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【監訳者はしがき】
以下に訳出したのは、2017 年 10 月 24 日に名古屋大学アジア法交流館
カ ン フ ァ レ ン ス ル ー ム で 開 催 さ れ た ジ ュ リ ア ン・ ブ ド ン（Julien
BOUDON）教授による講演原稿に、その後加筆修正されたテクストの翻
訳である。
ブドン教授は、ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学教授で、現在、
同大学の法学政治学部長でもある。ブドン教授の専門は公法学であるが、
パリ第 2 大学に提出された学位論文のテーマが「フランス革命期のジャコ
バン派におけるルソーの諸原理の翻案」ということにうかがえるように、
憲法思想史研究から出発され、2012 年に国民議会で開催された「ルソー
とフランス革命」の展覧会組織者のおひとりでもある。また、アメリカ憲
法の研究書やクセジュ文庫の海外憲法集なども出版されている比較憲法史
研究でも知られており、そのほかにフランス大学出版会から 2 巻本の憲法
の教科書も執筆されている。
ブドン教授の業績については、2014 年に来日された折りの講演が「権
力分立の理論」のタイトルで『北大法学論集』第 65 巻第 6 号（2015 年）
に訳出されていて、憲法思想史および比較憲法研究の観点から権力分立の
神話ともいうべき学界状況にブリリアントに切り込んでいる。このほかに
日本語に翻訳されたものとしては、
『慶應法学』第 38 号（2017 年）に「フォー
マルな憲法変動とインフォーマルな憲法変動」もある。
今回、名古屋大学での講演が実現した背景には、2017 年 10 月に名古屋
市とランス市が姉妹都市提携の調印をしたことがあるのだが、両市は、藤
田嗣治の作品を通じて美術館の交流から始まり、戦禍で両都市の顔ともい
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える建造物（名古屋城とランス大聖堂）が破壊され復興した共通点をもち、
そして両都市の大学間の交流が展望されている。
講演は、冒頭、谷崎潤一郎の小説から入っていくのだが、講演テクストと
して送られてきたときは、フランス語訳で読まれていたので、谷崎に「人権」
のことばがあることに対する、ある種の「驚き」があったのかと想像される。
ただ、来日されて議論したことだが、原文の「人道問題やありませんか」の
一文はフランス語訳では il sʼagit de la défense des droits de lʼhomme, tout de
même! だが、英語訳は itʼs inhuman, isnʼt it? となっている。逐語訳的なものと
するのか、それとも自由な意訳的なものにするのかは、逆に日本語に翻訳す
るときも起こる問題であろう。ちなみに、この『卍』の題名が、仏訳ガリマー
ル社版は Svastika と逐語訳的に訳されているのだが、英訳ヴィンテージ社
版は Quicksand と意訳されている。個人的に興味深く思えたのは、この小説
の登場人物に弁護士が出てくるし、恋愛関係を契約文書で取り決めようとす
る箇所などが出てくることであり、そうすると仏訳の「権利」は自然な流れ
のようにも思え、
「人道問題やありませんか」のことばが発せられる文脈に
は生まれたばかりの赤子が出てくることから、生まれながらの人権問題が人
道として捉えられるように考えられるのではないかという点である。
ブドン教授の講演スタイルは平易な語り口で、ことばの定義から説き起
こす一種の概念史であるが、今日的な問題も視野に入れての内容に、質疑
応答は文末に概要がまとめられているように、多岐にわたってのもので
あった。フロアから質問を出していただいた方に感謝するとともに、質問
にたいして丁寧な応答をされたブドン教授にお礼申し上げたい。質疑応答
は予定の時間を超過して、
熱心に議論が続けられた。以下、
訳文中の［

］

は訳者が補足したものである。なお、本講演会には、本年度科学研究費補
助金基盤研究（Ｃ）課題番号 16K03259 の補助を受けた。記して、謝意を
表したい。
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19 世紀フランスにおける人権から公的自由への変遷
1 ．谷崎潤一郎の「卍」の中で、綿貫は園子に光子が妊娠していて赤子を
養子に出すと信じさせようとします。そして綿貫はこう叫ぶのです。
「第
一子供が可哀さうで、人道問題やありませんか」（
［谷崎潤一郎『卍』、
岩波書店、1950 年、117 頁］）1）。フランス語で「Droit de lʼhomme（人権）」
と訳された用語は、谷崎の原文では「人道」であり、まぎれもなくいい
加減な訳ではありますが、これら二つの用語は、日本語では近接した概
念だったのではないでしょうか。
2 ．この本は、夏の読書にと考えて読んでいたのですが、折しも本日の講
演に向け石井学部長と河嶋さんが私に提案してくださったテーマを考え
ているちょうど良い時でした。そのテーマは「19 世紀フランスにおけ
る人権から公的自由への変遷」というものでした。とは言え、
対象を「第
三共和政」として、フランスが 1875 年から 1940 年までに経験した政治
体制期に拡げても差し支えないかと思います。谷崎が『卍』を発表した
のもこの頃、
1928 年のことだということにお気づきでしょう。ところで、
それぞれの言葉は無論固有の意味を持っていると言えましょうが、フラ
ンスでは個人の権利及び自由の擁護（あるいは主体的権利及び自由と言
うべきかもしれません）を表すために、大雑把に言えば、3 つの表現を
使 っ て き ま し た。 人 権（les droits de lʼhomme）
、 公 的 自 由（les libertés
publiques）
、そして基本権（les droits fondamentaux）です。
3 ．「人権（les droits de lʼhomme）」は、当然、フランス革命によって、つ
まり 1789 年 8 月 26 日の「人と市民の権利宣言」によって認められまし
た。法的な意味において「人権」が支配的であったのは短い間にすぎま
せん。と言うのは、1799 年以降、統領政府期から帝政期にかけて、
「人権」
に言及することがなかったからです。実はこのことは少し慎重にご説明
しなければなりません。なぜなら、この時代の共和暦 8 年の統領政府憲
法（1799 年）と 1814 年から 1830 年の王政復古期の憲章、さらには
1852 年の第二帝政［正確には、第二帝政直前、ルイ・ナポレオンが大
1） Svastika［Manji］, Paris, Gallimard,《Folio》, 1985, p. 133.
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統領となる］憲法にも、人権の足跡が残っているからです。実際、1789
年宣言で認められたいくつかの権利が聖域化され、統領政府の下でも帝
政下でも、法律に対して憲法適合性の統制が敷かれていたのです。これ
に関してとりわけ 1852 年憲法第 26 条が示唆的です。元老院（Sénat）は、
法 律 の 正 当 性 を、 道 徳、 宗 教、 憲 法 そ し て 優 越 的 諸 原 則（principes
supérieurs）に従って審査すると定めましたが、この優越的諸原則は、
いずれも 1789 年宣言で表明された権利（信仰の自由、個人的自由（liberté
individuelle）、法の前の平等、所有権の不可侵性）を指していました。
これらの諸原則は憲法の側らに置かれたものの、法律を拘束する優越的
な価値を有していたのです。
フランス語の構文法に忠実に従うとすると、
これらは憲法上の諸原則ではないにせよ、宗教や道徳と同じく、法律の
上位にあることを意味します。
4 ．第二帝政期と、とりわけ第三共和政期には、1789 年宣言が明記した
権利の法的価値が活発に議論されました。1789 年宣言の［人権という
名称の］諸権利の法的価値に関して学説と判例の見解が一致していな
かったが故に、それ以降、主観的権利は公的自由の名のもとに擁護され
ることになります。この点が私の講演の核心部分です。この公的自由の
時代が終焉を迎えたのは、第二次世界大戦後、正確には 1958 年以降、
さらにつき詰めれば 1971 年後となります。1958 年憲法は憲法院（1946
年憲法の「憲法委員会」とは比べようもない程に異なる機関です）を創
設することによって、初めて法律の憲法適合性に関する裁判的審査を設
けました。ただし、現行憲法にも公的自由への言及があり、例えば第
34 条は法律事項として「公的自由の行使のために市民に認められた基
本的保障」を挙げています。憲法院判例を見ると、とりわけ 1971 年 7
月 16 日の結社の自由判決は、これによって憲法前文が憲法的価値を獲
得したという点で画期的な判決でした。この憲法前文は 1789 年宣言と
1946 年憲法前文に言及しており、したがって本判決によって、1789 年
宣言と 1946 年憲法前文が完全な憲法上の規定という法的高みへと押し
上げられたことになります。さらにヨーロッパ統合の影響、すなわち、
一方では欧州司法裁判所（旧欧州共同体司法裁判所）、他方では欧州人
権裁判所という二重の判例の影響も考慮しなければなりません。徐々に
「基本権」という用語が「公的自由」という用語の地位を奪い、後者は
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今や若干古めかしい表現となってしまいました。このことは法学部で教
授される科目名と法学部生向けの教科書のタイトルに非常によく表れて
います。つまり、「公的自由」の講義名は、1954 年と 1962 年に一般化
されたものの（1954 年 11 月 29 日アレテ）、1997 年 4 月 30 日アレテで
は「基本的自由（Droit des libertés fondamentales）」の講義名に代えられ
たのです 2）。語義上の変化は内実を伴うものでした。今日、諸権利が「基
本的」と呼ばれるのは、憲法院と［2 つの］欧州の裁判所によって実効
的 に 保 障 さ れ る か ら で す（ 英 語 の fundamental rights と ド イ ツ 語 の
Grundrechte に語源をとっています）
。こうして、主観的権利は、憲法的
性格をもち、また条約上あるいは立法上の性格も有するのです。
5 ．しかし、以上のことは皆様もよくご存じのことでしょう。そこで時代
を後戻りして、19 世紀に立ち帰ってみましょう。なぜ公的自由という
用語がこの頃に優勢になったのか、まずは公的自由の当初の定義を考え
ることから始めてみたいと思います。

