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 我が国では、平成 9 年に環境影響評価法が制定され、同法に基づく環境影響評

価が行われてきた。同法は、事業実施段階での環境影響評価について規定するも

のであるが、その段階で環境影響評価を行ったのでは、検討の幅が限られてしま

い、有効な案の検討が行えないことなどが指摘されている。その限界を補うもの

として、また、持続可能な社会の形成のため、意思決定過程に環境配慮を組み入

れる仕組みづくりが求められていることなどから、戦略的環境アセスメントの導

入が議論されてきた。諸外国や地方公共団体においても導入が進められている。 

政府は、「計画段階配慮事項の検討」の導入を含む環境影響評価法の改正法案を、

第 174 回国会に提出した。事業種ごとの具体的な評価方法等は、事業所管省庁が

定める主務省令で規定されることとなる。 
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はじめに 
我が国では、平成 9 年に環境影響評価法（平成 9 年法律第 81 号）が制定され、同法に

基づく環境影響評価が行われてきた。環境影響評価法は、事業実施段階での環境影響評価

について規定するものであるが、その段階で環境影響評価を行ったのでは、検討の幅が限

られてしまい、有効な案の検討が行えないことなどが指摘されている。その限界を補うも

のとして、また、持続可能な社会の形成のため、意思決定過程に環境配慮を組み入れる仕

組みづくりが求められていることなどから、戦略的環境アセスメントの導入が議論されて

きた。政府は、平成 22 年 3 月 19 日に、「計画段階配慮事項の検討」の導入を含む「環境

影響評価法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日付けで第174回国会に提出した。

本稿では、戦略的環境アセスメントをめぐる議論の経緯と現状を紹介する。 
 

Ⅰ 事業アセスメントと戦略的環境アセスメント 

１ 環境影響評価制度の概要 

 我が国の環境影響評価制度は、昭和 47 年に「各種公共事業に係る環境保全対策につい

て」の閣議了解を行い、「国の行政機関は、その所掌する公共事業について、当該公共事業

実施主体に対し、あらかじめ、必要に応じ、その環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境

破壊の防止策、代替案の比較検討を含む調査研究を行わしめ、その結果を徴し、所要の措

置をとらしめる等の指導を行うものとする」とされたことに始まる。昭和 59 年には、「環

境影響評価の実施について」の閣議決定がなされ、政府として統一的なルールに基づく環

境影響評価が実施されることとなった。以後、この閣議決定に基づく環境影響評価（いわ

ゆる「閣議アセス」）が行われてきたが、閣議決定であるために法的拘束力がなく、許認可

への反映には限界があるなどの問題を抱えていた1。平成 5 年に環境基本法（平成 5 年法律

第 91 号）が施行され、同法第 20 条に環境影響評価の推進の規定が置かれたことなどを踏

まえ、平成 9年の環境影響評価法制定により、ようやく環境影響評価制度が法制化された。

なお、これは当時の OECD 加盟 29 か国中で 後であった2。 
同法は、道路、ダム、発電所等 13 事業種を対象とし、許認可や補助金の交付等により

国の関与があるものについて、一定以上の規模を有するものを第一種事業、それより小さ

な規模の事業を第二種事業としている。同法では、環境影響評価の手続きが定められてい

る。環境影響評価の具体的な内容は、①第二種事業について環境影響評価を行う必要があ

るかどうかの判定基準3、②環境影響評価の項目や調査・予測・評価の手法の選定指針4、

③環境保全措置に関する指針5について、事業を所管する大臣（主務大臣）が、事業種ごと

に「主務省令」として定めている。主務省令で規定される基準・指針が一定以上の水準と

なるよう、すべての事業種に共通する基本となるべき考え方である「基本的事項」を環境

                                                 
1 早水輝好「環境影響評価（環境アセスメント）とは」環境アセスメント研究会編『実践ガイド環境アセスメ

ント』ぎょうせい, 2007, p.5. 
2 原科幸彦「環境アセス法の 10 年を総括する」『環境情報科学』36 巻 4 号, 2008, p.60. 
3 環境影響評価法第 4 条第 9 項、第 10 項 
4 環境影響評価法第 11 条第 3 項、第 13 条 
5 環境影響評価法第 12 条第 2 項、第 13 条 
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大臣が定めて公表している6。同法に基づく環境影響評価の流れは、図１のとおりである。 
 

