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【報文】 
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要旨：日本が国際合意に呼応して社会の化学物質管理能力を強化するために喫緊の課題の

一つは、広範な関係者との協議の場を設定して化学物質管理の現状分析を行い、それを基

に前報で提言した新法の制定を含む改善行動計画を策定して実行することである。この報

文では主に行政の政策形成・実施過程への多様な関係者や市民の参加の問題を取り上げ、

OECD の規制の質の確保にかかわる活動および日本の規制改革に対する OECD の対日審

査における勧告事項を参照しつつ、行政手続法によるパブリックコメント制度や化審法等

の見直しを行っている審議会の限界などを分析する。そして、規制政策の形成・実施過程

への市民参加のあり方や縦割り行政の弊害を是正する規制改革のあり方などを考察して、

実効的な社会各層の参加の場を構築して化学物質総合管理法制を実現するためには、関係

省庁の行政事務の分担を組み直す真の規制改革が必要であることを指摘する。 
キーワード：化学物質総合管理、市民参加、パブリックコメント制度、審議会、規制改革

 
Abstract: We have been studying strategic approaches for strengthening the Japanese 
social capacity on chemicals management and proposed in our previous article the gist 
of a new law concerning integrated management of chemicals by which reforming the 
present legal system systematically.  And then, next urgent issues are to analyze the 
present state carefully and make clear items to be solved through the process of broad 
consultation with stakeholders in society and to establish an action plan.  We review 
here the two existing consultation procedures; the public comment procedure on 
administrative orders and the traditional deliberative councils, and find out that these 
are not appropriate for effective public consultations.  We point out, therefore, needs 
of establishing an alternative consultation procedure in order to reform the present 
legal system, in which the present administrative responsibilities be rearranged 
taking the recommendations of the OECD review on the Japanese regulatory reform 
programs into consideration. 
Keywords: Chemicals Integrated Management, Public Participation, Public Comment 
Procedure, Deliberative Council, Regulatory Reform 
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１．はじめに 

 1992 年 6 月に開催された国連環境開発会議 (UNCED) は、リオ宣言の第 10 条に持続可能な

発展に関連する政策の形成・実施に際して関係者を広くかつ実効的に参加させる市民参加の仕

組みを整備すべきことを掲げ、人類の行動計画であるアジェンダ 21 においてその必要性を繰り

返し指摘した。そして、アジェンダ 21 第 19 章の化学物質管理の適正化に係る活動プログラム

を広範な関係者の国際協調の下で遂行する協議の場として化学物質安全政府間フォーラム 
(IFCS) を設置した。IFCS の構成メンバーは、活動プログラムの遂行にかかわる各国政府と国

際機関だけでなく、産業界、労働界、学界および市民団体であり、彼らにも論議したり新たな

問題への取組みの必要性を提案したりすることを容認した (星川他, 2007a)。このような市民を

含めた幅広い関係者の参加の仕組みは、その後 2002 年 9 月の持続可能な発展に関する世界首

脳会議 (WSSD) のヨハネスブルグ宣言とその実施計画に受け継がれ、さらに、化学物質総合管

理の世界的実現を目指した 2006 年 2 月の国際化学物質管理の戦略的取組み (SAICM) の基本

文書であるドバイ宣言および包括的政策戦略と世界行動計画においても重要な課題として随所

に記述されている (表１参照)。 
 

表１ UNCED, WSSD および SAICM の各宣言における市民参加に係る記述 
環境と開発に関するリオ宣言 (1992.6) 

第 10 原則：環境上の問題は、懸念するすべての市民がそれぞれの関わりに応じて参加して処理する

のが最善である。各個人は、それぞれの国において行政当局が保有する危険有害化学物質及び地域社

会の活動に関する環境関連情報を適宜利用（アクセス）でき、かつ、政策形成過程に参加する機会を

与えられなければならない。 
 各国は、情報を広く利用できるようにして市民の意識と参加を促し奨励しなければならない。また、

補償や救済を含めた訴訟及び行政手続の実効的な利用（アクセス）手段が整備されなければならない。

持続可能な発展に関するヨハネスブルグ宣言 (2002.9) 
26：持続可能な発展の実現にはその政策の立案、決定及び実施のすべての過程における長期的な展望

と広範な参加が必要であることを認識する。 
社会の協働者（パートナー）として互いの独立性と重要な役割を尊重しつつ、すべての主要な集団

との安定した協働（パートナーシップ）のために継続的に行動する。 
国際化学物質管理に関するドバイ宣言 (2006.2) 

18：すべての社会層が関与する透明性、市民参加及び説明責任を備えた方法により化学物質管理の実

効的かつ効率的な統治（ガバナンス）に取り組む。 
19：政府、民間部門及び市民社会の協働（パートナーシップ）に能動的に従事する。それには戦略的

取組みの実施への中小企業及び非公式な部門の参加の強化が含まれる。 
 

 政府は、このような国際状況とこれらの国際公約にもかかわらず、化学物質管理の領域にお

ける政策の形成・実施過程に広範な関係者を実効的に参加させる仕組みを今日に至るまで構築

していない。しかしこの仕組みは、化学物質管理の領域に限らず、民間の経済活動や市民生活

に関与する経済的および社会的な規制の質を向上させるために不可欠な行政手続きであり、代

表民主制を補完する方策として世界的に認識されている。それゆえ経済協力開発機構 (OECD) 
は、1995 年 3 月に規制の質の改善に関する理事会勧告を採択し、この仕組みを規制政策の形成・

実施過程に不可欠な要素と位置付けた。しかし政府は、この OECD 理事会の勧告に呼応した取

組みも全く行っていない。 
 これまでに政府が政策の形成・実施過程への市民参加に関連して講じた措置として、2005 年

6 月の行政手続法の改正による意見公募手続制度 (パブリックコメント制度) の導入がある。し



化学物質総合管理による能力強化策に関する研究(その 7) 
‐実効的な市民参加には真の規制改革が不可欠‐ 

化学生物総合管理 第 4 巻第 1 号 (2008.6)  112－134 頁 
連絡先：〒112-8610  文京区大塚 2-1-1  E-mail: hoshikawa.yoshitaka@ocha.ac.jp 
受付日：2008 年 5 月 22 日  受理日：2008 年 6 月 16 日 
 

114

かしこの制度は、制度設計の面でも、運用の面でも重大な欠陥があり、上記の各種国際合意文

書が推奨する市民参加の仕組みに当たるものではない (星川他, 2007b)。政府はパブリックコメ

ント制度の必要性を長年にわたって規制改革３か年計画の共通的事項に掲げ続け、そして 1999
年 3 月に閣議決定していた「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」制度を 2005 年 6 月に

若干の修正を加えて行政手続法に追加した。しかし、後で紹介するように、日本の規制改革を

審査した OECD が 2004 年審査報告書において閣議決定制度の重大な欠陥を指摘していたにも

かかわらず、政府はそれらの欠陥を是正することもせず法定化した。 
 この報文では、まず行政手続法の意見公募手続制度の概要と問題点を取り上げ、次いで規制

の質の改善や政策形成・実施過程への市民参加にかかわる OECD の活動および日本の規制改革

に対する OECD 審査の概要を紹介する。そして、パブリックコメント制度の欠陥や前報で提言

した化学物質総合管理法骨子案における市民参加の場の考え方を説明し、最後に、OECD が日

本の規制改革に関して勧告した事項への対応のあり方、化学物質審査規制法と化学物質管理促

進法の見直しについて現在行われている審議会審議の問題点、化学物質総合管理法制を実現す

るための方策などについて考察する (星川他, 2007c)。 

２．行政手続法の意見公募手続制度の概要と法定化の経緯 

 改正行政手続法第６章の意見公募手続制度（行政立法手続制度ともいう）は、行政機関が命

令等を定めようとする際に、命令等の案および関連資料をあらかじめ広く公示して一般の意見

を求め、期限内に提出された意見を十分に考慮することを定めた制度である。ここで命令等と

は、法律に基づき内閣または行政機関が定める命令または規則、審査基準、処分基準ならびに

行政指導指針をいい、意見の提出期間は公示日から 30 日以上と規定されている。そして、この

制度の適用除外としては、内閣府や各省に設置される委員会や庁または審議会（委員会等とい

う）の議を経て定めることになっている命令等であって、「相反する利害を有する者の間の利害

の調整を目的として、法律または政令の規定によりこれらの者および公益をそれぞれ代表する

委員をもって組織される委員会等において審議を行うこと」とされる場合（第 39 条第 4 項第 4
号）を規定し、さらに、それ以外の委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合について

