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はじめに
• これまで出版されてきた国際法テキストの多くは、次のように記述す

る。「海洋汚染の国際的規制は、海洋汚染のすべての側⾯についてで
はなく、わずかに個別的な汚染源や汚染物質あるいは特定の海域だけ
がその対象とされる傾向があった。特に、海洋汚染のうち約80%を占め
るといわれる陸上起因汚染、すなわち、沿岸からの廃棄物や⼤気によ
る汚染等については、従来はほとんど規制対象にならなかった。」栗
林忠男『現代国際法』（慶應義塾⼤学出版会、1999年）317⾴。
• ⼩寺彰ほか編『講義国際法【第2版】』（有斐閣、2010年）（初版

2004年）ほか、ほとんどテキストは、この問題を「海洋法」の章の
「海洋環境」の箇所で解説しており、船舶起因汚染と海洋投棄に分け
て国際海事機関で定⽴された条約およびその議定書を説明して終えて
いる。



• 論題につき執筆するにあたり、国際法テキストから⼀歩踏み出そうとする
現在の状況をSDGsとの関連で説明をすることが適切と考えた。
• SDG14.1が、「2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活
動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防⽌し、⼤幅に削減する」
と明記する。また、14.cが、「リオ＋10」の成果⽂書「我々の求める未
来 」158項において、海洋資源の保全および持続可能な利⽤のための法的
枠組みをもつ国連海洋法条約に反映される国際法を実施すべく、海洋およ
び海洋資源の保全および持続可能な利⽤を強化するとする。SDG14を受
け、2017年6⽉5⽇から9⽇まで国連海洋会議（The Ocean Conference）
が開催された。会議冒頭には、国際社会全体による対応が求められる課題
として、海洋ごみ問題が⾔及された。会議最終⽇に公表された成果⽂書
“Our Ocean, Our Future: Call for Action”は、海洋問題には集団的対応が
必要とし（8項）、喫緊の課題として、陸上起因プラスチックごみ、廃棄
または流出した漁具が海洋⽣物などに及ぼす影響の削減を加速化するよう
求めた（13項 (g) (j)）。



・海洋汚染の中でもプラスチックごみ問題は海域全体に及ぶので、現在策定中の「国家
管轄権外域の⽣物多様性ほ保存および持続可能な利⽤のために国連海洋法条約の下で法
的拘束⼒ある国際⽂書（BBNJ国際⽂書）」（13 項(s)ほか）→しかしプラスチックごみ
規制の規定はみられない。

・⽣物多様性条約締約国会議にも関連がある。昆明会議に向けて、海洋⽣物多様性との
関連で、プラスチックごみの根絶が⽬指されている状況。

・⽇本では、次期⽣物多様性国家戦略に向けて、有識者の意⾒が求められている。
→「陸域と異なり、⽇本の主権的権利が及ぶ排他的経済⽔域（EEZ）は、他国との境界
がある。また、海洋プラスチックごみ問題において特に顕著なように、海洋は連続して
おり、国外の影響を⽇本のEEZが受ける（その逆もありうる）。このような海域の特殊
性に留意し、国際的な施策の積極的な展開を通じて、⽇本の海洋環境を保全し、⽣物多
様性を保全していかねばならない。」（意⾒のたたき台、5/14まで）
→「⽣態系間の連結性は、陸域・海域間にとどまらない。海域内でも、沿岸域の変化は、
沿岸域にとどまらず、⼤陸棚から深海域にまで及ぶ。逆に深海域の影響が沿岸域に及ぶ
場合もある。」こうした相互連環につき「残念ながら、このことに着⽬した観点は従来
の国家戦略ではほとんど顧みられていない。次期国家戦略においては、陸域・海域間の
連結ばかりでなく、海域内での連結性にも⼗分に配慮する必要がある。」



１ 陸上起因汚染規制の難しさ
• 多くの国際法のテキストでは、この問題を、国内法制の問題であることか

ら、統⼀的な規則やガイドラインを定⽴するのは容易でないと説明して、
それ以上の解説はみられないままの状況。
•→海洋ごみ問題が初めて報告されたのは、1972年、⼤⻄洋のサルガッ
ソーに浮遊するレジンペットが発⾒されたことによる。この問題を学術的
に認知させたのは、1990年代初頭に複数海域で発⾒されたプラスチック
の浮遊状況を「プラスチックのスープ」と形容したモア⽒（Charles J. 
Moore）。
•→⾊がついていたり、太陽光を反射する微⼩なプラスチックを餌を間違え

て啄む⿃がいる。この問題は、海洋⽣物資源だけでなく、海⿃も⽣態系の
⼀部に加えて論ずる必要がある。綿貫豊『海⿃と地球と⼈間』（築地書店、
2022年）145⾴。



IUCN, p. 21, Figure 4.

