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１、はじめに
本稿は、環境権の私法上の権利としての今日的意義について、その課題や理論上の再構成
を試みるものである。わが国では、かつて深刻な公害や環境汚染等が発生し 1、これらの被
害者の司法の場での救済として、特に憲法上の基本的人権の一つとして、また私法上の権利
として損害賠償や差止請求権等の根拠として 1970 年代より環境権が提唱され、現在に至っ
ている。今日、学界においてはほぼ認知されてきているといってよい一方で、判例において
は未だ慎重な態度をとっており、特に最高裁判決で明確にこれを認めた事例は未だ存在しな
い。
一方で、国民の生活水準の向上等により、良好な環境の中での生活を求める動向は一段と
強まっているといえる。近年、環境法学の領域においても、裁判例が次第に蓄積されつつあ
り、その内容も非常に多大な領域に至るものであり、様々な内容の「良好な環境」というも
のが要請されることが窺えるものである 2。
特に今日では原子力発電所の事故の危険性が改めて認識されている。原子力発電所の建設
や運転に関しその危険性が指摘されるとともに、司法の場で何とかこれを食い止めようと、
行政訴訟としてその建設許可の取消し等を求める取消訴訟や、民事訴訟においても運転中止
等を求める差止訴訟等が提起されてきたが、結果は思わしくないものに終わった事例が大半
であり、願いはほとんど叶わなかったといえる 3。
このような現状に目を向ければ、改めて、環境権の意義について、その重要性を思い知ら
され、その確立を図ることが今後重要となると思われるため、本稿に若干の検討を試みるこ
ととしたい。特に、我が国における環境権をめぐる議論の問題点として、環境問題というの
は学際的な問題を数多く含むものであるため、学際的な研究がどうしても必要になる半面、
これが十分に行われてこなかったために正しく認識されてこなかったものなどが散見される
ため、これらの点を踏まえ、今後の方向性を探るものとする。

２、我が国における環境権理論の誕生とその後の動向
（1）我が国における環境権理論の誕生
我が国では、1970 年に、初めて環境権の具体的な概念が提唱されたとされる。同年 3 月

─ 71 ─

に開催された公害国際会議における「東京宣言」にてわが国で基本的人権の一つとして環境
権を法体系の中に確立するよう呼びかけられ、また同年 9 月に開催された日本弁護士連合会
人権擁護大会では仁藤一弁護士・池尾隆良弁護士らが改めて提唱することにより私権として
も認識されたものである 4。
我が国における不法行為法は不法行為の効果として条文上、事後救済的な効果しか持ち合
わせていない。すなわち、民法 722 条は損害賠償の方法として同 417 条を準用しており、不
法行為による損害は金銭賠償を原則としていることから、これは損害が発生した後での事後
の賠償ということになるから、損害が発生しないように差止請求などの事前の対応、また被
害が発生した後の原状回復的な救済の方法については、明文規定を有しないことから、これ
らを法律上直接に認めることができないといった問題が浮き彫りとなり、強い批判を浴びて
きた 5。さらに、公害や環境汚染等を司法の場で救済を求めようとした場合、被害者側に課
せられる立証責任の困難さ、不法行為の成立要件である加害者の故意・過失、あるいは権利
侵害ないし違法性、相当因果関係、また被害者の側の受忍限度論などの要件 6 をいかに克服
するかといった点について現実の対応を迫られたものである。
仁藤・池尾両弁護士の提唱を受け、その後大阪弁護士会の有識者らにより「大阪弁護士会
環境権研究会」が組織され、より具体的な環境権論が提唱された。それによると、まず前提
段階として、現在の公害や環境汚染等は、生命の危機をもたらしかねないものであり、かか
る状況は決して自然不可避的に発生したものではなく、これまでの法理が企業活動の自由を
認める一方で、それによる排出物や有害な財を自ら適切に処理すべき責任を十分に認めてこ
なかったこと、それによって被害を受けた者に不可侵の権利を認めず、ただ企業活動の自由
を強調してきたことなどについて、これまでの法理には基本的な欠陥があり、これらの過ち
をまず是正しなければならないとした 7。これまで、このような状況の下でも、十分な公害
対策立法の不十分さや行政府の対応の不十分さなどを挙げ 8、また諸外国の立法事例などを
参照して 9、以下のように提唱した。
まず、大気や水、日照、あるいは通風や景観などは、元来、人類の生活にとって必要不可
欠なものであり、不動産の所有権とは関係なく、すべての自然人に公平に分配されるべき資
源、すなわち、いわゆる「自由財」であり、権利の対象となるものと考えられなかったので
あるから、これらの環境上の素材は、不動産の利用権とは無関係に、万人に平等に分配され
るべき資源、つまり万人の共有に属すべき財産であるという、
「環境共有の法理」が存在す
るはずであるとした 10。しからば、その環境を共有する者のうち一人でも、他の共有者の同
意を経ることなく、環境を独占的に支配利用したり、汚染したり減耗させたりすることはそ
れ自体が他の共有者の権利の侵害であり違法性を帯びるものであり、法的救済を図ることが
できるものであるとした 11。このような状態を発生させれば、環境の他の共有者に健康上・
生活環境上、具体的な被害が発生しているか否かを問わず、その侵害の排除あるいは侵害の
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予防を求めることを認めるべきであるとし、環境や公害といった問題についても、市民法原
理が何らかの形で修正されなければならないということで「公害法理の社会権的修正」が図
られてしかるべきであるとした 12。つまり、環境権を承認させることの私法上の意義として
は、これによって、
「公害の私法的救済の拡大」をはかること、従来の不法行為責任を追及
する上で問題となった受忍限度論の克服や差止訴訟の容易化を図ることにあるとしたもので
ある 13。
差止請求については、既存の法理の活用によっても可能となりうるという点については指