Ⅰ．公的自由の定義
6 ．複数形の公的自由という表現そのものは、
遅れて現れてきます。
「公的自由」
はまず 19 世紀初めのシャトーブリアンに見られ 3）、
そして上述の 1852 年憲法
第 25 条に登場します。すなわち、
「元老院は基本協約（pacte fondamental）
及び公的自由の擁護者である」という規定です。そして「公的自由」は帝
政末期と第三共和制期に劇的な成功を収めるのですが、このことを公法学
の大家であるレオン・デュギ（1879 年〜 1930 年）は、1925 年に次のように
書き表します。すなわち、
「長らく昔から使用されている用語法に従い［下
線はブドン教授］その利便性の恩恵にあずかって言えば、公的自由に係る
法律は、国家の義務を明確にする目的と、その義務を貫徹させるための保
証を定める目的、という二重の目的を有すると評価できよう」
、と 4）。
2） Voir Louis FAVOREU et alii, Droit des libertés fondamentales, 7e éd., Paris, Dalloz,
2015, p. XVII-XX et 49-61. Contra : Patrick WACHSMANN, Libertés publiques, 7e éd.,
Paris, Dalloz, 2013, p. 4-5 et《Lʼimportation en France de la notion de “droits
fondamentaux”》, RUDH, 2004, vol. 16, n°1-4, p. 40-49.
3） Voir Philippe BRAUD, La notion de liberté publique en droit français, Paris, LGDJ,
1968, p.4-6.
4） Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Boccard, 1925, t. V, p.2.
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A．人権と公的自由の符合
7 ．次の問いが出発点となりましょう。すなわち、19 世紀、さらには 20
世紀初めと 1940 年までの時期において、人権と公的自由の内容は一致
していたのでしょうか。ここではやはり、第二次世界大戦に時系列上の
区切りを置くべきだと考えています。と言うのも、1946 年憲法前文に
社会権が明記される 1945 年以降は、それまでの時代と同様にこの問い
を立てることができないからです。ところで、フランス法学説は社会権
に公的自由の地位を認めることを拒んできました。このことに関して、
ジャン・リヴェロ（1910 年〜 2001 年）は、「公的自由が人権であると
しても、すべての人権が公的自由であるわけではない」5）と述べていま
す。 こ こ で こ の 著 者 は、 第 一 世 代 の 人 権（droits-libertés）
、すなわち
1789 年宣言により認められた権利と、第二世代の人権である社会権
（droits-créances）、すなわち 1946 年憲法前文で認められた権利とを対置
しているのです。社会権は思想の自由や行動する自由とは異なり、国家
に対して救済や福祉（bienfait）を請求する権利であるということです。
このように考えることで、リヴェロは 19 世紀末にまでさかのぼる長い
フランス法の伝統にごく親和的な理解を示しました。また、フランス公
法学の大家レオン・デュギは著書『憲法概論』の中で、公的自由には国
家の消極的義務と積極的義務の双方が含まれると言えるものの、このよ
うな定義は古くなく、近年の公的自由概念の［社会権への］拡張に相当
するものであると述べています。厳密な意味での公的自由は、個人主義
が優勢になったときに、国家の消極的義務に限られていたとするので
す 6）。
8 ．自由のこのような理解は国家の概念に強く固定されたものでした。フ
ランスでは、19 世紀の夜警国家と 20 世紀の福祉国家がしばしば対比さ
れます。前者には、国内治安維持、国防、外交、司法といった王政以来
の伝統的な機能を担うことが求められる一方、後者には、とりわけ社会
保障制度の導入に表されるような大変野心的な作為が要求されます。一
5） Jean RIVERO（et Hugues MOUTOUH）, Libertés publiques, 9e éd.（1ère éd. : 1973）, t.
I, Paris, Puf, 2003, p. 8.
6） Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Boccard, 1925, t. V, p. 2-3.
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方から他方への移行は徐々に進み、二つの世界大戦と 1929 年のすさま
じい恐慌を経なければなりませんでした。また、
［夜警国家から福祉国
家へと］国家の描写が突然に変わったと言うこともできそうですが、実
際にはそうではありませんでした。例えば教育が公共化され、ライシテ
にもとづくものとなり、無料化されたことが、
このことの証となりましょ
う。かつて児童の教育は私的自主性にゆだねられ、あるいはカトリック
教会にすっかり任されていましたが、以降は国家の権力のもとにおかれ
ました。国家が教育者になったのです。
9 ．以上の点を明確にしておくことにより、19 世紀から 20 世紀初めにお
いては人権と公的自由が大筋のところで一致していた、という見方をす
ることができましょう。例えば、往来の自由、意見の自由（liberté dʼ
opinion）
、宗教的自由、表現の自由、集会の自由などが想起されます。
これらの権利及び自由は、今日でもなお、世界の有力な自由民主制にお
いて共通の基盤となっており、旧大陸だけを見ても、当然ながら欧州連
合基本権憲章や欧州人権条約に記載されています。ただし、二つの点に
注意しなければなりません。まず一点目は 1789 年宣言の外にも公的自
由が存在するという点です。例えば、通信の秘密、請願権、教育の自由
が挙げられます。実際、1789 年に確立した人権のリストは、そこに含ま
れる権利だけに閉じられたものではなく、新しい世代の権利及び自由に
充ちているのです。結社の自由（1901 年の法律）が特に核心をつく例で
して、後年 1971 年に、憲法院によって、共和国の諸法律により認めら
れた基本的原則（principe fondamental reconnu par les lois de la République）
に格上げされることになります。次に、二点目として、1789 年宣言の中
で、直接適用（self-executing）条項と、立法者又は［政府や知事といった］
規則制定権力の介入を必要とする条項を区別しなければなりません。一
切の区別は、1789 年に宣言された権利又は自由の明快性にかかっていま
す。1789 年宣言のいくつかの条項は曖昧さがありませんが、他のいくつ
かの条項は哲学的な原則としての価値をもつだけであって、立法者、さ
らには規則制定権力の指針となるに留まるのです 7）。とりわけ 1789 年宣
言の冒頭の諸条項が後者のような条項に当たります。
7） François SAINT-BONNET,《Le droit des libertés publiques, antonyme du droit
administratif au XIXe siècle》, RDP, 2012, p. 466-468.
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B．個人の利益のために国家が規制する自由
10．「公的」
であると言われる諸自由を、誰が授与し誰が享受するのでしょ
うか。古典的理解においては、それらの自由を与えるのは国家であり、
その相手方は個人（より広くは、国家を除く権利主体）であるとされま
す。「公的自由」の権威として知られるのは、
既に名前を挙げましたジャ
ン・リヴェロです。リヴェロは、パリ大学法学部で「公的自由」を科目
として教えた最初の教授であり、この科目を本の形で出版したのも彼が
最初でした。リヴェロは、1970 年の教科書の中で、公的自由を「実定
法 に よ り 確 立 さ れ た 自 己 決 定 権（des pouvoirs dʼauto-détermination
consacrés par le droit positif）」と定義しました。すなわち、公的自由は私
的自由に対置されてはいません。いずれも公権力から与えられ認可され
た自由なのです。
「公的自由」という用語に含まれる「公的」という形
容詞は、
単に、
国家が［法律による介入と司法によるサンクションによっ
て］あれこれの自由を特定し、宣言し、そして保護するために介入する
ことを意味するにすぎません 8）。ここに基本権の垂直的効果と水平的効
果に関する議論を重ねて見ることができます。
公的自由としての人権が、
国家と個人との間の垂直関係モデルをもとに考案されたにしても、人権
は私人間、つまり水平関係にも適用されるという議論です。さらに、こ
れらの権利と自由が私人の利益となるだけではなく、国以外の公人格の
利益でもあることが注目されます。公人格とは、例えば地方公共団体で
して、地方公共団体は法人格、より厳密には公法上の法人格を与えられ
ているにすぎないにもかかわらず、他の法的人格と同様に、裁判適格を
もっているのです。そのため、公法上の法人も［憲法改正を経て］2010
年以来、
「憲法が保障する権利及び自由」
（憲法第 61 の 1 条）を有する
とされ、したがって「憲法適合性の優先問題」
（QPC）を提起すること
により、その権利及び自由が事後的に憲法適合性審査で保障されるに
至っているのです。
8） Voir Jean RIVERO, Les libertés publiques, Paris, Puf, t. I, 1970, p. 15-16 et 9e éd., t. I,
2003, p. 6-7. リヴェロとは反対に、オルトラン（Ortolan）は、1848 年に、一方で
往来の自由、思想の自由及び意見の自由といった私的生活の領域に限られた「個
人的」自由（libertés individuelles）と、他方で集会の自由や結社の自由と言った「公
的」自由（libertés publiques）とを区別した。
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11．19 世紀終わりの三分の一世紀に花開くことになる公的自由の古典的
概念によれば、国家の不干渉を要求する個人の権利が、国家から個人に
認められたと考えます。あらゆる専制や圧政を避けるために、
公権力は、
慎み深くあるよう自制に努め、且つ、いざという時には裁判所で国家に
撤退するよう主張する資格を私人に認めているのです。このことの延長
として、私人は、同様のことを他の私人に要求することができるのです。

