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近年の日本では、生物多様性の確保が国家政策の基本に据えられ、環境法の｢静かな革命｣ 

｢パラダイム転換｣が起こりつつある。本稿では、こうした変革の背景ㆍ現状を捕捉した上

で、今後の制度展開の行方について若干の検討を加えたい。具体的には、生物多様性をめぐ

る｢法体系らしきもの｣の発展経緯と内容、生物多様性基本法にもとづく法的な仕組み(開発

法の｢環境法化｣と生物多様性地域戦略)の活用可能性、近年の裁判例における論点や主張ㆍ
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で整備が急ピッチで進んでいる生物多様性管理法の比 分析を、韓国や日本等の環境法研究
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Ⅰ. はじめに

日本の環境法が｢静かな革命｣ ｢パラダイム転換｣の初期段階にあるとの指摘がなさ

れ始めた1)。その原動力が｢生物多様性｣である。生物多様性条約を批准(1993年)して以

降、日本では関連する新法の制定や既存の資源管理法令の改正が進み、その勢いは

2000年代に入っても衰えることがなかった。2008年には生物多様性基本法が制定さ

れ、｢生物の多様性｣の確保が国家政策の基本に据えられた2)。CBD/COP10(生物多様

性条約第10回締約国会議)の自国開催を見据えて、生物多様性管理のための｢法体系ら

しきもの｣の整備が急ピッチで進んだのである。他方、法規範の整備と比べて若干緩や

かなペースではあるが、環境訴訟の現場でも、｢地域の実情｣に即した資源管理や生態

系サービスの金銭評価等の新たな観点が主張ㆍ立証の手がかりとなりつつある。｢生物

多様性環境訴訟｣ ｢生態リスク訴訟｣3)なる用語も見受けられるようになった4)。

 1) 拙著 生物多様性というロジック―環境法の静かな革命(勁草書房、2010年)の副題とも
なっている。右拙著の1年後に出版されたのが、北村喜宣環境法105 (弘文 、2011年)で
あり、そこでは、わが国｢環境法のパラダイム転換｣として、調和条 の削除、環境基本法の
制定、循環基本法の制定と並んで、生物多様性基本法の制定をあげる。

 2) 生物多様性基本法については多くの紹介があるが、 新のものとして、畠山武道｢生物多様

性保護がつくる社会｣法律時報83巻1号1 (2011年)を挙げておきたい。

 3) 生物多様性環境訴訟という用語は、その通用度はさておき、すでに、われらと生き物の未
来II―生物多様性環境訴訟の現状と未来―(平成22年度中部 護士会連合会シンポジウム報
告書、2011年)で使われている。これに対して、生態リスク訴訟なる用語は見当たらない
が、本稿では、自然科学上の概念である生態リスクの え方を参 にして近年の裁判例の整
理を試みていることから、便宜上、そのような用語を創造してみた。

 4) 生物多様性基本法の制定へ至るまでの10年ほどの間に、わが国では、伝統的な自然保護法
(例：自然公園法や鳥獣保護管理法)の改正強化、開発促進関連の諸法(例：河川法や海岸法)
への環境保全規定の挿入、遺伝子組換え生物や外来生物等の問題へ対応するための新法の制
定(例：カルタヘナ法や外来生物法)等が進んだ。これらの制度的特徴と現れつつある法体系
(らしきもの)については、大塚直環境法(第3版)517 以下(有斐閣、2010年)や拙著ㆍ前掲

注1を参照されたい。先進諸国の制度動向については、畠山武道ㆍ柿澤宏昭編著生物多様性
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本稿では、こうした｢静かな革命｣ ｢パラダイム転換｣の背景ㆍ現状について紹介ㆍ

説明するとともに、今後の制度展開の行方についても 及する。もちろん、紙幅の関

係もあるので、ここでの内容はダイジェスト的なものとならざるをえないが、より詳

しい制度分析については、 近の拙著(生物多様性というロジック―環境法の静かな

革命(勁草書房、2010年))および拙稿(｢自然保護訴訟の動向―生態リスクの｢法的な管

理｣の行方｣環境法政策学会誌15号65－83 (2012年))で記したので、そちらをご覧いた

だきたい。ここでは、生物多様性をめぐる｢法体系らしきもの｣の発展経緯と内容(

Ⅱ)、生物多様性基本法で用意された資源管理の仕組み(開発法の｢環境法化｣と生物多

様性地域戦略)の活用可能性(Ⅲ)、生物多様性や生態リスクに関連する近年の裁判例

(Ⅳ)について概観した上で、今後の課題等についてふれる(Ⅴ)。

本稿と同様の中身が、日本語以外の 語によって伝えられたという話を( なくとも

筆 は)耳にしたことはない。それゆえ、ここで提供される知見は、今後の制度比 を

進める上での具体的な材料の一つとなるはずである。そうした比 制度研究を通じて

初めて、上記の｢静かな革命｣ ｢パラダイム転換｣が、世界的な観点からみた場合にも、

先進性や新規性を備えたものであるかどうかを検証できることになるだろう。具体的

には、韓国、インド、コスタリカ等との生物多様性管理法との比 分析を、韓国や日

本等の環境法研究 の協働によって進めていくことを念頭におく。

Ⅱ. 生物多様性管理をめぐる｢法体系らしきもの｣
1980年代までの日本の環境法では、公害対策基本法の下に自然保護関連の法律がぶ

ら下がるという歪な構造となっていた。しかし1990年代に入って変化が生じ、2000年

代を通じて｢法体系らしきもの｣が次第にその姿を現し始めたのである。こうした変化

を後押ししたのが、条約等の国際制度に反映された｢生物多様性というロジック｣で

あった。

1. 生物多様性というロジック

生物多様性に関する国際制度の先駆が、1993年に発効した生物多様性条約

保全と環境政策―先進国の政策と事例に学ぶ―(北海道大学出版会、2006年)が詳しい。
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(Convention of Biological Diversity)である。具体の条文を引用しながら、この条約に

