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はじめに
ソ連においては行政裁判制度は長い間否定されてきた。しかし、70 年代後半になると、社
会主義においても行政と市民との間に利益の対立が発生しうることが認識され、そして行政
自身によるコントロールだけではこの問題を十分解決できないということが認められるよう
になった。その結果、ソ連においても徐々に独自の行政裁判(административная юстиция)
の概念及びその手続が導入された。
しかし、ソ連崩壊によって社会主義の枠内で行政裁判制度が発展する道は閉ざされること
となった。この道に代わって、社会主義を放棄した旧ソ連邦構成共和国は、市場経済に移行
し、権力分立、人権保障をうたう憲法を制定することとなった。その結果、旧ソ連邦構成共
和国においては、行政と市民との間における行政法関係から発生する紛争を裁判所で審理す
る仕組み、すなわち、行政裁判制度がソ連とは異なる道に沿った発展を始めたのであった。
しかし、同じ旧ソ連邦構成共和国であったにもかかわらず、旧ソ連邦構成共和国における行
政裁判制度の展開は、それぞれ異なるものとなった。例えば、ウクライナのように、行政訴
訟法を制定し、行政裁判所を設置している国もあれば、ロシアのように、通常裁判所や仲裁
裁判所の中で行政事件の審理を行い、法令の効力を直接争う不服の訴え(規範統制訴訟 норм
контроль1)制度も導入し、毎年数十万件を超える行政事件を裁判所が審理している国もある。
他方、ウズベキスタンのように旧ソ連にあった法制度を基本的になおも維持し、市民の権利
自由、法律上の利益を実効的に保護する行政裁判制度を十分整備していない国もある。この
ように、ソ連崩壊時、同じ制度を共有していた旧ソ連邦構成共和国であった国々において行
政裁判制度の整備がなぜ二十数年が経過した今日、分岐し、異なるものとなっているのか。
本論文は、旧ソ連邦構成共和国であったウズベキスタンにおける行政裁判制度を素材として
この問題について追究するものである。	
 
旧ソ連における行政裁判に関する先行研究は多数あるが2、旧ソ連邦構成共和国であるウズ
規範統制訴訟は、「судебный	
  нормоконтроль 裁判規範統制」ともいわれる。
См.:Бурков Антон Леонидович. Акты	
  судебного	
  нормоконтроля	
  как	
  источник	
 
административного 	
  права. Дис. ...канд.юрид.наук. 	
  Тюмень, 2005 г. Стр 13.;
См.:Никитин Сергей Васильевич. 	
  Судебный нормоконтроль в гражданском
процессе и арбитражном процессе: вопросы теории и практики.Дис. ...докт.юрид.наук.	
 
Москва, 2010 г. Стр 30.; См.:Бег Олег Александрович. Производство по делам об
оспаривании нормативных правовых актов. Дис. ...канд.юрид.наук.Москва, 2007 г.
Стр 12.参照。
2	
  例えば、日本の業績としては、ソ連における行政に対する司法審査に関して次のような研
究がある。市橋克哉「ソ連邦における行政にたいする司法審査（一・二）」法政論集 96 号、
97 号。関哲夫「ソ連における行政行為の司法審査」関哲夫『地方行政と争訟』（勁草書房、
1982 年）。小田博「ソヴィエト連邦・東欧諸国における行政の裁判的統制」法学協会『法学
協会百周年記念論文集	
  第 2 巻』（有斐閣、1983 年）。
また、英文の論文としては、例えば、Gregorio, Arena. “Introduction: Some	
  Remarks on
Administrative Law and Administrative Justice,” in Ginsburgs, George, Gianmaria Ajani,
Gerard Pieter van den Berg, and William B. Simons, eds. Soviet administrative law:
1

3

ベキスタンにおける行政裁判に関する研究は内外問わず殆どない。そして、ソ連崩壊後のウ
ズベキスタンにおいては今日に至るまで行政裁判に関連するウズベク語の先行研究は、わず
かに二つの研究があるだけである3。それは、Donyorov4と Hakimov5の研究である。
Donyorov は、タシケント法科大学の民事訴訟講座の教員であり、行政裁判が民事訴訟の一
環として研究され、民事訴訟との違い、訴訟審理の特徴等について検討されている。また、
Hakimov は、タシケント法科大学の行政法講座の教員であり、行政法の観点からの検討であ
るが、
「ウズベキスタンにおける行政裁判所の設置」という問題だけを検討しており、行政裁
判全般の理論について検討するものではない。
このように、現在なお、ウズベキスタンにおける行政裁判の研究は極めて乏しく、このよ
うな現状を踏まえた上で、本論文において以下の課題を設定し、検討するものである。
まず、現在ウズベキスタンにおいては行政裁判に関する理論も、行政裁判制度もその運用
も発展しておらず、残念ながら、行政裁判制度の改革も 90 年代で止まっている。したがって、
本論文では、この問題の原因は何かを明らかにしたい。この課題を明らかにすることによっ
て、現在のウズベキスタンにおける市民の権利自由および法律上の利益の実効的救済を妨げ
ている要因及びその背景にある問題を明らかにし、この問題の解決のための方策を検討した
い。
	
  これを明らかにするためには、まず、ウズベキスタンにおける行政裁判は歴史的に、すな
わち、ソ連時代にどのようなものであったかを検討する必要がある。そこで、まず、本稿第
一章ではソ連における行政裁判の歴史、法制度、理論およびそれがかかえた諸問題を検討す
る。次に、本稿第二章で現在のウズベキスタンにおける行政裁判の法制度、理論をソ連にお
ける行政裁判と比較しながら、現在のウズベキスタンにおける行政裁判改革を阻んでいる諸

theory and policy. Vol. 40. [Law in E.E. 40] BRILL, 1989. 1; Tay,A.E.S. and Kamenka, E.
“The Future of Administrative Justice in the USSR and China,” in Law in E.E. 40 (1989),
47; Donald D.Barry. “Administrative Justice: the Role of Soviet Courts in Controlling
Administrative Acts,” in Law in E.E. 40 (1989), 63 を参照。
3	
  ロシア語の研究としては、ウズベキスタンの有力な行政法学者である Khvan は、行政裁
判 に 関 し て 次 の 論 文 を 発 表 し て い る 。 См.:Л.Б.Хван. Административная юстиция в
современной правовой системе Республики Узбекистан: постановка вопроса.
«Административная юстиция: к разработке научной концепции в Республике
Узбекистан».Ташкент: Издательство «ABUMATBUOT-KONSALT», 2011 г. Стр 45.;
См.:Л.Б.Хван.Судебный
административный
контроль
в
Республике
Узбекистан:проблемы понимания и перспективность в ее правовой системе.
Административное судопроизводство-процессуального законодательства. – Сер.:
Юбилеи, конференции, форумы. – Вып.7. –Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2013 г.
4 Қаранг: Донёров Мирзоҳаким. Фуқароларнинг 	
  ҳуқуқ ва эркинликларини
бузадиган ҳатти-ҳаракатлар (қарорлар) устидан 	
  берилган 	
  ариза 	
  ва	
 
шикоятларни	
  судда	
  кўришнинг	
  процессуал	
  хусусиятлари. “ Nihol nashriyoti”–
Тошкент, 2007 й.
5 Қаранг: 	
 
Ғуломжон 	
  Ҳакимов. Ўзбекистонда 	
  маъмурий 	
  юстицияни	
 
ривожлантиришнинг муаммолари. Монография. – Т.:ТДЮИ нашриёти, 2009 й.
4

要因について検討する。
現在のウズベキスタンにおいては、
「行政訴訟」、
「行政行為」等西欧諸国や日本における行
政法においては、今日当然のこととなっている概念が確立していない。しかし、日本で執筆
している本論文においては、ウズベキスタンにおける問題の所在を明らかにするため、以下
では日本法の「行政訴訟」、「行政行為」等の概念を用いて分析・検討することとする。
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第一章	
  ソ連における行政に対する司法審査
行政裁判は、歴史的にみるならば、その経路依存性が強く、各国の歴史のなかで異なる発
展を遂げる。旧ソ連の歴史は、現在の CIS 諸国、本稿では、ウズベキスタンの法制度と理論
に大いに影響を与え、旧ソ連のそれは、独立後の現在も制度及び理論の基礎となっている。
したがって、本章においては、ソ連における行政裁判の歴史をまず検討する6。そして、この
経路依存性をおさえた上で、第二章で現在のウズベキスタンにおける行政裁判の制度と理論、
その背景を解明する。
第一節	
  ソ連における行政に対する司法審査の歴史とその末期における法改革
1.1 歴史	
 
ソ連初期においては、行政裁判は、確かに法制度上も理論上も発展する萌芽があった。しか
し 20 年代半ば以降は、ソビエト法のブルジョア法との異質性が強調されることとなり、行政
裁判は、その存在そのものが否定された7。以下では、まず行政裁判制度についてその歴史を
概略的に述べる。
	
  この当時の状況について、Starilov は、次のように述べている。帝政の前後と二月革命後
1917 年 5 月に臨時政府は行政裁判所に関する法律を制定した。しかし、十月革命によって、
この法律は廃止され、以後、行政裁判所が設けられることはなく、改革の試みは挫折した。
十月革命後は、上級行政機関等への不服申立制度だけが設けられ、例えば、1919 年 5 月 4
日に設立された中央不服ビューロー(1919 年 5 月 24 日付けて地方局も設立)、行政に対する
一般監督権限を有する検察官への不服申立制度があっただけであった8。1920 年には国家監
督機関が労農監査部に再編され、その組織の中に不服ビューローも入り、1924 年には、この
ビューローも廃止された。こうした制度と並んで確かに、ソ連初期においても、行政裁判所
を設ける議論があったが、実現には至らなかったのである。その主たる理由として、Starilov
は、当時の裁判所がもっぱらソビエト国家に対する侵害(横領)からソビエト国家を保護する機

ソ 連 に お い て は 、 西 欧 で 理 解 さ れ る 意 味 に お け る 行 政 訴 訟 (административное
судопроизводство,	
  административный иск)は確立しなかったが、本稿においては、ソ連
でいうところの行政法関係から生ずる事件の裁判審理に関して、これを行政裁判
(административная юстиция)という用語を用いて論じることとする。
7 例えば、ネップ期の初めに社会主義における「行政裁判肯定論」の立場をとっていた
Elistratov, Zagryatskov の見解について、市橋克哉「ソ連邦における行政にたいする司法審
査（2・完）」法政論集 97 号(1983 年)179－183 頁参照。
8 Xamaneva によれば、1918 年 11 月に全露ソビエト臨時大会で「法律の厳格な遵守に関す
る」令が公布され、すべての共和国市民にすべてのソビエト組織、公務員の行為に対して申
立 て を 行 う 権 利 が 宣 言 さ れ た (См.: Н.Ю.Хаманева. Право 	
  жалобы 	
  граждан 	
  в	
 
Европейских	
  социалистических	
  странах. Издательство «НАУКА», Москва, 1984 г.
Стр. 9.)。
6
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関と解され、市民が国家の責任を追及する機関としての裁判所の機能は一切否定されていた
という点をあげている。したがって、こうした考え方のもとでは、ソビエト国家ではなく、
個々の官僚の違法行為に対する不服申立てだけが許されたのであった。1923 年 7 月 7 日には、
全ロシア中央執行委員会がその下に懲戒裁判所を設立し、州執行委員会の下にも同様の裁判
所を設立した。しかし、この裁判所は、名ばかりで執行委員会の下にあったため独立性がな
く、行政裁判所とはいえないものであった9。
この当時の注目すべき歴史的事実は、行政裁判所設置案が作成されていたことである 10。
しかし、20 年代半ばから強まる行政裁判に対する否定的な考え方の影響を受けて、ソ連に行
政裁判はあり得ないとする見解が有力になった。そのため、それ以降は 40－50 年代に至る
まで、行政裁判に関する多くの論文は、この制度がブルジョア法に特有な制度であると結論
づけるものであった11。
しかし、実定法制をみると、例えば、1937 年 4 月 11 日には、農産物の国庫への強制徴収
を怠ったコルホーズに対し裁判所を通じて過料を科す制度が導入された(以下、1937 年 4 月
11 日付規程という。)12。さらに、同年、それまで行政機関によって直接徴収されていた滞納

См.:Ю.Н. Старилов. Административная юстиция: Проблемы теории.- Воронеж:Изд.
Ворон Гос Унив,1998 г. Стр.15.
日本でも、関哲夫は、ソ連初期における行政裁判の沿革について次のように述べる。1917
年 10 月革命後―民事・刑事の事件を取扱う裁判所を設置、行政裁判所は設置されなかった。
1919 年 4 月 9 日の全露中央執行委員会布告「国家的統制について」によって中央訴願・審査
申出局が付設された。1920 年 2 月に労働監察人民委員部に改組され、1921 年～1922 年に多
数の事件を裁決した。労働監察人民委員部のこのような態度を見て学者は行政裁判所の萌芽
を認め始め、行政裁判所設置法案の草案をも作成したのである(関哲夫「ソ連邦における行政
行為の司法審査(1)」法律時報 48 巻 12 号(1976 年)78－79 頁)。
同旨、関哲夫・前掲注(2)、194－198 頁参照。
しかし、Bonner によれば、1922 年に検察官監督規程が制定され、1923 年 9 月 6 日に労
働監察人民委員部の大幅な権限縮小がなされ、1923 年 7 月 7 日にロシア共和国民事訴訟法典
が採択され(その後、他の共和国も民事訴訟法典を採択する)、その中では行政機関の活動に対
する裁判所への不服の訴えは規定されなかったのである。そして、行政の行為に対する裁判
所による適法性審査が初めて登場したのは 1923 年、公証人行為に対する不服の訴えの審理
が裁判所の管轄に入れられたときであったという(См.: А.Т.Боннер. Производство по
делам,
возникающим
из
административно-правовых
отношений.
Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 1966 г. Стр 56.)。
10 «Положение о верховном административном суде и об областных и губернских
административных судах Республики». Журнал «Советское право» 1922 г. № 1－3 Стр
131-134.
	
  この法案について、市橋・前掲注(7)、191－192 頁参照。
11 См.: Чечот Д.М. Административная юстиция (Теоретические проблемы).Л., 1973 г.
Стр	
  61-62.
12 Постановление	
  СНК СССР и ЦК ВКП(б). «Об обьязательных поставках зерна,
риса, подсолнуха и картофеля государству в 1937 году колхозами, колхозниками и
9

7

税、強制保険、国家への農産物の義務納入、コルホーズ、家内工業組合、市民に対する過料
が裁判所の手続によって徴収されるようになった(事前司法審査(統制))13。また、1938 年には
選挙人名簿の誤りに対する裁判所への不服申立てが導入され、選挙人名簿の誤りも裁判所の
審査対象となった。これらの制度のうち、1937 年 4 月 11 日付規程によって導入された仕組
みは、後に 1961 年 6 月 21 日、連邦最高会議幹部会令「行政手続によって賦科される過料適
用のいっそうの制限について」が制定された際に、廃止されることとなる。なお、旧民事訴
訟法典においては、執行官の行為に対する裁判所への不服申立て（第 271 条）、公証人の行為
に対する裁判所への不服申立て（第 231-234 条14）という行政事件について、裁判所の審査
が認められていたが15、1961 年に連邦法律「ソ連邦および連邦構成共和国の民事訴訟手続の
基礎」が制定されたことによってこれらの制度も廃止された16。そして、この 1961 年法は、
ソ連の歴史上初めて「行政上の法関係から発生する事件に関する手続」が「訴えの手続」お
よび「特別手続」と並ぶ裁判手続として設けられた。ただ、この行政の活動に対する不服の
единоличными хозяйствами и о ставках натуроплаты работ МТС». СЗ СССР, 1937 г
№21, Ст 78.
1937 年 4 月 11 日付規程の採択、意義について、А.Ф.Козлов. Основные вопросы теории	
 
особого производства по Закону от 11 апреля 1937 года. Автреф.кан.ю.н. Свердловск,
1952 г.参照。
13 Постановление ЦИК и СНК. «Об отмене административного порядка и
установлении судебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по
государственным и местным налогам, обязательному окладному страхованию,
обязательным
натуральным
поставкам
и
штрафам
с
колхозов,
кустарно-промысловых артелей и отдельных граждан». СЗ СССР, 1937 г №30, Ст 120.
ソ連では、行政裁判所はなかったが、行政事件を審理する専門委員会はいくつかあり、当
該分野における紛争を解決する機能をはたしていた。例えば、1932 年に設置された土地紛争
処 理 委 員 会 は そ の 代 表 例 で あ っ た (Постановление ЦИК и СНК. «О создании
устойчивого землепользования колхозов». СЗ СССР, 1932 г №66, Ст	
  388.)。
また、1933 年、1935 年に制定されたものとして、労働者の行政上の申立ての審理に関す
る諸規則が存在していた(Постановление Президиума ЦИК СССР от 13 апреля 1933 г.
«О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним необходимых мер» (СЗ СССР,
1933 г., № 26, ст.153),Постановление Президиума ЦИК СССР от 14 декабря 1935 г. «О
положении дел	
  с разбором жалоб трудящихся» (СЗ СССР, 1936 г., № 31, Ст.274))。
Chechot によると、行政裁判所の導入を 1956 年に Shargorodskiy が再提案し、侵害された
権利を裁判所が回復(保護)するだけではなく、そのような権利侵害を行った行政機関、権限あ
る公務員(役職者)に対して行政罰を科することをも決定しなければならないと主張していた
という(См.: Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 87-88.)。
14 Постановление
ЦИК и СНК. «Об основных принцыпах организации
государственного нотариата». СЗ СССР, 1926 г. №35, Ст 252.
15 この点に関して Chechot は、1961 年から新しい段階が始まったという。すなわち、市民
が裁判所に不服の訴えを提起できるようになり、この後出訴事項も少しずつ拡大したと述べ
ている(См: Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 63.)。
16 «Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (Закон
от 8 декабря 1961 г.)
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訴えとしては、行政処罰事件だけが規定されていた17。1968 年 4 月 12 日には、
「市民の提案、
申請及び申立ての審理手続に関する」最高会議幹部会決定が公布され、行政上の不服申立制
度が法制化した 18。しかし、不服申立てが提案および申請とともに規律されており、不服申
立事件審理に関しても、審理期間、審査庁の書面回答義務を定めるだけの簡単なものであっ
た。
したがって、ソ連時代初期には、行政裁判が発展する萌芽はあったものの、結局は行政裁
判は否定されてしまった。行政裁判否定の時代が長く続いた後、ようやく 60 年代に入ると、
徐々に行政に対する司法審査を認める法令が制定されはじめ、行政裁判否定論 19に対する反
論も始まった。そして、こうした新しい状況をうけて 1977 年ソ連憲法 58 条が、初めて、ソ
連憲法のなかで市民の裁判所への不服の訴えを提起する権利を認めることとなる。これを契
機に、10 年後のペレストロイカ期に入り、1987 年 6 月 30 日、「市民の権利を侵害する公務
員の違法行為を裁判所に提訴する手続に関する」ソビエト社会主義共和国連邦法律 20(以下、
「1987 年法律」という。)がようやく採択され、さらに、1989 年 11 月 2 日にはこの法律が
改正され、
「市民の権利を侵害する行政機関及び公務員の違法行為を裁判所に提訴する手続に
関する」ソビエト社会主義共和国連邦法律21と名称も変更されたのであった(以下、「1989 年
改正法律」という。)。

1.2

ソ連末期における行政に対する司法審査に関する法改革	
 

ソ連において 1987 年法律が採択されるまで、ソ連邦構成共和国民事訴訟法典が行政に対
する司法審査に関する主な法律であった。1961 年 12 月 8 日付ソ連民事訴訟基本法第 1 条に
おいて、民事訴訟法令が定める訴訟の一つとして「行政法関係から発生する事件」手続をあ
げ、行政事件の裁判審理に関して詳細な規定は、1964 年前後に制定された各ソ連邦構成共和
国の民事訴訟法典に定められることとなった。以下では、その代表例としてロシアソビエト
社会主義連邦共和国の民事訴訟法典に定められた行政事件の裁判審理について述べる。

例えば、ロシア連邦構成共和国民事訴訟法典第 24 節参照(Глава 24. ГПК РСФСР от 11
июня 1964 г.)。
18 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан».
この点に関しては、Remnyov, Viktor. "The	
  citizen	
  and	
  administration	
  in	
  the
USSR.”Civil rights	
  in	
  the	
  USSR” Editors	
  of	
  Moscow	
  News, (1976). 54-57.参照。
19	
  この点に関しては、小田博・前掲注(2)、423-424 頁参照。
20 Закон СССР от 30 июня 1987 г. № 7287-ХI «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан».
21 Закон СССР от 2 ноября 1989 г. № 719-I «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц,
ущемляющих права граждан».
17
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まず、ロシアソビエト社会主義連邦共和国民事訴訟法典第 2 章は、
「行政法関係から発生す
る事件」手続を定めた22。そこでは、総則(第 22 節)、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え(第
23 節)、行政機関の行為に対する不服の訴え(第 24 節)、国税、地方税、強制保険料および自
治分担金に係る滞納金(недоимка)の市民からの強制徴収に関する事件(第 25 節)からなって
いた。選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え(第 23 節)、行政機関の行為に対する不服の訴え
(第 24 節)については、市民に不服の訴えを提起する資格があった。国税、地方税、強制保険
料および自治分担金に係る滞納金(недоимка)の市民からの強制徴収に関する事件(第 25 節)
は、市民ではなく行政の方から申立てを提起する事前司法審査であった。また、行政機関の
行為に対する不服の訴え(第 24 節)としては、行政処罰決定に対する不服の訴えに関する事件
のみが規定されており、そこでいう「行為」とは、行政処罰決定だけを意味していた 23。ま
た、民事訴訟法典第 3 章は、
「特別手続」の事件手続を定めていた。その中にも行政に対する
司法審査と解することができる事件があった。例えば、戸籍登録簿の記載の誤りの確定申請
および公証人の行為に対する不服の訴えは、行政機関の行為の適法性を審理の対象としたも
のであった24。
ロシアソビエト社会主義連邦共和国民事訴訟法典第 1 章「訴えの手続」による事件審理の
中にも行政に対する司法審査にあたる事件があった。例えば、行政の行為の無効確認等を求
める訴訟(住居使用許可証の無効確認、住居交換許可証の無効確認、婚姻の無効確認、養子縁
組の無効確認、養子縁組の取消し、執行官の行為の取消し、解雇決定の理由変更)、行政の行
為と矛盾する法律関係の形成を求める訴訟、行政の行為の発布の義務づけを求める訴え(住居
賃貸借契約変更の義務づけ、住宅保留証明交付の義務づけ、住居交換の義務づけ、発明権関
係の事件)、市民の財産の無償没収に関する訴訟(違反建築物の没収、不経済に管理された建物
の没収、不労所得を得るために利用されている建物その他の財産の没収、不労所得によって
取得された建物その他の財産の没収)、行政の行為の適法性の有無を先決問題とする訴訟等が

Chechot によれば、「純粋な行政裁判」事件には、ソ連・ロシア構成共和国民事訴訟法典
第 231 条が定める事件だけが属しており、そこでは列記主義が採用されている。しかし、行
政に対する司法審査が多かれ少なかれ行われる事件の大半が「訴えの手続」による事件処理
に 基 づ い て 審 理 さ れ て い る と い う (См.: Д.М.Чечот. Тенденции и перспективы
развития гражданского процессуального права в СССР. «Актуальные проблемы
теории и практики гражданского процесса» Издательство Ленинградского
университета, Ленинград, 1979 г. Стр14.)。
23 このように、ロシアソビエト社会主義連邦共和国民事訴訟法典が行政処罰事件を中心とす
る 行 政 に 対 す る 司 法 審 査 制 度 を 定 め て い た こ と が 分 か る (См.: Гражданский кодекс
РСФСР; Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: Госизд «Юридическая
литература» Москва, 1965 г. Стр 330－334.)。
24	
  ロシアソビエト社会主義連邦共和国民事訴訟法典第 2 章及び第 3 章における行政に対す
る司法審査の実定法制については、関哲夫「ソ連邦における行政行為の司法審査(2)」法律時
報 48 巻 13 号(1976 年)、関哲夫「ソ連邦における行政行為の司法審査(3・完)」法律時報 49
巻 1 号(1977 年)参照。
22
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あげられる25。
なお、以上ロシアソビエト社会主義連邦共和国民事訴訟法典における行政に対する司法審
査を例にとって述べたが、ウズベクソビエト社会主義共和国民事訴訟法典もこれとまったく
同一のものであった26。
したがって、ソ連時代の末期、ペレストロイカが始まると、行政の行為に対する裁判所へ
不服の訴えを提起する事件として、1987 年法律が採択されるまで、市民の不服の訴えにより
提起される「行政法関係から発生する事件」としては、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴
え事件と行政機関の行為に対する不服の訴え事件だけがあったのである。以下では、この裁
判手続について述べる。
まず、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え事件に関しては、出訴権者に関して制限がな
く、誤りの対象たる本人のみならず、何人も出訴する権利があった。また、当該事件におい
て当該選挙区所在地の地方ソビエト執行委員会への審査申出前置を採用し、裁判審理の期間
を出訴のときから三日以内と定めていた。選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え事件におい
て選挙人名簿の誤りを確定する判決は、ソビエト執行委員会が選挙人名簿を訂正するための
根拠となると定められていた。すなわち、当該不服の訴えを容認する判決は、当該ソビエト
執行委員会を拘束し、選挙管理委員会または執行委員会自身により、名簿の訂正が行われた。
選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え事件の判決は終局的であり、上訴が認められていなか
った27。
次に、行政機関の行為に対する不服の訴え事件についてみると、それは、行政手続で科さ
れる、過料(штраф)その他の行政罰(административное взыскание)の賦科決定に対する不
服の訴えに関する事件からなっていた 28。当該事件の裁判審理に関しては、決定受領日から
10 日以内の出訴期間、当該決定の裁判審理中の執行停止が定められていた。裁判所は、当該
決定を違法と認めるときは、
「不服の訴えを認容」し、当該「決定を取り消」すと判決するこ
とが定められていた。また、当該決定は法令が定める過料額を上回る場合または当該決定の

25	
 

この種の事件の実定法制については、関哲夫(1977 年)・前掲注(24)参照。
ウズベクソビエト社会主義共和国民事訴訟法典第 2 章は、
「行政法関係から発生する事件」
処理となっていた。民事訴訟法典第 2 章は(ロシアソビエト社会主義連邦共和国と同様に)、
総則(第 22 節)、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え(第 23 節)、行政機関の行為に対する不
服の訴え(第 24 節)、国税、地方税、強制保険料および自治分担金に係る滞納金(недоимка)
の市民からの強制徴収に関する事件(第 25 節)であった。これについては、Гражданский
кодекс Узбекской ССР; Гражданский процессуальный кодекс Узбекской ССР: С изм.
и доп. на 1 января 1985 года.―Т., 1985 г. Стр 288－295.参照。
27	
  関哲夫(1976 年)・前掲注(24)、255 頁参照。
28	
  民事訴訟法典第 231 条 2 項は、
「行政機関の行為に対する不服の訴え」事件の裁判審理を
定めている。しかし、ここでいう「行政機関の行為に対する不服の訴え」事件には、具体的
にどのような事件が該当するかが明確になっておらず、行政処罰事件だけが「行政機関の行
為 に 対 す る 不 服 の 訴 え 」 事 件 に 該 当 す る と さ れ て い た (См.: Научно-практический
комментарий
к
ГПК
РСФСР/Под
ред.
Р.Ф.Каллистратовой
и
В.К.Пучинского.―М.:Юрид.лит., 1965 г. Стр 269.)。
26	
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名宛人の財産的状況、違法な行為の性質を勘案し、裁判所が過料額の減額をすることができ
ると定められていた29。
	
  次に、上述したそれまでの行政裁判制度を大きく変える画期的な改革立法となった 1987
年法律について述べる。
1977 年ソ連憲法第 58 条 2 項が、
「市民の権利の侵害をもたらす公務員の違法行為または権
限をこえる行為は、法律の定める手続により、これを裁判所に提訴することができる」と規
定し、ソ連憲法史上はじめて市民が行政の活動を裁判所に提訴する権利を認めた30。
この 1977 年ソ連憲法によって行政に対する司法審査が一般的に可能となった結果、1987
年法律が採択された31。本法律の特徴として以下のことをあげることができる。不服の訴え
の対象となる行為(決定)は、独任制行政庁である権限ある公務員(官吏)の行為(決定)であり、
さらに、1989 年改正法律により合議制行政機関の行為(決定)も不服の訴えの対象となる行為
(決定)になった。そして 1987 年法律は、不服申立前置主義(第 4 条)、概括主義(第 2 条32)を採
用していた。不服の訴えを提起する期間は、不服申立てに関する上級行政機関の裁決の後、1
か月以内またはその回答がない場合法定処理期間が過ぎた後 1 カ月以内(第 5 条)、行政処罰
決定に関しては決定後 10 日以内であった。裁判審理手続及び判決の執行は、民事訴訟法典に
基づいて、1987 年法律の例外(特則)を勘案して行われるとしていた(第 6 条)。裁判所の判決
は、①不服の訴えが合法である場合、不服の訴えを認め、当該権限ある公務員が権利侵害を
除却する義務があることの確認、②権限ある公務員の行為(決定)が合法である場合、不服の訴
えの棄却をすることが定められていた(第 7 条)。しかし、判決に対して破毀手続が認められ
ておらず、検察官等が監督審(手続)で異議申立て(протест)をすることだけができるとされて
いた33。
	
  さらに、1989 年改正法律により、前述したようにそれまで独任権限ある公務員の行為(決
定)にくわえて、合議制行政機関の行為(決定)に対する不服の訴えもできるようになり、不服
29

関哲夫(1976 年)・前掲注(24)、251－253 頁参照。
市橋克哉「ソ連邦における行政にたいする司法審査(1)」法政論集 96 号(1983 年)306－307
頁参照。
また、Khamaneva は、1977 年に、憲法上初めて裁判所へ市民が不服の訴えを提起する権
利を有することが保障されたという(См.:Н.Ю.Хаманева., 1984 г.Указ. соч. Стр. 81.)。
31	
  1987 年法律の採択過程について、市橋克哉「ソ連における行政訴訟改革」室井力先生記
念論集『現代行政法の理論』（法律文化社、1991 年）489 頁以下参照。
32	
  1987 年法律の第 3 条に概括主義の適用除外も定められていた。
1987 年法律第 3 条には、
刑事訴訟法令、民事訴訟法令、労働紛争処理手続に関する法令、発見・発明及び合理化提案
に関する法令、行政処罰法令、個人労働活動及びその他のソ連及びソ連邦構成共和国の法令
により別の不服手続が規定されている場合、また、国家防衛の保障、国家安全保障に関する
行為に対しては、裁判所に不服の訴えを提起することができないと定められていた。
33	
  1987 年法律の不服申立前置主義は一旦廃止されていた。
30
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申立前置主義が再び導入された34。
以上、ソ連実定法制における行政に対する司法審査をめぐる歴史を概観したが、以下では、
ソ連における行政に対する司法審査に関する諸理論を検討する。
第二節	
  行政裁判に関する理論
	
  ソ連における行政に対する司法審査に関する理論の根底には、行政裁判の理解の問題及び
行政裁判がブルジョア国家の法制度であるという考え方によるその否定という問題があった。
そして、行政裁判の理解の問題及び様々な理由による行政裁判否定論はソ連崩壊後も旧ソ連
邦構成共和国においては、依然として大きな影響力をもっている。例えば、そのような国と
して本稿第二章で検討するウズベキスタンがあげられる。そこで、本章第二節においては、
ウズベキスタンを検討する第二章との関連において重要であるソ連における行政裁判制度の
導入に関する問題、行政裁判の概念をめぐる問題、民事訴訟と行政裁判との区別の問題及び
行政裁判の手続の独自(固有)性をめぐる問題を中心にソ連における行政に対する司法審査の
理論およびその問題を検討する。
	
  	
 
2.1	
  	
  ソ連における行政裁判制度の導入に関する問題
ソ連においては、長年にわたり行政裁判、そして行政裁判所制度が否定されていた。その
主要な理由としては、行政裁判がブルジョア国家の要素であるという考え方があったからで
ある。すなわち、行政裁判、そして行政裁判所制度は、社会主義には無縁であるという考え
方が支配的であった。しかし、60 年代に入ると、社会主義においても行政は市民の権利を侵
害することがあるという考え方が徐々に認識され、受け入れられるようになった。市民の不
服申立てが年々増加し、行政部がそれに十分対応できていないという事実もまた明らかにな
った。そして、行政上の不服申立てが市民の権利自由を十分保護できないこと、そして、行
政自身のコントロールだけでは社会主義的適法性(социалистическая законность)が確保で
きないということも明らかになった 35。その結果、行政よりも公正かつ中立的で、官僚的で
ない裁判所による市民の権利自由の保護が行政上の不服申立制度より優れているということ
が広く主張され、認められるようになった36。

34 См.:Наталья
Васильевна Громова. Административная юстиция(история и
современность). Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2002 г. Стр 51－52.
35	
  このようにして、ソ連時代においては、行政自身のコントロールの不十分さという問題
が発生したが、このことの深刻さは、それまでのドグマを盲目的に維持しつづけることを許
さず、理論的にも、立法的にも新たな展開へと導いた。
36	
  この点に関して、ソ連の学者は以下のような見解を述べていた。
Yeliseykin によれば、裁判審理は、客観的真実の究明、合法的判断を下すための訴訟手続に
基づいて行われ、訴訟当事者にとって自己の利益を保護するための様々な措置を提供してい
る。また、裁判訴訟手続は、決まった期間内に行使され、不服の訴えが、迅速かつ適時に解
決されることを確保するという優位性がある(См.:П.Ф.Елисейкин. Судебный надзор за
деятельностью административных органов. Проблемы государства и права на
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современном этапе. Владивосток, 1963 г. Стр 30.)。
Stolmakov によれば、侵害された権利の回復に関しては、裁判手法の方が行政上の救済手
法より優れている(См.:А.И.Столмаков. Админисративно-правовые и судебные методы
охраны субъективных прав граждан СССР. Автреф.кан.ю.н. Москва, 1971 г. Стр10.)。
Bonner と Kvitkin は、救済方法が多ければ多いほど、違法を是正する道も増え、当該国に
おける不服申立制度も民主的になるとして、行政自身のコントロールとは別にソ連における
裁 判 所 に よ る 行 政 の 行 為 の 審 査 制 度 の 導 入 の 意 義 を 説 明 し て い る (См.:А.Т.Боннер,
В.Т.Квиткин., 1973 г.Указ. соч. Стр 6.)。
Nedbaylo によれば、行政上の不服申立てにおいては、①行政が「自己の事件で裁判官にな
る」ということ、②行政上の手続が利害関係人(不服申立人)の参加を裁判手続のように保障し
ていないことを理由に、行政自身のコントロールより、裁判所に対して不服の訴えを提起す
る制度のほうが優れていると述べている(См.:П.Е.Недбайло. О юридических гарантиях
правильного осуществления советских правовых норм. «Советское государство и
право» 1957 г. № 6. Стр 26.)。
同旨、См.: В.Т.Квиткин. Судебный контроль за законностью действий органов
государственного управления. Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 1967 г. Стр41.参照。
Sirenko によれば、行政手続より、裁判手続のほうが権利に関する訴訟の民主的な解決措
置に適していると述べている(См.: В.Ф.Сиренко. Проблема интереса в государственном
управлении. «НАУКОВА ДУМКА» Киев, 1980 г. Стр	
  114.)。
「ソ連における代表的な行政外的コントロール制度である検察官の一般監督制度および人
民コントロール制度も、市民が手続上の主体となる対審的手続構造をもたないため、市民の
権利保護には適しておらず、また現代の行政活動の多様さと複雑さのために、適時にすべて
の適法性違反を摘発し、それに対応する措置をとる時間も力も手腕も不足しているといわれ
ている・・・市民の権利保護とのかかわりでもつ欠陥を改善するため、行政にたいする司法
審査を拡大することは、1970 年代前半にはソ連の法律家のなかで支配的要求となり、社会主
義的適法性の再建、強化路線における中心的主張になっていた」(市橋・前掲注(30)、310－
311 頁参照)。
Guk Natalya によれば、行政上の不服申立てが不完全であり、その理由は行政上の不服に
関する法令が残念ながら宣言的(декларативный)な性格を有することにあるとしている
( См.: Наталья Николаевна Гук. Теоретические и прикладные проблемы реализации
конституционного права советских граждан на обжалование действий(актов)
государственных, общественных органов и должностных лиц. Автореф.
дис. ...канд.юрид.наук. Киев, 1991 г. Стр 2.)。
Remnyov は裁判所へ不服の訴えを提起する制度の必要性を次のように説明している。行政
上の不服申立てがあまり審査されなかった結果、数多くの不服が直接共産党に提起されるよ
うになった。その結果、共産党機関が行政を代替し始めた。さらに、不服申立てが主として
新聞、雑誌、モスクワ(ソ連共産党中央委員会、ソ連最高会議、ソ連最高会議幹部会その他の
最高機関)に申し立てられるようになっていた。その理由は、中央・最高機関の権威が高く、
逆に地方では、官僚主義、形式主義、不服に対する不注意、他の機関への移送、回答が根拠
づけられた理由になっていないこと、その他法令の違反等があったからであると述べる
(См.:В.И.Ремнев. Право жалобы и административная юстиция в СССР. «Советское
государство и право» 1986 г. № 6. Стр 23-24.)。
この点に関して、さらに、アメリカの研究者である Smith, Gordon B. The Soviet procuracy
and the supervision of administration. Alphen aan den Rijn,, The Netherlands: Sijthoff &
Noordhoff, 1978. 37 － 54; Simis, Konstantin M. “The Making of the New Soviet
Constitution: Conflict Over Administrative Justice.” Soviet Union 2, no.6 (1979). 206 頁を
参照。
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しかし、こうした考え方の転換だけでは、ソ連における行政裁判制度の確立は困難であっ
た。そもそも、ソ連では、西欧諸国において行政裁判を生み出し、これと接合する行政法そ
のものが存在しなかった37。すなわち、ブルジョア法においては当然のこととして、行政法
と行政裁判とは接合しているが、社会主義法においては両者は結びついてなかったのである。
ソ連においては、行政法自身が 20 年代に一旦否定され、30 年代に入ると復活するが、それ
は、行政裁判と接合した行政法ではなかったことは、看過すべきではない重要な特徴であっ
た。この時期、ソ連では、社会主義建設のためのソビエト行政法が必要であり、改めて、社
会主義においては行政法の役割が重要であるとされた。しかし、それは行政と市民の間の関
係を法的に規律し、市民の権利や利益を保護する役割を果たす行政法ではなかったのである
38。	
 

	
  	
 

次に、歴史的にはブルジョア法の一制度である行政裁判の前提条件も、社会主義法原理を
とるソ連には備わっていなかった39。そのようなブルジョア法の前提条件として当然備わっ
ている(ア)法治国家、(イ)権力分立、(ウ)市民の主観的権利の法的保障といった原理が、ソ連

37	
 

ネップ期には、Pashukanis によって、ソ連行政法がまだ確立しておらず、Elistratov 等
ソ連に残った革命前からの行政法論者のように、ブルジョア国家における行政法にならって
ソ ビ エ ト 行 政 法 を つ く る こ と も で き な い と 主 張 さ れ た (См.:Е.Б.Пашуканис. Обзор
литературы по административному праву. «Революция права» 1927 г. №3. Стр
174-177)。しかし、30 年代後半になると、Vishinskiy によって、そのような考え方が間違っ
ていることが強く批判される。ソ連における社会主義建設のために社会主義行政法が必要で
あり、社会主義における行政法の役割は重要であるとされた(См.:Основные задачи науки
советского социалистического права. Доклад
А.Я.Вышинского, прения и
заключительное слово на I Совещании по вопросам науки советского государства и
права, Юрид.изд НКЮ СССР. Москва, 1938	
  г. Стр 39, 183－185; См.:Советское
государственное право: Учебник /Под ред. А.Я.Вышинского. ―М.:Юрид. .изд НКЮ
СССР., 1938 г. Стр 59.)。
また、この点に関し、ネップ期のソビエト行政法についてさえ Elistratov は、ソ連行政法
の特徴がソビエト管理がプロレタリアート独裁に由来していると述べていた
(См.:А.И.Елистратов. Административное право. Ред. Д.Магеровского. Основы
советского права. Гос.изд-во Москва, 1929 г. Стр.92.)。マゲロウスキー編『ソヴェート法
論第一巻』(山之内一郎訳)（希望閣、昭和 6 年）94－128、213 頁以下参照。
また、この点に関して、市橋・前掲注(7)、186－189 頁、198－200 頁参照。See,	
  John
N.Hazard. “What kind of propaganda in Administrative Law,” in Law in E.E. 40 (1989).
28.
38	
  なお、ソ連においては、確かに、行政と市民の間の関係を規律する行政法もあったが、
それは、巨大な行政処罰に関する行政法であった。
39	
  ソ連時代において、比較法研究の一環として、以下のことを述べることは許されていた。
すなわち、ブルジョア国家における行政裁判の前提条件として、法治国家、権力分立、主観
的権利の法的保障があることを指摘することである。例えば、Bonner によれば、行政裁判の
理論の根底には、①法治国家論(立憲主義、法律による行政、行政機関との関係における市民
の主観的権利の法的保障原則)、②立法権の優位を前提とする権力分立の原理、③行政自由裁
量 論 が あ る と い う 点 で あ る (См.: А.Т. Боннер. Применение нормативных актов в
гражданском процессе. Дис. ...докт.юрид.наук. Москва, 1980 г. Стр 164.)。
15

においては否定されていたのである40。
例えば、市民の主観的権利及び法律上の利益の法的保障について検討してみよう。ソ連初
期において市民の主観的権利の法的保障は、形式的なブルジョア法の仕組みとして否定され、
より優れた物質的保障が重視された。しかし、実際には、物質的保障だけでは市民の主観的
権利の保障は十分には実現できなかった。そのため、60－70 年代に入ると、ソ連において市
民の権利が法的に保障されないことが批判されるようになり、ソ連においても市民の主観的
権利の法的保障の必要性が認められ、重視されるようになっていく。例えば、1960 年代の終
わりに Chechot は、ソ連においても、法律に権利が規定され、それが請求権となり、それに
ついて裁判所が司法審査し、市民の権利が法的に保護できると主張した。Chechot によれば、
裁判手続による権利保護は主観的権利や法律上の利益を保護する場合最も優れている制度で
ある41。例えば、労働権に関し、権利に基づく請求は、法令により如何なる要件の下に市民
の権利が発生するか、そして如何なる要件の下に組織の雇用義務が発生するかが規定される
場合にだけ可能になると、主張された42。Chechot が述べるように、司法審査は、まず、権
利・義務の要件(効果)が法令で規定されている必要があり、そのような実体法規がないと司法
審査もその機能を果たせないと考えられたのである43。
40 	
 

まず、ソ連においては、ブルジョア国家の抑圧の道具である法治国家が否定された
(См.:Е.Б.Пашуканис. Избранные произведения по общей теории права и государства.
Издательство «Наука» Москва, 1980 г. Стр	
  138, 141. См.:Е.Б.Пашуканис. Общая
теория права и марксизм. Издательство Коммунистической Академии. 1927 г. Стр
93-96.)。しかし、ペレストロイカ時代に入ると、社会主義における法治国家の再評価が始ま
る(Oda, Hiroshi. "The emergence of pravovoye gosudarstvo (Rechtsstaat) in Russia."
Review of Central and East European Law 3 (1999). 412－416)。
また、ソ連においては、権力分立も否定されており、すべての権力は、プロレタリアート独
裁、そして、後の全人民国家に由来し、民主主義的中央集権制、すなわち、権力統合原則が
採用されていた(См.:А.И.Елистратов., 1929 г. Указ.соч. Стр.92－94.)。
	
  最後に、市民の主観的権利の法的保障も否定され、形式的な法的保障に代わって、物質的
保障の重要性が強調されていた(См.: Е.Б.Пашуканис., 1980 г. Указ.соч. Стр184.)。
41 	
  См.:Д.М.Чечот. Проблемы защиты субъективных прав и интересов в порядке
неисковых производств советского гражданского процесса. Дис. ...докт.юрид.наук.
Ленинград, 1969 г. Стр 32.
42	
  См.: Там же.Стр	
  58.
43	
  この点に関して、次のような見解があった。
Berezina によれば、法律関係の主体及びその主体の権利・義務が法的に規定されていない
と、裁判所は司法審査を行なうことができない。したがって、行政裁量に基づいて決定され
た 判 断 に 関 し て 司 法 審 査 が 及 ば な い と い う こ と に な る (См.: Надежда Вадимовна	
 
Березина. Судебная защита прав в сфере «собственно» административных-правовых
отношений. Дис. ...канд.юрид.наук. Ленинград, 1984 г. Стр 105.)。
Yurkov によれば、行政法関係における一方の当事者の主観的権利・義務は、他方の当事者
のそれに対応する権利・義務に該当する(См.: Б.Н.Юрков. Процессуальные	
  гарантии	
 
прав 	
  граждан 	
  при 	
  рассмотрении 	
  и 	
  разрешении 	
  судом 	
  жалоб 	
  на	
 
действия	
  административных	
  органов. Дис. ... канд. юрид.наук. Харьков, 1974 г.
Стр 47.)。
Stolmakov によれば、多くのソ連の学者の見解によれば、主観的権利とは、許容される活
16

	
  しかし、ソ連の実体行政法は、実際のところ殆どの場合、市民の権利を請求権として法定
したものではなかった。したがって、Chechot が主張したように、市民の権利・請求権の法
定化を前提として司法審査の可能性を導く議論は、実際には、市民の権利の法的保障を個別
事件において審査をする際には、この前提を欠くため無意味なものであったと言わざるをえ
ない。勿論、Chechot を始めとする当時のソ連の法学者は、市民の権利の法的保障及びその
個別実体法における法定化を立法政策としてソ連の実定行政法に盛り込むことをめざしてい
たのであり、この点は今日においても高く評価できる。しかし、ソ連の行政法は権利義務の
体系にはなっていないため、殆どの行政法令が行政の広い裁量に任しており、裁判所がその
審査を行なうことができないものとされていた44。したがって、
「ソ連行政法において市民の
権利の法定化があれば、司法審査ができる」という議論だけでは実際には当時の個別事件に
おいては、市民の権利が裁判所によって法的に保障されることはなかったのである。	
 
	
  また、この広範な行政裁量の存在については、これについて裁判所の行政に対する審査を
許容すると、行政領域への裁判所の不当な介入になるという主張もまた支配的であった 45。
動を意味し、それはまた他の者が権利の所有者に対し義務をもっていることによって確保さ
れ 、 権 利 の 所 有 者 に よ る 当 該 義 務 履 行 の 請 求 も 許 容 さ れ て い る (См.: А.И.Столмаков.
Указ.соч.Стр 4.)。
Chechot も、権利に対応する義務がないと、その権利がフィクションになると述べている
(См.:Д.М.Чечот. Проблемы защиты субъективных прав... Стр55.)。
また、Malein によれば、主観的権利の存在には、その権利が「訴え」によって請求できる
こ と が 必 要 で あ る と 述 べ る (См.:Н.С.Малеин. Судебный контроль за законностью
правовых актов. «Советское государство и право» 1975 г. № 5. Стр 124.)。
同様に、社会主義諸国家においては、司法審査はすべての行政機関のすべてのアクトを対
象としておらず、市民の主観的権利及び法律上の利益に関わる行政の行為だけが対象とされ
る。司法審査はある程度明確な主観的権利が存在する場合にだけ活用できると主張された
(См.:Н.Ю.Хаманева., 1984 г.Указ. соч. Стр. 75-77.)。
44	
  ソ連においては、行政自身によって多くの規範的アクト、すなわち、法令が多く採択さ
れていた。各行政機関によって採択された規範であり、裁判所もそれに基づいて審査を行う
ため、その意味では、裁判所が法律に基づいて行政に対する司法審査を十分に行うことはで
きなかったと言える。
また、行政処罰決定に対する不服の訴え事件においては、裁判所が行政の裁量に委ねられ
ている処罰決定において濫用、踰越がある場合、行政の処罰決定を軽減したり、変更したり
して、行政の裁量行為に対する司法審査をしていた。しかし、ソビエト行政法においては、
行政のすべての活動ではなく、列記された事項に関する活動に対する司法審査ができるだけ
であり、さらに、行政の裁量に関して司法審査ができないという文脈でも司法審査は制限さ
れていたことが分かる。
例えば、Dubovitskiy の論文でも行政裁量の検討をしているが、その限界論を論じる際、
裁 判 所 が そ の 審 査 を す る こ と に つ い て は 論 じ て い な い (См.: В.Н.Дубовицкий.
Административное 	
  усмотрение 	
  в 	
  советском 	
  государственном 	
  управлении.
«Советское	
  государство	
  и	
  право» 1980 г. № 9.)。
45 この点に関しては、次のような見解があった。
Chechot によれば、ソ連において、行政裁量が拡大しており、内部規則が多く存在していた。
したがって、そのような裁量行為は行政の自由な領域であり、司法審査が及ばないとされた
(См.:Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 71, 98-99.)。
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このように、ソ連においては、社会主義法が否定した権力分立および法治国家というブルジ
ョア的な統治の基本原理とその仕組みがなかっただけではなく、行政裁判の前提条件となる
市民の主観的権利の法的保障が存在しなかったことによって、概括的な司法審査も存在しな
かったのである。
	
  また、ソ連におけるこの行政裁判の否定には、ソ連の学者の見解も大いに影響を与えてい
た。以下では、それを検討する。
2.1.1

行政裁判否定論

ソ連の学者による行政裁判の否定論に関しては、例えば、次のような主張があった46。
Loriya によれば、行政裁判は、民主的中央集権原則と合致しない。ソ連の行政部は裁判所
の監督の下ではなく、立法府の監督の下にあると主張された47。
Berezina は次のことを主張する。行政機関の活動が完全に裁量に基づいて判断される場合
がある。行政分野においてすべての関係を(例外なく)法律によって規律することはできない。
それは、社会主義行政の建設的な性格に反するからである(См.: Надежда Вадимовна	
 
Березина. Указ.соч. Стр 97.)。
なお、Starostyak は、例外的に、社会主義においても行政に裁量権を与える必要がある。
しかし、社会主義においてはすべての行政活動は労働者及び代表機関により監督されている
ため、そこには自由裁量は存在しないと述べていた(См.:Ежи Старостяк. Правовые формы
административной деятельности. Госизд «Юридическая литература» Москва, 1959 г.
Стр 185,190)。
また、Chechot は、行政行為を行うことが完全に行政機関の裁量に任された場合には、裁判
所のコントロールが排除されなければならないという。その理由は、一つは、この場合紛争
が法的な性質を欠き、第二に、法規を適用するのではなく行政の排他的権限に入っているこ
とがあげられていた。仮に裁判所がこの種の事件を審理することになっても行政裁量を自ら
判断することになり、そのときは、裁判所は裁判所ではなくなり、行政機関になってしまう
と考えられた。そして、行政機関の排他的権限が奪われ、法律だけではなく、裁判官の裁量
決定にも依存し、頼ってしまう恐れがでてくる。さらに、すべての行政行為に対して裁判コ
ントロールを導入すると、裁判所はコントロールするだけであり、特定の行政分野における
最終的な責任を負わないという結果になる可能性がある。だからこそ、裁判所のコントロー
ルを拡大する必要はあるが、すべての行政機関または権限ある公務員(役職者)の行為に対し裁
判所のコントロールを導入することには反対である(См.:Чечот Д.М. Административная
юстиция. Стр76.)。同旨、См:Д.М.Чечот. Судебный контроль за административной
деятельностью в СССР. «Советское государство и право» 1972 г. № 1. Стр 43.参照。
なお、Khamaneva は、行政事件が手続的規範が存在せず、もっぱら行政の裁量に基づいて
解決されることは、行政活動に悪影響を与えると批判的見解を述べていた
(См.:Н.Ю.Хаманева., 1984 г. Указ. соч. Стр. 26.)。
46	
  旧ソ連邦構成共和国であったウズベキスタンにおいては、行政裁判改革は進んでいない。
その原因の一つとしては、ソ連におけるこうした行政裁判所否定論がいまも支持されている
ことをあげることができる。
47 См.: В.А.Лория. Существует 	
  ли 	
  административная 	
  юстиция 	
  в 	
  советском	
 
праве? «Правоведение» 1970 г. № 1. Стр 113.
また、Galper によれば、ソ連法には、行政裁判も、行政訴訟もあってはならない。必要も
なければ、合目的的でもないので、ソ連憲法も、裁判所法も行政裁判所を創設することを規
定 し て い な い (См.:Э.С.Гальпер. Иск 	
  как 	
  процессуальное 	
  средство судебной
18

Bonner と Kvitkin によれば、ソ連においては、行政裁判所を導入するという課題は一切存
在しなかった。通常裁判所が行政機関の活動の適法性審査をうまく実行しており、裁判制度
の構成及び厳格な訴訟手続の存在により、行政機関の適法性違反を防ぐことが十分にできて
いるから、行政裁判所の導入の必要性はないと述べていた48。
また、行政裁判がソ連初期にあまり支持されなかったことには、次の理由があると述べら
れている。(ア)行政裁判は法治国の概念と関係が強く、しかしマルクス主義は法治国を一切認
めていなかった。(イ)西欧における行政裁判は労働者を抑圧する道具であり、行政権の濫用を
支える道具でもあると理解されていた。また、ロシアにおいて行政裁判理論は主としてリベ
ラルなカデット派の法律家によって形成されており、したがって革命権力は支持しなかった。
(ウ)行政裁判所のための人材がなかったことも行政裁判を否定した理由として指摘している
論者もいる49。
	
  しかし、ソ連においては行政裁判に関する議論が 1937 年 4 月 11 日付規程公布後、再び議
論され始める。しかし、1937 年 4 月 11 日付規程による行政に対する司法審査は、行政裁判
とは関係ないものであると反論した学者もいた。
例えば、Abramov によれば、ソビエト建設の 30 年弱の経験からみると、ソ連においては、
行政裁判及び行政(訴訟)手続の誕生、発展の根拠は一切ない。現行法制において行政裁判の存
在を主張する試みは害をもたらす。兵役義務を宗教的な理由により解除することを求める申
立てや、1937 年 4 月 11 日付規程に基づく事件においては、まだ行政決定がない段階で裁判
所が審査を行っているため、これは行政裁判に当たらないと主張された50。
защиты права в советском гражданском процессе. Автореф.к.ю.н. Москва, 1955 г. Стр
3－4)。
この点に関して、市橋・前掲注(7)、175-176 頁参照。
かつてネップ期においても Nosov は、労働者と行政との間における紛争状態を合法化する
西ヨーロッパ的理解にもとづく行政訴訟は我々にとっても組織的に必要であるが、それは、
労働者が申請、不服申立てを使って、行政自身が気づかなかった欠陥(不足点)に関する通知を
す る こ と で 十 分 で あ る と 述 べ て い た (См.:Е.Носов. К вопросу о теории советской
административной юстиции. «Советское право». 1925 г. № 4(16). Стр 83.)。
基本的に同じ考え方だが、時代を下って 70 年代にも、例えば、Chechot は、次のように主
張した。Chechot によれば、革命後、行政裁判制度に対する必要性は顕著ではなかった。勤
労者が大きな力をもつようになり、行政がその代表となったため、行政と対立し、紛争が生
じるということはそれと相いれないものであった(См.:Чечот Д.М. Административная
юстиция. Стр 58.)。
48	
  См.:А.Т.Боннер, В.Т.Квиткин., 1973 г.Указ. соч. Стр21.
49	
  См.:Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 59.ただし、Chechot は、否定論者
ではない。
関哲夫は、ソ連初期における行政裁判の沿革について次のように述べる。1917 年 10 月革
命後、民事・刑事の事件を取扱う裁判所を設置されたが、行政裁判所は設置されなかった。
その理由としては、①行政事件の消滅、②革命期の特殊性、③要員の不足、④消極的意見の
存在(革命の結果国家と国民との間に利害の対立がなくなったので行政裁判は必要ない)があ
ったとする(関哲夫・前掲注(9)、78－80 頁参照)。
50 См.:С.Абрамов. В советском праве не может быть административного иска.
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そして、Chechot は、1937 年 4 月 11 日付規程によって、事前裁判監督が導入されたのは、
行政に対する不信の結果であり、裁量の余地のない財務行政において裁判監督を導入するこ
とは根拠を欠いていると述べている51。
また、ソ連時代における行政裁判を否定する理由について、ソ連崩壊後のロシアの学者も、
次のように説明する。
Frolov によれば、ソ連初期においては、行政裁判がその趣旨からして「ブルジョア」的な
ものであるという考え方が定着していた。社会主義においては、ソビエト機関及び権限ある
公務員に対する請求(争い)ではなく、市民によって認識された不足(欠陥)についての通知(合
図)だけが存在しうるとされていた。したがって、行政裁判所及び行政(訴訟)手続法を創設す
ることは事実上否定されていたと述べている52。
«Социалистическая законность» 1947 г. № 3. Стр 8-9.
Chechot によれば、1937 年 4 月 11 日付規程に基づく滞納事件に関する事前司法審査が非
効率的であることが判明した。そもそもこの制度の導入は、法律によって定められたすべて
の法規範が行政機関によって遵守されていることに対して、立法者が「不信」をもっている
ことに基づいていた。また、Chechot は、事前司法審査制度を廃止し、裁判所の管轄に入る
すべての事項に対し事後審査制を導入しなければならないと述べている(См.:Д.М.Чечот.
Конституция СССР и судебный контроль за административной деятельностью.
«Правоведение» 1979 г. № 3. Стр 21－22)。
	
  Kaverin と Kornelyuk によれば、行政機関の申立てによる行政事件の裁判審理制度をこれ
からも維持する意義はない。行政機関は、その性格上、権力行為を行使できる機関でなけれ
ばならない。特定の分野に関し、本来権力的行為により行使できる行為について事前に裁判
所の許可を得ることは妥当ではなく、これでは、裁判所が行政機関の活動に対して監督権を
もっていないことになる。この手続では、権力的行為を行使できるという行政機関の権限そ
のものが争えない(非訟手続である)。争いがあるのは、その権力に基づいて行使される違法な
個別行為である。したがって、市民が違法と考える賦課処分を事後的に争う権利を市民に与
えなければならない。市民が行政機関、権限ある公務員の行為に対して不服の訴えを提起す
る 事 件 が 訴 訟 事 件 で あ る (См.:А.Каверин, А.Корнелюк. Производство 	
  по 	
  делам,
возникающим 	
  из 	
  административно-правовых отношений. «Социалистическая
законность» 1962 г. № 9. Стр 18)。
この点に関し、市橋克哉は、
「実定法制の面でも、一部の法律家によってソビエトにおける
『行政裁判』の発生と考えられた、1937 年 4 月 11 日付規程で新設された行政罰および租税
等にかんする滞納金の強制徴収事件にたいする司法審査が、行政庁の訴訟強制をともなう始
審的争訟であるがゆえに、また同年に制定された『ソ連最高会議選挙規程』が定める選挙訴
訟が、客観訴訟であるがゆえに、それぞれ本来の行政訴訟ではないとされていた」と述べる(市
橋・前掲注(7)、189 頁)。
51	
  См.:Чечот Д.М. Административная юстиция.Cтр 112.
52	
  См.:Сергей Владимирович	
  Фролов. Становление института административной
юстиции в дореволюционной России. Дис. ...канд.юрид.наук. Нижний Новгород, 2005
г.Стр. 162－163.
Pravilova によれば、70 年代になると、ソ連においては行政裁判の機能的理解が支配的に
なった。行政裁判を「司法機関において行政紛争を裁判訴訟手続によって解決する」制度と
して定義し、法学者はソ連にも行政裁判が存在しているという結論に至ったのである。行政
裁判が通常裁判所及びいくつかの準司法機関によって行使されていると主張された。法律家
によれば、行政裁判所の不存在は行政裁判自体の不存在を意味しないと言われた。ロシアに
20

以上のように、ソ連時代から多くの学者は、主として行政裁判がブルジョア国家の法制度
であるということを理由にこれを否定していたことが分かる。しかし、ソ連においても、行
政裁判否定論者と並んで、行政裁判肯定論者もいたことを看過してはならない。次に、この
行政裁判肯定論者の見解を紹介する。
2.1.2

行政裁判肯定論

ソ連の学者の行政裁判肯定論には、次のような主張があった。
その代表例は、Kvitkin の主張である。彼は、以下のように述べる。ソ連において個人の
法的保障に対し過小評価(недооценка)が存在し、共産主義建設において個人の権利保障の分
野において移動(引っ張り－передвижка)が行われ、権利の法的保障より、その物質的保障に
重点が置かれるようになった。そこでは、物質的保障の意義が高まり、法的保障の意義が低
下すると主張する見解が主流となったが、これは間違っていると主張した。Kvitkin は、こ
のような考え方は個人の権利保護を弱くし、その結果権利侵害が拡大するだけであると述べ
る53。
また、Remnev は、世界最初の社会主義国たるソ連において、1924 年憲法、1936 年憲法
でも不服の訴えをする権利が定められていないことが、不服の訴えに関する法令の効率的な
適用に悪影響を与えていたと主張する54。

おける行政裁判概念及びその制度発展の特質を検討するならば、行政裁判の進化(発展)が国
家 ・ 社 会 に お け る 政 治 的 改 革 ( 変 化 ) 、 憲 法 制 度 の 発 展 、 住 民 の 法 的 世 界 観 (правового
мировозрения	
  населения)に密接に関係があることが分かる。帝政ロシア時代に形成され
た行政の中央集権化(административной централизации)、社会及び個人の(私)生活への国
家の介入、住民の様々な社会的・民族的集団の法的不平等のような伝統が社会主義国になっ
た後も存在し続け、更に発展もした。適法性及び人権保護を保障する独立な行政裁判制度の
創設の発想、法治国の発想は、専制権力にも、ロシアソビエト社会主義連邦共和国にも無縁
の も の で あ っ た (См.: Е.А.Правилова. Законность и права личности:
административная юстиция в России (вторая половина XIX в. －октябрь 1917 г.) Изд
СЗАГС, Изд «Образование-Культура», 2000 г. Стр 266－268.)。
53	
  См.:В.Т.Квиткин.Указ.соч. Стр 13.
54	
  См.:В.И.Ремнев.Право жалобы в СССР. Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 1963 г.
Стр131．
また、Pravilova は以下のように述べる。ソビエト権力はそれまでにあった行政裁判所を
廃止した。その理由として、法関係が発展した国々のような組織の存在が不可能だったから
だと考えられる。法ニヒリズム、軍事的・政治的正当性原則の支配、行政機関における無秩
序(混乱)及び濫用が当時のソビエト政権の統治が設けられた地域においても、白軍将兵が統治
している地域においても(両方でも)存在したのである(См.: Е.А.Правилова. Указ.соч.Стр
250.)。
Bonner と Kvitkin によれば、法規範を適正に適用することは、そのための法的手法の存
在を必要とし、これは行政において、適法性の確保、市民の権利保護に関する法的保護制度
の存在が必要であることを意味する(См.:А.Т.Боннер, В.Т.Квиткин., 1973 г.Указ. соч.
Стр39.)。
同旨、См.: Чечот Д.М. Административная юстиция.Стр 4.参照。
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また、Odarchenko は、ソ連における行政裁量からの保護制度として行政裁判は、ソ連でも
誕生しはじめ、一部の事件が通常裁判所、また一部が特別機関によって処理され始めている
と主張した。しかし、まだ統一した行政裁判所制度は存在せず、行政裁判所に最も近い例と
して、人民裁判所における訴訟手続規定に基づいた権力機関の違法な活動に関する事件を解
決する土地司法委員会(земельные судебные комиссии)が挙げられると述べている55。
Chechot も以下のように述べた。行政裁判とは、何であるかに関して明確な定義がない以
上、そのようなものが社会主義諸国にあるかどうかは断定できない 56。例えば、ソビエト法
理論では、20 年代にはソ連にも行政裁判を発展する必要があることが主張されていたが、20
年代の終わりから 60 年代の初めまでは、ソ連では行政裁判が存在しないと考えられていた。
ソ連において、フランス、ドイツ、イギリス型の行政裁判が存在していなかったことは事実
であるが、しかしそれをもってソ連では行政裁判はなかったとはいえない。行政裁判という
ものも法、国家、司法、適法性、裁判所のような諸概念と同様にどこの国でも存在する意義
があるものである 57。ソ連おいて導入された検察制度、弁護士制度等は、資本主義諸国にも
あり、それだけではそのような諸制度がブルジョア法制度であることにはならない。したが
って、行政裁判も同様な理由により社会主義においても存在しうるものである58。
Salisheva によれば、ソ連における行政裁判及び行政(訴訟)手続の導入に反対する者の主張
をまとめると、その反対の主要な要因が個人と集団との間で敵対関係の不存在を理由にソ連
においては、反動勢力的役割を果たし、階級的不平等を隠蔽する行政裁判が存在しえないと
主張されたのである。しかし、Salisheva によれば、このような主張が有力であるにもかか
わらず、それは不十分であった。ソ連において行政裁判が存在しない理由として、ブルジョ
ア諸国において行政裁判が反動勢力を支えていることを取り上げることは妥当ではない。行
55 См.:А.Н.Одарченко.

