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序章 

 

日本法においても台湾法においても、今日、同様に、現代行政の展開・変容に対応する

行政訴訟を再構築することが目指されており、その中で、確認訴訟については、いかに法

律上の争訟に即してこれを位置づけ運用するかが焦眉の課題となっている。この点で、司

法国家であれば、当然、民事訴訟におけるそれと並んで、確認訴訟は、行政訴訟において

もそれに相応しい地位を占めるべきものであるにもかかわらず、長年にわたり、日台にお

いて、行政訴訟の周辺に位置づけられる存在でありつづけたことは、いかなる理由からだ

ろうか、そして、なぜ、今日、行政訴訟における確認訴訟が日台において注目を集めるよ

うになったのだろうか。この問題を探求することが本稿の課題である。本稿の問題意識と

してあるこの問題解明のための指針は、訴訟法思想のレベルでは司法国家に関する既存の

支配的な法観念が転換したことであり、そして、訴訟法技術のレベルでは複雑化した現代

行政活動を統制するため、訴えの利益が有する柔軟な適応性が再認識されたことである。

以下、この指針に導かれて台湾法と日本法における行政訴訟法学の問題状況を、具体的に

検討するが、ここではその前提として、まず民事訴訟法学における確認訴訟について、行

政訴訟法学からみたその特徴を明らかにすることから始めよう。 

 

一 法律関係の不明確性 

民事訴訟における確認訴訟の特徴は、不明確な法律関係の存否が早期に確定されれば、

当事者が確認判決を基礎に自己の行動を律することにより、紛争を抜本的に解決できると

いうことにある。とりわけ変化が激しく、高度化・複雑化した現代社会においては、その

時々において不明確な法律関係が生じやすく、確認訴訟は、法律関係の予測可能性を確保

し、社会的・経済的な損害を早期に回避することを可能にするものとして有用である1。そ

して、確認判決は一定の法的行動指針を示すことで、多数の当事者に対してそれを基礎に

紛争を統一的に解決する契機を与えることができる2。かかる予測可能性の確保と自主的紛

争解決の二点は、行政訴訟法においても決して無縁なものではない。「とりわけ行政の活動

においては、相手方私人の予測可能性を担保する必要が大きく、かつ、確認判決の判断に

                                                        
1 竹下守夫「救済の方法」芦部信喜ほか編『岩波講座・基本法学 8 紛争』（岩波書店、1983年）207-208頁。 
2 伊藤眞「確認訴訟の機能」判例タイムズ 339号（1976年）30頁。 



序章 

 

2 
 

ついて行政庁の任意の遵守を期待できるとすれば」3、行政訴訟における確認訴訟は民事訴

訟より活用する可能性が十分あるのである。 

ところで、行政法において予測可能性は、法治主義により根拠づけられている4。法治主

義によれば、行政権は内容の確定した法に従って権限を行使すべきである。すなわち、私

人は、行政権の権限行使が予測可能なものとして法律において規定されることにより、法

的生活を安定的に営み、それぞれの権利を計画的に行使することができる。とりわけ、現

代行政国家の展開・変容に伴い私人の生活の細部にまで行政法規制が浸透する現代社会に

おいては、行政権は、多種多様な手法を用い、公法私法を跨いで私人の法的地位に対して

多かれ少なかれ影響を与えている。そのうち、行政権のある作為または不作為をきっかけ

に不利益を蒙るおそれがある私人は、行政権の作為または不作為の違法性について、これ

を自ら判断できないことから、例えば、それを受忍すべきかどうかわからないまま不安定

な法的地位に陥りやすく、その不安について、早期に除去する必要が生じる。 

したがって、行政権の権限行使により法律関係について不明確な問題が生じるとき、司

法は法の予測可能性を確保するために、行政権が適用すべき法の内容を確定し宣言しなく

てはならない。そして、行政権は法律に基づいた行動をしなければならないことを原則と

していることから、判決が示した法的判断に従い、私人の法的地位に危険を及ぼす作為ま

たは不作為を取り除くことになる5。この点で注目すべきことは、日本の行政事件訴訟法 33

条 1 項と台湾の行政訴訟法 216 条 1 項がそれぞれ、判決の拘束力に関する規定を置くこと

で、行政権が判決の趣旨に従って行動しなければならないことを民事訴訟以上に強く要求

しているのである。 

ところが、日本も台湾も、確認訴訟に関しては、行政訴訟法学の議論がすごぶる冷淡な

ものであったという歴史があった。なぜなら、取消訴訟を中心に発展した行政訴訟制度に

おいては、行政行為が法律関係を明確化・安定化する以上、裁判所は行政行為が形成また

は確定した法律関係を事後的に審査すればよいと考えてきたという歴史的経緯があるから

である6。しかし、今日において、行政行為に対する司法審査だけでは、複雑化した行政法

                                                        
3 山本和彦「民事訴訟法理論から見た行政訴訟改革論議」法律時報 76巻 1号（2004年）113頁。 
4 さしあたり、大橋洋一『行政法Ⅰ 現代行政過程論』（有斐閣、2009年）27頁、宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総

論〔第 5版〕』（有斐閣、2013年）27頁。なお、Carl Schmittの市民法治国の配分原理によれば、「個人の自由は原理的

に無限定で、これに反して、一切の国家の権能は原理的に限定され、したがって可測的である」（C・シュミット（尾吹

善人訳）『憲法理論』（創文社、1972年）164頁）。 
5 高柳信一「行政の裁判所による統制」（初出 1966年）『行政法理論の再構成』(岩波書店、1985年)196頁、下山瑛二『現

代行政法学の基礎』（日本評論社、1983年）214頁。 
6 なお、日本法の場合には、公法私法二元論に対する批判を前提として、当事者訴訟に対する否定的態度が支配的な考



序章 

 

3 
 

関係および多様化した行政手段から生じる法的不明確性を解消しきれない状況が登場して

いる。そして、裁判所は、本来ならば、法律上の争訟に即した訴訟の対象を自ら判断する

権限を有しているのであり、この点で、法的紛争があればその法律関係を確定することは

司法の譲れない任務であるはずである。この裁判所の本来の使命に着目するならば、日本

と台湾は、近年の行政訴訟法改正により確認訴訟を明記または制定しているということは、

現在、そして、将来の制度変化を促すシンボル的な要因となっている。次では、台湾法の

問題状況の整理を行う。 

 

二 台湾法における問題状況 

台湾の行政訴訟法は 2000年 6月まで取消訴訟単一主義をとっていた。出訴事項は概括主

義であるが、訴訟類型は行政行為を対象とする取消訴訟に限られていた。訴訟類型を立法

政策と考えた当時の学説判例において、確認訴訟が発展する制定法の条件は存しなかった。

そこで、私人の包括的実効的権利救済を図るために、1998年の行政訴訟法の全部改正（2000

年 7 月施行）において、公法上の争訟であれば出訴を許すべきだという法原則が盛り込ま

れ、訴訟類型が原則として民事訴訟に準じて給付訴訟、確認訴訟、形成訴訟の三形態に分

類される。確認訴訟は行政訴訟においてはじめて運用できるようになった。ところが、確

認訴訟は形成訴訟または給付訴訟に対する補充性があると考えられていることから、学説

判例においてはあまり重視されていない。殊にドイツ法の影響を強く受けた学説は請求権

を前提にする給付訴訟を優先的に適用すべきと解している。 

ただし、近年、確認訴訟の可能性は、以下の二点の問題状況において、学説および裁判

実務からの注目を集めている。第一に、訴訟類型の多様化に伴い、訴訟類型選択のリスク

を私人に負わせないために、何らかの共通基準で一応の判断を行う必要がある7。第二に、

裁判実務において、訴訟対象は依然として行政行為を中心に画定されている。行政命令や

行政行為に該当しない行政計画は抽象的法規範として直接に争えない一方で、具体的な行

政措置についても、警告、行政指導、回答文書、公務員法上の職務命令は、しばしば行政

行為に該当するかどうかという形で救済の必要性が論じられている8。直接に適法性統制の

                                                                                                                                                                   
え方になったことも、その一因となっていた。 
7 最高行政裁判所長官であった彭鳳至は、立法論として多様な訴訟類型を公法上の争訟に一本化することが可能であっ

て、むしろ一本化した方が私人の訴訟利用のために便利だと指摘した（彭鳳至ほか「課予義務訴訟与一般給付訴訟間選

択之争議問題分析」台湾法学 88期（2006年）95頁（彭鳳至発言）。また、同じ方向性を示したものとして、林明鏘『欧

盟行政法』（新学林、2009年）251頁。 
8 この問題について、さしあたり、蕭文生「行政処分之変種与異型――擬制行政処分与形式行政処分」台北大学法学論

叢 73期（2010年）33頁以下。 
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訴訟対象となるのは、実際に行政行為および一部の事実行為に限られている。したがって、

公法上の争訟に即して訴訟対象を広く把握するために、行政行為と異なる、別の判断基準

を立てる必要がある。 

以上の問題状況を前提に、最高行政裁判所は、公法上の争訟であれば救済を与えるべき

だということを改めて宣言した。公法上の争訟を判断する枠組みについて、私人の権利利

益において重大な不安が生じれば、行政の行為形式の性質を問わず出訴を認めなくてはな

らないと判示した9。確認の利益を判断枠組みとする点において、これは注目に値するべき

ものである。ところが、この判断枠組みを適用した最高行政裁判所は、行政行為を中心に

理解した従来の救済範囲を越えることはないため、確認訴訟の運用場面は、依然として極

めて限定されている。 

また、確認訴訟を本格的に研究する林三欽は、行政命令や行政契約の効力を直接に攻撃

できる訴訟類型について、確認訴訟の可能性を指摘している10。すなわち、法律関係の変動

の原因となる行為を法律関係に引き直して、その違法性を確認訴訟で直接に攻撃すること

ができると主張するのである。しかしながら、彼は具体的な理論展開を行っておらず、ま

た、取消訴訟および給付訴訟に対する補充性があることから、確認訴訟の可能性を強調す

る意味はないと批判されており11、残念ながら、学説の支持を得ていない。 

結局のところ、最高行政裁判所および林三欽は、確認訴訟について、それぞれその可能

性を提示はしたものの、いずれも、訴訟対象を広く把握するまではできなかった。詳しく

言えば、最高行政裁判所は、訴訟対象を訴えの利益に還元して判断する方向性を示したも

のの、行政行為以外の原因行為を直接攻撃する必要性については、これをまったく意識し

ていない。これに対して、林三欽は行政行為以外の原因行為に対する直接攻撃の可能性を

示したものの、確認の利益については、これを深く検討していない。 

ところで、最高行政裁判所判決および林三欽説を合わせて考えると、ごく単純な結論を

獲得できることになる。すなわち、訴えの利益があれば、確認訴訟を通してあらゆる原因

行為の違法性を直接に争うことができるということである。本研究では、最高行政裁判所

                                                        
9 例えば、最高行政法院 97年裁字第 4845号裁定（2008 年 10月 30日）、最高行政法院 97 年裁字第 5164号裁定（2008

年 11月 27日）。 
10 林三欽「行政法律関係確認訴訟之研究」（初出 2008年）『「行政争訟」与「信頼保護原則」之課題』（新学林、2008年）

12頁。この論文はドイツ法を参考にした解釈論的な研究であり、訴訟法思想および訴訟法技術に関する考察が行われて

いない。 
11 彭鳳至ほか「行政法律關係確認訴訟之研究」台湾法学 107期（2008 年）158頁(程明修発言)、174 頁(陳淑芳発言)、

177頁(彭鳳至発言)。 
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判決および林三欽説を踏まえて、公法上の争訟に即して訴訟対象の受け皿を確認訴訟とす

る可能性をさらに追求する。確認訴訟をこの方向で活用するために、訴訟法思想および訴

訟法技術からみて、更なる理論的な展開が図られるべきだろう。そして、台湾法において

は、現在、これ以上の議論が見当たらないことから、外国の法制度を検討することにより、

台湾法への示唆を得るという手法を用いることとしたい。この示唆のための手掛かりとし

て、次に日本法を比較検討の対象と選定する。 

 

三 日本法から得られる示唆 

日本法においては、取消訴訟中心主義の下で、裁判所は基本として行政処分および公権

力の行使に当たる事実行為しか直接に審査してこなかった。そこで、「実効的な権利救済」

を図るために、2004年の改正行政事件訴訟法は、取消訴訟中心主義からの脱却を目指して、

多種多様な行政作用を争う包括的救済手法と位置づけられる確認訴訟を明記した。そして、

その運用実態は、確認訴訟の提起について、「これまでの裁判例を概観すると、おおむね適

法性を緩やかに認めたものが多」く12、また行政立法をめぐる紛争について「意外によく機

能している印象がある」13と評価されている。 

ところで、台湾および日本においては、包括的かつ実効的な権利救済を図るために、行

政訴訟法における確認訴訟が制定または明記されている。しかも、ドイツ法を母法とする

ため確認訴訟の法構造は両国において大差がない。けれども、日本法における確認訴訟は

台湾法のそれより活用されている。本研究の問題関心および日台の法制度の違いを念頭に

置くと、次の二点において、日本法における確認訴訟の活用について、これを検討するこ

とに意義があると考える。 

第一に、司法国家の実現と確認訴訟原型観との関係である。戦後、兼子一は、行政国家

から司法国家への制度移行を理論的に正当化するために、確認訴訟原型観を前提にして、

行政事件を法律上の争訟に組み込むと同時に、抗告訴訟の訴訟類型を確認訴訟に引き直し

て解釈した14。さらに、白石健三は、行政権優越の司法国家観を前提とする取消訴訟中心主

義に対抗するために、法律上の争訟に対する司法の固有な判断権限を強調して司法権優越

の司法国家観を打ち出した上で、確認訴訟を抗告訴訟の原型と解して訴訟対象を確認の利

                                                        
12 村上裕章「公法上の確認訴訟の適法要件」阿部泰隆古希『行政法学の未来にむけて』（有斐閣、2012年）751頁。 
13 高橋滋編『改正行訴法の施行状況の検証』（商事法務、2013年）215頁。 
14 兼子一『新憲法と司法』(国立書院、1948年)8頁以下、同「新行政訴訟の基礎理論」（初出 1948年）『民事法研究二巻』

(酒井書店、1954年)74頁以下。 



序章 

 

6 
 

益によって広く把握すべきであると唱えた15。いずれも、司法国家の実現について司法の固

有な判断権限を確保するために、確認訴訟を法律上の争訟の原基的な訴訟形態とする点で

日本における古典的な考え方となっている。その後、現代行政国家の展開・変容に伴って、

司法国家の実現という課題がそれぞれの時代の課題と二重螺旋のように絡みあうことにな

るが16、司法権優越の司法国家観を追求する者は、なお確認訴訟の原基的な性質に着目して、

これを訴訟類型および訴訟要件に関する解釈論の指針としている17。さらに、取消訴訟中心

主義からの脱却を目指す行政事件訴訟法の改正にあたって、日弁連の是正訴訟案が確認訴

訟を基本形態とし18、行政訴訟検討会においても訴訟対象について確認訴訟が議論の中心と

なった19、ということは、司法国家の実現という観点からみると、決して偶然ではない。す

なわち、その背後には、行政権優越の司法国家観から司法権優越の司法国家観へと移行す

るという歴史的な発展方向が存在しており、この点には留意すべきである。そこで、日本

法における確認訴訟が明記された意義を検討するにあたって、まず司法国家の実現という

歴史的な課題から確認訴訟原型観の系譜を掘り起こして分析し、その現代的意義を探りた

い。 

この点については、行政国家から司法国家への移行を経験していない台湾法とは対照的

である。台湾法では、戦前の中華民国時代から行政裁判所が司法権に属すると定められて

おり、司法国家の実現は解決済みの問題と考えられているため、司法国家に関する問題意

識は極めて希薄である。ただし、台湾法では、取消訴訟単一主義を支える訴訟法思想が支

配的で行政権優越の司法国家観がそこにはあったが、しかし、今日、確認訴訟が導入され

た背景にはこれを原型とする発想があり、司法権優越の司法国家観が台湾法においても兆

候的に登場しつつあると解することができる。この意味で、台湾法においても、政治の民

主化を背景に法治国家の一層の発展を図るために行われた 1998 年行政訴訟法改正により、

行政権優越の司法国家観から司法権優越の司法国家観へと移行するという道を開く制度改

革がそこにはあったということもできよう。このように考えるならば、日本法との比較研

究を行うことは、公法上の争訟を確認訴訟を中心において理解しはじめた最高行政裁判所

                                                        
15 白石健三「公法上の義務確認訴訟について」公法研究 11号（1954年）46頁以下。 
16 日本の現代行政法学が憲法原理の転換と現代行政の展開という二つの「重畳的課題」に直面していることについて、

室井力「現代行政と行政法の理論」（初出 1968年）『現代行政法の展開』（有斐閣、1978年）4頁。 
17 例えば、高柳・前掲注(5)196頁以下、下山・前掲注(5)216頁以下。なお、町田顕「抗告訴訟の性質」判例タイムズ

15巻 4号（1964年）634頁以下も参照。 
18 日弁連編『使える行政訴訟へ――「是正訴訟」の提案』（日本評論社、2003年）101-103頁（水野武夫発言、斎藤浩発

言）、104頁（白石説について、小早川光郎発言）。 
19 水野武夫「処分性の拡大と確認訴訟の活用」自由と正義 60巻 8号（2009年）26頁。 
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判決について、訴訟法思想の側面からその意義を明確にし、理論的に根拠付けることも可

能となるだろう。 

第二に、訴訟対象を訴えの利益に還元するアプローチである20。訴えの利益を中心に構成

された確認訴訟に着目すると、訴訟対象の判断については、これを確認の利益の有無の問

題として考えることになる。とりわけ、日本では、民事事件と並んで行政事件も一元的に

処理する裁判制度が採用され、また公法私法二元論が相対化されているため、民事実体法

における請求権体系に並ぶ行政実体法における請求権体系の発展は遅れているとはいえ、

訴訟法上は、民事訴訟と異なる行政訴訟の存在意義が学説において強く意識されており、

このことから訴えの利益に関する議論が盛んに行われている。その中にあって、例えば、

処分性拡大論は原因行為の違法性を直接に攻撃できるようにするために、訴訟対象を訴え

の利益に還元するアプローチを唱えていた21。これに対して、当事者訴訟活用論は、当初、

訴訟対象を実体法上の請求権に還元するアプローチを主張していたが、訴えの利益に還元

するアプローチに接近する軌道修正がこの説にもみられる22。この点で、まず、今回の法改

正についても、処分性拡大論に基づく処分性概念の拡張を採用せず、当事者訴訟における

確認訴訟を明記しているが、実体法上の請求権を重視する当事者訴訟活用論の採用という

より、むしろ訴えの利益のアプローチを採用したというべきである。そして、法改正後の

確認訴訟をめぐる裁判例をみると、その中には、原因行為の違法性とそれによって影響さ

れた私人の法的地位との法的関連性に着目して、これを訴えの利益の問題として判断する

ものが増えており、確認の利益に関する判断枠組みは処分性拡大論と共通の法構造を有す

るものになっているといえよう。そうすると、確認訴訟の運用にあたっても、実体法上の

具体的法律関係の有無を厳密に判断するというより、むしろ法的地位に影響を及ぼす原因

行為の違法性を直接争うことを通して、訴えの利益を柔軟に構成することがますます重要

となっているだろう。これもまた、改正法以後、「実効的な権利救済」を掲げた裁判例のア

プローチである。 

この点でも、台湾法においては、行政事件と民事事件との管轄を分ける二元的な裁判制

度を採っているため、前述した日本法の状況とは対照的である。公法私法二元論を前提と

して民事実体法における請求権体系に並ぶ行政実体法における請求権体系の構築を目指す

                                                        
20 訴えの利益は、原告適格、訴訟対象、狭義の訴えの利益の三つの側面を有しているが、本稿では、訴訟対象に限って

論じることにした。 
21 原田尚彦『訴えの利益』(弘文堂、1973年) 136頁以下、兼子仁『行政争訟法』(筑摩書房、1973年)273頁以下。 
22 園部逸夫編『注解行政事件訴訟法』（有斐閣、1989年）64頁（鈴木庸夫執筆）、高木光『行政訴訟論』(有斐閣、2005

年)158-159頁。 
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台湾法においては、行政実体法における請求権または具体的法律関係に関する議論は、訴

えの利益に関する議論より多く行われている。たとえ確認訴訟の可能性を見出す林三欽も、

原因行為を法律関係に還元すればよいと主張するにとどまっている。このような台湾法の

現状を見るとき、訴訟対象について訴えの利益の問題に着目しはじめた日本法の議論状況

から多くの示唆が得られるだろう。 

 なお、日本において行政事件訴訟法の改正以後、まだ日が浅い状況において、確認訴訟

の運用状況を評価することは時期尚早であろう。まして確認訴訟の運用は最高裁判所にお

いてまだ明確ではなく、その動向には不透明なところも多い。しかし、前述した日本法の

二つの特徴を明らかにする本稿は、日本法における現在の議論に示唆を与えることができ

るだろう。すなわち、抗告訴訟か当事者訴訟かという伝統的な問題設定を前提として、多

様な訴訟類型の役割分担をいかに決めるかという問題は、学説上も裁判実務上もなお解決

されていない。この問題について、まず訴訟類型の共通性を見出すために、訴訟技術の次

元で訴訟物論から検討するアプローチは、もとより重要である23。ただし、裁判所の審理判

断の対象となるものを決める訴訟物論というよりも、司法権の対象をいかに確保するかが、

ここでは根本的な問題であろう24。したがって、本稿では、確認訴訟原型観の意義を探究す

ることにより、日本法において行政権優越の司法国家観から司法権優越の司法国家観へと

移行するという方向性を明らかにした上で、確認訴訟原型観に立脚して訴訟類型の共通性

を示したい25。次に、当事者訴訟における確認訴訟の明記は、実体公法の復権を当然に導く

ものではないとすれば26、その運用は、訴えの利益の問題をその中心に据えることになる27。

そして、確認の利益について、民事訴訟の判断枠組みによりつつも、いかに「行政訴訟に

特有の事情」28をそこに反映させるかという問題が提起されている。そこで、訴訟対象を訴

                                                        
23 このアプローチについて、亘理格「行政訴訟の理論――学説的遺産の再評価という視点から」公法研究 71号（2009

年）78頁、越智敏裕「訴訟実務から見た「処分性」拡大の傾向──実効的な司法救済のタイミング」法律時報 1064号

（2013年）18頁注 4。ただし、訴訟物について、行為の違法性を強調する亘理説には、抗告訴訟優位の方向で解釈する

傾向がある（亘理・前掲 71-72頁）。 
24 白石健三ほか「行政事件訴訟の審理をめぐる実務上の諸問題⑸」判例タイムズ 16巻 6号（1965年）42頁以下（白石

健三発言）参照。白石は訴訟物を具体的権限の存否と定義しているが、実際に訴えの利益により司法権の対象を画定し

ている。 
25 近年、確認訴訟の原基的な性質に着目する研究が登場している。例えば、抗告訴訟を違法是正訴訟と解する興津征雄

『違法是正と判決効――行政訴訟の機能と構造』（弘文堂、2010年）および救済法を主張する曽和俊文「権利と救済（レ

メディ）――行政法における権利救済の特質」前掲注(12)阿部古希所収 543頁。ただし、これらは本稿と問題関心が異

なっている。 
26 実体公法のアプローチについて、当事者訴訟活用論を唱える高木・前掲注(21)がある。一方、抗告訴訟の優位性を強

調する仲野武志『公権力の行使概念の研究』（有斐閣、2007年）も対照的な意見としてあげられる。 
27 塩野宏「行政事件訴訟法改正と行政法学――訴訟類型論から見た」（初出 2004年）『行政法概念の諸相』（有斐閣、2011

年）268頁、同「改正行政事件訴訟法の諸問題」（初出 2004年）同書 327-328頁。ただし、塩野は、「実体法上の権利義

務関係についての究明」も重要だと指摘している（同書 328頁）。 
28 小早川光郎『行政法講義 下Ⅲ』（弘文堂、2007年）341頁、宇賀克也『行政法概説Ⅱ〔第 4版〕行政救済法』(有斐

閣、2013年)370頁。なお、塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救済法』(有斐閣、2010年)260頁も、「行政過程の特色を
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えの利益に還元するアプローチを中心に分析する本稿では、従来の学説には「行政訴訟に

特有の事情」を見出す手掛かりがある、ということを明らかにすれば、今後の議論にも寄

与するだろう。 

 

四 本稿の構成 

以上の問題関心により、本稿では、台湾法における確認訴訟の現状と問題点（第一部）

を検討し、日本法における確認訴訟の生成と展開を分析し（第二部）、日本法と台湾法との

比較研究を行って台湾法への示唆を探り出したい（第三部）。 

第一部の台湾法の検討に際しては、まず、公法上の争訟と訴訟対象との関係を考察する

ために、私法上の争訟との対称性を有する公法上の争訟が創出された意義を改めて確認し、

訴訟対象を公法上の争訟に照応して訴えの利益によって判断するというアプローチを打ち

出した最高行政裁判所判決の意義とその射程を明らかにする（第一章）。次に、このアプロ

ーチが学説において軽視されている原因および問題点を明らかにするために、訴訟対象を

請求権に還元するというアプローチを前提とする給付訴訟に焦点をあてて、その運用と限

界を中心に検討する（第二章）。最後に、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟の運用に

関する解釈論および関連判決を分析して、そこにおいて確認訴訟の対象となる具体的法律

関係が強調される一方、確認の利益に関する検討が行われていないという問題状況、およ

び公法上の争訟を行政行為の具体的法効果に矮小化する考え方の問題背景を明らかにする

（第三章）。 

第二部の日本法の検討に際しては、まず田中・兼子理論と白石説について、確認訴訟原

型観を切り口として、法律上の争訟に関して行政権優越の司法国家観と司法権優越の司法

国家観との対立的な理解を抽出し、後者に属する白石説の展開と挫折を中心に分析を進め

る（第四章）。次に、司法権優越の司法国家観を求める学説において、高柳説と下山説との

検討を通じて、違法宣言訴訟と権利確認訴訟との二つの制度構想を抽出した上で、処分性

拡大論と当事者訴訟活用論との論争について、当該論争がほとんど無視するこの二つの制

度構想との関連を踏まえた検討を行う（第五章）。最後に、行政事件訴訟法改正以後、確認

訴訟に関する学説および裁判例を分析することにより、確認訴訟原型観の復権とその現代

的な意義を明らかにする（第六章）。 

第三部の比較検討について、日本法と台湾法との比較を通して明らかとなる共通の問題

                                                                                                                                                                   
反映」すべきと主張している。 
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状況は、行政訴訟の対象に関して行政行為を中核領域としてこれを画定したということで

ある。そこで、現代行政の展開・変容に対応しつつ、かかる共通の問題状況に対して、行

政訴訟の対象を法律上の争訟の次元で判断すべきという同一の理論状況が展開するように

なる。このような共通点に着目して比較しながら、相違点についても明らかにする（第七

章）。こうした比較分析を通して、日本法から台湾法への示唆を獲得して、台湾法における

解釈論の進化を方向づけることができるだろう（第八章）。 
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第一部 台湾法 

第一章 公法上の争訟と確認訴訟の登場 

  

台湾の行政訴訟法第 2 条が定めた「公法上の争訟」は、通説判例によると権利救済の概

括主義を定めたものと解されているが、従来の議論は抽象的演繹的な性格が濃厚であった。

しかし、近年では、この条文は、行政訴訟の対象判定に関する具体的かつ実践的な問題関

心を惹起している。それは、行政訴訟の対象を行政行為の枠内に矮小化して判断している

下級審判決に対して、最高行政裁判所が訴訟対象を公法上の争訟に照応して判断すべきだ

と強調しているところにあらわれている。そして、最高行政裁判所は、公法上の争訟を訴

えの利益と解して、確認の利益の判断枠組みに倣って、「法的地位に重大な不安があれば救

済を与えるべきである」と判示している。ところが、最高行政裁判所は、このように新た

な判断枠組みを提示したにもかかわらず、具体的な事例においては、依然として行政行為

を中心とする判断枠組みに縛られているという問題が存在する。 

 本章では、公法上の争訟を明確に論じた最高行政裁判所判決の意義と問題点を検討して、

確認訴訟との関係を中心に考察する。まず旧行政訴訟法において、公法上の争訟を行政行

為の具体的法効果に限定したことの問題性を明らかにし、公法上の争訟の再構築を目指し

た行政訴訟制度改革の意義を確認する（第一節）。次に、公法上の争訟をめぐる学説の議論

状況を分析して、最高行政裁判所の関連判決を検討する（第二節）。 

 

第一節 公法上の争訟の登場 

第一款 旧行政訴訟法の概要 

一 取消訴訟単一主義の確立 

台湾では、公法私法二元論を前提にして、通常裁判所のほかに行政裁判所が設けられた。

1933年から 2000年にかけて施行されていた行政裁判制度について、行政裁判所は司法院1に

置かれる一審制の特別裁判所とされ、行政権から完全に独立して司法権を行使する地位が

与えられた。行政訴訟法（以下「旧行訴法」という）は、出訴事項の概括主義を定めたが、

訴訟類型について、行政行為を対象とする取消訴訟しか設けていなかった。また、訴願前

置主義により、取消訴訟は、原則として訴願を経た後でなければ提起できなかった。 

                                                        
1 司法院は、孫文の五権憲法により台湾の最高司法機関と位置づけられて、ドイツの憲法裁判所に相当する司法院大法

官（院長と副院長も大法官でなければならない）により構成されている。司法院の下で、最終司法判断を下す機関とし

ては、日本の最高裁判所に相当する最高裁判所や最高行政裁判所がある。 
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法定外の訴訟類型を認めるかどうかという問題については、通説および判例は制定法準

拠主義により、その可能性を完全に否定していた2。そして、憲法裁判所に当たる司法院大

法官は、どのような訴訟類型を具体的に設けるかということを立法政策の問題と解した上

で、取消訴訟単一主義の制度を合憲としていた3。したがって、訴訟対象は講学上の行政行

為に限られ4、その救済手法は行政行為がなされた後の取消にとどまることになった5。行政

行為に対する予防的訴訟6や法律関係確認訴訟7は認められず、行政行為の無効確認さえ取消

訴訟で争われていた8。なお、行政行為の不作為に関する訴訟は、1970年の改正訴願法 2条

2 項が定めた「その不作為を行政行為とみなし」（いわゆるみなし拒否処分）により、これ

も訴願および取消訴訟で争われるようになった9。 

このように出訴事項については概括主義が採られているが、訴訟類型については取消訴

訟に限られていたということで、「限られた概括主義」10と批判された。本稿においては旧

行訴法の訴訟類型を「取消訴訟単一主義」と呼ぶことにする。 

 

二 制度の背景 

取消訴訟単一主義の下で、行政裁判所は、行政活動の違法性を取消訴訟の枠内において

しか審査できなかったことから、完全に事後審査にとどまっていた。したがって、権利保

障の面においては、狭隘に過ぎて私人の権利保護を充分に果たすことができず11、権力分立

の観点からみると、極小化した司法が行政の権限行使を実際にチェックしないことになり、

                                                        
2 林紀東『行政法』（三民、1993 年）327-328 頁、管欧『中國行政法總論〔修訂第 26 版〕』（自版、1989 年）539 頁、吳

庚『行政法之理論與実用〔増訂 4版〕』（自版、1998 年）498-499頁。なお、行政法院 75年判字第 79号判決（1986年 1

月 21日）は「行政訴訟については、取消訴訟でしかない争えないことから、確認訴訟が認められない」と判示した。 
3 予防的訴訟について、司法院大法官釈字第 423 号解釈（1997年 3月 21 日）、財産権に関する給付訴訟について、司

法院大法官釈字第 466号解釈（1998年 9月 25日、ただし通常裁判所への出訴を例外的に認めている）。 
4 行政法院 27 年判字第 18 号判例（1938年 8月 31日、行政規則が行政行為ではないとされた）、行政法院 39年判字第

3 号判例（1950 年 8 月 31 日、法規命令が行政行為ではないとされた）、行政法院 44年判字第 18 号判例（1955年 8 月

31日、事実を説明する通知が行政行為ではないとされた）、行政法院 57年判字第 178号判例（1968年 8月 31日、内部

行為が行政行為ではないとされた）。 
5 行政法院 48年判字第 96号判例（1959年 12月 17日）。   
6 行政法院 41年判字第 9号判例（1952年 9月 1日）、44年判字第 62号判例（1955年 11月 22日）、48年判字第 96号判

例（1959年 12月 17日）、59年判字第 211号判例（1970年 6月 2日）。 
7 行政法院 46年裁字第 34号判例（1957年 7月 23日）。 
8 行政法院 23年判字第 61号判例（1934年 1月１日）。なお、林紀東・前掲注(2)327-328頁参照。 
9 日本における文献として、蔡茂寅「台湾における行政権限の不行使と司法審査」名古屋大学法政論集 146号（1993年）

307 頁以下。同論文を元にした台湾における文献として、蔡茂寅「論行政不作為之救済問題――以行政争訟形式之検討

為中心」司法院編『行政訴訟論文彙編』（司法院、1998年）245頁以下。 
10 李震山『行政法導論〔修訂版〕』（三民、1998年）412頁。これに関連して、日本でも、取消訴訟中心主義の問題を「隠

された列記主義」と呼ばれたことが想起される（高木光「義務付け訴訟・差止訴訟」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ 

行政救済法』（有斐閣、2008年）49頁）。 
11 翁岳生「行政訴訟制度現代化之研究」（初出 1974年）『行政法与現代法治国家』（自版、1976年）390頁以下。 
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行政権の恣意的行使を防ぐことができないという問題が生じていた。 

ところで、この制度が台湾において戦後の 55年間にわたって存続した原因は、当時の時

代背景および行政法学のあり方が挙げられる。まず、時代背景についてみるならば、1946

年に国民党政権と共産党政権との内戦が勃発し、総統に緊急大権を与えるために、戦時憲

法と呼ばれる「反乱鎮圧臨時条款（動員勘乱臨時条款）」が 1948年に制定された。さらに、

内戦に負けた国民党政権は、台湾に移り、1949 年に戒厳令を宣告した。その結果、蒋介石

は台湾で一党支配の権威主義体制を確立した。かくしてこの権威主義体制の下で、行政権

は立法権と司法権を凌駕したものとして法律の留保の原則さえ無視して12、極めて強力なも

のとなり、コントロールをほとんど受けることなくその政策を遂行した。したがって、行

政権の運営をチェックする行政訴訟制度はこうした政治的状況においては、当然に重視さ

れなかったのである。 

一方、行政法学説についてみるならば、戦前、北洋政府時代（1912 年-1928 年）の白鵬

飛や南京国民政府時代（1928 年-1938 年）の范揚は、美濃部達吉の行政法学からの影響を

大きく受けて中華民国（台湾）の行政法学の基盤を作り上げた13。戦後、代表的行政法学者

であって司法院大法官を務めた林紀東は、田中二郎の行政法学を摂取して台湾の行政法学

の通説を作り出した14。美濃部・田中行政法学の継受を通じて、行政行為論および取消訴訟

を中核とする行政法体系は台湾行政法学において確立されたのであった15。また、この時期

における行政法学の特徴といえば、もっぱら制定法準拠主義による解釈論を中心とするも

のであった。そのため、取消訴訟単一主義をとる実定法構造と並んで、取消訴訟以外の訴

訟類型を認める必要性は当時の行政法学の理論としても論じられなかったのである。なお、

取消訴訟単一主義の下で、司法権の対象を限定する必要性が乏しかったことから、田中説

における司法権の限界論は、法理論としても法解釈指針としても、台湾法には継受されな

かったのである16。 

                                                        
12 したがって、民主化に伴う台湾行政法の発展はまず法律の留保を確立することから始まったといっても過言ではない。

翁岳生が行政命令に対する裁判所の違法審査権を強調する理由はここにあるだろう（翁岳生「論命令違法之審査」（初

出 1975年）前掲注(11)書 115頁以下）。 
13 二人とも東京帝国大学に留学して美濃部から行政法を教わった。なお、戦前の中華民国の行政法学について、当時の

行政法教科書を紹介するものとして、陳新民「行政法学的拓荒者──淺介幾本我国早年的行政法教科書」（初出 1991年）

『公法学劄記〔3版〕』（新学林、2005年）。 
14 林紀東の著作（前掲注(2)『行政法』と『訴願及行政訴訟』（正中、1976年））において、主に参考にされた文献は、

田中二郎『行政法総論』（有斐閣、1957年）と『行政争訟の法理』（有斐閣、1954年）である。 
15 劉宗徳「日本行政法学之現状分析」（初出 1996年）『行政法基本原理』（学林、1998年）85頁以下。 
16 例えば、林紀東の著作において、司法権の限界論や行政の第一次的判断権を説明する箇所は見当たらない。ただし、

行政訴訟法改正の立案過程において、義務付け訴訟に対して、行政の第一次的判断権ないし司法権の限界論を用いて反

対した意見がある。この反対意見は田中説の影響を受けたものであろう。この点について、詳しくは蔡茂寅・前掲注(9)319

頁以下。 



 14 

1970 年代から権威主義体制の弱体化とともに、行政法学も変化した。しかし、旧行訴法

が改正される前、法制度およびその解釈は変わることはなかった。こうした法理論と制度・

実践との矛盾の時期にあって、行政裁判権の理解、すなわち公法上の争訟の行政行為の枠

内における理解については、動揺が始まった。そして、この理解をめぐる動揺は、現在ま

で裁判実務に影響を及ぼすこととなっている。 

 

第二款 具体的法効果と訴えの利益 

一 具体的法効果と確認訴訟 

１ 前述のように、取消訴訟の対象は講学上の行政行為に限られていた。ただし、具体的

事件において救済を与えるために、行政裁判所および司法院大法官は、行政行為の定義を

維持しながら、争われている行為の中に具体的法効果を見出すための拡張解釈を許すよう

になった。例えば、歩道橋の建設決定17、段階的な行政行為18、都市計画法における用途地

域の個別変更19、私人に対して義務を実質的に課すものと解される意思通知20である。学説

においても、法制度の不備への対処のために、事実行為または行政契約に関する意思表示

を行政行為と解する便法が唱えられたが21、支持されなかった。なお、裁判実務においても

学説においても、行政行為の拡張解釈は、もっぱら実体法上の行政行為の要件論、すなわ

ち具体的法効果の解釈問題として行われていた。そこで、行政行為と解されれば、公定力

や出訴期間の制限は当然に適用されたのであった22。 

したがって、法律関係確認訴訟で争うべきだと思われている事例についても、取消訴訟

で争うことが必要となるため、何らかの具体的法効果が争われている行為の中に見出さな

ければならない23。すなわち、法律関係の存否について、行政機関と私人との見解が対立し

ている場合には、まず私人の主張を否認した行政機関の通知文書または回答文書について、

                                                        
17 行政法院 74 年裁字第 491 号判決（1985 年判決日付不明）。劉宗徳によると、これが日本の歩道橋事件判決（東京地

判昭和 45年 10月 14日行集 21巻 10号 1187頁）に相当する事例である（「行政裁量之司法審査」（初出 1988年）前掲

注(15)書 147頁）。 
18 行政法院 1994 年 3 月 16 日裁判長裁判官連合会議（司法院公報第 36 卷 9 期 125-126 頁）。呉庚・前掲注(2)316-317

頁によれば、この法概念はドイツ学説に由来したものである。なお、ドイツ学説の日本における紹介として、高木光『事

実行為と行政訴訟』(有斐閣、1988年)268頁以下。 
19 司法院大法官釈字第 156 号解釈（1979 年 3 月 16 日、一般処分と解された）。ただし、日本の盛岡用途地域指定事件

判決（最判昭 57年 4月 22日民集 36巻 4号 705頁）に相当する、用途地域の指定替えは、依然として行政行為に該当し

ないと解されている。 
20 司法院大法官釈字第 423 号解釈（1997 年 3 月 21 日）。本解釈によると、日本法における輸入禁制品該当の通知（最

判昭 54年 12月 25日民集 33巻 7号 753頁）は台湾法においても行政行為と解されるだろう。 
21 呉庚・前掲注(2)400-401頁（行政契約）、411-412頁（事実行為）。 
22 したがって、日本法における実体法上の行政行為と訴訟法上の処分性を別々にする思考方法は台湾法において生じて

いない。 
23 司法院編『行政訴訟制度研究修正資料彙編㈢』（司法院、1986年）306頁(呉庚発言)。 
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私人の法的地位を現実に規制する具体的法効果があるものと判断されれば、この通知文書

または回答文書を「確認的行政行為」24と解したのである。実例については以下のものがあ

る。 

まず、公用地役権の存否を判断する通知文書が行政行為として解された事例がある。公

用地役権とは、私人の土地を公衆の通行の用に供するためにその土地の利用を法律上の道

路に準じて制限するものである。そして、その土地は公路法、道路交通管理処罰法、都市

計画法の規制により法律上の道路とみなされて、使用収益が制限されるのみならず、土地

法により収用の対象にもなる。ただ、公用地役権は慣習法上の取得時効により直接に形成

された法律関係であり25、行政機関が行政行為を用いてその存否を確定することは不要と解

されている。すなわち、取得時効が完成すれば、行政機関は公用地役権のある土地をただ

ちに道路として管理するために、土地収用を行うべきである。したがって、公用地役権の

存否をめぐる争いは民法上の物権の存否の争いと同様に、直接、裁判所に確認訴訟を用い

て訴えることができるはずであった26。とはいえ、取消訴訟単一主義の下で、行政裁判所は、

行政機関の公用地役権の存否を判断した通知文書を、道路としての当該土地の利用を具体

的に制限する法効果を有する行政行為と解して、取消訴訟の出訴を許したのである27。 

次に、公法上の自治団体の会員資格を否認する通知が行政行為として解された事例があ

る。農業水利会は、法律により設立された公法上の自治団体である。私人は、法律の定め

た要件を満たすと、行政行為を介せず直接かつ強制的に会員になり、会員として会長の選

挙権および被選挙権を有し、会費を支払う義務を負うことになる28。したがって、会員資格

の存否、すなわち会員資格をめぐる法律関係の存否について、法人と会員との間に争いが

あれば、直接に裁判所に訴えることができるはずであった29。しかし、通常裁判所がこれを

公法事件と判断したことから30、行政裁判所は、農業水利会の監督機関が会員資格の存在を

否認した通知文書について、会員としての選挙権および被選挙権を具体的に剥奪する法効

                                                        
24 日本において、これは法律関係を確定させる「確定行為」である（塩野宏『行政法Ⅰ〔第 5 版〕行政法総論』（有斐

閣、2009年）121頁）。 
25 司法院大法官釈字 400 号解釈（1996 年 4 月 12 日）。なお、本解釈に対する批判意見として、蔡宗珍「既成道路之徴

収補償問題」林明鏘・葛克昌編『行政法実務与理論（一）』（元照、2003年）174頁以下参照。 
26 なお、通常裁判所が公用地役権の存否確認を公法事件と解したことから、行政裁判所は取消訴訟の枠内でその存否を

取り扱わざるを得ない。通常裁判所の判決について、最高法院 78 年台上字第 197 号判決（1989 年 2 月 2 日）、最高法

院 86年台上字第 1174 号判決（1997年 4月 30日）。ただし、いずれも土地所有者と土地利用者との紛争である。 
27 行政法院 85年判字第 2575号判決（1996年 10月 30日）。 
28 農田水利会組織通則 14条、15条。 
29 呉庚『行政争訟法〔第 6版〕』（元照、2012年）183頁注 53において、この事例を確認訴訟の好例として挙げられて

いる。 
30 台湾高等法院台南分院 49年判字第 1852号判決（1960年判決日付不明）。 
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果を有すると解した上で、これを行政行為と解したのである31。 

以上の二件の事例について、そもそも判例のように取消判決ではなく、確認判決を下す

ことができるかという問題がある。しかし、行政裁判所は、取消訴訟において権利を確認

する判決を下したこともあるとはいえ32、それは例外にとどまっていた33。すなわち、法律

関係を確認する判決という救済手法は、一般的には否定されていたのである34。それは、通

知文書を行政行為と解した以上、その公定力を打ち消すために形成力を有する取消判決が

必要であると解されたからだろう。 

２ そこで、ここでは取消訴訟の対象拡大による救済手法について、実体法および訴訟法

の側面から問題点を指摘しておこう。 

まず、実体法の側面においては、公法上の法律関係について、行政行為を媒介として理

解せざるをえないという問題がある。具体的法律関係は、行政行為によってのみ具体的個

別的に形成されるものと解されることになる。権利救済は、行政行為の具体的法効果が見

出されて、はじめて与えられる。そのため、訴訟法の側面においても、訴えの利益の視点

が欠落するという問題が生じる。本来ならば、司法的救済に値するかどうかということは、

裁判所がこれを訴えの利益の問題として判断するべきものである。けれども、もっぱら行

政行為の具体的法効果に着目すると、訴えの利益が具体的法効果の問題に吸収されると同

時に、裁判所が争訟性に関する司法の判断権限を実質的に放棄するという問題が生じると

言わざるを得ない。したがって、具体的法効果性の射程を解釈論において拡大しても、実

体法上も訴訟法上もそこには限界があるのである。そして、さらに次の問題も、そこには

ある。 

 

二 訴訟対象の限定および予防的訴訟の否定 

行政裁判実務において、訴訟対象を限定し、予防的訴訟を否定すると、それは、行政行

為の具体的法効果の有無の問題に帰結することを意味し、その結果、狭義の訴えの利益の

問題さえ、法効果の問題として判断されるという問題がある35。ここでは、中国語(北京語

を基礎とする共通語)を国語とする普及政策に関する事例を取り上げる36。 

                                                        
31 行政法院 50年判字第 21号判例（1961年 4月 4日）。 
32 行政法院 28年判字第 6号判例（1939年判決日付不明、灌漑の権利を確認した）。 
33 陳瑞堂「給付確認訴訟」司法院行政訴訟及懲戒庁編『行政訴訟研究資料彙編』（司法院、1996年）87頁。 
34 行政法院 46年裁字第 34号判例（1957年 7月 23日）。 
35 司法院大法官釈字 213 号解釈（1987 年 3 月 20 日）は、この文脈において具体的法効果と狭義の訴えの利益との区別

を明確にしようとしたものである。 
36 国語普及政策は国民党政権が 1950年代から台湾社会を中国化する政策の一環をなすものである。すなわち、先住民の

言語や台湾方言の使用をできるだけ排除するという言語的同化政策により、先住民や本省人に中国意識を注入すると同
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１ 事例 1-1：ローマ字聖書の使用禁止事件 

Y（行政院、被告）は、1946年に国語普及政策を台湾において遂行するために、台湾方言

や日本語の使用禁止を決めた。そして、台湾省は、1953年、法律の根拠なしに職権命令（本

件命令）によって台湾方言をローマ字で表記した聖書（以下「ローマ字聖書」という）の

使用を全面的に禁じた。また、1957 年、教育部および台湾省は、ローマ字聖書の使用を国

語普及政策に反するものと認定して、本件命令により取締りを積極的に行うことを決定し

た。この決定を受けて、同年、台湾省は通達を発し、各県は、本件命令に基いて、各地で

大規模な取締りを行った。しかし、1958 年、教育部と台湾省は、Y の指令を受けて、猶予

期間を置くことなくローマ字聖書の使用を一時的に許す方針を決めた。そして、Yは教育部

と台湾省が政策実施に向けた調整を行うことに同意した（本件同意）。X（原告、各県の長

老教会）は、本件命令が変わらない限り、将来、ローマ字聖書に対する取り締まりがまた

行われるおそれがあることから、本件同意を将来の行政処分を予告するものと解して、本

件同意に対する取消訴訟を提起した。行政裁判所は、次の理由で訴えを却下した37。 

まず、①訴訟の対象について、「ローマ字聖書の使用を禁止する措置が本件同意により変更されたこと

で、聖書の使用は一時的に許されるようになる。そして、取締りの一時停止には期限が設けられていな

いので、禁止措置から生じた使用禁止の法効果はもはや存在しない。したがって、〔本件同意は――引

用者注〕原告の権利を直接に侵害するものではないと言わなければならない」。次に、②「権利を将来

に侵害する行政行為がなされることを予防する場合も、その行政行為がなされない限り、訴願および行

政訴訟の提起を許すことはできない」。 

２ 事例 1-1の検討 

本件において、国民党政権は国語普及政策を遂行するために、法律の根拠なくローマ字

聖書の使用を禁止していた。まず、行政院（日本の内閣相当）の政策方針を受けた教育部

（日本の文部科学省相当）が国語普及政策を具体的に決め、台湾省（第一級の地方政府）

は本件命令を定めて教育部の政策執行を決定し、県（第二級の地方政府）は台湾省の本件

命令に関する通達に従って、行政強制としての事実行為に当たる聖書の没収を現場で行っ

ていた。この一連の行政のプロセスをみると、本件は、行政行為が存在しないため、取消

訴訟で争えない事例である。そして、どの機関のどの行政作用の違法性を攻撃するかがポ

イントとなるが、この問題を解決して、被告および訴訟対象を選択することは困難である。 

                                                                                                                                                                   
時に、旧植民地時代から残された日本の影響をも排除する。この政策について、日本における紹介として、若林正丈『台

湾の政治――中華民国台湾化の戦後史』（東京大学出版会 、2008年）78頁以下。 
37 行政法院 48年判字第 96号判例（1959年 12月 17日）。 



 18 

行政裁判所は、本件同意が行政行為に該当するかどうかについて明確に判断はしていな

いが、行政行為の具体的法効果を中心に論じた。まず、判旨①において、狭義の訴えの利

益の視点から、取締りが本件同意により中止された以上、本件紛争において現実の争訟性

が失われたことを指摘するとともに、本件同意における現在の法効果を否定した。すなわ

ち、訴えの利益と法効果は同一の問題として判断されたのである。次に、現在の法効果を

否定したことから、判旨②は一般論として予防的訴訟についても、これを否定した。 

本件以後、行政裁判所は、いつも判旨①②を併せて判断しており、そこでは、訴訟対象

の限定と予防的訴訟の否定について、行政行為の法効果の有無から帰結するものとして理

解し、訴えの利益の問題を法効果の問題として判断した。すなわち、行政行為の法効果が

「現に存在し、国民の権利利益を直接に侵害したものでなければならない」という判断は、

将来行われる行政行為に関する警告や通知の処分性を否定すると同時に、行政行為に対す

る予防的訴訟についても、これを許さないこととなった38。 

ところで、本件の実態をみると、県の取締活動は教会の反発を受けて一時的に中止され

たが、本件命令が撤廃されない限り、取締活動が再開される可能性は極めて高いと言わざ

るをえない。実際に、台湾省は 1958年 2月に別の通達で取締活動の猶予期間を三年間と決

め、その後、ローマ字聖書の使用を 1980 年代まで弾圧した39。行政裁判所は現在の行政行

為が存在しないという形式的判断で予防的訴訟を一般的に否定したが、この種の紛争は未

解決のままに 20年以上争われ続けたのであった。 

ところが、本件は批判されることなく、予防的訴訟を否定するリーディングケースとし

て 2000 年まで学説判例において支配的な見解であった。そして、司法院大法官も憲法 16

条が定めた訴訟権（日本国憲法における裁判を受ける権利に相当するもの）に基いて本件

の合憲性を審査したが、「訴願法および行政訴訟法に関する規定を解釈した点について、憲

法に反するものではない」と判示して、本件の合憲性を認めている40。なるほど、取消訴訟

単一主義を定めた旧行訴法を合憲と解する限り、行政裁判所が法律を忠実に解釈する判例

を違憲と判断するわけにはいかなかったのである。この結果、訴訟対象の限定および予防

的訴訟の否定は、立法政策においても司法政策においても容認されることになった。 

要するに、取消訴訟単一主義の下で、行政裁判所には、訴訟対象の限定、予防的訴訟の

否定、訴えの利益の判断、の三つの問題について、これらをあわせて行政行為の具体的法

                                                        
38 例えば、行政法院 78年判字第 1997号判決（1978年 9月 21日）、行政法院 84年判字第 2095号判決（1995年 8月 25

日）。 
39 黃宣範『語言、社会与族群意識』（文鶴、1995年）110-111頁 
40 釈字第 423 号解釈理由書（1997年 3月 21日）。 
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効果として処理するという問題があった41。すなわち、公法上の争訟について、これを行政

行為の具体的法効果に置き換えなければ救済が与えられないことになった。この結果、こ

うした厳格かつ形式的な判断枠組みの下では、権利救済の空白領域が生じることとなった。

この問題を解決するために、次に紹介する、憲法論および立法論から公法上の争訟に照応

して行政裁判権を再構築する学説が登場することになる。 

 

第三款 行政裁判権の再構築 

一 行政訴訟改革 

１ 改革の背景  1970 年代以降、台湾においては、開発独裁と呼ばれる権威主義体制の

下で、経済が飛躍的に発展した。経済発展にともなって、政治・社会も急激に変化した。

とりわけ中国に対する「法統（支配者としての正統性）」の喪失が国民党政権に民主化、法

治化、本土化（中華民国を台湾の政権と位置づける概念）の改革を迫った42。蒋経国政権の

下で、法治国家を目指す行政法制度の整備が進められ、1979 年の国家賠償法の立案をきっ

かけに、行政争訟制度を含む一連の行政法制度改革が始まった43。1981 年から行政訴訟法、

行政裁判所組織法および訴願法の改正作業が相次いで本格化した。この間に、戒厳令が 1987

年に撤廃され、反乱鎮圧臨時条款が 1991年に廃止されたことで、台湾は政治の民主化を進

め憲政の常道を歩くようになった。この過程で、行政争訟制度に関する改正草案が 1993年

に完成し、さらに行政訴訟法（以下「新行訴法」という）、行政裁判所組織法および訴願法

の改正案が 1998年に可決され、2000年に施行された。そして、行政手続法および行政執行

法改正案も行政争訟制度改革関連法案にあわせて同時期に可決され、2001年に施行された。

要するに、行政争訟制度改革は、政治の民主化を背景に法治国家を実現する行政法制度改

革の一環をなすものとして行われたのであった。 

一方、開発独裁による経済発展に伴って、行政機能にも変化と拡大へ向けての転換が起

こった。この転換は、これまでの行政訴訟のあり方に対しても大きな影響を及ぼすことと

なる。殊に、非権力的活動の増加に伴う行為形式の多様化が生じて、行政契約や事実行為

に関する法的紛争が増え、かつ、その役割が大きくなったにもかかわらず、これらを取消

訴訟で争うことができず、また、私法上の争訟と解されないために通常裁判所においても

                                                        
41 なお、請求権の有無も具体的法効果として判断されている。非申請型の義務付け請求について、行政裁判所は義務付

け請求権の有無を拒否処分の具体的法効果の問題として解していた。この問題を指摘したものとして、林明鏘「検挙函

覆之研究」月旦法学雑誌 26期（1997年）72-73頁。 
42 日本における紹介として、若林・前掲注(42)109頁以下。 
43 この時期における時代背景と行政法制度改革との関連について、翁岳生「翁岳生教授栄退演講」葉俊栄編『法治的開

拓与伝承』（元照、2010年）8頁以下。 



 20 

争えないという問題が顕在化する。こうした権利救済の空白領域において、紛争は政治部

門へと向かい、その非法的解決が求められるという社会現象が生じたのである。いみじく

も「法律上の争訟が司法により解決できないと、……法治国家の原則に反することとなる

だろう」と、翁岳生は述べている44。 

こうした現実と制度との矛盾に直面して、当時、ドイツまたはオーストリアに留学した

学者は、ドイツ法の研究を通じて台湾の行政訴訟制度の改革を全面的に検討するようにな

る45。学者は、行政訴訟の対象の拡大を目指す立法政策へと転換することを求めて、行政訴

訟改正法の立案過程に参画した。したがって、行政訴訟法の改正について、理論的構成と

いう面では、ドイツの行政裁判所法（1960年）が主として参考にされることとなった46。こ

のように、ドイツ法に関する研究が盛んに行われるようになった反面、日本の美濃部・田

中行政法理論をモデルとした台湾における伝統的行政法理論はその影響力を徐々に失って

いったのである47。 

２ 公法上の争訟と確認訴訟の法定  公法私法二分論を前提にする二元的裁判制度にお

いて、公法上の争訟を行政行為に限定すると、行政裁判所においても通所裁判所において

も訴えられないという権利救済の空白領域が生じる。この問題について、行政訴訟制度改

革を唱えた翁岳生は次のように主張している。 

まず、憲法 16条に定められた訴訟権によると、私人は権利を侵害されたまたは侵害され

うる場合には、権利救済のために裁判所に訴えることができる。ここでいう権利は、公法

私法を問うことなく、裁判所により等しく守られるものでなくてはならない。そのため、

公法私法二分論とそれに対応する二元的裁判制度を前提に、すべての私法上の争訟を通常

裁判所に訴えることができるならば、すべての公法上の争訟を行政裁判所に訴えることが

できるはずである。いわば、権利救済の面において、私法上の争訟との対称性をもつ公法

上の争訟という法概念を設定する考え方である。しかし、旧行訴法の下で、公法上の争訟

はその一部のみが取消訴訟によって取扱われていた。その状況を打開するために、民事訴

訟に倣って、公法上の争訟について、これを形成、確認および給付という三つの訴訟形態

で訴えることができるように、行政裁判権を再構築しなくてはならないと考えられたので

                                                        
44 翁岳生・前掲注(11)392頁。 
45 その嚆矢は、元司法院大法官である呉庚『行政法院裁判権之比較研究』（嘉新水泥公司文化基金会、1967年）であろ

う。ただ、本書は留学前に書かれたものである。 
46 立案関係者によると、台湾の「行政訴訟法の研究といえば、ドイツ法を参考にしなくてはならない」と語るほどであ

る （呉庚・前掲注(29)Ⅶ頁）。 
47 例えば、林紀東を指導教授とした呉庚は、『行政法之理論與実用』という教科書において、ドイツ法理論を旧理論体

系に上書きしている。この教科書は 1992年の初版から、支配的な学説となったとともに、伝統的行政法理論の駆逐に成

功した。この結果、台湾における行政法学説の主な参照対象は日本法からドイツ法へ移ったのであった。 
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あった48。   

このような主張には、国家と私人との関係を権利義務関係として把握し、私人の権利救

済を司る裁判所を法治国家の担保と考える司法国家観が存在する。そして、公法が私法と

異なるものとして構成されているとはいえ49、私法上の争訟との対称性を有するものとして

位置づけられる公法上の争訟という概念を構成することによって、行政実体法に民事法の

請求権体系、そして、行政訴訟法に民事訴訟の訴えの利益の導入を図るものであるという

点においては留意すべきである。 

司法院大法官を務めた翁岳生のこうした主張は、司法院の立案活動および行政訴訟法改

正案の基本構想に大きな影響を与えた50。彼の主張において、確認訴訟の必要性は、二元的

裁判制度の下で民事訴訟に並ぶ包括的救済手法として認識されたのである。しかし、当時

の問題関心は主に、私法上の争訟に対応する公法上の争訟に即した包括的行政裁判権を再

構築することにあったため、立案過程において、公法上の争訟の中身については実際に詳

しく議論されなかったのである。また、確認訴訟の機能や運用に関する本格的な検討も行

われておらず、立案過程において想定された運用例としては、国籍の存否、公法人の会員

資格の存否、土地収用関係の存否などだけであった51。 

以下では、新行訴法の訴訟類型を紹介して、確認訴訟の体系的な位置づけを明らかにす

る。 

 

二 新行訴法の訴訟類型の特徴 

公法上の争訟を包括的に審理する行政裁判権は新行訴法 2 条により定められた。すなわ

ち、公法上の争訟であれば、これを争うことができるのである52。公法上の争訟を具体的に

争う訴訟形態として、第 3 条は、取消（形成）訴訟、確認訴訟および給付訴訟の三つの訴

訟形態を定めた53。この三大訴訟形態は民事訴訟に倣って請求内容の差異および判決の効力

                                                        
48 翁岳生・前掲注(11)392-395頁。 
49 なお、翁岳生は実体法においても公法と私法との区別を相対化している（「論行政処分之概念」（初出 1970年）前掲

注(11)書 19頁以下）。 
50 司法院の調査報告書として、陳秀美『改進現行行政訴訟制度之研究』（司法院、1982年）88頁以下。改正法の立案過

程について、司法院編『行政訴訟制度研究修正資料彙編㈠』（司法院、1985年）412頁以下。 
51 司法院編・前掲注(50)彙編㈠440-441 頁（鄭有齢発言、ただし、発言記録のミスだろうか、ここでいう収用無効は収

用失効と訂正すべきだろう）、司法院編・前掲注（23）彙編㈢306-307頁（呉庚発言）。 
52 第 2条「公法上の争訟については、法律に別段の定めがある場合を除き、本法により行政訴訟を求めることができる。」

なお、本稿における新行訴法の訳文については、玉国文敏「台湾の新行政訴訟法」山田二郎古稀『税法の課題と超克』

（信山社、2000年）518頁以下の訳文を引用したが、一部の修正を行った。 
53 行政訴訟法第 3条「前条にいう行政訴訟とは、取消訴訟、確認訴訟および給付訴訟をいう。」なお、条文上には「取

消」という文言が定められているが、それは形成訴訟の例示と解されている。この点について、張文郁「行政訴訟之形

成訴訟」呉志光ほか『月旦法学教室別冊・公法学編』（元照、2011年）218頁。 
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に基づく最も基本的な分類である54。したがって、行政行為を訴訟対象とする取消訴訟およ

び義務付け訴訟は、出訴期間および訴願前置に関する手続上の特則が定められているが、

なおそれぞれ形成訴訟および給付訴訟と位置づけられたのである。取消訴訟は、行政行為

の法効果を失わせて、元の法律状態に戻すことを求める訴えであるため55、形成訴訟と解さ

れている。これに対して、一定の行政行為を求める義務づけ訴訟は、給付訴訟に分類され

る56。 

作為不作為を問わず行政行為以外のものを求める訴訟は、一般給付訴訟である57。具体的

な運用について、新行訴法は三つのタイプを列挙している。第一は財産上の給付訴訟であ

る。例えば、公務員の給与や退職金の支給、公法上の不当利得返還請求、損失補償などで

ある。第二は行政行為以外の非財産上の給付訴訟である。行政行為に当たらない行為形式

はこれで争われる。また、行政行為の差止訴訟も非財産上の給付訴訟として位置づけられ

ている。第三は行政契約に基づく給付訴訟である。これは行政契約に関わる給付請求権の

実現を請求内容とする訴訟である。財産上または非財産上を問わず、また契約に基づく行

政行為の義務付けも一般給付訴訟により訴えられる。 

 一方、確認訴訟は三つの類型に分けられている58。第一に、行政行為の違法確認訴訟は、

取消訴訟を提起するための狭義の訴えの利益はないが、なお違法性の確認について確認の

利益があれば、提起できる訴訟である59。第二に、行政行為の無効確認訴訟は、行政行為の

                                                        
54 三大訴訟形態のほかに、第 4の訴訟形態の存在についてその可能性を否定することができないが、確認訴訟または給

付訴訟が活用されれば、第 4 の訴訟形態を見出さなくても概括主義に反することはない。この点について、ドイツの問

題状況を含める検討として、林明昕「論行政訴訟法上之訴訟類型――從日徳比較法制観察」（初出 2005年）『公法学的

開拓線』（元照、2006年）367頁。 
55 第 4条第 1項「国民は、中央または地方行政機関の違法な行政行為により権利または法律上の利益に損害を受けたと

認める場合で、かつ訴願法による訴願の提起を経て下された決定に不服があるとき、または訴願を提起して三ヶ月を過

ぎても決定がなされないとき、または延長された訴願決定期間を二ヶ月過ぎても決定がなされないときは、行政裁判所

に対して取消訴訟を提訴することができる。」 
56 第 5条「①法律により申請された案件につき、所定の期間内に中央または地方行政機関が何らかの行為をすべきにも

かかわらず不作為である場合、国民は、それによって権利または法律上の利益に損害を受けたと認めるときは、訴願手

続を経た後、当該行政機関が行政処分をなすべきこと、あるいは特定の内容の行政処分をなすべきことを請求する訴訟

を、行政裁判所に対して求めることができる。②法律により申請された案件につき、申請にもかかわらず中央または地

方行政機関が拒否した場合、国民は、それによって権利または法律上の利益に損害を受けたと認めるときは、訴願手続

を経た後、当該行政機関が行政処分をなすべきこと、あるいは特定の内容の行政処分をなすべきことを請求する訴訟を、

行政裁判所に対して求めることができる。」 
57 第 8条第 1項「国民は、中央または地方行政機関との間で公法上の原因により財産上の給付関係が生じたとき、また

は公法上の原因により行政行為以外のその他の非財産上の給付を請求したときは、給付訴訟を求めることができる。公

法上の契約により発生する給付についても同様である。」 
58 第 6条第 1項「行政作為の無効確認訴訟および公法上の法律関係の成立または不成立の確認訴訟は、確認判決によっ

て原告が直ちに法律上の利益をうけるのでないならば、求めることができない。すでに執行が終了かつ原状回復が不可

能となり、またはその他の事由により行政行為が消滅した場合の違法確認訴訟についても同様である。」 
59 例えば、食品衛生法に基づいて店を 1週間営業停止させる行政行為は、出訴前または訴訟中に期間の経過によって行

政行為の効果が終了してしまう。この場合、行政行為の法効果を取消す必要性がなくなる。すなわち、取消訴訟をする
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無効確認を通じて、当該行政行為により表見的に形成される法律関係の不存在を明らかに

する訴えである。第三に、法律関係の存否確認訴訟は、法律関係の存在または不存在を確

認する訴えである。法律関係であれば確認対象はほぼ無制限であるがゆえに、一般確認訴

訟と呼ばれている。 

まとめると、新行訴法の特徴は、公法上の争訟という概括主義の下で、訴訟の入口は請

求の内容に応じて、形成、給付、確認の三大訴訟形態を民事訴訟に準じた基本的な分類と

して整理していることである。さらに各訴訟形態には行政行為を直接の訴訟対象として特

則を置いた訴訟類型が設けられているが、一般的訴訟類型の適用範囲が特則を有する訴訟

類型により当然に制限されるわけではない。むしろ公法上の争訟であれば、必ず適切な訴

訟類型を用意しておくということに、新行訴法の意義がある60。したがって、行政行為に対

する予防的訴訟または行政行為以外の行為形式を争うには、それぞれの請求の内容に応じ

て一般給付訴訟または一般確認訴訟を提起することができるのである61。すなわち、公法上

の争訟の「受け皿」の役割を果たすのは一般給付訴訟と一般確認訴訟である。そうすると、

公法上の争訟を行政行為に限定したという問題は、請求権を前提にする給付訴訟または訴

えの利益を中心に構成された確認訴訟により克服されるはずである。次の節では、改正法

以後、公法上の争訟に関する議論を分析する。 

 

第二節 公法上の争訟と行政訴訟の対象 

第一款 現状と問題点  

一 公法上の争訟 

 新行訴法 2 条が定めた公法上の争訟という概念は、行政訴訟の対象および訴訟類型が限

定されない概括主義を意味するという理解が一般的である62。ところが、改正法以後、公法

上の争訟の規範的な意義は必ずしも十分に検討されていない。現在、行政法学説は主に裁

                                                                                                                                                                   
ための訴えの利益がなくなる。しかし、名誉回復、国家賠償の請求、将来に繰り返される同種の行政行為の予防につい

て確認の利益が認められれば、行政行為の違法性を明らかにする違法確認訴訟を求めることができる。そのため、違法

確認の訴えは取消訴訟の延長線上にある訴訟類型といえよう。この訴訟類型のモデルは、ドイツ行政裁判所法 113 条 1

項 4 文の継続的確認訴訟（Fortsetzungsfeststellungsklage）である。なお、日本では、皇居外苑不許可事件（最大判

昭和 28年 12月 23日民集 7巻 13号 1561頁）をきっかけに、ドイツの継続的確認訴訟が注目を集めた（高根義三郎「不

適法宣言」（初出 1954年）『行政訴訟の研究』（一粒社、1957年）141頁以下、市原昌三郎「西独における行政行為の

違法宣言制」一橋論叢 50巻 4 号（1963年）21頁以下、松本博之「行政処分取消訴訟における取消対象の消滅と訴えの

利益」法学雑誌 19巻 3・4号（1973年）229頁以下）。 
60 彭鳳至「行政訴訟種類理論与適用問題之研究」台湾行政法学会編『行政命令、行政処罰及行政争訟之比較研究』（翰

蘆、2001年）291頁。 
61 形成訴訟は形成力を有するために、法律の特段の定めがない限り、認めることができない。なお、後掲注(68)参照。 
62 立法院司法委員会編『行政訴訟法修正案（下）』（立法院公報処、1999年）696頁。 
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判権の配分を中心に公法上の争訟を説明している63。すなわち、「公法」をめぐる解釈論を

中心に、公法を行政法と解した上で、憲法上の争訟を司法院大法官に、行政法ではない民

事法および刑事法上の争訟を通常裁判所に割り振るということである64。そうすると、もっ

ぱら「公法」を中心に論じているが、「争訟」を正面から定義してその規範的な意義を明ら

かにするものは極めて少ない65。 

 だが、概括主義とはいえ、行政訴訟の対象を具体的事案においていかに判断するかは、

それほど問題ではないといえない。というのは、公法上の争訟、殊に「争訟」に関する理

解が、訴訟対象の判定を左右することになるからである。この点については、学説におい

て明確に論じられていないが、三つの論点から分析してこの問題をより明らかにしたい。 

１ 新たな救済基準  公法上の争訟の下で、行政行為は、訴訟対象となる行為形式の一

種に過ぎず、救済の必要性を決めるものではない。行政行為に当たらない行為形式は給付

訴訟または確認訴訟で争うことができる。また、行政手続法案と行政争訟改革関連法案を

合わせて同時期に可決したことは、行為形式の整理とそれに対応する訴訟類型の多様化と

が関連することを意味している66。例えば、行政手続法 92 条および訴願法 3 条が行政行為

を講学上の定義に従って定めたことにより、救済の便宜を図るための行政行為拡大論は一

般的に否定され67、その結果、行政行為については、訴訟類型論と行為形式論が強く結びづ

                                                        
63 陳計男『行政訴訟法』（三民、2000年）152頁以下、翁岳生編『行政訴訟法逐条釈義』（五南、2002年）40頁以下（盛

子龍執筆）、翁岳生編『行政法（下）〔第 3版〕』（元照、2006年）359頁以下（劉宗徳執筆）、林騰鷂『行政訴訟法

〔第 3版〕』（三民、2008年）51頁以下、陳清秀『行政訴訟法〔第 3版〕』（元照、2009年）11頁以下、呉庚・前掲

注（29）43頁以下。 
64 通常裁判所との役割分担は、常に公法私法の区別の問題として論じられている。現在、公法私法の区別については明

確かつ一義的な標準が存在しないが、主体説や利益説を組み合わせてケース・バイ・ケースで判断されている。そのた

め、行政裁判所と通常裁判所との権限が衝突する場合には、司法院大法官が権限衝突裁判所として裁判権限の配分を決

めることができる。また、法律が行政裁判権の配分を特に定めることもある（陳敏『行政法総論〔第 7版〕』（新学林、

2011年）36-37頁、1351頁）。 
65 その稀な一例であるが、元司法院大法官である陳計男は、日本法における法律上の争訟の定義に倣って、争訟を、①

当事者間に具体的法律関係または法律上の利益をめぐる紛争について、②法令の適用により紛争を解決することができ

るものだと定義する （前掲注(63)151頁以下）。けれども、その意義について、①抽象的規範統制訴訟の排除、②政治

問題や国会の自律事項などの排除が挙げられており、行政訴訟の対象を争訟の問題として正面から具体的に論じるもの

ではない。また、その定義は学説判例に受け入れられていない。なお、日本で行政法を学んだ劉宗徳もこのような定義

を試みている（「憲法解釈与訴訟権之保障――以行政訴訟為中心」憲政時代 30巻 4期（2005年）402頁注 33）。 
66 陳愛娥「以行政行為類型為中心的行政訴訟類型」萬国法律 112期（2000年）26頁以下、廖義男「行政処分之概念」（初

出 2000年）『行政法之基本建制』（三民、2003年）172-173頁。行政裁判官の著作として、彭鳳至・前掲注(60)317頁、

徐瑞晃『行政訴訟法』（五南、2009年）72頁。なお、行政手続法は、行政行為、行政指導、行政契約、法規命令および

行政規則、行政計画を定めている。 
67 日本法において取消訴訟のメリットを強調して訴訟法上の処分性を拡大する発想は台湾法に存しない。台湾で、フラ

ンスの越権訴訟を研究して、分離しうる行為理論を導入しようとする陳淳文は、実体法上の行政行為拡大論を唱えてい

るが、彼の理論は、原田・兼子説のように訴えの利益を中心に構成した形式的行政処分論ではない（陳淳文「行政契約

与撤銷訴訟――以法国行政訴訟実務為中心」司法院行政訴訟及懲戒庁編『行政訴訟制度相関論文彙編 第 4 輯』（司法

院、2005年）505頁以下）。 



第一章 

25 
 

けられたのである68。 

 しかし、行政行為以外の行為形式に関する争訟性をどのように解するかということは明

確に論じられていない。一般的に、学説は行為形式ごとにその訴訟類型を分析しているが、

次の二点について特に問題となることを指摘できるだろう。 

第一に、抽象的規範統制訴訟が定められていないが、裁判所は具体的事件において行政

命令を付随的に審査する権限を有する69。ただし、具体的事件とは何かについては、従来か

ら詳しく検討されていない70。最高行政裁判所長官（当時）は訴えの利益があれば行政命令

を直接に争うことができるという考え方を前向きに示したが71、訴えの利益の中身および適

切な訴訟類型については言及していない 。一方、行政命令またはそれに相当する行政計画

の直接審査は、抽象的規範統制訴訟になりかねないことから、法律の特別規定がなければ

直接審査が禁じられると考える意見もある72。 

第二に、具体的な行政措置は私人の権利利益に一定の影響を与えることがあるが、その

影響はどの程度に達すると司法的救済に値するかという問題がある。例えば、回答文書、

意思通知、行政指導、公務員法における職務命令は行政行為に該当しないものであるが、

                                                        
68 なお、台湾には、行政行為に当たらない行政措置が違法でも原則として有効とされる場合には、一般形成訴訟で争う

べきだと主張する学説がある。すなわち、取消訴訟以外にも一般形成訴訟は認められるべきか否かという議論である。

例えば、公務員法の職務命令について、その法効果を取消すために、形成力を有する一般形成訴訟が必要とされる（林

明昕「一般形成訴訟――徳国行政訴訟法上之争議問題」（初出 2002 年）前掲注(54)書 415 頁以下、程明修「論一般撤銷

（形成）訴訟――以対公務員懲戒処分之救済出発」曾華松古希『論権利保護之理論与実踐』（元照、2006年）655頁以下）。 

だが、一般形成訴訟は通説により否定されている。その理由として、第一に、法律関係を対世的に変更させるのは極

めて強い効力である。そこで、民事訴訟および行政訴訟においては、法律の特段の定めがない限り、それを認めること

ができない。いわば、形成訴訟の列記主義である。第二に、職務命令が違法即無効だとすれば、給付訴訟または確認訴

訟により、実効的な権利救済が与えられる。第三に、新行訴法の立案当時、立案者は、形成訴訟について取消訴訟のみ

を想定した上で、第 3 条において形成訴訟という文言を使わず取消訴訟を定めた。したがって、通説および行政裁判所

においては、一般形成訴訟説は受け入れられていない。以上の批判について、盛子龍「公務員対調整職務不服之行政争

訟」法学講座 25期（2004年）130-131頁、張文郁・前掲注(53)18-19頁。また、通説について、陳敏・前掲注(64)1352

頁、翁岳生編・前掲注(63)行政法下 363頁（劉宗徳執筆）、翁岳生編・前掲注(63)行訴法 62頁（盛子龍執筆）、呉庚・前

掲注(29)200頁以下、陳計男・前掲注(63)156頁、陳清秀・前掲注(63)145頁、林騰鷂・前掲注(63)69頁、蔡志方『行政

救済法新論』（元照、2000年）169頁。 
69 司法院大法官釈字第 216号解釈（1987年 6月 19日）。なお、古典的文献として、翁岳生・前掲注(12)124頁以下。 
70 一般的に行政命令の違法性は取消訴訟または義務付け訴訟において付随的に審査されている。改正法以後の関連研究

として、葉俊榮・張文貞「転型法院与法治主義――論最高行政法院對違法行政命令審査的積極趨勢」人文及社会科学集

刊 14巻 4期（2002年）515頁以下、同「司法積極主義――論行政法院改制之後対於違法行政命令審査的積極趨勢」林明

鏘・葛克昌編・前掲注(25)書 39頁以下、陳淳文「現行行政命令合法性審査之検討――以不利益処分所引発之司法審査為

中心」黃舒芃編『2007 行政管制与行政爭訟》』（2008 年）105 頁以下、黃舒芃『行政命令』（三民、2011 年）94 頁以

下。 
71 彭鳳至「台湾行政訴訟之功能与角色」司法院編『新制行政訴訟実施 10周年国際学術検討会 会議論文集』（司法院、

2010年）126頁。 
72 呉庚・前掲注(29)183 頁、翁岳生編『行政法（上）〔第 3 版〕』（元照、2006 年）460 頁(葉俊榮執筆)。そのため、

行政命令に対する直接審査は立法論として論じられる意見もある。例えば、フランスの越権訴訟を参考にする立法論と

して、王必芳「行政命令的抽象司法審查――以法國法為中心」中研院法学期刊第 11期（2012年）129頁以下。 
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その争訟性をいかに判断するかという問題がある73。 

この二つの問題はそれぞれの独自の論点があるが、公法上の争訟に照応して行政訴訟の

対象をいかに判断するかという点において共通する問題である。すなわち、新行訴法の下

で、当該行為の争訟性を判断し、そこからいかに新たな救済基準を形成するかという問題

である。 

２ 訴訟類型の選択のリスク回避  新行訴法においては、権利をより適切に救済するた

めに多様化した訴訟類型が設けられたが、原告が適切な訴訟類型を予め選択しなければな

らないことを意味するものではない。行政裁判所は原告が提起した不適切な訴訟類型を釈

明権の行使により適切な訴えへ変更することを促すべきであると考えられている74。だが、

現実には、正確な訴訟類型が釈明権の行使により常に選択することは困難であり、キャッ

チボールの問題が生じている。その理由として三つ挙げることができる。第一に、行政行

為は救済の必要性を決めるものではないが、訴訟類型の選択を決めるものとしてなお中心

的な位置を占めているということにある。すなわち、行政行為を訴訟対象とする取消訴訟

および義務付け訴訟は、依然として優先的に適用されるべきであると考えられている。そ

こでは、公法上の争訟を行政行為の具体的法効果に矮小化する伝統的な考え方がなお維持

されているという問題がある75。第二に、行政行為以外の行為形式の争い方について、行政

裁判所が必ずしも給付訴訟または確認訴訟を適用する可能性を具体的に検討しないという

問題がある76。第三に、提訴するときに事実の主張だけで十分であると言われているが、具

体的な争点が示めされない限り、行政裁判所は訴訟類型の選択について具体的な判断を行

うことが困難であるという問題がある。 

したがって、最高行政裁判所長官（当時）は、立法論として多様な訴訟類型を公法上の

争訟に一本化することが可能であって、むしろ一本化した方が私人の訴訟利用のために便

                                                        
73 裁判実務において、具体的な行政措置については、しばしば行政行為に該当するかどうかという形でその救済の必要

性が論じられている。この点に関する分析として、蕭文生「行政処分之変種与異型――擬制行政処分与形式行政処分」

台北大学法学論叢 73期（2010年）77頁以下。 
74 最高行政裁判所は、「行政訴訟における訴訟類型の選択と適用は、行為形式および原告の行政裁判所に対して救済を

求める目的に深く関わることから、一般的な生活経験で判断できないものである。したがって、国民は専門代理人に依

頼せず行政訴訟を提起する際に、原則として事実の主張だけで十分である。裁判長または受命裁判官は必要な際に、訴

訟関係を釈明して、国民が事実の主張に基づいて正確な訴訟類型を選択するように促すべきである」と判示した（最高

行政法院 98年裁字第 3077号裁定（2009年 12月 10日）。 
75 例えば、一部の学説および裁判例は具体的な行政措置をできるだけ行政行為と解する傾向にある。その結果、権利利

益に影響を与える事実行為は常に行政行為と解されるという問題がある。この問題に関する整理および批判について、

程明修・前掲注(68)663頁以下。 
76 確認訴訟について、この問題を指摘するものとして、林三欽「『行政処分概念』与『行政訴訟類型』関聯性之探討」

司法院編『行政訴訟二級二審実施十週年回顧論文集』（司法院、2011年）225頁。 
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利だと指摘した77。この意見は、包括的権利救済の確保のために、各訴訟類型に共通する公

法上の争訟を明確しなければならないという考え方が反映されている78。 

３ 法領域と政策領域との区別  以上の論点に関連して、公法上の争訟を紛争の成熟性

と解した上で、通信放送法の分野で、その特殊性に応じて判断すべきであるという意見が

近年登場した。 

 通信放送法の分野において、独立行政委員会である国家通信放送委員会の規制対象とな

る通信業者は全国においてもわずかな数である。行政命令またはその性質を有する行政計

画は抽象的法規範でありながら、同時に規制の対象や事項は明確かつ具体的なものもある。

そこで、行政行為との区別が曖昧なため、通信業者が行政命令または行政計画を行政行為

と解して取消訴訟を提起した事件は少なくない。 

一例として、最高行政裁判所は、国家通信放送委員会が策定した「固定電話発携帯電話

着の料金設定に関する行政計画」79を行政行為と判断した。その理由としては、本件計画が

「料金の設定権者、収益の帰属、経過措置期間における費用の負担、実施の日程や方法な

ど具体的な事項を明確に定めたことから、固定電話事業者と携帯電話事業者との権利又は

義務に影響を及ぼした」ということを挙げている。すなわち、本件計画は具体的法効果を

有する公権力措置と解されている。その上で、最高行政裁判所は、都市計画法の計画確定

裁決制度を参考にして、「この種の計画確定裁決を行政行為と解さなくてはならない」80と

判示した。 

だが、石世豪81の批判によると、料金の設定は、基本的には事業者の間で私法上の契約の

締結または改訂により行われている。そして、国家通信放送委員会は、本件計画を実施す

るために、関連の法規命令や行政規則を改正しなくてはならず、また事業者間の紛争があ

れば料金設定に関する争いを行政行為により裁決する必要もある。本件計画は直ちに事業

者の営業の自由または料金設定に関する私法上の権利行使を規律するものではない。この

                                                        
77 彭鳳至ほか「課予義務訴訟与一般給付訴訟間選択之争議問題分析」台湾法学 88期（2006年）95頁（彭鳳至発言）。

ただし、法律上に訴訟類型が細分化された以上、裁判所は適切な訴訟類型を決めなくてはならないとも述べている（彭

鳳至・前掲注(60)317 頁）。なお、彭鳳至女史は、ドイツのミュンヘン大学法学博士で、新行政訴訟制度の運用に深く

携わった人物である。 
78 なお、ドイツ行政訴訟法学の直輸入を反省した上で、同じ方向性を指摘したものとして、林明鏘『欧盟行政法』（新

学林、2009年）251頁。 
79 固定電話発携帯電話着の利用者料金の設定については、2010年まで携帯電話事業者側が料金設定を行っていた。本件

計画は 2011年から料金設定の権利者を固定電話事業者に変更する政策方針を示したものである。また、日本法の問題状

況について、総務省「料金設定の在り方に関する研究会報告書」（2004年 6月 17日）2頁以下。 
80 最高行政法院 98年裁字第 1159号裁定（2009年 5月 14日）。 
81 石世豪は国立東華大学教授である。彼は、2006 年から 2008 年まで、国家通信放送委員会の副主任委員を務め、2012

年から主任委員を務めている。彼は、独立行政委員会における政策形成プロセスを特に重視している。 
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点においては、土地所有権に基づく使用収益権を明確に拘束する都市計画法の計画確定裁

決と大きく違うところである。したがって、本件計画は規制の対象や事項が明確だとして

も、事業者に対して直接の法効果を有しないものであり82、本件判決は実体法上の行政行為

の概念を不当に拡大したものであると、彼は述べている83。 

 さらに、石世豪は、訴訟類型の前提となる公法上の争訟の意義を強調して、救済のため

に行政行為という法概念を安易に拡大する必要はないと指摘している。行政訴訟を提起す

るための要件は、行政行為ではなく、「訴訟の対象が客観的かつ明確なものであり、その適

法性めぐる争点が具体化して司法審査に相応しい」84という紛争の成熟性にあると考えてい

る。そして、権力分立の視点からすると、紛争の成熟性を重視することは行政における政

策形成プロセスへの過度な司法介入を防ぐものである。したがって、石世豪の考え方には、

独立行政委員会の政策形成空間を確保するために、本件計画を政策方針と解して、行政行

為の拡大解釈を拒否するだけでなく、その訴えが公法上の争訟に当たることまで否定する

意図がある。  

 要するに、石世豪の主張は行政行為の有無と救済の必要性とを別々に判断すべきと考え

るものである。この点では通説と異ならないが、法領域と政策領域との区別の視点から公

法上の争訟を紛争の成熟性の問題と解しており、ここには、重要な問題が提起されている

のである。しかし、石世豪は、通信放送法の分野において公法上の争訟を限定することを

志向しており、争われた行政命令や行政計画について、その行政行為の性質を否定すると

同時に、その訴えが公法上の争訟に当たることをも否定したのである85。そこには、訴訟対

象を行政行為を狭く解することで限定し、行政裁判権を制限する意図がある。 

 

 以上の三点をまとめれば、学説においては公法上の争訟を正面から詳しく検討するもの

は皆無に近いが、訴訟対象の判断、訴訟類型の選択、法領域の画定の三つの論点から、公

法上の争訟が法概念として一定の規範的な意義を有することが確認できるだろう。そして、

これらの論点において共通する問題は、行政行為以外の訴訟対象に関する争訟性をいかに

                                                        
82 原審である台北高等行政法院 97年訴字第 1968号（2008年 11月 28日）はこの立場にある。 
83 石世豪「行政計画提前争訟的必要性」台湾法学 139期（2009 年）235頁以下、同「目標導向之網路互連管制及其違法

審査」法令月刊 61巻 6期（2010年）37頁以下。 
84 同上行政計画 236頁。 
85 石世豪は、別の判例評釈において、法規命令を直接の訴訟対象とすれば、行政裁判所が政策領域に入り込みすぎるこ

とから、その訴えが公法上の争訟に当たらないことになると指摘している（「適用少数特定対象的法規命令」台湾法学

151期（2010年）181頁）。また、翁岳生編・前掲注(72)459-460頁(葉俊榮執筆)も類似の意見を示した。 
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判断するかということである。 

 

二 司法院大法官の解釈からみた公法上の争訟 

ところで、公法上の争訟という概念は憲法論を踏まえて展開されるものである以上、司

法院大法官の解釈を整理することによって、この概念の一定の輪郭を浮彫にすることがで

きるだろう。 

１ 権利侵害  まず、新行訴法 2 条が定めた公法上の争訟という概念は、ドイツの行政

裁判所法 40条 1項に由来するものである。そして、その憲法的根拠についても、ドイツ連

邦基本法 19条 4項に定められた「公権力により権利を侵害された者に出訴の途を保障すべ

きである」という理念に由来するものであり、司法院大法官の解釈によれば、台湾の憲法

16条が定めた訴訟権の規範内容において受容されていると解されている86。そうすると、公

法上の争訟は訴訟権の保障を意味することになる。そこでは、憲法 16条が定めた訴訟権は、

司法院大法官により「権利あるところに救済方法あり」という含意だと解され、すなわち

実体法上の権利利益への侵害に対して訴訟法上の権利保護を与えなくてはならず87、そして

与えられる救済は「実効的な権利救済」でなくてはならないのである88。そのため、改めて

確認することになるが、公法上の争訟は権利を違法に侵害されたまたはされうる者に対し

て救済を与えなくてはならないという権利保護の概括主義と解されている89。 

憲法上の基本権を中心に構築された公法上の争訟は、行政訴訟の中心的機能を私人の権

利保護にあるとみている90。したがって、行政訴訟を提起するためには、行政の作為不作為

により権利を侵害されまたは侵害されうるという要件が要求されている91。その意味で、権

                                                        
86 陳愛娥「『有効権利保障』与『行政決定空間』対行政訴訟制度的影響」司法院編『行政訴訟論文彙編』（司法院、1998

年）54頁以下。なお、司法院大法官は憲法解釈においてドイツ連邦基本法を援用したことがないが、個別の意見におい

てドイツ連邦基本法を援用したことがある。一例として、釈字第 653号解釈（2008年 12月 26日）の林錫堯および陳春

生大法官は、一部反対意見において、ドイツ連邦基本法 19条 4項および行政裁判所法 40条をそれぞれ台湾の憲法 16条

および新行訴法 2条に対応するものだと解している。 
87 このことを判示したものとしては、行政訴訟に限ってみるならば、司法院大法官解釈第 546 号解釈（2002 年 5 月 31

日、被選挙権について、選挙に立候補する資格を否定した拒否処分）、533号解釈（2001年 11月 16日、契約法上の地

位について、行政契約に基づく給付請求）、466号解釈（1998年 9月 25日、公務員法における財産上の請求権について、

公務員保険金の未払い）、462号解釈（1998年 7月 31日、教師の法的地位について、教師の昇任拒否処分）、459号解

釈（1998年 6月 25日、兵役義務について、徴兵の体格判定処分）などがある。 
88 司法院大法官釈字 418号解釈理由書（1996年 12月 20日）参照。 
89 劉宗徳・前掲注(65)402頁。 
90 新行訴法 1条は行政活動の適法性維持機能を掲げたが、それは原則として裁判所が権利救済任務を遂行すると同時に

適法性維持任務を果たすということである。さらに、新行訴法 9条の趣旨によると、権利救済と直接に関わらない客観

訴訟または公益訴訟は特別の立法がなければ行政裁判所が審理できないことから、公法上の争訟の中核をなすのは私人

の権利保護である。この点について、陳敏・前掲注(64)1257頁参照。 
91 そこでは、実体法上の権利侵害の有無は訴訟法上の訴権と重なりあっている（林三欽「論基本権利之侵害」（初出 2000
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利利益への侵害があれば、侵害をした行政の行為形式を問わず、行政行為のほか、行政命

