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要 旨：中国共産党の十九大報告は、最も厳格な生態環境保護制度を
実施して、グリーンな発展方式及び生活方式を作り上げなけれ
ばならない、と指摘している。政府が導き手となり、企業が主
体となり、社会組織と民衆【公众】が共同して参与する環境統
治【治理】体制を構築するのである。本稿では、我が国の環境
公益訴訟制度の発展過程を振り返り、理論的研究、個別事案の
探究、立法の推進、全国的拡大という四つの段階を経てきてい
ることを示した。社会組織である「自然の友」が提起した大気
汚染、水質汚濁、土壌汚染といった環境公益訴訟の典型的事例
の分析を通して、社会組織が環境公益訴訟の立法と実践におい
て果たす作用を軽視してはならないことを論じた。
キーワード：環境公益訴訟、社会組織、自然の友
2015 年、我が国は、立法レベルでは基本的に環境公益訴訟制度を確立
した。
《民事訴訟法【民事诉讼法】
》
《
、環境保護法【环境保护法】
》及び《最
高人民法院による環境民事公益訴訟事件に適用する法律の若干の問題につ
＊
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いての解釈【最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问
题的解释】
》の中で、比較的詳細に環境公益訴訟制度が規定された。2015
年 7 月、全国人民代表大会常務委員会は、検察機関に対し、試行地区にお
いて環境公益訴訟の実践を探る権限を与えた。その直後に、最高人民検察
院は、
《検察機関が提起する公益訴訟の試行規則案【检察机关提起公益诉
讼试点方案】
》を公布し、検察機関は、全国の試行地区において環境公益
訴訟の実践を推し進めることを探り始める。環境公益訴訟の実践は、二つ
の大きな種類に分けることができる。すなわち、第一は社会組織が推し進
めた環境公益訴訟の実践であり、第二は検察機関が探った環境公益訴訟の
実践である。本稿では、社会組織が推し進めた環境公益訴訟の実践を重点
的に分析する。

一 我が国の環境公益訴訟制度の道のり
環境公益訴訟制度は、環境立法体系を完全なものとし、行政による法執
行の監督を強化し、全社会の遵法意識を高めるといった面において、重要
な働きを有している。我が国の環境公益訴訟制度の発展は、理論的研究、
個別事案の探究、立法の推進、全国的拡大という四つの段階を経てきてい
る。
（一） 理論的研究が主で、個別事案の探究と立法の呼びかけが補であっ
た段階：2007 年以前
2007 年以前、環境法学界は、環境公益訴訟制度について多くの研究を
行なってきた。制度の構築に際しては、主としてアメリカのクラス・アク
ション制度を参考とした。地方において、環境公益訴訟の個別事案の実践
を開始した。1995 年から 2007 年まで、環境公益訴訟の個別事件の数は、
平均して年 2 件に達しておらず、その中では、海洋漁業の関係部門が原告
となって提起した海洋油横溢汚染損害賠償
〔請求〕
訴訟が主たるものであっ
た。2005 年、環境が日増しに悪化するという現状に直面して、
「自然の友」
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は、民間環境保護組織として環境保護活動を推進することの無力さを強く
感じ、それがために、創始者にして会長であり、全国政協委員であった
梁从诫先生は、
「早急に十全な環境保護公益訴訟制度を確立すべきである」
との提案書を提出して、
我が国が環境公益訴訟制度についての立法を行い、
以て環境保護組織が法律という手段を通じて環境を保護することができる
ようになることを期すよう訴えかけた。
（二） 個別事案の探究の段階：2008 年から 2012 年まで
2008 年から 2012 年まで、中華環保聯合会、貴陽公衆環境教育中心、
「自
然の友」といった環境保護組織は、公益訴訟の個別事案の実践の探究を開
始した。2008 年の公益訴訟の個別事件の数は 5 件に達し、2012 年にはさ
らに増えて 14 件になった。
「自然の友」が最初の公益訴訟を提起したのは 2011 年のことであった。
2011 年 8 月、雲南曲靖陸良化工クロム塩廠は、危険な廃物であるクロム
屑を違法に貯水池のわきや山林に廃棄し、微博〔＝中国における SNS〕
、
メディアによって暴露された。即座に「自然の友」はその状況を把握した
後、直ちに現場調査に赴いて、先の違法に廃棄したクロム屑の他にも、珠
江の水源である南盤江のほとりに数十万トンものクロム屑が積み上げられ
ているのを発見した。状況を確かめたので、
「自然の友」は 9 月に、他の
環境保護組織である「重慶緑色志願者聯合会」と連携して、公益訴訟を共
同で提起した。後に、
曲靖市環境保護局も共同原告として訴訟に参加した。
10 月、曲靖市中級人民法院はこの訴えを受理した。
この実践は、環境公益訴訟制度は法律上、どう構成するのかという問題
のために、豊富で、分析可能な事例を提供した。その後の《民事訴訟法》
及び《環境保護法》の改正の際、環境公益訴訟の主体資格が論争点となっ
た。曲靖事件は典型的な事例となり、さらに広い範囲の環境保護組織が環
境公益訴訟の原告となることができ、むしろ公益訴訟主体の資格をあまり
にも厳格に制限してはならないということを物語っていた。
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（三） 全国立法の段階：2012 年から 2014 年まで
1．
《民事訴訟法》改正
2012 年の《民事訴訟法》改正のとき、民事公益訴訟制度をいかに規定
するかが論争点となった。改正草案は、公益訴訟を提起できる主体を「法
律が規定する機関、関係社会団体」としていた。当時、
「自然の友」と重
慶グリーン・ボランティア聯合会等は、公開書簡を全国人大常委会に送り、
「公益訴訟の条項を再度、設計して、原告となる主体の範囲の表現を『関
係社会組織、国家機関』と改めるか、あるいは公益訴訟の規定全体を取り
やめ、原則性の宣言をするだけにして、環境司法改革の試行で得られた貴
重な探究成果を保持するかである。
」と訴えかけた。
《慈善法》
、
《社会団体登記管理条例》
、
《基金会管理条例》及び《民営非
企業単位登記管理暫行条例》に基づき、我が国の非営利社会組織は、社会
団体【社会团体】
、
社会役務団体【社会服务机构】
（
《慈善法》施行前は「民
⑴