埋め込まれたロジック(基本的な え方)を捕捉しておきたい5)。

ロジック①： 生物多様性条約は、保全と利用という2つの目的を並列させた(1条)。

これによって、生物多様性は、保全と利用の｢つながり｣を確保する契機となる。すな

わち、生物多様性は、自然資源の保全を望む側と利用を望む側の双方が、持続可能な

発展に向けて、対話を進めるための概念的なプラットフォーム(社会的な共通基盤)と

なりうる。

ロジック②： 他方、この条約の発効によって、生物種とその遺伝子は、｢地球上に

暮らす万民の共有物｣というよりはむしろ、地域の(経済的な)資源として捉えられるよ

うになった。生物多様性条約の目的は、保全と利用だけではない。遺伝資源の利用か

ら生ずる利益の公正かつ衡平な配分の実現もが目的(の一つ)として掲げられている(1

条)。そして、締約国が自国の天然資源に対して主権的権利を有することや法的対応の

ベースラインが各国の国内法であることが認められた(15条)。

生物多様性条約の締約国は増え続け、現在、世界の200近い国々がその締約国と

なっている。この点を踏まえるならば、これらの①②のロジックが｢生物資源管理のグ

ローバルㆍスタンダード｣としての地位を得るに至ったと評することができるだろう。

この条約が登場する以前の資源管理ロジックは｢生物資源は地球上の皆の共有物で

ある｣というものであった。このロジックの下で、生物資源は、国境を越えて保全され

ることもあったが(例：ラムサール条約やワシントン条約)、同様に国境を越えて収奪

もされていたのである(例：先進国 業が途上国から生物資源を持ち出し、それを利用

して大きな利益を享受する一方で、当該途上国へは当該利益は還元されない状況。

Biopiracyという用語で語られる場合も多い)。

生物多様性条約の発効(1993年)は、資源管理ロジックの歴史的な転換点であったも

のと えられる。以下に紹介する、日本での法令や訴訟に係る数々の変化も、上のロ

ジック①②に対応するものとして理解するのが合理的であろう。

 5) 自然資源管理の文脈における旧来型のロジックから新たなロジックへの転換については、拙

著ㆍ前掲注1)第1章第2節(17 以下)で検討している。
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2. 個別法から始まった変容

生物多様性条約を批准して以降、日本の自然資源利用関連法制の変化は目覚まし

い。激変という形容がふさわしいようにも見える。かかる変容は個別の様々な法令の

制定ㆍ改正からスタートした。

(1) 保全と利用の｢つながり｣

自然資源の保全に関する法律については、｢利用｣の観点からの改革が進んでい

る6)。後掲の図1の右側上部に位置する法令群についての変容である。生物多様性条約

におけるロジックの①に対応するものといえよう。

たとえば、自然公園法では、国立公園という区域を指定して、その区域内で一定の

行為規制をかけることができるが、同法の2002年改正で設けられた、利用調整地区(23

条以下)は、立入規制地区などと異なり、｢秩序ある利用によって自然の本来の良さを

楽しんでもらう｣ことをめざした仕組みである。これによって、立入認定証の交付を受

けた だけが立入可能となり、その交付ㆍ再交付にあたっては手数料の徴収もありう

ることとなった。この仕組みは、従来の日本人の｢自然の風景は、無料(タダ)で、いつ

でも好きなときに利用できる｣という発想を転換する契機となるかもしれない。

2006年に初めての利用調整地区が、吉野熊野国立公園の大台ヶ原西側の区域に設定

された(西大台利用調整地区)。1日あたりの立入り人数は、通常期(平日30人、土日祝

日50人)、夏休みや紅葉シーズンなどの利用集中期(平日50人、土日祝日100人)に、か

つ、1団体あたり 大10人に限られている。また、立入りに際しては、1人1000円の手

数料が徴収され、立入認定証の交付後に、事前のレクチャーを受講することが求めら

れる。

このような｢利用｣の観点からの改正がさまざまな法律で見受けられるようになって

きたが、今後は、生物多様性の価値を金銭的に評価して、それを 場で取引するとい

う仕組みが 入されるかもしれない。海外ではすでに、アメリカの湿地バンキング、

オーストラリアの生物多様性バンキングといった制度が動いている7)。これらの制度

 6) ここでの記述は、拙著ㆍ前掲注1)43 以下にもとづく。その他の法令の変化についても同所

で検討している。

 7) 湿地バンキングと生物多様性バンキングについては、舛田陽介ㆍ及川敬貴｢米国の湿地バン
キングにみる生物多様性 場の現状と課題｣Law & Technology 50号8－9 (2011年)および
同｢オーストラリアの生物多様性バンキング― No Net Loss から Net Gain へ｣Law & 
Technology 51号24－25 (2011年)で簡単に解説している。
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1997年 河川法改正
治水と利水に加え、河川環境の保全を法律の目的に明記(1条)。樹林帯を

河川管理施設として特定(3条2 )

1999年 海岸法改正
国土保全や災害防止に加えて、｢海岸環境の整備と保全｣や｢公衆の海岸の

適正な利用｣を法律の目的に明記(1条)

1999年 食料ㆍ農業ㆍ農村
基本法制定

農業基本法を改正して、｢自然環境の保全｣を含めた農地の多面的機能の

増進を政策課題に掲げる(3条)

2001年 森林ㆍ林業基本法
改正

森林の有する多面的機能として、｢自然環境の保全｣や｢地球温暖化の防止

｣を明記(2条1 )

2001年 水産基本法制定
水産 業関係の法律として初めて、｢水産資源が生態系の構成要素である

｣(2条2 )ことを法律に明記

2001年 土地改良法改正

目的及び原則の部分へ｢環境との調和に配慮しつつ｣との文 を追加(1条2
)。これをうけた施行令でも｢環境との調和に配慮したものであること｣

を事業の施行に関する基本的要件として追加(2条6号)

2004年 森林法改正

森林の環境保全機能の観点から、要間伐森林(間伐又は保育が適正に実施

されていない森林で、これらを早急に実施する必要のあるもの)を強制的

に管理する仕組み(施業の勧告や立木の所有権移転等について協議すべき

旨の勧告)の 入(10条の10及び11)

2004年 文化財保護法改正
里山を含んだ文化的景観を新たに保護対象として位置付け(134条以下) 

<表 1> 諸法の環境法化(の一例)

においては、生物種とその遺伝子が｢地域の(経済的な)資源である｣という、生物多様

性条約におけるロジックの②が も目に見える形となる。

(2) 開発法の｢環境法化｣

開発促進ㆍ産業保護を目的としていた諸法については、利用一辺倒から｢保全｣も視

野に入れた資源管理へという動きが見受けられる。環境保護や生態系保全関連の規定

が加えられたり、それらの法律そのものが新法となって生まれ変わったりしているの

である8)。拙著生物多様性というロジックでは、｢諸法の環境法化｣として捉えた(表

1)。後掲の図1の右側真ん中部分に位置する法令群(図1では｢諸法｣と表記した)につい

ての変容である。生物多様性条約におけるロジックの①(保全と利用の｢つながり｣)に

対応するものといえよう。

出典)拙著 生物多様性というロジック―環境法の静かな革命 64 (勁草書房、2010年)