も、既に委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施していれば、自ら意見公募手続を実施

することを要しないとした。 
 この制度の法定化の経緯をみると、1993 年に政府が行政手続法案を策定した際に行政立法手

続の法定化は将来の課題として積み残された。しかし、1998 年 6 月に制定した中央省庁等改革

基本法においては行政改革会議の最終報告（1997 年 12 月）を受け入れて、行政機関が保有す

る情報の公開制度の確立とともに、「政策形成に民意を反映し、その過程の公正性および透明性

を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専

門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮して決定を行う仕組みの活用およ

び整備を図ること」を規定した (第 50 条第 2 項)。そして、1999 年 3 月の「規制の設定又は改

廃に係る意見提出手続」の閣議決定を経て、2005 年 6 月に行政手続法を改正して閣議決定制度

を若干修正して導入した。1993 年 11 月の行政手続法の制定から数えて実に 12 年を経てようや

く実現した制度である。しかし、意見公募の対象には政府が提出する法律案やその根拠となる

重要政策の立案は明示的に含まれておらず、また、命令等に該当しない審議会の答申案、基本

法等に基づいて策定される行政計画案なども対象となっていない。これらの欠陥は次に紹介す

る OECD の 2004 年対日審査でも指摘されていたことであり、行政施策における公正の確保と

透明性の向上を目的とした行政手続法の制度として極めて不備な制度である。 

３．OECD の規制の質の改善にかかわる活動の概要 

 以下では、政策の形成・実施過程への市民参加にかかわる OECD の活動として、規制の質の

改善に関して閣僚理事会が採択した勧告とそれ以降の一連の活動を紹介する。この活動には
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1999 年と 2004 年に日本の規制改革を審査した特別プログラムが含まれている。 
 
（1）規制の質の改善に関する理事会勧告の採択等 
 OECDは、1995年 3月に政府規制の質の改善に関する理事会勧告を採択した (OECD, 1995)。
この勧告において加盟国に推奨した事項は以下のとおりであり、前文および附属書の要点を付

表１に示す。 
 

[OECD 理事会勧告の推奨事項] 
政府規制の質及び透明性を確保するために、以下の手順により実効的な対策を講ずるよ

う加盟国に勧告する。 
1. 附属書に収載する規制政策の設定のための参照チェックリストに規定する原則を手引

きとして、規制の設定、実施、評価および改正を行う行政的及び政治的な過程の質及

びパフォーマンス（性能）を審査する。 
2. 優良な政策決定の原則（例：附属書に規定したもの）を規制政策の形成に反映する行

政及び管理の体制を構築する。 
3. 効率的で、柔軟かつ透明な規制のための政策決定原則を政府のすべての階層の規制政

策過程に組み入れる。 
4. 他の国に影響が及んだり、貿易、投資あるいはその他の国際関係に影響を与えたりす

る規制については、規制の質及び透明性に特段の注意を払う。 
 
 OECD 理事会が勧告した事項は、規制の質を高めることに限定した取組みではない。むしろ、

規制を制定する現行の政策、規制制定過程の見直し、制定過程を管理する行政体制の構築、行

政文化に規制改革の意識を組み入れることなどであり、日本の規制改革のように既存法規を温

存したままの規制緩和の取組みと大きく異なっている。 
理事会勧告の附属書に収載された参照チェックリストは、政策の立案に当たって行政官が自

ら点検する 10 項目の設問となっている。そして市民参加の手続きは、第 9 項に「様々な関係者

からの実効的で時宜にかなった意見を受け入れる適切な手続きを定め、すべての関係者に意見

を提出させる機会を与えているか？」と規定されている。また、この参照チェックリストは単

独の使用を意図して策定されたものではない。情報の収集・分析、協議の過程、既存規制の体

系的評価などからなる規制管理の体制を構築して運用すべきことを注記している。 
この時期に OECD が規制の質の改善に関する国際協働活動を取り上げた背景には、経済社会

活動や市民生活の質を改善・維持することを目的に制定してきた規制が極めて広範囲かつ錯綜

としてきたため、逆に、規制の実効性や効率性および規制を遵守する行政手続の当事者負担が

見過ごせなくなってきたという加盟国に共通する危機意識があった。そのため OECD の協働活

動の主な目的は、柔軟性に欠け、錯綜とした時代遅れの規制について透明性を確保した手続き

によって体系的に見直し、相互の利益を確保しうる質の高い規制体系への変革を加盟国に普及

させることであった。 
OECD はその後、理事会の要請を受けて加盟国が遂行している規制改革の意義、方向性およ

び手段についてベストプラクティス（優秀実務）を抽出し、規制改革の必要性、公共政策を推

進する支援体制、改革を成功させる戦略などに関する推奨原則を策定して報告書にまとめ、理

事会の承認を得て公表した (OECD, 1997)。この報告書に記載される推奨原則は、1995 年の理

事会勧告で提示した設問形式の参照チェックリストを全面的に改訂したものであり、加盟国の

経験や取組みの分析を踏まえて規制改革の具体的な方針や進め方の原則を規定している (表２

参照)。 
この推奨原則には市民参加の規定が第３原則として含まれている。しかし、日本の規制緩和

に関する取組みにおいてこの推奨原則を参照した形跡は見当たらない。なお、この推奨原則は
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2005 年に全般的に見直されて第６項を大幅に書き換え、新たに説明文を加えて単独の文書とな

っている (OECD, 2005)。 
 

表２ 規制の質およびパフォーマンス（業績）に関する OECD 推奨原則 
出典 The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis, 1997 

(OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, 2005 rev.) 
推 奨

原則 
1． 規制改革について、明確な目的及び実施の全体的枠組み（政策、制度、手法）を規定する全

体的な実施計画を政治的に採用する。 
2． 既存の規制（経済的、社会的、行政的）について、経済社会環境が大きく変化し複雑化した

現況において当初意図した目的に対して効率的かつ実効的であるかを体系的に査定する。 
3． 規制、施行制度及び規制制定過程について、それらが透明かつ無差別的であり、その適用が

効率的であることを確保する。 
4． 競争政策について、その適用範囲、実効性及び実施を見直し、必要に応じて強化する。 
5． すべての経済的規制について、それらが社会の広範な関心に適っていることを証拠が明確に

実証する場合を除いて、競争及び実効性を高めたり、廃止したりするために改革する。 
6． 貿易及び投資に対する障壁について、それらを排除するため国際合意の実施及び国際的原則

の強化を促進する。 
（2005 年改訂文：貿易及び投資に対する障壁を不断の自由化によって除去し、規制過程の

全体にわたる配慮と市場開放のより良い統合を増進する。それにより経済効率と競争力を

強化する。） 
7． 他の政策の目的との重要な連関について、それらを確定し、改革を支援する方法でそれらの

目的を達成する政策を策定する。 
 
（2）日本の規制改革に対する OECD 審査の概要と政府の対応 
 １）OECD の 2004 年審査の要点 
 OECD は、規制の質および業績に関する推奨指針を策定した後、理事会の要請により 1998
年に各国の規制改革の取組みを審査する特別プログラムを開始した。OECD 審査の目的は、競

争、技術革新および経済成長の環境を補強する手段として受審国の政府に規制の質を改善する

ことを促し、加えて、重要な社会的責務を効率的かつ確実に果たせるよう支援することであっ

た。日本が第１回目の OECD 審査を受けたのは 1998 年末から 1999 年にかけてであり、この

時期に日本は行政改革会議の最終報告(1997 年 12 月) の発表を受けて中央省庁等改革基本法 
(1998 年 6 月) を制定し、中央省庁等改革推進本部が｢中央省庁等改革の推進に関する方針｣ 
(1999 年 4 月) を公表していた。 
 OECD は 1998 年から 2003 年の５年間に 20 カ国の規制改革の取組みを審査した。そして、

2003 年に受審国のその後の進展を再審査する追跡調査を開始した。日本は再審査を受けた最初

の国である。日本の再審査は 2003 年末からの政府機関に対する質問書による事前調査と調査団

派遣による対話によって行われ、2004 年 6 月に審査報告書が公表された (OECD, 2004; OECD/
山本, 2006)。OECD の 2004 年審査報告書は、①追跡調査の総合分析、②質の高い規制を確保

する政府の能力、③競争政策および④市場開放に章立てされており、日本の取組みの特徴や問

題点を指摘し、今後取り組むべき課題を具体的に勧告している。報告書の第２章は、質の高い

規制を確保する政府の能力を規制政策、規制制度・機関および規制手法・手続きに分けて記述

している。審査結果の概要は付表２に示すが、特に重要な指摘事項を抽出して再掲すると表３

のとおりである。なお、この時期に日本は総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第３次

答申 (2003 年 12 月) を受けて、政府が「規制改革・民間開放推進３か年計画」 (2004 年 3 月、

付表３参照) を閣議決定していた。それゆえ、この規制改革３か年計画は、行政手続法を改正
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して閣議決定していたパブリックコメント制度を法定化する方針などを含めて 2004 年審査報

