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行政疑会論集　第蔦誉　第i簿

はじめに

　ウル撃ヒ・ペックは規代社会を「リスク被会」iと特籔づけ、全ての安全・

安全性を脅かす境象は、自然発生的にでも、棒や悪魔によるものでもなく、む

しろ、人間の意思決定に左右される、つまり、入閣による積極的形成作爾を受

けたものであるから、このような現象は、麟人ないし社会に帰責できるもので

あるとした2。情鞍社会や鯵スク被会などの表現にみられるよう、科学妓籍を

駆硬した挫会において、その変髭を安全・安全性の視点から特後づけると、事

醜翫癒蟹家（V醒sor暮e離er　Staat）3、家舞教締国家＠r瀧e蘇蜜a亜er　St3＆t）4

や予防遜家（費鍛ve櫨沁惣s鑓aatPなどが考えられる。これらは、聖代におけ

る経済・科学技術の発展が、便宜やチャンスと共に新たな1ナスクを生み出すが・

その1タスクに繋する事業者等による自己コント臓一ルと責任には一一定の限界が

あるから、権力を独占する綴家にたいしその凝鶴が求められ、それに公法学が

い力婆こ皺む緩むのかという問題提起でもある⑪とりわけ、新たな知見を得るこ

とで、未知が認識され6、安全性と其に、不確実性に象籔される弩スクも増大

する7。しかも、1｝スクは、暗闘的・空職的に持続して外在化されるため、l／

スクをはらんだ決定による被害餐は、懇人的箏スク決定を除けば、多くの場合、

絶入、飽の地域および縫の縫代のものである8。縫方で、専絹家闘で曹ナスクと

安全性について争いがある場合、韓家は、すべての接客発生源やその撰害に関

する経験的知見がないあるいはそれが不十分であることから、露果関係や原灘

煮が聡確化・特定建できないため、握害発生を防鑑する精確で効果的な負欝を

膜翼系煮に課すことができなくなる。　ここ畢こ、｛達来の驚1察法的発想畢こよる新造験一

1薦樂1茎翼系一警察嚢荘三を奮重う妨讐萎黄」と㌧・う定式のみではなく、餐蟹薯賠｛震霧1鍵菱お

よび縦事凝度も1一分機能しないため、濃霧発生を未然に防1き1する擁家による予

防的介入が必要となってくるのである9。

　躍家任務は、現状維持（st3灘s　q簸。）、すなわち、経験に基づく懸騨的で時

　　　　　　　　　　　　　　　一38一



ドイツ公法学における瞬スク管運手法欝究序説（下塗憲治）

間的に近接した危険ないし障害がない状態の維持または原状懇復を目指す亀験

防除から、長難的で将来を捲向した、群羊技衛に基づく社会の変化・発展遍程

を麟御する1ヌスク事前瀧憲（照S盈騨orso聡e）へと鉱摂してきている臆。安

全確保・安全性の病上という馨家任務（S盤ats3顧ga挽S壷磁er難ε紛は、ドイ

ツでは一般的には、ドイツ基本法、ヒ、平和要請（前文および26条）、社会羅家

原理（欝条）塁および礫境保護という国家目標媛定（欝3条〉、そして、国家の

基本権保護義務i2の総麹によって構成される董3。

　従来、「嘆スク」にかかわる法的議論の中心は、連邦イミシオーン保護法や

原子力法の一一場面をめぐる紛争・議論の中で、原子力施設の安全性や工場から

の欝轟など、いわば施設の安全確保・安全性の向、ヒに纏わるものであった。地

方、本稿で分析対象とする醤スク分析」ないし牌スク管理謹その地の手法

は、医薬品・食品をめぐる琴スク管理行政においてもみられる。このようなll

スクをめぐる議講の躯程の開題もある。すなわち、麟者の施設に麗する議論が

後者の地学糎質等に関する場合にもそのまま当てはまるかどうかである。さら

に、遺伝子工学に代表される科学に対する法の麟度化の議論なども登場し、科

学技術の進歩とともに、行政法システムの購造も変乾してきている。

　また、琴スク機念は、危験機念のマイナス（醸雛s〉、すなわち、蓋然性か

ら可能性への予灘基準の低減を意秣するのか・危繋とは驚魎（a豊海4）である

のかという議論が趨てくる．これらの点について、コント灘一ル対象、利害麗

係や保護法益の内容と穫度、人間の知見の程度など、さまざまな要素を総合的

に判慰して、纒鎌法の縷討をしたうえで議誰を展麗する必要があるのではなも、

かという聡題関心のもと、本稿では序論的考察を進めていきたい。

　危験鋳除（G撹a搬澱ぬwe短）や畔スク蟹織（懇S逮0盤量盛搬蓋e難R9）、すな

わち、安全・安全性をめぐる法的観点からの議論では、さまざまなアプ欝一チ

をとることができる。たとえば、いかなる危験ないし畔スクをどのような手段

で防歪ないし低織するのか、といった実体法的アプローチ、だれが危険一／ス

クの防ll二・軽減について責任を負うのか（縷家なのか、麟観なのか、あるいは、
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打数嫉会譲葉　第欝巻　第i号

企業なのかというもの、さらに羅家を中心にして愚考すれば、露治体が負うの

か、羅が負うのかというもの）という綴織法的アプΩ一チ、そして双方のアプ

欝一チと密接不再分に結びついている手続法的アプ麗一チ、すなわち、いかな

る手醸でそれぞれの懇題を解決していくのか、あるいは、意思淡足していくの

か、である。もちろん、このようなアプ臓一チは、権互に密接に関係するから、

総合的・統合的にとむあげることが望ましいが、本鵡では、その藩段躇として

写スクに纏わる意思決定手法としての圭ナスク籔理手法をと鯵あげ、主に手続法

的アプ欝一チを中心とした作業にとどめたい。いずれにしても、公法的観点か

らすると、安全・安全性および1タスクをめぐる法的閣題状溌は、人権保瞳や法

治慮義等の憲法諸原理に照らし考察されるべきである。

亙　蓼スクの問題状況一食晶の安全確保・安全難病上を題縁にして一

　　董　E　Jおよびドイツにおける食品の安全確繰・安全性肉上をめぐる議論

　　　状溌

　アムステルダム条約重縫条2項2文では、礫境致策について、汚染者負握猿

舞l！と共に、事蕪醗慮（Vorsorge，騨ec雛t沁紛および予騎（Vor醗殻g撒g，

prev＄糞綬。麓〉の諸療賛llが燦定され、　ヨー露ッノぐ連合最高裁半瞬舞も、具体的急

襲が証明できない場合であっても、法療轡たる事麟醗癒原則に基づき、B　S猛

感染llスクを軽減するため実施されたイギリス産牛肉の輸入禁鑑措置を正当化

した越。このような董3S£事件のみならず蒐葺一群ッパではダイオキシンに汚

染された鶏の駿題、嚢界レベルでは、遺転子緩み替えによる食贔や成長ホルモ

ンにより肥育された食肉の簡題などに饑し、いっ、どのように事麟醗縷療欝を

適繕するのか、あるいは適霧が許されるのか、が重要な課題となり、その解決

をはかるため、事繭醗憲繧難の遷鱗に嚢1する琶U委曇会鞍｛癖5が提議された。

　講蝦魯によれば、事繭醗憲療選は、アムステルダム条約で定める潔境政策よ

り広い趨絹領域、したがって、難境と健康の領域金棒の燈濠則であむ、群学

　　　　　　　　　　　　　　　　4春心



ドイツ公法学にお1ナる琴スク管鑓手法醗究窪説（下出憲濡〉

的評懸によれば不確実ではあるが、覆境および人懸・動殖勃の健康にたいし受

容できないまたは鷺Uのゼ高い保護水準（盤磯es　S磁滋z盤ve鍛）猶と合致し

えない危険源（Ge盤撤e簸，骸aza戴S）があるという危撰（3esor暮懸S）に至当

な根擬がある場合に妥当する。そして、事前配癒の蟻緒（Vors鍵藪ea賊a鋤と

事藤癒雛｛（V。ぎS・rg鱗a魏a漉鋤とを区分し、事前配癒簾舞llを適駕す

るかどうかは、ある現象、製造麹またはある行為の負の結果が生じる可能性が

探知され（e懸垂ttε麺）、酵及的包括的な科学的蓼スク分析が実施され、かつ、

この讐スク分析が不十分で、不明確または不籍確なデータのため、当該彗スク

の…義的纏定ができない状溌によって決まる。事譲醗憲推選を講じるかどうか、

その具体的手段の選択も、政治的な意思決定であるとされ、その際、一定の馨

スクが教会的に受容されうるかどうかが決定的要素となる。それゆえ、つぎの

三麟提があるとき初めて、事前醗癒的保護鑑灘を講ずることができるとしてい

る玉子。すなわち、①耕学的な方法でいかなる瞬スクが存在し、どの程度それが

高度なものかが聡らかにされなければならない、②撰害発生のメカニズムが科

学的に不確定であるため晃込まれる擾害発生の蓋然性と帰責可能性が包括的に

証明されえないときは、損害婆スクが推灘されることで十分である、③②の場

合、人懸もしくは勤纏麹の健康および環境に対する特購な危験海で不可逆的な

結果をもたらすおそれがなければならないi8。一一定の犠質および製造暢で、先

見的に（3韓or量〉有害であるあるいは一定量をこえたときに有害となる場合

には、立法者は証明責任を念のため転換し、反証のない鰻り、その有害牲を蕪

鍵とする至磐。そして、事前配癒漂嚢彗による措置は、暫定的（vor謄癒ig）なも

のに過ぎず、更なる鷺鞍の収集と継続的なモニタ弓ング等による審査が義務づ

けられている。

　事響擁雲憲簾1懇1ま、荘ナスク分業霧（1タスク評懸、1タスク管鑓と醤スク・コミュニ

ケーション2偽に基づいて考癒されるべきものである。琴スク管理では、科学

的不確実性の程度・幾穫・籟灘等を意思決定者に聡示する曝及的包抵的な科学

的1｝スク評懸2至の結業と其に、意思決定手続の透1琴騰を鍵保し、無害関係人の

一4i一



行政嫉会誌集第蔦拳第i号

参麗と情報共有を行った上で、事繭醗慮措置を講じるかどうかを決定する。そ

して、事麟配癒搭渥を実施する藻重要となる五つの婆スク管鑓の燦準として、

①比擁漂無謬、②平等原則、③整合牲または講秘要請（Ko捲艶艶bzw．

S圭雛顛gkeltsgeむ。重）23、④作為・不作為との閣｛系での零ll益・不利益の比較衡

量、⑤科学的発展段賠との謁舞・整合盤が挙げられている。

　いわゆる予防原則・事前醗慮原舞彗は、欝鷺年代の麩西ドイツにおける覆境政

策の転換、すなわち、応急的対策から積極的予防的対策への転換を起源とす

る24。事羨醍癒が本来意味するのは、現在における利驚歎棄を遜じて将来にた

いする蓄えを生み畿すこと、すなわち、稀少となってきている自然資源を現時

点で倹約して、その資源を将来の墜代に蓄えとして保持することにある25。そ

れ、ゆえ、垂葉境資源を枯渇させないよう大窮に擾う　（sc難。鼓e登）　ことを目的とし、

人聞および自然のための将来的生活空態の形成、または、負荷可能性の蕃タザー

ブという意味での白露空聞が雑持されることになる罵。この資漂事麟配縷

（疑esso瀞ce簸vorso驚e）とは騨の1タスク事醗翫癒、すなわち、不確実性によっ

て特後づけられる琴スク状溌に対癒するため、蟹家借置の「許容される介入時

点の先取鯵」あるいは「危験の前段躇での介入」もある。葺声スクとチャンスは

相互に存在するが、そのチャンスを放棄することで、安全性を蓄積（ストック）

しょうとするものである。このように、資濠事前配癒と蔭スク事繭醗慮の観点

をもつ事前蔑縷原雛は、多機能的要請であるといえる。

　1ナスク事麟醒癒が先のεU委員会報告の主たる内容であり、連都BS盆対策

特騨措置法の醗定過程でも、この事前嚢己癒原則に基づいて籍定されたことが明

示されている2？。また、食品の裏金確保・安全姓向上に曝けた1ナスク分析手法

の導入が、野連邦食品の安全性と消費養の健康保護の新縫織に関する法律案」認

で試みられた。羅法案の内容は、まず、1｝スク評無機驚と1ヌスク管礎機照を分

離することを鱒的に、1タスク評爆1と琴スク・コミュニケーシ3ンを覆遇する連

奏靭スク評懸羅究藤（翫磁εs醜tl糠f敬登1甑obewer竃綴9〉と似ク籔理を

担当する連邦涜費者保護・食贔安全織（8撒des3鶴t∫鍵Ve爵r訟磁eでs磁硫z

　　　　　　　　　　　　　　　－42一



ドイツ公法学にお畿る1タスク管邊手法磯究序議（…猿、1玉憲治〉

職6Le漉鶴瀬tte観。魏r嚢e紛を連邦溝費者保護・食料・農業省に新設しよう

とするものである。繭者の｝多スク評簸麟究霧の主たる任務は、人の健康に直接

間接に麗わる食畠の安全性と消費者保護の問題に麗する科学的醗究、麟言・態

度表明ないし法綴定立の擦の科学的支援と、動物伝染病を除き、直接闘接に食

贔の安全性と溝費者の健康保護に影響を及ぼすすべての領域での連邦政策にた

いする科学的支援、磯究その飽峯タスク知識の普及等（連邦鯵スク評懸醗究所設

置法案2条および3条〉で、独立確保のため、属硬究蕗は公法上の営造麹とし

て設置される（瞬法案i条〉。これに対し、連邦消費者保護・食品安全局は、

独立した連邦行政庁として設置され（連邦消費者保護・食品安全疑設置法案i

条）、建学勃質および製造物の許認可を管轄し、健康に鰐する1タスクを回避し、

そして、直接鶴接に食品の安全1鑑にかかわ鯵、消費者の健康保護と食品の安全

性の領域における一一毅行政矯難の準備・各ラントの監督プ建グラムと計画の準

鋳と支援にかんし協籔すること等を任務とする（岡法案2条および3条）。

　ここで示されている樗来的な綴織講造の尿嚢liである1タスク評懸鎖域と1タスク

籔理領域との分離は狂Uの施策との整合雛iをはかると莫に、嘆スク評懸（行動

オプションの選毅を含む）は独立した科学的基盤によ鯵実施されるべきである

一方、菅ナスク管理は、法煙準に反しない限鯵、行動オプションの琵較衡量にあ

たって勉の問題（消費者の難待、経済的考察〉と政治的評懸に影響されうる。

食品の安全牲と健康にかんする消費者保護傾壊での婆スク評懸と弓スク管蓬の

機能的分離は、綴織構造の確定的原理であるともいわれている。この法案は・

連邦議会を通過したものの、連邦参議院で、①書｝スク解析一穿スク評懸を握当

することになる連奏鑓スク評懸癖究翫の独立確保に疑闘が残ること、②健康に

関わる殖スク評愚とl／スク籔麗という内容的分離は露難であること、③この法

案では、纏省の管轄分野（とむわけ、飲料水、遺伝子工学、EUのビオトープ

破壊紡ll二振舞、植物保護薬凝や化学鞠質法、と1の許認可）について考縷されてい

ないこと、⑧以11のような複雑な権縷縄係の下ではこの新綴織は有効ではない

こと、⑤BS£開題の発生からしても、動物伝染病についても薪綴織下の管轄
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にすべきであること、という運由から遜意されなかった騰。

　　2　わがくににおける食品をめぐる饗スク管理手洟に関する開題状1溌

　B　S露感染牛の発見以後、わがくにでも、人の健康ないし食品の安全性をめ

ぐる議論が活発化している。もちろん、食品の安全鍾をめぐっては森永磁素ミ

ルク事件やカネミ濾症事件など號にかな穆以蕪から議論されている。しかし、

今回特徴的であるのは、βS猛調査検討委員会報告書（鱒競年4月2欝）にみ

られるよう、撃スク分析手法を絹継て、よ鯵広範かっ体系的に食品の安全性を

向上させるための社会システムづく鯵が§指され、予跡漂則（事麟翫癒原則）

にたった措置を含む抜本的な法鱗度の見灌しが指摘されている点である。そこ

では、科学技衛の進展によむ「静懇的妻タスク涯のみではなく、ゼ動態的1タスク」

に着目し、1タスク分辮手法を「消費者の健康の保護を目的として、国民やある

集羅が危害にさらされる可能性がある場合、事故の後始末ではなく、可能な範

露で事故を未然に防ぎ膀スクを最小限にするためのシステム」と位鐙づけてい

る。そこでいう簿スク分析」は、建慧委員会報告と同様、「饗スク評懸玉

陪スク管理3および穆スク・コミュニケーシ葺ン」という三つの要素から

なる購造的手法である3窃。

　わがくにでも、カネミ徳症事件などを契機にはやくから予防行政の重要性が

とかれてきていた纒。また、「動態的婆スク」にも録癒する予跡漂則の発想も、

號に、食品衛生法6条および7条に定める食贔添撫物および食贔等の基準・綬

格綬麟で現実的には導入されていると評懸できる。たとえば、食品添擁鞠とし

て遜来利摺されていた誉味料チク蒙が新たな科学的矯箆に基づき、食品添癩勃

として使灘できなくなったことに対する瞬賠訴訟において、裁朝所は次のよう

に率彗示している32。食品添撫物の指定譲度は、その対象である化学的合成品等

が人体に対していかなる影響を与えるか未知の場合が多く、その安全性が実証

されるか、または確認されて擁めてその綾羅を認めるべきものとする公衆衛生

の陶｝二および増進の要請に基づくものであ鯵、ヂ指定を受けるため1こは、人の

健康を害するおそれのないこと、すなわち無害（安全〉であること、有害鮭の
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おそれもないことが積極的に実証または確認、されることが必要であって、その

