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おわりに

は　じ　め　に

問題の漸在　　 科学技術（つ発展に女讃する予防ないし事講嚢壼慮尿嚢獣こ基づく法的

雄応では、従来、危験盤があること餐わからなかったものも一定程度その存在

がわかるようにな穆、十分な科学的根鎚がないときでも、焼整を行うべきか、
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科学性・透霧牲療羅と行政緩織構造に関する法的分誘（下戯憲治）

1わとしていかな磯整か、毒潤われるようになってき島しかし・／識的酢

典璽的には、警察法的発想による消極的活動として各種幾指導行政が紘置づけら

れ、経験的合理性をもたなければ権鰻召使に必要な、危験という「きっかけ」

はなく、舞政権綴が行使されることに否定的であったといえる㌔

　たとえば、一般食品の市場流通は許可麟のもとになく、禁止事由に該当する

場合などに鰻って、命令等の権鰻行使や簿らかの舗裁が準騰され、濫用を擁凝

している（いわゆる濫霧禁箆原懸2）。縫方で、このような一般盗品とは異な

り、新盆晶や新たな摂取方法などの綬鱗にみられるように、今まで人間の経験

によってその危険性・安全性が認識されていないものについては、その安全性

に礫がないときは流働嘆止されうる。鰻に藩蕩3で分析弓議したと鱗・

典型的には、濃霧禁生療驚にみられるよう、主として応急的で点的難癖であ甑

懸常経験に基づき掻害発生の十分な蓋然性が認められる事態で介入が窮めて許

容される警察介入では、このような議題に嬉し、それが著しく遅れ不十分とな

むうる。縫方、事麟湿癒ないし予騎的介入では、なんら根髄がなく燦罎のない

恣意的介入となる葦｝舞麩毫生もあり、法’治羅漢理にもとることとな靴）うる。

　このような危験紡除による遅延と事前蓉9縷の餐祭霞のなさとの闘のジレンマの

行器策として、国家の新たな活動類型ないし形式、すなわち、llスク分析手法・

婆スク管理手法の考え方が、多くの行政法領域で導入されっつある。この手法

の特籔は、体系的で包括的な椿報較集、それに基づく科学的アセスメントと国

家または私人によるリスク管理によって、事実状混の不確実幸生に対癒する驚形

式の介入基盤が生み出されるのである4。ここでは、特需の継織類型と手続類

型が採羅され、稗学的専門家をどのように位置づけ、その知見をどのように取

籔うのか、また、協鐵形態による公益実褒についても撃スク原露者との協鱒が

重要となるとかき、実体法上の法的基準がやむを得ず十分には定められないと

き、一定の意思決定手続を踏まえることで、実捧法による基本権保護の不足を

埋め合わせようとする§。

　法治蟹原理との鷺連で、たとえば、シュミソト・アスマン（S擁欝擢群盗8鍛腐鮨〉

一27一



鴛敢社会譲葉　第欝誉　第2号

は、コミュニケーション鼓術、環境蟹家や鯵スク社会・鷺鞍社会などのキーワー

ドをあげ、これらが法治蟹療選にさまざまな聾題を投げかけ、「法と法治国が

自己に亥瞬3づけられたカを喪失するのは、新たな方法などにみられるさまざま

な発展の金鑼牲基準を法秩嬢カテゴ嘆一の申へと訳し戻す（撮。難もerse毛ze瞬

努力をしないときのみである」とし、緋スク法」は、危険凝念と帰責の魑尉

性をこえ、かっ、事前翫癒を形成し、「科学披講法j　lま、禁鑑ではなく、むし

ろ、§己観察と§己コント覆一ルを（も）必要とする手続を発農させるなど、

それぞれの発展に合わせて、法そのものの顯慈能力を整鐵しなければならない

ことを捲摘する7。

検欝・分籍麟象の縷定　　本稿では、上記のようにl／スク法や科学捜徳法と密

接にかかわる1ナスク菅覆手法の緩織法的分析を中心に検討を進めたい。なぜな

ら、わがくにでもすでに2曇総隼の嚢品安全委員会の新設にみられるよう、食品

安全繰整にかかわる法麟獲が、撃スク分析手法に基づくものとされ、穿スクア

セスメントと琴スク管理の機能8・纏織分離など、新たなコンセプトをもって

再編されたからである。この点は、猛Uなどの凝痩も参考にしたようであ彗9、

本稿でも、わがくにと隅蝶、似クアセスメントと1以ク管饗の機能分離のみ

ではなく、必ずしも購一ではないが、綾織分離も意臠して凝度寵している霊夢・

ドイツの法簿1度の檬毫観、特に凝度設計過程を分観することとしたい。

嚢誠された緩織そのものが綴織システムの酵的要素であるとすれば、紛織シ

ステムの動的要素である手続縁意思決定を生み慈すことにその本質がある。こ

の観点からすれば、国家活動が、各種靖報と縫会的コンセンサスを1翻彗的に必

要とする領域へと拡張した結果、中立性や専門姓、科害麗係者などの意思決定

プロセスヘの関与が重要な意秣を持ち、十分な秘書講整の準鱗をすることにも

役立つといわれる欝。また、緯織購造そのものが、権鰻の溺在の明確化を含め、

鴛政作罵の有効性・効率性や基本権保護との麗係で検討を要することになって

いる｝㌧この効率性は、以下で論じる科学性や透墾牲とは論じ方しだいで一貫

する藻分もあろうが、多くの場合は対立的凝念であるといえよう。特に、わが
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秘学牲・透瞬牲漂劉と行政綴織構造1こ関する法的分観（－下山憲治）

くにでは、従来、主1こ法治蟹原理として論じられてきた行政手続法上の機念で

ある「透墾牲」蓋2とは異な鯵、本稿で検討鰐象とするそれは、たとえば安全性

基準の設定プ聾セスのような、従来は緻緩織内部の手続で完結していたもの

を、嚴とのコミュニケーションを要請する隣蕩勧をうみだす民主篤源遷

としての機念としてとらえて、この機念と科学性媛念との複合的・摺互影響釣

縄連に基づいて、婆スク行政纏織が構成されることを明らかにしていきたい。

　本稿縁、茎で1ま、まず、わがくににおける￥手スク行政纏織、とりわけ、食品

1多スクに襲iするものの現状と本稿で験詳しようとする課題を瞬らかにし、それ

を検討するための法機念として紅科学性漂難」と「透明牲原則」の内容や議譲

状溌を後述する狂Uやドイツの法鰯度との関係で比較法的に分析・確認する。

その藻参考となるl／スク分析手法のモデルも、講時に検討する。そして、豆で

は、膨ザイツ甥スク微、とりわけ、錯綜クに勧めるそ撒緩簸

機構を分析する。そこでは、猛U及びドイツの麟度設計の基本となったε｛∫委

員会による懸難や白書等の資料分析からはじめ、現状とそれぞれの麹える課題

の…部を、本稿の隅題意識に従って捲聾していきたい。

亙　手続的・纏織的諸法漂麟と分析モデル

喋　わがくに1こおける食品》スク行政纏織の現状

B　S藍問題に臠する講査検認委貴会鞍皆　　同委曼会の報告（鎗競奪遵用28）

では、わがくににおけるBS騰題を撫こ、獄クアセスメントと獄ク罷

が混然一俸となっていたことなどが混善い不十分な繋感を招くことになった、

と指擁した上で、今後の食贔撃スク行政に関し重要な指擁をしている。ここで

は後述する鷺ぴ綴織との関連で、主として、1｝スクアセスメントと婆スク管蓬

との機縫分離、纏織（及び構成員）の独立性・卓越牲・透窮姓というキーワー

ドから、重要となる点をまず捲接しておきたい。独立性・卓越姓については、

1｝スクアセスメント弊麟の薙立について、£更∫及び独仏などの状溌から、「独

一2警一



行政社会論集　第鰺誉　第2号

宣した評懸機麗の設置、箏寺に、産業振興の役割を握う綴織からの分離・独立が

不可欠」であり、関係省庁から独立した行政機驚で行うこと、また、人選につ

いて、公箆・中立な立場から客観的科学評懸が行えることなどが捲擁されてい

る。琴スクアセスメントの瞬象の選定や優先顯盤等について奪次計癒を策定す

る際に、消費者を含めた関係者が参麗して意見交換・検証が必要であること、

馨スクコミュニケーシ欝ンの申で溝費者の参擁と積極的な構報公雛が必要であ

るととも1こ、リスクコミュニケーション1まリスクアセスメント機馨1と1ずスク管

理機翼の双方が掘互に及び纏の護i係者とも行い、これを総合的に分挺する緩織

を鯵スクアセスメント機麗に置くことが適切であるとした。このような報告を

受け、「今後の食贔安全行政のあり方について」（2総2年6月茎繋・食品安全行

政に関する縫孫閣擦会議）が決定され互3、蒙スクアセスメントと摩スク管蓬の

機能分離と緩織分離などが食品安全基本法に盛む込まれた。

》スクアセスメントと饗スク管建の機能・縷縷分離　　食品安全委員会の主た

る駈掌事務である食品健康影響評懸は、ヂ純粋に科学的、専鱒的な難晃に基づ

いて、いわば客観的、中立公査に」行われ、「生産者麟消費者というような形

で利害講整を鴛う場ではない」ことが確認されているエ4。そして、盆贔安全基

本法5条の綬定にかかわり、弓スクアセスメントで一定の適燐な基準魑が串さ

れたとしても、畔スク菅選機関には、その科学的知見を基本としながら蟹艮の

禽生活や麗係者の意見などの諸般の事情を考竈して、懇購異体的朝駈をする余

地があるとされている圭毒。また、たとえば、農品衛生法難条3項では、食品に

残留する農薬・動物霧遙薬品や麟料1添書麟勢峯こ麗する燦絡、負1最善こ残留するこれ

ら成分である物質の量の罎度について「人の健康を擬なうおそれのない量」

（残留基準）として厚生労鐡大疑が定めることとなっている。その基準設定手

続で、食贔安全委員会への意見聴取（食品安全基本法璽条茎項）と、薬事・食

品衛生審議会での審議が鴛われることになる。この場合、演方の科学機鷺は、

5食品安全委農会は華スク評懸を、薬事・食贔籍生審議会はリスク籔還につい

ての科学的調査審議を握うという役割分拶がなされていることになる」とされ
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科学牲・透明盤i療麟と行政緩織購造に関する法的分辮（下歯憲治）

ている壷§。それ癖え、1｝スクアセスメントとしての食品健康影響評懸に嬉し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペ　　　ヤ　　　あ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　マ　　　ヤ

獄ク鶯理機灘こよって意思決定を奮うための科学的かっ懸纏的評懸が行われ

ることを意味する。その場合、後者の科学機縫の役警1慧、講述の機能分離や緩

織分離の視点からいかなる｛宣1叢づ1ナになるのか、また、1タスクアセスメントと

弓スク蕾理を綴織的にも分離し、…定の距離をおくことで、蔑方の閤で行われ

るやりとりが外から箆えるよう透墾姓の向上を悪騒していると考えられるiマが、

この分離と透明牲ないし1ナスクコミュニケーションとのかかわりが整選される

必要がある。

食品安全委員会の独立姓と専門的毒越牲　　食品安全基本法の凝定・施行に痒

い、「科学に基づく食品安全行政を推進するため、欝鰯や懲導等の1｝スク管理

を撞当する厚生労欝欝や濃抹水産劣等の行政機震（1タスク管理機幾〉から独立

して」露、その時点において到達されている麟学的知見に基づく客観的かっ中

立公鐙に食品安全影響評懸を実施すること（食品安全基本法登条3項）を主な

役割とする食昌安全委員会が内難癖に設置されている王％瞬法2§条では、購委

員会委員は「優れた識見を有する者のうち」から嚢議1箋の瞬意を得て内覆総理

大壁が任命する。そして、隅委賛は、1タスクアセスメントと琴スク管理の機能

分離、独立性という観点から、1タスク管遅機麗の審議会等の委貴の兼任を療躍

的にしない一方、縫委轟会に碧羅する専罰調査会の専醤委葵捻議決権もないこ

となどから兼任もありうることが表瞬されており2彗、現実に、専門委費の兼任

は少なくない黛玉。この点で、瞬究者数の多寡が影響し、やむをえない場合もあ

むうる。しかし、後述する弼外的な場合を除き、議決権を有する縫委員会が、

専門調査会の講蓋・審議結果を否定し、それを専門的に淫当化することは癒難

であろう。そうであるとすれば、専習調査会諒「醗属機驚の申の難羅機鷺雲と

して位置づけられ、委翼会との麗係等について縷説する必要が鐵てくる。

　購委員会は、緩換えD翼A技衛瘍羅食品、農薬、添撫物、動軸灘毯薬贔、特

定採健購食品、飼料添撫物、肥料等の審査申講者からの依頼等1こよむ申請資料

等の鐸成に協力した老に、委襲又は専欝委員が含まれているときの講査審議の
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方法について、次のように決定している22。すなわち、轍①申講者から資料等

の作成者の1タストの提鐵を受け、該当者がいる場合には、委員長または座長が

講壷審議醗始鋳にその氏名を報告する、②当該委員・専門委員は講査審議・議

決には参籠できないが、該当者の発苫が特に必要であると委轟会・專霧講壷会

が認めた場合には該当者は講蚕審議で意見を述べることができる．また、／2／①

申請資料等の作成ではなく、提議資料として科霧されたものの作成者に該当す

る場合には、韓①と隅棟の手続を経るとともに、繕②と購様の溺外があるもの

の、当該資料について該当者は発言できない。この隷か、131資料作成者ではな

いが作成に関係していたとか、申講者から懸究費を受けている等の場合には、

該当者が委鬢長・簗長に申し鐵て、繕②と講様の審議・議決の方法をとる。以

上、その霧を議事録に記録することになっている。

　ここにみられるように、　！タスクアセスメント機麗の独立桑生とは、　彗スク管鑓

機撲1からの独立性と共に、講機関とその構銭買の零！書関係からの中立・公正磐i

が含まれている。

透明盤と》スク簾ミュニケーシ嚢ン　　llスクアセスメントと陰スク管蓬の機

能・綴織分離、独立性は、外から見える影で、あるいは、関係者に端する公弱、

関係者の参趨をともないながら、その分離・独立性が再び凝度的に結合される

ことがある。その蝶介項が琴スクコミュニケーシ華ンである23。たとえば、双

方の機翼の「連携」については、「食品安全基本法叢濃条第i項に競走する基

本的事項」（2総4年i月欝響・驚議決定〉のほか、「食畠安全委曼会と琴スク管

鑓機縫との連撲1・政策調整の強此について」（2鱒4奪2月鰺雲・醗係購書申合

せ）があ鯵、禽晶健康影響詳懸実施鋳、実施率、実施後に、食昆安全基本法と

ともに、さまざまな接点が罵意されている。このような対琴スク管理機関との

闘係と1講彗1こ、対地の麗係人との接点もある。たとえば、法案審議段繕では、

透塑性について婆スクコミュニケーシ聲ンとのかかわりで、会議の公雛や食品

健康影響評懸の優先顆粒、纒霧評優iの内容などをできるだけわかりやすく提供

すること、関係者縮互闘での意見・鋳報交換を積極的に荷うことが想定されて
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科学縫捨透購姓猿鍵と待政緩織購造1こ麗する法的分極ぐ下藤憲治〉

おが4、単なる1｝スクアセスメントを行うだけの委員会ではなく、「総合的な

食品安全鴛政……についても検討する委農会である3という評懸もあった欝。

瞬委員会は、臆総年？月i羅に「食鳥安全委糞会の公弱について」を決定して

おむ、原麟として委員会及び専溌講壼会の会議が公開されること、諮問・勧告・

評懸結果・意箆等の公麗、騒人の秘密や特定の者に不当な不秘益となる場合な

ど一定の場合を除き、会議録・委襲会礎鐵資料等の公麗が定められている．さ

まざまな利害闘孫をふまえた上で簸髄判籔を行う畦スク篠理機麗が蓼スクコミュ

ニケーシ量ンや灘係者の参撫のもと醤らかの意思決定をしていくことは民主的

正統性の観点から至当化されうるが、科学的な1｝スクアセスメント機関が、透

明姓を確保するとともに、婆スクコミュニケーシ華ン全体に係るr総合的マネー

ジメントゴも行う26こととなっている点をいかに評慰するかは縷討を要するで

あろう。

　以上のような課題意識をもとに、以下では、琶Uとドイツでの議論を主とし

て、それぞれのキーワードとなる科学性（W孟sse総。訟蚕t翫櫨磁）、透墾牲や

関係者に対する公罷・参趣といった機念の整理と、具体的に、独立性や専霧的

卓越性などの要請について、検認していく。

2　法治国漂珪としての科学性原驚

　背政による意思決定では、事実の確定に鰹し、できるだけ包抵的で適切な事

実騨係の解明が必要である27とともに、科学的合理性も要請され、科学的短見

を額癒しなければならない。それと瞬時に、行政は、琴スクに絶する知見を鉢

系的に改善するため、新たな知見があるときは、摩スクアセスメントを新た1こ

行わなければならず鵠、憲法上の事後改善義務に基づきより薮椿な措置を講じ

なければならない場合もある2§。このような行政上の意思決定プロセスでの科

学的知識への籔存は、行政がその任務を遂行するに当たり、その時々の科学・

技術水準にあった專鱒的知見を必要としている食品・薩薬品等の麹質・製造秘

法に鰻らず、療子力法等の施設法・理境法分野などに代表される鴛政法領域で
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も認められる鎗。法治露原蓬から、客観性・公髭性のみではなく、適切姓要談

（S＆薇ge驚。絃量g娩童tsgeもot〉と有効性要請に基づいて、また、邊嚢介入禁慮・

過少介入禁壷原則の手続的購成から3iも、そ憂）恋患決定が自然科学土の複雑・

腹合的な開題であれば、関連する専門的知見を皺む入れる義務が生じ32、法治

露原還に基づく鴛政活動の合理轡ヨ要諸縁、ここでいう科学性原則、すなわち、

科学的専門知識を取り入れた科学的合理性要請も含む33ものである。

　這奪、食贔法に典型的に現れている1ナスク分析手法の導入については次の点

も見落とすことはできない。つま鯵、生産地と消費地が非常に離れているとと

もに、食昆の生産・撫工・輸送・購入という流通遍穫全体が綾羅であり、さら

に、それが園内に鰻らず、麩境を越えて貿易される。この貿易に饑し、安全基

準が蟹ごとに異なるとさまざまな開題が生じるため、経済的・政治的観点から

のみではなく、科学水準に照らして議論を重ね、あるいは、規麟をすることで

紛争を最小醸にできる。このような「食の外藩｛翅や「椿報の非対称牲」といっ

た毒場の開題と購時に、グ藤一バル龍・国擦紀の影響が少なくない騒。そして、

その藻、撫盟国が適切であると讐達する保護レベルの変更を要求するものでは

ないが、纏霧験疫等の捲置は、SPS協定によ善、関連する蟹藻綴織によって

襲雛されている讐スクアセスメント鼓衛を考癒しながら、客観性・中立性と合

理性を握録する科学性癖嚢彗に基づくことが要請されている舗。

わがくに実建法における科学・妓籍参照義務　　わがくにの実定法をみてみる

と、中立性・公蕊さを確保し、客饒性の擁採、科学技徳の進展に合わせた適切

な端紅をとるため奪霧的知見の参照・蕪合義務を定めているものがある3春。た

とえば、食品安全基本法では、「食品健康影響評織は、その時点において到達

されている水準の科学的知発に基づいて、客観的かっ中立公査iに鴛われなけれ

ばならない」と撹定されている（猛条3項〉。牛海綿状継症対策特需捲置法で

は、隼の肉骨秘を漂料等とする鰐料の綾絹禁鑑等の矯麟の在鯵方について、

「隼海綿状羅症に駕する科学的短見に基づき験討が癩えられ、その結果に基づ

き、必要な見澄し等の措置が講ぜられるものとする」と参熱義務と同時に、明
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示的に事後改善義務が種麹されている（5条3項〉。健康保護等の観点から、

