十分な状況であり、多国間環境協力機
構もこのような水準を高める事業進行よりは、協力の制度的形式を論議するのに焦点を当
てているのが現状である420。こうした環境協力の状況から、今後さらに一歩進展させるため
の新たな協力体制のメカニズムが必要であり、ここでは中日韓３カ国における環境法制度
の整備からみる協力体制の可能性を探ることにする。

420
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１．現行の環境協力体制から見る課題
環境協力において中日韓３カ国が位置している北東アジア地域では、地球サミットを皮
切りに本格的な協力体制が形成されるにつれ、酸性雨、黄砂など汚染媒体別の環境協力事
業は域内及び多国間協力の枠の定着と共に環境協力の制度化及び体系化を模索してきた。
しかし、このような進展にも関わらず環境協力に対し、域内国家間に環境的・経済的利害
関係が相違する理由で、相当な財源負担が所要される創設協力機構の組織或いは環境協力
事業の実効性を担保する長期ビジョンを提示できない問題点が指摘されている。また、域
内環境協力体系の主導権を確保するために各国が独自的な環境協力を展開していく過程で、
類似する環境協力の議題が重複されていることも、今後３カ国間環境協力の発展のために
は改善されなければならない課題である421。
これまで展開されてきた北東アジア環境協力体系は、域内国家間に拘束力のある地域環
境協定形態を創出していくには、まだ充分な諸般の与件が成熟されていない状態であるた
め、拘束力のある多国間環境協力協定を追求するよりは、現行の二国間或いは多国間論議
体制を漸進的に発展させている段階的な接近方法が必要であるという意見が提示されてき
た。これは多国間環境協力協定が要求する多様な義務負担に消極的であった各政府に、拘
束力のある条約ではない柔軟な協議体性格の協力モデルが域内参加国の幅を拡大すること
ができるといったメリットがあるものの、今後、環境紛争を解決し、環境協力の実質的成
果を導き出すには不足していることと指摘されている422。他方で、北東アジア地域における
環境協力の進展が遅いのは、域内の政治的・軍事的特殊性によることだけではなく、越境
環境汚染問題が各国の敏感な利害関係と面子に比べ、これを効果的に扱う文化的、また構
造的推進力が脆弱であることによる423ことも指摘されている。
ところで、ＥＵで越境大気汚染問題をもたらしたその背景には、①ヨーロッパ諸国は地
理的に小規模の国家が密接に隣接しており、②１８世紀末から産業革命を契機に、早くか
ら産業化が進められ、③産業化は化石燃料を中心に使用したなどが考えられる。特に、化
石燃料によって大気汚染物質が大量に排出され、気象条件によって頻繁に隣接国家へ移動
していたため、深刻な越境汚染をもたらした424。こうした状況は中日韓３カ国と類似してお
り、現行の環境協力においてＣＬＲＴＡＰの締結から見る課題が多い。
第一に、科学的知見の共有がまだきちんと形成されていない。環境協力の共感体を形成
するための最も基本的な土台として、科学的知識の確立と蓄積、情報及び資料共有等を通

421 姜相仁「환 경 협 력」『한ㆍ중ㆍ일 분야별 경제협력의 현황과 발전방향』한국대외경제정책
연구원（2004）349 頁
422 姜相仁「환 경 협 력」『한ㆍ중ㆍ일 분야별 경제협력의 현황과 발전방향』한국대외경제정책
연구원（2004）349～350 頁
423 한택환「地域 環境協力 진전 과정의 성격 고찰:유럽과 東北亞의 비교」환경정책 제15권 제1호
（2007）156～157頁
424 박병관「1980 대 EU 아황산가스(SO2)배출 왜 감소했나?-국제환경문제에 대한 EU 의 경험이
동북아에거 주는 시사점」LG 연구원（1996）1 頁
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して問題の認識を高揚させる必要がある425。ＣＬＲＴＡＰの締結に当たって当初、被害を
受けたスウェーデンの科学者らによる汚染物質に対するメカニズムの解明を基盤に、モニ
タリングなどの科学的データの蓄積を踏まえていた。例えば、ＣＬＲＴＡＰの締結に当た
って大気汚染物質の主要発生源であったドイツやイギリスなどは条約の締結には反対した
が、１９８０年代に入って越境大気汚染物質の削減に積極的な立場を示すようになった。
その背景には、酸性雨による森林の被害に対する科学的知見に加え、国内の森林に対する
被害が大きかったことが挙げられる426。ところで、中日韓３カ国を含む北東アジア地域では、
問題の深刻性に対する科学的知識がまだ十分な状態で蓄積されておらず、汚染物質に関す
るデータの蓄積も初期段階にある。そのため、今後データの信頼度の確保、人的・技術的
交流、財政の確保、一貫性のある環境政策の確立などが課題であるといえよう427。
第二に、財政的問題を挙げることができる。域内環境協力をより成功的に推進させるに
は、何より財源の確保が必要不可欠である。北東アジア地域において日本や韓国はＯＥＣ
Ｄに加入することで、先進国の仲間入りを果たしたものの、財政面において厳しい状況に
置かれている。特に、国際社会において大規模な環境ＯＤＡを実施してきた日本は近年経
済の低迷に加え、２０１１年に発生した東日本大震災、またそれによる福島原発事故など、
多発する自然災害、そして地方自治体に財政難などの問題に直面している。また、韓国は
先進国の仲間入りを果たしたとはいえ、経済の低迷など大規模の財源には限界がある。そ
れに、中国は高度経済成長を遂げているものの、国内では多発する自然災害に加え、貧富
の格差が大きく、深刻な環境問題を抱えているため、財政的にも厳しいといえよう。した
がって、いかに財源を確保できるかが大きな課題といえる。
第三に、経済的要因が挙げられる。北東アジア地域は発展途上国が多いため、あくまで
も経済発展を最優先することが多く、経済を支えている１次エネルギーは主に化石燃料で
ある。特に、石炭を主体とするエネルギー構造は、一旦大気汚染物質を削減しようとする
と、高いコストをかけなければならず、しかも経済的代価も大きい。したがって、いかに
経済発展と国際環境協力の関係を適切に処理するかが問われる。さらに、エネルギー構造
と経済発展の矛盾をいかに正確に処理するかなど、今後中日韓３カ国が環境協力をするに
あたって、直面しなければならない大きな課題である。
第四に、二国間環境協力は地理的特性や主導権の問題、相手国の国内事情等により、殆
ど具体化なしに足踏み状態に留まっており、効果もまた大きくない。二国間協力において
このような状況は短期間に進捗するには難しいことと判断される。一方、多国間環境協力
の努力は、制度化の観点でみると、まだ具体的成果が微々たる水準であるが、長距離移動
の大気汚染物質、酸性雨、黄砂など多様な特定分野において、情報交換、専門家交流など
425
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の協力活動を展開しているなど多様な側面で進められている428。
２．環境法制度による協力体制の必要性
上記で述べたように、現行の環境協力は地球サミットを契機に可視的な成果を上げてき
たものの、政策対話や情報交換などといったレベルに留まっている。中日韓３カ国におけ
る国内の大気汚染問題とそれを発端とする越境大気汚染問題に対し、今後さらに顕在化ま
たはその恐れがあることを勘案すると取り急ぎ解決しなければならない課題であるといえ
よう。
特に、中国における大気汚染問題はかつて日本や韓国が高度経済成長期に深刻であった
二酸化硫黄の排出量が世界で最も多く、それによる越境大気汚染問題が提起されている。
それに、自動車台数の急増と共に窒素酸化物や粒子状物質などといった大気汚染、それに
ＶＯＣ等による２次汚染物質など、従来の公害問題の原因物質である二酸化硫黄や窒素酸
化物に加え、ＰＭ２．５や光化学オキシダントなどといった複合型の汚染物質による大気
汚染が深刻である。日本において、二酸化硫黄や窒素酸化物などの固定汚染源による大気
汚染物質は環境基準に達成しているものの、移動汚染源による窒素酸化物などの汚染物質
に対し、一部の地域では依然として環境基準に達成できない状況にある。特に、近年ＰＭ
２．５や光化学オキシダントの環境基準の達成率は極めて低い状態である。それに、韓国
においては二酸化硫黄による大気汚染物質に対し、抑制できたものの、移動汚染源による
窒素酸化物に加えＶＯＣ等による２次汚染物質などによる大気汚染が顕在化している。す
なわち、近年国際社会において光化学オキシダントやＰＭ２．５などといった複合型の汚
染物質は、越境大気汚染問題と関連づけて議論されている中で、中日韓３カ国がこうした
共通の課題に対し、取り急ぎ取り組むべく汚染問題の緊急性から共通の認識を形成する必
要がある。したがって、中日韓３カ国間の環境協力が必要不可欠であり、大気汚染物質は
各国家の生産活動の過程で発生するため、その有効手段として環境法規制による取組みが
考えられる。その際、最も深刻な大気汚染問題を抱えている中国に対し、日本や韓国がこ
れまで蓄積してきたノウハウに基づく、環境分野における法支援が考えられる。
第一に、現行の環境協力を踏まえて、より実効性のある協力体制を構築するため、法制
支援による協力がその一つの有効手段であると思われる。それは、環境問題の根本的な汚
染発生源は各国家が生産活動の過程で発生する汚染物質によるものであるため、その対策
に対し一次的には各国国家の自主的な取組みへの意志と努力が必要不可欠であるからであ
る。しかし、国際社会では先進国と発展途上国に分かれており、環境保護意識、環境法制
度、環境技術などといった多岐にわたる分野で異なった様相を呈している。
すなわち、先進国の方が優位性を持っている一方で、発展途上国はあくまでも経済発展
428

