
Ⅰ 
(公布が義務的である法律) 

 
 
食品法の一般原則と必要条件の規定、欧州食品安全庁の設立、食品安全に関する手

続きの規定を行う欧州議会と理事会の 2002 年 1 月 28 日付規則（EC）No178/2002 
 
 
欧州議会と欧州理事会は、 
欧州共同体を設立する条約、とりわけその 37 条、95 条、133 条、そして 152 条(4)(b)を顧慮し、 
欧州委員会からの提案（1）を顧慮し、 
経済社会評議会の意見（2）を顧慮し、 
地域委員会の意見（3）を顧慮し、 
条約の第 251 条で規定された手続き（4）に従って、 
以下にあげる理由のために、本規則を採択した。 
 
(1)安全で健全な食品の自由移動は内部市場の不可欠な局面であり、市民の健康や福祉に著しく貢

献をする。 
 
(2)共同体の政策を遂行する際に、人間の生命および健康の高水準の保護が確保されなければなら

ない。 
 
(3)共同体内での食品と飼料の自由移動は、食品と飼料の安全要件が加盟国間で大きく異ならない

ときにのみ達成されうる。 
 
(4)加盟国の食品法の間で、概念、原則および手続きに関して大きな差異が存在する。加盟国が食

品を管理する施策を採用する際、これらの差異が食品の自由移動を妨げ、不平等な競争条件を

生み出し、それによって内部市場の機能に直接影響を与える可能性がある。 
 
(5)したがって、加盟国および共同体レベルで講じられる食品と飼料を管理する措置に対する共通

の基盤を形成するために、これらの概念、原則および手続きを近似させることが必要である。

しかしながら、加盟国および共同体双方のレベルで現存する法律において矛盾するすべての規

定を修正するために十分な時間を提供することが必要であり、そしてそのような修正まで、本

                                                   
(1) OJ C 96 E, 27.3.2001, p.247 
(2) OJ C 155, 29.5.2001, p.32 
(3) 2001 年 6 月 14 日に伝えられた意見（公報にはまだ公表されていない） 
(4) 2001 年 6 月 12 日の欧州議会の意見（公報にはまだ公表されていない）、2001 年 9 月 17 日の理事会の共通意

見（公報にはまだ公表されていない）、そして 2001 年 12 月 11 日の欧州議会の決定(公報にはまだ公表されて

いない)。2002 年 1 月 21 日の理事会決定。 

 1



規則で提示されている原則に照らして関連する法律が適用されることを規定する必要がある。 
 
(6)水はその他の食品と同様に直接および間接に消費されるために、摂取される物質－化学汚染物

質および微生物汚染物質を含む－に対する消費者の全般的な曝露の原因になる。しかし、人間

の消費に向けられた水の質に関してはすでに理事会指令 80/778/EEC(1)および 98/83/EC（2）

で管理がなされており、指令 98/83/EC の第 6 条で言及されている法令遵守[コンプライアンス]
の観点に従って水を考慮すれば十分である。 

 
(7)飼料が食品を生産するための動物に向けられている場合、飼料に対する要件－飼料の生産や利

用を含む－を食品法のなかに含めることが適切である。これは、ペットを含むすべての動物に

適用可能な飼料の法律においてこれまで適用されてきた、あるいは今後適用される類似の要件

を侵害しない。 
 
(8)共同体は食品法の発展において適切な高水準の健康保護を選択してきており、食品や飼料が内

部市場で取引されようと国際的に取引されようと、共同体は食品法を非差別的な方法で適用し

ている。 
 
(9)食品法を補強する意思決定方法や、食品法の科学的基盤および健康やその他の利害を保護する

機関の構造や独立性に対する信頼を、消費者やその他のステークホルダー、取引関係者がもつ

ことを確保することが必要である。 
 
(10)内部市場の適切な機能の確保と人間の健康保護のために、安全でない食品が市場に出されな

いことの保証と、食品安全問題を確認し対応するシステムの存在の保証を目指した施策の採用

が必要であることを、経験は示してきた。飼料の安全に関する類似の問題に取り組まれる必要

がある。 
 
(11)食品安全に対する十分に包括的で統合されたアプローチを取るためには、食品と接触する用

具や物品、動物の飼料や農業生産段階でのその他の投入物に関する規定を含む、食品や飼料の

安全に直接的あるいは間接的な影響をもつ広範囲な規定を含む食品法の幅広い定義の存在が必

要である。 
 
(12)食品安全を確保するためには、第一次生産と動物飼料の生産を含み、かつそこから食品の販

売と供給、そして消費者までを含む食品生産チェーンのすべての面を、各要素が食品安全に潜

在的な影響を持ちうるため、考慮することが必要である。 
 
(13)この理由により、飼料の不注意なあるいは故意の汚染、または粗悪品、不正、あるいは飼料

                                                   
(1) OJ L229, 30.8.1980, p.11. 指令 98/83/EC によって無効とされた指令。 
(2) OJ L 330, 5.12.1998, p.32 
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に関するその他の悪慣行が、食品安全に直接あるいは間接の影響をもたらす可能性があるため

に、漁場で飼料として使用される可能性のある動物の生産を含んだ、食品生産のための動物に

与えられる飼料の生産、製造、輸送、流通を考慮する必要が経験から示されてきた。 
 
(14)同じ理由により、第一次生産段階でのその他の慣行や農業投入財、そしてそれらの全般的な

食品安全への潜在的な影響を考慮する必要がある。 
 
(15)食品安全の継続的な監視を確保する目的をもった、地域レベルあるいは/および地域間レベル

での優秀な研究室[laboratories]のネットワークは、市民に対する潜在的な健康へのリスクを予

防する際に重要な役割を果たしうる。 
 
(16)一般的に加盟国や共同体によって採用される食品や飼料を管理する施策は、状況や施策の性

質にとって適切でない場合を除き、リスク・アナリシス[risk analysis]訳注 1に基づくべきである。

そのような措置の採用に先立ってリスク・アナリシスを用いることは、食品の自由移動に対す

る不正な障壁の回避を容易にするだろう。 
 
(17)食品法が健康への危害の削減、除去および回避に向けられるとき、リスク・アナリシスの 3
つの関連する要素－リスクアセスメント[assessment]、リスク管理、リスク・コミュニケーシ

ョン－が、有効で、釣り合いの取れた、的を絞った、健康を保護する措置やその他の行動を決

定する体系的な方法を提供する。 
 
(18)食品法の科学的基盤に対する信頼が存在するためには、利用可能な科学的情報およびデータ

に基づいた、独立した、客観的で透明な方法でリスクアセスメントが行われなければならない。 
 
(19)特定の場合には、科学的なリスクアセスメントのみではリスク管理決定が基盤とすべきすべ

ての情報を提供しえないこと、そして社会的、経済的、伝統的、倫理的、および環境的な要因

と、コントロールの実行可能性を含む、考慮されている事項に関するその他の要因が合法的に

考慮されなければならないことが認識されている。 
 
(20)予防原則は、共同体での健康保護を確保するために発動されてきており、それによって、食

品や飼料の自由移動に対する障壁を生み出してきた。したがって、この原則の利用に関する共

同体全域での同一の基盤を採用することが必要である。 
 
(21)生命や健康に対するリスクが存在するが科学的な不確実性が残るという特殊な状況において

は、予防原則が、共同体で選択される高水準の健康保護を確保するためのリスク管理措置やそ

の他の行動を決定する仕組みを提供する。 
 
(22)食品安全と消費者利益の保護は、一般市民、非政府組織、専門家組織、国際的な貿易相手、

そして貿易組織にとっていっそうの関心事となっている。開かれた透明な食品法の発展を通じ
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て、また食品が健康にリスクを与える可能性があると疑う合理的な理由がある場合には、一般

市民に情報を与えるための適切な措置を講じる公的機関を通じて、消費者と取引相手の信頼が

もたらされることを確保する必要がある。 
 
(23)共同体内および域外諸国での安全と消費者の信頼は最も重要である。共同体は食品や飼料の

主要なグローバルな貿易者であり、これに関連して、国際貿易協定に参加してきた。共同体は、

食品法を補強する国際基準の発展に貢献し、公正で倫理的な貿易慣行にしたがった、安全な飼

料と安全かつ健全な食品における非差別的な方法での自由貿易の原則を支持している。 
 
(24)共同体から輸出あるいは再輸出される食品や飼料が、共同体の法律や、輸入国によって提示

された要件に適合することを保証する必要がある。その他の状況では、輸入国が明白に同意し

た場合にのみ、食品や飼料は輸出されうる。しかしながら、輸入国の同意が存在する場合であ

っても健康に害を与える食品や安全でない飼料が輸出あるいは再輸出されないことを保証する

必要がある。 
 
(25)食品や飼料がそれに基づいて取引される可能性のある一般原則と、国際基準や貿易協定の発

展に対する共同体の貢献に関する目的と原則を確立することが必要である。 
 
(26)特に、食品が安全である場合にのみ市場に出すようにという経済事業者に対する全般的な義

務を課す、食品安全に関する水平的法律を採択してきた加盟国もある。しかしこれらの加盟国

は、食品が安全かどうかを確証するのに異なる基礎的基準を適用している。これらの異なるア

プローチと、その他の加盟国で水平的法律が存在しないことを考慮すると、食品の貿易に対す

る障壁が発生する可能性がある。同様にこのような障壁が飼料の取引に対して発生する可能性

がある。 
 
(27）したがって、そのような製品における内部市場が有効に機能することを確保するために、安

全な食品や飼料のみが市場に出されるという一般要件を確立する必要がある。 
 

(28) 食品や飼料を追跡するのが不可能な場合には、食品や飼料の内部市場の機能が危険にさらさ

れうるということが経験により示されてきた。したがって、的を絞った正確な回収が行われ、

消費者や管理官に情報が与えられ、それにより食品安全問題が発生した際の不必要な混乱の拡

大の可能性を回避できるよう、食品と飼料の企業内部にトレーサビリティの包括的なシステム

を確立することが必要である。 
 
(29)調査によってトレーサビリティが全段階で確認されうることを確保するために、輸入業者を

含む食品・飼料企業は少なくとも、食品や飼料、動物あるいは食品や飼料に組み入れられる可

能性のある物質がどの企業から供給されたかが確認できることを確保する必要がある。 
 
(30)食品企業の事業者は、食品供給の安全なシステムと供給する食品が安全であることを保証す
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るシステムを案出するのに最適な位置にあるため、食品安全の保証に対して一次的な[primary]
法的責任を持つべきである。この原則はいくつかの加盟国や食品法の領域[areas]で存在してい

るが、この原則が明示的でもなければ、管理活動を通じたいかなる責任も加盟国の管轄当局に

よって取られていない領域も存在する。このような相違は、異なる加盟国において貿易障壁を

生み出し、食品企業経営者間の競争を歪めがちである。 
 
(31)類似の要件が飼料や飼料企業の経営者にも適用されるべきである。 
 
(32)食品や飼料の安全に関する共同体法律の科学的・技術的基盤は、共同体内での高水準の健康

保護の達成に貢献すべきである。共同体は、質の高い、独立した有効な科学的・技術的支持を

入手する手段を持つべきである。 
 
(33)食品や飼料の安全に関する科学的および技術的問題は、ますます重要かつ複雑になりつつあ

る。欧州食品安全庁－今後は「庁」と呼ぶ訳注 2－の設立は、増大する要求にもはや対応できな

い現在の科学的および技術的支援のシステムを補強しなければならない。 
 
(34)食品法の一般原則に準じて、欧州食品安全庁はリスクアセスメントにおける独立した科学的

な評価基準としての役割を引き受けるべきであり、それを行うことにより、内部市場の円滑な

作用の保証を支援すべきである。議論がなされている科学的な問題に関して、意見を述べるよ

う求められることもありうるし、それにより、食品や飼料の自由移動に対する不当で不必要な

障害を採用することで起こる内部市場の分裂の回避を助けながら、共同体の機関や加盟国が食

品や飼料の安全を確保するのに必要な情報に基づくリスク管理決定を行えるようにする。 
 
(35)欧州食品安全庁は、消費者の信頼を改善するために、忠告、情報そしてリスク・コミュニケ

ーションの独立した科学的な源となるべきである。しかしながら、リスクアセスメント、リス

ク管理、そしてリスク・コミュニケーションの機能の間の統一性を高めるために、リスクアセ

スメント者[risk assessor]とリスク管理者の間のつながりが強化されなければならない。 
 
(36)欧州食品安全庁は、食品・飼料サプライチェーン全体の安全やその他の局面について包括的

で、独立した科学的見解を提供すべきであり、このことは欧州食品安全庁の任務が広範囲にわ

たることを示唆している。これらには、食品や飼料のサプライチェーンの安全に直接あるいは

間接の影響を持つ問題や、動物の衛生および福祉、そして植物の衛生が含められるべきである。

しかし、欧州食品安全庁が食品安全に集中することを保証する必要があり、そのためフードサ

プライチェーンの安全につながらない動物衛生、動物福祉そして植物衛生に関連する任務は、

科学的意見の提供に限定されるべきである。また欧州食品安全庁の任務は、共同体の法律に関

連した人間の栄養に関する科学的忠告や科学的および技術的支援、そして共同体の健康プログ

ラムに関連した、文書での要求に応じた欧州委員会に対する援助も対象とする。 
 
(37)農薬や動物飼料に含まれる添加物など食品法の下で認可された製品のいくつかは、環境や労
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働者の安全に対するリスクを伴う可能性があるために、関連する法律に従って、環境や労働者