霧たに認識されるllスク要霞を換えて、法媛定を速やかに科学技術の進歩にあ

わせることは重要である37。いままでは、鶴発麟な「きっかけ」としての外部

麟激があって政治システムや法システムなどの各システムでコミュニケートさ

れ、さまざまな麟度が改擁されてきた。しかし、とりわけ、近隼のBS琶等の

さまざまな社会的鷺題ないし課題への繋瓢は、自省的封慈・改善の麟度化であ

ることを特鍛としており、科学的知見の発展に繋癒する法の購造的皮癒装置と

して、恒常的な科学データの講査・参蕪義務や、事椿の変化に蕩じた事後改善

義務が、導入されてきている。ただし、ここで涯意しなければならないのは、

「科学水準」そのものを法が製造するのではなく、法は「科学水準」と認めら

れているものを参熱し、確認しうるに過ぎない点である。

科学牲原則と人的要棄　　科学性原則は、真・縫を主たる論点としてコミュニ

ケートされる科学的知見への参照・黙合義務を法治醗療鍵から導き出すもので

あるが、その人的要素も法的問題として取鯵あげられる。ドイツでも、たとえ

ば、専門的勤言機麗による態度表明とは異なる意思決定をする場合には、書嚢

によむこれを至当記する選密が示されなければならないことがあ蓼認、その意

味で、この専霧的・科学的勤言の手続的特性による覆家の意思決定への影響力

を無視することはできない3§からである。たとえば、ブローム（翫碗郷〉は、

科学と公益実現を琶撫す客観的・中立的な麟究・科学者と、実務専稽家でいわ

ば秘書代表者との区雰彗に聞し、そもそもどの範鐙で客観的・科学的な勤言が存

窪しうるか、という開題設定とともに、時懇的凝約のもとで、ある課題を集中

的に検討し、飽の課題をひとまず置いておくことは誓事鍔家の主観的評懸と纒

人的緬鰹表明に敏鍵している」こと、概究者であっても、職業上・資金上の骸

存関係や綴人的な専門範饗によって稀書関心に左右されうることやいかなる獲

捧・集態から推薦を得ているかなども閣題とな鯵うることを捲締している萄。

この点は、許容されるllスクかどうかなど、辱スクアセスメントと牒スク鶯理

の接点で行われる婆スク決定ないし辱スク評優という懸植鵯藪が必然的1こ馨う

誌
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領域では、注意すべき譲点である。縫方、科学的アセスメント機関では、瞬発

者としての5良心」に基づいて行動することはありうるし、この点を論理必然

的に否定することはできない。それゆえ、少なくとも、中立・客観的であるこ

との外醗を簿え、しかも、それが外藻から確認されなければ、その科学的結集

の客観性や申立性の反硬たる内容的繕頼も維持・向上させることは薩難であろ

う。

科学牲原則と不確実牲　　この科学性原則は響及麟な秘学的金運性を遽求する

一方で、不纏実性や未知・不知への女孝慈も、この原幾の緩界として議講せざる

をえない。たとえば、社会学者であるヤップ（裁麺）は、B　S狂に封ずる玄諺癒

について騨昧深い分析をしている。すなわち、イギl／スでは、BS建の伝達性

について確実な知見をベースにし、不確実な事項があることを否定し得ない場

合でもそれは科学内での特殊な未知・不知の問題としたのに薄し、縫のヨー灘ッ

パ隷蟹では、この点をリスクの問題、すなわち、カタスト慕フィーの発生を

「ありえない」程度にすることはできないという未知・不知（不確実性〉の開

題としてとらえ、予防漂賛彗に基づいて対癒したとしている4至。ここにみられる

よう、1｝スク決定一タスク評懸は科学・事実に基づいた推論であると講時に、

その背後にある癒値観をも反験するのである42。奪略的・科学的知見による合

理乾ないし疵轟化は、リスク行政尋3では、そもそも短見の畷界領域を薄象とす

ることが多いので弱体化しうる。露時に、民主的鐙統姓を有する意思決定者が

極めて科学的知見に籔存してしまい、すべてにわたって確定できないから意思

決定できないと、意想決定に麟する応答責任を事実上敏棄してしまうように、

科学への敏存による責任の拡散ないし無責任免など鑑統性の弱体化も生じうる。

　この不確実性への鱈癒では、その時々の社会的ないし地域的恋患決定を合理

化・畏主化するため、関係者闘の、経験・知見の交換、秦童謡や討議・熟議を津一

ガナイズする空聞・綾織を購棄する必要が導かれる越。この点は、公共圏にお

ける熟議的異土主義の観点から、国家による意思決定とその正当化・合遷化理

由が、正統性の問題の核心となる畦5．つまり、事実認識の問題と利害関係や饒
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薩醗の対立などにかかわる懸植鵯懸では、合理性を可及的1こ探求するため構成

された審議・励言麟度と盗んで、不確実性を縮減する機能をもつ信頼形成と共

に、公共圏における熟議へのアクセスの羨提となる透明性要請をいかに確立す

るかも、購時に問題になる。それ緯え、次に、婆スクコミュニケーションとの

麗連で、遠鳴性原則についても分析・検討を超えたい。

3　民主麟漂建としての透明牲・参撫漂則

　講述のとおり、事実聡係について科学的な不確実性がある場合には、科学妓

籍の水準や知見を単に参黙するのみならず、その参照・黙合を縦続するととも

に、必要な場合には劔らかの改善を行う仕纏みを確立するため、意思決定プ窪

セスの綴織・手続約矯律が重要となる。このプ貸セスでは、科学性簾舞1に饑え、

さまざまな見解・発言の機会を保障するのみではなく、手続の透聡性、決定結

果が後証可禽廷となるよう理密づけが必要となる藤。

　わがくににおける実定法上の機念としての「透墾」姓1ま、すべてではないが、

績向として、独立行政法人通嚢彗法3条、食料・農業・農韓基本法37条、中央省

庁等改革基本法28条等にみられるよう、見通すことのできるないしガラス張り

という意妹合いでの透明姓が、緩織整騰（内部手続と興部手続の設定や綴織購

成）の領域では、効率性と共紅購いられる碧。地方、食品安全基本法捻条で

「食品の安全盤1の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に覆

疑の意見を炭験し、並びにその遍程の公影牲及び透明牲を縫保するため、当該

施策に関する椿懇の提供、当該施策について意見を述べる機会の｛寸与その勉の

関係者相互闘の幡鞍及び意見の交換の促進を遜るために必要な鑑置が講むられ

なければならない」と規定するよう尋暮に、麗係老懸でのコミュニケーションや

感答責任という開題領域では、公廷性と共に購いられることが多い。

　ブレーマー（βめ纏欝）は、「透塑性（Tr餓鐘are魏擁の語義は、透視牲

（跳麟s量。嬢1塾e孟t）、騨離（Oe藤。練ε墨t）、遅解可能性（翠ers独瞭kε重t〉、

認識・識霧可能性総数e澱むa虚e童t）を意賺することから、法的に賜題となる
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透瞬盤凝念を、結果の透明性総rge春譲st職R鋤鍵ε簸z）、手続の透明性

（Veで紬踊st懸s躍e鷺Z〉、内容の透軽膳（夏負醸綴蓋醜Tra登S照蹴〉、応答

責任の透霧性（Ve撒醗wort膿藪s翻3擁s慶are簸z）に麩分して、分欝を蕊えてい

る磁。すなわち、結果の透墾童生とは、意思決定結果のみが透瞬であることを愚

妹するにすぎず、意思決定の重要な搬鑓、主張された論礎などは、意思決定の

外部者に対して明らかではない。それに対し、手続の透醗牲は、意思決定結果

ではなく、意思決定嚢体の実現の性質と方法も含めて、手続の外枠と意思淡定

発見プ讐セスが透瞬である場合、すなわち、透聡な手続を経て意思決定が行わ

れていることを意味する。これら、外観できる、いわばガラス張むという意蘇

での透賜姓とは異な善、内窓の透窮牲は、意思決定によって達成しようとする

ものを瞬確にし、蟹家の意思決定事項が罵及的に検証薄能であるようにするも

のである。この点で、専講的科学的閣題に蝿して専糀家集縷・奪鶴的知見を信

頼することが鍵となる場合もある。また、癒答：責任の透競牲は、露長三主権原簿！

に基づく蔑主的立憲蟹家で本質的な意味をもち、意思決定権醸と意思決定の責

任とに関連し、だれが一定事項について意思決定権獲を有し、その決定結果の

影響の責任を負わなければならないのかが識琴彗畢｝怠髭であることをいう。ベッケ

ンフェアデ（β胸燃難名伽）も捲摘するように、権力の行使の名宛人が正統性

の獲果を異体的に検証できるときにのみ、すべての遜家権力1ま民童的正統性と

いう基本原理に基づきその機能を発揮できるのである灘から、このような透明

性機念は、民主的なプロセスを確保することに役立っといえる。民主簿源理と

しての透窮性は、多数決療蓬のみによるよりも、決定プ寮セスや椿報の公開等

に超え、参濾を通むた決定の方が少数意見を反便するチャンスが増え、少数者

の受容奪能姓も結桑的に増えるといわれる5圭。ただ、透明性は、民主簿源覆と

法治国漂理と藁ぶ蟹家の基本原理のひとつというより、それらのコ欝ラ勝一と

いえるから、構成療獲iとしての透瞬性癖則は、飽の憲法原理を補填し、最適銘

するものである繊。

　リスク行政の特籔として、線的・窪省約対癒が必要となるとともに、綴織的・
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手続的購造化が必要となる。地方で、意思決定プ臓セスが複雑で、国家の意思

決定を理解し検証することが墨難なことも少なくない。紬象的な鷺報量の増大

のみが必ずしも透畷牲の霧上を意殊するわけではなく、国餐が葛霧・活購でき

るものにすることが重要である。1メスクに絶する意思決定者とそのリスクの被

影響者との閣係でみると、透明牲に灘え、プロセスヘの麗与も求められる。確

かに、馨スク辞儀を含めた！タスク管理についての｝タスクコミュニケーションを

めぐる議論で、透墾牲であるとか、参趨が主張されることが多く、これらは民

主的行政纏織法の重要な購成要素であるといえる5％しかし、l／スクアセスメ

ントと1ヌスク管遷を機能的に、または緩織的にも分離したときJ／スクアセス

メントにおける民主舗療遅としての透萌盤ないし参癩が韓を意嫁するのか、ま

た、応答責任の透瞬姓との弱連で、科学機関といわれる彗スクアセスメント襟

当者がだれに対旨して簿についてどのように露答責任を負うのか、コミュニケー

シ垂ンの方法や蒔簸なども、吟殊の必要がある。

4　古鐘モデル・現代モデル・先端モデル

　繭述のとおむ、科学性原舞彗は、縁故上の意思決定に当たって、科学を参熱す

ることにより、薄及的に科学的合理性に俵絶することを基本1こしてその髭当化、

金蓮化を籔ろうとする。地方で、科学的アセスメント自韓がもつ「不磯実性玉

たとえば最新の科学水準を購いても予発できないことがあった1気その時点で

は髭しいとされていたものが事後的に誤りであると鵯明したり騒、科学による

正当艦、合理此そのものが薄弱で、弱体化することがある。このような擬点か

ら、科学と行政上の意思決定との閤の閣係、とりわけ、本稿で検討対象として

いる主として食品盲ナスクにかかわるアセスメントと管理の分離について、畔ス

クコミュニケーシ蓑ンを含めて検討しているS↑ぐ）Aパネル（Sc童e溢流。　a雌

Tec鼓戯・9量ca童0夢t織sAssess贈蛾P3賢e豊）1凝屋さ歓講奮賠書喰贔

安全に間するヨー讐ッパの政策」で、つぎのような古典モデル、現代モデルそ

して先端モデルというそれぞれの機能に蓄§した発展靉靆モデルが握承されて
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いる55。

　まず、吉典モデル（α3ss量ca董Mo6e茎）は、消費者保護及び公衆衛生にかか

わる規鰹政策形成がヂ健全な科学」に基づくものであむ、稚学が社会的、政治

的、文化的及び経済的影響から懸立した状態（vac灘螢〉で活動し、政策的意

患決定に十分な横縫を提僕するもの、という理解を麟提としている（纒一茎参

照）。このモデルでは、科学者は「真理雌を保有し、一般公衆は無知・誤解や

科　　学 政策彫賊 婆スクコミュエケーシ葺ン

醒一華　政策形成と騨スク聾ミュニケーシ暴ンにおける科学の古典モデル

　　（墨典：ア漉尭。釦厩磯擁鳳，搬ぎ鐙ε鐡駐。翫yo嚢Foo透Sa継y，β．§9）

非科学的鬱念を保有しているという欠麹モデルをもとに、摩スクコミュニケー

ションは、一般公衆が容易に遜解できるような議覇内容を提供するのみで経ッ

プダウン」の一方病的コミュニケーシ3ンとなる。この講i査報告書では、BS

琶という薩難蒙では、εU撫靉靆の大半は、吉典モデルの典型で運営されてお

む、それ以醜に、1フスクアセスメントと婆スク管甥を体系的に譲分あるいは機

能的に分離していた狂U旛盤蟹があったという証鍵はない、としている麗。

　古典モデルにおける科学は、いわば、「麗い科学」としてさまざまな意想決定

の正当靴根鑓としてあっかわれ、科学・技術への強襲：の信頼を繭縫とし、意思

決定プ礁セスそのものも「行政と専門家のコミュニティに閉じられてきた」57。

これに対して、現代モデル（継磁e騰Mo6el〉は、科学的結論が決して政治的

意思決定を確定できるわけではないことを認めるトランスサイエンス論鋒を踏

まえたうえで、婆スク管理手法は、純粋な科学的難業を麟提とする「婆スクア

セスメント」と、縫会・経済的な懸値判籔要素を含める「弓スク管理3とが区

分される（蟹一2参照〉。この現代モデルは、1タスクアセスメントと、1ナスク

評懸（y捻盆eva滋厳沁簸〉、婆スク管理といった段麩ないし領域の独自性ととも
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科学盤・透藝醗生原麩と行政績織構造に関する法的分析（下歯憲治〉

科学的考癒事項 技術的、経済的及び社会麟精輻

1タスクアセスメント 蔭スク評優 畳｝スク蟹謬、

政策繕果／

立法鑑置／

コミュニケーシ塞ン

　　画一2　勝スク管建手法における科学の現代ぞデ痔

（鐵黄：腕伽蜘醜就αよ，蝕・碑a豊艶醸εy・認・。君S臨ty，麟玉）

に梅豊麗係を認める。すなわち、古典モデルと遽様、科学そのものは飽の外的

影響から纒1立した状態で活動するものの、科学単独で1ま、意思決定に必要で一セ

分な穣鍵を提供しないと認め、中立な方法で嘆スクアセスメントをすると認め

られている科学コミュニティと、羅スクの保有・麟減・移転・懇避という基本

的な陰スク管理対感のもとで社会的・経済的要素などの癒纏判籔を行う意思決

定者との懸の明確な作業分離を麟擾としている。しかし、このモデルでは、いっ

たん婆スクアセスメントという形で独立した科学専門家が権威ある結果を公表・

握供した場合、その後行われる弓スク管理との接点である「辱スク評縫穀での

み難i鯵率1継舞要素が考1憲される。また、　！タスク管選i者の玉葛答責任とは巽なり、　讐

スクアセスメント握当者のそれは、科学コミュニティ・科学的専門家纂懇に態

して負い、弓スク管礫者に対してはアセスメント結累の中立性と科学的厳賂性

に関して応答責任を負う。その点で、このモデルでは、琴スクアセスメント結

果は伝達されるにとどまるが、甚タスク管理者が蕎う1タスクコミュ・ニケーシ3ン

は双方向的であることになる。

　このような現代モデルについては、たとえば、いかなる1｝スクを重要と評侵

するか、簿を重要な誕鍵として認めるか、そして、どの程度不確実性を受容で
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きるのか、といった一連の非科学的考癒要素によって枠緩みが設定される（フ

レーミング）5§から、科学ベースの彗スクアセスメントが「外的影響からの薇

立状態」で、どのように行われるかなど、議講すべき点が少なくなも・。そこで、

これら議譲を踏まえた先蟻モデル（猛濃erg搬g　M磁e窒）では、科学は、常に嫉

会的、政治的、文建的及び経済約文蘇と橋互影響・参照の中で営まれ、データ

甦理等そのものについて稗学的方法が饑いられているものであっても、たとえ

ばその前提の社会的許容レベルが確定されなければ、麩理できない場合がある

ため、その覇嶽に資する事講麩嚢としてのフレーミングを明確化するとともに、

琴スクアセスメント撞当者海産、㌧、つたん、　琴スクの存在1こ関し｛醇らズ舞の結論1こ

至ったが科学的不確実性が認められたときは、婆スクアセスメント結果と1｝ス

ク蒼蓬における意思決定との整合性を園るため、興誌的な畔スク評懸（鯵スク

麟滅の経済的コスト、懸々人や懇体の活動麟鰻、さまざまな政策手法の比舞適

合性など）を行う（籔一3参照）。このモデルでは、科学的考霞要素は、二つ

の懸鐘覇織の闘に縫直している磁。

　先端モデルの醗としては、2§総奪の第露衝コーデックス総会で採撰されたコー

嫉会・経済的、致治的
　　　　　　　　　　　科学的考慮要素
及び鍮蓬的考癒要素

技徳的、経済的及び社会的

考癒要素
善

歓会的フレーミング 陰スクアセスメント 蓼スク評癒 琴スク管鑓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策結果、立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鑑置、コミュ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニケーシ募ン

　　園一3　蓼スク管瑳手法における科学の先蟷モデル
（鐵典：ア漉瓶〉双｝麗鉛麗2蓄αよ，猛簸r｛〉茎｝｛｝a鍛Po難cy綴甚F｛x｝｛玉Sa蛋ety，夢、63）
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科学性・透明牲原難と行政綴織講造に関する法的分極（下山憲治）

