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おわむに

はじめに

　わがくにでは，何らかの危険，危険盤・有害雛があっ

たにもかかわらず，行政機縫が権鰻を行使しなかった

ため被害を受けた者の救済方法，特に，蟹家賠儀を請

求する場合には，いわゆる法益要件，予見可能性，結

果痙避■薄能性及び窮待轡能盤の鱗要件が充足されなけ

れば，作為義務が発生せず，権醗の不行使を違法と評

慰することはできないとする裁判瀦が増え，それを支

持する危験鶯鍵ないし危験防翫責任論豊も有力となっ

ている。本穰では，わがくににおける危験，危険噛生・

有害奮唇こ端する行政の法的対鑓1について，その門的．

介入手段・手法（構造）の翼鑓という観点から，詳継

は後述するとおり，典型的には，つぎの■1っの鍵念型

に区分することから蹴発したい。すなわち，

　①警察権の行使に典璽的にみられるように，損害発

生の十分な蓋然性とその擬害の程度に基づき確定され

る直近の翻甥具体的な危験の存否が判薮され，その危

険度と権鰻行使の名宛人である警察責任を有する者の

権利｛1嫡を考癒して，異体的な搭羅が講じられる伝

統的な警察法の領域がある。この領域では，警察消極

§的の原顯，警察責任の簾舞，警察公共（民事不介入）

の原則と警察比鯛の原則に基づき，権限行使の名宛人

（使購者・事業者等）の藝1蜜を轡及的広範に保齢する

ため介入の謙擁姓を要請する自演法治瞬的発想が強い。

　地方，②疾薬品，食品，化学物質や労欝安全衛生等

の安全趨鱗・焼整にみられるように，生命・身体の安

全を確保し，健康を保護するため，鱗幾異体的な危険

が認められるまでもなく，　建の危陰性・有害性2が

ある人の行為や物質の牲状などをコント霞一ルの蝿象

として，安全確保ないし安全性を鶴．1二させるための活
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動領域がある。　この領域では．科学妓籍の水準1こ準捜堅

して，野跡的にコントロールを施し，社会的利用に供

したり，危険牲・有害牲の存否等について韓らかの不

確実性があるものの，その後被害発生へと展鵜するこ

とが予想されたり．科学的知見に基づき安全性・無害

性1こ対する合理的疑いがある場合には，｝防的麟穂1が

選択される必要がある。また，その野防的麟姥1につい

ては，隣家（とりわけ，立法者とその意思を受けた行

政機関）が設定する直接焼翻や枠緩み規翻形式によっ

て，積極的に，さまざまな行政手段が§標達成へ向け

て複合的・重畳的1こ，　しかも，総合的1こ購いられる。

　②の領域では，いまだ廷）領域で開題となる霧粥腹体

的危験が十分に1ま朝憲できないとか，その判定に科学

技講、1二の不確実性があるなどの場合でも，麟家（立法・

行政機髪寒）が作為萎こしろ．不作為にしろ．鱗渉1異体的

な危験の存否にかかわらず，科学的知見に基づき危陰

性・毒害性が確実である場合のみならず，安全性・無

害性に合理的な疑いがある場合にも韓らかの意思決定

をしなければならない点に特鍛がある。つまり，①領

域の婁基本的スタンスは，「疑わしき1まlf葺繋のため華こ

（雛撫媛。鞍。臨εrt航e）」という発想のもと，公共

の安全と秩序を「維持達することにあり，それを危験

にさらし，みだす場合にはじめて，窟害閥孫を糞する

麟々の麟民とは，　・癒，中立的に（この表現の甕否は

琴彗にして）異体的な繕避・防建搭麗が講じられる。こ

の①領域の警察的介入に典型的に認められるのは，鰹

溺無体的な危験防止・妨害癖線描置や許認可等の監督

捲置にみられる，その時々の時鰻的・隠所的な対建1

（点的対応）である。それに対し，②領域では，でき

るだけ危険奮1謎糞害性とその馨スクを麟滅するよう社

会形成を進めると其に，科学技徳を含めた社会の動態

的変化に繋縛するため．その時々の科学技徳の水準に

適合するようにド鷺常的・継続的かつ自省的（自己修

臣的）対応」，すなわち，線的・スパイラル型の改善

を疑指した蟷癒が鴛われる。この②領域に属する労欝

安全衛生・じん髄予防蓉政は．危陰性。有春性を繕避・

麟減する衛場・社会形成のため，直接的な安全規鱗と

枠組み燦麟による方海づ謬（安全燈整）との双方を購

造的に羅いる予防鰹的による介入領域である。

　じん締予防行政では，労髄者の生命・身体の安全性

を確保するとともに，労鱒者の健康維持・向1二を轟的

に，作業環境・作業条件・健康管理を区甥した1二で，

それらを相姦に，総合的かっ重畳的に駆使して，粉じ

ん甚タスクの軽避・麟減を行うことで，紅疑わしきは安

全のために（盈戯も沁登ro　se綴蛾段もe〉」の発想によ

る予防的な最低基準が設定される。このような労鐵条

轟ないし作業条件等の設定は．使用者と労働者（鰯人

及び集瞬〉1簿の私法撲1孫あるいは労働環境の形成に向

けた予紡的な臨接規翻及び枠緩み規翻による介入であ

る。このような観点は，後述する筑駿じん糠訴訟最高

裁判決の舞決内容にも認められ，その理念は，じん鯨

多防行政領域全体に妥当する。

　じん騨予防行政領域では，各種の翻幾具体的な燈麟

監督という濤接介入手段の法的検隷ま必要ではあるが，

この領域で典型的にみられる法によって形成される作

業環境の条欝設定ないし基盤整備を羅的として，総合

的な対応という野紡稚的による介入の特性及び構造を

無視して，鱗霧奨体的な行為を萎萎密法治擁的解毅，す

なわち，取纏法燈であり，綾羅者等の経済的ぎ萎由を轡

及的広範に保齢するため擁家介入の謙擁牲を強調する

ことは，まさに，木を発て森を莞ずのそしむを受ける

ものである。そもそもこの領域での羅家介入の本質は，

1蕗本縫憲法27条以下で定める私人闘の法関係への手紡

的な蟹家介入を認め，使用者等の経済的1’瞬1を臣’編こ

凝鰻する麟家の斎場・社会形成活動により，より公認

で平等・対等な自律的人格享鳶主体禰の市場活動を生

み出すことにある（この意味で，「法の見える手」に

よる鷲∫場の枠総みないし基盤の形藏1と表現できる）。

それゆえ，その権灘不行梗が題題になる場合には，伝

統的な警察法の発想そのものの大幅な修紙ないし転換

が必一要となるのである。

　以下では，まず，筑豊じん騨訴訟最高裁判決の特色

やその判示内容等を分析しながら，省令や指針等（以

ド，「省令等藤と記す。）の麟定改廃による基準設定の

不備ないしその権綴本鳶使とそれに基づく指導監督権

暇の不備・不行使に関する麟家賠僕法i条i項による

責任成否の判懸構造とその麟程について綾討を進める。

次に，筑豊じん騨訴訟の麟象である炭鉱でのじん聴で

はなく，トンネル工事に欝わるじん騨判募対策の法構

造とその特燵に関する分析を行う。それを踏まえて．

公権力・職務の内容による区驚，すなわち，行政によ

る燈籠定立行為・基準設定行為か，鯵幾の指導監督権

躍の行使かは，むん騨予防にかかわる省令等の内容欝

体とそれに基づく指導監督内容が不十分であることが

争点となる場合には．違法性のみで1まなく，いわゆる

綴織過失も縫題となる。それゆえ．前者にあっては，

柔に，危険盤・有害牲を対象として各種規舗を麟度化

するものであるから，その危陰性・有害性が認識・野

灘されるか，睡避・醗誠手段は妥当か等について，科

学技徳水準に基づき違法嫉・遺失が鷲籔される。地方．
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後者にあっては，その基準の真体的な適用場磯が鵜題

となり，鱗甥繋棒的な判定が必要とされる場合が多い。

しかし，省令等舗定改組権限の不行痩が主たる争点と

なる場合には，双方が密接不審分に，・一連のプ資セス

のもと　一体的に肇1藪されることを明らかにする。

　なお，本稿は，トンネル工事に関わるじん舗被害の

騰家賠縷請求訴訟について，2§総奪鷺弩§転1に東京地

裁及びll群葺鍵1に金沢地裁に提患された意見書に簾陰

鬱距を施したものである。

亙　筑豊じん肺訴訟最高裁判決とその判漸

構造

　筑豊じん騨訴訟最高薮判決3では，麩筑豊炭鉱の元

健業員らが，就業中の粉じん畷引が壕鶉でじん騨にり

思したため．瞬に馨し．鉱毒線安法に基づく省令等改

ll三権鰻等の不行養が違法であるとして，隣家賠嬢法i

条i項に基づき，撰害賠嬢請求訴訟を提起した。この

訴訟について，以下では省令等鰯定権綴等の不行使の

違法が争われた点に的を絞って検討していく。

書　筑豊むん締訴訟各醤決における韓徴と分蟹

　第一審4では．鉱lll保安法等による危害防建及び安

全衛生は，①鉱業権者（使lll者）が第一次的かっ最終

的責任者であること，②それら幾定は鍛締焼定であり，

後発的監督にすぎず，行政庁が一一般的に直接麟々の労

籐者に対する関係で規凝権搬を行使すべき法的作為義

務を負鬱するものではないこと，③その監督権鞭の行

使は，高縷：に奪跨的かっ技徳的な知発に基づく金鑼的

な裁難に委ねられてお鯵，行政庁の規舗権霞の不行使

と労鱗災害による擬害とは，本来法的な鵜粟閥係はな

いことから，「蕎政庁が幾麟権鰻を適．1至三に穏婆しなかっ

たことにより，法令が行政庁に権鰻を授権した趣旨．

欝的を没離するような事態が生じるという特殊鋼外的

な場合には，行政庁は，懸々の労欝者との関係でも幾

麟権霞を行使すべき法的義務を負う……にもかかわら

ず，右規麟権限を行使しなかった場合，石焼鱗権限の

不行使は著しく合礫性を欠き，裁量権を濫講若しくは

これを逸臆したものとして，’権該労働者に対する関係

でも義務違疑となり，違法との詳癒を免れ得ない」と

して，後述する宅建業法違反訴訟最高裁判決を援用す

る。そして，その際の考癒要素としては，裁雛権叡編

の各要件のほか，騰法の趣旨・目的，裁縫権収縮に消

簿的に作薦する要素，行政庁が講じてきた措置の有無・

内容，被害労鐡者，被規凝者灘の事鰭などをあげ，特

に結果緯1避羅能童生と補充牲が認められないこと1こより，

違法性を否定している。

　第二審§は，次のように鵯示した。石炭鉱業におけ

る保安麟策を欠いた増産政策が炭鉱災害を激増させた

重大な療講となったことは推灘にかたくなく，陀ん

騨蝿策に臠する無為義務の内容を検討するにあたって

は，このような石炭政策が醤策として遂行されてきた

ことを十分に考慰しなければならない」。そのうえで，

ゼ瞬賠法■L違法と評愚されるためには，①灘該公務賛

が親綱権猿を有するとともに，③幾舗権限の行穫によっ

て受ける羅疑の利益が浅賠法上保護されるべき穂益で

あることに換えて，③その権韻不行旋によって擾害を

受けたと主張する特定の翻民との関係において，嶺該

公務鑓が焼舗権鰻を行使すべき義務（作為義務）を負

い，④その作為義務に違擬することが必要である書と

して．疑棒的には次のように判断した。まず，第一審

と購様，取締規定であることと監督の後見牲を認めた

うえで，鉱毒「保安法及びじん騨法の労蟹1者の危害防

1も及び安全衛生1こ1離する諸規定の究極的な濤釣革ま，労

鍵者の生命・健康に端する危険を防、止し，労灘者の健

康を保持することにあ」り，鉱山保安法鎗条において

鉱業権者が講ずべき各種保安搭籔の具体的な内容を省

令に委任している趣旨は，鉱ll拝保安法の欝的を実現

するために異体的な基準の定立については，技術的な

奪1葺難三が要求されること，技術の進歩等による状溌の

変化に迅速に対癒する必要性があること等による」か

ら，ギいっ，いかなる内容の省令を定めるかは，……

技構的專跨樵に適合し，技衛の進歩に即したものであ

る蔭りにおいて一定の裁量に委ねられており，かつ，

（鉱山保安一引用者注。以下懸じ。）法及び省令による

規麟権鞭の行使も一1二記趣旨に沿った範翻において通産

六律の裁量に委ねられている建が，鉱山ヂ保安法は，

労麟者の生命，健康に対する危験を防l11し，労働者の

健康を保持することも譲的としていること，炭則によ

る基準設定は，直接的には鉱業権者の講に対する義務

内容を異体化するものであるが，同時に，炭鉱労鐡者

の労働礫境を燈凝する重要な法規範になり，その内容

は，じん騰こ関する労欝難境についても多大な影響を

爆えるものであることからすると，じん騨の発症経緯

に臠するその時点の薮学的知見，じん騎防ll二対策に関

するその時点の工学的知見等の下において，（鉱lh）

保安法の欝的，性格及び炭雛鰯定権鞭の性質等に照ら

し，その権霞の不行使が，その許容される裁量の駁度

を逸観して著しく合礫性を欠くと認められるときには．

炭難麟建権醸の不鴛使は，羅賠法一条・項の適用11違
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法となる堕と判示した。そして，遅くとも国は・ゼ昭

