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2.1

本章の目的

本章においては、プランニングと SEA の両プロセスの統合に関する既存理論から、制度
レベル、制度の運用における手法、環境配慮の効果の 3 点を分析するという研究の枞組み
を構築する。具体的には、まず既存研究の整理で触れた複数の異なる統合型 SEA に関する
概念を整理する。同時に、これらの統合型 SEA の理論は、参加の観点においては計画理論
をはじめとする意思決定理論を多く援用していることから、これら計画理論との関係にお
いて統合型 SEA を整理する。これによって、統合型 SEA における参加を分析する枞組み
として、統合されたプロセスをステップ分解する枞組みを構築し、この枞組みにのっとっ
て参加を分析するものとする。
続いて、統合型 SEA の事例における分析のための分析の視野角を設定する。統合型 SEA
は規範モデルとして提示されたシステムの概念である。そのため、このシステムを実社会
において作動させるためにはシステムの実態的な存在とその運用手法が確立される必要が
ある。この二つを、本研究では制度面と運用面に整理して分析することとする。そして、
この二つによって創出される効果を分析する。そしてこの 3 つで構成される視野角の分析
を行うために、制度面、運用面、効果における統合型 SEA の仮想的な参加のモデルを構築
することとする。
そして本章の最後に、本研究の手法を示す。本研究は、主に分析対象とする制度及び運
用事例に関する現地の資料と関係主体へのインタビュー調査を基にしている。そこで、本
研究で用いた主な資料と現地調査の過程を示す。

2.2

本研究における SEA の定義

2.2.1

既存の SEA の定義

SEA に関する研究では、過去に複数の定義が見られ、それらは現在も統一されておらず
研究によって異なる場合がある。したがって、SEA の研究にあたっては概念を定式化する
にあたって、その定義を固定する必要がある。
前章で触れたように、
「SEA」という用語がはじめて用いられた Wood and Djeddour（1989）
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においては、SEA の厳密な定義は行われず、
「政策、計画およびプログラムに適した環境ア
セスメントであって、戦略性の点において重点が異なるタイプのもの」として表現された。
この後、各研究者や実施期間によって複数の定義が試みられている。

最も初期定義の中

で代表的なものに Therival（1992）の、
SEA は提案された政策、計画、プログラムとその代替案の環境影響を評価し、

この評価が記載されたレポートの作成とこれを用いた公衆への説明を可能にす
る、システマティックで包括的な形式化されたプロセスである。
という定義がある。これは、適用対象を「提案された事業計画」から「政策、計画、プロ
グラム」とした部分以外は、これまで普及していた事業段階の環境アセスメントの定義と
ほぼ同義であるかたちとなっている。
この定義に類似するのが、国際影響評価学会(IAIA；International Association of Impact
Assessment) の SEA に関する定義であり、これは Sadler and Verlheem （1996） を援用し、
SEA は、提案された政策・計画・プログラムより生ずる環境面への影響を評

価する体系的なプロセスである。その目的は、意思決定のできる限り早い適切
な段階で、経済的・社会的な配慮と同等に環境の配慮が十分に行われ、その結
果適切な対策がとられることを確実にすることである。
として定義した。ここでは、Therival（1992）の定義と異なっている点が 2 点ある。ひと
つは、「意思決定のできる限り早い段階」として、単に政策、計画、プログラムとして示
すだけでなく、その中でも早い段階である方が SEA の有効性が高まる場合があることを強
調している。二点目は、「経済的・社会的な配慮と同等に」として、環境面の考慮と、そ
の他の考慮事項を結びつけている点である。この定義によって、環境と経済社会面の比較
考量という持続可能性に関連する基本的な概念が形成されたことがわかる。なお、この
Sadler and Verlheem （1996）において公衆関与に言及がされていないのは、「影響を評価す
る体系的なプロセス」が、従来の参加手続きを内包する環境アセスメントのプロセスを指
しているためで、定義からの排除を意味するのではなく、前提として含まれているという
意味である。
Partidario and Clark（2000）は SEA の定義について、

SEA は、関連する生態系と経済、社会、政治的配慮を統合するために、政策、
計画およびプログラムの形成と決定において公に説明できる最も早く適切な段
階で代替的な方針に関する環境の質と状態を評価するための継続的でシステマ
ティックなプロセスである。
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とした。この定義では、Sadler and Verlheem （1996）で定義された環境面と経済的・社会的
側面の比較考慮に加えて、「政治的配慮」が言及されている。ここでは、戦略段階の意思
決定プロセスにおいては、政治的要素が支配的になる場合があることを認識した定義であ
り、SEA が適用される場面における実質的な定義が試みられた。
また、世界銀行(2002)では、
SEA は、計画策定や政治的意思決定、あるいは戦略的段階における施策の施

行において、早い段階で環境・社会配慮を実現するための参加的アプローチを
とる環境アセスメントである。
と定義している。世界銀行ではこの定義と同時に SEA をガバナンス発展のための施策の一
つとして位置づけており、SEA 手続きにおける公開性・透明性を、その実施機関における
ガバナンス向上のためのアプローチの一つとしている点も特徴である（Ahmed and Triana
2008）。
いずれにしてもこれらの定義は、政策、計画、プログラムの段階における、意思決定の
早い段階における実施と、環境面と社会・経済面の比較考量や公開過程である参加手続き
を要件とした環境への影響を評価するアセスメントプロセスを指している。これらの考え
方は、参加を前提にした手続きを基板にし、戦略的な意思決定の段階から、環境面の情報
を他の計画課題と比較しながら考量するというシステムとして構成されたプロセスである
ことは統一的な見解と言える。そしてこのプロセスは、一般的に規定された手続きとして
実施されることが多い。これは、SEA の導入が進む前に、事業レベルの EIA が広く普及し、
意思決定における環境配慮のツールとして広く認識されるようになっていたことから、
SEA に関しても事業 EIA と同様のプロセスが想定され、実施されるようになったという背
景によるものである。実際に、世界で最初に SEA を制度化したとされる米国の NEPA では、
事業段階の EIA と SEA の手続きを区別しておらず、同一の手続きが実施されていた。
経済協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）は、これまで世界各国で実施されてき
た SEA を網羅的に調査した結果を基に、各事例に共通する手続きをまとめている（OECD,
2006）。従来の EIA で実施されてきた手続きと、OECD の調査結果を基に、これまで実施
されてきた SEA の一般的なプロセスを図示したのが図 ２.1 である。この SEA プロセスは、
政策や計画の策定者による意思決定プロセスと、関係機関や公衆の参加のプロセスと相互
に関連し進められるものである。
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スクリーニング
対象とする意思決定による環境影響の程度に
よって、SEAを実施するべきか否かの判断を行う。
事前に判断基準を準備し審査する場合と、その
都度意思決定の性格から判断する場合がある。

スコーピング
環境の現況に関する概要や予想される被影響主
体の意見などを基に、SEAにおいて分析するべき
問題事項を特定する。また、その分析のために必
要な情報の種類、調査方法、調査範囲を設定す
る。これは、評価項目や、分析するべき代替案の
範囲として記述される。

策定者による
意思決定の
プロセス

関係機関や
公衆参加の
プロセス

準備書の作成
環境影響の予測と評価の結果が提示される。一
般的に代替案を用いた分析が行われる。また、
実施可能な影響低減策とモニタリング手法が提
示され、その実効性の分析も提示される。

最終評価書によるレヴュー
環境影響評価の結果を記述する。最終的な結果
として、特定の案を意思決定者に提示する場合
や、複数の案の評価結果を併記して提示する場
合がある。いずれにしても結果の導出過程が第
三者に検証可能な形式で明示される。

図 ２.1

事業段階の環境アセスメントに基づく一般的な SEA プロセス

このような事業段階の環境アセスメントに基づく SEA の定義を整理すると、適用対象、評
価するが扱う事項、プロセスにおいて表 ２.1 に示したような共通する特徴を有しているこ
とが確認できる。
表 ２.1

これまでの SEA 定義における共通する特徴

項目
適用対象

内容
「政策、計画、プログラム」として表現され、これまで事業アセスが対象として
いた事業計画の上位の意思決定.

評価が扱う

「環境、経済、社会」あるいは、これらをバランスさせることで達成されるとす

事項

る「持続可能性」として表される.

いずれも、従来の事業アセスが環境の面に

焦点を当てていたことに対して、その範囲を社会、経済に拡大したものとして捉
えられる.
プロセス

「スクリーニング、スコーピング、準備書、評価書」で構成される「アセスメン
ト」のプロセス.
を指す.
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2.2.2

多様化する SEA の運用とその特徴

このように、従来の環境アセスメントを事業段階よりも上位の意思決定の段階に適用する
という概念として捉えられていた。そして、この SEA の考え方では、個別の事業における
環境アセスメントの限界xxviiを克服するという期待が含まれ、そのために個別の事業計画の
上位に当たる政策や計画が想定されていた。しかしながら、この目的を達成するために実
際の運用ではこの SEA の考え方がさらに広く用いられ、国際貿易や国際条約といった分野
への適用といった、必ずしも従来の定義に包括されない状況が生まれてきた（例えば、国
際条約では Steinhauer and Perez, 2008; 国際貿易では Kirkpatrick and George, 2004; 金
融政策では Ward et. al., 2005）。このような中で、SEA と類似する概念が誕生し、また、
各国各機関の制度において、それぞれ同一あるいは類似する概念が異なる名称で制度化さ
れることも行われた。

表 ２.2

SEA に類似する戦略的意思決定段階を対象とした環境配慮の用語

名称
ANSEA

説明
Analytical Strategic Environmental Assessment

戦略的な段階の意思決定を評

価するための分析をする枞組みであり、Consortium of European Institutions が
EU の SEA 指令を実行するために作成した。
CEA

Country Environmental Analysis

援助対象国における環境分野の政策優先順序

を明らかにするための評価システムであり、2000 年以降世界銀行で導入が進められ
ている。対象国で作成される重要な政策やキャパシティの評価において環境面から
の重要な示唆を与えることを目的としている。
EER

Energy and Environmental Review

世界銀行のエネルギーセクターの上位計画

における環境課題に関する分析ツール。
IA

Integrated Assessment

意思決定プロセスの早い段階で意思決定者に対して複雑

に混在する諸課題を分析し、統合的な洞察を与える分析プロセスのことを指す用語
として用いられる。
IEM

Integrated Environmental Management 保全と開発の好ましいバランスと達成す
るために、開発のすべてのステージにおいて環境要素を統合的に分析することを規
定した南アフリカにおける開発制度。

ITA

Integrated Trade Assessment 国連環境計画（UNEP）における国際貿易における
環境と経済、社会の各影響を分析するための手法。
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Policy Appraisal 政策策定における影響評価であり、一般的には環境に関する事項

PA

に焦点を絞ったものを指す場合が多いが、経済面、社会面が含まれる場合もある。

Programmatic Environmental Impact Assessment プログラム段階の環境アセス

PEIA

メントを指す用語。米国における NEPA では SEA という用語が用いられないため、
SEA にかわる用語として PEIA が用いられる。
Poverty and Social Impact Assessment 世 界 銀 行 に お い て 貧 困 削 減 戦 略 書

PSIA

（PRSPs）を主にその他の政策の実施を支援するための分析手法。社会福祉や厚生
に関する政策の改善に伴い、特定の利害関係主体の貧困や脆弱性に着目し、社会、
経済面の定量的および定性的な分析のフォーマット。
Regional Environmental Assessment 地域計画や広域的空間に関する計画策定に

REA

おける環境アセスメント。
Sustainability Appraisal 政策、計画、プログラムの策定における、環境、経済、

SA

社会に関する統合的な影響評価を指す一般的な用語。英国（イングランド）では土
地利用計画体系において SA という用語が用いられた。
SEAN

Strategic Environmental Analysis オランダ開発機構（SNV）によって開発された、
政策、計画、プログラムの設計において環境の課題と環境に関して取りうる全ての
選択肢を統合するための参加によるアプローチ。

SIA

Strategic Impact Assessment / Sustainability Impact Assessment SEA に対し、
社会、経済面の影響評価を統合的に実施する部分を強調した用語。

SO

Strategic Overview 国連開発計画（UNDP）において援助プログラムの策定におい
て、環境の現況ベースラインと正負の影響を明確にすることによる環境配慮の実現
を目的にした分析フォーマット。
Dalal-Clayton and Sadler（2005）；World Bank（2002）；Ahmed and Sanchez-Triana（2008）
などを基に作成.

