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環境民主主義の指標をつくるЗ1

環境民主主義指標(EDI)の意義と課題
大 久 保 規 子

1．リオ第 10 原則と環境民主主義指標

することができるが，現在の 47 加盟国は EU 域
内の国であり，日本も未加盟である．

2015 年 9 月に，環境民主主義指標(EDI▂Envi-

そこで，グリーンアクセス権の幅広い促進を図

ronmental Democracy Index)が公開された(htt

るために，国連環境計画(UNEP)の 2010 年の管

p▂
/ / www environmentaldemocracyindex org

理理事会特別会合において，「環境問題における

/)．EDI は，世界各国の環境分野における参加原

情報アクセス，市民参加及び司法アクセスに関す

則の進捗状況を示し，環境法と市民参加を強化す

る国内立法の発展のためのバリガイドライン (以

る こ と を 目 的 と し て ， 世 界 資 源 研 究 所 ( WRI ▂

下「バリガイドライン」という)が採択された1)．

World Resources Institute)とアクセスイニシア

バリガイドラインは，オーフス条約とは異なり法

ティブ(TAI▂the Access Initiative)により世界

的拘束力はないが，これまで進展が遅れていた国

中のパートナーと協力して開発された世界初の法

において，環境民主主義を強化するために，第

的指標であり，誰でもがアクセスできるオンライ

10 原則の最低基準を示したものである．中南米

ン・プラットフォームである．TAI は，環境分

では，国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会

野における市民参加を推進するために，1999 年

(ECLAC)の枠組みで，オーフス条約事務局と協

に 150 ヶ国以上の NGO をパートナーとして発足

力しつつ，いわゆる中南米版オーフス条約の採択

した国際的なネットワークである．WRI は 50 ヶ

に向けた交渉が大詰めを迎えている．さらに，オ

国以上で，環境と開発に関する政策研究と技術的

ーフス条約に加盟していないアジア諸国において

支援を行っており，TAI の事務局も WRI 内に設

も，この 20 年以上にわたり，第 10 原則の強化に

置されている．

向けた制度改革が行われてきた．

環境分野の参加原則は，「環境と開発に関する

このような状況のなか，TAI は，環境民主主

リオ宣言 (1992 年)に第 10 原則(以下「第 10 原

義が確立されていない国では，環境を破壊し，非

則」という)として盛り込まれ，同原則の内容を

持続的で，社会的に不公平な決定が行われがちで

具体化するために，1998 年に，「環境問題におけ

あるという認識に立って，第 10 原則の進展状況

る情報へのアクセス，意思決定への市民参加及び

について，2000 年以降，54 ヶ国の調査を行った．

司法へのアクセスに関する条約(オーフス条約)」

しかし，各国の調査を定期的に実施するには膨大

が採択された．同条約は，①情報アクセス権，②

な時間と費用がかかることから，情報技術を活用

行政決定への参加権，③司法アクセス権という 3

してデータをより効率的かつ適時に可視化し，合

つの手続権利(グリーンアクセス権)を，NGO を

理的な費用で定期的に進捗状況を評価できるツー

含むすべての市民に保障することにより，環境権

ルを作り出す必要性があった．2013 年には，13

を実効的に保障することを目的とする．オーフス

ヶ国の法律を評価するパイロット事業が行われ，

条約は，国連欧州経済委員会(UNECE)の枠組み

その教訓をもとに指標や評価方法の改善を行い，

で採択されたものであり，それ以外の国々も加盟

2014 年から EDI プロジェクトを本格的に始動さ
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せた2)．

促進が重視されており，その作成過程でも，パブ
リックコメントに加え，各国政府に対し評価結果

2．EDI の概要
(1)

39

に関する意見照会が行われた．

EDI の基本的な考え方

(2)