О 	
  пределах 	
  административного 	
  усмотрения. «Право и
жизнь» 1925 г. № 4-5. Стр 11.
56 この点に関して Chechot が行政裁判の共通のポイントを以下のように説明している。ある
一部の行政紛争は、いくつかの特則による民事訴訟手続で通常裁判所によって審理され、残
りの紛争が行政手続に関する規則に基づいて審理されていた(ソ連およびいくつかの社会主
義国)。行政裁判は様々な国ごとに、特徴があり、しかし共通のポイントも抽出することがで
きるだろう。第一は、行政裁判には、多くの場合、一方にある市民または法人と他方にある
行政機関との間に行政管理上発生する紛争が該当するといわれる。第二には、行政裁判制度
を導入している多くの諸国の場合に管轄機関として権利に関する紛争を解決するために設置
された機関が存在する。この点に関して、以前イギリス型の行政裁判制度が真の行政裁判モ
デルとして主張され、いかなる行政裁判所も行政に対する特権の存在の表れであるから、真
の行政コントロールが通常裁判所によってだけ行うことができるとされていた。しかしこの
数十年間でイギリスモデルもかなり変化し、行政委員会制度が多く導入され始めたのである。
他方、構成員が専門家であり、正式に行政から分離されている行政裁判制度のほうが行政分
野において効率的なコントロールを行使できるといわれる。第三の共通のポイントは、行政
裁判制度が行政事件を司法手続に基づいて審理・解決するということである (См.:Чечот
Д.М. Административная юстиция. Стр	
  29-30.)。
57	
  См.: Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 28.
58	
  См.: Там же. Стр 62.
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政裁判手続をその社会的不公正とともに継受することなど、誰も考えていない。そのような
主張をするのであれば、同様にソ連にある裁判及びその他の国家機関の必要性も疑問に思え
る。法的仕組み(制度)をそのような制度がブルジョア諸国にも存在しているからといって否定
することは我々の使命ではない。逆に、そのような法的、国家組織的諸制度(仕組み)のなかに
新しい状況の下で異なる階級的、社会的内容を充填(наполнение)し、どのように機能するか
を検討することが我々の使命であると Salisheva が述べていた59。
以上のように、ソ連の学者のなかには行政裁判否定論者に反論をしていた者もいたことが
分かる。
ペレストロイカの時代になると社会主義における「行政と市民との利益の不一致論」を前
提にした行政裁判肯定論が登場することになる60。例えば、Sirenko(В.Ф.Сиренко)は次のよ
うに述べていた61。
Sirenko によれば、勿論行政(専門家)は様々な利害を調整するが、歴史的に見たとき、必ず
しもそれができるとは言えず、行政と市民との利益が一致するのはまれである。多くの場合、
人々の自己目的は異なっているし、また一部の利益は達成できないあるいはその達成には十
分な資源がないこともある。この結論は、社会主義社会にも当てはまる62。
社会主義においても国家行政は特定の諸利益を有する主体によって担われ、その主体の活
動には、この種の特殊な利益を実現するという目的があるのであって、それは、必ずしも社
会主義社会に共通の普遍的利益の実現をめざすものではない。ここに、改めて社会主義にお
ける行政と市民との不一致論を語る意味がある 63。社会主義における国家行政も、様々な集
См.: Н.Г.Салищева. Административный процесс в СССР. Изд. «Юридическая
литература», Москва, 1964 г. Стр 148.
そして、Salisheva によれば、管理機構の職員が善意(добросовестно заблуждаться)で自
己の職務上の権利・義務を誤る可能性も十分あるから、権限ある公務員の活動を規律するだ
けではなく、市民自身にも権利を広く保護する機会を賦与しなければならないと主張した
(См.: Н.Г.Салищева. 1964 г., Указ.соч. Стр 157.)。
また、Remnyov によれば、ソ連の行政裁判否定論者はブルジョア国家の行政裁判の導入を
否定しているが、ソ連における行政法関係から発生する事件が裁判所によって審理されるこ
との必要性・可能性を概ね認めているとする(См.: В.И.Ремнев. Из истории развития
административной юстиции в СССР. «Проблемы управления и гражданского права»
Москва, 1976 г. Стр 77.)。
60 この点に関して、例えば、Burkov は、ソ連における行政裁判否定論の主要な論拠は、
「行
政と市民との利益の一致論」にあったと述べている(См.:Бурков Антон Леонидович. Акты
судебного нормоконтроля 	
  как 	
  источник 	
  административного 	
  права.
Дис. ...канд.юрид.наук.Тюмень, 2005 г. Стр 25.)。
61	
  また、1977 年憲法制定後の議論を導いた Sirenko について、市橋・前掲注(7)、164－166
頁、187 頁参照。
62 См.: В.Ф.Сиренко. Указ.соч. Стр 32－34.
63 また、Sirenko によれば、国家行政は、社会関係の特定の主体によって行われる。人の努
力のすべては利益と関連している。これは、異なる諸利益が行政にも、市民にもあるという
ことを意味する。その際に、行政主体(機関、公務員)の利益が市民だけではなく、行政を実施
する公務員個人の利益と一致しないこともある。行政関係の参加者の利益は、行政過程にお
59 	
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団や人々の諸利益が登場する空間であり、そこには特殊で多様な諸利益が内在する64。
社会主義における諸利益の問題は、利益と国家行政との一致と不一致という二つの現象と
しても現れる。各行政活動は特定の利益の実現を目指し、その利益を内在している。行政決
定も社会的諸利益を内在している。社会主義における国家行政の利益は、抽象的で静的なも
のとしてではなく、個別具体的で動いているものとしてとらえられ、行政の行為として現れ
るのである65。
社会主義においては、個人の利益と一般利益、国家利益とが衝突したときは後者の利益を
優先することで紛争は解決できるという考え方があった 66。しかし、社会主義において、社
会の諸利益の非和解的対抗関係がないということはそこに対立がないということを意味する
のではない67。この種の紛争の解決にとって、行政内部の監督には限界があり、行政内部で
職員は様々な点で相互の利害関係をもつため、いつも公平に自己に対する不服申立てを審理
することはできないのである68。
このようにして、社会主義においては、敵対的関係がなくても、行政の日常の活動上、市
民との利益の対立があることは当然のことであり、それが異常な現象ではないと考えられる
ようになる。こうして、市民は行政に申し立てる機会だけが与えられ、裁判所に不服の訴え
を提起する機会を与えられないことには合理的な根拠はないと考えられるようになった。
しかし、このペレストロイカ期におけるソ連の行政裁判肯定論者は、このように行政裁判
の必要性は認めるものの、行政裁判所の設置については、不要であると考えていた。その理
由は、ソ連においては、行政裁判は通常裁判所による行政に対する司法審査として行われて

いて諸要求の実現とこの実現を可能とする資源との間でその妥協点をみつける作業を通して
実現される。そこでの利益には、各行政活動において行政を行う者と管理される者の利益が
反映されなければならない。さらに、それを規定する規範のなかには、行政主体(機関、公務
員)にも自己の利益があり、その実現のための権能もあることを考慮に入れて、規範化を行わ
なければならない(См.: Там же. Стр 48－50.)。
64	
  また、Sirenko によれば、行政関係は人々の共同活動を結合(規制、組織)させる必要があ
るところで発生し、それは組織の利益があるところで実現可能となり、その利益は個人的な
ものではなく、組織が特定の結果を達成するためのものである。したがって、組織的な活動
のもとにはいつも利益が存在し、それがあるからこそ、人々のそれに向けた特定の行為が実
現可能になりうる(См.: Там же. Стр 54－55.)。
さらに、Sirenko は、利益には様々な方向性がありうると述べる。すなわち、(ア)法は社会
的諸利益を現すものである、(イ)行政機関または公務員は、法の適用によって、法規範の実現
だけではなく、行政主体の利益の実現をも目指すのである、(ウ)行政機関及び公務員が法規範
を適用し行政決定を行うことは、管理される特定の者の利益の制限または助成となる、(エ)
管理機構の利益も反映する。この諸利益は、一致する場合もあれば、一致せず対立する場合
もあるので、行政過程においてそれを考慮に入れる必要がある(См.: Там же. Стр 65.)。
65	
  См.: Там же. Стр 74－75.
66	
  См.: Там же. Стр 79.
67	
  См.: Там же. Стр 87.
68	
  См.: Там же. Стр 113.Sirenko は、国の機関(省庁)の利益と地方の利益が合致しない場合
もあるとしている(См.: Там же.Стр165.)。
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おり、それで十分であるという見解が支配的であったからである69。
Chechot によれば、行政裁判所が機能しているいくつかの国々の例をみた場合、行政裁判
所の導入により通常裁判所と行政裁判所の管轄の区別に関する複雑かつ困難な問題が多発し、
それによりレッドテープ(事務の停滞)、市民の利益侵害が発生する傾向があるという。また、
ソ連においては、歴史的な伝統があることにも留意しなければならない。すなわち、人民裁
判所の創設当初から数は少ないとはいえ様々な事件を処理していたという伝統である。それ
故、現行の民事訴訟法典の「行政法関係から発生する事件」の列記を拡大し、さらに改善し、
行政分野における適法性確保に関し通常裁判所による司法審査制度を発展させたほうが妥当
であるというのである70。
しかし、ソ連における通常裁判所内部に行政裁判に特化した裁判官または行政事件処理部
の設置を主張する見解もあった。
Bakhrakh や Bonner も、ソ連において行政裁判は通常裁判所によって行われるのであり、
市民と行政機関の間の紛争を審理する行政裁判所を設置する必然性はないと述べている。行
政裁判所の設置は手続上(特に、裁判管轄に関する紛争)、組織上、財務上、その他の考慮の観
点から合目的ではない。行政事件が将来的に増加していけば、行政事件処理に特化した裁判
官を養成した方が合目的であると述べている71。
Bonner によれば、特別な国家機関として行政裁判所を創設することはソ連において妥当
ではないと述べている(См.:А.Т.Боннер., 1980 г.Указ. соч. Стр 186.)。
Nikolayeva も、ソ連の状況の下では特別な行政裁判所を設けることは合目的ではない。そ
れは、国家機構をさらに複雑にし、経済的負担が大きいからであるとする
(См.:Л.А.Николаева. Судебный надзор за законностью в советском государственном
управлении. Изд. Ленинградского Университета, 1973 г. Стр 25－26.)。
70	
  См.:Д.М.Чечот. Судебный контроль за административной деятельностью в СССР.
Стр 40.
71	
  См.:	
  Д.Н.Бахрах, А.Т.Боннер. Админисративная юстиция: развитие и проблема
совершенствования. «Советское государство и право» 1975 г. № 8. Стр 19.
また、Loriya によれば、行政事件が高度・専門的に判断されるため、行政裁判官も必要と
される。恐らく、裁判所に特別行政事件処理部があった方が合目的であり、また裁判官の数
もそれなりに増やす必要がある(См.: В.А. Лория. Правосудие по административным
делам. «Советское государство и право» 1980 г. № 11. Стр 95.)。
ソ連において特別な行政裁判所を創設することに関して、Remnyov は、それが将来的に実
現可能であると指摘し、しかし現段階では通常裁判所での処理のほうが妥当であるとしてい
る(См.:В.И.Ремнев., 1986 г. Указ.соч. Стр 32.)。
Yakuba によれば、特別行政審判(委員会)だけが行政裁判の真の意味を現すことができる。
通常裁判所が行政機関の活動の適法性審査をすることは行政裁判であるとはいえない。これ
は、裁判所が行使する司法作用の一種であり、ここには、刑事、民事、労働と並んで行政事
件 に 関 す る 司 法 作 用 が 存 在 し て い る (См.: О.М. Якуба. О судебном обжаловании
решений по делам, возникающим из административно-правовых отношений.
«Советское государство и право» 1981 г. № 2. Стр 41.)。
また、Kvitkin によれば、ソ連における行政裁判所の導入に関しては、過大に原理的反論
をすることはできず、ソビエト司法建設諸原則にも反しない。行政裁判所の導入はむしろ適
法性審査を向上させる。重要なのは、そのような行政裁判所が、審理対象となる行為を行う
69	
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また、行政裁判所設置の問題は、ソ連における伝統、歴史等の要因によっても大きく制約
されているという見解もあった。Remnev によれば、市民と行政との間の紛争処理機能を通
常裁判所、準司法機関、特別審判所(委員会)のいずれに付与するかは、各国の伝統、社会情勢、
時代によって判断される。重要なのは、市民の権利がその侵害から保障され、侵害された権
利が回復され、損害賠償ができるための実体法・手続法的保障が確保されていることである72。
しかし、Khamaneva が指摘するように、行政裁判所は特殊な分野(行政)において設置する
ことも可能である。その構成員には法律家以外にその分野の専門家も入れるべきである。こ
れによって、民事裁判所より特別管轄機関のほうが困難な行政問題も専門的に理解して判断
できる。また、行政の要求にも対応でき、迅速に決定(裁決)をすることができるという73。
	
  以上のように、ソ連において行政裁判所の導入に関しては、ペレストロイカ期においても
行政裁判肯定論の学者を含めて反対は強く、行政裁判所が導入されることはなかったのであ
った。
2.2

ソ連における行政裁判をめぐる議論

	
  ソ連における行政に対する司法審査制度の歴史的変化を本章の第一節で概観したが、以下
ではソ連における行政に対する司法審査制度の歴史的変化をふまえながら、学者がそれをど
う考えたか、すなわち、行政裁判をどのようにとらえていたかを検討する。
	
  まず、10 月革命後、行政裁判の導入ができず、ネップ期にも行政訴訟法の制定や行政裁判
所の設立を求める改革がレーニン等ボリシェビキの反対によって挫折した後、当時の個別法
令の中に行政裁判の萌芽を探した学者がいた。こうした主張を行なった学者は、かつて帝政
時代に留学したフランスやドイツの行政法理論を基礎にしてソビエト法を理解し、ソビエト
法の中にその萌芽を見いだそうとしたのであった。例えば、Kobalevskiy によれば、行政裁
判は司法作用の特有な形態であり、行政裁判による違法な行政の行為の取消し及び特定の場
合の変更(contentieux de pleine jurisdiction)は、市民の公法上の主観的権利利益を保護する
ものである。Kobalevskiy は、こうした視角から、とくに、土地司法委員会(земельные
судебные комиссии)を行政裁判所の萌芽とみた。土地司法委員会は、土地に関する紛争を処

機関、すなわち行政から独立していることと権威を持つことである(См.:В.Т.Квиткин.
Указ.соч. Стр 284.)。
市橋克哉は、ソ連における行政裁判所設置論に関して次のように述べている。
「ソ連では行
政裁判所の設置如何の問題は、行政裁判制度の本質、目的といった原則上の問題としてでは
なく、きわめて経験実務的で副次的な問題として議論されている。すなわち、行政裁判所の
設置が必要かどうかは、既存の通常裁判所が、市民の権利保護のための機構として効率的で
あるか否かについて、具体的実務を分析した資料から検討し、判断すればよいとされる」(市
橋・前掲注(7)、149 頁)。
72 	
  См.:В.И.Ремнев., 1986 г. Указ.соч. Стр 26.同旨、См.:	
  Н.Ю. Хаманева. Право
жалобы граждан в Европейских социалистических странах. Дис. ...канд.юрид.наук.
Москва, 1982 г. Стр 178.参照。
73	
  См.: Н.Ю.Хаманева., 1984 г. Указ. соч. Стр. 99.
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理する権限があり、その裁決は、これを取消し、変更されえないとされた。土地司法委員会
の委員は、当該分野における専門技術的知識を有する者であり、適法性の精神で教育され、
手続法的知識及び諸形式に詳しい法律家から構成されていると述べる74。
なお、当時、Elistratov も、行政裁判は、行政裁判所が違法な行政行為を取り消す権限を
有することにその本質があり、行政裁判は公務員の責任(処罰)制度とは厳格に区別されなけれ
ばならないと述べていた75。しかし、行政裁判と行政処罰の裁判所による審査とを区別する
考え方は、その後、長年にわたり途絶えることになる。Kobalevskiy や Elistratov のような
学者は、農業集団化と第一次 5 年計画が始まる 1929 年には行政法講座の廃止によって大学
から追放されてしまい、こうした実定法令のなかに行政裁判の萌芽をみいだす議論は終息す
ることとなる76。	
 
そして、このように一度否定された行政裁判論が再度議論されるようになるのは、1936 年
ソ連憲法が制定され、Vishinskiy が行政法の復活を唱えた後のことであった77。すなわち、
それは、1937 年 4 月 11 日付規程が行政処罰事件に関する裁判所の審査制度を導入した後の
ことであった。この導入により、多くの学者がソ連においても裁判所が行政活動を審査でき
ると主張し始めたのである。学者の多くは、行政処罰に関する事件が裁判所の審理になじむ
行政裁判であると理解していた78。そして、1937 年 4 月 11 日付規程により、選挙訴訟等に
おいても裁判所の審査制度が導入されたが、実務において圧倒的に多かったのは 1937 年規
程に基づく行政処罰事件の司法審査であった。そのため、ソ連においては長年、行政裁判と
いうとき、行政処罰事件の裁判所による審査がまず、その典型例として理解されたのである。
行政裁判の否定という政治状況のなかで、1937 年 4 月 11 日付規程は「裁判所が行政部の活
動を審査しうる」というテーゼを公然と主張することに根拠と正統性を与えるものとなり、
ソ連行政法のその後の展開に大きな影響を与えた。この規程を契機にその後、ソ連の学者に
よって、ソ連においても行政裁判が存在する可能性があるということが徐々に主張されるよ
うになった。
次に、行政裁判をめぐる議論が活発に行われたのは、1956 年のスターリン批判後のことで
あり、共産党第 20 回大会において社会主義における適法性を強化することが重視されるよう
См.: В.Кобалевскии. Административная юстиция в положительном Советском
праве. «Очерки советского административного права». Госиздат Украины, 1924 г. Стр	
 
246, 252－254.
75 См.: А.Елистратов. Об утверждении законности в советском строительстве.
«Советское право» 1922 г № 1. Стр 130.
76 1928 年以降、ソ連においては行政法そのものが攻撃され、授業科目から排除された。См.:
Ю.Н.Старилов. История развития административно-правовой науки. Российское
полицейское	
  (административное) право: Конец XIX –начало XX века: Хрестоматия/
Сост. и вступит.ст.Ю.Н.Старилова. – Воронеж: Изд ВГУ, 1999 г. Стр 32.
77 Vishinskiy の議論については、本稿第一章第二節 2.1 を参照。
78 例えば、Shergin は、ソ連行政法においては、裁判所による行政処罰事件処理が最も広い
範 囲 に お い て 認 め ら れ て い た と 述 べ て い る (См.:А.П.Шергин. Административная	
 
юрисдикция. ―М.:Юрид.лит., 1979 г. Стр 90. )。
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になってからであった。その結果、1961 年 6 月 21 日付連邦最高会議幹部会令「行政手続に
よって賦科される過料適用のいっそうの制限について」によって 1937 年 4 月 11 日付規程に
基づく行政に対する司法審査が廃止され、また、1961 年には行政裁判の手続をもり込んだ連
邦法律「ソ連邦および連邦構成共和国の民事訴訟手続の基礎」が制定された。そして、この
民事訴訟法には、ソ連の歴史の中で初めて「行政上の法律関係から発生する事件に関する手
続」が「訴えの手続」および「特別手続」と並んで裁判所の管轄に属する行政事件の手続と
して定められた。このような制度変化を受けて、Chechot、Bakhrakh、Bonner、Salisheva
等、ソ連の学者は、社会主義における行政裁判に関する議論を活発に行うようになる。
例えば、Chechot は、行政裁判とは、司法を行う機関によって行政に関する問題、紛争(「行
政」)を審理、解決すること(「裁判」)であると述べる。そして、もう一つの定義としては、
司法機能(「裁判」)を行政機関が(「行政」)行うことをあげている。しかし、多くの場合、行
政裁判は活動行政から分離されていなければならないと述べ、このような定義は採用しない
としている79。行政紛争の審理、判断が行政によって行われる場合には、これを行政裁判制
度と名付けることができない。それ故、検察官監督、行政監督制度を行政裁判制度にあたる
とすることはできない。行政裁判制度の存在は、行政紛争の審理が特別管轄(司法)機関によっ
て、活動行政から分離された裁判手続で行使されなければならない 80。すなわち、ここで述
べた Chechot の定義は、検察官監督や行政監督とは異なる意味において行政裁判を定義して
いる。すなわち、Chechot が適法性監督の様々な手段の中から行政裁判を取り出して、それ
を活動行政から分離し、裁判手続で行使される行政裁判を求めていることに、この時代にお
ける重要な意味があるといえる。なぜなら、当時のソ連に存在していた多数の監督制度の中
から行政裁判を取り出して、行政裁判がそれらとは違う意味を持っていることを明らかにし
たからである。
また、1961 年民事訴訟法典の中に「行政上の法律関係から発生する事件に関する手続」が
制定されたことを受けて、Bakhrakh、Bonner および Salisheva は行政裁判の対象となる事
件を次のように説明した。
Bakhrakh と Bonner によれば、行政事件には二種類があり、一つは、行政機関の行為の
適法性に関する事件、もう一つは行政処罰事件である。行政処罰事件の特徴としては、①行
政処罰に関すること、②決まった行政手続法(行政処罰法)に基づいて処理されること、③その
目的は、市民の責任の有無、処罰措置を適用する点があげられる81。
Salisheva は、行政(裁判)手続には、①行政機関の裁決による行政処罰事件、②市民・社会

См.: Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 28.
См.: Там же. Стр 31.
Chechot は、ソ連における行政裁判制度の展開を二つの段階に分けている。一つは、1937
年までの時期であり、この時期は、行政上の不服申立制度が中心であり、行政裁判がほとん
ど認められなかった。二つ目の段階は、1937 年以降の時期であり、この時期は、裁判所が行
政事件を広く審理(管轄)するようになった(См.: Там же. Стр 62－63.)。
81	
  См.: Д.Н.Бахрах, А.Т.Боннер ., 1975 г. Указ. соч. Стр 13－14.
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80

28

団体の権利及び法律上の利益が行政機関または権限ある公務員により侵害されることから発
生する行政法上の紛争事件が該当すると述べている82。
1961 年民事訴訟法典によると、行政処罰に当たらない行政事件であっても、個別の法律が
認める場合には裁判所の審査に服することとなった。この制度変化を受けて Bakhrakh、
Bonner、Salisheva 等が行政裁判を行政処罰だけではなく、更に拡大して「市民・社会団体
の権利及び法律上の利益が行政機関または権限ある公務員により侵害されることから発生す
る行政法上の紛争事件」についても行政裁判と解するようになったことには、ソ連にとって
重要な意義がある。なぜなら、①制裁を科し市民の責任を追及するということではなく、市
民の権利利益を保護するという点に力点が置かれ、②その法的救済についても必要であると
考えられるようになり、更に、③それ(法的救済)を裁判所が行うという三つの画期的な特徴が
ソ連史上初めて登場したからである。しかし、この時代には、個別法律が認めた場合にあた
る裁判所による行政事件の審査(列記)が少なかったため、当時の Bakhrakh、Bonner、
Salisheva 等、ソ連の学者の見解は、理論上の可能性にとどまったのである。
2.3

行政処罰賦科手続を中心とする行政裁判

ソ連においては、以上述べたように、行政裁判は主として行政処罰事件に関する裁判所の
審査制度であるという理解が支配的であった。しかし、20 年代の Kobalevskiy の見解を紹介
した際に示したように、行政処罰は、今日の行政法の観点からみた場合、行政裁判の目的に
は合わないものである。行政裁判は、違法な行政行為の取消、変更により市民の主観的権利
の保護をはかる制度であり、処罰し、市民の責任を追及する目的を有するものではない。そ
の意味では、ソ連において 1960 年代以降行政裁判が①行政処罰事件に関する裁判所の審査
制度と②市民・社会団体の権利及び法律上の利益が行政により侵害されることから発生する
行政法上の紛争事件の二つからなると理解されるようになったことは、西欧や日本における
行政裁判とは異なるソビエト行政法独自の顕著な特徴であった。
なお、この点に関して、例えば Jeruolis は、行政処罰事件が行政(裁判)手続の内容に合致
しないと述べている。その理由として、行政処罰事件の処理が刑事訴訟手続の性格に近いこ
とがあげられている。そして、この刑事訴訟的な性格は、行政処罰における国家に対する市
民の責任の存在、市民を処罰するという特徴に現れる。したがって、民事訴訟手続より刑事
訴訟手続の方が行政処罰の適用には適合していると述べている83。
	
  確かに、ソ連では、1937 年 4 月 11 日付規程に基づく行政に対する裁判所の審査が外観上(形
式的に)行政裁判と解されたが、その内容が行政裁判とは相容れないものがもう一つあった。
それは、事前手続として行われる紛争を前提としない行政裁判である。この種の裁判も行政
См.: Н.Г.Салищева. 1964 г., Указ.соч.Стр 71.
同 様 の 見 解 を Lunev も 支 持 す る (См.: А.Е. Лунев. Вопросы административного
процесса. «Правоведение» 1962 г. № 2. Стр 44.)。
83 См.:И.А.Жеруолис. Судопроизводство по административным делам. «Советское
государство и право» 1970 г. № 2. Стр 109－110.
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裁判の本来の目的である、行政の決定に不服を有する市民の権利利益の保護には合わなかっ
たのである84。
2.4

監督としての行政裁判か、権利保護としての行政裁判か

次に、行政裁判の対象となる事件を論じるに当たっては、行政裁判の目的をどのように理
解するかということも重要である。すなわち、行政裁判を市民の権利保護制度としてとらえ
るか、または社会主義における適法性確保の一手段としてとらえるかによって、行政裁判の
対象となる事件は異なってくる。この点に関して、従来のソ連においては、行政裁判、とり
わけ裁判所へ提起される不服の訴えを主観的権利保護の手段として考える論者は少なく、社
会主義的適法性の監督として理解する見解が多かった。この立場にたって、行政裁判は「行
政における欠陥、不足に関する通知(合図)」85であるとする主張も少なくなかった86。
ソ連において行政裁判の対象となる事件としては、前述の行政処罰事件を除くと、市民の
権利、法律上の利益に関わる行政法関係から発生する事件がある。しかし、ソ連において、
このように、市民の権利、法律上の利益に関わる行政法関係から発生する事件が認められる
ようになったとはいえ、そこでは列記主義がとられ、裁判所の審査に服する事件は、列記さ
れた事件に限られたのである。したがって、列記されていない事件に関しては、裁判所では
なく行政にのみ監督(審査)権があるということになった87。この意味では、市民の権利すべて
実務上も、1937 年 4 月 11 日付規程による裁判所の事前審査制度が非効率的、裁判的・
経済的負担が多い制度であるという批判があった。例えば、Bonner によれば、1937 年 4 月
11 日付規程の廃止は、当該決定がソ連における行政の簡易性、迅速性、経済性に反するため、
肯定的に評価されている。そして、経済的に裁判所の負担が大きいため、滞納事件処理に関
しては、市民の最も重大な権利が侵害される場合にだけ事前司法審査を残すべきと主張され
ていた(См.:А.Т.Боннер., 1966 г. Указ. соч. Стр72－73.,131.)。
85 	
  См.:Антон	
  Леонидович Бурков. Акты	
  судебного	
  нормоконтроля... Стр	
  25.;	
 
См.:А.А.Мельников. Правовое положение личности в советском гражданском
процессе. ―М.:Изд. «НАУКА», 1969 г. Стр 184-185.
86	
  例えば、Kozlov によれば、ソ連市民の不服には二つの意味があり、一つは、市民が権利
利益を行政機関及び権限ある公務員の違法な行為による侵害から保護する措置であるという
考え方であり、二つ目は、ソ連行政部の仕事における違反(不足)の通知(合図)という考え方で
あ る (См.: 	
  Ю.М.Козлов. Институт 	
  права 	
  жалобы 	
  в 	
  советском	
 
административном	
  праве. Автореф. дис. ...канд.юрид.наук.	
  Москва, 1953 г. Стр 6)。
同旨、См.:В.И.Ремнев. Предложения, заявления и жалобы граждан. «Юридическая
литература». Москва, 1972 г. Стр 7.参照。
	
  Lunev も行政裁判について不服を行政機関に申し立てるものとして位置付けている(См.:	
 
Административное право./Под ред. А.Е.Лунева. ―М.:Юрид.лит., 1967 г. Стр 232.)。
Khamaneva によれば、ソ連における市民の不服には二つの意味があった。一つ目は、国
家機関及び権限ある公務員の行為(不作為)により人の権利及び法律上の利益の侵害に対する
一つの保護措置である。二つ目は、国家機関の活動(仕事)における不足(欠陥)に関する通知(合
図)である(См.:Н.Ю. Хаманева., 1982 г.Указ. соч. Стр 24.)。
87	
  この点に関して、Kvitkin の見解が示唆的である。Kvitkin によれば、原則として裁判所
がすべての紛争を審理することができ、当然に行政上の紛争も審理できる。しかし、行政上
の紛争の審理が行政機関の行為の適法性審査と関連するため、原則として、このような適法
84	
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ではなく、列記されている事件に関わる権利だけが裁判所によって保護された。したがって、
大半の市民の権利は裁判所による審査の外にあることとなり、これは、ソ連では行政裁判は、
権利保護を目的とするものではなく、監督を目的とするものとして位置づけられているとい
うことを意味した。
また、行政処罰事件に関しても、行政が行った処罰決定を裁判所がもう一回審査するとい
うことを意味し、ここには権利保護としての性格は弱く、適法性監督としての性格が強いも
のになっていた。すなわち、行政処罰事件における司法審査は、行政が処罰法令を正しく適
用しているか否かを監督することを主な目的としているからである。
2.5

行政行為を争うことが中心とならない行政裁判

ソ連において行政裁判の対象となる行政処罰事件および行政法関係から発生する事件にお
いては、行政の違法な決定(行為)が審理の対象となるが、その決定(行為)には様々な行政活動
が該当するとされた。
この点に関して、ソ連の行政法においては、行政の行為について、「国家行政行為」(акт
государственного управления)という概念があり、個別(具体)的行政行為および抽象的行政
行為(規範的行為または下位法令)の二つに分かれていた88。しかし、「国家行政行為」につい
て、これを西欧や日本の行政法のように、行政裁判で争うことができる対象として位置付け
て、すなわち、行政裁判と結びついた概念としてみることはなかったのである89。

性審査の特権を当該行政機関は有する。したがって、このような紛争を裁判上の手続で審理
するためには裁判機関が特別な管轄権を有しなければならないと述べる
(См.:В.Т.Квиткин.Указ.соч. Стр52.)。
88 「国家行政行為」には抽象的行政行為が含まれていたが、ソ連には規範統制訴訟(норм
контроль)の制度は存在しなかった。裁判所が法令の適法性に疑義がある場合、その審査を
し、当該法令が適法でないと判断する場合、審理中の事件に対し当該法令を適用しないこと
だけができた(1974 年 9 月 3 日付ロシアソビエト社会主義連邦共和国最高裁判所総会決議「住
民サービスにかんする民事事件についてのロシアソビエト社会主義連邦共和国裁判所の実務
における若干の問題について」第 5 項)。裁判所のこのような判断は、当該法令の効力に関す
る判断ではなく、当該事件における当該法令の不適用を意味した。この点に関しては、См.:	
 
А.Т. Боннер. Применение нормативных актов в гражданском процессе. Госизд	
 
«Юридическая литература» Москва, 1980 г. Стр 34.参照。
89	
  例えば、Starostyak は、行政の行為の定義をし、その要素として、(ア)行政権を行使し
ている国家機関によってされること、(イ)行政行為の根拠は法規範であること、(ウ)一方性(権
力性)、(エ)個別性(具体性)、(オ)行政機関に属さない名宛人に対してなされることをあげてい
る(См.:Ежи Старостяк. Указ.соч. Стр 163-168.)。
なお、Piskotin のように、行政の行為には、権力性と法効果を発生させる要素があるとす
る 見 解 も あ っ た (См.:Советское административное право: Учебник /Под ред.
П.Т.Василенкова. ―М.:Юрид.лит., 1990 г. Стр 158.)。
同旨、См.:Административное право./Под ред. А.Е.Лунева. ―М.:Юрид.лит., 1967 г.
Стр 157.; См.:Советское административное право: Учебник /Под ред. Ю.М.Козлова.
―М.:Юрид.лит., 1985 г. Стр 179-180.; См.:Г.И.Петров. Советское административное
право. Издательство Ленинградского Университета. 1970 г. Стр 190-191.参照。
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また、ソ連では、行政の行為の理解において日本法がいうところのいわゆる「公定力」の
理論もなかった。すなわち、行政の決定(行為)には「所定の手続を経て権限ある行政機関また
は裁判所が取り消さない限り、当該行政行為には何人に対しても有効であることの承認を強
要する力」が認められておらず90、ソ連においては、民事事件(民事訴訟)の中で、行政の行為
がそこに介在する場合であっても、その効力に関する権限ある機関の判断をうることなく、
もっぱら民事上の権利に関する争いとして裁判所が処理していた。この例にみられるように、
ソ連においては行政の行為には「公定力」が欠けており、行政法関係から発生する事件の審
理が「排他性」、すなわち、行政法関係から発生する事件を審理する権限を有する裁判所だけ
が行政の決定(行為)の適法・違法を判断できるという考え方が欠けていたことが分かる91。
他方、ソ連においても行政の行為の「適法性推定」原則、すなわち行政の行為が一応適法
であるという推定を受けるという考え方があった。例えば、Berezina は、法的行政行為に関
して当該行政の「行為の適法性推定」原則があると述べている。そして、行政の行為が交付
された後は、必ず執行されなければならないと述べている92。
また、Salisheva は、ソビエト行政法において、国家行政行為の正当性及び適法性推定原
則 (презумпция 	
 

правильности 	
 

и 	
 

законности 	
 

акта 	
 

советского	
 

государственного	
  управления)があると述べる。さらに Salisheva は、ここでいうアクト
(行為)には規範的アクト(法令)も該当するという。これらの主張からわかるように、Salisheva
がいう適法性推定は、行政行為の効力を否定する権限を有する裁判所の排他的管轄を意味す
るいわゆる「公定力」の議論ではないという点に注意しなければならない。すなわち、上級
行政機関には、規範的アクト(法令)がソ連法律に違反する場合この効力を否定する権限があり、
そして、上級行政機関によって取消されない限り効力を有し、適用されるという行政行為の
公定力とは別の意味であった。また、Salisheva によれば、明白に法律に反するまたはソ連
法秩序に反する法令に関して適法性推定原則を適用してはならない。法令の適法性推定は、
①当該法令が当該行政機関の権限を超えて採択されていない限り、②当該法令が明白に法律
または政府の指令(規範)を犯していない限り適用できると述べている93。したがって、ソ連に
おいては、適法性推定原則は、裁判所の排他的管轄の問題としては論じられておらず、行政
行為だけではなく法令の効力の問題として考えており、しかも、上級行政機関と下級行政機

90	
 

例えば、市橋克哉等編『アクチュアル行政法』(法律文化社、2010 年)110 頁。
この点に関して、例えば、関哲夫は、ソ連法において、行政機関の行為に特別な効力を
認め(「公定力」)、それを権限ある機関しか取り消すことができないという制度がなかったと
述べる。すなわち、関哲夫は、
「行政機関の行為の適法性判断を先決問題とする訴訟は、当該
行為が無効の場合に限らず、争いうべき行為として一応有効な場合にも可能であるとしてい
る。これはソビエト行政法理論上、行政行為に公定力を認めていないことによるものであろ
う」と述べている。関哲夫(1977 年)・前掲注(24)、80 頁。
92	
  См.: Надежда Вадимовна Березина. Указ.соч. Стр 133.
93	
  См.:Н.Г.Салищева. Нормативные акты советского государственного управления
(понятие,
классификация,
требования
социалистической
законности,
предъявляемые к актам). Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 1953 г. Стр 223-225.
91	
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関の間の規範の抵触の問題として議論されていたのである。勿論、日本においては法令に公
定力はなく、法令が違法であれば、即、無効になることは改めて述べるまでもない。また、
ソ連においては、裁判所に法令審査権が付与されていないため、法令に関する適法性推定及
び法令の取消権の問題は、結局、行政内部の監督権の問題として論じられていたのであった。
ここに、ソビエト法の特徴がある。確かに、Salisheva は、適法性推定原則を個別行政行為
に関しても妥当すると述べている。そのため、個別行政行為にも適法性推定原則、すなわち
日本における伝統的な公定力類似の議論がソ連にもあったということができるだろう。しか
し、ソ連の場合、あくまで上級行政機関が違法な決定(行為)を取り消すまたは変更するまで下
級行政機関の個別行政行為は、適法な行為として推定されるということを意味するにとどま
るのである。したがって、この議論は日本の議論におけるような裁判所の排他的管轄の問題
とは関係がなく、やはり行政内部の監督権の議論として行われていたのであった94。
このように、ソ連における行政の行為の適法性推定原則は、一見すると日本の「公定力」
類似のもののように見えるが、実際にはまったく異なるものであったのである。
以上、ソ連における行政裁判の対象となる事件をめぐって、いくつかの問題を検討した。
ここで注目すべき点をまとめてあげるとすれば、第一に、ソ連において行政裁判の対象とな
る事件は、(ア)行政処罰事件だけではなく、(イ)市民の権利、法律上の利益に関する行政法関
係から発生する事件が列記の一つとしてあげられたことが重要である。市民の権利に関する
行政法関係から発生する事件が行政処罰事件から分けられた結果、行政処罰事件とは異なる
市民の権利に関する行政事件についてもソ連の行政裁判が扱うものとされたことは、行政裁
判の発展にとって重要な意義があったのである。第二に、ここでいう行政法関係から発生す
る事件が対象とする行政の決定(行為)は、西欧や日本の行政法のように権力的で、個別的法効
果を発生させる行政行為として理解されたものではなかった点も重要である。これは、勿論
列記主義という大きな限界はあるが、ソ連においては、訴えの対象として行政の特定の行為、
例えば、行政行為を行政法関係の中に同定するというアプローチはとられておらず、広く、
行政法関係から生じる争いを行政裁判の対象としていることを意味した。第三に、ソ連には
行政の行為の「適法性推定」原則があったが、それはいわゆる「公定力」とは異なる次元に

なお、Bakhrakh と Bonner によれば、行政法関係から発生する事件における訴訟対象は
行政機関の行為の適法性審査であり、訴えの手続における訴訟対象は民事法上の紛争である。
民事法上の紛争においては、行政の行為の適法性をめぐる争いが法的事実の確認という問題
として処理される。例えば、住宅入居に関する民事事件においては、原告の目的は国有住宅
の入居許可書の効力がないことを確認することではなく、原告に住宅入居権利があり、被告
にはそのような権利がないことを確認することにある(См.:Д.Н.Бахрах, А.Т.Боннер., 1975
г.Указ. соч. Стр 16-17.)。
ここで問題になるのは、ソ連の学者が「公定力」論および裁判所による行政事件審理の「排
他性」を認めていないことである。行政の行為(決定)に関連する民事上の紛争が発生する場合、
行政機関の法的効力のある行為(決定)があったとしても、それが民事上の請求の中で(または、
その先決問題として)争われるのではなく、その行為の適法性如何、効力如何に関わらず、も
っぱら民事の権利関係をめぐる紛争として処理しているのである。
94	
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おけるものであったため、行政法関係から発生する事件に関する裁判所における管轄につい
て「排他性」という考え方を欠いていたのであった。これは、ソ連における行政に対する司
法審査においては、行政法関係から発生する事件であれば、やはり列記主義の限界はあるが、
当該関係の中にあるいかなる行為、すなわち行政行為であるかどうかに関わらず、争えると
いうことを意味した。
このように、ソ連においては、行政裁判には管轄権に関する「排他性」がなく、行為形式
如何に関わらず行政法関係から生ずる事件であればそのために設けられた手続を用いて争え
るという仕組みであった。そして、ソ連の学者の中では、この行政法関係から発生する事件
の手続が、民事訴訟であるかまたは独自の行政裁判であるかについて様々な議論があった。
そこで、この問題を考えるために、次にソ連における民事訴訟と行政裁判との区別の問題、
行政裁判の独自(固有)性をめぐる問題について検討する。
2.6

民事訴訟と行政裁判との区別の問題

ソ連時代における行政裁判をめぐる議論のなかで、問題となったことの一つに、民事訴訟
と行政裁判との区別に関する問題があった。民事訴訟と行政裁判が区別されなければ、その
帰結として、民事訴訟法典から独立した、独自(固有)の行政訴訟法の生成およびその理論の発
展を構築することもまた困難となる。そこで、ここでは、まず、ソ連にあった民事訴訟と行
政裁判との区別に関する問題、次に、行政裁判の独自(固有)性をめぐる問題を検討する。	
 
ソ連の学者は、行政裁判の手続と民事訴訟とを基本的に同一の手続であると考えていた。
彼らがこのように考えた主要な要因は、行政裁判所がなかったこと及び民事訴訟法典の中で
行政事件の審理に関する手続が定められていたことにある。すなわち、民事法関係から発生
する事件も、行政法関係から発生する事件も同じ通常裁判所の裁判官によって、同じ民事訴
訟法典が定める手続に基づいて審理されていたため、民事訴訟と行政裁判の手続とは区別さ
れなかったのである。また、前述したように行政法関係から発生する事件審理の「排他性」
が認められていなかったことによって、行政事件は「行政法関係から発生する事件」として
集約されることはなく、
「行政法関係から発生する事件」以外の手続である「訴えの手続」に
よっても、そして「特別手続」の手続によっても審理されていた。この点も、行政裁判の手
続と民事訴訟とを区別しない考え方の根拠となった95。
2.6.1 「 特 別 手 続 」に お け る 行 政 事 件 の 審 理 と「 行 政 法 関 係 か ら 発 生 す る 事 件 」と
の区別論
ソ連の民事訴訟法が定める「特別手続」の中にも行政に対する司法審査と解することがで
きる事件があった。例えば、戸籍登録簿の記載の誤りの確定の申立ておよび公証人の行為に
対する不服の訴えは、行政機関の行為の適法性を審理の対象としたものであった。この点に
こ の 点 に 関 し て は 、 См.:Ю.М.Козлов. Советское административное
право.Издательство «ЗНАНИЕ». Москва, 1984 г. Стр 196-197.参照。
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関して、
「特別手続」における行政事件の審理と「行政法関係から発生する事件」の審理との
区別が問題になるが、これについてソ連の学者が次のように述べていた。
Chechot は、「特別手続」には、(民事・行政上等の)権利に関する争いがない96という。
また、Melnikov によれば、事実に関する争いが発生し、それが裁判所の管轄に属する権利
に関する争いでもあれば、「訴えの手続」により解決される97。
そして、Abramov は、民事上の権利に関する争いではない非訟事件の性格を有する事項が
(立法的政策により)裁判所の管轄に新しく入った場合、それに対して「特別手続」による処理
が適用されなければならないとする98。
しかし、Moreyn は、
「特別手続」に、民事上の権利に関する争いがないとしても、行政法
上の権利に関する争いについてもないということを意味せず、そのような争いが発生する可

См.:Д.М.Чечот. Неисковые производства. «Юридическая литература». Москва,
1973 г. Стр6.
同旨、См.:А.А.Мельников. Особое производство в советском гражданском процессе.
Издательство «Наука». Москва, 1964 г. Стр 6.参照。
97	
  しかし、Melnikov は、権利に関する争いが同時に発生せず、事実だけに関する争いが発
生した場合、市民の権利保護の必要性の観点から、当該法的事実の有無に関する争いは「特
別 手 続 」 に よ り 解 決 さ れ な け れ ば な ら な い と 述 べ る (См.:А.А.Мельников., 1964 г.
Указ.соч.Стр 12－14.)。
98	
  См.:	
  С.Абрамов. Указ.соч. Стр10.
この点に関して Kvitkin は、当時、行政事件が「訴えの手続」及び「特別手続」により審
理されていた理由として、1959 年まで「行政法関係から発生する事件」という訴訟形式がな
かったことをあげている。また、Kvitkin は、1959 年まで「訴えの手続」と「特別手続」と
いう二つの手続だけが民事訴訟法典に存在していたことには特に意味はないと述べていた。
場あたり的に手続の類型化を考える結果、例えば、執行官の行為に対する裁判所への不服の
訴えを提起する事件は、
「訴えの手続」にも「特別手続」にも入らず、独自の手続として民事
訴訟法典に定められていた。この点で、Kvitkin は、執行官の行為に対する裁判所への不服
の訴えが「行政法関係から発生する事件」に該当しないということは理解できないと述べて
いた(См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр 56－58,204.)。
なお、ここで行政裁判に関係のある「非訟事件」についても指摘しておきたい。ソ連にお
いては、Chechot がいうように、非訟事件には、
「行政法関係から発生する事件」、
「特別事件」
の手続が該当するといわれてきた(См.:Д.М.Чечот. Неисковые производства.Стр 7.)。
すなわち、ソ連では行政裁判事件は「非訟事件」とされていたのである。そもそも、ソ連
法において「неисковые」と「бесспорные」という二つの用語があり、日本語ではこの両方
とも「非訟」と訳されている。しかし、ソ連法においては二つの用語は区別されている。
「неисковые」は、
「訴えの手続」処理による民事上の訴え事件ではない事件手続を意味する。
「бесспорные」という用語が「争われていない、当事者間または第三者によって争われてい
ない、一人の申請に基づいて審理される」という意味である。
例えば、Chechot によれば、「特別事件」処理について普通その特徴としてあげられる
「бесспорные」や「очевидные」(明確、明瞭な)という事件の性格づけは妥当ではないと語
っている。なぜなら、明確ではないから裁判所に出訴し、その確認を求めているからである。
したがって、
「特別手続」においても事実の存否に関して争いが発生し得るのであり、それが
裁判所により確認されなければならないということになる(См.:Д.М.Чечот. Проблемы
защиты субъективных прав... Стр 494.)。
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能性があると述べていた99。
彼は、
「特別手続」において行政と市民との間で法的に意味のある事実、または権利、利益
に関する争いが発生した場合には、このような事件についても「権利に関する争い」が生じ
ているものとして考えられていたことが分かる。これは、特別手続について語っているが、
その後の「行政法関係から発生する事件」というものが訴訟形式として登場してくるきっか
けとなる思考をここに見出すことができる。
2.6.2 「 訴 え の 手 続 」に お け る 民 事 事 件 と「 行 政 法 関 係 か ら 発 生 す る 事 件 」に お け
る行政事件との区別論
ソ連においては、少数派ではあるが、民事訴訟と行政裁判の手続の区別に関して、
「訴えの
手続」が用いられる民事事件と「行政法関係から発生する事件」の手続が用いられる行政事
件を区別する議論もあり、以下それを検討する。
ただ、この少数説の検討を行う前に、多数説であった両者を基本的には分けないという考
え方をとる者の見解からみることとする。例えば、多数派を代表する者として Melnikov が
いる。Melnikov によれば、「訴えの手続」と「行政法関係から発生する事件」の手続は、両
方とも権利に関する争いを解決する点において、同類である。前者は民事法、家族法、労働
法、コルホーズ法、後者は行政法上の権利に関する争いを解決する点が異なるだけであると
主張された。それは、主として実体法上の違いから発生するものであった。確かに、
「行政法
関係から発生する事件」の手続にはいくつかの訴訟手続上の特則があるが、権利に関する争
いであること、法律上対立している利益を有する当事者がいるということは、両者に共通す
る特徴であると主張されたのであった100。
これに対して、両者を分ける少数派の考え方を提示する者として、Nikolayeva がいる。
Nikolayeva によれば、行政機関と市民との間の法律上の紛争(争い)を解決するものであれば、
それらすべての事件を「訴えの手続」による事件手続から取り出して、
「行政法関係から発生
する事件」の手続を用いて処理することで、この種の事件を統合した方が妥当であると述べ
ていた。その理由としては、
「訴えの手続」等によって処理されているこの種の事件は、その
訴訟対象をみると、いずれも行政法関係から発生する事件であるという点で、同じであるか
らである。このように考える Nikolayeva は、行政管理的性格を有するすべての事件を、
「訴
えの手続」や「特別手続」ではなく、そのような行政事件のために統一的な手続を設ける必
要があることを主張したのであった。行政事件を「訴えの手続」等が適用される民事事件と
См.:И.Б.Морейн. Основные вопросы теории особого производства в советском
гражданском процессе. Автореф.кан.ю.н.Ленинград, 1951 г. Стр 15.
100	
  См.:А.А.Мельников., 1964 г. Указ.соч.Стр 6.
この点に関して、См.:	
  Д.М.Чечот. Неисковые производства. Стр 6.参照。
また、Katsa,Nosko 編民訴法によれば、行政事件においては、不服申立人と行政機関との
間で権利に関する争いがあるため、行政事件の裁判審理も「訴えの手続」に近いものである
とされていた(См.:Советский гражданский процесс/Под ред. С.Ю.Каца, Л.Я.Носко.
―Киев.: “Вища школа”, 1982 г. Стр 221.)。
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区別する要素として、Nikolayeva は、①実体法上および訴訟上の対象の同一性、②行政分野
から発生する法関係の性格を有すること、③主体の特殊な地位の存在をあげることができる
と述べていた101。
Yeliseykin によると、ソ連民事訴訟基本法第 1 条第 2 項が民事訴訟に関する法令は、ア)
「民事、家族、労働及びコルホーズ法関係から発生する事件」、イ)「行政法関係から発生す
る事件」、ウ)「特別手続による事件」という三つの事件を定めている。そして、ここでいう
ア)は、
「権利に関する争い(訴訟)」の事件であり、対等な当事者間の紛争であることがその特
徴である。イ)は、権力・従属関係にある国家、行政、財務関係から発生する事件であると述
べ102、民事事件と行政事件の区別を示唆しているのである。
また、Chechot によれば、行政裁判は、民事上の権利に関する争いとは異なる。すなわち、
民事事件は対等な当事者間の争いであり、行政法律関係から発生する事件は権力・従属関係
が前提である行政と市民との間の裁判事件である点が異なっていると主張されている。そし
て、行政上の「不服の訴え」と民事上の「訴え」が扱う争いは実体法上の根拠が異なるため、
行政法関係から発生する事件は「訴え(иск)」ではなく、「不服の訴え(жалоба)」という形式
で法的保護を受けることを必要とすると述べている103。
さらに、Kleyman によれば、行政法関係から発生する事件においては、民事上の権利に関
する争いがないため、それは民事訴訟とは言えないと述べている104。
ソ連の少数派の学者が主張するように、仮に、民事訴訟とは異なる行政裁判が認められる
ためには、いずれの事件についても通常裁判所に管轄があるというソ連の場合、行政裁判、
とりわけ「行政の行為(決定)の効力を争う」訴訟について、他の訴訟に対する「排他性」が実
定法上認められなければならないだろう。しかし、本節の第 5 項で述べたように、ソ連の実
定法制においては、「行政の行為(決定)の効力を争う」訴訟の「排他性」が実定法上または裁
判実務上認められていなかったのである105。
См.:Л.А.Николаева. Указ.соч. Стр 44－46.
	