これらの各制度あるいは手法は、各国、各機関においてそれぞれの計画体系や意思決定
システム、ステークホルダー構造といった異なる文脈において、それぞれの環境配慮の需
要を満足することを目的としている。また、事業段階の環境アセスメント、すなわち EIA
を基盤にし、この EIA の方法を政策、計画、プログラムという意思決定の段階に適用する
という考え方は、現代の SEA の考え方の多様性からすると SEA 概念の萌芽期から見られ
る初歩的な捉え方との指摘もある（Fischer and Seaton, 2002）。
そして、多くの SEA の定義も、これらの文脈の中で形成されてきている。Fischer（2007）
は、これらの定義は、異なる場面で用いられる複数の SEA の概念が存在することを十分に
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反映していないとして、このことを踏まえて SEA を捉える必要があると指摘した。その上
で、SEA は政策、計画、プログラムの策定において、環境及びその他の持続可能性に関す
る側面を考慮することを支援するシステムのプロセスであると考えられるようになり、こ
れが支援する対象は、


行政などの公共部門及び、開発援助などを含む民間部門における


計画やプログラムといった、比較的構造化され、厳密性があり、参加によっ
て透明性が確保された意思決定プロセス



政策や計画、方針や方向性の策定といった比較的柔軟性の高く、かつ参加に
よって透明性が確保された意思決定プロセス



法案やその他の内閣の閣議による政策や計画、プログラムに適用され、柔軟な評
価手法を用いる、政府の意思決定のようなタイプの意思決定

に分けられるとした。そして、SEA はアセスメントの方法や技術を用いることで政策、計
画、プログラムに科学的正確性を付与することを目的とした、科学的な根拠を基盤にした
意思決定ツールである。また、SEA は、異なるレベルにおいて考慮されるべき課題や代替
案を表面化させることにより、より効率的で実効的な意思決定と、持続可能な発展、ガバ
ナンスの改善を目的にした構造化された意思決定の枞組みをもたらす、と整理した。
ここでは、SEA の適用対象を①行政などの公共部門、②開発援助に代表される民間部門、
③国家あるいは地方の政府の閣議における意思決定の 3 つに整理して考えている。そして、
①及び②に対して用いられる SEA を「管理型 SEA」とし、③に対して用いられる SEA を
「閣議型 SEA」として分類したxxviii。この分類は、意思決定の主体が行政や民間企業、内
閣ということによる整理というよりも意思決定プロセスの性質による分類を意図している。
つまり、管理型 SEA においては、体系化された策定プロセスが制度的に存在し、このプロ
セスに適合する形で SEA プロセスが適用されるのに対し、閣議型 SEA では厳密に構造化
された意思決定プロセスとは異なり、その都度、利害関係や政治状況に応じたアドホック
なプロセスによって意思決定が行われ、このようなプロセスに適合する形で SEA プロセス
が適用される。そして、これらに適合する SEA は、それぞれ管理型 SEA には EIA を基盤
にした方法論の SEA（EIA-based SEA）であり、閣議型 SEA には、EIA とは異なる方法
論の SEA（non-EIA SEA）として整理される。
EIA を基盤にした方法論の SEA に関しては、政策、計画、プログラムの提案に対して図
２.1 に示した各ステップから構成される構造を有したプロセスとなることは先述したとお
りである。一方で、EIA とは異なる方法論の SEA（non-EIA SEA）は閣議型の SEA の複
数の運用事例xxixなどを基に Elling and Nielsen（1997）や Fischer（2007）がその方法論
を整理している。これによると、

59

プランニングプロセスに統合された SEA の参加.



SEA 必要性の判断（意思決定全体の目的と目標の確認に基づく判断、スクリー
ニングに相当する）



SEA での考慮事項決定（実質的な側面及び代替案を含む.

スコーピングに相

当する）


SEA の結果が意思にどのように反映されたかの文書による確認

というプロセスが共通する傾向にあると指摘している。このような閣議型 SEA において
は大きく二つの特徴が整理される。一点目は、EIA のような参加の手続きが必ずしも含ま
れていない点である。Elling and Nielsen（1997）や Fischer（2007）によると、従来の参
加の手続きは必ずしも必要ないものの、参加を行うことは十分に可能であると指摘する。
さらに、これ以上に重要なのは、透明性が確保された環境下で情報の生産と公開が行われ
ることが欠かせないとしている。二点目は、プロセスの柔軟性である。これは、情報の「曖
昧性（vagueness）」とは異なり、手続きが連続することで形成される一連のプロセスが必
ずしも事前確定的なプロセスといは一致せず、状況に則して変化するという意味であり、
図 ２.1 のような構造化されたプロセスを有しないという意味である。
SEA における情報的機能

2.2.3

このように整理すると、従来の定義は政府の内閣における政策の策定や法案のとりまと
めといった運用を必ずしも包括していないだけでなく、プロセスにおいても従来の構造化
された事業段階の環境アセスメントのプロセスとは異なる、非構造的でこれまでの整理と
は性質のものが考えられ運用されている。このような、多様化した SEA の運用における特
徴を、従来の SEA の定義における特徴的な項目で整理すると表 ２.3 のようになる。

表 ２.3
項目
適用対象

従来の SEA の定義における特徴的な項目と多様化した SEA の運用の対比
内容
「政策、計画、プログラム」として表現され、これまで事業アセスが対象として
いた事業計画の上位の意思決定に加え、直接的に事業に関連しない貿易や国際条
約、政府の内閣における政策の策定や法案の作成.

評価が扱う

「環境、経済、社会」あるいは、これらをバランスさせることで達成されるとす

事項

る「持続可能性」であり、従来の定義と共通.

プロセス

「スクリーニング、スコーピング、準備書、評価書」で構成される「EIA」のプ
ロセスもしくは、非構造的で柔軟性を持ったプロセスであり、意思決定者からの
情報の公開と外部から意思決定者への情報の入力が可能な公開のプロセス.
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適用対象に関しては、これまで事業アセスが対象としていた事業計画の上位の意思決定
である「政策、計画、プログラム」に加え、直接的に事業に関連しない貿易に関する協定
や国際条約、政府の内閣における政策の策定や法案の作成が含まれる。これは、いずれも
戦略的な意思決定の段階にあって、社会の持続可能性という側面で、影響を有する公的な
性格を有したものである。評価が扱う事項に関しては、それぞれの運用において環境面、
社会面、経済面のそれぞれ重視する側面は異なっていても、基本的にはこれらの３つの側
面を包括的に扱い、比較考慮するものである。この点においては、従来の SEA の定義と共
通しているといえる。
プロセスに関しては、従来から事業段階の環境アセスメントで実施されている「スクリ
ーニング、スコーピング、準備書、評価書」で構成される「EIA」のプロセスのみでなく、
Fischer（2007）の指摘する EIA とは異なる方法論の SEA（non-EIA SEA）の運用が見ら
れる。これは、従来のプロセスと構造化の程度が異なるものとして捉える事ができ、これ
を従来と同様の「環境アセスメントのプロセス」として表現するには適切でない部分があ
る。一方で、このような非構造的なプロセスにおいても、従来の EIA を基盤とした方法論
（EIA-based SEA）と意思決定の透明性の確保された環境下でのプロセスという部分が共
通している。これは EIA-based SEA と non-EIA SEA いずれにおいても、SEA が機能する
ためには情報的な側面が重要であることを意味している。そこで本研究は、この SEA の情
報的な側面に着目する。
そもそも、SEA は環境政策の中で情報的手段として位置付けられる場合が多い（例えば、
倉坂, 2008；原科, 2007；大塚, 2006；南, 大久保, 2003；）。ここでの情報的手段とは、環
境政策の政策手段の一つである。一般的に環境政策については、環境基本法に基づく第三
次環境基本計画（2006）において施策が網羅的に挙げられている。これを原科及び原沢（2007）
は、環境ビジョンの策定や直接的規制、枞組み規制、経済的インセンティブの付与など 10
の類型によって整理しているxxx。さらに、これらの個別の政策手段である施策の集合分類
として、政策手段（policy measure）というスケールで分類している。この分類においては、
まず社会における行為を直接的に規制する効力を持つものと、行為を直接規制する効力は
持たないものの間接的に特定の作為を促すあるいは特定の不作為を促すことで行為を誘導
するものに分類する。このうち前者は、社会における特定の個人あるいは法人の権利利益
を限定する場合が生じるため、法的根拠を有する規制によって実施され、これを規制的手
段とする。そして、後者はインセンティブを付与することで行為を促すことから誘導的手
段とされる。この誘導的手段は、付与するインセンティブの種類によって補助金や優遇税
制等の経済的インセンティブと社会的評価による信用価値やレピュテーションリスクなど
の情報的インセンティブがあり、それぞれのインセンティブを用いたものを、それぞれ、
経済的手段、情報的手段とする。この３つの政策手段はそれぞれに特性がある。規制的手
段は、厳格な監視を可能にすることで環境分野における警察行政として機能するが、一方
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で環境への被害が明確にならなければ導入や対応策の実施が困難であり、事後的な対応が
支配的となってしまう。経済的手段においては、正のインセンティブによって実施する場
合には、インセンティブを付与する主体に、これに対応した財源の確保が求められる。負
のインセンティブに対しては社会的な合意の形成が困難になる傾向が強い。これに比べ、
比較的法制度の整備が容易なのが情報的手段とされる。
環境政策における情報的手段は、これを規定する制度に基づいて行為主体に対し環境情
報の開示を要請し、行為主体はこの制度に基づいて情報の公開を行う。この公開された情
報は、社会のあらゆる主体に対して等しくアクセスが可能な状態で公開される。この意味
で、公共空間xxxiにおける共有された情報として公開される。この情報によって、行為主体
の行為による環境への影響が明らかになり、この被影響者や環境に関心を持つ主体、同様
の行為を予定する主体など、社会に潜在的に存在していた関係主体に対し、行為主体の行
為への関心を喚起させる。これによって、主体の行為に対しての社会の各主体認識が醸成
される。この認識は、公共空間における主体間での情報のやり取りによって、変化したり、
また増幅したり、あるいは新たな主体の関心を喚起したり認識を醸成したりすることにな
る。また、これらの情報の交流の結果、新たな情報の開示が行為主体に対して求められる
場合があり、これに応じて行為主体とコミュニケーションが図られる場合もある。これら
の情報交流やコミュニケーションによって、公共空間の中に議論空間が生じる。この議論
空間での議論や新たな情報の生産を通じて、公共空間の中において行為主体に対する社会
的評価が形成される。ここでの社会的評価は、社会における代表制を獲得したユニークに
定義される評価ではなく、議論空間における議論の結果としての産物であり、それは複数
の主体によって、公共空間の中に複数産出される場合もあり、これらの複数の評価は互い
に異なる評価となっている場合も考えられる。この社会的評価において、行為主体環境へ
の配慮が低く評価された場合、この社会的評価は、市場への影響や行為主体の社会的な信
用価値への影響といったかたちで、行為主体へ負の影響を及ぼすことが考えられる。これ
は、レピュテーションリスクとして行為主体に負の影響を与えるため、行為主体はこのリ
スクを回避するために、負の社会的評価を生じさせるような行為を中止、あるいは行為に
よる環境への負の影響を回避、低減するといった環境配慮行動を、リスクの回避行為とし
て実施する。
このように環境分野における情報的手段は、情報公開とその後の公共空間における議論
によって社会的評価を形成し、この社会的評価が情報的なインセンティブになり行為の主
体は環境配慮を自主的に促す。環境アセスメントが環境政策における情報的手段の代表的
な制度であることはすでに述べたが、これは従来の環境アセスメントに基づく EIA-based
SEA においても意思決定者が環境配慮を行う原理と基本的に同一の原理である。さらに、
閣議型 SEA に用いられるとされる non-EIA SEA において、透明性が確保された下での環
境分析と環境情報の公開が必要であると指摘されるのは、このタイプの SEA も情報的手段
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情報的手段を
規定する制度
情報開示の制度的要請