告書にたびたび引用されている。 
 

表３ OECD 審査報告書第２章の特に重要な指摘事項 
序文 ＊ 規制影響分析 (RIA) はないに等しく、首尾一貫して新規規制の質を確保する能力は政府

の中枢にない。さらに、規制改革の概念は脱規制の考え方に狭められたままである。規

制改革を脱規制と同義とする支配的な認識を改め、質の高い規制体系には規制の新たな

設定と補強が有する先取り的な役割が不可欠であるという考え方と均衡させる必要があ

る。 
規制政

策 
＊ 明示的な規制政策を策定することの利点は、規制の手法や制度を利用する取組みに対し

て包括的かつ調整された足場を提供することである。日本では公共部門の権限及び省庁

の強い独立性のため、強力で時に不本意な省庁に改革を強要しうる首相の強固な役割が

必要である。 
＊ 規制政策が過度に脱規制に偏向し、包括的な取組みでなく個別事項の積上げに過度に基

づいており、しかも、現行の規制改革原則が省庁を改革に仕向けるには明確さに欠ける

という懸念が表明された。 
＊ 政府の規制改革計画＊に記述された改革の公約は、政府自らが任命した規制改革諮問委員

会が提示した勧告に比べて著しく意欲に欠けている。 
＊ ｢規制改革３か年計画｣＊に関して、規制の審査及び設定に関する政策決定のあり方につい

て、より明示的で測定しうる政府全体の判断基準を整備し、文書化した手引きを各省庁

に提示して改革原則の遵守を奨励する必要がある。 
＊ 「政策評価制度」に関して、本来この制度で評価されるべき規制の計画や業績を評価し

ていない。明確で透明な審査基準を適用して規制の業績を事前及び事後により強力な調

整及び統合の下に評価することを勧告する。 
＊ また、評価の信用性を確保するためには第三者の評価ないし審査が強力な要素である。

しかし、規制活動を日常的に監視する形態の規制管理は、省庁から独立した常設機能と

して整備されていない。 
規制制

度・機

関 

＊ 規制改革を成功させるためには、政府の全公共部門を奨励し、点検し、そして監視する

責任と権限を政府の中枢に割り当てることが不可欠である。しかし、規制活動を日常的

に監視する形態の規制管理は、省庁から独立した常設機能として整備されていない。 
＊ 「政府機関の中枢と委員会」に関して、政府の中枢には規制の質に関する判断基準に基

づいて新規規制の質を審査する任務を担う中核部門が存在しない。しかし、規制影響分

析書を作成する省庁の責任と同様に重要なことは、各省庁が行う規制影響分析について

助言し、点検し、そして必要であれば省庁の規制影響分析に異議を申し立てる機能に関

して明確な責任を定めることである。 
＊ 「独立規制機関の必要性」に関して、OECD 加盟国の中で日本は、エネルギー、輸送な

どの経済部門の規制を一括して所掌し、中央政府とつかず離れずの独立規制機関がない

という特異な国である。同じ省庁における規制執行と政策形成の機能分離の現状も、規

制の独立性を確保するのに十分でない。 
規制手

法・手

続き 

＊ 1999 年の OECD 審査報告書は、日本の規制及び行政の行動の過程における透明性と説

明責任の欠如に懸念を表明し、具体的には、規制の要件に対する中央監視の不備及び規

制影響分析の要件の不備を指摘した。 
＊ 「行政手続法」に関して、行政手続法 (APL) は行政の透明性及び予測可能性の改善に重

要な役割を担っている。しかし、1999 年の OECD 審査報告書で指摘したように、行政

手法としての行政指導を除去する動きの進展は明白でなく、行政官の行政手続法の遵守
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状況を点検する確たる過程が必要である。 
＊ 「パブリックコメント手続」に関して、この手続きは、多くの行政活動、例えば、審議

会の報告書や勧告、国会で審議される法案の作成などを除外しており、また、このパブ

リックコメント手続が規制過程の透明性及び市民参加という目的に十分に適っていない

徴候がある。十分に機能する協議の仕組みは、政府が規制の設定・執行過程に支援的な

枠組みを備えることが必要でかつ便益をもたらすことを受け入れる行政文化に依存す

る。このような行政文化がないと、新たな統治体系に旧態依然の行政慣行で対処しよう

とする動きに常に妨げられる。 
＊ 「規制の登録・法典化」に関して、規制の登録及び法典化は、規制改革に体系的に取り

掛かる上で、規制体系としてどんな規制が存在するかを理解するための不可欠な第一歩

である。 
＊ 「規制影響分析」に関して、規制影響分析は、効率的かつ実効的な規制選択肢を確実に

選定するための政策決定手法である。日本にとっての課題は規制影響分析を実施すると

いう公約を実行することである。しかし、規制改革計画＊にはこれに対する記述が見当た

らない。 
＊ 「規制の継続的更新」に関して、現時点で効率的な規制は、社会的、経済的又は技術的

な変化によって明日には非効率となる。多くの OECD 加盟国においては、適切な審査や

改正をしないで長年にわたって積み上げられた規制及び執行上の形式的手続きが著しく

蓄積している。日本には新規の規制に対する公開要件は存在するが、法律及び命令等の

蓄積に対する単一の正式な権限が存在しない。 
 （註）＊：規制改革・民間開放推進３か年計画（2004 年 3 月閣議決定） 
 
 2）OECD 審査への政府の対応 
 OECD が再審査において指摘した事項から明らかなことは、日本の現在の統治機構には規制

の質の確保に必要な機能や制度の運用を統一化する手続きに欠陥があることである。それにも

かかわらず、政府の規制改革計画はそれらの欠陥を体系的に是正する取組みを明示的に定めて

いない。つまり OECD は、一時的な個別事項の規制緩和だけでなく、OECD が合意した規制の

質に関する推奨原則 (表２) を手引きとして、経済的、社会的および行政的な規制の全体を体系

的に見直し、経済社会環境が大きく変化した現況に相応しい効率的な法律体系に変革する中長

期的な真の規制改革に取り組むべきことを勧告した。それゆえ、政府が OECD 審査に呼応して

取り組むべき規制改革の重要課題は、日本の統治機構および行政慣行に内在する以下に例示す

る欠陥を是正する取組みである。しかし政府は、現行の規制改革活動の明白な方針転換は行っ

ておらず、また、２度にわたる OECD 審査への対応についても国民に対して説明責任を果たし

ていない。 
 
 [OECD が指摘した統治機構の欠陥の例] 

1. 省庁から独立して各省庁の規制活動を日常的に監視する機能がない。 
2. 省庁の政策部門と執行部門の機能が十分に分離していない。 
3. 法律や命令等の蓄積に対する正規の権限がない。 
4. 新規規制の質を確保する能力が政府の中枢にない。 
5. 現行法規の全体を法典化していない。 
6. 現行の規制改革原則には省庁を改革に仕向ける明確さがない。 
7. 各省庁に改革原則を遵守するよう奨励する手引きを作成していない。 
8. 規制の審査や設定に関する政府全体の明示的な判断基準を設定していない。 
9. 政策評価制度において本来評価すべき規制の計画や業績を評価していない。 
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10. 政策評価の明確で透明な統一審査基準を設定していない。 
11. 行政手続法の遵守状況を点検する確たる過程がない。 
12. 規制影響分析の実施が明確になっていない。 
13. パブリックコメント手続の対象に政府提出法案や審議会報告書が含まれていない。 

３．考察 

 規制改革を審査した OECD は、日本に対して規制の質を確保する政府中枢機能の強化や分野

横断的な政策領域を担う中核機関の設置などに加えて、既存規制の全体を体系的に見直して経

済社会環境が大きく変わった現況に相応しい効率的な法律体系に変革する中長期的な真の規制

改革に取り組むべきことを勧告した。この OECD の勧告は、UNCED のアジェンダ 21 によっ

て各国に要請されていた化学物質管理能力の強化や市民参加の方策と軌を同じくするものであ

る。このような国際環境に置かれていながら適切に対処しなかった日本の現状を前提として、

以下においては、①パブリックコメント制度の再構築、②化学物質総合管理法 (仮称) 骨子案に

おける市民参加の場の考え方、③行政分担を見直す真の規制改革の必要性および④化審法見直

し合同委員会の審議の限界などについて考察する。 
 
（1）行政手続法のパブリックコメント制度の重大な欠陥 
 行政手続法の目的は「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権