指標の対象と構造

EDI は，バリガイドラインの内容を具体化した

EDI は，バリガイドラインに基づく 75 の法律

法的指標である．ガバナンスや情報アクセスを評

指標と 24 の限定的・補助的な実践指標から構成

価する指標は他にもあるが，グリーンアクセス権

される5) ．「法律指標」は，各国の法令の規定を

を評価する指標は今までなかった．バリガイドラ

評価し，「実践指標」は法令の有無とはかかわり

インは立法のための要点を簡潔に示してはいるが，

なく，実施状況を評価するものである．バリガイ

参加に関する知見と経験のない政策決定者がこれ

ドラインは 26 項目から構成され，情報アクセス

を活用するためには，例えば，パブリックコメン

と参加が各 7 項目であり，残りの 12 項目は司法

トをどのように考慮するのか，原告適格はどのく

アクセスに関するものである．指標はバリガイド

らい広く解釈されるべきなのかなど，明確性に欠

ラインの項目ごとに作成されているので，司法ア

けており，せっかく法制度改革を行っても，実効

クセスに関する指標の数は，他の 2 つの権利の指

性の欠如が懸念される．そのために，UNEP は，

標よりも多い．ただし，ガイドラインのなかには，

UNITAR と協力してキャパシティビルディング

キャパシティビルディングに関する項目が 3 つ含

を行ったり，バリガイドラインの履行ガイドを公

まれており，これら 3 項目は，法的指標としての

表したりしている3)．EDI

EDI の対象からは除外されている．

も，その一環として，

各国の進捗状況をベンチマーク化し，評価を上げ

法律指標」の評価対象は，憲法，法律，政令

るためには何をすればいいかを容易に認識できる

等，国レベルの法的拘束力のある法令である．そ

ようにするものである．すなわち，EDI は，①政

れゆえ，州や自治体の法律や条例は対象とされて

府がグッドプラクティスを活用し，より良い政策

いない．連邦制の国々や地方分権が進んだ国々に

決定を行う，②NGO が政府の取組みについて改

おいては，参加手続が州法に委ねられていたり，

善点を指摘する，③研究者が研究・分析のために

地方ごとにグリーンアクセス権を強化または制限

情報を活用する，④国際金融機関が援助対象国の

したりしている可能性があるが，この点は考慮さ

環境ガバナンスを評価するためのツールとして構

れていない．また，時間・費用等の制約により，

想されている4)．

今回の評価範囲は，環境管理に関する横断的な法

具体的にみると，第 1 に，EDI では，詳細な国

律に加え，大気，水等，特定分野の公害規制法，

別情報を閲覧・ダウンロードし，評価項目ごとに

陸域の生物多様性および森林に関する法律に限定

法律の根拠条文，評価者のコメント等を参照する

されており，沿岸・海洋関連法やエネルギー関連

ことが可能であり，参加に関する法律データベー

法は対象とされていない．

スとしての側面も有している．また，各国の評価

EDI の開発に当たっては，各ガイドラインの個

結果に加え，その国の総評，経済・人口情報等も

々の構成要素をシンプルで明快な指標で評価し，

掲載されている．

評価の客観性を確保することに重点が置かれた．

第 2 に，EDI では，各国の法令のバリガイドラ

例えば，情報アクセスに関するガイドライン 1 は，

インへの適合状況が指標に即して点数化され，利

すべての自然人または法人が，法的利益またはそ

用者が，総合ランキングや 3 つの権利別のランキ

の他の利益を有することを示すことなく公的機関

ングを閲覧したり，2 つの国を選んでパフォーマ

の保有する環境情報を開示請求し，適切，実効的

ンスを比較したりするなど，利用者のニーズに応

かつ適時に入手できるようにすることを求めてい

じた表示が可能となっている．

る．これに応じ，EDI では，①環境情報公開法が

第 3 に，EDI では，政府や市民社会との対話の

存在するか，②個人，法人を問わず誰にでも情報
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が開示されるか，③費用が高すぎないか，④合理