  この点に関して、Stolmakov も、
「訴えの手続」による事件と「行政法関係から発生する事
件」の区別に関して、行政上の権利に関する争いがあるすべての事件は、
「行政法関係から発
生する事件」とされなければならないと述べる(См.:А.И.Столмаков. Указ.соч. Стр16.)。
102	
  См.:П.Ф.Елисейкин. Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел. Учебное пособие. Ярославль, 1974 г. Стр 9-10.
103	
  См.:Д.М.Чечот. Неисковые производства. Стр 5.
104	
  См.: А.Клейман. Вопросы гражданского процесса в связи с судебной практикой.
«Социалистическая законность» 1946 г. № 9. Стр 13.
	
  しかし、Jeriolis は、行政法関係から発生する事件の審理に関する規定は、民事訴訟の規範
に該当し、訴訟手続は民事訴訟であるとする(См.: И.Жеруолис. Сущность советского
гражданского процесса. Изд. «Минтис» Вильнюс, 1969 г. Стр 146.)。
105	
  例えば、Bonner と Kvitkin によれば、民事上の訴えの手続の中でも行政の行為の適法
性審査をすることができると述べていた。しかし、その前提としては、(ア)当該行政の行為が
民事(家族、労働等)上の権利に関連していること、(イ)発生した紛争が行政法関係から発生し
ていないことが必要とされる。そして、行政の行為(決定)に関連する民事上の紛争が発生する
場合、行政機関の法的効力のある行為(決定)があったとしても、それが民事上の請求の中で(ま
101	
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  すなわち、ソ連民訴法において三つの訴訟形式、すなわち、
「訴えの手続」、
「行政法関係か
ら発生する事件」の手続、
「特別手続」の中に、それぞれ行政事件が認められ、このことが民
事訴訟と行政裁判とを区別することを困難にしていたことが分かる。この背景には、ソ連法
においては、まず「法律上の争訟」、すなわち、あらゆる法的紛争について裁判による救済が
あるという考え方が存在していなかったという点をあげなければならない。すなわち、法律
上の争訟であれば、民事訴訟で争うか、行政法関係で争うかという違いはあっても、何らか
の救済を裁判所に求めることができるという仕組みはなかったのである。行政裁判管轄の「排
他性」もこうした仕組みがあるときに、初めて登場するものであった。ソ連法においては、
争いが生じたときに、それが法律上の争訟にあたるものかどうかは、裁判所で争える事件と
して、法律(民訴法)に列記された事項であるかどうかで決まったのである。すなわち、法律上
の争訟であれば、一般的に裁判的救済が得られるのではなく、法律が個別に列記し許容した
事件であれば、その争いは、法律上の争訟とされたのであった。したがって、法律上の争訟
であるかどうかは、そのときどきの立法政策に依存しており、法律が列記を拡大すれば、裁
判的救済を得ることができる法律上の争訟も広がるのであった。この点で、一般的に広く裁
判的救済を得ることができるという意味において、法律上の争訟が考えられていないため、
この考え方を前提にして、民事訴訟と行政裁判とを分ける必要はなかったのである。この結
果、民事訴訟法典においては行政と市民との関係をめぐる様々な紛争が三種類の民事訴訟の
事件として散在することとなったのである106。
2.7

行政裁判の手続の独自(固有)性をめぐる問題

ソ連において行政裁判を認めない多数派の学者は、ソ連では通常裁判所においてすべての
訴訟事件が審理判断される伝統があることをあげる。例えば、Khamaneva は、この伝統に
ついて科学的社会主義の考え方に合致するものと考えている。すなわち、かつてドイツ社会
民主党におけるゴータ綱領制定をめぐってラサール派と論争したエンゲルスが一般法に基づ
く、通常裁判所における官僚との訴訟を真の民主主義の表れと主張していたことを想起しつ
つ、この考え方に忠実なソ連では、歴史的に行政裁判は民事訴訟法(一般法)に基づき、民事裁
判所(通常裁判所)が管轄するものとされてきたと述べている107。

たは、その先決問題として)別に争われるのではなく、その行為の適法性如何、効力如何に関
わらず、もっぱら民事の権利関係をめぐる紛争として処理されると述べる(См.:А.Т.Боннер,
В.Т.Квиткин., 1973 г.Указ. соч. Стр 52.)。
Chechot によれば、民事法関係、労働法関係の要素を内在(混在)している事件を「行政法関
係から発生する事件」に該当させるためには、その事件が行政法的性格を有すること、何ら
か の 民 事 法 的 効 果 を 発 生 さ せ な い こ と が 必 要 条 件 と な る (См.:Д.М.Чечот. Судебный
контроль за административной деятельностью в СССР. Стр 42.)。
106	
  この点に関して、例えば Galper は、私的所有がないため、ソ連においては、西欧がい
う 意 味 で の 公 法 私 法 を 区 分 す る 前 提 を 欠 い て い た と 述 べ る (См.:Э.С.Гальпер.
Указ.соч.Стр 3.)。
107	
  См.: Н.Ю. Хаманева., 1984 г. Указ. соч. Стр 69-70.
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また、ソ連においては、例えば Jeruolis が述べるように、行政事件の審理に関するすべて
の手続的保障が民事訴訟法典、刑事訴訟法典に規定されているから、特別な行政訴訟手続法
律を採択する必要はないと主張していた108。
	
  しかし、他方では、例えば、Yeliseykin のような少数派は、行政裁判の手続が、民事訴訟
法の一般規定と異なる行政訴訟手続規範によって定められる必要があると考えていた。
Yeliseykin は、ソ連における行政裁判手続の必要性について次のように述べている。民事訴
訟手続というときに、そこに何をみいだすかによって、民事事件と行政事件とを区別する必
要が生じてくる。もし、民事事件というときに、
「訴えの手続」による事件および「行政法関
係から発生する事件」がそれにあたると考えるとすれば、後者は民事事件たる「訴えの手続」
の中に含まれる訴訟類型になる。しかし、非訟事件たる「行政法関係から発生する事件」は
「訴えの手続」における(民事上の)「権利に関する争い」についての手続には適さず、この点
で、「行政法関係から発生する事件」の手続は、形式的には確かに「訴えの手続」と同一の、
民事訴訟法典の中で規定されであり、形式的な側面においては民事(訴訟)手続事件であるが、
内容的には民事上の紛争とは一切関係がないと主張されている。すなわち、Yeliseykin は、
「行政法関係から発生する事件」の手続は民事事件と異なる独自な訴訟であると考えている
のである。また、民事訴訟の一般規定を適用している点で「行政法関係から発生する事件」
の手続は条件付き民事事件(形式的民事事件)に過ぎないものと考えている。しかし、民事訴訟
と異なる独自の「行政法関係から発生する事件」の手続があるとはいえ、このことは、ソ連
法において三番目の訴訟類型、すなわち民事および刑事と並んで行政訴訟があるということ
を意味しないとも述べている。それは、まだ行政裁判を定める法律がないからである。なお、

『マルクス＝エンゲルス全集』(邦訳)第 34 巻 109 頁参照。K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 34,
Dietz Verlag, Berlin, S 128.
108	
  См.:И.А.Жеруолис., 1970 г. Указ.соч.Стр 111.
例えば、Stolmakov は、行政事件の審理に関する民事訴訟法典の規範は行政訴訟手続法と
して扱うことはできないと主張した。民事訴訟法典による行政事件の審理手続と「訴えの手
続」は紛争の解決という側面において異なっておらず、権利に関する争いを解決することに
両方ともにその目的がある。ただし、行政事件においては、民事上ではなく、行政上の権利
に関する争いが裁判所によって解決されており、このことが民事事件の審理とは異なるので
ある(См.:А.И.Столмаков. Указ.соч.Стр15.)。
Jeruolis は、ソ連邦構成共和国民事訴訟法典における「行政法関係から発生する事件」の
手続がその性格上、民事訴訟であると述べていた。その理由として、
「行政法関係から発生す
る事件」の手続が民事訴訟の個々の特則を規定するだけであり、行政裁判手続全体の規則(条
項)を規定していないことがあげられている(См.:И.А.Жеруолис., 1970 г. Указ.соч.Стр
108.)。
Loriya によれば、民事訴訟法典が規定する「行政法関係から発生する事件」の手続には行
政裁判手続の性格があるとは言えない。なぜなら、本来の行政裁判手続はその中から民事(訴
訟)手続を除外するからであると述べていた(См.:В.А.Лория., 1970 г. Указ.соч. Стр 111.)。
Chechot も 「 行 政 法 関 係 か ら 発 生 す る 事 件 」 の 手 続 の 民 事 訴 訟 的 性 格 を 肯 定 す る
(См.:Д.М.Чечот. Судебный контроль за административной деятельностью в СССР.
Стр 41.)。
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Yeliseykin は、ソ連においても行政裁判の要素が徐々に整備されており、将来的に行政裁判
の確立の可能性があると予想していた109。
Yeliseykin のこのような考え方は、当時の少数派の議論として、ソ連の現状においては行
政裁判がまだ存在しないことを示しつつ、将来的にその成立可能性を徴候的に認めていたこ
とに意義がある。それは、
「行政法関係から発生する事件」の手続は、民事訴訟とは異なって
おり、その独自(固有)性に鑑み、独自の法的規律を求めた主張であったからである。
なお、1961 年にソ連において「行政法関係から発生する事件」の手続が民事訴訟法典に導
入された後、行政事件と民事事件の審理における提訴形式、訴訟参加者の名称等様々な区別
が「訴えの手続」との違いとして議論されるようになった。したがって、次に、行政裁判の
手続と民事訴訟との区別をめぐって議論された主な具体的な問題として、行政事件における
提訴形式及び主体について検討する。
2.7.1

行政事件における提訴形式

まず、行政事件における提訴形式を「訴え иск」とするか、「不服の訴え жалоба」とする
かという問題について検討する。
Yeliseykin は、行政法上の紛争において、
「訴え」はあり得ないと述べる。他方、Yeliseykin
は「訴え」、「不服の訴え」というような用語が法令に規定されていることを立法的に例外的
な現象としてとらえるのではなく、
「訴え」とは異なる、裁判的保護手法がソ連法で誕生して
いると述べる110。
	
  Kvitkin によれば、行政事件における「不服の訴え」において、裁判所は「権利に関する
争い」を解決し、そこでいう「権利」というのは、民事上の権利ではなく、行政上の権利で
あると述べる111。
Chechot によれば、
「不服の訴え」が民事上の「訴え」のように、二つの請求を内在してい
る。それは、(ア)実体行政法上の請求を行政機関に、そして、(イ)権利の保護に関する手続上
の請求を裁判所に求めているということである。また、「不服の訴え」は、民事上の「訴え」
と同様に、裁判所に対して法律上の争訟(紛争、争い)の解決を求めるものでもあると述べる112。
さらに、Avdeenko, Kobakova, Muravyeva, Chechina, および Chechot によれば、行政機

См.:П.Ф.Елисейкин., 1974 г.Указ.соч.Стр 31－34.
См.: Там же.	
  Стр10－14.また、Yeliseykin は、
「不服の訴え」は、行政機関(権限ある
公務員)の活動の適法性を審査することに関する請求であるとする(См.: Там же.	
  Стр 14.)。
111	
  См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр63.
112	
  См.:Д.М.Чечот. Проблемы защиты субъективных прав... Стр 212-213.
また、Chechot は、実体法上の特性により、
「訴えの手続」による民事の事件の開始が「訴
え」、「行政法関係から発生する事件」の手続が「不服の訴え」、「特別手続」による事件の開
始が「申立て」によって行われる必要があると述べる。そして、
「訴え」に対応するのは「民
事上の権利に関する争い」、
「不服の訴え」に対応するのは「行政上の権利に関する争い」、
「申
立て」に対応するのは「法的な事実または地位の確認(認定)」であると述べる(См.:Д.М. Чечот.
Проблемы защиты субъективных прав... Стр 173,180.)。
109	
 
110	
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関の活動に対する「不服の訴え」においては、裁判所が処理する紛争(争い)が行政法関係から
発生しているか否かに関係なく、何らかの権利請求は本案審理され、裁判判決がなされなけ
ればならないとされた113。
このような見解からすれば、裁判所が審理する行政事件においても、
「行政法上の権利」等
をめぐる紛争があり得るということとなり、
「権利」に関する争いがあれば、行政事件の場合
その提訴形式は「不服の訴え」になると考えられた114。
また、ソ連の学者は、
「行政訴訟 административный иск」を正面からは認めず、
「不服の
訴え」の中に、内容的にも、形式的にも「行政訴訟 административный иск」の要素を盛り
込もうとする傾向が強かった115。その際、多くの学者は、裁判所に提起される「不服の訴え
жалоба」と上級行政機関への「不服申立て жалоба」とを区別していたことは注目すべき点
である116。
	
  例えば、Remnev によれば、ソ連においては、「жалоба」を受理、審査および解決する機
関として、(ア)行政機関、(イ)裁判機関、(ウ)社会団体があるとして、三つの異なる「жалоба」
について述べている117。この点では、
「жалоба」は裁判所への提訴形態としてだけではなく、
もっぱら形式的には、より広く行政機関等への不服の申立てを意味する用語として理解され

См.:Н.И.Авдеенко, М.А.Кобакова, А.С.Муравьева, Н.А.Чечина, Д.М.Чечот.
Основы
гражданского
судопроизводства
и
вопросы
процессуального
законодательства союзных республик. «Правоведение» 1962 г. № 2. Стр 70.
114 	
  こ の 点 に 関 し て Chechot は 、 市 民 と 行 政 と の 間 の 争 い ( 紛 争 ) を 「 行 政 訴 訟
административный иск」とも呼ぶこともできるが、ここでいう「訴訟 иск」は「民事訴訟
гражданский иск」とは異なるものであり、
「行政訴訟 административный иск」には多く
の特徴があることが否定できないと述べていた。また、Chechot は、さらに「行政訴訟
административный иск」という新しい、独自な法概念をソ連法にも創設できるとも述べて
いた(См.:Д.М.Чечот. Проблемы защиты субъективных прав... Стр 191.)。
115	
  この点に関して、Donald D.Barry, supra note 2, at 65 参照。
116	
  なお、例えば、Salisheva は『ソ連における行政プロセス』という著書において、ソ連
では、
「行政事件」が「行政処罰」の事件をも意味するため、この用語に代えて「紛争(争い)」、
「不服申立て административная жалоба」という用語が「行政上の不服申立て」や「行政
機関による行政処罰決定の発布」については用いられると述べていた(См.: Н.Г.Салищева.
1964 г., Указ.соч.Стр 36-37,42,45,48,130.)。
また、Yeliseykin は、「不服申立て」と「申立て」は、民事の「訴え」に関する諸保護手法
を内在することはできないと述べている。Yeliseykin によれば、(民事上の)権利に関する争
いと行政活動の適法性審査との間で区別がないとすれば、行政事件の審理を定める民事訴訟
法典第 233 条、第 238 条、第 242 条等の諸規定が要らないと述べている。また、その区別が
ないとすれば、裁判所の判決において行政アクトの適法性に関する結論(違法の確認)が記載さ
れるのではなく、訴え(すなわち、権利請求)の認容(給付等)あるいは全部・一部棄却が記載さ
れることになると述べる(См.:П.Ф.Елисейкин., 1974 г.Указ.соч.Стр 14,27.)。
117	
  См.:В.И.Ремнев. Право жалобы в СССР. Изд. Юридическая литература. Москва,
1964 г. Стр 34.
また、Chechot も、жалоба は裁判所または行政に提訴(提起)するものであると述べる(См.:	
 
Д.М.Чечот. Проблемы защиты субъективных прав... Стр 211.)。
同旨、См.:Н.Ю.Хаманева., 1982 г. Указ. соч. Стр 17.参照。
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ていたことが分かる。
以上、述べてきたように、ソ連の学者の多くは、行政事件における提訴形式を「訴え иск」
ではなく、
「不服の訴え жалоба」と位置づけていた。しかし、そこでいうロシア語の「жалоба」、
すなわち、
「不服の訴え」が同じ用語を用いているとはいえ、行政機関に申立てる「不服申立
て」とは異なるものであると考えていたのであった118。
2.7.2

行政事件における訴訟の主体

ソ連の学者は、行政事件の審理において、訴訟に参加する主体、すなわち、日本法がいう
ところの原告・被告についても以下のような議論を行っていた。
Yeliseykin は、実際の民事訴訟法典が用いる様々な用語に忠実にしたがって、行政法関係
から発生する事件の手続には、
「市民」と「行政機関」が参加し、特別手続には「申立人」と
「利害関係人、行政機関、社会団体等」が参加すると述べている119。
しかし、Kvitkin は、民事訴訟法典が用いるバラバラの用語ではなく、それらに共通する
用語を用いて、その共通の特徴を明らかにすべきという立場に立って、不服の訴え人
(жалобщик)という用語のほうが行政機関及び権限ある公務員の行為を争う者の地位にふさ
わしいと述べている120。
これに対して、Bonner は、Kvitkin のように、不服の訴え人(жалобщик)といってもよい
が、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え事件のように不服の訴え人が自己の利益を保護す
るために訴えない場合もあるため、行政機関等の行為を訴える者を表す用語として、共通し
て不服の訴え人という用語を用いることは、できないと述べている121。
118	
 

この点に関して、ソ連における「不服の訴え」は、国家機関の活動における欠陥に関す
る「通知」として考えられていたため、主観争訟として権利自由が侵害された者が訴えるだ
けではなく、客観争訟として誰でも行政における違法に関して不服の訴えを提起できると考
えられた。例えば、Khamaneva は、次のように述べている。社会主義諸国の市民が社会に
対する高度な責務(責任)感をもっているため、不服の訴えを提起する者の資格が当該事件にお
いて個人的利害を持つ者だけに限定(制限)されない(См.:Н.Ю.Хаманева., 1982 г. Указ. соч.
Стр 27.)。
なお、ソ連においても、行政裁判の訴訟要件、裁判審理の整備に関する議論がなかったわ
けではない。例えば、Chechot は、行政上の法関係から発生する事件の訴訟要件として四つ
の事項をあげていた。すなわち、①訴訟能力の存在、②裁判管轄に属していること、③行政
アクト、とりわけ行政決定の存在、④同様の事件に関する裁判判決がないことである
(См.:Чечот Д.М. Административная юстиция. Cтр117 － 119.; См.:Д.М.Чечот.
Проблемы защиты субъективных прав... Стр 219-220.)。
119	
  См.:П.Ф.Елисейкин., 1974 г. Указ.соч.Стр 10-11.
また、Grebenyuk も、
「行政法関係から発生する事件」における訴訟主体に関して「市民」・
「 行 政 機 関 」 と い う 用 語 を 用 い る こ と が 妥 当 で あ る と 述 べ て い た (См.: Наталья
Леонидовна 	
  Гребенюк. Лица, участвующие в деле, в производстве по делам,
возникающим из административно-правовых отношений, и в особом производстве.
Дис. ...канд.юрид.наук. Свердловск, 1984 г. Стр 41.)。
120	
  См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр 207.
121	
  См.:А.Т.Боннер., 1966 г.Указ. соч. Стр 147.
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  さらに、Bonner は、Yeliseykin のように行政事件における手続の主体に関して民事訴訟
法典等がバラバラに用いている用語である「処罰対象者」、「責任者」、「滞納者」、「市民」と
いう用語を使うことは、民事訴訟手続における地位を表す概念ではなく、当該人の行政法関
係における実体的な地位を表しているものであり、妥当ではないと述べている122。
そこで、Bonner は、行政法関係から発生する事件においても、裁判所は「行政上の権利に
関する争い」を解決しており、この点で当該事件は法的紛争であるため、この紛争を解決す
る手続の主体は手続法がいうところの当事者であると述べている。ただ、Bonner は、行政事
件における当事者は民事事件におけるそれとは異なるため、行政事件においては、原告、被
告という用語については使えないと主張していた。すなわち、行政機関が国家の利益を代表
し、国家の名において行政を行っている。また、市民との関係も権力的なものである。この
二つの理由から、行政機関は国家と等価となり、行政機関を被告とするということは、国家
を被告とすることを意味することとなるため、ソビエト社会主義体制のもとでは、国家自体
を被告とすることができないと述べていた123。
Chechot は、行政上の法関係から発生する事件に関して、原告及び被告という用語が使う
ことができないとしても、
「訴訟当事者」という手続法の一般的用語については使えると述べ
ている。そして、Chechot は、行政上の法関係から発生する事件における当事者として、不
服の訴え人と行政機関という用語を用いていた124。
この点に関して Grebenyuk も、「行政法関係から発生する事件」の手続においても「当事
者」が存在すると述べていた。その根拠としては、(ア)訴訟手続に参加する市民と行政機関は
対立する利益を有していること、(イ)訴訟手続上まず裁判所に不服の訴えを提起する者が請求
をし、その後、請求に対して回答をするために呼ばれた者、すなわち、公務員が説明をする
という手続構造をとっているからであると述べている125。
このように、ソ連の学者の中には、行政事件の審理に参加する主体について、①Yeliseykin
のように実定民訴法通りにバラバラの用語を用いることでよいとする見解もあったが、②訴
訟上の不服の訴え人(жалобщик)という共通の用語を用いることを主張するものもいた。他
方、③Bonner のように、バラバラの用語を用いることも、不服の訴え人(жалобщик)という
また、Kvitkin によれば、例えば、選挙人名簿の誤りに対する不服の訴え事件において不
服の訴えを提起する者が常に利害関係がある者とは限らない。なぜなら、選挙人名簿の誤り
に対する不服の訴え事件においては、何人も不服の訴えを提起できるからである。そのこと
から、この種の事件において不服の訴えは、法律、すなわち、客観的に行政法の違反を裁判
所へ通知していることを意味すると考えられている(См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр 209.)。
122	
  См.:А. Т.Боннер., 1966 г. Указ. соч. Стр 146.
123	
  См.:А. Т.Боннер., 1966 г. Указ. соч. Стр 152. 同旨、См: Н. Л. Гребенюк. Указ.соч.
Стр 40.参照。
124	
  См.:Чечот Д.М. Административная юстиция.Cтр 120.Chechot は、行政機関は確か
に国家の名において行政を行っているが、訴訟においては「当事者」または「第三者」の地
位に立つこともできるとしている(См.:Д.М.Чечот. Участники гражданского процесса.
Госизд «Юридическая литература» Москва, 1960 г. Стр 23)。
125 См.: Н. Л. Гребенюк. Указ.соч. Стр 8.
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用語を用いることも正しくないと批判し、不服の訴えを提起する者と行政機関に関して共に
当事者という用語を用いることを主張する見解もあった。なお、Bonner が主張する当事者と
いう用語は、ソビエト社会主義体制のもとでは、国家自体を被告とすることができないとい
う前提があったため、不服の訴えを提起する者と行政機関や公務員に関して原告・被告とい
う用語を用いることができないと考えた点は、留意しなければならない。
この点に関して、上述したように多数説によれば、ソ連における行政裁判の手続について
は、それがそもそも「権利をめぐる紛争」と考えられていなかったため、実定法上も①提訴
形式を「行政訴訟(административный иск)」、②不服の訴えを提起する者とその相手、すな
わち行政機関と公務員を「原告・被告」とは構成しなかったのである。ソ連の実定法におい
ては行政法関係から発生ずる事件は権利義務関係を前提としておらず、行政事件の審理は、
裁判所による適法性監督の手続として考えられていたのである。そのため、
「訴え」(иск)、
「原
告」(истец)、「被告」(ответчик)という用語は、用いなかったのである。行政事件の審理手
続は、適法性監督の仕組みであることから、当然の帰結として、行政法関係から発生する事
件においては不服の訴え(жалоба)、
「不服の訴え人」(жалобщик) または「市民」(гражданин)
と、「行政機関」(административный орган)や「(権限ある)公務員」(должностное лицо)
という用語を用いたのであった。つまり、行政裁判は、権利に関する紛争を解決するもので
はなく、行政機関の適法性の監督を行う特別の仕組みであった。確かに先にみたように、学
者の意見としては、行政紛争を権利に関する紛争として捉え、あらゆる紛争を行政裁判とし
て主張する見解(概括主義)があったとしても、実際のソ連の仕組みは、行政裁判を行政紛争に
関する適法性監督制度としてとらえ、適法性の確保が困難な行政活動領域にだけ特別に行政
裁判を導入するというもの(列記主義)であった。したがって、ソ連の実定民訴法において行政
事件の審理に関して「訴訟」や「原告」等の用語を使わなかったことの根本には、この思考
があったのである。
	
  以上のことから、ソ連の学者のなかには、行政事件の審理に関して、①提訴形式及び主体
について、民事上の「訴えの手続」と区別しようとしていた者がいたこと、②「不服の訴え」
が上級行政機関への「不服申立て」とも用語は同一であるが、不服の申立て先と手続につい
て両者を異なる制度として解釈する者がいたこと、そして、③行政事件の審理に参加する主
体について実定法上一貫性がなく、学説も分岐していたこと、また、④ソ連には理論上も、
実定法上も、西欧・日本における「行政訴訟(административный иск)」が認められていな
かったが、
「不服の訴え(жалоба)」に内容的にも、形式的にも「行政訴訟(административный
иск)」の要素を盛り込もうとする見解も一部主張されていたことが分かる126。
126	
 

なお、当時のソ連の実定法制に基づきながら、行政事件の審理手続についてこれを訴訟
として特徴づけようとしたソ連の学者もいた。См.:В.А.Лория., 1980 г. Указ.соч. Стр 96－
98.; 	
  См.:Д.М.Чечот. Судебный контроль за административной деятельностью в
СССР. Стр 41.;	
  См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр	
  61, 257.;	
  См.:И.А.Жеруолис., 1970
г. Указ.соч.Стр 110.; 	
  См.:Д. М. Чечот. Проблемы защиты субъективных прав...
Стр191-192,194,219-220.;	
  См.: Д.М. Чечот. Административная юстиция.	
  Cтр 117－
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小括
	
  以上、第一章においては、ソ連における行政裁判について検討したが、ここでは以下のこ
とが明らかになった。
ソ連初期、ブルジョア国家を否定する社会主義においては、ブルジョア国家の制度である
と考えられた行政法、とりわけ行政裁判はその存在そのものを否定された。そして、社会主
義には、それに対応する理論とそれに基づく制度、とりわけ行政自身のコントロール等があ
るとされた。しかし、社会主義体制が確立した時代に入ると、例えば、1937 年 4 月 11 日付
規程を皮切りにして、さらに、スターリン批判後には、1961 年 6 月 21 日付けの連邦最高会
議幹部会令「行政手続によって賦科される過料適用のいっそうの制限について」、同年の連邦
法律「ソ連邦および連邦構成共和国の民事訴訟手続の基礎」が制定されたことを契機に、ソ
連の学者の中には、ソ連においても行政裁判が存在すると主張する者が徐々に現れるように
なった。
スターリン批判後のこうした新しい立法と行政法の展開は、ソ連においてそれまで行政裁
判の成立を妨げていた、行政と市民との間の利益の対立があり得ないという考え方(「行政と
市民との利益の一致論」)の見直しへと帰結した。社会主義においても、敵対的関係はなくて
も、行政の日常の活動上、行政と市民との利益の対立があることは当然のことであり、それ
が異常な現象ではないと考えられるようになったのである。こうして、社会主義において市
民は行政に申し立てる機会だけが与えられ、裁判所に不服の訴えを提起する機会を与えられ
ないことには合理的な根拠はないと考えられるようになったのである。
しかし、こうした考え方の転換だけでは、ソ連における行政裁判の確立・発展は困難であ
った。そもそも、ソ連には、西欧諸国や日本において確立した行政裁判を生み出すことにな
る行政法そのものが存在していなかったのである。ソビエト行政法は、行政と市民の間の関
係を法的に規律し、市民の権利や利益を保護する役割を果たす行政法ではなかったのである。
ソビエト行政法は、社会主義建設のために必要であるとされた管理のための法であるか、ま
たは、公務員や市民に行政罰を科し、その責任を追及することを中心とする行政法であった。
また、ブルジョア法の一制度であるとされた行政裁判の前提条件も、社会主義法原理をとる
ソ連には備わっていなかった。すなわち、(ア)法治国家、(イ)権力分立、(ウ)市民の主観的権
利の法的保障といった原理がソ連においてはすべて否定されていたのである。
確かに、1961 年には連邦法律「ソ連邦および連邦構成共和国の民事訴訟手続の基礎」が制
定され、ソ連邦構成共和国の民事訴訟法の中には、ソ連の歴史上初めて「行政上の法関係か
ら発生する事件に関する手続」が「訴えの手続」および「特別手続」と並んで裁判所の管轄
に属する事件の手続として定められた。このような制度変化を受けて、ソ連の学者は社会主
義における行政裁判の可能性に関する議論を行うようになるが、なおも、一般的にはソ連に
119,124－125.; См.:Н.Ю. Хаманева., 1984 г. Указ. соч. Стр 96.; См.:П.Ф.Елисейкин.,
1974 г. Указ.соч. Стр 28.
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おける行政裁判は主として行政処罰事件に関する裁判所の審査制度であるという理解が支配
的であった。行政裁判は、西欧諸国や日本では、主に違法な行政行為を取消し、変更するこ
とにより市民の主観的権利の保護をはかる制度であり、行政罰を科すという市民の責任を追
及し、処罰する機能を、その主な目的とはしていない。その意味では、ソ連において 1960
年代以降、行政裁判が、①行政処罰事件に関する裁判所の審査制度と②市民・社会団体の権
利及び法律上の利益が行政により侵害されることから発生する行政法上の紛争事件の審査制
度という二つの種類の事件からなると理解されたことは、西欧や日本におけるそれとは異な
るソビエト行政法の大きな特徴であった。この点で、確かに、ソ連においても、この時期、
市民の権利、法律上の利益に関わる行政法関係から発生する事件が新たに認められたとはい
え、そこでは列記主義が採用され、列記されていない事件に関しては、裁判所ではなく行政
にのみ監督(審査)権があるという制度であった。この意味では、すべての権利ではなく、列記
されている事件に関わる権利だけが裁判所に保護されたのであり、結局、大半の権利は裁判
所による審査の外にあることとなり、ソ連における行政裁判は、権利保護としての行政裁判
ではなく、主たる目的としては監督としての行政裁判として位置づけられていたことを意味
した。
そして、ソ連において、行政裁判の対象となる行政処罰事件および行政法関係から発生す
る事件においては、行政の違法な決定(行為)が審理の対象となるが、この対象となる決定(行
為)には、様々な行政活動が該当するとされた。この点に関して、ソ連行政法においては、い
わゆる行政行為に類似した概念として「国家行政行為」という概念があったが、これを西欧
や日本の行政法のように、行政裁判で争うことができる対象を意味する概念として位置付け
る、すなわち、行政裁判と結びついた概念として構成することもなかったのである。
また、ソ連民訴法において三つの訴訟形式、すなわち、
「訴えの手続」、
「行政法関係から発
生する事件」の手続、
「特別手続」の中に、それぞれ行政事件が散在しており、このことが民
事訴訟と行政裁判とを区別することを困難にしていた。この背景には、ソ連法においては、
まず「法律上の争訟」、すなわち、あらゆる法的紛争について裁判による救済があるという考
え方が存在しなかったという点をあげなければならない。したがって、民事訴訟で争う事件
にあたるものか、行政法関係から発生する事件として争うものにあたるかに関わらず、どち
らかの手続による救済を裁判所に求めることができるという仕組みにはなっていなかったの
である。行政裁判管轄の「排他性」を議論することも、
「法律上の争訟」という考え方とこれ
を前提とする仕組みがないときには、まったく不要であった。ソ連法においては、争いが生
じたときに、それが裁判所の救済を求めることができる法律上の争訟にあたるかどうかは、
裁判所で争える事件として、個別の法律に列記された事項であるかどうかで決まった。すな
わち、法律が個別に列記し許容した事件だけが裁判所の救済を求めることができる法律上の
争訟とされたのであった。したがって、法律上の争訟であるかどうかは、そのときどきの立
法政策に依存しており、法律が列記を拡大すれば、裁判的救済を得ることができる法律上の
争訟も広がるのであった。この結果、民事訴訟法典においては、行政と市民との関係をめぐ
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る様々な紛争が三種類の民事訴訟手続の中に散在することとなったのである127。
以上のように、ソ連における行政裁判は、市民の権利利益を保護する制度としてはそもそ
も制度設計されておらず、この目的のためには十分機能していなかったことが分かる。よう
やくソ連末期のペレストロイカの時代に至って、1987 年、「市民の権利を侵害する公務員の
違法行為を裁判所に提訴する手続に関する」ソビエト社会主義共和国連邦法律が採択される
ことによって、概括主義が採用され、市民の権利保護を目的としてかかげる行政裁判制度が
登場することになったのである。しかし、2 月革命後の臨時政府によって採択された 1917 年
5 月 30 日 付 行 政 裁 判 所 法 (「 行 政 事 件 裁 判 所 に 関 す る 規 則 «Положение о судах по
административным делам»」128)の運命と同様、1987 年法律も 4 年後の 1991 年のソ連崩
壊の結果、ソ連時代にはその運用と発展をみることはなかったのである。
	
  このような歴史を受け継ぐ旧ソ連邦構成共和国、とりわけウズベキスタンにおいては、ソ
連崩壊後、行政裁判がどのように理解され、三権分立や市場経済について、その憲法が基本
原則として宣言する中で、このソ連時代の制度を継承した行政裁判がどのように変化を遂げ
ているのかを次に検討する。
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なお、ソ連における行政裁判の確立を妨げた要素として次のものがあげられる。
第一に、フランスにおける行政法の生成を検討した Bernardo Sordi が述べるように、行政
裁判所の設置を促したものとして、中央政府が地方政府に対して行政裁判を通して全国的に
統 一 し た 行 政 権 を 実 現 す る た め の 主 要 な 道 具 と し て の 行 政 裁 判 所 の 創 設 が あ る (Sordi,
Bernardo. "1 Révolution, Rechtsstaat, and the Rule of Law: historical reflections on the
emergence of administrative law in Europe." Comparative Administrative Law (2010) in
Rose-Ackerman, Susan, and Peter L. Lindseth, eds. [Comp. Admin. Law]. Edward Elgar
Publishing, 2010. 27.)。
この点で、1917 年革命後、地方ソビエトが数多くの法令を採択し、いわゆる法律の戦争、
法令間の矛盾が多く発生した。この問題を、例えば、Elistratov は、行政裁判制度を導入す
ることによって解決することを提案した。しかし、ソビエト政権は、前述したようにこの仕
組みを採用せず、検察官監督等の仕組みによって解決しようとしたのであった。また、ソ連
は、地方自治制度をとらなかったため、行政裁判を通して中央政府が地方政府を監督する必
要もなかった。
第二に、ソ連においては、市民の権利が侵害された場合、伝統的には、行政機関ではなく特
定の公務員が違法な活動を行うことで市民の権利を侵害したと考えられた。そのため、当該
公務員を罰する仕組み(行政処罰制度)を整備することによって、違法な行政活動が予防される
と考えられたのである。ここにも、違法な行政活動の法効果を争う行政裁判が発展しなかっ
た原因があった。
128
Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при
Правительствующемъ Сенате. 6 июня 1917 г. № 127. Отделъ первый. 692.
Постановление
Временного
Правительства
Положение
«О
судах
по
административнымъ деламъ» от 30 мая 1917 г.
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第二章	
  ウズベキスタンにおける行政裁判及びその法的問題
旧ソ連邦の構成共和国の一つであったウズベキスタンにおける行政裁判はウズベキスタン
では殆ど研究されていないのが現状である。したがって、ここでは、まずウズベキスタンに
おける行政裁判を含む行政争訟制度を紹介することから始めたい。
	
  ウズベキスタンにおいては、市民の権利保護制度として旧ソ連にあった訴願等の行政自身
のコントロールメカニズムがいまだに広く用いられている。市民の権利・自由、法律上の利
益が行政によって侵害されたとき、通常、訴願等の行政自身のコントロールがまず用いられ
るのである。その代表的な制度として、ウズベキスタンにおいては、行政自身のコントロー
ルの仕組みを定める法律としてウズベキスタン共和国「市民の申立てに関する」法律129があ
る。この法律は、訴願制度だけではなく、市民が行政機関に様々な申請を行うときの手続を
定めるものである。例えば、行政機関への申請の手続、提案の手続について広く定めている。
この点でこの法律は、日本の行政不服審査法とは全く異なるものである。また、この法律は
日本の行政不服審査法が定める口頭意見陳述の機会や不服申立期間の定めもないものであり、
わずか 28 カ条からなる法律である。事件審理に関しては 30 日の審理期間(第 18 条)、審査庁
の書面回答義務(第 21 条)を定めたり、利害関係人の参加、鑑定等については、「必要と認め
るとき」、「適切な手段をとる」と定めるにとどまり、審査庁に広い裁量を与えている。
「市民の申立てに関する」法律以外にも、検察庁法、各省庁の組織法令の中にも市民の申
立てに関する定めがあるが、本稿との関係でここでは、帝政ロシア及びソ連の連邦構成共和
国であったウズベキスタンの歴史において行政裁判に代替する役割を果たしてきた検察庁法
が定める検察官の一般監督に関してのみ述べることとする。
	
  検察庁法130第 25 条には、検察官が、市民の権利・自由が侵害された事件に関する市民の
申立てを受理し、申立てに根拠がある場合、刑事事件または行政処罰事件を立件できると定
められている。第 26 条には、市民が健康上その他の理由により自ら裁判所へ行政裁判を含む
訴訟を提起することができない場合、検察官が市民の代わりに提起することができるとされ
ている131。さらに、ウズベキスタンにおいては、いまだに検察官の監督権限は強力であり、
ただ、個人の活動に関する適法性監督については、これを行わないという点だけが、旧ソ連
の仕組みと異なっている。したがって、現在ウズベキスタンの検察官は、すべての企業や国
家行政機関のあらゆる活動に対する適法性監督を行っている。そして、現在のウズベキスタ
ウズベキスタン共和国「市民の申立てに関する」法律(Закон Республики Узбекистан
от	
  13 декабря 2002 г. (№ 446-II) «Об обращениях граждан»)は、1995 年法律ウズベキ
スタン共和国「市民の申立てに関する」法律の改正法であり、ソ連時代にあった 1968 年 4
月 12 日「市民の提案、申請及び不服申立ての審理手続に関する」最高会議幹部会決定(Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»)における行政上の申立て制
度の仕組みを基本的に維持している。
130	
  Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. (№ 257-II) «О прокуратуре»．
131	
  ウズベキスタンにおける検察官異議申立制度については、民事訴訟法典第 29 節(Глава)
が定める検察官申出(заявление)制度を検討する第一節 1.1.5 において概観する。
129	
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ンにおいても、
「市民の申立てに関する」法律と同様に検察庁法も申立ての審理において検察
官に広い裁量を与えている法律である132。
	
  このように、現在のウズベキスタンにおいても、市民が申し立てることができる争訟とし
て行政自身のコントロールの仕組みが中心になっていることがわかる。しかし、行政自身の
コントロールには、手続的保障がなく、市民の権利保護にとって十分なものではない。その
ため、今日のウズベキスタンにおいては、手続保障がある裁判上のコントロールの方が市民
の権利保護に適していると考えられるようになっている 133。したがって、次に、行政争訟制
度としては、依然として現在ウズベキスタンにおいて副次的(従たる)役割を果たしているにす
ぎない行政裁判制度の現状を概観する。
第一節	
  現行法上の行政裁判制度
ウズベキスタン共和国憲法第 44 条は、市民の権利及び自由の保障として裁判所の保護に関
する保障を与え、さらに国家機関の公務員の違法な行為により権利及び自由が侵害されたと
き、裁判所に訴える権利を有すること（いわゆる「裁判を受ける権利」）が定められている134。
ソ連崩壊後、ウズベキスタンにおいて行政裁判の分野では、1992 年 12 月 8 日に憲法が採
択されたこと、そして、この憲法を受けて 1995 年 8 月 30 日に「市民の権利及び自由を侵害
する行為及び決定の裁判所への提訴に関する」ウズベキスタン共和国法律(以下、
「95 年裁判
所への不服の訴え法律」という。)135が採択されたことが重要である136。さらに、民事訴訟法
典(1997 年 8 月 30 日)および経済訴訟法典(1997 年 8 月 30 日137)の中にも、行政法関係から
発生する事件を処理する手続を定めたことも、また重要である138。さらにその後もウズベキ
132	
 

検察官の一般監督以外にも様々な非正式または非法的な監督の形態がある。例えば、マ
スコミ監督、社会監督、大統領監督等である。
133 この点に関し Mamadiyev は、法治国家においては、裁判所による人権保護が権利保護
の最も効率的な形態であるということも忘れてはいけないと指摘する(Қаранг: Мамадиев
С.Н. Суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарорлари ва ҳаракатлари устидан
судга шикоят қилиш. Монография. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010 й. 97-бет.参照)。
134	
  ウズベキスタン共和国憲法第 44 条は、1977 年ソ連憲法 58 条 2 項「市民の権利の侵害
をもたらす公務員の違法行為または権限をこえる行為は、法律の定める手続により、これを
裁判所に提訴することができる」という規定を基本的に維持したものである。
135 Закон Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» №108-I Дата принятия 30.08.1995 г, дата
вступления в силу 12.09.1995 г.
136	
  しかし、95 年裁判所への不服の訴え法律は、ソ連時代の 1987 年法律及び 1989 年改正
法律を殆ど維持するものであり、1989 年改正法律にあった行政不服申立前置の仕組みと裁判
所の審査の適用除外に関する規定のみを廃止したものである。
137 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан	
  Дата принятия
30.08.1997 г, дата вступления в силу 01.01.1998 г.
経済訴訟法典が定める行政事件処理手続は、わずか 3 条の規定しかもたないものであり、
裁判管轄、証明責任に関する条文を定めている。
138	
  ウズベキスタン共和国民事訴訟法典は、ソ連時代のウズベク共和国民事訴訟法典を殆ど
維持するものであり、その特徴は、過料その他の行政上の制裁に対する不服の訴え、国税、
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スタンにおいては、様々な司法改革があったが、行政裁判に関係のある改革としては、2011
年 4 月 21 日に経済訴訟法典の中に「法的措置の適用に関する事件」に関する新しい 20 の 3
章が導入されたことのみを指摘できる139。したがって、ウズベキスタンにおける行政裁判制
度の改革は、残念ながら 90 年代に止まったまま今日にまで至っていると言わざるをえない140。
そこで、ここでは、ウズベキスタンにおける行政裁判制度の主要な仕組みを構成している上
記の三つの法律(法典)について、その概要を述べることにする141。
	
 
1.1

民事訴訟法典における行政裁判

ウズベキスタンにおける行政裁判において主要な役割を果たしている制度としては、まず、
民事裁判所(通常裁判所)が管轄しているものがある。
民事裁判所は行政に対する市民の申立を管轄する。民事裁判所は、95 年裁判所への不服の
訴え法律およびウズベキスタン民事訴訟法典(1997 年 8 月 30 日)142に基づいて審理を行う143。

地方税、強制保険料および自治分担金に係る滞納金(недоимка)の市民からの強制徴収に関す
る事件等を例示的に列記した規定を廃止することによって概括主義を取ることを明確にした
こと、そして不服申立前置制度を廃止したことにある。
139	
  ただ、この新しい章も市民が提訴する不服申立てではなく、行政機関の方が市民に対し
て起こす申立手続を定めている制度であるため、市民の権利保護制度とは関係のない制度で
ある。
140	
  この点で、ウズベキスタンは、同じく旧ソ連邦構成共和国であったロシアにおけるソ連
崩壊後の改革の一定の進展とはかなり異なる状況にある。
141 ウズベキスタンにおいては(この点はロシアも同様)、民事訴訟法典と経済訴訟法典という
二つの訴訟法典がある。それは、ソ連時代から残った制度であり、立法政策的に、市民(個人)
と行政機関及び公務員との訴訟については民事訴訟法典、企業家および個人営業者と行政機
関および公務員との訴訟については経済訴訟法典に基づいてそれぞれ別の裁判所(民事裁判
所と経済裁判所)で審理するものである。さらに、これもまたソ連時代から残った制度である
が、市民又は公務員が様々な行政法規に違反した場合、その者に対して多様な行政処罰を科
す制度として行政処罰制度があり、行政処罰法典が当該手続を規定しており、刑事裁判所が
審理している。
	
  したがって、ウズベキスタンにおいては、行政事件は、民事裁判所(通常裁判所)、経済裁判
所、刑事裁判所(行政処罰事件及び取調機関に対する訴訟)という三つの裁判所において審理さ
れ、行政裁判所は設立されていない。
142 Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Дата принятия
30.08.1997 г., дата вступления в силу 01.01.1998 г.) (далее - ГПК РУз).
143	
  95 年裁判所への不服の訴え法律は、(民事)裁判所が行政事件を審理するに際して用いる
法律であるが、同時に、民事裁判所による行政事件審理の訴訟手続法として、民事訴訟法典
もある。この点で、問題は、95 年裁判所への不服の訴え法律は、今日なお行政事件だけでは
なく、民間企業の役職者等(ソ連時代、国家企業の公務員であったもの)の行為に対する訴訟に
も適用される点である。他方、民事訴訟法典第 26－29 節は、行政事件(または公法上の法律
関係から発生する紛争)の審理手続を定めており、95 年裁判所への不服の訴え法律のような
ソ連崩壊後の私化にともなう混乱を免れている(Постановление	
  Пленума Верховного
суда Республики Узбекистан«О практике рассмотрения в судах жалоб на действия и
решения, нарушающие права и свободы граждан» (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от
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95 年裁判所への不服の訴え法律は、民事訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）
公務員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申出による事件処理」と内容的に同様のものであ
り、以下では民事訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）公務員の行為(決定)に
対する不服の訴え及び申出による事件処理」を中心に民事裁判所(通常裁判所)が管轄している
審査について述べることにする。
民事訴訟法典の場合、第 3 章が行政裁判について定めている144。民事訴訟法典第 2 編が「第
一審審理手続」を定め、さらにその中において、その第 2 章「訴えの手続」(民事上の法関係
から発生する民事訴訟)と並んで、第 3 章において「国家、その他の機関、（権限ある）公務
員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申請による事件処理」を定めている145。そして、この
民事訴訟法典第 3 章は、四つの節(26－29 節)からなっている。第 26 節が総則規定であり、
市民が行政に対し民事裁判所に提訴する事件(制度)として第 27 節および第 28 節が設けられ
ている。第 29 節は検察官が行政に対し民事裁判所に申出(заявление)を行う事件(制度)につい
て定めている(民事訴訟法典第 264 条)146。
民事訴訟法典は、概括主義を原則(民事訴訟法典第 266 条)とし、行政不服申立前置主義を
採用していない(民事訴訟法典第 269 条)。民事訴訟法典は、市民が提訴する行政事件に関す
る各種の訴訟形式については定めていないが、ドイツおよび日本における広い意味での抗告
訴訟にあたるものを規律している147。
次に、各則として、まず民事訴訟法典第 27 節が「市民の権利自由を侵害する行為及び決定

11 сентября 1998 года № 24,14 июня 2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5)
пункт 5.)。
144	
  Donyorov は、民事訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）公務員の行為(決
定)に対する不服の訴え及び申出による事件処理」は、
「機関及び(権限ある)公務員の行為」に
対 す る 申 立 事 件 と も 呼 ば れ る と 述 べ て い る (Қаранг:Донёров Мирзоҳаким.
Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган ҳатти-ҳаракатлар (қарорлар)
устидан берилган ариза ва шикоятларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари.
“Nihol nashriyoti” – Тошкент, 2007 й.74-бет.)。
145	
  ГПК РУз
Раздел II. Производство дел в суде первой инстанции
Подраздел 1. Общие положения
Подраздел 2. Исковое производство
Подраздел 3. Производство по жалобам и заявлениям на действия (решения)
государственных и иных органов, а также должностных лиц
ウズベキスタン民事訴訟法典第 3 章の名称は、行政機関のみならず、国家機関の行為に対
する司法審査を定めたという点で、ソ連時代のウズベク共和国民事訴訟法典と異なっている。
146	
  民事訴訟法典第 26 節が総則規定であり、第 27 節および第 28 節は市民が行政に対して
裁判所に提訴する事件の訴訟手続を定め、第 29 節は、検察官が行政に対して裁判所に提訴す
る事件の訴訟手続を定めている。
147	
  この点に関しては、ウズベキスタンにおける行政裁判が抗告訴訟に限られるということ
が一概に断定できないことも留意しておきたい。例えば、民事訴訟法典第 4 章「特別手続」
による事件処理において、公法上の権利の有無の確認訴訟がある。
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に対する不服の訴え」148を定め、第 28 節が「戸籍登録機関、公証人行為の拒否またはその
誤りに対する不服の訴え」149を定めている。双方とも行政機関(または権限ある公務員)を相
手として裁判所に提起する訴えとして位置付けることができる150。
以下では、この各則が定める訴訟要件、訴訟審理、判決及びその執行について述べ、更に、
ウズベキスタンにおける不服の訴えに特徴的な制度である民事訴訟法典 29 節が定める検察
官申出(заявление)制度についても検討する。
1.1.1

行政権との関係における司法権の範囲(法律上の争訟)

ウズベキスタン憲法第 44 条及び民事訴訟法典第 267 条並びに 95 年裁判所への不服の訴え
法律第 1 条151において、
「裁判を受ける権利」が保障されている。しかし、日本法がいうとこ
ろのいわゆる「法律上の争訟」の観点から問題をみるとすれば、
「裁判を受ける権利」の保障
は、ウズベキスタンにおいてはいくつかの場合に制限されており、この問題をここではまず
検討する。	
 
その第一は、法令の効力を直接争う不服の訴え(規範統制訴訟 норм контроль)は認められ
ていないことである。すなわち、ウズベキスタンにおいては、市民に法令の違法または違憲
を直接争う権利が認められていないのである。これを日本と同様の「法律上の争訟」の観点
から説明するとすれば、それは個別具体的な権利義務をめぐる事件性のないものは、
「法律上
の争訟」にあたらないとされるからである152。第二に、ウズベキスタンにおいては、これも

ГПК РУз	
  Глава 27. Жалобы на действия и решения, нарушающие права и
свободы граждан.
149	
  ГПК РУз	
  Глава 28. Жалобы на отказ или неправильное совершение действия
нотариусом или органом записи актов гражданского состояния.
150	
  旧ソ連法の影響の下、
「戸籍登録機関、公証人行為の拒否又はその誤りに対する不服の訴
え」(民事訴訟法典第 28 節)はいくつかの特則があるため、「市民の権利自由を侵害する行為
及び決定に対する不服の訴え」(民事訴訟法典第 27 節)とは別の訴訟になっている。その特則
は、主として、裁判所が下す判決において現れる。民事訴訟法典第 28 節によると、公証人行
為の拒否またはその誤りに対する不服の訴えが認容された場合、裁判所は公証人が行使した
行為を取り消し、または公証人あるいはその他公証行為をする公務員に対し必要な行為を行
うことを義務付ける判決を行う(民事訴訟法典第 275 条)。また、登録簿の誤りが認容された
裁判所の判決が市民登録機関に対し登録簿への「修正」、「加筆」の根拠となる（民事訴訟法
典第 275 条）。
また、ウズベキスタン民事訴訟法典は、ソ連時代のウズベク共和国民事訴訟法典と異なり、
「戸籍登録機関、公証人行為の拒否またはその誤りに対する不服の訴え」が、民事訴訟法典
第 4 章「特別事件」ではなく、民事訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）公務
員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申出による事件処理」の中で定められていることも民
事訴訟法典第 3 章の特徴として指摘できる。
151	
  第 1 条	
  裁判所へ不服の訴えを提起する権利
すべての市民は、その権利及び自由が国家機関、企業、組織、施設、社会団体、自治機関ま
たは権限ある公務員(役職者)の違法な行為(決定)により侵害された場合、裁判所に不服の訴え
を提起する権利を有する。
152	
  ウズベキスタンにおいて行政権との関係において司法権の限界は、
議論されていないが、	
 
148 	
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日本法と同様の考え方に立ってみるならば、行政権の第一次的判断を前提とする訴訟、すな
わち覆審的訴訟だけが認められており、このことから裁判所が行政権が第一次的判断を行っ
ていない事件については審理できないとされている。第三に、これも日本法の概念を同様に
用いて述べるならば、いわゆる「裁量行為」については、包括的に司法審査が排除されてい
る点も指摘できる。この考え方はソ連法以来のものであるが、ウズベキスタンの場合「裁量
行為」という概念もまだないため、残念ながらこの行政法の基本問題の所在すら認識されて
いない153。
また、法律上の争訟に関しては、ウズベキスタンの学者の中では、行政裁判において、行
政の方が市民または法人を相手に訴えを提起するという従来からの制度の特徴について議論
されている。ウズベキスタンの現行法制においては旧ソ連時代にあった裁判所の事前審査と
いう制度が依然として存在しているのである154。
これは、資本主義法では英米法タイプの執行の制度であり、行政が自分(自力)で執行できず、
裁判所に執行を求めるという制度である(司法的執行による行政決定の実現)。このような訴訟
は本来なら民事訴訟である。そもそも抗告訴訟は、公権力の行使を争うものであり、行政行

個別的にこのようなところに現れている。
153	
  例えば、ブハラ州経済裁判所 2011 年 8 月 26 日判決において、
「ウズベキスタン土地法
典第 6 条は、区長が農家に土地使用権を賦与する権限を有することが定めている」と判示し、
農家の訴えをしりぞけている。仮に、ウズベキスタンに行政裁量に対する司法審査のあり方
に関する行政法理論があれば、その結論の当否はともかく、土地使用付与の権限を有する区
長には、広範な裁量権があり、裁判所は、区長の判断を尊重すると述べることになるだろう
(Ҳал қилув қарори Бухоро вил Хўжалик суди. 2011 йил 26 август.)。
154	
  例えば、行政が企業主体を相手に経済裁判所に訴える訴訟として 2011 年 4 月 21 日に経
済訴訟法典に導入された「法的措置の適用に関する事件」がある。裁判所による「法的措置
の適用」制度が導入されるまで、行政は職権で公権的にこの種の法的措置をすることができ
た。この制度の導入の理由は、旧ソ連において裁判所による事前司法審査制度が導入された
理由とほぼ同様のものであり、ウズベキスタンにおいても行政による職権濫用、不正な取扱
いが多かったため、裁判所によってのみ企業主体に対して「法的措置の適用」が行われるよ
うになったと考えられる。しかし、裁判所による「法的措置の適用」には、行政が行う「法
的措置の適用に関する事件」において適正手続がなかったことも大きなインパクトを与えた
と思われる。行政手続法がないため、行政が行う「法的措置の適用に関する事件」において
は透明性がなく、「適正手続(due process)」の原理が働かないのである。そのような不備を解
決するために裁判所による「法的措置の適用」制度が導入されたのであろう。したがって、
日本を含めて行政法が発展している国では、
「法的措置の適用に関する事件」を誰(どの機関)
が処理(管轄、所掌)するかではなく、行政手続自体が法的に適正な手続によって行使されてい
るかどうかが問題となる。この点で、ウズベキスタンにおいても行政手続法の採択は現在強
く求められているのである。
「法的措置の適用に関する事件」以外にも私人が行政によって不
正に扱われている事件、分野が多くあり、その分野において透明性、
「適正手続(due process)」
の原則が欠け、私人の権利自由の侵害が多発しているからである。ウズベキスタンにおける
行 政 手 続 法 の 採 択 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 し て は 、 См.: «Административная реформа в
Республике Узбекистан: опыт и проблемы правового регулирования: Материалы
Международного симпозиума 29-30 сентября 2007 г./Ред.колл. М.Х.Рустамбаев и др.;
ТГЮИ. – Ташкент: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2008 г.を参照。
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為を一方的に行使すればそれが権限ある機関によって取り消されない限り有効なものとして
存続するという制度を前提とする訴訟である。しかし、ウズベキスタンにおいては、
「法的措
置の適用に関する事件」の場合、行政が決定を出してもそれに執行力は与えられておらず、
裁判所の執行を求める必要がある。この制度は、社会主義法であるソ連法にも前述したよう
にかつてあったものであり、ウズベキスタンにおいてはそれが存続または現在再び復活して
いるのである。また、この種の事件は、西欧や日本では民事訴訟であるにも関わらず、行政
裁判としてこれを扱っていることに伴う問題もある。この種の事件は、行政裁判の次に位置
づけられ、経済訴訟法典の中に列挙されている。なお、ウズベキスタン経済訴訟法典は、ロ
シア仲裁訴訟法典のように行政事件の審理について独立の章を設けておらず、ウズベキスタ
ン経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号から始まる行政裁判の出訴事項を定め、次に経済訴訟法典
第 24 条 2 項が(その他の出訴事項)を規定して、経済訴訟法典第 55 条が、
「法的措置の適用に
関する事件」も他の行政事件と同様に立証責任を行政が負うという規定をしていること等か
ら判断するならば、これを行政裁判と解することができる。しかし、ウズベキスタンの経済
訴訟法の学者は残念ながらこの点について議論をしていない。
「法的措置の適用に関する事件」
は、行政が行政行為を一方的に行使するということを前提としていないこと、また、それが
権限ある機関によって取り消されない限り有効なものとして存続するということにもなって
いないことからすれば、それを抗告訴訟として位置付けることは困難である。したがって、
経済訴訟法典にある「法的措置の適用に関する事件」は、本来は日本法がいうところの民事
訴訟であると考える解釈もできるだろう。	
 
他方、市民が犯した行政違反(行政処罰事件)に関しては、ソ連時代以来の伝統的解釈に基
づいて、現在のウズベキスタンの学者も、ウズベキスタン最高裁判所もそれを行政裁判とし
ている155。この点に関して、Khvan は、ウズベキスタン「裁判所法」第 37 条が行政裁判に
は行政処罰事件だけを入れていること、最高裁判所・最高経済裁判所総会「司法権について」
という 1996 年 12 月 20 日 1-60 号決定156にも「司法権は刑事事件、民事事件、経済事件およ
び行政処罰事件の審理をする」と述べていることから、ウズベキスタンにおいて行政裁判は、
きわめて狭く「行政処罰事件」だけの裁判と理解され、公法上の紛争に伴う市民と行政との
間の訴訟が民事訴訟として扱われているということの問題性を指摘している157。
行政処罰事件においては、行政機関が裁判所に市民を相手に提訴し、行政処罰法典第 245
条第 1 項が定める出訴事項に関して、それを刑事裁判所が審理する。行政処罰法典第 245 条
第 2 項によれば、市民が行政違反事実を拒否する場合も、(刑事)裁判所が処理すると定めら
れている。
156	
  Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Пленума
Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан «О судебной власти» от
20.12.1996 г. №1-60.
157	
  См.: Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Админисративное право Республики
Узбекистан. Общая часть: Учебник. – Ташкент: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012
г. Стр 488,496.
	
