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1.問題の所在

「国際貿易と環境の間には広範で重要な関連が

存在する。貿易関係と貿易協定は,生態学的な問

題を処理するための国際的 。国内的努力に相当な

影響を与えるし,ま たその努力を掘り崩すことも

ある。いかんながら,貿易と環境の関連はほとん

ど認識されていないし, しかも十分に理解されて

いない。」 (ス ティーヴン・シュリブマン)1)

今日,地球環境問題が人類にとっての最も深刻

な問題の 1つであることを疑うものはいない。と

同時に,地球環境の汚染・破壊が近年における経

済活動の急激な拡大に起因するものであり, した

がって経済学の重要な課題の 1つ であることを否

定するものもまたいないであろう。1980年代末以

降,「地球環境ブーム」2)と いわれるような地球環

境問題への関心の高まりがみられるなかで,経済

学の世界でもいま 〈環境経済学ブーム〉とも言え

るような状況が現れている。 しかし,そ の取組み

の現状はどうかというと,経済学は環境問題をよ

うやく週上に乗せたというのがその実態である。

なかでも,貿易論研究の側からの環境問題への取

組みは乏 しい。

国際貿易は,国境を越えた地球的経済活動の中

心的存在である。一方,地球環境問題とは,近年,

深刻化の度合いを増してきた一連の地球環境破壊

現象を一括 した表現であるが,そ の際,「現代の環

境破壊の新たな局面が,原因ないし結果の側面

で,『一国内にとどまらず,国境を越え,さ らには

地球規模にまで広がっている』という点がとくに

重要なポイントである」とされる3)。
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といった問題をとりあげるまでもなく,地球規模

での経済活動である外国貿易と地球環境とが密接

な関連をもっていることは容易に理解されること

である。だが,不思議なことに, この点は,カ ナ

ダ環境法協会のシュリブマンが指摘するように十

分に認識され,理解されてこなかったのである。

このことに関して,地球環境問題という事態が

生 じたのはごく最近のことであり, したがってこ

れまでは貿易論の領域では取 り上げるべき対象と

なり得なかったのだ, との反論があり得るかもし

れない。 しかし, レイチェル・カーソン女史が,

『沈黙の春』(Sttπ ′Sp″J電,1962)を著 して地球環境

汚染についてのセンセーショナルな警告を発 して

から,すでに 30年以上の年月が過ぎ去 っている

のであって,そ うした反論は当たらない。

貿易論の領域でこれまで環境問題がほとんど取

り上げられてこなかった理由の 1つ は, シュリブ

マンが指摘 しているように,「なんとなく経済と

環境 とは互いに独立 して存在 している」という

「時代遅れの考え」が経済学全体を覆 っていたこ

とである4)。 いいかえれば, これまでの経済学で

は,外国貿易と経済発展とがパラレルな関係で進

むものと捉え, したがって,経済発展のためには

貿易拡大こそが必要である, という考えが支配的

となり,そ の結果,貿易拡大にとってその阻害要

因となるおそれのある環境問題が無視され続けて

きたのである。そうした支配的な考えが実践され

てい った端的な事例 を,い まや WTO(World
Trade OrganiZation:世 界貿易機関)と な った

GATT(General Agreement on Tarirs and Trade:

貿易および関税に関する一般協定)の対応にみること
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ができる。

GATTは ,環境問題への人々の関心がしだい

に高まりをみせ始めるなかで, 1971年 ,「環境措

置と国際貿易に関する作業グループ」 (Group on

Environrnent NIeaSure and lnternatiOnal Trade)`[)

