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第五章　　違法宣言訴訟と権利確認訴訟

第三節　訴訟対象と訴えの利益
第一款　訴えの利益論の展開
ここでは、取消訴訟の対象となる処分性について、これを訴訟法にお
いて拡大する形式的行政処分論（以下、「処分性拡大論」という）を取
り上げて、次の視点からその特徴と意義を明らかにする。
第一に、処分性拡大論は処分性を訴えの利益に還元しようとするもの
である。原因行為の違法性を直接攻撃するために、訴えの利益がどのよ
うに論じられるか、そしてその背景に控える「法律上の争訟」がいかな
るものであるかについて検討の課題とする。
第二に、確認訴訟原型観の影響を直接受けた山村説を除き、ここで検
討する学説はいずれもフランス法における越権訴訟の影響を受けたもの
である 1）。越権訴訟の性質を民事訴訟法学の形成訴訟または確認訴訟の
いずれかに同定することはできないが、「救済法上の観点から訴訟要件
が構成された確認訴訟に匹敵する訴訟である」2）とも考えられている。
実際に、訴えの利益の拡大を目指した処分性拡大論は、処分性を確認の
利益の判断に接近させる傾向にあり、その本質は訴えの利益を中核とす
る「違法宣言訴訟」と考えるべきだと評されている 3）。したがって、処
分性拡大論と確認訴訟との関係は検討の課題とする。
第三に、救済便宜上の取消訴訟中心主義やその機能論（対世効や執行
停止など）により処分性を拡大する議論は、訴えの利益に関わらないこ

1） 原田尚彦と兼子仁が参照したフランス法の紹介として、兼子仁「フランス行
政法における先決問題」東京都立大学法学雑誌 3巻 1・2号（1963年）183頁
以下。なお、改正行訴法の下で、原田説は変わらず、「わが国の取消訴訟は、
フランスの越権訴訟のような包括的な救済手段として機能してきた」ことを強
調している（原田尚彦『行政法要論　全訂第 7版 [補訂 2版 ]』（学陽書房、
2012年）390頁）。阿部説について、阿部泰隆『フランス行政訴訟論――越権
訴訟の形成と行政行為の統制』（有斐閣、1971年）。

2） 興津征雄『違法是正と判決効――行政訴訟の機能と構造』（弘文堂、2010年）
188頁。ただし、本案審理構造は私人の権利や法的地位について裁判するもの
ではない（同書 188-189頁）。なお、原田尚彦「行政行為の『権力性』について」
（初出 1969年）『訴えの利益』（弘文堂、1973年）112頁注 7を比べてみよう。

3） 小早川光郎「紹介・原田尚彦著『訴えの利益』」（初出 1975年）『行政訴訟の
構造分析』（有斐閣、1983年）286頁（その実質においては「当該行為の違法
確認――および場合によって判決の拘束力――である」）。
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とから検討の対象外とする。

一　山村説
確認訴訟原型観の影響を受けた山村説では、抗告訴訟の各類型を通じ
た原型を違法性の確認とし、訴えの利益を確認の利益の枠組みに準じて
判断すべきだと主張している 4）。訴訟の対象となる処分性は直接の法律
効果で判断されるのではなく、もっぱら訴えの利益として考えられるべ
きだというものである。すなわち、端的に、違法な行政活動と私人の受
ける不利益との間に法的関連性があれば、その行政活動を争うことがで
きる。その法的関連性は、事実上の効果や付随的効果を問わず法的保護
に値する利益説により判断されている 5）。とはいえ、山村説は、処分性
を訴えの利益を判断するための外形的行為として、次のように独立した
概念の定義をしている。

「行政処分とは、行政庁が、第一次的判断権の主体として、行政の執行と

してする権力的意思活動、および事実行為である」。「行政処分とは、……

行政処分の適法性に関する紛争解決の客体として適格性であるということ

になる。すなわち、当該行政庁の行為が、裁判所によって適法性を判断す

る資格を有するかどうかということになる」6）。

山村説は、訴訟対象を訴えの利益に還元する点において白石説の延長
線に位置づけられるが 7）、処分性の概念設定については法効果を外して、
私人が受ける不利益を中心に考えるべきだとする方向性を明確にしたこ
とから、白石説をさらに一歩進めたものと評価できよう。しかし、なお
特定の外形的行為に拘泥し、しかも処分性の定義の前半は公権力の行使
そのものだが、後半は司法判断に適合するかどうかという訴えの利益の

4） 山村恒年「訴えの利益の諸問題」（初出 1975年）『行政過程と行政訴訟』（信
山社、1995年）165頁。とりわけ兼子一説の引用が明記されている。なお、こ
の論文において、山村は、原告適格を中心に、民事訴訟法の訴権論との対比を
行いながら、法的保護に値する利益説を論じている（160-163頁）。

5） 山村「行政処分概念の再検討」（初出 1967年）同上書 154頁。拡大された処
分は公定力が付いていない（同前・155頁注 3）。

6） 同上 144頁、142頁。なお、山村恒年「抗告訴訟の対象となる行政処分（1）」
民商法雑誌 58巻 5号（1968年）30頁、同「抗告訴訟の対象となる行政処分（11・
完）」民商法雑誌 61巻 3号（1969年）92頁も参照。

7） 南博方編『条解行政事件訴訟法』（弘文堂、1987年）83頁（高木光執筆）。
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問題にほかならない。そのため、山村説は行為形式の思考様式から訴え
の利益の思考様式へ移行する過渡期にある考え方である。この点につい
て、次に検討する原田説は訴えの利益に焦点にあてて、さらに進んだ議
論をしている 8）。

二　原田説
裁判所の政治過程への介入を防ごうとした田中・兼子理論に比べると、
原田は裁判所が「政治的統合過程の一環として機能」9）すべきだと力説
している。すなわち、政治過程に参加する私人と裁判過程に訴える私人
との主体性を一体的に把握することにより、法を宣言する裁判過程が広
く政治過程の延長線にあり、私人は違法な行政活動の矯正を求める包括
的自由権を有し 10）、裁判所は積極的に社会的要請に応えて具体的事案に
即して法創造を行うべきだと期待されている。したがって、裁判所への
アクセスを容易にするために、原田は民事訴訟における訴えの利益論を
参考にしながらも 11）、行政訴訟の特有の問題を念頭に置いて行政訴訟に
おける訴えの利益論を再構築している。原田の方法論の特徴として、次
の二点を指摘しておく。

第一に、実体法上の列記主義への批判である。「訴訟法上、概括主義が採

用されたとはいえ、行政訴訟の現実はなお実体法上の列記主義にとどまっ

たのであって、実体法がとくに認めてくれた利益が、行政行為という行政

の行為形式により侵害されたときのみ、司法上の救済を享受しうるにすぎ

なかった」12）。第二に、三位一体の訴権利益である。訴訟対象となる「処分性

は、取消訴訟の原告適格・訴えの利益と三位一体の関係をなして、訴権利

益が緩和するにつれて、漸次、拡大される」 ことにならざるをえない 13）。

原田説によると、訴訟対象は実体法により一義的に判断されるわけで
はなく、訴えの利益として実体法から独立させて個別具体的に判断され

8） 山村説について、原田尚彦「抗告訴訟の対象について」（初出 1971年）前掲
注（2）書 144頁注 5。

9） 原田尚彦「行政事件訴訟への期待」（初出 1973年）前掲注（2）書 237頁。
10） 原田・前掲注（2）100頁。
11） 原田「訴えの利益」（初出 1965年）前掲注（2）書 1頁以下
12） 原田「歩道橋反対訴訟の訴訟要件」（初出 1970年）前掲注（2）書 128頁。
13） 原田・前掲注（8）139頁。
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るべきものである。三位一体の訴権利益とは包括的自由権を訴訟法的に
具体化する「法的保護に値する利益」にほかならない 14）。そのため、処
分性は「行政庁の一方的に実施する公役務活動で、国民生活を他律的に
規制するもの」と定義されたが 15）、この定義は完全に訴えの利益として
判断されるものである 16）。取消訴訟は、違法行政行為の公定力の排除訴
訟から脱皮して、「行政作用の違法宣言判決」を求める訴訟 17）に進化す
ることが要求されている。したがって、「三位一体というのは、民事訴
訟における『確認の利益』の判断枠組を取消訴訟に投影したものであ」
りながら 18）、取消訴訟を確認訴訟に即して再構築するものといえよう。
しかし、処分性を訴えの利益に還元して「訴訟形式の選択にあたり実
体法上の問題」は深入りしないとすれば、民事訴訟または当事者訴訟の
どちらでも救済が可能となるはずであったが 19）、原田は取消訴訟を「常
に開かれている安全弁」20）として重視している。訴訟構造上の理由とし
ては、第一に、行政上の法律関係は行政決定を機軸にして多面的に展開
されることから、個々の権利関係よりも行政決定の違法性を直接判断す
るほうが紛争解決に効果的である。第二に、訴訟対象の拡大に伴い、裁
判所の判断は個々の権利義務を実体的な判断代置方式で終局的に確定す
るよりも、手続的審査を行うことで、実体的判断を行政に差し戻すこと
で民主的解決の契機となる。この二点から、原田も自認したように、取
消訴訟は、なお事後審的訴訟構造を維持している 21）。原田が求めるのは、
行政が法秩序形成を主導すると同時に、事後的な司法審査を全面的に受
けるべきという図式である 22）。

14） 原田・前掲注（11）3-9頁、13頁参照。
15） 原田・前掲注（8）150頁。
16） 同上 155頁。訴訟法の独立した処分概念を建てる山村説とは明確に区別され
ている（144頁注 5参照）。

17） 原田尚彦「取消訴訟の対象は『行政行為』に限られるべきか」判例タイムズ
18巻 8号（1967年）36頁。

18） 南編・前掲注（7）80頁（高木光執筆）。
19） 原田・前掲注（8）161-162頁。
20） 同上 143頁。
21） 原田・前掲注（9）191頁。
22） したがって、原田は予防的訴訟について補充説を支持している。いわく、「司
法審査はやはり事後審査を原則とするとみるのが正当であり、民事訴訟の場合
と同じく、争いが成熟してさえすれば、ただちに司法介入が許されるとみる白
石判事流の司法能力論には、なお若干の疑問が留保されねばならない」（「行政
上の予防訴訟と義務付け訴訟」（初出 1972年）前掲注（2）書 72頁）。ここで、
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三　兼子説
兼子説は原田説に共鳴しつつも、独自の「特殊法」理論に基いて処分
性拡大論を展開している。現代行政国家の登場に伴い、「現代の各特殊
社会関係ごとに特有な法論理の体系」は主に実体法の規範として形成さ
れている一方、行政法は主に行政手続および行政争訟手続を含める手続
法の規範として把握されるべきである 23）。現代行政国家における私人の
権利構造が大きく変化するにつれて、取消訴訟の活用は司法による私人
の法益形成の契機となる。

憲法の社会権保障に呼応する立法及び行政は各社会分野の需要に応じて

展開して、「各分野の『特殊法』によって国民の新しい各種の実体法的法益

が徐々に形成されつつあるように見られるが、事前参加および事後争訟に

ついての特別な手続的保障はいまだきわめて不備であるため、当面国民の

法益救済のためには一般の行政争訟制度に頼らざるを得ない。それも、明

らかに公法上の権利関係が存するとして当事者訴訟をおこすよりは、訴え

の利益の広い抗告訴訟を活用できればそのほうが各特殊法の法益形成の現

段階に即応していると見られる（環境法上の環境権、医事法上の健康権等々

の現状）」24）。

このように、実体法の列記主義を厳しく批判する原田説に対して、兼
子説は特殊法の実体法関係の内容を重視している。特殊実体法的権利な
いし法益が十分に発展していない場合には、裁判所の条理法的解釈によ
る訴えの利益の拡張は特殊法上の保護法益を補充するものにほかならな
い 25）。訴訟対象の画定は実体法の法益を前提にして、「事実上の支配力」
に照らして次のように行われている