行為主体

制度的要請に応える
環境情報の公開

環境情報
公共空間

関心の喚起
議論空間

制度的要請あるいは公共
空間の要請に応じたコミュ
ニケーション

認識の醸成

公共空間にお
ける情報交流

レピュテーション
リスクの回避行為

図 ２.2

社会的評価の入力

社会的評価の
形成

環境分野における情報的手段の原理

により環境配慮を誘導する原理を用いているからである。このため、non-EIA SEA におい
て必ずしも体系化されたアセスプロセスや、構造的な参加の手続きが実施されなくとも、
環境分析と結果の公開によって、この意思決定に対する社会的な評価は形成される。この
SEA が適用される意思決定が政府の閣議による法案提出や政策の策定の場合には、SEA に
おける情報的手段の原理によって形成された社会的評価は世論の政府に対する支持率とし
て表面化することになる。このため、十分な環境配慮がなされていないという社会的評価
が形成された場合には、政府は自らの支持率に負の影響が生じるとこを恐れて、このリス
クを回避することになり、結果的に環境配慮が誘導される。あるいは、このようなリスク
が生じることがはじめから予見される場合には、情報が公開される時点で十分な環境配慮
を提示できるようにその準備が進められる。この原理は、閣議における法案の提出や政策
の策定だけでなく、条約の締結や国際貿易に関する意思決定においても社会的評価が形成
を形成するための情報公開や議論空間が確保されれば、負の評価を回避するためのインセ
ンティブは発生することになり、情報的手段は機能する図 ２.2。
このように整理すると、いずれの SEA においても、情報的手段による環境配慮を自発的
に誘導させるという原理は内在しており、SEA の原理として不可欠な部分を担っていると
いえる。しかし、SEA を定義する上において、この情報的手段の原理だけでは、次の二点
において、その機能を十分に果たし得ない部分がある。
一点目は、従来の EIA には、この社会的評価が根拠となって、環境影響の回避・低減策
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が意思決定に反映されることを保証する原理が制度化されておりxxxii、これと同様の原理を
持つ制度が SEA においても必要であるとの考え方があるが、これは政策手段としての情報
的手段には含まれない政策原理である。二点目は、社会的評価の形成における科学性の担
保である。これまでの EIA においては、システム分析に基づく構造化されたアセスメント
プロセスを用いることによる手続きによる科学性の担保や、環境分野の専門家もしくは、
外部の専門家の関与機会を保証することによる科学性の担保が行われてきた。これは、SEA
においても同様に求められる。
以上の整理より本研究では、
SEA は、事業実施の段階よりも上位の政策、計画、プログラム及びその他の環境
及び社会の持続可能性に影響を及ぼすおそれのある戦略的な段階の意思決定を行う者
に対して、情報的手段を用いて環境配慮を促し、かつ科学的な分析と根拠に基づいて
環境に配慮した意思決定を行うことを可能にするためのプロセスまたは枞組みである.
と定義する。なお、この定義は現在までの SEA に関する理論的な展開と運用の多様化を踏
まえたものであり、今後も検討が継続されるべきものであり。さらに、従来の定義におい
てみられた、
「環境アセスメントのプロセス」との定義に関しては、上述の整理においける
管理型 SEA においてはその有効性が十分に指摘されているもので、本定義がこれを一義的
に否定するものではなく、閣議型 SEA などの場合においては必ずしも有効でなく、定義と
して適さないことを主張するものである。

2.3

SEA とプランニングとの関係に関する理論的展開

2.3.1

EIA に対する SEA の特異性

前節では、SEA の理論と運用に着目し SEA の定義を行ったが、本節では、SEA につい
て EIA との対比から、その性質についてさらに理論的な枞組みを構築する。つまり本研究
では、現在の SEA に関する理論的な枞組みに関する考察の出発点として、EIA と SEA の
差異から考えていくことにする。なぜなら、SEA の理論展開の初期は SEA と EIA の異質
性の整理が盛んに行われ、この議論を踏まえた上で現在の SEA に関する整理が試みられて
いるからである。これまでの整理において、EIA に対する SEA の異質性は主に、情報の規
模、分析の詳細さ、意思決定の方法の 3 つで捉えられた（表 ２.4）。
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表 ２.4
側面
情報の規模

SEA と EIA で性質が異なる 3 つの側面
性質の違い

意思決定が対象とする地理的な広がりのスケール及び時間スケールが
EIA に比較して SEA は拡大する。（Lee and Walsh, 1992）

分析の詳細さ

戦略的な段階と個別の事業の段階では分析に用いる情報の単位が異なる。
戦略段階の意思決定では、比較的粒度の大きなユニットで情報が扱われ、
結果は抽象性や定性的な出力が用いられる。（Partidario and Fischer,
2004）

意思決定の方法

戦略的な段階と個別の事業の段階では意思決定の方法が異なる。個別の事
業段階の方が戦略段階に比べ意思決定プロセスの構造が強い。また、明確
な利害関係を調整するプロセスが採用される。一方、戦略段階では比較的
非構造的なプロセスとなる傾向があり、潜在的な利害が集約されるプロセ
スが採用される。（Koronov and Thissen, 2000; Nitz and Brown, 2001）

EIA に対する SEA の異質性に関してもっとも初期に取り上げられたのは、情報の規模の
違いであった。これは、対象とする意思決定の段階が上位へ変化することにより、意思決
定の扱う情報の規模が変化するからである。この点に関しては、地理的スケールと時間ス
ケールという二つの規模の観点から整理が行われた。これは、SEA の運用において対象が
従来とは異なるという点で、最も早く認められるようになったことと関係している。そし
てこの情報の規模の整理に伴って、SEA における環境情報の分析に関して、従来の EIA の
分析が必ずしも適さないことが理論的に認められるようになっていった。実際には、SEA
の運用初期には、EIA と同様の分析ツールが用いられたが、情報の規模が異なるため、非
分析情報として分析精度に耐えることができない、あるいは、情報量が膨大になりすぎる
といった課題が生じていた。この理論的な整理は、運用における詳細さの低い分析や定性
的な分析を肯定して行った。
この結果、従来の EIA における分析の枞組みにおいて、情報ユニットの拡大や、定性評
価の導入が図られ、こうして構築された方法が SEA として用いられるようになった。しか
しながら、運用においては依然として課題が認められた。こと課題とは、このような SEA
によって提案された影響低減策が意思決定に反映されにくいという現象で、この原因とし
て、意思決定に反映が可能なタイミングで SEA による影響低減策が提案されていないとい
う点が着目された。この結果、SEA が対象とする意思決定が進行するときの性質が、事業
段階の意思決定と異なることが指摘されるようになってきた。そして、戦略的な段階と個
別の事業の段階では素案の形成や利害の調整、細分の仕様の調整といった意思決定のプロ
セスが異なっていることを踏まえる必要があると考えられた。個別の事業段階の方が戦略
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段階に比べ意思決定プロセスの構造が強いということであり、明確な利害関係を調整する
プロセスが採用される。一方、戦略段階では比較的非構造的なプロセスとなる傾向があり、
潜在的な利害が集約されるプロセスが採用される。このような意思決定の性質に対応する
ためには、SEA プロセスそのものも柔軟な構造を有する必要があると考えられた（Koronov
and Thissen, 2000; Nitz and Brown, 2001）。
これらの項目における EIA と SEA の相違に関しては、さらに細分化されて議論が発展し
ていった。これらをまとめたものに Partidario and Fisher（2004）があり、これを表にま
とめると表 ２.5 のようになる。

表 ２.5

SEA と EIA の重視される性質の違い
SEA

項目

EIA

決定の性質

戦略性、抽象性、概念的

即時的、実践的

成果物

概略的

詳細的

影響の規模

巨視的、累積的、不確実性

微視的、局所的

時間規模

長中期的

中期、短期的

主な情報源

社会の持続可能性に関する戦略、既

フィールドワーク、サンプル調査

存の環境現況報告書、社会の将来像
に関する政策
情報の形態

より定性的

より定量的

代替案

広域的、政治的、調整的、技術的、 立地特定的、設計、建設技術的、実
財政的、経済的

践的

分析の精度

より不確定

より厳密的

アセスメント目標

持続可能性目標

法的規制、先進事例

実務者の役割

交渉の仲介

技術者、価値や規範の代弁者

公衆参加

より抽象的

より反応的

この整理は、基本的には表 ２.4 における考え方に則しており、これを各論に分化させたも
のであるといえる。
2.3.2

SEA が依拠する基盤理論の変化

これに対して、SEA 制度が構築された背景に関する整理から SEA の特性に関する議論も
試みられている。Partidario（1996）は欧米の各国で制度整備が図られてきた SEA に関し
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て、その成立背景を国家の環境政策から派生したものと、地域あるいは局所的な土地利用
計画の運用が環境政策に浸透して派生したものに整理した。前者での国では、事業段階の
環境アセスメント（project EA）において比較的長くかつ広範に運用されてきた背景があり、
SEA においても、この事業段階の環境アセスメントの性質が発展的に反映され、より高い
レベルの意思決定に反映されている。そして、これらの例としては米国やオランダが該当
する。後者の計画制度の文脈からの派生した SEA に関しては、比較的計画策定の業務の中
にとりこまれて実施されている。これらに該当するのは、デンマーク、スウェーデン、ノ
ルウェー、フィンランド、英国、フランス、ドイツが挙げられるとしている。
そして、これらの分類は、SEA の異なる二つのアプローチとして認識される。ひとつは、
文字通り事業段階の環境アセスメントを戦略的な段階の意思決定に適用したもので、EIA
の原則のみでなく、スクリーニング、スコーピング、評価書の情報、代替案における将来
予測の比較の形式、及び影響低減策の方法に関する制度的な手続きや規定が適用される。
これは、ボトムアップアプローチとして呼ばれる。これに対してもう一つは、意思決定が
扱う開発の需要特定、方針設定、あるいは持続可能な発展の文脈における評価の形成を通
じて、環境アセスメントの原則が意思決定に対して調整され政策や計画の合理性が採用さ
れ、トップダウンアプローチと呼ばれる（図 ２.3）。

ボトムアップアプローチ
意思決定の段階

環境アセスメント

トップダウンアプローチ
意思決定の段階

環境アセスメント

政策・計画
段階

SEA

政策・計画
段階

SEA

事業段階

事業アセス

事業段階

事業アセス

SEAは従来の事業アセスと共通の
方法論に基づく.

図 ２.3

SEAは戦略意思決定論などに由来す
る方法論に基づく.