２ 戦略的環境アセスメントとは 

 環境影響評価法に基づく環境影響評価は、事業実施段階で行われる「事業アセスメント」

であるが、これに対して、より早期の段階から環境配慮を行うことができる仕組みとして、

戦略的環境アセスメント（Strategic Environmental Assessment（SEA））の導入が議論

されてきた（図２）。戦略的環境アセスメントとは、「政策、計画、プログラム」を対象と

する環境アセスメントであり、事業に先立つ上位計画や政策などのレベルで環境への配慮

を意思決定に統合するための仕組みである7。事業実施段階と比較して、より大所高所に立

って、幅広い検討を行う戦略的な意思決定段階に対して行われるため、戦略的環境アセス

メントと呼ばれている。 
「政策」とは、政府の「施政の方針」であって、当該施策体系のなかで計画や個々の事

業等に対して方向を指し示すもの、「計画・プログラム」は、政策に示された目標を達成す

るための諸事業を体系的かつ計画的に行うために、どのような事業を、いつ、どこで、ど

のように実施することが必要であるかを示すものである8。なお、個々の事業にも事業実施

段階での検討以前に基本構想、基本計画段階が存在する。その段階で環境アセスメントを

開始すれば、戦略的環境アセスメントと事業アセスメントの双方の性格を持つことになる9。 
戦略的環境アセスメントは、事業アセスメントと異なり、事業や計画の諸元（実施場所

や規模・構造等）が不明確な段階で実施されるため、事業アセスメントほど詳細で定量的

                                                 
6 土居健太郎「環境アセスメント手法の概要」環境アセスメント研究会編『実践ガイド環境アセスメント』ぎ

ょうせい, 2007, p.20. 
7 「戦略的環境アセスメント総合研究会報告書」環境アセスメント研究会編『わかりやすい戦略的環境アセス

メント』中央法規, 2000, p.30. 
8 同上, pp.31-32. 
9 同上, p.64. 戦略的環境アセスメントと位置付けられる場合、事業の基本構想や基本計画を広義の「計画・プ

ログラム」に含むとみなしている（田中充「地方自治体における SEA 制度の構築に向けた課題」環境影響評価

制度研究会編『戦略的環境アセスメントのすべて』ぎょうせい, 2009, p.70.）。 

図２ 各種事業の立案・実施の流れ 

（出典）「戦略的環境影響評価について」中央環境審議会総合政

策部会環境影響評価制度専門委員会（第 4 回） 資料６, p.5.  
（平成 21 年 11 月 18 日） <http://www.env.go.jp/council/ 
02policy/y0210-04/mat06.pdf> 等を参考に筆者作成 
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（出典）筆者作成 