「形式的行政処分の公権力性は、……、行政機関の行為が国民個人の法益

にたいして事実上の支配力をもっている状態を広く指すものと解してよい

と思われる。行政当局側が事実上の支配圏をもちその圏内で行動すると、

関係国民が当面現実にその行為に支配されざるをえず、国民が反対の法益

疑問とされたのは、司法権優越の司法国家観であろう。
23） 兼子仁「特殊法の概念と行政法」（初出 1974年）『行政法と特殊法の理論』（有
斐閣 、1989年）266頁以下。

24） 兼子仁『行政争訟法』（筑摩書房、1973年）274頁。
25） 同上 302-303頁。
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主張をするためには必ず国民の側から行政の行為に対して出訴してかなけ

ればならない。このような事実上の支配圏や行為の事実上の支配力は、民

間の私的行為にも存し、したがってまた行政が行う私法行為にも伴うわけ

であるが、現代の法制下にあってはとりわけ行政当局に事実上の支配圏が

多く設定されており（国民に法的資格を認定したり生活手段を供給したり

する行政など）、そこにおける行政の現実的支配力ある行為にたいして国民

の法益救済を行う必要が切実だと見られる」26）。

「事実上の支配力」に着目した兼子説は、行政主導の法秩序形成過程
において、私人の法的地位がどのように不安定になるかを描き出した。
例えば、憲法上の権利を具体化する行政法規における法益の存否が不明
確で、行政活動によりその法益の実現が広汎に影響されているのである。
したがって、取消訴訟の利用にあたって、公定力の排除訴訟から事実上
の支配力の除去訴訟へ転換する図式が兼子説によって描かれた。処分性
は、「一定の行政目的のために、私人個人の法益に対し、継続的に、事
実上の支配力を及ぼす場合に、関係私人が抗告訴訟の対象とすることを
欲しているもの」27）と定義されている。
さて、そもそも兼子説の取消訴訟観は「司法国家・裁判国家の原理に
最もよく叶う」28）確認訴訟説に近いものである。処分性の判断について
は、「訴えの利益」と一体的に、法的保護に値する利益説により判断さ
れるべきであり 29）、「裁判所に予防的確認を求める意味で」30）も認められ
る。兼子説は、実際に取消訴訟を違法確認訴訟として運用するものであ
ると考えられ、確認の利益の視点から見ると、「事実上の支配力」とは、
行政活動が、通常の私人行動よりも大きく、私人の法的地位に不安ない
し危険を現実的に作り出す力を指すものだろう。そして、こうした不安
を作り出す支配力を有する原因行為について、これを訴訟法上で直接か
つ早期に排除する必要があれば、訴えの利益が認められることになる。

26） 同上 278頁。
27） 同上 279頁、同『行政法総論』（筑摩書房、1983年）229頁。
28） 前掲注（24）202-203頁。なお、予防的訴訟について、兼子が白石説の訴え
の利益論を支持している（362頁以下）。

29） 同上 296頁。
30） 同上 291頁。
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四　阿部説
原田・兼子説は訴訟対象を訴えの利益に還元しながらも、伝統的処分
性に倣って形式的行政処分の内容を定義している。しかし、形式的行政
処分が実際に「法的保護に値する利益説」により事案ごとに判断される
ため、阿部泰隆は形式的行政処分の定義の曖昧さを批判し、次のように
相対的行政処分論を唱えている

「抗告訴訟の対象性を行為の性質により一律に決める考え方を放棄して、

誰が争うか、争う理由は何かという紛争の利益状況次第で、同じ行為でも

抗告訴訟の対象となるかどうかが異なってくる、という考え方」である 31）。「処

分性とは抗告訴訟でとりあげるかどうかという問題であるから、争う角度

なり争う人次第で処分性の有無やその理由が異なり、個々に吟味すること

が必要である」32）。

このように、定型的行政処分を解体して、訴訟対象は、もっぱら訴え
の利益によって判断される。亘理格の分析によれば、阿部説が処分性を
肯定する根底には、「各事案の性質に応じて訴訟による保護救済に値す
ると判断される法的な地位ないし利益の存在が想定される」。すなわち、
行政作用により影響を受ける者の法的地位を保護すべきかどうかという
判断は、処分性の肯定にとって決定的な役割をもつということである。
「相対的行政処分論のベースには、行為の性質論（訴訟対象論）と保護
法益論（訴訟主体論）とのリンケージという考え方が伏在する」33）。その
意味で、阿部説は原田・兼子説が唱えた法的保護に値する利益説に近い
ものである。
ただし、阿部説は、正当にも訴訟対象を訴えの利益に還元すると、も
はや訴訟対象を一般的に定義してカテゴリカルに画定することができな

31） 阿部泰隆「相対的行政処分概念の提唱」（初出 1982年）『行政訴訟改革論』（有
斐閣、1993年）89頁。

32） 阿部泰隆「抗告訴訟の守備範囲」（初出 1983年）前掲書 78頁。
33） 亘理格「相対的行政処分論から相関関係的訴えの利益論へ」阿部泰隆古希『行
政法学の未来に向けて』（有斐閣、2012年）756-757頁。なお、同じことを意
識した興津も原告適格の観点から、相対的行政処分論が「訴えの利益を基礎づ
け、当該第三者による出訴を正当化しようとする理論だ」と指摘している（興
津征雄「抗告訴訟における第三者の出訴可能性と処分性」前掲阿部古希所収
666頁）。
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いと指摘した。つまり、訴えの利益のアプローチにおいては、処分性の
定義自体が無意味なものとなるだろう。また、相対的行政処分論により
訴えの利益が認められれば、民事訴訟で争うこともできる。例えば、通
達について、民事訴訟における「事実行為の違法確認を認めて、通達の
違法確認判決を下せばよい」34）とされている。そこでは、通達の違法確
認訴訟が通達の取消訴訟と互換性をもつ点に留意すべきである。

五　検討
1　以上の学説をまとめると、処分性拡大論は、行政訴訟の対象を概
念演繹的に判断する手法を批判し、違法な行政活動から被った私人の現
実の不利益に着目して訴訟対象を判断するものである。司法審査を受け
るべき訴訟対象を訴えの利益に還元し、実体法上の具体的法効果要件か
ら解放させる点において評価できるものである。この処分性拡大論にお
ける訴えの利益の法構造は以下のように分節することができる。
第一に、訴訟対象は行政の一方的行為である。というのは、一方的行
為の違法性を直接の訴訟対象とするのが紛争の抜本的解決に資するから
である。
第二に、一方的行為は私人に悪影響を及ぼしたものである。その影響
の度合いは「他律」や「事実上の支配力」によって決まるが、具体的な
判断は法的保護に値する利益説により行われている。すなわち、私人の
法的地位の存否、現実に受ける不利益の性質、程度などの利害実態に着
眼して、救済すべき状態にあるときに出訴が認められるのである。具体
的法効果に収まりきれない事実上の不利益も訴えの利益として認められ
うるのである。
第三に、紛争の早期解決・根源的解決を図るために、現に救済する必
要性である 35）。

2　処分性を訴えの利益に還元すれば、取消訴訟における違法宣言作

34） 阿部泰隆「法の不明確性と行政訴訟の課題」（初出 1990年）前掲注（31）書
188頁。

35） 阿部説について、「環境問題における行政訴訟の役割」（初出 1986年）『国土
開発と環境保全』（日本評論社、1989年）264-265頁。
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用が浮上して、処分性が確認の利益に接近する点については、高木光が
指摘したところである 36）。また、民事訴訟において、確認訴訟の原告適
格は確認の利益に吸収されており、確認の利益については個別請求権的
根拠がなくても広く一般法秩序により守られるものであれば十分であ
る 37）。その点で、法的保護に値する利益説は、行訴法において導入され
た確認の利益について、行為の違法性を確認の対象として改鋳したもの
だと考えられる。次の二点は処分性拡大論において強調されていること
である。
第一に、当時の民事訴訟法学のドグマによると、確認の対象は現在の
法律関係に限られ、過去の事実または法律関係の原因行為は認められな
い。しかし、行政上の紛争の多くが行政の行為に起因することで、その
原因行為を直接攻撃する必要性がある。
第二に、法律上の争訟の判断にあたって、実体法上の権利義務の具体
性を行政法規から演繹的かつ抽象的に論証するよりも、違法な行政作用
とそれにより私人が受けた不利益との法的関連性を訴えの利益において
判断すべきである。
この二点からすると、「具体的に特定された行政作用の適法・違法を

めぐる紛争が、それだけですでに『法律上の争訟』にあたる」38）とする
発想がここには伏在すると思われる。すなわち、行政の適法性統制を司
法の権能として強調されている。ただし、訴えの利益については、私人
に対して司法的救済を与えるかどうかを判断する際に、やはり何らかの
司法的保護に値する権利利益が想定されているため、決して事件性を抜
き取る主張とはいえない。

36） 南編・前掲注（7）80頁、83（高木光執筆）。なお、浜川清「行政訴訟の諸
形式とその選択基準」杉村敏正編『行政救済法 1』（有斐閣、1990年）85-86頁、
伊藤眞「判決の機能と訴えの利益――抗告訴訟を手がかりとして」判例タイム
ズ 346号（1977年）11頁も参照。

37） 「確認の利益は、法律的なものでなければならないというのは、その権利関
係（殊に直接原告の権利義務でない場合に問題になる）の存否の確認と原告の
利益や地位の安定との間に法律的関連のあることである」（兼子一『民事訴訟
法体系〔増訂版〕』（酒井書店、1965年）157頁）。なお、安念潤司「取消訴訟
における原告適格の構造㈣」国家学会雑誌 99巻 7・8号（1986年）39頁以下、
原告適格と確認の利益に関する論述も参照。

38） 小早川・前掲注（3）293頁。
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3　原告適格を判断する次元でよく論じられた法的保護に値する利益
説は、本来、広義の訴えの利益、すなわち法律上の争訟を訴訟法の角度
から論じたものである 39）。その意図は、実体法による抽象的かつ画一的
な判断を退けて、事案に即して裁判所に具体的かつ裁量的判断を委ねる
ところにある。その結果、立法を待たずに裁判官の個々の主観的判断に
任せるという危惧が生じると批判されている 40）。しかし、原田・兼子説
も実体法を無視するわけではない。原田は、憲法上の包括的自由権を基
礎となる法的地位として措定しており、特殊法を強調した兼子も訴えの
利益の拡大を一時的な便法と指摘している。
現代行政国家の職能拡張に伴い、司法救済権能の拡大が求められる社
会的要求に応えるために、訴えの利益を通じて裁判官の判断権限を拡張
しようとする学説は、必ずしも行政訴訟法学において特有のものではな
い。民事訴訟法学においても、生成中の実体的法益を訴えの利益で積極
的に裁判所が判断する権限について、議論されている 41）。一方で、訴え
の利益を嚮導する規範としての法的地位の有無について、むしろ実体法
の問題として考えるべきだとする行政法の学説もある。以下で検討する
当事者訴訟活用論は、訴訟対象の問題を行政実体法に即して検討するア
プローチである。

第二款　行政実体法への転回
一　行政実体法の発展の遅れ
1　日本において、確認訴訟が注目されたもう一つの理由としては、
行政実体法上の請求権体系が発達していないことだろう 42）。抗告訴訟、

39） 亘理格「行政訴訟の理論――学説的遺産の再評価という視点から」公法研究
71号（2009年）67頁。

40） 原告適格の文脈において、しばしば批判されている。例えば、雄川一郎「訴
えの利益と民衆訴訟の問題」（初出 1976年）『行政争訟の理論』（有斐閣、1986
年）378頁、藤田宙靖『行政法総論』（青林書院、2013年）428頁以下。