保護のいくつかの局面もまた欧州食品安全庁によりアセスメントが行われなければならない。 
 
(38)遺伝子組換え物質(GMO)に関する二重の科学的アセスメントや関連する科学的意見を回避す

るために、欧州食品安全庁は、指令 2001/18/EC1により定義されている GMO に関連する食品

や飼料以外の製品に関する科学的意見を、指令のなかで確立されている手続きを侵害すること

なしに提供すべきである。 
 
(39)欧州食品安全庁は、科学的問題に関して支援を提供することにより、国際的な食品安全基準

や貿易協定の発展に果たす共同体や加盟国の役割に貢献すべきである。 
 
(40)共同体の機関、一般市民、そして利害団体の欧州食品安全庁に対する信頼が不可欠である。

このために、欧州食品安全庁の独立性、科学的な質の高さ、透明性と有効性を確保することが

きわめて重大である。また加盟国との協力も欠くことができない。 
 
(41)この趣意により、執行理事会[Management Board]は、最高水準の権限、管理や行政などに

関する幅広い専門的知識、そして EU 内での可能なかぎり広い地理的分布を確保するような方

法で任命される必要がある。これは、どの役職も特定の加盟国国民に指定[留保]されることな

く、異なる出身国の執行理事会メンバーをローテーションさせることにより促進されなければ

ならない。 
 
(42)食品安全庁は、任務を実行することができるよう、要求されるすべての課題を果たすための

手段を持つべきである。 
 
(43)執行理事会は、予算を制定し、その履行をチェックし、内部規則を作成し、財務規則[financial 

regulations]を採択し、科学委員会や科学パネルのメンバーを任命し、そして事務局長

[Executive Director]を任命するのに必要な権限を所有する必要がある。 
 
(44)欧州食品安全庁が有効に機能するためには、加盟国の管轄当局[competent authorities]と密

接に協力しなければならない。事務局長に忠告を行い、情報交換のメカニズムを設立し、そし

てとりわけネットワーキングシステムに関して緊密な協力を確保するために、助言フォーラム

[Advisory Forum]が設置されなければならない。また協力と適切な情報交換は科学的意見の相

違が起こる可能性を最小化しなければならない。 
 
(45)欧州食品安全庁は、その権限分野における科学的意見の公表に関して、欧州委員会に付属し

ている科学委員会の役割を引き継ぐべきである。食品サプライチェーンに関連してより高い科

                                                   
(1) 環境への遺伝子組換え物質の故意の放出に関する、理事会指令 99/220/EEC を無効にする欧州議会と理事会

の 2001 年 3 月 12 日付指令 2001/18/EC（OJ L 106, 17.4.2001, p.1）。 
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学的統一性を確保し、より効果的に作業を行えるようにするため、これらの科学委員会を再編

することが必要である。したがってこれらの意見を提供するため、欧州食品安全庁内部に、科

学委員会と常設の科学パネルが設置されなければならない。 
 
(46)独立性を保証するため、科学委員会とパネルのメンバーは、公開された出願手続きに基づい

て募集された独立した科学者でなければならない。 
 
(47)独立した科学的評価基準としての欧州食品安全庁の役割は、科学的意見が欧州委員会によっ

てだけでなく、欧州議会や加盟国によっても要求される可能性があることを意味している。科

学的忠告プロセスの処理のしやすさと整合性を確保するため欧州食品安全庁は、これに関する

正当化が存在し、前もって決定された基準に基づく場合には、要求の拒否あるいは修正が可能

でなくてはならない。また科学的意見の相違の回避を助ける措置が講じられなければならず、

科学機関の間で科学的意見の相違がおこった場合には、相違を解決する、あるいは科学的情報

の透明な論拠をリスク管理者に提供するための手続きが存在していなければならない。 
 
(48)また欧州食品安全庁は、欧州食品安全庁によって欧州委員会や加盟国との間に確立された連

結を通して努力の重複が防止されることを確保すると同時に、職務達成のために必要な科学的

研究の委託が可能でなければならない。それは開かれた透明な方式で行われなければならず、

欧州食品安全庁は現在の共同体の専門的知識や構造を考慮に入れなければならない。 
 
(49)食品サプライチェーンに関するデータ収集と分析の共同体レベルでの有効なシステムの欠如

が、重要な欠陥として認識されている。したがって、欧州食品安全庁により対象とされる分野

における関連データの収集と解析のためのシステムが、欧州食品安全庁により調整が行われる

ネットワークの形態で設置されなければならない。欧州食品安全庁により対象とされる分野で

すでに存在する共同体のデータ収集ネットワークの再検討が必要とされている。 
 
(50)長期的には、新たに発生しつつあるリスクの確認を改善することが、政策の実施において加

盟国と共同体が自由に使える重要な予防的措置となりうる。したがって、予防目的での新たに

発生しつつあるリスクに関する情報収集と警戒の実施、そしてアセスメントと情報の提供とい

う、予期される任務を欧州食品安全庁に割り当てることが必要である。 
 
(51)欧州食品安全庁の設立は、加盟国がより緊密に科学的手続きに関与することを可能にすべき

である。したがって、この目的のために欧州食品安全庁と加盟国の間に緊密な協力が存在しな

ければならない。特に、欧州食品安全庁は加盟国の組織に特定の課題を割り当てることが可能

でなければならない。 
 
(52)欧州食品安全庁の課題を実行するために各国の組織を用いる必要性と、全体の整合性を目的

として、課題が、その課題に関して設定された基準に従って実行されていることを確保する必

要性との間に、バランスが取られていることを保証する必要がある。とりわけ特定の物質、製
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品、および手続きの認可のために産業により提出される調査書[dossier]の評価に関し、科学的

課題を加盟国に割り当てる現在の手続きは、欧州食品安全庁の設立とそれが提供する新しい能

力を考慮に入れ、少なくとも以前と同様の厳しさの評価手続きを維持するという目的をもって、

一年以内に再検討されなければならない。 
 
(53)欧州委員会はリスク管理措置を伝達することに対して引き続き完全に責任をもつ。したがっ

て、欧州食品安全庁と欧州委員会の間で適切な情報が交換されなければならない。また、欧州

食品安全庁と欧州委員会、そして加盟国の間での緊密な協力が、グローバルなコミュニケーシ

ョン方法の統一を確保するために必要である。 
 
(54)欧州食品安全庁の独立性と一般市民へ情報を与えるという欧州食品安全庁の役割は、欧州食

品安全庁の権限内にある分野において、客観的で信頼でき、容易に理解できる情報の提供を目

的とした、自主的な情報伝達が可能でなければならない、ということを意味する。 
 
(55) 一般市民への情報運動という特定の分野においては、あらゆる地域的特質と健康政策の相関

関係を考慮するため、加盟国とその他の利害団体との適切な協力が必要である。 
 
(56)独立性と透明性に基盤をおいた運営原則に加えて、欧州食品安全庁は、消費者やその他の利

害団体との接触に対して開かれた組織でなければならない。 
 
(57)欧州食品安全庁は、EU の一般予算によって財源が確保されなければならない。しかし得ら

れた経験に照らすと、本規則の実施から三年以内に、特に産業によって提出される認可のため

の一件書類の処理に関して、手数料の可能性が検討されるべきである。EU の一般会計が負担

する補助金が関連する限りは、共同体の予算上の手続きが適用可能なまま残る。さらに会計

[account]の監査は会計監査院によって行われなければならない。 
 
(58)EU 加盟国ではないが、本規則で対象とされる分野における共同体の一連の法を[国内法に]
移し、施行するよう義務づける協定を締結した欧州の国々の参加を許可することが必要である。 

 
(59)すでに一般製品の安全に関する 1992 年 6 月 22 日の理事会指令 92/59/EEC(1)の枠組みで、早

期警告システムが存在する。現在のシステムの範囲には、食品や工業製品が含まれるが、飼料

は含まれていない。近年の食品危機は、食品と飼料を対象とする改善され拡大された早期警告

システムの創設に対する必要性を明らかにした。この修正されたシステムは、欧州委員会によ

って管理され、ネットワークのメンバーとして加盟国、欧州委員会、そして欧州食品安全庁を

含まなければならない。理事会指令 87/600/Euratom(2)で定義されているように、システムは

放射線緊急事態の際の早期の情報交換に関する共同体の協定を対象としていない。 

                                                   
(1) OJ L 228, 11.8.1992, p.24 
(2) OJ L 371, 30.12.1987,p.76 
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(60)近年の食品安全事件は、類型や原産地にかかわらずすべての食品とすべての飼料が、人間の

健康や動物の健康、環境に深刻な危害をもつ場合に、共通の施策を受けることを確保する緊急

事態の際の適切な措置を確立する必要性を明らかにしてきた。緊急の食品安全措置に対するこ

のような包括的なアプローチは、有効な行動がとられることを可能にし、食品や飼料に関連す

る深刻なリスクの処置における人工的な格差を回避するものでなければならない。 
 
(61)また近年の食品危機は、適切な修正がなされた、より迅速な危機管理の手続きを所持するこ

とが欧州委員会にとって利益となることを示してきた。これらの組織的な手続きは、努力の調

整の改善や、最良の科学的情報に基づいた最も有効な措置の決定を可能にしなければならない。

したがって手続きの修正は、欧州食品安全庁の任務を考慮に入れなければならず、食品危機が

発生した際の忠告の形式での科学的および技術的支援を規定しなければならない。 
 
(62)フードチェーンに対するより有効で包括的なアプローチを確保するために、常設獣疫委員会

と常設食品委員会、および常設飼料委員会の代わりを務める「フードチェーンと動物衛生に関

する委員会」[a Committee on the Food Chain and Animal Health]が設置されなければなら

ない。したがって、理事会決定 68/361/EEC(1)、69/414/EEC(2)、および 70/372/EEC(3)が無効と

される必要がある。同じ理由により、フードチェーンと動物衛生に関する委員会は、農薬と残

留物の最大水準の設定に関するその権限に関連して（指令 76/895/EEC(4)、86/362/EEC(5)、

86/363/EEC(6)、90/642/EEC(7)、91/414/EEC(8)に関して）、常設植物衛生委員会の代わりを務め

なければならない。 
 
(63)本規則の施行に必要な措置は、「欧州委員会に授与された実行権限の行使に関する手続きを規

定する1999年6月28日付の理事会決定1999/468/EC(9)」に従って採用されなければならない。 
 
(64)事業者が、本規則で確立されるいくつかの要件に適合するための時間を十分にもつことが必

要であり、欧州食品安全庁は 2002 年 1 月 1 日から業務を開始することが必要である。 
 
(65)欧州食品安全庁の任務と、理事会規則（EEC）No2303/93(10)により設置された欧州医薬品ア

セスメント局（EMEA）の任務との混乱を回避することが重要である。したがって本規則が、

                                                   
(1) OJ L 255, 18.10.1968,p.23 
(2) OJL 291, 19.11.1969, p.9 
(3) OJ L 170, 3.8.1970, p.1 
(4) OJ L 340, 9.12.1976, p.26. 指令 200/57/EC(OJ L 244, 29.9.2000, p.76)により最終的な改正がなされた指令。 
(5) OJ L 221, 7.8.1986, p.37. 指令 2001/57/EC(OJ L 208, 1.8.2001, p.36)により最終的な改正がなされた指令。 
(6) OJ L 221, 7.8.1986,p.43. 指令 2001/57/EC により最終的な改正がなされた指令。 
(7) OJ L 350, 14.12.1990,p.71. 指令 2001/57/EC により最終的な改正がなされた指令。 
(8) OJ L 230, 19.8.1991, p.1. 指令 2001/49/EC(OJ L 176, 29.6.2001, p.61)により最終的な改正がなされた指令。 
(9) OJ L 184, 17.7.1999, p.23 
(10) OJ L 214, 24.8.1993, p.1. 欧州委員会規則(EC)No649/98(OJ L 88, 24.3.1998, p.7)により最終的な改正がな

された規則。 
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共同体法により EMEA に授与された権限－「動物起源食品における獣疫医薬品の残留物最大

水準の設定に関する共同体手続きを規定する理事会規則（EEC）No2377/90(11)」により授与さ

れている権限を含む－を侵害しないことを確立する必要がある。 
 
(66)本規則の基本的目標の達成のためには、共同体における食品法の共通基盤を形成する概念、

原則、手続きの近似を提供し、欧州食品安全庁を設立することが必要かつ適切である。条約の

第 5 条で述べられている比例配分[proportionality]原則に従い、本規則は追求される目標達成

のために必要とされる事項を越えるものではない。 

                                                   
(11) OJ L 224, 18.8.1990,p.1. 欧州委員会規則(EC)No 1553/2001(OJ L 205, 31.7.2001, p.16)により最終的な改

正がなされた規則。 
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第Ⅰ章 
 

範囲と定義 
 
 