  なお、Khvan は、ここでいう民事訴訟、すなわち、ウズベキスタン民事訴訟法典第 3 章「国
家、その他の機関、（権限ある）公務員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申出による事件
155	
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なお、Khvan は、行政裁判において、行政機関が市民または法人を相手に訴えを提起しな
いと主張している158。	
 
Khvan のこのような見解は、ドイツ法の発想であり、行政が決定行為を行い、それが公権
力の行使であれば、自力執行ができ、行政が裁判所に行政決定の執行を求める訴えを提起し
なくてもよい。したがって、行政裁判においては、行政が市民または法人を相手に訴えを提
起してはならないという主張へとつながるものである。	
 
ドイツ等の行政訴訟法理論からすれば、裁判所による「法的措置の適用に関する事件」を
設けて、それを行政裁判とすることは妥当ではない159。この制度は、ウズベキスタンにおい
ても、
「適正手続」原理が実際に確保された「行政手続法」の採択によって、将来は廃止され
るべきものである。	
 
	
 
1.1.2

訴 え の 利 益 (広 義 ) 160

(ア) 訴えの対象となる行為(決定)－いわゆる処分性の問題－
民事訴訟法典第 264 条は、市民が民事裁判所に提訴できる国家及びその他の機関、並びに
(権限ある)公務員の行為(決定)に対する不服の訴えに関する事件として、①行政の行為及び決

手続」は、市民に対し行政が一方的に行使(執行)する決定(行為)に対する不服の訴えを意味し、
行政処罰事件はこれに当たらない。行政処罰事件は、ウズベキスタン行政処罰法典(Кодекс
Республики Узбекистан Об административной ответственности)に基づいて審理される
ものであるから、民事訴訟法典第 3 章が定める行政事件と異なるものである。なお、Khvan
が指摘するように、ウズベキスタンの学者の多くは、民事訴訟法典第 3 章が定める事件審理
も民事訴訟として理解している。しかし、行政事件の審理が民事訴訟法典の中に規定されて
いることを理由にそれを民事訴訟とすることは妥当ではない。なぜなら、ウズベキスタン民
事訴訟法典第 3 章が定める訴訟＝無効確認に関する不服の訴えは、いわゆる抗告訴訟にあた
り、公権力の行使を争うものであり、それは行政行為を一方的に行使すればそれが権限ある
機関によって取り消されない限り有効なものとして存続するという制度を前提としているか
らである。同様の問題は、経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号「法に適合せず，団体及び市民の
権利および法律上の利益を侵害する国家機関及び自治機関の法行為を(全部または一部)無効
と確認することに関する紛争」についても言える。
158 См.:Л.Б.Хван. Административная юстиция в современной правовой системе
Республики Узбекистан: постановка вопроса. «Административная юстиция: к
разработке научной концепции в Республике Узбекистан».Ташкент: Издательство «
ABUMATBUOT-KONSALT», 2011 г. Стр 55.
159	
  また、この問題に関し、日本でも「条例などを根拠とする行政上の義務の不履行につい
て、行政上の強制執行が認められていない場合、地方公共団体等が義務を負う者を被告とし
て裁判を提起し、裁判所の手を借りて義務の履行を強制することはできるであろうか」とい
う議論があり、
「最高裁は、行政上の義務の履行確保は、裁判所の本来の権限である『法律上
の争訟』に該当しないとして、こうした訴訟を不適法であるとしている」。曽和俊文、山田洋、
亘理格『現代行政法入門』 (有斐閣、第 2 版、2011 年)92－93 頁。最判平成 14・7・9 民集
56 巻 6 号 1134 頁。	
 
160 	
  また、ウズベキスタンにおいては、訴えの利益(広義)に関する行政法理論もない。本稿
では、分類の便宜とウズベキスタンにおける問題の所在を明らかにするため、日本における
訴えの利益(広義)の概念を用いて説明することとする。
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定に対する不服の訴えに関する事件、②公証人または戸籍登録機関が拒否したまたは誤って
行った行為に対する不服の訴えに関する事件という二種類の事件を定めている。そして、民
事訴訟法典第 266 条は、市民が民事裁判所に提訴しうる国家及びその他の機関並びに(権限あ
る)公務員の行為(決定)には、①市民の権利及び自由を侵害した行為(決定)、②市民の権利及び
自由の実現(行使)を妨げる障害を設けた行為(決定)、③市民に違法に義務を課しまたは市民に
違法に責任を追及した行為(決定)で、独任制の行政機関(＝公務員)または合議制の行政機関の
行為(決定)が該当すると定めている 161。ウズベキスタンの場合、この点についても行政法理
論とその基本的概念の欠如という現状を反映しており、ここでは行政行為概念が確立してい
ないため、訴えの対象となる行為(決定)とは何かについて、それを判断するメルクマールは明
確になっておらず、したがって、それに基づく具体的な事件処理もない。すなわち、行為(決
定)は、ソ連法以来の用語であり、講学上の概念も「個別的行政(管理)行為」(индивидуальный
акт государственного управления, акт государственного управления)である。そこで、
日本法がいうところのいわゆる「行政行為」という観点からみるとすれば、ウズベキスタン
において裁判所への訴えの対象となりうる行政の行為(決定)には 162、すでに市民の権利・自
由の侵害、障害等をもたらすという点で市民の権利・自由に直接的(個別・具体的)な法効果が
ある決定と、継続的または一時的な行為(事実行為)という要素が入っていることがうかがえる
163。

民事訴訟法典第 266 条は、すでに権利自由が侵害され、その実現が妨げられる等の不利
益を被った市民が訴えることができるという要件を定めている。また、民事訴訟法典は、権
利自由の侵害、障害等を定め、いわゆる「法律上の利益」については、裁判上保護される法
益に入れていない。しかし、ウズベキスタン経済訴訟法典においては、この「法律上の利益」
も裁判上保護される法益に含まれている(経済訴訟法典第 24 条)。
162	
  例えば、最高経済裁判所 2008 年 12 月 9 日破毀判決においては、
「通知」という形式の
行政の行為が争われている。ここで問題となっている「通知」の内容をみると、それは日本
の分類では許可更新拒否処分に当たり、最高経済裁判所は、「通知」を行為(決定)に当たるこ
とを所与の前提として判断している(Постановление Кассационной Инстанции Высшего
Хозяйственного суда РУ от 9 декабря 2008 г. дело №10-0816/8663)。
行政処罰決定が争われ、行政処罰決定が行為(決定)であることを所与の前提として判断した
最高経済裁判所 116 号 2004 年 7 月 23 日決定もある(См.: Материалы Пленума Высшего
хозяйственного суда. “Хозяйство и право” 10/2004 г. Стр.54.)。	
 
税務調査の結果作成される調査調書は、納税者に対する調査結果を記録するため税務署職
員が作成する文書(ドクメント)であり、それは法的効果をもたない、また、国家機関の行為
で も な い と 判 断 し た 事 件 が あ る (Постановления Кассационной инстанции Высшего
Хозяйственного суда	
  №10-0509/12276 от 26 июля 2006 года(извлечение))。この事件に
おいては、経済裁判所は原告の訴えを認めていないが、この調書の法効果の有無に言及して
いる点に注目すべきである。また、
「国家機関の行為」という概念が何を意味するかは明確で
はないが、この概念が、いわゆる「権力性」を示唆し、経済裁判所がそれを意識している可
能性があることにも留意しておきたい。
163	
  また、ドイツの GIZ(ドイツ国際協力機構)と協力して、ウズベキスタンの代表的な行政
法学者である Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.が最近出版した行政法の教科書におい
て、ウズベキスタンとしては初めて、行政行為(административный акт)の概念、そしてそ
161	
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(イ) 不服の訴えを提起する者の資格(原告適格164)
	
  ウズベキスタンにおいては、不服の訴えを提起する者(原告適格)の考え方が確定しておらず、
これについて定める規定もない165。しかし、
「訴えの対象となる行為(決定)」を定めている民
事訴訟法典第 266 条を援用し、対象(客体)に関する規定を主体の規定(訴えを提起する者の資
格を定める規定)として解釈することもできる。そして、客体に関する規定を主体に関する規
定として解釈する際、民事訴訟法典第 266 条が定める①権利自由が侵害された、②権利自由
の実現(行使)が妨げられた、③違法に義務が課されたまたは違法に責任が追及された市民(個
人)または特定複数の市民が自己の権利を侵害されたことを具体的に主張することによって、
当該市民が不服の訴えを提起する者の資格(原告適格)を有することになる166。
(ウ) 裁判管轄
民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においては、民事裁判所が裁判管轄
を有する。しかし、民事訴訟法典第 3 章および 95 年裁判所への不服の訴え法律は、区(市)民
事裁判所、州民事裁判所、最高裁判所について、それぞれの管轄に属する行政事件について
事物管轄を規定していない167。したがって、行政事件における裁判管轄も民事訴訟法典の総
のメルクマールとして権力的かつ直接的な法効果をあげている(См.: Хамедов И.А., Хван
Л.Б., Цай И.М. Указ.соч. Стр 280－282.)。
行政行為概念とその内容の明確化という点で、この教科書はウズベキスタンにおける行政
法理論の発展という点では画期的なものであるが、ウズベキスタンの実務の現状は、残念な
がら、まったく異なる状況にあるという点に留意する必要がある。
164	
  民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においては、
「市民」と「行政機関
(権限ある公務員)」との関係は「原告」と「被告」との関係として構成されていない。いわゆ
る「原告適格」または「被告適格」の考え方は、前述したようにソ連法時代以来、今日にい
たるまでウズベキスタンの場合、存在していない。
そして、民事訴訟法典第 3 章が「原告」及び「被告」という用語に替えて、
「不服の訴えを
提起する者」及び「不服の被申立人」という用語を用いているが、本章においては、便宜上、
日本法にならって「不服の訴えを提起する者」を原告、
「不服の被申立人」を被告と訳す。ウ
ズベキスタンの行政訴訟法上、
「原告」及び「被告」概念の不存在という問題については、第
二章第 2 節 2.3 において、改めて検討する。
165	
  ここでは、行政の行為を誰でも争えるように見えるが、実際には、訴えの対象行為のと
ころで訴えを提起できる者には限定が加えられている。
166	
  また、95 年「市民の裁判所への不服の訴え」法律及び民事訴訟法典第 3 章における行政
事件においては、市民のみが原告適格を有し、法人には原告適格がない。
他方、経済訴訟法典第 23 条および第 24 条に基づき、法人および個人営業者は、国家、そ
の他の機関、(権限ある)公務員の行為(決定)に対して経済裁判所に訴えを提起することがで
きることが定められている。しかし、民事訴訟法典と同様に、経済訴訟法典においては、原
告適格に関する規定が存在しておらず、「訴えの対象行為(決定)」を定めている経済訴訟法典
第 24 条を解釈し、客体の規定を主体の規定(訴えを提起する者の資格を決める規定)として解
釈している。	
 
167	
  民事訴訟法典第 3 章が裁判管轄に関する第一審、第二審裁判所の管轄事件について定め
ていないため、第一審、第二審裁判所の管轄事件は民事訴訟法典の一般原則に基づいて判断
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則規定によって決まることになる。
民事訴訟法典第 267 条 2 項に基づき、市民は、自分の判断で、市民の住所地の裁判所に不
服の訴えを提起すること、または、国家機関の所在地の裁判所に不服の訴えを提起すること
ができる168。
民事訴訟法典第 267 条 1 項に基づき、他の裁判所の管轄に属する事件については、民事訴
訟法典第 267 が定める民事裁判所の裁判管轄には属さない。他の法律の中には、経済裁判所
が管轄する行政事件、刑事裁判所が管轄する行政処罰事件がある169。さらに、行政事件の中
で憲法判断が必要となる場合には、憲法裁判所がこれを管轄する(民事訴訟法典第 267 条 1 項、
95 年裁判所への不服の訴え法律第 3 条)。
(エ) 出訴期間
	
  民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においては、次に掲げる出訴期間が
定められている。市民は、権利自由が侵害されたことを知った日から 3 カ月以内、上級行政
機関または(権限ある)公務員が市民の不服申立てを拒否したことに関する書面の告知を受理
した日から 1 カ月以内、または、行政機関に不服申立てを提起し、1 カ月以内に書面による
回答がなかった場合その 1 カ月が経過した後の 1 カ月以内に裁判所に不服の訴えを提訴でき
る。正当な理由によりこの期間が渡過された場合、裁判所がその期間の渡過を宥恕できる(民
事訴訟法典第 270 条)。
出訴期間に関して、特則として、申請人(不服申立人)が公証人行為の拒否または誤りを知っ
た日から 20 日以内に提訴できるという規定もある(民事訴訟法典第 273 条 3 項)170。
民事訴訟法典においては、戸籍登録機関に対する不服の訴えに関する出訴期間については、
定められていない。そして、民事訴訟法典に定めがなくかつ 95 年裁判所への不服の訴え法律
されることになる。
168	
  「市民の権利自由を侵害する行為及び決定に対する不服の訴え」事件においては、不服
申立人の選択によって、不服申立人の住所地または国家、その他の機関の所在地、
（権限ある）
公務員の勤務地の民事裁判所に提訴できる(民事訴訟法典第 267 条)。但し、戸籍登録機関、
公証人行為の拒否またはその誤りに対する不服の訴え事件の場合、戸籍登録機関、公証人の
所在地、勤務地の民事裁判所にのみ提訴できる(民事訴訟法典第 273 条)。
169	
  この点に関して最高裁判所総会 1996 年 7 月 19 日 18 号決定第 2 条は、
「『他の法律の中
には』、裁判官、裁判所、検察官、捜査官、取調官、行政処罰事件を処理する権限ある機関に
対して刑事訴訟法令、民事訴訟法令、行政処罰法令に基づき、不服の訴えを提起する別の手
続 が 定 め ら れ て い る 場 合 が 該 当 す る 」 と 定 め て い る (Постановление 	
  Пленума
Верховного суда Республики Узбекистан	
  «О практике рассмотрения в судах жалоб
на действия и решения, нарушающие права и свободы граждан» от	
  19 июля 1996	
 
года 	
  № 18 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 сентября 1998 года № 24,14
июня 2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5) пункт 2.)。
170 	
  ウズベキスタンにおいては、公証行為、身分行為(戸籍登録機関、公証の行為)の拒否ま
たはその誤りに対しては、その行為の効力を民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関す
る事件において公証行為、身分行為の「効力がないこと」を争うということになっている。
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に定めがあるものは、後者を使うということになっている。したがって、戸籍登録機関に対
する不服の訴えに関する出訴期間については、95 年裁判所への不服の訴え法律第 6 条の適用
となる171。
民事訴訟法典が定める期間内で、正当な理由なく、市民が裁判所に提訴しない場合には、
出訴期間が過ぎた後に提訴される不服の訴えが出訴期間の渡過を理由に却下される172。
(オ) 不服の被申立人資格(被告適格173)
95 年裁判所への不服の訴え法律第 1 条は、国家機関、企業、組織、施設、社会団体、自治
機関または権限ある公務員(役職者174)の行為(決定)が違法である場合、市民が裁判所へ不服の
訴えを提起する権利を有することを定めており、また民事訴訟法典第 3 章は、国家及びその
他の機関(自治機関)、並びに(権限ある)公務員を不服の被申立人として定めている。したがっ
て、民事裁判所が処理する不服の訴え事件においては、国家及びその他の機関(自治機関)、並
びに(権限ある)公務員に被告適格があるということになる。しかし、95 年裁判所への不服の
訴え法律第 1 条には、企業、組織、施設および社会団体にも被告適格があると定められてい
るため、民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においても、そこには定めの
ないにもかかわらず、企業、組織、施設および社会団体にも被告適格があるということにな
る175。	
  	
  	
 
95 年「市民の裁判所への不服の訴え」法律第 6 条の内容は民事訴訟法典第 270 条と同
じである。
172	
  ウズベキスタンにおいては、瑕疵ある行政の行為の欠効には、取消しと無効の区別が存
在せず、その概念すら認識されていない。	
 
しかし、Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.が出版した行政法の教科書において、初
めて瑕疵ある行政の行為の欠効には、取消しと無効の区別が存在することが述べられている。
(См.:Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Указ.соч. Стр 288.)。
しかし、ウズベキスタン裁判実務においては、瑕疵ある行政の行為の欠効には、取消しと
無効の区別が存在せず、その概念すら認識されていない。	
 
173	
  民事訴訟法典第 3 章が「被告適格」という用語を使っておらず、本章において便宜上、
「被告適格」とする。
174	
  これは、ソ連時代、すべての組織が国の組織であったという制度の残滓である。今でも、
組織が民間であるか国家機関であるかを問わず、その機能において組織的・命令的または管
理・経済的任務を有する者を「должностное лицо」と呼んでいる。そして、民間企業等に
おいて組織的・命令的または管理・経済的任務を有する者(「должностное лицо」)について、
ここでは、日本語で「役職者」と訳すこととする。また、国家機関において組織的・命令的
または管理・経済的任務を有する者(「должностное лицо」)を日本語で「権限ある公務員」
と訳すこととする(この点に関して最高裁判所総会 1998 年 9 月 11 日付決定第 5 条を参照。
Постановление	
  Пленума Верховного суда Республики Узбекистан	
  «О практике
рассмотрения в судах жалоб на действия и решения, нарушающие права и свободы
граждан» от 	
  19 июля 1996 	
  года 	
  № 18 (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от
11 сентября 1998 года № 24,14 июня 2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5)
пункт 5.)
175	
  この点に関して最高裁判所総会 1998 年 9 月 11 日付決定第 5 条を参照。
171	
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民事訴訟法典第 265 条により、民事訴訟法典第 264 条が規定する国家、その他の機関、権
限ある公務員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申出による事件処理は、民事訴訟法典第
26－29 節の特則を勘案し、民事訴訟の一般規則に基づいて審理されるため、訴えの対象行為
(決定)、原告適格、裁判管轄、被告適格を誤った場合、民事訴訟の一般規定に基づき、不服の
訴えは却下される。
以上、行政裁判の訴訟要件に関するウズベキスタンの制度を概観したが、その問題点に関
しては、法的問題を扱う第二章第 2 節で改めて検討することとする。そこで次に、行政裁判
の訴訟審理について概観する。
1.1.3

訴訟審理

ウズベキスタンにおいては、訴訟要件が具備されているかどうかの審査(要件審理)と不服の
訴えを提起する者(申請人)の不服の訴え(申請)に理由があるか否かの審査(本案審理)は、民事
訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）公務員の行為(決定)に対する不服の訴え
及び申出による事件手続」において区別されておらず、すべての事項が裁判審理の際に、一
括して審査されることとなっている。
さらに、民事訴訟法典第 3 章は行政の具体(個別)的行為(決定)の違法だけを争うことができ
ると定めている。これは、ウズベキスタンにおいては、行政の具体(個別)的行為(決定)の根拠
となる法令の違法(違憲)も訴訟審理中に主張できないということを意味する。
裁判官は、不服の訴えを受理した後、次の行為を行う。①当該機関及び(権限ある)公務員か
ら必要な資料を要求する、②不服の訴えを提起する者または職権により訴えの対象となる行
為(決定)の執行停止176の許否について判断する(民事訴訟法典第 268 条)177。
行政裁判の審理手続は、民事訴訟法典第 3 章「国家、その他の機関、
（権限ある）公務員の
行為(決定)に対する不服の訴え及び申出による事件手続」の特則を勘案し、民事訴訟の一般規
定に基づいて行われる(民事訴訟法典第 265 条)178。

Постановление 	
  Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О практике
рассмотрения в судах жалоб на действия и решения, нарушающие права и свободы
граждан» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума
Верховного суда Республики Узбекистан от 11 сентября 1998 года № 24,14 июня 2002
года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5) пункт 5.
176「市民の権利自由を侵害する行為及び決定に対する不服の訴え」事件(民事訴訟法典第 27
節)、「戸籍登録機関、公証人行為(決定)の拒否またはその誤りに対する不服の訴え」事件(民
事訴訟法典第 28 節)においては、行政の行為(決定)の執行不停止原則が採用されている。
177	
  民事訴訟法典は、訴えの対象となる行為(決定)の執行停止に関して特則を定めていない。
178	
  ウズベキスタン民事訴訟法典は、当事者主義(民事訴訟法典第 8 条)、処分権主義(民事訴
訟法典第 5 条)の原則を定めている。他方、行政事件は勿論、民事事件に関しても、職権探知
主義を認め、裁判所が不服の訴えの範囲を超えて審理判断することもできる(民事訴訟法典第
15 条、第 207 条)。
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1.1.4

判決及びその執行

民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においては、裁判所が訴えの対象と
なる行為(決定)の「効力がないことを確認」する179。
不服の訴えを提起する者(申請人)は、訴えの対象となる行為(決定)に関するすべての違法に
ついて主張できず、自分の権利自由の侵害と関係のある違法に限り国家、その他の機関、(権
限ある)公務員の行為(決定)の違法確認を求めることになる180。また、違法判断の基準時は、
行為(決定)がなされた時である。
不服の訴えの審理の結果、裁判所が判決を下す(民事訴訟法典第 271 条)。民事訴訟法典第 3
章が定める行政事件の種類によって判決の内容は異なる。
「市民の権利自由を侵害する行為及び決定に対する不服の訴え」事件においては、国家、
その他の機関、（権限ある）公務員の行為(決定)に対して提訴された不服の訴えに理由がある
と認めた場合、裁判所は訴えの対象となる行為(決定)の違法を確認し、国家機関等に対して不
服の訴えを提起する者の請求(要求)を満足させることまたはその他の方法により市民の侵害
された権利自由を回復することを義務付ける。または、行政処罰決定に対する不服の訴え事
件に関しては、裁判所が市民に違法に義務を課したまたは市民に違法に責任を追及した行為
(決定)を取り消す(民事訴訟法典第 271 条 2 項)。裁判所は、訴えの対象となる行為(決定)を適
法と確認し、市民の権利自由が侵害されていないと判断した場合、不服の訴えを棄却する(民
事訴訟法典第 271 条 3 項)。
「戸籍登録機関、公証人行為の拒否またはその誤りに対する不服の訴え」事件に関しては、
179 	
 

裁判所には、行政処罰決定を除いて、行政の違法な行為(決定)を取り消す権限がない。
これは、ソ連法時代からの仕組みである。しかし、訴えの対象となる行為(決定)の効力がない
ことを確認することにより、事実上の取消効果が発生すると考えられる。行政事件において
違法確認をすると同時に国家、その他の機関、（権限ある）公務員の行為(決定)に対して提訴
された不服の訴えに理由があると認めた場合、裁判所は訴えの対象となる行為(決定)の違法を
確認し、国家機関等に対して不服の訴えを提起する者の請求(要求)を満足させることまたはそ
の他の方法により市民の侵害された権利自由を回復することを義務付けるという仕組みがあ
る。しかし、実務では、裁判所が行政に何らかのことを「義務付ける」ことは殆どない。
また、行政処罰決定に対しては、これもまたソ連法以来の制度であるが、裁判所は違法な
行政処罰決定を取り消す権限がある。裁判所が行政事件において違法確認をすると同時に国
家、その他の機関、（権限ある）公務員の行為(決定)に対して提訴された不服の訴えに理由が
あると認めた場合、裁判所は訴えの対象となる行為(決定)の違法を確認し、国家機関等に対し
て不服の訴えを提起する者の請求(要求)を満足させることまたはその他の方法により市民の
侵害された権利自由を回復することを義務付ける。
180	
  例えば、企業主体の国家登記に関する法令に基づいて、国家登記拒否の理由、根拠条文
が示されなければならないが、後に最初の拒否理由と異なる理由により企業主体の国家登記
を拒否してはならないと定めている。
この点に関して、Қаранг: Тадбиркорлар учун маъмурий тартиб-қоидалар тўғрисида
брошюра/ Ғ.Хидоятов, Х.Мелиев, Ш.Саидов ва бошқ. – Т.: «Sharq», 2011 й. 23-бет.;
Тадбиркорлик соҳасида маъмурий тартиб-қоидалар бўйича қўлланма/ Ғ.Хидоятов
[ва бошқ.]ЎзР Адлия вазирлиги, Япония Халқаро Ҳамкорлик агентлиги(JICA). – Т.:
«Sharq», 2011 й.132-бет.を参照。
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不服の訴えが認容された場合、裁判所が拒否等の取消判決を下す。また、裁判所は公証人あ
るいは公証行為をするその他の(権限ある)公務員に必要な行為をすることを義務付けること
もできる(民事訴訟法典第 275 条 1 項)。裁判所が戸籍記録簿への記載の誤りがあることを確
認した判決は、市民登録機関に対する戸籍登録簿への修正(加筆)の根拠となる(民事訴訟法典
第 275 条 2 項)。
「市民の権利自由を侵害する行為及び決定に対する不服の訴え」事件に関する裁判所の判
決の執行について、民事訴訟法典第 271 条 4 項および 5 項は、判決が確定した日から 10 日
以内に、当該機関または(権限ある)公務員、およびに市民(不服の訴えを提起した者)に送達さ
れると定めている。当該機関または(権限ある)公務員は、裁判所及び市民(不服の訴えを提起
した者)に対して、判決を受けとった日から 1 カ月以内に判決を受けて取られた措置について
通告(報告)しなければならない181。判決が執行されない場合182、裁判所が、法令による措置(例
えば、当該(権限ある)公務員に対する過料)を適用する183。
1.1.5

検 察 官 申 出 (заявление)制 度

ウズベキスタン民事訴訟法典第 29 節「法行為(правовой акт)の違法確認に関する検察官の
申出(заявление)」184は、検察官が行政に対して民事裁判所に申出(заявление)を提起する制
度である185。
検察官は、法令に基づき、裁判所に行政の個別・具体的行為または規範的行為(法令)の違法
確認に関する申出を提起する権限を有する186。この種の事件の審理においては、申出の対象
民事訴訟法典第 271 条 4 項および 5 項が定める「当該機関または(権限ある)公務員は、
裁判所及び市民(不服の訴えを提起する者)に判決を受け取った日から 1 カ月以内に判決の執
行について通告(報告)しなければならない」という規定は、1987 年 6 月 30 日付「市民の権
利を侵害する公務員の違法行為を裁判所に提訴する手続に関するソビエト社会主義共和国連
邦法律」第 7 条にも定められていた。行政裁判において私人の権利自由を実効的に保護する
ためには、裁判所が適切な判決執行の権限を有しなければならない。この点で、民事訴訟法
典第 271 条 4 項，5 項が定める「判決を受けて取られた措置について通告(報告)しなければ
ならない」という規定は市民の権利自由の保護という観点からみると、裁判所に十分な権限
を与えておらず、私人の権利自由を実効的に保護するための法的保障を欠いている。
182	
  訴訟後、行政機関が敗訴する場合に、争いの対象となった決定文書と形式的に異なる、
新しい決定文書を出す場合がある。その結果、前の決定文書に関する判決の執行ができない
という問題が生じているということが、現地調査の結果明らかになった(2012 年 1 月―2 月ウ
ズベキスタン共和国タシケント市経済裁判所における面談)。
183「戸籍登録機関、公証人行為の拒否またはその誤りに対する不服の訴え」事件に関しては、
裁判所の判決が「取消」、「義務付け」の効力があるため(民事訴訟法典第 275 条)、裁判所の
判決の執行について定められていない。
184 	
  ГПК РУз 	
  Глава 29. Заявление прокурора о признании правового акта
незаконным.
185「法行為(правовой акт)」は、ソ連法以来の概念であり、行政の個別・具体的行為と規範
的行為(法令)の両方を総称するものである。
186	
  レーニンが導入した検察官申出制度は次に掲げるものである。まず、行政に対する検察
官の異議申立(протест)を第一段階とする。次に、行政によって検察官の異議申立が拒否され
181	
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となる法行為の執行停止原則が採用されている(民事訴訟法典第 276 条)。
裁判所に申出を提起する前に、検察官が当該機関または(権限ある)公務員に異議申立て
(протест)をする。検察官の異議申立てが拒否されたときまたは回答がなかったときは、検察
官が裁判所に申出を提起することができる。この種の事件における裁判審理期間は 20 日であ
る。また、この種の事件の訴訟には、ア)裁判所に申出を提起した検察官、イ)検察官の異議申
立てを拒否したまたはそれに回答しなかった機関の長(代表者)が参加する(民事訴訟法典第
277 条)。
裁判所は、検察官が提起した申出に理由があるとする場合、行政の法行為を違法と確認し、
申出の認容判決をする。また、裁判所は、ア)検察官の異議申立の対象となる法行為が法律に
基づいていること、イ)当該法行為を交付した機関の権限の範囲内でなされたものであると認
めた場合には、申出の認容を拒否する旨の棄却判決をする。検察官の申出により行政の法行
為を違法と確認することに関する裁判所の判決は、検察官の異議申立てを拒否したまたはそ
れに回答しなかった機関の長に送付(送達)される(民事訴訟法典第 278 条)。	
 
1.2

行政処罰決定に対する不服の訴え

ウズベキスタンにおいては、行政処罰事件の審理は、行政処罰法典(Кодекс Республики
Узбекистан Об административной ответственности187)に基づいて行われる。また、行政
処罰事件は、刑事裁判所の管轄に属する188。行政処罰事件は、裁判所の所轄に属する事件と
たときまたは回答がなかったときは、第二段階として、検察官が裁判所に申出を提起する。
そして、最後に、裁判所が行政の法行為の適法違法性を審理し、判断をする。
「検事のただ一つの権利と義務は、事件を裁判所の決定にゆだねることである」(「「二重の」
従属と法秩序について」、В.И.Ленин. Полн.собр.соч., т. 45, Стр 198.『レーニン全集』(邦
訳)33 巻、377 頁。
Isakov によれば、法行為の違法確認に関する申出(заявление)には、法令の違法確認に関す
る申出(заявление)が該当する(См.: Х	
  М	
  Исаков. О гарантиях судебной защиты прав и
свобод человека.Ташкент: 2011 г. Стр 41.)。
また、Donyorov によれば、検察官も民事訴訟法典第 46 条に基づいて、他人の権利及び法
律 上 の 利 益 を 保 護 す る た め に 裁 判 所 に 申 し 立 て る こ と が で き る 。 (Қаранг: 	
  Донёров
Мирзоҳаким. Юқорида кўрсатилган асари. 90-бет.)
187 	
  Кодекс Республики Узбекистан Об административной ответственности	
  (далее КоАО
РУз)	
  Дата принятия 22.09.1994, дата вступления в силу 01.04.1995.
行政処罰制度(административная ответственность)も、ソ連法時代からの仕組みである。
「административная ответственность」は日本語では「行政責任」と訳すことができるが、
しかし、これは日本法がいうところの「行政が負う責任」(国家賠償責任)を意味するものでは
なく、市民または権限ある公務員が負う責任(行政処罰)を意味する。したがって、
「административная ответственность」に関しては、「行政処罰」という用語を使う。
この点に関しては、市橋克哉「ウズベキスタンにおける行政法改革」法政論集 225 号(2008
年)328 頁、市橋克哉「日本の行政処罰法制」法政論集 149 号(1993 年)109 頁以下を参照。
188 	
  См.: Постановление	
  Пленума	
  Верховного суда	
  Республики Узбекистан	
  О
практике суда при рассмотрении дел по административным правонарушениях (15
сентября 2000 г., № 22).	
  КоАО РУз Статья 315. Порядок обжалования постановления
по делу об административном правонарушении.
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行政機関の所轄に属する事件がある。行政機関が所轄する事件に関する行政処罰決定に対し
て不服があれば、裁判所(刑事裁判所)に不服の訴えを提起することができる 189。そして、行
政処罰法典第 24 節は、行政機関が行う行政処罰決定に対する不服の訴え手続を定めている190。
刑事裁判所の判決においては、①行政処罰決定に対する不服の訴えを拒否すること、②行
政処罰決定を取消して、行政機関に事件を差し戻すこと、③行政処罰決定を取り消して、審
理を終わらせること、④法令が定める範囲内で行政処罰を軽減(変更)することができる(行政
処罰法典第 321 条)191。
1.3

経済訴訟法典における行政に対する司法審査

ウズベキスタンにおいては、いわゆる経済関係から発生する行政上の紛争は経済裁判所で
審理されることになる。法人格を持つ経済活動を行うすべての団体(企業主体、営利団体)及
び市民(経済訴訟法典上、個人営業者である市民をいう。)は、国家、その他の機関、(権限あ
る)公務員の行為(決定)に対して経済裁判所に訴えを提起することができる。企業主体等が経
済裁判所に訴えを提起する手続に関しては、ウズベキスタン経済訴訟法典が主に規律してい
る。	
 
経済訴訟法典第 23 条は192 、法人または法人を設立せず企業活動を行い法に定められた方法
189 	
 

ウズベキスタンにおいては、行政処罰決定行為も行政の具体(個別)的行為とされおり、
裁判所で不服の訴え手続で争うことになっている。しかし、行政処罰決定に対する不服の訴
えは、行政処罰法典が定める手続に基づいて処理され、民事訴訟法典第 3 章が定める不服の
訴えに関する事件に該当しない。
なお、ウズベキスタンにおいては、行政処罰決定に対する不服の訴えも、行政裁判に含ま
れているとする見解が支配的であり、最高裁判所・最高経済裁判所総会「司法権について」
決定 1－60 号(1996 年 12 月 20 日)または法令(例えば、「裁判所法」)においても行政処罰事
件の裁判審理は行政裁判と同視されている。
しかし、筆者の立場としては、前述したように行政処罰が行政裁判の中に入らないという
ことを確認しておきたい。行政裁判と行政処罰事件の裁判審理の区別に関しては、第一章第
二節第 2.2 を参照。
190	
  КоАО РУз Глава XXIV. Обжалование и опротестование постановления по делу об
административном правонарушении
191 現在でも、ウズベキスタンにおいては行政裁量が拡大している。しかし、行政の裁量行為
の濫用・踰越に関する司法審査は、行政処罰決定の司法審査を除いて、殆ど認められていな
い。行政処罰決定に対する不服の訴え事件においては、裁判所が行政の裁量に委ねられてい
る行政処罰決定の内容において濫用、踰越がある場合、行政の処罰決定を軽減したり、変更
したりして、行政の裁量行為に対する司法審査を行っているが、それ以外の行政の行為(決定)
については、そのような仕組みまたは裁判例が見られない。また、ウズベキスタンにおいて
は、行政の裁量行為に対する司法審査という問題自体が認識されておらず、その許否に関す
る検討も殆どないということを留意しておきたい。この点に関しては、第一章第 2 節第 1 項
を参照。
192	
  経済訴訟法典	
  第 23 条事物管轄
「経済裁判所の管轄に属するものは，以下のとおりである。
1)法人（以下「団体」という）または法人を設立しないで企業活動を行い，法に定められ
た方法で獲得された個人企業主の地位を有する市民の間で経済分野において民事的，行政的、
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で獲得された個人企業者の地位を有する市民の経済分野において行政的その他の法関係から
発生する紛争に関わる事件が経済裁判所の管轄に属すると定めている193 。さらに、経済訴訟
法典第 24 条においては194 、より具体的に、どのような事件が経済裁判所の管轄に属するかが
その他の法関係から発生する紛争に関わる事件、
2) 経済分野における団体及び市民の権利の発生，変更または停止にとって意義がある事実
の究明に関する事件（以下「法的意義を有する事実の究明に関する事件」）、
3) 団体及び市民の破産に関する事件」。
香取潤「ウズベキスタン共和国経済訴訟法典(1998 年 1 月 1 日施行)和訳」ICD NEWS 第
15 号(2004．5)29 頁参照。
193 Ibratova によれば、経済裁判所の管轄に入る事件は三つの基準により判断される。それ
は、①紛争が発生している分野、②紛争の性格、③紛争の主体である。①経済裁判所は、経
済関係分野での裁判管轄を持つ。経済関係分野の明確な定義はないが、ウズベキスタン憲法
第 53 条が規定する経済活動、企業家活動がこれに当たると考えられる。②紛争の性格という
のは、経済裁判所が民事、行政その他の法律関係から発生する紛争を処理することを意味す
る。③紛争の主体は、法人または個人企業主の地位を有する市民を意味する。経済分野にお
い て 発 生 す る こ の よ う な 主 体 同 士 の 紛 争 が 経 済 裁 判 所 の 管 轄 に 属 す る (См.:Ибратова
Феруза Бобокуловна. Хозяйственное процессуальное право:(учебник). – Т.:
Издательство ТГЮИ.2011 г. Стр 151－154.)。
	
  しかし、経済裁判所が審理する事件に関して法人(個人企業主)間の紛争もあれば、行政と法
人(個人企主)との間に生じる行政法関係から発生する(行政)事件もある。したがって、
Ibratova のこのような定義においては、紛争の主体の中には「行政」も含まれるということ
が念頭に置かれていないことから、行政法に関する関心が薄いということが分かる。
194 経済訴訟法典	
  第 24 条経済裁判所で解決される紛争
「経済裁判所は，以下に挙げる紛争を解決する。
1) 法律により締結が規定されている契約または契約についての不一致を経済裁判所の解決
に委ねることが当事者により合意されている場合において、その契約に関する紛争、
2) 契約条件の変更または契約破棄に関する紛争、
3) 所有権の承認に関する紛争、
4) 債務の不履行または債務の不適切な履行に関する紛争、
5) 所有者または他の合法的な占有者による、他人の違法な占有からの財産の返還請求に関
する紛争、
6) 所有者または他の合法的な占有者の、所有権剥奪以外の権利侵害についての紛争、
7) 損害賠償に関する紛争、
8) 名誉、尊厳及び名声の保護に関する紛争、
9) 法に適合せず、団体及び市民の権利および法律上の利益を侵害する国家機関及び自治機
関の法行為を(全部または一部)無効と確認することに関する紛争、
10) 徴収が受諾を必要としない強制的な手続で行われる徴収執行文書または他の文書を執行
すべきでないと確認することに関する紛争、
11) 国家登記の拒否に対する不服について、または期限内の国家登記を行わないことに関す
る紛争、
12) 法律により受諾を必要としない強制的な手続が規定されていない場合における、監督機
能を果たしている国家機関その他の機関による団体及び市民からの過料の徴収に関する
紛争、
13) 監督機能を果たしている機関が法の要求するところに違反して受諾を必要としない強制
的な手続で控除した金銭について、予算からの返還に関する紛争。
経済裁判所は，その管轄における他の紛争も解決する」。香取潤・前掲注(192)、29 頁参照。
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規定されている。その中で、9 号「法に適合せず、団体及び市民の権利および法律上の利益
を侵害する国家機関及び自治機関の法行為を(全部または一部)無効と確認することに関する
紛争」、10 号「徴収が受諾を必要としない強制的な手続で行われる徴収執行文書または他の
文書を執行することができないことを確認することに関する紛争」、11 号「国家登記の拒否
に対する不服について，または期限内の国家登記を回避することに関する紛争」、12 号「法
律により受諾を必要としない強制的な手続が規定されていない場合における、監督機能を果
たしている国家機関その他の機関による団体及び市民からの過料の徴収に関する紛争」、13
号「監督機能を果たしている機関が法の要求するところに違反して受諾を必要としない強制
的な手続で控除した金銭について、予算からの返還に関する紛争」が行政事件である195。
争いのある行政裁判とは言えないが、申立人となる行政の方が企業主体を相手に経済裁判
所に訴える訴訟として 2011 年 4 月 21 日に経済訴訟法典に「法的措置の適用に関する事件」
という第 20 章の 3 が新たに導入された196 。「企業活動の自由の保障に関する」ウズベキスタ
ン共和国法律第 40 条の 1 によると、法律に定められた場合には、企業活動主体に対して活動
を制限する措置が適用される。加えて、次に掲げる法的措置に関しては、司法手続によらな
ければ適用することができない。①活動を終了させること、②環境を破壊している企業の活
動を終了または変更させること、③活動を停止（中止）、禁止、制限すること（ただし、非常
事態、疫病、その他市民の生活及び健康に対する現実的な脅威の発生を予防する理由で、10
営業日以内の活動停止をする場合はこの限りではない）、④法律に定める場合を除いて銀行口
座の取引を停止(凍結)すること、⑤経済的制裁を適用すること(ただし、税金、その他の強制
金の支払遅延に対する延滞金の賦課を除く。また企業活動主体が自らの違法行為についての
過失を認め、自発的に財務制裁金を支払う場合はこの限りではない）、⑥違法行為の対象物を
国庫に収用すること、⑦個々の種類の企業活動に対する免許(ライセンス)その他の許可文書
の効力を 10 営業日を超える期間にわたり停止（中止）すること、または免許その他許可文書
を取消、無効にすること（ただし、ウズベキスタン共和国大臣会議の委員会またはウズベキ
スタン共和国中央銀行が発行する免許その他許可文書を除く）。「企業活動の自由の保障に関
する」法律第 40 条の 1 が規定する措置が経済訴訟法典第 20 章の 3 に定める手続により、適
用される197。	
 
なお、経済裁判所は、企業主体の権利自由、その他の法律上の利益を侵害する下位法令の

	
  Қаранг: 	
  Ғуломжон Ҳакимов. Ўзбекистонда маъмурий юстицияни
ривожлантиришнинг муаммолари. Монография. – Т.:ТДЮИ нашриёти, 2009 й.
78-бет.
196 Ibratova によると、この制度は、2005 年 6 月 14 日「企業主体の法的保護制度をさらに
改善するための措置に関する」大統領令 3619 号によって、導入されたのである。
(См.:Ибратова Феруза Бобокуловна. Указ.соч.Стр 566.)
197	
  許認可手続に関して、
「企業活動分野における許認可手続に関する」ウズベキスタン共和
国法律を参照。Закон Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере
предпринимательской деятельности»№ЗРУ-341 Дата принятия 20.12.2012 г, дата
вступления в силу 21.06.2013 г.
195
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法律適合性審査権を有しない(経済訴訟法典第 26 条)198。したがって、企業主体は、国家その
他の機関、(権限ある)公務員の行為(決定)固有の違法性についてだけ争い、下位法令の違法(違
憲)性について争うことができない。	
 
経済訴訟法典の大きな特徴としては、ウズベキスタン民事訴訟法典に見られるような行政
裁判に関する章が設けられていないことが指摘できる。また、経済訴訟法典には、行政裁判
に関する特則も殆ど見られない199 。そして原則として、経済裁判所で審理・判断される行政
事件が民事法上の法関係から発生する訴訟と同様の訴訟、すなわち「訴えの手続」に基づい
て処理される200 。
1.4

憲法訴訟法における行政に対する司法審査

ウズベキスタンにおいて、市民(企業主体)が憲法上保障されている権利自由が侵害されたこ
とを理由に行政の行為(決定)の違憲性を主張する際、その裁判管轄は憲法裁判所に属する。そ
のため、民事裁判所、経済裁判所および刑事裁判所は違憲審査をすることができない。違憲
審査に関しては、ウズベキスタン共和国「憲法裁判所に関する」法律(1995 年 8 月 30 日公布)
がある201。
「憲法裁判所に関する」法律第 1 条には、ウズベキスタン共和国憲法裁判所は、立
法権力および執行権力のアクト(法令及び個別法行為)の憲法適合性に関する事件を審理する
司法権力機関であると定められている。「憲法裁判所に関する」法律第 19 条は、憲法裁判所
への事件提訴権を有する者を定めている。しかし、その中には、事件提訴権を有する者とし
て、下級裁判所(民事裁判所、経済裁判所および刑事裁判所)または市民(企業主体)については
定められていない202。
経済訴訟法典	
  第 26 条事件の裁判権
「経済裁判所の管轄に属する事件は、ウズベキスタン共和国最高経済裁判所の裁判権に属
する事件を除いて、カラカルパクスタン共和国、州、タシケント市の経済裁判所で審理され
る。最高経済裁判所が審理を行うのは，以下のとおりである。共和国の統治機関、地方の代
議機関または行政機関の間の経済協定に端を発する紛争、権力の最高機関の規範的性格をも
たないアクトを(全部または一部)無効と認めることについての事件。最高経済裁判所は特別な
事情がある場合には、任意の経済裁判所から任意の事件を取り上げて、それを自ら第一審と
して受理すること及びある経済裁判所から他の経済裁判所に事件を移送する権利を有する」。
香取潤・前掲注(192)、30 頁参照。
199	
  経済訴訟法典が定める行政事件処理手続は、
わずか 3 条の規定しかもたないものであり、
裁判管轄(経済訴訟法典第 23 条、第 24 条)、証明責任(経済訴訟法典 55 条)に関する条文を定
めている。
200	
  例えば、経済訴訟法上、行政事件の訴訟当事者は原告・被告とされている。しかし、例
外として、2011 年 4 月 21 日に経済訴訟法典に新たに設けられた「法的措置の適用に関する
事件」においては原告ではなく、監督機関（行政機関）とされている(経済訴訟法典第 155 条
の 11)。
201 Закон Республики Узбекистан “О Конституционном суде Республики Узбекистан”
от 30.08.1995 г. № 103-I, дата вступления в силу 12.09.1995 г.
202	
  ウズベキスタン共和国「憲法裁判所に関する」法律第 19 条
「ウズベキスタン共和国国会の両院、ウズベキスタン共和国大統領、国会の立法院議長、国
会の上院議長、カラカルパクスタン共和国議会、国会の立法院の総議員の 4 分の 1 以上の立
198	
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ウズベキスタン司法省の民法典コメンタールによると、2004 年 1 月 30 日付ウズベキスタ
ン共和国憲法裁判所 6 号決定により採択された「市民のウズベキスタン共和国憲法裁判所へ
の申立ての審理手続に関する」規則によって203、法律または国会各院の決定、ウズベキスタ
ン大統領令、大臣会議決定、地方(地域)議会の決定、国家間の協定(契約)により負う負担(責任)
に関して、憲法上の権利自由および法律上の利益が侵害された場合市民の不服の訴えが憲法
裁判所で処理されると定められた204。
しかし、2004 年 1 月 30 日付「市民のウズベキスタン共和国憲法裁判所への申立ての審理
手続に関する」規則においては、法人について、法人が憲法裁判所に申し立てることができ
るという規定は定められていない。
ウズベキスタンにおいては、ロシアのように市民(企業主体)が憲法裁判所に直接提訴できる
憲法訴訟制度がない。したがって、市民(企業主体)には行政の行為の憲法問題に関する「裁
判を受ける権利」 205の保障は、なお課題となっている。この問題に関しては、後に理論的問
題を検討する際に改めてとりあげる。	
  	
  	
 
	
  以上、ここでは、ウズベキスタンにおける行政裁判制度の概要を述べた。ウズベキスタン
におけるこれまで概観してきた現行行政裁判制度には様々な問題がある。次に第 2 節におい
てこの問題を検討する。
第二節	
  行政裁判の法的問題
行政裁判は、ア)法治国家、イ)権力分立、ウ)主観的権利の法的保障を前提条件とし206、そ

法院議員グループ、国会の上院の総議員の 4 分の 1 以上の上院議員グループ、ウズベキスタ
ン共和国最高裁判所長官、ウズベキスタン共和国最高経済裁判所長官およびウズベキスタン
共和国検事総長は、事件を審理に付するため、これを憲法裁判所に提訴する権利を有する。
憲法裁判所の 3 名以上の裁判官の発議があるときも、事件を憲法裁判所に提訴することがで
きる」。(国際シンポジウム報告集『体制移行国における憲法適合性審査機関の役割－人間お
よび市民の権利・自由の保護を中心として－』CALE、2006 年 3 月)254 頁。
203	
  Положение О порядке рассмотрения обращений граждан в Конституционный
суд Республики Узбекистан (утверждено решением Конституционного суда
Республики Узбекистан № 6 от 30 января 2004 года) Вестник Конституционного суда
Республики Узбекистан, выпуск десятый 2004 год. Стр 157.
204	
  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Т. I/под ред.
Х.Р.Рахманкулова, Ш.М.Асьянова; М-во юстиции РУз, Центр изучения правовых
проблем(г.Ташкент). – Т.: «ARTFLEX», 2010 г.Стр. 40－41.
ウズベキスタン司法省の民法典コメンタールには、
「市民の不服の訴えが憲法裁判所で処理
されると定められた」と記載されている。しかし、手続的には、市民の不服が「憲法裁判所
の 3 名以上の裁判官の発議」によって憲法裁判所で審理されることになり、依然として、市
民には行政の法行為を直接争う不服の訴えを憲法裁判所に提起する権利は認められていない。
205	
  ウズベキスタン共和国憲法第 44 条「何人も、その権利及び自由の裁判所による保護な
らびに国家機関、公務員および社会団体の違法行為を裁判所に提訴する権利が保障される」。
(また、国際シンポジウム報告集『21 世紀中央アジアにおける体制転換と法－法整備の現状
と課題－』CALE、2005 年 4 月)303 頁参照。
206	
  ソ連時代においては、ブルジョア国家における行政裁判の前提条件として、法治国家、
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れらが存在しないまたは十分機能しない場合は、市民の権利保護としての行政裁判も機能し
ない。したがって、ウズベキスタンにおける行政裁判の理論的・法的問題を検討する際には、
これらの前提条件をも検討する必要がある。そこで、次に、ウズベキスタンにおける法治国
家、権力分立、そして、主観的権利の法的保障に関する問題について検討する。	
 
2.1

法治国家、権力分立、主観的権利の法的保障をめぐる問題

ウズベキスタンは、独立後、1992 年 12 月 8 日憲法において初めて法治国家(憲法前文)、
権力分立(憲法第 11 条)、人権保障(憲法前文)の原則を宣言し、旧ソ連が否定していたこの三
つの原則を保障することになった。
ここではまず、法治国家の原則から検討する。法治国家の概念は、歴史的に見るならば、
行政裁判の生成、発展に大きな影響を与えてきた。例えば、この法治国家という基本原理を
受容し、行政法に具体化した日本における「法律による行政の原理」、すなわち、法治主義に
は、三つの原則があるといわれてきた。すなわち、それは、法律の法規創造力の原則、法律
の優位の原則、法律の留保の原則である。
	
  そこで、この日本における法治主義という基本原則から、日本と同様に法治国家であると
憲法上宣言したウズベキスタンの現状を見るならば、そこには、次のような特徴を見いだす
ことができる。
	
  まず、法律の法規創造力の原則について、ウズベキスタンの状況を見てみよう。ウズベキ
スタンにおいては、すべての執行権力機関が国会の法律による授権なしに政令等を独立命令
として制定することができる。ウズベキスタン共和国憲法第 15 条 2 項では、国家(行政)が憲
法及び法律にしたがって活動(действуют в соответствии с Конституцией и законами)し
なければならないと定められており、憲法および法律に基づいて活動することは求められて
いない。したがって、憲法上、執行機関は「法律による授権が無い限り法規を創造すること
ができない」ということを意味しないのである207。
また、ウズベキスタン共和国憲法第 94 条は、大統領が「ウズベキスタン共和国の憲法およ
び法律に基づいて、かつその執行のため、共和国の全領土において拘束力を有する大統領令、
決定および命令を発する」と定めている。しかし、現在、大統領が採択している大統領令に
おいては、憲法第 94 条でいう「憲法及び法律に基づき、かつその執行のために」
（на основе
権力分立、主観的権利の法的保障があると述べられていた。例えば、Bonner は、行政裁判理
論の根底には、①法治国論(立憲主義、法律による行政、行政機関との関係における市民の主
観的権利の法的保障原則)、②立法権の優位を前提とする権力分立の原理、③行政の自由裁量
論があると述べていた(См.: А.Т.Боннер., 1980 г.Указ. соч. Стр 164.)。
また、現在のロシアでも、行政裁判の前提条件として法治国家、権力分立、主観的権利の
法的保障を取り上げる学者がいる。См.: Е.А.Правилова. Указ.соч.Стр 268.
207	
  この点に関して、藤田宙靖が日本国憲法の 41 条の「国会は国の唯一の立法機関である」
ことから、現在の日本では、国会以外の機関が法規を創造する力をもっていないということ
を強調しているが(藤田宙靖『現代法律学講座 6 行政法 I』(青林書院、2005 年) 53 頁参照)、
ウズベキスタンの現状はこれとは全く異なるものである。
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и во исполнение Конституции и законов)という規定は、
「憲法及び法律に違反しない限り
または、違反しない範囲内で」という意味で解釈され、運用されていることが分かる。更に、
憲法第 98 条 3 項においても大臣会議は、「現行の法令にしたがって、ウズベキスタン共和国
の全領土においてすべての機関、企業、施設、組織、公務員及び市民が執行しなければなら
ない決定および命令を発する」（в соответствии с действующим законодательством）と定
められており、「法律の授権」や「執行権への委任」、または「憲法及び法律に基づき」とい
う文言が用いられていない208。	
 
ウズベキスタン共和国憲法がどうしてこのような規定の仕方をとっているのだろうか。そ
の主な原因としては、ソ連時代の権力統合原理の仕組み(旧制度)から、独立後の権力分立原則
(新しい制度)への移行が、行政法の制度レベルにおいては、なおも実現していないということ
にある 209。ここでは、権力統合的な執行権(旧制度)が独立と新憲法制定後も存続しているの
である210。
	
  したがって、ウズベキスタンにおいては、執行権が独立命令を制定しており、このことを
行政裁判との関係においてみるならば、行政が法律から独立した命令を制定することが許さ
れることから、行政に対する司法審査においては、この独立命令が法律に違反しないかどう
かだけが理論上審査できるにすぎないのである211。
次に、法律の優先の原則についてウズベキスタンの状況を見てみよう。ウズベキスタン共
和国憲法第 15 条 1 項は、「ウズベキスタン共和国においては、ウズベキスタン共和国の憲法
および法律の絶対的な優位は、これを承認する」(признается безусловное верховенство
Конституции и законов)212と定め、そして、ウズベキスタン共和国「規範的法行為に関する」
法律213第 7 条にこの法律の優位を確保するメカニズムが規定されている214。ここでいう法律

208	
 

国際シンポジウム報告集・前掲注(205)、316－317 頁参照。
新しい制度は、まだ確立しておらず、未だに残る古い制度もまた、独自に機能するもの
ではなくなっている。したがって、古い制度と新しい制度が実際にはお互いに対立しながら、
補完している関係にある。ウズベキスタンにおいては、ソ連時代にあった権力統合原理の仕
組みと発想が残っているが、それが同時に、生成途上にある権力分原則を支え、補完してい
るという複雑な過渡的状況がそこにはある。	
 
210	
  ソ連には権力統合原則があり、権力分立が否定されたことから、法律の法規創造力の原
則および法律の留保の原則は存在していなかった。国会が定める法律と同時に、行政が定め
る様々な法令も国民の権利義務に関わる法規を定立することが認められていた。現在のウズ
ベキスタンにおいては、このようなソ連時代の旧い仕組みとその運用が残っていると同時に、
権力分立原則に基づく新しい仕組みについて定める憲法の規定のように、ソ連時代になかっ
た進化を憲法の条文上は実現しているのである。
211	
  これはウズベキスタン共和国司法省の見解であり、これについては第二章第 2 節 2.2.2
を参照。
212	
  国際シンポジウム報告集・前掲注(205)、300 頁参照。
213	
  Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция)	
  	
 
№ЗРУ–342 от 24 декабря 2012 г.	
 
