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メキシコにおける環境責任に関する連邦法の施行について
（注：本コメンタリーは 2013 年 6 月公表の英語版 Enactment of the Federal Law on Environmental Liability in Mexico の日本語訳である。）

2013 年 6 月 7 日、メキシコ連邦行政府は、環境責
任に関する連邦法（以下「環境責任法」という。）

係人の異なる立場を調整することが困難であったた
め、議会で承認されなかった。

を連邦官報にて公布するとともに、環境調和と環境

環境責任法を公布したことにより、メキシコは、

保護のための一般法、野生動物一般法、廃棄物の防

国際法及び連邦憲法に基づく国際社会に対するふた

止及び包括管理に関する一般法、持続可能な森林開

つの基本的義務を果たした。

発のための法律、廃棄物法、連邦刑法、海上交通及
第 1 の義務は、メキシコが 1992 年に国連のリオデ

び貿易法、並びに、国有資産に関する一般法に含ま
れる関連条項の変更・修正を公布した。

ジャネイロサミット宣言の採択したことにより負担
した義務である。同宣言第 13 原則は、「各国は、汚

環境責任法は、メキシコにおける環境訴訟の増加

染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償

原因となると考えられる包括的なスキームの構築に

に関する国内法を策定しなければならない」と規定

向けた重要な第一歩といえる。同法は、環境悪化に

している。

対する集団訴訟の創設、健全な環境を享受する憲法
上の権利及び汚染者負担原則の強化とともに、個人

第 2 の義務は、メキシコ憲法第 4 条及び同条項を

及び企業に対し、環境修復義務、損失補償及び「懲

健全な環境を享受する権利を含むように改正した法

罰的」制裁金を課すための新たな独自の手段を設け

令1の内容に基づいている。この法令は、「環境悪化

ている。

や劣化を生じさせた者は、法に定める条件に従い責
任を負う」と規定している。

立法に至る経緯
規制内容
過去 15 年以上もの間、メキシコの連邦レベル及び
地方レベルで、いくつもの環境民事責任に関する法

環境責任法は、環境悪化により生じる責任並びに

案や発議が議論されてきた。しかし、2013 年までの

その修復及び賠償のスキームについて、一般的に規

間、タバスコ州における 2004 年環境損傷・劣化に対
する民事責任法を除き、提案された議案は、利害関
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2012 年 2 月 8 日発行の連邦官報で公布。

定している。そして、これらは、環境責任に関する
手続はメキシコに現存する行政責任、民事責任、刑

その請求が上記コミュニティーの住民を代理して
申し立てられることを条件とする）

事責任のスキームとは異にすべきであるという考え
に基づき設置される、訴訟手続及び ADR 手続により
達成されるとしている。

・ 連 邦 環 境 保 護 局 (Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente 又は「PROFEPA」)すなわ
ち連邦政府

同様に、環境責任制度は、環境に加えられた損害
は、天然資源の所有者が被る金銭的損害とは別個の
ものであるとしている。

・州又は連邦区の環境保護局又はこれと同等の機関
管轄及び裁判所
メキシコの裁判制度について、環境責任法は、環

環境悪化

境を専門に管轄する地方裁判所を設置することを想
定している。この裁判所は、環境責任に関する民事

環境責任法では、「環境悪化」を、生息地、生態
系及び天然資源並びにこれらの相互関係及びこれら

紛争の解決を任務とし、同法施行後最長 2 年以内に
設置され、運営を開始するとされている。

により提供される環境サービスに関する化学的、物
理的及び生物的条件の、測定可能かつ不利益な損失、
劣化、損害、影響又は変化と定義する。

各手続に関する概括的説明
環境責任法は、環境責任に関する民事請求は、同
法、及び、補足的に連邦民事訴訟規則の条項に従う

環境責任法は、この概念に例外を設けており、損
失、劣化、損害、影響又は変化が以下のいずれかに

と規定している。この点につき、環境責任法は、以
下のように定めている。

該当する場合には、同法における「環境悪化」とは
しないとしている。

環境悪化に関する民事請求に係る裁判官は、文書、
書籍、物品の押収等の予防措置に加え、環境悪化に

・責任を負うべき者が、事前に明示・特定し、実行
前に環境資源省（Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales 又 は 「 SEMARNAT 」 ） が 設
定・許可した条件により評価、軽減、補償された
場合（この例外は、当事者が上記条件に従わない
ときは適用されない）
・関連条項に定められた基準を超えていない場合

裁判手続

関係する有害な素材、物質、廃棄物及び天然資源の
差押え又はサンプル調査を行うことを、連邦環境保
護局に命じることができる。同様に、環境責任法は、
環境悪化の生じた不動産を所有又は占有する第三者
に対して、裁判所の命令による予防措置の執行を受
容する義務を課している。また、いかなる場合にお
いても、環境悪化につき第一次的に責任のある当事
者に対しては、かかる措置を取ることを認めている。
証拠については、環境責任法は、裁判所が環境悪
化に関する民事請求を判断する上で必要とする全て
の証拠資料を収集することができると規定している。