営非企業【民办非企业】
」と呼ばれていた。
） 、基金会【基金会】という 3
種類に分けられる。環境保護という公益に従事する登記済民間組織の絶対
多数は、
社会役務団体である。現行の《社会団体登記管理条例》によれば、
社会団体の登記には、政府が主管する団体を探すという困難に直面する他
に、やはり、同区域・同業種では新たな登記ができないという制限に直面
するであろう。多くの地方において、政府部門が主宰する、行政色の比較
的濃い地方環境保護協会があるため、実際には、自発的環境保護組織で登
記ができて社会団体となるものは、極めて少ないのである。2012 年より
前は、各地の環境保護分野における戦力を活発化させたものの多くは、民
間で自発的に設立された民営非企業であった。貴陽市及び雲南省の司法実
践において、民営非企業によって提起された環境公益訴訟が受理されたの
であった。
上記規定の中の社会団体の範囲について異なる認識があるということを
考慮して、法律委員会は、この条の中の「関係社会団体」を「関係組織」
と改めることを提案した。どのような組織であっても公益訴訟を提起する
のに適している。――このことは、関係する法律を制定する際にさらに明
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確に規定することができ、司法の実践の中でも徐々に探究していくことが
できる。新たに可決された《民事訴訟法》第 55 条は、
「環境を汚染したり、
多くの消費者の合法的権益を侵害する等、社会公共の利益を害する行為に
対しては、法律が定める機関及び関係組織は、人民法院に訴訟を提起する
ことができる。
」と定めた。これは、全国性のある立法において環境民事
公益訴訟制度を確立したということを示している。
2．
《環境保護法》改正
2012 年から 2014 年までに、
《環境保護法》改正案は、全国人大常委会
の 4 回の審議を経て、可決された。この改正は、我が国の環境法治の推進
にとって、歴史的意義がある。
「自然の友」は、この法律の改正作業に強
い関心を持って、改正過程全体に関わっていた。研究会を開いたり、立法
意見を手渡したり、全国人大代表及び政協委員を探して両会提案を提出し
たりする等、様々なやり方で、この法律の公益訴訟制度をどのように構築
するかという問題のために、建言し、提案してきた。
2013 年 6 月 26 日、
《環境保護法》改正草案第二次審議稿では、次のよ
うに規定していた。すなわち、
「環境を汚染したり、生態を破壊して、社
会公共の利益を害する行為に対しては、中華環保聯合会及び省、自治区又
は直轄市が設立した環保聯合会は、人民法院に訴訟を提起することができ
る。
」この規定は、社会の激しい論争を惹き起こした。
「自然の友」は全国
人大常委会に、この立法提案は、
「理論上、根拠なく、立法上、科学的でなく、
実践において使い難く、社会的影響において後退しており、この立法提案
を採用することには強く反対である。
」という書簡を送った。他の民間環
境保護組織である「自然大学」は、
「誰でも公益訴訟を提起する権利を持
っている」
という連名の署名を始めた。メディア界の反響は強烈であった。
《環境保護法》改正を審議していた全国人大常委会会議閉幕式において、
张德江委員長は、その講話の中で、特に《環境保護法》改正に触れ、
「多
くの意見を広く聞き、積極的に社会の関心に応え、時間と労力をかけて環
境保護法改正を完全にやり遂げる」と述べている。この会の後、
《環境保
護法》
〔改正案〕は再び社会に向けて公開意見募集がなされた。
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2013 年 10 月、
《環境保護法》改正草案第三次審議稿では、環境公益訴
訟制度についての改正案は以下の通りであった。
「環境を汚染したり、生
態を破壊して、社会公共の利益を害する行為に対しては、法律により国務
院の民政部門に登記され、5 年以上、継続して専門的に環境保護公益活動
に従事し、かつ名声の良好な全国的規模の社会組織は、人民法院に訴訟を
提起することができる。
」
「自然の友」は再度、立法機構に書簡を送った。
すなわち、環境公益訴訟の主体の限定は依然として厳格過ぎると考える、
と。関係する記者が調べたところによると、環境保護公益訴訟主体の要件
を充たすことのできる環境保護組織は、主として、中華環保聯合会総会、
中国環境科学学会、中国環保産業協会、中国生態文明研究・促進会といっ
た、
「中」の字が頭に付くいくつかの全国的規模の社会団体があるだけで
あった。
この立法提案はあらゆる地方の社会組織をその外に排除しており、
明らかに、合理的な根拠に欠けている。環境問題は地域性を有し、当該地
の環境問題は当該地の人の環境権益に大きく関わっており、当該地の環境
保護組織は環境公益訴訟主体から外されるべきでない。
環境公益訴訟制度の立法の全過程においては、
終始、
「厳しくして狭める」
と「緩めて拡げる」という全く正反対の声が響いていた。環境公益訴訟に
ついての立法が行われる前に、司法実践はすでに探究を始めており、環境
公益訴訟の資格について「緩めて拡げる」という態度をとっていた。環境
公益訴訟の原告として、検察院や環境保護組織だけでなく、個人の場合す
⑵

らあった 。
2014 年〔 3 月〕の両会期間中に、
「自然の友」は、
《環境公益訴訟制度
を完全なものにすることに関する提案》を起草し、人大代表を通じて手渡
した。そこでは、
環境公益訴訟の主体資格はできる限り拡げるべきであり、
一層多くの社会的勢力が司法的手段によって環境保護の法律の執行を監督
することができるようにすべきである、と訴えた。
2014 年 4 月、
《環境保護法》の第四次審議稿が通過した。その環境公益
訴訟条項は、第二次審議稿や第三次審議稿と比べると、環境公益訴訟の主
体資格を緩和していた。
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（四） 公益訴訟の個別事件の実践を全国的に推し進める段階：2014 年
暮れから今日まで
新
《環境保護法》
は 2015 年 1 月 1 日に効力が生じたわけだが、
このことは、
環境公益訴訟の個別事件が法により全国で展開され得るということを意味
している。
「自然の友」の統計によれば、2015 年、全国で、九つの環境保
護組織が提起し、かつ裁判所によって受理された環境公益訴訟事件は、37
件あった。2016 年には、全国で、14 の環境保護組織が提起し、かつ裁判
所によって受理された環境公益訴訟事件は、59 件あった。参加する環境
保護組織も個別事件の数も、2016 年は前年と比べて、大幅に増加している。
環境保護組織の他に、2015 年 7 月、全国人民代表大会常務委員会は、
検察機関に対し、試行地区において環境公益訴訟の実践を探究する権限を
与えた。2017 年 6 月には《民事訴訟法》が改正され、第 55 条に次のよう
な項が追加された。すなわち、
「人民検察院が、その職責を履行する際に、
生態環境の破壊、並びに資源保護及び食品及び薬品の安全の領域で多くの
消費者の合法的権益を侵害する等、社会公共の利益を害する行為を発見し
た場合において、前項に規定する機関及び組織が存在しないとき又は前項
に規定する機関及び組織が訴訟を提起しないときは、人民法院に訴訟を提
起することができる。前項に規定する機関又は組織が訴訟を提起したとき
は、人民検察院はその訴訟提起を支持することができる。
」
同時に、
《行政訴訟法》も改正され、その第 25 条に次のような項が追加
された。すなわち、
「人民検察院が、その職責を履行する際に、生態環境、
資源保護、食品及び薬品の安全、国有財産の保護、並びに国有土地使用権
の譲渡等の領域で監督又は管理の職責を負う行政機関が違法に職権を行使
し、又は行使しなかったことにより、国家の利益又は社会公共の利益が侵
害されるのを発見したときは、行政機関に対し、検察の意見を提出し、行
政機関が法により職責を履行するよう督促しなければならない。行政機関
が法により職責を履行しないときは、人民検察院は、法により人民法院に
訴訟を提起することができる。
」これは、人民検察院が法により環境公益
訴訟の重要な提訴主体の一となったことを意味している。
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表 1 2016 年に社会組織が提起し、かつ立案された環境公益訴訟事件の一覧表
番号

事

件

名

場所

類型

事件の進展

1

中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
湖北宜化化工股份有限公司らを訴えた環
境汚染責任紛争事件

湖北

大気汚染、 和解により解決
水質汚濁

2

広東省環境保護基金会が焦某電鍍を訴え
た水質汚濁責任環境民事公益訴訟事件

広東

水質汚濁

判決が出され、
終結

3

紹興市生態文明促進会が新昌県天和医薬
膠囊有限公司らを訴えた水質汚濁責任紛
争環境公益訴訟事件

浙江

水質汚濁

和解により解決

4

河南省企業社会責任促進中心が銅仁市銅
鑫汞業有限公司らを訴えた環境汚染責任
紛争公益訴訟事件

河南

土壌汚染、 判決が出され、
水質汚濁、 終結
大気汚染

5

中華環保聯合会が陳某某らを訴えた環境
民事公益訴訟紛争事件

江蘇

水質汚濁、 判決が出され、
土壌汚染
終結

6

北京市朝陽区自然之友環境研究所と広東
省環境保護基金会が広東省南嶺森林景区
管理有限公司らを訴えた生態破壊環境民
事公益訴訟事件

広東

生態破壊

和解により解決

7

北京市朝陽区自然之友環境研究所が山東
金嶺化工股份有限公司を訴えた環境汚染
責任紛争事件

山東

大気汚染

和解により解決

8

鎮江市環境科学学会が陳某らを訴えた環
境汚染責任紛争事件

江西

水質汚濁

和解により解決

9

鎮江市環境科学学会が揚中市聯合漁鈎製
造有限公司を訴えた環境汚染責任紛争事
件

江西

水質汚濁

和解により解決

10 鎮江市環境科学学会が被告呉某某らを訴
えた環境汚染責任紛争民事公益訴訟事件

江西

土壌汚染

和解により解決

11 鎮江市環境科学学会が被告張某某らを訴
えた環境汚染責任紛争民事公益訴訟事件

江西

生態破壊

和解により解決

12 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中国
石油天然気股份有限公司吉林石化分公司
を訴えた大気汚染事件