ような要件を異籍していない場合に指定のなされることは法律上許されないと

解される葺から、轟然科学上の短覚の不請のため、化学的合成品等の措定がな

されたとしても、後彎、その認定が誤っているものと覇定されたとき、「当該

化学的合成昆等については鬚髭の要件が欠敏しているものとして厚生大臣によ

り捲定の取消がなされるべきである淫と覇示した。また、ベビーフードに放墾

線を照賭した行為にっき、瞬法7条2項違反がとわれた事案33では、「食品製

造等にかかる行政的燭麟に鰹しては、安全性に対し些かでも疑問のある食品は

窺麟する、いわば翻疑わしきは媛翻する選との原則が妥当する」ことを前縫と

して、「公衆籍生の見地から、放蟹線照躯による食品に薄する影響及びこれを

摂取する人体に対する影響等を十分に瞬究して、その安全性及び必要性を確認

する必要があり、右の見地から現靉靆においては、一一食品に嬉する放鍵線黙

窮を一般的に禁癒し、被黙秘食品ごとの各難財条件における安全性が必要かっ

十分な科学的データその飽食贔衛生1こ関する資料等で裏｛寸けられたものに関し、

食品衛生調査会の答申を待って鰯幾的に当該食品についての基準を定め、この

基準に適合する場合のみその綾絹を認めるゴのが観護の趣旨であるとしている。

　以上のように、わがくにでは、稗学技術の動態牲に蝿癒するような法鱗度が、

一定程度認められる。そして、麟記裁半彗携でも問題となっているのは、陰スク

に対慰する立法方法を含め、婆スク評懸と密接に結びついた讐スク管理である

といえる。

　　3　小　　抵

　従来からの版ク論は、安全と危験の悶を定量化し、最悪の事態が発生する

前になんらかの蛸策を講じ、未来を捲薄し瞬スク簿il減を騒ることを欝的とす

る3㌔それ冷え、この馨スク論、そして、それに基づく畔スク分摂手法ないし

1｝スク管理手法が化学鞠質の安全簑礫などに購籍られるが、その基本は、不確

実姓の条件下における意思決定を合蓬銘し、説得力をもたせることにある。こ

のような手法は、計露策定におけるさまざまな要素の比較衡量や予灘決定と類
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叛しておむ、行政立法や行政行為と闘わる裁量論とも麗保する。

　この饗スク管理手法に関して、麟遽のドイツ連邦参議院のみではなく、賎

にわがくにでも、摩スク評懸と1声スク管選の実際上の完全分離毒こは疑霧観す

る見解が串される鋳…方、1ナスク評懸は、　婆スク管理の公査三・合理性を糧保

する一つのプPセスであるという禰点から、鵯藪過程の明確化のため分離は

必要であるとの見解もある3§。鯵スク評懸と婆スク管遅の分離をめぐる議論

は「作業実施上の分離諜であ鯵、プロセスの観点からは一連のものとしてと

らえられる解。ただ、この議論の羨提として、そもそも舞タスク」磯念を法

的にどのようにとらえるのか、この点について、ドイツでは、睡来から「危

験防縫（Ge盤撤e盤aむwe撤M、r事麟配癒（Vorsorge〉」そして、「残存1講スク

嬢2str重s盈。擁をめぐる議論の中で大きな注譲をあびている。同時に、婆スク

管理手法はドイツでも注馨されているが、それをいかに法治国療蓬に適合させ

るのかなどの議論も、近年活発銘している。

　たとえば、科学技術の動態姓と法の安定盤という検討を要する基本閣題にか

かわって、わがくにでも、科学技術の動態姓に対慈すべく、號に立法上もさま

ざまな工夫が凝らされてきている。異体的には、環境基本法欝条i項に定める

環境基準については、「常に遍羅な科学的判懸が簾えられ、必要な改定がなさ

れなければならない」（第3項）38。この種の野望ましい基準」を示すものとは

異な穆、前遽の叢誌衛生法の飽、法的拘束力を伴うものもある。たとえば、鰯

料の安全盤の確保及び品質の改善に臠する法律2条の2では、農鉢水産大疑は、

「飼料の使霧又は飼料添撫物を含む麟料の使耀が療籔となって、套害畜産物が

生産され、又は家畜等に被害が生ずることによ善畜産暢の生産が隆讐されるこ

とを紡産する見地から、農林水産省令で、麟料著しくは麟料添撫物の製造、使

用若しく1ま｛呆存の方法若しく華ま表示にっき基準を定め、又は婁毒審尋若しくは養霧審尋

添書嚢物の成分轟こっき緩婆各を定めることができ」（第歪項）、この基準・燦擦の設

定・改蕨・廃1裁こあたっては、農業資桝審議会の意見を聴いて「常に適窮な科

学的肇継鐸が灘えられ、必要な改乏がなされなければならない」（第3墳）3§とさ
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れている。

　事前配1藤原賢廓ま、環境法、技術安全法、化学彗勢質法および食品安全法等の各

法分野で、警察法上の危険を克醸することのみではなく、そもそもそのような

危険の発生をまたずに、したがって、危険の羨段階で、繋策を講じることを歪

当化しようとするものである。この事前醍慮の梶点も取り入れながら、以下、

ドイツにおける確スク機念と蔭スク管理手法をめぐる議論状滉について分析・

検討を進めていく。

叢　ドイツ公法学における蓼スク概念

　自然科学や社会科学に共通する蓼スク機念はなく、掻害の発生の可能性をも

って》スクとする分野もあれば、それにくわえ、損害の程度も考露に入れるも

のもある瞬。定量化した機念として購いられるとき、蓼スクとは、想定される

損害の程度（S磁aδe簸鐙琶s醗aβ）とその発生の蓋然性（醗撹虚tswa舞sc娩孟籍

玉茎。紘e童t）との積（襲業SXW）である4i。彗スクをはらむ意思決定は、現在か

ら将来へとその影響力を及ぼし、その時々の知見に依存すると同時に、意思決

定し撫・ことも一つの意思決定であるから、獄クと細スク（翼玉盤面k・）

とを区麗する意味はなくなる姥。また、どう生活するのかということと何を受

忍すべきかということは、文化的かっ社会的受容と結びついているから、婆ス

ク機念は、少なくとも懸鎮的機念であるという点では…致している遵3とみるこ

とができる。

　同様のことは、危験と蔭スクとの異矯講についてもいえる。たとえば・ルー

マンによれば、1タスクとは、ある意思決定の結果生ずる損害の可能雛として、

また、鰍とは、舳要霞から生ず磯害の端継として麟継れる駕灘

の模点にたって、繭議論膿隙ているのがハッソー誌フマンである丸

すなわち、危験は被害の開題であり、l／スクは、意思決定の開題であるという

藏提にたって、危験とは、自己の身にふ鯵かかる損害であむ、1ナスクとは、あ
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るもののためにかけた（wage簸〉起りうる撰害であるとする。危険の場合に

は、地人または状態から擾害を資糧させられるが、1ナスクの場合には、嚢己の

行為の結果としての擾害であると考えるのである。

　以上の議論は必ずしも、ドイツ公法学における支畿的見鰐を形成していない。

竈スクをめぐる議論は、近年、法学、とむわけ、公法学の分野も擁外ではなく、

鼓術安全法を核に議譲されてきているΦそれゆえ、公法学における婆スクなら

びにそれと麗わる危験および残存婆スクの各機念を分析し、二つの傾欝がある

ことを聡らかにしていきたい。

　　嘩　危験浄箏スク・残存謬スク

　講　残喜勝スク概念　　残存婆スクとは・法的に要請される安全（桂）水準を

したまわる、すなわち、法的に許容された蔭スクである。この残存婆スクのカ

テゴリー内では、ある行為に起饗する無数のリスクのうちいかなるものが受忍

されるべきもので・いかなる蓼スクが国家によって管理されなければならない

ないし管還されることが許されるのか、という燧範的評懸と意思決定の必要性

から生まれるもので、その意味で練緯に科学的な分析によって決定されるもの

ではない4§。立法考は、基本権保護義務によっても、大腿の認識範遜には限界

があることや科学技術の利繕を…般的に禁1とすることはできず、すべての危験

性の擁除を義務づけられていない尋マ。それ癖え、たとえば、原子力施設の安全

性に窮しては、「科学技術の水準」という枠緩みの中、知見水準と「実践蓬牲規

準」⑫ra溢童sc撫Ve灘濾重撤蹴破墨e簸）に鍵って、ありえない（a慧sg8sc嬢。蝕登）

ものと評懸された撃スクは、被会的妥当な負極（soz量a茎a曲解a艶Las総燐

として受忍されるべきものと評懸されるのである4暮。

　理念型としては、この残存窪スクは、①人の認識薄能躍翼を越えた、その意

味でコントロールが不能な琴スク彗§、③烹に、施設の建設および操業について、

擾害発生の蓋然性と損害見込みが饒難である残スクであり、撮害は確かに単な

る理論上のものとはいえないが、「実践理性」によればありえない僅かなもの

とみなせるもの、そして、③揃に、化学勃質・製造鞠について、残存の潜在的
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損害ないしその発生の蓋然性について不確実性がある弓スクである。この③の

場合、損害見込み1ま、その発生の蓋然性が不確実なのであって、その損害その

ものを「実践理雛垂の観点からあ譬えないものと評慰することはできないが、

科学技術の進歩を利霧することの対懸であむ、娃会的に権当なものとして韓人

によっても受忍されるべき不確実樵の帰結・結果を媛範的に許容したものであ

る鴉。

　残存琴スク機念1ま、その難程が自然耕学的基準によってのみ確定されるもの

ではなく、不確実性に窯らして、常に、瞬スクを受容するか、撲醸するかとい

う意思決定を含む。そして、この決定は、安全確保・安全性縫上という覆家任

務の撹点から分桁されなければならない5玉。

　轡　危険概念一色験防線モデル　　亀陰防除は、「公共の安全」を保鐘する

ための伝統的な法治国的手段である。このモデルによれば、「危験がないこと」

が安全を意疎し、蟹家が危験防除という責務を実現すればするほど、より多く

の安全が確保される。警察法上の危験は、支醍的学説および裁判携によれば、

ある現象がそのまま推移すれば、ある行為またはある状態が申分な蓋然性をも

って公共の安全に端する損害をもたらす状溌をいう52。この危験覇定にとって

重要なのは、損害発生の十分な蓋然嫉を導き出す予灘に絶する知見あるいは経

験的知見である。一定の事実状溌と将来生じうる擾害との懸に客観的な権鷺縫

係があるかどうかよりも、その関｛系の主観的かっ懸纏的認定が本質的に重要で

ある53。このような予灘は、事椿がより単純で明確になったむ、事態の推移が

予見できるようになれば、その確度が増す。縫方、単純な予見でもそれが不確

定であれば、経験則、嚢常生活経験また1ま法的懸纏決定によむ、蓋然性覇定を

追体験馨能なものにしな1ずれぱならない。危験鷲建にとって必要な蓋然性の程

度は、起青りうる縷害現象の穫度と蔑摸に応じて決まるのであり、1一分な蓋然性

の短域は、」むPεsto定式、すなわち、起りうる縷霧の結果が重大であればあ

るほど、痘験鱗定で必要とされる蓋然性の程度は低くなるべきであるという定

式（逆比郷票多紛により、撮害発生のかすかな単なる感能牲にまで紋張されう

　　　　　　　　　　　　　　　　一韓一一



行政凝会誌集　第欝巻　第至号

る。したがって、保護すべき麟象の法益がより高次のものであれば。「握箸の

かすかな可能雛iは、その発生の危鰻が根鑓づけられること」で十分なのであ

る騒。このような簸植的判藪により弓1かれる危験蟹鐸線（Ge盤雛eRsc熱we董麺）

をこえるとき、危験防除措置は、披講的なコストと実現考能牲を考態すること

なく、講じられなければならない55。

麟三段緒論における鱗スク概念　1綜クとは、法律鰍a薦εygese櫨。薮）

のもので、「損害発生の理論上の可能性で、蓋然性がないため、危陰張界線に

達しないもの」をいう5εとされてきた。そもそも、彗スク機念が、社会学から

の倦継機念である蟹か、あるいは、法覆念であるかどうかについては、争いが

あ鯵、たとえば、遺伝子工学法7条i項i号ないし填号をはじめ、実定法上馬

いられている5魯ことから、シュタインベアクのように、立法者も危険機念を拡

張したものという意味で難いて疑る法機念である5§と近年主張され始めてきて

いる。

　そうすると、婆スク機念が法的にいかなる意味内容をもっかが議論の鰐象と

なる。警察法上の危験機念の定義形式を倦むれば、1ナスクとは、ある現象がそ

のまま推移すれば、ある行為またはある状態が損害をもたらす可能性がある状

滉をいう§暮。このような1ナスク羅念を、危験機念の上位機念であるととらえ、

受忍しえない琴スク（危験）と受忍すべき蓼スクの1二二分法をとるとらえ方もな

いではない磯が、いわゆる飽鞍・喜タスク・残存移スクの三三段賠論がよむ一一般的

な見解であるといえる翻。この三段賠論によれば、危験も婆スクもその構成要

素に大きな相違はなく、撃スクは、危験がはじまる「危験限翼線の下縄雄にあ

るといわれる§3。したがって、危験眼界線の下の領域を意味するのが1タスクで

あり、さらに、受忍すべき弓スクとして残喜琴スクがあるというのである。

　この三段墜論も、包括的な婆スク凝念をベースにして緩み立てられてお吟、

その内部で、損害の媛模・程護：とその発生の蓋然雛iに応じて凱っの領域に区分

されている鱗。そして、それに応じて、①危険領域では、単純実定法および基

本権保護義務に基づいて、隣家介入が懸定的に（kategorlsc瞬命じられ・か
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っ、鰯々人の法益保護を瑞象としているから、麟裟はそれを訴求しうる、⑫｝ナ

スク鑛域では、危験の麟段賠の韓題として、琴スクの低減が羅標となむ、講家

介入が許されるが、技術的薄髭姓と費矯・効渠の比擁盤が留保されている、そ

して、最後に、③残存1タスク鑛域では、施設操業者の観点からは騒家による介

入はもはや許されないこととなる鋳。しかし、この三段欝譲を緩々のケースで

実際に適繕することは、その境界設定のあいまいさからかなり霞難な藩題を含

んでいる懸た1め、この三領域は、流動的で、嬢1蹴1こ移行しあうものである醍と

■主張されている。

　このような、擬害発生の蓋然性か薄能性かというグレードによ鯵、平蕪的な

反比携の閣数による領域区分に基づく危験と1藷スクの欝ζ購をするトポスに対し、

運論的には強い撰；半巻がある。というのも、この一■三段1藩論がイミシ煮一ン保護法

分野においては受け入れられるもの銘であっても、その分野をこえてこのよう

な三段幣論が妥当するかについては大きな疑簡が鍵起されている鎌からである。

それゆえ、この意味で、「葬覆論（亙蛾e睡e擁という概霧が換えられているの

である灘。

　　2　問題発見機念としての拶スク

　危験、瞬スクおよび残存陰スクという緩分は、起こ鯵うる掻害現象との縫係

で知見にかかわる不確実性葬儀の瑳象形態を意味する警。1｝スクという講話は、

鴬にヂ不矢財ないし「未知」が弱題となるときに羅耕られ、この瞬スク綴念を、

危験機念と靉靆する上で、蓋然性の量的観点からのみではなく、質的観点も考

癒1されなけれ韓fならない鴛。

　ラデーアは、㌻一分確実な予灘を響能とするような確定的な経験的知艶によっ

て、警察法1二の危験機念は認定される欝が、そのような確定的知見を現代の科

学技術を駆使する領域で繹ること麟薦難であるため、結果の霧薮には轟度の不

確実辮三が繕・褻透し舞、この不確実｛窪を克懸1するために1ナスク機念が役立てられる

べきであると主張する臼そして、婆スクと不確実姓との縫係がいかなるものか

が幾題．として設定されるのである。
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　繕　馨スク機念および不確実牲の政治・無縫判籔的性格　　法定立やその適

購のための事実認定・予灘にあたって、確定的椿報・データがない場合には、

その時々ないし将来の科学技術の難髭および水準に俵擬せざるをえない。すな

わち、意思淡定時の基盤となる精報に不確実性があり、従来の要件と効果の定

式（Wε登膏P3簸疑F蟹鶏纏）による矯範形態では十分規律できないとき、よむ

高度な合理性を求めて科学的・鼓衛的知覧に敏鍵することになるのである。し

かし、その科学的・技術的知覧にも不確定・不確実の状濁下における意思決定

が残っている了5。それゆえ、婆スク評懸にあたって認識基盤が不確実であれば

あるほど、意思決定には無縫甥断的要素が多くな鯵、この懸絶睾懸は、政治的

法的枠緩みの中で決定されるべき内容であるから、科学後衛の専鑓家の判藪権

鰻を越えるものである罵。

　危験概念そのものは、見込まれる縷害の程度とその発生の蓋然性1こよって淡

定されるという一二次元購造をもち、危験予灘1ま、…毅生活上の経験難こよるの

みでなく、技衛的経験則や科学的仮説にも基づくが、これらは退去と現在にお

ける認識を基盤にしており、ある事態の推移を十分確実に推論できることが麟

提となっている。それ癖え、危験紡醗モデルでは蓋然性醤騒または雛栗麗係に

かかわる渥論的・経験的認識がないまたは十分確実に推論できるほどにはない

場合には、たとえば、危験物質について許容摂取量ないし鰻界纏や礫境基準の

設定ができなかっノこり、予防搭舞等を講むることができなくなる嘗。このよう

な場合、事鋳醍癒を考癒しなくても構わないのか、あるいは、不確実であるが

ゆえに事麟翫慮を広範に拠・し強度に実施する蟻緒とな鯵うるのか鷺、という

社会的・政治的かっ撹籠的決定が必要となる。このように、屡スク機念には、

単に罎害の程護：とその馨能性の程渡：との二二次元構造ではとらえられない、癒績

覇無が必然的に内在しているものといわなければならず、1｝スク決定の中核的

霞題は、いかなる喜／スクが法的1こ軽減ないし雛線され、かつ、いかなるllスク

が受容されるべきなのか、という点にある。無鑑馨鍵びタスクを受容することは

できないから、軽減・緋除すべき瞬スクを選訳し、どの程度そ6）琴スクを低減
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するかを決定するのは、議会の決定事項であり、その具体的な実施について行

