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序章  

 

一 国家法としての行政法の限界 

 行政法は、国家法として生成した１。しかし、今日、国家法としての行政法は、

一定の行政活動に対して有効な法的規律を及ぼすことが困難になっているといわ

れている。たとえば、行政機関ではなく私的主体による「行政」活動２、それ自

体がプロセスとしての行政活動３、そして、とりわけ近年言及されるヒト・モノ・

                                                 
１  明治憲法下の日本における行政法の創始者の一人である美濃部達吉は、行政法

を「行政に関する国内公法」と定義していた。『日本行政法上巻』（有斐閣、一九

三六年）四一頁。また、戦後の日本国憲法下の代表的な伝統的行政法学者であっ

た田中二郎も、行政法について同じく「行政に関する国内公法」と定義していた。

田中二郎『新版行政法上巻』（弘文堂、一九七四年）二四頁。  

 欧米の比較行政法史を研究するイタリアの Bernard Sordi も、「ヨーロッパの

行政法の歴史は、この二五〇年に及ぶ国民国家内部における行政権の生成と発展

に対応する」と述べる。そして、フランス、ドイツ、イギリスそして後のアメリ

カの行政法は、それぞれの国家形成過程と憲法の歴史に依存していると語ってい

る。Bernard Sordi, Révolution, Rechtsstaat, and the Rule of Law: Historical 

Reflections on the Emergence of Administrative Law in Europe,  in COMPARATIVE 

ADMINISTRATIVE LAW 23 (Susan Rose-Ackerman & Peter L. Lindseth eds.  2010).  
２  以下、国・公共団体が行う活動としての行政と区別するために、私的主体の活

動として行われる行政については「行政」と記す。  

私的主体が行政の活動を行う場合について、たとえば、米丸恒治「『民』による

権力行使――私人による権力行使の諸相とその法的統制――」小林武他編『田村

悦一先生古稀記念論文集 『民』による行政――新たなる公共性の構築』（法律文

化社、二〇〇五年）五二頁以下。北島周作「行政法の主体・活動・規範 一‐六・

完」国家一二二巻（二〇〇九年）一・二号五一頁以下、三・四号一三三頁以下、

五・六号六六頁以下、七・八号五九頁以下、九・一〇号七二頁以下、一一・一二

号一二〇頁以下。私的主体が行政の活動を行う現象を、「行政法拡大モデル」と称

し、日本における近時の議論の諸相をまとめるものとして、前田雅子「行政法の

モデル論」磯部力他編『行政法の新構想Ⅰ行政法の基礎理論』（有斐閣、二〇一一

年）二七頁以下。   

私的主体が公共の利益に配慮して自らの行動（「行政」）を自主的に規制する場

合について、たとえば、原田大樹『自主規制の公法学的研究』（有斐閣、二〇〇七

年）。  
３  原案を行政だけでなく私的主体が作成し、行政との間で修正を重ね繰り返しコ

ミュニケーションする仕組みが近時登場している。角松生史「決定・参加・協働

――市民／住民参加の位置づけをめぐって」新世代政策学研究四号（二〇〇九年）

七頁。そこでは、行政決定も行政過程の最終的なものではなくなった新しい行政

活動がうまれている。市橋克哉「日本における行政手続の進化――国家、市場お

よび社会との関係」名法二四五号（二〇一二年）一八四頁以下。Javier Barnes, 

Toward a Third Generation of Administrative Procedure, in COMPARATIVE 
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情報等の国境を超えた移動に関する行政活動４等があげられる。行政法は、これ

らの行政（および「行政」）活動に対しいかに授権し統制を及ぼすか、が今日問わ

れている５。  

上述のような行政活動に対して行政法による法的規律が困難となっている原因

は、これらの行政活動が行政法の前提条件を十分に満たしていないことに帰着す

る。すなわち、行政法は、①国家の存在を前提に一国家の内部の法として、②法

主体を公的主体と私的主体とに二分したうえで、公的主体を少なくとも一方の法

主体として、③公的主体による「行政の決定」（行政立法、行政処分および裁決を

指す。以下、これらを併せて「行政の決定」という。）に焦点を合わせる、という

三つの条件を前提にして構築された６。行政法の創始者達は、私法やコモン・ロ

ー等既存の法システムでは対応できない社会現象を、法的に位置づけ民主的にこ

れを統制するために、（形式的には）市民法に倣って、行政法の（独自の）原理や

規制のあり方を構成するというアプローチを用いて行政法を形成した、と鵜飼信

                                                                                                                                               

ADMINISTRATIVE LAW 349-54 (Susan Rose-Ackerman & Peter L. Lindseth eds., 

2010). 
４  法整備支援の知見から、国境を超える空間に新しい行政法の生成をみるものと

して、市橋克哉「行政法整備支援とその行政法学への示唆」国際開発研究二〇巻

二号（二〇一一年）三五頁以下。個別の国内行政分野におけるグローバル化への

応答を踏まえながら、一般行政法の中に国際行政法理論の構築を目指すものとし

て、斉藤誠「グローバル化と行政法」磯部力他編『行政法の新構想Ⅰ行政法の基

礎理論』（有斐閣、二〇一一年）三三九頁以下。アメリカ行政法の中に登場した、

グローバル行政法という新しい理論動向を追うものとして、藤谷武史「多元的シ

ステムにおける行政法学――アメリカ法の観点から」新世代法政策学研究六号（二

〇一〇年）一四九頁以下。また、公法研究七四号（二〇一二年）でもこの問題を

扱っている。  
５  ネットワークにより私的主体が公益を実現するための手続・組織を定める規範

を、私行政法として概念化する山本隆司の一連の業績がある。たとえば、「私法と

公法の〈協働〉の諸相」法社会学六六号（二〇〇七年）三一頁以下。  

公私協働のありようを視野に収め、行政法の射程を拡大し、そして、裁判手続

を必ずしも前提としない、行政の適正な運営と統制の仕組みを作るという方向性

を有するひとつの新しい行政法モデルの輪郭が浮かび上がってくると、前田雅子

は述べている。前田・前掲注 (2)三九頁。  
６  Barnes, supra note 3, at  336-39.  
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成は述べる７。これは上記の三条件の全てを前提としたものである。しかし、①

国境の外側で生じる現象、いわゆるグローバル化に伴う現象等に対しては、国家

機関の一つである行政の決定は、従来原則として、国境の外側では効力をもたな

い。また、②民間化や公私協働化に伴う現象、すなわち「行政の決定」を行う主

体が公的主体ではなく私的主体またはその双方である場合は、行政法はこれらに

対する法的規律を想定していない。さらに、③法的授権のない行政活動、行政内

部の行政活動および行政計画のようなそれ自体がプロセスとしての行政活動につ

いては、「行政の決定」の特定が困難となる。したがって、上記三つの前提条件が

一つでも欠けた行政活動については、行政法はそのままでは対応できないのであ

る。これは、行政法が国家法であることの限界である  

 

二 非国家法としての専門職自主法 

本研究は、行政法の前提条件を欠く領域に生成する「法」に焦点をあてる８。

すなわち、私的主体である専門職集団が自主的に定立した集団内部の「法」（以下、

「専門職自主法」という。）である。専門職自主法は、前述の行政法成立の三つの

前提条件のいずれかまたは全てを満たさない「法」である。すなわち、第一に、

専門職自主法は国家・行政が存在しなくとも定立されうる「法」である。専門職

自主法は専門職集団が定立するが、この専門職集団も、国家・行政ではないし、

その関与がなくとも結成しうる。「法」を形成する「社会」について、Vinogradoff

は、示唆的な見解を述べている。「法を定義するにあたっては、われわれは、必ず

しも国家から出発する必要はないが、どうしても一定の『社会』（ society）から

                                                 
７ 鵜飼信成『行政法の歴史的展開』（有斐閣、一九五二年）。特に、ドイツについ

て一五八‐一六三頁、フランスについて一九四‐一九八頁、イギリスについて一

九八‐二〇四頁、アメリカについて二〇五‐二二四頁を参照。  
８  非国家法として存在する法は、制定法令または裁判判決として存在する国家法

と区別するために、以下「法」と記す。  
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出発しなければならない」９。「株式会社、学会、県……などは、いずれも団体的

な目的と意思とを備えた『社会』である。それらは、その構成員の行為を規制す

る『法』を制定する。国家もまた……同じ種類の『社会』である。国家の統治と

法（ the government and the law of a commonwealth）とは、すべての他の形式

の団体の上にそびえ立ち、おそらくそれらを規律し制約しているものであるが、

なお本質的には、私的な結合や地方団体を結びつけている規範と同じ性質のもの

である」１０（『』は引用者。また、以下本文、注とも、（）は引用者による補注、

〔〕は引用文献の筆者による挿入を示す。）。この Vinogradoff の見解によれば、

専門職集団と国家とは、ともに「法」または法を定立する「社会」ということに

なる。第二に、専門職自主法の定立主体である専門職集団は、法主体を公私に区

分するならば、私的主体である。したがって、第三に、ここには、公的主体によ

る「行政の決定」は存在しないのである。  

したがって、行政法の三つの前提条件を欠く専門職自主法の特徴としては、以

下二点を指摘することができる。第一に、非国家法である専門職自主法は、国家

法とは法の通用範囲が異なる。国家法の通用範囲が一国家の領土の内部に限定さ

れるのとは異なり、非国家法の通用範囲は、国家の境界によって限定されるもの

ではない。第二に、専門職自主法は、当該専門領域に関する専門的な知識や経験

（以下、「専門知」という。）を「法」の中に反映することができる。この点で、

専門知は専門職自主法の正統性を保障することができる。したがって、専門職自

                                                 
９  SIR PAUL VINOGRADOFF, COMMON SENSE IN LAW 37 (H. G. Hanbury ed., 3d ed. 

1959)(1913). P. G. ヴィノグラドフ（末延三次、伊藤正巳訳）『法における常識』

（岩波文庫、第三版、一九七二年）四五頁。本書は、続けて以下のように述べる。

「若干の人々が、相会したうえ、一定のやり方で行動することを協定したとき、

……彼らは、一定の目的のために社会を形成したのであり、もしその目的を達成

したいと思うならば、何らかの方法で定められた一定の規範に従わなければなら

ないのである」。  
１０  Id. at 38．ヴィノグラドフ・前掲注四六頁。専門職集団に絞り、この点を述

べるものとして、中野秀一郎『プロフェッションの社会学 医師、大学教師を中

心として』（木鐸社、一九八一年）二一二‐二一六頁。  
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主法の通用範囲は、専門知のもつ専門的正統性が通用する範囲と一致することと

なる。すなわち、専門職自主法の通用範囲は、それを定立した専門職集団という

「社会」の内部に留まることなくこの集団の外部へとひろがる。そして、同時に、

当該専門領域の関係者が属する「空間」の内部に限定されるのである。  

以上、要約すると、専門職自主法は、当該専門領域の関係者が属する「空間」

において、国境と公私の境とに捉われることなくその「空間」に通用し、その「空

間」に統一の法的規律を及ぼすことが可能な「法」である。そして、同時に、当

該専門領域の関係者が属する「空間」の中で、非国家法である専門職自主法は、

国家の枠内で正統性を有する国家機関によって定立され執行される国家法と接合

し、相互に補完・浸透しあうことも可能な「法」である。  

本研究は、上述のような非国家法である専門職自主法と国家法である行政法と

が、接合し浸透する法構造を明らかにするものである。  

 

三 専門職自主法からの「行政法」の抽出 

また、本研究は、非国家法である専門職自主法から、「行政法」をみいだしこれ

を取り出すとともに、「行政法」と行政法とが接合（articulation）し、相互に補

完・浸透しあうことで編成された新しい行政法の構造を解明する手がかりもみい

だしたい１１。  

行政法の前提条件を欠く領域から生成する「法」は、いわゆる非国家法である。

したがって、非国家法の中から生成する「行政法」も、非国家法である。非国家

法は、国家の存在を前提としなくとも存在し、たとえ国家の存在を前提としても

国家法と並列して存在しうる。「行政法」――名を与えられる前の行政法

（“administrative law”avant la lettre）ともいうべき「法」――は、国家法で

                                                 
１１  本研究では、非国家法から生成し非国家法として存在する行政法は、制定法

令または裁判判決として存在する国家法としての行政法と区別するため、以下、

「行政法」と記す。  
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ある行政法と並ぶ、行政法と機能的に等価の原理、実体法および手続法を有する

「法」である。この「行政法」は、国家において生成した行政法とは、生成の地

が異なるために、行政法が通用する空間とは異なる空間であっても通用すること

ができる「法」である。したがって、行政法による規律が困難であるにもかかわ

らず行政法による規律がなされることが望ましい空間、すなわち、行政法の枠（国

境および公私の境）を超えた公共的な空間において、「行政法」は行政法と接合し、

相互に補完・浸透しあうことができる。  

専門職自主法の中に、「行政法」の生成をみいだす意味は何であろうか。  

国家法である行政法は、少なくとも、国家権力の専横を抑制するとともに、行

政機関に権限を授権することによって、国民に共通の価値（公共目的）を行政が

実現することを目指してきた。一方、専門職集団が定立した専門職自主法の中に

みいだすことのできる「行政法」は、少なくとも、その専門職集団という「社会」

の内部に存在している事実上の権力の専横を抑制し、その集団構成員に共通の価

値の実現を目指すことができる。そして、専門職自主法の中にみいだすことので

きる「行政法」が目指す価値は、専門職自主法の国境および公私の境を超えた通

用力によって、当該専門領域という「空間」全体において実現しうるものである。

この点で、「行政法」を内包する専門職自主法は、当該専門領域という一つの「空

間」の中で、当該専門知を生かしつつ、同時に、行政法と等価の使命――専門家

の専横を許さず、かつ、その「空間」に属する者に共通の価値を実現するという

使命――を果たすことができるだろう１２。ここに、本研究は、専門職自主法の中

に「行政法」の生成を徴候的にみるのである。  

                                                 
１２  樋口範雄『医療と法を考える  救急車と正義』（有斐閣、二〇〇七年）六六‐

六七頁は、「医師のような専門家を誰が監督すべきかという基本的な課題が……あ

る。弁護士と同様、今や医師会や医学会の専門家団体が自己規律の役割を積極的

に果たすべき時である。（ただし）専門家だけの閉鎖的な仕組みを作るのがよいと

いっているわけではない」と述べている。また、樋口範雄「医療における法化と

規範の役割 法の過小と過剰」城山英明＝山本隆司編『融ける境超える法⑤環境

と生命』（東京大学出版会、二〇〇五年）一六八頁以下も参照。  
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しかし、専門職自主法の中に生成する「行政法」は、行政法とはいっても国家

法としての行政法ではない。「行政法」は、議会によって授権されていないために

民主的正統性を欠く「法」であり、また、正義によって正統化される裁判所によ

る執行等国家機関による法の実現を本来期待できない「法」でもある。この「民

主主義の不足」および「裁判所による法の実現の不足」という点に、行政法と「行

政法」との相違点がある。そこで、「行政法」は、行政法と接合することによって、

専門領域という一つの「空間」を構成し、その中で、相互に補完・浸透すること

となる。この点にも、本研究が、専門職自主法の中に「行政法」の生成をみいだ

し、「行政法」と行政法との接合のあり方（諸編成）と、その両者の接合によって

統一された規律構造・型とを、行政法の視点からみる理由がある。本研究は、新

しい型の行政法の生成・展開を明らかにすることを試みる。  

 

四 考察の限定とアプローチ 

（一）検討対象：アメリカの医療職集団が定立した専門職自主法  

本研究は、アメリカ合衆国（以下、「アメリカ」という。）の医療専門職の

associations, societies（以下、「医療職集団」という。）が定立した専門職自主法

を検討対象とする。これを検討対象とする理由は、以下の二点にある。  

第一に、連邦制をとるアメリカにおいて、医療提供を規律する法および「法」

を形成する「社会」のありようは、多元的かつ多層的なものとなっている点があ

げられる。すなわち、法および「法」を形成する「社会」は、医療職集団（ associations

等）、各州（states）、合衆国（ the United States）という三つの次元に存在する。

この三つの多元的「社会」の中には、多層的に、一つの国家（合衆国）の中に五

〇の国家（州）、一つの国家（州）の中に複数の医療職集団が存在している。さら

に、その一つの国家（州）の境を超え複数の国家（州）を横断する形でも医療職

集団が存在する。そのうえ今日では、医療職集団は、合衆国という一つの国家の
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境を超えてさえ、存在するようになっている１３。このような「社会」のありよう

は、アメリカをみるだけで、その国家の内側に、諸国家（州）間の法的規律の調

整や公私による法的（「法」的）規律の協働をみることを可能とする。  

第二に、アメリカの医療領域では歴史的に、専門職自主法が、国家法を主導す

る形で医療提供を法的に規律してきた点があげられる。その結果、アメリカでは、

非国家法である専門職自主法と国家法である行政法との接合および相互補完・浸

透関係は、国家主導で医療提供を法的に規律した国々とは異なり、専門職自主法

が行政法よりも支配的な「法」として現れ、そのようなあり方（編成）による両

者の接合が生じ、一つの構造をつくっている。この点、Teubner も、「医療（等

の）……自律的な 部 分
ゲゼルシャフツ

社 会
フラグメンテ

が……国家法の定立や国際法の定立の枠外で、独

自の法源をもち」１４、これらの「自律的レジームが相互観察関係に入る」１５と

指摘する。  

 

（二）本研究のアプローチ  

本研究は、まず、アメリカの医療職集団が定立した専門職自主法と行政法との

                                                 
１３  たとえば、オステオパシー医学（西洋医学とは異なり、骨格と人体の持つ自

然治癒力に着目したアメリカ発祥の医学の流派）の医師の資格を認定する

American Osteopathic Association や、病院の質を認定する the Joint 

Commission といった医療職集団の認定活動は、アメリカ合衆国だけでなく、ヨ

ーロッパ、アジア、オセアニアに及んでいる。American Osteopathic Association

について、http://www.osteopathic.org/Pages/default.aspx (last visited Jan. 10, 

2014)． the Joint Commission について、http://www.jointcommission.org/(last 

visited Jan. 10, 2014).を参照。  
１４  グンター・トイブナー著（村上淳一訳）「グローバル化時代における法の役割

変化――各種のグローバルな法レジームの分立化・民間憲法化・ネット化――」

ハンス・ペーター・マルチュケ＝村上淳一編『グローバル化と法――＜日本にお

けるドイツ年＞法学研究集会――』（信山社、二〇〇六年）九頁。そしてこの自律

的な『民間の』法レジームは、「政治的憲法規範とパレラルの民間社会憲法規範を

生み出す」。一一頁。ただし、Teubner は、現在のグローバル化の中で国家法が

相対化され、国家、トランスナショナル・レジーム、地域文化に対応する（その

中に生成する「憲法」を含む）個々の「法の抵触」の重要性を述べる文脈で、こ

のように指摘している。斉藤・前掲注 (4)三七四頁も参照。  
１５  トイブナー・前掲注 (14)二〇頁。  

http://www.osteopathic.org/Pages/default.aspx
http://www.jointcommission.org/
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関係をみるならば、それは、歴史的に以下のような経緯を辿って、接合し、相互

補完・浸透関係に至ったということができることを、明らかにしたい。すなわち、

①医療職集団という「社会」に生成した専門職自主法は、独自の法源として存在

する。②この専門職自主法は、州および連邦の行政法（裁判判決および制定法令）

と「相互観察関係」に入る。そして、③医療提供の法的規律に関し、制定法令は、

専門職自主法を参照し取り込む。同時に、裁判判決は、専門職自主法を承認する

とともに、行政法が有する規律に倣うことを求めて専門職自主法を修正する。さ

らに、④現在、専門職自主法と行政法とは、接合し相互に補完・浸透しあいなが

ら、両者によって編成される統一の法構造・型となって、医療提供を法的に規律

している。  

次に、本研究は、この専門職自主法それ自体の生成および発展の過程をみるこ

とをとおして、専門職自主法の中には、「行政法」が生成しているということがで

きることを明らかにしたい１６。すなわち、①専門職自主法は、医療職集団という

「社会」の自治立法、すなわち非国家法として、医療職集団毎に自由に定立され

ている。しかし、②その医療職集団に属する者の権利保護のために、国家法であ

る行政法（裁判判決および制定法令）が、専門職自主法を承認し、行政法が有す

る規律に倣うことを求めて修正する過程において、専門職自主法の中に「行政法」

が生成する。さらに、③専門職自主法の側も、国家法である行政法の関与とは無

関係に、しかし、国家法である行政法の規律に倣う形で、医療職集団という「社

会」の自治立法として、専門職自主法の内部に「行政法」を自らの創意工夫によ

ってつくり出す。そして、④専門職自主法の中（②および③）で生じた「行政法」

                                                 
１６  この問題に関しては、続稿で述べる。  

なお、広い意味では、たとえば、アメリカにおける連邦行政法の生成とその

変化等、本稿に関連する先行業績は数多くある。しかし、これまで、「序章」

で述べた本稿の問題意識と課題について、これを直接検討する先行業績はない

ものと思われる。そのため、本稿では、これら先行業績に関連する本文または

その注を述べるに際して、その都度、それぞれの先行業績について言及させて

いただくことにした。  
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は、専門職自主法を定立した「社会」を超えて、その医療職集団という「社会」

に属する者だけではなくその専門領域というより広い「空間」の中で、そこに属

する患者等利害関係者にとっても、共通の価値を実現する力をもつものと期待で

きる。  

  

（三）本稿の構成  

 以上を論ずるために、その前提作業として、行政法の生成とは何かを確認して

おく必要がある。そこで、本稿第一章では、アメリカにおける行政法の生成とは

何かを検討するとともに、そこで重視されなかった観点こそがその生成に大きな

栄養を及ぼしたことを明らかにしたい。すなわち、アメリカ行政法の支配的な理

解がいう「『行政の決定』に関する司法審査のための法の生成」という観点ではな

く、「規則制定権・決定権・裁決権という三つの権限（以下、「『諸権力』の統合的

仕組み」という。行政権を編成する諸権力であることから、「」をつける。）を議

会制定法が授権した行政機関の登場」という観点である。  

次に、アメリカの医療職集団が定立した専門職自主法とアメリカ行政法（裁判

判決および制定法令）という二つの「法」および法は、歴史的な経緯から、接合

し相互補完・浸透関係にあることを明らかにする。第二章では、医療職集団の定

立した専門職自主法が主導して、州の医師免許法を形成していった過程およびそ

こで生じた紛争に対する裁判判決を分析することにより、医療領域で、州レベル

の行政法が構成されたことを確認する。第三章では、現在、専門職自主法と州お

よび連邦の行政法とは、接合して相互に補完・浸透しながら、統一した法構造・

型として医療提供を法的に規律している姿をえがくこととする。  

 

 

第一章 アメリカ行政法の生成とそれが軽視した観点 
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第一節 連邦の行政法――「行政の決定」の司法審査に関する法 

  

アメリカにおける行政法の生成とは何を指すのか。  

連邦の「行政の決定」をめぐる法的紛争が生じ、この連邦の「行政の決定」に

対する司法審査の判決の集積によって生成したルール群、これの生成をもってア

メリカの行政法が生成したといってよい１７。しかし、アメリカの行政法を、より

長い歴史的視野と司法審査に限定されない視点からみると、必ずしもそうだった

わけではない。以下では、こうした問題意識に立って、アメリカの行政法の発展

の起点をなすともいわれる一九三〇年代からではなく、それ以前の連邦の「行政

の決定」をめぐる理論状況を先行業績に依拠して確認的に述べることとする１８。 

 

一 アメリカにおける行政法以前 

 

（一）行政組織の重視 

一八九三年、『比較行政法』（COMPARATIVE ADMINSTRATIVE LAW）と題する Frank J. 

Goodnow の著書が公刊された１９。この著書は、アメリカで最初に、行政法を定

                                                 
１７  アメリカ行政法の生成について、網羅的包括的に直接分析する我国の業績は、

司法国家への転換がとりわけ意識されていた一九四五‐五〇年代に集中している。

一九四〇年代の業績には、たとえば、中村治朗「米国行政法における司法審査の

問題」法律タイムズ一一号（一九四八年）七一頁以下、高柳賢三「行政と司法」

法律タイムズ一五号（一九四八年）一八九頁以下、鵜飼信成「アメリカ行政法の

理論」法律タイムズ二〇号（一九四九年）一一頁以下等がある。  
１８  アメリカ行政法の生成を再考する Jerry Mashaw は、「行政法とは、行政の行

為に対する司法審査の法である」と「誤解」されてきた、と述べる。JERRY L. MASHAW, 

CREATING THE ADMINISTRATIVE CONSTITUTION―THE LOST ONE HUNDRED YEARS OF 

AMERICAN ADMINISTRATIVE LAW 3 (2012). 本稿はこの観点に共感し、司法審査から

生成する行政法とは異なる観点から、行政法の生成を再検討しようとするもので

ある。  
１９  FRANK J. GOODNOW, COMPARTIVE ADMINISTRATIVE LAW: AN ANALYSIS OF THE 

ADMINISTRATIVE SYSTEMS NATIONAL AND LOCAL, OF THE UNITED STATES, ENGLAND, 
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義し行政法の体系的記述を試みたものといえる２０。Goodnow は、当時のアメリ

カについて、「現今公法上の大問題は其の性質に於て殆んど全く行政的問題なりと

す。経過したる時代は憲法的改革の時代なりしが現今の時代は行政的改革の時代

なり。我が現今の複雑なる社会状態は政府の行政的側面に向つて偉大なる要求を

為しつつあるなり」と認識していた２１。Goodnow は行政国家化という時代認識

に基づいて、「行政法および行政学」に関する外国との比較研究の必要性を説いた

のであった２２。  

執筆にあたり、Goodnow はフランスおよびドイツの行政法の著書を渉猟した。

                                                                                                                                               

FRANCE AND GERMANY (New York, G.P. Putnam ’s Sons, 2Vols. 1893).  

Frank J. Goodnow（一八五九‐一九三九年）は、ニュー・ヨークに生まれ、一

八八二年にコロンビア大学ロー・スクールを卒業後、一年間、パリの自由政治科

学学院（École Libre des Sciences Politiques、現在のパリ政治学院 Institut 

d'Etudes Politiques de Paris）およびベルリン大学に留学し、一八八三年からコ

ロンビア大学政治学部（ faculty of political science）で歴史およびアメリカ行政

法を教授した。一九〇五年には、THE PRINCIPLES OF ADMINISTIRATIVE LAW THE UNITED 

STATES (1905) を公刊している。また、和田英夫「アメリカ行政法への試み：そ

の形成と問題に関する覚書」北法二巻（一九五二年）一三一‐一三二頁、橋本公

亘『米国行政法研究――行政行為に対する司法審査』（有信堂、一九五八年）九〇

‐九一頁を参照。  
２０  本書の執筆意図につき、Goodnow は、序文で以下のように述べている。「著

者の意は、第一、合衆国、イギリス、フランスおよびドイツの行政法を考究し、

この四国に於いて採用せられたる行政組織の方法を開陳し、また第二に、行政組

織を支持してその事業に耐えしめ之をして憲法若しくは法律が個人に保証したる

権利を侵犯せざらしむるの手段を段々詳細に解説せんとするに在り」（漢字および

仮名遣いは現代表記に変えた―引用者）。GOODNOW, supra note 19, at prefaceⅲ . 

フランク・ジェー・グッドノウ（浮田和民訳）『比較行政法』（早稲田大学出版部、

一九〇八年）序一頁。Goodnow の問題意識について、以下も参照。和田・前掲注

(19)一三二頁、橋本・前掲注 (19)九〇‐九一頁。  

行政法という語自体は、それ以前から用いられていた。「名前がないということ

は、根本においては、……ものそのものを認めないというところから起っている」。

鵜飼・前掲注(7)一九四頁。Mashaw によれば、最初にこの語が現れたのは、14 AM. 

JURIST & L. AMG. 330, 338, n.1 (1835)に掲載された、Story 裁判官の COMMENTARIES 

ON THE CONSTITUTION のドイツ法教授による書評だという。Mashaw, supra note 18, 

at 311. また、行政法の語を最初に用いたのは、一八四二年合衆国司法長官 Huge 

S. Legare であると述べるものに、OSCAR KRAINES, THE WORLD AND IDEAS OF ERNST 

FREUND: THE SEARCH FOR GENERAL PRINCIPLES OF LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE 

LAW 64 (University of Alabama Press 1974).   

２１  GOODNOW, supra note 19, at prefaceⅳ . グッドノウ・前掲注 (20)序三頁。橋

本・前掲注 (19)九一頁。  
２２  See id. 同上。橋本・前掲注 (19)九〇‐九一頁。  
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というのも、当時、「英語に於ては行政法の全体に関する書籍全く欠乏し」ていた

からである。最終的に、Goodnow は、主としてベルリン大学の Rudolpf von Gneist

の著書に範をとり２３、アメリカ、イギリス、フランスおよびドイツの行政法を比

較した。  

Goodnow は、アメリカの行政法を「（行政）組織を確定し行政権限の範囲（ the 

competence of the administrative authorities）を決定し、そして、権利を侵害

された者の個別の救済を述べる公法の一部である」と定義した２４。そして、以下

の構成にしたがって、四か国の行政法を比較した。すなわち、行政組織（第一巻）

と法律関係（第二巻）とに大別したうえで、行政組織は権力分立、中央行政およ

び地方行政という三章構成、法律関係は官吏法、行政作用および行政に対する統

制という三章構成とした２５。  

Goodnow は、ドイツ行政法をアメリカへ継受しアメリカ行政法を確立させよう

と試みたといえる。しかし、この試みは不首尾に終わった。のちに、Goodnow の

業績は、行政法ではなくむしろ行政学の発展に大きく貢献することとなったとい

われる２６。Goodnow の業績は、行政組織の分析を重視したものと評価され、行

                                                 
２３  GOODNOW, supra note 19, at prefaceⅳ -ⅴ . グッドノウ・前掲注 (20)序五‐六

頁。橋本・前掲注 (19)九〇‐九一頁。  
２４  GOODNOW, supra note 19, at preface ⅷ -ⅸ . 和田・前掲注 (19)一四三頁。  
２５  GOODNOW, supra note 19, at contents ⅷ - xiii. グッドノウ・前掲注 (20)目次

一‐二八頁。   

Goodnow の行政法の把握の仕方は、のちに現れた行政法と比較すると、行政組

織および行政作用の形式の重視にその特徴がある（「行政監督のことを討究するに

は行政作用の形式及び方法に関する要領を包括せしむるの必要あり。何となれば

此の要領を解することなくして能く行政監督の何たるかを理解せんと欲するも得

可からざればなり」。GOODNOW, supra note 19, at prefaceⅲ . グッドノウ・前掲注

(20)序一‐二頁。また、同書の目次参照）。  

 Goodnow が比較行政法を著した一八九三年に先立つ一八八七年、連邦議会は、

州際通商法に基づいて州際通商委員会（ Interstate Commerce Commission、以

下 ICC という。）を創設し、その後数次の法改正に基づいて ICC の権限を強化し

ていった。しかし、上述のように異なる観点から行政法をえがいた Goodnow の

著書には、この ICC に関する記述はみられない。  
２６ 一九〇三年には、Goodnow は創設者の一人としてアメリカ政治学会

(American Political Science Association)をつくり、一九〇四‐一九〇五年の初

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Political_Science_Association
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政組織の分析は、その後のアメリカでは行政学の領域に属するものとして発展し

ていったのである２７。  

 

（二）行政裁量に対する立法的コントロールの重視 

Goodnow と時代認識を共有し、また法学教育をドイツで受けた Ernst 

Freund２８は、一九一一年、『行政法判例集』（CASES ON ADMINISTRATIVE LAW）と題

する行政法のケース・ブックを公刊した２９。この著書は、アメリカで最初の、体

系的な行政法のケース・ブックであった３０。Freund は、一九〇二年のシカゴ大

                                                                                                                                               

代理事長に就任した。  
２７  「行政組織の問題を対象とした政治学の分野であって、今日アメリカの法曹

のいうような『行政法』ではなかった〔大陸法的意味の行政法であった〕。……現

在のアメリカでは大陸法でいう行政法は、組織〔organization〕の問題は政治学

者により、権限〔power〕の問題は法律家によって取りあつかわれ、分業化され

ている」高柳（賢）・前掲注 (17)一九三頁。  

「彼の主たる関心は、組織論に向けられ、行政権の侵害に対する国民の救済の

面については、あまり述べるところがない。……却って、彼の影響は、行政学、

政府学の方面に強く現れている」。「彼は、始めて（ママ）、行政法の観念をアメリ

カに採り入れ、また行政の占める地位の重要性を指摘し、その後の行政法及び行

政学の発達をもたらしたため、通常『アメリカ行政の父』と称せられている」。橋

本・前掲注 (19)九〇‐九一頁。  

アメリカの行政法をイギリスに向けて叙述した Schwartz は、Goodnow の行政

法を評して、「一世代前、行政法は、権限と救済を扱っていた。権限の委任と司法

審査だけが強調されたのであった」と述べ、司法審査と並んで権限の委任に注目

している。BERNARD SCHWARTZ, ADMINISTRATIVE LAW 3 (1976).   
２８  Ernst Freund（一八六四‐一九三二年）ニュー・ヨーク生まれ。初等教育以

降の殆どをドイツで受け、ハイデルベルグ大学法学部を一八八四年に卒業後、ア

メリカに移住し、一八八六‐一八九四年ニュー・ヨーク市で法曹として実務に就

く。一八九二年からコロンビア・カレッジ、一八九四年からシカゴ大学で roman 

law and jurisprudence の教鞭をとる。一九〇二年シカゴ大学のロー・スクール

新設時から一九三二年に亡くなるまで、シカゴ大学ロー・スクールの

jurisprudence and public law の教授であった。ERNST FREUND PREFACE BY FRANCIS 

A.ALLEN, STANDARDS OF AMERICAN LEGISLATION, prefaceⅸ -ⅹ (Chicago Univ. Press 

1965)(1917); KRAINES, supra note 20, at 7. 和田・前掲注 (19)一四四頁、橋本・前

掲注 (19)九一‐九二頁も参照。  

また、Freund は、前述の Goodnow の『比較行政法』の序文にて、謝辞を述べ

られている。「本書の全部またはその多分を閲読せられたるニュー・ヨーク法廷の

Ernst Freund 君に負う所あると鳴謝す」。GOODNOW, supra note 19, at prefaceⅵ . 

グッドノウ・前掲注 (20)序七頁。  
２９  ERNST FREUND, CASES ON ADMNISTRATIVE LAW (rev. ed. 1928)(1911). 
３０  KRAINES, supra note 20, at 76.  
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学ロー・スクール新設の際、公法の教授としてカリキュラムを作成し、行政法を

その科目の一つに加えたのである３１。Freund が行政法の体系書ではなくケー

ス・ブックを公刊したのは、アメリカの「法の支配」、特に裁判官がつくる法（ judge 

made law）という観念を理解していたことによる３２。しかし、その一方で、

Freund は、アメリカに、行政法に関する大陸的観念を輸入することを意図して

いた、といわれる３３。  

                                                                                                                                               

 一九〇六年には、FRANK J. GOODNOW, SELECTED CASES ON ADMINISTRATIVE LAW 

(New York, G.P. Putnam ’s Sons, 2Vols. 1893). 一九〇三年には、BRUCE WYMAN, 

PRINCIPLES OF THE ADMINISTIRATIVE LAW GOVERNING THE RELATIONS OF PUBLIC OFFICER 

(Keefe Davidson Co. 1903).がそれぞれ公刊されていたが、KRAINES によれば、こ

れらは真の意味でのケース・ブックではなかった。Wyman の著書は、行政の活

動に対する立法および司法的コントロール、行政組織について、関心をむけてい

なかった。また、Goodnow の著書は、行政組織、そして、公務員の責任、権限お

よびそのコントロールを主として扱っていたとされる。See id. 和田・前掲注 (19)

一四四頁、橋本・前掲注 (19)九一‐九二頁も参照。  
３１  Educa Comment, Ernst Freund: Pioneer of Administrative Law, 29 U. CHI. 

L. REV., 755, 769 (1962).  

 Freund による行政法のケース・ブックの構成は、「二部に分れ、第一部行政権

及び行政行為、第二部行政行為に対する救済となっている。第一部では、執行、

準司法及び準立法作用、行政上の裁量、公の行為の形式及び立証、通知、聴聞及

び証拠、行政上の執行を取扱い、第二部では、損害又は金銭回復訴訟、特殊の救

済を求める訴訟、管轄、最終性、及び司法的統制を扱っている」。橋本・前掲注 (19)

九一頁。Freund が取り上げた裁判例は、免許および税金に関する州の裁判判決

が中心であった。KRAINES, supra note 20, at 28, 76-77. そして、Freund がいう

法的コントロールとは、行政内部すなわち行政自身によるコントロールではなく、

行政外部からのコントロールすなわち司法審査を意味していた。また、Freund

のケース・ブックが詳細に検討したのは、司法審査の形式、特にのちにはあまり

扱われることがなくなった伝統的な令状システムであった。KRAINES, supra note 

20, at 78. 

John A. Fairlie も、一九三五年に、Freund のこの著書を評して、「個人の権利

という観点にたち、行政法を、行政によって制定される法としてではなく、行政

を法的にコントロールする法として扱っている」と述べた。KRAINES, supra note 

20, at 76-77. また、Shelden D. Elliott も、一九四二年に、「Freund の基本的関

心は救済にあり、かつ、彼は多くの事例を州の裁判判決から取り上げた」と述べ

ている。KRAINES, supra note 20, at 77. 
３２  また、当時のアメリカの法学教育において、ケース・メソッドがレクチャー・

メソッドを席巻しつつあったこと、および、その意義について、松浦好治「 ’Law 

as Science ’論と十九世紀アメリカ法思想――ラングデル法学の意義――（三）」

阪大法学一二五号（一九八二年）七一‐七九頁。  
３３  Mark Tushnet, Administrative Law in the 1930s: the Supreme Court ’s 
Accommodation of Progressive Legal Theory, 60 DUKE L. J. 1565, 1583 (2011).  
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Freund は、当時のアメリカの社会状況とこれに伴う行政権の肥大化が、広範

な行政裁量権限を行政委員会または公務員に付与している、と指摘した３４。公衆

の権利保障のために Freund は、行政裁量の法的コントロールが重要であると考

え、そして、裁量権限の内容が立法機能・司法機能であることを指摘した３５。行

政機関による裁量権行使の法的なコントロールのために、Freund が期待を寄せ

たのは、Mark Tushnet によれば、「立法であった。しかし、行政機関には常に裁

量が残る。そこで、(立法による）広範な裁量基準（の定立）から、（行政による）

より詳細なルール（の定立）に漸進的に移行することで、裁量を法の支配に適合

させることができる、と Freund は考えたのであった。Freund にとって、これが、

行政国家において法の支配をいかに作動させるかのモデルであった。すなわち、

議会による権限の慎重な委任が、行政機関による詳細な規則制定と結びついたの

である」３６。すなわち、Freund は、行政裁量の法的コントロールのために、立

法だけでなく、行政機関内部の階等性にも期待した３７。  

「裁判所は、Freund の示した解決策を一部採用した。すなわち、裁判所は、

議会が行政機関に対して現実的な指示（real guidance）を与えることを要求した。

しかし、一九二〇年代までにこの試みは失敗した、と Freund は理解した。アメ

リカの行政法は、行政による自己規制（administrative self-regulation）の理論

――行政の活動自体を管理し、同時に法の支配の体制に行政機関を適合させる、

行政機関の内部に生じた規則――をほとんど持たなかった」３８。  すなわち、ア

メリカにおいて、法的コントロールを行うのは裁判所だったのである３９。  

                                                 
３４  Ernst Freund, The Substitution of Rule for Discretion in Public Law, 9 AM. 

POL. SCI. REV. 666, 666 (1915). 
３５  Id. at 666-67. なお、Freund は、行政の裁決の権限は、裁判作用ではあるけ

れども、その由来は、真正な（geneuine）司法権ではなく、立法権であると指摘

している。 Id. at 668. 
３６  Tushnet, supra note 33, at 1583-84. 
３７  KRAINES, supra note 20, at 125-26. 
３８  Tushnet, supra note 33, at 1583-84. 
３９  ここで語られている問題状況は、裁判所による委任禁止法理の創造とその適
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「Freund は、現代社会化していくアメリカにおいて、ドイツの『法治国』

（Rechtssttat）に倣おうとした」といわれる４０。しかし、この法治国が、理念

的にも制度的にもアメリカに輸入されることはなかったのである。行政法は、「外

来（an exotic）」の法として扱われていた４１。橋本公亘は次のように述べている。

「フランクファーターは、『合衆国において、フランク・J・  グッドノウやエル

ンスト・フロイントの先駆者的学識は、長い間、一般に知られなかったばかりで

はない。彼等の労作は、多年、裁判官、弁護士に顧みられなかった。この事実は、

法学教育が、殆どこれに注目していなかったことを想起するならば、驚ろく（マ

マ）に足りないことである』と（一九二七年に）述べている４２」。  

 

（三）司法審査の排除論とその帰結としての行政手続 

しかし、「外来」の法として扱われていた行政法は、「アメリカの法曹が、いつ

までも行政法を外国の産物として顧みないでいることを許さなかった」４３。輸入

法学としての行政法をアメリカに根付かせようとしたのが、Felix Frankfurter

であった。Frankfurter は、一九一四年に、「行政法」という名称の講義をハーバ

ード大学ロー・スクールで行った４４。  

                                                                                                                                               

用の問題である。  
４０  Daniel R. Ernst, Ernst Freund, Felix Frankfurter and American 
Rechtsstaat: A Transatlantic Shipwreck, 1894-1932, 23 STUD. AM POL. DEV. 171, 

1 (2009), available at http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/18. (頁は

web 上の頁を表記する。――引用者。 )  
４１  Felix Frankfurter, The Task of Administrative Law, 75 U.PA. L. REV. 614, 

615 (1927). 
４２  Frankfurter, supra note 41, at 616. 橋本・前掲注 (19)九二頁。  
４３橋本・前掲注 (19)九二頁。  
４４ Felix Frankfurter （一八八二‐一九六五年）ウィーン生まれ。一八九四年

にニュー・ヨーク市に移住する。一九〇六年にハーバード大学ロー・スクールを

卒業後、法曹として実務に就く。一九一四‐一九三九年までハーバード大学ロー・

スクールで、最初の行政法の教授として教鞭をとる。一九三九‐一九六二年合衆

国最高裁陪席裁判官であった。行政国家推進論者であり、ニュー・ディーラーと

して Roosevelt 政権を支えた。松浦好治「ニュー・ディールとリーガル・リアリ

ズム」アメリカ法一九九七（二）号（一九九八年）一四五‐一四八頁。  

http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/18
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Frankfurter の時代認識も、Goodnow や Freund と共通する。すなわち、現代

社会では、銀行、保険、公益事業、金融、生産業、専門的職業、健康および道徳

等に対して、政府の多様な対応が必要となる４５。最初に介入したのは、連邦政府

ではなく州政府であった。各州議会は、まず、「厳格で煩雑で効果のない機構であ

る刑法（刑罰）に依拠した」法律を制定した４６。その後、「経験によって、立法

部による経済規制および社会活動に対する規制は、行政的手法（administrative 

instruments）に移行したのであった」４７。この行政的手法とは、「連邦議会およ

び各州議会が、行政機関に対し、議会が書かなかった法を形成し、裁判所が再審

査（revision）することのない裁決（adjudication）を行う権限を授権すること」

である４８。Frankfurter は、「通常裁判所の審査に服さない行為を行う公務員が、

事実上、法創造権限（ law-making authority）を行使する領域を拡大し（たこと）、

これがおそらく英米法秩序における現在もっとも印象的な傾向である」と述べた

４９。そして、この状況はアメリカにおいてはまだ「原初的な段階（a primitive 

stage）」にあると指摘したのであった５０。  

 Frankfurter がいう行政法とは、「裁判所以外の法執行機関（ law-administering 

agencies）によって行使された法的コントロールの領域と、裁判所によってこれ

ら法執行機関に対して行使されたコントロールの領域を扱う」という点で、二つ

                                                 
４５  Frankfurter, supra note 41, at 614. 
４６  Frankfurter, supra note 41, at 617-18. 
４７  Frankfurter, supra note 41, at 618. 
４８  Frankfurter, supra note 41, at 614. 行政的手法の拡がりが行政機関の裁量

を拡大することは避けがたく、したがって、裁量濫用の可能性も避けがたい。  

Frankfurter, supra note 41, at 618. 
４９  Frankfurter, supra note 41, at 614. 
５０  Id. 合衆国最高裁判所は行政法という用語を用いつつはあったが、イギリス

の法律家は行政法を「法なるもの（de jure）」として認識してはいなかった、と

いう。Frankfurter, supra note 41, at 615. Albert V. Dicey がイギリスにおける

行政法の生成を認めたのは、The Development of Administrative Law, 31 L.Q.R. 