吉林

大気汚染

審理中

13 北京市朝陽区自然之友環境研究所が連雲
港碱業有限公司を訴えた大気汚染事件

江蘇

大気汚染

審理中

14 北京市朝陽区自然之友環境研究所が現代
汽車（中国）投資有限公司を訴えた大気
汚染事件

北京

大気汚染

審理中
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15 北京市朝陽区自然之友環境研究所が雲南
金鼎鋅業有限公司を訴えた環境汚染事件

雲南

水質汚濁、 審理中
大気汚染、
土壌汚染

16 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中電
投山西鋁業有限公司を訴えた環境汚染事
件

山西

大気汚染、 審理中
土壌汚染

17 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
河北大光明実業集団嘉晶玻璃有限公司を
訴えた大気汚染事件

河北

大気汚染

審理中

18 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
中国鋁業股份有限公司らを訴えた地質災
害公益訴訟事件

貴州

生態破壊

審理中

19 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
山東金誠重油化工有限公司らを訴えた環
境汚染事件

山東

土壌汚染、 審理中
水質汚濁、
大気汚染

20 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
秦皇島方圓包装玻璃有限公司を訴えた大
気汚染事件

河北

大気汚染

21 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
河南新鄭市薛店鎮花庄村委会らを訴えた
古樹名木環境公益訴訟事件

河南

古樹名木破 審理中
壊

22 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
北京市朝陽区劉詩昆万象新天幼儿園と北
京百尚家和商貿有限公司を訴えた「有毒
ランニングコース事件【毒跑道案】
」

北京

大気汚染

審理中

23 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
凱比（北京）制動系統有限公司らを訴え
た土壌汚染事件

北京

土壌汚染

審理中

24 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
凱比（北京）制動系統有限公司らを訴え
た土壌汚染事件

陝西

土壌汚染

審理中

25 中国生物多様性保護与緑色発展基金会ら
が国網能源哈密煤電有限公司を訴えた生
態破壊責任紛争事件

新疆

生態破壊

審理中

26 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
広西合浦県白沙鎮独山大海塘石場を訴え
た生態破壊事件

広西

水質汚濁、 審理中
大気汚染、
土壌汚染

27 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
合浦県公館鎮紅砂港石場を訴えた生態破
壊事件

広西

水質汚濁、 審理中
大気汚染、
土壌汚染

－ 153 －

審理中

葛楓「中国における環境公益訴訟の道程とその典型的事例の分析」（矢澤）
28 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
広西北海市合浦県白沙鎮独山村を訴えた
生態破壊事件

広西

水質汚濁、 審理中
大気汚染、
土壌汚染

29 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
揚州邗江騰達化工廠らを訴えた環境汚染
事件

江蘇

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

30 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
深圳市速美環保有限公司らを訴えた大気
汚染公益訴訟事件

浙江

大気汚染

31 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
大連建安房屋拆遷有限公司らを訴えた移
動不可文化財事件

遼寧

移動不可文 審理中
化財環境公
益訴訟

32 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
周某某らを訴えた移動不可文化財事件

江蘇

移動不可文 審理中
化財環境公
益訴訟

33 中華環境保護基金会が長島聯凱風電発展
有限公司を訴えた生態侵害責任

山東

生態侵害

審理中

34 中華環保聯合会が甘粛𨻫星銻業有限責任
公司を訴えた環境汚染事件

甘粛

水質汚濁

審理中

35 中華環境保護基金会が中国石油天然気股
份有限公司大連石化分公司らを訴えた大
気汚染責任紛争事件

遼寧

大気汚染

審理中

36 中華環保聯合会が延川県永坪石油貨運車
隊らを訴えた環境汚染事件

陝西

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

37 中華環保聯合会が李××らを訴えた環境
汚染事件

江蘇

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

38 中華環境保護基金会が北京張裕愛斐堡国
際酒庄有限公司を訴えた大気汚染責任紛
争事件

北京

大気汚染

審理中

39 中華環保聯合会が内蒙古大雁礦業集団有 内蒙古 大気汚染
限責任公司熱電廠〔＝火力発電所〕を訴
えた大気汚染責任紛争事件

審理中

40 中華環保聯合会が貴州黔桂天能焦化有限
責任公司を訴えた大気汚染責任紛争事件

貴州

大気汚染

審理中

41 中華環保聯合会が山西安泰集団股份有限
公司焦化廠を訴えた大気汚染責任紛争事
件

山西

大気汚染

審理中

42 河南省企業社会責任促進中心が洛陽市吉
利区輝鵬養殖専業合作社らを訴えた環境
汚染事件

河南

土壌汚染、 審理中
水質汚濁、
大気汚染
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43 安徽省環保聯合会が浙江烏鎮鎮人民政府
らを訴えたゴミ不法投棄環境汚染事件

安徽

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

44 長沙緑色瀟湘環保科普中心が長沙県江背
鎮烏川湖村赤霞走馬峡採石場らを訴えた
生態破壊責任紛争事件

湖南

生態破壊

45 河南省環保聯合会が山東省聊城東染化工
有限公司を訴えた環境汚染責任紛争事件

河南

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

46 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中華
環保聯合会が中国石油天然気股份有限公
司らを訴えた環境汚染責任紛争事件

北京

水質汚濁、 審理中
土壌汚染

47 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中国
生物多様性保護与緑色発展基金会が常州
黒牡丹建設投資有限公司らを訴えた環境
汚染事件

江蘇

大気汚染、 審理中
土壌汚染

48 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中国
生物多様性保護与緑色発展基金会が江蘇
常隆化工有限公司らを訴えた環境汚染公
益訴訟事件

江蘇

土壌汚染

二審で審理中

49 中華環境保護基金会と中国生物多様性保
護与緑色発展基金会が重慶長安汽車股份
有限公司を訴えた大気汚染事件

北京

大気汚染

審理中

50 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が 馬鞍山 生態破壊
馬鞍山市玉江機械化工有限公司を訴えた
生態破壊事件

審理中

51 北京市朝陽区自然之友環境研究所が華潤
新能源投資有限公司を訴えた鵞掌楸自然
保護区破壊事件

貴州

生態破壊

審理中

52 合肥市人民検察院と中国生物多様性保護
与緑色発展基金会が合肥偉茂鋁業有限公
司を訴えた環境汚染公益訴訟事件

河北

大気汚染、 審理中
土壌汚染

53 重慶両江志願服務発展中心が広東世紀青
山鎳業ら 3 企業を訴えた環境公益訴訟事
件

広東

生態破壊

審理中

54 北京市朝陽区自然之友環境研究所が怒江
州環境保護局の違法な環境行政許可を訴
えた公益訴訟事件

雲南

不当な
行政行為

審理中

55 北京市朝陽区自然之友環境研究所が怒江
州環境保護局の違法な環境行政処罰を訴
えた公益訴訟事件

雲南

不当な
行政行為

審理中

56 福建緑家園が福州創世紀農業綜合開発有
限公司を訴えた生態破壊事件

福建

生態破壊

審理中
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57 中国生物多様性保護与緑色発展基金会が
山西天脊潞安化工有限公司を訴えた大気
汚染公益訴訟事件