第 1 条 
目的と範囲 

 
1．本規則は、内部市場の有効な機能を確保すると同時に、伝統的生産物を含む食品供給の多様

性を特に考慮に入れて、食品に関連する人間の健康と消費者利益の高水準の保護の確保に対す

る基盤を提供する。 
 
 本規則は、食品や飼料の安全に関する意思決定を補強するために、共通原則と責任、強固な科

学的基盤を提供する手段、および効率的な組織的配置と手続きを確立する。 
 
2．第 1 項の目的のために本規則は、共同体と加盟国レベルでの、食品や飼料を全般的に管理す

る、そしてとりわけ食品や飼料の安全を管理する一般原則を規定する。 
 
 本規則は、欧州食品安全庁を設立する。 
 
 本規則は、食品や飼料の安全に直接あるいは間接の影響を与える事項に対する手続きを規定す

る。 
 
3.本規則は、食品および飼料の生産、加工、流通の全段階に適用されるものとする。個人的な家

庭での利用のための第一次生産[primary production]や、家庭での調理、個人的な家庭での消

費用の処理や貯蔵に対しては適用されないものとする。 
 
 

第 2 条 
「食品」の定義 

 
 本規則の目的のために、「食品[food]」（あるいは「食料品」[foodstuff]）は、加工されていよう

が、部分的に加工されていようが、あるいは未加工であろうが、人間によって消費されること

が意図されている、あるいは消費されることが合理的に予想されるすべての物質や生産物を意

味する。 
 
「食品」には飲料やチューイングガム、そして製造や調合、処理を通じて食品に意図的に組み

込まれるすべての物質―水を含む―が含まれる。指令 98/83/EC の第 6 条で定義された法律遵

守[compliance]の項目に従い、また指令 80/778/EEC および 98/83/EC の要件を侵害すること
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なしに、水も含まれる。 
 
  以下のものは「食品」に含まれないものとする。 
 
  (a)飼料 
  (b)人間の消費を目的として市場に出される用意がなされていない生きた動物、 
  (c)収穫前の植物 
  (d)理事会指令 65/65/EEC(1)と 92/73/EEC(2)の効力内にある医薬品 
  (e)理事会指令 76/768/EEC(3)の効力内にある化粧品 
  (f)理事会指令 89/622/EEC(4)の効力内にあるタバコとタバコ製品、 
  (g)1971 年の麻薬に関する国際連合単一協定と 1971 年の向精神薬に関する国際連合協定の

効力内にある麻薬や向精神薬 
  (h)残留物と汚染物質 
 
 

第 3 条 
その他の定義 

 
本規則の目的のために、[以下について定義する]。 
 
1．「食品法[food law]」は、共同体レベルであれ、加盟国レベルであれ、一般的に食品を管理す

る、そしてとりわけ食品安全を管理する法律、規則、行政規定を意味する。食品法は、食品

と、食品生産のための動物[food-producing animal]に生産され与えられる飼料の生産、加工、

流通の全段階を対象とする。 
 
2．「食品企業[food business]」は、利益のためであろうとなかろうと、公共企業であろうと民間

企業であろうと、食品の生産、加工および流通の何らかの段階に関係する活動を行うすべて

の企業を意味する。 
 
3．「食品事業者[operator]」は、その管理下にある食品企業内部で食品法の要件が満たされてい

ることを確保する責任をもつ自然人あるいは法人を意味する。 
 
4．「飼料」（feed あるいは feedingstuff）は、加工されていようと、部分的に加工されていようと、

あるいは未加工であろうと、動物に対する経口の給餌のために利用されることが意図されて

                                                   
(1) OJ 22, 9.2.1965, p.369. 指令 93/39/EEC(OJ L 214, 24.8.1993, p.22)によって最終的に改正された指令。 
(2) OJ L 297, 13.10.1992, p.8 
(3) OJ L 262, 27.9.1976, p.169. 欧州委員会指令 2000/41/EC（OJ L 145, 20.6.2000, p.25）によって最終的に改正

された指令。 
(4) OJ L 359, 8.12.1989,p.1. 指令 92/41/EEC(OJ L 158, 11.6.1992, p.30)によって最終的に改正された指令。 
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いる物質あるいは生産物－添加物を含む－を意味する。 
 
5．「飼料企業[feed business]」は、利益のためであろうとなかろうと、公的企業であろうと民間

企業であろうと、飼料－生産者自身が彼の保有している動物への給餌のために、生産、加工

あるいは貯蔵する飼料を含む－の生産、製造、加工、貯蔵、輸送、流通の何らかの活動を行

う、すべての企業を意味する。 
 
6．「飼料事業者[operator]」は、その管理下にある飼料企業内部で食品法の要件が満たされてい

ることを確保する責任をもつ自然人あるいは法人を意味する。 
 
7．「小売[retail]」は、最終消費者に向けた販売や配達の時点での食品の処理あるいは/および加

工、貯蔵を意味し、流通ターミナル、ケイタリング業務、工場の食堂、公共団体のケイタリ

ング、レストランやその他類似の食品サービス業務、店、スーパーマーケットの流通センタ

ーや、卸売りの小売店[outlet]を含む。 
 
8．「市場に出すこと[placing on the market]」は、無料であろうとなかろうと、販売目的のため

の食品や飼料の保有－販売提供やその他のいかなる形態の移転を含む－および販売、流通、

その他の形態の移転そのものを意味する。 
 
9．「リスク[risk]」は、結果として危害にいたる、健康への負の影響およびその影響の深刻さの

確率関数を意味する。 
 
10．「リスクアナリシス[risk analysis]」は、3 つの相互に連関しあう要素―リスクアセスメント、

リスクマネジメント、リスクコミュニケーション―から構成される手順[process]を意味する。 
 
11．「リスクアセスメント[risk assessment]」は、4 つの段階―危害の確認、危害の特徴づけ、曝

露アセスメント、リスクの特徴づけ―から構成される科学的基盤を持つ手順を意味する。 
 
12．「リスクマネジメント[risk management]」は、リスクアセスメントとは異なり、リスクアセ

スメントやその他の合法的な要因を考慮しながら、利害団体との協議において政策代替案を

熟考する手順と、必要な場合には、適切な予防やコントロールの選択肢を選択する手順を意

味する。 
 
13．「リスクコミュニケーション[risk communication]」は、リスクアナリシスのプロセス全体を

通して、リスクアセスメント者、リスク管理者、消費者、食品・飼料企業、学識団体、およ

びその他の利害団体の間での、リスクアセスメントの結果やリスク管理決定の基礎の説明を

含めた、危害やリスク、リスクに関連する要因やリスク認識に関する情報および意見の双方

向的な交換を意味する。 
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14．「危害[hazard]」は、健康への負の影響を引き起こす可能性をもつ食品や飼料の生物学的要因、

化学的要因、または物理的要因、あるいは健康への負の影響を引き起こす可能性をもつ食品

や飼料の状態を意味する。 
 
15．｢トレーサビリティ[traceability]｣は、生産、加工、流通の全段階を通じて、食品、飼料、食

品生産のための動物、および食品や飼料に組み込まれることが意図されるあるいは予期され

る物質を遡り、追跡することができる能力を意味する。 
 
16．｢生産、加工、および流通の段階｣は、輸入も含め、食品の第一次生産から、貯蔵、輸送、最

終消費者への販売、供給までのあらゆる段階を意味する。関連するところでは、飼料の輸入、

生産、製造、貯蔵、輸送、流通、販売、供給を意味する。 
 
17．｢第一次生産[primary production]｣は、第一次生産物の生産、飼育および栽培－収穫、搾乳

およびと畜前の飼育された動物生産を含む－を意味する。また狩猟や漁業、野生生産物の収

穫も含まれる。 
 
18．｢最終消費者[final consumer]｣は、食品を食品企業の業務や活動の一部として利用する意図

のない食品の最終的な消費者である。 
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第Ⅱ章 
 

一般的な食品法 
 

第 4 条 
範囲 

 
 
1．本章は、食品と、食品生産のための動物に対して生産され、与えられる飼料の生産、加工お

よび流通の全段階に関連する。 
 
2．第 5 条から第 10 条で規定される原則は、措置が講じられる際に遵守されるべき水平的な性質

をもつ一般枠組みを形成するものとする。 
 
3．現存の食品法の原則や手続きは、可能な限り早急に修正されるものとし、遅くとも 2007 年 1

月 1 日までには、第 5 条から第 10 条に従うよう修正されるものとする。 
 
4．その時点まで、また第 2 項からの除外として、現存の法律は、第 5 条から 10 条で規定された

原則を考慮に入れながら施行されるものとする。 
 

 
 

第 1 節 
 

食品法の一般原則 
 

第 5 条 
一般的な目的 

 
1．食品法は、適切なところでは[where appropriate]、動物衛生や動物福祉の保護、植物衛生や

環境の保護を考慮に入れながら、人間の生命や健康の高水準の保護、消費者利益の保護－食品

取引の公正な慣行を含む－という一般的な目的の一つあるいはそれ以上を追求するものとす

る。 
 
2．食品法は、本章の一般原則と要件にしたがって製造あるいは販売された食品と飼料の共同体

における自由移動を達成することを目的とする。 
 
3．国際基準が存在するかあるいはその完成が間近であるときには、以下の場合を除いて、国際

基準が食品法の発展や修正の際に考慮されなければならない。その場合とは、国際基準や関連
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する部分が食品法の合法的な目的の達成のための手段として有効でなく、不適切である場合、

科学的な正当性が存在する場合、あるいはそれらが、共同体において適切であると決定された

保護水準とは異なる水準に帰結する場合である。 
 

 
第 6 条 

リスクアナリシス 
 
1．人間の健康と生命の高水準の保護という一般的な目的を達成するために、状況あるいは措置

の性質にとって不適切な場合を除き、食品法はリスクアナリシスを基盤とするものとする。 
 
2．リスクアセスメントは、利用可能な科学的証拠を基盤とし、独立した、客観的で、透明な方

式で行われるものとする。 
 
3．リスクマネジメントは、第 5 条で確立された食品法の一般目的を達成するために、リスクア

セスメントの結果、そして特に第 22 条で言及されている欧州食品安全庁の意見、考慮されて

いる事項にとって正当性をもつその他の要因、および第 7 条(1)で規定された条件が関連する場

合には、予防原則を考慮に入れるべきである。 
 
 

第 7 条 
予防原則 

 
1．利用可能な情報のアセスメントにより、健康への有害な影響の可能性が確認されるが、科学

的不確実性が残るという特定の状況においては、より包括的なリスクアセスメントのためのそ

れ以上の科学的情報が得られるまで、共同体で選択された高水準の健康保護を確保するために

必要な予防的リスク管理措置が採用される可能性がある。 
 
2．第 1 項に基づいて採用される措置は、技術的および経済的な実行可能性や考慮されている事

項に関して適切とみなされるその他の要因に対して考慮が払われながら、釣り合いが取れ

[proportionate]、共同体で選択された高水準の健康保護を達成するのに必要とされる以上に貿

易を制限するものであってはならない。措置は、確認されている生命や健康へのリスクの性質

や、科学的な不確実性を明らかにするのに必要とされ、より包括的なリスクアセスメントを行

うのに必要とされる科学的な情報の種類に応じて、合理的な期間内に再検討されるべきである。 
 
 

 
第 8 条 

消費者利益の保護 
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1．食品法は、消費者利益の保護を目指し、消費者が消費する食品に関連して消費者が情報に基

づいた選択を行えるような基盤を提供するものとする。以下の防止を目指すことになる。 
 
 (a)不正なあるいは欺瞞的な慣行、 
 (b)食品の粗悪品、 

(c)消費者を誤認させる可能性のあるその他のすべての慣行 
 
 

第 2 節 
透明性の原則 

 
 

第 9 条 
一般市民への諮問 

 
 事態の緊急性がその余地を与えない場合を除いて、食品法の準備、評価および改正を通じて、

直接に、あるいは代表団体を通した、開かれた透明な一般市民への諮問［公聴会］が存在しな

ければならない。 
  
 

第 10 条 
一般市民への情報 

 
共同体あるいは加盟国の文書へのアクセスに関する法律の適用可能な条項を侵害することなし

に、食品や飼料が人間あるいは動物の健康にリスクを与える可能性があるのではないかと推測

する合理的な理由が存在する場合、そのリスクの性質、深刻さおよび程度に応じて、公的機関

は、食品や飼料、あるいは食品や飼料の種類、またそれが起こす可能性のあるリスクをできる

限り完全に明らかにしながら、健康へのリスクの性質と、そのリスクを予防し、削減し、除去

するために講じられている、あるいは講じられようとしている施策について、一般市民に情報

を与えるための適切な措置を講じるものとする。 
 
 

第 3 節 
食品貿易の一般的な義務 

 
第 11 条 

共同体へ輸入される食品や飼料 
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   共同体内で市場に出されることを目的として輸入される食品と飼料は、共同体によって少なく

とも同等であると認められた食品法の関連要件や条件に適合していなければならず、あるいは

共同体と輸出国の間に特定の協定が存在する場合には、それに含まれている要件に適合してい

なくてはならない。 
 
 