執筆させて頂いた論⽂
では、洗濯排⽔に微細
なプラスチック繊維が
含まれており、それが
地球規模でみるともの
すごい量になっている
との研究成果がノル
ウェーから出されてい
ることに触れています。



１.1   陸上起因汚染規制の難しさ
・最近では、スラット⽒（Boyan Slat, 1994-）が、海流を利⽤した
ごみ回収装置を考案しNPOを⽴ち上げた。
・⽇本では、⾼⽥秀重教授がプラスチックごみ問題の草分けである。
・世界経済フォーラム事務局『新たなプラスチック経済―プラスチッ
クの未来再考』（2016年）は、「2025年までに漁獲量3ｔごとに1ｔ
のプラスチックを含むと推定されるので、2050年までには⿂の量を
プラスチックの重量が上回りうる」とし、「少なくも毎年、海洋には
800万ｔのプラスチックが海洋流出しており、これは1分あたりごみ
収集⾞1台分が廃棄されているのと同じなので、何らの措置もとられ
なければ2030年までには、1分に2台分の廃棄と同等量が増え、2050
年までには1分ごとに4台分に増える」と予測（7, 14, 19, 25参照）。



１.2   陸上起因汚染は国際社会の共通利益か
•経済協⼒開発機構（OECD）が2022年2⽉22⽇に公刊した
『グローバル・プラスチック・アウトルック』によれば、
世界のプラスチック⽣産量は、2000年の2億3,400万ｔから
2019年の4億6,000万と倍増しており、プラスチックは⽔圏
環境（aquatic environment）に蓄積され、うち109 tが河川
に、30ｔが海洋に蓄積されているとする。2019年のプラご
みのうちリサイクル回収率は9%に過ぎず、50%は埋め⽴て
に、19%は捨て置かれたり、焼却されるか、環境に漏出して
いるとする（14⾴）。
•その他は、海底に堆積していく→⽣物多様性への損害



1.3 ほとんどのごみは海底にあるのか？
2021年 3⽉ 30⽇ 国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構（JAMSTEC）
房総半島沖の⽔深6,000ｍ付近の海底から⼤量のプラスチックごみを発⾒

・深海底に沈むプラスチックごみの実態はほとんど知られていない。
→Maritime Domain Awareness (MDA)→海洋状況把握と訳される。

・房総半島から約500km沖、⽔深6,000m付近の海底をプラスチックごみ
の集積地と⾒込み調査した結果、ポリ袋や⾷品包装等の使い捨てプラス
チックが⼤量に⾒つかった。房総半島沖の⼤深度の海底に広がるプラス
チックごみの密度(平均4,561 個 km-2)は、過去に記録された⼤深度の海
底におけるプラスチックごみと⽐べて2桁も⾼く、海溝や海底⾕など、ご
みなどが集まりやすいと考えられる窪地と⽐較しても⾼い値を⽰した。

Available at https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20210330/



１.4   UNEPの定義（2009年）
•国連環境開発計画（UNEP）は、2009年に海洋ごみを
「海洋環境および沿岸環境に廃棄、処分または放棄さ
れたあらゆる持続的な（persistent）製造または加⼯さ
れた個体素材」と定義 。

See Cheshire A. C et al., UNEP/IOC GUIDELINES ON 
SURVEY AND MONITORING OF MARINE LITTER: 
2009 UNEP REGIONAL SEAS REPORTS AND STUDIES, 
No. 186 (IOC Technical Series No. 83).