摘されている。例えば、物権的請求権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権をその根拠
として、差止請求が認められうるとしたり、また、今日の有力説であるといえるのは、人格
権を根拠として差止請求が認められるとするものであり、また、不法行為それ自体の効果と
して差止請求を認めるべきであるというものも主張されており、実際にこれらを根拠として
差止を認容した裁判例も存在する 14。
しかし一方で、裁判例においてはなお、差止請求を認容するのは概して慎重な対応をとっ
ている傾向にあるのは事実であり、実際には損害賠償請求よりも差止請求のほうが、その公
共性の重大さや事業活動への打撃、社会活動への影響などからより高い次元での違法性が求
められるという段階的違法説を採用するものが多く 15、これでは逆に被害者の救済という面
ではハードルがより高くなってしまうことが問題となる点は否定できない。
このように、環境権の提唱は、被害者の救済という面から、特に民事訴訟を提起する上で
の諸々の要件をいかに緩和させ、訴訟へのハードルを低くするかといった点を総合的に克服
することを最大の命題としていた。今日では、環境権とはいかなるものかという点について
は、「環境を破壊から守るために、良い環境を享受しうる権利 16」であるとしたり、あるい
は「現在世代と将来世代の良い環境を享受する権利 17」であるとされ、概ねこのような見解
が支配的なものとなっている。

（2）その後の学説の展開
このように、環境権が初めて提唱されて以来、今日ではその概念については一定の評価は
得られているものの、学説や判例において、積極的に承認されてはこなかった。
まず、比較的早い時期から指摘されてきた点として、環境権はその意義・要件・効果等、
その理論的な根拠が曖昧なものであり、これでは法律上の具体的な権利として承認すること
は困難ではないかというものである。
また、環境権を現行法の解釈論から導き出すことの限界性を指摘し、最終的には立法論に
委ねられるものであるとする指摘も少なくない 18。
例えば、原田尚彦教授は、環境権の意義自体は肯定するものの、その内容についてはより
慎重な検討が必要ではないかとの見解を示しており、まず、裁判所が環境権に基づく民事訴

─ 73 ─

訟に関与することで、地域的環境保全の問題に直接的に介入することの妥当性から再検討さ
れなければならないとする 19。また、特に差止めや妨害排除請求については、一方の当事者
の請求に応じて他方の当事者に特定の行為の作為・不作為を命じる以上、これを認容するた
めには、相手方に作為・不作為を命じる理由について、十分な根拠、特に客観的かつ明確な
法的根拠が必要であるとし、そうしないと相手方の行為の自由を不当に拘束することになり
かねないとする 20。具体的には、差止めや妨害排除請求が認められるのは、法律上の権利あ
るいは国民的合意に基づく限定的利益に限られるべきであるとし、単なる地域の環境悪化の
懸念、という程度では認められるべきではない旨を示している 21。環境保全というのは確か
に社会的に重要な価値観を有するものであることは否定できないとしつつも、産業開発につ
いてもこれまた重要な社会的価値として無視しえないものであるため、この両者の調整をい
かに図るかという問題をまず考慮しなければならないとして、これは裁判官による司法的判
断になじむ性質のものではないとして、最終的には立法と行政による政策的判断に委ねられ
る性質のものであるとする 22。環境保全に対して、裁判官による司法的関与がどの範囲まで
可能かという点に関しては、結局のところ、受忍限度論の問題となるわけであり、これがま
さに司法的関与の基準と限界を示しているとして、結果として、あえて環境権論を持ち出さ
なくても対処できる事例が多いのではないかとする 23。
淡路剛久教授は、
環境権論は確かに大胆な発想に基づくもので画期的なものではあったが、
一方でその内容があまりに大雑把すぎるという。その問題点として、
「この権利が認められ
るとこうなる、こういうメリットがある、という羅列であって、あまりに広い範囲を環境権
という単一の概念でくくってしまったために実効性の乏しいものとなってしまった。もっと
範囲を限定し、緻密に検討するべきであって、ただ「～権」という言葉をつくっただけでは
生きた権利にはならない 24」と指摘し、この点が、訴訟において環境権が否定される大きな
要因の一つであるとする。すなわち、
「環境」とは何か、また「環境権」の権利主体の範囲
はいかなるものか、また差止めが認容される環境破壊の範囲とはいかなるものか、といった
ものを明確にされていないと、これを承認することは困難であるとする 25。
淡路教授は、
ある主張が「権利」として認められるためには、
「１、
その時々の社会的なニー
ズを背景として、その権利が絶えず主張され続けること。２、その権利主張の基盤となって
いる価値観を、社会（の多数）が共有すること。３、権利内容その他が、適切な法律用語で
表現されること（法技術的錬磨）
。
」の 3 つの要件を満たすことが必要であると示すが、これ
までの環境権理論では、第 1 番目と第 2 番目についてはともかく、第 3 番目の要件をほとん
ど満たしていないとする 26。環境権を新たな権利として承認させようとするならば、その内
容について、まず、イデオロギー・基本的人権・実体的な法的権利といったものを明確に区
別したうえで、最低限、環境権の主体、訴訟において立証すべき事項、権利の及ぶ範囲とい
うものを明確にしたうえで提言を試みるべきであるとしている 27。
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それでもなお淡路教授は、
今日でも環境権の意義自体は肯定する。特に今日の環境訴訟は、
従来の民事訴訟が想定してきた、個人的な権利や利益の侵害の救済を求めるといった類型に
必ずしも馴染まないようなものがあり 28、環境の保全や特に自然の保全を求める社会的な要
求、あるいは歴史的・文化的環境の保全といったものもまさにそうだが、個人的被害の範囲
を超えたり、個人的被害が生ずる前の段階での差止訴訟などについては、環境権が有用とな