設置を決定 した。 しかし,作業グループは発足 し

たものの,1970年代,80年代を通 じてその活動は

全 く行われなかった。1986年 9月 に開始されたウ

ルグアイ・ ラウンドでも当初は環境問題は全 く問

題にされなかった。1990年 にいたって欧米におけ

る地球環境問題に対する人々の関心の急激な高ま

りを反映 し,一部の加盟国から貿易と環境に関す

る問題を審議対象に組み入れるべき提案がなされ

たが5), しか し, この提案に対 しても多 くの国は

消極的な姿勢を取 り続けた。そして GATTが よ

うやくその重い腰を上げ始めたのは,1991年以降

のことである。前記の「作業グループ」の活動再

開が同年末に決定され, 1992年 2月 にGATT事

務局は「貿易と環境」に関する報告書を公表 した。

しか し,貿易 と環境に関する問題 は,ウ ルグア

イ・ラウンドでの公式議題として審議されること

はなく, ラウンドの正式終了を告げる会議となっ

たマラケッシュ閣僚会議において, WTOの もと

での「貿易と環境に関する委員会」(Committee On

Trade and EnvirOnment)の 設置が決定されるにと

どまった6)。

地球環境の汚染・破壊が激化 しつつあるなか

で,GATTの 以上のような消極的な対応をみる

とき,われわれは,GATTが その背後にもつ動か

しがたいほどの巨大な理念の存在を思い起こさせ

られる。それは,環境よりも貿易拡大を最優先す

る考えであり,そ してそのためには,自 由貿易こ

そが維持 されなければならないとする理念であ

る。

この小論は,貿易論の側から地球環境問題への

接近を試みようとするものである。そのための課

題は多ぃが,し かし,GATTが環境問題をどのよ

うに捉え, どのように対処 していこうとしている

のかを明らかにすることがまず必要であろう。と

いうのは,世界貿易の大半を支配する貿易ルール

が GATTで あり,そ のGATTの対応いかんが,

シュリブマンが指摘するように地球環境問題を処

理するための国際的 。国内的努力を掘 り崩してし

まう危険性を字んでいるからである。上述したよ

うに,こ れまでの GATTの 環境問題への取組み

はきわめて少ないが, しか し,GATTの パネル

(紛争処理小委員会)に はいくつかの環境にかかわ

る紛争処理事案が提出されているし,ま た,1992

年の「貿易 と環境」に関す る報告書 に加えて,

1994年 6月 には「貿易,環境および持続的発展に

関するシンポジューム」を開催 してその報告書も

公表している7)。
本稿では,そ のょうな GATTの

取組みのうち,パ ネルに持ち込まれた環境関連の

紛争処理事案と 1992年 のGATT報告書「貿易と

環境」を取 り上げ,GATTの 環境問題への対応と

その問題点を探ることとしたい。

2.紛争処理事案からみた GATTの環境問題

への対応

GATTの環境問題への対応をみるにあたって,

まず最初に,パネルに提出された環境関連の紛争

処理事案を取 り上げてみよう。過去 10年余りの

間にGATTの パネルに提出された環境関連の事

案としては,第 1表にみられるように5つの事案

が存在する。

最も早い時期にカナダによってパネルに持ち込

まれた事案 I「マグロおよびマグロ製品に関する

アメリカの輸入禁止問題」は,カ ナダが主張する

200カ イリ漁業水域内で操業中のアメリカ漁船が

カナダに拿捕されたことに端を発して,ア メリカ

が国内法の「漁業保存管理法」(Fishery Conserva‐

tiOn and Management Act of 1976)を 論拠にカナダ

産のマグロおよびマグロ製品の輸入禁止措置を講

じ, これに対 してカナダが提訴したものである。

提訴されたアメリカは,GATT第 20条「一般的

例外」の (g)項に規定されている「有限天然資源

の保全に関する措置」に関連づけてその正当性を

主張したが,しかし,パネルは,「合衆国は,輸入

禁止されている大部分の種類のマグロに関して,

自国の漁船には漁獲制限を行っていない」のとし



出所 :鷲見一夫「 貿易と期
―

WTO体 制の下で地球環境はどうなるか
一

」『季刊 経済 と社会』 第 3号, 1995年, 58-62頁 :GATT,“ Trade

and the Environment'',′ ″″″″′わπα′r“α
`JO,θ

―,2,Vol.1,Ceneva,GATT,1992,pp.26-27, より′1成。

紛 争 処 理 事 案

事案 I:マ グロおよびマグロ製品に

関するアメ リカの輸入禁止

問題

事案 Ⅱ :石油およびその他製品に関

するアメ リカの課税問題

事案Ⅲ :未加エニシンおよびサケに

関するカナダの輸出禁止間

題

事案Ⅳ :タ バコに関するタイの輸入

禁止問題

事案V:メ キンコ産キハダマグロお

よびマグロに関するアメリ

カの輸入禁止問題

て,ア メリカの主張を退けた。

アメリカが根拠としたGATT第 20条 (g)項に

は,「 この措置が国内の生産又は消費に対する制

限と関連 して実施される場合に限る」とのただし

書きが付されており,パネルはこのただし書き規

定に基づいて上記のような裁定を下 したのであ

る。

事案Ⅳの「 タバコに関するタイの輸入禁止問

題」は,広い意味での環境,すなわち人の健康を

保護するための措置をめぐって争われたケースで

ある。 タイは, 1966年 に制定 した「 タバコ法」

(Tabacco Act)に 基づいてタバコの輸入を制限し,

また輸入を認める場合にも高率関税を課すという

措置を講 じたが, これに対 してアメリカは,そ の

措置 はGATT第 11条 の「数量制限の一般的廃

止」に反するとしてパネルに提訴 した。提訴され

たタイは,GATT第 20条 (b)項に規定されてい

る「人,動物又は植物の生命又は健康の保護のた

めに必要な措置」であるとしてその正当性を主張

したが,GATTの パネルは,「国内のタバコの生

産と消費が制限されないままであるのに,そ の一

方でタバコの輸入を禁止することが必要だという

理由が見当た らない」
9)と してタイの主張を退け

た。

事案Vの「メキシヨ産キハダマグロおよびマグ

ロに関するアメリカの輸入禁止問題」は,最 も新

国際貿易と環境

第 1表 GATTに おける環境関連の紛争処理事案
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裁  定

アメリカ勝訴

(課徴金は適法)

カナダ敗訴

タイ敗訴

アメ リカ敗訴

(た だ しアメ リカは裁

定の受入れを拒否)

しい,そ してよく知 られた事案である。アメリカ

は,東太平洋でのマグロ漁の網にマグロと一緒に

泳いでいるイルカがからまって死んでいくのを防

ぐため,1972年に「海洋哺乳動物保護法」(Marine

Mammal Protection Act:MMPA)を 制定 した。

MMPAは 1988年 に改正 され たが,こ の改正 に

よって, メキシコがマグロ漁を行 う際に殺される

イルカの数が MMPAで 定めた数を上回ることが

判明 し,ア メリカは 1990年 にメキシヨからのキ

ハダマグロおよびマグロ製品の輸入を禁止 した。

これに対 して,メ キシコはアメリカの輸入禁止

措置が GATT第 3条のいわゆる「内国民待遇」

の規定に違反するとして GATTに提訴 した。一

方,ア メリカはGATT第 20条 (b)項,(g)項を

援用 して,当該措置が適法であると反論 し,ま た,

GATT第 3条 に関 しても同様の措置がアメ リカ

漁民にも適用されるので,ア メリカの輸入禁止措

置は許容されるものであると主張 した。だが,パ
ネルの裁定はアメリカのいずれの主張をも退ける

ものであった。

パネルはまず,「輸入されるものは国内生産物

よりも不利でない待遇を与えられる, という第 3

条の基準は,輸出入国間の生産物の比較を必要と

するが,生産物それ自体に影響のない輸出入国間

の生産規制の比較を必要 としていない……した

がって,合衆国は,マ グロの生産に影響を及ぼす

提 訴 年 月 提 訴 内 容

1980年 1月 カナダのアメ リカ漁船拿捕に関連 して,その対抗措置としてアメ

リカが「漁業保全管理法」を援用 して輸入禁止措置を講 じた。 これ

に対 してカナダが提訴。

1987年 1月 アメリカが有害廃棄物の投棄場の浄化費用「 スーパーファンド」

を捻出するために石油製品その他 に課徴金を課 した。 これに対 して

カナダ・EC・ メキシヨが提訴。

te87+2F カナダが輸出向けの良質漁業製品を確保するために,「サケ類利

用促進プログラム」に基づいて未加エニシン・ サケの輸出を禁止。

これに対 してアメ リカが提訴。

1989年 12月 タイが く人の健康を保護するために必要な措置〉 としてタバコの

輸入を禁止 したことに対 し, アメ リカが提訴。

1991年 2月 メキシヨがマグロ漁を行 う際に多数のイルカが殺傷 されていると

して, アメ リカが「海洋哺乳動物保護法」を援用 し, メキシヨ産キ

ハダマグロ等の輸入を禁止 した。 これに対 してメキンコが提訴。

アメ リカ敗訴
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メキシヨの規制が合衆国の諸規制を満たしていな