２ ゴーストフィッシング（幽霊漁業）

漁網、幾つもの漁網が固く結ばれたカラフルな物（bundled net）、
結ばれていない網（loose net）、網、浮標（buoy）、蓋（lid）、釣
針（hook）、釣⽷（lines）、採捕箱（fish crates）、陥穽漁具
（traps）、ルアー、コンテナ（container）、釣ドラム（fishing 
drums）、釣箱（fishing crates）、引網（net rope）、トロール網
（manta trawl）、ニューストン・トロール（neuston trawl, mega 
trawl）、浮標・浮⼦（floats）、養殖装置（aquaculture gear）、浮
揚性プラスチック（buoyant plastic, buoyant debris）、流失積荷
（lost cargo）、流出漁具（lost gear）、遺棄（abandoned）された
漁具などである。これらが絡まったり、付着したりして⼈知れず海洋
⽣物が死ぬことを幽霊漁業（ghost fishing）という。



２.1   ゴーストフィッシング（幽霊漁業）
• 1995年策定のFAO「責任ある漁業のための⾏動規範」7条2項1は「最良の利⽤

可能な科学的証拠に基づいて、漁業資源の⻑期の持続的利⽤を⾏う」と定め、
そのための措置の1つとして、7条2項2 (g) が「汚染、浪費、投棄、流出または
廃棄された漁具による漁獲、⿂類、および⿂類以外の種両⽅を含む⾮対称種の
漁獲ならびに関連種、依存種に対する影響が、可能な場合には、選択的で、環
境上安全であり、かつ、費⽤対効果の⾼い漁具の開発と使⽤を通じ、最⼩化さ
れること」と明記する（⽔産庁遠洋漁業部国際課訳、1996年10⽉）。
• 「国連公海漁業実施協定」（2006年9⽉6⽇条約第10号）（UNFSA）5条(f)は、

「・・・汚染、浪費、投棄、紛失されまたは遺棄された漁具による漁獲、⾮漁
獲対象種の漁獲および漁獲対象資源に関連しまたは依存している種（特に絶滅
のおそれがある種）への影響を最⼩限にする」とし、同条(f)は、「海洋環境に
おける⽣物の多様性を保全する（protect）すること」と規定する。
• とくに、UNFSA発効の2001年12⽉11⽇以降、主なRFMOsはUNFSAの主要規

定を反映させている。たとえば、北東⼤⻄洋漁業委員会（NEAFC）は、法的な
拘束⼒ある漁具条件を採択。これは、漁具のマーキング追跡を明らかにするこ
と、固定漁具を装備した漁船が流出した漁具を回収する装備を船に備えること、
漁具を流出したが船舶が当該漁具をなるべく早く回収しようとするが、それが
できない場合には、24時間以内に旗国の権限ある当局に当該流失を報告するこ
とを含む。



2.2  漁具などのごみの⾃主規制と追認
（１）ALDFG
「やむをえず放棄または投棄された漁具」（ALDFG) に⿂類や甲殻類が絡まったりして死ぬこ
とがあるので、海洋⽣物資源に有害な影響を及ぼす。G20環境相会合（2021年7⽉22⽇）コ
ミュニケ17項は、陸上の廃棄源、遺棄され、流失され、他の⽅法で放棄された漁具（幽霊漁
具）の不適切な管理を含む海洋プラスチックごみの廃棄源に対し、関連する利害関係者、組織
およびイニシアチブとの連携を通じて、全ての国による国内、地域および国際的な努⼒を通じ
取り組むよう求める。
（２）漁具のマーキングに関する⾃主的指針（VGMFG）

漁具のマーキングとは、流失した漁具を回収できるようにするため、漁具の所有者の⽬印を
つけること。漁具のマーキングのための⾃主的指針（Voluntary Guidelines for the Marking of 
Fishing Gear: VGMFG)は、2017年6⽉7⽇に開催されたSeaWeb シーフード・サミット（於シ
アトル）において、遺棄され紛失した幽霊漁具の発⽣および影響を最⼩限に抑制するための指
針が策定された。同指針は、FAO「責任ある漁業のための⾏動規範」に含まれる漁具の特別条
件を含む、国際法の義務に合致するよう⾏動する国を⽀援することが期待される。具体的な漁
具マーキングの⼿法には、⾊分け、タグづけなど簡素なものから、ラジオ電波を発するものや
GPS機能のついたもの、⾳響で探知可能なものなど、⾼度なものまで様々ある。2018 年 7 ⽉、
COFIは漁具マーキングのための⾃主的ガイドライン（VGMFG）を追認。