第 12 条 
共同体から輸出される食品や飼料 

 
1．域外諸国の市場に出されることを目的として共同体から輸出あるいは再輸出される食品や飼

料は、その他の事項が輸入国の当局によって要望されていないか、法律、規則、基準、慣行規

範、あるいは輸入国で施行されているその他の法的、行政上の処置によって制定されていない

かぎり、食品法の関連要件に従うものとする。 
  
食品が健康に危害を与える場合あるいは、飼料が安全でない場合を除く、その他の状況では、

目的国の権限当局が、関連する食品と飼料が共同体の市場に出されえないということについて

の理由と状況について十分に知らされた後で、明示的に同意した後でのみ、食品や飼料は輸出

されうる。 
 
2.共同体、あるいは加盟国の一つと域外諸国との間で締結された二国間協定の条項が適用可能な

場合、共同体あるいはその加盟国から域外諸国に輸出される食品や飼料は、その条項に適合し

ていなくてはならない。 
 
 

第 13 条 
国際基準 

 
共同体と加盟国は、その権利と義務を侵害することなく、以下のことを行うものとする。 
 
(a)食品と飼料に対する国際的な技術的基準と SPS 基準[衛生および植物衛生基準]の発展に貢献

する。 
 
(b)国際政府組織あるいは非政府組織によって行われる食品や飼料の基準に関する作業の調整を

振興する。 
 
(c)関連するところおよび適切なところでは、特定の食品と飼料に関連する措置の同等性認識に関

する調整の発展に貢献する。 
 
(d)国際基準が発展途上国からの輸出に対して不必要な障壁を生み出さないことを保証する目的
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で、発展途上国の特殊な動向、財政上あるいは貿易上のニーズに注意を払う。 
 
(e)共同体で採用される高水準の保護が縮小されないことを確保すると同時に、国際的な技術基準

と食品法の整合性を促進する。 
 

第 4 節 
食品法の一般要件 

 
第 14 条 

食品安全要件 
 
1.食品は安全でなければ市場に出されてはならない。 
 
2.食品は以下の事項を満たしているとみなされれば、安全でないと考えられるものとする。 
 
 (a)健康に害を与える。 
 (b)人間の消費に適していない。 
 
3.食品が安全でないかどうかを決定する際には、以下のことに対する考慮がなされるものとする。 
 
 (a)消費者により食品が利用される通常の条件と、生産、加工および流通の各段階での通常の食

品の利用条件。 
 (b)消費者に提供される情報－ラベル上の情報や、特定の食品あるいは特定カテゴリーの食品に

よる健康に対する負の影響の回避に関して消費者に一般的に利用可能な情報を含む－。 
 
4.食品が健康に害を与えるかどうかを決定する際には、以下のことに対する考慮がなされるもの

とする。 
 
(a)食品を消費した人の健康に対する直接の、および/または短期の、および/または長期の考え

られうる食品の影響だけでなく、次世代への考えられうる[probable]影響 
(b)累積的な毒物の考えられうる影響 
(c)食品が特定のカテゴリーの消費者に向けられるとき、そのカテゴリーの特殊な健康上の感受

性 
 
5.食品が人間の消費に適しているかどうかを決定する際には、外的な事項あるいは他の要因によ

ろうと、または腐敗や品質低下、劣化によろうと、汚染のために、その食品が、意図された利

用に従った人間の消費に対して受け入れられないかどうかについて考慮がなされなければなら

ない。 
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6.安全でない食品が、同等級あるいは同じ仕様書のバッチ、ロットあるいは委託販売品の一部で

ある場合、詳細なアセスメントを行った後に、バッチ、ロットあるいは委託販売品の残りが危

険であるという証拠が存在しない場合を除いて、そのバッチ、ロット、あるいは委託販売品の

すべての食品もまた安全でないとみなされるものとする。 
 
7.食品安全を管理する特定の共同体規定に適合する食品は、特定の共同体規定によって対象とさ

れる局面に関しては、安全であるとみなされるものとする。 
 
8.食品に適用される特定規定に食品が適合していることは、そのような適合性にもかかわらず食

品が安全でないのではないかと推測する理由があるときには、管轄当局が市場に出されている

食品へ制限を課したり、その回収を求めたりする適切な措置を講じることを妨げるものではな

い。 
 
9.特定の共同体規定が存在しないときには、食品が販売される加盟国における食品法の特定規定

に適合しているならば－そのような規定が条約のとりわけ第 28条と第 30条を侵害することな

く作成され、施行される場合－食品は安全とみなされるものとする。 
 
 

第 15 条 
飼料安全の要件 

 
1.飼料は安全ではないならば、市場に出されてはならないし、食品生産のための動物に与えられ

てはならない。 
 
2.以下の条件を満たすとみなされる場合、飼料は意図された使用にとって安全でないとされる。 

 
－人間や動物の健康に負の影響をもつ 
－食品生産のための動物から得られる食品が人間の消費に対して危険を与える 

 
3. 飼料安全要件が満たされていないことが確認された飼料が、同等級あるいは同じ仕様書のバッ

チ、ロットあるいは委託販売品の一部である場合、詳細なアセスメントに基づいて、バッチ、

ロットあるいは委託販売品の残りが飼料安全要件を満たしていないという証拠が存在しない場

合を除いて、そのバッチ、ロット、あるいは委託販売品のすべての飼料もまた同様の影響を受

けているとみなされるものとする。 
 
4. 飼料を管理する特定の共同体規定に適合する飼料は、特定の共同体規定によって対象とされる

局面に関しては、安全であるとみなされることになる。 
 
5.飼料に適用される特定規定に飼料が適合していることは、そのような適合性にもかかわらず、
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飼料が安全でないのではないかと推測する理由があるときには、管轄当局が市場に出されてい

る飼料へ制限を課したり、その回収を求めたりする適切な措置を講じることを妨げるものでは

ない。 
 
6.特定の共同体規定が存在しないとき、飼料が流通する加盟国での飼料安全を管理する国法の特

定の規定に適合しているならば、－そのような規定が、条約のとりわけ 28 条と 30 条を侵害す

ることなく作成され、施行されている場合－、飼料は安全とみなされる。 
 
 

第 16 条 
体裁[プレゼンテーション] 

 
食品法のより詳細な条項を侵害することなく訳注 3、食品および飼料のラベリング、広告、プレ

ゼンテーション－形態、外見および包装、使用される包装の材料、配置のされ方や陳列時の並

べ方、すべてのメディアを通じて得られる情報を含む－は、消費者を誤認させるものであって

はならない。  
 
 

第 17 条 
責務 

 
1.生産、加工、流通の全段階での食品および飼料企業の事業者は、管理下にある業務の範囲内で、

食品や飼料が彼らの活動に関連する食品法の要件を満たすことを確保し、これらの要件が満た

されていることを検証するものとする。 
 
2.加盟国は、食品法を実施し、生産、加工、流通の全段階で食品および飼料企業の経営者により

食品法の関連要件が満たされていることを監視し、検証するものとする。 
 
 この目的のために加盟国は、公的管理および状況にふさわしいその他の活動－食品や飼料の安

全やリスクに関する一般市民へのコミュニケーションや、生産、加工、流通の全段階を対象と

する食品および飼料安全の監視やその他のモニタリング活動を含む－のシステムを維持するも

のとする。 
 
 また加盟国は、食品法および飼料法の違反行為に適用される処置および刑罰に関する規則を制

定するものとする。規定される処置や罰則は、効果的で、釣り合いが取れており[proportionate]、
違反行為を監視するものでなければならない。 

 
 

第 18 条 
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トレーサビリティ 
 
1.食品、飼料、食品生産のための動物、そして食品や飼料に組み入れられることが意図されてい

るあるいは予期されるすべての物質のトレーサビリティが、生産、加工および流通の全段階で

確立されるものとする。 
 
2.食品および飼料企業の事業者は、食品、飼料、食品生産のための動物、そして食品や飼料に組

み入れられることが意図されているあるいは予期されるすべての物質を供給したあらゆる人を

確認できなければならない。 
 
 この目的のために事業者は、要求のあり次第、管轄当局がこのような情報を入手できるような

システムや手続きを所有しているものとする。 
 
3.食品および飼料企業の事業者は、彼らの生産物の供給先の企業を確認するシステムや手続きを

保有しているものとする。この情報は、要求のあり次第、管轄当局に利用可能であるものとす

る。 
 
4.共同体の市場に出される、あるいは出される可能性のある食品および飼料は、トレーサビリテ

ィを容易にするために、より詳細な規定の関連要件に従った文書や情報を通じて、適切な表示

と確認がなされるものとする。 
 
5.特定の領域に関して第 18 条の要件を適用するための規定が、第 58 条(2)で規定された手続きに

従って採択される可能性がある。 
 
 

第 19 条 
食品に関する責任：食品事業者 

 
1.食品事業者が輸入、生産、加工、製造した、あるいは流通させた食品が食品安全の要件に適合

していないとみなすか、あるいはそう考える理由があるときには、食品がその食品事業者の直

接のコントロールから離れたその時点での市場から、問題となっている食品を回収し、それに

ついて管轄当局に知らせる手続きをただちに行うものとする。生産物が消費者に届いた可能性

があるときには、事業者は消費者に対して回収の理由を効果的かつ正確に知らせなくてはなら

ず、必要であるならば、その他の措置が高水準の健康保護を達成するのに十分でないときには、

すでに消費者に供給された製品を消費者から回収するものとする。 
 
2.包装やラベリング、食品の安全や完全さに影響を与えない小売あるいは流通活動に責任をもつ

食品事業者は、それぞれの活動の範囲内で、食品安全要件に適合しない製品を市場から回収す

る措置を始めるべきであり、食品を追跡するのに必要な関連情報を伝達したり、生産者、加工
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業者、製造業者、そして/あるいは管轄当局がとる行動に協力したりすることで、食品安全への

貢献に参加するものとする。 
 
3.食品事業者は、市場に出した食品が人間の健康へ害を与える可能性があるとみなすか、あるい

はそう考える理由があるときには、ただちに管轄当局へ知らせるものとする。事業者は、最終

消費者へのリスクを防ぐためにとられた行動について管轄当局へ知らせるものとし、ある人が

加盟国の法律や法的慣行に従った管轄当局との協力を行うこと－このことが食品から発生する

リスクを防止、削減あるいは除去する可能性がある場合には－を妨害したり邪魔したりしては

ならないものとする。 
 
4.食品事業者は、彼らが供給する、あるいは供給した食品が与えるリスクを回避し、削減するた

めに取られる行動に関して管轄当局と協力するものとする。 
 
 

第 20 条 
飼料に対する責任：飼料事業者 

 
1. 飼料事業者が輸入、生産、加工、製造した、あるいは流通させた飼料が飼料安全の要件に適合

していないとみなすか、あるいはそう考える理由があるときには、問題となっている飼料を市

場から回収する措置をただちに講じはじめ、それについて管轄当局に知らせるものとする。こ

の状況、あるいはバッチ、ロット、委託販売品が飼料安全の要件を満たさない第 15 条(3)の場

合には、その他の方法では管轄当局が納得しないかぎり、その飼料は廃棄されるものとする。

事業者は利用者に対して回収の理由を有効かつ正確に知らせなくてはならず、必要であるなら

ば、その他の措置が高水準の健康保護を達成するのに十分でないときには、すでに供給された

製品を使用者から回収するものとする。 
 
2. 包装やラベリング、飼料の安全や完全さに影響を与えない小売あるいは流通活動に責任をもつ

飼料事業者は、それぞれの活動の範囲内で、飼料安全要件に適合しない製品を市場から回収す

る措置を始めるべきであり、飼料を追跡するのに必要な関連情報を伝えたり、生産者、加工業

者、製造業者、そして/あるいは管轄当局が取る行動に協力したりすることで、食品安全への貢

献に参加するものとする。 
 
3.飼料事業者は、市場に出した飼料が飼料安全の要件を満たしていない可能性があるとみなすか、

あるいはそう考える理由があるときには、ただちに管轄当局へ知らせるものとする。事業者は、

その飼料の使用から発生するリスクを防ぐために取られた行動について管轄当局へ知らせるも

のとし、ある人が加盟国の法律や法的慣行に従った管轄当局との協力を行うこと－このことが

飼料から発生するリスクを防止、削減あるいは除去する可能性がある場合には－を妨害したり、

邪魔したりしてはならないものとする。 
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4.飼料事業者は、彼らが供給する、あるいは供給した飼料が与えるリスクを回避し、削減するた

めに取られる行動に関して管轄当局と協力するものとする。 
 
 

第 21 条 
製造物責任[Liability] 

 
 本章の規定は、「欠陥製品の製造物責任に関する加盟国の法律、規則、行政上の規定の近似につ

いての 1985 年 7 月 25 日の理事会指令 85/374/EEC(1)」を侵害しないものとする。 

                                                   
(1) OJ L 210, 7.8.1985, p.29. 欧州議会と理事会の指令 1999/34/EC(OJ L 141, 4.6.1999, p.20)によって最終的な

改正がなされた指令。 
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第Ⅲ章 
 

欧州食品安全庁 
 
 

第 1 節 
任務と課題 

 
 