秘三五年三月のじん糠法の成立に合わせて炭則を見直

し，けい酸質区域鮨定麟度を廃止するか，少なくとも

捲定基準を適正に改定してけい酸質倉鳶率を引き下げ，

あるいは，瞬区域の内外を闘わず，さく岩機の湿式此

等の粉じんの生成・発激防建策を義務づける必要があっ

たものというべきであり，これらの搭羅をいずれもと

らず，しかも昭穣六■…’年1こいたるまでけい酸質区域指

定鱗度を廃藍せず，多くの炭鉱での湿式さく岩機の使

編義務づけ等を行わなかったことは，著しく不合理で

あり」．ゼ括導監督の不十分さもあって，葬指定区域に

おけるさく岩機の湿式化，岩石掘進における散水等の

醗じんの生成・発散防建策の整備を著しく遅らせ，防

じんマスクの設置・簿穣こついても指導監督が不十分

であった」として．国の責任（損害の三分の一）を認

めている。

　この第一審及び第二審判決を受け，最高裁は，欝欝

隼ころには，炭鉱労衡者のじん興り患の実椿の深亥雛

が響1らかとなっていたこと．1舞舞箋こは，あらゆる粉じ

んに帰する被害予防と健康管理の必要性を指摘する蹉

学的知見があったこと，鰺§｛｝年の鑓じん舗法が，炭じ

ん等の鉱物牲粉じんを対象として含めたこと，工学的

知見や作業機械の開発から，湿式此等が藩能であった

こと，珪酸質謀域指定の指定基準を含めた炭欝の見直

しをしなかったことなどの事実麗係をもとに，次のよ

うに覇示し，騰の上告を棄却している。すなわち，①

「濁又は公共団体の公務員による親綱権穣の不行使は，

その権罎を定めた法令の趣指，翼的や，その権獲の性

質等に黙らし，具体的事椿の下において，その不行使

が許容される限度を逸號して著しく金鑼牲を欠くと認

められるときは，その不行使により被害を受けた者と

の関係において，羅家難儀法i条i項の適用上違法と

なる」。②鉱山保安法は，鉱毒労働者に対する危害防

止等を肖的とし，職場での労働者の安全・健康確保を

縫的とする労麟安全衛生法（以下，ゼ安籍法］と記す。）

の特甥法としての性格を有するから，③鋤ll保安法に

基づく保安規麟権限（特に省令麟定翻襲）は，鉱山労

働者の労鱗環境の整備．その生命，身1本に蝿する危害

防生，健康確保を主要な欝的として，できる限り速や

かに，妓籍の進歩や最新の医学的知見等に適合したも

のに改圧すべく，適時にかつ適切に行使されるべきで

ある。④それ幽え，通商産業大臣は，遅くとも，難じ

ん髄法成立の時までに，粉じん対策のため省令の内容

の見直し等の保安親綱の権鰻を直ちに行使しなかった

ことは，その趣旨，縫的に煕らし，著しく合理性を欠

くものであって，羅家賠嬢法i条i項の適絹■紅違法で

ある。

2　筑豊じん締訴訟判決における設窒基準の要求水準

　第二審では，労髄者の安全が軽視され，生産そして

合理乾重税政策の結果，さまざまな安全規麟が遅れた

可能性があることを認めた上で，r生産と保安を一括

して商工大臣所管としてその調秘を旗轡ながら増産政

策を推進しようとするものであり，生産のために保安

を犠戦にすることを認めたものではな」いとか，「じ

ん騨学齢」の観点が，特に，懸じん騨法案採決時にお

ける参議醗の付帯決議で挙げられており，それが第二

審綱決のキータームとして，随所で登場する。そして，

慧眼痩ないし許容濃度に関する判示部分で，露はヂ灘

定方法．灘定精度，じん埃計の普及状溌等種々の理撫

を．1急げて，炭鉱で実購薄能な粉じん濃度灘定露は昭憩

六三奪までなかったとし．そのゆえに恕酸度の設定は

瞬難であったと主張するが，完全に条件が整ったのは

昭和六三矩であったとしても，昭秘三五隼ないし昭鞍

醗○年雛には実用化することが蕃能なレベルに達して

いたと考えられるし．じん齢が一1鱗罹患すれば，不醒

逆的で重大な健康被害を与える危験性があることから

すれば，蹉学的にも完全に解明され，工学技術的にも

完全な機羅が擬発されなければ，恕限度を決定できな

いとして，と弩あえず緩やかな基準で規麟してみて，

被害状涜をみて必要があれば徐々に規凝を強めるとい

うような対楚諄の仕方で1ま，健康被害等をi事毒糧こかつ十

分に擁翻することはできないといわなければならない。

蓬学的あるいは披講的に不完全であっても，現実に被

害が発生している以L，セイフティサイドに基準を設

定するのが災害防翫の療鍵であるといえ涯．新巻蒔の知

発によるできるだけ科学的合鍵性のある基準を設定す

るなどして，適歪な指導監督をすることができないわ

けではないし，そのような措置をする必要性も高かっ

た葺と判示している点が涯翼される。

　通産大臣に蛙する基準設定に絶する委任の趣濤につ

いて，最高裁は．「焼寇すべき鉱業権者が講ずべき保

安矯置の内容が，多鮭にわたる専滞納．技衛的事項で

あること，また，その内容を，できる限り速やかに，

披講の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改

乏していく」必要があるから，その改ll三は随時にか

っ適切に行使されるべきものである」と馨示している。

この点について，第一審では，「炭則の定める保安基

準は，鉱業権者が最低遵守すべき，重要な保安基準で

あり，……その内容は．その当時の実践轡能な最高の
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技術水準に基づくものであることを要する」としてい

るが，その実鰹は，行政庁と被綴講者との1臨こおける

覆点C－1薩関係〉から，取締規定であること，後見的

監督そして最低基準性といった道筋で，きわめて擁外

的な場合にしか，すなわち，「羨則による保安基準が

鉱業権者に求められる安全醗慮義務の内容より大幅に

低水準であり，しかもこれが改配されず，その状態が

長期懸続く」場合にしか違法性は認められないとする

論理であった。これに鰐し，第二審・最高裁は，後述

するとおり，基本的には三藤縫係を麟提として，労働

者の生命・身体，健康という高次の保護法益1こ直接に

関わり，しかも．現に多くの被害が発生していたので

あるから，　一定の不確実性があってもじん騨r予防建

の視点から，科学技徳水準に適合する，より高度の保

護水準が要求されるとしている。第一審と第二審・最

高裁の鷲決の甥薮基準は，離者は．あくまでも「疑わ

しきは自由のためにまという舞籔療理に基づく使灘者・

事業者サイドに立った最低基準であることを醜提とし

て社会的にも経済的にも実現羅能なぜ標準的雛妓徳水

準を想定しているのに対し，後者は，野疑わしきは安

全のため毒こ雌という率奪藪壕理姦こ美籔づき■予防の視蓋馨こ立

離して，その時々の最新の科学水準（医学巨の知莞）

を基準に．それに奏重継する先端の妓籍水準（工学的知

見）に照準をあわせ，より高度な安全盤水準を要求し

ている。それ癖え．被害の重大牲，その発生メカニズ

ムや，有効な　定の対策が號に瞬らかであるときには，

本来，その対策は講じられなければならない6。そし

て，このような場合には，嵩該権限の不行使そのもの

関し，蕎政機関の灘から極鷺の1簸峯化理嶽が明確にさ

れなければならないこと1こなる。

3　策豊じん締訴訟講決の講藪構造とその窮程

　いずれにしても．後述の宅建業法違反訴訟における

最高裁判決以降，いっ，いかなる措置を講じるかなど

権限行使に麗し蕎政野糞こ裁量が認められるとき，行政

権醸不行使の違法は．筑豊じん騨訴訟最高裁判決の判

旨①の定式で判薮されている。このようないわゆる裁

量嚢権消極的濫用論が，裁肇紗彗では採舞董されているとい

われている。地方で，被害法益の重大性，その予箆璽

能牲，結果墾1選一疇能韓三及び補充磐隻三などが充足されると

きは，老輩政鷲鷺こ詮謹められた裁量がゼ臓墓こなり，権1襲を

行使しなければならないとする裁量権ゼ窪収縮輪も主

張されている。いずれの考え方も，理論的にはともか

く，違法判懸の灘に考霧されるべき要素に大差はない。

これら双方の考え方に其通する魑嶽構造は，保護され

るGまずであった）者（被害者）・規麟権霞を脅する

行政庁・被燦鱗者という三藤灘係を麟提にしたうえで，

そのうちの被規覇者と蓄筆致庁との1講の権銀行梗におけ

る裁量の問題を中心にとりあげるところである。他方，

筑難じん騨訴訟最高裁判決は，法の欝的縦走（讐旨②）

から，省令への委任の趣義とその権鰻の縷罪．行政庁

の事後的省令改善義務が導き出され伴指③），鵬時の

数学的熱発と技徳水準をもとに違法性を判断すれば十

分であると甥示していることからすれば，安全性確保

義務論を基盤にしていると理解しても，瞬むことがい

える7。すなわち，従来は，薬害や禽晶被害の場合を

柔な鰐象として主張されてきた安全性確保義務論では，

麗係法の趣旨・甕・窪的から．瞬は躍民の生命・身体及び

健康を保護する一＾般的な作為義務としての安全性確保

義務（ここでは，事後的省令改善義務として体現して

いる）があ鯵，それを麟握として違法性を判断し，邊

失の音無を判姦する擦にも，この安全盤確保義務との

関連で涯意義務・握害聚避義務が高度乾することにな

る。

　この携点から．筑豊じん髄訴訟最高裁判決の判藪枠

緩みないし譲理構造を整理すると次のようにいえる

（なお，瞬判決は，違法と過失をいわば・一体的に判織

しているが．以下では．議論を整鍵するうえでも，　一

応漢甥して記述していくこととする。）。すなわち，ま

ず，人の生命・身体・健康という高次の法益を予防的

に保護するための規麟権鞭については，保護される者・

行政庁・被燦識者という三梅関係を離提としたうえで，

主として，購家賠纏訴訟の峯事考である，羅（被管）

と被害者（擦合）との二『1懸絶係を違法性輝翫では取り

申して理解する。この点は，従来の最高裁判決でも示

されている，麟又は公共懇体の公務曇による窺翻権鰻

の不行使は．ドその不行使1こよむ被害を受けた考との

隣保において，鐘家賠縷法i条i項の適購■L違法とな

る崖3という判示部分と合致する。そのうえで，各種

権鞭行使の根絶法の趣旨・嚢的や菅縫される権鰻の盤

質から，群叡学披講水準に適合するよう　一般的なi事後的

省令改■善義務を導き出し，その義務の耀行が不十分な

ため被害が発生しだと諄簸できるときは，いわば癩象

的意味での違法性が認められることとなる。

　次に，基準設定の繭提にある生命・身体・健康に対

する撰害発生という危陰性・膏害牲の存否やその認識・

琶潅讐能牲，結果擁避手段としての適歪な権醸行綾の

酵否（結果繕避蕃能牲）の甥籔をふまえて，過失の存

否を判断することとなる。その鰹，危険性・有害性

（ないし科学的短見に基づく安全性・無害牲に韓する
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合理的な疑い〉が認識・予見できるのであれば，権鞭