令、行政計画、行政契約、事実行為、行政の内部措置などの作為または不作為の違法性に

ついても、私人が行政訴訟において救済を求めることができるだろう。 

２ 訴えの利益  「利益なければ訴権なし」と言われるように、裁判制度を利用するた

めには、原告の請求が、権利を保護する価値ないし必要性を有するものと認められうるも

のでなければならない。この必要性が一般的に「権利保護の必要性」または「訴えの利益」

と呼ばれるものである。行政訴訟について、司法院大法官釈字 546 号解釈は「行政争訟を

提起するためには、争訟について権利保護の必要性、即ち争訟の利益が求められるべきで

ある」と判示した92。 

行政訴訟法学において、権利保護の必要性は、訴訟類型を問うことなく求められる一般

の権利保護の必要性と訴訟類型の性質に応じて求められる特別の権利保護の必要性とに分

けられている。一般の権利保護の必要性は、①訴訟手続による解決を要すること、②正確

な訴訟類型を選択すること、③求められる権利保護が実益を有すること、④訴訟手続を利

用する目的が達成できること、⑤訴訟手続の利用が濫用ではないこと、などが挙げられて

いる93。これらは、訴訟経済の追求または訴訟濫用の予防のために発展してきた訴訟要件で

あり、裁判制度を利用する正当な利益を判断するものである。したがって、形成訴訟また

は給付訴訟の場合には、その権利保護の必要性が形成権または請求権の存在により明らか

にされることから、一般の権利保護の必要性は例外的に審査されている。これに対して、

確認訴訟の場合は、訴訟対象が無制限なので、確認の利益という特別の権利保護の必要性

が要求されている94。 

  

司法院大法官の解釈を整理することによって、公法上の争訟について、権利侵害と訴え

の利益を有するとされるそれの輪郭が得られた。この輪郭を訴訟法上明確にするものは、

次に紹介する最高行政裁判所の判決である。 

 

                                                                                                                                                                   
年）『「行政争訟」与「信頼保護原則」之課題』282頁以下）。 
92 司法院大法官釈字 546 号解釈（2002 年 5 月 31 日）。本件評釈として、林三欽「試論『行政争訟実益』之欠缺」（初

出 2003年）同上書 4頁以下 
93 陳計男・前掲注(63)360頁、林騰鷂・前掲注(63)66頁、呉庚・前掲注(29)145頁以下。 
94 陳計男・前掲注(63)360頁。 
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第二款 最高行政裁判所における公法上の争訟の展開 

一 最高行政裁判所の問題意識 

 最高行政裁判所は、公法上の争訟について、これを権利救済の概括条項と理解している

が95、従来、その中身を明確に検討してこなかった。しかし、近年、最高行政裁判所判決の

一部は公法上の争訟の規範的な意義を積極的に論じている。その見解は行政裁判所の全体

に広く受け入れられたものではないが96、公法上の争訟を訴訟法上どのように把握するかに

ついて明確な判断枠組みを示した点において注目に値する。 

 ところで、最高行政裁判所の問題意識および判旨を検討する前に、まず判決の前提とな

った事実の概要を整理しておく。 

[事例 1-2：学校の改名と行政指導・行政規則] 

X2（私立北台科学技術学院、原告）は 2006年に学校名を「北台湾科学技術学院」と改名しようとして、

学校名変更の申請を行った。Y2（教育部、被告）はその申請を許可したが、「これから科学技術大学に昇

格すると、『北台科学技術大学』または『北台湾科学技術大学』は校名として使用できなくなる」とあわ

せて指導した（本件指導）。その理由としては、行政規則である「高等教育機関命名注意事項」により、

同じ教育段階において使われた学校名と同じ校名または類似の校名は使用禁止とされていた。そして、

現に「台湾科学技術大学」が存在する以上、類似の学校名の使用、すなわち「北台科学技術大学」また

は「北台湾科学技術大学」の命名は禁じられることになる。 

X2は、「高等教育機関命名注意事項」は法律の根拠を有しないと主張した。したがって、改名を予定す

る X2は、学校の命名の自由が法律の根拠なしに制限されていることから、本件指導を行政行為の附款と

解して取消訴訟を起こした。原審である台北高等行政裁判所は本件指導が行政行為に該当しない旨を判

示して本件訴えを却下した97。 

[事例 1-3：上海蟹の輸入規制と行政規則] 

Y3（行政院衛生署、被告）は 2007年に経済部標準検査局宛の「中国藻屑蟹（上海蟹）の輸入許可に関

する検査基準」という行政規則（本件規則）を出し、また本件規則の内容を通知文書として水産販売業

者である X3（原告）に知らせた。標準検査局は、上海蟹の輸入許可の申請を審査するにあたって、本件

規則に従って上海蟹に関する衛生検査を行なっている。そして、本件規則は中国政府が発行していない

「動物衛生証明書」を要求することから、上海蟹の輸入を事実上禁止するものである。したがって、X3

                                                        
95 例えば、新行訴法 2条を用いて、行政行為に対する予防的不作為給付訴訟を認めた最高行政法院 96年裁字第 2183号

裁定（2007年 9月 26日）。 
96 最高行政裁判所は 7法廷および 35名の裁判官からなるものである。各法廷の判決は最高行政裁判所全体の意見といえ

ない。なぜなら、各法廷は同じ争点に対しても違う判断を行うことがしばしばあるからである。また、裁判官の法廷間

の配置転換も行われるので、同じ法廷においても裁判官の入れ替えによって判断が変わってくる。したがって、重大な

法律問題に対して、最高行政裁判所は各法廷の判断の一致を図るために、各法廷の裁判長と裁判官を集めて連合会議を

開催して、法律問題に対して一致した見解を採る決議を行い、あるいは特定判決の要旨を判例と認定することができる。

台湾法における判例は最高行政裁判所判決の要旨を抽象化して決議により認定されたものである。判例および決議は抽

象的法規範としてすべての行政裁判所を拘束しており、いわば裁判所の立法的法創造の産物である。 
97 台北高等行政法院 96年訴字第 3985号裁定（2008年 7月 7日）。 
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は、本件規則が比例原則や信頼保護原則に違反し違法となると主張し、本件規則を記載した通知文書を

行政行為と解して取消訴訟を起こした。原審である台北高等行政裁判所は通知文書が行政行為に該当し

ない旨を判示して本件訴えを却下した98。 

 

以上の事例において、争点は行政規則の違法性または将来の拒否処分の違法性であるに

もかかわらず、原審は行政行為に該当するかどうかにばかり関心をもって判断し取消訴訟

を却下した。しかし、取消訴訟は不適切な訴訟類型だとしても、新行訴法の下で給付訴訟

または確認訴訟で救済できるかどうかという問題について、原審はまったく検討していな

い。そして、台湾ではこのような紋切り型の裁判手法は決して異例ではなく、むしろよく

あることである。 

しかし、最高行政裁判所の問題意識は原審のそれとは異なり、次の二点にあった。一点

目は、旧行訴法における取消訴訟単一主義の影響の下で、下級審は新行訴法においても公

法上の争訟を行政行為の枠内に矮小化する傾向にある、という問題である。すなわち、訴

訟対象は具体的法効果を有するものに限られないはずであるが、下級審は依然として具体

的法効果にのみ着目して救済の必要性を判断し、行政行為に該当しない行為形式に起因す

る紛争に関して、その救済の必要性を積極的に検討すべきであるということを意識してい

ない。 

二点目は、訴訟類型の選択のリスクという問題である。新行訴法は紛争の種類に応じて

多様な訴訟類型を設けているが、原告が訴訟類型を正確に選択することは困難である。そ

のため、行政裁判所は、原告が訴訟類型の選択を誤ったと指摘する際に、訴えを正確な訴

訟類型に変更することを、釈明権を用いて原告に求めるべきである。しかし、現実に、下

級審は紛争の実態を直視せず、争訟性を原告の提起した訴訟類型だけに依拠して形式的に

判断している。その結果、提起された訴訟類型の適法性を形式的な審査により却下したが、

なお公法上の争訟である場合には、紛争を解決するためにその訴訟類型を適切に選択すべ

きであるということは検討されない。 

以上の問題を解決するために、最高行政裁判所は、個々の訴訟類型の土台となる基本概

念として公法上の争訟に着目して、それを訴えの利益を判断する枠組みとすべきだと判示

した。判旨は次のように述べている。 

「ここで先に指摘しなくてはならないのは、行政訴訟制度が原則として国民の主観的公権（公益のため

                                                        
98 台北高等行政法院 97年訴字第 35号裁定（2008年 9月 18日）。 
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の訴訟は例外である）を守るためのものである、ということである。したがって、個人の権利が公権力

の行使により違法な侵害を受ける場合には、行政訴訟において〔その権利の〕侵害に対して救済が与え

られるべきである。救済手法としての訴訟類型の選択は二次的な問題にすぎない。そして、裁判所は釈

明権の行使により原告が間違えて選択した訴訟類型を訂正することができる。したがって、本件の訴え

の適法性は、本件通知が行政行為に当たるかどうかとは関係がない。実際に、『行政行為』というもの

は、我が国の現行法制度の下で、基本として『行政作用が司法審査を受けるかどうか』を判断するため

の機能的技術的な概念である。すなわち、行政行為はすぐれて『道具』の性質を有するものであり、行

政行為に該当しないことは、司法救済を求める国民に対して救済を拒否する理由にはならないのである。

真に注目すべきことは、原告の主観的公権の有無および求める救済手法が法規範の体系に符合するかど

うかという問題である。」 

しかしながら、現在までの下級裁判所は、行政作用が『行政行為』に該当するかどうかということを

媒介とした手法によって、国民の公法上の権利侵害を判断している。その手法はまったく必要がない。

制度の原点に立ち戻ると、行政裁判所は行政事件の裁判権の有無を実体的に決める際には、『国民の公

法上の権利を行政作用によって違法に侵害されたかどうか』という問題を中心として判断すべきなので

ある」99（下線および〔〕内の文字は引用者によるもの）。 

 

最高行政裁判所は、新行訴法 2 条が定めた公法上の争訟という用語を使っていないが、

行政事件の裁判権が公法上の争訟にほかならないと考えていることは明らかである。そこ

で、判旨が指摘したように、公法上の争訟について、個々の訴訟類型の訴訟要件に先して

判断すべきものである。それは行政機関の用いた行為形式の性質ないし法効果によらず、

専ら①権利を違法に侵害されたか否か、②求める訴訟類型が権利を保護するために必要か

つ適切なものか、という観点により判断されるべきである。したがって、最高行政裁判所

が行政行為を「司法審査のための技術的な概念」と解するのは、行政行為が訴訟法上もは

や救済の有無を決めるものではないと考えているからである100。 

公法上の争訟を判断する枠組みの②については、本判決は詳しく論じていないが、公法

上の争訟を論じた関連判決からみれば、正確な訴訟類型の選択および法定前置手続の優先

適用が挙げられる101。いずれにしても判断枠組み①に付随する二次的な問題であり、本節の

                                                        
99 [事例 1-2]は最高行政法院 97年裁字第 4845号裁定（2008年 10月 30日）。[事例 1-3]は最高行政法院 97年裁字第 5164

号裁定（2008年 11月 27日）。両判決の判旨はほぼ同じであるが、ここでは[事例 1-2]の判旨を主として訳した。 
100 この判旨について、林明鏘は、行政手続法、行政執行法、行政実体法において、行政行為が法令を具体化して執行す

る機能を有して、決して技術的ものではないと批判した（「論行政処分法制之演変」葉俊栄編・前掲注(43)256 頁）。

ただし、批判の対象は同じ判旨を示した下級審判決である）。行政行為の意義についての批判は正当であるが、この判

旨を訴訟対象の文脈において理解すると、行政裁判所が実体上も訴訟法上も行政行為の概念を変更する意図は読み取れ

ないと思われる。 
101 最高行政法院 97年裁字第 4593号裁定（2008年 9月 25日）。 
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関心ではない。そこで、以下は判断枠組み①を中心に分析を進めることにする。 

 

二 権利とその侵害 

まず、権利について、判決は次のように指摘した。 

「『権利』については、以下の二点について説明し解釈しなくてはならない。一点目は、個人が関心を

もつ「実質的な利益」（経済上の利益に限らず、感情上、宗教上、社会関係上などの利益が含まれてい

る）があること。二点目は、『このような利益の実現は法律により保証されている』こと、すなわち権

利の根拠となる法規範が存すること」である。 

 

行政訴訟を提起するための権利の有無について、現在、通説および判例は一貫して新保

護規範理論によって判断している。そして、主観訴訟の原則を維持するために、学説判例

は訴訟類型を問わず権利利益の有無を同一の基準で決める傾向にある102。すなわち、関連法

規範が特定人の個別的利益を(も)客観的に保護すると解される場合には、法律上の権利利

益が認められている103。本判決は従来の学説判例に従うものだろうが104、行政作用の根拠法

令によって守られた請求権的権利に限定していない点に特徴がある。 

ところで、「侵害」という概念の意義を訴訟法上詳しく説明するのは、本判決の特徴であ

る。判旨は次のように述べている。 

「(1)行政作用は国民の公法上の権利に対して多少にかかわらず影響を及ぼしている。ただ、影響は大

なり小さなり程度の差がある。行政作用が権利に及ぼした影響には、『顔を撫でた微風』のような場合

もあるが、国民の関心を持つ法律上の権利が明確かつ即時の影響を受けて、国民の法的地位に重大な不

安をもたらす『狂風暴雨』のような場合もある。前者は立法者がこれを権利の侵害としないように定め

ることができるが、後者は権利の侵害である。ただし、両極の間に、極めて多くの中間事象が存在する。

裁判所は常に個別の事案ごとに侵害の有無を判断しなければならない。また、立法者または準立法者で

ある司法院大法官105は、行政裁判所が従うべき抽象的な判断基準を定めている。 

                                                        
102 李建良「保護規範理論之思維与応用――行政法院裁判若干問題挙隅」黃丞儀編『2010 行政管制行政』（中央研究院

2011年）249頁以下。 
103 新保護規範理論は司法院大法官釈字 469 号解釈（1998 年 11 月 20 日）により導入された。解釈理由の内容は次の通

りである。「法規範の保護目的は、個別的具体的な事案において判断されなければならない。法律は、特定人の権利を

明確に定め、または行政主体もしくは機関に対する一定の作為請求権について、これを法定要件に該当しかつ特定可能

な者に与えれば、その規範目的は、個人の権利を保障することにあるに違いない。また、法律が公益または一般的な国

民福祉を保障するために定められたものであっても、法律の全体的な構成、適用対象、規範効果、社会発展の要素等を

総合的に判断し、特定の人をも保障する趣旨が読み取れる場合には」、当該個人には法律上の権利利益が存在すると認

められるべきである。なお、台湾法における新保護規範理論はドイツの Eberhard Schmidt-Aβmannの学説の影響を大き

く受けたものである。Schmidt-Aβmann の学説について、日本における紹介としては、山本隆司『行政上の主観法と法

関係』（有斐閣、2000年）250頁以下参照。 
104 公法上の争訟を展開する関連判決において、権利の不存在を理由として却下したものとして、最高行政法院 100年裁

字第 1261号裁定（2011年 5月 19日）、最高行政法院 100年裁字第 1537号裁定（2011年 6月 23日）がある。 
105 公法上の争訟を展開する関連判決において、司法院大法官が救済の判断基準を決めた場合にはその基準に従った判決
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(2)ところで、行政裁判所が、行政作用が主観的公権に影響する度合いを判断して『侵害』の要件に

該当するかどうかを決める際に――殊に行政作用の権利に対する影響が将来に発生する場合に――用

いる判断基準は、基本として個別的な利益衡量である。すなわち、次の対立利益を衡量して、個別的事

案において利益が大きい方が重視される。ひとつは、これから生じる影響は現在の国民の法的地位に対

して『重大な不安』をもたらすかどうかということである。国民の現在の重大な不安はその程度が強く

なればなるほど、行政裁判所は権利を保護する時点を前倒しする可能性が高くなる。いまひとつは、行

政裁判所の処理能力である。司法の資源が限られているので、供給の量が需要の量に及ばない。そこで、

行政裁判所は、権利への影響が発生したばかりの事件に対して、早すぎる介入を行い実体的な保護を与

えると、判決後の事情の変化のため、 〔判決を行うための〕努力が無駄に終わることになる。〔そうす

ると〕、限られる司法資源はもっとも効率的に配分されたとはいえないのである。 

(3)以上の衡量は一貫して対立利益を『相対的』な程度の問題として比較することである。そこで、

その判断基準には『一刀両断』にするような明確な区切りがなく、一貫して個別的な事案ごとに衡量す

ることになる。なお、將來の何らかの行政作用に関する予告が特定の主観的公権に対する現実の侵害に

当たるかどうかについて、行政裁判所は〔これを判断する際に〕 基本として慎重な立場にある。この

ような予告の結果が国民の法的地位に対して重大かつ明確な不安であると考えられない限り、司法資源

の有限性を衡量した上で、本案審理の時点をできるだけ後にのばすべきである。すなわち、予防的訴訟

の許容性は、裁判実務においては原則ではなく、例外的なものである。」（〔〕内の文字は引用者が付け

加えたものである）。 

 

 判旨によると、権利を違法な行政作用により侵害された場合における救済の必要性が三

つのレベルに区別されている。第一に、一律に救済すべき侵害である。行政行為による侵

害はこのレベルに位置づけられるだろう。第二に、もっぱら立法政策により決められるも

のである。すなわち、立法者は司法的救済を禁止しても憲法 16条に定められた訴訟権に反

しないレベルがある。第三に、第一のレベルと第二のレベルとの間に、裁判所は個別的な

利益衡量によって司法的救済の必要性を決めるものがある。すなわち、訴えの利益を通じ

て救済の必要性を決めるレベルである。その利益衡量の要素としては権利保護の必要性と

司法資源の有限性が挙げられる。判旨が特に指摘したように、権利への侵害がいまだ不確

定なものであれば、仮の事実に基づいて審理を行う判決は必ずしも紛争を終局的に解決で

きない。権利への悪影響は時間が経過するにつれて救済の必要性が明確になることがある

ので、利益衡量にはどの時点で原告の権利を保護しなくてはならないかというタイミング

に関する判断が含まれるだろう。 

                                                                                                                                                                   
として、最高行政法院 96年裁字第 4012 号裁定（2007年 12月 27日）、最高行政法院 97年裁字第 3344号裁定（2008年

6月 27日）がある。 
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第三のレベルについて、通説は訴えの利益があれば出訴を許すべきだということを一般

的に論じているが、訴訟対象に関連付けて明確に展開するものは見当たらない。したがっ

て、本判決は公法上の争訟を訴えの利益と結び付けて、訴訟対象に関する判断基準を明ら

かにした点に特徴があるのである。 

 

三 具体的な判断結果 

 まず、[事例 1-2]と[事例 1-3]について、最高行政裁判所はこの新な判断枠組みを用いて

具体的な紛争をどのように解決したかについて紹介する。 

[事例 1-2の判旨：学校の改名と行政指導・行政規則] 

学校名の命名の自由は憲法に基づいて導かれたものである以上、本件につき主観的公権の存在は疑い

ない。X2 はこれから学校名を「北台湾科学技術大学」に変更しようとすれば、拒否されると予想して

いる。そのため、X2 の将来の権利行使に影響を及ぼした本件指導について、X2 の法的地位に重大な不

安が生じる場合には、救済を与えることができるだろう。しかし、X2 は不安の内容（例えば学校昇格

のための投資に躊躇うこと、または改名計画を立ててこれを実行すること）を具体的に釈明していない。

したがって、本件につき X2の訴えは却下を免れない。 

[事例 1-3の判旨：上海蟹の輸入規制と行政規則] 

X3 は上海蟹を輸入してもたらす経済的利益を主張したが、その利益を法的に保護する実定法の根拠

を示していない。そこを譲って仮に実定法の根拠があれば、将来の財産上の損害を避けるために本件規

則を輸入拒否処分の前に争う場合に、Xは少なくとも法的地位に生じる重大な不安について「上海蟹を

購入して運送する計画を立てたこと、または購入費用を支払ったこと」を釈明しなくてはならない。裁

判所はその釈明に基づいて救済を与えるかどうか（例えば予防的不作為給付訴訟）を判断できるように

なる。本件につき、X3 は公法上の争訟の要件を満たしていることを釈明していないので、訴えの却下

を免れない。 

 

取消訴訟の適法性だけで判断した原審判決と違って、最高行政裁判所はより広い視野か

ら紛争の実態を将来の拒否処分に関する予防的訴訟として把握した。判旨が指摘した訴え

の利益を決める重大な不安というものは、原告が訴訟を遂行するための訴えの利益にほか

ならない。ところが、最高行政裁判所は公法上の争訟を積極的に認めるが、いずれの事例

においても訴えを却下した。その理由としては、原告が訴えの利益を釈明しないことにあ

ると指摘した。だが、行政裁判所は原告が提起した不適切な訴訟類型を適切なそれへ変更

することを促すために、訴えの利益の存否に関する釈明を求めるべきである。にもかかわ

らず、最高行政裁判所は単なる訴えの利益の可能性を示したにとどまり、訴えの利益につ
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いて原告に釈明を求めていなかった。そして、いずれの判決において最後に加えられた傍

論は、この判断が「従来の裁判例における判断結果にも一致している」というものである。

そうすると、最高行政裁判所は、行政行為を中心に理解されてきた公法上の争訟について、

これを積極的に拡大する意図がないように思われる。 

結局のところ、いずれの事例においても、問題となる行政規則の違法性が司法審査を受

けないままであり、紛争は実際に解決されなかったのである。[事例 1-2]について、Y2 は

2009 年に命名に関する行政規則を廃止したが、敗訴した X2 は Y2 の行政指導を受け入れて

「北台湾科学技術大学」の命名を断念し、2012 年に大学への昇格に伴い「台湾城市科学技

術大学」に改名した。また、[事例 1-3]の上海蟹は 2012 年 9 月まで事実上輸入を禁止され

ていた。 

 

第三款 最高行政裁判所判決の意義と問題点 

一 意義   

以上の二件最高行政裁判所判決は公法上の争訟を正面から取り上げて、訴訟対象を広く

把握しようとしたものである。まず、その意義を指摘しておく。 

 第一に、訴訟類型間の選択に伴うリスクを私人に負わせないようにするために、具体的

事件において特定の訴訟類型を正確に適用することは、一次的に行政裁判所の任務である。

とはいえ、すべての紛争をあらゆる訴訟類型の要件に逐一当てはめることは裁判実務にお

いて無理であろう。したがって、これらの判決が公法上の争訟を用いて現実の紛争の有無

および訴えの利益を予め把握する可能性を示した点は重要である。 

第二に、訴訟対象を訴えの利益に引き直して判断する方向性を示したことは、公法上の

争訟を行政行為の枠内に限定するという問題を克服する契機を与えている。殊に権利への

「侵害」の程度や態様を訴えの利益として判断するアプローチは重要である。なぜなら、

訴えの利益の判断にあたって、最高行政裁判所は、具体的な事案における利益状況を衡量

しながら、救済すべきかどうかを柔軟に決めることができるようになるからである。 

 第三に、利益衡量の要素としては、違法な行政作用によって影響される私人の利益状況

および本案審理に関する司法の資源分配が挙げられている。そこでは、最高行政裁判所は、

行政権の政策領域に介入することを特に問題視せず、訴えの利益をもっぱら司法の内在的

制約論として展開している。なぜなら、最高行政裁判所においては、司法院大法官の解釈

が示した「権利あるところに救済方法あり」ということが強く意識されて、権利保護を行
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政裁判所の中心的な任務とする司法国家観が浸透したからであろう。ただし、なおも行政

行為を救済基準としている点からすると、これらの判決に対する過大な評価は控えるべき

であろう。 

 

二 問題点   

最高行政裁判所において、公法上の争訟という新な判断枠組みを実際に運用した結果は、

従来の判断枠組みを用いた場合と大差がない。すなわち、この判断枠組みにより従来の救

済範囲を特に拡大する動向はみられないのである。それは次の問題があるからだろう。 

 第一に、公法上の争訟は現在までなおも曖昧な概念であり、学説判例が十分に展開され

ていないという問題がある。最高行政裁判所は権利侵害と救済手段の妥当性を提示したが、

それを具体的な判断枠組みとして運用する点で不透明なところが多い。また、新行訴法 3

条によると、公法上の争訟であれば、取消訴訟、給付訴訟、確認訴訟のいずれかにより提

起されなければならない。したがって、行政行為を対象とする取消訴訟で救済できない紛

争について、その救済の必要性は一般的にそれぞれ請求権の存否（給付訴訟）または確認

の利益の有無（確認訴訟）によって判断されることになる106。そのような判断をせず、曖昧

な公法上の争訟を用いて争訟性の有無を判断することは、果たして法的紛争を包括的に把

握することへと繋がるかという点において疑問が禁じられないのである。 

第二に、公法上の争訟を訴えの利益の側面から把握すると、訴えの利益を中心に構成さ

れた確認訴訟との関係が問題となる。殊に公法上の争訟を判断するにあたって用いられる

「法的地位に生じる重大な不安」という概念は、確認の利益における「法的地位に生じる

不安」より文言上厳格なもののようである107。しかし、最高行政裁判所が確認訴訟の適用範

囲を意図的に限定しない限り、「重大な不安」は「不安」と解せばよいだろう。実際には、

[事例 1-2]と[事例 1-3]において、最高行政裁判所が指摘した「重大な不安」の具体例は、

確認の利益においても不安または危険として認められうるものである。そして、関連判決

の中には「不安」という文言を用いたものが存する108。そうすると、「重大な不安」の「重

                                                        
106 訴訟類型の適用に関する判断の順番について、翁岳生編・前掲注(63)行訴法 63頁以下（盛子龍執筆）、翁岳生編・

前掲注(63)行政法下 364頁以下（劉宗徳執筆）、呉庚・前掲注(29)202頁以下。 
107 関連判決について、「重大な不安」を「即時かつ明確な侵害」に置き換えた判決として、最高行政法院 97 年裁字第

139号裁定（2008年 1月 17日）があるが、これらの事例において具体的な判断が行われていない。 
108 最高行政法院 97 年裁字第 1930 号裁定（2008 年 3 月 20 日）、最高行政法院 97 年裁字第 2270 号裁定（2008 年 4 月

10日）、最高行政法院 97年裁字第 3344号裁定（2008年 6月 27日）。ただし、これらの事例において具体的な判断が

行われていない。 



第一章 

39 
 

大」は単なる訴えの利益の必要性を強調する修飾語だと考えられうるが、なお今後の展開

は最高行政裁判所の判決次第である。 

また、救済手段の妥当性の問題に、原告の権利を保護するために必要かつ適切な訴訟類

型の選択の問題および法定前置手続の問題が含まれている。いずれにしても、従来は訴え

の利益として論じられたものであり、確認訴訟の場合には確認の利益として判断されるこ

とになる確認訴訟選択の適否という問題である。したがって、最高行政裁判所が提示した

公法上の争訟という判断枠組みは、確認訴訟を提起するための確認の利益の判断枠組みに

極めて近いものであるが、両者の関係はなお明確に説明されていない。 

 第三に、公法上の争訟を正面から検討した最高行政裁判所は、依然として行政行為を中

心に形成された救済範囲を維持する傾向にある。すなわち、行政行為があれば必ず救済を

与えるが、行政行為に関する予防的訴訟は例外としてのみ許容されるのである。さらに、[事

例 1-2]および[事例 1-3]において争点となるのは、原告の具体的な権利行使を制限する行

政規則の違法性である109。行政裁判所は、行政規則を適用した拒否処分に対する予防的不作

為給付訴訟において行政規則を争うことができると指摘したが、行政規則の違法性を直接

審査の対象とするという問題意識に欠けている。そのため、救済方法について、行政裁判

所はもっぱら行政行為を中心に訴訟類型の選択を判断したが、原告が求める早期救済の具

体的な利益状態を吟味した他の訴訟類型の適用についてはまったく検討していないのであ

る。 

 結局のところ、最高行政裁判所は公法上の争訟についてこれを明確に論じたが、行政行

為を公法上の争訟と重ね合わせて判断する伝統的な思考様式から脱け出せない。そのため、

訴えの利益について、確認訴訟の適用を具体的に検討しないまま、公法上の争訟を狭く限

定するきらいがあるのである。 

 

第四款 本稿の考え方   

最高行政裁判所判決の意義と問題点を踏まえて、本稿においては次の考え方を提示する

とともに、本章のまとめとする。 

旧行訴法においては、行政行為を対象とする取消訴訟しか設けられていなかったことか

ら、公法上の争訟が行政行為を争うものに限定されていたと同時に、通常裁判所による救

                                                        
109 [事例 1-2]の本案争点は、法律の根拠なしに命名の自由を制限する行政規則が法律の留保の原則に反するかどうかと

いうことである。[事例 1-3]の本案争点は、上海蟹の輸入を事実上禁止する行政規則が比例原則に反するかどうかとい

うことである。 
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済および民事法的な救済が排斥されていた。したがって、請求権であれ訴えの利益であれ、

いずれの理論も発展していなかった。行政訴訟の対象に関する判断が一貫して行政行為の

具体的法効果の有無に集約されていたのである。この問題を解決するために、私法上の争

訟とその対称性をもつ公法上の争訟の創出を目指した新行訴法は、請求権を前提にする給

付訴訟および訴えの利益を中心に構成された確認訴訟を定めることで、民事法的な救済の

導入をはかることになった。したがって、行政訴訟の対象についてみるならば、これを請

求権または訴えの利益に引き直せば、実践的には解決できる問題だと思われる。しかし、

それは、実際には実現せず、この点では、公法上の争訟について、学説が十分に検討して

こなかったことも一因となった。 

ただし、行政訴訟特有の文脈からすると、訴訟対象の判断、訴訟類型の選択、法領域の

画定に関して、公法上の争訟が一定の規範的な意義を有することを確認することができる

だろう。そして、いずれの点にしても公法上の争訟の問題を行政行為の問題と同一視する

という旧行訴法に由来する問題が、新行訴法においてもなおも解決されないまま繋がって

いる。そのため、最高行政裁判所は確かに公法上の争訟を訴えの利益の側面から明確に描

き出したのであるが、行政行為を争訟性の中心におく思考様式が依然として支配的であっ

たがゆえに、問題を解決できず、公法上の争訟の範囲を不当に制限することになったので

ある。 

このような限界があるとはいえ、最高行政裁判所判決については、行政訴訟の対象をい

かに判断するかという問題解決に向けて次の二点に留意すべきである。第一に、訴訟対象

についてこれを訴えの利益に絞って包括的な判断枠組みを作った点である。最高行政裁判

所が提示した判断枠組みにおいて重要な点は、要するに原告の法的地位の存在と訴えの利

益である。この判断枠組みは確認訴訟の訴訟要件とほぼ変わらないし、また公法上の争訟

であれば、救済のために必ず特定の訴訟形態を用意すべきだということからすれば、確認

訴訟を基本的な訴訟形態として考えることが可能であろう。第二に、最高行政裁判所の思

考には行政行為の存在を救済の基準点とする問題があるが、法的地位に影響を与える原因

行為の違法性は、訴えの利益があればそれを直接に争う可能性も認められている点に注目

すべきである。すなわち、公法上の争訟という概念を打ち出した以上、救済の必要性につ

いて、行為形式の性質を問うことなく、専ら①原告の権利を違法に侵害するか否か、②現

時点で司法的救済が権利を保護するために必要かつ適切なものであるか、により判断され

ることになる。  
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 以上の二点に立脚してみるならば、確認訴訟をまずは手がかりとして行政訴訟の対象を

画定するという問題を解決することができるだろう。しかし、訴訟対象について、学説に

おいては、確認訴訟の給付訴訟に対する補充性原則が強調されているため、給付訴訟の方

が重視されている。つまり、訴訟対象をまずは請求権に絞るというアプローチである。そ

こで、確認訴訟について検討する前に、次章では、まず請求権体系と確認訴訟が有する補

充性原則を検討する。 
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第二章 請求権体系および確認訴訟の補充性原則 

  

最高行政裁判所は、訴訟対象をいかに画定するかという問題について、これを公法上の

争訟に照応して訴えの利益によって判断するアプローチを提示したが、このアプローチは

学説においては軽視されている。そして、そこには訴訟対象を訴えの利益に還元するとい

う視点から、確認訴訟の可能性を検討する文献は皆無である。なぜなら、公法上の請求権

体系を前提とする台湾法においては、給付訴訟が優先的に適用されるべきという考え方が

支配的であるからだろう。そこで、学説は、行政作用の作為または不作為を内容とする請

求について、これを請求権と解して給付訴訟を受け皿と考えている。他方、執行力を有し

ない確認判決は、それを有する給付判決より救済の実効性が劣っているため、給付訴訟に

対する補充性が強調されている。その結果として、確認訴訟の適用範囲は予め狭く限定さ

れているという問題がある。 

本章では、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟が学説において重視されていない原

因および問題点を明らかにする。そのため、まず請求権体系を前提にする給付訴訟の運用

の現状を分析し、訴訟対象を請求権に還元するというアプローチの意義と限界を検討する

（第一節）。次に、確認訴訟の給付訴訟に対する補充性原則を強調する学説の議論状況を分

析し、その問題を指摘する（第二節）。 

 

第一節 請求権体系の指向と行政裁判所の逡巡 

第一款 請求権体系の継受 

ドイツでは、公法上の争訟について、これを請求権を前提とする給付訴訟がもっとも活

用されている私法上の争訟に対応させると、行政実体法においても、常に「私法上の請求

権体系」と区別される「公法上の請求権体系」を創りだす傾向にある1。行政訴訟における

一般給付訴訟は、行政上の多種多様な紛争を請求権に引き直すことで、公法上の争訟の「受

け皿」となるため、「訴訟法上の多目的武器」と呼ばれている2。訴訟対象の問題について、

ドイツ法の影響を受けた台湾の学説の多くは、必ずしもこの問題を正面から検討している

わけではないが、行政作用の違法性またはそれに関する作為不作為を請求権に引き直すこ

とで、一般給付訴訟で争う道が開けることと示している。すなわち、行政行為に当たらな

                                                   
1 高木光『事実行為と行政訴訟』（有斐閣、1988年）280頁、山本隆司『行政上の主観法と法関係』（有斐閣、2000年）

167頁以下。 
2 呉綺雲『徳国行政給付訴訟之研究』（司法院、1995年）119頁以下、李建良「試論一般給付訴訟之適用範圍」律師雑誌

254期（2000年）31頁。 
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い行為形式についてその作為または不作為の請求および新行訴法に定めがない行政行為の

差止請求は、給付訴訟で争うことができるのである3。これは、いわば、訴訟対象を請求権

に還元するアプローチである。 

しかし他方、台湾法における一般給付訴訟創設の立法理由によると、非財産上の給付訴

訟は、事実行為を対象とするものと想定されていた。立案関係者も、事実行為以外の訴訟

対象、例えば行政行為の差止請求権や法規命令の制定請求権を明確に否定している4。殊に

学説の一部は、請求権の対象を具体的個別的な行為形式に限定しており、抽象的行為形式、

例えば行政命令の違法性を直接に争うことについては一般的に否定している5。この説によ

ると、請求権の対象は具体的な行為形式に限られているのである。 

以上の議論は、行政実体法における請求権体系がドイツから継受されたとはいえ、抽象

的演繹的な解釈論にとどまっていることを示している。行政行為と事実行為以外の行為形

式に関する請求権を台湾における具体的な事案に即して明確に検討する学説は見当たらな

い。すなわち、学説は、依然として行為形式ごとに請求権の有無を抽象的に判断する傾向

にあり、行政行為と事実行為に関して、その作為ないし不作為の請求権を中心に論じてい

る。したがって、台湾法においてはドイツから請求権体系が継受されたが、行政行為と事

実行為以外の行為形式の争い方については、請求権による解決をいまだみていないのであ

る。 

 さらに、裁判実務においても請求権体系は受容されているが、具体的な運用については

なお不透明な状況にある。そして、ドイツ法を継受して構築された学説は必ずしも裁判実

務において容易に受け入れられるものではなく、また訴訟対象について、これを請求権だ

けの問題として取り扱えない事例もある。以下では、結果除去請求権と予防的不作為請求

権を検討して、裁判実務において生じた問題を明らかにする。 

  

第二款 裁判実務における結果除去請求権への排斥反応 

一 行政裁判所の逡巡 

結果除去請求権とは、違法な行政措置により私人が不利益を被ったとき、その違法の状

態である事実上の結果を除去して過去のあるべき状態を回復させることを求める権利であ

                                                   
3 李建良・同上 31頁、翁岳生編『行政法（下）〔第 3版〕』（元照、2006年） 449頁(劉宗徳執筆)。また、一般給付訴訟

を「受け皿の訴訟類型」として強調するのは、翁岳生編『行政訴訟法逐条釈義』（五南、2002年）63頁（盛子龍執筆）。 
4 呉庚『行政争訟法〔第 6版〕』（元照、2012年）190頁、193頁。ただし、行政行為の予防的不作為訴訟について、国会

審議において参考人として出席した学者の反論として、陳清秀『行政訴訟法〔第 3版〕』（元照、2009年）189頁注 97も

参照。 
5 翁岳生編・前掲注(3)行訴法 123頁（董保城執筆、ドイツの学説に依拠した点に留意すべきである）。 
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る。学説において、結果除去請求権は行政行為と事実行為に分けて論じられている6。行政

行為については、新行訴法 196 条に、行政行為の取消判決により行政機関が原状回復義務

を負う「執行結果除去請求権」が規定されたため、特に問題になることはない7。事実行為

については、行政指導の撤回、名誉を毀損した公表の撤回、即時強制に対する原状回復請

求などは「一般的結果除去請求権」として論じられている。これは法律上の明文規定がな

いので、不文法上の請求権としてドイツから継受されたものであるが、次の三つの問題が

ある。 

第一に、一般的結果除去請求権を継受する必要性という問題である。ドイツ法の結果除

去請求権は国家責任法の一環として捉えられたものであるが、ドイツでは、国家責任法の

制定が挫折したことで、もっぱら判例学説により発展してきた不文法上の請求権である。

そして、国家の不法行為責任においては、損害賠償の方法が金銭賠償に限定されているた

めに、結果除去請求権は原状回復という賠償方法を補完するものである。これに対して、

台湾法における原状回復請求権は、国家賠償法 7 条において金銭賠償の原則に対する例外

的な損害賠償方法として定められている。そこで、下級審判決の一部は原状回復請求権が

結果除去請求権と同等に機能していると指摘して、ドイツ法の直輸入の必要性を否定した8。

一方、台湾の学説は、結果除去請求権の適用が、違法だが有責ではない公権力の行使の結

果にまで及んでいるという点で、有責性を前提とする公務員職務責任における原状回復請

求権より広い範囲にあると反論した9。現在、この点についての論争は終息したようである

が、国家賠償法との関連はいまだ明確ではない10。 

第二に、結果除去請求権の法的根拠をいかに導き出すかという問題である。結果除去請

求権がドイツ法において定着したものとはいえ、不文法上の権利としての法的根拠は学説

または判例ごとに構成が異なるのが実状である。特に結果除去請求権を台湾に移植させる

と、当然に学者により法的根拠が異なってくる。法的根拠について、正義、法治国、基本

                                                   
6 台湾におけるドイツ法の結果除去請求権に関する研究として、劉淑範「公法上結果除去請求権之基本理論」政大法学

評論（2002年）第 72期 1頁以下、林三欽「公法上『結果除去請求権』之研究」（初出 2002 年）『「行政争訟」与「信頼

保護原則」之課題』（新学林、2008 年）49 頁以下、程明修「公法上結果除去請求権在國家責任體系中的地位」台灣行政

法学会編『國家賠償責任與徵收補償/公共任務與行政組織』（元照、2007 年）143 頁以下。日本の文献として、山本・前

掲注(1)394頁以下、太田照美『ドイツにおける公法上の結果除去請求権の研究』（有信堂、2008年）。 
7 日本法においては、この原状回復義務が拘束力の問題を絡めて論じられている。この点で、さしあたり、宇賀克也『行

政法概説Ⅱ〔第 4版〕行政救済法』（有斐閣、2013年）275頁参照。 
8 台北高等行政法院 95 年訴字第 1859号判決（2007 年 2 月 7日）。なお、最高行政法院 93年裁字第 1433 号判決（2004

年 11月 11日）、最高行政法院 94年判字第 1608号判決（2005年 10月 20日）はすでに類似の意見を示した。 
9 洪家殷「公法上結果除去請求権――簡評台北高等行政法院 95年訴字第 1859号判決」台湾本土法学第 94期（2007年）

287頁以下、程明修「国家責任体系之漏洞：結果除去請求権――最高行政法院 98年度判字第 334号判決」台湾本土法学

第 136期（2009年）191頁。 
10 程明修・同上 192頁以下。ただし、林三欽・前掲注(6)75頁以下参照。 
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権理論、物権の排除請求権の類推適用などが挙げられているが、実定法構造も法文化もド

イツと異なる台湾法において、いずれにしてもそのまま援用できるかどうかが問題となる。

この点について、最高行政裁判所は躊躇っているところがある。極端な場合、実定法上の

根拠がなければ結果除去請求権を認めない判決があるが11、それを認めた判例であっても法

的根拠に関する説明は分岐している12。また、「我が国において結果除去請求権を定めた行

政法規がないので、これを認めるかどうかには議論の余地があるだろう。仮に結果除去請

求権を公法上の一般給付訴訟の請求権として認めるとすれば、次の要件を満たさなければ

ならない」という留保を付しながら、本案審理を行った判決もある13。 

したがって、第三に、結果除去請求権の要件が問題となる。ここでも、また台湾の学説

はドイツの学説判例の取捨選択により分岐が生じている。一般的に、高権的行政作用の違

法性、権利への直接かつ持続的侵害、および、結果除去の可能性が要件として挙げられて

いるが、私人が寄与した重大な過失の有無を要件とすることについては、学説も判例も分

かれている14。したがって、その運用はますます不安定になるという問題がある。 

要するにドイツ法の結果除去請求権は台湾の裁判実務において定着したものとはいえな

いのである。ただし、所有権の事例に限ってではあるが、次の事例において認めた判決が

ある。 

 

二 所有権の妨害排除請求権 

 結果除去請求権を認めた最高行政裁判所判決は、私有地に設置された街灯の除去を求め

る事件おいて、その請求が民法 767 条に定めた物権の妨害排除請求権と性質上異ならない

ことから、民法 767条の類推適用により請求権を認めた15。設置物の物理的排除を求めた本

件事例は、民事事件であれば通常裁判所においても民法 767条により訴えられることから、

民法上の妨害排除請求権に対応する公法上の妨害排除請求権が認められやすい事例だろう。

一方、所有権が精神作用としての事実行為により侵害される場合には、民法の請求権を容

                                                   
11 最高行政法院 95年裁字第 2083号裁定（2007年 9月 21日）、最高行政法院 99年判字第 742号判決（2010年 7月 29

日）、最高行政法院 99年裁字第 2249号裁定（2010年 9月 30日）、最高行政法院裁定 100年裁字第 1229号裁定（2011年

5月 19日）。 
12 民法の物権の妨害排除請求権の類推適用を認めたものとしては、最高行政法院 97年判字第 374号判決（2008年 4月

30日）。憲法上の基本権を根拠とするものとしては、最高行政法院 101年判字第 983号判決（2012年 11月 15日）。法的

根拠を論じなく本案審理を行ったものとしては、最高行政法院 98年判字第 814号判決（2009年 7月 23日）。 
13 最高行政法院 94年判字第 1708 号判決（2005年 11月 3日）、最高行政法院 96年判字第 2245号判決（2007年 9月 28

日）。 
14 私人の寄与した重大な過失がないことを要件とするのは、呉庚・前掲注(4)196頁、最高行政法院 96年裁字第 2245号

判決（2007年 9月 28日）、最高行政法院 101年判字第 983号判決（2012年 11月 15日）。 
15 最高行政法院 97年判字第 374号判決（2008年 4月 30日）。ただ、公用地役権があることから、本案審理において街

灯設置の違法性は否定されている。 
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易に引き合いに出せないために、行政裁判所は請求権の承認に躊躇っており、例えば、次

の最高行政裁判所連合会議において議論となっている。 

[事例 2-1：土地登記簿注記の消去請求事件] 16 

台中県にある土地は土地登記簿に記載された地目が「田」であるが、土地所有者の申請により「宅地」

に変更された。ところが、後に登記官は地目変更の要件適合性を疑って、県の指示により「宅地」の地

目を維持しながらも「本土地は違法に地目変更されたものであるため、土地利用は従来の『田』により

制限される」という注記を記載し、またその旨を土地所有者に通知した。そこで、この注記に関する争

い方について問題となった。 

この問題について、旧行訴法の下では、救済のために注記の具体的法効果をできるだけ広く認めて注

記を行政行為と解するアプローチがあった17。連合会議における少数意見もこのアプローチを支持した。

これに対して、多数意見は、まず注記から土地利用を制限する法効果が生じることを否定して、注記を

事実行為にあたる公示情報と判断した。というのは、新行訴法の下では、取消訴訟以外も一般給付訴訟

で争えるため、行政行為を無理に拡大解釈する必要がないからである。次に、本件注記により、土地所

有者は、第三者との取引に際して、この土地が実際に農地とみなされるという不利益を被る。したがっ

て、本件注記は「土地所有権の円満なる狀態に事実上の影響を及ぼして土地所有者の所有権を侵害した

もの」である。土地所有者は、憲法 15 条の財産権に基づく防御請求権を有するために、注記の消去を

給付訴訟で求めることができる18。連合会議はこの多数意見を是として決議した。 

 

本件決議について、最高行政裁判所は、まず多様な訴訟類型の役割分担を強く意識した

ために、行政行為の拡大解釈論を退けた。次に、行政行為の法効果との区別を明確にして

おくために、将来の土地売買に生じうる不利益を「事実上の影響」と解した上で、その影

響を所有権への持続的な侵害と判断して、この侵害を排除する請求権を認めた。 

ところで、最高行政裁判所は結果除去請求権という文言を慎重に避けたが19、学者20およ

び下級審判決21は本件決議を結果除去請求権の受容と考えている。ただし、本件決議を結果

除去請求権の受容するものと位置づけられると、訴訟対象について決議の意義が狭く捉え

                                                   
16 最高行政法院 2010年 3月第 1次裁判長裁判官連合会議（司法院公報第 52卷 6期 185頁）。 
17 新行訴法においても、本件注記により土地の利用制限という具体的法効果が新たに発生したと判示した下級審判決と

して、台中高等行政法院 94年訴字第 678号判決（2006年 5月 12日）。 
18 本件決議に従って、最高行政法院 100年判字第 2114号判決（2011年 12月 8日）は、注記の違法性を認めて消去を命

じる判決を下した。 
19 対照的に、注記の消去請求について結果除去請求権の可能性を明確に認めたものとして、最高行政法院 93年判字第

1340号判決（2004年 11月 21日）。ただし、この判決は、結果除去請求権の根拠や適用範囲をまったく論じなかった。 
20 程明修「『公法上結果除去請求權』之突破性発展――簡析最高行政法院 99年度 3月第 1次庭長法官聯席会議決議」台

湾法学講座第 2期（2010年）200 頁以下、李建良「保護規範理論之思維与応用――行政法院裁判若干問題舉隅」黃丞儀

編『2010行政管制與行政爭訟』（新學林、2011年）292頁、陳敏『行政法総論〔第 7版〕』（新学林、2011年）1395頁。 
21 台北高等行政法院 101年訴字第 180号判決（2012年 5月 17日）。本件は土地登記簿の記載事項に書いてある「訴訟係

属中」の注記の消去を求めた事例である。裁判所は注記の適法性を審査した上でそれを適法として棄却した。ただし、

判旨において「訴訟係属中」の注記が所有権の侵害に当たらないとも指摘した。 
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られてしまうという問題がある。なぜなら、いままでの結果除去請求権をめぐる判決の流

れにおいて、私人の法的地位は民法に基づいて明確な実体法構造および救済方法を有する

所有権でなければ、結果除去請求権が認められた実例は皆無だからである。本件決議も所

有権への侵害があるかどうかを中心に判断したものであり、この実体法の文脈の中に射程

が限定されている。 

ここでは、むしろ最高行政裁判所が「将来の土地売買に生じうる不利益」を「事実上の

影響」と解した点に留意すべきである。この点を、[事例 1-2]および[事例 1-3]において示

された公法上の争訟の判断枠組みとあわせて考えると、この事実上の影響は、訴訟法上、

所有権に生じる不安と解することができる。すなわち、本件決議には、訴訟対象の判断に

あたって、行政作用がどのように私人の法的地位に悪影響を及ぼすか、そして訴訟法上こ

れを救済すべきか、という枠組みに基いて判断される訴えの利益の考え方がある。ここで

は、請求権を認めるかどうかは、給付訴訟という救済方法を選択するための二次的問題で

ある。けれども、残念ながら、請求権ばかりを強調する学説は、この点を見落としている。

学説は、例えば次の問題が生じても、それは認識されていないのである。 

 

三 限界  

 仮に結果除去請求権が裁判実務において定着したとしても、その要件である持続的かつ

確実な侵害がなければ請求権の成立は認められない。以下の二件の事例の検討により、こ

の要件が持つ限界を明らかにする。 

 

１ 事例 2-2：行政指導の撤廃請求事件 22 

（１）事実と判決の概要  

原告である Xは金融機関が有する金融債権の管理や回収を業として行う株式会社である。

被告である Y（金融監督管理委員会）は Xに対する行政調査により、Xの債務者を脅迫した

という事実がわかった。銀行法 45条の 1によると、金融機関は、債権回収を外部の業者に

委任する際に、業者の回収作業を監督してその適正性を確保しなければならない。この監

督の内容については、法規命令である「金融機関の外部委任に関する注意事項」により定

められている。Yは、前記の調査結果により、Xの脅迫行為を「金融機関の外部委任に関す

                                                   
22 訴訟対象はともかく、行政指導を受けた訴外者により契約が解除されうるという不利益の排除に限っては、本件は日

本法における函数尺通達事件（東京地判昭和 46 年 11 月 8 日行集 22 巻 11・12 号 1785 号）に類似した問題点がある

だろう。また、函数尺通達事件の判例評釈において、小早川光郎はドイツ法の妨害排除請求権を適用する可能性を指摘

した（「判批」自治研究 48巻 11号（1972年）195頁）。 
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る注意事項」が定める禁止事項に該当すると判断した。そこで、Yは、Xの契約相手である

金融機関に対して、銀行同業組合が Xによる改善を確認する前に、Xとの委任契約を中止す

ることを求める行政指導（以下「本件指導」をいう）を行った。Xは、憲法上の営業の自由

を違法の本件指導により侵害されたとして、結果除去請求権により本件指導の撤廃を求め

て給付訴訟を提起した23。 

原審である台北高等行政裁判所は、ドイツ法の結果除去請求権の直輸入を拒否して、国

家賠償法 7条により損害賠償方法としての原状回復を求めるべきであると判示した24。仮処

分の請求についても、最高行政裁判所は、原審判決の意見を支持して結果除去請求権の適

用を否定した25。一方、本案審理において、最高行政裁判所はドイツ法の直輸入については

これを保留しつつ、「仮に結果除去請求権が適用できれば」、本件指導が Y の職権による法

令遵守の注意喚起にすぎないもので、違法性がなく、また X が本件指導の相手でないこと

および金融機関が本件指導を拒否することができるために、Xにとって直接かつ持続的な侵

害がないとして、訴えを棄却した26。 

（２）検討 

本件判決については、次の二点を指摘しておく。第一に、最高行政裁判所は本案審理に

よって訴えを棄却したが、Xが主張した事実の誤認や契約中止の要求についての比例原則違

反についてはまったく審理していない27。それは、最高行政裁判所が請求権の不成立を前提

にして適法性審査を詳しく行わなかったからではないだろうか。 

第二に、救済手法について、仮に本件指導を違法と判断しても、直接かつ持続的な侵害

に該当するものだとはいいがたい。というのは、Xが本件指導に対して法的にも事実上も従

わなければならないという問題は生じず、また金融機関は行政指導を拒否する法的地位を

有するからである。すなわち、原因行為である本件指導と契約中止との直接関連性は、金

融機関がこれからする契約中止の意思表示により切断されている。Xは、金融機関との契約

上の地位を本件指導により直接に侵害されたと主張することは困難である。そのため、最

高行政裁判所が判示したように、結果除去請求権は本件事実関係において成立しないので

                                                   
23 なお、本件事例における公表の撤廃を請求内容とする給付訴訟に関する検討は省略する。 
24 台北高等行政法院 95年訴字第 1859号判決（2007年 2月 7日）。 
25 最高行政法院 95年裁字第 2083号裁定（2007年 9月 21日）。 
26 最高行政法院 98年判字第 334号判決（2009年 3月 31日）。 
27 確かに、Xが脅迫行為をした嫌疑に関する事実について、Yは職権に基いてこれを情報提供として金融機関に知らせる

ことができる。ただし、本件指導は Xの行為を違法と判断した上で、金融機関に対して Xとの契約を一律に中止するよ

うに要求するものである。それは X の行為に対して法的評価を加えて事実上の制裁を行うものであり、少なくとも比例

原則による適法性審査が行われるべきと思われる。この適法性審査について、さしあたり、陳敏・前掲注(20)612-613

頁を参照。 
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ある。 

しかしながら、Xを救済する必要性は果たしてないと言い切れるだろうか。確かに Xは個々

の金融機関と交渉をして契約中止を撤回してもらうことができる。けれども、監督機関の

公式の認定が極めて大きな影響力を与えた以上、Xの交渉の難航が想像できる。さらに、す

べての金融機関との契約が一旦中止されると、債権回収を業とする X の経営が事実上停止

の状況に陥ることになる。後に銀行同業組合の改善確認を得ても、金融機関がこの間に他

の回収業者と契約を結べば、X が元の契約上の地位に回復することはできなくなる28。した

がって、結果除去請求権が成立しなくても、違法の行政指導が及ぼした事実上の影響から X

の法的地位を守るために、別途にその救済方法を検討すべきだろう。 

 

２ 事例 2-3：解釈通知の撤廃請求事件  

（１）事実と判決の概要 

Y（被告、公共工事委員会）は、政府調達法の適用について、中央および地方機関（以下

「調達機関」をいう）に対して解釈通知を出すことができる（政府調達法 6条、10条）。2006

年 11 月 20 日付通知は、営造業法 8 条が定めた専業工事に関する競争入札参加資格につい

て、専業工事業者を優先するべきであると解釈した。実際の運用においても、専業工事で

ある防水工事に関する入札参加資格を防水の専業工事業者に限定する事例は多い。ところ

が、全国において総合工事が 9191 業者であるのに対して、防水の専業工事はわずか 13 業

者であり、この解釈通知の適用により、市場競争を不当に制限するという問題が指摘され

た。そこで、2008年 12月 9日付通知（本件通知）は、専業工事の業者数が少なくて競争不

足になる場合に、入札参加資格を専業工事業者に限定しないようにすることを求めた。X（原

告、台湾防水専業工事同業組合連合会）は、本件通知が憲法上の営業の自由を侵害する事

実行為として、結果除去請求権に基づいて本件通知の撤廃を求める給付訴訟を起こした。 

台北高等行政裁判所は、「仮に結果除去請求権が適用されたとしても」と述べて、訴訟を

受理したが、本案審理により請求権の成立については否定した。その理由として、本件通

知は、政府調達作業を効率的に行うための抽象的一般的な参考意見であって、調達機関が

具体的な事案において入札参加資格を決める権限をもっているために、Xの入札と落札の権

利を直接に侵害するものではないと判示した29。最高行政裁判所は、原審判決を支持して、

                                                   
28 本件について、全国規模の新聞紙である中国時報においては、Y の行政指導が X にとって死刑宣告のようなものであ

ると報道されている（2006年 3月 18日 B2版）。 
29 台北高等行政法院 99年訴字第 810号判決（2010年 6月 24日）。 
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本件通知が公共工事委員会の権限内で職権により出されたものであり、そこに違法性はな

いと付け加え上告を棄却した30。 

（２）検討 

ここでは二つの問題点を指摘しておく。第一に、解釈通知の位置づけである。原審も最

高行政裁判所も解釈通知を事実行為と解したが、解釈通知は Y が政府調達法上の権限に基

づいて出したものであり、政府調達法に関する解釈適用について、調達機関を事実上拘束

するものである。そこで、本件通知は前の解釈通知を修正するために出されたのである。

そのため、本件通知は、上級行政機関が発する行政規則としての解釈基準に準じてその適

法性統制が行われるべきであろう31。 

第二に、本件通知は、具体的な判断基準を決めず抽象的な取り扱いだけ示すもので、Xの

入札や落札に対して直接影響を及ぼさず権利侵害に当たらないものである。ただし、本件

通知は実際に防水専業工事の業者数の少なさを問題として発せられたものである。すなわ

ち、本件通知は具体的に想定される状況にどう対処すべきかを調達機関へ指導するもので

あり、また調達機関は現に本件通知を機械的厳格的に適用する傾向がある。そのため、防

水専業工事業者は、専門業者として有利に競争する経済上の利益を失うおそれがある。政

府調達法が求める市場の競争性と業者の専門性とのバランスからすると、業者の経済上の

不利益は、営業の自由への悪影響として司法的救済に値するかどうかが重要な争点であり、

これを検討する余地はなおあるだろう。 

 

３ 小括  以上の事例からすると、問題は次の二点に整理できる。 

第一に、行政措置から生じる具体的不利益が第三者の任意の判断により発生しうる場合、

結果除去請求権の要件である持続的な権利侵害に該当する不利益とはいえないということ

である。また、実定法の根拠を明確に有する所有権と異なり、影響される原告の法的地位

は予め明確なものでなく、具体的な利益状況において個別的に判断されるべきものである。

したがって、このような権利侵害の有無が判断しにくい事例においては、結果除去請求権

の適用は困難であると言わざるをえない。 

第二に、司法的救済の必要性は、学者が結果除去請求権に関する法継受論争にその関心

を集中した煽りを受けて、十分に検討されず放置されているという問題がある32。最高行政

                                                   
30 最高行政法院 100年判字第 1305号判決（2010年 7月 28日）。 
31 解釈通知の位置づけについて、さしあたり、陳敏・前掲注(20)541頁以下。 
32 学者は主に結果除去請求権を受容する必要性を中心に判決を評釈したが、原告の具体的利益状況および救済の必要性

については検討していない。例えば、[事例 2-2]の判例評釈について、洪家殷・前掲注(9)287 頁以下、程明修・前掲注
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裁判所は、結果除去請求権の適用を条件付きで認めたが、具体的な運用に当たっては、そ

の要件を抽象的演繹的に判断した。そして、結果除去請求権の不成立を導き出した結果、

違法の行政措置がどのように原告の法的地位に影響を及ぼすかの問題については、具体的

に吟味することはなかったのである。けれども、果たして結果除去請求権が成立しない場

合には、司法的救済の必要性もないといえるだろうか、という問題がある。 

 なお、訴訟対象についてみるならば、結果除去請求権は、行政行為と事実行為からの違

法な侵害結果を排除するものであるとされるため、行政命令や行政計画そのものからの侵

害を排除する請求については、その対象とは考えられていない33。行政命令や行政計画の違

法性を争うためには、行政命令等に基づいて将来発せられるであろう後続の行政行為また

は事実行為に対する予防的不作為給付訴訟を提起して、これを通じて行政命令等の違法性

を争うのが一つの方法である。次に、これに関する事例と限界を検討する。 

  

第三款 予防的不作為請求権 

一 学説 

 予防的不作為請求権とは、違法の行政措置が将来になされるおそれがある時に、それに

より差し迫った権利侵害を防御する権利である。その適用の領域は結果除去請求権と異な

っているが、これもまたドイツ法の学説を継受したために、基本権に基づく防御請求権が

その法的根拠として考えられている34。 

予防的不作為給付訴訟の対象について、学説判例において一般的に論じられているもの

は、一定の行政行為または事実行為である。通説によると、事実行為については、予防的

不作為給付請求権が成立すれば、原則としてこれに対する訴訟は許される。行政行為につ

いては、新行訴法が取消訴訟を行政行為に対する特別の訴訟類型として定めたため、予防

的不作為給付訴訟は原則として認められない。なぜなら、行政行為に対する仮の権利救済

制度として執行停止が十分な権利保護の機能を与え、また予防的不作為給付訴訟の適用範

囲を広く認めると、訴願前置制度および取消訴訟の利用強制（日本法における取消訴訟の

排他的管轄に相当するもの）を回避することになるからである。ただし、完全否定説もあ

るが35、多数説は、憲法 16条および新行訴法 2条により、「実効的な権利救済」に基づいて

                                                                                                                                                     
(9)190頁以下。 
33 都市計画の用途地域指定について、結果除去請求権の成立を否定したのは、最高行政法院 100年裁字第 1229号裁定

（2011年 5月 19日）。 
34 陳敏・前掲注(20)1237頁。なお、最高行政法院 98年判字第 1515号判決（2009年 12月 24日）もこの趣旨を示した。 
35 完全否定説は、新行訴法 8条 1項の文言が明確に「行政行為以外の給付」を定めた以上、行政行為の不作為を命じる

給付訴訟を認めることができないと主張する（呉庚・前掲注(4)193頁）。 
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行政行為に対する予防的不作為給付訴訟を例外的に認めるべきであると述べている36。 

 ここで留意すべきは、多数説は必ずしも行政行為に対する不作為請求権を明確に要求し

ていないことである。訴えの許容性は、訴願前置制度および取消訴訟の利用を待つことが

できない訴えの利益が具体的に存するかどうかにより、判断されるべきである。その例と

して、回復しがたい損害や事後に救済しがたい権利利益が挙げられる37。ただし、こうした

議論は、ドイツ法の学説判例が引き合いに出すが、台湾の具体的な事案に即した本格的研

究はいまだ見当たらない38。 

 

二 裁判実務 

１ 最高行政裁判所はいままで一致した見解を示していない。完全否定説を支持した判決

は、[事例 1-1]の判決を根拠として行政訴訟における事後的訴訟中心主義を宣言した上で、

予防的不作為給付訴訟を完全に否定した39。これに対して、判決の多くは予防的不作為給付

訴訟の許容性を一般的に認めている。ただし、許容性を認める論理は判決ごとに異なって

いる。権利保護の必要性について、これを「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、そ

の損害を避けるため他に適当な方法がない」という基準で判断した判決は存在するが40、権

利保護の必要性を実定法上の請求権の有無の問題と解した判決が近年は多数である41。だが、

いずれの論理をとるにしても、これまで請求権が本案審理において認められた事例は皆無

である。 

 一方、民事訴訟法上の予防的不作為給付訴訟は、実定法の妨害予防請求権が定められて

おれば許される。例えば、人格権（民法 18条 1項）、物権（民法 767条）、特許権（特許法

84条 1項）、商標権（商標法 61条 1項）などである。法律が定めたもの以外、妨害予防請

求権が解釈論上認められた実例は極めて少ない。というのは、請求の対象を事前に特定す

ることは困難であるし、また請求権の法的根拠が見当たらないからである42。民事訴訟法の

                                                   
36 陳敏・前掲注(20)1398 頁、翁岳生編・前掲注(3)行政法下 450 頁（劉宗徳執筆）、陳計男『行政訴訟法釈論』（自版、

2000年）199頁、陳清秀・前掲注(4)188頁、林騰鷂『行政訴訟法〔第 3版〕』（三民、2008年）158頁。 
37 さしあたり、陳敏・前掲注(20)1398頁。 
38 なお、日本の改正行訴法に関する研究として、蔡茂寅「予防性不作為（差止）訴訟之研究――以 2004 年日本行政事

件訴訟法之修正為中心」司法院編『行政訴訟制度相関論文彙編 第 7輯』（司法院、2010年）311頁以下。この論文は、

日本法に倣って差止訴訟の承認とその要件を新行訴法で明確に定めるべきと主張している。 
39 最高行政法院 97年裁字第 3476 号裁定（2008年 7月 10日）、最高行政法院 97年裁字第 3826号裁定（2008年 7月 31

日）。 
40 最高行政法院 96年裁字第 2183号裁定（2007年 9月 26日、徴税処分）。裁判官の経歴から考えると、この判決の論理

は日本法からの影響を受けたかもしれない。 
41 最高行政法院 97年裁字第 3645号裁定（2008年 7月 17日、[事例 2-4]）、最高行政法院 98年判字第 1515号判決（2009

年 12月 24日、ハンセン病院の取り壊し工事）、最高行政法院 101年裁字第 633号裁定（2012年 3月 29日、[事例 3-5]）。 
42 陳石獅「不作為請求之特定」（初出 1988年）民事訴訟法硏究会編『民事訴訟法之研討（三）』（三民、1990年）44頁、
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こうした状況を考えると、近年の最高行政裁判所は、請求権の実定法の根拠を必要とする

考え方を示した以上、恐らく予防的不作為給付訴訟を容易には認めないだろう。 

 

２ 事例 2-4:台北市の統一教科書選定計画事件 一定の行政行為または事実行為に対する

予防的不作為請求権は、裁判実務においては容易に認められない。行政命令ないし行政計

画の違法性を争うために、迂回して後続の行政行為または事実行為に対する予防的不作為

訴訟を用いて、それらを攻撃することができるが、予防的不作為請求権が認められること

は一層困難になる。このような事例として、台北市の統一教科書選定計画事件がある。 

（1）事実と判決の概要 

 国民教育法によると、国民教育の教科書制度については、民間の教科書発行者による教

科書の作成や編集が基本となる。教育部は学習指導要領によって教科書を検定する（法 8

条、8 条の 2 第 1項）。学校で使用される教科書の決定権限は学校にあり、教師や保護者代

表からなる校務運営会議は教科書の採択規則を予め決めて採択手続を公開で行わなければ

ならない（法 8条の 2第 2項）。一般的には、教科書の採択は教師および保護者代表からな

る教科書採択会議において決められる43。 

ところが、2007年に Y（被告、台北市）、台北県、基隆県は統一教科書選定計画を共同で

定めた。本件計画により、北部三県（市）は、2008 年度から中学校の統一教科書を合同会

議で選定して北部の中学校に薦め、また 2011年度から新たに行う高等学校の入学共通試験

としての北部基礎学力試験において、入試問題を統一教科書から出す予定である。そこで、

各中学校は、入学試験に対応するために統一教科書を用いることになり、教科書採択の権

限が実質的に奪われることになる。したがって、中央政府の教育部は、北部三県（市）に

対して出した通知において、本件計画が国民教育法に反して学校の採択権限および教師の

教育の自由を侵すものなので、そのような違法の政策推進を中止するように要求した。一

方、台北市のある中学校の教師および生徒の保護者である X らは、本件計画の違法性を争

うために、①統一教科書の選定、②その選定結果の公告、③基礎学力試験の入試問題に用

いる教科書の指定、④中学校に対する教科書採択の指定または指導について、それぞれの

差止を求めて給付訴訟を提起した。 

原審である台北高等裁判所は、事実行為に対する予防的不作為請求権について厳しく判

                                                                                                                                                     
陳栄宗・林慶苗『民事訴訟法（上）〔修訂 7版〕』（三民、2009年）275頁。 
43 許育典「教科書選用程序的主体検討――兼評台北高等行政法院 96年度訴字第 3797号判決」月旦法学雑誌 188期（2011

年）225-226頁。 
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断した。まず、新保護規範理論（本稿第一章注 103 参照）により、国民教育法が X らに対

して教科書選択権を与えていないために、Xらの原告適格を否定した。次に、教科書の採択

手続に参与する法的地位について、Xらが校務運営会議において教科書を自由に決めること

ができるために、この法的地位に対する侵害または侵害するおそれが見当たらない旨を判

示し、請求権の成立を否定した44。X らの上告に対して、最高行政裁判所は原審判決を維持

して上告を却下した45。 

その後、北部三県（市）は、統一教科書の選定政策を強行したが、2011 年度の基礎学力

試験において生じた大混乱をきっかけに、2012 年度から政策の中止を決定した。しかし、

2008 年からの 4 年間、中学校は基礎学力試験に対応するために、統一教科書の採択を余儀

なくされていた46。 

（2）検討 

 本件からわかることは、学者が指摘したように、法律の規律密度が高くない教育法制度

において、国民教育法 8 条の 2 第 2 項だけから X らの実体法上の請求権を導くことは極め

て困難であるということである。しかしながら、少なくとも X らは教科書の採択手続に参

加して教科書を自由に選択する手続法的地位を有すると考えられている47。したがって、国

民教育法が教科書の多元化原則および教師の手続参加の法的地位を定めている以上、行政

裁判所は、教科書の多元化原則を否定した本件計画の違法性を法的争点として審査するこ

とができると考える。 

しかしながら、本件計画は、法律に定めた教科書多元化原則を否定して各中学校におけ

る教科書の採択権限を侵しているが、その実施行為が X らの法的地位を直接に侵害するも

のとはいえない。すなわち、Xらは教科書採択の会議で統一教科書の採択に反対できるため、

常に統一教科書が採択されるとは限らない。仮に統一教科書が採択されたとしても、それ

は会議による自主選択の結果となる。そうすると、本件計画またはその実施行為は X らの

法的地位について、これを侵害する行為が現実に存在するもの、またはこの侵害が差し迫

っているものではないのである。 

とはいえ、教科書採択手続において、Xらの教科書を自由に選択する法的地位は、本件計

                                                   
44 台北高等行政法院 96年訴字第 3797号判決（2008年 3月 27日）。 
45 最高行政法院 97年裁字第 3645号裁定（2008年 7月 17日）。 
46 本件計画をめぐって、台北市はいろいろな手段で政策の実現を確保した。例えば、本件原告の教師の 1人は訴訟を提

起してから 1 ヶ月後、曖昧な「師道を損なったこと」を理由に突然解雇された。この解雇事件について、司法院大法官

釈字 702号解釈（2012 年 7月 27日）において、李震山大法官は、裁量について他事考量の問題があると指摘した（一

部反対意見注 2参照）。 
47 許育典・前掲注(43)232 頁。ただし、許育典は、給付訴訟を適用するために、教科書選択に関する手続上の参加権を

憲法に基づく請求権と解している。 
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画における統一教科書の選定とその入学試験との連動によって大きく影響されている。す

なわち、本件計画の実施に伴い、教師は、教科書の採択について、学歴偏重の台湾社会に

おいて進学を重視する保護者の意思を無視することができなくなる。Xらは、試験に対応す

るために統一教科書を選ぶか、それとも試験対策を別に講じた上で他の教科書をあえて選

ぶか、というジレンマに陥るだろう。いずれを選択するにしても、統一教科書の選定は違

法であり、教科書の採択の自由を侵すものである。Xらの法的地位には不安が生じている所

以である。 

本件計画がもたらした不安を解消するためには、計画を実施する各事実行為に対して予

防的不作為給付訴訟をそれぞれ提起するより、計画の違法性そのものを直接に争う方が抜

本的である。まして教科書の採択は、毎年反復して行われる行事であるがために、紛争の

長期化を防ぐためにも本件計画の違法性を直接に争う必要性があるだろう。けれども、行

政裁判所は、実施行為に関する請求権の存否だけを判断しており、本件計画の違法性をめ

ぐる救済の必要性を Xらの具体的利益状況をみて衡量していないのである。 

  

第四款 小括 

以上からみたように、請求権体系に関する理論をみては台湾においてはなお支配的であ

る。ここでは、現在の運用状況における問題点を三点指摘しておく。  

第一に、台湾における実定法令の規律密度はドイツ法に遥かに及ばないために、請求権

の制定法上の根拠を見出すことが困難であると指摘されている48。不文法上の請求権につい

て、行われた事実行為に対する結果除去請求権をめぐる論争からわかるように、ドイツ法

の学説の継受は必ずしも裁判実務において容易に定着していない。そのため、まったく議

論もされていない行政命令または行政計画の撤廃ないし改正を求める請求権が裁判実務に

おいて認められる可能性は高くないといえよう49。 

第二に、[事例 2-2]、[事例 2-3]、[事例 2-4]の共通点は、具体的不利益が第三者の任意

の判断により発生しうるが、実体法上は現時点における権利侵害とはいえないということ

である。すなわち、争われた行政作用は原告の法的地位に対して現実に存在する侵害行為、

または差し迫っている侵害行為ではない。そして、後続の侵害行為があるかどうか、どの

                                                   
48 この問題はつとに指摘されている。教育法について、許育典・前掲注(43)232 頁。都市計画法について、林明鏘「従

大法官解釈論都市計画之基本問題」（初出 1998年）『国土計画法学研究』（元照、2006年）91-92頁。 
49 この点について、ドイツ法における法規命令制定請求権の導入を主張した学者も、抽象的法規範を対象とする請求権

が成立しがたいと指摘している（盛子龍「行政訴訟法上『請求法規命令制定之訴』初探」翁岳生古希『當代公法新論（下）』

（元照、2002年）213頁）。 
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ような侵害行為があるかどうかは現時点に特定できない。こうした事例においては、そも

そも請求権が容易に認められるものではないだろう。 

しかしながら、第三に、このような事例において違法な行政作用は、すでに原告の法的

地位に対して一定の悪影響を与えている。この悪影響を実体法上の侵害と判断して、これ

を排除する請求権は直ちに成立しないが、この悪影響を訴えの利益の側面から具体的利益

状況に即して衡量すると、そこには、なお公法上の争訟に該当する争いを認める可能性が

ある。すなわち、行政指導であれ行政計画であれ、私人が求めるのは、その違法性を明ら

かにする判決により、生じる不利益を回避するということである。そうすると、何らかの

請求権を想定するのでなく、訴えの請求を、違法な行政作用により法的地位に生じる不安

を除去する確認訴訟として構成し直す手法は検討に値するだろう。例えば、[事例 2-2]の X

は、銀行との個々の委任契約上の地位を一括に守るために、行政指導の違法確認または金

融機関の行政指導に従う義務不存在確認訴訟を提起することにより、行政指導の違法性を

攻撃することができる。そして行政指導の違法性を明らかにした勝訴判決により、Xは委任

契約を中止される不安を除くことができるだろう。残念ながら、台湾の学説判例において

はこの点についてまったく論じられていない。 

 以上の三点から、司法的救済の必要性を訴えの利益によって判断する確認訴訟の利用は

一考する価値があるだろう。ところが、学説において確認訴訟の可能性は次の補充性原則

によっても軽視されている。 

 

第二節 補充性原則 

第一款 立案経緯 

 確認訴訟の補充性原則とは、形成訴訟または給付訴訟を求めることができる場合に、確

認訴訟を求めることはできないというものである。というのは、判決の効力からすると、

精神上の効果にとどまる既判力より、法律関係を直接的に変動させる形成力または判決の

内容を物理的に実現させる執行力の方が、紛争を終局的に解決することができるからであ

る。そのため、既判力だけを求める確認訴訟は、形成訴訟および給付訴訟より劣後に位置

する関係にある。補充性原則は民事訴訟法学における確認の利益に由来するものであるが、

行政訴訟法立案当時においてはむしろ忠実にドイツ行政裁判所法 43 条 2 項 1 文50に従って

次の案が作られていた。 

                                                   
50 ドイツ行政裁判所法 43条 2項 1文「確認訴訟は、原告が形成訴訟もしくは給付訴訟により、その権利を追求すること

ができる場合、もしくはこれを追求することができた場合には、求めることができない」（訳文は宮田三郎『行政訴訟法

〔第 2版〕』（信山社、2007年）360頁により）。 
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行政訴訟法案第 6 条第 3 項 「法律関係の成立もしくは不成立を確認する訴訟は、原告が取消訴訟また

は給付訴訟を求めることができる場合には、求めることができない。」（取消線はのちに削除された部分

である。） 

 

この案における確認訴訟の取消訴訟および義務付け訴訟に対する補充性は、訴願前置お

よび出訴期間の制限からの潜脱を防ぐためのものであり、異論はなかった。しかし、一般

給付訴訟に対する補充性については立案に参画した民事訴訟法学者によって否定されたの

である。というのは、民事訴訟における確認訴訟は必ずしも給付訴訟に対して補充的なも

のではないからである。むしろ紛争の実態により、確認訴訟で解決できれば給付訴訟を提

起する必要はなくなるため、補充性の問題は、確認の利益の問題として考えるべきだと指

摘された51。そのため、給付訴訟に対する補充性は、原案から削除されたのである。 

だが、そこには二つの問題が生じる。第一に、原案が定めた「給付訴訟」という文言は

義務付け訴訟および一般給付訴訟の両方を含んでいる。「給付訴訟」が削除されたことから、

確認訴訟には一般給付訴訟に対する補充性がなくなるが、義務付け訴訟に対しては、補充

性があるか否かという解釈上の問題が生じる。第二に、削除の理由が民事訴訟法学者から

の主張であるため、行政訴訟においては別の配慮が必要なのではないか、という意見があ

る52。実際に、原案における一般給付訴訟が財産上の給付を想定しており、そこでは、主に

財産上の給付訴訟を念頭において考えられていた。ところが、非財産上の給付訴訟が国会

審議において追加されたことから、補充性を否定した理由は非財産上の給付訴訟にも通用

するか、という問題が生じている。 

 

第二款 補充性原則の強調 

法改正以後、ドイツ法を参照した学説は、補充性原則と確認の利益とでは、その次元が

異なることを指摘した上で、次の三点において補充性原則の意義を強調している。 

第一に、私人の権利保護の観点からみると、既判力のみを有する確認訴訟は、形成訴訟

または給付訴訟ほど直接的な救済ではなく、そのため最も直接的かつ効果的な権利保護手

段とはいえない。第二に、訴訟経済原則によると、裁判所は直接的かつ効果的な権利保護

手段が利用される審理に集中すべきである。そこで、不必要な確認訴訟を回避することに

                                                   
51 司法院編『行政訴訟制度研究修正資料彙編㈢』（司法院、1986 年）399 頁（王甲乙発言）、420 頁(陳瑞堂発言)、423

頁、425頁(楊建華発言)。なお、曾華松「行政訴訟法修正草案確認訴訟之研究(上)」法令月刊 48卷 5期（1997年）7頁

参照。 
52 司法院編・同上 424頁(呉庚発言) 、呉庚「行政訴訟中各類訴訟之関係」法令月刊 49卷 11期（1998年）634頁。 
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より、司法資源がより効率的に運用できる。第三に、取消訴訟および義務付け訴訟につい

て訴願前置や出訴期間などの特別の規定が設けられていることから、確認訴訟によりその

規定が潜脱されることを防ぐために、補充性が認められるべきである53。したがって、義務

付け訴訟および一般給付訴訟に対する補充性について、新行訴法 6 条 3 項がそれを定めて

いないのは立法の不備だと批判された54。 

しかしながら、一般給付訴訟に対する補充性を強調する学説はドイツ法の通説に従った

ものであるが、ドイツ連邦行政裁判所は必ずしも補充性原則には拘っていない。連邦行政

裁判所の判決によると、行政機関に対する請求権の存在確認の訴えさえ、一般給付訴訟に

より排除されていないのである。というのは、行政機関が法と法律による拘束のゆえに、

執行力のない確認判決であっても、行政機関は、これを遵守しなければならないからであ

る。すなわち、ドイツの裁判実務では、補充性原則は絶対視すべきものだとは考えられて

いない。重要なことは、むしろ確認訴訟が適切な権利保護を提供するかどうか、というこ

とだろう。ただし、ドイツ法の通説は、法律上の文言を強調し、行政裁判所のこうした判

決を批判している55。 

ところが、ドイツ法の通説に追随する台湾行政法学者は、具体的事案において議論を深

めることなく法改正を提案している。学者の意見を受け入れた司法院は、新行訴法 6 条 3

項を次のように改めることを提案し、2009 年 12 月に立法院はこの改正案を可決している

（2010年 5月施行）。 

行政訴訟法案 6条 3項 「確認訴訟は、原告が取消訴訟、義務付け訴訟もしくは給付訴訟により、その

権利を追求することができる場合、またはこれを追求することができた場合には、求めることができな

い」（下線は改正部分である）。 

 

第三款 検討 

 本来、法律の改正は何らかの実際の問題を解決するために行われるはずである。この点

で、2009 年の法改正の前に、確認訴訟の濫用という問題が実際に起きていたかどうかをま

                                                   
53 劉淑範「論確認訴訟之備位功能」人文及社会科学集刊 15巻 1期（2003年）80頁以下、陳淑芳「確認訴訟之補充性」

月旦法学教室 74期（2008年）22頁以下、張文郁「確認訴訟之補充性」月旦法学教室 80期（2009年）12頁以下。 

54 彭鳳至「行政訴訟種類理論与適用問題之研究」台湾行政法学会編『行政命令、行政処罰及行政争訟之比較研究』（翰蘆、

2001年）295頁、劉淑範・同上 87頁、林三欽「行政法律關係確認訴訟之研究」（初出 2008年）前掲注(6)書 34頁以下。 
55 ドイツ法の紹介に関して、次の文献を参照した。日本における紹介として、小山正善「確認訴訟に関する一考察」高

田敏古希『法治国家の展開と現代的構成』（法律文化社、2007年）500頁、湊二郎「行政立法・条例をめぐる紛争と確認

訴訟（ドイツ）」鹿児島大学法学論集 42巻 1＝2号（2008年）74-76頁。台湾における紹介として、劉淑範・前掲注(53)77-78

頁、呉綺雲＝葉百修『徳日行政確認訴訟之研究』（司法院、1991年）32-33頁、Eyermann/Fröhler編（陳敏ほか訳）『徳

国行政法院法逐条釈義』（司法院、2002年）444-445頁、Hufen（莫光華訳）『行政訴訟法』（法律、2003年）313-316頁。 
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ず確認しておく。 

 取消訴訟および義務付け訴訟に対する補充性について、最高行政裁判所は補充性原則を

確認の利益として考えており、さらに法秩序の安定性を強調して行政行為に関わる法律関

係を早期に確定させるために、確認訴訟の提起を通して出訴期間を回避することを認めな

いと判示していた。すなわち、義務付け訴訟に対する補充性は定められていなかったが、

最高行政裁判所はその補充性を認めた56。また、一般給付訴訟に対する補充性についても、

訴訟経済の観点からその補充性を認めていた57。そして、行政裁判所は請求権を認めたもの

の確認判決を下した事例は皆無であった。 

 したがって、今回の法改正は、訴訟類型の適用の順番について、忠実にドイツ法の継受

を行い、それを明記したものであるが、台湾の裁判実務において実際に起きている問題を

解決するものとはなっていない。そして、ドイツ法の直輸入がどれほど盛んに行われてい

るかを改めて認識する例でもあった。しかし、そこには、次に掲げる三点にわたる問題が

ある。 

 第一に、手続上の特則を有する取消訴訟および義務付け訴訟に対する補充性に関する問

題である。これは、行政行為を直接の訴訟対象とすれば、特別の訴訟類型を適用すべきだ

という訴訟類型の選択の問題である58。したがって、一般給付訴訟は取消訴訟および義務付

け訴訟に対する補充性がある場合に許容されないものである。新行訴法 8 条が定めた一般

給付訴訟の対象について、「行政行為以外」という文言を用いたのはその趣旨を示すためで

ある59。ただし、学説は、給付訴訟の補充性原則を強調せずその適用の順番を訴訟類型の役

割分担60または権利保護の必要性61として論じている。確認訴訟の場合にも同じアプローチ

で検討するならば、これは、確認の利益の問題にほかならないだろう。 

 第二に、一般給付訴訟に対する補充性が強調されたのは、請求権体系を前提にする行政

訴訟の基本形態が給付訴訟だという前提があるからだろう。すなわち、請求権体系が明確

に構築されれば、行政訴訟においても民事訴訟のように給付訴訟が最も活用される訴訟形

                                                   
56 最高行政法院 95年判字第 1734号判決（2006年 10月 30日）。 
57 最高行政法院 98年裁字第 1777号裁定（2009年 7月 16日）。 
58 台湾法において、取消訴訟および義務付け訴訟に対する補充性原則はもっぱら訴訟類型を正確に選択するための判断

基準であり、日本法において行政の第一次的判断権の意味合いを有する補充性と異なる点に注意すべきである。 
59 陳清秀・前掲注(4)139頁注 195。なお、彭鳳至・前掲注(54)297-298頁。 
60 呉志光「一般給付訴訟与其他行政訴訟類型之関聯――以行政法院実務見解為核心」輔仁法学 33期（2007年）45頁以

下、程明修「課予義務訴訟与一般給付訴訟間選択之争議問題分析」台湾法学 88期（2008年）50 頁以下、李建良・前掲

注(2)43 頁以下。なお、最高行政裁判所は、確認訴訟の補充性原則に倣って、取消訴訟および義務付け訴訟に対する一

般給付訴訟の補充性原則を強調している。例えば、最高行政法院 98年裁字第 2317号裁定（2009年 9月 24日）。それは、

彭鳳至・前掲注(54)298頁の影響を受けたと思われる。 
61 呉庚・前掲注(4)147頁以下。 
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態となる。なお、行政と司法との役割分担については、信頼・協働関係というより、不信・

対抗関係にあると想定されているようである。殊に行政権に対する強い不信感ゆえに、実

効的な権利救済を担保する給付判決の執行力に拘るのである62。 

しかしながら、台湾法においては請求権体系が受容されたとはいえ、十分に発展してい

るといいがたい状況にある。判例学説が試行錯誤している際に、結果除去請求権の論争か

らわかるように、請求権を認めるかどうかに惑わされて、本当に何を救済すべきかについ

ては、具体的な事案において検討されていないという状況さえある。また、公権力の作為

または不作為義務を命ずる給付判決について、台湾の新行訴法では、ドイツ行政裁判所法

172条が定めた強制金を行政機関に科すことにより執行できるという明文規定もない。強制

方法の欠如ゆえに、給付判決は実際に執行力をもたないものである63。こうした現状認識か

らすると、本来、給付訴訟に対する補充性原則をはじめから厳格に適用すべき意義はない

だろう64。 

第三に、補充性原則の前提は、取消訴訟または給付訴訟の適用が確認訴訟の救済機能を

完全に包含しているということである。反面から言えば、補充性原則を強調する学者もつ

とに指摘したように、取消訴訟または給付訴訟が確認訴訟よりも救済に資するものでなけ

れば、補充性原則は適用されないのである65。すなわち、訴えの利益のレベルで確認訴訟の

選択当否は私人の具体的利益状況に即して判断されるべきである。にもかかわらず、補充

性原則を強調する風潮において、学説の一部には、補充性原則により確認訴訟の適用可能

性を抽象的演繹的に排除するきらいがある66。そして、それは確認訴訟に関する研究の貧困

                                                   
62 台湾の行政機関は最高行政裁判所の終局判決に対抗したことがある。いわゆる中部科学園区三期事件において、環境

保護署は、開発案の環境アセスメントの取消判決を確定した最高行政法院 99年判字第 30 号判決（2010年 1月 21 日）

を公然と批判して、判決の趣旨を意図的に曲解している。この事件については、行政機関が行政裁判所の判決を無視す

るということが、法治国家における異常事態であるという批判がある（李建良「中科環評的法律課題――台湾法治国的

淪喪与危機」台湾法学雑誌 149期（2010年）17頁以下）。 
63 立法過程において、強制金制度は否定される方向で議論されていた。立法者の意思を強制金制度の不採用と解したも

のとして、吳庚・前掲注(4)367 頁、翁岳生編・前掲注(3)行政法下 1319 頁（彭鳳至執筆）。これに対して、ドイツ法を

参考にして、強制金の導入を主張したものとして、李建良「論行政訴訟強制執行之基本体系」台北大学法学論叢 49期（2001

年）61頁以下、陳敏・前掲注(20)1550頁。 
64 実際に、取消判決においても強制方法の欠如ゆえに、強制金の問題が生じる。裁判実務においては、取消判決につい

て行政機関に対する強制金が否定された（台北高等行政法院裁定 99年執字第 39 号（2010 年 5月 3日）。そうすると、

判決の実効性を確保するためには、行政機関における判決の執行に関する実証研究がまず行われなれるべきであろう。

そして、必要があればすべての判決に対して強制金を設ける方向で検討されるべきであろう。 
65 劉淑範・前掲注(53)85頁以下、林三欽・前掲注(54)31頁以下。 
66 例えば、台湾の学者は、ある行政作用の争い方に関するドイツ法の議論を分析する際に、確認訴訟の適用を唱えたド

イツの有力説を紹介するが、補充性原則によりこの確認訴訟の適用説を台湾法において否定する（法規命令の制定請求

について、盛子龍・前掲注(49)210 頁以下、程明修「請求行政機関訂定法規命令之行政訴訟」司法院編『行政訴訟制度

論文彙編 第 4輯』（司法院、2005 年）171頁以下）。なお、特別権力関係論が否定された今日において、国立大学と学

生との紛争については、確認訴訟の適用を補充性原則によって一般的に否定した上で、給付訴訟で争うべきであると主

張するものとして、許育典「打開大学生救済之門」月旦裁判時報 8号（2011年）89頁。さらに、厳格に解釈するものと
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さの一因にもなっている67。 

 

以上の検討を踏まえて、本稿では、具体的請求権の実現を目的とする給付訴訟に対して、

法的地位の裁判所による保障宣言を目的とする確認訴訟は、具体的請求権とは別個の訴え

の利益を中心に構成された権利保護形式として原告の権利利益を救済するものである、と

いうことを強調しておきたい。殊に、公法上の争訟、すなわち行政訴訟の対象を判断する

には、請求権だけでなく、訴えの利益からの検討は無視できないのである。確認訴訟の補

充性についても、判決の効力ばかりで判断されるのではなく、訴えの利益においていかな

る救済を与えるかという問題解決の視点から考えるべきなのではないだろうか。そこで、

確認訴訟の可能性を探るために、次章ではその現状と問題点を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
して、国籍確認訴訟は旅券申請に関する義務付け訴訟に対して補充的なものと解されると述べる見解もある（呉庚・前

掲注(52)5-6頁 ）。 
67 林三欽・前掲注(54)3頁も類似の意見を指摘した。 



第三章 

 

 63 

第三章 確認訴訟の現状と問題点 

  

第二章では、訴訟対象を請求権に還元するアプローチを取り上げて、その限界を明らか

にし、また給付訴訟の活用を前提にした確認訴訟の補充性原則が強調されたために、この

アプローチが確認訴訟に関する研究の貧困さの一因となっていることを指摘した。しかし、

仮に第一章で検討した最高行政裁判所判決が公法上の争訟を訴えの利益として把握する

ものであるとすれば、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟は、公法上の争訟をより明

確に判断する原基的な訴訟形態として運用される可能性を秘めていると考えられる。この

可能性を探究する前に、本章では、公法上の争訟との関係を中心に、確認訴訟の運用の現

状と問題点を検討する。まず、学説を中心に現在の解釈論を分析して、確認訴訟を原因行

為の適法性統制訴訟とする発想の意義とその射程を検討する（第一節）。次に、行政裁判

所は依然として確認訴訟の対象となる具体的法律関係を行政行為の具体的法効果と解す

る傾向にあるが、このことが確認の利益を軽視する結果となっているという問題を指摘す

る（第二節）。 

 