（３）最近になって設⽴されたグローバル・ゴーストギア・イニシアチブ（GGGI）。



２.3 ⽣態系におけるプラスチックごみ
の有害な影響

プランクトンから⿂類、⻲または鯨類といった脊椎動物まで広範囲の有機
物にプラスチックは影響しており、毎年、10万頭以上の海洋哺乳動物や数
百万の⿃類が、ビニール袋に絡まったり、餌だと思って浮遊ごみを摂取し
て死んでいると推定される。マイクロプラスチックは⽬視できないので、
例えばカラスガイ、カキ、⿂類、鯨類など、あらゆる有機物が摂取する。
この他、バクテリア、藻類および甲殻類もこうした浮遊ごみを取り込んで
ゆく。潮に流されるうち、プラスチックは広範囲に渡って有害な種に取り
込まれ、⽣態系を破壊することが危惧されている。プラスチックは、⻑く
河川や海洋を漂ううち、汚染物質が蓄積、濃縮され、最終的には⾷物連鎖
にあって有毒性を帯び、⻑期にわたる影響を及ぼすとされる。



３ 改正MARPO条約附属書V
「船舶からの汚染の防⽌のための国際条約」（MARPOL条約および議定
書）には6つの附属書があるが、附属書Ⅴ（船舶からの廃物による汚染防
⽌のための規則）は、第7規則に掲げられる4つの例外を除き、原則として
全船舶に（合成ロープや合成漁網を含む）全てのプラスチックの排出を禁
じた（第3規則2）。

その例外は、⼈命救助に必要な排出（1.1）、損傷の発⽣の前後に偶発的な
流出を防⽌または最⼩にするためのあらゆる合理的な予防措置とられた場
合における設備の損傷による偶発的な流出（1.2）、流出防⽌の予防措置が
とられた場合における漁具の偶発的な流出（1.3）、海洋環境の保護または
船舶もしくは乗組員の安全のための漁具の排出（1.4）である。また、附属
書Ⅴは原則的に海洋への廃棄物の排出を禁じ、ごみが運搬され管理される
港湾受⼊施設の設置を求める。



３.1 改正MARPO条約附属書V
• すべてのプラスチックとは、あらゆる形態のプラスチックから構成

され、またはこれを含む全ての廃物をいう（第1規則13項）。従前
の附属書Ⅴは、領海3海⾥以遠でのプラスチック排出を認めていた。
そこで、2011年にMARPOL条約附属書Ⅴの改正が審議され、2013
年に改正案が発効。
• 浮遊性を有する「輸送⽤の貨物の底敷として使われる⽊材やプラス

チック製のトレイ」（dunnage）、耐衝撃・耐摩耗材（lining）およ
び包装材もプラスチック素材なので、25海⾥以遠の投棄が禁⽌され
た。IMOは、2017 年の第71回MEPC（海洋環境保護委員会）で、具
体的な指針（Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex 
V）は、2017年に策定している（MEPC 71/17/Add.1 Annex.21）。



４ 改正バーゼル条約
• バーゼル条約の締約国は、2002年に「プラスチック廃棄物の確認および

環境的に健全な管理ならびにその処分のための技術的ガイドライン」を策
定。
• COP13（2017年）では、海ごみとマイクロプラスチック（plastic 
wastes）に集中的に取り組んだ。2018年6⽉、「特別な考慮を要する廃棄
物」を含む附属書Ⅱにプラスチックごみ（汚れたプラスチック廃棄物も含
む）を新たに加えられた。
• バーゼル条約附属書Ⅷは、危険性が推定されるので「事前のかつ情報に基
づく合意」（Prior Informed Consent; PIC）に服するプラごみの範囲を明
確化すべく、附属書Ⅸは危険性が推定されないプラごみでも、⼀定の条件
を課した。
• SDG12.5（2030 年までに、廃棄物の発⽣防⽌、削減、再⽣利⽤及び再利
⽤により、廃棄物の発⽣を⼤幅に削減する）を想起し、2019年5⽉10⽇に
改正案が採択され、2021年に発効。



4.1 改正バーゼル条約後の受⼊禁⽌措置
・インドネシアは、プラスチックごみの輸⼊禁⽌⽅針を出した。
・改正法の発効を受けて、貿易⽤プラスチックごみは、附属書ⅡのY48また
は附属書ⅧのA3210のもと危険廃棄物に分類された。