 8) ここでの記述は、拙著ㆍ前掲注1)60 以下にもとづく。



生物多様性と法―日本における｢環境法の静かな革命｣の行方 _ 及川敬貴　∣43∣

こうした｢諸法の環境法化｣が、政策論や訴訟にも影響を及ぼしつつある。前 の具

体例が｢緑のダム｣論である。1997年改正によって｢環境法化｣した河川法(表1を参照さ

れたい)の下では、森林に洪水調節機能が認められるかどうかという｢緑のダム｣論が国

の審議会等で真正面から議論されるようになった。1997年の改正河川法が、治水ㆍ利

水と並んで環境保全を法目的に追加し、さらに、森林に河川管理施設としての機能を

認めうると定めたためである。

なお、表1で示したように、｢環境法化した諸法｣は なくないが、それらすべてに

ついて新たな政策論が現れているのかどうか、さらには、｢環境法化した諸法｣が実は

開発促進のための｢トロイの木馬｣にはなっていないか等については、今後、検証作業

が必要となろう9)。

(3) 新法の制定

上記の①②は｢人の手による開発行為｣を生物多様性の観点からいかに管理するかに

眼目が置かれている。これに対して、2000年代に入ってからは、科学技術の発展やグ

ローバル化の進展にともなって顕著になってきた問題(例：遺伝子組換え生物や侵略的

外来種のリスク)への法的な対応を図るための制度の整備が進んだ。外来生物法や自然

再生推進法などでは、こうした問題群に対して、新たな問題意識(例：科学的不確実性

や負のストック)や手法(例：リスク評価や自主的手法)での対応を書き込んでいる。後

掲の図1の右側下部に位置する法令群についての変容である。

3. 生物多様性基本法の下での｢法体系らしきもの｣
1993年から2000年代中盤にかけて、上記のようなさまざまな変容が生じたが、それ

らはいずれも自然資源管理に関する個別法レベルのものにすぎなかった。｢生物多様性

と法｣という側面から全体を総合し、理念や基本原則を示すとともに、個別法全体を貫

くような法的手法を定めるような法規範が存在しなかったのである。類似の機能を果

たすものとしては、1995年以来、生物多様性国家戦略が策定されていたが、これは国

内法上の根拠を有するものではなく、各省庁がやりたいことㆍやってきたことの寄せ

 9) 日本における｢諸法の環境法化｣とその法政策的意義については、国連大学高等研究所が進め
た里山ㆍ里海サブグローバル評価の報告書検討会議でも 及したところ、海外の参加 か
ら、非常に 味深い現象であり、他の国々でも同様のトレンドおよび法政策的意義があるの
かどうか 察してほしいとのコメントを受けた。
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集め的な色合いが濃かった。こうした中で2008年に制定されたのが生物多様性基本法

である。

この法律は、私人に対する一定の行為の義務づけやそれへの違反に対する罰則等を

定めるような、いわゆる規制法ではない。理念や基本原則、それに行政上の計画的管

理手法等が書きこまれた、いわゆる基本法(Basic Act)である。そこでは、｢生物多様

性の恵沢を 来にわたって享受できるㆍㆍㆍ社会の実現｣という理念(1条)、｢予防的な

取組方法｣と｢ 応的な取組方法｣による対応という基本原則(3条)、生物多様性国家戦

略と生物多様性地域戦略という行政上の管理手法の採用(11～13条)等が定められた。

これらの中身は主に、生物多様性条約のロジック①(保全と利用の｢つながり｣)に対

応したものであるように見えるが、生物多様性｢地域｣戦略を法定戦略とした点などに

は同条約のロジック②(生物種とその遺伝子が地域の資源であること)の趣旨が反映し

ていると解釈することもできるだろう。
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図1 生物多様性管理の｢法体系らしきもの｣

出典)拙著生物多様性というロジック―環境法の静かな革命40 (勁草書房、2010年)

概略、以上のような経緯で、CBD/COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)が開催

される直前に、日本における生物多様性管理のための｢法体系らしきもの｣はその姿を
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現したのであった。

Ⅲ. 生物多様性基本法の動力源―｢環境法化｣と地域戦略

生物多様性基本法の制定を 点とする一連の制度発展が、環境法の｢静かな革命｣ ｢

パラダイム転換｣を促すと評されていることは冒頭でもふれた。それでは、どのような

仕組みがいかなる意味で｢静かな革命｣ ｢パラダイム転換｣を促進するというのであろう

か。生物多様性基本法の全面施行からさほどの時間が経過していないので、その本格

的な評価は時期尚早と思われるが、日本の法学研究 および実務家の注目を集めてい

る二つの法的な仕組みについて紹介し、若干の 察を加えてみよう。

1. 開発法の｢環境法化｣の義務付け(附則2条)

すでに述べたように1990年代後半に入り、日本では河川法や森林法などの開発法が

｢環境法化｣する現象が始まっていた。上述の表1を参照されたい。これをうけて、さま

ざまな政策上の変化が起きたと えられるが、生物多様性基本法が制定されるまでの｢

環境法化｣は｢現象｣でしかなかったことに注意しなければならない。確かに、開発法の

｢環境法化｣は進んでいたが、それは立法上ㆍ行政上の義務ではないので｢環境法化｣を

みていない旧態依然とした開発法が存在してもそれはそれで(法的には)問題はなかっ

たのである。この状況を一変させる可能性を有するのが、生物多様性基本法の次の規

定である。同法には、

｢政府は、この法律の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、農

地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保

全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする｣

という規定がおかれた(附則2条)。

これにより、開発法の｢環境法化｣は、公共政策上の一つの現象を越えて、政府が達

成するべき責務となったものといえるだろう。今後、生物の多様性の保全に関係する

あらゆる法律が、この規定に則った検討の対象となり、結果次第では、法改正までも
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が視野に入ってくることとなる。ここに、開発法の｢環境法化｣は、公共政策上の一つ

の｢現象｣を越えて、法律にもとづく立法的ㆍ行政的な義務の一部となった。公有水面

埋立法や砂利採取法などは、 初のターゲットとして 程に収められるはずである。

2. 生物多様性地域戦略の策定努力義務化(13条)

国のレベルでは1995年以来、｢生物多様性国家戦略｣が策定されているが、生物多様

性基本法の制定によって、地域のレベルでも｢生物多様性地域戦略｣を策定することが

努力義務化された10)。変化の速度が速く、玉石混交の情報があふれる中で、 来のシ

ナリオを描くことの重要性が高まっている。シナリオとは、 来起きる可能性のある

事態について、科学的な側面、価値や経済システム、社会構造、政策、およびさまざ

まな確実性と不確実性を 慮しながら作成した｢台本｣である11)。

生物多様性地域戦略には、当該地域の資源管理のシナリオの役割を果たすことが期

待される。日本の地域社会の今後を えた場合、 子高齢社会の影響(例：里山等への

｢手入れ｣(例：下草刈り)不足)が地域ごとに異なり、各種資源が偏在することからして

も、資源管理のシナリオは日本全国で同一とはなりえない。また、地方分権の進展に

よって、制定法上の資源管理関連の権限の多くが、今後益々自治体へ移譲されること

も合理的に予測可能である。

これらを踏まえた場合、資源管理については、地域の数だけシナリオが作られなけ

ればならない時代が到来しつつある。こうした意味で、地域戦略が法律に策定根拠を

有する行政計画として認められた意義は なくない(生物多様性基本法13条)。シナリ

オといっても、演劇のシナリオや法律にもとづかない政策文書まで様々だが、法律を

根拠として書かれるシナリオ(＝生物多様性地域戦略という法定戦略)は、地域の意思

決定(例：予算の配分や新たな政策的措置の提案)へ多大な影響を及ぼしうるからであ

る。法律は、国権の 高機関である国会の議決を経て作られたルール(規範)であり、

これにもとづくシナリオ(＝生物多様性地域戦略)に沿って地域の資源管理の中身をデ

ザインㆍ実行していくことは、間接的ではあれども、日本国民の意思を体現すること

にもなろう。

10) ここでの記述は、拙著ㆍ前掲注1)134 以下にもとづく。
11) 浦野紘平ㆍ松田裕之生態環境リスクマネジメントの基礎―生態系をなぜ, どうやって守る

のか―(オーム社、2007年)186 参照。
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Ⅳ. 生物多様性環境訴訟ㆍ生態リスク訴訟の台頭

