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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 1）。
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 2）。
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

1） См.:В.Кобалевскии. Административная юстиция в положительном Советском 
праве. «Очерки советского административного права». Госиздат Украины, 1924 г. 
Стр 246, 252－ 254.

2） См.: А.Елистратов. Об утверждении законности в советском строительстве. 
«Советское право» 1922 г № 1. Стр 130.
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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 3）。
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 4）。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 5）。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

3） 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.

4） Vishinskiyの議論については、本稿第一章第二節 2.1を参照。
5） 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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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 6）。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 7）。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。

6） См.: Чечот Д.М. Административная юстиция. Стр 28.
7） См.: Там же. Стр31.
  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. Стр62－ 63.）。
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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 8）。

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 9）。

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

8） См.:Д.Н.Бахрах, А.Т.Боннер ., 1975 г. Указ. соч. Стр 13－ 14.
9） 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.）。
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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 10）。
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 11）。

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

10） См.:И.А.Жеруолис. Судопроизводство по административным делам. 
«Советское государство и право» 1970 г. № 2. Стр 109－ 110.

11） 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.）。
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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）」12）であるとする主張も少なくなかった 13）。
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 14）。この意味では、市民の権利すべてではなく、列記され

12） 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.

13） 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., 
1967г. 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. Стр24.）。

14） 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
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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 15）。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 16）。

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.）。

15） 「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, 1980г. Стр 34.参照。

16） 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. 
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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 17）、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 18）。
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 19）。
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 

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., 
1967г. 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。

17） 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。
田中二郎『新版行政法　上巻』（全訂第 2版）（弘文堂、1974年）105項。

18） 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。

19） См.: Надежда ВадимовнаБерезина. Указ.соч. Стр 133.
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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 20）。
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、

20） 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.
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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 21）。
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

21） 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。
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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
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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 22）。

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 23）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 24）。
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 25）。

22） 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。

23） 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。
24） 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.）。

25） 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
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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能性があると述べていた 26）。
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

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.）。

26） См.:И.Б.Морейн. Основные вопросы теории особого производства в советском 
гражданском процессе. Автореф.кан.ю.н.Ленинград, 1951 г. Стр 15.
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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 27）。
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 28）。

27） 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.）。

28） См.:Л.А.Николаева. Указ.соч. Стр 44－ 46.
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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 29）、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 30）。
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 31）。
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

　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.）。

29） См.:П.Ф.Елисейкин. Особенности судебного рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел. Учебное пособие. Ярославль, 1974 г. Стр 9-10.

30） См.:Д.М.Чечот. Неисковые производства. Стр 5.
31） 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.）。
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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 32）。
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

32） 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.）。
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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 33）。

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 34）。
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 35）。

33） 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.）。

34） См.: Н.Ю. Хаманева., 1984 г. Указ. соч. Стр 69-70.
 『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.
35） 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
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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、
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 36）。

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

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.）。

36） См.:П.Ф.Елисейкин., 1974 г.Указ.соч.Стр 31－ 34.
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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 37）。

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 38）。

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

37） 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.）。

38） См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр 63.
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ものでもあると述べる 39）。
さらに、Avdeenko, Kobakova, Muravyeva, Chechina, および Chechotに

よれば、行政機関の活動に対する「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 40）。
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 41）。
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 42）。
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 43）。

39） 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.）。

40） 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.

41） 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.）。

42） この点に関して、Donald D.Barry, supra note 2, at 65参照。
43） 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-
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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 44）。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 45）。

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.）。

44） 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。
45） 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.）。
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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 46）。
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 47）。
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 48）。
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 49）。

46） 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.）。

47） См.:В.Т.Квиткин. Указ.соч. Стр 207.
48） См.:А.Т.Боннер., 1966 г.Указ. соч. Стр 147. 
 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.）。

49） См.:А. Т.Боннер., 1966 г. Указ. соч. Стр 146.
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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 50）。

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 51）。
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 52）。
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、① Yeliseykin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、③ Bonnerのように、バラバラの用語を用いることも、不服の訴え

50） См.:А. Т.Боннер., 1966 г. Указ. соч. Стр 152. 同旨、См: Н. Л. Гребенюк. Указ.
соч. Стр 40.参照。

51） 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）。

52） См.: Н. Л. Гребенюк. Указ.соч. Стр 8. 
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人（жалобщик）という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
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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 53）。

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

53） 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. . .  Ст р191-192,194,219-220. ;　См.:  Д.М.  Чечот. 
Административная юстиция.　Cтр 117 － 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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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
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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
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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 54）。
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 

54） 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。
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административным делам»」55））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。

55） 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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