ヂックス弓スク分燐偉業原鍵（Wo盛塗g　Prl簸。ゆ璽εSξ鍵裂量S盆A総lys重S蛋艇

A躍醸翻1簸號F懸8膨櫨・｛齪C・6exA蔓1㈱ta擁s〉§緊よる獄

ク分籍モデルがある。この作業原則によれば、鍵スク分析を①一貫して適霧す

ること、⑨公弱し、透明性を確課すると共に記録を作成（文書建）し、③「意

思決定遍程にお謬る科学の役割と科学以外の考霞要素に関する原灘声明距2と

「食品の安全重症に聞する瞬スクアセスメントの役割に関する原則声明轡に離し

て行い、④新たな科学的データに照らして適切にアセスメントし、験試するこ

とがあげられている。この作業原則で定められている琴スク分析手法は、雪｝ス

ク管蓬の窃難作業として食品安全問題の縁定陣1タスクプ費ファイル醗の確定吟

1｝スクアセスメント及びリスク管理の優先顯位を縫足する危害要霞のランキン

グ→llスクアセスメント遂行のための》スクアセスメント方針繕の確定命肇ス

クアセスメントの籔頼→婆スクアセスメントの実施擁壁スクアセスメントの結

果の考窟→琴スク管理の選択肢の評纒一撃スク管遅において決定された政策や

措置のそニタ1タングと見嚢1し、というよ’うに継続的で織造イとされたプロセスで

ある。ここで本稿の主たる縷説鰐象である婆スクアセスメントと1タスク管蓬の

灘紛雑ま、撃スクアセスメント瞬韓的な徹底牲織・r・観塾簸eSS）ないし

竪実性（so膿讃蹄ess）を保継し、l／スクアセスメント撞当者と1タスク管蓬者

の機能の漉羅を避けるために必要であるが、婆スク分析は帽互作霧的プロセス

であること、そして、摩スクコミュニケーションに麗し「あらゆる関係者との

効果的なコミュニケーションと協議を、馨スク分析プ謄セス全体を通して確蝶

する1ことがうたわれている。この婆スクコミュニケーションには、l／スクア

セスメント握当者と穆スク管鐙者匿iでの書嚢によるコミュニケーション、プロ

セス全体にわたる撫蟹覆及び護1心を持つあら塗る纏織との双方向のコミュニケー

シ…ン、l／スクアセスメント方鱗と不確実桂を含めた饗スクアセスメントにつ

いての明窪な説墾（不確実性がどのように取馨掻われたかも含め、懇々の焼格

や関連文書の必要性とそれらの決定手続も含む）の三パターンがある。
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5　小　　抵

　立法者の意思決定では、その繭饗ないし背景にある事実閣係などが複雑・複

合的ではあるが、生命・身体・健康等の高次の保護法益が開題鰐象となってい

て何らかの意思決定をしなければならないときに、立法者は法的基準に不確憲

機念を繕いたり、専門的知見への参顛義務を綬定すること等を介して対癒し、

その詳総を行政裁量に委ねることが少なくない縄。そして、法遜絹や基準設定

時での行政の意思決定では、審議会などの科学妓籍専溝家の龍与によって奮闘

的知見をと獣磁、その決定結果及び内容のみではなく、そのプロセス全捧を

後証可能にし、内容的・手続釣合覆性、有効性が撞保され、法律の適繕・執行

が恣意的とならないようにすることは、法治主義や民主主義の観点から要請さ

れる齪。

　縫方で、ここで参照されるべき科学技術的知見がいまだ不確定で争いがある

ときに、単なる真実発見　意思決定という書典モデルでは十分ではなく、でき

るだけ科学的合理性・科1学的な処理を施した科学半彗定・†薄幸露こ基づき癒鯉茎半彗駈

を粧え、リスク管蓬考が意思決定を行う蛋当乾を、1｝スクアセスメントと1メス

ク管瑠との機能分離を遜じて、より購確にする意思決定が必要となってきた

（現代モデル）。しかし、わがくにでも、アメ馨力産隼肉の輸入再弱をめぐる問

題で、生後2§ヶ月齢を一つの境に、全頭縷蓋の見痩しを農林大臣・厚労大臣が

諮問した件は、科学と政治的意思決定との関係の難題が浮き彫りにされた点で

見違せない銘。すなわち、驚ケ月齢以下の牛のB　S£プllオン検畠が璽難であ

ろうことは事実簡題として専鰻家闘で見解が一一致しても、「鱒ケ月齢」という

検査対象の線難き開題ではさまざまな議論が出てくるとともに、民霊的正統化

の観点からその結果について科学機鑓が癒答責任をどのように負1うのか、とい

う開題も生じうる。

　従来の箆方からすれば、§然科学によ吟生み鐵される知識の体系は事実によ

る検譲1・実証再禽旨であるという裏づけをもつものであり、優翼遼寧1縫彗と1ま一線を

露すものであると理解されてきた。しかし、「科学」とその外部にある社会的
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な影響とがきちんと蘇分されているように見えて、科学機関に対する十分な法

媛定等によるフレーミングがおこなわれないまま、科学緯織の構成員である専

闘家§舞が…蛋民として、とりわけ、どこまで琴スクを許容できるのかという

残存蓼スクの線引きに聞して、一定の癒纏判懸を行っているといえる場合があ

る．それゆえ、この意味で「科学技術が常1こある種の超越的立場から社会懇題

の解決のための裁定者として振舞うことができるわけではなく、むしろ、現在

の琶全体舗を構築する内在的勢力として、政治的討議の瑞象とされなければな

らない」と捲擁されている点は注§される磁。そこで、次に開題となるのは、

不遜強政治的・経済的影響か粥スクアセスメント糧当者の独塾生・中立性

を確保しっっ、「過剰な共謀を紡ぎながら、いかにして、弓スク管鑓者と婆ス

クアセスメント糧当考との閣の接点を作るか轡である。　スクアセスメント

を麗始する前に、立法者ないし命令凝走者が餐スクアセスメントに当たって必

要となる一定の懸纏判嶽の枠i籔みを可能な醸鯵決定し、その大粋ないし砕緩み

の申で科学的越理・科学的合理性を追求し続ける（先螺モデル）という、童と

して行政上の意思決定プ霞セスにおける縫織・肉離手続懸での枠纏み・モデル

が登場してきている。

　その場合、その科学的麩理を行う際の機縫編蔽1や購成糞の選任といった紛織

法的分析も必要となる。諮闘機驚の答申等の意見には法的拘束力慧ないが、尊

重義務があむ、行政庁が意思決定をするにあたり「事実上の縛む」があること、

仮に、このような科学的専門家の意見に縫わないときは、それを髭当秘する理

由が必要である。また、構成員の選任は、利害関係から自崩かという、構成員

の申立姓の開題とともに、縫の委員とのバランス（多元性の確保）の適否など、

全鉢としての中立性、専門領域における卓越性や答申等の「客観性の外観」が

問題となる。

　以下では、憲法原理としての基本的人権檬瞳、民主譲や法治国療邊の観点、

前述したモデルや閣題点を踏まえた上で、異鯵的にリスク分析手法の導入が墾

確に行われている食品拶スク行政領域における、1ナスクアセスメントと縫スタ
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管選1の機毒董ないし緩織分離、綴織編憲llと構諺と員の選任などに麗し、「專群響的卓

越牲」「独立性」そして「透鑓牲」が分析のキーワードとなる。そして、機能

分離の麟度此段賠で、綴織的にも分離するとしたとき、わがくにとは異なる点

も少なくないが、隅じく綾織分離も採照しているε葺食品安全機麗とそれとの

豊行盤や整合盤を重幌したドイツの連邦琴スクアセスメント磯究辮等の法麟痩

設計遍程の議論と法議彗度を霞観し、検討を灘えたい。

霞　εU・ドイツの食品蓼スク行政緯織の成立と機要

　Rぴでの食品llスク講御では、①農業従事者や産業の自己コントロール、⑫

①のコント欝一ルの撫靉靆によるコント欝一ル、③②のコントロールの建議こ

よるコント霞一ルというコントロールの三段繕購造が採耀されている難。そし

て、ドイツ法麟の特籔は、露憲法との関係で、喜タスク管理は法定立とその実施

（特llこ取む締ま穆）に琵ζ分され、法定立は、　さら1こ、　盆U法及び覆内法にお毒ナ

る基本媛定と実施媛定（たとえば、一般行政燦則や各ラントでの施行法）に籔

分され、また、その実施は各ラントに義務づけられるが、翻蟹露に帰する狂ぴ

の2ント欝一ルは、ドイツ全体に及ぶ。このような連邦凝を採霧しているドイ

ツ特有の事椿があるが、ここではその壽纏1は雀酷し、よむ一般的な論点に的を

絞って分析する。

歪　独立性・卓越牲・透瞬牲原則と懇織機造標運

　　　一食贔法線書と食品安全白書から一

食品繋金白書における科学的アセスメントと極纏鵯藪の分離　　　食品安全白

書芋2によれば、露U委員会の食贔安全に係わる優先課題は、消費者の鱈頼懇復

とその維持にある（29パラグラフ）ため、婆スクアセスメントと食品安全薦題

に関するコミュニケーションの双方を撰当する機襲の独立性が必要であるとさ

れる（35パラグラフ）。しかし、華スクアセスメント擬闘が科学的考縷要素の
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科学性・透聡性獺駈行政緩織構遂こ絶する融扮摂（下出憲浴

みを検討したとき、l／スク管蓬段躇でその結果を有効活題できるか疑幾がでて

くるし、厳格な科学性を維持すると、弓スク蟹理のオプシ3ン閥の優先顯泣設

定や特定の産プションの推奨はできないことになろう了㌦縫方で、！タスクアセ

スメントと1タスク管蓬の双方の機能を有する独立機縫を麟設する選蟹駿もあ諺

えた1まずである（猛｛」墾yDA了4）。しかし、闘白書33パラグラフで、そうし

ない理由として、次の三点を挙げている。すなわち、①重手スク管蓬の一場藏で

ある法麟建撥鏤を独立機麗へ委譲することは民主的なアカウンタビ1ナティと透

明姓の維持を不当に希親化し、現在の意思決定プ謄セスでの水準が琴スク管選

機罷の新設による鏡麟権限の分散によって確保できなくなるおそれがあること、

⑨鷺Uによる1タスク管蓬は法麟定、蕊鷺国に嬉するコントロールと露暮域内市

場1こおける共通の措置を講馨ることであるが（32パラグラフ）、そのうちのコ

ントロールを消費者のために効果的に実施するには、コント費一ル（勧告）の

フ津9一アップがきちんと行われるよう、璽暮条約のもと駐奪委翼会に法麟定

とコントヨールの双方を帰霧さ慧なければならないこと、③柾葺の現行麟度上、

規麟権鰻を有する独立した機関の穣設は琶U条約の修正なくしては璽難である

こと、である。ε慧委襲会は、EU議会のB　S　E開題に絶する講査特需委員会

最終報告了5及び「健康保護及び食品安全」に関する猛U委翼会遇知欝の内容を

受ける影で、駐U委員会が域内での食品安全の責任を撞うことでコントロール

機関とコントロールを受ける総監露の機麗との霞の駆難を保っため讐、至1スク

管理機能の中でも政策立案・法凝定と切り離した法執行・コント震一ル機能を

有するダブ1｝ン食醍葦獣疫事務藻（ぎ。叙茎a簸縫V磁e蛙盤ary　O銀ce麟FVo）を

その内部1纂穏として設置している。

　講白書では、　縫スク管理機薬箋1から一定程度切り離すことのできる葦タスクアセ

スメント機能について、食品葦タスクにかかわる問題に弾力的かっ迅速に、　しか

も、透絹牲・公閣性をもって態慈できることが、独立した楼閣であることの利

・薫として強請されている（36パラグラフ〉。瞬欝書における1｝スクアセスメン

　トと1｝スク管理の基本的構造は、アセスメントに基づく勧善が科学的なものか、
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政策的なものか、それともその双方か曖蘇さが残っているものの、「科学的審

議（sc圭e魏嬢。αe董拠e鍛t沁簸）の政策形成からの分離を麟度飽するため、EU

委襲会1ま、政策形成におけるゼ古典選的科学モデルからゼ憂代遷的科学モデル

ヘと醗確なシフトを行った」懲と認めることができる。

独立性・卓越牲・透覇牲という三原則　　地方で、岡白書では、E賑の食品安

全政策は婆スク分析手法を基底におき、εU委員会による食品安全搭麗は秘環

可能な最善の科学的知見を購いることを護1提とし（i2パラグラフ）、将来の食

品安全機関の機能（科学的筋書、情毅の収集と分析、モニタ琴ングと監梶など〉

は、最高レベルでの、独立性、科学的卓越性、そして、透明盤iという三原麟の

もとで発揮されなければならないものとする（35・38パラグラフ〉。この独立

性に関し、騒パラグラフで、消費者の信頼懇復のためには、外部の圧力から嚢

露である一方で、その任務について自ら感答責任を負うことを求めている。

　この三原購のような発想は、もともと薄縁「健康保護及ぴ食贔安全」に驕す

る鷺U委員会通矢嚢こ見られ、そこでは、食品法線書購と1鶏様に、消費者の｛建康

保護を強化するものと評懸されている。つまり、BS£幾題にかかわりEU委

農会機構の改緩を補完するものとして、さまざまな琴スクをよりょくアセスメ

ントでき、舞舞できるようにし、そして、よりよい精報を消費者、製造考及び

関係機鷺に保障するため、「科学的卓越性」とは、科学的動言は、胃及的1こ、

高品質でなければならないから、潜在的危害要遜のアセスメントは卓越した科

学者によって行われること、「独立性」とは、科学的毯体における科学者の役

割は、消費者の高度の健康保護に寄与することであり、そのため独立した騎書

という要求と対立しうる雇害闘係から自由であること及び「透明牲」とは、各

蟹機縫及びEU機醗と講様、消費者を含めた関1系者に、1タスクアセスメントの

作業プロセスに関する精報とその勧善に容易にアクセスでき、その確定までの

各々の段陰で難らせることである齢。

科学機縫における透鞘性　　講白書では、サスクコミュニケーションについて、

蔭スク管理にかかわる意思決定事項の伝達はE群委員会が行うとしても、食品
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科学盤・透i舅盤i漂嚢1至と行政維織購造に関する法的分新（下山憲治）

の安全性と食料簡題について、科学的婿報が必要とされ、または、その開題が

生じたときは、科学機幾が第一の始動機関（連絡機縫）でなければならず、消

費者の薦頼を錘復するため適切な精報の公表を保障しなければならない（溌パ

ラグラフ）としている。地方で、弱パラグラフでは、鉾スクコミュニケーショ
　　　ヤ　　ゼ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ

ンは、縫スクの性質とその婆スクのコント鶴一ル措置に聞する麗係者間での椿
　　　　　　　　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ゆ　　ペ　　ヤ　　ヤ　　　　　ヤ　　ヤ　　う　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ペ　　ヤ　　ヤ

報交換」からなり、「撃スクアセスメントと》スク管理の決定事項が、透明で公

共のアクセスができる場合」にのみその機能が重しく発揮されるとしている

（傍点引編者）。透窮性録障の一翼として馨スクコミュニケーシ葺ンがとらえら

れ、民主的なコントロールと応答責任（a£εo灘捻む1鑑y，V鍵a盛wor盤。紘ε鵜

がそれによって握保されることが難待されている（97パラグラフ）。

　この群学機縫における透騒璽こは、関与する専門家の独立性の外観を握保す

るためのものと、少なくともアセスメントプ欝セス及びその結果について、科

学機翼あるい1まその構成員が、科学界のみならず、寧スク管理を担当するεU

委員会等の地の縫係者に専門性と申立・客観性を握保するためのものがあると

いえる8至。すなわち、繭掲「健康保護及び食品安全」に絶するR春委員会通難

では、科学的卓越牲は、委葵を選任するための最も重要な基準であり、選任プ

ロセス慧、鷺U議会、礎盤覆、消費者毯体その匙の利害当事者に蝿し、透窮で

あるとともに、「利害表明童言」の要素を含んでいること、科学的アセスメン

ト輻告と会議録は、アセスメント時の少数意見を精確に表現し、かつ、わかり

やすく、公衆が唐絹できるようにすることとしている麗。これを受けた彫で、

科学委員会闘係の議事警程と議事録の公開1ま、茎鱒8隼から、営利的利害籠係の

表瞬は当該專附家の瞬示の購意がある場合に緩られていたという意味で羅定的

ではあるが麗始されていた。しかしここで重要なのは、このような秘書関係の

表瞬のみでは專鱒家の利害関係が、「隠蔽されないだけ」であって解消される

ものではなく露3、縫の何らかの爆策が必要になることである。
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2　ε」の食品騨スク鴛政懇織の概要と萄魚

区ロ食品基本矯舞の基本讐ンセプト　　盆暮食贔基本媛則（以下、「幾雛」と

記す。〉84は、B　S狂や難路疫に典型化される食贔危機に繋慰すること、特に、

消費者保護搭置を講ビるため総懸靉靆での鷺報交換の重要性が認識され、そこ

から、食品及び蟹料に関する電子的な畢簸警戒システムの麟設、リスクアセス

メントと彗スク管理の分離などの基本的な枠緩みが定められている。燈難によ

り、食墨・麟料の安全葉擦こ鰐する製造者の責任、健康1タスクに関する公衆への

精報提供、新機関の餐設、すべての事業誤での弓スク分析手法の義務的導入、

§巳コント欝一ルに鷲する一般的記録作成義務などが導入されることになる8㍉

綬則では、穿スクを「危害要籔が鑛在化する結集として健康に危害を及ぼす作

灘の蓋然性とその程度の関数である」と定義し（3条9号）、喜タスクアセスメ

ント麗、1｝スク管理解及び弓スクコミュニケーション総のそれぞれ櫨互に結合

したプ韓セスである讐スク分析手法を採絹している。

ε」食品安全機灘の独立性　　綬嚢蓬によるリスクアセスメントは、利環可能な

科学的知見に基づき、独立して、客観的かっ透絹に行われなければならない

幡条2聡。欝レベルでこの1妹クアセスメントを担当する溺食品安全楼

閣錐（狂F　S　A）は、執行理事会（器楽）、長官とその駿員（麗条）および麟書

フ産一ラム（解条）鱒、そして、群学的無業を握当する科学委暴会と科学パネ

ル（箆条）からなる§i。

　執行遅事会は、£｛」委嚢会が専醤的難発と地域的撰濾をしたうえで作成した

1タストの中から鷺U議会と臨議して狂騒理事会が任命する鍵名の遷事と、室名

の狂U委員会代表者からなる。理事のうち4名は消費者その飽フードチェーン

騒係緩織の中から選任される（蕊条i項〉。遅事は任難4奪で、一度再任でき

る（講条2項〉，執蕎蓬事会では、駐F　S　A長富の提案によ諺、E　F　S　A運営

燭麟、年次または複数年次の作業プログラム、隼次活動報告、予算・決算を採

択・承認する（25条3項以下及ぴ麗条3墳）。εF　S　A長官は、柾葺委員会が

作成する1タストに基づいて執行理事会により任命され、任期§零で再任できる
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科学牲・透明姓原則と行敢綴織購造に関する法的分極（下山憲治）