148 (1915) 論文においてである。 Id. at 615. 
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の法を指している５１。彼は、行政法を、行政手続と司法審査という二つの領域に

焦点をあてたものとしてえがいた、と和田英夫は述べる５２。  

また、Frankfurter の後継者であり同僚でもある James Landis５３は、いくつ

かの「行政の決定」からなる行政手続の中でも特に裁決に焦点を合わせた。そし

て、Landis は「行政法は不服に関する裁判所以外の機関（agencies）による裁決

を中心とする概念である。これらの不服に関する裁決は、裁判過程とほぼ異なら

ない過程を通して決定されうる」と述べた５４。  

 

Frankfurter や Landis らが行政手続を強調したのはなぜであろうか。  

その意図は、「行政の決定」に対する司法審査を排除することにあったといわれ

る５５。当時の行政国家推進論者とされる Frankfurter と Landis は、「行政機関

の決定に対する司法による厳格な監視（close judicial oversight）を拒絶した」５６。

「彼らは、既存の行政機関が彼等の理想通りではないことを認識していたが、実

質的な外部からの監督（external supervision）、とりわけ裁判所による監督より

も、行政機関内部の改革（ internal reform）を志向した」５７。  

行政法をつくることで司法審査を排除するという彼らの主張は、行政の決定が

                                                 
５１  Frankfurter, supra note 41, at 615. さらに Frankfurter は、「我々は、法を

理解するために、法律書の表紙の外を旅しなければならない」と述べる。 Id. at 

620.  
５２  和田・前掲注 (19)一四五頁。  

Frankfurter は、「行政手続（procedure）が設定された目的を達成する際に、

そしてそれと同時に、行政の活動の影響を受ける個別の利益を保護する際に、行

政手続の性質および行政手続の信頼性」が、主要な問題となると述べた。Ernst, 

supra note 40, at 23. 
５３  James Landis は、一九三三年に証券法を起草した。一九三四年証券取引法が

制定、証券取引委員会が設置され、一九三五－一九三七年証券取引委員会の二代

目委員長に就任し、一九三七年ハーバード大学ロー・スクール長となる。松浦・

前掲注 (44)一四九‐一五〇頁。  
５４  James Landis, The Administrative Process: The Third Decade , 47 A.B.A. J. 

135,135 (1961).  
５５  Tushnet, supra note 33, at 1572. 
５６  Tushnet, ibid. 
５７  Tushnet, supra note 33, at 1572-73. 
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最終的（ final）であるとの主張に、究極的にはつながっていく。しかしその道を

進むことは当時困難であり、その事情について次のような紹介が行われている。  

「フランクファーターは、それ（ダイシーのいう法の支配の原理）がアメリカに

おける行政法の観念の発展に対して、阻止的な役割を果たしたことを明言する。

いわく『裁判所および法曹によって、行政法の存在が伝統的に無視されたことは、

行政法の実り多き発展に対する十分なる抑制を意味したであろう。不幸にして行

政法は顧みられなかっただけではなかった。行政法の存在は、コモン・ローに敵

対するものと考えられて否定されたのである』」と和田は述べる５８。  

また、橋本によれば、John Dickinson は、「行政的審判を、司法裁判所の管轄

外におくということ（は）、英米法の伝統が認めない……。行政的審判が、司法審

査を受ける機会をもつということによって、法の優越の原則は、なお、守られて

いると主張するのである。……しかし……ディキンソン自身も『はっきりとは定

                                                 
５８  和田英夫「アメリカ行政法の基礎構造」鵜飼信成編『行政手続の研究』（有信

堂、一九六一年）二〇七‐二〇八頁。  

裁判所の疑念に直面して、行政国家推進論者は「行政過程に司法的形式を与え

ることで対応した」のである。Tushnet, supra note 33, at 1576.行政手続の整備

によって、裁判手続の後退ないし司法審査の排除が期待された。裁判の存在また

は裁判手続の緊張関係の中で、行政手続は生成してゆくこととなったのである。  

Landis は、「裁判判決は行政過程の発展を妨げる傾向にあった。一九三〇年代、

行政機関に権限を委任する連邦議会の権利が制限される一連の判決がなされた。

行政機関に委任された独自の事実認定について、裁判所は判断した。その理由は、

裁判官だけが解決しうる憲法上の論点（ constitutional issue）が事実問題の争点

であるというものであった。下級審判決は、実質的証拠（ substantial evidence）

法理の適用を拒否し、事実の裁定者（arbiter）としては行政よりも裁判官を選ん

だ」と述べた。Landis, supra note 54, at 136. 

Schwartz によれば、「裁判官は、本来行政官に敬意を払う気持ちがない。かれ

は、争われた事実または政策に係る行政決定を厳しく審査することについて、ほ

とんど抑制されな」かったのである。BERNARD SCHWARTZ & H.W. R. WADE, LEGAL 

CONTROL OF GOVERNMENT 206-07 (1972). B・シュウォーツ、H・W・R・ウエイド

著（堤口康博訳）『英米行政法』（成文堂、一九七六年）二二三頁。また、「時代の

重大な憲法問題について最終的決定権を持つ、そして、しばしば『遅かれ早かれ

司法的問題の中で解決されないいかなる政治的問題も合衆国ではほとんど起こら

ない』というド・トクヴィルの名言」を裁判官は実行に移している、と Schwartz

は述べる。SCHWARTZ & WADE, ibid. 同上。  
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められない限度で、行政的審判は、最終である……』と認め」たのである５９。  

彼らが強調する「行政の決定」の最終性という主張が正当化されるためには、

司法審査を排除するとしてもそれに代替するものとして、「行政の決定」における

裁判手続類似の対審手続――とくに行政審判――が要求されることとなる６０。ま

た、Frankfurter や Landis によれば、産業の発展に伴う行政の専門性の高度化も、

司法審査を排除し、「行政の決定」の最終性を主張する正統化根拠となった６１。 

 

二 司法審査から生成する連邦行政法 

 

（一）司法審査の必須論 

司法審査の排除すなわち行政決定の最終性という主張は、アメリカにおいても、

究極的には、司法裁判所の介入を許さない行政裁判所の制度化へとつながりうる

ものであった６２。行政裁判制度が、必ずしも行政の専制（administrative 

absolutism）を招くわけではない。しかし、こうした方向への発展に対して、行

政の専制を警戒し、法の支配の観点から「行政の決定」に対する司法審査の排除

を厳しく批判したのは、Roscoe Pound であった６３。 

Pound は、都市化した産業社会における行政を、そして行政法を否定するもの

                                                 
５９  橋本・前掲注 (19)二二頁。JOHN DICKINSON, ADMINISTRATIVE JUTICE AND THE 

SUPREMACY OF LAW IN THE UNITED STATES 336-38 (NY RUSSELL & RUSSELL INC1927). 

また、和田・前掲注 (58)二〇六頁。  
６０  鵜飼・前掲注 (7)二四六頁以下。  中川丈久『行政手続と行政指導』（有斐閣、

二〇〇〇年）三五－三八、一八三‐一八四頁。 
６１  JAMES LADIS, THE ADMINISTRATIVE PROCESS 45-46 (1938). また、鵜飼・前掲注 (7)

二四六‐二五〇頁、中川・前掲注 (60)一二二‐一二五頁。  
６２  鵜飼・前掲注 (7)二二四－二三一、二四六‐二四七頁。また、裁判制度につい

て、Felix Frankfurter, The Business of the Supreme Court of the United 

States—A Study in the Federal Judicial System, 39 HARV. L. REV. 587, 588 

(1926).  
６３  ROSCOE POUND, ADMINISTRATIVE LAW: ITS GROWTH PROCEDURE AND SIGNIFICANCE 

80 (1942). 中川・前掲注 (60)一二二‐一二五頁。  
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ではない６４。ただ、行政法は、「司法過程（ judicial process）における行政的要

素（administrative element）として必要とされる。（行政的要素は）司法過程を

補完するものとして、必要とされるのである」６５。「第四部門としての行政（ the 

administrative）は、その内部に、完全な立法権、行政権、そして司法権が集中

されている」６６。このような行政は、フランスの旧体制モデルであった一七世紀

および一八世紀型の絶対主義政府や、革命前の植民地アメリカの政府に、逆戻り

してしまう、と Pound は批判したのである６７。  

Pound は、「行政の決定」の最終性を否定し、最後に司法審査が確保されるこ

とを主張した６８。もちろん、司法審査の密度に関しては議論の余地がある。この

点、のちの defer（謙抑）に関する議論につながっていく。                  

 

（二）行政手続の重視と制限的司法審査手法の創出 

上記の相対立する二つの見解を統一することができるのは、行政手続の理論で

ある、といわれている６９。行政手続は、司法審査を排除し「行政の決定」が最終

                                                 
６４  POUND, supra note 63, at 26.「私は、今日の社会における政府の手法として

の行政を攻撃しているのではない。Administrative justice の登場や、行政機関

の規則制定、基準の適用、これらの執行に必要な事実に関する決定を非難してい

るのでもない」。 Id. at 55. 
６５  POUND, supra note 63, at 26. Pound によれば、「行政過程（administrative 

process）は、主として、指導（guiding）または指示（directing）する機能であ」

り、「行政過程の必要性を承認することは、一般的な安全（ the general security）

と個々人の生活（ the individual life）との間の適正なバランスが、立法過程と司

法過程の両方に課してきたチェックから自由であるべきことを承認することでは

ない」。Id. at 6. 

Pound は、行政機関の行為に対する司法審査を排除しようとする傾向を、とり

わけ一九〇〇年から一九一六年にかけての公益事業規制を定める制定法にみた。

これらの制定法目的は、――指示または差し止めるためではなく紛争の裁定のた

めに――行政審判（administrative tribunals）を設置し、かつ、できる限り行政

審判での決定を最終的（ final）とすることにあった、という。POUND, supra note 

63, at 28. 
６６  POUND, supra note 63, at 54.  
６７  POUND, supra note 63, at 54-55. 
６８  また、鵜飼・前掲注 (7)二四六―二四七頁。  
６９  「行政手続の司法化を主張する立場が、はじめはその手続の司法審査の確立
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であるとするための正当化根拠になりうるし、制限的な司法審査（restricted 

review）を正当化する根拠ともなりうる。もちろん、場合によっては、行政手続

が整備されたとしても、覆審的審理（de novo review／trial de novo）７０もあり

うる。したがって、行政手続が整備されると、行政審判と司法審査を並列と考え

ることができる場合には、同じ裁断手続が二度、繰り返されることになる。この

とき、司法審査は覆審的審理となる。あるいは逆に、司法審査が排除され、行政

審判が最終的となる仕組みも登場しうる。さらに、司法審査を行政審判の上訴審

のアナロジーで考える場合には、事実問題と法律問題の区別、証拠法原則等が適

用されることとなり、司法審査は、制限的な司法審査となる７１。 

これらの論争に解決の方向性を与えたのは行政手続の理論ではなく連邦裁判所

の判例であった、といわれる７２。すなわち、裁判所は、行政手続は最終的には司

法審査に服することとした。そして他方で、手続上、裁判所は「行政の決定」を

第一審とみなし、司法審査を上訴へのアナロジーととらえ７３、かつ、「行政の決

                                                                                                                                               

を要求し、やがてその手続そのものの可能な限りでの司法化を要求するにいたっ

た」。鵜飼・前掲注 (7)二三六頁。Landis は、行政審判に代表される行政過程が、

司法過程および立法過程の不備、そして執行権行使の手法の不備に対して、当時

のアメリカがみいだした解答である、と述べる。LADIS, supra note 63, at 46. ま

た、Pound も前述のように、行政過程の必要性を承認していた。 
７０  「法律問題と事実問題とを区別する一般原則に対する例外として、行政機関

の行為が憲法上の権利を侵害するもの、または、憲法上の権限を越えるものとの

主張が争点となった場合には、裁判所は法律問題及び事実問題の双方について『独

立の』審査判断を行うことができ、又審査の方法の行政機関の手続における記録

に限定せられることなく、必要ある場合には新しい証拠の取調を許すものがいわ

ゆる trial de novo」である。中村・前掲注 (17)一〇頁。  
７１「再審査（ママ）対制限された審査〔de novo review versus restricted review〕

についての永い（ママ）論争は、ほぼ終わっている」。SCHWARTZ & WADE, supra note 

58, at 314. シュウォーツ、ウエイド・前掲注 (58)三四一頁。  
７２  一九三〇年代の行政国家の正当性をめぐる論争を整理した中川は、立法権の

委任禁止法理の強化、憲法的事実・管轄的事実の法理、二つの Morgan 判決

（Morgan v. United States (Morgan I), 298 U.S. 468 (1936); Morgan v. United 

States (Morgan II), 304 U.S. 1 (1938).）といった一九三〇年代の連邦最高裁判

決が、少なくとも、「行政の決定」に対して司法審査を置くことを求めた点に、行

政国家の正当性をみいだした。中川・前掲注 (60)一三八頁。本稿はここに、行政

手続が司法審査を排除しうるか否かという論争に対する解答の方向性をみいだす。 
７３  したがって、行政手続は、「裁判審理のような対審型・三者構造のヒアリング
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定」に対して defer するという考え方を持ち込んだのである７４。  

司法審査の defer の条件として要求された行政手続に必須の要素は、告知とヒ

アリングであるといわれる。鵜飼によれば、「委員会の手続が、司法的手続そのも

のではないにも拘らず、それと本質を同じくする適法手続であり得る基本的要件

は、公知手続と公聴手続とが行政作用の前提として保障されているところにあり、

またもしその要件が満たされていない場合には、司法審査の方法によって十分な

監督が行われることにある」７５。そして、Bernard Schwartz は、さらに、審判

手続について、「アメリカ合衆国における審判手続に関する法は、すべてのアメリ

カ憲法に存在する適正手続条項とともに出発する。適正手続は、本質的に、通知

〔notice〕と聴聞〔hearing〕についての要求である。……適正手続の基礎に基づ

いて、アメリカの裁判所は、正式の審判手続に関する壮大な組織を形成している。

……アメリカ合衆国における行政手続は、法廷手続に関する属性のほとんどを獲

得している」７６と述べる。 

以上から、アメリカ行政法の生成は、アンビバレントなものであったといえる。

すなわち、究極的には、連邦の「行政の決定」に関する司法審査のための法の生

                                                                                                                                               

であることが出発点となっており、そこからの“引き算”として様々な行政場面

毎にもっとも適切な『手続鋳型』を得るという発想」が導かれる。中川・前掲注

(60)一九一頁。  
７４  鵜飼・前掲注 (7)二四六頁以下。また、連邦最高裁判所が、たとえば Panama 

Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935); A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. 

United States, 295 U.S. 495 (1935); Carter v. Carter Coal Co., 298 U.S. 238 

(1936)判決において、委任禁止法理を用いて違憲判断を下された制定法に対し、

ニュー・ディールの連邦議会は、その当時の裁判所で承認されていた憲法上の諸

原則に矛盾しない方法で、望ましい目的を達成する立法に書き直した。一九三〇

年代を通じて、ニュー・ディーラーは、繰り返しこの適応性のある戦略を用いて、

結果として目覚しい成功をおさめた。Barry Cushman, The Great Depression 

and New Deal, in THE CAMBRIDGE HISTORY OF LAW IN AMERICA 270, 294-304 (M. 

Grossberg & C. Tomlins eds., vol.3 2008).  
７５  鵜飼・前掲注 (17)二〇号一五頁。Tushnet は、「証拠を伴う聴聞、伝聞証拠の

利用の制限等」をあげている。Tushnet, supra note 33, at 1576. 
７６  SCHWARTZ & WADE, supra note 58, at 107. シュウォーツ、ウエイド・前掲注

(58)一一六頁。See also KENNETH C. DAVIS, ADMINISTRATIVE LAW TREATISE 40 (vol.1 

1958). 行政手続として、行政立法手続よりもむしろ行政審判手続のみを語るのは

この時代の特徴である。  
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成である。しかし、また、連邦の「行政の決定」に対して制限的な司法審査手法

を創出するものであり、かつ、それを補完するものとして告知とヒアリングを必

須要素とする行政手続を重視する法として生成した、ということが確認できる７７。 

 

第二節 アメリカ行政法が軽視した観点 

 

一 「諸権力」を統合した行政権の自律性  

 

（一）アメリカ行政法と大陸法系行政法の生成における普遍性：自律的行政権  

 行政法の生成をみるとき、その時期が異なるとはいえ、アメリカ行政法と大陸

法系行政法との間に共通のものをみいだすことができるだろうか。そしてそれは

何だろうか。 

「行政法は、行政権が自律的に（autonomous）行使されるとき、誕生する」

と、Bernard Sordi は述べる７８。もちろん、行政法生成の道筋は、国家形成の過

程やその国の憲法史に依存しているため、同一のシステムにはならない７９。しか

し、行政権を行使する自律的な制度的主体と同時に行政法が誕生したことは、フ

ランス、ドイツ、イギリス、アメリカの行政法に共通する、と Sordi はいう  ８０。  

 

行政権の自律的行使とは何か。  

権力分立原理によって国家権力の一つとして創出された行政権は、その内部に、

再び国家権力の諸作用を統合する仕組みをもつようになる。このとき、行政権は

                                                 
７７  行政手続法の生成について検討するものとして、たとえば、本多滝夫「アメ

リカにおける行政手続法理の生成 一‐二・完」名法一一八号 (一九八八年 )一五

九頁以下、一二〇号三三五頁以下。中川・前掲注 (60)第一部。  
７８  Sordi, supra note 1, at 27. 
７９  Sordi, supra note 1, at 23. 
８０  Sordi, supra note 1, at 27. 
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自律的に行使されるものと考えることができるのではないだろうか。  

この自律的行政権の究極的な発展形態として現れるのは、「行政の決定」に対し

て、他の国家権力が介入しない制度、すなわち、行政法上の紛争の裁断作用を行

う行政裁判制度である。鵜飼は、行政裁判所は、「司法裁判所からは区別された、

別個の機関であ（り）……、その場合、むしろ権力分立の原理を徹底することに

よって、行政事件について行政権自らが裁判する」８１と述べた。行政裁判所の決

定に対しては、司法裁判所は介入しないのである。Pound によれば、行政裁判制

度の根本性格は、「政府の各部門が自分自身の権限の審判者である」ことにある８２。

そして、鵜飼も、「フランスで了解された権力の分立は行政法を育成した。……フ

ランスでは、この原理から容易に出て来るコロラリーは、司法は他の部門の仕事

に干渉してはならないというのである」と述べている８３。「通常の司法事件は民

事刑事もともに、司法裁判所の管轄に属するのに反して、国家と私人との間の事

件〔行政法の問題〕は、訴訟になれば、行政と何らかの方法で結びついている行

政裁判所の管轄に属する」８４。その判例の集積によってフランスでは行政法が生

成した。そして、行政法の誕生は、行政裁判所をもつ大陸法系諸国が英米法諸国

よりも先行したのであった。行政裁判制度は、行政権の内部に、紛争裁断行為で

ある「司法」の機能を有している。行政裁判制度は、行政権の自律性の一つの現

れであるということができよう。  

                                                 
８１  鵜飼・前掲注 (7)七七頁。  
８２  POUND, supra note 63, at 15.  

これは、「権力の分立を維持すること、ことばをかえていえば、政府、立法府、

裁判所が、互いに他の領域を侵さないようにすることの必要性」から導かれる。

鵜飼・前掲注 (7)一九五頁。   
８３  鵜飼・前掲注 (7)八〇頁注一。  

行政活動の法適合性を司法裁判所が審査しない制度である行政裁判制度は、司

法権と行政権の対等を理由とする。司法権と行政権とを対等ならしめることによ

って、達成されるのは、「行政主体と私人との不対等」である、と高柳信一は述べ

る。「行政の裁判所による統制」高柳信一『行政法理論の再構成』（岩波書店、一

九八五年、初出『現代の行政講座 現代法④』（岩波書店、一九六六年））一八一

‐一八三頁。  
８４  鵜飼・前掲注 (7)一九六頁。  
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 それでは、このような行政裁判制度をもたないアメリカの場合には、行政法は

どのようなものとして生成したのだろうか。  

アメリカの場合、「行政の決定」に対して、他の国家権力が介入する制度、すな

わち、「行政の決定」に対して、行政権ではない司法裁判所が司法審査を行う。行

政裁判所をもたないアメリカでは、「何人も自分自身の事件について裁判官となる

ことはできない」８５と解されているからである。「英米法の体系の中では、……

あくまでコンモン・ローの立場、法の支配の原則に基く制約が必要である」８６と

鵜飼は述べている。アメリカにおいては、行政権の行使に対して司法権が介入す

るのが原則とされる。  

しかし、「コモン・ローの世界においてさえ、『行政法の源（ origin）は、リベ

ラルな立憲主義の領域の中で、自律性を与えられた』と人々は考え始める」８７。

「英米においても新しい制度として行政手続が生れるようになり、そこでのいわ

ゆる準司法的、準立法的乃至行政的な機能の行使」がおこなわれた。すなわち、

英米の行政権の内部にも、「準」を付したところの司法権および立法権、しかし、

Holmes 裁判官によれば、まさにそのものとしての司法権および立法権８８を併せ

持つ、「諸権力」統合的な仕組みがつくられたのであった。このことを指して、鵜

                                                 
８５  POUND, supra note 63, at 81. 鵜飼・前掲注 (7)二二七頁。  
８６  鵜飼・前掲注 (7)一〇七‐一〇八頁。  
８７  Sordi, supra note 1, at 27. 

コモン・ローの母国イギリスは、一九世紀の終りから二〇世紀にかけて社会立

法が制定された。これらの立法は、「権力分立の原理を固守しない……、すなわち、

行政機関が、一方では、本来立法機関の行うべき立法をする権限をもつと共に、

他方では、本来司法機関の行うべき裁判をもする」ものであった。鵜飼・前掲注

(7)一九九頁。  

「二〇世紀のはじめの諸立法を機縁として、ついにダイシーをして、このよう

な実定法の原理の転換を確認せざるを得ないようにさせたのは、次の二つの判決

であった。その一は、The Board of Education v. Rice and Others (1911)であり、

その二は、Local Government Board v. Arlidge (1915)である。」鵜飼・前掲注 (7)

一九九‐二〇〇頁。  
８８  Saginaw Broadcasting Co. v. Federal Communitications Commission, 96 

Fed. 2d, 554, 559-60 (1938). 
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飼は、「行政機関は、権力統合的な性格をもつ」と総括している８９。  

そして、アメリカにおけるこの自律的行政権の究極的な発展形態として、「その

作用のあるものは、行政における審査が最終であつて、もはや司法裁判所での審

査をうけることはないという、いわゆる administrative finality の原理が展開さ

れ、独仏における行政法の体系に極めて近い体系を生み出す基盤としての行政手

続の制度を確立するようになつた」と指摘されたのである９０。  

また、行政における審査が最終でないとしても、裁判所による介入の仕方は、

行政機関の決定を第一審とみなす、上訴審へのアナロジーで理解されたことは前

述の通りである９１。高柳信一によれば、「行政行為を〔第一審〕裁判判決のアナ

ロジーにおいて捉え」ることは、「行政行為の公定力の理論」につながるのであり、

その延長上に「行政裁判所制度を要請した司法権と行政権の対等性」があるとい

うことができる９２。この傾向は、現在まで維持されている。中川丈久は以下のよ

                                                 
８９  鵜飼・前掲注 (7)二一二頁。See also Freund, supra note 34, at 666, 668. 

また、英米の行政機関は、「将来に向って、公正で合理的な最高料金率を定めて、

これを命ずる権限」を授権された。これは「立法作用である。そうしてこのよう

な立法作用が、行政機関の権限として委任されざるを得ないところに、権力分立

原理の批判の根拠がある」。鵜飼・前掲注 (7)二一五頁。  
９０  鵜飼・前掲注 (7)七九頁。「裁判所の復審〔 judicial review〕を排除して行政機

関の裁判をもって『ファイナル』なものとす」るかが問題となる。高柳（賢）・前

掲注 (17)一九〇頁。  

この背景には、社会経済の発展がある。「事後において損害賠償を受けるよりも、

事前に適切敏速な予防的措置のとられる方がはるかに望ましい。しかも、社会経

済の一般的な発展は、この種の国家的干渉を必要とする事項を、相ついで生むに

いたらしめたのである。このようにして、イギリスにもい、つに（ママ）方が『公

法化』する〔officialize〕傾向が現われ、行政法が生れるようになつた（ママ）」。

鵜飼・前掲注 (7)一〇二‐一〇三頁。  
９１  「行政決定と司法判決は、憲法論を持ち出すまでものなく、別物である。上

訴へのアナロジーは、あくまでも比喩である。」中川丈久「行政訴訟に関する外国

法調査――アメリカ（下）３・完」ジュリスト一二四八号（二〇〇三年）八五頁。

これを、appellate review model と称して、このモデルの起源を検討するものに、

Thomas W. Merrill, The Origins of American-style judicial review, in 
COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW 389 (Susan Rose-Ackerman & Peter L. 

Lindseth eds. 2010). 
９２  「行政裁判所制度を要請した司法権と行政権の対等性に関する理論を今一歩

発展せしめて、行政行為を〔第一審〕裁判判決のアナロジーにおいて捉え、その

効力を〔第一審〕裁判判決の効力を類推して理論構成（したものが）……行政行
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うに述べる。「二〇世紀後半になると、あからさまな上訴アナロジーは姿を消す。

しかしそのエッセンスは維持されている。ある機関〔行政機関〕が授権に基づい

てした決定を、別の機関〔司法裁判所〕が再審査する〔review〕には、どのよう

な配慮が必要かという問題であることに、変わりはないからである」９３。司法裁

判所が、「行政の決定」を「再び」審査する（ review）際に配慮を行うこと、す

なわち、司法介入を控えることのなかに、行政権の自律性をみることができる。  

 

したがって、行政裁判制度があるかないかにかかわらず、行政法に共通する特

徴は、行政権の内部に、「諸権力」が統合される仕組みが登場した時、自律的な行

政権も誕生したことである。そして、この仕組みの登場が、行政法の生成に帰結

するといえる。また立法との関係でも、委任立法が登場し、それが活用されるこ

とによって行政権内部に、立法が組み込まれた９４。国家権力の分立を前提として

定位する行政権は、その中に「諸権力」がうまれ、それらによって編成・統合さ

れる自律的な行政権として存在することとなったのである。  

 

（二）行政権の「諸権力」統合的仕組みに対するアメリカ行政法の軽視 

しかし、こうした行政権内部の「諸権力」統合的仕組みは、大陸法系の行政法

と比べると、アメリカ行政法では重視されてこなかった。中村治朗は一九四八年

に、「アメリカ行政法は、……その形成において、主役を演ずるのは勿論立法府た

る議会である。しかしアメリカにおいては裁判所の役割も又頗る大きいものであ

ることを見逃しえない。……否比較的最近までは、むしろ司法審査の問題が行政

法の主たる内容をなすと考えられていたのである」９５と述べた。もちろん、アメ

                                                                                                                                               

為の公定力の理論」である。高柳（信）・前掲注 (83)一八三頁。  
９３  中川・前掲注 (91)八五頁。  
９４  鵜飼・前掲注 (7)二一五頁。  
９５  中村・前掲注 (17)七二頁。  
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リカ行政法が「諸権力」統合的仕組みをもつ行政権の登場を見落としていたわけ

ではない。アメリカ行政法は、その成立当初から、行政機関が行政作用だけでな

く司法作用あるいは立法作用を果たすことを記述していた。ただ、この両作用の

当否が司法審査に服し、裁判所によりオーソライズされるという点に重点があっ

た。すなわち、アメリカ行政法は、「諸権力」統合的仕組みをもつ連邦の行政権に

ついて、それ自体に直接関心を寄せたのではなく、司法審査を通して間接的に関

心を寄せたのであるということができる９６。すなわち、「どのような行政機関に、

どの範囲の規制的権限を与えるべきかという問題」９７は、アメリカ行政法では司

法審査をとおして、「処分が不当又は違法であった場合に、どのような救済が与え

られるべきか、とくに違法処分に対する司法審査の形態と範囲はなんであるか」

９８の問題として語られてきたのである。  

 行政法が、司法審査を通した裁判判決から生じたルール群の集積であるという

こと、すなわち紛争が生じた後の、権利救済のためのルールであるということは、

特に生成期の行政法について、その通用範囲が紛争の事実の範囲に限定されるこ

とを導く。鵜飼は、以下のように述べている。「国民的利益の保護というのも、抽

象的一般的な観念ではなく、例えば、少額投資者の利益を保護するために、ある

いは鉄道を利用する商工業者農業者の利益のために、証券業者、株式業者、株式

会社形態の企業者、鉄道業者等々の利益や権利が、特殊の行政的手続によって制

                                                 
９６  一九四六年、一般法である連邦行政手続法の制定により、行政法は大きく変

わる。「APA の制定はアメリカ連邦行政法発展における画期的事実を物語る」。川

上勝己「行政手続法制定史」鵜飼信成編『行政手続の研究』（有信堂、一九六一年）

三頁。  

しかし、連邦行政手続法は、「抽象的・組織的な一つの理論体系の中において発

想され、展開されたものではなく、むしろ無数の分散した具体的な個々の判例の

紆余曲折を経ての集積の中に、成熟してきたということ、そして、基本的には、

アメリカ法学一般に特有な判例法主義とプラグマティズムの原理に負う」もので

ある。和田・前掲注 (58)二二三頁。  
９７  鵜飼信成「はしがき」鵜飼信成編『行政手続の研究』（有信堂、一九六一年）

序二頁。  
９８  同上。  



35 

 

限されるというような――その反対の場合もある――具体的な社会関係を前提と

してのみ論議されていた」９９。 

したがって、議会制定法すなわち立法権が、「どのような行政機関に、どの範囲

の規制的権限を与えるべきかという問題」は、権力分立原理とそのコロラリーと

しての委任禁止法理の問題として、司法審査を通じて議論された１００。「諸権力」

統合的仕組みを持つ行政権が、「行政の決定」を行うことそれ自体は、そのままで

は分析されていなかった。委任の問題は、組織法であるが、組織法そのものの問

題としては検討されていないのである。また、大統領命令等執行権による「行政

の決定」のコントロールという観点は、一九七〇年代を待たなければならなかっ

た１０１。さらに、行政権自身による「行政の決定」の自己コントロールという観

点も、それ自体としては検討されていなかった。したがって、アメリカ行政法は、

司法審査を通して生成する行政法であり、行政組織法・行政作用法を直接の分析

                                                 
９９  同上。  
１００  和田によれば、「一九一六年、エリフ・ルートがアメリカ法曹協会の会長と

して、『法曹による公的奉仕』〔Public Serirce（ママ）by the Bar〕と題する演説

において『古い立法権委任禁止の論は戦場から退き敗北した』とし、いまや行政

法発展は『明白に不可避』〔manifestly inevitable〕となった』と言明し」た、と

される。和田・前掲注 (58)二一五頁。  

和田によれば、「アメリカ行政法の発展に伴う主要関心の変遷をより鮮明に指摘

したのは、進歩派の有力な行政法学者のデーヴィスである。デーヴィスは、行政

法の三大部分は、第一に権限の立法府からの行政機関への委譲、第二に行政機関

による権限の行使、第三に裁判所による司法審査に関するものだとし、次いで、

二〇世紀の最初の二五年の間は、行政法の主題は大体において、依然としてこれ

らの第一および第三の問題に、すなわち、権力分立論と委任立法禁止論に限定さ

れ、集中されてきたと論ずる」。和田・前掲注 (58)二二五頁。続けて、和田は、「し

かし、彼（デーヴィス）は、二〇世紀中葉の行政法の主要関心は、いまや変化し

たとし、そこでは権力分立論は、むろん法令作成者たちの指導原理をなしてはい

るものの、行政的処理や行政活動に対してほとんど何の影響も与えていないとし

ており、また、二〇章からなる彼の行政法教科書の中では、委任の問題にはわず

かな章をあてる価値しかないように思われる、とのべているのである」と述べる。

同頁。DAVIS, supra note 76, at 5. 
１０１  紙野健二「アメリカにおける総合調整の法的検討――大統領命令一二二九一

号をめぐって 一‐三・完」法時五九巻（一九八七年）三号六五頁以下、五号八

三頁以下、七号六〇頁以下。古城誠「レーガン政権と規制審査制度――OMB 規

制審査制の検討――」北法三六巻（一九八六年）四号八七頁以下。  
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対象としない行政法であるということができる。のちに、Schwartz は、大陸法

系の行政法とアメリカ行政法と比較して、「我々がいう行政法は、行政機関をコン

トロールするための法であり、行政機関を生み出すための法ではない」と述べた

１０２。  

以上より、アメリカ行政法の主流は、本稿が注目する「諸権力」を統合した行政

権の自律性を重視するという観点をもたなかったことが確認できるだろう。  

 

近年、Jerry Mashaw は、司法審査中心主義が、行政権自身の内部法による法

的コントロールの有効性を見落とすことになる、と指摘している。Mashaw は、

一九世紀アメリカの連邦行政を丹念に分析し、そこに内部法の形成と自律的な執

行をみてとった（agency self-regulation）。Mashaw は、国家制定法も裁判所も

機能しない領域においても、行政内部法（ internal administrative law）による

法的コントロールが可能となることを主張する１０３。そして、もちろん、この行

政内部法は、二〇世紀に入って行政法として認識されるようになった行政法とは

異なる法であるが、Mashaw はこれも行政法として認識することにより、二一世

紀のアメリカ行政法が直面する課題を克服する道がつくられる、と述べている

１０４。この問題関心は、アメリカ行政法の歴史の中で、名を与えられる前の「行

政法」（“administrative law”avant la lettre）に注目する見解であり、本稿と

                                                 
１０２  SCHWARTZ, supra note 27, at 3. 
１０３  Jerry L. Mashaw, Federal Administration and Administrative Law in the 
Gilded Age, 119 YALE L.J. 1362,1470-1471 (2010). See also, Elizabeth Magill, 

Agency Self-Regulation, 77 GEO. WASH. L. REV. 859, 861(2009). 
１０４  Mashaw, supra note 103, at 1470-71. Jerry L. Mashaw, Recovering 
American Administrative Law: Federalist Foundations, 1787-1801, 115 YALE 

L.J. 1256 (2006); Jerry L. Mashaw, Reluctant Nationalist: Federal 
Administration and Administrative Law in the Republican Era, 1801- 1829, 
116 YALE L.J. 1636 (2007); Jerry L. Mashaw, Administration and “The 
Democracy”: Administrative Law from Jackson to Lincoln, 1829-1861, 117 

YALE L.J. 1568 (2008). Mashaw の前掲注 (18)書は、上記四つの論文を取りまとめ

て公刊したものである。  
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は、その問題関心において通底するものがある。この Mashaw の分析は、「行政

の決定」を行うための法を直接扱うと同時に、その手法としては、議会制定法で

はなく行政権の内部法に注目するものであるといえる。  

したがって、司法審査を基軸とするのではなく、行政機関への「諸権力」統合

的仕組みの授権を基軸としてそこに生成する法に焦点をあてるとき、そこにも、

司法審査中心の行政法ではなく、行政組織法・行政作用法中心の行政法というも

う一つの行政法の生成をみることができるのである。  

 

（三）アメリカ行政法の生成における特殊性  

 しかし、大陸法系の行政法の生成のあり方と比較すると、本稿との関係で指摘

しておきたいアメリカ行政法の生成の特殊性として、以下の二点があげられる。

①行政権を連邦憲法は予定していないこと、したがって行政権は、法律によって

のみ創出されていること、②行政法が主な統制の対象とする権力は、大陸法系行

政法のように国家の公権力ではなく、非国家的権力すなわち事実上の権力である

こと、である。  

経済的自由へのコントロールの試みとして各州議会が制定したグランジャー立

法が、アメリカ行政規制の起点であったことには、異論がない。農業社会から工

業社会へとアメリカ資本主義の産業構造が大きく変化し、都市化が急速に進んだ

とき、政府活動は肥大化・複雑化し、かつ、政府活動の全領域で集権化も進んだ。

こうした変化の結果、ますます強大化する私企業の権力の専横に対して、公衆は、

政府による経済規制を要求したのであった１０５。  

鵜飼によれば、一九世紀の後半以降、「司法過程に対立する行政過程、すなわち

いわゆる規制的な国家作用が生れて来」た１０６。司法的手続による救済の本質は、

                                                 
１０５  KRAINES, supra note 20, at 8.  
１０６  鵜飼・前掲注 (7)二〇五頁。  
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独立平等な個人（および法人）を前提とし、争いのある当事者間での紛争を、事

後に解決することにある１０７。裁判所はアンパイアであり、訴訟は十分な挙証と

反証の手続を経た、弁論主義で行われる１０８。これに対し、行政手続は、「不平等

な、実質的な意味で、原告の側が弱者である社会関係」を前提とし、「社会関係に

おけるこの強者に対する統制と弱者に対する保護」を目的とする１０９。この行政

手続は、行政機関が、「将来に向って」１１０、制定法により授権された「職権探知

の権限、許可認可ないし禁止命令の権限」等を行使することによって行われる１１１。 

すなわち、こうした行政規制が行われるようになった社会的背景には、その規

制対象となる私企業の権力、すなわち事実上の権力の力が強くなりその弊害が顕

著となるという新しい社会矛盾があった。公衆は、事実上の権力による弊害に直

面し、これを抑制・対抗するために、国家権力の介入を要求したのである。この

目的を実現するために新しく登場した国家権力が、行政権であった。この新しい

行政権という権力は、憲法ではなく議会すなわち立法を通じてつくられた。した

がって、以下のようにいうことができる。①アメリカの建国期から存在する国家

権力――立法権、執政権、司法権――は憲法上創設された存在である。②一九世

紀末には、アメリカ資本主義の産業構造の変化と発展の結果、私企業という事実

上の権力が台頭した。③（当初は各州、のちに連邦の）議会が立法を通じて、こ

の事実上の権力に対抗する新しい国家権力を創設した。これが、行政権である。

したがって、アメリカの行政権は、一九世紀末の資本主義の発展と事実上の権力

の登場・発展、そして、それがもたらす社会的矛盾の顕在化によって、憲法では

なく立法が創設した新しい国家権力なのである。この点、一八世紀末以降の立憲

主義の憲法によって大陸法系の行政法をもつ国々の行政権が創設されたのとは、

                                                 
１０７  鵜飼・前掲注 (7)二一〇‐二一二頁。  
１０８  鵜飼・前掲注 (7)二一〇頁。  
１０９  鵜飼・前掲注 (7)二一二頁。  
１１０  鵜飼・前掲注 (7)二一五頁。  
１１１  鵜飼・前掲注 (7)二一二頁。  
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全く異なる特殊性を有していたのである。  

 

二 州の行政法――「行政の決定」の司法審査に関する法  

 

 アメリカ行政法は、前述したように、自律的行政権への関心をもたなかったが、

さらにまた、州の行政法に対してもその関心をもってこなかった。  

行政規制は、連邦よりも先に、行政権の自律性を体現する州の行政委員会から

始まっていたといわれている。行政法の生成において決定的な第一歩は、一九世

紀後半の行政規制の登場である。この規制は、初めは、州レベルで生じた、鉄道、

穀物倉庫、その他の自然独占の料金規制である、と鵜飼はいう１１２。Freund は、

一九世紀後半に、「七〇のグランジャー立法」の中に行政法の生成をみた。これは

「伝統的な経済的自由をコントロールする最初の重要な試み」であると Freund

は評価していた１１３。  

州の行政委員会と連邦の行政委員会は、ともに、その共通する特徴（hallmark）

として、行政権限の他に立法権限および司法権限を有している１１４。しかし、両

者は、設置法の憲法上の根拠が異なる。一九世紀後半の州の行政委員会は州憲法

の police power に基づいて法律により創設されるものが多い。これに対して、連

邦の行政委員会は、合衆国憲法上の州際通商権限に基づいて法律により創設され

る１１５。  

                                                 
１１２  鵜飼・前掲注 (7)二〇五‐二一〇頁。この理解は現在も維持されている。た

とえば、Breyer 他によるテキストでは、「現代行政法の発展における決定的な第

一段階は、一九世紀後半の行政規制の成長であった。この発展は、まず州レベル

で、鉄道、穀物倉庫その他の自然独占に対する料金規制として生じた」と述べら

れている。STEPHEN G. BREYER ET AL., ADMINISTRATIVE LAW AND REGULATORY POLICY 

PROBREMS, TEXTS, AND CASES 19 (2002).  
１１３  KRAINES, supra note 20, at 8. 
１１４  Final Report of the Attorney General ’s Committee on Administrative 

Procedure 7 (1941).  
１１５  FELIX FRANKFURTER, THE PUBIC & ITS GOVERNMENT 14-15 (1930).  また、「伝統
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アメリカ行政法においては、州の行政法はなぜ語られないのだろうか。  

Schwartz は、法律家らの学術上の「関心は、連邦の行政法に向けられている。

彼等は、この国に、五一の行政法システム――一つの連邦政府と五〇の州政府―

―があるという事実を見落としている」と述べる１１６。事実、行政法の教科書は、

そのほとんどが連邦の行政を検討対象としている１１７。  

一般に、アメリカ行政法は、一九二九年の大恐慌に対するニュー・ディール政

策をきっかけに進んだ行政国家化を背景に、劇的に発展したといわれている。こ

の状況について、Stephen Breyer は、概要、次のように述べている。ニュー・デ

ィールは、アメリカ行政法を一変させた。コモン・ロー上の権利のカタログは、

過剰か過少かのどちらかであった。連邦主義は、憲法制定時の構想の主たる部分

であった。すなわち、各州は自己統治する共同体として、また、個々人が州から

出て行く権利はその自由の重要な保障として認められていた。しかし、ニュー・

ディール期においては、州は事実上自治の領域として認められなかった。ある州

を出て他の州に行く権利は、もはや専制政治に対する安全保障ではなかった。逆

に、州は、強大な利益集団に支配されていた。ニュー・ディーラーの多くは、経

済効率と民主的な自治の両方にとって、州が有効なバリアではないとみなした。

伝統的に州によって行使された権限の多くは、急速に、連邦政府へと移行したの

である。抑制と均衡および権力分立は、Landis によれば、効率的な統治

                                                                                                                                               

的に、連邦行政法は、州際通商を規制する連邦議会の権力の上に集中されてきた」。

SCHWARTZ & WADE, supra note 58, at 8. シュウォーツ、ウエイド・前掲注 (58)九

頁。  
１１６  SCHWARTZ, supra note 27, at 24. See also, SCHWARTZ & WADE, supra note 58, 

at 8-10. シュウォーツ、ウエイド・前掲注 (58)九‐一二頁。  
１１７  州の行政法を扱うテキストとして、以下。E.g., MICHAEL ASIMOV &  RONALD M. 