いことを理由として,メ キシコからのマグロの輸

入を禁止することはできない」
10)と 判示した。ま

た, GATT第 20条に照らしても適法であるとす

るアメリカの主張に対しても,パネルは,締約国

が管轄外の動物あるいは有限天然資源に対して自

国の法律を適用するために貿易措置をとることを

認めていない, としてそれを退けた・ )。

事案 1,Ⅳ,vはいずれも く輸入禁止措置〉が

問われたケースであるが, これに対して く輸出禁

止措置〉が問われたケースが事案Ⅲである。

1987年 にアメリカによって持ち込まれた事案

Ⅲ「未加エニシンおよびサケに関するカナダの輸

出禁止問題」は,カ ナダが「サケ類利用促進プロ

グラム」(Salmonid EnhanCement PrOgram)|こ 基づ
｀

いて未加エニシン・サケの輸出禁止措置をとった

ことに対 して,ア メリカが提訴したものである。

この事案もGATT第 20条 (g)項 との関連でその

正否が問われたが, しかしこれについてもパネル

は,「 カナダのニシンとサケの消費に関しては制

限がないために,そ れらの種の保全と輸出禁止と

の間には関連がない」
12)と して,カ ナダの主張を

退けた。

事案 1,Ⅲ ,Ⅳ,Vは,被提訴国がGATT第 20

条の (b)項ないしは (g)項を援用しながらその措

置の正当性を主張したものであるが,いずれも被

提訴国が敗訴するという結果に終わった事案であ

る。これに対して,被提訴国が勝訴したといえる

のが事案Ⅱの「石油およびその他石油製品に関す

るアメリカの課税問題」である。

同事案は,ア メリカが有害廃棄物の投棄場の浄

化に必要な資金,すなわち「スーパーファンド」

を捻出するために石油およびその他製品に課徴金

を課したことに対して,カ ナダ,EC,メ キシコが

提訴したものである。この課徴金は,GATTで い

う国境関税措置に当たるものであるが, これに対

して ECは , アメリカで発生した汚染の除去の負

担を外国の生産者にまで押しつけるものであり,

またアメリカの生産者のみに恩恵を与えることに

なるとして, これに代わって,OECDの「汚染者

負担原則」(ponuter pays principle:PPP)が 適用さ

れるべ きであると主張 した。だがパネルは,

GATTの国境関税調整の諸規定は課税の目的に

かかわらず適用できること,そ して「汚染者負担

原則」はGATTに よってこれまで採用されたこ

とがないことからして,問題の課税は適法な国境

関税措置であると判示した。このように,課徴金

に関するかぎり被提訴国であるアメリカのとった

措置は く適法〉と判断されたのであるが,しかし,

GATTは その一方で,国内品よりも輸入品に高

率の税を課している石油消費税に関しては,内国

民待遇に関するGATT規定に反すると判示 し

た13)。

以上,過去 10年余りの間にGATTのパネルで

取り扱われた環境関連の紛争処理事案を概観した

が14),事案Ⅱを除いて環境保護を目的とした輸出

入禁止措置 (も ちろん,事案 Iの ように輸入禁止措置

の当初の動機が環境保護にあったとは思われないもの

があるが)は,いずれも 〈違法〉という判断が下さ

れている。 しかも,4つの事案では,被提訴国は

GATT第 20条 の (b)項ないしは (g)項を援用し

ながらその措置の正当性を主張したが,いずれも

敗訴という結果に終わったのである。この点に,

環境問題に対してGATT(そ してそれを引き継いだ

wTO)が もつ問題点が潜んでいるように思われ

る。

多くの人が指摘しているように,1947年に結ば

れたGATTの 協定には,環境保護に関する規定

のみならず「環境」という言葉も存在しない。そ

れは,1947年 当時,環境保護がほとんど問題とさ

れなかったからである。しかし環境保護に関する

規定が存在しないという批判がなされる一方で,

シュリブマンが指摘するように,「GATT第 20

条が,環境保護条項を制定している」という示唆

も与えられた15)。 そのために,上記の紛争処理事

案においてもGATT第 20条が,そ してとくにそ

の (b)項,(g)項が援用されてきたのである。し

かし,上記の裁定が示すように,パネルはGATT

のく無差別原則〉を規定した第 3条「内国民待遇」

を根拠にそれを否定しているのである。このこと



は,GATTが第 20条の (b)項,(g)項をもって環

境保護に関わる規定であるがごとくの姿勢を示 し

なが ら16), しかしそれらの規定は環境保護を目的

とした規定ではない, との判断を暗に下 している

証左であるといってもよい。

1992年 のGATT報告「貿易と環境」のなかに,

上記事案Vのパネル裁定に関連する「マグロとイ

ルカ」と題する囲み記事が掲載されているが,そ
こで は次のような GATTの 見解が示 されてい

る。

「 もしも,合衆国の主張が受け入れ られたとす

ると,そ のときにはどの国も,単に輸出国が自国

とは異なった環境政策 もしくは保健政策を実施す

ることを理由としてある国の生産物の輸入を禁止

することができるであろう。これは,究極的には,

自国の管轄内でその国の法律を施行するためでは

なく, 自国の法律内で設けられた基準を他国に対

して押 し付けるような貿易制限を適用するどの国

に対 しても,GATTに おける重大な抜け穴を作

り出すであろう。そのような場合には,保護主義

の乱用の可能性が非常に大きいであろう。それは

明らかに,協定された規則や原理を通 じて安定 し

た予測可能な市場アクセスの機会を与える, とい

う多角的貿易システムの主要な目的に逆行するも

のであろう。」
17)

ここには保護主義につながる可能性があると思

われる環境保護政策に対 しては,け っして妥協を

許さない, といぅGATTの 強い姿勢がある。 鷲

見一夫氏はイルカの保護をめぐる紛争処理事案に

関連 して,「GATT体制 (現在ではWTO体制)の下

では, 自由貿易原則が,環境保護の考慮よりも優

先する」
18)と

指摘されているが,単にイルカの保

護の事案だけでなく上記の諸事案は,唯一 といっ

て もよい GATT第 20条 の規定を根拠 として一

国が環境保護のために一定の貿易制限措置をとる

こと自体が事実上不可能である, ということを示

している。 しかも,秘密のベールにつつまれたパ

ネルを構成するわずか 3人の,け っして環境問題

の専門家ではない委員に,一国の環境保護措置を

否決することのできる巨大な権限が与えられてい

17

るのである。GATTの 報告書は,そ のことを上記

の引用文に引き続いて明言 している。

「パネルの仕事は,現存の GATTの 義務に照 ら

してのこの問題の吟味に限定 されている。 した

がって, どの締約国の環境政策が適切であるか,

というようなことは間われていない。ある国は環

境政策が異なっている国で生まれた生産物である

という理由だけで輸入を制限 してはならない, と

いう裁定の中で,パネルは第 20条が与えている

妥協を許さない選択に重きを置いたのである。」
19)