政に委任されたとき、蕎政基準の設定や計露策定に関わる題題がでてくる。

　⑦　機念幾建のメルクマールとしての不確実性　　ライナー・ヴ茸ルフ了9は、

法の静態鍵と科学技術の動態性との矛露を捲擁するととも1こ、伝統的な警察法

から的スク社会における法」への変化をみいだし、その中核にあるのは危験

訪除から臼スク・バランス（騒s盈。雛茎雛。重e臓盤幻雌への移行であり、伝来

的な警察法上の帰責三要素である危験・馨果関係・警察義務を負う紡害者とい

う基本構造が妥当しなくな辱、生成途上にある「甥スク法涯にふさわしい形態

が必要であるとして、つぎのように主張する．立法により、危険か否か、適法

か違法かをすべて確定的に規定するのはではなく、時購的に確定できずかっ法

律による機念撹定では十分にコントロールできな疑ものについて、行政に法律

の異体化緩務を与え、その結果、司法審査のコント欝一ル密度の変化、矯範定

立プ露セスの新醗講築、法の時限牲に着目して、覆常的な「事後改善（饗ac蝕

むesse灘擁メカニズムと不甑の「精報再確認（翼我C猛asse登擁メカニズムの必

要性を擁し、それと麗わる法的変雛磯麟録瞳（蟻剛臆許可等）・事｝

スク社会における被害の醗懸人化（E濃融綴v量伽謡sleで醗g）、したがって、権

利救済の脱懸人化が繊肉としてみられるとする。そして、彗スク社会には、技

術的蓼スクから社会の安全を完全に保聾することは不可能であむ、1タスク麟魏

という政治的・行政的プ費グラムがあるに遍ぎないという基本的禰点から、

「婆スク監握害の程度×発生の蓋然性］という保験数学上の定義は、饗スクの

負握要求可能性（Z雛灘擁雛r短沿の開題になんら答えるものではなく、この

定量的1タスク襲念は、実き祭には法機念に遽しておらず、法媛範麟度である勉験

防除や事蕗醗癒の背後へと後退し、法は、この双方の舗度によって二重に不確

実状溌と不義欝1鰻状溌（U鑓w装g擁慮e童糖癖に鰐する安全性・安定性を獲得し

ようとしているのである。すなわち、瀦害舅係をもつ保護法蓋にたいする保護

郷鵜獲の意味での滋鍍金（樹としての鋏盤e権威と、意思決定システ

ムそのものとしての法の鷺頼嫉と予灘薄能鍵（8εrec魏R碁a虚e重t〉にたいする
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法的安定性としてのS量畿e幽磁である8毒という。

　シェァッベアクは、今騒では、もはや危験のみではなく、琴不知」も法的に

克服すべき騨題となっているから、法は、優先的に危験に対癒するのではなく、

むしろ、「危験を認識しない危険」に対昆｛していくべきであ鯵霧、そうだとす

ると、導スク1ま、警察法しの飽験のマイナス　（懸醐S）ではなく、懸麹

（al董雛）であるとしてつぎのように主張する。リスク灘念は、擾害をはらんだ

周知の現象の防除または予紡を践標とするものではなく、その予灘にあたって

存在する不確実性の叢む籔いを構造化するのに役立っ鐙。重要なのは、危験を

認識しないまたは誤って評慰する危験（醗Ge盤搬el嚢εrMc振歓短灘脇暮

。｛艶rぎe継e議sc捲t2琶鷺塞《艶ぎGe盤麩r）であ弩総、それを克織するには、予灘

された危験の程痩、危験算定にあたっての知見の安定性と、予灘を誤ったとき

の起りうる結果コストを考察することが必要である麟。この意華表で、　撃スクは

計算不能であり、諄簸されるものであり、娃会文化的、政治的あるいは場合に

よっては幾範的に確定すべきものである懸こととなる。

　ディ・ファービ産は、従来の匙験綴念を整理した圭1で、警察法の一般条項の

枠内では、危鞍予灘に饑し、覆審発生の蓋然性判懸を証縫づけることが不可欠

であるから、稗学者や技徳煮にとって不確定鑛域轟で軒分な経験的根麺が得ら

れないときに、予灘を椴誕づ1ナる経験法購がなくな鯵、危険紡除ないし予防に

とって重大な縫題が生じることを指摘し、法的意味でのリスクが問題となると

き重要なの慧、戦こ礫論的に根麺づけることのできる撮害可能性へと危験凝念

を法律によって拡張して霧いているものか、亀験綴念とは磯の事前醗癒の要件

として難いられているもののいずれかであるとしている総。そして、伝統的な

危険綴念と対比して、l／スク概念が繕いられるのは、確かに擾害発生の可能性

は獲麟されるが、縷審発生の経緯とその蓋然雛が十分確実には魑定できないと

きであるから、l／スク雑念は、認識の冬確定鮭を表現するものであむ、しかも、

それにもかかわらず、作為か冬｛乍為かの決定をしなけれ1まならないというジレ

ンマをも表す。それ冷え、行政庁が琴スクを法的に舎磯釣に取籔うべきあると
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き、嘆スク機念は、伝統的な危険機念の下位に位置づけられるか、纒霧法の要

件によって法的輪郭（艶磁極。難e　Ko就欝）を得なければならないとした上で、

ディ・ファービオは、つぎの五つを1ナスク機念基準として整蓬している。すな

わち、①蓋然性判定が経験ないし確定的な法則的知見にもはや基づきえない点

で、危険防除任務が麟倒しされるとき、②国家の意思決定が、内外の科学的専

門知識の膨を勧てのみ可能であるとき、③意思決定とその根脚一義醐

白牲が失われるとき、④蟹家による搭置が懸魑肇懸結果と比較結果を豚・ずに

は不可能であるとき、または、法律で懸轡懸的かが妹ク麟比較鰻が要

請されているとき、そして、⑤膳人の作為・不簿為と見込まれる損害との霞果

的磁責可能性が不可避的な介入要件とはみなされないとき、である8％

　　3　小　　繕

　警察法にお哮る経験甥定にとって重要なのは、原則として綴磯異体的な、発

生しうる損害、撰害発生のメカニズム、警察責狂を負う妨害者とその発生の蓋

然性であり、現実にそれに鰐縛する一般経験則等の経験的知見である。このよ

うな知見や経験がない場合に、伝統的な警察法では認識されえない危験ないし

亀険を誤って鵯足する危険を1｝スクとして予防的に先取りし、醤避ないし低減

するという峯タスク領域が懸題となる。それ準え、警察法一蓋二の危験橿念と対比し

た蓋然性の低さが辱スク概念の中核1こあるのではなく、むしろ、これら要素の

不確実性であったむ、握箸発生までの推移が複雑な鑓桑懸係をもっということ

にある。この不確実性の存在によって危険認定ができないときでさえ、実際に

は、潜在的掻害が見込まれ、そして何らかの知見が換われば、保護・防除措置

が講じられる1こもかかわらず、従来からの知見ではいまだ認識できないからこ

そ、1タスク領域の懇一題となる。

　支醗的学説とされている危険一タスク・残存蓼スク　三段繕譲iが饗示した重

要な総懸提起ないしその意義は、危験防除モデルの欠鶴を明らかにし、事前

醗癒領域を拡張することでその欠臨を是医しようとした点にある。とりわ

け、騰鷺雛の解職誘たって解糖権保護の麩酸減退さ焦色撰の端緒
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（8es鍵9蚕鎗譲a鋤にまで低落させ、その結果鵜めて、危験の麟段賠において

も介入雛観を講ずることを可能にした点にある総。しかし、事麟配意の鰐象に

縫スクという繧識をつけるという議譲と、単に亀験との区臥そして、受忍す

べき残翻｝スクと区窮する意秣で受忍でき棋磯スクという概念を設定しよう

という議論は、それが自動的に事麟翫癒の対象となるという意蘇での、すなわ

ち、事醗醗癒をしうる対象に過ぎないのではなく、事麟醗憲をしなければなら

ない瑞象としてとらえられるのであれば、彗スク機念を一一般的な法観念として

繕疑、確定する意義はある。しかし、縫来のドイツにおける議論は、難こ危験

と残存1タスクの懸の鎖域の檬識として華スク覆念を購いるものであったり、講

らかの行動を義務づけない事薄醍縷の潟象を示すために嘆スク灘念を霧いたり

している。危験機念が、それによって、たとえば、「事前醍癒」とは異なる

r保護雄とか「防除」覆念と結びつけ、それを義務づけた鯵、妨害者に受忍義

務を負わぜたむする法権造・システムを糞することと雄比して、それを積極的

に殼的法難念として購いることの意義が菟出せない。もちろん、鰯驚法一と、

購スク機念を弄難鬼ているものもあり、それはそれで、解釈をする■1二でその意辣

内容を、安全措置を講じることの必要性と人権・権駕保護の射程を明確化する

ことなどによ鯵確定する必要があるが、その内容とするところは必ずしも講一

ではなく、果たして、　般的法覆念としての琴スク機念を設定する意義がどこ

にあるのかが不明である。それゆえ、　澱的悪辣での婆スク機念は、発見的・

記連的機能（魏礎IS総磁雌es搬董擁veF灘k童沁麟しかもたないのであり、蓋

然整髪予灘の難しさを記述し、不確実性ないし危険の疑いの指標である舗と理解

した方が獺論的にはすっきりする。公法学における購題発見的概念としての1ナ

スク綴念を鴛重いたアプ韓一チは、不確実性という条件下での懸績決定をいかに

騰籟的にコント欝一ルするかという難題意識からのアプ聾一チ韓であり、その

意辣で、主として、手続法的コント欝一ルにかんし、健離婁俸法1二の特性を無

観することはできないが、　一定の統・的な機念設定とその結講が導ける響舞藝陸

を含む響論であるといえる。
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蟹　騨イツ公法学における移スク管選手法論

　不確実性の状溌下といっても、交遜事故のように多くの短見によ噂療露と結

果が短られてお鯵、統計的蓋然性がある場合のよう1毒†量可能な不確実牲もあ

れば、原子力施設の操業によ穆想定される最大限の災害のように実験的ないし

理論的仮議によって駆鍼と結果はかな鯵知られているが十分な統計的データが

ないとか、高圧送電線等の低周波電磁波による子どもの白癡病発病のように原

瞬と結果の関係がいまだ鵯明せず、しかし、理論的ないし経験的根礎があると

か、十分な理論的根鑓はないが理論的仮説の誤りが譲1覗されない場合のように

計量不尋能な不確実性もある。不確実性の下での意思決定は、限定された合理

性を有するにすぎないが、できるだけその合理性は追求されなければならない。

　アプローチ方法としては、許認可等の各行為形式を時系列的にとりあげ・摩

スクのコント9一ル手法として事醜対慈（許認可等）と事後対慈（監督等）に

わけ、規麟の方式を分類していくというやり方§iもあれば、鰹懸分野で問題と

なっている危験性ないしリスクの特性を考癒し、1テスクの同定・見穫もり・評

懸・管理といっだ一連の裁量の合理化遍程を分析・検討していくという手法も

ある。賎に述べたように、ここでは、llスク機念そのものを一般的櫨象的な法

駿念として簸掃うのではなく、その馨スク状混をめぐる法的皺む緩みと法遍羅・

解釈のあり方に関する開題発見的機念ないし験試する手がかりとして電いてい

くので、後者の方式で分析することを重視したい。

　1ヌスク分析手法ないし婆スク管理手法は、充分な予灘根絶がないにもかかわ

らず、なんらかの意想決定をしなければならない状溌下で、その意思決定の合

蹴鍛立ち、矯⑳繋離とそ椛蓉羅としたコストの麟づけに役立つ§2・

それ癖え、公法学においては、その意思決定プ鷺セスの分析と法的葺ントロ｝

ルを重職とし、権鰻醍分をめぐる綴織法的、権利救済または意慾淡定過程の民

話跳稚としての手続法鵬よび実体法娠鴻峡趨準（銭a雌蝿s一麟
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露簸tsc舞ei｛沁貧gs驚axl鐙e簸）が重要となる§3。そもそも1メスク醗究の枠緩み論

がそれぞれの奪鍔分野ごと、学擦約にも議講されてきており、羅鋳に、確定し

たものがいまだない状溌にあるといえる。しかし、ここでは、まず、科学技術

の動態性と法の対応について整麗し、そして、弓スク管理手法について纏の体

系を繊舞納に後試し、相互関係に着擁したシステムを購築しょうとしているパ

ンセの整理にしたがって一応すすめていきたい襲。

　　薄　科学技徳の動態姓と法の難癖

　法と科学撲術の閣係は、以蕪からもその講秘の難しさが捲摘されていたが、

今醒ではさらに懸難になってきている。その醜孫は、「水と火の関係轡にある

といわれるほど、醜者の持続性・安定性、そして、静態姓と後者の変動姓・動

態盤とが乗離していることを示している。すなわち、科学技術は常に動態的で

あり、短簸雛のうちに人間娃会に対して革命的な変化をもたらす一方で、それ

に起因する人聞ないしその環境に麺する不可逆的な危験姓のため、基本権保護

義務の観点から、覆渓の生命・身体・健康に対する負撞要求できない損害が発

生しないよう科学技衛の実現にあたっても醍癒し、保障していく規麟・幾律の

法システムを構築するとともに、すべて一…律に科学技術の進歩を禁起すること

は不罵能でありかっ合弩的的ではないため、蛋民にその童ナスクの受容を求める

必要があり、馨スクとチャンス・便益とを比較衡量する必要が鐵てくる。いか

に、科学技術の進歩にできるだ1鋏薩恋するように法システムを構築するのかが

重要な問題となってきているのである。同鋳に、法的にコントロールしょうと

する場合、従来の警察法的手法では、鰯甥法がない鍛鯵警察法の一一一駿条項によ

り異体麹色験の存否その弛の臨題を確定した上で、比翼原購等の法源窮を考癒

し、｛薄らかの権1嚢ぞ一案穫！・不行使を決定する。　しかし、「危験がある」と疑われ

る事椿であれば、一般条項1こ基づき亀験の存否の究瞬搭麗を講じることができ

るが、「場合によっては危験へと発展する」疑いがあるような場合には、　磯

条職こよることは難しく、法律の欝欝讃／からすれば、少なくとも基本権への

介入に聡しては｛乍構法との根髄が必要となる。しかも、民望主義療鷺と法治主
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義原理にとって法律は本質的要素であるから、蛋民の法益を保護するかどうか、

基本権ないし法益に対する危験盤をどの程度受忍できるのかなど、公共体にとっ

て橿薫嚇躰にかかわる意思決意ま行嬬ではなく、議会が法律で表隣す

べきもの（いわゆる議会留保）であむ、縫方で、立法手続によっては速くて柔

軟な対癒ができず、十分な短見と経験がなくても、すなわち、不確実な条件下

においても、科学技徳に対しなんらかの法的コント冒一ルを及ぼすかどうかの

、意思、’決定をしなければならないというジレンマがあるG

　以上のような法と科学技術の容易には解決できない弱題をはらんだ麗係を解

決する、あるいは、そうするよう努力されてきた「動態的基本権保護（4y嚢a一

驚ls磁鍵G灘蕪rε磁tssc轟滋z〉轡の結果を観察すると、「法システムの変｛雛§マ

という醗点から、主に、事後的な事精の変更に対感できるような法の柔軟性・

鋳獲牲（Te穣費蟹a量減εで癒e量｛）の増大鍵、科学技術の動態牲を法律へ反駿させ

る璽難さからくる委任立法等にかんする行政への権鍛委譲（De董ε錘硬磁齢、

そして、意思決定羅の手綴轡桝議されている靴

　　2　琴スク管理手濠の粋緩み

　　「婆スク分析」ないし「広義の琴スク管理雄などさまざまな名称で呼ばれる

婆スクの受忍ないし防除システム（本稿では、この意味で蹄スク管蓬手法注

という難語を耀いている。）は、その警邏方法で転さまざまな灘語法を震い

て、体系的にもかな鯵縮違するものが多数みられる。いかなる体系を選択し、

どのように議饗していくかは、皮肉にもそれ暮体が喜多スクを内包しており、専

闘外の者にとっては羅難な選択縫題である。以下では、従来の体系の欠臨等を

あげ、記述的エレメントと媛範的エレメントは、蓼スク醗究においては無条件

に藪分されるものではなく、むしろ、穣互に関係しあいかっ結合している点に

養誓三1して、櫓葺麗係を意識的に皺む入れたパンセのものに敏擁して遽べていき

たい緯i。

　以ドに．掃1綜ク鷺1浮法では、隊ク藷醗猛照S勲w蹴資e臨騰9〉一3

ス雄綻（盆童磁慮e熱｛至zle懸墓〉およ磨スク解析（鬢茎磁・a戯yse）’1綜
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ク見穫もり（羅S汰oaもS磁翫Z膿g）1こ臠しては大きな体系一tあるいは分類上の