SEA システム構築に向けた２つのアプローチ

この２つの異なるアプローチは、SEAにおける各手続きの手法やプロセス、そしてSEA
を適用する目的において異なる側面があることが整理されるようになった。ボトムアップ
アプローチは、EIAの方法論を基盤にしており（EIA-based）、EIAとは異なるレベルの意思
決定を対象としつつも、スクリーニング、スコーピング、評価、影響低減策の提案、評価
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書の作成、といった要素やプロセスは共通している。そして、このSEAの目的は、提案され
た政策や計画、プログラムの決定にあたって、EIAと同様に、これらの決定に伴う環境の変
化の正当性を認証させるための環境課題に関する配慮を保証させることにある。これらの
実例としては、米国におけるProgrammatic EIAと呼ばれるSEAや、EU指令xxxiiiを受けたドイ
ツにおける環境委員会のSEA提案（Dutch EIA Commission, 2005）やAsian Development Bank
ガイドライン（ADB, 2003）OECD-DAC；SEAに関するガイドライン（OECD-DAC, 2006）
などがEIAを基盤とした（EIA-based）アプローチの例として挙げられる。これらは、Partidario
（2007）によると、依然としてEIAの文化における基本的な方法論を援用しており、近年の
改善された新たな方法論が導入されていないと評価されている。この考え方に基づくSEA
は、初期のオペレーションズリサーチ（OR）やシステム分析理論（Systems Analysis）に基
づく、Mannheim（1960）、McHarg（1969）、Lichfield et. al. （1975）といった、合理的決
定論やこれに依拠する合理的包括計画理論（Rational Deterministic Planning、Rational
Comprehensive Planning）といった基礎的な合理的意思決定理論を基盤にしている。
一方で、トップダウンアプローチにおいては、EIAを基盤にした方法論によるSEAとは異
なる方法論への発展がみられた。この議論の流れにおけるSEAの特性をまとめたものに
Partidatrio（2004）がある。ここでは、SEAが戦略的な性質を有する意思決定に適用される
が、このSEAもまた意思決定との戦略的な関連の中で用いられるものであると指摘された。
そして、このSEAは


意思決定の文脈の理解（understanding the context）、



意思決定における決定的要素の特定（identifying critical factors）、



参照する枞組みの設定（setting the reference framework）、



傾向と機会利益／損失の分析（analyzing trends and opportunities）、



選択肢の評価（assessing options）、



計画、管理、モニタリングガイドラインの明示（defining planning, management, and
monitoring guideline）

といった重要な機能と手続きの枞組みである要素によって構成される。一方で、これらは
合理的に形成された基本となるプロセスを有しないことも特徴であるとされる。つまり、
それぞれの事例においてそれぞれのSEAが特殊性を有しており、一度目的が設定されると
SEAは意思決定プロセスに則して適合するように設計される。
そして、この意思決定プロセスがSEAを牽引し、SEAは戦略的な意思決定における柔軟性
と順応性を発揮することで意思決定に完全に適合される。そして、このSEAにおいては、上
述の要素に加え、組織における学習（organizational learning）や制度的な組織の役割（role of
institutional organization）、対話とコミュニケーションを可能にする手続き（dialog and
communicative tool）に基づいた手法が重要となると指摘されている（Koronov and Thissen,
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2000; Nilsson Dalkman, 2001; Leknes 2004; Hilding-Rydeviki, 2003; Nooteboom, 2006）。そして
これらの議論は、Friend and Jessop（1969）やRosenhead（1989）の戦略的計画理論やSaimon
（1957a、1957b）の戦略的決定論、Friedmann and Huxley（1985）、Forester（1989, 2000）、
Innes（1995, 1999）、Healy（1997）などの交渉計画論（Negotiative Planning）や主体間相互
の調整過程を重視する計画理論（Transactive Planning）、合意形成理論（Consensus Buildig）、
主体間の意思疎通の規範と実践に関する計画理論（Communicative Planning）を参照して発
展してきた。

2.3.3

計画理論の展開にともなう SEA 規範の転換

これらの意思決定論および計画理論の発展は、SEAが意思決定の文脈の中でいかに実効性
を高めるかが着目される中で積極的に参照されるようになっていった。これを整理するに
あたって、EIAとSEAの違いに関する議論の中で最も基本的な部分として参照された戦略的
意思決定理論との関係から整理していく。このSEAと戦略的意思決定理論の中では、事業段
階と戦略的段階における意思決定の違いに関する整理によって、EIAとは異なるSEAの性質
を理論化する試みが行われた。ここで、事業段階と戦略的段階における意思決定の違いに
関する整理としてよく用いられたのが、Herbert A. Simonの『管理行動』（Simon, 1957a）で
ある。以下では、SEAにおける原理の基本をなす戦略的意思決定論の基礎を若干詳しく整理
することで、SEAの原理にどのように寄与したかを把握する。
同著では、組織を含む人間の活動は、「決定すること（deciding）」とこれに続く「行う
こと（doing）」で構成され、両者は管理組織全体のどこにでも存在するとし、このうちの
前者を行為（action）のきっかけ（preface）として捉え、これを行為に導く選択（choice）の
過程であるとした。そしてこの選択は目的に照らして行われる合目的性（purposiveness）の
問題であり、一般的な目標・目的に導かれる限り合目的的であり、これが合理性を議論す
る上での基盤であるとした。これに対し、従来、管理の基本原則（fundamental principal）は、
いくつかの代替案（alternatives）の中から管理目的（administrative objectives）の最大の成果
（accomplishment）の一つが選択されなければならず、同じ成果の場合は最小の費用の一つ
が選ばれ中ればならない。これが管理の合理的性格（rational character）であり、効率の定義
である点に着目した。この枞組みは従来の経済人（economic man）として捉えられる。ここ
で問題になるのが、経済人はどのように実現化し、管理組織においてはどのような条件の
下で利益を最大化が起こるのか、という問題である。このもっとも単純な方法は組織の中
で管理の選択を担う一人のメンバーを想定することであり、そこには、（a）実行する彼の
能力の制約（limits on his ability to perform）と正しい決定をおこなう彼の能力の制約（limits
on his ability to make correct decision）とが含まれることを Simon は主張した。これらの制約
が取り除かれる範囲まで管理組織は高い目標に近づくことができる。そして、これらの個
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人の制約は技能（skills）、価値（values）、知識（knowledge）に起因するものであると整
理した。さらに、技能、価値、知識の三辺からなる制約の三角形が合理性領域の限界を完
全に規定するものではない（this triangle of limits does not completely bound the area of
rationality）ため、合理性の制約は他の要素でさらに複雑に記述される場合があるとした。
これが戦略的意思決定論に基づいて SEA が不確実性を扱う上での最も基礎的な限定合理性
xxxiv

の概念の導出につながる。

この合理性の限界とともに戦略的意思決定論の基盤になるのが事実と価値という二つの
異なる命題の存在である。事実命題（factual proposition）は原則として、それが真実か虚偽
かを検証することができるが、「決定」においては「正しい」もしくは「否」という表現
自体がなじまないとSimonは指摘した。それは、決定は「べきである（ought）」、
「よい（good）」、
「好ましい（preferable）」であらわされる価値（value）・倫理的（ethical）な側面を持つか
らである。そしてこれは、「目的」に含まれるものである。これに対し、この「目的」を
達成するための「手段（measures）」は純粋に事実的な問題（purely factual question）である。
つまり、決定はそれが目指している目的が与えられれば、それが正しいかどうかを決める
ことができる。すなわち、目的・手段連鎖（means-ends chaine）を構成すれば、何が正しい
決定なのか判断でき、合理的意思決定を記述できると整理した。つまり、合理的な意思決
定を、望ましい目的に至るための効果的な手段の選択であることを示した。この中で、選
択（choice）に伴う実際の結果（actual consequences）とともに、意思決定の客観的環境（objective
environment）について分析がなされた。
この中でSEAにおいて欠かせない代替案分析に関する部分が、意思決定の過程として、つ
まりのぞましい結果(desirable ends) に至るための適切な手段と考えられるものを代替案の
中から選択するという行為として分析された。そしてここでは、目的というものは、最終
的な目的に対する手段としても捉える事が出来るものであり、目的と手段は一連の連続的
なつながりを有しているといえることを踏まえ、合理性とは、この目的-手段連鎖（meansends chains）をいかに構築するかということであるとされた。つまりここでの「目的と手段」
の考え方は、最終的な目的に到達するために複数の目的-手段が統合された一連の鎖となる。
ある手段によってある目的を達成するということは、その次の目的の達成に近づくための
手段であるということ。つまり、各階層において、下の階層からすればそれは目的であり、
次の階層から見ればそれは手段である。そして最終的な目的（―ultimate‖ ends）に向けた複
数の行動が統合され整合される。ここで問題となるのは、現実の行動においてこの統合が
意識されるのはまれであり、単一の枝分かれしたヒエラルキーとして統合される（integrated
in a single branching hierarchy）ことなく、分断された複数の要素が緩やかにかつ非完全な形
で断片的な要素の集合（a disconnected collection of elements）として蜘蛛の巣 （tangle web）
の様に複雑により集められており、その結びつきは上位の目的に向かうほどに弱くなって
いくという点である。Simonは、管理組織においても同様のことが言え、目的－手段連鎖が
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完全に統合され構築されていることはまれであるとした。組織の場合、
 最終的な目標（ultimate objectives）と組織の活動とのつながりが不明瞭、
 最終的な目標（ultimate objectives）自体が十分形成されていない、
 最終的な目標（ultimate objectives）について内部で異論や反論がある、
 達成の手段についても異論や反論がある
といった理由から、目的－手段連鎖は完全に構築されえないことを指摘した。そしてさら
に、「目的と手段」スキームの限界

（limitation of the means-ends schema）を次のように整

理した。
 代替案の目的に対する検討を誤ることで、特定の行動の代替案の選択によって達
成される目的（the ends to be attained by the choice of particular behavior alternative）が
不完全あるいは不正確に記述される(incompletely or incorrectly stated)という問題。
 通常、手段を目的から完全に分離することは不可能である。つまり、
「目的が手段
を正当化する（the ends justify the means）」か否か、という議論によって代替案とな
る手段が常に中立的に評価されない（not valuationally neutral）。
 目的－手段スキームは時として意思決定における時間的要素（time element in
decision-making）を見えにくくしてしまう。この問題は具体的に以下の２点に細分
できる。


ある時点において特定の目的が達成された場合、その時点においては達成
されない他の代替案の目的が存在する（alternative ends must be relinquished）
という問題。



ある時点において達成されたある目的がその後に達成されるかもしれない
目的を制限する（limit the ends that may be realized at other time）問題。

これらの目的－手段スキームの欠点は、このスキーム自体が使えないという意味ではなく、
単に慎重な注意と高度な知識（considerable care and sophistication）を要するという意味であ
る。つまり、この目的－手段連鎖のスキームは、以下の３つのける限定的された合理性領
域において成立する意思決定の合理性を構築するための原理であり、これは SEA の代替案
分析の前提として存在する原理である。


意思決定における相対的な要素（comparative element）を曖昧にする



意思決定における価値要素（value elements）と事実要素（factual elements）は不可分



合目的行動（purposive behavior）における時間変化を十分認識できていない

この行動の代替案（behavior alternatives）に関しては、主観的に振舞うにせよ組織におけ
るメンバーとして行動するにせよ、直面するのは、その時々に実行すべき行動を複数の代
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替案の中から選択するプロセスという意味で意思決定の問題である。これらの意思決定が
一定期間（over some stretch of time）の行動を規定する場合、これは戦略（strategy）と呼ば
れる。これらの意思決定において、行われるステップは次の３つに整理できる（表 ２.6）。
表 ２.6
ステップ
（１）設計

戦略の決定における３つのステップ
内容

すべての代替的戦略(all the alternative strategies)を列挙すること

（２）予測

これらの戦略から生じる結果のすべて(all the consequences)を確定すること

（３）評価

これらの結果の集合（set of consequences）の比較評価(comparative evaluation)