C．第三共和政、自由の黄金期
12．1875 年以前に人権が壊滅的で皆無であったとは言えないにせよ、人権
と帝政や王政のような権威主義体制とはやはり相容れなかったと言えま
しょう。とはいえ、無論、憲法の文面上に人権が現れており、1799 年［共
和暦 8 年］憲法、
1814 年［第一王政復古下の］憲章、
1830 年［七月王政下］
憲章、そして 1852 年［ルイ・ナポレオン下］の憲法で人権が認められて
います。例えば 1814 年の憲章は、
「フランス人の公的諸権利」と名付けら
れた章からはじまっており、王政が新たな理念に重要な譲歩を与えていま
す。すなわち、ルイ 18 世は、アンシャン・レジームの復活をすすめよう
としたのではなく、1789 年の大革命によるかつてない大変動を公式に認
めるかたちで王政復古をしようとしたのです。
「フランス人の公的諸権利」
が 1789 年に宣言された人と市民の諸権利に極めて似ているのはこのため
です。例えば、法の前の平等、宗教的自由、意見及びコミュニケーション
の自由、そして財産の不可侵が挙げられます。同様に、1852 年の帝政憲
法［厳密には帝政直前の大統領制憲法］は、第 1 条で「この憲法は、フ
ランス人の公的権利の基礎である 1789 年に宣言された偉大な原則を認め、
確認し、且つ保障する」と規定しました。
［ルイ・ナポレオンによる帝政は］
権威主義で名を馳せた体制でしたが、もちろん、ここでも新しい自由が創
出されました。とりわけ団結（coalition）
［を軽罪から外して、労働者の争
議権を認めた］
1864 年の法律が想起されます 9）。第二帝政は 1860 年頃に政
策上の転換を経まして、その結果 1860 年から 1870 年に至る時期に、歴
史学が「自由帝政（Empire libéral）
」と呼ぶ時期を迎えるのです。
9） Voir François SAINT-BONNET,《Le combat pour les libertés publiques à la fin du
Second Empire》, Jus Politicum, n°5, 2010.
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13．しかしながら、確かに第三共和政下においてこそ自由が到来すると言え
ます。出版の自由、組合団結の自由（liberté syndicale）
、そして結社の自由
に関する偉大な諸法律が可決された時であります。よくご存じのように、
集会の自由に関する 1881 年 6 月 30 日法、出版の自由に関する 1881 年 7
月 29 日法、
組合団結の自由に関する 1884 年 3 月 21 日のワルデック＝ルソー
法、そして結社の自由に関する 1901 年 7 月 1 日法のことです。ここに、
高等教育、民事及び政治に関する権利に触れる諸法律を付け加えること
ができましょう。例えば、高等教育の自由を創設する 1875 年 7 月 12 日の
ラブーレー法、離婚を制度化した 1884 年 7 月 27 日のナケ法、市参事会の
（男子の、ですが）普通選挙を導入した 1884 年 4 月 5 日法です。これらの
ことから、19 世紀末から 20 世紀初頭を評価して「自由の黄金時代」とい
う表現がしばしば使われるのです。ただし、これらの新法制定を素直に受
け取ってしまってはかえって事態を見落とすことになりかねません。1970
年代初めに博士論文の中で、ジャン＝ピエール・マシュロンが明らかにし
た通り、共和国は反自由主義的な面も有しておりました。これに関しては、
この時期の初めにコンセイユ・デタが粛清されそうになったり、無政府主
義者が例外なしに弾圧されたり、さらには、カトリック教会や修道院に対
する容赦のない対策があったことを挙げるだけで足りましょう 10）。