利利益の保護に資すること」である。そして、パブリックコメント制度はその一つの方策とし

て 2005 年 6 月の改正によってようやく法定化された。しかし、この制度が対象とする行政行

為は法律に基づく命令（政令、府省令、委員会規則など）、審査基準、処分基準などの制定とな

っており、中央省庁等改革基本法が指向した「重要な政策の立案」に比べて大幅に限定された。

この行政行為の限定は 1999 年 3 月の閣議決定を踏襲したためであり、OECD の 2004 年審査で

指摘されたように、命令等の根拠となる法律の制定過程における公正性と透明性の確保が考慮

されていないことに基本的な問題がある。 
日本の議院内閣制においては実態的に内閣が大部分の法律案を国会に提出し、国会の審議を

経て制定されている。しかも、法律案が国会に上程される過程には省内審査、各省協議、予備

的な法制局審査などの政府内手続きに加えて、他国に例を見ない非公開の与党審査の手続きが

常態化している (飯尾, 2007; 中嶋, 2007)。実態的な法律案の作成・審議の過程とパブリックコ

メント制度の関係を示した図１で明らかなように、行政手続法に規定されるパブリックコメン

ト制度は政策形成・実施過程の末端の僅かな部分における公正の確保と透明性の向上を図った

ものにすぎない。 
また、改正行政手続法には法律に基づく命令等について該当法令の趣旨に適合すべきという

一般原則が加えられた。しかし、この一般原則の適用についての手引きは明文化されていない。

行政施策について政府内に適用される統一的な指針や手引きを策定することは、政府内におけ

る共通認識の形成と運用の統一性の確保だけでなく、国民に対する透明性と予測可能性を改善

する重要な手段である。手引き等を策定することの重要性は、OECD の 2004 年審査でも繰り

返し指摘されているが、行政裁量を大幅に是認してきた日本の行政文化を改めるために、具体

的な指針等を整備する手続きを行政慣行に確実に組み入れることが必要である。 
 なお、政策形成・実施過程のどの段階に当事者や市民を参加させるかについて付言すると、

政策の策定を必要とする事案について対処すべき課題を特定する課題設定の段階、複数の選択

肢からなる方策を立案して選択する段階および執行結果の実効性や効率性を査定する政策評価

の段階が極めて重要である。したがって、策定される法律や行動計画などの公正性と透明性を

確保する実効的な市民参加の制度とするためには、対処すべき課題の設定、法律案等の立案お

よび政策評価の段階に当事者や市民の意見を反映させる制度にする必要がある。要するに、現

行のパブリックコメント制度には制度設計に重大な欠陥があるため、国際的なベストプラクテ
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ィスを参照しつつ、当事者や市民の視点から抜本的に構築し直す必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 内閣提出法案の作成・審議の過程とパブリックコメント制度の関係 
 
（2）化学物質総合管理法の骨子案にける市民参加の場の考え方 
 前報で提言した化学物質総合管理法（仮称）の骨子案においては、市民参加の場として「所

管庁は、この法律の執行あるいは化学物質総合管理にかかわる政策等について、事業者、労働

者、消費者、市民など社会各層と意見交換を行い、認識の共有化を図り取組みの方向性を明確

にする場を設置すること」を規定した。こうした場の必要性は 1992 年 6 月の UNCED で採択

されたリオ宣言とアジェンダ 21 およびそれに続く化学物質管理に係る国際合意文書において

度々強調されてきた (表１参照)。このような場の典型的なモデルは、アジェンダ 21 第 19 章の

活動プログラムの遂行を主な任務とする政府間化学物質安全フォーラム (IFCS) であり、その

参加者の構成は各国政府の代表の他に、産業界、労働界、学界および市民団体・消費者団体と

なっている (図２参照)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ IFCS の参加者の範囲 
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しかし政府は、化学物質総合管理の政策領域において今に至るまで国際合意に呼応した行動

を起こしていない。日本における IFCS 関連の会議体として IFCS 各省庁連絡会議があるが、

この連絡会議は参加者の範囲を政府関係者に限定して、単に各省庁が非公開で情報交換する場

に過ぎず、ましてや、アジェンダ 21 第 19 章の活動プログラムを国内で遂行するためのもので

もない。 
各行政機関が民間有識者の意見を聞く場として審議会や検討会がある。しかしこれらの審議

会等は、社会各層との認識の共有化を図り施策の方向性を探る場ではない。一般的には所轄官

庁が民間有識者の意見を聴くため、事務局が予め準備した原案や資料に基づいて審議が行われ

ること、審議時間に余裕が与えられないこと、委員の人選が所轄官庁に委ねられていることな

どから、「官僚の正当化の隠れ蓑」になっているとか、縦割り行政を助長しているといった指摘

がなされてきた (大橋, 2004; 中嶋, 2007)。そのため、中央省庁等の整理統合に際して審議会等

の整理統合が行われ、設置および運営に関する指針が一応策定された。しかし、審議会等の役

割は国際合意文書における市民参加の場と基本的に異なっている。また、基本的な政策の審議

を行う審議会等の運営については、政府内に中立の立場から公正性と透明性を評価する仕組み

を整えておくことが必要である。 
 国際合意文書における市民参加の場の先行事例は欧米に見ることができる。また、市民参加

の場の概念の理解に役立つ資料として、OECD が 2001 年に刊行した「市民をパートナーとし

て‐政策決定における情報、協議および市民参画」がある (OECD, 2001)。この資料は OECD
加盟国が実施している市民参加の方策を広く調査し、それらを情報の提供、協議および市民参

画の観点から考察したもので、多くのベストプラクティスを紹介している。いずれの OECD 加

盟国においても 1980 年代以降、社会経済活動のグローバル化、市民意識の高まり、インターネ

ット技術の普及、政府機関への不信などを背景として、政府活動の透明性と説明責任のさらな

る改善や社会に影響を及ぼす政策形成過程への市民参加の要求が高まってきた。そして政府も、

そうした市民の要請に応えて政府活動に係る情報の能動的な提供、政策形成・実施過程への市

民参加の拡大などの対策を講じてきた。このような対策は、議会が中心的役割を担う代表民主

制の枠組みを基礎としつつ、グローバル化の進展、市民の価値観の多様化、科学技術の高度化・

専門化などに伴う政策課題の多様化・複雑化、迅速な政策判断の必要性などに対処する優れた

方策であることが広く認められており、今や政府の公共部門統治（パブリックガバナンス）の

健全性を評価しうる指標となってきている。 
 
（3）行政事務の分担を見直す真の規制改革の必要性 
 政府が国際的に合意しておきながら履行しない行動は、本報で取り上げた政策形成・実施過

程への市民参加の場の設置に限られない。UNCED のアジェンダ 21 第 19 章の活動プログラム

の課題をみても、社会の化学物質管理能力を強化するために最も重要な喫緊の課題であったナ

ショナル・プロファイルの作成およびそれに基づく改善行動計画の策定と実行の課題もまだ履

行していない (星川他, 2006)。しかも、このような協調性に欠ける政府の行動は UNCED とそ

れ以降の一連の国際会議における合意事項に関してだけではない。これまでに政府が国際的に

合意しながら履行していない事例の多さは表 4 に示すとおりである。すなわち、OECD に関し

ては閣僚理事会で合意された各種の理事会決議に加えて、前述した規制改革や環境管理の国別

レビューに基づく OECD の勧告事項への不適切な対応がある。また、ILO (国際労働機関) の
総会で採択された国際労働基準への対応においても度々繰り返されてきた。こうしたことが日

本の化学物質管理体系をますます効率性や国際整合性に欠けたものにして社会の化学物質管理

能力を脆弱化し、引いては国際的に日本の信用を貶めて、国内的にも対外的にも極めて憂慮す

べき事態に陥っている。 
 このような事態が長年放置されてきた理由はいろいろ推測されるが、根源的な原因は明治以

来の調整機能を欠いた行政事務の分担管理原則の下に省庁の強い独立性と大幅な裁量権を是認
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してきた日本の統治機構にある。言い換えると、化学物質管理にかかわる各種国際機関の活動

への対応までも担当省庁に任せ、化学物質管理のような分野横断的な政策領域に不可欠な全体

的視座からの政策判断を担う機関が政府内に欠落しているためである。 
 

表４ 政府が履行していない国際合意の例 
国際機関等 履行していない国際合意の例 

経済協力開発機

構（OECD） 
[関係省庁：厚生

労働省、経済産業

省、環境省] 

(1) 化学物質の環境影響の評価に関する勧告 [C874]215]  (1974.11) 
(2) 化学物質の人および環境への影響を予測する手続と要件に関する勧告

[C877]97]  (1977.7) 
(3) 化学物質評価の上市前最小データセットに関する決定  [C(82)196] 

(1982.12) 
(4) 新規化学物質の届出における提出データの所有権保護に関する勧告

[C(83)96]  (1983.7) 
(5) 既存化学物質の体系的調査に関する決定・勧告 [C(87)90]  (1987.6) 
(6) 危険有害物質が関わる事故の予防および対応に関して公衆への情報提供と