の行使・不行使など韓らかの意思決定（意思決定をし

ない，先延ばしも含む）をする義務がある。そして，

結果網避・軽減手段として簿があり，それが権限行使

の名宛人との関係で行使可能か（比鰐舞｝｛1紛など，被

規翻者と行政庁の灘係はこの結果罐避・軽減奪能盤錯

部分で考慮されることになる。

　以上に基づき，基準設定行為から各種指導監督権隈

縮縫に至るプ欝セス金棒を考癒し，具体的な違法判懸

として，その権限「不行痩が許容される暇渡を逸醸し

て著しく合理性を欠く」かどうかが判断されている。

このような料薮枠縛みを採用するこの最高裁判決は，

安衛法の趣旨・黙約が特幾法としての鉱山保安法にも

妥当するとしているのであって，その逆ではない。し

かも，じん齢法麟の成立等の遍程を詳らかにし，講法

が鉱1雄保安法の「特騨法葺であることを繭提として，

紅遅くとも」という留保つきで違法状懸の基準時とし

て沿じん騨法の成立時をあげていることから，その基

本的発想・判藪枠緩みや誰理構造は，慰労働基準法・

沿労鐡安全衛生規財と旧じん締法等，現行では，労灘

基準法（以下，紅労基法」と記す。〉・安籍法・じん締

法及び搬じん瞳害等防建規則（以下，「糧じん則］と

記す。）等にも，基本的には妥難ずるものといえる。

さらに．後連の水俣病関西訴訟最高裁判決§でも，生

命・身体・健康という重要な法益保護を羅的とする権

鰻行使について「適時にかつ適切に涯行使しなければ

ならないとする判断方式が採霧されており，この双方

の具体的事件に鰐する最高裁判決の射程そのものは必

ずしも広いとはいえないが，論理構造等の躯程ないし

今後の影響力を狭くとらえるべきではない。

の規翻（警察法的幾鰹）領域と，社会属家理念の下で，

経済的弱者の保護や現実に存在するさまざまな社会関

係における蟻事者購の格差是鑑や消費者・労欝者の保

護と安全性の繕1二など，一定の欝標を設定して能動的

に実現する予防介入領域がある。前者の警察唇1的によ

る介入では，必要最小鰻渡の翻約といわれる媛鱗の一髪二

鰻を示す警察比纒の療奎擁こよる繭紬のみではなく，警

察消極嚢的の療財警察責任の療購，警察公共の療雛

（異事不介入の療則）といった諸漂鑓から明らかなよ

うに，窺凝者と被規麟者の1翼係のみが取りあげられ．

第三者の権利保護等の撹点はなく（この意味で，第三

者とは申立的であると伝統的に考えられていた）．燦

鰯者（浅家）と幾麟を受けるものとの、灘潤係（鐵一

i参黙）が重幌され，露民の基本的人権である蒙楠を

できるだけ広く探賭するため謙擁的介入方式が採購さ

れると理解されることになる。

琶醗等の監督権醗の響縫

繁菱 経済的舞茎紛露華

義務違反の傷金の譲餓

塵一葉　警察法的焼麟に典璽的な二蚕灘係

獲　労働安全衛生・じん肺予防行政の特色
　　一違法麟懸における行政領域の特性一

等　労働安全衛生・じん麟予跡行政における法関係

　労鐡安全衛生・じん締予防行政は，憲法27条等にみ

られる挫会騰家原理に基づき，介入権醸を行使するこ

とが求められている、すなわち，この行政領域では，

一方で労麟者の権利・法益保護があり，飽方で使用者・

事業者の権利｛磁1保障があむ，この三面関係にお捗

る羅家介入が開題となる。これと韓羅されるのが．い

わば白磁をできるだけ保障するため，縷家介入は謙御

釣にのみ存われるという警察行政領域欝である。

　経済的自由には，公共の安全と秩序を維持し，それ

に対する危験あるいは妨害を防除していく溝極暮的で

　安衛法の講的は，労働災害を防互1二するための危害防

ll二基準の確立など，総合的計薩的な対策を推進するこ

とにより，職場における労簿者の安全と健康を確保す

ること及び快適な職場環境の形成1茎を促進することで

ある。雇用関係以外にも安全対策を広く講じる必要か

ら，ゼ総合的予防施策卦「総合的な安全衛生確保」に

見られる「総合的計購的な素量策」建方蓑嚢椀され，危害

防豊二基準の確立などと其に，労働災害防、出の実効性を

餐磔するための支援を行うなど，労齢者の生命・身体

の安全と健康の維持を積極的に推進するための総合的

行政施策を遂行するのである推。この点は，瞬法案審

議における質疑応答でも，政府委員（労働省労簿基準

局長〉答弁から．①有害な化学物質の製造・流通段縷

での規翻，垂纓下請けなどの特殊な労鱒襲i係に奏量する

燈麟，特定の鳶害作業従事者の離職後の健康管理など，

雇用関係を癖提とする労基法による規律（図一2参照）

外の領域があること14，②労灘災害防塞の実効牲を穆

保するため，最低基準の遵守のみではなく，安全衛生

教育の徳嚢底や披講手義金影・望ましい｛乍業環境の標準を作

成・設定するなどにより，安全かっ快適な職場環境を

形議する必要があ吟．また，最低基準遵守を容易にす

るための援助を行う等，労基法の枠を超えた広範で総

合的な行致を展擬する必要があること欝などが指摘さ
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醸

労働煮の権妻彗操藝華

監督権、譲舞縫

墓薙設定等に

よる介入

労簿煮（懸人・纂難〉
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れている。このような点からも，最低基準の遵守を求

めるのみでは，実際には，労災を予防できないという

擬点から，より積極的な§標を揚げ，一定韓的を設定

して総合的行政施策を推進することとしたのである欝。

　講法i条は，労基法醗条とあわせて，瞬法の皿鉢牲

を表明する，いわ塗る「ドッキング条項擁として定め

られており，憲法解条2項は，労働条件の基準につい

て法定することを立法者1こ義■務づけ，同条i項の難労

の権雇を保障しようとする趣旨は，安衛法にも妥当す

る。この労騰基準の法定は，規麟者である麟家と被幾

識者である綾絹者という二一二藤縫係ではなく，綾羅者と

労欝者との法関係に隣家が介入するという三藤関係の

もと，「労働条件の決定を労使闘の契約の蔭噛ないし

私的護胎に委ねた場合に，経済的弱者たる労働者に低

賃金や遍羅労縁を強いたという歴史的経験をふまえて，

購が労縁者の稼護のために立法によって介入し，労働

条件の基準を定めることにより契約蓉推1の漂難を修議

することを意味する」1？。その趣旨から，労基法では，

労騰条件が「労鐵者が人たるに値する生活を営むため

の必要を充たすべきもの」でなければならないこと

（i条i項），ギ労働条件は，労騰者と使灘者が．嬉等

の立場において決定擁すべきものであること（2条i

項）等が焼定されている。そのうえでなお葬在する労

使醗の非対等牲を是認するため，憲法28条では，労髄

三権を保薄し，艮事11の免責（労纏法8条）等を欝寇

している。

　以上をふまえれば，労働法翻では，労優麗で存在す

るさまざまな格差を是憂し，轟場にお1する鰐等な立場

で労働契約を締結すること及び劣悪・低劣な作業条件

の解溝など労働者の生命・身体の安全と健康の維持と

いう醸標を達成するために，使灘者の経済的慈噛を綱

約する立法による介入が一般的擁象的に立法者に義務

づけられ．そして，鰯霧法を翻寇することで，その趣

旨・麟的の実現はそれを適ll三に執行・適耀する機騰

（特に労働行政機関）の任務となる。労麟安全衛生・

じん騨予防蕎政の場合，図一3のような三面関係をも

とに，麟々の労働考の生命・身体及び健康の保護とと

もに．労働者を集合的にもみて職場の安全難確保を，

予防的介入によって達成しようとする。もちろん，労

基法や安衛法等による最低基準の労灘条件線路を麟提

とした上で，麟家による直接介入のみではなく，それ

と壷んで，労欝者が労鐡纏合を組織し，使用者等と蠕

等に労髄条件，職場環境の改善・向．とを纒つたり，使

購者砦1身による職場での安全衛生確保のための枠緩み

ないしメカニズムが形成・導入された修する。

2　じん締r予醐の機念
　まず，それぞれの法律や規購の基本的な関係を聡確

にしておく必要がある。すなわち，安衛法麟定蕾では，

難労基法42条に基づく安衛則，けい騨及び外傷性せき

髄緯書に関する特甥保護法等による粉じん発生舞鶴や

健康管理などについて不十分であり，その徹底を図る

趣纂で旧じん蹄法が翻定されたこと，また，安衛法で

は不十分な点があったから，じん鱗法が改影されると

簸に按じん麟が麟定されたこと，そして，それでも薄

応が不十分であったから，5次にわたる粉じん障害総

合対策推進要綱が定められ，さらに．「ずい道等建設

工事における粉じん対策に臠するガイドライン」（2§§毒

舞薙2弩26由が，未だ不十分ではあるが策定され，今

臥1に至っている。

　麩ビん締法麟建議では，戦後．まず，けい齢等特雛

保護法があり，主として健康管理と，療養・休業給付

といういわば事後奏撹1叙a磁so蒐e）を内容としたも

のである。欝5§奪9鯵の「けい締等特験保護鱗度に絶

する基本構想」では．保護異・健康管理・作業転換な

どに超えて，粉じん発生擁麟・除去その縫の予防措置

と蟹の技術支援などを含めた予防の徹底がうたわれて

いる欝。醗労基法（麩安衛則を含む）と鉱毒保安法によ

る対応では十分ではないから，難じん騨法i条は，事

後対応のみではなく，じん締の遍羅な予防諾置
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ca駿銭。麓）を積極的に講じることの必要性から，燈定