Ⅱ．公的自由の立法上の性格
14．フランスでは、19 世紀全体、さらには第三共和政期の全体を通して、
公的自由は法律事項の列に並べられるのが通説でした。
このことは暗に、
公的自由が憲法の列にないことも示しています。法学説は 1789 年宣言
の法的価値、さらに憲法的価値についても大いに議論をしましたが、極
めてフランス的類型の議会立法中心主義（légicentrisme）が問題となる
ことはなく、こうして法律に対する憲法適合性審査については、すべて
拒絶するという態度を示したのでした 11）。
10） La République contre les libertés? Les restrictions aux libertés publiques de 1879 à
1914, Paris, Presses de la FNSP, 1976, avec une préface de Jean RIVERO（directeur de
thèse）.
11） Voir Jean-Pierre MACHELON, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 33-64.
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A．1789 年宣言の法的価値
15．1789 年宣言の法的価値、さらには憲法的価値に関する議論は、第三
共和政下で最も盛り上がった議論の一つでした。それ以前は、この議論
はぱっとしないものでした。ここではせいぜい、フランス行政法の父に
数えられ、パリ大学の法学教授であり、1861 年と 1868 年の間に出版さ
れた「行政法及び公法の理論及び実践概論」を著したアンセルム・バト
ビーに注目すれば足りるかと思います。バトビーは 1789 年宣言の価値
に関する問題を正面から問うた数少ない人物の一人でした。この問いを
立てるために、バトビーは前に述べました 1852 年憲法第 1 条、すなわ
ち「この憲法は、フランス人の公的権利の基礎である 1789 年に宣言さ
れた偉大な原則を認め、確認し、且つ保障する」との規定に依拠できま
した。この規定をどのように解釈するべきでしょうか。バトビーの理論
が秀でているのはこの点についてです。すなわち、バトビーは 1789 年
憲法を実定法であると考え、
「間接的な形で、我が国の憲法は人権宣言
を含んでいる」
と述べます。しかし、
その射程はどこまでなのでしょうか。
帝政のただ中にあっては、大胆なバトビーも自制せざるを得ず、人権宣
言が立法者を導く「厳かな証人」であると述べるにとどめました 12）。
16．第三共和政下においては、［1789 年宣言の価値に関して］非常に活発
な議論がなされました。まず当時の時代状況を想起しなければなりませ
ん。1875 年の三つの憲法的法律（lois constitutionnelles）には、1789 年
に宣言された原則を想起させ確認するようないかなる権利宣言も前置さ
れませんでした。このことは、1848 年の第二共和国憲法との大きな違
いです。第二共和国憲法は、
（1946 年憲法と 1958 年憲法の場合と同様に）
冒頭に権利の宣言を置いているからです。しかし、他方で、1875 年の
憲法的法律は共和派の意見と王党派の意見の妥協の産物であったことが
よく知られています。合意がなされたのは、最小限、統治機構に関する
部分だけでありまして、権利及び自由に関する厳粛なる布告がなされる
余地はありませんでした。このような状況において、神聖で、ときに厄
介でさえある 1789 年宣言をどのように扱うべきでしょうか。二つの理
12） François SAINT-BONNET,《Le droit des libertés publiques, antonyme du droit
administratif au XIXe siècle》, art. cité, p. 464-466.
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論的陣営に分けることができましょう。一つは、多数派で、人権宣言に
哲学的な価値、あるいは当時の言葉を使えば、
「教義上の（dogmatique）」
価値のみを与えようとする考え方で、もう一つは、少数派で、1789 年
宣言の中に一揃いの法的規範を見出し、それらは裁判で援用されうると
する考え方でした。
17．一つ目の陣営に、アデマール・エスマンがおりました。この論者につ
いては語るべきことが非常に多く、
最近、シンポジウムや博士論文のテー
マとして取り上げられるほどです 13）。エスマンは、1848 年に生まれ 1914
年に没したパリ大学法学部の教授を務めた人物です。この論者はいくつ
もの点で関心を向けるにふさわしいと思われます。第一に、エスマンは
法制史学者であり実定法の公法学者でもありました。第二に、彼が
1896 年に著した「憲法の基礎原理」は第三共和政期を通じての標準的
教科書でした。第三に、エスマンは当時の政権に親しく、［政府法律顧
問として］共和制の正統教義を示し、その上 1880 年代の中頃に共和政
が王政復古の脅威を永久に追い払い大勝利を収めた際にも、共和国のス
ポークスマンとして立ち現れました。さて、このエスマンは 1789 年宣
言に関して有無を言わせぬ断定的な態度をとっておりました。つまり
1789 年宣言に始まる権利の諸宣言は、
「明確で執行力のある法律の条文
ではない。それらは文字通り単なる原則の宣言にすぎない」と述べま
す 14）。ここに、バトビーが数十年前に述べたことが重ねられます。すな
わち、人と市民の諸権利は偉大で漠然とした哲学的原則であり、法的規
範としての明確性を有しないため、無価値ではないにせよ、せいぜい立
法者を道徳的に導く行動基準として役立つにとどまるのであり、立法者
こそがフランス大革命の高貴な諸原則を模範としながらも完全な執行力
をもつ公的自由を法律で定める権限を有する、と。同時期にパリ政治学
院の創設者であるエーミール・ブトミーは、イエリネックとの有名な論
争の中で、アングロ・サクソンの諸宣言の強固な法的性格と 1789 年フ
13） Stéphanie PINON et Pierre-Henri PRELOT（dir.）, Le droit constitutionnel d’Adhémar
Esmein, Actes du colloque de lʼUniversité de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2007, Paris,
Montchrestien, 2009; Antoine CHOPPLET, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de
la liberté, Paris, Mare & Martin, 2016.
14） Éléments de droit constitutionnel, 6e éd, Paris, Sirey, 1914, rééd. Éditions PanthéonAssas, 2001, p. 554.
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ランス人権宣言の単なる哲学的性格とを対置させ、次のように述べまし
た。すなわち、「フランス人にとって、人権宣言は［啓蒙思想家の］演
説の断片でしかなく、その条文は無力か、単に威厳、要するに人間に対
して真理が支配するという威厳のみを有している。裁判所が人権宣言を
有効な申立理由として受理したり、人権宣言から判決の理由を導いたり
することは到底できない」15）と述べたのです。
18．エスマンはカレ・ド・マルベールという人物から加勢を受けることに
なります。このストラスブール大学教授は第一次世界大戦の前に著され
大戦後に出版された「国家の一般理論」の著者でもあります。議論の余
地なく、エスマンに比べ、カレ・ド・マルベールの概念的骨組みは格段
に堅固で、思想は優れて深遠でした。カレ・ド・マルベールが指摘した
1789 年宣言の最初の落とし穴は次の問いによって示されました。すな
わち、1789 年宣言は現在も有効なのか、という問いです。1789 年に宣
言された人権宣言は結局のところ 1791 年憲法の導入部分としての役目
をもっていましたから、1791 年憲法が有効期限切れであると考えられ
ているならば、それに前置されている 1789 年宣言も同様と考えるべき
ではないのか、と。二つ目の落とし穴は次のものでした。1789 年宣言
の不明確さのせいで同宣言に法を見いだすことはできないか、あるいは
見出せるとしても自然法に限ってのことであり、このような見方は、
［大
革命当時］非常に一般的であった自然法学派の信念がフランス革命派を
活性化させたことに鑑みれば全く驚くべきものではない、
というのです。
これは大変研ぎ澄まされた言説でした。カレ・ド・マルベール曰く、
1789 年宣言は「哲学に立脚する真理の宣言として教義上の射程を持つ
にすぎないか（…）、あるいは、結局のところ、
（…）単なる自然法概念
の表明であって、実定法規範の効果を有する法的命令であるとは考えら
れ得ない。したがって、（…）1789 年宣言は、裁判官によって実務で適
用されうる法的規則を形作るものではない。また、1789 年宣言にもと
づいても、市民が明確に範囲を限定されたあれこれの個人の権限を裁判
所で主張することはできない。あいまいで一般的な人権の確認をしただ
けでは、1789 年宣言が暗に確立した個人的権利の立法による規則化
15）《La Déclaration des droits de lʼhomme et du citoyen et M. Jellinek》, Annales des
sciences politiques, 1902, p. 424.
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（règlementation）の問題は手つかずのままである。そのため、1789 年宣
言は、その法制化に関する立法者の権能の問題もすっかり残したままな
のである」16）、と。
19．対立する陣営でも、理論立ては大変断定的なものでした。たしかに、
1789 年宣言の法的価値を認める側に立つこの陣営の論者は、反対陣営
よりも少なかったものの、デュギやオーリウのような計り知れない名声
を得た論者たちでした。このうちデュギは、ずばり次のように述べてい
ます。「諸々の権利宣言は、ただの教義的標語でも、哲学によって立つ
立法者が書き表した単なる思弁的記述でもない。権利の諸宣言は、まさ
しく実定的法律（lois positives）であり、通常の立法権者（législateur
ordinaire）のみならず憲法改正権者たる立法者（législateur constituant）
をも拘束するものである。とりわけ、1789 年の権利宣言は、今日にお
いてもなお、実定的法律として完全な効力をもち続けている。私は、も
し今日、立法者が 1789 年の権利宣言で表明された諸原則の一つに反す
るような法律を作ったならば、当該法律は違憲であると考える。さらに、
通常の立法権のみならず、憲法制定権者たる立法者も、1789 年の権利
宣言に従わなければならないと考えている」17）、と。このように、デュギ
はエスマンやカレ・ド・マルベールと正反対の主張をしたのです。自然
法に反対し客観法を支持する立場をとったデュギは、公権力が自由を侵
害する傾向から個人を守るため、なんとかして国家と法の創造との関係
を切り離そうとしたのでした。そして、権力の濫用を制限しようとする
あらゆる手段を好意的に受け止めました。ここでは、見事なまでに分か
りやすい理論説明がなされています。デュギは 1789 年宣言の法的価値
及び憲法的価値から出発し、ここから法律、そして憲法的法律に対して
さえ憲法適合性審査を引き出したのです。
20．さて、この一節において最も注目すべき点は、デュギでさえも、議会
立法中心主義にもとづいた言葉遣いをしている点です。法律の憲法適合
16） Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922, t.II, p.581. とりわけ以
下の一節を参照されたい「1789 年宣言―もしこれが現在も有効であるとするなら
ば―当該宣言は、個人的権利を表明しただけであり、それは哲学的・教義的標語
にすぎない。したがって立法者を実際に拘束したり、あるいは裁判官に法律の憲
法適合性を評価する実務上明確な基礎原理を供したりするには、法的に漠然とし
すぎている」（609-610 頁）。
17） Traité de droit constitutionnel, 3e éd., Paris, Boccard, 1930, t. III, p. 606-607.
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性審査に好意的な論者たちは憲法の世界と法律の世界の間に区切りがあ
ることを認めた論者たちで、この点こそ、18 世紀末のヨーロッパにお
いて開花した自由立憲主義の野心の要であったにも関わらず、です。す
なわち、ある国家の最上位にある諸規範は憲法と呼ばれる法文に集めら
れ、憲法は恒久であろうとし、憲法により創られた権限（des pouvoirs
constitués）による危害を受けないことを望みますが、このような創られ
た権限のうち最も恐れられたのが立法権だったのです。このことは、
1803 年のマーベリ―対マディソン事件でジョン・マーシャル合衆国最
高裁判所長官により、大変示唆に富んだ言葉で言い表された通りです。
ところが、デュギにおいては、通常法律の憲法適合性審査どころか憲法
改正法律の憲法適合性審査さえ強く勧めるに至りながら、立法権を語る
際に用いられる用語を使用し続けたのです。このことは一般意思の表明
としての法律という見方がなお支配的であったことを示す、争う余地の
ないしるしと見ることができましょう。デュギは 1789 年宣言が「客観
4