214	
  Hakimov が言うように、適法性とは、憲法、法律および下位法令がすべての国家機関、
非国家機関、団体、組織、(権限ある)公務員、市民によって遵守、執行されることをいう。こ
209	
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の優先は憲法および法律があれば、それが優先するということを意味する。すなわち、憲法
または法律が存在すれば、それが行政立法に優先するということになる。したがって、独立
命令が制定されたとしても、その規定と抵触する憲法または法律の規定が存在する以上、後
者の方が優先することになる。そして、この「法律の優位」(верховенство закона)の原則は、
もともとソ連時代の「適法性」(законность)の原則215、すなわち憲法、法律その他の法令が
すべての国家機関、団体、組織、(権限ある)公務員、市民によって遵守され、憲法、法律その
他の法令に違反してはならないという原則においても認められていたことに留意しておく必
要がある。
最後、法律の留保の原則についてもウズベキスタンの状況を見てみよう。ウズベキスタン
においては、法律の留保の原則は、やはり実定法制においては認められていないという問題
がある216。
例えば、消防行政の場合は、1993 年 5 月 17 日付大臣会議令 227 号「国家消防調査」規則
第 15 項が国家消防調査機関に私企業に対する営業停止の権限を法律の授権なしに与えてい
る。ただし、2006 年に、一部の事項に関しては、法律に根拠を置くことになった。
ウズベキスタンにおけるこうした法律の留保の原則が確立していないことを批判して	
 
Khamedov は、とりわけ税務調査に関して次のように述べている。税務調査の仕組みがいく
ら近代的であっても、行政の裁量権が最小限に抑えられ、職権濫用が不可能にならない限り、

の 原 則 が 行 政 裁 判 に お い て 重 要 な 役 割 を も っ て い る (Қаранг: Ғуломжон Ҳакимов.
Юқорида кўрсатилган асари (Монография). 54-бет.)。
	
  Hakimov がここでいう「適法性」(законность)に関する考え方は、ソ連時代のものと同じ
であり、例えば、日本における行政法における「適法性」とは異なるものである。日本の行
政法における適法性は、市民を拘束し、市民が遵守する適法性ではなく、行政を拘束し、行
政が遵守する適法性である。したがって、Hakimov が市民による法の遵守についても適法性
概念の中で論じていることは、ソ連時代の適法性の考え方がウズベキスタンにおいてはいま
だに残っていることを意味する。
215 例 え ば 、 См.:
Советское административное право: Учебник /Под ред.
П.Т.Василенкова.―М.:Юрид.лит., 1981 г. Стр 63.; М.Г.Авдюков. Принцип законности
в гражданском судопроизводстве. Издательство Московского университета, 1970 г.
Стр 4-5 も Hakimov と同様の定義をしている。
216	
  個別法の中には、例えば、税務調査に関して、ウズベキスタン税法典第 85 条－第 105
条が立入・質問検査についてその根拠を定めている。
この問題に関して Oqyulov が以下のように述べている。下位法令(の範囲)は最小限度に止
められなければならない。規範は、できるだけ最高法規である法律の形式で定められなけれ
ばならない。また、下位法令に関しては、各省庁の利益等が影響しないため、また、客観的・
中立的な法規制定のためには、他の行政機関による審査制度が求められる(Қаранг: О.
Оқюлов. Хўжалик(тадбиркорлик)ҳуқуқининг долзарб муаммолари. Ўқув қўлланма.
Масъул муҳаррир:ю.ф.н., доц. Ф.Ҳ. Отахонов.―Т.:ТДЮИ нашриёти, 2007 й.51-бет.)。
確かに、Oqyulov が言うように、下位法令の制定にあたって、その法令の客観性・中立性、
各省庁の独自の利益が考慮されるという問題はある。しかし、この問題とは別に、法律の留
保の原則に基づく委任の法理の欠如、すなわち、下位法令における民主的正統性の欠如が問
題にされなければならない。
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税務調査の仕組みが効率よく(適切に)機能するようにはならない。全ての行政過程は法律の規
範に基づかなければならない。このような規範は納税者にとって透明かつ明確な	
  (理解しや
すい)ものでなければならない217。
ウズベキスタンにおいては、主観的な権利の保障の観点からみて、行政法令の内容に関す
る問題も指摘できる。私人(市民及び企業主体)の権利自由および法律上の利益を法的に保障す
る実体的および手続的法令がすくないのである。行政に対する司法審査においては、行政活
動が実体的、手続的法規範に適合しているか否かが審査されるが、たとえ、行政裁判が確立
したとしても、行政法令の内容を見直して市民または法人の主観的権利の法的保障が実体法
上十分に整備されなければ、市民または法人の権利自由を保護する実効的な行政裁判を期待
することはできないのである218。
以上検討したように、ウズベキスタンにおいては、日本の法治主義に関する法原則からみ
ると法治国家の実現に関して、今なお大きな問題が存在し、それは間接的に行政に対する司
法審査にも影響している。裁判所は、実体法に基づいて行政に対する司法審査を行うため、
その実体法が法治国家の諸原理を欠くものであれば、市民または法人の権利自由を保護する
実効的な行政裁判の目的が達成できないのである219 。	
 
	
  次に、ウズベキスタンにおける行政に対する司法審査を検討するに当たってもう一つの大
きな問題として権力分立原理、とりわけ司法権の独立性・中立性が指摘できる。ウズベキス
タンにおける司法権の独立性・中立性については、大いに疑われている220。そのため、行政
См.:	
  Иса Хамедов. Проверяй и доверяй.“Экономическое обозрение” 8(83) 2006 г.
Стр. 32
218	
  行政裁判の問題を検討するにあたって、このような問題を発生させている実体法におけ
る欠陥、不備等が存在していることを指摘する必要があり、ウズベキスタンにおける実体行
政法に関して、旧ソ連の法令がいまだに根拠規範となっていたり、市民に法令が公開されな
かったりする場合がある。この問題に関しては、例えば、IFC の 2009 年度報告書を参照
(См.:Отчет Международной финансовой корпорации (IFC). Деловая среда в
Узбекистане глазами представителей частного бизнеса 2009. Международная
финансовая корпорация. Ташкент, 2009 год.Стр. 48－49)。
219	
  Karimov 大統領によれば、法治国家の主要な要素のなかには、憲法及び法律の優位を実
現することがある。法律の優位性の実現によって、法治国家の形成のための強固な基盤が構
築されていると述べている。
こ の 点 に 関 し 、 以 下 を Қаранг: Каримов И.А. Ўзбекистон келажаги буюк
давлат//Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. – Тошкент:
Ўзбекистон, 1996 й. Т.1. 19-бет.; 	
  Каримов И.А. Биз танлаган йўл демократик
тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. Тошкент: Ўзбекистон,
2003 й. 31-бет.; Каримов И.А. “Ҳозирги босқичда демократик ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг муҳим вазифалари”. – Т.: Ўзбекистон, 1996 й. 11-бет.;	
 
Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва
янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. – Т.: “Ўзбекистон”, 2005 й.
50-51-бетлар.参照。
また、これからのウズベキスタンにおいては、市民または法人の権利自由を保障する実体
法規の整備が求められているのである。
220	
  ウズベキスタン憲法第 11 条においては「ウズベキスタン共和国の国家権力の体系の原
217	
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裁判において、行政機関に対して私人が権利自由を主張し、裁判所がその実現をはかること
が実際にできるかどうかが問題となる。司法権が立法権、執行権から独立しなければ、行政
に対する司法審査も実現できないこととなり、私人の権利自由を保護する機関としての裁判
所の中立性や権威も問題になる221。	
 
	
  このように、ウズベキスタンにおいては、法治国家、権力分立、市民の主観的権利の法的
保障という原則がまだ実現していない結果、行政裁判にも間接的に悪影響が及んでいる。以
上、行政裁判の前提条件たる法治国家、権力分立、市民の主観的権利の法的保障に関する問
題について述べたが、以下では、ウズベキスタンにおける行政裁判に関するより具体的な問
題として、まず、司法権の限界をめぐる問題を検討する。
	
 

則は、立法権、執行権および司法権への権力の分立とする」と定められており、権力分立が
憲法上は保障されている。その点では、ソ連時代と大きく異なる。しかし、実際には、権力
分立原則がまだ完全に機能しておらず、司法権はまだ十分な独立性・中立性を確保できてい
ない状況にある。この問題についてウズベキスタンの学者は次のように述べている。
Hakimov は、行政裁判機関、すなわち行政裁判所は、司法権が完全に独立しているときに
だけその使命を十分に果たすことが可能となることに留意しなければならないと述べている
(Қаранг: Ғуломжон 	
  Ҳакимов. Юқорида 	
  кўрсатилган 	
  асари (Монография).
21-бет. )。
Isakov によれば、裁判所が市民の権利自由を保護する機構になるためには、裁判所の三原
理(実際の独立性、公正性、権威)が存在することが求められる。裁判制度に独立性がなく、公
正さと権威を欠くものであれば、官僚が何のリスクもなく、自己の権限を濫用し、更に「違
法な妥協」を行って規制をひかえる可能性があると述べている(См.: Х М. Исаков. Указ.соч.
Стр 72.)。
しかし、ウズベキスタンにおいては、権力分立、裁判権の独立・中立性に関して、裁判所
に問題があることを指摘しない学者もいる(Қаранг: Ш. Ш. Шорахметов. Ўзбекистон
Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар.- Тошкент: ТДЮИ
нашриёти, 2010 й. 627-бет.)。
221 ドイツのオットー・マイヤーの「憲法は滅びるが、行政法は存続する」
、フリッツ・ヴェ
ルナーの「行政法は憲法の具体化法である」という有名な言葉がある(塩野宏『オットー・マ
イヤー行政法学の構造』(有斐閣、1962 年)289 頁、三宅雄彦「憲法具体化と行政法－フリッ
ツ・ヴェルナー行政法学と技術社会－」社会科学論集第 134 号(2011 年)１頁参照)。ウズベ
キスタンにおいても旧ソ連憲法は 1991 年に効力を失っている。そして 1992 年 12 月 8 日に
新しい憲法が採択された。92 年憲法においては、法治国家(前文)、権力分立(第 11 条)および
人権保障(前文)の原則がもり込まれている。そして、実際の行政法の仕組みのレベルにおいて
も、この三つの原則を具体化する様々な概念や制度が本来なら整備されなければならない。
しかし、ウズベキスタンにおいては、未だにそのような概念も制度もが存在していない。例
えば、憲法で一般的に権力分立を宣言しても、それを行政法レベルで具体化した行政と司法
との関係に関する原則や概念は、理論上も実務においても議論されていない。
	
  今後、ウズベキスタンにおいても、憲法の具体化法としての行政法を作らなければならな
い。この点で、現在のウズベキスタンの行政法がソ連時代のものから脱しておらず、かつて
の権力統合を前提とし、権利の法的保障を重視しない行政法がいまだに教科書が語る行政法
となっている点で、この問題点は大きい。
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2.2

司法権の限界をめぐる問題

市民が行政の行為に対して裁判所へ不服の訴えを提起するに当たり、その前提としていわ
ゆる「司法権の限界」をめぐる問題が発生する。ここでいう、
「司法権の限界」は、日本法が
いうところの「司法権の限界」と異なるものである。日本法がいうところの「司法権の限界」
は、行政権と司法権との関係で司法権の限界論を論じるものであり、その内容は、
「法律上の
争訟」、「統治行為」、「部分社会」、「行政庁の第一次判断権」、そして、「行政裁量」に関する
問題を意味した。
しかし、現在のウズベキスタンの行政法理論においては、日本における「司法権の限界」
という概念は存在していない。ただし、行政に対する司法審査が一切許されない(できなくな
る)という問題は存在する。これをウズベキスタン型「司法権の限界」と呼ぶ。本論文におい
ては、この概念を用いて、ウズベキスタンの司法権と行政権との関係を明らかにすべく、関
連する裁判例も用いて検討する。
2.2.1

概括主義をめぐる問題

	
  先に述べたように、1987 年法律が採択する概括主義が採用されるまで、ソ連においては、
行政の行為について裁判所へ申し立てることが制限されていた(列記主義)。独立後のウズベキ
スタンにおいては、ソ連末期の法改革を引き継いで憲法第 44 条に基づき、すべての者には、
その権利及び自由を侵害する国家機関、公務員または社会団体の違法行為を裁判所に提訴す
る権利が認められ、裁判所において様々な事件が争われるようになった222。
憲法第 44 条に基づいて制定された 95 年裁判所への不服の訴え法律と民事訴訟法典におい
てウズベキスタンでは行政裁判は概括主義を採用している223。しかし、ウズベキスタンの学
者の中には、いまだにペレストロイカ前のソ連時代の原則である列記主義を前提に論じる者
が少なからずいる。
例えば、ソ連末期の論文において Egamberdiyev は、行政法関係から発生する事件の殆ど
が行政手続によって判断されていると述べる。法律が特に定めた事件に関してだけ、そして
法律が特に定めている故に、裁判所の管轄に属すると主張する224 。さらに、Egamberdiyev
は、裁判所がその管轄に入る事件だけを受理し、それ以外の事件を受理する必要はないと述
222	
 

独立後の行政裁判の件数について正式なデータは少ないが、例えば次に掲げるデータが
示されている。
最高経済裁判所旧長官 Ishimetov によると、2005 年に行政機関及び市民自治機関が企業主
体の権利を侵害する 380 件の事件において裁判所の判決により無効が確認された。
(Қаранг: Ишиметов А. Тадбиркорлик субьектларининг ҳуқуқ 	
  ҳамда 	
  қонуний	
 
манфаатларини	
  ҳимоя	
  қилишда	
  суд	
  ислоҳотларининг	
  аҳамияти. “Фуқаролик	
 
жамияти” 2006 й. № 1.(5). 30-бет.)
223 民事訴訟法典第 267 条 2 項は、国家機関、その他の機関、権限ある公務員による市民の
権利、自由を侵害するすべての行為(決定)に対して不服の訴えを提起することができるとして
いる。
224 Қаранг: Э.Эгамбердиев. Ҳуқуқни даъво формаси асосида ҳимоя қилишнинг
айрим масалалари. Ўқув қўлланма.Тошкент.ТошДУ, 1988 й. 7－8-бет.
74

べている225。
また、独立後 20 年を経ても、例えば Mamasiddiqov は、国家機関その他の機関、および(権
限ある)公務員の行為(決定)に対する不服の訴えが個別法律で直接に規定されている場合に限
り裁判所の管轄に属すると述べている226。
また、Donyorov によると、現行法律では市民が国家機関及び(権限ある)公務員の行為につ
いて、これを裁判所に申し立てることができると定められているが、その具体的な仕組み(メ
カニズム)については定められていないと述べる。更に、いくつかの個別法律において「有責
の者は法令が定める手続により責任を負う」という規定に限られていると述べている227。
ここでまず問題になるのは、ソ連時代に長く支配していた列記主義の考え方の影響がいま
だにウズベキスタンに見られるということである。
ウズベキスタンの学者の多くは、各行政分野ごとに訴訟手続が異ならなければならないと
考えている。すなわち、租税、関税、社会福祉等の分野において不服の訴えの提起に関する
個別法上明確な訴訟に関する規範があるべきであると主張している。個別法の定めがなけれ
ば、裁判所が当該事件についての訴訟手続を判断できず、裁判ができないという状況に陥っ
てしまうと考えられている。
また、民事訴訟法典第 12 条により、裁判官は法律に基づいて事件を処理しなければならな
いとされており、裁判官の法創造は勿論、法適用における解釈さえできないのが現状である。
更に、ウズベキスタンにおいては、法律の不備を補う最高裁判所または最高経済裁判所の解
釈指針がない限り、裁判所は個別法の文言どおりの適用のみにより具体的な事件を処理する。
その結果、具体的な事件において、裁判所が、憲法第 44 条、95 年裁判所への不服の訴え法
Қаранг: Ўша жойда.31-бет.Egamberdiyev の論文は、ソ連時代のものであり、独立後のウ
ズベキスタンの学者、例えば、Donyorov、もこの論文を引用している。
226 Қаранг:М.М.Мамасиддиқов.Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм /Олий
ўқув юрти талабалари учун дарслик. Маъсул муҳаррир ю.ф. д., проф. О Оқюлов. –
Тошкент., ТДЮИ нашриёти, 2010 й. 272-бет.
また、Samig`jonov,Hakimov は、実体法レベルで、例えば、外国で公証行為を行う者は領
事であり、この領事の行為に対しては、当該領事の勤務する大使館の大使またはウズベキス
タン共和国外務省に申立てることができるとし、市民が裁判所に訴えられないという	
  こと
を 示 唆 し て い る (Қаранг: Ф.Р.Самиғжонов, Ғ.Т.Ҳакимов. Маъмурий ҳуқуқ:ўқув
қўлланма. –Т.:2008 й. 245－246-бетлар.)。
さらに、Hakimov は、「郵便通信に関する」法律第 30 条、「抵当に関する」法律 66 条に
おいても侵害された権利の保護メカニズムが明確に定められていないと述べている(Қаранг:	
 
Ҳакимов 	
  Ғуломжон 	
  Турғунпулатович. Ўзбекистонда маъмурий юстицияни
ривожлантиришнинг муаммолари.: ю.ф.ном. дисс. Тошкент, 2009 й. 105-бет.)
Khamedov は、税務機関の職員の立入・質問検査の結果、検査を踏まえて行う決定におけ
る不服の訴え手続も定められていない(認められていない)と述べている(См.: Иса Хамедов.,
2006 г. Указ.соч.Стр 32.)。
227 Қаранг: Донёров Мирзоҳаким. Юқорида кўрсатилган асари.51-бет.
しかし、Donyorov がいう「有責の者は法令が定める手続により責任を負う」という規定は、
違法な行為の結果、法令上、公務員が負う刑事責任と行政処罰責任を意味するものであり、
行政裁判とは関係がないものである。
225
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律及び民事訴訟法典のそれぞれが定める規定を結びつけて、個別法令における司法審査に関
する定めがなくても、95 年裁判所への不服の訴え法律と民事訴訟法典が採用する概括主義と
訴訟手続を一般的な制度と解釈して、具体的な行政事件を処理する道は閉ざされているので
ある228。
確かに、ウズベキスタンにおいては、現在、民事訴訟法典、95 年裁判所への不服の訴え法
律において、行政裁判に関する一般的手続が定められている。しかし、具体的な行政分野に
おける個別法令の中で個別具体的な事件に関する司法審査について規定されていない場合に
は、裁判所がその事件に関する司法審査を認めないことも多い。そのため、個別法令におい
て、市民および法人の権利および自由の侵害があった場合に、裁判所に不服の訴えを提起で
きる旨の規定をその都度定める必要が発生しているのである229。
また、Hakimov のようにウズベキスタン民事訴訟法典において、市民の不服の訴えに関す
る民事裁判所の管轄の範囲を個別具体的かつ明確に規定する必要があると主張する学者もい
る230。
裁判所が審査できる事件が個別法で定められている場合に、個別具体的な事件に関する司
法審査を認めるということは、他方で、これは行政裁量にも関係してくる。個別行政法にお
いて各行政機関の諸権限、管轄が規定されており、実務上そのような諸法律、下位法令を根
拠として行政機関または(権限ある)公務員が日々様々な決定(処分)を下す。しかし、そのよう
な決定行為が行政の裁量行為に該当するか否かによっても、その行為(決定)に対する司法審査
の許否は異なってくる 231。要するに、根拠法令の趣旨から、当該行政の行為(決定)をするか
228	
 

裁判所だけではなく、学者レベルでも、95 年裁判所への不服の訴え法律及び民事訴訟法
典を結びつけて、これを一般法として個別法横断的に適用する考え方はとられていない。
また、Donyorov は、例えば、行政の行為(決定)に対する不服の訴え事件の訴訟中に、和解
ができるかどうかに関する問題も、これを許す個別法令の規定があるかないかというレベル
において議論している。(Қаранг: Донёров Мирзоҳаким. Юқорида кўрсатилган асари.95-бет.)
229	
  ソ連時代長期にわたって、列記主義が採用され、各個別法令で規定されない限り、行政
事件の司法審査が認められなかった。しかし、ペレストロイカ以後、概括主義の採用によっ
て個別法令の規定の有無にかかわらず、一般的に司法審査の道が開かれた結果、今日のロシ
ア等にも、この制度は引き継がれている。ところが、現在でも残念ながらウズベキスタンに
おいては、ペレストロイカ以前のソ連法の影響が強く残っている。
230 Қаранг: Ғуломжон Ҳакимов. Юқорида кўрсатилган асари (Монография).52-бет.
この点に関して Shorahmetov は、ウズベキスタン憲法第 44 条に基づいて、裁判所の管轄
に属する事件の範囲を、例えば社会団体及び宗教団体の登録拒否またはその活動の中止に関
する行政の行為(決定)に対する不服の訴え(申立て)、自治機関の決定の違法性の確認に関する
不服の訴え(申立て)その他の不服の訴え(申立て)まで拡大したほうが合目的であると主張し
て い る 。 こ れ も ま た 、 伝 統 的 な 列 記 主 義 の 立 場 か ら の も の で あ る (Қаранг: Ш. Ш.
Шорахметов., 2010 й. Юқорида кўрсатилган асари. 618-бет.)。
231	
  現在、ウズベキスタンも、行政裁量が拡大しているが、行政の裁量行為の踰越・濫用に
関する司法審査は、行政処罰決定の司法審査を除いて、許されていない。行政処罰決定に対
する不服の訴え事件においては、行政の裁量に委ねられている行政処罰決定の内容において
踰越、濫用がある場合、裁判所は行政の処罰決定を軽減したり、変更したりして、行政の裁
量行為に対する司法審査を行っているが、それ以外の行政の行為(決定)については司法審査を
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否か、その内容をどのように決めるかに関する具体的な要件および効果が規定されていない
場合、裁判所は、そのような事項が行政機関の裁量判断、選択に任された事項であると考え、
司法審査を認めないのである。したがって、この意味では、個別法令における実体的規律の
レベルにおいても、行政の行為(決定)に対する司法審査が可能であるか否かを逐一確認しなけ
れば、司法審査ができるか否かは不明となるのである。
勿論、ウズベキスタンにおいては、概括主義が採用されているため、原則として行政のす
べての行為(決定)が裁判所で争うことができるはずである。事物管轄の特則はともかくとして、
現在のウズベキスタンにおいては、概括主義が採用されている以上、原則として、行政のす
べての個別(具体)的行為が司法審査の対象となりうるが、ウズベキスタンの現行法令の中には、
この例外を定める場合も少なからずある。
例えば、1995 年 1 月 6 日付「ウズベキスタン市民の出入国手続」に関する大臣会議令 8
号第 1 付属規則232の第 3 章においては、次に掲げる理由により、ウズベキスタン市民の出国
権が制限されている。すなわち、ア)国家秘密に関する情報を持っている場合、イ)刑事捜査手
続が開始された場合(終局判決が下されるまで)、ウ)裁判所の判決により危険な者であること
ことが確認された場合または警察の監督の下にある場合、エ)裁判所の判決によって課され、
かつ執行されていない義務がある場合、オ)故意に自分に関する情報を隠蔽した場合、カ)民事
訴訟が開始された事件において被告となった場合、キ)徴兵義務がある場合、ク)内務省または
外務省においてその者が外国の法律を犯したことに関する情報がある場合、または出国が合
目的ではないことに関するその他の情報がある場合(情報が記録された日から 2 年以内)であ
る。そして、本規則第 4 章において、上記のうち、ア)号、イ)号、キ)号、ク)号に定める理由
により出国が拒否された者については、不服の訴えを提起できないと定めている233。

行う裁判例は見られない。また、ウズベキスタンにおいては、行政の裁量行為に対する司法
審査という問題それ自体について、認識されておらず、その許否に関する議論も殆どないと
いうことを改めて留意しておきたい。例えば、ウズベキスタンの代表的な行政法学者である
Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.が最近出版した行政法の教科書でさえ、行政裁量は、
扱われていない。
232	
  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан	
  «Об утверждении
порядка выезда за границу граждан Республики Узбекистан» 	
  и «Положения о
дипломатическом паспорте Республики Узбекистан»№8 Дата принятия 06.01.1995 г,
дата вступления в силу 06.01.1995 г. Приложение № 1 к постановлению Кабинета
Министров от 6 января 1995 года № 8	
  «Порядок	
  выезда за границу и въезда на
территорию Республики Узбекистан граждан Республики Узбекистан»．
233	
  しかし、このような規定が概括主義を原則としたウズベキスタン民事訴訟法典、95 年裁
判所への不服の訴え法律の趣旨に反するものであり、それに合わせた改正が必要である。
1995 年 1 月 6 日付「ウズベキスタン市民の出入国手続」に関する大臣会議令 8 号第 1 付属
規則第 3 章が定めるア)号、イ)号、キ)号、ク)号に関する争いが行政の違法行為によって発生
する可能性は十分ありうる。そのような争いは法令の適用により解決される紛争に該当する。
例えば、国家秘密を有しない者が、国家秘密を有する者と判断された場合、そのような行為(決
定)の適法性を裁判所が審査する機会を一切奪うことはウズベキスタン憲法第 44 条「裁判を
受ける権利」にも反するであろう。同様のことがイ)号、キ)号およびク)号に関しても言える。
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このように、ウズベキスタンにおいては、学者の見解や裁判実務だけではなく、個別法にお
いても出訴事項が制限される場合があり、各個別法において、改めて市民および法人が裁判
所に不服の訴えを提起する権利があるということを規定しなければならない状況にある。
Donyorov は、個別法における司法審査に関する条文の存在が、当該分野における司法審査
を容易にしていることについて、いくつかの例を取り上げている。例えば、現行ウズベキス
タン土地法典 36 条における州(区、市)権力機関が市民の土地を収用することに関する決定、
「州における国家権力に関する」法律第 28 条における州知事の決定については、市民が裁判
所に不服の訴えを提起する権利があることが規定されている。また、1998 年 4 月 30 日付の
「農業に関する」法律第 5 条において、区長が土地委員会の意見書に基づいて交付する土地
使用権を農家に賦与する決定及び自営農業者(дехканское хозяйство)の国家登記に関する決
定に対して、利害関係人が裁判所に不服の訴えを提起することができると定められている。
同様に、1993 年 12 月 28 日付「商品及びサービスの許可に関する」法律第 21 条 1 項は、ウ
ズベキスタン標準機関付属審査会の決定に対して法令が定める手続により裁判所に申し立て
ることができると定められている234。
Donyorov は、さらに司法審査が制限される場合についても一つの例を取り上げている。
1993 年 12 月 28 日付「商品及びサービスの許可に関する」法律に基づき、無許可で商品及
びサービスが販売された場合、販売額と同額の過料が科され、行政によって強制徴収される。
しかし、1993 年 12 月 28 日付「商品及びサービスの許可に関する」法律は、不服の訴えを
提起する権利について定めておらず、過料決定が違法である場合でも、利害関係人はそれに
対して不服の訴えを提起することができないと主張している。したがって、彼は、法律を改
正し、司法審査を明記すべきであると主張している235。
Donyorov が指摘するこれらの事例も、概括主義を原則としたウズベキスタン民事訴訟法典、
95 年裁判所への不服の訴え法律および経済訴訟法典の趣旨に反するものである。
例えば、経済訴訟法典第 24 条 1 項において、どのような事件を経済裁判所に提訴できるか
が具体的に規定されている。その内、9 号、10 号および 13 号が行政裁判事件に関する定め
である。
また、ク)号が定める「出国が合目的ではないことに関するその他の情報がある場合」という
ような規定の仕方は、市民の移動の自由、出国の自由を定める憲法第 28 条上の権利に適合し
ているかどうかも疑われる。
このように、ウズベキスタンにおいては、裁判を受ける権利を制限する法令がすくなから
ずあるということを認めざるをえない。そもそも、このような法令が実質的にウズベキスタ
ン憲法上法的に保障されている人権規定に適合しているかという課題はともかくとして、日
本法がいうところのいわゆる「法律上の争訟」に該当すると考えられるであろう事項に関し
て司法審査が様々な理由、根拠よって制限されることがウズベキスタン憲法第 44 条「裁判を
受ける権利」にも反するということを留意しておく必要がある。
234 Қаранг: Донёров Мирзоҳаким. Юқорида кўрсатилган асари.52-53-бетлар.
235 Қаранг: Ўша жойда. 54-бет.
このようにして、ウズベキスタンにおいて裁判実務だけではなく、法学理論においても概
括主義の意味が理解されていないことを強調しておきたい。
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まず、無許可商品及びサービスに対する過料決定は、名宛人に対して一定の法効果をもた
らす行政の権力的、個別(具体)的行為であるため、行政の行為(決定)にあたる。したがって、
経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号に基づき、不服の訴えを提起し、無許可商品及びサービスに
対する過料決定の違法確認を請求できる。また、すでに、無許可商品及びサービスに対する
過料決定に基づく強制徴収手続が開始された場合、経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号に基づき、
無許可商品及びサービスに対する過料決定に基づく「強制的な手続で行われる徴収執行文書」
または「他の文書」を執行すべきでないと確認することに関する訴えを提起できる。そして、
強制徴収もすでに行われ、行政の無許可商品及びサービスに対する過料決定が執行し終わっ
ている場合には、経済訴訟法典第 24 条 1 項 13 号が定める行政によって「受諾を必要としな
い強制的な手続で控除した金銭について、予算からの返還に関する」訴えを提起できる。
このように、企業主体に対するこの種の過料決定に対しては、企業主体が経済裁判所へ訴
える権利があることが分かる。
また、民事訴訟に関しても同様のことがいえる。民事訴訟法典第 3 章においては、国家機
関、他の機関、(権限ある)公務員の行為(決定)に対し、市民が不服の訴えを提起することがで
きることになっており、上記 Donyorov が示した事件に関しても司法審査は認められるので
ある。
したがって、このような場合には、市民または法人が権利自由を侵害する行政の行為(決定)
を受けたとしても、そのような行為(決定)が過料決定であれ、徴収決定であれ、行政機関、権
限ある公務員が行う権力的で、直接的な法効果がある行為(決定)の形式で行われる場合には、
民事訴訟法典が定める「行為(決定)」または行政処罰法典が定める「処罰決定」、あるいは経
済訴訟法典第 24 条 1 項が定める国家機関、権限ある公務員の行為(決定)に該当し、市民また
は法人には裁判所(民事・刑事・経済裁判所)に訴える権利が認められるのである。
2.2.2

違 法 な 法 令 に 関 す る 司 法 審 査 を め ぐ る 問 題 	
 

ウズベキスタンにおける行政裁判に関するもう一つの問題は、市民または法人が法令の効
力を直接争う不服の訴えが認められていないことである。また、ウズベキスタンにおいては、
行政の行為(決定)の法令違反と法令の法律(憲法)違反とが分離しており、行政の具体(個別)的
行為(決定)の根拠となる法令の違法(違憲)も訴訟審理中に主張できない236。そして、ウズベキ
しかし、この点に関して最高裁判所総会 1996 年 7 月 19 日 18 号決定においては、95 年
「市民の裁判所への不服の訴え」法律第 2 条は、市民が民事裁判所に提訴しうる国家及び自
治機関、並び企業、組織、施設、社会団体、または権限ある役職者(公務員)の行為(決定)には、
①市民の権利及び自由を侵害した行為(決定)、②市民の権利及び自由の実現(行使)を妨げる障
害を設けた行為(決定)、③市民に違法に義務を課したまたは市民に違法に責任を追及した行為
(決定)で、独任制の行政機関(＝公務員)または合議制の行政機関の行為(決定)が該当する、と
定めている(上記 1996 年 7 月 19 日 18 号総会決定第 6 条)。
この規定の趣旨からすれば、上記 95 年「市民の裁判所への不服の訴え」法によって個別(具
体 ) 的 行 為 (акты индивидуального характера) ま た は 一 般 規 範 的 行 為 ( 法 令 )(акты
общенормативного характера)が訴えの対象となる行為(決定)に該当すると上記総会決定
236	
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スタンにおいては、行政が定める法令による規律が多く、法律による規律が少ないため、法
令に対する司法審査の必要性は重要である。
	
  この法令に対する司法審査の許否の問題に関しては、ウズベキスタンの学者の見解は分か
れており、現行法上、法令の違法確認の争いが認められているとする学者とそれに反対する
学者がいる。
例えば、Mirboboyev によれば、ウズベキスタン憲法第 109 条が定める法令の憲法適合性
審査または法律適合性審査を通常裁判所または経済裁判所が行使できないと述べている237。
また、Isakov は、外国との比較を通して、ウズベキスタン民事訴訟法典における不服の訴
えの対象の範囲が限定されているとしている。例えば、ロシアにおいては、法行為(法令)を違
法と確認することに関する申立てが検察官だけではなく、市民にも裁判所へ不服の訴えを提
起する権利が認められている。カザフスタン民事訴訟法典第 283 条においても、市民は、憲
法、法律、大統領令により保障されている権利、法律上の利益を侵害する法令の全部または
一部の違法確認に関する不服の訴えを裁判所へ提起できると定められているという238。
Ibratova は、経済訴訟法典第 26 条によると、最高経済裁判所の管轄に非規範的アクト
(ненормативный акт)の違法確認に関する事件が該当することが定められているとしてい
る。したがって、経済裁判所が行う司法審査には、非規範的行為、すなわち、行政の個別(具
体)的行為の違法確認に関する事件だけが該当する。経済裁判所は法令に対する司法審査を行
うことができないのである。事件審理の中で、法律に適合しない国家機関その他の機関の法
令があると確認された場合、法律に基づいて判断すると定められている(経済訴訟法典第 12
条)。このような場合に、違法な法令からの法的保護は、その法令の違法確認ではなく、民法
典第 11 条 1 項 11 号「法律に反する国家機関または自治機関の法規の裁判所による不適用」
によって遂行されることになると主張している239。
しかし、Rahmonqulov は、95 年裁判所への不服の訴え法律及び 1996 年 7 月 19 日付最高
裁判所総会決定に基づき、法令の違法性に対しても裁判所に申し立てることができると主張
している240。
は 	
  述 べ て い る (Постановление 	
  Пленума 	
  Верховного 	
  суда 	
  Республики	
 
Узбекистан 	
  «О 	
  практике 	
  рассмотрения 	
  в 	
  судах 	
  жалоб 	
  на 	
  действия 	
  и	
 
решения, нарушающие	
  права	
  и	
  свободы	
  граждан» от	
  19 июля 1996	
  года	
  №
18 (с	
  изменениями	
  и	
  дополнениями, внесенными	
  постановлениями	
  Пленума	
 
Верховного	
  суда	
  Республики	
  Узбекистанот 11 сентября 1998 года № 24,14 июня
2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5) пункт 6.)。
237 Қаранг:
Мирбобоев Бахтиёр. Ҳуқуқий нормаларнинг Конституцияга ва
қонунларга мувофиқлигини назорат қилишда Конституциявий	
  ва бошқа судлар
ваколатлари
доирасининг
чегараланиши.
Ўзбекистон
Республикаси
Конституциявий судининг Ахборотномаси 2003-йил 8-сон. 38-бет.
238	
  См.: Х	
  М	
  Исаков. Указ.соч. Стр 41-42.
239 См.: Ибратова Феруза Бобокуловна. Указ.соч. Стр 164.
240 	
  Қаранг:Раҳмонқулов	
  Ҳ. Ўзбекистон	
  Республикаси	
  Фуқаролик	
  Кодексининг	
 
биринчи	
  қисмига	
  умумий	
  тавсиф	
  ва	
  шарҳлар.1 жилд. – Т.: “Иқтисодиёт ва
ҳуқуқ дунёси” нашриёти уйи, 1997 й. 96-бет.
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また、現行法上、法令の違法確認を直接争うのではなく、違法な法令を裁判所の判決の根
拠として用いないこともできるという意見も広く主張されている。
司法省のコメンタールは、民法典第 11 条 1 項 11 号「法律に違反する国家機関または自治
機関の法規(アクト)の裁判所による不適用」における「アクト」は、規範的行為と非規範的行
為の両方を意味するとしている。同様の解釈として、経済訴訟法典第 12 条 2 項による、経済
裁判所が行う審理において、法律に適合しない国家機関またはその他の機関の法行為がある
ことを確認した場合、当該法行為に基づくのではなく法律に基づいて判断するというものが
ある241。
司法省の民法典へのコメンタールによると、経済訴訟法典第 12 条 2 項が定める「アクト」
には、規範的行為と非規範的行為の両方が該当するとされる。しかし、ここでいうアクトに
は、
「法律」は該当しないとされている。裁判所が事件を審理する際、アクトが法律に反して
いるか否かを審査するが、法律それ自体の憲法適合性を審査することができないとされてい
る。また、司法省の民法典へのコメンタールによると、この種の請求は民法典に規定されて
いる者によってだけ提起できるとしている242。
しかし、現行法では、そのような権利が民法上も、他の法律上も市民・法人に明確に認め
られていない故に、ウズベキスタンにおいて法令の適法性審査制度は機能していない。
Shorahmetov は、裁判所が事件審理の際に、法律に反する国家機関または市民自治機関の
法令があることを発見した場合に、事件を判断するに当たって法律に反するアクト(法令)を適
用するか否かを審査しなければならないとしている243。
しかし、現行民事訴訟法典には、そのような訴訟手続が定められていないため、裁判所は
また、Maripova は、国家機関または市民自治機関のアクトの無効を確認することができ、
このアクトには規範的アクトと非規範的アクトとがある。これらのアクト(規範的と非規範的
アクト)の両方が法律またはその他の法令に反し、市民または法人の権利及び法律上の利益を
侵害する場合、裁判所によって無効と確認されうると主張している(См.:Марипова С.А.
Гражданский процесс: Учебник.Общая часть.– Т.:Издательство ТГЮИ, 2011 г. Стр 6.)
241	
  この点は、ロシアと異なっている。すなわち、ロシアにおいても 90 年代初期において
規範統制訴訟を通常裁判所が行えるか否かが問題になった時、個別法、例えば「政府に関す
る法律」において市民の申立てによる政府決定の適法性審査を定めていたため、ロシアにお
いて法令の適法性審査制度が徐々に活用されるようになった経緯がある(См.: Носенко
Марина Сергеевна. Оспаривание нормативных правовых актов в судах общей
юрисдикции. Дис. ...канд.юрид.наук.Москва, 2001 г. Стр 3-4.; Антон Леонидович
Бурков. Акты судебного нормоконтроля... Стр 47.)。
しかし、ウズベキスタンにおいては、一般規定があり、個別法で法令の適法性審査制度が
定められていないため、この種の司法審査はいまだにない。ウズベキスタンにおける裁判例
を検討する際、市民の申立てにより法令の違法確認事件がないこと、裁判官がそのような制
度があることすらわからないということが、現地調査の結果明らかになった(2012 年 1 月―2
月ウズベキスタン共和国ブハラ州民事裁判所、タシケント市民事裁判所における面談)。
242	
  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Т. I/под ред.
Х.Р.Рахманкулова, Ш.М.Асьянова.Указ.соч.Стр. 36－39.
243 Qarang: Shorahmetov 	
  Shoakbar Shorustamovich.O`zbekiston Respublikasining
Fuqarolik protsessual huquqi: (Darslik). – Toshkent: “Adolat”, 2007 y. 141-bet.
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法令の適法性を審査することができないという状況にある。
また、ウズベキスタン民法典は一般原則として、民事法律関係から発生する紛争(事件)に適
用され、行政法関係から発生する紛争(事件)にも適用されるかどうかが民法典第 2 条 6 項と
の関係において問題になる。民法典第 2 条 6 項は、租税、財政その他の行政的関係など、一
方当事者が他方当事者に行政的に従属する財産関係については、法令に定める場合を除いて、
民事法令を適用しないと定めている。したがって、民法典第 11 条および第 12 条が定める法
令の適法性審査制度は、民法典第 2 条 6 項に基づき、行政法関係から発生する紛争(事件)に
は、適用されない244。	
 
ソ連時代 1989 年 11 月 2 日付「市民の権利を侵害する行政機関及び公務員の違法行為を裁
判所に提訴する手続に関する」ソビエト社会主義共和国連邦法律第 3 条 2 項は、
「行政機関ま
たは権限ある公務員の規範的性格を有する行為を対象として不服の訴えを提起することがで
きない(не	
  подлежат	
  судебному	
  обжалованию	
  в	
  соответствии	
  с	
  настоящим	
 
Законом	
  акты	
  органов	
  государственного	
  управления	
  и	
  должностных	
  лиц,
имеющие	
  нормативный	
  характер)」と定めていた。しかし、ソ連崩壊後の 1993 年 4
月 27 日付「市民の権利及び自由を侵害する行為及び決定の裁判所への提訴に関する」ロシア
連邦法律は、上記 1989 年ソ連法律の規範的行為を対象とする不服の訴えの制限規定(第 3 条
2 項)を廃止し、規範的行為を対象とする不服の訴えができるようになったと Burkov は述べ
ている245。ウズベキスタン 95 年裁判所への不服の訴え法律もその趣旨・内容において 1993
年 4 月 27 日付「市民の権利及び自由を侵害する行為及び決定の裁判所への提訴に関する」ロ
シア連邦法律とほぼ同様のものであるため、上記 Burkov の見解はウズベキスタン 95 年裁判
所への不服の訴え法律に関しても参照できるであろう。
ウズベキスタンにおける違法な法令に関する司法審査をめぐる問題に関しては、法令の違
法を主張することは、市民ではなく、検察官に認められているだけであると解する学者もい
る246。この点、ロシアにおいては、ウズベキスタン民事訴訟法典の検察官の申出(заявление)
制度とほぼ同様の制度があり、そこでいう「法行為」には、規範的行為と非規範的行為の両

その理由としては、二つある。一つは、民法典第 2 条 6 項による民事法令適用制限であ
る。二つ目は、民法典第 12 条本文において「市民または法人の民事上の権利及び利益を侵害
する国家機関または自治機関のアクト」という要件があり、民事法関係にだけ民法典第 12
条が適用され、
「行政法関係」には個別法令で直接定められていない限り適用されないのであ
る。
245	
  См.: Антон	
  Леонидович Бурков. Акты	
  судебного	
  нормоконтроля... Стр 39－
40 ， 46 － 47.; См.: А.Л. Бурков. Судебная защита прав граждан от незаконных
нормативных актов. Екатеренбург: Изд-во Уральского университета, 2005 г. Стр 35.
246	
  例えば、
См.: Х М.Исаков. Указ.соч. Стр 63－64.;	
  Qarang: Shorahmetov	
  Shoakbar	
 
Shorustamovich., 2007 y. Yuqorida 	
  ko’rsatilgan 	
  asari. 139-bet.; 	
  Қаранг:
М.Мамасиддиқов. Прокурорнинг ҳуқуқий ҳужжатни ғайриқонуний деб топиш
ҳақидаги аризаси бўйича судда иш юритишнинг айрим масалалари. “Xo’jalik va
Huquq” 2004-йил №2, 29-бет.を参照。
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方が該当すると解されている247。
	
  したがって、現在のウズベキスタンにおいては、行政に対する司法審査の最も重要な課題
の一つである法令の違法確認について明確な法的仕組みがまだ確立していないということに
留意する必要がある。この点では、ウズベキスタンにおいても、ロシアにならって、市民ま
たは法人に、法令の効力を直接争う不服の訴えを実定法上明確に定められなければならない
と考える。
2.2.3

民事訴訟法典における司法審査の適用除外をめぐる問題

95 年裁判所への不服の訴え法律第 3 条は、司法審査に関して二つの例外(適用除外)条項を
定めている。その一つは、憲法裁判所の管轄に属する事項に関する司法審査である。もう一
つは、
「裁判所に申し立てる他の手続が法令によって定められている場合」である。この点に
関して民事訴訟法典第 267 条 2 項但し書きには、「законом предусмотрен иной порядок
обжалования」―「法律によって別の不服の手続が定められている」場合と定められている。
民事訴訟法典第 267 条 2 項但し書きには、「обжалования」(不服)という用語が使われている
ため、これに関して、二通りの解釈がある。第一は、裁判的保護が認められておらず、別の
手続、すなわち、行政上の不服申立手続によってだけ不服申立てを提起できると解する見解
である。第二は、民事裁判所ではなく、別の裁判所による裁判的保護が設けられている場合
で あ る と 解 す る 見 解 で あ る 。 他 方 、 95 年 裁 判 所 へ の 不 服 の 訴 え 法 律 第 3 条 は 、
「законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования」―「法令により別
の裁判的不服の訴え手続が定められている」場合と定めている。したがって、この両方の法
律を比較した場合、その違いは明白である。すなわち、民事訴訟法典第 267 条 2 項に基づく
と、司法審査が認められない別の手続(行政上の(不服申立)手続)によってだけ不服申立てがで
きる場合も許容されうるのである248 。
Mamasiddiqov は、国家機関その他の機関、(権限ある)公務員の行為(決定)に対する不服の
訴え事件が法律で直接定められている場合に限って(民事)裁判所の管轄に属し、裁判所に不服
の訴えを提起する他の手続も定められる場合もあるとしている。ここで言う、
「裁判所に不服
の訴えを提起する他の手続」として、裁判官、検察官、取調官および捜査官の行為に対する
手続並びに行政処罰事件を処理する権限ある機関の行為(決定)に対する刑事訴訟法典、民事訴
訟法典、行政処罰法典が定める不服の訴え手続をあげている249。
См.:
Кирсанов
Владимир
Александрович.
Теоретические
проблемы
судопроизводства
по
оспариванию
нормативных
правовых
актов.	
 
Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2001 г. Стр 23－24.
248	
  また、民事訴訟法典第 267 条 2 項は「法律によって」という条件がついているため、特
に「法律」の形式で定められている場合にのみ、司法審査が認められず、別の(行政上の)不服
申立手続が認められることになる。しかし、この場合、ウズベキスタン憲法第 44 条により「裁
判を受ける権利」が保障されていることからすると、民事訴訟法典第 267 条 2 項による司法
審査の制限は憲法に反するものである。
249	
  Қаранг: М.М.Мамасиддиқов., 2010 й.	
  Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари. 272-бет.
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  しかし、現行ウズベキスタン刑事訴訟法典には、公判前捜査(取調べ)中に実施された行為(決
定)に対して裁判所に不服の訴えを提起する手続は定められていない250。刑事訴訟法典に捜査
官、取調官、検察官の行為(決定)に対して市民が刑事裁判所に申し立てることができるという
定めもない。
また、95 年裁判所への不服の訴え法律 3 条を根拠にすると、市民の権利、自由を侵害する
捜査官、取調官、検察官の行為(決定)に対してどのような法的権利保護制度を利用できるかも
問題になる。この点に関しても二通りの解釈がある。その一つは、刑事訴訟法典を改正し、
しかるべき権利保護制度を設けるべきという意見である。二つ目は、95 年裁判所への不服の
訴え法律第 3 条が定める「法令により他の裁判手続による」不服の訴え手続が設けられてい
る場合に限って、95 年裁判所への不服の訴え法律の適用除外になるという意見である。この
点で現行刑事訴訟法典には市民の裁判所による権利保護制度がまだ定められていないという
ことを前提にすれば、95 年裁判所への不服の訴え法律が適用除外になる余地はなく、95 年
裁判所への不服の訴え法律に基づき、不服の訴えを提起できると考えられる。	
 
	
  捜査官、取調官、検察官の行為(決定)に対する司法審査の可否は、したがって現行ウズベキ
スタン法制においては不明であるが、本来なら刑事訴訟の専門性も考慮に入れれば、刑事訴
訟法典に基づき市民の権利保護をはかるべきだろう。しかし、現段階においては、そのよう
な制度がまだ刑事訴訟法典に設けられていないこと、刑事訴訟における市民の権利侵害の可
能性、その程度は非常に高く、重大な結果を招く恐れがあること等を勘案すれば、ソ連の時
代から課題となっている特殊な問題として、暫定的に対応する必要がある。そのため、刑事
訴訟法典が改正されるまで、ウズベキスタンにおいては、95 年裁判所への不服の訴え法律に
基づいて、(民事)裁判所による捜査官、取調官、検察官の行為(決定)に対する司法審査を認め
る必要があると考える。さらに、刑事訴訟に直接関係のない検察官監督等から発生する私人
の権利自由の侵害に関しても、その行為(決定)に対し(民事・経済)裁判所へ不服の訴えを提起
する権利を認めるべきだろう。
2.2.4

経済訴訟法典における司法審査の適用除外をめぐる問題

ウズベキスタンにおける司法審査の適用除外に関する問題として、もう一つ、法人の権利、
法律上の利益が行政によって侵害される場合における司法審査の限界および裁判管轄の問題
があげられる。
例えば、Maripova によれば、(非営利)団体が当事者である紛争は経済裁判所の管轄に属さ
ない。そのような紛争の審理は通常(民事)裁判所の管轄に属する。この種の事件には、ア)市
民団体、政治団体(政党)、社会団体等の活動の違法確認に関する事件、イ)社会団体及び宗教
団体と国家権力機関及び(権限ある)公務員との間の紛争、これらの団体の国家登記に関する紛
争、活動の停止、撤回に関する事件、ウ)マスコミ施設の登記拒否、マスコミ施設免許(ライセ
ンス)の交付拒否、その免許の無効確認訴訟、マスコミ施設活動の停止または撤回その他の事
250	
 

Қаранг: Мамадиев С.Н. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари. 90-бет.
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件が該当するという251。
実際のところ、Hakimov が指摘するように、民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関
する事件においては、「市民」にのみ原告適格があることが明確に規定されている(民事訴訟
法典第 264 条、第 266 条)252。また、95 年裁判所への不服の訴え法律も「市民」にのみ原告
適格を認めている。このような状況の下、行政の違法な行為(決定)による、ア)営利団体・営
利法人が経済活動と関係のない権利、自由、法律上の利益の侵害に関する不服の訴えを提起
する場合、イ)非営利団体・法人が権利、自由、法律上の利益の侵害に関する不服の訴えを提
起する場合における司法審査が認められるか否かは不明である。その原因は、この種の事件
に関して裁判管轄が明定されていないことにあるといわれている。これもまた、ウズベキス
タンにおける、営利・非営利団体・法人の権利、自由、法律上の利益の侵害に関する司法審
査の問題である。
	
  以上、ウズベキスタンにおける司法審査の限界をめぐる法的(理論的)問題を中心に検討した。
その結果、ウズベキスタンにおいては、①裁判実務及び法学者の中ではいまだに列記主義を
主張する見解があること、②下位法令の適法性に関して市民・法人の不服の訴えによる直接
的な司法審査が認められていないこと、③司法審査の適用除外において民事訴訟法典には司
法審査が及ばない事項の存在を許容する条文があり、それは憲法第 44 条「裁判を受ける権利」
との関係で問題を発生させていること、④営利・非営利団体・法人の権利、自由、法律上の
利益の侵害に関する司法審査が認められない場合があること等である。
	
  次に、ウズベキスタンにおける問題状況について、具体的な裁判例を素材に用いて検討す
る。検討の対象は、経済訴訟法典第 23 条、第 24 条に関する経済裁判所の判決である253。
2.2.5

ウ ズ ベ キ ス タ ン 型 「 司 法 権 の 限 界 」 254 を め ぐ る 裁 判 例 の 検 討

【事件 1】ブハラ州経済裁判所 2011 年 12 月 6 日決定255
原告 X(ブハラ州セントラルヒーティング株式会社)が、被告 Y(非独占化及び競争・企業活

См.:Марипова С.А. Указ.соч. Стр 337－338.
Қаранг: Ҳакимов	
  Ғуломжон	
  Турғунпулатович. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари
(диссертация). 105-бет.
253	
  裁判例の検討においては、事件を紹介し、その解説を行うこととする。ウズベキスタン
においては、裁判例の解説は行われていないので、本文中の解説ではもっぱら筆者の考えを
提示する。
254	
  ウズベキスタンにおける「司法権の限界」(ここでは、ウズベキスタン型「司法権の限界」
という)は、日本における「司法権の限界」とは異なるものである。日本の「司法権の限界」
においては、例えば、行政が一旦判断したことに関しては裁判所で争えるが、行政が何も判
断していない段階では司法が審査(review)できない(行政庁の第一次的判断権の尊重)といわ
れてきた。これに対して、ウズベキスタン型「司法権の限界」においては、行政の判断の無
効確認はできるが、取消し、差止め、義務付けはできないとされている。以下、これに関す
る裁判例をいくつか取り上げる。
255	
  Ажрим (иш юритишни тугатиш тўғрисида). Бухоро вил Хўжалик суди. 2011 йил 6
декабрь.
251
252
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動支援国家委員会ブハラ局)による金銭的制裁の賦課に関する決定(2011 年 10 月 18 日 20 号
決定)の取消しに関する」訴えをブハラ州経済裁判所に提起した。しかし、経済裁判所は、こ
の種の訴訟が経済訴訟法典第 24 条が定める事件に該当しないということを理由に、却下決定
をした。
【事件 1】は、X(原告)が争いの対象となっている決定の「取消し」を請求していることが
問題となっている。経済訴訟法典第 24 条は行政の行為の「取消し」の訴えを裁判所に提訴で
きる訴訟としては定められていない。
現在のウズベキスタンの行政法理論においては、前述したように日本法がいうところの「司
法権の限界」ではないが、ウズベキスタン型のそれがあることから、【事件 1】においては、
行政の行為(決定)を取り消す権限が裁判所にないということを理由に、経済裁判所が行政の行
為の「取消し」の訴えを却下していることが分かる。経済訴訟法典第 24 条には、行政の行為
の無効確認の訴えだけが定められており、行政の行為の「取消し」の訴えは定められていな
いからである。そのため、【事件 1】において、「無効確認」ではなく、行政決定の「取消し
の訴え」を提起していることが訴訟形式を誤ったとされ、本件訴えが法に定めのない訴訟を
提起している点で、司法審査ができないと判示したのであった。
【事件 2】最高経済裁判所破毀審 2007 年 8 月 15 日判決256
原告 X(農家)が被告 Y(ジザク区長)の土地使用権の付与決定を違法として、当該決定の取消
しの訴えを最高経済裁判所破毀審に申立てたが、最高経済裁判所破毀審は訴えを却下した。
この事件で、2004 年 5 月 3 日に X は、(23 号土地の一部である 14.5 ヘクタールの土地の)
土地使用権の付与決定 793 号により賃借した。しかし、Y は、2004 年 12 月 20 日に 1557 号
決定により同号土地の 10 ヘクタールを Z(農家)に土地使用権を賃貸した。そこで、この決定
を争って、X が訴えを提起したものである。その理由として、経済裁判所は、経済訴訟法典
第 24 条 9 号により行政機関及び権限ある公務員(役職者)の決定の無効確認訴えについてはこ
れを審理するが、決定の取消しの訴えについては管轄権がなく、審理ができないと判示した。
【事件 2】においても、X(原告)が争いの対象となっている決定の「取消し」を請求してい
ることが問題になっているため、【事件 1】と同様の問題がそこにはある257。
【事件 3】最高経済裁判所破毀審 2010 年 1 月 19 日判決258
Олий Хўжалик суди кассация инстанциясининг Қарори 2007 йил 15 авгуcть
13-0507/500-сонли (кўчирма) Олий хўжалик суди ахборотномаси 2008 йил 2-сон.
257 ウズベキスタンにおいては、判決が公表されていないという大きな問題があり、市民また
は法人が裁判所でどのような訴訟形式を用いて争うことができるかについて、弁護士さえ承
知していないことによる誤った訴えがしばしばあり、訴えが却下される場合が少なくない。
そして、【事件 2】においても、ウズベキスタン経済訴訟法典第 24 条が「無効確認の訴え」
だけを認めており、「取消しの訴え」が明定されていないため、訴えが却下されている。
258 Олий Хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  қарори 2010 йил 19 январь
19-0902/8399 – сонли (кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси 2010 йил 9-сон.
256 	
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原告 X(私企業家)は、被告 Y(テルメス市税務署)の督促状(銀行口座からの強制的な金銭支払
いに関する執行命令)が執行できないこと、同強制執行の差止めに関する訴えを最高経済裁判
所破毀審に上訴した。最高経済裁判所破毀審は、督促状が執行できないことの確認を求める
訴えを認めた。しかし、最高経済裁判所破毀審は、同強制執行を差し止めることに関する訴
えについては却下した。その理由として、経済裁判所は、経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号が
明定する「徴収が受諾を必要としない強制的な手続で行われる徴収執行文書または他の文書
を執行することができないことを確認することに関する紛争」は経済裁判所の管轄に属する
が、強制執行(督促状)を差し止めることに関する訴えは経済訴訟法典、その他の法令により経
済裁判所の管轄権には属さないと判断したのであった。
【事件 3】においては、X(原告)が経済裁判所が執行の差止めを Y に命ずることを請求して
いる点が問題になっている。
【事件 3】においては、経済訴訟法典等が行政に対して何らかの
行為をしないことを義務付ける権限が司法権に賦与していないということを理由に、経済裁
判所は当該決定の差止めを「義務付ける」訴えを却下していることが分かる。経済訴訟法典
第 24 条には、行政の行為の「無効確認の訴え」(経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号)、および、
「徴収が受諾を必要としない強制的な手続で行われる徴収執行文書または他の文書を執行す
ることができないことを確認することに関する紛争」(経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号)が定
められている。しかし、行政に特定の行為を行うことまたは行わないことを「求め」る訴え
を裁判所に提訴する訴訟形式を定めていない。そのため、経済裁判所は、本件訴えが法に定
めのない訴訟を提起していることから、直ちに司法審査ができないと判示している。
【事件 4】ブハラ州経済裁判所 2011 年 6 月 11 日判決259
原告 X(税務署)が被告 Y(企業家国家登記機関)に対してブハラ州経済裁判所に「国家登記簿
から訴外 A の登記を削除する Y の決定を無効と認定する」訴えを提起した。ブハラ州経済裁
判所は、国家登記簿からの削除に関する Y の決定の無効を確認し、企業家登録を復活するこ
とを命ずる判決を下した。
【事件 4】は、原告が行政機関であり、行政機関が行政機関を訴えていることからわかる
ように、いわゆる機関訴訟である。しかし、ここでは、訴訟が主観訴訟ではない点は、問題
となっていない。本件において、これまでみてきた【事件 1】から【事件 3】とは異なり、経
済裁判所がその裁判管轄権を無効確認に限定した解釈をしていないことが注目される。経済
裁判所は、
「国家登記簿から削除することを無効と認める」訴えが経済訴訟法典に定められて
いる裁判管轄に属さないという理由で却下判決をしていない260。
Ҳал қилув қарори Бухоро	
  вил. Хўжалик суди. 2011 йил 24 июнь.
さらに、
【事件 4】において、企業家を国家登記簿から削除する企業家国家登記機関の決
定を無効と認定する訴えにおいては、ブハラ州経済裁判所が当該「決定」が行政の行為であ
るという前提に立って、無効を確認している。しかし、【事件 4】において、経済裁判所は、
企業家国家登記機関の決定が行政の行為に当たるか否か、または、本件訴訟形式に関して企
業家国家登記機関の決定の無効確認の訴えがウズベキスタン経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号
259	
 