図１ 環境影響評価の手続きの流れ 

【方法書】評価項目・手法の選定 

【準備書】環境影響評価結果の公表 

【評価書】環境影響評価結果の修正・確定

許認可等・事業の実施 

＜事業実施段階＞ 



調査と情報－ISSUE BRIEF－ No.677 

 3

な調査、予測、評価が行われるものではない10。また、戦略的環境アセスメントは意思決

定そのものではなく、情報を提供するのが役割であり、 終的な意思決定は計画策定者が

総合的に判断して行うことになる。 
 

３ 戦略的環境アセスメントの意義 

 戦略的環境アセスメントには、2 つの意義があるとされる。①社会の持続可能な発展を

達成するために、環境に影響を与えると考えられるあらゆる政策や計画等の策定・実施に

あたって、環境への配慮を意思決定に統合すること、②事業の実施段階での環境アセスメ

ントの限界を補うことである11。事業の実施段階での環境アセスメントの限界としては、

①事業アセスメントが実施される段階では既に様々な意思決定が行われており、柔軟な対

応が困難であること、②事業アセスメントでは、個別の事業による影響が累積して発生す

る問題に対応することが困難であること、③経済全体の持続可能性の確保といった新しい

問題に対応しがたいこと、などが指摘されている12。 
 

Ⅱ 戦略的環境アセスメントの検討経緯 

１ 環境影響評価法制定時 

 戦略的環境アセスメントについては、環境影響評価法制定までの過程においても議論が

されたところである。平成 9 年 2 月に中央環境審議会から答申された「今後の環境影響評

価制度の在り方について13」では、環境基本法第 19 条にもあるとおり、個別の事業の計画・

実施に枠組みを与えることになる計画（上位計画）や政策についても、環境の保全につい

て配慮することが必要であるが、議論するには検討を要する事項が多く、政府としてはで

きるところから取り組む努力をしつつ、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、今後具

体的な検討を進めるべきであるとされた。 
 環境影響評価法案14の国会審議では、戦略的環境アセスメントの導入の必要性や今後の

取り扱いに関する質疑も多くなされた。環境影響評価法案には衆参両院で附帯決議が付さ

れ、戦略的環境影響評価に関しては、「上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、

                                                 
10 浅野直人「環境影響評価（環境アセスメント）と SEA（戦略的環境アセスメント）」環境影響評価制度研究

会編『戦略的環境アセスメントのすべて』ぎょうせい, 2009, p.6. 
11 前掲注 7, pp.32-33. 
12 倉阪秀史「戦略的環境アセスメント（SEA）」環境影響評価制度研究会編『環境アセスメントの 新知識』

ぎょうせい, 2006, pp.146-147. 
13 中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」（平成 9 年 2 月 10 日） アセス支援

ネット <http://www.env.go.jp/policy/assess/2-3trend/1.html> 
14 なお、当初は、戦略的環境アセスメントの実施について、国に配慮と努力を求める以下の条項が作成されて

いたが、政府案として国会上程の際には、当該条項は削除された。「国は、第一種事業又は第二種事業に該当す

る事業の広域的又は中長期的な実施方針に関する基本的な事項を定める計画その他の施策を策定するに当たっ

ては、あらかじめ当該事業に係る環境影響を把握するよう努め、その結果に基づき、その計画その他の施策に

係る環境の保全について適正に配慮しなければならない。」（渡邉真「環境影響評価法、改正電気事業法制定ま

での議論」『環境影響評価法制の総合的研究』日本エネルギー法研究所, 1999, p.230.） 
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戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏ま

えて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること15」とされた。 
 

２ 戦略的環境アセスメント総合研究会報告書（平成 12 年） 

 国会の附帯決議を受け、環境庁は平成 10 年に「戦略的環境アセスメント総合研究会」（座

長：浅野直人福岡大学法学部教授）を設置した。同研究会では、平成 12 年 8 月に、「戦略

的環境アセスメント総合研究会報告書」で、我が国での戦略的環境アセスメントが具備す

べき原則、注意を要する事項をとりまとめた。同報告書は、これらの原則を明らかにする

ことで、原則を踏まえつつ、各省庁、地方公共団体等で自主的な戦略的環境アセスメント

実施の試みが広がり、実例が積み重ねられることを期待したものであった16。 
 具体的には、戦略的環境アセスメントの原則として、以下の点を示している。①計画策

定手続きと戦略的環境アセスメントとの関係（環境面からの評価結果を記した文書を作成

すること、環境面に焦点を絞った独立の手続きとして設けること、戦略的環境アセスメン

トの結果は意思決定へ反映されねばならないが、他の政策決定要素の検討も総合的に進め

ること）、②評価の手続き等に関する原則（計画策定者が自ら行うこと、公衆や専門家並び

に環境保全部局の関与が必要であること）、③スコーピング17および評価に関する原則（複

数案について比較評価を行うこと、より広域的な視点から複数の事業の累積的な影響を評

価することが期待されること等）。また、戦略的環境アセスメント導入にあたっての留意点

として、①対象とする計画等の内容やその立案プロセス等に即して、弾力的に対応するこ

と、②不確実性があることを前提に、計画等に適した評価を行うこと、③評価文書はわか

りやすく記載すること、④評価の重複を避けるため、事業の実施段階での環境アセスメン

トでは、戦略的環境アセスメントの結果を適切に活用すること、を提示している。 
 

３ 第三次環境基本計画 

 平成 18 年 4 月に閣議決定された第三次環境基本計画では、欧州において戦略的環境ア

セスメントに関する制度化が進展していること、2002 年の OECD による日本の環境保全

成果レビューに関する報告書18において、戦略的環境アセスメントの体系的な実行につい

て必要な措置を講ずるよう勧告されたこと、複数の地方公共団体で戦略的環境アセスメン

トの実施例が積み重ねられつつあることなど、国内外における状況が進展していることが

述べられた。さらに、重点的取組事項として、国や地方公共団体における取り組みの有効

性、実効性の十分な検証を行いつつ、我が国における計画の特性や計画決定プロセス等の

実態に即した戦略的環境アセスメントに関する共通的なガイドラインの作成を図ることと

された。 
 

                                                 
15 第 140 回国会衆議院環境委員会議録第 7 号 平成 9 年 4 月 25 日 p.2; 第 140 回国会参議院環境特別委員

会会議録第 11 号 平成 9 年 6 月 6 日 p.24. 
16 前掲注 7, p.29. 
17 環境影響評価項目、調査・予測方法を絞り込む手続き。 
18 OECD Environmental Performance Reviews: Japan, 2002. 
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４ 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン（平成 19 年） 

 平成 18 年 8 月に「戦略的環境アセスメント総合研究会」が再開され、戦略的環境アセ

スメントの共通的ガイドラインの取りまとめに向けた検討が行われた。計画策定プロセス

や手続等が異なる様々な事業について、基本的な考え方を示すものである。同研究会は、

平成 19 年 3 月に、「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」（以下、「ガイドライン」

という。）を盛り込んだ「戦略的環境アセスメント総合研究会報告書」をとりまとめた。 
ガイドラインでは、対象計画を「環境影響評価法に規定する第一種事業を中心として、

規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施に枠組みを与え

る計画のうち事業の位置・規模等の検討段階のもの19」としており、上位の計画・プログ

ラムは対象としていない。同報告書では、複数の事業の実施による複合的・累積的影響の

評価方法の検討等を行いつつ、上位計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメン

トについて、さらに検討を進める必要があるとしている。また、ガイドラインでは、結論

が得られなかったとして発電所が対象外とされ、このことに対する批判も見られた20。 
 同報告書では、ガイドラインを踏まえた実施事例21を積み重ね、実効性等の検証を行う

ことが必要とされた。 
 

５ 環境影響評価制度総合研究会および環境影響評価制度専門委員会 

 平成 20 年に生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）が制定された。同法第 25 条で

は、事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進が規定された。 
 環境影響評価法が平成 21 年 6 月に施行後 10 年の見直し時期を迎えるに当たり、平成

20 年 6 月に「環境影響評価制度総合研究会」（座長：浅野直人福岡大学法学部教授）が、

環境省総合環境政策局長の諮問機関として設置された。同研究会では、同法に基づく環境

影響評価の実施状況その他関連事項について調査を行い、平成 21 年 7 月に報告書22を取り

まとめた。同報告書では、戦略的環境アセスメントについて、生物多様性基本法の制定も

念頭に置き、法制化に早急に取り組むべきという意見の一方で、実績を積み重ねる段階で

あり、実績を踏まえず制度化に向けた検討を行うのは時期尚早との意見があったとした23。 
 平成 21 年 9 月からは、中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会（委

員長：浅野直人福岡大学法学部教授）で、今後の環境影響評価制度の在り方についての議

                                                 
19 これらの計画に限定したのは、過去の環境影響評価法のもとでの実務の経験の蓄積からの技術的支援の可能

性が高いこと、事業段階での環境影響評価との連続性があり、手戻りの回避・手続きの重複の回避を期待しや

すいことなどがあり、制度化の手がかりとするためには、やむを得ない割り切りであったとの説明がある（浅

野直人「戦略的環境アセスメントと学会の役割」『環境アセスメント学会誌』5 巻 2 号, 2007, p.2.）。 
20 原科幸彦「私の視点 新環境アセス 発電所の適用除外は疑問」『朝日新聞』2007.4.17; 「社説 不正続き

の発電所がアセス除外とは」『日本経済新聞』2007.4.27.など。 
21 同ガイドラインに基づく事例として、那覇空港の滑走路増設に係る構想段階で行われたアセスメントがある。

内閣府沖縄総合事務局および国土交通省大阪航空局が実施主体となったもので、増設する滑走路の位置につい

て、2 つの案の検討が行われた（「「論点 10 早期段階での環境配慮」関連補足説明資料＜那覇空港構想段階の

取組について＞」環境影響評価制度総合研究会（第 8 回） 資料５（平成 21 年 4 月 24 日）

<http://www.env.go.jp/policy/assess/5-3synthesis/eia_h20_8/mat_8_05.pdf>）。 
22 環境影響評価制度総合研究会「環境影響評価制度総合研究会報告書」（平成 21 年 7 月 30 日） アセス支援