LEVIN, STATE AND FEDERAL ADMINISTRATIVE LAW (3rd ed. 2009); ARTHUR E. BONFIELD, 

STATE ADMISITRATIVE RULE MAKING (1986). 行政手続法の分野ではあるが、州行政法

の形成を検討するものとして、熊本信夫『行政手続の課題』（北大図書刊行会、一

九七五年）。  
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（governance）の障害として現れた１１８。  

「州と連邦」という、いわば垂直関係の権力分立における州の存在は、行政国

家化という時代においては、むしろ障害となったものと考えることができる。州

政府の権力を補完したにすぎなかった連邦政府の権力は、行政国家化という時代

を背景にした時、特に州際通商権限の拡大を連邦裁判所が認めたことによって

１１９、州政府の権力より優位にたつことになった。このことが、連邦における「行

政の決定」への注目へとつながったといってよいだろう。  

しかし、州政府の権力は、それ自体として、なお重要な役割を果たしていたし、

現在も果たしている。典型的には、公衆衛生がある。一八世紀以降、州政府およ

び地方政府は、police power を根拠に公衆衛生活動を行ってきた。たとえば、港

湾での出入国、移民による人口増加、汚水の未処理等を原因とする感染症の拡大

予防のため、各州政府は、公衆衛生委員会（boards of health）または公衆衛生

官（health officers）等を置き、これに強制調査権、即時強制権（強制収容、強

制検査）、隔離権、消毒等の命令権等――draconian measures, draconian actions 

と呼ばれる――を授権した。これらの権限行使は、コレラ流行（一八六六年）、天

然痘流行（一八九四年）の対策として効果を発揮した。しかし他方で、人身の自

由および財産権を侵害したとして多くの訴訟が提起された。この種の「行政の決

定」に対して、裁判所は、令状主義やデュー・プロセスを適用しなかった。公衆

衛生領域において、州政府は、裁判所の介入を欠いた広範かつ自律的な権力を有

していたのである１２０。  

のちに Schwartz は、州政府の役割をみて、州の行政法が有する重要性を指摘

している。「多くの本質的な政府の機能（essential governmental functions）は、

                                                 
１１８  STEPHEN G. BREYER ET AL., ADMINISTRATIVE LAW AND REGULATORY POLICY, 

PROBREMS, TEXTS, AND CASES 19-20 (7th ed. 2011).  
１１９  Cushman, supra note 74, at 294-308.   
１２０  Leslie J. Reagan, Law and Medicine, in THE CAMBRIDGE HISTORY OF LAW IN 

AMERICA 247-51 (M. Grossberg & C. Tomlins eds., vol.3 2008).  
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各州およびその下部に属している。このことは特に、 social services の領域に当

てはまる。まず研究対象とすべきは、州の行政法であり、連邦の行政法ではない」

１２１。本稿が扱う医療提供に対する専門職自主法による規制、州行政機関による

規制、そしてそれに対する司法審査も、Schwartz が注目した、まさに、州の行

政法の領域である。  

 

 

第二章 医療職集団の専門職自主法から構成される州行政法 

 

本章の目的は、州に行政法が生成しているかを検討するとともに、医療職集団

が定立した専門職自主法とはどのようなものか、そしてこの専門職自主法が州の

行政法の生成においてどのような役割を果たしたのかを明らかにすることである。

本章の検討対象は、植民地時代から一九三〇年代までの、医師資格の法的規律に

限定する１２２。 

ここでその生成を確認する州の行政法とは、以下の二つを指す。一つは、これ

まで一般にアメリカ行政法として理解されている、連邦の行政法に対応する州の

                                                 
１２１  SCHWARTZ, supra note 27, at 24. See also, SCHWARTZ & WADE, supra note 58, 

at 9. シュウォーツ、ウエイド・前掲注 (58)一〇頁。  
１２２  医療提供の法的規律には、医師資格に対するものの他に、医療施設や医療行

為に対するもの、医療保障に関するもの等がある。この中で最初に登場したのが、

医師資格に対する法的規律である。 

アメリカでは一九世紀末まで、医師は、法曹とともに、専門職として社会的に

承認されていなかったといわれる。これは、ヨーロッパでは中世以降、医師、聖

職者、法曹が三大専門職と捉えられてきたことと異なる。Walter Gellhorn, The 

Abuse of Occupational Licensing, 44 U. CHI. L. REV. 6, 7-10 (1976); PETER 

CONRAD & JoSEPH W. SCHNEIDER, DEVIANCE AND MEDICALIZATION FROM BADNESS TO 

SICKNESS 9-14 (expanded ed. 1992)(1980). Ｐ・コンラッド、Ｊ・Ｗ・シュナイダ

ー（進藤雄三監訳、杉田聡・近藤正英訳）『逸脱と医療化 悪から病いへ』（ミネ

ルヴァ書房、二〇〇三年）一六‐二八頁。  

医師資格に対する法的規律には、専門職自主法によるものと、国家法（制定法

令および裁判判決）によるものとがある。医師資格だけでなくより広い意味での

医療提供について、これを法的に規律する際の専門職自主法と国家法との接合の

関係性は、本稿第三章で分析する。  
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行政法である。すなわち、州の「行政の決定」に対する司法審査を通して生成し

た法を指す。この法は、「行政の決定」のコントロールを目的とする。しかし、本

稿は、前章で述べたように、「行政の決定」をコントロールするための法の登場に

時間的には遡る、「行政の決定」をうみだすための法の登場に、行政法の生成をみ

る。したがって、本章でその生成を確認するもう一つの行政法は、司法審査を基

軸とするのではなく、州の行政機関への「諸権力」統合的仕組みの授権を基軸と

してそこに生成する法である。  

以下では、医師資格を規律する専門職自主法および州の制定法令の登場、それ

らの接合の仕組み、そして、その仕組みと運用に対する司法審査を検討する。 

 

第一節 専門職自主法の生成と州医師免許法の失敗 

 

一 医療職集団の登場 

 

アメリカでは、すでに植民地時代に、医師会や医学校等の医療職集団が登場し

ていた１２３。しかし、医療職集団の定立する専門職自主法、または、植民地議会

                                                 
１２３  PAUL STARR, THE TRANSFORMATION OF AMERICAN MEDICENE 30 (1982).  

建国の前後を通じて、国家の関与なしに結社が自然発生するのは、日本と比較

したアメリカの特徴の一つである。トクヴィルは、一八四〇年に、以下のように

述べている。「アメリカ人は年齢、境遇、考え方の如何を問わず、誰もが絶えず団

体をつくる。商工業の団体に誰もが属しているだけではない。ありとあらゆる結

社が他にある。宗教団体や道徳向上のための結社、真面目な結社もあればふざけ

たものもあり、非常に一般的なものもごく特殊なものも、巨大な結社もあれば、

ちっぽけな結社もある。アメリカ人は祭りの実施や神学校の創設のために結社を

つくり、旅籠を建設し、教会を建立し、書物を頒布するため、また僻遠の地に宣

教師を派遣するために結社をつくる。病院や刑務所や学校もまた同じようにつく

られる。ついには、一つの真理を顕彰し、偉大な手本を示してある感情を世間に

広めたいときにも、彼らは結社を作る。新たな事業の先頭に立つのは、フランス

ならいつも政府であり、イギリスならつねに大領主だが、合衆国ではどんな場合

にも間違いなくそこに結社の姿が見い出される」。トクヴィル著（松本礼二訳）『ア

メリカのデモクラシー（一八四〇年）第二巻・上』（岩波文庫、二〇〇八年）一八

八‐一八九頁。ALEXIS DE TOCQUEVILLE,  DEMOCRACY IN AMERICA 376 (Henry Steele 
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もしくは植民地政府の定める法が、医師資格を規律していたということはできな

い。  

 

（一）短命に終わった医師免許法  

植民地時代、ほとんどの植民地政府は、医師資格に対する法的規制を行わなか

った。例外的になされることもあったが、それは、短命で萌芽的なものにすぎな

かった１２４。  

医師資格に対する法的規律の萌芽は、一六四九年のマサチューセッツ湾植民地

議会（General Court）が制定した法律（ the original Massachusetts’ Act of 1649）

にみることができる１２５。同法は、医療を提供する前に、裁判所による承認

（approval）を要求するものであった。しかし、法律は曖昧であり、資格付与基

                                                                                                                                               

Commager ed., Henry Reeve trans. 1946)(1840). 

この点、明治維新後の日本について、天野郁夫『教育と選抜の社会史』（筑摩書

房（ちくま学芸文庫）、二〇〇六年）一五三頁は、「大学や専門職団体、官僚制度

の伝統を持たず、そのいずれをも国家自身が上からつくり出さねばならなかった」

と述べる。  

本稿が検討対象とする医療職集団は、植民地時代に登場した医師会や医学校、

二〇世紀初頭に登場した専門医学会、病院、第三者評価認定機関等である。  
１２４  もっとも、感染症の拡大防止等の公衆衛生（public health）については、

各タウン、各カウンティ、独立後には各州政府が、police power に基づき行って

いた。Edward P. Richards, Public Health Law as Administrative Law: example 

lessons, 10 J. HEALTH CARE L. & POL’Y 61, 63-64 (2007). 

「police power とは、直訳すれば『警察権能、警察権限』となる。この場合の

『警察』とはわが国の戦前の内務省が取り仕切った内政全般を指すような意味で

の『警察』であり、アメリカでは、州民の健康・安全・福祉を図る権能だとされ

ているので、『福祉権能、福祉権限』と訳されることが多い」。樋口範雄『アメリ

カ憲法』（弘文堂、二〇一一年）二八頁。これは、伝統的行政法でいう行政警察に

あたる。田中二郎『新版行政法（下）』（弘文堂、全訂第二版、一九八三年）三〇

頁以下。  police power の意義と司法審査について、Thomas R. Powell, 

Administrative Exercise of the Police Power (pts. 1-3), 24 HARV. L. REV. 268, 

333, 441 (1911). 高原賢治「アメリカにおける『警察権能』の理論の展開――公

共の福祉についての一考察  一‐二・完」国家七四巻九=一〇号二二頁以下、一一

=一二号二〇頁以下（一九六一年）。   
１２５  RICHARD H. SHRYOCK, MEDICAL LICENSING IN AMERICA 1650-1965, 14 (1967). 

植民地政府・議会およびのちの州議会が定める医師の免許は、様々な文言が用い

られている。たとえば、certificate, registration, license, authority, permission, 

approval, approbation 等がある。  
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準、実効性確保に関する規定は存在しなかった１２６。その後、一七六〇年代に至

るまで、植民地の政府または議会による規制は事実上存在しなかった。また、ニ

ュー・ヨーク市は、一七六〇年に、医師免許法を制定した１２７。この法令は「何

人も、試験および免許を受けることなく、内科または外科またはその両方の医療

を行ってはならない」と規定されていた１２８。医師免許の申請者は、信頼に足る

（reputable）医師によって補佐された公務員（government officials）が実施す

る試験を受けることが要求された１２９。しかし、同法はほとんど実施されなかっ

た。  

植民地時代には、医師資格に関する植民地政府の実効的な法的規律は存在せず、

事実上、医療は何人も自由に提供することができたといわれている１３０。  

 

（二）医療職集団の登場 

①医師会の創設 

最古の医師会は、マサチューセッツ王領植民地で一七三五年に創設されたボス

トン医師会であった１３１。また、一七六六年には、ニュー・ジャージー医師会が

                                                 
１２６  SHRYOCK, supra note 125, at 14. 同様の法は、 the Duke of York code of 

1665 の下、ニュー・ヨークおよびニュー・ジャージーで採用された。Id. さらに、

一七二二年には、ニュー・ジャージー植民地医師免許法が制定された。しかし、

これらは実効性のないものであったといわれる。JOHN DUFFY, FROM HUMORS TO 

MEDICAL SCIENCE: A HISTORY OF AMERICAN MEDICINE 40 (2d ed. 1993). ジョン・ダフ

ィ（網野豊訳）『アメリカ医学の歴史』（二瓶社、二〇〇二年）四九頁。  
１２７  SHRYOCK, supra note 125, at 17; DUFFY, supra note 126, at. 40. ダフィ・前

掲注 (126)四九頁。  
１２８  SHRYOCK, supra note 125, at 17. 
１２９  DUFFY, supra note 126, at 40. ダフィ・前掲注 (126)四九頁。  
１３０  DUFFY, supra note 126, at 47. ダフィ・前掲注 (126)一二頁。  
１３１  DUFFY, supra note 126, at 41. ダフィ・前掲注 (126)五〇頁。この医師会は、

当時のニュー・イングランドで大流行した咽頭ジステンバー（ジフテリアと猩紅

熱の併発症）への対応を目的として創設され、約二〇年後に廃止された。マサチ

ューセッツ植民地では、一七五五年から一七八一年の間に、ボストン医師会の他

に約一〇の医療職集団が創設されたといわれる。 Id. 
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創設された１３２。これらの医師会のいくつかは、医師免許法の制定を要求した。

この要求は、様々な経歴をもつ医師のうち１３３、教育を受けた医師（educated 

physicians）により結成された医師会によるものであった。教育を受けた医師ら

は、彼ら自身だけが専門知を有すると考えていた。これらの医師会は、医師免許

法の制定によって、他の経歴をもつ医師らとの差別化を図り、社会における高い

信用、権威、競争力を高めることを目指した１３４。  

②医学校の創設 

医学校は、教育組織であると同時に医療職集団でもある。最古の医学校は、一

七六五年、ペンシルバニア植民地フィラデルフィアに創設された医学校であった。

                                                 
１３２  ニュー・ジャージー医師会は、アメリカ独立（一七七六年）を経て現在まで

残る唯一の医師会である。ニュー・ジャージー医師会の創設史は以下を参照。

Medical Society of New Jersey, http://www.msnj.org/Default.aspx (last visited 

Jan. 10, 2014). 

 同医師会は、創設直後から、医師の地位と収入のひき上げを図り、植民地政府

に対して免許制度の創設を要求した。ニュー・ジャージー議会およびニュー・ジ

ャージーの William Franklin 知事は、一七七二年に、医師資格を規制する法律

を定めた。この一七七二年法は、内科医および外科医について、医療提供を希望

する者は全て、州最高裁判所判事二名による試験を受け承認を得なければならず、

この手続を経ずに代金を得るために医療を提供した者に対しては罰金を科す、と

規定されていた。この一七七二年法の実施に関しても不明であるとされる。  

これらの他にも、コネティカット植民地では、一七六七年に、リッチフィール

ド・カウンティの医師会が創設された。同医師会は、一七六九年に、植民地議会

に対して、法人認許状（ charter）に基づく医師の試験と免許付与権限を請願した。

この要求は、Connecticut Courant （Hartford）の通常議会において、独占を警

戒する者との間で論争となり、結果として、医師会に対する法人認許状は付与さ

れなかった。このリッチフィールドのメンバーが中心となって、一七七九年に「ア

メリカの一三州で最初の医師会」が創設された、といわれる。SHRYOCK, supra note 

125, at 17-18. 
１３３  一八世紀半頃のアメリカの医師の教育歴は、五つに大別することができた。

第一は、教育を受けた医師（ educated physicians）である。彼らは、概ね、ヨー

ロッパの大学で医学の学位を取得した者、教育を受けた医師の下で徒弟奉公した

後ヨーロッパの大学に留学した者（アメリカからのヨーロッパへの留学先は、ラ

イデン大学、時代が下がるとエジンバラ大学やグラスゴー大学が中心であった。）、

アメリカの医学校を卒業後、定評ある開業医の下で医学を学んだ者である。第二

は、アメリカの植民地の中で徒弟奉公を終えた医師、第三は、民間療法師、これ

には接骨師、薬草研究家、助産師が含まれる。第四に、聖職医、そして第五に、

自称医師が加わる。DUFFY, supra note 126, at 18-19. ダフィ・前掲注 (126)二二

頁。  
１３４  SHRYOCK, supra note 125, at 17. 

http://www.msnj.org/Default.aspx
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創設当初は、既存のペンシルバニア病院の内部に設置されたが、後に、ペンシル

バニア大学附置となった。創設者の John Morgan 医師は、同医学校が、ペンシ

ルバニア植民地全体の医師試験の実施権限および免許付与権限を与えられること

を望んだ。しかし、ペンシルバニア植民地政府は、法人認許状（ charter）の付与

を拒否した１３５。一七六七年には、ニュー・ヨーク市のキングスカレッジ（現コ

ロンビア大学）が医学教育プログラムを設立した１３６。さらに、独立宣言（一七

七六年）後の一七八二年に、マサチューセッツのハーバード大学（一六三六年創

設）が医学部を設置した１３７。  

とはいえ、アメリカの医学校がその数を増やすのは、一八一〇年代をまたねば

ならなかった１３８。植民地時代の医師のほとんどは、徒弟奉公によって訓練され

た者、または、教育歴のないまま独自に開業した者であったといわれている１３９。  

 

（三）医師資格を規律する専門職自主法の不在  

 植民地時代の医師会や医学校は、医師を養成しその資質を評価し医師資格を付

与する機能を果たしていたとはいえない。この点は、ヨーロッパの大学やギルド

とは異なっていた。ヨーロッパにおいて、医師資格を含む職業資格の認定・付与

権限は、中世以降、一八世紀後半から一九世紀に入るまで、国家（国王）ではな

く、各大学や各ギルドが掌握していた１４０。しかし、ヨーロッパの大学やギルド

                                                 
１３５  SHRYOCK, supra note 125, at 16-17. 
１３６  DUFFY, supra note 126, at 33. ダフィ・前掲注 (126)四〇‐四二頁。  
１３７  DUFFY, supra note 126, at 131. ダフィ・前掲注 (126)一六〇頁。  
１３８  DUFFY, supra note 126, at 134. ダフィ・前掲注 (126)一六三頁。  
１３９  DUFFY, supra note 126, at 44. ダフィ・前掲注 (126)五三頁。  
１４０  天野郁夫『教育と選抜の社会史』（筑摩書房（ちくま学芸文庫）、二〇〇六年）

八五‐九〇頁。  

天野郁夫によれば、ギルド等の職業集団は、「成員を一定の条件を満たすものに

限ることによって自分たちの利益を守り、また社会に対するサービスの水準を維

持しようとする。つまり同業組合は、資格制度と資格付与という二つの機能」を

果たしていた。天野・同五三頁。また、ヨーロッパ中世の大学も、「他のどのギル

ドにもまして明確に規定された資格の認定と付与の制度を持っていた」。天野・同
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による資格付与制度は、アメリカには継受されなかった１４１。アメリカの植民地

時代に登場した医療職集団は、登場はしたものの、そして、場合によっては医師

資格付与権限を得ようと志向したものの、その権限を掌握するに至ることはなか

った。また、医師を教育しその資質を認定する制度、制度をつくるための自主法

は定立されなかった。ただし、医療職集団内部を管理するための法は定立されて

いた。たとえば、植民地時代に創設され現存する唯一の医師会であるニュー・ジ

ャージー医師会が、その一七六六年創設時、constitution（憲章）および by laws

（規約）を定立していた。  

したがって、医師資格に関して、植民地政府による規制は存在しないに等しく、

また、医療職集団が定立した専門職自主法も実効的でなかったため、医療は、事

実上自由に提供された。その結果生じた劣悪な医療は、事後的かつ事案毎に法的

紛争として処理された１４２。たとえば、不法行為を主張する患者による損害賠償

請求、または、傷害罪や殺人罪による刑事訴追であった１４３。  

 

                                                                                                                                               

六〇頁。中世社会では教会、大学、ギルド等が、神職、法曹、医師等の専門職の

職業資格を与えていた。しかし、これら専門職集団の職業資格授与権は、各集団

が独占していたのではなく共存していた。天野・同八六頁。  

そして、この資格の認定制度を整備しそれを運用するために、各大学や各ギル

ドは自主的に、資格認定のための法を定立したのである。Walter Gellhorn によ

れば、「中世のギルドは、本来は、その構成員の信用に、関心を持っていたものと

考えられる。職人や商人は、『一般に受け入れられた基準を遵守すれば全体の信用

が高まるであろう』ということを知っていた」（『』は筆者。）。同時に、各大学や

各ギルドは、自らが組織として存続していくために、集団内部を管理するための

法も自主的に定立した。これら大学やギルドは、その集団内部において、「立法、

司法、財政の性質をもつ事実上完全な統治権力を行使していた」のである。WALTER 

GELLHORN, INDIVIDUAL FREEDOM AND GOVERNMENTAL RESTRAINTS 113 (1968). ゲルホ

ーン（猪俣幸一、鵜飼信成、橋本公亘、和田英夫訳）「生計をたてる権利」『言論

の自由と権力の抑圧』（岩波現代叢書、一九五九年）一三六頁。  
１４１  DUFFY, supra note 126, at 7-9. ダフィ・前掲注 (126)一二頁。  
１４２  Andrew A. Sandor, The History of Professional Liability Suits in the 
United States, 163 JAMA 459, 459-60 (1992). 山口龍之『米国医療と快楽主義』

（信山社、一九九五年）六九‐一四八頁。  
１４３  また、医療保障は、私人間の互助が中心であった。私人間の互助は、私保険

あるいは慈善事業となって現れていた。  
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二 州医師免許法による医療職集団への授権  

 

 独立後、免許付与権限は、植民地政府・議会から各州議会に移行した。しかし、

各州議会が医師資格を規律しない状況は、独立の前後で変化はなかった１４４。独

立直後、医師免許制度を整備するためのイニシアティブをとったのは、医師会、

医学校等の医療職集団であった。  

 

（一）州医師免許法による医療職集団への医師免許付与権限の授権  

 独立戦争終結時の一七八一年、マサチューセッツ医師会（ the Massachusetts 

Medical Society. 以下、「医師会」という。）が、任意加入組織として創設された１４５。

医師会は、マサチューセッツ州の法人法に基づき、州議会から法人認許状（charter）

                                                 
１４４  以下本節で述べるように、一部の州では、一八〇〇年頃から一八三〇〇年代

まで、一時的に医師免許法が制定されたことがあった。しかし州によっては、一

九二〇年代まで医師資格に対する法的規制が行われなかった。SHRYOCK, supra 

note 125, at 22. 
１４５  マサチューセッツ州の医師会は、当時のアメリカの中で、最も初期に創設さ

れ、構成員数も多かった。Eric H. Chiristianson, Medicine in New England, in 

MEDCINE IN THE NEW WORLD: NEW SPAIN, NEW FRANCE AND NEW ENGLAND 127-37 

(RONALD L. NUMBERS ed., 1987). 

 マサチューセッツ医師会の創設の歴史は、以下も参照。The Massachusetts 

Medical Society, 

http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/Hi

story.htm (last visited Jan. 10, 2014). 

 また、このマサチューセッツ医師会が創刊した医学誌は、現在では世界最高峰

の権威を誇るものとなっている。すなわち、同医師会は、一八一二年、医学誌「The 

New England Journal of Medicine and Surgery and Collateral Branches of 

Science」を創刊した。この医学誌は、数次の改編を経て、一九二八年に「The New 

England Journal of Medicine」と改称され、現在まで継続して発行されている。

The New England Journal of Medicine は、厳格な査読制度（レフェリー・シス

テム）を採用しており、現在、医学総合誌としては他の論文に引用される頻度

（ impact factor）が最も高く、世界五大医学誌の一つ（他の四誌は、The Lancer: 

イギリス外科学会、Annals of Internal Medicine: アメリカ内科学会、British 

Medical Journal: イギリス医師会、Journal of the American Medical 

Association: アメリカ医師会）である。Allan M. Brandt, Ph.D., A Reader's 

Guide to 200 Years of the New England Journal of Medicine, 366 NEW ENG. J. 

MED. 1, 6 (2012).   

なお、独立戦争終結直後、大西洋沿岸部の他の州でも医師会が登場し始めた。

SHRYOCK, supra note 125, at 23. 

http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/History.htm
http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/History.htm
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を付与された１４６。医師会は、この法人認許状について、州の法人法はその効果

において（ in effect）医師会に対して医師免許付与権限を授権した、と述べてい

る１４７。マサチューセッツ州では他州に先駆けて、医師会と同様に医学校にも免

許を付与する権限があるか否かが問題となった１４８。当時、医師会に医師免許を

申請していたのは、試験を行う医師と同様に、もっぱら徒弟制度で訓練を受けた

者であった。一七八二年、ハーバード大学に医学校が附置されたとき、この卒業

生はさらに医師会の試験に合格しなければならないか否かが議論となった。そし

て、一八〇三年の医師会の決定によって、当該医師会が定めた免許付与要件とし

ては、当該医師会が課す医師免許試験に合格するか、または、医学の学位を取得

するかのいずれかとなった１４９。この二重制度（ the dual system）には、コネテ

ィカット州（一八一〇年）、サウス・カロライナ州（一八一七年）等他の州も追随

した１５０。  

東部一三州では、一八一五年までに、その全ての州で医師会が創設された１５１。

そして、一八三〇年までに、ペンシルバニア、バージニア、ノース・カロライナ

                                                 
１４６  1781 Mass. Acts 15. 州の法人法の規定は以下の通りである。「医師会の長

および構成員は、内科医および外科医の全ての申請者に試験を課し、申請者が専

門職としての技術をもち、医師として実務につくことに適している者であること

が認められる場合には、申請者に対し当該医師会の免許証（ the approbation of 

the Society）を発行するものとする」。  
１４７  

http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/His

tory.htm (last visited Jan. 10, 2014). 
１４８  Chiristianson, supra note 145, at 135.  のちに、アメリカの医学校は、大学

附置の医学校と、大学とは関係を持たない私立の職業学校（proprietary 

institutions）に大別できることとなった。  
１４９  Id; SHRYOCK, supra note 125, at 25; DUFFY, supra note 126, at 139-40. ダ

フィ・前掲注 (126)一六九頁。  
１５０  Duffy は、この二重制度、すなわち、複数の免許付与権限者の存在に、イギ

リスの伝統の継受をみいだしている。DUFFY, supra note 126, at 140. ダフィ・前

掲注（１２６）一六九‐一七〇頁。  

 コネティカット州は、州の医師会と Yale 大学に附置された医学校の代表から構

成される合同の委員会（ joint board）を設立し、申請者の試験を行った。SHRYOCK, 

supra note 125, at 26.    
１５１  さらに、これに隣接する全ての州では一八三〇年までに医師会が創設された。

SHRYOCK, supra note 125, at 23. 

http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/History.htm
http://www.massmed.org/Content/NavigationMenu10/AboutMMS/History/History.htm
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の三州を除く一〇州で、医師免許法が制定された１５２。当時制定された医師免許

法の名称および仕組みは州ごとに異なる。しかし、ニュー・イングランドのほと

んどの州と、Old Northwest（オハイオ州、インディアナ州、ミシガン州）は、

免許付与権限を州または地方の医師会に付与し、この点では共通の仕組みをもっ

ていた。たとえば、一七九〇年のニュー・ジャージー州の医師免許法は、ニュー・

ジャージー医師会に免許付与権限を付与している。ニュー・ヨーク州は一八〇六

年に、アラバマ州は一八二三年に、ニュー・ジャージー州と同じ免許制度を採用

した１５３。  

州が police power の一種として医師免許規制を行う場合、州議会の定める根拠

法律が必要となる。そこで、議会は、法律の中に免許付与権限を盛り込んだが、

その規制の内容については医師会に委任した。  

医師会が課す試験、各医学校が付与する学位は、医師の資質の医療職集団によ

る認定である。これら医療職集団が定立した、医師の資質を認定するための法の

具体的内容は不明である。Richard H. Shryock は、上述のこの医師免許制度は、

自主的なコントロール（voluntary control）というイギリスの伝統を引き継いだ

ものである、と述べる１５４。自主的に創設された医療職集団に対して州法が実質

的に規制権限を授権したこと、また、その医療職集団に対して州政府が監督権限

をもたないことから、州の規制制度の中には、医療職集団の自治が保障されてい

たといえる。したがって、自治のための、すなわち医療職集団内部の管理のため

の法は定立されていた。また、各医療職集団が定立した免許付与要件は、私人の

自主基準であり、当該基準の適用行為は法律に基づく規制であることから、機能

的には「行政の決定」と等価のものであるということもできる。  

 

                                                 
１５２  SHRYOCK, supra note 125, at 23. 
１５３  Id. at 24. 
１５４  Id. at 23-25. 
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（二）州医師免許法の実効性  

しかし、建国直後の各州医師免許法は、いくつかの点で実効性を欠いていた１５５。

なぜなら、制度上、医師免許法制定前に医師として開業していた者の既得権保護

機能を果たす祖父条項（grand-father clauses）１５６が存在したこと、免許法に

従わない者に対する処罰規定（あるいは行政上の強制権限）が存在しなかったか

らであった。そして、各州裁判所も、mandamus 等の裁判所の裁量によって発す

ることができる大権令状（prerogative writs）を、免許に関する規制権限を行使

しない医師会に対して、積極的に発給することはなかった１５７。さらに、多くの

場合、医師会は、有料で医療を提供した「似非医者（quacks）」に対して軽微な

罰金（moderate fine）を科すために、カウンティの裁判所に告発することができ

たが、しかし、医師免許法に従うことなく無免許で医師として開業する者は、実

際には多かった１５８。したがって、独立後、一部の州には医師免許法が制定され

たとはいえ、事実上、医師は自由に開業し営業していたのである。  

 

三 州医師免許法の廃止と医師資格を規律する専門職自主法の生成  

 

                                                 
１５５  Id.  
１５６  「祖父条項（grandfather clause）」とは、現行法令制定以前に既に医師と

して開業していた者には、現行法令を適用しないことを定める規定である。CLARK 

C. HAVIGHURST, JAMES F. BLUMSTEIN & TRYEN A. BRENNAN, HEALTH CARE LAW AND 

POLICY 839 (2d ed. 1998). 
１５７  mandamus とは「法律上ある公的職務を行うことを義務付けられている者

がその職務を行わないときに、その履行を命ずる令状」である。田中英夫『英米

法総論（下）』（東京大学出版会、一九八〇年）五七七頁。  
１５８「医業の禁止（prohibitions）は、相当具体的であった。たとえば、ニュー・

ジャージー州の一八一三年および一八一八年の法律は、「薬草療法（ bontanist）、

root 、インディアンの医師（ Indian doctors）、およびその他の似非医師（quacks）

等の正規訓練を受けていない免許申請者（ irregular bred contenders）」による医

療の提供を禁止した。通常、制裁（penalty）は、有料で医療を提供したときのみ

科された。SHRYOCK, supra note 125, at 25. そして、ほとんどの訴訟では、無免

許開業医は単に料金徴収の法的権利を否定されただけであった。DUFFY, supra 

note 126, at 139-40. ダフィ・前掲注 (126)一六九頁。  
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（一）州医師免許法の廃止  

医療を提供される側である一般の公衆が、当時、医師免許法の制定を要求した

という記録は存在していない。公衆は、免許制度を信用しているわけではなかっ

た、といわれる１５９。これには、主として二つの理由があった。一つは、医療の

専門性への懐疑である。免許保有医師が専門知を有すると主張したところで、免

許保有医師と非保有医師との間で治療の効果には大差がなかった。これは、当時、

近代医学が未発達であったことに因る１６０。もう一つは、免許制度をおいた結果、

医療提供市場に医療職集団の独占が生じることへの警戒である１６１。それは、ア

メリカの、特に一八三〇年代のジャクソニアン・デモクラシーの時代の平等主義

が、反エリート主義や規制のない市場という考え方を流行らせたことに因る１６２。 

この結果、医師免許法制度を有する全ての州で、一八三〇年代および一八四〇

年代に、医師免許法は廃止された１６３。各州は、「教育を受けた医師（physicians）

の要求を認め医療行為が限られた専門職の排他的権利であることを保護するので

はなく、全ての市民に対して、多様な医療行為を行う権利（right）と、競合する

                                                 
１５９  STARR, supra note 123, at 56; DUFFY, supra note 126, at 167-202. ダフィ・

前掲注 (126)二〇一‐二二四頁。  
１６０  一八〇〇年前後、医学はまだ近代化を迎えていない。近代医学は、一九世紀

後半、抗生剤や殺菌剤等の医薬品の使用、麻酔や放射線を用いた外科手術等を用

いた医学から始まる。「科学の世紀」といわれる一九世紀、特にその後半の麻酔法

の発見（一八四五年）、消毒法の発見（一八六七年）、レントゲンによる X 線の発

見（一八九五年）、細菌学・病理学・生理学・基礎科学の急速な発展（一八九〇‐

一九一〇年）が、医学の近代化の背景にある。STARR, supra note 123, at 58. 

 したがって、医療は、内科的治療が中心であり、医療提供の場は医療施設では

なく家庭であった。STARR, supra note 123, at 56-60; SHRYOCK, supra note 125, at 

37. 
１６１  SHRYOCK, supra note 125, at 27; DUFFY, supra note 126, at 141. ダフィ・

前掲注 (126)一七〇頁。山口・前掲注 (142) 

九二頁。  
１６２  専門職の資格の付与については、医師だけでなく法曹についても同様の経緯

を辿った。田中英夫『アメリカ法の歴史（上）』（東京大学出版会、一九六八年）

三八二‐三八八頁、松浦・前掲注 (32)五五‐七一頁。  
１６３  たとえば、ニュー・ヨーク州の医師免許法は、一七九二年に公布、一七九七

年に施行されたが、一八四四年に廃止された。その他の州について、STARR, supra 

note 123, at 58.  
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医療従事者（practitioners）の中から選択する権利を保障することを選んだので

ある」１６４。  

資格を認定する制度の一つである免許制度は、質保証の機能と同時に参入規制

の機能をはたす。免許制度を要求した医療職集団は、免許制度によって生じる市

場独占を当該集団に許してまで、保護しなければならない権利利益をそれらがも

つのだという説明に失敗したといえる。  

Shryock は、アメリカの医師免許制度の廃止について、「一八五〇年代までに、

ドイツ政府が統一の基準を定立し、イギリス政府が国家規制への第一歩を踏み出

したこととは、対照的である」と述べる１６５。医師免許法の廃止により、医師は、

法制度上も、再び自由に開業できることとなった１６６。  

 

（二）アメリカ医師会（AMA）による質保証および州境を超えた法の統一  

各州医師免許法の廃止を受けて、一八四七年、教育を受けた医師らは、全米レ

ベルの任意加入組織としてアメリカ医師会（The American Medical Association: 

AMA）を創設した１６７。アメリカ医師会（AMA）の創設意図は、「自らの権威を

                                                 
１６４  Reagan, supra note 125, at 238; SHRYOCK, supra note 126, at 27.  
１６５  SHRYOCK, supra note 125, at 27. 
１６６  Reagan, supra note 120, at 238; SHRYOCK, supra note 125, at 27. 
１６７  アメリカ医師会（AMA）の創設を強く提唱したのは、ニュー・ヨーク州医

師会である。ニュー・ヨーク州医師会は、医学校が、教育機能と免許付与権限を

併せもつことを批判していた。SHRYOCK, supra note 125, at 33-35. 

アメリカ医師会（AMA）は、フィラデルフィアにて設立され、現在はイリノイ

州シカゴに本部が置かれている。The American Medical Association, 

http://www.ama-assn.org/ama/home.page(last visited Jan. 10, 2014). 

現在、アメリカには、全米レベルの任意加入の医師会として、AMA のほかに、

The National Medical Association（NMA）、および、The American Osteopathy 

Association（AOA）がある。National Medical Association（NMA）は、AMA

と同じく西洋医学を修めた医師のうち、アフリカ系アメリカ人医師により、一八

九五年に、ジョージア州アトランタで創設された。現在、本部はメリーランド州

シルバー・スプリングにあり、加入者数は約三万人である。The National Medical 

Association, http://www.nmanet.org/(last visited Jan. 10, 2014). また、The 

American Osteopathy Association（AOA）は、西洋医学を修めた医師から構成

される AMA および NMA とは異なり、オステオパシー医学（前掲注 (13)参照）を

http://www.ama-assn.org/ama/home.page
http://www.nmanet.org/
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構築し、州との結びつきを形成すること」にあったといわれる１６８。アメリカ医

師会（AMA）は、教育を受けた医師のみが専門知（expert knowledge）と倫理的

崇高性（moral superiority）を有すると主張し、主として以下三点の活動に重点

をおいた。すなわち、①州境を超えて、州に代わって自ら医師資格の認定を行う

こと、②州刑法の中で、アメリカ医師会（AMA）の影響力を増大させること、③

州医師免許法の再制定を働きかけることである。  

アメリカ医師会（AMA）自らが行う医師資格の認定は、医師の資質の基準適合

性審査である。この認定は、医師資質の評価認定基準の定立とその個別適用に関

する専門職自主法をうみだし、そして、この専門職自主法は、州刑法と、のちに

は州医師免許法とも接合することとなった。  

アメリカ医師会（AMA）は、一八五七年、各州議会に対し、刑法上の堕胎罪を

制定または改正するよう働きかけた１６９。その結果、一八六〇‐一八七〇年代に、

                                                                                                                                               

修めた医師により、一八九七年にミズーリ州カークスビルにて創設された。現在、

本部はイリノイ州シカゴにあり、加入者数はアメリカの他イギリス等二四か国に

八万人以上を擁する。The American Osteopathy Association, 

http://www.osteopathic.org/Pages/default.aspx(last visited Jan. 10, 2014). 

アメリカ医師会（AMA）は、アメリカ合衆国内で最大の医療職集団であり強力

なロビー活動を行うことでも名高く、「アメリカ医師会」という場合、通常、

American Medical Association（AMA）を指す。以下本稿では、アメリカ医師会

（AMA）と表記する。  

 Shryock は、同時期のヨーロッパの状況について、以下のように述べる。「ほと

んどのヨーロッパ諸国では、一八二〇年から一八六〇年にかけて、科学の発展と

コミュニケーション手段を改善するために、国家レベルで医学および科学の集団

（society）を形成し始めていた。これは、一つのギルドというよりは、すべての

正規の医師（ regular practitioners）の代表から構成される。合衆国でも同様の

自発的な集団（society）の必要性は明らかであった」。SHRYOCK, supra note 125, 

at 33. 
１６８  Reagan, supra note 120, at 238. 
１６９  LESLIE J. REAGAN, WHEN ABORTION WAS A CRIME: WOMEN, MEDICINE, AND LAW 

IN THE UNITED STATES, 1867-1973 10 (1997). 

また、アメリカ医師会（AMA）は、各州議会に対して、医師免許法の再制定も

働きかけた。Timothy Jost によれば、「アメリカ医師会（AMA）は、西洋医学で

はない他の流派（ thompsonian 医学、Eclectics 医学等）の医師、程度の低い医

学校出身の医師、訓練を受けていない素人の治療者等との競争に勝利することが

念頭にあった。したがって、専門職の免許規制は当初、公衆に資すると同時に、

専門職を保護するものでもあった。……医師免許法の制定は、素人と専門職との

http://www.osteopathic.org/Pages/default.aspx
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全州で刑法堕胎罪の制定または改正が実現した１７０。一八世紀から一九世紀初め

にかけて、堕胎罪は、コモン・ローおよび州刑法上、妊婦が胎動を自覚した後に

のみ成立した。したがって、妊婦自身が胎動を知覚しないと主張する時期の堕胎

は、堕胎罪とならなかった１７１。これに対し、アメリカ医師会（AMA）のキャン

ペーンによって制定または改正された刑法上の堕胎罪は、①妊娠初期を含む全て

の妊娠期間における堕胎に堕胎罪が成立する、②ただし、「医学上必要（medically 

necessary）であり倫理上（moral）認められる」場合、堕胎罪は適用されない、

③アメリカ医師会（AMA）の認める医師のみが、堕胎罪の違法性阻却事由を判断

し、堕胎を行う権限を持つ、という仕組みであった１７２。刑法堕胎罪の制定また

は改正は、州が、医療提供行為に対して、立法によってコントロールできること

の承認を意味した１７３。  

この刑法堕胎罪の制定または改正により、教育を受けた医師（アメリカ医師会

（AMA）に属する医師）は、彼らだけが「専門知」に加えて、「倫理上の崇高性」

                                                                                                                                               

境界線を引くと同時に、専門職間の境界線を引くことを意味した」。Timothy S. 

Jost, Introduction—Regulation of the Healthcare Professions, in TIMOTHY S. 

JOST ed., REGULATION OF THE HEALTHCARE PROFESSIONS 2-3 (1997). 

アメリカ医師会（AMA）は、医学校が教育機能と免許付与機能の両方を併せも

つことを批判した。そこで、アメリカ医師会（AMA）は、主として、①医学教育

および医師免許付与の基準を高めること、②医学校修了と同時の医師免許付与を

なくすこと、この二点を活動の中心におくこととした。ここで、医療職集団また

は州議会によって構想される医師教育、医師試験、医師資格認定という流れが、

明確に立ち現れることとなる。  

医師免許制度については、次節で述べる。  
１７０  REAGAN, supra note 169, at 10; Reagan, supra note 120, at 238. 
１７１  REAGAN, supra note 169, at 8.  
１７２  Id. at 13. 

  現在の各州刑法は、州の医師免許保有医師のみに堕胎行為を認めている。E.g., 

GA. CODE ANN. § 16-12-14(b)(2)(2012).  