第 22 条 
欧州食品安全庁の任務 

 
1.欧州食品安全庁－以降、「機関」として言及される－が本規則により設置される。 
 
2.欧州食品安全庁は、食品および飼料の安全に直接あるいは間接の影響をもつすべての分野にお

ける共同体の法律や政策に対して、科学的忠告と科学的および技術的な支援を提供するものと

する。欧州食品安全庁は、分野内にあるすべての事項に関して独立した情報を提供し、リスク

に関するコミュニケーションを行うものとする。 
 
3.欧州食品安全庁は、内部市場の作動に関連して、人間の生命と健康の高水準の保護に貢献し、

この点に関する限りで動物の衛生や福祉、植物衛生そして環境を考慮に入れるものとする。 
 
4.欧州食品安全庁は、食品や飼料の安全に直接あるいは間接の影響をもつリスクの特徴づけと監

視が可能となるように、データを収集し解析するものとする。 
 
5.また欧州食品安全庁の任務には、以下の事項の提供が含まれるものとする。 
 
 (a)共同体の法律に関連する人間の栄養についての科学的忠告と科学的・技術的支援、および欧

州委員会の要請に基づいた、共同体の健康プログラムの枠内にある栄養問題のコミュニケー

ションに関する支援。 
 
 (b)動物衛生や動物福祉、植物衛生に関するその他の事項についての科学的意見。 
  

(c)指令 2001/18/EC によって定義される遺伝子組換え物質に関連する食品および飼料以外の製

品について－そのなかで制定された手続きを侵害することなく－の科学的意見の提供。 
 
6.欧州食品安全庁は、任務の範囲内にある分野における共同体施策の草案および採択に対する科

学的な基盤として役に立つ科学的意見を提供するものとする。 
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7.欧州食品安全庁は、独立性、公表する意見や広める情報の質の高さ、手続きや運営方法の透明

性、そして割り当てられた課題を達成する際の勤勉さにより、判断基準としての役割を果たし

うるような条件においてその課題を実行するものとする。 
 
 欧州食品安全庁は、類似の課題を実行する加盟国の管轄当局と密接に協力して行動するものと

する。 
 
8.欧州食品安全庁、欧州委員会および加盟国は、リスクアセスメント、リスク管理およびリスク

コミュニケーションの機能の間での有効な統一を促進するために協力するものとする。 
 
9.加盟国は、課題の達成を確保するために欧州食品安全庁と協力するものとする。 
 
 

第 23 条 
欧州食品安全庁の課題 

 
欧州食品安全庁の課題は以下の事項とする。 
 
(a)共同体の法律により規定されるあらゆる状況において、また欧州食品安全庁の任務内にあるあ

らゆる問題に関して、共同体の機関と加盟国に対し、できるかぎり最良の科学的意見を提供す

ること。 
 
(b)任務の範囲内にある分野での、均一なリスクアセスメントの方法論の発展を促進し、調整する

こと。 
 
(c)任務の範囲内にある分野で、また要請された際にはリスクアセスメントの意見の解釈と考察に

おいて、欧州委員会に対して科学的および技術的支援を提供すること。 
 
(d)任務の達成のために必要な科学的研究を委託すること。 
 
(e)任務の範囲内にある科学的および技術的データを探索、収集、対照、分析、要約すること。 
 
(f)任務の範囲内にある分野で、新たに発生しつつあるリスクを確認し、特徴づける行動に着手す

ること。 
 
(g)任務の範囲内にある分野で機能する組織のネットワークシステムを確立し、その作動に責任を

もつこと。 
 
(h)食品や飼料の安全に関して欧州委員会により実施される危機管理手続きにおいて、欧州委員会
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により要請された際には、科学的および技術的支援を提供する。 
 
(i）任務の範囲内にある分野において、共同体、加盟申請国、国際組織、域外諸国の間での調整

を改善する目的で、欧州委員会によって要請された際に、科学的および技術的支援を提供する

こと。 
 
(j)任務の範囲内にある分野において、迅速で、信頼でき、客観的で、理解しやすい情報を一般市

民や利害団体が受け取ることを確保すること。 
 
(k)任務の範囲内にある問題に関して、独自の結論や方向性を独立に述べること。 
 
(l)任務の範囲内で、欧州委員会により割り当てられたその他の課題を行うこと。 
 

第 2 節 
組織 

 
第 24 条 

欧州食品安全庁の組織 
 
欧州食品安全庁は以下のように構成されるものとする。 
 
(a)執行理事会[ Management Board] 
(b)事務局長[Executive Director]とその職員 
(c)助言フォーラム[Advisory Forum] 
(d)科学委員会と科学パネル[Scientific Committee and Scientific Panels] 
 
 

第 25 条 
執行理事会 

 
1.執行理事会は、任命されるべきメンバー数よりも相当程度多い数の候補者を含む欧州委員会に

より作成されたリストから、欧州議会との諮問により、理事会が任命する 14 人のメンバーと、

欧州委員会の代表者から構成されるものとする。メンバーの 4 人は、消費者やフードチェーン

におけるその他の利害を代表する組織に経歴をもつものとする。 
 
関連文書を伴って欧州委員会により作成されるリストは、欧州議会に提出されるものとする。

可能なかぎりはやく、そしてそのような文書から 3 ヶ月以内に、欧州議会は、理事会が考慮す

る際に利用できるような意見を形成する可能性がある。そして閣僚理事会が執行理事会を任命

する。 
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 執行理事会のメンバーは、高水準の権限と幅広い関連専門知識を確保し、このことと同時に、

できるかぎり EU 内での幅広い地理的な分布を確保するような方法で任命されるものとする。 
 
2.メンバーの職務の任期は 4 年とし、一度の更新はなされうる。しかし最初の委任に対しては、

この任期はメンバーの半分に対して 6 年とする。 
 
3.執行理事会は、事務局長の提案に基づいた欧州食品安全庁の内部規則を採択するものとする。

これらの規則は公表されるものとする。 
 
4.執行理事会は、メンバーの一人を議長[Chair]として選出するものとする。任期は 2 年であり、

更新可能であるとする。 
 
5.執行理事会は手続きの規則を採択するものとする。 
  
その他の条件が存在しないかぎり、執行理事会はメンバーの過半数[多数決]によって行動する

ものとする。 
 
6.執行理事会は、議長の呼びかけに応じて、あるいはメンバーの少なくとも三分の一の要請に応

じて、会合を行うものとする。 
 
7.執行理事会は、欧州食品安全庁が任務を実行し、欧州食品安全庁に割り当てられた課題を本規

則で規定された条件下で実行することを保証するものとする。 
 
8.執行理事会は毎年 1 月 31 日までに、欧州食品安全庁の次年に関する作業プログラムを採択す

るものとする。また、修正可能な多年度に対するプログラムを採択するものをする。執行理事

会は、これらのプログラムが食品安全分野における共同体の法律と優先事項に一致しているこ

とを確保するものとする。 
 
 執行理事会は毎年 3 月 30 日までに、欧州食品安全庁の前年の活動に関する全般的な報告書を

採択するものとする。 
 
9.執行理事会は、欧州委員会の承認と会計監査院の意見を受けた後、欧州共同体の一般予算に適

用される 1977 年 12 月 21 日付の財務規則(1)と、欧州反詐欺局[Anti-Fraud Office]により実施

される調査に関する法的要件に従い、予算を作成し実施するための手続きを規定する欧州食品

安全庁の財務規則を採択するものとする。 

                                                   
(1) OJ L 356, 31.12.1997, p.1. 規則(EC, ECSC, Euratom)No762/2001(OJ L 111, 20.4.2001, p.1)によって最終的

に改正された規則。 
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10.事務局長は、投票権なしで執行理事会の会合に参加し、事務局を提供するものとする。執行理

事会は、科学委員会の議長に投票権なしで会議に出席するよう求めるものとする。 
 
 

第 26 条 
事務局長 

 
1.事務局長は 5 年の期間に対して―これは更新可能とする―、欧州共同体公報での公表に次ぐ公

開の競争後、欧州委員会により提案される候補者のリストに基づいて、あるいはその他の場合

は利害の表明に対する要請に基づいて、執行理事会により任命されるものとする。執行理事会

によって指名される候補者は任命前に、欧州議会の前で陳述を行い、議会のメンバーにより行

われる質問に答えるよう、速やかに要請されるものとする。事務局長は、執行理事会の過半数

により免職されうる。 
 
2.事務局長は、欧州食品安全庁の法律上の代表者であり、以下に対する責任をもつものとする。 
 
 (a)欧州食品安全庁の日々の運営 
 
 (b)欧州委員会との諮問により、欧州食品安全庁の作業プログラムに対する提案を作成すること。 
 
 (c)作業プログラムおよび執行理事会により採択された決定の実施 
 
 (d)科学委員会と科学パネルに対する適切な科学的、技術的、行政上の支援の提供を確保するこ

と。 
 
 (e)とりわけ提供されるサービスおよび必要とされる時間に関して、欧州食品安全庁が利用者の

要求に適合しながら課題を実行することを保証する。 
 
 (f)欧州食品安全庁の予算の収入、支出、実行についての報告の準備 
 
 (g)職員に関するすべての問題 
 
 (h)欧州議会とのつながりを発展させ、維持し、関連委員会との定期的な対話を確保すること。 
 
3.事務局長は毎年、承認を求めるために執行理事会に対して以下のものを提出するものとする。 
 
 (a)欧州食品安全庁の前年のあらゆる活動を対象とする一般的な報告書の草案 
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 (b)作業プログラムの草案 
 
 (c)前年の年間会計の草案 
 
 (d)次年の予算案 
 
 執行理事会による採択に引き続き事務局長は、一般報告書とプログラムを、欧州議会、理事会、

欧州委員会、そして加盟国に提出し、公表するものとする。 
 
4.事務局長は、欧州食品安全庁のあらゆる財務支出を承認し、執行理事会に対して欧州食品安全

庁の活動に関して報告を行うものとする。 
 
 

第 27 条 
助言フォーラム 

 
1.助言フォーラムは、欧州食品安全庁と類似の課題を行う加盟国の管轄機関からの代表者－各加

盟国により指名される代表者は一人であるという原則に基づいて－によって構成されるものと

する。代表者は、同時に任命される補欠により交代されうる。 
 
2.助言フォーラムのメンバーは、執行理事会のメンバーであってはならない。 
 
3.助言フォーラムは事務局長に対して、本規則の下での事務局長の義務の実施に関して－とりわ

け欧州食品安全庁の作業プログラムの提案作成に関して－忠告を行うものとする。また事務局

長は、科学的意見に対する要請の優先づけに関して、助言フォーラムに忠告を求めることがで

きる。 
 
4.助言フォーラムは、潜在的リスクに関する情報交換と知識の集積のための仕組みを設立するも

のとする。助言フォーラムは、とりわけ以下の事項に関して、欧州食品安全庁と加盟国の管轄

機関の間での緊密な協力を確保するものとする。 
 
 (a)第 32 条にしたがって、欧州食品安全庁と加盟国の科学的研究の重複を避けること。 
 
 (b)欧州食品安全庁と加盟国機関が協力することを義務づけられている、第 30 条(4)で定義され

た状況に関して。 
 
 (c)第 36 条(1)にしたがった、欧州食品安全庁の任務内にある分野で活動する組織の、欧州ネッ

トワークを促進することにおいて。 
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 (d)欧州食品安全庁あるいは加盟国が新たに発生しつつあるリスクを確認した場合。 
 
5.助言フォーラムは、事務局長によって議長が務められるものとする。助言フォーラムは、議長

の呼びかけにより、あるいはメンバーの少なくとも 3 分の 1 の要請により、定期的に会合をも

つものとし、会合は 1 年に 4 度以下であってはならない。その活動上の手続きは欧州食品安全

庁の内部規則において規定され、公表されるものとする。 
 
6.欧州食品安全庁は、助言フォーラムに必要な技術的およびロジスティックな支援を提供し、会

合のために事務局を準備するものとする。 
 
7.欧州委員会総局の代表は、助言フォーラムの活動に参加してもよい。事務局長は、欧州議会お

よびその他の関連委員会の代表者に対して参加するよう依頼することができる。 
 
助言フォーラムが第 22 条 5(b)で言及されている事項を議論する際、第 22 条(5)(b)で言及され

ているものと類似の課題を行う加盟国の管轄機関の代表者は－各加盟国により任命される代表

者は一人という原則に基づいて－助言フォーラムの活動に参加することができる。 
 
 

第 28 条 
科学委員会と科学パネル 

 
1.科学委員会と常設科学パネルはそれぞれの権限の範囲内で、欧州食品安全庁の科学的意見の提

供に対して責任をもち、必要な場合には、公聴会を組織する可能性をもつものとする。 
 
2.科学委員会は、科学的意見の手続きの整合性を確保するのに必要な全般的調整に対して－とり

わけ作業手続きと作業方法の調和に関して－責任をもつものとする。科学委員会は、一つ以上

の科学パネルの権限内にある多部門にわたる問題と、どの科学パネルの権限内にもない問題に

関して、意見を提供するものとする。 
 
必要な場合には、そしてとりわけどの科学パネルの権限内にもない問題の場合には、科学委員

会はワーキンググループを設置するものとする。そのような場合には、科学的意見を確立する

際に、このワーキンググループの専門知識を利用するものとする。 
 
3.科学委員会は、科学パネルの議長[Chair] と、どの科学パネルにも属していない 6 人の独立し

た科学的専門家から構成されるものとする。 
 
4.科学パネルは、独立した科学的専門家から構成されるものとする。欧州食品安全庁が設置され

る時点で、以下の科学パネルが設立されるものとする。 
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(a)食品添加物、調味料、加工補助品、食品と接触する物質に関するパネル 
 