山西

大気汚染

審理中

58 重慶両江志願服務発展中心が安徽淮化集
団有限公司を訴えた民事公益訴訟事件

安徽

大気汚染

審理中

59 江蘇省環保聯合会と江蘇省政府が徳司達
（南京）染料有限公司を訴えた環境民事
公益訴訟事件

江蘇

水質汚濁

審理中

二 「自然の友」による典型的公益訴訟事例の分析
2014 年の下半期、
「自然の友」は、全国において、環境公益訴訟の個別
事件の実践を全面的に繰り広げ始めた。
「自然の友」は、2017 年 11 月ま
でで全部で 32 件の公益訴訟を提起した。内訳は、大気汚染が 11 件、水質
汚濁が 6 件、土壌汚染が 7 件、生態破壊が 8 件であり、その中で立案され
ているのが 25 件、結審したのが 7 件である。
（一） 大気汚染公益訴訟
ここ何年か、大気汚染が我々の「心肺の患い」となっていて、新鮮な空
気を吸うことが贅沢品になり、人々の健康が脅かされるに至っている。こ
のため、
「自然の友」は、公益訴訟という方法で廃ガス汚染源が基準を超
えない排出を推進するよう試みている。
工業廃ガスが長期にわたって基準を超えていたケースでの公益訴訟事件
大気汚染の主要な源は工業廃ガスである。工業廃ガスの基準を超えない
排出を推進するために、
「自然の友」は、2016 年、何件かの訴訟を提起した。
それらの中には、山东金岭化工有限公司、中石油吉林石化有限公司、连云
港碱业有限公司、鞍钢集团齐大山分公司を訴えた事件等がある。この四つ
の企業はいずれも、環境保護部によって廃ガスの国家重点統制汚染源に配
列されていた――基準を超える廃ガスが一年以上、継続しており、かつ提
訴時でもなお基準を超える廃ガスが行われていた。この 4 企業への請求は
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同じであり、裁判所が侵害の停止、すなわち基準を超えない排出と大気汚
染統治費用の賠償をさせる判決を下すことを請求した。現時点では、山东
金岭事件は和解で決着し、被告は 300 万の賠償と基準を超えない排出をす
ることになった。连云港碱业事件は開廷審理がなされ、結果を待っている
ところである。中石油吉林石化事件は、ちょうど鑑定評価の段階にある。
ヒュンダイ自動車の排気ガスが基準を超えていたのを訴えた事件
大気汚染のいま一つの重要な汚染源は、自動車の排気ガスである。2016
年、
「自然の友」は調査して発見した。ヒュンダイ自動車が中国に輸入し
たある型の自動車は、排気ガスの基準を超えていたため、北京市環境保護
局によって処罰されていたのである。負うべき環境民事責任を企業に負わ
せるために、
「自然の友」は証拠を集めて環境公益訴訟を提起し、裁判所
が排出が基準を超えないようになる前は当該型の自動車の販売を停止し、
すでに販売された自動車については回収して修理し、大気汚染統治コスト
等の賠償をさせる判決を下すことを請求した。この事件は北京市第四人民
法院で開廷審理がなされ、現時点では、審理結果を待っているところであ
る。この事件を通じて、自動車の排気ガスもまた重度の汚染された天気の
成因の一であることを人々が意識することができるようになることを望ん
でいる。そして、各人ができる限り低炭素で出かけ、誠心誠意、行動に移
し、身の回りの小さな事をやるということから始めて、環境に対して与え
る影響を減らすことを訴えたい。
（二） 水質汚濁公益訴訟――江蘇省泰州廃酸投棄事件を例として
1 ．事件の概要
2011 年から 2013 年まで、泰興市の 6 の化学工業企業が、廃酸を、危険
な廃水の処理能力のない皮包公司に委託しており、この会社は、改造した
船舶を用いて 2 万トンを超える廃酸をこっそりと長江に投棄し、深刻な汚
染を惹き起こした。2014 年 8 月、14 人が環境汚染罪により、2 年から 5
年の有期懲役の刑に処せられた。2014 年 9 月 10 日、泰州市中院は、泰興
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市環保聯合会が原告となって 6 企業を訴えた環境公益訴訟事件について公
開審理を行い、6 企業は合計 1.6 億元余りの環境回復費用を負担せよとの
判決が下された。2014 年 10 月、
「自然の友」は告発を受け、江蘇省泰興
廃酸投棄刑事事件の被告戴某、姚某らはかつて供述しており、上述の 6 企
業の他に、泰州市沃愛特化工有限公司、中丹化工、泰興市橡膠化工廠の 3
企業も、戴某らが処理能力のないことをよく知っていながら、生産過程中
に発生する廃酸を一定の金額を援助するという形式でその処置に任せてい
た。そして、如泰運河、古馬干河に投棄されていたのである。
「自然の友」は、2014 年 11 月 12 日、訴訟を提起した。しかしながら、
この事件の立案には、複雑な過程を辿った。2015 年 1 月 15 日、泰州市中
級人民法院は、
《中華人民共和国民事訴訟法》第 55 条の規定に基づいて、
受理しないとの決定を下した。理由は以下の通りであった。すなわち、自
然の友は、
「専門的に環境保護公益〔活動〕に従事している社会組織では
なく、むしろ環境研究に従事している研究機構であり、提訴者は《中華人
民共和国民事訴訟法》が定める関係組織ではないから、従って、本件は環
境公益訴訟の受理条件に合致しない。
」
「自然の友」は、この一審の決定を
不服とし、上訴した。2015 年 5 月 15 日、江蘇省高院は、上述のように泰
州中院が立案しなかった決定を取り消して、泰州中院は立案受理した。説
明を要する点は、本件は改正《環境保護法》が効力を生じる前に提訴され
たものであったため、
《民事訴訟法》に基づいて訴えを起こすしかなかっ
たということである。2015 年 1 月 1 日に新《環境保護法》が効力を生じ
て以降は、環境保護組織が提起する公益訴訟の立案が困難という問題は、
かなりの程度、解決された。
2015 年 10 月、被告の一人である中丹化工は、裁判所に対して 3 被告を
分割して審理することを申請したため、一つの事件が三つの事件に分けら
れた。2015 年 12 月 10 日、泰州中院は、三つの事件の証拠交換を行なった。
証拠交換のころに、
「自然の友」は、裁判所に対して、関連する証拠を調
べる申請書を別々に手渡したところ、
裁判所は同意した。2016 年 3 月 16 日、
泰州市中院は、第二次証拠交換を行なった。2016 年 3 月 31 日、三つの事
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件の開廷審理がなされた。
開廷審理の前、被告の一人である中丹化工は、自発的に和解に応じる用
意があるとの意思を表明していた。しかし、原・被告双方の見解の相違は
比較的大きかったため、それを継続することができなかったのである。開
廷審理の後、中丹化工は再度、自発的に和解を要求し、
「自然の友」は、
和解により、公益信託の方式を用いて賠償金の管理・使用の問題を解決す
ることを希望した。数回の話し合いを経て、2016 年 8 月 8 日、裁判所の
主管の下、和解協議が合意に達し、中丹化工は 100 万元の賠償をして、泰
州環保公益金の専用口座に入れることになった。この他に、中丹化工は、
自ら進んで長安信託有限責任公司と信託協議を行い、100 万元で公益信託
（慈善信託）口座を設立して、江蘇省において特に泰州地区の環境保護公
益事業に用いることとなった。この信託は、社会各界の代表によって構成
される方針決定委員会を設立させ、そこが資金の使用計画を管理する責任
を負う。2017 年 5 月 3 日、この信託の第一回方針決定委員会大会が開か
れ、
「合一緑学院」がこの信託の共同パートナーとなることを審査し、そ
してその計画を許可した。2017 年 5 月 15 日、
「合一緑学院」は、プロジェ
クトの具体的執行パートナーの募集を始めた。
2016 年 9 月、泰州市中院は、泰州市沃愛特化工有限公司に対し、174.96
万元の賠償を泰州市環保公益金の専用口座に支払うよう命じる判決を下し
た。
2016 年 9 月、裁判所は、原告に対して、泰興市橡膠化工廠が排出した
のが危険な廃物、すなわち廃酸であるということを証明する証拠がなく、