第一節 学説の展開 

第一款 確認訴訟の訴訟要件 

一 法律関係  

確認の対象となる法律関係とは、公法上の規範に基づき、具体的な事実から生ずる二人

以上の法主体の相互間の権利義務関係または法主体と物との間の利用関係である1。すなわ

ち、公法上の具体的な権利義務関係である2。例えば、国籍、公立学校の学生の身分関係、

公法上の社団法人の会員資格、特定の権利義務の存否、公物の利用関係などである。原則

としては現在の法律関係でなければならないが、過去または将来の法律関係が確認の利益

を有する場合にも認められる3。なお、法律関係は必ずしも原告と被告の間に存在する必要

はなく、被告と第三者間における法律関係を確認することもできる4。 

                                                        
1 林三欽「行政法律関係確認訴訟之研究」（初出 2008年）『「行政争訟」与「信頼保護原則」之課題』（新学林、2008年）

4頁以下、翁岳生編『行政訴訟法逐条釈義』（五南、2002年）104頁-105頁（黄錦堂執筆）、翁岳生編『行政法（下）〔第

3版〕』（元照、2006年）447頁（劉宗徳執筆）、陳敏『行政法総論〔第 7版〕』（新学林、2011年）1386頁、呉庚『行政

争訟法論〔第 6版〕』（新学林、2012年）181-182頁、林騰鷂『行政訴訟法〔第 3版〕』（三民、2008年）139頁。なお、

最高行政裁判所はこの定義を採用している。例えば、最高行政法院 94年裁字第 1214号裁定（2005年 6月 23日）。 
2 翁岳生編・前掲注(1)行政訴訟 106頁（黄錦堂執筆）、林騰鷂・前掲注(1)142頁。 
3 陳敏・前掲注(1)1386頁、林騰鷂・前掲注(1)143-144頁。 
4 立案当時にはこの点について意見の一致がみられた（司法院編『行政訴訟制度研究修正資料彙編㈢』（司法院、1986

年）185 頁(楊建華発言)、281 頁(鄭有齡発言)、290 頁(古登美発言)、338 頁(陳瑞堂発言)）。その後、学説の多くは
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民事訴訟法学の通説によると、法律が特に定めない限り、確認訴訟の対象は法律関係に

限られている5。行政訴訟においても、確認訴訟の対象が法律関係に限られていると解され

ている6。また、民事訴訟法 247条に定められた法律関係の基礎となる事実の存否確認およ

び証書の真否確認について、これらは行政訴訟法において準用する条文がないことから、

一般的に否定されている7。 

 

二 確認の利益と原告適格 

 確認の利益は法律上の利益に限られている。法律上の利益は、原告の権利または法的地

位に不安が現に存在し、かつ不安を除去する方法として、原告被告間でその法律関係の存

否の判断をすることが有効適切である場合に、認められる8。なお、公法と私法との区別を

前提にする二元的裁判制度の下でも、行政裁判事件において私法上の利益が確認の利益と

して認められる9。また、確認の利益を判断する際には、時間的要素としての即時確定の利

益が要求されている。というのは、裁判所の任務は現実の法律上の紛争を裁判することで

あって、抽象的法律問題を回答するものではないからである10。以上の整理からすると、

台湾法における確認の利益の有無は、日本法と同じように、①確認対象の適否、②即時確

定の利益の有無、③確認訴訟によることの適否から判断されている。 

 民事訴訟における確認訴訟は、法的地位に生じた不安を除去することから、紛争の早期

解決や抜本的解決の機能を有する予防的訴訟形態である。この点については、行政訴訟に

おいても同様であり、そこにおける確認の利益は「権利に危害が生ずるおそれ」11の除去

を中心に考えられている。確認の利益があれば、予防の対象となる行政作用は理論的に無

制限である12。 

 ところで、確認の利益について、学説においては具体的に論じられていないが、ドイツ

の学説判例が引き合いに出されて次の例がよく挙げられている。すなわち、刑罰や行政上

                                                                                                                                                                
支持している（林三欽・前掲注(1)7頁、陳敏・前掲注(1)1387頁、陳計男・前掲 188頁、翁岳生編・前掲注(1)行政法

下 447頁（劉宗徳執筆）、呉庚・前掲注(1)182頁）。 
5 民事訴訟における確認の対象に関する近年の研究として、劉明生「確認訴訟――評最高法院 96 年台上字第 1478 号

民事判決」月旦裁判時報 9号（2011年）31頁以下。 
6 翁岳生編・前掲注(1)行政法下 447頁（劉宗徳執筆）、呉庚・前掲注(1)182頁。 
7 陳清秀・前掲注(1)196頁、陳計男・前掲注(1)189頁、呉庚・前掲注(1)182頁。反対意見として、林三欽・前掲注(1)18

頁以下。 
8 詳しくこの概念を説明した判決として、最高行政法院 95年判字第 1931号判決（2006年 11月 23日）。 
9 反対意見として、呉庚・前掲注(1)180頁。 
10 陳敏・前掲注(1)頁。 
11 陳清秀・前掲注(1)201頁 
12 林三欽・前掲注(1)23頁。 
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の秩序罰を回避するための予防的確認、特定の行為や経済活動をするための事前的確認、

反復発生しうる危険を回避するための予防的確認、紛争の抜本的な解決を図るための確認、

事後に救済しがたい権利に対する予防的確認である13。しかし、学説は、訴訟対象となる

行政作用との関連において、確認の利益をいかに具体的に判断するかについては検討して

いない。 

 現在、学説において議論されていることは、確認の利益について、原告適格（訴訟権能）

14が適用されるべきかどうかという問題である。民事訴訟の場合には、原告適格は確認の

利益に吸収されることから、この問題は存在しない15。行政訴訟の場合は、少数説による

と、民事訴訟に準じて原告適格を特に問題視する必要がないとされる16。しかしながら、

多数説は、主観訴訟の枠組みの下で、正当の原告を選別しなくてはならないために、原告

適格について、これを法律上の利益とは別に判断すべき要件だと主張している17。すなわ

ち、この説によると、取消訴訟および義務付け訴訟を起こすための権利毀損

（Rechtsverletzung）という要件は確認訴訟にも類推適用されることになる。 

 

三 検討 

 確認訴訟の補充性原則に関する議論と同様に、確認訴訟の要件論は、またドイツ法の学

説判例に忠実に追随して行われている。台湾法の文脈においては、その実体法の要素が特

に強調されている点に留意すべきである。すなわち、①確認の対象となる実体法上の具体

的法律関係が厳密に定義されること、および②取消訴訟における実体法の要素である権利

毀損が類推適用されることである。いずれにしても、主観訴訟の枠組みの下で強調された

ドグマティッシュなものである。 

とはいえ、①について、具体的法律関係を抽象的法律問題と区別するための判断基準は、

実体法上も訴訟法上も議論されていないのが現状である。また、②については、ドイツ法

を参考にした多数説には、次の通り検討の余地がある問題をはらんでいる。 

ドイツ行政裁判所法 43 条 1 項においては、確認の利益を定める文言は「正当な利益」

                                                        
13 学説について、林三欽・前掲注(1)23頁以下、陳清秀・前掲注(1)199頁、陳敏・前掲注(1)頁以下。 
14 台湾法において、学説は原告適格のことを訴訟権能（Klagebefugnis）と呼んでいる。 
15 民事訴訟法学の研究として、呂太郎「確認他人間法律関係之訴」（初出 1989年）『民事訴訟之基本理論㈠〔第 2版〕』

（元照、2009年）137頁以下、同「確認利益之研究」（初出 2005年）『民事訴訟之基本理論㈡』（元照、2009年）147

頁以下 
16 陳計男・前掲注(1)183頁、翁岳生編・前掲注(1)行政法下 442頁（劉宗徳執筆）、呉庚・前掲注(1)180頁。民事訴

訟法の議論として、王甲乙ほか『民事訴訟法新論』（三民、2003年）278頁。 
17 陳愛娥「『訴訟権能』与『訴訟利益』」律師雑誌 254期（2000年）66頁、林騰鷂・前掲注(1)65頁、陳清秀・前掲

注(1)221頁、陳敏・前掲注(1)1369頁、翁岳生編・前掲注(1)行政法下 471-472頁（彭鳳至執筆）。 
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である。「正当な利益」はドイツ民事訴訟法 256 条 1 項にいう「法律上の利益」よりも広

く、法的利益のほかにも、経済的利益や精神的利益が含まれると解されている。そこで、

かかる包括的な定義が民衆訴訟化をもたらしかねないという問題を回避するために、取消

訴訟の原告適格を定めた行政裁判所法 42 条 2 項が類推適用され、原告は権利毀損が存在

することを主張しなければならないとされている。この見解はドイツ連邦行政裁判所にお

いても支持されている18。 

だが、台湾の新行訴法 6 条はドイツ行政裁判所法 43 条の文言と異なっており、ドイツ

法と同じ解釈をする必要はない19。台湾の新行訴法の立案当時において、立案関係者は、

すでにドイツ法を参考にして「正当な利益」の範囲が広すぎると指摘した上で、確認の利

益について民事訴訟法 247条に準じて「法律上の利益」という文言を採用することにした

20。また、取消訴訟を議論の前提としない民事訴訟法学においては、当然、取消訴訟にお

ける原告適格を準用するかどうかという議論が存在せず、法律上の利益を確認の利益と解

するのが一般的である。そのため、行政訴訟においても、原告適格が特に問題となる三面

関係を含めて21、立案関係者によると、確認の利益があれば出訴が認められるべきである

とされた22。 

このような立法経緯からすると、正当な原告を選別するために、「法律上の利益」だけ

でも十分だということがわかる。ドイツの学説判例に依拠した多数説は、必ずしも台湾法

の文脈においてその主張を厳密に論証していない。また、主観訴訟であるにもかかわらず、

民事訴訟の確認訴訟においては原告適格が問題とならないのに対して、なぜ行政訴訟にお

いては取消訴訟に準じた原告適格が必要となるのかについて、多数説はその理由を説明し

ていない。これに対して、民事訴訟法学のドグマに依拠して原告適格を問題視しない学説

も、多数説が提起した主観訴訟の問題を掘り下げていない。学説の議論は終始平行線にあ

るのが現状である。 

さて、主観訴訟の問題を問い直せば、これは、新行訴法 2条が定めた公法上の争訟とい

                                                        
18 ドイツ法の紹介に関して、次の文献を参照した。小山正善「確認訴訟に関する一考察」高田敏古希『法治国家の展

開と現代的構成』（法律文化社、2007年）500頁、湊二郎「行政立法・条例をめぐる紛争と確認訴訟（ドイツ）」鹿

児島大学法学論集 42巻 1＝2号（2008年）74-76頁。なお、台湾における文献として、呉綺雲＝葉百修『徳日行政確

認訴訟之研究』（司法院、1991年）22-26頁、Eyermann/Fröhler編（陳敏ほか訳）『徳国行政法院法逐条釈義』（司

法院、2002年）425頁、Hufen（莫光華訳）『行政訴訟法』（法律、2003年）318-320頁。 
19 林三欽・前掲注(1)21頁。 
20 立案関係者の説明について、呉庚・前掲注(1)180-181頁。 
21 例えば、李建良は二面関係において確認の利益があれば十分だと認めているが、三面関係において原告適格が求め

られるべきだと主張している（「保護規範理論之思維与応用」黄丞儀編『2010行政管制与行政争訟』（新学林、2011

年）308頁）。 
22 司法院編・前掲注(4)185頁(楊建華発言)、281頁(鄭有齡発言)、290頁(古登美発言)、338頁(陳瑞堂発言)。 
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う問題にほかならないだろう。そうすると、取消訴訟における原告適格の類推適用を主張

した多数説は、取消訴訟、給付訴訟、確認訴訟の各種の訴えに共通する公法上の争訟にお

いて、実体法上の権利毀損という概念をこれらの争訟性の基底に据える思考様式であると

考えられる23。だが、公法上の争訟をもっぱら実体法上の請求権的権利およびその毀損に

よって論じることには、救済の必要性・適切性を具体的事情に照らして判断すべきとする

訴えの利益を軽視する嫌いがある。そして、何よりも取消訴訟の原告適格に準じて判断す

べきだという論法には、取消訴訟を公法上の争訟の中核に据える伝統的な思考様式が入り

込むおそれがある、という問題がある。実際に、次に検討するように、台湾の裁判実務に

おいては、このような問題が生じている。 

一方、民事訴訟においては、具体的法律関係を権利義務存否の点から判断し、確認の利

益を具体的事実関係における紛争の成熟性から判断するという二段階の判定が行われる24。

権利義務の存否を争う現実の法的紛争である以上、主観訴訟であるかどうかを改めて問う

という問題は存在しない25。この判定は、第一章で検討した公法上の争訟に照らすと、行

政作用によって何らかの権利利益への影響が発生したまたは発生しうる場合に、権利義務

の存否の確認という救済方法を具体的事実関係において与えるかどうかということにな

るだろう。 

確認訴訟の要件論について、具体的法律関係とは何か、取消訴訟の原告適格が類推適用

されるべきか、という問題は、本来、公法上の争訟に即して論じられるべきである。だが、

台湾の学説はいまだドイツ法の継受を前提にして抽象的演繹的解釈論を行う状況にある。

それゆえ、訴訟対象の問題についても、確認の利益を意識した考察が不十分である。次に

検討する林三欽説も、原因行為の違法性を確認訴訟により直接争う発想を提示したが、確

認の利益の意義を十分に認識しているとはいいがたいのである。 

 

第二款 原因行為に対する直接統制訴訟の発想 

一 林三欽説 

訴訟対象について、行政行為および事実行為以外の行為形式の違法性を直接攻撃できな

いというのが現状である。行政命令や行政契約の違法性を直接攻撃するために、ドイツ法

                                                        
23 給付訴訟について、権利毀損も請求権の要件をなす権利侵害として論じられている（本稿第二章第一節参照）。 
24 そこで、民事訴訟において、確認の対象を事実関係までに拡大すると、問題が生じる。関連文献として、呂太郎「確

認他人間法律関係之訴」（初出 1987年）『民事訴訟之基本理論㈠〔第 2版〕』180頁以下、曽華松ほか「確認訴訟実

務問題之研究」（初出 1998年）民事訴訟法研究基金会編『民事訴訟法之研討（八）』（三民、1999年）1頁以下、劉

明生・前掲注(5)33頁以下。 
25 行政訴訟においても、そのままの解釈を行ったものとして、林三欽・前掲注(1)20頁。 
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を参考にして確認訴訟を本格的に研究した林三欽は、確認訴訟の可能性を次のように指摘

している。 

「原告は、確認訴訟の提起を通じて、行政裁判所に対して次の問題を間接的に審査してもらうことが

できる。それは、①行政命令の違法性、効力あるいは内容、②行政契約の違法性、効力あるいは内容

である。なぜなら、法律関係確認訴訟の本質からすれば、法律関係の成立不成立であれ存在不存在で

あれ、いずれも法律関係の発生を原因づける事実の探求によって確認されるものからである。したが

って、法律関係確認訴訟は、実際には法律関係の基礎となった行政命令または行政契約の違法性を確

認する機能を有するのである。」26 

 

要するに、公法上の具体的法律関係が行政命令や行政契約により創設されまたは変更さ

れる場合には、法律関係の存否確認を通じてその原因行為の違法性を攻撃できることにな

る。だが、この意見は、当時の最高行政裁判所長官が座長を務めた民間の行政訴訟法研究

会において批判されている。その批判は、①取消訴訟および給付訴訟を通じて原因行為の

違法性を間接的に争うこともできること、および②確認訴訟の補充性原則の二点から、確

認訴訟を通じて行政命令などの効力を間接的に争う可能性を強調することは何の意味も

ない、というものである27。そのため、今日、林三欽説は学説にも裁判実務にも受け入れ

られていない。 

林三欽は、以上の批判に対する反論または自説の精緻化を進めていない。なぜなら、彼

の問題意識は多様な訴訟類型を体系的に運用することにあり28、請求権体系の構築や補充

性原則の強調は従来の学説と異ならず、確認訴訟を特に活用する意図がないからである。 

 

二 検討 

 ここでは林三欽説の意義と射程を明らかにする。 

 まず、確認訴訟を通じて原因行為の違法性を「間接的」に争う発想である。この発想は、

行政命令や行政契約によって変動された具体的法律関係の存否確認を通じて、実際に原因

行為の違法性を「直接」に攻撃することができる適法性統制訴訟のものである。すなわち、

行政命令や行政契約の違法性は、後続の行政行為、事実行為あるいは派生する請求権（例

えば不当利得請求権など）を通じて付随的に争うことができるが、それぞれ直接審理の対

                                                        
26 予防的確認訴訟について、林三欽・前掲注(1)12頁。 
27 彭鳳至ほか「行政法律關係確認訴訟之研究」台湾法学 107期（2008年）158頁(程明修発言)、174頁(陳淑芳発言)、

177頁(当時の最高行政裁判所長官である彭鳳至発言)。 
28 林三欽「『行政処分概念』与『行政訴訟類型』関聯性之探討」司法院編『行政訴訟二級二審実施十週年回顧論文集』

（司法院、2011年）225頁。 
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象となるのは、後続の行政行為の違法性、事実行為の違法性あるいは派生する請求権の存

否である。また、行政命令や行政契約の撤廃請求権は理論的には可能であるが、実際には

論じられていない。そして、後続の行政行為、事実行為あるいは派生する請求権が存しな

い場合には、確認訴訟は原因行為の違法性を争う唯一の訴訟形態なので、補充性原則に反

することはない。そのため、前記の批判は当たらないように思われる。むしろその批判は、

補充性原則を過度に強調しており、確認訴訟の可能性を軽視する嫌いがある、というべき

であろう。 

 こうした法律関係の確認訴訟を通じて原因行為の違法性を直接に攻撃する発想は、行為

形式を訴えの利益に還元するアプローチへと発展する道を開くことになるだろう。しかし、

林三欽は、もっぱら実体法の具体的法律関係に変動を及ぼした原因行為を中心に論じてい

たため、原因行為をいかに直接争わせるか、という問題を確認の利益のレベルでは考えて

いない。しかし、確かに行政命令等を変更された具体的法律関係に引き直せば、その存否

を確認の対象としても問題は生じないが、後述する裁判実務においては、抽象的法規範た

る行政命令を法律関係に引き直しても、なお抽象的法律関係と解されている。行政命令を

直接争うための争訟性の問題は、裁判実務においては実体法のレベルにおいて法律関係に

還元するだけでは解決できないのである。 

 一方、法律関係に変動を及ぼさない行為形式（例えば法令の適用に関する意思通知）に

ついて、林三欽は後述の[事例 3-2]に対する判例評釈において、確認訴訟の許容性をもっ

ぱら意思通知を争うための確認の利益によって判断している29。意思通知は、具体的法律

関係に変動を及ぼさないものであり、したがって法律関係には引き直すことができないた

め、この事例においては、意思通知と関わらない法律上の義務不存在確認訴訟として争わ

れ、彼は、これに賛成している。 

 結局のところ、林三欽説には、訴訟対象について、具体的法律関係の変動、すなわち法

効果の有無を基準とする行為形式的な判断が潜んでいるために、訴えの利益を通じて訴訟

対象の争訟性を統一的に考察するものとはなっていない。しかし、第一章で検討した最高

行政裁判所判決が示した公法上の争訟の検討からわかるように、法律関係の背後にある、

行為作用がいかに権利利益に影響を及ぼすかという問題を前面に押し出して、救済すべき

かどうかを訴えの利益のレベルでいかに判断するかがもっと重要な課題だろう。 

                                                        
29 同上 223-224頁。 
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 以上の検討をまとめると、林三欽説は、行政命令や行政契約の違法性を法律関係の存否

確認訴訟で直接争うアプローチを提示した点において、注目に値するものである。しかし、

確認の利益について必ずしも関心を払っていないために、残念ながら、その射程は限られ

ているのである。 

 

第二節 判例の動向 

 現在、最高行政裁判所は確認訴訟を極めて限定的に運用している。確認訴訟が認められ

た主な事例は、旧行訴法時代において取消訴訟と民事訴訟によって救済されていた事例か

ら取り出されたものおよび行政契約に関する紛争であり、新たな発展は特にみられない。

例えば、取消訴訟から取り出された事例については、公用地役関係の存否を確認する訴え

がある30。民事裁判所との裁判権の調整により取り出された事例については、行政機関と

の雇用契約に基づく雇用関係の存否を確認する訴え31、および土地収用処分の失効による

収用関係の不存在を確認する訴えがある32。 

                                                        
30 例えば、最高行政法院 95年判字第 365号判決（2006年 3月 23日）、最高行政法院 97年度判字第 1082号判決（2008

年 12月 4日）、最高行政法院 98年度判字第 1138号判決（2009年 9月 24日）。通説はこれらの判決を支持している

（陳計男・前掲注(1)188頁、陳敏・前掲注(1)頁、林騰鷂・前掲注(1)139頁）。 
31 改正法以前は、雇用契約を私法契約と解していたために、公法上の雇用関係の存否確認訴訟は却下されていた。例

えば、行政法院 44年判字第 28号判決（1955年 7月 26日）、行政法院 46年裁字第 27号裁定（1957年 6月 25日）、

行政法院 62年裁字第 233号裁定（1973年 9月 13日）、行政法院 84年判字第 2411号判決（1995年 9月 30日）。 

改正法以後は、雇用契約を行政契約と解しているために、公法上の雇用関係の存否確認訴訟は許容されている。例

えば、最高行政法院 95年判字第 19号判決（2006年 1月 11日、裁判官のアシスタント）、最高行政法院 95年判字第

141号判決（2006年 2月 9日、国立大学の教員）、最高行政法院 96年裁字第 3248号裁定（2007年 11月 29日、国立

大学の図書館長）、最高行政法院 96年判字第 943号判決（2007年 5月 31日、職業訓練校の教員）、最高行政法院 97

年裁字第 4962号裁定（2008年 11月 6日、高等専門学校の校長）。 

なお、国公立学校の教員について、雇用契約に基づく身分変更を内容とする行政機関の意思表示は、2009年に行政

行為と解されたため、取消訴訟により争うこととなった（最高行政法院 2009年 7 月第 1 次裁判長裁判官連合会議）。

しかし、学説は、最高行政裁判所の新見解を批判している。すなわち、学説は、行政契約に基づく意思表示は、そも

そも処分性を有するものと解する必要がなく、雇用関係の存否確認訴訟により争うべきだという主張である（呉志光

「公立学校教師身分変更之行政救済程序」月旦法学雑誌 178 期（2010 年）208 頁以下、呉秦雯「公私立大学校教師遭

学校予以解聘、停聘或不続聘之申訴途徑」月旦法学雑誌 182 期（2010 年）306 頁以下、陳淑芳「教師対学校変更与消

滅聘約不服之救済」法令月刊 61巻 6期（2010年）69頁）。 
32 これは、土地収用処分の失効を理由として、土地所有権を有することを確認する訴えである。土地法 233条により、

行政機関は、土地収用処分を公告してその公告期間を経過してから、15日以内に損失補償金を土地所有者に支払わな

ければならない。支払わないと、収用処分の効力がなくなることになる。そこで、事後的に効力を失った処分に対し

て、どの訴訟類型で争うべきかが問題となる。改正法以前は、取消訴訟は現に効力を有する行政行為を取消すもので

あるため、不適切な訴訟類型と考えられていた。そこで、最高裁判所は、私法上の財産権の保護の見地から、かよう

な事例に対して土地所有権の有無を確認する訴えを私法事件と解して認めていた（最高法院 80年台上字第 627号判決

（1991年 3月 28日）、最高法院 84年台上字第 1649号判決（1995年 6月 30日）、最高法院 87 年台上字第 150号判

決（1998年 1月 21日）。ただ、実際に争われるのは、失効した収用処分による公法上の法律関係の存否である。なお、

学説について、史尚寛『行政法論』（自版、1953年）256頁参照。 

 改正法以後、この種の紛争は公法上の収用関係の不存在確認の訴えにより解決されるべきであると解されている。

例えば、最高行政法院 93年判字第 1670号判決（2004年 12月 23日）、94年各級行政法院行政訴訟法律座談会（2005

年 6月 21日）。そして、最高裁判所も、行政行為の効力に関わる事件については、行政裁判所に訴えるべきであると
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 以下では、このような現状にある最高行政裁判所判決の問題点を三款に分けて分析を進

める。 

 

第一款 確認の対象限定 

一 確認対象についての「訴訟法の留保」 

最高行政裁判所は、新行訴法 6条が確認の対象を列記的に定めたと解して、行政行為お

よび法律関係だけを確認の対象として認めている。行政行為以外の行為形式を直接確認の

対象とする訴えの適法性は否定されている33。いわば、「訴訟法の留保」である34。したが

って、法規命令の無効確認35・適用範囲の確認36、行政規則の無効確認37・違法確認38、行

政計画の無効確認39、事実行為の確認40、行政契約の一部無効確認41については、その訴え

の許容性は認められていないのである。 

行政裁判所が確認の対象を法律関係に限定する理由として、ひとつは、具体的法律関係

を対象としないと、行政作用の違法性または効力の直接確認は抽象的法律問題と変わらな

いということにある42。いまひとつは、権力分立の原則により、行政命令の効力を直接確

認することは、行政裁判所の裁判権の範囲に入らないということにある43。すなわち、行

                                                                                                                                                                
判示した（最高法院 97年台上字第 2274号判決（2008年 10月 30日）。この結果、通常裁判所は土地所有権の存否確

認を通じて、公法上の収用関係の存否を判断することができなくなった。 
33 最高行政法院 95年裁字第 1652号裁定（2006年 7月 31日）、最高行政法院 99年裁字第 3542号裁定（2010年月日）、

最高行政法院 100年裁字第 2345号裁定（2011年 9月 22日）。 
34 確認の対象を法律の留保事項と解するものとして、最高行政法院 98 年判字第 346 号判決（2009 年 4月 2日）。本

件において、裁判所は、民事訴訟法 247 条に定められた法律関係の基礎となる事実の存否確認または証書の真否確認

の訴えが行政訴訟法において準用できない旨を判示した。 
35 最高行政法院 93年裁字第 1201号裁定（2004 年 9月 23日）、最高行政法院 99年裁字第 3542号裁定（2010 年 12

月 23日）。 
36 最高行政法院 94年裁字第 124号裁定（2005年 1月 27日）。 
37 最高行政法院 92年裁字第 609号裁定（2003年 5月 15日）、最高行政法院 94年判字第 1373号判決（2005年 9月

8日）、最高行政法院 95年裁字第 1893号裁定（2006年 8月 24日）、最高行政法院 95年判字第 1014号判決（2006

年 7月 6日）、最高行政法院 101年裁字第 1855号裁定（2012年 9月 13日、争点は法律の解釈問題であるが、実際に

争われたのは解釈通知である）、最高行政法院 102年裁字第 382号裁定（2013年 3月 28日）。 
38 最高行政法院 100年判字第 1239号判決（2011年 7月 21日）。 
39 最高行政法院 100年判字第 1959号判決（2011年 8月 11日）。 
40 最高行政法院 94年裁字第 381号裁定（2005年 3月 10日）、最高行政法院 94年裁字第 1214 号裁定（2005年 6月

23日）、最高行政法院 100年判字第 173号判決（2011年 2月 17日）、最高行政法院 102年裁字第 841号裁定（2013年

6月 20日）。 
41 最高行政法院 98年判字第 346号判決（2009年 4月 2日）。 
42 最高行政法院 93年判字第 1063号判決（2004年 8月 19日）、最高行政法院 102年裁字第 382号裁定（2013年 3月

28日）。 
43 最高行政法院 96年裁字第 3392号裁定（2007年 12月 6日）。また、原審である台北高等行政法院 96年全字第 146

号裁定（2007年 10月 8日）は、ドイツ行政裁判所法が定めた規範統制（Normen Kontrolle）という訴訟類型が台湾法

において採用されていないことから、行政命令を公法上の具体的法律關係に引き直して解することはできないと指摘

した。 
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政命令の違法性または効力を直接確認する訴えは、抽象的規範統制訴訟と解されるため、

その許容性が否定されることとなった。 

理論的には、あらゆる行政作用を法律関係に還元することができる44。抽象的法律問題

または抽象的規範統制であるか否かという問題は、原告の訴えの請求だけで判断されるべ

きではない。しかし、行政裁判所は、原告の主張を形式的に判断するにとどまり、原告の

具体的な利益状況を衡量した上で、釈明権の行使により原告の権利保護の必要性を適切に

汲み取ることは行っていない。殊に行政裁判所は、行為形式の性質ないし法効果を判断し

てそこから抽象的観念的に演繹して、行政行為の枠内に入るか否か公法上の争訟性を判断

する嫌いがある。その結果、行政行為の枠内に入らなければ救済が与えられないことにな

っている。以下では、その具体例の一つを検討する。 

 

二 事例検討 

１ 事例 3-1：薬品のネット販売禁止事件 

薬事法は、薬品のネット販売を明文で禁じていないが、薬品の広告を許可制によって一

般的に規制している（法 66 条）45。X（原告、上告人）は、薬品のカタログを自社のホー

ムページに載せてインターネットによる通信販売 をしていた。ところが、薬品の対面販

売の政策を採っている Y（衛生署、被告、被上告人）は、2007年に Xのネット販売を営業

許可外の営業活動と認定して Xに対して過料を科した。Xは過料処分に対して取消訴訟を

起こして勝訴した。行政裁判所は、薬品のネット販売が法律により禁じられている営業活

動ではないと判示した46。 

2008 年に、Y は行政規則である「薬品ネット広告処理規程」（以下は「本件規則」とい

う）を改正した。Y は、本件規則を通じて、ホームページに載せた薬品のカタログを広告

と解した上で、広告規制を通じてネット販売の実質的禁止を狙った。本件規則によると、

広告の許可申請について、申請者は薬品ごとに 1 件につき 3000 台湾元の手数料を支払わ

なくてならない。しかも許可は毎年更新されなくてはならない。Xが販売する薬品数が 300

件であれば、毎年 90 万台湾元がかかることになる。また、広告の許可なしにそのまま販

売すれば、3万以上、15万以下の台湾元の過料に処せられる（法 92条）。薬品ごと過料を

                                                        
44 李建良「環評法所稱『目的事業主管機關』的意涵與一般確認訴訟的制度本質――中科三期確認訴訟案（下）」台湾

法学雑誌第 180期（2011年）19頁。 
45 日本の薬事法 66条から 68条は、誇示広告等、特定疾病用の医薬品の広告、承認前の医薬品等の広告を規制してい

るが、台湾の薬事法はすべての広告を許可制で規制している。また、司法院大法官第 414号解釈（1996年 11月 8日）

は、薬事広告の一般的な規制について、その合憲性を認めている。 
46 台北高等行政法院 97年訴字第 418号判決（2008年 9月 30日）。 
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処せられれば、最高 4500万台湾元の過料に処せられることになる。 

X は、Y に対して本件規則が過料賦課決定という行政行為の根拠法令ではないことの確

認訴訟を提起した。原審である台北高等行政裁判所は、X の主張を本件規則の無効確認訴

訟と解した上で、行政規則が行政行為でもなくそれに基づく法律関係でもないため確認の

対象とならないという理由で、却下した47。そして、最高行政裁判所も原審判決を維持し

た48。 

２ 検討 

本件事例において、最高行政裁判所は、X の主張を行政規則の無効確認訴訟と解した上

で却下した。その理由としては、確認訴訟の対象は法律関係に限定されており、実際に行

政規則の性質から行政規則の違法性を直接争点とする訴訟の争訟性は一般的に否定され

ていることを挙げている。けれども、次に分析するように、本件事例では訴えの利益を認

めることが可能であると考える。 

まず、本件事例の争点は、Y が薬品の対面販売の政策を遂行する際に、X がその政策に

対抗するためのネット販売の権利を有するかどうかということである。薬品販売は、憲法

15条に基づく営業の自由が保護する営業活動であるが49、一般販売業については許可制に

より規制されている。営業許可を取得した Xは、法律の制限がなければ、販売方法を問わ

ず営業活動をする法的地位を有する。本件事例では、ネット販売を規制する法的根拠が存

しない限り、X は当然に薬品をネットで販売することができるのである。ところが、Y は

対面販売の政策を遂行するために種々の規制手法を行っていることから、X のネット販売

をする法的地位が極めて不安定な状況にある。ここで、問題となるのは、薬品広告の定義

を拡大解釈して高額の手数料および行政上の秩序罰を通じて、ネット販売を実質的に禁止

した本件規則の違法性である。すなわち、本件規則が実際に法的根拠なくネット販売を一

律に禁止する点において、法律の留保の原則に反しており、広告規制をネット販売規制に

転用する点においても行政権の権限濫用の問題がある50。 

次に、ネット販売をするためにホームページに載せた薬品のカタログを広告と解するこ

とができるかどうかについて、Xと Yとの間で意見の対立がある。薬品のカタログは広告

と解されないと主張した Xは、ネット販売をする法的地位を維持するために、確かに、広

                                                        
47 台北高等行政法院 100年訴字第 1499号裁定（2011年 11月 3日）。 
48 最高行政法院 101年裁字第 240号裁定（2012年 2月 9日）。 
49 営業の自由は明文に定められていないが、憲法 15条に定める財産権および職業選択の自由から導かれたものである。

この点について、司法院大法官釈字第 414号（1996年 11月 8日）および第 514号解釈（2000年 10月 13日）参照。 
50 権限濫用の禁止という原則について、陳敏・前掲注(1)95頁。 
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告規制に違反して科された行政上の秩序罰に対する取消訴訟において、行政規則の違法性

を争うことができるが、取消訴訟で争うためには、高額の過料が科される危険を冒さなく

てはならない。一方、X は、広告許可を申請しても、許可処分が想定されるため、これに

対して取消訴訟を提起する訴えの利益が認められず、行政規則の違法性を間接的に攻撃す

る機会はない。したがって、X は、ネット販売を続けるためには、本件規則を直接争う必

要があるだろう。 

最後に、争う方法について、まず、Xが主張した「本件規則が行政行為（過料賦課決定）

の根拠法令ではないことの確認」は、本件規則の定義に基づいて広告規制違反行為に対す

る行政上の秩序罰を防ぐ予防的不作為給付訴訟と解することができる。もっとも、現段階

では、Y が行政上の秩序罰を科すかどうかに関連して、事実を調査する手続すら行われて

おらず、行政上の秩序罰に関する紛争が顕在化していないことから、この訴えは通説判例

に照らすと認められないだろう。予防的不作為給付訴訟を用いないとすると、本件規則の

違法性を争う機会は確保できない。したがって、本件規則の違法性を直接争点として訴え

るために、X の主張を、本件規則の定義により広告許可を受ける義務について、その不存

在確認訴訟を提起するものと解した方が、紛争の直接かつ抜本的な解決に資するだろう。 

このように確認訴訟が本件事例においては適切な訴訟類型だろう。しかし、行政裁判所

は、訴えの許容性を確認の対象の適格性だけで判断し、法律が定めた訴訟対象でなければ

審査しない姿勢を示しており、これは、訴訟対象の列記主義へ逆行するものである。とは

いえ、仮に法律関係に還元しても、行政裁判所は確認訴訟の適法性を容易に認めることは

ないだろう。というのは、次の分析が示すように、行為形式に拘る思考様式により公法上

の争訟が限定されているからである。 

 

第二款 行為形式に拘る思考様式 

 確認の対象となる法律関係については、最高行政裁判所は基本的に行為形式の性質ない

し法効果に即して判断する傾向にある。すなわち、例えば、法規命令、行政規則あるいは

行政行為に該当しない行政計画に関しては、抽象的法規範として具体的法律関係が発生し

ないため、法律関係に引き直してもそれらの違法性、効力あるいは適用範囲を争うことが

できない。また、行政の回答文書や意思通知については、法的効果が生じないために、具

体的法律関係が認められないのである。総じて言えば、最高行政裁判所は具体的法律関係

について、これを行政行為の具体的法効果と同じものとして解している。以下では、三つ
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の裁判例を分析することにより、こうした問題点を明らかにする。 

 

一 行政命令の適用範囲 

 法律または行政命令の適用範囲をめぐる紛争は、行政機関と私人との法解釈に関する見

解が一致しない場合に生じる。行政機関の法解釈は解釈通知（日本の通達に相当するもの）

または意思通知のいずれかの形式を用いて行われており、この点で、通知の撤廃を求める

給付訴訟より、法律または行政命令に基づく義務の存否確認訴訟の方が直接的な救済方法

といえる51。しかし、行政裁判所はこの種の確認訴訟の運用には消極的である。 

１ 事例 3-2：レントゲン写真の現像液の規制事件 

薬事法（以下「法」という）13条 1項は、規制対象である医療器材について、人の疾病

の診断、治療、緩和若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に

影響を与える機器、器械若しくは用具並びにその附属品、配属品若しくは部品と定義して

いる。医療器材であれば、その製造をしようとする者は地方自治体の医療器材製造業許可

を受けなければならない（法 27条）。そして、医療器材の品目ごとにその製造についての

衛生署の許可も受けなければならない（法 40条 1項）。いずれかの許可を受けず医療器材

を製造した者は 3 年以下の懲役または 5 万台湾元以下の罰金に処すると定められている

（法 84条）。 

ところで、法 13 条 2 項は、医療器材の範囲、種類、管理その他必要な事項を衛生署に

委任している。そこで、衛生署は法規命令である医療器材管理規則（以下「本件命令」と

いう）を定めた。本件命令 3 条 1 項 16 号および別表一の P1840 番はレントゲン写真用フ

ィルムを放射線医学の医療器材と定めているが、レントゲン写真の定着液および現像液に

ついては明示的には定めていない。 

X（原告、上告人）は、製造したレントゲン写真の現像液が医療分野にも使われている

が、医療器材そのものではないと考えていた。ところが、2005 年 10 月および 2006 年 3

月に、Y（衛生署、被告、被上告人）はレントゲン写真の現像液および定着液を医療器材

と解して訴外の会社の製造申請を許可したために、X は引き続きレントゲン写真の現像液

を製造すると法に違反するおそれがあると考えていた。そこで、Xはこの問題を Yに問い

合わせた。Yは薬事法 13条 1項を引用して、「レントゲン写真の現像液はレントゲン写真

を診断用のものにするための付属品であれば、医療器材として管理されることになる。し

                                                        
51 陳敏・前掲注(1)1386頁。ただし、ドイツの事例を引き合いに出される。 
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たがって、その場合には法 40 条 1 項の許可を受けなければならない」という趣旨の通知

を X に発した。X は、Y の通知が本件命令に定めのないものについて医療器材の品目を個

別的に追加したものだと主張し、Y の通知を行政行為と解して取消請求を、予備的に通知

の処分性がない場合として、レントゲン写真の現像液については薬事法 40 条 1 項の法律

関係が存在しないこと（不存在）の確認を求めて提訴した。 

台北高等行政裁判所は、取消請求については通知の処分性を認めず、また、予備的な確

認請求についても本件命令の効力が確認の対象にならないとして、それぞれ却下した52。X

は上告した。最高行政裁判所は次のように判示し、棄却した53。 

法 40 条 1 項に定められた「行政法上の義務は、個別事案の具体的事実または製品が法にいう医療器

材に該当することを前提として発生するものである。医療器材に関する法律要件に該当しなければ、

その製造をしようとする者の行政法上の義務（すなわち私人と国家との公法上の法律関係）は発生し

ない。」ところで、「Y は、X の製品が法に定めた医療器材に該当するかどうかについていまだ判断し

ていない。Xには、法 40条 1項に定められた行政法上の義務が発生することはなく、法的地位に不安

が現に存在することもなく、またまもなく生じることもなく、確認判決を求めなければ不利益を被る

ことになるというべきではない。したがって、Xには確認判決を即時にうる法律上の利益がない。」 

２ 検討 

本件について、まず学者の意見を取り上げてその問題点を明らかにしよう。 

盛子龍は、本件通知を行政行為と解して取消訴訟の出訴を認めるべきと主張している。

すなわち、本件命令がレントゲン写真の現像液を医療器材と定めていないにもかかわらず、

Y の通知は、個別事案において現像液を医療器材と指定した上で、X の薬事法上の義務を

拘束的に判断した確認的行政行為であり、X の営業の自由や財産権を現実的かつ具体的に

侵害するものである。したがって、実効的な権利救済を図るためには、本件通知を行政行

為と解されなければならない54。 

一方、多様な訴訟類型の役割分担を意識した林三欽は、通知の処分性を否定して、法律

関係の不存在確認訴訟を許すべきだと述べている。なぜなら、Y の通知は、法および本件

命令に定めた規制対象の範囲を一般的抽象的な法解釈によって拡張したものであり、X の

製品に対して具体的に判断した行政行為ではないからである。しかしながら、X が求めて

いることは、法および本件命令に則って、薬事法の規制を受けず医療分野にも使われる現

像液を引き続き製造することができるということである。Y の違法な解釈により、X は引

                                                        
52 台北高等行政法院 96年訴字第 3146号判決（2008年 6月 26日）。 
53 最高行政法院 99年判字第 621号判決（2010年 6月 17日）。 
54 盛子龍「専業法律意見書」本件原審判決附件の 4。これは原告の依頼を受けて書かれた法律意見書であろう。 
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き続き製造すれば、許可を受けない限り、薬事法上の刑罰に問われて、または医療分野に

おいて政府調達の競争入札参加資格を失うこともある。したがって、X の権利侵害を防ぐ

ために、予防的な確認訴訟が認められるべきであると主張した55。 

両教授は、Y の通知がどの行為形式に当たるかについて意見を異にしたが、同じ争点を

指摘している。それは、Y が医療器材の規制対象を法規命令で定める権限を有するにもか

かわらず、個別の法解釈により規制対象の範囲を拡張したという問題である。そして、Y

の法解釈は、許可権限および刑罰を通じて事実上法規命令と同様に機能し、現実に Xの生

産販売に大きな影響を与えている。X は、Y の通知において示された法解釈に従って許可

を申請するか、それとも申請せず後続の刑罰や不利益のリスクを受忍するか、というジレ

ンマに陥ることになる。したがって、本件の争点は、法規命令の適用範囲について、レン

トゲン写真現像液が法規命令に定めた医療器材に当たると解した Yの法解釈の違法性であ

る。 

 こうした紛争の実態があるとはいえ、本件通知は、法令適用の事前確認に対する回答通

知に過ぎず、それにより法的義務は発生しない。また、救済のために行政行為の概念を拡

張する手法は今日支持されていない。したがって、最高行政裁判所と林三欽は、本件の場

合、通知の処分性を否定して、義務不存在確認訴訟を適切な訴訟類型と判断している。す

なわち、法規命令の適用範囲という争点を法律関係に引き直せば、X がレントゲン写真現

像液の生産販売についての薬事法上の許可を申請する義務を負うかどうかということに

なる。 

しかし、最高行政裁判所は、薬事法上の義務が許可申請の時点で発生すると解しており、

この点で、X の主張を充分に理解したといいがたい。X が求めるのは、許可なしに生産販

売できる法的地位の確認であり、許可によって形成される義務ではない。すなわち、X が

あえて許可を申請して、許可処分が出ても、もはや X の本来の主張に反した結果となり、

許可処分を対象とする取消訴訟も訴えの利益がないために却下を免れない。本件判決によ

ると、X は実際に Y の法解釈を直接争うことができないのである。なお、X は、刑罰に処

される刑事訴訟、または政府調達の入札拒否処分に対する取消訴訟において、Y の法解釈

を間接的に争うことが可能である。けれども、これらの場合、刑罰または経済上の不利益

を冒さなくてはならず、訴訟の相手も Yではない。したがって、林三欽が指摘したように、

                                                        
55 林三欽・前掲注(28)223-224頁。 
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Xの法的地位は憲法 15条に基づく営業の自由により保障されている以上、営業の自由に生

じた不安を除去するために、X が提起した薬事法上の義務不存在確認訴訟は直接かつ抜本

的な救済方法なのである。 

 ところが、最高行政裁判所は、薬事法上の義務が許可申請の時点で発生すると解してお

り、これは、行政行為がなければ具体的法律関係が存しないという立場をとっている。こ

の問題は、次の行政計画に関する事例においても同様である。 

 

二 行政計画 

行政行為に該当しない行政計画の争い方については、これまで本格的に検討されてこな

かった。したがって、行政計画の違法性は、通常、後続の行政行為に対する取消訴訟にお

いて争われるが、確認訴訟により争われる可能性もある。ここでは都市計画法の用途地域

の指定をどのような方法で争うかについて検討する。 

都市計画法 26条および 27条により、用途地域の変更決定は、個別の変更決定と全面的

な変更決定とに分けられる。個別の変更決定（以下は「個別決定」という）とは、特別の

事情に応じて特定の地域の用途を個別的に検討した上で、特定地域の用途変更を決定する

ものである。全面的な変更決定（以下は「全面決定」という）とは、5 年毎に自治体内の

全地域の用途を見直した上で、全地域の用途計画（変更も変更なしもある）を一括して決

定するものである。 

個別決定および全面決定を争う方法について、旧行訴法時代において司法院大法官釈字

第 156号解釈（1979年 3月 16日）は、具体的法効果の有無によって区別すべきと判示し

た56。この解釈によると、個別決定は、特定の地域に住んでいる私人に対して、権利利益

を具体的に制限する一般処分であり、それに対して取消訴訟を提起することができる。全

面決定は、具体的法効果を有しないために行政行為ではなく、それを取消訴訟により争う

ことができないとされた57。しかし、取消訴訟単一主義を廃した新行訴法の下では、この

全面決定を確認訴訟で争う可能性が公法上の争訟に照らして検討されるべきである58。全

面決定の争訟性については、以下の事例において争点となった。 

                                                        
56 なお、本解釈は「直接性」の言葉を用いて「具体的法効果」を判断した。この問題について、廖義男「行政処分之

概念」（初出 2000年）『行政法之基本建制』（三民、2003年）146頁以下。 
57 裁判例として、行政法院 82年判字第 2260号判決（1993年 10月 7日）。ただし、行政法院 82年判字第 190号判決

（1993年 1月 30日）は処分性を認めた。 
58 改正法以前に、林明鏘は、私人の権利利益が違法な全面決定により侵害された場合に、救済の必要性があると指摘

した。ただ、取消訴訟単一主義の下で、救済が困難であるとも指摘している（「都市計画法与現代法治国家」（初出

1998年）『国土計画法学研究』（元照、2006年）50-51頁）。 
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１ 事例 3-3：河川区域に関する法律関係不存在確認訴訟59 

Y（高雄県、被告）は 1979 年に都市計画の第 1 回全面決定において、X（原告）の土地

の用途地域を河川区域と決定したが、水利局が指定する河川区域に合わせて調整すべきと

いう但し書きを付け加えた。1987年に水利局が公表した「河川整備計画区域線」によると、

本件土地が河川区域ではないことが明らかになった。ところが、Yは、1989年に都市計画

の第 2 回全面決定において、X の土地を含む河川区域決定を維持して、X をはじめとする

河川区域内の住民が建築制限に関する法律上の義務を負うべき旨を明記した。そこで、X

は、第 1回および第 2回の全面決定を違法無効として、Xの所有地には河川区域に関する

法律関係が存在しないことの確認を求めて提訴した。 

原審である高雄高等行政裁判所は、司法院大法官釈字第 156号解釈の判断基準を用いて、

Xの訴えを却下した60。そこで、Xは上告した。最高行政裁判所は、同じ判断基準を用いて

次のように判示した。 

第 1回および第 2回の「全面決定は、Xの土地を河川区域に変更したものであるが、それは行政機関

が国民に対して行った一般的な規制として、法規命令に近い抽象的法規範であり、具体的法律関係で

はない。また、……水利法 78 条など関連法令が河川区域に対して設ける制限も、具体的法律関係で

はない。そこで、都市計画および水利法が定めた土地利用規制は、国家と国民との間に法律によって

一般的な関係を設けているが、これを具体化するためには必要なものがなければ、法律関係は成立し

ない。……X は、他の具体的な請求事件において、本件全面決定による土地利用規制に基づいてその

請求を Yによって拒否されており、このように Xの権利を具体的に侵害する行政行為がなされた時に、

救済を求めることが始めて可能となる。したがって、本件都市計画の全面決定は、不特定の者に対す

る抽象的法規範であり、救済を与える争訟性を有しないと言わなければならない。したがって、X が

求める法律関係不存在の確認の訴えは不適法である。」61 

２ 検討 

水利法（日本の河川法に相当するもの）によると、河川区域は、行政行為に当たらない

河川整備計画または指定という行政決定によって画定される62。都市計画法の計画決定に

よって画定される河川区域は、基本的に水利法によって画定されたものと一致している63 。

河川区域内の土地所有者は、都市計画法 41 条が定める建物の新築・改築の禁止だけでな

く、使用収益に関しても水利法上の禁止や権利制限を負うことになる。この法律上の義務

                                                        
59 この事例は日本の盛岡用途地域指定事件判決（最判昭和 57年 4月 22日民集 36巻 4号 705頁）に相当するものであ

ろう。 
60 高雄高等行政法院 92年訴字第 866号判決（2005年 1月 12日）。 
61 最高行政法院 95年判字第 2147号判決(2006年 12月 21日)。 
62 河川管理規則 6条。 
63 司法院大法官釈字 326号解釈（1993年 10月 8日）、河川管理規則第 7条参照。 
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を担保する監督処分として、行政強制および行政上の秩序罰が設けられている。したがっ

て、河川区域の画定を争うには、違反行為に対する行政強制の措定が行われた段階、また

は行政上の秩序罰の賦課が行われた段階で、取消訴訟を提起するのが一般的である64。 

本件では、水利法および都市計画法上の河川区域に関する法律関係不存在確認訴訟を通

じて、都市計画の全面決定の違法性が直接攻撃されている点で注目に値する。しかし、最

高行政裁判所は、具体的法律関係は必ず行政行為によって発生すると考えている。すなわ

ち、法規命令や行政計画など抽象的法規範の違法性は、法律関係を具体化する行政行為を

通じて争われるべきであるという解釈をとっている。この結果、法規命令や行政計画を法

律関係確認訴訟で争うことは、具体的法律関係が存在しないために、一般的に否定される

のである。そして、具体的法律関係が一般的に否定された以上、確認の利益を判断する必

要もないこととなる。 

最高行政裁判所は、上記判断の理論的根拠を釈字 156号解釈に求めている。この解釈は、

旧行訴法の時代に全面決定の処分性を否定したが、新行訴法においてもこの全面決定の争

訟性を否定する根拠とはならないだろう。そもそも最高行政裁判所は、基本的に行政行為

に該当しない行政計画を「抽象的な政策宣言」65と解する傾向にあるため、全面決定の争

訟性を新行訴法において見直すという問題意識を持っていない66。確かに都市計画に関す

る法律の規律密度が極めて低いという問題は、つとに指摘されているところである67。行

政機関は、都市計画において最終的には法律関係を行政行為により明確化すべき問題を多

く抱えている。しかしながら、行政行為と抽象的な政策宣言との間には、果たして救済す

べき中間領域はないのだろうか。本件において、河川地域内の土地には、Y の全面決定に

より都市計画法および水利法上の義務が直接に課されている。X は、土地所有権を行使す

る際に、現実に各種の法的制限を受けて土地の経済価値の低下などの不利益を被ることに

なる。そこでは、土地所有権に基づく法的地位に不安が生じている。特に河川区域につい

ては、Yと水利局が決めた範囲が異なるために、Xの法的地位は一層不明確な状況にある。

このような不安を即時に除去すべきかどうかは、行政裁判所が憲法上の基本権に即して具

体的な利益衡量を行うべき法領域ではないかと思われる。 

                                                        
64 例えば、最高行政法院 89年判字第 2700号判決（2000年 9月 14日）、最高行政法院 95年判字第 2063号判決(2006

年 12月 14日)。 
65 最高行政法院 98年判字第 512号判決（2009年 5月 14日、「都市計画における公共施設の保留地に関する取得およ

び財務計画」に基づく収用関係存在確認訴訟）。 
66 近年の事例においても、同様の判断基準が適用されている（最高行政法院 98 年判字第 132 号判決(2009 年 2 月 19

日)。 
67 林明鏘「従大法官解釈論都市計画之基本問題」（初出 1998年）『国土計画法学研究』（元照、2006年）91-92頁。 
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ところが、最高行政裁判所は、X の利益状況を無視した形式論を用いて全面決定の争訟

性を否定した。そして、全面決定の違法性は、法律違反行為に対する行政強制の措定や秩

序罰の賦課、または建築許可の申請に対する拒否処分を争う際に、主張さればよいと判示

した。このように、行政行為でなければ争えないという伝統的な判断枠組みを前提にして

いるため、行政行為に該当しない行政計画を確認訴訟で争うことはできないのである。 

 

三 意思通知 

 行政機関の意思通知は、法効果を持たない精神的な事実行為であるが、私人の法的地位

に不安を発生させることがある。ところが、以下の事例からみるように、行政裁判所は、

伝統的な判断枠組みから脱却せず、依然として行政行為の具体的法効果に依拠して救済の

必要性の有無を判断する傾向にある。 

１ 事例 3-4：支払催告通知書に対する債務不存在確認事件 

原告である Xは 1993年から 1997年までの自動車の燃料使用費68を支払わなかった。2004

年に被告である Y（高雄市）は X に対して支払催告通知を出した。X は、公法上の請求権

に関する消滅時効期間である 5年間を経過したことを理由として、燃料使用費に関する債

務不存在を主張して支払いを拒否した。そこで、Y は、X が催告期間内に支払っていなか

ったことから、2005年に公路法 75条によって 3000台湾元の過料を科した。Xは、過料処

分に対して取消訴訟を、支払催告通知に対して債務不存在確認訴訟をそれぞれ提起した。 

原審である高雄高等行政裁判所は、支払催告通知を行政行為と解して、債務不存在確認

請求が確認訴訟の取消訴訟に対する補充性原則に反すると判示して、訴えを却下した69。X

は上告した。 

最高行政裁判所は、確定された燃料使用費を納付していない者に対して、その支払いを

催告するための通知が行政行為に該当しないと判示した。債務不存在確認訴訟の適法性に

ついて、催告通知を意思通知と解した上で、上告を次の理由で却下した。 

「行政行為に該当しない『意思通知』は、直接かつ対外的に法効果を発生させることができないだけ

でなく、公法上の法律関係を創設、変更あるいは消滅させることもできない。そのため、通知に対し

て取消訴訟または確認訴訟を提起する必要がない」70。 

 

                                                        
68 自動車の燃料使用費は、日本の揮発油税に近いものであるが、台湾法において燃料使用費は租税ではなく、道路特

定財源を確保するための特別公課である（公路法 27 条参照）。この点について、司法院大法官釈字第 426 号（1997

年 5月 9日）、515号（2000年 10月 26日）、593号（2005年 4月 8日）解釈参照。 
69 高雄高等行政法院 94年簡字第 432号裁定（2006年 3月 31日）。 
70 最高行政法院 96年裁字第 1207号裁定（2007年 6月 8日）。 
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２ 検討 

意思通知は、行政行為に該当せず具体的法律関係を生じさせないことから、旧行訴法に

おいて取消訴訟で救済できなかったものである。けれども、新行訴法においては、確認訴

訟で救済できるはずである。また、一般的に、消滅時効の成立に関する債務不存在確認訴

訟は、行政訴訟か民事訴訟かを問わず訴えの適法性が認められる71。とりわけ本件におい

て、Y の意思通知は、X の債務不存在の主張を否認するだけでなく、未払い行為に対する

行政上の秩序罰の権限行使を予告するものでもある。そこで、債務不存在確認判決は、X

の法的地位を直接かつ抜本的に安定化することができる。 

しかし、本件判決には、公法上の法律関係が行政行為（納付金額の確定行為）により形

成された以上、その法律関係の変更または消滅も当然に行政行為によるべきという発想が

潜んでいる。そのため、最高行政裁判所は、依然として行政行為の法効果を基準として争

訟性を決めており、確認訴訟の適用範囲を大幅に制限している。後に最高行政裁判所は催

告通知に対する債務不存在確認訴訟の許容性を認めるようになったが72、旧行訴法の判断

枠組みから完全に脱却したとはいいがたい73。そのため、新行訴法の判断枠組みの下でも、

意思通知の違法性を確認訴訟により争うことは、依然として困難である74。 

 

四 公用地役権の存否確認訴訟との対比 

以上の事例をまとめると、最高行政裁判所は、国家と私人との具体的法律関係について、

原則として行政法規により直接形成されていないことを理由に、行政行為の介在を必要と

解している。その結果、行政行為以外の行為の違法性を直接争点とする法律関係確認訴訟

は、ほとんど具体的法律関係が存在しないために、却下されている。この思考様式は、実

際に旧行訴法における行政行為がなければ公法上の争訟が存在しないという図式にほか

                                                        
71 通常裁判所の判決として、最高法院 101年台簡上字第 13号（2012年 6月 27日）がある。行政裁判所の判決として、

最高行政法院 101年判字第 448号判決（2012年 5月 17日）と最高行政法院 102年判字第 201号判決（2013年 4月 12

日）があり、いずれも行政契約に基づく請求権の時効消滅が争点となる事例である。 
72 最高行政法院 100年判字第 595号判決（2011年 4月 28日）。ただし、最高行政法院 100年裁字第 2799号裁定（2011

年 11月 17日）において、最高行政裁判所は実体法上の消滅時効と行政執行法上の執行時効と区別すべきと指摘した。

すなわち、行政行為が確定した債務は消滅時効の対象ではないが、行政強制の執行時効の対象である。執行時効が成

立すれば、確定した債務の内容を行政強制で実現することができないが、債務者が任意に履行した場合には、債権者

は履行された給付を有効な履行として返還する義務を負わない。本件において、行政行為が確定した燃料費の債務が

原告の支払いにより弁済されたことで、消滅時効を理由とする債務不存在確認訴訟は確認の利益がないから不適法と

して訴えの却下を免れない。この判決の趣旨によると、本文の事例では、行政強制または行政上の秩序罰を受ける義

務不存在確認訴訟へ変更する必要があるように思われる。 
73 例えば、最高行政法院 98年判字第 40号判決（2009年 1月 22 日）は、意思通知が具体的な法効果を有しないこと

から、当然に国民の権利を侵害しないと判示した。 
74 例えば、最高行政法院 102年裁字第 510号裁定（2013年 4月 18日）。 
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ならない。また、この思考様式は市民訴訟(citizen suit)として設けられた環境公益訴訟

においても強固に維持されている75。 

一方、行政機関の意思通知を紛争の原因とする公用地役権の存否確認訴訟においては、

最高行政裁判所が旧行訴法の思考様式を踏襲せず確認訴訟の適法性を認めている。公用地

役権は、行政行為の介在を必要とせず76、慣習法上の時効取得により直接形成される法律

関係である77。したがって、最高行政裁判所は、行政機関が公用地役権の存在を主張する

通知を意思通知と解して、確認の利益も検討せず公用地役権の存否確認訴訟を簡単に認め

ている78。 

なぜ最高行政裁判所は、この事例において行政行為の介在を必要としないのだろうか。

その理由のひとつは、改正法以前に、公用地役権の存在を主張した通知を確認行為と解し

ていた経緯があることである。現在、通知を行政行為と解する必要はないが、この通知に

帰因する紛争には公用地役権の存否をめぐる争訟性を有するという結論は変わっていな

い。いまひとつは、物権の存否確認訴訟が通常裁判所で一般的に認められることである。

そこで、物権の存否をめぐる紛争があれば、行政法規および行政行為との関係を問題にせ

ずに争訟性が認められやすいのだろう。 

 しかし、公用地役権が存する土地は、公路法、道路交通管理処罰法、都市計画法により

法律上の道路として使用収益が制限されているにとどまらず、土地法により収用の対象に

もなる。そして、これらの行政法規には、法規制の実効性を担保する監督処分が設けられ

ている。したがって、土地所有者が提起する公用地役権の不存在確認訴訟は、法律上の道

路に該当しないことを理由として、関連行政法規による義務不存在確認訴訟に置き換える

ことが可能であり、将来何らかの不利益処分を防ぐこともできる。勿論、複数の法律関係

                                                        
75 環境影響評価法 23条が定めた環境公益訴訟について、最高行政法院 100年判字第 2263号判決（2011年 12月 29日）

と最高行政法院 102年判字第 165号判決（2013年 3月 29日）は、行政行為がなければ具体的法律関係が存在しないこ

とから、環境公益訴訟における確認訴訟の適用を一般的に否定している。この問題について、李建良・前掲注(44)22

頁参照。なお、葉俊栄（徐行訳）「環境アセスメントにおける市民訴訟の運用――台湾における実践と検討」新世代

法政策学研究 6号（2010年）29頁以下は、「市民訴訟における訴訟要件の審査の厳格化が市民訴訟の制度趣旨を後退

させることになる」という問題を指摘している。 
76 ただし、行政行為を必要とする反対意見もある。例えば、張桐鋭「既成道路認定之法律救済問題」行政管制与行政

争訟学術研討会系列之二（中央研究院法律所、2008年）26頁。なお、通知を確認的行政行為と解する可能性について、

呉庚・前掲注(1)182頁注 52a、李建良「行政訴訟実務十年掠影（2000年―2010年）」月旦法学雑誌 182号（2010年）

44頁。 
77 司法院大法官釈字 400号解釈（1996年 4 月 12日）。なお、本解釈に関する分析として、蔡宗珍「既成道路之徴収

補償問題」林明鏘・葛克昌編『行政法実務与理論（一）』（元照、2003年）174頁以下参照。 
78 最高行政法院 95年判字第 365号判決（2006年 3月 23日）、最高行政法院 97年判字第 1082号判決（2008年 12月

4日）、最高行政法院 98年判字第 1138号判決（2009年 9月 24日）。多数説は判決を支持している（陳計男・前掲注

(1)188頁、陳敏・前掲注(1)1387頁、林騰鷂・前掲注(1)139頁）。 
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をめぐる紛争は、公用地役権の不存在確認訴訟による方がより抜本的に解決される。ただ

し、こうした民事法の紛争を装うものにおいても、行政法規の義務が発生しうる点に留意

すべきである。公用地役権の不存在確認訴訟は、行政機関の通知において示された法判断

がいかに土地所有者の財産権等の法的地位に影響を及ぼすかという視点から、確認の利益

を検討することが可能である。 

 このように公用地役権の不存在確認訴訟は、実質的に関連行政法規による義務不存在確

認訴訟にほぼ等しいと考えられる。この事例と前述した事例とを対比すると、最高行政裁

判所の解釈が有する問題をさらに二点明らかにすることができる。一点目は、法律関係の

具体性が実体法のレベルで一義的に判断されることである。すなわち、行政行為であれ慣

習法であれ、いずれも実体法上具体化された法律関係だけが行政裁判所の審理対象となる。

行政裁判所は、自ら法律関係の背後にある私人の権利利益が影響されるか否かという問題

を前面に押し出して、救済すべきか否かを、訴えの利益の次元では判断しないのである。

二点目は、行政法規の違法性や適用を直接争点とする訴訟において、基本的に行政行為の

介在を必要と解していることである。他方で、民事法の紛争を装うものについては、最高

行政裁判所は行為形式に拘る思考様式によらず積極的に判断している。 

  

第三款 予防的確認訴訟の否定 

 確認の対象および法律関係を行政行為の枠内において厳しく解する最高行政裁判所は、

さらに以下の事例において予防的確認訴訟の可能性を完全に否定した。 

１ 事例 3-5：農舎建築制限事件 

2000年 1月 4日に改正された「農業発展法（以下「法」という）」18条 1項は、法改正

後に農業用地を取得した者が自家用農舎を持たない場合にそれを建てる必要があれば、農

地所在地の直轄市（第一級の地方政府）または県（第二級の地方政府）に対して農舎建築

許可を申請しなければならないと定めている。同法 18 条 6 項は、申請者の資格等に関す

る許可の拒否要件を内政部および農業委員会に委任しているが、農舎建築予定の農地の最

小面積については、拒否要件として明確に委任していない。内政部および農業委員会は、

法規命令に当たる「農業用地の農舎建築許可規則（以下「本件命令」という）」を共同で

定めた。本件命令 3 条 1 項 3 号は、農舎建築予定の農地面積が 0.25ヘクタールを超える

ものでなくてはならないと定めている。 

X（原告、抗告人）は、法改正後に取得した農地で農舎を建てる予定であるが、所有す
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る農地が 0.25 ヘクタールを超えないことから、申請しても拒否されると思っていた。こ

の状況を Y（農業委員会、被告）に問い合わせた。Y は、法および本件命令を適用した結

果として、X が農舎を建てることができないと回答した。そこで、X は、本件命令に定め

た 0.25ヘクタールの要件が本件法律の委任を超えた無効のものであり、Y、内政部、県を

共同被告として「本件命令 3条 1項 3号を適用しないという法律関係の確認」を求めて出

訴した。 

原審である台北高等行政裁判所は、新行訴法 6条 1項に定めた法律関係確認訴訟の対象

が行政法上の法律関係に限られる旨を強調して、X の請求を法規命令の無効確認と解して

訴えを却下した79。Xは最高行政裁判所に上告した。 

最高行政裁判所は、X の請求を予防的訴訟と解したが、法律に定めた予防的不作為請求

権がなければ、これを原則として認めない旨を判示した80。その理由は次の通りである。 

「公法上の法律関係とは、抽象的法規範と特定の時空における具体的な事実とを結び付けて形成され

た具体的な権利義務関係である。法規範と事実との結合の有無を判断するための基準は、具体的な権

利義務関係の内容を日常生活における営為および実践により客観的に把握できるかどうかである。」 

「権利主体は、日常生活において特定の法規範により形成された法律関係に関わらず、単なる主観的

な希望により、将来にその法律関係に従うまたは従わないために、その法律関係の存否について裁判

所の判断を事前に求める場合には、基本的に予防的訴訟の領域に入ることになる。予防的訴訟は、性

質上、確認訴訟により争えず（一般的には給付訴訟により争われる）、また法律が明文に認めない限

り、原則としてこれを提起できない。」なぜなら、「司法資源の有限性に鑑みれば、司法を効率的に運

用するために、訴訟は原則として現在に生じる争いに限られるべきであるからである。将来に生じう

る争いについて、現に発生していないし、そして仮定の状況が変わると、争訟性がなくなることもあ

る。司法審査を早めに発動すれば、司法資源は効率的に運用できないことになる。したがって、将来

の争いについては、社会に重大な影響があるとか、事態が急迫するとか、という特殊状況がなければ、

予防的訴訟を例外的にも認めるわけにはいかない」。 

X は「農舎建築許可を申請していない基礎事実において、将来的に農舎を建てる際に、主管機関等が

……公権力を行使し建築工事を阻止することがあるので、予め本件訴訟を提起した。この訴訟の本質

は、予防的訴訟であった以上、確認訴訟で争えないだけではなく、実定法が特別に定めない限り、訴

えの適法性を認めることができないのである」。 

２ 検討 

台湾では、WTO の加盟をきっかけに、小規模農家が分散する構造から、大規模生産者が

経営する構造へと移行するために、農地の集約化という政策が進められている。そのため、

                                                        
79 台北高等行政法院 100年訴字第 1080号裁定（2011年 12月 22日）。 
80 最高行政法院 101年裁字第 633号裁定（2012年 3月 29日）。 
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農地法では、農地の細分化禁止の原則が定められた。本案の争点は、行政機関が農地の細

分化禁止の原則を実現するために定めた本件命令が母法の委任の範囲を超えるものであ

るかどうかということである。 

ところで、訴訟法の問題について、本判決は、具体的法律関係および予防的訴訟に関す

る訴訟類型の選択を明確に論じた点において、重要な先例である。ここでは判旨について

の問題を三点指摘する。 

第一に、判旨によると、確認の対象となるのは、原則として現在の法律関係である。す

なわち、具体的事実関係において法規範の適用によって形成された法律関係である。本件

事例では、最高行政裁判所は、「本件命令 3 条 1 項 3 号を適用しないという法律関係」に

ついて、いまだ法令が適用されていないことから、これを将来の法律関係と解した。 

しかし、X が求めるのは、農舎を建てるために、法規命令の違法即無効により、現に存

する事実（土地の面積）が法律の許可要件（土地の面積制限が定められないこと）に該当

するということである。この請求は、現在の法律関係の確認を通じて、将来の拒否処分を

も予防することができるが、将来にある事実が発生すればある法律関係が形成されるとい

う将来の法律関係の確認を求めるものではない81。したがって、最高行政裁判所が強調し

た現在の法律関係は、実際に行政行為により形成された具体的法律関係にほかならない。

すなわち、建築許可の申請に対しては法律および本件命令が具体的に適用されることによ

り、現在の法律関係がはじめて形成される。法規範の適用については、行政行為（拒否処

分または許可処分）がなければ、現在の法律関係が存しない。これはいままで検討した判

決の意見と合致している82。 

第二に、最高行政裁判所は、法規命令による義務不存在確認訴訟を実質的に否定したが、

将来の拒否処分に対する予防的不作為給付訴訟の可能性を認めた。この点については、最

高行政裁判所が抽象的法規範への直接審査を回避すると同時に、給付訴訟に対する確認訴

訟の補充性原則を適用したと考えられる。すなわち、まず、最高行政裁判所が Xの主張を

拒否処分に対する予防的不作為訴訟と解して、法規命令の違法性を予防的不作為給付訴訟

の前提問題として判断している。次に、予防的不作為給付訴訟が適用されうるために、補

充性原則により確認訴訟の適用も完全に否定された。 

しかし、本件においては、予防的不作為給付訴訟が否定されており、その結果、補充性

                                                        
81 両者の区別について、林三欽・前掲注(1)23頁。 
82 [事例 3-1]、[事例 3-3]参照。 
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原則の問題は生じていない。確認訴訟の適用は検討されるべきであったが、前記の判旨に

よると現在の法律関係は存しないことから、依然として却下を免れないと解されたのであ

った。 

第三に、予防的不作為給付訴訟の許容性については、法律がこれを定めないと、原則と

して認められない。最高行政裁判所が要求した法律の根拠は、訴訟法上の訴訟類型でなく、

給付訴訟を提起するための請求権を定めるものである。この判旨は、近時の判決における

請求権の制定法準拠主義と一致している83。一方、本件判決は、公法上の争訟を論じた裁

判例からも影響を受けたと思える。そこで、本件判決は、「社会に重大な影響や急迫な事

態」など極めて例外的な状況においてのみ、法律がなくても司法の利益衡量により予防的

不作為給付訴訟が認められうると指摘している。とはいえ、いままで予防的不作為給付訴

訟を認めた裁判例は皆無であるというのが現状である。 

以上の三点から、本件判決は、確認の対象となる具体的法律関係の意義および予防的訴

訟を抽象的演繹的に論じて、行政行為がなければ具体的法律関係が形成されないという旧

行訴法の思考様式から脱却していない。そして、この思考様式により、権利に対する侵害

が生じていない段階においても、権利についての不安を除去するという確認訴訟の紛争予

防機能は、一般的に排斥されてしまっている。 

確かに本件においては、X が争った農地の最小面積制限は、法規命令に定められた許可

要件のひとつに過ぎないので、Xが勝訴しても他の許可要件を満たすとは限らない。また、

拒否処分に対する取消訴訟において本件命令の違法性を争うことが可能である。そこで、

申請をする前に本件命令の違法性を直接争う必要性には、なお議論の余地があるだろう。

しかし、これは、訴えの利益のレベルで衡量されるべき問題であり、X の具体的な利益状

況に即して現時点の不安を即時に除去すべきかどうかを判断すべきである。決して一般論

として予防的確認訴訟を完全に否定する理屈にはならないであろう。 

 

第四款 小括 

以上の通り、最高行政裁判所は確認訴訟の運用に対して消極的な態度をとっている。そ

の原因としては、最高行政裁判所が新たな訴訟類型である確認訴訟の使い方を十分に理解

                                                        
83 最高行政法院 97年裁字第 3645号裁定（2008年 7月 17日、[事例 2-4]）、最高行政法院 98年判字第 1515号判決（2009

年 12月 24日）。なお、義務付け訴訟を提起するための請求権についても、行政裁判所は制定法準拠主義によって厳

格に判断している（蔡秀卿「台湾行政訴訟法上の義務付け訴訟（上）（下）」行財政研究 55号（2004年）41頁以下、

56号（2004年）31頁以下参照）。請求権の制定法準拠主義に対する批判として、廖義男「課予義務訴訟中所謂『「依

法申請』之意涵」司法院編『行政訴訟二級二審実施十週年回顧論文集』（司法院、2011年）6頁以下。 
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していないことが指摘されているが84、さらに、より深刻な問題があると思われる。以下

では、その問題の根源を指摘して解決の手掛かりを提示する。 

 

一 問題の根源――旧行訴法理論の残渣 

最高行政裁判所は、公法上の争訟について、基本として行政行為を中心に理解する傾向

にある。そのため、取消訴訟単一主義の時代において、行政行為の具体的法効果を通じて

理解した争訟性に関する判断枠組みは、依然として現在の行政裁判権の範囲を画定してい

る。具体的には次の四点を指摘できる。 

第一は、行為形式に拘る思考様式である。最高行政裁判所は、具体的法律関係を行政行

為の具体的法効果に置き換えて判断する傾向にある。しかも、行政行為の構成要素である

一方性、直接性、外部性、具体的法効果性に関して連鎖をなしている諸判断を通じて、行

政行為とは異なる行為形式を切り分け、行政行為以外の行為の違法性を直接争う訴えの許

容性を否定しがちである。したがって、抽象的法規範の違法性または効力を直接争点とす

る事例について、最高行政裁判所は、抽象的法規範が具体的法律関係を形成しないことを

前提にして、それに対する直接審査を抽象的規範統制として回避し、または後続の行政行

為の段階で争えばよいとしている。また、行政機関の回答文書や意思通知を争う事例にお

いて、これらは具体的事実行為であるが、具体的法効果が生じないことから、法律関係の

具体性が認められないと解している85。ただし、公用地役権の存否通知に関わる紛争につ

いては、民事上の紛争と変わらないことから、行為形式に拘る思考様式によらずこれを容

易に認めている。そこで、林三欽は行政命令等を法律関係に引き直せば争えると主張した

が、法律関係の具体性を論じておらず、この説は裁判実務においては、残念ながら受け入

れられていない。 

第二は、訴えの利益の検討が欠落していることである。最高行政裁判所は、もっぱら実

体法上の法律関係の具体性を形式的に判断して、訴訟法において司法的救済の必要性、即

ち訴えの利益を個別事案ごとに衡量していないのである。したがって、最高行政裁判所は、

確認訴訟の適法性を判断する際に、行為形式に拘る思考様式により法律関係の具体性を一

義的に決めているために、確認の利益を個別具体的に検討する事例は皆無に近い86。これ

                                                        
84 林三欽・前掲注(28)225頁。 
85 [事例 3-2]、[事例 3-4]参照。 
86 [事例 3-1]、[事例 3-3]、 [事例 3-5]参照。 
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もまた、訴えの利益が具体的法効果により封じ込められた旧行訴法の理論構造に由来する

問題である。 

 第三は、旧行訴法における争訟性に関する判断基準が、新行訴法の下で再検討されずそ

のまま適用されていることである。例えば、1979年の司法院大法官釈字 156号解釈は、都

市計画の全面決定の処分性を否定したが、その理論的根拠は戒厳期の時代制約および取消

訴訟単一主義という実定法構造を前提にしないと成り立たないものである。政治の民主化

が実現されて法治国家が強固となった今日には、全面決定の争訟性について、これを新行

訴法における給付訴訟または確認訴訟で争う可能性が見直されるはずであったが、最高行

政裁判所は依然として従来の判断基準を踏襲している87。 

 第四は、事後的訴訟中心主義である。最高行政裁判所は、原則として、なされた行政行

為および事実行為に対する審査を中心に救済を考えられている。言い換えれば、司法の役

割は、行政行為または事実行為に対する事後的審査にとどまれば十分だと考えられている

ことである。そのため、予防的確認訴訟については完全に否定され、予防的不作為給付訴

訟については制定法上の請求権がなければ認められないのである88。 

結局のところ、最高行政裁判所の判決をまとめると、司法の役割は、旧行訴法が描き出

した行政権優越の法秩序形成の図式を前提として制限された司法と大差がない。行政行為

でなければ司法審査が発動しないという歴史的制約は、いまだ完全に克服されていないと

言わなければならない。 

 

二 問題解決の手掛かり――公法上の争訟と訴えの利益 

 以上の課題を克服するための手掛かりは、すでにいままでの学説判例に内在している。

しかし、それは明確に主題化されず断片的に散在している。以下では、簡単に説明する。 

 まず、新行訴法の原点に戻ると、立案指導者である翁岳生が指摘するように、私法上の

                                                        
87 [事例 3-3]参照。なお、旧行訴法の判例（[事例 1-1]）を引用して予防的訴訟を否定したものとして、最高行政法院

97年裁字第 3476号裁定（2008年 7月 10日）、最高行政法院 97年裁字第 3826号裁定（2008年 7月 31日）。他には、

特別権力関係の事例であるが、旧行訴法時代において司法院大法官釈字 382号解釈（1995年 6月 23日）は、退学など

国立大学の学生身分に重大な影響を与えた行政措置を行政行為と解して、救済を与えるべきであると判示した。その

ため、学生の身分に重大な影響を与えない教育的措置を行政行為に該当しないものと解されていたので、取消訴訟単

一主義の下で救済できなかった。けれども、新行訴法の下で、教育的措置に対する救済の可能性は見直されるべきで

あるが、最高行政裁判所は一貫してその救済可能性を否定した。その後、釈字 684号解釈（2011年 1月 17日）は、学

生の身分に重大な影響を与えない行政措置についても救済を与えるべきであると判示した。行政行為に該当しない教

育的措置について、その受け皿は給付訴訟または確認訴訟のいずれかであると想定されている。この事例において、

最高行政裁判所は自ら私人の権利救済を積極的に行う姿勢をとっていなかった。 
88 [事例 3-5]参照。 
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争訟との対称性をもつ公法上の争訟の創出が目指されるべきである。公法私法を問わず、

侵害されまたは侵害されうる権利に与える救済手法および保護水準は等価でなければな

らない。したがって、本来、違法な行政作用の干渉により不利益を被る私人が司法的保護

を求める際に、この行政作用が訴訟対象であるか否かは、司法的救済に値するかどうかと

いう訴えの利益の問題として判断されるはずである。第一章で検討した最高行政裁判所判

決89は、この点を正確に指摘している。 

しかし、公法上の争訟という概念は、旧行訴法において行政行為の具体的法効果と不可

分一体のものとして構成されていたのであり、最高行政裁判所は、現在においても具体的

法効果の発生を公法上の争訟の標識と解し、訴えの利益を具体的法効果の問題に埋没させ

ている。こうした行政行為を公法上の争訟の中心に据えた図式を正して反転するためには、

私法上の争訟との対称性を徹底して、訴えの利益を中心に公法上の争訟を描き直すべきで

ある。そこで、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟の可能性は、いままでの実体法中

心的な議論ではなく、訴えの利益を中心に検討されなくてはならないだろう。 

次に、あらゆる違法な行政作用は、林三欽が指摘するように、法律関係の存否確認訴訟

を通じて直接攻撃することができる。ただし、原因行為と私人の法的地位との法的関連性

は、訴えの利益により検討される必要がある。すなわち、原因行為が憲法を始めとする法

令における私人の法的地位に影響を及ぼすか、現に司法的救済を与えるべきかということ

を訴えの利益のレベルで判断すべきである。このアプローチにより、裁判所が法律関係の

背後にある権利侵害または侵害されうる問題を前面に押し出して、救済すべきどうかを訴

えの利益の次元で判断することが可能となるだろう。 

以上の手掛かりをさらに発展させるためには、訴訟法思想および訴訟技術において、よ

り精緻な理論構成が必要となる。そこで、第二部ではこの問題に関して議論が活発に行わ

れている日本法の比較検討を通じてその示唆を得ることにしたい。 

                                                        
89 [事例 1-2]と[事例 1-3]参照。 
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 ここで、これまでに検討してきた台湾法の特徴およびその問題点についてまとめるとす

れば、以下の通りである。 

 

一 公法上の争訟と訴訟類型の編成 

台湾法においては、権威主義体制の時代における取消訴訟単一主義の下で、公法上の争

訟が行政行為の取消に限定された行政裁判所は、強大な行政権に対して適法性統制を積極

的に加えて私人の権利を保護することができなかった。しかし、開発独裁による経済発展

に伴って、権威主義体制における行政機能にも変化と拡大への転回がみられるようになっ

た。この変化は、これまでの行政訴訟のあり方に対しても大きな影響を及ぼすこととなる。

経済発展による社会矛盾の顕在化にともなって、行政行為の取消に限られた行政裁判所に

おいても、また通常裁判所においても救済されない問題があることが明らかとなった。こ

うした権利救済の空白領域の存在は、戒厳令撤廃の後にますます大きな問題となっていた。 

このような状況の中で登場した行政訴訟制度改革は、政治の民主化を背景にして真の司

法国家を実現するために、通常裁判所と行政裁判所の二元的構成を有する裁判制度におい

て、公法上の争訟は私法上の争訟との対称性をもつものと考えられるようになり、公権私

権を問わずその権利保護形式を等価的なものにすることが目指された。したがって、行政

訴訟改革の結果、行政訴訟類型は民事訴訟における三大訴訟形態に準じて編成され、確認

訴訟が給付訴訟とともに公法上の争訟を直接に実現するものとして定められた。そこでは、

行政行為を訴訟対象とする訴訟類型（取消訴訟や義務付け訴訟）は三大訴訟形態のいずれ

かに分類されて、手続的特則が設けられたが、公法上の争訟を意図的に限定するものでは

ないとされた。 

改革によって登場したこのような制度配置は、行政行為を公法上の争訟の中心に据える

ことを排斥するものであり、行為形式の性質ないし効果を公法上の争訟に関する判断基準

とはしないというものであった。そこでは、行政行為を直接の訴訟対象とする場合には特

別な訴訟類型があればそれが適用されるべきであるが、その以外の紛争は、訴えの許容性

について、民事訴訟での出訴に準じて給付訴訟における請求権の存否または確認訴訟にお

ける訴えの利益の有無の問題として判断されることになった。 

したがって、給付訴訟がもっとも活用されている私法上の争訟に対応させると、行政実
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体法においても、常に「私法上の請求権体系」と区別される「公法上の請求権体系」を創

りだしてゆかねばならないことになる。実際に、台湾では、学説も裁判実務もこの傾向に

ある。そこで、確認訴訟についてみるならば、それは、基本として、民事訴訟における確

認訴訟と同様に運用されており、給付訴訟が抜本的に解決できない紛争状況における救済

手法として適用されるため、給付訴訟に対する補充性原則が強調されているのである。 

 

二 訴訟対象と訴えの利益 

しかしながら、行政行為を対象とする訴訟類型が法制度全体の中で占める地位が低くな

ったとはいえ、学説および判決を検討すると、なおも行政行為以外の行為形式の争い方が

解決済みのものといえない状況にある。この点については、大きく分けて三つの問題点が

指摘できる。 

第一に、公法上の争訟も、権利保護の概括主義に基づくものと解されるが、そこにおけ

る争訟性の中身および訴訟形態との具体的な関係は、なお未解明のままである。そのため、

行政行為以外の行為形式をめぐる紛争を訴訟法においていかに公法上の争訟として構成す

るかという点については、依然として、行政行為を判断基準とした伝統的思考様式により

左右されるという問題がある。 

この問題を解決するために、最高行政裁判所は、公法上の争訟について、これを訴えの

利益と解するアプローチを提示したが、実際の運用においては、行政行為を公法上の争訟

の中心に据える思考様式はなお克服されていない。したがって、訴えの利益を中心に構成

された確認訴訟の運用についても、最高行政裁判所は、確認の対象となる具体的法律関係

を行政行為の具体的法効果に置き換えて判断する傾向にあることから、行政行為以外の行

為形式に関する争訟性を、依然として行為形式の性質ないし効果により形式的に判断して

それを否定することになる。結局のところ、改革によって行政訴訟法は、公法上の争訟に

ついて行政行為を判断基準とする思考様式を排斥したが、裁判実務においてなお伝統的な

判断基準により強く制約されているのである。 

この問題について、残念ながら、台湾においては、学説が必ずしも正面から論じている

とはいえない状況にあるが、行政行為以外の行為形式を争う受け皿としては、まず一般給

付訴訟が措定されうる。すなわち、請求権体系の構築により、これは、訴えの許容性を行

政実体法の平面において一般的に解決する企てである。とはいえ、行為形式ごとに請求権

の有無を検討する学説は、主に事実行為に対する作為不作為請求権（特に結果除去請求権）
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を中心にして論じており、行政命令や行政計画の撤廃または改正を請求権に引き直して明

確に論じるものではない。さらに、裁判実務においては請求権体系が定着したとはいいが

たく、具体的な事例においてその適用にも限界があるという状況にある。そうすると、行

為形式ごとに請求権の有無を検討するアプローチは、行為形式の性質に即して訴えの許容

性を決めることになるため、問題を完全に解決するものではない。 

さらに、第二の問題として、請求権ばかりに着目すると、公法上の争訟について、これ

を実体法のアプローチだけで理解することは不十分であるということも指摘できる。すな

わち、私人に請求権が認められない事案においては、違法な行政措置が現実に私人の法的

地位に干渉しないように見せかけるおそれがある1。それと同時に、このアプローチは、守

られるべき法的地位に対して訴訟法を柔軟に適応させる訴えの利益という重要な視点を見

落とすことにもなりがちである。とりわけ、確認訴訟の給付訴訟に対する補充性を不当に

強調することは、この問題を助長するといわねばならない。 

最後に、第三の問題として、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟を手掛かりとして、

再び第一の問題の検討にもどるとすると、確認訴訟をめぐる現時点の議論がこの問題に回

答を与えることができるとはいいがたい状況もみえてくる。というのは、現在の議論が個

別具体的に事案に相応しい問題解決のために行われるものでなく、民事訴訟の理論または

母法国であるドイツ法のドグマを形式的に援用したものだからである。したがって、とく

にドイツ法の影響が強い台湾においては、個別具体的な事案ごとに、確認の利益を通じて

台湾における実際の生きた利益状況を吟味するよりも、ドイツのドグマーティシュな形式

的演繹的判断が先行するのが、学説および裁判実務の大勢である。確認訴訟の給付訴訟に

対する補充性や取消訴訟における原告適格の類推適用は、いずれにしても個々の訴訟要件

論として断片的に論じられたが、確認訴訟によって公法上の争訟をいかに実現するのか、

司法が行政に対して適法性統制をいかに加えて私人の権利を実効的に保護するのかという

視点からの検討は、残念ながらなお欠けているのである。この点で、台湾においては、今

日、訴えの利益に対する個別的具体的な事案に即した利益衡量論の本格的な展開は、アク

チュアルな課題となっている。 

  

要約するならば、台湾では、公法上の争訟について、これを訴えの利益の側面から考察

するという問題意識が極めて希薄だということである。したがって、行政行為以外の行為

                                                        
1
 例えば、第二章において紹介された各事例参照。 
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形式の適法性をいかに統制するかという問題が主要な課題となっているにもかかわらず、

訴えの利益を中心に構成された確認訴訟はほとんど実際には機能していないのである。訴

訟類型の役割分担を図式的にいいかえれば、なおも行政行為を訴訟対象とする訴訟類型が

公法上の争訟において中心的な位置を占めていることから、行政行為は依然として権利保

護体系のかなめとなっている。その周辺にある事実行為は請求権が認められれば給付訴訟

で争うことができるが、事実行為を含めて行政行為以外の行為形式を訴えの利益に還元し

て確認訴訟で争わせる領域は、残念ながら台湾では今なお、ほとんど創出されていない。

そして、この創出されていない領域は、本来ならば公法上の争訟に属する、確認訴訟が活

躍する空間となるはずのところである。 

 

三 日本法を検討する視点 

そこで、台湾法の今日の問題をよりラディカルに把握した上で、解決策を探るために、

以下では、日本法を分析することになるが、この検討に入る前に、日本における次の論点

に着目しておきたい。 

 第一に、日本では、行政国家から司法国家への制度変化に伴って登場した法律上の争訟

は、行政事件訴訟において、どのように確認訴訟を通じて展開されてきたか。そして、訴

訟対象を伝統的な行政処分に限定する取消訴訟中心主義は如何にして確認訴訟により相対

化されてきたかという論点である。 

 第二に、2004年の行政事件訴訟法の改正について、そこにおける確認訴訟の明記という

意義は、訴訟対象を訴えの利益に焦点をあてる方向性を打ち出すことにあるとすれば、そ

のアプローチは、日本の訴訟法の歴史においてどのように変化して顕在化してきたか。そ

して、行政行為論を前提にする処分性に関する判断枠組みから生じる問題は、果たして訴

えの利益によって克服できるかという論点である。 
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第二部 日本法 

 第一部では、台湾法を素材として、法律上の争訟からみた確認訴訟の可能性について、

これを検討し、その特徴と課題を明らかにした。そこで、第二部では、第一部の台湾法の

検討を踏まえて、日本法における法律上の争訟からみた確認訴訟の可能性を検討する。 

 

第四章 司法国家と確認訴訟の登場 

 本章においては、確認訴訟原型観を手掛かりとして、行政事件訴訟特例法（昭和 23年法

律 81号、以下「特例法」という）における法律関係確認訴訟の生成を分析し、特例法をめ

ぐる二つの司法国家観に関する学説と判例を検討する。行政訴訟の歴史から見ると、確認

訴訟を中心に行政訴訟を捉え直す契機は特例法の時代にあったが、行政事件訴訟法（昭和

37 年法律 139 号、以下「行訴法」という）制定の際に、取消訴訟中心主義を採用すること

によって、封じ込まれていた。その意味で、取消訴訟中心主義の脱却を目指す 2004年の行

政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成 16 年法律 84 号、以下「改正行訴法」という）

が確認訴訟を明記したことは、歴史の文脈において一度見失われた契機を取り戻したと解

されるべきであろう1。 

本章においては、まず二つの司法国家観の対立点を明らかにし（第一節）、兼子説を中心

に確認訴訟原型観の意義と限界を取上げ（第二節）、確認訴訟原型観を抗告訴訟で応用した

義務確認訴訟説を中心に、その展開と挫折を分析する（第三節）。 

 

第一節 二つの司法国家観   

第一款 司法権の範囲の拡大 

 明治憲法によって司法裁判所から独立した行政裁判所が設置された。行政裁判法（明治

23年法律 48号）は、訴訟類型について取消訴訟だけを認め、出訴事項については列記主義

を定めた。これに対して、1947年に制定された日本国憲法 76条で、一切の行政事件を裁判

する権限は司法裁判所に属し、司法裁判所は、従来の民事事件および刑事事件に加えて行

政事件をも審理できるようになった。これは英米流の司法国家に転換したことを意味し、

英米法の例に倣って民事訴訟による司法審査が可能になった。ところが、平野事件をきっ

                                                        
1 中川丈久は、確認訴訟の歴史的文脈に言及しないが、改正行訴法について、1965 年頃までの行政訴訟全体の創造性を

取り戻す必要性と指摘した（「行政訴訟としての『確認訴訟』の可能性」民商法雑誌 130巻 6号 （2004年）1011頁）。

その創造性の一翼を担うのが確認訴訟原型観ではないかと考える。 
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かけに、1948 年に特例法が制定されたことで、行政事件に対して特別の手続による審理が

必要となった。 

 ただし、行政事件の裁判が司法権に属する以上、憲法 32条の「裁判を受ける権利」およ

び裁判所法 3 条 1 項の「法律上の争訟」により、行政法規の適用に関する紛争を裁判所に

訴えることができる。司法権の範囲は、従来の行政処分の取消訴訟のみならず、一切の公

法上の権利に関する紛争にまで広がることとなった。したがって、特例法 1 条には、取消

訴訟のほかに「その他公法上の権利関係に関する訴訟」という文言が定められた。 

とはいえ、司法権の発動について「なんらかの制約がなければ、司法権の不当な拡大と

立法権および行政権に対する司法権の不当な侵害を結果するおそれがある」2。すなわち、

司法権の範囲の拡大とともに、その権限行使の限界は戦前より強く意識された3。この点で、

特例法の時代において、解釈論上で問題となるのは、義務付け訴訟と差止訴訟の許容性で

あった。司法権の限界に関する理論は、司法国家に対する観点の違いによりその構成が大

きく異なることから、その許容性をめぐって議論が分かれていた。以下では、この議論を

めぐる司法国家観の対立を中心に整理する。 

 