예종영「동북아 환경협력의 현재와 미래: 중견국가 한국의 역할」국제관계연구․ 제15권
제1호（2010）140頁

178

を最優先課題としているため、環境問題が短期的・集中的に表れ、従来の環境問題に対す
る抜本的な解決が実施されない状態で、新たな環境問題に直面している。その解決に向け
て先進国で成果をあげた取組みに鑑み、国内実情に即した法制度が導入される場合が多い。
しかし、多岐にわたる環境問題に対処するための法制度が短期内に多く制定されたため、
試行錯誤を通した検討や試行期間を十分に経ずに制定される場合が多くみられ、その実効
性が問われる。すなわち、発展途上国における法制度の多くが先進国で効果を見せた法制
度の導入が多く見られるため、原則や理論上における法制度はきちんと形成される場合が
多いものの、実質的・実践的な執行力が求められる。したがって、こうした執行に当たっ
ての行政機関の交流や人材育成などの実効性を確保するための法制支援が考えられる。
第二に、近年国際社会ではグローバル化が進むと共に、アメリカやＥＵなど先進国を中
心に自由貿易協定において、知的財産権や労働問題と共に環境規制に対する規制措置も含
まれるなど、国内法整備の強化や国家間の環境協力の必要性はさらに浮き彫りになったと
いえる。言い換えると、今後行われる環境協力に当たってグローバル化を見据えた上での
国家間経済・環境といった係わりの中で形成される必要があり、そのためには国内法制度
による環境問題へのより実効性のある取組みの強化が求められることと思われる。すなわ
ち、経済とのかかわりの中での環境産業は貿易協定国に環境規制に関し規定しているため、
国内法制度の整備状況が極めて重要であろう。現行の環境協力は単純な当事国間の環境関
連の共通の関心事に対する協力体制が多くみられるが、世界の主要先進国は国家間環境協
力を自国の環境産業進出のための前倒しで利用する環境と、経済を連係する戦略的接近方
法を取っている。中日韓３カ国における協力体制は、こうした国際的な取組みに見据えた
うえで、各国国内の環境法制度を整備する必要があり、今後より先進した協力体制を構築
するには、先ず深刻な環境問題を抱えている中国に対する法制支援が考えられる。特に、
中日韓３カ国間ＦＴＡの締結を前提に交渉が行われている中、今後環境問題に対する国内
法制度の強化はさらに求められる見通しである。したがって、今後の展望を見据えた円滑
な議論が行われるには各国家における環境問題の実態を踏まえ、法制度の整備状況や今後
の課題を明らかにし、環境法分野における協力体制の強化が必要であることと思われる。
第三に、越境大気汚染は国際性を持っているため、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑みると、
今後の法的枠組みの構築が一つの有効手段であると思われる。北東アジア地域は酸性雨、
海洋汚染、生物多様性、地球温暖化など地域的な環境問題から地球的環境問題まで、多岐
にわたる環境問題に直面している。このような地域的・地球的環境問題に対処するために
１９９２年に開かれた地球サミット以降、中日韓３カ国を中心とした本格的な多国間環境
協力が行われた。特に、国際環境問題の台頭と共に、国際社会では１９７２年に開かれた
国連人間環境会議を皮切りに、国際環境法に基づいて多くの環境条約が締結されてきた。
国際環境法は国際法の一分野として国家間の合意によって形成されており、各国は条約
の締結に向けて必要な国内法の整備が行われた。すなわち、環境問題に対し条約上の義務
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履行を担保するために必要な法制度が制定され、国内担保措置を実施している429。例えば日
本の場合、１９８７年に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議
定書」は、１９８８年に日本国内において「特定物質の規制などによるオゾン層の保護に
関する法律」が新たに制定された。ただ、環境問題に対し条約は締結してからそれに向け
て新たに国内法が整備されるだけでなく、既存の国内法によって条約上の義務履行が担保
される場合は、必ずしも新たな立法を要しない。場合によっては、既存の国内法によって
その履行が確保できることをいう430。言い換えると、国家は条約を締結した以上、該当条約
上の義務を履行する義務があり、条約を締結するに先立って国際環境法に一致させるため
に国内法を整備する場合や、条約を締結後にそれを履行するために新たに立法措置をとる
場合があり、いずれも条約の履行に向けて必要な国内法制度の整備が求められる。
このように、越境大気汚染問題をめぐる今後の協力の体制において、国内的・国際的な
取組みに法的規制措置が有効の手段であることは明らかであり、今後の環境法分野におけ
る法整備の強化が求められるだろうと推測することができる。したがって、協力体制構築
において、環境法分野における国家間の協力体制が必要になることを推進すると、国内の
法整備の強化はもちろん、法制度の実態や理解が必要であり、それを実現するには法的交
流が必要であることと思われる。
３．環境法整備による協力体制構築に向けて
上記で述べたように中日韓３カ国における環境協力は、１９９２年に開かれた地球サミ
ットを契機に多くの協力体制が形成されつつ、酸性雨や黄砂など汚染媒体別環境協力が多
国間協力の枠で定着し、同時に環境協力の制度化及び体系化が図られてきた。しかし、前
で言及したように、このような進展にも関わらず環境協力はそれぞれの国家間に経済的・
環境的な利害関係を軸に、協力体制に対するリーダシップや競争力といった協力の進展を
阻害する諸要因が存在する。しかも、ＥＵのような環境協力の実効性を担保する長期ビジ
ョンが提示できない状況であるなど、現行の環境協力体制での越境大気汚染問題への解決
は限界があることと思われる。したがって、越境大気汚染問題の解決に向けて、国家間の
環境協力と各国の国内法制度を並行して取り組む必要があることと思われる。それは、越
境大気汚染問題に対し議論ばかり先行しても具体的な国内法制度が整備されなければ意味
がなく、越境大気汚染問題の根本的な汚染発生源は究極的には一国内の環境問題であるこ
とを勘案すると、問題の解決に向けて国内での対策が前提になるといえよう。逆に、国内
的な取組みばかりだけでも、越境環境問題が一国内に留まらず国境を越えるといった本質
から限界があることは自明のことである。それに、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑みれば、越
菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 1
4 巻第 1 号（2011）1 頁
430 菊地英弘「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策過程に関する考察」長崎大学総合環境研究、第 1
4 巻第 1 号（2011）1～2 頁
429
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境大気汚染の解決に向けて国内的環境法制度の整備に、地域的・国際的における環境協力
や環境条約といった体制が有効であることが分かる。
ところで、前に言及したように中日韓３カ国における現行環境協力は多くの課題を抱え
ており、法的枠組みの構築にはまだその与件が整っていない状況である。それに、国家間
における環境問題を優先的に解決すべく課題がそれぞれ異なるため、協力体制においてそ
れぞれ違った見解を示している。言いかえると、こうした異なる見解は共通の課題に対す
る共通の認識がまだ形成されていないといえよう。したがって、越境大気汚染問題という
共通の課題に対し、いかにして中日韓３カ国間の共通の認識が形成されるようにするかが
大きな課題であり、その共通認識の帰趨を規定するのは各国の環境問題に対する基本姿勢
によるといえよう。そこで、これらを明らかにするために、上記では各国におけるすべて
の環境保全の基本とされる環境基本法と、すべての大気汚染問題に対し基本とされる大気
汚染防止法を対象に具体的に把握してきた。その際、中日韓３カ国は社会体制の相違性や
それによる法制度の制定の背景が異なるため、網羅的に比較することは難しい。よって各
国家の法制度の目的・基本理念などが規定されている第１章（総則）に焦点を当てて、環
境問題に対する方向性がきちんと整備されているどうかの比較を通して、基本法としての
役割を果たしているかどうかについて検討してきた。ここでは、これまでの検討を踏まえ
て、今後の協力体制構築に向けた可能性について探ることにする。
３．１ 環境法制度の歴史的展開
中日韓３カ国はそれぞれ国内の実情に即して環境基本法制度が整備されているため、当
然ながら異なった様相を呈している。一方、急速な経済成長と共に工業化や都市化と共に
深刻な環境問題に直面するといった、一連の経済発展のための産業構造において多くの共
通点を持っている。ただ、経済発展においてそれぞれ発生する時期によって、もたらす環
境問題もそれぞれ異なる様相を見せ、それに対処するための法制度の整備、またその内容
にも大きな差があることが分かる。特に、日本や韓国より遅れて経済成長を遂げている中
国は、
「後発者利益」を十分に生かして高度経済成長を実現しているものの、環境問題にお
いて経済の成熟した段階で徐々に環境問題に取り組んできた先進国と異なり、経済発展と
環境問題が併行して短期的かつ集中的に直面しているため、取り急ぎ解決しなければなら
ない課題である。こうした状況の下で、先進国において有効的であった法制度の導入によ
り、環境法制度は多く整備されているものの、多くの問題を同時に抱えながら整備された
環境対策に多くの課題が見られる。
特に、環境問題の本質や地域性を勘案すると、地方政府は中央政府より地域の環境状況
を良く知っている立場であるため、地方政府による協力のメカニズムは越境環境問題の解
決に有効的である431。とりわけ、日本は早くも１９４０年代の後半から国より先駆に条例を
431

杨妍，孙涛「跨区域环境治理与地方政府合作机制研究」公共管理，第 1 期（2009）66 頁
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制定し、地方自治体の一連の取組による初期大気汚染問題の解決に大きな役割を果たした。
１９７０年に入って、殆どの地域で条例が制定されるなど、国の法体制上大きな役割を果
たしている。一方、韓国は日本の植民地時代に道・府などに法人格が付与され、法制上地
方団体となっていたが、第２次世界大戦後の１９４８年に政府の樹立と地方自治法が制
定・公布された。しかし、１９６１年にクーデターにより地方自治制度は停止し、１９８
７年の民主化の流れのなかで、地方自治法改正の検討が開始され、１９８８年に全面改正
された地方自治法が公布された。１９９１年に地方自治が復活した後、中央政府から地方
自治体への権限移譲に取り組んできた432。そのため、韓国における地方自治体による環境問
題への取組は１９９０年代に入ってからと見ることができ、地方権限が大幅向上したもの
の、地方経済の活性化に重点が置かれるため、環境問題は後回しをするといった状況も見
られる。
ところで、日本や韓国に比べ、中国は地方保護主義等といった多くの課題を抱えている。
環境保護法第１５条において地方政府に対し、
「複数の行政区域に係る環境汚染および環境
破壊の防止活動は､関係地方政府が協議のうえ解決する、または上級の政府が調整し決定す
ることとする。
」と規定しているものの、これは原則的なものにすぎず、具体性が欠けてい
る。そのため、地方政府は地域環境汚染問題を処理するにあたって、具体的な法的根拠に
よって従うことができない433。然るに、環境基本法執行の実施効果・効率において、法執行
の主体が十分な資源調達能力や担当者の職業上の基本的な教養と職業上のモラルの備えが
求められる。たとえば、環境法執行の過程では、長期にわたって地方政府の経済発展を優
先する圧力と制約を受け、また環境保護部門の政策執行権限は法律の規定に従うのではな
く、地方政府の指導者の意志やそれによって策定された地方政策を挙げることができる434。
すなわち、中国の環境法は憲法を最高位法とするが、中国における環境法制度は環境管理
体制が不十分であり、環境保護措置がまだ完全に実際の需要に符合していないといったこ
とがいえる435。
すなわち、越境大気汚染問題の解決に向けて、国家レベルまたは地方レベル、それにＮ
ＧＯなどによる協力体制も極めて重要視されているが、とりわけ、地方レベルにおける協
力体制に日本や韓国からの支援が考えられる。悪化しつつある大気汚染問題に対し、中国
は環境問題を国家の基本政策として位置づけ、第１１次５カ年計画において地方政府に対
し、具体的数値目標を達成させるため、地方政府に割り当てられた削減目標に対する「目
標責任制度」や、目標達成できない地方政府の幹部を昇進させないという「一票否決制度」
といった国内実情に応じた対策が講じられている。今後、こうした地方政府に対する国の