ネット<http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14038&hou_id=11418> 
23 同上, p.42. 
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論が行われてきた。中央環境審議会は、同専門委員会の報告を踏まえ、平成 22 年 2 月 22
日に「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）24」（以下、「答申」という。）を

取りまとめた。答申では、ガイドラインに基づく取り組みや地方公共団体における取り組

みが積み重ねられてきたことなどを踏まえ、戦略的環境アセスメントを法制化すべきとし

た。対象は、ガイドラインと同様に、事業の位置、規模等の検討段階で、第一種事業相当

の事業25とし、国等が行う公共事業だけでなく民間事業も対象とすべきとした。今後の課

題として、個別の事業における環境影響評価では対応できない広域的複合的影響への配慮

を戦略的環境アセスメントにおいて行うこと、個別の事業の計画・実施に枠組みを与える

ことになる上位の計画や政策の検討段階を対象とした環境配慮の枠組みを戦略的環境アセ

スメントとして導入することなどについて検討の必要性を指摘した。 
 

Ⅲ 地方公共団体の取り組み 
 地方公共団体においては、東京都・埼玉県・広島市・京都市・千葉県の 5 都県市で戦略

的環境アセスメント制度が導入されている26（表１）。いずれも都県や市が策定する計画が

対象である。東京都、京都市は、対象計画として、複数事業を扱う上位計画も対象として

いる。埼玉県、広島市は、まず個別事業の基本構想・基本計画を対象とし、事例を積み重

ねながら適用範囲の拡大を図ることとしている27。 
 埼玉県では、平成 12 年から計画策定段階における環境影響評価の検討を開始、平成 14
年に「埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱」を策定し、施行した。これまでに全手続きを

終了した案件は地下鉄 7 号線延伸計画等 3 件である。戦略的環境アセスメントの実施によ

り計画等に係る環境面からの情報提供や公衆の関与が確保されることは、環境に配慮した 
 
表１ 戦略的環境アセスメント制度を規定している地方公共団体 

 根拠となる条例・要綱 施行 アセスメントの対象範囲 

埼玉県 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱 平成 14 年 4 月 個別計画 

東京都 東京都環境影響評価条例 平成 15 年 1 月 個別計画、広域複合開発計画 

広島市 広島市多元的環境アセスメント実施要綱 平成 16 年 4 月 個別計画 

京都市 京都市計画段階環境影響評価（戦略的環

境アセスメント）要綱 

平成 16 年 10 月 個別計画、上位計画（河川整備計画、

一般廃棄物処理基本計画） 

千葉県 千葉県計画段階環境影響評価実施要綱 平成 20 年 4 月 個別計画 

（出典）筆者作成 

                                                 
24 中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」2010.2.22. アセス支援ネット 
<http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15128&hou_id=12162> 
25 第一種事業相当の事業に限定するのは狭過ぎるとして、人間環境の保護及び生物多様性の保全に重大な環境

影響が生じるおそれのある事業を対象とする必要があるとの意見も出されている（日本弁護士連合会「今後の

環境影響評価制度の在り方について（案）（環境影響評価制度専門委員会報告案）に対する意見」2010.2.12. 
<http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100212.html>）。 
26 中央環境審議会 前掲注 24, p.3. 
27 埼玉県「埼玉県戦略的環境アセスメント基本構想」2001.10, p.9. 
<http://saitamaasesu.web.fc2.com/1_5_SEA/esbook.pdf>; 広島市「広島市多元的環境アセスメント基本構想」

2003.3, p.6. 
<http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111123550681/files/honpen.pdf> 
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計画等の策定にプラスに作用しているとされる28。一方、課題として、戦略的環境アセス

