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Ⅰ．はじめに

本 稿 の 主 題 で あ る 生 態 系 ア プ ロ ー チ

（ecosystem approach）とは、生物多様性条

約締約国会議が作成した定義によれば、「土

地、水、生物資源の統合的な管理のための戦

略であり、衡平な保全と持続的利用を促進す

るもの１」である。これまで生態系アプロー

チは、様々な国際文書で繰り返し確認されて

きた一方で、国際法学の熱心な研究対象にな

ってきたとは必ずしも言えない。海洋環境保

護や生物資源管理の文脈で散発的に言及され

ることはあっても、必ずしも詳細かつ体系的

な研究はなされてこなかったし、また国際環

境法では、持続可能な開発、共通だが差異の

ある責任原則、予防原則といった国際環境法

の基本原則が伝統的に議論されてきたが、生

態系アプローチはその 1 つとして数えられる

こともなかった２。ところが近年、状況が変

わりつつある。生態系アプローチは、海洋ガ

バナンスの文脈において注目を集めつつあ

り３、とりわけ現在交渉中の国家管轄権外区

域での生物多様性（以下、「BBNJ」という）

の保全と持続的利用に関する新協定にどのよ

うに生態系アプローチを反映させるか比較的

活発に議論がなされているところである４。

こうした近時の議論に触発された、本稿の基

本的な立場は、生態系アプローチは既存の国

際法のあり方に根本的な問題を提起する重要

な概念であり、国際法学の研究に十分値する

というものである。

　ところで生態系アプローチに関するこれま

での国際法学（および国際関係論）の研究は、
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に思われるのである９。こうした視点は、一

見して無関係にみえる国際法の規則や制度

を、生態系アプローチという観点から捉え直

すことで、それらのより体系的な理解さらに

は解釈適用を可能にするようにも思われる。

　こうした問題意識に基づき、本稿は、理念

としての生態系アプローチを具体的な国際法

の規則や制度の実施を通じて実現することの

現状と課題を明らかにすることを目標とす

る。その際、生態系アプローチは様々なこと

を要請する国際規範であるが、本稿ではその

中から「統合的管理」という構成要素に焦点

を当て、それを実現する上での課題を、具体

的な国際法の規則や制度との関係において明

らかにする。統合的管理という生態系アプロ

ーチの構成要素に焦点を当てる理由は、後述

するように、特にこの要素が既存の国際法の

存在・発展のあり方に対して重大な問題を提

起していると考えるからである。

　以上のような目的を達成するため、本稿は、

3 つのステップで論述を進める。第 1 に、規

範としての生態系アプローチを扱う前に、事

実としての生態系が国際法上どのように理解

され、位置付けられてきたのかを検討する

（II．）。その理由は、生態系概念やその国際

法での位置づけの理解が、生態系アプローチ

を理解する上での前提となると考えるからで

ある。第 2 に、既存の国家実行や学説を検討

することを通じて、国際規範としての生態系

アプローチが国際社会で受け入れられてきた

ことを示すとともに、その内容（構成要素）

を明らかにする。そして生態系アプローチの

必ずしも豊富ではないとはいっても、2 つの

類型に大別できるように思われる。1 つ目の

類型は、これまでの学説や国家実行の分析を

通じて、一般的・抽象的な生態系アプローチ

概念の展開、意味内容、意義などを明らかに

する研究である５。こうした研究の成果とし

て、未だ生態系アプローチに関する普遍的な

定義や理解はないとはいえ、大まかな共通理

解は形成されつつあるように思われる。もう

1 つの類型の研究は、こうして明確化された

一般的・抽象的な生態系アプローチがどのよ

うに、またどの程度、実際に実施されている

のかを検証する研究である。これまで漁業資

源管理や欧州連合における生態系アプローチ

などの特定の文脈においてこのような研究が

なされてきた６。また前述した BBNJ 新協定

交渉との関連での生態系アプローチ研究もこ

の後者の類型に含まれる。

　本稿は、後者の類型の生態系アプローチ研

究の問題意識を継承しつつも、生態系アプロ

ーチという抽象的な理念が、どのような具体

的な国際法の規則や制度の実施を通じて実現

されているのかという視点を重視する７。な

ぜなら生態系アプローチは、国際規範である

とはいえ、多くの場合それ自体として国家に

具体的な権利義務を課すものではなく、より

具体的な国際法の規則や制度の形になって初

めてその理念を実現できると考えるからであ

る８。こうした抽象的な生態系アプローチの

理念とそれを実現するための具体的な国際法

の規則や制度との連関は、先行研究において

も必ずしも十分に意識されてこなかったよう
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な位置づけを与えられてきたのであろうか。