 また、二〇世紀に入り堕胎の場が自宅から病院へ変わると、一部の州の刑法は、

一九一〇年代後半以降の改正で、民間の病院機能第三者評価機関が認定した病院

だけが適法に堕胎手術を行うことができるという違法性阻却規定を設けた。E.g., 

GA. CODE ANN. § 26-1202(b)(4)(1968). このような規定に対する司法審査は、本稿

第三章で検討する。  
１７３  Id. at 11. これを、Reagan は、ジャクソニアン・デモクラシーの克服であ

ると捉えた。 Id. 
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を有するのだという説得に成功した。そしてこの制定により、堕胎という医療行

為は、教育を受けた医師が独占する行為となり、教育を受けていない医師および

助産師の排除につながったのであった１７４。  

堕胎の刑罰化は、アメリカ医師会（AMA）と州との新たな連携（partnership）

を生み出すこととなった１７５。免許制に代わって、医療職集団による資格認定制

度が、刑法の枠内におかれることとなったのである。事前の参入段階での行政の

規制や質保証をあきらめた医療の専門職集団は、医師の刑事責任を追及すること

を目指したということができる。  

アメリカ医師会（AMA）の医師資格の認定活動は、認定の基準を定立しその基

準を個別適用するという基準適合性審査である１７６。したがって基準のレベルま

で、医師の資質の水準を保証することができる１７７。同時に、その認定活動が州

境を超えてひろがるのに伴い、州毎に多様であった医師資格の法的規律――した

がって、州毎に多様な医師の資質――は、州境を超えて認定基準のレベルで統一

されることとなる。州境を超えて組織された私的主体であるアメリカ医師会

（AMA）の認定活動、すなわち医師の資質に関する基準適合性審査のために定立

された専門職自主法は、州境という国家の境を超えて通用するものとなった１７８。 

                                                 
１７４  Id. at 10; SHRYOCK, supra note 125, at 27.    

また、アメリカ医師会（AMA）に所属する医師のみが専門知を有するという主

張は、一八四〇年代と一八五〇年代に、医療過誤の刑事裁判で、素人で構成され

る陪審に代わって判事に助言を与える医療専門委員会の設置へと結実した。当時、

医療過誤訴訟が急増し、しかし、医療専門職でない素人の陪審は、医療過誤の被

害者に対して同情的だったことがその背景にある。Reagan, supra note 120, at 

237. 
１７５  REAGAN, supra note 169, at 14.  
１７６  Harold I. Abramson, A Fifth Branch of Government: The Private 
Regulators and Their Constitutionality, 16 HASTINGS CONST. L.Q. 165, 168 

(1989); Eleanor D. Kinney, Private Accreditation as A Substitute for Direct 
Government Regulation in Public Health Insurance Programs: When Is It 
Appropriate?, 4 LAW & CONTEMP. PROBS 47, 49(1995). 
１７７  他方、医師の資質を基準のレベルに固定してしまうこともある。  
１７８  Louis L. Jaffe, Law Making by Private Groups, 51 HARV. L. REV. 201, 

228-31 (1937). また、一八七〇年代にハーバード大学ロー・スクールにおいて

Christopher C. Langdell の導入したケース・メソッドが、「ハーヴァードの全米
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第二節 専門職自主法が構成する州医師免許法の「諸権力」統合的仕組みの

登場 

 

医師免許法は、アメリカ医師会（AMA）の主導の下、一八六〇年代から一九〇

〇年代にかけて各州で整備されていった。第二節では、州医師免許法制度の整備

過程の分析を通して、州に「諸権力」統合的仕組みを有する行政機関が登場して

きたこと、および、専門職自主法と州制定法との接合の関係性を確認する。  

 

一 医師資格に対する制定法規制と医療職集団による自主法規制  

 

（一）医師資格に対する制定法規制 

①治安判事による登録制を設ける州 

 一八六二年、ルイジアナ州議会は他州に先駆けて医師免許法を制定した１７９。

この医師免許法は、治安判事による登録制度を採用した。この医師登録の法定の

基準は、「信頼に足る欧米の学校の医学の学位を所持していること」であり、当該

学位の所持を治安判事の前で宣誓することが要求された。無登録医師に対する罰

則規定は、一八六二年の制定時には存在しなかったが、一八七二年の改正により、

医学の学位を所持することの宣誓が虚偽であった場合、六月以上五年以下の懲役

に処するという規定が設けられた１８０。  

                                                                                                                                               

的性格」の主張を可能とし、州毎の差異を超えて体系的統一的に法を捉えること

を可能としたことは、アメリカ医師会（AMA）による州法の統一と共通の傾向を

示していると考えることができる。松浦・前掲注 (32)七八－七九頁。  
１７９  JOHN DUFFY ed., THE RUDOLPH MATAS HISTORY OF MEDICINE IN LOUISIANA 403 

(v.2 1962). 
１８０  Id. at 404.   
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治安判事が裁判作用を通じて行政作用を行うことは、植民地時代以降、各タウ

ン、各カウンティの中に存在していた仕組みであった１８１。ルイジアナ州は、医

師免許の付与という行政作用を、行政委員会や行政官ではなく、治安判事に委ね

たのである１８２。  

②公衆衛生機関（public health agency）による登録制を設ける州   

公衆衛生機関の登録制を定める州もあった１８３。公衆衛生に携わる州または地

方の機関として公衆衛生官や公衆衛生委員会等を設置した州は、従来、人口統計

学者や技術者をその職に任用した。しかし、一八八〇年代までに発展した細菌学

等の知見を背景に、教育を受けた医師は、専門知を持つ者とされその職に任用さ

れることとなった。  

 イリノイ州は、一八七七年に、イリノイ州保健委員会（ the Illinois Board of 

Health. 以下、「委員会」という。）を設置し、委員会に医師登録権限を授権した。

委員会委員の選任方法、免許付与基準、委員会に対する規則制定権の授権が、法

定されていたか否かは不明である。Shryock によれば、委員会は、「すでに開業し

ている医師に対して、医学校の学位の登録を命じ、また、州外の医学校であって

も『質の保証された（good standing）』カリキュラムをもつ医学校であれば、そ

                                                 
１８１  田中・前掲注 (162)一九頁以下。治安判事の名称は、magistrate, justice of the 

peace 等、統治単位ごとに様々である。三ヶ月章「英米における治安判事による

裁判の研究――素人による裁判制度の批判的考察」『民事訴訟法研究 第六巻』（有

斐閣、一九七二年）三九六頁以下。田中英夫「英米における Private Act（個別法

律）――英米の立法権の概念に関する一考察」『法学協会百周年記念論集  第二巻』

（有斐閣、一九八三年）九五頁以下のアメリカに関する分析を参照。  
１８２  しかし、ほとんどの医師は免許の申請をしなかった。これに対して、治安判

事も、医師免許法への不服従に対する制裁は行わない等、医師免許法を実施しよ

うとしなかった。DUFFY, supra note 179, at 403-04. 医療はひき続き自由に提供

され、多様な教育歴や経歴をもつ医師間における対立は激しいままであった。ま

た公衆も、受診の際、医師免許の有無に捉われていなかったといわれる。DUFFY, 

supra note 179, at 405. そこで、教育を受けた医師らは、一八七八年、ルイジア

ナ州レベルの医師会を再編し、公衆と州議会の両方に医師免許法の改正を働きか

けた。http://www.lsbme.louisiana.gov/History%20of%20the%20Board.htm(last 

visited Jan. 10, 2014). 
１８３  本節は、SHRYOCK, supra note 125, at 52-53 に依拠するものである。  

http://www.lsbme.louisiana.gov/History%20of%20the%20Board.htm
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の学位を所持する医師免許申請者を、イリノイ州の医師として登録した」。一八八

三年から一八八九年にかけて、同委員会は、「質の保証された」医学校の基準を公

表した。①倫理的な資質、②医学校入学要件としての高等学校卒業、③少なくと

も一〇科目の履修を定めるカリキュラム、④二つの解剖学のコースおよび二学期

の病院実習、⑤少なくとも合計三年の訓練、である。  

委員会が公表したこの基準は、アメリカ医師会（AMA）会長であるイリノイ州

シカゴの Nathan Davis 医師らが定めた医学校の認定基準と同じ基準であった

１８４。アメリカ医師会（AMA）は、「質の保証された」医学校の基準を公表した。

①倫理的な資質、②医学校入学要件としての高等学校卒業、③少なくとも一〇科

目の履修を定めるカリキュラム、④二つの解剖学のコースおよび二学期の病院実

習、⑤少なくとも合計三年の訓練、である。  

アメリカ医師会（AMA）による医学校の認定・格付けは、一八八〇年代には、

黙示的に、各州の医師免許に関わる行政委員会の判断基準（ criteria）となってい

たといわれる。そして一八九〇年代には、公式の判断基準として用いられるよう

になった。さらに、この基準は、カナダにも普及した１８５。したがって、アメリ

カ医師会（AMA）という一つの医療職集団が定立した医学校の認定基準は、専門

                                                 
１８４  アメリカ医師会（AMA）会長であり Journal of American Medical 

Association の創刊者でもある Nathan Davis 医師は、州の医師会に対する免許付

与権限の授権を望んでいたのではなく、州の立法者が医師会に従うことを構想し

ていた。そのためには、医学校に免許付与権限を与えないことが重要であった。

一八七〇年代および八〇年代を通じて、科学の発展を背景に、医学校は、教育の

場としての病院との連携をつよめ、その結果、一八八〇年代末ごろから徒弟制が

衰退したのであった。SHRYOCK, supra note 125, at 47. この時期、医師免許法の

制定を促した背景には、専門性の高度化という新しい事情もあった。  
１８５  SHRYOCK, supra note 125, at 53-54.  

医学校の認定活動は、このアメリカ医師会（AMA）の Davis 基準に基づくもの

ほかに、カーネギー財団の援助を受けた一九〇五年の Flexner 報告がある（注

(190)〇で後述する。）。  

また、一八八九年創設の John Hopkins hospital も、医学教育の全日制化や臨

床教育に大きく貢献したといわれる。Michael S. Young & Rachel K. Alexander, 

Recognizing The Nature of American Medical Practice: An Argument For 
Adopting Federal Medical Licensure, 13 DEPAUL J. HEALTH CARE L. 145, 157-58 

(2010). 
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職自主法として、州境を超え、さらには国境を超えて通用していったということ

ができる。  

のちに各州の医師免許法は、医学校の学位所持と医師免許試験の合格のいずれ

かまたは双方を要求するようになった。一九〇〇年頃、医学の学位の登録のみを

要求したのはミシガン州とミシシッピ川以西の五州、医学学位と医師免許試験の

いずれかを要求したのは一一州であった。また、医学学位と医師免許試験の双方

を要求したのは二二州であり、これが現行制度につながる１８６。  

さらに、上述の医師免許付与基準だけでなく、医師免許付与権限をもつ委員会

の組織に関する議論もなされた。たとえば、アメリカにおける医学教育の中心地

の一つといわれるペンシルバニア州では、医師資格についての公的な規制に反対

する医師らが多数存在した。そのため、一二五名の医師が、一八七七年に、自主

的に私的な医師試験委員会（unofficial examining body）を創設している。他方、

州議会も、一八八一年に、医師の登録制度をつくってこれに対抗した。この結果、

ペンシルバニア州に州医師免許試験委員会が設置されたのは、ようやく一八九三

年であった１８７。ペンシルバニア州フィラデルフィアの William Keen 医師は、

一八九四年に、以下のように述べた。「今や近隣のすべての州は保健委員会（health 

boards）を設置している。しかし、医師免許付与権限は、医師試験委員会（ boards 

of medical examiners）という独立委員会（ independent boards）に与えること

が適切である」。他の州でも、一八八〇年代から九〇年代にかけて、保健委員会か

ら医師試験委員会は分離していったといわれる１８８。  

  

したがって、州議会による医師資格の法的規律は、その初期には、概ね、以下

                                                 
１８６  SHRYOCK, supra note 125, at 55. 
１８７  SHRYOCK, supra note 125, at 48. ペンシルバニア州等の東部二州とミシシ

ッピ川以西の多くの州では、二〇世紀に入るまで、医師免許の試験制度が整備さ

れなかった。SHRYOCK, supra note 125, at 48. 
１８８  SHRYOCK, supra note 125, at 54. 
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のような特徴がある。①治安判事という司法、または、公衆衛生機関もしくは医

師免許に特化した行政委員会という行政に対し、州議会が医師免許付与権限を授

権したこと、②委員会委員は、アメリカ医師会（AMA）所属医師で構成されてい

ること、③委員会の医師免許付与基準の主な要素は、医学校の学位の所持、医師

免許試験の合格という二点であること、④医学校の認定は、アメリカ医師会（AMA）

が行っていること、⑤医師免許試験は、アメリカ医師会（AMA）が実施している

こと、である。 

 

（二）教育訓練および試験に関する認定を行う医療職集団の登場  

 医師資格に関する法的規律がうまれる過程をみると、一九世紀末以降は、前述

のアメリカ医師会（AMA）の他にも医師の教育訓練や試験に関する認定を行う医

療職集団が創設されている。その主なものとして、以下の四つをあげておく。①

アメリカ医科大学協会（American Medical College Association: AMCA） これ

は、一八七六年に、医学教育水準の向上を目的として創設された。一八九〇年の

改組で名称変更された、現在の Association of American Medical Colleges

（AAMC）である１８９。②医学教育評議会（Council on Medical Education: CME） 

これは、一九〇四年に、医学校を認定するために、アメリカ医師会（AMA）がそ

の内部に設置した評議会である。一九二〇年の改組により名称変更された、現在

                                                 
１８９  https://www.aamc.org/(last visited Jan. 10, 2014). この協会は、医学校の

入学試験の質保証を行っている。一八九四年当時、この協会の構成員資格をもつ

医学校は、医学校への入学試験の実施、および、四年以上の教育課程の整備が義

務付けられていた。この協会は、医学教育のレベルを、徒弟制度や私立の職業学

校（proprietary institutions）から大学の学部へ、そしてその後さらに大学院へ

とひき上げることにも尽力した。Dean F. Smiley, History of the Association of 

American Medical Colleges 1876-1956, 32 J. MED. EDUC. 512, 512-14 (1957).  

現在、AAMC はアメリカの医科大学院一三七校、カナダの医科大学院一七校、

および、教育病院約四〇〇を認定している。また、近年、AAMC は、医療のグロ

ーバル化に伴って、医学教育の質が国境を越えて確保される必要性を認識し、合

衆国やカナダ以外の国々に所在する医科大学院および教育病院の認定活動も行っ

ている。https://www.aamc.org/students/medstudents/ghlo/about/(last visited 

Jan. 10, 2014). 

https://www.aamc.org/
https://www.aamc.org/students/medstudents/ghlo/about/
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の Council on Medical Education and Hospital（CMEH）である１９０。③州医師

資格審査委員会連盟（National Confederation of State Medical Examining and 

Licensing Boards：NCSMELB） これは、一八九一年創設の各州行政機関の全

米レベルの連合体である。一九一二年の改組により、現在の Federation of State 

Medical Boards（ FSMB）に名称変更された １９１ 。④全米医師試験審議会

（National Board of Medical Examiners：NBME） これは、全米で統一され

た医師の資格試験の一つである United States Medical Licensing Examination

（USMLE）にかかわる諸基準の定立を行うため、一九一五年に創設され現在に

至る１９２。  

 以上のように、私的主体である医療職集団が創設され、それらが医学校、医師

                                                 
１９０  

http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/our-people/ama-councils/counci

l-medical-education.page(last visited Jan. 10, 2014). この評議会は医学校の認

定を厳格に行っている。SHRYOCK, supra note 125, at 55-56.  

また、この評議会は、一九〇七年に、カーネギー財団に医学教育の詳細な調査

を依頼した。同財団は、その調査を Abraham Flexner に委任した。一九一〇年

になされた調査報告が Flexner 報告と呼ばれる。Flexner の調査目的の一つは、

医学校を高い水準に統一することであった。Young & Alexander, supra note 185, 

at 158; DUFFY, supra note 126, at 208-09. ダフィ・前掲注 (126)二四八‐二四九

頁。Flexner 報告に基づいて、ロックフェラー財団は、水準の高い医学校に助成

金を与えた。その結果、一九三〇年までの二〇年間で、アメリカの医学校は一四

八校から六六校に減少したといわれる。SHRYOCK, supra note 125, at 60-63. 

 アメリカ医師会（AMA）が、一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて開始した医

学校の認定活動は、医学校だけでなく医学教育病院や臨床卒後研修のプログラム

および病院にまでその認定対象を拡大していった。そして、同時に、アメリカ医

師会（AMA）による医学校の認定は、組織的には、一九二一年に、アメリカ医師

会（AMA）から分離して、「CMEH および AAMC による医学校の認定にとりこ

まれていった」。Young & Alexander, supra note 185, at 158. 
１９１  http://www.fsmb.org/ (last visited Jan. 10, 2014). この連盟は、任意かつ

非営利の機関である。この連盟は、州間で異なる医師免許の互恵（reciprocity）

の向上を目的として、医師免許試験の統一を図っている。  
１９２  Young & Alexander, supra note 185, at 161．この審議会は任意の私的機関

である。医師免許は、各州の医師免許委員会（ licensing boards）が付与するが、

全ての州医師免許委員会は、免許申請者が資質を有することの証明として統一試

験（USMLE）の合格を要求している。この結果として、公衆は、州を超えて、

共通の基準に適合した医師による医療をうけることができるようになった。この

審議会（NBME）と前述の連盟（FSMB）は、統一試験（USMLE）を共同提供

する。  

http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/our-people/ama-councils/council-medical-education.page
http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/our-people/ama-councils/council-medical-education.page
http://www.fsmb.org/
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免許試験、医療職集団の構成員資格を認定・格付けした結果１９３、一九一〇年か

ら一九三〇年の間に、アメリカの医師資格の水準は飛躍的に向上したといわれる

１９４。そして、このような医療職集団による認定・格付けのために定立された専

門職自主法は、自主法として独自に、それと同時に、州議会定法である医師免許

法と接合しながら、洗練されていくこととなる。  

  

二 専門職自主法が構成する「諸権力」統合的仕組みとその実効性の確保   

 

以下本節では、主としてルイジアナ州およびマサチューセッツ州を検討対象と

する１９５。  

 

（一）ルイジアナ州医師免許法とルイジアナ州医師会 

①医師免許委員会の設置およびその免許付与権限  

ルイジアナ州は、治安判事への登録制を定めてから二〇年後の一八八二年に、

医師免許法の改正により、免許付与権限を治安判事から州保健委員会（ the state 

                                                 
１９３  SHRYOCK, supra note 125, at 63-64.  
１９４  Id. at 66-67.  
１９５  マサチューセッツ州は、アメリカにおいては長い歴史と進取の気質を持つ州

であり、「政治・社会・経済・文化・その他あらゆる領域でニュー・イングランド

を代表する州として今日に至っている」。小滝敏之『米国自治史論 建国前アメリ

カ地方自治の歴史と伝統』（公人社、二〇一一年）二二九頁。そして、医師免許法

の制定および改正、および医師会に関する記録が多く残されている。  

また、医療史研究者である John Duffy は、ルイジアナ州を素材に医療の歴史

に関する研究書（DUFFY, supra note 179.）を著しており、当時の医師免許法を知

るために不可欠の情報を提供している。彼によれば、ルイジアナ州の医師免許制

度について、「一九二〇年代には、一流の（ first-rate）医学校、強力な州の機関、

執行力のある医師免許試験委員会、専門職の内部で広く統一のとれた医学学位が、

ルイジアナ州内で受診可能な医療が改善し続けることを保証した」とされる。

DUFFY, supra note 179, at 416. さらに、医師免許法は、「ルイジアナ流の進展が

一番典型的で、ほとんどの州がそれに倣った」とされる。DUFFY, supra note 126, 

at. 40. ダフィ・前掲注 (126)二六－四九頁。  
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board of health）に移した１９６。州保健委員会は、提出された医学学位の有効性

を審査し免許を付与する権限を授権された。さらに一二年後の一八九四年、医師

免許法改正により、従前の治安判事による登録制を廃止し、医師免許を所管する

州行政機関としての医師免許試験委員会（ the board of examiners）を設置した

１９７。ルイジアナ州の医師免許試験委員会委員は、ルイジアナ州医師会１９８が推

薦した者の中から知事が指名する１９９。法定の免許付与基準は、医師免許試験委

員会に対する医学の学位の提出、および同委員会が課す医師免許試験の合格、ま

たは「祖父条項（grandfather clause）」の該当者である２００。さらに一九〇八年

の同法改正により、医師免許付与の法定基準はひき上げられた。すなわち、「質の

保証された（good standing）」医学校の学位を有すること、または、医師免許試

験一〇科目に合格することである。医師免許試験委員会は、この法定基準に適合

する者に対して医師免許を付与する権限を有する。  

 こうして、医師免許法改正に基づいて、免許付与権限が治安判事から行政委員

会へ移ったことは、裁判所による行政という古い仕組みから、行政機関による行

政という新しい仕組みへ変化したものということができよう。そして、この委員

会委員は、ルイジアナ州医師会の推薦を要することから、医師会所属医師の可能

性が高く、またそうでなくとも少なくともルイジアナ州医師会の意向が反映され

るものと思われる。  

                                                 
１９６  DUFFY, supra note 179, at 405-6. 
１９７  DUFFY, supra note 179, at 409-10. 医師免許試験委員会は、医師免許の対象

となる二種類の医師――西洋医学の医師（ the regular physicians）およびオステ

オパシー医学の医師（ the homeopathic physicians）――をそれぞれ所管するた

めに二つの委員会が設置された。  

また、医師免許の登録先が、裁判所から医師免許試験委員会に変更されたのは、

一九一八年の同法改正による。Id. 
１９８  ルイジアナ州医師会は、アメリカ医師会（AMA）に加盟している。  
１９９  DUFFY, supra note 179, at 409. 
２００  Id. 免許申請者は、いずれかの医師免許試験委員会に対して、医学の学位を

提出し、かつ、同委員会が課す医師免許試験に合格しなければならない。 Id. at 

409-10. 
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②医師免許委員会の規則制定権限  

一九〇八年に改正されたルイジアナ州医師免許法は、上記の医師免許付与の法

定基準を引上げるとともに、医師免許試験委員会に対して規則制定権限を授権し

た。  

これをうけて、一九〇八年の医師免許試験委員会規則は、免許付与要件の一つ

である「質の保証された（good standing ）」医学校の学位について、以下のよう

に定めた。「一九〇八年一〇月一日以降、医師免許試験委員会は、同委員会によっ

て Aクラスと認定された医学校の医学学位を有する医師免許申請者について医師

免許試験を免除し、医師免許を付与する」、「同委員会がいう A クラスの医学校と

は、アメリカ医師会（AMA）の Council of Medical Education（CME）２０１が定

めた基準の七〇‐一〇〇％を満たす学校である」２０２。  

さらに、医師免許試験委員会規則は、医師免許の他州との互恵（reciprocity）

について、「ルイジアナ州の医学上の基準と同等かあるいはそれよりも高い基準を

有する他の全ての州により発行された医師免許を有効なものとする」と定めた。

同規則において、同委員会は、二八州とワシントン D.C.を列記した２０３。また、

外国の医学校との互恵については、アメリカ国内の A クラスの医学校の扱いと同

                                                 
２０１前掲注 (190)参照。  
２０２  DUFFY, supra note 179 at 414. 

A クラスの医学校の医学学位を有する者は、医師免許試験委員会に、その学位

および身分証明書、倫理的資質を備えていることの証拠とともに、申請料二五ド

ルを添えて提出する。  

 B クラスの医学校（アメリカ医師会（AMA）Council of Medical Education が

定めた基準の五〇‐七〇％を満たす医学校）の医学学位を有する者は、上記に加

えて、筆記試験を受験し七五％以上得点しなければならない。  

 さらに、一九一六年、医師免許試験委員会規則は、全ての医師免許申請者に対

して、一九一八年一月一日以降に医学を学び始めた者は、医学校入学前に少なく

とも二年間大学での学部教育を受けていることを要求した。また州内の全ての医

師は、一九一八年一月一日までに医師免許試験委員会に医師の登録をしなければ

ならない、と定めた。DUFFY, supra note 179 at 412-14. 
２０３  DUFFY, supra note 179, at 414. 



67 

 

様である２０４。  

 このように、ルイジアナ州では、医師免許委員会に対して規則制定権限が授権

された。そしてこの医師免許委員会規則が、アメリカ医師会（AMA）による医学

校の認定基準を参照している。  

③州医師免許法の実効性確保  

 医師免許法の実効性確保は、もともと、裁判手続に頼る他なかった。医師免許

法の数次の改正を通して徐々に、医師免許法の実効性は、行政手続を通して確保

されることとなった。  

裁判手続による実効性確保には、刑罰による実効性確保とインジャンクション

による実効性確保がある。刑罰による実効性確保としては、一八八二年に、ルイ

ジアナ州医師免許法違反に対する罰則として、同法が一〇ドル以上一〇〇ドル以

下の罰金または一〇日以上九〇日以下の懲役を定めていた２０５。インジャンクシ

ョンによる実効性確保に関しては、ルイジアナ州医師免許試験委員会は、もとも

と、医師免許法に従わない者の訴追権限を授権されていなかった。一八九六年に

改正されたルイジアナ州医師免許法によって、各医師免許試験委員会の長は、医

師登録手続に服さない者に対して、権限ある裁判所を通じて医師業務差止め

（ injunctions）を求める権限を授権された２０６。しかし、同委員会は事件を裁判

所にほとんど提起しなかった。そこで、一九〇八年改正法によって、医師免許に

関する事件については、事件を裁判所に提起しやすくするために手続を簡略化し

た略式審判（summary trial）を行うという手法が新しく導入された。  

また、行政手続による実効性確保として、一九一八年のルイジアナ州医師免許

法改正では、医師免許試験委員会に対して、医師が欠格者となった場合、または、

                                                 
２０４  Id. 
２０５  DUFFY, supra note 179, at 413. 
２０６  Id. at 411. なお、一九一二年の改正法は、地区検事が同法違反者を訴追す

る義務を規定した。  
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飲酒・堕胎等の行為で有罪となる場合に、当該医師の免許を撤回する権限を授権

した２０７。ルイジアナ州の医師免許法の仕組みは、刑事罰の賦課を背景とする免

許取消しであるといえる。  

 

（二）マサチューセッツ州医師免許法とマサチューセッツ州医師会 

①医師免許委員会の設置およびその免許付与権限  

マサチューセッツ州は、一八九四年州法四五八章が医師の免許（registration）

制度を定め２０８、それを所管する州行政委員会として、医師免許登録委員会

（Board of Registration in Medicine. 以下、「委員会」という。）を設置した（一

条）。委員会委員は、知事が、上院の助言と同意を経て、州内で適法に学位を付与

することを法人認許状で認められた医学校の学位を所持し、かつ、州内で一〇年

以上の臨床実務経験を持つ者七名を指名する（一条）。医師免許の法定基準は、①

二一歳以上で倫理的な資質を持つ者（八条）、②州内で適法に学位を付与すること

を法人認許状で認められた医学校の学位の所持（八条）、③当委員会が課す五科目

の記述試験の合格（九条）、の全てを満たすことであった。委員会は、三つの法定

基準の適合性を審査し、適合している場合には、マサチューセッツ州内の医師免

許を付与する権限を有する（八条）。  

②医師免許委員会への不服申立て  

 一九一七年州法二一八章は、この委員会に対し、医師免許の停止または取消権

                                                 
２０７  Id. at 415. 医師免許法違反に対して刑事罰で臨む場合、一回限りの処罰あ

るいは累犯であればその都度の処罰で終わる。そのため、医師免許はひき続き有

効なものとして存続しており、法違反者は、ひき続き医療行為を行えることとな

る。そこで、医療行為を行う権利を剥奪するためには、行政手続による撤回が必

要となる。すなわち、免許法の目的を実効的に達成するためには、刑事手続によ

る処罰に加えて、行政手続による処分が必要である。ルイジアナ法改正はこれを

実現したものである。  
２０８  1894 Mass. Acts 458. 条文は以下を参照。

http://archive.org/stream/actsresolvespass1894mass#page/458/(last visited 

Jan. 10, 2014). 

http://archive.org/stream/actsresolvespass1894mass#page/458/
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限を授権した２０９。この一九一七年法は、医師免許保持者が詐欺、医療過誤また

は著しい違法行為を理由に有罪となった場合に、委員会は、ヒアリング２１０を経

て、当該医師免許を停止または取り消すことができると定め（一条）、委員会での

ヒアリングの義務付けとヒアリングにおいて証人、弁護人を伴う権利を定めた（二

条）。 

③州医師免許法の実効性確保  

裁判手続による実効性確保としては、刑罰による実効性確保がある。一八九四

年法は、無免許での開業に対して、一〇〇ドル以上五〇〇ドル以下の罰金、また

は、三月以下の懲役を定めた（一〇条）。  

また、行政手続による実効性確保として、一八九四年法は、委員会に対し、医

師が裁判所において刑罰を科された場合、専門職としての実務における犯罪を理

由に、ヒアリングを経て、委員会委員全員一致で、当該医師免許の撤回権限を授

権した（四条）。マサチューセッツ州の医師免許法も、刑事罰の賦課を背景とする

免許取消しである。  

 

三 専門職自主法と州医師免許法との接合の関係性 

 

 これまで検討した専門職自主法と州制定法との接合（articulation）２１１の関係

                                                 
２０９  1917 Mass. Acts 218. 条文は以下を参照。

http://archive.org/stream/actsresolvespass1917mass#page/218/(last visited 

Jan. 10, 2014). 
２１０  hearing は通常、聴聞と訳されている。しかし、本稿は、後に制定された連

邦および州の行政手続法や個別法が定める hearing だけでなく、裁判所による

hearing、行政審判や医療職集団の裁断手続による紛争解決を含むものとして用

いる。したがって、ヒアリングという用語を用いる。  
２１１  Edward Rubin は、「articulation （本稿では、「接合」と訳出する。）」の語

には二つの意味があると述べる。一つは、個々の構成要素（elements）が、独立

してその固有性（ identities）を保つかたちで、可視的に結紮または結合（ ligature 

or joint）することで生じる関係性である。もう一つは、明確な言語形態での事象

の表明である。接合（articulation）という用語を、前者の意味で用いるのは、

http://archive.org/stream/actsresolvespass1917mass#page/218
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性を総括すると、以下のように特徴づけることができる。 

①医療はもともと自由に提供されていた。②その後、各州において医師免許制度

がうまれ、州制定法が規制の枠組みだけを定め、内容については、医師会等の民

間の医療職集団に対して委任し、医療職集団が専門職自主法によってこれを定め

適用することとなった。したがって、州制定法と専門職自主法は同時に登場し、

形式を定める州制定法と内容を定める専門職自主法とが接合する関係であった。

③しかし、この医師免許制度は破綻し、形式と内容を分担する州制定法と専門職

自主法との接合は解消した。すなわち、再び、行政の規制のない自由な空間が登

場する。④次に、医療職集団が独自の規制（自主法規制）を行い、州制定法は規

制を行わないという状況が登場した。このとき、医師資格を規律する法としての

専門職自主法が単独で生成・発展したのである。⑤さらに、この専門職自主法の

存在を前提にして州制定法が登場する。州制定法は、既存の専門職自主法を参照

し、専門職自主法は州制定法の中に埋め込まれることとなる。すなわち、専門職

自主法と州制定法という二つの構成要素が接合する刑法、続いて行政法（医師免

許法）という法構造がうまれることとなった。特に行政法（医師免許法）につい

てみるならば、組織、基準の定立、基準の個別適用という三つの局面で、州行政

法の生成をもたらすこととなる。 

                                                                                                                                               

GILLES DELEUZE & FÉLEX GUATTARI, A THOUSAND PLATEAUS: CAPITALISM AND 

SCHIZOPHRENIA 39-74 (Brian Massumi trans., 1987)である、と Rubin は述べる。

EDWARD L. RUBIN, BEYOND CAMELOT: RETHINKING POLITICS AND LAW FOR THE MODERN 

STATE, 24-25 (2005).  

この点で、Deleuze と Guattari は、以下のように述べている。「（二つの構成要

素の）両極はあたかも〈一なるもの〉の分割を表現するかのように、あるいはそ

れら自身が至高の統一を構成するかのように、対になって交互に機能するのであ

る」。G・ドゥルーズ、F・ガタリ（宇野邦一他訳）『千のプラトー』（河出書房新

社、一九九四年）四〇七頁。なお、こうした「接合理論」は、構造主義・ポスト

構造主義に共通するアプローチであるが、もともとアルチュセールが提唱したも

のである。L・アルチュセール他（今村仁司訳）『資本論を読む（中）』（ちくま学

芸文庫、一九九七年）六八頁。なお、原書は以下を参照。GILLES DELEUZE &  FÉLEX  

GUATTARI, MILLE PLTEAUX: CAPITALISME ET SCHIZOPHRÉNIE 434-45 (1980). 

本稿は、断りのない限り、「接合」（articulation）を前者の意味で用いること

とする。  
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 国家法としての行政法は、それ自体、自律的なものとして存在している。専門

職自主法も同様に、それ自体、自律的なものとして存在している。そして、この

二つの法・「法」は相互に参照し取り込む関係をもって、接合する。この二つの法・

「法」という構成要素は接合することで、一つの法構造をつくる。この二つの法・

「法」について、それぞれのあり方も重要であるが、さらに重要な点は、この法

構造を構成する二つの要素の接合における関係性である。その接合の関係性のあ

り方が、それらの要素によって構成されている全体の法構造の特徴を示すのであ

る。 

 行政委員会は、規則制定権、それを個別に適用する権限、そして不服申立てを

裁決する権限をもつこととなった。すなわち、立法作用、行政作用、司法作用に

準じた権限を併せもつ機関であり、この点で、「諸権力」統合的仕組みを持つ行政

権がうまれたと解することができる。また、制定法が刑罰を定めた点に注目する

ならば、これは、制定法上の刑罰による実効性の確保へ向かう変化をそこにみる

ことができる。 

 

第三節 州による「行政の決定」の司法審査に関する法の生成 

 

一 州医師免許法制度の合憲性の承認 

 

各州の医師免許法制度について、本節では、連邦の行政法――連邦の「行政の

決定」に対する司法審査のための法――に対応する州の行政法が生成しているか

を分析する。各州医師免許法制度については、まず、当該制度を置くこと自体の

合憲性が問題となった。医師免許法制度の合憲性を認めたアメリカ法上のランド

マークは、Dent v. West Virginia, 129 U.S. 114 (1889) 判決であるとされる２１２。 

                                                 
２１２  Jost, supra note 169, at 1-2; SARA ROSENBAUM, DAVD M. FRANKFORD, SYLVIA A. 
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（一）Dent v. West Virginia 連邦最高裁判決 

①ウエスト・バージニア州医師免許法の仕組み 

一八八二年に制定されたウエスト・バージニア州の医師免許法２１３（以下、「法」

という。）は、州内の全ての医師（practitioner of medicine）に対し、医師の免

許（certificate）取得を要求した。法は、保健委員会（ the State Board of Health. 

以下「委員会」という。）に対し、医師免許申請者が、法定の三つの免許付与基準

――①信頼に足る医学校の学位の所持、②一八八一年三月八日以前の、ウエスト・

バージニア州内での一〇年以上の医療の実務経験、③同委員会が課す医師免許試

験の合格――のうちのいずれかを満たす場合に、免許を付与する権限を授権した

（九条）。そして、無免許で医療を提供した者は、特別な症例を扱うために他州か

ら招聘された場合を除き、裁判所の裁量により、五〇ドル以上五〇〇ドル以下の

罰金、または／および、一月以上一二月以下の懲役に処せられると定めた（一五

条）。  

②事実および争点 

Dent 医師は、American Medical Electic College の学位を所持していた。しか

し、その医学校は、ウエスト・バージニア州の医師免許法の免許付与基準の一つ

である「信頼に足る医学校」ではなかった。Dent 医師は、無免許のまま開業し、

同法違反で刑事訴追され、原審で五ドルの罰金を科された。  

この事件では、州の医師免許をもたない医療行為を禁ずる上記ウエスト・バージ

ニア州医師免許法が、デュー・プロセスを定める合衆国憲法修正一四条２１４に違

反しており、したがって医師の既得権（ the vested right）を侵害するものにあた

                                                                                                                                               

LAW & RAND E. ROSENBLATT, LAW AND THE AMERICAN HEALTH SYSTEM 850 (2d ed. 

2012); CLARK C. HAVIGHURST, JAMES F. BLUMSTEIN & TRYEN A. BRENNAN, HEALTH 

CARE LAW AND POLICY 838-43 (2d ed. 1998).  
２１３  1882 W. Va. Acts, ch. 93. 
２１４  U.S.CONST. amend. XIV, § 1. 
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るか否かが、争われた。  

③法廷意見（Field 判事）  

連邦最高裁は、全員一致で、Dent 医師の主張を斥けた。  

 法廷意見は、以下のように述べ、職業選択の自由を州が制限することを認めた

２１５。①合衆国の全人民が自ら選択しうる適法な職業（ calling, business, or 

profession）に就く権利を有することは疑いない。②他方、州は、不正や詐欺か

ら生じる帰結と同様に無知や無能力から生じる帰結から州民を保護する、という

州民の一般福祉（ the general welfare）のために諸規則を定める権限を有する。

③この州の権限は、職業選択の自由を制限しうる。④ただし、州によって課され

る条件は、社会の保護（ the protection of society）という目的に資する限りで認

められるのであり、個々人の職業選択の自由を恣意的に剥奪してはならない。  

そして、医療の専門職に対する規制の必要性について、法廷意見は以下のよう

に述べた。「誰もが（医師に）相談の機会をもつことはできるであろう。しかし、

医師が保有している知識や技術の資質を判断できる者は比較的少数である。この

点で、医師に必要な資質の有無を判断する権限を有する機関が発行した医師免許

によって与えられる保証にこそ、信頼（ reliance）がおけるのである」２１６。  

また、免許付与要件につき、「州医師免許法は、免許申請者が州法の認める医学校

の学位を所持しない場合、委員会が申請者に対して試験を課す権限を授権してい

る。……Dent 医師は、彼の学位が本法の基準を満たさないと決定された後、委員

会が課す医師免許試験を受験すべきであった」２１７。  

④判決の評価 

Dent 判決によって、連邦最高裁は、専門職に対する政府規制（government 

regulation）を正当化し政府規制の目的への理解を示したのであり、この判決を

                                                 
２１５  Dent v. West Virginia, 129 U.S. 114, 121-22 (1889). 
２１６  Id. at 122-23. 
２１７  Id. at 124-25. 
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もって医療専門職に対する現代的な規制の夜明けが訪れた、と Timothy Jost は

述べる２１８。そして Jost は、医療が市場を通じて提供されるものと理解し、政府

規制の必要性を、専門家と非専門家間、すなわち市場における供給者である専門

家と消費者間である非専門家の専門知の多寡から説明する。「政府規制を正当化す

るのは、市場の失敗であった。消費者である患者は、医療専門職の適格性を評価

するために必要な情報をもたず、また仮にそれら情報を入手できたとしても理解

することができない。連邦最高裁は、消費者が医師の適格性を判断するのに必要

な専門知をもたないと認めた。したがって、政府による規制的介入は、消費者保

護のために必要とされるのである」２１９。「この信念を根拠にして連邦最高裁は、

免許制度の目的を、専門職に必要な資質の確認と述べたのである」２２０。 

専門家と非専門家との間で情報が均衡しないことは、事実であろう。しかし、

このことと市場における消費者保護は直結しない２２１。Jost の構図は、現在の問

題関心から、市場を想定し、そこにおける供給者と消費者を想定し、そして、適

正な市場活動の維持のために州の役割を置くものである。しかし、医療は、特に

当時のそれを考えるならば、市場を通してのみ提供されるわけではない。判決は、

ただ、情報の不均衡から非専門職が損害を被る可能性があると述べるだけである。 

また、「信頼に足る医学校」の判定基準およびその適用の当否については論じられ

なかった。医師免許付与基準には、「信頼に足る医学校」の学位の他に、委員会が

課す試験の合格等が存在することから、医師免許申請者の権利が保護されている、

と裁判所は判断したものと考えられる。 

 

                                                 
２１８  Jost, supra note 169, at 1-2. 
２１９  Id. at 2. 
２２０  Id.  
２２１  医療が市場を通してのみ提供されるものではないことについて、ヘンリー・

E・ジゲリスト（高山坦三訳）『医学序説』（思文閣出版、一九八一年）三八一‐

四〇八頁。 
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 こののち、合衆国および各州の裁判所は、Dent 判決を引用して、各州議会によ

る医師免許法の制定自体を合憲としていった２２２。そして、州医師免許法の制度

設計およびその運用――州法による州医師免許委員会の設置、州法による医師免

許委員会への規則制定権・認定権・不服申立の裁決権の授権、法定の医師免許付

与基準、医師免許委員会の決定――についての司法判断が行われはじめる。以下

では、一九三〇年頃までのマサチューセッツ州の医師免許法制度に対する司法審

査を検討対象とする。マサチューセッツ州は、東部一三州の中でも革新的な州の

一つであり他州からの観察対象となってきた州である。そしてこの州では、前述

のように強力な医療職集団が伝統的に数多く登場したことから、医師資格の法的

規律においても、専門職自主法による規律が先進的に登場し、かつ、制定法令が

「諸権力」統合的仕組みを形成する過程において、専門職自主法が果たした役割

は大きかった。したがって、本節では、州医師免許委員会による「行政の決定」

に関する司法審査の法が生成していたこと、すなわち、州行政法が生成したこと

を確認すると同時に、ここでは、「行政の決定」を左右する専門職自主法に関する

裁判所の判断についてもみることとする。  

 

（二）Lawrence v. Board of Registration マサチューセッツ州最高裁判決  

①マサチューセッツ州医師免許法の仕組み  

前述のように２２３、マサチューセッツ州は、一八九四年州法四五八章（以下、

「一八九四年法」という。）は、医師の免許（ registration）制度を定め、医師免

許登録委員会（Board of Registration in Medicine. 以下、「委員会」という。）

を設置し、委員会に免許付与権限を授権し、免許付与基準を定めた。その後、一

                                                 
２２２  E.g., Hawker v. New York, 170 U.S. 189, 192-94 (1898); Reetz v. Michigan, 

188 U.S. 505, 506 (1903); Watson v. Maryland, 218 U.S. 173 (1903); Collins v. 

Texas, 223 U.S. 288, 296-98 (1912). 
２２３  本章第二節二（二）参照。  
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九一七年州法二一八章（以下、「一九一七年法」という。）は、この委員会に対し、

医師免許停止権限および取消権限を授権した。すなわち、この一九一七年法は、

医師免許保持者が詐欺、医療過誤または著しい違法行為（gross misconduct）を

理由に有罪となった場合に、委員会は、ヒアリングを経て、当該医師免許を停止

または取り消すことができると定め（一条）、停止または取消しに際してヒアリン

グの義務付けと証人・弁護人を伴う権利を定め（二条）、また、州最高裁は委員会

による免許の停止または取消決定を修正または無効とすることができると定めた

（四条）。  

この一八九四年法および一九一七年法が定める医師免許法制度の合憲性につい

て、最初に論じたのは、Lawrence v. Board of Registration, 239 Mass. 424 (1921) 

判決である。  

②事実および争点  

Lawrence 医師は、一八九八年に、州内の医師として正当に免許を付与された。

その後 Lawrence 医師が行った堕胎手術について、委員会は、この堕胎手術が著

しい違法行為（gross misconduct）にあたるとして、免許取消手続に入った。委

員会は、一九二〇年九月二八日に、Lawrence 医師を委員会に召喚し、 single 

justice の前でのヒアリングを行った。医師は、委員会の委員に対する禁止令状

（writ of prohibition）の発給を求めて提訴した。  

主な争点は、「委員会に対して一九一七年法が与えた免許取消権限は、合衆国憲

法修正一四条の定める『デュー・プロセス』、および、州憲法一編一条の定める『生

命・自由・財産（幸福追求権）』２２４および同一〇条の定める『公共の用のための

同意に基づく財産の剥奪』２２５に反しており、したがって、委員会は、医師免許

付与および取消の権限（ jurisdiction）を持たないのか」であった２２６。そして、

                                                 
２２４  MA. CONST. Pt. 1, art. 1. 
２２５  MA. CONST. Pt. 1, art. 10. 
２２６  Lawrence v. Board of Registration, 239 Mass. 424, 428 (1921). 取消権限
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この争点に先立ち、医師免許法による医師資格規制の合憲性が論じられた。  

③法廷意見（Rugg 判事）  

法廷意見は、以下のように述べた。「合法な目的で適法な職業に就く権利は不可

侵であり、この権利は合衆国憲法およびマサチューセッツ州憲法によって保護さ

れている。医師がその専門領域で働く権利は、他の職業を選択して就業するその

他の全ての市民と同様に、その性質からいって自由であり、かつ、財産権であり、

憲法の命令（ constitutional mandate）は（この権利を）不当な介入から保護し

ている」２２７。  

「しかしこの権利の不可侵性および保護は絶対ではない。この権利は、合理的な

手段によって公衆衛生を保護するという政府の最高の権利（ the paramount right 

of government）に譲らなければならない。疑いの余地なく、立法部は、州憲法

の welfare 条項２２８の範囲内で、社会構成員の一般的健康の促進のために法を制

定することができる」２２９。  

「試験、登録および認証を要求し、（これらの要求を満たさない）他の全ての者が

医療実務に就くことを禁止する法は、いかなる憲法の規定にも違反していないも

のとして支持される。この有効性は、疾病の治療者……がその目的達成に必要な

技術を有することを示すために必要な条件に依拠する。医学的知識の適切な活用

を確保しようという倫理的で健全な熱意は、医学的知識それ自体と同様に、公衆

衛生にとっても重要である。人格的公正さを伴わない知性（ intellectual power）

や科学的達成は無知以上に有害といえよう。基本的な徳の軽視と高度に訓練され

た知性とが結びつくことは、脅威である」２３０。  

④判決の評価  

                                                                                                                                               

の合憲性については後述する。  
２２７  Id. at 428. 
２２８  MA. CONST. Pt. 1, art. 4. 
２２９  239 Mass. 424, 428 (1921). 
２３０  Id. at 428-29.  
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マサチューセッツ州の医師免許法制度による医師の職業選択の自由の制限は、

州憲法の welfare 条項に基づいて正当化される。welfare 条項は、合理的な手段

によって公衆の健康を保護する政府の最も重要な権限の現れである。この権限は

一般に police power と呼ばれている。  

医師資格を州議会が制限することが正当化される理由は、①専門知はそれ自体

として共同体の保健のために必要であること、②しかし同時に、専門知の悪用を

阻止することも共同体の保健のために必要であることにある。したがって、州議

会は、police power を根拠に、専門知の活用をコントロールするために、医師資

格を免許制とすることが憲法上承認される。  

医師免許法制度の合憲性は、共同体の保健の観点から医師の職業選択の自由を

州が制約できるのかという、権利を制約する根拠の問題として論じられている。

すなわち、州議会が州医師免許の付与権限を州委員会に対して委任したことは権

力分立に反しないのかという、統治構造の問題としては論じられていない点が指

摘できる。本判決は、この後、マサチューセッツ州医師免許法の合憲性を認めた

先例的な判決となっている。 

 

二 州行政委員会が有する免許付与・取消権限の合憲性の条件  

  

（一）Lawrence v. Board of Registration マサチューセッツ州最高裁判決  

①法廷意見 

前述の Lawrence 判決の主たる争点は、委員会の免許取消権限の合憲性であっ

た。法廷意見は以下のように述べる。  

「技術的に習熟した医師が、その専門領域において、刑法上の違法とまではいえ

ないまでも詐欺や過誤、著しい違法行為で有罪となった場合、その医師は、共同

体の保健（ the health of the community）との関係で有害であると考えられるで
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あろう」２３１。  

「立法部は、police power を行使する際に、医療実務を継続しうるのに十分な道

徳的性質をもつことを決めるテストを、合理的な制限の範囲内で決定する。この

制定法には特に異論の余地はない。請求人が医療行為を行うにつき既に免許を付

与されていたという状況は、本法で具体化された規制が『将来の立法』という性

質をもつものであるとの抗弁に基づく免責を与えない」２３２。  

「制定法は、証人および弁護人を伴うヒアリングを要求することにより、そして

また裁判所でのヒアリングと、裁判官が要求した場合には委員会の事実認定の修

正または破棄を定めることにより、医師の権利保護にとって合理的な保障を与え

ている」２３３。  

②判決の評価 

医師免許法は、医師の職業選択の自由を制限する一方で、医師の権利を手続的

に保護している、として裁判所は委員会の医師免許取消権限を合憲と判断した。

ここでの手続的権利保護とは、すなわち、行政過程における証人および弁護人を

伴うヒアリングを意味し、かつ、その後の司法審査が可能であることを意味した。

さらに、その司法審査では覆審的審理（de novo review）すなわち裁判所による

事実認定の修正または破棄が可能であることを意味した。これは、医師の権利は

手続的に手厚く保護されているということができる。 

 