る場面もあるが、このような場合に環境権理論が有効に機能するためには、環境の価値を広
く公益として承認させたうえで、その公益を守るための環境法の固有領域を確立させ、民法
や行政法から独立した新たな制度設計をする必要があり、
その中に原告適格や差止めの要件、
既判力の問題などを盛り込むべきであるといった旨を立法論として主張している 29。
つまり、淡路教授は、環境権のより詳細な具体化が必要であるとし、特に、環境概念その
ものをより詳細に個別・具体化して、入浜権、眺望権、景観権、静穏権、安全権、公園等利
用権等、様々な個別的環境権がそこから見出せるとするが、それぞれについて、その要件を
明らかにする必要があるとする 30。
この点に関しては沢井裕教授も同様な見解を示し、沢井教授は環境権について、主に差止
請求権の具体的要件について、より深めた議論を展開する。具体的には、環境権は確かに多
様な内容を包含するものであるが、大きく「個別的環境権」と「集団的環境権」に分類する
ことができ、それぞれ環境権の類型化等を行う必要があるとする 31。
大塚直教授も、私権としての環境権は、必ずしも原告の個別的利益とは解しがたい環境利
益を私権として捉えていることについて、少々無理があるのではないかということを指摘す
る 32。やはり、私権としての環境権を確立させるためには、環境権訴訟を通常の民事訴訟と
して取り扱うのではなく、団体訴訟などの公衆の権利に基づく特別の訴訟ないし特別の団体
訴訟として位置付けるべきであり、このような方向性での立法化を図ることが必要であると
指摘している 33。
このような議論を踏まえ、今日の環境権論の一つの到達点であると思われる「環境共同利
用権」の提唱者である中山充教授は、これまでの議論の最大の問題点は、環境権なる概念を
最初に観念的に設定し、そこから演繹的にいくつかの解釈論を導き出そうとする概念法学的
思考様式に基づくものであるため、その内容の具体性に欠けるのみならず、近年の法解釈論
とは逆の方向性、すなわち、事実に即して具体的な解釈論を展開するといった議論が十分に
されておらず、この点において脆弱性が現れていると指摘する 34。
また、今日では環境権論と受忍限度論はその理論構成がかなり接近しており、両者の親密
性がみられるようになっているともいわれる。それは、第一に、全体の要件を被害者の立場
から構成するべきとして、特に健康のような絶対的保護の必要な法益の侵害ないし侵害のお
それを有する場合は、
それだけで差止めを直ちに認められるべきであるとすること。第二に、
保護されるべき法益の範囲を全体的に拡大すべきであり、被害者の立証責任についても大幅
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に軽減されるようにすること。第三に、当該環境破壊行為には公共性があり、これを重視す
べきという判断を容易にすべきではなく、特に健康被害のような不可逆的・絶対的損害の生
じる場合は、このような公共性の抗弁は、差止請求を排斥するための理由として認められな
いとすること。第四に、差止請求を認容するためには、被害が広範な範囲にわたっているこ
とが重要な要素となること。第五に、差止請求の認容にあたって、もう一つの重要な判断要
素として、環境破壊行為を行うにあたっては、事前に十分な調査が行われ、地域住民の同意
を得るために十分な民主的手続がとられていたか否かを慎重に検討すべきこと、などが、基
本的な要件として取り上げられるべきであるとし 35、このような結論が結果として環境権論・
受忍限度論のいずれからも導き出せ、両者の理論が実質的に接近し融合されたと理解するも
のである。
そのほかにも、物権法との関連をはかり、いわゆる相隣関係法と関連させて環境権を構成
させようとしたり、あるいは行政法上の規制法規と一体化して私権としての環境権を理解す
べきであるなど、様々な理論構成が提唱されてきたが、これらを踏まえると、今日ではその
議論の到達点と問題点が以下のように集約されるだろう。
まず第一に、環境権を否定的に捉える学説からは、受忍限度論をとっても環境権説が主張
するような内容にかなり接近することは結果的に可能であるとして、ことさら環境権などと
いう新たな権利を持ち出すまでもなく、既存の法理の解釈と運用を工夫することで十分対応
できるという点を示唆するものである。特に前述のように、環境権論と受忍限度論ではほぼ
同一の結論が導き出せる段階に達しているものとされ、さらには物権的請求権や人格権など
に基づいても、差止請求自体は可能となる余地があることが示されているのも事実である。
しかし、どのような立場をとっても、今日に至るまで、裁判例として公害や環境破壊等の
差止めが認容された事例が多くはなく、特に最高裁では正面からこれを認容した事例が皆無
であるというのが事実であり、この点は再検討を要する。それは結果として、差止請求の根
拠を環境権以外のものに求めたとしても、どこかにその理論構成の決定的な弱点が存在した
という事実は否めないということを示しているからである。環境訴訟は前述のように被害者
の救済、訴訟の容易化という面から既存の法理の修正が必要なことは事実であり、最終的に
は立法論的として新たな権利を明文規定をもって構築することが有用であることはいうまで
もないが、解釈論としての環境権にしてもこれを新たな法理として打ち出すということは、
既存の法理の修正という面では大きな意義を有すると思われるからである。物権的請求権や
人格権等の既存の法理での対応は、法的安定性を欠く面があることで一定の限界性が自ずと
生ずること、また既存の法理の解釈と運用に頼るのみですべて対応できるとすれば、それは
極言すれば民事訴訟においては民法の解釈と運用のみでいかなる問題でも対応することがで
き、特別法は一切必要ないという論理にもつながりかねず、結果として適切ではない方向性
に進みかねない面があるからである。今日、様々な領域において民法の原理・原則を実質的
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に修正した特別法が多数存在するのは、やはり民法のみでは今日の社会に存在するあらゆる