法令が指標に適合する場合は 3 点，過半数の場合

的な期間内に開示されるか，⑤公的機関の範囲が

は 2 点，半数未満の場合は 1 点，当該規定が存在

広く解されているか，⑥法的またはその他の利益

しない場合には 0 点である．

が開示要件とされていないかどうかという 6 つの

2013 年のパイロット事業では法律指標のみで

指標を設定し，評価者に詳細な解釈マニュアルを

評価がなされたが，法令と実態との間にギャップ

配布することにより，できる限り評価の主観性を

が存在しているとの指摘を考慮し，実践指標を追

排除しようという努力がなされている．

加することとされた．ただし，実践指標について

法律指標は，0 点〜3 点の 4 段階評価である．3

は，法律指標以上に客観的な評価方法を設定する

点は，当該国の法令がグッドプラクティスと合致

のが困難であり，また，仮に可能であるとしても，

していることを示す一方，0 点は，その指標に関

比較可能なデータが存在していなかったり，デー

する法令が不存在か，禁止条項が存在することを

タの収集・評価に多大な時間と費用がかかったり

意味する．上述のガイドライン 1 の①の指標を例

するという懸念があった．そこで，今回はすべて

にとれば，一般的な情報公開法が存在すれば 3 点，

のガイドラインについて包括的な実践指標を作成

環境法およびいくつかの分野別の法律に情報公開

することはあきらめ，いわばスナップショットと

規定があれば 2 点，環境法またはいくつかの分野

して，主要な課題のうち，オンライン等で容易に

別の法律のいずれかに情報公開規定があれば 1 点，

検索可能な情報に焦点を当てて限定的な実践指標

情報公開規定が全く存在しなければ 0 点とされて

が設定された6) ．例えば，「環境影響評価書をオ

いる．

ンラインで入手可能か，行政庁に行く必要がある

総合点の算出は平柊点による．まず，指標ごと

か」「直近 5 年間に，原告適格の欠如を理由に，

の評点が付される．各ガイドラインの評点は，当

NGO の環境公益訴訟を却下した事例があるか」

該項目に関する指標の平柊点である．また，3 つ

といった指標である．そのため，評価方法も，点

の各手続的権利の評点は，各権利に係るガイドラ

数方式の法律指標とは異なり，「はい」「限定的」

インの評点の平柊点である．最後に，その 3 つの

「いいえ」という 3 段階で行い，その根拠を示す

点数の平柊点が，その国の総合点となる．3 つの

こととされた．例えば，大気汚染データのオンラ

グリーンアクセス権の重み付けは同じであるが，

イン入手について「限定的」という評価は，入手

情報と参加に関するガイドラインは司法アクセス

可能ではあるが，その内容が主な汚染物質を含ん

よりも数が少ないので，これら 2 つの各項目の点

でいなかったり，定期的にアップデートされてい

数は，司法アクセスの場合よりも比重が高くなる．

なかったりするということを意味する．また，実

評価方法について注意すべき点は，まず，ある

践指標は環境に特化した指標であり，市民が実際

ガイドラインの最初の指標が次の指標よりも幅広

に権利を行使しようとする場合に，どのような障

い事項を評価する構造になっている場合には，最

害(例えば，政治腐敗)があるかといった民主主義

初の指標の点数が，その次の指標の評価を限定す

一般に関わる事項までは反映されていない．
EDI の評価プロセス

るということである．例えば，そもそも環境情報

(3)

の開示請求規定が存在しなければ，適時の開示，

最初の EDI では，70 ヶ国を対象として，世界

合理的な費用等，開示方法・内容の質を評価する

140 人以上の法律家による 3 段階の評価が行われ

ことはできないから，それ以下の指標の評点はす

た．対象国の選定に当たっては地域バランス等が

べて 0 点となる．

考慮されたものの，協力者が確保できたかどうか

また，参加については，法律ごとにその内容が

にも左右された．日本，アメリカ，オーストラリ

多様であるため，対象法令のうち，指標を満たす

ア等，先進国も参加してはいるが，途上国が中心

法令の割合を基準として，評点を付するよう定め

となっている．

られている場合がある．すなわち，すべての対象

第 1 段階と第 2 段階評価を担当したのは，法律
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と環境民主主義に関する知見・経験を有する法律
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ーフス条約が参加立法を促進していることに加え，