差異はないと認められるが、1声スク評簸（羅s墨ko挽wer鰺鍛g）と狭義の華スク

管理（羅s盈。盤aηage獄ε就）に関しては、絶の段酷ないしレベルと密接に§§

速しあっているため、どこからどこまでが撃スク評簸であ吟、1ナスク管鑓であ

ると一機に言えないところに難しさがある。しかし、最低鰻共通する離分はあ

るので、可能な鰻り、本稿ではこの共選した藩分をとりあげる。

　（讐　撃スク認簸・購建！と饗スク解蟹・見穫も》　　　1タスク認知または羅定は、

甥スクないし潜在的な損害を探知する（e懸戴el盤）ことであり、簿が撃スク

であり（あるいは麟｝が琴スクとみなされるのか〉、｛薄がリスクでないのか（さ

らにいえば、繕が危験源（雛aza羅〉であむ、侮がチャンスであ弩、何が掻害

なのかなど）という基本的な鍵解に左右される魏。この点について重要とな

るのは、鰻々人の考え方、理性および感情に特鍛づけられた精神状態、科学的

に基礎づけられたあるいは経験に基づく考え方の事前理解（ないし先入観）な

どである鵬。このようないわゆる「相対的な先験盤（re董et露e　A静養。鍾a擁は、

》スクの認気重・講定の酸鼻設定および選択に決定的に影響する、また、この1ノ

スク認知・羅定は、琴スクのタイプ、縫闘の関心、科学的な1タスク議講、科学

領域内蔀での重要性にも依鍵する。

　これに対して、1｝スク解新・見積も瞬ま、データベースおよび現象の考察を

通じて、特に、有害現象の発生の紅蓋然性」を解隣することと、改善などが必

要な弱点を明らかにすることであり、1穿スク状溌における未知の諸要素に囃す

る体系的かっ積確な走筆建とその議明手続をいう。ここで§捲されているのは、

どこまで不確実性を考癒するか、とりわけ、膏害な影響が開題となるときは、

さまざまな結梁の発生の蓋然性を明らかにすることである。「欠臨の木」解析、

実験等の経験的手法、統計等の数学的季法によって獲得された知見羅は、「合

理的」な決定事項および行為の基礎として、受容醒能かどうかの1タスク決定の

基盤となるのである。

　ここでの法的縫題は、許馨・申請手続断でいかなるものを提出させるか鵬、
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許罵対象施設もしくは申請製造物の譲舞購・有害な影響の不存在について議蟹・

証明責任（％豊eg糠g一難68ewe減ast）の転換である餅。完全なる1タスクの

不存在を証明することは不可能であるにもかかわらず、それを強いることは技

術の一一駿的禁止をもたらすこととなむうる。しかし、事業者に具体的な危験仮

説に麟する反証伊＆短懸3tlo簸）を負わせ、その醸鯵で、事業者に科学的・技

術的不確実性の負握を課すことが…っの解決方法として主張されている醗。

　鱗　鯵スク評懸　　科学技癒の零媚によむ、いかなる利益が、あるいは不利

益が懸人ないし社会にもたらされるのか、という将来の状態、すなわち、起こ

鯵うるが、必然的に発生するわけではない作絹と結果の不確実性を算出しよう

とする一手1額が婆スク評懸と呼ばれる。　この1タスク評｛蕊は、　蔭スク・二｝ミュニ

ケーシ葺ン、13スク認知・講筵を麟提としており、地方で、絶の段幣としばし

ば不可分・権互的に重な鯵合い、影響しあう。ここでの重要な簡題慧、つぎの

とおりである鵬。すなわち、①いかなる基準に基づいて鯵スクを鵯足するの

かに聾し、宰彗定基準の法的優鶴の申での位置づけ、序列および優先顯位が重要

な難題となる。②作為にしろ不作為にしろ、常に鯵スクを負っているのである

から、受容琴スクの境界線をどのように引くのか、が問題となる。ここでは、

権互1麟連しあう分野があることを無視するものではないが・懸人レベル醐

題と社会レベルの賜題を分離して考えることが重要である鵬。そして・弓ス

クの受容は、琴スクに対する複雑で、合理的かっ感傭的懸麺譲懸・意思決定プ

購セスであ鞍、利害縫係や癒魑観が多様に絡んでくる社会レベルでの1タスク簡

題に瞬わる。そして、③技術移スクを巡る雛会的・政治的決定プロセスでの公

臣さを確保するため、1タスク評騒とその比較方法に験する瞬題である。とりわ

け重要なのが、「どの程度安全であれば軒分か」という問題設定で、科学的評

籐（彗スク解析）をする繭に与えられなければならない基準である濃。

　この詳儘iの経過は、さまざまな技霧的轡能性とその結果に臠し、1ナスク管理

に観る意思決定の基盤をなす紛で甥、懸醐懸によって導かれる晩

　これによ鯵、いわゆる懸人・被会の懸纏鵯懸癌標枠績み縮e鎌gs難銭灘e欝）の
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中へと穿スクが挿入されるのである。

　131　勝スク管建　　1ナスク管理ないし蓼スク・コント欝一ルは、誉スク認

知・羅定、1ナスク解新・見積も鎗および讐スク評懸の昌標であって、不確実性

を操修することに本質がある。壁スク管理1ま、サスクの現実的撰除（いわゆる

ゼロ“チスク）を§標とするのではなく、披講革新から生ずるチャンスと蔭ス

ク、社会的・経済的観点を考癒してすべての撃スクを低減することである総。

その場合、婆スクをあまりに高く見込むと科学技術の進歩とそれによる便益の

享受を放棄しなければならなくなる響能性があるから、受容できないと評癒さ

れた1ナスクの懇避、懇避できないときは少なくともその低減を考癒して、鼓術

に関連するさまざまな懸纏の講秘をはかることを目標とする。

　　3　彗スク管理手法の手続法的麟約

　法治麦義、とりわけ、議会留線漂則から、基本権の本質的実現領域における

リスク管理の場合、立法者は、生命および健康を1呆護するための櫨象的な水準、

一定の》スクの受容および鯵スク評懸の規準について基本的な決定をしなけれ

ばならない雛。縫方で、行政窮は、懸磯釣婆スク対策にあたって法律におけ

る基本決定の具体建とそれに基づく行政慧讃彗による標準設定を任されている。

そこでは、どのように縫スクを評癒すべき慧のか、そして、どの程度安全であ

れば十分なのかは、十分なコントロールのないまま、鴛政癒の震範具体化に委

ねられている懸という難題が指摘されている。この規籟翼体化については、

もはや、典型的な警察法にお謬る執行や比擁漂購的比較衡量というよりも、む

しろ、周知の事構と不鶴実な零梅、多くの1声スクと潜在的便益との比較衡量が

重要となっているのであり、不確実性の条件下での意思決定は形成的譲遜策定

のものと類｛躾するi欝と評される。

　このように作繕法による行政コント灘一ルがやむを簿ず移》できないとき、

手続法的コント欝一ルによ鯵、行政内部における意想決定発見適程のコント

欝一ルを実現し、作霧法的コント藤一ルを補填することが必要となる瑠。意

思決定は、その決定発見の手続と諸条件の購造化によって予め形成されてい
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る難。立法者が決定対象の複雑性に端癒するよう決定過程を形成した場合薦、

ゼ法律の留保から手続の留保への変イピ2侮への㎜っの現れであり、5基本権1こ

とって重要な領域養における手続の形成が重要となるのであるi2㌔

　撃スク管理手法による行政活動では、瞬スク認知・購定、辱スク解辮・見積

もむを踏まえた彗スク評懸は、行政購に帰緩し麗、行政府は琴スク比較のコ

ンセプトとガイドラインの中で、簿がいかなる観点の下で縁と髭較されるべき

かを選択する鵬。その限りで、餐スク評懸結果の主観性は手続法的に合理化

される必要があるとともに、「手続による基本権保護量が保鐘されなければな

らない雛。もちろん、この§的を達成するため、さまざまな意見が鐡されて

いる。たとえば、シェアッベアクは、効果的な1タスク管鑓のための包括的体系

化と科学的麺遅がいまだ十分でなも・という開題意識から、①行政の弩スクに臠

する知見を確定しかっ進歩させるため、および、鬱々のケースで喜タスクの潜在

性を評慰するため、適燐な手続を麟設し、委鶴を尽くした移スク認定（磁e

ersc雛擁e露εR孟s歓oe出e擁資g）をしなければならない、②不確実性を抵縅

するため、行政庁と経営者の間での喜タスク・コミュニケーシ垂ンをすすめ、可

及的広範な婆スク低減をすすめていくべきであり、③不確実性の条件下での作

為に関する一一一緩的意思淡定規準、チャンスと1タスクの評簸と箆較衡量のための

枠基準および補充的に証明責任の分配規準を鍵設すること、④不確実性の条件

下での意思決定は、あくまでも暫定的な対応であって、短見の進歩に感じて変

更されるべきものであ鯵、継続的な婆スク観察麟度と盗んで短見水準に合致し

ない措遷の廃止も保鐘するため、継続的な讐スクコント窃一ルをするべきであ

るという籔点を提案している臨。また、ヴァールは、媛範を具体化する標準

設定の問題に麗し、llスク購定・摩スク見積も鯵にたいする行政府の責任結果

としてのスタンダードの有効性の羨礎として、①手続態様、と吟わ1ナ、標準設

定手続の綾織鵬、②奪醗家の推薦・礎案を格遜な方法で確認し、支持するか、

場合によっては、ξ滋の芭庭藤獅もとで／擁を施さな1撫ばなら拠’こと・

③スタンダードの探知は、恣意的であってはならず撚、支醗的見解のみで1ま
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なく、全ての科学的・技術的に繕頼できる知見を考癒しなければならない欝こ

と、㊥スタンダードの内容は、十分羅心深い仮定（齢総erva重重ve　A難雄猫e〉

を考慮しなければならない欝こと、⑤スタンダーダの内容は、轟くなっては

ならず、論駁されてもならず、動揺（s磁懿徳扮してもならないことを挙げ

るとともに、婆スク瞬定と讐スク見積もりに臠し、不確定概念を裁舞辮が完全

に審査することとした場合、手続麗姶時点から科学論争が生じることや証髄講

べをいかにして実施するかといった開題が鐵てくるので、この点に麗する燭範

を異体化した行政緩獲弩内の確定されたスタンダードそのものの歪否は審査鰐象

とはならないが・そこに含まれている懸魑などは・と鯵わけ・③から⑤の基準

1こより審査されると主張する。また、行政1こよる婆スク髭積もりに幾し限界を

設定することも重要であ猷比携漂則、法益の比較衡量、負提要求可能性その

勉の「振穆子錦鱗度（Sc盤a簸蓑e亜熱s旗櫨e）」、さら1こ、その見積も鯵が古くなっ

たり、動揺したときもしくは魑溺ケースの特殊性を十分顧癒されていなかった

ときには、修歪されるべきである騰と主張する。

　以上の点に関し、比較的網羅的に、しかも、施設に関する科学技術に畷らず、

化学物質等を含めて譲註しているので、ディ・ファービオの見解を紹介し・分

析を進めたい叢。

　騰　入手可能な全ての知見を駆捜する要請　　ディ・ファービオは、礫境法

における事繭麓癒原則に麗する法的考察において、事繭配慮という基本理念な

いし法原鍵から、その「内在的凝約」を導き略すと共に、外在的麟約として比

饒原則と基本権保障およびヨーロッパ法の経済協講盤療驚を挙げている。ここ

では、主に蓼スク鶯理手法の最終的鶏姦である狭義の1｝スク管理に麗わる「外

在的麟約匪については、犠途棲離することとして、1ナスク管鑓手法の分析とい

う観点から、「内在的霧畦約涯、すなわち、本穂でいう手続法的瀬約の視点につい

て分析する。

　まず、事麟醗慮原則により公権力の行使が認められ、しかも、警察法1二の危

験が認定できないときであっても基本権介入が認められるのであるから、立法
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者または讐敵は、事前配意の領域で、どの程度の事実襲係を解聡しなければな

らないのかが饗題となる魏。つまむ、1ヌスク事麟配1憲の領域で、鹿家による

介入時点が繭倒しされるほど残存蓼スクとして縫会的に受忍されなければなら

ない領域は狭められていくが、擾害発生の響能盤の鷲定が知の限界に近づき、

規範的コントロールを不能ないし希薄化する比較衡量へ展饑していくおそれが

ある雛。それ塗え、離述の琵U委員会報聾でも、事前醍癒原則による雛羅を

講じる繭には、包括的な琴スク評簸はすべてのケースで璽能と1まいえないが、

1綜クに縫達する薄及鰹こ最新で、秘至珂能な科学的データを審査・分析しな

ければならないし、そうするよう試みられるべきであ鯵、信灘できる科学的

デ＿タと論麟な論議謹づか擦ナ趨誌らないこと麟議されている醜

すなわち、嘆スク玄4策を講じるためには、婆スク認知・購定と1ヌスク解析・見

積も輪投賠で、不可避的になんらかの不磯実性が付髄するにもかかわらず、婆

スク漢定の重要な要素となるのであるから、いかにして決定のための認識基盤

を拡張するかが重要であ鯵i35、まず、養護雀要求響能な費灘をもって不確実樗盤

の診織と予灘のためすべて嫉睨資料（獣e擁挑灘tεr擁餓〉を探舞駕評

簸iすることが前提となる玉総。

　とりわけ1誓い罐葬（A簸総鉛簸）事案で開題となったような「危験の疑い」

の懸懸ケース響では、闘家による介入を藷轟焦するため、情報叡集（危験究

明〉義務が鷺題となるのであり、縫方で、陰スク事繭嚢嚢癒の領域で、事藏醗癒

措置が十分な群学的穣髄に基づいてのみ講じられるという観点から、琴スク精

報を獲得するため蟹家介入が置場化され、この嬉鞍を入手することが麟家の法

的義務となる、「暑てもなく（量総獲a鵬睡懸癖」購事醗配縷搭羅を実施する

ときは、　1一分な矢蓼謬急基盤のないものとなり、　離スク箋1莞をできるだけ叡集する

という証当髭根麩なくして蕩権的行嚢をとるのであれば、それは、法治穣原鐸

における恣意禁l／捜こ牽交し、違法となる｝欝。

　⑦　よ》よい知覚による事後改善義務　　事麟義鑛劇購嬢こ内在する瞬スク麟

建i義務の　一部は、ダイナミ・ソクな進歩に対謹1する｝｝スク詳儘1の義務でもある玉4乏㌧
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事前醗癒領域における蓼スク決定は暫定盤にその本質があり餓、よ善よい難

晃を得たとき新たに意想決定をしな謬ればならない爾。連邦憲法裁判霧は、

複雑な事実関係における新たな媛律にあたって、立法者に時綴的瀬癒覇薮余地

（e搬ze重縁綴er　A鱒aSS灘9SS鐸緩ra縫職）を承認し、立法者韓、経験的短見の

十分な暇集と経験の蓄積をはかるため、大まかに典型化された規律（e塗ε

g驚雛y採s童e盤簸6¢Regel鞭g〉を矯いることもできる欝。

　麟　リスク蛇較義務　　蟹家による介入がいまだ飯議上のものに遍ぎない損

害領域へと拡張されるときには、科学的判定結果だ終ではなく、嘆スク機念に

内在する魑磯釣比較が重要となる盗。なぜなら、1｝スク事前配癒の領域で、

ある擾害に関して漂饗一鞍害発生メカニズムが纒幾異体的に萌確にされる必要

がなければないほど、よ鞍多くの地の驚達する琴スク状溌が考癒されなければ

ならず、選択的官｝スク決定の恣意を低減さぜることになるからである。

　事羨醍嶽措置と不再分に結ぴついた、この琴スク縁定義務は、比較衡量的比

較をする義務（磁e　P飯綴t澱獲鉛w蕊g毅感鑛Vαg短薇）をも含む矯。不

確定な事実麗孫に基づく事前醍癒措置では、平等漂灘および箆灘原則の観点か

ら、饑えば、同様の効果をもつ生産勃または物質を娩較すること（1タスクーヌ

スク分析）、｛斐益と撃スクのバランスを調整すること（婆スク・便益分析〉、そ

して、！ナスクを鰻寇する｛嚢益と費絹も比較されること（費購・便益分析）幽が

法的に不可避である。この比較の際、いかなる事講醗癒のバ琴工一ションが対

象となっているのかが重要である。たとえば、イミシオーン保護法上の「技術

水準韮に端籍する施設の事前翫露は縫騨具捧的な施設披講が考癒対象となるが、

撮害蝿憲型搭羅（S磁灘童9難gsor壷ε就量磁eMa癒a醜e登〉の場合、ほぼあら

ゆる鞠質にかかわって損害発生の弓スクがあるのだから、魑人の権雇への介入

を正当姥するためには、その擾害発生の疑いについて科学的に■一定穫度理由づ

ける必要がある。蓉スク・憂益分析は、植物保護法、薬事法のようないくつか

の領域で、決定的な内在的譲約として機能しており簾、それは、イミシオー

ン保護法における「技術水準」のような、飽の確観たる実葬祭的鰻界がないから
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である。そして、ディ・ファービオは、この領域では、裁覇新は、謙遜法上の