問題に十分対応できなかったから、その修正を迫られたという側面があることにほかならな
いのであって、この点を今一度、環境権の議論においても認識しておく必要があるものとい
える。

（3）環境共同利用権の提唱
近年の議論における一つの到達点に至ったものとして、中山充教授の「環境共同利用権」
の提唱がある。中山教授は、人が良好な環境の下での生活を営む上では、環境権を権利とし
て確立させることはやはり必要であるとし、その位置づけについては、環境権を人格権や所
有権をも包括する権利で、これらと密接な関係を有することは疑いないものの、その最も積
極的な意義としては、人格権や所有権等の個人的な権利によっては保護できない環境利益の
保護にあるため、これら人格権や所有権とは明確に区別された権利であると位置づけるべき
「他の多数の人々による同一の利用と共存で
であるとする 36。そして、環境共同利用権を、
きる内容をもって、かつ共存できる方法で、各個人が特定の環境を利用することができる権
利」37 であると定義する。
ここでは、良好な環境を各権利者が積極的に「利用」することができる権利を有するとし
ているのが最大の特徴であり、この意味として、これまでのような、環境利益を受動的に「享
受」または「享有」することができるとする「環境享受権」あるいは「環境享有権」から、
さらに一歩進んで、より積極的に、環境を「利用」することができるとするものである 38。
そして、環境共同利用権の主体と客体について、まず、環境共同利用権の対象となる客体
の範囲は、自然的環境と社会的環境が想定され、前者は物理的、化学的および生物的環境か
らなる、すなわち大気や水、土などを対象とするものであり、後者は人が作り出して、その
秩序が維持されているものとして、この両者はともに人類にとっての「環境」という意味で
は共通性を有するものであるが、両者はその性質にかなりの相違があり、時には両者の間で
対立関係を生ずることも少なくないとして、その場合は、憲法上の要請として、人為的な社
会的環境よりも、元来自然が有していたものである自然的環境の保護利益を優先すべきであ
るとして、これまでの議論等を踏まえれば現段階では、ひとまず自然的環境のみ、環境共同
利用権の概念を構成することが妥当ではないかとする 39。
また、環境共同利用権の主体については、同権は憲法 13 条や 25 条による基本的人権の一
つとして、人の人格的利益の保護を目的として存在するものである以上、自然人ならば誰も
が当然に有する権利であり、原則として自然人のみが有する権利であるとする 40。そして、
権利者は、一定の場所的範囲にある地域の生活環境を、健康に生存し又は一定の快適な生活
を確保するに必要な状態において利用でき、また、特定の自然鉱物その他の自然環境を、自
己の生活を良好に維持するために利用することができるとする 41。
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環境共同利用権の権利者が、その権利内容たる利用を妨害され。又は妨害される恐れがあ
る場合には、環境共同利用権の侵害を理由に差止請求や原状回復請求等を求めることができ
るとするが 42、損害賠償については、人格権や財産権等、個人的利益の侵害を生じていない
限り、原則として認められないとする点に注意を要する 43。
このようにして、良好な環境も最終的には私権として保護に値すべきものであるという点を
改めて明確に示したが、細かい点でなお問題を残していると思われ、これについて後に検討
する。

３、
「アメニティ」概念の環境権理論への導入可能性
（1）
「アメニティ」の意義
環境権は学説において様々な議論を呼び、多くの学説が提唱されたものの、判例において、
これを正面から肯定した事例が未だ存在しないと段階にあることから、いずれの見解もその
論理構成が脆弱であり、未成熟なものであったことは否めず、新たな方向性からの研究が求
められるものである。ひとつの方向性として、環境権が提唱された経緯やその根底の思想に
あるものを再認識してみると、
いわゆる「アメニティ」という概念を再検討する必要があり、
この概念を本格的に導入することが有用であると思われ、以下に、環境権とアメニティ概念
について若干の検討を行うこととしたい。
まず、「アメニティ」とは何かという点に関しては、今日においても未だ確立した意義を
有するわけではない 44。一例としては以下のような概念であるとされる。
その語源については、ラテン語の「アモエニタス」に由来するものであり、これは、
「気
持ちがいい、満足な、ゆかいな」などという意味であり、さらに遡れば「アマーレ」
、すな
わち「愛する」という語に行き着くものであるとされる 45。
その概念は、18 世紀の後半より、当時の英国で生まれたものとされ、英国では当時、世
界に先駆け産業革命が起こり工業化が急速に進み、農村から都市へと大規模な人口集中が起
こる過程において、都市部において過密で低劣な居住環境で暮らしている労働者階級に、何
とか少しでも良好な生活環境、居住環境を与えようとする人道主義的な思想に基づき発生し
た概念であるとされる 46。
これまでわが国では、この種の概念について、積極的に論じられてこなかったことは否定
できず、現在でも、特に法律学の領域においてはこれに関する研究業績は決して多いとはい
えない。一方で、特に環境問題を論じるにあたっては、その全体像をつかむ上で必要不可欠
な概念であることが指摘される 47。アメニティの概念についての詳細な先行研究としては経
済学者宮本憲一教授の研究があり、
宮本教授はまず、
「公害からアメニティへ」
というキーワー
ドで、環境問題の全体像をつかむ上でアメニティ概念の重要性を論じる 48。それによれば、
公害とアメニティ問題というのは、環境破壊として連続性を有するものであり、いわば環境
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問題はピラミッド構造になっており、アメニティ問題というのはそのピラミッドの基底部分
に存在するものであり、これが悪化して公害問題に至るものであると理解する。つまり、公
害問題を引き起こす前段階としてアメニティや環境の質の悪化が発生するというものであ