家である．まず，各国の調査者(環境弁護士等)が， 旧ソビエト連邦崩壊後の民主化の過程で法整備が
指標に即して法令を評価し，根拠条文等を入力し， なされたことを反映した結果となっている．
必要に応じてコメントを付して当該国の審査者に

第 2 に，必ずしも先進国が上位を占めているわ

提出する．次に，審査者(研究者等)が第 1 段階評

けではなく，低所得国であっても比較的高い順位

価の内容を審査し，点数を変更する場合等にコメ

を占めている国もあり，その国の経済状況と立法

ントを付してその結果を TAI に提出する．日本

の整備状況は必ずしも相関関係がない．

では，「オーフス条約を日本で実現する NGO ネ

第 3 に，日本のように法律指標に比べ実践指標

ットワーク(オーフス・ネット)」の弁護士が調査

の評価が著しく高い国もないわけではないが，総

者となり，筆者が第 2 段階審査を担当した．第 3

じて，強力な法律を有する国は，実践指標でも高

段階では，TAI の事務局スタッフが，国内調査

得点を挙げている．ただし，対象国の約半数(46

者および国内審査者の点数・コメントを検討し，

％)が，首都の大気汚染データをオンラインで提

自ら質問を行うなどして両者の調整を行い，TAI

供していないなど，実践にはなおさまざまな課題

の法律家がその結果を審査する．最後に，TAI

を抱える国が多いことがうかがえる．

の別の事務局スタッフが，首尾一貫性を含めて最

第 4 に，権利ごとにみると，情報公開について

終的な点数の確認を行い，評点を確定するという

は，93％ の国が開示請求権について規定してい

多段階の審査プロセスがとられている．

るが，低廉かつ適時の開示に関する規定を置いて

最初の各国評価は 2014 年に実施され，2015 年

いるのは 3 割弱にとどまるなど，なお実効性に課

に暫定結果が公表され，同年 7 月 15 日までパブ

題が残る．参加については，全体の平柊点が司法

リックコメントと政府意見の照会が行われた．政

アクセスよりも 33％，情報公開よりも 35％ 低く，

府意見によって点数が変更されることはないが，

参加規定の整備が遅れているという結果になった．

政府見解はそのままの形で掲載され，透明性が確

参加規定は法律ごとの格差が大きく，参加の可能

保されている．意見照会に対し実際に回答した国

性が特定の分野に限定されていることも珍しくな

は少数にとどまるが，日本では，抽象的な内容で

い．司法アクセスについては，女性やマイノリテ

はあるものの，環境省が回答したことは注目に値

ィを含め，社会的弱者の扶助制度を設けている国

する．このようなプロセスを経て，2015 年 8 月

は極めて少ないという評価がなされている．

に，英語，フランス語，スペイン語の 3 ヶ国語に
より，EDI の運用が開始された．
3．EDI の結果
(1)

全体的な特徴

総合ランキングでは，リトアニアがトップとな

(2)

日本の評価結果

日本の総合点は，3 点満点で 1▆
51 点である．ラ
ンキングでいえば，70 ヶ国中 33 位であり，アジ
アでは，インドネシア(15 位)，インド(20 位)，
モンゴル(29 位)に続く 4 番手となった．ただし，
実践指標だけをみると，予想通りベスト 10 入り

り，ラトビア，アメリカ，南アフリカ，イギリス， している．
ハンガリー，ブルガリア，ロシア，パナマ，コロ

個別の権利ごとにみると，情報アクセスについ

ンビアと続いている．TAI と WRI の分析結果に

ては，グローバルスタンダードを踏まえた一般的

よれば7)，第

1 に，これらの国のうち，10 ヶ国中

な情報公開法が整備されていることから，3 点満

9 ヶ国が 3 つの権利すべてについて高得点を獲得

点中 1▆
96 点と比較的高得点であった．これに対

し，とくにイギリスとアメリカは，実践指標でも

し，参加については，そもそも水質汚濁防止法等

75％ 以上で指標を満たしていた．トップ 10 のう

の公害規制法では許可制が採用されておらず，自

ち，5 ヶ国がオーフス条約加盟国であり，また，

然保護関連法においても参加規定が設けられてい

ロシアを含む 3 ヶ国が旧ソ連邦の国々である．オ

る例が限られていることから，1▆
11 点という極め
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て低い評価となった．また，司法アクセスについ

