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 環境規制 

 

フィリピンの環境問題 

大気汚染 

フィリピンではマニラ首都圏を始めとする都市部において大気汚染が深刻な問題となっている。

大気汚染の主な原因は、工場等の煙突から排出される硫黄酸化物等の汚染物質と自動車の排ガス

に含まれる汚染物質である。 

前者の固定発生源について、新設工場では公害防止装置の設置が義務付けられている。また、

共和国法 8749 号（“Philippines Clean Air Act of 1999”）に基づき、汚染物質を排出する施設や設備

を建設、拡張又は改良する際には環境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources: 
DENR）の環境管理局（Environmental Management Bureau: EMB）が現場で排ガス検査及び公害防

止設備の評価を行い、合格すれば操業許可が出される。この操業許可については 1 年ごとに更新

が必要である。後者の移動発生源についても、公害防止装置の装着が義務付けられている。また、

全ての車輌は登録更新時に排ガス検査を受ける義務があり、検査に合格しなければ更新されない。 

 
水質汚濁 

フィリピンにおける河川や湖沼、海域の水質汚濁は非常に深刻な状況となっている。水質汚濁

の原因は、工場排水及び生活排水、また農業排水による農薬、重金属、有害物質などである。工

場やオフィスビル、商業モール、ホテル等の大型事業所からの汚染物質排出については、2004 年

水質浄化法（共和国法 9275 号）で定められている排水基準まで汚染濃度を削減する排水浄化施設

を設置することが義務付けられており、排水については環境管理局（Environmental. Management 
Bureau: EMB）の許可を必要としている。また、マニラ首都圏南東にあるラグナ湖水域では、ラグ

ナ湖開発庁（Laguna Lake Development Authority: LLDA）がラグナ湖に排出する全ての事業者及び

集合住宅・家庭に対し、排出する汚染物質の量に応じた課徴金（環境利用料）を徴収している。 

 
廃棄物 

フィリピンでは人口の過半数が都市部に居住しており、住民が排出する廃棄物も年々増加して

いる。マニラ首都圏から廃棄されたごみの量は、2019 年には年間の予測ごみ量 58,112 ㎥に対し、

半年で 66,000 ㎥のごみが廃棄されている。 

ごみ焼却に伴うダイオキシン発生問題から 1999 年大気浄化法（共和国法 8749 号）において、

一般ごみ焼却炉の設置及び利用が禁止された（医療及び有害廃棄物は焼却可）。そのため、収集さ

れた廃棄物は埋立て処分されることになっている。固形廃棄物の管理責任は各地方自治体とされ

ており、2000 年の生態的固形廃棄物管理法に伴い、オープン・ダンピング方式から、管理埋立方

式へ改善している自治体も見られる。一方、工場から排出される有害廃棄物については事業者に

よる届出が義務付けられている（第 11 章の許認可手続を参照）。有害廃棄物処理は、EMB による

操業許認可を取得した業者が行うことになっているが、その数が少なく（2015 年 8 月時点で全国

に 119 事業者のみ）産業廃棄物処理も大きな問題となっている。 
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気候変動 

世界的な気候変動に対する問題意識の高まりの中で、フィリピンにおいても一定の対応を検討

し始めている。1997 年には、国家全体で持続的な開発を可能にするためフィリピンアジェンダ 21
が発表され、環境天然資源省の環境管理局は省庁横断組織である IACCC（Inter-Agency Committee 
on Climate Change）を発足させた。Climate Change Act of 2009 はこれを受けて発行されたものであ

り、気候変動のコンセプトを全ての省庁が作成する開発計画に織り込むものである。 

また、Philippines Climate Change Commission（PCCC）からは National Framework Strategy on Climate 
Change 2010-2022 が発行され、自然の生態系の保全により気候変動問題に対応することを目指し

ている。当該取り組みには、KRA（Key Result Area）が重点項目として設定されている。具体的に

は、エネルギー効率と省エネ、再生可能エネルギー、環境的に持続可能な交通、持続可能なイン

フラ、国家 REDD+戦略（Reduction of Emission from Deforestation and forest Degradation：REDD）、

廃棄物の処理である。 

 

環境保護の体制・法体系 

フィリピンでは、1976 年の大統領令 984 号に基づき国家公害制御委員会及び国家環境保護委員

会が設置され、翌年に環境基本法に相当する大統領令 1151 号（フィリピン環境政策）及び 1152 号

（フィリピン環境法）が公布された。その他、排ガスや排水、廃棄物に関する規制が個別に定め

られ、法令毎に実施細則及びその実施のための手続規則や技術ガイドラインが作成されている。 

環境保護方針（大統領令 1151 号）（1977 年）では、国は人と自然が共存できる環境を準備し維

持する責務があると認識し、政府機関及び営利企業等が、自然に重大な影響を与える事業を行う

際には以下に関する詳細な報告を含む「環境影響報告書（Environmental Impact Statement: EIS）」を

作成することを求められる。 

(1) 自然環境への影響 
(2) 事業が行われる場合、避けられない反自然的影響 
(3) 対処方法に関する提案 
(4) 短期間での自然利用による長期的な自然の保全・成長への寄与 
(5) 事業が資源を消耗する場合その正当性 
 

大統領令 1151 号に規定された「環境影響報告書（EIS）」が環境に重要な影響を与える事業又は

地域での事業に求められ、それにつき EIS システムが設立されるものとされている（大統領令 1586
号）（1978 年）。EIS が求められる事業又は地域は、大統領が特定するのであり、当該事業又は地

域での事業は環境適合証書（Environmental Compliance Certificate: ECC）の取得なくして行うこと

はできないとされている。  
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図表 15-1  環境規制及び基準  
法規制名 制定年 法名称 概要 