本節では、こうした問題を、生態学と国際法

とに分けて検討する。

１．生態学における生態系概念

　国際法における生態系概念を検討する前

に、 生 態 系 概 念 の 本 拠 で あ る、 生 態 学

（ecology）について確認してみたい。日本の

生態学の教科書によれば、生態系とは「ある

地域や空間に生息しているすべての生物（生

物群集）とそれら生物の生活に関与する無機

的環境の要素から成るシステムである12」と

定義される。この定義において重要ポイント

は 2 つある。第 1 に、生物だけではなく、そ

れを取り巻く、水、土壌、大気、気候といっ

たそれ自体生物ではない、非生物的環境も生

態系の構成要素であるということである。

　第 2 に、それら生物や非生物的環境など生

態系の構成要素が相互に影響を与え合い全体

としてシステムとして機能しているというこ

とである。より具体的に言えば、植物や植物

プランクトンが光合成によって無機物から合

成した有機物を、動物や動物プランクトンが

食う・食われるの関係によって循環させ、最

終的に生物の死骸は、バクテリアなどの分解

者によって無機物に戻される。このように

個々の生物は、それぞれ独立して生きている

のではなく、周りの環境や他の生物との相互

作用の中でこそ初めて生命を維持できる。こ

れが、システムと言われる所以であり、「自然」

や「環境」という言葉にはない「生態系」と

いう概念に独自の認識であるとされる13。以

構成要素の 1 つである統合的管理が、国際法

に根本的な問題を提起していることを示す

（III．）。第 3 に、この統合的管理に焦点を当

てて、これを具体的な国際法の規則や制度が

どのように実現しようとしているのかについ

て検討を行う（IV．）。

　本論に入る前に、本稿の用語法と射程につ

いての注意点を記す。まず生態系アプローチ

には類似概念が多く、「生態系に基づく管理

（Ecosystem Based Management: EBM）」、

「 生 態 系 に 基 づ く 漁 業 管 理（Ecosystem 

Based Fisheries Management: EBFM）」、「管

理のための生態系アプローチ（Ecosystem 

Approach to Management）」などが用いら

れるが、本稿では、これらを互換的とみなし

て、引用の場合を除き生態系アプローチとい

う語のみを用いる。また生態系アプローチは、

これまで海域との関係において論じられるこ

とが多かった。しかし冒頭に引用した生物多

様性条約締約国会議の決定の射程もそうであ

るように、本来生態系アプローチは海域に限

定されるものではないため、本稿も、海域に

限定せず、陸域も含めて論じることにする。

Ⅱ．国際法の保護対象としての生態系10

　生態系（ecosystem）という言葉は、しば

しば「自然」や「環境」という言葉と相互互

換的に用いられることがある11。それでは、「自

然」や「環境」という言葉に自明ではない「生

態系」という概念の独自の意義とは何なのだ

ろうか。またこれまで国際法において生態系

はどのようなものとして理解され、どのよう

P053-稲垣.indd   55 2022/12/09   11:00:04



国　際　協　力　論　集　　第 30 巻56

（CAMLR 条約第 1 条 3 項）

「生態系」とは、植物、動物及び微生物

の群集とこれらを取り巻く非生物的な

環境とが相互に作用して一の機能的な

単位を成す動的な複合体をいう。（CBD

第 2 条）

　いずれの定義も、先に見た生態学における

生態系概念と同様に、生物と非生物的な環境

を含んでいる。また「関係が複合しているも

の」や「一の機能的な単位をなす動的な複合

体」というフレーズは、生態系の構成要素の

背後にある相互作用やそれらが全体としてシ

ステムとして機能することを示している。も

っともこれら生態系の定義は、それぞれの条

約を解釈・適用するための定義であり、国際

法一般における生態系の定義でないことには

留意が必要である。しかし 2016 年の南シナ

海仲裁本案裁定は、上記 CBD による生態系

の定義を、生態系の定義規定を置かない国連

海洋法条約第 194 条 5 項にいう「生態系」を

解釈する際に参照した15。また 1992 年に署名

開放された地域海条約である北東大西洋海洋

環境保護条約（以下、「OSPAR 条約」という）

の 1998 年に採択された附属書 V「海域の生

態系と生物多様性の保護および保存」は、同

附属書における「生態系」の定義として

CBD の定義を採用している（同附属書第 1

条）。こうしたことは、CBD の生態系の定義

が一定の一般性を有していることを示してい

る。

上の理解を前提とすれば、生態系の保護とは、

個々の生物とその周りの非生物的環境といっ

た目に見えるものだけではなく、それらの背

後にある目に見えない相互作用をも保護する

ことなのである。

　こうした構造をもつ生態系は、人間に様々

な恩恵をもたらす。その恩恵のことを生態系

サービスと呼ぶ。例えば 2005 年の国連のミ

レニアム生態系評価は、生態系サービスを、

①供給サービス（食糧など財の供給）、②調

整サービス（気候の調整など）、③文化的サ

ービス（レクリエーションの提供など）、④

基盤サービス（栄養塩循環など）の 4 つに区

分した14。こうした生態系サービスの提供こ

そが、人間が生態系を保護することの大きな

動機付けとなる。続いて国際法における生態

系概念の位置づけを見ていくことにしよう。

２．国際法における生態系概念

（1）国際法における生態系の定義

　まず条約の中には、「生態系」という用語

を定義するものがある。例えば、1980 年の

南極海洋生物資源保存条約（以下、「CAMLR

条約」という）は、「南極の海洋生態系」と

いう用語に、1992 年の生物多様性条約（以下、

「CBD」という）は、「生態系」という用語

に以下のような定義を与えている。

南極の海洋生態系とは、南極の海洋生

物資源の相互の関係及び南極の海洋生

物資源とこれらの資源を含む自然環境

との関係が複合しているものをいう。
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よりとる措置には、「希少又はぜい弱な生態

系及び減少しており、脅威にさらされており

又は絶滅のおそれのある種その他の海洋生物

の生息地を保護し及び保全するために必要な

措置を含める」と規定する。CBD と同様に、

生態系とセットで生息地の保護及び保全の措

置が言及されている。またこの規定は、海洋

保護区（以下、「MPA: Marine Protected 

Area」という）を設置するための法的根拠

の 1 つとして理解されている17。

　第 194 条 5 項は、2016 年の南シナ海仲裁

本案裁定で解釈・適用され、発展がみられる。

本件では、原告のフィリピンは、中国船籍の

漁船によるウミガメ、オオシャコガイ、サン

ゴという絶滅のおそれのある種の採捕を容認

したことにより、中国が国連海洋法条約第

192 条および 194 条に違反したと主張した18。

国連海洋法条約第 12 部の最初の条文である

第 192 条は、「いずれの国も、海洋環境を保

護し及び保全する義務を有する」という一般

的義務を規定しており、生態系保護は明示的

に規定されていない。しかし仲裁廷は、第

194 条 5 項を参照しつつ、第 192 条を解釈・

適用し、最終的に中国がそれら 2 つの条項に

違反したと判断した。具体的には、まず仲裁

廷は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の

国際取引に関する条約（ワシントン条約）や

「海の生物資源の保存は、海洋環境の保護、

保全における 1 つの要素である19」というみ

なみまぐろ事件国際海洋法裁判所の暫定措置

命令の一節を参照して、絶滅のおそれのある

種の採捕を防止する相当の注意義務を第 192

（2）国際法における生態系の保護

　国際法の中には、生態系の保護をその目的

としたり、生態系の保護を義務付けたりする

ものがある。まず生態系の保護を目的とする

条約として、1991 年の南極条約環境保護議

定書が挙げられる。同議定書の目的条項であ

る第 2 条は、「締約国は、南極の環境並びに

これに依存し及び関連する生態系を包括的に

保護すること約束」と規定し、生態系の保護

をその目的に据えている。また中央北極海の

公海部分における無規制漁業の防止を目的と

して、2018 年に締結された中央北極海無規

制漁業防止協定第 2 条は、中央北極海の「健

全な海洋生態系の保護」を同条約の究極的な

目的として掲げている。

　また生態系の保護を目的としてではなく、

具体的な義務として規定する条約もある。例

えば、CBD 第 8 条は、生息域内保全として、

（d）において「生態系……の保護」、（f）に

おいて劣化した生態系の修復および復元、

（h）において「生態系……を脅かす外来種

の導入」の防止を規定する。ただし、同条柱

書には「可能な限りかつ適当な場合には」と

あるため、これらの義務は、緩やかな義務で

あると解される。また上記（d）,（f）項では、

生態系とセットで生息地（habitats）の保護

も要請されている16。生態系と生息地は、そ

れが一定の空間に存在するという点で類似の

性質を持つため、他の条約でもセットで規定

されることが多い。

　国連海洋法条約第 194 条 5 項は、条約第

12 部「海洋環境の保護及び保全」の規定に
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合には共同で、国際水路の生態系を保護し、

かつ保全する」と規定する。生態系の保護お

よび保全義務を明確に認めた条文である。学

説上、この生態系保護義務は、慣習法の地位

を有しているとされる24。条文草案を作成し

た国連国際法委員会（以下、「ILC」という）

のコメンタリーは、国連海洋法条約第 192 条

がこの第 20 条のモデルになっていることを

示唆するが25、本条が保護するのは「環境」

ではなく「生態系」となっている。この用語

法の理由として、「環境」を用いると拡大解

釈され、国際水路の保護・保全に関係の薄い

水路の周辺区域にまで適用される可能性があ

ること、また「生態系」を用いる方が科学的

にまた法的意味として正確であること、を

ILC のコメンタリーは挙げている26。しかし、

この説明には、「生態系」を用いたことで本

当に同義務の射程の限定ができたのか学説上

疑問が呈されている27。国際河川法の泰斗

McCafrey 教授は、むしろ国際水路の生態系

は、広く理解されるべきで、水路の動物相、

植物相だけではなく、水路に影響を及ぼす流

域の地勢（natural features）も含まれると

指摘する28。

　地域的な条約では、1973 年に北極沿岸 5

カ国で締結されたホッキョクグマの保存に関

する協定が生態系の保護を規定する。この条

約は、締結当時、人間の狩猟により数を減ら

していたホッキョクグマという単一種の捕獲

を原則的に禁止することを中核的義務（第 1

条と 3 条）とする条約であるが、その第 2 条

は、より広く、野心的に、「ホッキョクグマ

条から引き出す20。これに加えて、仲裁廷は、

第 194 条 5 項を参照することにより、「第

192 条が『稀少又はぜい弱な生態系及び減少

しており、脅威にさらされており又は絶滅の

おそれのある種その他の海洋生物の生息地を

保護し及び保全するために必要な措置』をと

る相当の注意義務を課していると考える21」

として、以下のように言う。

したがって、第 192 条は、絶滅の危機

に瀕していると国際的に認められてい

る種の直接の採捕を防止することに加

え、減少しており、脅威にさらされて

おり又は絶滅のおそれのある種に対し

て、それらの生息地の破壊を通じて間
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

接的に影響を与えるであろう害
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（harms）

を防止することにまで及ぶ22。（傍点稲

垣）

　つまり仲裁廷は、第 194 条 5 項を参照する

ことにより、第 192 条から生物種の保護義務

とは区別された生態系・生息地の保護義務を

導き出したと理解することができる23。つま

り後者の義務によれば、当該絶滅の恐れのあ

る生物種そのものを採捕していなくても、そ

の生態系や生息地を「破壊」し、それがそう

した生物種に影響を与える場合は、義務違反

の可能性が出てくることになる。

　1997 年に採択された国際水路法の一般法

である「国際水路の非航行的利用の法に関す

る条約」（以下、「国際水路条約」という）第

20 条は、「水路国は、単独で、また適当な場
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容をもつ義務となるということである。以上