り、具体的には、地球生態系の変化や自然環境の破壊、地域社会、文化の破壊と停滞（景観
や歴史的街並みなどの喪失）
、生活環境の侵害、などといったものが該当するとする 49。こ
れらが深刻化すると、次の段階として公害問題を引き起こし、健康障害や公害病の発生など
につながるとし、最終的には死亡に至ることもあるとする 50。
このように、環境問題の全体像をつかむ上では必要不可欠の概念であるにも関わらず、こ
れまで、わが国では「アメニティ」という語について、一応、
「環境保全、快適環境、快適性、
住み心地のよさ」などと訳すことができるとされるが 51、今日でも学界上承認された訳語が
存在しないなど 52、未だにその重要性が十分認識されているとは言い難いのが事実である。
外国法に目をむけてみると、法律上の定義を有するものがあり、たとえば英国の「1967
年市民アメニティ法（Civic Amenities Act,1967）」では、アメニティとは、
「しかるべきも
のがしかるべき場所にあること（the right thing in the right place）
」であると定義されて
いる。そして英国におけるアメニティの思想とは、この「しかるべきものがしかるべき場所
にある」状態を保存し、あるいは創造していこうという思想であると今日では理解されてい
る 53。この「しかるべきもの」とは、ここでは「住居、暖かさ、光、きれいな空気、家の中
のサービス」など、非常に広範な範囲のものであり、英国ではこのような総合的な生活概念、
地域概念、地域固有財などを広くまとめた概念として捉えられている 54。これを宮本教授は、
「住み心地のよさ」あるいは「快適な居住環境」を構成する上での複合的な要因の総称であ
るとし、これは、
「市場環境では評価できえないものをふくむ生活環境」であり、具体的に
は「自然、歴史的文化財、街並み、風景、地域文化、コミュニティの連帯、人情、地域的公
共サービス（教育、医療、福祉、犯罪防止など）
、交通の便利さ」などの概念を広く包括す
るものであると捉えているが、わが国では、特に戦後の大都市住民は、この「しかるべきも
のがしかるべき状態にある」というのがいかなる状態なのかということを体感しなかった者
が多かったために、アメニティとは何かということが理解されにくく、アメニティの概念が
十分に浸透しなかったとしている 55。また、日本人が「住み心地のよい生活環境」というも
のについて多様な理解があることも原因とされ、日本人の生活環境上の問題点としては、い
わば経済的貧困に起因するものが少なくなく（家の狭さや家賃、住宅ローンの負担など）、
アメニティ以前の問題が生活環境の悪さに直結している場合が多いことも、アメニティの概
念を理解しにくくしているとしている 56。
木原啓吉教授は、英国において、このようなアメニティの思想が深く根付き、今日に至る
まで受け継がれてきているのは、英国以外の西欧社会でもそうだが、アメニティ思想が歴史
の過程のなかで形成されてきたこと、それは、
「数量化を超えた思想」というように、単に
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貨幣価値に換算できるもの、数量化できるもののみならず、自然環境や歴史的環境など、貨
幣価値に換算できないもの、数量化できないものこそ重視してきたこと、これらのものは地
域の文化とも深く関連し、それぞれの地域の文化はそれを基盤に育ってきたものが多く、こ
のような数量化を超えた価値こそ、住民の精神的連帯のシンボルとなるものであり、重厚で
安定した社会をもたらすことにつながるといったことがよく認識されてきたからであるとい
う 57。
このように、今日における議論を総括すれば、アメニティとは、単なる生活環境や労働環
境の快適性といったものにとどまるものではなく、
より深い意味を有するもの、
すなわち、
「人
間が人間らしく生きられるような暮らしやすさ、働きやすさ、楽しさなど精神性、文化性を
含む広い意味をもったもの 58」であることを、まず認識しておかなければならない。わが国
では以下に示すように、この段階から既に認識を誤っているような面があり、この点を克服
することがまず求められるものである。

（2）我が国における「アメニティ」概念の理解をめぐる問題点
前述のように、
「アメニティ」という概念は、非常に幅広い概念を包含するものであるが、
わが国ではこの概念が正確に理解されているとは言い難い面も否定できない。
前述のように、
本来、公害問題とアメニティというものは一体となって理解されなければならないものであ
るのに、現実には両者を別々の概念として捉えているものが見受けられること、また、本来
の概念よりもかなり狭く・断片的に理解されていることなどの事例が見受けられることなど
がその一例である。
たとえば、「アメニティの保全」とはいかなることか、という点に関して、
「街並み・景観
の保全」などと説明される事例が見受けられることである 59。前述のような認識のもとに立
てば、必ずしもそれだけを意味するものではないということが理解でき、適切なとらえ方と
はいえないだろう。今日、環境法学の分野においては、その内容を、大気汚染、水質汚濁、
騒音・振動、悪臭、地盤沈下、廃棄物・廃棄物処理施設、日照・通風妨害、風害・景観、自
然保護、埋立て・海岸保全、文化財・
（狭義の）アメニティ、原子力、その他の環境破壊、
等に関する問題としてそれぞれ分類しているが 60、ここでも、アメニティの保護という問題
を、本来の概念とかけ離れて使用されているように思われ、前述のようにアメニティの概念
を理解するならば、これらは本来、すべてアメニティの概念に含まれて包括的に検討される
べきものであったといえる。
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（3）
「自然総有論」の提唱
この、
「アメニティ」
の概念に通ずると思われる理論を提唱した近年の本格的な研究として、
農業経済学者の松本文雄氏の提唱する「自然総有論」が挙げられる。
松本氏は、
「自然はみんなのもの」という平易な表現をもって、近年その再評価が試みら
れつつある、入会権の環境保全的機能、英国のコモンズ等の事例に触れた上で、これまでの