GATTに よって国民的 レベルでの環境保護措

置の採用が制限・禁止されるとすると,残る手段

は国際的な環境協定のみである。国際的な環境協

定としては,た とえば,「絶滅の恐れのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約」 (ワ シントン条

約),「有害廃棄物の国境を越える移動およびその

処分に関する条約」(バーゼル条約),そ して「ォゾ

ン層を破壊する物質に関するモントリオール議定

書」のような国際環境条約がすでに存在する。そ

れらの国際環境条約は,地球環境の保全のために

厳 しい貿易制限措置の適用を認めている。だが,

このような貿易制限措置さえも,環境よりも自由

貿易原則を優先 させるGATTの もとでは,否定

されていく可能性を持っているのである20)。

3.GATTの 自由貿易原則と環境問題― 報

告書「貿易と環境」を中心に
一

1992年,GATTは「貿易と環境」と題する一編

の報告書を公表 した。それは,GATTが 初めて環

境問題に対 して示 した包括的な見解である。ここ

ではその報告書を取 り上げ,GATTの 環境問題

への対応とその問題点を検討することとしよう。

上記の報告書 は,GATTの 定期刊行物である

Iπιι7,ZαιブOπα′7レααθ 9θ -9ゴ (Geneva,GATT,1992)

のなかの 1章 として収められているものである。

報告書の分量はそれほど多 くはないが,そ の全体

構成, すなわち, 第 1節「概観と要約」, 第 2節

「GATT法規と環境」,第 3節「『国内』環境問題

と世界貿易」,第 4節「汚染物質の漏出と多角的協

力」,第 5節「保護と環境」が示すように,論点は

国際貿易と環境
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多岐にわたつている。したがつて,報告書全体の

詳細な検討は別稿に譲らぎるを得ないが, ここで

は上記の課題に必要と思われる部分を抜き出して

若千の検討を行うこととしようo

報告書全体を概観してまず指摘できることは,

自由貿易と環境保護は両立する, という考えが一

貫して流れている点である。その点を報告書の第

1節「概観と要約」を中心に確認しておこう。

報告書はまず, 自然環境に対する国際貿易のイ

ンパクトに関しては見解が大きく2つ に分かれて

いるという。1つ は,「貿易拡大は,社会の環境を

保護・向上するための社会的能力を促進する富の

増大と技術普及の源泉である」という見解であ

り,他の1つ は,「制限のない貿易は環境に有害で

あり, とくに一国の環境政策が弱いか,あ るいは

存在 しないときにそうである」という見解であ

る。しかし報告書は,「後者の見解は,一定の貿易

に関連 した環境 リスクに注意を引きっけている

が,1人当たり所得の増大が,必然的に,あ るいは

概して環境に損傷を与えるということを推定する

理由が存在しない」としてそれを退け,そ れに対

して,「市場ァクセスの増大や貿易拡大によって

押し上げられる 1人当たりの所得増大は,汚染制

御や再生的浄化への資金調達を助け,環境上の損

傷を抑制するための多くの資源を提供する」とし

て前者の見解の妥当性を主張している21)。

自由貿易主義を背景とした貿易拡大は,結果と

して環境汚染・破壊を抑制し,その意味で自由貿

易と環境保護 。保全とは両立する, というこの考

えの妥当性を強調するために,報告書は次のよう

な理由をも列挙している22)。

・「停滞的な経済国は,環境改善を切り詰める

大きな圧力のもとにある。」

・「もしも平均的市民が,彼 らの所得増加につ

れてより良い環境の達成により多 くの物質

的 。人間的資源を充てる必要性を納得させら

れたとすると, 1人当たり所得の増大は究極

的に環境への支出増をもたらすであろう。こ

れが実際に生じていることを示す有益な証拠

がある。」

・「世界市場に財や技術を輸出するための機会

は,国内での必要な環境改善過程の遂行を促

進する。これらの諸過程は,環境規制の最前

線にある国において現われるし, もしも他の

国がキヤッチアツプしたいとするとその過程

を具現化 した生産物は輸出しなければならな

い。」

・「貿易は,消費者を環境上利益のある選択を

なすように仕向けることができる。たとえ

ば,低硫黄炭の輸入は,高硫黄炭の使用廃止

を促進する。 リサイクル投入物の貿易は,資

源使用の節約を助長する。」

以上の理由に続いて報告書は,「貿易自由化は,

環境的に有害な諸活動を促進している保護主義的

な障壁のいくつかを削減するように思われるが,

また,貿易の自由化は,適切な国内環境政策を欠

いている場合には,特殊な環境問題を悪化させる

こともあり得る」という23)。 貿易自由化,すなわ

ち貿易拡大がマイナスの環境効果をもたらすこと

をも想定しているが,し かしそれは,「一国が環境

的価値や環境的優先権を反映する国内環境政策を

欠いている場合のみにあり得る」
24)の であって,

問題は貿易自由化ではなく国内環境政策である。

つまり,環境に害のあるのは保護主義であり,た

とえ貿易拡大がマイナスの環境効果をもたらすよ

うなことがあつたとしてもその原因は国内環境政

策にあるのであって,CATTの基本原則である

自由貿易と環境保護は両立する, というのが報告

書の結論である。

だが, この結論についてはいくつかの問題点が

存在する。まず第 1に, この結論の前提となって

いる,適切な国内環境政策が取られている場合に

は,貿易拡大が環境に対して及ぼすマイナス効果

よりも市場開放によってもたらされる利益が大き

い,と いう論拠そのものがきゎめて恣意的であ

る。なによりもまず,一国が国内環境政策として

有害廃棄物の輸出入を全面的に禁止 したょうな場

合,そ れを適切な国内政策としてGATTが認め

るのかどうか,あ るいは「 リサイクリング」と称

して有害廃棄物が輸出入された場合にも,そ れが
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環境に対 してあたえるマイナス効果よりも市場開  が, しかし, この結論の下 し方がまさに一面的か
放によって得られる利益が大きいといえるのかど