政策決定過程への公衆参加に関する決定・勧告 [C(88)85]  (1988.7) 
(7) 汚染防止対策の統合に関する勧告 [C(90]164]  (1991.1) 

国 際 労 働 機 関 
(ILO)  
[関係省庁：厚生

労働省] 

(1) 労働安全衛生および作業環境に関する条約 (1981, No.155) および勧告

(No.164)  (1981.6) 
(2) 化学物質の使用の安全に関する条約 (1990, No.170) および勧告 (No.177) 

(1990.6) 
(3) 重大産業事故の予防に関する条約 (1993, No.174) および勧告 (No.181) 

(1993.6) 
アジェンダ 21 第

19 章に関連する

諸課題 
[関係省庁：厚生

労働省、経済産業

省、環境省] 

(1) 1992 年 6 月の国連環境開発会議 (UNCED) で採択された人類行動計画のア

ジェンダ 21 第 19 章（化学物質の適正管理）プログラム領域 E（管理能力の

強化）の諸課題 
 ＊ 1994 年 4 月の第１回化学物質安全政府間フォーラム (IFCS) で優先 

実施課題を特定 
(2) 2000 年 10 月の第 3 回化学物質安全政府間フォーラム (IFCS) で採択された

バイア宣言における管理能力強化に係る優先課題 
(3) 2002年 9月の持続可能な発展世界首脳会議 (WSSD) で採択された実施計画

における 2020 年目標を達成するためのアジェンダ 21 に掲げられた諸課題 
(4) 2006 年 2 月の国際化学物質管理会議 (ICCM) で採択された国際化学物質管

理戦略 (SAICM) の世界行動計画における管理能力強化の諸課題 
 
このような憂慮すべき事態は化学物質管理にかかわる現在の法体系にも現れている。つまり

現在の法体系は、各省庁がその時々の必要に迫られて法律をバラバラと制定してきただけで、

全体的視座から実効性と効率性を高めるための体系的な見直しを一度も行っていない。そのた

め、日本の現行法規と法規制定後に国際的に調和した各種管理制度との関係は極めて錯綜とし

ている (図３参照)。しかも、国際的に調和された制度に対するそれぞれの該当法規の対応も一

貫性に乏しく、実態的に部分的な対応に留まっている。それゆえ、当事者である事業者、労働

者、消費者および市民にとって極めて理解しにくく、使い勝手の悪い法体系となっている。 
 国際合意に対する政府の対応および現行法体系に見られるこのような憂慮すべき事態は、政

府自らが事務分担の見直しを含めた真の規制改革に早急に取り組んで解決する必要がある。そ

して、そのために採りうる方策は、OECD が 1970～1980 年代に確立し、UNCED 以降の世界
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的な普及によって今や国際的なベストプラクティスになっている化学物質総合管理の概念を導

入し、現行法体系を図４の標準形に近づけるべく整理統合する以外にない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 化学物質管理にかかわる現行法規の分立と国際調和制度との錯綜とした関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 化学物質総合管理法制の標準形 
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化学物質総合管理を一元的に担う執行機関と総合評価機構を創設する。前報で提言した化学物

質総合管理法（仮称）の骨子案は、OECD の規制改革の考え方を踏まえながら、こうした必要

条件を織り込んで構想したものである (星川他, 2007c)。 
 なお、行政事務の分担を見直す真の規制改革は、OECD の 2004 年審査で勧告された事項へ

の対応という面がある。つまり OECD は、日本の規制改革計画が縦割り行政による個別事項の

積上げに過度に依存していることに対して、各省庁の規制活動に対する中央監視機関や規制の

質を確保するための中核機関の設置、ならびにエネルギー、輸送など分野横断的な政策領域を

一括して担う中核機関の必要性を指摘し、加えて、規制の質に関する OECD 原則（表２参照）

に照らして現行法規の全体を新たな時代環境に適合させる規制改革の必要性を強調した。この

ような取組みは行政事務の分担を柔軟に見直す政府の方針が確立していなければ実行できない。

要するに、OECD のこれらの指摘は、現在の規制改革の優先順位を抜本的に組み直すべきこと

を勧告して、日本の国際協調と規制改革の大幅な軌道修正を明示的に促している。 
 
（4）化審法見直し合同委員会による審議の限界 
 化学物質管理法制にかかわる行政の取組みとして、現在、「特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」と「化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律（化審法）」の見直しの審議が行われている。化管法の見直しに関しては、中央環境

審議会と産業構造審議会の各専門委員会の合同会合で行われ、その中間取りまとめが 2007 年 8
月に「今後の化学物質環境対策の在り方について」という中央環境審議会への諮問に対する中

間答申として提出された。中間答申の主な結論は、「化管法の仕組みは相当程度定着していると

評価され、引き続き同法による施策を進めていくべきと判断された。」、「今後は、更に化審法を

中心に審議を行い、化学物質管理政策の新たな方向性を示し、必要に応じて化審法及び化管法

の一体的な改正を目指していくべきである。」となっている。 
一方、化審法の見直しに関しては、厚生科学審議会、産業構造審議会および中央環境審議会

の各専門委員会で構成される合同会合（化審法見直し合同委員会）の第１回会合が 2008 年 1
月に開催された。この合同委員会では「化学物質管理を取り巻く環境の変化、また、化管法と

の一体的な運用の可能性の観点を含めて、その制度改正の必要性等について検討すること」と

なっている。したがって合同委員会の審議は、化学物質管理を取り巻く環境の変化を踏まえて

審議するといいつつも、審議の中心的な課題は、化審法と化管法の一体的運用の観点から化審

法の審査制度や管理制度の改正の可能性を見極めることと推測される。 
しかし、化学物質総合管理の視座からみると、いずれの審議の範囲も化管法および化審法に

基づく厚生労働省、経済産業省および環境省の所掌事務の範囲に限定されているため、労働安

全衛生、製品安全、保安防災などにかかわる法制度との総合的な制度論を論議することができ

ない基本的な限界がある。それゆえ、世界的に調和された化学物質分類・表示システム (GHS) 
を導入して全ての化学物質の危険有害性の分類とラベル表示等を国内的に統一する課題を取り

上げることができない。また、化管法や化審法に規定されている主な制度について他の関連法

規との関係性を明示的に論議することも制約されている。例えば、労働安全衛生法との間に分

散している新規化学物質の審査制度、労働安全衛生法や毒物劇物取締法の間に分散している安

全データシート (SDS) 交付制度などの一元化による管理能力の強化や利便性の改善の方策は

論議されない。要するに、３省の審議会だけで構成される合同委員会には、実態的にみて、政

府が自ら参加した国際合意を具現化しつつ、「化学物質を取り巻く環境の変化」の全体を考慮し

て日本の化学物質管理政策の今後のあり方を審議することに根本的な限界がある。 
 なお、政策形成・実施過程への市民参加に関係するリスクコミュニケーションのあり方に関

して付言すると、産業構造審議会専門委員会の中間取りまとめ (2007 年 3 月) が有用性を指摘

した米国環境保護庁 (USEPA) の「リスクコミュニケーションの７つの基本原則」を化管法の

中間答申が考慮した形跡がない。USEPA の７つの基本原則の第１は、行政は「大衆を正当なパ
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ートナーとして受け入れ、連携せよ」であり、化管法等の見直しや執行に関連する大衆とのパ