入会権・コモンズ研究などにおける議論 61、また民法学上の「総有」概念等を踏まえ、それ
らを止揚して自然総有論を展開する。環境問題は学際的な研究が不可欠であり、近年、学術
分野の細分化が進展しすぎ、個々の研究者が自らの狭い研究領域にのみにしか目を向けてい
ないことに警鐘を鳴らしたうえで、そこから一歩前進し、これらの細分化された研究を包括
し止揚することの必要性を指摘する。
ここでいう「自然」とは、元来、自然界に存在していたものである「外的一次自然」、そ
れをもとに人間が作り上げたものといえる「外的二次自然」
、さらにその外的自然の反射的
な人間の感性・行動を「内的一次自然」
、積極的平和の愛による人間の行動・創造物を「内
的二次自然」として、大きくこの四者に分類できる 62 としたうえで、これらをすべて包括
して「自然総有の理論」で束ねて捉えることができるという壮大な理論を提唱する。そして
このような捉え方こそ、今日においてあまりに細分化された学術分野の各研究を包括して止
揚することができ、現代の環境問題を論じる上で不可欠なものではないかとする。この概念
は、アメニティはもとより、前述の如く、中山充教授の提唱する環境共同利用権で論じ切れ
ていない面がある、
「社会的環境」の保全と環境権の概念について、新たな方向性を導き出
すための示唆を与えられるものと考えられ、今後の一層の研究が期待されるものといえる 63。

（4）環境権論とアメニティ概念の融合
ここでは、これまでの検討をもとに、環境権理論とアメニティ概念との両者の融合を図る
ことの可能性について検討し、環境権の確立に向け、これまでの議論を少しでも前進させる
ことを試みることとしたい。
まず、環境権は、それ自体がアメニティの概念と類似した性質を有するものであることを
明示するものがあることに注目すべきである。宮本憲一教授は、環境権論は、前述のような
アメニティの概念に最も近い法律学の観点からの研究業績であることを明言する 64。宮本教
授は前述のように、アメニティの破壊によって公害が発生するという形式が成り立つのであ
り、また公害問題が解決しないとアメニティの確立もありえないというように、両者は一体
性を有する、表裏一体の関係にあることを改めて指摘するが 65、ここで環境権にもう一度目
を向けると、その根底の思想に着目すれば両者の有するそれぞれの概念が融合される余地が
あることを窺わせるところがあることに注意すべきである。
例えば、環境権提唱の前提問題として、人間は自然の恩恵なしには一日も生きられないも
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のの、今日では自然の同化作用による回復力を超えるほどの環境破壊を行っており、このま
までは生物としての生存そのものが危うくなるという「生命の危機の再認識」という前提か
ら議論をはじめ、
「公害問題を広く環境破壊の問題として把握」されなければならないとし
ているのは 66、まさにアメニティの概念と似通った思想が存在するものであることを示唆し
ているものとみることができる。これを踏まえて、環境権の具体的な根拠として主張された
「環境共有の法理」においても同様な思想が流れているとみることができる。ここでは、
「大
気・水・通風・自然の景観等という自然の資源」は、
「環境上の素材」である 67 と説明し、
これらは特定の者のみが独占的に支配利用しうるものではない、といることからも、その旨
が窺える。
つまり、環境権は、公害の抑制を図るという観点から差止請求等の新たな根拠として主張
されたと理解されることが多く、環境権が提唱された当時の経緯からすればこれを重要な目
的としていたことは否定できないだろうが、その根底には、単なる公害の抑制という面にと
どまらず、良好な環境を皆で享受する権利を確立しようということが意図されていたという
ことを認識しておく必要がある。このように、環境権もその根底にある思想としてはアメニ
ティの概念に通じるものがあるのだが、前述のように、わが国ではこのような概念が十分に
認識されず、また十分な価値観が認められなかったことで環境権の内容や価値観が正当に評
価されなかった一面もあると考えられる。
また、それと関連して用語法の問題として、まず、
「公害訴訟」と「環境訴訟」の両者の
定義が未だ確立していないというのが現状であり、両者の一応の定義付けとして、たとえば
淡路教授は、前者は個人的被害の救済や防止・予防を争点とするもの、また後者は個人的被
害を超えた環境被害の回復や保全を目的とするものとし、今日では、個人的被害の発生につ
いては、確立された権利（物権や人格権など）の侵害の有無を基準として判断することがで
きるとして、司法的解決の成果が得られやすくなっている一方で、これを超えた環境被害に
ついては権利そのものの確立が未だ明確でないためにそもそも訴訟の対象となりうるか否か
という点から議論を始めなければならない状況にあるとしつつも、環境訴訟はこれまでの公
害訴訟の進展の先にあるものであるとしていることからも 68、公害と環境、そしてアメニティ
の概念を改めて一体のものとして捉えることの意義が問われているものである。この点につ
き、吉村良一教授も同様に、環境権は今日でもなお大きな意義を有し、それは環境保全の重
要性を明確にすることはもとより、生命や健康などの人格的利益を超えて広く環境利益を把
握しうるものであり、また自然保護と公害問題 69 を架橋しうるものである 70、などと、同じ
趣旨のことを示しており、これらの点についてはよく認識すべきものであろう。学際的研究
としては自然科学系領域の研究者からも同様な指摘がある 71。
このような背景が重なり、結果として、環境権はその内容が不明確であり、憲法上の基本
的人権としても私権としても正面から肯定できるものではないという悲劇を招いたと思われ
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る。前述の如く、
「環境共有の法理」や「環境の独占的利用の違法性」などという概念を謳
いながら、
「公害法理の社会法的修正」72 というように、途中から「公害法理」という語に