の理解を前提に、規範としての生態系アプロ

ーチについての検討に移る。

Ⅲ．理念としての生態系アプローチ

　国際規範としての生態系アプローチは、ど

のような内容を持つのだろうか。未だ生態系

アプローチの普遍的な定義はないにしても、

国家実行や学説を通じて徐々に共通理解が形

成されてきていると考えられる。そこで、ま

ずそうした国家実行や学説に拠りつつ、生態

系アプローチの展開を概観した（1.）上で、

本稿の理解としての生態系アプローチの構成

要素を提示し、とりわけその構成要素の 1 つ

である「統合的管理」が既存の国際法に根本

的な問題を提起していることを示す（2．）。

１．生態系アプローチの展開

　生態系アプローチの展開を記述する研究や

文書は既に多く存在するから30、ここでは必

要最小限度で概観する。その際 De Lucia 教

授が生態系アプローチに関するモノグラフに

おいて採用した、（1）海洋法・漁業分野、（2）

生物多様性分野、（3）国際河川法分野という

区分に倣い31、生態系アプローチの展開を概

観する。

（1）海洋法・漁業分野

　1980 年に採択された CAMLR 条約が、最

も早い段階で生態系アプローチを導入した国

際条約であるとされ、現在においても生態系

アプローチの最先端をいく条約の 1 つであ

が一部となっている生態系を保護するために

適切な行動をとる」と規定する。これは、「適

切な行動をとる」とあるように、締約国に広

い裁量を認めた義務である。けれども、ホッ

キョクグマに対する脅威は、今日、人間によ

る捕獲から気候変動へと大きく転換している

にもかかわらず、同協定がこの脅威の転換に

現在でも対応できている要因の 1 つには、ホ

ッキョクグマを生態系というより広い見地か

ら保護しようとするこの規定の存在があるよ

うに思われる29。

　最後に、OSPAR 条約も生態系の保護義務

を定める。主要な義務の 1 つである第 2 条 1

項（a）は、締約国に対して、海洋生態系を

保存するために、海域を人間活動の悪影響か

ら保護する必要な措置をとることを義務付け

ている。さらに同条約附属書 V 第 2 条（a）は、

締約国に海域の生態系と生物多様性を保護

し、保存するため必要な措置をとる義務を課

しており、より明確に生態系保護義務を規定

している。

　以上、国際法における生態系の位置づけを

概観してきたが、それをまとめると以下のよ

うになろう。第 1 に生態系は、多くの条約上

の義務によって保護の対象になっており、中

には国際慣習法になっているものもあるとい

うことである。第 2 に、国際法が生態系を保

護するとは、特定の生態系の構成要素（例え

ば、特定の生物種）だけを保護することでは

なく、生物群集、無機的環境それらの背後に

ある相互依存・相互作用をも保護することを

意味するから、生態系保護義務は、広範な内
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理機関（RFMOs）でも採用されている34。北

西大西洋漁業機関（NAFO）や 北東大西洋

漁業委員会（NEAFC）など古くからある地

域的漁業管理機関では、生態系アプローチを

導入するために設立条約を改正したものもあ

る35。国連食糧農業機関（FAO）も、1995 年

に採択された責任ある漁業のための行動規

範、2001 年 10 月に共催した会議で採択され

たレイキャビク宣言、生態系アプローチに関

する技術的指針の作成をはじめとして、漁業

分野に特化した生態系アプローチの発展に貢

献してきた36。

　海洋環境分野では、1992 年に採択された

OSPAR 条約が、CAMLR 条約と並んで生態

系アプローチの最先端をいく条約である。

2003 年、OSPAR 委員会は、以下のような生

態系アプローチの定義を決定した。

海洋生態系の健全性に決定的な影響を

特定しまたそれについて行動すること

により、生態系の一体性の維持と生態

系の財とサービスの持続的利用を達成

することを目的とする、生態系とその

動態についての最良の利用可能な科学

的知識に基づく、人間活動の包括的か

つ統合的な管理37

　さらに OSPAR 委員会は、後述するように

2003 年から MPA ネットワークの設立にも

取り組んでいる。北極圏の 8 か国が 1996 年

に設立した高級レべルのフォーラムである北

極評議会も、生態系アプローチの主に科学的・

る。特に、第 2 条 3 項に規定される一般原則

は、漁獲の対象になる資源以外の資源の考慮、

生態系全体に大きな変化をもたらさないこ

と、人間活動や環境変化など生態系に影響を

及ぼす様々な要因の考慮が要請されており、

それが生態系アプローチの表れだと理解され

ている。同条約が設立する南極海洋生物資源

保存委員会は、2009 年以降、生態系アプロ

ーチの実施手段とされる大規模な MPA を公

海域に設置している32。

　1982 年に採択された国連海洋法条約は、

その前文で「海洋の諸問題が相互に密接な関

連を有し及び全体として検討される必要があ

ることを認識し」との文言、漁業資源の保存

管理において漁獲対象魚種だけでなく、それ

に「関連し又は依存する魚種」の資源量の考

慮も求めていること（第 61 条 4 項、119 条 1

項（b））、さらに前述した生態系や生息地の

保全措置に言及する第 194 条 5 項などに生態

系の考慮が認められるものの、一般に生態系

アプローチの導入は、限定的であると評価さ

れる。

　これに対して、1995 年の国連公海漁業実

施協定は、国連海洋法条約よりもより明確に

生態系アプローチを反映しているとされる。

とりわけ一般原則を定める同協定第 5 条の

（d）、（e）は、漁獲対象魚種に「関連し又は

依存する魚種」だけでなく、さらに「漁獲対

象資源と同一の生態系に属する種」について

も考慮を求めており、生態系アプローチを反

映する代表的規定とみなされている33。

　生態系アプローチは、多くの地域的漁業管
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でも、生態系アプローチは「一般原則および

アプローチ」を定める第 5 条（e）に規定さ

れている44。一方で、同草案で生態系アプロ

ーチの定義はなされておらず、またその具体

的機能も明確とはいえない45。この点、兼原

敦子教授は、BBNJ 新協定における生態系ア

プローチ導入の帰結を、事項横断規制ないし

統合的規制と捉えており注目される（この点

については、Ⅲ 2（2）「統合的管理」で詳し

く論じる）46。なおこの関連では、BBNJ 新協

定の一般原則には、生態系アプローチととも

に統合的アプローチ（integrated approach）

も規定されている47。統合的アプローチの内

容は、兼原教授がいう事項横断規制ないし統

合的規制と関わりが深く、その意味では、統

合的アプローチは生態系アプローチの一部だ

とも言える48。本稿も、この理解に基づき論

を進める。

（3）国際水路法分野

　生態系アプローチが議論されてきたもう 1

つの分野として、国際水路法分野がある。国

際 水 路 法 の 文 脈 で は、Brunnée 教 授 と

Toope 教授が執筆した論文の以下の一節が、

生態系アプローチをよく表現しており、しば

しば引用される。

生態系アプローチは、個別の構成要素

ではなくシステム全体の考慮を求める。

生物種やその物理的環境が連関してい

ることが認識されねばならず、異なる

サブシステムの間の相互作用と人間活

概念的な側面に関する発展に貢献してきてお

り38、2013 年には上記 OSPAR 条約の定義を

ほぼ踏襲する生態系アプローチの定義を決定

している39。

（2）生物多様性分野

　先に見たように生物多様性条約は、緩やか

な生態系保護義務を規定するものの、「生態

系アプローチ」という用語は、条約上にはな

い。しかし 2000 年に開催された生物多様性

条約第 5 回締約国会議は、本稿冒頭に引用し

た決定 6「生態系アプローチ」を採択した。

この決定では、生態系アプローチは「土地、水、

生物資源の統合的な管理のための戦略であ

り、衡平な保全と持続的利用を促進するもの」

と定義され、その適用は、「条約の 3 つの目

的のバランスの達成を助ける」とされてい

る40。このように生物多様性条約において生

態系アプローチは、条約目的を達成する手段

であると位置づけられている。また同決定は、

マラウィ原則と呼ばれる生態系アプローチの

12 の原則やその適用のための 5 つの指針を

定めた41。さらに 2004 年の第 7 回締約国会議

は、この原則や適用指針を敷衍する決定 11

を採択している42。

　本稿の冒頭で述べたように、BBNJ 新協定

交渉においても生態系アプローチの導入が議

論されてきた。生態系アプローチ導入の主張

は、2006 年から始まった BBNJ アドホック

作業部会の時点から一貫してなされてきた43。

2022 年 8 月の政府間会議第 5 会期を前に公

表された草案（以下、「2022 年草案」という）
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全体の保護を目指すということである。その