41） 例えば、谷口安平「権利概念の生成と訴えの利益」（初出 1980年）『民事手
続法の基礎理論 I』（信山社、2013年）268頁以下。また、当事者適格について
も、いまだ実体権が確立していない領域において、紛争管理権論および本質的
集団訴訟理論が登場した（さしあたり、福永有利「新訴訟類型としての『集団
利益訴訟』の法理」（初出 1994年）『民事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）
222頁以下）。

42） 司法制度改革推進本部「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」および同議事
録の配布資料「（1－ 6）行政訴訟の対象についての検討課題」参照。なお、行
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当事者訴訟のいずれにおいても、もし行政作用の違法性を是正するため
の請求権体系が構築されれば、民事訴訟に準じて実体法上の請求権が認
められることで、給付訴訟による訴求可能性が確保されることになる。
法律上の争訟との関連で言えば、実体法上の請求権体系を構築すること
は具体的な権利義務を論証することと変わりなく、訴求可能性は実体法
上で判断されているため、特に訴訟法上は訴えの利益の問題としては現
われてこないのである。この場合に、たとえ裁判所は行政に対する礼譲
を表すために請求認容の判決を確認判決の形で下しても、確認の利益を
改めて論じる必要はない。また、請求権体系が構築されておれば、民事
訴訟のように、給付訴訟が確認訴訟よりも活用される訴えとなるはずで
あった。
この点について、原田尚彦の『訴えの利益』が上梓された 1973年に、
小早川光郎は、ドイツ取消訴訟における実体法の観念を分析し、実体法
的思考の特徴を、行政訴訟における行政行為概念の比重の低下という現
象に集約することができる、と指摘している。すなわち、ドイツでは、
行政行為とそれ以外の行為形式によってもたされた違法な侵害に対し
て、実体的請求権が同じ性質の排除請求権として構成されているのであ
る。取消訴訟の特殊性について、これを実体的請求権で相対化すると、
行政の一定の行為が行政行為または取消訴訟の対象として性格づけられ
るか否かは、もはや行政訴訟法上の権利保護の有無を左右するものでは
なくなるのである 43）。したがって、今日も、ドイツの行政訴訟法学は実
体的請求権の構成により権利の一般的訴求可能性を確保し、行政行為以
外の行為形式を争う請求権の受け皿を一般の給付訴訟と措定している。
また、一般の給付訴訟は、行政行為の差止訴訟の受け皿でもある 44）。

政訴訟検討会の議事録や配布資料は司法制度改革推進本部のウェブサイトに公
開されている。以下の引用では、会合の回数と発言者名のみを示す。http://
www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/05gyouseisosyou.html　（2013年 9月 3日
最終閲覧）

43） 小早川光郎「取消訴訟と実体法の観念」（初出 1973年）前掲注（2）書 198
頁以下。ただし、小早川は、ドイツ法の請求権体系を日本で継受することは困
難だと主張している（同上議事録における発言）。行訴法の改正以前、彼の行
政訴訟観はフランスの越権訴訟に近いものである（高木光「義務付け訴訟・差
止訴訟」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ　行政救済法』（有斐閣、2008年）
52頁）。

44） 山本隆司「行政訴訟に関する外国法制調査　ドイツ（上）」ジュリスト 1238
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2　日本法においては、塩野宏が指摘したように、「取消訴訟中心主義
の結果、実体法上の法律関係に関する考察は必ずしも十分に発達してこ
なかった」45）。抗告訴訟における実体法的要素は存在するが、通説も判例
もこれを請求権体系として把握していない。具体的に敷衍すれば、以下
のことが指摘できよう。
第一に、取消訴訟における原告適格について、通説判例が採った「法
律上保護された利益説」は、訴訟要件論であると同時に実体法上の「権
利論」である 46）。処分性については、究極的にいえば権利を具体的かつ
直接侵害されたかどうかを判断するものである 47）。そこで、原告適格お
よび処分性を実体法に引き直すと、取消訴訟を権利の侵害排除請求権の
受け皿として解することが可能となる 48）。そこでは、通達や行政指導の
訴追可能性は侵害排除請求権の有無により判断することもできるだろ
う。
しかしながら、行政の第一次的判断権を念頭におく通説判例では、取
消訴訟の運用はもっぱら制度自体の訴訟要件の次元において自己完結的
に展開されている。取消訴訟の性格については、訴訟物をめぐって形成
訴訟説と確認訴訟説との論争が展開されたが、実体法上の請求権を前提
にする給付訴訟説は見当たらない。原告適格と訴訟対象との関連づけ、
あるいは原告適格と処分性との関係を請求権に置き換えて一般化する研
究も行われていない。とりわけ裁判実務は処分性を法律上の争訟と並行

号（2003年）91頁、101頁以下。
45） 塩野宏「無名抗告訴訟の問題点」（初出 1983年）『行政過程とその統制』（有
斐閣、1989年）340頁。なお、安念潤司「取消訴訟における原告適格の構造㈠」
国家学会雑誌 97巻 11・12号（1984年）8頁注 20も参照。

46） 神橋一彦「公権論における基本権の位置づけ」（初出 1994年）『行政訴訟と
権利論』（信山社、2003年）30頁。なお、権利と反射的利益論を相対化した「法
律上保護された利益説」の射程については、原告が処分の名宛人から第三者ま
で、法的利益が個別法の明文で定める権利から関係法令の保護範囲内における
利益まで拡張したが、権利論としての本質には変わりがないと指摘されている
（小早川光郎「集団的訴訟」（初出 1978年）前掲注（3）書 247頁）。

47） 南博方「取消訴訟の対象としての行政処分」（初出 1970年）『行政手続と行
政処分』（弘文堂、1980年）136頁。

48） 田中説の「違法状態の排除」（田中二郎『新版行政法（上）〔全訂第 2版〕』（弘
文堂、1974年）293頁）はこの意味で排除請求権として理解できよう。原田尚
彦はより明確に「侵害排除請求権」を用いるが（前掲注（1）94頁、99頁）、
これとは別に訴えの利益論を展開している。なお、川上宏二郎「行政過程にお
ける私人の権利」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 2　行政過程』（有斐閣、
1984年）378頁以下も参照。
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して判断する傾向にあり、その結果、行為形式の訴追可能性が処分性の
枠内で議論されているのである。
第二に、抗告訴訟の枠内における権利関係訴訟の可能性は否定できな
い 49）。無名抗告訴訟を請求権の実現手段として法的構成を試みた学説が
ある。申請型義務づけ訴訟については、少なくとも法律上の申請権が定
められ、また給付行政の実体法関係が請求権関係に構成されることで、
「直接かつ具体的な国民の利益」を保護することができると指摘されて
いる 50）。非申請型義務づけ訴訟については、行政介入請求権として構成
するアプローチが可能である 51）。したがって、「公権力の発動に関する私
人の実体法上の権利の承認」は従来の学説においてもみられたものであ
る 52）。
しかしながら、繰り返しになるが、裁判実務における無名抗告訴訟の
許容性は行政の第一次的判断権を前提とする厳格な訴訟要件によって限
定されており、その実体法上の請求権については論じられていない。通
説も、無名抗告訴訟の許容性を訴訟要件論として論じており、実体法を
いかに構成するかについては一般的に展開していない 53）。

3　このように、抗告訴訟における実体法的要素は、請求権体系とし
て構築されていないのが今もなお現状である。とはいえ、行政の第一次
的判断権を克服するために、請求権体系を構築するアプローチが一案だ
とすれば、なぜ学説は請求権を積極的に構築して来なかったのか。そこ
には、次の理由があると考えられる。
第一に、伝統的公法私法二元論の克服と同時に、私法と異なる「公法
上」の権利関係を語ることが忌避されたことである 54）。当事者訴訟また

49） 小早川光郎「抗告訴訟の本質と体系」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 4　
行政争訟Ⅰ』（有斐閣、1984年）156頁。

50） 例えば、田村悦一『自由裁量とその限界』（有斐閣、1967年）282頁、原田・
前掲注（22）87頁。

51） 例えば、原田尚彦『行政責任と国民の権利』（弘文堂、1979年）40頁以下、
高木光「行政介入請求権」（初出 2004年）『行政訴訟論』（有斐閣、2005年）
218頁以下。

52） 高木・前掲注（43）47頁以下、塩野宏『行政法Ⅱ〔第 5版〕行政救済法』（有
斐閣、2010年）236頁注（1）。

53） 塩野・前掲注（45）339頁。
54） 遠藤博也によると、「明治憲法の公権論への反発」である（後掲注（61） 「行
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は民事訴訟の運用は民事実体法により解決されているが、抗告訴訟の運
用は訴訟要件の次元で処理されている。その結果、行政実体法上の「法
律関係」の中身が必ずしも吟味されていない 55）。第二に、行政裁判所を
有しない日本では、常に行政訴訟と民事訴訟との区別をしなくてはなら
ず、行政訴訟のアイデンティティの確立に悩まされている 56）。実体法上
の法律関係に引き直すと、さらにこの悩みは深いだろう 57）。民事訴訟と
の区別がつかない当事者訴訟の存在意義が否定されたことを考えれば、
それは杞憂ではない。第三に、行政法規は主に行政を名宛人とする授権
規範の体裁をとるものとして定められており、そこからは、必ずしも明
確な権利義務関係をそのまま観念することができない。行政法規から明
確な請求権体系を築きあげることは困難である 58）。
したがって、日本における訴訟類型・訴訟要件論の過熱現象は、実体
法の発展が遅れた代償といえよう。すなわち、ドイツ法が請求権体系を
重視する実体法的アプローチだとすると、日本法は訴訟要件を中心とす
る訴訟法的アプローチである。ただ、仮に訴えの利益論の展開が取消訴
訟の特殊性を相対化して、行訴法における概括的権利保護を確保するこ
とができれば、請求権体系と遜色のない行政訴訟制度になっただろう。
しかし残念ながら、そのような企ては、行訴法改正以前、通説および裁
判実務にはなかったのである。

二　請求権体系への試み
1　1980年代に入ると、大阪国際空港最高裁判決を契機に行政実体法
の重要性が注目されるようになった 。当該判決は、包括的公権力作用
の概念を用いて、国営空港の供用差止の給付訴訟を求める民事訴訟を不
適法とした。そこで、本判決で示された民事訴訟の限界にどのように対

政法上の請求権に関する一考察」22頁）。
55） 安念・前掲注（45）7頁注 17。
56） 例えば、小早川光郎編『改正行政事件訴訟法研究』（有斐閣、2005年）102
頁（小早川発言）、「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」（小早川発言）。

57） 「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」における各委員の発言参照。
58）  裁判実務からの指摘として、園部逸夫「行政訴訟と民事訴訟との関係」（初
出 1983年）『現代行政と行政訴訟』（弘文堂、1987年）7頁。学者からの指摘
として、山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商法雑誌 130巻 4・5号（2004
年）644頁、亘理格「法律上の争訟と司法権の範囲」磯部ほか編・前掲注（43）
書 25頁。
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応すべきか、というのが学界の関心事となった。すなわち、抗告訴訟で
あれ当事者訴訟であれ、行政訴訟においては空港の供用行為の差止請求
権がどのような形で構成できるか、または、これをどのように行政法の
特質に合わせて変形できるか、という問題である。また、行政訴訟の閉
塞状況を打開するために、実体法に立ち戻ってもう一度考え直すことも
検討された 59）。
このような状況の中、塩野宏は、大阪国際空港最高裁判決に対する弥
縫策として権力的妨害排除訴訟説を唱えた。これは民法上の妨害排除請
求権をモデルとした無名抗告訴訟であり、認容判決の形式は、「公共施
設供用の停止（部分的）にかかわる給付判決であるが、日本における裁
判所と行政機関の関係から、実務上抵抗が感ぜられる場合には、その変
形として供用継続行為の違法宣言訴訟（判決）も考えられる」と述べて
いる 60）。判決の形式はともかく、権力妨害排除訴訟においては、特定作
為の妨害排除請求権と特定の無名抗告訴訟類型とが結び付けられたので
あった。けれども、最高裁が包括的公権力概念を極めて曖昧に運用した
ため、また抗告訴訟において包括的な請求権体系を築き上げることがで
きなかったため、塩野説は裁判実務には受け入れられなかったのである。