生物多様性管理のための｢法体系らしきもの｣が姿を現し始め、生物多様性基本法の

制定(2008年)によって｢生物多様性の確保｣が国家政策の基本に据えられる一方で、生

物多様性関連の訴訟については、｢裁判所が実体判断を行った事案は多くはない。まし

てやㆍㆍㆍ認容判決が出された例は極めて稀である。原告適格がないことなどを理由

に請求が却下されることが多いㆍㆍㆍ｣との評価がなされてきた12)。

しかし近年の日本では、自然科学の分野において、複雑性、可変性、不確実性とい

う生態系の特徴を踏まえたリスク管理(いわゆる生態リスク管理)13)の え方が発展を

みており、それが、具体の裁判例における主張ㆍ立証の中身にも直接ㆍ間接的に反映

されつつあるようにみえる。こうした認識の下に、2004年以降の裁判例を整理し、｢

生物多様性環境訴訟｣ないしは｢生態リスク訴訟｣の萌芽として捉えられそうな動向を抽

出したのが、拙稿｢自然保護訴訟の動向―生態リスクの｢法的な管理｣の行方｣であ

る14)。以下の記述の多くは拙稿にもとづく。

1. 複雑性への法的対応

複雑性という概念それ自体については、自然科学上の定まった義があるわけではな

いが、たとえば、｢多数の要素が強く(｢強く｣とは｢非線形に｣を意味する)相互作用する

ことで生み出される、要素全体としての多様な現象｣を意味すると説明される15)。生

態系については、｢生物と物質からなる多数の要素間に非線形的な生物学的相互作用が

あり、システムとして機能を発現している｣ので、かかる複雑性がその特徴の一つとな

る16)。かかる知見に照らすならば、根拠条文への形式的な適合性から直ちに、生態リ

12) 大久保規子｢生物多様性の保全をめぐる訴訟｣環境法政策学会編生物多様性の保護―環境法

と生物多様性の回廊を探る125 (商事法務、2009年)参照。
13) 自然科学上の、しかも暫定的な概念設定にすぎず、法的な概念として定立されているわけで

はないが、｢生態リスク｣とは、生態系システム全体の大きな状態変化が起こる可能性の大き
さを意味し、｢生態リスク管理｣とは、複雑性、可変性、不確実性という生態系の特徴を踏ま
えての、環境負荷の削減とその臨界点の移動を意味するものとされている。浦野ㆍ松田ㆍ前

掲注11)159－160 参照。
14) かかる検討のためのベースラインを提供しているのが、畠山武道｢生物多様性保護と法理論

―課題と展望―｣環境法政策学会編生物多様性の保護―環境法と生物多様性の回廊を探る1
以下(商事法務、2009年)である。

15) 雨宮隆｢複雑系の科学がとらえた生態環境問題｣科学76巻10号1047 (2006年)。
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スクを高める行為(例：開発行為)に係る公法的な管理(許認可処分)の合理性を推認する

ことは難しい。根拠条文には、 慮すべき事 が(当該生態系の複雑性の観点から見

て)十分に表現されているとは限らないからである。この点に関して、近年の裁判例で

は、①環境影響評価法や②｢環境法化｣した諸法(例：1999年に改正された海岸法)の適

用ㆍ解釈のあり方が問われている17)。

(1) 環境影響評価法

環境基本法中の、｢国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実

施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない｣との条文(19条)

は、根拠条文への形式的な適合性のみをもって、開発行為等に関する許認可処分の合

理性が確保されるわけではないことを示している。いわゆる環境配慮義務規定であ

る。この規定の法的意味を解き明かす作業が精力的に行われているが18)、多くの裁判

例では、右規定をさらに具体化した、環境影響評価法上の規定である、環境の保全へ

の｢適正な配慮｣(1条)のあり方が争われている19)。

日本では、環境影響評価法に従い、重大な環境影響が伴う開発行為については、根

拠法規が予想していた以外の多様な要素を 慮した意思決定を行う仕組み(環境アセス

メント)が採用されている。環境アセスメントについては、評価 目の選定や記載が適

切に行われるならば、複雑性への効果的な対応となりうるが、多くの裁判例で指摘さ

れているのは、その杜撰さである。ただし、法定手続の無視や意図的な回避、法令等

が定める評価 目の記載欠如といった重大な違反が認められる場合を除いて、環境影

響評価法上の違法が認められることは ない(例：那覇地判平成21年2月24日ㆍ判例集

未搭載(新石垣空港訴訟))。

生態系の複雑性を念頭におくならば、開発行為の中身や進め方が申請されたそれ一

16) 浦野ㆍ松田ㆍ前掲注11)158 参照。
17) この観点から多数の判例を総合的に分析し、体系的な整理を試みた業績として、山村恒年
行政法と合理的行政過程論(慈学社、2006年)がある。

18) この点に関して、北村喜宣｢行政の環境配慮義務と要件事実｣伊藤滋夫編環境法の要件事実
91 以下(日本評論社、2009年)が綿密な検討を施している。

19) わが国の環境影響評価法(1997年制定)は、2011年に改正され、対象事業の拡大(交付金事業
の追加)やアセスメント手続の前倒し等が進んだ。2011年改正については、浅野直人｢環境影

響評価法の改正と今後の課題｣環境法政策学会編環境影響評価(商事法務、2011年)3 以

下、大久保規子｢環境影響評価法環境影響評価法の2011年改正について｣ジュリスト1430号
30 以下(2011年)、大塚直｢環境影響評価法の改正と残された課題｣Law & Technology 52
号4 以下(2011年)等がある。
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つに限られるものではないであろう。諸国の環境アセスメント制度の範となった、ア