（二）Davis v. Board of Registration in Medicine マサチューセッツ州最高裁判    

   決  

①マサチューセッツ州医師免許法の仕組み  

マサチューセッツ州の医師の免許制度を定めた前述の一八九四年法は、その一

                                                 
２３１  Id. at 429. 
２３２  Id. 
２３３  Id. 
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条で、医師免許委員会を設置した。この一条は、マサチューセッツ州法（以下、

「州法」という。）一三章一〇条に改正された２３４。一〇条は、「公の委員会（a 

public board）でのヒアリングには、医師は、弁護人を伴い証人を召喚すること

ができる。それに加え、裁判所はヒアリングを行うことができ、また、裁判官は

当該委員会による事実認定を修正および取り消すことができる」と規定されてい

る。 

また、一八九四年法四五八章の四条および八条は、州法一一二章二条に改正され

た２３５。同条は以下のように定める。「マサチューセッツ州医師登録委員会（以下、

「委員会」という。）は、ヒアリングのうえ、無免許の者（an unregistered person）

が行う医療提供において免許保有医師が主または従として医療提供したことがヒ

アリングで明らかとなったとき、委員会が発行した医師免許を取り消し、または、

一年以下の免許の効力の停止をすることができる」。  

この州法一一二章二条の合憲性が争われたのが、Davis v. Board of 

Registration in Medicine, 251 Mass. 283 (1925)  判決であった。  

②事実および争点 

委員会から免許を付与されていた Davis 医師は、免許を保有していない医師と

ともに医療を提供した。委員会は、州法一三章一〇条に従い、Davis 医師に対し

て、免許取消処分のヒアリングを行う旨の告知を行った。Davis 医師は、委員会

の取消手続に対して差止め（ in equity to enjoin）を求めて提訴した。  

争点は、委員会が免許取消手続を進めた場合、Davis 医師に財産および個人の

権利（his property and personal rights）に回復できない損害が生じるか否か、

それゆえに、この手続を定める制定法は違憲であるのか否か、であった。  

③法廷意見（Rugg 判事） 

                                                 
２３４  MASS. GEN. LAWS ch. 13, § 10 (2013). なお、この条文は、事件当時も現在も

同じものである。後掲注 (235)(239)(241)(242)も同じである。   
２３５  MASS. GEN. LAWS ch. 112, § 2 (2013). 
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法廷意見は、Davis 医師の請求を棄却した。法廷意見は、まず、Lawrence 判

決を引用して、医師免許付与権限および取消権限を委員会に対して授権する本件

制定法が合憲であることを認め２３６、次に、委員会の決定にヒアリングを要求す

る制定法規定の合憲性を認めた。すなわち、「公の委員会でのヒアリングについて、

この制定法は以下の点を要求している。請求人が弁護人と証人とを伴うこと、さ

らに、裁判所でのヒアリング、そして裁判所のヒアリングにおいて裁判官が要求

した場合には、裁判官は、委員会での事実認定を修正または取り消すこと、であ

る。全ての憲法上の権利は保護されている」２３７。  

また、ヒアリングの告知に関して、法廷意見は、告知において理由が付記され

ていることから、本件告知が州法一一二章二条に反しないと述べたうえで、医師

に対するヒアリングの告知は、厳密に解される必要はなく、告知の詳細は、手続

の規則性と公正さ（ the regularity and fairness）、そしてその委員会の活動の規

則性と公正さに資するように、個別の事案毎に決定されると述べた２３８。 

④判決の評価 

本判決は、「手続の規則性と公正さ、そして委員会の活動の規則性と公正さ」が

満たされるとき、医師の権利は保護されると判示する。  

まず、「行政の決定」と司法審査との関係について、本判決は、制定法が、委員

会の取消決定の後に司法審査を置いていることから、制定法を合憲とした。「行政

の決定」は最終（ final）ではないことが、医師の権利を保護すると判断したので

ある。また、制定法は、後の司法審査が委員会の事実認定を破棄することも認め

ている。これは、覆審的審査（de novo review）である。「行政の決定」に対して

司法権が defer（謙抑）しているとはいえないが、医師の権利保護として手厚い

ということもできるし、行政手続と裁判手続との間で手続が重複しているという

                                                 
２３６  Davis v. Board of Registration in Medicine, 251 Mass. 283, 284-85 (1925). 
２３７  Id. at 285. 
２３８  Id. 
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こともできる。また、裁判所は、「行政の決定」を重視していないともいえる。  

次に、「行政の決定」自体において、適正な手続に関する諸原則が要求される。

制定法に定めがなくとも、告知は要求される。告知には理由付記も要求される。

ただし、告知は厳密でなくともよいとされた。また、ヒアリングについては、制

定法に、ヒアリングの機会、および、弁護人および証人を伴うヒアリングが規定

されていることを理由に、制定法による委員会への取消権限の授権を合憲とした。 

したがって、すでに付与された医師免許は、新しい理由によって取り消すことが

できる。その場合、告知とヒアリングは、制定法上の規定の有無に拘らず要求さ

れることになる。裁判所は、覆審的審査によって「行政の決定」を最初から再審

理できるが、他方で、裁判所は、「行政の決定」に対して裁判手続に類似の紛争裁

断手続、すなわち、告知、対審構造等を要請しており、ここに適正な行政手続の

萌芽をみることができる。  

 

三 州行政委員会の取消決定に対する司法審査 

 

 続いて、マサチューセッツ州の「行政の決定」である州医師免許委員会による

免許取消決定に対する司法審査を検討する。 

 

（一）医師免許法の仕組み 

委員会による医師免許の停止または取消しに対する司法審査を定めた一九一七

年法二一八章の四条は、州法一一二章六四条に改正され、六四条は以下のように

規定された。「州最高裁は、認証、登録、免許または授権（ certificate, registration, 

license or authority）を停止または取り消された者の請求について、州医師免許

登録委員会（以下、委員会という。）の決定が明らかに不法（clearly wrong）で
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あることが明らかなとき、その委員会の決定を修正または破棄できる」２３９。    

また、委員会のヒアリングを定めた一九二一年法四七八章一条２４０は、州法一

一二章六一条に改正され、以下のように規定された。「委員会は、ヒアリングのう

え、委員会の委員の過半数の可決を経て、列挙されている正当な理由に基づいて、

医師の登録を取り消すことができる」２４１。  

州法一一二章六二条は、委員会の告知およびヒアリングにおいて弁護人および

証人を伴う権利を定める２４２。  

 

（二）Dugdale v. Board of Registration in Medicine マサチューセッツ州最高裁

判決 

①事実および争点  

 Dugdale 医師が死亡した二名の患者に十分な診療を行わなかったことは著し

い違法行為（gross misconduct）にあたるとして、委員会は、ヒアリングを経て、

Dugdale 医師の医師免許を取り消した。Dugdale 医師は、委員会の医師免許取

消決定の取消しを請求し、原審は原告の請求を棄却した。原告が上訴し、州最高

裁は、本件 Dugdale v. Board of Registration in Medicine, 270 Mass. 65 (1930)  

判決を下した。  

 争点は、委員会の決定は明らかに不法であるか否か、である。  

②法廷意見（Carroll 判事）  

州最高裁は、以下のように述べ、原告の請求を棄却した。「委員会による医師免

許の取消しは、その取消決定が『明らかに不法』（clearly wrong）でないと、破

棄されない」２４３。そして、本件の委員会でのヒアリングについて、「委員会は証

                                                 
２３９  MASS. GEN. LAWS ch. 112, § 64 (2012). 
２４０  1921 Mass Acts 478, § 1. 
２４１  MASS. GEN. LAWS ch. 112, § 61 (2012). 
２４２  MASS. GEN. LAWS ch. 112, § 62 (2012). 
２４３  Dugdale v. Board of Registration in Medicine, 270 Mass. 65, 67 (1930). 
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言を聴取し、供述書は請求人自身によって作成されている。証拠の信頼性の程度

は、委員会に有利（ for）である。証拠によれば、専門家にあるまじき行為である

という委員会の決定が『明らかに不法』（clearly wrong）ということはできない。

……請求人は、委員会での公正、公平かつ十分なヒアリング（a full, fair and 

impartial hearing）を享受している」２４４。 

 

（三）Ott v. Board of Registration in Medicine マサチューセッツ州最高裁判決   

さらに、委員会の取消決定に関して、制定法がヒアリングの範囲を詳細に定め

ていないことについて判断した判決として、Ott v. Board of Registration in 

Medicine, 276 Mass. 566 (1931) 判決がある。  

①事実および争点   

Ott 医師は、州医師免許を付与されていた。委員会は、医師が堕胎手術に同意

したことが専門職としての違反行為（professional misconduct）に当たるとして、

告知およびヒアリングの後、彼の医師免許を取り消した。Ott 医師は、免許取消

しの差止め（ in equity to enjoin）を求めて提訴した。原審は、州法一一二章六

四条に基づいて、委員会の取消決定を破棄した。委員会が上訴したが、それを棄

却したのが本件である。   

争点は、委員会の決定は明らかに不法であるか否か、である。  

②法廷意見（Rugg 判事） 

「本件決定手続は、全体として、関連法規（州法一一二章六一条、六二条および

六四条に従っている」２４５。  

「ヒアリングの範囲について、制定法（州法一一二章六四条）は詳細を定めてい

ない」２４６。  

                                                 
２４４  Id. at 68-69. 
２４５  Ott v. Board of Registration in Medicine, 276 Mass. 566, 568 (1931). 
２４６  Id. 
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(A) ヒアリングの範囲に関する判断枠組み  

ヒアリングの範囲に関する判断枠組みについて、法廷意見は、以下のように述

べた。「個々人や財産権に影響を与える行政委員会や執行部の下にある委員会およ

びそれらの公務員の行為に対する司法的監督（ judicial supervision）については、

種々の制定法が多様な用語で定めている」２４７。「本州の制定法および先例によっ

て認められているのは、『エクイティの権限（管轄）において、裁判所が、州の委

員会等の決定（ rulings）を再審理、取り消しまたは修正すること（ review, annul, 

modify or amend）は、法（ law）に関する決定についてのみ認められるのであり、

事実認定（ finding of fact）には及ばない』ということである」２４８。「裁判所の

権限は、委員会による決定が『明らかに不法』であるときのみ、その決定を変更

することであるということができる。これは、エクイティの事件で、裁判所が、

判事（magistrate）の事実認定を上訴審（appellate）として覆すのに消極的であ

ることと共通している。……請求された裁判所（ court on the petition）の管轄

権の範囲は、委員会がなした決定の『修正または破棄』（revising or reversing）

に限定されるのである。これは、appeal での決定とは区別される。この関係での

破棄は、事実上、再審理（ review）と同じである。ここでは、appeal で要求され

るような全体としての再審理は重要とされない。それは、既になされた訴訟手続

の再尋問（ reexamination）を意味する。……したがって、訴訟手続には、争点

の本案に関する新しい審理が存在するのではない。それは、エクイティ上請求さ

れる通常の訴訟、そして、何からも影響を受けず独自に尋問し決定する裁判官に

よって行われる通常の訴訟と同様のヒアリングおよび決定である。……委員会の

決定は、全ての合理的な推定を伴う訴えの場合には好意的に審理されることとな

る。そして、その委員会の決定は、①その決定を行ったヒアリング主宰者や裁判

                                                 
２４７  Id. at 569. 
２４８  Id. at 570. 



86 

 

官に公正さが損なわれている（vitiate fairness）場合、②委員会の結論が、明ら

かに真実に基づいたものではなく、過失（error or mistake）によるものであっ

たことを示す、または、法に根拠がないものであったことを示す明白な証拠（plain 

proof）  がない限りは、修正または破棄されない」２４９。  

(B) 本件へのあてはめ 

 本件について、法廷意見は、①委員会によるヒアリングの継続および再開拒否

には、裁量濫用があったとはいえない、②委員会でのヒアリングの機会があった

こと、および、ヒアリング主宰者が一名であったことは、公正、公平かつ十分な

ヒアリングであると認めることができる、③しかし、証言の真実性や信頼性をテ

ストするための合理的な反対尋問が行われなかったことは、証拠の信頼性を損な

っており、ヒアリングが公正、公平かつ十分であったと認めることはできない、

と判示した２５０。 

そして、「委員会であれ原審であれ、決定（decision）が、公平さに欠ける

（wanting in impartiality）行為、偏見を持った態度（biased attitude）、そして、

必須であるところの反対尋問を認めないでなされたものである場合には、通常、

その決定は、明らかに不法であるとされなければならない。明らかに不法といえ

るためには、それを示す十分な（heavy）証拠の優越（preponderance of evidence）

がなければならない。本件では、重要な（vital）点に関する証言に明らかに矛盾

があったため、証拠の優越は欠けていた。原審が行った命令、すなわち委員会に

よる医師免許取消命令の破棄は、認容される」２５１。 

③判決の評価  

判決は、police power に基づいて州議会が職業選択の自由を制約できることを

当然の前提にしている。しかし、その場合においても、判決は、当該自由を有す

                                                 
２４９  Id. at 571. 
２５０  Id. at 574-75. 
２５１  Id. at 576. 
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る者に対して、手続的な保護を与えることは憲法上の要請であるとして、手続が

適正であることを要求したのであった。特に、この手続的な保護にとって重要な

委員会の手続として、ヒアリングの機会、告知、および、「公平さ、偏見のない公

正さ、反対尋問」を裁判所は要求した。行政手続は、その出発点で、権利保護の

ために裁判手続と相似形で要求されていたのである。また、裁判と行政の関係に

ついては、行政手続のみで完結するものではなく、行政手続に司法審査が後続し

ていること、そして、司法審査が、上訴のアナロジーを用いて法律問題と事実問

題を区別していることが指摘できる２５２。この判決のこうした特徴をみるとき、

のちのアメリカ行政法の基本的な構成要素の原型がここで語られていることがわ

かる２５３。  

  

本章では、州に行政法が生成しているかについて、医師資格の法的規律の構造

を通してみてきた。先に述べたように、この構造は、最終的には、専門職自主法

とその存在を前提に登場した州制定法によって構成されており、州制定法は、既

存の専門職自主法を参照し、専門職自主法は州制定法の中に埋め込まれるという

関係性をもったものであった。この関係性の中で、州制定法の方には、規則制定

権、医師資格認定権、不服申立ての裁決権という「諸権力」統合的仕組みがうま

れており、そこにはこれらの「諸権力」を行政機関に授権する法としての行政法

                                                 
２５２  また、「行政の決定」の最終性について、Reetz v. Michigan, 188 U.S. 505 

(1903)判決は、ミシガン州医師免許法が上訴権のない司法権行使を州医師免許委

員会に授権したかについて、「デュー・プロセスは必ずしも司法過程とは限らない」

と判示した。 Id. at 507. 
２５３  ただし、医師資格の制定法規制については、学術的関心からみると、アメリ

カでは、主に、行政法ではなく health law の一部として扱われている。health law

には、医療過誤、独占禁止、生命倫理、医療保障等と並んで、医療の質保証があ

り、質保証の一部として行政法上の論点が語られることになる。Schwartz が、

実体問題は環境法など特殊法として発展し、行政法は手続のみを扱うと述べてい

ることが、ここで思い起こされる。なお、日本における兼子仁による手続法とし

ての行政法総論および特殊法論も参照。兼子仁『行政法学』（岩波書店、一九九七

年）一五－一七頁。  
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への変化をみてとれる。ここに、アメリカの専門職自主法と州制定法という二つ

の構成要素が接合する法構造の原型がみいだされる２５４。裁判判決も、専門職自

主法への注目はないものの、州制定法の中にうまれた「諸権力」統合的仕組みに

ついては、承認している。この点では、州における司法審査に関する法としての

行政法の生成もみいだすことができよう。ただし、一九三〇年代までの司法審査

においては、専門職自主法を用いた制度とその運用の当否が争われていないこと

も指摘できる。  

 

 

第三章 医療職集団の専門職自主法と行政法との接合・浸透 

 

本章では、医療職集団の専門職自主法と州および連邦の制定法令との接合のあ

り方（関係性）、および、それに対する司法審査の対応を分析する２５５。  

医療職集団は、自らが自主的に定立した専門職自主法が定める要件（たとえば

自主基準）に従って、さまざまな認定（たとえば自主基準の個別適用による医師

等の資格の認定）を行っている。議会または行政機関は、医療職集団が既に存在

し自主法を定立していることを前提にして、それを取り込んで医療提供を法的に

規律する。また、制定法令が医療職集団の設置を促すこともある。専門職自主法

と制定法令との接合のあり方（関係性）は、制定法令の規律が多様であればある

                                                 
２５４  専門職自主法の方に、規則制定権、医師資格認定権、不服申立ての裁決権と

いう「諸権力」統合的仕組みが、自生的に生成しているかは、次稿にて検討する。  
２５５  本稿でいう接合とは、前章で述べたように、それぞれがそれぞれの固有性を

有する要素である専門職自主法と行政法（制定法令および裁判判決）とが、「対立

的であると同時に相互補完的であり、一方は他方を必要とする」あり方（関係性）

を指す。そして、これらの構成要素は、「対立（が）相対的なものであって、両極

はあたか〈一なるもの〉の分割を表現するかのように、あるいは、それら自身が

至高の統一を構成するかのように、対になって交互に機能（作用）する」。Ｇ・ド

ゥルーズ、Ｆ・ガタリ（宇野邦一他訳）『千のプラトー』（一九九四年、河出書房

新社）四〇七頁。  
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ほど、またそれも多様である。しかし、いずれの接合も、専門職自主法（規範）

自体ではなく、これを定立する医療職集団（組織）の当該接合における位置づけ

から始まる２５６。すなわち、制定法令と専門職自主法との接合は、組織のレベル

で、①制定法令に基づく医療職集団の指定、②医療職集団の制定法令による設置、

あるいは、③制定法令に基づく行政機関と医療職集団との委託契約２５７によって

生じる。  

                                                 
２５６  制定法が、行政機関だけを設置し、制定法令の中で医療職集団を位置づける

ことのない場合もある。しかし、この場合であっても、たとえば、独立行政委員

会として設置された州医師免許委員会の委員が、同一の医療職集団に属する者で

構成されることがある。ほとんどの州で、免許委員会（ licensure boards）は、

主として、規制される側の医療職、特に、特定の医療職集団に所属する構成員の

中から知事が指名した委員によって構成される。ここでは、行政委員会の委員指

名における知事の運用が問題となる。Eleanor Kinney, Administrative Law 

Issues in Professional Regulation, in TIMOTHY S. JOST ed., REGULATION OF THE 
HEALTHCARE PROFESSIONS 106 (1997); the Office of Inspector General, Federal 
Initiatives to Improve State Medical Boards’ Performance  (1993), 

http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-93-00020.pdf 10 (last visited Jan. 10, 

2014). また、「ほとんどの州で、免許委員会は懲戒委員会を兼ねている」。石田道

彦「医療の質の評価とアメリカの医療システム」海外社会保障研究一二九巻（一

九九九年）三六‐三七頁。Kinney, supra, at 106-07. このように、規制者と被規

制者が同じ専門職であることから、医療提供に関する免許制度について、「自主規

制」にあたるものと捉える見解は多い。Eg., David Orentlicher, The Role of 

Professional Self-Regulation, in REGULATION OF THE HEALTHCARE PROFESSIONS 129 

(1997); BARRY R. FURROW ET AL., HEALTH LAW 59 (TIMOTHY S. JOST ed. 2000). この

ような見解をうけて、一九九〇年代以降、州の中には、公衆の代表である非専門

家を医師免許委員会の委員に加えたり、医師免許委員会を独立行政委員会から州

の省庁に属しその監督を受ける行政機関に再編する、といった改革によって、自

主規制の弊害を除こうとするところもある。Kinney, supra, at 106. 

こうした委員会の構成のあり方について判断した裁判例をみるならば、たとえ

ば、テキサス州検眼士免許委員会の委員構成について、委員全六名のうち四名が、

テキサス検眼士会（ the Texas Optometric Association: TOA）に所属する検眼士

であることを定めたテキサス州検眼士免許法の規定について、これが専門性等を

理由として合憲であると認めた判決として、Freidman v. Rogers, 440 U.S. 1, 

17-19 (1978). がある。また、アラマバ州検眼士免許委員会の委員構成について、

委員会の全委員がアラバマ検眼士会（ the Alabama Optometric Association: 

AOA）に所属する検眼士で構成された委員会においてなされた免許取消手続にお

けるヒアリングは、この委員らが金銭的利害関係にあることを理由として、デュ

ー・プロセスに違反し違憲であると判断したものとして、Gibson v. Berryhill, 411 

U.S. 564, 578-59 (1973). がある。  
２５７  制定法令の根拠がなくとも、行政機関が医療職集団と事務委託契約を締結す

ることは可能である。  

http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-93-00020.pdf%2010
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第一節 組織および法定要件における接合  

 

一 制定法令に基づく医療職集団の指定   

  

医療職集団に対する指定およびその自主法規制を通した接合は、制定法が行政

機関を設置しない場合と設置する場合とに分けることができる。制定法が行政機

関を設置しない場合、制定法は、直接医療職集団を指定する。このとき医療職集

団は、administrative agency に代わる private agency となる。また、制定法は、

指定された医療職集団に何らかの法効果を有する行為をさせる。制定法が行政機

関を設置する場合、制定法またはその委任命令が、医療職集団を指定する。制定

法による指定は、制定法が、行政機関を設置し、かつ、医療職集団を指定するこ

と に よ り 、 医 療 提 供 を 規 律 す る も の で あ る 。 こ の と き 医 療 職 集 団 は 、

administrative agency と併存する private agency である。また、委任命令によ

る指定の場合、制定法は、行政機関を設置するが、医療職集団については自らそ

の指定を行わない。この場合、制定法は、当該行政機関による行政権限の発動の

大綱的要件は定めるが、詳細な要件については行政機関の命令による規律に委任

される。この委任命令の段階において、医療職集団も指定される。したがって、

このとき医療職集団は、administrative agency によって再委任された private 

agency となる。  

 以下では、このそれぞれについて、制定法が定める要件・効果および「行政の

決定」と、医療職集団が定立した専門職自主法が定める基準およびその個別適用

との関係を分析する。 

 

（一）制定法が、行政機関を設置することなく、医療職集団のみを指定する場合 
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まず、制定法が、行政機関を設置せず、直接医療職集団を指定する仕組みを検

討する。制定法は、指定された医療職集団による認定等の行為に、免許の付与や

堕胎の免責等の法効果を与える。この法効果は、《制定法が指定した医療職集団が

認定する病院においてのみ発生する（法定要件）》こととなる。  

この例として、建国直後にマサチューセッツ州で登場した医師免許法をあげる

ことができる２５８。同法は、医師免許付与を行う機関として、行政機関を設置す

ることなく、特定の医療職集団（マサチューセッツ医師会）を指定した。そして、

この指定を受けて、医療職集団が医師資格の認定を行った。その結果、指定医療

職集団が行う認定は、直接医師免許付与という法効果をもつ行為となった。特定

の医療職集団は、制定法目的を実現する private agency として指定されている。

また、制定法は、免許付与要件を定めておらず、したがって、指定医療職集団が

行う医師資格の認定基準の定立およびその基準の個別適用（認定）が、免許付与

要件の定立および免許付与の可否の審査となる。この点で、指定医療職集団は、

「『行政』の決定」を行うこととなった２５９。  

また、州刑法の中にも、少なくとも一九七〇年代までは、直接医療職集団を指

定して、指定医療職集団による認定等の行為に、堕胎の免責という法効果を与え

る規定があった２６０。そこでは、免責という法効果は、《制定法により指定された

医療職集団が認定した病院においてのみ発生する（法定要件）》こととなる。これ

らの州が、州刑法に基づいて、堕胎罪の違法性阻却事由――堕胎可能な医療施設

――の決定者として指定した機関は、第三者として病院等医療施設の機能を評価

する私的主体の the Joint Commission on Accreditation of Hospitals（以下、

                                                 
２５８  本稿第二章第一節二参照。  
２５９  以下では、行政機関ではなく医療職集団が行ったとみなされる「行政の決定」

を、「『行政』の決定」という。  
２６０  本稿第二章第一節三参照。  
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「JCAH」という。）２６１であった。州刑法は、行政機関を設置しないため、堕胎

可能な医療施設を認定する「行政の決定」は存在しない。しかし、病院およびそ

の利用者にとっては、行政機関による認定か医療職集団による認定かは異なるも

のの、一定の基準を満たしたうえで認定を得ることで適法に堕胎ができるという

                                                 
２６１  the Joint Commission on Accreditation of Hospitals : JCAH は、一九八七

年に the Joint Commission of Accreditation on Healthcare Organizations: 

JCAHO と改称され、さらに二〇〇七年には the Joint Commission: TJC と改称

された。http://www.jointcommission.org/ (last visited Jan. 10, 2014). この the 

Joint Commission は、中立性の高い第三者による同僚評価、また厳密な基準適

合性審査を行っているとされ、private self-regulation の具体例としてしばしば

挙げられる。Thimothy S. Jost, Medicare and the Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations: A Healthy Relationship? , 57 LAW &  

CONTEMP. PROBS. 15-45 (1994); James S. Roberts et al, A History of Joint 
Commission on Accreditation of Hospitals, 258 JAMA 936-52 (1987). 

the Joint Commission による医療施設の認定（accreditation）は、一九一七年

にアメリカ外科医師会（ACS）が行った病院の認定活動がその始まりである。ア

メリカ外科医師会は、同年に the Minimum Standard for Hospitals と称する病

院認定基準を定立しており、それはわずか一頁五項目のものであった。翌年、同

外科医師会（ACS）は、初めての基準適合性審査を行い、認定結果を公表してい

る。当該基準に適合した病院は、六九二のうち八九であった。また、一九二六年

には、この基準は一八頁に及ぶものとなり、一九五〇年には三二〇〇件の病院が

認定を受けている。一九五〇年には、アメリカ外科医師会は、アメリカ内科医師

会（The American College of Physicians：ACP）、アメリカ病院協会（ the 

American Hospital Association: AHA）、アメリカ医師会（ the American Medical 

Association: AMA）、カナダ医師会（ the Canadian Medical Association: CMA）

をその構成メンバーとし、 the Joint Commission on Accreditation of Hospitals 

(JCAH)を組織した。この JCAH は、独立の非営利法人である。  

現在では、この the Joint Commission は、合衆国内で二〇〇〇〇件以上の医

療施設を認定している。http://www.jointcommission.org/about_us/history.aspx 

(last visited Jan. 10, 2014). さらに、この the Joint Commission は、現在日本

を含む九〇以上の国・地域においても医療施設の認定を行っており、また、世界

保健機構（ the World Health Organization: WHO）等の国際機関と協働して医療

の質の向上に関する事業を行っている。

http://www.jointcommissioninternational.org/About -JCI/ (last visited Jan. 10, 

2014).  

JCAHO による評価認定のシステム・機能・特質、そして、JCAHO による評価

認定が法制度の中で医療の質確保に及ぼす意味を述べるものとして、石田道彦「第

三者評価による医療の質の確保――アメリカの医療機関合同認定委員会（JCAHO）

の活動を素材に」佐賀大学経済論集三〇巻六号（一九九八年）七九頁以下。JCAHO

による評価認定について、その「不動のスタンダード」の視点から、JCAHO（山

内豊明訳）『医療における質改善入門』（医学書院、一九九九年）、その評価認定の

「患者安全・医療安全」の視点から、JCAHO（相馬孝博監訳）『患者安全のシス

テムを創る 米国 JCAHO 推奨のノウハウ』（医学書院、二〇〇六年）を参照。  

http://www.jointcommission.org/
http://www.jointcommission.org/about_us/history.aspx
http://www.jointcommissioninternational.org/About-JCI/
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点で、同じ効果が生じている。  

JCAH がどのような病院を認定しなくてはならないかに関して、各州刑法は、

何も述べていない。JCAH は、独自に、病院等医療施設の認定基準を定立し、そ

の基準を個別に適用して認定を行っている。  

 

（二）制定法が、行政機関を設置し、かつ、医療職集団を指定する場合   

制定法は、行政機関を設置すると同時に、特定の医療職集団を指定する。この

ときの制定法は、法効果として、行政機関による免許の付与、給付決定等を定め

ている。そして、要件について、制定法は、行政機関と医療職集団それぞれに対

して、各々の内容において要件該当性を審査する権限を授権している。この要件

に関する制定法の規定の仕方は、次の三つに分けることができる。  

①自主法単独規制型接合  

《行政機関による免許の付与、給付決定等》という法効果の許否は、《制定法が

指定する医療職集団による認定のみ（法定要件）》にかからしめられている場合で

ある。指定医療職集団の認定を得ることができれば、制定法は、法定要件を充足

したものとして、即、法効果を発生させる。これは、指定医療職集団の自主法が、

行政法（制定法）と接合したことで行政法上の法効果を得ることとなり、結果と

して、自主法単独で規制を行うものである（自主法単独規制型接合。以下、「単独

型接合」という。）。  

②自主法要件・法定要件併用型接合  

《行政機関による免許の付与、給付決定等》という法効果の許否は、《制定法が

指定する医療職集団の自主法が定める要件に基づく認定》と《行政機関による法

定要件該当性審査》の両方にかかわる場合である。指定医療職集団の認定と行政

機関の認定、この双方を得ることができれば、法定要件を充足したものとして、

法効果が発生する。したがって、この場合、自主法の要件と法定の要件が併用さ
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れて接合しているとみることができる（自主法要件・法定要件併用型接合。以下、

「併用型接合」という。）。  

③自主法要件・法定要件選択型接合  

《行政機関による免許の付与、給付決定等》という法効果の許否は、《制定法が

指定する医療職集団の自主法が定める要件に基づく認定》または《これ以外の行

政機関による法定要件該当性審査》にかからしめられている場合である。指定医

療職集団の認定か、または、行政機関の認定かのどちらかを得ることができれば、

法定要件は充足したものとして、法効果が発生する。これは、自主法の要件と法

定要件が選択される形で接合する（自主法要件・法定要件選択型接合。以下、「選

択型接合」という。）。  

 

制定法が行政機関を設置し、同時に、医療職集団を指定する仕組みは、各州の

医師免許法および医療施設設置許可法、連邦の医療保障法（医療保険法（メディ

ケア法）、および、連邦と州による医療扶助法（メディケイド法））等の中にみる

ことができる。  

各州の医療施設設置許可法の中には、一九五〇年代以降、上述の JCAH（二〇

〇七年、 the Joint Commission に改称された。）を指定する州がある。現在、医

療施設のうち病院の設置許可については、この the Joint Commission による認

定を得た病院について、州の許可要件の全てまたは一部を満たすものと「みなす

（deemed）」規定を置く州がある２６２。これは、州の行政委員会が行う法定要件

該当性の審査を、制定法が指定した the Joint Commission が行う基準適合性審

査（認定）の仕組みに代替させるものである。また、the Joint Commission が定

立した病院評価基準を州の許可基準として「参照する（refer, find）」規定を置く

                                                 
２６２  たとえば、アラバマ州、アーカンサス州、コネティカット州、マサチューセ

ッツ州等である。  
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州もある２６３。これは、州の法定要件の審査において、州の行政委員会が定立す

べき要件審査の基準を、州制定法が指定した the Joint Commission の定立する

基準をもって代替させるものである２６４。  

また、連邦議会は、連邦社会保障法（一九三五年）の中に設けられた医療保障

制度として、一九六五年に、連邦医療保険法（以下、「メディケア法」という。）２６５

および連邦医療扶助法（以下、「メディケイド法」という。）２６６を定めた。メデ

ィケア法およびメディケイド法は、連邦の保健福祉省（Department of Health, 

Education and Welfare. 以下、「 HEW 省」という。一九八〇年に、現在の

Department of Health and Human Service に改組された。この現在の組織につ

いては、以下、「HHS 省」という。）に対して、連邦医療保険（以下、「メディケ

ア」という。）２６７および連邦医療扶助（以下、「メディケイド」という。）２６８の

                                                 
２６３  たとえば、コロラド州がある。  
２６４  

http://www.jointcommission.org/state_recognition/state_recognition.aspx   

(last visited Jan. 10, 2014). なお、the Joint Commission 以外にも、たとえば、

the American Osteopathic Association: AOA（前掲注 (13)参照。）も制定法令に

よる指定を受けている。また、州による医療施設の監査を、the Joint Commission

の認定があれば免除する規定を置く州として、アラスカ州、カリフォルニア州等

がある。   
２６５  42 U.S.C. § 1395 et seq.   
２６６  Id. § 1396 et seq. 
２６７  メディケアとは、高齢者または一定の障害者を対象とした連邦政府が運営す

る医療保険である。医療施設または医師が、被保険者である患者に医療を提供し

メディケアから医療費の保険給付を得ようとする場合には、メディケアに参加

（participation）する医療施設または医師として、メディケア指定医療施設また

はメディケア指定医師の地位を得なければならない（医療施設や医師がメディケ

アに参加するか否かは任意である）。また、メディケア指定医療施設、メディケア

指定医師またはメディケア加入患者が、個別の診療行為について、医療費の保険

給付を受けるためにも、連邦の規則が定める保険診療の基準である「医学上必要」

を満たさなければならない。メディケア制度の概要については、さしあたり以下

の文献を参照。江間時彦「米国の老齢者健康保険」季刊社会保障研究三巻三号（一

九六七年）五一頁以下、社会保障研究所編『アメリカの社会保障』（東京大学出版

会、一九八九年）二〇九‐二六二頁、広井良典『アメリカの医療政策と日本』（勁

草書房、一九九二年）三一‐七七、八六‐九四頁、菊池馨実『年金保険の基本構

造 アメリカ社会保障制度の展開と自由の理念』（北海道大学図書刊行会、一九九

八年）二四七頁以下。  
２６８  メディケイドとは、連邦議会が創設した低所得者を対象とする医療扶助制度

http://www.jointcommission.org/state_recognition/state_recognition.aspx
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医療費に関する財政管理権を授権した２６９。  

メディケアおよびメディケイドに基づく連邦政府からの助成を受けようとする場

合には、医療施設および医師は指定医療施設および指定医師としての地位を得な

ければならず、また、個別の医療行為が「医学上必要」（medically necessary, 

medically needy）であるとの認定を受けなければならない。そして、メディケア

法およびメディケイド法は、医療施設等の指定や「医学上必要」の認定を行う者

として、幾つかの医療職集団を指定している。たとえば、メディケア指定医療施

設について、メディケア法は、「HEW 省長官は、JCAH により認定された全ての

施設が、本法の定める『メディケア参加医療施設の条件』（the Medicare conditions 

of participation）を満たしているとみなす（deemed）ことができる（以下、「み

なし指定」という。）」と規定した２７０。  

                                                                                                                                               

である。しかし、この制度の整備・実施は州に任されている。メディケイドにお

いて連邦政府は、州政府が行った医療扶助に対し、その医療費を助成する。  

 連邦議会は、合衆国憲法上、医療扶助の実施権限を有していない。これに対し、

州議会は、police power を根拠として、医療扶助の実施権限を有している。州議

会が、医療扶助制度を整備し、かつ、メディケアに参加し、それによって連邦政

府からの医療費助成を受けようとする場合には、州議会は、メディケイド法およ

び連邦規則の要求を満たした医療扶助制度を整備しなければならない。  
２６９  HEW 省は、この医療費の財政管理を、省内の社会保障総局（Social Security 

Administration: SSA. SSA は、一九七七年に保険医療資金総局（Health Care 

Financing Administration. 以下「HCFA」という。）に、HCFA は、二〇〇一年

に the Center for Medicare and Medicaid service に改組された。この現在の組

織については、以下、「CMS」という。）の所管とした。  

http://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/History/ (last visited Jan. 

10, 2014). 連邦政府の財政管理権は、合衆国憲法が定める連邦議会の財政権限を

根拠とする。U.S.CONST. art. I, §8, cl. 1.  
２７０  42 U.S.C. § 1395bb (1965). また、42 U.S.C. § 1302 および§ 1395hh を授

権法とする連邦の規則は、同じく「JCAH により認定された全ての施設は本法の

定める『メディケア参加医療施設の条件』を満たすものとみなされる」と規定す

る。42 C.F.R. § 488.5.  

メディケアの制度化にあたっては、アメリカ医師会（AMA）等の強い反対があ

った。そこで、連邦議会は、メディケア法制定時に、医療の提供方法、医療機関

の業務および管理に対する連邦職員の介入の禁止（不介入原則）を定めた。42 

U.S.C. § 1395 (1965). この不介入原則の存在が、「みなし指定」の仕組みを創設

した一因である。広井・前掲注 (267)四六‐四七頁。Jost, supra note 261, at 23-25; 

Roberts et al, supra note 261, 938-39.  

この不介入原則は、「みなし指定」の他にも、HEW 省の権限が最小限度である

http://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/History/
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（三）制定法が行政機関を設置し、当該行政機関が委任命令により医療職集団を

指定する場合 

制定法が、行政機関を設置するが、医療職集団の指定を行わず、当該行政機関

による行政権限発動の大綱的要件を定めるにとどめ、その詳細な要件については

行政機関の命令が定めるところに委任する場合がある。そして、この委任命令が、

医療職集団を指定し、この指定を受けた医療職集団が、さらに自主基準を定立し

これを個別に適用するのである。  

二〇世紀初頭の医師免許法の中には、医療職集団が定立した自主基準を、州医

師免許試験委員会がその内部規則とすることを定めるものがあった２７１。現在、

アメリカの全州で、医師免許の交付要件としては、少なくとも以下の三点が全て

要求されている２７２。①医科大学院で Doctor of Medicine（MD）または Doctor of 

Osteopathic Medicine（OD）の学位を取得すること２７３、②各州の定める卒後研

                                                                                                                                               

ことを導いた。メディケア法制定当時、メディケア指定医療施設について、HEW

省は、JCAH の認定に加えて他の要件を追加することを禁止されており（42 U.S.C. 

§ 1861(e)(8) (1965).）、また、HEW 省は、JCAH の監督権限を有しておらず、JCAH

の認定記録にアクセスすることもできなかった。しかし、一九七二年のメディケ

ア法改正により、指定医療施設の認定について、HEW 省は、その認定基準を JCAH

の認定基準よりも厳格にすることが認められ（ codified at 42 U.S.C. § 

1395bb(a)(4) (1988).）、指定取消権が授権され（ Id. § 1395bb(b).）、JCAH の認

定記録に対する DHEW の調査権が付与された（ Id. § 1395bb(a).）。不介入原則は、

二〇一三年現在もメディケア法に残されている。しかし、一九七〇年代のメディ

ケア法改正に基づく HHS 省の監督権限の強化によって、この原則は今や形骸化

したといわれている。Jost, supra note 261, at 18-22; Roberts et al, supra note 

261, 938-39. 
２７１  本稿第二章第二節二を参照。  
２７２  「医師免許付与要件は各州ほぼ共通しており、医科大学院（medical school）

の修了、卒後研修の実績、医師資格試験の成績、人格面での健全さなどである」。 

石田道彦「医療の質の評価とアメリカの医療システム」海外社会保障研究一二九

巻（一九九九年）三六頁。  
２７３  現在、アメリカにおいて、医師は医学（いわゆる日本でいうところの西洋医

学）を修めた医師と、オステオパシー医学を修めた医師の二種類がある。アメリ

カにおける医学教育は、両者とも、大学での四年間の学部教育の学位取得者に対

して、四年間の大学院教育として医科大学院で行われている。  
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修（resident）を修了すること（内科、外科等の専門科毎に、卒後研修プログラ

ムは異なる）、③三段階の医師資格全米統一試験（ United States Medical 

Licensing Examination: USMLE ま た は The Comprehensive Osteopathic 

Medical Licensing Examination: COMLEX のいずれか）を、医科大学院在籍中

（第一および第二段階の試験）および卒後研修後（第三段階の試験）に受験し合

格すること、である。この要件の中で、医科大学院の教育プログラム、卒後研修

プログラムおよび研修病院は、民間の医療職集団がそれぞれ定立した基準に基づ

く認定を受けている。また、医科大学院の統一入学試験、医科大学院在籍中およ

び終了時に受験する三段階からなる医師資格全米統一試験も、民間の医療職集団

が作成し実施している。  

医師免許付与に関する制定法と専門職自主法との接合は、制定法による医療職

集団の指定、または制定法に基づく委任命令による医療職集団の指定という、組

織を媒介とする接合が、まず存在する。次に、医師免許付与の許否に関する要件

審査において、制定法の要件および医療職集団の自主法が定める要件という二つ

の要件を媒介として接合する仕組みが設けられている。たとえば、制定法がまず

大綱的要件を定め、そしてその委任命令に基づき行政機関が指定した医療職集団

が、この大綱的基準を具体化する基準を定立しその基準適合性を認定し、この認

定を受けて州免許委員会が医師免許を付与するという仕組みである。  

 

二 制定法令に基づく医療職集団の設置 

 

メディケイド法は、入所型介護施設のうちの skilled nursing facilities（SNFs)

について、熟練した介護技術があることを要求している。そこにおける医療扶助

に関しては、行政機関の委任命令により、介護施設内部に医療職集団を置き、そ

の集団が医療扶助給付の要件審査を行うという仕組みを設けていた。 
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（一）連邦制定法（メディケイド法） 

連邦法であるメディケイド法は、一九六五年の制定以来、給付の法定要件とし

て、個別の医療行為が「医学上必要」であることを定めている２７４。そしてメデ

ィケイド法は、HEW省長官に規則制定権を授権した２７５。HEW省長官は、一九

七七年には、HEW省に属する行政機関として、Health Care Financing 

Administration: HCFAを設置し、HEW省長官は、HCFAに対し、①州等に対す

る医療費給付権限２７６、および、②メディケイド給付の大綱的指針を定立する権

限を再委任した２７７。  

連邦法の法定要件である「医学上必要」に関する要件審査については、連邦規

則が、各医療施設の内部に設置し医療職集団により行われることを認めている。

すなわち、連邦規則は、メディケアへの参加を希望する医療施設に対し、民間施

設か否かを問わず、その施設の内部には、医師により構成される the Utilization 

Review Committee（以下、「委員会（URC）」という。）を設置するものとし（must）、

同委員会（URC）に対し、入所者が「医学上必要」で適切なレベルの医療を受け

ているか否か、および、患者が当該施設に入所することが適当か否かに関して、

定期的な評価を行うことを定めた２７８。また、連邦規則は、委員会（URC）が入

所者に提供する医療のレベル（退院または転院を含む）の変更を決定した場合に、

委員会（URC）が、①この決定を州のメディケア担当部局に通知すること２７９、

                                                 
２７４  42 U.S.C. § 1396(b)(2)(B) (1965).  
２７５  Id. § 1302 (1965). 現在は、DHHS 長官に規則制定権を授権している。Id. § 

1302 (2013). 
２７６  42 U.S.C §§ 1396(a)(13)(b), 1396d(a)(4)(A) (1976ed. and Supp.Ⅳ ); 42 

C.F.R. § 456.250 (1985). 
２７７  42 U.S.C. § 1396; 42 C.F.R. § 488.5. 
２７８  連邦法は、医療施設内における委員会（URC）の設置を求めていないが、

連邦規則がその設置を求めている。42 C.F.R. §§ 456.305, 456.406 (1981). 委員

会（URC）は、医療扶助を求める患者と直接利害関係をもたない医師によって構

成されなければならない。Id. §§ 456.306 (1981).  
２７９  Id. §§ 456.337(c), 456.437(d) (1981). 
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②入所者の主治医に対して主治医の意見を述べる機会を提供することを定めた

２８０。  

 

（二）連邦のメディケイド法を参酌した州制定法 

各州議会がメディケイドに参加し連邦政府からの助成を受けようとする場合、

各州議会は、メディケイド法令が定める大綱的要件を満たす法制度を整備しなけ

ればならない。すなわち、州がメディケイドの参加を決定する場合、州議会は、

連邦の大綱的指針に基づいて、州に担当行政機関を設置する。そして、州議会は、

連邦のメディケイド法が定める「医学上必要」という要件が満たされる場合にお

ける私人に対する医療費給付権限を、この州行政機関に授権している。この仕組

みにおいて重要な点は、連邦のメディケイド法の法定要件である「医学上必要」

に関する要件審査の仕組みが、州毎に異なるところにある。 

たとえば、ニュー・ヨーク州議会は、メディケイドへの州の参加を決め、連邦

のメディケイド法令の要求を満たす、州の医療扶助制度を整備した。そして、州

制定法は、連邦規則を参酌して、州内に所在する医療施設でメディケイド受給を

希望する施設については、医療施設の内部に委員会（URC）の設置を求めたので

ある２８１。 

 

三 制定法令に基づく行政機関と医療職集団との委託契約  

 

また、メディケイド法には、小児精神医療の入所施設における医療扶助につい

て、州行政機関が医療職集団と契約を締結し、その医療職集団に、給付要件であ

                                                 
２８０  Id. §§ 456.336(f), (h), 456.436(f), (i) (1981).  
２８１  Id. §§ 456.337(c), 456.437(d) (1981); 10 N.Y. COMP. CODE R. & REG. §§ 

416.9(f)(2),(3), 421.13(f)(2),(3) (1980). 