ここで、Simon はすべて（“all”）という言葉を故意に（advisedly）に用いる。意思決定
者がすべての自分の代替案とそれらのすべての結果を知ることは明らかに不可能であり、
そしてこの不可能性が、実際の行動の客観的合理性のモデル（model of objective rationality）
からの重要な逸脱（departure）となっていると指摘する。さらにこの指摘に加えて、時間、
知識の２つの側面からも戦略策定における意思決定を記述する。ここで Simon は、「時間」
という要素は行動の決定にあたってとても重要な性格を与えると考える。それは、ある時
点の選択が、後の選択を束縛するというものであり、ある時点での選択はその後の検討す
べき代替案を明らかに狭める（narrows appreciably the alternatives）。そしてこのことは合理性
の 十 分 条 件 で は な い が 必 要 条 件 で あ る (necessary, though not a sufficient, condition of
rationality.)あるとして整理する。そして、意思決定における「知識」の機能というのは、ど
の代替案となる戦略（alternative strategy）を選択した場合にどの結果(consequences)が生じる
のかを決めるステップにおいて寄与すると考える。先に指摘した完全合理性（perfect
rationality）がこの戦略の意思決定の枞で達成されるためには、無限の時間（unlimited stretches
time）と、無限の空間移動(unlimited reaches of space)と、無限の価値体系(unlimited values)に
よって、選択する代替案の結果をすべて知り、その上で比較しなければならないことにな
るが、当然ながら達成不可能な仮定である。このようにして、戦略の意思決定に係る（１）
および（２）のステップにおいて、意思決定者の利用可能な「時間」「空間」「知識」にお
ける有限性がその合理性限界に寄与していることが指摘された。そして（３）の「評価」
（ valuation ） の ス テ ッ プ に お い て は 、 結 果 を 選 好 順 に 並 べ た リ ス ト （ a listing of the
consequences in their order of preference ）の中から最も上位のものを選択するという過程の
であるとしてこのリスト順位の決定因子は価値のシステムに依存していると指摘した。つ
まり、競合する価値の間における個人の選択は無差別曲線の組み合わせ（a set of indifference
curves）で存在し、これは一つの効用曲面 （the system of values utility surfaces）として記述
されると指摘した。つまり、行動の結果(consequences of behavior)を評価することができる価
値体系（system of value）が、決定主体の中で一義的に定義されない限り評価は不能であり、
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この価値体系を共有する範囲において評価の合理性が認められるのである。戦略の意思決
定は人間の合理性（ human rationality ） の限界（ limits ） として、以下の３点に整理さ
れる（表 ２.7）。
表 ２.7

戦略の決定における人間の合理性における限界

決定の作業
代替案の設計

内容

限界要素

合理性は、すべての可能な代替的行動の中からの選択を要求する 知識、時間
が、実際の行動ではすべての可能な代替案ごく尐数の行動しか思
いつかない（come to mind）。さらに、この代替案を設計するため
の時間が限られる。

結果の予測

合理性は、各選択のあとに続く諸結果についての完全な知識 知識
（knowledge）と予想（anticipation）を要求するが、実際は諸結果
の知識は断片的（fragmentary）である。

結果の評価

これらの諸結果は将来のことであるため、それらを価値づける 知識、価値
（attaching value to them）にためには、想像（imagination）が経験
的な感覚（experienced feeling）の不足を補わなければならない。よ
って、価値は不完全にしか（only imperfectly）予想できない。

そして、この諸制約は「所与の条件（givens）」として、意思決定者に課され（impose）、
この所与の条件は、価値前提（value premises）と事実前提（facts premises）から構成され
決定前提（premises）として戦略の意思決定を束縛すると整理した。なお、SimonはH. Igor
Ansoffによる意思決定の階層の整理xxxvを援用して、上位の階層から、
「戦略的意思決定」
「管
理的意思決定」「業務的意思決定」に分類しその性質を整理（表 ２.8）したうえで、戦略
的意思決定を次の４つのステップとフィードバックループに整理している（図 ２.4）。
「探
索活動」では、意思決定者の満足基準と現状の照会の結果目標が設定される。

表 ２.8
項目

戦略的意思決定と業務的意思決定の性質

業務的意思決定の性質

戦略的意思決定の性質

プロセス・内容

構造的・反復的

非構造的・不規則的

関与主体

限定的（内部志向）

外部広範に分布（外部志向）

案設計の基盤

技術的（technical）

創造的（creative）

決定の影響

小規模かつ限定的

大規模かつ広範

「設計活動」では目標を達成ししうる案が設計され代替案として列挙される。そして「選
択活動」では、意思決定目指す価値体系に照らして最も選好の高い案が選択され、意思決
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定される。最後の「検討活動」は、意思決定の結果を検討する活動。これによって得られ
た情報と意思決定者の満足の基準が照らし合わされて、基準に満たなければフィードバッ
クがなされる。この意思決定のステップにおいて意思決定者は上に整理した合理性の制約
条件の中で決定前提を構築し、最終的な決定を行う。

探索活動

設計活動

選択活動

検討活動

結果と満足基準に照会
図 ２.4

サイモンの戦略的意思決定における満足化のステップ

このように意思決定主体における利用可能な資源における限界と意思決定の目標設定
や代替案の評価に用いられる統一的価値体系の前提の否定によって提起された戦略理論は、
従来の目的－手段連鎖を前提にした合理的包括計画理論（Rational Comprehensive Planning）
に基づく計画理論においても大きな変化をもたらした。
この変化に関して藤井, 秋田, 小泉（2000）によると、米国における計画理論の展開を見
渡した場合に、戦前の都市美運動に象徴される計画理論は、個別あるいは面的な建築およ
び交通などの形態制御や建築壁面や街路などのデザインが業務の中心となっていた。しか
し、戦後の社会科学の隆盛に伴って、都市や地域を多様な主体の存在を前提とした社会と
いう単位でとらえる考えが、社会改変（social reform）の潮流の中で生まれてきた。この文
脈において都市に対して社会的機能性や経済的合理性を追求する方向性が生まれ、より包
括的にかつ合理的に計画を立案する計画理論として合理的包括計画が重視されるようにな
っていった。この合理的包括計画という概念は、規範理論であったが、Chapin（1957）や
Kent（1964）らによって実践的な技法に展開されていった。この合理的包括計画の概念は、
都市を取り巻く社会的なあらゆる要素を包括的に扱い、合理性に基づいてその理想的状態
を最適化された長期目標として導出し、この長期目標が達成されるための個別施策を順序
だてて実施していくという考え方に立っている。これは、典型的な目的－手段連鎖のスキ
ームを採用しており、上で述べたようなSimonの戦略理論の中ではその不完全性が強く指摘
されるものである。この点に関しては、Pressman and Vildavsky（1973）の主張した実現志向
計画（Implementation Oriented Planning）において明確に示されており、計画理論における「目
標」は、「実現可能な施策」との関係の上で定義されるべきであるとの主張によって、「目
的」を実現するための複数に分岐した「手段」の連鎖という概念が否定される場合を提示
し、目的－手段連鎖を実際の計画に一義的に持ち込むことを否定している。これは、後に
Simonの理論を援用しながらRosenhead（1989）が提唱した戦略計画理論へと発展し、さら
にはステークホルダー論や合意形成論の発展を吸収し、企業の合理的な戦略選択理論へと
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発展していった。また、目的－手段連鎖によって構築された合理性の規範モデルは、漸進
主義（incrementalism）による批判を経て、新たなパラダイムへと展開していく。Lindblom
（1959）は、合理的包括計画が提示するモデルにおけるプランナーが対処する知的能力と
情報の限界は、実際のプランナーが対処することのできる領域を超えていると指摘した。
そしてこのうえで、後の戦略計画理論やコミュニカティブ計画理論の基礎となる漸進主義
的な計画規範として、以下の３点を主張した。


利用可能で限られた資源を有効に利用するために、経験に基づいて重要であると考
えられる部分にこれを集中させるべきである。



意思決定は、多様な価値観を持つ主体の相互調整を通じた合意形成仮定の下に行わ
れるべきである。



良い結果とは、最適な目標の実現でなく、すべての利害関係主体が受け入れること
のできる政治的な解答である。

このLindblomの漸進主義やRosenhead の戦略計画理論においては、合理的包括計画理論から
の戦略理論への計画理論の柱となる規範概念の転換が見て取れる。
この規範的な展開は、計画における複数の主体の内在を肯定的に認めいくことで、こ
の複数主体間の相互作用を媒介する領域である参加を扱う理論的展開を促した。そこで主
体間の相互作用として最も基本的な部分で互いに持ちえる情報や意見の交換といった意思
の疎通が取り上げられるようになり、これを媒介するコミュニケーションが研究の対象と
なっていく。Davidoff（1959）は当時の米国における都市計画におけるマイノリティーが排
除されているという社会的背景の中で、公益（public interest）が公的主体のみによっては必
ずしも導出されないと考え、公的な計画を策定する過程においては、多元的価値観の観点
から個々の主体が計画を提案することにより、政治的な議論が活性化し結果的に合理性が
高まると指摘した。これを実現するためには、プランナーが多様な主体に対して、これら
が専門性を獲得しうるようにアドボケイトすることの必要性を指摘した（Advocacy
Planning）。この参加の場に関する考え方はさらに理論的な規範の実践が試みられる中で、
実践的な側面が補強されていく。Friedman（1973）は意思決定主体と参加主体が参加の場で
必要な相互作用ができていないと指摘し、経験的知識と専門的知識の相互提供・相互学習
を可能にする対話のための技術が求められるとした（Transactive Planning）。またForester
（1989）は、民間開発事業者と公的な許認可などの意思決定主体の対話の構築のための技
術を交渉過程として整理していった（Negotiative Planning）。そして、1980年代の終わりか
ら、Jurgen Habermasによるコミュニケーション行為の理論（Rationality in Communicative
Action）を理論的な基盤してコミュニカティブ・プランニング（Communicative Planning）が
整理されていく。Innes（1969）は、DavidoffのAdvocacy Planningで提示された理念的概念で
ある多様な主体間の利害調整について、基本的な理論背景において、社会学や心理学、人
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間行動学といった他の学術分野の発展と、技術的レベルにおいて、合意形成技術や紛争処
理技術、企業経営における交渉技術といったより実践的な関連諸分野の発展を背景に、都
市計画の協議過程の進行条件や場の設定規範、コミュニケーションの規範として統合した。
これらは、主要な利害関係者を包括的に取り込むことや適切な情報を関与するすべての主
体（主に一般市民に）理解できる形で提示すること、対立点を克服するための想定しうる
可能な案を創造的に十分検討したとステークホルダーが認めた後に意思決定を行うこと、
など現在の計画策定の基本的な規範の土台であるといえる。
このように、戦略理論およびコミュニカティブ・プランニングで提示される概念は、従
来のシステム分析の枞組みやオペレーションズ・リサーチの枞組みを援用した目的－手段
連鎖の考え方を基盤にした合理的包括計画の概念とは、その理論規範という点で大きく転
換してきている。戦略理論においては、不確実性を内包する将来という意思決定の対象の
性質に応じた選択的行為に関する合理性を構築し、コミュニカティブ・プランニングでは、
対話的合理性の存在を前提あるいは目指すべき状態としながら多様なステークホルダーに
よって構成される社会構造における手続き的な合理性を構築していった。これまで、
Campbell and Fainstein（1996）, Khakee（1998），Healy, McDougall and Thomas, (1983),
Friedmann(1987)を基にした藤井, 秋田, 小泉（2000）の整理を参考に計画理論における規範
概念の転換を見てきたが、これを計画理論における規範概念の転換として改めて整理する
と表 ２.9のようになる。
表 ２.9