2　これに対して、遠藤博也は、行政過程における私人の法的地位を
明確にしようとし、一連の論稿を通じて行政訴訟における実体法構造を
請求権体系として再構成する可能性を論じていた 61）。
遠藤の現状認識としては、取消訴訟中心主義に由来する「行政法にお
ける権利義務論の貧困」が、裁判実務上の行政行為論中心主義、紛争解
決の中途半端さ、司法の行政追随という問題をもたらした、ということ
である。彼が考案した処方箋は、行政の作為不作為義務の内容を可及的
に特定しておく行政法上の請求権体系である。すなわち、憲法上の基本

59） 高木・前掲注（43）55頁以下。
60） 塩野・前掲注（45）335頁注（52）。なお、塩野説に関する分析・批判につ
いて、高木光「権力的妨害排除訴訟論」（初出 2001年）前掲注（51）書 185頁
以下

61）  遠藤博也「行政法上の請求権に関する一考察」（初出 1988年）、「取消請求
権の構造と機能」（初出 1989年）、「取消請求権に関する一考察」（初出 1990年）、
いずれも同『行政救済法』（信山社、2011年）21頁以下所収。体系書について、
同『実定行政法』（有斐閣、1989年）参照。
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的な権利自由が行政過程において実定法に即してその実現を阻まれたと
き、憲法 32条によりその権利自由の救済・回復・実現を目指すことを
保障するものが請求権である。
したがって、行政法規の行為規範の側面を重視する学説に比べると、
遠藤説は行政法規を徹底的に裁判規範として構成するものである。取消
訴訟をはじめとする行政訴訟において、用いられる各種の違法事由は私
人の権利義務関係に置き換えられ、適法性に関する行政法規は実体法か
手続法かを問わず是正措置を内容とする請求権の要件事由を定めたもの
と解される。こうした変換作業によって、私人は司法を通じて行政法秩
序の形成に能動的に参与する主体性を獲得することになる。
一方、行訴法は訴訟類型の手続に関して詳しく規定するが、「審理手
続に関するかぎり、取消訴訟も規定上は全く（民訴と）同じである」62）。
本案審理における権利義務関係の構成は、公定力を覆滅するための抗告
的要素を相対化しながら、当事者訴訟と抗告訴訟との共通性を前面に押
し出している。したがって、実体法の基盤を共有すれば、私人のために
最適の訴訟類型を選択する問題は主観的訴訟の一本化により解消される
と同時に、行政の是正義務を明確にする判決の厳密化は提言されてい
る 63）。
しかし、遠藤説は裁判実務による受け入れどころか、この説に対する
学界の反響さえなく、日本において請求権体系を立てることが至難の業
だということの例証となった。とはいえ、遠藤説は訴訟法上においても
私人の実体法的地位を明確にしておく必要性を語る点において、今日な
お注目に値するだろう。

三　当事者訴訟活用論と確認訴訟
請求権体系の構築という視点からみると、当事者訴訟活用論と処分性
拡大論との対立点は、行政実体法に対する理解の仕方にあるように思わ
れる。すなわち、訴訟対象を訴えの利益の次元で解決するか、それとも
実体法的構成を前提にして訴訟対象を請求権に引き直すか、というアプ
ローチの違いである。この違いに着目する問題意識を念頭において、以

62） 同上実定 407頁。
63） 前掲注（61）取消請求権の構造 72-73頁。
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下では実体法的構成と確認訴訟との関係を検討する。

1　園部説の意義　　大阪空港訴訟最高裁判決を契機として、最高裁
調査官であった園部逸夫は当事者訴訟活用論を提唱した。園部説の主眼
は公権力の行使と私経済作用の複合の法律関係を実質的当事者訴訟に割
り振ることにあった。すなわち、従来の無名抗告訴訟論や処分性拡大論
が裁判実務上あまり受け入れられておらず、民事訴訟による請求も否定
された現状に鑑みて、解釈論上の第三の道として当事者訴訟を活用すべ
きだとする主張である 64）。しかも、当事者訴訟手続は公益的見地から紛
争処理に相応しく規定されているので、訴訟参加、職権証拠調べや判決
の拘束力を弾力的・便宜的に適用することができる 65）。これは機能的ア
プローチと呼ばれている。
機能的アプローチとはいえ、園部説は行政実体法上の請求権を作り出
すことになる。すなわち、民法上の差止請求権を有するとの主張が認め
られないが、公益を配慮する当事者訴訟において差止請求権が認められ
る可能性がある、ということである 66）。ただし、園部説では必ずしも請
求権の根拠が深く考えられておらず、単に最高裁判決の対応策として論
じられていた。
このように、園部説が訴訟法と実体法の両面から当事者訴訟活用論を
唱える際に、行政上の紛争を請求権体系で解決する方向性を示したので
あった 67）。そして、この考え方は、以下の鈴木説と高木説に影響を与えた。

2　鈴木説　　鈴木庸夫は、まず、全体として公法上の法律関係に関
して、行訴法では定型的な訴訟類型と非定型的な訴訟類型を区別し、後
者を当事者訴訟に配したと考えている。当事者訴訟には、特例法の「そ

64） 園部逸夫「グレイ・ゾーンと行政訴訟」（初出 1983年）前掲注（58）書 60
頁以下、同「行政訴訟と民事訴訟再論」雄川一郎献呈『行政法の諸問題（中）』
（有斐閣、1990年）338-339頁

65） 園部逸夫「行政訴訟と民事訴訟との関係」（初出 1983年）前掲注（58）書
25頁。

66） 同上 24頁、59頁。
67） なお、園部説が裁判実務に配慮する現実主義という側面も持っていたこと
で、民事訴訟の差止請求が認められるべきだと主張した学者により厳しく批判
された。例えば、原田尚彦「行政訴訟総説」雄川ほか編・前掲注（49）書 106
頁注 3。
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の他公法上の権利関係に関する訴訟」との連続性があることを捉えた上
で、同じ残余概念としての性格を有する包括的訴訟類型と位置づけてい
る 68）。また、民事訴訟との区別については、園部説が提示した当事者訴
訟手続の特質という機能的アプローチによるべきとしている 69）。
鈴木説は特に拘束力に注目し、給付訴訟の活用論を提唱した。ただし、
民事訴訟における給付判決の執行力は裁判所自らが判決内容を実現する
効力であるのに対して、当事者訴訟における給付判決の拘束力は、裁判
所が抽象的作為不作為命令を下し、行政庁がそれに行政的判断を加味し
た上で、その内容を実現させる効力である。すなわち、実体法上の義務
を設定する「拘束力が司法権と行政権との結節点の役割を担うべく規定
されたことである」70）。その点では、民事訴訟と異なる特徴が見出される
のみならず、司法と行政の役割分担にも配慮することができる。
給付訴訟だとすれば、「行政上の法律関係における実体権の究明」71）が
不可欠であるが、裁判実務において、行政権の発動に関わる請求がはた
して民法的請求権として構成できるかという疑問がある。さらに、「拘
束力を前提とすると、判決に争点整理ないし宣言的・確認的機能を担わ
せることが可能」72）だとすると、行政の義務に対する請求については、
民法的請求権を前提にする給付訴訟として構成する必要はなく、執行力
抜きで拘束力を有する義務確認訴訟として構成する余地がある 73）。この
点に気づいた鈴木は後に自説を修正した。

68） 鈴木庸夫「当事者訴訟」雄川一郎ほか編『現代行政法大系 5　行政争訟Ⅱ』（有
斐閣、1984年）80頁。

69） 同上 82頁、84頁以下。
70） 同上 89-90頁。
71） 同上 105頁。
72） 同上 91頁。
73） この点で、渡邊宗太郎は、行政処分の義務確認判決について、すでに拘束力
に着目して同様の方向性を指摘している。いわく、「当事者訴訟として行政法
関係における行政客体の権利の存在とその相手である行政主体の義務の存在を
主張する訴えに対して、かかる権利義務の存在を確認する判決などはこれ〔確
認判決――引用者注〕に属する。……判決が行政処分を行うべき行政主体の義
務の存在を確認するときには、……確定判決は行政庁を拘束するから、当該行
政主体の権限行政庁は確認せられた義務を履行するものとしての行政処分を行
われなけねばならない。その意味において給付判決があったこととその結果を
同じくするものである」（『全訂日本国行政法要論上巻』（有斐閣、1956年）
445頁以下）。
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修正された鈴木説は憲法学の基本権訴訟論 74）を参考にし、実体的基本
権侵害を救済するために、義務確認訴訟を活用すべきであるとして、次
のように述べる。

「こうした訴訟では基本権秩序の維持という観点から職権証拠調の原則も

比較的に導きだしやすいであろうし、判決においても執行力などが問題に

ならない事案であり、むしろ拘束力のほうが適合的である。又基本権侵害

が例えば人格権の侵害のように、その防除に際して被告側に相応の裁量が

みとめられなければならない場合は、抽象的義務確認判決のほうがより有

効で、被告はこうした判決の拘束力をうけて、具体的な措置をとると考え

たほうが適切であろう」75）。

こうして義務確認訴訟は、基本権の救済手法として作用することが期
待される。特に民法的請求権の構成が困難な場合でも、法律上の争訟で
ある以上、義務確認訴訟が受け皿となる。そして、基本権救済の導入と
いうことで、実体法的には民法と異なる法理を構想することが必要とな
るように思われる。したがって、鈴木説は、実体法的アプローチに傾く
ことになる。
以上要約すれば、鈴木説は、特定内容の請求権の構成を放棄したが、
基本的人権を確認する判決を行政の行動指針とさせる義務確認訴訟を構
成することによって、訴訟対象を確認の利益から判断する道を開いたの
である。

3　高木説　　機能的アプローチに対して、高木光は実体公法論の復
権と行為形式論を唱えている。実体公法論の復権については、「行政に
法的拘束を課すということが重要であり、……民事法の法理・発想とは
若干異質の法理・発想が必要とされること」76）を主張している。行為形
式論は、抗告訴訟の対象を行政行為に限定し、その他の行為形式を公法

74） 棟居快行「基本権の司法救済」（初出 1985年）『人権論の新構成』（信山社、
1992年）285頁以下。

75） 園部逸夫編『注解行政事件訴訟法』（有斐閣、1989年）64頁（鈴木庸夫執筆）。
76） 高木光「処分性、原告適格拡大論の再検討」（初出 1985年）『事実行為と行
政訴訟』（有斐閣、1988年）343頁、同「メンガー＝雄川理論の意義」（初出
1990年）前掲注（51）書 158-159頁。
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上の法律関係に引き直して当事者訴訟で争わせることを説いている 77）。
この主張の狙いは、公法上の争訟における概括主義にあり、抗告訴訟
の対象にあたる公権力の行使を最小限に抑え、多様な行政活動による権
利侵害に関して法律関係に即して救済を与えることにある。法律関係を
訴訟対象とし、特則が少ない当事者訴訟は、権利救済をはかるために柔
軟性を有している手続であると考えられている。ただ、ドイツ法を参考
にして公法上の実体請求権の構築に専念してきた高木は、1988年まで
もっぱら給付訴訟を念頭に置いていたが 78）、1990年に雄川一郎理論の問
題点を踏まえた上で、拘束力を重視した鈴木説の示唆を受け、訴えの利
益論にも注目することになる。