(b)動物飼料に用いられる添加物、生産物、物質に関するパネル 
 
(c)植物衛生、農薬、その残留物に関するパネル 
 
(d)遺伝子組み換え物質に関するパネル 
 
(e)栄養製品、栄養、アレルギーに関するパネル 
 
(f)生物学的危害に関するパネル 
 
(g)フードチェーンにおける汚染物質に関するパネル 
 
(h)動物衛生と動物福祉に関するパネル 

  
科学パネルの数と名称は、技術的および科学的発展に照らして、欧州食品安全庁の要請に応じ、

58 条(2)で言及された手順に従って、欧州委員会により修正されうる。 
 
5.科学パネルのメンバーでない科学委員会のメンバーと、科学パネルのメンバーは、3 年の任期

に対して―これは更新されうるものとする―、欧州共同体公報、主要な関連科学出版物および

利害の表明を要請する欧州食品安全庁のウエブサイト上での公表に引き続き、事務局長の提案

に基づいて執行理事会により任命される。 
 
6.科学委員会と科学パネルはそれぞれ、議長と 2 人の副議長を彼らのメンバーのなかから選出す

るものとする。 
 
7.科学委員会と科学パネルは、メンバーの過半数により行動するものとする。少数意見は記録さ

れるものとする。 
 
8.欧州委員会総局の代表者は、科学委員会、科学パネルおよびそれらのワーキンググループの会

合に出席する資格を与えられるものとする。出席するよう依頼された場合、彼らは説明や情報

を目的として援助を行うことはできるが、議論を左右しようとしてはならない。 
 
9.科学委員会と科学パネルの運営と協力に関する手続きは、欧州食品安全庁の内部規則で規定さ

れるものとする。 
これらの手続きは特に以下の点に関連するものとする。 

 
 (a)メンバーが科学委員会や科学パネルに連続的に勤務できる期間 
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 (b)各科学パネルのメンバー数 
 
 (c)科学委員会および科学パネルのメンバーの支出を返済する手続き 
 
 (d)科学的意見に対する課題と要請が科学委員会と科学パネルに割り当てられる方法 
 
 (e)科学委員会と科学パネルのワーキンググループの設置と組織、そしてこれらのワーキンググ

ループに外部の専門家が含められる可能性 
 
 (f)科学委員会と科学パネルの会合に、オブザーバーが招待される可能性 
 
 (g)公聴会を準備する可能性 
 
 

第 3 節 
活動[運営] 

 
第 29 条 

科学的意見 
 
1.欧州食品安全庁は、 
 
 (a)任務の範囲内にあるすべての問題に関連した欧州委員会の要請に応じて、そして共同体の法

律が欧州食品安全庁に対して諮問を受けるよう規定しているすべての状況において、 
 
 (b)任務の範囲内にある問題に関して、自身のイニシァティブで、 

 
科学的意見を公表するものとする。 
 
欧州議会あるいは加盟国は、任務の範囲内にある問題に関して、欧州食品安全庁に科学的意見

を提供するよう要請することができる。 
 
2.第 1 項に関連する要請は、取り組まれるべき科学的問題と共同体の利益を説明する、背景説明

を与える情報を伴っているものとする。 
 
3.共同体の法律が科学的意見の伝達に関して時間制限を詳しく指定していない場合には、十分に

正当化される状況を除いて、欧州食品安全庁は、意見の要請において指定された期限内に科学

的意見を提出するものとする。 
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4.同じ問題に関して異なる要請がなされた場合、あるいは要請が第 2 項に従っていない場合、ま

たは不明確な場合、欧州食品安全庁は要請を拒絶するか、あるいは要請を行った加盟国機関と

の協議により意見の要請に対する修正を提案することができる。拒絶に対する弁明は、要請を

行った機関や加盟国に提供されるものとする。 
 
5.欧州食品安全庁が、要請されている特定の事項に関してすでに科学的意見を提供していて、再

検討を正当化する新しい科学的要素が存在しないと結論づけるとき、要請を拒絶することがで

きる。拒絶に対する弁明は、要請を行った機関や加盟国に提供されるものとする。 
 
6.本条の適用に関する実施規則は、第 58 条(2)で規定された手続きに従って、欧州食品安全庁へ

の諮問を行った後、欧州委員会により確立されるものとする。これらの規則は、特に以下のこ

とを規定するものとする。 
 
(a)要請に対して欧州食品安全庁により適用される手続き 
 
(b)共同体の法律下で、優先的な認可および対象リスト[positive list]への記載を受ける必要があ

る物質、製品および工程の科学的評価を管理するガイドライン－とりわけ共同体の法律が、

この目的のために応募者により提出されるべき書類を規定している場合、あるいは認可して

いる場合－。 
 
7.欧州食品安全庁の内部規則は、科学的意見の形式、説明背景および公表に関して要件を指定す

るものとする。 
 
 

第 30 条 
科学的意見の相違 

 
1.欧州食品安全庁は、早期の段階で、その科学的意見の相違、あるいは類似の課題を行う機関に

よって提供された科学的意見の相違のあらゆる潜在的な源を確認するために、警戒を行うもの

とする。 
 
2.欧州食品安全庁が相違の潜在的源を確認した場合、すべての関連する科学的情報が共有される

ことを確保するため、また議論になりうる科学的問題を確認するために、問題となっている機

関と連絡を取るものとする。 
 
3.科学的問題をめぐって実質的な相違が確認され、問題となっている機関が共同体の機関、ある

いは欧州委員会の科学委員会の一つである場合、欧州食品安全庁および関連する機関は、相違

を解決する目的で、あるいは、議論となっている科学的問題を明確にし、データの関連する不
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確実性を確認する共同の文書を欧州委員会に提出する目的で、協力するよう義務づけられるも

のとする。この文書は公表されるものとする。 
 
4.科学的意見をめぐって実質的な相違が確認され、問題となっている機関が加盟国の機関である

場合、欧州食品安全庁と加盟国は、相違を解決する目的で、あるいは、議論となっている科学

的問題を明確にし、データの関連する不確実性を確認する共同文書を準備する目的で、協力す

るよう義務づけられるものとする。この文書は公表されるものとする。 
 
 

第 31 条 
科学的・技術的支援 

 
1.欧州食品安全庁は、任務の範囲内にあるすべての分野で、科学的および技術的支援を提供する

よう、欧州委員会から要請されうる。科学的および技術的支援の提供という課題は、科学委員

会や科学パネルによる科学的な評価を必要としない、明確に確立された科学的あるいは技術的

原則の適用を伴う、科学的および技術的作業から構成されるものとする。そのような課題には、

特に技術的基準の確立や評価に関する欧州委員会への支援、また技術的なガイドラインの発展

における欧州委員会への支援が含まれうる。 
 
2.欧州委員会が、欧州食品安全庁に科学的および技術的支援に対する要請を行う場合、欧州食品

安全庁との協定において、課題が完成されるべき時間制限を特定するものとする。 
 
 

第 32 条 
科学的研究 

 
1.欧州食品安全庁は、利用可能な最良の独立した科学的情報源を用いながら、任務の達成に必要

な科学的研究を委託するものとする。そのような研究は、開かれた透明な方法で委託されるも

のとする。欧州食品安全庁は、加盟国や共同体の研究プログラムとの重複を避けるよう努力し、

適切な調整を通じて協力を促進するものとする。 
 
2.欧州食品安全庁は、科学的研究の結果について、欧州議会、欧州委員会および加盟国に報告す

るものとする。 
 
 

第 33 条 
データの収集 

 
1.欧州食品安全庁は任務の範囲内にある分野において、関連する科学的・技術的データを探索し、
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収集し、対照し、分析し、要約するものとする。これには特に、以下に関連するデータの収集

が含まれるものとする。 
 
 (a)食品の消費と、食品の消費に関連するリスクへの個人の曝露 
 
 (b)生物学的リスクの発生率と普及 
 
 (c)食品や飼料の汚染 
 
 (d)残留物 
 
2.第 1 項の目的のために、欧州食品安全庁は、データ収集の分野で活動を行っているすべての組

織－加盟申請国、域外諸国および国際機関を含む－と密接に協力して活動を行うものとする。 
 
3.加盟国は、とりわけ第 1 項と第 2 項で言及された分野において収集したデータが欧州食品安全

庁に伝達されるのに必要な施策を講じるものとする。 
 
4.欧州食品安全庁は、共同体レベルでの統合を容易にするために、欧州食品安全庁が受け取り分

析するデータの技術的な比較可能性を改善しうる、適切な推奨を加盟国や欧州委員会に提出す

るものとする。 
 
5.本規則の施行日から一年以内に、欧州委員会は、欧州食品安全庁の任務の範囲内にある分野に

おいて共同体レベルで存在するデータ収集システムの目録を公表するものとする。 
 
適切な場合には提案が伴うことになる報告書は、とりわけ以下のことを示すものとする。 
 
 (a)それぞれのシステムおよび欧州食品安全庁に割り当てられるべき役割に関して、欧州食品安

全庁が、加盟国と協力しながら任務を行えるようにするのに必要とされるすべての修正や改

善 
 
 (b)欧州食品安全庁が、共同体レベルで任務の範囲内にある分野の関連する科学的・技術的デー

タを収集し、要約できるように改善されるべき欠陥 
 
6.欧州食品安全庁は、データ収集の領域における作業の結果を、欧州議会、欧州委員会および加

盟国に提出するものとする。 
 
 

第 34 条 
発生しつつあるリスクの確認 
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1.欧州食品安全庁は、任務の範囲内にある分野において発生しつつあるリスクを確認する目的で、

情報やデータの体系的な探索、収集、対照、分析に対する監視の手続きを確立するものとする。 
 
2.深刻なリスクが発生しつつあるという疑いにつながるような情報を欧州食品安全庁が所有して

いる場合、加盟国、その他の共同体の機関および欧州委員会から情報をさらに要請するものと

する。加盟国、関連する共同体の機関および欧州委員会は、緊急問題として応答し、彼らが所

有している関連するすべての情報を提出するものとする。 
 
3.欧州食品安全庁は、発生しつつあるリスクを確認するという任務の達成において、欧州食品安

全庁が受け取るすべての情報を利用するものとする。 
 
4.欧州食品安全庁は、発生しつつあるリスクについて収集された評価や情報を、欧州議会、欧州

委員会および、加盟国に提出するものとする。 
 
 

第 35 条 
早期警告システム[rapid alert system] 

 
できるかぎり効率的に食品の健康上および栄養上のリスクを監視するという課題を実行するこ

とができるよう、欧州食品安全庁は、早期警告システムを通じて伝達されるあらゆるメッセー

ジの受取人であるものとする。欧州食品安全庁は、リスクアナリシスのために必要とされるす

べての情報を欧州委員会や加盟国に提供する目的で、そのようなメッセージの内容を解析する

ものとする。 
 
 

第 36 条 
欧州食品安全庁の任務の範囲内にある分野で活動する組織のネットワーク 

 
1.欧州食品安全庁は、任務の範囲内にある分野で活動する組織の欧州ネットワークを促進するも

のとする。そのようなネットワークの目的は特に、欧州食品安全庁の任務の範囲内にある分野

での、活動の調整、情報交換、共同企画の発展と実施、専門知識や最良の慣行の交換を通じて、

科学的協力の枠組みを促進することにある。 
 
2.事務局長からの提案に基づいて行動する執行理事会は、個別にあるいはネットワークで欧州食

品安全庁の任務を支援する加盟国によって指名される管轄組織[competent organization]のリ

スト－公表されるものとする－を作成するものとする。欧州食品安全庁は、とりわけ科学的意

見や科学的・技術的支援、データの収集や、発生しつつあるリスクの確認に関する予備作業に

おいて、これらの組織に特定の課題を委任することができる。これらの課題のいくつかは、財
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政的な支援が受けられる可能性がある。 
 