しかも当該廃液の危険性を証明する証拠がないので、従って原告による訴
訟取り下げを提案すると言ってきた。原告である「自然の友」は、多くの
専門家に相談したところ、被告が排出した廃液の危険性を証明するすべが
なく、しかもその企業は早い段階でその廃液発生を停止していたため、訴
訟取り下げを申請し、裁判所はそれを許可すると決定した。
2 ．本件の意義
第一に、環境保護公益組織が公益訴訟の原告として司法系統によって一
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般的に承認されるのに時間を要したこと。この事件は、新《環境保護法》
が施行される前に訴訟が提起された。立案段階で、立案を許さないとか、
上訴して、立案を許すとかの複雑な過程を辿った。そのため、10 ヶ月を
要してようやく実体的審理手続に入ったのである。この事件の一審判決の
中では、裁判所の解するところでは、
「自然の友」は研究機構であり、専
門的に環境保護公益
〔活動〕
に従事している社会組織ではないから、
従って、
環境公益訴訟の主体資格に合わない、とされた。これは、司法系統が環境
保護公益組織の理解が非常に有限であることを物語っている。
「自然の友」
は、我が国で最も早くに発足した、全国的影響を持つ環境保護公益組織で
あるが、しかし、大部分の裁判所はこれについて疎く、本件一審裁判所に
至っては、
「北京市朝陽区自然之友環境研究所」という登記名称だけから
判断して、環境保護公益組織ではない、とした。現在、我が国の公益組織
の発育はなおも完全ではなく、
社会統治の中で発揮している働きは比較的、
有限である。立法、行政及び司法系統の結びつきは比較的、少なく、司法
系統は特にひどい。そのため、司法系統が社会組織を公益訴訟の原告とし
て承認するのに、一つの過程を必要とした。新《環境保護法》が施行され
た後、
「自然の友」が提起した別の事件、すなわち福建南平採礦毀林生態
破壊事件は、
最高法院によって指導的事例とされている〔これについては、
法政論集第 44 巻第 3・4 合併号 202 頁参照〕
。このことは、司法系統によ
る環境保護公益機構についての認識を高めることの助けとなる。
第二に、公益信託制度を用いて公益訴訟の賠償金を管理することを探究
したこと。原告は、
被告の一人である中丹化工との和解の話し合いの際に、
慈善信託の方式を用いて賠償金を管理することで一致を見た。そして、裁
判所の考えでは、
泰州市は環境保護公益金の特定の口座を成立させており、
しかも以前の判決の事件の賠償金がすでにその特定の口座に入っているの
で、従って本件賠償金は当該特定の口座に入るべきであるとする。我々が
調べたところによれば、その公益金の特定の口座は使用管理制度が欠けて
おり、しかも後の管理監督の仕組みも不明確である。後に、中丹化工は、
賠償金の 100 万をその特定の口座に入れると同時に、自ら進んで 100 万
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元で公益信託を設定し、江蘇省において特に泰州地区の環境保護公益事業
に用いることにした。目下のところ、この探究はうまく進んでいる。
公益信託で賠償金を管理することの優位性は明らかである。第一に、公
益信託は、明確な法的根拠と比較的、完全な法的制度を有しており、我が
国の《信託法》は一章分を用いて公益信託について規定している。
《慈善
法》は慈善信託は公益信託に属することを明確にし、公益信託制度を一段
と完全なものにした。審査制【审批制】を報告制【备案制】に改めたことは、
公益信託の実践を大いに推進した。第二に、公益信託は厳格な管理制度を
有し、特定の口座は資金の独立と安全を保証する。関係する社会各界の代
表によって構成される方針決定委員会が方針決定機構として資金の使用を
管理し、監査人が資金の使用を監督する法定の権利を持つ。第三に、現有
の公益信託制度を用いて、社会資源を動員して、公益信託資金を社会公益
の目的に用いることを有効に保障することができる。それ故に、公益信託
制度を用いて公益訴訟の賠償金を管理する探究を鼓舞すべきである。
（三） 土壌汚染公益訴訟――一連の常州市常隆土地汚染事件を例として
土壌汚染を予防することは、直接、農産物の質の安全と人々の身体の健
康に関わることである。
土壌汚染問題は、
大気汚染・水質汚濁問題と同様に、
社会全体から注目されている。土壌汚染の予防は、重大な環境保護及び人
民の生活のプロジェクトとして、
国家環境統治体系に組み入れられている。
2005 年から 2013 年、我が国が初めて展開した土壌汚染状況の調査結果に
よって、全国の土壌環境状況の全体は楽観を許さず、一部の地区の土壌汚
染は比較的、重度であることが明らかになった。全国の土壌の全地点の基
準超過率は 16.1％であり、耕地の基準超過地点は 19.4％である。土壌汚
染はすでに、
早急に解決しなければならない重大な環境問題となっており、
全面的な小康社会を建設するに際しての突出した問題となっている。
1 ．事件の概要
江蘇省常州市にある常隆化工有限公司、常宇化工有限公司及び江蘇華達
化工集団有限公司（元・常州市華達化工廠）の 3 企業の元・工場所在地
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（
「常隆土地」と略称する。
）は、26.2 万平方メートルの面積を占めていた。
3 企業はそれぞれ長期にわたって農薬、染料中間体等の有毒化学工業製品
を生産しており、しかもその生産過程において危険な廃棄物管理等、環境
保護措置が不適切であったため、常隆土地とその周辺の環境に対し、深刻
な汚染を惹き起こした。3 企業は 2010 年頃、移転し、そこから離れたが、
いずれもその汚染土地の修復を行なっていなかった。
2011 年から 2013 年まで、当地の政府組織が調査を行い、当該土地の土
壌及び地下水の汚染が深刻であることを発見し、その土地は修復しないと
使用できない状態であった。2015 年、修復工事が修復計画の中で要求さ
れている密閉の棚の建設に従っていなかったため、
有毒なガスが散布され、
深刻な結果を惹き起こした。2015 年 9 月、常州外国語学校は、常隆土地
から大通り一本しか離れていない土地に新校舎を建てて引っ越してきたと
ころ、そこの多くの学生が体調が悪くなり、数百人の学生に、検査により
皮膚炎、湿疹、気管支炎、血液の指標の異常、白血球の減少等の異常症状
が出た。こうして「常州外国語学校汚染事件」が発生し、メディアが広く
報道するに至った。
「自然の友」は調査を行い、前後して 2 件の訴訟を始めた。第一の訴訟
は常隆化工ら 3 化学工業企業を訴えたもので、裁判所に対し、3 社に常隆
土地を修復する責任を負わせるよう求めた。いま一つは修復会社を訴えた
もので、裁判所に対し、修復によって二次汚染を惹き起こしたことの責任
を負わせるよう求めた。常隆化工ら 3 企業を訴えた訴訟は一審で敗訴し、
「自然の友」と共同原告である中国緑色発展与生物多様性保護基金会は、
江蘇省高院に控訴した。
2 ．本件の意義
土壌汚染の統治と回復の責任主体はいかに規制すべきか。常隆化工等三
企業事件の中で、その汚染された土地の統治及び修復の責任主体の確定が
問題の焦点であった。原告は、当該汚染土地の統治及び修復の責任主体は
汚染を惹き起こした 3 化学工業企業であると考え、被告は、土地はすでに
国に引き渡しており、
もはや統治及び修復の責任は負わないと考えていた。
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ところが、一審裁判所は、これについて裁判せず、政府はまさに修復を組
織し、社会公共の利益を守る目的で少しずつ実現しようとしているという
ことを理由に、原告の請求を棄却した。この裁判は、実質的に本件の焦点
となっている問題を回避した。ちょうど、
《土壌汚染防止法》が制定中の
ときであった〔2018 年 8 月 31 日に制定され、2019 年 1 月 1 日より施行
される。
〕
。環境保護の良性の法秩序を形成する鍵は、汚染者責任負担【污
染者担责】原則を確実に実施することであり、土壌汚染の統治と修復の責