比較衡量要請コントロールと類似した比較衡量の軽愚の完全盤と適法性を審査

すると主張し鴎、権鰻をもつ国家機縫1こは、…定の覇薮余地が認められるが、

法的な全権（瞬e鐙費。駁v嘘）を与えないために、蟹家は》スクを比較し、合

理的な餓の穰み上げをする義務を負うと指摘する。

　紛　縫スク決建の理由づ響要請　　馨家による事離醍癒結羅の本質的姓賂は、

いまだ事実麗係が確定的ではないにもかかわらず、賎に麩密権介入を可能にす

るところにあるから、裁量決定または行政疹の率1鍵転余地のある場合の意思決定

と類似して、事前醗慮措置を十分に理灘づける義務がある欝。事繭翫癒雛置

の理宙づけでは、利害麗係をもつ国蔑は追体験でき、裁判所によむ権利保護も

可能となるよう、①いかなる事齷齪慮§的が追求されてお穆、かつ、③いかな

る事繭翫露のバ婆工一ションが選捉されたのかについて、利害闘係人に知らさ

れなければならず、その際、1｝スク比較の再現をはじめとし、本質的な理密と

比較衡量の重要渡：ランクづけ力鐘響1ら力嵯こされな酵れ韓fならない。

　さらに窪悪しなければならない点は、鍵由づけ義務は、鰹々の事前配縷バ1タ

エーションによって、その性質上異なってくる点である。たとえば、イミシ

オーン保護法においてみられるような施設特有の事前綻癒要請は、「技術水準」

に蝿癒する撰鐡鞭界値との閣連で、いかにして撰幸するかという技術的手法が

主として鐸題となる一方で、弓スク事前潔嶽の撮害糞意癒型措置の場合、科学的

に根鍵づけられた亀験の疑いの悪辣での事羨醗縷の端緒や代替犠質の評懸など

が理由づけにとって重要となるのである。

おわりに

　法律で耀いられている「縫スク」灘念は懸難燭に解親されなけれ1ぎならず、

そこで解毅された結果としての法観念障スク」を、藏ちに、　般的法難念と

霧解することはできない。鱗甥法における保護法益や危験麹質の舞灘等にかん
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するそれぞれの特性を無摂することができないからであり、亀験機念とは異な

り一毅条項がない環段贈では、記述機念ないし開題発見的綴念として簿スク」

を一般的に矯も・ることが妥当である。それゆえ、各法分野を統合する法覆念

財スク」があると考えることは露難である。事羨醗癒の領域は、警察法上の

危験跡除と残存蓼スクとの闘の領域であむ、その領域の指標として陶スク涯

という零語を当てることはありうる。しかし、危険紡除領蟻・事前配慮領域そ

して残存1ナスク領域という区霧そのものも、たとえば、原子力法で理解されて

いるように、危験防除をベース1こした嬢害事繭醗縢という、いわば危験鋳陰と

事鹸湿慮の統合ともいうべき理解がなされているのに対し、連邦イミシオーン

保護法では、イミシオーン（環境汚染）とエミシオーン（撲黙）とで危険防除

と事羨醍慮領域とが琶分されているものもある。縫方で、医薬品や化学鞠質と

いった製造魎・物質安全渋の領域では、一一定の麟作絹や有害性を承知のうえで、

有効性や効矯を優先さぜて科矯していくことを決定することがある分野であむ、

その権違を無視することはできない。

　従来の危険鵯定における危験の存在一霞栗関係一妨害者という購造を解淺し

た「危険防除の先取瞬は、瞬時に保護法益を拡張する…方で、饗スクの早難

確定とその鱈滅・撰陰のため、麟家の意思決定主体が科学技術の専霧知識に敏

擬することにな鯵、そこに、新たな法閣係、すなわち、対外的拘束力ある決定

をする行政庁、蓼スク評優における事実．との意思決定力をもつ奪鴨家ないしそ

の緩織体、および、利害関係者（民賜企業や消費者その縫の利害聡孫人）が形

成されることになる。羅民の身体や健康にたいする安全・安全性を保障する行

政活動には、もちろん、非介入的、すなわち、懸銭的ないし誘導的手法を霧も＼

たとえば環境監壷手法のような幾闘で独欝1に婆スク管理を実施させる手法もあ

る励が、伝統的な意味での介入的手法を購いるものもある。この介入的手法

を蓄臨・るときであっても、その行為モー霞ま、安全確保から安全鮭の海■Lへの

拡張、いわ難き急的奏海（設e曾resslve〉から■職・事1擁臆纏重轟藝へと変化

するとともに、法律による徳政のコント藤一ル手法も、動懇的基準を購いて科
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学技術への速やかな懸応を求め、かっ、作題法的コント欝一ルを補填する手続

法的コント欝一ルが注霧されてきている。

　科学の進歩によって、今まで不知であったあるいは未確定であった領域が機

知のないし確定された領域へと変移してきている。今まで知られていなかった

ことがわかるということは、たとえば、発生の機序が十分解明されていなかっ

た事態が解明できることを意味し、その点で危験が窮追した段賠での防除より

も、危験に対し予防的措置を講じることが■可能となる。しかし、瞬藝寺に、新た

な知は新たな不知をうみ、それゆえ、多くの知が多くの甥薮の不確実性をもた

らす。すなわち、多くの新たな知を縁ることと瞬時に、萩たな移スクが発生し、

それをコントロールする必要性が串てくるのである。

　辱スク対策は、国家の独占事項ではなく、緩々人および民閣でも壷行してあ

るいは独嚢に行われるべきものである。透葬、雛歴か、協力・連捷などのス

ローガンのもとで、縫スク縫避や低減に向1ナた「戦鋸的涯闘接的手法や琴スク

薦報の提供による消費者の霞己決定をうながす手法もとりいれられている。

「不信頼蓋を繭提にした偶々の溝費者による鰯霧的な馨スク懇避も不可能では

ないが、高度にシステム化された現代社会では、鱈頼を前提にして構築されて

いる社会・法システムをいかに効果的かっ実効的に運矯していくか、が重要で

あ鯵、検討すべきテーマとなっている。　　　　　　（2総2年9月稔8號稿）

轡記

　本稿鐸威にあたって、筆者の凌重なる質問や疑問点について麟霊をいただくと共

に、麟究羅境に醗意いただいたオセンビュール教授を始めとするボン大学公法醗究

湧の諸教授、連邦憲法裁趨飛裁戦宮であり、わずかな絶讃時翼を筆者の質闘等のた

め1麟いていただいたディ・ファービオ教授（ミュンヘン大学）、筆者の醗究テーマ

と瞬樋牲輔麺意識等に共感し、窮■言および原稿を送付していただいたシェァッ

ベアク教授（エアフルト大学）に感請したい。また、ヨー茸ッパ法に臠し多大な時

懸をかけて筋書承駿をいただいたシュミッッ講鎌（ゲッチンゲン大学）、および、ボ

ン大学琶蚕法講甕σ）奮能な饒手コルニルス縛ま∫および喉トゲン練士に感謝したい。
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6　　β2ご髭，F葺墨3嚢。亀e　董，S．25珪質．

7　不確実性という条件下での意思決定によって、暫定的にあるいは長簸にわたっ

　てある披講の瀦絹が禁止されうるが、飽面でそれはある法益の擁護・促進の放

　棄を含んでいる。この意秣で、辱スクのあるテクノ震ジーの禁珪1も許溝も、　1タ

　スクをはらんでいるのである（盆読解γ観。眠践e照s轍e費6es騒s鍮。総。雛s，1駕

　80ra，薮ec総懸esR量S重盗繊a鷺a琶e贈譲，互999，S．65（85））。

8L雛搬鰍，Soz沁董。奮重e6εs裂童s轍os，ig9董，S．i妬．

9　　G鴬∫鯉¢欝，F簾β簸ote5，茎99尋，S、2i董£

灘巍峨，恥臨0艶i，S．2騒魚漉纏魏9群，F雛蝕。総5，i；〔；ア魏魏，勲畿ote§，

S．33艇膿球385無0鰐，衰ec熱ts騨εぎsc醸za至sS鵬tsa晦凝，06Vi996，

　S．5？3藍；κδcた，艮量s重玉｛〔｝vorsor菖e　a翌s　St3ats3讐ず墓aむe，A6衰　　i　g96，　i　（茎7實．）；

　S漉2効群冨，W1sse簸，醍ε鮭W｛sseR膿総U難gew童蝕eIt磁衰ec魏，2§む蓼，

　躍a勲s短夢t，S．22．

難　それ以磐にも、連邦行政懸奮の藩象を定める8？条i項2文および連都の擁縫的

　立法鶯轄を定める73条爵号なども挙げられる（G欝ダ，F越懸。紛紛，S．蓉78．）。また、

　この狂務は、付髄的艦務（A鑓exa溢ga漉）である（B観，工）童εSta簾sa蟹菖aむ磯

　皺曲6e盤G灘賊募8setz，2．，A磁．，董977，S護i8鑑，玉32藍，欝3重．，32鱗毛，3尋7

　實．）。

鐙　この基水謀議義務に関する詳細な文藏として、ノ1、由鰯罫基本権謀護の法礫2

　（婚98葎・成文堂）がある。

i3　　〔9舞s夕，F琶露鍛ote　1｛｝，s．578至．

一7倉一



ドイツ公演学にお謬る辞スク警饗手法醗究序説（下歯憲治）

玉垂E縫G麓，貧s．i57〆§6，S董琶。贈8，茎一22鍍（2259）；艮s．○玉8§〆96，S至9ユ998」

　2265　（22§8〉．

15黙te重融9艦K臓癒ss沁無腰6玉eA欝e難曲ar藍e圭t4esVoτsoτ菖e夢麺z董嚢s

　VO搬2．2．2（X矯，KOM（2醸灘〉ie無圭g、この報告は、その内！容からして、主

　として食贔の安全盤を確保することに騒的をおいているため、たとえば・ドイツ

　で摂津奪されているように、事繭藪三1憲原則のうちのいわ縛る華スク事繭配意に鎮轡1

　していて、いわゆる資瀬事醜醒癒の視点ないし観点がすっぽむと抜け落ちてい

　る（違麺扉，雛欝欝as　So竃e瞳鐙磁e　V醗s鍵ge，餐V脚Z2§艇，3§5．〉。そして、

　購委鷺会が、事羨翫癒原則が環境と健康の領域全体の一緩原躍であると錘置づけ

　ている点に今後の翼題も残っているものと思われる。この報告の講容について

　は、徳鐵博人ヂ盆暮における食品安全システム改革と予隣療嚢1舞行財政瞬発紛

　号解頁以下参難（麗麗年〉。なお、この委員会報告1こ越する£碁議会の議決につ

　いては、Be畿麓漉eで6孟e麓鑑磁殻欝9症erKoπ　額SS重0登，，δ墨eA欝e撮盤虚威

　撫s　V償s鍵9＄夢ri難21夢s‘‘e蕪9坤A5一§3甜！2§§魯，23．翼。鷲館娩r2§3G参照。

欝　この£馨における保護水準の概題点等に関しては、S漉欝ε6び，至）艶Sl磁舷t総奮

　e重盗es難曲e鍛Sc熱意t癩vea猿s撫e壁。擁isc難e霞騒盤e欝雛τ賦t，DVBL2倉§2，

　溢3以下参．懸、。

i7　なお、ここで難いられている薪危験」や簿スク」機念は、必ずしも法律学

　で羅いられているものと濁一ではないことに予め注意しておいていただきたい。

　また、ここではドイツ語飯を基本に羅いているが、英語蔽と対難ずると、ハザー

　ドや琴スクを危験（G晩睡e麟と表している場合もあれば、そのままの露語を

　羅疑ている場合もある。

鰺V錘．醸乞te董融墓縫eでK騰翻ss圭。登，F薦難ote瓢Z至難5・L

簿　V9豊．M搬麟膿96劔K！o灘磁ssめ難，F登融航e欝，Z嵐6互この点に鬱する分

　析の詳総は幾稿でするが、嚢判を展饑しているものとして、盈餓就，F琶露簸硫ε婚，

　S．3981地離9擁魏9，Bε麒麟9脇6A登贈鼓曲3ζ総t6esVoでso夢ge諏紹i費s

　簸e獣。麟sc醗葺誓搬we重tギec嚢t，DVB至．29轡§，i壕73（i479）．

2§　婆スク・コミュエケーションにかんするドイツ公法学の議譲状涜の分新は璃

　稿を予定している。この機念についても、籔念趨走など議論すべき点が少なく

　ない。琴スク解析・見穣もりにとって重要な、評簸基準やアプ欝一チ叛定、選

　誉ミ規準が恣意継葺こ藥定され・ることは壽午され・ないから、　鯵スク瑳衆溌1こおけるさま

　ざまな行為煮の茎疑舞、理濃づ酵、懸蕪至イメージや選好を考1憲することは、　双方
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行政挺会譲葉第欝巻第i舞

　韓的な欝ミュニケーシ璽ンと奏蠹毒が重大な影響を鯵えることには注意を要する

　（8窪㌶εε／8縦｝海欝症麗麗，i簸t｛躍6玉SZ重責難無益ぎe　変量S嚢｛0∫OfSC蚕簸嚢9，董99琶，S．13）o　薯玉語文

　戴としては、吉瞬肇子諮スク・コミュニケーシ3ン邊（欝99隼・橡麺鐡飯）0

2i　この弓スク評懸は、羅1報盤｝書A嚢｝濃簸奮穰によれば、さらきこ塁段欝に分浮られる。

　すなわち、①亀験源の簿定（G縦a蝕鷲r穣重雛e睡R奮，簸aエa雌雄e簸t玉｛艶凝墨G葺〉で1ま、

　負の影響をもちうる生麺学的科学的馨欝勃質および物礫的作羅を識窮すること

　である弓⑬亀験灘の報建（Geね藪驚麟es綴re玉む灘竃．鼓a2a羅。鉱raεt麟zatlo霧は、

　療薦となる作霧鞠質または濡麟の繕漿としての負の影響の特性と度合いを定量

　的および定性的観点から確定することである。③暴露評懸（猟s激澱むs畷畿2撒藝，

　a雛ra垂sal　o｛ex夢os礎ε〉1ま、薄象作融霧質の暴露の蓋然盤を定量的および定性的

　に鴛うことをいう。④穆スク舞建（騒s雛0もeSC短elt猫糞霧，r誌藪C簸a鞍ct鍵露撮沁貧〉

　縁、庭竃難のまたは鐘こむうる覆境および1建慧霧こたいする；馨警な影響1こ関する蓋

　然盤ないし頻窪および度合籍を定性的および定量醜に評慰することである。こ

　の視学撃欝スク評轟の藻、政治的な蔭スク評嚢コンセプトに属する漢重療雛

　（G灘擁sa童26erVo麟畿t，t魏聾総ε擁玉al鋤雛03c魏〉は、科学釣な蓼スク評

　籔の葎妻こ行われ、群籍霊的評懸の奏祭のさまざまな要素を方講｛寸けるので、　琴スク

　評纒者が蒼う態度表明の基礎をなすものである。この愚昧で、膜重漂懸と事蕪

　醗癒：療簿／と1ま異なるものの撰1完関｛系1こある。

鴛　購毅告書1こよれば、この延縄療眞彗において考癒されるべき事項として次のも

　のを挙げている。①事羨翫癒燦灘1こ基づく欝置は求められる鐸護水準と比｛饗し

　ていなければならず、ゼ欝一∫スクを馨指すものであってはならないこと、②

　リスケを簸減する携選として、一一定の物質の禁鑑と蔓付して、録謹承準を発足

　しうる代替勃質が考えられるべきこと、③長難的観点ではむめて負の影響が濃

　るような場合、科学的な瞬果関｛系の藪纏ま露難であるが、響スクを軽減ないし

　除去するための遅滞ない予鋳措置を講ずる離、長簸的な懸果が考繧されるべき

　であることの一三点である（Zl髭6、3、董．）。

23　科学的データの不足のためまたは課懸に内在する不1翼羨事項（｛錘羅a出銭艶　麟

　を考縷して、婆スクが麟定できないとき、講じられる事羨翫縷捲麗は、　i一分な

　科学麟デーケがある難綴の領域で講じられた措置と睦容的に鰐慈しかつ購様君）

　購程でなけ擬ばならない、すなわち、講じられる繕置は、遍芸に類継ダ）状況琶

　でまたは離猿のアプ膨一チを基礎として講じられた飽の叢叢と講報ずるもので

　な替ればならない（Zl鑑§．3．3．〉，，

9
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ドイツ公法学におけるl／スク管選手法醗究序説（下露憲治）

2塁疲鋤麺，VO撫sse雛囎e登麟Gre嚢Zε簸6es灘W醗艶C無極C難e盤
V。ぎS。rge麺麗i欝S，玉無：Klεy（簸rs霧、），FestSC雛t簸r認醜3登§盆圭t敏Z灘