3.第 1 項と第 2 項の適用に関する実施規則は、第 58 条(2)で言及された手続きに従い、欧州食品

安全庁へ諮問を行った後、欧州委員会により規定されるものとする。これらの規則は特に、あ

る機関を加盟国により指定される管轄組織のリストに含める際の基準、調和された質の高い要

件の確立のための調整、およびあらゆる財政支援を管理する財政規則、を規定するものとする。 
 
4.本規則の施行から一年以内に欧州委員会は、欧州食品安全庁の任務の範囲にある分野で存在す

る、科学的評価の分野において特定の課題－特に一件書類の認可の調査－を加盟国が実施する

ことを規定する共同体システムのリストを公表するものとする。適切な場合には提案を伴う報

告書は、とりわけ、各システムに対して、加盟国と協力しながら欧州食品安全庁が任務を達成

することができるために必要とされる修正点や改善箇所を示すものとする。 
 

第 4 節 
独立性、透明性、機密性、コミュニケーション 

 
第 37 条 
独立性 

 
1.執行理事会のメンバー、助言フォーラムのメンバーと事務局長は、官公庁の[public]利益と独立

に行動を行う義務を負うものとする。 
 このために、彼らは公約[commitment]の宣言と、彼らの独立性を損なうとみなされうる利害が

存在しないことを示す、あるいは独立性を損なうとみなされうる直接・間接の利害をすべて示

す利害の宣言を行うものとする。これらの宣言は、一年ごとに文書で公表されるものとする。 
 
2.科学委員会と科学パネルのメンバーは、いかなる外部利益からも独立に行動を行う義務を負う

ものとする。 
 
 このために、彼らは公約の宣言と、彼らの独立性を損なうとみなされうる利害が存在しないこ

とを示す、あるいは独立性を損なうとみなされうる直接・間接の利害をすべて示す利害の宣言

を行うものとする。これらの宣言は、一年ごとに文書で公表されるものとする。 
 
3.執行理事会のメンバー、事務局長、助言フォーラムのメンバー、科学委員会と科学パネルのメ

ンバー、またワーキンググループに参加する外部の専門家は、会合ごとに、議題になっている

事項に関連して、独立性を損なうとみなされうるすべての利害を宣言するものとする。 
 
 

第 38 条 
透明性 
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1.欧州食品安全庁は高水準の透明性により活動を行うことを確保するものとする。とりわけ以下

の事項についてただちに公表するものとする。 
 
 (a)科学委員会と科学パネルのアジェンダと議事録 
 
 (b)採択後ただちに、少数意見も常に含めた、科学委員会と科学パネルの意見 
 
 (c)第 39 条と 41 条を侵害することなしに、意見が基盤としている情報 
 
 (d)執行理事会のメンバー、事務局長、助言フォーラムのメンバーと科学委員会および科学パネ

ルのメンバーによって一年ごとになされる利害の表明と、会合の議題にある事項に関連して

なされる利害の表明 
 
 (e)科学的研究の結果 
 
 (f)活動の年間報告 
 
 (g)拒否、あるいは修正された科学的意見に対する欧州議会、欧州委員会、加盟国からの要請と、

拒否と修正に対する弁明 
 
2.執行理事会は、事務局長からの提案に基づいて、議題の特定の行政目的のために決定を行うの

でない限り、会合を公開で行うものとし、消費者代表やその他の利害団体を欧州食品安全庁の

いくつかの活動の進め方に対するオブザーバーとして認めることができる。 
 
3.欧州食品安全庁は内部規則において、第 1 項と第 2 項で言及された透明性規則の施行に関する

実行上の取り決めを規定するものとする。 
 

 
第 39 条 
機密性 

 
1.公衆衛生を保護するために、状況により要求されれば公表されなければならない情報を除き、

第 38 条からの適用除外として、欧州食品安全庁は、機密扱いが要請され正当化されていると

して受け取る機密性の情報を、第三者に公表してはならない。 
 
2.執行理事会のメンバー、事務局長、科学委員会と科学パネルのメンバー、ワーキンググループ

に参加している外部の専門家、助言フォーラムのメンバーと欧州食品安全庁の職員は、彼らの

職務が終了した後でも、条約の第 287 条によって機密性の要件に従うものとする。 
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3.欧州食品安全庁が伝達する、予測可能な健康への影響に関連した科学的意見の結論は、決して

機密とされてはならない。 
 
4. 欧州食品安全庁は内部規則において、第 1 項と第 2 項で言及された機密性規則の実施に対する

実行上の取り決めを規定するものとする。 
 

 
第 40 条 

欧州食品安全庁からのコミュニケーション 
 
1.リスク管理の結果について伝達するという欧州委員会の権限を侵害することなく、欧州食品安

全庁は任務の範囲内にある分野で、自発的なコミュニケーションを行うものとする。 
 
2.欧州食品安全庁は、一般市民やすべての利害団体に、客観的で信頼でき、容易にアクセスでき

る情報－特に欧州食品安全庁の活動の結果に関して－が迅速に提供されていることを確保する

ものとする。この目的を達成するために、欧州食品安全庁は一般市民に対する情報措置を発展

させ、普及させるものとする。 
 
3.欧州食品安全庁は、リスクコミュニケーション方法において不可欠な整合性を促進させるため

に、欧州委員会や加盟国と緊密に協力して行動するものとする。 
 
 欧州食品安全庁は第 38 条にしたがって議論されたすべての意見を公表するものとする。 
 
4.一般市民への情報運動に関して、欧州食品安全庁は加盟国の管轄当局やその他の利害団体との

適切な協力を確保するものとする。 
 

第 41 条 
文書へのアクセス 

 
1.欧州食品安全庁は、所有している文書に対する広範囲なアクセスを確保するものとする。 
 
2.執行理事会は、事務局長の提案に基づいて行動を行い、共同体機関の文書に対するアクセスの

権利を管理する一般原則と条件を完全に考慮しながら、第 1 項で言及された文書へのアクセス

に適用可能な規定を採択するものとする。 
 
 

第 42 条 
消費者、生産者、その他の利害団体 
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 欧州食品安全庁は、消費者代表、生産者代表、加工業者、およびその他の利害団体との有効な

関係を発展させるものとする。 
 
 

第 5 節 
財政上の規定 

 
第 43 条 

機関の予算の採択 
 
1．欧州食品安全庁の収入は、共同体および第 49 条で言及された共同体が協定を結んだすべての

国からの負担金、出版や会議、訓練およびその他の類似の欧州食品安全庁が提供する活動に対

する料金から構成されるものとする。 
 
2．欧州食品安全庁の支出には、職員や運営、インフラ、作業に対する支出、第三者との契約か

ら発生する費用、第 36 条で言及された財政支援から発生する支出が含まれるものとする。 
 
3．事務局長は、第 5 項で言及される日付以前の適切な時期に、次の財政年度に関する欧州食品

安全庁の収入と支出の見積もりを作成し、役職の暫定的なリストを伴って、執行理事会に提出

するものとする。 
 
4．歳入と支出はバランスが取れているものとする。 
 
5．執行理事会は少なくとも 3 月 31 日までに、予備的な作業プログラムを伴う評価案－暫定的な

役職のリストを含む－を採択し、欧州委員会と、第 49 条で言及された共同体が協定を結んだ

国に提出するものとする。この案に基づいて欧州委員会は、EU の一般予算の予備的草案にお

いて関連する評価－条約の 272 条に従い、理事会に提出される－に着手するものとする。 
 
6．予算機関によって EU の一般予算が採択された後、執行理事会は、欧州食品安全庁の最終予

算と作業プログラムを、必要な場合には共同体の分担金に適合させながら、採択するものとす

る。欧州食品安全庁はただちにそれらを欧州委員会と予算機関に提出するものとする。 
 

 
第 44 条 

欧州食品安全庁予算の実施 
 
1．事務局長は欧州食品安全庁の予算を実施するものとする。 
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2．遂行およびすべての支出の支払いのチェック、欧州食品安全庁の収入の現状[existence]や回収

[recovery]のチェックは、欧州委員会の財務検査官によって行われるものとする。 
 
3．事務局長は少なくとも毎年 3 月 31 日までに、欧州委員会と執行理事会、そして会計監査委員

に、前年の財政年度のすべての収入と支出に関して詳細な報告書を提出するものとする。 
 
 会計監査院は、条約の 248 条に従い、会計を検査するものとする。会計監査院は毎年、欧州食

品安全庁の活動に関する報告書を公表するものとする。 
 
4．欧州議会は、理事会からの勧告に基づいて行動しながら、予算の実施に関して欧州食品安全

庁の事務局長に遂行[discharge]を与えるものとする。 
 
 

第 45 条 
欧州食品安全庁が受け取る料金 

 
 本規則の実施日から 3 年以内、そして欧州食品安全庁と加盟国および利害団体への諮問を行っ

た後に、欧州委員会は、共同決定手続きの下で、条約に従いながら法律の提案を提出する実行

可能性と適否に関して、また欧州食品安全庁により提供されるその他のサービスに関して、報

告書を公表するものとする。 
 
 

第 6 節 
一般規定 

 
第 46 条 

法人格と権利 
 
1．欧州食品安全庁は法人格を持つものとする。すべての加盟国で、欧州食品安全庁は法人に対

して法律により認められる最大の権限を享受するものとする。とりわけ、欧州食品安全庁は、

動産および不動産を獲得し、処分することができ、法的な訴訟手続きを行うことができる。 
 
2．欧州共同体の権利と免除に関する議定書[Protocol]が欧州食品安全庁に対しても適用されるも

のとする。 
 

 
第 47 条 

責任[Liability] 
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1．欧州食品安全庁の契約上の責務は、問題となっている契約に適用される法律により管理され

るものとする。欧州共同体の司法裁判所は、欧州食品安全庁によって締結された契約に含まれ

るすべての調停条項に従い、判決を与える司法権をもつものとする。 
 
2．非契約の[non-contractual liability]の責任の場合、欧州食品安全庁は加盟国の法律に共通の一

般原則に従い、責務の実施の際に、欧州食品安全庁やその従業員[servant]によって引き起こさ

れたすべての損害を償うものとする。司法裁判所は、そのような損害の補償に関するすべての

論争において司法権をもつものとする。 
 
3．欧州食品安全庁に向けられる従業員の個人的責任は、欧州食品安全庁の職員に適用される関

連規定により管理されるものとする。 
 
 

第 48 条 
職員[Staff] 

 
1．欧州食品安全庁の職員は、欧州共同体の公務員やその他の職員に適用される規則や規制を受

けるものとする。 
 
2．職員に関して、欧州食品安全庁は任命を行う当局に移転された権限を行使するものとする。 
 
 

第 49 条 
域外諸国の参加 

 
 欧州食品安全庁は、欧州共同体と協定を結び、それにより本規則で対象とされる分野において

共同体の法律を採択し、適用する国の参加に対し開かれているものとする。 
 
 これらの協定の関連規定の下で、これらの国が欧州食品安全庁の活動に参加する性質、程度、

方法－欧州食品安全庁により運営されるネットワークへの参加に関連する規定、欧州食品安全

庁により特定の課題を委託されうる権限組織のリストへの含有、財政的な分担や職員を含む－

を詳しく指定しながら、調整がなされるものとする。 

 43



第Ⅳ章 
 

早期警告システム、危機管理と緊急事態 
 
 

第 1 節 
早期警告システム[rapid alert system] 

 
第 50 条 

早期警告システム 
 
1．本規則により、食品や飼料に由来する人間の健康への直接あるいは間接のリスクを通知する

ための早期警告システムがネットワークとして確立される。加盟国、欧州委員会および欧州食

品安全庁は、それぞれ接点[contact point]を選定し、それがネットワークのメンバーとなるも

のとする。欧州委員会は、ネットワークの管理に対して責任をもつものとする。 
 
2．ネットワークのメンバーが、食品や飼料に由来する人間の健康に対する深刻な直接および間

接のリスクの存在に関して何らかの情報をもつ場合、この情報は早期警告システムの下でただ

ちに欧州委員会に通知されるものとする。欧州委員会はこの情報をただちにネットワークのメ

ンバーに伝達するものとする。 
 
 欧州食品安全庁は、科学的および技術的な情報で通知を補足することができ、このことが加盟

国による早期の適切なリスク管理行動を容易にするだろう。 
 
3．その他の共同体の法律を侵害することなく、加盟国は早期警告システムの下で以下の事項に

ついてただちに欧州委員会に通知するものとする。 
 
 (a)人間の健康を保護するために、食品や飼料を市場へ出すことを制限したり、市場からの撤回

や回収を強制したり、早期の行動を命令したりすることを目的として加盟国が採択するすべ

ての施策 
 
 (b)自発的であれ、義務的であれ、早期の行動を必要とする人間の健康への深刻なリスクのため

に、食品や飼料を市場に出すことや食品や飼料の通常の使用を防止したり、制限したり、特

別な条件を課したりすることを目的とした勧告や、職業的事業者との協定 
 
 (c)EU 内の境界で[border post]の、人間の健康への直接および間接のリスクに関連した、権限

当局によるバッチやコンテナ、貨物の拒否 
 
 通知は、通知が公表された加盟国の権限当局によりとられる行動に対する理由の詳細な説明を
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伴うものとする。適切な時期に、とりわけ通知が基盤とした措置が修正されるか撤回された場