メントの実施時期に遅延傾向が見られ、事業諸元がおおよそ決まった段階から戦略的環境

アセスメントを実施するのが実態であることなどが挙げられている29。 
東京都は平成14年7月に東京都環境影響評価条例を改正し、計画段階環境影響評価の手

続きを定め、平成15年1月から施行した。東京都が策定する「個別計画」および「広域複

合開発計画」を対象とし、個別計画は、事業段階環境影響評価における対象事業の2倍以

上の規模の事業に係る計画である。事業段階の環境影響評価書案に相当する内容を記載し

た「特例環境配慮書」を作成した場合、事業段階の調査計画書および評価書案に伴う手続

きが免除される特例を設けている。これまでに全手続きを完了した案件は、「豊洲新市場建

設計画」、「国分寺都市計画道路3・3・8号府中所沢線建設事業」の2件である。「豊洲新市

場建設計画」については、平成16年度に計画段階環境影響評価手続が実施され、施設の配

置の複数案の検討が行われたが、複数案として内容的に不十分であるとの批判もなされて

いる30。また、都条例は不十分ながら一定の役割を果たし得るものであるが、「採用可能な」

等の文言が、実効性の少ない複数案の免罪符となっているとの指摘もなされている31。 
 

Ⅳ 海外における状況 
 各国で戦略的環境アセスメント制度の導入が進んでいる（表２）。事業実施段階の環境影

響評価と同一の法制度による場合もあれば、戦略的環境アセスメントを独立の法制度とし

ている場合もある。諸外国の戦略的環境アセスメント制度では、政策ではなく、計画・プ

ログラム段階を対象としていることが多い32。 
米国では、国家環境政策法が 1969 年に制定され、環境影響評価が行われてきた。同法

は、主要な連邦政府機関の行為のすべてを対象とし、事業のみならず、政策、計画、プロ

グラムを含むものとなっている。政策に適用された例として、米国農務省動植物健康検査

局の「メキシコからの非製品木材の輸入に関する規則の提案」がある33。害虫を防ぐため

の化学物質の使用による累積的な影響と、その他の対策手法の採用によるオプションとの

比較について、環境影響評価書が作成された。 
 EU では、2001 年に採択された「一定の計画及びプログラムの環境に及ぼす影響の評価

に関する欧州議会及び欧州理事会の指令」（いわゆる「SEA 指令」）において、加盟国は

2004 年 7 月 21 日までに指令に適合するために必要な法律、規則等を発効させることを義

務付けられた。同指令は、一定の計画・プログラムを対象とし、政策は対象外である。オ

ランダ、イギリスでは、SEA 指令の採択以前から戦略的環境アセスメント制度を導入して 

                                                 
28 黒岩努「「SEA」に関する埼玉県の取り組み」『環境アセスメント学会誌』5 巻 2 号, 2007, p.39. 
29 同上 
30 原科幸彦「戦略的環境アセスメント（SEA）制度化の動向」『環境と公害』37 巻 1 号, 2007.7, p.56; 「社説

豊洲市場報告書 都は「移転ありき」を改めよ」『毎日新聞』2008.8.4. 
31 「戦略的環境アセスメントについての意見」平成 18 年度戦略的環境アセスメント総合研究会関係者ヒアリ

ング 資料３（平成 19 年 1 月 30 日） 環境アセスメント都民連代表幹事標博重氏の意見

<http://www.env.go.jp/policy/assess/2-4strategic/3sea-6/sea_h18_h/mat03.pdf> 
32 「現状の戦略的環境影響評価について」中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会（第 5 回） 

資料５, p.2.（平成 22 年 1 月 15 日） <http://www.env.go.jp/council/02policy/y0210-05/mat05.pdf> 
33 環境省『諸外国の政策段階における戦略的環境影響評価制度調査報告書』2004.3, p.10. 
<http://www.env.go.jp/policy/assess/7-2guideline/file/9.pdf> 
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表２ 各国における戦略的環境アセスメント制度 

 主な法的根拠* 範囲 実施件数 

米国 国家環境政策法（1969） 政策、計画、プログラム （推定）年間 30-50 件程度

EU 一定の計画及びプログラムの環境

に及ぼす影響の評価に関する欧州

議会及び欧州理事会の指令（2001

採択） 

計画、プログラム 

－ 

イギリス（イ

ングランド） 

計画及びプログラムの環境影響に

関する規則（2004） 

計画、プログラム 年間 400 から 500 件 

（2006年から2008年実績）

オランダ** 環境管理法（2006 改正） 計画、プログラム 58 件（2007 年） 

33 件（2006 年） 

ドイツ 環境影響評価法（2005 改正） 計画、プログラム 2008 年（推定）約 3000 件

韓国 環境政策基本法（2005 改正） 政策、計画、プログラム 不明 

*法制定時から戦略的環境アセスメント制度を含むもののほか、法改正により導入されたものがある。 

**オランダには、この他に法案等を対象とした環境テストがある。 

（出典）「諸外国における SEA 制度」『戦略的環境アセスメント総合研究会報告書』2007, pp.Ⅱ-16,17; イー・

アール・エム日本『平成 20 年度環境影響評価技術手法等に関する海外知見及び事例調査業務報告書』（平成 20
年度環境省請負調査）2009, pp.9-10. を基に筆者作成。 