4

4

4

4

的法律としての効力」を有しており、「憲法改正する立法者」を拘束す
ると述べているのですから［強調はブドン教授］
。このことから、なぜ
第三共和政において憲法適合性審査を創設する試みが失敗へと運命づけ
られていたかをより良く理解することができましょう。

B．法律の憲法適合性審査
21．たとえ 1789 年宣言に法的又は憲法的価値が認められたとしても、［そ
の実効的保障のためには］何らかの機関（政治的なものであれ、司法上
のものであれ）
に法律の憲法適合性審査を委ねる必要があったでしょう。
この点に関する論争においても、やはり、同じ立役者たちが見られます。
エスマンは、権力分立原則が裁判所による法律の憲法適合性審査を禁じ
ていると考えました。このような議論の中で、法学説は、数十年後にケ
ルゼンが力説する通り、裁判官が共同立法者（co-législateur）になった
ことを完全に悟ったのです。権利の擁護は、
司法によるものではなく、
［立
法者の］道徳によるものなのだと。すなわち、権利は立法者の「良心」
によって保障されるのであって、裁判官による権利の擁護に関する最終
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的な評決によってではない、ということです 18）。反対に、オーリウは、
適法性審査と違憲性審査とに違いはなく、普通裁判官が法律の憲法適合
性を審査することに何ら障害はないと考え、次のようにまとめました。
「議会をコントロールする必要性が次第に高まっていることがわかる。
なぜなら、議会による立法は選挙の熱狂に左右され、今や自由の危険な
脅威となったからである」19）、と。オーリウは合法律国家（lʼÉtat légal）
に与えられた目的を完全に瓦解させる結果をもたらします。この論者は
1789 年以来、法律による統治が独裁、圧政又は専制を排すのであって、
したがって 1789 年宣言第 4 条が法律のみにより自由の範囲が定められ
ることを規定している、という考えの上に立っていました。ところが、
オーリウは上述の通り論ずることによって、議会という全能の立法者が
自由の実現の担い手からは程遠く、むしろ自由の脅威となりうることを
告発するのです。デュギはこれとまったく同様の確信をもって立場を転
向したと言えます。彼はそれまでは常に法律の憲法適合性審査に好意的
であったわけではなかったことを正直に認めつつ、それ以降はためらい
なく憲法適法性審査を支持すると述べたのでした。さらにその中で、
［大
臣等を裁く］高等法院（Haute cour）による憲法適合性の統制よりも、
違憲性の抗弁の形で通常裁判官が憲法適合性を審査する方が望ましいと
も言及しています 20）。
22．学説のためらいはともあれ、
［第五共和制憲法が成立する］1958 年まで
は、国会も裁判所も、法律の憲法適合性審査を導入したり実際に行った
りすることを真剣に考えていませんでした。実際、破棄院は長らくそのよ
うな審査を行おうとしませんでした。例えば 1833 年のポラン事件（Affaire
Paulin）では、Le National 誌が 1830 年 10 月 8 日法第 3 条により引き継が
れた 1822 年 3 月 25 日法第 16 条に従って処罰されました。そこで Le
National 社は、1830 年の法律が出版に関する罪を陪審裁判に付すことを
掲げた 1830 年憲章第 69 条に反するという理由で、破棄院に申立を行っ
たのでした。しかし、破棄院は次のように答えます。すなわち、
「1830 年
10 月 8 日法は憲章に規定された憲法適合的な形式に従って議決及び公布
18） Elément de droit constitutionnel, Op. Cit., p. 564 et 595.
19） Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Sirey, 1929, rééd. Dalloz, 2015, p.268-270.
20） Traité de droit constitutionnel, 3e éd., Paris, Boccard, 1930, t.III, p.714-718 et 724.