｀ っ恣意的である。その理由の 1つ は, グロスマン
うか, さらにはマイナスの環境効果とプラスの環  らの研究結果が亜流酸ガスによる大気汚染につい
境効果をどのように比較考量するのか,等が全 く  ては有力な論拠であるとしても,そ の他のさまざ
明らかではないからである。           まな環境汚染・破壊に対して同様の傾向が存在す
第 2に , このような結論を出すに当たって報告  るのかどうか,ま たかりに所得の向上と環境汚

書は,貿易拡大それ自体がエネルギー消費と汚染  染・破壊の抑制との間に相関があるとしても,果
の増大を伴うものであるという点を全く考慮に入  たして亜流酸ガスの場合と同様にすべての環境汚
れていない。現在においても,国際貿易にかかわ  染 。破壊について 5,000ド ル付近から改善傾向が
る輸送によって費やされる石油の量は,世界の石  みられるのかどうか,がまったく明らかでないか
油消費量 の 8分 の1を 占めると推定 されてい  らである。

る25)。 よリー層の貿易拡大は石油消費量をさらに   いま1つ の理由は,グロスマンらの研究結果
増大させ,そ して海洋や大気の汚染を悪化させる  は,経済発展が環境汚染・破壊 (少なくとも亜流酸
であろう。だが,報告書はその点には全く触れて  ガスによる大気汚染)を激化させていく, という逆
いないのであるo                 の論拠にも援用することができるからである。開
第 3の , しかも最も大きな問題点は,報告書が  発途上国と呼ばれる国々のほとんどは,い まなお

その結論を補強するために持ち出している, グロ  1人当たり国内総生産が 5,000ド ルに達 しない状
スマンとクルーガー (Grossman,G.H.&Krueger,A. 態にある。膨大な人口を抱える中国やインドの 1

B.)の実証研究26)結
果の援用の仕方がきわめて恣  人当たり国内総生産は数百 ドルの水準でしかな

意的である, という点である。グロスマンらの実  い。それらの国々をはじめとして多くの開発途上
証研究は,1人当たり国内総生産と大気汚染 (大気  国が 5,000ド ル水準に達するまでの長期にわたる
中の亜流酸ガス濃度)の関係を探ったもので, それ  経済発展過程では, グロスマンらの研究結果に従
によると第 1図にみられるように1人当たり国内  えば,環境汚染・破壊が激化 していく, というこ
総生産 (年間)が ほぼ 5,000ドル (1988年 USド ル)  とになるであろう。 しかも,それはきわめて現実
に達するあたりから大気中の亜流酸ガス濃度が低  性をもった予測であるといってもよいであろう。
下するとされている。つまり報告書は,こ の実証   GATTの 報告書は,第 1図 に示された研究結
研究の結果に基づいて,所得増大は環境上の損傷  果を,貿易拡大を通じての所得増大が環境汚染・
を抑制する,と いう結論を下 しているのである  破壊を結果として抑制する, という主張の論拠と
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して援用したのであるが, しかし事がらは逆であ

る。問題は,環境汚染・破壊を抑制しながらいか

に経済発展や所得の向上を図ることができるのか

である。したがって米本昌平氏が指摘するよう

に, この第 1図は,「だから経済発展が必要なの

だ, という論拠に読むのではなく,年間の 1人当

たりGDP 2千 ドルの国に対して, どうやって北

側なみの環境保全対策をとらせるか,つ まリカー

ブを下方に引っぱるための仕組を考えるために用

いるべき」
27)も のである。

ところで,貿易拡大が 1人当たり所得の上昇を

もたらし,それが環境汚染・破壊を抑制するとい

うGATT報告書の論理は,開発途上国が環境保

護のためにとる貿易制限への批判にも用いられて

いる。報告書は,「環境面での貿易制限に関すると

くに説得力のない事例の1つ は,熱帯材である」

として,開発途上国の丸太の輸出禁止措置を取り

上げ,そ の措置がほとんど森林破壊の防止につな

がらないことを,以下のような理由を挙げながら

論証しようとしている28)。

・「開発途上国の丸太生産量の0.5%が丸太の

形で輸出されているにすぎない。」

・「丸太の輸出禁止は,開発途上国から輸出さ

れる前に丸太をノコで引き,おそらく板に加

工することを促進するだけであろう。」

0「たとえ貿易禁止が熱帯材から作られた加工

木材にまで拡大されたとしても,加工木材と

丸太を合わせた輸出量は,開発途上国で伐採

される樹木の 1%以下にすぎず,貿易禁止は

開発途上国の樹木の伐採にゎずかな影響 しか

持たない。」

・「このような禁止は,熱帯材の価格低下に

よって開発途上国の森林保護・育成の誘因を

縮小させるであろう。」

・「開発途上国で伐採される樹木の 5分の 4

は,木炭の形態で直接消費されている。それ

は人々の暮らしが貧しく灯油等の燃料を購入

できないためである。また,十分な賃金の得

られる雇用機会がなく,増大する人口への食

糧を生産するために土地を切り開く必要 (し

ばしば,焼畑の形態で)があるからである。」

0「熱帯諸国から生ずる木材は世界の木材生産

のほぼ半分であって,先進国の森林管理にも

注意を向けることが必要である。」

このような理由を挙げながら,報告書は,く丸太

の輸出禁止が生産国である開発途上国により低い

資源コストをもたらし,それが国内の加工産業を

刺激 し,国内の付加価値額を増大させることに

よって,日標とする外貨獲得を達成することがで

きる〉という主張も存在するが, しかしこの主張

も「経済成長や 1人当たり所得に関するかぎり,

自然的比較優位を持たない産業を一国に拡大させ

るために,将来性のない提案である」
29)と ぃぅ。

報告書が上記の主張を「将来性のない提案」と断

定するのは,輸出禁上によって既存の不経済な材

木加工産業を有利にする国内原木価格の引下げが

もたらされるかもしれないが, しかし,その産業

は丸太に加えて資本と労働を必要とするであろう

し,そ のための資源が輸出可能な財を生産してい

る他の部門から引き出され,そ れが木材加工によ

る外貨獲得分を上回るとすると,結果としては外

貨は減少することになる,と いう理由からであ

る。そのような理解にたって報告書はいう。「もし

も丸太輸出が禁止されたならば,一般に純外貨獲

得の目標水準の維持はよリー層の原木の伐採を必

要とするであろう」30)と 。そしてまた,「おそらく

熱帯諸国の森林破壊を遅 らせるための最も効果的

な方法は,た とえば,国内の経済政策の変革と海

外市場へのアクセスとを通 じての,そ の国におけ

る農村の人々の雇用と所得増大の促進である」
31)