理由は、そうした特定の生物種も、他の生物

種や非生物的環境との相互依存（＝生態系）

の中で生きているため、それだけを保存しよ

うとしても限界があるからである。

　この生態系全体への考慮は、とりわけ漁業

資源をはじめとする生物資源の保存管理の文

脈で顕著に現れる。生物資源の保存管理のア

プローチとして、伝統的な単一種管理から複

数種管理への変化が指摘されるが53、これは

生態系全体の考慮の現れとみることができ

る。また国連海洋法条約から国連公海漁業協

定さらに CAMLR 条約に至る、生物資源の

保存管理の対象の拡大は先に見た通りであ

る。

　生態系全体の考慮は、生態系が存在する空

間の保護とも結びつく54。これは、生物群集

と非生物的環境それらの相互作用という生態

系全体を保護するためには、それが存在する

空間自体を保護することが有効と考えられる

からである。MPA をはじめとする保護区の

設置は、空間の保護の代表的な手段として考

えられている55。こうして一般に MPA を含

む保護区は、生態系アプローチの実施手段と

して理解されるに至っている。

　さらに生態系全体の考慮は、同一の生態系

とその構成要素に影響を与えるあらゆる要因

を考慮に入れて、生態系や人間活動の管理を

行っていくということでもある。この点は、

次に見る統合的管理や累積的影響の評価につ

ながってくる。

動から生じるストレスに対するそれら

の反応に注意しなければならない49。

　また先行研究をみれば、国際水路法におけ

る生態系アプローチは、前述した生態系保護

義務を規定する国連水路条約第 20 条やその

元となった個別の条約の類似規定の解釈論と

して議論されてきた50。具体的には、重要な

論点として、伝統的な「汚染」、「重大な害」、

「越境性」などを要件としていない、生態系

保護義務が結局のところ何を要求しているの

か、また衡平利用義務や越境損害防止義務な

ど他の規則との関係性が議論されてきた51。

２．生態系アプローチの構成要素

　以上のように、生態系アプローチは、様々

な文脈で議論され定義されてきているが、普

遍的に認められている定義は存在しない。こ

のため国家実行等の検討から生態系アプロー

チの共通要素を抽出するということが学説上

行われてきた52。それに倣って、本稿の理解

を示せば、国際法の観点からみた、生態系ア

プローチの構成要素は、（1）生態系全体の考

慮、（2）統合的管理、（3）科学的知見の重要

性、（4）生態系アプローチの目的は生態系の

持続可能な利用であること、の 4 点に整理で

きると考える。

（1）生態系全体の考慮

　第１に生態系アプローチは、生態系全体の

考慮を求める。すなわち、生態系アプローチ

は、特定の生物種の保護だけでなく、生態系
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組みで十分に規制されていても、他の枠組み

で十分に規制されていない場合、当該生態系

の実効的な保護ができない可能性がある。こ

の問題は、いわゆる国際法の断片化の具体的

な発現とみることができる57。

　第 2 に、たとえ同一生態系に影響を与える

あらゆる人間活動がその種類ごとに十分規制

されていたとしても、当該生態系に対する複

数の種類の人間活動がもたらす複合的な影響

が見過ごされる可能性がある。例えば、兼原

敦子教授は、BBNJ の保全と持続的利用の文

脈において、生態系アプローチに基づく統合

的規制の導入が不可欠であるとして、以下の

ように言う。

「統合的」規制ということの意味は、船

舶航行、漁獲活動、船舶が生息地に対

して持つ効果を、それぞれの利用が生
4 4 4 4 4 4 4 4 4

息地に対して持つ効果の相互作用や相
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

乗効果を評価することにより
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、生息地

に対する影響を統合的に評価して生息

地保護の観点からそれぞれの利用に対

して必要な規制を決定していくという

ことであろう58。（傍点稲垣）

　こうした様々な種類の人間活動がもたらす

「相互作用や相乗効果」は、より一般的には「累

積的効果（cumulative impacts or effects）」

と呼ばれる59。ここで累積的効果が問題にな

るのは、既存の事項別管理の欠点を埋める必

要からである。すなわち既存の国際法は、人

間活動が環境に与える影響は、その活動の種

（2）統合的管理

　第 2 に、生態系アプローチは、生態系全体

の考慮を求めることの帰結として、人間活動

あるいは生態系の統合的管理（integrated or 

holistic management）を要請する。これは

先に見た生態系アプローチの定義にも明示的

に統合的管理という文言が含まれていること

にも示される。ここでまず問題となるのは、

「統合的」の意味である。つまり「統合的」

とは何の統合かということである。本稿は、

国際法の観点から見れば、「統合的管理」には、

少なくとも事項間統合と区域間統合が含まれ

ると考える56。以下では、それぞれについて

説明するとともに、それらが既存の国際法の

あり方に根本的な問題提起をしていることを

示す。

（a）事項間統合

　事項間統合とは、同一生態系に影響を与え

る様々な種類の人間活動や環境要因を統合的

に管理するということである。この事項間統

合が必要な理由は、これまでの国際法が主に

人間活動の種類ごとにそれに対処するための

条約などの国際的な枠組みを作り、規制を図

ってきたからである（事項別管理）。この事

項別管理は、大きな成果を上げてきた一方で、

少なくとも 2 つの問題を提起する。第 1 に、

人間活動は、その種類ごとにそれぞれ別個の

国際的枠組みの下で規制されているため、同

一生態系に影響を与える人間活動のうち、十

分に規制されているものと、そうでないもの

が生じてしまう可能性である。ある 1 つの枠
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分け、それぞれの区域で国家の権利義務を設

定してきた（区域別管理）。しかしこの区域

別管理は、とりわけ海洋法の文脈において海

洋環境の保護や生物資源の保存管理との関係

で一定の限界があることが以前から指摘され

てきた61。すなわち、生態系は、空間的に人

為的に引かれた区域の境界線と無関係に存在

するため、区域によって国家の採る海洋環境

保護や生物資源の保存管理のための措置が異

なり、生態系の一体的な保護がなされない可

能性があるのである。より具体的には、国連

海洋法条約の下では、沿岸国は、排他的経済

水域において生物資源の開発、保存及び管理

のための主権的権利と海洋環境の保護及び保

全のための管轄権を持つため（第 56 条 1 項）、

生態系が隣り合う国の排他的経済水域にまた

がって存在する場合、両国の海洋環境保護や

生物資源の保存管理のための措置が異なり、

その生態系が一体的に保護されない可能性が

生じる。こうした問題は、諸国が属地的な管

轄権を持たない公海とそれに隣接する排他的

経済水域との間に存在する生態系の保護にお

いても生じる。さらに同様の問題は、原理的

には海域にとどまらず、複数国の領土にまた

がって存在する生態系についても生じる。他

方で、空間を複数の区域に分けて国家の権利

義務を設定する方式は、複数の主権国家が地

球上に共存するための基盤（共存の国際法）

であり、それを根本的に変更することは極め

て困難であり、また望ましくもないであろ

う62。かくして区域別管理を維持しながらも、

一体的な生態系保護を図ることはいかにして

類ごとにそれに対処する国際的枠組みにおい

て、許容できるものか否かが判断され、許容

できない場合は規制されてきた。しかし、こ

うした事項別管理で看過されてきたのは、複
4

数の異なる種類の
4 4 4 4 4 4 4 4

人間活動が、同一の環境や

生態系に与える影響の総和やそれらの組み合

わさった影響が許容されるのかということだ

った。つまり 1 つの種類の人間活動だけでみ

れば許容されていた影響も、他の種類の人間

活動の影響と組み合わさることにより、許容

できなくなる可能性があるのである。こうし

た背景から生態系アプローチが累積的効果の

考慮を要請することは、国家実行上も学説上

も広く認められるようになっている60。

　以上の 2 つ問題は、先に指摘した同一生態

系に影響を与えるあらゆる要因
4 4 4 4 4 4

を考慮しよう

とする生態系アプローチの規範的要請から生

じていると思われる。かくして生態系アプロ

ーチに基づく事項間統合の要請は、事項的・

空間的な権限に限界のある国際枠組みが既に

多く存在する中、いかに複数種類の人間活動

を統合的に管理できるのかという、既存の国

際法にとって本質的な課題を提示していると

言える。

（b）区域間統合

　これに対して区域間統合とは、領土、排他

的経済水域、公海、深海底といった区域によ

って異なる、生態系保護のための措置を調整

し、一体的な生態系保護を実現するというこ

とである。これまで国際法は、空間を領土、

排他的経済水域、公海、深海底などの区域に
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れるのも、その実質的な理由は、生態系を取