自治体国際化協会「韓国の地方自治」1～13 頁 http://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/j12_new.pdf
最終閲覧日 2012.12.12
433 杨妍，孙涛「跨区域环境治理与地方政府合作机制研究」公共管理，第 1 期（2009）67 頁
434 汪勁（金紅実訳、北川秀樹監訳）
「中国環境法執行の強化とその改革の課題」龍谷法学 43-3（2011）3
53～354 頁
435 常纪文「我国环境法应该明确规定相称原则」科学时报（2007）1 頁
432
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圧力がさらに強化される見込みであり、地方政府はこうした圧力に対し環境問題への取組
みが展開されていく見通しである。そのため、国内の環境法に基づいて対策が講じられる
と共に、先進国との地方間の協力関係による環境問題の改善を図ることと思われる。
特に、中国における司法機関は地方政府から独立していないため、中国における地方政
府の裁判官は環境法の知識が乏しく、地方政府指導者の幹部政治業績評価目標によって左
右されることが挙げられる。それに、企業の責任逃れや社会的監督能力の脆弱さ、住民参
加の低さなどにより436、法の健全な制度面における基盤の構築が欠如しているといえる。し
たがって、日本や韓国の地方自治体と中国の地方政府間の環境協力の強化を基盤に、法制
支援が求められる。
３．２

環境基本法437

環境基本法の位置づけを挙げることができる。環境保護政策は、国家の環境保護法制整
備に方向を示すだけでなく、環境基本法の基本原則の確立や主要環境保護制度の設計に方
針を提供する役割を果たしている438。そのため、一国内の環境基本法は、その国における環
境問題に対する基本となる法として、国内の実情に即して強化する必要がある。そこで、
一国の環境保護の基本政策を示し、その他環境法規の制定と実施を具体化するに対する指
導的な役割を果たす環境基本法とその下位法と看做される大気汚染防止法について検討し
てきた。特に、環境問題に対する法の適用範囲や目的に加え、国家が環境問題に対する基
本認識、さらに国家の環境保護の基本政策を宣言または規定を示した第１章（総則）に焦
点を当てて検討してきた。
中国における環境保護法は１９７２年の国連人間環境会議を皮切りに、国内では法制度
の構築に向けて第１回国家環境会議を経て、１９７９年に環境保護法（試行法）が制定さ
れ、その実績を踏まえて１０年後の１９８９年に環境保護法が正式に制定された。環境保
護法は環境法体系の中で、憲法を最高位法として法的根拠が置かれており、その下位法と
して大気汚染防治法などの個別法が制定されている。しかし、環境保護法の制定に当たっ
て、当初環境単行立法が少なかったため、環境保護法の役割も大きかったものの、その後
急速に増加した環境個別法と環境保護法は、共に全国人民代表大会常務委員会で採択され
ているため、効力の面では平等で相互従属しない関係であると見ることができる。そのた
め、環境個別法の多くの規定と不一致の状況も表れる。それに、現行の環境保護法におけ
る政策の原則や条項は、その効力はもちろん国際的な環境基本法の発展趨勢から勘案する

汪勁（金紅実訳、北川秀樹監訳）
「中国環境法執行の強化とその改革の課題」龍谷法学 43-3（2011）3
55 頁
437 ここで示している環境基本法は、
中日韓３カ国における環境保全に関する基本と看做される法律の総称
として扱っている。
438 常纪文「国外环境保护基本政策的建设经验及对我国环境基本法制定的启示」
中国法学网 http://www.iolaw.org.cn/showArticle.asp?id=1414 最終閲覧日 2012.04.03
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と、その役割は限られている439。
日本における環境基本法は、憲法を最高位法として、国内のすべての環境保全に関する
基本となる法として大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの下位法によって具体化されて
いる。日本の環境基本法は公害問題、自然環境保全、及び地球環境問題を総合的かつ計画
的に制定された実施法して位置づけられている。ただ、１９９３年に環境基本法が制定さ
れて以来、大幅な改正がなく、公衆の参加などといった法的根拠に対する改正の必要性が
求められている。一方、韓国における環境政策基本法は、環境法の基本になる法として国
家環境保全施策の基本理念と方向を提示し、環境に関する基本政策を規定している。環境
政策基本法はその法的に規制法であるが執行法ではない政策法として、環境関係の個別対
策法の基本としての地位を持つ440。韓国は憲法において環境権を明示しており、それを具体
化するために環境政策基本法が制定され、それを上位法として大気環境、水質環境等に関
する複数法体系で形成されている。しかし、こうした複数法体系は複雑で企業が政府から
の徹底した監視と統制はなく、大気及び水質などの汚染を減らすことができない２０世紀
の旧時代的な思考方式を根拠に制定された法であるがゆえに、複雑であり政府のみが理解
できるといった欠点を持っている。そのため政府の圧力のみが企業の態度を変化させるこ
とができるといった仮定の下で設定された規制値遵守といった法律ではなく、汚染物質の
除去能力に根拠をおいた排出基準法に替えるべきという指摘がなされている441。そのため、
基本法は原則的なものに留まり、複数法制度が多く制定されているため、法律間の重複性
や複雑性等により、日本のような環境基本法にすべきであるという提案が行われている。
その背景には、韓国における環境法制度は５０個余りで分散しており、とりわけ、大気環
境保全法の条項は第１条～９５条で構成されており、内容が多いが故に非規制者である国
民が理解することが難しいだけでなく、規制者さえ把握しづらいといった法体系を形成し
ているという批判を受けている。そのため、効率的な執行が混乱で、さらに各法令間には
重複規制及び各法律で規定する規制の程度の不一致的な弱点を持っている。
このように中日韓３カ国における環境法制度はそれぞれ、課題を抱えており、今後環境
法制度の整備の強化がより求められる。特に、中国における環境保護法は１９８０年代か
ら１９９０年代にかけて制定・改正された法制度で、高度経済成長の真最中に行われため、
経済に配慮した法政策であり、２０１２年にその抜本的な改正に向けて議論されている。
すなわち、地球環境問題の解決に向けて国際協力を実現するための法制度を創り出すこ
とが必要であり、今後の中日韓３カ国における越境大気汚染問題に対する環境協力におい
て、３カ国が共通の認識の下で共同に対応できる安定した協力体制の構築が必要であると
いえよう。そのためには、中日韓３カ国における環境法の制定に当たっての成功と失敗の
経験に鑑み、交流を通じて効率性の高い環境法制度の構築が必要であろう。環境法分野に
439