と。

以上のように,熱帯材の輸出禁止を取り上げな

がら,森林破壊を防止する最も効果的な方法は貿

易拡大である, という結論を見事に引き出してい

るのである。しかし, この論理展開にも以下のよ

うないくつかの問題点が存在する。

まず第 1に ,熱帯材の輸出禁止が熱帯林の破壊

防止につながらない, として挙げている理由は,

いずれも熱帯諸国全体の平均的数値をもとに論じ

られたものでしかないという点である。熱帯林の



破壊要因とその規模は,国 ごとに非常に多様であ

るといわれており,た とえば, アフリカでの主要

な要因は,薪材のための伐採や家畜の過放牧であ

るが,イ ンドネシアやマレーシアなどでは商業的

木材生産が, さらにはインドネシアやブラジルで

は集落再編計画が,熱帯林の大きな破壊要因と

なっていることが指摘されている32)。 そうした破

壊要因の違いを考慮することなく,一般論でもっ

て貿易拡大こそが森林破壊を防止するという報告

書の考え方は,鷲見氏も指摘するように「問題の

すり替え」にほかならない33)。

第 2は,熱帯林の開発や熱帯材の貿易に先進諸

国の巨大資本が深 く関与してきたことを,報告書

が全く考慮に入れていないという点である。フィ

リピン,マ レーシア,イ ンドネシアなどの東アジ

アの森林開発に関していえば,日本資本 (商社)が

深 くかかわってきたことは周知の事がらである

し,た とえば,イ ンドネシアが 1985年 に丸太輸出

の全面禁止を行った背景には,「 日本資本との合

弁から国内資本へ開発の主体を移行させ,国内の

合板製造業を輸出産業として育成する戦略=高付

加価値化戦略があった34), といわれている。農産

物貿易の大部分が少数の巨大アグリビジネスに

よって支配されている例を持ち出すまでもなく,

世界の一次産品貿易のほとんどが多国籍企業に

よって支配されているのであり,そ うした状況の

中で開発途上国が自国の自然資源を守り,そ れを

基礎とした国内産業を育成していくためにとりう

る「ほぼ唯一の手段」は,輸出規制 。輸入規制で

しかない35)。 だが,GATTはそれを認めようとし

ないのである。このGATTの姿勢,すなわち,開

発途上国の主権や利益よりも多国籍企業の利益を

暗黙のうちに優先するという姿勢に,GATTの
強者の側に立った論理を読み取ることができる。

第 3に,報告書は,〈丸太の輸出禁止が……国内

の加工産業を刺激 し,付加価値額を増大させる

……〉という主張を,「自然的比較優位を持たない

産業を一国に拡大させるために,将来性のない提

案である」と退けているが, しかし, この理解は

明らかに経験的事実に反している。たとえば, 自

21

由貿易主義 を掲 げ,貿 易制限を極端 に嫌 う

GATTが,い まなお貿易制限を認めているもの

の 1つ に多国間繊維協定 (Multinational Fiber

Agreement:MFA)が ある。これは,開発途上国の

繊維製品の急激な輸出攻勢に恐れを感 じた欧米の

先進諸国が, 自国の比較劣位産業と化した繊維産

業を守るために設けた貿易制限協定である。

GATTの 上記の論理からすれば,欧米の先進諸

国の比較優位を持たない繊維産業を保護しようと

したことは「将来性のない提案」であったはずで

ある。しかし,現実はそうではなかった。ロバー

ト・カトナー (R.Kuttner)が 明らかにしていると

ころによると,多国間繊維協定導入後の繊維産業

の生産性の増加は,ア メリカの産業全体のなかで

マイクロ。エレクトロニクス産業に次いで第 2位

の大きさであり,ま たアメリカと西ヨーロッパに

おける繊維産業の生産性の伸びは,産業平均のお

よそ 2倍であり, しかも,アメリカでは繊維産業

が「最も近代的な産業になっている」のである36)。

この事実は,た とえある時点で比較劣位産業で

あっても,貿易制限によって保護されるなかで先

端的な産業に,ま た一国の重要な産業に再生し得

ることを教えている。しかし,そ のような事実に

はまったく触れないでGATTは ,熱帯諸国の丸

太の輸出禁止に反対し,ひたすら自由貿易と比較

優位の教義を説くのである。この点にも,強国=
先進国の強い要求に対しては自由貿易原則に反す

る貿易制限を許すが, しかし,弱国=開発途上国

に対 してはそれを許さないという,GATTの 強

者の側に立った論理がちらついているのである。

GATTの報告書「貿易と環境」についてはなお

検討すべき論点が残っているが, しかし,GATT
が一貫 して主張する 〈自由貿易に基づく貿易拡大

こそが環境問題を解決 し得る〉という論理がきわ

めて一面的な事実認識と恣意的な解釈によって補

強されたものであり, しかも多くの問題を含むも

のであることは,以上の検討をもってしても十分

理解されるであろう。そうした問題を含んだ主

張・論理が,GATT以上に権限を持つ WTOに
受け継がれていこうとしている点に, シュリブマ

国際貿易と環境
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ンが言 うような環境問題に対する国際的 。国内的