されたものと理解できる。すなわち，霞じん髄法案の

提案説明では，「予防及び健康管理につきましては，

最近における医学の進歩，粉塵籏理に関する技術的癖

究の成果等を基礎として粉塵作業に従事する労鐡者に

ついて適窮な保護雛置を講ずることとし，その対象に

ついても，医学的にその実態が明らかにされて参りま

した石綿躰，アルミニューム練等，鉱物牲粉塵の畷入

によって生ずる縫の塵騨を含めて，新たに特幾法を制

定すべきであると考えた」結果，「磨躰の予防に臠し

て，労鍬基準法及び鉱山保安法の媛定によるほか，技

術の進歩に灘癒した粉塵発散の擁麟措置，呼級絹保護

具の整備，着用等，塵騨の予防のための適切な描灘に

ついて使纒考及び労働者双方の努力義務を定めるとと

もに，使灘者は粉癖偉業に繕事する労鐡者に対して，

塵締の予防及び健康管理に関し必要な教育の徹底をは

かるべきこととし藩欝．参議院での縦帯決議で「政府

は．じん齢法の実施にあたっては，特に予紡端策に重

点をおき，労働衛生全般について趨湧な指導を行うべ

きである韮ことが付されている灘。

　ここで論じてきた「予防」には．紅未然紡建留rev鍛一

tめ瞬盛と「事前警戒（騨ec総t沁簸擁という二つの瞬

スク鷲：理の基本療礫がある。未然防炎は，野手鋳盛接

穂のように，■建の確定的な窪学的．科学的無党があ

り，それに基づいて生命・身体の安全と健康の維持を

1翼るため，危害要鍵（ウィルス）に嬉癒し，あらかじ

め危害ないし危験の発生（インフルエンザの発症）を

防止できるよう対縛する場合である。また．事麟警戒

は，どの時点から人／本に対し膏害な影響を及ぼすかに

絶し，科学的には許容濃度等が十分には確定しておら

ず，　一定の不確実性があるものの，今後起こる危害の

重大牲（たとえば，生命・身体・健康への被害で不扉

逆的なじん騨被害はその典型）から．法益保護のため．

鳶効牲の認められる　建の先鞭鯵的安全燈翻を許容す

る場合である。そして，r筆跡」的幾鱗において，そ

の時々の科学技徳水準に適合するよう帳鴬的・継続的

1こ改善されなければならない葺舞1嚢ま，被害発生の1難避・

軽減が遅延しないようにすることと，時代遅れとなっ

たり，著しく過剰となっている燈麟を緩秘・撤廃した

りすることにあり，程度の差はあれ．科学的合理性を

法的に要請する癖えんである。労欝安全・じん齢予防

行政による蓼スク管理の法原理としてのゼ予防葺は，

継じん騨法の成立時における立法者意思（参議號の付

帯決議）等11逃したことからみても明らかなように，

未然貌l11に換えて，事繭警戒を要請するものでもあむ），

これら双方を含んでいると理解すべきである。

3　労鐡安全衛生・じん鮪予防行政における饗スク管

　理手法

　安衛法は，その嚢的を達成するため，3条で事業者

が麟法で定める労働災害駒11のための最低基準の遵守

のみではなく，それに換えて，快適な職場礫境の実現

と，労欝条件の改善による職場における労欝者の安全

と健康の確保が定められている。この立法者による，

労使購での職場やそこで零輯1される機械・化学物質等

の最低基準による生命・身体の安全及び健康を確保す

るための労髄環境を形成するための一手段としての直

接規凝が蓉在している。蔓に，安全衛生水準の確保・

講11の観点から，作業環境灘定や，有害現象の発生ま

での「ゆと鯵」ないし鱗難」を労使双方，あるいは，

躍家を含めた連霧や協鐵等の縫題として対応する枠緩

み親綱が行われる2豊。これら双方の観潮を総合的に駆

使して，安衛法・じん騨法の難的達成1こ1魏けた手法が

織成されている。

　安衛法における棒線み燈翻としては，①綴織編翻義

務と②手続義務が，そして，直接的規趨として③実体

形成義務が，それぞれ主要なものとして挙げられる。

①は，安衛法3章で定める総鑑安全衛生管礫者や安全・

衛生委員会といった機関の設置が義務づけられている

点1こあらわれている。③は．瞬法2§条以ドで定める危

険防露，健康障警防ll二を，建築物等における労働者の

健康・風紀及び生命の保持等の搭羅について定めると

ともに，その詳纏は各潭生労簿省令で危害跡絶基準と

して定めることとされている22。そして．②の義務と

しては，瞬法鋳条以ドに定める作業礫境灘定とその記

録作成義務がある。粉むん童1囎6条の2では，作業環境

灘定の結果，作業環境評無基準に基づき，管理濃度に

応じ第吹管礫譲分から第三次管理藝分器のいずれに

該当するか評無し，同26条の3に基づき，第三籏理区

分と評藩1された場合1こは塵ちに点検を行い，作業環境

改善措置を講じ，第一一ないし第二管欝蚤く分となるよう

義務づけられている。繋拳痔1こ，労働者1こ保護翼の綾羅1

も義務づけられることとなる。また．第二管礫籔分と

評懸された場合には，講26条の4により，瞬様に措置

を講ずるよう努力義務が課されることとなる。

　粉じん作業によるじん聴被害の観避・軽減対策とし

ては，作業環境管礫（粉じん灘定と作業環境のアセス

メント，粉じんの発生擁凝など），作業条群籍理（搬

じん曝露時難の短縮のための作業時鵜の凝穣などの労
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働条件の改善．響畷用保護異の蕃耀やその必要性の教

育など）と健康管礫（じん騨教官．粉じん灘定・アセ

スメント結果の告知．健康診騒とり患者簿策など）と

があ鯵，これら三種の管理手法が譲遜的・総合的かっ

重畳的に採灘される必要鮭は，幾1こ，襲労基法鱗ある

いは墨縛の議論状溌からも認められる鱗。そこでは，

粉じん灘定によるアセスメント→粉じん擁翻手段等の

叢鎧の実施→その実効盤の確認→改善，また，アセス

メント結果の労欝者への講知・教蕎による労鶴者の安

全への意思形成を促す，といった一連のスパイラル状

に労欝者の安全確保及び安全盤の鶴、1二，改善を進める

ための粉じん準スク管理手法25の最初の段躇である粉

むん灘定が最も重要である。なせなら，各種科学披講

椿報，現場や社会的現実の実態精報等の載集と越理は，

予防措置を講じた鯵，素量慈を検討したりするための前

提となるからである。

　次に睡避・軽減手段に関する基本的コンセプトにつ

いては，「まず礫境を無害化して衛生一ヒ支瞳のない状

態にすることに努力し，二1二1次的に保護難等により万全

を鱗」すものとされ露，さらに，瞬様のことは，「労

働時霧の霞弊は擁麟濃度の纏，あるいは，保護暴の綾

羅との関係，また，現案の作業環境の実態と直接に関

係する開題である雄こと，またこの点は労髄暗闘短縮

の一環として綾講中であり，「灘露は覆境改善に努力

すべきである涯と指摘されている2了こととも整合する。

それゆえ．改元じん騨法でも，「じん締の予防」につ

いて，安衛法の規定によるほか，粉じんの発散の「防

止3を綴じん騨法規定に追越し，粉じん麟による規

麟2暮と濃度親綱等欝が重要となることが各審議機関で

賎に示されていたところであるゆ

　作業環境管理に霧する発じん擁麟としてのさく岩機

の湿式化や散水，換気などは，鰻安衛難でもきわめて

抽象的ではあるが醗定されていた。しかし，その実効

｛窪がなかったから1馨じん締法力翼議定されたこと，　この

継じん糠法によるじん締予防の韓癒が十分ではなかっ

たから，海法の改正（懲？7年7騒）とともに粉じん鍵

が麟定（欝7§年4声1）され．衝撃式さく岩機の湿式化

や湿潤状態化など，総合的・重畳的な発じん擁鱗手法

の活灘の観点からは不十分ではあるが，　・定程度の燈

麟強化が認められることとなった。しかし，安衛法施

行令讃条i号及び4号，粉じん雛25条，作業環境灘定

基準によっても，講述の粉じん讐スク管理の1隻溌点で

ある影｝じん灘定が渥内作業場にi鰻定された講ため，渥

外で坑内作業場であるトンネル工事現場では，新たな

工法の導入などによる作業環境の変化に麟応ずるため，

その灘定結果1こ基づく粉じん擁鱗などの作業環境管理

を改善・肉1二されるに至らなかったといわざるをえな

い○

　欝5尋奪i欝1のゼ珪締麟策士の難題に関する中鵜報告3

では，発むん擁麟・除じん方法の検討，保護翼と教育

方法の検討，粉じん作業基準の検討（と鯵わけ怒羅漢

の水準）についての到達点を示している。とくに，麩

じん齢法案作成段懲及び審議段踏でも，この慈鞭度に

臆する議論が行われている。すなわち，rじん騨予防

管理につきまして．この慧限度の設定と，それから定

鱗離離建の機械の統一，さらには携じんの定期的灘定

を実施させる雌ことが三つの基本的で最も重要な措置

であることを認識しておむ，その場合，①学問的に未

解決な点が多いという慧眼度設定の問題，②粉じん作

業の燐慈が多様であることによる，灘定籍羨や繕数な

どの灘定条件についての基準設定の困難さ，そして．

③簡便臣確な灘定器具が普及していないため，直ち1こ

粉むんの定期的灘定を綾絹者・事業者に義務づけるこ

とが瞬難であると指摘されている3董。そして，更に，

法案審議において，恕限度による法規翻が講じられな

かった餓搬ま，「純粋に科学的に毯難であるという灘］

と，鰹譲的には尋能であったとしても，それを直ちに

r小さな零纈企業を含む駐遷末の産業の現在の段階にお

きまして法律によって強翻するということは，それを

受け入れるようなカが残本の企業の実態としてあるか

どうかという懸にも非常に大きな障害がある」ことも

瞬らかにされている詑。このように．科学的知見が一一一

定程度あったにもかかわらず，わがくにの経済の建て

直しや，高度経済成長を牽引する燦に不轡欠な要素で

ある発電・交通網の準難充実などの政策的擬点も容易

に想定でき，しかも，このような工事受洗にかかわる

産業構造の観点から，大企業ではなく，零纏企業の体

力の弱さのような開題を挙げ．それらを検討した．しで

粉じん灘定規講を導入しなかったといえる3簿。安衛法

等の法体系からすれば，本来考慮されなければならな

いのは．労鐡者の生命・身体の安全と健康を維持する

という麩的を達成することであるから，搬じん灘定の

義務づけを導入しないことは，単純な権醸の不行使で

はなく，この繰的達成よりも経済成長や産業保護を優

先した，あるいは，そのためにあえて導入を先延ばし

にしたものと評続される3罎。そして，地方で，このよ

うな楚奪凝度1こよる規霧llを§標1こ，rじん騨の特殊馨麟こ

遮癒した具体的な捲導な鯵，それに対する粉じんの擁

舗といった真棒的な努力鶴標を掲げて，そういった方

向で進まなければならないという考え方」で継じん騨
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法5条があり篇，講法32条に定めるヂ政府は．使編者

にi対して，粉じんの纒足．粉じんの発散の擁鱗．じん

騨健康診断その地じん締に関する予防及び健康驚理に

饑し，必要な妓籍的支援を行うように努めな1すればな

らない葺と定め，政府が積機的に指導監督していくこ

とが購確1こされている縛。

　この作業鍛境管鑓が不1一分であれば，作業条件管灘

で十分な端癒を講じざるをえないが，欝75年i弩の労

鐵省見解3？では，坑内等，渥内と瞬等な場所について

粉じん濃度灘定の擾いを検討中であること，糞害業務

に対して許容される労働1痔闘凝鰻は，粉じん濃度の鑛，

作業環境の実態，保護奨の髄灘等がかかわるから，

馨繧灘は作業覆境の改善に努力していくことが述べ

られている。それ癖え，本来は，作業覆境管礫と作業

条件管理（とりわ1す，暴露籔・時醗の限定），そして，

その相互経連づけによる発じん擁凝と継続的改善とが

最も重要であるにもかかわらず，結縁，それが不十分

となり，奉来は補充的手段であるはずの保護翼の使用

に重点を置かざるをえなくなっていたといえる。しか

し，呼駁灘繰護奨についても，着用・使灘の義務づけ

ではなく，ヂ備え付け韮を義務づけていたに遜ぎず，

粉じん鋼麟定後も，坑内作業の場合には湿式さく岩機

の使羅が義務づけられていた一方，呼畷欝保護鍵の養

鱗・使灘義務は免線されていた。

　欝認年の第5次粉じん障害謬｝1｝1総合対策推進要綱で

も，　トンネル建設ユニ1事業における粉じん鐘警防鑑対策

の推進があげら裁ているにもかかわらず，ゼ蒋定粉じ

ん作業については，粉じん緯書防l11燈鍵に基づき局所

擁気装置又はプッシュプル型換気装置の設置．湿潤建，

奮闘此等の携置が規定されているところではあるが，

渥内作業場において良好な作業環境を維持するために

は，これら糧じんの発散防鑑対策の有効性を確認する

必要がある。このため，常時特定轡｝じん作業が行われ

る麗内作業場においては，作業環境灘定の実施を徹底

するものとするまとしてトンネル工事建設業での粉じ

ん灘定を除外していること，総合対策の異体的な実施

事項として経ンネル建設圭事業における粉じん障害

防ll二鰐策の徹底と健康管理の推進」では，（碁特獅教

官の徹底等，（2）響級耀保護異の着辮の徹底及び適嶽

な着用の推進，（3）健康管理対策の・麟の推進，④元

方事業者に対する指導があげられていたに過ぎない。

4　危害紡建基準等の設定，指導監督とその法権造

　安衛法及びじん騨法における労鱗者の安全と健康確

保の趣旨・欝的から，危害防l11基準も．科学妓籍の進

歩，災害・疾病の発生状溌その勉労鍬現場におけるさ

まざまな麟三の涯変化に奏童癒するように，継続的に適

合此を行わなければならない灘。

　行政立法・基準設定には広範な行政裁雛を認めてい

ると主張するものもある縛。確かに．礫論的には，ま

さに，ある水準以ドでは確実に生命・健康を掻なうも

のからほぼ安全性が縫探されうるものまでの段購があ

り，適ll三な範霧海のどれを選択するかについては，

定の裁量が認められる。しかし．じん騨手紡行政にお

ける命令舗走者には，安衛法解条i項による省令への

委任の趣旨から．科学技術の水準への準縫と整合性を

採つように，適窮な時点で適靱な内容の形成・改鑑が

義務づけられている。それゆえ，命令麟走者自身の麟

駈余地という意味での行政裁量が広範なのではなく，

労簿者の生命や健康を保護するという各法の共通藝的

から導かれる宰ll薄幸準雛（ザ疑わしき1ま安全のため1こ養〉

ないし棒線みの申で，その科学技衛水準を確定する科

学的機関における判定そのものに，　一定の誤差が許容

されるいわばr裁餐麺があるのである韓．この．危害

防l11幕準の設定が科学妓籍の進歩や作業方法の変琵な

ど毒こ導通鋳…かっ選i窮畢こ」奏量毒暮しなければならないのは，

一羊 福ﾅ，生命・身体や健康という人の存在蓉1体や重要

な保護法益に直接，イく酵逆的かっ深刻に影響すること

が予想されるから，できるだけ先鐵り的に鐸護を行う

ためであむ，縫方で．遍麟で，簿ら合鍵的擬挺のない

あるいは時代遅れとなってしまった不要な矯麟・介入

を擁凝するためでもある。

　安衛法は，労働者の安全・健康の確保という韓的を

達成するため毒こ．鷺1｝事罰を背・峯1とした煙霧響のみではな

く，各種努力繰定を設けると墨髭に．指針の公表（28条）

や指導・麟讐等のさまざまな手法を総合的・重畳的に

緩み合わせて権限を行使し，その任務・施策を遂行す

ることで，この欝的を積極的に，よりょく，効果的に

達成することを予定している。また，「快適な作業礫

境」ないし「快適な職場環境」という安衛法のもう　・

っの§的は，より作業環境ないし職場の安全衛生水準

の鶴、11をはかるために，努力義務の設定（7i条の2）

や揚餅の設定とそれによる指導（質条の3），さまざ

まな助言・助成（質条の4）という臨簿ないし誘導的

手法を絹いている。ただ．ここで漉意しなければなら

ないのは，求められる安全牲確保水準である亀書跡l11

基準と受容響能鯵スクの水準の設定の織に．「望まし

い作業礫境の標準」（田安衛法28条3項）ないし「快

適職場指針重（安衛法殿条の3）による「職場におけ

る安全衛艦の水準の海難のための職場環境の水準が
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基準設定権罎等の奉行1吏と羅家蕪雛責涯 （5§87）