り巻く科学的知見の不確実性にあると考えら

れる。さらに生態系に関する科学的知見の状

況やその変化に応じて、その管理も臨機応変

に変化させるという順応的管理（adaptive 

management）の重要性も生態系アプローチ

との関連で指摘される66。

（4）目的としての生態系の持続可能な利用

　最後の構成要素は、生態系のアプローチの

目的が、生態系の持続可能な利用であるとい

うことである。ここで生態系の持続的利用と

は、具体的には、生態系サービスの持続的利

用ということである。これは、特に先にみた

OSPAR 委員会による生態系アプローチの定

義に明示的に現れている。一般に、生態系ア

プローチの導入は、人間活動の規制を厳格化

するものと言われるが67、これは人間による

生態系サービスの利用を禁止することを意味

しない。そうではなく、人間活動が生態系に

不可避的に与える影響を一定限度内に収める

ことにより、その持続可能な利用を確保しよ

うということである。したがって、抽象的に

は、持続可能な利用や持続可能な発展といっ

た概念が、生態系アプローチを限界付ける役

割を果たすともいえる68。

Ⅳ．国際法による統合的管理の実現

　本節では、前節で明らかにした理念として

の生態系アプローチの構成要素のうち、国際

法の観点から最もチャレンジングであると考

えられる統合的管理に焦点をあて、それが具

可能かという問題が提起されるのである。

　以上説明した生態系アプローチに基づく統

合的管理は、国際法（国際社会）だけでなく、

国内法（国内社会）においても求められるも

のである63。しかし、既存の国際社会の構造

や国際法の規律のあり方に鑑みれば、統合的

管理は、事項間統合も区域間統合のいずれも、

とりわけ国際法（国際社会）にとって本質的

な問題を提起するものといえる。このため本

稿では、この生態系アプローチの求める統合

的管理が、どのようにまたどの程度具体的な

国際法の規則や制度を通じて実現されている

のかを IV において改めて検討する。

（3）科学的知見の重要性

　科学的知見の重要性とは、生態系アプロー

チを実現するためには、生態系の構造や機能、

人間活動が生態系に与える影響などを評価す

るために科学的知見が重要な役割を果たすと

いうことである。このことは、先に見た生態

系アプローチの定義に「利用可能な最良の科

学に基づき」との文言が入っていることに示

される。また生態系における構成要素のすべ

ての相互作用を解明することは原理的に不可

能であるとされるので、「完全な科学的確実

性の欠如を環境悪化を防止するための費用対

効果の大きい対策を延期する理由として援用

してはならない64」という予防的アプローチ

の適用も関連してくる。生態系アプローチと

予防的アプローチがしばしばセットで言及さ

れるのも、また予防的アプローチは生態系ア

プローチの適用の不可分の一部だと主張65 さ
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われることが予定されている他の活動との累

積的影響の評価を義務付けるものは、現状、

稀であると言えよう71。

　こうした観点からまず注目されるのが、環

境法の専門家による起草を経て 1987 年に国

連環境計画（UNEP）の管理理事会によって

採択された「環境影響評価の目標と原則」と

いう EIA の非拘束的なガイドラインであ

る72。これは、国際平面で EIA を扱う初期の

文書でありながら、累積的影響を評価項目の

1 つとして含めている。すなわち、その原則

4（d）項は、「EIA は、少なくとも以下のも

のを含むべき（should）である」との柱書に

続き、「直接的、間接的、累積的、短期的及

び長期的な影響を含む、提案される活動とそ

の代替案の、見込みのある又は可能性のある

環境影響の評価」（下線稲垣）と定め、EIA

に少なくとも累積的影響が含まれることを求

めている。ただし同文書では、累積的影響の

定義はなされていない。

　また例外的に EIA において累積的影響の

評価を義務付けてきたのが、南極条約体制で

ある。南極条約体制では、早くも 1980 年代

から累積的影響の評価を導入してきた。その

最初の例が、1987 年に南極条約協議国会議

によって採択された勧告 XIV-2 である。こ

れは、環境影響評価についての勧告であり、

前文では前述の UNEP の「環境影響評価の

目標と原則」も参照されている。同勧告は、

2 段階の EIA を採用しており、その第 2 段

階の包括的環境評価（CEE）は「既存の活

動及び他の既知の計画されている活動を考慮

体的な国際法の規則や制度によってどの程度

実現されているのか、またその際の限界を検

討する。以下では、統合的管理を、前述した

事項間統合と区域間統合に分節して検討す

る。なお、以下で検討する具体的な国際法の

規則や制度は、統合的管理を実現する手段の

網羅的なリストではないことをお断りしてお

く。

１．事項間統合

　まず事項間統合を実現する具体的な国際法

の規則や制度として、（1）累積的影響の評価

義務と（2）事項横断的な（海洋）保護区、（3）

国連海洋法条約第 192 条について検討する。

（1）累積的影響の評価義務

　理念としての生態系アプローチの実現する

1 つ目の国際法の規則や制度は、上述した累

積的影響の評価義務である。ここでは累積的

影響が、主に環境影響評価（以下、「EIA」

という）の一環で評価される実行を見ていき

たい。今日、EIA の実施は、多くの条約で

義務として規定されており、また特に越境

EIA の実施は一般国際法上の義務にまでな

っているとされる69。けれども、条約で EIA

の実施が求められている場合でも、具体的な

評価項目については国内法に委ねられている

場合も多く70、条約が細かく評価項目を定め

ている場合でも、多くは問題となっているこ

れから実施を計画する事業自体がもたらす影

響についてである。したがって、国際平面に

おいて他の既に行われている又はこれから行
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あると指摘する77。その具体的な方法として、

ガイドラインは、関連する複数の活動の事業

者による共同 EIA の実施、EIA データベー

スのような過去から将来にわたる活動に関す

るデータベースの活用、関連する事業者との

直接協議などを挙げている78。

　南極条約体制において累積的影響の評価を

なしうる法的・制度的要因としては、第 1 に、

そもそも環境保護議定書自体が原則としてあ

らゆる種類の人間活動をその規律の対象とし

ていること79、第 2 に、議定書上の累積的影

響の意味が比較的明瞭であり、さらにガイド

ラインで敷衍されていること、そして第 3 に、

他の締約国（の事業者、私人）が南極条約地

域のどこで、どのような活動を行っているの

か知り得る仕組みがあること、に求められる

と思われる。とりわけ、第 3 のポイントは累

積的影響の評価一般を考える上で決定的に重

要である。Bastmeijer 教授が議定書に関す

るモノグラフで指摘するように「累積的評価

は、過去・現在・将来の活動、その場所、そ

してその影響に関する利用可能なデータが存

在する場合に初めて評価が可能になる80」。こ

の点、南極条約体制には、比較的充実した情

報共有の仕組みが存在する。まず議定書上に

は、CEE の評価書の公表義務があり、オン

ライン上 EIA データベースが整備されてい

る81。南極条約第 7 条 5 項は、自国の船舶、

探検隊、基地などについての通告義務を課し

ており82、これに従って通告された情報もシ

ーズンごとに電子情報公開システム（EIES）

に公表・蓄積されている。また南極条約第 3

した上での計画された活動の累積的な影響の

検討」を含むべき（should）だとしている73。

勧告には累積的影響の定義規定はないもの

の、問題となっている計画中の活動と過去・

現在・将来の他の活動の複合的な影響を想定

しているものと考えられる。さらに 1988 年

に作成され未発効の南極鉱物資源活動規制

（CRAMRA）においても EIA やその他の複

数の文脈で累積的影響の考慮が求められてい

る74。

　累積的影響の観点から南極条約体制におい

て最も重要なのは、南極条約環境保護議定書

の EIA である。議定書は、3 段階の EIA の

制度を採用しており、その第 2 段階の初期環

境評価（IEE）と第 3 段階の包括的環境評価

（CEE）において「既存の活動及び他の既知

の計画されている活動を考慮した上での計画

された活動の累積的な影響の検討」を影響評

価書に含めることを義務付けている（附属書

I 第 2 条 1 項（b）、3 条 2 項（f））。議定書自

体に累積的影響の定義規定はないが、協議国

会議は EIA ガイドラインを作成して補完し

てきた75。その最新版のガイドラインは、累

積的影響を「過去、現在、及び合理的に予見

可能な活動（activities）の組み合わされた影

響76」と定義する。またガイドラインは、累

積的影響を「新たな分野」であり「十分に特

定するのが最も難しい影響の 1 つ」と評しつ

つ、累積的影響を特定する際には、空間的お

よび時間的側面を考慮に入れ、同じ場所また

は地域内で実施された、実施されているまた

は実施され得る活動を特定することが重要で
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定義として 2 つのオプションが併記されてい