（欝条i項）。隅長官は、E　F　S　Aを代表するとともに、予算執行権隈等を鳶す

る。勧言フォーラム（解条）は、E　F　S　Aと顛蝦する任務を遂行する灘蟹羅楼

閣の代表者（理事と欝涯できない）からなり、長官が議長を勤める．各蟹の縫

係機襲懸の連携を躍るとともに、長欝が作成する作業プ窟グラム案に対して助

言を行う。また、長客の求めに感じて、科学的意見をもとめる要請の優先顯位

づけの勤言も行う。

　琶FSAの科学委貴会は、各科・学パネルの議長と6ノ、の科学ノぐネノレに属さな

い独立した科学者からなり（28条3項〉、科学的意見作成手続の一貫性を保瞳

するために必要な一般的コーディネイト、とりわけ、作業手続の確定と作業方

法の譏種について責任を有する（28条2項i文）。科学パネルの委員慧、利害

表瞬声明を公表したのち、露F　S　A長客の礎案に基づき執行蓬事会によって任

命され、三隼任蟻で再任も驚能である（28条き項）。科学委員会および科学パ

ネルでは、£F　SAの科学的意見の提供に対して責任を有し（28条i項）、委

員の過串数によって決定され、少数意見は記録される（28条7項）。駐F　SA

は、類似の任務を遂得する飽機関との科学的意見に槍違がある場合には、当該

機関とコンタクトをとり、重要な科学的情報のすべてを伝達し、議譲となりう

る科学的問題を確認することとされ（鐙条i項及び2項）、登U縫機関または

£U委員会に霧する科学的委員会との闘での科学的見解の樽違1ま、共鍵で櫨違

の解消または争点の瞬確建を行い、それらを公表する（鐙条3項）。

　以上の執行蓬事会・長官・麟書フォーラム構銭饗は、公益実現のため独立し

て行動する義務を負うとともに、その独立性を縷なうと認められうる直接襲接

の利害麗孫のすべて（利讐関係がないことを含む〉を毎奪鬱葱で公表する．（37

条茎項〉。縫方、科学蚕糞会及び科学パネル構疲曇は、すべて外部の影響から

独立して行動する義務を負い、蔚紀綱様の利害鍵係宣言をする。さらに、会合

ごとの議題との関係で、独立性を擬なうと認められうる利害騨係も、隅様とさ

れる。

ε絶食最愛全機髄に射する透墾牲・幣報公醗　　 狂FSAには、透明性が要講
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され、遅滞なく、次の点について公表しなければならない（38条i項及び灘条

2墳）。すなわち、①稗学委員会および科学パネルの議事と会議録、㊨科学委

員会および科学パネルの意見（少数意見を添付した．鉱で決定後室ちに公表する

こと）、③それら意見を裏付ける縫報、㊥琶3SA構成籔すべての隼改新害表

明と会議議題に縫達して行われる騎害表墾、⑤科学的麟究の結果、⑤奪次活動

報告（作業プ欝グラムも（％条3墳））、⑦琵琶議会、鷺9委員会または撫盤蟹

による科学的意見の否決ないし変更要求とそれらの理由毅である。機密性保持

は綬定されているも鐙の、瞬示的に、事椿に応じて、健康保護を根麺として公

にされなければならない猜報が機密性保持条項の携舛として挙げられている

（39条i項〉。また、S　F　S　Aの科学的意見で健康への影響が予灘されるものに

ついても、機密には該当しない（39条3項）。このほか、鑓F　S　Aは、窪発的

にコミュニケーションを行うことができ、各種構報についてすべての者に客観

的で｛糞頼でき、容易尋こアクセスできるよう1こすると共に、　瞬スクコミュニケー

ションの方法について髭暮委員会と£U撫盤匿との懇で緊密な協力と整合性を

醒ることとされている（韓条）。さらに、琶暮議会・蓬事会及び委員会の文書

公開矯舞（騰雛奪3月講8）が£ぎSAにも適矯され、異議申立てや£冒裁甥

駈への墨訴が認められる（贋条）。このように透明姓確保調度や情報公縫は、

琴スクアセスメントに麗する盆F　S　Aと鷺U委員会との闘の閉ざされたコミュ

ニケーションではなく、駐FSAによるリスクアセスメント結果等が公表され

ていることを1タスク管理における意思決定に際し、EU委員会は考慮しておか

なければならないことを意験する欝。

3　詳イツ食品彗スク行政維織の再編とヴェーヂルi鰻告

　ドイツ国内では、B　S露発生憂）罵能牲が科学的に鮨擁されていたにもかかわ

らず、それを無梶ないし取り上げずに、その危陰性がないことを明言していた

連邦政府二大臣が辞任した。その後、騰蟹隼i月22Bに、連邦食料・農業・森

緯書が連邦消費者保護喰料・農業省（雛窪V£L）へと改纏され、連邦健康

　｛諺



科学性・透漿性原則と行政纏織構造に関する法的分観（下歯憲治〉

省と連邦経済・按徳省から、消費者の健康保護｛壬務が羅省へ移管された。しか

し、震品安全確保という任務のすべてを統合したのではなく、達都健康雀（た

とえば、化学麹質の安全性、飲料水の衛生、遺伝子工学と感染癒蝉策など）と

連邦環境・自然保護・原子力安全省（食品の環境汚染、化学秘質の製造・流通・

講合等）1こはまだ密接に麗達する所管事務が残されている。いまだ輪馨した管

轄領域を前鍵とし、従来、連郵醗究機関が農業と産業の麹益に照準を合わせて

きたことへの反省を踏まえ、消費者の健康保護の任務をよりょく遂蕎するため、

BMV£しの撫当領域でいかにして関連する任務を効率的に統合するか毅など

の連都首櫓の諮闘に薄し連邦会計検査続長が答申（いわやるヴェーデル輻告§㍉

をした。

ヴェーデル報賽の撮要　　ヴェーデル報告では、食贔の安全については、公的

機麗（連邦、各ラント及び各ゲマインデ）、民懸事業者（農業従事者と経済界〉、

そして、消費者が中心的役割を握うが、その蕪提として、法定立とコント費一

ルによる十分な食品の安全性が探障されていることを信頼でき、危害精輻を信

購できなければならないことを指構する総。縫方で、　ドイツは、Wτ0等の爺

無機購や臨定に拘束されること、璽群で消費者保護政策について前達した食品

安全密書等による綴織再編があることを考癒し、食品安全領域におけるドイツ

の効率的な綴織編霧蜜ま、琶U機購と可及的に互換童生のあるものが要請されるこ

と解、連邦謹家であるドイツでは、食贔安全領域の一部について連邦が権鰻

（遠郷レベルでの法定立とεUとの協力）を有しているにすぎず、取締む等は

基本法上番ラントにあること、それゆえ連部と各ラントの緩織機構が講整され

るべき魯8こととなる。

　1タスク管理継織1こついては、食品安全1こ臠する溝費者｛呆護の中鞍部附とな鯵、

幾率的な蕩闘購造を構築するため、B羅V猛L内の食贔安全に関して纏分化さ

れていた部潟・鶯轄の包猛的統合、連邦・ラントの共通の！」スク管理のため連

邦コーディネイト楼閣の設置を提案し、連都・ラントの法統的共盤を従来の形

態とは異なる、法的に拘束され緩織的に媛律された委員会の事務局機能をもた

　㎜総　㎜
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せる騨。縫方で、賎スクアセスメント・1｝スクコミュニケーション綴織として、

B凝V狂し所管の食贔安全業務内で、学鰹的で包抵的な讐スクアセスメントを

可能とする独立した連都科学機麗が礎案された茎騰。この科学機§嶺ま、食1贔1歩ス

ク精報の較集・分析・アセスメントを行うほか、£UのIJスクアセスメント機

縫との接点（S改譲縫s圭e艶）であむ、蟹内鰐癒機関として機能する難。そして、

1ナスクコミュニケーションについては、£更∫のコンセプトとは異なり、第一次

的1こは、狭い、政治的・行政的意思決定者への「科学的覇書」蹴として饗解さ

れ、争いのない科学的権蔵として、科学的甥定に基づき、食畠安全にたいする

リスクが絹確であるとき、客観的予紡的な政策的購書を行わなければならない

こととされている鶏。また、行政庁による許認可等の正式な意想決定邊程とは

渉1に、科学機縫は、自発的に食品安全にとって重要なテーマについて意見を表

明でき畿、必要に応じて、公衆へ塵接、わかりやすく客観的な椿鰻提僕が行わ

れる旨を提案している。

　このような科学機縫は、食贔安全に麗わる開題のすべてについて、政治的・

経済的その勉科学外の秘書縫係の影響から自由に意見を遽べることができるよ

う峯彗獲：設計される必要があるi蕊ため、独立性が重擾されることになる。さらに、

馨スクコミュニケーシ葺ンにあたって可及的広範な窪解を得、科学機閣の独立

性に対するあらゆる疑念を払拭する必要から、その独立惣ま、定款で明示的に

擾範免し、蓼スク管理との墾確な纏織的分離を確保することによって、獲スク

アセスメントにより欝られた独立した予防的霧｝言をより高度1こ観会的に秘離す

ることができるようになる、とする鵬．単一の連邦機関が双方の機能を挺当す

れば、調整プ藤セスが．雛純化されるが、陰スクコミ諏ニケーシ貧ンを含めて、

穿スクアセスメントが最適な食品の安全性を犠牲にしてしまう目的志向の考霞

（Zweck盤議薮g甕磁sw嬉膿菖〉をしてしまうおそれがある獅。さらに、購鞍告

では、科学機縫の独立雛のために、科学機鷺の管選藻（委嚢会購成）の購成員

がたとえば政治的影響や兼任業務の遂行から生じうる利益相反から馨密である

こと、さらに、その人的独立性は、任命手続と在職類闘によ善鐸鐘することと

騒　㎜
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している懸。

4　容イッ食品夢スク行致新羅綾法の機要と韓色

新纏織法の基本懲ンセプト　　ヴェーデル鞍告を受け、その異体｛とに轟け、B

醗V鷺L鶴に設置されたワーキンググループの鞍告欝（以下、「WG報告」と記

す。）によ鯵、現行法である消費者健康保護及び食品安全の新綾織に麗する法

律（2§倉2年8月6羅公布・謄§2年雛月i羅施行。以下、「新綴織法」と記す。）

の舞子がまとめられている。以下では、この骨子がほ叢そのまま新綴織法となっ

ているので、双方を合わせて分析していきたい。

辮騰法燈ま、①1以クアセスメン噸域とl／スク管覆領域の分離という消

費者の健康保護・食品安全に絶する将来的綴織構造の療難こ基づぎ戦②1ずス

クアセスメントを襟当する逢妻欝スクアセスメン麟究所（8蓄鉛ど綜ク

響建を轡当する連邦消費者保護・食品安全庁盗（8V　L）の二つの機関を設立

している。これらは、従来、連邦レベルの琴スクアセスメント、琴スクコミュ

ニケーション及びリスク管理の権当部分を握っていた連邦消費者健康保護・獣

疫醗究漸（駐膿4εS童難旗就｛鍵9εS灘曲e圭議薇織Ver媛3慧畿eゴS畿寵z職縫

Vete欝睡激騰e磁z雛）をベースに、再編・統合する影で覇省内の弓スクアセス

メント・鷲スクコミュニケーシ肇ンの任務をB∫艮が、婆スク管蓬の任務を露

Vしが握当することとなった。8｛艮は、独立性を法的に糧保するため公法上

の営造鞠法人として設立され、毯繭の籔蓬予算を有することとし、科学的方法、

アセスメント結果及び1｝スクコミュニケーションについて専需監督を受けない

こととされた鍵2。

　WG報告では、琴スクアセスメントと琴スク管理の機能的分離は、将来の綴

織購成の基本コンセプト｝欝とされた。WG幸嚢告では、この機饒i分離により、駐

U綴織との互換性を蟹ると共に、消費者の難待や文化的観点などの政治的考量、

経済的科害、亀機管理の要請から移スクアセスメント握当者（ひいてはその結

果）の独立性を確保し、縫スクアセスメントに当たって先入観を可及的に欝絵
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すること、そして、それを通じた1｝スクアセスメントヘの信頼懇復・確保を目

標とする駁。その際に題題となるそれぞれの凝念については、華スクアセスメ

ントとは「食贔安全及び消費者保護領域で、独立した科学的根鑓紅基づき、し

かも、響動オプションも捲擁するもの」であ辱、それに対し、省や連邦・ラン

ト行政庁の手中1こある執行領域での1声スク籔蓬は、法的に許容される霞む、消

費者の難待、桂会文化的観点、経済的考慮などや行動オプシ董ンの箆較衡董に

際しての政治的評醸iも縷討されるとしている難。

　立法者は、新綾織によって効率姓の向上も目撫していた跳。琴スクを転職す

るための行動オプションを表明することもBず艮の任務である欝が、これは、

琴スクアセスメント結果を婆スク管遷機弱に奮’意義なものとするためには、法

的・政策的に翻訳可能でなければならないからである。いずれにしても、翠簸

の瞬スク探知・瞬定、科学的意見及び態度表明（適切な琴スク管理橋置の提案

を含む）、公衆との婆スクコミュニケーション（消費者の信頼露復・消費者と

の開かれたコミュニケーション）が、Bぞ衰の任務の三本柱である。

8｛Rの経務　　8多Rの主な任務は、人の健康にかかわる食品安全または消

費者保護に薩接縫接に関連する閣麗ならびに鰐料・飼料添総麹及び動魎医薬品

に闘達する勃勃衛生の翼題に対する科学的意見、B至疑の任務に属する開題に

ついて、各省・B　V　しに端する科学的麟書、£更∫その地国内外の科学機縫との

其鱒及び食品安全と消費者保護領域での科学的構報交換のコーディネイト購、

B騒VEL及びその下位の専鍔科学機縫との調整をして、自己の任務と密接に

麗わる点について独露に醗究を進めること、1／スクコミュニケーション等であ

る。

　B　f盆で行う｝タスクアセスメントは、①科学的・裡会的に健康に対する危害

発生という危娯のきっかけ（A撫SSZ雛8esorg盤S〉があるときは三三触獣こ

鯵スクアセスメントを行い、②①のきっかけがなく、体系的アセスメントの長

難作業計画撚に基づいて、③許認可等の申請手続の枠緩みの中で、④アセスメ

ントが必要または適切であると認められる新たな知見・コンセプト雛がえら

一5ε一



科僑墾透晋雛願駈行政縫織購趨麟する法的頒（難ま憲淘

れたとき、魏始される。この至／スクアセスメントでは、健康鞍害が発生する蓋

難とその被害の程度がアセスメ升され茎22、その結勲ま、瞬綾者の健康保

護の観点から危撰のきっかけとなるか、㈱最終的なアセスメントを行うため、

更なる椿報収集・講査が必要となるか、意見を付すことになる。鋤の雄娯のきっ

かけがあるときは、その琴スクの｛藪滅または蟹避のための醤標、戦酪を設定し、

必要に感じて行動オプションを提案する鵬。このようにして、1｝スク管選者が、

アセスメントプ欝セスを検証し、状溌に適合した意思決定をすることになって

いる。許認可の申請手続では、一般的な彗スク軽減手段ないしデータの遮総請

求に臠して提案が行われる濃。賎に長難にわたって存在している陰スクがはじ

めて認識された場合で、その琴スク懸滅ないし除去について責任が購確でない

ときは、BVLまた1謡講VELに対し、一納な事輔繕雑を提案し・情

報の欠歓を適切な措置で埋め合わせることを捲鶴できる。

　国内外の科学的鷺算しを舞藝便し、専霞的知見と醒内外の薦頼牲を確｛果するため、

さらに、醗究の欠駿をなくすため、Bず段は、B疑V鷺しの硬究全弊プランに

沿って馨前で醗究を行う。ただし、Bf嚢が自己の襲究に着手する羨に、その

瞬発対象がB縫V駐しの醗究対象内かどうか、専響的かっ経済的見地から、外

翻の醗究機関に当該講究企画を委託した方が蒼意義かどうか審査され、その決

定1ま、B醗V鑑しが行うi器。

　さらに、欝欝ま、獄クコミュニケーションに従事し、説勧ある広報活

動を行う．獲麟潟粥スクコミュニケーションは、畝クアセスメント作

業及びその結果を公衆、磯究者その難の関係者及び縫心を有する集廼に公聡し、

意見交換等を縫う継続的で双方向のプ冒セスであり、消費者との韓語を積極的

に展翻し、起こりうる健康弓スク、獲得された知見と作業結栗を可及的速やか

に、勧勇やすく僻懸難る琵とされている靴そして、B鍛の｛撲1こ

は、高度の透瞭建藍勧囑き、表現内容とアセスメント結果の蓬嶽について・

①賎知の知識を適切に考癒し、明快に表現し、重要な科学的反対意見をあげる

こと、⑨最新の群学水準に基づき、その時々のターゲット集毯にとってわかり
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やすく表現し、結譲部分の検証を第三考ができるようにすること、⑧以爺の表

翼内容及び飽機麗の表饗内容との経連付1ナをすること、㊧態度表明は蓼スク分

析の霞標的に承認された議原麩をもとに行うこと、の魂点を挙げることとして

いる盟。

5　小　　籍

新綴織法の透競牲原麟・騨スク鶯ミュエケーシ銀ン　　ヴェーデル報告では、

鯵スクアセスメント結集をリスク管理者に通知し、必要に応じて、公衆へ議明

するというように、一方商的コミュニケーションが想定されていたこと、さら

に、透鋸盤と参撫捻、婆スク管理でも本来開題となりうるにもかかわらず、穫

スクコミュケーションを科学機関の任務にのみ帰霧させていた難。それゆえ、

ヴェーデル報告における機能分離に閉し、B　S　E危機は、従来の政治と科学の

麟度の問題解決縫方への揺頼危機であるにもかかわらず、複雑な閤題を客観的

な専鍔的知見によって解決できるという簿の完全性を麟提とした発想があむ、

難晃の欠如があるとき、難・不知と意思淡定オプシ璋ンの比較衡量の開題を解

決しないし、1タスクアセスメントとリスク管：理の分離も有意義ではない、とい

う畿鵯がある欝。WG輻告とドイツ新綴織法では、新纏織法のBぞ盆設謬法2

条i項捻号が陰スクコミュニケーシ養ンにかかわる霧建であるが、あくまで構

鰻提供（U鷺艶rr虻畿蓑鷺g）であるため、いかなる情鞍を、いっ、どのよう1こし

て公表するかなどを含めて、透鰐牲・鑛鞍提躾の拡大等の規定がさらに必要に

なる鵬。たとえば、英蟹でのBS鷺にかかわる科学的見解は、BS駐は辱スク

のないものではなく、英露塵雑肉に開題がないとはいえないというものであっ

たが、それを受けて英蜜畏に矯らされたのは、英国産牛肉1ま安全であるという

行政上の意思決定であった。また、ダイッでも、科学的にはB　S狂の発生が疑

われていたが、ドイツ睡民には同じく、安全であるという表現が政府から伝え

られていた。この点から、撃スクアセスメントと1｝スク管理の機能分離ととも

に、1タスクコミュニケーションを1ヌスクアセスメント蓬1当者が（も）、　サスク
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管理者闘とのみではなく、薦費者を含めた関係者聞での透墾でわか鯵やすい直