260	
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  さらに、
【事件 4】においては、経済裁判所が企業家国家登記機関に対し企業家登録の復活
を命ずる判決さえ下している。従来であれば、経済裁判所には、そのような権限がないと判
断されていたものである。しかし、行政事件における義務付けに関して経済訴訟法典が一つ
の例外を定めている。すなわち、経済訴訟法典第 143 条は、国家登記拒否の違法を確認する
判決を下す場合または行政が国家登記を違法に行わない場合、裁判所が当該国家機関に当該
登記を義務づけることができると定めている261。したがって、
【事件 3】において最高経済裁
判所破毀審は「義務付け」訴訟が経済裁判所の管轄に属さないと判断しているが、【事件 4】
において、企業家国家登記機関に対し企業家登録を復活することを命ずる判決を下したこと
は、最高経済裁判所破毀審 2010 年 1 月 19 日判決の判断とは矛盾しないということになるの
である262。
【事件 5】最高経済裁判所破毀審 2010 年 3 月 23 日判決263
原告X(私企業家)が被告Y(アングレン市税務署)に対し、Xが口座を有する銀行に対して発し
た督促状(銀行口座からの強制的な金銭支払いに関する執行命令)の無効確認の訴え、Xに対す
る金銭的制裁の差止めの請求を最高経済裁判所破毀審に上訴した。
最高経済裁判所破毀審は、督促状の無効確認の訴え、Xの金銭的制裁の差止めの訴えを却
下した。その理由として、経済裁判所は、経済訴訟法典第24条1項10号により「徴収が受諾
を必要としない強制的な手続で行われる徴収執行文書または他の文書を執行することができ
ないことを確認することに関する紛争」については経済裁判所の管轄に属するが、督促状の
無効確認の訴え、Xに対する金銭的制裁の差止めの訴えが経済裁判所の管轄に属さないと判

「法に適合せず、団体及び市民の権利および法律上の利益を侵害する国家機関及び自治機関
の法行為を(全部または一部)無効と確認することに関する」訴え、すなわち、行政の行為(企
業家国家登記機関が行った企業家を国家登記簿から削除することに関する決定)の無効確認
の訴えに該当するか否かを審査していないということを留意する必要がある。
261	
  香取潤・前掲注(192)、46 頁参照。
262	
  この点に関しては、一つ留意しておきたい課題がある。ウズベキスタンにおいては、市
民または法人が司法省、検察庁、非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会等に申請する
と、市民または法人の主観的権利、法律上の利益を保護するために、これらの機関が市民、
法人に代わり行政機関の行為を裁判所に訴えることができるという仕組みがある。これは、
機関が機関を訴えるという点でいわゆる機関訴訟にあたるものであり、したがって、主観訴
訟ではなく客観訴訟であるため、法律上の争訟には当たらないものである。近代市民(ブルジ
ョア)法の原理からすれば、当該市民や法人が自己の権利利益を自ら守るために裁判所に訴え
る主観訴訟が行政裁判の中心である。しかし、旧ソ連において、裁判コントロールは長期に
渡って市民や法人の権利保護制度としてではなく、主として行政に対する監督の一種とされ
てきたため、現在のウズベキスタンではこの種の機関訴訟が多用されている。この点では、
裁判コントロールは、権利保護のための仕組みではなく、行政に対する監督の仕組みの一つ
という特徴を現在も強く有しているのである。
263 Олий Хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  Қарори 	
  2010 йил
23 март
11-1028/1887 - сонли (кўчирма) Олий хўжалик суди ахборотномаси 	
  2010 йил
12-сон.
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示した264。
【事件 5】においても経済裁判所は、経済訴訟法典が定めている裁判管轄(経済訴訟法典第
23 条および第 24 条)を形式的(文言通り)に理解し、明文で定めのない請求を却下しているこ
とが分かる265。経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号が明定する訴訟は経済裁判所の管轄に属する
が、
「執行文書の無効確認」の訴えおよび差止めの訴えは経済裁判所の管轄に属さないとした
のであった。
【事件 6】最高経済裁判所破毀審 2009 年 11 月 17 日判決266
原告 X(個人営業者)が被告 Y(ナマンガン国家関税局)に対して関税機関の行為(活動)の違法
確認訴え、輸入商品に関して当該商品購入契約における価格を基準として関税手続を行うこ
とを義務付ける訴えを最高経済裁判所破毀審に上訴した。しかし、最高経済裁判所破毀審が
この二つの訴えを却下した。その理由として、最高経済裁判所は、ここでも経済訴訟法典第
24 条に定める紛争については管轄があるが、
「行為(活動)の違法確認の訴え、輸入商品に関す
る当該商品購入契約における価格を基準とした関税手続を行うことを義務付ける訴え」は経
済訴訟法典、その他の法令に明定されていないため、経済裁判所の管轄に属さないと判断し
た。
【事件 6】においては二つの請求がある。第一に、
「輸入商品に関し当該商品購入契約にお
ける価格を基準として関税手続を行うことを義務付ける訴え」においては、X(原告)が行政に
対して特定の行為をすることを「義務付ける」ことを裁判所に請求していることが問題にな
っている。本件では、行政に対して何らかの行為をすることを義務付ける権限が司法権に賦
与されていないということを理由に、経済裁判所が本件「輸入商品に関し当該商品購入契約
における価格を基準として関税手続を行うことを義務付ける」訴えを却下していることが分
かる。前に述べたように経済訴訟法典第 24 条には、行政の行為の「無効確認の訴え」(経済
訴訟法典第 24 条 1 項 9 号)が定められているが、行政に特定の行為を行うことまたは行わな
いことを「義務付け」る訴えを裁判所に提訴する訴訟形式を定めていない。そのため、経済
裁判所は、本件訴えが法に定めのない訴訟を提起している点で、司法審査ができないと判示
している。
第二に、関税機関の「行為(活動)の違法確認訴え」については、行政の行為(決定)の違法確

同趣旨の事件として、最高裁判所破毀審 2008 年 12 月 10 日判決がある。Олий хўжалик
суди кассация инстанцияси	
  Қарори	
  2008 йил 10 декабрь 10-0805/269 – сонли
(кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси	
  2009 йил 6-сон.
265【事件 5】は、裁判所が本件督促状が経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号が定める「他の文書」
に該当するか否かを本来なら検討すべきであった事案である。そのようなことを検討しない
裁判所の在り方は、ソ連以来の強固な文言解釈(文理解釈)しか裁判所は行えない・行わないと
いう伝統があるためである。
266 Қаранг: Олий хўжалик суди кассация инстанцияси	
  Қарори	
  2009 йил 17 ноябрь
16-0907/9399 – сонли	
  (кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси	
  2010 йил
8-сон.
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認に関する訴えであり、経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号の請求に当たるかどうかが問題とな
った。経済裁判所はこの点に関しても、
「違法確認」が「無効確認」ではないと解釈し、却下
をしている。しかし、
「違法確認」はその内容からすると、違法＝無効であることから「無効
確認」に等しいという解釈も成り立つはずである。しかし、本件において経済裁判所はその
ような解釈をしていない。ここでも、経済裁判所は厳格な形式的文言解釈をしたことがこの
種の訴訟を認めないという結果に帰結している。裁判所は、この種の訴訟に関しても経済訴
訟法典第 24 条 1 項 9 号の解釈を再考しなければならない。
【事件 7】267
法人(会社)が免許(ライセンス)期間の更新を国家機関に申請した268。しかし、国家機関が法
人(会社)が当該活動を行う権利を有していないということを理由に拒否決定をした。したがっ
て、X 申請人(法人)が経済裁判所に当該活動を行う権利の存否の確認の訴えを提起した。経済
裁判所はこの請求を認容した(A 判決)。その判決を基に法人(会社)が再び免許交付機関に申請
したが、免許交付機関は再び拒否決定をした。X が A 判決を基にして強制執行文書を交付す
ることを経済裁判所に申し立て(申請)し、国家機関に対して免許期間の更新を義務付けること
を請求した。最高経済裁判所破毀審は、訴えを却下した(B 判決)。その理由として、第一に、
A 判決においては、X が当該企業家活動を行う権利を有すること、また特定の手続に基づい
て免許更新の権利を有することを確認したが、免許交付機関に当該免許の更新を義務付けて
いないこと、第二に、A 判決においては、経済裁判所が経済訴訟法典第 144 条に基づいて判
断しており、経済訴訟法典第 144 条の趣旨によれば、免許活動を行う権利があることを確認
した判決が当該(企業家活動を行う)権利を実現する根拠となる(すなわち、免許を取得するた
めの一根拠となり)、しかし当該機関に何かを義務付ける根拠とはならないと判示した。そし
て、これらを根拠に、経済裁判所が強制執行文書を交付することを拒否したのであった。し
かし、経済裁判所は、当該機関が免許更新を拒否し続ける場合には、X が経済裁判所に訴え
を提起し、当該免許更新行為を義務付ける請求をすることができると判示した。
【事件 7】において、最高経済裁判所(B 判決)が問題にしているのは、X が「強制執行文書
を交付すること」を請求したことである。この訴訟は認められないものの、経済裁判所は、
申請人が「強制執行文書を交付すること」ではなく、当該免許更新行為を当該機関に義務付
けることを請求したのであれば、訴えが却下されないと判示している。
本件においては、二つのことが問題になっている。第一は、行政の拒否決定がある場合、
裁判所が「免許更新の権利の有無を確認できるかどうか」、また X が訴訟形式、請求を誤っ
ているか否かの問題である。第二は、経済裁判所が行政機関に対して「義務付け」判決を下

【事件 7】は、Moshkin が収集した事件であり、何月、何年の事件であるかを述べてい
ない(См.: Мошкин А. В. Судебная практика. Ташкент-«NORMA»-2007 г. Стр. 185.)。
268 この事件を紹介する Moshkin の判例集は、いかなる免許に関する争いなのかを述べてい
ない。
267
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すことができるか否かである。ここでの問題は、後者の問題であり、これもまたウズベキス
タン型「司法権の限界」に関係する問題である。
	
  まず、第一の問題に関しては、免許更新の権利を確認することは、申請人が特定業種を引
き続き行う権利を有するということの確認であり、直ちに申請に基づく新たな免許取得を意
味するものではないと理解すれば、本件における経済裁判所の「免許更新の権利があること
を確認した判決は当該(企業家活動を行う)権利を実現する根拠とな」るとする理由づけは当然
の結論である。
また、X は経済裁判所に訴える前に、行政機関に免許更新申請をした。その結果、行政機
関がこの更新の拒否決定をした。行政機関は、当該更新拒否をするに当たって特定業種免許
法第 17 条に基づいて判断をしていると考えられる。なぜなら、免許発行の拒否は、更新の拒
否を含めて特定業種免許法の第 17 条に規定されている場合のみに認められるからである。特
定業種免許法 17 条によれば、拒否事由には次のことがあげられている。申請者の提出した書
類に不備があること(1 号)、提出書類の記載内容が信頼性に欠ける情報であること(2 号)、申
請者が免許要件を満たしていない、または、競争(入札)条件を満たしていないこと(3 号)で
ある。
「合目的性の欠如」といった理由など、法が明定していない事由による拒否は認められ
ないと定めている(第 17 条 2 項)。特定業種免許法第 17 条 3 項には、免許申請者は、免許発
行拒否決定または発行機関の権限ある公務員の行為（不作為）につき、法定手続により不服
の訴えを提起できると定められている269。したがって、経済裁判所は、行政機関の拒否決定
が特定業種免許法第 17 条に適合するか否かを審査できるのである。そして、経済裁判所が行
政の行為の適法性審査をするためには、X が拒否決定の無効確認の訴えを提起する必要があ
るが、本件においては、
「免許更新の権利の有無の確認の訴え」が提起されたため訴訟形式を
誤ったと判断されたのである270。	
 
勿論、現在のウズベキスタン法は各種の「訴訟形式」を法定する訴訟法ではないが、ウズ
ベキスタンにおける問題の所在を明らかにするため、日本法がいうところの「訴訟形式」の
概念を用いて本件を説明するならば、X が行政裁判と民事訴訟とを区別することなく訴訟を
提起しているという問題、この混同した請求が適当か否かという問題がまずある。日本法の
考え方からみるならば X がまず権利の有無を確認し、それに基づいて強制執行を請求してい
ることは妥当ではない。本件においては、X が民事訴訟を用いて「権利の確認」をしたり、
「執行を求め」たりしているが、このようなやり方は拒否処分が行われている本件の場合、
269	
 

特定業種免許法は、行政機関（免許発給機関）が行う様々な免許の決定行為（特定業種
免許法第 17 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条）の要件を定め、明定されたもの以外の理由で、
免許発給を拒否することを禁止している。したがって、行政機関の免許交付の要件は、法律
によって拘束されていると解されうる。そのため、裁判所は特定業種免許法が定めている要
件該当性について行政の免許更新拒否決定においてどのように判断したかを審査し、判断を
誤った場合は、当該行政決定の無効を確認しなければならないということになる。
270	
  また、
【事件 7】における確認判決は実質的に免許更新申請に対する行政機関の拒否決定
が特定業種免許法第 17 条に適合しているか否かを確認している判断であるが、これは、免許
発行拒否決定の無効確認の訴え事件として審理されたものと解することもできる。
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ウズベキスタンにおいても、これを争う手続＝行政裁判が別途設けられていることからすれ
ば、適切ではないのである。したがって、ウズベキスタンでは X は、行政機関の拒否決定が
特定業種免許法第 17 条に適合するか否かを経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号に基づいて争うこ
とが訴訟形式上妥当な争いの形式であったであろう。本件の場合の訴訟は、本来なら行政の
拒否決定の無効確認の訴えにあたり、仮に、ウズベキスタンに日本法がいうところの民事訴
訟と行政裁判を区別する考え方が徹底していたならば、本件においては、X が訴訟形式を誤
っているため、裁判所は却下判決を下したであろうと思われる。したがって、ウズベキスタ
ンにおいても民事訴訟と行政裁判を区別する訴訟形式を選択することは訴訟法上重要な問題
であり、その誤りが訴え却下の原因となりうるのである。
次に、第二の問題についてみるならば、それは、経済裁判所が行政機関に対し「義務付け」
判決を下すことができるか否かという問題である。上記【事件 3】の解説で述べたように、
ウズベキスタンにおいては経済裁判所が行政に対して「義務付け」判決を下すことができな
い。前に述べたように、経済訴訟法典は、「無効確認」に関する訴えを定めているが、「義務
付け」訴えを定めていないからである。しかし、経済裁判所は【事件 7】においては、この
解釈にもとづく判断をしないで、「当該行為(免許更新)を当該機関に義務付けることを請求し
たことに対して、訴えは却下されない」と新たな判示している。これは、従来の裁判所の考
え方からすれば妥当ではない判断である。
以上、ウズベキスタンにおける具体的な裁判例を、仮に、日本法の考え方を用いて、同じ
紛争を考えるとすれば、それはどのように判断されるかについて検討した。その結果をまと
めるならば、次のことが明らかになった。第一に、ウズベキスタンにおいては、行政の判断
の「無効確認」を求めることだけができる。したがって、「取消し」、「差止め」、「義務付け」
を求めることができないとされている。第二に、訴訟形式に関しては、裁判所が厳格な文言
解釈をしており、法律が明定する訴訟形式に当たらないものは一切却下している。裁判所は、
法律の条文を合目的的または機能的に類推解釈することで、請求を認めることはないのであ
る。第三に、民事訴訟と行政裁判を区別しておらず、行政行為があり、それが法関係を生成・
変動・消滅させている場合であっても、民事訴訟によって司法審査を行っている。日本、ド
イツ等と同様の行政行為に関する考え方があり、これが存在していることから、行政裁判で
審理されるはずの事件が民事訴訟で審査され、この請求を認めたりしている。このため、ウ
ズベキスタンの訴訟には重大な混乱が発生していると言わざるをえない。
次に、ウズベキスタンにおける行政裁判の訴訟要件をめぐる問題として、原告・被告の問
題、訴えの利益および処分性について検討する。
2.3

不服の訴えの特徴とその問題

現在のウズベキスタンの行政法理論においては、
「訴訟要件」、とりわけ「訴えの利益」、
「処
分性」、「原告適格」、「被告適格」という概念が存在しておらず、日本におけるような行政訴
訟法理論は確立していない。そのため、本論文においては、分類上の便宜とウズベキスタン
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における問題の所在を明らかにするため、日本法がいうところのいわゆる「訴訟要件」の概
念を用いて説明するならば、ウズベキスタンにおいてはどのような分類ができるかというこ
とを検討し、これを前提にして、ウズベキスタンにおける行政裁判の「不服の訴えの要件」(原
告・被告の問題、訴えの利益、処分性)の現状について、それに関連する裁判例を素材にして
検討する。
ウズベキスタンの場合、行政裁判において要件審理と本案審理が明確に区別されていない。
ウズベキスタン民事訴訟法典には、訴訟手続一般の審理の流れの中で、公判前の準備手続お
よびその期間として 10 日が設けられているにすぎない(民事訴訟法典第 131 条)。
Donyorov によると、裁判所が行政機関及び(権限ある)公務員の行為(決定)に対する不服の
訴え事件の準備において、不服の訴えを提起する者が不服の訴えの要件を具備しているか、
申し立てることの法的根拠があるかどうか、不服の訴えに関して(民事)裁判所の管轄があるか
どうか、すでに同事件に関する裁判所の法的効力がある判決が存在するかどうかを審査(点検)
しなければならないとしている271。このような見解からすれば、ウズベキスタンにおいても、
本案審理と区別された要件審理(訴訟要件審理)があるということになる272。
勿論、提訴に当たって不服の訴えの書式に違反があったり、出訴期間が過ぎたりすれば、
訴訟要件が具備していないと判断され、不服の訴えが却下される。
しかし、実際は、ウズベキスタンにおいて、訴訟要件が具備しているかどうかの審査(要件
審理)と不服の訴えを提起する者(申請人)の不服の訴え(申請)に理由があるか否かの審査(本案
審理)は、実際の審査においてだけでなく概念上も区別されておらず、すべて裁判審理の際に、
一括して審査される。そこで、ここでは、ウズベキスタンの理論と実務の現状はそれとして
確認しつつ、日本法がいうところの「訴訟要件」の概念を用いることで、行政事件の裁判審
理における原告・被告の問題、訴えの利益、処分性に関する問題状況を明らかにしたい。
2.3.1

「 訴 え 」、「 原 告 」 と 「 被 告 」 の 問 題

ウズベキスタンにおける行政裁判においては、それがそもそも「権利をめぐる紛争」、すな
わち、
「訴訟」になっていないという問題、そしてそれに伴って、不服の訴えを提起する者と
その相手を原告・被告とは呼ばないという問題がある。
現在のウズベキスタンにおいては、ソ連法以来、行政法律関係から生ずる事件の手続は権
利義務関係を前提としていないため、行政裁判を「権利をめぐる紛争」、すなわち、「法的紛
争」として考えていない。そのため、「訴え」(иск)、「原告」(истец)、「被告」(ответчик)と
いう用語を使っていない。その代り、行政裁判を「適法性コントロール」という監督の制度
と考えているため、不服の訴え(жалоба)という用語を用いている。したがって、現在のウズ

Қаранг: Донёров Мирзоҳаким. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари. 76-бет.
この点に関して例えば、Egamberdiyev は、訴え提起の権利(訴える資格、原告適格、訴
訟要件の具備)と訴えにおける権利(訴えを支える実体法的根拠等)を使い分けている(Қаранг:
Э.Эгамбердиев. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари. 30-бет.)。
271	
 
272	
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ベキスタンにおいては、行政裁判が「訴訟」の性格をもたず、
「不服申立て」の性格を有して
いることに留意しなければならない(「訴え」の問題)。
行政裁判が「訴訟」ではないことから、不服の訴えを提起する者とその相手を「原告」
・
「被
告」と呼ばないで行政法関係から生ずる事件の手続においては、先に述べたように、
「不服の
訴え人(жалобщик)」や「市民」(гражданин)と「行政機関」(административный орган)
や「(権限ある)公務員」(должностное лицо)という用語を用いている。
民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においても、国家機関、その他の機
関、
（権限ある）公務員は「被告」と呼ばれていない。これは、やはり前述したように、ソ連
法以来の問題であり、ソ連時代も、行政事件の審理において国家機関、その他の機関、
（権限
ある）公務員は「被告」と呼ばれていなかった。また、ソ連法では、国家と市民の間に矛盾
がなく、国家がそれ自体として違法行為を行うことは想定されていなかったのである。その
ため、国が「被告」となるということもあり得ないとされていた。こうした考え方を、今日
なおウズベキスタンは引き継いでいるため、国が訴訟の相手となることはないのである。行
政事件においては、私人(市民および法人)も、国も権利義務主体になっていない。すなわち、
公法人である国または自治機関273ではなく、
「機関」または「(権限ある)公務員」が行政事件
の審理において相手方になっている274。その結果、行政の違法な行為に対して、国ではなく、
「機関」または「(権限ある)公務員」が相手方になる275。また、ウズベキスタンにおいては、
日本法がいうところのいわゆる「行政庁」の概念もない276。以上述べたように、被告の問題
273	
  ウズベキスタンにおいて、地方自治は、基礎的な自治機関として、かつては日本の町内
会・自治会等と同様の近隣共同体の性格を有したマハリャだけに保障されている。
274	
  先に述べたように社会主義においては国は違法行為をしない、機関および公務員個人が
違法行為をするとされていた。そのため、例えば、行政における違法行為に関しては、公務
員個人に責任があるとされ、当該公務員に対して刑事責任、行政処罰責任が追及されていた。
275	
  ただし、2001 年 12 月 3 日付 125, 206-В, 2001-120 号省令において、国家機関または国家
機関で勤務している権限ある公務員の違法な行為(不作為)によって私人に損害が生じた場合、
国庫から賠償されると定めており、国家賠償制度においては、いわゆる機関賠償から文字ど
おり国家賠償への制度変化の過程にある(Постановление	
  Министерства	
  финансов,
Центрального	
  банка	
  и	
  Государственного	
  налогового	
  комитета	
  Республики	
 
Узбекистан 	
  от 3 декабря 2001 года № 125, № 206-В 	
  и № 2001-120 «Об	
 
утверждении 	
  Инструкции 	
  о 	
  порядке 	
  осуществления 	
  за 	
  счет 	
  средств	
 
Государственного 	
  бюджета 	
  денежных 	
  выплат 	
  в 	
  возмещение 	
  вреда,
причиненного 	
  гражданам 	
  или 	
  юридическим 	
  лицам 	
  в 	
  результате	
 
незаконных 	
  действий (бездействия) государственных 	
  органов 	
  или	
 
должностных	
  лиц	
  этих	
  органов».)。
先に述べたようにウズベキスタン経済訴訟法典においては、民事訴訟法典第 3 章「国家、そ
の他の機関、（権限ある）公務員の行為(決定)に対する不服の訴え及び申請による事件手続」
のような章が存在せず、行政事件の裁判審理が「訴えの手続」に基づいて処理されている。
そのため、裁判実務上、経済裁判所が審理する行政事件については、通常の訴訟と解されて、
「機関」または「(権限ある)公務員」を「被告」と呼んでいる場合もある。
276	
  なお、
「行政庁」の概念については、かつて 20 世紀の初め、帝政ロシアの行政法学者で
ある Elistratov は「административное учреждение」という概念を用いて行政法を語って
いた(См.: А.И.Елистратов. Основные начала административного права. Российское
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に関しては、二つの問題がある。第一は、権利に関する争いとして構成し、国を「被告」と
して位置付けるという問題である。第二は、国そのものを権利義務主体として構成して、
「被
告」として位置付けるか否かという問題である。この点では、過渡的に、行政機関を「被告」
とする道もあるが、権利に関する争いであれば、国を「被告」とするという考え方が基本で
あろう277。
また、私人が行政に対して裁判所に不服の訴えを提起する際、例えば、許可申請が違法に
拒否された場合、拒否処分を行った機関を相手にして不服の訴えを提起するか、拒否処分が
相当であるという意見を述べた答申を作成する諮問機関である合議制委員会を相手にして行
政裁判を提起するかという問題がウズベキスタンにおいては多く発生している。また、行政
改革、行政組織改編により様々な行政機関、国有企業等が統廃合されており、行為(決定)を行
った権限ある公務員も配置替えされたり、退職したりする場合も多く、このような場合に、
どの機関または公務員を相手にして不服の訴えを提起するかが不明であり、問題となってい
る278。このことは、私人にとっても権利保護を迅速かつ適時に行使することを困難にしてい

полицейское(административное) право: Конец XIX – начало XX века: Хрестоматия/
Сост.и вступит. ст. Ю.Н.Старилова. Воронеж: Издательство Воронежского
Государственного университета, 1999 г. Стр 470)。しかし、ソ連時代を経た今日、ウズ
ベキスタンには、この「行政庁」概念もない。
277	
  なお、2013 年 3 月 25 日付ロシア大統領が国会に提案した「ロシア連邦行政訴訟法典」
連邦法律案の中で、「行政被告(административный ответчик)」という新しい用語が導入さ
れており(第 18 条)、ロシアでは行政機関を被告とする道が開く可能性が将来あるだろう。
278	
  なお、この点に関して最高裁判所総会 1996 年 7 月 19 日 18 号決定第 14 条は、国家機
関、自治機関、企業、組織、施設および社会団体が統廃合された場合、市民の侵害された権
利自由を回復する権限を継承する組織が不服の被申立人になると定めている。また、訴えの
対象となる行為(決定)を発布した権限ある公務員が退職・配置替えになった場合、市民の侵害
された権利自由を回復する権限を有する機関(組織)が不服の被申立人になると定めている
(Постановление	
  Пленума Верховного суда Республики Узбекистан	
  «О практике
рассмотрения в судах жалоб на действия и решения, нарушающие права и свободы
граждан» от 	
  19 июля 1996 	
  года 	
  № 18 (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от
11 сентября 1998 года № 24,14 июня 2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5)
пункт 14.)。
	
  同条が定める「訴えの対象となる行為(決定)を発布した権限ある公務員が退職・配置替えに
なった場合、市民の侵害された権利自由を回復する権限を有する機関(組織)が不服の被申立人
になる」ということには問題があるだろう。本来なら行政機関と公務員概念とは別々の概念
であるが、должностное лицо というときには両者に違いがないという問題がある。そして、
ここでいう権限ある公務員は「独任行政庁としての公務員」を意味しており、日本法からす
れば、それが退職・配置替えされた場合には、その行政庁たる地位を継ぐ者、すなわち、新
たな「独任行政庁としての公務員」が被告を引き継ぐことになるはずである。しかし、ウズ
ベキスタンにおいては、かつてのソ連時代の考え方を引き継いで、行政裁判においても公務
員個人の責任を追及することを考え、その結果、行政上の違法な行為(決定)を行った公務員個
人の責任の問題として考えている。公務員個人の責任の追及の問題と行政裁判における行政
の行為の適法性およびその効力の問題とを区別しなければならない。その区別がないため、
最高裁判所総会 1996 年 7 月 19 日 18 号決定第 14 条が定めるように、独任行政庁としての公
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る。したがって、私人の実効的権利救済の観点からも相手方の特定は、ウズベキスタンにお
いては重要な問題となっている。
2.3.2

訴えの利益

ウズベキスタンにおける行政裁判における訴えの利益に関しては、第二章第 1 節第 1 項で
すでに述べたため、ここでは、裁判例を分析しながらこの問題について検討する。
【事件 8】ブハラ州経済裁判所 2011 年 7 月 28 日判決279
原告 X(銀行)は、被告 Y(ブハラ州執行局の執行官)に対し 2011 年 9 月 2 日執行決定の無効
確認、物件仮差押え決定の取消し、和解契約の認定を請求し、訴えを提起した。
2009 年 9 月 24 日に X は Z 建設会社と 200 万スム消費貸借契約を締結した。担保目的物と
して Z 建設会社のブハラ市ジャルコク町にある 3545 m2 の土地及び 328 m2 の建物を設定し
た。後日、Z 建設会社が消費貸借契約に基づく金銭債権を弁済せず、X(銀行)がブハラ州経済
裁判所に建設会社 Z に対し金銭債権支払の訴えを提起した。2010 年 6 月 4 日にブハラ州経
済裁判所の判決により、X が勝訴し、Z の債務の弁済は担保物件から弁済されることが判決
によって確定した。
他方、2010 年 3 月 29 日に A 会社と Z 建設会社が保証契約(連帯保証契約)を締結した。そ
して、2010 年 9 月 30 日に A 会社が 2010 年 3 月 29 日 A 会社と Z 建設会社との間で締結さ
れた保証契約(連帯保証契約)に基づき、Z 建設会社の当時の 92 万スムの未払い金を X に支払
った。その代り、A 会社は証券取引所で本件ブハラ市ジャルコク町にある担保物件の一部で
ある 500 m2 の土地及び 328 m2 の建物を購入し、当該物件の国家登記もした。しかし、ブハ
ラ州執行局の執行官は、2010 年 12 月 13 日に当該物件の差押えを行い、2011 年 2 月 9 日に
執行手続開始決定を行った280。そのことを理由に、原告 X (銀行)が当該決定の無効確認、物
件仮差押決定の取消し、和解契約の認定に関する訴えを提起した。
執行決定の無効確認281の訴えに関しては、X が、訴えにおいて何らかの利害をもっている
ことを証明できなかったことを理由に、ブハラ州経済裁判所が X には訴えの利益がないとし
務員の行為(決定)に対して、その地位を継ぐ者ではなく、「市民の侵害された権利自由を回復
する権限を有する機関(組織)が不服の被申立人になる」という混乱した状況が発生するのであ
る。
279 O`zbekiston
Respublikasi Buxoro viloyat xo`jalik sudi hal qiluv qarori.
20-1103/7176-son ish. 2011 yil 28 iyul.
280	
  本件において、ブハラ州執行局の執行官が、2010 年 12 月 13 日に差押えを行ったこと
及び 2011 年 2 月 9 日に執行手続開始決定をしたことの理由は不明であり、判決は、このこ
とについて明記していない。
281	
  ウズベキスタンにおいては、執行行為も行政処分とされており、執行行為に対する争い
も、経済訴訟法典が定める行政の行為の無効確認の訴え(経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号)また
は経済訴訟法典第 24 条 1 項 10 号が定める「徴収が受諾を必要としない強制的な手続で行わ
れる徴収執行文書または他の文書を執行することができないことを確認することに関する」
訴えに当たるとされている。
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て訴えを却下した282。
【事件 8】においては原告の権利が侵害されていない、すなわち、訴えの利益がないこと
が却下の理由になっている。
現在のウズベキスタンの行政法理論においては、
「訴えの利益」という概念は存在していな
い。しかし、ウズベキスタンにおける問題の所在を明らかにするため、日本法がいうところ
のいわゆる「訴えの利益」の概念を用いて【事件 8】を説明するならば、【事件 8】において
は、経済裁判所は、取消しを求める者の権利利益(本件では X の権利利益)を侵害しない処分(本
件ではブハラ州執行局の執行官の行為)については、経済裁判所の判決により取り消すことで
得られる法的利益がなく、訴えの利益は認められないと判断していることが分かる。したが
って、経済裁判所の【事件 8】をみると、ウズベキスタンにおいても「訴えの利益」につい
て、実際、裁判所が判断していることが分かる。	
 
2.3.3

処分性

ウズベキスタンにおける処分性の問題に関して、すでに第二章第 1 節第 1 項でも述べたが、
以下では、日本法がいうところのいわゆる「処分性」の概念を用いて、まずウズベキスタン
における処分性に関する問題状況を論じ、次に処分性に関する裁判例を検討する。
行政裁判の訴訟対象は、日本法がいうところの違法な行政処分であり、ウズベキスタンの
場合、この「処分」という用語について様々な用語を用いて定めている283。例えば、行政機
関の「行為(決定)」という用語は、ロシア語の①「действия」(行為または活動と訳すことが
できる)、②「акт」(アクト)、③「решения」(決定)、④「правовой акт」(法行為)といった
用語を用いて定められているが、ウズベク語法令においては①「ҳатти-ҳаракат」(行為、活動、
作為)、②「ҳужжат」(文書)、③「қарор」(決定)、④「ҳуқуқий ҳужжат」(法的文書、法文書)
という用語を用いて定められている284。
この四つの用語は、同じ行政処分を意味しているのにもかかわらず、日本法のように「処
分」という単一の確定した意味を有する用語を用いていないのである。すなわち、ウズベキ
スタンの場合、行政裁判の訴訟対象は、講学上の行政行為であると解することができるが、
実定訴訟法上は種々の用語を用いているため、誤解が生じ、誤った判断が実務上なされてい

282	
 

なお、ブハラ州経済裁判所は、執行官の物件仮差押決定の取消に関しては、経済裁判所
は、建物の仮差押の取消しを行うことはできず、仮差押えを排除することを義務づける訴え
をしなければならないとして、訴えを却下した。また、和解契約認定請求が独立した請求で
はないとして、その訴えも却下した。
283	
  ウズベキスタンにおける現行行政裁判関係法(民事訴訟法典、95 年裁判所への不服の訴
え法律、民法典等)がソ連法の用語を多く用いており、その原語はロシア語である。まず、ロ
シア語で起案し、次にウズベク語に訳したと思われるため、ロシア語とウズベク語の法令用
語における不一致が特に「処分性」、行政裁判の訴訟対象に関して多く存在する。
284 この点に関し、Mirboboyev B も民法典では、
「ҳужжат」(文書)、民事訴訟法典では「қарор」
(決定)という言葉が使われていることにより、法令間の整合性がないという問題を指摘してい
る(Қаранг: Мирбобоев Бахтиёр. Юқорида кўрсатилган асари. 36-бет.)。
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る。また具体的な裁判例を検討する際に述べるが、ウズベキスタンの場合、行政行為とは何
か、またその要素(メルクマール)は何かが認識されていないことも問題である285 。例えば、本
来なら行政行為に該当しない書面の文書が争いの対象になったり、また本来なら行政行為に
該当する行為(文書、決定)が争いの対象とすることができなかったりするという問題が発生し
ている。裁判所が何が行政行為に当たるか認識していないためその判断の妥当性に疑義を生
じることも多いのである。
また、民事訴訟法典第 264 条 1 項「行為及び決定に対する不服の訴え(по жалобам на
действия и решения)」と民事訴訟法典第 267 条 2 項「市民の権利、自由を侵害するすべて
の行為(決定)に対する不服の訴え (жалобы на любые действия (решения), нарушающие
права и свободы граждан)」に基づくのであれば、もちろん、国家機関、その他の機関、権
限ある公務員の「すべて」の「行為」、「決定」について、これを行政裁判で争うことができ
る対象と解することができる。すなわち、例えば、民事訴訟法典第 267 条 2 項は、
「行政行為
に該当するすべての行為」が民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件で訴えの
対象となる行為(決定)に該当すると考えられているのである286。
また、民事訴訟法典第 3 章が定める不服の訴えに関する事件においては、国家機関、とり
わけ行政機関、その他の機関(市民自治機関)、権限ある公務員の行為だけが原則として行政行
為に該当し、様々な民間組織(取締役会、監査役会、民間会社・団体等)の役職者の行為は行政
285	
 

ウズベキスタンの場合、行政機関、権限ある公務員が交付した個別・具体的決定を争い
の対象とする。すなわち、○○年○○月○○日公布の○○号の「ＸＸＸＸＸ」に関する決定
の無効確認に関する不服の訴え(訴え)を提起することに限定されている。すなわち、訴訟対象
は、書面の決定文書になっていなければならない。
286 また、ウズベキスタンにおいて行政裁判の訴えの対象となる行為(決定)には、すでに市
民・法人の権利、自由、法律上の利益を侵害した行為が該当するとされている。
例えば、Isakov によれば、訴えの対象となる行為(決定)には、市民の権利または自由をす
でに侵害した行為及び決定が該当するという(См.: Х	
  М	
  Исаков. Указ.соч. Стр 38.)。し
かし、Isakov は別のところで、95 年裁判所への不服の訴え法律に基づき、裁判所へ不服の訴
えを提起する権利は、申立人が自己の権利自由が侵害されていると考える(思う)場合にも発生
すると述べている。そして、申立人(申請人)の主観的意見(思い)だけでも不服の訴えを提起で
きるとしている(См.: Там же. Стр 23.)。
現行法上もこの見解に妥当性があるといえる。確かに、ウズベキスタンの法令では「侵害
する」という用語ではなく、
「侵害した」という用語がつかわれている。しかし、これは、行
政裁判の趣旨・目的に反するものである。芝池義一によれば、
「取消訴訟では行政処分そのも
のの違法性を争うことができ、したがってまた、後続の被害の発生(またはその蓋然性の発生)
を待たず取消訴訟を提起することができる。民事訴訟であれば、被害発生の蓋然性がなけれ
ば訴えは認められないであろうが、これに対し、取消訴訟は、こうした蓋然性を要件とせず、
先行の行政処分を捉えて提起することができる。この点で、取消訴訟は、早期の権利保護・
既成事実の発生の予防に資するのである」(芝池義一『行政救済法講義』(有斐閣、第 3 版、
2007 年)30－31 頁参照)。このように、取消訴訟だけではなく、広く言えば、行政裁判の早期
権利保護機能・既成事実発生予防機能の観点からすれば、ウズベキスタンにおいては、市民
または法人が行政の活動によって現に権利利益が侵害された場合だけではなく、
「侵害される
恐れがある」場合でも行政の行為(決定)に対して裁判所に不服の訴えを提起できるように解さ
れなければならない。
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行為を行う権限の委任等がないかぎり、役職者＝かつての公務員の行為であるからといって、
これらの行為を行政行為に該当すると解すべきではないのである287。そして、民事訴訟法典
267 条 2 項が定める「すべて」という用語は、今日ではもはやかつてのように広く「すべて
の機関、役職者」と解するのではなく、市民の権利自由を侵害する行政機関・権限ある公務
員の「すべての行為(決定)」を示していると解することが妥当である。その理由としては、民
事訴訟法典第 3 章の名称として、民事訴訟法典第 2 章とは異なり、わざわざ「国家機関」の
行為(決定)に対する不服の訴えという名称で規定されているからである。様々な民間組織(取
締役会、監査役会、民間会社・団体等)の役職者の行為については、民事訴訟法典第 2 章に基
づいて「訴えの手続」を用いて争うものであり、その種の訴訟を民事訴訟法典第 3 章で規定
する行政裁判で争うには合理性、妥当性がないのである。
また、処分性に関しては、行政行為概念についての理解が重要である。例えば、日本法に
おいては、行政行為には、行政機関行為性、外部性、権力性、法行為性、具体的規律性とい
う諸要素があり、そのような「諸要素」を基にして、裁判所が具体的事件における処分性の
有無を判断している。しかし、ウズベキスタンにおいては、行政行為概念について理解され
ていない。例えば、ウズベキスタン司法省の民法典コメンタールによれば、国家機関の行為
には、決定、命令、指示、手紙、その他市民の権利義務に関する処分行為を内容とする文書(ド
キュメント)が該当すると述べるだけである288。
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これは、ソ連時代、すべての組織が国の組織であったという制度の残滓であり、企業も国
有・国営であったため、企業の役職者も公務員であり、その行為を争いの対象とする訴訟も
行政裁判とされていた。しかし、この思考から脱却できないウズベキスタンとは異なり、現
在のロシアでは、ロシア連邦最高裁判所総会 2003 年 11 月 20 日付 17 号決定第 8 条の司法解
釈によって現在の民有・民営化に対応した新しい解釈が行われており、民間組織(取締役会、
監査役会、民間会社・団体等)の役職者の民事法律関係から発生する行為は民事訴訟(訴えの手
続)で争われなければならないとされている(п.8 постановления	
  Пленума	
  Верховного	
 
Суда	
  РФ	
  от 20 ноября 2003 г. № 17 «О	
  некоторых	
  вопросах, возникших	
  в	
 
судебной	
  практике	
  прирассмотрении	
  дел	
  по	
  трудовым	
  спорам	
  с	
  участием	
 
акционерных	
  обществ, иных	
  хозяйственных	
  товариществ	
  и	
  обществ»)。См.:
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ/под ред. Е.Л.Забарчука.
– СПб.: Питер,2009 г. Стр. 487.
288	
  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Т. I/под ред.
Х.Р.Рахманкулова, Ш.М.Асьянова.Указ.соч.Стр. 39－40.
しかし、Abdusalomov の民法教科書によれば、公権力機関が権力的権限を行使する法行為
には、命令、指示、教示が該当するという(Qarang: Fuqarolik huquqi. Q.II/M.Abdusalomov,
X.Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent
Davlat yuridik instituti. – Toshkent: Adolat, 2007 y. 576-bet.)。
また、ウズベキスタンにおいては、不作為の違法を裁判所に申し立てることができないと
いう問題がある。95 年裁判所への不服の訴え法律第 2 条、民事訴訟法典第 266 条、経済訴訟
法典第 23 条、第 24 条には、行政の不作為を争う訴訟が定められていない。行政の何らかの
行為(決定)があって初めて、裁判所へ不服の訴えを提起できることになっている。行政機関
が行使するべき権限を行使せず、権限を消極的に濫用する場合は、どのような訴訟ができる
かが不明である。このように、行政の不作為によって私人の権利自由が侵害される場合、ウ
ズベキスタンの現行行政裁判法制度には裁判所による実効的な権利保護手法が用意されてい
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また、行政法の教科書も、行政行為について「行政の法的なアクト」というテーマの中で
検討し、様々な名称による分類をしているだけである289。したがって、行政行為について様々
な定義はあるが、それは、裁判実務において行政事件における不服の対象となる行為(決定)
を判断するメルクマールを明らかにするための実践的なものにはなっていないのである290。
すなわち、ウズベキスタンにおいて、行政法の理論と裁判実務とは結びついておらず、この
点で法解釈の道具概念としての行政行為概念は存在していないのである。
以上、ウズベキスタンにおける行政裁判の処分性に関する議論を検討した。次に、日本法
がいうところのいわゆる「処分性」の概念を用いて、実際の裁判例の検討をしながら、ウズ
ベキスタンにおける処分性の問題をさらに実践的に検討したい291。

ないことが分かる。	
  	
 
289	
  先に述べたように「行政の法行為」(правовые акты управления)は規範的法行為と個
別法行為に分類されている。これは、日本法がいうところのいわゆる「行政準則」(法令)と行
政 行 為 に 近 い も の で あ る 。 例 え ば 、 Гл.11Х.Р.Алимов «Административное право
Республики Узбекистан» /Авт.коллектив: Х.Р.Алимов, Л.И.Соловьева и др./– Т.:
«Адолат».1998 г. Стр.186.; Эркин Хожиев, Тўлқин Хожиев. “Маъмурий	
 
ҳуқуқ”Дарслик. –Т.:2006 й. 404-408, 412-414-бетлар.; Hojiyev E.T. Ma’muriy huquq.
Kasb-hunar kollejlari uchun darslik.qayta ishlangan va to’ldirilgan 2-nashri. T.:
“ILMZIYO”, 2010 y.173-174 -betlar.を参照。
しかし、ウズベキスタンの行政法教科書においては、行政行為のメルクマールとして権力的
で、直接的で(個別・具体的)、かつ法効果がある行政の行為(決定)をあげるものはなく、法学
部でそのように教育を受けることもない。したがって、裁判実務においては、裁判官が行政
事件の審理において特定の行為が行政行為に当たるか否かを判断する際、行政行為のメルク
マールとして権力的で、直接的で(個別・具体的)、かつ法効果があるか否かを判断の基準とし
ていないのである。その結果、行政行為に当たるものと行政行為に当たらないものに関する
判断を誤ることも多い。この点に関しては、後に裁判例を検討する。
しかし、ドイツの GIZ(ドイツ国際協力機構)と協力して、ウズベキスタンの代表的な行政法
学者である Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.が最近出版した行政法の教科書において、
ウズベキスタンとしては初めて、行政行為(административный акт)の概念、そしてそのメ
ルクマールとして権力的で、直接的な法効果をあげている(См.: Хамедов И.А., Хван Л.Б.,
Цай И.М. Указ. соч. Стр 280－282.)。これは、ウズベキスタンにとっては、画期的なこと
である。
290	
  また、ウズベキスタンにおいては、
「公定力」に近い概念として、ソ連法にあった、いわ
ゆ る 、 行 政 ア ク ト ( 行 為 ) の 適 法 性 及 び 正 当 性 推 定 原 則 (презумпция правильности и
законности акта государственного управления)が実務上今もあると言われるが、ウズベ
キスタンの行政法の教科書にはそれについて書かれたものがない。さらに、この行政アクト
(行為)の適法性及び正当性推定原則は、現在のウズベキスタンの訴訟の問題と結びついて議論
されていない。このことは、民事訴訟で争うか、行政裁判で争うかの役割分担を不明確なも
のにしている。その結果、訴訟法上も、どちらでも争えるというような見解がウズベキスタ
ンの学者の中では支配的であり、そのような見解が判決間の矛盾を発生させている。
291	
  裁判例の検討においては、事件を紹介し、その解説をすることとする。ウズベキスタン
においては、裁判例の解説が殆ど行われていないので、本文中の解説では筆者の考えを提示
する。
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2.3.4

処分性に関する裁判例の検討

【事件 9】	
  最高経済裁判所破毀審判決 2008 年 12 月 9 日292
2008 年 2 月 15 日に X(会社)は Y(タシケント市環境局)に許可期間を 5 年間に延長すること
を申請した。しかし、被告 Y は、2008 年 3 月 12 日 02－289 号通知により、環境規制対象で
ある排出許可期間延長を不許可とする通知を行った。
そこで、原告 X (会社)が被告 Y (タシケント市環境局)の権限ある公務員の行為の違法確認
および 60 万スムの損害賠償を求めた。2008 年 8 月 19 日第 1 審判決により、権限ある公務
員の行為が違法と確認され、許可の期間の延長が義務付けられ、50 万スムの損害賠償も認め
られた。原審(2008 年 10 月 23 日)決定は第 1 審判決を取り消し、許可の期間の延長に関する
審理を終了した。原告 X は、破毀審に上訴し、原審(2008 年 10 月 23 日)決定を取り消し、第
1 審判決の効力を認めることを求めた。
環境鑑定法 12 条により国家環境保護局が当該分野における権限ある機関であると定めら
れている。2005 年 12 月 15 日省令により環境規制が強化されており、Y は X の排出が新し
い排出許可基準に合致しないと判断して、不許可処分とした。そこで、原告 X が被告 Y が行
った不許可処分の違法確認および損害賠償を求めたが、破毀審は、Y が行った不許可処分が
妥当であると判断した。
【事件 9】においては、二つの点が注目される。第一に、裁判所は、
「通知」という形式に
はこだわっておらず、
「通知」がその実質において行政の行為に当たるという前提で判断をし
ている293。しかし、裁判所は、
「通知」が行政の行為に当たると判断する際に、その通知が権
力的行為であるかどうか、名宛人に対して何らかの具体的な法的効果を発生させているかど
うか等処分性の要件の充足については何も語っていない。仮に、ウズベキスタンにおいて日
本法がいうところの「処分性」に関する行政法理論があれば、裁判所は、
【事件 9】において
「2008 年 3 月 12 日 02－289 号通知」が直接私人の権利義務を形成しまたはその範囲を確定
する効果を有するか否かを判断して294、本件「通知」の「処分性」を認めたと考えられる。
また、第二の点は、本案審理においては、不許可が省令に適合的か否かだけが審査され、
省令が法律に適合しているか否かは審査されていないことである。
以上、
【事件 9】における最高経済裁判所の処分性に関する判断を述べたが、この種の判断
がウズベキスタンでは通常なされる判断である。ウズベキスタンにおいては、争いの対象と
なった行政の行為について【事件 9】のように処分性があることを当然の前提とし判断をし
ているのである。上述したように、ウズベキスタンにおいては、民事訴訟と行政裁判を区別
しないという問題があることを考えるのであれば、
【事件 9】の事件は、今後、ウズベキスタ
ンにおいて処分、すなわち、行政行為に関する理論を形成する際の材料を提供することにな
るだろう。
292 Постановление Кассационной Инстанции Высшего Хозяйственного суда РУ от 9
декабря 2008 г.	
  дело №10-0816/8663.
293	
  この点に関しては、
【事件 11】ブハラ州経済裁判所 2011 年 11 月 15 日決定を参照。
294	
  最判昭和 39・10・29 民集 18 巻８号 1809 頁。
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次に、ウズベキスタンにおける、裁判所の処分性の理解が問題となる裁判例について検討
する。
【事件 10】ブハラ州経済裁判所 2011 年 9 月 5 日判決295
X(道路建設国有会社)が Z(会社)に対し債務を履行できなかったことを理由に、Z が債務名
義による執行手続を開始した。そして、2011 年 5 月 31 日に Y(執行官)は、X に対し 151/2
号通知を送り、Z が債務名義による執行手続を開始したこと、X の所有にある自動車を差押
え、証券取引所を通して換価することを通知した。
そこで、原告 X(道路建設国有会社)は被告 Y(執行官)と Z に対して自動車の換価に関する行
為の無効確認に関する訴えをブハラ州経済裁判所に提起した。これに対して、X は国有会社
であるため「ウズベキスタン車両・道路公社」の同意がなければ、財産の処分ができないと
抗弁した。この事件では、二つのことが争点になっている。第一は、X の債務の弁済に際し
て、争いの対象となっている自動車等に対して執行を行うことができるか否かである。第二
は、執行官の 2011 年 5 月 11 日付自動車等の評価に関する 5/05-11 号報告書の無効確認に関
する訴えが経済裁判所の管轄に属するか否かである。
第一の争点に関しては、経済裁判所は、ウズベキスタン共和国「裁判所またはその他の機
関の執行文書の執行に関する」法律第 59 条により、法人の債務に関して、法人の所有権にな
っている財産に、その財産が現にどこで、誰の使用物となっているかを問わず、執行を行う
ことができるとされていることを理由に、原告 X の「ウズベキスタン車両・道路公社」の同
意がなければ、当該財産の処分ができないとした抗弁を棄却した。
次に、第二の争点について検討する。経済裁判所は、執行官の 2011 年 5 月 11 日付自動車
等の評価に関する 5/05-11 号報告書の無効確認に関する訴えを却下した。その理由としては、
経済訴訟法典第 24 条によると、自動車等の評価に関する報告書の無効確認に関する訴えは経
済裁判所の管轄に属さないと判断したからである。ただし、この点に関しては、原告 X が「自
動車等の評価に関する報告書の無効確認に関する訴え」を提起するに当たって、経済訴訟法
典の何条を根拠にしているかは不明である。以下では、二種の訴訟について検討する。
まず、第一に、ウズベキスタンにおいては、民事訴訟と行政裁判を区別していないことを
前提にすれば、私人間の民事上の争いに際して、強制執行が行われた場合、この種の事件が
民事訴訟として争われるか、または執行官の行為(決定)に対する無効確認の訴え、すなわち、
行政裁判として争われるかがポイントになる。日本法においては、私人間の民事上の争いに
際して、強制執行が行われた場合、民事訴訟で争われるが、ウズベキスタンにおいても【事
件 10】のように私人間の債務弁済に関する強制執行を行うために、裁判所の確定判決及びそ
れに基づく執行文書が必要であり、この手続を前提にすると、【事件 10】は民事訴訟事件と
なる。なぜなら、当事者間の争いの根拠は、民事法関係から発生している債務の弁済であり、
執行官の行為はこの手続の一環としての行為だからである。なお、【事件 10】においては、
295	
 

Ҳал қилув қарори Бухоро вил. Хўжалик суди. 2011 йил 5 сентябрь.
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執行官の行為の根拠となっているものが明記されておらず、その根拠が裁判所の判決である
場合、
【事件 10】は、その判決の執行となり、したがって、民事執行に相当するものになる。
したがって、民事執行上の行為に関する訴えも民事訴訟となる。
次に、執行官の行為を行政の行為として捉え、民事訴訟法典第 3 章または経済訴訟法典第
24 条 1 項 9 号が定める行政の法行為の「無効確認の訴え」を提起できると解する立場もある。
【事件 10】において、「執行官の 2011 年 5 月 11 日付自動車等の評価に関する 5/05-11 号報
告書」が換価される財産の値段を決める決定であり、権力性、そして X に対する具体的な法
的効果を及ぼすものであり、行政の行為に当たると解する立場である。したがって、この立
場に立つと、【事件 10】において経済裁判所は、本件執行官の「2011 年 5 月 11 日付自動車
等の評価に関する 5/05-11 号報告書」が行政の「法行為」に当たるか否かを判断したうえで、
経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号に基づいて経済裁判所の管轄に属する事件か否かを判断しな
ければならなかった。しかし、ウズベキスタンにおいては、裁判所の確定判決などウズベキ
スタン共和国「裁判所またはその他の機関の執行文書の執行に関する」法律が定める執行文
書が執行手続の根拠とし、そして、そのような執行文書に基づいて行われる執行官の行為(決
定)は、独立の行政の行為(決定)と解されていない。したがって、【事件 10】においては、第
二の立場は実務が認めていないため、現時点においては第一の立場に立って争うことが妥当
であろう。
しかし、裁判実務においては、【事件 10】から明らかなように、経済訴訟法典が、民事訴
訟と行政裁判とを区別して定めていないこと、行政裁判に関する独立の章がないことにより、
管轄事件は不明確となり、これによって誤った訴訟が提起されていることに留意する必要が
ある。
【事件 11】ブハラ州経済裁判所 2011 年 11 月 15 日決定296
原告 X(会社)は、被告 Y(区長)に対して国家登記簿から X を削除することに関する区企業家
国家登記機関の X 宛の 2009 年 12 月 31 日付 233 号通知の無効確認および国家登記簿から削
除することを違法と認めることを求める訴えを提起した。ブハラ州経済裁判所は、原告の訴
えが経済訴訟法典第 23 条及び 24 条が定める経済裁判所の管轄事件に該当しないとして、却
下決定をした。
以下では、【事件 11】において争点となった処分性に関する問題について述べる。
まず、国家登記簿から削除することに関する本件 2009 年 12 月 31 日付 233 号通知が行政
処分に当たるか否かという問題である。この事件では、日本法がいうところの「処分性」が
潜在的に問題になっていると思われる。そして、仮に、ウズベキスタンに日本法がいうとこ
ろの「処分性」に関する行政法理論があれば、同じ紛争を裁判所は、【事件 11】においてど
のように判断しただろうか。
ウズベキスタン経済訴訟法典第 24 条 1 項 11 号は、「国家登記の拒否に対する不服につい
296	
 

Ажрим. Бухоро вил. Хўжалик суди. 2011 йил 15 ноябрь.
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て、または期限内の国家登記を行わないことに関する紛争」に関する訴えを私人間の民事訴
訟と区別して定めている。このことから、①ウズベキスタンにおいて「国家登記の拒否」ま
たは「期限内の国家登記を行わないこと」に関する紛争は、経済裁判所が管轄権を持つ行政
事件であること、②「国家登記の拒否」または「期限内の国家登記を行わないこと」が行政
の行為とされていることが分かる297。しかし、本件では、
「国家登記の拒否」または「期限内
の国家登記を行わないこと」ではなく、すでに国家登記されている企業家の国家登記簿から
の削除が争点であることから、経済訴訟法典第 24 条 1 項 11 号が定める訴訟には当たらない
とされた。
また、上記【事件 9】(最高経済裁判所破毀審判決 2008 年 12 月 9 日)においては、「通知」
が行政の行為に当たるという前提で判断がなされているが298、本件では訴えがウズベキスタ
ン経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号が定める「法に適合せず、団体及び市民の権利および法律
上の利益を侵害する国家機関及び自治機関の法行為を(全部または一部)無効と確認すること
に関する」訴えに該当するか否かについては判断されていない。しかし、【事件 11】におい
ても「通知」が行政の行為に該当するか否かを判断した上で、経済訴訟法典第 24 条 1 項 9
号に基づいて経済裁判所の管轄に属する事件か否かを判断しなければならなかっただろう。
また、国家登記簿から削除することに関する区企業家国家登記機関の 2009 年 12 月 31 日
付 233 号通知の無効確認の訴えについては、行政の行為(決定)の無効確認に関する訴えであ
り、経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号の請求に当たる。経済裁判所はこの点に関しては、
「通知」
が「行政の行為」ではないという前提で、本件において却下決定をしているが、本件「通知」
はその内容からすると、ウズベキスタンにおいては、行政が行う権力的で、企業家にとって
具体的法効果、すなわち、企業活動の終了という効果のある行為＝行政の行為に当たるもの
である。ここでも、経済裁判所は厳格な形式的文言解釈をしたことが、この種の訴訟を却下
したという結果に帰結している299。裁判所は、この種の訴訟に関して経済訴訟法典第 24 条 1