「憲法条項の直接適用と、確認訴訟のやや広い許容性を想定している。す

なわち、行政法規は、多くの場合、国民の権利利益を直接画定するよりは、

むしろ行政機関の権限行使に対する法的拘束を定めることにより間接的に

国民の権利利益の尊重を図るという形式をとっている。そして、そのよう

な法的拘束は憲法条項の具体化として解釈されるべきものであるから、法

令の定めが白紙であっても少なくとも平等原則、比例原則、適正手続原則

は妥当すると考えられる。他方、実体法理の解明に努力してもなお、国民

の具体的な請求権という形で『実体権』があるとはいいがたい場面がかな

り残ることもやむを得ない。このようなときに、民事訴訟における確認訴

訟の観念にはなじみがたいものであっても、紛争が成熟している限りにお

いて、行政機関による行政法規の解釈適用の適法違法について裁判所が有

権的な確認判断を示すことが有意義である」79）。

高木説は、日本において請求権を構築することは難しいと判断した上
で、訴えの利益のアプローチに着目した 80）。行政活動の違法性を明らか

77） 高木光「事実行為と行政形式論」（初出 1986年）前掲注（76）書 276-280頁。
78） 例えば、結果除去請求権や差止請求権である（高木・前掲注（77）276頁、
前掲注（76） 処分性 334頁）。

79） 高木・前掲注（173）雄川理論 276頁。
80） とはいえ、高木説が包括的な確認訴訟の活用を強調しているとは言いがた
い。高木説は、立法論として、 抗告訴訟については、処分性を純化した上で包
括的抗告訴訟概念を維持しつつ、義務づけ訴訟、差止訴訟を明文化すべきであ
り、当事者訴訟については、行為形式の多様化に即した訴訟類型をいくつか新
設する、と主張する 。例えば、憲法に直接基づいて損失補償を求める訴訟、
命令または条例の無效確認訴訟、土地利用計画違法の確認訴訟、行政指導に関
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にすること自体が私人の権利利益の保護にとって重要なものであるとい
う適法性統制の視点から見れば、ここでいう適法違法とは、「『権利利益
への影響』が行政目的と行政目的達成手段の両面から正当化されている
か」81）否かということである。ただし、出訴に関する個別的具体的な判
断はもはや物権的請求権の枠組みではなく、訴えの利益論によることに
なる。
実例としては、市のラブホテル建築規制条例施行規則に基き、ラブホ
テルに該当するとした市長の判定及び建築計画に同意しない旨の通知
は、裁判所が処分に該当しない旨の判断をした事例がある 82）。この事案
について、高木は、より直截に当事者訴訟として「本件建物がラブホテ
ルに該当しないことの確認を求める訴訟」が紛争の解決に適していると
指摘した。すなわち、建築中止命令がなされるまで原告を待たせる実質
的な理由がない以上、通知の時点で「法律上の争訟」が存すると解され
るべきである 83）。その際に通知の違法性だけでなく、条例の違法性をも
争うことができる。ここでは、通知における法判断が原告の経済的自由
にどのような影響を及ぼすかが、訴えの利益として衡量されている。

四　検討
以上の学説から、当事者訴訟活用論における確認訴訟の特徴として次
の二点を指摘しておく。
第一に、当事者訴訟活用論には、請求権を前提とする給付訴訟として
構成されなければならないという問題意識が極めて強かったと指摘され
ている。すなわち、「行政過程における様々な法関係を実体的請求権の
束として理解し直す作業が必要であるという主張」は、行政法規を請求
権の基礎として構築しようとするものである 84）。けれども、鈴木説と高

する書面の交付を求める訴訟、特定の土地の指定区域等該当性確認訴訟、届出
有効確認訴訟等である（高木光「段階的改革論」（初出 2002年）前掲注（51）
書 50頁、同「処分概念の純化」（初出 2002年）前掲注（51）書 68-69頁）。

81） 高木「公共事業の差止め」（初出 1982年）前掲注（76）書 97頁。
82） 浦和地裁昭和 63年 12月 12日判例時報 1314号 50頁。
83） 高木光「判批」判例地方自治 66号（1990年）40頁。本評釈は取消訴訟中心
主義における訴訟対象の限定および予防的訴訟の厳格化という現状認識を強調
している。

84） 中川丈久「行政訴訟としての『確認訴訟』の可能性」民商法雑誌 130巻 9号
（2004年）973頁。
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木説は、むしろ行政法規を行政の行動指針と認めた上で、訴えの利益を
柔軟に判断した方が容易に出訴できるだろうという軌道修正を行ってい
る。そうすると、特定内容の給付請求権に係る行政法規が存しなくても、
確認訴訟は具体的事案において行政法規の適用を明確かつ具体化する判
決により、行政に対して行動指針を与えて紛争を解決するものであるこ
とから、その出訴が許されるだろう。
第二に、憲法の基本的人権をはじめとする基礎となる法的地位が存在
しなければならない。裁判所はその法的地位に係る紛争の具体性を訴え
の利益によって広く判断している。このように考えれば、具体的法律関
係があるかどうかという問題は「法的地位への影響」の度合いに関する
利益衡量に吸収されるだけでなく、裁判所は憲法に基づく実体法的地位
の内容を明確に形成することが可能となるだろう。
この二点から、確認訴訟に着目した当事者訴訟活用論は、実際に訴訟
対象を訴えの利益に還元する処分性拡大論に接近しているように思われ
る。そして、行政と私人との法律関係として行政作用の違法性・適法性
を捉えれば、結果的に法律関係の具体性が訴えの利益の枠組みにより判
断されることになろう。

第三款　小括
処分性拡大論と当事者訴訟活用論は、第二節で指摘したように、それ
ぞれ違法宣言訴訟モデル（高柳説）と権利確認訴訟モデル（下山説）に
ほぼ対応すると考える。法律上の争訟を処分性に限定してしまうという
問題に対処するために、取消訴訟を違法宣言訴訟として活用するか、そ
れとも権利確認訴訟を活用するか、という司法政策を選択することにな
る。
処分性拡大論は、計画行政や給付行政が急速に展開した時代において、
行政活動の違法性を直接統制するために、民事法と異なる実体法理・訴
訟法理が必要とされたことから、既存のもので、かつ、活用が可能な取
消訴訟の拡大運用を図ることが最も便利だというプラグマティックな発
想に基づく理論である 85）。これは、いわば、取消訴訟の内部から処分性

85） この点につき、山本隆司『判例から探求する行政法』（有斐閣、2012年）
366頁も参照。
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を相対化するアプローチである。これに対し、当事者訴訟活用論は抗告
訴訟制度の行き詰まりを前提にし、多様な訴訟類型の役割分担による可
能性を探っていた。行為の違法性を中心に訴訟法理を構築することの必
要性を否定はしないが、司法の救済権能の消極的行使を基本的人権の規
範的意義に注目することによって転換することを目指し、基本的人権を
前面に押し出さなくてはならないと強調している。これは、いわば、取
消訴訟の外部から処分性を相対化するアプローチである。
両説の学者の間には、新たな行政法現象をどのように認識し、どの実
定法制度の特徴に注目し、どの訴訟類型を合理的に運用するかという点
で相違がみられる。ところが、共通点も意外に多いようにみえる。第一
に、基本的人権を重んじて、伝統的行政処分以外の行為形式の出訴可能
性を確保するという点である。第二に、権力的手段や非権力的手段が複
合的に組み合って展開する現代行政過程において、司法的救済の必要性
が権力性により左右されることを否定するという点である。第三に、訴
訟対象の判断にあたり、民事訴訟の救済法理、すなわち訴えの利益の思
考様式を行政訴訟に導入し、法律上の争訟に照らして訴訟対象を判断す
るという点である。訴訟対象は、権力性、直接具体性、外部性、法効果
性の基準で行為形式的に判断されるのではなく、行政作用の違法性と私
人が被る不利益との法的関連性を訴えの利益の次元において柔軟に判断
されるべきである。その際に、司法的救済の必要性は、裁判所の具体的
な利益状況に応じた衡量に委ねられている。
両説の共通点から、訴訟対象を訴えの利益に還元することに収斂する
といえよう。そして、訴えの利益に焦点にあてると、違法宣言訴訟であ
れ権利確認訴訟であれ、訴えの利益を中心に構成された確認訴訟という
訴訟形態に帰着することになる。訴訟法において残された問題となるの
は、法律上の争訟の判断にあたって、「私人に対して裁判所の保護を拒
んではならない最低限度とは何か、であるが、その限度内で具体的に訴
えの利益の範囲をいかに定めるか」86）という点であろう。しかしながら、
長野勤評事件および横川川事件の最高裁判決は、確かに訴訟形式を問わ
ず訴えの適法性をもっぱら訴えの利益の次元で考えてはいるが、やはり

86） 小早川・前掲注（3）293頁。
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取消訴訟中心主義を前提に訴えの利益を限定してしまっている。そのた
め、処分性拡大論であれ当事者訴訟活用論であれ、裁判実務においては
いずれの主張も受け入れられないものであった。この問題は、2004年
の改正行訴法をきっかけに改めて検討されることとなるが、これについ
ては、次章で検討する。

第六章　確認訴訟の新展開

前章では、確認訴訟に関する制度構想について、違法宣言訴訟と権利
確認訴訟の分析を通して、処分性拡大論と当事者訴訟活用論を検討した。
両者の問題意識は異なるが、多様な行政活動の展開に対応するために、
法律上の争訟を訴えの利益の次元で広く把握する点では共通している。
以上の理論状況を踏まえて、本章では、改正行訴法を中心に、確認訴訟
の明記の意義と改正後のその展開を検討する。まずは、確認訴訟に関す
る立法論、立法経緯、学説の反応を分析し、確認訴訟原型観の現代的意
義を明らかにする（第一節）。次に、行訴法改正以後の確認訴訟に関す
る判例を分析し、法律上の争訟を確認の利益で見直した判例の特徴を明
らかにする（第二節）。

第一節　確認訴訟の明記
第一款　現代行政国家の変容と行政訴訟改革
現代行政国家が行政官僚主導の「追いつき型近代化」87）として展開し

た日本では、法律上の争訟は、取消訴訟中心主義を堅持した最高裁判決
によって極めて限定的に考えられてきた。しかし、行政官僚主導の現代
行政国家の行き詰まりにより露呈した弊害に対応するため、1980年代
から政治改革、行政改革、地方分権推進、規制改革が行われることにな
る。行政法制度もまた、その例外ではなく、行訴法の改正議論がこの文
脈の中で登場した 88）。

87） 臨時行政調査会「行政改革に関する第三次答申（基本答申）」（1982年 7月
30日）。

88） その嚆矢として、雄川一郎「行政事件訴訟法立法の回顧と反省」（1983年）
前掲注（40）書 203頁以下。
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行政スタイル変革のきっかけとなった行政手続法は、規制緩和政策の
推進に伴い「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る」89）も
のとして 1993年に制定された。「国民と行政との関係をより透明・公正
なものとするため」90）に、1999年に情報公開法が定められ、2007年には
行政手続法改正により意見公募手続制度が盛り込まれている。一連の行
政法制度改革において、行政権を統制する「近代国家の標準装備」は、
周回遅れの立法であるとはいえ、ようやく日本で制度化されたこと
で 91）、行政過程での行政と私人との法律関係は、手続法の側面において
制定法により整序されたのである。一方、司法と行政との関係を見直す
司法制度改革もまた、この時期に登場しており、司法制度改革審議会は
「実効的権利保障」の目標を掲げて次の方向性を打ち出した。