接的な鷺報提｛共などが必・要・とされるからである。

婆スクアセスメントと鯵スク管運の機能分離　　ヴェーデル報告を基にしたW

G鞍告及び新綴織法は、科学機関たる8｛袋の独立性を、公法上の営造梅法人

として設立すること、独麩の管理会計を有すること、科学的方法・アセスメン

トの結果及び婆スクコミュニケーションに騨しては奪需監督を受けないことで、

また、人的独立権はB｛良の議長等主要ポストを官吏とすることで握課しよう

としている。ただし、Bず裂独霞の概究については、ダその麟究活動は、B罐

V駐しの金棒羅究計懸に換えられる涯ものとされ、新綴織法案の理由書でも、

BMVRLがその要否等について審査することとされている叢。しかも、前違

のとおり、WG報告では、響スクアセスメントを政治的・経済的影響を受けな

いようにするため、綾絹された科学的方法等に麗し、専門監督を受けないこと

が提案されていた競にもかかわらず、それは、露鰭V鷺しとの縫係では、実現

されているといえるが、縫省庁がかかわる場合には、事麹管轄権のある上級行

政庁の奪野彗提示伊ac嶽磁e　We圭s膿g〉権鰻が認められており、実瑳されて

いない魏。この点は、ヴェーデル輯乞以来、8麓V　E　しの管轄内での綴織再編

が繭提とされたことの韻界である灘。

先蟻モデルと現代モデルの壷存　　以上分析した点から瞬らかなように、露U

の琴スク分析手法モデルは、作業プ聾グラムの作成やアセスメントの優先額敏

の確定などが£F　S　A内の執行遅事会で最終的に決定されることなど、駐U食

贔安全白書には見られない、しかし、予紡療嚢寧こ聞する狂U遜難で示されてい

る㎜種のフレーミングが認められる麟。地方で、狂FSA内での群学委員会・

科学パネルと簸の運営機関等との分離がかなりはっき修しており、£琶食品安

全白書時は現代モデルであったが、現在は纏織分離をした先蟻モデルないしそ

れに近いものといえる。ただし、法人賂を有するε曾S　Aの琴スク管遅機関か

らの縫織的独立は、嘆スク分析手法から論理必然的に導かれるものというより

　も、BS琶の経験、昆Uの麟度的限界や政治的事精による要露が強いといえる。
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　それに麟し、ドイツのそれは、ヴェーデル輯告が喜ナスクコミュニケーション

の一方露盤を打ち塗していたことからきわめて古典モデルに近い現代モデルで

あったといえるが、その後、WG報告及び新綾織法へと展聡され、夏代モデル

の典型に属する構罎となっているといえる。ただ、注意しなければならないの

は、それぞれの真髄が綴織的かっ講度的に必要となる場面があるにもかかわら

ず、ここでの現代モデルでは、鱗スクアセスメントと壁スク管理を分離するこ

とを主鰻におき、アセスメント結果を1ナスク管舞i考が効果的に利灘できよう政

治的・経済的・法的無縫舞籔事項ないし基準に代表される初簸作業としてのフ

レーミングが明確に盤置づけられていない点、そして、琴スクアセスメント縷

当者と1タスク管理者との双方向コミュニケーシ璽ンが十分でなく、B多段のよ

うに「確実な」短髪をベースにしたうえで蔭スクアセスメント機闘自身がオプ

ションを提案する場合があるなど必ずしも墾確にその機能は区分されていない。

ドイツの場合には、まず「綾織分離ありき」で議講が進んだため、婆スクアセ

スメントと婆スク管理の「機能」分離も、その機能のコンセプトを瞬確に設定

し、双方の機能の構造的接点が形成されていなかったため、「綾織」を分離す

ることによっては十分達成されていないゆ縫方で、この点は、機能分離と綴織

分離は、緩織の独立性の醗点と自発的1ナスクアセスメントの要請などから、機

能分離＝緩織分離のように整合的に必ずしも分離されるわけではなく、弓スク

アセスメント機麗§体がフレーミング等の簿らかの1｝スク蒼鍾機能の一部を擦

うことがあるともいえる。

　l／スクアセスメント重縫の科学的独立性、緩織的及び人的独立性の外観を保

離し、その専弼牲、中立・客観性について科学楼閣が慈答責任を負うことで、

食鳥撃スク鴛敢ないし毒場の信頼国後とその維祷を轡ることは重要である。縫

方で、彗スク分断手法が靉靆的プ臓セスであむ、響スク分析手法にとって琴ス

ク管蓬と辱スクアセスメントとの相互伜購も重要であり欝、その絹互作購がど

のようなもので、どのように行われるのかを、華スク管鑓と1タスクアセスメン

トが機能のみではなく、縫織上も分離することで、双方の綴織闘のコミュニケ一
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科学性・透瞬性絵雛と行政綴織構造に関する法的分辮（下出憲治）

シ．ンが外灘覇らかに嬬、透明轡潟上しうることは、注§すべき点であ

る。

お　わ　り　に

　稗学的短見がリスク管選i機能の一潔として獲得され、鑓理されるのではなく、

それとは一定の距離をおき独立して行われるということは、その懸虫立」牲が

中立性や客観性を捧現するものとして鑑頼を生み、科学的鷺箆の卓越牲も確保

されるようにみえる。それ唄え、そして、よ馨徹底した形態としての綾織分離

は、ひとつの麗念型を形作るといいうる。しかし、これを強講ずることは、曝

スク管理を行うための科学的知見が、厳密には限定的にしか独立し露ないとい

う実懇をみえなくしてしまい、外形的な変化が実質的な変化を伴っているかの

ような幻想を胞かせてしまうおそれがある麟ゆ

　本稿では、透明牲原則と科学性癖継との複合的・相互影響的麗連に基づいて、

辱スク行政繕織が購成されることを瞬らかにしてきた。それにくわえ、これま

でのわがくににおける撃スク分斬手法にかかわる議論では、どこからどこまで

力鱒スク管理（機能）で、どこからが韓スクアセスメント（機能）なのかが、

十分には確定されていなかったといえる。縫方で、それら機能を行政纏織上も

分離しようとしても、理念型としては科学的要素のみを考癒に入れて琴スクア

セスメントをおこなう科学機関（聖君SAのように内部績織が一感分離してい

ることもあるが）が、現実には、嚢懸謹鵯藪を含む琴スク評懸“タスク決定をも

行っている、あるいは、隷農上そうせざるを得なくなっている。このような緩

織上の分離をする場合に1ま、恒常的な筆穿スクアセスメントと1｝スク管理機能の

接点であり、双方をコーディネイトする機関を介在させることが現段賠では望

ましい方向を示す可能盤がある騰。

　わがくにの食品リスク行政績織では、食品安全委嚢会が関係者の意見を懸き

ながら警発的なアセスメントの優先顯位を決定した鯵、答牢等確建前にパブ琴ッ

一6i一



行政祇会論集　第鰺拳　第2号

クコメント講を導入している点は特籔的である。地方、わがくにの調度は、辱

スクアセスメントと1｝スク管獲の綴織分離をしているとしても、たとえば、畔

スクアセスメント結果を夢スク管運上の意思決定に変換する婆スク評懸段賠が

1タスク管理機関内部の科学綴織で行われたり、纏織上、1タスクアセスメント機

闘として並置づけられている食品安全委貴会が華スク蓉蓬機能との接点を講時

に撞っていたり、また、1｝スク管理機関によるフレーミングなど適切な接点・

プ欝セスが、十分には購築されていないことからすれば、わがくにの講度は、

饗時点では、狂ぴとドイ嘱こおける食品1タスク行政綾織の車懸に豊麗し、憂代

モデルを基本として構成されているといえる。ただし、この点は、2総§年8月

隠縫に、「農紘水産省及び厚生労欝省における食品の安全性に絶する撃スク管

選の標準手籟書」が蕩述のコーデックス委葵会の婆スク分析偉業原鑓を基礎と

して作成されたこととかかわって、纏織上の「機能分離雄が行われているわが

くにの調度下で実際の運購が注目され、今後、再度検証する必要がある。

　醤記：本篇は、科学暴究費補麟金（奨励醗究騒）、課題番号：懲7鎗奪欝による麟究

成果の一鋸である。

茎　亀験鞍除が羨提とするのは、確定的経験舞彗によって、原鍵として、擾害発生の蓋

然性を決定する霞果幾係モデルが準備されていた（漁露醗ε，｛醗搬童SS沁登SS薇濃Z－

　rec雛雛蕪Po髭e量rec猛，PV醗．欝8i，597（6警O〉。それに蠕し、1タスク機念を璽

　いることで、この霞界を打ち破鯵、罵巻鬚窪麗連（簸6癖麺藪衰磁器z琶sa醗灘叙癒a澄暮）

　を開いたといえる（か葱君α麓。，騒s董koe獲sc鼓e羅糠琶e麓i灘裂ec雛ss捻at，ig94，S．

妬i．）。

2V藤．翫勲，瞭：嚢．Sc惣藏（9rs墓．〉，醗e飛t齢es　W玉で宅s欲a蚕毛sでec鼠

8eso難艶艶r　Te嚢2，工996，§　i2，食｛孟．85蕉；S翻擁推ε，塗：Ac養ter薫｝eで墓〆P霞雛駿εr

／W醸e漉eぎ墓er（陵s急〉，暮eso鑓eでesVe躍a璽t撒琶sre磁，鍵．賢，2§§§，§2凄，

嚢難．3尋．

3　織稿「不確実性の条緯下1こおける行政淡定の法的鱗御に関する一考察」姦島

i7誉3号i頁以下（2（矯5垂髫）。
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科学性・透萌性漂雛と行政綴織構造に関する法的分野（下出憲治〉

4醒驚旛，臨i裟OVGrsor欝一晩ゼios？，ZL衰鵬3」§3」65・

5　嘆スク分損手法は、食品生産蓄・製造煮の脅εコント饗一ルの分野1こも及ぶ

　と指癖するものとして、鷲麟．鍬α編，照s叡感毘轡er搬簸g慧飛4欝s嶽。醗騨議猛菖猛登竃

　琶灘Leむe簸s灘疑te睡ec簸t，Zも裂ig9呂，275（287）．また、讐スク分組手法華こおける

　協麟要請については、たとえば、β紹雛礎／漉海霧ぎ，｛擁s照s盆o1難蟹驚難綴£簸e欝

裂e戯P碗2鵬，窺4（玉鰯）；翫曙雛s魏，Kむ・夢εr呂t融VG葺
Verwa峯t醗響S細紐ε盤宝t鞭繊e嚢照星搬Le襯S膿量翻re戯至9§7磁

翫擁，Ve醗1簸gs装・・鐸at沁登i登戯EG：Le紬s醸te至一麟
V琶teで睡r蓄ec嬢，童盤1恥懸a盤一斑鰍〆SC鼓搬i畿A舳a熊（琶τS琶・），Stζ磁雛re簸

6es甑噸量SC幡Verwal撫gsrec盤ts，i㈱，S・§蟹重・

6欝s認，號s籔atl重。鼓eG搬識量e鍮6量e蟹幡t蝕eS董。蓋e醸t麟

　0雄鍛登琶，20暮2，S．252重£

7sε纏縫．紹灘雛，擁：RSt灘董，3、A畷．，2鰹，§26難膿、ま叙事藏

　醗1憲の合鐙銘の擬点から法治覆療鍵を講じるものに、たとえば、Kδ漉，○艶

醸w宝C擬難解esV。rs鍵ge蜘即S臨衰ec醜erSC蝕e墨登臨：惣s魏e登S／

　灘r曲εC麹（翫S暮．〉，C駿e藏藪a紬鉱eg慧豊里e欝鍛竃駿総玉無ovat纏　Z懸

　眠撫至t孟騨W茎rts伽重織．2鰯，S．85（§8∫翻

8蕗門録台松歪槍鍵的郷騨犠質縫外アセスメント」1郷・水野繍
　ゼ覆境法学の生成と未来遷（欝§§奪彗雲出鮭〉3鶴翼以下。

9　神璽達縛「新しい食品安全行政」ジュ縫2蕊号轟買（襲頁）参黙（欝欝奪）。

欝　鳶δ編，A難菖母翫ε錘ε衰ec簸ts董e撤ε，2．A滋L，2（鎗L　S・2餐｝重重　V墓L　Zゆ舞」麹s・

　P薩t鑑騒違Sa痴versもa登δ，雄：β餓豊s舞奮er（難ぎsg．〉，鰍露x夢e鶴野elδεr

　蝕rte懸墓V。登Geず露e簸囎献呈S重臨，2轍，S．鰺5（聖鐙・

銭　たとえば、S細鱗，PasStaatsτec銚6erB班給esr～興b垂欺Pε麟SC盤鎗蕪，8雌護・

　2．A藏．，鍵4．s、82雌．きこよれば、緻砺動能力、1微活動の有効性と機観

　性を挺緩し、機能適合的に綴織纏翻することも、法治蟹漂響から導かれる。V麟

　撚s召，Gr麗麗e虚esVe酷ss懸奪s郵ec溢館猛麟εs総帥1量装Pε膿sc雛戚

　ig．A盤薮．，玉993，哀感．358　廷．

鐙　この点については、たとえば、字賀克覆『行政手続法の鍵論垂薩g9§奪・東大

　鐵藪会〉貿頁以下、馨軽達久「一般鴛政手続法麟と行政の透明牲」由梨学院大

　学行政センター編『鴛政の透瞬甕邊（欝留年・第一法幾）i激賞以下、紙野鍵二

　「現代手テ政と透明鬘髭の展舞舞盛神裏：畢紙野・鳶｝繧1編罫公共童生の法構造遜　（2（｝｛錘葺三・
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　蟻草書弱〉3頁以下参照。

鰺　この肖容の詳纏慧、李導領「食贔安全行政にお捗る規凝手法の再考」畢大錠

　法醗論集欝§号i頁以下参照（2総3奪）。また、わがくにの盗品安全膏致の分析

　ないいタスクアセスメントについては、梶井勢織ぎ食品安全基本法の纏と論．趨

　（欝総隼・農鞍統轟†臨会〉、松本覆雄魂i造紀の消費者致策と食の安彊（鴻総簿・

　コープ離叛）、農政ジ学一ナルリストの会織ゼ動き幽した食品安全行政垂（2§艇

　隼・農林統計協会）、農業と経済総巻簸号（欝麗隼〉所収の各譲文、京鶴大学大

　学醗農業醗究科生麺資源経済学専攻農業綴織経済学醗究室纏輩食品安全確保の

　縫合システムと食品行政壌（鴻総奪）参議錠農韓水産委員会調査蜜委託調蓋も参

　黙、した。

錘　第蔦6懇覆会衆議錠内懸委嚢会議録第逢号欝頁2段蓑（欝§3難4月2鋤。

iき　前注i尋呼i蓬頁3段霧。

馨　禽晶籍生礁究舎監鯵ゼ新訂華わかり盆贔衛生法謹（2蓼縫葬・雛牽食品鶴生協会）

　68頁。

質　第露§獲蟹会衆議銑海麟委員会議録第5号8頁豆殿欝（騰薦隼4月9霧）。

露　内麟磨食品安全委員会ゼ平成焉年度禽晶安全委襲金運常状溌報告書遜（鎗艇奪

　7月i麟　i翼G

欝　審議会に関する猛続的な緩織法上の講点や課題などについては、たとえば、

　金子鑑蔓「審議会行政論ゴ雄羅・塩野・園部編ゼ現代行政法大系第7巻遜（欝8§

　無・奮養鰻〉鍍3頁以下、佐藤功ゼ行政纏織法新叛・増補諜（欝87隼・鳶斐襲〉

　欝5頁以下及び2撰頁以下、塩野宏r行政法穰〔第二緩藩（臆競隼・有斐麟〉弱

　葵以下、藤懇密靖ぎ行政緯織法新蔽遜（隠縫隼・良書普及会〉i韓責以下参照。

鎗前注鷲、3§翼i毅醤。

2至　筆者が講歪した鰻馨では、專罫琴講査会のうち、カビ毒・霞然毒等専門調査会、

　プ1｝オン專稗調査会、新灘薬食1品専群弓講査会、動物舞1鑑薬品奪韓講養i会で約半

　数以上の専門委畏が飽の華スク管鑓機縫の審議会等に属している。その中では、

　本鶏とのかかわ辱でいえば、薬事・食品衛生審議会の委鷺との兼薩も少なくな

　い。なお、この点との関連も含めて、食品安全委費会の綴織講銭等については、

　藤鐙癌紀子「鴛致縫織における専門盤i一食品安全委員会を素材として一」季鷺

　舞政管鬱鬱究欝8号9頁以下参照（鎗艇庫）。

艶　「食品安全委員会における講査審議の方法等について」（2鱒3奪欝欝2騒・最

　終改歪悶奪i鍔i38〉。
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科学性・透明性癖馨と行政綴織購造に関する法的分轡（下由憲治〉

器　このようなとらえ方をするものに、たとえば、関澤綾織豹スクコミュニケー

　シ室ンの最新勤鶴を探る墨（2§盤奪・化学工業欝報社）塞頁以下参照（関澤縫執

　筆〉。

2蓬　麟注レ茎、23頁3段目α

25　毒彗注i？、夏蚕嚢3段嚢。

器　「食品安全基本法第笈条第i項に幾寇する基本的事項」（欝艇隼i月露欝・閣

　議決建）第3－3参無。

27　たとえば、鴛政行為にかかわる場合の講査義務に関し、vg至．κo愛夢／還窪欝s麗麗乞，

　V珊・VぞG，7．Ati舞肯2（｝｛矯，§2珪装6盤、i£また、ノ罫攣縫光熱「調査・鑓分・i蓬

　萌ゴ絞懇・曝部・金子・塩野・小草綴織ゼ行敢法の諸問題　申遜（欝騰隼。蕎斐

　醗〉249頁（特に露6頁以下）参照。

28露丁一Prs．羅！23§G，S．夏8．

2｛奎　BVeτ萎G狂　33，玉7董　（i89五〉　冒数｛董　78，249　（288）．

3暮β戯2燭漉，1盤：賛St設琵，3．A讃．，2§縫，§2婆RRマ歪；8纏鍛，董叢澱S慮．

　麗．至重夏，2．A膿．，ig98，§36軽羅S擁，S重畿e出e麓a蔓sA晦aむεvo殺Staat

　雛費｛豊Ges8玉茎sc紮＆髭，2｛｝｛｝3，S．27（》董£縫貧（重　42董　∫毛

鑓　纏稿・麟注3、23頁以下参黙。

32　8名。舞欝，A鍵盤．　3｛｝，　艮R、　媛6；か∫－露観｝∫｛｝，　Ψerwa蓋老級糞琶se登tsc嚢e童｛致董鷺9　〔董t鍵d生

　exte溢e麹Sa磁veギst3船．Ve鐸Ar磁8墨（i鱒§），亜93（2m；Sc纏縫一語解醗㌶，

　Ve欝a墨融霧SGぎg罐Sat重0簸Sre磁a窒SSte慧e驚簸塞SごeSS徽Ce，i登：曲S償O旛a盤

　食董e鐙　　（雛茸sg、〉，　Veτwa魏腫簸gsoぎ菖a麓圭sa｛童｛〉簸srec鼓室　擁s　Ste慧er穫雛εsでesso慧rce、

　i§97，S．9　（畦（）五）、

33Sε餓観照灘襯，Pasa鞭e無e語eV劔w＆亜t騒η墓sr9醸a童SOr酸灘9S量δee識

　A睦蛋L　2（翼縫，S．δ6　紋簸（墨　84重4S君｛｝灘，A登灘．3｛｝，S．33（｝£

3魂　宮城島一瞬「覆鰹食品媛撫策定における危験分響の意義」食品衛生醗究52巻7

　号？頁（2鱒2葎）、また包括的には、中鶴康博『食の安全と安心の経済学選（2§艇

　隼・つ一プ虚叛〉蕊頁雛一下参黙。

3§C餓雁s蕊醗θダ醜2E欝。御館Cひ搾微観魏ε，Co鐙灘醜3t懸。ずt益e
　CG皺皺圭ss量｛｝R，CG簸s銭獄e蓄Rea童t盤a費（i欝。（｝（董S＆ず8もy，Bぎ渡ssε翌s，3（》護）4．ig97，C（）蟹