446

19 世紀フランスにおける人権から公的自由への変遷（ジュリアン ブドン・石井・河嶋）

された法律であり、これが裁判所規則を定めているから、裁判所において、
本法律に関する違憲を理由とした異議を争うことはできない」21）、
と。コン
セイユ・デタも 20 世紀初めに同じく用心深い態度をとっています 22）。とこ
ろが、1936 年のアリギ事件（Affaire Arrighi）判決では、行政裁判官の苛
立ちとさえ捉えられる無念の表れを見てとることができます。原告が
1934 年 2 月 28 日法第 36 条の 1875 年憲法法律違反を主張したのに対し、
コンセイユ・デタは「現在のフランス公法においては、かかる主張は、コ
ンセイユ・デタの訴訟管轄において審理されうる性質のものではない」と
答えたのです。
「現在のフランス公法においては」という留保に、法律の
憲法適合性審査に親和的な、それとない願望を見て取ることもできましょ
う。このような分析は本事件の論告担当官であったラトルヌリーの論告
意見を読むとより確かなものになりましょう。すなわち「最も美しい法構
造の調和を犠牲にしようとも、時には外見上の衡平を犠牲にしようとも、
法（droit）の一部分が不完全な状態、つまりサンクションを欠いた法の状
態にとどまっていることを、しばし甘受しなければならない」
、と。大戦
前においては、国会制定法が訴訟レヴェルでは［違憲審査を］完全に免
れていたにしても、
「法の他の部分」では話は別でした。とりわけ、行政
行為がオーソドックスな適法性審査だけでなく、憲法適合性審査にも付
されていたことが想起されます（1956 年の安南人友の会事件（Affaire
Amicale des Annamites de Paris）判決及び 1960 年のエキ―社事件（Affaire
Sté Eky）判決以前にも、コンセイユ・デタは 1913 年のルボー判決（Affaire
Roubeau）で［行政行為の］憲法適合性を審査していたと言えるかもしれ
ません。この 1913 年の事件では、ヴィシー市の市長アレテが法律と命令
の前の市民の平等原則に反すると主張されました。コンセイユ・デタは
実態部分を認めなかったものの、訴えそのものを受理したのです。さて、
ガストン・ジェーズが指摘しているように、
［異議申立の根拠となった］
平等原則が 1789 年宣言第 1 条及び第 6 条に基づくものでないとしたら、
23）
一体どこにこの原則を見出すことができたというのでしょうか）
。

21） Cass., 11 mai 1833, Paulin, S. 1833, I, 357. Cité par Duguit, Traité de droit
constitutionnel, t.III, p.721.
22） CE, 23 mai 1901, Delarue, D. 1902 III 87; CE, 6 novembre 1936, Arrighi, p. 966, D.
1938. 3. p. 1, conclusions Latournerie et note Eisenmann.
23） CE, 9 mai 1913, Roubeau, note Jèze, RDP, 1913, p.685-688.
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23．［コンセイユ・デタの］大胆な判断によって行政行為に対する憲法適
合性が審査されたとしても、立法行為に対するかような審査は、1958
年に到来する憲法改正とパラダイムの変更なしには、全く考えられない
ことでした。第三共和政はもちろん、第四共和政さえもが合法律国家モ
デルを基礎にしており、つまりカレ・ド・マルベールの理論に立脚して
いました。カレ・ド・マルベールによれば、合法律国家とは、［ドイツ
由来の法治国家概念とは異なり］フランス大革命で生まれた議会立法中
心主義のイデオロギーに根差す、法律が絶対的に支配する国家を意味し
ていました。法律が一般意思の表明である以上（1789 年宣言第 6 条、
この条文はジャン = ジャック・ルソーの著作の影響を受けていました）、
法律が誤ることはなく、
したがって絶対的に至高であるということです。
法律が違憲であると宣言される度に、立法者が一般意思を誤って解釈し
たと言い渡されるようなものですから、憲法適合性審査が認められな
かったのです。敷衍すれば、
「合法律国家はもっぱら立法機関の意思の
優越を確保しようとしたのであって、行政を法律の下位におくことのみ
を意味する」のです。このことは、法治国家（Etat de droit）の考え方と
は大きく異なっており、法治国家では「行政権限のみならず、立法機関
をも制限する」ために、法律の憲法適合性審査が行われるのです 24）。論
告担当官ラトルヌリーは、［カレ・ド・マルベールがこのように記した］
15 年後に、アリギ事件の論告意見において同様の検討を行いました。
すなわち、
「法律の至高性に関する、ともすれば抽象的すぎる考え方が
どのような攻撃を受けようとも、我が国の公法理論及び実務において、
国会は一般意思の表明であり続けるのです」と述べたのです。議会立法
中心主義崇拝者として疑いようがないシャルル・アイゼンマンについて
述べますと、彼はケルゼンの弟子で、1928 年にオーストリア憲法裁判
所に関する博士論文を提出しており、次のことを繰り返し念押していま
した。すなわち、法律の憲法適合性審査はフランスでは全く将来性がな
く、「たとえ憲法適合性審査に好意的な動きがあったとしても、それは
学説や法律家の動きにすぎず、我が国には法的な根拠も実務上の根拠も
ないのであるから、確かな反響を呼んでいないのである」と。かくして
24） Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, t.I, p.492-493.
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ミサは唱えられました。現実離れした計画を進めるよりも、慎ましく法
律レヴェルにおいて、裁判による公的自由の保護を強化し促進する方が
良い、とされたのです。

Ⅲ．公的自由の裁判的保護
24．フランス法学説の「中心主題」は、権利及び自由が保護されるために、
とりわけ裁判官によって保護されるためには、その権利及び自由が十分
に明確でなければならないということであります。では、ここに言う裁
判官とは、どのような裁判官を指すのでしょうか。