第二款 司法国家観の対立 

一 行政権による法秩序形成――田中・兼子理論 

戦後の「標準的行政訴訟観」を形成した「田中・兼子理論」4は、行政権を行政法関係の

形成主体と位置づけ、その優越性を強調した上で、取消訴訟中心主義に帰結した司法権の

限界を次のように画定している。 

第一に、司法権に内在する制約がある。これは「法律上の争訟」であることからくるも

のであり、裁判所法 3条１項で「当事者間における具体的な権利義務に関する争いがあり、

具体的な法律の適用が争いになっている」5ものであることを要求されていることに帰因す

るものである。したがって、例えば、法律、政令、条例など抽象的法規範の効力または解

釈について裁判を求める訴訟は、具体的な権利義務関係ではないので否定された。抽象的

法規範を争う訴訟は、原則としてそれに基づく行政処分の取消訴訟の際にあわせて争うべ

きである。また、具体的行政措置は具体的な法律関係の変動をもたらさない限り法律上の

                                                        
2 最高裁判所事務総局『行政事件訴訟十年史』（1961年）49頁。 
3 兼子仁「行政事件訴訟特例法の実態」鵜飼信成編『行政手続の研究』（有信堂、1961年）296頁。 
4 小早川光郎『行政訴訟の構造分析』（有斐閣、1983年）』246頁。 
5 田中二郎「行政事件に関する司法裁判所の権限――司法権の限界について」（初出 1949 年）『行政争訟の法理』（有斐

閣、1954年）137頁。 
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争訟にも当たらないことになるとされた。その結果、訴訟対象は行政行為および一部の事

実行為に限られたのである。 

第二に、行政の第一次的判断を待たずに司法の判断を直ちに求めることができない、い

わゆる「行政の第一次的判断権」6という理論がある。処分がなされない場合に、処分の作

為不作為を訴えることはできないとされた。 

第三に、司法と行政の本質の峻別からの制約がある。行政は積極的意思活動であって、

司法は消極的判断作用である。処分をするか否かはもっぱら行政の意思活動である以上、

司法は処分の作為不作為を命じる給付判決または新たな法律状態を決める形成判決を下す

ことができない7。そこで、処分の事後訴訟の範疇においても取消判決または無効確認判決

しか認められないということになった8。 

 以上の見解は、「形式的権力分立論」により、一定の訴訟対象、訴訟形態、判決の種類を

司法権からカテゴリカルに排除する限界論である9。そこでは、裁判所は私人に対する救済

の必要性と行政権限行使の効率性との利益衡量を行う余地が完全に否定されている。そし

て、この限界論が行政事件に関する法律上の争訟を既存の取消訴訟の枠内に限定したこと

で、法律上の争訟の範囲が行政処分の存否判断に左右されることになる。処分性が法律上

の争訟性の判断に先行している図式である。こうした取消訴訟を中心とする司法国家観は、

行政権の一方的法秩序形成権限を広く認めようとするものである（以下「行政権優越の司

法国家観」と略する）。 

 

二 司法権による法関係確認――白石説 

一方、最高裁判所事務総局行政局も司法権の限界を検討していた。この時期、白石健三

は行政局第一課長として局の見解の形成に強い影響力を及ぼしていた。白石説は確認訴訟

を行政訴訟の原型として、司法国家における行政訴訟のもう一つの姿を描いている。 

まず、問題の背景について、行政国家から司法国家への制度転換は、決して出訴事項の

                                                        
6 1949 年の時点に、田中説においては、「行政の第一次的判断権」という用語はまだ使われなかったが、事前訴訟を否

定する理由として、その原型がすでに見られる（田中・前掲注(5)143頁）。この点について、小早川光郎「行政の第一

次的判断権・覚え書き」原田尚彦古稀『法治国家と行政訴訟』（有斐閣、2004年）220頁参照。 
7 兼子一「新行政訴訟の基礎理論」（初出 1948年）『民事法研究二巻』(酒井書店、1954年)74頁以下、田中・前掲注(5)143

頁。 
8 田中二郎「行政争訟の法理」（初出 1949-1951 年）前掲注(5)書 121-122 頁。同時代に取消訴訟の判決形態をめぐる論

争があり、京都学派は、取消判決のほかに、変更判決と給付判決もできると主張している（渡邊宗太郎『日本国行政法

要論』（有斐閣、1949年）410頁、磯崎辰五郎「違法処分を変更する裁判所の判決について」公法雑誌 11巻 2号（1950

年）17頁以下参照）。 
9 塩野宏「無名抗告訴訟の問題点」(初出 1983年)『行政過程とその統制』(有斐閣、1989年)314頁。 
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概括主義と裁判制度の一元化だけにとどまらない。むしろ強大な行政権を行政訴訟制度で

真に統制できなかったことは日本の歴史において克服されるべき課題だと白石は考える10。

司法権強化のために、法律上の争訟を行政処分とは異なる基準で理論的に見直す作業が必

要であると考える白石は、田中・兼子理論の問題点を次の通り指摘している。 

第一に、法律上の争訟については、抽象的法規範だからといって、それを具体的法律関

係にあわせて争う可能性が全くないわけではない11。第二に、司法による行政の包括的適法

性統制を認める以上、事前に国民の権利を救済する必要性は一般的に存在する12。第三に、

給付判決および形成判決が否定されたが、確認訴訟を認める余地はなお残されている13。 

白石は、以上の問題について、具体的法律関係を訴訟法においてどのように把握するか

ということに帰結すると考えている。概括条項として特例法 1 条の「その他公法上の権利

関係に関する訴訟」の規範的意義を重視すると、「公法上の法律関係についても確認訴訟を

従来よりももっともっと広く活用する余地がある」14ことになる。そこで、この概括条項を

適用する際に、司法権の対象、すなわち行政処分の作為不作為に対する請求の許容性につ

いて、これを訴えの利益（確認の利益）によって判断するアプローチを白石が打ち出した。

さらに、訴えの利益を司法の内在的制約と解した上で、行政法関係に対する司法の法判断

権限を確保できることになる。そうすると、裁判所は事件性を処分性から離して独自に判

断し、訴えの利益を通じて国民の権利救済の必要性と行政運営の効率性との比較衡量を行

うことが可能となる。そこでは、法律上の争訟性が処分性に先行する図式が浮かび上がり、

すなわち「図地(figure ground)」のパラダイムが転換し、司法権の優越的法関係確認権限

を広く確保する司法国家観が登場する（以下「司法権優越の司法国家観」と略する）。 

 

三 問題点――確認訴訟の位置づけ 

ところで、この二つの司法国家観の対立は、特例法において確認訴訟をいかに位置づけ

るかという観点から把握することができる。すなわち、田中・兼子理論は取消訴訟を法律

                                                        
10 位野木益雄ほか「行政事件訴訟の審理をめぐる実務上の諸問題⑴⑵」判例タイムズ 15巻 13号（1964年）33頁（白石

発言）、16巻 1号（1965年）3頁（白石発言）。なお、鵜飼信成の古典的な指摘もこの文脈においてあげることができ

る。すなわち、「我が国では、もともと官僚的行政国家として、統制権力の過剰に悩んでいたために、そこへわずかに

国民の基本的権利の尊重を基調とする司法的権利保障の制度が採用されはじめたのである」（『行政法の歴史的展開』

（有斐閣、1952）264頁）。 
11 最高裁判所事務総局行政局『英米法上における宣言的判決〔行政裁判資料第 7号〕』（1947年）4頁。 
12 最高裁判所事務総局行政局『行政事件担当裁判官会同概要〔行政裁判資料第 12号〕』（1951年）13頁以下（白石発言）

同『行政事件担当裁判官会同概要〔行政裁判資料第 14号〕』（1952年）15頁以下（白石発言）。 
13 最高裁判所事務総局行政局『行政事件訴訟年鑑（昭和二五年度）』（1951年）13頁注 4。 
14 最高裁行政局・前掲注(11)5頁。 
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上の争訟の中心に据えることで、確認訴訟の可能性を軽視しているが、白石説はむしろ確

認訴訟を法律上の争訟を中心にして強調している。一方で、これから検討するように、兼

子説および白石説はいずれも確認訴訟原型観を前提にした法律上の争訟に理解を示してい

ることに留意すべきである。この共通点から、両説が対立する原因をもっと掘り下げるこ

とができると考えることから、以下で検討の課題を敷衍する。 

周知の通り、法律上の争訟という概念は、この概念を定義した裁判所法の制定に深く携

わった兼子一の影響を受けて形成された15。今日では、法律上の争訟はあまりにも民事法的

権利義務関係をモデルとしている点において、しばしば憲法訴訟と行政訴訟の特徴を強調

する学者からの批判に晒されているものである16。もっとも、兼子説の根幹をなす確認訴訟

原型観と法律上の争訟との関連は、あまり検討されていない。例えば、兼子説は行政訴訟

の本質を確認訴訟原型観で見直しながらも、確認訴訟の可能性を論じていないのである。

また兼子説を援用した田中説も、確認訴訟の可能性を示したものの、それを追究すること

はなかった。彼らがなぜ確認訴訟の可能性を排除したのかという点は、検討すべき課題で

ある。 

一方、白石説は、確認訴訟原型観を用いて行政訴訟の本質に迫るという点で注目を集め、

後の学説および判例の発展に大きな影響を及ぼしている。その影響力は改正行訴法に向け

た議論にも見られる17。しかしながら、田中・兼子理論に対抗するために、白石が確認訴訟

を特に強調する理由は必ずしも明確ではないと言われているため18、白石説の理論は再検討

する必要がある。 

そして、兼子説も白石説も行政訴訟の本質を確認訴訟原型観で見直しているが、司法国

家に対する理解の差異によりまったく異なる結論を得た点については興味深いところであ

る。確認訴訟の運用は論者の司法国家観に左右される以上、訴訟技術論を展開する前に、

その訴訟法思想を詳しく検討する必要がある。そこで、まず訴訟法史において確認訴訟と

                                                        
15 兼子一が裁判所法の制定過程に深く関与したことについて、竹下守夫「民事訴訟の目的と司法の役割」民事訴訟雑誌

40号（1994年）8頁。 
16 例えば、宍戸常寿「司法のプラグマティク」法学教室 322号（2007年）24頁以下、亘理格「法律上の争訟と司法権の

範囲」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ』（有斐閣、2008年）18頁以下。  
17 例えば、小早川光郎は、「白石判事の抗告訴訟についての考え方であり、取消訴訟だけではなく行政上の権限の存否

の確認が抗告訴訟の本質であるということを述べていたものだ」と指摘した（司法制度改革推進本部「行政訴訟検討会

（第 10回）議事録」における発言）。また、芝池義一の「違法確認訴訟説」と白石説との類似性は指摘されている（交

告尚史「訴訟類型と判決態様」ジュリスト 1263 号（2004 年）57 頁注⒁）。日弁連の「是正訴訟」案も「確認訴訟」を

基本形態とする点で、白石説の影響を受けたものと考えられる（日弁連編『使える行政訴訟へ――「是正訴訟」の提案』

（日本評論社、2003年）102頁（水野武夫発言）。 
18 例えば、今村成和「行政事件と司法の権能」(初出 1965年)『現代の行政と行政法の理論』(有斐閣、1972年)208頁。 
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いう訴訟形態の意義を検討し、確認訴訟原型観と法律上の争訟との関連を解明する。 

 

第二節 確認訴訟原型観と司法権 

第一款 司法権の概念形成における確認訴訟 

一 確認訴訟の訴訟法史的意義 

日本の民事訴訟法は、ドイツ法の強い影響を受けて展開してきた。確認訴訟も、また、

ドイツ民事訴訟法理論に遡ることができる。確認訴訟は、ドイツ帝国の統一に伴って、1877

年のドイツ民事訴訟法典 231 条（現行 256 条）において、独立した訴えとして定められて

いる。一般的に確認訴訟は、資本主義経済の発展に伴い、原告の主張する法的地位につい

て生じている危険・不安を早期に除去したいという社会的要求に応じて登場した。既判力

によって紛争を観念的に解決する確認訴訟が認められたことは、法律秩序の整備と国民の

法意識の水準の向上を意味するものである19。確認訴訟は、権利侵害が生ずる前に裁判所の

権利保護を与えることから、伝統的な紛争の概念を変えるものであった。 

ところで、確認訴訟の登場の意義は、従来の民事訴訟理論に対して、何よりも訴権論の

再検討を迫ることにあった20。第一に、もともと訴訟類型には、給付訴訟しかなく、実体法

と訴訟法との分離により、実体法の給付請求権が認められれば、常に出訴の可能性が明確

に確保できた。ところが、請求権の主体と対象が実体法により明確に判断できる給付訴訟

に対して、主体と対象が漠然とした確認訴訟においては、論理的にそれらは無制限となる。

そこで、確認訴訟の運用にあたり、その輪郭を具体的かつ明確に描き出すために、確認の

利益から生まれた権利保護の資格と利益という概念が登場するが、それは、確認訴訟を越

えた一般的な概念となっていく21。第二に、当時、自由主義的法治国家を樹立しようとした

公法学の進展にともなって、訴権は国民の国家に対する公権と位置づけられることとなっ

た22。ところが、実体法上の請求権を前提としない確認訴訟が純粋に訴訟法上の制度となる

と、確認の利益は裁判所が裁量的に自ら決めるものとなる。このような状況の中にあって、

従前の訴権論に代わって通説となった権利保護請求権説は、確認の利益について、これを

一義的要件として予め確定しようとした。すなわち、「確認訴訟においても、そこでいう『権

                                                        
19 三ヶ月章「権利保護の資格と利益」（初出 1954年）『民事訴訟法研究 第一巻』(有斐閣、1962年)5頁。 
20 富樫貞夫「権利保護請求権説の形成」熊本法学 4 号（1965 年）20 頁以下、海老原明夫「公権としての権利保護請求

権」法学協会雑誌 108巻 1号（1991年）23頁以下。 
21 三ヶ月・前掲注(19)7頁。 
22 海老原・前掲注(20)5頁以下。 
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利』が原告の自己の財産・信用・技能といった、いわば私法によって保護されているもの

の総体、という域にまで拡散」するのであるが、なお立法者が定めた実体法上の権利既存

の観念に依拠して一義的にこれを確保しようとした23。 

 こうした経緯は、ドイツ法を受容した日本の民事訴訟法においても重視されてきた。そ

こで、兼子一は、確認訴訟の訴訟法史的意義に着目して、独自の確認訴訟原型観を展開し、

法律上の争訟という概念の土台を築くことになる。 

 

二 確認訴訟原型観 

１ 内容的整理  確認訴訟原型観の展開は民事訴訟の目的論に深く絡んでいる。兼子説

は、まず従来の権利保護を民事訴訟制度の目的とする考え方を批判し、紛争解決を訴訟目

的とすべきだと主張している。なぜなら、訴訟の前には権利が存在せず、紛争解決の要求

があるだけで訴訟が開始し、その既判力によって権利は実在化し、それによって紛争の解

決ができるからである24。つまり、民事訴訟制度の目的は、権利の観念的確定によって紛争

を終局的に解決する既判力ある裁判を求めるものだという主張である。そこでは、裁判所

は、社会意識を背景にして自由な法発見を行い、裁判を通じて実体法の形成を行うことが

できる25。そうすると、確認の利益は必ずしも実体法上の権利既存の観念に拘束されず、裁

判所は利益衡量を通じて救済の可否を決める権限を有していると考えられた。 

そして、民事訴訟の訴訟類型は、原告の請求の性質と内容により、給付訴訟、確認訴訟、

形成訴訟に分類されるが、これらを区別する実益は、請求の性質および内容に応じる請求

認容の判決の効力にあり、裁判手続にあるのではないと考えられた26。訴訟の目的を、この

ように既判力ある裁判の取得にあるとするならば、すべての類型の判決は、当該権利関係

を確定して紛争を終局的に解決する既判力をもつことになる。したがって、既判力だけを

持っている「確認の訴が、理論上はあらゆる訴の基本を成すもので、給付の訴や形成の訴

は、その特殊な場合というべきである」27と考えられたのである。このような発想は「確認

                                                        
23 山本弘「権利保護の利益概念の研究(3)」法学協会雑誌 106巻 9号（1989年）44頁。 
24 兼子一『民事訴訟法概論』(岩波書店、1938年)1-5頁、同『民事訴訟法体系』(酒井書店、1954年)25-29頁。ただ、

戦前には、訴訟の目的を私法維持説と主張した。 
25 この点を指摘したのは、鈴木正裕「兼子博士の既判力論について」兼子一還暦『裁判法の諸問題』（有斐閣、1969年）

327-329頁。 
26 兼子・前掲注(24)概論 160頁、体系 143頁。 
27 兼子・前掲注(24)体系 144 頁。なお、戦前、兼子・前掲注(24)概論 161 頁、163 頁、355 頁、385 頁以下においては、

すでにその考え方の萌芽が見られる。戦後、「確認の訴が、理論上はあらゆる訴の基本を成す」ことをはじめて言明する

のは、兼子一『民事訴訟法（一）』(有斐閣、1949年)80頁。 
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訴訟原型観」と呼ばれている28。 

ところで、この確認訴訟原型観から三種の訴えの類型をみると、裁判所の法的判断を第

一次的に求める点においては、すべての訴えが確認訴訟と考えられる29。そうすると、三種

の訴えの共通の分母をなす確認訴訟は、訴えの利益につき、確認の利益が最も広く、「利益

がなければ訴権なし」といわれる訴権の要件の代表的なものとなる30。ただし、紛争の抜本

的解決のために、判決の効力を第二次的に求める点においては、三種の訴えの類型の差異

を無視することができないことにも留意すべきである31。 

  

２ 司法＝判断作用  さらに、確認訴訟原型観は、次の二点で憲法論における「司法＝

判断作用」というテーゼの土台にもなっている。 

第一に、すべての訴訟類型における共通点として、具体的な法律関係の存否を判断する

過程と、その判断内容の通用性を有する既判力がある。このような共通の性格を純粋に保

有する確認訴訟を原型とすれば、「司法＝法を適用する判断作用」という図式が浮上する。 

第二に、さらに司法作用を「判断作用」として捉えると、判決内容を現実に実現する作

用は、本来の司法作用ではないという結論が導かれる。そこで、司法判断の結果を実現さ

せる執行力と形成力は、司法判断による権利関係または法律要件の確定を前提として、法

律がこれに加えてさらに付与したものと解される32。 

このように確認訴訟原型観と司法作用に関する憲法上の性格から、以下のように司法権

の概念が形成されることとなる。 

 

三 司法権の概念形成 

１ 兼子説の展開  司法権という概念を理論的に構成しようとした兼子の問題意識は二

点ある。一点目は、戦前において行政裁判権を行政権に属させた行政国家から、それを司

法権に属させた司法国家への所管移転である。二点目は、違憲法令審査権の性格づけであ

                                                        
28 三ヶ月章「民事訴訟の機能的考察と現象的考察――兼子一著『実体法と訴訟法』の立場をめぐって」（初出 1958年）

前掲注(19)書 264頁。 
29 そこで、確認訴訟原型観が三種の訴えの類型を相対化して執行力と形成力を既判力に矮小化する危険性を持つという

批判はある（三ヶ月・同上 263頁）。 
30 兼子・前掲注(24)体系 177頁。 
31 例えば、給付訴訟を確認訴訟に変換することができるが、現状の変更を目的とする紛争を終局的に解決するために、

執行力を有する給付訴訟を提起すべきである（兼子・前掲注(24)概論 178頁、体系 157頁）。 
32 兼子・前掲注(24)体系 147頁。 
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る。彼は、民主法治国の憲法原理に基づいて「本来あるべき姿の実質的司法権」は、「あら

ゆる法律的争訟を裁判し、適法違法を決定する」ものと定義している33。このような「理論

的な概念構成」は、戦前の宮沢俊義の司法権の「歴史的な概念構成」とは全く正反対にあ

る。すなわち、宮沢は、司法の実質的概念をいかに理論的に構成しても、明治憲法におけ

る行政裁判権の所管移転に関する実践的意図を持たないため、司法の概念を歴史的に構成

するにほかないと考えた34。それに対して、「理論的な概念構成」を取る兼子は行政裁判権

と新たな違憲審査権を通常裁判所の中で確保する実践的意図を持ち、新憲法の下で司法権

を民事および刑事に限定する美濃部達吉の「歴史的な概念構成」35に対抗して「見事に成功

した」36。 

ところで、司法権の発動条件について、兼子は民主主義と法治主義との調和を重要視し

ている。つまり、立法・行政からなる政治過程と司法の裁判過程との役割分担である。司

法の目的が個人の自由や権利利益を守ることにあるとすれば、まず司法の第一要件である

「具体的な権利義務」（いわゆる事件性）の定義を通じて、憲法訴訟と行政訴訟を裁判過程

として政治過程から区分させ、抽象的法規範は具体的な事件の先決問題として付随的な審

査しか受けないと措定している。すなわち、法律、法規命令、規則、条例の効力を直接対

象とする訴訟については、抽象的法規範が実体法上の具体的権利義務関係を定めていない

ため、訴えの利益が存在しない37。そして、この見解が戦後の改革期の判例において付随的

違憲審査権の確立とともに定着し38、「司法にとって防御的役割を果たしうるものであった」

                                                        
33 兼子一「司法制度」国家学会雑誌 60巻 12号（1946年）11頁。 
34 宮沢俊義「司法作用権の概念」（初出 1936年）『憲法と裁判』(有斐閣、1967 年)40頁。この点を指摘したのは、中

川丈久「立法権・行政権・司法権の概念の序論的考察」塩野宏古希『行政法の発展と変革 上』（有斐閣、2001年）350

頁。ただし、宮沢が検討素材として取り上げたフランスの学説は越権訴訟の性質にも絡んで論じたものである。この点

には留意すべきである。当時フランスの越権訴訟をめぐる議論について、村上裕章「越権訴訟の性質に関する理論的考

察」（初出 1989年）『行政訴訟の基礎理論』(有斐閣、2007年)119頁以下。 
35 美濃部達吉「新憲法と行政裁判」自治研究 23巻 10号（1947年）2頁以下、「新憲法に於ける行政争訟」法律タイム

ズ 9号（1948年）11頁以下、「新憲法に於ける行政と司法」法律時報 20巻 4号（1948年）4 頁以下。これらの論文に

対して、田中が兼子説を引用して批判した（「美濃部先生の行政争訟論」（初出 1948 年）前掲注(5)書 153 頁以下）。

なお、美濃部説の関連文献と問題点について、村上裕章「憲法と行政訴訟」（初出 1995年）前掲注(34)書 8頁注 9も参

照。 
36 角松生史「憲法『改正』動向をどう受け止めるか：行政法との関係――行政訴訟をめぐって」法学セミナー612号（2005

年）35頁。 
37 兼子一「違憲提訴における事件性の問題」（初出 1952年）前掲注(7)書 126頁。 
38 最大判昭和 27 年 10 月 8 日行集 3 巻 10 号 2061 頁（警察予備隊設置の違憲無効確認訴訟）、最判昭和 27 年 10 月 31

日民集 6巻 9号 926頁（国家公務員の団体交渉権・争議権を否定した昭和 23年政令の取消事件、当時は団体交渉中にも

かかわらず、事件性が否定されて不適法となる））、最判昭和 28年 11月 17日行集 4巻 11号 2760頁（教育勅語の合憲

性確認訴訟）、最判昭和 29年 2月 11日民集 8巻 2号 419頁（予算議決の無効確認訴訟）。 
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39。 

次に、司法権の第二要件となる法的解決の可能性は、原則として確認判決の既判力によ

り確保されている。その際に「判断作用」を強調して、行政事件に関して司法の権限を制

限している40。すなわち、「行政はあくまで公共の目的や政府の政策を実現するための意思

活動」に対して、「司法は具体的事件に対して、法を適用して、適法違法や権利関係を確定

する冷静な判断作用」である41。こうした形式的・厳格的な権力分立観により、行政訴訟に

も憲法的限界が画定されている。裁判所は、判断作用を超えた、積極的形成訴訟たる処分

変更判決と給付訴訟たる義務付け判決を下すことができず、取消判決を違法確認判決に、

変更判決を一部の違法確認判決に、義務付け判決を義務確認判決に、それぞれ置き換えな

ければならない42。 

 

２ 京都学派との対照  一方、佐々木惣一を始めとする京都学派は、理論的な概念構成

を取りながら、司法を「具体的な事実について、法を宣言して、法を維持する作用」と定

義する。司法と行政はどちらも法規範を適用するものであり、その区別は作用の本質では

なく、目的にある、と考えている。司法は法規範の内容を宣言するのに対し、行政は法規

範の内容を現実化するものであるということである43。そして、判決の内容を実現するのが

行政作用であるとし、形成、確認、給付判決は、司法が法を宣言するという点に限り、判

決の効力による形式的区別にすぎない。したがって、行政事件が司法権に属する以上、裁

判所は行政事件の審理についても、民事訴訟法が認める種類の判決を与え得るのである44。 

 佐々木説と対比すると、兼子説の特徴がわかりやすくなる。まず、判断作用について両

説は異なるように見えるが、佐々木説は司法の判断過程において法適用の三段論法（事実

の認定、事実に対する法適用、その結果の法宣言）に着目しており、司法の法判断権限を

確保する兼子説とは大差がない。とりわけ判決の効力論について、執行力および形成力は

                                                        
39 笹田栄司「警察予備隊違憲訴訟」論究ジュリスト 1号（2012年）12頁 
40 兼子の司法国家観が特例法の制定に及ぼした影響について、高柳信一「行政国家制より司法国家制へ」田中二郎古希

『公法の理論 下Ⅱ』（有斐閣、1977年）2287頁。 
41 兼子・前掲注(7)74頁。 
42 同上 79頁、後掲注(56)参照。 
43 佐々木惣一『日本国行政一般法論（一）』(有斐閣、1952年)5頁以下、同『改訂日本国憲法論』(有斐閣、1952年)279-280

頁、342-343頁。渡邊宗太郎『日本国憲法要論』（有斐閣、1949年）36頁以下、288頁以下、296頁以下。 
44 渡邊・前掲注(8)410頁以下、大西芳雄「行政事件訴訟の給付判決」（初出 1954年）『憲法と行政争訟』(有斐閣、1977

年)79頁以下、磯崎・前掲注(8)17頁以下。なお、京都学派ではないが、類似の見解として、山田準次郎「行政庁の行為

義務確認訴訟の適否」（初出 1958年）『行政行為を要求する訴訟』（有斐閣、1961年）231頁。 
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結果的に非司法作用であるという点において共通している。その意味で、両説は確認作用

を司法の原型とする点で一致しているといえよう。しかし他方、佐々木説においては、事

実への法的適用は、行政と司法の区別をせず、司法権が行う限り当然に司法作用となる45が、

司法審査の発動条件については論じられておらず、抽象的規範統制を許すことも可能であ

る。これに対して、政治との距離を図るために、兼子説は判断作用を強調して行政訴訟類

型を確認訴訟に限定すると同時に、事件性によって司法審査の発動条件を付けている。こ

の結果、時代の需要に応じるものであるという点で、兼子説は支配的な学説判例において

広く受け入れられるようになった。 

 

上記の通り、兼子説における司法権の概念には確認訴訟原型観が潜んでいる。とりわけ、

事件性と判断作用の二点はそれぞれ訴えの利益と既判力に対応すると考えられる。そこで、

法律上の争訟はすぐれて訴訟法的なものであり、民事訴訟法学において、法律上の争訟を

訴えの利益と把握している学者は今日においてもなお多いのである46。しかし、公法の領域

においては、兼子説は訴えの利益の思考を徹底せず、むしろ実体法上の権利義務関係を厳

格に要求した上で、抽象的法規範の直接統制訴訟を否定している47。これに対し、行政訴訟

における抽象的法規範の直接統制訴訟では、例外でありながら、少なくとも条例を処分と

同一視できれば、取消訴訟の出訴が認められている48。そうすると、兼子説は当時の行訴法

理論に比しても狭隘にすぎるものである。第二款では行政訴訟の文脈において兼子説の意

義と問題を指摘する。 

 

第二款 兼子説の意義と限界 

一 司法としての行政訴訟 

兼子説の行政訴訟観を示すために、まず次の文章を引用する。 

「法治の要求は、法の遵守適用が確実に且統一的に行われなければ貫徹されない。……司法の存在理由

                                                        
45 塩野・前掲注(9)313頁。 
46 さしあたり、小島武司『民事訴訟法』（有斐閣、2013年）225頁以下、川嶋四郎『民事訴訟法』（日本評論社、2013

年）136頁以下、伊藤眞『民事訴訟法〔第 4版〕』（有斐閣、2011年）168頁以下、新堂幸司『新民事訴訟法〔第 2版〕』

（有斐閣、2001年）216頁以下、河野正憲『民事訴訟法』（有斐閣、2009年）160頁以下。また、訴えの三形態の相互

関係について、これを確認訴訟原型観により説明するものも少なくない（例えば小島・前掲 217頁以下、川嶋・前掲 203

頁以下）。 
47 兼子・前掲注(37)126 頁以下。確認の利益の問題が論じられているが、実体法のレベルで具体的権利義務関係が存在

しないと措定されている（130頁以下）。 
48 下記の田中説・雄川説参照。 
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をこう考えるならば、その法規が公法であるか私法であるか、又事件が私人間の紛争であるか、国家機

関である官庁の人民に対する権力行使の関係であるかによって区別すべき理由はないといわなければ

ならない。官庁も個人も共に法に支配を受けるものである以上は、その法の機関である法廷にも平等に

立つべきはずである」。ただし、「司法権は行政権を一般に監督するものではなく、ただ行政処分の適法

違法又は公法上の権利関係を確定する判断をするだけである」49。 

 

法律上の争訟であれば、公法私法を問わず裁判所に出訴できるので、行政事件に関する

特別法がない場合には、民事訴訟法で訴えることができるというのが英米流の司法国家の

あり方である50。特例法は民事訴訟に対する特別手続として定められた。司法権の判断を求

める点について、行政訴訟と民事訴訟との同質性からみると、確認訴訟原型観が行政訴訟

にも通用することになる。けれども、行政訴訟、特に典型的な取消訴訟の存在について、

その異質性を民事訴訟の枠内で克服しなければならない。 

まず、取消訴訟における形成訴訟という性質である。民事訴訟において、形成訴訟のメ

ルクマールは、形成判決の確定まで、法律関係の変動について誰も主張することができな

いという点にある51。その点で形成訴訟における排他的管轄が導かれる。法律関係を変動さ

せる形成力は、確認訴訟原型観によれば、形成要件の存在を確定する既判力よって法律が

結びづけた効果である52。この法理を行政事件訴訟に応用すると、まず行政処分の「公定力」

を民事執行手続の特則のような「自力執行力」と解した上で53、これを消滅させる取消訴訟

は、形成要件たる処分の違法性を既判力で確定した上で、その判決において法律に結びつ

けられた形成力を求めるものである54。このように取消訴訟は処分の違法性の確認訴訟と捉

えることができるが、それを形成訴訟とするメルクマールは、排他的管轄にほかならない

であろう。 

                                                        
49 兼子・前掲注(41)78頁。 
50 同上76頁。実際には、兼子が戦後に日本の法学界の代表として GHQと接触したことがあるため、そもそもアメリカ法

の影響を受けた可能性がある（高橋宏志『重点講義民事訴訟法上』（有斐閣、2005年）6頁注 12参照）。 
51 兼子一「行政処分の取消判決の効力――判決の形成力の主観的範囲」（初出 1951年）前掲注(37)書 106-107頁、同『実

体法と訴訟法』(酒井書店、1957年)164頁。 
52 兼子・前掲注(24)体系 147頁、同上「行政処分の取消判決の効力」113頁。 
53 すなわち、「行政官庁は行政処分によって、その適法性の終局的確定は司法審査に留保されているが、一応自力によ

ってこれを執行する権限をもっていることである」（兼子・前掲注(41)78-79 頁）。「裁判所の判決による行政処分の

取消というのは、司法権による違法の確定に伴って、これ以前に解除条件的に発生した行政処分の自力執行性が消滅す

る効果を言表わすものである」（兼子・前掲注(51)実体法 160頁）。ここでいわれた自力執行性、すなわち公定力とは、

行政処分が公権力の行使として国民を服従させる効力である。 
54 兼子・前掲注(24)体系 165頁、同「上級審の裁判の拘束力」（1950年）前掲注(37)書 90-91頁、前掲注(51)実体法 161

頁注(54)。ここでは、前掲注(41)論文における適法性推定の見解が改められた。 
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次に、「行政訴訟実務を支配した義務付け訴訟原則否定論の原型」55だといわれる兼子説

であるが、実際には義務確認訴訟を一般的に否定していない。少なくとも羈束裁量の場合

には、行政庁が処分をなすべき義務を確認する訴訟を認めている56。その理由として行政庁

の義務を宣言する作用と、その義務を裁判所自らが実現させる作用は区別されるべきであ

る57。あくまで判断作用にとどまる前者は、行政庁に代わって法律状態を変動させる意思表

示ではないので、「司法＝判断作用｣のテーゼに反することはない58。義務確認訴訟を国民の

請求権の確認訴訟と解することができる59。したがって、確認訴訟原型観において義務確認

訴訟は可能である。 

 このように兼子説は行政訴訟の類型を民事訴訟に準じて確認訴訟に置き換えると同時に、

行政事件の特質（例えば公定力とそれを前提にする取消訴訟）をできるだけ除去している。

そのため、行政事件において民事訴訟の救済法理（例えば請求権に対する義務確認訴訟）

を応用することが可能となる。だが、既存の訴訟類型を前提にする変換作業は形式的なも

のにとどまり、行政事件に関する法律上の争訟を見直すことには関心が払われていない。

そしてもっとも驚くべきことは、訴えの利益に関する議論がまったく行われておらず、か

つ次のような問題点がある。 

 

二 兼子説の限界 

問題は行政実体法関係の具体性を訴訟法においていかに判断するかということにある。 

兼子説において、民事実体法規は、単なる裁判規範として「裁判による紛争解決の基準

として生成又は存在するもの」に対して、行政実体法規は「第一次的には行政行為に対す

る規律で、行政官庁によって執行される法規は、それが同時に評価規範として行政作用の

適法違法を判定する基準」となる。そして行政は「法を離れても可能な又は法が存しない

分野においても」自由に活動する作用である60。そのため、公法上の法律関係は裁判する前

に明確な行政法規により定められ、主に行政処分により具体化される。そうすると、権力

                                                        
55 角松・前掲注(36)36頁。なお、同じことを指摘する近年の憲法学の文献として、南野森「司法権の概念」安西文雄ほ

か『憲法学の現代的論点〔第 2版〕』(有斐閣、2009年)175-176頁。 
56 田中二郎ほか『行政事件訴訟特例法逐条研究』（有斐閣、1957年）15頁、16頁、19頁（兼子一発言）。 
57 なお、兼子（同上 16頁発言）は、「強制執行というのは行政権の作用というようなところまで徹底してみれば、同じ

行政権同志の問題なのだから、そういうものについては普通の強制執行を認めることは無意味」になると述べた。 
58 三ヶ月章（同上 19頁発言）は、「その限度ではぜんぜん行政権を侵しているのでもないし、確認に止まっているので

あって、給付判決はいけないという問題とはぜんぜん違う」と述べた。 
59 同上 18頁（兼子一発言）。 
60 兼子・前掲注(33)4頁。 
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分立原則により行政の一般監督権を有しない司法は、法律がなければ、自らの法創造によ

り行政を統制する法理を形成することができなくなり、法律関係の具体性を訴えの利益を

通じて判断することも禁じられる。この点で、裁判所が民事訴訟において実定法上の権利

がなくても訴えの利益を通じて自由な法発見ができるという主張とは対照的である61。 

したがって、兼子説において、行政命令や条例という行政法規の効力または解釈を直接

争うことは法律上の争訟から予めカテゴリカルに排除されており、具体的行政措置に対し

ても、明確な行政法規がなければ、行政法上の具体的な権利義務が存在しないとされる。 

皇居外苑使用不許可取消事件の第 1 審判決に対する兼子の評釈において、上記の問題が

露骨になった。本件は日本労働組合総評議会（総評）が、厚生大臣に対して、メーデーに

おける皇居外苑使用許可申請に対して不許可とした処分を取り消すことを求めて提訴した

事案である。東京地裁は、皇居外苑が公共福祉用財産であり、厚生大臣の不許可が行政処

分であることを認め、不許可処分は国民公園管理規則に反し違法であるとして、請求を一

部認容した62。これに対して、兼子は法律がなければ、行政の国有財産管理が私人に準じて

行われることから、申請者の締約請求権を否定した。その理由として、「許可申請に対する

不許可通知は、ただ申込を承諾しないという事実上の意思通知に過ぎない」。「その拒絶に

よって申請者の権利が侵害されたとはいえず、行政監督なり、或は一般的な国会の監視に

よってその責任が追究されることがあるだけである。」63 

通説判例は本件の使用許可・不許可を行政処分とする64。ここでの問題は兼子説において、

処分でなければ司法審査ができないと断じたことにある。兼子の民訴理論によれば、実体

法上の明確な請求権がなくても、まさに社会実態としての紛争を解決するための裁判規範

を形成する契機がある65。しかし、兼子は、なぜ本件では法律上の争訟から当該紛争を極端

的に排除したのか。まず、背景として、「血のメーデー事件」に帰結した本件は、また平野

事件のように裁判所を政治の渦に巻き込むおそれがあるだろう。兼子によれば、政治責任

を負わない裁判所がこの事件を審理するのは不適切だと考えられている。また、法理論と

                                                        
61 違憲審査制の文脈において兼子の態度変化とその原因について、笹田栄司『裁判制度』（信山社、1997年）58頁以下。 
62 東京地判昭和 27年 4月 28日行集 3巻 3号 634頁。 
63 兼子一「メーデー皇居前広場使用不許可の取消判決について」季刊労働法 5号（1952年）104頁以下。 
64 最大判昭和 28年 12月 23日行集 4巻 12号 3288頁。 
65 本件事例について考えると、本案審理において争点となるのは、原告が求める使用機会を否定した決定の違法性、ま

たは原告の使用権付与を合理的に期待する法的地位である。そのような違法性の判断または法的地位を支える法理は、

平等原則や集会の自由から構成されることが可能である。そして、裁判所はその法理を裁判規範として言渡すれば、こ

れから行政に対する第一次的な行為規範になるだろう。したがって、原告の利益状況を勘案すれば、確認の利益を有し

て、外苑を利用しうる地位の確認または拒否通知の違法確認は十分に可能だと考えられる。 
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して、兼子説には市民法的思考の限界があるが66、そもそもすでに「行政処分⇒取消訴訟⇒

公法の適用」というドグマの連鎖により制約されている。 

 結局のところ、兼子説において行政訴訟の類型を確認訴訟に置き換えることは、あくま

でも既存の訴訟類型を追認した上での形式的作業である。そして、訴訟技術上、民事訴訟

と行政訴訟との同質性を確保することには成功したが、特殊な権力分立観に基づいていた

ため、確認訴訟を適法性統制手段として司法的救済範囲を拡大するという実践的意図は見

当たらない。その理由として、一つは古典的な自由主義的法治国家観の限界にある。すな

わち、行政を統制する第一次的なものは議会制定法であり、司法は議会制定法に基づいて

裁判しなくてはならないとされた。もう一つは、本来、訴訟法の次元で柔軟に考えられる

べき訴えの利益は、実体法上の行政処分により一義的に規定されるとされた。そして、行

政訴訟においては、個別的な事情ごとに訴えの利益による判断を行う必要はないとされた

のである。したがって、民事訴訟法の歴史において確認訴訟の登場がもたらした訴えの利

益論に関する問題意識は行政訴訟に及ばなかったのである。 

そして、次款で分析するように、兼子説を土台として行政法学の通説を形成した田中説

と雄川説は独自の理論を展開したが、基本的に同じ問題を抱えていた。 

 

第三款 行政法秩序の形成主体 

一 福祉国家における行政権――田中説 

 日本において、もっとも早く行政訴訟における確認訴訟の可能性に注意を払った者は田

中二郎であろう。戦前、行政裁判法の改正に関する論稿において、ドイツのラント行政裁

判法がすでに確認訴訟を定めていた動向に注目して、「確認訴訟を認めることは……行政裁

判制度の本質に反省を加ふべき機縁となったことを否定し得ない」67と評した。ところが、

司法国家体制となった新憲法のもとで、田中が確認訴訟の可能性に対してまったく関心を

払わず、取消訴訟中心主義を極めて強く主張している。そして、義務付け訴訟の許容性を

全面的に否定し、差止訴訟の適用余地も極めて限定している。それは何故だろうか。 

                                                        
66 高柳・前掲(40)2298-2299頁。 
67 田中二郎「行政裁判制度改正に関する諸論点」（初出 1933年）前掲注(5)書 386-387頁。なお、Walter Jellinekは、

1928年に確認訴訟の一般的な承認を「概括主義の完全形態」として次のように評価している。「確認訴訟に対する立法

的反感のより深い理由を考えるならば、それは行政裁判を不必要に早期に活動させまいとする一般的な努力に存す

る。……立法者のかかる努力は、関係人が行政行為の発給前に行政裁判所に出訴することができることになれば、妨げ

られることになろう。ハンブルクとブレーメンは、この種の疑念が大して重要なものでないことを証明している」（人

見剛『近代法治国家の行政法学』（成文堂、1993年）216-217頁により引用）。 
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 田中説の基盤をなすのは、福祉国家における行政権論である。福祉国家の展開により行

政権が広く公衆の利益を保護するようになった一方で、司法による権利保障が一般公衆の

保護のために修正を受けることになったのは当然である68。そこで、行政の領域を確保する

ことが必要となり、行政権を「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的

実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的な形成的な国家活動である」69と

積極的に定義している。この定義の実践的意図は、司法の干渉を受けない行政権の固有領

域の保全にもある70。すなわち、行政による法秩序形成というもの図式である。 

 この図式において、司法権の限界は行政の固有領域により確定されている。そして、議

会制民主主義において、行政の政治的・行政的決断は議会を通じて民主的正統性を有して

いる。そこで、司法は行政の第一次的判断権を尊重しなくてならない。こうした政治領域

の拡大に伴い、司法審査の対象となる具体的な権利義務は、原則として行政の第一次的判

断権により形成されまたは確定されたものである。すなわち、処分性が具体的な事件性を

嚮導することになる。司法は処分性がなければ、自ら法律上の争訟を判断して行政と国民

との法律関係の存否を確認することができないのである。したがって、司法の判断権限を

拡大する確認訴訟の可能性は田中説において排除されたのであった71。 

 

二 歴史的な概念構成――雄川説 

福祉国家論を展開する田中説に対して、包括的抗告訴訟概念を完成した雄川一郎は、行

政事件に関する法律上の争訟について、宮沢のいう歴史的な概念構成に似た手法を取り入

れる。すなわち、司法作用は、「司法権ないし裁判制度の歴史を背後に負い、裁判所の組織・

機能ないし裁判官の能力と密接に結合しているのであって、そこに自ら一定の内容が歴史

的に形成されて来たのであり、わが憲法もこれを前提としているものと解される」として

いる72。法律上の争訟については通説の定義に従っているが、歴史的な概念構成からの制約

を実質的に加えている。その制約は行政の第一次的判断権を前提にする取消訴訟中心主義

にほかならない。したがって、白石説を批判する際にも、「裁判制度の意義は単なる争の法

                                                        
68 田中二郎『行政法総論』（有斐閣、1957 年）192頁。行政法の原理について、田中は民主主義の原理、法治主義の原

理、福祉国家の原理、司法的保障の原理をあげている。特に福祉国家の原理と司法的保障の原理との衝突を問題視して

いる（194頁）。この点を批判したのは、渡辺洋三「現代福祉国家の法学的検討」（初出 1964年）『現代国家と行政権』

（東京大学出版会、1972年）148頁。 
69 田中・同上 22頁。 
70 塩野宏「行政概念論議に関する一考察」（初出 2000年）『法治主義の諸相』(有斐閣、1989年)31頁注 44。 
71 なお、田中二郎『新版行政法（上）〔全訂第 2版〕』（弘文堂、1974年）295頁注 1参照。 
72 雄川一郎『行政争訟法』（有斐閣、1957年）48頁。 
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的判断につきるものではなく、裁判制度の歴史的発達を背景として」73把握しなくてはなら

ないと強調した上で、行政権の発動に直接関係する法律上の争訟を、原則として、現在の

行政行為の枠内に限定している74。それ以外は行政権の政策判断または自由活動の領域と考

えたのである。 

今村成和は、雄川説を「『行政権の独立』という明治憲法的伝統に、強く支配されている」

75ものだと批判した。だが、歴史的な概念構成によると、行政権の独立という法伝統は雄川

説が求めるものである。そこで、後に行政処分に対する予防的不作為訴訟について、雄川

はやや緩やかに認めるようになるが、なお取消訴訟に準じて「事後審査的性格を失わない」

ことを基準とし、裁判所の権限を歴史的な概念構成により理解すべきとのことを強調して

いる76。 

 なお、取消訴訟の対象は原則として行政処分に限られている。ただし、条例を直接対象

とする取消訴訟については、兼子説においては法律上の争訟に当たらないが、雄川説にお

いては、明治の行政裁判例を引き合いに出して条例を行政処分と同一視しうる場合に処分

性が例外的に認められる。これもまた歴史的な概念構成の手法であろう77。 

 ところで、歴史的な概念構成を前提にする行政訴訟は、理論的に、民事訴訟の確認訴訟、

給付訴訟及び形成訴訟に分類されるが、「行政訴訟の特殊性」を考察する際に、行政権の発

動の有無に直接関係するかどうかにより区別されるべきである78。すなわち、行政権が行政

行為によって法律関係を第一次的に形成する権能を有する以上、行政行為を不服とする抗

告訴訟は行政権の優越的地位を守るために構成されたものである。当事者訴訟は行政行為

が存在しない権利関係を対象とするものである。雄川が「前法律的な生活基盤を要素とす

る権力観」を用いて抗告訴訟と当事者訴訟との区別を行うのも、また、制度の歴史的発達

を背景とする歴史的な概念構成の手法であろう79。 

                                                        
73 同上 102頁。 
74 その理由は四点あげられている。第一に、「或る行政行為をなすか否かは、行政権に制度上与えられた権能であり、

これを裁判所によって強制され又は阻止されることは、……原則として制度の建前に反する」。第二に、「行政行為が

行政権の権限に属せしめられているということは、行政行為をなすかなさざるかを、一応は行政的判断の結果によらせ

しめることを意味する」。第三に、一般的に、行政「行為がなければ、裁判の対象となるべき現実具体的な法律関係が

存するとはいえない」。第四に、裁判所は、「その具体的な権限については法的及び政治的な責任をどの機関にも負わ

ないのであり、また、裁判所の判断は当該問題に関する限り、最終の権威をもつことになる」。したがって、裁判所の

任務は「他の機関の行為の当否の事後審査に止まるべき」である（雄川一郎「行政救済制度」（初出 1957年）『行政争

訟の理論』（有斐閣、1986年）44頁以下、同上 101頁以下）。 
75 今村・前掲注(18)224頁。 
76 雄川一郎「行政行為の予防的訴訟」（初出 1974年）前掲注(74)書 270頁、277頁。 
77 雄川・前掲注(72)69頁、72頁注 7。なお、原告適格について、法的保護に値する利益説を批判する際にも「歴史的制

度的基礎」を強調した（同「訴えの利益と民衆訴訟の問題」（初出 1976年）前掲注(74)書 377頁）。 
78 雄川・前掲注(72)50頁。 
79 この点の分析として、高木光「メンガー＝雄川理論の意義」（初出 1990 年）『行政訴訟論』(有斐閣、2005 年)148
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 したがって、行政訴訟は、取消訴訟ないし抗告訴訟を中心にして、再び民事訴訟と区別

してその特殊性を確保することができる。抗告訴訟において、民事訴訟類型の三分類論は

訴訟技術上に判決の効力や訴訟物を説明する際に一定の意義が認められるが、行政権の発

動を争う訴訟要件については、行政訴訟の特殊性、即ち裁判所の権限の有無の問題として

考えられるべきである。そこで、雄川説において請求権を前提にする給付訴訟と訴えの利

益を中心に運用する確認訴訟との区別は抗告訴訟においては、もはや意義を失い、「形式的

な問題」にすぎないと一蹴されている80。確認訴訟の可能性はこの歴史的な概念構成により

放逐されたのであった。 

 

第四款 小括 

兼子説、田中説、雄川説を要約すると、行政による法秩序形成を重視している司法国家

観となる。この行政権優越の司法国家観は、行政に対する議会制民主主義のコントロール

に期待する一方で、「行政権に対する司法権の干渉を可及的に排除し、後者に対する前者の

独立性を確保するという思想」81であり、政治の領域を極大化すると同時に、法的領域を極

小化している。したがって、行政事件に関する法律上の争訟は、行政が明確に形成または

確定した法律関係という意味で、非常に限定された処分性という形式的厳格的な判断基準

により判断されている。そのため、法律関係の具体性を訴えの利益を通じて自律的裁量的

に判断する司法の権限は排斥されており、行政法を司法審査で囲い込むという発想は見当

たらないのである。 

戦後の復興から高度経済成長の時代において、この司法国家観が行訴法の制定にも行

政・裁判実務の運営にも大きな影響を及ぼしていた82。だが、当時、次節で検討するように、

白石健三が敢然とこの司法国家観に挑戦していたことは、看過すべきではないだろう。 

 

第二節 義務確認訴訟説の展開と挫折 

第一款 アメリカ法における宣言的判決と司法権 

一 司法権の概念――宣言的判決の登場前夜 

                                                                                                                                                                   
頁以下。 
80 雄川・前掲注(72)257 頁。なお、「行政訴訟の体系としては、給付・形成・確認の三種別に重要な意味があるかどう

かは疑問である」と述べた（同「行政訴訟の型態」（初出 1973年）前掲注(74)書 245頁注 2）。 
81 宮崎良夫「行政訴訟制度と行政法学――『行政権の独立性保障』の系譜」（初出 1990 年）『行政争訟と行政法学[増補

版]』（弘文堂、2004年）3頁。 
82 特に「官主導のもとで……大いに歓迎される」（塩野宏「司法の行政に対するチェック機能のあり方について」（初

出 2000年）『法治主義の諸相』（有斐閣、2001年）333頁）。 
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白石が唱えた「義務確認訴訟説」は英米法上の宣言的判決をモデルとするものである83。

白石説の理論背景を明らかにするために、まずアメリカ連邦憲法第 3 編第 2 節第 1 項の司

法権の概念について、宣言的判決との関係を中心に取り上げる84。 

英米法のいわゆる宣言的判決(declaratory judgment)は、ドイツや日本、台湾の民事訴

訟法の確認判決と同一の内容をもち、裁判所で争われた法律関係の存否を公権的に確定す

るものである85。権利の確認のみを目的とする訴訟については、この訴訟が伝統的に仮定的

な問題を求めるものであると考えられていた86。それは、コモン・ローの救済法としての損

害賠償であれ、エクィティの救済法としての特定履行や差止命令であれ、いずれも給付判

決に相当する執行的判決(executory judgment) という歴史的理解があるからである87。し

たがって、裁判制度の存在理由が違法行為(wrongs)に対する強制的是正にあるために、裁

判理論が執行的判決を中心に構成されていた88。執行の可能性を持たない判決を下すことは、

裁判所の権限に属するものではないと考えられていた。 

そこで、司法権の概念について、アメリカ連邦憲法第 3 編第 2 節第 1 項に定める具体的

事件性・争訟性(case or controversies、以下は「事件性」と略する。)の中身は、執行的

判決により規定されていた。例えば、「勧告的意見」を否定した Muskrat v. United States

によると、司法権の概念は、①相対立する当事者間の現実の紛争が存在し、②その紛争に

対して裁判所が終局的判決を下し執行できるものである89。②は、いうまでもなく執行力そ

のものである。①について、現実の紛争は、違法行為がすでに犯されており、現に損害が

発生しているか、または回復困難な損害の発生が差し迫っているか場合に限定されており、

それぞれ損害賠償または差止命令が適用される。 

                                                        
83 兼子仁『行政争訟法』(筑摩書房、1973 年)297頁、今村・前掲注(18)208頁。白石もこの点を認めた。1950 年には、

義務付けの給付判決はできないと言われているが、「公法上の権利関係に関する確認判決（declaratory judgment）を

求めることが許される」かという疑問を示した（最高裁判所事務総局行政局『行政事件訴訟年鑑（昭和 24年度）』（1950

年）10頁注 2）。1951年には、公法上の権利関係の存否につき法律的紛争が存在し、確認の利益がある限り、裁判所が

権利関係の存否を確認することは判断作用にとどまり、司法上の救済を与える権限を有する、ということを主張した

（最高裁行政局・前掲注(13)13頁注 4）。とりわけ 1951 年 9 月 12日には、行政事件の処理に関する会議で、「宣言的

判決の法理導入と現行法の抗告訴訟中心の建前との調和」という発想をはっきり打ち出した。また、本会議記録によ

り、白石が前記年鑑の執筆者であることがわかった（最高裁行政局・前掲注(12)資料 12号 13頁以下）。 
84 アメリカ憲法の司法権の概念と宣言的判決との関係を研究して、日本国憲法の司法権の概念に応用する先行研究とし

て、斎藤秀夫「法律上の争訟について（一）（二）」法学（東北大学）17巻 2号（1953年）155頁以下、4号 11頁以下。 
85 アメリカ側の指摘について、EDWIN BORCHARD, DECLARATORY JUDGMENT 101,109(2d ed. 1941). 日本側の指摘について、三

ヶ月・前掲注(19)6頁。 
86 田中英夫『英米法総論 下』（東京大学出版会、1980年）566頁。 
87 DOUGLAS LAYCOCK, MODERN AMERICAN REMEDIES 6-8(3d ed. 2002). 
88 高柳賢三『司法権の優位――理論と実際〔英米法講義第三巻〕』（有斐閣、1948年）103頁。 
89 219 U.S. 346 (1911). 
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ところが、19 世紀後半に入ったイギリスでは、資本主義経済の発展や法律規制の増加に

伴って法律関係の不明確性が増大したことを背景に、損害の発生そのものを事前的に防止

すべきであるという社会的要求に基づいて、宣言的判決制度が認められるようになった。

宣言的判決に期待されたのは、法律関係の不明確性に基づく不安を早期に解消し、法秩序

全体の安定性や予測可能性を確保するという「予防的機能」である90。 

アメリカにおいても、第一次世界大戦の影響を受けて、多くの契約上の法律関係が著し

く不安定になり、争点となる財産権または法的地位の存否を早期に解決することを望む社

会的要求が生じていた91。そこで、宣言的判決を積極的に導入する立法運動が急速に展開さ

れた。しかし、これは、法理論上、宣言的判決をいかに構成するか、これを踏まえて司法

権の概念をいかに見直すべきか、という問題を惹起した。 

 

二 司法権の概念――Borchardの所説を中心に 

 イギリスの宣言的判決という法制度をアメリカに移植するに際しては、単純に訴訟技術

の問題にとどまらない。司法の役割転換に関する訴訟法思想がより一層重要な役割を果た

した。宣言的判決に関する最初の本格的な論文を書いた Sunderlandは、宣言的判決の存在

意義について、現代社会における司法の役割転換の中で理解すべきだと指摘した。つまり、

現代文明社会において、国民が法律を遵守して生活を営むという遵法意識が従前より高ま

っているため、司法は常に実力を行使する必要はなく、法の宣言だけで紛争を解決するこ

とができる。とりわけ法律関係の不明確性に基づく紛争を解決するには、争点となった権

利義務の存否だけが明らかになれば十分なので、司法は紛争を早期に解決することで、法

律関係の不明確性から生じた困難(hardship)に陥った国民を救済すべきである92。 

Sunderland 説に共鳴して、連邦および州の宣言的判決に関する立法に大きな影響を及ぼ

した Borchard は、司法の役割について「治療司法(curative justice)」から「予防司法

(preventive justice)」への進化と説明している93。殊に現代国家の職能拡張に伴って、司

                                                        
90 詳しくは、LORD WOOLF & J. WOOLF, THE DECLARATORY JUDGMENT 9-36(4th ed. 2011). 日本における研究として、下山瑛二

「イギリス行政法における宣言的判決(declaratory judgment)をもとめる訴（一）」法学雑誌（大阪市立大学）9 巻 2

号（1962年）60頁以下。 
91 BORCHARD, supra note 85, at 135. 
92 Edson R. Sunderland, A Modern Evolution in Remedial Rights—The Declaratory Judgment, 16 MICH. L. REV. 69,69 

(1917); The Courts as Authorized—Legal Advisors of the People, 54 AM. L. REV. 161(1920). 比喩的に言えば、

「司法は法律関係に対する事後的な修繕屋から事前的なサービスセンターへ進化している」。 
93 BORCHARD, supra note 85, at xiv.  
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法がもっと積極的に社会の秩序形成に寄与すべきことが期待されるが、従来の民事手続は

煩瑣でエクイティの伝統的な要件制限によって阻まれているので、より迅速的かつ効率的

な紛争解決手法が望まれている。Borchard は当時の硬直したエクィティの要件論にこだわ

る司法の形式主義を非難し、宣言的判決の活用論を唱えたのである。彼の所説は次の二点

に整理できる。 

第一に、予防的権利救済(preventive relief)である。エクィティの差止命令には予防的

機能があるが、回復困難（irreparable injury）および補充性（adequacy test）という伝

統的要件の制限があり、契約不履行や不法行為以外にあまり運用できない94。確かに執行力

は権利救済にとって重要であるが、それが要件を厳しくする原因ともなっている。これに

対して、既判力をもって法律関係の不明確性（uncertainty）から生じた紛争を解決できる

場面では、宣言的判決が認められるべきであるが、新たな紛争事件について、宣言的判決

による救済が用いられるため、これは専属的な救済（exclusive remedy）である95。そうす

ると、司法権の概念要素としての現実の紛争は、損害賠償や差止命令を通じて理解された、

すなわち損害の発生が現実に存するまたは差し迫っている事件だけではなく、法律関係の

不明確性に帰因する事件まで、実質的に拡張されることになる96。 

 第二に、既存の救済法の代替またはそれとの連携である97。コモン・ロー裁判所とエクィ

ティ裁判所との統合過程を背景にして、コモン・ローによる救済もエクィティ救済による

も基礎的権利(primary rights)を判断した上で、執行力を有する救済方法が決められると

いう法構造が形成されるようになった。この法構造において、権利判定の機能を最も純粋

に保有するものは宣言的判決と解される。そこで、Borchard は、コモン・ローの令状手続

の煩瑣さやインジャンクションの厳しい要件に比べれば、執行力を有しない宣言的判決は、

最も簡潔なものだと指摘している。また、多様な救済法が併存し得る場合には、宣言的判

決は一般的救済法として活用することもできる。「原告は[訴訟の]入り口の間違いだけで裁

判所に門前払いされること」を避けなくてはならず98、宣言的判決は既存の救済手法と連携

                                                        
94 Edwin M. Borchard, Declaratory Judgment a Needed Procedural Reform, 28 YALE L. J. 1, 3(1918).  従来の事

件性の概念はもっぱら損害賠償や差止命令より形成されたものである。そして訴訟技術上に要求された訴訟原因(cause 

of action)または実体法上の侵害(wrong)の概念は極めて厳しい概念である。 
95 BORCHARD, supra note 85, at 315-16. 
96 当時の理解として、Legislation, Declaratory Judgments in the Federal Courts, 49 HARV. L. REV. 1351, 1352(1936). 

Note, Declaratory Judgments—Justiciable Controversy—Construction under State and Federal Statues, 15 N.Y.UNIV. 

L.Q.REV. 266,288(1938).  
97 Edwin M. Borchard, Declaratory Judgment As an Exclusive or Alternative Remedy, 31 MICH. L. REV. 180 (1932-1933). 
98 Edwin M. Borchard, Federal Declaratory Judgments Act, 21 VA. L. REV. 35,39(1934).（Litigants should not be 
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して、または代替的に使えるものである。そのメリットは、宣言的判決が法の争点を明確

にすること、および当事者間の信頼関係を傷つけないように紛争を解決することである。

このため、宣言的判決ではなく他の訴訟形式が救済することが可能な場合であっても、も

う一つの救済(alternative Remedy)として使うことができる99。 

 

上記の通り Borchardの所説を整理してみると、宣言的判決の活用論は、従来の司法権の

概念要素について、現実の紛争および執行力の二点から再検討を促すものである。すなわ

ち、彼によれば、憲法論の次元で把握すべき司法権の概念と、執行的判決により理解され

る司法権の概念とは、区別することができ、その間の空白を埋めるものとして宣言的判決

が位置づけられたのである。さらに、Borchard は、宣言的判決があらゆる紛争場面におい

て活用できるものとして、硬直したエクィティを超えた救済となることを期待していた100。

しかし、連邦最高裁判所は、この宣言的判決の積極的な運用を警戒したのであった。 

 

三 連邦最高裁判所の理解――宣言的判決の合憲性 

１ アメリカ連邦最高裁判所は、憲法上の事件性と伝統的救済法の要件との区別を意識し

ていなかった101。あるいは、社会的要求に応じる司法職能の拡張にも躊躇したようである102。

連邦最高裁は、司法権の概念について歴史的な概念構成を重視しており、以下の通り、イ

ギリスからの法律移植に対して激しい排斥反応を示していた。 

まず、連邦最高裁は、州の立法に対して消極的な態度を示し、司法権の領分を従来の訴

訟形式の枠内で考えて、連邦の宣言的判決の立法運動に大きな打撃を与えた。例えば、

Liberty Warehouse Co. v. Grannis103において、原告は、ケンタッキー州の宣言的判決法に

基いて、同州の倉庫法の違憲宣言を求めている。連邦最高裁は宣言的判決を求めるこの訴

訟について、その事件性を否定している。当時の判例法理によると、本件は法令執行の差

                                                                                                                                                                   
turned out of the courts on the excuse that they have come in through the wrong door.） 
99 BORCHARD, supra note 85, at 316. 
100 なお、宣言的判決活用論を唱えた理由としては、当時のアメリカ民事訴訟手続の欠陥もある。したがって、1934 年

に連邦議会は、民事訴訟制度の近代化の一環をなす宣言的判決法を定めると同時に、連邦裁判所が単一の民事訴訟制度

を設けることを認める授権法(Enabling Act)を制定した。その後、連邦民事手続規則が 1938年に成立したため、民事訴

訟制度の近代化がようやく完成した。 
101 Note, Developments in the Law: Declaratory Judgment—1941-1949, 62 HARV. L. REV. 787,792(1949). 
102 なお、連邦最高裁への入り口の拡大は違憲審査権の及ぶ範囲の拡張に繋がるだろう。この点について、連邦の宣言

的判決立法に反対する意見として、Note, Declaratory Relief in the Supreme Court, 45 HARV. L. REV. 1089(1932). 反

論としては、BORCHARD, supra note 85, at 766-70. 
103 273 U.S. 70(1927).  
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止命令で訴えれば、事件性が認められたはずの紛争である104。また、Willing v. Chicago 

Auditorium Association において、連邦最高裁は、原告の司法判断を求める実質的利益を

認めたにも関わらず、「原告が求めているのは宣言的判決のみである。……かかる救済を与

えることは連邦司法権を越えることになり」、「原告が求めている手段は連邦憲法第 3 編に

定めた事件性に該当しない」とは判示している105。 

しかし、後に、連邦最高裁は、従来の判例を変更し、訴訟形式よりむしろ原告の主張す

る権利に及ぼす影響に着目し、司法判断適合性(justiciability)を備えれば宣言的判決に

よる救済の合憲性を認め、Nashville, Chattanooga & St. Louis Ry. V. Wallace106におい

て、次のように判示した。 

「事件または争訟が、執行的救済を求める憲法制定当初以来伝統的な手続の方式のみによって提起され

ることは、憲法の要求するところではない。司法権発動の究極的目的は、連邦憲法および制定法上の権

利の保護であるから、事件が連邦法上の権利に関し、仮定的ではなく、現実の事件であって、対審手続

の諸必須条件を充たし、下級審で終局的判断を受けたものである限り、単に手続の方式が変わっている

からといって、当法廷の審査を受けないものではない」107。 

 

要するに、ここには、歴史的に形成された司法権を前提に構成された事件性に関する概

念に基いて、宣言的判決を一般的に否定する考え方を改め、具体的な事件における利益状

況を衡量して宣言的判決の運用の許否を判断すべきという考え方への転換がある。ただし、

本件の場合、伝統的な紛争の現実性がすでに認められ、差止命令の発出さえ可能になる状

況に至っていた事件であった。確かに、連邦最高裁は、司法権の発動要件から執行力を取

り除いたのであったが、伝統的な紛争の現実性の存在がわざわいして宣言的判決に相応し

い属性である。紛争の現実性をより広く認める趣旨は読み取れないのである。 

この判決により、連邦宣言的判決法（Federal Declaratory Judgment Act）が翌年の 1934

年に成立し、「司法権をさらに発展させた」108ものだと評価された。後に、連邦最高裁は、

Aetna Life Ins. Co. v. Haworth109において連邦宣言的判決法の合憲性を認めた。本件は損

                                                        
104 BORCHARD, supra note 85, at 176. 
105 277 U.S. 274(1928). 
106 288 U.S. 249(1933). 日本における紹介として、早川武夫「宣言的判決」田中英夫編『英米法判例百選』（有斐閣、

1964年）44頁以下。 
107 訳文は早川・同上 45頁から引用したものである。 
108 BORCHARD, supra note 85, at 134. 
109 300 U.S. 227(1937). 日本における紹介として、竹下守夫「宣言的判決」伊藤正己編『英米法判例百選Ⅰ』（有斐

閣、1978年）249頁以下。 
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害賠償または差止命令が適用されない事件、すなわち伝統的な紛争の現実性を欠く事件に

おいて、宣言的判決法に基づいて宣言的判決が適用された事例である。その後、紛争の現

実性について、連邦最高裁は、緩やかに判断するようになった。 

 

２ 連邦最高裁判決をまとめれば、宣言的判決は憲法上の司法権の概念を変更しまたは拡

大するものではないが、従来の執行的判決を前提にした司法権の概念を見直す契機を与え、

現実の紛争の判断基準を修正し、執行力の必要性を相対化した。 

ところで、連邦最高裁判決にいう司法判断適合性とは、三権分立の思想および連邦憲法 3

条 2 項に定める事件性という考え方に基いて、裁判所が司法作用として裁判できる紛争に

当たるか否かという判断枠組みである110。この判断枠組みにはいくつか下位概念が含まれて

いるが、宣言判決の場合には、特に法律上の利益(legal interest)の存在や当事者間にお

ける利害の対立（adverse interests）や紛争の成熟性（ripeness of issue）が問題とさ

れる111。これらは、宣言判決という制度を司法権の範囲内で運用するための指標的概念とし

て構成される。したがって、司法判断適合性はドイツや日本の民事訴訟法上の権利保護の

資格とそれを求める利益に相当する概念であると考えられている112。 

一方、宣言的判決は行政作用に対する司法審査においても活用されてきた。法律関係の

宣言を通じて、争点となる行政の違法性を明らかにすることができる113ことから、差止訴訟

との併合提起が一般的に行われている。ただし、判例法上、司法判断適合性に関する特殊

の判断基準が形成されたことで、司法審査における宣言的判決もまた、そのような基準に

より運用されている114。 

 

四 宣言的判決と確認訴訟原型観 

アメリカにおける宣言的判決の成立事情を見ると、宣言的判決が司法権の分野に入らな

いという問題はすでに克服されている。司法権の分野は、権利保護を任務とする裁判所が

                                                        
110 BORCHARD, supra note 85, at 33. 高柳・前掲注(88)89頁、最高裁行政局・前掲注(11)29頁。 
111 Id. at 33-86. 
112 三ヶ月・前掲注(19)6頁、10頁、最高裁事務総局・前掲注(11)49頁。 
113 Edwin M. Borchard, Declaratory Judgments in Administrative Law, 11 N.Y.U. L.Q. REV. 139(1933). 
114 すなわち、成熟性（ripeness）、最終性(finality)、終尽性(exhaustion)である。See generally, R.J. PIERCE, 

ADMINISTRATIVE LAW TREATISE 965-1106(4th ed. 2002). 日本における紹介として、義務確認訴訟説を念頭に置いたのは、

最高裁事務総局行政局付であった中村治朗「米連邦行政訴訟における若干の訴訟要件の問題」岩松裁判官還暦『訴訟と

裁判』（有斐閣、1956 年）549 頁以下。改正行訴法における確認訴訟を念頭に置いた近年の文献として、越智敏裕『ア

メリカ行政訴訟の対象』（弘文堂、2008年）。 
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司法権の内在的制約、すなわち司法判断適合性により判断すべきである。白石説の出発点

は、もしこの法理を日本に応用すると、司法権が及ぶ新たな分野を開拓する可能性が生ま

れてくる、という発想である115。 

一方、裁判官の白石は、当時の民事訴訟理論を熟知しており、かつ、憲法の司法権の概

念を形成した兼子説の「確認訴訟原型観」の影響を受けたと考えられている116。そして、彼

は英米法の宣言的判決を日本に移植する際にして、確認訴訟原型観をその受け皿として行

政訴訟の法構造を見直したのである。以下では、宣言的判決と確認訴訟原型観を比較しな

がら、白石説の問題意識およびその理論の背景を明らかにする。 

第一に、確認訴訟原型観についてである。アメリカ法においては、救済法は基礎的権利

(primary rights)を判断した上で救済が決められるという法構造があり、これに基いて権

利確認を中核とする宣言的判決が登場した。そして伝統的訴訟形式を前提にした司法権の

概念も宣言的判決により見直された。アメリカ法から学ぶべき点は、訴訟の実体に迫りそ

の本質的属性である宣言的判決を通じて、既存の訴訟の諸形式をこの本質的属性に基礎づ

けられた諸態様として捉え直される司法権の概念として再検討するということであろう。 

ところで、兼子説は、すべての訴訟類型の目的が既判力を有する裁判の取得にあるとい

う確認訴訟原型観を打ち出し、それを「司法＝判断作用」のテーゼの基礎とする。けれど

も、行政訴訟については取消訴訟中心主義の制約の中にあって、確認訴訟の可能性を検討

していない。この問題について、白石説は、確認訴訟原型観を踏まえ、抗告訴訟の本質は

行政の具体的な権限の存否を有権的に確定する確認訴訟だと解している117。すなわち、抗告

訴訟は全体として確認訴訟そのものであり、取消訴訟は確認訴訟の一態様にすぎない。さ

らに、抗告訴訟に関わる法律上の争訟は確認訴訟原型観により把握された以上、その一態

様である取消訴訟は、確認訴訟の適用範囲を制限することができない。いわば、ここには、

取消訴訟中心主義に対抗する確認訴訟中心主義がある。 

第二に、抗告訴訟に関わる法律上の争訟と訴えの利益との関係である。宣言的判決法の

合憲性をめぐる議論から見たように、裁判制度を利用するためには司法判断に相応しい紛

争が現実に存在しなくてはならず、その判断枠組みは日本でいうところの訴えの利益に当

                                                        
115 最高裁行政局・前掲注(11)はしがき 2 頁。この本の署名はないが、はしがきを書いた者は白石であり、本文の執筆

者は中村治朗である（中村治朗「最高裁行政局時代の回顧」（初出 1985年）『裁判の世界を生きて』（判例時報社、1989

年）8頁以下）。 
116 訴訟類型論について、兼子説と白石説は類似しているとの指摘がある。今村・前掲注(18)206頁、興津征雄「行政処

分反復禁止効の法的構成――取消判決の既判力と拘束力」法学協会雑誌 121巻 2号(2004年) 100頁。なお、兼子説との

関係について、最高裁行政局・前掲注(12) 資料 14号 24頁（白石発言）。 
117 白石健三「公法関係の特質と抗告訴訟の対象」前掲注(114)岩松還暦所収 438-439頁、同「抗告訴訟」比較法 15号（1978）

4頁。 
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たる司法判断適合性である。ドイツ法においても、確認訴訟の登場は近代訴訟史において

訴えの利益を発見する契機となった。英米法もドイツ法も宣言的判決または確認訴訟の登

場をきっかけにして、裁判制度を利用する正当な利益が求められているのである。そうす

ると、確認訴訟と解された抗告訴訟も例外ではなく、訴えの利益があれば訴えを提起する

ができる。したがって、例えば、事前訴訟の許容性についても、白石は、行政の作為不作

為義務の存否確認を、訴えの利益をいかに判断するかという問題として考えている118。 

第三に、給付判決より確認判決の方を活用することである。英米法においては、行政に

作為または不作為義務を命じる執行的判決はあるが、その要件が厳格であり、執行力が行

政権を抑えすぎるおそれがあった。そこで、宣言的判決がしばしば執行的判決の代替とし

て求められてきた。これに対して、日本法では、「司法＝判断作用」テーゼによると、行政

処分の作為不作為を対象とする給付訴訟が一般的に否定されているが、確認訴訟について

は、これを活用する余地があるといわれてきた119。 

さらに執行力付きの判決を下すことが司法作用の本質と考えられていた英米法に対して、

確認訴訟原型観に基づく兼子説は執行力を司法権の外にあるものと考え、給付訴訟を即時

給付義務確定の確認訴訟と解した点で、給付訴訟と確認訴訟との区別を相対化する傾向に

ある。そのため、白石も給付訴訟を即時給付義務の確認訴訟と解した120。さらに行政処分に

対する給付判決を下しても執行力がないことに着目し、判決の効力について給付訴訟と確

認訴訟を区別する必要もないと考えた121。判決の実効性は、行政の作為不作為義務の存在を

確定する判決が出ると、行政が既判力及び拘束力を有する判決に従って行動すべきだとい

うことにより担保されている122。 

 

以上、三点にわたる、白石説は、宣言的判決と確認訴訟原型観を結び付けて導き出され

たものであった。そこで、次に、行政訴訟における具体的な解釈論について分析する。 

 

第二款 解釈論としての義務確認訴訟説の確立 

一 白石説の展開 

１ 取消訴訟の確認訴訟化    

                                                        
118 最高裁行政局・前掲注(12)資料 14号 19-20頁（白石発言）。 
119 同上 16頁以下（白石発言）、白石健三「公法上の義務確認訴訟について」公法研究 11号（1954年）46頁。 
120 最高裁行政局・前掲注(12)資料 14号 24-25頁（白石発言）。 
121 東京地判昭和 37年 11月 29日行集 13巻 11号 2127頁（裁判長は白石健三）。 
122 最高裁行政局・前掲注(12) 資料 14号 25-26頁（白石発言）、最高裁行政局・前掲注(11)2-3頁。 
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行政の適法性統制における司法権の役割を強調する白石説は123、司法の統制を認めた以上、

国民の権利が違法な行政活動に侵害されれば、司法は事前事後を問わず違法の行政活動を

審査しなくてはならず、そこでは司法の発動について訴えの利益以外の条件は存在しない

と考えた。 

このような解釈論を具体的に展開するためには、まず取消訴訟の特殊性を法技術におい

て見直す作業が必要である。兼子説と同じ手法で、白石説は行政事件訴訟を民事訴訟の特

例として解釈し、行政事件の特質を相対化する。まず、行政事件の特質は、行政の一方的

判断に一応の妥当力（いわゆる公定力）を与える点にある。抗告訴訟は、民事訴訟の特別

手続として公定力を保護するものである。ただ、公定力は行政庁の判断を手続法上、国民

の判断に優越させる効果（排他性）にすぎないので、行政判断の適否を認めるか否かとい

う問題の最終審級は、司法権である124。すなわち、形式的には国民が原告となるが、「実質

的には、むしろ、行政庁の側が原告として訴訟を追行しなければならない地位に立たされ

るものということ」125である。一方、公定力が手続上の効果にとどまるならば、実体法上は

具体的権限を越える処分や事実行為は始めから違法即無効である。形成訴訟のメルクマー

ルの形成力について、取消訴訟は具体的権限の存否を確定した上で、その確定を解除条件

として処分の効力を遡って失わせるものである。したがって、取消訴訟は違法性の有無を

確定する確認訴訟である126。 

 こうした理解の前提には、行政と国民の対等な地位を認めるとい考え方がある。特例法

は、行政の国民に対する手続上優越的地位を守るものであるが、決して司法審査の範囲を

制約するものではない。 

 

２ 訴えの利益の一元化 

 抗告訴訟を確認訴訟と解するならば、その対象も統一的に画定されるべきである。訴訟

対象は行政が判断をした際の具体的権限の存否というものである。すなわち、具体的な事

件において、行政が法律を適用したときに国民の権利を違法で侵害するか否かということ

である127。そして、ここでは、訴えの利益も一元的に把握することができる。事前訴訟と事

                                                        
123 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 53頁。 
124 同上 51頁、前掲注(117)公法関係 425頁、449頁注⒁。 
125 白石・前掲注(117)公法関係 439頁。 
126 白石・前掲注(117)公法関係 438-439頁、抗告訴訟 4頁。 
127 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 48頁。なお、白石説の訴訟物は、訴訟法技術のものというよりも、訴えの利益によ

り司法権の対象を画定するものである。この点について、白石健三ほか「行政事件訴訟の審理をめぐる実務上の諸問題

⑸」判例タイムズ 16巻 6号（1965年）42頁以下（白石発言）参照。 
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後訴訟とは紛争の成熟性の度合いに差があるにすぎない128。処分性の有無に関する問題も、

確認の利益の問題と解することができ、処分性の存在が認められるのであれば、一応の確

認の利益もまたそこにはある129。したがって、行政のどの段階における判断を処分性を有す

るものとして争うかという問題は、どの段階で確認の利益を認めるかという問題に等しい130。

言い換えれば、「処分性の問題は、争いの成熟ないし訴えの利益の概念の中に吸収される」

131。他方、処分の事前段階においても、具体的権限の存否についての争いがありうる。ただ、

処分の存在を前提とする事後訴訟に比べると、「〔確認の利益〕の有無を具体的、個別的事

件の判断に任せているものと解される」132。 

確認の利益は、「真に双方当事者の利害が対立し、相互の真剣な主張立証の活動」133を行

う争訟の状況において、行政の第一次的判断権に配慮しながらも、なお個人の権利利益の

救済必要性が高い場合に認められるべきである134。その際に、行政の第一次的判断がなくて

も、司法は、法律上の争訟に当たるかどうかを独自に判断することができる。 

このように事前訴訟が認められれば、抽象的法規範が行政の第一次的判断によって具体

化されなくても、その効力を直接攻撃することが可能である。例えば、法律が違憲である

ことを理由に処分の権限がないことの確認を要求する場合に、もし違憲であるか否かが唯

一の争点で、他の争いがないとなると、行政庁の第一次的判断を経る意味はないので、確

認利益が認められる135。白石説において確認訴訟は「顕在化しない規範統制訴訟」として運

用する可能性があるといえよう。 

 

二 判決の展開 

１ 白石説の影響 

特例法の時代、通説に同調した判例がほとんどであったが、白石説の登場により義務確

認訴訟を認めた判例が出現した。以下では、義務確認訴訟を認めた事例を検討する。 

                                                        
128 同上 54頁。 
129 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 54頁、前掲注(117)公法関係 438-439頁、抗告訴訟 4頁。 
130 最高裁行政局・前掲注(12)資料 14号 50-51頁（白石発言）。 
131 白石・前掲注(117)抗告訴訟 16頁注 12。 
132 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 54頁。なお、最高裁行政局・前掲注(12)資料 14号 18-19頁（白石発言）参照。 
133 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 53頁。 
134 例えば、「行政庁に処分の具体的権限がないことが一義的に明白」である場合には、「行政庁が行政法規の適用・認定

についてすでにその見解を公表しているとか、若しくはその見解に従って従来から処分を繰り返してきているというよ

うな」場合には、あるいは「憲法の保障する基本的人権の保障が問題となっている事案」において、「事前段階での救済

を認めないことが回復すべからざる損害をもたらすような場合には」、行政の第一次的判断の機会を与えることが不合理

ということで、確認利益が認められる（白石・前掲注(117)抗告訴訟 11頁）。 
135 白石・前掲注(119)義務確認訴訟 55頁。 
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 まず、納税義務不存在確認訴訟を認めた事例において、裁判所はそれを当事者訴訟とし

て取り扱ったが、確認の利益の判断手法について白石説の影響を受けたようである136。この

種の訴訟は、将来の課税処分に対する予防的訴訟であるので、白石説では抗告訴訟と位置

づけられた137。しかし、裁判所は、処分がなされる前にそもそも租税債務を負わせないこと

で、「かかる場合は相対立する当事者間の公法上の権利関係の存否に関する訴訟」について、

「いわゆる当事者訴訟によるべきもの」138である、と判断した。つまり、義務確認訴訟は当

事者訴訟と解されたのである。 

 次に、薬事法 5 条を違憲として、同法上の許可を受けなくても「薬局を開設しうる権利

を有すること」の確認を求める事例においては、地裁判決は次のように訴えの適法性を認

めた。 

「一般に行政庁のなんらかの処分をまつまでもなく、法令自体が直接国民の権利義務に影響を及ぼすよ

うな場合には、その法令により権利義務に直接の影響を受ける国民は国に対しその法令の無効確認ある

いは当該無効法令に基づく権利義務の存在、不存在等の確認を求めて裁判所に提訴することは、許され

るものと解すべき」139である。 

  

本判決によると、訴えの利益があれば、基礎的権利の確認訴訟という形で法令の効力を

直接に争うことができる。この判決は、まさに白石説を実践したものである。ただ、地裁

判決では当事者訴訟として取り扱ったが、行訴法の下での高裁判決140および最高裁判決141は

いかなる訴訟形式に属するものかについては明言を避けた。ただし、最高裁調査官の解説

によれば、当事者訴訟と位置づけられたのであった142。その理由は、おそらく「国会の立法

行為が即、行訴法上の公権力の行使とはいえない」143ことにあるように思われる。 

 以上整理して見ると、白石説は判例に一定の影響を及ぼしたが、彼が主張した義務確認

訴訟が抗告訴訟と当事者訴訟のどちらに属するかという問題が浮上したのであった。 

 

                                                        
136「更正または決定処分がなされない以前においても、納税義務者の法的地位そのものに争いがあり、租税債務の存否

そのものが争われて、その紛争を解決する必要がある場合、いわゆる確認の利益がある場合、司法上の救済を拒絶する

ことの根拠となるものではあり得ない。」(東京地判昭和 30年 5月 26日行集 6巻 5号 1193頁)。当時、この判例は宣言

的判決の受容と位置づけられた（平峯隆「行政訴訟における宣言的判決の適憲性」税法学 56号（1955年）17頁）。 
137 白石・前掲注(117)公法関係 434-35頁。なお、税法学者はこれを無名抗告訴訟と見るべきと主張している（金子宏ほ

か編『租税法講座 3 租税行政法』（ぎょうせい、1975年）304頁（松沢智執筆）。 
138 横浜地判昭和 36年 2月 20日行集 12巻 2号 275頁。 
139 東京地判昭和 37年 10月 24日行集 13巻 10号 1858頁（裁判長は位野木益雄）。 
140 東京高判昭和 38年 4月 26日民集 20巻 6号 1234頁。 
141 最大判昭和 41年 7月 20日民集 20巻 6号 1217頁。 
142 矢野邦雄（当時の最高裁調査官）「判例解説」最高裁判所判例解説民事篇昭和 41年度 359頁注 1。 
143 山本隆司「在外邦人選挙権最高裁大法廷判決の行政法上の論点」法学教室 308号（2006年）28頁。 
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２ 白石コートの実践 

白石が東京地裁民事第三部の裁判長を務めていたのは、行訴法制定後間もない時期であ

る。行訴法は義務づけ訴訟や予防訴訟を定めていないことで、白石がどのように自説を実

践するかが注目された。以下では、この実践であった白石コートの判決の特徴を検討する。 

まず、作為義務確認訴訟について、遺族年金及び弔慰金支給請求事件144がある。本件は、

戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金および弔慰金の支給を拒否された原告が、

不服申出棄却裁決の取消と、遺族年金および弔慰金を受け取る権利を有する裁定をしなけ

ればならないとの判決を求めて訴えた事例で、義務付けの給付判決が求められた事例であ

る。本件においてはあわせて取消訴訟が提起されていたため、訴えの利益は問題とならず、

勝訴判決の形式が問題となった。 

裁判所は、原告にその受給資格があることを認めた上で、このような場合に「行政庁の

第一次的判断をまつまでもなく、ただちに、行政庁に一定の作為義務がある旨を判断し得

る」と判示した。さらに、勝訴判決の形式として給付判決または確認判決を採るべきかに

ついて、「給付判決につき強制執行の方法は用意されていないので、主文の表現が確認の形

式をとるか給付の形式をとるかによって、判決の実質的効力は異ならず、……確認の方式

をとることが表現形式として妥当である。」すなわち、給付判決にせよ確認判決にせよ、い

ずれも既判力を有することで、行政が判決の趣旨に従わなくてはならない。ただし、本件

においては、裁判所が原告に請求権を認めて行政庁の作為義務を宣言したことから、判決

の実質が執行力を有しない給付判決と解することができる。 

次に、不作為義務確認訴訟について、強制翦剃差止請求事件145がある。本件は、刑務所に

おいて服役中の原告が、被告である刑務所長に対し、原告の頭髪を強制翦剃することに対

して差止めを求める事例で、将来に行われうる事実行為に対する予防的訴訟である。 

裁判所は、原告の請求を棄却したが、差止請求を無名抗告訴訟として次の理由によって

適法な訴えと認めた。 

「受刑者たる原告に頭髪の翦剃を強制することが基本的人権の保障に関する憲法の規定に違反すると

いうのであって、……原告は被告に対しその不作為を要求する権利があることは当然であって、かよう

な具体的権限の存否ないし不作為請求権……の存否に関する争いが個別的、具体的権利関係に関する争

いであることは明らかである。……原告の入監以来約 20 日間に 1回の割合で原告の意に反して翦剃…

…を実施して来ているというのであって、将来もこれを継続する意思であることは……明らかであるか

                                                        
144 東京地判昭和 37年 11月 29日行集 13巻 11号 2127頁。その他の同旨の判決として、検察官が起訴不起訴の決定をし

ないことに対する確認請求事件（東京地判昭和 37年 12月 25日行集 13巻 12号 2393頁）、厚生年金保険被保険者資格確

認請求事件（東京地判昭和 39年 5月 28日行集 15巻 5号 878頁）。 
145 東京地判昭和 38年 7月 29日行集 14巻 7号 1316頁。 
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ら、……被告の第一次的判断権はすでに行使されたに等しい状況にあるものということができる。……、

現行法上、事前の差止めを訴求する方法以外に他に適切な救済方法も存在しない。……以上のような諸

条件の下で、基本的人権の擁護のため必要であるかぎり、事前の差止めによる救済を与るべきことを司

法権に期待しているものというべきである。」 

 

予防的訴訟について、白石は主に権利侵害の具体的状況を衡量し、訴えの利益を決めて

おり、行政の判断権限の行使の有無についてはこれを衡量の一要素にすぎないと考えてい

る。そして、白石説において訴訟物となる具体的権限存否は一般的には違法性と解される

が、本件においては、むしろ不作為請求権が訴訟物として把握されている。違法性の有無

（具体的権限存否）と権利存否とは表裏一体の関係にあり、権利の侵害があれば、裁判所

は権利の存否を確定して適切な救済手法を与えることができる。ここには、権利中心の救

済法の萌芽が見られる。また、その救済手法は、作為義務確認訴訟の場合と同じ確認を求

めるものであるが、その実質は不作為請求権に基づく給付判決であった。 

 

三 白石説の意義と限界 

１ 白石説の意義  白石説の功績は、司法権の限界を「紛争の成熟性（確認の利益）」に

絞り、「訴訟法的な次元において問題を処理する」146点にあり、これを「卓見」147と評価さ

れている。また、処分性について、これを訴えの利益の問題として判断する点については、

処分性拡大論の先駆者と位置づけることもできる。しかし、白石説が、なぜ確認訴訟を特

に強調するのかという疑問が提起されており148、しかも、「ある類型の訴訟が確認的作用を

もつことと、それが確認訴訟であることは、全く別の事柄である」149という批判も有力であ

る。 

確かに、これらの批判はあるものの、白石説の意義が、次の点にあることをここでは確

認することの方が意味があるだろう。繰り返しになるが、宣言的判決と確認訴訟原型観は

重要な手掛かりとなる。まず、訴訟法の歴史からみると、確認訴訟は、訴えの利益を最も

重視して考え、司法権の分野をできるだけ広く画そうとするものであった。そして、彼の

司法国家観に関する理論からみると、行政訴訟制度は、確認訴訟をベースにして構築され、

訴訟の対象は訴えの利益として把握されるべきものである。そこで、行政国家から司法国

                                                        
146 今村・前掲注(18)208頁。 
147 兼子仁・前掲注(83)297頁。 
148 例えば、今村・前掲注(18)208頁。 
149 安念潤司「取消訴訟における原告適格の構造㈠」国家学会雑誌 97巻 11・12号（1984年）40頁注 1。 
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家へという憲法原理の転換を踏まえて、こうした歴史と理論からみるならば、司法権の中

に通説がなおもみている行政国家の属性を排斥し、法律上の争訟を訴えの利益の側面から

理論的に把握することが必要である。具体的にみるならば、訴えの利益があれば、司法権

は自らの権限で行政活動の違法性を宣言すべきであり、司法権の限界は事件性に由来する

内在的な制限にほかならないのである。したがって、取消訴訟を確認訴訟として見直す理

由は、その特殊性を訴えの利益の次元において解消することにある。まさに、確認訴訟原

型観はこのような結論を得るための鍵となるものである。 

その上で、白石説は国家と国民との法律関係を広く捉えて、基本的人権の救済を重視し

ている。彼の訴えの利益論は行政の判断権限と国民の権利救済との利益衡量を可能にする

仕組みであり、司法における救済権能の伸長または具体的妥当性の判断を促す契機ともな

る。司法は、違法な行政作用により事実上の不利益を被った者を救済するためにも、争い

を具体的に煮詰めることで訴えの利益を自ら認めることができる150。いわゆる法的保護に値

する利益説はその原型がここにある151。法律関係の具体性を訴訟法の次元で判断するならば、

違法な行政作用により悪影響を受けた私人の利益状況を衡量した上で、司法的救済を与え

るかどうかということであろう。 

 