任主体と責任負担の仕組みの明確な確定は、その法律の核心的規定内容の
一であるべきである。法律の中で明確に責任主体と責任負担の仕組みを確
定して初めて、有効に法律主体の行為を規範に合ったものにすることがで
きる。責任主体を明確に確定することは、汚染者負担原則を十分に貫徹す
ることになり、そうして初めて、関連する責任負担方に十分な注意義務を
負わせて、必要な予防措置を講じさせ、新たな汚染の発生を防止させるこ
とができる。また、そうして初めて、修復と賠償の責任主体を明確にする
ことができ、
「企業が汚し、政府が支払い、庶民が害を受ける」ではなく
なるのである。
国家環境保護部が 2016 年 12 月に制定した
《汚染土地土壌環境管理方法》
第 10 条は、責任主体について規定し、しかも土壌汚染の統治と修復につ
いて明確に終身責任制を実施した。
土壌汚染の統治と修復の責任主体の規定は、ちょうど制定中の《土壌汚
染防止法》の核心的内容の一となるべきである。このため、
「自然の友」は、
全国人大常委会に《土壌汚染防止法》の立法提案を提出したが、その中で
行なった主体の責任規定の提案は、以下の通りである。
「汚染者責任負担」原則により、公共の利益を守る必要と責任追及の
可能性を最大限、
併せ考慮して、
責任主体を明確にする。具体的には、
《汚
染土地土壌環境管理方法》を参考に、この法律の中で、汚染責任主体の
認定を次のように確定することができる。
土壌汚染を惹き起こした団体又は個人は、汚染の調査、リスク評価、
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リスク管理制御並びに統治及び修復の責任を負わなければならない。土
壌汚染を惹き起こした団体に変更が起きたときは、その変更によりその
債権・債務を承継した団体が、関係する責任を負う。
土地使用権を法により譲渡するときは、環境調査、リスク評価、リス
ク管理制御並びに統治及び修復の責任主体は、明確に約定しなければら
ず、
約定した責任者の能力が関係する責任を負うのに十分でないときは、
その相手方が補充責任を負う。明確な約定がないときは、土地使用権の
譲受人と譲渡人が連帯して責任を負う。
土地使用権が土地備蓄部門による回収等の原因により終了したとき
は、元の土地使用権者は、当該土地を使用していた期間に惹き起こした
土壌汚染につき、関係する責任を負う。土壌汚染の統治と修復について
は、終身責任制を実施する。
地方人民政府環境保護主管部門は、公共の利益を保護する必要に基づ
き、汚染された土壌について環境調査、リスク評価、リスク管理制御並
びに統治及び修復を行うことができる。地方人民政府は、これらの活動
を行う前に、相応の計画を関係する責任主体に告知しなければならず、
関係する責任主体は、告知を受けてから 1 ヶ月内にその計画に対して意
見を述べることができ、地方人民政府は、その意見の採用状況について
書面により返答しなければならない。地方人民政府が代わって上記の統
治行為をなす際に、又はなした後に、関係する責任主体に対し、賠償を
請求することができる。
（四） 生態破壊公益訴訟
福建南平採礦毀林生態破壊事件
2015 年 1 月 1 日、新《環境保護法》が施行された初日、福建省南平市
中級人民法院（以下、
「南平中院」と略称する。
）は、
「自然の友」と福建
省緑家園環境友好中心（以下、福建緑家園と略称する。
）が謝某ら 4 人を
訴えた生態破壊環境公益訴訟を正式に受理した。これは、環境公益訴訟の
新時代の幕開けを示すものである。
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謝某ら 4 人は、採鉱権審査管理機関による審査を経ず、そして占用林地
の許可証を法により取得せずに、山頂から山肌の土を剝がし、鉱石を採掘
して、生じた廃石を山の下の方へ廃棄して、林地の元々あった植生【植被】
に対し、甚大な破壊を惹き起こした。2015 年 10 月、南平中院は開廷して、
次のような判決を言い渡した。すなわち、4 被告は判決が効力を発生する
日から起算して 5 ヶ月内に、破壊された 28.33 亩〔1 亩＝ 666.7 ㎡〕の林
地の機能を回復せよ、当該林地上に林木を植えて 3 年間、育て管理せよ、
もし指定期限内に林地の植生を回復させることができなかったときは、連
帯して生態環境修復費用 110.19 万元を賠償せよ、連帯して、現地の生態
修復又は別の地での公共生態修復に用いるための、生態環境が損害を受け
てから原状回復するまでの期間の役務機能損害 127 万元を賠償せよ、連帯
して原告である「自然の友」と福建緑家園が支出した評価費、弁護士費用
等 16.5 万余元を支払え、とされた。一審判決後、被告謝某らは上訴した。
二審の福建省高級人民法院は、上訴を却下し、原判決が維持された。
この事件は、2015 年の指導的事例とされ、その判決には重要な意義が
ある。第一に、この制度は環境保護組織が異なる地で訴えを起こすことが
可能であるということを確定させた。例えば、在北京の環境保護組織であ
る「自然の友」が全国各地で訴えを起こすことが可能なのである。第二に、
この判決は、被告は回復の責任を負うよう命じているだけでなく、生態破
壊が始まって生態が完全に回復するまでに生じた生態役務機能損害も賠償
しなければならないとした。第三に、原告の訴訟費用は被告が負担すると
した。
広東南嶺国家級自然保護区内違法道路工事生態破壊事件
南嶺国家級自然保護区は乳源ヤオ族自治県と湖南省の境界が接する地帯
に位置し、広東省で最大の面積の国家級自然保護区である。広東省北部の
生態の防壁であり、主たる保護対象は中亜熱帯常緑広葉樹及び珍しくて貴
重な危険に瀕した野生動植物並びにそれらの生存環境である。2010 年 10
月から、広東南嶺森林景区管理有限公司は、広東南嶺国家級自然保護区の
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中心地区内の北西部にある老蓬から石坑崆の間で、乱暴に山を爆破し、土
を平らにして、道路を補修した。その結果、大量の森林の植生が埋められ
てしまい、石坑崆の山の姿は大きく破壊された。その後、環境保護ボラン
ティアが反対したため、一時的に工事は停止した。2016 年元旦、被告は
再度、工事を開始した。
「自然の友」は、現地の環境保護組織である「鳥
獣虫木」から状況を知らせてもらい、公益訴訟を提起した。裁判所に請求
したのは、当該会社は直ちに、南嶺国家級自然保護区の中心地区の老蓬か
ら石坑崆の間の道路敷設を停止すること、生態環境の回復の責任と生態役
務機能期間損害を賠償する責任を負うこと、そして省レベル以上のメディ
アで謝罪することを内容とする判決を下すことであった。
この事件は、2016 年末に、裁判所の主管の下、和解協議が成立した。
被告が補修した道路は観光等の使用が禁じられ、500 万元の違法な道路補
修によって惹き起こされた生態破壊を賠償し、もし生態の回復にその額で
は足りないときは、なお継続して回復費用を負担し、回復の全過程におい
て原告、訴えを支持する団体及び社会の監督を受けることとなった。
この事例は、自然保護区が破壊されるという典型的な事例である。和解
により事件が解決したことで、事件の執行には有利であった。目下、この
事件は執行過程にあり、違法に補修した道路は、すでに観光の使用が禁止
されており、道路工事が惹き起こした生態破壊は徐々に回復している。
雲南紅河上・中流マクジャク生息地保護公益訴訟事件
2017 年 3 月、環境保護組織である「野生中国」は、野外調査をする中で、
国家一級保護動物であり、危険に瀕した種であるマクジャク【绿孔雀】の
重要な生息地が戛洒江一級水力発電所の貯水後の埋没区域内にあることを
発見した。マクジャクは、2009 年から、国際自然保護連合（IUCN）のレッ
ド・リストに危険に瀕した（EN）種として登録されている。2017 年 5 月
22 日に発表された《雲南省生物種レッド・リスト（2017 年版）
》の中で、
マクジャクは極めて危険な種として列挙されている。マクジャクは中国で
は雲南省にのみ分布しており、現存する数は 500 羽もいない。現在、紅河
－ 166 －