A．行政裁判官と司法裁判官の競合
25．フランスでは、19 世紀及び少なくとも 1958 年までの時期に、個人的権利
及び自由の擁護は、裁判官によって担われていた適法性審査（憲法適合性
審査ではありません）によって行われていました。
「適法性審査」という表
現は、偏えに立法よりも下位の規範（les actes infra-législatifs）が、専ら現行
法に対抗しないことを意味します。すなわち、立法行為についても立法の下
位規範についても、
そもそも憲法適合性審査が存在しないのです。マリ＝ジョ
エル・ルドールが論証した通り 25）、この理由で、第三共和政下に合法律国家
から法治国家への移行を見てとることが難しいのです。さらに、ルドールに
よれば、第三共和政を通してずっと法律が最上位にあり続けましたから、合
法律国家が完全なものになったのです。ところで、法治国家が成り立つよう
になるには、法律の憲法適合性審査及び条約適合性審査ができてからでし
かありえません。
［時代が下がり］1985 年の有名な憲法院判決によって「法
律は、憲法を尊重する限りで、一般意思を表明する」26）とされたのです。
25） De l’État légal à l’État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste
française. 1789-1914, Paris, Economica, 1992. この著者が学説についてのみ論じてい
る点を譲歩するとしても、学説が憲法適合性審査に僅かな支持しか示さないとこ
ろを見ると、学説によってパラダイム変更をもたらされたとも合法律国家と引き
かえに法治国家が称賛されたとも考えることはできない（225 頁）。そもそも、著
者の結論は含みをもっている。すなわち、法治国家の理論は、合法律国家理論の
「応用」であり、合法律国家理論との断絶ではない（317 頁）。
26） Décision n°85-197 DC du 23 août 1985, cons. 27.
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26．ここで論点となる裁判官は、司法裁判官以上に行政裁判官です。アメ
リカ合衆国や日本とは異なり、フランスは大革命、あるいは統領政治期
及び帝政期から二元的司法制度をとってきました。大まかには、私法が
司法裁判官により適用されたのに対し、公法は行政裁判官の管轄におか
れました。より正確には、私人間関係は司法裁判所の権限に、公人格ど
うし又は公私間の関係については行政裁判所の権限とされています。自
由に係る領域では、司法裁判官は人身の自由（libertés individuelles）に
関して排他的な権限を有しています（憲法第 66 条）
。このことは、概し
て、司法裁判官のみが、例えば拘留のような往来の自由に対する最も深
刻な制約を言い渡すことができることを意味します。これ以外の自由に
ついては行政裁判官が最前線におり、行政裁判秩序の最高位にあるコン
セイユ・デタが、とりわけ越権訴訟の手段を用いて自由主義的判例を築
き上げてきたことを誇っています。越権訴訟は行政決定の違法性を理由
とする取消の申立てを可能にする訴訟形態であり、したがって、法律に
照らした適法性審査が行われますが、とりわけ自由について規定する法
律に照らした適法性審査が行われるのです。
27．ただし、ことは当然のようには運びませんでした。なぜなら、統領政
治期の 1799 年憲法の勢いの中で生まれた行政裁判所は、19 世紀前半、
王政復古期にもそれ以降にも、数多くの批判を引き起こしたからです。
行政裁判においては、国家が裁判官であると同時に訴訟当事者でもあり、
行政裁判所に好意的ではない推定が、
とりわけコンセイユ・デタにかかっ
たのです。要するに、「行政を裁判することは、なおも行政を行うこと
に他ならない」27）という決まり文句に基づけば、行政裁判所は自由を犠
牲にして行政を優遇しがちになることは明らかでした。実際、コンセイ
ユ・デタは第三共和制期の共和主義者から嫌われており、総じて自由主
義者であった共和主義者は、1879 年にコンセイユ・デタを断固たる態
度で追放することを厭いませんでした。これを経て、コンセイユ・デタ
が生まれ変わり自由の保護に親和的な判例を構築していくのですが、と
は言え、その当初の歩みは、
［行政権という］今日でも無傷のままの自
分の威信を買うかたちで進められたのです（そのような特権は、緊急事
27） Voir George BIGOT,《Justice administrative et libéralisme sont-ils compatibles?》,
RDP, 2012, p.441-456.
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態の文脈で改めて争点となっているところです）。このことをジョル
ジュ・ビュルドーは次のようにまとめました。曰く、「行政に適用され
4

4

4

る特別法に見られるフランス的な制度―ここに行政のために作られた法
を見て取ろうとする―は、もともとあまり良い評判を得ていなかった。
行政のための法を適用する裁判所は、やはり行政の主張に過度な気配り
を示すのではないかと疑われていたからである。実際には、このような
不信感は根拠のないものであり、英国やアメリカ合衆国のように行政法
が不在で一般法（Droit commun）の適用を担う普通裁判所に自由の擁護
を任せる国との比較においても、我が国の制度が劣っているとは到底思
えない。かような状況は、行政を非常に厳格な裁判的監督に服さしめた
コンセイユ・デタの実りの多い影響に負っている」28）、と。

B．自由保護の手段
28．自由の保護の二つの主要な手段は公権力の問責と越権訴訟でした。実
際には、これら二通りの手段は同じレヴェルにありません。すなわち、
前者は国家及びその他の公的機関の責任追及のことであり、ますます拡
大しています。後者は訴訟技術です。ここで強調したいのは、後者の方
です。
29．学説は、法学教授によるものであれ自らの判例に評釈を付す行政裁判
官によるものであれ、越権訴訟の美点をほめちぎり、のぼせ上がってい
ました。1929 年に次のように述べたガストン・ジェーズが良い例です。
すなわち、越権訴訟は「個人的自由を擁護するために世界に存在する最
も効果的で、経済的で、実際的な訴訟手段である」と 29）。僅かなニュア
ンスさえない越権訴訟に対する賛美は、エドゥアール・ラフェリエール、
つまり当時のコンセイユ・デタ副院長が 1887 年から 1888 年に著した名
高い「行政裁判管轄及び行政訴訟概論」に根差していると言えましょう。
越権訴訟は不法な行政決定の取消を（唯一の）目的として提起されるも
のです。ラフェリエールが越権訴訟を「行政の行為に対する訴訟」とし
28） Les libertés publiques, 2e éd., Paris, LGDJ, 1961, p.57. 協調は原文による。
29）《Les libertés individuelles》, Annuaire de l’Institut international de droit public, Paris,
PUF, 1929, p. 180.
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たように、越権訴訟は、争点である行政決定の適法性についてのみを判
断するいわゆる客観訴訟に属しており、被害を受けた訴訟当事者に対す
る補償について判断がなされるのではありません。そして、取消は徹底
的な効力を有します。取消の判断は、すべてのものに対して絶対的な対
抗力の対世効と遡及効をもつからです。
30．越権訴訟は法文の外で考案されたものでした。すなわち、19 世紀を
通して編み出されたコンセイユ・デタによる判例の産物であり、1872 年
5 月 24 日法第 9 条で法制化されるに至った訴訟手段なのです。同条は、
「コ
ンセイユ・デタは、種々の行政官庁の行為に対して提起された越権を理
由とする取消の請求について、終審として裁判を行う」
、と規定しました。
ここで問題となる「
（行政官庁の）行為」は、一方的且つ決定の効力を
もつものを言います。したがって、契約や決定の性質をもち得ない行為
（例えば、単なる答申）は除外されます。では、なぜ越権訴訟が「世界
で最も効果的で、経済的で、実際的な訴訟手段」なのでしょうか。これ
に関しては、いくつかの説明が必要です。一点目は、越権訴訟が非常に
広く受理されている点です。一方で越権訴訟が、憲法又は法律の枠外で
生まれたために、1950 年 2 月 17 日のラモット婦人判決（CE, Ass., 17
février 1950, Ministre de lʼAgriculture c/ Dame Lamotte, Rec., p. 110）によれ
ば「法文がなくても」提起することができ、他方で訴えの利益は寛大に
認められるのです（ただし、越権訴訟が適法性の擁護を望むあらゆる訴
権者に開かれた大衆訴訟のかたちをとらないように、申立人は必ず訴え
の利益を証明しなければなりません）
。二点目は、まさにこの点がジェー
ズの言う越権訴訟の「経済的」な面なのですが、早くも 1864 年 11 月 2
日デクレ（第 1 条）により、越権訴訟における弁護士の関与は免除され、
無料あるいはほぼ無料で提起することができました。第三共和制におけ
るいわゆる「登録税の例外的延納措置の認められた登録（enregistrement
en débet）
」規則がそれで、1906 年 4 月 17 日の予算法律第 4 条は、原告
が勝訴した場合に訴えの提起手数料の支払［条項］を取り去ることを規
定しました。今日でも、取消を求める訴訟では、費用が無料か殆どかか
りませんから、印紙手数料はもはや存在しないのです 30）。
30） Voir R.Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Paris, Montchrestien, 2008,
p.230-232.
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31．ジョルジュ・ビュルドーは、1961 年に次のように結論づけるに至っ
ています。すなわち、越権訴訟は「行政のあらゆる違反行為に対する個
人的権利の完全な保障を確実に行おうとする。大して費用がかからず且
つ広く開かれた訴訟として、越権訴訟は、客観的な法律上の地位、つま
り法律によりその中身が明確にされるような地位を保護するのである。
行政が適法性の尊重のうちに保たれているのは、基本的に、この越権訴
訟のおかげである」と 31）。しかし実際のところ、30 年ほど前から批評家
を驚かせているのは、越権訴訟の改善ではなく、
「適法性」審査の拡大
なのです。爾来、非常に限られた行政の行為のみが行政裁判官（さらに
は司法裁判官）の統制を逃れているのみならず、準拠規範が著しく拡張
したのです。すなわち、行政行為及び法律の「条約適合性」審査は、
「基
本的自由」の到来に何の関係もなかったとは言えないでしょう。たとえ
もしフランスにおいては、
「基本的自由」の表現が 19 世紀に作り出され
た、
より古い「公的自由」の表現を完全には追い払っていないとしても。
後記：本講演会にお招きくださった石井三記教授・名古屋大学大学院法学
研究科長と代えがたく継続的な力添えをくれた河嶋春菜氏に心から厚く
お礼を申し上げる。お二人には、本講演の翻訳に関しても感謝をしなけ
ればならない。そして、本講演会がランス大学と名古屋大学の二つの法
学部の間に強く結ばれた友好関係の最初の輝石であり、それが、ランス
市と名古屋市が姉妹都市となった（しかし、それだけではなく、フラン
スと日本の外交関係 160 周年記念の年である）その時に刻まれたもので
あることをここに付け加えておきたい。