項目

計画進行
合理性判断の視点
存在する価値観
取り扱う対象の

計画理論における規範概念の転換

合理的包括計画

案の作成主体

案の形成過程
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コミュニカティブ・プランニング

直線的、単一方向的

循環的、可変的

（目的－手段連鎖）

（計画サイクル）

客観的（主観排除的）

主観的（客観性を排除しない）

一義的に定義された価値観

多様な価値観の存在

（最適解、絶対性）

（相対性）

全体包括性

部分性

性質
将来予測の性質

戦略計画、

（経験による重要度の判断）
確実性（不確実の排除）

不確実性（確実性の補完）

専門家（プランナー）

ステークホルダー（多様な主体の発
意と提案）

専門家と意思決定主体（行政）の協

多様な主体の調整（主体相互の情報

議による（長期目標を実現する最適

交換及び相互学習による対話に基

解の導出過程）

づく調整過程）
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決定の範囲

決定の原理

総合性、包括性

選択制

（全可能性の考慮）

（限定的可能性）

最適解の実現

合意形成（関与するすべての主体が
受容しうる）

そして、これらの計画理論における規範概念の転換は、90年代から環境アセスメントの
分野にも積極的に参照されるようになり、この議論を受けてSEAの規範理論の転換が主張さ
れるようになった（例えば、Partidario, 1996; Koronov and Thissen, 2000; Nilsson Dalkman,
2001）。しかしながら、これらの議論においてはLawrence（2000）は、計画理論において既
に取り込まれた政治的権力（political power）に関する課題が、環境アセスメントの議論に
おいて反映されていないことが原因で、環境アセスメントと計画理論の相互作用は結局の
ところアセスメントの分野に十分な貢献を果たしていないと指摘した。この政治的権力の
課題に関して、計画理論の展開は十分な解答を得ていないという指摘もみられる（例えば、
Yiftachel, 1994; Flybvjerg, 1998; Huxley, 1998）。Davidoff and Reiner（1962）やFaludi（1973）
は、従来の、規範理論であるMannheim（1940）にみられるように、（科学的に構築された）
合理性は（非科学的な）非合理性を必ず克服するという立場を採用し、（政策形成）計画
プロセスから政治的なプロセスを完全に排除し、分離することで合理性を担保できるとし
た。これに対し、上に示したForester（1989）やInnes（1995）さらに、Healy（1997）は政治
的権力による作用を、ハーバーマスの提示した理想的発話状態の実現に向けた条件の整備
や自由討議の実現によってより良い計画の策定に寄与させることができという立場を採っ
ている。この試みに対しFriedman（2000）は、計画の実務者における政治的権力の自覚を促
す必要性を指摘し、実務的に政治的権力の中で計画を改善する方策を考えなければならな
いとしている。
このような計画理論における政治的権力に関する課題の議論を受けて、Tim Richardsonは、
SEAにおける政治的権力に関する議論を吟味するする必要があると指摘する。議論の基盤と
してRichardson（2006）は社会科学のMichel Foucaultの知識（knowledge）に関する議論を援
用する。Foucault（1979）の、権力が知識を作り出していることを認めるべきであり、権力
（power）と知識は直接的かつ相互に影響しあっていると指摘した。この指摘から、
Richardsonは、Foucaultの関心の中心が政府の統治機構に向けられていることを踏まえて、
計画の提示手法や分析の手法全般に対して、そのあり方は権力の作用の下に存在すると指
摘した。そして、これらは制度化された手続きとしてシステムを構成し、特定の考え方に
よる経済偏重主義などの偏見（bias）を生産し、また、この偏見は制度化されることでさら
にシステムとして定着するとした。これは、政府の制定した制度及び施策が、他の主張を
排除し特定の主張を正当化するという考えを指しており、Richardsonはここでの他の主張を
排除し、政府の主張を正当化しうる制度としてSEAを挙げている。そして、この知識が権力
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の構造の中で形成されるという考え方は、知識及び認識（knowledge and perception）を形成
する道具であるSEAを根本から捉えなおす必要があり、SEA制度の設計そのものが、特定の
価値（value）に基づく知識及び認識を正当化し同時に他を排除する、まさにその現場を担
っていると指摘した。
このようにして、SEAの理論においても、政治的権力の過程（political power game）と異
なる価値の調整過程をどのように整理するかという課題が提起された。この課題に対して
Elling（2004）は、SEAは合理的な討議の場を提供するにとどまり、価値判断を含む決定は
政治過程に包含されることでSEAから完全に分離されるべきであると主張した。つまり、
SEAは異なる価値や意見が討議されるアリーナの場であっても、これを調整する局面はSEA
から排除され、SEAの結果を用いて政治家が行うべきであるとした。なぜなら、政治家は、
それぞれが選挙によって選出された主体であり、この選挙における支持者の価値判断と政
治家の価値判断は不可分であり、このような主体（player）による過程は合理的な討議過程
における主体（player）とはなりえないからである（これは、価値観と事実の分離ではなく、
討議と調整による決定の分離である）。一方で、Daniels and Walker（1996）は、SEAは価値
観を取り込み、プロセスの中でこれを調整するべきであるとして、Elling（2004）と異なっ
た主張を提供する。Wilkins（2003）はこの考えを基に、スクリーニングから最終の評価書
において提示される好ましい決定の案および環境影響の低減策の決定に至るまで、SEAにお
ける自由裁量（discretion）は、プロセスの設計からプロセスの結果に至るまで重大な役割を
果たす。そして、SEAの予測・評価において、主観性を排除することは不可能で、プロセス
に参加する主体の態度と価値観はその結果に対して決定的であると指摘した。また、民意
が分かれるような公共事業において、SEAは現実に事業推進および事業反対の道具として用
いられているという現実は、SEAにおける政治的過程としての評価を加速させると指摘した。
つまり、SEAの制度設計から、個別の運用のSEAプロセスのはじめから終わりの決定に至る
まで、すべての段階において価値観が決定的な要素であり、政治的権力の過程を分離する
ことは不可能であるという主張である。両方の主張において、SEAが異なる価値の調整と決
定の過程から分離される、もしくはこれを内包するという双方の場合においても、SEAに持
ち込まれる知識及び認識は、その下に埋もれる価値に基づく開かれた自由な討議が保障さ
れるという透明性の中で、SEAに関与する主体はそれぞれの知識及び認識を持ち寄ることが
できるという点は共通している。これが、現在のSEAにおける価値および権力に関する理論
的な整理であるといえる。
このようなSEAに関する理論的な展開、とりわけ、意思決定理論や行動心理学、戦略経営
理論、政治学、思想学などの影響を受けて発展した計画理論とその実践の影響を受けたSEA
に関する理論的な展開は、従来のEIAを戦略的意思決定段階に適用したSEAとは異なる理論
的な基盤を構築しつつあるといえる。このような考えは、十分に体系化されておらず、周
辺学問の発展を部分的に吸収する作業として続けられているといえる。そこで、これらの
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試みの結果として構築されつつある従来のEIAとは異なった理論的基盤を持つSEAを、仮に
戦略決定論を基盤にしたSEAとして、その性質を従来のものと比較したのが表 ２.10である。
表 ２.10

文脈の異なる２つの SEA の性質の違い

項目

EIA を基盤にした文脈の SEA

戦略決定論を基盤にした文脈の SEA

基盤とする

合理的包括計画理論に基づく OR、

戦略意思決定論に基づく戦略計画理論、コ

理論

システム分析.

ミュニカティブ・プランニング.

手続き

スクリーニング、スコーピング、ド

意思決定プロセスに対応した手続きを随

ラフト、ファイナル、で構成される

時実施.

事前確定的で構造化された手続き.

イラーメイド）.

計画案、素案を実施した結果を分析

意思決定の目的、目標、問題解決の方法と

して明らかにする.

持続可能象との整合性.

意思決定の結果生じる環境への負

意思決定の目的や、その問題解決の方法を

の影響を最小限にすること.

持続可能な社会像に近づけること.

重視される

環境指標（仕様）に関する科学的定

異なる価値観を持った主体間の調整によ

評価の基準

量性.

り設定される.

SEA の結果

提案された影響低減策を計画案に

意思決定の目標、問題解決手法を持続可能

の反映

付加すること.

な方法に修正すること.

住民参加の

地域的な環境情報の収集.

ステークホルダーとしての価値観の調整

プランニン

低い.

高い. 高くすることでプランニングにお

グプロセス

客観性を確保する.

分析の対象

SEA の目的

柔軟でそのつど設計される（テ

目的
低くすることで予測評価の

との親和性

2.4

いて行われる価値や権力の対立の調整に
影響を与える.

統合型 SEA のモデル

このようなSEAに関する理論的な整理は、より具体的なSEAプロセスの進め方という観点
でも整理が進められている。Joao (2004) はこれまでのSEA 制度に関する理論的研究を整理
する中で、図 ２.5のようなSEA とプランニングのステップに関しての整理を行っている。
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（a） 無関連型

（b）分離型

[ No-Link Model ]

[Consent Related Model]

プランニング

プランニング

SEA

（c）手続統合型 I

（d）手続統合型 II

[ Integrated Model I ]

[ Integrated Model II ]

プランニング

図 ２.5

SEA

SEA段階

プランニング

SEA

プランニングプロセスと SEA プロセスのステップに関するモデル

この中でJoao (2004)は、SEAの基本原理として、代替案の比較分析と意思決定への効力の二
つを挙げている。図 ２.5 はこのSEAの基本原理の1つである意思決定への効力の原理に基
づくモデルである。この原理によると、SEAは政策や計画、あるいはプログラムの単なる分
析をするのではなく改善をすることが必要である、としている。ここで重要とされる点は、
戦略段階の意思形成におけるSEAの統合であり、意思形成途中の案がSEAによる新たな発見
によって修正され改善されることであるとされる。これによって、SEAは意思決定プロセス
に寄与すると指摘される。この案の発展におけるSEAによる案の改善を実現する方法として、
プランニングのステップとSEAステップの相互作用に関するモデルが図 ２.5である。
図 ２.5は、SEAの手続きにおける各ステップが、プランニングの各ステップに作用する
(あるいは作用しない) 関係を模式的に表したものである。図中（a）の無関連型SEAは、SEA
の形式のみ実行され報告書も作成されるが、意思決定に対し何の反映もされないという意
味であり、SEAを行ったという事実以外は何も意味をなさない。（b）分離型では、公式な
意思決定の直前にSEA による情報が加わることで、計画案に作用し計画案は調整される。
しかし、このモデルではすでに決定に向けた原案が形成されており調整程度の案の改善し
かできず、最良の方法とはされない。これに対し、図中（c）及び（d） の手続き統合型は、
公的な意思決定に至るプランニングが複数のステップから構成されることを想定し、それ
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戦略的方法論