→先進国から途上国へのプラスチック廃棄物の輸⼊禁⽌権限を締約国にも
たせる効果をもった。現時点では、⼀定の単⼀もしくは複合型のプラス
チック廃棄物（ポリエチレンやポリプロピレンなど）のみが規制対象だが、
他のあらゆるプラスチック廃棄物の場合でも、輸出前に輸⼊国の事前の通
知同意を義務づける。



4.2 改正バーゼル条約後の受⼊禁⽌措置
プラごみの輸⼊については、中国が2018年1⽉に受け⼊れを中⽌したので、
代替地としてマレーシアおよびタイなど東南アジア諸国にプラごみが急増
している（プラごみ輸出量で、⽇本は⽶国に次ぐ2位の約10万t）。東南ア
ジア5ヵ国のプラごみ排出量は世界の3割を占める。

かかる事態に鑑み、マレーシア環境相は、同国に不法輸⼊されたプラごみ
について、2019年9⽉から2020年1⽉までのコンテナ150個分（3,700t）を
⽇⽶仏など13カ国に輸⼊業者に費⽤を負担させて返送したと発表した。ま
た、バーゼル条約改正によって、プラごみの受け⼊れ停⽌は今後さらに進
むと予測される。



５ 第６回国連環境総会（2024年）
• 2024年２⽉26⽇〜同年３⽉１⽇（於・ナイロビ）が決定。
• これまでみてきたMARPOL条約改正附属書は船舶起因汚染を対象とし、

改正バーゼル条約もプラごみの輸出⼊を規制するものであって、海洋プラ
スチックごみ問題に正⾯から取り組む国際⽂書ではない。 廃棄漁具の規
制も法的拘束⼒はない。
• ここで、冒頭の国際法テキストの議論に戻る。
→従来のテキストなどで云われてきた「陸上起因汚染」は国内法制に委ね
られるものだから、国際規制で抑えようとしても反発が⼤きい、という説
明は、⼤別して３つ、（１）海洋⽣物資源への悪影響、（２）海底への堆
積が事実、（３）他国へのごみの輸出は法的に禁⽌される、ことから、海
洋⽣態系を含めた海洋環境保全のため諸国の共通利益という法的確信
（opinio juris sive necessitatis） は⾼まっていると推定しうる。



5.1 陸上起因汚染に正⾯かた取組む交渉へ
• 2017年12⽉4⽇から6⽇の国連環境総会（United Nations Environment Assembly: 

UNGA）のテーマは「汚染なき地球に向けて」（Towards a Pollution Free 
Planet）。

• ノルウェー政府は、2019年10⽉23⽇から24⽇開催の「我々の海洋会議」（Our 
Ocean Conference）で、2023年までに海洋プラスチックごみおよびマイクロプラ
スチックに関する国際協定の作業を⾏うと誓約した 。2021年10⽉21⽇には、アン
ティグア・バーブーダ国連政府代表部が、（ルワンダおよびペルーも）「プラス
チック汚染に関する法的に拘束⼒ある新たな国際協定」を求めて、政府間交渉委員
会を設置すべくUNEA5.2（2022年2⽉28⽇から3⽉2⽇開催の第5回国連環境総会）
に基づいて働きかけるとした 。

• ⽶国国務⻑官は、2021年11⽉にUNEP本部を訪問し、海洋プラスチックごみを規制
する新たな国際協定の定⽴について正式な⽀持を表明した。

→BBNJ以上の激しい条約交渉になることは必⾄と思われる。



おわりにー「⼤阪ブルーオーシャンビ
ジョン」を踏まえて

• 陸上起因汚染としてのプラスチックごみへの条約案交渉へ
• これまでは、IMOで採択される条約、FAOによる漁具規制の追認、やや遅

れてバーゼル条約改正で臨んできた。⽣じている事態に対し、部分的に対
応してきた国際法の状況を批判するシンガポール国⽴⼤学のNilufer ORAL
法学博⼠ (国連国際法委員会委員、トルコ外務省国際法顧問など）が、プ
ラスチックごみの全体像を俯瞰する必要性を説いています。今回、論⽂の
執筆にあたって多くの⽂献を読みましたが、彼⼥の論⽂が最も優れている
と思いました。その彼⼥の論⽂のタイトルが、”From the Plastics 
Revolution to the Marine Plastics Crisis: A Patchwork of International 
Law” (Brill, 2021)だったので、それを修正して、本⽇の発表の英語タイ
トルと致しました。



ご清聴、誠にありがとうございました！