環境責任法の核心は、環境責任に関する民事請求
に関して設けられた、実体法及び裁判手続に関する
各制度にある。
権利及び法的利益

加えて、同法は、裁判官は、専門家の研究、証言及
び文書といったあらゆる証拠資料、並びに、科学技
術上入手可能なあらゆる証拠物を提出することを、
連邦環境保護局及び環境資源省に対し請求すること
ができると規定している。

環境責任法は、以下の者に対し、環境に関する責
任、損害修復、補償及び制裁金の支払いを裁判上請
求する権利及び法的利益を認めている。

環境責任に関する判決については、環境責任法は、
連邦民事訴訟規則に定められた事項に加えて、(1)環
境悪化の修復、又は、(2)適切な措置による環境被害

・環境悪化の近隣のコミュニティーに住む個人
・一般に又はその活動のひとつとして環境保護に携
わっているメキシコの非営利法人（ただし、請求
を行う少なくとも 3 年前までに設立され、かつ、

の補償、(3)環境悪化の拡大を防止するために実施す
べき必要な措置、(4)制裁金の金額及び当該金額を正
当化する理由、(5)勝訴当事者に対する支払額、及び、
(6)責任を負う当事者が履行すべき義務の履行期限を
含むことを要求している。

加えて、環境悪化が故意によると立証された場合、

この判決が関係当事者に通知されると、当事者は、
30 日以内に以下の点について合意することとされて

環境責任法は、責任を負う当事者は、以下の範囲の

いる。

制裁金の対象となると規定している。

・課された修復義務を履行するために履行する重要
な環境修復措置の手続、期間及び水準

・当事者が個人の場合、制裁時における連邦区2の普
通最低賃金の 300-50,000 日相当（1 ドル当たり
12.5 ペソの平均為替レートで換算した場合、約
1,554-259,000US ドル）

・環境悪化を実質的に修復することが全部又は一部
不可能な場合にはその内容、及び、この結果、実
施する補償の手続、地域及び範囲
・責任を負う当事者が履行すべき義務の履行期限の
提案

・当事者が法人の場合、制裁時における連邦区の普
通最低賃金の 10,000-600,000 日相当（1 ドル当た
り 12.5 ペソの平均為替レートで換算した場合、約
5,180-3,108,480US ドル）

裁判官は、この修復措置の提案を受領し次第、提

環境責任法に従い、この制裁金の金額は、特定の

案を連邦環境保護局に付託し、連邦環境保護局は、

状況の存在が立証された場合には、3 分の 1 まで減

提案の妥当性につき意見を述べる。提案が承認され

額され得る。かかる特定の状況には、責任を負う当

た場合には、裁判官は、提案された修復措置又は補

事者又はその代表者が、(1)環境に対する犯罪で有罪

償の履行について合理的な期限を設定し、その遵守

判決を受けておらず、(2)環境悪化の発生以前から恒

は連邦環境保護局による処罰の対象となる。環境責

常的に環境に関する義務の遵守を検証するための内

任に関する全ての判決は、環境責任法に基づき公開

部統制組織を構築しており、かつ、(3)環境責任法が

される。

求める条件の担保を負担している場合等が含まれる。

出訴期間

ADR 条項

環境責任法は、環境責任に関する民事請求につい

ADR 手続については、環境責任法は、連邦裁判所

て、環境悪化及びその影響が生じた日から 12 年間を

の判断が出されるまでの間、関係当事者による調

出訴期間と定めている。

停・和解手続を実施し得ると規定している。この手
続の利用は、国内環境法及びメキシコの批准する国

裁判費用

際条約に反しない限りにおいて、環境責任法のもと

環境責任に関する請求に関与する当事者は、環境

で認められる。この関係で、この手続により関係当

責任法により、訴訟手続上の行為に要する裁判費用

事者間に和解契約が成立した場合、裁判官は、裁定

を負担しないとされている。ただし、例外的に、当

に先立って、連邦環境保護局による意見申述のため、

初の原告が当該環境悪化を立証するために要した費

同局に和解契約の写しを送付する。

用等は、この限りではなく、このような費用は、原
告が勝訴した場合のみ、訴訟手続終了後に当事者に

刑事責任

償還されるとされている。

刑事事件については、環境責任法は、連邦刑法及
び環境に関する犯罪を定めている他の環境法に従う
としている。ただし、環境責任法は、環境に対する

法律効果

犯罪が行われたことを知った者は、当該犯罪を検察
庁に告発しなければならないと定めている。同様に、

環境責任法は、環境悪化の発生に責任のある個人

環境に関する犯罪の防止のための統一的な方針の策

又は法人は、環境悪化の修復又は補償（修復が不可

定について、連邦環境保護局と司法長官の間の協力

能な場合）を行う義務があると規定する。

を推進している。

環境責任法の下では、環境悪化の修復とは、復元、
再建、治癒、回復又は浄化行為を通じた生息地、生

環境責任法は、2013 年 7 月 7 日の連邦官報での公
布から 30 日経過後に施行される。

態系、天然資源の原状回復と考えられている。環境
責任法は、「補償」を、責任を負う当事者が、環境
悪化により生じた弊害と同等の環境の改善を達成す
るために行う投資又は行為と定義する。
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現在、メキシコシティにおいて 64.76 ペソ（国家最
低賃金委員会に基づく）
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