　（97）i83霞簸謎．β婁．i2．A犠。盤既耀，A貧盤．5，287董童．また、WTOシステム

　1こお捗る新：たな科学の殺害ilあるい1まWTOの科学｛ヒ（Veでw給se簸sc簸aず縫量。嚢銭澱墓）

　については、臨毒厩S醗，GεS職曲eltSSC織t2圭盛衰ec雛6鍵Wel籍3賞4e重SOレ
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　解薇澱t沁R（WT（）〉，2む§4，S．§7甑参窯。

誌　講種のものとして、たとえば、遺伝子緩換え生鞍等の縫電簿の親綱による生

　霧の多様甕の確撮に関する法律7条i項及び錘条2項、覆箋基本法欝条3項、

　環境影響評懸法蓑条3項、自然再生推進法3条3環、地縁温暖髭雄策の権進1こ

　臆する法律2条5項、特定建学麹質の礫境への癖縷墾の鐙握等及び蓋鍵の改善

　の縫進に関する法緯2条垂項等、ダイオキシン類嬉策特購搭麗法6条2項等、

　薬事法聾条の4第3項及び藍条の6第2項等にみられる。

37Gr甑雛畿飴τKo盤離sslo無6er猛獣α緯重s磁艦Ge猟e重賞s改a難曲εぎ醗

　議墓錨e醜費G難誕s翫z9雌es　L曲e簸s醸纏e磁ts塗曲鷺㈱緯ls磁ε簸
　騒纏。簸，K（〉翻1（97〉童7暮e獄重暮．，S．35．

38　たとえば、財ッ遺伝子工学法（Gε蟹g磁痴数禦set2）i韓条7項では、認可決

　定前に、権縷を有する行政庁は、予定されている逡伝子工学作業の安全技徳脅

　靉靆授び叢護について、科学専霧委農会の態度表覇を受け、この態度表墾は尊

　重されなければならないが、それを拒否する場合に縁霧：癒でその靉靆を醗らか

　にすることとされている0

3警　　S蓄β麗，　鑑賞獄．　3〔》，　S．　罐2至　ξ£

駁｝　β薄舞携，A資灘．3｛），衰R、i2貿．なお、本稿では検馨言文鐘象としないが、　ダイッの

　機会、戻懸作成の基準を参黙し、それが許認湾麟慶とあいまって拘束力を持つこ

　とがある。その愚昧で、罠購の専懸離籍発を公私擦鍵講としてもとらえることが

　でき、この点については、たとえば、由本隆灘「工業製品の安全饒に関する葬

　集権的な公益実現の法権造」ジュ孝避2蕗号65嚢以下（縢尋3年）、わがくにの状溌

　については、たとえば、多賀谷一照「規格と法媛範」礁井・小畢矯・水野・中

　肇纏『公法学の法と政策　ギ拳露（鋳鎗隼・鳶斐懸）4盤頁以下参照。また、草麟

　L窪6綴欝，茎〉r豊V3鍍S茎er雛登96餐8盤t簸C蓑er　A鍍｛竃屋b｛｝織綾糞雛　（重宝e　翼otwe簸｛難癖｛ε髭　〔襲｝ギ

　臨縦ck麺曙e醜s登綴君賞歴or灘t主G簸svαw雄t難解ec盆t，眈翼。蕪懸懸

　艮量鐡／Sc麟量轟A蝕a灘　（鍮s奮．〉，Veぎwa茎t脇塞sre磁t塗　搬ずG磁at量。欝

　呂εs磁s伽焦2む§§，S．225（229織醗紙Or墓罐sat織swa豊滋藤。賑

　激夢ε雌iz量鱗鰓嚢総2r宝vat玉S童er膿gi餓Or6無職琴餅簸総碧玉a織筋9Sぎ紬t諏：

　簸。蓄蝕a盤凝e癬Sc魏懇t－A露髄醗（抜s募、），Verwa董鵠§so聯費重sat量。貧sゼεc難

　農至sS融εr麗gsダeSSG灘。む，亜鱒7，S．2舜7鼠

軽煙β，St醜繍e至魏tε6｛艶感量。瞭臨董k磁鱗灘醜at量。簸a磁嚢蟹嶽e・
　ダ餐登gsギε導量灘e・Z騒r　F縫簸藪t童（｝登　草｛｝賛　鬢茎〔】｝鍵wiss琶欝玉掘　登S狂一K〔｝鼓舞量蓑竜一，童賞：狂登墓e茎
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科学性・透瞬姓療粥と行政繰織購造に関する法的分観（下出憲治〉

　／露顛a猛1Sc賊te（謎rs琶．〉，Wlsse登一馨童。絃w玉sse簸一ぴ登s量。瞭es覇ss8簸，2§§2，

　s、蕊．

峯2鬼至、B纏群，瞼A簸琶st縦G¢糠難駿鼓雌臨機綴膿4磁εs3撫ver－

S撫晦e脱τ識糞竃盤C為藍鍛鱗鶴s曲欝懲t皇SC惣Ve騰磁tj簸：
　8罐鞠εyger（9rs琶．〉，PεrEx脚rte翻鱈βe膿e轟轟竃vo嚢Ge雛re簸騒6

　照s敷ε簸．2窃蟹．S．3茎（5茎實．〉．また、邦語文献としては、たとえば、抹糞鍵

　r科学論から見た豹スク壌機念」鷲溌3巻蓋号㌶葺（灘嚢）（2縫2隼〉参照。

聡　ここでいう「楼スク行政」とは、人の生命、身離及び健康と覆境に韓し、産

　業・技備活動から生ずるリスクを探知・嚢窪し、それを科学的及び藏i殖醤懸的

　に評慰したうえで、懇選・麟鍼懸置等を講ずるという行政による琴スクに対す

　る構造的コント韓一ル鯵系をいう。琴スク鴛致の特盤等については、機穣・麟

　注3、6頁以下参照、。

蓬蓬　S膨∫箆～｝εη…｝，　Der　6裟。査。≦ζ宝sc盤e　Vετず3ss鰻登暮ssta3t，　i§98，　S．雌39　f£；　κ轟轟薮

　翫s轍os艶簸e欝糞9磁y磯V縫wal鞍簸§srec鼠DV醗．2§§3，i鰺5（登鯵£）．藤

　羅格子蓼奪跨鷺と公共性遜（欝総年・東大崖版会〉胃貰以下及ぴ葺§頁以下参照。

嘉　断滅，A銭無．紛，S．尋然幾わがくにの議論については、榊漂秀講「討議民主

　主義と参趨麟度」神長・紙野・華橿織・繭注鴛、警頁以下参難。

麓βδ纏，艶sVoダSGrge麟嫉夢甑Leb鰯醸tte壷τ麟t，ZL衰20§§，2磯（2蕊）；

　8勲繊細携．3春，飽．尋7．この謹露喋ナ（鋭騨離懸琶）は、人権・権琴1瞬縫

　や法治蟹療礫のみではなく、渓主麟療獲としてもアカウンタビ琴ティや蟹家の

　意思決定の透購盤等から要請される。この詳織については、鰯ε醜蕊，瑛e

　Be理甑d雛g，2暮紛参照。さらに、療」レベルでは、s漉麗纂2，融鱒艶量sc娩s

　Verwa至籔登霞s難。鍵，2．A慮外2容§5，S、捻4§鑑参難弓

貿　たとえば、「独立性」と「透購性」について書没したものに櫻井敬子「騒本銀

　蕎の法的牲賂」碓井・小攣撰・水野・中里纏『公法学の法と政策　下達遥（2§総

　隼・有斐鰻）347頁（麗3頁以下）がある。

磐　その飽、たとえば、饗境の深全のための意欲の推進及び深壕教畜の推進に麗

　する法律3条2項、曇然再生推進法3条2項、特定敏財性廃棄秘の最終越分に

　絶する法律叡）条等がある。

崖§　8髄δ尭彿εr，Tra益s夢are簸3a蓋s　Ve疲3ss壊費gs葦｝ダ量黛z重茎〉，2｛｝｛｝逢，S．i§｛至登霞｛至ず～θ露麓撹98乳

　獅墓至重。鰍e量te葺簸rT懸s鐸鷹麟醗e藤。歓e圭t擁Verw3墓臨蓼s燃虚el登，

　蹴｝縦鋤a雛縄e翻Sc鼓癒＆醗灘雛綴rs菖．〉，Verw謹聴蓼sぎec難塗茎養畜。レ
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　驚a童魏sgese至正sc媛t，2§§舜，S．257（26雌猛）．

5｛肇　βδc勘8㌶ノδ名賦2．A難盤．3｛｝，薮6．　互i．

5i簸漉簿旛927，D艶舷ze夢t鐡zvo登翠er黙lt膿奮sε簸ts磁e雄灘墓e登，欝96，S．

　98鑑v竃茎．鍛細＄2海R諮併，Ted磁歪sc眈s羅s盈O　t鐙透　〔｝εwa難e鼠e嶽逮蓼，2（｝（｝i，

　S．2縫薮また、経済・経営学的な意思決定モデルからのアプ饗一チとして、

　S舞蝕群9騰Z）醗耀競，Staa極轟ε翫tsc蕪磁綴墓雛魏er雛S重機er醸t，童鍛：
　尊壊、汽ss6盆：艮ec鼓t駁盤（墨6き｛o登。灘三盆，2《）｛｝蓬，S．6茎　（83琵．〉．

52　β癒轟欝欝，A登搬．49，S．37珪．

53　　Sε毒欝∫だオーノ隻8欝窪霧笛，A盤搬．32，S．3§、

騒　この点で、科学妓籍の波乗があくまでr暫定」的なものであむ、科学技嬉の

　進歩もそれを蔚鍵としているのであるから、科学がもたらす難発は普選なもの

　であることを醤握とする「薩1い科学観」の切妻3替えを強講ずるものに、たとえ

　ば、小縁薄霧ヂ科学技衛とガバナンス」悪懇蟹3号（欝偽年）5頁、憩頁以下及

　び藤堪総子響震い匪科学観再考一社会権或主義の賠懸盤一」懇懇§73号（鎗鶴

　隼）27頁以下がある。

55　　丁蛭‘轟。望め駕麺麗疏窪蓋，建慧影。碑a簸Po薮cy　G難　Foo益　S段｛｛…ty，Woダ董｛i鍛9　透Oc騒醗e登t

　重。ギ能組STOA　Pa簸e量，L縫xe獲t｝o慧r墓，Se茎践e盤董｝er2｛｝（X肇，PE　292．（｝26〆F総．Sむ〉，

　β夢、58、なお、本稿と講じく、蓼スクコミュニケーションや透瞬｛空にも焦点を合

　わせて分締しているものに、ノ～魏霧島R童s盈os船越er膿琶量灘L8娩簸s無識e亜ぎec嬢．

　2｛）（）2，S．228葦毛がある。

56　　ア露《漉｛｝妻。麗オδ麗2ε《三義，s鞍茎）τε主55，茎瓦67．

57　藤墳総子・前注騒、28頁Gまた、欠麺モデル等、古典的な科学観については、

　たとえば、影戯滋露「科学教育」金森・中島編置科学譲の現役遜（2彗鑓奪・嚢草

　書霧｝）毅頁以下参照。

58　トランスサイエンス論については、小妹簿馨・薄漉54、i2頁以Tlこよれば、

　次のように指摘されている。すなわち、科学披講と縫合との関係について、伝

　統的運解によれば、「真の矯的幾心と好奇心のみによって遂行される科学は、そ

　の社会的、政治的秘露と切勢離されるべきであ馨、科学者は霞らが生み鐵した

　客観的で中立麟な知識だ酵を、挺会や政治に差し幽す」という発意で、「縫粋な

　科学の領域と純粋な政治の領蟻が鴫確に籔溺できること」を藩撮とした事実と

　懸髄の二死論に基づく。しかし、この区糠ま実際には強麩ではなく、「講者の交

　わる領域が大きくなって」お鯵、科学と政治の交わる領域を「トランス・サイ

一68一



科学性・透瞬牲籐灘と行致緯織購造に関する法的分撰（下由憲治）

　エンス」として「科学によって舞うことはできるが、科学によって答えること

　のできない問題撰からなる領域」と定式化している。

5§　フレーミングないし問題設定とは、たとえば、平鱗秀幸「婆スクガバナンス

　のパラダイム転換一琴スク／不確実性の戻主的統治に鶴雛て一」懇懇973号垂8頁

　（灘賞）（2§§5奪）によれば、「問題を取り掻う上で、舞が重要で韓を無観してよ

　いかに窯らして、現象の全強から特定の鰭嘉〔要素や変数など〉を窮毒3鐵し、

　霧栗モデルなどの舞置姦妻的奪｝提や夢馨らかの専野弩分野の隻彗言薮と結びっ1す、問題を異

　捧惣こ定式死することを意味して」おり、科学的主張はすべて、r特定のフレー

　ミングのもとで定式此された罫翼題譲に蝿する『答え誰である」と捲嚢されてい

　る。このフレーミングに絶しては、たとえば、石弘之編ゼ環境学の技法選（鱒競

　隼・東大懲蔽会）薮頁以下（猛藤仁執筆〉では、時翼と方露盤、スケ一舟、解

　決手段、原石という獲類璽のフレーミングについて誰霧に論じられている。

鎗　逡稿・前注3、鴛褻以下で護に捲織していたドイッー3スク委費会の琴スク蒼

　遅手法モデルは、この先蟻モデルに霧する（v竃至、訟嶺君魏魏，衰ls重齢reg藪8難簸欝

　麗6衰IS量沁沁獲灘琶滋絵鍍0嚢最至si麟er6童SZ三郷懸res敷。むle盤，醜GεS麟S嶺a蓄t

　難碁盤w磁ぎec嬢，衰量S轍ore奮藪e澱確騰6裂重S量藍蝋G餓灘澱激at玉0嚢一死駿w盛

　麟｛撒墓f塗艶麗膿透Pro琶ぎ徽贈，29総，S．3§（翫鋤）。こ醐騰モデ

　ルに霧すると考えられる豪懸のモデルについては、平絹秀幸噂箋注5§、溌頁以

　下参照。

6i　cσだ2劣　ノ茎∫翻㌶ε霧島瀞ゼ舞s　Co搾富魏∫s麗｛羅，　」（）iR竃　FAO、〆W蕪O　　Foo6　Sta簸｛盤鷺《墨s

　野ro琶r躁灘e，26Sess沁鷺，FAOgea的嚢ar艶rs，2彗§3，AL灘0盆継§3畷，露

　至25．また、このそデルを中心1こ紹介したもの1こ1曇蜜有紀子「琴スクアナ1タシス

　の枠緩み」新出陽子纏揮食品安全システムの実践遅講蓋（鱒経年・曜憩堂〉22頁

　（総頁以下）がある。

62Sta艶猿e嬢so｛P臨cl夢leco難cer麟菖旗e衰oleo重Sc重e欝ce短t数eCo曲x

　艶。玉S量鐙撫麺登簿麹ocessa磁t銭e登xt磁亡OW麺C蓑ot魏rFactGrsaぎe

　絵鑑ε猛塗勧3CCG臨t，　》ecls沁賞。｛翫e2猿S8ss瞳。蓄t娩C鱗顛ss織，欝95

　その内容1ま、コーデックス委員会の食品規格や勧告縁、食品供給のクオ嘆ティ

　と安金性を確保するため、重要な情報すべての轍駿的なレヴューを含めて、健

　全な科学的分極・譲1縫1こ基づくものとすること、食！晶規鰺の作成とそれに基づ

　く法定に際し、コーデックス委員会は、科学的要素のほか、適窮な場合1こは、

　消費f者の1建康｛寒i嚢と公影な食品・食1驚柔賢島の｛建造に関する正当なファクターを
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　考懇することができるなどである。

63　　St3t8盤e貧総　o董　費f垂範。置萎）豊e　re至at量登菖　tO　t鼓ε　衰｛｝至e　o｛　罫oo｛茎　S農｛εtぎ『　衰量s叢

　ASS総SS盤e藍，董）曾C童S墨〈蹟〔｝蓄t鞭22戴きSesslO盤O｛t艶（）（）艶態量SS圭0簸，i昏97．その

　義容は、食贔安全に醸する琴スクアセスメントは、　珪酸隊の1タスクアセスメン

　トプ農セスで購域され、科学に徹緩麟に基づくものとし、透瞬な方法で記録が

　｛乍成されること、実際のアプ欝一チではいくつかの樽夏作購が不要｝欠であるこ

　とは認めるものの、1タスクアセスメントと1∫スク蒼鍵の機能分離、入手可能な

　定量的な構報を可及的籔籍茎に朝講するとともに、鱗スクの蒋盤錯握では容易に

　選解できるような形式で表明されるものとすることになっている。

麟　蓼スクプ賞ファイルとは、認象となる危害要襲及びそれが含まれる食品の特

　嶽、涯§されるようになった経緯、科学的特性と分析法、人の健康へ悪影響を

　及ぼしうる問題、婆スクに馨する溝費者の認識、蟹鰹的及び各螢の簸維状溌等

　によ穆、食品琴スクの幾題を説窮するものである⇔

懸　婆スクアセスメント方舞は、峯／スクアセスメントの各段躇における科学的無

　欠性（議tegr養y）、公正かっ透鴫｛生を維持するため、その段繕の適切な時点で、

　感受性集羅の考霞や安全係数の適濡、蝿癒すべき顯続づけなどの懸簸率懸・政

　策肇難羅こ関するガイドラインである。　この謬スクアセスメント方舞は、　饗スク

　アセスメントに兜立って、琴スクアセスメント挺当者その畿のすべての利害関

　係者と協議した．とで、1タスク讐達者が講足する。そして、l／スク菅選i考からの

　指示・諮嚢穣ま、できる蔭り明確で、覆数ある琴スク籔獲の選撰駿の各々を探題

　した場合に起こ鯵うる1タスクの変化を評簸するよう、必要に応じて1タスクアセ

　スメント撞当者に求めるものとされている。

6§勲廻，S髄t紬eZ纏縫譲嘱総ε戴w独惣募s縦sorge，2軽騰Sユ64焦l
　Pゼ忍窪む紫。，A盃盤．i，S．462　∫奪乙農62霧r，衰孟s重麹oo餐¢欝董r聖ε重t縫登｛茎　Z雛ぎec｝葦登琶簸≦ζ．玉R：