ー法に含まれるのか，環境法に含まれるのかは各

ても，法律扶助の制度はあるものの，NGO によ

国の法体系により異なっており，結果に差が出る

る環境公益訴訟が認められておらず，原告適格が

可能性がある．また，参加指標ではプログラム段

狭いことなどから 1▆
47 点であった．

階と計画段階の参加が区別されているが，自国の

TAI の総評によれば，日本は，環境アセスメ

法令に当てはめた場合に，何がどれに当たるのか

ント(以下「アセス」という)において個別事業の

については解釈の余地があり，共通理解の形成は

早い段階(配慮書段階)で参加の仕組みが設けられ

容易ではない．

ていることや，環境データがオンラインで適時に

第 2 に，参加に関する評点の付し方については

入手可能である点が優れているとされている．確

疑問が多い．情報アクセスと司法アクセスについ

かに，事業アセスだけをみると，早い段階から全

ては，基本的に横断的・一般的な仕組みが設けら

3 回の参加の機会が確保されているが，戦略的ア

れているのに対し，前述のように，参加について

セス(SEA)が導入されていないことを考慮する必

は法律ごとにその内容が異なるため，指標を満た

要があろう．また，今後の課題としては，①事故

す法令の割合により，評点を付するという方式が

時の迅速な情報提供の義務付け，②提出された市

とられている場合がある．例えば，日本でいえば，

民意見への対応の義務付け，③原告適格の拡大等

参加規定のある地域自然資産法を含めるか否かと

が挙げられている．②と③は以前より指摘されて

いう母数の取り方により評点が違ってくる．とく

いる点であるが，①については，事業者に知事等

に，先の指標の点数が後の指標の点数の上限とさ

への届け出を義務付けてはいるものの(水質汚濁

れている場合には，総合点への影響が大きい．さ

防止法等)，住民等への告知義務を法定していな

らに，この方式では，すべての法律が同じ比率で

いという日本の特徴が明らかとなった．

評価されることになるため，各法律の重要度を反

4．今後の展望

映できない．EDI の作成過程においては，すべて
の法律ごとに指標を作成することは煩雑で非現実

EDI は，国際的に共通の法的指標で各国の環境

的であるという理由で，比率による評価を行うこ

民主主義の現状を評価した世界初の試みであり，

ととされたが8)，そのことが結果の適切性を損な

バリガイドラインという参加のグローバルスタン

っている可能性は否定できない．

ダードにより，各国の立法状況を比較できるとい

第 3 に，TAI 自身が認めているように，現在

う点で極めて注目すべき取組みである．また，グ

の実践指標は極めて限定的であり，指標の選定手

リーンアクセス権に関する各国の条文を検索でき

法 が 確 立 さ れ て い る と は 言 い が た い ． TAI と

るということも大きなメリットであるが，国・項

WRI による EDI の分析結果によれば，法律の整

目によってはデータ入力が不十分な場合も見受け

備が進んだ国ほど，実践指標の評価も高い傾向に

られる．現在，UNEP は，市民社会と協力しつつ

あるとされているが，ロシアや南アフリカがトッ

第 10 原則の促進に力を入れており，EDI の結果

プ 10 入りしたことについては，法令の規定と実

を ECLAC の参加条約交渉において活用したり，

態の間に大きなギャップがあるのではないかとし

国レベルのアクションプランの作成につなげたり

て，EDI の結果の信頼性に対する疑問の声も強い．

することが期待されている．

もっとも，実践指標については，指標の考え方と

もっとも，法的指標の開発は始まったばかりで

個別の指標の妥当性に加え，合理的な費用と時間

あり，なお残されている課題も少なくない．第 1

によるデータの入手可能性等を考慮する必要があ

に，TAI と WRI は，EDI のマニュアルを作成し

り，適切な指標の開発は容易ではない．

ているが，評価対象と指標を一義的に明確化する

第 4 に，各指標の地域的な重要度をどのように

のは容易ではない．例えば，今回はエネルギー法

考慮するかという問題もある．パイロットプロジ

は対象外とされているが，原発規制法がエネルギ

ェクトにおいては，1 つのガイドラインに限って
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みても，ある指標は評点が高く，別の指標は低い