メリカ合衆国のNEPA(国家環境政策法)では、開発行為に係る代替案の比 検討は、環

境影響｢評価書の核心｣といわれる20)。これに対して、わが国の環境影響評価法では、

代替案の比 検討について明確な義務付けをしていない21)。

代替案の検討の要否については、個別法の解釈をめぐっても争いがある。圏央道あ

きる野IC訴訟一審判決(東京地判平成16年4月22日ㆍ訟月51巻3号593 )は、土地収用

法20条3号の審査に関して、法令上の根拠が見当たらなくとも代替案の検討が必要と

なると述べた。この え方は、控訴審判決(東京高判平成18年2月23日ㆍ訟月54巻5号

1013 )では否定されている。

(2) 開発法の｢環境法化｣

開発行為の根拠法規それ自体が、多様な要素の比 検討を要請する仕組みとなって

いれば、それもまた複雑性への合理的な対応の一つとなりえよう。この点に関して、

すでに述べたように、1990年代中盤以降の日本では、開発促進ㆍ産業保護を目的とし

ていた諸法に、環境保護や生態系保全関連の規定が加えられたり、それらの法律その

ものが新法となって生まれ変わったりしつつある(表1)22)。

こうした｢環境法化｣との絡みで、近年、次のような判例等が現れ始めた。

二判平成19年12月7日(民集61巻9号3290 )は、｢環境法化｣した海岸法の下におけ

る海岸の占用の許否の判断(海岸法37条の4)が争われたものである。この判断のあり方

に関して、 高裁は、｢当該地域の自然的又は社会的な条件、海岸環境、海岸利用の状

況等の諸般の事情を十分に勘案し、行政財産の管理としての側面からだけではなく、

同法［1999年に改正された海岸法］の目的の下で地域の実情に即してその許否の判断

をしなければならない｣(［ ］内および下線は筆 による。)と述べた。

地域特性を踏まえた開発行為規制の合理性については、｢環境法化｣していない開発

法規の解釈に際して、見解の相違が見られたところである。具体的には、採石法関連

の事案において、高知地判平成14年12月3日(判タ1212号108 )は、自治体が採石法お

よび森林法の許認可基準を解釈するに当って、｢地域の特性に応じた｣対応として、そ

20) 大塚ㆍ前掲注4)268 参照。
21) 同上。
22) 同じ現象について、北村喜宣教授の｢グリーン化｣(北村ㆍ前掲注1)25 および527 )や交告

尚史教授の｢環境法家族論｣(同｢国内環境法研究 の視点から｣環境法政策学会編生物多様性

の保護―環境法と生物多様性の回廊を探る42 以下(商事法務、2009年)等の 察ㆍ議論が
ある。
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れらの法律の条文に列挙されていない事情(例：環境や景観)を 慮することもできる

と解する余地がないわけではないと述べていた。他方、公調委裁定平成19年5月8日(判

タ1244号335 )は、採石法の採取認可基準として、申請対象地の自然環境や地域の特

性を重視すべきことを読み込めないとしていたものである。

この点に関して、上記 高裁判決は、保全目的を備えた資源管理法の下で｢地域の

実情に即して｣開発行為を統制することの合理性を認めた。｢環境法化｣した諸法の下に

おける生態リスクの法的な管理のあり方に 高裁が 及したものとして注目されよ

う。

2. 可変性への法的対応

生態系は非定常であるので、生態系システム全体に大きな状態変化が急激に起こる

可能性は、当該システムに内在している。現行法においても、これを前提に、不可

的な変化を回避することが念頭におかれている23)。たとえば、生物多様性基本法は、｢

一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難である｣との定めをおく(3条2 )。

ただし、こうした規定は、一定の認識を示すものではあるが、司法判断における具体

の基準として用いられる見込みは ないだろう。また、すでに紹介したように、多く

の裁判例において、(不可 的ともいえる)生態系の変化の回避によって得られる利益

は、原告適格ㆍ当事 適格を基礎付けるものとみなされてはいない(例：前掲の横浜地

判平成23年3月31日ㆍ判例集未搭載)。

その一方で、生態系への人間の側からの働きかけそれ自体に関する｢変化｣は、法的

な管理の対象となってきた。具体的には、開発計画やゾーニング等の｢見直し｣であ

る。こうした｢見直し｣をいかに管理するかが、近年の裁判例でも問われている。

(1) 事業計画の見直し

住民訴訟である泡瀬干潟事件では、いわゆる経済合理性原則(地方公共団体の事務処

理に関して｢ の経費で 大の効果を挙げる｣ものとすると定める地方自治法2条14

や地方財政法4条1 等)にもとづいて、埋立事業等に係る財務会計行為の違法性が

き出され、当該行為の一部についての差止めが認められた(那覇地判平成20年11月19

日ㆍ判例自治328号43 、福岡高裁那覇支判平成21年10月15日ㆍ判時2066号3 )。合

23) 浦野ㆍ松田ㆍ前掲注11)158 以下参照。
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理的な理由もなく不当に多額の支出をするなど、執行機関がその裁量権を逸脱し、あ

るいはこれを濫用したと認められる場合には、上記原則に照らして財務会計行為が違

法とされてきた(例：東京高判平成19年8月30日ㆍ判例集未搭載)ところ、この事件で

は、自治体の長(沖縄 長)による｢見直し｣が宣 された埋立事業計画に経済的合理性

が認められるかどうかが問われたものである24)。裁判所は、当該見直しが｢全面的な｣

かつ｢根本的な｣であったことを認めた上で、当該埋立事業計画について、かかる｢全面

的な｣かつ｢根本的な｣見直しの観点からの経済的合理性の有無が調査ㆍ検討されていな

いこと等を指摘し、当該計画には、法律で要求される埋立免許等の変更許可(公有水面

埋立法13条の2)を受けられる見込み(経済的合理性の有無)がないとの判断を示した25)。

なお、本判決確定後の平成22年8月、沖縄 は新たな土地利用計画を国へ提出し、

それが承認された。今後は、この新たな土地利用計画が、上述の観点からの経済的合

理性の有無の調査ㆍ検討(具体的には、本判決が うところの｢相当程度に手 い検証｣

作業)を経たものであるかどうかが問われることになる。

(2) ｢制度生態系｣の管理

大阪地判平成21年8月20日(判例集未搭載)では、緑地保全法にもとづく緑地協定廃止

認可の取消しが求められたが、請求は けられた。協定の廃止に必要な土地所有 の

頭数(過半数)を土地分筆によって確保した(意図的な)協定破りと目される事例である

が、協定廃止申請の認可について定めた条文の中に、かかる行為を統制するための合

理的決定規範らしきものは見当たらない(都 緑地法52条)。

この事案は、社会的な制度によって創出された生態系(例：緑地保全法にもとづく緑

地協定対象地)の管理のあり方が、法的な問題となることを示唆している。たとえば、

制度的に確保された都 緑地(生態系)の価値は、都 への人口集中が進むにつれて高

24) 自然保護関係の裁判例では、近年においても、林道開発(福島地判平成14年5月14日ㆍ判例集

未搭載)、ダム開発(名古屋地判平成22年6月30日ㆍ判例集未搭載)、公有水面埋立(那覇地判平

成20年11月19日ㆍ判例自治328号43 、福岡高裁那覇支判平成21年10月15日ㆍ判時2066号3
)等、多くの事案がある(ただし、泡瀬干潟訴訟判決を除いて、住民側の請求は認められて