　7§．G曲雛tsta墓，臆97，S．8§7（8欝）．また、鬼頭秀一f予鋳原馨と轡代聞論理

　饗水毒1スク醗究学会編『弓スク学事爽塞（鎗韓年・T　B　Sブ琴タニカ）23頁も覇

　様の捲摘がある。

器餓協，V。ダS・r脚競恥膿総ewe茎s13st撃磁e勲聡簸Verwa真織塞Sぎe戯

　葺VB玉．2蟹鎗，i725（至727〉．

26　この点の詳纈については、田下龍一紅藪ざイツ覆境法における事雨湿慮療難

　轡・麟完」法学論叢鴛9巻4琢32嚢および羅誉6号騒餐参照（欝劔奪）。

278丁護〉澱磁si4騰2翌9，S．9．

28　BT．P難磁s鷺187尊7．講法案は、連揮毫3スク詳懸醗究瞬設羅法案と連邦濾費

　惹保護・食贔安全局設還法案の二つを中心1こ縫孫譲法律の改置法案からなる。

　なお、弓スク・コミュニケーションの一蟻を捲う連邦消費者精報法案（β箸

　玉〉灘磁s澱総738灘6雇／8992〉も礎艶されていたが、連邦参議院の反嬉で最

　終的には廃案となった。

2§Bτむ灘磁si尋／9書認．

鱒　この詳纒については、若干表現等1ま異なるが、盛岡選簿スク学の鑛蟻と方

　法」轡スク学事典露（藏涯2虜2頁以下。

鍵　たとえば、鑑藤英善「食品・薬品公害をめぐる縷の責任121」法時雛巻7号雛

　頁以下参．蕪、（難薄葬〉。

32棘轡螺緬薄絹27畔彗時8駕3碩。鯨高率糊緬葺i躍瑠鞭鋤
　号9頓も1謙熊。また、醸請求については、大磯康を害する震れがない

　と認められない食品添撫魑を整繕した食品を藪発する権利、嚢虫を傭人も奮せ

　ず、また、本件のよう1こ…昼は食贔添簾麹の指定を受けながら、その後の科学

　の発懲こよってその安全惣疑問が鋤激て、雛が取才漬れても・そ報よ

　建学約合成晶である食品添穣蛎に本来内在する歓会的麟約であるから、補嬢請

　求を認めることはできないと糧託ても・る点は、この鵬紛本質を示すもので

　あり、涯、§さ義る0

33　名告麗地裁豊橋支纏墾灘5§年6鰐6欝率！1タ534馨26？頁。

341‡西奪．■子霧纏養豚ク議（醗5年・稼灘継1〉鵬廷

鋳　畠由蔵遵r科学披講の雛発と弩スクの規鋤公法講究53畢i瞬頁2乏下（欝毅奪）。

3襲嬉野鰻治陰影金鑼露欝勘獅ス外アセスメント嘩郷櫨野編
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行政教会論集　第蔦巻　第i号

　ゼ覆境法学の生成と未来藷（欝欝算・鱈出挺）369頁獄丁参照。

37　後出栄治麟スクアセスメントは琴スクマネジメントと窮り離せない遍程」

　釣スク学事典誼（前注2心3瞬頁参照。

38　この鍾の媛定は、食畠婚覆資源の再生蕎灘等の挺進に絶する法律マ条2項、

　ダイオキシン類対策特需鑑羅法§条2項、自動車から擁議される窒素酸乾霧濠

　び種子状物質の特定地域紅おける総量の灘減等に霞1する特写ll措置法i5条2項、

　資重籐の窟効な零畦湧の｛建進に関する法律i｛｝条2項・焉条2項・i8条2項・2玉条2

　項・2§条2項・鱗条2項、エネルギーの縫霧の金運化に関する法律遮条2項・

　懲条2項等にもみられる。

蹄　これと類鬱する幾定は、牛海綿壮麗獲麟策特磯欝羅法5条がある。

鱒　たとえば、木下冨雄「不確実盤、不安そして琴スク3欝スク学事典謹（前注24）

　捻頁以下。ドイツの各科学領域における旋灘法については、8醗舘ノ82C勧観撒，

　F鷲藍鑑ote20，S、29重五

垂i　　、蓼α箆s2〆β2ε轟徽㌶難，罫雛露澱。重e　2（｝，S．24．

達2挽雄鷹競，R重s垂koa茎sSc鉄鏃ssε欺a窒e書面edefGese至重s磯a蓄tst盤e磁e，醸tV

　亜99i，2i2（2董8髭）．

逢3　ノ～oβ難症92∫，至誠e　艶。簸t簸。魏e　Fass猛灘墓　総。盤盛sc｝雀e｝　裂量s盈：e簸，更｝P衰　i986，46

　（47〉．

蓬蓬　乙鶴舞罐窪難麓，F離島簸ot琶　8，S．3｛）凱

45　E飾擁礁箆㌶，Tec｝磁瓶灘K墨U欝we魏，1登：Beτ癩a1Ma撫。峯eぎ〆V（選e豆，簸a猟里む賢。難

　6esVerずass撒奮sぎec灘s，2．，A膿、，ig9護，§2iR戯搬．24猛

妬　P卸磯8，　R量s瓶ovoぎsorge　a互s　S童aatsa癒竃aセ｝e，　童舞：　G薮撮醗　　（魏でs鼠〉，

　Staatsa嚢ずgat鷲簸，ig96，S．523　（53｛ン〉．

垂7　　BVerずGε49，89，圭z鍾珪五Vg墨．P詑劣。≠海／Sσ彪麗麗髭，Staatsぎec簸t鷺　（Gr残η｛量ギec墾重e〉，

　茎6．，A鍵至．，200§，裂簸、9i．

魂8　　BVerずG董…　49，89　（窒違3〉．

韓鏡卿壷ち｝きa麺e塗脇重εr騒s漉e毒e茎ti鷺奪盈welts竃aat，塗：Ge翫難a脇1

　K玉oe玉〉ずer，麓a農｛重e玉簸鰻登主er　R！置s嚢｛o圭灘　｛」盤脚e豊tstaat，ig93，S、5δ　（6？〉．

5§船廠，St晩鐘善er衰IS重鑑G3翻e鑑，臨裂i鱒6，22？（229）；臨雇，〆ゆ躍，

　Pr註ve資巖（｝盤　駐貧羅Voぎsorge，i簸：Wa媛，罫r護ve鷺毛沁登　腫簸｛重Vorsoで暮e，i995，S、9｛｝．

5至Cα醗2ss，響欝wei重staat職尋盆ec魏tsst罐，200§，S、至65．

52　たとえば、捻稿「危験の』予灘とその鋳鑑手段に聴する一考察」睦藤・蓉藤騰

騒



ドイツ公法学における彗スク簑遅手法醗究浮説（下出憲治）

　ゼ行政法と穰税法の課題と展望懇（2総§葬・成文堂）i舘頁以下。

53　たとえは『、ノ短携s縦波，Ge鉛駐re董｝a董｝we撤縫麺Geね銭re貸vorso題e，欝83，S．

　5蟹ず．

麟伽欝傭罐2／秘σ9凶楡π鰯，Geず露e醜we短，3．A戯至984，S・224・

器　このようなとらえ方の一方で、いっ、いかにして実施するかは、便宜主義の

　問題としても考察さ麓る縫麺麗，F簸蝕ot¢5馨，S．228混しかし、ゲッッの主

　張するように、硬直董義の4℃ぜと碑W童e‘‘の区舞llは純粋に思考上のものであっ

　て、ある危険に婦癒すべきときは、介入すべきかという属（）ぜの総懸は、いつ、

　どのようにして介入するのかという問題と籔甥することは霞難である（（｝δ鶴

　Po至重z磁e磁t，i3．A雌．，2む磁，臨．3囎）。

欝欝蜘卿，U齢曲ec歴，2．，A醗，ig98，§3鼬鼠i7・醸翫48；
　盈硲蹄島，○童es油雅量醜Vera鏡騨・r懸琶簸雌茎e貧玉S蟹e簸鹸丁齢鼠

　ig86，S．8｛｝；」鍵、Sc尭欝震動，F膿≦3費ote3，S、752・

5？馳鰹，A難璽a琴e醜瞭罐麟St醸灘e，醤VwZig鰍2簸（2i2）；庚
　F‘z腕。，R圭s盈oe賞tsc蝕e量《蚕簸ge貧i懲　Rec搬ss絵3t，欝§4，S・52驚L鋸商εs・Σ｝eギ

　翫tw麟e魏sGesεtzesz雛碧rage葺虚erGe盤t纏醜，OV8Li§鎗273
　（275）；ノ～、Sε尭鍛客づ言，F駿露獄ote　3，S．752．

58　その絶、たとえば、§憩Aむs．i翼τ、亜A蟻G，§§i2Aを》s．2」7Aむs．2，

　欝誌s、3翼r．2C簸艦G，§i羅，A楓7醗．玉2麟s毛a漉aT量erSGがあ

　る。欝馨法では、法文の言語バ琴工一シ華ンが多く、ドイツ語でGeね魏（e瞬

　とか、Ris量ko（貧童s盈e簸〉　となっている場合でも、英認では・醐浩ともr誌麹となつ

　ている場合が多い、それ攣え、本稿では、この点についてドイツ蟹内法に暇定

　して分析を進めていく。

欝S勉励饗，Dα醸・亜09隻s磁εVe撫ss脇gssta磁jg§852L

鑓顔廻，翫露醸ε5§，S．228；勘観F鵬醸e57，S・2i3；C観総・F薦簸・tε

　5i，S、董63；飾舞／肱雛撚〆叢α蹴，糠we童童ぎe甑2．A戯2愈§歌§載登・

　85；κ撫砂海，恥露賊ε49，S．56；欝漉，Gr麟魏e善es臨重盗幡aRa墓掘e膿

　藪U雅we至漉C簸t，主取：蝕a．衰ec舞t紬εS衰IS董裟G醗Rage灘e鼠i鱒鼠

　S、玉29；乙醜欝，臨紬εweτ犠琴雌羅s盈・離農a霧e贈盤　雛
　ARlage鍛s麦。鼓麟e量tsrec猛，U賊ig93，至2i；漁醜馨2ゆas童ec懸垂sc難e段重s勲

　alsRe磯ts夢醜1鯉，皺皺rgεrGes夢で識ei98茎，S・蹴溜撚漉庶F雛露鍛・te

　56，S、8球。伽92～，嘗鶴鍛・te尋3，S．鰍勲薦勘躍，F縫β醸e臆S・88・
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6王K醜妻勲11～2巌鋸副Sε編掘縫β耀雛，翫t職r｛6es　a豊里馨e灘e重登e豊Te董ls

　e搬esU蹟welt琶es8tz熱雛s（導G露一A勢，登er玉磁tet触脱窒tむ懸紐es騰t7／欝9巷，

　S．i至9ゴζ融勿舜r，F薦簸otε填9，S．6§；鋸欝s纏漉，F讐　鉛。艶麗，S．83．藏草案

　i条の目的綬定では、「覆境饗スクの低減と覆境亀験の鋳除」が定めら義、覆境

　蔭スクとは、「覆境侵害（謬猟wεlt漉e量猟搬畿老麺縫糞g〉の発生する罵能牲をいう。

　ただし、実践鰹姓に基づき、あむえないと認められるものを除く。礫境亀験と

　は、礫境琴スクであって、その発生の蓋然盤と撮憲の程度を考癒してもはや受

　忍できないと認められるものをいう」（嗣草案§条2項〉。それゆえ、結局のと

　ころ、賠除捲羅が講じられなければならない受忍しえない危験と、予紡措置を

　講じることのできる燦範建立者によって受忍されえないと騨優された讐スクと

　の闘には、もはや琶磯がなくなるのであ鯵（ノ難癖擁，F凝3簸。総5G，S．23§．〉、双

　方とも瞬程度に、琴スクにあった捲鐙が講乞られることになる。この点につい

　て、ディ・ファービオは、原子力法の懸磯釣縫題に鷺する議識をベースにした

　屡スク論を一般礫塊法の分野に普遍化したところがそもそも誤むであると雛1甥

　する（君蓄互β翫ひ，Ft灘糞。艶さ7，S．i劔£）。ここでは、鍵来の！｝スクと危験、そ

　してそれ1こ対『憲する鱗スク事繭麓癒と危験離縁という対応縫係とその鯵系的麹

　握を超えたアプ農一チをしている。瞬条濁項の解説では、　琴スク凝念は．と位機

　念で、亀験概念1ま下位機念であると綾羅づ1歩、この礫境亀験機念を一般警察法

　にお鐘る危験機念から鑓り離して・したがって・受忍不能諺スクとして定義し

　ているのである　（K∫02費プ珍γ肢．3．，導GB－AT，S．i　i§£）。

62　たとえ1ま、β名醐2γ，F慧β轟ote57，S．2亙3；愛擁擁麓4群，誤e至e，Gr駿難遥s畿ze，

　S童rate菖le賞膿透亙RS童r櫨e麓重e，1登：Arbe量ts鑑rels錐r碁盤脚醗rec盤t（翫s霧．），

　G灘釈きz薮墓駐｛玉es　U澱w磁trec熱ts，2．A雛簸．，鰺97，裂6．2i；費窃醗，G8重a雛嬢玉s欺。一

　艮estぎls敷。，至989，S．232鍾この考えを範1こしたものに、宮1欝三部ゼ環境行政

　法虚（欝出蛙・2§艇年）22頁があるα

63　たとえば、Sc舷鵜加餐，羅s盈。譲s良ec鏡s騨。媛e餓，V醗wA蓄磯84（欝§3），

　48護　（49（））．

64　β郭ε㍑2r，ぎ雛βRGte　57，S．2i3；君2紹プs2麓，　Sc鼓雛tz　縫壼莚　Vorsorge，　至993，　S．

　2i3琵．Vgi．1～ε掩～だ難4εぎ，F縫3簸otε62，盆登．22．

6§　たとえば、β羅麗γ，恥蝕。鍵57，S．2i3、ブ謄イァーは、危験・馨スク・残存

　！lスクという三段1警護を展鱗することで、技鶴安全法における法状溌と基本権

　保護義務をめぐる議譲との整合性をはかることを意鬱したものと考えられる。
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霞ツ公法学に隷ナる1以ク管鑓手振綾浮説（下山憲謝

原子力海こ関す擁撫な分析は、勲贈贈，G難繭e顧ssc魏驚艶。魏織瞭
　Wa君｛玉e至験簸6GeRerat重。登ε簸v｛｝r経簸two嚢藝登9，亙§書9，S．52｛五

66　君紹謬εr，F鷺欝欝。｛e　57，S、2i3；君擁硲召η，F譲3灘otε　64，S・2董翫

67講参夕羅，ぎ登露登ote50，S．22歌β卸醗群，ぎ嚢露葺ote5乳S・2i塩それゆえ・アッ

　ペルは、「法と法解毅の任務は、掻害発生の蓋然性とその可能盤という連続体に

おいて、幾轡癒鐙釣意思決意こ繭、それを慰こ鄭重（紬sc魏撫螂・具

　体的法効果と結合できる境界線を群くことであり、その繕牝の意義は、境罫線

　を確定することと購鋳に、安全措置の必要性と権利保護の射程を決定すること

　にある］と主張する（a．＆0．S．229．）。さらに、レーどンダーは、支配的見解で

　は、事前醒癒領域では第三者録護機能は認められな麸としているが、たとえば、

　発がん性鞠質を考えると、危険紡陰と事麟配癒め麗のグレーゾーンとして、鰯

　麟的滞貨が薄髭な霞む、権利謀護を実麗しな1ナればならないと主張する

　（餓伽露，F臨機62，癒．5透）．そ榊え、この三頭蟻藏鞍な境界線

　で区幾することはできず、楼互ににじみ合う関｛系にあるといえる雌

68この三段賠謝理念墾としてベースにしている連鰍ミシかン保護法で敏

　5条i項2華｝の設蓋許擁を要する施設1ま嚢“害な覆境影響等に嬉する事毒彗翫癒1で￥

　「とむわけ、技衛水準に適合する叢置によって」講じられていなければならず、

　講法5条i項i号では、要許薄施設は藏施設から危験が発生しないような盤状

　であることを規定する一方で、確実な経験的短見がない場合、危験綴界線の下

　の領域が醸し、亀験騰ではなく、事灘濾が要請さ鰍鰯瞑鉢的な饗境

　への鳶害な影響の保護ではなく、そのような影響の発生を一鰹的に予防する、し

　たがって、礫境への有害な潜在的影響に重量臨するものである（海角薦s．懸盤S磁転

　4．A慮り臆99，§5難．46、〉。この連邦イミシオーン保護法5条i項2号によ

　る事蕾甕義懸1は、事葎茎翫癒iの議檬達成のためのあらゆる亘至能な懲置を講じること

　を要求するものではなく、rイミシかンの潜在謝スクの程度と鞭に量継し

　たiものでなければならず（8VεrwG，賛VwZ爵9？，紛7（499）訊経済的観

　点を無視することはできない。

6§たとえば、連郵憲法裁判藪のカルカー決定（8Ve鍾Gε逢9，89（i37廷）・〉で

　示された原子力施設の安全に関する決定では、連邦漂子力法7条2項3琴の「科

　学披講の水準によ吟必要な掻害に隣する事前駕懸」が護憲されているが、この棒

　内で、認識、の磁定性を基盤として、原子力法一｝動態縦にとって額聾麩

　撃1（妻賂の事輔濾（v・rs・聡e鵬S離戯）と…玖クの1舞獲（Ve掘飆飆霧

胃　一
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　vo登羅s盈e盗〉〉を講裁判湧は驚いている。すなわち、特磯な、破滅的な危験を