297	
 

この点は、日本法と異なっている。日本では国家登記に関する争いは、民事訴訟の事件
となっている。
298	
  したがって、上記【事件 9】(最高経済裁判所破毀審判決 2008 年 12 月 9 日)との関係で、
本件【事件 11】の「通知」が行政の行為とされていないことから最高経済裁判所の判断には
不一致が見られる。
さらに、上記【事件 4】(ブハラ州経済裁判所 2011 年 6 月 24 日判決)において、企業家を
国家登記簿から削除する企業家国家登記機関の決定に対する無効確認の訴えでは、同ブハラ
州経済裁判所が当該「決定」が行政の行為であるという前提で、無効確認をしている。しか
し、本件【事件 11】においてその訴えが却下されており、ここにも経済裁判所の判断の不一
致が見られる。しかし、上記【事件 4】、そして本件【事件 11】の両方において、経済裁判所
は、企業家国家登記機関の決定が行政の行為に当たるか否か、または、企業家国家登記機関
の決定に対する争い方として経済訴訟法典第 24 条 1 項 9 号に基づく無効確認の訴えが可能
であるか否かについて述べていない。
299	
  ここでは、経済裁判所が経済訴訟法典第 23 条、第 24 条に定められている事件の管轄を
形式的に解釈し、条文の趣旨を理解していないという問題がある。その結果、経済裁判所は、
経済訴訟法典第 23 条、第 24 条に「通知の無効確認の訴え」が明定されていないため、経済
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項 9 号の解釈を再考しなければならないと考える。
【事件 12】最高経済裁判所破毀審 2006 年 7 月 26 日判決300
原告X(税務署)がタシケント市経済裁判所に被告Y (会社)に対する財政的制裁を課すことを
求める訴えを提起した。2005年12月23日第1審判決により、原告X (税務署)は、被告Y (会社)
に対して75,683,600スム(約3万8千米ドル)の財政的制裁を課すことを認容されたが、最高経済
裁判所破毀審において事件が2006年3月22日に再び審理された。破毀審による再審の結果、事
件が原審(タシケント市経済裁判所)に差し戻された。原審において事件が再び審理された際、
Y(会社)が反訴し、Yは、2005年2月14日付税務調査調書の一部無効確認の訴え、それに基づく
徴収は執行することができないことの確認を求める訴え、税務署機関の権限ある公務員の違
法な行為の無効確認の訴えを提起した。2006年5月17日付タシケント市経済裁判所の判決に
よって、原告X (税務署)の請求が一部認められ、1,202,750スム(約600米ドル)の財政的制裁を
課すことを求める訴えが認容されたが、他の請求は棄却された。また、被告Y (会社)の反訴も
一部認められ、税務署が発布した2005年12月28日付の4,709,041スム(約2千500米ドル)、2005
年12月29日付の4,709,032スム(約2千500米ドル)の督促状(銀行口座からの強制的な金銭支払い
執行命令)が執行できないことを求める訴えが認められ、他の請求は棄却された。これに対し、
Y (会社)が最高裁判所破毀審に訴えを提起し、原審判決(2006年5月17日付経済裁判所の判決)
の取消し、そしてY (会社)の請求の認容を求めた。
2006年7月26日判決により、最高裁判所破毀審は、原審2006年5月17日付タシケント市経
済裁判所判決を適法とし、被告Y (会社)の請求を棄却した。
最高経済裁判所破毀審は、2006年7月26日判決においてXの財政的制裁を課すことを求め
る訴えを一部認容したが、Yが請求した税務調査調書を一部無効と確認することを求める訴
えについては棄却した。以下では、本項のテーマとの関係においてこの点を中心に検討する。
最高裁判所破毀審は、Yが請求した税務調査調書を一部無効と確認することを求める訴え
を棄却した理由として、経済訴訟法典第24条1項9号が定める国家機関の行為の無効確認を求
める訴えには、調査調書を一部無効を確認する訴えについては、該当しないと判示した。す
なわち、最高経済裁判所は、税務調査の結果作成される調査調書が納税者に対する調査結果
を記録するため、税務署職員が作成する文書(ドクメント)であり、それは法的効果をもたな
い、また、国家機関の行為でもないと判断した。	
 
裁判所の裁判管轄がないと判断している。その通りであれば、経済訴訟法典第 23 条、第 24
条において、行政と私人との間で発生しうるすべての紛争の原因となる行政がのすべての行
為形式を個別的に定める必要があるということになるであろう。しかし、このようなことは
理論的にも、現実的にも不可能である。
300 Постановления
Кассационной инстанции Высшего Хозяйственного суда	
 
(извлечение) 	
  №10-0509/12276 от 26 июля 2006 года. Сборник Постановлений
кассационной инстанции Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
(2006-2008 г.г.) Официальное издание. Высший хозяйственный суд Республики
Узбекистан. 2010 г. Стр 200-204.
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【事件12】においては、
「調査調書」が「行政の行為」に当たるか否か、すなわち、ここでは、
日本法がいうところの「処分性」が潜在的に問題になっていると思われる。そして、仮に、
ウズベキスタンに日本法がいうところの「処分性」に関する行政法理論があれば、同じ紛争
を裁判所は、【事件12】においてどのように判断しただろうか。	
 
最高経済裁判所破毀審2006年7月26日判決(【事件12】)において、
「税務調査の結果作成さ
れる調査調書が納税者に対する調査結果を記録するため、税務署職員が作成する文書(ドクメ
ント)であり、それは法的効果をもたない、また、国家機関の行為でもない」と判断している
が、その判断がいう「調査調書が納税者に対する調査結果を記録するため、税務署職員が作
成する文書(ドクメント)であり、それは法的効果をもたない」という考え方は、日本法がい
うところの「私人の権利義務ないしは法的地位を形成しまたはその範囲を確定する効果を有
する」もの、すなわち「直接(個別・具体的)法効果」に当たるか否かを判断しているとみる
ことができる。また、
「税務調査の結果作成される調査調書が納税者に対する調査結果を記録
するため．．．、国家機関の行為でもない」という判示も日本法がいうところの「権力性」に当
たるか否かを判断しているとみることができる。最高経済裁判所がここでいう「国家機関の
行為」とは、ウズベキスタンでは公務員の行為も争えることからすると、
「行政によって行わ
れ」ているか否かを問題にしているのではなく、当該行為(調査調書の作成)が行政(公務員)
が行う「権力的」な行為であるか否かを問題にしていると考えられる。このように、ウズベ
キスタンにおいても行政裁判の要件である「処分性」に関して、裁判所の理解の芽があると
いうことがうかがえる。もし、このような裁判例を支える行政法理論も構築されるならば、
ウズベキスタンにおいても日本法がいうところの行政裁判要件に関する理論と実務が徐々に
形成されるだろう301。	
 
以上、ウズベキスタンにおける行政裁判の訴訟要件、とりわけ処分性をめぐる問題につい
て具体的な裁判例を素材にして、日本法の概念を道具として用いて、同じ紛争を考えるとす

なお、最高経済裁判所は、【事件 12】において本件「調査調書」の「処分性」を判断す
る際に、日本法がいう当該行為が「権力的に私人の権利義務ないしは法的地位を形成しまた
はその範囲を確定する効果を有する」行為か否かを判断していることは、判決文には記載さ
れていない。【事件 12】において「調査調書」が行政の「法行為」に当たるか否かを判断す
る際、それが「行政によって行われているか否か」、「対外的であるか否か」、「権力的である
か否か」、「法行為、すなわち私人の権利義務ないしは法的地位を形成しまたはその範囲を確
定する効果を有するか否か」について何も述べられていない。その理由として、現在のウズ
ベキスタンの行政法理論においては、行政裁判における「処分性」という概念が存在してお
らず、行政行為の概念はあるもののそれは裁判実務とも結びついていないからである。
勿論、
【事件 12】における「調査調書」が私人に対して権力的で、個別(具体)的な法効果を
発生させていないため、処分性に関する日本法の考え方の視角からみるならば、「調査調書」
は、行政の行為に当たらないという結論部分において最高経済裁判所の判断は正しい。しか
し、問題は、経済裁判所の判断の正否ではなく、判断過程またはその理由づけが明確になっ
ていないことである。最高経済裁判所が「調査調書」の処分性を判断する際、そのメルクマ
ールを明記したのであれば、下級審もその判断を基に判断し、最高経済裁判所の判断もより
論理的なものになっただろう。	
  	
 
301	
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れば、それはどのように判断されるかを検討した。その結果、ウズベキスタンにおいては経
済裁判所が訴訟要件に関する、とりわけ処分性の有無に関する判断をしばしば誤っているこ
とが明らかになった。経済訴訟法典における訴えの対象となる行政の行為に関する条文につ
いて形式的文言解釈を行うことが誤りの原因になっていることも明らかになった。下級審の
みならず最高経済裁判所も行政事件における訴えの対象となる行政の行為を誤って理解して
おり、ウズベキスタンでは行政事件における処分性に関する訴訟要件が理解されていないの
である。その結果、経済裁判所が法人または市民の訴えを却下しており、この結果、憲法第
44 条が保障する市民の「裁判を受ける権利」は侵害されているのである。
また、裁判所が形式主義に陥って私人の権利保護の立場に立って積極的に事件を審理して
いないこともうかがえる。このような状況の下では、結果的に、裁判所が有すべき私人の権
利保護機関としての信頼も欠けることになるだろう。
このような諸問題を解決するためには、ウズベキスタンにおける行政裁判に関する訴訟要
件、とりわけ訴えの対象となる行政の行為を結晶化して確定する理論をつくり、裁判官教育
においてもこの理論に関する教育を行うことが必要であろう。
また、ウズベキスタンにおいては、裁判所が行政の行為、すなわち、処分性の有無を判断
する際、必ずしもその行為が権力的で、具体的な法的効果を発生させているものであるか否
かを基準に判断していないことが分かる。しかし、例えば、最高経済裁判所が処分性に関す
る判断を述べた【事件 9】は、日本法からみれば、処分性があることを前提とした当然の判
断であり、裁判実務においてはこの種の判断が多くなされている。また、【事件 12】のよう
に、
「処分性」に関する最高経済裁判所の理解の芽がある場合もあり、この種の裁判例は、今
後、ウズベキスタンにおいて行政裁判に関する理論を作るときのよい実例となり、そのよう
な裁判例を支える行政法理論もあわせて今後構築されると、ウズベキスタンにおいても日本
法がいうところの訴訟要件の一つとしての処分性、そして法解釈の道具概念としての行政行
為概念が徐々に形成されるだろう。
以上指摘した、ウズベキスタンにおける行政裁判に関する様々な問題を解決するための一
つの解決策としては、もちろん、ウズベキスタンにおける行政裁判における不服の訴えの要
件、司法審査の適用除外、裁判管轄、訴訟審理、裁判所の判決及びその執行を規律する法律
の改正という立法による個別の解決がある。しかし、ウズベキスタンにおいては、それとは
別に、より根本的に、行政裁判所の設置および民事訴訟から独立した行政訴訟法の制定につ
いてもしばしば議論されている。そこで、以下では、ウズベキスタンにおける行政裁判所の
設置および行政訴訟法の制定に関する議論について紹介し、検討する。
第三節	
  行政裁判改革の登場とその限界
フランスやドイツ等西欧における行政裁判の歴史をみるとき、その誕生と発展には、行政
裁判所が大きな役割を果たしてきたことが分かる。例えば、フランスにおいては、 ancient

regime の時代に中央集権化された権力がフランス革命後、Montesquieu が主張した権力分
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立制を導入して、立法権、執行権および司法権を分けることによって水平的分権化が起こっ
た。しかし、Napoleon 時代に入ると、権力が再び行政に集中し、行政権が強力な力、組織的
集中性、自律性を確保することとなる。新しいこのタイプの行政(administration generale de

l`Etat)は、その中に国家の一般秩序行政(the general order of the State)、すなわち、活動行
政と司法行政(jurisdiction)を内在し、行政権の中にも権力分立が導入されたのである。この
ように、行政が強力な力をもつとき、行政裁判はその活動の適法性確保を保障する仕組みと
して登場したのである。なお、大陸型三権分立制のもとで、行政裁判は、組織的に執行権に
属するもの(フランスの Conseil d`Etat)と司法権の一部を構成し、通常裁判所から独立した
行政裁判所を設置するものとがある302。
しかし、ウズベキスタンにおいては、ソ連時代からの歴史303と現在の部分的な改革の進展
という状況の中で304、より根本的に、既存の制度をこわして新しい制度をつくる、すなわち、
今日、行政裁判所の設置や行政訴訟法の制定は困難な状況にある。そこで、ウズベキスタン
においては、最終的に、行政裁判所制度を導入することをめざしつつも、まずは、現在の仕
組みの中でそれにつながるようなものを考える行政裁判制度改革論の主張が中心である305。
そこで、以下では、まず、現在、ウズベキスタンにおける行政裁判所制度の導入に関する議
論及びその問題、次に、行政訴訟法の制定問題、最後に、歴史と現在をみる視角から行政裁
判改革の意義及び限界を検討する。
3.1	
  	
  行政裁判所設置をめぐる問題
現在、ウズベキスタンにおいては、ドイツ型行政裁判所、すなわち、司法権の一部を構成
し通常裁判所とは別に設けられた行政裁判所制度を導入する可能性について、Hakimov が
『ウズベキスタンにおける行政裁判の発展の諸問題』の中で議論している 306 。しかし、

See, Sordi, Bernardo, supra note 127, at 27－30.
本稿の第一章参照。
304	
  本稿の第二章参照。
305	
  この点は、
2005 年にソ連時代からの制度をこわして直ちに行政裁判所制度を導入したウ
クライナや、そのような議論を基にして 2013 年 3 月 25 日にロシア大統領が「ロシア連邦行
政訴訟法典」連邦法律を国会に提案する等行政裁判制度改革論を行っているロシアとは異な
るのである。
306
Қаранг:
Ғуломжон 	
 
Ҳакимов.
Юқорида 	
 
кўрсатилган 	
 
асари
(Монография).34-37бетлар.
	
  Hakimov の場合は、ソビエト法の思考で考えているため、行政処罰事件を行政事件の中心
と 考 え 、 行 政 裁 判 を 刑 事 裁 判 所 の 中 に 入 れ よ う と す る 主 張 に な っ て い る (Қаранг:	
 
Ғуломжон Ҳакимов. Юқорида кўрсатилган асари (Монография). 99－100-бетлар.)。
また、通常の行政事件と行政処罰事件を区別しないソビエト法の思考で考える者として、
例えば、Isakov は、以下のように述べている。行政裁判所が行政処罰事件と国家機関、権限
ある公務員の行為(決定)に対する不服の訴え事件の両方を所管する裁判官を刑事裁判所の中
で設けることの方が望ましい。なお、Isakov は、ウズベキスタンにおいて、実務上は、刑事
裁判所の中にある行政処罰事件を扱う裁判官より、民事裁判所の方が行政事件を多く審理判
断していると述べている(См.: ХМ. Исаков. Указ.соч. Стр 70－71.)。
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Hakimov の主張は、ドイツの行政裁判に関するロシアの学者の論文等を参照するものでしか
なく、ドイツ型行政裁判所の外観的紹介でしかない。
また、例えば、Khamedov によると、現在、ウズベキスタンにおいては行政裁判所の導入
は検討されていないこと、そして、その主要な原因として、行政裁判に関する理論的基礎が
十分構築されていないことが指摘されている307。
この点に関しては、日本でも指摘されているように308、独立後のウズベキスタンにおいて
は、このような理論構築を担う行政法学者がほとんどおらず、行政裁判理論は勿論、行政法
の発展そのものが困難な状況にある。
こうした状況を踏まえて、現在、ウズベキスタンにおいて、数少ない行政法学者の一人で
ある Khvan は、ウズベキスタンにもフランスやドイツ型の行政裁判を現在導入することをめ
ざすべきであると主張している。Khvan によれば、これから、ウズベキスタンにおいて行政
裁判がどのように発展するかを予測することは困難であるが、ウズベキスタンには、行政事
件を審理するための行政裁判所制度を導入するか、または、通常裁判所の中に行政事件を所
管する専門裁判委員会を設置するかという選択肢があると述べる。Khvan は、この二つの選
択肢のうち、後者の方が望ましいと考えている。通常裁判所のなかに専門性を持つ部を設け
て行政事件を審理させる改革から始めて、その後、徐々に通常裁判所とは別の行政裁判所を
設置すべきであると述べる。なぜなら、ウズベキスタンにおいては通常裁判所とは別に行政
裁判所を導入することが、現在の司法改革の方針の中では検討されておらず、将来の課題と
してのみ展望しうるものとなっているからである309。
また、ウズベキスタン共和国司法省の職員が作成した報告書は、ウズベキスタンにおける
行政裁判改革のコンセプトについて次のように述べている。最も難しい行政事件、すなわち、
行政処罰事件と国家機関、(権限ある)公務員の行為(決定)に対する不服の訴え(申立て)に関す
る事件の管轄は、裁判官(刑事裁判所の裁判官が念頭に置かれている)に与える必要がある
(См.: «Актуальные вопросы повышения эффективности административного
судопроизводства»./Авт.коллектив: Исаков Х-М и др./– Т.: «Адолат». 2010 г. Стр.15.)
	
  この点に関して、Khvan は、ウズベキスタンにおいては、行政(執行権の機関)と私人との
間で発生する行政紛争を解決するという行政裁判の本来の意味が理解されておらず、行政処
罰事件の裁判審理と混同されていると適切な指摘をしている(См.: Л.Б.Хван., 2011 г.
Указ.соч. Стр	
  62－63.)。
307	
  См.: Хамедов И.А. Вопросы развития административного права и правосудия в
Республике Узбекистан.//Административная юстиция: зарубежный опыт и
перспективы реформирования в Республике Казахстан: Мат-лы II-й междунар.
шк.(науч.-практ. семинара) административного права, Астана, 25 ноября 2011 г. –
Астана: ГУ “Институт законодательства Республики Казахстан”, 2012 г. Стр 74.
308	
  市橋(2008 年)・前掲注(187)321 頁以下。
309 См.: Л.Б.Хван., 2011. Указ.соч. Стр 66-67. 同 旨 、 Қаранг: Ф.Ф.Муҳиддинова.
«Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ ислоҳоти» Т.: ЎзР ФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти. 2011 й. 142-бет
参照。
現在のウズベキスタンの司法改革の方針については、次に掲げるものがある。
См.: И.А.Каримов. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране// Доклад Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и
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なお、行政裁判所を直ちに導入する必要性を述べる者も少数ではあるがおり、Shokirov が
その代表的学者である。彼は、次の理由をあげている。(ア)通常裁判所の審理判断すべき(行
政)事件数が増加していること、(イ)通常裁判所の(行政)事件審理において多くの経費が掛かっ
ていること、(ウ)通常裁判所が行政事件審理において多くの時間をかけていること、また、迅
速でないこと、(エ)通常裁判所の管轄ではない行政事件または専門・技術的に審理判断しにく
い行政事件について、裁判所が司法審査を拒否していること、(オ)行政事件が専門的知識を要
すること、(カ)通常裁判所の負担を軽減することである310。
このように、ウズベキスタンにおいて行政裁判所の設置をめぐっては様々な制約があり、
現在の司法改革の方針の中では行政裁判を導入することは検討されておらず、それを支持す
る考え方も普及していないという状況にある。
3.2

行政訴訟法の制定をめぐる問題

ウズベキスタンにおいては、ソ連時代から、刑事事件をのぞくすべての訴訟事件、したが
って行政事件も民事訴訟法典(または、経済訴訟法典)に基づいて審理判断される伝統があり、
独自の行政訴訟法は制定されていない。上述したように、例えば、Khvan が主張するように、
まず、通常裁判所のなかに専門性を持つ部を設けて行政事件を審理させる改革を行い、その
後、通常裁判所とは別の行政裁判所を設置すべきであるという段階的な改革の道をとるなら
ば、ウズベキスタンにおいては、行政裁判所を直ちに導入するのではなく、行政事件の審理
判断に関して民事訴訟の特則を設ける行政訴訟法を制定することから始めるべきだろう。
この点で、ウズベキスタンでは、現在、行政裁判は民事訴訟手続(民事訴訟法典及び経済訴
訟法典)に基づいて行われているが311、これらの二つの法典のなかに設けられた、行政法関係
から発生する事件の審理に関する章は、行政事件の訴訟手続に必要な特則を十分盛り込んだ
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 12 ноября 2010 года. － Газета
«Народное слово» от 13 ноября 2010 года. Qarang: M.H.Rustamboyev, U.A. Tuxtasheva.
“Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar” Darslik, Toshkent, “ILMZIYO”, 2012 y.;
См: «Судебно-правовая реформа в Республике Узбекистане» Мат-лы меж.симп.
ТГЮИ, 2004 г.; М.Х.Рустамбаев. Современное состояние и перспективные задачи
судебно-правовой реформы в Республике Узбекистан.//Мат-лы меж.симп.
«Традиционное право Узбекистана и Японии. Проблемы совершенствования
законодательства» ТГЮИ, 2002 г. Стр 10; Э.М.Абзалов. Судебно-правовая реформа в
Узбекистане и современное положение прокуратуры, её роль в укреплении
законности. //Мат-лы меж.симп. «Традиционное право Узбекистана и Японии.
Проблемы совершенствования законодательства» ТГЮИ, 2002 г. Стр 23; См.:
«Судебная власть в Узбекистане: время реформ» Авт.кол. А.А.Полвон-заде,
Г.А.Абдумажидов и др. Т.: «Адолат», 2002 г.; М.Х.Рустамбаев, У.А.Тухташева.
Судебно-правовая реформа в Республике Узбекистан: попытка осмысления. －Т.:
Изд. ТГЮИ, 2010 г.
310 	
  Қаранг: Шокиров Умид. Хорижий давлатлар суд тизимида маъмурий судлар.
Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси 2006-йил № 6. 50-бет.
311 Қаранг:Ғуломжон 	
  Ҳакимов. Юқорида 	
  кўрсатилган 	
  асари (Монография).
65-бет.
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ものにはなっていない312。
例えば、Isakov は次のように述べている。ウズベキスタンにおいて行政法関係から発生す
る紛争には民事訴訟手続法令が適用されており、この民事訴訟手続は行政裁判に特有の性格
に合致していない。例えば、当事者主義、反訴の提起、訴訟上の和解等民事訴訟法典の規定
は行政裁判の性格に馴染まない313。
また、ウズベキスタンにおいて、例えば、Muhiddinova のように、行政事件の審理におい
て個人と国家機関や権限ある公務員の地位が等しいものではないこと等を理由に、行政に対
する司法審査を十分に行うためには、行政訴訟法典を制定した方が望ましいと考えている学
者もいる314。
しかし、ウズベキスタンでは、行政訴訟法を制定することは、先に述べたように現在の司
法改革の方針の中には盛り込まれておらず、なおも将来の課題である。この点で、例えば、
Khvan は、将来制定される行政訴訟法案を作成するに当たって行政法関係から生じる事件手
続を含む現行の民事訴訟とは異なる新たに設ける行政訴訟に盛り込むべき内容として、以下
に掲げる事項を提示している315。

民事訴訟手続

行政訴訟手続
1．当事者の法的地位

民事訴訟の当事者は手続上の権利義務にお

行政訴訟手続の当事者も訴訟手続上は平

いて平等である。

等であるが、実体法上は不平等であるた
め、裁判所の積極的な役割－職権主義的訴
訟進行、公権力主体の(訴訟上の)責任(証明
等)原則の確保の必要性が生じる。
2 訴訟手続の任務及び諸原則の性格

См.: Исламходжаев Х. С. Современное административное законодательство
Республики Узбекистан.//Административное право : развитие теоретических основ и
модернизация законодательства. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 8 /
под ред. Ю. Н. Старилова.– Воронеж : Издательство ВГУ, 2013 г. Стр 85.
313 См.: Х-М.Исаков. Указ.соч. Стр 57－59．
また、この点に関して、Hakimov は、行政事件を民事訴訟法令に基づいて審理することは
妥当ではないとしている。その理由として、市民と国家機関及びその代表との間で発生する
紛争、すなわち、行政裁判には次に掲げる特徴があり、民事訴訟とは異なるからであると述
べている。①民事訴訟においては私人が訴訟当事者であり、行政裁判においては一方の当事
者として(権限ある)公務員または行政機関が参加する。②行政裁判において、市民は、原告、
告訴人、被害者としても参加できる。③民事訴訟においては裁判所の判決によって民事法上
の効果(損害賠償、違約金の支払い)が発生し、行政裁判においては、不服の訴えの対象である
行 政 の 行 為 の 変 更 ま た は 取 消 と い う 結 果 が 生 じ る (Қаранг: 	
  Ғуломжон 	
  Ҳакимов.
Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари (Монография). 93－94 бетлар.)。
314	
  Қаранг: Ф.Ф.Муҳиддинова. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари.142-бет.
315	
  См.: Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Указ. соч. Стр 489－493.
312
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民事訴訟法典第 4 条によると、民事訴訟の

行政訴訟の任務は、市民及び法人の権利、

任務(目的)は、民事訴訟事件の適正かつ適

自由及び利益を公権力の主体、特に執行権

時に審理判断することによって、市民の人

の諸機関により侵害されることから保護

格的、政治的、経済的及び社会的な権利、

することである。この種の事件において

自由及び利益、並びに、企業、組織、施設、 は、公権力の主体によって権利及び利益を
社会団体及び市民自治機関の権利及び法律

侵害された者(主体)が原告になる。

上保護された利益を保護することである。
民事訴訟法典第 48 条に基づき、行政機関

行政訴訟においては、行政機関が原告にな

が自己のイニシアチブにより訴訟に参加す

ることができず、強く制限されている。

ることができる。
民事訴訟法典第 57 条に基づき、各当事者

行政訴訟における公権力の主体の(訴訟上

が自己の請求及び抗弁の根拠とする主張を

の)責任原則。すなわち、公権力の主体の決

立証しなければならない。

定、行為、不作為の適法性の証明責任は原
告ではなく、被告が負う。更に、事件処理
の際、証拠の評価に関して不明な点がある
場合、市民を不利に扱わない。

民事訴訟法典第 8 条に基づき、民事事件は

伝統的行政訴訟においては、職権主義が採

当事者主義に基づいて処理され、民事訴訟

用され、裁判所が訴訟手続上原告を積極的

には職権主義は採用されていない。

に支援する。原告個人が膨大な国家機構を

民事訴訟法令や経済訴訟法令には、行政事

相手にして争う際、証拠及びその他の事実

件についても当事者主義に基づいて処理さ

を収集することは困難であり、裁判所の積

れると定められている。

極的な支援が必要である。

民事訴訟法典第 207 条に基づき、裁判所が

行政訴訟においては、裁判所が私人の権

原告の請求の範囲内で事件を処理する。但

利、法律上の利益を保護する必要がある場

し、裁判所が原告、その他の者の権利、法

合に限り、原告の請求の範囲を超えて判断

律上の利益を保護する必要性があると判断

することができると規定する必要がある。

する場合、またその他法律で規定されてい
る場合、原告の請求範囲を超えて判断する
ことができる。
3．訴えを提起する際、利益の存在が要件である
民事事件では、民事上の人格的利益が訴訟

主観的利益ではなく、行政意思の違法な現

の中心となる。

れが訴訟対象となる。
4．反訴の可否

民事訴訟法典第 246 条に基づき、被告が反

行政訴訟において反訴という制度は成り

訴できる。

立たない。反訴制度が行政訴訟に馴染まな
いからである。
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5．行政被告人の法的承継者
民事訴訟法典第 100 条において事件終了に

行政訴訟においては、被告(公権力の主体)

関する 7 つの根拠が列挙されている。その

の統廃合が訴訟事件の終了の根拠にはな

中で、一方の当事者であった市民の死亡に

らないと規定する必要がある。

より相続人は訴訟の相続ができないと規定
されている(第 100 条第 7 項)。
6．侵害された権利、自由の回復に関する形式の性格
現行民事訴訟法令は行政の違法な行為(ア

行政訴訟を審理する裁判所は、行政の違法

クト)を取り消す権限を裁判所に賦与して

な行為を全部または一部取り消す権限を

いない。判決の効力は、市民の不服の訴え

有する。

(請求)が妥当であり、根拠があるというこ

更に、次に掲げる判決を下すことができ

とを確認することに限定されている(民事

る。被告に特定の行為をすることを義務付

訴訟法典第 271 条)。

ける判決、被告が特定の行為をしないこと
を求める差し止める判決、被告が行政の行
為(アクト)を給付しなければならないとす
る判決、公権力主体または権限ある公務員
の権限の有無を確認する判決。
行政訴訟を審理する裁判所が私人の権利、
自由および法律上の利益を保護するため
に、その他の判決もすることができる。

Khvan が提示する上記の新たな行政訴訟と現行の民事訴訟との違いを示した表は示唆的
であり、以下その重要な点を概観する316。
まず、民事訴訟と行政訴訟における訴訟進行の大きな違いとして、当事者主義と職権主義
がある。Khvan が示す行政訴訟に特徴的なものとされる職権主義は、ロシアの学者の中でも
支持された支配的見解である317。このような見解は、行政と市民が行政訴訟においては平等
ではないため、職権主義に基づかなければならないという考え方に基づいている。なお、現
行民事訴訟法典は、実は、職権主義の性格も強く、証拠調べ(15 条)等、訴訟進行において裁
判官の役割が強いことには留意する必要がある。
Khvan が示すこの表が何を参考にしてつくられたものかについては述べられていないが、
ドイツ法に依拠するロシアの学者の見解に近いものとなっている。
317 例えば、См.:Громова Наталья Васильевна. Административная юстиция (история и
современность). Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2002 г. Стр 114-116.	
  См.: Попова
Юлия Александровна. Теоретические проблемы судопроизводства по делам,
возникающим из публично-правовых отношений. Дис. ...докт.юрид.наук. Краснодар,
2002 г. Стр 103-104. См.: Надольская Юлия Валерьевна. Административное
судопроизводство
(теоретические,
правовые
и
организационные
аспекты).Дис. ...кан.юрид.наук. Москва, 2003 г. Стр 151.
316
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次に、行政訴訟における主体や訴えの問題である。Khvan は行政訴訟において「原告・被
告」、「訴え」という概念を認めることを示唆している318。ソ連において行政裁判は、権利に
関する紛争を解決するものではなく、行政機関の適法性の監督を行う特別の仕組みであった
ため、ソ連の民訴法において行政事件の審理に関して「訴訟」や「原告」等の概念は使われ
なかったが、Khvan は行政事件の審理に訴訟性を導入することを主張している。
さらに、行政訴訟における証明責任は、Khvan の見解では、行政が負わなければならない
ものとしている。これは、刑事事件に近い行政処罰事件を中心に行政裁判を考えたことに帰
因する、ロシア等旧ソ連圏において支配的な見解であり319、ロシアの法律、すなわち、1993
年 4 月 11 日「市民の権利及び自由を侵害する行為及び決定を裁判所に提訴するに関する」ロ
シア連邦法律320第 6 条にもうたわれている原則である。
最後に、Khvan は判決形式についても注目すべき見解を述べている。Khvan が例示した
判決形式ごとに救済内容を決める仕組みは、日本やドイツ法のように、市民が裁判所に提訴
する訴訟形式において救済内容を決める仕組みではない。請求にふさわしい救済となる判決
の種類を例示しているのである。この点については、ロシアの学者の見解は統一されておら
ず、市民に裁判所に提訴する段階で、訴訟形式を選択させる制度を主張する者もあれば、救
済の観点から裁判所が下す判決の種類の拡大を主張する者もいる321。
以上、Khvan の見解を概観したが、残念ながら現在の司法改革の方針の中で行政訴訟法を
制定することを検討していないウズベキスタンにおいては、行政訴訟法制定への道はなお長
いことに留意する必要がある。
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この点に関して、ロシアの学者の中でも同様の見解を主張する者は少なくない。例えば、
См.:Тулинова Беатра Артуровна. Судопроизводство по административным делам
(вопросы теории и практики) . Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2010 г. Стр 121. См.:
Святохина
Юлия
Васильевна.
Административно-процессуальное
право:
формирование
и
содержание
административной
юстиционной
модели.
Дис. ...канд.юрид.наук. Воронеж, 2007 г. Стр 102-103.
319 例えば、 Минашкин Андрей Владимирович. Административно-процессуальное
законодательство
Российской
Федерации:
понятие,
источники,
система.
Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2003 г. Стр135.; См.: Галий Ирина Михайлова.
Рассмотрение судами дел, возникающих из административно-правовых отношений.
Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2007 г. Стр 125. См.: Смирнова Екатерина
Викторовна. Становление и развитие административной юстиции в Российской
Федерации. Дис. ...канд.юрид.наук. Москва, 2007 г. Стр 142.
320 Закон РФ от 27.04.1993 г. N 4866-1 (ред. от 09.02.2009 г.) "Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".
321 Абдулина Сания Равильевна. Судебный контроль как способ обеспечения
законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти. Автореф.
Дис. 	
  ...канд.юрид.наук. Москва, 2012 г. Стр. 9-10.; См.: Соловьева Анна
Константиновна. Административная юстиция в России: проблемы теории и практики.
Дис. ...докт.юрид.наук. Санкт-Петербург, 1999 г. Стр 121-122.
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3.3	
  	
  行政裁判改革を阻む理論と実務の停滞
	
  本稿においては、ソ連時代と現在のウズベキスタンにおける行政裁判を歴史と現在の変化
の観点から検討したが、このなかで得られた知見は、現在のウズベキスタンにおける行政裁
判改革を考える際に、この改革を阻む歴史的であり、かつ、現在の状況でもある制約を明ら
かにしている。
まず、独立後、ウズベキスタン憲法第 44 条において、市民の「裁判を受ける権利」が保障
されたことは大きな進歩である。1977 年ソ連憲法第 58 条および当時の考え方と比べると、
現在のウズベキスタン憲法第 44 条が行政事件を含めて全ての「法律上の争訟」について、そ
れが裁判所で審理されることを保障した点は画期的前進である。
しかし、第二章において現在のウズベキスタンにおける行政裁判を検討した結果明らかに
なったように、残念ながら、ソ連時代の考え方が現在のウズベキスタンにも依然として強く
受け継がれているのである。この点で、現在のウズベキスタンにおける行政裁判改革を阻ん
でいる問題は、憲法第 44 条の「裁判を受ける権利」の保障、そしてその帰結である行政事件
を含めてすべての「法律上の争訟」が裁判所の救済を求めることができるという憲法原則が
行政裁判制度とその実務のなかに受肉化していないことである。第二に、現在、ウズベキス
タンでは、個別の実定法律(民事訴訟法典や経済訴訟法典322 )が行政裁判について、制度上は
概括主義をとり、かつ、行政が関わる民事・経済事件について、通常の民事訴訟や経済訴訟
の道も開かれているにもかかわらず、当該原則は実現していないのである323。さらに、改革
を阻む大きな問題は、概括主義を採用したことの意味について、ウズベキスタンの裁判官が
まったく理解していないことである。概括主義の制度であれば、個々の法律が列記する行政
活動に帰因する事件だけが裁判所が審査できる行政事件にあたるのではなく、行政活動が、
一般的に行政行為にあたるものであれば、それに帰因する事件は、当然、行政事件として裁
判所の審査に服するはずである。しかし、ウズベキスタンの裁判官は、今日なお、裁判所が
審査できる行政事件にあたるか否かについて判断する際に、その事件の原因となった個別の
行政活動が個別の法律が具体的に列記した行政活動にあたるか否かについて―概括主義を採
用した場合、当該列記は単なる例示であるにもかかわらず―厳格かつ形式的な文言解釈を行
うことによって判断し324、当該活動がすこしでも文言上列記事項にあわないと、すべて却下
この点に関して、例えば、民事訴訟法典第１条、経済訴訟法典第１条や 95 年裁判所へ
の不服の訴え法律第 1 条が明文で「すべての者に裁判を受ける権利」や「権利自由を侵害す
る行為及び決定に対する不服の訴え」を提起する権利を保障している。
323	
  この点に関して、例えば、Ioffe は、ソ連においては憲法が直接機能しないという伝統(問
題)があり、憲法は、具体的な法令が採択されない限り死文(dead letter デッドレター)である
と述べる(See, O.S. Ioffe. “Administrative Law in the Soviet Legal System:Concluding
Remarks,” in Law in E.E. 40 (1989), 499)。
さらに、Tay, Kamenka は、ソ連や中国においては、憲法は裁判の場で主張する法律ではな
いという考え方があったと述べる(See, Tay and Kamenka, supra note 2, at 55)。
324	
  この点に関して、例えば、Fenton がウクライナについて指摘する問題がウズベキスタン
んにもあてはまる。Fenton は、国に対して市民の権利を保護するために設置された行政裁判
322	
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しつづけているのである。ウズベキスタンにおけるこのような裁判実務をみるとき、今日な
お、ソ連時代の列記主義に基づく思考様式が、依然として根強く生きつづけており、先に述
べたウズベキスタン共和国憲法第 44 条の精神だけでなく、実は、ソ連末期の 1977 年憲法第
58 条の精神さえ、ウズベキスタンの裁判官の実務のなかには受肉化しておらず、この点もま
た改革を阻む原因となっていると言わざるをえないのである。
第三に、この問題の背景には、現在のウズベキスタンの行政法理論においては、
「行政行為」
という概念はあるものの、それは裁判実務と結びついていないという理論状況がある325。
憲法第 44 条からすれば、行政事件を含むすべての法律上の争訟(紛争)は、裁判所の審査に
服し、
「行政行為」という概念が裁判実務と結びついているのであれば、その紛争がこの行政
行為に帰因するものと判断されれば、行政裁判の手続で審理されることになる。そして、行
政行為ではない、例えば、行政契約に関する紛争といった行政行為にはあたらない行政の活
動に帰因する紛争であれば、訴えの手続(исковое производство)を用いて民事訴訟として審
理されることになるはずである。しかし、現在のウズベキスタンの場合、裁判官は、紛争の
原因となった行為が行政行為にあたるものかどうかを判断するのではなく、個別の法律が定
める個別具体的な出訴事項(例えば、経済訴訟法典が例示する第 24 条 1 項 10 号、11 号、12
号、13 号)が何かを確認し、それに当該紛争の原因となった行為があたるかどうかを判断し
ているのである。そこでは、民事訴訟法典、95 年裁判所への不服の訴え法律および経済訴訟
法典第 24 条 1 項 9 号が憲法第 44 条を受けて「行政のすべての行為(決定)」の効力を争うこ
とができると定めていることの意味は、まったく理解されていないのである。したがって、
こうした実務の現状をみるとき、不服の訴えに関して「行政行為」という行政法の基本概念
を用いて当該紛争の原因となった行為が行政行為にあたるものか否かを確認し、それに該当
すれば個別の法律が何を出訴事項としているかと関わりなく、当該行為について司法審査を
行うという考え方は、まだ実務の世界にはないのである。すなわち、この行政行為という行
政法の基本概念がウズベキスタンの行政法学のなかに、まだ確立していないこと、そして、
この概念が実務と結びついたものとなっていないことが、改革を阻む大きな原因となってい
るのである。
において、裁判官が直面する問題として、裁判官の意識の問題があると述べる。すなわち、
裁判官の多くは、ソ連時代からの裁判官であるか、または崩壊直前に国家保護的法学教育を
受けた者である。勿論、裁判官には様々な研修があるが、それまであった国家保護主義的な
考え方、権威主義的上下関係への尊敬(support to skepticism of the state, traditions of
hierarchical and authoritarian deference)を一気に排除できない状況にあると述べている
(See, Fenton, Howard.“Where Too Little Judicial Deference Can Impair the
Administrative Process: the Case of Ukraine,” in Comp. Admin. Law	
  (2010), 486)。
また、この点に関して、ソ連時代からの問題として Kühn	
  Zdenek が指摘する裁判官の
textual positivism の問題は改革にとって大きな制約となっている(Kühn, Zdeněk. "Worlds
apart: Western and Central European Judicial Culture at the onset of the European
enlargement." The American Journal of Comparative Law Vol. 52.No. 3 (2004). 535)。
325	
  この点に関して、
Khvan, Leonid Borisovich. “Administrative Law.” in Bantekas, Ilias.
The law and legal system of Uzbekistan. Juris Publishing, 2005. 53 参照。
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ソ連時代、より正確に言えば、1977 年憲法と 1987 年法律以前のソ連において支配的な考
え方であった列記主義の思想が、未だに独立後のウズベキスタンの裁判官の実務を支配して
おり、四半世紀以上前に、憲法と法律が概括主義を採用しているにもかかわらず、それは、
実務には、入っていないのである。実際の審査においては、法律が定める個別・具体的な列
記の解釈―それが概括主義からすれば、例示にすぎないものであるにもかかわらず―それに
裁判官は終始しているのである326。したがって、このような実務が行われているところでは、
裁判官には、行政裁判にあたって、行政行為という基本概念を解釈の道具として用いて審査
する必要性がなく、この概念とこれを用いた行政法解釈への転換をはかるという改革の必要
性も意識されることはなく、このことも改革を阻む原因となっているのである。さらに、最
初に述べたように、本来、憲法第 44 条の「裁判を受ける権利」の保障、そしてその帰結であ
る行政事件を含めて「法律上の争訟」であれば、そのすべてが裁判所の救済を得ることがで
きるという憲法原則も実現していないのである。すなわち、行政事件に対する司法審査の可
否が、憲法原理の転換にもかかわらず、列記主義の思考に基づいて判断されているだけでは
なく、行政が関わる民事の事件についても、同様に個別法令の定めをみて司法審査の可否を
決めているという状況にある。こうした実務の状況は、行政事件であれ、民事事件であれ、
行政にかかわる紛争については、いまだに、原則として、司法審査の道が閉ざされており、
個別法令の個別具体的な規定がこれを認め、明示する場合に限って例外的に司法審査に道を
開くものとなっている。このこともまた、行政裁判だけではなく、広く訴訟改革を阻んでい
る原因となっている。
最後に、これらの改革を阻む諸原因の根幹にある原因として、ウズベキスタンにおいては、
過去においても、そして、現在も、行政裁判の理論が形成されなかったし、されていないとい
う点をあげることができる。1977 年憲法や 1987 年法律によってそれまでにあった列記主義が
概括主義に代わり、そのような変化が後に形式的にはウズベキスタンの 95 年裁判所への不服
の訴え法律に受け継がれたが、ウズベキスタンには、この変化に相応する行政裁判理論は形成
されることはなく、先に述べたように、依然として列記主義の思考様式が実務を支配しつづけ
たのであった。ウズベキスタンには行政裁判理論の転換は、独立後、生じなかったのであり、
ここに実務の旧態依然たる停滞、打ち破れない、すなわち、改革を阻む根本原因がある。やは
り先に述べたように、ペレストロイカの時代を前後して、ロシアやウクライナなどのソ連邦構
成共和国の学者には概括主義を主張するための前提となる行政裁判理論があったが、ウズベキ
スタンにはこの理論はなく、これを主張する学者もいなかったのである。その結果、今日なお、

326

このように、現在のウズベキスタンにおいては、ソ連時代の列記主義の影響が強く残って
いるということから、行政裁判が依然として、権利保護のための行政裁判ではなく、適法性
の保障が十分ではない領域に限り、裁判所が特別の監督を行うという行政裁判である。
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行政裁判理論を教える法学教育もなく、この教育を受けない裁判官の裁判実務も、当然、憲法
第 44 条が定める法律上の争訟を保障・実現するものとはならなかったのである327。
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この点に関して、例えば、ウズベキスタンと同様に、ソビエト法の歴史を持つ現在のロシ
アについてみるならば、そこにおいては行政裁判改革の状況は、ウズベキスタンと比べると
大きく異なりより進んだものとなっている。90 年代、そして 2000 年以降、行政に対する司
法審査に関して行われてきた様々な実定法上(民事訴訟法典、仲裁訴訟法典、憲法裁判所法等)
の改革や数多くの裁判例の展開(この点に関して、例えば、Solomon, Peter H. "Judicial power
in Russia: Through the prism of administrative justice." Law & society review 38, no. 3
(2004).560 頁以下参照、Hendley, Kathryn. "Suing the state in Russia." Post-Soviet Affairs
18, no. 2 (2002).122 頁以下参照, Trochev, Alexei. "Suing Russia at home." Problems of
Post-Communism 59, no. 5 (2012).22 頁以下参照)、最高裁判所、(旧)最高仲裁裁判所、憲法
裁判所の総会決定、さらに、これらをうけて行政裁判理論全体における変化等は、ロシアに
おける行政裁判の発展に貢献したものとして評価できる。
この点に関して、近時のロシア最高裁判所と最高仲裁裁判所の統合による憲法改正によっ
て 、 例 え ば 、 Nozdrachev は 、 行 政 訴 訟 法 令 (административное процессуальное
законодательство)がロシアでも成立する可能性が高まったと評価する(См.: Васильева
Л.Н. Обсуждение законопроекта о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Журнал российского
права № 12, 2013 г. Стр. 139-140)。
	
  この間、通常裁判所と仲裁裁判所との間の行政事件をめぐる管轄の分配をめぐる両裁判所
の争いが一つの要因となって、ロシアにおける行政裁判所の設置及び行政訴訟法典の制定は
進展しなかったが、2013 年の憲法改正によって、通常裁判所と仲裁裁判所との統合が実現し
た結果、ロシアにおいては、行政事件が通常裁判所において統一して処理されるようになり、
行 政 訴 訟 法 典 が 制 定 さ れ る 道 が 開 か れ た の で あ る (こ の 点 に 関 し て 、 Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 ноября 2013 года и
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 ноября 2013
года одобрен проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации". 参 照 http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm ( 閲 覧 日
2013 年 12 月 31 日))。最高裁判所には、行政事件を審理する行政事件部(Судебная коллегия
по административным делам Верховного Суда РФ)が設けられた(この点に関して、
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. №3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации»参照)。
このように、ロシアにおける行政裁判の発展の結果、2014 年現在まで、行政裁判所の導入
及び行政訴訟法の制定に関する様々な法案が作成され、行政処罰事件を対象としない、
「行政
訴訟(административный	
  иск)」、「行政原告 административный	
  истец」及び「行政被
告 административный	
  ответчик」というそれまでにロシアの行政裁判理論で広く主張さ
れてきた新しい概念を法制度化しようとしている改革の動向がみられる。
	
  この点に関して、2000 年以降ロシアにおいては、行政裁判に関する法案がいくつか起草さ
れている。
	
  例えば、2000 年 9 月 19 日付最高裁判所総会決定 29 号において、最高裁判所は「ロシア
連邦における連邦行政裁判所法」を起草し、18 カ条からなる法案を国会に提案した。この法
案は、第一読会を経たが、その後、廃案となった。本法案は、主として最高裁判所の下に行
政 裁 判 所 を 設 置 し 、 そ の 組 織 の 在 り 方 を 定 め て い た
(http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=1083 閲覧日 2014 年 3 月 10 日)。
	
  また、2006 年 11 月 16 日付最高裁判所総会決定 55 号において、最高裁判所は「ロシア連
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この点に関して、行政裁判改革を阻んでいる要因として、今日のウズベキスタンにおける
行政法理論自身がかかえる問題もある。それは、ウズベキスタンの行政法学が、今なおソ連
時代の行政法学の強い影響のもとにあるという点にある。例えば、E. Hojiyev, T. Hojiyev328や
X.R.Alimov, L.I. Solovyova 329 の教科書では、行政法は「国家管理(行政)государственное
управление」に関する法という定義があり330 、この定義は、ソビエト行政法の時代から、
邦行政訴訟法典」を起草し、247 カ条からなる法案を国会に提案した。しかし、この法案も
廃案となっている(http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=4663 閲覧日 2014 年 3 月
10 日)。
そして、2012 年 5 月 7 日大統領令 601 号、連邦政府 2012 年 5 月 24 日命令の執行として、
ロシア連邦司法省は 2012 年 7 月 27 日に民事訴訟法典と仲裁訴訟法典の行政裁判関連条文の
一部改正に関する法案を作成したが、これも廃案となっている。
また、2014 年 3 月 5 日には、規範統制訴訟等の改正を中心とするロシア連邦仲裁訴訟法典
の改正案を大統領は、国会に提案している
(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_060314-3.pdf 閲覧日 2014 年 5 月 12 日)。
さらに、2013 年 3 月 25 日、ロシア大統領は、連邦法律「ロシア連邦行政訴訟法典」を国
会に提案している。
(http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/0E4EF78EF8004B8743257B3A00644
F5A/$FILE/246960-6.PDF?OpenElement 閲覧日 2014 年 5 月 12 日)。344 条からなるこの
法案の特徴としては、次に掲げるものをあげることができる。
① 行政裁判所の設置が明記されていない。
② 通常裁判所における行政事件の審理手続についてのみ定めている。
③ 行政訴訟(административный	
  иск)」、「行政原告 административный	
  истец」、「行
政被告 административный	
  ответчик」という新しい用語が用いられている(第 18 条)。
④ 「行政事件」の中に、行政処罰事件は入っていない(第 18 条)。
⑤ 法令の全部または一部の効力がないことに関する訴え」(第 126 条 1 項 1 号)、「決定の一
部または全部及び行為(不作為)の違法の確認に関する訴え」(第 126 条 1 項 2 号)、「義務
付けの訴え」(第 126 条 1 項 3 号)、
「差止めの訴え」(第 126 条 1 項 4 号)、
「権限の有無の
確認の訴え」(第 126 条 1 項 5 号)、さらに、第 126 条 2 項において市民の権利自由の保
護に関するその他の訴えも可能であると定めている。
⑥ 仲裁訴訟または民事法関係から発生する民事訴訟については、行政裁判によって審理で
きず、このような訴えは却下される(第 130 条)。
この法案の説明文書では、本法典を制定することが必要とされる理由として、行政事件は
民事訴訟法典に基づいて審理判断できないという点が示されている。すなわち、説明書では、
民事訴訟法典は、対等な当事者間の訴訟であり、当事者の自由な意思表示から発生する法関
係を前提とするのに対して、行政事件は権力・従属関係を前提としているから、民事訴訟法
典の原理が行政事件の審理判断には適合しないと述べられている。また、国際基準への準拠
についても、本法制定の必要性として指摘されている。	
 
	
  また、この大統領法案は、ソ連崩壊後、長年にわたり行政事件を処理する法として用い
られてきた 1993 年 4 月 11 日「市民の権利及び自由を侵害する行為及び決定を裁判所に提訴
するに関する」ロシア連邦法律の廃止についても定めている。
328	
  Qarang:Erkin Hojiyev, To’lqin Hojiyev. Ma’muriy huquq/ darslik – T.:2006 y. 13-bet.
329 См.:Гл.1Соловева
Л.И «Административное право Республики Узбекистан»
/Авт.коллектив: Х.Р.Алимов, Л.И.Соловьева и др./– Т.: «Адолат».1998 г. стр.3.
330	
  なお、ドイツの GIZ(ドイツ国際協力機構)と協力して、ウズベキスタンの代表的な行政
法学者である KhamedovI.A., KhvanL.B., TsayI.M.が最近出版した行政法の教科書において
は 、 行 政 法 と は 、 公 行 政 (публичное 	
  управление) の 様 々 な 分 野 に お け る 公 的 秩 序
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一貫して変わっていないものである331 。ウズベキスタンが行政法学をこのように定義し続け
ていることに関して、Khvan は、次のようにその問題性を指摘している。すなわち、ウズベ
キスタンの行政法学者は、
「行政法は、公行政を私人との関係で規律する法である」、そして、
「行政法の最大の目的は、公権力の行使による権限乱用から私人を保護することにある」と
いう認識が弱く、今日なお依然として「行政法の主要課題は、市民や法人が主な対象となる
国家監督制度の改善」にあるという認識が強く、こうしたソ連時代以来の変わらぬ認識があ
るため、行政法の定義についてもまた、ソビエト行政法の時代のそれを見直すことがないの
である332 。
このように、ウズベキスタンの場合、行政法理論も旧態依然のままであるため、行政裁判
に関しても、他国の行政法理論に学ぶこともなく、その結果、行政裁判改革には、新しい行
政法理論が反映されることもなく、この点でも残念ながら停滞したままである333。この点に
関連して、実は、行政裁判というテーマは、ソ連時代から、ウズベキスタンでは行政法教科
書 で は 取 り 上 げ ら れ て お ら ず 、 今 な お 、「 国 家 行 政 に お け る 適 法 性 及 び 規 律 の 確 保 」
(обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении)という章の中
で大統領、国会、大臣会議、検察官監督等と並べて裁判コントロールというテーマが簡単に
扱われていることが多い334。

(публичный	
  порядок)を形成し、維持することと、その際に、私人の権利および法律上の
利益を然るべく、保護することにあると述べている(См.: ХамедовИ.А., ХванЛ.Б., ЦайИ.М.
Указ. соч. Стр 24.)。
このように、KhamedovI.A., KhvanL.B., TsayI.M.の行政法の教科書においては、ソ連時
代から続く伝統的な行政法の定義を代えていることが注目される。行政法の新しい定義は、
①公行政という概念を導入し、②行政法を監督関係、すなわち上下関係を規律する法という
定義、すなわち、監督という国が市民を一方的に統制する法であるという定義をやめて、行
政と市民が構成する公秩序という概念を導入し、市民の権利を保護することを目的とする法
であると定義したことは画期的な新展開である。
331	
  См.: Гл.1 – Лазарев Б.М «Советское административное право: Учебник/ Под ред.
П.Т, Василенкова. – М.:Юрит.лит., 1990 г. Стр 3.
332
См.:Л.Б.Хван.Судебный
административный
контроль
в
Республике
Узбекистан:проблемы понимания и перспективность в ее правовой системе.
Административное судопроизводство-процессуального законодательства. – Сер.:
Юбилеи, конференции, форумы. – Вып.7. –Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2013 г. Стр 951.
333 この点に関して、См:Л.Б.Хван., 2013 г. Указ. соч. Стр	
  951－952 参照。
334 Qarang: Hojiyev E.T. Yuqorida ko’rsatilgan asari. 286-bet.;	
  Қаранг: Эркин Хожиев,
Тўлқин Хожиев. Юқорида кўрсатилган асари. 736-бет.;	
  Административное право
Республики Узбекистан: Учебник для юрид.вузов//Авт.коллектив: Х.Р.Алимов,
Л.И.Соловьева и др./ –Т.: «Адолат».1998 г. Стр 349,364.
しかし、ドイツの GIZ(ドイツ国際協力機構)と協力して、ウズベキスタンの代表的な行政
法学者である Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.が最近出版した行政法の教科書におい
て、行政裁判は、「国家行政における適法性」という節とは別の独立したものとなっており、
行政手続(過程)の次に位置づけられている(См.: Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Указ.
соч. Стр 468.)。
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この点に関して、たとえば Hakimov は、ウズベキスタンにおいては行政裁判が民事訴訟
法学のテーマとして研究され、行政裁判を行政法学の観点から研究した論文が殆どなく、行
政法学の学習・研究テーマとして「行政裁判」を導入し、その理論を構築することが重要で
あると述べているが335、この理論の欠如という問題は、今後の行政裁判の発展にも深刻な影
響を及ぼしているのである336。
3.4	
  	
  行政裁判改革を阻む制度
上述の理論と実務の問題と並んで、現在のウズベキスタンにおいては、行政裁判改革を妨げ
ているいくつかの制度上の要因もあり、例えば、次に掲げるものがその代表例としてあげられ
る。
第一は、行政処罰制度の存在である337。ウズベキスタンにおいては、ソ連時代からの伝統
である、行政処罰制度が行政法の中心を構成している。この点で、例えば、日本では、行政
処罰を科すという制裁の段階に至る前に、権利を奪ったり、義務を課したりする段階、すな
Қаранг:	
  Ғуломжон	
  Ҳакимов. Юқорида	
  кўрсатилган	
  асари (Монография).
98－99-бетлар.
また、この点に関して、См:Л.Б.Хван., 2013 г. Указ. соч. Стр	
  952－953 参照。
さらに、ウズベキスタンにおいて行政裁判所の導入のために財政的基盤が足りないと言わ
れるが、例えば Hakimov は、ウズベキスタンにおいて行政裁判所制度を導入するための十
分な財政的、その他の資源があると述べている(Қаранг:	
  Ғуломжон	
  Ҳакимов. Юқорида
кўрсатилган асари (Монография). 42-бет.)。
336 以上、ウズベキスタンにおける行政裁判改革を阻む理論の欠如について述べてきたが、例
えば、日本が行ってきた法整備支援の中で、行政法関係のものとして行政手続法の整備があ
り、この一環としてウズベキスタン司法省が所管し、起草した「企業家活動における許認可
手 続 に 関 す る 」 法 律 (2012 年 12 月 20 日 採 択 Закон Республики Узбекистан «О
разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» от 20
декабря 2012 г., № ЗРУ—341.) の 作 成 支 援 が あ る 。 こ の 点 に 関 し て 、 さ ら に 、
Қаранг:Тадбиркорлар учун маъмурий тартиб-қоидалар тўғрисида брошюра/ Ғ.Хидоятов,
Х.Мелиев, Ш.Саидов ва бошқ. – Т.: «Sharq», 2011 й. 23-бет.; Тадбиркорлик соҳасида маъмурий
тартиб-қоидалар бўйича қўлланма/ Ғ.Хидоятов [ва бошқ.]ЎзР Адлия вазирлиги, Япония
Халқаро Ҳамкорлик агентлиги(JICA). – Т.: «Sharq», 2011 й.132-бет.; See, Japan International
Cooperation Agency. Administrative Law Reform in Uzbekistan Experiences and Problems from the
Legal Viewpoint – Collection of Seminar Papers. Tashkent State Institute of Law, 2008.参照。
また、ドイツの GIZ(ドイツ国際協力機構)と協力して、ウズベキスタンの代表的な行政法学
者である Khamedov I.A., Khvan L.B., Tsay I.M.は、先に述べたように、これまでのものと
はまったく異なる新しい行政法の教科書を出版したり(См.: Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай
И.М. Указ. соч.)、諸外国の行政裁判法制および行政手続法制を紹介する出版物を公刊したり
している。そこでは、ウズベキスタンだけではなく、CIS 諸国全体の共通言語であるロシア
語でドイツ行政法の概念や制度を幅広く紹介している(Сборник законодательных актов
по административной юстиции: 2-е издание – Ташкент: «NORMA », 2013 г., Сборник
законодательных актов по административным процедурам/(GIZ Германское
Общество по Международному Сотрудничеству), – Ташкент: «AbuMatbuot-Konsalt»,
2013 г.)。
337 この点に関して、本稿の第一章第二節 2.3 及び第二章第一節 1.2 を参照。
335 	
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わち、行政が権利義務にかかわる法行為(行政行為)を行う段階で、これを裁判所に訴える救済
の道を国民に与えている。これに対して、今日なおソビエト行政法の影響が強く、その時代
に生成・発展した行政法制度である行政処罰制度を継受しているウズベキスタンにおいては、
法行為(行政行為)を行う段階で、これに対する行政裁判を提起する道を国民に用意するのでは
なく、当該行為に従わず、そのため制裁として行政罰(行政上の秩序罰)が科される段階に至っ
て初めて、当該賦科行為が有する法効果について裁判所で争う道を国民に用意することで足
りるとされてきたのであった。したがって、ウズベキスタンでは、行政処罰の段階でようや
く裁判所への訴えを提起できる制度として、行政裁判が位置付けられているのである。した
がって、それは、法行為として行われた行政行為について、これを裁判所に訴えることがで
きる制度としては位置付けられていないのであり、このことが、本来、法行為である行政行
為について、その法効果を争う制度として発展した行政裁判が、ウズベキスタンにおいては
その発展のための前提を欠くことになるという点で、行政裁判改革を阻む原因となったので
ある338。
第二は、検察官監督の問題である339。帝政ロシア、ソ連時代から、検察官監督は適法性監
督の制度であり、権利保護の仕組みではなかった。しかし、検察官監督は、確かに、機能的
には、権利保護の役割も間接的には果たしてきた。勿論、歴史的には、検察官監督の存在に
は、様々な理由(例えば、革命後のソ連には、ソビエト政権を支持する信頼できる裁判官が少
なかったこと、共産党の指導者は行政裁判の創設を支持しなかったこと、帝政ロシア以来の
伝統で、裁判制度より監督制度の役割が重視されたこと等)があった340。
このように、ソ連時代から、伝統的には、主に検察官監督制度によって行政に対するコン