常纪文「国外环境保护基本政策的建设经验及对我国环境基本法制定的启示」
中国法学网 http://www.iolaw.org.cn/showArticle.asp?id=1414 最終閲覧日 2012.04.03
440 박수혁「환경관련법령체계」6 頁、PDF 文書（出所不明）
441 박재광「FTA 대비 환경기본법 선진화 방안」자유기입원(2012)2 頁
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おける協力体制において、越境大気汚染問題を含む国際環境問題に対し、法的アプローチ
による共同対応を通して環境問題を解決することに協力体制の基礎的条件を確実にするこ
とに意義があることと思われる。その有効的な方法として、上記で述べたように各国の国
内法制度の整備に対する相互認識を通して、円滑な議論を行う必要がある。

まとめ
北東アジア地域において１０年余りの高度経済成長を遂げた日本が公害問題に対処する
過程で蓄積されてきたノウハウは、現在公害問題を抱えている発展途上国の公害問題対策
に良い先例になり得る。ところで、環境問題は公害問題に留まらず、各国の生産活動の過
程で発生する汚染物質の排出や科学技術の飛躍的な発展と共に環境問題は、複合化・複雑
化した形態で顕在化しつつある。特に、越境大気汚染問題は国境を越えて長距離移動する
大気汚染問題として、従来は中日韓や東南アジアなどのような「準地域」の環境問題とし
て取られていたが、近年は広範囲にわたって影響を及ぼすといったことが明らかになった。
したがって、アジアだけでなく北半球全域をわたる広域的な取組の必要性が提起されてい
る442。その解決に向けて、国際環境問題は一国内対策のみでは限界があり、それと併せて国
際的な取組、すなわち環境条約や協定等による関連するすべて国家の取組の連携、また国
際環境協力の推進等の展開が不可欠である。ただし、これらを実現させるのは国家レベル
のみならず、国内の法整備状況、民間レベルやＮＧＯ等の国際活動における取組も欠かせ
ない443。環境問題が人類共同の問題である以上、短期的観点の国家利益でなく、長期的、地
球共同体的観点で国内環境問題への認識を高揚し、それを通して環境政策を主動的に実施
していくことが必要である。それは、環境政策は究極的に国家内で実施されることである
ため、国内における積極的な行動を踏まえて結果的に国際社会の環境認識と政策遂行の基
準を向上することができるためである444。
とりわけ、酸性雨などといった従来型の越境大気汚染問題に加え、ＰＭ２．５や光化学
オキシダントといった複合型の大気汚染問題の顕在化につれ、これらが越境大気汚染問題
に関連付けて議論が行われている。こうした越境大気汚染問題の解決に向けて、中日韓３
カ国における国内法対策に加え、国家間の環境協力が行われているものの、各国の優先的
に解決すべき環境問題の相違から、環境協力において異なった見解を示している。この見
解の相違性は、国家間の環境問題に対する共通認識が形成されていないことを示唆し、こ
れが今後の越境大気汚染問題に対する大きな課題になることと思われる。

鈴木克徳「越境大気汚染をめぐる最近の国際動向」
『日中環境産業』資源環境対策、Vol.48 No.9（201
2）37 頁
443 淡路剛久ほか『法・経済・政策：リーディングス環境 第 4 巻』
（有斐閣、2006）30 頁
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むすび
本論文は、越境大気汚染問題をめぐる中日韓３カ国における環境法制度の展開を検討す
ることで、国際環境協力（地域間環境協力）の体制構築の可能性について考察したもので
ある。越境大気汚染問題は一国内の環境問題だけでなく、国境を越えて影響を及ぼすため、
その解決に向けて国内外的法制度による規制措置について検討する必要がある。そこで、
本稿は、論文の目的に沿って主に、以下の３つの課題を明らかにするために、第１章から
第５章にかけて具体的な検討を行った。

Ⅰ

中日韓３カ国における環境協力に対する共通認識の形成

第１課題において、中日韓３カ国間の環境協力に当たって、共通の課題に対する共通の
認識が形成されているかどうかについての検討を第１章から第２章にかけて、具体的な検
討を行った。
第１章は、越境大気汚染問題の解決に向けての国際的動向を検討した。その際、国際環
境問題の取組みについて歴史的背景を概観し、とりわけ、越境大気汚染問題の成功例を挙
げることで、環境問題解決のための法的根拠を確認し、それに基づいた有効措置を抽出し
た。具体的に、まず、越境大気汚染問題を含む国際環境問題に対処するための法対策とし
て、国際環境法を取り上げた。次に、越境大気汚染問題において比較的成功と評価された
事例を選定し、その取組みのプロセスを把握した。例えば、越境大気汚染問題において、
国際社会では早くも１９４１年に行われたトレイル熔鉱所事件の最終判決で、国家の「領
域使用の管理責任」について初めて認めた初期の重要な判例が存在し、その後ヨーロッパ
諸国では越境酸性雨問題の顕在化を受け、１９７９年にＣＬＲＴＡＰが締結され、著しい
成果を挙げた事例がある。こうした越境大気汚染問題に対処するためのＥＵにおける取組
みは、①地理的近いこと、②気象的に偏西風を受けること、③社会主義体制と資本主義体
制といった異なる社会体制など、中日韓３カ国と類似点を持っているため、ＣＬＲＴＡＰ
の取組みを取り上げる自体に意義があることと思われる。したがって、この章では、主に
越境大気汚染の国際社会における取組みを把握し、その取組みの成功例としてＣＬＲＴＡ
Ｐを取り上げ、条約自体が持つ意義を探った。
その結果、第一に、越境大気汚染問題を含む国際環境問題に対処するための法対策とし
て、国際社会では主に国際環境法に基づいて多くの環境条約が締結されている。第二、こ
のような環境条約において、その実施は当該締約当事国の国内法に委ねる場合が多い。特
に、締約当事国は国際環境法に一致させるために条約に先だって国内法を整備する場合や、
条約を締結してから法制度を整備する場合が見られる。とりわけ、既存の国内法によって
条約上の義務履行が担保される場合は、必ずしも新たな立法を要しない。ただし、いずれ
も国内法制度の整備が求められており、国際環境法と国内環境法は不可分の関係にあると
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いえる。第三に、国際環境法に基づいて締結された環境条約は、主に枠組み条約・議定書
の形態で締結される場合が多い。ここでは、その典型的な例としてＣＬＲＴＡＰを取り上
げ、越境酸性雨問題に対処するためのプロセスと条約内容の確認を踏まえ、条約自体が持
つ意義を探った。こうした国際社会における取組みを把握することは、中日韓３カ国にお
いて環境協力の必要性が求められる時点でその阻害要素の壁を乗り越え、現行の環境協力
を現実的かつ具体化できる方法を模索する必要があり、成功した先例から今後中日韓３カ
国間の協力体制に向けた示唆点を抽出することが期待される。
第２章は、中日韓３カ国を中心として行われている環境協力に対する取組みを検討した。
越境大気汚染問題は一国内の取組のみでは限界があり、関連するすべての国々による環境
協力が必要不可欠であることは自明のことである。したがって、現行の環境協力の実態を
明らかにする必要があるため、まず、中日韓３カ国における環境協力の必要性を概観した
上で、現行の環境協力の取組みを把握した。次に、中日韓３カ国における越境大気汚染に
対する取組みとしてＥＡＮＥＴに焦点を当てて、その現状と問題点を探った。最後に、Ｃ
ＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、域内環境協力の課題を探った。
その結果、第一に、中日韓３カ国は地政学的な特性から、一国内の産業活動の過程で発
生する汚染物質が他国に影響を与え、汚染発生源であると同時に被害者になり得ることか
ら、国家間の環境協力が必要不可欠である。第二に、域内環境協力は中日韓３カ国を中心
に行われており、二国間環境協力や多国間環境協力など政府、地方、民間レベルなどのチ
ャンネルを通じた協力体制が推進され、可視的な成果を上げてきた。第三に、ただ、こう
した協力体制は政策対話や情報交換などのレベルに留まっており、協力の必要性に応じた
体制の構築が形成されていないことが分かる。その要因の一つとして、各国家における取
組むべき環境問題の優先順位が異なるため、国家間の利害関係を軸に共通の認識がまだ本
格的に形成されているとは言い難い。第四に、越境大気汚染問題の解決に向けて、ＥＡＮ
ＥＴが稼働されており、それを基盤に法的枠組み構築の必要性については提起されている
ものの、国家間では本格的な議論さえまだ形成されていない状況である。今後、ＥＡＮＥ
Ｔの取組みがＣＬＲＴＡＰのような条約の締結に向けた将来への重要なステップとして評
価されるが、それを法的拘束性のある規制措置を目的として取組むには乗り越えなければ
ならない壁が多いことが明らかになった。
以上のように、越境大気汚染問題の解決に向けて、ＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、中日
韓３カ国を中心として行われている環境協力は、今後乗り換えなければならない課題が多
いことが明らかである。しかし、越境大気汚染問題は中日韓３カ国が抱えている課題であ
るものの、日本や韓国は中国を主な汚染発生源とする一方、中国は国内の環境問題は深刻
であるものの、他国への越境移動による影響は大きなないといった見解を示している。こ
うした見解の相違は、越境大気汚染問題の解決に向けての共通の認識がまだ形成されてい
ないと見ることができよう。それに、越境大気汚染問題に対処するために実施されている
ＥＡＮＥＴは、その取組みを通してモニタリングによるデータの蓄積が着実に積み重ねら
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れているものの、まだ不十分である。したがって、こうした共通の認識の形成は、環境協
力を推進するに先だって、各国家の環境問題に対する自主的な取組みと努力を基盤とした
協力体制が必要不可欠ある。