　内在する施設であるから、警察法上の薙験機念を受忍璽能とみなされる残存婆

　スクの龍始線にまで拡張し、その結粟、危険跡除と婆スク事諮鶴癒との盤雛を

　もはやする必要がなくなるのである（Z葱君窪飯σ，ε登tsc蓋e羅登簿g鑓〉紛b董e醗e｛襲鷺

　疑is韮｛o翠erwa琵建簸9，翼琶盆　i9§i，355；孟蓋。愛望｝ε／β召‘鳶欝蕊㌶難〆κ麿麗ε海，ぎ簸β葺ot8　6｛》，

　§i衰糞ほ32膿δ§2嵯裂嚢．尋嬢；Os燐み耀，VGぎs醗竃ea至s艮ec難ts韓登zや

　醜Ges澱曲e登s一，Arbe重重s曝撮慧鵜w磯s磁磁2，餐VwZig86，総茎（至艇）．〉。

　また、関連して、適薬行敢裁宰噺は、ヴィール鵯決において、r最善の亀験紡織

　と嘆スク事麟翫癒」と統一的に表現し、科学技徳の水準に灘らして療子力発電

　所の「魚験と琴スク」は実践的に癖除されなければならないとし、海法属号の

　幾範構造を「藪統的な警察法の意蘇での危鞍騨斜として遅解してはいない

　（BVerwG建72，3蟹｝（3玉4）》oそれゆえ、原子力旛設窪）安全性については、縷

　害事嚢彗藝護露と残存鯵スクとの二段贈権造であると遅解され、るのである。

驚Rθ綴蛾薄麟，D量e3ew蕊至ti墓膿琶6er幅sse糞S磁a乏雛C蓑e葺醗雌tec顛圭SC鼓eR

　ε糞壷w董。至｛量鞭R9｛玉載ギ。盤　｛圭as　Verwa至重琶簸菖sτ琶。簸t，至〉V登茎、ig89，85董　（859）．

7i　p短麗β，F雛露賞。艶46，S、53｛）．

？2　この点は、羅i毒こ、βε｛漉携α難驚，欝鷺露盤Gte魂2，S．2i4，｛で法経学に女産する撰1肇1と

　して旛携されている。

73L翻9欝，雛s碁盤we搬ec藪猛αW重ss綴s琶ese玉垂sc総ずt，S、i茎五

7嘆　L鹿69撹ザ，F雛3ηote73，S、72蚕£

隠　科学的不確実雛は、遜常、選撰された変数、計灘韓、擁鐡講査、蒋総された

　モデルまたは基礎にある灘果関係という科学的方法のメルクマールから生まれ、

　不確実盤は、鰻存のデータが侮を意味しているのかについて意見の一致がなかっ

　た鯵、いくつかの重要なデータがかけているときに発生するのであり、分梼の

　量的質的要素に関連する（盆暮委員会報魯・麟注蔦，Zl鉱δ．璽．3、参照〉。

7§　翻諺rs欝鎗毒，　D董e　βew雄t童≦ζ鰻登g　der　w量sse登SC鼓議員嚢C藝e葺　t翼至（重　tec鼓藍iSC｝董e簸

　E譲w紘懸g錐面r薇Verwa童t騒琶sτe薇t，VVPS鍛L銘，（欝90），S、207
　（2亙9〉．

77　Rβゴ麓εγ　事訳oJン㍉F琶総登。童e　7，S．79；衛膨海婁〆護β壷2婁，F雛｛3簸ote5（｝，S．86五

7＄　　観｛2ゐ」／遥茎享）｛ぜ，F鰻露農ote　5｛｝，S．88．

簿R厩歓勘玩Z絃rA貧t矯駿量e雌e圭羅es盆ec墾ts灘δ8rRlsi藍。琴es磁sc醸t，

　もe翠玉3t鼓a貸　玉987，357　（384重｛〉．
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ドイツ公法学における鯵スク管礫手法鱗究艀二議（下髪襲憲治）

8｛》　ノ～α∫邦εギ　羅σ言置　F琶露盤ote7，S．68．

8i　この点については、翫磯併，A鎚翫ze量蟹e訟Ge盤8C猛墨麺S磁t並6er

　恥総es罫e欝藤轍Pe駿tsc熱量a総，欝欝4（茎9働，37（碁i）；欝ぬF酸蝕ote6暮，

　S．i5護；Lα｛加餐凱，R垂s盈ow量sseτ釜暮蟹走震is量ko母R麓。轟e量｛擁登9，Kr童tv　欝弱，241鼠；

　潔∫｛驚総Sむ尭，1［）as艮ec盤t童獄　U猛ga簸暮　懸墨t　（重e驚　U登呂ew主sse盤　玉簸　W玉sse簸SC鮭a髭

　穀総Tec擁盈，醤3W欝86，2287（2288｛ず．〉；群綴虚，ぎ擁3難破e範，S523．参照。

　たとえば、麩連i綿繰子力法7条2a項でのUη鉛銭事議1翫癒認溝を受ける原子力

　旛設は、事繭醗慮こよって施設の外への暁雲にはあ鯵えない（夢ボ雄t量s磁a琶s

　gesc賊osse簸）」事故の場合でも、電離敦漿線から保護する徹底的捲置が必要と

　はならないようにしなければならない（躍’魏紘s，Staat批魏s蟹a難解灘e難重盗r

　R重S盈0歴0織a老懸Z麟S磁e登臨C嚢ta撹i無鉛懸a毛重0簸e豊艶Se璽むstむεst勲磁被益琴

　膿醜esetz紬e灘K・醗讐蔓鐵a緬簸sv・罫紬識量豊：登aでt（翫s鹸Pr重職ごec壼を

　1灘”瓢s盈os捻a夢，欝97，S、2騒）と指簸されていた0

82　8ε為2鴬εむ㎎，罫縫β簸｛）te　63，S．唾§（）｛£　1舞警妻え海　E症擁。，F縫茎…疑。童e　5乳　S・　玉26重；

　駕窪擁∫／ノ望診診2オ，F鞭β欝otε　5｛｝，S．87．

83　Sご海ε鑓む㎎，F駿露豊。重e63，S、4§8．嘱様のことは、　6ε劉s，F駿総鍛。圭e　i〔），S，　27

　でも指摘されている。κθ2漉＆玉疏e灘a臨量εr醗琴6εs羅s窪。盤a簸3ge灘e擁s

　6鷺rc鼓　簸e穫εs　U磁認e童総一雛註｛量　Tec薮簸重茎｛ギec誌t？，翼VwZ　ig94，　937　（938）　およ

　びK6漉，F薦登航e鰺，S．驚もこの定義をそのまま受け入れている。

84　瞬様のアプ賛一チは、かま君厩｝毎，F銭無R｛）te69，S．353重鶴愛2∫跳，F戯3簸ote62，

　S．欝iでもみられる。

85蹴㈱醜，F薦醸e63，S．唾98．V墓L厩躍，Pr・むa醗墨st量sc簸e
　臨盈幟alysε簸疑蕪Ge蓑毛ε甑重薮rec嬢，饗露玉鰯，董57（i鋤；幽魂D圭e

　rec難t紬e88wa墨t圭響灘塞tec猛sc薮erR置s撤e駿，KJig偽，亙25（i3蝕

86　　∠〉著　F；αむゼ。，F簸≦3簸otg　69，S．357．

87疏E戯θ，勲顕ote57，s、至i蕊ディ・ファービ薦ま、彗スク決定という機

　念をつうじて、不確実盤の条締ギでも意思決定せざるをえない場合の法的懸題

　に膜1し、綴犠行政法の異種領域から共通項を見濃し、包懸的構造を翼擬的にす

　ることを可能とする麟題領域を購らかにすることを意臠している（講書越8頁）o

　すなわち、亀験防除領域、経験紡絵の先取馨領域（すなわち、危験の疑い領域）、

　そして、それをさらにこえて！ナスク紙減という観点のもとで縫合形成の意練で

　の危険の疑いの蕪段驚の領域と匿分する。そしてそこで霧いられる危険や危険
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　の疑いといった規籠的機念と藝麟する意蕪で、彗スク決定という機念を聡いて、

　一定の決定タイプの法的および事実的覆境、したがって、決定主韓、維織、手

　続きおよび行為形式を鱗1聡鋭しようとしている。

鍵勲薇，F膿簸ote5む，S．23§：鎌勘醒θ，F醗醸e57，i§籏．こ硲r危爆の端

　緒3または「潜在麟危爆」は、ヴィール轡決（暮VerwG璽72，3雛｝（3欝〉〉1こ

　よるが、そこでは、その当時の科学水準から、一定の畿禦：関係を肯定も否定も

　できない状溌をあらわす難語として絹麸られておむ、事実縫孫や科学的知発に

　鋳ら基づかないものではないことには注意すべきである（飽耀麗卯，海蝕0毛ε

　62，衰簸．5倉〉。

縛　醜F農海。，嘗嚢露登。総5？，S、欝7．

鱒　この点については、わがくにでも賎に指擁されている。公法学会におけるシ

　ンぷジウムでの畠出銭道発言公法硬究盤号2§8頁参黙（欝雛年〉。

雛　たとえば、嫉会的競麟藩究全編ゼこれからの疑会的媛霧顯（i鱒§奪・通商産業

　講査会）鷺頁獄下参蕪。

92　S｛｝ゐ餓老｝㎎，F琶奎き灘ot｛｝63，S．尋§9．

§3　Sc勉駕む㎎，恥蝕。総総，s』§．

9蓬8餓Sε，旋r藪囎髭雛磁A豊S登難曲瞳eぎ食is量藪0纏S磁騰9，i鷺：酸S磁rsg．〉，

　衰1s圭藪。ず。ギsc｝璽雛簸暮　zw董sc｝董e登　P重s罵i茎）玉童轟a薮t蓋t無筋｛量玉鼓室eギ4量sz奪）難簸a峯窪毛盗む　ig96，S．

　欝．

950S潮む耀，Ple翼0セ喪s　Gesetz菖εむers漉照t雛w重ss磯S磁a錐童磁一

　te膓播s磯磁Ze宝ta豊t8r，20§癖，S．鎗．同様に、尽確実な事実状溌基盤のうえで

　鴛致し、不確実盤を窺律する法は、その麟無力の譲翼に行きついていると指徳

　するものもある（概盈シ孟妙擁，態懸。舵5§，S．i欝挑

96　BVeでずG建尋9，89（董3§妻）．これ毒こ雲鏡する穫：享馨としては、1ぐぎ。｛～壷プ禽，F樋慧鍛。童e56，

　§　3　翼翼．δ8．

解　不確実な知を基にして安全性を採石することは、凄にたいする遍大な要求であ

　り、社会を簸たな法規縫的不確実性へと導くものであり、それを補充する事業

　者等の§己コント欝一ルが詫§されてきていることも考麟すべき点である（疏

　F罐δ，F鵬無ote57，尊53ず1晒癬2纏，雛e琶ra竜沁簸veでs縫s欝董εx離皇s量er眼9

　昌er騰we董tre薇tl重。蓑e貧Z雌ass獣gsveで紬re賞：ん蓬ε蝋06er会la　caでte？，

　翼VwZ　i§97，9鱒（956〉〉。

鰭　すなわち、科学・鼓舞∫の進歩と発展が活発な懸弩1錐嚢域を規凝する際、危験の
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　前段賠における介入を正当乾し、かっ、頻繁に変蔵する状涜に蠕癒する暫定麟

　に「謹当な」決定の多元牲と幾範定立・執行の蒔鰻銘（疏翫腕。，皺皺鍍e57，

　S．3総麺tF資22、）、たとえば、法律の要鯉に「科学技術の水準」が盛勢込ま

　れるようにな鯵、彗スク決定の動態牲と科学蟹存盤が影戯されてきている。ま

　た、たとえば、逐年通繕分野で羅麸られてきている実験法律（この詳綴につい

　ては、たとえば、飾物醗簿R露欝，Ex欝eτ1驚e濃e豊艶G8se詑get殿嚢奮，Bec盆er／

　B綴ySee轡a鍵（登rsg．〉，Fes重s綴r潅｛敬We騰er　T睡ε灘e，ig93，S．55鼠参、黙〉

　や、一部学説で擬案されているモラト琴アム法律（糊β薦，ぎ。蓄s｛）薮雛葺g象讐擁6

A簸we擁懸暮s藪。簸t輔etec擁s磁esFoτtsc翻意tsa童sSt鳳s麟ga藝e？，贋殺

　i嘆（ig蟹）），S．8マ（2〔｝〉、〉などによる糞意応が想定され，る。また、詳綴翼ま後連す

　るが、立法後の恒常的コントロールと事後改善（βVer総見臆，89（懇G，

　王填3参；56，5遵（78鍾）〉、事業者1こよる糞己コントP一ル（S錦鱗羅氈P駕實毒／Pゼ申

　酋彦西盛0，　Veぎ轡a蓑縫亜9　蹟簸｛董　VeでW溢t縫登簿S｝ec簸t　zwiSC薮ε簸　　gese蔓SC簸3嚢至重C盤er

Se茎むstぎeg滋茎er麗墓睦磁staa銀。瞭Ste縫er膿齢VVDSt羅56（ig97〉，S

　総懸⇔のような手法も導入されてきている。原子力発電施設の未認溝蔀分にた

　いし、進歩した科学・装備水準に安全牲要請を適会させること㊧VeぎwG覧8§，

　2｛｝7　（2i§〉；92，董85（蔓89）；β醒オ霧名遅，玉〉er　ato覆でec｝至重難。壷蟹｝F観賞茎｛t墨。簸svor聖｝e｝≧a重重

　δeギGe獄e薮盤重9銭轟gs数癒6f透e褒美ギ〔難e　Er患墨t雛騒登霧蟄獄重Bε騨ert簸貧鼠6es衰童s敷os

　e鎗eで騒雄e鍵騰A露a暮e，工）V醗．欝98，i臆7（鴛99〉）も、ここで関連する重

　法として挙げられる。

鱒　この点は、次簾で詳述する。ここでは、次の点のみの捲撫1ことどめたい。すな

　わち、連薬行政手続法殿。条i項i文、2文および2項、質e条などでは、協溺

　（連携〉的・統合的行政綴織のアプローチ（β0飛，St懲搬欝el璽e蓋撮εr醗墓e資雄es

　Verwai毛脇塞s撃er擁織s曲で磯Ge難磁蕪暮脇塞s驚r紬ぎε簸s毎esc譲e癒喜雛gsgsse賦

　NVwZ欝97，32§（328））を皺む入れ、とりわけ、縫法警e条では、複雑な決定状

　混に関し、双務的参撫で、潜産的縫会的盗聞と潜在的社会的紛争を統合する多趣約

款舞（油物鎌書雛，磁・10菖蚤S薇0漉蕪磁esVerwa董鐡gsveぎ憾艶麗sre磁

　一Vor雛臨ge簸，A6裂iig（玉994〉，59春（622）；凝薦，醸曜at量ves

　V磁wa茎繊9S襲a撮e至難一賛e琶e　Fo離e麓vO簸KO盤騰磁atio無凱6
　8｛誌ger穣童t響lr搬絵g，OVB墨、i§93，973（975套））を籔ろうとしている　（v菖L

κ砂〆盈㈱ε鷹鷲Vwv欝，乳A憾．，2㈱，§§7玉a鈴。

玉1薄　　L窪6ε駕亥，F琶βRote　73，S．茎42膏．，　1菖i費．，翌56餐、，2｛｝6藪．；1ぞε海～｝∫η4εち　F雛露盤ote
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62，灘．5i；S伽励㎎，F薦麟e玉。，s、i蹴翫躍／助躍，F薦獄ε5繊s・

　3i貿，i26餐．

エ餐　　β轟難s2，欝琶β貧ote　9嘆，S．43｛L

魏　パンセによれば、懇磯分野の特鍛を無視すれば、歴史的・構造的次元で、次

　のような讐スクの類型イヒができると主張されている。すなわち、①伝統的穆ス

　ク、②産業・纏縫蟹家ぎ欝スクおよび③科学的・技徳的に誘発された辱スクが

　それである。伝統的琴スクとは、たとえば取灘婆スクのように、懇人に帰責で

　き、時穣的で、少なくとも霞憲意思で弓懸受けられ、社会的に規範乾され、場

　合によっては、麟裁が課されうるものである。これに嬉し、産業・擾擁蟹家的

　喜玖クとは、鰯人・社会の経済的・政治的行動の支醗的モードとしての目的合

　選性に灘来し、数学的モデルと謀験の麟度イ蓑こよ弩この琴スクが科学箆されて

　きている。潜1窪的影響が控握薄書老であ鯵、損害の漂霞と結果が空懸的・時懸的

　次元で広範に隆定できるものである。しかし、最後の科学的・技術的に誘発さ

　れた彗スクは、産業・福縫馨家的琴スクと類鍛する霞琴スクと、突然発生する

　技衛的雛スクで潜行的なエコβジー婆スクに特鐡的であるが、諺スク原霞者と

　リスク綾害者が緯一でなく、その療遜や緩果にも懸人に帰責できず、課i験可能

　懲こも曝葬がある辮殊クがある（翫鰯／β2罐灘纏，F鵬麟e2§，sほ銚

鴎　どのような要素を琴スクの軽重覇定に人縫が驚いているかについては、①ス

　ポーッや喫煙などのような慈発的弓スクか、大気汚染のような葬濫発的筆」スク

　か、③優益を受ける者と咳スクにさらされる者の分醒関係が不公平か、③麺人

　的な予窮活動で醸遷できる1綜クかどうか、④疑知の彗スクか、新規の未知の

　撃スクか、⑤衰然界に存在する琴スクか、人工的琴スクか、⑧長難的にみて擁

　めて影響が膿る肇スクで不酵逆的なものかどうか、⑦子どもや疑媛に影響を与

　えるないし後の轡代に影響を与える13スクかどうか、⑧病気やけがなどの通常

　の死に方とは異なる死に方するか、⑨誰か知らない人が被害者となるか、身近

　な、矯っている人が被害者となる讐スクか、⑳無学麹に十分解購されている琴

　スクか否か、⑪磐頼できる機数の椿報糠から矛態した薯1スク嬉鞍が緩えられる

　か否か、といった、1i項霧があるといわれている（春暖肇畢『馨スクとっきあ

　う遜（鳶斐閣・欝鱒葎）総嚢以…下参照。）。

塵　ここで注意を要するのは、統計的解極では、稀な麗象を皺皺う際、大数の法

　購による麟約がある点である。その時々の経験的知見のない領域で縁、全ての

　蓋然性規準は純粋に飯説的性格を糞するからである（たとえば、木下冨雄「不
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　確実性、不安そして｝」スク」鯵スク学事典遜（麟涯鍵〉捻頁〉。また、嬉象に応

