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国際シンポジウム
《環境と契約──日仏の視線の交錯》の企画趣旨

マチルド・ブトネ
訳：吉 田 克 己

　私たちが今回企画した国際シンポジウム《環境と契約──日仏の視線の交

錯》は，フランス法および日本法を対象としつつ，環境と契約との間に存在

する諸関係を考察しようとするものである。一定のテーマについては，アメ

リカ法についても一瞥することになる。本シンポジウム開催のきっかけとな

ったのは，フランス法務省法制研究部門の助成を受けた研究プロジェクトで

ある。したがって，今回の企画趣旨を理解していただくには，この研究プロ

ジェクトの内容を説明することが必要になる。そこで，以下では，この研究

プロジェクトに簡単に言及することで，本シンポジウムの序論に代えること

にしたい。

　今回の研究プロジェクトは，以下の点を確認するところから出発してい

る。すなわち，フランス法において，環境と契約とが織りなす関係が，密接

さの度合いを増しているということである。具体的には，以下の２つの動向

が考察対象として取り上げるに値する。

１） 第１は，環境保護手段として契約の果たす役割が，その重要性を増して

きていることである。それを示すのは，各種の環境契約（contrats 

environnementaux）に他ならない。

　一方では，国が，地方公共団体や他の一定の公的機関，さらには企業や企

業部門と取り交わす協定がある。それと並んで，他方では，環境保護を目的

とする法律上の規定があることを直接の根拠として締結される契約が存在す
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る。そのような例として具体的に念頭に置いているのは，1992年５月21日の

自然生息域の保存に関する欧州共同体指令の名の下で締結される

「Natura 2000契約」である。この契約は，環境法典 L414-3条によって直接

的に規律されているのである（１）。このような政策は，欧州委員会においても

推進されており，欧州委員会は，２つのコミュニケを通じて，産業部門にお

ける環境協定の重要性を強調するに至っている。その目的は，私的アクター

の産業活動における有害な効果を縮減するところにある（２）。このように契約

を活用する動向は，少なくともそのある部分については環境法の専門家によ

く知られている。というのも，伝統的には，環境法は，行政警察の法であっ

て，そこでは公権力が重要な役割を果たしてきたのであって，その点からし

て，契約的手法は，当然に一定の考察を促すことになるからである。契約

は，権威的で一方的な規定と並んで，効率性を理由として，交渉という形を

採る，それよりも柔軟性の高い手法が存在することを示しているのである。

　そうであれば，本研究プロジェクトに要請されるのは，２つの角度からこ

の動向がどの程度に達しているかを明らかにすることである。一方で，これ

らの諸契約のうち，どのようなものが真に契約と性質決定しうるのか，つま

り，どのようなものが法的効果の発生を目指す少なくとも２つの意思の合致

を表現しているのかを点検することが必要である。他方で，すでに検討され

ている契約のリストを補充して，あまり検討されていない契約，たとえば私

法上の契約で，国内法および国際法の諸規定の適用を定めるような契約にも

光を当てることが必要である。その例としては，非政府組織（NGO）と企

（１）　E. Truilhe Marengo, «Contractualisation, réglementation : quelle articulation 
entre outils de gestion des sites Natura 2000 », RJE 2005. 131 ; C. London, 
«Agriculture et environnement, une intégration délicate», LPA 2000/109.

（２）　Not. COM （1996） 561 du 27 nov. 1996, Communication de la Commission 
CE sur les accords dans le domaine de l'environnement ; Communication de la 
commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social 
et au comité de régions prise dans le cadre du plan d'action “Simplifier et 
améliorer l'environnement réglementaire” en date du 17 juillet 2002, Com （2002） 
0412, final.
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業間で締結されるパートナーシップを挙げることができる。この契約の目的

は，企業に対して環境保護的な行動を採るよう促すところにある。その目的

はまた，地球温暖化に関する京都議定書の実施から生じる廃棄物処理に関す

る法定義務の適用を可能にする廃棄物処理契約（les contrats d'élimination des 

déchets）や，生物資源探査契約（les contrats de bio-prospection）を企業が締

結することを促すところにもある。

２） 第２は，これらの環境契約と並んで，環境契約ではない契約で環境債務

（obligations environnementales）を定めるものが増大しつつあること

である。

　これらの環境債務は，環境に関わる与件を踏まえるものであって，契約関

係において一定のアクターに対して課されるものである。具体的には，環境

保護を直接の目的とすることなく締結される契約，すなわち，不動産売買契

約や動産売買契約，企業譲渡契約，賃貸借契約，消費契約，役務提供契約な

どの契約の締結に際して，このような環境債務が定められるのである。ここ

で関心を惹くのは，環境債務の活用が増大していることである。環境債務の

種類が増大し，それを含む契約も増大し，そしてこれらを課される契約当事

者もまたきわめて多様なものとなっているのである。

　多くの場合には，環境債務は，さまざまな契約の締結時に契約当事者に対

して課される，環境リスク管理を内容とする債務として現れる。ここでは，

環境は，契約関係において考慮すべきネガティブな与件として現れている。

典型的には，土地の所有者が土壌汚染のリスクやその他の公害のリスクのあ

る不動産を売却しようとするような場合である。また，汚染をもたらしうる

ような企業活動を一定期間行った企業が，その後たとえば企業合併を機に株

式を譲渡するような場合も挙げることができよう。汚染が発見されると，さ

まざまな財政的な問題や法的な問題が生じることになる。これらのリスクに

対応するために，フランスの実定法には，現在では，豊富な法的手段が備え

られている。これらの債務は，環境に関わる情報提供義務のように法定のも

のもあり，負債担保条項（les clauses de garantie de passif）のように合意に由
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来するものもある。このようにして，本研究プロジェクトは，これらのさま