42 C.F.R. §§ 456.336(f), (h), (i) (1981) ; 10 N.Y. COMP. CODE R. & REG. §§ 

731.11, 741.14 (1980). 
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る「医学上必要」の審査を委託する仕組みもあった２８２。 

 

（一）連邦制定法（メディケイド法） 

メディケイド法令の要求を満たす医療扶助制度を設けた州に対しては、HEW

省長官は、医療費を給付しなければならない２８３。HEW 省長官は、その規則制

定権に基づいて２８４、以下のような連邦規則を定めた。州は、メディケイドの目

的を十分または合理的に達成するサービス提供を行わなければならない２８５。州

は、たとえば、精神医療の患者であれば標準的に受診できる医療に要する医療費

を、メディケイド受給者に対して給付しなければならない２８６。しかし、州によ

る医療扶助には限界があってよい。すなわち、行政機関は、「医学上必要」または

「利用状況のコントロール手続」（utilization control procedure）という判断基

準に基づいて、医療提供を適切に制限することができる２８７。また、州がメディ

ケイド医療費を減額し、停止しまたは打ち切る（ reduce, suspend, or terminate）

ときには、州行政機関または地方行政機関は、書面による一〇日前の告知、不服

申立ての機会を付与しなければならず、また、不服申立期間中は医療提供を継続

しなければならないとされていた２８８。  

 

（二）連邦のメディケイド法を参酌した州制定法 

 次に、州制定法レベルの仕組みをみると、たとえば、アリゾナ州議会は、一九

八二年にメディケイドへの参加を決定し、メディケイド法および州法に基づいて、

                                                 
２８２  たとえば、アリゾナ州は、連邦法が法定設置を求めているにもかかわらず、

これを設けないで、委託契約によってメディケイドの運用を行っている。  
２８３  42 U.S.C. § 1396(b) (1965). 
２８４  Id. § 1302 (1965). 
２８５  42 C.F.R. § 440.230(b) (1981). 
２８６  Id. § 447.20. 
２８７  Id. § 440.230(d). 
２８８  42 U.S.C. § 1396(a)(3); 42 C.F.R. §§ 431.200-431.250 (1981). 
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Arizona Health Care Cost Containment System（以下、「AHCCCS」という。）

という名称の医療扶助制度を整備している２８９。メディケイドの所管は、州保健

省（ the Arizona Department of Health Service . 以下、「省」という。）であった。

メディケイドの対象となる小児精神医療については、省内の Division of 

Behavioral Health Services（以下、「BHS 局」という。）が所管していた。BHS

局は、州域を六分割し、各地区に regional behavioral health authorities（以下、

「REBHAs」という。）２９０を設けた。そして、省は、この REBHAs の事務につ

いて、この事務を委託する契約を医療職集団と締結した。当該契約に基づいて、

この医療職集団は、メディケイドの対象となる小児精神医療として提供される医

療が「医学上必要」または「利用状況のコントロール手続」からみて適切である

か否かを審査し決定していた。  

 

四 医療職集団による法定要件審査 

 

医療職集団の専門職自主法と州および連邦の制定法令とは、まず、組織のレベ

ルで接合する。組織を通した接合の形式として、①制定法令に基づく医療職集団

の指定（以下、「指定型接合」という。）、②医療職集団の制定法令に基づく設置（以

下、「法定設置型接合」という。）、③行政機関と医療職集団との制定法令に基づく

委託契約（以下、「委託契約型接合」という。）、という三つの型をあげることがで

きる。  

この三つの型を医療職集団の生成時と制定法令の制定時とで比較すると、指定

型接合の場合は、既存の医療職集団を後発の制定法令が指定することとなる。法

                                                 
２８９  ARIZ. REV. STAT. § 36-2907.01 (1982). 
２９０  

http://www.azahcccs.gov/publicnotices/Downloads/JKsettlement/JKsettlemen

t-FinalAgreement.pdf (last visited Jan. 10, 2014). 

http://www.azahcccs.gov/publicnotices/Downloads/JKsettlement/JKsettlement-FinalAgreement.pdf
http://www.azahcccs.gov/publicnotices/Downloads/JKsettlement/JKsettlement-FinalAgreement.pdf
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定設置型接合の場合は、制定法令が医療職集団を新たに設けることになる。そし

て、委託契約型接合の場合は、医療職集団は既存のものでもよいし、新設のもの

でもよく、このとき、医療職集団は制定法令の要請に合わせて自らの組織および

自主法を独自に創意工夫して整備する傾向が強い２９１。  

また、三つの型の中で、法定設置型接合と委託契約型接合は、古い行政法規制

の一つである医療提供資格に関する規制においては設けられておらず、行政法規

制の新しい領域である医療保障制度の登場とともに設けられた仕組みである。他

方、指定型接合は、前述したように、医療提供資格の行政法規制という古くから

の領域において、設けられた仕組みであった。この指定型接合に登場する医療職

集団は、医師等の医療従事者や病院等の医療施設等といった資格の認定について、

実際に長期にわたってこれを継続的かつ安定的に実施してきた集団である。そし

て、医療保障制度の中においても、指定型接合は、医療を提供する資格の認定に

かかわる行政法規制の中で用いられており、ここにも、古くからの医療職集団が

この指定を受けている。これと比較すると、法定設置型接合における医療職集団

は、これを設置する医療施設の規模に左右されており、これを設けることができ

ない場合もある。また、委託契約型接合における医療職集団は、契約更新制が採

られている場合には、契約更新がなされる保証がなく、当該医療職集団の継続性・

安定性という点において、指定型接合のそれと比べると劣るものとなっている。  

さらに、この三つの型について医療職集団が行政法制度の中で果たす機能とい

う観点に着目してみるならば、次のような特徴をそこにみいだすことができる。

第一に、指定型接合の場合は、指定医療職集団の認定それ自体が、法定の要件と

なり得るという点において、他の型とは大きく異なる。すなわち、行政機関が設

                                                 
２９１  こうした自主努力を促すものは、政府の事務委託契約の相手方として選抜さ

れたいという動機である。ここでは、委託契約される事務をめぐってその受注競

争が生ずるため、そこにはある種の市場が形成されることになる。Clark C. 

Havighurst, Foreword: The Place of Private Accrediting Among the 
Instruments of Government, 57 LAW & CONTEMP. PROBS. 1, 10-14 (1994). 
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置されていない（たとえば、建国期の医師免許法）場合、また行政機関が設置さ

れている（たとえば、現行の医師免許法）場合、そのどちらの場合においても、

指定医療職集団の認定自体が、法定要件となり得るのである。そして、指定医療

職集団の認定自体が法定要件とはならない場合であっても、指定医療職集団は、

制定法令が定めた要件の充足性について審査を行っている。要件審査は、法律に

よる指定を通じて、行政の外にあり、かつ、認定対象である医療施設の外にある

医療職集団が行うことになる。第二に、法定設置型接合の場合、医療職集団は、

――医療施設内の医療職集団の設置という本稿の検討の範囲内では――医療扶助

給付の要件審査を行っている。これは、医療扶助給付要件審査を、行政の外部に

あり、かつ、受給の当事者である医療施設内にある医療職集団に行わせる仕組み

であるといえる。この仕組みは、利益相反ともなりかねない一方で、「医学上の必

要」性を最も良く知る者が判断できる仕組みであるともいえる。したがって、こ

の法定設置型接合の場合は、その決定の公正さが特に要請されるだろう。第三に、

委託契約型接合の場合も、契約相手方である医療職集団が、医療扶助給付の法定

要件審査を行っている。委託契約を通じて、要件審査は、行政の外にあり、かつ、

受給当事者である病院の外にある医療職集団が行うところにその特徴がある。  

以上、要するに、指定型接合、法定設置型接合、委託契約型接合のいずれの型

においても、医療職集団は、少なくとも共通して、法定要件審査を行っている。

すなわち、組織のレベルにおける接合のどの型であっても、一旦接合すると、法

定要件を審査するために、医療職集団が定立する専門職自主法は、州または連邦

の制定法令が定める要件に関する基準を定立し、その基準適合性を審査している

２９２。  

                                                 
２９２  医療職集団が定立する自主法の中には、二種類のものがある。ここで用いら

れるものは、基準適合性審査を目的として定立される法である。もう一つの自主

法としては、その集団内部の管理を目的として定立される法がある。ここでは、

この法は検討の対象とはならず、これについては、次稿で扱う。  
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しかし、この審査における専門職自主法に基づく決定が有する法的意味の違い

という視点からみるならば、組織のレベルにおける接合の関係性の種差は、専門

職自主法に基づく決定が、「行政の決定」に対していかなる意味をもつかという点

に違いを生ぜしめている。すなわち、指定型接合は、指定医療職集団の認定自体

が法定要件となり得るのである。医療職集団による認定自体が法定要件である場

合、医療職集団が定立した認定基準は法定要件の審査基準であり、医療職集団が

定立した認定基準の適合性審査は法定要件の審査である。たとえば、単独型接合

の場合には、指定医療職集団の認定が、即、免許付与という法効果を発生させる。

そこでは「行政の決定」が存在しないまま、法効果が生じている。したがって、

医療職集団の決定は、「行政の決定」に代わる「『行政』の決定」とみることもで

きる。ここでは、医療職集団の決定は、要件審査のレベルにおいて「行政の決定」

と接合していないのである。他方、法定設置型接合および委託契約型接合の場合

には、まず、要件審査に関する医療職集団の決定があり、そしてこの決定を受け

た「行政の決定」も行われている。したがって、これらの型においては、医療職

集団による決定と「行政の決定」とが、要件審査のレベルにおいて接合している

と解することができる。  

 

第二節 組織および法定要件における接合に対する司法審査 

 

一 指定された医療職集団による要件審査 

 

（一）制定法が、行政機関を設置することなく、医療職集団のみを指定する場合  

制定法が、行政機関を設置することなく、医療職集団のみを指定し、この医療

職集団に対して堕胎罪の違法性阻却事由該当性の審査を委ねている仕組みについ



106 

 

て２９３、この仕組みを違憲とした連邦最高裁判決として、Doe v. Bolton, 410 U.S. 

179 (1973)判決がある２９４。  

①ジョージア州刑法堕胎罪の仕組み  

ジョージア州刑法（以下、「州刑法」という。）二六‐一二〇一条は、流産また

は堕胎の意図をもって、薬剤、器材またはその他の手段を用いる者によってなさ

れる行為について、刑事上の堕胎罪を定めていた２９５。そして、この違法性阻却

の実体的要件を州刑法二六‐一二〇二条ａ項が規定していた２９６。また、違法性

阻却の手続的要件を州刑法二六‐一二〇二条ｂ項が規定しており、その四号が、

「州保健委員会（ the State Board of Health）の設置許可を受け、かつ、JCAH

の認定を受けた病院における堕胎」はその違法性を阻却すると定めていた２９７。  

 なお、州では、病院の設置については、州の許可のみが要求され、この設置に

関して JCAH による認定は不要であった２９８。  

②事実および争点  

 出訴時に妊娠九週であった原告女性は、貧困と夫の精神障害を理由に堕胎を希

望したが、州刑法二六‐一二〇二条ａ項が定める実体的要件を満たしていなかっ

た。また、当時、カウンティ全一五九のうち五四のカウンティにしか JCAH 認定

                                                 
２９３  本章第一節一（一）を参照。E.g., Poe v. Menghini, 339 F. Supp. 986 (Kan. 

1972); People v. Barksdale, 503 P.2d 257 (Cal. 1972).  
２９４  本判決の紹介として、佐藤幸二「Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), Doe v. 

Bolton, 410 U.S. 179 (1973)」アメリカ法一九七五（一）一一一‐一二一頁、小

竹聡「アメリカ合衆国における妊娠中絶判決の形成  中絶法の廃止に向けた運動の

展開」早法八五巻三号（二〇一〇年）四〇七頁。  
２９５  GA. CODE ANN. § 26-1201 (1968). 
２９６  GA. CODE ANN. § 26-1202(a). 本項は、実体的要件として次の三つを挙げて

いる。すなわち、正当な免許をもつ医師による「医学上最善であるという判断」

（一号）、妊婦の生命および健康上の危機または胎児の深刻な障害（二号）、犯罪

による妊娠（三号）である。  
２９７  GA. CODE ANN.§26-1202(b)(4).本項は、その他の手続的要件として、他の二

名の医師が独自に患者を診察したうえでの堕胎の同意（三号）、および、堕胎を実

施する病院のスタッフによって構成される堕胎委員会による承認（五号）を要求

している。  
２９８  Doe v. Bolton, 410 U.S. 179, 193 (1973).  
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病院がなかった。そこで、原告女性は、この州刑法の堕胎禁止規定が合衆国憲法

修正一四条に違反しており違憲であることの宣言および当該規定の法執行の差止

めを求めて提訴した。  

 本稿と関連する争点は、州刑法二六‐一二〇二条ｂ項四号の規定、すなわち、

病院が、適法に堕胎を行うために、州の病院設置許可に加え JCAH の認定を要求

するということは、合衆国憲法が定める女性のプライバシー権、手続的デュー・

プロセス、平等保護に違反し違憲であるか否か、であった。  

③法廷意見（Blackman 判事）  

連邦最高裁は、七対二で、当該規定が、法目的に合理的な関連性を持たない―

―JCAH 認定病院だけが患者を十分に保護するという州の利益について州は証明

していない――ことから、合衆国憲法修正一四条に違反しており無効であると判

断した。理由は以下の通りである。「 JCAH は、政府の後援（ sponsorship or 

overtones）のない組織である。……その組織の清廉潔白さや認定過程の目標の高

さに関して、何が挙げられているかは問題にはならない。（法廷意見の注一二によ

れば）JCAH の定立する基準は、必要最低限度の基準ではなく『到達可能で最適

な』（optimum available）基準である。……JCAH の認定過程は、病院の一般的

な水準（standards）と関係があるのであり、（JCAH は）医療行為や外科処置と

しての堕胎に特別な関心を持っているのではない」２９９。  

また、法廷意見は、①ジョージア州では、堕胎以外の外科的処置については、

病院が JCAH の認定を要求していないこと、②アラスカ州、ハワイ州、ニュー・

ヨーク州等の刑法は、JCAH の認定を要求していないこと、③一九六三年にアメ

リカ法律協会（ the American Law Institute）が作成した模範刑法典二三〇‐三

条、および、一九七二年二月にアメリカ法曹協会（ the American Bar Association）

が作成した統一堕胎禁止法もそれを求めていないこと、③幾つかの裁判所の判決

                                                 
２９９  Id. at 193-94. 
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は、JCAH の認定が堕胎に特有の医学上の問題や危険性とは関連がないことを理

由として、JCAH の認定を要求することは原告の基本的権利を広く侵害している

と判示したことを挙げ、「JCAH の認定の要求は、現状況では、合憲性の審査に耐

えない、と我々は考える。JCAH の認定を要求することは、当該制定法目的に合

理的な関連性を有する区別（difference）に基づいたものではない」と判示した

３００。  

④判決の評価  

ジョージア州では、病院が堕胎を適法に行おうとする場合、その病院は、州の

病院設置許可法（行政法）が要求する病院設置許可と、州刑法が要求する JCAH

の認定の両方を得なければならなかった。裁判所は、この点に関して、刑法に定

めのある医療職集団の自主法による規制を否定したものと考えることができる。  

ジョージア州議会は、病院設置許可法に基づき、州保健委員会を設置し、病院設

置許可権限を付与している。この規制に関しては、病院設置許可法に基づく許可

の付与過程において、医療職集団は登場しない。  

他方、州議会は、州刑法に基づき、医療職集団（JCAH）を指定した。この指

定により、州刑法の空間においては、州議会によって、病院設置許可を行う州の

行政委員会（administrative agency）と、認定を行う医療職集団である JCHA

（private agency）という二つの agency が登場する。そして、この州刑法により、

JCAH は、州行政委員会と並んで、病院の質について認定する権限を授権されて

いたと考えることができる。しかし、この二つの agency は、相互に交わること

                                                 
３００  Id. at 193-94. また、本判決と同日に同裁判所で下された Roe v. Wade, 410 

U.S. 113 (1973)判決は、妊娠期間である九か月を初期、中期、後期の三期に分類

したうえで、初期については、堕胎を行う女性の権利を絶対的権利として承認し、

中期については、女性の健康を保護する目的で州が堕胎手続を規制することがで

きるとし、後期については、女性の生命および健康に危険がある場合を除き、州

は堕胎を規制または禁止することもできると判示した。これを参照し、本件 Doe v. 

Bolton 判決は、ジョージア州の規定が Roe v. Wade のいう妊娠初期を排除してい

ないことを理由に、これを違憲無効とした。 Id. at 194-95.  
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なく独自に、それぞれの目的に応じて基準を定立しその適合性を審査していたと

いい得る。州刑法の空間において、この二つの agency は、同じ病院を審査の対

象とするが、しかし、組織のレベルでも要件審査のレベルでも相互に接合しない

まま、ただ併存するのみである。したがって、州病院設置許可法（州の行政法）

が定立する許可基準が求める病院の質と、州刑法に基づく JCAH の自主法が定立

する認定基準が求める病院の質についてみると、法廷意見によれば、JCAH の認

定基準は、医療の質の最適な基準を示すものであり、したがって、相対的には、

行政委員会の基準は低いものと解される。法廷意見が JCAH の基準を排除したこ

とにより、州刑法は、病院の質について最適な水準までは求める必要はないこと

となった。これは、州の安全および秩序維持に資する police power は消極規制で

あるがゆえに、より積極的に最適な基準を求める規制である JCAH の認定は不要

と判断されたものといえるだろう。  

この違憲無効判決によって、医療職集団である JCAH の認定は、刑法上の責任

の有無を判断する基準として承認されず、したがって、JCAH の認定に刑法上の

法効果が与えられる途は閉ざされた。この点において、州刑法の空間において行

政法と専門職自主法とが併存する仕組みは否定され、刑法堕胎罪においては、制

定法のみが規律するところとなった。この判決の結果、刑法の分野における専門

職自主法と制定法（行政法）との併存が、生成発展する途もまた閉ざされたもの

と解される３０１。このように、刑法の空間において専門職自主法が生成発展する

途を判決が閉ざしたことは、生命・身体の安全という必要最低限度の基準ではな

く、到達可能で最適な基準に関心をもって専門職自主法を定立するという、質保

証を使命にかかげる医療職集団――本件の JCAH は自らの使命として、医療施設

                                                 
３０１  たとえば、無免許に関する刑事罰の適用についてみると、そこには専門職自

主法と制定法（行政法）との接合はない。  

  なお、本判決は、専門職自主法の存在自体を承認しなかったのではない。した

がって、論理的には、堕胎を行うのに適した病院を認定するための専門職自主法

が存在していたならば、異なる結論もあり得る。  
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の評価等を通した医療の質の継続的な改善をかかげている――の存在理由からみ

ても、また、合理的な結論であった。  

 

（二）制定法が行政機関を設置し、かつ、医療職集団も指定する場合  

制定法が、行政機関を設置すると同時に、特定かつ既存の医療職集団を指定す

る仕組み３０２を持つ医療保険制度における医療職集団の決定の合憲性が論じられ

た連邦控訴裁判決として、Cospito v. Heckler, 742 F.2d 72 (1984), cert. denied 

471 U.S. 113 (1985) 判決がある。  

①事実および争点  

ニュー・ジャージー州立トレントン精神病院（以下、「病院」という。）は、JCAH 

認定病院であり、メディケア指定病院であった。JCAH は一九七三年に病院の定

期的な調査を行い、病院に対して、JCAH 認定基準に不適合な個所があるため、

改善を命ずる告知を行った。しかし、七四年の再調査時にも改善がみられなかっ

たため、JCAH は、認定取消の仮決定（執行猶予付き）を行った。さらに七五年

の再々調査時にも、不適合な個所は改善されず、また病院も JCAH に対して異議

を申し立てなかったため、JCAH は病院の認定を取り消す決定を行った。JCAH

の認定が取り消された病院は、メディケア指定施設ではなくなったとして、HEW

省長官は、病院に入所していた患者らに対するメディケア等からの医療費給付を

打ち切った。患者らは、この医療費給付打切りが違憲であると主張し、HEW 省

長官および JCAH を被告として、医療給付の継続を求めて提訴した。  

本稿に関連する争点は、ステイト・アクション該当性、ステイト・アクション  

に該当するとされた場合において、医療費給付打切りの決定が合衆国憲法修正五

条の定めるデュー・プロセス違反に当たるか否か、および、JCAH への政府権限

委任の該当性ならびに合憲性である。  

                                                 
３０２  本章第一節一（二）を参照。  



111 

 

②法廷意見（Garth 判事）  

 JCAH による認定取消しの過程に患者の参加を認めないまま給付を打ち切るこ

とが、手続的デュー・プロセスに違反するという原告の主張に対して、法廷意見

は、給付の打切りが「修正五条によって保護された利益の剥奪には当たらない」

ことから、手続的デュー・プロセスに違反しないと述べた３０３。  

第一に、法廷意見は、患者らの保護されるべき利益――メディケアに基づく給

付を受ける利益――が剥奪されていることについてはこれを認めた。その理由は、

原告精神疾患患者らは病院に任意で入院したのではないこと、したがって、病院

に対する JCAH の認定取消しを理由に、他の JCAH 認定病院を選択し転院する患

者らの自由はないことであった。しかし、第二に、保護されるべき利益の剥奪が、

「政府の行為」による剥奪であることについては、これを否認した。なぜなら、

患者の利益の剥奪は、政府の行為の「直接的効果」（the direct effects）ではなく

「間接的効果」（ the indirect effects）３０４にすぎないと判断したからである。そ

して、「患者に対して困難（hardship）を及ぼそうとする、政府の決定および意

図は存在しない。（給付の取消しによって生ずる）患者のいかなる困難も、医療施

設の質の最低限度の基準をメディケア指定施設に遵守させる政府決定の間接的結

果にすぎない。……したがって、患者らは、デュー・プロセスによる保護を主張

する地位にはない」と述べた３０５。  

次に、法廷意見は、委任禁止法理違反について、以下のように述べた３０６。本

件メディケア法の規定は、HEW 省長官が、指定に関する明確な範囲（distinct part）

を審査する権限を通して、メディケア参加資格の取消しに関する最終的な権限を

有していると解することができる。そして、長官は、病院の適切性について、JCAH

                                                 
３０３  Cospito v. Heckler, 742 F.2d 72, 81-82 (1984). 
３０４  O’Bannon v. Town Court Nursing Center, 447 U.S. 773, 789 (1980).  
３０５  Cospito v. Heckler, supra note 303, at 82. 
３０６  Id. at 87-89. 
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とは別にその判断基準を定立する権限も有し、JCAH と同時並行的に調査し事実

認定を独自に評価する（de novo evaluation）ことができる。議会が私人に対し

て「多少の技術的事項」（matter of a more or less technical nature）３０７の補助

を求めることは、連邦最高裁も容認しており、長官は、JCAH の基準およびその

適合性審査を、参照（ reference）しているのである。長官が、自らの基準を JCAH

の基準と「同等」（equivalent）のものとするか否かは、長官の裁量である。した

がって、長官は、JCAH とは別に、事実認定権限および一般的基準の定立権限を

有しており、JCAH の認定活動の全ては、長官による完全な再審理（ full review）

に服している。  

③判決の評価  

 メディケア法が直接定める特定かつ既存の医療職集団の指定（みなし指定）と

いう制定法の仕組みによって、医療職集団は、HEW 省と接合する。その結果、

この医療職集団が定立した病院認定基準（自主法の定める要件）は、メディケア

法の法定要件と接合する。この二つの要件の接合について、裁判所が用いる法理

は、議会権限または政府権限の私人への委任の該当性および合憲性、ステイト・

アクション該当性、そして、要件審査手続の適正さについてである。  

制定法要件と自主法要件との接合について、原告患者らは、医療職集団の認定の

みで行政機関による法律上の資格の付与という法効果が発生する単独型接合に当

たると解し、これが政府権限の私人への委任であり、かつ、ステイト・アクショ

ンであると主張したのであった。  

しかし、法廷意見は、まず、委任禁止法理について、委任に該当しないと述べ

た。その理由は、HEW 省長官が、病院の指定基準の定立権限、病院の指定権限

およびその取消権限、ならびに、医療職集団による病院の認定に対する完全な再

審査権限を有すると解されるからである。したがって、このような判示からわか

                                                 
３０７  Schechter Poulty Corp. v. U.S., 95 U.S. 495, 535 (1935).  
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るように、本件法廷意見の関心は、長官がどのような権限を有するかにあった。

そして、医療職集団による認定の位置づけについては、長官は、その裁量権に基

づいて、医療職集団が定立した自主基準およびその適合性審査に基づく認定を参

照したものであると法廷意見は解した。確かに、法廷意見がいうように、形式的

には、長官は、規則でメディケア指定施設を規制している。しかし、そこに盛り

込まれる内容は、医療職集団が定立する基準であった。さらに、メディケア法は、

メディケア指定施設を認定する機関として医療職集団も指定しており、当該医療

職集団の定立した基準を、法の基準として直接用いることも認めていた。したが

って、医療職集団による認定は、行政機関の法定要件該当性審査に基づく認定に

よって代替されうるのである。これは、本稿がいうところの選択型接合――指定

医療職集団の認定か、または、行政機関の認定かのどちらかを得ることができれ

ば、法定要件は充足したものとして、法効果が発生する自主法要件・法定要件選

択型接合――にあたる。  

議会・政府権限の医療職集団への委任に該当しないと判断された結果、メディ

ケア法上の医療保険の枠内で、行政機関と医療職集団は、別個の独立した組織で

ありつつ、要件審査の仕組みを介して接合しているのである。しかし、委任禁止

法理を用いる本件裁判所は、医療職集団、およびそれがどのような権限を有する

か（本件の場合、要件審査権）についてはほとんど関心を払っていなかったので

ある。  

次に、法廷意見は、医療職集団の決定が、病院に対してなされたものであり、

病院利用者である患者らに対しては間接的効果をもつものにすぎないことを理由

に、ステイト・アクション該当性も否認している。直接的効果が及ぶ者、すなわ

ち直接の認定対象である病院が原告であったならば、医療職集団による認定がス

テイト・アクションに該当すると解される可能性があり、その場合は、JCAH の

認定手続の適法性が審査され得る。また、当該医療保険制度において、ステイト・
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アクション該当性が認容される場合には、医療職集団の行為は国家の行為と同視

さ れ 、 医 療 職 集 団 は 私 的 主 体 で は あ る が 行 政 機 関 に 準 ず る も の

（quasi-administrative agency）となり、行政機関と同様の規律（たとえば行政

手続等）に服することが求められ得る。すなわち、ステイト・アクションが認容

された場合には、医療職集団は、行政機関に準じたものとなり、専門職自主法は、

行政法に準ずることとなったであろう。  

本件では、議会・政府権限の委任該当性およびステイト・アクション該当性の

両方が否定されたことから、医療職集団が行政機関に準ずるものになったり、専

門職自主法が行政法になる途は閉ざされたのである。しかし、判決時のメディケ

ア法が定める、組織および要件の定立・審査における専門職自主法と行政法との

接合それ自身は、違憲と判断したり違法と判断したりはしておらず、したがって

憲法上・法律上許容されたのであった。  

 

（三）制定法が行政機関を設置し、当該行政機関が委任命令により医療職集団を

指定する場合  

制定法が行政機関を設置し、当該行政機関が委任命令により医療職集団を指定

する場合における、この制定法令と専門職自主法とが接合する仕組みに対する司

法審査を検討する。この仕組みに基づく認定について３０８、その合憲性が論じら

れた連邦地裁判決として、 St. Agnes Hospital v. Riddick as Chairman of 

ACGME, 668 F. Supp. 478 (1987), 748 F. Supp. 319 (1990)判決がある。   

①メリーランド州医師免許法令  

メリーランド州の医師免許法（以下、「州医師免許法」という。）は、医師免許

委員会を設置し、これに免許付与権限を授権した３０９。また、州医師免許法は、

                                                 
３０８  本章第一節一（三）を参照。  
３０９  MD. CODE  ANN., HEALTH OCC. § 14-307 (1986). 
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医師免許付与要件として、倫理的人格、医科大学院の学位、卒後研修および医師

資格試験の合格という四つの要件全てを満たすことを求めた３１０。そして、同法

に基づく州規則は、卒後研修について、「承認された（ approved）研修プログラ

ム」での一年以上の卒後研修を要求した３１１。州規則の定義によれば、「承認され

た研修プログラム」とは、「 the Accreditation Council on Graduate Medical 

Education（以下、ACGME という。）３１２によって定立された基準と同等の

（equivalent）基準を満たした卒後研修プログラム」であると定められていた３１３。 

②事実および争点  

St. Agnes Hospital（以下、「病院」という。）は、カトリック教会が設立し、

宗教上の信念から、産婦人科における卵管外科をもたず、家族計画も行っていな

かった。病院は、一九八一年以前には、ACGME から教育病院として完全に認定

されていた（ fully accredited）。病院は、一九八一年一〇月に、産婦人科研修プ

ログラムの不備を理由に仮認定（probationary status）に変更された。その後、

                                                 
３１０  Id, § 14-307 (b); (d)(1)(i), (2)(i); (d)(1)(ii), (2)(ii); (e). 
３１１  MD. REG. CODE § 10.32.01.04 (A)(6) (1986). 
３１２  the Accreditation Council on Graduate Medical Education: ACGME は、

医科大学院を修了した後の臨床研修について、その研修施設とプログラムの認定

を行う、非営利の法人格をもたない民間組織である。前身は、アメリカ医師会

（AMA）がその内部に設置した医学教育評議会（Council on Medical Education: 

CME. 一九二〇年には、Council on Medical Education and Hospital: CMEH に

改称された。本稿第二章第二節一（二）参照。）である。この評議会は、一九一四

年に、医学校修了後医師免許取得前に病院で臨床研修（以下、「卒後研修」という。）

を受けるプログラムを作成した。この卒後研修プログラムは、この頃から専門分

化しはじめた他の専門医学会等と協力して、幾度か改正された。

http://www.ama-assn.org/ (last visited Jan. 10, 2014).そして、一九六五年に、

卒後研修プログラムおよび卒後研修施設を認定するための機関である the 

Council on Medical Specialty Societies: CMSS の創設へと至った。CMSS は、

一九七二年の改組によって現在の the Accreditation Council for Graduate 

Medical Education: ACGME と改称された。ACGME は、全国的な五団体（the 

American Board of Medical Specialties, the American Hospital Association, 

the American Medical Association, the Association of American Medical 

Colleges, the Council of Medical Societies）により組織されている。

http://www.acgme.org/acgmeweb/ (last visited Jan. 10, 2014). 

認定の仕組みは、ACGME のホームページの他、St. Agnes Hospital v. Riddick 

as Chairman of ACGME, 748 F. Supp. 319, 321-22 (1990)を参照。  
３１３  MD. REG. CODE § 10.32.01.02 (B)(4).  

http://www.ama-assn.org/
http://www.acgme.org/acgmeweb/
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ACGME は再調査を行い、同プログラムの不備が改善されていないことを理由に、

認定を取り消す決定を行い、この旨を病院に告知した。病院は、一九八六年に、

ACGME が設ける不服申立委員会に不服を申し立てた。この不服申立委員会は

ACGME の認定取消決定を認容する勧告を行い、同年六月、ACGME は、不服申

立委員会の当該勧告を採用して、病院の認定を最終的に取り消した。病院は、

ACGME による認定の取消しは、合衆国憲法修正一条が保障する信仰の自由３１４

を侵害していると主張し、ACGME の理事（chairman）を被告として、認定取消

しの差止めを求めて提訴した。  

本稿と関連する争点は、ACGME による認定取消しのステイト・アクション該

当性、そして、ACGME の認定取消しがステイト・アクションに該当する場合に

は合衆国憲法修正一四条の保障する手続的デュー・プロセスを満たすものか、ま

た、ステイト・アクションに該当しない場合にはコモン・ロー上の公正な手続を

満たすものかであった。  

③法廷意見（Murray 判事）  

第一に、連邦地裁は、ステイト・アクション該当性を認め、以下のように述べ

た。「メリーランド州で医師免許を取得するためには、免許申請者は、州の医師免

許委員会によって実施される資格試験の合格を含む多くの（法定）要件３１５を満

たさなければならない。州規則の規定によれば、この資格試験を受験するために、

申請者は、医科大学院修了後最低一年間、『承認されたプログラム』で卒後研修を

受けなければならない。承認されたプログラムとは、『ACGME によって認定され

た基準と同等（equivalent）の基準を満たした卒後研修プログラム』である。し

たがって、医師免許を取得するには、ACGME によって認定された研修プログラ

ムが提供する研修を修了しなければならない。……州は、制定法および規則を通

                                                 
３１４  U.S.CONST. amend. I.  
３１５  MD. CODE ANN., HEALTH OCCU.  § 14-305, 14-306.  
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じて、卒後研修プログラムを認定する権限を ACGME に授権しており、したがっ

て、部分的ではあるが、医師免許を得るためにどのような訓練が必要かを決定す

る（州の）権限を、ACGME に授権しているのである。……そして、この決定権

限は、本質的に、州の権限であ（る）。……州の機能（医師免許の付与）と ACGME

の活動（免許手続にかかわるプログラムの認定）とは、直接に関連するのであり、

また、州による ACGMEへの権限の委任と原告病院の（損害の）主張との間に（も）、

直接の関連性がある。ACGME やそれと同様の組織が存在しない場合、州は、現

在 ACGME が行っている認定を自ら行う義務があることは明らかである。州が、

私的組織に対し免許に関する責任の一部を委任することを選択したという事実は、

ステイト・アクションが存在しないということを意味するのではない」３１６。  

第二に、ACGME の認定取消手続の合憲性に関する判断枠組みとして、法廷意

見は、以下のように述べた。「デュー・プロセス条項は、生命・自由・財産の剥奪

に『先立って事案の性質に応じた告知およびヒアリングの機会の付与を要求して

いる』３１７。その手続のタイプを決定するに際して、裁判所は、私人の利益と、

それに対抗する効率的行政を行う政府の利益とのバランスを取らなければならな

い。……この利益衡量の考慮要素は、『影響を受ける私人の利益、その利益が誤っ

て剥奪される危険性と手続を付加することのもつ価値、手続をより厳密にするこ

とから生じる政府の負担を含む政府の利益』３１８の三要素である」３１９。  

続いて、法廷意見は、上記三要素を本件に当てはめたうえで、ACGME の認定

手続には、憲法上「告知およびヒアリングの機会」が要求されており、本件では

これを十分に満たしていると判断した。すなわち、「本件での病院の利益、すなわ

                                                 
３１６  St. Agnes Hospital v. Riddick as Chairman of ACGME, 668 F. Supp. 478, 

480-82 (1987). 
３１７  Cleveland Bd. of Edu. v. Loudermill, 470 U.S. 532, 542 (1985).  
３１８  Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 335 (1976).   
３１９  St. Agnes Hospital v. Riddick as Chairman of ACGME, 748 F. Supp. 319, 

337 (1990). 
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ち産婦人科研修プログラムの認定は、財産的利益（property interest）ではある

が、ことさらに強い利益ではない。他方、ACGME の利益は、全ての研修医の適

切な訓練、および患者の保護において、極めて重要なものである。……病院は、

ACGME から、産婦人科研修プログラムの不備について十分な告知を受けており、

かつ、プログラムの改善に関して一度以上の猶予を与えられた」３２０。  

第三に、法廷意見は、ACGME の認定がステイト・アクションに該当しない場

合であっても、ACGME の認定が専門職としての活動の事実上の前提条件となる

場合であれば、当該認定には、コモン・ロー上公正に扱われる権利から導かれる

公正な手続が要求されると述べた。手続が公正であるかの審査基準として、法廷

意見は、①ACGME による認定の認定基準の適切性、②認定取消しの告知の適切

性、③ACGME 内部の不服申立委員会（ the Board of Appeals）による決定手続

の適切性という三つを挙げた。そして、ACGME の認定に関する組織、基準、基

準定立および認定の手続を審査したうえで、ACGME の認定は、コモン・ロー上

要求される公正な手続を踏んでいると判示した３２１。  

④判決の評価  

 制定法は、医療職集団について何も述べていない。制定法が設置した州行政委

員会は、その規則すなわち「行政の決定」に基づいて、医療職集団を指定する。

この指定を媒介として、医療職集団は州医師免許法が設ける州行政委員会と接合

する。そして、制定法上は州行政委員会が行うこととされている要件審査を、医

療職集団が行うことになる。したがって、要件の定立・審査においても制定法お

よびその委任命令と自主法とが接合している。ここには、州行政委員会による直

接かつ単独の要件審査は存在せず、医療職集団が定立する基準は、州行政委員会

による「行政の決定」の基準と同等のものとして位置づけられるのである。  

                                                 
３２０  Id.  
３２１  Id. at 338-42. 
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 この要件の定立・審査における接合について、裁判所が用いる法理は、ステイ

ト・アクション該当性、要件審査手続の適正さである。そして、ステイト・アク

ション法理の中で、議会・政府権限の私人への委任の該当性および合憲性を論じ

た。法廷意見は、行政の規則が併用型接合――医師免許付与という法効果を生ぜ

しめる要件の一つとして、少なくとも当該医療職集団の認定を要する――を規定

しており、したがって、当該指定は政府権限の私人への委任にあたり、かつ、医

療職集団の行為はステイト・アクションに該当すると述べている。医療職集団の

行為が政府の行為と同視できることから、医療職集団の決定は、「『行政』の決定」

となり、この決定に対して憲法上の適正手続等公法的コントロールが及ぶことに

なる。  

しかし、適正な手続は、憲法（あるいは行政手続法等）を経由しなくとも、導

くことができる。裁判所は、コモン・ローを根拠に、医療職集団による決定の手

続的公正を要求することができると述べている。このコモン・ローの視点からみ

るならば、裁判所は、専門職自主法それ自体に、公法規範ではなく、したがって

民主的正統性によることなく正義の観点から、医療職集団による決定に公正さを

要求したのであった。  

 また、州行政機関は、民間の医療職集団の認定を review する――報告を受け、

事後的に形式的に審査する――にとどまる。州行政機関は、準行政機関に当たる

医療職集団に対して、ある種の監督を行っていると考えることができる。  

 州行政委員会の委任命令によって指定された医療職集団は、この指定を介して、

組織のレベルにおいて州行政委員会と接合し、そして、要件の定立・審査のレベ

ルにおいても併用型で接合することとなった。そこでは、州行政委員会および州

制定法と医療職集団および専門職自主法とは、それぞれ独立し並立・対等の関係

にあった。しかし、本判決が、医療職集団の行為のステイト・アクション該当性

を認め、議会・政府権限の私人への委任にあたると判断した結果、医療職集団お
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よび専門職自主法は、行政機関および制定法の中に吸収され、かつ、行政機関お

よび制定法の下位に位置づけられることとなった。したがって、本件のような医

師免許という法的仕組みにおける専門職自主法と行政法との接合は、行政機関お

よび制定法が中心となってそこに内部化されることになった。  

 

二 施設（医療職集団）の決定を導く委員会（URC. 法定設置の医療職集団）に

よる要件審査  

 

法定設置の医療職集団である委員会（URC）を内部に設ける施設が、委員会

（URC）が行った要件審査をうけて行う決定の合憲性を連邦最高裁が判断した判

決として、Blum v. Yaretsky, 457 U.S. 991 (1982)判決がある３２２。  

 

（一）事実および争点 

 ニュー・ヨーク市にある民間の入所型高度介護施設（以下、「施設」という。）

は、メディケイド参加施設であり、その運営資金の九〇％はメディケイドからの

給付であった。メディケイドから施設への給付は、メディケイドによる医療扶助

の対象者が施設に入所したとき、州から直接に行われる。原告（患者ら）は、メ

ディケイドによる医療扶助の対象者であり、当該施設に入所していた。一九七三

年に、施設内の委員会（URC）は、原告が現在提供されている医療が「医学上必

要」ではないと判断し、より低水準の医療を提供する施設への転院を相当とする

                                                 
３２２  制定法令の仕組みは、本章第一節二を参照。本判決の分析として、大浜啓吉、

関根雅樹「アメリカにおけるメディケアの発展とデュー・プロセスの権利」比較

法学三五巻二号（二〇〇二年）三一五‐三一九頁、木下智史『人権総論の再検討 

私人間における人権保障と裁判所』（日本評論社、二〇〇六年）一〇三‐一一七頁、

君塚正臣『憲法の私人間効力論』（悠々社、二〇〇八年）一一六、一二四頁。  

 委員会（URC）による決定のステイト・アクション該当性が争点となった本件

連邦控訴裁判決において、法廷意見は、この決定がステイト・アクションに該当

すると判示した。Blum v. Yaretsky, 629 .F.2d. 817, 820 (1980). 
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決定（第一決定）を行った。この決定の通知をうけて、市メディケイド担当職員

は、メディケイド給付金の減額または打切りの事務手続に入った。（そこで、原告

は、州社会福祉担当審理員（state social service officials）に不服申立てを行い、）

行政上のヒアリングを経て、当該審理員は、原告が転院しない場合、メディケイ

ド給付を打ち切るという決定（第二決定）を行った。主張が容れられなかった原

告は、州社会福祉省（ the New York Department of Social Services）長官および

州保健省（ the New York Department of Health）長官を被告として、施設内に

設けられた委員会（URC）の決定（第一決定）およびその理由の告知、および、

この第一決定に不服申立てを行った際の行政上のヒアリングにおける原告の権利

に関する告知が適切でないこと、したがって、この手続が連邦法および州法なら

びに合衆国憲法修正一四条の保障する手続的デュー・プロセス違反にあたること

を主張して、給付打切りの差止めおよび損害賠償を求めて提訴した。  

 本件連邦最高裁判決は、当該委員会（URC）を内部に設置する施設が、委員会

（URC）の第一決定をうけて、原告に対し、より低い介護レベルの施設への転院

決定を行う可能性が高いことを認定した。そのうえで、本件では、施設の当該決

定のステイト・アクション該当性が争点となった。  

 

（二）法廷意見（Rehnquist 判事）  

法廷意見は、①施設と州との間の十分に密接な関係、②州による強制権限また

は相当の影響力、③伝統的排他的な州の大権という三基準を用いて、これを順次

検討し、施設による決定のステイト・アクション該当性を否定した。  

①施設は、「医学上必要」か否かを決定する際に、州保健省が作成した form（質

問票 long term care placement form）を用いている。しかし、施設の決定は、「州

が定立したものではない自らの専門的基準（professional standards）に基づい
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た、私人による医学的判断（medical judgment）であ」る３２３。  

②第一に、州は、「医学上必要」でない患者を入所させている施設に対して、メ

ディケイドの医療費を給付しない権限および罰金を科す権限を法令上有している。

しかし、州は、個別の事案について転院または退院の決定を行うよう命じたわけ

ではない。州は、制裁を科す権限を有しているが、それだけでは、ステイト・ア

クションを構成しない。第二に、州および連邦は、施設に対して、その患者の医

療の必要性を評価し、評価結果を州および連邦の公務員に提出するよう要求して

いる。しかし、州および連邦の法令は、公務員に対して、特定の患者に対して特

定の医療提供を命じるものではない。州の義務は、患者に提供される医療の必要

性の変化に応じて、メディケイドの医療費給付を承認する、または承認しないこ

とである。州は施設の退所等の決定に応じて（ in response to）医療費給付を調整

しているが、このことは、施設の決定を承認するものではなく、また、施設の決

定を執行するものでもない。第三に、施設は州からの助成金を受け、施設入所患

者の九〇％以上はメディケイド受給者であり、施設は州の設置許可を受けている

が、しかし、これらは、ステイト・アクションを構成するものではない。施設は、

州により広範に規制されているが、しかし、州には提供義務のない医療を提供し

ている私的事業体（privately owned enterprises）である３２４。  

③メディケイド法および州憲法は、州議会に対し、医療を必要とする者に医療

費を給付する権限を授権したにすぎず、特定の医療提供を命じたものではない

３２５。  

 

（三）判決の評価  

本件において、施設は、その内部に医療職集団である委員会（URC）の設置を、

                                                 
３２３  Blum v. Yaretsky, 457 U.S. 991, 1008 (1982). 
３２４  Id. at 1009-11. 
３２５  Id. at 1011. 
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連邦規則および州制定法によって要求されている。この施設は、連邦および州の

法令が付与した職務、すなわち医療費給付に関する委員会（URC）の法定要件審

査をうけて、医療サービスの許否・程度に関する決定を行うことができる。また、

行政機関は医療費給付を実施している。したがって、行政機関は医療費給付権の

みを有する。医療費給付を希望しない施設は、委員会（URC）を設置する必要は

ない。このような法的仕組みをとることで、まず、制定法に基づいて設置された

医療職集団である委員会（URC）は、省等の行政機関と、組織として接合してい

る。そして、委員会（URC）が定立する専門職自主法と、省等の行政機関が定立

する行政法令とが、医療費給付に関する要件の定立・審査を媒介として接合して

いる。  

この接合について、施設の決定がステイト・アクションに該当すると主張する

原告患者らは、委員会（URC）による「医学上必要」という要件審査をうけた施

設による転院決定が、直ちに、行政による給付の減額・打切りという法効果をう

みだす単独型接合に当たると解したのであった。しかし、法廷意見は、委員会

（URC）の決定をうけた施設の決定については、私的な事業体としての決定であ

ると述べて、ステイト・アクション該当性を否定したのであった。  

 法廷意見が、施設の行為のステイト・アクション該当性を否定したため、施設

の決定に先立ち委員会（URC）による「医学上必要」の判断基準の定立とその個

別適用は、委員会（URC）毎に、すなわち施設毎に異なるものとなり得るし、多

様なものであってよいということになった。したがって、法令が作成した form

は、様式という形式においては州内で統一されているが、しかし、そこに盛り込

まれる「医学上必要」という実質的内容は医療職集団毎に異なるものになること

が容認されている。  

ステイト・アクションが否定されたことによって、行政機関と医療職集団との

接合および要件の定立・審査における接合は、行政機関と制定法に吸収されるこ
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となく、接合するそれぞれの要素が、組織のレベルにおいても、要件の定立・審

査のレベルにおいても、独立し対等・並列に存在することが、憲法上・法律上容

認されることとなった。 

 

三 委託契約に基づく医療職集団による要件審査 

 

メディケイドを所管する州行政機関は、メディケイド法を受けて制定された州

法に基づいて、メディケイド給付が「医学上必要」または「利用状況のコントロ

ール手続」からみて適切であるか否かを決定する事務の委託契約を医療職集団と

締結した。医療職集団によるこの決定が、連邦および州の法令が定める手続に違

反しているかを連邦地裁が判断した事件として、J.K. v. Dillenberg, 836 F.Supp. 