されているほか9)，メコン地域においてもアセス

という事例が少なからず存在した．そのため，ガ

の参加ガイドライン案が策定されている．

イドラインを構成要素ごとに細かく分けて指標を

第 2 は，発電所，鉱山開発等，とくに深刻な紛

作成し，各国の強みと弱みを浮き彫りにするとい

争となっている課題を取り上げて，参加指標に照

うのが EDI の考え方であるが，例えば，複数言

らし，どのような参加が行われたのかという事例

語による情報提供は，日本と EU 加盟国とでは，

比較を行うことである．

その重要度に明らかな違いがある．それゆえ，そ

第 3 は，欧州，南米，アジア等，地域ごとの特

れらを平柊化した総合点にどれだけの意味がある

性を反映した補助指標を開発することである．す

のかについては議論が分かれるところであろう．

でに，欧州では，オーフス条約指標の作成が進め

第 5 に，上記のことから，そもそも EDI にお

られている．中南米やアジアでは，例えば，先住

いてランキングが必要なのかという疑問もある．

民の権利やコミュニティの権利，SLAPP(住民運

共通の指標を作成する以上は，何らかの形で進捗

動等を抑圧するための戦略的訴訟)対策等が問題

状況を比較することは予定されているとしても，

となっており，これらはオーフス条約では明記さ

ランキングの順位のみが一人歩きしないようにす

れていない．アジア地域の指標を検討するなかで

る必要がある．例えば，参加の手法は，国の規模，

地域の課題が明らかになり，アジア版オーフス条

関係者の数によって異なりうるから，1 位となっ

約の検討につながることが期待される．

たリトアニアのような小国と 3 位のアメリカとを

(おおくぼ のりこ)

並べて比較することにどのくらい意義があるのか
は疑わしい．EDI の目的は，各国および国際的な
動向の変化を評価し，改革を促進することにある
から，政治的・社会的な宣伝効果を別とすれば，
ランキングは不可欠とはいえないであろう．
また，EDI は，2 年ごとの見直しが予定されて
いるが，そのための財源を継続的に確保できるか
どうかは大きな問題である．さらに，各国政府を
はじめ，関係者が EDI の結果を真摯に受け止め
て，自国の制度改善に取り組むかどうかも未知数
である．例えば，マレーシアでは，EDI の結果を
マスコミが大きく取り上げたのに対し，日本では，
EDI の存在自体がまだあまり知られていない．
今後の方向性としては，EDI の改善を進めると
ともに，これを補完し，併用できるような新たな
指標の開発も検討されるべきである．第 1 は，分
野別指標の開発である．例えば，参加に関しては，
どの国でもアセスが重要な柱を成しており，しか
も比較的各国共通の仕組みが存在しているから，
アセスに焦点を当てて，関係者の同定，早期の積
極的な情報提供，参加の時期・手法等について，
より詳細な指標を開発することで，有用な相互比
較を実施できると考えられる．先駆的取組みとし
ては，オーフス条約の枠組みで参加ガイドが作成

注
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バリガイドラインの翻訳は，グリーンアクセスプ
ロジェクトのホームページより入手可能である
(http▂
//greenaccess law osaka u ac jp/wp co
ntent/uploads/2015/05/baligl̲jp pdf)．
2) EDI の開発経緯については，TAI／WRI のスタ
ッフによる次の文献参照．Worker J and Silva
L de(2014)Measuring procedural rights through
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aka u ac jp/wp content/uploads/2015/03/3 1
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