合、補足的な情報が出されるものとする。 
 
 欧州委員会は、第 1 および第 2 のサブパラグラフに関して受け取った通知や補足的な情報をネ

ットワークのメンバーにただちに伝達するものとする。 
  

EU の境界で、バッチ、コンテナあるいは貨物が権限当局により拒否される場合、欧州委員会

は EU 内のすべてのボーダーポストと原産国の第三国[域外諸国]にすみやかに通知するものと

する。 
 
4．早期警告システムの下で通知を受けた食品や飼料が域外諸国に発送された場合、欧州委員会

は域外諸国に適切な情報を提供するものとする。 
 
5．加盟国は、早期警告システムの下で伝達された通知や補足的情報の受け取りに従って行われ

た活動や講じられた措置を欧州委員会にただちに知らせるものとする。欧州委員会は、この情

報をネットワークのメンバーにただちに伝達するものとする。 
 
6．早期警告システムへの参加は、加盟申請国、域外諸国、国際組織に対して、共同体とこれら

の国および国際組織との協定に基づき、これらの協定で確定されている手続きに従って、開か

れる可能性がある。後者は互恵主義に基づき、共同体で適用される措置と同等の機密性措置が

含まれるものとする。  
 
 

第 51 条 
施策の実施 

 
 第 50 条を実施する施策は、欧州食品安全庁と議論した後に、第 58 条(2)で言及された手続きに

従って欧州委員会により採択されるものとする。これらの施策は、特に通知や補足的な情報の

伝達に適用される特定の条件や手続きを規定するものとする。 
 
 

第 52 条 
早期警告システムに対する機密性規則 

 
1．食品や飼料による人間の健康へのリスクに関して、ネットワークのメンバーに利用可能であ

る情報は一般的に、第 10 条で規定された情報原則に従い、一般市民に[公に]利用可能であるも

のとする。一般的に市民は、製品の確認に関する、またリスクの性質や講じられた措置の性質

に関する情報に対するアクセスをもつものとする。 
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 しかしネットワークのメンバーは、人間の健康を保護するために、状況が要求する場合公表さ

れなければならない情報を除いて、十分に正当化される状況において、その性質上職業秘密の

対象とされる本節の目的のために獲得された情報を暴露しないよう職員メンバーが要求を受け

ることを保証する措置を講じるものとする。 
 
2．職業秘密の保護は、食品および飼料分野での市場監視や施行活動の実効性に関連した情報を

権限当局に広めることを妨げてはならない。職業秘密により対象とされる情報を受ける当局は、

第 1 項にしたがってその保護を確保するものとする。 
 
 

第 2 節 
緊急事態 

 
第 53 条 

共同体由来、あるいは域外諸国からの食品や飼料に対する緊急措置 
 
1．共同体の食品や飼料、あるいは域外諸国から輸入された食品や飼料が、人間の健康、動物の

健康、または環境への深刻なリスクの要素になりえ、またそのようなリスクが関係する加盟国

により講じられる措置によって十分に抑えられえない場合、欧州委員会は、第 58 条(2)で規定

された手続きに従って行動を行い、自身のイニシァティブで、あるいは加盟国の要請により、

状況の深刻さに応じ、以下の措置の一つあるいはそれ以上を採用するものとする。 
  
(a)共同体由来の食品や飼料の場合 
 
  (ⅰ)問題となっている食品を市場に出すことやその使用の停止 
 
  (ⅱ) 問題となっている飼料を市場に出すことやその使用の停止 
 
  (ⅲ)問題となっている食品や飼料に対する特定の条件の規定 
 
  (ⅳ)その他の適切な暫定的措置 
 
(b)域外諸国から輸入された食品や飼料の場合 
 
  (ⅰ)関連する域外諸国の全域あるいは一部から、そして適切な場合には、通過した域外国か

ら、問題となっている食品の輸入を停止する。 
 
  (ⅱ)関連する域外諸国の全域あるいは一部から、問題となっている食品や飼料に対する特別

条件を規定する 
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  (ⅲ)その他の適切な暫定的措置 
 
2．しかし緊急事態においては、欧州委員会は、関連する加盟国に諮問し、他の加盟国に通知し

た後で、第 1 項で言及された措置を暫定的に採用することができる。 
 
  できる限り早急に、そして最大でも 10 日の作業日以内に、第 58 条(2)で言及された手続きに

従って、講じられた措置は、確認され、修正され、無効にされたり、拡張されたりするものと

し、欧州委員会の決定に対する理由が速やかに公表されるものとする。 
 
 

第 54 条 
その他の緊急措置 

 
1．加盟国が正式に緊急措置を講じる必要性を欧州委員会に対し通告した場合、また、欧州委員

会が第 53 条にしたがって行動しなかった場合、加盟国は暫定的な保護措置を採択することが

できる。この場合、加盟国はただちに他の加盟国および欧州委員会に通知するものとする。 
 
2．10 日の作業日以内に、欧州委員会は、加盟国の暫定的な保護措置の拡張、修正、廃止を目的

として、第 58 条(2)で規定された手続きに従い、58 条(1)において設置された委員会に書類を

提出するものとする。 
 
3．加盟国は、共同体の措置が採択されるまで、国の暫定的な保護措置を維持することができる。 
 
 

第 3 節 
危機管理 

 
第 55 条 

危機管理に対する一般計画 
 
1．欧州委員会は、欧州食品安全庁や加盟国と緊密に協力しながら、食品および飼料の安全分野

における危機管理に対する一般計画を作成するものとする（以下、「一般計画」と呼ばれる）。 
 
2．一般計画は、現存の規定では受容可能な水準まで防止、除去、縮小されえそうにないか、あ

るいは第 53条および第 54条の適用のみでは十分に管理されえない食品や飼料由来の人間の健

康への直接あるいは間接のリスクに関係する状況の類型を特定するものとする。 
 
 また一般計画は、危機管理に必要な実行手続き－適用されるべき透明性の原則や、コミュニケ
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ーション戦略を含む－を指定するものとする。 
 

第 56 条 
危機部局[Crisis Unit] 

 
1．共同体法の適用を確保するという役割を侵害することなく、欧州委員会が食品や飼料由来の

人間の健康に対する深刻な直接あるいは間接のリスクにかかわる状況を確定し、そのリスクが

現存の規定では予防、除去、縮小されえないか、第 53 条および第 54 条の適用のみでは十分に

管理されえない場合、加盟国と欧州食品安全庁にただちに通知するものとする。 
 
2．欧州委員会は危機部局[Unit]をただちに設置するものとする。そのなかに欧州食品安全庁が参

加し、必要な場合には科学的および技術的支援を提供するものとする。 
 

 
第 57 条 

危機部局[Unit]の課題 
 
1．危機部局[Unit]は、できる限り有効にそして迅速に、すべての関連する情報の収集や評価と、

人間の健康に対するリスクを受容可能な水準まで予防し、削減あるいは縮小するのに有効な選

択肢の確認することに対して責任をもつものとする。 
 
2．危機部局[Unit]は、危機を有効に管理するのに必要とみなすすべての公的あるいは民間の専門

家に、援助を要請することができる。 
 
3．危機部局は、関連するリスクと講じられる措置に関して一般市民が情報を受けている状態を

維持するものとする。 
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第Ⅴ章 
 

手続きと最終規定 
 

第 1 節 
委員会と調停手続き 

 
第 58 条 
委員会 

 
1．欧州委員会は、加盟国の代表によって構成され、欧州委員会の代表によって議長が務められ

る「フードチェーンおよび動物衛生に関する常設委員会」(以下、「委員会」と呼ばれる)による

支援を受けるものとする。委員会は、すべての関連事項を扱う部門で組織されるものとする。 
 
2．本項に言及がなされる場合、決定 1999/468/EC の第 5 条で規定された手続きが、その第 7 条

および第 8 条にしたがって、適用されるものとする。 
 
3．決定 1999/468/EC の第 5 条（2）で規定された期間は 3 ヶ月とする。 
 
 

第 59 条 
委員会に割り当てられた機能 

 
委員会は、本規則により割り当てられた機能と、その他の関連する共同体の規定によって割り

当てられた機能とを、これらの規定により定められた状況と条件において、実行するものとす

る。また委員会は、議長のイニシァティブによるものであれ、メンバーの一人の書面での要請

によるものであれ、これらの規定の範囲内にあるすべての問題について調査することができる。 
 
 

第 60 条 
調停手続き 

 
1．その他の共同体の規定の適用を侵害することなく、ある加盟国が、食品安全の分野で他の加

盟国により講じられた措置が本規則と矛盾する、あるいは内部市場の機能に影響を与える可能

性があるという意見の場合、その加盟国はただちにその問題を欧州委員会に通知すべきである。

欧州委員会はただちに当該加盟国に通告するであろう。 
 
2．2 つの当該加盟国と欧州委員会は、問題を解決するためにあらゆる努力をするものとする。同

意が達成されない場合、欧州委員会は、欧州食品安全庁から問題となっているすべての関連す
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る科学的問題について意見を求めることができる。要請の条件と、欧州食品安全庁が意見を提

供するよう求められる期限は、当該の 2 つの加盟国へ諮問した後で、欧州委員会と欧州食品安

全庁の間の相互協定により確定されるものとする。 
 
 

第 2 節 
最終規定 

 
第 61 条 

再検討条項 
 
1．2005 年 1 月 1 日までに、そしてその後は 6 年ごとに、欧州食品安全庁は欧州委員会と協力し

ながら、欧州委員会との同意の上で執行理事会により出された参照条件を基に、欧州食品安全

庁の業績に関する独立した外部評価を委託するものとする。評価は、欧州食品安全庁の作業慣

行と影響を評価するだろう。評価は、共同体と加盟国双方のレベルでのステークホルダーの見

解を考慮に入れるだろう。 
 
 欧州食品安全庁の執行理事会は、評価の結論を検討し、欧州食品安全庁とその作業慣行の変化

に関し必要でありうる勧告を欧州委員会に提出するものとする。評価と勧告は公表されるもの

とする。 
 
2．欧州委員会は 2005 年の 1 月 1 日までに、第Ⅳ章の第 1 節と第 2 節の実施から得られた経験

について報告書を発行するものとする。 
 
3．第 1 項と第 2 項で言及された報告書と勧告は、理事会と欧州議会に提出されるものとする。 
 
 

第 62 条 
欧州食品安全庁と「フードチェーンおよび動物衛生に関する常設委員会」への言及[reference] 
 
1．食品科学委員会、動物栄養科学委員会、獣疫科学委員会、農薬科学委員会、植物科学委員会、

そして常設科学委員会に対する共同体の法律における、すべての言及は、欧州食品安全庁に対

する言及に置き換えられるものとする。 
 
2．常設食品委員会、常設飼料委員会、常設獣疫委員会に対する共同体の法律におけるすべての

言及は、フードチェーンと動物衛生に関する常設委員会に対する言及に置き換えられるものと

する。 
 
 農薬とその残留物の最大許容水準に関する指令 76/895/EEC、86/362/EEC、86/363/EEC、
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90/642/EEC、および 91/414/EEC と、それに基づく共同体の法律における常設植物衛生委員

会へのすべての言及は、フードチェーンと動物衛生に関する常設委員会への言及に置き換えら

れるものとする。 
 
3．第 1 項と第 2 項の目的のために、「共同体の法律」とは共同体のすべての規則、指令、決定を

意味するものとする。 
 
4．決定 68/361/EEC、69/414/EEC、および 70/372/EEC は、本規則により廃止されることにな

る。 
 
 

第 63 条 
欧州医薬品評価機関の権限 

 
 本規則は、規則(EEC)No2309/93、規則(EEC)No2377/99 および理事会指令 75/319/EEC(1)と理

事会指令 81/851/EEC(2)により欧州医薬品評価機関に授与された権限を侵害しないものとする。 
 
 

第 64 条 
欧州食品安全庁の活動の開始 

 
 欧州食品安全庁はその活動を 2002 年 1 月 1 日から開始するものとする。 
 

 
第 65 条 
施行 

 
 本規則は、欧州共同体公報での公表日から 20 日後に施行されるものとする。 
 
 第 11 条と 12 条、そして 14 条から 20 条は、2005 年 1 月 1 日から適用されるものとする。 
 
 第 29 条、56 条、57 条および 60 条と 62 条(2)は、公報の C シリーズにおける通知により公表

されることになる科学委員会と科学パネルのメンバーの指名日から適用されるものとする。 
 

                                                   
(1) OJ L 147,9.6.1975, p.13. 欧州議会と理事会の指令 2001/83/EC(OJ L 311, 28.11.2001, p.67)によって改正され

た指令。 
(2) OJ L 317, 6.11.1981, p.1. 欧州議会と理事会の指令 2001/82/EC(OJ L 311, 28.11.2001, p.1)によって改正され

た指令。 
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 本規則は全体が義務的であり、加盟国に直接に適用可能であるものとする。 
 ブリュッセル 
 2002 年 1 月 28 日 
 
欧州議会を代表して  P.COX 
理事会を代表して   J.PIQUE I CAMPS 
 
 

 
訳注 1 risk analysis には、リスク分析、リスク解析などのいくつかの訳語があるが、訳文では、リスクアナリシス

としている。また risk assessment はリスク評価と訳されることが多いが、risk evaluation との混同を避け

るために、本訳では、リスクアセスメントとしている。 
 
訳注 2 これ以降、原文において欧州食品安全庁は「庁」と略されるが、訳文では他の機関との混同を避ける 

ため、「欧州食品安全庁」としている。 
 

訳注 3 「食品法のより詳細な条項を侵害することなく」（without prejudice to more specific provisions of food law）

とは、「個別法で特別な規定がされている場合、第 16 条が適用されない」という意味であると考えられる。 