338

ウズベキスタンでは、このように制裁としての行政罰賦科行為の法効果を争う制度として
行政裁判を位置付けるため、先に述べたように、この裁判は、権利義務に関わる紛争を解釈
する民事訴訟ではなく、懲罰的制裁を科すことで違反行為を抑止することを目的とする刑事
訴訟に近い制度として考えられている。
	
  また、ウズベキスタンにおいて、このように主に行政罰賦科行為を争う制度として行政裁
判が位置付けられたため、その権利の賦科行為事件が現場で公務員によって行われているこ
とから、行政裁判の被告となる者としては、国・公共団体や行政機関(庁)ではなく、公務員が
あげられることとなった。先に述べたように、これは、国・公共団体は違法行為を行うこと
はないため被告となりえないという伝統的な社会主義法理論に基づくものであるだけでなく、
それには、このような実務上の根拠もあったのである。
339 この点に関して、本稿の第一章第二節 2.4 及び第二章の前書き、第一節 1.1.5 を参照。
340 この点に関して、例えば Solomon と Foglesong は、ロシアにおいて行政に対する司法審
査を活用することを抑止する要因として、司法審査に代替する、強力な検察官監督制度の存
在をあげている(Solomon, Peter H., and Todd S. Foglesong. Courts and transition in
Russia: The challenge of judicial reform. Westview Pr, 2000.70.)。
	
  さらに、この点に関して、例えば、Smith の見解は、現在のウズベキスタンにおいても示
唆的であると考えられる。Smith によれば、ソ連においても検察官の一般監督制度を支持す
る実務家や学者が行政裁判所の導入や行政訴訟法の制定に最も反対したと述べる。すなわち、
行政裁判改革ではなく、検察官監督制度の改善やその監督範囲の拡大が強力に主張されてい
たのである(Gordon Smith, supra note 36, at 51 頁を参照)。
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トロールが行われてきた旧ソ連邦構成共和国、すなわち、その一つであるウズベキスタンに
おいても、独立後、通常(民事)裁判所と経済裁判所が行政裁判を行い、行政に対する司法審査
も行われるようになる。しかし、検察庁には未だに大きな権力、権威があり、市民の信頼も
厚いのに対して、裁判所が行う行政裁判は、残念ながら、今もなお、その権力、権威は十分
ではなく、市民の信頼も十分ではない。今日、伝統的に検察庁の権限であった行政に対する
コントロールは、裁判所によっても行われることになり、この点で、検察庁と裁判所との間
においては、権限争議が発生し、行政に対するコントロール権限をめぐって組織的な対立も
大きくなっている341。この対立も一つの背景となって、行政裁判改革を阻む要因となってい
る。
第三は、行政が企業主体を相手に経済裁判所に訴える訴訟が 2011 年 4 月 21 日に経済訴訟
法典に導入された。
「法的措置の適用に関する事件」である。これは、事件性があるか否かに
関係なく、裁判所が、許認可の停止、取消等様々な「法的措置の実施」を行っている。すな
わち、行政が市民や企業家に対して許認可等を付与するが、市民や企業家による法令違反が
あった場合、その許認可等の取消は行政ではなく、紛争があるか否かに関係なく、すべて裁
判所が経済訴訟法典の手続を用いて判断するのである。ウズベキスタンでは、行政は自らこ
の種の法的措置を行うことができないのである。これは、日本をはじめとして多くの資本主
義国の行政法の仕組みとは大きく異なるものである。通例は、市民や企業家によって許認可
等に関する法令違反があった場合、行政自身が許認可等の取消行為等を行い、これをめぐっ
て市民(企業家)と行政との間で紛争が生じた場合、当該許認可等の取消という行政行為の法
効果を争う訴訟、すなわち行政訴訟が市民や企業家によって提起される。	
 
しかし、ウズベキスタン経済訴訟法典に導入された「法的措置の適用に関する事件」にお
いては、法令違反があった場合、行政がそれを裁判所に通知(申出)をするという制度であり、
紛争を前提に市民が争う行政裁判とは異なるものになっている。なぜならば、①行政が行う
許認可等の取消行為(行政処分)がない、②市民(企業家)がその行政行為の法効果を争う訴訟
ではなく、裁判所が行政機関に代わって行政行為を行うという仕組みが設けられているので
ある。ここにも、ウズベキスタンでは、不利益処分である行政行為を裁判所で争うというも
っとも伝統的で基本的な行政裁判の道がないという状況があり、これもまた、行政裁判の発
展を阻む原因となっている。	
 
ウズベキスタンにおいては、行政と市民との接触を断つことで、汚職防止に役立つという
理由からこの制度は、設けられているが、この汚職防止の対症療法が、行政裁判を犠牲にし
ている代償ははかりしれないものがある342。	
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この点に関して、検察官監督と裁判所のコントロールのどちらがより実効的な制度である
かという機能的なアプローチもあり、検察官監督のほうがより実効的であり、監督制度であ
りながら、司法審査を機能的に代替するものであるという側面もある(Peter Solomon, Todd
Foglesong, supra note 340, at 67-70.)。
342 許認可等の取消行為など企業家に対する法的措置の適用がすべて裁判所によって行われ
ることによって、行政が自らこの種の法的措置を行政手続によって行うこともできず、それ
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第四は、第一章の小括で述べたように、フランスにおける行政法の生成を検討した
Bernardo Sordi によれば、行政裁判所の設置を促したものとして、地方自治の保障があげら
れている。すなわち、フランスをはじめとする多くの国では、地方自治が保障された結果、
地方政府の活動に対する国の監督は、中央政府による行政的監督から、独立性と公正性を有
する第三者機関である行政裁判所による司法的監督へと転換するという歴史があり、ここに
行政裁判所の発達を促す制度的な前提があった343。しかし、ウズベキスタンにおいては、地
方自治の保障は、もっとも狭域の基礎自治体であるマハリャについてのみ認められており、
現在なお、市および州は、地方自治体ではなく、国の出先機関である。
市および州(地方)に、自治が保障されていない現在のウズベキスタンの地方制度においては
国と地方の関係が内部関係(行政上の関係)でしかなく、もっぱら行政的、官僚的監督によって
統制されているのである344。Bernardo Sordi が述べるように、国が地方自治を保障するとき、
地方の監督は、フランスにおける行政裁判所のように、行政権に属するか否かはともかくと
して、裁判所によって行われることになる。例えば、ウズベキスタンと同様に、旧ソ連を構
成していたロシアについてみるならば、今日では、憲法上地方自治が保障された結果、通常
裁判所や仲裁裁判所が国と地方との法的紛争を処理しているのである。
この点では、ウズベキスタンにおいても地方自治が導入されるならば、行政裁判が発展す
ることは間違いないだろう。しかし、残念ながら、現在のウズベキスタンでは、なおも地方
自治は確立しておらず、国と地方の関係は行政内部(上下)の関係であり、行政的、官僚的統制
によって監督されているのである。この地方自治の未発達も、また、行政裁判改革が停滞し
ている一因となっているのである345。
小括
以上、第二章においては、現在のウズベキスタンにおける行政裁判が市民の権利自由、法
律上の利益を実効的に保護する制度になっていないという問題、そして、これらの問題を生
じせしめている様々な要因について検討した。そこでは、以下の四点において、ウズベキス
タンにおける行政裁判制度には問題があることが明らかになった。
第一に、ウズベキスタンにおける行政裁判制度は、今日なお、多くの仕組みにおいて旧ソ

は、また、行政手続法ができない・生成しない理由にもなっている。したがって、行政訴訟
と行政手続の制度がないウズベキスタンで、行政裁判はもちろん行政法の発展そのものを展
望することも困難な状況がある。	
 
343	
  See, Sordi, Bernardo, supra note 127, at 27.
344 См.: Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 г., № 524-II «О Кабинете
Министров Республики Узбекистан»; Закон Республики Узбекистан от 2 сентября
1993 г., № 913-XII «О государственной власти на местах».
345 また、ソ連時代と同様に、行政裁判が恣意的な行政活動の歯止めになることをきらって、
ウズベキスタンにおいて行政裁判所の導入による行政に対する司法審査の強化に反対する実
務家も、前述した検察官のみならず、中央政府の官僚をはじめとして、少なからずいる。こ
の点に関して、См:Л.Б.Хван., 2013 г. Указ. соч. Стр. 941.参照。
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連の制度を維持しており、行政裁判制度の前提条件となる法治国家、権力分立および市民の
主観的権利の法的保障に関する理論と法律家によるその理解にはまだ大きな問題があり、今
後も、これらの理論の構築とその法律家への普及は焦眉の課題である。
第二に、今日のウズベキスタンには、この国がかかえる独特の「司法権の限界」とよべる
問題がある(ウズベキスタン型「司法権の限界」)。ウズベキスタンにおいては、①裁判実務及
び法学者の中には、いまだにペレストロイカ前のソ連における支配的見解であった列記主義
を主張する見解があること、②下位法令を直接市民・法人が不服の訴えによって争うことが
認められていないこと、③司法審査の適用除外事件として民事訴訟法典には司法審査が及ば
ない事件が定められており、これはウズベキスタン憲法第 44 条が定める「裁判を受ける権利」
との関係で問題があること、④市民ではない営利・非営利団体・法人の権利、自由、法律上
の利益の侵害に関する事件について司法審査が認められない場合があること等の問題がある
ことを明らかにした。
第三に、上述のウズベキスタン型「司法権の限界」に関して、具体的な裁判例を素材に用
いて検討した結果、実務においても次にかかげる問題があることが明らかになった。①ウズ
ベキスタンにおける行政裁判では、行政の判断の「無効確認」を求めることだけができるが、
「取消」、「差止め」、「義務付け」を求めることができないとされている。②訴訟形式に関し
ては、裁判所が厳格な文言解釈をしており、形式的に法律が認める訴訟形式に当たらないも
のは一切却下している。裁判所は、法律の条文を合目的的または機能的に類推解釈を行った
り、救済本位の視角から個別具体的な事件の性質に応じた請求を認めたりすることはしない。
③民事訴訟と行政裁判を区別しておらず、実際に行政行為が介在し、それが法関係を生成・
変動・消滅させている場合であっても、民事訴訟によって司法審査を行っている。ウズベキ
スタンにおいては、日本、ドイツ等と同様の行政行為に関する考え方があり、この概念を前
提とする実定法制があるにもかかわらず、それが行政行為であるが故に、行政裁判で審理さ
れるはずの事件が、民事訴訟で審理され、その請求が認められたりしている。このように行
政行為概念が訴訟対象と結びついていないため、ウズベキスタンの訴訟では同種の事件にお
いても民事訴訟と行政裁判とが混在してしまい重大な混乱が発生しているということが明ら
かになった。
さらに、第四に、ウズベキスタンの行政裁判における不服の訴えの要件をめぐる理論及び
裁判実務における問題を検討した結果、以下のことが明らかになった。	
  	
 
ウズベキスタンにおいては、今日なお①行政裁判が「権利をめぐる紛争」、すなわち、「訴
訟」とは考えられていないという問題、そして、それに伴って、不服の訴えを提起する者と
その相手を原告・被告とは呼ばないという問題があることが明らかになった。現在のウズベ
キスタンにおいては、ソ連時代から、行政上の法関係から生ずる裁判は権利義務関係に関す
る争訟とは考えられておらず、したがって、行政裁判を「権利をめぐる紛争」、すなわち、
「法
的紛争」としては考えていないのである。この考え方に基づいて、ウズベキスタンの行政裁
判においては、「訴え」(иск)、「原告」(истец)、「被告」(ответчик)という用語を使っていな
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いのである。これらの用語に代えて、行政裁判は「適法性コントロール」という監督の制度
として考え、不服の訴え(жалоба)という用語が用いられている。この結果、現在のウズベキ
スタンにおいては、行政裁判は「訴訟」の性格をもたず、
「不服申立て」の性格を有している
とされているのである。しかし、列記主義の維持等これに伴う問題が多く発生しているため、
ウズベキスタンにおいても、本格的な行政裁判制度の確立を展望するのであれば、行政裁判
が「権利をめぐる紛争」、すなわち、「法的紛争」を解決する制度として位置づけられること
が求められている。
②また、裁判所が行政の行為の性質、すなわち、処分性の有無を判断する際には、その行
為が権力的で、具体的な法効果を発生させるものであるかを判断しているわけではないとい
うことも明らかとなった。ただ、ウズベキスタンにおける裁判例は、確かに日本におけるそ
れのように、処分性の有無を明示的に検討してはいないが、実際、判決は処分性があること
を前提とした判断を行っている。
以上指摘した、ウズベキスタンにおける現在の行政裁判に関する様々な問題を解決するた
めの解決策としては、ウズベキスタンにおける民事訴訟法・経済訴訟法のなかに設けられて
いる行政裁判の手続に関して不服の訴えの要件、司法審査の適用除外、裁判管轄、訴訟審理、
裁判所の判決及びその執行を規律する法律の改正を行うという立法による解決がある。しか
し、ウズベキスタンにおいては、新たな立法改正という訴訟法整備とは別に、より根本的に
行政裁判所の設置並びに民事訴訟および経済訴訟から独立した行政訴訟法の制定についても
議論されている。そこで、第二章第三節では、ウズベキスタンにおける行政裁判改革、とり
わけ行政裁判所の設置および行政訴訟法の制定に関する議論、そして行政裁判改革を阻んで
いる諸要因について検討した。
この検討の結果から考えるならば、ウズベキスタンにおいては、ソ連時代からの歴史346と
現在の部分的な改革の進展という状況の中で347、より根本的に、既存の制度をこわして新し
い制度をつくること、すなわち、今日、新たに行政裁判所を設置したり、新しい行政訴訟法
を制定したりすることは困難な状況にあることが明らかになった。そこで、ウズベキスタン
においては、最終的には、先進的な旧ソ連諸国と同様に、行政裁判所制度を導入することを
めざしつつも、まずは、現在の仕組みの中でそれにつながるような制度変化・進化をめざす
行政裁判制度改革を追求することが現実的であると考える。
また、ソ連時代と現在のウズベキスタンにおける行政裁判制度を歴史と現在の変化につい
て分析、検討したが、このなかで得られた知見は、現在のウズベキスタンにおける行政裁判
制度改革を考える際に、この改革を阻む歴史的な、かつ、現在の状況でもある諸制約につい
ても明らかにした。
まず、独立後、ウズベキスタンでは、憲法第 44 条において、新たに市民の「裁判を受ける
権利」が保障されたことは大きな進歩である。ソ連における行政裁判制度改革の端緒となっ
346	
 
347	
 

本稿の第一章参照。
本稿の第二章参照。
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た 1977 年ソ連憲法第 58 条と当時の考え方と比べると、現在のウズベキスタン憲法第 44 条
が、行政事件を含めて全ての「法律上の争訟」について、それが裁判所で審理されることを
保障した点は画期的前進であることは間違いない。
しかし、第二章において現在のウズベキスタンにおける行政裁判を検討した結果明らかに
なったように、残念ながら、ソ連時代の、しかも、1977 年憲法前の旧い考え方が現在のウズ
ベキスタンにおいては、依然として強く支配しているのである。この点で、現在のウズベキ
スタンにおける行政裁判改革を阻んでいる問題は、憲法第 44 条の「裁判を受ける権利」の保
障、そしてその帰結である行政事件を含めてすべての「法律上の争訟」が裁判所の救済を求
めることができるという憲法原則が行政裁判制度とその実務のなかに受肉化していないこと
にある。第二に、現在、ウズベキスタンでは、個別の法律(民事訴訟法典や経済訴訟法典)が行
政裁判について、制度上は概括主義をとり、かつ、行政が関わる民事・経済事件について、
通常の民事訴訟や経済訴訟の道も開かれているにもかかわらず、当該原則は実現していない
ことも明らかとなった。さらに、第三に、改革を阻む大きな問題は、概括主義を採用したこ
との意味について、ウズベキスタンの裁判官がまったく理解していないことにもある。この
問題の背景には、現在のウズベキスタンの行政法理論においては、
「行政行為」という概念は
あるものの、それは裁判実務と結びついていないという理論と実務の状況がある。最後に、
これらの改革を阻む諸原因の根幹にあるものとして、ウズベキスタンにおいては、過去にお
いても、そして、現在も、行政裁判に関する行政法理論が形成されてこなかったし、現在も
されていないという問題をあげることができる。1977 年憲法や 1987 年法律によって、旧ソ
連ではそれまでの旧い列記主義が新しい概括主義に代わり、そのような制度変化が、確かに
形式的にはウズベキスタンの 95 年の裁判所への不服の訴え法律に受け継がれたのであった
が、残念ながらウズベキスタンでは、この変化に相応する行政裁判理論は形成されることは
なく、依然として旧い列記主義の思考様式が理論と実務を支配しつづけたのであった。ウズ
ベキスタンでは行政裁判理論の転換は、独立後、生じなかったのであり、ここに実務の旧態
依然たる停滞、打ち破れない、すなわち、改革を阻む根本原因があると考える。先に述べた
ように、ペレストロイカの時代を前後して、ロシアやウクライナなどの旧ソ連邦構成共和国
の学者は、社会主義の枠内で概括主義を主張し、それを正当化する新しい行政裁判理論を提
起し、有力な見解となったが、ウズベキスタンには、こうした理論的発展はなく、これを主
張する学者もいなかったのである。その結果、今日なお、大学の法学部のなかには行政裁判
理論を教える法学科目も教育もなく、この教育を受けない、すなわち、行政裁判理論を学ば
ない裁判官が裁判実務に従事しており、当然、憲法第 44 条の意味も分からず、この規定が定
める法律上の争訟であれば裁判を受ける権利を保障・実現するという考え方は普及しなかっ
たのである。
さらに、上述の理論と実務の問題と並んで、行政裁判改革を阻む制度の問題として、例え
ば、次に掲げる制度が、依然として存続しているという問題もある。①ウズベキスタンにお
いては、ソビエト行政法の伝統であり、かつ独特の特徴でもある行政処罰制度が今日なお行
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政法の中心を構成する制度のまま存続している。また、②伝統的に検察庁の権限であった行
政に対する一般監督は、裁判所によって新たに行われることとなった行政裁判と衝突し、旧
い制度の中心である検察庁と新しい制度の中心である裁判所との間に権限争議が発生してお
り、今日のウズベキスタンでは、行政に対するコントロール権限をめぐって検察庁と裁判所
との間の組織的な対立も大きくなっている。さらに、③ウズベキスタン経済訴訟法典に導入
された「法的措置の適用に関する事件」は、紛争があることを前提に市民が争う行政裁判と
は異なる事件であり、この手続においては、裁判所が行政機関に代わって行政行為を行うと
いう仕組みが設けられており、このことは、ウズベキスタンでは、不利益処分である行政行
為についてはこれを裁判所で争うというもっとも伝統的で基本的な行政裁判の制度が発展し
ないという状況がある。その上、④行政裁判所の設置を促したものとして、歴史的にみるな
らば、通例、地方自治の保障・発展についてもあげられるが、残念ながら、現在のウズベキ
スタンでは、なおも最下層の基礎自治体であるマハリャを除いて地方自治は確立しておらず、
国と地方の関係は行政内部の関係であり、行政的、官僚的統制によって監督されており、両
者の関係は法的関係とはなっておらず、したがって、両者の間には法律上の争訟はないので
ある。ここにも地方自治の未発達が行政裁判改革を阻むという現実がある348。	
 
ソ連時代にはロシア、ウクライナ、グルジア等の連邦構成共和国と同じ理論、制度、運用
を持ったウズベキスタンであったが、現在は、これまで述べてきた諸原因に制約されて、残
念ながら、行政裁判改革の進展はみられず、ロシア等他の旧ソ連邦構成共和国とは対照的な
状況にある。
以上、現在のウズベキスタンにおける行政裁判制度の諸問題を検討してきたが、これまで
述べてきたように様々な諸原因による制約が大きいウズベキスタンにおいては、ただちに新
しい行政裁判所を設置し、新しい行政訴訟法を制定するというラデイカルな改革は、決して今
日ある行政裁判の様々な問題を解決するものとはならないということも改めて留意する必要
がある。ウズベキスタンでは、まずは、現在の裁判制度を前提にして、民事訴訟法典および
経済訴訟法典のなかにある行政裁判手続の改革をめざすという漸進的な改革の道を進むこと
が現実的だろう。	
 
また、ウズベキスタンにおいては、行政裁判が市民の権利を実効的に救済する制度として
機能するためには、第二章第二節の 2.2 及び 2.3 で検討した行政裁判理論、そしてその前提
となる行政法学に関する理論を構築する研究及びそれを修得した研究者層が必要であり、そ
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行政に対する司法審査制度は、前に述べたように、ペレストロイカ期になると、民主的
な考え方を持った改革派の法学者によって主張され、ソ連においては、この改革派の見解に
そって、列記主義をとる行政裁判が 1987 年法律によって概括主義に代わったが、ソ連崩壊
後は、旧ソ連邦構成共和国でそれぞれ異なった展開が見られる。例えば、ロシアの場合、こ
の制度変化を受け継げて、ソ連崩壊後も積極的に法改正が行われ、行政事件をめぐって裁判
所の法解釈も発展してきている。しかし、他方、例えば、独立後のウズベキスタンにはこの
制度変化が受け継がれ続いておらず、未だに 1989 年ソ連法(1989 年改正法律)に近い法律、
すなわち、1995 年法律が存続し用いられているのである。
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のような研究に基づく大学教育および法曹教育も求められる349。こうした法曹人材養成がな
ければ、市民の権利を実効的に救済できる行政裁判制度の確立も、運用も、その進化も考え
られないだろう。
おわりに
以上、ウズベキスタンを例に旧ソ連邦構成共和国における行政裁判が市民の権利自由、法
律上の利益を実効的に保護する制度になっていないという問題を中心にして、その問題の原
因としてどのようなものがあるかということを検討した。この問題の検討のため、ウズベキ
スタンの独立前、すなわち、ソ連時代（第一章）と独立後（第二章）の行政裁判制度の概要、
理論およびその諸問題を検討した。
その結果、第一章においては、以下のことが明らかになった。
ソ連初期、ブルジョア国家を否定する社会主義においては、ブルジョア国家の制度である
と考えられていた行政法、とりわけ行政裁判は否定された。そして、社会主義には、それに
対応する理論とそれに基づく制度、とりわけ行政自身のコントロール等があるとされた。し
かし、社会主義体制が確立した時代に入ると、例えば、1937 年 4 月 11 日付規程、さらに、
スターリン批判後の 1961 年 6 月 21 日付けの連邦最高会議幹部会令「行政手続によって賦科
される過料適用のいっそうの制限について」、同年の連邦法律「ソ連邦および連邦構成共和国
の民事訴訟手続の基礎」が制定され、ソ連邦構成共和国の民事訴訟法の中には、ソ連の歴史
上初めて「行政上の法関係から発生する事件に関する手続」が「訴えの手続」および「特別
手続」と並んで裁判所の管轄に属する事件の手続として定められた。これらの立法改革を契
機に、ソ連の学者の中には、ソ連においても行政裁判が存在するさらには必要であると主張
する者が徐々に現れるようになった。
こうした改革派の学者は、上述した民事訴訟法典におけるこうした制度転換だけでは、ソ
連における行政裁判制度の確立・発展は困難であることも明らかにした。本稿は、ソ連時代
のこのような行政裁判をめぐる状況をおさえた上で、その要因として、主に以下の五つを明
らかにした。
第一に、そもそも、ソ連には、西欧諸国や日本において確立した行政裁判を生み出すこと
になる行政法そのものが存在していなかったのである。ソビエト行政法は、行政と市民の間
の関係を法的に規律し、市民の権利や利益を保護する役割を果たす行政法ではなかったので
ある。ソビエト行政法は、社会主義建設のために必要であるとされた管理のための法である

349

この点に関して、ウズベキスタンの大統領が最近交付した命令は、ウズベキスタンにおけ
る法曹教育の一層の発展を目的とし、事例分析、諸外国の発展した法教育の導入等それまで
の ソ 連 型 法 教 育 と は 異 な る 新 型 法 教 育 の 実 施 を 始 め よ う と し て い る (“О мерах по
дальнейшему
совершенствованию
системы
подготовки
юридических
кадров”	
 
Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.06.2013 г. № ПП-1990, дата
вступления в силу 22.07.2013 г.)。ここに、行政法学の刷新が入るかどうかが本稿との関係で
は課題となる。
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か、または、公務員や市民に行政罰を科し、その責任を追及することを中心とする行政法で
あった。
第二に、ブルジョア法の一制度である行政裁判の前提条件も、社会主義法原理をとるソ連
には備わっていなかった。すなわち、(ア)法治国家、(イ)権力分立、(ウ)市民の主観的権利の
法的保障といった原理がソ連においてはすべて否定されていたのである。
第三に、上述したスターリン批判後の制度変化を受けて、ソ連の学者は社会主義における
行政裁判の可能性に関する議論を行うようになるが、ソ連における行政裁判は主として行政
処罰事件に関する裁判所の審査制度であるという理解が支配的であった。この理解は、西欧
や日本におけるそれとは異なるソビエト行政法の大きな特徴であった。この点で、確かに、
ソ連においても、市民の権利、法律上の利益に関わる行政法関係から発生する事件が新たに
認められたとはいえ、そこでは列記主義が採用され、列記されていない事件に関しては、裁
判所ではなく行政にのみ監督(審査)権があるという制度であった。この意味では、すべての権
利ではなく、列記されている事件に関わる権利だけが裁判所によって保護されるということ
は、結局、大半の権利は裁判所による審査の外にあることとなり、ソ連における行政裁判は、
権利保護としての行政裁判ではなく、監督としての行政裁判として位置づけられていること
を意味したことも明らかにした。
第四に、ソ連において、行政裁判の対象となる行政処罰事件および行政法関係から発生す
る事件においては、行政の違法な決定(行為)が審理の対象となるが、その決定(行為)には様々
な行政活動が該当するとされ、これを西欧や日本の行政法のように、行政裁判で争うことが
できる対象として位置付ける、すなわち、行政裁判と結びついた「行政行為」という概念と
して構成することもなかったのである。
第五に、ソ連民訴法において三つの訴訟形式、すなわち、
「訴えの手続」、
「行政法関係から
発生する事件」の手続、
「特別手続」の中に、それぞれ行政事件が散在しており、このことが
民事訴訟と行政裁判とを区別することを困難にしていた。この背景には、ソ連法においては、
まず「法律上の争訟」、すなわち、あらゆる法的紛争について裁判による救済があるという考
え方が存在しなかったという点をあげなければならない。したがって、民事訴訟で争う事件
にあたるものか、行政法関係から発生する事件として争うものにあたるかは、問題になると
はいえ、必ずどちらかの手続による救済が裁判所によって与えられるという仕組みにはなっ
ていなかったのである。行政裁判管轄の「排他性」を議論することも、こうした仕組みがな
いときには、まったく不要であった。ソ連法においては、争いが生じたときに、それが裁判
所の救済を求めることができる法律上の争訟にあたるかどうかは、裁判所で争うことができ
る事件として、個別法律に列記された事項であるかどうかで決まった。したがって、法律上
の争訟であるかどうかは、そのときどきの立法政策に依存しており、法律が列記を拡大すれ
ば、裁判的救済を得ることができる法律上の争訟も広がるのであった。
以上のように、ソ連における行政裁判は、上述した制度的、理論的制約があったため、市
民の権利利益を保護する制度としてはそもそも制度設計されておらず、この点で十分機能し
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ていなかったことが分かる。ようやくソ連末期のペレストロイカの時代に至って、1987 年、
「市民の権利を侵害する公務員の違法行為を裁判所に提訴する手続に関する」ソビエト社会
主義共和国連邦法律が採択されることによって、概括主義が採用され、市民の権利保護を目
的としてかかげる行政裁判制度が登場することになったが、1987 年法律も 4 年後の 1991 年
のソ連崩壊の結果、ソ連時代にはその運用とその発展をみることはなかったのである。
	
  このような歴史を受け継ぐ旧ソ連邦構成共和国、とりわけウズベキスタンにおいては、ソ
連崩壊後、行政裁判がどのように理解され、三権分立や市場経済についてその憲法が宣言す
る中で、このソ連時代の制度を継承した行政裁判がどのように変化を遂げているのかを、第
二章で検討した。
	
  まず、独立後、ウズベキスタンでは、憲法第 44 条において、新たに市民の「裁判を受け
る権利」が保障されたことは大きな進歩である。ソ連における行政裁判制度改革の端緒とな
った 1977 年ソ連憲法第 58 条の意義および当時の考え方と比べると、現在のウズベキスタン
憲法第 44 条が、行政事件を含めて全ての「法律上の争訟」について、それが裁判所で審理さ
れることを保障した点は画期的前進であることは間違いない。しかし、第二章において現在
のウズベキスタンにおける行政裁判を検討した結果明らかになったように、残念ながら、ソ
連時代の、しかも、1977 年憲法前の旧い考え方が現在のウズベキスタンにおいては、依然と
して強く支配しているのである。
	
  そこで、ソ連時代とも比較しながら、現在のウズベキスタンにおける行政裁判にはどのよ
うな法的問題があるかを検討し、その結果、以下の四点を中心にその問題がソ連時代から変
わることなく存続していることが明らかになった。
第一に、ウズベキスタンにおける行政裁判制度は、今日なお、多くの仕組みにおいて旧ソ
連の制度を維持しており、行政裁判制度の前提条件となる法治国家、権力分立および市民の
主観的権利の法的保障に関する理論と法律家によるその理解にはまだ大きな問題があり、今
後も、これらの理論の構築とその法律家への普及は焦眉の課題である。
第二に、今日のウズベキスタンには、この国がかかえる独特の「司法権の限界」とよべる
問題がある(ウズベキスタン型「司法権の限界」)。ウズベキスタンにおいては、①裁判実務及
び法学者の中には、いまだにペレストロイカ前のソ連における支配的見解であった列記主義
を主張する見解があること、②下位法令を直接市民・法人が不服の訴えによって争うことが
認められていないこと、③司法審査の適用除外事件として民事訴訟法典には司法審査が及ば
ない事件を列記しており、これはウズベキスタン憲法第 44 条が定める「裁判を受ける権利」
との関係で問題があること、④市民ではない営利・非営利団体・法人の権利、自由、法律上
の利益の侵害に関する事件について民事訴訟を含めて司法審査が認められない場合があるこ
と等の問題があることを明らかにした。
第三に、上述のウズベキスタン型「司法権の限界」に関して、具体的な裁判例を素材に用
いて検討した結果、実務においても次の問題があることが明らかになった。①ウズベキスタ
ンにおける行政裁判では、行政の行為の「無効確認」を求めることだけができるが、
「取消」、
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「差止め」、「義務付け」を求めることができないとされている。②訴訟形式に関しては、裁
判所が厳格な文言解釈をしており、形式的に法律が認める訴訟形式に当たらないものは一切
却下している。裁判所は、法律の条文を合目的的または機能的に類推解釈を行ったり、救済
本位の視角から個別具体的な事件の性質に応じて請求を認めたりすることはしていない。③
民事訴訟と行政裁判を区別しておらず、実際に行政行為が介在し、それが法関係を生成・変
動・消滅させている場合であっても、民事訴訟によって司法審査を行っている場合がある。
ウズベキスタンにおいては、日本、ドイツ等と同様の行政行為に関する考え方があり、この
概念を前提とする実定法制があるにもかかわらず、それが行政行為であるが故に、行政裁判
で審理されることになるはずの事件が、民事訴訟で審理され、その請求が認められたりして
いる。このように行政行為概念が訴訟対象と結びついていないため、ウズベキスタンの訴訟
では同種の事件において民事訴訟と行政裁判とが混在してしまい混乱が発生しているという
ことが明らかになった。
さらに、第四に、ウズベキスタンの行政裁判における不服の訴えの要件をめぐる理論及び
裁判実務における問題を検討した結果、以下のことが明らかになった。	
  	
 
ウズベキスタンにおいては、今日なお①行政裁判が「権利をめぐる紛争」、すなわち、「訴
訟」とは考えられていないという問題、そして、それに伴って、不服の訴えを提起する者と
その相手を原告・被告とは呼ばないという問題があることが明らかになった。現在のウズベ
キスタンにおいては、ソ連時代から、行政上の法関係から生ずる訴訟は権利義務関係とは考
えられておらず、したがって、行政裁判を「権利をめぐる紛争」、すなわち、「法的紛争」と
しては考えていないのである。この考え方に基づいて、ウズベキスタンの行政裁判において
は、
「訴え」(иск)、
「原告」(истец)、
「被告」(ответчик)という用語を使っていないのである。
これらの用語に代えて、行政裁判は「適法性コントロール」という監督の制度として考え、
不服の訴え(жалоба)という用語が用いられている。この結果、現在のウズベキスタンにおい
ては、行政裁判は「訴訟」の性格をもたず、
「不服申立て」の性格を有しているとされている
のである。しかし、ウズベキスタンにおいても、本格的な行政裁判制度の確立を展望するの
であれば、行政裁判が「権利をめぐる紛争」、すなわち、「法的紛争」を解決する制度として
位置づけられることが求められている。
②また、裁判所が行政の行為の性質、すなわち、処分性の有無を判断する際に、日本のよ
うにその行為が権力的で、具体的な法効果を発生させるものであるかを判断しているわけで
はないということも明らかとなった。ただ、ウズベキスタンにおける裁判例をみると、確か
に日本におけるそれのように、処分性の有無を明示的に検討してはいないが、実際、判決は、
処分性があることを前提とした判断を行っているのである。
以上指摘した、ウズベキスタンにおける現在の行政裁判に関する様々な問題を解決するた
めの解決策としては、ウズベキスタンにおける民事訴訟法・経済訴訟法のなかに設けられて
いる行政裁判の手続にもり込まれている不服の訴えの要件、司法審査の適用除外、裁判管轄、
訴訟審理、裁判所の判決及びその執行について、これらを規律する法律の改正を行うという
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立法による解決がある。しかし、ウズベキスタンにおいては、新たな立法改正という訴訟法
整備とは別に、より根本的に、行政裁判所の設置並びに民事訴訟および経済訴訟から独立し
た行政訴訟法の制定という本格的な行政裁判改革についても議論されている。そこで、第二
章第三節では、ウズベキスタンにおけるこうした行政裁判改革、とりわけ行政裁判所の設置
および行政訴訟法の制定に関する議論、そして行政裁判改革を阻んでいる諸要因について検
討した。
この検討の結果から考えるならば、ウズベキスタンにおいては、ソ連時代からの歴史350と
現在の部分的な改革の進展という状況の中で351、より根本的に、既存の制度をこわして新し
い制度をつくること、すなわち、今日、新たに行政裁判所を設置したり、新しい行政訴訟法
を制定したりすることは困難な状況にあることが明らかになった。そこで、ウズベキスタン
においては、最終的には、先進的な旧ソ連諸国と同様に、行政裁判所制度を導入することを
めざしつつも、まずは、現在の仕組みの中でそれにつながるような制度変化・進化をめざす
行政裁判制度改革を追求することが現実的であると考える。
また、本稿は、ソ連時代と現在のウズベキスタンにおける行政裁判制度を歴史と現在の変
化について分析、検討したが、このなかで得られた知見は、現在のウズベキスタンにおける
行政裁判制度改革を考える際に、この改革を阻む歴史的な、かつ、現在の状況でもある諸制
約についても明らかにするものとなった。現在のウズベキスタンにおいても法制度はソ連時
代とは異なるものへと変わりつつであるものの、ソ連時代の行政裁判理論およびそれが有し
た諸問題は、残念ながら今なお存続しており、本稿は、以下の五つの問題について明らかに
した。
第一に、現在のウズベキスタンにおける行政裁判改革を阻んでいる問題は、憲法第 44 条の
「裁判を受ける権利」の保障、そしてその帰結である行政事件を含めてすべての「法律上の
争訟」が裁判所の救済を求めることができるという憲法原則が行政裁判制度とその実務のな
かに受肉化していないことにある。
第二に、現在、ウズベキスタンでは、個別の法律(民事訴訟法典、経済訴訟法典等)が行政裁
判について概括主義をとり、かつ、行政が関わる民事・経済事件についても、通常の民事訴
訟や経済訴訟の道が開かれているにもかかわらず、実際の制度と実務において、当該原則は
実現していないことも明らかとなった。
さらに、第三に、改革を阻む大きな問題は、概括主義を採用したことの意味について、ウ
ズベキスタンの裁判官がまったく理解していないことにもある。この問題の背景には、ソ連
時代から現在に至るまで、ウズベキスタンの行政法理論においては、
「行政行為」という概念
はあるものの、それは裁判実務と結びついていないという理論と実務の乖離状況がある。
第四に、上述の理論と実務の問題と並んで、行政裁判改革を阻む制度の問題として、例え
ば、次に掲げるソ連時代からの制度が、依然として存続しているという問題もある。①ウズ
350	
 
351	
 

本稿の第一章参照。
本稿の第二章参照。
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ベキスタンにおいては、ソビエト行政法の伝統であり、それに特有の行政処罰制度が今日な
お行政法の中心を構成する制度のまま存続している。また、②伝統的に検察庁の権限であっ
た行政に対する一般監督は、裁判所によって新たに行われることとなった行政裁判と衝突し、
旧い制度の中心である検察庁と新しい制度の中心である裁判所との間に権限争議が発生して
おり、今日のウズベキスタンでは、行政に対するコントロール権限をめぐって検察庁と裁判
所との間の組織的な対立も大きくなっている。さらに、③近時、ウズベキスタン経済訴訟法
典に導入された「法的措置の適用に関する事件」は、紛争があることを前提に市民が争う行
政裁判とは異なるものであり、この手続においては、裁判所が行政機関に代わって行政行為
を行うという仕組みが設けられている。このことは、ウズベキスタンでは、不利益処分であ
る行政行為についてはこれを裁判所で争うという典型的な行政裁判制度が発展しないという
状況を生んでいる。その上、④行政裁判所の設置を促したものとして、歴史的にみるならば、
通例、地方自治の保障・発展があるが、残念ながら、現在のウズベキスタンでは、なおも最
下層の基礎自治体であるマハリャを除いて地方自治は確立しておらず、国と地方との関係は
行政内部の関係であり、行政的、官僚的統制によって監督されており、両者の関係は法的関
係とはなっておらず、したがって、両者の間に紛争が生じてもそれは法律上の争訟とはなら
ないのである。ここにも、ウズベキスタンでは地方自治の未発達が行政裁判改革を阻むとい
う現実があることが明らかとなった。
最後、第五に、これらの改革を阻む諸原因の根幹にあるものとして、ウズベキスタンにお
いては、過去も、そして、現在も、行政裁判に関する行政法理論が形成されなかった(ていな
い)という問題をあげることができる。1977 年憲法や 1987 年法律によって、旧ソ連ではそれ
までの旧い列記主義が新しい概括主義に代わり、そのような制度変化が、確かに形式的には
ウズベキスタンの 95 年の裁判所への不服の訴え法律に受け継がれたのであったが、残念なが
らウズベキスタンでは、この変化に相応する行政裁判理論は形成されることはなく、依然と
して旧い列記主義の思考様式が理論と実務を支配しつづけたのであった。ウズベキスタンで
は行政裁判理論の転換は、ソ連時代の末期のペレストロイカ期も独立後も、生じなかったの
であり、ここに実務の旧態依然たる停滞、打ち破れない、すなわち、改革を阻む根本原因が
あると考える。先に述べたように、ペレストロイカの時代を前後して、ロシアやウクライナ
などの旧ソ連邦構成共和国の学者は、社会主義の枠内で概括主義を主張し、それを正当化す
る新しい行政裁判理論を提起し、それは有力な見解となった。しかし、ウズベキスタンには、
こうした理論的転換はなく、これを主張する学者もいなかったのである。その結果、今日な
お、大学の法学部のなかには行政裁判理論を教える法学科目もなく、この教育を受けない、
すなわち、行政裁判理論を学ばなかった裁判官が裁判実務に従事しており、当然、憲法第 44
条の意味も分からず、この規定が定める法律上の争訟であればそのすべてについて裁判を受
ける権利を市民に保障・実現するという考え方は普及しなかったのである。
ソ連時代にはロシア、ウクライナ、グルジア等の連邦構成共和国と同じ理論、制度、運用
を共有したウズベキスタンであったが、現在は、これまで述べてきた諸原因に制約されて、
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残念ながら、行政裁判改革の進展はみられず、ロシア等他の旧ソ連邦構成共和国とは対照的
な状況にある。
以上、現在のウズベキスタンにおける行政裁判制度の諸問題を検討してきたが、これまで
述べてきたようにソ連時代以来の様々な制約が大きいウズベキスタンにおいては、ただちに
新しい行政裁判所を設置し、新しい行政訴訟法を制定するというラデイカルな改革は、決して
今日ある行政裁判の様々な問題を解決するものとはならないということにも改めて留意する
必要がある。ウズベキスタンでは、まずは、現在の裁判制度を前提にして、民事訴訟法典お
よび経済訴訟法典のなかにある行政裁判手続の改革をめざすという漸進的な改革の道を進む
ことが現実的だろう。	
 
また、ウズベキスタンにおいては、行政裁判が市民の権利を実効的に救済する制度として
機能するためには、第二章第二節の 2.2 及び 2.3 で検討した行政裁判理論、そしてその前提
となる行政法学に関する理論を構築する研究及びそれを修得した研究者層の学問的営為が必
要であり、そのような研究に基づく大学教育および法曹教育も求められる。こうした法曹人
材養成がなければ、市民の権利を実効的に救済できる行政裁判制度の確立も、運用も、その
進化も考えられないだろう。
したがって、ウズベキスタンにおいては、行政法学に関する理論を構築する研究が進展し、
そして、それを修得した研究者層が増え、また、彼らが行う研究に基づく大学教育および法
曹教育が実現するとき、ウズベキスタンにおいても市民の権利を実効的に救済できる行政裁
判制度の確立、運用およびその進化が展望できるだろう。
以上、ソ連及びウズベキスタンにおける行政裁判制度について検討したが、例えば同じ旧
ソ連邦構成共和国であるロシアにおいては、ソ連崩壊後、行政裁判に関する様々な改革が積
極的に行われ、今日行政訴訟法案が国会に提案されるところまで至っている。しかし、ウズ
ベキスタンでは、同じ旧ソ連邦構成共和国であり、かつ、行政裁判制度を今日発展させてい
るこのロシア等旧ソ連圏の国々のそれぞれにおいても、独立した 90 年代以降の、そして、現
在の諸改革や裁判実務について、他の旧ソ連邦構成共和国のそれと比較、検討した研究はほ
とんどない。例えば、現在のウズベキスタンとロシアを比較すれば、同じ旧ソ連邦構成共和
国であった国々であったにもかかわらず行政裁判制度の整備がなぜ本稿が明らかにしたよう
にこれほど異なるものとなっているのか探究する比較研究は、今後の課題として残っている
のである。したがって、まずは、本稿の次の研究課題として、旧ソ連邦構成共和国であるロ
シアにおける行政裁判制度の変化・進化について、ウズベキスタンとの比較の視角から研究
する。また、現在ウズベキスタンにおける行政裁判手続におけるより個別具体的な問題であ
る訴訟審理、判決及びその執行については、裁判例が公開されていないという資料上の制約
があるため、本稿では十分検討できず、残された課題となっている。そこで、この問題につ
いても、資料的制約の少ない旧ソ連邦構成共和国であるロシアにおけるこれらの問題をまず
検討、分析し、それとの比較のなかで、ウズベキスタンにおけるこれらの問題についても研
究していきたい。
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Москва, 1960 г.
Шергин А.П. Административная	
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Каримов И.А. Ўзбекистон келажаги буюк давлат//Ўзбекистон: миллий истиқлол,
иқтисод, сиёсат, мафкура. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996 й. 	
 
Каримов И.А. Биз танлаган йўл демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан
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Каримов И.А. “Ҳозирги босқичда демократик ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг
муҳим вазифалари”. – Т.: Ўзбекистон, 1996 й. 	
 
Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш,
мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. – Т.: “Ўзбекистон”, 2005 й.
Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране// Доклад Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и
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«Народное слово» от 13 ноября 2010 года.
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関連法令
Конституция Республики Узбекистан (дата вступления в силу 08.12.1992 г).
Закон Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» №108-I Дата принятия 30.08.1995, дата
вступления в силу 12.09.1995 г.
Закон Республики Узбекистан “О Конституционном суде Республики Узбекистан” от
30.08.1995 г. № 103-I, дата вступления в силу 12.09.1995 г.
Закон Республики Узбекистан от	
  13 декабря 2002 г.(№ 446-II)	
  «Об обращениях
граждан».
Закон Республики Узбекистан от	
  29 августа 2001 г.,(№ 257-II) «О прокуратуре»．
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан 	
  Дата принятия
30.08.1997 г, дата вступления в силу 01.01.1998 г.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Дата принятия
30.08.1997 г, дата вступления в силу 01.01.1998 г).
Кодекс Республики Узбекистан Об административной ответственности. Дата
принятия 22.09.1994 г, дата вступления в силу 01.04.1995 г.
Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция)	
  	
 
№ЗРУ–342	
  от	
  24 декабря 2012 г.	
 
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 г., № 524-II «О Кабинете Министров
Республики Узбекистан».
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г., № 913-XII «О государственной
власти на местах».
Закон Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере
предпринимательской деятельности»№ЗРУ-341 Дата принятия 20.12.2012 г, дата
вступления в силу 21.06.2013 г.
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки юридических
кадров»	
  Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.06.2013 г. №
ПП-1990, дата вступления в силу 22.07.2013 г.
Постановление 	
  Пленума Верховного суда Республики Узбекистан«О практике
рассмотрения в судах жалоб на действия и решения, нарушающие права и свободы
граждан» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 сентября 1998 года № 24,14
июня 2002 года № 11 и 3 февраля 2006 года № 5).
Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Пленума
Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан «О судебной власти» от
20.12.1996 г. №1-60.
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Материалы Пленума Высшего хозяйственного суда. “Хозяйство и право” 10/2004 г.
Постановление	
  Пленума	
  Верховного суда	
  Республики Узбекистан	
  О практике
суда при рассмотрении дел по административным правонарушениях(15 сентября
2000 г.,№ 22).	
 
Положение О порядке рассмотрения обращений граждан в Конституционный суд
Республики Узбекистан (утверждено решением Конституционного суда Республики
Узбекистан № 6 от 30 января 2004 года) Вестник Конституционного суда
Республики Узбекистан, выпуск десятый 2004 г.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 	
  «Об утверждении
порядка выезда за границу граждан Республики Узбекистан»	
  и «Положения о
дипломатическом паспорте Республики Узбекистан»№8 Дата принятия 06.01.1995 г,
дата вступления в силу 06.01.1995 г.
Олий Хўжалик суди кассация инстанциясининг Қарори 	
  2007 йил 15 авгуcть
13-0507/500-сонли (кўчирма) Олий хўжалик суди ахборотномаси 2008 йил 2-сон.
Олий Хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  қарори 	
  2010 йил 19 январь
19-0902/8399 - сонли(кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси 2010 йил 9-сон.
Олий Хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  Қарори 	
  2010 йил
23
март
11-1028/1887 - сонли(кўчирма) 	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси 2010 йил
12-сон.
Олий хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  Қарори 	
  2008 йил 10 декабрь
10-0805/269 – сонли(кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси 2009 йил 6-сон.
Олий хўжалик суди кассация инстанцияси 	
  Қарори 	
  2009 йил 17 ноябрь
16-0907/9399 – сонли	
  (кўчирма)	
  Олий хўжалик суди ахборотномаси 2010 йил
8-сон.
Постановление 	
  Министерства 	
  финансов, Центрального 	
  банка 	
  и	
 
Государственного	
  налогового	
  комитета	
  Республики	
  Узбекистан	
  от 3 декабря
2001 года № 125, № 206-В	
  и № 2001-120 «Об	
  утверждении	
  Инструкции	
  о	
 
порядке 	
  осуществления 	
  за 	
  счет 	
  средств 	
  Государственного 	
  бюджета	
 
денежных 	
  выплат 	
  в 	
  возмещение 	
  вреда, причиненного 	
  гражданам 	
  или	
 
юридическим 	
  лицам 	
  в 	
  результате 	
  незаконных 	
  действий (бездействия)
государственных	
  органов	
  или	
  должностных	
  лиц	
  этих	
  органов».
Постановления
Кассационной
инстанции
Высшего
Хозяйственного
суда	
 
(извлечение) 	
  №10-0509/12276 от 26 июля 2006 года. Сборник Постановлений
кассационной инстанции Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
(2006-2008 г.г.) Официальное издание. Высший хозяйственный суд Республики
Узбекистан. 2010 г.

論文
Абзалов Э.М. Судебно-правовая реформа в Узбекистане и современное положение
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прокуратуры, её роль в укреплении законности. //Мат-лы меж.симп. «Традиционное
право Узбекистана и Японии. Проблемы совершенствования законодательства»
ТГЮИ, 2002 г.
Иса Хамедов. Проверяй и доверяй.“Экономическое обозрение” 8 (83) 2006 г.
Исламходжаев Х. С. Современное административное законодательство	
  Республики
Узбекистан.//Административное право : развитие теоретических основ и
модернизация законодательства. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 8 /
под ред. Ю. Н. Старилова.– Воронеж : Издательство ВГУ, 2013 г.
Ишиметов А. Тадбиркорлик субьектларининг ҳуқуқ 	
  ҳамда 	
  қонуний	
 
манфаатларини 	
  ҳимоя 	
  қилишда 	
  суд 	
  ислоҳотларининг 	
  аҳамияти.
“Фуқаролик	
  жамияти” 2006 й. № 1.(5).
Мамасиддиқов М.Прокурорнинг ҳуқуқий ҳужжатни ғайриқонуний деб топиш
ҳақидаги аризаси бўйича судда иш юритишнинг айрим масалалари. “Xo’jalik va
Huquq” 2004-йил №2.
Мирбобоев Бахтиёр. Ҳуқуқий нормаларнинг Конституцияга ва қонунларга
мувофиқлигини назорат қилишда Конституциявий	
  ва бошқа судлар ваколатлари
доирасининг чегараланиши. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг
Ахборотномаси 2003-йил 8-сон.
Рустамбаев М.Х. Современное состояние и перспективные задачи судебно-правовой
реформы в Республике Узбекистан.//Мат-лы меж.симп. «Традиционное право
Узбекистана и Японии. Проблемы совершенствования законодательства» ТГЮИ,
2002 г.
Хамедов И.А. Вопросы развития административного права и правосудия в
Республике Узбекистан.//Административная юстиция: зарубежный опыт и
перспективы реформирования в Республике Казахстан: Мат-лы II-й междунар.
шк.(науч.-практ. семинара) административного права, Астана, 25 ноября 2011 г. –
Астана: ГУ “Институт законодательства Республики Казахстан”, 2012 г.
Хван Л.Б. Административная юстиция в современной правовой системе Республики
Узбекистан: постановка вопроса. «Административная юстиция: к разработке
научной
концепции
в
Республике
Узбекистан».Ташкент:
Издательство
«ABUMATBUOT-KONSALT», 2011 г.
Хван
Л.Б. 	
 
Судебный
административный
контроль
в
Республике
Узбекистан:проблемы понимания и перспективность в ее правовой системе.
Административное судопроизводство-процессуального законодательства. – Сер.:
Юбилеи, конференции, форумы. – Вып.7. –Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2013 г.
Шокиров Умид. Хорижий давлатлар суд тизимида маъмурий судлар. Ўзбекистон
Республикаси Олий судининг ахборотномаси 2006-йил № 6.

著書
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Fuqarolik huquqi. Q.II/M.Abdusalomov, X.Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O`zbekiston
Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. – Toshkent: Adolat,
2007 y.
Hojiyev E.T. Ma’muriy huquq. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik.qayta ishlangan va
to’ldirilgan 2-nashri. T.: “ILMZIYO”, 2010 y.
Hojiyev Erkin, Hojiyev To’lqin. Ma’muriy huquq/ darslik – T.:2006 y.
Rustamboyev M.H., Tuxtasheva U.A. “Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar”
Darslik, Toshkent, “ILMZIYO”, 2012 y.
Shorahmetov 	
  Shoakbar 	
  Shorustamovich.O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik
protsessual huquqi: (Darslik). – Toshkent: “Adolat”, 2007 y.
«Административная реформа в Республике Узбекистан: опыт и проблемы правового
регулирования: Материалы Международного симпозиума 29-30 сентября 2007
г./Ред.колл.
М.Х.Рустамбаев
и
др.;
ТГЮИ.
–
Ташкент:
KONSAUDITINFORM-NASHR, 2008 г.
«Административное право Республики Узбекистан» /Авт.коллектив: Х.Р.Алимов,
Л.И.Соловьева и др./– Т.: «Адолат».1998 г.
«Актуальные
вопросы
повышения
эффективности
административного
судопроизводства»./Авт.коллектив: Исаков Х-М и др./– Т.: «Адолат».2010 г.
«Судебная власть в Узбекистане: время
Г.А.Абдумажидов и др. Т.: «Адолат», 2002 г.

реформ»

Авт.кол.

А.А.Полвон-заде,

«Судебно-правовая реформа в Республике Узбекистане» Мат-лы меж.симп. ТГЮИ,
2004 г.
Ғуломжон Ҳакимов. Ўзбекистонда маъмурий юстицияни ривожлантиришнинг
муаммолари. Монография. – Т.:ТДЮИ нашриёти, 2009 й.
Донёров Мирзоҳаким. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган
ҳатти-ҳаракатлар (қарорлар) устидан берилган ариза ва шикоятларни судда
кўришнинг процессуал хусусиятлари. “Nihol nashriyoti” – Тошкент, 2007 й.
Ибратова Феруза Бобокуловна. Хозяйственное процессуальное право:(учебник). – Т.:
Издательство ТГЮИ.2011 г.
Исаков Х	
  М. О гарантиях судебной защиты прав и свобод человека.Ташкент: 2011 г.
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Т. I/под ред.
Х.Р.Рахманкулова, Ш.М.Асьянова; М-во юстиции РУз, Центр изучения правовых
проблем(г.Ташкент). – Т.: «ARTFLEX»,2010 г.
Мамадиев С.Н. Суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарорлари ва ҳаракатлари
устидан судга шикоят қилиш. Монография. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010 й.
Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм /Олий ўқув юрти
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талабалари учун дарслик. Маъсул муҳаррир ю.ф. д., проф. О Оқюлов. – Тошкент.,
ТДЮИ нашриёти, 2010 й.
Марипова С.А. Гражданский процесс: Учебник.Общая часть.– Т.:Издательство
ТГЮИ, 2011 г.
Мошкин А. В. Судебная практика. Ташкент-«NORMA»-2007 г.
Муҳиддинова Ф.Ф. «Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ ислоҳоти» Т.: ЎзР ФА Фалсафа ва ҳуқуқ
институти. 2011 й.
Оқюлов О. Хўжалик(тадбиркорлик)ҳуқуқининг долзарб муаммолари. Ўқув қўлланма.
Масъул муҳаррир:ю.ф.н., доц. Ф.Ҳ. Отахонов.―Т.:ТДЮИ нашриёти, 2007 й.
Отчет Международной финансовой корпорации (IFC). Деловая среда в Узбекистане
глазами представителей частного бизнеса 2009. Международная финансовая
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