いない)。
25) ここでは、変更許可を得られる見込みの判断と経済合理性の存否の判断とがオーバーラッ

プ、ないしは置換させられているものと解せられよう。拙稿｢泡瀬干潟事件―埋立費用支出

差止めを求める住民訴訟｣環境法判例百選(第2版)194－195 (有斐閣、2011年)なお、社会

環境の変化にもとづいて従前の都 計画を変更する場合に、新たな基礎調査にもとづかずに
新しい都 計画を定めることについて、合理性を欠き、違法とした裁判例として、東京高判

平成17年10月20日(判例地方自治272号79 )がある。
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まっていくが、そうした変化(価値の高まり)は根拠法の制定時に常に適切に把握され

ているわけではない。こうした｢制度生態系｣とでもいうべきものによって醸成された

利益をも法的な価値として認識し、それに付随する各種リスクを管理する作業は、法

律(学)の守備範囲内にあるように思われる。なお、｢制度生態系｣については、複数の

制度の集まりとそこでの｢つながり｣のあり方を重視するという意味での広義のそれ

と、ここでとり上げたような、自然生態系とのアナロジーの意味で使われる狭義のそ

れとを峻別する必要があるだろう26)。

3. 不確実性への法的対応

生物多様性基本法は、生物の多様性の保全と利用に際して、｢科学的に解明されて

いない事象が多いこと｣に鑑み、｢予防的な取組方法｣による対応を旨とすることを定め

ている(3条3 )27)。そのため、不確実性への法的対応という観点からは、自然保護訴

訟における予防原則の適用状況についても検討がなされるべきであるが、筆 の能力

不足が理由でこれをなしえなかった。この点に関しては、今後の課題とせざるをえな

い28)。ここでは、不確実性という文 を広めに捉え、定量評価(生態系サービスの金銭

評価を含む)へ 及している近年の裁判例を中心に紹介する29)。

26) ｢制度生態系(institutional ecosystem)｣という概念は、環境法の適用ㆍ解釈には今後益々法令
間のリンクが重要となるという認識にもとづき、拙著ㆍ前掲注1)iiiおよび41 で提案したも
のである。同書では、広義の意味で用いられていたが、今後は、狭義の制度生態系をも含め
た概念として、具体の制度や裁判例等に 及しながら、理論的 察を進めていくことが課題
となる。なお、広義の意味での制度生態系は、山村恒年博士による、開発ㆍ資源法も含めた
｢制度環境法｣の え方、北村喜宣教授の｢グリーン化｣(北村ㆍ前掲注21)、交告尚史教授の｢

環境法家族論｣(交告ㆍ前掲注21)等との親和性が高い。
27) 生物多様性基本法において｢特に注目される｣点の一つが予防原則の 入である。大塚ㆍ前掲

注4)571 参照。
28) この点については、畠山ㆍ前掲注14)12－13 が、生物多様性保全に予防原則を適用するに
当って 慮するべきポイント(①科学的知見やデータの充実によって解消しえない不確実性

(内在的不確実性)への対応のあり方、②生態リスクにおける原因と結果の因果関係の明確
さ、③予防原則(強い予防原則)が｢何もしないこと｣を正当化して、適切な対策を講じる機会

を逸してしまうことにつながるおそれ)を的確に抽出している。これらのポイントを踏ま
え、今後の本格的な検討ㆍ議論が進められることとなろう。

29) なお、こうした広い意味での不確実性を下げるための営みは、環境アセスメントによる予測
や事業見直し等を通じて、これまでも実践されてきたものといえよう。
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(1) 定量評価と立証の程度

諫早湾干拓問題関連の民事差止訴訟で仮処分が求められた事案において、佐賀地決

平成17年1月12日(訟月53巻3号766 )は、｢通常人が特定の事実が特定の結果発生を招

来したという関係の存在を、確信するに至らなくとも一応確からしいという心証を持

ちうるものか否かということで判断すべきである｣との判断を示した。しかし、その控

訴審判決である福岡高決平成17年5月16日(訟月53巻3号711 )は、｢本件のように行為

の差し止めを求める場合には、その事柄の性質上、疎明の程度としては、一般の場合

と比べて高い、いわゆる証明に近いものが要求されることになるのもやむを得ないこ

とである｣とした上で、｢現在のところ、本件事業と有明海の 業環境の悪化との関連

性については、これを否定できないという意味において定性的には一応認められる

が、その割合ないし程度という定量的関連性については、これを認めるに足りる資料

が未だないといわざるを得ない｣と述べている。

なお、諫早湾干拓をめぐる紛争については、その後、佐賀地判平成20年6月27日(判

時2014号3 )が 業権にもとづく差止めを認容し、その控訴審である福岡高判平成22

年12月6日(判時2102号55 )も原審の判断を認めている(ただし、当該紛争そのものが

終焉をみたわけではない)。

(2) 生態系サービスの金銭評価

生態系サービス(Ecosystem Services)とは、人々が生態系から受ける数々の｢恵み｣で

ある。この概念の通用度は、地球上の生物多様性の状態を調査した、国連ミレニアム

生態系評価(Millennium Ecosystem Assessment)(通称MA)の報告書を通じて急速に高

まった30)。MAでは、この概念を使って、生物多様性の重要性を説明した。すなわ

ち、生態系サービスには、大別すると、①基盤サービス、②供給サービス、③調整

サービス、④文化的サービスがある。人類の生存は、基本的に、これらのサービスの

供給に依存しており、生物多様性は各種のサービスの前提となるという説明である。

生態系サービスという え方は、生態系の価値の定量的な把握とペアで提案された

わけではないが、近年、世界各国で、このサービスを金銭的に評価し、 場での取引

を進めようという動きが顕著である31)。日本の裁判例においても、そうした動きと符

30) Millennium Ecosystem Assessment 編(横浜国立大学21世紀COE翻訳委員会訳)国連ミレニ
アム エコシステム評価―生態系サービスと人類の 来(オーム社ㆍ2007年)が当該報告書で
ある。以下の生態系サービスに関する記述も同書にもとづく。

31) こうした動きは、Madsen, B. et al., Update: State of Biodiversity Markets(Forest Trends, 
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合する主張が見受けられる。