ートナーシップのあり方にまで踏み込んで論議する必要があった。 
 
（5）政府が一体となって論議する場の不可欠性 

国際的に合意された化学物質総合管理の世界的実現にかかわる日本の課題には、上記の個別

事項以上に重要なこととして、３審議会合同委員会も重視している WSSD の 2020 年目標を達

成するための手段であるアジェンダ 21 第 19 章の活動プログラムに掲げられた諸課題、ひいて

は SAICM の世界行動計画に掲げられた諸課題への対処があり、そのあり方について早急に政

策論議を展開する必要性がある。 
とりわけ SAICM の世界行動計画における社会の管理能力を強化する諸課題は、社会経済の

グローバル化が著しく進展した現状においては日本の化学物質管理政策を国際的に整合したも

のに改める方向でしか達成することができない。そのため、この課題への対処のあり方を論議

する場として、化審法と化管法を所管する３省の所掌範囲を超えて労働者、消費者の健康保護

までも視野に入れて包括的に論議する場が必要となっている。このような複数の法規にまたが

る分野横断的な課題については、縦割り行政を助長する結果になりかねない一部の省庁だけに

よる審議会審議でなく、政府が一体となって政府としての対処方針を論議できる場を新たに設

けて取り組むことが不可欠である。そして、このような仕組みの現実的で最善の選択肢は、内

閣府に民間有識者を主体とする検討会を設置して関係省庁の権限の枠を超えて論議することで

ある。 

４．まとめ 

 パブリックコメント制度の重大な欠陥、行政事務の分担を見直す真の規制改革の必要性およ

び化審法見直し合同委員会の決定的な限界に関する上述の考察から、日本の統治機構がグロー

バル化、インターネット技術、市民社会などの急激な進展に直面して、とりわけ分野横断的な

政策領域の課題に対して的確かつ迅速な政策判断を行うことができない危機的状況に陥ってい

ることは明らかである。このような状況にありながら、化学物質管理に関係する省庁が調整機

能を欠いた分担管理を口実にそれぞれ所管する個別法の枠内で座視していることは社会的に容

認できない。国際的な公約を果たし、かつ、社会全体の管理能力を強化するために世界的な潮

流である化学物質総合管理法制への変革を目指し、それを遂行しうる仕組みを模索すべき逼迫

した状況にあることを認識して行動する必要がある。 
 こうした考え方は今や多くの者と共有できる段階に至っている。例えば、化学生物総合管理

学会では、本年 3 月の春季討論集会においてこのような問題認識に基づく化学物質管理法制の

再構築のあり方について分科会を開催した。そして、SAICM の世界行動計画に掲げられた管理

能力強化に係る諸課題を実行することが喫緊の課題であることを再確認しつつ、分科会有志が

緊急提言を発表した (別添参照)。 
 なお、化学物質管理の現行法制の問題を｢基本法｣を制定して解決すべきと主張する動きがあ

る (日本弁護士連合会, 2004）。新たな行政事務を付加するこのような「基本法」の制定は、消

費者基本法、食品安全基本法など数多く見られるようになってきている。しかし、関係する個

別法の権限を整理統合しないまま新たな行政事務を起こしても、主な管理制度が複数の法規に

分散している現行法制の欠陥を抜本的に解消することは無理であり、また、このような行政事

務の付加は行政の簡素化を目指す行政改革に逆行する面がある。それゆえ、効率的かつ実効的

な総合管理の実現のためには、関係する個別法を体系的に見直して行政事務の整理統合を行い、

そして、化学物質の総合管理を一元的に担う中核機関と総合評価機構を創設する実体法の制定

が最善の選択肢である。 
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付表１ 政府規制の質改善に関する OECD 理事会勧告の要点 

名称 Recommendation of the Council on improving the Quality of Government regulation, 
9 March 1995 – C(95)21/Final 

前文 1． 規制手段は加盟国政府にとって最も重要な手法である。それゆえ、政府の実効性にと

って質の高い規制が極めて重要である。 
2． 会社が設立され競争する環境は、政府の規制が設定する責任と制約の枠組みによって

実質的に決められる。それゆえ、経済成長及び経済資源の効率的な活用は質の高い規

制により促進される。 
3． 社会経済的条件の変化に構造的に適応するためには国内経済に内在する硬直性や競

争に対する障壁を除去する必要がある。しかし、それらの障壁は柔軟性に欠け、費用

のかさむ、あるいは時代遅れとなった政府規制の結果であることが多い。 
4． 相互依存の世界において政府の規制の質及び透明性はかつてなく重要である。そうし

た世界では規制の影響が国境を越え、とりわけ環境、犯罪、移民、消費者保護、投資

および貿易などの領域において緊急な課題に取り組むために規制の協調が重要とな

っている。 
5． 規制政策の形成、実施、評価及び改正を行う行政過程を改善して透明性を高める実質

的な取組みが加盟国において既に行われている。 
勧告事

項 
政府規制の質及び透明性を確保するために、以下の手順により実効的な対策を講ずるよ

う加盟国に勧告する。 
1． 附属書に収載する規制政策の設定のための参照チェックリストに規定する原則を

手引きとして、規制の設定、実施、評価及び改正を行う行政的及び政治的な過程の

質及び業績を審査する。 
2． 優良な政策決定の原則（例：附属書に規定したもの）を規制政策の形成に反映する

行政及び管理の体制を構築する。その体制は可能な限り実際的で、それぞれの国の

法定原則及び政府慣行に適合させる。 
3． 効率的で、柔軟かつ透明な規制のための政策決定原則を政府のすべての階層の規制

政策過程に組み入れる。 
4． 他の国に影響が及んだり、貿易、投資、あるいはその他の国際関係に影響を与えた

りする規制については、規制の質及び透明性に特段の注意を払う。 
附属書 加盟国が政府規制の実効性及び効率性を改善するために採用している優良政策決定原則

の例示； 
（2） 規制を裏付ける法律及び事実の根拠を更に高める。 
（3） 複数の選択肢を明確にする。 
（4） より良い決定に至るよう政策担当官を支援する。 
（5） 整然として予測可能な政策形成過程を確立する。 
（6） 時代遅れや不要になっている既存の規制を確定する。 
（7） 政府の行動を更に透明にする。 
規制政策決定の参照チェックリスト； 
＊ このチェックリストは、情報の収集・分析、協議の過程、既存規制の体系的評価な

ど、より広い規制管理体系の下で適用するべきである。 
1． 課題の性質及び重大さの明白な証拠に照らして、解決すべき課題は正確に定義されて

いるか？ 
2． 課題の性質に照らして、政府が介入することは正当と見なされるか？ 
3． 各種の規制的及び非規制的手法に照らして、規制が政府の行動として最善の形態であ
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るか？ 
4． すべての規制政策決定が法優先原則 (The rule of law) に厳しく服するため、規制に

上位の法的根拠があるか？ 
5． その措置を講ずるのに政府のどの階層が適切であるか？ 
6． 規制によって得られる便益は費用に対して正当であると見なされるか？ 
7． 規制の影響の社会各層への配分は明確になっているか？ 
8． 規制の条文及び構成は規制を受ける者にとって明確で、矛盾がなく、包括的で、しか

も容易に利用できるか？ 
9． 様々な関係者からの実効的で時宜にかなった意見を受け入れる適切な手続きを定め、

すべての関係者に意見を提出する機会を与えているか？ 
10．規制を実効的にする誘導策及び制度を査定し、それらを活用する戦略を構築し、関

係者の遵守を確実にしているか？ 
 

付表２ 日本の規制改革に関する OECD 審査報告書 第 2 章 
（質の高い規制を確保する政府の能力）の要点 

出典 OECD Reviews of Regulatory Reform: Japan 
Progress in Implementing Regulatory Reform, OECD 2004 

2.1．序文 第 2 章は、日本の規制改革に関する OECD の 1999 年審査報告書で勧告した事項の

実施に着目して質の高い規制を確保する政府の能力の進展について審査した結果であ

る。・・ しかし、重要な課題はまだ持続している。透明性を高める仕組みがいくつか

導入されたが、それらの結果は雑多である。規制影響分析 (RIA) はないに等しく、首

尾一貫して新規規制の質を確保する能力は政府の中枢にない。さらに、規制改革の概

念は脱規制の考え方に狭められたままである。 
 優良な規制に対する公共部門の能力を高めるための主要な課題は３つある。すなわ

ち、①すでに採択した対策を確実に実施するために大胆かつ包括的な行動が必要であ

る。②良い規制実務を手続きの指針にだけでなく政府公共部門の文化に組み込むため

に持続的かつ多面的な努力が必要である。そしてこれらに関連して、③規制改革を脱

規制と同義とする支配的な認識を改め、質の高い規制体系には規制の新たな設定と補

強の先取り的役割が不可欠であるという考え方と均衡させる必要がある。 
2.2．規制

政策 
 明示的な規制政策を策定する利点は、規制の手法や制度を利用する取組みに包括

的かつ調整された足場を提供することである。明示的な規制政策はまた、規制政策と

他の政策領域との統合及び調整を促進する。ただし規制政策は、政治の最も高い階層

で採択し、規制の質を測定しうる明示的な基準を有し、かつ、規制を管理する持続的

な能力を考慮しておく必要がある。日本では公共部門の権限及び省庁の強い独立性の

ため、強力で時に不本意な省庁に改革を強要しうる首相の強固な役割が必要である。 
OECD の 1999 年審査報告書は、規制改革の強固で持続的な政治的支援について日

本を賞賛した。しかし、規制政策が過度に脱規制に偏向し、包括的な取組みでなく個

別事項の積上げに過度に基づいており、しかも、現行の規制改革原則が省庁を改革に

仕向けるには明確さに欠けるという懸念が表明された。1999 年審査報告書では、規制

改革に関する 1997 年 OECD 報告書に記述されている閣僚理事会が承認した優良規制

原則を採用するよう勧告した。 
第三者による審査及び改革の具体的な判断基準の採用は、より広範な見直しを促進

し、既得権益が改革の提案を弱体化させる可能性を減少させる。 
さらに、政府の規制改革計画に記述された改革の公約は、政府自らが任命した規制

改革諮問委員会が提示した勧告に比べて著しく意欲に欠けている。 
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規制改革３か年計画： 
 しかし個別事項の積上げ方式は、首尾一貫して矛盾のない持続可能な改革計画を策