２ 白石説の問題点  以下では、白石説の問題点として二点を指摘しておく。 

第一に、白石説は、理念的に確認訴訟が基本的な訴訟類型であることを説いたが、一定

の行政処分に対する作為不作為を中心に議論を展開した。そして、白石コートの判決の本

案審理においては、行政実体法上の処分の作為不作為請求権を判断し、確認判決を特定の

作為不作為義務の給付判決の代用品とする傾向にある。そのため、紛争を抜本的かつ包括

的に解決する確認訴訟が果たして白石説にはあるのかという疑問が残る。当時の行政法学

は行政行為論を中心に構成されており、白石説もその時代の制約から逃れることができな

かったのであろう。 

第二に、公法私法二元論の影響を受け、白石説も抗告訴訟となるべき公法上の関係を権

力説により画定している152。白石説は、包括的抗告訴訟の先駆者として評価されたが153、「あ

くまでも『公定力を有する行為』というカテゴリカルな判断によってその対象を限定」154す

                                                        
150 原告適格について、白石健三「反射的利益と訴えの利益」田中二郎・雄川一郎編『行政法演習Ⅱ』（有斐閣、1963

年）67頁。 
151 原田尚彦「訴えの利益」（初出 1965年）『訴えの利益』(弘文堂、1973年)7頁、11頁注 7。 
152 白石・前掲注(117)公法関係 435-436頁。 
153 今村・前掲注(18)206頁。 
154 南博方編『条解行政事件訴訟法』（弘文堂、1987年）82頁（高木光執筆）。 
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る考え方をとるものである。訴訟の対象についてはやはり公権力の行使を中心にして考え

ているのである。しかし、もし徹底的に訴えの利益論を展開すれば、抗告訴訟と当事者訴

訟との通約可能性も導き出すことができただろう。したがって、この点で、白石説は、取

消訴訟の特殊性を訴えの利益論の次元で解消するものではあったが、「行政訴訟をより統合

的に理解する方向に向かうための、先駆的な、しかし過渡的な理論と位置づけられよう」155。 

なお、白石説の影響を受けた当時の租税債務不存在確認事件や薬局開設権利確認事件に

見られるように、訴えの利益の次元においては、当事者訴訟としての確認訴訟と抗告訴訟

としてのそれとは区別がつかない。 

 

第三款 義務確認訴訟説の挫折 

一 行訴法の制定 

行訴法の立案過程において、新たな訴訟類型を定めるか否かの議論は、抗告訴訟の枠内

で予想される各種訴訟類型の必要性について、取消訴訟との距離を測りながら行われた。

すなわち、取消訴訟を中心にして議論が行われたのである。この中で、義務確認訴訟説に

基づいて、義務付け訴訟、差止訴訟、規範統制訴訟に関する案も検討されたが、これらの

案は、取消訴訟の訴訟要件を前提にして、訴訟類型ごとに原告適格や訴えの利益を厳しく

定めるものであった。そして、取消訴訟中心主義の下で、法律上の争訟に当たらないこと

や行政の第一次的判断権の尊重などを理由として採用されなかった156。そして、賛成多数を

得なかった訴訟類型は、最終の法案に盛り込まれなかったことから、典型的訴訟類型を法

定化する一方で、列記主義にならないように包括的定義規定が必要とされた157。 

法定化されていない訴訟類型は将来の学説判例の発展に委ねられたために、立法上の手

当てとして、第 3条 1項には「公権力の行使に関する不服の訴訟」が定められた158。いわゆ

る「拡張された抗告訴訟概念」159が法定されたのである。法制審議会行政訴訟部会長として

                                                        
155 山本隆司「差止めの訴えの法定」小早川光郎・高橋滋編『詳解 改正行政事件訴訟法』（第一法規、2004年）67頁。 
156 義務付け・義務確認訴訟については、塩野宏編『行政事件訴訟法〔昭和 37 年〕⑴』(信山社、1992 年)460 頁以下、

規範統制訴訟については、同編『行政事件訴訟法〔昭和 37 年〕⑵』(信山社、1992 年)981 頁以下、1152 頁以下、同編

『行政事件訴訟法〔昭和 37年〕⑶』(信山社、1994年) 100-101頁、103頁、差止訴訟については、同前行訴法⑶102-103

頁）。なお、審議に関与した中村・前掲注(115)47頁以下の回想も参照。 
157 同上行訴法⑶101頁。 
158 田中二郎「行政争訟制度の改正」法律時報 34 巻 10 号（1962 年）11 頁、雄川一郎「行政事件訴訟法立法の回顧と反

省」（初出 1983年）前掲注(74)書 189頁。なお、小委員会第 46回会議概要においては同じ趣旨が見られる。すなわち、

「法令の効力の訴および処分権不存在確認の訴の削除については、この種の訴を排除する趣旨ではなく、真にその必要

がある場合には第三の第一項の概括規定によりこれを認めることも可能とする余地を残すという条件の下にほぼ了解さ

れた。」（塩野編・前掲注(156)行訴法⑶103頁）。 
159 雄川・前掲注(158)189頁。 
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立案に当たった入江俊郎（後に最高裁判事）が述べたように、「例えば給付訴訟、義務付け

訴訟、行政処分禁止訴訟、処分権不存在確認訴訟、行政処分変更請求訴訟、宣言訴訟等が」

これからの学説判例に委ねられたのである160。 

ところが、「行政庁の第一次的判断を媒介として生じた違法状態の排除を目的とした」161意

味を含む文言であるということで、「公権力の行使に関する不服の訴訟」は、必ずしも立法

者の意図通りには発展しなかった。立案にも参画した柳瀬良幹は、覆審訴訟と同義で不正

確な定義のみから無名抗告訴訟が当然に認められるとする解釈には疑問が残ると指摘した

162。そして裁判実務も法定抗告訴訟の適用を優先し、無名抗告訴訟に消極的姿勢をとったた

め163、後年、「詐欺立法」164とさえ言われた。 

 さらに、抗告訴訟の仕組みは行政処分の取消を中心に構成されたので、行政処分以外の

行為形式を取り扱うことができるか否かという点で問題が生じた。立案過程において訴訟

対象に関する議論は少なく、田中説によれば、事実行為や条例についても、処分性に準じ

て処理されることになる165。しかし、行政活動の多様化に伴い、事実行為や条例だけでなく、

行政計画や行政指導も「公権力の行使」にあたるかどうかという問題も登場した。そして、

排他的管轄、出訴期間の制限や仮処分の排除が、果たして、これらの多様な行為形式に関

わる紛争解決に相応しいかという疑問も生じた。 

 したがって、包括的抗告訴訟とはいえ、その適用範囲がはじめから公権力の行使という

文言と取消訴訟中心主義の仕組みで限られたため、特例法の残余概念である「その他公法

上の権利関係に関する訴訟」のような機能を果たすことができず、むしろ、白石が述べる

ように、「国民の権利主張に対して、多少ブレーキをかける」166ものになったといえよう。 

 

二 無名抗告訴訟に対する例外三要件の形成 

 白石コートが義務確認訴訟を積極的に運用すると同時に、最高裁事務総局行政局は行訴

法における取消訴訟中心主義を前提に無名抗告訴訟の許容要件を厳しく解釈した。義務付

                                                        
160 入江俊郎「行政事件訴訟法の立案の過程」法律時報 34 巻 10 号（1962 年）30 頁。同旨、雄川一郎ほか「行政事件訴

訟法研究会（二）」ジュリスト 260号（1962年）12頁（最高裁調査官であった田中真次発言）、法務省訟務局参事官で

あった杉本良吉「行政事件訴訟法の解説（一）」法曹時報 15巻 3号（1963年）36頁。 
161 田中『新版行政法（上）〔全訂第 2版〕』（弘文堂、1974年）294頁、304頁。 
162 柳瀬良幹『行政法教科書〔再訂版〕』（有斐閣、1969年）163頁。そこで、作為義務確認訴訟を唱えた渡邊宗太郎も新

版の教科書からその記述を削った（『新版日本国行政法要論上巻』（有斐閣、1963年）320頁以下）。 
163 例えば、雄川一郎ほか「行政訴訟の実務と理論研究会」ジュリスト 529号（1973年）27頁（位野木益雄裁判官発言）。 
164 阿部泰隆『行政訴訟改革論』(有斐閣、1993年)7頁。 
165 田中・前掲注(161)326頁。 
166 塩野宏編『行政事件訴訟法〔昭和 37年〕⑹』(信山社、1994年)138頁（白石健三発言）。ただし、白石は概括条項と

しての意義を評価している。 
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け訴訟（作為義務確認訴訟）の許容性については、①行政庁の義務が裁量の余地がないほ

ど明白であって、行政庁の第一次的な判断権を留保する必要がそれほどない事柄に関する

場合であり、②出訴を認めないことで損害がきわめて大きく、まず救済の必要性が顕著で

あることが要件である167。差止訴訟（不作為義務確認訴訟）については、③他により適切な

救済方法がないことが加えられた168。後に作為不作為義務確認訴訟の要件が統合され、無名

抗告訴訟の例外三要件として、①裁量の一義的明白性、②回復しがたい損害が差し迫って

いる緊急性、③補充性、が確立している169。 

 例外三要件は、行訴法の制定後、登場したわけではなく、特例法の時代に白石説の影響

を受けた裁判例における確認の利益に関する考え方を、無名抗告訴訟の許容要件として変

造したものである170。すなわち、義務確認訴訟は「あくまで例外的に認められるところのも

のであるから、通常の確認訴訟におけるようにいわゆる確認の利益が存する場合に許され

るというものではなく、権限の分配及び行政処分の司法審査の趣旨からいって」171、例外三

要件を具備する場合に限って許されると解された。その理論根拠は、「司法裁判所の行政権

に対する介入を行政庁の処分の事後審査に基づく取消という消極的是正の域内にとどめる

ことが憲法の基本原理の一つをなす三権分立の原則から生ずる行政権の独自性の要請」172と

いうことに求められた。要するに、例外三要件論は、行政権優越の司法国家観により訴え

の利益を限定したものである。 

 行訴法の制定後、最高裁事務総局行政局の見解が明示された結果、白石コートの判決に

追随した裁判例はほぼ見られなくなった。「行政行為がなされるのをまたずに、その前に、

訴訟手続で行政庁と国民との間の権利義務の存否を確定することはこれを原則的に許さ

                                                        
167 最高裁判所事務総局行政局『行政事件担当裁判官会同概要〔行政裁判資料第 28号〕』（1964年）51頁（行政局緒方

節郎課長の発言、会同は 1963年 1月）。なお、同議事録を見る限り、裁判官の大勢は義務付け訴訟の運用を例外とする

傾向にある。 
168 最高裁判所事務総局行政局『行政事件担当裁判官会同概要〔行政裁判資料第 29号〕』（1964年）87頁（行政局緒方

節郎課長の発言、会同は 1963年 11月）。 
169 最高裁判所事務総局行政局『続々行政事件訴訟十年史』（法曹会、1981 年）41 頁、司法研修所『改訂 行政事件訴

訟の一般的問題に関する実務的研究』（法曹会、2000年）138-139頁 
170 例外三要件の形成に関する判例として、神戸地判昭和 31年 11月 26日行集 7巻 11号 257頁（地方税に対する優先弁

済権の確認請求事件、一義性、適法）、東京地判昭和 35年 2月 3日行集 11 巻 2号 356頁（特許出願の早期査定の義務

確認請求事件、一義性、不適法）、東京地判昭和 35年 9月 28日行集 11巻 9号 2753頁（死刑受執行義務不存在確認請

求事件、緊急性・補充性、適法）、東京地判昭和 36年 11月 9日行集 12巻 11号 2252頁（鉱区税の納付義務不存在確認

請求事件、緊急性、不適法）。 
171 東京地判昭和 36年 8月 24 日行集 12巻 8号 1589 頁（農地法第 80条第 1項による農林大臣の認定義務の存在確認請

求事件、一義性・緊急性、不適法）。 
172 東京地判昭和 37年 6月 20 日行集 13巻 6号 1031 頁（農地法第 80条第 1項による農林大臣の認定義務の存在確認請

求事件、適法）。ただし、本判決は行訴法の制定後、施行前のものであり、例外三要件をあげていないが、原告の請求

を不作為違法確認訴訟に相当する決定義務確認訴訟と解した上で、適法とした。裁判長は位野木益雄。 
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ず」173という考え方が行訴法の原則とされ、例外三要件は、下級審において定着した解釈と

なった。 

確かに、行政の第一次的判断権を訴えの利益と等価のものと解する点からみると、例外

三要件は白石説を受容したものとみることもできる。けれども、厳格に定式化された例外

三要件は、白石説の主張した「事案ごとの判断に任せる」柔軟な判断基準とは異なるもの

であり174、さらに行政権の優越性を強調して、事前訴訟の運用を大幅に制限している。この

点について、福家俊郎は 1972年までの判例を分析した上で、白石説に依拠した判決と例外

三要件を適用した判決との間に、「司法国家体制に対する重大な観点の差異」があると指摘

した175。すなわち、前者は司法権自体の内在的制限論であるが、後者は伝統的な行政権の独

自性論である。例外三要件と行政の第一次的判断権とは表裏一体のものである。したがっ

て、「確認の利益」に言及しなくなった裁判例の多くは、例外三要件を訴えの適法要件とし

て、「紋切り型の判示をして却下している」176。請求を適法とした判例はわずかなものであ

り、本案まで認容した判例は稀だと言わざるを得ない。結局のところ、例外三要件は「や

はり原則否定論」177であった178。 

 一方、田中・雄川説を継承した通説は、訴訟類型を導く実定法の構造を根拠にして、「取

消訴訟中心主義」179または「事後訴訟中心主義」180を立法政策と解している。通説では、ま

ず立法意思の優先をあげて取消訴訟中心主義を正当化し、それから取消訴訟中心主義との

距離を測りながら、「事後審査」の原則を崩さない限り無名抗告訴訟を認めている。その際

に、白石説については、無名抗告訴訟の許容性に対する独立説・成熟説として整理してい

るが、裁判実務の硬直化および立法政策を疑問としない通説の思考停止に伴い、白石説が

示した司法国家観は忘れ去られたのである。 

 

 

                                                        
173 東京地判昭和 40年 4月 22日行集 16巻 4号 570頁（農地法第 80条第 1項による農林大臣の認定義務の存在確認請求

事件、一義性・緊急性、不適法）。裁判長は位野木益雄。 
174 最高裁行政局編・前掲注(168)91-92頁（白石発言）。 
175 福家俊郎「行政訴訟における「給付訴訟」(二)――判例理論の考察を中心に」民商法雑誌 66巻 5号（1972年）91頁。 
176 濱秀和「無名抗告（法定外抗告）訴訟」ジュリスト 925 号（1989 年）118 頁。なお、1991 年までの裁判例の一覧に

ついて、最高裁判所事務総局行政局監修『主要行政事件裁判例概観 7 総論（手続法編Ⅰ）』（1995年）22頁以下参照。 
177 小早川光郎「行政の第一次的判断権・覚え書き」原田尚彦古稀『法治国家と行政訴訟』（有斐閣、2004年）228頁。 
178 ただし、予防的不作為確認訴訟について、最高裁判所の判例は別として次章で検討される。 
179 塩野・前掲注(9)338頁。 
180 小早川光郎「抗告訴訟の本質と体系」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 4 行政争訟Ⅰ』（有斐閣、1984年）167頁

注 63。 



第五章 

131 
 

第五章  違法宣言訴訟と権利確認訴訟 

 

 行訴法制定以後、訴訟類型をめぐる議論は取消訴訟を中心に行われた。ただし、行政法

学は、未だ達成されていない司法国家の実現という憲法上の課題だけでなく、現代行政国

家の展開に伴って肥大化する行政をいかに統制すべきかという課題にも直面しており1、行

政訴訟法学も同様の状況にあった。そこで、行政訴訟の対象を拡大するために、確認訴訟

を議論する学説は多くないが、義務確認訴訟説が示したアプローチ、すなわち訴訟対象を

訴えの利益に還元することについては、盛んに論じられていた。本章においては、このよ

うな学説と確認訴訟との関係を明らかにし、この学説の意義および射程を検討する。まず

最高裁判所が訴訟対象を訴えの利益に還元するアプローチを排斥した上で、法律上の争訟

を取消訴訟中心主義の枠内に矮小化したが、この軌跡を描き、その問題点を明らかにする

（第一節）。次に、現代行政国家の展開において、行政訴訟のあり方を確認訴訟から抽出し

た高柳説の違法宣言訴訟と下山説の確認訴訟原型観を対比して、二つの確認訴訟観を明ら

かにし（第二節）、訴訟対象を訴えの利益に還元する観点から、処分性拡大論および当事者

訴訟活用論を検討する（第三節）。 

   

第一節 最高裁判所における確認訴訟の軌跡 

第一款 取消訴訟と違法宣言訴訟 

一 違法宣言訴訟の可能性 

１ 特例法時代に、講学上の行政行為に当たらない条例を行政処分と解することは、すで

に学説判例において認められていた2。行訴法制定以後も、同様に認められていた3。しかし、

通説ではこのように便宜上救済の例外の可能性が認められたが、訴訟構造の問題について

は深く論じられることはなかった。そして、本来の行政行為でないものについて、これを

取消訴訟の対象と解することで不都合がないのかという疑問も生じたのである。例えば、

事実行為に対する取消判決の効力が問題となった。 

事実行為について、特例法時代にこれを民事訴訟または当事者訴訟のいずれで争うべき

                                                        
1 日本の現代行政法学が憲法原理の転換と現代行政の展開という二つの「重畳的課題」に直面していることについて、

室井力「現代行政法の課題」（初出 1970年）『現代行政法の原理』（勁草書房、1973年）4頁。 
2 さしあたり、雄川一郎『行政争訟法』（有斐閣、1957年）69頁。 
3 田中二郎『新版行政法（上）〔全訂第 2版〕』（弘文堂、1974年）326頁。 
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かという論争はあったが4、行訴法では公権力の行使にあたる事実行為を取消訴訟の訴訟対

象と解された。しかしながら、法効果を持たない事実行為を取消すのはまったく無意味な

ものだと批判されていた5。今村成和は、取消訴訟の中核をなすものを違法宣言と解すれば、

判決の効力の中から形成力を外すことができることを指摘した。 

「事実行為の取消判決は、その違法宣言判決と解することができる。したがって、それは、何らの形成

的効果を生み出すものではないけれども、取消判決に附着せしめられた拘束力により、行政庁は、判決

の趣旨に従って行動するのを要するから、当該事実行為の違法なことを認め、それを廃止しなくてはな

らぬことと」なる6。 

 

２ 訴訟の入り口からみると、取消訴訟を、違法宣言判決を求める訴訟形式として運用す

る発想もある。すなわち、法効果を有しない事実行為は、私人の権利利益に事実上の重大

な影響を及ぼした場合に、取消訴訟を通じてその違法宣言を求めることが可能になるとい

うことである。その際に、訴訟対象は、処分性の法効果要件によらず、訴えの利益によっ

て判断される。特例法時代に、例えば次の下級審判決は、精神的事実行為について訴えの

利益があれば出訴を認めるというアプローチを採っている。 

① 登記官吏のなす土地台帳付属地図の記入およびその訂正行為について、「その内容が誤っている場合

には、正しい記載を利用しうべき当該土地の所有者等の利益を侵害する効果を有し、かかる利益は

権利または法律上の利益とはいいえないにしても、なお行政訴訟による保護を受けるに値する利益

と認めるのが相当である」（盛岡地判昭和 30年 10月 11日行集 6巻 10号 2343頁）。 

② 都道府県知事の保険医に対する注意および戒告について、それは「観念の通知たる事実上の行為に

すぎないが、医療担当者にとっては、指定の取消と同様その名誉および信用などに事実上重大な影

響を及ぼすおそれのあること明らかである」（宇都宮地判昭和 32年 5月 28日行集 8巻 5号 901頁）。 

③ 海難審判庁の海難原因解明の裁決について、訴えの利益は海難について過失があるとされた者の原

告適格の問題として論じられている。「あるものにその原因ある旨を裁決の主文で明にした場合にお

いては、その衝突事故によって損害を被ったものからその原因ありとされた者に対し、民事上の損

害賠償を請求されたような場合においては、……、その民事々件において、その裁決の主文に現わ

れた内容は一応尊重されるということは、むしろ当然のことと思う。このような関係は……この海

難事件の発生に伴う刑事々件においても考えられるのである。」（東京高判昭和 27年 12月 16日行集

3巻 12号 2581頁）。 

 

                                                        
4 さしあたり、岡垣学「行政庁の事実行為について」判例タイムズ 6巻 7号（1955年）495頁以下。  
5 柳瀬良幹「事実行為の取消訴訟」（初出 1963年）『自治法と土地法』(有信堂、1973)187頁以下。柳瀬説に反対する

意見として、広岡隆「行政上の即時強制の法的構造とその取消訴訟――事実行為の取消訴訟の解明のために」法学論叢

75巻 3号 (1964年)66 頁以下。 
6 今村成和「事実行為の取消訴訟」（初出 1966年）『現代の行政と行政法の理論』(有斐閣、1972年)238頁。 
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以上の判決法理について、義務確認訴訟説の影響を受けた当時の最高裁事務総局行政局

は次のようにまとめている。 

「このような訴訟は、実は、取消訴訟ではなく、単純な違法宣言訴訟にすぎない。しかし、その判決は、

関係行政庁を拘束するばかりでなく、かかる違法宣言によって、原告の受けた利益侵害がある程度まで

事実上回復され、あるいは将来原告に対してなされるべき不利益処分を防止しうるという効果をもつ場

合がある」7。 

 

ここで注目に値するのは、権利利益への影響または不利益を判断するにあたって、処分

性の法効果と訴えの利益とが区別されているところである。すなわち、裁判所は、直接か

つ具体的法効果を有しない行為形式に対しても、権利利益への影響を具体的に判断した上

で、訴えの利益の次元で司法的救済をはかる実益と必要性を決めている。しかしながら、

行訴法制定以後、最高裁は一連の判決を通じて違法宣言訴訟の可能性を否定した上で8、い

わゆる「処分性の公式」9を 1964年に確立し、法律上の争訟性の判断について、独立して判

断されるべき訴えの利益は処分性の具体的法効果の中に埋没した10。そして、取消訴訟中心

主義の下で、具体的法効果を有しないものの、訴えの利益については認められうる行為形

式に関して、その違法性を直接対象とする出訴可能性は、同時に否定されることになった。

その意味で、具体的法効果のない事実上の影響または不利益については、裁判所の保護か

ら一律に排除されることとなったのである。 

 

二 訴えの利益のアプローチの拒否 

１ 訴訟対象について、最高裁が訴えの利益のアプローチを考えたことがないわけではな

い。とりわけ白石説が一部の裁判官に大きな影響力を与えた点は看過できないところであ

るが、いわゆる青写真判決11（1966年）が分岐点となり、これ以後最高裁は、訴訟対象につ

いて訴えの利益の観点から判断し、あるいは私人の利益状況を具体的に利益衡量するとい

                                                        
7 最高裁判所事務総局編『行政事件訴訟十年史』（1961年）96頁注 11。引用文献および記述手法からすると、白石説の

影響を受けた中村治郎が執筆した箇所だと思われる（中村治朗「最高裁行政局時代の回顧」（初出 1985年）『裁判の世

界を生きて』（判例時報社、1989年）43頁参照）。 
8 ①の上告審判決ではないが、公証行為の処分性を否定したものとして、最判昭和 39年 1月 24日民集 18巻 1号 113頁

（家賃台帳に家賃の認可統制額を記入する行為）。②の上告審判決として最判昭和 38年 6月 4日民集 17巻 5号 670頁、

③の上告審判決として、最大判昭和 36年 3月 15日民集 15巻 3号 467頁。 
9 最判昭和 39年 10月 29日民集 18巻 8号 1809頁（ゴミ焼却場設置事件）。なお、「処分性の公式」は藤田宙靖の造語

である（藤田補足意見・最判平成 17年 10月 25日判例時報 1920号 32頁）。 
10 この点を指摘するのは、興津征雄「抗告訴訟における第三者の出訴可能性と処分性」阿部泰隆古希『行政法学の未来

に向けて』（有斐閣、2012年）663頁。 
11 最大判昭和 41年 2月 23日民集 20巻 2号 271頁。 



134 
 

う考え方は採用されなかった12。 

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画の決定を無効確認訴訟で争う本件判決に

おいて、田中二郎を始めとする大法廷の意見は、行政行為の定義に依拠し本件計画の処分

性を否定した。計画自体まだ青写真であるし、建築制限等についてこれらが直接かつ具体

的法効果を有しないというのが理由である（いわゆる付随的効果論）。訴えの利益の観点か

ら検討すれば、なお法律上の争訟として認められる余地があるだろうが、これについても

次の論旨により否定されている（いわゆる後続行為論）。 

「具体的な処分の行なわれた段階で、前叙のような救済手段を認めるだけで足り、直接それに基づく具

体的な権利変動の生じない事業計画の決定ないし公告の段階では、理論上からいっても、訴訟事件とし

てとりあげるに足るだけの事件の成熟性を欠く」と言わざるをえない。 

 

すなわち、後に建築許可申請拒否その他処分がなされた時に、事業計画を争えばよいと

いう事後訴訟中心主義である。しかし他方、白石説の影響を受けたと思える入江俊郎裁判

官は、一連の行政過程における中間的決定の処分性を訴えの利益で判断し、その意義を次

の反対意見で強調した。 

「訴の利益を欠くか否かの問題は、人権保障の上からも、憲法 32条の精神からも極めて重大な事柄で、

その判断は慎重を要すべきであり、訴の利益を欠くといい得るためには、当該法律にその旨の明文の規

定があるか、または、立法の趣旨に照らし、そのように解し得るものであると同時に、それが憲法 32

条の裁判請求権を不当に制約するものでない合理的根拠のある場合でなければならない。」 

「訴の利益を認めるか否かは、……それは人権保障をその責務とする裁判所が、具体的各個の事案ごと

に、その根拠法令の規定および憲法 32 条の法意を、実体に即して勘案した上、ケース・バイ・ケース

で判断すべきものである。そしてそのように考えると、この種の行政訴訟を認容する場合が将来次第に

増加することになるかもしれないが、それが人権保障の上で必要なものであれば、裁判所としては徒ら

に消極的になる必要はない。」 

 

したがって、入江反対意見は、事業計画そのものが個人の権利利益に対し個別的具体的

制約を及ぼす点を考え、個人の権利利益を早期かつ包括的に救済するために、訴えの利益

を認めようとしたものである13。そして、取消判決は「上告人らの当該権利、利益に関する

限度において取り消されるもの」だと解されるべきである。つまり、個々人の利益状況を

衡量してその救済の必要性を決めるなら、当該個人に対する義務不存在確認判決だけで十

                                                        
12 この点を指摘するのは、越智敏裕『アメリカ行政訴訟の対象』（弘文堂、2008年）468頁注 23。 
13 入江反対意見においては、訴えの利益について、「法律により規制を受ける個人の権利、利益には所有権以外のもの

も存在する」と述べられた。 
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分であろうという意見である。 

入江反対意見によれば、行政訴訟の対象については、もっぱら憲法 32条に照らして「権

利救済の要否をもって行政処分に当たるかどうかを判断の基準」14とするものである。その

際に、処分性を訴えの利益に還元して、法律上の争訟であれば出訴を認めるべきである。

この主張の背景には白石説の司法国家観がうかがえる。しかし、多数意見は、「第一次的判

断を媒介として生じた違法状態」を作る法効果を排除するために、個別の行政処分を訴訟

対象とし、形成力を必要とする取消訴訟観を堅持している。しかも、行政権優越の地位を

維持するために、処分に該当しない行政活動に対する抗告訴訟を排除すると同時に、将来

の不利益処分を防ぐために求められる訴訟についても、法律上の争訟に当たらないと考え

これを排除しているのである15。 

 

２ 1970年までの判例分析を踏まえて、南博方は、「処分の概念は、歴史的に訴えの利益と

不可分一体のものとして構成されてきたのであり、最高裁判所も、この伝統的見解に立っ

て、直接具体的法効果の発生を処分概念の重要な標識と解している」16と指摘している。そ

の後、橋本博之の整理によると、最高裁は処分性の判断にあたって、「係争行為に関連する

法令の仕組み全体を解釈し、これを柔軟に認めようとする傾向を示している」17。すなわち、

「仕組み解釈」によって、具体的法効果を決する手法を最高裁はとっているのである。行

訴法が改正された前には、例えば、次の事例がある。 

①� 写真集の輸入申告をした業者に対して、税関長が関税定率法 21条に定めた輸入禁制品に該当する

旨の同法 21条 3項の通知をした。「同条 5項の規定による決定及びその通知をした場合において

は、貨物につき輸入の許可の得られるべくもないことが明らかとなった……と同時に、……、輸

入申告者は、当該貨物を適法に輸入する道を閉ざされるに至ったものといわなければならない」。

この通知は、「法律の規定に準拠してされたものであり、かつ、これにより上告人に対し申告にか

                                                        
14 渡部吉隆（当時の最高裁調査官）「判例解説」最高裁判所判例解説民事篇昭和 41年度 53頁。渡部は、1949年から 1954

年まで最高裁事務総局行政局付になったことから（渡部吉隆（園部逸夫補訂）『行政訴訟の法理論』（一粒社、1998年）

257頁）、当時の義務確認訴訟説の影響を受けた裁判官であると思われる（例えば、前掲 45頁、58頁、61頁、241頁注

10参照）。そこで、彼は、法的保護に値する利益説を唱えて（前掲 67-69頁）、裁判長として有名な歩道橋事件判決（東

京地判昭和 45年 10月 14日行集 21巻 10号 1187頁）を下した。なお、訴訟対象と訴えの利益について、渡部吉隆・園

部逸夫編『行政事件訴訟法体系』（西神田編集室、1985年）79頁以下、257頁以下（渡部吉隆執筆）も参照。 
15 下級審判決として、東京地判昭和 41年 2月 24日行集 17巻 2号 175頁（換地処分等をしてはならないことを求めた事

案につき、具体的争訟性を有しないことで不適法と判示した）。 
16 南博方「取消訴訟の対象としての行政処分」（初出 1970年）『行政手続と行政処分』(弘文堂、1980年)137頁。その

後、2004年まで、裁判実務の基本的な考え方はほどんど変化がみられない。この点について、さしあたり、越山安久「抗

告訴訟の対象」鈴木忠一＝三ヶ月章監修『新・実務民事訴訟講座 9 行政訴訟Ⅰ』（日本評論社、1983年）49頁、南博

方＝高橋滋編『条解行政事件訴訟法〔第 3版補正版〕』（弘文堂、2009年）58頁（高橋滋執筆）。 
17 橋本博之「処分性のゆくえ」（初出 2006年）『行政判例と仕組み解釈』(弘文堂、2009年)63頁。 
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かる本件貨物を適法に輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすものというべき

であるから」、取消訴訟の対象となると解する（最判昭和 54年 12月 25日民集 33巻 7号 753頁）。 

②� 食品を輸入しようとする業者に対して、検疫所長がした食品衛生法違反通知書は、「法 16 条に根

拠を置くものであり、……、法 6 条の規定に違反すると認定し、したがって輸入届出の手続が完

了したことを証する食品等輸入届出済証を交付しないと決定したことを通知する趣旨のもの」で

ある。そして、関税法 70条 2項、3項により「輸入の許可も受けられなくなるのであり」、したが

って、本件通知は、「法的効力を有するものであって、取消訴訟の対象となると解する」（最判平

成 16年 4月 26日民集 58巻 4号 989頁）。 

 

この二件について、処分性の公式に従うと、通知に具体的法効果があるかどうかが救済

を与える判断の決め手となる。この点で、通知そのものは輸入不許可ではないので、原告

の経済的自由を具体的に制限する法効果を有しないはずである。ただし、行政過程におい

て通知がされると輸入許可が実際に得られない。したがって、処分性の公式を機械的に適

用すると、あまりにも原告の実際の不利益状況を無視するという問題が生じる。 

この問題を解決するために、まず考えられるのが訴えの利益のアプローチである。これ

によると、原告は、物品を輸入できないことにより、経済的自由を現実に制約されて経済

的不利益（貿易利益の逸失や投資リスク）が生じ、①の事例について、通知が表現の自由

の制約（憲法上の検閲該当性）にも関わっている。しかも、このような制約を除去するた

めに、輸入不許可処分の前に争わなくてはならない。したがって、「むしろ端的に、原告が

物品を輸入しない義務の存否を訴訟物として争う現実の利益があった事案というべきであ

ろう」18。したがって、訴えの利益のアプローチは、義務不存在確認訴訟を通じて個々人の

主観的な利益状況を衡量しその救済を可とする判断基準である。 

しかしながら、訴えの利益のアプローチを拒否した最高裁は、これらの事案においては、

仕組み解釈というアプローチを採っている。これによると、判断基準は客観的な根拠法令

全体を解釈して行政実務をも参照し、係争行為の法的効果を広く見出すものである。訴え

の利益は、処分性の具体的法効果として論じられると、各事件の特殊性に応じた個別具体

的な評価を回避してしまうという問題が生じるが19、最高裁は、やはり何らかの具体的法効

果を必要とするのみならず、処分性をカテゴリカルに画定するという立場からも離れてい

                                                        
18 山本隆司『行政上の主観法と法関係』（有斐閣、2000年）492頁注 4（ただし、①の事例に対する意見である）。 
19 原田説を批判する文脈においてこの問題を指摘したものとして、小早川光郎「紹介・原田尚彦著『訴えの利益』」（初

出 1975年）『行政訴訟の構造分析』（有斐閣、1983年）285頁。 
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ない。そのため、両判決は処分性の公式を逸脱するものではないと言われている20。言い換

えれば、改正法前に、最高裁は具体的法効果を前提にし形成力を必要とする取消訴訟観を

崩しておらず、処分性を訴えの利益に還元する思考は、そこにはみられない21。 

なお、この二件については、訴訟対象の判断は、個別の行為形式の性質または法効果か

ら行政過程における当該行為の位置（または法令の仕組みにおける影響された私人の法的

地位）への移行が注目される。本来、行政処分は、私人の具体的な権利義務関係を明確な

ものとし、行政処分というこの関係性の結節点において救済を接合するものである。しか

し、現代行政活動の多様化・複雑化により、動態的な行政過程において個別の行為形式を

切り離してその性質だけを考察するのでは、必ずしもその性質から権利義務関係の結節点

を見出して救済の必要性を判断することはできないだろう22。そのため、第三節で検討する

ように、学説においては、訴えの利益論が登場することとなる。 

 

第二款 予防的確認訴訟 

一 予防的訴訟  取消訴訟が将来の不利益処分や不利益措置を防止する予防的機能を有

することは、つとに指摘されている23。処分性を拡大するのは、取消訴訟が有するこの予防

的機能を利用するためでもある。例えば、市立中学校に対する丸刈校則無効確認訴訟は、

その目的として生徒の丸刈を将来に強要されることを予め阻止しようとしたものである24。

このような問題について、雄川一郎が次のように述べる。 

「行政行為としての性質を持たない――例えば通達や行政指導としてなされる行為など――によって

現実具体的な不利益が生じている場合には、これらの行為を行政行為と構成して取消訴訟の対象とする

ことも可能であろうが、これに続く行政行為が確実に予期される場合（……）には、その行政行為の不

作為訴訟の形で、不利益状態の排除を求めることが考え得られるであろう。逆に、右のような意味での

不利益状態は抽象的一般的なものであってはならない。例えば、自己の法的地位に不利益をもたらすよ

うな法令が制定されたからといって、ただちに当該法令に基づいてなされるべき行政行為の不作為を訴

求することは許されないだろう」25。 

                                                        
20 塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救済法』(有斐閣、2010年)112-113頁。なお、②の判決について、「特に訴訟法固

有の考慮を加えた論証をしていない」という指摘がある（山本隆司『判例から探求する行政法』（有斐閣、2012年）336

頁）。 
21 南＝高橋編・前掲注(16)58頁（高橋滋執筆）。 
22 この点について、行政過程論者の問題意識とそれに対する批判に関する分析として、藤田宙靖『行政法総論』（青林

書院、2013年）134頁以下。 
23 最高裁事務総局編・前掲注(7)98頁注 13。 
24 最判平成 8年 2月 22日判例時報 1560号 72頁（処分に当たらないとされたが、義務不存在確認訴訟について判断され

ていない）。なお、阿部泰隆『行政訴訟要件論』（弘文堂、2003年）20頁以下も参照。 
25 雄川一郎「行政行為の予防的訴訟」（初出 1974年）『行政争訟の理論』（有斐閣、1986年）278頁、283頁注 12。た
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雄川説は依然として訴えの利益のアプローチを拒否し、もっぱらなされた行政行為を救

済の基準と考えている。すなわち、具体的行政措置によりあたかも特定の行政行為がなさ

れたような不利益状態が生じなければ、救済を与えることができないのである。法令の違

法性を直接争うために、将来の特定できる行政行為が確実になされなければ、予防的不作

為請求訴訟は認められないのである。また、通達や法令が私人の法的地位に及ぼす不利益

態様は、必ずしも行政行為に帰因する不利益に限られないが26、雄川説によると、不利益処

分以外の不利益処遇や社会的経済的不利益は予防の目的には入らないのである。 

次に、この雄川説に同調した最高裁判決を検討する。 

 

二 長野勤務評定事件 

１ 事件および判決の概要   原告である X（長野県立高等学校教諭）は Y（長野県）を被

告として、「長野県立学校職員の勤務評定実施要領」（昭和 34年教育長通達）等により勤務

評定に自己観察表示を記載する義務が設けられたことは、教師個人の内心の自由その他の

権利利益を侵害するもので、憲法に違反するとして、上記義務の不存在確認請求を求めた。

Xは、通達によって直接かつ具体的に負担した毎年の自己観察表示義務が現に存在し、義務

違反を理由として県教委から懲戒処分、不利益転任、その他の制裁的処分を受けるおそれ

があると主張した。 

一審判決は、特例法の下で提起された本件訴えを当事者訴訟として、通達を職務命令と

解してそれによる現在の法律関係および確認の利益を簡単に認めた上で、本件訴えを適法

とした27。二審判決は、本件通達を抽象的法規範と解し、法令の無効確認を実質的に求める

訴えが法律上の争訟に該当しないことから、本件の訴えを不適法とした28。最高裁は、本件

の訴えを将来の不利益処分に対する予防訴訟と解して、次のように判示した29。 

                                                                                                                                                                   
だし、雄川は長野勤評事件最高裁判決を前提として自説を展開している。 
26 行政行為に帰因しない不利益について、例えば、東京地判昭和 46年 11月 8日行集 22巻 11・12号 1785頁（計量法通

達事件）。本件は、特定の業者の製造にかかる函数尺を販売し、または販売のため所持することは計量法第 10条に違反

する旨を明示した通達の処分性を認めた事例である。判決によると、通達が製造業者に及ぼす具体的不利益は、販売「業

者らから右函数尺の買入れを解約されるに至ったこと」である。つまり、契約の解除により生じうる経済的損害である。

具体的法効果を論じない本件判決はその実質が違法宣言訴訟であろう。なお、最高裁事務総局編・前掲注(7)93 頁注 7

においては、すでにこの方向性が示されている。 
27 長野地判昭和 39年 6月 2日行集 15巻 6号 1107頁 
28 東京高判昭和 41年 2月 7日民集 26巻 9号 1787頁。 
29 最判昭和 47年 11月 30日民集 26巻 9号 1746頁。 
30 佐藤繁（当時の最高裁調査官）「判例解説」最高裁判所判例解説民事篇昭和 47年度 363頁。佐藤は②義務確認訴訟を
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「具体的・現実的な争訟の解決を目的とする現行訴訟制度のもとにおいては、義務違反の結果として将

来なんらかの不利益処分を受けるおそれがあるというだけで、その処分の発動を差止めるため、事前に

右義務の存否の確定を求めることが当然許されるわけではなく、当該義務の履行によって侵害を受ける

権利の性質およびその侵害の程度、違反に対する制裁としての不利益処分の確実性およびその内容また

は性質等に照らし、右処分を受けてからこれに関する訴訟のなかで事後的に義務の存否を争つたのでは

回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等、事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段

の事情がある場合は格別、そうでないかぎり、あらかじめ右のような義務の存否の確定を求める法律上

の利益を認めることはできないものと解すべきである。」 

「よって、本件通達によって記載を求められる事項が、上告人らの主張するような内心的自由等に重大

なかかわりを有するものと認めるべき合理的根拠はなく、上告人らがこれを表示しなかったとしても、

ただちに義務違反の責めを問われることが確実であるとは認められず、その他、上告人らにおいて不利

益処分をまって義務の存否を争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等の特段の事

情の存在は、いまだこれを見出すことができないのである。」 

 

２ 検討  最高裁調査官の分析によると、将来の不利益処分を予防するために本件通達

を争う訴訟形式には、①当事者訴訟としての確認訴訟（本件一審判決）、②無名抗告訴訟と

しての義務確認訴訟、③法令の無効確認訴訟（本件二審判決）または処分の無効確認訴訟

がある。しかし、「訴訟形式としての適否の問題と訴えの利益問題とは、理論上区別される

にしても、行政活動への介入のタイミングの問題として考えれば、実際には両者は共通の

面をもつ」。したがって、最高裁は訴訟形式を明言せず、もっぱら「具体的・現実的な争訟」

に着目して、訴えの利益の側面から判断を行ったのだと指摘されている30。また、通達を行

政処分と解して取消訴訟で争うこともできるが、上記の論旨からは、訴えの利益について、

この最高裁判決と異なる判断を導くことはできない。 

そうすると、個々の訴訟形式に関する要件論というよりも、法律上の争訟に即した訴え

の利益をどのように決するかが重要な問題である。この点で、最高裁判決においては、確

認訴訟原型観に近い発想があるといえるが、争点の設定と取消訴訟の位置づけが問題とな

る。一審判決は取消訴訟との距離を考えず、もっぱら通達による義務不存在（またはその

違法性）を争点として確認の利益を判断したものである。これに対して、最高裁は、行政

の第一次的判断権や例外三要件という概念を用いないが、争点を不利益処分の予防に絞っ

て、これを取消訴訟で争うことを原則とすることで、訴えの利益を厳格に画定した。「この

                                                                                                                                                                   
支持している。それは白石説からの影響だと思われる。 
30 佐藤繁（当時の最高裁調査官）「判例解説」最高裁判所判例解説民事篇昭和 47年度 363頁。佐藤は②義務確認訴訟を

支持している。それは白石説からの影響だと思われる。 
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原則は、仮定的、未必的、抽象的紛争への介入を避けようとするすぐれて司法政策的な考

量に基づく建前である」31と評されており、それは、まさに司法審査の対象を原則として行

政処分に限定するという司法政策にほかならない。すなわち、法律上の争訟を導く具体的

な権利義務関係は原則として行政処分により生じるということである。 

本来ならば、訴えの利益は、違法な通達が教員 X の法的地位および良心の自由にどのよ

うに影響を及ぼしたか、そしてこの影響に対して司法的救済の必要性を認めるかというこ

とから判断されるべきである。本件において、通達が X の行動を現実に毎年拘束している

以上、Xの良心の自由に対する不安ないし危険は現に存在している。将来、不利益処分を受

けると、侵害の危険性はより高まるが、包括的な義務不存在確認は、現実的な不利益はも

ちろん、潜在的な不利益についても救済の対象に含めて、紛争を一挙に解決することが可

能となるメリットに注目するならば、訴えの利益を広く認めるべきだろう。ところが、残

念ながら、最高裁はこの点について論じていない32。一方、一定の将来の不利益処分を争点

とすると、確かに不利益処分がこれから行われるかどうかは、仮定の問題であり、取消訴

訟との役割分担を配慮する必要もあり、訴えの利益は慎重に検討されるべきである。しか

し、最高裁は予防的不作為訴訟を例外としてのみ許容したため、訴えの利益を実際に吟味

しなかったと批判されている33。 

したがって、本件において、最高裁はもっぱら行政処分を念頭に置いて本件義務確認訴

訟を不利益処分に対する予防的不作為訴訟と解し34、あくまで取消訴訟中心主義を逸脱しな

いという厳格な姿勢を示した。 

 

三 横川川事件 

１ 事件および判決の概要   原告 Xは河川管理者 Y（高知県知事）を被告として、Xの土

地が河川法上の河川区域に該当しないことの確認を求める訴えを提起した。 

現状主義をとった同法 6 条 1 項 1 号により、「河川の状況を呈している土地」であれば、

Yの指定など公権力の行使を介在せずに当然に「河川区域」になるものと解されている。そ

して、河川区域に該当すれば、一定の行為（盛土や土石等の採取など）を行うには事前に Y

                                                        
31 同上 365頁。 
32 その原因としては、最高裁は、通達が「内心的自由等に重大なかかわりを有するものと認めるべき合理的根拠」を否

定しているため、本案判断を先取りしたことがあげられる（阿部泰隆「公権力の行使に対する差止訴訟」（初出 1984年）

『行政訴訟改革論』(有斐閣、1993年)390頁）。 
33 山本・前掲注(18)491頁 
34 松本博之「判批」民商法雑誌 69巻 1号 123頁。 
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の許可を要し（法 25条から 27条）、一定の行為が禁止し制限され、または許可を要する（法

28条、29条）。これらの義務規定に対する違反行為には刑罰の担保があり（法 102条、107

条、109条）、Yが河川管理者として監督処分を行うことができる（法 75条）。なお、Yはす

でに「河川区域」に該当すると主張し、Xの盛土を行政代執行により、除却している。 

本案の争点は、Xの土地が「河川の状況を呈している土地」であるかどうか、言い換えれ

ば X が土地利用についての河川法上の義務を負うかどうか、という法解釈の違いをめぐる

紛争である。X の主張は、①Y が河川法上の処分をしてはならない義務があることの確認、

②河川法上の処分権限がないことの確認及び③本件土地が河川法にいう河川区域でないこ

との確認である。①②は二審から追加された請求である。 

 一審判決は、「土地所有者にとっては、自己所有土地が河川区域でないことの確認を河川

管理者に対して求めることが、将来の紛争を予防するための最も適切な方法である」とし、

③を無名抗告訴訟と解して適法な訴えを認めた35。二審判決は、①②を将来の不利益処分を

防ぐ無名抗告訴訟と解し、補充性について、③は「より紛争の実態に即した抜本的な解決

が図られるというべき」ことから、①②をいずれも不適法な訴えとした。そして、③を実

質的当事者訴訟と解し、Yを被告とする点において不適法な訴えとした36。 

最高裁は①②③を区別せずに、次の理由でいずれも法律上の利益を有しないことから、

不適法な訴えとした。 

X が「河川法 75 条に基づく監督処分その他の不利益処分をまって、これに関する訴訟等において事後

的に本件土地が河川法にいう河川区域に属するかどうかを争ったのでは、回復しがたい重大な損害を被

るおそれがある等の特段の事情があるということはできない」37。 

 

２ 検討  まず、Xの法的地位を確認しておく。それは自己所有地を自由に使用収益する

財産権の地位である。当時、Xの財産権の地位は河川法上の義務を負うかどうかについて不

明確な状況にあり、Yの法認識によりその義務を負う可能性があった。河川法上の義務を実

効的に担保するため、監督処分と刑罰が定めている。なお、不動産登記法 43 条によれば、

Y の嘱託により土地登記簿の表題部に河川区域内の土地であることが記載されることにな

るので、土地の経済価値が低下することもある。したがって、Xの法的地位は著しく不安定

                                                        
35 高知地判昭和 59年 4月 26日行集 35巻 4号 559頁 
36 高松高判昭和 63年 3月 23日行集 39巻 3・4号 181頁 。 
37 最判平成 1年 7月 4日判時 1336号 86頁。なお、伊藤正己の補足意見によると、無名抗告訴訟として例外三要件を適

用した結果、緊急性を欠いて不適法となる。 



142 
 

なものとなっていた。 

さて、ここでは、まず、訴えの利益をどのように判断すべきかについて、判決を整理す

ると、二つのタイプのものがある。一つは、争点を河川法上の義務の有無に限定し、民事

訴訟における確認の利益に準じて判断するタイプである。すなわち、確認の利益があれば、

X の法的地位に関する不安を抜本的に除去する確認訴訟の適法性を認めるべきという当事

者訴訟的構成である38。本件一審判決および二審判決の論理は、③の請求についてこのよう

に構成されたものである39。 

もうひとつは、争点を将来の不利益処分の予防に絞って、取消訴訟とのバランスを重視

する立場から訴えの利益を民事訴訟より限定するタイプで、抗告訴訟的構成である。本件

二審判決は①②の請求について、そして、最高裁判決は①②③の請求についてこのように

構成されたものである。 

問題は最高裁判決が①②③の請求を同一視したことにある。 

まず、③において、本案審理の争点となるのは、「河川区域」という河川法上の要件を充

足する事実（土地の形態）があるかどうかということであった。Y がすでに X の盛土を除

去したことで、この争点についての紛争は現実に成熟していた40。③の請求が認められれば、

結果的に将来の不利益処分を防ぐことができるだけでなく、刑罰や経済上の不利益をも防

ぐことができた。そして、何よりも法的地位に対する種々の不利益を早期かつ包括的に除

去することもできた。しかし、最高裁判決は、あくまでも取消訴訟中心主義の考え方をと

り、訴えの利益を厳しく限定したのである。したがって、この最高裁判決の論理にしたが

うならば、Xはあえて河川法上の義務違反行為をしてから、不利益処分の取消訴訟において

河川区域であるかどうかを争わざるをえないのである。そして、最高裁判決が言及してい

ない刑罰の恐れについても、刑事裁判手続において、それを「争わざるを得なくなったと

しても、やむを得ない」41のである。そうすると、確認訴訟が守るべき財産権の法的地位は、

実際に「不利益処分を防ぐ法的地位」という局面に矮小化されてしまっていることがわか

る。あるいは、不利益処分がなければ、そもそも河川法上の義務そのものを X の具体的な

義務とするわけではない42、という発想が最高裁判決において潜んでいるとみることもでき

                                                        
38 阿部泰隆「一審判批」法学セミナー389号（1987年）124頁、「二審判批」判例地方自治 53号（1989年）47頁。 
39 一審判決おいて形式上は無名抗告訴訟とされているが、実質的な判断枠組みは民事訴訟または当事者訴訟における確

認の利益と変わらない。 
40 阿部・前掲注(38) 「一審判批」124頁、石川敏行「一審判批」判例時報 1145号（1985年）190頁。 
41 増井和男（当時の最高裁調査官）「判例解説」ジュリスト 953号（1990年）86頁。 
42 同上 86頁。 
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る。 

一方、①②の請求において、本案審理の争点となるのは、河川区域該当性だけでなく、

各種の不利益処分に関する法律上の要件を充足する事実があるかどうかであった。ここで

は、将来の公権力の行使が直接阻止されるので、訴えの利益を慎重に検討すべきだとする

考え方には理由がある。さらに、本案審理の結果について、二つの場面が想定されうる。

ひとつは、河川区域でないとすれば、当然原告の請求が認容されることである。もうひと

つは、河川区域であるとすれば、不利益処分の発動に関わる裁量を事前に争うかどうかと

いう問題である。その際、河川法上の処分一般を対象とすると、本案審理は困難となるだ

ろう43。 

以上から考えれば、当時の「争いの根本的原因」を明確するために、二審判決の通り、

①②と③を区別して適法性を判断したほうが妥当であったと考える44。しかし、最高裁判決

は①②③を一律に判断した。最高裁の判断は、処分を事前に防ぐ実質を有する訴訟であれ

ば、訴訟形態・請求の内容を問わず、訴えの利益を一元的に厳しく限定すべきと考えるも

のであった。 

もちろん、取消訴訟中心主義を堅持する立場であれば、Yの何らかの「法判断」を行政処

分として構成することは論理的に可能である45。しかし、紛争の実体が変わらない限り、訴

えの利益は認められないことになる。 

訴えの利益を一元的に厳しく限定する最高裁判決の思考様式は、2004 年の改正行訴法ま

で裁判実務を支配していた。以下の事例もその典型例である。 

 

四 東京都外形標課税条例無効確認等請求事件 

１ 事案および判決の概要    原告 Xは、Y1（東京都）または Y1の知事 Y2を被告として、

東京都外形標準課税条例が、憲法及び地方税法に違反して無効であると主張し、その確認

を求める訴えを提起した。本件条例は、各事業年度の終了の日における資金の量が 5 兆円

以上である銀行業等を行う法人に対し、制定日から 5 年以内に開始する各事業年度の法人

事業税について、課税標準を業務粗利益とし、原則として税率 3 パーセントを課税するも

                                                        
43 山本隆司「二審判批」自治研究 65巻 7号（1989年）135頁。 
44 ところが、二審判決は、被告適格の欠如を理由に訴えを却下したことがキャッチボールの問題として評価が芳しくな

いものとなった。ただし、それは、原告が県知事を被告とすることに固執したからである（小早川光郎編『改正行政事

件訴訟法研究』（有斐閣、2005年）39頁（村田斉志発言）。 
45 一審において、原告がこの主張をした。ほかにも、「黙示の処分」（石川・前掲注(40) 188頁）または「推断的指定

処分」（川上宏二郎「三審判批」ジュリスト臨時増刊 957号（1990年）48頁）がある。 
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のである。 

Xは訴えの利益を次のように主張している。本件条例事業税の申告をしない場合には、Y2

が Xに対して更正処分または決定処分を行うことは確実で、「加算金」（条例 20条）等が課

されることになり、また、故意不申告罪の刑罰が課され（条例 14 条）、さらに金融再生委

員会により、Xの免許が取り消され、又は業務停止等が命じられる可能性が存在する（銀行

法 27条、長期信用銀行法 17条）。一方、各種の不利益処分を回避するために事業税の申告

をする場合、本件条例に従った新基準税額を納付するには莫大な資金を調達しなければな

らず、Xの営業活動に対する影響は大きく、繰延税金資産及び当期利益の減少等の不利益が

生じる。 

したがって、Xは、①行訴法 3条 4項の無効等確認の訴えとして、Y1または Y2に対し本件

条例の無効確認、②無名抗告訴訟として Y2に対し本件条例に基づく更正処分及び決定処分

の差止め、③同法4条後段の当事者訴訟又は民事訴訟としてY1に対し本件条例に基づく2001

年度からの租税債務不存在確認を求めた。さらに、X が本件条例に基づき計算された 2000

年度分の事業税額を Y1に申告納付したことから、Y1に対し、④主位的に誤納金の還付及び

本件条例を違法であるとする国家賠償の支払、⑤予備的に Y2に対し更正しない通知処分の

取消し、Y1に対し過納金の還付及び国家賠償の支払を求めた。 

 一審判決は、法律上の争訟の基点を、「本件条例の課税要件を充足した納税義務者の申告

又は行政庁の更正処分若しくは決定処分によって納付すべき税額が確定し、具体的な租税

権利義務関係となる」ところ、前述した最高裁判決の判断基準に従って次のように判示し

た46。 

「その訴訟形態が、法定の抗告訴訟、無名抗告訴訟、公法上の当事者訴訟、民事訴訟のいずれであるか

を問わず、法令違反の結果として将来なんらかの不利益処分を受けるおそれがあるというだけで、その

処分権限の発動を差し止めるため事前にその前提となる法令の効力の有無の確定を求めたり、当該処分

権限の発動をしないことを命令したり、当該処分権限の発動により具体的に確定される権利義務関係に

つき同発動前にこれを差止めるために当該権利義務関係の不存在の確認を求めることが当然に許され

るわけでは」ない。 

 

よって、①②③の訴えはいずれも不適法であるとされた。具体的な理由としては、①に

ついて、本件条例の制定の処分性は認められない。②について、本件条例の適用さらには

更正処分又は決定処分等が行われることが確実であるとは必ずしもいいきれない。③につ
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いて、Xが各種の不利益処分の効力または刑罰の適用を争う中で、本件条例の効力を問題と

すれば足りる。また、営業の活動についても、今後の事業年度についての申告納付による

経済的不利益によって倒産の危機に直面するわけではなく、Xにとって回復し難い重大な損

害ではない。 

なお、本件条例の適法性について、一審判決は、④の請求の前提問題として、その適法

性を判断した。結論として、本件条例は、本来は外形標準を課税標準として事業税を課す

ことができる場合ではないのに、地方税法 72 条の 19 に反して、外形標準を用いて銀行業

等に対し事業税を課することを定めた条例であると判示し、条例が違法かつ無効であると

述べた。 

二審判決も基本的に一審判決と同趣旨のものである47。 

 

２ 検討  まず、Xの法的地位を確認しておく。Xは資産を自由に利用する経済的自由を

有する地位にある。ところが、Y1の条例制定により、Xが条例上の納税義務を負うおそれが

生じ、しかも納税義務を実効的に担保する不利益処分と刑罰からの脅威が現実化しつつあ

る。したがって、Xの資産を自由に運用するという法的地位は、新たな納税義務により、納

税金額を確保しなければならないという制約を受けている。 

ところで、①の請求については、最高裁の公式によると、処分性を認めることは困難で

ある。②の請求については、特定の処分の差止を対象とする点で無名抗告訴訟そのもので

ある。問題は、③の請求にある。 

条例によると、毎年度の終了の日における資金の量が 5 兆円以上である銀行法人は納税

義務者となる。Xは 5兆円以上の資金を保有しないと、来年度から条例の適用対象にならな

いことになる。適用対象でない者にとって、債務不存在を確認する利益はない。この点で、

③は将来の法律関係に関する確認ともいえる。あるいは原告適格の側面からすると、Xは現

実に具体的な不利益を受けている者ではないとも考えられる。しかし、Xは提訴した時点で

条例の適用対象となっており、また、これからも同等以上の事業規模を維持する見込みが

あるため、現在の経済的自由という法的地位を守るために、条例の無効を前提とする③の

請求について確認の利益を認めることは可能であると考える。 

ところが、裁判所は、法令違反の結果、将来課されるであろう不利益処分を防ぐ訴訟で

                                                                                                                                                                   
46 東京地判平成 14年 3月 26日判例時報 1787号 42頁。 
47 東京高判平成 16年 1月 30 日判例時報 1814号 44頁。 
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あれば、訴訟形態および請求内容を問わないとして、一律に特殊な訴訟要件を用いて判断

を行ったのである48。したがって、経済的自由という法的地位に対する制約は単なる事実上

の不利益とされ、財産権に対する現実の侵害は取消訴訟や刑事手続で争えば十分だ、とい

う取消訴訟中心主義の考え方による結論に帰結したのであった。 

そして、本件裁判所の判断の趣旨によると、2000年 4月の条例公布から 2001年 6月の誤

納金還付訴訟までの期間、条例の違法無効という争点および規制対象・内容はすでに明確

であったにもかかわらず、法律上の争訟はまだ存在しないということになったのである49。 

 

第三款 小括 

取消訴訟中心主義を前提とする最高裁は、行政処分を中心に法律上の争訟を限定的に把

握している。というのは、「〔行政の第一次的判断権――引用者注〕を行使して具体的な決

定を下す前に行政庁の行為を拘束するような形の裁判による救済を与えることは原則とし

て許されるべきではないとの法則」50からであり、これは田中・兼子理論の司法国家観の影

響を受けたものであろう。したがって、法律上の争訟について、具体的法律関係が処分性

の具体的法効果に置き換えられることにより、取消訴訟の対象限定と予防的訴訟の厳格判

断とは表裏一体の関係になっているのである。すなわち、取消訴訟の対象が拡大されれば、

取消訴訟は将来の不利益処分に対する予防的訴訟の機能を有すると同時に、予防的確認訴

訟の機能も有することになる。しかも、広く原因行為の違法性を実質的に争う訴訟も認め

られれば、取消訴訟中心主義をとると解される法制度を解体する恐れが生じるのである。 

さて、義務確認訴訟について、最高裁はこれが当事者訴訟に当たるか、または、抗告訴

訟に当たるかについて明言しない。というのは、「訴えの適否の判断が実質的に異なること

になるのは相当ではない」51 からであろう。確かに訴訟形式に拘らず原告に訴訟形式選択

のリスクを軽減した点は評価できるが、予防的訴訟を例外と見る判断の仕組みができた結

果、実際の運用は不利益処分に関する予防的訴訟を否定するものとなった。すなわち、訴

訟形式を問わず、法律上の争訟は取消訴訟中心主義により一律に限定されている。さらに、

                                                        
48 同趣旨の判断を明示した判決として、東京地判平成 14年 2月 14日判例時報 1808号 31頁、東京高判平成 17年 12月

19日判例時報 1927号 27頁（国立市建築物高さ制限条例無効確認等請求事件の一審判決と二審判決）。 
49 高木光「行政訴訟の現状分析変容のきざし 2001年」（初出 2001年）『行政訴訟論』(有斐閣、2005年)27頁以下。 
50 中村治朗反対意見・最大判昭和 56年 12月 16日民集 35巻 10号 1369頁（大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件）。

最高裁事務総局行政局で勤務した中村は、アメリカ法の宣言的判決および司法審査制度を研究して、白石説の展開に大

きく影響を与えた者であったが、行訴法の制定により取消訴訟中心主義を立法政策として採用したと解することから、

行訴法制定後は、義務確認訴訟説を消極視している。 
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紛争を早期かつ包括的に解決する確認訴訟は、一定の不利益処分に対する差止訴訟との区

別が明確でないことから、確認の利益についても民事訴訟の判断枠組みが排斥されて、紛

争の実態に即した柔軟な判断ができなくなっている。その結果、確認訴訟の可能性は完全

に封印されたのであった。 

結局のところ、改正法以前の最高裁は、取消訴訟であれ義務確認訴訟であれ、または、

抗告訴訟、当事者訴訟であっても、すなわち訴訟形態・種類を問わず法律上の争訟は、行

政処分の枠内で考えられており、処分性が法律上の争訟性に先行する図式が強固に維持さ

れているのである。そのため、つとに憲法学者からは、「既存の訴訟法に全面降伏」52する

ものとか、「訴訟法の留保」53であるという批判に晒された。この問題を解決するためには、

白石説の確認訴訟原型観がなお有効であり、行訴法の制定および現代行政国家の展開とい

う新しい状況の中で、白石説の司法国家観を継承した学者たちは、白石説を発展させる議

論を進めている。以下では、訴訟法の側面からこれらの学説を分析する。 

 

第二節 二つの確認訴訟観 

第一款 現代行政国家の展開と行政訴訟 

 侵害行政の防止を念頭に置く自由主義的法治国家に立脚した伝統的行政法学おいて、行

政訴訟は主に行政行為という法形式からの侵害を排除するために運用されていた。前章に

検討した二つの司法国家観は自由主義的法治国家の回復を共通の問題意識とした上で、行

政行為に対する司法審査を中心に議論した点において一致している。しかし、1960 年代に

始める現代行政国家の展開に伴い、行政訴訟の新たな課題は、次の二点に集約することが

できる。 

第一に、現代行政国家における行政過程は、「法のあらかじめ予定する法内容の忠実の具

体化というよりも、むしろ公益実現に向けられた積極的な政策創造の過程というべきもの」

54である。そこでは、法律に対して行政命令の比重が増加し、行政計画による行政が展開し

ている。さらに、高度経済成長を急激に遂げた社会において、都市の発展、環境破壊や消

費者被害をめぐって爆発的に出てきた社会問題に対処するために、場合によっては、行政

が根拠法令がなくても政策的判断により非権力的手法で対策を講じる場面もしばしば見ら

                                                                                                                                                                   
51 中込秀樹ほか『改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』（法曹会、2000年）318頁。 
52 奥平康弘「憲法訴訟と行政訴訟」公法研究 41号（1979年）101頁。 
53 棟居快行「基本権の司法救済」（初出 1985年）『人権論の新構成』（信山社、1992年）288頁。 
54 原田尚彦「行政事件訴訟への期待」（初出 1973年）『訴えの利益』(弘文堂、1973年)229頁。 
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れる55。このように行政が政策作成の実質の担い手となることは、政策判断の中心が議会か

ら行政へと移行していることを意味する。ここには、「議会制民主主義の空洞化」56という

問題が生じているのである。そこで、かつて田中・兼子理論が期待した議会による行政統

制は実際に機能しなくなることから、議会に代わって司法的統制が一層に求められるよう

になるのである。 

第二に、現代行政国家における肥大化した行政は、行政行為のほか、行政計画や行政指

導等の多種多様な形式による行政活動を通じて、私人の生活の細部まで浸透している57。私

人の生活の行政依存が高まると同時に、行政行為以外の行政活動が違法に行われ、私人の

権利利益を侵害する可能性は高くなっている。裁判所はすべての行政の侵害活動に対して

私人に救済を受ける機会を与えなければ、違法な行政活動を放置することにより「法治主

義の形骸化」58をきたすことになるだろう。 

こうした二つの課題に直面して、伝統的な行政法学は、司法国家の実現という歴史的課

題だけでなく、新たな行政現象にも対応できないことから、強い批判を受けることになっ

た。伝統的行政法学を批判し、「抽象的公益ための抽象的・演繹的行政法学に対する決別」

59が必要であるという認識は、現代行政国家の展開とともに、広く共有されるようになる。

訴訟法学においても、同様にこのような動向がみられ、行政事件に関する法律上の争訟を

捉え直す必要性に注目が集まるようになる。ただし、行政法学者は、法律上の争訟をめぐ

る憲法論を直接論じることはなく、具体的な訴訟類型に即した解釈論を行なっていた。し

たがって、確認訴訟の解明を課題とした本稿においては、さしあたり、英米の司法国家制

度に関する歴史的な研究を通じて現代行政国家における行政訴訟のあり方を明らかにした

高柳信一および下山瑛二の所説を取り上げる。両説を手掛かりとして、確認訴訟を通じて、

処分性が法律上の争訟性に先行するという問題をどのように克服するかについて検討する。 

  

第二款 違法宣言訴訟――高柳説  

一 内容的整理 

                                                        
55 例えば、要綱行政の問題について、原田尚彦「要綱行政の法的性格と問題点」（初出 1974年）『環境権と裁判』(弘

文堂、1977年)。 
56 中川丈久「議会と行政」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、2011年）152頁以下。 
57 原田・前掲注(54)221頁。 
58 室井力はつとに「現実の法治主義の空洞化現象の展開のなかで、……行政計画、行政指導、補助金などによって特徴

づけられる日本的行政手法は、その合理的根拠の具体的検討なしに法的権利義務関係の希薄化をもたらしつつある」と

いう問題を指摘した（『行政の民主的統制と行政法』（日本評論社、1989年）2頁）。 
59 室井力「行政法学方法論議について」（初出 1978年）『行政改革の法理』（学陽書房、1982年）200頁。 
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高柳は、現代行政国家における行政の量的質的変化に応じて、私人が刑罰や損害を早期

に回避するために、法律関係の変動を原因付ける行為を直接攻撃する必要があると指摘し

ている。伝統的な民事訴訟または刑事訴訟において行政活動の違法性を間接的に攻撃する

ことはできるが、行政機関を直接の当事者とし、その裁量権行使を直接の審理判断の対象

とすることはできない。こうした伝統的な訴訟では処理しきれない、新たな争訟形態をど

のように取扱うかは、現代行政国家における行政訴訟の課題なのである。彼は、日本では

取消訴訟制度がより私人に有利な救済制度として人為的に設けられたものであることを指

摘し60、行政訴訟制度のあり方を次のように述べる。 

「司法国家制であり、司法裁判所は、行政裁判所のように、行政行為の効力の判定だけしかできないわ

けではないのであるから、本来であれば、原告の現在の権利関係に関する利益的主張についても審理判

断して、救済を与えてやることもできるはずである。それが特別の目的にもとづいて、行政行為の効力

判定という形で救済を与えるように人為的に枠づけられているだけである。……原告の現在の権利関係

に関する利益的主張の当否は、行政行為の法適合性の有無の判断によってほぼ全的にかたがつくのであ

り、また、後者に関して裁判所の法判断がくだされれば、被告たる行政庁は、私人たる当事者とことな

り直ちに忠実にこれに従って権利関係・事実関係を是正すべきものだからである」61。 

 

すなわち、行政訴訟という実定法制度が設けられる前に、新たな争訟形態はすでに司法

判断に適合する法律上の争訟として存在するはずである。法律関係の存否に関する権利主

張、または法律関係変動の原因行為の効力の攻撃という訴訟形式を制度化することは、い

ずれも立法政策の範囲内にある62。その意味で、法律関係の存否または違法性の有無を対象

とする確認作用は、行政訴訟の本質であると考えられている。そのため、立法府が「行政

行為の法適合性如何を判断する確認訴訟」63をより「合目的な制度」64へと変換して取消訴

訟を設けたのは、法律上の争訟を限定するためのものと解されるべきではない。しかし、

                                                        
60 高柳信一「行政の裁判所による統制」（初出 1966年）『行政法理論の再構成』(岩波書店、1985年)172頁以下。 
61 同上 196頁。ここでは英米法における宣言的判決が引き合いに出されている。 
62 この点について、雄川一郎はつとに指摘していたところである。「実体法上行政行為によって形成された又はされる

べき法律関係についても、その行政行為の当否そのものを訴訟の直接の対象とする抗告訴訟も可能であり、またその法

律関係を直接の対象とする当事者訴訟も可能なのであって、その双方を認めるか、或いは一方のみを認めるかは立法政

策の問題となると考えるべきであろう」（前掲注(2)56頁注 2）。 
63 ここでは、高柳説は形成訴訟の理解を排斥する。ただ、訴訟法原理において取消訴訟を確認訴訟として理解すべきだ

と指摘するが、訴訟法技術上においては民訴のドクマの適用を排斥する（前掲注(60)199-200 頁、同「行政事件訴訟の

特質の再検討」（初出 1966年）前掲注(60)書 513頁）。 
64 合目的性の理由が五つ挙げられる。第一に、行政行為の効力を対世的に確定すること、第二に、義務賦課行為の法適

合性を義務違反に対する刑事処罰のリスクを冒さないで攻撃すること、第三に、行政庁の裁量権行使を直接の審理判断

の対象とすること、第四に、審決に対する司法審査とすること、第五に、計画行政・開発行政のような総合行政に関わ

る権利義務関係を早期確定させることである（高柳・前掲注(60)185頁以下）。 
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このような人為的な訴訟類型の使用を私人に押し付けると、不都合が生じることになる。

この不都合については、立法者が解決すべき問題であるが、その前に「司法的法創造」に

よる解決も必要である65。したがって、彼は、出訴を許す「技術性の契機」に過ぎない処分

性については、訴訟の対象が「固定的基準によってではなく、行政の法律による枠付けを、

どの段階で、だれに、いかなる訴訟形態で監視せしめることが合目的的かを、法創造的見

地より柔軟に構想してゆくことが必要」66だと主張している。 

以上の整理からすると、高柳が「司法的法創造」を強調するのは、取消訴訟中心主義を

支える行政の第一次的判断権論や立法政策論を「行政国家制的母斑」として、司法の法創

造という実践を通して退けるためである。行政活動を律する行政法規が行為規範でありな

がら、紛争解決基準としての裁判規範であるという両面拘束性が強調されており、行政活

動に関する「法の解釈適用によって当事者間の具体的利益の衝突を調整解決する作用は、

決して政治や行政の任務に任されるべきではない」67と主張された。したがって、私人と行

政との間にはすでに議会制定法を通じて法律関係が予定されている。裁判所は未だ行政行

為によって具体化されていない法律関係をめぐる紛争についても、法律関係を具体化する

契機を自ら判断することができる68。その契機は、行政処分を介して抽象的な観念論で判断

されるものではなく、具体的な利益状況を経験的に吟味した上で判断されるべきなのであ

る69。 

 

二 検討 

高柳説の方法論については、すでに批判に晒されており70、イギリス法の実際の発展につ

いても、彼の説とは一致していないという問題もある71。しかし、ここでは、本稿の問題関

心に即して、訴訟法の側面から高柳説の特徴を指摘しておく。 

                                                        
65 同上 196頁、198頁。 
66 同上 212頁。 
67 同上 206頁。 
68 高柳信一「市民国家の行政法の問題」（初出 1965年）前掲注(60)書 422頁以下（ただし、原告適格を例とする説明で

ある）。 
69 高柳・前掲注(60)206 頁以下（原告適格を説明する箇所であるが、「違法な権利変動行為により、……なんらか特別

の負の影響を被る」かどうかという判断手法は、訴訟対象性の判断にも通用するだろう）。 
70 藤田宙靖「裁判規範と行為規範」（初出 1969年）『行政法学の思考形式』（木鐸社、1978年）19頁以下、室井力「行

政法学方法論について」（初出 1971年）『現代行政法の原理』（勁草書房、1973年）26頁以下。 
71 当時の批判として、下山瑛二・後掲注(79)宣言的判決（五）82頁以下参照。ただ、イギリス法の後の発展については、

手続上の排他性を有する司法審査手続は 1977年に民事訴訟に対する特殊な手続として定められた。その意味で、一元的

サンクションから二元的サンクションへの分化は、公法私法の区別により行われていた。See generally, W. WADE & C. 

FORSYTH, ADMINISTRATIVE LAW 552-85(8th ed. 2009). 
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第一に、高柳説は、行政国家の取消訴訟制度を批判したが、民事訴訟と異なる、司法国

家の取消訴訟制度を違法宣言訴訟として再構築した上でその正当性を擁護している。原因

行為の違法性・効力を直接に攻撃する訴訟形式を何よりも重視し、また無効確認訴訟の制

定にあたり、当時、民事訴訟のドクマが無反省に抗告訴訟に持ち込まれたことを批判して

いる72。すなわち、民事訴訟における確認訴訟のドグマについて、確認の対象が現在の法律

関係に限られること、および対世効が定められないことは、行政訴訟において排斥される

べきである。この点については、多くの学者の問題意識を覚醒するものとなった。例えば、

白石裁判部の陪席裁判官、後に最高裁判事となった町田顕の違法宣言訴訟説73、次節で検討

する原田尚彦の処分性拡大論である74。 

第二に、司法的法創造により訴訟対象（処分性）を拡大することは可能だと指摘されて

いるが、実体法のレベルで拡大するか、それとも訴えの利益のレベルで拡大するか、とい

う点においては明確に論じられていない75。ただ、実体法関係を一方的に変動する「行政的

決定に対する特別訴訟論」76だとすれば、やはり訴訟対象を行政決定の実体法的性質に即し

て判断するアプローチと位置づけられる77。 

以上の二点により、取消訴訟の性質について確認訴訟説の影響を受けたと思われる高柳

は、取消訴訟についてその形成訴訟的要素を取り除いたが、行政決定に対する違法宣言の

形式は残して合理的運用を目指し、民事訴訟とは異なる独自の行政救済法理の形成を期待

していたのである。 

  

第三款 権利確認訴訟――下山説 

一 内容的整理 

高柳と問題意識を共有する下山瑛二は、現代社会において早期の権利保護・既成事実の

発生の予防を行政訴訟の現代的課題としている78。だが、彼は、高柳説のように既存の訴訟

                                                        
72 高柳・前掲注(63) 「行政事件の特質の再検討」510頁以下。 
73 町田顕「抗告訴訟の性質」判例タイムズ 15巻 4号（1964年）634頁以下。町田は、白石説を支持した上で、「民事訴

訟法理の不当な適用類推を拒み」、抗告訴訟における適法性統制の特徴を強調している。 
74 原田尚彦「行政争訟法二五年」（初出 1987年）『行政判例の役割』(弘文堂、1991年)37頁。 
75 例えば、高柳・前掲注(60)197頁および 213 頁注 6においては「要件効果規定を具体化する一方的行為」という実体

法的定義が試みられているが、212頁の事例からすると、訴えの利益のような判断も混在している。 
76 室井・前掲注(70)36頁。 
77 また、本案審理において、特殊な法原理がリンケージされることから（高柳「公法と私法」（初出 1963年）前掲注(60)

書 66頁）、従来の行政行為を中心にする訴訟対象論と共通していると指摘されている（下山瑛二・後掲注(79)宣言的判

決（五）82頁注 6）。 
78 下山瑛二『現代行政法学の基礎』（日本評論社、1983年）5頁以下、214頁。 
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形式を前提に議論するのではなく、憲法論に即した権利の有無の判断を先行させた上で、

権利救済の方法としてどのような訴訟類型を認めるのがよいかを検討すべきだという方向

性を示している。その前置作業として、彼は、イギリスの司法審査における宣言的判決を

中心に綿密な判例分析を通じて79、その訴訟対象の広範性と位置づけの補充性・代替性に注

目している。そして、補充性・代替性が前提とする共通性について、兼子一の「確認訴訟

原型観」を引用し、それが「法律問題についての法的判断」であることを指摘した上で80、

行政訴訟としての確認訴訟原型観を提示している。さらに、英米法に倣い行政争訟制度を

実体法、救済法、争訟法にわけて、行政の第一次判断権の尊重が必要だとしても、それは

争訟法の次元で特別な訴訟手続きをとるべきか否かの問題だと指摘している81。 

「そもそも行政争訟法は主として手続法であるがゆえに、その存在以前に措定される実体法関係におい

て、行為そのものの効力を抹消しうる国民の権利と、かかる国民のもつ権利・利益の保障が確保される

ための救済方法とが本来的の明らかにされておらねばならなかったはずである。争訟手続というものは、

まさにかかる救済方法実現するための争訟手続として存在すべきものであろう」82。 

 

ここでは、訴訟類型の議論を、私人のもつ権利・利益の保障を確保する救済手法の問題

に変換しながら、抗告訴訟制度の特徴を出発点とする思考様式を拒否する姿勢が見られる。

さらに、英米の救済法を参考にすると同時に、物権法的な救済手法も引き合いにだされた83

ことに留意すべきである。つまり、白石説と同様84、基本的人権を始めとする私人の実体法

的地位を物権に例えて、法的地位が侵害された場合に、それに対する権利回復の救済方法

が憲法 32条により備えられるべきである。この考え方を進めるならば、ドイツ法のように、

「法的地位」を「原状回復」という物権法的観念に結びつけ、そこから実体的請求権とし

ての「侵害排除請求権」を導いて請求権体系を築くことが可能であった85。しかし、下山説

                                                        
79 下山瑛二「イギリス行政法における宣言的判決(declaratory judgment)をもとめる訴（一）―（五・完）」法学雑誌

（大阪市立大学）9巻 2号（1962年）51頁以下、10巻 1号（1963年）16頁以下、10巻 2号（1963年）79頁以下、10

巻 4号（1964年）84頁以下、11巻 1号（1964年）1頁以下。また、同時期に宣言判決を紹介するものとして、佐藤立

夫「イギリス行政法における宣言的判決」早稲田政治経済学雑誌 182号（1963年）1頁以下。 
80 下山・同上宣言判決（五）73頁、75頁。なお、下山瑛二「イギリス法における『行政訴訟』の若干の前提的要素とそ

の類型にかんする一考察」（初出 1970年）、「行政訴訟裁判と人権」（初出 1973年）『人権と行政救済法』（三省堂、

1979年）9頁以下も参照。 
81 下山・前掲注(78)199頁以下、224頁以下。 
82 同上 203頁。 
83 同上 202頁、213頁（「違法行為の排除のための請求権」）。 
84 白石健三「公法上の義務確認訴訟について」公法研究 11号（1954年）47頁。 
85 例えば、山本・前掲注(18)198頁において紹介されたドイツ学説を参照。 
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は請求権を中心とする思考様式も拒絶し86、確認訴訟を基底に置き、給付と形成訴訟を「確

認」という共通項から導く定式として、「確認訴訟＋付随的救済＝給付あるいは形成訴訟」

という確認訴訟原型観を打ち出した。 

請求権体系を拒絶した一つの理由は、訴えの利益および救済の方法が予め一義的に決ま

らないことにある。 

「現在の行政活動が現実に複雑な形でからみあっている場合に、違法行為の排除そのものは行政主体に

委ね、裁判所では違法か否かだけをとりあえず『確認』しておきたいという考え方の生まれてくるのも、

現代社会ではけっして不自然ではない。」一方、「保護法益を守る法的必要性がある程度存在していなけ

ればならぬことはいうまでもないが、それに関する問題は訴訟法上の問題となるだろう」87。 

 

もう一つは、こうした確認訴訟原型観は、日本法の特殊性、すなわち行政の第一次的判

断権により封じられた裁判所の法判断権限を復権しようとするものでもある。つまり、確

認訴訟を重視する根本的な理由は、法の支配からみた古典的な権力分立の構造における司

法による法秩序形成への回帰願望にある。市民的法治国の理想的な構図は「法律→法違反

→判決→強制行為」であり、行政権はもっぱら法律及び判決を忠実に執行するはずであっ

た88。ところが、現実には現代行政国家の進展に伴う行政権のイニシアティブおよび裁量は

不可避的に拡大しつつある。とはいえ、司法審査を予め制限するという行政権に固有の法

判断権はそもそも市民的法治国にはないという原則的立場に立つならば、法的問題を判断

するのは依然として裁判所の本来の責務であり、判決に従って違法を是正するのが行政権

の義務なのである。この点においては高柳説と相違はないが、行政訴訟のあり方について

は、次のように決定的な違いがみられる。 

「『確認の訴』形式をとるということは、単に侵害活動が『違法』」だという否定的判断を求める訴訟形

式にのみに限定されない。権利を保有しているものが、その権利の存在確認をしてもらうという肯定的

判断を求める形式でもその目的は達成しうる。……救済方法という観点からみれば、権利の存在を肯定

する道筋と権利を違法に犯しているとして否定しようとする道筋とは、一つの事柄の表裏として浮かび

上がる。しかし、ともに同じ目的に奉仕するものであっても、権利の存在確認を求める方法はとかく一

人歩きをして、侵害活動と結合しえない行政活動にまで利用される可能性をもつことも事実である」89。 

 

                                                        
86 ただし、下山瑛二は決して請求権を軽視しない。むしろ、基本人権の実効的救済のために実体法上の給付請求権や差

止請求権を認めるべきだと主張している（『人権の歴史と展望〔増補版〕』（法律文化社、1980年）284-285頁）。 
87 下山・前掲注(78)212頁、216頁。 
88 同上 37頁、53-54頁。 
89 同上 216頁。 
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すなわち、原因行為の違法性か法律関係の存否かは表裏一体であるが、具体的な紛争状

況に応じた権利存在の確認が独自の意義を有する。権利の存否または範囲が確認できれば、

確認判決は行政がこれから権利を侵害しないようにする行動指針となるだろう。そして、

作為の違法性だけでなく、不作為の違法性も権利確認により明らかにすることができる。

下山説では具体例があげられていないが、今日において在外邦人選挙権確認事件90や混合診

療健康保険受給権確認事件91はその好例であろう。 

 

二 検討  

実定法の枠組を超えた下山説は「我が国の行政法学の思潮、あるいは、裁判所のメンタ

リティからいえば到底許容され」92ず、1980年代の処分性拡大論と当事者訴訟活用論の論争

の中にあっても影が薄いものであった。しかし、確認訴訟の発展史から考えると、下山説

を正当かつ客観的に評価すべきなのではないか93。ここでは、訴訟法の側面から下山説の特

徴を指摘しておく。 

第一に、救済法の歴史をもたない日本法においては、救済法を実体法または訴訟法のい

ずれかに対応させない限り、救済法の導入には困難が伴うだろう94。民事訴訟法において、

確認訴訟を始めとする訴訟形態は、本来、権利保護の形式として把握されている。訴訟手

続について、人事訴訟や手形訴訟という特別訴訟手続は別に設けられたが、訴訟形態の要

件や運用には大差がない。そのため、民事訴訟に準じて、そもそも行政訴訟の類型は権利

保護の形式として把握されなければならない、というのが下山説の出発点である。ゆえに、

下山説は基本的に訴訟法の範疇に入るだろう。 

第二に、下山説は確認訴訟原型観をもって、抗告訴訟、当事者訴訟および民事訴訟とい

う各種の訴訟手続を横断する権利保護の形式として、統合的に把握している。概括的な救

済手段としての確認訴訟は、入口から見れば、どの訴訟手続においても存在するはずであ

り、その本質は変わらない。権力作用・非権力作用とそれに対応する手続の割り振りは二

次的問題となる。こうした発想は、抗告訴訟を確認訴訟と解した白石説より、行政事件に

                                                        
90 最大判平成 17年 9月 14日民集 59巻 7号 2087頁。 
91 東京地判平成 19年 11月 7日判例時報 1996号 3頁(最判平成 23年 10月 25日賃金と社会保障 1557号 19頁の一審判決)。 
92 下山・前掲注(78)217頁。 
93 行訴法改正以後、下山説の意義を指摘したものとして、高木光「義務付け訴訟・差止訴訟」磯部力ほか編『行政法の

新構想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣、2008 年）62 頁注 42、曽和俊文「権利と救済（レメディ）――行政法における権利

救済の特質」前掲注(10)阿部古希所収 546頁。 
94 石川健治「文法と翻訳――『救済法』と『行政裁判権』の位置づけをめぐって」法学教室 373号（2011年）97頁以下。 
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関する法律上の争訟を確認訴訟原型観で徹底的に見直すものである。 

第三に、確認訴訟原型観の下で、訴訟対象を訴えの利益に還元するにとどまらず、訴訟

類型の選択についても、訴えの利益の次元で判断するのである。 

 

第四款 小括 

高柳説も下山説も現代行政国家において行政が肥大化する現実を直視し、行政を実体

法・訴訟法の両面から司法権の法創造によって囲い込もうとしている。行政活動の違法性

と私人の法的地位との関係を法律関係として広く措定することで、裁判所は、事案ごとに

具体的な利益状況に応じて法律関係が司法審査に適合するかどうかを自ら判断する権限を

一般的に確保する。そこでは、法律関係を通じて違法性または権利を対象とする確認作用

が行政訴訟の本質となると把握した点で、両説は共通している。彼らが求めるものは、現

代行政国家における司法権優越の司法国家観である。 

詳しくいえば、現代行政国家の展開に伴い、行政と私人との法律関係の比重はますます

前者に偏り、私人は、行政の作為、不作為あるいは適切な配慮を必要としている。しかし、

その法律関係は常に明確なものではなく、強大な行政権の判断により左右され、変動して

いる。それゆえ、私人の法的地位を確保するために、このような法律関係に関する議会制

定法による規律が必要となるのみならず、裁判所は法律関係の不明確性を早期に除去し、

司法的保護を私人に与えることも必要である。 

ただし、高柳説は 1960年代から急速に展開された開発行政・計画行政を念頭に置き、司

法審査が行政主導の法秩序形成を後追いする形で発動する現実をやむをえず認めている。

したがって、法的効果を発生させる制定法の根拠を有する法律関係を前提にし、法律関係

を一方的に変動させるという特徴を有する行政決定を司法審査の対象とする必要性を強調

している。法律関係の変動がないもの、外形的な行為を有しないもの、不作為に関するも

のに関しては、別途に検討されるべき課題とされた。 

一方、1980 年代に登場した下山説は、抗告訴訟制度の破綻および日本型福祉国家の挫折

を問題視して、「官僚制の全面的支配」という基本的人権の危機および国民を疎外する資本

主義の構造的危機は、司法権が克服すべき課題と位置づけ95、訴訟制度における私人の基本

的人権の確保が何よりも肝心なものであるとしている96。基本的人権の規範的意義を強調す

                                                        
95 下山・前掲注(86)284頁。 
96 この点について、1980年代以降、憲法論において、強い個人像を打ち出して司法権論を積極的に展開するのは、佐藤
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る目的は、まず権利救済について裁判所の消極的な姿勢を改めようとするところにあり、

次に行為規範すら存しない場合に、権利そのものの存否確認判決を通じて行政の行為規範

を形成することにある。このため、確認訴訟にいう法律関係はもっぱら基本的人権を始め

とする法的地位を中心に考えられている。 

 両説は相互に排斥する関係にあると捉えるべきではない。論理的にいえば、特定の行政

決定を中心において展開した高柳説は、下山説にいう「確認訴訟＋付随的救済」の発展形

態として位置づけることもできよう97。ただし、確認訴訟の発展史において高柳説と下山説

を正確に位置づけると同時に、次の節で検討する処分性拡大論と当事者訴訟活用論との対

比を行うために、彼らによる確認訴訟に関する二つの制度構想を提示しておく。 

ひとつは、違法宣言訴訟モデル（高柳説）である。原因行為と法律関係とは表裏一体の

関係にあるが、原因行為の違法性を直接攻撃すると、紛争が早期かつ抜本的に解決できる

場合がある。これは、行政訴訟において行政の行為を中心に独自の確認訴訟を構築する思

考方法であり、取消訴訟を違法宣言訴訟として改鋳するものといえる。しかし、訴訟対象

は必ずしも高柳説のように法律関係の変動をもたらすものに限定する必要はなく、法的地

位に影響を及ぼす原因行為を直接攻撃する必要もあるだろう。このモデルに該当する処分

性拡大論では、訴訟対象を訴えの利益に還元して論じられている。 

いまひとつは権利確認訴訟モデル（下山説）である。確認訴訟原型観をベースとすると、

多様な訴訟類型の役割分担が可能となる。権利存否の確認が強調されるのは、行為形式の

思考様式を拒否して、私人の権利を中心に司法的救済の必要性を判断すべきだという理由

                                                                                                                                                                   
幸治『現代行政国家と司法権』（有斐閣、1988 年）である。佐藤の救済法的司法権論（権利判定＋救済）については、

それだけを取り出してみるならば、確かに下山説に近いものである。しかし、両者が描いく市民像と行政の役割は、大

きく異る。 

 なお、基本的人権から訴訟制度または救済方法を検討する憲法学の文献は 1980年代以降多くなる。例えば、棟居・前

掲注(53)「基本権の司法救済」（1985 年）285 頁以下、遠藤比呂通「憲法的救済法への試み――基本的人権の法的含意

（一）―(四・完)」国家学会雑誌 101巻 11・12号 721頁以下（1988年）、102巻 7・8号 443頁以下（1989年）、103

巻 5・6号 243頁以下（1990年）、105巻 1・2号 62頁以下（1992年）、井上典之『司法的人権救済論』（信山社、1992

年）、藤井俊夫『事件性と司法権の限界』（成文堂、1992年）、笹田栄司『実効的基本権保障論』（信山社、1993年）、

松井茂記『裁判を受ける権利』（日本評論社、1993年）。 

 憲法の観点からではあるが、これらは「抗告訴訟という特定の訴訟類型を前提としてその枠内で訴訟要件の問題を考

えてきた従来の行政法学の思考方法に対して大きな反省を迫るものとして注目される」（晴山一穂「司法権の限界」杉

村敏正編『行政救済法 1』（有斐閣、1990年）30頁）。この点について、村上裕章「憲法訴訟と行政訴訟――両者の関

係についての一試論」（初出 1995年）『行政訴訟の基礎理論』（有斐閣、2007年）2頁以下も参照。 
97 とはいえ、結果的に取消訴訟制度の発展は高柳説の展望を裏切るものとなる。しかし、改正行訴法において、立法府

が法律関係に関する確認訴訟を明記したことから、裁判所が取消訴訟に拘泥せず確認訴訟を創造的に活用できる道が改

めて開かれたのである。この点について、高柳は予見したように、時代又は権利意識の変化とともに、新たな訴訟形態

を創造する必要があり、しかも立法者が第 1 次的責任を負っていると述べた（高柳・前掲注(63)515 頁）。なお、近年

の最高裁判決を踏まえて、高柳説の現代的意義に注目するものとして、稲葉一将「処分性の拡大と権利利益救済の実効
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からである。しかし、行政の適法性統制の視点からすると、確認訴訟の運用について如何

なる判断をするかについては下山説では詳しく論じられていない。この点で、このモデル

に該当する当事者訴訟活用論では、確認訴訟の運用について具体的に論じられている。 

  