694 (1993)判決がある３２６。  

 

（一）事実および争点 

 アリゾナ州保健省（the Arizona Department of Health Service . 以下、「省」

という。）は、マリコパ・カウンティ地区における REBHA の事務について、医

療職集団である CODAMA を相手方として事務委託契約を締結した。この契約に

より、CODAMA は、連邦法令および州法令を遵守し、「医学上必要」または「利

用状況のコントロール手続」からみて適切であるか否かを決定することとなった。

一九九三年、CODAMA は、メディケイド小児精神医療について、原則、九〇日

以上の医療施設入所を認めないという新方針を立てた。この新方針に基づき、小

児精神医療施設からの退所の決定を CODAMA から告知された原告患者らは、省

の長官、BHS 局長等を被告として、以下の命令を求めて提訴した。すなわち、入

                                                 
３２６  制定法令の仕組みは、本章第一節三を参照。本判決の分析として、大浜・関

根・前掲注 (322)三一九‐三二一頁。  
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退所の決定は、CODAMA の新方針がいう日数ではなく、「医学上必要」を根拠と

すべきこと、そして、理由の提示・ヒアリング等を有する十分な告知がなされな

ければならないことであった。  

本稿に関連する争点は、REBHAs として事務を契約で請け負っている

CODAMA の行ったメディケイド受給者の医療施設退所決定（以下、「REBHA の

決定」という。）がステイト・アクションに該当するか否かである。  

 

（二）法廷意見（Roll 判事）  

法廷意見は、医療施設退所に関する REBHA の決定のステイト・アクション該

当性を認めた。この判断基準として、法定意見は、伝統的かつ排他的な政府の機

能、および、政府と私人の行為との関係――政府による命令または奨励の存在、

共生関係（symbiotic relationship）――を挙げた３２７。  

まず、伝統的かつ排他的な政府の機能について、法廷意見は、REBHAs がこの

機能を果たしていることを認めた。その理由は以下の通りである。「REBHAs は、

患者への医療提供の事務を独占的（exclusively）に行っている。……（さらに）

REBHAs は、主権者の意思の創造物である。……州は、その公の義務の履行手段

として、REBHAs に対し、医療提供義務を果たす責任を全体として委任している。

REBHAs は、州による広範な関与に服している。REBHAs は、契約に従って、

この契約の下にある義務履行を管理するための、連邦法、州法、地方の法、規則、

基準および執行部の命令に服している」３２８。  

次に、法定意見は、政府と私人との間に、代理関係（agency relationship）が

あると述べた。すなわち、代理関係の核心には、一方当事者による他方当事者の

支配（ control）が存在し、これに対して、契約関係は独立した契約当事者（an 

                                                 
３２７  J.K. v. Dillenberg, 836 F.Supp. 694, 697-98 (1993). 
３２８  Id. at 698-99. 
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independent contractor）間に成立する。被告省長官等は、契約の相手方である

REBHAs に対する命令権を有する主人（principal）であり、「明らかに、REBHAs

を強力に支配している。……また、仮に、REBHAs が独立した契約者であるとし

ても、州は、州の特定の義務については、REBHAs に対して委任することはでき

ない。……州が、その義務を契約によって私人に手渡し（away）、結果として連

邦の責任放棄に至ることを、連邦議会が許容していると（裁判所が）推測するこ

とは、明らかに不合理である。法（ the law）は、州のメディケイドに関する単一

の代理人（Medicaid agency）が、医学上必要という基準について、州内で統一

的に誠実に、これを遵守するための審査手続を監視し維持しなければならない、

と要求している」３２９。  

 続いて、法廷意見は、REBHAs の決定手続が公正であった否か――「医学上必

要」を判断する審査基準、合理的な告知、公正なヒアリング――を審査する必要

はないと判示した。「REBHAs が定めた九〇日以上の入所を認めないという方針

は、REBHAs がその契約上の義務をどのように果たすかに関する裁量上の決定に

すぎず、メディケイド受給資格の付与に影響を与える方針（policy）ではない」

からである３３０。  

 

（三）判決の評価  

本件における医療職集団 CODAMA と州保健省長官とは、州法に基づいて、メ

ディケイド事務の委託契約を締結している。この契約に基づいて、CODAMA は、

REBHAs の一つとなる。したがって、ここでは、組織のレベルにおいては、医療

職集団は、委託契約を介して行政機関と接合している。 REBHA としての

CODAMA は、医療費給付に関する法定要件である「医学上必要」に関する要件

                                                 
３２９  Id. at 699. 
３３０  Id. at 700. 
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審査を行っている。一方、行政機関は、医療費給付権のみを有している。このよ

うな仕組みをとることで、専門職自主法と行政法とは、この要件の定立・審査の

レベルにおいて接合している。  

この接合について、REBHA の決定がステイト・アクションに該当すると主張

する原告患者らは、REBHA による「医学上必要」または「利用状況のコントロ

ール手続」という要件審査の結果としての退所決定が、直ちに、行政による給付

打切りという法効果をもたらす単独型接合であると主張した。法廷意見も、①州

は、州の義務を全て、REBHAs に委任しており、REBHAs が州の義務を独占的

に履行しており、契約の中には州法等の遵守義務が定められていること、そして、

②省長官と REBHAs とが主人・代理人関係にあることから、REBHAs の決定の

ステイト・アクション該当性を認めた。したがって、この接合は、本稿の分類が

いうところの単独型接合に当たるといえる。そして、この単独型接合を介して、

各地の REBHAs が行う退所等の諸決定は、一律に、州長官による給付打切りを

導くものであった。  

しかし、州長官による給付打切りが一律の措置であるのに対し、REBHAs が定

立した審査基準は、法廷意見によって、裁量基準であると解された。その結果、

「医学上必要」の審査基準は、州域を六分割して設けられた REBHAs 毎に異な

るものとなった。このように、異なる基準とそれに基づく退所決定について、法

廷意見は、その種差を容認したのであった。この点で、法廷意見は述べていない

が、要件審査手続についても、REBHAs 毎に設けられ、それぞれ異なるものにも

なりうるし、これらそれぞれの手続には、行政機関と同様の適正手続が共通に要

求されることにもなる。  

当該医療扶助制度の中で、それぞれ独立して存在する行政機関と医療職集団は、

組織のレベルにおいては委託契約を介して、接合し、そして、制定法と専門職自

主法とは要件の定立・審査のレベルにおいて接合する。そして、本判決は、医療
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職集団を行政機関の代理人であるとみなし、議会・政府権限の委任をそこに認め、

したがって、ステイト・アクション該当性を認めている。この結果、本件医療扶

助制度における専門職自主法と行政法との接合は、制定法が中心となって規律す

るように方向づけられたといえる。  

しかし、本判決が、医療職集団の行為のステイト・アクション該当性を認め、

議会・政府権限の私人への委任にあたると判断した結果、医療職集団および専門

職自主法は、行政機関および制定法の中に吸収され、かつ、行政機関および制定

法令の下位に位置づけられることとなった。したがって、本件のような医療扶助

という法的仕組みにおける専門職自主法と行政法との接合は、行政機関および制

定法が中心となって、そこに専門職自主法が内部化されることになった。 

 

四 接合の司法審査における裁判所の視点 

 

医療職集団の専門職自主法と州・連邦の制定法令との接合は、制定法令が、医

療職集団を組織のレベルで位置づけるところから生じることになる。組織のレベ

ルでの接合には、①制定法令に基づく医療職集団の指定（指定型接合）、②医療職

集団の制定法令に基づく設置（法定設置型接合）、③行政機関と医療職集団の制定

法令に基づく委託契約（委託契約型接合）の三つの型の接合がある。この三つの

接合のいずれにおいても、医療職集団は、少なくとも共通して、法定要件審査を

行っている。法定要件審査においては、まず、当該要件審査における医療職集団

の決定があり、そしてこの決定を受けた「行政の決定」が行われるのである。指

定型接合の場合は、これに加えて、指定医療職集団の決定自体が法定要件となる

場合もあることから、指定医療職集団の決定が、「『行政』の決定」に代わること

もあった。  

しかし、司法審査においては、三つの型の接合のいずれのタイプにおいても、
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まず、委任禁止法理該当性、および／または、ステイト・アクション該当性を審

査することが通例である３３１。すなわち、議会・政府の権限の所在や政府の行為

との同質性に着目して、医療職集団およびその決定が、国家からみてどこまで同

じかという国家中心的な視点にたって判断しているのである。そしてこれらに該

当する場合には、次に、医療職集団の決定における手続の適正さが審査されてい

る。  

ここでは、議会・政府権限がどこに所属するか――所属先は、国家機関に限ら

れるわけではなく、私人も含む――を問う委任禁止法理３３２、そして、私人の活

動が国家の活動と同視できるかを問うステイト・アクション法理を、裁判所は用

いている。この二つの法理を用いることによって、医療職集団の決定手続の適正

さを審査する前段階において、裁判所は、「医療職集団を行政機関と位置付け、専

門職自主法を行政立法（＝行政法）と位置付けることができ、したがって、公法

によるコントロール――憲法および制定法（情報公開法、行政手続法、公務員の

不法行為による損害賠償法等）――を及ぼすことができるか」を問うのであった。  

 そこで、第一に、医療職集団に議会・政府権限が委任されており、かつ、その

委任が合憲である場合、および／または、医療職集団の決定がステイト・アクシ

ョンに該当する場合には、医療職集団の決定は、公法――憲法および制定法（情

報公開法、行政手続法、公務員の不法行為による損害賠償法等）――によってコ

ントロールされることとなる。したがって、医療職集団は行政機関の、専門職自

主法とそれに基づく決定は、憲法および制定法とそれに基づく「行政の決定」の

                                                 
３３１  委任禁止法理とステイト・アクション法理との関係は、論理的には、まず、

議会・政府権限の委任の該当性、続いて、ステイト・アクション該当性となるは

ずである。しかし、判例は、この両者を関係づけようとはしておらず、この二つ

は、並列に論じられることもあるし、ステイト・アクション法理の中で議会・政

府権限の委任が論じられることもある。  
３３２  この点、州裁判所は、連邦裁判所に比べ、委任禁止法理違反と判断すること

が多い。David M. Lawrence, Private Exercise of Governmental Power, 61 

IND.L.J. 647, 650 (1986). 
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中に浸透し、その中に内面化することとなる。  

第二に、医療職集団による決定が、議会・政府権限の委任に当たらず、かつ、

ステイト・アクションにも該当しない場合には、制定法令が定めた専門職自主法

と制定法令との接合は、司法審査において違憲違法とは判断されず、憲法・制定

法令上、そのまま容認されることとなる。この場合の接合のあり方には、オープ

ン・スペースがあり、論理的に考えるならば三つの発展の方向性があり得る。す

なわち、医療提供の法的規律において、専門職自主法と制定法令とは独立して存

在し、かつ、接合しつつ、①制定法令による規律が中心となって発展する方向３３３、

②制定法令ではなく専門職自主法による規律が中心となって発展する方向、また

は、③いずれも中心とはならないまま発展する――両者を含むネットワークの中

で理解する――方向である。  

医療職集団による決定に対し、手続および実体の両面から法的コントロールを

及ぼそうとする場合、必ずしも、①の発展方向を追求するアプローチ、すなわち、

議会・政府の権限の所在や政府の行為との同質性という視点にたって、医療職集

団およびその決定が、国家からみてどこまで同じかというアプローチに捉われる

必要はない。裁判所は、医療職集団およびその決定について、たとえばコモン・

ロー上の公正さから、手続的かつ実体的にコントロールすることが可能である。

さらに、三つの型の接合を審査する判例が直接述べるものではないが、医療職集

団およびその決定について、国家法（制定法令および裁判判決）による規律では

なく、単独の医療職集団の内部、あるいは、複数の医療職集団間において、その

専門職自主法を用いて、手続的かつ実体的にコントロールすることも可能である

３３４。  

                                                 
３３３  たとえば、メディケア法は、法改正によって、HEW 省長官の保険指定病院

の要件定立・審査権、保険指定取消権を明記し、また、JCAH への監督権を強化

しており（前掲注 (270)も参照。）、これは①の方向への展開であるといえる。  
３３４  この点については、次稿で述べる。  
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第三節 専門職自主法と行政法との接合・浸透  

 

一 専門職自主法と制定法令がつくる接合の関係性  

  

医療提供の空間には、この空間を規律する法として、専門職自主法と制定法令

とがある。これらの法はそれぞれ単独で、あるいは、相互に接合し一体となって、

医療提供を規律している。  

 

（一）専門職自主法または制定法令による単独の規制 

①専門職自主法による単独の規制：非国家法による規制  

 医療提供の法的規律には、第一に、専門職自主法単独で行う場合がある。たと

えば、医師資格や医療の質を保証する要件について、医療職集団は、専門職自主

法に定めを置き、医療職集団自らが要件審査を行う。そして、この要件を充足す

る場合、医療職集団は、たとえば医療提供資格を有することの認定を行う。 

専門職自主法に基づくこの認定の効果は、その専門職自主法を定立した医療職

集団という「社会」の内部に留まることなくこの集団の外部へと広がる。そして、

同時に、当該専門領域の関係者が属する「空間」の内部に限定される。したがっ

て、医療職集団によって定立された専門職自主法による規制は、国家法である制

定法令が適用される空間とは異なる空間――国家内部に存在する部分社会、ある

いは、国境を超えて広がる空間――の中に、存在する。 

 

②制定法令による単独の規制：国家法による規制 

医療提供の法的規律は、第二に、制定法令単独で行う場合もある。そこには、
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医師資格や医療の質を保証する要件について、議会が制定法に定めを置き、行政

機関がその委任を受けて法令を制定しそこに基準を設け、それに基づいて行政機

関が個別事案に適用するという過程がある。この過程において制定法は、行政立

法権限および行政行為権限を、行政機関に対して授権している。また、組織に着

目すると、全ての行政の活動は、議会の授権を受けて行政機関が単独で行ってい

る。したがってこの場合、医療提供の空間には、制定法とその委任立法による規

制である行政法規制だけがあり、専門職自主法による規制はなく、当然、両者の

接合もない。 

 制定法令に基づく認定は、国家法の通用範囲、すなわち国境で区切られた一国

家の領土の内部に原則として限定される。 

 

（二）専門職自主法と制定法令との接合 

医療提供の空間において、その法的規律は、これまで本稿が検討してきたよう

に、専門職自主法と制定法令とが接合して行うことも可能である。本章第一節で

述べたように、制定法令は、まず、組織のレベルで、①医療職集団を指定する、

②医療職集団を設置する、または、③行政機関による医療職集団との委託契約の

根拠を置く、という三つの型の組織的接合をつくる。次に、制定法令は、要件お

よび法効果について、一定の定めをおく。制定法令は、専門職自主法と制定法令

とを要件審査のレベルで接合させるのである。 

上記組織的接合のどの型においても、制定法令がつくる空間と専門職自主法が

つくる空間がそれぞれに存在する。ここでは、制定法令がつくる空間と専門職自

主法がつくる空間との接合、すなわち、その関係性という視点から医療提供の法

的規律を検討する。 

①制定法令に基づく医療職集団の指定：指定型接合 

制定法令の空間では、制定法は、医療職集団を指定することを一般的に定め、
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かつ、医療提供資格等の法定要件（「医療職集団による認定」、「行政機関による認

定」等）についても定める。そして、この制定法の規定を受けて、制定法令は、

特定の医療職集団を指定する。この指定された組織を媒介にして、制定法令の空

間は、専門職自主法の空間と接合する。これにより、行政法の視野の中に、専門

職自主法の空間がみえてくることとなる。そこには、制定法令と専門職自主法と

いう二つの空間から構成される一つの空間が登場している。 

専門職自主法の空間では、医療職集団は、たとえば医療提供資格を認定するた

めの基準を定立し、この基準を個別事案に適用し、医療提供資格を認定する。こ

の医療職集団による基準適合性認定行為は、制定法令による指定を通じて、行政

法の空間に取り込まれ内面化する。すなわち、組織的に、この医療職集団は、制

定法令による指定を通じて、制定法令単独の空間では「行政機関」とみなされる

が、しかし、制定法令と専門職自主法から構成される空間では「『行政』機関」で

ある。また、規範的に、指定医療職集団により定立された基準は、制定法令単独

の空間では「行政立法」とみなされるが、しかし、専門職自主法と制定法令が接

合している空間では「『行政』立法」である。個別事案への基準適用行為は、制定

法令単独の空間においては、行政機関が名あて人に対して行う「行政処分」とみ

なされるが、しかし、専門職自主法と制定法令が接合している空間においては、

医療職集団が名あて人に対して行う「『行政』処分」ということになる。したがっ

て、医療職集団および行政機関による「『行政』の決定」が、法定要件審査のレベ

ルに登場する。すなわち、専門職自主法の空間と制定法令の空間という二つの空

間が一つとなったこの空間では、名あて人に対して、一つの法・「法」効果を及ぼ

す仕組みをみることができる３３５。 

したがって、ここでは、指定された組織を媒介にして、接合が生じている。医

                                                 
３３５  医療職集団の認定のみで行政機関による法律上の資格の付与という法効果

が発生するという単独型接合の場合、これは顕著な特徴である。  
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療提供を規律する法という一つの法構造（構成体）において、制定法令と専門職

自主法とは、それぞれ自律的な構成要素でありつつ一つの構成体として、接合・

浸透し、統一された法構造をつくっているのである。 

 

②制定法令に基づく医療職集団の設置：法定設置型接合 

制定法令に基づく医療職集団の設置を通した接合の場合、制定法令がつくる空

間では、制定法は、医療扶助給付の法定要件（「医学上必要」等）を定める。また、

制定法令は、行政機関に対して、医療扶助給付の大綱的指針を定立する権限、お

よび、法定要件適合者への医療扶助の給付権（効果）を授権する。そして、法定

要件審査については、制定法令が、医療職集団を設置しこれを行うものと定める。

したがって、制定法令は、専門職自主法の空間に、大綱的要件である法定要件の

具体化を委ねることとなる。他方、専門職自主法がつくる空間では、法定設置さ

れた医療職集団は、法定要件の審査基準を定立し、その基準に適合しているかを

個別に審査する。 

したがって、医療職集団の法定設置を通しても、制定法令の空間には、専門職

自主法の空間が接合している。ただし、この場合の専門職自主法の空間は、制定

法令によって新たにつくられたものである。一旦、専門職自主法の空間がつくら

れると、医療職集団は、たとえば医療行為が「医学上必要」か否かの審査基準を

定立し、基準の個別適用行為も行う。その限りでは、民間医療保険会社の活動等

と同じであるということができる。 

このような専門職自主法の空間は、医療職集団の法定設置を通して、まず、組

織のレベルで接合し、続いて、法定要件審査のレベルで接合する。すなわち、法

定要件該当性の審査基準の定立権と審査権が、医療職集団に対して、制定法令か

ら授権される。したがって、この接合を通じて、医療職集団が定立した自主基準

は、法定要件の審査基準となり、すなわち「『行政』の決定」となる。そして、医
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療職集団による個別事案への基準適用行為は、制定法令単独の空間においては、

行政機関が名あて人に対して行う「行政処分」であるが、専門職自主法と制定法

令が接合している空間においては、医療職集団が名あて人に対して行う「『行政』

処分」となる。  

 

③制定法令に基づく医療職集団と行政機関との委託契約：委託契約型接合 

委託契約に基づく医療職集団による要件審査を定める制定法令の空間では、①

連邦制定法令に基づいて、連邦行政機関が大綱的基準の定立権、および、金銭給

付権を有し、②州制定法令に基づいて、州の行政機関が設置され、この行政機関

が審査基準の定立権および個別基準適用権を有する。連邦法も州法も、医療扶助

給付を行うための組織を設置し、かつ、これら組織に権限を授権している。この

限りにおいては、連邦法と州法との間で役割分担はあるものの、医療扶助給付の

ための制定法構造は、連邦および州の制定法令によって完結している。 

そのうえで、州の制定法令は、連邦の大綱的指針を具体化した基準の定立とそ

の適合性審査を、契約に基づいて、医療職集団に委託している。委託契約を通じ

て、州法および連邦法という二つの要素からなる制定法令の空間には、専門職自

主法の空間が接合することとなる。専門職自主法の空間には、複数の医療職集団

が存在し、そしてそれぞれの医療職集団の中に、専門職自主法がある。これら医

療職集団の一つが、医療扶助の要件審査業務を、契約形式で委託されるのである。

この場合、形式的には、制定法令は行政機関を設置し、同時に、行政機関に対し

て給付要件該当性の審査権限を与えている。そして、要件審査の形式的な枠組み

は制定法令がつくっている。しかし、その内容は、委託契約の相手方である医療

職集団がつくる専門職自主法である。専門職自主法と制定法令とは、形式を制定

法令が定め、内容は専門職自主法が充填していることとなり、ここに接合がみら

れる。そして、一旦要件審査のレベルで接合がみられれば、医療職集団の決定が
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「『行政』の決定」として通用することは、指定型および法定設置型と同様である。  

 

（三）制定法令を構成する専門職自主法 

上記三つの型の接合に共通している点は以下の通りである。これらの三つの型

の接合においては、まず、制定法令が、医療提供を規律する枠組みをつくってい

る。すなわち、制定法令が、行政機関を設置し、規制の要件および効果を定める。

次に、制定法令は、専門職自主法に対して、法定要件の審査を委ねる。したがっ

て、制定法令が定める行政法規制は、専門職自主法を構成要素としているという

ことができる。三つの型の接合について、上記のように説明することは、制定法

令が医療提供の法的規律を主導している姿を描くことになる。すなわち、ここに

は制定法令から専門職自主法をみる視点がある。制定法令がつくった仕組みの中

に、どのような形式で、そしてどのような内容において、専門職自主法に基づく

決定が取り込まれるか、すなわち内面化するかという問いがここに存在するので

ある。 

このように、制定法令の中への専門職自主法の内面化という点で共通する三つ

の型の接合は、しかし、それぞれに特有の内面化の形式と内容をもっている。 

指定という形式における専門職自主法と制定法令との接合では、二つの法が一

つのプロセスの中で連続的にそれぞれにそれぞれの役割を果たしており、その関

係性は分節的である３３６。なかでも、専門職自主法に基づく認定がそれ自体単独

で法定要件となる単独型接合の場合、専門職自主法は、制定法が定める要件審査

の段階においてこれを完全に実施し、その結論に対して次に行政機関が法効果を

付与している。また、専門職自主法に基づく認定が制定法令に基づく認定と併用

または選択されて法定要件となる併用型接合または選択型接合の場合には、まず、

                                                 
３３６  ここでいう接合（articulation）は、前掲注（211）で述べた後者の意味で

の接合、すなわち、明確な言語形態による事象の説明である。  
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法定要件審査の段階で、その一部を専門職自主法が実施する。この場合、一つの

プロセスの中で専門職自主法が行う部分が単独型接合に比べて少ないとはいえ、

そこにもやはり、専門職自主法と制定法令との分節的関係性が存在している。 

法定設置、および、委託契約の形式における専門職自主法と制定法令との接合

においては、専門職自主法に基づく認定自体は、法定要件とはならない。法定要

件充足の判断および法効果の付与に関しては、行政機関が権限をもつ。この制定

法令が定める要件の審査の段階で初めて、そして、法定要件審査の段階でのみ、

専門職自主法が登場する。法定要件審査の中で、すなわち、制定法令に基づいた

行政機関による認定の中に、専門職自主法に基づく認定は、内面化されている。 

そのうえで、法定設置型接合と委託契約型接合との異なる点は、医療職集団が、

制定法令に基づいて外生的につくられたか、または自生的なものであったか、と

いう医療職集団の組織法上の生成のあり方である。法定設置型接合における医療

職集団は、制定法令に基づいて、私的主体として設置されたものであった３３７。

他方、委託契約型接合における医療職集団は、制定法令がつくる市場に動機づけ

られるとはいえ、その成立は自生的である。 

法定設置型接合および委託契約型接合は、法定要件審査についてみるならば、

形式からいえば全て、政府が行うものとなっている。しかし、法定設置または委

託契約によって、法定要件審査における基準の内容の定立およびその適用は、専

門職自主法に委ねられている。この点において、法定設置型接合と委託契約型接

合は、形式と内容の両面で、制定法令と専門職自主法とが最も相互に浸透してい

る接合であるといえる。 

 

以上、医療提供における法的規律をみると、制定法令である行政法が主体とな

                                                 
３３７  制定法令による設置という点で、制定法令が行政機関を設ける場合と形式上

は似ている。  



138 

 

り、そして専門職自主法が客体となるという両者の関係性を有する法構造がそこ

には存在しているということができる。制定法令である行政法は、専門職自主法

を行政法目的実現のための要素として、行政法の枠の中で再構成している。専門

職自主法は、制定法令を介して行政法となるのである。ただし、接合の型の違い

によって、制定法令である行政法が専門職自主法を構成するあり方は異なってい

る。 

 

二 権力・権限（power）に焦点をあてる行政法――司法的救済の思考方法 

 

制定法令である行政法と専門職自主法との接合は、上述のような型に分類する

ことができる。このそれぞれの型の接合について、最終的に法的コントロールを

及ぼすことができるのは、伝統的には裁判所である。しかし、裁判所は、その接

合のあり方（型）の種差には関心を払っていない。制定法令と専門職自主法との

接合の型如何に拘らず、裁判所は、画一的かつ一律に、まず、専門職自主法に基

づく決定が、委任禁止法理に反するか否か、または／および、ステイト・アクシ

ョンに該当するか否かという二つの判例法理を用いて、専門職自主法に基づく決

定に対する審査を行うことが通例である３３８。 

 

（一）委任禁止法理およびステイト・アクション法理において裁判所が有する視

点：権力・権限（power）  

 裁判所が委任禁止法理または／およびステイト・アクション法理を用いるとき、

裁判所は、国家の権力・権限（power）の所在、定義、効果（一方的法効果）を

問うている、ということができる。  

                                                 
３３８  そしてこれらに該当する場合には、次に、医療職集団の決定における手続の

適正さが審査されている。  
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委任禁止法理は、国家の権限をどの組織に分配するかを問う判例法理である。

その根拠は、たとえば国家の権力分立原理から導かれる３３９。委任禁止法理にお

いてそもそも議論されたのは、行政機関に対して、国家の権限（裁判所が有する

司法権、議会が有する立法権）を委任することの該当性および合憲性であった。

そしてその派生として、私的主体に対する国家権限の委任についても併せて議論

された。したがって、委任禁止法理は、公私に関わりなくどの機関（または組織）

が国家の権限を有するかを問うものである。この点で、裁判所は、国家の権限の

所在に視点を置いているということができる。これは、本稿でいう組織のレベル

での接合を問題としているということができる。 

 

一方、ステイト・アクション法理とは、国家の行為と同視できる私的主体の行

為とは何かに関する判例法理である。ステイト・アクション該当性を判断するた

めに、裁判所は、多くの判断基準を示してきた３４０。これらの判断基準を本稿と

の関連で大きく分類するとすれば、①「国家の行為」自体を特定しこれとの同一

性を抽出するアプローチと、②「国家の行為」自体を特定することなく国と私的

主体との関係性の密度を分析するアプローチとに分けることができよう。 

①のアプローチをとる場合には、まず「国家の行為」の定義が必要となる。「国

                                                 
３３９  日本において委任禁止法理の根拠について述べるものとして、水野豊志『委

任立法の研究』（有斐閣、一九六〇年）二五八‐二六四頁、駒村圭吾「アメリカ合

衆国における『立法権委任法理』の展開――合衆国最高裁判例の動向と法理の実

態が意味するもの 一」法研六七巻三・四号（一九九四年）二七‐三一頁。  
３４０  日本においてこの問題を検討するものとして、芦部信喜『憲法訴訟の現代的

展開』（有斐閣、一九八一年）三六一‐三七八頁、木下・前掲注 (322)第二章、君

塚・前掲注 (322)第五章、榎透『憲法の現代的意義 アメリカのステイト・アクシ

ョン法理を手掛かりに』（花書院、二〇〇八年）第一章、宮下紘「ステイト・アク

ション法理の理論構造」一法七巻二号（二〇〇八年）二四七‐二七〇頁、また、

州憲法における「ステイト・アクション」を論じるものとして、安部圭介「州憲

法の現代的意義：ウォーレン・コート後のアメリカにおける人権保障の新しいあ

り方 四、五」法協一二一巻八号（二〇〇四年）一〇七一‐一一三四頁、一一号

（二〇〇四年）一八三一‐一九二五頁、およびこれらに挙げられている文献を参

照。  
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家の行為」が成立するためには、(ａ)行為主体である国家機関が憲法または制定

法に基づいて設置されていること、(ｂ)この機関が当該行為をなすための「権限」

が憲法または制定法によって授権されていることという要件を二つとも満たす必

要がある。しかし、私的主体のステイト・アクション該当性が問題となる状況で

は、(ａ)の条件は満たされない。そこで、「国家の行為」との同一性を問うアプロ

ーチにおいて核心となる要素は、私的主体の行為が国家から国家機関に授権され

た場合における「権限」と同質・等価であるかである。すなわち、ここで問われ

ているのは、国家の権限とは何かという、国家権限の定義である。 

②のアプローチをとる場合には、国家の権限を定義する必要はない。そこでは、

政府と私的主体の距離・一体性が問われている。この判断基準として、裁判所は、

たとえば密接な関係性等を挙げる。これらの判断基準は、政府と私的主体の距離

を問いつつ、それと同時に、私的主体の行為が、政府の行為と同様に、名あて人

に対して一方的な法効果を与えるか、を問うている。アメリカ（行政）法には、

もちろん日本的意味での行政処分概念は存在しない。しかし、ステイト・アクシ

ョン法理の中で、「行政の決定」の名あて人に対する法効果の一方性が語られてい

るのである。 

 

このように、裁判所は、専門職自主法と制定法令である行政法との接合形式の

種差には関心を払わず、一律かつ画一的に、委任禁止法理に違反するか否かとい

うこと、または／および、ステイト・アクションに該当するか否かということを

審査する。これらの審査を通して、裁判所は、国家の権力・権限の所在、定義、

効果（一方的法効果）を問いかけている。すなわち、委任禁止法理およびステイ

ト・アクション法理は、国家の権力・権限の所在等に関心をもつものである。し

たがって、裁判所は、その思考方法という点で、国家・行政中心のアプローチを

とっているということができる。 
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（二）委任禁止法理およびステイト・アクション法理の射程：公法による救済 

 このような委任禁止法理およびステイト・アクション法理という二つの判例法

理は、「権力・権限の所在、定義、効果」を確定することによって、救済のあり方

を決めることを目指している。この二つの法理を用いることにより、医療職集団

の決定の合理性またはその決定手続の適正さを審査する前段階において、裁判所

は、「医療職集団を行政機関と位置付け、専門職自主法を行政立法（＝行政法）と

位置付けることができ、したがって、公法によるコントロール――憲法・行政機

関および公務員に適用される制定法（情報公開法、行政手続法、公務員の不法行

為による損害賠償法等）――を及ぼすことができるか」を問うのであった。した

がって、このアプローチは、アメリカ法の文脈において公法と私法とを分けると

するならば、私法ではなく公法のアプローチをとることで、裁判所が救済するか

否かを決定するものである。 

委任禁止法理に違反しない、または、ステイト・アクションに該当すると判断

された場合、多くの判例では、次に、手続的な適正さの問題を審査する。裁判所

が、医療職集団の定立した基準またはその個別適用について、de novo 審理を行

った判例は今のところみいだせず、本稿で検討した J.K. v. Dillenberg 判決では、

この基準を行政決定における裁量基準であると位置づけ、裁量濫用の該当性につ

いては専断的恣意的テストを用いることを示唆している３４１。 

公法によるコントロールを及ぼすことができるか否かというこのアプローチに

ついては、委任することのできない政府の機能が存在することを理論的前提とし

てその機能を特定することが必要となるが、その作業は論理的にも事実上も困難

であるとの批判３４２、また、ステイト・アクションに該当しないと判断されれば、

                                                 
３４１  本章第二節三を参照。  
３４２  See, e.g., Jody Freeman, The Private Role in Public Governance, 75 

N.Y.U.L. REV. 543, 584-85 (2000).  
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公法的コントロールの途が全く絶たれるという意味で、全か無かであるとの批判

３４３等がある。そして、これらの批判に対しては、委任禁止法理を前提とするス

テイト・アクション法理を用いてステイト・アクション該当性を判断し憲法上の

デュー・プロセス条項等を適用すること３４４、行政機関および公務員に適用され

る制定法を医療職集団などの私的主体に対して適用拡大すること３４５等が主張さ

れている。 

しかし、上記のようなアプローチ、すなわち、私的主体に対しても公法による

コントロールを及ぼすというアプローチは、私的主体がこうした公法上のコント

ロールを受けないからこそ有しえた経験、情報、能力を損なってしまう、とされ

る３４６。そしてまた、裁判所が与えることのできる救済は、公法――憲法・行政

                                                 
３４３  See, e.g., Id. at 580.  
３４４  See, e.g., David Schoenbrod, The Delegation Doctrine: Could the Court 
Give It Substance?, 83 MICH. L. REV. 1223, 1249-74 (1985); Abramson, supra 

note 176, at 208-16; Lawrence, supra note 332, at 676-94; Gillian E. Metzger, 
Privatization As Delegation, 103 COLUM L. REV. 1367, 1456-86 (2003). 

  また、ステイト・アクション該当性の拡大を主張するものとしては、See, e.g., 

Ronald J. Krotoszynski, Back to Briapatch: An Argument in Favor of 
Constitutional Meta-Analysis in State Action Determinations,  94 MICH. L. REV. 

302, 335-46 (1995).  
３４５  See, e.g., Paul R. Verkuil, Privatizing Due Process, 57 ADMIN. L. REV. 963, 

990-92 (2005). 
３４６  Jody Freeman, supra note 342, at 586-87. そこで、Freeman は、ガバナ

ンスの主体を公私に区分することよりもむしろ両者の間に存在する「一連の交渉

する関係」（a set of negotiated relationships）に焦点をあわせ、この関係を特に

「契約」概念を用いることにより、手続的または実体的に、法的な規律（メタフ

ァーとしての契約を含む。）を及ぼすことを主張する。 Id. at 592-664. また、私

人の活動である自主規制を規制の手法として認めたうえで、この自主規制に対し

て政府の監督を及ぼすこと（audited self-regulation）を主張するものとして、

Douglas C. Michael, Federal Agency Use of Audited Self-Regulation As A 
Regulatory Technique, 47 ADMIN. L. REV. 171 (1995).  