EIAに基づく方法論
分離型

手続統合型

一体型
SEA

プランニング

図 ２.6

SEA

プランニング

SEA

プランニング

計画策定のプロセスと SEA プロセスの関係に関するモデル

ぞれのSEAステップをそれぞれのプランニングステップに統合させることを示している。こ
のモデルにおいて、プランニングがどのようなステップで構成されるか、あるいは、SEA
はどのようなステップで構成されるかは、個別具体の計画種に依存することになると整理
されている。
これらの整理は、SEA とプランニングの時間的連結性に関する概念であり、プランニン
グプロセスの有効なタイミングで環境情報を活用するための概念である。これに対し、そ
もそも環境配慮が何によって動機付けされ先導される（driven）のかに着目した整理もある。
Partidario (2008) は戦略段階における環境配慮が SEA によって動機付けされ先導されて
計画策定に統合されていくものと、プランニングの活動から内発的に動機付けされ先導さ
れるものに分けて整理した図 ２.6。ここで提唱される「一体型（Decision Centered Model）」
は、既存のアセスメント手続きのような体系的な手続きを有しないとされ、表 ２.10 にお
ける戦略決定論を基盤にした文脈の SEA の考え方であり、統合型 SEA の考え方をさらに
発展させた考え方である。前章で整理したように、現在は SEA の制度的傾向としては従来
の環境アセスメント手続きを規定する制度を基盤にして制度整備が図られる場合がほとん
どである。そこで、EIA に基づく SEA の方法論に着目した方が当面は汎用性が高い知見が
得られると考えられる。そこで本研究は EIA に基づく方法論に焦点を絞り研究を展開して
いくこととする。ここで分離型 SEA と統合型 SEA をプロセスデザインとして比較した場
合に次の四点が仮説として指摘できる。
 統合型 SEA は意思決定が扱うべき課題の絞り込みや代替案分析において、プランニ
ングプロセスと SEA を並行して同時に進めるため、分離型に比べ手続きの時間的効
率性が高いと考えられる.
 分離型 SEA では、具体化した最終案に対して具体的な環境配慮の施策が付加される
が、統合型 SEA ではこれに加えて各ステップに応じた環境配慮が検討される結果、
環境面における計画課題が定式化されやすくなる、課題解決の方針において環境面に
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配慮した方針が検討されると考えられる.
 分離型 SEA では、SEA が開始されるタイミングにおいて既に経済面、社会面といっ
た環境面以外の検討が調整されており SEA では環境面に限定された検討になるが、
統合型 SEA では環境面の議論と経済面、社会面の検討が並行する. これによって経
済面、社会面の議論と環境面の議論が相互に作用するため、
■ 環境面の価値が経済面、社会面に反映されやすいと考えられる.
■ 環境面が、経済社会面、社会面の価値によって左右されやすいと考えられる.
このような SEA のプロセスモデルの適用を分析するにあたっては、プランニングプロ
セスのモデルとの関係が重要になる。本研究で分析に用いるプランニングのプロセスモデ
ルは次節において定式化を行うが、本研究の問題意識として日本におけるプランニングプ
ロセスに関する指摘を踏まえることとする。高村（2003）によれば、日本の行政機関でよ
く見受けられる意思決定のプロセスを模式的に提示したものが図 ２.7 である。この二つの
決定方式は本来であれば逐次決定方式と同時評価決定方式と呼ばれるものである。逐次徹
底方式では、
「問題認識」の後に「ある案を形成」し、その後にこの案で利害関係者のすべ
てが満足できるようになるまで「満足基準への適合性の確認と修正」が繰り返され、そし
て「決定」が行われる。しかし、高村（2003）は、往々にして疑似逐次評価方式という決
定方式が用いられ、これは、まず特定の利害関係者間においてその特定の利害関係者に利
益的な「有力な単一案」が形成され、同時に根回しによって特定の利害関係者間での満足
基準の適合性評価が行われる。そしてその後に「案の優位性に対する理論武装」が行われ
た上で、その他の利害関係者に対して公開されるというものである。このように、本来の
利害関係者に対して、理論武装が終了するまでは閉鎖性を持って進められる。疑似同時評

擬似逐次評価決定方式

擬似同時評価決定方式

問題の認識

有力な単一案

FT＝
関係者の
根回し

満足基準への 案の優位性に
適合性の確認 対する理論武装

問題の把握
（本命案の探り出し）

代替案の作成
（本命案）（ダミー案）
総合評価
（本命案優位性の立証）
決定

決定

図 ２.7

日本の行政における非公式な意思決定のプロセス
FT：Feasibility Test
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価決定方式も、本来であれば複数の案が公平に評価される決定方式であるが、特定の利害
関係者以外に対する閉鎖性を持って本命案が探り出され、ダミー案と比較することで本命
案の優位性を立証する手続きが行われることを指摘している。このように、プランニング
プロセス自体において、その公開性は十分に保障されているとは言えず、統合型 SEA の参
加手続きが情報的手段として機能することが求められるといえる。そこで、本研究におい
てこの統合型 SEA の参加手続きを分析するための枞組みを提示する。

2.5

研究の枠組み

2.5.1

分析の枠組み

以上の整理に基づいて、統合型 SEA によって形成される公共に開かれた議論空間は SEA
の各種参加手続きによって形成されると考えられる。これを図示したものが図 ２.8 である。
この統合型 SEA 手続きは、SEA の参加制度に規定されると考えられる。そこでまず第 3
章において、SEA 制度における参加の規定を整理し、統合型 SEA の参加としての特徴を明
らかにする。そして、この参加制度を分析するにあたっては、環境分野における参加のシ
ステムとして、1992 年の国連人間環境会議において採択されたリオ原則第 10 条において
提示され、その後オーフス条約xxxviで国際条約化した、
「情報公開」
「参加機会」
「異議申立」
という三つの原理にのっとって参加制度を分析していく図 ２.10。この三つの参加システム
の原理を、統合型 SEA の参加制度は構築し、プランニングプロセスと統合されることでど

SEAの情報的機能
による議論空間

統合型SEA

作業 A

ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

作業 B

準備書

社会

市民団体
関係自治体

民間企業

評価書

作業 C
プランニング

・
・
・

SEA
SEAの参加制度

情報公開
意思決定への反映

図 ２.8

統合型における参加を担う SEA の参加制度の関係
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実施主体

参加主体
情報公開

参加主体を通じた情
報収集と意向の反映

利害関係主体の
関心と発意を喚起

参加機会
異議申立

図 ２.10

参加のシステムを担う３原理

のような特徴が生じるのかを分析する。そして、この統合型 SEA の参加制度と、プランニ
ングプロセスと統合を分析する尺度として、プランニングプロセスを、「課題設定」「代替
案分析」「絞込み」「採択」の４つのステップで構築されるものと仮定して分析を行う。そ
して、一般的に SEA における情報公開は「SEA 文書」の公開が考えられるが、本研究で扱
う統合型 SEA の場合は、これに加えてプランニングプロセスで作成される「政策文書」が
情報公開の媒体として用いられる場合も考えられる。
SEA における参加機会では原科（2000）を基に「意見書」の提出機会と「公聴会」など
の会議形式の場が考えられるとした。そして、これらの意思決定の次元とは異なるものと
して、SEA の制度順守を保証し、違法状態が生じた場合にはこれを是正するための枞組み
として異議申立が手続として設けられると考えた（図 ２.9）。よって、この「政策文書」や
「SEA」文書がプランニングプロセスのいずれのステップにおいて公開され、
「意見書」や
「公聴会」の手続きがどのステップで実施されるのか、さらに、これらの各ステップの手
続きと異議申立がどのように関連付けられて制度が構築されているかが第３章の分析の枞
組みとなる。
続いて本研究は、この統合型 SEA が適用された場合に、どのように運用されるのかを明
実施主体

参加主体

プランニングの
ステップ

情報公開・
提供の機会

政策文書

課題設定

SEA文書
代替案分析
提案・意見の
機会

絞り込み

意見書

採択

公聴会
異議申立

図 ２.9
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統合された意思
決定のステップ
統合され
た作業

中間成果物#1
社
統合された
作業
会

中間成果物#n
統合され
た作業
最終成果物

図 ２.12 統合型 SEA のプロセスと参加
らかにするために、第４章では事例の分析を行う。これまで制度の次元においてプランニ
ングに係る制度と SEA に係る制度の２元的な並行するプロセスとして捉えてきたが、実際
の運用においてはこれらの二つの制度を運用し、統合された単一のプロセスとして記述さ
れると考えられる（図 ２.12）。そこで、本研究では、事例分析にあたって、まず全体のプ
ロセスを分析の枞組みである「課題設定」、「代替案分析」、「絞込み」、「採択」のステップ
に分解し、事例のプロセス構造の定式化を図る。そしてこれに基づいて、各ステップにお
いて統合型 SEA の参加がどのような手法で実施されたかを明らかにする。これが第４章で
ある。そして、最後に統合型 SEA の参加の効果を特定する。これは、第４章で明らかにし
た各ステップの参加手法が、事例として扱う成長管理政策の策定の議論にどのような寄与
をもたらした明らかにする（第５章）。以上の研究の全体構成を提示したものが図 ２.11 で
ある。
５章
４章
３章
プランニング

SEA

作業 A

ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ

作業 B

準備書

作業 C

評価書

社
会

制度レベルでの統合型SEA

図 ２.11

統合され
た作業
中間成果物#1
統合された
作業
中間成果物#n
統合され
た作業
最終成果物

社

会

運用における統合型SEA

本研究における分析の構成
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2.5.2

諸概念の定義

本研究における主要な概念に関しては既に定義を提示しものも含め、本研究における定
義を改めて提示する。ただし、各定義の中には第１章及び第２章で整理した学術的議論や
実社会における多様化して実情を踏まえた定義があり、これらは前述の整理と照会される
ことで議論の経緯を踏まえて理解される定義とされたい。
 環境アセスメント：政府や行政機関などの公的な意思決定によって、重大な環境影響
が生じるおそれがある場合に意思決定がなされる前に環境影響を予測・評価し、負の
影響を回避・低減するためのプロセス.（「環境影響評価」、
「事業段階の環境アセスメ
ント」、「EIA」との区別の基準は第１章脚注 ix を参照）

 戦略的環境アセスメント（SEA）：事業実施の段階よりも上位の、政策、計画、プロ
グラム、及びその他の環境または社会の持続可能性に影響を及ぼすおそれのある戦略
的な段階の意思決定を行う者に対して、情報的手段を用いて環境配慮を促し、かつ科
学的な分析と根拠に基づいて環境に配慮した意思決定を行うことを可能にするため
のプロセスまたは枞組み.（本定義に関しては一般的な SEA に関する定義と一致しな
い部分もあるが、第２章２節の整理に基づくものである）

 政策、計画、プログラム、事業：政策は、政府または行政機関において将来実現され
るべき状態と実現のための基本的な方針を提示する文書であり、下位の意思決定の段
階に対し方向性を付与することを目的としたものである. 計画は、政策において提示
された方針を具体化したものであり、今後実施するべき施策の全体像あるいは具体的
な施策に関する基本的な枞組みを提示する文書である. プログラムは将来において計
画される複数あるいは個別の施策に関して、施策を実施する順序やタイミングを提示
し、事業実施の枞組みを提示する文書である. 事業とは個別の施策を実施する行為で
あり、事業実施の詳細を設計した文書である事業計画に基づいて展開される. 以上の
政策、計画、プログラム、事業の定義はいずれも相互に相対的であり、かつ理念的整
理であるため、実社会においては定義通りの呼称が用いられるとは限らない.

 意思決定の段階：政策、計画、プログラム、事業の４つから構成される公的な決定に
おける内容の具体性に関する段階. 政策段階が意思決定される内容の具体性が最も低
く、計画段階、プログラム段階、事業段階の順に具体性が高くなる. なお、この概念
は各段階において意思決定された内容が文書にとりまとめられ、公的な権威に基づい
て採択されるものと想定する. ただしこの４つの段階は理念的な段階であり、実社会
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において一部の段階が存在しない場合もある.

 プランニング：一般的には計画や企画をたてること. 本研究では政府や行政機関にお
いて、将来実現されるべき状態、実現するための基本的な方針、具体的な施策につい
て取りまとめた公的な文書を策定するための行為. つまり、政策、計画、プログラム
を作成するための行為. なお、本研究において単に「計画策定主体」とした場合は、
プランニングを行う主体のことを指す. （都市計画分野で用いられ場合が多く、その
場合は都市の現在及び未来の状況を見据えながら都市に関与する主体の都市空間に
対する要求を踏まえ、都市空間形成の目標・方針・施策を統括的に定めるための取り
組み（村山, 2004）.）

 プランニングプロセス：プランニングとして行われる、法制度によって規定された手
続き及びプランニングを行う主体によって自発的に実施される取り組みの進行過程.
具体的には、プランニングが取り扱う計画課題の特定から最終計画案を取りまとめる
までの複数の個別作業及び最終案の公的な決定による採択に至るまでの行為の進行
過程であって、本研究では理念的に「課題設定」「代替案分析」「絞込み」「採択」の
４つのステップで構成されるものとする.