ある（たとえば，安衛法6§条の2及び賢条の2）。

　このうち，醒及的に危害防ll二基準によって安全牲と

健康を確保し．より快適な職場を騒指すという双方の

領域を総合的・計幽的に推進し，より安全で快適な職

場環境を形成することが安衛法及びその特騨法である

じん騨法の本来予定する姿である。その意糠で，本稿

での欝語法とは大きく異なるものの，本穣iでいう労灘

安全衛生規舗は，夢労鱗考の生命や健康という重大な

法益に関する規鱗であり．労欝癒場のメカニズムに委

ねるのは不適導である。安全衛艦親綱の欝的である労

騰災害の防癒のためには，網羅・行政罰や行政的監督

により最低基準を確保するにとどまらず，より蔑iい謎

標を掲げ，多様な親綱を行って．騰が積極的に介入す

ることが必要なのである』という指摘が｝1三岩盤をも

つ4毒。すなわち，必要に感じて強度の手段を選択し，

実施することも．安衛法鱗、1二許容されているのであっ

て，この法の趣旨・欝的を最適に，行政機麗が実施す

ることは，法治柔義の要請である。

　この点はさらに，莫捧的な指導・監督権鰻について

もいえる。瞬労基法，安衛法しの監督機関による指導・

監督権鰻は，省令で定めた各種の基準の遵守を事業者

に義務づけたうえで，その実効姓を事業癖に対する指

導・監督（たとえば，鱒条を除く安衛法総条以下参照）

や，場合によっては，理事罰を科すことにより確保し

ようとする。じん興り患を完全に擁避できる手段のみ

ならず，飯に完全1こは回避できないにしても．その被

害の軽減が蕃能であれば，被害法益の重要性を考癒し

て，その推選は講じるべきである。なんら対策をとら

ない糟じん作業は，そもそも沼労基法ドでも許容され

ていなかったのであるから，まず，粉じん発生擁鱗等

により，その琴スクを麟避ないし軽織する措置を薄及

的1こ講むる総合的で重畳的な宜タスク管難1が必要である。

安衛法は．主として，一定業種や職種．作業環境など

を事業藪での無業・労働環境の改善彗韓．11のために介

入すると瞬時に，鰻々の事業所の労麟者（鰯人及び集

1嘱）の保護を図る§的を持つ。このように考えると，

基準設定が開題となる省令や通達の麟定改1｝壬にかかわ

る権限（不）行使の違法のみではなく．鯛劉の指導監

督権蟹の（不）行使についても．　’定作業所・職場に

おける集縷の被害発艦の予見薄能牲や結果繕避轡能性

も開題となるのであるから，一人ひとりの被害発生を

髭晃し，懸遷すべきことを懸濁無体的に畷らかにしな

ければならない性格のものではなく，一定程度，各法

で想定している徳象的なもので1・分である。

難　行政機関による権限不行健の違法性

嘩　権霞不行使の合理性審査と違濫・遍失の犠藪梼造

　行政機撲1の権1襲不そ』y穫翼こよる撰家賠｛叢責｛王では，残

事不法蕎為法の場合と瞬様に，作為義務が認定されな

ければ違法性はないと一毅的に考えられている。ただ

し，蔑事不法行為法の場合，まず，私的自治の原則や

行動の1｛1懲，萎萎己の行為について責任を負う轟ε（翻

人）責任という私法原理の発想から，結果発雄を紡癒

する作為義務の存否が重要な基準となが2，安易な作

為義務の容認は私法原理に抵触する酵能性があるため，

ハードルは高い43。特に，傭人主義｛噛主義という

発想のもと，ゼ勉人に罎害を与えてはならない藩とい

う禁ll義務1ま一般的に確認されても，安全醗憲義務な

どを除き，ド縫人を撰害から保護しなければならないま

という作為義務は一般的には欝定されないといわれて

いる鱗。しかし，行致機縫の権1襲については，法治主

義に基づき，そもそも私人におけるような行動の鍾嫡

や私的嚢治の療鱗が妥欝するわけではない。

　講畏は麟家を形成・構成することにより，隣家に権

力を独占させ，私人翻での法的紛争について「弱肉強

食」による解決方法を採賭するのではなく．実定法や

不文法によりあらわされる臣義の観点から，裁判を通

じて解決することを麟提としているむまた，立法及び

行政は，瞬銭の崖命，身捧及び財産など基本的入権の

保鐘によ鯵介入が擁鱗される一方で，瞬幾の安全・健

康を確保するため，予紡羅的による介入が義務づけら

れることがある。じん締予防行政では．侮らかの危陰

性・膏害牲が認識できるときは，その時点で，予防の

観点から，作為にしろ，不作為1こしろ，適切な意思決

定をする義務がある（適時・適切な権1襲蕎綾・意思決

定義務擁また，なんら危険性・禽警性について経験

的短見も，科学的知見もない．いわば全くのゼ不知1こ

よる権鰻不鴛使謹は極めて想定しづらい。むしろ，認

識していた（できた）けれども雛の選択肢（変更しな

いこともつの選挨肢である）を選んでしまい．それ

が不十分であったため損害が発生したというように，

鑑そ蒙行為あるいは先行の意態決定：との撫姦撲翼系の申

で鶏，より適密な行為（基準設定を含む）を選叛しな

かったことの違法性・遍失が闘われるのである。

　じん締予紡行政では．積極的に労髄者の崖命・身体

の安全を確保し，健康の維持を図るため，介入するこ

とが予定されているのであるから，権蟹を行使しない

意思決定は直ちにそれに感じた職場・娃会形成作用を
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うみだしてしまう。それゆえ，ここでは，私人1糠こお

ける作為義務の導出の発想とは異な鯵，法§的に違背

する結果が発生した場合，介入しないことの建購化鍵

嶽が商われなければならない。この点で，筑難じん髄

訴訟最高裁判決でも講様の判籔方法が発られたように，

勉の坑内作業と対比して，購種の作業であるにもかか

わらず．異なる基準や取り搬いがある場合には，それ

を金蓮乾するト分な理由がなければ，その差磯釣取り

籔いを正当建できず，違法性があると判断されやすい。

　なお，必ずしも違法かどうか明確ではないときでも，

損害の盤質と程度を勘案し，なんらかの遍失がなけれ

ば損害発生が躍避・軽減できたといえるときは，その

点をとらえて，遍失による権譲不行使について，権鰻

行使を定めた穣擬法ないし羅家賠儀法により，裁璽の

範囲内であることを理癖として被害者に受忍を強いる

ことが許容できるのかという観点から，r著しく金鑼

性を欠く」といえるかどうか，違法性を判定すること

になる。　この点は，従来，繭違の違法｝雛欝季方法とは異

なることから．■二1二重の違法性舞藪であるとか，違法舞

藪の二懸盤と呼ばれている輔。

　いずれにしても，権罎不行使の違法判藪に蟻たって

考嶽されるべき結果醤避手段は選一4のように地網猿

羅の発想からする過蝿介入禁止の領域（七隈）と．危

験発生を随一llア予防し，蟹銭の権利利益を録護する観

点から導きだされる過少介入禁止の領域（下限）との

申懸領域に鱗さなければならない。介入手段としては，

理事罰や許認薄の取溝などの麟裁として強度なものか

ら，指導・麟需のように比較的柔和なものが考えられ

る。その鰹，まず，人の生命・身体や健康を危険にさ

らす欝獣はそもそも認められていないのであり，生命・

身体の安全と健康の維持は，高次の保護法益であるか

介
入 愚麺介入禁壼
夢
綬

の
強

…灘鐙

度 裟i講il萎

難i灘
護萎i…鍵…1…1

過少介入禁藷

脅入舞的・傑護法益の重要護i

翻一4　比携原則の概念襲

ら，　般論としては，強い介入手段の選択も許容され，

瞬1蒋に，予防欝的による介入の場合，経済的資露の簿1

約は比較的広く許容され，被燈餓者の受忍範欝1は広く

なること1こは漉、意が必要である。

2　規舗・監督権醸の不行綾と国家賠穫法上の違法

　まず，行政権鞭不縮縫が磁家賠叢請求訴訟で争われ

たもののうち，民集に掲載された最高裁判鰐を，つぎ

に．ごく簡単に分析する。

　①駁三小判露髄無縫弩鎗籍1銭集2§巻8■髪灘鎗9責では，

L弛緩麟整理事業施蕎者は．新事業の施そ』テにあたり，

般に，関係人に不当な不利益や鐵害を及ぼすことの

ないよう醗癒すべき義務」（一般的な醗癒義務の設定〉

を負い，施行者が樹襲を適切に行便することによって

実現することができる（結果軽避酵能性）として．責

任を認めた。

　②最三小糠露2年拝ligll幾集36巻P妻§嚢（ナイ

フ保管訴訟）では，簾講者の行動等について講査義務

をはたせば，異常な挙動等を容易に惣ることができ

（予見羅能牲），ナイフで地人の生命又は身鯵に危害を

及ぼすおそれが著しい状溌にあった（危験の存在）か

ら，少なくとも本件ナイフを提撫させて一時保管の雛

置をとるべき義務があった（権鰻行使義務）とした。

　③最二小判欝84年3弩2蟹肇銭葵38巻5■号凝5頁（新

島砲弾訴訟）では，警察の責務達成のための権鰻があ

り（権1襲の｛盤質）．砲弾類1こよる危験の存在とその継

続性がみとめられ，鶴銭等は通常の手段では除去する

ことができない（補充牲）こと，警察官が容易に知り

うる（予見可灘蒙痩）から，被害1購避のための権鰻行使

義務があるとした。

　④最1『1小判欝欝年簸｝穏婆翼残業認巻i§号鈴頁（宅建

業法違反訴訟）では，監督権鞭の不行使1こついて1よ

「醗家賠難責任は．直接の撫害者が本来的・第一次的

に負うべき撮害賠縷責任を行政主体がいわば補充的・

後見的に負握するものであるから，被害者救済を優先

する余り，魚鱗約に欝達することが許されず，行政の

守備籠雛を適窮に麟する必要がある葺騨ことから，被

侵害利益が財産権のみの場合には，当事者の詫意によ

る被害防、窪が羅能である（補充性否定）などの事精の

ため，違法はないとしている。

　⑤最1小筆1欝95年6月23髪眠集囎巻6弩騰§賞（ク

窪βキン薬害訴訟）では．薬事法による各種規鱗が譲

作用を含めた籔薬贔の安全性の確保も舅的とするが，

「高度の奪轡1的かつ総合的な懸銭寿が要求され韮るため，

医学・薬学水準へ歓喜し，’難物緩学的，薬学的難莞
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のドでは，ク欝欝キン製麟の鳶絹牲が否定されるまで