葛楓「中国における環境公益訴訟の道程とその典型的事例の分析」（矢澤）

流域の上流本流の双柏県と新平県の石羊江及びその支流が、マクジャクに
とって、面積が比較的、大きく、それなりに連続していて、すべて揃って
いる最後の生息地である。
戛洒江水力発電所の建設は、マクジャクの残された生息環境を飲み込ん
でしまい、緑汁江、石羊江、戛洒江、小江河の沿岸の河谷に分布する季節
風林及び熱帯雨林の植生が埋没するばかりか、
チンソテツ【陈氏苏铁】
（国
家一級保護植物）
、
ビルマカラヤマドリ【黑颈长尾雉】
（国家一級保護動物）
、
インドニシキヘビ【蟒蛇】
（国家一級保護動物）
、ミドリハチクイ【绿喉蜂
虎】
（国家二級保護動物）
、ミナミシマフクロウ【褐渔鸮】
（国家二級保護
動物）
、千果欖仁【千果榄仁】
（国家二級保護植物）といった多くの珍しく
おびや

て貴重な保護種の生存を脅かす。紅河流域にわずかに存在ししかも保存が
比較的整っている乾燥して熱い河谷の季節風林の生態システムに甚大な破
壊をもたらす。
この水力発電所の建設プロジェクトの環境影響評価は、手続上も実体上
も、重大な問題が存在している。数回の調査を経て、専門家は、当該水力
発電所の建設工事区域と埋没区域の生態の価値は非常に高く、生物多様性
は極めて豊富で、水力発電所を建設すればマクジャクの重要な生息地と季
節風林は埋没するだろうと評価した。
「自然の友」は、関係部門は有効な
解決〔策〕を推進することが未だできていないとの通報を受けて、環境公
益訴訟を提起した。楚雄州中級人民法院は、この事件をすぐに受理した。
現在、このダムは、工事を停止しているが、しかし、マクジャクとその整っ
た生息地をどのように有効に保護するかは、依然として任は重く、道は遠
い。
本件が以前の訴訟と異なる点は、以下の点にある。すなわち、本件は予
防のための訴訟であり、損害という結果は生じておらず、訴訟提起の目的
は水力発電所工事が野生動物の重要な生息地を破壊するという影響を避け
るためである。これは、環境公益訴訟の方式を野生動物生息地の保護に初
めて用いた事件である。
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表 2 「自然の友」が提起した環境公益訴訟事件表（2017 年 12 月まで）
番号

事

件

名

場所

類型

事件の進展

1

北京市朝陽区自然之友環境研究所が謝某
某ら 4 人を訴えた生態破壊事件

福建

生態破壊

二審最終判決が
出され、終結

2

北京市朝陽区自然之友環境研究所が貴州
省清鎮市鋁礦廠らを訴えた環境汚染事件

貴州

大気汚染

和解により解決

3

北京市朝陽区自然之友環境研究所が山東
金岭化工有限公司を訴えた環境汚染事件

山東

大気汚染

和解により解決

4

北京市朝陽区自然之友環境研究所が江蘇
中丹化工技術有限公司を訴えた環境汚染
事件

江蘇

水質汚濁

和解により解決

5

北京市朝陽区自然之友環境研究所が江蘇
泰州橡膠化工廠を訴えた環境汚染事件

江蘇

水質汚濁

訴訟取下

6

北京市朝陽区自然之友環境研究所が泰州
市沃愛特化工有限公司らを訴えた環境汚
染事件

江蘇

水質汚濁

判決が出され、
終結

7

北京市朝陽区自然之友環境研究所が雲南
省陸良化工実業有限公司らを訴えた環境
汚染事件

雲南

土壌汚染

審理中

8

北京市朝陽区自然之友環境研究所が北京
都市芳園物業管理有限責任公司を訴えた
生態破壊事件

北京

生態破壊

審理中

9

北京市朝陽区自然之友環境研究所と広東
省環境保護基金会が広東南岭森林景区管
理有限公司らを訴えた生態破壊事件

広東

生態破壊

和解により解決

10 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中国
緑色発展与生物多様性保護基金会が江蘇
常隆化工有限公司らを訴えた環境汚染事
件

江蘇

土壌汚染

二審係属中

11 北京市朝陽区自然之友環境研究所が現代
汽車（中国）投資有限公司を訴えた環境
汚染事件

北京

大気汚染

開廷審理がなさ
れた。

12 北京市朝陽区自然之友環境研究所が連雲
港碱業有限公司を訴えた環境汚染事件

江蘇

大気汚染

開廷審理がなさ
れた。

13 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中電
投山西鋁業有限公司を訴えた環境汚染事
件

山西

14 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中国
石油天然気股份有限公司吉林石化分公司
を訴えた環境汚染事件

吉林

－ 168 －

大気汚染
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（粉塵）／
鉱工業固形
廃棄物
大気汚染

開廷審理がなさ
れた。
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15 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中華
環保聯合会が中国石油天然気股份有限公
司吉林油田分公司らを訴えた環境汚染事
件

吉林

土壌汚染

審理中

16 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中国
緑色発展与生物多様性保護基金会が常州
黒牡丹建設投資有限公司らを訴えた環境
汚染事件

江蘇

土壌汚染

審理中

17 北京市朝陽区自然之友環境研究所が雲南
金鼎鋅業有限公司を訴えた環境汚染事件

雲南

土壌汚染

審理中

18 北京市朝陽区自然之友環境研究所が華潤
新能源投資有限公司を訴えた生態破壊事
件

貴州

生態破壊

審理中

19 北京市朝陽区自然之友環境研究所が怒江
州環保局を訴えた違法行政処罰事件

雲南

行政訴訟

原告不適格によ
り訴え却下

20 北京市朝陽区自然之友環境研究所が怒江
州環保局を訴えた違法行政許可事件

雲南

行政訴訟

原告不適格によ
り訴え却下

21 北京市朝陽区自然之友環境研究所が雲南
江川仙湖錦綉旅游物業発展有限公司を訴
えた生態破壊事件

雲南

生態破壊

開廷審理がなさ
れた。

22 北京市朝陽区自然之友環境研究所が恭城
瑶族自治県礦産公司らを訴えた環境汚染
事件

広西

土壌汚染

審理中

23 北京市朝陽区自然之友環境研究所が雲南
先鋒化工有限公司を訴えた環境汚染事件

雲南

大気汚染

関連する刑事事
件があったた
め、本件の審理
は中断

24 北京市朝陽区自然之友環境研究所が国網
甘粛省電力公司を訴えた環境汚染事件

甘粛

気候変化

審理中

25 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中国
水電顧問集団新平開発有限公司らを訴え
た生態破壊事件