るが、いずれの定義も、これから開始する活

動と、過去から将来にわたっての他の活動と

の複合的な影響を念頭に置いているようであ

る88。ここで他の活動の範囲は明確ではない

が、この点は協定発効後に科学技術機関が起

草し締約国会議が採択する EIA の指針で具

体化されることが予想される89。さらに注目

すべきは、この定義では、他の人間活動だけ

でなく気候変動や海洋酸性化などの環境要因

も累積的影響の考慮要素となっていることで

ある。他方で、EIA における累積的影響の

評価の実施は、政府間会議第 4 会期を前に

2019 年に公表された草案（以下、「2019 年草

案」という）90 と比べると 2022 年草案では、

義務的なものからより裁量的なものへと変化

しているようにも見える91。また同協定では、

生物多様性条約に倣って情報の交換の仕組み

（clearing-house mechanism）が設けられる

予定であり、それが累積的影響の評価にどの

程度寄与し得るかも注目されよう。

　EIA ではないものの92、特定の活動を行う

際に他の様々な種類の人間活動の影響を考慮

に入れることを要請する規定として、先述し

た国連公海漁業協定第 5 条（d）がある。同

条は、以下のように規定する。

漁獲その他の人間の活動及び環境要因

が、漁獲対象資源及び漁獲対象資源と

同一の生態系に属する種又は漁獲対象

資源に関連し、若しくは依存している

種に及ぼす影響を評価すること。

条には、科学的情報の交換の規定がある。一

般化すれば、こうした締約国間での情報共有

のための仕組みが整備されていなければ、実

効的に累積的影響の評価をすることは困難で

あるように思われる。

　南極条約体制以外にも累積的影響に関する

新たな展開として注目すべき事例がある。国

際海底機構（ISA）で行われている開発規則

の作成と BBNJ 新協定の交渉である83。まず

ISA で は、 現 在、 鉱 物 資 源 の 開 発

（exploitation）規則の作成が進められている。

こ れ は、 既 に 採 択 さ れ て い る 概 要 調 査

（prospecting）及び探査（exploration）規則

とともに、一般にマイニングコードと呼ばれ、

法的拘束力をもつ。法律・技術委員会が起草

した最新版の草案84 では、第 4 部「海洋環境

の保護及び保全」の規則 47 に EIA に関する

規定がおかれ、また附属書 IV「環境影響文書」

に EIA に関するフォーマットが規定されて

いる。このフォーマットでは、鉱物資源開発

活動の物理化学的環境、生態学的環境及び社

会・経済的環境への影響評価の際に累積的影

響の評価が求められている85。他方で、草案

に累積的影響の定義についての直接の規定は

なく、現時点でこの「累積的影響」の指し示

す範囲は不明確である86。

　周知のとおり、BBNJ 新協定の交渉におい

て EIA は、4 つの交渉パッケージのうちの 1

つとなっており87 その文脈で累積的影響も議

論されている。まず新協定草案で特徴的なの

は、「累積的影響」の定義規定が存在するこ

とである。2022 年草案は、「累積的影響」の
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（2）事項横断的な（海洋）保護区

　事項間統合を実現するためのもう 1 つの手

段は、事項横断的な（海洋）保護区である。

前述のように（海洋）保護区の制度自体は、

生態系保護や生態系アプローチの有効な実施

手段と考えられてきたけれども、これまでに

国際的な枠組みによって設置されてきた（海

洋）保護区では、原則的には、当該枠組みが

事項的な権限を有する特定の種類の人間活動

のみが規制されてきた。ところが生態系アプ

ローチの重要性が認識されるにつれ、特に国

家管轄権外の海域おいて複数種類の人間活動

を規制し得る海洋保護区（＝事項横断的な海

洋保護区）の必要性が主張されるようになっ

た93。その理由は、とりわけ国家の一方的行

為により海洋保護区の設置することのできな

い国家管轄権外の海域において、先に指摘し

た事項別管理の問題点、すなわち事項間の不

統一性と複数種類の人間活動の累積的影響と

いう問題点が顕在化するからである。

　しかしながら、先行研究によると、事項横

断的な MPA は、ほとんど存在しないか、存

在したとしても「ささやかな」ものと評価さ

れてきた。例えば、加々美康彦教授は、国家

管轄権外区域にある事項横断的な MPA の例

として CAMLR 条約における海洋保護区と

OSPAR 条約における海洋保護区を検討して

いる94。その結果、CAMLR 条約の MPA は「さ

さやかな事項横断」に留まっており、また

OSPAR 条約の MPA は「ささやかで不安定」

な事項横断と評している95。そもそも事項横

断の意味が曖昧なことから、論者によって評

　この規定は、生態系アプローチの観点から

は、「漁獲対象資源と同一の生態系に属する

種又は漁獲対象資源に関連し、若しくは依存

している種」という後半の部分が注目されが

ちであるが、ここで注目すべきは、前半部分

の「漁獲その他の人間の活動及び環境要因が」

という部分である。すなわち漁業資源の保存

管理を行う上で、漁業以外の
4 4 4 4 4

人間活動や環境

要因の考慮を義務付けていることが重要であ

る。ここで「その他の人間の活動」としては、

船舶の航行、石油・ガス開発、深海底の開発

活動などが、また「環境要因」としては、気

候変動、海洋酸性化などが想定されるであろ

う。この規定は、明示的に累積的影響という

用語を用いていないが、漁業資源管理の文脈

での累積的影響の考慮を義務付ける規定であ

る考えることができる。

　以上の検討から重要であると思われるの

は、これまでの事項別管理を根本的に変更し、

あらゆる種類の人間活動を一元的に管理する

ような国際制度を設立しなくても、特定の種

類の人間活動を管理する際に、EIA など通

じて、同一生態系に影響を与える他の人間活

動との累積的影響を考慮することにより、一

定程度の事項間統合が実現可能であるという

ことである。ただしその場合でも、累積的影

響の意味内容が不明確であったり、また同一

生態系に影響を与える異なる種類の人間活動

に関して情報共有する仕組みがなければ、累

積的影響は実効的に評価しえないだろう。
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　ここまで見てきたのは専ら海域を対象とす

る保護区であったが、南極条約体制の下では、

陸域を主な対象とする事項横断的な保護区が

ある。それが南極条約環境保護議定書附属書

V に規定される特別保護地区（ASPA）と特

別管理地区（ASMA）である102。ASPA は、「環

境上、科学上、歴史上、芸術上若しくは原生

地域としての顕著な価値若しくはこれらの価

値の組合せ又は実施中若しくは計画中の科学

的調査を保護するため」に設置され、ASPA

に立ち入るためには締約国が発給する許可証

が必要となる（附属書 V 第 3 条 1・4 項）。

これに対して ASMA は、「活動を計画し及

び調整することを補助し、生ずることのある

紛争を回避し、締約国間の協力を一層推進さ

せ又は環境への影響を最小にするため」に設

置され、「活動（activities）が累積的な環境

への影響をもたらすおそれがある地区」も含

めることができる（同第 4 条 1、2 項 (a)）。

ASPA への立ち入りには許可証は必要ない。

ASPA や ASMA における具体的な規制措置

は、個別の管理計画で詳細に定められる。

ASPA の管理計画には許可証発給の条件と

して地区内で実施することのできる活動が定

められ（同第 5 条 3 項（i）（ii））、ASMA の管

理計画には行動指針として地区内で実施する

ことのできる活動が定められる（同第 5 条 3

項（j）（ii））。ASPA も ASMA も海域に設置

する場合は、南極海洋生物資源保存委員会の

事前の承認が必要となる（同第 6 条 2 項）。

これまで専ら海域に設置された ASPA が 6

つあり、一部海域に設置された ASPA が 14

価が分かれることはあるにしろ、一般論とし

て、海洋保護区を設置する国際的枠組みの権

限に事項的な制約があることから、単一の国

際枠組みによって事項横断的な保護区の設置

が難しいのは確かであろう。

　このように単一の国際的枠組みによって事

項横断的な海洋保護区を設置するのは難しい

ことから、代替策として関連する複数の国際

枠組みが協力・調整を行うという手段が考え

られる96。そうした一例として、北東大西洋

を共に管轄する OSPAR 条約と北東大西洋漁

業委員会（NEAFC）の協力がある。まず前

提として OSPAR 条約附属書 V「海域の生態

系と生物多様性の保護および保存」の下、

OSPAR 委 員 会 は、 国 家 管 轄 権 外 区 域 に

MPA の設置を含む措置をとり得るが（同附

属書第 3 条）、漁業管理に関する措置は採択

することができないとされていた（同附属書

第 4 条 1 項 ）。 こ こ で 注 目 さ れ る の は、

OSPAR 委員会が 2010 年に設置した国家管

轄権外の 6 つの MPA97 と NEAFC が 2009 年

より着底漁業（bottom fishing）を禁止する

ために設置している禁漁区98 は空間的に多く

重複していることである。したがって、この

重複海域では、事実上、事項横断に近い海洋

保護区となっている99。さらにその後、この

2 つの機関は、2014 年に国家管轄権外の選定

区域の協力と調整に関する集団取極を採択し

協力関係を深化させている100。このように事

項間統合は、事項的な権限を異にする既存の

国際枠組み間の協力・調整により実現できる

場合もある101。
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条は国家に対する直接的義務だけでなく、相