林道事業に関する公金支出の差止めが求められた福島地判平成14年5月14日(判例集

未搭載)において、被告は、林道開設による森林管理の費用対効果を算定する基礎資料

として、林野庁による｢森林の公益的機能｣評価の試算結果(年間74兆9900 円)を提示

した。これに対して、原告は、当該試算結果は林道の効果の水増しにつながっている

との批判を加えている。他方、北海道の住民である原告らが提起した住民訴訟であ

る、えりもの森住民訴訟(平成23年10月14日ㆍ判例集未搭載)では、財産的損害の算出

に際して、北海道が作成した｢森林の公益的機能｣の評価結果が用いられた。原告らは｢

北海道における森林の公益的機能の評価額について｣における評価額(年間11兆1300

円)のうち、伐採面積に応じた割合の損害、または、伐採された立木202本の 場価格

相当の損害が発生した旨の主張を展開している。

生態系サービスの金銭評価との関連で注目すべき判例として、諫早湾自然の権利(ム

ツゴロウ)訴訟(長崎地判平成20年12月15日ㆍ判例集未搭載)がある。原告らは、国営諫

早湾土地改良｢事業により諫早湾干潟が失われたことによって、干潟が有していた浄化

能力が失われ、自然環境に重大な影響を与えているところ、干潟の浄化能力の喪失量

を求めることは可能であり、これを代替するために必要となる、下水処理施設建設費

及び維持管理費に換算して求めることができるから、これを負の効果又は費用として

算定すべきである｣として、具体的な数字(560 1600万円)を示した。

2011)、グレッチェンㆍCㆍデイリー＝キャサリンㆍエリソン(藤岡伸子ㆍ谷口義則ㆍ宗宮弘
明 訳)生態系サービスという挑戦― 場を使って自然を守る(名古屋大学出版会、2010
年)、林希一郎生物多様性ㆍ生態系と経済の基礎知識―わかりやすい生物多様性に関わる経
済ㆍビジネスの新しい動き(中央法規出版、2009年)等、多くの文献で伝えられている。し
かしながら、金銭という共通尺度の採用により、生態系の地域性や複雑さは等閑視されてし
まう(金銭的価値に反映されない)かもしれない。地域性や複雑さを新たな角度から捉え、新

たな価値を賦与していく作業が、同時並行的に進められるべきである。この点から今後注目

されるのは、｢参加型生物多様性評価｣と｢生物多様性地域戦略(わが国では生物多様性基本法

にもとづく法定戦略である)｣であろう。国内外での具体的な実践例とその活用の方向性に関

して、Lawrence A., ed. Taking Stock of Nature: Participatory Biodiversity Assessment 
for Policy, Planning and Practice(Cambridge University Press, 2010)、浜口哲一ほか｢茅ヶ
崎 における指標種を用いた 民参画による環境評価調査について｣保全生態学研究15号297

(2010年)、拙著ㆍ前掲注1)第4章(133-178 )、及川敬貴ㆍ茂岡忠義｢生態系を‘そまつ’にし
ないために｣ 池文人ㆍ金子信博ㆍ松田裕之ㆍ茂岡忠義編生態系の暮らし方：アジア視点の
環境リスク-マネジメント(東海大学出版会、2012年)等を参照されたい。
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Ⅴ. おわりに

以上、本稿では、日本の生物多様性管理の｢法体系らしきもの｣の概要を整理し、そ

の中核に位置する2008年の生物多様性基本法で用意された2つの法的な仕組み(｢環境法

化｣の立法的ㆍ行政的義務付け(附則2条)と生物多様性地域戦略の策定努力義務化(13

条))の活用可能性について検討を加えた。その上で、近年の裁判例へと視点を移し、

従来の自然保護訴訟が｢生物多様性環境訴訟｣ないしは｢生態リスク訴訟｣へと変化しつ

つある兆しを抽出してみたものである。

開発法の｢環境法化｣と生物多様性地域戦略は、いずれも今後の日本において、｢保

全と利用のつながりの確保｣と｢生物種とその遺伝子を地域の資源として管理すること｣

という｢生物多様性というロジック｣を実践するための法的な手段として活用されるこ

ととなるだろう。とくに、これら2つの仕組みが｢法律にもとづく｣ものとなったことの

意義は大きい。ただし、右の予想は法制度の表面から引き出しうる理論的なものであ

るので、今後は、実証研究の積み重ねが必要となる。そうした実証研究はこれまで存

在しなかったが、2012年度より、筆 を研究代表 とする2012－2014年度 文部科学

省 科学研究費(挑戦的萌芽研究)｢生物多様性基本法に基づく新たな地域資源管理―｢環

境法化｣と地域戦略のシナジー｣が始まった(第1回の研究会は2012年9月20日に東京で

開催予定)。今後、当該研究の成果を公表していくことにしたい。

他方、｢生物多様性環境訴訟｣ ｢生態リスク訴訟｣については、本稿でとり上げたよ

うな裁判例がすでに存在している。そこで、これらの裁判例について気がついたこと

をいくつか記し、この 稿の結びにかえよう。

1. 複雑性と｢地域の実情｣
人の健康リスクと違って、生態リスクについては、エンドポイント(回避したい｢良

くない出来事｣あるいは｢望ましくない事象｣32))がはっきりしない。生態リスクが顕著

化する態様やそれへの適応力は地域ごとに大きく異なる(複雑性)からである。｢地域の

実情｣に即して生態リスクのエンドポイントを決しうるとした 高裁の 説(前掲の

二判平成19年12月7日)は、生態リスクのかかる特徴に対応したものといえよう。生物

多様性基本法もまた、同じ特徴への対応を念頭において制定されたものと読みうる(3

32) 浦野ㆍ松田ㆍ前掲注11)189 参照。
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条1 や13条など)。

その意味では、法律施行条例による｢地域の実情｣の規範化が、今後の法的なリスク

管理のカギとなるかもしれない。開発法規の｢環境法化｣(表1)はそのための根拠と契機

を提供しよう(上記の 高裁の 説を参照)33)。また、法定計画となった地域戦略(生物

多様性基本法13条)にも一定程度の規範的役割を期待しうる。そこで示された、地域ご

とのリスク認識や管理の理念ㆍ方向性等は、後続する法(政策)的判断の中身を(緩やか

にではあるが)拘束するからである34)。

このようにして定立された規範が、今後、原告適格の判断や行政裁量の統制に影響

を及ぼすことになるのではないだろうか。何らかの形で規範化をみた｢地域の実情｣

が、原告適格判断における関係法令(行政事件訴訟法9条2 )やいわゆる判断過程審査

における 慮事 の重要な一部となるように思われる35)。

2. 可変性と事業計画等の｢見直し｣
生態リスクに関しては、どれだけ厳密なリスク評価を行ったとしても、それは可能

性の幅でしか表せないという36)。そこで、 応的管理、すなわち、リスク管理の前提

となった仮説等の妥当性に対して絶えず｢見直し｣をかけることが重要になる37)。

泡瀬干潟事件(前掲の那覇地判平成20年11月19日および福岡高裁那覇支判平成21年

10月15日)では、｢見直し｣がかけられた土地利用計画に係る公金の支出が実定法上の違

法となる道筋が示された38)。事業計画等の｢見直し｣が例外的であった時代であれば、

33) 根拠法の｢環境法化｣によって直ちに｢地域の実情｣の規範化が可能となるわけではない。当該

事務の性質等の検討が必要である。たとえば、海岸法37条の4に係る｢具体化条例｣の制定可
能性について、三好規正｢海岸ㆍ海域の公物管理法制と司法審査に関する 察｣山梨学院ロー
ㆍジャーナル5号99、105－106 (2010年)参照。