努力の掘り崩 しの危険性がまた潜んでいるのであ

る。

4.環境を守る望ましい貿易原理を求めて

一 むすびに代えて一

これまでパネルに提出された環境関連の紛争処

理事案,および 1992年の報告書「貿易と環境」を

取 り上げてGATTの 環境問題への対応を検討し

てきたが,そ の検討結果を一言で表現するなら

ば,〈GATTは環境に冷たい〉である。開発途上

国への国際貿易の影響について論じるメイドレー

C Madeley)は ,GATTの環境問題への対応に触

れながら,「自由貿易と環境問題との間に対立が

存在する場合,GATTは ,た とえ環境的配慮に冷

淡であると思われようとも断固として自由貿易の

陣営内にある」
37)と 述べているが,そ の点は,第 2

節で取り上げた紛争処理事案へのパネルの裁定に

おいてはっきりと現われている。また,報告書に

おいてGATTが一貫して主張する,〈 自由貿易に

基づく貿易拡大こそが環境問題を解決し得る〉と

いう論理も,自 由貿易原則が環境保護に優先する

ことを,あ るいは優先 しなければならないことを

表明 したものであって,こ こにも環境に冷たい

GATTの姿勢が現れている。

メイ ドレーはさらに続けて,「GATTの 弱点

は,その哲学が世界中の貿易を拡大し,そ して生

産を最も安価な国において行うようにするという

自由貿易の純粋経済学に依拠 していることであ

る。すなわち,市場が絶対なのである」
38)と ぃぅ。

GATTの もとでは,自 由貿易の原理,すなわち自

由競争による市場の決定に従うことが要求されて

いるのであって,市場への政府の介入はたとえ環

境視点からのものであっても許されないのであ

る。だが,〈 自由〉を何よりも尊ぶGATTが,丸

太の輸出禁止の事例にみられたように開発途上国

のような国々に自国の資源・環境を守り,開発努

力を続けていく自由を許さないのは, これまたメ

イ ドレーがいうように「GATTの 皮

^l」

という
'以

.

外にない39)。

GATTの 主張,そ してその背後にある論理が

疑われるとき,われわれはその論理を逆転させる

ことが必要である。つまり, 自由貿易原則よりも

環境保護を優先させるような貿易原理の樹立が必

要である。そしてそのような貿易原理は,多国籍

企業のような私的企業により活動の自由を与える

のではなく,開発途上国のような国々に自国の資

源・環境を守りながら開発努力を続けることがで

きる権利を認めるようなものでなければならな

い。

われわれがそのような貿易原理の樹立を求めよ

うとするとき,おのずとそれは,GATTや WTO

の基本原理である自由貿易主義にとって代わる新

しい貿易理念の提示を必要とする。自由貿易主義

こそが望ましい貿易理念である,と いう主張が支

配的である今日,そ れに代わるべき新 しい貿易理

念を提示 しようとする試みはけっして多 くない。

しかし,そ うした試みが開始されていることは確

かである。たとえば,最近,われわれが三輪昌男

を中心にして訳出したイギリスのティム・ラング

(Lang,T.)と コリン・ハインズ (HineS,C)の 共著

Tんο Nοω P"ο″θ′Jοπおπ,1993(邦訳タイトル=『 自

由貿易神話の挑戦』)に おける新 しい貿易理念の提

示は,そ の試みの 1つである。

ラングらは,環境問題をも視野に入れた新しい

貿易理念として,「新 しい保護主義」を提起するの

であるが,し かし,彼 らのいう「新 しい保護主義」

は,け っして旧来の保護主義への回帰ではない。

彼 らが批判の正面に据える自由貿易と同じく「古

い保護主義」は,強者に利益をもたらす貿易や市

場への取組みであった, というのが彼 らの認識で

ある。 その認識に立って彼 らは,「新 しい保護主

義」を次のように提起する40)。

「それは,国際貿易を縮小することによって,

……地方的 。一国的に作れるたいていのものを作

るように経済全体を改めて方向づけし,多様化

し,次いでまわりの地域に目を向け,地球規模の

国際貿易には最後の選択 としてのみ目を向けるこ

とによって,環境を保護することを目指す。」

「新 しい保護主義は,環境を保護 し癒すこと,経
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済的不平等を縮小すること,特権的な少数者ある  り低い基準,よ り大きな不平等を,貿易がもたら
いは少数国ではけっしてなく,すべての人の基礎  さないのを保証することである。」42)

的な社会的 。人間的必要を満たすこと,を提示す   「貿易を管理 し監視する新 しい貿易諸機構は,

る。」                     環境を適切に保護 し,世界の不平等の拡大を逆転
彼らの提示する「新 しい保護主義」は,環境保  させる必要を目標として持つべきである。われわ

護を強く意識したものになっているが, しかしそ  れは, GATTが GAST(General Agreement fOr
れは,環境の劣化のみならず,失業の増加や雇用  SuStainable Trade=持 続可能な貿易の一般協定)に な
の偏りといった経済問題, さらには各国内 。国外  ることを期待する。」43)

における貧富の格差といった問題がいずれも自由   ラングらが提示した「新しい保護主義」に関し
貿易主義によって生み出されたといぅ認識のもと  ては,「彼らは他の諸制度があり得るということ
に, 自由貿易主義の代案として提示されたもので  を非常に説得的に論じた。しかし,権力の問題に
ある。しかもその批判の目は,自 由貿易主義の背  取りかかること,われわれがいかにして Aか らB
後にある勢力としての多国籍企業やGATT,さ   に到達することができるかを指し示すことには完
らには地域的貿易プロックにも向けられているの  全に失敗した」44)と ぃう弱点の指摘も存在する。
であって, きわめて多面的 。包括的な自由貿易主  だが同時に,「われわれが耳を傾けるべき環境保
義批判に基づいた代案の提示である。       護の表明である」

45)と ぃう指摘がなされているの
この小論で彼らの提示する貿易理念の全容を紹  も事実である。

介 し,検討することはできないが,環境問題に関  注
して論 じていることを少し紹介しておくと,貿易  1)こ の引用は,Coote,B.,Tル T“ααο T“αp:乃υ。″ッと環境の関連を「輸送の増大」「原料の採出とその   απα ′λ′ G′ο憾′のz%οαゎ Zαttαs,0ゅだ,

輸出」「輸出のための工業生産」の3つ の局面で取   OXfam PubliCation,1992,p.118,か らの再引用で,

り上げている。それは, 自由貿易主義の環境への   原出所は, Shrybman,s"“ International Trade

悪影響がこの3つ の局面で現われるからである。    and the EnVirOnment",Canadian EnvirOnment
すなわち,「輸送の増大」は,輸送という行為自体   彗野戚翼T,ln'ど当』り:黛憲IFe:I・J:L「まが廃棄物と汚染を生み出し,「原料の採出とその   “InternatiOnal Trade:In SearCh Of an Envi―
輸出」は,原料の生産地点の環境に衝撃を与える   rOnmental COnSCienCe",EPИ あzttαι,EnvirOn‐
からである。また,「輸出のための工業生産」は,   mental PrOtection Agency,vO1 16,No.4,July/
それが再生不能資源の枯渇を伴う集約的なエネル   August,1990,p■ 7,に もみられる。
ギー使用,気象変化への影響,空気と水の汚染,   2)寺 西俊一『地球環境問題の政治経済学』東洋経済