置き換え、公害問題のみを対象としたかのような議論としてしまったために、誤解を招いた
面もあるかと思われる。前述のように当時は公害問題が深刻な時代であったがゆえに、公害
の司法の場での救済、特に差止請求の根拠として環境権が提唱されたという経緯、すなわち
当時、環境権は、生命や身体等、極めて保護に値すべき価値の高い利益の保護を目的として
いた 73 という事情があったため、現実問題を直視したならば結果としてこのような方向性
に振らざるを得なかったと思われるが、それでも、前述のように、
「アメニティ」の概念が
十分認識されなかったことや「環境」
、
「公害」などの用語の意義を十分詰めたうえでの議論
が行われなかったために、結果としてこれらの概念を曖昧なままにしてしまったという点で
は、今日まで大きな禍根を残したものといえる。
同様に、当時の諸外国法の研究においても、同会の研究では当時のドイツ法・スウェーデ
ン法・米国法について、各種の立法例についての研究がみられ、公害問題にかかわらず広く
環境問題全般についての法制の研究が行われているが 74、英国法についての研究が見当たら
ないこと、当時既に制定されていた英国の市民アメニティ法などの研究が見当たらず、ここ
で英国におけるアメニティの概念についての研究が盛り込まれ、環境権の価値観の重要性に
つながるような方向性を見出せていれば、
また異なった評価が得られた可能性があるだけに、
この点についても惜しまれるところである。
また、判例についても、これまで環境権を正面から肯定した事例はないものの、よく検討
すれば、環境権の概念自体、そしてアメニティの概念につながるようなものを肯定しようと
しているようにみられるものがあることに注目すべきであり、今後はこれらのより詳細な研
究が求められるといえよう 75。

４、環境権議論をめぐる今後の方向性と課題
これまでの検討を踏まえ、環境権をめぐる諸問題について、今後の研究において求められ
る課題がいくつか浮き彫りになってきたと思われるので、これらを示し、結語にかえたい。
まず、環境権の存在する前提となるとした「環境共有の法理」について、前述の如く、こ
のような思想自体は画期的なものではあるが、この「共有」という語を、民法学上で用いる、
通説的に確立した意味とは異なる意味で用いていると思われる面について、再検討されなけ
ればならないだろう。今日、民法学上、
「共有」とは、明文規定としての定義こそ持たない
ものの、一般に「数人が物を所有する状態、一つの物に対し複数の所有者がいる状態 76」で
あると解されており、あくまで、数人の者が特定の一つの物に対して所有権を有するという
ことが前提の概念となっている。そして、所有権はその内容を「法令の制限内において、自
由にその所有物の使用、収益、処分をする権利」
（民法 206 条）であるとし、共有の場合は
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各共有者がそれぞれ共有物につき持分を有するとされ 77、各共有者はその持分をいつでも分
割請求をすることができる（民法 256 条）などの特徴を有するが、これらの概念が、先にい
う環境について、そのまま該当しうるものかという点では、率直に考えてもこの点につき疑
問を生ずる点は否めない。良好な環境について、そこの住民一人一人が所有権を有している
と本当に解することができるのか、仮に所有権を有するとした場合、使用・収益・処分など
の概念が当該環境についても該当しうる性質をもっているのか、共有関係を有すると解した
場合に持分の分割請求が行えるものなのか、これを実際に請求できるとしたら、その効果と
してはどのようなものをもたらすか、などといった点については明言されていないようであ
り、これらの点でも、その理論的根拠の脆弱さが現れているのが事実である 78。
これは、「現在の私的所有権およびそれをモデルとする権利が、存在と範囲を明確に確定
しうる客体が、既存の認知された主体に、明確に特定できる内容において帰属し、厳格な法
的ルールによって裁判を受け、執行される」というシステムになっている以上、生活環境は
権利の客体・主体・内容面のいずれも曖昧さが残るものであり、生活環境自体を所有権等の
権利の客体とみることは困難である 79 といわれるように、このような理論構成をとること
の限界性が見えていることが窺え、権利システムによらない法的保護の必要性があわせて指
捉え方として適切ではないことを改めて認識させるものである。
摘される 80 ことからしても、
環境共同利用権を提唱する中山充教授もこの点を指摘し、
「環境共有の法理」について、
「共
有」なる語をここで用いるのは、環境権と所有権との混同を招きやすく、環境権の独自性を
正確に理解することの妨げ、また議論の混乱のもととなり、実用的な法技術概念として不適
当であると指摘する 81。中山教授はさらに、共有に類する概念で環境権をとらえることは、
一つの環境について多数の権利者が全体で一つの環境権を有すると解するのは、当事者間の
権利関係が相当に複雑化するため、これも適切ではないとし、環境権はやはり各権利者が個
別に一つずつ権利を有しているものと解すべきと指摘する 82。
私見としても、このような、所有権ないし共有をめぐる各種の概念について、一般に所有
権の客体となりうる不動産や動産などの財産と同様の構成をもって、環境についてそのまま
当てはめるのはかなりの無理があるような感は否めず、当初提唱されたような、良好な環境
について住民が共有という形態でこれを享受する権利を有するという理論構成は、とにかく
環境権を認めさせるという結論を無理矢理にでも導き出すことのみを目的とした、結論あり
きの強引な理論構成の押し付けである印象は否めず、これらの点についても論理性を欠いて
おり不適切な点が目立つものであったと思われる 83。
また、環境共有の法理が仮にこのような理論構成のもとに成立すると解しても、なお、環
境権あるいは環境共同利用権の法的性質について、その根本的な議論、たとえば、当該権利
が物権的性質を有するものなのか、あるいは債権的性質を有するものなのかなどの議論も抜
け落ちており、これらの点についても明確な根拠をもって位置づけをしないと、これまでと