「司法は、具体的事件・争訟を契機に、法の正しい解釈・適用を通じて当

該事件・争訟を適正に解決して、違法行為の是正や被害を受けた者の権利

救済を行い、……、これを通じて法の維持・形成を図ることが期待されて

いる。したがって、司法機能は公共的価値の実現という側面を有しており、

裁判所（司法部門）は、……国会、内閣（政治部門）と並んで、「公共性の

空間」を支える柱として位置付けられる。」「司法は、紛争の解決を通じて、

予測可能で透明性が高く公正なルールを設定し、ルール違反を的確にチェッ

クするとともに、権利・自由を侵害された者に対し適切かつ迅速な救済を

もたらすものでなければならない」92）。

このような状況の中で、行政主導の事前規制から事後監視・救済型社
会への転換を図るために、行政訴訟制度の見直しが求められたのであっ
た。公益の実現プロセスにおける法的紛争は、過去に肥大化した政治・
行政の領域においてその解決が求められていたが、今後は法的領域にお

89） 行政手続法第 1条。
90） 行政改革会議「最終報告」（1997年 12月 3日）。
91） 中川丈久「議会と行政」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅰ　行政法の基礎理
論』（有斐閣、2011年）152頁。

92） 司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書」（2001年 6月 12日）。周
知の通りに、佐藤幸治の法の支配論は本意見書に対して大きな影響を及ぼした。
司法権の行政に対する統制機能を十分に果たせるという点では、佐藤説と従来
の行政法学説との間には大差がないだろう（塩野宏「法治主義と行政の裁判的
統制」（初出 2007年）『行政法概念の諸相』（有斐閣、2011年）149頁以下参照）。
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いて裁判所による解決も図られるべきである 93）。司法は、現代行政国家
の質および政策形成・実施を法的視点から厳密に検証する役割を担うこ
とを期待されている 94）。そして、行政と私人との諸関係を広く法律関係
として把握し、そこにおける紛争は司法により解決されるべきであると
いう提言なされたのであった。
本稿の問題意識からみると、この行政訴訟改革が司法国家の実現とい
う課題を解決する側面も有することに留意するべきである。第四章で分
析したように、戦後の復興期において、二つの司法国家観が対立した経
緯があり、司法権優越の司法国家観により行訴法理論を判例法として積
極的に形成する契機があった。ところが、行訴法の制定および裁判実務
の保守化により、この契機は失われた。その結果、現代行政国家の展開
の中で、最高裁は行政活動の適法性統制を消極視した。しかし、現代行
政国家の変容に対応するために司法の役割転換が求められ、こうした新
たな状況は、実際に司法権優越の司法国家観の復権を図るものにほかな
らなかった。行政訴訟検討会の座長であった塩野宏は次のように改正行
訴法の基本構想を指摘している。

「行政訴訟立法に際しては、もともと、司法権は行政権のコントールの権

限を憲法上与えられていることに注意する必要がある。国民の側からいえ

ば、行政活動による自己の権利利益の侵害に対しては、その救済を求めて

裁判を受ける権利を憲法上有しているわけである。特段の法律的定めがな

ければ、民事訴訟による救済が認められるのである。……立法権の役割の

重点は、司法権が本来有する行政に対するチェック機能を十分に果たすこ

とができるような、より効果的な場ないし手段を提供することである。他方、

……司法と行政の関係につき一定の整理をすることも、立法権の裁量の範

囲に属するものである」95）。

93） 法的紛争があればまず裁判所に訴えるドイツに対して、行政と相手方との話
し合いで事が運ばれていくのは日本の特徴であったと指摘されている（塩野宏
「現代行政手続法の諸問題」（初出 1985年）『法治主義の諸相』（有斐閣、2001年）
226-227頁）。そして、日本では「現代型紛争に関する裁判過程の利用には必ず
しも好意的でないシステムができあがっており、このままでは、国民の行政紛
争に係る裁判所離れをもたらすおそれすらある」（塩野宏「行政裁判の課題」（初
出 1990年）同書 298頁）。

94） 「行政国家の失速……を前に、裁判所が重い腰を上げるテコとして機能」す
べきだと指摘されている（中川・前掲注（91）165頁）。

95） 塩野宏「行政訴訟改革の動向」（初出 2004年）前掲注（92）書 240-241頁。
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要するに、司法国家の原点に戻ると、そもそも民事訴訟で争えばよい
ということになる。この原点から考えると、行政権優越の司法国家観を
前提にする取消訴訟中心主義はまず克服されるべき課題であり、次に現
代行政国家の変容に対応する制度設計が求められている。したがって、
このような状況の中で、司法権優越の司法国家観を前提にする確認訴訟
原型観が行政訴訟改革において再登場するのは、今までの学説に照らし
て決して偶然ではない。以下、近時、改めて白石説の影響を受けたと思
われる学説について、分析する。

第二款　行政訴訟のあり方と確認訴訟
行訴法改正をめぐる資料は枚挙にいとまがないが、ここでは行政訴訟
検討会の議論に影響を及ぼした日本弁護士連合会（日弁連）の是正訴訟
案および芝池義一の違法確認訴訟説を取り上げる。両説を通じて確認訴
訟の明記をめぐる議論状況を解明した上で、立法経緯を分析する。

一　是正訴訟案
1　概要　　日弁連の「行政訴訟法（案）」96）（以下、「是正訴訟案」と

いう。）は、取消訴訟中心主義からの脱却を目指し、確認訴訟原型観を
取り入れたものである。その特徴は次の三点に整理できる。
第一に、是正訴訟案は、違法の行政決定を始めから無効として、公定
力を前提とする取消訴訟を廃止する。その代わりに、行政決定の違法性
の確認と、その違法状態の是正を求める訴訟としての「是正訴訟」を設
ける（第 7条 1項）。行政決定は、行政処分のほかに、行政立法、行政
計画、行政契約、行政指導、事実行為を含むあらゆる行政作用を指し、
その不作為をも含むものである（第 6條第 2款）。
第二に、訴訟類型の選択の負担を国民に課さないために、是正訴訟に
は訴訟類型が存在しない。すべての行政決定は、紛争の成熟性を備えれ

96） 日弁連編『使える行政訴訟へ――「是正訴訟」の提案』（日本評論社、2003年）
146頁以下。なお、その前に、日本弁護士連合会はいくつかの案を公表した。
最初の案は、抗告訴訟中心主義の立場を取り、従来の処分性拡大論と軌を一に
するものであった（同書 192-194頁、209頁、山村恒年編『市民のための行政
訴訟制度改革――ドイツ・フランスの調査を踏まえて』（信山社、2000年）
142-143頁）。
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ば是正訴訟で訴えられる。一方、多様な行政紛争の形態に対応するため
に、いろいろな判決類型が用意されている。例えば、違法確認判決、義
務づけ判決、違法宣言判決、結果除去判決、情況判決などである（第
41条）。
第三に、行政決定の違法は、民事訴訟においてもこれを争点にするこ
とができるとされている（第 3条第 1項）。すなわち、是正訴訟であれ
民事訴訟であれ、いずれによって行政決定の違法性を争うことができる。

2　検討　　是正訴訟案は、行政訴訟において行政と国民との徹底的
な対等性を図るために、行政の優越性を守る形成訴訟的制度（排他的管
轄や出訴期間の制限）を排斥したものである。そのため、是正訴訟は、
その基本形態を確認訴訟として 97）、民事訴訟との同質性を確保すること
を目指している 98）。
この確認訴訟を基本の訴訟形態とする制度設計については、日弁連の
独自の創意工夫もあるが、確認訴訟原型観に関する先行業績との関係は
必ずしも明確ではない。したがって、ここでは、今まで分析した学説を
踏まえて、是正訴訟の意義を学説史の角度から指摘する。
まず、解釈論である白石説は、形成訴訟とされた取消訴訟を相対化す
るために、違法性の宣言を抗告訴訟の本質として、公定力も手続上の効
力と解している。これに対して、立法論である是正訴訟案は、取消訴訟
制度を廃止したことから、違法性の宣言を確認訴訟として活用しようと
するものである。両者は、司法権優越の司法国家観を追求し、確認訴訟
を通じて過剰の権力性を排除する点で共通している。また、訴訟対象を
訴えの利益に絞って争点ごとに判断することも、是正訴訟が白石説から
学んだものだろう。
次に、下山説は、確認訴訟を基本的な訴訟形態と位置づけて、抗告訴
訟、当事者訴訟、民事訴訟を問わず統合的な行政訴訟観を提示し、救済
手法について「確認訴訟＋付随的救済」を唱えていた。これに対し、是
正訴訟案は、包括的救済手段を保障するために、主観的行政訴訟を一本

97） 日弁連編・同上 101-103頁（水野武夫発言、斎藤浩発言）、104頁（白石説
について、小早川光郎発言）。

98） 同上 108頁（斉藤浩発言、水野武夫発言）。
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化し、確認訴訟を入口にして、救済方法については判決の時点で決めて
よいとするものであり、これは下山説の発展形態といえよう。
第三に、是正訴訟案は、行政決定を直接に攻撃する違法宣言訴訟であ
る。ただし、行政訴訟と民事訴訟との同質性を保つために、行政決定の
違法性について、行政訴訟での直接攻撃にせよ民事訴訟での間接攻撃に
せよ、その本質は法律関係訴訟と変わらず、審査範囲も異なるところは
ない。違法性の判断と権利利益の存否とは表裏一体の関係にある。この
ような考え方は、すでに高柳説及び下山説において指摘されていたもの
である。
最後に、是正訴訟案においては、民事訴訟との役割分担をどのように
見極めるかが困難な問題となる 99）が、プラス・アルファーとなる是正訴
訟の目的は、行為形式を確認の対象とし、あらゆる判決に対世効を付加
するところにある。これは原田説を始めとする処分性拡大論が強調して
いたところである。
以上の通り、是正訴訟案において、訴訟法思想のレベルでは確認訴訟
原型観が取り入れられているが、訴訟技術のレベルでは違法宣言訴訟の
構造である。しかしながら、この制度設計はあまりにも民事訴訟の制度
に傾いており、果たして適法性統制に馴染むか、という疑問が残る。ま
た、あらゆる判決に対世効を付与する必要性も疑われている。そこで、
以下では、これらの問題にも着目する芝池説を検討する。

二　違法確認訴訟説
1　芝池説の展開　　民事訴訟との相違点を見出すために、芝池説は、
抗告訴訟の本質を適法性統制の視点から違法宣言訴訟と理解し直すべき
だと主張している 100）。行政の適法性を統制するために、「抗告訴訟は本
来の意味の『法律上の争訟』が存在しない場合にも認められるもの」101）

となる。そして、抗告訴訟の訴訟対象は、法規適合性が強く要求される、

99） 同上 106頁（小早川光郎発言）。
100） 芝池義一「行政訴訟制度改革に関する覚え書」原野翹ほか編『民営化と公共
性の確保』（法律文化社、2003年）73頁。

101） 芝池義一「抗告訴訟に関する若干の考察」原田尚彦古稀『法治国家と行政訴
訟』（有斐閣、2004年）70-71頁。
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公権力の行使にあたるもの、すなわち行政が行う一方的行為である 102）。
ところで、適法性統制という観点から取消訴訟の対象を広く捉えるこ
とは可能であり、必ずしも行政行為に限定されない。そもそも取消訴訟
は、取消に先立って行為の違法性確認を行っており、違法性確認を活用
すると、違法宣言訴訟として運用できる可能性がある 103）。そして、違法
即無効であるとしても、「裁判所による取消宣言は、行政庁による上記
の事実上の行動（強制執行や制裁）の禁止を、違法宣言以上の重みを持っ
て行うという意味を持つもの」104）と解される。したがって、取消訴訟の
性質は形成訴訟ではなく、確認訴訟である 105）。
ただし、取消判決の効力について、実体的行政行為は、国民に対して
一方的にかつ具体的な権利義務の変動をもたらすものである。権利義務
の変動を防ぐために、取消訴訟は行政の活動に対して権利義務の変動を
即時かつ遡及的に失わせる効力、および強力的な対世効を有してい
る 106）。したがって、行政行為以外の行為形式は、取消訴訟で争うことが
できるが、対世効があるために、柔軟性を欠いた取消訴訟となり、そこ
には限界がある。この問題点を裏付けるのは、対世効を相対的効力と解
した判例である 107）。そこで、芝池説は、給付訴訟、確認訴訟、形成訴訟
の三分論を適用した上で 108）、取消訴訟の不足を補うために、行政立法・
行政計画を中心に違法確認訴訟の可能性を述べている。