Ⅱ

環境法制度の歴史的展開

第２の課題として、中日韓３カ国における環境法制度の展開を検討した。環境協力に当
たって、環境問題の帰趨に影響を及ぼすのは、各国家の環境問題に対する基本姿勢による
ものである。そこでこれを明らかにするために、中日韓３カ国における環境法制度の展開
と現行環境法体系について、第３章から第４章にかけて検討した。
第３章は、中日韓３カ国における社会的背景を踏まえ、環境問題の現状分析を行った上
で、環境法制度の歴史的展開を検討した。とりわけ、現行の環境法体系の全体像を概観し
つつ、環境問題に対する基本とされる環境基本法を取り上げ、その課題を探った。
その結果、第一に、環境問題の現状分析において、中日韓３カ国はそれぞれ高度経済成
長を経験しており、それに伴い深刻な環境問題に経験・直面している。特に、重化学工業
を中心とする産業構造は石炭や石油などといった、いわゆる化石燃料を中心としたエネル
ギーが必要とされ、その消費により深刻な環境問題を引き起こしたことなどに対し共通点
を有している。他方で、エネルギーの消費に当たって、その生産・消費構造によってもた
らす環境問題においてはそれぞれ異なった様相を見せた。中でも中国における環境問題は、
短期的かつ集中的に表れることで、かつて日本が経験した公害問題や現在抱えている複合
型の環境問題を同時に抱えている。これは、１９７８年の改革開放政策を契機に社会主義
計画経済から社会主義市場経済へと移行し、急速な経済成長と共に深刻な環境汚染問題に
直面したことが考えられる。しかも、近年人々の健康や財産への被害が急増し、暴動の増
加も増えている。加えて、環境問題は減少傾向に転じつつあるものの、局部的の改善であ
り、全体としては悪化し続けており、２０２０年以降も続くと言われている445。一方、日本
や韓国において、国内のエネルギー源は少なく、限られた資源をいかに有効に利用するか
が課題となり、とりわけ、２度にわたるオイルショックを契機に省エネや清浄燃料の普及
などといった一連の対策がいち早く講じられた。そのため、化石燃料の燃焼による大気汚
染、とりわけ事業場や工場などいわゆる固定汚染源による大気汚染物質に対し、有効に抑
制することができた。
第二に、こうした環境問題に対処するために、各国では国内の実情に即した環境法制度
が制定された。特に、日本は高度経済成長と共に深刻な公害問題を引き起こし、それに対
処ために地方自治体が国に先だって取組んだことや、被害を受けた一般住民の公害反対運
動に押され、国家が本格的に法制度の制定に動き出したことが評価されている。とりわけ、
１９７０年に行われた公害国会における法律の抜本的な改正は、厳しい環境法規制が導入
445
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されただけでなく、地方自治体や国による厳格な執行によって実効性が担保された446。こう
した法対策により公害問題が「克服」していく中で、１９８０年代に入って、安定した経
済成長と共に都市・生活型の環境問題が顕在化し、その後地球環境問題が台頭するなど、
環境問題が段階的に表れた。そのため、それに対処するための法対策も経済が熟した段階
で講じられ、公害問題、自然環境保全、地球環境などといった一連の環境問題が総合的・
計画的に推進してきた。これらを総合的に規定した法体系が環境基本法であり、１９６０
年代に公害問題が顕在化して以来、実に３０年余りの時間をかけて１９９２年に制定され
た。そのため、その間で段階的に表れた公害問題、自然環境保全などに対する対策などを
踏まえて、基本法で規定している。環境基本法は環境保全に関する基本的施策に関し、基
本理念に基づいて施策の策定及び実施に係る指針を明示し、環境保全に関する施策の総合
的かつ計画的推進を図るために環境基本計画を定めている。
一方、中国において急速な経済成長と共に、ばい煙型の大気汚染や複合型の大気汚染が
短期的かつ集中的に表れ、それに対処するための法制度が短期内に多く制定された。特に、
日本の環境基本法のような環境問題に対する基本方向を示す法制度は、１９７３年に行わ
れた第１回会議からその６年後の１９７９年に環境保護法（試行法）が制定され、その１
０年後の１９８９年に正式的な環境保護法が制定された。しかし、環境保護法の制定は経
済発展の真最中に整備されたため、原則的な規定に過ぎないことや、国家が環境問題対す
る基本認識が具体的に述べられていないことなど、政策の総合的枠組みと目標が明確では
ないといった多くの課題が指摘される。特に、法の執行において地方保護主義は深刻であ
り、法があっても依拠しない、執行が緩やかであり、違法しても追究しないといった多く
の問題点が指摘されている。すなわち、環境法制度は短期的・集中的に表れる環境問題に
対応するために、充分な試行錯誤を行う期間が十分ではないうちに法制度が整備されたた
め、法自体は比較的早い段階で整備されたが、その実効性が問われる。
また、韓国において、日本より１０年余り遅れて高度経済成長を実現したものの、その
前にすでに公害防止法が制定されていた。これは日本の公害被害を目の当たりにして制定
された最初の法制度であるが、経済成長の初期段階において制定された法として、あくま
でも経済発展を最優先課題としたため、法が制定されてもその実施には消極的になりがち
であった。それに工業化により工場の排水や排煙等による公害問題が発生していたが、国
民の最大の課題は環境問題よりむしろ失業問題や絶対貧困からの脱出であった。そのため、
環境法制度がいち早く制定されても、公害被害が顕在化してから本格的な法制度が整備さ
れるようになったことが分かる。例えば、韓国の環境法制度は１９６３年の公害防止法の
制定を皮切りに、１９７７年に環境保全法が制定され、その後１９９０年に環境政策基本
法を中心とした複数の個別法が制定された。その過程で、単一法体系から複数法体系へと
転換されたため、法体系が複雑で、個別法の間にバランスが取られていないといった批判
を受けている。とりわけ、法体系が複雑であるため法を遵守する立場にある国民が理解す
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ることが難しいことや環境法が汚染媒体別の管理体系で形成されている関係で、同じ規制
内容が多くの法律に分散され、体系が非常に散漫であるといった問題点が指摘されている。
こうした基本法とされる法体系の問題点を解決するために、近年、環境政策基本法を日本