には至っていなかった（薬品の一感の有職窪）こと．

すでに講じた欝薦は不1一分ではあるが，科学水準に照

らした一癒の合理性が認められるとした絡。

　最後1こ，⑥最“1小甥2§経年至斜l　i麟1観葉総巻7彗

欝02頁（水俣病縫銭訴訟）では．水質』『1法断定の媛凝

権鰻は．薪当該水域の水質の悪｛ヒにかかわむのある瞬

辺住民の歳余．健康の保護をその主要な嚢的の一つと

して，適時にかつ適燐に行使されるべきものである諜

と霧示し，漿体的には，療残を特定せず，現実に飽験・

妨害が発生していることとその認識酵能性，原義物質

及び療矯者の特定痩とその蓋然性の存姦，調査により

現実に認識擁能でもあったことから．水俣湾及びその

緯辺海域を指定水域に撫定→工場撰水から水銀又はそ

の化合物が綾議されないという水質纂準の設定→アセ

トアルデヒド製造施設を特定施設に鮨定という幾鱗権

限を行楚することができ，そうすれば，結果騨避ない

し軽減轡能」牲があったことなどから，違法と肇舞ζした。

　以11の⑫③④にっき，最高裁は．警察難的による介

入ととらえ，①は街づくりのll聾題であるが，⑤⑥1ま生

命・身鯵・健康の保護を藝的としており，これらは．

蚤跡軽的による介入権鞭不行使が争われている。そし

て．ゼ著しく合理性を欠く」かどうかは．違法のみで

はなく，過失その勉の要件も含め一纏的に判織してい

る鰺。その際．いくつかの考癒要素が挙げられており，

それを整理すると次のようにいうことができる。

・　権限の性質・内容，すなわち，いかなる法益を保

　護するか，鶴避できる権搬を脅しているかが検討さ

　れている。

・　危験の存在，すなわち，警察昌的による介入の場

　合には翼体的危険が，誰防縫的による介入の場合に

　は，危験報三・有害鮭ないし　一定程度糠象的な亀験の

　存在が開題とされている。この点は，それぞれの行

　敬譲域とその領域内の権限行縫の内容・麟三質等に由

　来する。その経験にさらされている保護法益が生命・

　身体，健康等の高次の保護法益か，財産権のみかと

　いう性質が，危険度をはかるしで重要なものさしと

　なる。

・　1二記の認、識ないし予見轡能牲で，チ防鯵1的による

　介入の場合には．科学水準等への適合の観点から，

　認識・予見のための講糞義務の難題も膓てくる。縫

　方，警察舞納による介入でも，目淑にある危験の場

　合1こは調室義務が諜される。　また．　野晃『轡禽慧輯翼ま，

　過失認、定もあわせると，絃楽闘避手段を講じること

　ができる程度に異体的な予見纏能鯉が開題となる鷺。

・　結果翻避・軽減纏縫牲で，叢雲行使によって結集

の発生を醸避・軽減できたか，その権鰻行使がその

名雍人との関係で適法領域内にあるかなども考癒さ

れる。

・　補充性は，鱗待響能牲を含み，被害者窮身に雷害

発生1購避を要求しうるか等，法律翫の鶉渠関1系ない

　し保護範雛の聡題とあわせて理解される。それ癖え．

飯に従来の最高薮判糎の論理を藩提とすれば，経済

的利益のみがかかわる場合には民事不法谷為法によ

る救済が苺能であり，被害者のみが結果経避に決定

的な投書llを捷い，また，法律駈の黙1果関係を中欝マす

　るほどの葬難事縫1があれば補充業痘毒ま否定される。　こ

の点は，とりわけ，警察涜極蓑的の漂難や警察公共

の療1講の観点から，警察農的1こよる介入の場合に妥

難し，療則として，予防舞納による介入．じん彗奉予

防行政の領域では妥’擁しない。

3　春致指導と権縷不行縫の違法判簸

　行政指導に臠する作為義務について縫来の下級審判

決では．生命・身体・財産等の法益毒こ対する重大な損

害が発生する異体的危験の窮追，予見薄能性，騒避羅

能性，補充牲．期待毎能牲といういわ纏る五要件が充

足されたときに認めるとするもの．それに憩え，召致

指導に録する相撃方の任意の受容ないし協力が鱗待で

きることを挙げるものが少なくない§玉。これら讐決で

は，行政指導に従う任意性に重点がおかれ，作為義務

を否定する場合が多いが，この論擁は，作為義務を否

定することにならない。なぜなら，行政指導の必要性

やその指導に従った場合を想定した結果の有効性が認

められるのであれば．相手方の任意の協力や講意が売

込めるかどうかと護1わ辱なく，　肇紡の観点から，行政

指導をするべきなのであって，無為義務の存否を鴛政

嶽導の名宛人の意1醸こよって輝薮すべきでない52。実

際の行政実務では，行政指導に従うかどうかわからな

い段購で，しかし，それを難侍して任意の協力を求め，

名宛人毒践むじないときに，次にいかなる捲簾を講じる

かを検討し，決定している。それ癖え，通常，行政指

導1こ従うことが多いのが行政実務であると考えられ

る53から，仮に構手方の任意の講意や協力が得られる

見込みがないと認定・霧籔するときは．どの事業者が，

あるいは．すべての事業者が行政指導に従わないこと

の見込みを鱗雛翼鉢的に明確にする必要がある。

　麟家賠縷請求との関連で，遜達や指針・ガイドライ

ンを設定し，それに基づき鴛政指導をする場合には，

通達等に違反して指導をしたとか，しなかったことが
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問題になる場合と，通達等そ韓解本の違法が難題にな

る場合（通達内容そのものが違法な場合と通達を発し

ないことが違法な場合）とがある。通達やガイドライ

ンそのものは行政綴織内部にのみ通用するもの（いわ

ゆる肉離法）で，素量外的な法的効プ」を持たない。　しか

し，適法内容の通達に反する行政活動は，それが纏ち

に違法と判断されるわけではないが，蟻義誠実の療購

や禁笈言の法理，平等療懸こ違蔑するとして違法と評

癒される場合がある5羅。また，仮にそうでないとして

も，通達に違反する行為は違法性を推認させるといえ

る籠。

　縫方で，通達内容が違法で，それに基づいてした行

政指導等は，法律等に違摸していることから，霞家賠

儀法しも違法と評懸されやすい。また，通達内容の不

備により，指導が行われないときは，そのような通達

を発するべきであったかどうかが総懸とな鯵，命令舗

定の権1鰻不行使と共選する論点が1裁てくる。

4　命令麟走者の権限不行梗と蟹家賠撹法上の違法

　筑豊じん騨訴訟最高裁判決における講糞霧解説誌で

は．省令舗定権鰻という規範定立行為のみの不鐸為を，

遜常の規親権鰻不行穫iと瞬列1こ籔えるのか，も議論さ

れたという。ここでは．この点について検討をくわえ

る。

　政省令鱗定は，紬象的規範定立行為であり，鰯磯糞

体的な危験に対1慈する措置ではなく，危陰性・膏害盤

に対癒するものである。しかし．そうであるからといっ

て，羅会による立法不作為と講様に，r濁又は公典強

捧の公権力の行使に騰たる公務員が韻携の麟銭に対し

て負握する職務垂二の法的義務に違背して’，魏該縫民に擾

害を癒えたとき」に賠儲責任を負うとか，違法性が明

白である場合にのみ，責任が認められる騨と解するこ

とはできなも㌔それは，つぎの理髪搬こよる。最高裁料

決は，憲法1二の各種規定等から，通常，懸会議員は立

法行為の違憲・違法による法的責任を負わないとして

も，故意・重大な遺失がある鱗外的な場合には購舞磯

の濁裟に対して負う職務豊二の法的義務3違反により，

麟家賠縷責任が認められるとするものである。政省令

麟定は．法律による委任を受けた行政機関としての内

瞬・各大臣等の権鰻であり，麟会議賛による立法行為

と「職務］の内容やそれをめぐる法麟度が著しく異な

鯵，通常の鴛政活動で「公務員が鱗溺の縫鎚に対して

負撰する職務1二の法的義務」を隣家賠嬢法．1二の違法と

理解するのは，基本的1こ誤りである認。このことは．

行政権穣不行使による隣家賠縷訴訟の最高裁判決で，

講様の判示が発られないことからも明確である。

　省令等翻定改ll三行為の適否ないし権限不行使が争わ

れる場合1こは，馨1響彗翼｛本的な事｛響が霧墨堤となる訴訟で

も．茎潅木的枠舞歪みとして．難の決議癖嚢：と異なる至蓑り擾

いに合理的理由があるか，科学披講水準に適合するよ

う，甦験牲・有害牲に適時・趨窮に対癒した毒・，すべ

きであったか否かが闘われ鎗，次に，適姦・適切な省

令等が麟定されていれば，被害発生が継避・軽減でき

る適燐な指導監督権張を行使できたか，という二段購

の論理構成で違法判藪が奮われる。このように鴛政遍

程を一連のプ欝金スとして理解し，その金棒が違法性

諄懸の麟象となる。

　次に，過失論としては．いわば舗痩1二の欠縮を闘う

のであるから，組織遍失が難題となる。綴織遍失では，

公務雛舗人の邊失ではなく，いわば一一体的な行政綴織．

綴織体そのものの遜失鵜が難題となる。たとえば，予

防接種編集難訴訟では．「響生省の業務を統抵する摩

生大臣は．予防接種による事故の発生を簡遷するため

に必要な措置をとるべき法的義務を負っている夢1又

は「伝染病の伝播及び発生の防l11その飽公衆衛生の陶

靴及び増進を任務とする厚生省の長として購書の事務

を統括する厚生大臣としては，右の趣濤に沿った異捧

的な施策を立案し，それに沿って（多防接種一引摺者

注）法一廷条に基づく省令等を麟寇し，かつ，　麹籔

接種業務の実施主捧である青郷群長を指揮監督し……，

あるいは……地方自治体に助言・勧告する，さら1こは，

接種を実際に担当する医麟や接種を受ける濁幾を対象

に予防接種の講授慈や禁忌について周知を図るなどの

措置をとる義務があった轡として，禁忌該当者に野

紡接種を行わないための十分な雛羅の深意，摩生大臣

の省令等による対策をとらなかった繰織約過失を認め，

躍家蕪譲叢責任を認、めた。

　また．監獄法施行規婁1毅鎗条が監獄法5§条の委任の

範闘を超えて無効であるとした事件にかかわって，法

務大臣の編燧購改廃について，編家賠儀責任を舞寇し

た箏耀がある薦。すなわち，「羅会の議決を経なけれ

ばならない法律に比して．鏡纒の改廃は容易藩であ琴，

法務大疑は韓条を改廃すべきであるにもかかわらず，

これを怠り敏羅したこと，ヂ拘置所長が肩凝1麹こ基づ

いて．違法な露会不許醒越分をすることがあり得るこ

とを多見し霧た」にもかかわらず，紅違法な規則を廃

慮すべき義務を尽くさなかった豊として損害賠縷請求

を認容した64。

　以11から，省令等講筵改ll三の権醗不行使が属家賠嬢

訴訟において開題となるときは，麟述の筑難じん騨訴
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訟最高裁綱決の辮断方法に認められるように．縮象的