「違法確認訴訟は、行政の行為の違法性を確認することを目的とする訴訟

であり、違法確認判決があっても違法行為が残る。この違法状態の是正は、

行政庁に委ねられる。行政庁は、違法行為を除去するのかこれを修正する

にとどめるのか、そうして措置をいつ行うか、除去するとしてそれを遡及

的に行うのか、再決定を行うとしてこれをいつ行うのか、といった点につ

102） 芝池義一「抗告訴訟と法律関係訴訟」磯部ほか編・前掲注（43）書 36-38頁、
同前掲注（100）75頁、80頁

103） 同上「抗告訴訟と法律関係訴訟」38頁。
104） 同上 40-41頁。
105） 芝池・前掲注（100）85頁注（28）、同前掲注（102）40-41頁。
106） 芝池義一「抗告訴訟の可能性」自治研究 80巻 6号（2004年）5-6頁、同前
掲注（102）38-40頁。

107） 東京地判昭和 40年 4月 22日行集 16巻 4号 708頁（医療費職権告示の効力
停止事件）。なお、事情判決をしたのは、大阪地判昭和 57年 2月 19日判時
1035号 29頁（近鉄特急事件）。

108） 芝池・前掲注（106）7-9頁、11頁。



184

論　　説

いて一定の裁量を持つと考えられる。こうした弾力的対応は、行政と司法

のバランスという点からいうと、一つのあり得る形であろう」109）。

取消判決が有する対世効をはずした訴訟によって、裁判所は違法性の
確認にとどまり、判決内容の実現を行政に行わせて自らの負担を軽減す
る。そのため、違法確認訴訟は適法性統制を中心に位置づけられて活用
されることになる 110）。
　
2　検討　　適法性統制の視点から行政法上の争訟の制度を創出する

ことを目指した芝池説によると、訴訟対象は行為の違法性となる。だが、
主観訴訟を前提にする「権利利益の侵害性」という要件は、依然として
不可欠とされる 111）。客観訴訟ではなかった芝池説は、民事実体法の請求
権体系とは異なり、抗告訴訟における具体的法律関係について、それほ
ど厳密に判断する必要はない、という主張であろう。これは、違法な行
為がなされた以上、法律上の争訟があることをそこに認める点において、
処分性拡大論との軌を一にするものである。
さて、芝池説で留意すべき点は、訴訟対象を拡大するために、違法性
の確認を訴訟の基本として、取消訴訟を違法宣言訴訟と解するところに
ある。取消訴訟の対象拡大によって、その判決の効力がそのまま適用さ
れると不都合が生じるために、芝池説は、違法確認判決の効力に着目し
ているのである。この点については、かつて最高裁事務総局行政局が指
摘した違法宣言訴訟の考え方に近似している 112）。
しかしながら、なおも行為形式論を強調する芝池説においては、訴訟
対象を訴えの利益に絞る発想は見当たらず、むしろ訴えの利益のアプ
ローチを疑っているようにもみえる 113）。そのため、出訴についてはもっ
ぱら「権利利益の侵害性」と「一方的行為」により判断されている。だ
が、「一方的行為」に関する「漠然とした対象の設定の仕方」114）は、裁

109） 芝池・前掲注（102）45-46頁。
110） なお、芝池説はもともと立法論であるが、改正行訴法の下で解釈論として運
用されることも可能だとされる（同上 45-46頁）。

111） 芝池・前掲注（106）10-11頁。
112） 本稿第五章第一節参照。
113） 芝池・前掲注（100）81-82頁。
114） 「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」（芝池義一発言）。
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判実務においてその救済の必要性が判断しにくいと指摘されている 115）。
そうすると、訴訟対象に関する事案ごとの判断は、大幅に原告適格の問
題に委ねられることになるだろう。

三　小括
是正訴訟も芝池説も、取消訴訟の権力性・特殊性を確認訴訟で否定ま
たは相対化した上で、訴訟の対象拡大を図るために、確認訴訟に注目し
たものである。ただし、民事訴訟をベースとして訴訟対象を訴えの利益
に絞る是正訴訟案に対して、芝池説は行政訴訟の特質と行為形式論を強
調している。また、対世効の必要性について両者の主張は異なる。
芝池義一と是正訴訟案に携わった水野武夫、福井秀夫は、行政訴訟検
討会の検討委員として立法過程に大きな影響を及ぼした。以下では、こ
の立法過程における対立点を念頭に置いて、行政訴訟検討会での議論を
分析する。

第三款　確認訴訟の明記
一　訴訟対象の拡大と確認訴訟の登場
行政訴訟検討会第 9回会議では、訴訟対象を拡大すべき方向で議論が
なされた。事務局は、処分性拡大論のアプローチを疑問視し、取消訴訟
を公定力排除訴訟と捉えている。そして、処分性を拡大すると、行政法
上の法律関係を早期かつ画一的に確定させるために、出訴期間の制限や
排他的管轄を適用するかどうかが検討が必要だと指摘している 116）。他
方、取消訴訟の対象に当たらない行為をめぐる紛争について、事務局は、
違法即無効を前提にして、無効確認訴訟または当事者訴訟における確認
訴訟の可能性を検討する方向を提示した。例えば、通達や用途地域の指
定について、当事者訴訟としての違法確認、無効確認あるいは義務不存
在確認訴訟で争う可能性が示された 117）。この方向性は当事者訴訟活用論
に近いが、確認訴訟という訴訟形態に着目する点においては、むしろそ

115） 同上（市村陽典発言）。
116） 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（配布資料に対する小林久起参事官の説
明）。なお、同議事録における配布資料として、「資料 1　取消訴訟に関する検
討資料」 および「資料 2　取消訴訟の特色」参照。

117） 同議事録において、村田斉志企画官による説明参照。
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の淵源は義務確認訴訟説にあるように思われる 118）。
一方、事務局の意見を批判した検討会委員は、立法論として取消訴訟
を違法確認訴訟と理解し直すべきではないかと指摘している 119）。そのた
め、まず考えるべき問題は、訴訟対象をどのように拡大するかであり、
出訴期間の制限や排他的管轄の適用についてはその次に考える問題であ
る。また現状認識として、取消訴訟で争えないものは民事訴訟または当
事者訴訟でも争えないことから、立法論として何らかの手当てをする必
要があると主張した 120）。
以上の議論において、事務局の意見もその批判も、行政の活動・作用
が複雑多様化したことに伴い、包括的な救済手段を図ると同時に、多様
な行為形式に応じた特則を定めるのは困難だ、という共通の認識を持っ
ている。そして、訴訟対象を拡大するために、取消訴訟中心主義を排斥
して確認訴訟という訴訟形態が重要であると考える点においても共通し
ている。この結果、訴訟対象の拡大を確認訴訟によって実現するという
意見は、検討会の終盤で主流となったのである 121）。
なお、確認訴訟を中心に考えるべきだという方向が確立したもう一つ
の理由として、訴訟対象を請求権に引き直すアプローチは検討会におい
て採用されなかったことである。行政訴訟検討会第 14回会議において、
行政訴訟の対象をいかに拡大するかについて、訴訟対象を権利救済の請
求権として判断する考え方が提示された 122）。事務局の参考資料では、「国
民の権利利益の実効的な保障を図る観点から、国民の権利利益をその侵
害又は侵害のおそれから救済するため、公法関係か私法関係かを問わず、
国又は公共団体に対しても必要な救済を求める請求権が生ずるという考

118） 例えば、「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」においては、薬局開設権利確
認事件は特に議論された（東京地判昭和 37年 10月 24日行集 13巻 10号 1858頁、
最大判昭和 41年 7月 20日民集 20巻 6号 1217頁）。本件は義務確認訴訟説の
影響を受けたものである。

119） 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（芝池発言「違法確認訴訟」、水野武夫
発言「確認訴訟の一種だという解釈」、小早川光郎発言「違法確認ということ
を求めるだけでもいい」）。

120） 同上（芝池発言）。
121） 水野武夫「処分性の拡大と確認訴訟の活用」自由と正義 60巻 8号（2009年）

26頁。ただし、「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」において、塩野宏座長
はすでに論点を確認の対象（違法確認か無効確認か法律関係確認か）と訴えの
利益に絞っている。

122） 「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」（村田報告）。
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え方」が示された 123）。
しかし、訴訟対象を請求権に引き直すアプローチは検討会委員からの
支持が得られなかった。その理由としては、第一に、民事訴訟に対して
行政訴訟制度を設ける必要があるとすれば、行為の違法性を直接攻撃で
きるような訴訟形態を定めるべきである 124）。第二に、行政実体法上、必
ずしも明確な請求権を見出すことができないことから、違法性への不服
という形の方が争いやすい 125）。第三に、給付訴訟を原則とする民事訴訟
に対して、行政訴訟においてはむしろ違法性の確認を中心に制度設計を
行うべきである 126）。
以上の議論は結論を出さなかったものの、訴訟対象を請求権に引き直
すアプローチは検討会において主流にはならなかった。したがって、こ
の点でみると、前章で検討した請求権を前提とする当事者訴訟活用論は
検討会において採用されなかったことがわかる。

二　確認訴訟の構成
1　確認訴訟の構成について、最も問題となるのは、確認訴訟を抗告

訴訟と当事者訴訟のどちらに定めるかという点である。前章の分析を踏
まえ、この問題を違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説との対比を通じて、
検討会での議論を分析する。
違法宣言訴訟説は、行政のあらゆる行為を民事的請求権体系に還元す
ることはできないので、行為の違法性を直接攻撃対象とする制度設計こ
そ、より適法性統制に資するものという主張である 127）。また、民事訴訟
のドクマティックによると、確認訴訟の対象は原則として現在の法律関

123） 同上議事録における配布資料「（1－ 6）行政訴訟の対象についての検討課題」。
124） 「行政訴訟検討会（第 14回）議事録」（水野発言、芝池発言。特に小早川は
行政訴訟のアイデンティティを問題視する。いわく、「請求権で全部考えるの
であれば、それは民事訴訟でいいではないかということになりますが、ドイツ
ではそうではなくて、行政裁判所が現にあるわけです。だから行政裁判所と行
政機関が相互に役割分担して、裁判所の方は請求権ということで自分の口出し
をしていく。……日本で請求権、請求権と言ってしまうと、……、では民訴で
いいのではないかということになりそうなのですが、そこはドイツと制度的な
前提が違うという気がいたします。」）

125） 同上（成川秀明発言、小早川発言）。
126） 同上（水野発言、是正訴訟の主張）。
127） 同上（小早川発言、芝池発言）。
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係に限られていることから、過去の事実である行為を確認の対象と定め
る立法的手当が必要である 128）。
一方、権利確認訴訟説は、法律関係の存否を通じて多種多様な行為形
式を争うことから、権利を直接確認することが違法確認より直接の救済
を与えることができるという主張である 129）。また、確認の対象について、
行為の違法性を対象と解する可能性も十分あると主張された 130）。
以上の議論は、いずれにしてもより広い範囲の紛争を包括するために、
確認訴訟を通じて行政決定の違法性を明らかにすることに重点をおいて
いる。そして、構成手法は異なるが、弾力的かつ柔軟な構造を設けてい
る点で一致している。

2　見方を変えると、確認訴訟の構成の問題は、確認の対象の問題で
あると解することができる。最近の民事訴訟の動向では、確認の対象選
択の適否は、確認の利益の問題として判断される問題となり、必ずしも
現在の法律関係の次元に限られてはいない 131）。また、違法宣言訴訟説も
権利確認訴訟説も、法律上の争訟を前提にすれば、確認の利益を有する
ことが要求されている 132）。そうすれば、むしろ「確認の利益にそこ〔確
認の対象――引用者注〕を収斂させる」133）ことができるかどうかという
点が問題となろう。したがって、検討会の終盤においてようやく両説は
確認の利益の問題に収斂されていく 134）。