 参加：一般的には当事者以外のものが関与すること. 本研究における参加は、プラン
ニング（以下、SEA と可換）の原理の一部を構成する概念あるいはプランニングの
一部で、プランニングの意思決定によって影響を受けると想定される人々、及び意思
決定に関心のある人々がプランニングに関与する行為、あるいはその概念. なお、こ
のプランニングに関与する主体を「参加主体」とする. 本研究では、
（１）計画策定主
体から参加主体への情報の公開・提供、（２）参加主体から計画策定主体への提案・
意見の提出、（３）プランニングに係る不服審査および行政事件訴訟の異議申立の３
つから構成されるとする（1992 年国連の環境と開発に関する会議で採択されたリオ
宣言第十原則を基に）. 参加主体の範囲は、計画策定主体以外の主体が想定され、一
般的には市民、企業、行政機関、NPO 等の市民団体、政治団体などが挙げられる. な
お本研究で扱う事例分析においては、計画策定主体に含まれる組織であっても、プラ
ンニングにおける計画策定主体以外の主体がプランニングに関与するプロセスにお
いて、プランニングの被影響主体として関与している場合においては参加主体として
取り扱う.
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2.5.3

研究の手法

本研究では、まず米国のアセス制度を連邦政府、州政府それぞれによる制度として整理
する。そのため、連邦政府のアセス制度の基本資料として、連邦法である国家環境政策法
(NEPA)、国家大気浄化法、行政手続法、情報自由法、また NEPA に関わる連邦規則である
CEQ 規則を基に NEPA のアセス制度を把握した。また、連邦政府による今日の NEPA の
運用と SEA に関わる制度の詳細を調査するため、NEPA の実施に関わる環境諮問委員会
（CEQ）の発行する資料を基に調査を行った。さらに、現場での実施と最新の情報を得る
ために、NEPA を管轄する連邦政府 CEQ、連邦環境庁（EPA）にヒアリング調査を行った。
また、NEPA におけるアセス手続きの担当機関になる各事業庁の内務省（DOI：Department
of Interior, 国有林や国立公園などの国有地を管理している）、交通省（DOT：Department
of Transportation）に対してヒアリング調査を行った。これらのヒアリング調査は第１次
調査として 2006 年 11 月から 12 月にかけて実施した。
本研究では、続いてワシントン州のアセス制度を把握する。このため、ワシントン州に
おける環境アセスメントを規定する州環境政策法（SEPA）をワシントン州法に基づいて調
査した。同時に、SEPA によるアセス手続きを詳細に規定する SEPA 規則を行政規則集か
ら、州政府において、SEPA の規則と実施を管轄する州環境局の発行した、SEPA に基づく
アセスの細則を示す SEPA 便覧を用いて調査した。また、SEPA 手続きの改定に伴う行政
内部の調査資料、実際に SEPA で用いられるアセス文書の形式書、現在の制度に基づいて
発行されたアセス文書などの行政文書に関して入手し分析した。これら行政資料の文献調
査に加え、現地における実際の取り組みと、より詳細にわたる制度の実態を調査するため、
ヒアリング調査を行った。ワシントン州におけるヒアリング調査では、初めに州環境局
（DOE：Department of Ecology）、州廃棄物課、州通産開発局、州交通局、に対し、主政
府におけるアセスの制度と実施状況に関し調査を行った。引き続き、州政府の下に設置さ
れる郡、市、及び複数の群で構成される広域委員会といった地方自治体に対しても、SEPA
によるアセスの実施状況のヒアリング調査を行った。本研究では、これらの公共主体に対
するヒアリング調査に加え、ワシントン州大学の都市計画を専門とする大学教員、ワシン
トン州で活動する環境 NPO に対してもヒアリング調査を行った。これらは第２次調査とし
て 2008 年１月に実施した。
さらに、事例に関する調査は VISION 2040 の策定プロセスで発行された行政資料に加え
て、VISION 2040 が対象とする自治体が VISION 2040 に関連して作成した行政資料、参
加主体が作成した資料を収集し事例のプロセスと各主体の関与を明らかにするのに用いた。
また、現地で発行されている主な新聞メディア５紙の中から、事例に関する記事を収集し
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分析に用いた。主要な参加主体に対するヒアリング調査は、第３次調査として 2008 年 11
月から 12 月にかけて実施した。以下の表 ２.11 はヒアリング調査一覧である。

表 ２.11
時期

本研究における米国現地調査一覧

対象機関

場所

人数

連邦 CEQ, 環境庁 (EPA)- HQ,
/

EPA Waste Div., EPA PI Div., 内

ワ シ ン ト ン

12

関連中央省庁

務省(DOI) 国土管理局, DOI 紛

D.C.

人

オリンピア

6人

連邦政府

争処理室, 交通省 (DOT)
2006.

第
１
次
調
査

11/25

州政府

地方連邦機関
/ 地方公共団
体 / 自治体

Waste, 州交通局 (DOT)

2008.
1/12

EPA 第 10 管区本部,キング郡環境
局 DoE, ピュージェット湾広域委
員会 PSRC, キング郡廃棄物局,

シアトル

15
人

シアトル市企画課
ワシントン大学都市計画科, 環境

シアトル

2人

シアトル

1人

地方連邦機関 EPA 第 10 管区本部

シアトル

4人

地方公共団体 ピュージェット湾広域委員会

シアトル

2人

地方公共団体 ピュージェット湾広域委員会

シアトル

2人

その他

第
３
次
調
査

(DOE) HQ, DOE

～
12/9

第
２
次
調
査

州環境局

州政府

NPO-Future-wise
州環境局 (DOE)

～
1/19

エベレット,

2008.
11/25

自治体

～

スノホミッシュ郡計画局, ピアス郡

シアトル, タ

10

計画局, キットサップ郡計画局

コマ, オーチ

人

ャード

12/9
市民団体

地権者協会 KAPO, 環境

オーチャード,

NPO-Future-wise

シアトル

7人
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【脚注】
xxvii

事業段階の環境アセスメントの限界に関しては前章で整理したが、主には１事業の中
止や規模の変更など、根本的な環境影響回避策が実現されにくい、２複数の事業による
累積的影響や複合要因による環境影響の予測評価が困難である、３個別事業計画の扱う
時間スケールを超えるような長期的な環境影響の評価が困難である、の３点に整理され
る.
Fischer（2007）では、
「管理型 SEA」と「閣議型 SEA」を「Administrative-led SEA」
と「Cabinet-type SEA」としている. このため、必ずしも直訳としては正しい和訳では
ない. しかし、
「Administrative-led SEA」では、行政や開発援助機関などにおける構造
化された制度に基づいて意思決定が手続的に進められという意味で制度あるいは手続的
に管理された意思決定に対する SEA、「Cabinet-type SEA」では、閣僚による合議体で
ある閣議における意思決定に対する SEA という意味を踏まえて、それぞれを「管理型
SEA」と「閣議型 SEA」とした. なお、両者の厳密な定義は Fischer（2007）において
も明記されておらず、両者の性質の違いを示すためのラベルとして「Administrative-led
SEA」と「Cabinet-type SEA」は用いられている. 詳細は著を参照されたい.

xxviii

カナダは 1990 年の閣議決定により政府の内閣における意思決定に対して SEA を適
用、1999 年に改正. デンマークでは首相令により 1993 年より実施、1995 年、1999 年、
2004 年に改定. フィンランドでは、
「法案提出に係る EIA ガイドライン」により 1998
年より実施. オランダでは内閣指令により「法案にたいする環境 e-test」の規定で 1992
年より実施、2004 年改定. チェコ共和国では、EIA 法により 1992 年より実施、2004
年改定.

xxix

原沢は、第三次環境基本計画（環境省, 2006）を基に、環境政策における施策の種類
として「環境ビジョン」
「直接規制」
「枞組み規制」「経済インセンティブ」「自主的取り
組み」「情報施策」「手続き施策」「環境教育・環境学習」「科学技術」「科学技術」「資本
整備、投資、ベストミックス等、その他」に分類整理している（原科, 原沢, 2007）.

xxx

xxxi

ここでの公共空間は、公開空地や公共施設などの公共性を有する物理的な空間ではな
く、情報的な次元において社会のあらゆる主体に対して開かれ、共有されうる概念的な
社会空間である. ここでは、言語のよって媒介されたコミュニケーション行為によって、
参加する主体が自由に情報の交流や新たな情報の生産が可能になる. これらの行為によ
って公共空間の中に特定の事象を対象とした議論空間が形成される. このような概念的
な空間に関しては、Jurgen Habermas が自身の教授資格論文である『公共性の構造転換』
（1962）で本格的に提示し後の『コミュニケーション的行為の理論』
（1981）においても
扱われた「公共圏」の考え方に近い. ここでの「公共圏」は諒解志向型のコミュニケー
ション行為によって醸成され間主観における共有された社会空間であり、複数存在する
討議アリーナとそこにおける意見のネットワークによって構成される概念的な空間であ
る. この公共圏に関する市民的公共圏の構造転換において、
「政治的公共圏」を実現する
アリーナの実例として道端、居酒屋、コーヒーハウス、PTA、ロックコンサート、学術
サークル、市民フォーラム、NPO といった物理的空間に加えて、テレビ、雑誌、新聞な
どに媒介された抽象的な空間を上げている. この政治的公共圏は、近代西洋における資
本主義経済の萌芽期における絶対主義的な国家の経済統制への反動として形成されたと
いう背景的な側面とともに、コミュニケーション的理性を基盤にした市民社会が「公論」
を形成していく場であるという機能的な側面において、本論の「公共空間」とは必ずし
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も一致しないものである. [「（政治的）公共圏」に関しては、細谷, 山田,（1994）; 中岡,
（2003）を参照.]
xxxii

日本の環境影響評価法においては横断条項として制度化されている. 横断条項に関
して環境省は、「環境影響評価法の対象となる事業は、許認可を受けたり、国の補助金を
受けたりして行う事業か、国が自分で行う事業である. つまり事業を行ってよいかどうか
を行政が最終的に決定できる. しかし事業に関する法律(道路法、鉄道事業法など)では、
事業が環境の保全に配慮していなくても、許認可や補助金の交付をしてもよいことにな
っている. そこで、環境影響評価法では、環境に配慮していない場合は許認可や補助金
の交付をしないようにする規定を設けている. これを横断条項と呼んでいる. 」と解釈し
ている. 米国の国家環境政策法（NEPA）における環境諮問委員会（CEQ）の他の連邦
機関に対する勧告と助言も、この制度として挙げられる.

xxxiii

SEA の EU 指令に関しては第１章の 1.2.2 および、前掲脚注 xiii-xx に詳しい.

サイモン理論とまで呼ばれる Simon の一連の業績において最も象徴的な概念が「限定
合理性（bounded rationality）」であるが『管理行動』の中には、限定合理性（bounded
rationality）という言葉は用いられておらず、あくまで基礎となる概念「合理性の限界
limits to（of） rationality」が提起されるにすぎない. そこで本論ではこれを限定合理
性を導出する概念として表記した.

xxxiv

Ansoff は、経営における意思決定を行う組織の階層を「トップマネジメント組織」
「ミ
ドルマネジメント組織」
「ロウマネジメント組織」に分類し、それぞれで行われる意思決
定を「戦略的意思決定」
「管理的意思決定」
「業務的意思決定」として整理した. 「戦略
的意思決定」は、企業の経営方針として全体の生産量の拡大や縮小、新規投資、経営統
合や合併といった企業体全体の行動を規定する意思決定で、非構造的な意思決定のプロ
セスと同じ決定を繰り返す機会が尐ない非反復的性質が特徴となる. 「管理的意思決定」
は、戦略的意思決定において構築された経営方針を、個別の戦術に反映させるために必
要な管理を行う. 具体的には、各部の組織改編から運営資材の投入などが挙げられ、半
構造的で、場合によっては定期的に繰り返される緩やかな反復性を有する. 「業務的意
思決定」は日々の業務における具体的な達成目標を決定し、これを達成するための諸問
題を取り扱う. 決定の内容は最も具体的で、定型化された決定が日常的に反復されるの
が特徴とされる.

xxxv

xxxvi

オーフス条約は国連欧州経済委員会（UNECE）で作成された環境条約. 環境に関する
情報へのアクセス、意思決定への参加、司法へのアクセスを 3 つの柱とし、それらを各
国内で制度化し、保障することで、環境分野における市民参加の促進を促すことを目的
とした条約.
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