有害な化学生産,廃
琴

物処理,と いった問題を含
 冨 掌2鴛 晟碁[尿∫違 ll墓|:T,1ま厄 替薄んでいるからである4り

。                でぁったといわれる (米本昌平『地球環境問題とはこのような認識のうえにたって,彼 らは次のよ   何か』岩波新書,1994年,51頁 )。

うにも論じている。                  3)寺 西。前掲書,20頁。
「現在,国際貿易のルールと地域的貿易ブロッ  4)Shrybman,S.,“ International Trade:In Search

クのルールは,貿易の拡大化によっていっそぅの   of an EnvirOnmental.… …",".。′′"p.17.
環境劣化を促し,ま た,環境保護の一国的 。地域   5)199o年 12月 のプラッセル閣僚会議において, ス

ア フ  フ ● __‐ ｀ヽ/た )｀り 垣ゞ 安的 。国際的な効果的措置を『貿易障壁』 と呼ぶこ
   6)i:ATTの 環境問墨天i慮 :ヽ アわりとその経緯につとによってひどく妨げている。現在のルールのお    ぃては,鷲見一夫「貿易と環境―

WTO体制の下もな力点 は,貿易の原則 としての規制緩和にあ   で地球環境はどうなるか
― 」(『季刊 。経済と社

る。われわれのルールのおもな力点は,汚染, よ   会』第3号,1995年 5月 ,所収)を参照。
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7)こ のシンポジゥムでの結果報告と各論者の発表内

容 とは,GATT事 務局によって以下の文書 として

公表されている。 GATT,“ RepOrt on the GATT

syrnpOsiun1 0n′ rrade,iEnvironrnent and Sustain‐

able l)eveloprnent", 7'名 ααO απα ι力0」EπυjγOπ ,,20π ι
,

No.TE008,July 1994;do.,``Papers Presented at

the GATT syimpOsium On Trade,Environment

and Sustainable lDevelopment", T“ααι απα ′ん0

EれυJγοπl躙,aπι,No.TE oo9,July 1994.

8) GATT,“ Trade and the Environiment",Iπ ″γπα‐

ιjοπαι T“ααι 9θ -9ゴ ,Vol.1,Geneva,GATT,1992,

p.26.

9)fbjα 。なお, このケースについては,PearCe,D.,

Bι %。pr′π′ `i Cα p′%″πg Gι O夕αι Eπυ″OκπOπ ttι

yαι
“
ι,London,Earthscan,1995,pp.86-87, をも参

照。

10) GATT,“Trade and the Environment",Op.α■,p.

27.

11)乃厖

12) fbja"p.26.

13) fわ jα .,p.27.

14)以上の叙述に関 しては, 鷲見・前掲論文, 58-62

頁,を も参照。

15) Shrybrnan, S" ``International 
′
rrade and the

Environrnent:An iEnvirOnrnental Assesslnent

Ofthe General Agreement On TanfFs and Trade",

,こ,οοιοgブs′,Vol.20,NO.1,January/February 1990,

p.33.

16)GATT第 20条 (b)項,(g)項が環境保護に関連

のある規定とみなされながら,そ の規定に基づいて

の環境保護措置の正当性が認められない一因は,同

条項の「曖昧さ」にあるといってもよい。たとえば

ピアースは,(g)項の「有限天然資源」 (eXhauSti‐

ble natural resources)の 「有限」の意味が,ま た

(b)項の「健康の保護のために必要な措置」(neCeS―

sary to protect・ ……health)と いう条文の「健康」

や「必要な」の意味が曖昧であるという (Pearce,D"

οp.θた,pp.81-82)。

17)GATT,“ Trade and the Environment'',ο p.a′ .,p.

27.

18)鷲見・前掲論文,62頁。

19) GATT,“ Trade and the Environment",ο p.α″.,p.

27.

20)現行の国際環境協定が GATTに よって脅かされ

ていることについては, Coote,B.,ο ,ο払,p.119;

Lang,T.&Hines,C,Tん ′ノViοω P“ο″ε′ブOπ
's,%:

P%οι′ειjπg′λι F%ι%%ο αgα′πsたF“00T“ααι,London,

Earthscan,1993,pp.65 ff.〔 ティム・ ラング
｀
=コ リ

ン・ハインズ『 自由貿易神話への挑戦』三輪昌男訳 ,

家の光協会,1995年,199頁以下〕;鷲見・前掲論

文,63頁以下,を参照。

21) GATT,“ Trade and the Environment",ο り.C江 ,

pp.19-20.

22) rι jα

"p.20.
23)乃ガ.

24)乃 jα
.

25)Lang,T.&Hines,Cり の。αへp.61〔前掲邦訳 ,

107頁〕.

26)GATTの 報告書によると, 二人の実証研究とは,

Grossinan,(G.II.&,Krueger,A.B.“ Environmental

lrnpacts of a North Ainerican Free′ I｀rade Agree―

rnent",paper prepared for a conferenCe on the l:J.

s.-171exico Free 
′rrade Agreement, Princeton

university,october 1991,で ある。

27)米本 。前掲書,189頁。

28)GATT,“Trade and the Environment'',ο p.οた,p.

38,Box 6.

29) fbjα .,p.35,note 55.

30)乃Z.

31) fbjα .,p.38,Box 6.

32)ク リス・C・ パーク『熱帯雨林の社会経済学』犬

井正訳,農林統計協会,1994年 ,55頁以下,を参照。

33)鷲見氏はまた,「森林枯渇の真因は,破綻した『開

発』モデルそのものにある」とし,ブ ラジルのポロ

ノロエステ・プロジェクト(P010nOrOeSte PrOleCt)

やインドネシアの集団移住計画が,そ してまたIMF

や世界銀行の貸出のコンデショナリティとなってい

る『構造調整計画』のもとでの輸出促進策が,森林

枯渇の状況を速めることになっていると指摘されて

いる (鷲見 。前掲論文,54頁)。 なお,ブ ラジルやイ

ンドネシアの集落再編計画については,パーク°前

掲書,63頁以下を参照。

34)前 田芳人編著『貿易問題
一
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