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同様な批判を免れられない面を有すると思われる。前述のように、中山教授は環境権あるい
は環境共同利用権は既存の物権や人格権などとは区別されるべきとしているが、一方で、こ
れらは良好な環境を管理したり利用する権利であるという以上、物権的な性質を全く有さな
いものと言い切れるのかという問題を残している。今日では、物権とは物を支配する権利で
あると一般に理解されることから、この議論を避けて通ることが出来ず、これらの点につい
て、整合性をどうとるのかということ、また、前述のように中山教授は環境共同利用権は、
事実上、自然的環境のみをその客体とするという前提で議論を展開しており、もう一つの環
境である社会的環境における環境共同利用権についても、環境共同利用権は成立するとしな
がらも、その内容はいかなるものになるのかという点については事実上触れられていないこ
となどから、これらの点についてもその理論の補強が求められるものである。前述したよう
に、自然科学系領域の研究者からの指摘としても、ここでいうような、自然的や社会的といっ
た区別は環境そのものについて本質的に存在しえないのではないかとしており 84、その意味
でも自然的環境と社会的環境を全く別個のものとして捉え、一方の観点にのみ偏ったような
捉え方は適切ではないところがある。
このような指摘を踏まえ、近年では良好な環境に共有概念を当てはめるのは困難な課題が
多いとして、共有概念よりもむしろ公共財として捉えるほうがより適切である 85 とするも
のもあり、このような点を踏まえても、まず環境共有の法理で唱えられたような環境と共有
概念をめぐる議論については抜本的な再検討が求められるものである。
また、これらの研究はその内容が理論的なもののみに偏っている面もあり、実際の運用面
についての研究ももう少し必要であったと思われる。私権としての環境権が仮に前述のよう
な論理構成で認められるべきであるとするのならば、その内容や方向性を実際に現行法の枠
組みの中から導き出せるのかどうかという点について、それと関連する法理について、特に
民法の物権や不法行為などの領域について、これまでの判例や学説の動向等について、関連
する条文の解釈としてどのような法理が現れてきたのかについて再検討し、その上で環境権
の内容につながるものを導き出し、両者の理論構成の接近と融合を具体的に図る必要があっ
たと思われる。すなわち、これまでの学説や判例法理を再検討したうえで、その既存の法理
の類推適用等をはかることの可能性、あるいは信義則や権利濫用、公序良俗違反等の一般条
項 86 について、同様にこれまでの判例法理とこれら一般条項を介入させることの可能性等
をあわせて示すべきであったといえる。さもなければ、いくら環境権を提唱したとしてもそ
の中身の具体性がない、単なる観念論にとどまるものとなり、またしてもその内容が不透明
であり到底認容できるものではないという指摘を逃れないと思われる。
前述の如く、環境権とアメニティに関する議論をめぐる問題点も残されており、環境権は、
その背後にある思想としてはアメニティの概念に通ずるものが多く、初期の段階ではアメニ
ティの向上を図るという思想を我が国にも根付かせ、これについて国民のあいだに共通の価
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値観を根付かせるような方向性を目指していたとみることができるものの、アメニティにつ
いての研究の乏しさとそれゆえに環境権論や既存の法理との融合が不十分であった点が惜し
まれるところであり、これを克服することが環境権の確立に向けての今後の重要な課題であ
ると思われる。そして、近年の新たな議論、前述のような環境共同利用権や自然総有論など
を踏まえ、これらを更に止揚することと既存の法理との融合を図ることで、議論を更に一歩
前進させられると思われるので、これらの点について、今後の研究において明らかにするこ
とが求められるものである。
本稿では十分に論じきれない多くの課題を残したが、今後はこれらの点をより深く追及す
ること、また、アメニティと環境権について、さらにその融合を図るための理論構成を構築
することができないかという点について、環境権の確立に向け、少しでも現状を打破するこ
とを目標としたい。
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「Contemporary significance of environmental rights」
OHYAMA, Naoki
This paper is discussing the contemporary significance of environmental rights.
Environmental rights has not been recognized fully in Japan. However, it has a very
important significance. In Japan, we caused serious environmental problems from the
1960s. Even today, over the issues such as nuclear and radioactive leak for environmental
protection, is being recognized again about significance of environmental rights.
Previous, the remedies did not enough measured the victims about environmental
problems. In this paper, it review the regal issues so far, based on the doctrine and the
case law and explore the future direction.
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