定する妥当な基礎にならない。日本政府は、積上げ方式の一貫性を改善し、かつ、新

規及び既存の規制に改革原則を等しく適用することを確保するため、規制の審査及び

設定に関する政策決定のあり方について、より明示的で測定しうる政府全体の判断基

準を整備し、文書化した手引きを各省庁に提示して改革原則の遵守を奨励する必要が

ある。1997 年に閣僚理事会が承認した OECD の原則（2004－2005 年に改訂の予定）

が一つの着眼点である。 
政策評価： 
 日本の政策評価制度 (PES) が便益をもたらすために行うべきことがまだ残ってい

る。第一に、政策評価制度で評価された活動は財政支出を伴う活動に限られており、

本来この制度で評価されるべき規制の計画や業績を評価していない。明確で透明な審

査基準を適用して規制の業績を事前及び事後により強力な調整及び統合の下に評価す

ることを勧告する。規制影響分析 (RIA) を行う責務を政策評価制度に加えるという最

近の政府の公約は、その方向への重要な一歩であろう。 
 第二に、現在の行政体制は政策評価制度を十分に支援しない可能性がある。他の多

くの国は新公共管理 (NPM) の業績評価手法の導入に合わせて行政体制そのものを改

革したが、日本は従来の体制を手直ししないまま政策評価制度や新公共管理の要素だ

けを導入している。 
そして第三に、評価の信用性を確保するためには第三者の評価ないし審査が強力な

要素である。しかし、どの事業を評価するか、第三者を評価に参加させるかについて

大幅な裁量を各省庁に認め、しかも、評価の結果を予算に反映させる提案も各省庁に

任せている。 
2.3．規制

の制度・

機関 

 首尾一貫した規制の実施を確保し、かつ、規制の質を奨励するためには正しく配置

された一組の規制体制が必要である。規制改革を成功させるためには、政府の全公共

部門を奨励し、点検し、そして監視する責任と権限を政府の中枢に割り当てることが

不可欠である。また、規制の執行機能から政策機能を分離する制度も、規制の説明責

任と透明性を確保するうえで重要な役割を担っている。しかし、日本では伝統的に省

庁の独立性が強く中枢機能が弱いため、規制改革を推進する中核機関を設置すること

は他の国に比べて困難である。また、規制活動を日常的に監視する形態の規制管理は、

省庁から独立した常設機能として整備されていない。 
総合規制改革会議： 
 この諮問委員会の報告書はまた、行政手続法の見直し、ノーアクションレター制度、

規制影響分析制度など規制の質にかかわる部門横断的な重要問題を取り上げている。

それゆえ、この機関の規制改革への影響には意義があり、かつ、次第に強化されてい

る。しかしこのことは、他の OECD 加盟国において規制改革を推進する機関が独立し

た諮問及び政治的に説明責任を負わない機関であることと対照的である。 
政府機関の中枢と委員会： 
 規制の質の向上を担う政府機関及び委員会の多くは、内閣府に設置されるか、内閣

府に連携されている。そして、規制改革推進本部、総務省の規制評価局などの機関は、

日本の規制改革の最重点が脱規制であることを反映して、主に既存規制の蓄積を改善

する機能を担っている。しかし、政府の中枢には規制の質に関する判断基準に基づい

て新規規制の質を審査する任務を担う中核部門が存在しない。 
 2004 年 4 月から徐々に整備されている規制影響分析制度は、新規規制の予期される

影響を評価して文書化することを省庁に要求することとなる。しかし、規制影響分析
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書を作成する省庁の責任と同様に重要なことは、各省庁が行う規制影響分析について

助言し、点検し、そして必要であれば省庁の規制影響分析に異議を申し立てる機能に

関して明確な責任を定めることである。この問題を政府の規制改革３か年計画の一環

として取り上げることが肝要である。 
 OECD 加盟国の経験によると、実効的で包括的な規制政策と政府の中央監視機関の

存在は密接に関連している。これらは相互に支援的であり、その両方が存在するのが

一般的である。既存省庁間の調整を改善すること以上の役割を担う新たな中央監視機

関を設置する場合、そうした部門は特定の政策や規制の機能と連結しがちな省庁並立

でなく、政府の中枢に設置し中枢に報告する形態が経験的に最善である。 
独立規制機関： 
 OECD 加盟国の中で日本は、エネルギー、輸送などの経済部門の規制を一括して所

掌し、中央政府とつかず離れずの独立規制機関がないという特異な国である。同じ省

庁における規制執行と政策形成の機能分離の現状も、規制の独立性を確保するのに十

分でない。 
 1999 年の OECD 審査報告書で指摘したように、財務省と並立して設置された金融

部門の諮問機関（金融庁）は、日本の制度を国際的なベストプラクティス（優秀実務）

の方向に変革する好い例である。しかし、他の部門ではこのような制度的対策が採ら

れていない。より広い領域に変化を引き起こすために、また、制度の設計が競争、透

明性及び結果の説明責任に関する統一的な原則に基づいて行われることを確保するた

めに、より一般的な取組みが必要である。 
2.4．規制

手法・手

続き 

十分に機能する規制の手法と手続きは、規制の設定・執行過程の実効性、透明性及

び説明責任を確保するために必要である。1999 年の OECD 審査報告書は、日本の規

制及び行政の行動の過程における透明性と説明責任の欠如に懸念を表明し、具体的に

は、規制の要件に対する中央監視の不備及び規制影響分析の要件の不備を指摘した。

その報告書はまた、行政手続法を改正して行政措置の司法審査を改善し、規制措置と

して何が容認されるかを明確にし、かつ、行政指導の行使を抑制することを勧告した。

透明性と予測可能性： 
 規制体系の透明性は、競争、貿易及び投資を促進する安定で利用しやすい規制環境

の整備に不可欠であり、また、特定の権益により不当に影響されないことを確保する

のに役立つ。ほとんどの国においてこの問題は、行政手続法、パブリックコメント手

続、及び統合規制法典などの透明性を高めるその他の仕組みによって対処されている。

行政手続法： 
 行政手続法 (APL) は行政の透明性及び予測可能性の改善に重要な役割を担って

いる。しかし、1999 年の OECD 審査報告書で指摘したように、行政手法としての

行政指導を除去する動きの進展は明白でなく、行政官の行政手続法の遵守の状況を

点検する確たる過程が必要である。同じような懸念は国内外から繰り返し表明され

ている。 
パブリックコメント手続： 
 日本のパブリックコメント手続は、1999 年 4 月に（閣議決定に基づき）導入され

た。しかしこの手続きは、多くの行政活動、例えば、審議会の報告書や勧告、国会

で審議される法案の作成などを除外している。しかも、パブリックコメントの受付

期間は 1 ヶ月程度で、実際の期間はそれぞれの省庁が定めることにしている。 
 このパブリックコメント手続については、規制過程の透明性及び市民参加という

目的に十分に適っていない徴候がある。例えば、この手続きは審議会の報告書や政

府が国会に提出する法案に適用できないことに加え、多くの命令等の案は極めて僅
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かなコメントしか受け付けていない。 
 十分に機能する協議の仕組みは、政府が規制の設定・執行過程に支援的な枠組み

を備えることが必要でかつ便益をもたらすことを受け入れる行政文化に依存する。

このような行政文化がないと、新たな統治体系に旧態依然の行政慣行で対処しよう

とする動きに常に妨げられる。 
規制の利用しやすさ、登録及び法典化： 
 蓄積した規制の利用（アクセス）しやすさは透明性を高める基本的な対策である。

規制の登録及び法典化は、規制改革に体系的に取り掛かる上で、規制体系としてど

んな規制が存在するかを理解するための不可欠な第一歩である。規制を見えるよう

にすることにより、規制体系に内在する非整合性が明らかになるだけでなく、規制

体系の範囲及び大きさが明らかとなり、責任感や規律感を生じさせる。それゆえ、

規制の法典化と利用しやすさは司法的にも実質的にも規制の質を改善しうる。日本

には新規の規制に対する公開要件は存在するが、法律及び命令等の蓄積に対する単

一の正式な権限が存在しない。 
規制影響の理解：規制影響分析の適用： 
 規制影響分析 (RIA) は、効率的かつ実効的な規制選択肢を確実に選定するための政

策決定手法である。それは規制の質を保証する最も重要な手法であり、OECD 加盟国

が規制の設定においてしばしば採用している。 
 日本にとっての課題は規制影響分析を実施するという公約を実行することである。

しかし、規制改革計画にはこれに対する考察が見当たらない。規制影響分析の OECD
優秀実務は、日本において規制影響分析制度を確立するための重要な指針となる。 
審査及び簡素化の対策：規制の継続的更新： 
 現時点で効率的な規制は、社会的、経済的又は技術的な変化によって明日には非効