 
いたが、SEA 指令への対応を踏まえ、規則の導入や法改正が行われている34。 
 アジアでは、中国、韓国、香港、ベトナムなどで戦略的環境アセスメント制度の導入が

行われている35。 
 

Ⅴ 戦略的環境アセスメントに関する議論 

１ 対象計画 

 我が国では、戦略的環境アセスメントという概念が、①事業段階より上位の計画または

政策段階における適用、②個別事業で、おおよその事業内容が確定しているが、代替案が

検討可能な段階での適用、という 2 つの領域で使用されている36。ガイドラインは、「上

位計画のうち、事業の位置・規模等の検討段階」のものが対象であり、②に相当する。答

申でも、対象とする計画を「現行の SEA ガイドライン、条例・要綱で対象としている個

別事業の計画・実施段階前における事業の位置、規模又は施設の配置、構造等の検討段階

とすべき」としている。この戦略的環境アセスメントは、戦略的意思決定の中では も下

位の段階で行うものである37。あくまで個別事業に対するものであり、戦略的環境アセス

                                                 
34 林希一郎「欧米アジア諸国の経験から見る SEA 制度の国際比較」『環境アセスメント学会誌』5 巻 2 号, 2007, 
p.14. 
35 同上 
36 村山武彦「戦略的環境アセスメントの導入に関する基礎的研究」（平成 16 年度独立行政法人国際協力機構 

客員研究員報告書）2005.11, p.2. 
<http://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/archives/jica/kyakuin/pdf/200511_aid02_01.pdf> 
37 原科幸彦「持続可能な社会づくりのための戦略的環境アセスメント」『環境アセスメント学会誌』5 巻 2 号, 
2007, p.4. 
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メントとはいっても、複数事業による累積的・複合的影響への対応はやはり困難である。

事業の規模や位置を決定する段階での環境影響評価は、事業アセスメントとして導入され

るべきものであり、この段階での環境影響評価を導入した後は、本来の意味での戦略的環

境アセスメントを日本に導入することを検討しなければならないとの指摘もある38。 
 

２ 民間事業者の扱い 

 ガイドラインでは、民間事業者の扱いについて、戦略的環境アセスメントの手続きによ

り権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがある場合も想定されることな

どから、適切な方法の選択により、検討経緯及び評価結果等を記載した文書を作成し、公

表するなど、可能な限り戦略的環境アセスメントに取り組むことが期待されるとした。ま

た、地方公共団体の戦略的環境アセスメントでは、都県や市が主体となって策定する計画

を対象としている。電力業界は、①建設計画公表前の戦略的環境アセスメント実施は困難、

②建設計画の前後に関わらず、燃料種、地点、出力、発電方式等の複数案提示は困難、③

建設計画公表後、事業アセスメント前に別途戦略的環境アセスメント手続きを義務付ける

ことはアセス期間の長期化につながり、事業の不確実性を増大させる39として、民間事業

への適用に反対している。 
答申では、「国等が行う公共事業だけでなく民間事業も含めた事業の計画策定者も対象

とすべき」としつつ、「事業の種類、特性等に応じた柔軟な制度とすることが適当である」

とした。環境省では、それを踏まえて個別事業ごとに検討が進められるものとしている40。

なお、計画の早期段階から公開して、環境評価の面から比較検討する機会を前向きにとら

えれば、社会や地域からも信頼を得やすくなることも期待できるとの指摘もある41。 
 

３ 複数案の検討 

 戦略的環境アセスメントでは、事業の諸元が不確定な段階での影響評価となることから、

複数案を比較検討し、相対的に評価することが重要となる。ガイドラインでも原則複数案

を対象に比較評価を行うこととされている。答申では、何を以て複数案とするかについて

は、国内外の事例を踏まえ、対象となる個々の事業の事業主体や事業内容の特性等に応じ、

位置、規模又は施設の配置、構造等の様々な要素について複数案の検討ができるような柔

軟な制度にすべきとしている。これに対し、今後の制度設計において、特定の事業だけ特

例として骨抜きにすることがないようにとの意見が出されている42。 

                                                 
38 倉阪秀史「SEA の導入と環境影響評価法の展開」環境影響評価制度研究会編『戦略的環境アセスメントの

すべて』ぎょうせい, 2009, p.17. 
39 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会「「今後の環境影響評価制度の在り方について」