な蔑範定立・基準設定行為と実鰹の撫害行為（指導監

督権1襲の不行使）とを’連のプ聾セスとしてとらえて

いる。そして，披露者に対する生命・身体の安全と健

康の維持を図るため，事後的な省令等講定改淫義務を

一般的1こ設定したうえで，省令等親建iが麓験軽三。有害

軽iをその翻倒対象とすることから，危験鱗三・糞審傑三の

存在と，1適時にかつ適切に，それを繕避・軽減できる

基準を設定しうる程度の認識・予見が薄能であったか，

そして，縫の類懇の作業環境における燈制や蓬準内容

との異繕．合理的礫由の窪否などを含め舞慰すると共

に，振起，適牽噂嚢法な省令等に基づいて，瞬種の作

業場について其遷して，適切に指導監督権鰻を行使す

れば，簗体的な講訟で争われている被害発生という結

果が1錘避帯軽減できることが認められれば，違法で，

過失もあると判定できる縣。そうであるとすれば，こ

のような条件が整ったときは，不作為と作為とを譲窮

し，麟家難嬢請求訴訟において，たとえば，かつて警

察・秩序維持行政権1製の異｛本的脊梗を求めるいわゆる

義務づけ訴訟において議論された裁攣ゼ欝叡編論によ

り，麟携契捧的で重大な法益に対する切迫した危験の

存在やその予見轡能性などの条件を設定して．ゼ……

できる」規定を「……しなければならない」規定に読

みかえる躍難な理論11の作業をする必要はない艇。

おわ蓼に

　以11の点を要約すれば，次のように整理することが

できる。　欝1勢輿的1こよる介入を求められる労働安全衛

補語じん騨予防行政領域において，麟家賠縷請求訴訟

1こおける権鰻不行使の違法餐1三の警1断1こ襲撃し，主たる争

点が省令等凝定改姦，すなわち．基準の設定変壷が違

法性麟藪の中核にすえられるときには，窟法者の委任

を受けた命令麟走者としての労鱗大臣（導労大騒黄）には

総合的・計醸的に労働者（親人・集矯）の生命・身体

の安全性を確録し，健康を維持するための省令等の凝

定改産を終う　一般的な義務がある。その擦，科学披講

のノ郵準動緯茎を餐重常露寒。継続的毒こ調査し，　醒及的速やか

にその1皆々の水準に基準・規翻を適合させる義務があ

ること，そして．想定される被害の盤質と程度・燈模

等や，結果鰯避。軽減の実現響能牲などを考慮して，

適時にかっ遜窮に権搬が行使されたか．されるべきで

あったかが重要となる。そのとき，最も重視されるべ

き要素は・崖命・身体や健康のような人の人格的存窃

そのものや重要な保護法益がかかわり，かっ．想定さ

れる被害が不1一響逆的なものかどうかである。さらに1，

1羅種の｛乍業環境にある事業所とは異なる基準が設定さ

れ．幾麟が行われているときは．絹当の合理的根絶が

示されない綴鯵．違法であると考えられる。

　安衛法・じん騨法の趣旨・翼的からすれば，安全・

健康灘を重複し，危害防ll二基準等を設定することが要

求されている。このことは．労働者がきわめて劣悪な

作業条件下で労鐡をしなくてすむように，労勝者の生

命・身捧の安全と健康の維持を確保するという労灘安

全衛生・じん騨予防行政の基本理念からも容易に導鞭，

その趣旨は．筑豊じん騨訴訟最高裁覇決にも見受けら

れる。この点は，違法牲の葬否のみではなく，高度の

漉意義務（結集騨避義務）が法的に設定されているこ

とを愚妹し，予見義務を容易に欝認、できる構造になっ

ているゆ

　安籍法は，一定業種．作業環境などに応じ事業所で

の労髄者（鶴人・集懸）の安全・衛生の確保のために

介入し，鱗々の事業瞬の労働者（鰻人・集団）の保護

を鑓る§的を持つ。それ癖え，基準設定が問題となる

省令等の翻定改釜臼こかかわる権鰻（不）ξ重使の違法の

みではなく，想定される指導監督権限の（不）行使に

ついても，安衛法・じん騨法等では．ゼ予防3の観点

から，省令等凝定改運やそれに基づく指導監督権穣の

行健を総合的・群鶴的に遂行することが法治主義の観

点から要請される。

　このように考えると，　窪窪業所・職場における集

縷の被害発生の予見溝能牲や結果観避機能盤も問題と

なるのであるから，一人ひとりの被害発生を予見し，

纏遷すべきことを麟雛異体的に明らかにしなければな

らない性格のものではなく，　一定程度，徳象的なもの

で十分である。

i　海部泰隆解麟家補縷法選（欝88奪・有髪瞬〉茎路費以

　ド及び遠藤博毯蓼編家補僕法　継（欝毅奪・青林譲歩院）

鱒嚢以下雌いわ締る鰻要轡に関する醗究として，遠藤

薄髭「危険籔礫糞任における不作r為の違法鍵要件の綾

討」銘法3§巻｝・2琴4難嚢以苓（欝85葬）参黙。

2　労鍵「安全」「衛生」行政にお酵る「安全葺機念と

「籍生3機念は，通常，次のように籔溺される。すなわ

　ち，たとえば，労働省労麟基準騒編著野改離叛　労働

基準法　醸（欝§5薙・労務蕎政醗究漸）43i責以トで

　は，労働者が労騰の場で接触する「物又は駿境による

疾購の発生が必然性をもっている場合は置鳶霧遜であ

　るといい，この奮肇多雪建を軽減し，文書ま罷余去1することに

よって疾燐の鋳掛等を縷（ママ〉ることが籍鑑である」

　・方で，ギ負傷又は疾病の発艦が蓋然性をもっている場
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（驚§2） 離鶏大学地域麟造　第磐巻　第茎馨　騰総．§

　合縁，匿危験避といい，これらの蓋然性を軽減し，又は

　線去することによって結果として逸こる負傷又は疾癖

　の防l11等を籔ることが慶安全剥であるとして　覚1籔雛

　しているむまた，ここでの験討麟象との経連で，この

　籔甥の嚢纏縫として，瞬霧が挙げているものを髭てみ

　ると，「鉱lll等の窮｝聾毒こお謬るせんイ馨乍業は落盤，駿落

　等の蓋然性があるので蓼危鞍遷であ垂），かっ，硅酸紛

　ビんが飛敬するためけい謬韓こなる必然鱒三があるので

　鮮鐸醤でもある婆としている。地方で，必然雛と蓋然

　牲による襲撃1は妥当ではなく，「糞常な現象が糠霧で発

　艦する災霧を紡l11するのが蓼安全曇の分野で，通常の

　礫塊から発艦する災霧を1勢ll二するのがゼ衛隼薄の分野」

　であると区麟しょうとする難解もある（聾1礫汀労麟

　安全籍隼法の纒史としくみ」髪1本労縁法学全編ゼ税代

　労鱗法講座　捻巻雲（欝83奪・総合労麟麟究燐〉36嚢

　（§至葺〉）。

3　鰻判鱒艇年4ダ舞警1観葉誌巻4誓灘総2賞。

4　蕪韓地裁簸塚支判欝鋳奪7∫捻鍵1麟曇韓羅3鯵3嚢。

5　瞬繊霧辞彗2毒韓隼”1鰺董蓬肇欝雛聡欝講9頁。

6　轟橋眞・準辱幾，1審彗壽驚3号（肇隣i解§蕩垂）37糞（韓饗）

　及び中療茂難・讐幾，野膏政講轡銘蓄選慧（第5蔽雄（2総§

　奪・奮斐薦〉蕊§責参難。

7　瞬雛，龍韓穣生。霧畿，法数器群舞露賞。なお，学

　説については，たとえば，　三絶良『、1二購ヂ不作為にかか

　わる嶺霧雛雛」雄舞i・塩野・1襲蒲編霧言我蕎政法弊系

　磯（鰺83奪・鳶斐難）懇重賞（懇7嚢以欝。

8　叢纏§8鱗三i講2蘇1銭集套3巻欝讐銭総嚢．最準駿弱5葎

　6弩2縫暖簾鰭巻§睾糞6§§賞。

§　最辮欝艇庫i彰二聾謎墨銭集58巻7撃糞雛2嚢。

欝　ここでいう警察行政譲域では，歴史的な意殊で，い

　わ締る簿搬鷲宮による行政｛乍繕のみをいうのではなく，

公安委員会による行政作購，各種籍生焼麟や公共の安

　全と秩浮の維持のための行政作灘を中心とした領域を

　意賺する。たとえば，伝統的なとらえ寿として典璽的

　なのは，1鷺ゆ、1郎ゼ新版行政法　ぎ巻（金筋第1叛鴻

　（鰺83奪・弘文童〉聡贅以下で，羅硲．常業，防災，宗

　数等に絶する警察を保安警察として，r種の」という

　蟹走付き表現であるが労籔嚢1係を命めた産業警察・衛

　生警察を行政警察として分類している。なお，1｝1申・

　鹸揚欝慧，公業の蕪援の増進など積極1締約のための行

　政活墾を「窺講法」とし，経済法や礫塊法（i雛葺）を

　あげ，公企業法のなかに娃会淳生事業を挙げている（懇

　鋤。

縫　・誓誠4警三酸：鑑ぎ海蘿，「毛嚢通な｛乍業潔境の影戯藩と幾定

　されていた。

箆　饒藤騰美ゼ労欝安全籍生法の詳解遜（謄弱年・労簿塞

　準議簸会）i総葦登

捻　瞬様の指摘は，小糠愛野「労鐡安全衛崖法幾の法的

　性震（浄完M法協餐2巻5号磁3嚢（623糞〉参照（欝95

　年）。

錘　第鑓懇会参議錠縫会労鱗委員会会議録欝讐4嚢，蕊

　薮，29質（重留2難三5弩懲ll〉，緯留号峨薮（欝72年5ナ125

　鐵。

籐　第総撰会参、議錠娃会労鱗委鍵会会議録爵号給費（欝72

　年蓉朧灘〉，嚢灘5琴3嚢，騰嚢，25嚢，総数（i留2奪

　5弩懇1蔓〉，韓i響雑嚢（欝72年欝1251葦〉む

嬉　1燐様の鮨鶴韓，小嬢i史影・薩液i3，法協i茎2巻5号6茎3

　襲（鑓3糞）参照む

誓　廼l　l暢一・麓藤幸漆・申軽睦男・講藩法穂著疹憲法

　囎（董鱒7｛卜蕎終講醗〉i§3嚢以新（申峯報馨茎執筆〉窃

黙　薬療敬一匿改組じん糠法の詳解遷（欝78葎・労灘法令

　織会）欝2薮搬ド参難。

欝　第3蓬軽韓会衆議鞍接会労騰委羅会議録雛弩藤蔓（墨懸§

　舞三3月2蕪）。

瞬　第3藤彗鬱金参議鶴本会議議事録葛馨蕪嚢（欝総年3

　弩3葺1）。緯織の趣溝1よ労騰省労働基準騒織著謬じん

　騨法の解説雌（i懸§年・全麟労鱗衛生協会）2§賞及び縫

　貞参照εこの点1ま，さらに，けい騨審議会小委襲会に

　お馨る公益委疑案である「抄い騨等特驚鐸呆護簿1縫：に護1

　する基本権懇（案Mでも，予紡の徹繊がうたわれてい

　ると共に，健康管理簿との総合的繋策が必要であると

　されている点にも発うけられる（桑籐敬噂鋳濡灘，

　欝i賞．欝8褻参難）。

2董　鑑藤勝美・繭液捻，i驚責鎌ぎ参照む

22　それ以外にも，｛i鯵1渚以外の機械や建学物質警の製

　造毒・事薬毒に蠕する各種観凝，労鐵餐の安全籍主教

　欝など就業1二の義務や健康診懸がある。

23おおまかには，第・管鑓挺分とは，難該作業場の作

　業環境中のほとんどの場1葵でぞぎ讐響勢濃度が管舞1濃縷iを

　超えない状態，第1管鑓籔分とは，当該作業場の作業

　礫境摩の春嘗物撥鏤：の平均が鶯驚濃度を超えない状態，

　そして，第三籔蓬藝分とは，難該作業場の作業環境中

　の膏霧駿1難度の車均が管礫濃度を超える状態をいう

　（佐藤勝美・麟液鍛，6欝嚢参難）。

24　たとえば，銭藤購美・鋳灌鴛，6総糞。

器　このような労麟安全籍生縦整における1ナスク籏狸手

　法は，安衛鱗24条の2に定める事業者の蛭1主的浜甥の綻

　進のための舞舞として欝艶葎に鑑承された「労働安全

　籍f艶マネジメントシステムに霧1する指多線にも認めら

　れる。また，鍛逓の改ll三によって安衛法欝条の2では，

　維験雛三吟｛銭移雀窪（ハザード）の譲慧優をはじめとした蓼

　スク簑理手法の導入を求め，1縄法8慧条里工費｛縫，舞などに

　よるインセンチィヴを、設定している。

2藝　労働欝労鐡美．響蓼，，騙著構舞舞三2，549嚢。なお，瞬，馨
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基準設定権鰻等の不行縫と麟家蕪嬢嚢薩 （露93〉