34) 生物多様性地域戦略については、拙著ㆍ前掲注1)133 以下で法政策的な観点から一定の
察を施している。

35) この点に関して、本稿脱稿後に、北村喜宣｢環境行政訴訟(展開講座 環境法入門 第8回〔環

境法総論〕)法学教室374号145 (2011年)に接した。今後の原告適格論と｢地域の実情｣の規
範化の関係性に係るシャープな議論が展開されている。

36) 生態系には負荷に対する閾値があることが多く報告されているが、その閾値を予測すること
は、現在も困難であるという。雨宮ㆍ前掲注15)論文参照。

37) 生物多様性基本法の制定により、 応的管理は法律上の概念となった(3条3 )。しかしその
ことが立法政策や訴訟にいかなる影響を及ぼしているㆍ及ぼしうるのかについては十分な検

討がなされていない。今後の課題の一つとして書きとめておきたい。
38) 以下の検討は、拙稿ㆍ前掲注25)を踏まえている。
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この事件も特殊事案として片付けられたかもしれない。しかし、変化の激しい昨今の

社会において、｢見直し｣はごく普通の現象となりつつある。事業計画等の｢見直し｣を

うけて、実定法上の関連規定(例：公有水面埋立法13条ノ2にもとづく変更許可)をいか

に解釈するかは、今後益々重要な論点として浮上してこよう。泡瀬干潟事件には、そ

の先例としての意義が備わっているようにみえる。

また、この事件では、土地利用計画の｢見直し｣と後続する法的判断がいかにして

かれたのかにも注目すべきである。すなわち、当該｢見直し｣は、自治体の長の英断と

しての側面もあるが、それがなされるための文脈は、環境影響評価法(以下、アセス

法)にもとづくアセスの手続を通じて醸成されていた。アセス法によって、事業計画等

の｢見直し｣と後続する法的判断がなされるための文脈が創り出されたのである。規範

的文脈形成機能とでもいうべきものが発揮されたといえるのではないだろうか(生物多

様性地域戦略にも同様の機能が備わっていると えられることについては上述した

)39)。アセス法それ自体に由来する違法が認められなかったからといって、同法が、生

態リスク管理の法的な管理に役立たないというわけではないのである。

さらに視点を広げるならば、自然保護訴訟それ自体が、適切な｢見直し｣をかけるた

めのフォーラムとなりうるのかもしれない40)。すなわち、｢甚大で不可 的な生態系

の変化というリスクに対して、何が適切な｢見直し｣であるかを見極めるための公法的

なフォーラム｣として、自然保護訴訟を位置付ける可能性である。そこでは、原告、被

告、裁判所が、訴訟法上の仕組み(例：行政事件訴訟法23条の2にもとづく求釈明権の行

使や証拠の提出の請求)を利用しながら、主張立証について協働することを念頭におく41)

39) この点も、拙稿ㆍ前掲注25)を踏まえてのものである。法(政策)的な判断は、いきなりなしう
るというものではないように思われる。それをなしうるような環境が漸進的に整えられ、そ
の上でなされる場合が なくないのではないか。法(政策)的な判断のために必要となる環境

を、ここでは｢規範的文脈｣という 葉で表現してみた(より適切な表現があると思われるの
で、是非ご教示をいただきたい)。具体的には、アセス法にもとづく手続や生物多様性基本

法に基づく地域戦略等を通じて｢地域の実情｣が緩やかに規範化される状況を念頭においてい
る。

40) ここでは、自然保護訴訟それ自体を 応的管理的な え方に基づく一つのフォーラムとして
捉えるという観点を提示したものであり、 応的管理を具体の環境法政策に 入する際の問
題点や関連しての司法審査のあり方について論じているわけではない。後 については、畠

山ㆍ前掲注14)論文の 察を参照されたい。なお、ここでの｢フォーラム｣という捉え方を示
すに当って、｢＜座談会＞ 差止めと執行停止の理論と実務｣判例タイムズ1062号8 以下

(2001年)における大塚直教授の発 (同20 )と同座談会での議論からも多くの示唆を得た。
41) 行政裁量の統制方法の一つである判断過程審査方式との関連で、近年、こうした え方が見

受けられるようになってきた。畠山武道｢行政裁量に対する司法統制のあり方―現状の問題
点と解決の方向性―｣58－59 (われらと生き物の未来II―生物多様性環境訴訟の現状と未
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3. 不確実性と生態系サービスの金銭評価

生態系の恵みの金銭的評価結果は、資源開発の非合理性(例：前掲の札幌地判平成23

年10月14日)のみならず、その合理性(例：前掲の福島地判平成14年5月14日)をサポー
トする材料としても用いられてきた。自然資源の多面的機能(例：森林の公益的機能)

の発揮が産業保護ㆍ開発促進法に書きこまれたこと、すなわち諸法の｢環境法化｣とい

う実定法上の変化(表1)によって かれた訴訟上の変容といえよう。

生態系サービスという え方が通用し始めた昨今の文脈では、諫早湾自然の権利(ム

ツゴロウ)訴訟(前掲の長崎地判平成20年12月15日)で原告らが展開した、干潟の生態系

サービスの金銭評価に関する え方ㆍ換算方法が注目に値する。裁判所からは一蹴さ

れたものの、海外では同様の え方ㆍ換算方法を適用した政策判断が採用されてい

る。原告らの前記立論には、今後の同様の裁判における主張ㆍ立証のモデルとしての

意味ㆍ意義があるだろう。

투고일자 2012.9.17,  심사일자 2012.11.23,  게재확정일자 2012.11.26

来―ㆍ前掲注3)所収)参照。本稿では、複雑性、可変性、不確実性という生態リスクの性質
を踏まえた場合、かかる え方が もなじむのが自然保護訴訟という領域ではないかと え
たものである。
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<국문 록>

생물다양성과 법 - 일본에 있어서의 ｢환경법의 조용한 명｣의 행방

42)

오이카와 히로키*

최근 일본에서는 생물 다양성의 확보가 국가 정책의 기본으로 자리 잡아 환경법

의 ｢조용한 명｣ ｢패러다임(paradigm) 환｣이 일어나고 있다. 본고에서는, 이러한 

변 의 배경ㆍ 상을 악한 다음, 향후 제도 개의 행방에 하여 검토 하려한

다. 구체 으로는 생물 다양성을 둘러싼 ｢법체계 등｣의 발  경 와 내용, 생물 다

양성 기본법에 의거하는 법  구조(개발법의 ｢환경법화｣와 생물 다양성 지역 략)

의 활용 가능성, 최근 례의 논 이나 주장ㆍ입증 방법 등에 주목하고자 한다. 본

고에 해서는, 세계 각국( ：한국, 일본, 인도, 코스타리카)에서 정비가 하게 

진행되고 있는 생물 다양성 리법의 비교 분석을, 한국이나 일본 등의 환경법 연

구자들이 함께 진행시켜 나가기 한 비  연구의 하나로서 평가해 두고 싶다.

주제어 : 일본, 생물다양성, 생태계, 법, 소송

* 요코하마 국립 학 교수