128） 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（水野発言）。
129） 同上（小林久起報告、塩野宏発言）、「行政訴訟検討会（第 27回議事録」（小
林報告、塩野発言）。

130） 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（塩野発言、例えば「行政指導の、…
違法確認」）。

131） 同上（塩野は何度も同じ趣旨の発言を繰り返した）。
132） 「行政訴訟検討会（第 9回）議事録」（村田報告、市村発言）、「行政訴訟検討
会（第 27回）議事録」（水野発言、「行政の行為と書いても、……、確認の対
象にふさわしいかどうか、確認の対象として的確かどうかということが個別の
案件ごとに当然、議論になるわけです」。

133） 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（塩野と水野との議論に対する深山卓
也発言）。

134） 同上（塩野発言）。なお、芝池義一ほか「鼎談 行政訴訟検討会の『考え方』
をめぐって」ジュリスト 1263号（2004年）27頁（芝池発言、考え方について
「両者の統合みたいなものを考えている」）。ただ、「行政訴訟検討会（第 27回）
議事録」において、水野と芝池は裁判実務の対応への懸念を示している。水野
と福井は立法による明記を要求したが、芝池は処分性拡大の可能性を残すべき
と主張した。
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ただし、違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説とでは、確認の利益をどの
ように判断するかという点において考え方が異なる。これは検討会では
明確に議論されていない問題であるが、留意すべき点である。
違法宣言訴訟説は、行為の違法性を中心に訴えの利益を判断するもの
である。すなわち、この説は、実体法的権利義務の具体性を厳密に要求
せず、もっぱら違法の行政活動が私人に及ぼした不利益を衡量し訴えの
利益を判断するアプローチであり、事実上の損害も訴えの利益として救
済できる 135）。これは、適法性を中心におく「行政訴訟特有の確認の利
益」136）論である。
これに対し、権利確認訴訟説は、権利救済を中心に訴えの利益を判断
するものである。すなわち、この説は、個別の行為の違法性を中心にお
かず、もっぱら権利救済の実効性（またはタイミング）から訴えの利益
を判断するアプローチである 137）。この説は、民訴における確認の利益を
ベースとするが、行政訴訟特有の確認の利益を排斥しない。
以上の通り、両説のこの点における違いは検討会では詳しく議論され
ていない。しかし、取消訴訟中心主義の克服のために、確認の利益を通
じて早期救済を目指すという点では一致していたのであった。

3　以上の議論を経て、「行政訴訟制度の見直しのための考え方」にお
いては次の方針が示されている。

「行政の活動・作用が複雑多様化したことに伴い、典型的な行政を前提と

して『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』を対象としてきた

135） 「行政訴訟検討会（第 10回）議事録」において、小早川は次のように指摘し
ている。「やっぱりある程度、権利義務関係みたいな具体性を持ってこないと
民事訴訟の手続は始まりにくいんではないか。それに対して行政庁が法律違反
の行動をとっているというようなケースについては、多少早めの段階で、多少
訴えの利益の判断を緩くするような、そういう裁判所の門の開け方があるので
はないか。」「それは、こういう事件だから、こういう事実関係だから、確認の
利益があるでしょう、という判断を一つ一つしていけばいいわけです。こうい
う事件というのは、民民の一対一の場合のお互いカプリシャスであって明日は
あの人なにをやるかわからんというそういう私人間の関係もあって、それから、
良かれ悪しかれルールに従って官僚制の規範に則ってきちんきちんと行われて
いく行政の場合とで、将来予測の程度も違うだろう。」「事実上の不利益を受け
る人から違法確認の訴えができる」。

136） 同上（小早川発言に対する塩野の評価）。
137） 「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（小林報告）。
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取消訴訟を中心とする抗告訴訟のみでは国民の権利利益の実効的な救済を

することが困難な局面への対応の必要性が指摘されている。……確認訴訟

を活用することにより、権利義務などの法律関係の確認を通じて、取消訴

訟の対象となる行政の行為に限らず、国民と行政との間の多様な関係に応

じ、実効的な権利救済が可能となる」。

この「考え方」は確認訴訟を概括主義の受け皿とする趣旨を明確に打
ち出し、確認訴訟はすべての行政法上の法律関係に関する紛争を包括す
る訴訟形態であると解された。その後、確認訴訟は当事者訴訟の一種と
して、すなわち権利確認訴訟の構成で明記された 138）。

4　是正訴訟案は、違法宣言判決に対しても対世効を定めたが、芝池
説では弾力的運用のために対世効を必要としないとしている。この問題
は検討会においても議論が概ね二分された。肯定説は、行政上の紛争を
一挙に解決するために、対世効を定めるべきとするが 139）、否定説は、確
認訴訟という訴訟形態について、そもそも対世効を定める必要がないと
主張している 140）。
このような議論は、確認訴訟で多様な紛争をいかに適切に解決するか、

という観点からも行われていた。行政立法や行政計画など抽象的行為形
式に関わる紛争については、対世効のない確認訴訟が必ずしも適切な訴
訟類型ではないと思われており、これらの場合、個別立法で紛争状況に
応じて対世効が定められるべきである、という意見がある 141）。他方、行
政立法および行政計画の司法審査のあり方の議論では、むしろ対世効が
必ずしも適切ではない、と指摘された 142）。対世効がなくても、違法即無
効なら、違法確認すればよい、という意見もある 143）。

138） 明記に関するやりとりについて、櫻井敬子「行訴法改正について」学習院法
学 60巻 8号（2009年）352-355頁以下、水野・前掲注（121）25-26頁。

139） 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（福井秀夫発言）。
140） 同上（塩野発言、「拘束力が働きます」）。
141） 同上（塩野発言）。
142） 「行政訴訟検討会（第 29回）議事録」（市村発言、「司法が入ってくる場合の
難しさとして、……、判決の効力を考えてみても、第三者効または対世効を与
えるというところに踏み切るのには躊躇があるだろう」）。

143） 「行政訴訟検討会（第 25回）議事録」（小早川発言、「拘束力も、もう一度や
り直せという意味の拘束力になりますから、行政庁としてはもう一度やり直す
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結局のところ、検討会では議論が収斂されないままで終わり、対世効
は定められず、確認訴訟は既判力および拘束力のみ有することになった。
したがって、確認訴訟は、判決の効力について対世効を有する取消訴訟
とは異なった救済手法として理解されるのであった。
　
三　小括
1　以上の立法経緯から、次の四点をまとめとして指摘することがで
きる。
第一に、確認訴訟の構成について、違法宣言訴訟説と権利確認訴訟説
は対立したが、確認の対象選択の問題については、両説ともに、確認の
利益の問題に収斂した。確認訴訟の位置づけについて、抗告訴訟と当事
者訴訟を権力性により厳密に分けるべきだといった奪い合いの議論は、
行われていないことが注目される 144）。
第二に、確認訴訟は、改正行訴法では当事者訴訟の中で権利確認訴訟
として定められたが、検討会においては行政事件に関する法律上の争訟
を訴えの利益でどのように広くカバーするかが議論の中心となった。そ
のため、確認訴訟の運用について、訴訟対象を実体法上の具体的法律関
係に還元することができるかどうかよりも、むしろ訴えの利益の問題の
方が重視されることとなった。
第三に、訴えの利益について、これを特に制限すべき議論は行われず、
法定抗告訴訟の要件または長野勤評事件最高裁判決の判断基準との関係
にも触れていない。そのため、特定の紛争状況に対応するために訴訟要
件・本案勝訴要件が明確に定められた義務付け訴訟・差止訴訟とは異な
り、訴訟要件を定めない確認訴訟は、受け皿として柔軟に運用すること
が期待されている。
第四に、対世効の議論は、行政立法および行政計画をめぐる紛争を中
心に行われたが、確認の利益とは別問題とされた。対世効を有しない確
認訴訟は、判決の効力との関係で、抽象的行為形式をめぐる紛争の解決

ということで、余り混乱は起きないのかなと。」「対世効を付けるとなると立法
としてなかなか大変です」）。

144） この点について、小早川編・前掲注（56）151頁以下も参照（中川発言、小
早川発言）。
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に向いていないという意見があるが、訴えの利益があれば確認訴訟は出
訴できるという趣旨に変わりはない。
以上を要約すると、改正行訴法は、訴えの利益があれば、訴訟の対象
を問わず確認訴訟で出訴できることにその意義があることがわかる 145）。

2　確認訴訟を明記した意義について、橋本博之は、行為形式の思考
方法の限界を意識しつつ、権利義務関係の角度から確認の利益に着目し
て「民事訴訟理論の発想に依拠」146）する方向性を打ち出したことにある
と評している。また、今まで検討した確認訴訟の歴史からみると、取消
訴訟中心主義を相対化するために、訴訟対象の問題を訴えの利益の問題
に絞る点においては従来の学説との軌を一つにするといえよう。違法宣
言訴訟であれ権利確認訴訟であれ、いずれも複雑な行政法関係に係る紛
争を訴えの利益の次元において法律上の争訟に昇華させるものである
が、権利を前面に押し出す権利確認訴訟が明記された理由として、立案
担当者であった小林久起の次の発言は注目に値する。

「行政の行為の違法確認の訴え [の明記について――引用者注 ]、……、

こういった行政の行為という非常に幅広いものを対象として、それが包括

的に訴訟の対象として取り上げられるということになりますと、やはりそ

こは行政の適法性の確保における政治の役割などとの関係で、一体裁判所

がどれだけの役割を果たすべきものなのかという問題が生ずる可能性もご

ざいます。……むしろこれまで確認訴訟が活用されてきた権利義務の確認

ということを通じて、直接的に国民の権利を確定していくという裁判所の

役割が果たされてきた」147）。

裁判官の視点からみれば、司法の役割は、行政作用の違法性を一般的
に監督するものではなく、違法の行政作用による侵害から国民の権利利
益を救済するものである。これは田中・兼子理論の基調でもあり、その
まま額面通りに読めば、「官僚好みの底意地の悪い論理」148）という謗り

145） 内閣総理大臣答弁書（内閣衆質 159第 69号）も参照。
146） 橋本博之「行政事件訴訟法改正と行政法学の方法」（初出 2004年）『行政判
例と仕組み解釈』（弘文堂、2009）206頁。

147） 「行政訴訟検討会（第 27回）議事録」（小林報告）。
148） 原田・前掲注（1）390頁。なお、立法過程における事務局の動向からすると、
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を免れないことになろう。しかしながら、裁判実務において白石健三や
入江俊郎以来の司法権優越の司法国家観を前提にして考えれば、権利の
強調は、むしろ硬直した訴訟要件論にこだわる最高裁による救済権能の
不行使を制約する意図もそこにはあると思われる 149）。これもまた、改正
行訴法の指導理念である「国民の権利利益のより実効的な救済」の狙い
だろう 150）。
さらに、次に検討するように、違法宣言訴訟と権利確認訴訟を確認の
利益の問題に収斂させた確認訴訟の明記は、「新しい地平を開くもの」151）

として確認訴訟原型観の復権をもたらすことにもなる。

確かにそのような問題があった（櫻井・前掲注（138）352-355頁以下、水野・
前掲注（121）25-26頁）。

149）  救済法を唱えた小林の司法国家観について、小林久起「行政事件訴訟法の
一部を改正する法律について――行政訴訟制度を活かすための救済法と司法権
の考え方とともに」判例時報 1877号（2005年）4頁以下参照。

150） 高木光「実務の今後の課題――オープンスペース論」（初出 2004年）前掲注
（51）書 76頁。

151） 芝池ほか・前掲注（134）31頁（芝池発言）。
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