　雛O重糠a煕一衰ie盤〆SC撫1雛糖盤a獄醗rs答〉，三無ovat醜慧擁F獣藪至難t畿S

　Ve瞬亜t麒麟麟e墨豊s，ig鱗，S．亜35f五5磁鴛馳馨参玉e醗e藤醜eit曲

　V｛渡wa猛慧蕪9，2《）（翼｝，S．亜5§至重；S麺歪箆むε馨，A魏灘、雌逢，S．287ず到

67　疏8訪拓，A簸澱．32．2齢鷺

68　食品安全委最会プ讐オン専稽講査会、第蔦回会合議事録（2縛4隼緯月2§馨）

　8賞以下参照。なお、最終的には、「襲が蟹における隼海纏状脳痘（B　S狂）対

　策に係る食贔健康影響評懸」（臆縣年5月〉では、「検査肩齢の線引きがもたら

　す人1こ嬉する食品健康影響（彗スク）は、葬常に軽いレベルの鞠舞にとどまる」

一7馨一



科学鍵・透明盤療懸と行政綴織構造に関する法的分極（下出憲治〉

と宰綻している。このアセスメン嚇熟ま、謹以ク雑念が健康への悪影響が

　発生する確率と影響の程度」と定義されている（禽晶安全委員会ゼ食品の安全

　蔓三1こ関する羅語集（薮：定叛）謹（2｛｝頓｝奪13湾）　i頁。〉にもかかわらず、確率のみ

　が誉及されており、もう一方の要素である影響の糧嚢が反躾されているか、明

　らかではない。

総　この点をトランスサイエンス論から説塾するものに小縁傳講・蕪注5嵐捻頁

　以下がある。

簿蟹漉。麹麗醜ε縫孟，s難ra5§，騨7暮．

雛　この点の詳綴慧、たとえば、∠裁羅2罐石鴬S綴艶臆ve盤簸tw蟹糠簸奮一wer員雄tεt

　wo撒？，Z獄2春毒2，i§；S跳蜘厩，Vera蟹woダ縢蓼，Ko聯e締z潔。簸t醸絃

　Z嬢鵬2，29？ISos魏磁，Ole君。逡ε麹6erB3s重svo馨罫護78／2襯繕r

　Vεでt鍛菖ε，Q騒a難灘ss童嶺e猫益響澱4聾。琶嘘犠a餐鞭菖，ZL裂2巷94，珍3参照。

72　We董露む駿。数曇εs　E毒一Ko雛盤誌s給費，i2．i．2蟹》｛），翼0蟻　（99〉　7亜9e獄玉縁なお、

　登聖」レベルにおける食品法のき｝スク分婿手法覇）展麗については、君認2簿S紘

　灘魏螂ε礁蝕蹴塞s盤量t艶垂勲e騰譲ls£紬w量でtsc媛欝翻Ver職t雛暮s一

　灘瞬，朧3，S、欝8鍬0励醗，D重e臨墨裟。むe畷t量霧糠塞1醗Le朧s譲te玉r8甑

　2鰍，s．i茎6餐、；恥競／盈旛，艶s£欝。藤sc嚢eLeむ綴s猿鍵te亜rec鍵騰

　S畿量趣鞭9，ZL衰2鵬，茎25；翻熱風盆ls盈os織eぎ騒窟翻Le識s譲tel一醗6

　Gを欝tec｝登擁藪罫ec難t，2｛｝蓼（），S．43琵．

73　ア醜初魏魏綴総磁，s曝ra誌，夢マ7．

騒　この点1こついては、（）￥む欝勉，E欝G舞脇熱総L3W，2．e感，2§βL即・欝7・

　参難．。

？5器食e躍t・蓄t難eTε騨・罫欝C・懸搬ee。簸8S聾資貧農獣e夢磯§気

　Feむ．欝9？，（蓉魯．A毒暮暮2創§7）、この委農会最終報魯では、膨蟹墨の政治的思惑

　や意麟に影響を受鯵やすい政策手法と墨透墾な手続が続刊され、委饗の選好方

　凄を疑甕すなどの科学委轟会の機能に関するルール、秘学委舞会報告書の公表

　による透聡牲講上、科学委員会の慰書に関し政治的政策的鵯歎をしないこと、

　£誓のコント冒一ル体舗の強龍と新機関の麟設などを縫棄していた。また￥こ

　の点については、　平菖玉．　君窪麗轟2，　登S狂一Bε監護穣茎鍾雛欝竃　　擁s　　Pro髪躍e醗　　｛至es

　鷺蟹鋤aぎec鼓ts，2§鑓，s、i36鐸．

7§搬te墨至難墓藤K鱗蕪SS沁費a雌asE臓噸量SC娩Paぎ翌a贈躍a総齢醸

　・G暮s獄藪盛ss雄鷹騒践Leむe欝s磁縫els纏e魏lt聾KOM（97）亜83e擁筥、こ

賢
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　　の点に関する詳総は、α欝欝勉，s雛fa踵，脚．緯7a総2蔦．

77　この点に関する詳総は、Bε磐，Ve聲e童舞簸塞縫eでKo醗舞箆鷺z磯Z滋Le醗欝S一

　　顛鞭継漉rw3廊脇塞Z幅SC艶貧鉱ro麟SC醗r　Ko醗藏SS重0登，猛鍵0瞬SC墾er

　　Leむe盤s鎗藍te墨bぞ簸6ギ｛量e猛数鑓醗琵琶羅e6staat8貸，量糞：Stre玉簸2（蚕｛rs墓．），Verbギa鞍。難er一

　　雛蓄。ダ膿at量G葺t溢δR董蕊麹｛）蓑。搬獄鞍溢藪a雛。登，2｛｝｛）逢，S．i§5實、また、申鶴康博

　　ゼ食贔安全問題の経済分析虚（麗艇奪・8本経済評論社〉箆頁以下参、黙。

？8　　ア露。苑δ書。麗∫θ麗　ε孟撹オ、，s銭費ぎa　55，茎｝、76、

7§　G搬譲〉t駕難6e罫Ko盤錯童ss量。盤｛董eぎε滋劔懸量sc員e｝玉Ge難e睡sc｝羅氈　盈）eで盤e

　　a藍蓼e戴e塗ε箆　Gr観猟塗s灘ze　〔茎es　L（鐘｝｛鷺s搬玉愈t娯τec簸ts　絵　（垂eギ　泳圭で｛｝茎》撮sc嚢e登

　　び鍾。欝，KO蟹（97〉玉76e磁9．なお、　ドイツ認叛食贔法線書鱒頁では、ぎお麹

　　assess醗e賊の訳藷として、灘s轍oko瓶rG董至eが、また、r量sk搬a簸a言e灘e護の訳

　　語として懸s塗。も磯綬ギs撫騒§があげられ、駿念の混蹴がみられる。

8§　　Co魏魏奮5震｝難　oダま尭εE解π｝舞轟舞　Co欝郷撹露盤髭s亨Co獄無銭簸呈ca縫｛｝飛　o重　t盤ε　（〕o獄一

　　膿重ss重｛）簸，Co登s鞭盤eぎ　Rea董綾裏鍵裂墨　Foo《量　Sa重ety，Bご慧sse査s，3｛）．｛｝竈　ig97，CO欝

　　（9？）　i83　簸簸3至．亜｝夢．§．

8圭働郵／融融ε，L的鰯譲雛ec鍵．B昼．鍵，C購Art．6．R盤．駅S絵撮
　　擁註rz　2（｝§尊）、

82C醗襯魏魏σダ伽伽欝参灘露C㈱魏㌶癬ゴ2s．s蹄でa8§，即、麓

83窺ε鎗釦麓醜2緬孟，s瞬ra55，鶏8＆

8逢醜ro舜SC麩eもebe賞Sπ　搬el撫slSギeぎ嚥礎盤募一Ver碗鍛醗9（盆①鰍．

　　i78／2（）｛｝2D建S鷺導盆OP蓋董SC賢鷺翼蛋｝A盆L盛M髭翼TS馨韓D　D鴛S盆ATES　vo醗

　　28．Ja総ar2§§2z欝欝estst琶1豊澱96er　a至逡e盤磁e獲Gr雛箕6s註童ze醗6

　　A葺｛or（里er殺盤謬ε登　δes　Lεt｝e登s盤宝t総豊s，　z疑罫　£rぎ重。麩t鞭登9　　（量｛｝r　E琶で。夢議sc｝鷺嚢

　　8e｝董6ぎδ｛ヨ　ず蓑で　Leむe簸S碧窪重縫e垂S墨C｝董＄r｝董ε鴛　疑嚢｛重　Z雛r　罫est奎ε琶眼擁墓　　VO資　　Verずa｝妻re簸

　　Z皺むe娩鍛S無搬e至S童磁eぞ漉量t、鑑　3盗品基竃幾嚢llにおける13スク分新や名機念に

　　ついては、翫纏鑓，耀欝総，L8麗総雛瓢e観磁er艶量t：董）量eE綴。舜重S磯e騰e登慈，

　　ZL翼2§春2，賂9醗δF欝総，艮ec鑑垂IC魏Frage登6erKoO継錘aを繊vO簸

　　慰or醗a重沁簸ssyste醗醗，塗：S漉重翻（疲s琶、），攣erむra蚊磁e撫ず。懸at董。穀眼雛

　　照s轍礁。驚磁闘壷a電量膿，2§艇，S．鰺§琶、参、照む

8§　　差藏麗麗ゐ0アrSオ〆競闘8鴛オ宛ゴ麓，　乙e董）e登S盤孟t毛e至一　　縫簸｛量　　聖雛tteゼ灘髭te蔓註むeでwac鮭慧簸9　・

　　Gで麓簸｛重至3墓¢　貸豊d　露盤tw主。葱至難賞募．Z鞍盆　2（｝｛｝2，385　（386）．

8§　講条葺響によれば、1チスクアセスメントとは、危害要霞の講定、亀害要露の
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雛掘握、暴露詳鰍び似クの特醗握という畷隙こよる科学継根魍

　めのプ窪セスをいう。

8？　疑条i2号iこよれば、　琴スク蟹馨とは、　蓼スクアセスメントとは懸の、　霧スク

　アセスメントその弛考織に短する諸要素（必要に感じて適切な予鋳薄髭手段及

　びコント誰一ル馨能手段の選蟹を含め）を考窟して関係者との協議を経て行わ

　れる戦酪的選嬢薮の箆較衡量プ臼セスをいう。機念規定からも購らかなように、

　羊蘇クアセスメントと似ク管鑓蝉なる演繹灘系にはな眺琴スク管鐵こあ

　たっては、辱スクアセスメント糖桀、と静わけ、露営S　Aの意見、事実状溌に

　照らして藤癒するに鯵する諸要素および予務原則が考縷されなければならず、

　そうすることで、食品法の一般的馨標（5条）、すなわち、必要な場合には動物

　衛生、動犠採護、槌鞠衛生および螺境を考癒した人の生禽・健康の高度な保護、

　消費者利益の保護（8条参黙〉が籔られるのである。また、S費S協定3条の

　要請を考癒するため、食品法の緩闘と遍羅にあたって露瞭規籠が顔癒されなけ

　ればならない（5条3聡。さ硫、豚クアセスメント舗スク管鋤螺密な

　椿互関係を有することは、予騎藻麟の適羅要件から瞬らかであるといえる。そ

　こでは、科学的1歪スクアセスメントの進展状混に感じた予紡叢叢を許容する一

　方で、その措遷のt贈姓と再審蓋桑勤要求されて鴨（7条〉・

総譜条i鍔に隷ぱ、獄クコミュニケ一遍ンとは」スク頒の枠内で・

　監綜クアセスメン磯当者、獄ク管漣者、濤費者、食品製造者と飼料製造者・

　科学者の縫、無害関係を有する集懸懸での、亀害要襲と弓スク、琴スクに係わ

　る諸要素と写スク認短に関する双方講の鷺鞍・意見交換（なお、1タスクアセス

　メントの織果の注毅と穆スク籏：鍵決定の搬麺を含む。）をいう。

89この機鄭舞騨な紹介は、噸、貧舐撫勧，圭籔：衰e資ge董醜（翫s琴・〉・昆U5澱

　董，2．A疑雛．，2（｝（｝3，　§　豊9，良農．95・

総解SAの臨フピラムは、麗SAと類｛購蔽務を遂行する機驚の代表
　考（撫蟹蟹あたり一人〉によって構成され（解条i項）、潜在的1タスクの鷺輯交

　換と競艇合（Z朧醗e欝触ぎ纏瑠、そして、肝SAと舞麟麟こおける権

　隈を有する機灘と共臠する（27条4項）。

霧　RFSAの経務（規舞l123条〉は、①琵琶委農会・簾盟毯の要請に基づき、ま

　たは、自発的に、R琴機関・簾盟蟹に難し最善の稗学的意見を提繰すること（器

　条および鎗条参照）、②自己の議掌領蟻内において、統一的畜タスクアセスメント

　手続瞬織を促進し、調整すること、③配の瞬掌領域内およ勧スクアセス
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　メントの意発1こ鷺ずる解毅・審壼に瞭し、琶響委員会を科学的・技術麟に支援

　すること（3至楽参照〉、㊧窪己の解掌事務を遂行するため必要な科学醗究を委託

　すること（32条参難）、⑤糞登の醗掌領域講での科学的・鼓講的データの収集等

　（33条参難）、⑧新たに発生するllスクの嗣定・特盤錯握搭選（誕条参照〉、⑦嚢

　己の解掌領壕内で活聾する各綴織のネットワーク饒（36条参照〉、⑧琶｛」委員会

　によって奮われる震品・鰯料安全領域での危機蟹蓮手続に当たって群学的・技

　鱗的な支援をすること（35条参難）、⑨ε碁、麗藻機関等閥における共蟻を改董

　するための稗学的・披癬的支援、⑳信頼でき、客饒的でわかりやすい欝鞍を公

　衆・縫｛系者に迅速に蓑1娯すること（4§条参照）などである。その瞭、巨群SA

　は、多元的で段躇づけられた嚢繧、すなわち、人の生命・健康の病変の保護と

　歪常な核内市場の枠内での勤纏掬衛生と覆境を麟癒することが、あらかじめ設

　定されている（22条3項）。

92この点1ま、Vero罫磁囎墓磁G〉鰍．i3艇／2§03喪τKo貸　藏ss豊G登草G簸ii．

　」畷2G春3蓉魏羅3SVO麺er猛獣。麟SC魏欝馨磁O雄e継ぎLeむe簸S嶽老telS重機e療e重t

　艶垂　〔艶r　a蔓　S董ε　9ε麺C紮tetε簸　盆ダS襲C簸e簸　琶灘　　w量SSε盤SC｝竃投ず鰻重C簸e　G鞍ta｛灘亀をR

　脇臓響e綴8磁εVeでね搬e簸も参懸。

§3　君βぎ鳶ε，至嚢S毛髪琶縫O簸e簸　2雛ぎ　衰量S玉藍0壷》ewert嚢雛窓　醜貌《童　2雛灘　R呈S孟装0瓢a簸agε鵬8簸t

　嶽至難蝦磁触sla雛：A簸a至ys綴εrvor艶妬む員礁Ko麗ε難e，雛　se撫糞霧雛雛

　翫蛋磁欝欝琶e簸鋤鍵6鑛A鞍飾鍛so纏磁工魏stlt流lo登繰SO蠣e6aでa嚢sz魏

　z量e鼓e総eSc雛ss凝霜er鰻登怠鍵，St麟ε擁A麟ra暮6εr艮至sl匙○一K騰翻ss雛，

　£｝e2e膿むeぎ　2（｝｛｝2，S、5i、

§4　8本でも、食昆安全行政の再纏縁、「行政機購の醗大鑑緋鹿の観点」も基本的

　な発想としてかなむ重複されていた（藤霧一館r今後の霞品安全行政のあ鯵方

　について」厚生8弩号（20総隼）鯵頁（特に雛養）参照〉。

§毒　P劉醜∫屈2箆麺難6¢S8霧麓42ε箔診Cゐ箆鹿㌶琴＄轟θプ壱ε　（翼影S＆〉，（）rg3嚢垂sat量0盤　6es　ges越登｛弘

　駿e量t璽1磯e登Ve雌a昼C醜でSC轍zes（S嶺weぎP膿雛L曲e盤S鍾ttel〉：舳酸漿鰻登

　墓馨簸感e建r琶s漉蕪癌esB鷲撮εSギec紘澱墓S鼓G艶sa至S翫磁esむe麟tra菖te簸で

　概rtS戯雄t批歓磁盈虚磁Verwalt麗暮，2§撰．なお、このヴェーデル報告につ

　いては、σ耀ぎ擁，0馨a譲澱tぬ駐壷S狂es昼葺蕊e灘1磁ε鑓Verb鍛嚢磯e欝C轟磁肥s無

　至〉ε駿tsc酸茎a鷺盛，　ZL衰　 2｛》（》玉，　63きと　暮し董！Foダ蟹灘　 ，，0罫暮3登量s3t孟OR　｛艶f　墓εs琶建｛｝

　麗i雛。鼓e簸Veぬ盤t圭。｝董e芸sc｝臓tz箆£｝e就sc総懸雑ぜ｛，盆盤　鱒、i（｝．2〔｝｛踵　盆K撲簸

　a錘総sl量綴曇覆叢醸∫GA2魯劔の各報告をあわせて参照している。
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科学性・透塑性絵雛と行政維綴織造に関する法的分損（下山憲治〉

懸　診躍ε擢醗翻磁ε幽雇ε5縦纏雛§s梅壷s，A簸鑑瓢S護9・V霧L勘ご紘A簸礁

　8蓬，S．亜§S　實．

97　P歓寵s掘2霧ε魏　δε8β麗鴬ぜ2ε彰裂力箆寵驚gs級》壷s，A簸獄．9義　＆　亜8・

98　基塞法83条以下。連捷は、B蔭法の雲容を蟹内法記しな酵ればならないだ呼

　ではなく、その連邦法の餐ラントによる秩序遺金的遽灘に関しても、EUに繋

　する共講責鑑を負う（GG雛条3項i文〉。（｝G84条3－5項では、連i羅が全ド

　イツ1こお終る適正な法律の執行を保嚢草しなければならないと瞬時に、連i箪i致麟：

　は、各ラントが連邦法（及硬磁）を駈1激付してい赫・について・監督

　する権霞を有するが、それ縁決監督（盆ec舞ts呂滋S訟凱）に霞られる（VgL灘ザ欝S

　！∫Pぎ2欝魏，GG，　7．　At鍛彗　2｛X縫，　Art．8珪，裂τL　i2；亙〉魏魏撹縮鰍　灘：　Sac｝臥

　G臓蕪墓εse鉱，3、A藏、，2磐§2，A詫8遷R戦26£〉。縫方で、狂騒条約2鱒条2

　項に鵡、前述の耀灘、齢撰樋、毒麟融遜接妥凱・掬勅を有す
　る（盆麗擁袴，塗二C醍豊艶ssノ衰殺餐e貧（Rrs霧〉，昆野V／狂Gマ，2・A猛執2｛簿2・Aぎt・

　24§　薮蝨、38琵．）。

鯨　馬鹿ε躍饑餓鹿sβ雛鹿8鮪εc編雛g醜。牽鋭盗難徽9敏s護鑑

至韓　　P瓢微9震惣雑書奮麓ゴε＄β麗縦∫εs郭2ε海霧麗擁9ε敵〉壷蕊　護鶴魏、9鍬s・§・

難　P躍s掘ε魏魏吻ε君雛だ君s卸2c醜羅9磯。彦竃違難欝95，s・§琶£

畿魚磯撫漉幽3激漉脚ε海羅g伽海護鰍95，s．欝麟s瀞3重ず・
聖総　　P名δs愛重醗麗麗　冨εεβ麗麗《艶s簸窒ご義箆駕驚gs叙｝！愈ε，遵箆健臥　95，s・翼｝・