　じて、たとえば、溝辮構造物や霞勢車など通常の施設の場合、鍵来からの経験

　が積み重ねられていることが多く、統計などによむ、原子力発電所のような複

　雑な技徳施設では、シュミレーションによる讐スク解観や欠陥の木解析などに

　より、膏雲霧質の鶴墨・亀陰嚢質の生産の場合では、許容摂取量と作曙の講査

　などにより、魔積もむが実施され、定量的な撮害発生の蓋然性を記遽すること

　を鐸的としている（Kδ漉，罫殺盆簸。総85，S．茎28．）。

懸　たとえば、羨搬S嶺G欝条i項2文および3文1こ基づく技術的・科学的データ

　と経験的i試験糖墨の縫慮、C盤e餓G暮条および下条に基づく審査証明の経本、

　A麓G22条以下に定める1声スク醗究と尊簡鑑定詳懸、聾VP（｝S条による琴スク評

　繕の鰹の協｛嚢がある。

鵬　たとえば、亀験勅質・危験翰法における題串義務（A簸ze惣8糞嚢。猛。密r

　A簸韓e羅e錘重髭雛〉は、いわば、許認擁の代灘轟　（G8簸e舞盤董奮襲登塞SStiπo琶at〉　と

　もいわれ　（κδ‘鳶，置銭露貧。宅e8器，S．i39）、　たとえば、　危験綾1質法の新慧鱗勢質の

　麗珪1（§§魂費、C｝鷺驚G〉によって、科学的彗勢鐸麟特性等i2項嚢にわたる基；本

　審査の結果誕購を添難しなければならず、このようにしていわば暗黙のうちに

　薪！lスク瞬定」と「琴スク見積も鞍」を申講者に合薬ないし一藻を負拶させてい

　る。そして、この麗患を契機として、それに基づき予紡事前雛置の意思決建

　（§n）から難該物質の製造穫吏羅禁鑑（§i7）にまでいたるプ韓セスがはじま

　るから、重要な意義をもつ。

欝顔S絡，VOでSOτge麟麟登，琵a登翻6rter恥磁6esU盤we至trec歴Sjg縫2・

　At三舞．，S登、27｛｝6；費擁罐，臥廊簸。艶62，S．2馨2L

蓑建　BVerwGε　8里，　亙2　（i7簸；P∫　露窪む∫o，　F破墨3簸。毛e　57，　S．茎6（麺；麗麗rs欝歪｛挽，

　F昼総員ote　76，S．2レ鍾．

圭弱　　β鹿雑sε，ぎ畿盆無Ote　94，S．玉7ξ圭

懸　巻1霧ま、讐スク・コミュニケーシ量ンに絶して「鯵人的選蜜」と「縫会的講

　争」との麹分を讒してお鯵、参考になる（善鱗肇子『婆スクとつきあう』（縷涯

　欝3）62頁以ド、またより詳纏事こは、講著いナスク・コミュニケーシ荘ン』（ig弱

　矩・檬韓縷版〉給責以下および憩9鐸以智参照および内議巌錐「瞬スク評鱗のク

　ライテ輩｝ア」ゼllスク学事興壌（糞1薩2勃2襲頁以ド参黙ひ本稿では、　蓄壬として疑

　会斡レベルで夢）弓スクを識題とすることを懇達しているので、以下ではその点

　に鰻足したい。
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罎藩注然の慎重原則とも聡保し、慎重繰網僅ors娘ts麺嚢zi拶は、r疑わしき

　は安全のために（鎗6曲沁舞。　sec鍵玉tate封を意殊し、ある鞠質の流通のよう

　に環境に潜在的に負荷をかける行蟻は、残存菩タスクの受容によって霞翼づけら

　れるが、その有害牲にっき、紅蓋然性がなくはない」あるいは単に「考えられる」

　という場合孟こ醗鑑されるべきであるとするものである　（K護0ε受壷密，ぎ簸露盤ote56，

　§4R糞．i6．〉。

盤2　Vg董．懸。壷御／Bε6海欝α箆鷺／駕麗麗ε為，璽琶露貧ote6（肇，§　i　盆肱　董33；Kδむ勘，欝讐露簸｛》te

　85，S．玉29t

難　纏檎探護法蔦鯵条里項3号、遺伝子工学法認条2項および薬事法2§条2項5

　号で示されているように、この点は、技徳綾絹のまたは製造鵬の移スクと潜在

　的チ学ンスを比較し、琵較衡量することのみに基づいている（P露ε漉麗，飯e

　Bew灘t逡t玉R墓　（墨εr　w重sse難SC鼓aずt奎圭C盤e鍛　　膜蟹玉　tεC姦盤SC難｛溢　　E難tw垂C繧級数ge盤

　磁rc賊asVαwa奎漉墓sぎec紙聾OV亙98§，793；疵搬旛，Ge盤撤，翠orsor慕e，

　貧重S墨裟0：五）玉e　Geずa嚢rを簸a老｝we簸y　綾簸ter〔墨ep窪　ε董簸叢鶴舞〔量es　VOぎsor彗e墨π量農Z重茎〉S，」騒ra

　ig§6，56§（572〉；κδ漉，F薦欝ote6毒，＆嬉蟹）。しかし、この髭較衡量を購

　示的に規律する蔑籍慧少ない。薬事法器条2項5号に定める医薬品の許可が捲

　否されうるのは、合獲i的な理蜜に基づく是認できない請作霧の疑いがあるとき

　であ鯵、縫物繰護法婚条i項3号碁は、薬麟（鍵鍛e董）が「その麹の悪影響、と

　りわけ、灘然簑鍵に薄するもので、科学的寒冤の水準によって是認しえないも

　のjがないかどうかに饑して行われる。しかし、行政庁は、単に、r離縁するこ

　とのできない悪影響の蓋然性の程度、薬麟の養矯による纏轡裁培に嬉する無益・

　不利益とその遇発的賠叢薄能性について鋤較衡量を義務づけられるにすぎない」

　（BVeでwG童8i，玉2（玉7〉、〉から、ここでの峯タスク管鑓は、麹象的・規範的事麟

　コントP一ルの枠績みから外れてしまうのである。

蔓尋　κ‘02鴛歪g，欝罎β登ote83，S．93§；L窪㎡ε麓劉，亙〉圭e　rec賑継室。｝｝e　Ko簸tで。韮｛｝　嚢茎a琶s嚢薩｛｝で

　Pr｛）g簸ose貧，　翼殺裂　 198S，　8i　（89〉；　賜α髭～，　艮童s董蓑。薫〉εwer毛蟹登＄　雛er　Exeヒ琶t董ve

　雛簸雄　f宝C｝｝ter盤C益e　Ko獄tro難｛墾C鼓te　－　A慧sw主τ装護荻菖磐簸　a殺董　6as　Verw＆至t駿鍛9S一

　雛66asg磁。鍵重油eVer熟re登，翼VwZエ弱i，409（魂ゆ．

糞5　β鮨2麗2で，登銭菱矯。毛e85，S．茎65；五｝ゼ」誓r鹿翻。，撃破露盤ote57，S．蔓｝嘆，28｛》重．

玉欝β伊戯θ，F鵬職e57，s．45畿漉配／働躍，F薦盤ote豹，s．菊鉾鰭危

　険がある場合に介入する縫鐘鋳除手法が点的ないし逐次的な介入手法であると

　すると、事葎廼惹癒霧横難こ基づく措置韓、獲1其裂奪な法関係を生み1髭し　（θ擁欝欝，
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ドイツ公法学における馨スク管鑓手法麟究淳読（一筋妻憲治）

　恥蝕otε5，S．誓転〉、線的な介入手法がとられることになる。それゆえ、と

　鯵わけ、資灘事前翫慮の領域では、毒麺浮法が豚・られるし、琴スク事麟醍叢

　の領域でも、主として規籠を異体箆する行政媛員壌こ代表されるよう、行政によ

　る基準ないし襟準設定が法的検討鰐象となっていく。

至買　縫】会的事前藪蠢愚は、綴織と手・続き垂こ｛表髄する　馨～漉㌶εブ協麗〆l　yt羅3登ote7，S．

　73．）ともいわれ、綴織織綾や権醸醗分等、いかに公歪で良主的に実現するかが

　重要なテーマではあるが、ここでは、綴織訣的統糠ま省酪する。

鯵懸卵綴海，翼e駿ε玉簸s雛磁e登te徳τe量登e賞鋭S重aatsa晦aむe：Z慧ぎ

　Le量s籔叢墓s髭盛葱装e重竜　玉》roze｛重壁a壷ε簸　段ec｝董ts　圭餓　覧∫覇騨e疑sc量滋籔　至難＝G嶽簸灘

　（薮τs墓．），　Staatsa慧｛93t｝e簸，　i§96，　S．　48？　　（蓬9i｛£）；　P露sε轟㏄，　A玉璽琴e董登極戴es

　Ve留a亜t鞭gsrε磁alsTe叢6εr6｛織t至重。賢8貧至蜘欝＆t重。蜘τ甑澱9」鷺：

　｝至O登灘a豊鑓一員董eπ董／SC｝主査藍｛里t－A熱醗a登欝〆SC巽疑茎｝欝εrt　　　（｝至rsg．〉，　　艮e至。雛簸　　　6εS

A至重墓灘艦e簸Verwa墨鵬塞s罫朧ts，雛．i，至993，S．2ig（澱）・

至欝　　BVer藍G狂　83，茎3（》　（i5玉ず毛〉；84，34　（4§量．〉；S‘み㌶詑夢F留錫鎗，翼母慧e　Kr詫εr垂e登

　ず敷　　6圭e　草erw綴籔董瑠sgeでic｝滋量。難ε　Ko號rol玉《至重。雑　　蒼e重　6鍵　　A簸we蟹艶嚢彗

　腿痴es臨鍼をr衰ec嬢sb8菖r蝦e，JZ玉鱒3，7？2（776翻

欝欝雄融，G灘δrec簸te難6Le主s綴盤琶sst識VVOS毛RL3§（獅2），43，8鴛

12i　p鯉紘ε，Veτwa茎艇Rgsve磁tw磁琶薙灘6Ve欝alt澱墓s翠erず＆益懸」9籔

　S．598餐、

鴛琶　登VeでwG昆　72，　3｛｝（）　（3i6〉；　78，　至77　（i8§）；露VgrwG　亙〉VB玉．　董993，　i　i畦9；

　pVB翌、玉99｛｝，§懸；BVerwG盆臆6，鑓5（i2感賞、）．

茎23　え）奮　Fβ翻（｝芋露聾露ηote　57宰s．畦…｝藁．

玉24　Sご宛名嬬み2匿ぎ，欝琶露簸ote　i（），S．35．

12§S漉ε駕む㎎，F賞翫。｛e63，S、4弱，

盤1㎏オ．βre澱，F薦醸e57，S．222雛蕪躍聯曲言，翼is激。翻U灘we搬ec猛

　一　Z縫s鍛糞｛量i琶藪e麺，Ver董a鮭r｛鷺　雛麗重醗a露st蓑むε　6εr　Bεwer｛妓登9，饗VwZ　i987，

　276．

主2マ　　BVerずG董…149豊89　（至尊（1〉．

懸　BVer轡G翼72，3§O（3総）．また、講料決では、諺スグ莞綴という憲法■との舞

　護義務から、羅家の意思決定機関の専粥科学的跡書義務を導き凄している

　（BVeギwG建72，3｛｝○　く3i6）　貸費6β紹鋸ε嘗，F軽震豊ote57，S．222．）。

雄§　BVerwG£　72，3（疑垂　（3董6）、

翫
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欝奪　蚤観窪毒言，F琶露簸otε　i至尊，s．尋董2玄蓋　Vg董．β劉診膨εγ，F簸欝欝ote　5？，s．222．

塵　なお、ここでは主として1タスク事爾醗癒と琴スク管理手法について論じてい

　くことを馨的としているので、講教授ζま室としていわゆる資瀬事蕪翫癒に関わ

　る療顯「事羨灘霞効果の績み重ね」も挙げられているが、この点は雀酪するこ

　とをお籔毒しておく。

瀧翫F融和，恥艶ote謎，S．82§難この点に関し、事羨畿癒の離籍については、

　Cα醜ss，恥蝕gte5i，S．20覆が詳しい。

鵬〔）SS2励擁」，登εst3撮SSC魏tz脇経醤ac魏魏t撚琶VO轟Keで譲ra髭wぞ旗e簸，

　至弱4，s．5騒．

！3尋　M重重te嵐膿9曇eぎKo鷺雛童ss墨G賞，欝t露盤。毛e玉5，Z圭ず凱5．LL臆療5．里2．

圭蕊　　1ぐδc鳶，F獲β擁ot｛｝85，S．茎32．

！認　　Ko2η歪g，　Fほ露費ot｛｝　83，S．938．護麓｛重　v琶L　∫茎。癖β㌶鯵1～ゴ｛羅，琶x峯｝｛｝r至難e登te玉茎e

　Gesεt腐蝕難菖，B¢c瞼1細重1Sεewa羅（登蓄s琶．〉，Festsc嚢r董ずt難Wer轟er

　T盤8灘ε，i§93，S．55　（6達）；羅産轟∫／捷書爵誘，F琶蓋短。童e　δ｛｝，S．至28五

叢β縦欝，弩醗wεltsc雛重zほ雛Gε融で綴農翻磯r旨e墨A簸s蕊巖s－u総

　Ve漁磁sl確磯，蹴Ge雛註。熱搬重ssc醸ずtず嚢rW擁aτte貧s，i警87，S．3至7鷲

　鎖縫β詑r，A至tiaste簸t盈｛量∫｝o玉建e灘。鼓eSt6reで蟹a琵琶登蓼，pVBL玉985，873幾また、

　薬療勇進ゼ葬ゼ客観的雲竜験一ゼ亀験の疑い藷とゼ表見上の熊験選一」小畢鱗・

　宇賀編誉『致法の発展と変革（ギ拳捲（2§艇奪・有斐閣）ε7頁以下および捻稿

　1危験の予灘とその紡豊1手段に関する一考察」孝童藤・首藤縞ゼ行政法と穣税法の

　課題と展望誰（謄§暮年・成文堂〉欝7頁（正篇灘以下）参照。

玉講　　σss2麗善廃苑言重F簸露簸ote　69，s．　16董ず∫．

　　Vgl．1～ε凝｝魏4野，F眼露照｝艶62，衰賎5（｝．

　　∠｝歪∫顎αδ｛σ，F顧至3簸。童e　2淫，s．823；ノぞ2ゐ老｝脅2ゴ2敷F琶｛3簸otε　62，衰簸．5L

　　∠）歪貫6老｝加，F簸β難G毛e　57，S．墨62實．

　　ケ一二ヒも、1ナスクにたいする露頼できる箏薄葬懸総x－a蟹e一ε錘sc難議t2麗g）

　と浅律による事鋳捲置（Vorke泣雛g雛）カ∫事後的に修薦が必要であると証醗さ

　れるとき、塁塞法王条3項により保護義務を負う立法者は弓スク党騒の秩律法

　枠緩みおよびその機構を蓼後改善しなければならないと指摘している（κo醗惣，

　ぎ琶β簸otε　83　S．938．疑登6　BVerずG韮173，璽玉8（i69，茎8（｝）；4§，8§　（垂3（｝，　玉32），）。

矯　8Ver盤猛85，80（麟），また、立法壽の事後改善義務については、醒F誌萄，

　Ver｛3ss難蓼s藍。費trgl茎el農醗e雛erU灘we鋤ol童甑撚8el麟e168rVer灘磁蝋gs一
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ドイツ公法学における蓼スク管邊手法磯究序説（下由憲治）

veτ。臨懸暮，醤鞠Zig95，欝4麹矧○墨e翼a曲esser琶灘墓s麟。難t6εs

Ges醜8挽r亀ig96；Oss威嚢鰯，D玉eK醸r・縫ev・葺Tatsac搬雛ste恥簸ge難

睡Pr邸。seε難tsc繍雛葺ge擁慧rc疑asB麗εsver｛ass磁gsge融融：翼G

　BVer妻G　Bδ．至，緯76，・欝8重鶴S彪魏む2竃，Ve｝｛aSSt鵬gssrec猛i董（出8Ko簸tτo至至e6eζ

横a曲esser糠gs轟轟ド6esGesetzgeむeτs，DerStaa亀26（ig87）ほ6癒

玉鬘　　え）｛F畠腕。，F昼島登ote37，S．逢53．

至発　　P｛忍α翫θ，F登£登ote2嬢，S．824藍．

矯　これら髭較要請については、たとえば、中西準子・前涯蟹それぞれ盤4頁以下、

　琵6葵以下およびi2護頁以下に詳しい。

響　たとえば、遺伝子工学法では琴スク箆較が、代替鞠質や代替薬昆などの建学

　魎質法・槌魎保護法・薬事法では金蓮的に邉鉢験溝能なように比較衡量的比較

　が考えられる（疏Fα伽，F琶蝕ote57，＆45遵・）。

亙越　　β¢E窪み落。，F琶露無ot824，S．825．

難疏F伽，F藪。te24，S、827t；S確欝幽，F漁・te鵬S・279澗麟∫／

　孟妙2∫，F簸猛登。毛e50，s薩3＆

麟躍．荏。魏／B戯灘酬梅戯，F鵡醸e紛§9翫3竃献・こ眠
隙こ耕る獄謄蹴、たと認、わがくにでも餓離潔条鯛1確め

　る総合衛生管蓬製造遜程を経た製造の承認が翼汽S　Aのアぷ自計薩における宇

　憲食の高度の安全性確保のため盗み墨されたR　A　C　C　P（鼓aza羅雛a璽ysis　a総

　cr滋ca茎co麟rol夢。主演）手法をベースにしている。
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