第三節 訴訟対象と訴えの利益 

第一款 訴えの利益論の展開 

ここでは、取消訴訟の対象となる処分性について、これを訴訟法において拡大する形式

的行政処分論（以下、「処分性拡大論」という）を取り上げて、次の視点からその特徴と意

義を明らかにする。 

第一に、処分性拡大論は処分性を訴えの利益に還元しようとするものである。原因行為

の違法性を直接攻撃するために、訴えの利益がどのように論じられるか、そしてその背景

に控える「法律上の争訟」がいかなるものであるかについて検討の課題とする。 

第二に、確認訴訟原型観の影響を直接受けた山村説を除き、ここで検討する学説はいず

れもフランス法における越権訴訟の影響を受けたものである98。越権訴訟の性質を民事訴訟

法学の形成訴訟または確認訴訟のいずれかに同定することはできないが、「救済法上の観点

から訴訟要件が構成された確認訴訟に匹敵する訴訟である」99とも考えられている。実際に、

訴えの利益の拡大を目指した処分性拡大論は、処分性を確認の利益の判断に接近させる傾

向にあり、その本質は訴えの利益を中核とする「違法宣言訴訟」と考えるべきだと評され

ている100。したがって、処分性拡大論と確認訴訟との関係は検討の課題とする。 

第三に、救済便宜上の取消訴訟中心主義やその機能論（対世効や執行停止など）により

処分性を拡大する議論は、訴えの利益に関わらないことから検討の対象外とする。 

 

一 山村説 

                                                                                                                                                                   
性」法律時報 82巻 8号（2010年）12頁。 
98 原田尚彦と兼子仁が参照したフランス法の紹介として、兼子仁「フランス行政法における先決問題」東京都立大学法

学雑誌 3巻 1・2号（1963年）183頁以下。なお、改正行訴法の下で、原田説は変わらず、「わが国の取消訴訟は、フラ

ンスの越権訴訟のような包括的な救済手段として機能してきた」ことを強調している(原田尚彦『行政法要論 全訂第 7

版[補訂 2 版]』（学陽書房、2012 年）390頁)。阿部説について、阿部泰隆『フランス行政訴訟論――越権訴訟の形成と

行政行為の統制』(有斐閣、1971年)。 
99 興津征雄『違法是正と判決効――行政訴訟の機能と構造』（弘文堂、2010年）188頁。ただし、本案審理構造は私人

の権利や法的地位について裁判するものではない（同書 188-189 頁）。なお、原田尚彦「行政行為の『権力性』につい

て」（初出 1969年）前掲注(54)書 112頁注 7を比べてみよう。 
100 小早川・前掲注(19)286頁（その実質においては「当該行為の違法確認――および場合によって判決の拘束力――で

ある」）。 
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 確認訴訟原型観の影響を受けた山村説では、抗告訴訟の各類型を通じた原型を違法性の

確認とし、訴えの利益を確認の利益の枠組みに準じて判断すべきだと主張している101。訴訟

の対象となる処分性は直接の法律効果で判断されるのではなく、もっぱら訴えの利益とし

て考えられるべきだというものである。すなわち、端的に、違法な行政活動と私人の受け

る不利益との間に法的関連性があれば、その行政活動を争うことができる。その法的関連

性は、事実上の効果や付随的効果を問わず法的保護に値する利益説により判断されている102。

とはいえ、山村説は、処分性を訴えの利益を判断するための外形的行為として、次のよう

に独立した概念の定義をしている。 

「行政処分とは、行政庁が、第一次的判断権の主体として、行政の執行としてする権力的意思活動、お

よび事実行為である」。「行政処分とは、……行政処分の適法性に関する紛争解決の客体として適格性で

あるということになる。すなわち、当該行政庁の行為が、裁判所によって適法性を判断する資格を有す

るかどうかということになる」103。 

 

 山村説は、訴訟対象を訴えの利益に還元する点において白石説の延長線に位置づけられ

るが104、処分性の概念設定については法効果を外して、私人が受ける不利益を中心に考える

べきだとする方向性を明確にしたことから、白石説をさらに一歩進めたものと評価できよ

う。しかし、なお特定の外形的行為に拘泥し、しかも処分性の定義の前半は公権力の行使

そのものだが、後半は司法判断に適合するかどうかという訴えの利益の問題にほかならな

い。そのため、山村説は行為形式の思考様式から訴えの利益の思考様式へ移行する過渡期

にある考え方である。この点について、次に検討する原田説は訴えの利益に焦点にあてて、

さらに進んだ議論をしている105。 

 

二 原田説 

 裁判所の政治過程への介入を防ごうとした田中・兼子理論に比べると、原田は裁判所が

                                                        
101 山村恒年「訴えの利益の諸問題」（初出 1975 年）『行政過程と行政訴訟』(信山社、1995年)165頁。とりわけ兼子

一説の引用が明記されている。なお、この論文において、山村は、原告適格を中心に、民事訴訟法の訴権論との対比を

行いながら、法的保護に値する利益説を論じている（160-163頁）。 
102 山村「行政処分概念の再検討」（初出 1967年）同上書 154頁。拡大された処分は公定力が付いていない（同前・155

頁注 3）。 
103 同上 144頁、142頁。なお、山村恒年「抗告訴訟の対象となる行政処分（1）」民商法雑誌 58巻 5号（1968年）30頁、

同「抗告訴訟の対象となる行政処分（11・完）」民商法雑誌 61巻 3号（1969年）92頁も参照。 
104 南博方編『条解行政事件訴訟法』（弘文堂、1987年）83頁(高木光執筆)。 
105 山村説について、原田尚彦「抗告訴訟の対象について」（初出 1971年）前掲注(54)書 144頁注 5。 
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「政治的統合過程の一環として機能」106すべきだと力説している。すなわち、政治過程に参

加する私人と裁判過程に訴える私人との主体性を一体的に把握することにより、法を宣言

する裁判過程が広く政治過程の延長線にあり、私人は違法な行政活動の矯正を求める包括

的自由権を有し107、裁判所は積極的に社会的要請に応えて具体的事案に即して法創造を行う

べきだと期待されている。したがって、裁判所へのアクセスを容易にするために、原田は

民事訴訟における訴えの利益論を参考にしながらも108、行政訴訟の特有の問題を念頭に置い

て行政訴訟における訴えの利益論を再構築している。原田の方法論の特徴として、次の二

点を指摘しておく。 

第一に、実体法上の列記主義への批判である。「訴訟法上、概括主義が採用されたとはいえ、行政訴訟

の現実はなお実体法上の列記主義にとどまったのであって、実体法がとくに認めてくれた利益が、行政

行為という行政の行為形式により侵害されたときのみ、司法上の救済を享受しうるにすぎなかった」109。

第二に、三位一体の訴権利益である。訴訟対象となる「処分性は、取消訴訟の原告適格・訴えの利益と

三位一体の関係をなして、訴権利益が緩和するにつれて、漸次、拡大される」 ことにならざるをえな

い110。 

 

原田説によると、訴訟対象は実体法により一義的に判断されるわけではなく、訴えの利

益として実体法から独立させて個別具体的に判断されるべきものである。三位一体の訴権

利益とは包括的自由権を訴訟法的に具体化する「法的保護に値する利益」にほかならない111。

そのため、処分性は「行政庁の一方的に実施する公役務活動で、国民生活を他律的に規制

するもの」と定義されたが112、この定義は完全に訴えの利益として判断されるものである113。

取消訴訟は、違法行政行為の公定力の排除訴訟から脱皮して、「行政作用の違法宣言判決」

を求める訴訟114に進化することが要求されている。したがって、「三位一体というのは、民

事訴訟における『確認の利益』の判断枠組を取消訴訟に投影したものであ」りながら115、取

消訴訟を確認訴訟に即して再構築するものといえよう。 

しかし、処分性を訴えの利益に還元して「訴訟形式の選択にあたり実体法上の問題」は

                                                        
106 原田・前掲注(54)237頁。 
107 原田・前掲注(99)100頁。 
108 原田「訴えの利益」（初出 1965年）前掲注(54)書 1頁以下 
109 原田「歩道橋反対訴訟の訴訟要件」（初出 1970年）前掲注(54)書 128頁。 
110 原田・前掲注(105)139頁。 
111 原田・前掲注(108)3-9頁、13頁参照。 
112 原田・前掲注(105)150頁。 
113 同上 155頁。訴訟法の独立した処分概念を建てる山村説とは明確に区別されている（144頁注 5参照）。 
114 原田尚彦「取消訴訟の対象は『行政行為』に限られるべきか」判例タイムズ 18巻 8号（1967年）36頁。 
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深入りしないとすれば、民事訴訟または当事者訴訟のどちらでも救済が可能となるはずで

あったが116、原田は取消訴訟を「常に開かれている安全弁」117として重視している。訴訟構

造上の理由としては、第一に、行政上の法律関係は行政決定を機軸にして多面的に展開さ

れることから、個々の権利関係よりも行政決定の違法性を直接判断するほうが紛争解決に

効果的である。第二に、訴訟対象の拡大に伴い、裁判所の判断は個々の権利義務を実体的

な判断代置方式で終局的に確定するよりも、手続的審査を行うことで、実体的判断を行政

に差し戻すことで民主的解決の契機となる。この二点から、原田も自認したように、取消

訴訟は、なお事後審的訴訟構造を維持している118。原田が求めるのは、行政が法秩序形成を

主導すると同時に、事後的な司法審査を全面的に受けるべきという図式である119。 

 

三 兼子説 

兼子説は原田説に共鳴しつつも、独自の「特殊法」理論に基いて処分性拡大論を展開し

ている。現代行政国家の登場に伴い、「現代の各特殊社会関係ごとに特有な法論理の体系」

は主に実体法の規範として形成されている一方、行政法は主に行政手続および行政争訟手

続を含める手続法の規範として把握されるべきである120。現代行政国家における私人の権利

構造が大きく変化するにつれて、取消訴訟の活用は司法による私人の法益形成の契機とな

る。 

憲法の社会権保障に呼応する立法及び行政は各社会分野の需要に応じて展開して、「各分野の『特殊法』

によって国民の新しい各種の実体法的法益が徐々に形成されつつあるように見られるが、事前参加およ

び事後争訟についての特別な手続的保障はいまだきわめて不備であるため、当面国民の法益救済のため

には一般の行政争訟制度に頼らざるを得ない。それも、明らかに公法上の権利関係が存するとして当事

者訴訟をおこすよりは、訴えの利益の広い抗告訴訟を活用できればそのほうが各特殊法の法益形成の現

段階に即応していると見られる（環境法上の環境権、医事法上の健康権等々の現状）」121。 

 

このように、実体法の列記主義を厳しく批判する原田説に対して、兼子説は特殊法の実

                                                                                                                                                                   
115 南編・前掲注(104)80頁（高木光執筆）。 
116 原田・前掲注(105)161-162頁。 
117 同上 143頁。 
118 原田・前掲注(54)191頁。 
119 したがって、原田は予防的訴訟について補充説を支持している。いわく、「司法審査はやはり事後審査を原則とする

とみるのが正当であり、民事訴訟の場合と同じく、争いが成熟してさえすれば、ただちに司法介入が許されるとみる白

石判事流の司法能力論には、なお若干の疑問が留保されねばならない」（「行政上の予防訴訟と義務付け訴訟」（初出

1972年）同前掲注(54)書 72頁）。ここで、疑問とされたのは、司法権優越の司法国家観であろう。 
120 兼子仁「特殊法の概念と行政法」（初出 1974年）『行政法と特殊法の理論』（有斐閣 、1989年）266頁以下。 
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体法関係の内容を重視している。特殊実体法的権利ないし法益が十分に発展していない場

合には、裁判所の条理法的解釈による訴えの利益の拡張は特殊法上の保護法益を補充する

ものにほかならない122。訴訟対象の画定は実体法の法益を前提にして、「事実上の支配力」

に照らして次のように行われている 

「形式的行政処分の公権力性は、……、行政機関の行為が国民個人の法益にたいして事実上の支配力を

もっている状態を広く指すものと解してよいと思われる。行政当局側が事実上の支配圏をもちその圏内

で行動すると、関係国民が当面現実にその行為に支配されざるをえず、国民が反対の法益主張をするた

めには必ず国民の側から行政の行為に対して出訴してかなければならない。このような事実上の支配圏

や行為の事実上の支配力は、民間の私的行為にも存し、したがってまた行政が行う私法行為にも伴うわ

けであるが、現代の法制下にあってはとりわけ行政当局に事実上の支配圏が多く設定されており（国民

に法的資格を認定したり生活手段を供給したりする行政など）、そこにおける行政の現実的支配力ある

行為にたいして国民の法益救済を行う必要が切実だと見られる」123。 

 

「事実上の支配力」に着目した兼子説は、行政主導の法秩序形成過程において、私人の

法的地位がどのように不安定になるかを描き出した。例えば、憲法上の権利を具体化する

行政法規における法益の存否が不明確で、行政活動によりその法益の実現が広汎に影響さ

れているのである。したがって、取消訴訟の利用にあたって、公定力の排除訴訟から事実

上の支配力の除去訴訟へ転換する図式が兼子説によって描かれた。処分性は、「一定の行政

目的のために、私人個人の法益に対し、継続的に、事実上の支配力を及ぼす場合に、関係

私人が抗告訴訟の対象とすることを欲しているもの」124と定義されている。 

 さて、そもそも兼子説の取消訴訟観は「司法国家・裁判国家の原理に最もよく叶う」125確

認訴訟説に近いものである。処分性の判断については、「訴えの利益」と一体的に、法的保

護に値する利益説により判断されるべきであり126、「裁判所に予防的確認を求める意味で」127

も認められる。兼子説は、実際に取消訴訟を違法確認訴訟として運用するものであると考

えられ、確認の利益の視点から見ると、「事実上の支配力」とは、行政活動が、通常の私人

行動よりも大きく、私人の法的地位に不安ないし危険を現実的に作り出す力を指すものだ

ろう。そして、こうした不安を作り出す支配力を有する原因行為について、これを訴訟法

                                                                                                                                                                   
121 兼子仁『行政争訟法』(筑摩書房、1973年)274頁。 
122 同上 302-303頁。 
123 同上 278頁。 
124 同上 279頁、同『行政法総論』(筑摩書房、1983年)229頁。 
125 前掲注（121）202-203頁。なお、予防的訴訟について、兼子が白石説の訴えの利益論を支持している（362頁以下）。 
126 同上 296頁。 
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上で直接かつ早期に排除する必要があれば、訴えの利益が認められることになる。 

 

四 阿部説 

 原田・兼子説は訴訟対象を訴えの利益に還元しながらも、伝統的処分性に倣って形式的

行政処分の内容を定義している。しかし、形式的行政処分が実際に「法的保護に値する利

益説」により事案ごとに判断されるため、阿部泰隆は形式的行政処分の定義の曖昧さを批

判し、次のように相対的行政処分論を唱えている 

「抗告訴訟の対象性を行為の性質により一律に決める考え方を放棄して、誰が争うか、争う理由は何か

という紛争の利益状況次第で、同じ行為でも抗告訴訟の対象となるかどうかが異なってくる、という考

え方」である128。「処分性とは抗告訴訟でとりあげるかどうかという問題であるから、争う角度なり争

う人次第で処分性の有無やその理由が異なり、個々に吟味することが必要である」129。 

 

このように、定型的行政処分を解体して、訴訟対象は、もっぱら訴えの利益によって判

断される。亘理格の分析によれば、阿部説が処分性を肯定する根底には、「各事案の性質に

応じて訴訟による保護救済に値すると判断される法的な地位ないし利益の存在が想定され

る」。すなわち、行政作用により影響を受ける者の法的地位を保護すべきかどうかという判

断は、処分性の肯定にとって決定的な役割をもつということである。「相対的行政処分論の

ベースには、行為の性質論（訴訟対象論）と保護法益論（訴訟主体論）とのリンケージと

いう考え方が伏在する」130。その意味で、阿部説は原田・兼子説が唱えた法的保護に値する

利益説に近いものである。 

ただし、阿部説は、正当にも訴訟対象を訴えの利益に還元すると、もはや訴訟対象を一

般的に定義してカテゴリカルに画定することができないと指摘した。つまり、訴えの利益

のアプローチにおいては、処分性の定義自体が無意味なものとなるだろう。また、相対的

行政処分論により訴えの利益が認められれば、民事訴訟で争うこともできる。例えば、通

達について、民事訴訟における「事実行為の違法確認を認めて、通達の違法確認判決を下

せばよい」131とされている。そこでは、通達の違法確認訴訟が通達の取消訴訟と互換性をも

                                                                                                                                                                   
127 同上 291頁。 
128 阿部泰隆「相対的行政処分概念の提唱」（初出 1982年）前掲注(32)書 89頁。 
129 阿部泰隆「抗告訴訟の守備範囲」（初出 1983年）前掲注(32)書 78頁。 
130 亘理格「相対的行政処分論から相関関係的訴えの利益論へ」前掲注(10)阿部古希所収 756-757頁。なお、同じことを

意識した興津も原告適格の観点から、相対的行政処分論が「訴えの利益を基礎づけ、当該第三者による出訴を正当化し

ようとする理論だ」と指摘している（興津・前掲注(10)666頁）。 
131 阿部泰隆「法の不明確性と行政訴訟の課題」（初出 1990年）前掲注(32)書 188頁。 
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つ点に留意すべきである。 

  

五 検討 

１ 以上の学説をまとめると、処分性拡大論は、行政訴訟の対象を概念演繹的に判断する

手法を批判し、違法な行政活動から被った私人の現実の不利益に着目して訴訟対象を判断

するものである。司法審査を受けるべき訴訟対象を訴えの利益に還元し、実体法上の具体

的法効果要件から解放させる点において評価できるものである。この処分性拡大論におけ

る訴えの利益の法構造は以下のように分節することができる。 

 第一に、訴訟対象は行政の一方的行為である。というのは、一方的行為の違法性を直接

の訴訟対象とするのが紛争の抜本的解決に資するからである。 

第二に、一方的行為は私人に悪影響を及ぼしたものである。その影響の度合いは「他律」

や「事実上の支配力」によって決まるが、具体的な判断は法的保護に値する利益説により

行われている。すなわち、私人の法的地位の存否、現実に受ける不利益の性質、程度など

の利害実態に着眼して、救済すべき状態にあるときに出訴が認められるのである。具体的

法効果に収まりきれない事実上の不利益も訴えの利益として認められうるのである。 

 第三に、紛争の早期解決・根源的解決を図るために、現に救済する必要性である132。 

 

２ 処分性を訴えの利益に還元すれば、取消訴訟における違法宣言作用が浮上して、処分

性が確認の利益に接近する点については、高木光が指摘したところである133。また、民事訴

訟において、確認訴訟の原告適格は確認の利益に吸収されており、確認の利益については

個別請求権的根拠がなくても広く一般法秩序により守られるものであれば十分である134。そ

の点で、法的保護に値する利益説は、行訴法において導入された確認の利益について、行

為の違法性を確認の対象として改鋳したものだと考えられる。次の二点は処分性拡大論に

おいて強調されていることである。 

                                                        
132 阿部説について、「環境問題における行政訴訟の役割」（初出 1986年）『国土開発と環境保全』（日本評論社、1989

年）264-265頁。 
133 南編・前掲注(104)80頁、83（高木光執筆）。なお、浜川清「行政訴訟の諸形式とその選択基準」杉村編・前掲注(96)

書 85-86頁、伊藤眞「判決の機能と訴えの利益――抗告訴訟を手がかりとして」判例タイムズ 346号（1977年）11頁も

参照。 
134 「確認の利益は、法律的なものでなければならないというのは、その権利関係（殊に直接原告の権利義務でない場合

に問題になる）の存否の確認と原告の利益や地位の安定との間に法律的関連のあることである」（兼子一『民事訴訟法

体系〔増訂版〕』(酒井書店、1965 年)157 頁）。なお、安念潤司「取消訴訟における原告適格の構造㈣」国家学会雑誌

99巻 7・8号（1986年）39頁以下、原告適格と確認の利益に関する論述も参照。 
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 第一に、当時の民事訴訟法学のドグマによると、確認の対象は現在の法律関係に限られ、

過去の事実または法律関係の原因行為は認められない。しかし、行政上の紛争の多くが行

政の行為に起因することで、その原因行為を直接攻撃する必要性がある。 

 第二に、法律上の争訟の判断にあたって、実体法上の権利義務の具体性を行政法規から

演繹的かつ抽象的に論証するよりも、違法な行政作用とそれにより私人が受けた不利益と

の法的関連性を訴えの利益において判断すべきである。 

 この二点からすると、「具体的に特定された行政作用の適法・違法をめぐる紛争が、それ

だけですでに『法律上の争訟』にあたる」135とする発想がここには伏在すると思われる。す

なわち、行政の適法性統制を司法の権能として強調されている。ただし、訴えの利益につ

いては、私人に対して司法的救済を与えるかどうかを判断する際に、やはり何らかの司法

的保護に値する権利利益が想定されているため、決して事件性を抜き取る主張とはいえな

い。 

 

３ 原告適格を判断する次元でよく論じられた法的保護に値する利益説は、本来、広義の

訴えの利益、すなわち法律上の争訟を訴訟法の角度から論じたものである136。その意図は、

実体法による抽象的かつ画一的な判断を退けて、事案に即して裁判所に具体的かつ裁量的

判断を委ねるところにある。その結果、立法を待たずに裁判官の個々の主観的判断に任せ

るという危惧が生じると批判されている137。しかし、原田・兼子説も実体法を無視するわけ

ではない。原田は、憲法上の包括的自由権を基礎となる法的地位として措定しており、特

殊法を強調した兼子も訴えの利益の拡大を一時的な便法と指摘している。 

現代行政国家の職能拡張に伴い、司法救済権能の拡大が求められる社会的要求に応える

ために、訴えの利益を通じて裁判官の判断権限を拡張しようとする学説は、必ずしも行政

訴訟法学において特有のものではない。民事訴訟法学においても、生成中の実体的法益を

訴えの利益で積極的に裁判所が判断する権限について、議論されている138。一方で、訴えの

利益を嚮導する規範としての法的地位の有無について、むしろ実体法の問題として考える

                                                        
135 小早川・前掲注(19)293頁。 
136 亘理格「行政訴訟の理論――学説的遺産の再評価という視点から」公法研究 71号（2009年）67頁。 
137 原告適格の文脈において、しばしば批判されている。例えば、雄川一郎「訴えの利益と民衆訴訟の問題」（初出 1976

年）前掲注(25)書 378頁、藤田・前掲注(22)428頁以下。 
138 例えば、谷口安平「権利概念の生成と訴えの利益」（初出 1980年）『民事手続法の基礎理論 I』（信山社、2013年）

268 頁以下。また、当事者適格についても、いまだ実体権が確立していない領域において、紛争管理権論および本質的

集団訴訟理論が登場した（さしあたり、福永有利「新訴訟類型としての『集団利益訴訟』の法理」（初出 1994年）『民
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べきだとする行政法の学説もある。以下で検討する当事者訴訟活用論は、訴訟対象の問題

を行政実体法に即して検討するアプローチである。 

 

第二款 行政実体法への転回 

一 行政実体法の発展の遅れ 

１ 日本において、確認訴訟が注目されたもう一つの理由としては、行政実体法上の請求

権体系が発達していないことだろう139。抗告訴訟、当事者訴訟のいずれにおいても、もし行

政作用の違法性を是正するための請求権体系が構築されれば、民事訴訟に準じて実体法上

の請求権が認められることで、給付訴訟による訴求可能性が確保されることになる。法律

上の争訟との関連で言えば、実体法上の請求権体系を構築することは具体的な権利義務を

論証することと変わりなく、訴求可能性は実体法上で判断されているため、特に訴訟法上

は訴えの利益の問題としては現われてこないのである。この場合に、たとえ裁判所は行政

に対する礼譲を表すために請求認容の判決を確認判決の形で下しても、確認の利益を改め

て論じる必要はない。また、請求権体系が構築されておれば、民事訴訟のように、給付訴

訟が確認訴訟よりも活用される訴えとなるはずであった。 

この点について、原田尚彦の『訴えの利益』が上梓された 1973年に、小早川光郎は、ド

イツ取消訴訟における実体法の観念を分析し、実体法的思考の特徴を、行政訴訟における

行政行為概念の比重の低下という現象に集約することができる、と指摘している。すなわ

ち、ドイツでは、行政行為とそれ以外の行為形式によってもたされた違法な侵害に対して、

実体的請求権が同じ性質の排除請求権として構成されているのである。取消訴訟の特殊性

について、これを実体的請求権で相対化すると、行政の一定の行為が行政行為または取消

訴訟の対象として性格づけられるか否かは、もはや行政訴訟法上の権利保護の有無を左右

するものではなくなるのである140。したがって、今日も、ドイツの行政訴訟法学は実体的請

求権の構成により権利の一般的訴求可能性を確保し、行政行為以外の行為形式を争う請求

権の受け皿を一般の給付訴訟と措定している。また、一般の給付訴訟は、行政行為の差止

                                                                                                                                                                   
事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）222頁以下）。 
139 司法制度改革推進本部「行政訴訟検討会（第 14 回）議事録」および同議事録の配布資料「（1－6）行政訴訟の対象

についての検討課題」参照。 
140 小早川光郎「取消訴訟と実体法の観念」（初出 1973 年）前掲注(19)書 198 頁以下。ただし、小早川は、ドイツ法の

請求権体系を日本で継受することは困難だと主張している（同上議事録における発言）。行訴法の改正以前、彼の行政

訴訟観はフランスの越権訴訟に近いものである（高木・前掲注(93)52頁）。 
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訴訟の受け皿でもある141。 

 

２ 日本法においては、塩野宏が指摘したように、「取消訴訟中心主義の結果、実体法上の

法律関係に関する考察は必ずしも十分に発達してこなかった」 142。抗告訴訟における実体

法的要素は存在するが、通説も判例もこれを請求権体系として把握していない。具体的に

敷衍すれば、以下のことが指摘できよう。 

第一に、取消訴訟における原告適格について、通説判例が採った「法律上保護された利

益説」は、訴訟要件論であると同時に実体法上の「権利論」である143 。処分性については、

究極的にいえば権利を具体的かつ直接侵害されたかどうかを判断するものである144。そこで、

原告適格および処分性を実体法に引き直すと、取消訴訟を権利の侵害排除請求権の受け皿

として解することが可能となる145。そこでは、通達や行政指導の訴追可能性は侵害排除請求

権の有無により判断することもできるだろう。 

しかしながら、行政の第一次的判断権を念頭におく通説判例では、取消訴訟の運用はも

っぱら制度自体の訴訟要件の次元において自己完結的に展開されている。取消訴訟の性格

については、訴訟物をめぐって形成訴訟説と確認訴訟説との論争が展開されたが、実体法

上の請求権を前提にする給付訴訟説は見当たらない。原告適格と訴訟対象との関連づけ、

あるいは原告適格と処分性との関係を請求権に置き換えて一般化する研究も行われていな

い。とりわけ裁判実務は処分性を法律上の争訟と並行して判断する傾向にあり、その結果、

行為形式の訴追可能性が処分性の枠内で議論されているのである。 

第二に、抗告訴訟の枠内における権利関係訴訟の可能性は否定できない146。無名抗告訴訟

を請求権の実現手段として法的構成を試みた学説がある。申請型義務づけ訴訟については、

少なくとも法律上の申請権が定められ、また給付行政の実体法関係が請求権関係に構成さ

                                                        
141 山本隆司「行政訴訟に関する外国法制調査 ドイツ（上）」ジュリスト 1238号（2003年）91頁、101頁以下。 
142 塩野宏「無名抗告訴訟の問題点」(初出 1983年)『行政過程とその統制』(有斐閣、1989年)340頁。なお、安念潤司

「取消訴訟における原告適格の構造㈠」国家学会雑誌 97巻 11・12号（1984年）8頁注 20も参照。 
143 神橋一彦「公権論における基本権の位置づけ」（初出 1994年）『行政訴訟と権利論』（信山社、2003年）30頁。な

お、権利と反射的利益論を相対化した「法律上保護された利益説」の射程については、原告が処分の名宛人から第三者

まで、法的利益が個別法の明文で定める権利から関係法令の保護範囲内における利益まで拡張したが、権利論としての

本質には変わりがないと指摘されている（小早川光郎「集団的訴訟」（初出 1978年）前掲注(19)書 247頁）。 
144 南・前掲注(16)136頁 
145 田中説の「違法状態の排除」（田中・前掲注(3)293 頁）はこの意味で排除請求権として理解できよう。原田尚彦は

より明確に「侵害排除請求権」を用いるが（前掲注(98)94頁、99頁）、これとは別に訴えの利益論を展開している。な

お、川上宏二郎「行政過程における私人の権利」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 2 行政過程』（有斐閣、1984 年）

378頁以下も参照。 
146 小早川光郎「抗告訴訟の本質と体系」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 4 行政争訟Ⅰ』（有斐閣、1984年）156頁。 
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れることで、「直接かつ具体的な国民の利益」を保護することができると指摘されている147。

非申請型義務づけ訴訟については、行政介入請求権として構成するアプローチが可能であ

る148。したがって、「公権力の発動に関する私人の実体法上の権利の承認」は従来の学説に

おいてもみられたものである149。 

しかしながら、繰り返しになるが、裁判実務における無名抗告訴訟の許容性は行政の第

一次的判断権を前提とする厳格な訴訟要件によって限定されており、その実体法上の請求

権については論じられていない。通説も、無名抗告訴訟の許容性を訴訟要件論として論じ

ており、実体法をいかに構成するかについては一般的に展開していない150。 

 

３ このように、抗告訴訟における実体法的要素は、請求権体系として構築されていない

のが今もなお現状である。とはいえ、行政の第一次的判断権を克服するために、請求権体

系を構築するアプローチが一案だとすれば、なぜ学説は請求権を積極的に構築して来なか

ったのか。そこには、次の理由があると考えられる。 

第一に、伝統的公法私法二元論の克服と同時に、私法と異なる「公法上」の権利関係を

語ることが忌避されたことである151。当事者訴訟または民事訴訟の運用は民事実体法により

解決されているが、抗告訴訟の運用は訴訟要件の次元で処理されている。その結果、行政

実体法上の「法律関係」の中身が必ずしも吟味されていない152。第二に、行政裁判所を有し

ない日本では、常に行政訴訟と民事訴訟との区別をしなくてはならず、行政訴訟のアイデ

ンティティの確立に悩まされている153。実体法上の法律関係に引き直すと、さらにこの悩み

は深いだろう154。民事訴訟との区別がつかない当事者訴訟の存在意義が否定されたことを考

えれば、それは杞憂ではない。第三に、行政法規は主に行政を名宛人とする授権規範の体

裁をとるものとして定められており、そこからは、必ずしも明確な権利義務関係をそのま

ま観念することができない。行政法規から明確な請求権体系を築きあげることは困難であ

                                                        
147 例えば、田村悦一『自由裁量とその限界』（有斐閣、1967年）282頁、原田・前掲注(119)87頁。 
148 例えば、原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、1979年）40頁以下、高木光「行政介入請求権」（初出 2004

年）前掲注(49)書 218頁以下。 
149 高木・前掲注(93)47頁以下、塩野・前掲注(20)行政法Ⅱ236頁注(1)。 
150 塩野・前掲注(142)339頁。 
151 遠藤博也によると、「明治憲法の公権論への反発」である（後掲注(158) 「行政法上の請求権に関する一考察」22

頁）。 
152 安念・前掲注(142)7頁注 17。 
153 例えば、小早川編・前掲注(44)102頁（小早川発言）、司法制度改革推進本部・前掲注(139)（小早川光郎発言）。 
154 司法制度改革推進本部・前掲注(139)における各委員の発言参照。 
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る155。 

したがって、日本における訴訟類型・訴訟要件論の過熱現象は、実体法の発展が遅れた

代償といえよう。すなわち、ドイツ法が請求権体系を重視する実体法的アプローチだとす

ると、日本法は訴訟要件を中心とする訴訟法的アプローチである。ただ、仮に訴えの利益

論の展開が取消訴訟の特殊性を相対化して、行訴法における概括的権利保護を確保するこ

とができれば、請求権体系と遜色のない行政訴訟制度になっただろう。しかし残念ながら、

そのような企ては、行訴法改正以前、通説および裁判実務にはなかったのである。 

 

二 請求権体系への試み 

１ 1980 年代に入ると、大阪国際空港最高裁判決を契機に行政実体法の重要性が注目され

るようになった 。当該判決は、包括的公権力作用の概念を用いて、国営空港の供用差止の

給付訴訟を求める民事訴訟を不適法とした。そこで、本判決で示された民事訴訟の限界に

どのように対応すべきか、というのが学界の関心事となった。すなわち、抗告訴訟であれ

当事者訴訟であれ、行政訴訟においては空港の供用行為の差止請求権がどのような形で構

成できるか、または、これをどのように行政法の特質に合わせて変形できるか、という問

題である。また、行政訴訟の閉塞状況を打開するために、実体法に立ち戻ってもう一度考

え直すことも検討された156。 

このような状況の中、塩野宏は、大阪国際空港最高裁判決に対する弥縫策として権力的

妨害排除訴訟説を唱えた。これは民法上の妨害排除請求権をモデルとした無名抗告訴訟で

あり、認容判決の形式は、「公共施設供用の停止（部分的）にかかわる給付判決であるが、

日本における裁判所と行政機関の関係から、実務上抵抗が感ぜられる場合には、その変形

として供用継続行為の違法宣言訴訟（判決）も考えられる」と述べている。判決の形式は

ともかく、権力妨害排除訴訟においては、特定作為の妨害排除請求権と特定の無名抗告訴

訟類型とが結び付けられたのであった。けれども、最高裁が包括的公権力概念を極めて曖

昧に運用したため、また抗告訴訟において包括的な請求権体系を築き上げることができな

かったため、塩野説は裁判実務には受け入れられなかったのである157。 

                                                        
155 裁判実務からの指摘として、園部逸夫「行政訴訟と民事訴訟との関係」（初出 1983年）『現代行政と行政訴訟』（弘文

堂、1987年）7頁。学者からの指摘として、山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商法雑誌 130巻 4・5号（2004

年）644頁、亘理格「法律上の争訟と司法権の範囲」磯部ほか編・前掲注(93)書 25頁。 
156 高木・前掲注(93)55頁以下。 
157 なお、塩野説に関する分析・批判について、高木光「権力的妨害排除訴訟論」（初出 2001 年）前掲注(49)書 185頁

以下 
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２ これに対して、遠藤博也は、行政過程における私人の法的地位を明確にしようとし、

一連の論稿を通じて行政訴訟における実体法構造を請求権体系として再構成する可能性を

論じていた158。 

遠藤の現状認識としては、取消訴訟中心主義に由来する「行政法における権利義務論の

貧困」が、裁判実務上の行政行為論中心主義、紛争解決の中途半端さ、司法の行政追随と

いう問題をもたらした、ということである。彼が考案した処方箋は、行政の作為不作為義

務の内容を可及的に特定しておく行政法上の請求権体系である。すなわち、憲法上の基本

的な権利自由が行政過程において実定法に即してその実現を阻まれたとき、憲法 32条によ

りその権利自由の救済・回復・実現を目指すことを保障するものが請求権である。 

したがって、行政法規の行為規範の側面を重視する学説に比べると、遠藤説は行政法規

を徹底的に裁判規範として構成するものである。取消訴訟をはじめとする行政訴訟におい

て、用いられる各種の違法事由は私人の権利義務関係に置き換えられ、適法性に関する行

政法規は実体法か手続法かを問わず是正措置を内容とする請求権の要件事由を定めたもの

と解される。こうした変換作業によって、私人は司法を通じて行政法秩序の形成に能動的

に参与する主体性を獲得することになる。 

一方、行訴法は訴訟類型の手続に関して詳しく規定するが、「審理手続に関するかぎり、

取消訴訟も規定上は全く（民訴と）同じである」159。本案審理における権利義務関係の構成

は、公定力を覆滅するための抗告的要素を相対化しながら、当事者訴訟と抗告訴訟との共

通性を前面に押し出している。したがって、実体法の基盤を共有すれば、私人のために最

適の訴訟類型を選択する問題は主観的訴訟の一本化により解消されると同時に、行政の是

正義務を明確にする判決の厳密化は提言されている160。 

 しかし、遠藤説は裁判実務による受け入れどころか、この説に対する学界の反響さえな

く、日本において請求権体系を立てることが至難の業だということの例証となった。とは

いえ、遠藤説は訴訟法上においても私人の実体法的地位を明確にしておく必要性を語る点

において、今日なお注目に値するだろう。 

                                                        
158 遠藤博也「行政法上の請求権に関する一考察」（初出 1988年）、「取消請求権の構造と機能」（初出 1989年）、「取

消請求権に関する一考察」（初出 1990年）、いずれも同『行政救済法』（信山社、2011年）21頁以下所収。体系書に

ついて、同『実定行政法』（有斐閣、1989年）参照。 
159 同上実定 407頁。 
160 前掲注(158)取消請求権の構造 72-73頁。 
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三 当事者訴訟活用論と確認訴訟 

 請求権体系の構築という視点からみると、当事者訴訟活用論と処分性拡大論との対立点

は、行政実体法に対する理解の仕方にあるように思われる。すなわち、訴訟対象を訴えの

利益の次元で解決するか、それとも実体法的構成を前提にして訴訟対象を請求権に引き直

すか、というアプローチの違いである。この違いに着目する問題意識を念頭において、以

下では実体法的構成と確認訴訟との関係を検討する。 

 

１ 園部説の意義  大阪空港訴訟最高裁判決を契機として、最高裁調査官であった園部

逸夫は当事者訴訟活用論を提唱した。園部説の主眼は公権力の行使と私経済作用の複合の

法律関係を実質的当事者訴訟に割り振ることにあった。すなわち、従来の無名抗告訴訟論

や処分性拡大論が裁判実務上あまり受け入れられておらず、民事訴訟による請求も否定さ

れた現状に鑑みて、解釈論上の第三の道として当事者訴訟を活用すべきだとする主張であ

る161。しかも、当事者訴訟手続は公益的見地から紛争処理に相応しく規定されているので、

訴訟参加、職権証拠調べや判決の拘束力を弾力的・便宜的に適用することができる162。これ

は機能的アプローチと呼ばれている。 

機能的アプローチとはいえ、園部説は行政実体法上の請求権を作り出すことになる。す

なわち、民法上の差止請求権を有するとの主張が認められないが、公益を配慮する当事者

訴訟において差止請求権が認められる可能性がある、ということである163。ただし、園部説

では必ずしも請求権の根拠が深く考えられておらず、単に最高裁判決の対応策として論じ

られていた。 

このように、園部説が訴訟法と実体法の両面から当事者訴訟活用論を唱える際に、行政

上の紛争を請求権体系で解決する方向性を示したのであった164。そして、この考え方は、以

下の鈴木説と高木説に影響を与えた。 

 

２ 鈴木説  鈴木庸夫は、まず、全体として公法上の法律関係に関して、行訴法では定

                                                        
161 園部逸夫「グレイ・ゾーンと行政訴訟」（初出 1983 年）前掲注(155)書 60 頁以下、同「行政訴訟と民事訴訟再論」

雄川一郎献呈『行政法の諸問題（中）』（有斐閣、1990年）338-339頁 
162 園部逸夫「行政訴訟と民事訴訟との関係」（初出 1983年）前掲注(155)書 25頁。 
163 同上 24頁、59頁。 
164 なお、園部説が裁判実務に配慮する現実主義という側面も持っていたことで、民事訴訟の差止請求が認められるべき

だと主張した学者により厳しく批判された。例えば、原田尚彦「行政訴訟総説」雄川ほか編・前掲注(146)書 106頁注 3。 
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型的な訴訟類型と非定型的な訴訟類型を区別し、後者を当事者訴訟に配したと考えている。

当事者訴訟には、特例法の「その他公法上の権利関係に関する訴訟」との連続性があるこ

とを捉えた上で、同じ残余概念としての性格を有する包括的訴訟類型と位置づけている165。

また、民事訴訟との区別については、園部説が提示した当事者訴訟手続の特質という機能

的アプローチによるべきとしている166。 

鈴木説は特に拘束力に注目し、給付訴訟の活用論を提唱した。ただし、民事訴訟におけ

る給付判決の執行力は裁判所自らが判決内容を実現する効力であるのに対して、当事者訴

訟における給付判決の拘束力は、裁判所が抽象的作為不作為命令を下し、行政庁がそれに

行政的判断を加味した上で、その内容を実現させる効力である。すなわち、実体法上の義

務を設定する「拘束力が司法権と行政権との結節点の役割を担うべく規定されたことであ

る」167。その点では、民事訴訟と異なる特徴が見出されるのみならず、司法と行政の役割分

担にも配慮することができる。 

給付訴訟だとすれば、「行政上の法律関係における実体権の究明」168が不可欠であるが、

裁判実務において、行政権の発動に関わる請求がはたして民法的請求権として構成できる

かという疑問がある。さらに、「拘束力を前提とすると、判決に争点整理ないし宣言的・確

認的機能を担わせることが可能」169だとすると、行政の義務に対する請求については、民法

的請求権を前提にする給付訴訟として構成する必要はなく、執行力抜きで拘束力を有する

義務確認訴訟として構成する余地がある170。この点に気づいた鈴木は後に自説を修正した。 

 修正された鈴木説は憲法学の基本権訴訟論171を参考にし、実体的基本権侵害を救済するた

めに、義務確認訴訟を活用すべきであるとして、次のように述べる。 

「こうした訴訟では基本権秩序の維持という観点から職権証拠調の原則も比較的に導きだしやすいで

あろうし、判決においても執行力などが問題にならない事案であり、むしろ拘束力のほうが適合的であ

る。又基本権侵害が例えば人格権の侵害のように、その防除に際して被告側に相応の裁量がみとめられ

                                                        
165 鈴木庸夫「当事者訴訟」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 5 行政争訟Ⅱ』（有斐閣、1984年）80頁。 
166 同上 82頁、84頁以下。 
167 同上 89-90頁。 
168 同上 105頁。 
169 同上 91頁。 
170 この点で、渡邊宗太郎は、行政処分の義務確認判決について、すでに拘束力に着目して同様の方向性を指摘している。

いわく、「当事者訴訟として行政法関係における行政客体の権利の存在とその相手である行政主体の義務の存在を主張

する訴えに対して、かかる権利義務の存在を確認する判決などはこれ〔確認判決――引用者注〕に属する。……判決が

行政処分を行うべき行政主体の義務の存在を確認するときには、……確定判決は行政庁を拘束するから、当該行政主体

の権限行政庁は確認せられた義務を履行するものとしての行政処分を行われなけねばならない。その意味において給付

判決があったこととその結果を同じくするものである」（『全訂日本国行政法要論上巻』（有斐閣、1956年）445頁以

下）。 
171 棟居・前掲注(53)285頁以下。 
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なければならない場合は、抽象的義務確認判決のほうがより有効で、被告はこうした判決の拘束力をう

けて、具体的な措置をとると考えたほうが適切であろう」172。 

 

こうして義務確認訴訟は、基本権の救済手法として作用することが期待される。特に民

法的請求権の構成が困難な場合でも、法律上の争訟である以上、義務確認訴訟が受け皿と

なる。そして、基本権救済の導入ということで、実体法的には民法と異なる法理を構想す

ることが必要となるように思われる。したがって、鈴木説は、実体法的アプローチに傾く

ことになる。 

以上要約すれば、鈴木説は、特定内容の請求権の構成を放棄したが、基本的人権を確認

する判決を行政の行動指針とさせる義務確認訴訟を構成することによって、訴訟対象を確

認の利益から判断する道を開いたのである。 

 

３ 高木説  機能的アプローチに対して、高木光は実体公法論の復権と行為形式論を唱

えている。実体公法論の復権については、「行政に法的拘束を課すということが重要であり、

……民事法の法理・発想とは若干異質の法理・発想が必要とされること」173を主張している。

行為形式論は、抗告訴訟の対象を行政行為に限定し、その他の行為形式を公法上の法律関

係に引き直して当事者訴訟で争わせることを説いている174。 

この主張の狙いは、公法上の争訟における概括主義にあり、抗告訴訟の対象にあたる公

権力の行使を最小限に抑え、多様な行政活動による権利侵害に関して法律関係に即して救

済を与えることにある。法律関係を訴訟対象とし、特則が少ない当事者訴訟は、権利救済

をはかるために柔軟性を有している手続であると考えられている。ただ、ドイツ法を参考

にして公法上の実体請求権の構築に専念してきた高木は、1988 年までもっぱら給付訴訟を

念頭に置いていたが175、1990 年に雄川一郎理論の問題点を踏まえた上で、拘束力を重視し

た鈴木説の示唆を受け、訴えの利益論にも注目することになる。 

「憲法条項の直接適用と、確認訴訟のやや広い許容性を想定している。すなわち、行政法規は、多くの

場合、国民の権利利益を直接画定するよりは、むしろ行政機関の権限行使に対する法的拘束を定めるこ

とにより間接的に国民の権利利益の尊重を図るという形式をとっている。そして、そのような法的拘束

                                                        
172 園部逸夫編『注解行政事件訴訟法』（有斐閣、1989年）64頁（鈴木庸夫執筆）。 
173 高木光「処分性、原告適格拡大論の再検討」（初出 1985年）『事実行為と行政訴訟』(有斐閣、1988年)343頁、同「メ

ンガー＝雄川理論の意義」（初出 1990年）前掲注(49)書 158-159頁。 
174 高木光「事実行為と行政形式論」（初出 1986年）前掲注(173)書 276-280頁。 
175 例えば、結果除去請求権や差止請求権である（高木・前掲注(174)276頁、前掲注(173) 処分性 334頁）。 
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は憲法条項の具体化として解釈されるべきものであるから、法令の定めが白紙であっても少なくとも平

等原則、比例原則、適正手続原則は妥当すると考えられる。他方、実体法理の解明に努力してもなお、

国民の具体的な請求権という形で『実体権』があるとはいいがたい場面がかなり残ることもやむを得な

い。このようなときに、民事訴訟における確認訴訟の観念にはなじみがたいものであっても、紛争が成

熟している限りにおいて、行政機関による行政法規の解釈適用の適法違法について裁判所が有権的な確

認判断を示すことが有意義である」176。 

 

高木説は、日本において請求権を構築することは難しいと判断した上で、訴えの利益の

アプローチに着目した177。行政活動の違法性を明らかにすること自体が私人の権利利益の保

護にとって重要なものであるという適法性統制の視点から見れば、ここでいう適法違法と

は、「『権利利益への影響』が行政目的と行政目的達成手段の両面から正当化されているか」

178否かということである。ただし、出訴に関する個別的具体的な判断はもはや物権的請求権

の枠組みではなく、訴えの利益論によることになる。 

実例としては、市のラブホテル建築規制条例施行規則に基き、ラブホテルに該当すると

した市長の判定及び建築計画に同意しない旨の通知は、裁判所が処分に該当しない旨の判

断をした事例がある179。この事案について、高木は、より直截に当事者訴訟として「本件建

物がラブホテルに該当しないことの確認を求める訴訟」が紛争の解決に適していると指摘

した。すなわち、建築中止命令がなされるまで原告を待たせる実質的な理由がない以上、

通知の時点で「法律上の争訟」が存すると解されるべきである180。その際に通知の違法性だ

けでなく、条例の違法性をも争うことができる。ここでは、通知における法判断が原告の

経済的自由にどのような影響を及ぼすかが、訴えの利益として衡量されている。 

 

四 検討 

以上の学説から、当事者訴訟活用論における確認訴訟の特徴として次の二点を指摘して

                                                        
176 高木・前掲注(173)雄川理論 276頁。 
177 とはいえ、高木説が包括的な確認訴訟の活用を強調しているとは言いがたい。高木説は、立法論として、 抗告訴訟

については、処分性を純化した上で包括的抗告訴訟概念を維持しつつ、義務づけ訴訟、差止訴訟を明文化すべきであり、

当事者訴訟については、行為形式の多様化に即した訴訟類型をいくつか新設する、と主張する 。例えば、憲法に直接基

づいて損失補償を求める訴訟、命令または条例の無效確認訴訟、土地利用計画違法の確認訴訟、行政指導に関する書面

の交付を求める訴訟、特定の土地の指定区域等該当性確認訴訟、届出有効確認訴訟等である（高木光「行政事件訴訟法

改正」ジュリスト 1217号（2002年）69-70頁、同「処分性の概念」ジュリスト 1234号（2002年）16頁以下）。 
178 高木「公共事業の差止め」（初出 1982年）前掲注(173)書 97頁。 
179 浦和地裁昭和 63年 12月 12日判例時報 1314号 50頁。 
180 高木光「判批」判例地方自治 66号（1990年）40頁。本評釈は取消訴訟中心主義における訴訟対象の限定および予防

的訴訟の厳格化という現状認識を強調している。 
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おく。 

第一に、当事者訴訟活用論には、請求権を前提とする給付訴訟として構成されなければ

ならないという問題意識が極めて強かったと指摘されている。すなわち、「行政過程におけ

る様々な法関係を実体的請求権の束として理解し直す作業が必要であるという主張」は、

行政法規を請求権の基礎として構築しようとするものである181。けれども、鈴木説と高木説

は、むしろ行政法規を行政の行動指針と認めた上で、訴えの利益を柔軟に判断した方が容

易に出訴できるだろうという軌道修正を行っている。そうすると、特定内容の給付請求権

に係る行政法規が存しなくても、確認訴訟は具体的事案において行政法規の適用を明確か

つ具体化する判決により、行政に対して行動指針を与えて紛争を解決するものであること

から、その出訴が許されるだろう。 

第二に、憲法の基本的人権をはじめとする基礎となる法的地位が存在しなければならな

い。裁判所はその法的地位に係る紛争の具体性を訴えの利益によって広く判断している。

このように考えれば、具体的法律関係があるかどうかという問題は「法的地位への影響」

の度合いに関する利益衡量に吸収されるだけでなく、裁判所は憲法に基づく実体法的地位

の内容を明確に形成することが可能となるだろう。 

この二点から、確認訴訟に着目した当事者訴訟活用論は、実際に訴訟対象を訴えの利益

に還元する処分性拡大論に接近しているように思われる。そして、行政と私人との法律関

係として行政作用の違法性・適法性を捉えれば、結果的に法律関係の具体性が訴えの利益

の枠組みにより判断されることになろう。 

   

第三款 小括 

処分性拡大論と当事者訴訟活用論は、第二節で指摘したように、それぞれ違法宣言訴訟

モデル（高柳説）と権利確認訴訟モデル（下山説）にほぼ対応すると考える。法律上の争

訟を処分性に限定してしまうという問題に対処するために、取消訴訟を違法宣言訴訟とし

て活用するか、それとも権利確認訴訟を活用するか、という司法政策を選択することにな

る。 

処分性拡大論は、計画行政や給付行政が急速に展開した時代において、行政活動の違法

性を直接統制するために、民事法と異なる実体法理・訴訟法理が必要とされたことから、

                                                        
181 中川丈久「行政訴訟としての『確認訴訟』の可能性」民商法雑誌 130巻 9号（2004年）973頁。 
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既存のもので、かつ、活用が可能な取消訴訟の拡大運用を図ることが最も便利だというプ

ラグマティックな発想に基づく理論である182。これは、いわば、取消訴訟の内部から処分性

を相対化するアプローチである。これに対し、当事者訴訟活用論は抗告訴訟制度の行き詰

まりを前提にし、多様な訴訟類型の役割分担による可能性を探っていた。行為の違法性を

中心に訴訟法理を構築することの必要性を否定はしないが、司法の救済権能の消極的行使

を基本的人権の規範的意義に注目することによって転換することを目指し、基本的人権を

前面に押し出さなくてはならないと強調している。これは、いわば、取消訴訟の外部から

処分性を相対化するアプローチである。 

両説の学者の間には、新たな行政法現象をどのように認識し、どの実定法制度の特徴に

注目し、どの訴訟類型を合理的に運用するかという点で相違がみられる。ところが、共通

点も意外に多いようにみえる。第一に、基本的人権を重んじて、伝統的行政処分以外の行

為形式の出訴可能性を確保するという点である。第二に、権力的手段や非権力的手段が複

合的に組み合って展開する現代行政過程において、司法的救済の必要性が権力性により左

右されることを否定するという点である。第三に、訴訟対象の判断にあたり、民事訴訟の

救済法理、すなわち訴えの利益の思考様式を行政訴訟に導入し、法律上の争訟に照らして

訴訟対象を判断するという点である。訴訟対象は、権力性、直接具体性、外部性、法効果

性の基準で行為形式的に判断されるのではなく、行政作用の違法性と私人が被る不利益と

の法的関連性を訴えの利益の次元において柔軟に判断されるべきである。その際に、司法

的救済の必要性は、裁判所の具体的な利益状況に応じた衡量に委ねられている。 

両説の共通点から、訴訟対象を訴えの利益に還元することに収斂するといえよう。そし

て、訴えの利益に焦点にあてると、違法宣言訴訟であれ権利確認訴訟であれ、訴えの利益

を中心に構成された確認訴訟という訴訟形態に帰着することになる。訴訟法において残さ

れた問題となるのは、法律上の争訟の判断にあたって、「私人に対して裁判所の保護を拒ん

ではならない最低限度とは何か、であるが、その限度内で具体的に訴えの利益の範囲をい

かに定めるか」183という点であろう。しかしながら、長野勤評事件および横川川事件の最高

裁判決は、確かに訴訟形式を問わず訴えの適法性をもっぱら訴えの利益の次元で考えては

いるが、やはり取消訴訟中心主義を前提に訴えの利益を限定してしまっている。そのため、

処分性拡大論であれ当事者訴訟活用論であれ、裁判実務においてはいずれの主張も受け入

                                                        
182 この点につき、山本・前掲注(20)366頁も参照。 
183 小早川・前掲注(19)293頁。 
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れられないものであった。この問題は、2004 年の改正行訴法をきっかけに改めて検討され

ることとなるが、これについては、次章で検討する。 
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第六章 確認訴訟の新展開 

 

 前章では、確認訴訟に関する制度構想について、違法宣言訴訟と権利確認訴訟の分析を通

して、処分性拡大論と当事者訴訟活用論を検討した。両者の問題意識は異なるが、多様な行

政活動の展開に対応するために、法律上の争訟を訴えの利益の次元で広く把握する点では共

通している。以上の理論状況を踏まえて、本章では、改正行訴法を中心に、確認訴訟の明記

の意義と改正後のその展開を検討する。まずは、確認訴訟に関する立法論、立法経緯、学説

の反応を分析し、確認訴訟原型観の現代的意義を明らかにする（第一節）。次に、行訴法改

正以後の確認訴訟に関する判例を分析し、法律上の争訟を確認の利益で見直した判例の特徴

を明らかにする（第二節）。 

 

第一節 確認訴訟の明記 

第一款 現代行政国家の変容と行政訴訟改革 

現代行政国家が行政官僚主導の「追いつき型近代化」1として展開した日本では、法律上

の争訟は、取消訴訟中心主義を堅持した最高裁判決によって極めて限定的に考えられてきた。

しかし、行政官僚主導の現代行政国家の行き詰まりにより露呈した弊害に対応するため、

1980 年代から政治改革、行政改革、地方分権推進、規制改革が行われることになる。行政

法制度もまた、その例外ではなく、行訴法の改正議論がこの文脈の中で登場した2。 

行政スタイル変革のきっかけとなった行政手続法は、規制緩和政策の推進に伴い「行政運

営における公正の確保と透明性の向上を図る」3ものとして 1993 年に制定された。「国民と

行政との関係をより透明・公正なものとするため」4に、1999 年に情報公開法が定められ、

2007 年には行政手続法改正により意見公募手続制度が盛り込まれている。一連の行政法制

度改革において、行政権を統制する「近代国家の標準装備」は、周回遅れの立法であるとは

いえ、ようやく日本で制度化されたことで5、行政過程での行政と私人との法律関係は、手

続法の側面において制定法により整序されたのである。一方、司法と行政との関係を見直す

司法制度改革もまた、この時期に登場しており、司法制度改革審議会は「実効的権利保障」

の目標を掲げて次の方向性を打ち出した。 

                                                   
1 臨時行政調査会「行政改革に関する第三次答申（基本答申）」（1982年 7月 30日）。 
2 その嚆矢として、雄川一郎「行政事件訴訟法立法の回顧と反省」（1983年）『行政争訟の理論』（有斐閣、1986年）203

頁以下。 
3 行政手続法第 1条。 
4 行政改革会議「最終報告」（1997年 12月 3日）。 
5 中川丈久「議会と行政」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅰ 行政法の基礎理論』（有斐閣、2011年）152頁。 
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「司法は、具体的事件・争訟を契機に、法の正しい解釈・適用を通じて当該事件・争訟を適正に解決し

て、違法行為の是正や被害を受けた者の権利救済を行い、……、これを通じて法の維持・形成を図るこ

とが期待されている。したがって、司法機能は公共的価値の実現という側面を有しており、裁判所（司

法部門）は、……国会、内閣（政治部門）と並んで、「公共性の空間」を支える柱として位置付けられ

る。」「司法は、紛争の解決を通じて、予測可能で透明性が高く公正なルールを設定し、ルール違反を的

確にチェックするとともに、権利・自由を侵害された者に対し適切かつ迅速な救済をもたらすものでな

ければならない」6。 

 

このような状況の中で、行政主導の事前規制から事後監視・救済型社会への転換を図るた

めに、行政訴訟制度の見直しが求められたのであった。公益の実現プロセスにおける法的紛

争は、過去に肥大化した政治・行政の領域においてその解決が求められていたが、今後は法

的領域において裁判所による解決も図られるべきである7。司法は、現代行政国家の質およ

び政策形成・実施を法的視点から厳密に検証する役割を担うことを期待されている8。そし

て、行政と私人との諸関係を広く法律関係として把握し、そこにおける紛争は司法により解

決されるべきであるという提言なされたのであった。 

本稿の問題意識からみると、この行政訴訟改革が司法国家の実現という課題を解決する側

面も有することに留意するべきである。第四章で分析したように、戦後の復興期において、

二つの司法国家観が対立した経緯があり、司法権優越の司法国家観により行訴法理論を判例

法として積極的に形成する契機があった。ところが、行訴法の制定および裁判実務の保守化

により、この契機は失われた。その結果、現代行政国家の展開の中で、最高裁は行政活動の

適法性統制を消極視した。しかし、現代行政国家の変容に対応するために司法の役割転換が

求められ、こうした新たな状況は、実際に司法権優越の司法国家観の復権を図るものにほか

ならなかった。行政訴訟検討会の座長であった塩野宏は次のように改正行訴法の基本構想を

指摘している。 

「行政訴訟立法に際しては、もともと、司法権は行政権のコントールの権限を憲法上与えられているこ

                                                   
6 司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書」（2001年 6月 12日）。周知の通りに、佐藤幸治の法の支配論は本意

見書に対して大きな影響を及ぼした。司法権の行政に対する統制機能を十分に果たせるという点では、佐藤説と従来の

行政法学説との間には大差がないだろう（塩野宏「法治主義と行政の裁判的統制」（初出 2007 年）『行政法概念の諸相』

（有斐閣、2011年）149頁以下参照）。 
7 法的紛争があればまず裁判所に訴えるドイツに対して、行政と相手方との話し合いで事が運ばれていくのは日本の特

徴であったと指摘されている（塩野宏「現代行政手続法の諸問題」（初出 1985年）『法治主義の諸相』（有斐閣、2001年）

226-227頁）。そして、日本では「現代型紛争に関する裁判過程の利用には必ずしも好意的でないシステムができあがっ

ており、このままでは、国民の行政紛争に係る裁判所離れをもたらすおそれすらある」（塩野宏「行政裁判の課題」（初

出 1990年）同書 298頁）。 
8 「行政国家の失速……を前に、裁判所が重い腰を上げるテコとして機能」すべきだと指摘されている（中川・前掲注

(5)165頁）。 
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とに注意する必要がある。国民の側からいえば、行政活動による自己の権利利益の侵害に対しては、そ

の救済を求めて裁判を受ける権利を憲法上有しているわけである。特段の法律的定めがなければ、民事

訴訟による救済が認められるのである。……立法権の役割の重点は、司法権が本来有する行政に対する

チェック機能を十分に果たすことができるような、より効果的な場ないし手段を提供することである。

他方、……司法と行政の関係につき一定の整理をすることも、立法権の裁量の範囲に属するものである」

9。 

 

要するに、司法国家の原点に戻ると、そもそも民事訴訟で争えばよいということになる。

この原点から考えると、行政権優越の司法国家観を前提にする取消訴訟中心主義はまず克服

されるべき課題であり、次に現代行政国家の変容に対応する制度設計が求められている。し

たがって、このような状況の中で、司法権優越の司法国家観を前提にする確認訴訟原型観が

行政訴訟改革において再登場するのは、今までの学説に照らして決して偶然ではない。以下、

近時、改めて白石説の影響を受けたと思われる学説について、分析する。 

 

第二款 行政訴訟のあり方と確認訴訟 

 行訴法改正をめぐる資料は枚挙にいとまがないが、ここでは行政訴訟検討会の議論に影響

を及ぼした日本弁護士連合会（日弁連）の是正訴訟案および芝池義一の違法確認訴訟説を取

り上げる。両説を通じて確認訴訟の明記をめぐる議論状況を解明した上で、立法経緯を分析

する。 

 

一 是正訴訟案 

1 概要  日弁連の「行政訴訟法（案）」10（以下、「是正訴訟案」という。）は、取消訴訟

中心主義からの脱却を目指し、確認訴訟原型観を取り入れたものである。その特徴は次の三

点に整理できる。 

第一に、是正訴訟案は、違法の行政決定を始めから無効として、公定力を前提とする取消

訴訟を廃止する。その代わりに、行政決定の違法性の確認と、その違法状態の是正を求める

訴訟としての「是正訴訟」を設ける（第 7条 1項）。行政決定は、行政処分のほかに、行政

立法、行政計画、行政契約、行政指導、事実行為を含むあらゆる行政作用を指し、その不作

                                                   
9 塩野宏「行政訴訟改革の動向」（初出 2004年）前掲注(6)書 240-241頁。 
10 日弁連編『使える行政訴訟へ――「是正訴訟」の提案』（日本評論社、2003年）146頁以下。なお、その前に、日本弁

護士連合会はいくつかの案を公表した。最初の案は、抗告訴訟中心主義の立場を取り、従来の処分性拡大論と軌を一に

するものであった（同書 192-194 頁、209 頁、山村恒年編『市民のための行政訴訟制度改革――ドイツ・フランスの調

査を踏まえて』（信山社、2000年）142-143頁）。 
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為をも含むものである（第 6條第 2款）。 

第二に、訴訟類型の選択の負担を国民に課さないために、是正訴訟には訴訟類型が存在し

ない。すべての行政決定は、紛争の成熟性を備えれば是正訴訟で訴えられる。一方、多様な

行政紛争の形態に対応するために、いろいろな判決類型が用意されている。例えば、違法確

認判決、義務づけ判決、違法宣言判決、結果除去判決、情況判決などである（第 41条）。 

第三に、行政決定の違法は、民事訴訟においてもこれを争点にすることができるとされて

いる（第 3条第 1項）。すなわち、是正訴訟であれ民事訴訟であれ、いずれによって行政決

定の違法性を争うことができる。 

 

２ 検討  是正訴訟案は、行政訴訟において行政と国民との徹底的な対等性を図るため

に、行政の優越性を守る形成訴訟的制度（排他的管轄や出訴期間の制限）を排斥したもので

ある。そのため、是正訴訟は、その基本形態を確認訴訟として11、民事訴訟との同質性を確

保することを目指している12。 

この確認訴訟を基本の訴訟形態とする制度設計については、日弁連の独自の創意工夫もあ

るが、確認訴訟原型観に関する先行業績との関係は必ずしも明確ではない。したがって、こ

こでは、今まで分析した学説を踏まえて、是正訴訟の意義を学説史の角度から指摘する。 

まず、解釈論である白石説は、形成訴訟とされた取消訴訟を相対化するために、違法性の

宣言を抗告訴訟の本質として、公定力も手続上の効力と解している。これに対して、立法論

である是正訴訟案は、取消訴訟制度を廃止したことから、違法性の宣言を確認訴訟として活

用しようとするものである。両者は、司法権優越の司法国家観を追求し、確認訴訟を通じて

過剰の権力性を排除する点で共通している。また、訴訟対象を訴えの利益に絞って争点ごと

に判断することも、是正訴訟が白石説から学んだものだろう。 

次に、下山説は、確認訴訟を基本的な訴訟形態と位置づけて、抗告訴訟、当事者訴訟、民

事訴訟を問わず統合的な行政訴訟観を提示し、救済手法について「確認訴訟＋付随的救済」

を唱えていた。これに対し、是正訴訟案は、包括的救済手段を保障するために、主観的行政

訴訟を一本化し、確認訴訟を入口にして、救済方法については判決の時点で決めてよいとす

るものであり、これは下山説の発展形態といえよう。 

第三に、是正訴訟案は、行政決定を直接に攻撃する違法宣言訴訟である。ただし、行政訴

訟と民事訴訟との同質性を保つために、行政決定の違法性について、行政訴訟での直接攻撃

                                                   
11 日弁連編・同上 101-103頁（水野武夫発言、斎藤浩発言）、104頁（白石説について、小早川光郎発言）。 
12 同上 108頁（斉藤浩発言、水野武夫発言）。 
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にせよ民事訴訟での間接攻撃にせよ、その本質は法律関係訴訟と変わらず、審査範囲も異な

るところはない。違法性の判断と権利利益の存否とは表裏一体の関係にある。このような考

え方は、すでに高柳説及び下山説において指摘されていたものである。 

最後に、是正訴訟案においては、民事訴訟との役割分担をどのように見極めるかが困難な

問題となる13が、プラス・アルファーとなる是正訴訟の目的は、行為形式を確認の対象とし、

あらゆる判決に対世効を付加するところにある。これは原田説を始めとする処分性拡大論が

強調していたところである。 

以上の通り、是正訴訟案において、訴訟法思想のレベルでは確認訴訟原型観が取り入れら

れているが、訴訟技術のレベルでは違法宣言訴訟の構造である。しかしながら、この制度設

計はあまりにも民事訴訟の制度に傾いており、果たして適法性統制に馴染むか、という疑問

が残る。また、あらゆる判決に対世効を付与する必要性も疑われている。そこで、以下では、

これらの問題にも着目する芝池説を検討する。 

 

二 違法確認訴訟説 

１ 芝池説の展開  民事訴訟との相違点を見出すために、芝池説は、抗告訴訟の本質を

適法性統制の視点から違法宣言訴訟と理解し直すべきだと主張している14。行政の適法性を

統制するために、「抗告訴訟は本来の意味の『法律上の争訟』が存在しない場合にも認めら

れるもの」15となる。そして、抗告訴訟の訴訟対象は、法規適合性が強く要求される、公権

力の行使にあたるもの、すなわち行政が行う一方的行為である16。 

ところで、適法性統制という観点から取消訴訟の対象を広く捉えることは可能であり、必

ずしも行政行為に限定されない。そもそも取消訴訟は、取消に先立って行為の違法性確認を

行っており、違法性確認を活用すると、違法宣言訴訟として運用できる可能性がある17。そ

して、違法即無効であるとしても、「裁判所による取消宣言は、行政庁による上記の事実上

の行動（強制執行や制裁）の禁止を、違法宣言以上の重みを持って行うという意味を持つも

の」18と解される。したがって、取消訴訟の性質は形成訴訟ではなく、確認訴訟である19。 

ただし、取消判決の効力について、実体的行政行為は、国民に対して一方的にかつ具体的

                                                   
13 同上 106頁（小早川光郎発言）。 
14 芝池義一「行政訴訟制度改革に関する覚え書」原野翹ほか編『民営化と公共性の確保』（法律文化社、2003年）73頁。 
15 芝池義一「抗告訴訟に関する若干の考察」原田尚彦古稀『法治国家と行政訴訟』（有斐閣、2004年）70-71頁。 
16 芝池義一「抗告訴訟と法律関係訴訟」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣、2008年）36-38 頁、

同前掲注(14)75頁、80頁 
17 同上「抗告訴訟と法律関係訴訟」38頁。 
18 同上 40-41頁。 
19 芝池・前掲注(14)85頁注(28)、同前掲注(16)40-41頁。 
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な権利義務の変動をもたらすものである。権利義務の変動を防ぐために、取消訴訟は行政の

活動に対して権利義務の変動を即時かつ遡及的に失わせる効力、および強力的な対世効を有

している20。したがって、行政行為以外の行為形式は、取消訴訟で争うことができるが、対

世効があるために、柔軟性を欠いた取消訴訟となり、そこには限界がある。この問題点を裏

付けるのは、対世効を相対的効力と解した判例である21。そこで、芝池説は、給付訴訟、確

認訴訟、形成訴訟の三分論を適用した上で22、取消訴訟の不足を補うために、行政立法・行

政計画を中心に違法確認訴訟の可能性を述べている。 

「違法確認訴訟は、行政の行為の違法性を確認することを目的とする訴訟であり、違法確認判決があっ

ても違法行為が残る。この違法状態の是正は、行政庁に委ねられる。行政庁は、違法行為を除去するの

かこれを修正するにとどめるのか、そうして措置をいつ行うか、除去するとしてそれを遡及的に行うの

か、再決定を行うとしてこれをいつ行うのか、といった点について一定の裁量を持つと考えられる。こ

うした弾力的対応は、行政と司法のバランスという点からいうと、一つのあり得る形であろう」23。 

 

取消判決が有する対世効をはずした訴訟によって、裁判所は違法性の確認にとどまり、判

決内容の実現を行政に行わせて自らの負担を軽減する。そのため、違法確認訴訟は適法性統

制を中心に位置づけられて活用されることになる24。 

  

２ 検討  適法性統制の視点から行政法上の争訟の制度を創出することを目指した芝池

説によると、訴訟対象は行為の違法性となる。だが、主観訴訟を前提にする「権利利益の侵

害性」という要件は、依然として不可欠とされる25。客観訴訟ではなかった芝池説は、民事

実体法の請求権体系とは異なり、抗告訴訟における具体的法律関係について、それほど厳密

に判断する必要はない、という主張であろう。これは、違法な行為がなされた以上、法律上

の争訟があることをそこに認める点において、処分性拡大論との軌を一にするものである。 

 さて、芝池説で留意すべき点は、訴訟対象を拡大するために、違法性の確認を訴訟の基本

として、取消訴訟を違法宣言訴訟と解するところにある。取消訴訟の対象拡大によって、そ

の判決の効力がそのまま適用されると不都合が生じるために、芝池説は、違法確認判決の効

                                                   
20 芝池義一「抗告訴訟の可能性」自治研究 80巻 6号（2004年）5-6頁、同前掲注(16)38-40頁。 
21 東京地判昭和40年4月22日行集16巻4号708頁（医療費職権告示の効力停止事件）。なお、事情判決をしたのは、大阪地

判昭和 57年 2月 19日判時 1035号 29頁（近鉄特急事件）。 
22 芝池・前掲注(20)7-9頁、11頁。 
23 芝池・前掲注(16)45-46頁。 
24 なお、芝池説はもともと立法論であるが、改正行訴法の下で解釈論として運用されることも可能だとされる（同上

45-46頁）。 
25 芝池・前掲注(20)10-11頁。 



第六章  

183 

 

力に着目しているのである。この点については、かつて最高裁事務総局行政局が指摘した違

法宣言訴訟の考え方に近似している26。 

しかしながら、なおも行為形式論を強調する芝池説においては、訴訟対象を訴えの利益に

絞る発想は見当たらず、むしろ訴えの利益のアプローチを疑っているようにもみえる27。そ

のため、出訴についてはもっぱら「権利利益の侵害性」と「一方的行為」により判断されて

いる。だが、「一方的行為」に関する「漠然とした対象の設定の仕方」28は、裁判実務にお

いてその救済の必要性が判断しにくいと指摘されている29。そうすると、訴訟対象に関する

事案ごとの判断は、大幅に原告適格の問題に委ねられることになるだろう。 

 

三 小括 

 是正訴訟も芝池説も、取消訴訟の権力性・特殊性を確認訴訟で否定または相対化した上で、

訴訟の対象拡大を図るために、確認訴訟に注目したものである。ただし、民事訴訟をベース

として訴訟対象を訴えの利益に絞る是正訴訟案に対して、芝池説は行政訴訟の特質と行為形

式論を強調している。また、対世効の必要性について両者の主張は異なる。 

芝池義一と是正訴訟案に携わった水野武夫、福井秀夫は、行政訴訟検討会の検討委員とし

て立法過程に大きな影響を及ぼした。以下では、この立法過程における対立点を念頭に置い

て、行政訴訟検討会での議論を分析する。 

 

第三款 確認訴訟の明記 

一 訴訟対象の拡大と確認訴訟の登場 

行政訴訟検討会第 9回会議では、訴訟対象を拡大すべき方向で議論がなされた。事務局は、

処分性拡大論のアプローチを疑問視し、取消訴訟を公定力排除訴訟と捉えている。そして、

処分性を拡大すると、行政法上の法律関係を早期かつ画一的に確定させるために、出訴期間

の制限や排他的管轄を適用するかどうかが検討が必要だと指摘している30。他方、取消訴訟

の対象に当たらない行為をめぐる紛争について、事務局は、違法即無効を前提にして、無効

確認訴訟または当事者訴訟における確認訴訟の可能性を検討する方向を提示した。例えば、

                                                   
26 本稿第五章第一節参照。 
27 芝池・前掲注(14)81-82頁。 
28 司法制度改革推進本部「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」（芝池義一発言）。なお、行政訴訟検討会の議事録や配布

資料は司法制度改革推進本部のウェブサイトに公開されている。以下の引用では、会合の回数と発言者名のみを示す。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/05gyouseisosyou.html （2013年 9月 3日最終閲覧） 
29 同上（市村陽典発言）。 
30 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（配布資料に対する小林久起参事官の説明）。なお、同議事録における配布資料

として、「資料１ 取消訴訟に関する検討資料」 および「資料 2 取消訴訟の特色」参照。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/05gyouseisosyou.html
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通達や用途地域の指定について、当事者訴訟としての違法確認、無効確認あるいは義務不存

在確認訴訟で争う可能性が示された31。この方向性は当事者訴訟活用論に近いが、確認訴訟

という訴訟形態に着目する点においては、むしろその淵源は義務確認訴訟説にあるように思

われる32。 

一方、事務局の意見を批判した検討会委員は、立法論として取消訴訟を違法確認訴訟と理

解し直すべきではないかと指摘している33。そのため、まず考えるべき問題は、訴訟対象を

どのように拡大するかであり、出訴期間の制限や排他的管轄の適用についてはその次に考え

る問題である。また現状認識として、取消訴訟で争えないものは民事訴訟または当事者訴訟

でも争えないことから、立法論として何らかの手当てをする必要があると主張した34。 

以上の議論において、事務局の意見もその批判も、行政の活動・作用が複雑多様化したこ

とに伴い、包括的な救済手段を図ると同時に、多様な行為形式に応じた特則を定めるのは困

難だ、という共通の認識を持っている。そして、訴訟対象を拡大するために、取消訴訟中心

主義を排斥して確認訴訟という訴訟形態が重要であると考える点においても共通している。

この結果、訴訟対象の拡大を確認訴訟によって実現するという意見は、検討会の終盤で主流

となったのである35。 

なお、確認訴訟を中心に考えるべきだという方向が確立したもう一つの理由として、訴訟

対象を請求権に引き直すアプローチは検討会において採用されなかったことである。行政訴

訟検討会第 14回会議において、行政訴訟の対象をいかに拡大するかについて、訴訟対象を

権利救済の請求権として判断する考え方が提示された36。事務局の参考資料では、「国民の

権利利益の実効的な保障を図る観点から、国民の権利利益をその侵害又は侵害のおそれから

救済するため、公法関係か私法関係かを問わず、国又は公共団体に対しても必要な救済を求

める請求権が生ずるという考え方」が示された37。 

しかし、訴訟対象を請求権に引き直すアプローチは検討会委員からの支持が得られなかっ

                                                   
31 同議事録において、村田斉志企画官による説明参照。 
32 例えば、「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」においては、薬局開設権利確認事件は特に議論された（東京地判昭和

37年 10月 24日行集 13巻 10号 1858頁、最大判昭和 41年 7月 20日民集 20巻 6号 1217頁）。本件は義務確認訴訟説の

影響を受けたものである。 
33 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（芝池発言「違法確認訴訟」、水野武夫発言「確認訴訟の一種だという解釈」、小

早川光郎発言「違法確認ということを求めるだけでもいい」）。 
34 同上（芝池発言）。 
35 水野武夫「処分性の拡大と確認訴訟の活用」自由と正義 60 巻 8 号（2009 年）26 頁。ただし、「行政訴訟検討会（第

10回）議事録」において、塩野宏座長はすでに論点を確認の対象（違法確認か無効確認か法律関係確認か）と訴えの利

益に絞っている。 
36「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」（村田報告）。 
37 同上議事録における配布資料「（1－6）行政訴訟の対象についての検討課題」。 
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た。その理由としては、第一に、民事訴訟に対して行政訴訟制度を設ける必要があるとすれ

ば、行為の違法性を直接攻撃できるような訴訟形態を定めるべきである38。第二に、行政実

体法上、必ずしも明確な請求権を見出すことができないことから、違法性への不服という形

の方が争いやすい39。第三に、給付訴訟を原則とする民事訴訟に対して、行政訴訟において

はむしろ違法性の確認を中心に制度設計を行うべきである40。 

以上の議論は結論を出さなかったものの、訴訟対象を請求権に引き直すアプローチは検討

会において主流にはならなかった。したがって、この点でみると、前章で検討した請求権を

前提とする当事者訴訟活用論は検討会において採用されなかったことがわかる。 

 

二 確認訴訟の構成 

１ 確認訴訟の構成について、最も問題となるのは、確認訴訟を抗告訴訟と当事者訴訟の

どちらに定めるかという点である。前章の分析を踏まえ、この問題を違法宣言訴訟説と権利

確認訴訟説との対比を通じて、検討会での議論を分析する。 

違法宣言訴訟説は、行政のあらゆる行為を民事的請求権体系に還元することはできないの

で、行為の違法性を直接攻撃対象とする制度設計こそ、より適法性統制に資するものという

主張である41。また、民事訴訟のドクマティックによると、確認訴訟の対象は原則として現

在の法律関係に限られていることから、過去の事実である行為を確認の対象と定める立法的

手当が必要である42。 

一方、権利確認訴訟説は、法律関係の存否を通じて多種多様な行為形式を争うことから、

権利を直接確認することが違法確認より直接の救済を与えることができるという主張であ

る43。また、確認の対象について、行為の違法性を対象と解する可能性も十分あると主張さ

れた44。 

以上の議論は、いずれにしてもより広い範囲の紛争を包括するために、確認訴訟を通じて

行政決定の違法性を明らかにすることに重点をおいている。そして、構成手法は異なるが、

                                                   
38 「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」（水野発言、芝池発言。特に小早川は行政訴訟のアイデンティティを問題視す

る。いわく、「請求権で全部考えるのであれば、それは民事訴訟でいいではないかということになりますが、ドイツでは

そうではなくて、行政裁判所が現にあるわけです。だから行政裁判所と行政機関が相互に役割分担して、裁判所の方は

請求権ということで自分の口出しをしていく。……日本で請求権、請求権と言ってしまうと、……、では民訴でいいの

ではないかということになりそうなのですが、そこはドイツと制度的な前提が違うという気がいたします。」） 
39 同上（成川秀明発言、小早川発言）。 
40 同上（水野発言、是正訴訟の主張）。 
41 同上（小早川発言、芝池発言）。 
42 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（水野発言）。 
43 同上（小林久起報告、塩野宏発言）、「行政訴訟検討会（第 27回議事録」（小林報告、塩野発言）。 
44 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（塩野発言、例えば「行政指導の、…違法確認」）。 
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弾力的かつ柔軟な構造を設けている点で一致している。 

 

２ 見方を変えると、確認訴訟の構成の問題は、確認の対象の問題であると解することが

できる。最近の民事訴訟の動向では、確認の対象選択の適否は、確認の利益の問題として判

断される問題となり、必ずしも現在の法律関係の次元に限られてはいない45。また、違法宣

言訴訟説も権利確認訴訟説も、法律上の争訟を前提にすれば、確認の利益を有することが要

求されている46。そうすれば、むしろ「確認の利益にそこ〔確認の対象――引用者注〕を収

斂させる」47ことができるかどうかという点が問題となろう。したがって、検討会の終盤に

おいてようやく両説は確認の利益の問題に収斂されていく48。 

ただし、違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説とでは、確認の利益をどのように判断するかと

いう点において考え方が異なる。これは検討会では明確に議論されていない問題であるが、

留意すべき点である。 

 違法宣言訴訟説は、行為の違法性を中心に訴えの利益を判断するものである。すなわち、

この説は、実体法的権利義務の具体性を厳密に要求せず、もっぱら違法の行政活動が私人に

及ぼした不利益を衡量し訴えの利益を判断するアプローチであり、事実上の損害も訴えの利

益として救済できる49。これは、適法性を中心におく「行政訴訟特有の確認の利益」50論で

ある。 

 これに対し、権利確認訴訟説は、権利救済を中心に訴えの利益を判断するものである。す

なわち、この説は、個別の行為の違法性を中心におかず、もっぱら権利救済の実効性（また

                                                   
45 同上（塩野は何度も同じ趣旨の発言を繰り返した）。 
46 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（村田報告、市村発言）、「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（水野発言、「行

政の行為と書いても、……、確認の対象にふさわしいかどうか、確認の対象として的確かどうかということが個別の案

件ごとに当然、議論になるわけです」。 
47 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（塩野と水野との議論に対する深山卓也発言）。 
48 同上（塩野発言）。なお、芝池義一ほか「鼎談 行政訴訟検討会の『考え方』をめぐって」ジュリスト 1263 号（2004

年）27頁（芝池発言、考え方について「両者の統合みたいなものを考えている」）。ただ、「行政訴訟検討会（第 27回）

議事録」において、水野と芝池は裁判実務の対応への懸念を示している。水野と福井は立法による明記を要求したが、

芝池は処分性拡大の可能性を残すべきと主張した。 
49 「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」において、小早川は次のように指摘している。「やっぱりある程度、権利義務

関係みたいな具体性を持ってこないと民事訴訟の手続は始まりにくいんではないか。それに対して行政庁が法律違反の

行動をとっているというようなケースについては、多少早めの段階で、多少訴えの利益の判断を緩くするような、そう

いう裁判所の門の開け方があるのではないか。」「それは、こういう事件だから、こういう事実関係だから、確認の利益

があるでしょう、という判断を一つ一つしていけばいいわけです。こういう事件というのは、民民の一対一の場合のお

互いカプリシャスであって明日はあの人なにをやるかわからんというそういう私人間の関係もあって、それから、良か

れ悪しかれルールに従って官僚制の規範に則ってきちんきちんと行われていく行政の場合とで、将来予測の程度も違う

だろう。」「事実上の不利益を受ける人から違法確認の訴えができる」。 
50 同上（小早川発言に対する塩野の評価）。 
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はタイミング）から訴えの利益を判断するアプローチである51。この説は、民訴における確

認の利益をベースとするが、行政訴訟特有の確認の利益を排斥しない。 

 以上の通り、両説のこの点における違いは検討会では詳しく議論されていない。しかし、

取消訴訟中心主義の克服のために、確認の利益を通じて早期救済を目指すという点では一致

していたのであった。 

  

３ 以上の議論を経て、「行政訴訟制度の見直しのための考え方」においては次の方針が示

されている。 

「行政の活動・作用が複雑多様化したことに伴い、典型的な行政を前提として『行政庁の処分その他公

権力の行使に当たる行為』を対象としてきた取消訴訟を中心とする抗告訴訟のみでは国民の権利利益の

実効的な救済をすることが困難な局面への対応の必要性が指摘されている。……確認訴訟を活用するこ

とにより、権利義務などの法律関係の確認を通じて、取消訴訟の対象となる行政の行為に限らず、国民

と行政との間の多様な関係に応じ、実効的な権利救済が可能となる」。 

 

この「考え方」は確認訴訟を概括主義の受け皿とする趣旨を明確に打ち出し、確認訴訟は

すべての行政法上の法律関係に関する紛争を包括する訴訟形態であると解された。その後、

確認訴訟は当事者訴訟の一種として、すなわち権利確認訴訟の構成で明記された52。 

 

４ 是正訴訟案は、違法宣言判決に対しても対世効を定めたが、芝池説では弾力的運用の

ために対世効を必要としないとしている。この問題は検討会においても議論が概ね二分され

た。肯定説は、行政上の紛争を一挙に解決するために、対世効を定めるべきとするが53、否

定説は、確認訴訟という訴訟形態について、そもそも対世効を定める必要がないと主張して

いる54。 

このような議論は、確認訴訟で多様な紛争をいかに適切に解決するか、という観点からも

行われていた。行政立法や行政計画など抽象的行為形式に関わる紛争については、対世効の

ない確認訴訟が必ずしも適切な訴訟類型ではないと思われており、これらの場合、個別立法

で紛争状況に応じて対世効が定められるべきである、という意見がある55。他方、行政立法

                                                   
51「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（小林報告）。 
52 明記に関するやりとりについて、櫻井敬子「行訴法改正について」学習院法学 60巻 8号（2009年）352-355頁以下、

水野・前掲注(40)25-26頁。 
53 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（福井秀夫発言）。 
54 同上（塩野発言、「拘束力が働きます」）。 
55 同上（塩野発言）。 
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および行政計画の司法審査のあり方の議論では、むしろ対世効が必ずしも適切ではない、と

指摘された56。対世効がなくても、違法即無効なら、違法確認すればよい、という意見もあ

る57。 

結局のところ、検討会では議論が収斂されないままで終わり、対世効は定められず、確認

訴訟は既判力および拘束力のみ有することになった。したがって、確認訴訟は、判決の効力

について対世効を有する取消訴訟とは異なった救済手法として理解されるのであった。 

  

三 小括   

１ 以上の立法経緯から、次の四点をまとめとして指摘することができる。 

第一に、確認訴訟の構成について、違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説は対立したが、確認

の対象選択の問題については、両説ともに、確認の利益の問題に収斂した。確認訴訟の位置

づけについて、抗告訴訟と当事者訴訟を権力性により厳密に分けるべきだといった奪い合い

の議論は、行われていないことが注目される58。 

第二に、確認訴訟は、改正行訴法では当事者訴訟の中で権利確認訴訟として定められたが、

検討会においては行政事件に関する法律上の争訟を訴えの利益でどのように広くカバーす

るかが議論の中心となった。そのため、確認訴訟の運用について、訴訟対象を実体法上の具

体的法律関係に還元することができるかどうかよりも、むしろ訴えの利益の問題の方が重視

されることとなった。 

第三に、訴えの利益について、これを特に制限すべき議論は行われず、法定抗告訴訟の要

件または長野勤評事件最高裁判決の判断基準との関係にも触れていない。そのため、特定の

紛争状況に対応するために訴訟要件・本案勝訴要件が明確に定められた義務付け訴訟・差止

訴訟とは異なり、訴訟要件を定めない確認訴訟は、受け皿として柔軟に運用することが期待

されている。 

第四に、対世効の議論は、行政立法および行政計画をめぐる紛争を中心に行われたが、確

認の利益とは別問題とされた。対世効を有しない確認訴訟は、判決の効力との関係で、抽象

的行為形式をめぐる紛争の解決に向いていないと思われているが、訴えの利益があれば確認

                                                   
56 「行政訴訟検討会（第 29回）議事録」（市村発言、「司法が入ってくる場合の難しさとして、……、判決の効力を考え

てみても、第三者効または対世効を与えるというところに踏み切るのには躊躇があるだろう」）。 
57 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（小早川発言、「拘束力も、もう一度やり直せという意味の拘束力になりますか

ら、行政庁としてはもう一度やり直すということで、余り混乱は起きないのかなと。」「対世効を付けるとなると立法と

してなかなか大変です」）。 
58 この点について、小早川光郎編『改正行政事件訴訟法研究』（有斐閣、2005年）151頁以下も参照（中川発言、小早川

発言）。 
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訴訟は出訴できるという趣旨に変わりはない。 

以上を要約すると、改正行訴法は、訴えの利益があれば、訴訟の対象を問わず確認訴訟で

出訴できることにその意義があることがわかる59。 

 

２ 確認訴訟を明記した意義について、橋本博之は、行為形式の思考方法の限界を意識し

つつ、権利義務関係の角度から確認の利益に着目して「民事訴訟理論の発想に依拠」60する

方向性を打ち出したことにあると評している。また、今まで検討した確認訴訟の歴史からみ

ると、取消訴訟中心主義を相対化するために、訴訟対象の問題を訴えの利益の問題に絞る点

においては従来の学説との軌を一つにするといえよう。違法宣言訴訟であれ権利確認訴訟で

あれ、いずれも複雑な行政法関係に係る紛争を訴えの利益の次元において法律上の争訟に昇

華させるものであるが、権利を前面に押し出す権利確認訴訟が明記された理由として、立案

担当者であった小林久起の次の発言は注目に値する。 

「行政の行為の違法確認の訴え[の明記について――引用者注]、……、こういった行政の行為という非

常に幅広いものを対象として、それが包括的に訴訟の対象として取り上げられるということになります

と、やはりそこは行政の適法性の確保における政治の役割などとの関係で、一体裁判所がどれだけの役

割を果たすべきものなのかという問題が生ずる可能性もございます。……むしろこれまで確認訴訟が活

用されてきた権利義務の確認ということを通じて、直接的に国民の権利を確定していくという裁判所の

役割が果たされてきた」61。 

 

裁判官の視点からみれば、司法の役割は、行政作用の違法性を一般的に監督するものでは

なく、違法の行政作用による侵害から国民の権利利益を救済するものである。これは田中・

兼子理論の基調でもあり、そのまま額面通りに読めば、「官僚好みの底意地の悪い論理」62と

いう謗りを免れないことになろう。しかしながら、裁判実務において白石健三や入江俊郎以

来の司法権優越の司法国家観を前提にして考えれば、権利の強調は、むしろ硬直した訴訟要

件論にこだわる最高裁による救済権能の不行使を制約する意図もそこにはあると思われる

63。これもまた、改正行訴法の指導理念である「国民の権利利益のより実効的な救済」の狙

                                                   
59 内閣総理大臣答弁書（内閣衆質 159第 69号）も参照。 
60 橋本博之「行政事件訴訟法改正と行政法学の方法」（初出 2004年）『行政判例と仕組み解釈』（弘文堂、2009）206頁。 
61「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（小林報告）。 
62 原田尚彦『行政法要論 全訂第 7版[補訂 2版]』（学陽書房、2012年）390頁。なお、立法過程における事務局の動向

からすると、確かにそのような問題があった（櫻井・前掲注(52)352-355頁以下、水野・前掲注(40)25-26頁）。 
63 救済法を唱えた小林の司法国家観について、小林久起「行政事件訴訟法の一部を改正する法律について――行政訴訟

制度を活かすための救済法と司法権の考え方とともに」判例時報 1877号（2005年）4頁以下参照。 
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いだろう64。 

さらに、次に検討するように、違法宣言訴訟と権利確認訴訟を確認の利益の問題に収斂さ

せた確認訴訟の明記は、「新しい地平を開くもの」65として確認訴訟原型観の復権をもたら

すことにもなる。 

 