雛　P躍翻磁魏魏鹿ε8鍵窺童2舘2C纏麗霧醜θ壷Sl擁雛欝．95，S・9塩

薄暑　P矯ε躍欝盆魏　だεε8芝凝《惣s貫2ご舞箆舞箆9ε舞。舜｝ε，ノ豊麗魏．95，s．9鑑

羅｝　P罫δs旋葱麓舞錐4εsβ銀鏡《加s新2ご海霧麗難9ε轟。ノ診s，ノ望露欝、95．S．95・

禦　み疫s藏2魏魏鹿sβ雛｛ゴεs麺漉雑観9ε紛壷畿護麗麗95，s・§戴

醗　ヴェーデル報鑑96頁では、管理機構、連邦参議院と協議の．とで連邦致鰐提案

　による大統領経姦（ドイツ銀行法7条3項）、継続的任務遂行が可能なように連

　都議会議員よりも長い薩簸（ドイツ銀行法？条3項3文）、穂益縷硬の懇避のた

　め公法上の職務§慧係（ドイツ銀行法7条4項・連邦公務員法懸条2項〉を持つ

　ドイツ連郵銀行がモデルとして想定されていたe

欝β翻魏露齢醜9翻書ε，舳rg繍a麟琶esges雛難曲磁蔓C罐Veレ

　瞬a雛戯αs嶺雛zes，越．｛艶2．2§§L

難解、跳．婬9鵬，S、6．離欝跳、i鱒麟，S．5．こ蠣繍法数航・
　CP奪／C　S菱∫は、婆スクアセスメントー／スク管蓬の分離は、亀機時に・攣
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鴛政社会論集　第嬉拳　第2号

　急1こかっ効率的に嬉慰し得ないシステムであるなど、また、　欝参Pは、責｛董の

　下萌薙髪や官籏機構の膨張などの鍵褻から浸難した終筆Drs．睡／9総4，S．6．〉。

　また、連捷参議錠の議講と連都政綺の考え方の詳織は、琶筆翫s、睡／鱒暮8参照。

　なお、｝」スクアセスメントとl／スク管鑓の機能分離は承認するものの、緩職分

　離には反対するものとしては、86s漉醗認知2灘鋸／S醜難読碗r／魏雄δ麗瓠茎》ro醗嚢

　Ko鼠ra（重er　T艶r盈慧登g　vo捻　R童s鍮ot）eweτt銭無菖　護猟墨　衰董s汝。驚ε職3欝8醗ε撹　一

　P室S独SS纏ssta撮擁のe簸tS戯a総破綴狂雛0夢a一，G騰。簸tε簸轍艮a擁懸6es

　TA慧一セrole裟tes　“Str装i｛t駿でe簸　莚ετ　（｝rga費茎s段t沁簸　　慧盤｛量　疑G盤盤離農童鼓3t沁敷　　童灘

　露ere建麹　〔塁er　建煮0ぎSC蟹駁糞奮　臨むertrag蓋》a蓄eギ　S茎｝O簸琶麺or獲εr　琶盗2ε夢難ε至0茎｝aも｝嚢9貧

　（τs群，麺童鵬2．亙〉玉s総ss懸s舞碑r翫．欝，髄ro臨τec糠灘囎e盤一

　A総。縫tz騒琶もe撫夏）e威sc齢登翫認esta琶があ樽、特に弱翼参照む

欝　BV　しの主たる猛務慧、①港費者健康保護と食品の安全領域1こおける法律（特

　に、盒品・8灘品法、鱗料法、建学寵料法、植辮課護法、嚢鞠保護法、勃勃伝染

　病法、食肉籍生法）を実施するための一般行政饒麟の準簿をすること、⑨連邦

　統一的な食品監撹のため、連都一ラント閣、各ラント間の連絡・講整を行うため

　連邦・擁委員会が維織され、その事務局を鐙当すること、そして、③危険な食品・

　醗料に繋する欝一難ッパ攣簸警戒システムの運購と危機籔選にあたる（欝一霞ッ

　パとの連捷・コンタクト機関）ことである鈴薦む嬬6欝濃埴窃誌脚麺8，A嚢醗．

　i〔》9，s．互｛｝一隻i　眠簸6　s、26　｛t）｛｝

麗BT3rs董嘘〆87蓬字．簸磁8確磯曲激襯雄9惣妙2，A騰．豊縛，S．22．

童舞β罐ε編勘r激襯お鑓書舞，触盤．i総，s．6、

玉璽4　β2η1｛擁∫6εで孟ダ如露sぎ耀書費a　A欝盤．i§§，S．6，32；登丁一｛〉rs．i垂／8747，S．2γ　£；

　BT蓬〉rs、圭嵯！蟹》G8，S、6、

至難　　B餓k｝毒言ゴεr違定む¢露εぎ耀壷鐙ε，A登費蓬．玉｛｝9，S．26．

懸8T一｛）rs、睡／87唾8，S．L

｝鐸　　8θπk｝毒害62劉ノ茎rむ2至芸ε9惣豊歩¢　A殺搬、i（》9，S、6．

難β魏翻虚梓励醗ε9摺鋤2，A嚢盤．鱒9，S．2駁£

至1§　たとえば、82露ご漉犀群護婚擁誌9耀鋤ε，A盈懲、鎗9，S．総によれば、徽生麺ま

　たは建学物質1こよる汚染や霞らのモニタ1｝ングや実験データから、皐急に評懸

　しな1ナればならないかを確認するときである。

欝　たとえば、E翌」の鞭告握当羅に割む当てられている霧質や鐸題（殺生轡蘇や農

　薬の1タスト作蕨1、イヒ学物質法の新鞍懸でないもの、罎生駿1または｛ヒ学麹質によ
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科学盤・透明盤原雛と行政纏織購造に関する法的分断（下議憲治）

　る汚染等）が想定されている（B2擁ご編露護癒ε髭εg耀舞｝ε，A蓑獄．欝9，S．欝．）。

歪塞　β2擁。為蓄ゴ2ザ遵ダむ珍客蓄ε9麟纏〉β2，A簸霞董．i｛｝§，S．i銭

麗　この点の実務上の譜纒は、B　f駿のマニュアル鯉（遠捨ε奮sg躍鯵ε

92灘魏翻伽β2欝厩㌶箆ぎ），L藤3麟：FG灘t簸ぎ竃es飆飆簸。嚢e
　Bεwe糞難霧e簸，Sta磁醗撮2駐｛｝3，S、7，で詳しく解読されている。

茎238ε掩む纏鹿r盆池擁誌g郷友卿，A糞石．臆9，S．玉8、さらに、韓報告書では、そ魏

　ぞれの行動オプションがどの程度琴スク麟減に寄与するかを説明しなければな

　らないとされている。前窪稔2のB蓄Rのマニュアルによれば、8ξ衰は、溝費

　考課護、すなわち、趨こりうる健康へ磁鐵からの謀議・消費者の誤鰍紡の

　傑護のための借1董がどの程震iで十分なものとみなされるか、　また、いかなるそテ

　動枠緩み内で捲置が講むられるべきか、を示すこととされている。更に、消費

　者保護措置として考えられるのは、藪売または業務上の菱罵の麟繧、健康上容

　議しうる暴露の醸界縫卜基準纏の設定、表示、警害または｛隻羅上の注意・簿鐸騒、

　製造者・商癖・消費者による癖療体混入・繁蓬の騒避・軽減捲置、食品チェー

　ンに隷ナる病癖儲織鑑羅、溝費者への馨発強イ終どである（S．i銚

漿　βε擁む躍虚γ護癒ε欝書惣舞舞，A欝欝．玉総，s．i8．

鵬　β召短。醗4εrノ茎r如露sgηゆ餌，A盤錯ほ鱒．s．2我

茎薦　　B2擁ご讒言62彰護γ～｝ε至総gr麓麿舞，A鼓灘．蟹｝§，s　2L

玉2マ　召躍　（ノ茎め2露sg耀ぞ写〉292s鋸観跳擁認髭為28縦む2r魏麗9〉，A盤登L　玉22・s・5・

玉簾　前述したように：、　ドイツでは淫事琴統一的行政規糞垂1の毒奪建等毒こっき連糞獣こ権1襲

　があるが、異｛本的な実施縁各ラントないし窓治｛本が行うのが漂躍であるため、

　蓼スク鶯鍵機関の垂タスクコミュニケーションは、薦費者精報法案（8℃Drs．i馴

　8？38）の成立が必要であったが、連郵参議競の羅意が得られず、成立していな

　い。縫方、狂琴との関係で、連邦鷺報公聡法が麟建され、騰総隼i月i欝から

　施行される。この点の詳纏は、S漉。欲／鰯02豊舜欝，至難｛o懸atね駕玄re灘e宝ts墓ese鰍

　2莚（｝2及びBTむ盤．婚！襲93参照。

欝βδs漉餡1P鮪麗sε訂Sc海鹿堀2ガ魏納δ鹿野，A難盤．至鱒，S．23甑この点1ま、邊度

　なr専闘家への伝統的億頼」（ギデンス（松尾精文・小蟻蓬激談）蓼近代とはい

　かなる時代か？モダニティの帰籍遷（蒲立書募縫鱒3隼〉欝2頁以下及び登2頁以

　下）という発想が背後にある。

鵬　Vg量．梅鏡2，A簸懲．93．S、59．地方で、いったん、8蓄嚢が公表したことが、

　いわば霧スク讐鍵機灘こよる公表と講様の禁果を持ち、鐘譲が形銭され、讐ス

　｛誓　←



行政娃会誌集　第i8巻　第2号

　ク管建手段を講じてもそれが酸羨ないし変秘せず、その絃果、生産者や流通業

　者への悪影響が生じうるから、表現方法の工夫、讐スク管選機麗との連携を密

　にすると共に、1タスクアセスメント→1タスク蕾選i撥鏤が時餐簿的1こ近接するよう

　主張するものがある（貫麗む海ε彰A簸猛．8蓬，S．簸6L〉○この点は、　1タスクアセス

　メント機謬彗が1タスク管選i機舞遷と羅ビ交毎漿を窟する手段を睾姦果的睾こそテ｛蓋してしま

　うことになるという論点であると考えられ、事実関係椿報の公表とその事実に

　基づく評懸・纒鯵判薮椿鞍の公表とを置遷した上で、窮穣で験討する。

玉3至　8ε擁ご編4欝憾め漉まε霧綴書癖g，A簸醗．i§§，S．8；BT－P蓄s、i義／87縷？，S．3玉　至．こ

　の点は、駐V　L内にも科学纏織があ諺、効率建の撹点からこの醸究落勢の事羨

　審壷が取り入れられているo

l箋　β㏄蛤癬ぬγ愈む藏ε9惣書舞，触灘．亜鱒，s．9職透22、

瀧8等至）でs．廼ノ87尋7，S．28懸盤32，a雛嶺露丁一Dギs．睡／9毒§8，S、7．

麟　また、この漿翼は、ひとつの許聾に複数の科学機関が関与する場合にも難て

　はまる。たとえば、W（｝i緩魯では、農薬許驚の1多スクアセスメント優務は次の

　ように三つの科学機麗がアセスメントの蝿象で重複しないよう礎案されていた

　（8欝寵癬6群雄ヂ馳意鐙耀壷爵2，A箆懸．給9，S、32．〉。ただ、WG鞍告書作成者の一

　人である実務家の手になるつぎのような指摘が髭遷せない（（議畷備翻欝，

　Wel綴e熱tsc鼓e麺磁琶sko鷺pst膿z絵t6呂s融蕪es掘tず懸Ve癒r麗。盤蕊sc惣tz

　慧盤｛豊　　Lεむe糞s濃建童e豊s童。｝釜eぎ盤ε麓　　乏x｝重　　6er　　碧ギ｛麺琶登呂　　駁論｛重　　z毯董ass護登呂　　翠G簸

　P艶麗e盤sc麹tz穣鍛el灘磁綴§§至5藍腿a麗2簸sc雛tz禦setz（舞IS薇G）？，

　翼綾嚢2§蓼3，73垂．）。すなわち、農薬規憲1の場1奮では、　辱スク鶯遅を痙当するB

　Vしと1タスクアセスメントを鰻当する8∫盆・連邦農躰業生駿1醗究霧軒連邦麗境

　局という三機麗による諮鶏機縫ないし参与機麗としての関与形式があ鯵、科学

　技衛の水準に基づいてアセスメントを得い、B量衰絃特に農薬の人及び動梅の健

　康に対する影響や地下承への影響を、連都農鉢業生麺醗究藪は農薬の奪麟姓や纏

　犠との親種姓、ミツバチなどの有益生物への影響を、そして、連蔀覆境罵は蒋1こ

　轟然…舞境とノ、ル動彗勢のホノレモンの｛呆全の観点からの｝｝スクアセスメントを行う

　（欝茎S磁（｝蔦条茎項3弩〉。まず、これら三機縫の評籐領域が競合するが、その範

　醗憂）確定は、手続経済碓見地から、農薬の使欝領域に基づいてBVLが飯確定

　し、その後、弛の鍵与行政庁がそれぞれの審壷i手続を鱒給することになっている

　（ε醗磁撫鰭，a．aβ．S．ア35．熟これら三機麗は、鶏議または講意という形式で

　許認可手続に関与する。各行政庁穰における臨灘形式としては、意見臆簸

一78一



科学産盤・透簿餐症猿舞／と行政懸圭織構造に漢1する法的分辮（下山憲言合）

（離職琶蜘、協議（舳e魏嚇、瞬意（Z麟懸麗竃嘘購癬er登ε醜e捻）

などがあるが、意見蕪取や協議慧意見表窮憂）機会が与えられるものに過ぎず、

その表顎された意甕に法的拘束力はないが、注意深い実質約尊重（s蟹露盤三禁

獄撮er玉8艶W蟹6逡膿麟が必要である一方、隔意は、強い縫与形式であり・縫

意のない行政決定は法的劾力を持たない、その意味で一矩1沓権（Vetorec薮t）」

　といわれることもある（辮麗露霜，Fe誕叙貧髪灘Veダwa建t膿琴sve鍾a嚢ボe焦鑑A慧鉱、

2鯉，蝕．懸賦，385磁輪3濯瞬1授醗麗麗2r，A灘2乳§9衰猟8磁

透3；翫餓，Vwv重G，字、A膿．，2辮．§35翫4瀦癬§9臨32；
s麟纏81衡勲／s勲ε，VwWG，6．A麟．，2翻，§尋4艮㍍臨£；融融紙

騒。贈露E漉rs（翫s馨、〉，A董1琶Veで醸，i2．A磁，2観，§37継33蚕£；

陶磁灘難，Ple慮w宝盤嬉鐙e撤ereダ脱矯羅e登a獄Z繊S撫慶盗む貸灘e簸

e細sv琶r鰍醜墓sak艶s一曲so急醗磁st藤葛gVe影脚alt麗墓s謙・Ve｝一

wal灘§sr麟sc蒸籠辮奪，§§；翻翻縦A皇室墓e灘e量費esVe解a重織墓s£ec駄翼・

A癒璽．，2§倉3，§9衰欝、3奪．また、その飽の関与彩式について慧、S露葺誠β毎

　Ver｛盆ぜe登sむεte撚警讐鼓霧vo欝　Bε｝癒羅e登　建灘董a猟玉εre盤　Tr註≦ζετ賞　醒艶搬亜董。｝董鍍

　脱董餓琴e，2§艇，S．63藍参照。〉。ここで開題となるの1ま、舞い享スクアセスメ

ント機縫であるにもかかわらず、連邦蝶境聯輯意権（鷺茎壌丁醗sほ罐／87曜・

S．35£膿越雛’．敷s．越／総総，S．4のを有し、難の二機§難ま協議権を有す

　るにすぎない点である。この点に麗して8V工、は許認可権鰻その飽の権張を：欝

　するものの、董ヌスクアセスメント権醸1まなく、協議講容に擁する尊重義務があ畢凱

　紛争が生じた場合にはその点は裁鵯審豊の繋象となることにも注意が必要であ

る（βVerwG猛8i，豊2，欝．18τ一Prs．至雌／8霧7，S．LV竃L飯鵜離ge獄e醜s

Verw譲麗gsr鹸t，7．A麟．，2§蟹，§7懸、亙藷f£，至§Lパィネは・賠翫

　盛5で、共灘を要件としている行政行為で、共織を欠くときは、事実解甥の琢擾

　（Fe醜艶r6ετSac舞a穀ず藍猶賞圭資墓）　として遅解されるとする。）。

霧5　たとえば、Co灘鶏塾蕊。貧磁t蟹e猛t篇（〉夢ea鷺　CG魏醗雛簸髭y，Co鶉騰t罷盛。＆綬Gη

至ro磁t盤εCO盤漉SS魏O資t漉卿C識油aでy麟翻Cま多重e，β轍sselS2且獅O

CO継（2§春§）i勲a董，卿．i2では、槙重なアプレチ（鎌鰍醒即脚3面

　毒婦スクアセスメント実越前に確定されていることを要求している。

鵬　たとえば、Gθ携ダ，G灘費撰3墓e簸　6εs　e麗。費灘sc魏綴　Leむ8簸s翻雛越難。畿s－

　K嚥贈撫麗鍵Ve縦越照登呂総G〉賛r．豊78／2容器，2§総，鍛2欝

欝　実鰹1こ、わがくにの食贔安全基水法の構想靉靆で鐘、たとえば、食品安全法
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行政社会譲集　第鰺誉　第2号

　令瞬究会纏置養菱説食畠安全基本法選（2（1｛｝逢隼．ぎょうせ・い〉85頁4）遜1こみられる

　ように、実は、褒代モデルの中でもきわめて転統モデルに近い形が懇建されて

　いたものと推灘され，る。

雛　擁稿・薩涯3、捻頁以下で講遠している翁イッ“」スク委餐会最終報態で提

　案されている弓スク評議会がここでの念頭にある。わがくににおける食品安全

　委員会も、たとえば、嘆スクアセスメント機関としてよりも、フレーミングや

　1メスク評懸等に関するコーディネイト機翼としての位置づける方法があろう。
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