当の注意義務を課すとされるが107、同条違反

の敷居や要求される注意の程度 ･ 内容があら

ゆる種類の人間活動に関して同一であるかは

明らかではない。

２．区域間統合

　続いて区域間統合を実現する具体的な国際

法の規則や制度として、（1）隣接する異なる

区域の措置の調整と（2）越境（海洋）保護

区ネットワーク、（3）国連海洋法条約第 192

条について検討する。

（1）隣接する異なる区域の措置の調整

　区域間統合を実現する 1 つの手段は、隣接

する異なる区域に適用される環境保護や生物

資源の保存のための措置の内容を調整するこ

とである。そうすることで隣接する異なる区

域にまたがって存在する生態系や生物資源を

一体的に保護することが可能になる。こうし

た措置の調整をもとめる具体的な条約規定

は、南極海洋生物資源保存条約第 11 条、南

極条約環境保護議定書第 6 条 3 項、OSPAR

条約附属書 V 第 3 条 1 項（c）など様々な条

約に見出すことができるが、これまで最も議

論がなされてきたのは、以下で検討する

1995 年の国連公海漁業協定第 7 条 2 項に規

定されるいわゆる一貫性原則である。

　問題の背景は、国連海洋法条約においては

排他的経済水域ではその沿岸国が天然資源に

関する主権的権利を持ち（第 56 条 1 項（a））、

公海ではすべての国に漁獲を行う権利が認め

あるという103。附属書 V 上に ASPA および

ASMA の管理計画の内容に対する明確な事

項的な制約はないが、とりわけ海域に設置さ

れる場合に議定書第 4 条 2 項や南極条約第 6

条によって実質的に制約されるという解釈は

あり得る。南極環境保護議定書における保護

区が事項横断的でありうる要因としては、前

述したようにそもそも議定書があらゆる種類

の人間活動を原則としてその適用対象として

いること、さらに議定書が南極地域の「原生

地域としての価値」を保護しようとしている

こと（議定書第 3 条 1 項）104 が大きいように

思われる。

（3）国連海洋法条約第 192条

　事項間統合を実現する国際法規則として最

後に検討するのは、海洋環境の保護および保

全に関する一般的な義務を規定する国連海洋

法条約第 192 条である。国連海洋法条約第

12 部第 5 節では、様々な種類の海洋環境の

汚染に関する詳細な規定を置くが、第 192 条

は、汚染を要件としていないため、汚染の防

止を超える義務を課すと考えられている105。

それに加え、過去の国際判例では第 192 条が

生物資源の保存管理にも適用されることが認

められており106、実際に南シナ海仲裁本案裁

定では、絶滅の危機に瀕していると国際的に

認められている生物の採捕（の容認）につい

て同条違反が認定された。こうしてみてくれ

ば第 192 条の規律はあらゆる種類の人間活動

に及ぶように思われ、そうだとすれば同条は、

事項的統合に寄与すると言える。一方で、同
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る111。地域的漁業管理機関の設立条約には、

国連公海漁業協定の一貫性原則を参照した

り、それに類似した規定を置いたりするもの

がある112。近年の例では中央北極海無規制漁

業防止協定第 3 条 6 項が、締約国は国連公海

漁業協定「第 7 条の規定に従い、中央北極海

における国の管轄の内外の水域に存在する魚

類資源全体の保存及び管理を確保するため、

当該魚類資源に関する保存管理措置の一貫性

を確保することに協力する」と規定する。さ

らに最も具体的なレベルでは、一貫性原則は、

地域的漁業機関における漁獲可能量を含む保

存管理措置を決定するための交渉において機

能する113。

　隣接する異なる区域での措置の調整の問題

は、BBNJ の新協定交渉においても議論がな

されている。議論のきっかけは、交渉初期に

太平洋島嶼国が、BBNJ の保存と持続的利用

の措置に、隣接沿岸国が優先して関与するこ

とを主張したことであるとされる114。現在、

この問題は、主に国家管轄権外区域に設置さ

れる海洋保護区を含む区域型管理措置と隣接

する沿岸国の利益や措置の関係性というかた

ちで議論されている115。2019 年草案第 15 条

4 項は、「この部に従って採択される措置（稲

垣注：海洋保護区など区域型管理措置のこと）

は、沿岸国により管轄権内の隣接海域におい

て採択される措置の実効性を損なってはなら

ず、国連海洋法条約の関連規定に反映される

全ての国の権利、義務、正当な利益に妥当な

考慮を払う116」と規定しており、特に前段部

分からは措置の調整における隣接沿岸国の優

られている（第 116 条）ため、特に排他的経

済水域と公海を行き来する魚種（ストラドリ

ング魚種と高度回遊性魚種）に関して一体的

な資源管理が行われない可能性があったこと

である。一方、国連海洋法条約もこの問題を

認識しており、排他的経済水域の沿岸国と公

海漁業国に協力義務を課していたが（第 63

条 2 項、64 条 1 項）、その協力義務の内容は

明確ではなかった108。そこで国連公海漁業協

定第 7 条 2 項は、「公海について定められる

保存管理措置と国の管轄の下にある水域につ

いて定められる保存管理措置とは、……一貫

性のあるものでなければならない」と規定し、

一貫性という両区域間の措置調整のための実

体的な基準を設けた点で意義深い。

　さらに第 7 条 2 項は、一貫性のある保存管

理措置を決定するにあたり、（a）から（f）

の考慮すべきまたは確保すべき 6 つの事柄を

列挙する。そのうちの（a）の後段は、「公海

において決定される措置が、沿岸国が自国の

管轄水域内で定め、適用する措置の実効性を

損なわないことを確保する」と規定している。

反対に沿岸国の措置が公海において定められ

る措置の実効性を損なわないことを確保する

という規定は存在しないため、一貫性のある

措置を決定する上での沿岸国の優位性が指摘

されるが109、そうした優位性は当然には認め

られず沿岸国と公海漁業国のバランスは揺ら

いでいないとの見方もある110。

　この一貫性原則が具体的に適用されるの

は、公海における魚類資源の保存管理措置を

決定する地域的漁業管理機関においてであ
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義している120。海洋保護区ネットワークが求

められる背景には、海洋の生態系、種、沿岸

共同体が、海流、風など様々な形でつながっ

ていること、また魚類やカメ、海産哺乳動物

を含む多くの種は、移動性を有し餌場と繁殖

地が異なることなどが指摘されている121。つ

まり保護区ネットワークは、こうした離れて

いるが連関している空間を保護区でリンクさ

せることにより、移動性の種とそれを取り巻

く生態系の保護を意図している。

　加えて本稿が着目するのは、一国家の管轄

権内区域に設けられた保護区ネットワークで

はなく、「越境的」なそれである。すなわち

ネットワークを構成する個々の保護区が複数

国の国家管轄権内区域および / または国家管

轄権内外の区域に設置されているものであ

る122。こうした越境保護区ネットワークは、

複数国の国家管轄権内区域や国家管轄権の内

外の区域を超えて、そこに存在する生物の生

態に即した一貫した保護を提供できる点で、

区域間統合を実現する手段と位置付けること

ができよう。

　こうした越境海洋保護区ネットワークの一

例として、OSPAR 条約における海洋保護区

ネットワークがある。OSPAR 条約の海洋保

護区ネットワークは、2003 年の勧告に基づ

いて設立され、国家管轄権内海域に設立され

た MPA と国家管轄権外海域に設立された

MPA から構成される123。前者に関しては締

約国が、OSPAR 委員会により採択された同

定・選定指針の要件を満たす、自らの管轄権

内区域にある海域を選定し OSPAR 委員会に

位性が認められているようにみえる。これに

対して学説では、2 つの区域の措置の調整す

る手段として一貫性原則や妥当な考慮義務の

導入などが提案されているが、国連海洋法条

約の多数の条文で用いられている妥当な考慮

義務を導入するという提案が、同条約との整

合性の観点から、有力になりつつある117。他

方で西本教授は、生態系アプローチを強く主

張する国々がこの妥当な考慮義務を受け入れ

るのか懸念もあるとする118。たしかに単に妥

当な考慮を払うというよりも、調整のための

何らかの実体的な基準がある方（それが「一

貫性」であるかは別として）が、実効的な措

置の調整が可能になるようにも思われる。

2022 年草案の関連規定でも、幾つかの文言

の削除および追加はあるものの基本的な条文

構造は維持されている119。

（2）越境
4 4

（海洋）保護区ネットワーク
4 4 4 4 4 4

　 越 境（ 海 洋 ） 保 護 区 ネ ッ ト ワ ー ク

（transboundary network of protected 

areas）も区域間統合を実現する手段となり

得る。既に「保護区」自体についてはこれま

でも触れてきたが、ここでの強調点は、「越境」

と「ネットワーク」にある。まず「保護区ネ

ットワーク」とは、複数の保護区をネットワ

ーク化したものである。例えば国際自然保護

連合（IUCN）は「MPA ネットワーク」を、「生

態学的な目標を単一の海洋保護区よりも効果

的・包括的に達成できるようにするため、様々

な空間的な規模と保護レベルで協力的、相乗

的に機能する個々の海洋保護区の集合」と定
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130、枠組み自体には法的拘束力はなく、また