ざまな環境債務の全体像を，量的かつ質的に解明することを課題とするので

ある。

　他方で，より独自性の強い新たな動向も見出される。環境保護に配慮した

環境債務の増加である。ここでは，契約当事者は，彼らの固有の利益ではな

く，万人の利益保護に向けられた債務を課されることになる。

　この意味において，まず第１に，情報提供義務（l'obligation d'information）

が環境保護の観点から変容を遂げる。その例は，たとえば消費法において見

出すことができる。この領域では，環境に関わる情報提供義務が増大してい

る。この債務は，ある製品または役務が環境にもたらす影響を消費者に明ら

かにすることを目的としている。さらに，不動産の領域においてもその例を

見出すことができる。たとえば，立法者は最近，一定の事務所用途または商

業用途における賃貸借に関して，環境配慮付属条項の制度を創設した（３）。こ

の契約において，賃借人と賃貸人は，相互にそのエネルギー消費に関する情

報を提供し，賃貸借契約の履行時に一定の環境保護措置を講じるべきことを

誓約しなければならない。ここで見出されるのは，商事賃貸借の内容に関す

るエコロジー化に他ならない。この賃貸借は，実務においては，「緑の賃貸

借 bail vert」と呼ばれている。

　第２に，以上に示した環境に関わる情報提供義務と並んで，環境に関わる

給付義務（obligations de prestations environnementales）が存在する。この動

向は，取引社会において重要な位置を占めているが，とりわけ企業とサプラ

イヤーとの間の契約関係において大きな意味を持っている。これらの債務

は，合意に基づくものであり，取引実務においては「持続的販売 achats 

durables」と呼ばれるものを指している。それらは，公法学者には公共事業

法を通じてよく知られており，「環境配慮条項 clauses environnementales」

（３） Art. L. 125-9 du Code de l'environnement,  J.-B. Gouache, L'annexe 
environnementale est obligatoire à compter du 1er janvier 2012 : bailleurs et 
utilisateurs doivent s'y préparer, Revue Lamy Droit des Affaires, 2010/9, n° 52, p. 
25 ; B. Wertenschlag, Le bail vert, AJDI 2010, p. 693.
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または「持続的発展条項 clauses développement durable」と呼ばれる契約

条項によって具体化されるものである。本研究プロジェクトは，このように

して，情報提供義務とともに環境に関わる給付義務の重要性を明らかにし，

その起源，その内容そしてその射程に光を当てることを要請されることにな

る。

　結局のところ，フランス法務省法制研究部門の支援を受けている本研究プ

ロジェクトは，契約が今日果たしている以上の二重の役割を，環境保護とい

うその目的とさまざまな環境に関わる義務を通して解明することを課題とし

ているのである。

３） このような理由から，我々は，エクス・アン・プロヴァンス大学法学部

において，2012年10月に，環境分野における契約的動向がどの程度進

展しているかを計測し，その意義を解明することを課題とする最初のシ

ンポジウムを開催した。

　そこでは，さまざまな契約の領域，多くの契約そして多様な起源を有する

債務が検討の対象になった。具体的には，不動産売買契約，保険契約，廃棄

物処理契約，消費契約，公共事業契約，持続的売買契約などである。そこで

は，契約的手法の目的に応じた区別を行うという選択がなされた。すなわ

ち，一定の契約は，環境保護を目的としている。これに対して，他の契約

は，むしろ環境リスクの管理を目的として締結されている。一定の契約は，

このように一般利益に関わるのに対して，他の契約は，当事者の私的利益の

満足を目的とする。このような区別である。もっとも，この区別を厳格なも

のとは理解しないほうがよい。というのは，これらの目的は，多くの場合に

は，交錯するからである。法律による汚染除去義務を定める不動産売買契約

を例として挙げよう。この義務は，まずもって，環境リスクの管理を内容と

する。立法者によって課される汚染除去義務が誰の負担に帰するかを定める

からである。ここで問題となるのは，契約当事者間におけるリスクの配分で

ある。しかしながら，付随的には，この義務を契約を通じて移転させること

は，その実効性確保に寄与し，その結果として，より良き環境保護の実現に
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つながるのである。

４）本日，第２の段階が始まる。比較法の段階である。

　実際，環境領域における契約的動向の独自性をよく理解するためには，外

国における実定法の状況を観察することが重要である。日本もその重要な対

象である。本シンポジウムの２日にわたるプログラムが示すように，日本に

おいても，環境保護と環境リスク管理の両面に関わる契約的動向が存在して

いるからである。両国の法を付き合わせ，比較し，そして可能であればそれ

らを豊富化することができれば幸いである。