　5騒｝峯至では，「発じん紡l11矯1鰻として，　さく毫鷲機のノミ

　髭から水を注鐵しながらさく宥を行なわしめる璽式の

　ものを欝聾、るか，あるいは紫盤に淫水しながら行なう

　方等1こよって発むん防l11搭灘を講ずる必要］があると

　解説されているが，灘安籍麟貿5条では，「猿外業は坑

　内において著しく粉ビんを飛敬する修業場においては

　潅水その地粉じん鋳掛の搭1叢を講じな謬ればならない。

　撰し，作業の性質1二やむを讐ない場合にはこの醗馨で

　はない韮と規定しているに窪まってお鯵，行政権導の

　搬擬としてならともかく，是IE命令等によむ強凝しう

　るか，麟事罰を辞しうるかは，1戦こ解説書での記載内

　容1こ基づくのみであ鯵，溝遜的1こ理解すべきである。

欝　桑療敬■」魯麟淺露，欝5嚢。

2呂　薬療敬一鱒講荘i8．欝暮葵。

2§　薬療敬一帰糞流露，賀i糞及び2縮嚢以ド参照。

鵠　この点で，境内無業場では糟じん濃度の灘定が義務

　づけられていない。それ纏え，たとえば，じん舗法施

　行騰鱗で，葬粉むん無業の認定には粉じん濃度の趨走

　結果が必要とされているから，坑内偉業は，法律では

　購示されていないが，そもそもこの非粉じん｛乍業の認

　定対象にはなっていな墾ことを意賺する。

　籍3層2醜静σ〉政癖委縫（労簿蘇準麟長）答弁参難。

　答弁参難。

　諜編ζじん齢法の解議曇（2総3薙・中央労麟災霧駐掛協

　会）劔翼では，じん締健康診騰の蘇的は，「むん髄の馨

　難発見とじん謙の進展防鑑のための矯罎を講ずるに黙

　たっての基本的な編輯を震ること」にあむ，簾えて，

　その籍報によ鯵，「労灘潔の健康状態のは握と作業礎境

　藷懸の指標としても活繕しうる」としている。

　終講。舞概，法腕捻2巻§警算2嚢（欝3翼）（2紛5年）参

　照。

　答弁参照。

　答弁参難。

　（臆艇奪・中実労働災書1勢l11協会〉壌嚢参黙。

　法律のひろば欝弱聾三2鱒讐42葵（蓬§頁以下）及び車蝦

　史野・轟彗溢3，法輪i2巻5聡34蟹以ド。

韓　ほぼ経籍，塩野宏ゼ行政法董　第難版磨（鎗編奪・有

　斐鰹）琵8嚢。要するに，法や行政機縫は，「科学水準」

誕　第3尋軽麟会衆議醗鮭全労鱗委員会議録2董号2賛（i懸§

32　麟灌3レ会議録2i零3葺の政購委縫（労懲基準隠長〉

33　この点に関連して，奪生労働省安全徳生離労欝徳生

34　筑豊じん襲∫訴訟に1灘達してではあるが，1溝鷲，薩1本

3§　繭詫雛・会議録2登多3嚢の政府委籔（労靉靆準騰長〉

麗　ll彗漣鍵・会議録2i琴6褻の政府委襲（労織基準縁長）

3？　桑療敬一羨涯雄，欝3豊以下参照。

38　この趣鶴は，畠中懸夫ゼ労鐵安全衛生法のはなし薄

灘　たとえば，穰葉一人紅筑難むん躰訴訟第’審糊淡雲

　そのものを麟遺するのではなく，「科学水準匪と認めら

　れるものを磯認し，適合させる義務があるに遍ぎない。

　もちろん，法的影｝争解決の場醸で，紅科学的肇1定謹が恣

　意的であった鯵，　建の合鍵的な手顯を踏まえていな

　かったむするなどの事鱗があれば，　その法的詳韓嚢ま裁

　’羅1舞が行うこと1こなる“

蕨　小擁史子「労騰安全衛生法醗の法的性質（一擁法協

　雛2巻2髪諺翅翼議ぎ（塁§嚢）（雄蕊隼）参黙。なお，羨

　遽したとおり，…二麟の繋縛水準を安衛法が準癒してい

　ることから．難事罰を背暴とした介入方式である新労

　働安全籍生法涯と慧異なる類型として．「労鐡安全籍生

　幾秦窮をあげる点隷，本稿の基本的発想とは異なるも

　のである。本稿では，労欝者の安全を確保し．健康を

　維持補弩数させるための法システムないし晦場のシス

　テム形成として労髄安全衛生法舗をとらえ，その縫的

　達成のための手段ないし手法として，潮事罰を背離と

　するド命終為から行政鮨導などの各線麟・焼整手法の

　法的縫題を分析するものである。なお，労使縫係と騰・

　使講者との灘係とを分離するという発想のみではなく．

　公私織麟論の観点からも講じるものに，鎌懸耕一一彩安

　全醗癒義務の履行請求唾承野勝先生古稀記念論集編集

　委疑会纏ゼ労盤保護法の再生遺（2暮警5葎・麹ll縫〉3§9

　嚢1（鷲に，386葺以下）がある。

蛇　饗官報夫罫不法行為書（欝編奪・蕎鉢書院）4越頁。

43　たとえば，幾代通（徳本紳一補訂）匿不法行為法選（欝93

　《馨・鳶斐欝1〉2套嚢．中井義雄「不作為毒こよる不法ぞ』云為涯

　山霧卓生編鞍脅現代掻霧賠縷法講座麺（欝欝駕・闘

　本評論縫）i蕊賛以下。

磯　この点についての詳編は，橋本健幸匿責任法の多元

　的構造遷（2曇碧馨年・鳶斐難〉器嚢以下参難肩

45　薦本綾幸・薦漣磁．9頁以ドでは，作為による不法

　行為と不作為紅よる不法行為とでは，鋳者が法益侵害

　への霧果系列の始点であるのに蝿し．後者がその法益

　鐙警へと海かう翼果系列の放羅である点に権違がある

　と理解している。本稿では，このような見方が成立す

　ることを否定するわ鍾ではないが，このような行為そ

　のものの発現形態のみではなく，そのような発現麟の

　意想決定の内容についての違法性講藪を賜うことを念

　頭韻おいている。それゆえ，筆者の撹点からすれば，

　法益侵害への霧果のメカニズムを雛難しないという意

　悪漢建iが違法か否かを闘う，　という発想書こなるのであ

　る。

聡　この違法麟籔の二灘性については，穏葉馨ド公権力

　の行｛吏夢こかかわる驚慧震責任」錐舞卜塩野φ園部ζ聖代

　行政法体系鑓（鴛83年・蕎斐溝）算蓑（45嚢），芝池

　義｛行政救済法講義第2簸補訂増補叛選（隠縫隼・

　毒斐襲）2銭蔓参照。
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（5暮鱗） 舞、1瀦大学地域麟造　第重8誉　第至讐　2嚢懸、嚢

解　篠療勝美・覇解，法曹時毅臆巻2騒盤3嚢（2欝嚢〉

　（鷺劔年〉σ

48　由ド蝶夫・舞解．法曹時鞭欝拳玉琴237饗（蕊5賞鍛

　D（i弱鋳三）。

4§　不｛乍為の違法肇鍵凝こお診る作為義務と過失磐1断1こお

　ける擬害醸遷義務が韓t∫内容を持っため，　・捧的に麟

　錘されるとの鮨摘がある（たとえば，中許義譲i・鋳銭護3，

　鴛警爽参難）。

諺　たとえば，森羅紹夫蓼不法行為法講義遜（誰蟹年・鳶

　斐難）i鍵費。

縫　クロ鷺キン纂一難講談控訴審麟決・棄京高讐欝欝奪

　3趨轡糠1縫2？替窒3葺，窃1賭事大藪訴訟第爆料

　淡づ蔽地糠継竿瞬1御弾鱗難鍔麟責．水俣鋳
　棄京訴訟第・審雑談・豪京地韓亙鱒3葎2舞711辮鋳臨

　時増刊車成4年4燵2§菱1琴3糞等。ただし，これら事

　案のなかでも，なんら昨罐法11の譲縫がなく，綴織法

　のみに基づくものもあれば，綾織法に擬え，明文の繰

　定があったり，解萩によ雑作購法1二の穣鍵を導き出す

　ことのできるものもあむ，厳密には麹離して論じなけ

　ればならない。

52　鱗鷺，豊董三獣形「鰹鐵難事事件と薦費者行政3法特薦

　巻4弩23頁（i弱遵奪）。

53　芝池義一「騨の溝費煮保護行政と隣家臨摸責任涯法

　時68巻芦蒜茎蔓（艪縄奪），瀬埜童ゼ撰家臨縷法盤（欝欝

　鰹三・毒緯書饒｝欝§賞。

54　藤lll霧靖罫行政法夏（総論）第4藪改譲躍（難懸年・

　誇称欝畿〉2懲責．芝池義一・麟洗弱．2欝糞，2誓賛．

5昌　たとえば，藤議欝蟻・癖注誕．2鱗葺合

5暮　｝鍵琢繕箋零1ト辮解．ジュ1慧27盤1舞蚕》嚢（2嬢｝4年）“

57　最轡欝8s｛韓欝2葺1観集3§巻7雛騒2糞及び最大宰蟻

　2雛§葬9ナ聾蘇1第5§巻7琴騰解嚢。

錯　瞬濤，秋山義紹「炭鉱じん騨被霧と瞬の糞任盤麟学

　講究53巻2・3誓罫嚢以ド（2韓2鱒三）及び　奎1本鐵手

　皐騒擾，法嶽i22巻6勢i72貰（王鱒頁〉。

灘なお，ここでは．名廃人への繕導欄馳旨『使と麹麗

　して，通達・蚤鋭を定め，発すること等もヂ省令等凝

　定改廃婆に食めている。なぜなら，灘行政手続法でも，

　36条で複数i煮尋こ蓑｛垂むそ重蓬受業電導をするときの内容となる

　事環（指鋭）を定め，公表することが媛建されている

　こと，また，蕎政手続法2縫5矩轟菱三で，行政指導指針

　も誓命令等3憂〉麟建手続にのっとって，38条で藤袴込

　まれている墓本綴難，すなわち，法令の趣旨に適合す

　ることと，羅会状溌の変建に対癒することが盛舞込ま

　れている。それ瞳え，省令等講筵権擬の不行淺と瞬様

　の基準で，違法麟簸をすることもできる⑪

繕　蓉彗i譲泰隆構彗淺歪，欝7饗．宇賀克覆髄霧家補縷法墨

（i欝欝三づぎ斐鞠）74葺，遠藤薄塗・1糞注董，欝7賞以ト，

　蜜井力編欝，鱗｛法コンメンタール籍政救済灘（ig総｛籍

　ll本葬論蛙）総賞以ト（銭藤英篶鞍筆〉，塩野宏置行政

　法難（第4蔽擁（欝縣年，蒋斐襲）2馨褻，芝池義・・

　綾誌蕊，223葵鎌卜，瞬埜豪彗舞液鑓，鑓§饗駁ド参照。

磁　大翫僻事彗茎鶴麟三3∫1驚1轡鋳至5§群舞§賞。

鑓　榮京鋳纒欝鑓年董2多雛蟹1轟幾葉隠誉3弩2捻嚢。

暮3　棄京地輯i鱒3舞三2騒2511肇轟蕪叙弩75葵。

韓　なお，控訴審では，遍失について糎織することなく，

　溝滅時効の成立によ鱒請求を棄難している（棄京姦韓

　薄繋駕7腫5ぎ搾馨雛5緯弩露嚢）が，漸滅時効の成立

　については鳶寿な幾鯛がある（講鶴鱗郎・轡幾，輝置隷

　4償壕（宰農雛5鎗矯47嚢（重瓣悉無三〉〉。

薦　この点，たとえば，姦賊誠「権鰻不行穫と難1家蕪雛

　藷難山ll瞳艦・惨毒i井梅郷纏謬新“現代損害賠嬢法講

　痩　第雌巻雲（欝解奪・腿奉，1望誰誰〉2鎗嚢（2驚藪〉で

　は，艶に，麟璃の媛講・監督欄嚢不行養を念頭1こおい

　て譲及していることに控意すべきである。

総　宇賀克雀・麟詫縫，欝i嚢以ドでは．この「……でき

　る3幾定を，そのあとに，不文ではあるが，「ただし，

　○○の場合に1ま．一一しなければならない」という幾

　鞭雛遊であると理解し，裁讐叡縮論を説かれている。

《韓記》泌懸隼了燵711に本意髭講に糖わる豪京地方裁

辮湧判淡が1馳・渡され，また，瞬手離31萎には．熊承地方裁

壕響薮判決が、ζい渡されたQこれら舞薮の詳締縁，霧途軽携

藍響鞍によって縷試したい。愛段購でいえることは．違法

状態の莚算点1こついて，棄豪縫裁1ま，湿式さく岩機と防

じんマスクの重畳的義務づけを欝7§隼以降義務づけなかっ

たことは合理嫉はないものの，それ以麟の状況を改善す

るものであったからヂ著しく」不合鍵とはいえないが，

粉慧ん灘建を舞鶴年裁縫義務づけなかったことは，葉糞

1報本の指鱗や籍たな多漿の粉じんを発する11法飯AT罐

11法〉の糠準建などの事権があったことを理嶽1こ，著しく

不《礫で違法であるとした。縫方で，熊本地銭講演では，

簸難じん騨訴訟鰻轟裁判決と瞬織，鈴懸年のじん騨法凝

建以降において，①欝縫奪4鷲時点及び露稔年6／舞藩点

にお継て，駿体的な敬承矯譲を義務づける省令を凝窪し

なかったこと，②欝総年4鑓以縫，発磯退避時暇羅保を

義醗づける省令を麟定しなかったこと，③鴛簿年鋳点で，

鱗じん鐵で湿式さく岩機と防じんマスクの重騰的義務づ

けを麟駕しなかったこと，④欝欝無以鋒，粉じんの鉾容

濃度（鶯理濃度〉を定めて，粉じん灘建を義務づける霧

令を麟愛しなかったことを難i撫に，その権簸のイく舞使は

著しく不合礫で，違法とした。これら蔽方の響断の構違

は，叢籍の1失学的隻i霧色や技葬∫承饗iの認定に灘わるもので

あると1舞緯演こ，いかなる1痔点から被害夢遅発が1灘らかとなっ

ていたのかという認定の麟1違と1箋縫）る儲

一鶴一