のような環境基本法に転換させる必要性について議論されている。
このように、中日韓３カ国は経済成長に伴い発生する環境問題は共通点が多い一方、そ
の発生時期にずれがあるため、経済が熟した段階或いは未熟の段階での環境問題に対処す
るための法制度の整備も、異なった様相も呈している。特に、経済が熟した段階、またあ
る程度熟した段階で発生する環境問題に対し法制度が講じられた日本と韓国に比べ、経済
が発展段階にある中国における法制度の整備は、環境保護法が制定されたとはいえ、その
構成や内容に大きな課題が見られる。また、韓国は日本の公害問題を目の当たりにいち早
く公害防止法が制定されるものの、あくまでも経済成長を最優先課題としているため、そ
の実効性が問われた。さらに、日本より早い段階で環境政策基本法が制定されたものの、
基本法として役割がきちんと果たしていないといった批判を受けている。
第４章は、中日韓３カ国における大気汚染に関する法制度の歴史的展開と現行の大気汚
染防止法の内容を概観し、課題を探った。越境大気汚染問題の究極的な汚染発生源は、各
国の産業活動の過程で発生する汚染物質が越境移動して影響を及ぼすため、各国家におけ
る大気汚染の実態を明らかにする必要がある。そのため、まず、３カ国における大気汚染
はどのようなものであったのかについて、現状分析を行うことで３カ国が共通に直面して
いる課題を明らかにした。その際、固定汚染源と移動汚染源に加え、酸性雨の現状分析も
行った。次に、大気汚染に関する法制度の歴史的展開を踏まえた上で、大気汚染に関する
防止法についてその内容を確認するとともに、課題を明らかにした。
その結果、第一に、大気汚染問題は中日韓３カ国が抱えている課題であるものの、優先
に取組むべき大気汚染問題が異なる。まず、中国において、二酸化硫黄や窒素酸化物など
による従来型の公害問題がまだ完全に解決できていない状況で、ＰＭ２．５などといった
複合型の大気汚染問題を同時に抱えている。そのため、これらの汚染物質に対し同時に取
組まなければならない課題である。次に、日本において、かつて深刻な公害問題を引き起
こした汚染物質である二酸化硫黄や窒素酸化物などの固定汚染源に対し、有効に抑制して
いる。しかし、自動車排ガスによる移動汚染源においては、一部の地域でまだ深刻であり、
とりわけ、光化学オキシダントやＰＭ２．５のような複合型の大気汚染問題を抱えている。
また、韓国においては、かつて二酸化硫黄による公害問題を引き起こしたが、燃料規制や
清浄燃料の普及などといった一連の対策により有効に抑制している。しかし、移動汚染源
による窒素酸化物質の排出量は多く、またＰＭ２．５やＴＳＰなどといった多くの大気汚
染物質の排出量が増加傾向にある。特に、３カ国が共通に抱えている酸性雨問題において、
日本や韓国は大気汚染や降水中の酸性化が進行しているものの、欧米のような大きな被害
は見られず、主に中国からの酸性雨による越境大気汚染が懸念されている。一方、中国で
は、国内の大気汚染はある程度改善されており、進行しつつあった酸性雨問題の悪化は食
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い止められたが、依然として深刻である。
第二に、こうした大気汚染問題に対処するための法対策においても、中日韓３カ国にお
ける法体制は異なった様相を呈している。まず、中国において１９７９年に制定された環
境保護法（試行法）を契機に、大気汚染防治法が１９８７年に制定され、その後１９９５
年と２０００年の２回の改正を経ており、２０１２年に入って第３回目の改正を目指して
議論されている。大気汚染防治法が最後に改正されたのは２０００年であるが、中国にお
ける国内の大気汚染問題は２０００年代に入って顕在化している。大気汚染は従来の石炭
の燃焼によるばい煙型の問題の抜本的な改善がないまま、自動車排ガスなどといった移動
汚染源が深刻であり、さらにＰＭ２．５など複合型の大気汚染問題が大都市を中心に深刻
である。こうした悪化しつつある大気汚染問題に対処するために、第１１次５カ年計画に
おいて、二酸化硫黄の排出量に対し拘束性のある数値的目標を掲げ、目標達成を図った。
その成果を踏まえ、２０１１年からスタートした第１２次５カ年計画では、二酸化硫黄に
加え、窒素酸化物に対する具体的数値目標を掲げ、大気汚染の改善を図っている。さらに、
注目すべきなのは、２０１２年に大気汚染問題に対処するための新たな対策として、重点
地域に対する大気汚染防治に関する１２次５カ年計画がスタートしたことである。とりわ
け、ＰＭ２．５などの大気汚染の中国国内の地域間の移動による汚染問題や揮発性有機化
合物などといった複合型の大気汚染に対する、総合的管理するための対策として位置づけ
られている。すなわち、大気汚染防治法は２０００年の改正から今日に至るまで大幅な改
正がなく、国内の実情に応じられないといった法体系と認識し、抜本的な改正が求められ
ている。
次に、日本における大気汚染防止法は、従来の公害問題の主な汚染発生源であった固定
汚染源に加え、揮発性有機化合物に対する排出規制、自動車排ガスなどによる移動汚染源
等に対し規定している。その一方で、大気汚染政策と地球温暖化政策に対する総合的な視
角が要求されることや、顕在化している光化学オキシダントやＰＭ２．５などといった複
合型の大気汚染問題に対する規制強化も課題とされている。一方、韓国における大気環境
保全法には、固定汚染源や移動汚染源、そして黄砂などといった多岐にわたる大気汚染の
防止に関する制度が規定されているが、第１条から９５条の構成で、内容が複雑で法を遵
守する立場にある国民が理解することが難しいといった批判を受けている。
以上のように、３カ国における環境問題の実態を踏まえて、３カ国における環境法制度
の展開からそれぞれの特徴を、国の制度の背景を踏まえながら課題を探ってきた。大気汚
染問題は３カ国が抱えている課題であり、特に、複合型の大気汚染問題は３カ国が共通に
抱えている課題である。しかし、複合型汚染物質の国内の地域間での移動や国際的越境移
動といった地域・国際性を勘案すると、国家間の環境協力は必要不可欠である。とりわけ、
酸性雨問題を加え、悪化しつつある中国の大気汚染は一国なの取組みのみでは限界があり、
日本や韓国がこれまで蓄積されてきたノウハウを生かして中国に対する支援が求められる。
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Ⅲ