に関するヒアリング議事録」（平成 21 年 12 月 11 日） 
<http://www.env.go.jp/council/02policy/y0210-hearing01a.html>; 「環境影響評価制度専門委員会（第 6 回）

議事録」（平成 22 年 1 月 28 日） <http://www.env.go.jp/council/02policy/y0210-06a.html> 
40 「中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会パブリックコメント結果」2010.2.22, p.1. 
<http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15127&hou_id=12162> 
41 日本自然保護協会「環境影響評価制度専門委員会報告（案）への意見」2010.2.15. 
<http://www.nacsj.or.jp/katsudo/assess/2010/02/post-4.html> 
42 同上 
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 また、複数案の設定において、ゼロオプション（何もしない案）の必要性について、議

論がある。当該選択肢を設けておかなければ、事業実施を前提としている事業アセスメン

トと変わりがないとの意見43や、それを含めて比較検討することは、政策や計画の妥当性

を意義づける材料にもなりうるとの指摘44である。ガイドラインにおいては、「事業を行わ

ない案は、それが現実的である場合や他の施策の組み合わせ等により対象計画の目的を達

成できる案を設定し得る場合等には、それらを複数案にふくめるものとする」としており、

ゼロオプションが必須とはされていない。 
 

４ 事業アセスメントとの連携 

 計画策定段階と事業実施段階とで決定する事項の内容やその詳細さの程度は、基本的に

は異なる。しかし、事業者が戦略的環境アセスメントにおいて把握した情報等を、その後

の環境影響評価に活用することは、環境影響評価が効果的に実施されることとなり環境配

慮の充実に資するとともに、事業実施段階の調査の重点化を通じた手続きの効率化が図ら

れる45。ガイドラインにおいても、「SEA の評価結果については、環境影響評価方法書等

の作成に活かすことが望ましい」とされている。 
東京都の制度では、事業段階の環境影響評価書案に相当する内容を記載した「特例環境

配慮書」を作成した場合、事業段階の調査計画書および評価書案に伴う手続きが免除され

る特例を設けている。電力業界関係者は、事業者へのインセンティブを与えるためにも、

東京都条例のような方法書手続との一体化を要望している46。なお、東京都の特例環境配

慮書の制度については、調査計画書および評価書案の作成と縦覧、都民意見の聴取が実施

されないことになり、住民とのコミュニケーション、説明責任の確保等の面で、計画段階

手続において十分な配慮が必要との指摘がある47。 
 

おわりに 
 答申では、戦略的環境アセスメント制度の大枠が示され、事業の種類、特性等に応じた

柔軟な制度とすることとされた。答申に基づき、「計画段階配慮事項の検討」として戦略的

環境アセスメントを導入することを内容に含む環境影響評価法の改正案が、国会に提出さ

れた。環境配慮事項の選定と調査・予測・評価の方法、地方公共団体・住民等からの意見

聴取方法の規定は、主務省令に委ねられている。事業実施段階の環境影響評価と同様、す

べての事業種に共通する基本となるべき考え方である「基本的事項」を環境大臣が定めて

公表する。個別事業ごとの具体的な実施内容については、法改正後の「基本的事項」策定

作業で改めて議論される。主務省令についても、どのような制度設計が行われるのか、今

後の議論が注目される。 
                                                 
43 同上 
44 村山武彦「戦略的環境アセスメントの動向と導入に向けた課題」『環境技術』35 巻 12 号, 2006.12, p.870. 
45 中央環境審議会 前掲注 24, p.5. 
46 「環境影響評価制度専門委員会（第6回）議事録」前掲注39 猪野博行委員（社団法人日本経済団体連合会

環境安全委員会地球環境部会長（東京電力取締役副社長））の発言。 
47 田中充「地方自治体における SEA 制度の構築に向けた課題」環境影響評価制度研究会編『戦略的環境アセ

スメントのすべて』ぎょうせい, 2009, p.89. 
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