第四款 確認訴訟原型観の復権 

改正行訴法の下で、確認訴訟の明記による当事者訴訟の地位向上および抗告訴訟と当事者

訴訟との被告適格の統一に伴い66、学者は、訴訟類型選択のリスクを国民に負わせないよう

に訴訟類型間の融通性を強調することになる67。この文脈において、抗告訴訟と当事者訴訟

との共通項を見出すために、確認訴訟原型観が再び脚光を浴びている。以下にあげるドイツ

法、アメリカ法、フランス法を比較法研究の基礎とする学者達は、理論構造や問題意識は異

なっているが、確認訴訟を訴訟類型の原型と見ることができると指摘している。彼らの学説

の特徴と問題を検討した上で、確認訴訟原型観の現代的意義を明らかにする。 

 

一 法関係論における確認訴訟――山本説 

行訴法の改正以前に法関係論を展開している山本説は、法関係を「諸主体間、就中諸行為

（可能性）間の、法的に性質決定された関係」と定義し、そこには実体法上の権利義務関係

に限らず、権利に至らない実体法関係や手続法上の法関係も含まれている68。この法関係を

取り扱う包括的抗告訴訟概念の下では、あらゆる行政決定を争うことできることから、訴訟

物を「私人の法的地位（義務、受給権、その前提要件等）に関する行政機関の判断の違法性」

69と措定している。そして、基本的に訴訟物、訴えの利益、原告適格等は共通の考え方に基

いて判断すれば足り、訴訟類型毎に特別の許容性判断基準を立てる必要はないとする。そこ

で、行訴法 3条 1項の「行政庁の公権力の行使」を広く解して、それに「行政行為、即時強

制、さらに他の給付決定や警告・公表など」を含めている70。確認訴訟は、無名抗告訴訟と

                                                   
64 高木光『行政訴訟論』(有斐閣、2005年)76頁。 
65 芝池ほか・前掲注(48)31頁（芝池発言）。 
66 被告適格の統一について、塩野宏「行政事件訴訟法改正と行政法学」（初出 2004年）前掲注(6)書 269頁、黒川哲志「被

告適格の統一と公法上の当事者訴訟の蘇生」早稲田法学 81巻 3号（2006年）31頁以下。   
67 例えば、橋本博之『要説行政訴訟』（弘文堂、2006 年）138 頁、阿部泰隆『行政法解釈学Ⅱ』（有斐閣、2009 年）135

頁。 
68 山本隆司『行政上の主観法と法関係』（有斐閣、2000年）445-448頁、452頁。 
69 同上 483頁。 
70 同上 480頁。その意味で、当事者訴訟は実質的に抗告訴訟に吸収されると解されるだろう。この点について、同じド

イツ法の影響を受けた高橋滋の立法論に類似した。高橋は当事者訴訟を「包括的行政訴訟」に改めて、それを「国民と

行政主体（行政庁）との間の法律上の争訟に関する訴訟であって、民事訴訟（国賠訴訟を含む）及び法定抗告訴訟に該
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して、「私人の法的地位（義務、受給権等）に関する行政機関等の判断の違法性の確認を求

める訴え」であるとされた71。 

このように、山本説は改正行訴法以前に、法関係を通じて取消訴訟の特殊性を相対化し、

抗告訴訟を法関係に共通の基準で把握していた。山本説は、改正行訴法の下では、民事訴訟

ないし当事者訴訟に対する抗告訴訟の特殊性が縮小していることを指摘した上で、訴訟類型

の二重構造を次のように指摘する。 

「行政訴訟においては、行政活動の違法性、ないし私人の実体法上・手続法上の地位を判決により確認

することが、いわばミニマムで基本的なサンクション・救済の形式である。法治国における行政機関は、

段階的に法（律）を執行ないし具体化し私人の法的地位を明確化させる態様で行動すべきであり、また

権力分立制度の下で、裁判所は行政機関が判決に従うことを前提にしてよい。法や法的地位を宣言する

（に留める）確認判決は、こうした行政法関係の特質に対応する判決形式」である72。 

  

したがって、改正行訴法において確認訴訟が公法上の当事者訴訟として明記されたのも、

この例証だと評価されている。このように、あらゆる訴訟類型は私人の法的地位に関する確

認訴訟と読み替えることができることから、当事者訴訟と抗告訴訟とは共通点を有すること

になる73。ただ、山本説は確認訴訟を原型とする発想について特に展開していないが、実体

法・手続法関係を統一的に把握した上で、各訴訟類型の共通点を確認訴訟として見出す点に

は注目すべきである。 

  

二 救済法論における確認訴訟――中川説 

 中川説によれば、あらゆる行政活動の違法性は、法律上の争訟を広く捉えて争われるべ

きである74。すなわち、法的利益を侵害された国民は、憲法上、「行政機関は法律の定める

とおり行動せよ」と裁判所に求めうる抽象的資格、つまり是正訴権を有している75。是正訴

権を実現する訴訟手続の構成について、行為糾弾型と実体的請求権型とがあり、これらは技

術的に構成は違うが、適法性統制の点では本質的な違いがない76。したがって、抗告訴訟、

                                                                                                                                                     
当しないもの」とする。例えば、予防訴訟、命令無效確認訴訟、契約行為または法令根拠に基づかない非公権力行為の

取消、確認訴訟などである（高橋滋「訴訟類型論」ジュリスト 1234号（2002年）30頁）。したがって、当事者訴訟が抗

告訴訟に吸収され、概括条項として確立される（南博方＝高橋滋編『条解行政事件訴訟法〔第 2版〕』（弘文堂、2004年）

52-55頁（高橋滋執筆）。 
71 山本・前掲注(68)480頁。 
72 山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商法雑誌 130号 4・5号（2004年）661頁。 
73 同上 665頁。 
74 中川丈久「行政事件訴訟法の改正」公法研究 63号 （2001年）130頁以下。 
75 中川丈久「行政訴訟としての『確認訴訟』の可能性」民商法雑誌 130巻 6号 （2004年）1001頁。 
76 中川・前掲注(74)135頁、138頁。 
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当事者訴訟、民事訴訟は、本来、同じ性質を有するものである。法定訴訟類型は、実体的な

請求権を正面から認めて、救済内容を具体的に規定するものにすぎない、と理解されるべき

である。そして、中川説は確認訴訟について次のように述べる。 

「『法的利益』が被告の『不適切な行為』によって『毀損』されたことまたはそのおそれがあることま

では認定されものの、これに対応する『裁判的救済』の内容が確立しておらず、実体的請求権がなお成

立していない場面について、わが国では、原則として、裁判所が（法律を超えて）自ら積極的に被告に

行動の是正を命ずる『裁判的救済』を創造するべきではないというのが伝統的な発想である（レメディ

創造の否定）。しかしその一方で、原告が主張する『法的利益』にかかるなんらかの権利や法律関係を

確認することで、被告の『不適切な行為』を防止し、『裁判的救済』の実をあげようと工夫することが

なされている。それが確認の訴えである」77。 

 

したがって、法定訴訟類型にうまく載らない紛争について、確認訴訟は包括条項的な、不

定形な救済手段という機能を果たすことができる78。ここでも、法的地位を確認してから救

済内容を決めるという二重構造を前提にして、確認訴訟を基本的訴訟形態と考えられている。

さらに、中川は、行訴法の「法律関係」という文言に着目して、抗告訴訟を包括する当事者

訴訟という図式を描いて、行政法上のさまざまな紛争を確認訴訟で捉え直している。 

 裁判所の法秩序形成機能を強調する中川説によると、法律上の争訟においては、個々の訴

訟類型が総合的に観念されるのではなく、実定法に先行する救済法により把握されるべきで

ある。すなわち、救済法において行政活動の違法性を是正する訴権が設けられ、抗告訴訟、

当事者訴訟、民事訴訟はそれを実現する手続にすぎない、とされる。このような観点はつと

に下山説が指摘したものであるが、改正行訴法に関する新たな理論化として注目される79。 

  

三 違法宣言訴訟――亘理・興津説 

 取消訴訟の適法性統制機能を重視して、処分性拡大を目指す亘理格と興津征雄は、次の通

り抗告訴訟を確認訴訟として見直している。 

 

１ 訴えの利益――亘理説  法律上の争訟に着目すると80、抗告訴訟における「広義の訴

えの利益」と確認訴訟における「確認の利益」は、実質的に異なるものではない。すなわち、

                                                   
77 中川・前掲注(75)999頁。 
78 同上 969頁。 
79 なお、救済法に関する近年の研究として、曽和俊文「権利と救済（レメディ）――行政法における権利救済の特質」

阿部泰隆古希『行政法学の未来にむけて』（有斐閣、2012年）543頁以下。 
80 亘理格「法律上の争訟と司法権の範囲」磯部ほか編・前掲注(16)書 25頁以下。彼は適法性をめぐる具体的争訟性を基

準として、行政法上の争訟を構築することを志向している。 
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「原告が、違法な行政による権利利益の侵害であるとして是正を求めて提起する訴えの根底

にある利益が、全体として『法的保護に値する利益』に該当するか否か」81を判断するもの

であり、この点で両者に違いはない。そして、白石説を援用した亘理説は、訴えの利益の共

通性が、抗告訴訟の中核をなす確認訴訟に由来するものだと指摘している82。 

 ここで留意すべきは、亘理説は、「法的保護に値する利益説」を通じて、抗告訴訟と当事

者訴訟との通約可能性を強調する点である。処分性を訴えの利益に還元する学者は、常に法

的保護に値する利益説を唱えている。そして、第五章で分析したように、法的保護に値する

利益説は、民事訴訟における確認の利益を適法性統制のために改鋳したものと考えられる。

当事者訴訟としての違法宣言訴訟の可能性を肯定することで、亘理説においても抗告訴訟と

当事者訴訟に共通する訴えの利益が浮上することになる。さらに、亘理説は、両者の共通性

を土台に行政訴訟に固有の訴訟物論を構築する必要性があると指摘する。当事者訴訟におい

ても違法性を含める訴訟物論が必要となるのである。次の興津説はこの訴訟物論に着眼して

いる。 

 

２ 訴訟物――興津説  訴訟物・判決の効力に着目する興津説は、取消訴訟を始めとす

る抗告訴訟全体を「違法判断+是正措置（救済）」の二重構造で捉え直している。 

「取消訴訟において処分の違法性が審判の対象となり、それが確定されると、是正措置（救済）として

の取消し（のみ）が判決主文に宣言される」。「義務付け訴訟の訴訟物は、一定の事実関係を前提として

一定の処分をしないことの違法性（の確認）を中核とした上で、……しかるべき是正措置（救済）をと

るべき旨を行政庁に命じる」ものである。「差止訴訟の審理判断の対象は処分に先立ってなされる行政

主体（機関）の判断の違法性の確定といいかえることができ、その判断に基いて行政過程をそれ以上先

に進めてはならないという効果（差止め）を救済として伴う訴訟類型である」83。 

 

このような訴訟技術上の構造的把握は、取消訴訟の特殊性を相対化する義務確認訴訟説を

彷彿させるものである。そして、ここでも確認訴訟を共通項として、抗告訴訟における訴え

の利益および当事者訴訟としての確認訴訟における確認の利益とは、理論的に一致すること

になる84。訴訟類型が多様化した抗告訴訟の枠内において、興津説は、確認訴訟原型観を改

正行訴法に対応するように再構築したものと評価することができよう。ただし、興津説の問

                                                   
81 亘理格「行政訴訟の理論――学説的遺産の再評価という視点から」公法研究 71号（2009年）74-76頁。なお、フラン

ス法を比較法研究とする亘理は、そもそも違法宣言訴訟の発想に接近する傾向にある（「行政訴訟の理念と目的」ジュリ

スト 1234号（2002年） 9頁以下、「行訴法改正と裁判実務」ジュリスト 1310号（2006年）7頁以下参照）。 
82 亘理・同上「行政訴訟の理論」78頁。 
83 興津征雄『違法是正と判決効――行政訴訟の機能と構造』（弘文堂、2010年）75頁、284頁、332頁。 
84 同上 342頁。 
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題意識は、抗告訴訟と当事者訴訟との役割分担を前提に、義務付け訴訟・差止訴訟を含めて

抗告訴訟の本質を統一的に把握することにある。そして、興津説は、なおも民事訴訟のドグ

マに依拠するため、当事者訴訟としての確認訴訟は、違法性を確認の対象とすることができ

ないとなる85。この点で、興津説は、この種の他の学説とは異質である。 

  

四 確認訴訟原型観の現代的意義 

１ 司法国家の実現という課題の克服  以上の学説をまとめると、包括的救済手法とし

て位置づけられる確認訴訟の明記をきっかけに、確認訴訟を訴訟類型の原型として再認識し

た上で、抗告訴訟と当事者訴訟を統合的に把握する統合的行政訴訟観が浮かび上がっている

ことがわかる。このように再び確認訴訟原型観に接近すると、訴訟類型の割振りは、単なる

「公権力および非公権力」という実体法の判断基準によるのではなく、むしろ紛争の実態に

即して訴訟類型の特性や救済内容によって判断されることになるだろう86。このような発想

はいまだ通説とはいえないが、これからの行訴法の発展方向を示した点において重要である。 

ただし、確認訴訟原型観の意義は、決して単純な訴訟類型・訴訟構造に関する問題解決だ

けにあるのではない。山田洋が指摘したように、法律上の争訟を処分性に矮小化した従来の

判例法理が「確認訴訟における確認の利益の判断にも引き継がれていくこととなるとすれば、

今回の改正の意義は極めて薄いものとなってしまう」87。取消訴訟中心主義とその背後にあ

る行政権優越の司法国家観を克服するという課題と向き合うならば、確認訴訟原型観の背後

にある司法国家観が、最も重要な点となる。 

確認訴訟の歴史からみると、行政裁判権の所管移転による司法国家への体制転換を正当化

した兼子説は、確認訴訟原型観を通じて行政裁判権を法律上の争訟と位置づけた。そして、

取消訴訟中心主義に対抗する白石説は、憲法上の司法の法判断権限に着目して、確認訴訟を

法律上の争訟の中心に据えるべき司法権優越の司法国家観を提示した。司法は、違法の行政

作用と私人の権利利益との関連性を広く法関係として把握した上で、訴えの利益を通じて法

律上の争訟を自ら判断することができると考えたのである。この系譜の中で、行政の適法性

統制を司法の固有の役割とする違法宣言訴訟説（高柳説、処分性拡大論）または基本的人権

の権利保護を司法の本務とする権利確認訴訟説（下山説、当事者訴訟活用論）は、ウエート

を置くところは異なるが、どちらも訴えの利益を通じて法律上の争訟に関する司法の判断権

                                                   
85 同上 343頁。 
86 民事訴訟においても、確認訴訟原型観によれば、権利保護形式の相互融通の可能性を認めやすくなるという指摘があ

る（川嶋四郎『民事訴訟法』（日本評論社、2013年）206頁）。 
87 山田洋「確認訴訟の行方」法律時報 77巻 3号（2005年）47頁。 
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限を確保しようとするものであった。 

したがって、改正行訴法による確認訴訟の明記を伴う確認訴訟原型観の再登場は、これま

での取消訴訟中心主義を否定した上で、確認訴訟を法律上の争訟の中心に据える司法国家観

を再度、復権させるものと考えられる。日本の行政訴訟法史において、確認訴訟が明記され

たことは、この点で、確かに「大変な転換」88といえよう。 

 

２ 現代的意義  以上の明らかとなったことから、確認訴訟原型観の現代的意義を指摘

しておく。 

 訴訟類型の再編成という視角からみれば、確認訴訟が明記されたた意義は、一般的に、当

事者訴訟の地位向上として把握されている89。しかし、これまで検討してきた確認訴訟原型

観を通した考察からこれをみるならば、確認訴訟は、法律上の争訟を土台にして、取消訴訟

または抗告訴訟の特殊性を訴えの利益の次元において相対化することを通して、発展したも

のと位置づけることができる。そのため、確認訴訟の理論的意義については、当事者訴訟活

用論に限定する必要はなく、複数の訴訟形式からなる一つの行訴法という構造にも変容をも

たらす可能性の中にも見出すことができる。すなわち、取消訴訟中心主義を克服するために、

法律上の争訟について、確認訴訟からこれを見直すと同時に、抗告訴訟と当事者訴訟との種

差は訴えの利益の理論により止揚されており、行政の特殊権力性は、まずは訴えの利益の判

断のレベルで排斥されるのである。そうすると、抗告訴訟と当事者訴訟との関係は、法律上

の争訟を取消訴訟に押し込んでしまった取消訴訟中心主義の図式から、法律上の争訟を土台

として並立する抗告訴訟と当事者訴訟とを具体的事案に即して有効に接合させる、トリアー

デの図式へと変化する可能性が展望できる。 

 この可能性を具体的に敷衍すれば、まず、法律上の争訟について、取消訴訟中心主義から

の離脱を図る確認訴訟原型観の下で、行政訴訟の対象は、処分性の公式によらず、訴えの利

益（確認の利益）により判断されることになる。取消訴訟中心主義を前提にした従来の判例

法理はそのまま使えなくなる90。抗告訴訟と当事者訴訟を共通の訴えの利益の理論から把握

するならば、いかに「行政訴訟に特有の事情」91をそこに反映させるかが今後の課題といえ

                                                   
88 「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（塩野発言、市村発言）。 
89 さしあたり、山田洋「在外邦人選挙権事件――実質的当事者訴訟の復権？」論究ジュリスト 3号（2012年）109頁以

下。 
90 例えば、長野勤評事件と横川川事件最高裁判決については、法律上の争訟を取消訴訟中心主義の考え方に基いて矮小

化したことで、そのまま先例として適用できないだろう。この点について、さしあたり、中川・前掲注(75)22頁、村上

裕章「多様な訴訟類型の活用と課題」法律時報 82巻 8号（2010年）22頁。 
91 小早川光郎『行政法講義 下Ⅲ』（弘文堂、2007年）341頁、宇賀克也『行政法概説Ⅱ〔第 4版〕行政救済法』(有斐

閣、2013年)370頁。なお、塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救済法』(有斐閣、2010年)260頁も、「行政過程の特色を
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よう。 

次に、確認訴訟は訴訟類型の原型でありながら、最小限度の救済方法でもある。他の訴訟

類型の運用または活用を排斥しないと解さねばならない。そのため、確認訴訟を土台にして、

裁判所は紛争の主題やその実態に応じて訴訟類型の変更、追加あるいは併合について、動態

的に促した上で、積極的に救済を与えるべきである92。その際に、確認訴訟は、法定抗告訴

訟に対して必ずしも補充的である必要はない。むしろ法定抗告訴訟に対する確認訴訟の補充

性は、法定抗告訴訟が確認訴訟より直接的な救済を与える場合だけに適用されるべきである

93。このように訴訟類型の選択について確認訴訟を原型と位置づければ、現行法においても

確認訴訟を是正訴訟のように運用することが可能となろう94。 

最後に、今日の多様化した訴訟類型についてみるとき、兼子一の次の記述は現在なお示唆

に富んでいる。 

「訴訟制度の機能から見て、アクチオの抽象化一本化と確認訴訟の出現を全く異質的なものと見る必要

はない」。「何れも判決の既判力によって、紛争の観念的解決を期する点では一致するのである。現在に

おいて訴の目的を訴訟制度の窓口の一番広いところで捕らえるとすれば、……確認訴訟こそ訴訟の基本

的な類型」である95。 

 

行政訴訟で言い換えれば、義務確認訴訟説から生まれた差止訴訟・義務付け訴訟を認める

「開放的抗告訴訟観」96と当事者訴訟としての確認訴訟の明記を全く異質的なものと見る必

要はない。実効的権利救済を全うするために、訴えの利益を最も広く把握すれば、確認訴訟

こそ裁判所の救済の視野を広く確保するものとなろう。 

以下では、法律上の争訟を確認訴訟で見直した近時の裁判例を分析する。 

 

第二節 裁判例の展開 

 確認訴訟の要件論については、民事訴訟法理を参考しながら裁判例を中心に分析した先行

業績は多くある97。一般的には、①確認対象の適否、②即時確定の利益の有無、③確認訴訟

                                                                                                                                                     
反映」すべきと主張している。 
92 この方向を指摘したのは、小林久起「行政事件訴訟法の改正について」判例タイムズ 1149号（2004年）7頁、橋本博

之『解説改正行政事件訴訟法』(弘文堂、2004年)88頁。 
93 同旨、斎藤浩「行政訴訟類型間の補充性について」立命館法学 338号（2011年）44頁。 
94 同旨、高木光・前掲注(64)79頁。 
95 兼子一『実体法と訴訟法』(酒井書店、1957年)36-37頁。 
96 塩野・前掲注(66)267頁。 
97 松尾直「行政事件訴訟法における確認訴訟 」高岡法学 19巻 1=2号(2008年)6頁以下、碓井光明「公法上の当事者訴

訟の動向(1) (2・完) ――最近の裁判例を中心として 」自治研究 85巻 3号(2009年)17頁以下、4号 3頁以下、野口貴

公美「『確認の利益』に関する一分析」法学新報 116巻 9・10号（2010年）1頁以下、春日修「規制行政と確認訴訟(当
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によることの適否、という要件を前提にして検討が行われている。また、抗告訴訟と当事者

訴訟との役割分担の視点から、確認訴訟の運用場面に関する研究も少なくない98。本稿では、

司法国家の実現という課題について、裁判所が法律上の争訟をいかに確認訴訟で見直すか、

そして訴訟対象を訴えの利益に絞る際にどのような点に着目するかについて検討し、その意

義と問題点を明らかにする。 

  

第一款 最高裁判所における展開――法的地位と実効的な権利救済 

一 法的地位と処分性の拡大 

１ 改正行訴法の趣旨によると、確認訴訟の明記は取消訴訟の対象拡大の代替案として理

解されている。ところが、改正行訴法前後に、最高裁は取消訴訟の対象となる処分性を明ら

かに拡大している。そこで、確認訴訟に関する判決を分析する前に、確認訴訟との関係を念

頭に置いて、処分性を拡大する次の判例の意義を簡潔に確認する。 

① 病院開設中止勧告事件：医療法に基づく病院開設中止の勧告は行政指導として定められているが、

勧告に従わない者には「相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受け

ることができなくなる」。そして、国民皆保険制度の下で、「保険医療機関の指定を受けることがで

きない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる」。よって、医療法及び健

康保険法の仕組み解釈により、勧告の処分性を認めた事例である（最判平成 17年 7月 15日判例時

報 1905号 49頁）。 

② 土地区画整理事業計画決定事件：事業計画決定が施行地区内の宅地所有者の法的地位に及ぼす直接

的な影響は、建築行為等の制限を伴う「土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地

位に立たされるものということ」から、処分性が認められた上で、「実効的な権利救済を図るために

は」、事業計画決定「を対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性がある」（最大判平成 20年

9月 10日民集 62巻 8号 2029頁）。 

③ 横浜市立保育所廃止条例事件：処分性の公式に照らして「本件改正条例は、本件各保育所の廃止の

                                                                                                                                                     
事者訴訟)による救済」愛知大学法学部法経論集 186号（2010年）1頁以下、石井昇「行政事件訴訟法 4条後段に定める

当事者訴訟――確認訴訟を中心に」甲南法務研究 7号（2011年）1頁以下、西村淑子「公法上の法律関係に関する確認

訴訟の動向」判例タイムズ 63巻 3号（2012年）60頁以下、村上裕章「公法上の確認訴訟の適法要件」前掲注(79)阿部

古希所収 733頁以下、山田健吾「行政関係紛争と確認訴訟」法律時報 1064号（2013年）23頁以下。なお、確認対象に

ついて、山下義昭「『行為の違法』確認の訴えについて」公法研究 71号（2009年）227頁以下 
98 渡邊亙「抗告訴訟と当事者訴訟の機能分配に関する一試論――行政訴訟における『処分性の拡大』と『確認訴訟の活

用』の関係について」白鴎法学 15巻 2号（2008年）1頁以下、趙元済「実質的当事者訴訟の活路に関する一試論」駒澤

法曹 6 号（2010 年）17 頁以下、芝池・前掲注(16)「抗告訴訟と法律関係訴訟」29 頁以下、大貫裕之「実質的当事者訴

訟と抗告訴訟に関する論点 覚書」前掲注(79)阿部古希所収 629頁以下。なお、差止訴訟と確認訴訟との役割分担につい

て、濱和哲「処分差止訴訟との交錯が生じうる場面における当事者訴訟（確認訴訟）の活用について」水野武夫古希『行

政と国民の権利』（法律文化社、2011年）113頁以下、春日修「確認訴訟(当事者訴訟)と差止訴訟(抗告訴訟)の関係につ

いて」愛知大学法学部法経論集 191号（2012年）1頁以下、石井昇「処分差止訴訟(行訴法 3条 7項)の訴訟要件と本案

要件、実質的当事者訴訟としての確認訴訟(行訴法 4条後段)の訴訟要件(確認の利益)について」甲南法務研究 9号（2013

年）1頁以下、湊二郎「予防訴訟としての確認訴訟と差止訴訟」法律時報 1064号（2013年）29頁以下。 
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みを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の

効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対し

て、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさ

せるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ

る」（最判平成 21年 11月 26日民集 63巻 9号 2124頁）。 

④ 土壌汚染状況調査報告義務通知事件：土壌汚染対策法 3 条 2 項に基づく通知は、当該土地の所有者

等に土壌汚染状況の調査及び報告の義務を生じさせることから、処分性に該当するものである。そ

して、報告義務に違反するものに対して、都道府県知事は「その報告を行うべきことを命ずること

ができ（同条 3項）、その命令に違反した者については罰則が定められているが、……、早期にその

命令を対象とする取消訴訟を提起することができるものではない。そうすると、実効的な権利救済

を図るという観点から見ても、同条 2 項による通知がされた段階で、これを対象とする取消訴訟の

提起が制限されるべき理由はない」（最判平成 24年 2月 3日判例地方自治 355号 35頁）。 

 

２ 違法宣言訴訟の復権？  以上の判例を分析すると、最高裁は、処分性の判断にあた

っては、処分性の公式を柔軟に適用しながら、「実効的な権利救済」により私人の法的地位

（①病院開設の権利、②土地所有権、③特定保育所で保育を受ける法的地位、④報告義務を

負わない法的自由）に生じている危険・不安の早期除去をその判断要素として衡量しはじめ

ていることがわかる。とりわけ、①について勧告が行政指導であることを明言しその具体的

法効果に触れていない点においては、周知の通り処分性の公式とは異なる。そうすると、か

つて最高裁事務総局行政局が指摘した「違法宣言訴訟」および②の前身である青写真判決の

入江反対意見の訴えの利益論が、この処分性の拡大傾向と確認訴訟の明記に伴い復権するだ

ろうか。 

最高裁のアプローチは、処分性の公式の枠内において一定の拡張を許すものである。従来

から積み重ねてきた判例との整合性や判例法の安定性を配慮することで、最高裁は、特定の

私人の法的地位が客観的かつ確実に拘束された場合に、処分性をカテゴリカルに認めている。

しかし、処分性を完全に訴えの利益の次元で解体し、これを一気に拡大するアプローチは採

用されたとはいいがたい99。そして、①②の事例については、係争行為の根拠となる関連法

令の仕組み解釈により、後続の処分の予定（または高い確実性）を前提として先行行為の処

分性を認めたという論理であり100、④については具体的な法効果を明確に認めた上で、下級

                                                   
99 例えば、①の事例について、最高裁は、原告の投資リスクや経済的負担を訴えの利益として衡量していない。②の事

例について、最高裁は青写真判例を変更したが、訴えの利益論に触れず取消訴訟を利用する「合理性」の基準を用いた。

もしもっぱら訴えの利益論を用いたとすれば、論旨の展開はより単純なものとなったであろう。 
100 中川丈久「処分性を巡る最高裁判例の最近の展開について」藤山雅行・村田斉志編『行政争訟〔改訂版〕』（青林書院、

2012年）143頁。 
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審判決の姿勢を指導するものであり101、③については、条例の効果を処分性に準じて判断し

たものである。結局のところ、いずれにしても、訴訟対象には具体的法効果が想定されてい

る。したがって、塩野宏が指摘したように、処分性に関しては定型的行政処分および定型的

実力行使を中核とし、仕組み解釈によりそこからの偏差を埋めるという思考方法は最高裁に

おいて変わっていないのである102。そうだとすれば、本稿は取消訴訟の対象拡大の可能性を

否定するつもりはないが、法律上の争訟を処分性に矮小化することのないよう警戒すべきと

いう点については改めて強調しなければならない。 

 一方、確認訴訟の明記は、処分性について、これを裁判所が訴えの利益の視点から見直す

契機を与えていると考えられている103。最高裁が打ち出した「実効的権利救済」という方向

性は、個々の行為形式の有する効果にこだわらず、行政の法判断が具体的利益状況において

私人の法的地位に及ぼす影響に着目し、その救済の要否を決める論理だと解されるべきであ

る104。すなわち、①②④の事例について、行政が法律を段階的に執行する際に、様々な法判

断を行い、様々な時点で行政過程において国民の法的地位の不安状態を作り出している。実

効的権利救済を図る裁判所は、救済のタイミングを決する際に、個々の行為形式（法判断）

の効果を孤立的に判断せず、影響を受けた法的地位の内容とその程度を総合的に衡量してい

る105。このように考えれば、処分性を拡大した最高裁判決には、訴えの利益論が底流してい

るといえよう106。そして、訴えの利益論を通じて取消訴訟と確認訴訟との同質性・連続性が

浮上している107。そうすると、処分性の公式に縛られず「実効的権利救済」をもっぱら確認

の利益の視点から検討する確認訴訟は、このような方向に沿って紛争をより柔軟に解決でき

るだろう。そこで、以下では、確認訴訟に関する最高裁判決を検討する。 

  

二 在外邦人選挙権確認事件 

１ 事実概要と判例要旨  本件は、日本国外に居住する日本国民である X らが、在外居

                                                   
101 下級審判決は後の処分で争えばよいとして、通知の処分性を否定した。しかし、すでに行政処分に該当する通知につ

いて、後続処分の存在によりこの処分性を否定することにはならない。 
102 塩野・前掲注(91)118頁。 
103 大門匡「改正行政事件訴訟法施行後 1年の回顧と今後の課題」法律のひろば 59巻 5号（2005年）7頁。 
104 この点を指摘したのは、稲葉一将「処分性の拡大と権利利益救済の実効性」法律時報 82 巻 8 号（2010 年）10 頁以

下。 
105 中川・前掲注(100)140頁。 
106 実際に、②の事例に関与した元最高裁判事である泉徳治は、法律上の争訟を訴えの利益の問題と解して、「抗告訴訟

の範囲は法律上の争訟の舞台の上で捉えるべきものである」と指摘している（『私の最高裁判所論』(日本評論社、2013

年)184-185頁、特に 188頁）。 
107 同旨、越智敏裕「訴訟実務から見た「処分性」拡大の傾向──実効的な司法救済のタイミング」法律時報 1064号（2013

年）17頁。 
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住者であることを理由に選挙権行使の機会を保障しないことは、憲法に違反すると主張し、

平成 10 年改正前の公職選挙法が、X らに衆議院議員及び参議院議員の選挙権の行使を認め

ていない点において、違憲であることの確認等を求めた事案である。当事者訴訟として、三

つの具体的な確認請求がある。それは、①衆参の比例代表制に限定して在外投票制を導入し

た平成 10年公選法改正前において、在外選挙権の行使を認めていないことの違法確認、②

平成 10年改正後において、衆参の選挙区選挙についての在外選挙権の行使を認めていない

ことの違法確認、二審から追加された③直近の衆参の選挙において、あらかじめ当該選挙に

つき在外選挙権を行使する権利を有することの確認、である。 

 一審は①②について、具体的争訟を離れて抽象的な違憲判断を求めることは法律上の争訟

に当たらないと判断した108。二審は①②について一審の判断に同調し、③について「一般的

に権利を創設する判断を求める」ことが法律上の争訟に当たらないと判断した109。要するに、

一審も二審も、法令の違憲・違法をめぐる権利確認を一般論として抽象的法律関係と解し、

個別具体的な選挙につき抗告訴訟または国家賠償訴訟で争えばよいとする姿勢である。 

これに対して、最高裁は、①について、過去の法律関係の確認を求めており、本件におい

て確認の利益が認められないと判断し、②については、③がより適切な訴えとしてその確認

の利益を否定するが、③については、それを当事者訴訟としての確認訴訟と解し、次の理由

で確認の利益を認める110。 

「選挙権は、これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず、侵害を受けた後に

争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるから、その権利の重要

性にかんがみると、具体的な選挙につき選挙権を行使する権利の有無につき争いがある場合にこれを有

することの確認を求める訴えについては、それが有効適切な手段であると認められる限り、確認の利益

を肯定すべきものである。そして、本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の法律関係に関する確

認の訴えとして、上記の内容に照らし、確認の利益を肯定することができるものに当たるというべきで

ある。なお、この訴えが法律上の争訟に当たることは論をまたない」。 

 

２ 検討  第一に、最高裁判決の論旨は二審判決と極めて対照的なものである。二審判

決は、本件確認請求を抽象的規範統制になりかねないものとして忌避したように、争訟性の

有無を公選法という法律その自身の違憲性等の確認を求めているという形式論で判断して、

在外選挙権の「創設」を回避した。これに対して、最高裁は、憲法によって保障されている

                                                   
108 東京地判平成 11年 10月 28日民集 59巻 7号 2216頁。 
109 東京高判平成 12年 11月 8日民集 59巻 7号 2231頁。 
110 最大判平成 17年 9月 14日民集 59巻 7号 2087頁。 
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選挙権について、端的にその行使をめぐる具体的紛争状況において確認の利益を判断した。

その際に、最高裁は、選挙権の性質、現実の行使状況、立法不作為という侵害態様、現在の

救済の必要性を具体的に利益衡量し、Xらが法律の不備により選挙権を現実に行使できない

状況を放置すると、Xらの法的地位が侵害されることから、違憲審査権限を現時点で行使し

その法的地位の侵害を防ぐことが必要であると判断する。要するに、少なくとも現行法のま

まで直近の選挙が行われると、Xらは選挙権を行使することが困難となり、その救済のため

に確認の利益を認めるべきであると判断したのである。また、確認の利益を認めれば、当然

法律上の争訟に当たるという論法も、重要である。最高裁は、原告の選挙権という法的地位

を具体的紛争状況に即して確認の利益の問題として解明し、本件違憲法律の争訟性を認めた

ものだろう。 

 形式的にみれば、法律の違憲性を直接争点とする訴訟について、これを訴えの利益の問題

として検討する判断手法は、すでに白石説の影響を受けた薬局開設権利確認請求事件という

先例があるが111、改正行訴法の下で、最高裁判決において採用されたことは、大きな意義が

ある。そして、この手法は多様な行政の行為形式を争う行政訴訟においても用いることがで

きるだろう。すなわち、行政命令や条例のように、抽象的一般的効力を有する法規範は、憲

法論に即して、争われている規範について保障すべき権利・法的地位を確認することにより、

その違法性を争うことができるようになる112。実際に、この最高裁判決後の下級審判決は、

行政命令に関する紛争に関して「本件判決の直接間接の影響」113を受けており、そこには、

確認の利益を柔軟に認める傾向がある。そうすると、確認訴訟は「顕在化しない規範統制訴

訟」として発展する可能性が十分あると言っても過言ではないだろう。 

第二に、②の違憲確認と③の権利確認とは表裏一体の関係にあり、最高裁は確認の利益の

視点から、③のほうが本件の紛争解決に相応しいと判断した。すなわち、②の請求は法律上

の争訟に当たらないと判断されているが、これは確認の利益が否定された後に、結果として

判断されている。そうすると、仮に確認の利益があれると判断されたならば法律上の争訟に

ついても認められることになるだろう114。本件において、確かに権利の確認は、法律が違憲

であることを前提にして、その違憲原因となっている権利侵害を予防するものである115。た

だし、客観的な違憲の確認だけでは、原告が次回の選挙において投票できるかどうかはっき

                                                   
111 最大判昭和 41年 7月 20日民集 20巻 6号 1217頁の一審判決、東京地判昭和 37年 10月 24日行集 13巻 10号 1858頁。 
112 斉藤浩「行政訴訟の確認訴訟論」日弁連編『実例解説 行政関係事件訴訟』（青林書院、2009年）128頁。 
113 山田・前掲注(89)116頁。なお、本件最高裁判決の延長線上に位置づけられる判決としては、成年被後見人選挙権確

認訴訟第一審判決（東京判平成 25年 3月 14日判例時報 2178号、請求認容）がある。 
114 野坂泰司『憲法基本判例を読み直す』（有斐閣、2011年）273頁。 
115 「違憲確認⇒権利確認という連鎖」について、駒村圭吾「法律上の争訟」法学セミナー693号（2012年）54頁。 
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りしないが、主観的な権利の確認は原告に対して直接に救済を与える救済方法である116。つ

まり、権利の確認の判決は、立法裁量に対して、選挙権の行使に不可欠の範囲を確定するこ

とで、抽象的義務付け判決に近い性質を有するものである。 

権利の確認の判決が違憲の確認の判決より直接救済に相応しいことを示す事例としては、

非嫡出子国籍法違憲確認事件もある。最高裁は「日本国籍は、我が国の構成員としての資格

であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける

上で意味を持つ重要な法的地位でもある」と判示した117。すなわち、国籍（国民としての法

的地位）の直接的な確認を通じて、原告が日本国民として享受すべき権利利益に関わる紛争

は一挙に解決されたのである118。 

したがって、違憲の確認も権利の確認も、原告をどのように救済するべきかという問題に

ついて、確認の利益の次元において判断すればよいということを示している。この点につい

て、行訴法検討委員会においては、確認の対象について違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説と

が対立していたが、本稿では、問題は確認の利益に収斂することを前に指摘した。本件判決

は、まさにそのような方向性を示したものといえよう。 

第三に、③の請求は、一般的には、改正行訴法に従った当事者訴訟としての確認訴訟と解

されているが、抗告訴訟としての確認訴訟も可能という指摘もある119。ただし、長野勤評事

件および横川川事件最高裁判決は、訴訟形式を明言せずもっぱら訴えの利益に着目して判断

したものであった。これに対して、本件判決は、確認の利益を認めた上で、「上記の内容に

照ら」して当事者訴訟としての確認訴訟を選択している。この判断について、訴訟形式を選

択する前に、確認の利益を先に判断する手法をとったと解せば、本件判決は、確認の利益を

一元的に把握するものとして位置づけることができるだろう。このように解するならば、従

来の最高裁判決との継続性や整合性を考えて、抗告訴訟と当事者訴訟との区別により訴えの

利益判断が異なるべきだと考える必要はないだろう。 

 

三 君が代斉唱義務不存在確認等請求事件 

１ 事実概要と判例要旨  東京都（以下、Y という）の教育長は、2003 年に都立学校の

                                                   
116 判決の主文は「次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙

区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあること

を確認する」というものである。 
117 最大判平成 20年 6月 4日民集 62巻 6号 1367頁。 
118 棟居快行「基本権訴訟としての確認訴訟」（初出 2009年）『憲法学の可能性』（信山社、2012年）165頁。 
119 本件判決に関与した元最高裁判事である藤田宙靖は、無名抗告訴訟としての予防的確認訴訟が可能だと指摘している

（『最高裁回想録』（有斐閣、2012年）94-95頁）。それは従来の最高裁判例において示めされた判断基準と関連付けてそ

の整合性を図るべきという発想であろう。なお、藤田宙靖『行政法総論』（青林書院、2013年）402頁以下も参照。 
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校長に対し、入学式、卒業式等における日の丸掲揚及び君が代斉唱の実施を求める通達（以

下「本件通達」という）を発して、違反者は服務上の責任を問われると周知した。各校長は、

本件通達に基づいて職務命令（以下「本件職務命令」という）を発した。都立学校に勤務す

る教職員である Xらは、日の丸起立及び君が代斉唱を強制されることが、Xらの思想・良心

の自由や教育の自由を侵害するものであると主張した。Xらは Yを被告にして（改正行訴法

以前は教育委員会）、①日の丸起立及び君が代斉唱の義務不存在、ピアノ伴奏義務の不存在

の確認、②義務違反を理由とする懲戒処分の差止を求めた。 

 一審は、①を無名抗告訴訟と解し、長野勤評事件最高裁判決の判断基準を適用した上で、

①②の適法性を認め、かつ請求を認容した120。確認の利益について、「懲戒処分を受け、再

発防止研修の受講を命じられること、定年退職後に再雇用を希望しても拒否されることはい

ずれも確実であると推認することができる。そうだとすると、在職中の Xらは、懲戒処分等

の強制の下、自己の信念に従って……職務命令を拒否するか、自己の信念に反して上記職務

命令に従うかの岐路に立たされることになる」、と判断した。二審は、本件通達を「特定の

教職員に条件付きで懲戒処分を受けるという法的効果を生じさせる」処分と解し、取消訴訟

で争うべきだと判断した上で、①②を却下した121。 

最高裁判決（本判決）は、まず従来の公式に沿って本件通達・職務命令の処分性を否定し、

差止訴訟・確認訴訟での救済方向を認めた122。次に、②の適法性を認めた上で、懲戒処分の

予防を目的とする確認の訴えを無名抗告訴訟として位置づけ、その適法性を次の理由で否定

した。 

「本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めの訴えを本件職務命令に基づく公的義務の存否

に係る確認の訴えの形式に引き直したものということができる。……、職務命令の違反を理由とする不

利益処分の予防を目的とする無名抗告訴訟としての当該職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を

求める訴えについても、上記[差止めの訴え]と同様に補充性の要件を満たすことが必要とな[る]。……

本件確認の訴えは、上記懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟としては、法定抗告訴訟である差止

めの訴えとの関係で事前救済の争訟方法としての補充性の要件を欠き、他に適当な争訟方法があるもの

として、不適法というべきである。」 

 

また、当事者訴訟としての確認訴訟の適法性を次の理由で認めた。 

「本件通達を踏まえ、毎年度 2回以上、都立学校の卒業式や入学式等の式典に際し、多数の教職員に対

                                                   
120 東京地判平成 18年 9月 21日判例時報 1952号 44頁。   
121 東京高判平成 23年 1月 28日判例時報 2113号 30頁。 
122 最一小判平成 24年 2月 9日判例時報 2152号 24頁。 
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し本件職務命令が繰り返し発せられており、これに基づく公的義務の存在は、その違反及びその累積が

懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受けることに伴い、勤務成績の評価を通じた昇給等に係る

不利益という行政処分以外の処遇上の不利益が発生し拡大する危険の観点からも、都立学校の教職員と

して在職中の上記 Xらの法的地位に現実の危険を及ぼすものということができる。このように本件通達

を踏まえて処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険が現に存在する状況の

下では、毎年度 2回以上の各式典を契機として上記のように処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重

的に発生し拡大していくと事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると、……本件職務命

令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは、行政処分以外の処遇上の不利益の予防

を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとしては、その目的に即した有効適切な争訟方法で

あるということができ、確認の利益を肯定することができるものというべきである。」 

 

２ 検討  （1）本判決は、改正行訴法による訴訟類型の多様化を強く意識して、処分性

を否定しても他の訴訟類型による救済可能性を探るべきだという方向性を明確に示した123。

この点で、本判決は差止訴訟および行為の違法性を争点とする確認訴訟の適法性をはじめて

認めた点で先例的意義を有している。ここでは、確認訴訟を中心に本件判決の意義と問題を

明らかにする。 

まず、本件通達・職務命令により脅かされたのは、Xらの精神の自由および教員の法的地

位である。一審は精神の自由を中心に確認の利益を判断したが、最高裁は教員の法的地位を

中心に判断した。両判決は教員の法的地位に生じうる不利益の予防を確認の利益として認め

た点においては差がない。けれども、これまでの一連の最高裁判決の流れを考えると、最高

裁は、本件通達および職務命令が精神の自由という法的地位に現実の危険を及ぼさないこと

を前提に判断していた。本件通達・職務命令は、本案判断において「個人の思想及び良心の

自由を直ちに制約するものと認めることはできない」124ことから、訴えの利益の問題におい

ても精神的自由を脅かすものともいえないと判断していたのである125。したがって、最高裁

は、本件においても、もっぱら教員の法的地位に生じる不利益を中心に判断したのである。 

 そのため、教員の法的地位に生じる不利益がなければ、たとえ通達が教員にとって直接遵

                                                   
123 櫻井補足意見は、「平成 16年の行政事件訴訟法の改正は、……その中核に、行政訴訟の訴訟類型の多様化が置かれ[る]。

……本件について、差止訴訟と当事者訴訟としてそれぞれが訴訟要件を満たし、訴えとしては適法であるとした理由は、

……以上のような行政事件訴訟法の改正の趣旨を十分念頭に置き、従来の訴訟法理論、判例理論を踏まえつつも柔軟な

解釈に努め、個人の権利救済の実効性を高めることに重点を置いた判断を行った」、と指摘した。 

宮川反対意見は、処分性を拡大した二審判決が「差止訴訟を法定抗告訴訟とし、確認訴訟を活用する等、行政に対す

る司法のチェック機能を強化し、権利・自由を実効的に保障しようとした改正法の趣旨にも沿わない」、と批判した。 
124 最判平成 23年 6月 6日民集 65巻 4号 1855頁。 
125 この点について、長野勤評事件最高裁判決も、訴えの利益の有無を判断する際に、通達が内心的自由を侵害すること

を否定しているため、本案判断を先取りした。 
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守すべきものであったとしても、それを精神の自由に対する現実の危険としては考えられて

いない。しかし、不利益処分・処遇の回避は、確認の利益を判断するにあたって重要なもの

であるが、精神の自由の特殊性に鑑みれば、毎年繰り返して起立・斉唱を執拗に要求される

ことはそれ自体が精神の自由の不安状態を作るものである126。そこで、精神の自由について

は、本案判断を含めてなお大きな課題であると言わなければならない。 

 

（2）ところで、本件判決の最大の特徴は、確認訴訟を抗告訴訟と当事者訴訟にわけて判

断を行ったことである。長野勤評事件と横川川事件最高裁判決は、不利益処分の予防を目的

とする義務不存在確認訴訟を当事者訴訟か抗告訴訟かのいずれかに割り振る議論を行わな

かったが、本件判決は、抗告訴訟にも当事者訴訟にも確認訴訟が存在することを前提にして、

その使い分けを予防の対象により決めると指摘した。 

しかしながら、本件の争点を「本件通達を踏まえた本件職務命令に基づく公的義務の存否」

に限定しており、それは義務の不存在確認を通じて通達をめぐる紛争を抜本的に解決するた

めである。なぜなら、法的地位に危険を及ぼす原因行為の違法性が明らかにされれば、違法

則無効の通達・職務命令に違反する者は、不利益処分も処分外の不利益処遇も受けないこと

になるからである。包括的な義務不存在確認判決は、判決理由における本件通達・職務命令

の違法・無効宣言により、これからの不利益措置を中止させる機能を有すると考えられる。

しかし、予防の対象ごとに区別することは、包括的な確認判決により守られる法的地位を、

さらに不利益処分および不利益処遇を受けない地位に細分化するという問題を生み出す。本

来、不利益処分と不利益処遇をあわせて法的地位に生じる危険の例示的態様として理解し、

これらを確認の利益を根拠付けるものと解するべきであった127。 

なお、差止訴訟について、本判決は、戒告処分は適法な裁量判断であるとし、減給処分お

よび停職処分は現時点では裁量の適法性が判断できないとし、本案においてそれぞれの差止

を認めなかった。したがって、個別具体的事情がなければ、どのような不利益処分がなされ

るか予測しにくくなり、不利益処分に対する差止訴訟の本案判断が困難となるため、差止訴

訟による救済は期待できないことになる。そうすると、将来ありうる個別的な懲戒処分の適

法性を争わず、争点を通達の違法性に限定し、不利益処分のみの包括的な予防を目的とする

                                                   
126 この点で、宮川反対意見は「本件職務命令自体は存在するのであるから、その遵守に係る行動監視を受けて、違反事

実は東京都に報告されるのであり、上告人らの精神的不安状態は払拭されない」と指摘した。なお、石崎誠也「日の丸・

君が代訴訟東京地裁平成 18年 9月 20日判決の分析――行政法の視点から」法律時報 79巻 2号（2007年）67頁。 
127 同旨、山本隆司「日の丸・君が代事件――行政処分差止訴訟および義務不存在確認訴訟の適法性」論究ジュリスト 3

号（2012年）127頁。 
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確認訴訟は、なお「適当な争訟方法」として適用される余地があると解されている128。 

 要するに、本判決は、訴えを適法とし、取消訴訟、差止訴訟、確認訴訟の役割分担に係る

判断を示した点においては評価できるが129、確認訴訟を予防の対象ごとに区別する点は、権

力性を前提にする「古い単純な二分法」130にこだわりすぎたという問題がある。そこで、改

正行訴法の趣旨に反しないために、本判決の射程を限定する必要があると考えられている131。 

 

（3）この問題について、法律上の争訟と確認訴訟との関係から検討すると、差止訴訟を適

法とし、不利益処遇の予防についても確認の利益として認めた本判決は、抗告訴訟と当事者

訴訟との区別を厳格に行わず、長野勤評事件最高裁判決から新たな一歩を踏み出したもので

ある132。 

本件の争訟性については、本判決は、教員の法的地位が具体的状況において不利益措置全

体の反復継続・累積過重性により深刻に脅かされることで、法的地位の不安を要件とする確

認の利益を有すると同時に、訴えの利益がより厳しく要求される差止訴訟の要件である重大

な損害をも満たすものであると判示した。したがって、重大の損害と確認の利益とは、訴え

の利益の問題としてみれば、大は小を兼ねる関係にあり、いずれの要件においてもそれを充

足すれば司法が介入すべき段階に達している。そして、本件判決において、重大な損害とい

う要件は、実際の判断にあたって確認の利益によって相対化されたと指摘されている133。し

たがって、最高裁は、当事者訴訟としての確認訴訟において「重大な損害」を適用すべきと

述べていないことから、「重大な損害」を確認の利益の判断枠組みに組み込む趣旨は読み取

れないと解されるべきである134。 

法律上の争訟である以上、訴えの選択は、各訴訟類型の要件により判断される。まず、本

                                                   
128 村上・前掲注(97)752頁。 
129 高橋滋「判批」法学セミナー688号（2012年）131頁。 
130 斎藤浩ほか「行政事件訴訟法第二次改正シンポジウム」判例時報 2159号（2012年）26頁（小早川光郎発言）。 
131 山本・前掲注(127)127頁、橋本博之「判批」ジュリスト 1453号（2013年）52頁。 
132 斉藤ほか・前掲注(130)25頁、27頁（中川丈久発言、ただしこの方向性は指摘されたが、詳しく論じられていない）。 
133 山本・前掲注(127)122-123頁。 
134 宮本反対意見は、「Xらの権利又は法的地位に不安が現に存在するとみて、Xらの訴えはその除去を包括的に行うこと

を目的とするものであると考えれば、『公法上の法律関係に関する訴訟』として位置付けることができるであろう。本件

では、反復継続性及び不利益取扱いの確実性という類例をみない特殊性があるのであるから、事後的では『回復しがた

い重大な損害を被るおそれがある等、事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がある』といえる」

と指摘した。確認の利益を認めてから先例の最高裁判決の基準をも満たすという論理の順番には注意すべきところであ

る。なお、確認の利益の判断にあたって、重大な損害という差止訴訟の要件を要するかような判決の表現について、村

上裕章は「本件事案に関する認定判断にすぎず、一般論は慎重に回避したと見るべき」だと指摘した（前掲注(97)751

頁。その他同旨文献は多数である。例えば、山本・前掲注(127)127頁、山田・前掲注(97)28頁、野呂充「判批」民商法

雑誌 148号（2013年）94頁。 
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件において、職務命令の違反を理由とする懲戒処分の不作為を争点とする差止訴訟が認めら

れたことで、共通の争点だけで争う確認訴訟を単独で認めるのは、訴えの利益について補充

性に欠けることになる。この結果、抗告訴訟と当事者訴訟という二元的構造において、抗告

訴訟としての確認訴訟は不適法とされたのであった。 

次に、差止訴訟において通達の違法性が前提問題として審査されることで、通達の違法性

を争点とする確認訴訟を単独に認めるためには、独自の確認の利益が求められる。その利益

は、差止訴訟の予防対象とならない不利益処遇を包括的に予防するものだと解されている。

当事者訴訟としての確認訴訟の適法性も認められた結果、差止訴訟および確認訴訟は、本件

において、ともに原告の法的地位に対する実効的権利救済を果たすものとなった。そして、

特に、確認訴訟は訴えの利益を最も広く包括することができるものだからこそ、最後の受け

皿として用いられるものとなった。 

このように、最高裁は法律上の争訟を前提にして各訴訟類型の役割分担を訴えの利益の次

元で接合し判断した。法定抗告訴訟を優先的に適用するが、それによっては法律上の争訟を

なおカバーしない部分があり、それは確認訴訟を受け皿として活用することを認めるのであ

る。その意味で、抗告訴訟と当事者訴訟とは、訴えの利益の次元で接合する関係にありなが

ら、それぞれ訴訟類型の特性および要件に即して、活用されている。そうすると、重大な損

害を満たさない場合であって、確認訴訟は単独に認められる可能性があることになる135。 

ちなみに、労働法上では業務命令の無効確認訴訟が認められている136。業務命令違反を理

由とする懲戒処分無効確認訴訟や給与支払の給付訴訟で、それを争えばよいとする事後的訴

訟中心主義の発想は、民事訴訟においてさえ存在しない137。そこでは、確認の利益について、

重大な損害が求められていない。この点に着目すれば、行政訴訟においては、取消訴訟中心

                                                   
135 参考となるのは、神奈川県君が代斉唱義務不存在確認事件の一審判決（横浜地判平成 21年 7月 16日判例集未登載）

である。神奈川県の事例では、懲戒処分の発動が県教委の通達に記載されておらず、これまで各校長が職務命令を発し

たことはないし、不起立行為を理由に懲戒処分をした事例はなく、訓告等の行政上の措置も取られていない。ただし、

各校長は不起立者に対して個別指導を行い、その氏名を収集して県教委に報告している。この結果、毎年、氏名収集に

関わる個人情報利用の紛争が生じている。本件は、通達によりこれから「職務命令を受けることは確実であり、かかる

起立斉唱命令に反した場合に人事評価においてマイナス評価された場合、昇給・勤勉手当の支給に影響があり、起立斉

唱命令に反して不起立が度重なれば、懲戒処分等の不利益処分を受けるおそれは相当に高いというべきである」と判示

し、当事者訴訟としての確認訴訟の射程を広く認めたものである。しかし、二審判決（東京高判平成 22年 3月 17日判

例集未登載）は、通達を「教職員との間に何ら具体的な権利義務ないし法律関係を生じさせているものではない」とし

て、法律上の争訟を否定した。 
136 最判平成 19年 7月 13日判例時報 1982号 152頁（本件は、大学教授が、教育諸活動の自粛を求めた学校法人の行為

について、無効確認を求めた事案である。最高裁は、学校法人の一連の要請を業務命令としてその無効確認を求める訴

えを適法とした）。 
137 民事訴訟法学者によると、即時確定の利益について、事後的救済の可能性はそもそも次元を異にするものである（石

田秀博「民事訴訟法研究者からみた公法紛争における確認訴訟」法律時報 1064号（2013年）39頁）。 
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主義からの離脱を目指すならば、参考になる例だろう。 

 

四 小括 

以上の判例をまとめると、最高裁は、取消訴訟においても確認訴訟においても、違法の行

政作用または違憲の法律が私人の法的地位にどのような不利益・危険を及ぼすか、そして現

にその不利益・危険を除去する必要があるか、ということを柔軟に検討しその救済の必要性

を判断する傾向にある。そして、実効的権利救済という考え方に立つことにより、訴えの利

益、すなわち救済のタイミングを緩やかに認めている。ただし、取消訴訟の対象となる処分

性は、早期救済の必要性を加味することにより拡大される傾向にあるが、現時点ではやはり

具体的法効果を有するものが対象であると想定されている。 

 一方、確認訴訟に関する最高裁判例は三件しかないが、法律の違憲性または通達・職務命

令の違法性を確認訴訟で争うことを認めた点において注目に値する。すなわち、ここには法

律上の争訟を確認訴訟を通して検討した上で、確認の利益があれば出訴を認めるべきだとい

う「最高裁判所の姿勢」138がある。その特徴は以下の三点にまとめることができる。第一に、

最高裁は、法律関係の具体性を実体法の側面から厳密に要求せず、違憲の法律または違法の

通達・職務命令が、具体的状況において私人の法的地位にどのような影響を及ぼすか、とい

うことを訴えの利益の次元で判断している。その際に、行為形式の性質ないし法効果をそれ

ぞれ単独で判断せず、行政過程において影響を受ける私人の法的地位の内容とその影響の程

度を総合的に衡量している。第二に、現実の危険の除去について、不利益処分の可能性だけ

でなく、不利益処遇の可能性または権利行使の困難性もが現実の危険の一態様として認めら

れている。第三に、法律上の争訟を認めた上で、確認の対象または訴訟類型の役割分担は訴

えの利益の問題として調整されている。そして、訴えの利益が最も広く認められる確認訴訟

は抗告訴訟が用いることができないときの受け皿として機能している。 

 ただし、抗告訴訟と当事者訴訟の区別は、依然として困難な問題であり、確認の利益の断

について果たして取消訴訟中心主義から完全に離脱できるかという問題も現段階において

は明確に解決されているわけではない139。今後の最高裁判例の展開に注目すべきであるが、

                                                   
138 在外邦人選挙権を積極的に保障する最高裁の姿勢について、杉原則彦「在外邦人選挙権確認事件調査官解説」法曹時

報 58巻 2号（2006年）704頁。 
139 例えば、確認の利益の判断について、在外邦人選挙権確認事件最高裁判決は権利の重要性および事後的回復の不可能

性を指摘しており、君が代斉唱義務不存在確認等請求事件最高裁判決は重大な損害という差止訴訟の要件を適用してい

る。このような判断は当該事案の紛争の実態に即したものであるが、事後的訴訟中心主義を前提とするもののようにも

みられる。 



第六章  

209 

 

以下では、下級審判決を検討することを通して、今後の確認訴訟の発展方向性を明らかにす

ることにしょう。 

 

第二款 下級審裁判所における展開 

一 取消訴訟中心主義への経路依存性 

１ 下級審判決の一部は、確認訴訟における法律関係の存否や法的地位の不安を取消訴訟

における原告適格や処分性の法効果に準じて判断する傾向にある140。その原因としては、訴

訟要件と本案とを混同するという問題もあるが141、裁判所が取消訴訟中心主義および行為形

式の思考様式を離脱できないでいるという問題としても考えることができる142。以下の事例

を簡単に紹介し、その問題点を指摘する。 

① 条例に定めた外来魚を再放流してはならない義務の不存在確認事件において、特定の場所で特定の

魚類を再放流することは、法令に守られた具体的な権利または法的利益であるとはいえないことか

ら、不適法とされている143。裁判所は、条例が国民の具体的な権利義務を定めるものではないこと

から、争訟性をもっぱら条例という行為形式から判断した。しかし、本案の争点は外来魚の再放流

の禁止を定めた条例の違憲・違法であり、条例がいままで再放流をしていた原告の法的自由をどの

ように制約するかという視点から、確認の利益を判断すべきであった。本件において、条例には違

反者に対して罰則が定められず、その他の不利益措置も行われないことから、即時に除去すべき不

安が存在しないと判断したほうが妥当であろう144。 

② 特定土地にある産業廃棄物処理施設の使用について、廃掃法上の許可を要しない地位の確認事件に

おいて、二審判決は、「廃掃法その他の関係法令において、当該既設ミニ処分場を設置利用している

者に対し何らの公法上の権利が付与されて」いないことから、「具体的な公法上の地位、ないし具体

的な公法上の権利義務を対象とするものではない」として、訴えを却下した145。これは取消訴訟に

おける原告適格の判断手法を用いたものだろう。しかし、本件の争点は、廃掃法施行令の改正によ

り、既設ミニ処分場が許可の対象とならない産廃施設に当たるかどうかである。そこで、原告は許

可という公法上の制約を負わずに営業を行う法的地位を保全するために、訴訟を起こした。したが

って、確認の利益はその法的地位において不安が生じるかどうかにより判断されるべきだろう。こ

                                                   
140 例えば、柔道整復師教員資格確認について、東京地判平成 17 年 3 月 25 日判例集未登載、東京高判平成 17 年 11 月

29日判例集未登載。 
141 碓井・前掲注(97)、村上・前掲注(97)743-744頁。 
142 弁護士の経験について、橋本博之ほか「行政事件訴訟法改正五年後見直しの課題」自治研究 86 巻 10 号（2010 年）

13頁（斎藤浩発言） 
143 大津地判平成 17年 2月 7日判例地方自治 267号 67頁、大阪高判平成 17年 11月 24日判例地方自治 279号 74頁。な

お、取消訴訟については、条例の制定行為が国民の具体的な権利に直接的な影響を及ぼすものではなく、抗告訴訟の対

象となる行政処分に当たらないとして、却下された。 
144 高橋滋編『改正行訴法の施行状況の検証』（商事法務、2013年）19頁(太田匡彦発言、山本隆司発言)。 
145 東京高判平成 19年 4月 25日判例集未登載。 
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の点、一審判決は事実上の使用不可や刑罰の回避を確認の利益と認めて、訴えを適法としている146。 

③ 第１種市街地再開発事業に関する都市計画決定取消等請求事件において、裁判所は決定の法効果の

不存在を理由として処分性を否定すると同時に、法的地位に係る不安の存在も一般論として否定し

た147。本判決において、処分性の法効果の有無と法的地位の不安は、処分性の枠組みで判断されて

いる148。すなわち、計画決定は確定的な権利制限の内容を定めたものでなく、後続の行政処分を取

消訴訟で争えばよいということである。本件で、裁判所は、改正法の趣旨に沿わず本件事案の争訟

性を訴えの利益の視点から見直していない149。 

 

２ 以上の事例について、裁判所は依然として確認の利益を行為形式に即して形式的抽象

的に判断しており、具体的事案における原告の利益状況を吟味していない。そのため、処分

性が法律上の争訟性に先行する図式がなお克服されていないことがわかる。そして、取消訴

訟中心主義を前提に確認訴訟を運用すると、次の問題が生じている。 

第一に、原告適格についてである。①②の事例は、確認の利益の問題が取消訴訟の原告適

格の問題と同様の論理を用いて判断された。しかし、取消訴訟においては、原告適格につい

て行政処分の根拠法規が判断基準となるが、確認訴訟においては、確認の利益を認められた

者が原告適格を有することになる。すなわち、確認の利益は特定の根拠法規により保護され

たものでなくても、広く一般的な法秩序において保護されたものと解することができれば認

められる。したがって、村上裕章が指摘したように、根拠法規を持たない行政の行為によっ

て原告の利益が侵害された場合には、取消訴訟における原告適格のように、根拠法規によっ

て保護された利益という意味における「法律上の利益」を要求すべきではないのである150。 

 第二に、確認の対象についてである。行為の無効・違法確認は、学説上確認の利益があれ

ば認められており151、最高裁もこれを確認の利益の問題として判断する可能性を示している。

しかし、行政法令の内容自体が抽象的で、私人の具体的権利義務に直接影響を及ぼすもので

はない、というもっぱら行為形式のあり方に関する一般論が、なお裁判例の一部を強く支配

                                                   
146 千葉地判平成 18年 9月 29日判例集未登載。 
147 東京地判平成 20年 12月 19日判例タイムズ 1296号 155頁。  
148 第一種市街地再開発計画決定の処分性を否定した最判昭和 59年 7月 16日判例地方自治 9号 53頁。 
149 同旨、高橋編・前掲注(144)208頁。なお、大和都市計画道路変更決定取消事件において、大阪高判平成 24年 9月 28

日判例集未登載は、計画変更の処分性を否定したと同時に、計画変更の違法確認訴訟の確認の利益を処分性に準じて判

断した。この判決に関する批判として、春日修「道路にかかる都市計画決定に対する救済方法」愛知大学法学部法経論

集 196号（2013年）55頁以下。 
150 村上・前掲注(97)745頁。村上が批判した裁判例は次のものである。東京地判平成 19年 1月 12日訟務月報 54巻 12

号 3069頁および東京高判平成 19年 7月 26日訟務月報 54巻 12号 3044頁は、内閣総理大臣が社会保険庁および厚生労

働省に対し内閣法 6条に基づく指揮監督権を行使する義務の確認について、「年金受給資格者の地位にある者らの具体的

な権利義務に直接影響が及ぶということはできないから、……『法律上の争訟』には」当たらないと判示した。なお、

村上と同意見の文献として、高橋編・前掲注(144)210頁、神橋一彦『行政救済法』（信山社、2012年）292頁 
151 詳しくは村上・前掲注(97)735頁注 11に掲げてある文献一覧。 
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している152。また、古い民事訴訟法ドグマにより、事実行為または行政計画は過去の事実ま

たは法律関係を形成するものとして、確認訴訟を不適法としている153。このような事例にお

いては、裁判所がすでに処分性を前提にした法律上の争訟に当たらないと判断した場合、た

とえ事実行為または行政計画を法律関係に引き直しても、具体的な権利義務に欠けるものと

して、確認訴訟の適法性を認めないだろう。 

 第三に、予防的訴訟に関する、改正行訴法以前の二件の最高裁判決の判断基準は、改正行

訴法の下でなお適用できるかどうかという問題がある。君が代斉唱義務不存在確認事件最高

裁判決においても明確に判断されていないが、少なくとも一律に適用されるべきという趣旨

はそこには読み取れない。ところが、下級審判決の一部は、紛争状況を詳しく検討せず、こ

れをなお機械的に適用している154。 

 

 以上みてきたように、取消訴訟中心主義を前提に確認訴訟を運用すると、改正行訴法の

趣旨に反することになろう。しかし、下級審判決の中には、法律関係の具体性を厳密に要求

せず、行政の法判断が私人の法的地位に及ぼす影響から確認の利益を判断しているものもあ

る。以下では、これに属する判決について紛争の状態と特色に即して、便宜上の分類を行っ

て検討を加える。 

 

二 法令の適用有無に係る紛争 

１ 法的根拠の違法性  行訴法の改正以前、行政立法や条例について直接争う訴訟は、

法律上の争訟または処分性に当たらないとされるのが通例であった155。改正行訴法以降、保

育所廃止条例最高裁判決が、条例を対象とする取消訴訟の可能性を示したが、最高裁は、な

お処分性の判断枠組みを維持している。しかし、行政立法や条例を行政処分と同一視するこ

とが困難な事例もあるが、私人の利益状況を衡量した上で、なおそれが法律上の争訟であれ

ば、確認訴訟が適用できよう。以下、行政立法の違法・違憲について直接争う事例として、

最も注目を集めた医薬品ネット販売の権利確認事件を検討する。 

 

                                                   
152 例えば、モーターボート競走法施行細則の違法確認（東京地判平成 18年 12月 20日、東京高判平成 20年 4月 17日

判例集未登載）、居宅生活支援費支給要綱の違法確認（東京地判平成 18年 11月 29日賃社 1439号 55頁）、いずれも一般

論として不適法とされる。 
153 自衛隊イラク派遣の違憲確認（名古屋地判平成 18年 4月 14日判例集未登載、名古屋高判平成 20年 4月 17日判例時

報 2056号 74頁）、第一種市街地再開発計画決定（東京地判平成 20年 12月 19日判例タイムズ 1296号 155頁）。 
154 東京高判平成 19年 4月 25日判例集未登載。 
155 最判平成 14年 4月 25日（永田町小学校廃止条例取消事件）、最判平成 18年 7月 14日（高根町水道基本料金増額条

例取消事件）。東京地判平成 14年 3月 26日判例時報 1787号 42頁（東京都外形標課税条例無効確認等請求事件）。 
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（１）事件および判決の概要  薬事法施行規則等の一部を改正する省令により、第一類・

第二類医薬品のインターネットによる通信販売が禁じられることになった。本件は、医薬品

のネット販売を行う事業者である Xらが、改正省令は、薬事法の委任の範囲外の規制を定め

るものであって違法であり、過大な規制を定めるものであるから憲法 22条 1項に違反して

違憲無効だと主張して、①通信販売をすることができる権利を有することの確認と、②本件

改正規定が無効であることの確認と、③本件改正規定の取消しを求めている。 

 一審は、まず②③について、保育所廃止条例事件最高裁判決の基準により、本件省令の制

定行為を「処分と実質的に同視することはできない」と解し、「限られた特定の者に対して

のみ適用される規定ではない」ことから処分性を否定する156。本件においては、特定の規制

対象に対する具体的な法効果を見出すことができないと考えるからである。しかし、なお法

律上の争訟であることから、①について次のように判示した157。 

「Xらは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様とし

てのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正

省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行う

ことができなくなったものであり、……、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な

手段として、確認の利益を肯定すべきであり、また、……、省令の個別的な適用対象とされる原告らの

具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定す

ることができる」。 

「本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、

業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの行政処分の抗告訴訟において上記適法性・憲法適

合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は営業の自由に係る事業者の法的利益

の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得」ない。 

 

 二審は一審判決の確認訴訟の適法性に関する見解を維持した上で、さらに次の判旨を付き

加える158。 

「本件改正規定が Xらに適用されるとすると、営業活動の制限を受け、その営業活動によって得ていた

利益を得ることができなくなり、継続的に損害が拡大していくこととなるから、本件確認の訴えは、そ

の不利益を排除しかつ予防することを目的とする……訴えとして、……、その確認の利益を肯定するこ

とができるというべきである」。 

「本件規定の効力を争う方法としては、その規制に違反した営業活動を行うことによって課される行政

                                                   
156 横浜市保育所廃止条例事件最高裁判決との比較分析として、小谷真理「医薬品ネット販売を禁止する省令とその処分

性」同志社法学 63巻 6号（2011年）123頁以下。 
157 東京地判平成 22年 3月 30日判例時報 2096号 9頁。 
158 東京高判平成 24年 4月 26日判例タイムズ 1381号 105頁。 
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処分に対する抗告訴訟を提起することが可能であるが、そのような行政処分を受けることによる経済的、

社会的不利益を回避する必要が認められる本件のような事案においては、行政処分を受けない段階にお

ける公法上の法律関係に関する確認の訴えである当事者訴訟による争訟が認められるべきということ

になる」。 

 

 なお、最高裁は、訴訟要件については問題にせず、直接、本案審理を行っている159。 

 

（２）検討  一審も二審も在外邦人選挙権確認事件最高裁判決の判断手法に依拠し、法

令の違法性を直接争点とする訴訟について、確認の利益があれば、これを法律上の争訟と認

めている。 

Xらは「改正省令の施行前は一般販売業の許可を受けた者」である。このため、裁判所が

着目する利益状況は、本件省令が Xらの営業許可に基づく薬品販売の自由を現実に制約して

いることである160。もし Xらが本件省令の違法性を現時点で直接争わない場合、業務停止や

許可取消しの処分を受けるリスクを負ってネット販売を敢行するか、それとも不利益処分を

回避するためにネット販売を即時に中止するか、というジレンマに陥る状況にあった。いず

れにしても、X らの営業の活動には重大な支障が生じており、二審判決が指摘したように、

時間の経過とともに予想される収入の減少や投資リスクを含めて社会的経済的不利益が拡

大しつつある。したがって、確認訴訟は将来の不利益処分を防ぐだけでなく、すでに生じた

現実の不利益または不安を除去することができるものである。裁判所はこのような利益状況

を衡量して確認の利益を認めたのであった161。 

かくして、裁判所は、確認の利益の判断を通じて、具体的権利行使を妨げる本件省令を適

用しないことを求める Xらの請求が、法律上の争訟に該当すると判断しており、「特段の事

情」がなければ、司法審査を遅らせる理由はないとする積極的姿勢がここには伺える。改正

                                                   
159 最判平成 25年 1月 11日判例時報 2177号 35頁。 
160 この判断手法について、名古屋地判平成 25年 5月 31日判例集未登載にもみられる。この判決は、一般乗用旅客自動

車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示について、まず、これを行政立法の性質を有するものと判断し、公示に

対する取消訴訟を却下した。次に、確認訴訟を認めた理由について、「原告は、本件公示前には、乗務距離を制約される

ことなく運転者を乗務させていたが、本件公示後は、本件乗務距離規制が設けられたために、乗務距離の最高限度を超

えた乗務による営業を行うことができなくなったものであり、……、乗務距離規制によって、原告の法的地位に現実の

危険ないし不安が生じており、事後的な損害の回復が著しく困難な状況にあるというべきである。そして、本件確認の

訴えは、単に抽象的、一般的な本件公示の違法性の確認を求めるものではなく、上述のような立場にある原告がその具

体的な法的地位の確認を求めるものであるから、具体的事件性（争訟性）を備えたものということができる」、と判示し

た。同様の事例として、大阪地判平成 25年 7月 4日判例集未登載も参照。 
161 この点について、薬剤師の薬局開設許可制度を新たに設ける改正薬事法を違憲として、同法上の許可を受けず「薬局

を開設しうる権利を有すること」の確認を求めた事例（東京地判昭和 37年 10月 24日行集 13巻 10号 1858頁）は、営

業の自由に対する制約とその回復を争点とするについて、同じ利益状況を有する先例だろう。なお、稲葉一将「一審判

批」ジュリスト 1440号（2012年）51頁もこの判決との関係を指摘している。 
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行訴法の趣旨を踏まえた判断として評価できる本件判決は、法律上の争訟を確認訴訟から見

直し、法律上の争訟であれば、不利益処分に対する取消訴訟を待たず法規命令の違法性を直

接争点とする確認訴訟を認めたのであった。 

その上で、本件判決が、確認訴訟が将来の不利益を予防するだけでなく、現在の不利益の

除去にも資すると指摘した点は、重要である。同様の判旨を示した判決はほかにもある。例

えば、行政規則の違法無効を前提にする自己申告票提出義務不存在確認事件において、裁判

所は、自己申告票提出義務による教育の自由における不安状態および未提出者に対する給与

上の不利益を除去するための確認訴訟について、確認の利益を認めている162。また、条例の

無効を前提にする市のごみ収集義務確認事件では、私人は、ゴミの無料収集サービスを受け

る法的地位を有するにも関わらず、条例の改正により、指定の有料収集袋を使わないと、そ

の法的地位が現実に維持できなくなった163。このような金銭的負担を回避しかつ法的地位の

維持を目的とする確認訴訟について、裁判所は確認の訴えを適法としている。 

 

２ 法解釈をめぐる紛争  法令の適用について、行政機関は通達164や行政指導を通じて一

般的法解釈を行なっている。行政の法解釈に係る紛争において、法律または行政命令が違

憲・違法となる場合とは別に、具体的な事件において法令の適用の有無または適用範囲につ

いて、行政機関の法解釈が、法令の趣旨に正しく沿わないことで国民の法的地位に影響を及

ぼす場合がある。 

 

（１）事件および判決の概要  原告である X は「遠隔監視装置付き自動販売機」を設け

て図書を販売している。被告である Yは、行政指導や講習会において、「遠隔監視装置付き

自動販売機」も青少年保護育成条例 4条 2号にいう「自動販売機」に該当し、有害図書類の

収納が禁止されている、という法解釈を示している。したがって、Xは Yの法解釈を否認し、

また仮に該当するとすれば条例が違憲無効であるから、本件条例の義務不存在確認訴訟を提

起した。 

 一審判決は法律上の争訟と確認の利益を合わせて次のように判示した165。 

                                                   
162 大阪地判平成 20年 12月 25日判例タイムズ 1302号 116頁。 
163 横浜地方裁判所平成 21年 10月 14日判例集未登載、東京高判平成 22年 4月 27日判例集未登載、最決平成 23年 3月

15日判例集未登載。本案の争点となるのは、改正条例が地方自治法 227条の手数料徴収の範囲を越えたもので無効とな

ることである。また、手数料不存在確認訴訟も可能であろう。 
164 課税対象についてのパチンコ球遊器に関する通達（最判昭和 33年 3月 28日民集 12巻 4号 624頁、課税処分に対す

る取消訴訟）、墓地埋葬法事件（最判昭和 43年 12月 24日民集 22巻 13号 3147頁、通達に対する取消訴訟）、計量法 12

条の適用対象についての通達（東京地判昭和 46 年 11 月 8 日行集 22 巻 11・12 号 1785 号、通達に対する取消訴訟）。 
165 名古屋地判平成 21年 2月 19日判例タイムズ 1313号 148頁。 



第六章  

215 

 

「Yと Xとの間に、Xが現に……有害図書類を収納してはならない義務を負うのか否かという点に見解

の相違があって、……現在の公法上の法律関係について Xと Yとの間に現実かつ具体的な紛争が生じて

いることが認められる[A]。そして、X が……勝訴すれば、その判決の拘束力により、……上記公法上

の義務をめぐる紛争が終局的に解決されることとなるものと考えられる（なお、……確定されれば、そ

の義務の不履行ということはあり得ないこととなるから、行政上の義務の履行確保の手段である行政罰

を科せられることもなくなるものと考えられる）。」 

 

また二審判決ではやや限定的意味合いを含めて[A]のところに次の段落が加えられた166。 

「すなわち、Xとしては上記各義務を履行することにより本件販売機を利用した有害図書類の販売その

ものができなくなることが明らかであり、また上記各義務の違反に対しては、行政罰を科されたり、撤

去義務等の履行を強制される現実的で具体的な可能性があるといえるのである。」 

 

（２）検討  本件は X の経済的自由に係る事例である。一審判決は、条例上の義務の存

否をめぐる意見対立があれば、確認訴訟の適法性を認めるべきと判断したが、二審判決は、

紛争の現実性、すなわち経済的自由に対する危険性を現に除去する必要性を強調している。

いずれにしても、裁判所が注目するのは、行政の法解釈により条例が Xの行動を現実に制約

するかどうかということであり、将来の不利益の可能性は現実性を判断する衡量要素である。 

 なお、本件においては、争われた行為として行政指導および条例があるが、義務不存在確

認訴訟という形態で、法解釈の違法性および条例の違法性を争点としてそれぞれの違法性の

審査が行われている。そして、訴えの利益は、行為の性質ないし法効果を問わず、義務の存

否を中心に判断されている。 

 

３ 具体的法判断  行政機関は具体的事実関係において法令の適用の有無を明確に判断

したが、その判断が処分性を有しない場合には、確認の利益があれば確認訴訟が活用できる

167。このような判断は警告168や通知169で示されるが、外形的行為を有しない場合もある170。

改正行訴法以降、その争訟性は確認訴訟により見直されている。 

 

                                                   
166 名古屋高判平成 21年 10月 23日裁判所ウェブサイト。 
167 確認訴訟を解釈訴訟として運用する可能性について、山岸敬子『行政権の法解釈と司法統制』（勁草書房、1994年）

142頁以下、同『客観訴訟の法理』（勁草書房、2004年）163頁。 
168 鹿児島地判昭和 38年 8月 8日行集 14巻 8号 1423頁（無許可営業者に対する営業禁止警告）。兼子仁『行政争訟法』

(筑摩書房、1973年)291頁おいて、予防的確認としての取消訴訟の可能性が指摘されている。 
169 浦和地裁昭和 63年 12月 12日判例時報 1314号 50頁（ラブホテル建築規制条例に基づいてラブホテルに該当すると

の通知）。高木光「判批」判例地方自治 66号（1990年）40頁においては、確認訴訟の可能性が論じられている。 
170 最判平成 1年 7月 4日判時 1336号 86頁（横川川事件）。 



216 

 

（１）事件および判決の概要  本件は、訴外のＰから建物の建築工事を請け負った原告

である Xが、被告である Yに対し、同建物は、市の建築基準法施行条例の規定の施行の際「現

に建築の工事中の建築物」（建築基準法 3条２項）に当たらない旨の通知があったが、上記

建物はこれに当たると主張した事例である。訴えの請求は、①本件通知の取消し、②Ｐは建

築確認に基づき建築工事をする権利を有することの確認、③Yが Xに対し、本件条例違反を

理由に、建築基準法 9条 1項に基づく停止命令を行うことの差止めである。なお、二審にお

いて、②の予備的請求として、④本件建築工事について本件条例の適用がないことの確認が

求められた。 

一審判決は①について通知の処分性を否定し、③について経済的損害が重大な損害の要件

を満たさないことで、それぞれ却下した。②について、以下の判断により適法とした171。 

「Xは、本件建築確認に基づく本件建物の建築工事を実施すべき義務を負うものの、同工事を実施すれ

ば、Yからその停止を命ぜられる蓋然性が高いという不安定な立場に立たされており、同工事を断念す

るか、停止命令及びこれに伴う不利益の危険を冒して、あえて同工事を実行するかの二者択一を迫られ

ている状況にあり、その権利ないし法的地位に危険、不安が現に存在しているということができる。確

認請求が認容されれば、その判決の効果として、Yが Xとの間で、本件建物が工事中の建築物に当たら

ないとして、これに本件条例が適用されると判断することは許されなくなると考えられ、同請求は有効

適切な手段というべきである」。 

 

二審判決は一審判決を踏まえて、即時確定の利益および確認の対象を次の通り判断する172。 

「是正措置を命じられる可能性が高いことを考慮すると、上記適用の有無を確定しないまま、あえて建

築工事を行うべきであるとするのは、その手段として迂遠であるばかりか、建築工事の材料及び労力を

無駄に費やすこととなり、社会経済的な損失を生じさせることになる。」 

「建築確認は……、当該建築物の計画に基づき工事をする権利を付与する効果を有するものでは」ない

ことから、③の請求について確認の利益は認められない。他方、④の請求は、「本件建築確認に基づく

工事について本件条例の適用がないことの確認を求める請求であるところ、これが明らかになれば、X

は、Yから、本件条例に違反する建築物であるとの理由で建築基準法 9条１項に基づく是正措置を命じ

られる危険、不安がなくなり、本件請負契約に基づくＰに対する建物建築義務を履行することができる

から」、Xの危険不安を除去するのに適切といえる。 

 

（２）検討  本件の特徴は、Xの契約上の債務を履行する地位についての「経済的ないし

信用上の損害」（一審判決）または「社会経済的な損失」（二審判決）の回避が確認の利益と

                                                   
171 福岡地判平成 21年 7月 17日判例集未登載。 
172 福岡高判平成 22年 3月 25日判例集未登載。 
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して認められたことである。契約上の利益を訴えの利益として認められた取消訴訟事件があ

るが173、「社会経済的な損失」として把握された点においては、薬品ネット販売事例に共通

している。そして、取消訴訟および差止訴訟がそれぞれの訴訟要件を満たさない場合で、こ

のような損失の回避は確認訴訟の固有な機能として認められた。 

 類似事例として、店舗型風俗特殊営業についての風営法に基づく条例の不適用確認事件174、

特定土地にある産業廃棄物処理施設の使用について廃掃法上の許可を要しない地位の確認

事件175、水産業協同組合法の当然解散事由に該当しない解散届提出義務不存在確認事件176、

実地指導に従う義務不存在確認請求事件177が存在する。これらの事例では、行政が通知や行

政指導を行ったが、争点となるのは通知や行政指導において示された法令適用に関する法判

断である。すなわち、具体的な事実に対して、係争法令の適用有無をめぐる紛争である。し

たがって、裁判所は、通知や行政指導といった行為形式の性質ないし法効果を問わず、不利

益処分・刑罰の可能性または現在の不利益があれば、確認の利益を認めている。 

 

４ 点数付加行為 

（１）事件および判決の概要  タクシー運転手である X は、接触事故に関し、道路交通

法 38条に違反して、道路交通法施行令の定める違反行為に付する点数 2点が大阪府公安委

員会である Y によって付されている（以下「本件点数付加」という）。そして、X が訴外の

近畿運輸局長である Pに個人タクシーの事業許可の申請を予定していた。Pの審査基準（以

下「本件基準」という。）として、〔１〕申請日現在の年齢が 65歳未満であること（以下「年

                                                   
173 契約の解除により生じうる経済的損害を訴えの利益と認めた先例として、東京地判昭和 46年 11月 8日行集 22巻 11・

12号 1785頁（函数尺通達事件）。 
174 東京地判平成 19年 12月 26日判例集未登載、東京高判平成 21年 1月 28日判例集未登載（確認利益について明示的

に論ぜず本案審理に入った）。争点は、原告の建物の工事が大規模な修繕等に当たることで、条例の適用を受ける結果、

これから営業を継続できないという法判断である。 
175 千葉地判平成 18年 9月 29日判例集未登載。確認の利益について次のように判示した。「原告は、被告県からの本件

通知及び本件警告等の強い行政指導を受け、刑罰を受けることをおそれて、事実上、本件土地を既設ミニ処分場として

使用することができない状態となっており、……最終的には刑罰を科せられるおそれがある。」 
176 福岡地判平成 20年 4月 25日判例集未登載、福岡高判平成 21年 9月 11日判例集未登載。確認の利益について次のよ

うに判示した。「原告が解散届を提出しないことを理由に、被告知事から行政指導や過料通知を受けるなど、現に当事者

間に水協法上の解散届提出義務の存否という法律関係に関して争いがあるのであるから、その存否の確定が上記紛争の

解決に資することは明らかである」。 
177 長野地判平成 23年 4月 1 日判例集未登載。争点は立入調査が介護保険法に定めた調査方法であるかどうかというこ

とである。確認の利益について次のように判示した。「原告には、本件実地指導に応ずることを拒絶したことにより、…

…介護福祉施設の指定の取消等を受ける可能性があるといえ、上記取消等によって原告が受ける不利益の程度及び上記

取消等について都道府県知事の行為裁量性があり原告が不安定な状況におかれることからすれば、上記取消等が行われ

た時点で事後的に争うより、現在、本件実地指導に応ずべき義務についての確認の訴えを認めることが当事者間の紛争

の抜本的な解決に資し有効適切といえるというべきである」。 
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齢基準」という。）、および〔２〕申請日を含み申請日前 3年間及び申請の処分日までに、道

交法の違反による処分（点数付加行為を含む。）を受けていないこと（以下「法令遵守基準」

という。）等が定められていた。Xは点数付加により法令遵守基準を満たさないこととなり、

申請を行っていないが、本件違反行為の事実はなく、①抗告訴訟として、本件点数付加処分

の取消しを求めるとともに、②当事者訴訟として、本件点数付加がないことの確認を求めた。 

裁判所は①について、点数付加が法効果を有しないことから行政処分には該当しないと解

し、取消訴訟を却下した。②について、次のように確認の利益を認めた178。 

「本件点数付加が存在する限り、X が法令遵守基準を満たさないことは明白であり、そうである以上、

本件点数付加の後 3年間は、原告の申請が許可されないことは明らかである。また、本件点数付加後の

3年間でさらに点数が付加されたり、年齢制限にかかるなどして本件基準を満たさないこととなる場合

も考えられ、Xは個人タクシー事業許可を受ける機会を永久に失うことにもなりかねない。……確認の

訴えを認めるのでなければ、Xは、……却下されることを承知の上であえて申請を行わなければ本件点

数付加の違法性を争えないとすることに合理性を見出すことは困難であり、迂遠でもある。しかも、事

業許可の処分行政庁である Pは、本件点数付加に係る判断を行っておらず、その資料も有していないか

ら、上記申請却下処分の取消訴訟においては、行訴法 23条により Yを参加させた上で本件点数付加の

適法性を審理、判断しなければならないのであり、その訴訟の形式自体が紛争の実体に照らし必ずしも

適切なものではなく、さらに、法令遵守基準は Yが主張するとおり道路運送法 6条に関して Pが定めた

審査基準にすぎず、法律上の処分要件とされているものではないから、本件点数付加が違法であること

によって直ちに申請拒否処分が違法になるという保障もない」。 

 

（２）検討  点数制度とは、過去 3 年間の違反や事故に一定の点数を付して、その合計

点数が一定の基準に該当した時に、免許の停止や取消し又は免許の保留や拒否の行政処分を

行うという制度である。点数付加は後の不利益処分の可能性を累進的に高めるものであるが、

違反行為を制裁するものではない。したがって、点数付加は、免許所持者の法的地位を直接

制限するものではなく、処分性に該当しないと、本判決は判示した179。 

本判決は、点数付加に対する出訴の一般的可能性を否定したが、Xの具体的利益状況を衡

量した上で救済を認めた。本判決は、点数付加の法効果にばかり着目せず、Xの個人タクシ

ー事業許可を受ける機会、すなわち営業の自由に対する一般的禁止の解除を求める法的地位

に及ぼす影響を訴えの利益の問題として判断した。これは、裁判所が、道路交通法における

点数制度および道路運送法における事業許可制度を全体的に把握することにより、点数付加

が行政過程における私人の法的地位に与える不利益を見出す手法である。 

                                                   
178 大阪地判平成 21年 10月 2日判例集未登載。 
179 大阪地判平成 14年 12月 26日裁判所ウェブサイト、東京地判平成 23年 12月 27日裁判所ウェブサイト。 
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訴えの利益について、本判決が特に強調したのは、59 歳の X が点数付加により年齢基準

を永遠に満たさないリスク、および訴訟手続において Yを被告とし本件点数付加を現時点で

直接争う必要性である。あくまでも Xの主観的利益状況からその法的地位に生じる不安およ

びその不安を除去する必要性を判断する手法である。したがって、点数付加の争訟性につい

て本判決の射程は決して広くはない。  

 一方、本件においては問題とされていないが、点数付加は不利益処分の可能性を累進的に

高める点において、免許所持者の法的地位に対して不安定な状態を常に作り出すことになる。

確認訴訟において、その不安を除去する訴えの利益も検討されるべきだろう。別の事例であ

るが、裁判所は、「法令により免許の効力の停止の要件として規定された累積点数に達する」

場合、および「今後免許証の更新を受ける地位（優良運転者、一般運転者又は違反運転者等

の区分）に直ちに影響を及ぼす」180場合に、その救済を許す方向性を示した181。この判決は、

争いのある点数付加は常に法律上の争訟を満たしているが、差止訴訟の要件との均衡を図る

ために、確認の利益判断にあたって重大な損害という差止訴訟の要件を適用した。ただし、

この判決は、必ずしも重大な損害を厳しく解してはおらず、それが点数付加の一般的な出訴

の可能性を否定するための論法だとも考えられる182。本判決は重大な損害という要件を適用

しないが、確認の利益において点数付加に対する救済のタイミングを調節した点では大差が

ない。 

 結局のところ、判例法理によると、点数付加制度については、「誰が争うか、争う理由は

何かという紛争の利益状況次第で」、その付加行為についての争訟性が事案ごとに判断され

ることになる。この手法は、問題意識は異なるが、阿部の相対的処分論を彷彿させるもので

ある183。というのは、点数付加がそれ自身としては何の法効果も有しないことを前提にして

184、訴えの利益について常に私人の具体的な利益状況に依存して判断されているからである。

確かに免許所持者の法的地位に対する不安を広く捉えれば、争いのある点数付加は常に確認

の利益を満たすことになるが、「免停処分等につながるかなお不透明な場合にまで被告に応

訴（裁判所には審理）の負担を負わせるべきかという価値判断の差にあると解される」185。

                                                   
180 最判平成 21年 2月 27日民集 63巻 2号 299頁（優良運転免許証交付等請求事件）も参照。 
181 大阪地判平成 19年 8月 10日判例タイムズ 1261号 164頁。 
182 この判決は重大な損害という差止訴訟の要件を適用しているが、非常に注意深く確認の利益を過度に限定しないよう