各北極国がそれぞれの権限、優先順位、スケ

ジュールに基づき MPA の発展を追求するこ

とを強調する131。さらに同枠組みは、汎北極

MPA ネットワークを構成する MPA の基準

を定めるものの132、具体的にどの MPA がネ

ットワークを構成するのか特定しておらず、

またその管理や監視の手続きなども規定され

ていない。汎北極海洋保護区ネットワークは、

形成途上の越境海洋保護区ネットワークであ

るが、現時点において、国家管轄権内に存在

する MPA の国際平面における調整の度合い

は、OSPAR 条約の海洋保護区ネットワーク

のそれよりも弱いと言える133。

　以上は、越境海洋保護区ネットワークの例

であったが、「特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約」（以下、「ラム

サール条約」という）の登録簿に掲げられた

国際的に重要な湿地も、主に陸域の越境保護

区ネットワークと位置付けることができ

る134。ラムサール条約では、締約国が自国領

域内の湿地を登録簿に掲げることになってい

る。条約は、登録簿に掲げられる湿地の選定

基準として「生態学上、植物学上、動物学上、

湖沼学上又は水文学上の国際的重要性」を挙

げている（第 2 条 2 項）。締約国は、登録簿

に掲げられた湿地に関して、その保全及び適

正な利用を促進するため、計画を作成し実施

する義務（第 3 条 1 項）、その生態学的特徴

の変化に関する情報を入手し事務局に通報す

る義務（第 3 条 2 項）、湿地に自然保護区を

設けて湿地と水鳥の保全を促進し、また自然

報告することにより MPA ネットワークに組

み込まれる124。後者に関しては、締約国が、

同定・選定指針を満たす国家管轄権外海域を

委員会に対して提案し、それに基づき委員会

が決定することにより MPA ネットワークに

組み込まれる125。2018年の状況報告によれば、

OSPAR 条約の MPA ネットワークは、全体

で 496 の MPA から構成されており、その内

の 486 が国家管轄権内海域に、残りの 10 が

国家管轄権外海域に設定されている126。さら

に締約国は、上記 2003 年の勧告に基づき、

ネットワークに組み込まれた国家管轄権内海

域の MPA に関して、OSPAR 委員会が採択

した管理指針に従って管理計画の作成と管理

措置の決定、さらに MPA の選定や管理計画

の変更に関して委員会に報告を行うことも求

められている127。もっとも、こうした要請は、

勧告であり法的拘束力はないことには留意が

必要である。

　北極海でも越境海洋保護区ネットワークの

形成が進められている。その骨格が示された

のが 2015 年に北極評議会の北極圏海洋環境

保護作業部会（PAME）が作成し、同年の

閣僚会合で承認された、汎北極海洋保護区ネ

ットワークの枠組みという文書である128。こ

の文書によると、枠組みの目的は、「北極国

の国家管轄権内に存在する MPA と MPA ネ

ットワークの発展を指導する（inform）129」

ことであるという。したがってこの MPA ネ

ットワークは、国家管轄権外海域を対象とし

ていない。同枠組みは、汎北極 MPA ネット

ワークの原則・目標・目的を定める一方で
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いう限定があるとはいえ、区域間統合に資す

ると言える。一方で、先述のように同条は、

国家に対する直接的義務に加え相当の注意義

務も課すが、同条違反の敷居や要求される注

意の程度・内容があらゆる区域で同一である

かは明らかではない。

Ⅴ．おわりに

　本稿は、理念としての生態系アプローチを

具体的な国際法の規則や制度の実施を通じて

実現することの現状と課題を明らかにするこ

とを試みた。その際、とりわけ生態系アプロ

ーチの一構成要素である統合的管理に焦点を

当て、それをさらに事項間統合と区域間統合

に分節して、それぞれがどのような具体的な

国際法の規則や制度で実現されようとしてい

るのかを概括的に検討した。結果、明らかに

なったのは、生態系アプローチや統合的管理

という理念を一気呵成に実現し得るような国

際法の規則や制度はほぼ存在しないというこ

とである。そうではなく、現状は、既存の事

項別・区域別管理を根本的に変更することな

く、国際法の規則や制度を通じてそれを補完

することで、生態系アプローチや統合的管理

という理念に近づけようとしている。その際、

そうした国際法の規則や制度が果たしている

主要な役割とは、異なる国家や既存の事項別

の国際枠組みの間で協力・調整・情報共有を

確保することである。たしかに、現状ではそ

うした協力・調整・情報共有が十分ではない

状況も多々あるにしても、このような既存の

事項別・区域別管理の補完を通じて統合的管

保護区を監視する義務（第 4 条 1 項）などを

負っており、こうした義務は、締約国会議の

決議で敷衍されている。さらに条約前文には、

「水鳥が、季節的移動に当たつて国境を越え

ることがあることから、国際的な資源として

考慮されるべき」こと、また「湿地及びその

動植物の保全が将来に対する見通しを有する

国内政策と、調整の図られた国際的行動とを

結び付けることにより確保される」ことに言

及がある。こうした条約規定からは、国際条

約上の義務に基づき締約国の国内政策を調整

し、湿地の生態系を保護することにより、国

境を越えて移動する水鳥を保護するという条

約の全体構造が見えてくる。

　越境保護区ネットワークが区域間統合にど

の程度寄与しているのかの指標の 1 つは、そ

の構成要素である保護区の選定や管理におけ

る国際平面での調整の度合いにあると考えら

れる。この観点からみれば、こうした調整を

法的義務として行うもの（ラムサール条約）

から原則勧告により行うもの（OSPAR 条約、

北極評議会）まであり、区域間統合への寄与

はまちまちであると考えられる。

（3）国連海洋法条約第 192条

　区域間統合を実現する国際法規則として最

後に検討するのは、再度、国連海洋法条約第

192 条である。同条の空間的適用範囲が、区

域に関係のないあらゆる海域であることは、

これまでの国際判例で明らかにされてき

た135。このように区域に関係なく海洋環境の

保護・保全を義務付ける第 192 条は、海域と
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Achieving the Ecosystem Approach through 
International Law: 

Its Status and Challenges

INAGAKI Osamu ＊

Abstract

　　This article aims to examine the status and challenges in achieving the ecosystem 

approach (EA) as an international norm. Although the EA has diverse normative 

aspects, this article addresses only one aspect: integrated management of human 

activities. Normatively, integrated management requires integration among different 

sectors (e.g. fisheries, shipping, oil & gas development, scientific research etc.) and 

among different zones (e.g. territories, territorial seas, exclusive economic zones, high 

seas etc.) to effectively safeguard ecosystems from human activities. Given that 

existing international law is firmly based on sectoral and zonal management, 

integrated management poses a fundamental challenge. However, integrated 

management itself is an abstract norm, and therefore, this article explores how specific 

rules and institutions of international law contribute to achieving integrated 

management. This article focuses on (1) obligations to assess cumulative impacts of 

different kind of human activities; (2) multi-sectoral protected areas; (3) coordination 

among different environmental protection measures in adjacent zones including 

“compatibility principle” in Article 7(2) of the 1995 Fish Stocks Agreement; (4) 

transboundary protected area networks and (5) Article 192 of the UNCLOS. Through 

such examination, the article finds that any of these rules or institutions of 

international law do not drastically replace existing sectoral and zonal management 

with integrated management. Rather, they contribute to achieving integrated 

management through complementing the existing mechanisms. These rule and 
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institutions principally function to ensure cooperation, coordination, and information 

sharing among States and existing sectoral international frameworks. While this 

principal function does present certain inadequacies, this article finds that it is a 

realistic method of achieving integrated management.
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