今後の協力体制構築に向けた可能性

第３の課題として、第１章から第４章での検討を踏まえた上で、第５章で今後の協力体
制の構築に向けての可能性を探った。第５章は、今後の協力体制構築の可能性また将来の
方向性に向けて、３カ国の環境法制度を検討することで、そこに存在する問題点を抽出し、
今後協力体制構築に向けた可能性について探った。
第一に、協力体制構築に向けた可能性について、中日韓３カ国における環境法制度の展
開と課題を探った。３カ国において環境保全に関する基本法とされる環境基本法と大気汚
染に関する防止法される大気汚染防止法という環境問題に対する法的枠組みの特徴を、３
カ国における法制度の背景を踏まえながら検討するうえで比較を通して、各国が抱えてい
る課題を検討した。ただし、中日韓３カ国の法制度の整備に当たって、環境法分野におい
てそれぞれ国家における社会体制が異なるため、その制定に当たって特有的な問題も存在
し、網羅的な比較を行うには限界があり、基本法の目的や原則などについて規定している
総則を通した比較を行った。主に、
「基本法」はどのようなものであるのかについて定義を
したうえで、それに基づいて３カ国における環境基本法制度において、①他の法律に対し
優越する性格を有するのか、②環境保全に関する国民の権利や義務及び国家の責務などが
明確に明示しているのかについて、法体系が基本法としての役割を果たしているかどうか
について検討した。同じく、大気汚染に関する防止法においても、総則に焦点をあてて比
較を行ったうえで、今後の課題を探った。とりわけ、中国における環境基本法や大気汚染
防治法において、法の抜本的な改正が求められると共に、地方保護主義などによる法の執
行面については、法全体の見直しを必要としていることが明らかである。
第二に、中日韓３カ国における環境協力の実態において、３カ国におけるそれぞれの事
情と主張について整理し、それを踏まえて今後中日韓３カ国間条約締結に向けての課題を
考察した。これまで、中日韓３カ国は国際的環境意識の変化と国内外の環境問題解決の必
要性に迫られ、各国国内では環境法制度が整備されると同時に、地球サミットを契機に多
国間環境協力が本格的に形成された。特に、越境大気汚染問題の解決に向けて、日本や韓
国における研究ではＣＬＲＴＡＰの取組みに鑑み、３カ国間法的枠組みの構築の必要性を
提起している。しかし、中日韓３カ国において①科学的知見の充実強化、②財政的問題の
解決、③国際政治的連動化などといった一連の越えなければならない多くの課題が存在す
る。それに、国家間には取組むべき環境問題の優先順位が異なるため、環境協力に当たっ
て違った見解を示し、それが環境協力の進展に大きく影響を及ぼしていることが分かる。
したがって、今後３カ国における法的枠組みの構築は、越境大気汚染問題の有効手段の一
つとして考えられるものの、現時点で乗り越えなければならない課題が多く、それに先だ
って各国家における自主的な取組みと積極的な努力が求められる。すなわち、環境協力に
当たって３カ国の共通の課題に対する共通の認識が形成されているかどうかを明らかにす
るために、各国国内の環境問題の状況から協力体制においてどのような認識で取り組んで
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いるのかについて明らかした。
第三に、環境法整備からみる協力体制構築に向けた可能性について探った。具体的に、
現行の環境協力における課題を明らかし、それを踏まえて環境法制度による協力体制の必
要性を検討した上で、環境法整備への協力体制に対し、今後の課題を提示した。
以上のように、越境大気汚染問題の解決に向けて国際協力を実現するための法制度を創
り出すことが必要であり、今後の中日韓３カ国における越境大気汚染問題に対する環境協
力において、３カ国が共通の認識の下で共同に対応できる安定した協力体制の構築が必要
であるといえよう。そのために、中日韓３カ国における環境法の制定に当たっての成功と
失敗の経験に鑑み、交流を通じて効率性の高い環境法制度の構築が必要であろう。特に、
環境法分野における協力体制において、越境大気汚染問題を含む国際環境問題に対し、法
的アプローチによる共同対応を通して環境問題を解決することに協力体制の基礎的条件を
確実にすることに意義があることと思われる。
以上の通り、本論文では中日韓３カ国が抱えている越境大気汚染問題の今後の協力体制
構築に向けた可能性について、環境法制度の展開とその課題を中心に論じてきた。越境大
気汚染問題は、国境を越えて影響を及ぼすため、地域的（国際的）また国内的な取組みが
同時に行われる必要があり、それには各国における環境問題に対する共通認識の形成が必
要不可欠である。現段階において、中日韓３カ国は国内でそれぞれ大気汚染問題を抱えて
いる状況であり、とりわけ、酸性雨といった従来型の越境大気汚染問題に加え、複合型の
大気汚染物質などの新しい問題に各国とも対応に追われている段階にある。こうした国内
大気汚染問題の越境移動による影響に対し、まだ協力体制の構築に向けての形成途上であ
るため、今後とも研究を続けていく必要がある対象である。特に、越境大気汚染問題は協
力体制構築に向けての国際的また国内的のいずれも、その取組みに共通の認識の形成が必
要であり、環境法分野における交流や法制支援などといった一連の協力体制が今後の取組
みに対し、安定した枠組みの構築の基盤になることが期待される。
なお、本論文を執筆するに当たって、次のような課題も残されている。第一に、第１章
でＥＵにおけるＣＬＲＴＡＰを取り上げるに当たって、英文の文献は時間的制限で収集す
るには限界があって限られた文献での検討を行ったため、ＥＵの環境法政策や国内法整備
に対する理解が必ずしも十分でなく、今後の研究課題としておきたい。第二に、中日韓３
カ国における法の執行に対する実態やその課題に対する、さらに掘り下げた検討が不十分
であるため、今後の課題としておきたい。
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