 「私的主体が、かつて公的主体が行っていた業務を行う」という言説――すな

わち、「公的主体が、かつて私的主体が行っていた業務を行う」という語り方では

ない――は、民営化（privatization）、外部委託（government outsourcing）、公

私協働（public private partnership）等として語られている。そしてこの現象に

対して、主として憲法および行政法の立場から、司法審査に限られない法的規律

を検討するものとして、See, e.g., PAUL R. VERKUIL, OUTSOURCING SOVERIGNTY: WHY 

PRIVATIZATION OF GOVERNMENT FUNCTIONS DEMOCRACY AND WHAT WE CAN DO ABOUT IT 

(2007); JODY FREEMAN & MARTHA MINOW eds., GOVERNMENT BY CONTRACT: 

OUTSOURCING AND AMERICAN DEMOCRACY (2009).  
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機関および公務員に適用される制定法――による救済だけではない。たとえば、

裁判所は、前述の St. Agnes Hospital v. ACGME で判示したように３４７、ステイ

ト・アクションに該当しない場合であっても、医療職集団の認定が専門職として

の活動の事実上の前提条件となる場合であれば、当該認定には、コモン・ロー上

の公正に扱われる権利から導かれる公正な手続が要求される、と判示することが

ある３４８。この点では、委任禁止法理やステイト・アクション該当性判断は、司

法的救済を、公法を根拠とした救済へと方向づけるにすぎないものである。 

さらに、救済は、行政手続に後続するか否かにかかわらず裁判所が最終的に救

済する、という司法的救済に限られる必要もない。当然、行政過程における救済

が存在する。これら司法的救済および行政過程における救済に加えて、専門職自

主法と行政法が接合している空間においては、救済が、専門職自主法の空間で、

専門職自主法が定立した基準の適合性審査の時点において、すなわち、行政法で

いう法定要件審査の時点においてなされるとすれば、それもまた救済である３４９。 

 

（三）権力・権限（power）に焦点をあわせることによって、みえなくなるもの： 

多様な救済の途 

権力・権限概念について、アメリカの行政法学者 Edward E. Rubin は、実体的

な領有（ tangible possession）３５０、または、相手の意思に拘らず自らの意思に

従わせるという関係性３５１という二つの観点からこれを理解することができる、

と述べる３５２。 

                                                 
３４７  本章第二節二（三）を参照。  
３４８  コモン・ロー上の公正な手続については次稿で検討する。  
３４９  この点は次稿で検討する。  
３５０  これは、ただ事実として力を有するという意味である。RUBIN, supra note 

211, at 76. 
３５１  Id. at 77. 
３５２  「権限・権力（power）という用語は、中世以前から用いられており、また、

現代の思想（contemporary thought）においても論者毎にその意味するところが
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そして、Rubin は、これら二つの観点からみた権力・権限概念が、今日の行政

国家の分析にはうまくなじまないと述べている。すなわち、第一の実体的領有と

いう観点からみた権力は、国家の機関とその公務員との接合（換言すれば、国家

の機関とその公務員との分離）を特徴とする現代の政府において、国家の機関と

公務員とのどちらにこの権力が所属するのかを説明することができない。また、

第二の関係性という観点からみた権力は、単一の主体を想定し、その単一主体の

意思が、他の主体の意思如何にかかわりなく貫徹するという関係性に権力をみい

だすものとして、権力を捉えるものである。ここでは、貫徹される「意思」が特

定されなければならない。しかし、現代の政府においては、その意思を発するは

ずの、単一の主体を特定することができない３５３。  

上記の権力・権限の捉え方は二つとも、政府全体について、これを一体として

みているということができる。権力に焦点をあてることによって、政府には、本

来分離して存在しているものがあるにもかかわらず、その分離して存在している

という姿がみえなくなる。このことは、本稿が注目する専門職自主法と制定法令

である行政法との接合についてみる場合もあてはまる。すなわち、専門職自主法

と行政法とは本来分離しているにもかかわらず、委任禁止法理やステイト・アク

ション法理を用いる裁判所からは、その分離した姿はみえなくなっているのであ

る。  

公法に基づいた司法的救済のあり方を決定するという観点からは、もちろん、

二つの法の分離する姿をみる必要はない。しかし、たとえばアメリカ法の文脈に

                                                                                                                                               

異なっていることから、論者毎の意味を確定し論者間の関係を整理することの益

は少ない」と、Rubin は述べている。 Id. at 76. 
３５３  Id. at 77-78.「行政国家における命令のほとんどは、多くの構成員から成る

複数の制度（議会や規制行政機関等）から発せられる。しかも、この命令が発せ

られる前には、ロビーイング、立証、交渉、事務（ staff work）、戦略上の和解等

がなされている。制定法や規則には個々人のどの意思が反映されているのだろう

か。一方、命令の受け手の意思も、命令の発信者の意思と同様に特定しがたい。

上記諸制度は、命令を発信するばかりではなく、公私を問わず他の諸制度の意思

の受け手でもある」。 Id. at 78.  
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おける私法、コモン・ローに基づく司法的救済、または、司法によらない救済を

考えるときには、この分離する姿こそ、みる必要がある。  

専門職自主法と行政法とが接合した構造の中で、それぞれの法に基づいて行わ

れる「『行政』の決定」または「行政の決定」に関して救済を求める者にとって必

要不可欠な条件は、①これらの決定に専門知が実質的に反映していること、そし

て、②決定手続が公正であることである。この二つの条件が満たされるならば、

救済される場は、行政過程の中でもよいし、それに加えて裁判過程の中でもよい。

そして、裁判所による救済の場合、公法に基づく救済があり、また、コモン・ロ

ーに基づく救済もある。さらには、裁判所によらない、すなわち、専門職自主法

に基づく専門職集団の中の過程における救済もあるのである。 

 救済をこのように多元的なものとして考えるとき、制定法令である行政法が専

門職自主法を再構成してそれらが接合する姿を一体のものとしてみるアプローチ

だけではなく、接合しつつもそれぞれは独立して存在している姿をみるアプロー

チも必要であると考える。  

 

三 権能（authorization）に焦点をあてる行政法――専門職自主法による構成 

 

権力・権限という視点にたち、専門職自主法と行政法との接合を行政法の側か

ら一体のものとしてみるのが、両者の接合に関する裁判所の従来の見方であった。

この行政法と専門職自主法との接合を、従来の見方とは逆に専門職自主法の側か

らみると、どのような姿が明らかになるだろうか。  

この試みにとって、Rubin のいう権能（authorization）概念は極めて示唆的で

ある。Rubin は、統治システムを権力・権限ではなく権能からみることの新規性

を主張している。そこで以下では、まず、Rubin が述べる権能の理論枠組を紹介

し、続いて、権能という理論枠組みを用いて、医療提供の法的規律における行政
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法と専門職自主法の接合のありようを分析する。  

 

（一） 権能（authorization）が専門職自主法に与える専門的正統性  

①権能（authorization）概念  

 Rubin は、統治システムを、権能という視点から捉えることを主張する。すな

わち、従来、政府は階等的組織であり、国家の権力・権限は各政府組織に分配さ

れるものと捉えられてきた。このような統治システムの捉え方は、権力・権限と

いう視点にたっている。しかし、統治システムは、権能という視点にたって捉え

ることもできる。権能とは、他者に対するシグナルを発信、受信または変換する

という機能・作用である３５４。この権能という視点からみると、政府は、統治の

ために他者に対してシグナルを発する複数のユニットが、そのシグナルのやり取

りを通じてネットワーク状に関連付けられたものであると捉えることができる

３５５ 。 こ れ らシ グ ナル に は 、「 遂 行を促 す た めの 意 思表 明 （遂 行 発話 ）」

（performative statements）、「発話」（ locutionary statements）および「情報」

（ information）がある３５６。「遂行を促すための意思表明」には、命令（ commands）

のほか、「要求」（ requests）や「約束」（promises）が含まれる３５７。統治のた

めの多数のユニットは、相互に、シグナルをやり取りする。このシグナルのやり

取りを通じて、統治のためのそれぞれのユニットはネットワーク状に結び付いて

                                                 
３５４  「権能（authorization）とは、（統治システムのなかの）一つのユニットが

作用する最大の範囲を指し、そのユニットのデザインによって特定される活動―

―シグナルの受信、送信、変換にかかわらず、シグナルのネットワークの中での

活動――の総体を指す」。RUBIN, supra note 211, at 97.  
３５５「ユニットには、政府内の個人（ individuals）および制度（ institution）が

ある」。「権能は、政府の生き生きとした構造をミクロな視点から分析することが

できる。権能は、ネットワーク・モデルを基礎とすることができる」。 Id. at 97. 
３５６  Id. at 98. 
３５７  Id. at 97. 権力・権限概念を用いて、他に対するシグナルをみるときには、

「遂行を促すための意思表明（遂行発話）」のうちの「命令」が主たる分析対象と

なる。Id. at 99. すなわち、権力・権限概念を念頭においたとき問題となるのは、

他者がその命令に服従するか否か、または、その命令が倫理上正当であるか否か

である。他方、権能概念はこれらを問題としない。 Id. at 92. 
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いるのである３５８。  

 このような統治のためのそれぞれのユニットがもつ権能は、政府機関だけでな

く非政府部門を含む、多様な源泉（sources）に由来している。すなわち、多様な

源泉には、憲法、革命時の宣言、伝統に加え、学者や実務弁護士（ practicing 

attorneys）も含まれる３５９。学者や実務弁護士のような非政府部門のユニットが

発するシグナルは、彼らが有する個人の知識ないし専門性（ his personal 

knowledge or expertise）のゆえに、調査されることなく人々に受け入れられる。

統治のために必要なことは、統治される側が、その事案において、統治のための

それぞれのユニットがもつ権能を受容することである３６０。  

 以上、Rubin が述べるように統治システムを捉える際に権能という視点にたつ

ならば、非政府部門であり専門性を有するユニットを、統治のためのユニットと

して捉えることが可能となるのである。  

 

②権能（authorization）概念が専門職自主法に与える専門的正統性  

 前述のような権能概念を、医療提供に対する法的規律の空間において用いて考

えるならば、以下のような法的規律の世界がみえてくる。すなわち、医療提供の

法的規律は、政府が一体として階等的に行うものではなく、医療職集団と行政機

関というそれぞれ固有の独立性を持っている二つのユニットが、シグナルによっ

て相互に関連づけられ全体として一つの構造をつくることで、行われる。医療職

集団は、専門職自主法を定立しこれに基づいた決定（以下、「医療職集団の決定」

という。）を行う。この医療職集団の決定は、Rubin のいうシグナルである。医

療職集団の決定は、専門知によって正統化された権能のあらわれである。医療職

                                                 
３５８  Id. at 97-98. 
３５９  Id. at 92. 「権力に焦点をあわせると、政府三部門や権力分立概念を用いて

分析することとなる」。 Id. at 91. 
３６０  Id. at 93, 98-99. 
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集団の決定は、その源泉において、それが有する専門知によって正統化されるの

であり、その専門知ゆえに、シグナルの受け手（行政機関）に受け入れられるの

である。この専門的に正統化されたシグナルの発信と受信とを通じて、医療職集

団と行政機関という二つのユニットは接合している。  

 このような医療職集団と行政機関との接合を、従来のように、権力・権限では

なく権能という視点からみると、医療職集団の決定を中心においてこれを正面か

ら捉えることができる。すなわち、権力・権限という視点にたつとき、その視野

に入るのは、行政機関の発する命令すなわち「行政の決定」のみである。行政法

が従来その検討対象としてきたのは、「行政の決定」であった。しかし、権能とい

う視点からみると、医療職集団の決定は、命令、要求、約束という「遂行を促す

ための意思表明（遂行発話）」、発話および「情報」といったシグナルとして把握

することができる。医療職集団が、たとえば、基準の定立およびその適合性審査

を行うとき、それをシグナルとして行政機関は受け取るのである。そしてこのシ

グナルは、医療職集団から行政機関へと向かうのであるが、階等構造（またはそ

の逆の階等構造）を前提として上意下達の方向で伝えられるものではなく、Rubin

がいうように、ユニットのネットワーク構造を前提として専門職自主法と行政法

との間を何度でもどのようなルートでも行き来するものである。したがって、従

来、他者への一方的行為であると考えられてきた「命令」でさえも、複数のユニ

ット間の複数回のやり取りの中で命令の内容が形成され、最終的になされた命令

はユニット間の交渉の結果にすぎないものであるということができる。  

 

（二）行政法が構成する専門職自主法と、専門職自主法が構成する行政法  

医療提供を法的に規律する空間において、この空間に存在する専門職自主法と

制定法令としての行政法との接合は、したがって、権力・権限という視点からみ

ることができると同時に、権能という視点からみることもできる。以下では、権
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力・権限という視点と権能という視点とから、二つの法の接合を比較する。  

①権力・権限（power）：行政法が専門職自主法を構成する  

権力・権限という視点から専門職自主法と制定法令である行政法との接合をみ

るとき、行政法は専門職自主法を構成しているということができる。制定法令で

ある行政法は、専門職自主法に、民主的正統性を与える。  

前述のように３６１、裁判判決は、専門職自主法と行政法との接合を、権力・権

限という視点から捉えていた。委任禁止法理は、国家の権限をどの組織に分配す

るかを問題とし、ステイト・アクション法理は、国家の権限とは何か、あるいは、

法効果の一方性（すなわち、権力性）を問題としていた。このような問題意識に

たつとき、医療職集団の専門職自主法に基づく決定は、国家の権限が委任された

と解されるのか、国家の権限行使と同視できるか、名あて人に対して一方的な法

効果をもたらしたか、といった文脈において捉えられ、語られることとなる。  

専門職自主法は、制定法令である行政法と、組織および法定要件審査のところ

で接合している。この接合を通して、接合の型の種差によって程度の差はあれ、

制定法令である行政法は専門職自主法に、国家の権力・権限を流し込んでいるの

である。また、制定法令である行政法は、専門職自主法との接合を通して、専門

職自主法に行政法が有する民主的正統性を与えてもいる。これを敷衍すると、以

下のようにいうことができる。まず、制定法令である行政法は、行政機関の設置

およびその「行政の決定」を民主的に正統化する。行政機関は、国家を形成する

人民の意思の表れである議会を通じ、制定法に基づいて設置されているという点

で、その存在が民主的に正統化される。行政機関が発する「行政の決定」もまた、

「行政の決定」権限を行政機関に授権する議会制定法に根拠づけられているとい

う点で、民主的正統性を有する。他方、本稿にいう医療職集団３６２の設立および

                                                 
３６１  本節二を参照。  
３６２  個々の医療専門職の自由意思による結社である。  
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その決定は、結社の自由によって正当化されている３６３。次に、制定法令である

行政法は、組織および法定要件審査のところでの専門職自主法との接合をつうじ

て、医療職集団の存在およびその決定を民主的に正統化する３６４。制定法令であ

る行政法は、専門職自主法がもたない民主的正統性を補完することになる。  

したがって、権力・権限という視点は、専門職自主法と行政法との接合につい

て、行政法を起点とした見方を与える。この視点からは、専門職自主法は行政法

と一体化している、すなわち、行政法は専門職自主法を構成していると捉えるこ

とができる。  

 

②権能（authorization）：専門職自主法が行政法を構成する  

権能という視点から専門職自主法と制定法令である行政法との接合をみるとき、

専門職自主法が行政法を構成しているということができる。専門職自主法は、制

定法令である行政法に、専門的正統性を与える。  

前述のように３６５、権能という視点を用いると、医療提供を法的に規律する空

間の中で、医療職集団は、行政機関と並列・対等の地位にあるものとして把握で

きる３６６。医療職集団の設立およびその決定は、結社の自由によって正当化され

ている。この医療職集団は、個々の医療専門職から構成されている。個々の医療

                                                 
３６３  法定設置の場合もある。法定設置の医療職集団は、その設置法によって民主

的に正統化される。この医療職集団の決定もまた、その根拠法によって民主的に

正統化されるといえるが、この民主的正統性の前段階で、法定設置の医療職集団

の決定は専門知によって正統化されてもいる。  
３６４  とはいえ、アメリカの連邦行政機関は、合衆国憲法ではなく制定法によって

設置されており、憲法に根拠を持たないという点では、その設置および「行政の

決定」について民主的正統性が不足している。Richard B. Stewart, The 

Reformation of American Administrative Law, 88 HARV. L. REV. 1669, 1674-76 

(1975). 本稿で扱う医療職集団の決定は、さらに民主的正統性が不足していると

いうことができる。  
３６５  本節三（一）参照。  
３６６  このネットワークは事案ごとに、当該事案に最適なユニットによって構成さ

れる。このネットワークにおいては、行政機関も医療職集団も並列・対等のユニ

ットの一つにすぎない。RUBIN, supra note 211, at 97. 
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専門職は、医療の専門知を有している。したがって、医療職集団の決定は、この

構成員の有する専門知を反映することになる。  

専門職自主法は、制定法令である行政法と、組織および法定要件審査のところ

で接合している。この接合を通して、専門職自主法は制定法令である行政法に、

その権能を流し込んでいるのである。また、専門職自主法は、制定法令である行

政法との接合を通して、行政法に専門職自主法が有する専門的正統性を与えても

いる。権能という視点にたつとき、医療提供を法的に規律する空間の中で、医療

職集団と行政機関とは並列・対等の地位にある。医療の専門知という点からみる

と、医療職集団はシグナルの発信源であり、行政機関はシグナルの受け手である。

医療職集団の決定が専門知に裏打ちされている、と行政機関が認めるとき、医療

職集団の決定は行政機関によって受け入れられる。この時、医療提供は、専門職

自主法と制定法令である行政法という二つの法によって規律されることになる。

専門職自主法は、制定法令である行政法がもたない専門的正統性を補完すること

になるのである。すなわち、専門職自主法は、制定法令である行政法をその専門

知によって正統化する。  

したがって、権能という視点は、専門職自主法と行政法との接合について、専

門職自主法を起点とした見方を与える。この視点からは、行政法は専門職自主法

によって一体化されたものとなっている、すなわち、専門職自主法は行政法を構

成していると捉えることができる。  

 

以上、専門職自主法と制定法令である行政法とが接合する空間においては、専

門的正統性と民主的正統性とは相互に補完することができる。そして、この空間

では、専門職自主法からは専門知を根拠とした正統性という伝導ベルト、また、

制定法令である行政法からは民主的な正統性という伝導ベルトに乗って、名あて

人に対する法効果が登場する。この接合を権力・権限という視点からみたとき、
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行政法が専門職自主法を構成している。この接合を権能という視点からみたとき、

専門職自主法が行政法を構成しているのである。  

 

（三）接合点としての基準適合性審査  

上述のように、専門職自主法と行政法（制定法令および裁判判決）が分離しつ

つ接合する姿に着目するとき、この両者が接合する点は基準適合性審査である。 

①専門職自主法と行政法との接合点としての基準適合性審査 

基準適合性審査は、専門職自主法の空間にも、そして、行政法（制定法令およ

び裁判判決）の空間にも、それぞれ存在する。専門職自主法の空間においては、

たとえば医師資格や病院の質等を認定するために、医療職集団が基準適合性審査

を行う。このとき医療職集団が定立した基準は、自主基準である。制定法令の空

間においては、医師免許、病院設置許可、医療保障給付等の許否を判断するため

に、行政機関が基準適合性審査を行う。このとき議会および行政機関が定めた基

準は、許可基準・審査基準である。裁判判決においては、許可基準・審査基準に

基づく行政決定の適法性を判断するために、裁判所が基準適合性審査を行う。こ

のとき裁判所は、許可基準・審査基準を裁量基準として捉え、これを裁量コント

ロールの問題として司法審査を行う。専門職自主法と行政法（制定法令および裁

判判決）が接合する空間では、自主基準、許可基準・審査基準、裁量基準という

三つの基準が一致する。本来分離して存在する専門職自主法と行政法（制定法令

および裁判判決）とは、基準適合性審査の一点で接合するのである。 

基準適合性審査は、基準を定立し、個別事案に対して当該基準を適用するとい

う過程を有する。基準の個別適用は、事実を認定し、基準を適用し、基準適合性

を認定するという過程を有する３６７。Schwartz は、行政機関による「基準定立

                                                 
３６７  北島周作「基準認証制度―その構造と改革―」本郷法政紀要一〇号（二〇〇

一年）一六二‐一六三頁。  
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機能は、一般に適用可能な将来に向けての政策形成にかかわる立法機能であり、

基準適合決定は、特定の主体が現実に基準に適合しているかを確定する裁決機能

である」と述べた３６８。このことは、医療職集団による基準適合性審査にも該当

する３６９。医療職集団による自主基準の定立は、当該医療職集団内部に通用する

「法」の定立行為であり、また、当該集団による自主基準の個別適用は、当該集

団内部における「裁決」行為である。立法、行政および裁判の作用は、一つの国

家の内部に存在すると同時に、行政の中では規則制定、行政決定および裁決とし

て、そして、医療職集団の中では自主基準の定立、その個別適用およびそれを用

いた紛争解決作用として、それぞれ存在している。国家・行政および医療職集団

は、それぞれ、法の定立、法の適用および法による紛争解決を自律的に行ってい

るのである。  

本稿が検討する医療提供の法的規律においても、国家・行政および医療職集団

は、それぞれ、法・「法」の定立、法・「法」の適用および法・「法」による紛争解

決を自律的に行っている。専門職自主法の空間で行われる基準適合性審査という

実体が、制定法の空間へ、それに基づく「行政の決定」の空間へ、そして、その

適法性を審査する裁判判決の空間へと浸透し、それらの空間にも存在するという

特徴がある。すなわち、医療職集団が行う基準適合性審査という実体は、それぞ

れの空間の中で変様し、それぞれにふさわしい様態となるのであるが、しかし、

基準適合性審査という実体は、変様後のそれぞれの様態の中にあっても、その本

質として存続している。  

 

②専門職自主法からみた基準適合性審査の本性としての専門知、行政法からみた

                                                 
３６８  Bernard Schwartz, Administrative Terminology and the Administrative 
Procedure Act, 48 MICH. L. REV. 57, 80-89 (1949). 
３６９  Eleanor D. Kinney, Private Accreditation as a Substitute for Direct 
Government Regulation in Public Health Insurance Programs: When Is It 
Appropriate?, 57 LAW & CONTEMP. PROBS. 47, 49 (1994). 
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基準適合性審査の本性としての民主性  

 専門職自主法における基準適合性審査は、専門知を反映することができる。た

とえば、医師の資質を判断するための専門職自主法は、医師として必要な教育・

訓練、知識とは何かという視点から、基準適合性審査を行う。しかし、専門職自

主法における基準適合性審査は、基準定立・適用者の恣意が反映することもある。

たとえば、医師の資質を判断するための基準適合性審査が、専門職としての資質

の判断という名のもと、実際には人種や信仰を理由に申請者を当該医療職集団か

ら恣意的に排除するためになされることがありうる３７０。  

行政法における基準適合性審査は、民主性を反映することができる。たとえば、

医師免許付与の許否判断を行うための医師免許法は、「個人の職業選択の自由」と

「公衆の衛生、安全及び福祉」とを衡量し、この衡量について民意が判断を下し

た結果として３７１、基準適合性審査を行っている。しかし、行政法における基準

適合性審査においては、公共の利益を保護するのではなく特殊利益を保護するこ

とがある。たとえば、医師免許法における基準適合性審査が、「公衆が被害を受け

ないようにと意図する予防的手段」ではなく、「免許者を有利にするための経済的

武器」、すなわち、市場における名称独占・職業独占を実現するためになされるこ

とがある３７２。  

したがって、専門職自主法における基準適合性審査は専門知を反映することが

                                                 
３７０  ELIOT FREIDSON, PROFESSIONALISM DOMINANCE: THE SOCIAL STRUCTURE OF 

MEDICAL CARE 94 (1970). エリオット・フリードソン著（進藤雄三・宝月誠訳）『医

療と専門家支配』（恒星社厚生閣、一九九二年）八八頁。GELHORN, supra note 140, 

at 109, 113. ゲルホーン・前掲注 (140)一三〇‐一三一、一三五‐一三六頁。  
３７１  GELLHORN, supra note 140, at 119, 145. ゲルホーン・前掲注 (140)一四二、

一七四頁。「免許制をとれば、公衆は、不適格者あるいは不謹慎者に対して保護さ

れる」。Id. at 109. 同一三一頁。  
３７２  Id. at 125-129, 145. 同一五〇‐一五五、一七四頁。免許制の導入には、表

向きの理由「の他にも必ず、余り強調されない二、三の目的がある」。「競争上の

利益あるいは収入の増加を得ること」、そして、「良心的な実務家に要求される知

識、熟練、廉直さを公に承認してもらうこと」である。 Id. at 109. 同一三一頁。

FREIDSON, supra note 369, at 83. フリードソン・前掲注 (369)七七頁。  
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でき、行政法における基準適合性審査は民主性を反映することができるが、基準

適合性審査の基準には、専門知または民主性とは関連性のないものが侵入してく

ることがあるのである。  

 専門職自主法と制定法令である行政法とが接合するとき、両者の基準適合性審

査は一致する。この一致により、専門職自主法単独の時には専門知のみを反映さ

せていた基準適合性審査に、民主性が付加され、行政法単独の時には民主性のみ

を反映させていた基準適合性審査に、専門知が付加されたのである。  

 

四 専門職自主法の二機能と国家法 

 

ここで、医療職集団が定立する専門職自主法それ自身のさらに内部に焦点をあ

わせると、専門職自主法には、医療職集団の内部で果たす機能によって、基準適

合性審査のための「法」と、医療職集団における共同事務の管理のための「法」

という二つの「法」があることがわかる３７３。 

 

（一）基準適合性審査のための「法」 

 基準適合性審査のための「法」とは、医療の質（医師の資質、病院の質、医学

上必要な医療行為等）を評価するための法である。医療の質を評価するためには、

医療の専門知が必要である。評価される者と評価する者とが同じ専門知をもって

いるとき、医療の質は内在的実体的に評価されうる。したがって、医療職集団が

医療の質を評価するために行う基準適合性審査は、同僚審査（peer review）でも

ある３７４。同僚には、たとえば医師資格等の認定結果について利害関係を有する

                                                 
３７３  これらの法は非国家法であることから、法に「」をつける。  
３７４  FREIDSON, supra note 369, at 93. フリードソン・前掲注 (369)八七頁。医療

の専門的知識の核心は、同僚評価の評価基準、すなわち審査基準の定立の中に現

れる。なお、専門主義の源泉はジャーナル共同体であると述べるものとして、藤



156 

 

当事者と、認定結果について利害関係を有しない第三者とがある。当事者による

同僚審査としては、たとえば、病院のスタッフ・プリビリッジがあげられる。病

院のスタッフ・プリビリッジ、すなわち「同僚審査とは、病院の医療スタッフの

構成員が、他の医師・その病院の医療スタッフになることを希望する者について、

その資格や医療実務を審査し、当該病院で医療を行ってよいかどうかを決定する

過程である。病院は、最も日常的に同僚審査が行われる場所である」３７５。第三

者である同僚審査には、たとえば、前述の the Joint Commission による医療施

設の評価認定がある３７６。  

基準適合性審査は、当該基準のレベルまで質を保証する機能を果たすが、他方

で、当該基準のレベルに質を固定してしまうという機能も果たす。たとえば医師

資格の認定基準の場合、当該医師の資質等医療の質は、当該基準の水準において

保証されることとなる。すなわち、ある時点で定立された基準は、その時点でそ

の基準に満たない者に対して、達成すべき目標を明示する。他方、一度、認定基

準が設定されると、医療の質は、当該基準の水準で固定されることにもなる。す

なわち、ある時点で定立された基準は、その時点でその基準を満たした者に対し

て、その基準を超える質を求めないし、また、基準を満たした者はその基準を超

える質を目標とする必要もない。しかし、 learned profession とも称される医師

等は、急速に進歩し続ける医学を常に自らの知識としておくことが、公衆からは

要求される３７７。そこで、医療の質を維持するだけでなく、持続的にこれを向上

                                                                                                                                               

垣裕子『専門知と公共性 科学技術社会論の構築へ向けて』（東京大学出版会、二

〇〇三年）一三‐三〇頁。  
３７５  Susan O. Scheutzow, State Medical Peer Review: High Cost But No 
Benefit- Is It Time for a Change?，25 AM J.L. & MED. 7, 7 (1999). 
３７６  前掲注（261）参照。  
３７７  Gellhorn, supra note 122, at 9. 専門知について、それを有する者とそうで

ない者との間に情報の格差が生ずる。この格差が、医療専門職に対する行政法規

制を正当化するのである。情報格差が生じてもなお、医療専門職に対する行政法

規制である医師免許制度は不要であると述べるものとして、MILTON FRIEDMAN, 

CAPITALISM AND FREEDOM 149-60 (1962). ミルトン・フリードマン（熊谷尚夫、西
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させていくためには、専門知に基づき定立された基準が、たとえば新知見に基づ

いて、不断に見直されなければならない。この過程においては、専門知を更新す

るための医療職集団による学習とその成果の基準へのフィードバックが不可欠で

ある。医療職集団が行う基準適合性審査は、新たに学習した（ leaning）知識や技

術、経験を取り込み、基準の改定を通じてその新知見をフィードバックすること

ができる。この学習とフィードバックは、不断の過程であり繰り返すことができ

る３７８。医療職集団による学習とその成果の基準へのフィードバックを繰り返す

ことによって、基準が不断に更新されることを保証するものは、医療の専門職集

団が、その時代にふさわしい専門知を有することである。すなわち、そこでは医

療職集団が、不断に専門知の獲得を追求する認知共同体という社会であることが

求められている。  

このような基準適合性審査を行うために、医療職集団は、基準を定立するため

の組織および手続、基準を適用するための組織および手続、そして、個別の基準

適用についての紛争を解決するための組織および手続を定める「法」をつくるの

である。 

 

（二）医療職集団内における共同事務の管理のための「法」 

医療職集団が定立する専門職自主法の中には、上述した医療の専門知に基づく

基準適合性審査のための「法」と並んで、医療の専門知に基づくことなく定立さ

れる「法」もある。医療職集団という社会の内部秩序を維持・管理するための「法」

がそれである。この「法」は、医療職集団の結成と同時に、その集団内部の共同

                                                                                                                                               

山千明、白井孝晶訳）『資本主義と自由』（マグロウヒルブック、一九七五年）一

六九‐一八〇頁。  
３７８  Louise G. Trubek, New Governance and Soft Law in Health Care Reform, 

Univ. of Wisconsin Law School, Legal  Studies Research Paper Series, No. 1018, 

14 (2006), available at 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=908674 (last visited Jan. 

10, 2014). 

http://www.msnj.org/p/cm/ld/fid=27%20(last
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事務を管理する必要性から自然発生的に生じる「法」である。この「法」は、通

常、各医療職集団の constitution（以下では、「『憲法』」と訳出する。）、およびそ

の下位の法として by-laws, rules, regulations（以下、文脈に応じて、「『規約』」

または「『規則』」と訳出する。）の形式をとって定立されている３７９。各医療職集

団が定立した「憲法」は、通常、当該集団の創設目的、集団内部を管理する組織

の構成の概要、その組織の権限およびその権限行使手続の概要が規定されている。

他方、基準適合性審査のための法は、各医療職集団が定立した「規則」のレベル

で定められている。  

 

（三）基準適合性審査のための「法」、医療職集団における共同事務の管理のた 

めの「法」および国家法：通用範囲の交錯 

 専門職自主法に含まれる、基準適合性審査のための「法」と医療職集団におけ

る共同事務の管理のための「法」とは、それが通用する範囲が異なる。医療職集

                                                 
３７９  たとえば、一七六六年（植民地時代）に創設され独立革命後も唯一現存する

ニュー・ジャージー医師会（現在の Medical Society of New Jersey）は、

constitution および  by-laws を定立している。

http://www.msnj.org/p/cm/ld/fid=27 (last visited Jan. 10, 2014). 

 

ここでいう constitution は、各医療職集団の内部でそれぞれ定立される

constitution であり、職種（としてのたとえば医師）全体を貫く constitution で

はない。したがって、Teubner のいう societal constitution ではない。トイブナ

ーのいう societal constitution とは、宗教・経済・科学といった、他の機能的社

会システムと並立する一システムとしての法システムの枠を超えて、各機能シス

テムのメタ・レベルにおいて創発し、それらのシステムすべてに関わる、新しい

hybrid meta-code を指す。トイブナー（綾部六郎・尾崎一郎訳）「二値編成複

合性の立憲化：国民国家を超えた社会的立憲主義について」新世代法政策学研究

一〇巻（二〇一一年）一八一頁。  

 トイブナーが societal constitution を構想する理由は、綾部六郎・尾崎一郎に

よれば、「emerging hybrid meta-coding（としての constitution）を、近代社会

において分出した、法、経済、宗教、政治、科学といった相互に自律的な機能シ

ステムのメタ・レベルにおいて構想するのは、……各システム（とりわけ経済シ

ステム）の拡大・暴走・自己破壊に対して、ほかのシステム（とりわけ法システ

ム）が直接的に介入・統御できないからである」。同一八二頁訳注二。トイブナー・

前掲注 (14)三－六頁。  

http://www.msnj.org/p/cm/ld/fid=27%20(last
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団の管理のための「法」は、管理対象となる社会、すなわち一つの医療職集団の

内部でのみ用いられる。他方、基準適合性審査のための「法」は、当該集団内部

だけでなく、その外部においても通用しうる。同僚審査である基準適合性審査は、

審査対象の質を保証すると同時に、基準を満たさないそれを排除する効果を持つ。

医療職集団の基準適合性審査によって、医療職集団は、その基準に適合しない専

門家を、医療職集団の内部から外部へ放逸し、または外部から内部への参入を拒

否することができる３８０。したがって、基準適合性審査のための法は、医療職集

団という一つの社会の内部で定立されたにもかかわらず、その社会の外部にいる

者に対してその社会の内部への参加を拒否したり、あるいは、その社会の内部に

いる者に対してその社会から外部へと排除したりするという点で、その社会の外

部に対しても効果を及ぼすものである。  

さらに、基準適合性審査に関する「法」は、それを定立した集団の外部へと広

がっていくだけでなく、国家法であれば超えることのできない国家の境（州境お

よび国境）さえ超えていく力能をもつ。前述のように、一八九〇年から一九三〇

年頃のアメリカ医師会（AMA）による医学校の認定に関する「法」は州境を超え

て広がっていった。また、一九五〇年代以降の the Joint Commission による医

療施設の認定に関する「法」は、現在、州境さらにはアメリカの国境を超えて通

用している。全米レベルで存在し、かつ、民間組織である医療職集団が定立する

専門職自主法は、州・連邦という統治単位を超えてグローバルに通用するのであ

る。  

 

このような医療職集団の基準適合性審査は、統治単位である州・連邦（ state）

の境に捉われることなくこれらの国境を超えて、統一的基準を用いた基準適合性

                                                 
３８０  とはいえ、この排除機能は、職業免許制や中世のギルド制度がその職業を排

他的に独占していたこととは異なり、当該医療職集団との関係で排除されるにす

ぎない。  
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審査がなされることを可能とする。医学校の質保証や公衆衛生事業は、各州政府

に責任と権限があり、連邦政府は、合衆国憲法上直接の規制権限をもたない。連

邦レベルで統一が望ましい事項に関して、裁判所は、diversity case（訴訟当事者

の州籍相違）や州際私法の事件の中で判例法を積み上げることが可能ではある

３８１。しかし、裁判所の判断は、個々の紛争毎の事後的解決に限定されてしまう。

そこで、連邦の制定法令の中には、合衆国憲法の定める財政権限を根拠とする場

合にみられるように、州境を超える医療職団体の自主法規制を取り込むことによ

って、連邦レベルにおいても統一的で効果的な規制を事実上、行うものがある。

州の制定法令もまた、医療の質保証や公衆衛生事業において、この自主法規制を

取り込むことで、他の州と同一の規制を事実上行うことができる３８２。  

 このように伝播する力能を持つ基準適合性審査に関する「法」は、他方で、時

に濫用される。すなわち、専門知に基づく基準適合性審査の名を借りた差別的、

恣意的な排除に用いられることもあるのである。この点において、基準適合性審

査に関する「法」は、恣意を抑制し、公正に用いられることが要請される。基準

                                                 
３８１  「連邦の立法権の枠からいって、連邦の法律によって全国一律の法規制をす

るということが憲法上不可能」な分野である。「また、連邦の裁判権の枠からいっ

て、全ての事件が少なくとも最終的には連邦裁判所の審査の対象となるという体

制をとりえない以上、連邦裁判所の判決を通して判例法の統一を図るということ

もできない」。「『アメリカ法の統一』とは、連邦の立法で一律に規制できない分野

については、国際的な法の統一と同様の性質のものにとどまらざるをえない」。田

中英夫『英米法総論（下）』（東京大学出版会、一九八〇年）六四一頁。  
３８２  また、州政府や連邦政府ではなく医療職集団が単独で、連邦レベルで統一的

に公衆衛生事業を行った例として、アメリカ医師会（AMA）による活動がある。

アメリカ医師会（AMA）は、「公衆衛生の改善」を創設目的の一つに掲げ、創設

当時急速に発展しつつあった近代医学の知見を駆使した認定活動を通して、様々

な公衆衛生や予防医学の事業に大きく貢献した。その一例として、牛乳の質の改

善があげられる。一九世紀の極めて高い乳児死亡率の原因は、細菌が混入した牛

乳や水で薄めた牛乳にあった。本来、このような公衆衛生事業は、各州のもつ

police power に含まれる。しかし、民間の医療職集団であるアメリカ医師会（AMA）

は、一八九二年以降、牛乳の検査基準を定め、その基準に適合した牛乳を、「認証

牛乳（certified milk）」としてアメリカ医師会（AMA）の承認票（seal of approval）

を付した。この認証牛乳が全米レベルで普及したことによって、乳児死亡率は低

下した。DUFFY, supra note 126, at 226‐27. ダフィ・前掲注 (126)二六八‐二六

九頁。  
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適合性審査の「法」は、これまで述べてきたように専門知に基づくことだけでな

く、恣意を抑制し公正さが保証されることも必要である。この二つが満たされる

ときはじめて、医療職集団の内外において「信用」を得ることとなる。  

この「信用」を得るためには、まず、専門知について、前述したように、学習

とその成果を基準にフィードバックさせる力能を有する医療職集団が存在するこ

と、そしてそれと並んで、医療職集団が、その法を用いる際に、恣意を抑制し公

正さを確保しうる集団であることの保証が求められるのである。 

      

五 専門職自主法の中に生成する「行政法」の徴候 

 

 行政法は、社会管理機能（共同事務の創設と実施）と、私人の権利保護機能（国

家権力の抑制）が期待されている３８３。  

 前述のように３８４、行政法は、行政権の内部に、「諸権力」統合的仕組み――規

則制定権・決定権・裁決権という三つの権限――が登場したとき生成する。「諸権

力」統合的仕組みを、専門職自主法を定立する医療職集団の中にみいだすことが

できるとき ３８５ 、非国家法である専門職自主法それ自体の中に、「行政法」

（“Administrative Law” avant la lettre）――国家法である行政法と機能的に等

価の原理、実体法および手続法――というべき「法」の生成をみいだすことは可

能であろう。非国家法である専門職自主法は、国家法である行政法（制定法令お

よび裁判判決）から直接命じられ、または、国家法である行政法をみながら自ら

                                                 
３８３  行政および行政法が有する社会管理機能については、たとえば、遠藤博也『行

政法Ⅱ 各論』（青林書院新社、一九七七年）八‐一七頁。なお、本稿が検討した

ように、社会管理機能は、行政および行政法のみが担うものではない。  
３８４  本稿第一章第二節一を参照。  
３８５  ただし、行政権は、国家権力の分立を前提として定位しているのに対し、医

療職集団は、その創設当初から、その内部に内部を統治するための統合的な諸権

力を有している。  
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それに倣って、専門職自主法の中に「行政法」を形成するだろう３８６。  

医療職集団が定立する専門職自主法の中に「行政法」をみいだすことができれ

ば、専門職自主法が行う基準適合性審査は、非国家法のままで、医療提供の空間

に存在する個々人の権利保護と社会管理機能の実現という公共目的に資する途が

拓かれる。すなわち、「行政法」は、専門職自主法の定立主体である医療職集団と

いう社会の内部を管理し、かつ、医療職集団内部における権力（事実上の権力）

を抑制する機能を有するものとなる。「行政法」は、私的自治を行っている一つの

社会の中に、構成員に共通の価値（公共的価値）を実現することができる。この

「行政法」は、一つの医療職集団という社会内部だけでなく、その社会の外部に、

そしてさらに国家の境を超えて、複数の医療職集団（associations）や国家（states）

で構成されるグローバルな医療空間全体に、通用する。  

 

 

結語  

 

一 行政法の生成――「諸権力」統合的仕組み 

行政法が生成するとは、「行政の決定」に必要な「諸権力」統合的仕組みを行政

機関に授権する法の生成を指す。すなわち、①分立されない国家権力が存在する。

②この国家権力を立法権、行政権（または執行権）、司法権に分立することによっ

て、行政権が、国家権力の一つとして創出される。③国家権力の分立を前提とし

て定位する行政権は、その内部に再び、国家権力の諸作用――立法作用、行政作

用、司法作用――が統合された仕組みをもつ。すなわち、憲法および／または議

会制定法が行政機関を設置し、これに規則制定権・決定権・裁決権という三つの

権限（「諸権力」統合的仕組み）を授権するのである。ここに、「諸権力」統合的

                                                 
３８６  次稿の課題として検討する。  
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仕組みを行政機関に授権する法が登場する。④この授権法を根拠に、（行政裁判所

を含む）行政機関は、「行政の決定」（行政立法、行政処分および裁決）を行う。

こうした行政権の行使は自律的に行われる。⑤そして、これらの「行政の決定」

を裁判所（または行政機関自身）がコントロールする法も登場するのである。  

大陸法系の行政法は、上記③の段階、すなわち行政権内部における「諸権力」

統合的仕組みに関する授権法の登場を重視してきた。これに対し、アメリカにお

いては、州ではなく連邦に焦点をあわせ、かつ、上記⑤の段階、すなわち連邦の

「行政の決定」を裁判所がコントロールするための法の生成をもって、行政法が

生成したと捉えるのが主流である。この思考の結果、行政法の生成期、連邦およ

び州の「行政の決定」に必要な「諸権力」統合的仕組みを行政機関に授権する法、

および、州の「行政の決定」を裁判所がコントロールするための法は重視されな

かったのである。  

しかし、連邦においても、上記③の段階、すなわち行政権内部の「諸権力」統

合的仕組みの授権法は登場しており、この登場をもって行政法は生成したという

ことができる。次に、州レベルにおいて――本稿が扱う医療提供の国家法による

規律は、連邦制をとるアメリカにおいては、州の権限に属する――、アメリカ建

国期から一九三〇年代までの医師資格の法的規律をみるとき、州においても、行

政法――「行政の決定」に必要な「諸権力」統合的仕組みを行政機関に授権する

法、および、州の「行政の決定」を裁判所がコントロールするための法――が生

成していた。そして、この行政法のうち、「行政の決定」に必要な「諸権力」統合

的仕組みを行政機関に授権する法は、民間の医療専門職を構成員とする医療職集

団が自主的に定立した専門職自主法によって形成されたことも指摘できる。  

 

二 専門職自主法を構成する行政法 

このように、医療提供に対する法的規律の空間においては、州および連邦の制
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定法令と専門職自主法とが、並列的に生成し接合するという法的規律の歴史があ

る。そこで、州および連邦の制定法令と専門職自主法との接合のあり方、および、

それに対する司法審査を、一九三〇年代から現在まで、医療保障を含む医療提供

の法的規律において分析した結果、以下の点が明らかとなった。  

専門職自主法と州および連邦の制定法令とは、まず、医療職集団という組織を

通して接合する。組織を通した接合の形式としては、①制定法令に基づく医療職

集団の指定（指定型接合）、②制定法令に基づく医療職集団の設置（法定設置型接

合）、③行政機関と医療職集団との制定法令に基づく委託契約（委託契約型接合）

の三つがある。  

医療職集団は、専門職自主法を定立し、この自主法に基づいて基準適合性審査

を行っている。医療職集団は、自主的に、たとえば医師の資質、病院の質、医学

上必要な医療行為等の判断するための基準を定立し、この基準適合性を認定し、

この認定に関する紛争を裁断している。  

このような医療職集団が、上記三つのいずれかの型で制定法令と組織的に接合

すると、医療職集団の決定である基準定立およびその適用行為（以下、「医療職集

団の決定」という。）は、「行政の決定」と要件審査のレベルで接合することにな

る。要件審査のレベルでの接合は、大きく分けると、医療職集団の決定が法定要

件それ自体となる場合と、医療職集団の決定が行政機関によってなされる法定要

件充足性審査を補完する場合とがある。医療職集団の決定が議会の決定である法

定要件となる場合、「行政の決定」は、法定要件審査段階ではなく法効果の発生段

階でのみなされる。法定要件審査段階において、「行政の決定」は存在せず、医療

職集団の決定は、「行政の決定」に代わる。また、医療職集団の決定が法定要件充

足性審査を補完する場合は、法定要件審査段階において、医療職集団の決定がま

ず存在し、そしてこの決定を受けて「行政の決定」も行われるのである。  

以上から、現在、非国家法である専門職自主法と国家法（州および連邦の制定
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法令）である行政法は、形式においてはそれぞれ独立した法様式として並存する

とともに、内容においては専門職自主法が行政法を補完・浸透する関係を結ぶこ

とをとおして接合し、一つの法構成体である医療に関する行政法を編成している、

ということがわかる。したがって、医療に関する行政法は、権力分立原則に基づ

く国家法として専ら一元的に編成された型を有する行政法とは異なり、議会や行

政機関が創造する行政法としてだけではなく、専門職自主法が創造する法として

も生成したという姿がみえてくる。  

 

 上記のような専門職自主法と制定法令である行政法との接合を、裁判所は、国

家の権力・権限（power）という視点にたち、国家・行政からみて一体のものと

して捉え、司法的救済を試みた。すなわち、裁判所は、画一的かつ一律に、委任

禁止法理または／およびステイト・アクション該当性を審査することを通じて、

国家の権力・権限の所在、定義、効果（一方的法効果）を問うのであった。そし

て、委任禁止法理に違反しない、または、ステイト・アクションに該当すると判

断された場合、多くの裁判所は、次に、手続的な適正さの問題を審査している。

その結果、裁判所が与える救済は、公法を根拠とした救済へと方向づけられる。  

このように裁判所は、権力・権限に焦点をあわせる思考方法をとっているが、

その結果、制定法令と専門職自主法が分離し相互に補完しあう姿がみえなくなる

という問題も明らかとなった。  

 

三 行政法を構成する専門職自主法 

 そこで、本稿は、権力・権限ではなく、権能（authorization）という視点にた

ち、医療提供を法的に規律する空間において、専門職自主法と制定法令である行

政法とが接合する姿を分析した。権能とは、他者に対するシグナル（命令、約束、

情報等）を発信、受信または変換するという機能・作用である。この分析の結果、
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以下の点が明らかとなった。  

 権能という視点からみると、この空間において、医療職集団、州・連邦の行政

機関は、それぞれ固有の独立性をもち並列・対等な組織として存在している。そ

してこれら各組織は、相互に、シグナルの送信と受信を通じてネットワーク状に

関連付けられている。医療職集団に焦点をあわせると、医療職集団は、専門職自

主法に基づき、基準定立やその適用等、医療職集団の決定を行う。行政機関は、

医療職集団の決定が専門知に裏付けられていることを認め、この決定を受け入れ

て、「行政の決定」を行う。行政法の側からみると、もともと民主的正統性を有し

ていた「行政の決定」は、専門職自主法によって専門的正統性を補完されること

になる。これを、専門職自主法の側からみると、もともと専門的正統性を有して

いた医療職集団の決定は、行政法によって民主的正統性を補完されることになる。 

 したがって、権力・権限からみたとき、行政法が専門職自主法を構成している

姿があらわれる。すなわち、実体は行政法、その様態は専門職自主法である。逆

に、権能からみると、専門職自主法が行政法を構成している姿があらわれる。こ

の場合、実体は専門職自主法、様態は行政法である。  

  

四 専門職自主法の中に生成する「行政法」の徴候 

このように専門職自主法と行政法が接合するなかで、結接点となっているもの

は、基準適合性審査である。専門職自主法の空間において、医療職集団が定立し

た基準は自主基準である。この自主基準は、制定法令である行政法の空間におい

ては、許可等の審査基準となる。そして、この審査基準は、裁判判決においては、

裁量基準として捉えられるものとなる。したがって、本来分離して存在する専門

職自主法と行政法（制定法令および裁判判決）とは、基準適合性審査の一点で接

合し、もともと自主基準にすぎないものが、一連のプロセスの各段階において相

応の法的役割を果たすものへと転換しているのである。  
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また、基準適合性審査は、専門職自主法においては専門知を反映することがで

き、制定法である行政法においては民主性を反映することができる。専門職自主

法と行政法との基準適合性審査における接合は、相互にないものを補完しあうこ

とができるのである。しかし、これらの基準には、専門知または民主性の充填と

いう積極面の他に、たとえば、申請者の恣意的排除や市場における独占等の否定

面があらわれることもある。こうした負の事例に対しては、裁判所は、司法審査

において、権利保護の視点から介入することもある。ただ、専門職自主法の基準

そのものについては、司法審査は defer（謙抑）する傾向にあることも看過すべ

きではない。  

  

 そこで、本稿では、非国家法である専門職自主法それ自体の中にも、国家法で

ある行政法と機能的に等価の原理、実体法および手続法を有する「行政法」

（“administrative law”avant la lettre. 名を与えられる前の行政法）の生成が

おこっていることに注目したい。なぜなら、専門職自主法を定立している医療職

集団の中には、「諸権力」統合的仕組み――規則制定権・決定権・裁決権という三

つの権限――の登場をみいだすことができるからである。「行政法」は行政法と同

様に生成しうる。また、行政法は、社会管理機能（共同事務の創設と実施）およ

び私人の権利保護機能（国家権力の抑制）が期待されていると、しばしば語られ

ている。この視点からみるならば、医療職集団が定立する専門職自主法の中に「行

政法」をみいだすとき、この専門職自主法が行う基準適合性審査の中に、権利保

護と公共目的に資する仕組みをつくる途が拓けるだろう。  

 非国家法である専門職自主法は、国家法である行政法（制定法令および裁判判

決）から直接命じられ、または、国家法である行政法をみながら、自らその姿に

倣って、専門職自主法の中に「行政法」を創造してゆく。そして、そこには、行

政法、専門職自主法、そして、「行政法」を有する専門職自主法の三要素からなる
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広義の行政法モデルの輪郭がみえてくるのである。  