環境基本法 1977 年 フィリピン環境政策（Philippine 
Environmental Policy） 
（大統領令 1151 号） 

国家の環境政策、環境目標、健康な

環境を享受する権利、環境影響評価

の実施及び執行機関、ガイドライン

等を定めている。 
フィリピン環境法（Philippine 
Environmental Code） 
（大統領令 1152 号） 

大気質、水質、土地利用、天然資

源、廃棄物についての管理制度を

定めている。 
排ガス規制  
（大気） 

1993 年 大気環境基準（Air Quality Standard）
（行政命令第 14 号） 

短期と長期に分けた基準の設定、特定

排出源項目については濃度、平均暴露

時間及び分析法が定められている。 
1999 年 大気浄化法（Philippine Clear Air Act 

of 1999）（共和国法 8749 号） 
有害ガスを排出する都市ごみ、医

療系廃棄物、有害廃棄物の焼却を禁

止としている。 
排水規制 
（水質） 

1990 年 水の利用と分類/水質基準（Water 
Usage and Classification/ Water 
Quality Criteria）（行政命令第 34
号）及び排水基準（Effluent 
Regulations）（同 35 号） 

淡水の水質を 5 クラス、海水を 4 ク

ラスに分類し、各クラスに対する

水質基準及び分析方法、排水基準を

規定している。 

2004 年 水質浄化法（Clean Water Act of 
2004） 
（共和国法 9275 号） 

汚染源に関わりなく全ての水の

水質管理に適用され、水質基準や

規定、市民の義務や罰則などが定め

られている。 
廃棄物規制 1975 年 フィリピン公衆衛生規則（Sanitation 

Code）（大統領令 856 号） 
産業廃棄物に関する規定等、公衆衛生

に関する原則を定めている。 
1990 年 有害物質及び有害核廃棄物規制法 

（Toxic Substances and Hazardous 
and Nuclear Waste Control Act）

（共和国法 6969 号） 

有害廃棄物の定義や事業者の義務等

について定めている。 

2000 年 生態的固形廃棄物管理法 
（Ecological Solid Waste 
Management Act） 
（共和国法 9003 号） 

固定廃棄物を「家庭ごみ、商業ごみ、

非有害な産業廃棄物」と定義し、リサ

イクルを含めた管理について定めて

いる。 
環境影響評価 1977 年 環境影響評価制度（Philippine 

Environmental Impact Statement 
System (PEISS)） 

（大統領令 1586 号） 

環境影響評価の調査を行い、審査を受

け、環境遵守証明（ECC）を取得した

後に事業に着手できるとした制度。 

（出所）環境天然資源省、ジェトロ資料より作成 

 

フィリピンは環境に関する国際条約である「バーゼル条約」、「生物多様性条約」、「ワシントン

条約」及び「ラムサール条約」全てに批准している。 

環境行政は 1987 年に設立された DENR が担っており、その中で特に、EMB が環境管理、公害

防止、環境アセスメント等を所管している。また、ラグナ湖地域の開発と環境は LLDA が政策を

実施しており、当地域周辺の開発行為に関する許認可は LLDA を通じて行われる。 

近年、フィリピンではプラスチックごみに対する意識が高まっており、使い捨てプラスチック

やプラスチックごみ輸入を禁止する法案を整備中である。 
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また、フィリピンにおいては、ごみは埋立てによって処理することが一般的であったが、衛生

上の問題などから廃棄物処理施設の導入が進められている。2019 年 10 月、廃棄物処理発電施設

の所有・運営にかかる外資規制を撤廃することをエネルギー省（DOE）が発表した。 

 

環境アセスメント 

環境アセスメント制度は前述の大統領令 1151 号第 4 条によって規定されている。公社を含めた

全ての政府機関、民間団体、企業は環境に影響を与える一定の活動、プロジェクト、事業を実施

するにあたり、事前にその影響を調査し、環境適合証（Environmental Compliance Certificate: ECC）
を取得することが義務付けられている。第 11 章の許認可手続で述べたとおり、ECC を取得できな

い場合は、事業を実施することができない。事業は環境への影響度から次の 4 つに分類され、分

類に応じた環境アセスメント調査及び審査が行われる。 

（1）環境に重大な悪影響を与える恐れのあるもの 

（2）環境上、脆弱な地域で活動が行われるもの 

（3）環境を改善するための事業 

（4）環境悪化の原因とならない事業 

上記（1）の中でも、特に事業が周辺環境に重大な影響を与えると想定される重工業や資源採掘

業、都市開発については、環境影響評価書案（Draft Environment Impact Statement）を EMB に提出

する必要がある。 

 

環境汚染が問題となった事例 

ドゥテルテ政権から環境省長官に就任したジーナロペス氏は環境活動家として知られており、

2017 年 2 月に 23 もの鉱山において、水質汚染や水源の破壊を引き起こしているとして操業停止

を命令した。また、有害物質を排出していたことにより石炭炊き火力発電所が操業停止を命じら

れたほか、その近隣の火力発電所においても石炭灰の廃棄が禁じられ調査を受けることとなった。

ロペス長官は 2017 年 5 月に退任したが、同省は引き続き大気汚染、水質汚染、産業廃棄物処理に

ついて違法業者を摘発するとしている。 

2018 年 4 月、フィリピン政府は世界的にも人気のあるビーチリゾートであるボラカイ島を環境

閉鎖し、 大半年間、観光客の立入りを禁じる措置を講じた。同島は観光客が急増して汚水対策

などが後手に回り、ドゥテルテ大統領が「汚水のたまり場」と形容する状況に陥ったため、閉鎖

して観光客の立入りを禁止し、再生作業を進めた。2018 年 10 月には観光客の受入れを再開して

いる。 

  