に強調している。 
183 阿部泰隆「相対的行政処分概念の提唱」（初出 1982年）『行政訴訟改革論』(有斐閣、1993年)89頁。なお。今日にお

いて、「相対的行政処分」論の問題意識は当事者訴訟としての確認訴訟によって受け止めるべきであると指摘されている

（大貫・前掲注(97)652頁、山本隆司『判例から探求する行政法』（有斐閣、2012年）381頁）。 
184 とはいえ、点数付加が人格権に基づく名誉や信用に対する影響も検討されるべきだろう。 
185 西川知一郎編『行政関係訴訟』（青林書院、2009年）210頁注 22（岡田幸人執筆、執筆時の肩書きは最高裁調査官で



220 

 

ここには司法の利益衡量をする空間が生まれているようにみえる。 

 この事例において注目すべきは、訴訟対象の問題を訴えの利益の問題に絞る際に、裁判所

が行政過程において国民の法的地位およびその不安の態様を多方面から衡量する姿勢であ

る。そこでは、行為の性質ないし法効果は、訴えの利益の問題を判断する際に、必ずしも決

定的な判断要素ではないのである。 

 

三 利益確保に係る紛争 

 私人の法的地位が行政により実現又は維持される場合、通常その法的地位が行政により

否定されると、確認の利益が認められる。 

 

１ 混合診療健康保険受給権確認事件 

（１）事件および判決の概要  本件は原告である X が、健康保険法による保険診療の対

象となる A療法に加えて、自由診療である B療法を併用する診療（いわゆる混合診療）を受

けたところ、A 療法に要した費用についても全額を自己負担すべきものとされたことから、

A 療法については同法に基づく療養の給付を受けることができる権利を有することの確認

を求めた事例である。争点は、混合診療が健康保険法 63条 1項の「療養の給付」に該当す

る診療行為であるかどうかである。一審判決は確認の利益について次の通り判示した186。 

「Xは、その主治医から、その腎臓がんの治療のため、A療法と B療法を併用する療養が医学的に有用

なものとして勧められ、この療養を受けていたものであり、Xは、今後とも、A療法と B療法を併用す

る療養を受ける可能性は高いと認められるところ、仮に、原告が今後とも B 療法を受けようとすれば、

A療法に要する費用についても全額自己負担とされ、多額の医療費の負担を余儀なくされるおそれがあ

ることに照らすと」、確認の利益も十分に肯認することができる。 

  

高裁も最高裁も確認訴訟の適法性を問題視せず、本案審理を行った187。 

 

（２）検討  本件は、混合診療を明確に否定した外形的行為がなく、もっぱら行政機関

の法解釈をめぐる原告被告の見解が対立している事例である188。 

確認訴訟を提起する場合には、行政の争う態度（または Xの権利を否定した法判断）があ

                                                                                                                                                     
あり、裁判官の問題意識が注目に値する）。 
186 東京地判平成 19年 11月 7日判例時報 1996号 3頁。 
187 東京高判平成 21年 9月 29日賃金と社会保障 1507号 46頁、最判平成 23年 10月 25日賃金と社会保障 1557号 19頁。 
188 改正行訴法以前、このような事例は、後に支払った料金に対する不当利得返還請求訴訟で争われたことがある。歯科

の事例であるが、東京地判平成 1年 2月 23日訟務月報 36巻 12号 2179頁。  
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れば、原告の法的地位が置かれている利益状況から確認の利益の有無が判断される。すなわ

ち、Xは被保険者として具体的な事実関係において行政の態度（法判断）により混合診療健

康保険の給付を現実に受給することはできないが、行政の法解釈とは異なる法律の解釈をす

れば、これから混合診療健康保険の給付を受給する法的地位を有するようになる。なお、不

当利得返還請求訴訟に比べれば、混合診療保険受給権の確認はより直接に紛争を解決し X

の法的地位を明確にするものである。そして、判決が経済上の費用負担軽減についても、こ

れを確認の利益として認めた点において注目されるのである。 

なお、もし本件において行政の法判断を表明する通達や行政指導があれば、通達や行政指

導を対象とする違法確認訴訟も考えられるが、争点が変わらない限り、行為形式ごとに訴え

の利益を別に判断する必要はないだろう。 

 

２ 適正な配慮を必要とする法的地位 

（１）事件および判決の概要  本件は、中小企業基盤人材確保助成金の支給申請をした

原告である Xが、本件助成金を支給しない旨の決定を受けたことから、①決定の取消、②本

件助成金の支給を受けられる地位を有することの確認を求める事案である。一審判決は①に

ついて決定の権力性を否定しその処分性を認めないとし、②について次のように言い渡した

189。 

「本件助成金支給のような行為は、契約という形式で行われるものであるとしても、行政目的を実現す

るために行われるものであって、公益的性格を有していることは明らかなのであるから、純然たる私法

上の契約とは異なり、契約自由の原則について一定の制約が課されるのであ」る。「例えば、……平等

取扱いの要請は、究極的には憲法 14条に基づくものであるということも可能であることを考慮すると、

これによる平等取扱いの利益は、国民である申請者の利益としても保護されたものと解すべきである。

そして、本件確認訴訟を提起し、本件助成金支給の可否について裁判所の公権的判断を求めることは、

助成金支給の要否をめぐる問題を解決するための適切な手段であるといえる一方、他に適切な解決手段

も存在しないことからすれば、上記の確認訴訟については、確認の利益を肯定することもできるものと

解される」。 

 

（2）検討   

 本判決は、確認の利益について、平等取扱い原則から私人の法的地位を導き出す点におい

て注目される。すなわち、裁判所は、明確な行為規範がなくても、憲法および行政法の一般

原則から私人の法的地位を確認しているのである。このような事例において、今後、憲法上

                                                   
189 東京地裁平成 18年 9月 12日判例集未登載。 
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の平等取扱い原則が行政の行動を拘束するようになるだろう。 

なお、公営福祉施設の民間移管に係る事業者選考応募者に対する「決定に至らなかった」

旨の通知取消事件において、最高裁は通知の権力性を否定しその処分性を認めないが190、確

認訴訟としての「通知の違法確認」または「契約候補者たる地位の確認訴訟」の可能性が指

摘されている191。その可能性を探究する際に、本判決は、適正な配慮を必要とする（実体的

も手続的も）法的地位の確認を通じて、非権力行政の統制法理を形成する契機になろう。 

 

第三款 判例のまとめと展望 

一 法律上の争訟と確認訴訟 

 近時、実効的権利救済を掲げる最高裁は、確認訴訟を通じて法律上の争訟を見直す傾向に

ある。在外邦人選挙権確認事件においては、確認の利益を認めたことにより、法律の違憲性

を直接争点とする訴訟を法律上の争訟として認めた。君が代斉唱義務不存在確認事件におい

ては、取消訴訟中心主義を前提にした長野勤評事件最高裁判決の判断基準からの離脱を示し

て、確認の利益を通して法律上の争訟を従来よりも広く認めた。 

一方、改正行訴法の趣旨を受け止めた下級審判決では、この動きはより顕著になっている。

特に「法令の効力又は解釈に関する紛争」は、従来、具体的な権利義務に直接関係のないも

のとしてほぼ却下されていたが、現在では確認の利益を通して広く認められている。「行政

立法に関する紛争については、確認訴訟が意外によく機能している印象がある」と評されて

いるのである192。また、点数付加の事例のように、裁判所は、処分性に当たらない行為をめ

ぐる紛争について、法律上の争訟に立脚した確認の利益を通して私人の具体的な利益状況を

丁寧に衡量してその出訴を認めている。 

かくして、法律上の争訟はその定義自体は変わっていないが、確認訴訟の活用により、こ

れまで処分性の枠内に限定された「法律上の争訟」は、救済の必要性を重視する観点から拡

大されたとみることができる。ただ、法律上の争訟の拡大と言うよりも、むしろ法律上の争

訟性が処分性に先行して判断される図式が浮上して、司法権優越の司法国家観が復権する兆

候がみえるというべきだろう。この文脈において、訴訟対象を判断する際に、司法は、行政

行為に準じる行為形式を追求する判断基準から離脱して、違法の行政作用が行政過程におけ

る私人の法的地位に及ぼす影響を多角的に考察し、その救済を柔軟に判断しているのである。

                                                   
190 最判平成 23年 6月 14日裁判所時報 1533号 24頁。 
191 戸部真澄「判批」新・判例解説 10号（2012年）38頁。平等取扱い原則から私人の法的地位を導き出すのは、交告尚

史「判批」ジュリスト 1440号（2012年）45頁。 
192 高橋編・前掲注(144)215頁。 
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以下では、その特徴を指摘する。 

 

二 行政訴訟の前提となる法的地位   

最高裁判決は、取消訴訟における処分性拡張も確認訴訟における利益判断も、私人の法的

地位の存在を前提にして訴えの利益を判断している。確認訴訟の事例において、例えば、選

挙権や教員の法的地位が取りあげられている。ただし、最高裁は、法的地位に基いて、実体

法上の具体的な権利義務関係や請求権を演繹的に導きだすことはしない。ここでの法的地位

は、救済の対象として訴えの利益の有無を具体的事情に即して嚮導するものと考えられてい

るからであろう。 

一方、改正行訴法の趣旨を踏まえた下級審判決も、具体的な権利義務関係を実体法の側面

から厳密に要求せず、もっぱら救済の対象となる私人の法的地位に対して、行政の法判断が、

いかに影響を及ぼしているかを確認の利益の次元において判断している。法的地位は、必ず

しも行為形式の根拠法令により具体的に守られたものではないが、憲法（営業の自由）、法

律（被保険者の地位や教員の地位）、契約法（債務者の地位）、行政法の一般原則（平等取扱

原則）を通して広く把握されている。規制の新設や改正で私人の従来の行動が制約される場

合には、私人は少なくとも新たな義務を負わない法的自由という地位を有すると考えられて

いる。また、点数付加の事例から、同じ点数付加行為についても、争う人及び争う理由によ

り法的地位が異なると判断されている。 

ただし、法的地位を要求する場合に、確認訴訟は、消費者、環境、文化財保護等が問題と

なる場面で機能しにくいという指摘もある193。健康権、環境権、文化財享有の利益等を法的

地位として判断することはできるが、ここには、取消訴訟における原告適格と共通する問題

がある。したがって、この問題の解決を含めて、「公法上の権利（憲法上の権利を含む）な

いし実体法の彫琢」194や団体訴訟制度の創設、そして行政訴訟全体としての原告適格の統一

的な見直しをすべきであるという課題に、日本の行政訴訟は直面している。 

 

三 訴えの利益――紛争の現実性   

訴えの利益、すなわちあるべき法的地位への影響は、原告が行政の法判断に従うと法的地

位を制約されたり、従わないと法的地位を脅かされたりするという危険が現実的なものでな

                                                   
193 越智敏裕『アメリカ行政訴訟の対象』（弘文堂、2008 年）427 頁（なお、処分性を拡大しても同じ問題となると指摘

された）。 
194 宍戸常寿「司法権の概念」小山剛・駒村圭吾編『論点探究 憲法〔第 2版〕』（弘文堂、2013年）346頁。 
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ければならない。すなわち、行政の法判断を現に否認するためには、即時確定の利益が必要

となる。しかし、どの程度の争いがあれば、即時確定の利益を認めるに足る紛争があるとい

えるのかについては、最高裁判決にはいまだ明確な基準がない。ただ、取消訴訟中心主義か

ら離脱した下級審判決をまとめると、法的地位を巡る利益状況を衡量する際に、以下の要素

が重要となっていることがわかる。 

第一に、権利行使の困難性である。将来の不利益処分や刑罰の可能性が行政の法判断によ

って高くなければなるほど、私人が自ら法的地位に基づいて権利行使を行うことができない

可能性も高くなる195。また、不利益処遇の可能性も私人の行動を左右することがある。した

がって、法的地位が現実に制約されているかどうかを検討する場合、将来の不利益処分や処

遇の可能性も衡量の要素である。そして、その可能性について厳しい判断をしていない。一

方、私人の法的地位（例えば混合診療給付受給権）が行政により実現されるべき場合には、

行政の法判断がその実現を否定する際に、法的地位が現実に失われていると判断された。 

第二に、社会的経済的損害である。私人が法的地位に基づいて具体的に行動すること（例

えば社会的行動や経済的計画）により社会的経済的な利益を得ることができる。例えば、営

業上の収益、経済的負担軽減、契約履行の信用などである。しかし、行政の法判断による妨

害により、利益が現実に失われ、または失われるおそれがある。そのため、社会的経済的な

損害を除去することは救済に関する衡量要素となる。 

第三に、早期かつ直接救済の必要性である。「特段の事情」がなければ、権利行使の困難

性または社会的経済的損害を現に除去する必要性がある場合に、救済の必要性が認められて

いる。とりわけ取消訴訟や差止訴訟が提起できない場合には、確認訴訟が唯一の救済手法と

なる。 

  

 このように、司法的救済の必要性については、行政の法判断と私人の法的地位との法的関

連について、確認の利益の有無を通して判断されている。行政の法判断を直接争うことを志

向するアプローチは、処分性拡大論を通して訴えの利益の問題に接近している。なかでも、

権利行使の困難性は原田説の「他律」または兼子説の「事実上の支配力」に、そして、社会

的経済的損害は事実上の不利益にほぼ対応すると考えることができる。そうだとすれば、処

分性化拡大論およびその前提となる法的保護に値する利益説は、行訴法の独自の確認の利益

論として、なお検討する意義があるだろう。 

 

                                                   
195 規制行政領域における関連事例の一覧表について、春日・前掲注(97)22頁。 
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四 行為形式の比重低下   

訴訟対象の適格性について、取消訴訟中心主義を前提にする伝統的行政法学説および判例

は、行政行為を中心に、権力性、外部性、具体性、法効果性という指標を通じて訴訟対象を

判断していた。一定の例外も認めたが、これらの指標を前提に行為形式の性質や法効果に即

してある程度の偏差について、これを容認していた。これが、行為形式に着目する訴訟対象

論であった。 

一方、確認訴訟において、訴訟対象を訴えの利益に絞ると、私人が被る不利益が、訴えの

利益の有無の判断における中心となる。その際に争点となるのは、私人と行政との法判断が

対立する点であり、私人が被る不利益は、特定の行為形式の性質や法効果によらず、行政過

程においる私人の利益状況および現実に影響を受ける程度によって判断されている196。例え

ば、法解釈・法判断に係る紛争において、争いのきっかけとなるのは、法規命令や行政指導

という行為形式であるが、争点は行為形式において表明された行政の法解釈・法判断であり、

外形的な行為が存在しなくても、争いの中には行政の法判断があると考えられている。その

ため、法解釈・法判断を表明する行為形式を変えても、争点と訴えの利益に関する行政の判

断は変わらないのである。また、法令の効力を争う事例においても、訴えの利益を判断する

際に、法令の規律的効果よりも、むしろ私人に対する現実の不利益が重視されている。そう

すると、行政行為以外の行為形式に起因した違法な危険・不利益の除去に対する救済の必要

性について、行為形式の性質または法効果の有無を問わず同質の訴えの利益により判断され

ていると解することができる。このように考えるのであれば、行為形式は、行訴法上の権利

保護の有無および訴えの利益判断を左右することにはならないため、訴えの利益の判断にお

いて、行為形式の比重は、低下するといえよう。 

さて、訴えの利益について、行為形式にとらわれず、実体法的または手続法的な違法事由

の有無に対する行政の法判断を争点として、これを判断することは可能だろうか。アメリカ

における司法審査の訴訟対象性を参考にした越智敏裕は、行為形式において示された行政の

法判断について、法律関係に関する争点を設定し、当該争点について訴えの利益を判断する

というアプローチを提示している。このアプローチには、個々の違法事由（争点）に対する

                                                   
196 訴えの利益について、民事訴訟法学者である伊藤眞はつとにこの点を指摘している。いわく、訴訟対象についての判

断は、「当該行政庁の行為の一般的性格だけでなく、原告の地位、予想される不利益などを総合的に考慮してなされなく

てはならない」（「訴えの利益」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 4 行政争訟Ⅰ』（有斐閣、1983 年）253 頁）。取消訴

訟中心主義の時代に書かれたこの論文は、取消訴訟における訴えの利益を中心に論じているが、訴えの利益を中心に構

成された確認訴訟の機能を基盤とする点には留意すべきである（伊藤眞「確認訴訟の機能」判例タイムズ 339 号（1976

年）28 頁以下、同「判決の機能と訴えの利益――抗告訴訟を手がかりとして」判例タイムズ 346 号（1977 年）11 頁以

下参照）。 
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是正要求を請求権として構成する遠藤博也の説を想起できよう197。請求権体系を受容しない

日本法において、確認訴訟の活用に伴い、越智が指摘したように、「行為に着目する訴訟対

象理論から、争点に着目するタイミング理論への移行が徐々に始まりつつある」198だろうか。

越智が主張するこのタイミング理論の開始について、確定的に述べることは現状においては

なお時期尚早であると考えるが、今後の学説判例の動向が注目される。 

 

                                                   
197 本稿第五章第三節第二款二参照。 
198 越智・前掲注(193)464頁。 
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ここでは、これまでの考察によって、日本法における確認訴訟が特殊な歴史的文脈にお

いて展開されてきたものを浮彫りにすることができたと考える。その特徴は次の二点に集

約することができる。 

第一に、確認訴訟は、行政権から司法権の固有な領域、すなわち法律上の争訟を確保し

ながら、取消訴訟中心主義を相対化ないし否定した上で、独自性を有する適法性統制手法

として確立されたものである。 

第二に、確認訴訟は、訴えの利益を中心に構成された訴訟形態として、訴訟対象を訴え

の利益に絞る方向性を導き出すとともに、訴えの許容性に対して具体的個別的な利益衡量

を可能とするものである。 

以下では、この二点を中心に、本稿で明らかになった日本法における確認訴訟の発達史

をまとめる。 

 

一 司法国家と確認訴訟 

まず、行政国家から司法国家への制度移行において、兼子一は、確認訴訟原型観を通じ

て形成した法律上の争訟に関する考え方に基いて、行政事件に対する裁判権限を司法権と

して位置づけた。そして、司法としての行政訴訟の原型を確認訴訟と解している。ところ

が、司法権を理論的に構成したとはいえ、兼子説、そして当時の行政法通説を築き上げた

田中説・雄川説は、行政権の固有な法判断権限を残したうえで、行政事件に関わる法律上

の争訟についても、取消訴訟中心主義を前提にした日本の歴史を踏まえるという経路依存

性を重視して構成を行なっている。彼らの司法国家観は処分性が法律上の争訟性に先行す

るという行政による法秩序形成の図式であり、戦後の復興期および高度成長以後の現代国

家の展開期という新しい時代において、明治以来の強大な行政権を維持することに寄与し

たものとなった。 

 一方、行政事件に関する法律上の争訟を確認訴訟によって理論的に再構成するのは、白

石説である。訴訟法の歴史からみたように、確認の利益を判断することが司法の固有の権

限であるとすれば、本来、司法は訴訟類型・訴訟手続を問わず、権利救済のために、自ら

確認の利益を判断した上で、権利または違法性の存否を確認することができる。したがっ

て、抗告訴訟全体を確認訴訟と考えた白石説は、取消訴訟もまた確認訴訟の一類型に過ぎ

ないと解して、訴訟対象を訴えの利益に還元する義務確認訴訟説を唱えていた。その背後
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には、法律上の争訟性が処分性に先行するという司法による法関係確認の図式をもつ徹底

した司法国家観が存在したのである。 

 両者の司法国家観は、解釈論としては、義務付け訴訟および差止訴訟の許容性をめぐっ

て対立することとなったが、白石説はさらに処分性を訴えの利益に吸収させる方向性も打

ち出していた。この点に着目するならば、後に 2004年の改正行訴法が義務付け訴訟および

差止訴訟を定めるとともに、確認訴訟を明記した基点は、白石説にあるといえる。ところ

が、1962年の行訴法の制定にあたって、取消訴訟中心主義が定められたことで、白石説に

よる確認訴訟の発展の道は挫折した。その後、通説は取消訴訟中心主義を立法政策と解し

た上で、訴訟対象・訴訟類型を積極的に拡大することはなかった。そして、最高裁も、処

分性の判断にあたって、訴えの利益の要素を排除し、予防的確認訴訟についての訴えの利

益を厳格に限定することになる。全体として訴訟対象・訴訟類型の拡大について、最高裁

判例は極めて消極的な姿勢を見せた。 

 結局のところ、この時代における通説および裁判例を図式的にみれば、行政事件に関す

る法律上の争訟は、行政行為の取消を中心に据えると考えられており、その周辺に事実行

為の一部を訴訟対象と認めに留まるものであった。いわゆる「拡張された抗告訴訟概念」1は、

訴訟対象・訴訟類型の側面からすると、実際に法律上の争訟を限定した上で、行政行為に

準じて僅かな拡張を認めたものであった。これは、本来、法律上の争訟性が処分性に先行

すべき図式を逆転し、逆立ちしたものであった。 

 

二 訴訟対象と訴えの利益 

行訴法の制定後、司法国家の歴史的課題は、高度成長以後の現代行政国家の展開におい

て、司法権が行政権をいかに統制すべきかという問題を絡めて「二重の重畳的課題」2とし

て論じられていた。まず、この時代の背景をみると、行政官僚主導の高度経済成長の時代

に、急速に展開された開発行政・計画行政、給付行政・社会保障行政、環境行政・消費者

行政に対する適法性統制について、実体法上も訴訟法上もその対応が喫緊の課題となり、

行政の肥大化に伴って議会による行政統制の空洞化および法治主義の形骸化という問題も

生じる。一方、行政法学においては、伝統的行政法学を批判した上で、「抽象的公益ための

抽象的・演繹的行政法学に対する決別」3が必要であるという認識が広く共有されるように

なる。訴訟法学においても、このような動向がみられる。 

                                                        
1 雄川一郎「行政事件訴訟法立法の回顧と反省」（初出 1983年）『行政争訟の理論』（有斐閣、1986年）189頁。 
2 室井力「現代行政と行政法の理論」（初出 1968年）『現代行政法の展開』（有斐閣、1978年）4頁。 
3 室井力「行政法学方法論議について」（初出 1978年）『行政改革の法理』（学陽書房、1982年）200頁。 
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そこでは、白石説の確認訴訟原型観は取消訴訟中心主義に対抗する訴訟法思想として、

次の学説に影響を及ぼしている。たとえば、その影響を受けた高柳説および下山説は、複

雑化した行政法関係において紛争の早期かつ抜本的解決の必要性を説くことで、改めて司

法の法判断権限を確保する確認訴訟の重要性を指摘した。ただし、訴訟法上に訴訟対象を

拡大するための具体的構成は論者の着眼点により異なっていた。 

 ひとつは、1960年代に登場した違法宣言訴訟である。これは、白石説の影響を受けた上

で、取消訴訟における確認訴訟的な機能を活用する発想として位置づけることが可能であ

る。高柳説は原因行為に対する直接的統制訴訟という理論モデルを提示し、後の処分性拡

大論に影響を及ぼしたと考えられる。各論者の理論構造は一致していないが、取消訴訟の

対象となる処分性を訴えの利益に還元して、具体的法効果の枠内において収まりきれない

付随的法効果や事実上の不利益をも救済すべき対象とする点においては、論者の主張は、

共通していた。そして、法律上の争訟を厳密な実体法上の権利義務関係と解する裁判所の

姿勢に対して、行為の違法性を中心に訴えの利益を積極的に認めようとした。これは、処

分性そのものを訴えの利益の中に解体・吸収して、それを法律上の争訟性に近づける手法

であり、いわば、取消訴訟の内部から処分性を相対化するアプローチであった。 

 もう一つは、1980年代に登場した権利確認訴訟である。下山説は、この頃から登場する

当事者訴訟活用論に直接の影響を与えていないが、公正な立場に立つならば、権利確認訴

訟の理論モデルを提示した先駆者として位置づけることができる。彼は、抗告訴訟全体を

確認訴訟と解した白石説をさらに一歩進めて、行政事件に関する法律上の争訟全体を確認

訴訟と解し、権利確認訴訟の重要性を指摘した。基本的人権を前面に押し出すのは、消極

的な判例政策の転換を求めるためである。この点で、当事者訴訟活用論者も、もともとは

基本的人権を中心に請求権体系を築き上げようとする立場であったが、日本におけるこの

追究が困難であることから、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟に転回する修正を行

っている。この論法は、法律上の争訟から出発して多様な訴訟類型の役割分担を重視する

ものであり、いわば、取消訴訟の外部から処分性を相対化するアプローチであった。 

以上の両説は、いずれにしても複雑化した行政法関係および多様化した行政の行為を統

制するために、行政行為を中心に据える権利保護体系の硬直性を糾弾し、司法の法創造お

よび紛争実態に即した利益衡量を要求するものである。そして、行政事件に関する法律上

の争訟を訴えの利益によって広く把握する点においては共通するものである。すなわち、

訴訟対象は、権力性、直接具体性、外部性、法効果性という基準に基いて行為形式的に判

断されるものでなく、違法の行政活動が私人の法的地位に及ぼした実際の悪影響を衡量し
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たうえで決められるべきものである。しかし、当時の日本では残念ながら、取消訴訟中心

主義を堅持していた裁判実務において、いずれの主張も受け入れられないものであった。 

 

三 確認訴訟の明記の意義 

1980年代からの一連の行政改革により、行政主導の事前規制から事後監視・救済型社会

への転換を図るという政策への移行は、行政訴訟制度の見直を求めることとなった。この

現代行政国家の変容に伴い司法統制の増強を求める主張がこの時代の支配的なイデオロギ

ーとなったことが追風となり、戦後改革以来の司法国家の実現という課題は、2004年の改

正行訴法により取消訴訟中心主義が立法上に否定されたことで、ようやくその実現に向か

う可能性を開いた。とくに、改正行訴法が、実効的権利救済という指導理念を前提にして、

確認訴訟を明記したことは、その橋頭堡となるだろうという期待を生んだ。 

 確認訴訟を明記するか否かを議論したプロセスにおいて、訴訟対象を拡大するために、

訴訟技術上において違法宣言訴訟か権利確認訴訟かという論争があったが、確認の対象選

択の問題として確認の利益に収斂されている。そして、立法過程の議論によると、確認訴

訟は法律関係確認訴訟として明記されたが、厳密な実体法的権利義務関係の構成が求めら

れてはいない。そうすると、確認の明記は、訴訟対象を訴えの利益に焦点をあてるという

訴訟法史の発展と、軌を一つにするものと考えられる。 

 ところで、確認訴訟を明記した意義は、一般的に、当事者訴訟の地位向上として把握さ

れている。ただし、これまでの確認訴訟原型観を通じた考察からこれをみるならば、確認

訴訟は、行政事件に関する法律上の争訟を確保するために、取消訴訟ないし抗告訴訟の特

殊性について、訴えの利益の次元において、これを相対化することで、発展してきたもの

と位置づけれる。そのため、確認訴訟の理論的意義については、当事者訴訟活用論に限定

する必要はなく、複数の訴訟形式の編成からなる一つの行訴法という構成体にも大きな変

容を変化をもちうる可能性を有すると考えられる。すなわち、司法国家の実現という課題

から見ると、取消訴訟中心主義を徹底的に克服するためには、法律上の争訟について、確

認訴訟からこれを見直すと同時に、抗告訴訟と当事者訴訟との種差は訴えの利益により止

揚されており、行政の特殊権力性は、まずは訴えの利益の判断のレベルにおいては排斥さ

れるべきである。そうすると、抗告訴訟と当事者訴訟との関係は、法律上の争訟を取消訴

訟に押し込んだ取消訴訟中心主義の図式から、法律上の争訟を土台として並立する抗告訴

訟と当事者訴訟を事案に即して有機的に組み合わせる運用ができるようになるトリアーデ

の図式へと変化してゆく可能性が展望できる。 
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最高裁も、改正行訴法の下で、法的地位に対する実効的権利救済を重んじて、法律上の

争訟を確認の利益に着目してこれを見直す傾向がみられる。確認の対象および訴訟類型の

役割分担について、訴えの利益の次元で柔軟に調整する姿勢がみられるのである。処分性

についても、訴えの利益の側面から拡大する判例が登場している。そうすると、最高裁に

は、前述した法律上の争訟を土台とするトリアーデの図式へ変化してゆく兆候も読み取れ

るだろう。さらに、下級審判決の中には、より積極的に行政の法判断が法的地位に及ぼす

悪影響を確認の利益として位置づける利益衡量を行い、それに対する救済の必要性の有無

を判断している。 

最後に、学説判例の動向をまとめるならば、近時の訴えの利益論の特徴について、これ

を行政訴訟における行為形式思考の比重の低下傾向として集約すると指摘できる。すなわ

ち、すべての行為形式において生じた違法な不利益・危険について、これらはすべて確認

訴訟により争うことができる同じ性質の訴えの利益であると構成される。行為形式の性質

又はその法効果は、行訴法上の権利保護の有無について、これを左右することにはならな

い。したがって、日本法においては、訴えの利益の構成に関するこうした構成によって、

あらゆる行為形式を一般に訴求できる可能性を確保し、とりわけ、行政処分以外の行為形

式を争う場合の受け皿として確認訴訟を措定する傾向にあるといえよう。そうすると、法

律上の争訟性が処分性に先行するという長年の課題であった司法国家の図式が、ようやく

日本において確立するだろう。 

 

四 給付訴訟との関係 

このように、日本法で、行政訴訟において確認訴訟が登場することに伴ない、訴訟対象

を訴えの利益を中心に決めるアプローチが生成し展開し始めた。そこで、後の総括におい

て台湾法との比較研究を行うために、ここでは、請求権を前提にする給付訴訟との関係に

ついても若干の予備的考察を行うことにする。 

 日本の行訴法の歴史において、確認訴訟の活用論はしばしば給付訴訟の代替品としても

登場していた。その理由として、ひとつは、司法権に対して、行政処分の作為不作為を命

ずる権能を否定する司法権の限界論というドグマが存在したからであった。それゆえに、

権力分立への配慮をしながらも権利救済を行うために、判決の効力について既判力だけ有

する確認訴訟が注目を浴びたのであった。いまひとつは、取消訴訟中心主義の下で、行政

と私人との法関係を行政実体法において整序する請求権体系の発展が遅れているというこ

とである。そのため、請求権を前提にする給付訴訟の代わりに、行政の法判断と私人の不
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利益との法的関連性について、これを訴えの利益のレベルで考察するアプローチが強調さ

れたのである。 

ただし、確認訴訟の運用を通じて、特定の紛争類型に関する争訟性およびその解決方式

は、学説判例の発展につれて、徐々に訴えの利益から請求権へと結実した場合もあり、こ

れを請求権に引き直して給付訴訟として構成されるようになったものもある。その好例と

して、義務確認訴訟説から発展した義務付け訴訟および差止訴訟が挙げられよう。これら

の訴訟類型は、最初に裁判所において、訴えの利益を通じて法定外訴訟類型として登場し

たが、後に立法者によって訴えの利益および救済方法を確定して法定訴訟類型として実定

化した。今日、この定型化された訴訟類型について、これを行政処分に対する作為不作為

請求権が認知される徴憑として位置づけて、これを給付訴訟と捉える学説が有力となって

いる4。 

 したがって、民事訴訟法学おいては、本来、訴訟の起源をなす給付訴訟の中にすでに内

在している確認作用について、これを取り出し、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟

として登場が比較的に遅いという歴史的経緯があるが、日本の行訴法の歴史においては、

給付訴訟から確認訴訟という発展ではないという逆立ちした発展方向に帰結していること

にも注目すべきである。というのは、行政事件に関する法律上の争訟について、これを日

本において理論的に構成するためには、確認訴訟の方が給付訴訟より日本の現状に照応し

た訴訟類型であるからである。この点で、確認訴訟の給付訴訟に対する補充性という原則

についても、行政訴訟においてはいまだ問題として顕在化していないが、請求権体系が遅

れた日本における訴えの利益と請求権との動態的な生成関係を考えると、当面は、厳しく

判断する必要はないだろう5。 

 

                                                        
4 高木光「義務付け訴訟・差止訴訟」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣、2008年）57頁、塩野

宏『行政法Ⅱ[第五版]行政救済法』（有斐閣、2010年）236頁注 1、原田尚彦『行政法要論 全訂第 7版[補訂 2版]』（学

陽書房、2012年）375頁。ただし、形成訴訟と解する見解もある。例えば、行政事件訴訟実務研究会編『行政訴訟の実

務』（ぎょうせい、2007年）94頁、108頁、仲野武志『公権力の行使概念の研究』（有斐閣、2007年）34頁注 22。 
5 なお、実体公法を前提とする当事者訴訟における給付訴訟の必要性を疑う意見としては、橋本博之「平成 16年行政事

件訴訟法改正後の課題」自治研究 86巻 9号（2010年）17頁。また、そもそも公法上の請求権を実体法上想定しにくい

場合が多いという意見としては、越智敏裕「訴訟実務から見た「処分性」拡大の傾向──実効的な司法救済のタイミン

グ」法律時報 1064号（2013年）18頁注 9。 
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第三部 総括 

第七章 日本と台湾との比較法的検討 

 

憲法論の次元における法律上の争訟は、行政訴訟類型を論じる際に予め押さえるべき基

本概念であるが、現実に法的紛争を特定の訴訟類型で争わなければならないことから、法

律上の争訟を特定の訴訟類型の要件該当性または選択の当否の問題と、同時に処理するこ

とがむしろ通常である。その際に、法律上の争訟を訴訟法上においてもれなく包摂するた

めに、既存の訴訟類型の適用範囲を広げたり1、新たな訴訟類型を考案したりできたし2 、

または特定の訴訟類型の特徴を強調してから法律上の争訟を見直す手法3が、解釈論におい

ても立法論においても考えられている。 

ところで、民事訴訟の歴史において、訴えの利益の発見をもたらした確認訴訟が法律上

の争訟に関する理論を発展させたものだとすれば、行政訴訟類型論においても、確認訴訟

を基盤として同じ軌跡を開くことができるだろうか。本稿において日本法の検討を通じて、

行政訴訟の特殊な文脈においても、そのような軌跡を開くことができると指摘した。とこ

ろで、総括においてかかる軌跡を開いた日本法から台湾法への示唆を得るために、日本法

の確認訴訟と台湾の確認訴訟との類似点および相違点を明らかにして比較を行うと同時に、

日本法が有する特殊性をも浮彫りにする。 

 

第一節 法律上の争訟と権力性 

一 日本および台湾においては、実質的な司法国家の実現を目指して行政訴訟法を改正す

る際に、法律上の争訟をもれなく包括するために訴訟類型を整備することが、一貫して主

要論点となった。両者の行政訴訟法における訴訟類型に関しては、それぞれの制度設計に

より具体的な制度配置が異なっているが、行政行為・行政処分一般を対象とする取消訴訟

以外にも、行政関係紛争の実態に応じて多様な訴訟類型を設けることに共通点がある。ま

た、民事訴訟法の法理論および法制度によることを基本としつつ、行政訴訟の類型を定め

た点においても両国の法制度は一致しているところである4。したがって、民事訴訟におけ

                                                        
1 例えば、処分性拡大論がこれにあたる（本稿第五章第三節第一款参照）。 
2 例えば、無名抗告訴訟論がこれにあたる（本稿第四章第三節参照）。 
3 例えば、取消訴訟の訴訟物をなす違法性に着目して、提訴要件について権利義務関係性は問わない解釈論がこれにあ

たる（亘理格「行政訴訟の理論――学説的遺産の再評価という視点から」公法研究 71号（2009年）72頁）。 
4 日本において行政訴訟と民事訴訟との同質性を否認する学説もあるが、少なくとも戦後の行政訴訟制度改革史をみる

限り、特例法と行訴法は民事訴訟制度を土台として制定され改正された。この点について、雄川一郎「行政事件訴訟法

立法の回顧と反省」（初出 1983年）『行政争訟の理論』（有斐閣、1986 年）197 頁以下、塩野宏「行政事件訴訟法改正と

行政法学」（初出 2005年）『行政法概念の諸相』（有斐閣、2011年）262頁以下。 
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る確認訴訟が行政過程で生ずる紛争解決においても活用できるという発想は、かかる文脈

において、自然に登場するのである。 

けれども、本稿の分析が示したように、確認訴訟は法律がこれに関する定めをおいたと

しても、決してそのまま活用されるわけではない。というのは、法律上の争訟について、

これを行政行為・行政処分という概念に重なり合わせて判断してきた伝統的観念は、容易

に克服できない課題であるからである。この点に関連して、日台において、それぞれの制

度設計によりこの問題に対して異なる様相を呈していることに、留意する必要がある。こ

こでは、まず日本法において訴訟対象を判断する際に、権力性が過剰に配慮されていると

いう問題を指摘しておく。 

 

二 日本において行訴法の立法者は、公法と私法との区別があることを前提に、公権力の

行使を基準として公法上の争訟を抗告訴訟と当事者訴訟に区別しており、それぞれの訴訟

形式において、さらに具体的な訴訟類型を定めている。ただし、行訴法は民事訴訟の分類、

すなわち確認、給付、形成という三大訴訟形態を排斥するものではない5。したがって、確

認訴訟という訴訟形態は本来抗告訴訟にも当事者訴訟にも存在するはずである。また、後

に公法私法二分論を否定する考え方が一般化することにより、当事者訴訟の存在意義が消

極視されたとはいえ、その代わりに民事訴訟における確認訴訟が活用できるようになるは

ずであった。ところが、長い間、抗告訴訟の特殊性を前提にしてきた訴訟類型論は、取消

訴訟を中心に訴訟対象を処分性の枠内において判断し、無名抗告訴訟についても特殊例外

的な要件論を論じていた。そして、最高裁判所には、訴訟類型・訴訟形態を問わず、公権

力の行使に含まれた行政の第一次的判断権の尊重を根拠として、行政事件に関する法律上

の争訟を法定抗告訴訟の枠内に限定したという問題があった。その結果として、確認訴訟

は抗告訴訟と当事者訴訟（民事訴訟）のいずれにおいても、行政の適法性統制のために活

用されなかったのである6。 

かくして公法私法二分論が否定されても、公権力の行使を対象とする抗告訴訟の排他的

存在というドクマがなお維持された故に、制度上は、法律上の争訟から切り離された公権

力の行使をめぐる争訟というカテゴリーが強固に作られ、確認訴訟を含めた民事訴訟の救

                                                        
5 学説において反対意見もあるが、法定抗告訴訟は民事訴訟の三大訴訟形態のいずれかに分類することができるという

のが、支配的な考え方である（雄川一郎『行政争訟法』（有斐閣、1957年）50頁、塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救

済法』(有斐閣、2010年)80頁）。 
6 詳しく言えば、日本法の訴訟類型論おいては、まず抗告訴訟か当事者訴訟（民事訴訟）かという問題を論じてから、

抗告訴訟であれば特殊な訴訟要件をどのように決めるかを検討するという傾向にある。したがって、この段階において、

民事訴訟の三大訴訟形態に対する関心は、当然薄くなる。 
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済法理が排斥されたのである。しかしながら、確認訴訟原型観を手掛かりとして、いまま

での学説を分析すると、抗告訴訟と当事者訴訟という訴訟形式の区別よりも、確認訴訟を

理念的モデルとして法律上の争訟を確保しようとする共通点を見出すことができる。すな

わち、訴えの利益を判断する際に、公権力の行使の有無を問わないで、まず訴えの利益が

認められれば、法律上の争訟に当たることから論ずるのである。これは、確認訴訟を通じ

た民事訴訟の救済法理の導入により、公権力の行使を法律上の争訟より先に判断するとい

う本末転倒の論理を正すものである。この文脈において、改正行訴法において確認訴訟を

明記した意義については、単なる当事者訴訟活用論としてのみ捉えるべきでなく、公権力

性というバリアを低くして確認訴訟に含まれる確認訴訟原型観が示唆した訴えの利益論に

注目することとなる7。そこには、訴訟類型の体系的編成について、形成訴訟と位置づけら

れた取消訴訟中心主義から確認訴訟原型観に基づくトリアーデの再編成へ移行する兆候を

見出すことができる。ただし、残念ながら、現在の最高裁には、君が代斉唱義務不存在確

認事件において、確認訴訟を抗告訴訟と当事者訴訟に分けて、訴えの利益をそれぞれ判断

しているという問題がある。そこでは、抗告訴訟か当事者訴訟かという区別は、依然とし

て、裁判官を悩ませる問題でありつづけており、訴えの利益の判断において公権力の行使

について、これをを配慮しすぎると、結果として確認訴訟の運用を阻害することになると

いう問題構造から脱することはできないだろう。 

 

三 台湾法においては、公法私法二分論に照応する二元的裁判制度の下で、行政訴訟の基

盤は実体公法により制度上に確保されており、訴訟類型は民事訴訟に倣って三大訴訟形態

に依拠して定められている。行政行為を対象とする訴訟類型には、三大訴訟形態のいずれ

かを土台として、手続上の特則を有する取消訴訟や義務付け訴訟が設けられているが、こ

れらを包括する公権力の行使という基本概念を持たないことから、抗告訴訟と当事者訴訟

とを区別するという考え方は、実定法上も学説上も存在しない。したがって、公権力性の

有無を問うことなく行政行為以外の行為態様は公法上の争訟であれば給付訴訟または確認

訴訟で争うことができる8。この結果、確認訴訟も公法上の争訟を直接に実現する訴訟形態

として、明確に行訴法において位置づけられている。したがって、日本法と比較すると、

台湾法における確認訴訟は、日本法において厳格に区別されている抗告訴訟と当事者訴訟

という二つの訴訟形式について、これらを総合する確認訴訟として、体系的かつ包括的構

                                                        
7 いわゆる「開放的抗告訴訟観」（塩野・前掲注(4)267頁）もこの文脈において把握できる。 
8 ただし、行政行為に対する差止訴訟が法定されないことで、その差止請求を給付訴訟として争われることになる。 
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成されたものであると考えられる9。 

 興味深いことに、以上の制度設計のあり方をみると、台湾法の訴訟類型論は、日本法よ

り民事訴訟制度に近いという特徴を有する10。そして、日本法と異なり、行政行為を対象と

する訴訟類型の特殊性または優越性について、台湾法がこれに留意することなく議論を進

めていることから、給付訴訟または確認訴訟の運用が民事訴訟に準じて行われていること

は、当然のことである。また、理論的にみても、本来、ある事件に関する法律上の争訟性

はその事件に係る権力性と区別して判断されなくてはならないものであり、したがって権

力性については、すなわちこれのあり方に応じて特則を置いた訴訟類型の適用は第二次的

な問題である。台湾法は、この点を明確に意識した上で体系的な制度配置を行なっており、

最高行政裁判所も、権力性を問うことなく、まず訴えの利益があれば公法上の争訟に当た

ると認め、その上で訴訟類型の選択を行なっている。 

 

四 日台法を比較すると、行政事件を通常裁判所で取り扱う日本においては、本来ならば

行政事件に関する法律上の争訟についても、民事訴訟によって処理することが可能である。

他方、行政裁判所を設けた台湾においては、私法上の争訟と切断されて、異なる要素と構

成されているとはいえ、私法上の争訟との対称性を有するものとして位置づけられている

公法上の争訟を作り出したことで、日本法よりもいっそう民事訴訟に準じて処理すること

を目指しているのである。すなわち、日台において、法律上の争訟を判断するに当たって

は、権力性を排斥して、民事訴訟の救済手法を基本とする紛争処理形式とすることを、そ

の程度差は大きいとはいえ、いずれも指向している。というのは、両者とも、実質的な司

法国家およびその中核をなす裁判を受ける権利の実現という憲法上の規範的要請があるか

らである。さらに、公法私法二元論を前提にして行政訴訟と民事訴訟が截然とわかれてい

た時代から、実体法関係が複雑に入り組んで錯綜する現代への転換という行政法が機能し

ている場の変化は、訴訟法において、改めて民事訴訟の救済法理を必要とする時代となっ

ているという点も看過できない。 

                                                        
9 詳しく言えば、日本の行訴法における当事者訴訟としての確認訴訟および無名抗告訴訟としての行政立法・行政計画

違法確認訴訟や義務確認訴訟は、理論的には台湾法における総合的な確認訴訟に含まれるものである。なお、取消訴訟

の対象を行政行為に限定してそれ以外の行為形式を給付訴訟または確認訴訟で争う点について、これを見る限り、日本

学説における当事者訴訟活用論が描いた図式に、台湾法も近いものがある。この相似性は、日台の行訴法が歴史的にド

イツ法の影響を強く受けたことに帰因すると考えられる。 
10 この点について、台湾出身の蔡秀卿は、日台の訴訟類型の比較を通じて、同様の結論を示している（「行政事件訴訟の

類型の再構築――台湾の行政訴訟類型の改革の経験から」室井力追悼『行政法の原理と展開』（法律文化社、2012年）

182頁以下）。ただ、この論文は日本においても民事訴訟と相並ぶ行政訴訟の類型の再構築を提案したが、日台のそれぞ

れの歴史的な要因および独自の課題に触れていない。 



第七章 

 

237 
 

したがって、日本法は、戦後、歴史的には遠回りとなったが、改正行訴法による確認訴

訟の明記を通じて、ようやく戦後の司法制度改革が掲げた司法国家の理念にもう一度回帰

しながら、時代の新たな状況にも対応するプロセスが始まっている。そうすると、日本法

においては、これまで訴訟形式の選択について、抗告訴訟と当事者訴訟との区別に腐心し

なくてはならなかったが、法律上の争訟の次元において、少なくとも行訴法の改正以後は、

制度上、公権力の行使に拘泥する必要はなくなるだろう。したがって、当事者訴訟のみな

らず、抗告訴訟においても民事訴訟においても、広く確認訴訟全体が活用できるように解

する考え方11には、正当な根拠があり、このような考え方に立って、処分性の拡大路線を歩

き始めた近時の最高裁判決についても、取消訴訟の確認訴訟化の流れとして位置づけ直し

た評価をすべきだろう。だとすれば、将来的に、日本においても、確認訴訟は、権力性が

法律上の争訟性に先行するという逆立した論理をもう一度逆転することで正常な論理へと

正すことによって、法律上の争訟を直接に実現する道を開くことになるだろう。このこと

を通して、司法国家を目指した日本において、ようやく確認訴訟の本来のあるべき姿は展

望できるようになるだろう。 

しかしながら、この日本における近時の新しい動向と比較すると、権力性の課題を日本

より一歩早く乗り越えたはずの台湾法において、訴訟対象の判断・訴訟類型の選択と公権

力の行使との関係を歴史的に問題としないとはいえ、実際に確認訴訟は活用されていない

という状況にある。その原因としては、主に訴えの利益の問題があり、この点について、

日本法を踏まえて検討を次に行う。 

  

第二節 訴訟対象性と訴えの利益 

一 具体的かつ現実的な争訟の解決を目的とする裁判制度の下で、裁判所が訴訟対象を無

制限に認めるわけにはいかない点は、日本法および台湾法に共通するところである。行政

訴訟の対象について、行政行為を鋳型に嵌めるという歴史的前提により、問題となる状況

における訴訟対象性をいかに法律上の争訟という原則に照応させて拡大すべきかという課

題をも共有している。 

詳しく言えば、伝統的判断仕組みによると、結晶化した行政行為という法概念が定立さ

れ、その構成要素である一方性、直接具体性、外部性、法効果性の有無に関して連鎖をな

している判断の過程を通じて、行政行為とは異なる行為形式を切り分け、これを排除する

                                                        
11 山田洋「確認訴訟の行方」法律時報 77巻 3号（2005年）48頁、芝池義一『行政救済法講義〔第 3版〕』（有斐閣、2006

年）170頁。このような主張は、結果的に下山瑛二の確認訴訟原型観と大差がない。 



238 
 

と同時に、訴訟対象性の中心を行政行為に画一的に限定することになった。すなわち、こ

の枠に嵌められない訴訟対象を法律上の争訟から放逐したのである。しかしながら、現代

行政国家の展開ないし変容に伴い、このような伝統的判断仕組みが多様化した行為形式を

めぐる紛争にますます対応しえなくなる。さらに、行政の活動の過程を段階的に、かつ部

分的に分解して特定の行為形式を見出した上で、その行為形式の性質の判断から救済の可

否を決めるアプローチは、実際には容易ではなく、したがって、また、紛争の適切な解決

に向かない場合も多い12。したがって、殊に法律上の争訟の原則に照応して行政訴訟の対象

を拡大する動きが登場する。ただ、いわば、なおも星雲状態にある争いから13、行政行為と

異なる明確な判断の仕組みをいかに定立するか、また、行政上の特殊な紛争状況にどのよ

うに照応するかという問題が生じるのである。 

この点について、民事訴訟法学においては、確認訴訟の登場をきっかけに訴訟対象判定

の問題について、これを訴えの利益の問題として解決するアプローチが台頭している。行

政訴訟法学においても、訴えの利益に関するアプローチを用いて訴訟対象を判断すること

は、閉塞状況にある行政訴訟に新たな道を開くものであると考える。以下では、日本と台

湾においてそれぞれの状況を踏まえて確認訴訟の可能性について、検討する。 

 

二 日本法においては、第二部の分析によると、法律上の争訟の概念の形成に際して、確

認訴訟原型観が強く影響を及ぼした。法律上の争訟について、実体法よりも訴訟法的理解

が一般的である14。したがって、法律上の争訟を処分性に矮小化する取消訴訟中心主義に対

抗するために、確認訴訟原型観を通じて訴えの利益に関する考え方を導入する発想は自然

である。そこでは、取消訴訟を違法宣言訴訟として運用する処分性拡大論は、訴訟対象を

特定の行為形式に限定しながらも、むしろ訴えの利益の判断に当たって私人の被害の実態

および即時救済の必要性を重視すべきという点を強調している。その上で、当事者訴訟活

用論は、さらに、行為形式に焦点をあてる思考様式から脱却して、もっぱら確認訴訟を通

                                                        
12 日本において、藤田宙靖の分析によると、行政過程論を唱えた学者がすでにこの問題に関心を払っている（『行政法総

論』（青林書院、2013年）134頁以下）。なお、原告である私人の視点からすると、争いの対象について最も適切な行政

の行為を特定するのは、訴訟の利用者である私人にとって過剰な要求だという指摘がある（土井眞一「法律上の争訟と

行政事件訴訟の類型」法学教室 371号（2011年）87頁）。 
13 ただ、少なくとも当事者間では特定の法的問題の答えに関する公権的な確定が求められる、という「争訟の状況」は

必要である。この点について、長谷部恭男「司法権の概念」（初出 2010年）『憲法の円環』（岩波書店、2013年）228頁。 
14 さしあたり、小島武司『民事訴訟法』（有斐閣、2013年）225頁以下、川嶋四郎『民事訴訟法』（日本評論社、2013年）

136頁以下、伊藤眞『民事訴訟法〔第 4版〕』（有斐閣、2011年）168頁以下、新堂幸司『新民事訴訟法〔第 2版〕』（有

斐閣、2001年）216頁以下、河野正憲『民事訴訟法』（有斐閣、2009年）160頁以下。また、訴えの三形態の相互関係に

ついて、これを確認訴訟原型観により説明するものも少なくない（例えば小島・前掲 217頁以下、川嶋・前掲 203頁以

下）。 
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じて、行政による私人側の権利利益への悪影響という関連性に着目すべき方向を示してい

る。いずれにしても、このアプローチは、行政行為論を中心にする判断仕組みを否定して

おり、訴訟対象について訴えの利益を判断基準とする方向へ収斂するものである。この文

脈において、確認訴訟の明記は、訴訟対象性を、行為形式を中心とする思考様式から訴え

の利益を中心とする思考様式へ転換するものだと考えられる15。 

したがって、確認訴訟の明記以降、学説および裁判例の変化について、次の三点の方向

を指摘することができる。 

第一に、権利救済の必要性を左右するものは、行為形式の性質または法効果だけではな

くなったということが指摘できる。裁判所は、行為形式が私人の法的地位へ実際にどんな

悪影響を及ぼしているか着目して、司法的救済を与える必要性を検討するという柔軟な判

断を行いはじめた。一方、処分性拡大の判例について、伝統的に公権力の行使の特徴と目

された「一方性と担保力（違反行為に対する罰則、実力の行使）」16は、訴訟法の次元にお

いて訴えの利益の問題（私人の法的地位への影響の程度および司法的救済の必要性）とし

て把握し直される可能性が開かれたのであった。 

第二に、司法審査の時機、すなわち救済のタイミングに関する利益衡量は、行政の行為

の違法性を早期に判断すべきかどうかという問題として裁判所において重視されるように

なる。その際に、当事者訴訟と取消訴訟及び差止訴訟との役割分担という問題も救済の実

効性という観点から確認の利益の問題として考慮されるようになった。言い換えれば、抗

告訴訟と当事者訴訟との役割分担という問題は、公権力性の有無だけでなく、訴えの利益

の角度からも検討されることとなったのである。 

第三に、訴訟対象の問題を訴えの利益の問題に引き直すという文脈において、行為形式

について、これを直接確認の対象とすることを認めるかどうかという問題については、学

説の多くが訴えの利益の観点から認めており、最高裁もそのような可能性を示している。

そうだとすれば、行為形式の問題は、結局、訴えの利益の問題に吸収されて、かつて有し

た重要性はますます低下するだろう。 

 

三 台湾法において、取消訴訟単一主義を克服するために登場した公法上の争訟の下で、

学説は、行政行為の形式に拘泥せず請求権または訴えの利益があれば、行政行為以外の行

                                                        
15 橋本博之「行政事件訴訟法改正と行政法学の方法」（初出 2004年）」『行政判例と仕組み解釈』（弘文堂、2009）205頁

以下。 
16 塩野・前掲注(5)103頁。 
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為形式を給付訴訟または確認訴訟で争うことができると指摘していた。また、最高行政裁

判所は、行為形式の性質を問わず、私人の法的地位に影響を及ぼした行為形式について、

訴えの利益があれば、その訴訟対象性を認めるべきだと判示していた。そうすると、理論

的には、公法上の争訟に該当するかどうかは、行政機関の用いた行為形式を基準にしては

いないと解することができよう。 

ところが、学説上は、行為形式ごとに訴えの許容性を検討する手法がなお主流であり、

まして行政裁判所も依然として行為形式の性質ないし法効果に焦点をあてて、訴えの許容

性を決めている。そのため、裁判実務においては、確認訴訟は機能していないという現状

にある。その原因を分析すれば、ひとつは、伝統的行政行為論に依拠した形式的判断手法

がなお支配的であるという点をあげることができる。したがって、裁判所は、公法上の争

訟性について、法律関係の具体性を行為形式の性質から抽象的かつ演繹的に論じており、

行政行為を中心に判断するというアプローチが埋め込まれることになる。この結果、行政

裁判所は、確認訴訟を適用する際に、行政行為の具体的法効果性という尺度を用いて法律

関係の具体性を判断することとなって、たとえ行政行為に当たらない行為形式を法律関係

に引き直したとしてもその法律関係の具体性は容易に認められないことになっている。い

まひとつは、行為形式の争訟性について、これを訴えの利益に引き直す思考が欠如してい

る点である。その結果、紛争の実態に即して司法的救済の必要性を判断するという問題意

識も存在しない。 

この二点に注目すると、裁判実務において、日本と台湾との差異は、例えば、医薬品の

インターネット販売事件からこれをはっきりと見ることができる。日本においても台湾に

おいも、憲法が保障した営業の自由があるため、行政機関が法律による明確な授権がなけ

れば、医薬品のインターネット販売行為を規制することができない。そこでは、共通して、

明確な授権がなされないまま販売行為を規制する行政命令について、これを早期に確認訴

訟で争えるかどうかが争点となった。日本の裁判所は、薬品販売業者の被害の実態を確認

の利益の問題として吟味し、ネット販売を規制する法規命令の違法を主張する権利存在確

認訴訟について、これを適法な訴訟であると認めた17。台湾の裁判所は、インターネット販

売の規制を目的と解される行政規則について、これを抽象的法規範と判断して、これ基づ

く法律関係の具体性を否定し、義務不存在確認訴訟を不適法とした18。この事例を比較する

                                                        
17 東京地判平成 22年 3月 30日判例時報 2096号 9頁、東京高判平成 24年 4月 26日判例タイムズ 1381号 105頁、最判

平成 25年 1月 11日判例時報 2177号 35頁。 
18 台北高等行政法院 100年訴字第 1499号裁定（2011年 11月 3日）、最高行政法院 101年裁字第 240号裁定（2012年 2

月 9日）。 
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と、行為形式を中心とする思考様式から訴えの利益を中心とする思考様式への転換がみら

れる日本において、台湾より救済範囲を柔軟に拡大する道を開けていることをみることが

できる。 

 

四 日本と台湾における近時のそれぞれの発展方向をまとめると、共通の課題としてみえ

てくることは、法律上の争訟を前提にする行政訴訟の対象性が、違法な行政作用によって

私人の権利利益がどれだけ具体的に影響を受けるかを判断した上で、司法的救済の必要性

を決めるという問題である。確認の利益を中心とするアプローチは、この課題の解決を目

指す要となるものである。このアプローチによれば、具体的判断にあたって、裁判所は私

人の「被害の実態」19から出発して救済の必要性を事案ごとに判断すべきであり、行為形式

の性質や効果は「被害の実態」を判断するための衡量要素の一つにすぎず、必ずしも権利

救済の決め手となるものではない。このように「いかなる救済が可能か」という問題解決

に関する訴訟法の視点からみると、行為形式を中心とする判断よりも、このアプローチは、

柔軟に権利を救済することができる。 

しかしながら、裁判所は伝統的な判断仕組みを容易に克服することができない状況にあ

る。日本の最高裁判所は行為形式を中心とする思考様式から訴えの利益行為を中心とする

思考様式への転換をはじめたが、現時点においても、なお完全にこれから脱却したとは言

いがたい。台湾の最高行政裁判所はこの問題を意識してはいるが、いまだ行為形式を中心

とする思考様式に陥っている。なぜならば、台湾では、行政行為を対象とする取消訴訟及

び義務付け訴訟があるため、行為行為の判断が依然として訴訟類型の選択・適用を左右し

ているからである。その際、法律上の争訟を先に判断しないため、裁判官は、行為形式に

関する判断を先行させるという考え方に、なおも支配されているのである。 

したがって、立法論としては、裁判所のこの内の強固な経路依存性に正面から向き合っ

て、訴訟対象のカタログにおいて行為形式をできるだけ広く列挙し、または、問題となる

行為形式の争い方を特別の訴訟類型として整備することも、将来の解決として考えられる

だろう。だが、そのような立法を待たず、本稿が明らかにしたように、確認の利益を柔軟

に判断するならば、十分にこの課題に対応する可能性を有することに留意すべきなのでは

ないだろうか。 

                                                        
19 この用語は、南博方編『条解行政事件訴訟法』（弘文堂、1987年）63-64頁（高木光執筆）から借用したものである。

高木は、事実行為の違法性をめぐる紛争について、「そのような被害が、不法行為法、物権的請求権の枠組あるいは『行

政の法適合性』の原理に照らして」判断すると考えている。本稿では、行政の行為の違法性をめぐる紛争について、訴

訟法の次元で訴えの利益の枠組みに照らして争訟性を判断することを指摘する。 
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第三節 救済手法の多様化と確認訴訟の特性 

一 民事訴訟において形成訴訟の形成力または給付訴訟の執行力に比べると、確認訴訟は

判決の効力について既判力しか有しないことで補充的に適用されることになる。これが、

いわゆる確認訴訟の補充性である。一方、確認訴訟は紛争の抜本的解決および予防的解決

のために独自の救済機能を有する手法としても確立している20。日本と台湾では、一般的に

行政訴訟における確認訴訟も、また、このような性質を有するものと解されているが、そ

こでには、異なる状況もある。以下では、訴えの役割分担について訴訟対象を中心に、日

本と台湾におけるそれぞれの状況を踏まえた検討を行う。 

 

二 日本の場合、取消訴訟中心主義の歴史的経緯により、訴訟対象について確認訴訟と取

消訴訟との役割分担に焦点に当てる議論が現在においても主流である。その際に、処分性

拡大論の立場をとる学者の一部は、行政命令・行政計画の違法判決ならば、当然に対世効

を必要とするため、それらを取消訴訟で争う必要性を唱えている21。そこでは、行為形式を

中心とする思考様式が判決の効力を考える際にも影響を及ぼしている。 

しかしながら、裁判実務においては、判決の効力を行為形式のあり方から一律に画定し

ているというよりも、紛争の実態をみて、それを決めていく傾向にある22。すなわち、具体

的事案において対世効による紛争解決または権利救済を必要としない場合には、確認訴訟

の方が適切な訴訟類型であると考えられるのである23。これは、訴訟対象について、訴えの

利益の問題として考え、被害の実態から判断する動向に呼応するものといえよう。 

一方、確認訴訟に注目する学者は、確認判決について、これを行政に対する拘束的行動

指針として運用する可能性を指摘している24。すなわち、違法宣言または権利確定の確認判

決は行政に対して特定の行動を要求しないが、既判力（および拘束力）を通じてこれから

                                                        
20 小島・前掲注(14)193頁以下、川嶋・前掲注(14)136頁以下、伊藤・前掲注(14)159頁。 
21 例えば、「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」、「行政訴訟検討会（第 29回）議事録」において、この点について対世

効をめぐる議論がある。 
22 例えば、条例の処分性を認めた最判平成 21年 11月 26日民集 63巻 9号 2124頁は、条例という行為形式よりも、行政

の「実際の対応に困難を来す」という問題に着目して、対世効を有する取消判決について、これを紛争の適切な解決手

法と認めている。 
23 例えば、東京地判平成 22年 3月 30日判例時報 2096号 9頁。なお、山岸敬子は、抽象的行為形式に関する紛争につい

て、「個々人の個別的利益に関わる法令の個別的適用」に対する行政の裁量的判断が必要となる場合には、むしろ対世効

が認められていない確認訴訟の方が適切であると指摘している（『客観訴訟の法理』（勁草書房、2004年）163頁）。 
24 例えば、最高裁判所事務総局行政局『行政事件担当裁判官会同概要〔行政裁判資料第 14号〕』（1952年）25頁以下（白

石健三発言）、渡邊宗太郎『全訂日本国行政法要論上巻』（有斐閣、1956年）445頁以下、下山瑛二『現代行政法学の基

礎』（日本評論社、1983年）212頁以下、園部逸夫編『注解行政事件訴訟法』（有斐閣、1989年）64頁（鈴木庸夫執筆）。 
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の行動指針として行政に対する行為規範となると考えている25。そこでは、行政が判決の趣

旨に沿って、是正の措置を自主的、かつ、裁量的に取るべきことが想定されることから、

最終的に私人の権利実現または侵害防除が可能であると指摘されている。裁判例において

も、こういう可能性を示したものがある26。そうすると、確認訴訟は、行為規範を確認する

ことにより、私人の権利を広く保護する可能性を有することになろう。  

 なお、行政訴訟においては、日本では残念ながら現在なお請求権体系の発展が遅れてい

ることから、請求権を前提とする給付訴訟について、これに対する確認訴訟の補充性とい

う問題が本来ならば当然存在するが、顕在化していないことも、ここで付言しておく。 

  

三 他方、処分性拡大論が存在しない台湾法の場合、訴訟対象については、主に給付訴訟

と確認訴訟との役割分担が理論的に問題となる。ただし、確認訴訟への関心は、実際は高

くないのが現状である。その原因として、ひとつは、公法上の請求権体系に関する議論を

前提にすれば、当然に給付訴訟がもっとも活用すべき訴訟形態だと考えられているからで

ある。もう一つは、既判力による権利救済の意義が必ずしも明確に認識されていないから

である。すなわち、確認訴訟による権利救済の実効性が疑われているのである。したがっ

て、確認訴訟の給付訴訟に対する補充性原則が強調され、訴えの利益を中心に構成された

確認訴訟の救済範囲は狭いものになっている。 

しかしながら、訴えの役割分担について、これを判決の効力から抽象的演繹的に決める

視点に立つと、紛争の実態に即して権利を柔軟に救済することができない。そして、確認

訴訟は、特定の能動的内容を要素としない純然たる権利の存否確認を中心に構成されたも

のであり、訴えの利益も、権利存否に関する既判力の取得を中心に判断されることになる。

理論的に言えば、確認の利益は、執行力を求める請求権より広く紛争を拾い上げることが

できるのである。殊に、ドイツ法の請求権体系が継受されたにも関わらず、裁判実務にお

いて定着したと言いがたい台湾の現状をみるならば、当面、確認訴訟の給付訴訟に対する

補充性が厳格に判断される必要はないと考える。この点については、日本法は大いに参考

となるだろう。 

 

四 以上検討したように、確認訴訟について、日本では取消訴訟、台湾では給付訴訟との

                                                        
25 改正行訴法に関する主張として、大橋洋一は「確認判決の持つ拘束力は、違法な行政活動の抜本的解決を有効に図り

うるもの」だと指摘している（「行政法総論から見た行政訴訟改革」（初出 2004年）『都市空間制御の法理論』（有斐閣、

2008年）374-375頁）。 
26 例えば、名古屋地判平成 21年 2月 19日判例タイムズ 1313号 148頁、福岡地判平成 21年 7月 17日判例集未登載。 
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役割分担が問題となっている。さらに一般的に言えば、日本であれ台湾であれ、行政訴訟

類型の多様化により、紛争の性質に即して適切な訴訟類型の選択がますます困難になって

いるという問題を共有している。この問題について、もし「被害の実態」から訴えの利益

を判断して、それに対する具体的救済を決める方向へと移行するならば、日本の学説が主

張した確認訴訟原型観は、今日においても依然として示唆に富んでいる。すなわち、確認

訴訟について、これを基本的包括的救済手法として位置づけ、違法性判断または権利確定

は、これとは異なる救済手法との分離を可能にするという発想である。これは、確認の利

益が、まず、第一次的に判断され、行政に対して特定の作為不作為義務を命じるか、法律

関係を対世的に確定するかという問題については、むしろ具体的事案において、権利をよ

り実効的に救済するため、第二次的に決められるものと考える発想である。そうすると、

各種の訴えの融通性が確認訴訟を媒介として確保され、訴訟類型選択のリスクも、確認訴

訟を土台に位置づけることで軽減されるだろう27。 

 

第四節 司法の救済権能 

一 確認訴訟については、日台の制度面において共通点が多い。しかし、日本法における

確認訴訟は、台湾法のそれより活用されるようになった。しかも、日本法における確認訴

訟は、改正法前後において、その判断枠組みが変わっていないにもかかわらず、改正法以

後は、活発的に運用されている。それはなぜだろうか。より根本的な理由としては、司法

が自らの救済権能を行使する際に、形式的な要件判断から実質的な利益衡量へと移行して

いる点が指摘できる。そして、このような移行には、行政権優越の司法国家観から司法権

優越の司法国家観へ転換する兆候がみられる28。その点で、今日における日本法と台湾法と

の間の差異を見ることができる。以下では、まず日本法の状況をまとめることにする。 

 

二 日本法において、田中・兼子理論が示した行政権優越の司法国家観は、訴訟制度にお

いて取消訴訟中心主義に帰結した。司法は、訴訟対象を行政処分に限定した上で、硬直し

た要件で形式的機械的に判断すればよく、したがってまたなされた処分の取消で十分だと

すれば、それ以外の救済手法を勘案する必要もないとされた。訴訟対象の拡大であれ無名

                                                        
27 民事訴訟法学において、同様の方向性を示したのは、川嶋・前掲注(14)206頁、同「公法紛争における事実行為と民

事訴訟──『公共施設に対する民事差止訴訟の活用可能性』に関する一素描」法律時報 1064号（2013年）51-52頁。 
28 この点について、法適用作用としての近代法的司法観から法創造機能を認める現代法的司法観への転換をみることも

できるだろう（例えば、芦部信喜「司法における権力性」（初出 1983年）『人権と憲法訴訟』（有斐閣、1994年）36頁以

下）。ここでは、この視点から検討する余裕はないため、今後の研究に委ねることにしたい。 



第七章 

 

245 
 

抗告訴訟の許容性であれ、いずれにしても、それらを認める司法の救済権能は極めて限定

されていた。 

しかしながら、この形成訴訟たる取消訴訟を法律上の争訟の中心に据える司法国家観は、

必ずしも憲法に基づく司法の救済権能を正しく認識するものではなかった。憲法が採用す

る司法の救済権能に立脚して、司法の法判断権限に着目するならば、確認訴訟を法律上の

争訟の中心に据える司法権優越の司法国家観が登場することになる。この考え方からする

と、司法は、違法の行政作用と私人の権利利益との関連性を広く法関係として把握した上

で、訴えの利益を通じて救済の必要性を利益衡量によって自ら判断することが可能となる。

この系譜において、司法の救済権能について、行政の適法性統制を強調する違法宣言訴訟

モデル（処分性拡大論）、または、基本的人権の権利保護を強調する権利確認訴訟モデル（当

事者訴訟活用論）は、その関心を置くところは異なるとはいえ、いずれも、司法自らの救

済権能の拡大を図るものであった。 

改正行訴法は、政治過程・行政過程における司法の役割を見直した上で、義務付け訴訟

と差止訴訟の訴訟要件について、これを緩く定める一方で、確認訴訟について、訴訟要件

を何も定めないまま、その運用を判例政策に委ねることになる。国民の権利を違法の行政

活動から実効的に保護するために、法定抗告訴訟の訴訟要件の緩和が、取消訴訟中心主義

に縛られた判例政策を明確に否定するものだとすれば、確認訴訟の明記は、司法の救済権

能の柔軟な運用を促す意味を有するものだといえよう29。そして、今回の改革に影響を及ぼ

したオープンスペース論もまた、憲法上与えられた司法の救済権能を柔軟に行使できる制

度の整備を行うとともに、司法の救済権能の消極的行使を否定するものだと考えられる30。 

改正行訴法の趣旨を受け止めた最高裁判所は、紛争の実態に即して訴えの利益を柔軟に

衡量するようになるが、その際、権利救済の「実効性」に関しては、なおも慎重に判断す

る傾向がみられ、いまだ安定していない状況にある31。ただし、あらゆる行政作用の違法性

について、これを権利保護の「実効性」の下で審査すること自体は、行政権限の恣意的行

使をコントロールすることを目指して、かつ、行政による公益実現と私人の権利保護との

利益衡量を可能にする訴えの利益論を形成するだろう。また、行政の活動態様を問わず私

人の被害の実態から判断した上で、訴えの利益の有無を決める手法を採用するとすれば、

                                                        
29 橋本・前掲注(15)204-206頁。 
30 塩野宏「行政訴訟改革の動向」（初出 2004年）前掲注(4)書 240頁。なお、橋本博之「行政訴訟改革といわゆる『オー

プンスペース』論」（初出 2008年）前掲注(15)書 225頁以下も参照。 
31 この不安定の状況を指摘した近時の文献として、下井康史「『処分性』拡張と処分性概念の変容」法律時報 1064号（2013

年）16頁、越智敏裕「訴訟実務から見た『処分性』拡大の傾向──実効的な司法救済のタイミング」法律時報 1064号

（2013年）18-19頁、湊二郎「予防訴訟としての確認訴訟と差止訴訟」法律時報 1064号（2013年）33-34頁。 
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訴訟対象をいかに拡大するか、紛争をどのように解決するかということは、必然的に司法

の広範な利益衡量に頼らざるを得えないものとなる。そこで、訴えの利益を通じて法律上

の争訟の判断権限を確保することを考える最高裁判所は、現在、救済権能を緩慢だが、し

かし、確実に拡大しようとする傾向にある。このように、司法権優越の司法国家観へ移行

する兆候がみられるため、司法の救済権能が徐々に伸長するにつれて、確認訴訟は、今後

一層、活用されるようになるだろう。 

  

三 台湾法においては、行政と司法との役割分担または司法の救済権能という問題が意識

されず、訴えの許容性をもっぱら個々の訴訟要件の解釈論として検討する考え方が主流で

ある。というのは、ドイツ法継受を背景にして、多様化した訴訟類型について、これをド

イツ法のドグマティックによって正しく運用することが、当面の急務と考えられているか

らであろう。また、実体法上の請求権を前提にする給付訴訟を強調する議論は、訴求可能

性を実体法規範の解釈論ないし要件論の次元で把握した上で、救済の可否と手法とが、一

義的に決めるものである。それゆえ、司法自らが、訴えの利益を通じて原告に対する不利

益の程度・態様や救済の必要性について、事案ごとに衡量する視角は、見落とされている。 

 では、日本法と比較すると、台湾の旧行訴法は、行政行為を対象とする取消訴訟単一主

義をとることから、それは、実際に、行政権優越の司法国家観を前提にしたものであった。

台湾には、司法の救済権能を制限する司法権の限界論のようなドグマは存在しないが、制

定法準拠主義の通説判例は、訴訟対象の拡大または法定外の訴訟類型の創設を完全に立法

論に委ねたことからわかるように、司法が自らそれらの救済を与える権能については、こ

れをほぼ全否定することとなったのである。しかしながら、新行訴法の下で、司法による

概括的実効的権利救済という考え方が一般的な理解となり、仮にこれを司法権優越の司法

国家観に転換したものだと解するならば、台湾においては、司法自らが公法上の争訟を広

く判断して救済を与える権能を有することになろう。 

にもかかわらず、行政裁判所においては、立法者が特に定めた訴訟類型または明記した

請求権が存在しない場合に、一般的救済形式としての確認訴訟を運用する意欲は高くない。

すなわち、立法者からの明確な指示がなければ、行政裁判所には、行政の違法な権限行使

から私人の法的地位を保護するために、行政に対して広く裁判的統制を及ぼす領域を十分

に確保すべきであるという認識に欠けるという問題がある。このような保守的な態度には、

前述した行為形式を中心とする思考様式に由来するものであるが、違法の行政作用と私人

の権利利益との法的関連性について、これを訴えの利益として柔軟に判断して、救済を与
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える権能を行政裁判所は有するという問題意識が欠落しているように思われる。 

残念ながら、この問題に無頓着な台湾の学説は、恐らく司法権の限界論に対抗する必要

もなければ、司法の救済権能を強調する必要もないことから、依然として、個々の訴訟要

件や請求権に関する解釈論にばかり関心を払い、ドイツ法の直輸入を行なっているのであ

る。それゆえに、台湾では、司法的救済に値する公法上の争訟という全体像は、まおも明

確に認識されることはなく、しかも、しばしば前述した行為形式を中心とする思考様式に

左右されているのが現状である。行政権優越の司法国家観は、台湾では、依然として通説

判例に影響を及ぼしているのである。 

 この問題を抜本的に解決するために、日本法における確認訴訟の発展史から得られた示

唆は極めて重要であり、台湾において公法上の争訟の全体像を確認訴訟を中心にもう一度

見直すべきである。 

 

四 結局のところ、国民の権利利益をもれなく救済するという課題は、法律上の争訟を包

括する訴訟類型の整備や実体法理・訴訟法理の構築によって実現される。しかし、その前

に求められた司法国家観とは何かが、まず問われねばならないだろう。 

確かに司法権優越の司法国家観における司法の救済権能に着目するならば、まず国家権

力である司法権の恣意的な行使を防ぐためにこれをいかに律するかという問題に注意を払

わなくてはならない32。そして、司法の救済権能拡大は、裁判所が私人の欲求の掃き溜めと

化する危険や、法的領域を越えて政治的論争に曝される可能性が高くなることから、救済

権能の適正な行使をいかに統制するかという問題についても、常に慎重な検討を必要とす

る。ただし、司法の救済権能について、これを法定抗告訴訟（台湾では取消訴訟及び義務

付け訴訟）の枠内において制限するという、かつてとっていた道がないとすれば、この問

題は、法律上の争訟に基づく行政の適法性統制33または実効的権利救済34という新たな視点か

ら議論を深めることが期待されるのである。 

                                                        
32 民事訴訟法学において、この問題を指摘する文献として、山本弘「権利保護の利益概念の研究(1)」法学協会雑誌 106

巻 2号（1989年）163頁以下。 
33 例えば、亘理は、前掲注(3)72頁においては、法律上の争訟について、権利義務性を抜き取り適法性を中心にこれを

再構築すべきと主張すると同時に（同「法律上の争訟と司法権の範囲」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ』（有斐閣、2008

年）27頁も参照）、84頁においては、裁判官が法適用において普遍性を有する解釈基準を示す必要性について、これを

強調している。また、亘理は、「国民の法的地位論の拡充」の必要性についても指摘している（「公私機能分担の変容と

行政法理論」公法研究 65号（2003年）195-196頁））。 
34 例えば、憲法上の基本的人権を中心に行政救済法を全面的に再構成する必要性については、下山瑛二と室井力がつと

にこの必要性を指摘している（下山瑛二『現代行政法学の基礎』（日本評論社、1983年）199頁以下、室井力「現代行政

と行政救済法」杉村敏正編『行政救済法 1』（有斐閣、1990 年）1 頁以下）。また、近時、権利をいかに実効的に救済す

べきかという救済法の観点から研究する文献として、さしあたり、曽和俊文「権利と救済（レメディ）――行政法にお

ける権利の特質」阿部泰隆古希『行政法学の未来に向けて』（有斐閣、2012年）543頁以下。 
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第八章 展望 

 

第一節 台湾法の展望 

一 日本法から台湾法への示唆 

日本法から台湾法への示唆を得る際には、社会的背景および実定法制度の仕組みが両国

では大きく異なっていることを無視することができない。ただし、その相違点を留意しな

がら、前章の比較検討により、日本法から台湾法への示唆を次の二点に集約することがで

きる。 

第一は、法律上の争訟と確認訴訟原型観である。台湾における通説と行政裁判所は、公

法上の争訟であれば、民事訴訟に準じて給付または確認訴訟のいずれかの訴訟形態で出訴

できる点で一致している。そして、司法院大法官は、憲法解釈を通じて包括的かつ実効的

権利救済を強調し、行政裁判所に対して強い影響を与えている1。そうすると、行為形式の

性質を問わず権利救済を与えるべきことは、明確であるはずであったが、行政裁判所の思

考様式は、依然として公法上の争訟と行政行為の具体的法効果とを同時に判断しがちであ

る。そのため、行政裁判所は、訴訟対象の拡大と予防的訴訟の運用について消極的に考え

ている。 

しかしながら、私法上の争訟との対称性をもつ公法上の争訟の創出を目指す台湾におけ

る司法国家の下では、公法上の争訟について、行政行為を中心にその範囲を画定する必要

はない。むしろ、民事訴訟の救済法理、すなわち訴えの利益があれば出訴できるという点

を徹底し、訴えの利益を中心に公法上の争訟を画定すべきであろう。その際に、日本法か

ら得られる示唆は、法律上の争訟について、確認訴訟を通じて訴えの利益のレベルにおい

て見直すべきという点にある。確かに、法律上の争訟と確認訴訟の要件とは、論理的には

別のものであるが2、確認訴訟の登場の経緯および日本法における発展の歴史から見ると、

訴えの利益を中心に構成された確認訴訟は、法律上の争訟を見直す際には、原基的な訴訟

形態である3。 

                                                        
1 例えば、釈字 684号解釈（2011年 1月 17日）は、学生の権利利益に影響を及ぼす教育的措置について、救済を与える

べきだと判示した。行政行為に該当しない教育的措置の出訴について、その受け皿は給付訴訟または確認訴訟のいずれ

かであると想定されている。 
2 台湾法の母法であるドイツ法においては、「争訟性」と「訴訟類型適合性」が論理的に区別されるべきであるとされて

いる。この点について、日本における紹介として、高木光『行政訴訟論』(有斐閣、2005年)56頁。 
3 あらゆる訴訟類型が公法上の法律関係を確定する点で確認訴訟の性質を有するという指摘はあるが（李建良「環評法

所称『目的事業主管機関』的意涵与一般確認訴訟的制度本質――中科三期確認訴訟案（下）」台湾法学雑誌第 180期（2011

年）20-21頁）、公法上の争訟と訴えの利益との関係について論じられていない。 
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第二は、訴訟対象を訴えの利益に絞るアプローチである。ドイツ法を継受した台湾法に

おいて、学説も行政裁判所も請求権体系を前提にして、訴訟対象の争訟性に関して、これ

を請求権の有無の問題として考える傾向にある。本稿では、請求権体系のアプローチを否

定するつもりはないが、確認訴訟の意義を見落とすと、公法上の争訟を狭く理解するとい

う問題を生み出すのではないかと指摘したい。まず、台湾では結果除去請求権の論争から

見たように、ドイツ法の請求権体系は、裁判実務において必ずしも容易に定着しないこと

が明らかになった。請求権が成立しない場合には、違法な行政作用が行われても、それは

現実に私人の法的地位に干渉しないように見せかけるおそれがある。次に、そもそも給付

訴訟がすべての紛争を解決するわけがないことから、確認訴訟は給付訴訟と異なる権利保

護形式として確立したものであった。訴訟法固有な観点からすると、確認の利益が仕える

べき任務は、裁判所自らが救済権能を行使して、守られるべき権利利益に訴訟法を柔軟に

対応させることにより、救済を可能とするものである。こうした確認訴訟の目的に着目し

て、このように請求権体系が公法上の争訟を完全に包摂するものでないことを踏まえるな

らば、確認訴訟による救済に道を開く訴えの利益の検討が不可欠となる。 

この点について、日本法では、請求権体系の発展が遅れているが、訴訟対象を訴えの利

益に絞る議論は盛んに行われている。確認訴訟の明記はその議論の成果とも考えられる。

現在、学説も裁判所も、守られるべき法的地位について確認の利益を柔軟に判断して救済

を与える方向で議論しており、一定の成果を上げている。そこで、台湾において、請求権

体系の発展が十分でない現在、日本法の発展を参考にして、公法上の争訟を確認訴訟のレ

ベルにおいて見直すと同時に、訴訟対象を訴えの利益に絞るアプローチも採用すべきであ

ろう。そして、台湾法において喧伝されている確認訴訟の給付訴訟に対する補充性は、給

付訴訟の可能性が限定されているという現状を踏まえて、厳しく適用される必要がないだ

ろう。 

 

二 解釈論の方向性 

以上の二点を踏まえて、台湾法においては公法上の争訟からみた確認訴訟の可能性を活

かす手掛かりとして、具体的にいえば、以下の三点をあげることができる。 

 第一は、最高行政裁判所は、公法上の争訟を正面から捉えて、法的地位に重大な不安が

あれば、出訴を認めるべきという判断枠組みを提示したということである。これは、訴訟

対象を訴えの利益に還元するアプローチであり、確認の利益を公法上の争訟の原型とする
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確認訴訟原型観に近い発想であろう。そこで、確認訴訟を公法上の争訟の中心に据えて考

えれば、これまで行政行為を公法上の争訟の中心にする思考様式は、まず排斥されなけれ

ばならない。次に、公法上の争訟であれば、裁判所は原則として救済を与えなくてはなら

ないことから、確認訴訟について、これを基本的救済手法と措定するべきである。そして、

請求権を前提にする給付訴訟の適用有無については、最高行政裁判所判決も説示したよう

に、訴訟類型の選択の問題として第二次的なものである。 

第二は、林三欽が提示した原因行為に対する直接攻撃訴訟である。林三欽説は、法律関

係の変動を原因づける行政作用（行政命令や行政契約）について、これを法律関係に引き

直すと、確認訴訟でその違法性を直接争点として争うことができるものである。この主張

は、法律関係を通じて行政の多種多様な活動を攻撃できる点に限って、日本の改正行訴法

において確認訴訟が明記された趣旨に近い発想であろう。しかし、林三欽説が実体法関係

の具体性の有無または変動を中心に判断しており、これは、まず行為形式の思考様式を前

提にした裁判実務は受け入れられておらず、また、この説には、具体的状況において私人

の不利益の内容、程度あるいは態様を事案ごとに衡量して救済の必要性を決めるという訴

えの利益の視点は見落とされている。したがって、行政作用を形式的に法律関係に引き直

すというよりも、むしろ行政作用が私人の法的地位に及ぼした悪影響について、その救済

の必要性こそが訴えの利益のレベルにおいて具体的に判断しなければならない。  

第三は、確認の利益である。これについて、台湾法における議論は多くはないが、少な

くとも刑罰や不利益処分の予防、特定の社会的行為や経済的活動をする前の確認、反復発

生しうる危険の回避、紛争の抜本的な解決、事後に救済しがたい権利に対する予防的救済

の必要性は、学説において一般的に認められている。これらは、私人の法的地位について、

行政作用がいかに影響を及ぼすか、救済を現に与えるべきかという視点から個別的事案ご

とに衡量されるべき要素であり、決して演繹的機械的な要件判断の問題ではない。この点

で、裁判所の多面的な検討、柔軟な判断が今後求められることになるだろう。 

  

第二節 今後の課題  

一 行政訴訟における確認の利益  

本稿において、司法国家の実現という課題の克服および訴訟対象を訴えの利益に絞るア

プローチの二点から確認訴訟の意義を検討したが、確認の利益に関する具体的解釈論は詳

しく検討しなかった。しかし、訴訟対象を訴えの利益に還元すれば、確認の利益をいかに

判断するかが最も重要な問題となる。そして、現在、日本においても台湾においても一般
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的に民事訴訟における確認の利益に関する考え方が判断の指針となるが、日本では、確認

の利益について「行政訴訟に特有の事情」4を反映させる必要性が指摘されている。 

この点について、本稿が指摘したように、日本では、広義の訴えの利益を判断する法的

保護に値する利益説は、義務確認訴訟説と同時に登場し、処分性拡大論と表裏一体の関係

にあり、実際に民事訴訟の確認の利益を行政訴訟において改鋳したものともいえる。そう

だとすれば、法的保護に値する利益説と確認の利益との関連を検討することは、行政訴訟

の確認の利益論を解明することにも繋がることになろう。他方、「ドイツとの対比で見る限

り、特殊日本的」5法的保護に値する利益説は、ドイツ法を受容した台湾において紹介され

ているが6、まったく影響力をもたず無視されている。だが、仮に法的保護に値する利益説

が確認の利益を母胎としたものであれば、台湾法においても日本法の研究から示唆を得る

ことができると考えられる。したがって、今後、台湾においても、原告適格の問題を含め

て法的保護に値する利益説を確認訴訟の展開に併せて検討する意義があるだろう。 

 

二 憲法に基づく実効的権利救済   

日本および台湾は、行政訴訟制度改革を行う際に、いずれも実効的権利救済を指導理念

として強調している。それは憲法上の裁判を受ける権利に由来したものであるが、行政訴

訟において具体的に適用される際に、規範的機能をどのように果たすのかは、必ずしも明

確に検討されていない。 

日本においては、憲法 32 条の裁判を受ける権利に基づく実効的権利救済の要請は、「実

体的基本権のみならず、裁判上保護に値する利益の貫徹機会が保障されることを導く」7も

のだとすれば、この視点から検討することが、法的保護に値する利益説についても新たな

可能性を開くことになるだろう。また、「実効性」について、これを救済のタイミングの問

題と解すると、取消訴訟、執行停止制度、差止訴訟、確認訴訟は、どのようにそれぞれの

制度特性に即して配置されるのかが課題となる。本稿では、この問題に関する解釈論の提

示を控えるが、確認訴訟の可能性と法定抗告訴訟の可能性との適切な守備範囲を画して運

用することを目指すために、訴えの利益の次元で基本的人権に対する実効的権利救済の視

                                                        
4 小早川光郎『行政法講義 下Ⅲ』（弘文堂、2007 年）341 頁、宇賀克也『行政法概説Ⅱ〔第 4 版〕行政救済法』(有斐

閣、2013年)370頁。なお、塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救済法』(有斐閣、2010年)260頁も、「行政過程の特色を

反映」すべきと主張している。 
5 安念潤司「取消訴訟における原告適格の構造㈣」国家学会雑誌 99 巻 7・8 号（1986 年）35 頁注 6。なお、同論文 39

頁以下、確認の利益に関する論述も併せて参照。 
6 さしあたり、陳清秀『行政訴訟法〔第 3版〕』（元照、2009年）232頁以下。 
7 笹田栄司『実効的基本権保障論』（信山社、1993年）336頁。 
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点からの調整が必要となる。そうであるならば、本稿はこの課題を手付かずのまま残して

いることになる。他方、台湾では、ドイツ連邦基本法 19条 4項の実効的権利救済という理

念が受容されているが、台湾法の具体的文脈において、訴えの利益や訴訟類型の選択につ

いて、これを台湾憲法 16条の訴訟権に関連づけて据えて検討するものは多くない。ドイツ

法の継受を相対化するためにも、比較法の角度からみた日本法のこれからの発展状況も参

考となるだろう。そのため、憲法に基づく実効的権利救済から訴えの利益を検討すること

が不可欠であろう。 

 

三 継受法国家における司法としての行政訴訟   

もともと日本および台湾において、国の近代化・現代化の過程は、行政を中心に遂行さ

れたものである。また、第二次世界大戦の前にドイツ法を受容した行政法学も、「後進資本

主義国家の強力な行政権の自由な活動・形成領域を正当化し担保するごときものとして生

成し体系づけられたものであった」8。その意味で、社会・経済秩序と行政法の形成は、必

然的に行政を中心に行われた。とりわけ、取消訴訟中心（単一）主義が行政の特権を守る

ための防波堤として、司法の権限を抑止した歴史的経緯があることから、司法は、行政に

対する適法性統制について、必ずしも十分に発展させることができなかったのである。ま

た、外国法の継受の伝統によって、行政法学の発展は、主に学説および立法により行われ

ており、行政法学が判例法によって形成されるという法伝統は弱かった。そのため、通常

裁判所で行政事件を処理する日本であれ、司法としての行政裁判所を設けた台湾であれ、

結果として、司法が行政の適法性統制を消極視するという類似の問題に遭遇した。したが

って、こうした歴史的制約、とくに取消訴訟中心（単一）主義について、これを克服する

ためには、訴訟類型の整備だけではない。継受法国のこうした歴史的な共通現象を比較分

析し9、行政ではなく司法を中心におき、判例が形成する行政法学の可能性を見出す必要性

もそこにある。この可能性の探究は、本稿の結論を踏まえた今後の研究課題である。  

なお、司法が行政と対峙できるようになれば、行政と司法の両方からの視点を併せもっ

て、行政法学を見直し、その新たな発展の契機を獲得することができよう。すなわち、本

稿の問題関心でいえば、行政過程を中心にする利益調整ばかりに注目するものでもなく、

司法過程を中心にする権利保護だけ関心を寄せるものでもなく、行政過程と司法過程から

                                                        
8 室井力「現代行政法の課題」（初出 1970年）『現代行政法の原理』（勁草書房、1973年）3頁。 
9 See,e.g., John Ohnesorge, Administrative Law in East Asia: A Comparative-Historical Analysis, in COMPARATIVE 

ADMINISTRATIVE LAW 78-91 (Susan Rose-Ackerman & Peter L. Lindseth eds., 2010). 
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なるより大きなプロセスの中で、法問題に関する意見の対立およびそれをめぐる諸利益の

衝突を措定し、いかに法的規律へと弁証法的に転回させるかという観点から、行政手続と

訴訟手続におけるコミュニケーションを通して行政法の創造的な形成が可能となるだろう。 


