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憲法部会シンポジウム

去る200 6年11月18日(土)、東京、青山の環境パー トナーシップオ フィスにて、 「憲法に環境原則

を導入すると、何が どう変わ るのか ?」 をテーマに、憲法シンポジウムを開催 した。 「憲法に環境

条項 を入れ よう !国会議員 と市民の会」の活動の一環 として、自民党議員の愛知和男氏、立教大学

法務研究科教授の淡路岡1久氏、山梨県立大学国際政策学部教授の小沢典夫氏をゲス トにお招 き し、

話題提供のあと、憲法への環境原則導入の意義について、意見交換 を行 つた。

【愛知和男氏】

憲法改正を行 うためには、手続 き法である国民

投票法案の議論が必要である。憲法問題 を政治課

題 として挙げることがタブーであった時代が長い

こと続いていたが、時代の要請 とともに憲法問題

について徐々に話が され るよ うになった。その結

果 として、昨年憲法特別委員会が設置 された。各

党の動 きとしては、共産党 と社会党は国民投票法

案 を審議 しない とい うことで護憲の姿勢 を示 して

いる。民主党は小沢代表に代わってか ら、 自民党

との共同提案 を渋つている形だ。 このよ うに各党

での動 きに差はあるものの草案の内容については

大差ない と言 える。今国会での成立を 目指 し、現

在は活動 を行 っている。

【淡路岡J久氏】

環境権 については、これ まで公害国際会議や大

阪弁護士会環境権研究会 を通 じて世論に訴えてき

た。 1972年のス トックホルム会議では環境権が確

立 したが、 日本での差止請求は却下 し続 け られて

いる。 また、環境基本法第 3条 に環境権 を思わせ

るものがあるが、これは司法上認 め られているも

のではない。現行憲法に足 りない ものがあるとい

う気持 ちは持 っているが、憲法改正を強制的にあ

てがわれ るとい う気持 ちはない。それ よりも、 9

条問題 の流れ につなが り、悪い方向に行 つてほ し

くはない と危惧 している。従来の憲法のあ り方 と

い うのは、 自由権、社会権 とい う2種 類の人権が

定説 とされてきた。そのため、これ らで補 えると

い う考えが 日本にはある。 しか し、フランスの環

境法典には、原因優先や予防原則 な ど環境権が規

定 させている。 1998年にシラク大統領が世界人権

宣言50周年に際 して、環境権に言及 した。その後

の演説 においても 「憲法を背景 とした環境憲章を

フランス国民に提案す ることを願 っている」 と宣

言 し、この目的を政府政策の最優先「TR題の一つ とす

ることを述べた。環境憲章制定への動きとなったヨ

ッパン委員会は有名である。その動きを受け、昨年

か らフランスでは実定法上での動きが始まつている。

2050年までに二酸化炭素排出量を基準年 (1990年)

の75%カ ッ トを目標にお く画期的な新エネルギー法

が成立した。環境のように変化するテーマを扱 う際

は、議論 もどんどん深化 していかなければならない。

【小沢典夫氏】

環境原則 に関 しては、 どうい う条項 を入れたい

かによつて結果は違ってくるとい う考えが根本にあ

る。国民、社会が環境権の規定を望んでいるとい

うことが分かるよ うな条文を導入 した方が良いだ

ろ う。権利 と同時に責務 を しつか りと規定す るこ

とが重要である。生命 、身体に危険を及ぼす可能

性があるものについての法律 は成立 しやすい。環

境 に関す るものは長期的な視野で対処 してい くべ

きことなので、その点においては難がある。 しか

し、 このよ うな事態 を見過 ごすわけにはいかない。

政治的意見、世論で訴 えていかなければな らない。

【質疑応答】

Q:フ ランスは、先進的な取組みが進んでいる。

日本との違いはどこにあると思われるか。
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A:革 命 を起 こした国であるか らとい うのが直感

的なものである。加 えて、大統領制であることや

政治 と経済を一
緒に考 えるEUの 政策方法の違い

にあるよ うに思 う。パブ リックデ ィベー トの設置

があ り、国民が意見を言いやすい場が設 けられて

いる。環境憲章第7条の条文に 「他の国民」 とい

う文言があることに、地球環境問題 を国際的課題

として捉 えている姿勢がよく伺 える。

Q:こ のような 「憲法に環境原則を導入 しよう !」

という活動 を広めてい く際に工夫すべき点は ?

A:憲 法 とい う言葉は国民が敏感 になって しま う

場合 もある。憲法 を改正す ること自体が重要なの

ではない。 「持続可能な社会の構築」が 目的であ

ると意識 した活動 を してほ しい。

Q!環 境規定を導入することによ り、市民生活や

行政機能にどのような変化が生 じるとお考えか。

A:議 論 を整理す る上では、有効な手段だ と思 う

が、横断的に対応すべき環境問題への縦害Jり行政

の弊害は問題であろ う。裁判所への訴訟に潮|1染み

やすい規定に しなければな らない。そのためには、

政治勢力が必要になって くる。大きく変 えること

よりも、フランスのように少 しずつでも 「変えるJ

ことを続けていく重要性に気づかなければならない。

Q:国 民か ら見ていると、憲法学者は環境権導入

に消極的だ と感 じて しま うのだが・・・。

A:憲 法学会では大きく分けて二通 りの反応があ

る。
一つ 目 (環境権はすでに憲法で保障 されてい

ると解す る立場)は 、憲法を改正 して環境権 を明

記 し、その法的基盤 を確 固たるものにすべきだ と

主張す る立場 と、憲法を改正 しな くても何 も困 ら

ないのにあえて改正の気運に乗 つて他の重要な規

定を改悪 され る羽 目に陥つては元 も子もない と警

戒す る立場 に分かれ る。
一方、二つ 目 (環境権は

憲法で保障 されていない と解す る立場)は 、環境

権 を導入 した ところで、いずれに して も他の権利
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とは調和 しないので、そのような異質な権利 を盛 り

込むべきではないとする立場 と、異質′性を認めつつ

も新 しい憲法上の権利 として環境権を導入すべきで

あるとする立場に分かれている。
1い

ずれの立場に

おいても、意見が分裂 しているとい うのが現状のよ

うだ。憲法学者は 「環境」は公益だと考える。公益

に位置づけられるものは行政が扱 う範囲だと認識す

る。行政で扱われるとなると、自由権侵害の問題が

生 じる可育旨性が高い。そのため、積極的になれない

のだろ うと予測出来 る。 しか し、社会の実態 を考

慮 し、将来世代をも含めた新 しい人権 を議論す る

時期に来ている。内閣府直轄の学術会議において、

地球温暖化 をテーマ として取 り上げる動 きもある。

Q:持 続可能な社会 を構築する上で、 日本が今、

優先的に しなければな らないことは何か。

A:フ ランスの環境権 に関す る明文規定の存在 も

さることながら、国家的合意に達 しているとい うこ

とにインパク トを感 じた。 日本では環境家計簿など

の協力を一
般家庭に依頼 しても快 くは受け入れても

らえないのが現状。 日 本人の大部分が 「環境Jを 自

分の財産 として考え られた時、 日本が大 きく変化

す ると思 う。国民に訴 える戦略 としては、科学者

やマスメデ ィアを通 じて、環境影響 をかな り明確

に発信 してい くことが挙げ られ る。断定的な情報

を発信 しなければ、不作為の責任 を問われても致

し方ないのだ と、 もう少 し危機感 を覚 えてほ しい。

1環境法政策学会シンポジウム 「憲法における環境規

定のあ り方」憲法研究者の立場か ら …松本和彦 (大阪大

学)よ り抜粋