率となる。多くの OECD 加盟国においては、適切な審査や改正をしないで長年にわた

って積み上げられた規制及び執行上の形式的手続きが著しく蓄積している。日本には

新規の規制に対する公開要件は存在するが、法律及び命令等の蓄積に対する単一の正

式な権限が存在しない。 
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付表３ 規制改革・民間開放推進３か年計画（2004.3） 
の目的、諸措置等の概要 

I 共通的事項 
１ 目的 
（１）本計画の目

的 

本計画は、以下の事項等を図り、もって、生活者・消費者本位の経済社会シス

テムの構築と経済の活性化を同時に実現する観点から、行政の各般の分野につ

いて、民間開放その他の規制の在り方の改革の積極的かつ抜本的な推進を図

り、経済社会の構造改革をいっそう加速することを目的とする。 
① 経済活性化による持続的な経済成長の達成 
② 透明性が高く公正で信頼できる経済社会の実現 
③ 多様な選択肢の確保された国民生活の実現 
④ 国際的に開かれた経済社会の実現 

２ 規制改革の

推進に伴う諸措

置 

規制の見直しに当たっては、これと併せて、以下の諸措置等を実施する。 
(1) 活力ある競争社会の前提条件となる社会的安定機能の確保 
(2) 経済活力維持・向上の観点からの公的分野の合理化・効率化・民間開放

(3) 企業製品等に対する国民の不安を解消し、疑念を払拭するため、特に国

民の安全を確保する観点からの事業者における自己責任体制の確立・情

報公開等の徹底 
(4) 事前規制型行政から事後チェック型行政に転換していくことに伴う新た

なルールの創設及びこれに係る法体系の抜本的見直し 
(5) 社会的に必要な規制の実効性の確保・向上 

10 規制に関す

る基本ルールの

見直し等 
（1）② 規制改

革手法の見直し 

規制改革・民間開放推進会議の活動の中心は、今後とも既存規制の見直しとす

べきであるが、その手法について、従来の手法に加え、以下の手法も取り入れ

る。 
ア．規制影響分析 (RIA: Regulatory Impact Analysis) の活用 
イ．「基準」による規制のチェック 

参）1) 中央省庁等改革基本法第 44 条第 1 項（1998.6）＊ 
  2) 規制改革推進３か年計画（再改定, 2003.3） 

ウ．規制の把握と公開 
エ．規制改革・規制制度の評価等及び国民への情報提供等 

（2）規制に係る

手続きの見直し 
① RIA 導入の推進【平成 16 年度以降逐次実施】 
② パブリックコメント手続の見直し 
③ 日本版ノーアクションレター制度の見直し 
④ 行政手続法の見直し 
⑤ 行政機関情報公開法等の円滑な施行 
⑥ 行政指導及び民民規制への取組 

註：＊ 中央省庁等改革基本法第 44 条第 1 項（1998.6） 
政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。 

(1) 規制の在り方について、事前の規制から民間の自由な意志に基づく活動を重視したものに転

換すること。 
(2) 市場原理にゆだねることができる場合における経済活動に対する規制は廃止するとともに、

その他の規制についてもその目的に照らして必要最小限のものとすること。 
(3) 国際的な整合性の確保を図ること。 
(4) 手続を簡素化するとともに、規制の実施に係る事務について、民間の能力の活用等により、

その効率化を進めること。 
(5) 基準の明確化、その公表等により国民に説明する責任を明確化すること。 
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[別添：緊急提言] 

法律と行政の一元化による化学物質総合管理能力の強化 

‐国民の窮状を救い国際公約を守るために‐ 
2008 年 3 月 5 日 

化学生物総合管理学会 
 春季討論集会分科会(有志) 

 

１．憂慮すべき日本の現状 

 化学物質を適正に管理する基本は、社会経済活動および市民生活において使用する化学物質

による人および環境への影響を最小になるように管理するため、化学物質の特性である人およ

び環境に対する危険有害性（ハザード）を包括的に評価して分類し、それに人および環境の化

学物質への曝露の程度を加味して実際の影響の可能性（リスク）を包括的に初期評価し、その

結果に合わせてリスクを適正に管理することである。 
この基本概念は、リスク原則に基づく化学物質総合管理として経済協力開発機構 (OECD) が

1970～80 年代に確立して加盟国に法的措置の実施を勧告した。そしてその後、化学物質総合管

理の導入による管理能力の強化は、国連環境開発会議 (UNCED,1992.6)の主要課題と位置付け

られたのを皮切りに、持続可能な発展に関する世界首脳会議 (WSSD, 2002.6)、国際化学物質

管理会議 (ICCM, 2006.2) など度重なる国際会議の合意を経て、今や明白な世界的潮流となっ

ている。そして欧米各国のみならず、アジア諸国や途上国も国際的に整合した化学物質総合管

理の体系を構築して管理能力を向上させる取組みを精力的に遂行してきた。 
 翻って日本の現状を見ると、日本国政府は OECD の理事会勧告に呼応した法的措置を講じて

いないのみならず、他の多くの国際合意にも応えてこなかった結果、今や危機的状況に陥って

いる。世界の現状に適合させる法律体系の見直しを怠り、過去に制定した数多くの個別法規を

各省庁の権限の上に温存し続けてきたため、国際合意の履行や国際責務の遂行にも支障をきた

しているのみならず、今や国民の希求する安全で安心できる社会の維持もおぼつかなくなって

いる。 
 
２．現状改善の最善の方策 
 日本の化学物質管理能力が憂慮すべき状況に陥っている原因は、根源的には国内で取り扱わ

れる化学物質を包括的に管理する総合管理の概念に基づく法律体系と一元的な行政体制がない

ことに起因する。それゆえ、現状を改善する最善の方策の第１は、国際合意に呼応して化学物

質の総合管理に関する法律 (仮称：化学物質総合管理法) を新たに制定して法律体系を刷新する

ことである。そして第２は、化学物質総合管理を一元的に担う独立した行政機関を創設し、併

せて法律の執行を科学的評価の面から支援する官民の英知を結集した総合評価機関を創設して

化学物質のハザード評価、曝露評価およびリスク評価を包括的に実施する体制を整備すること

である。 
 現在、厚生労働省、経済産業省および環境省は、化学物質管理促進法および化学物質審査規

制法の改正の必要性について関連審議会の合同会合で検討している。しかし、これらの法律を

各省の権限の範囲で個別に取り上げて部分的な見直しを積み上げても、国際的に整合した総合

管理の法律体系の全体像を明確にすることはできない。 
 国際的な整合性に配慮して競争力のある体系的な総合管理の全体像を構築するためには、労

働安全衛生、製品安全、保安防災、環境保全などリスク管理を担う関連法規の全体を包含して

検討する必要がある。言い換えれば、各省の権限を温存することなく政府が一体となって国際
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合意への対応のあり方を検討することが不可欠であるとともに、国際的に示されているように

化学物質総合管理に係る幅広い関係者を糾合した検討の場を新たに設置して取り組む必要があ

る。 
 こうした現状認識に基づいて化学物質管理能力を抜本的に強化する具体策を明確にするため、

国際的に合意した課題への対応のあり方、海外の化学物質管理の抜本的見直しの動向などを幅

広く検討してきた。そして今回、化学生物総合管理学会の 2008 年春季討論集会において、2007
年末に学会誌に発表された化学物質の総合管理に関する法律の骨子案を参考に議論を交わし、

ここに緊急提言を取りまとめた。 
 
 

緊急提言 
 

 国民は食の安全を懸念し、消費者行政の現状を憂慮している。これと全く同じ危惧を

化学物質総合管理の分野でも強く感じる。2006年 2月の国際化学物質管理会議 (ICCM) 

で採択された国際化学物質管理戦略 (SAICM) と世界行動計画は、日本が国際合意に呼

応して化学物質総合管理の法律を導入して管理能力を抜本的に強化する最後の機会で

ある。国民の窮状を救い国際公約を履行するため、内閣および各省大臣の早急なる対応

を期待して次のとおり緊急に提言する。 

 

１．化学物質総合管理を具現化し、併せて、化学物質総合管理に必須の条件である法

律と行政および評価機関の一元化を図るため、新法（化学物質総合管理法、仮称）

を制定する。 

 ２．早急に内閣府に民間有識者を主体とする検討会を設置する。そして、各省庁の権

限の枠を超えて日本の化学物質総合管理の全体について現状分析を行い、管理能

力を強化するための課題を明確にして公表するとともに、行動計画を策定して実

施する。 

 