雲南

生態破壊

審理中

26 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中国 内蒙古 生態破壊
神華煤製油化工有限公司を訴えた環境汚
染事件

未受理

27 北京市朝陽区自然之友環境研究所が重慶
銅梁紅蝶鍶業有限公司を訴えた環境汚染
事件

重慶

水質汚濁

未受理

28 北京市朝陽区自然之友環境研究所が中石
油雲南石化有限公司を訴えた環境汚染事
件

雲南

大気汚染、 受理されず
水質汚濁
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29 北京市朝陽区自然之友環境研究所と中国
生物多様性保護与緑色発展基金会が陽新
県金宝礦業有限公司らを訴えた環境汚染
事件

湖北

土壌汚染

未受理

30 北京市朝陽区自然之友環境研究所が天津
港（集団）有限公司らを訴えた環境汚染
事件

天津

土壌汚染

未受理

31 北京市朝陽区自然之友環境研究所が鞍鋼
集団礦業有限公司斉大山分公司を訴えた
環境汚染事件

遼寧

大気汚染

未受理

32 北京市朝陽区自然之友環境研究所が国網
寧夏電力公司を訴えた環境汚染事件

寧夏

大気汚染

未受理

三 展 望
経済と社会が急速に発展して 40 年近くが経ち、生態環境の耐える力は
限界に達している。環境保護はスローガンから、終身で責任を負う制度と
なり、損害の責任を負う時代が到来した。2017 年 6 月に、
《民事訴訟法》
と《行政訴訟法》が改正され、環境公益訴訟の提起が検察機関の法定の職
責となり、検察機関は法により環境行政公益訴訟を提起できるようになっ
た。省レベルの政府もまた、生態環境損害賠償制度を探究している。環境
の責任の追及は、ますます厳しくなってきている。環境リスクの意識が高
く、環境社会の責任感が強い市場主体であってこそ、市場競争の中で不敗
の地に立つことができるのである。
党の十九大報告は、生態文明を築き上げることは中華民族が永続的に発
展するための千年の大計である、と指摘している。そして、緑水青山〔＝
景色が秀麗であるさま〕は金山銀山に他ならないという理念を樹立して実
行しなければならず、資源を節約し環境を保護するという基本的国策を堅
持しなければならず、生命と向き合うときのように生態環境と向き合わな
ければならず、山水林田湖草のシステム全体を統一的に統治しなければな
らず、最も厳格な生態環境保護制度を実施しなければならず、グリーンな
発展方式及び生活方式を作り上げなければならず、生産が発展し、生活が
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豊かとなり、生態が良好となる文明発展の道を揺るぎなく進んでいかねば
ならず、美しい中国を建設しなければならず、人民大衆のために良好な生
産生活環境を作り、
全世界の生態の安全のために貢献しなければならない。
各レベルの政府機関もまた、経済発展が仕事の唯一の重点であるという以
前の意識及び態度を変えなければならず、生態文明という指導思想を徹底
的に遂行しなければならず、党の十九大の精神を深く学習しなければなら
ず、生態環境の保護を優先的地位に置いて、青空の下で緑水青山を保持し
なければならない。そうして初めて、現代、そして孫子の後代に対して責
任を負う持続可能な発展方式となるのである。
「社会役務団体」という語で「民営非企業」という呼び方に取っ
⑴ 《慈善法》において、
て代わったことは、当該タイプの組織の特徴及び社会的機能に、一層、合うもので
ある。しかし、
《民営非企業単位登記管理暫行条例》の改正は、いまだ完了していない。
⑵

2009 年から、社会組織と民衆は、公益訴訟を提起する試みを始めた。2009 年 7 月、
中華環保聯合会と江陰市住民が提起した江蘇江陰港集装箱有限公司環境汚染事件、
貴州定扒造紙廠水質汚濁権利侵害紛争事件等の公益訴訟がそれである。2011 年 10
月に「自然の友」と重慶市緑色志願者聯合会が提起した雲南曲靖クロム屑汚染環境
公益訴訟が、曲靖市中級人民法院によって受理されたが、これは、草の根環境保護
組織が提起した最初の環境公益訴訟と言われている。2011 年、貴陽市清鎮市法院は、
個人が提起した環境公益訴訟を初めて受理した。

訳者あとがき
本稿は、
葛枫《我国环境公益诉讼历程及典型案例分析――以“自然之友”
环境公益诉讼实践为例――》
，载《社会治理》2018 年第 2 期（总第 22 期）
（2018 年 4 月）の翻訳である。葛枫氏は、
「自然の友」の法律と政策唱導
総監督であり、
中国法学会環境法分会理事である。
「自然の友」
というのは、
中国における最も主要な環境保護団体である。
かつて私は、中国の宿遷学院の副教授である劉 紅艶氏との共訳で、自
然の友の『環境政策唱導便覧』
（以下、
『便覧』と略称する。
）の翻訳を発
表したことがある（法政論集第 44 巻第 1・2 合併号（2016 年 9 月）65 頁
及び法政論集第 44 巻第 3・4 合併号（2017 年 3 月）181 頁）
。この『便覧』
－ 171 －

葛楓「中国における環境公益訴訟の道程とその典型的事例の分析」（矢澤）

は、環境 NGO である自然の友が取り組んできた①夏季のエアコン温度問
題、②奢侈的水消費問題及び③《環境保護法》改正過程への参加という三
つのテーマを中心に、NGO による政策唱導について論じたものであった。
本稿では、
前稿『便覧』の第三のテーマである環境公益訴訟に焦点を絞り、
かつ『便覧』以降の、実際に自然の友が提起した環境公益訴訟について論
じたものであり、
『便覧』の続きの意味合いもあって、中国における環境
公益訴訟の最新の状況を知る上で非常に有意義な論文と言え、日本語に翻
訳した次第である。葛氏とは、2 年前の『便覧』の翻訳の際にも（当時、
翻訳に関する主担当ではなかったが）Ｅメールの遣り取りをした経験があ
り、今回の論文について日本語に訳して発表したいとＥメールで連絡した
ときには、翌日にすぐに翻訳許可の返信をして下さった（2018 年 6 月 30
日の訳者宛私信）
。葛氏のご厚意に御礼申し上げたい。私がこの論文を発
見したのは 2018 年 6 月 16 日であるが、2018 年に中国で発表された論文
を 2018 年中に日本語で発表できたことに、訳者自身も嬉しく思う。
訳者個人としては、中国の《環境保護法》改正後の環境公益訴訟に関心
を有していたところ、本稿は、2016 年に環境 NGO によって実際に提起さ
れた当該訴訟について一覧表になっていたり、また自然の友が 2017 年 12
月までに提起した環境公益訴訟の一覧表が付されたりしており、資料性が
高いものとなっている。学術的な議論というよりもいわゆる紹介の側面が
強いのは事実であるが、環境公益訴訟を提起している自然の友の法律面で
の総監督である葛氏の手になるものであるから、むしろ実際の訴訟の経過
等、当事者による貴重な一文と言える。
中国語の原語を記した方が良いと考えられる場合には、すみ付パーレン
【 】を付して、その中に記載した。二重山型カッコ《 》は、原文のま
まである。亀甲〔 〕内の語句は、
読者の理解のしやすさという観点から、
訳者が補ったもの（いわゆる訳注）である。中国人の人名が登場するが、
日本語の漢字に置き換えるといったことは行わず、中国語（簡体字）のま
ま記載した。
訳文には、訳者の能力不足の故の誤りが多々あるものと思われる。諸先
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生方のご教示を頂戴できれば幸甚である。
なお、中国語の疑義については本学外国語学部准教授の西 香織先生に
教えていただき、二つの表の作成の際には本学のベテラン職員である石川
直美さんのお手を煩わせた。ここに記して、感謝の意を表する。
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