討論
※ブドン教授の回答は講演後に推敲されている。
フロアからの質問：日本では原発訴訟は民事訴訟の枠組みで行われるが、フ
ランスでは行政訴訟の枠組みで行われると聞きました。このことは、
「公共の
自由」が「Public」であることと関係づけて説明することができるでしょうか。
31） Les libertés publiques, op.cit., p.59.
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ブドン教授：フランスにおける原発訴訟は、二元的裁判制度の在り方に起
因して、非常に複雑です。そこで、まずフランスにおける原子力発電所の
開発を担うフランス電力（EDF、Electricité de la France）の法的性格を確
認することから始めたいと思います。長い間フランス電力は公法上の法人
である商工業的公施設法人（EPIC、Etablissement public et commercial）で
したが、2004 年以降、株式会社（SA、Société anonyme）、つまり原則とし
て私法上の法人となりました。ただし、株式の大半を国家が所有している
ため、フランス電力は未だに公企業として考えられています。次に、原子
力発電所の設置及び閉鎖については、それを決定するデクレが発布される
ので、これに関する訴訟は行政裁判となります。原子力発電所の稼働に際
して引き起こされた損害についても同様です。公共事業による損害賠償制
度が適用され、行政裁判所が管轄するのです。しかし、1968 年 10 月 30
日法により環境法典が改正されて以来、原子力事故は司法裁判所が管轄し
ています。さらにつきつめれば、パリ大審裁判所に原子力事故に関する司
法管轄権が集中されています（環境法典 L. 597-19 条）。
フロアからの質問：ご講演の中で、「公的自由」と「基本的自由と権利」
という用語があり、現在でも論者により使用する用語が異なると仰いまし
た。この点について、学説の状況をより詳しくお教えくださいませんか。
ブドン教授：学説は競合しており、その証にストラスブール大学のパトリッ
ク・ヴァクスマンの教科書は現在も「公的自由」というタイトルを使用し
ています。この著者の考え方は、教科書の初めの 5 頁を読めばわかります。
すなわち、基本的自由及び権利がフランスの自由と権利の保障に何ら新し
いものをもたらしていない一方で、伝統的且つ柔軟な概念である公的自由
は、法律上の権利、憲法上の権利、そして条約上の権利をも指し示すこと
ができると考えています。同様のタイトルのジャン・リヴェロによる教科
書も復刻版が出ています。他方、かつてエクサンプロヴァンスの教授であっ
たルイ・ファヴォルーをはじめとする多くの憲法学者は「基本的自由及び
権利」というタイトルを用いています。
次に、それぞれの用語が想定する自由と権利の淵源に違いを見てとるこ
とができます。公的自由は国内法のみにその淵源を求めるのに対し、基本
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的自由及び権利は憲法だけでなく国際条約にも淵源を見い出します。
最後に、「基本的自由及び権利」が主張された背景にも触れなければな
りません。
これを大学における科目とすることを高等教育相に求めたのは、
ルイ・ファヴォルーでした。科目名を「公的自由」ではなく「基本的自由
及び権利」とすることによってファヴォルーが意図したのは、憲法院が自
由と権利の保護に果たす本質的役割を強調し、公的自由の保護における行
政裁判官の影響を弱めることだったという点も示唆的です。
フロアからの質問：規範のヒエラルキーについて質問があります。日本の
憲法学にとっては、法律上の自由と権利が憲法規範の列に並ぶということ
をすんなりとは受け入れられないように思います。法律上の自由である公
的自由と、憲法上の権利や自由を含む基本的自由及び権利との、規範ヒエ
ラルキーにおける区別と、それに伴う裁判管轄について、もう少しお教え
いただきたいです。
ブドン教授：大変すばらしい質問をありがとうございます。たしかに公的
自由はその性質の曖昧さという点で課題を有しています。実際のところ、
現行憲法下において憲法院があれこれの公的自由を基本的権利と認めた場
合、それらの公的自由と基本的権利は同一視されると言えます。また、公
的自由と基本的権利との区別は憲法裁判官の権限にも起因します。憲法院
は［憲法に準拠して憲法適合性審査を行うため］、法律を準拠規範とせず、
審査対象としてのみ法律に関心を寄せます。このため、憲法院がある公的
自由を援用しようとする場合、法律ではなく憲法に基づくことによって当
該公的自由を憲法のレヴェルに押し上げ、基本的権利として改めて認める
必要があるのです。しかし、憲法院はコンセイユ・デタが認めた「公的自
由」をそのまま憲法上の自由として認めるばかりではありません。例えば
憲法院は、
公的自由としては「商業と産業の自由」と呼ばれていた自由を、
「経済的自由」として認めています。これらの内容は全く同じです。公共
の自由の内容を引き継ぎながらも、呼称だけが異なるのです。
ところで一般的に、規範構造上同じレヴェルにある規範の間には、上下
関係を想定しません。一般法と特別法及び Lex posterior derogat priori（後
法優先）の原則が当てはまる場合を除いては、例えば法律間に上下関係は
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ないということです。ただし、例外として、憲法院は予算法律と議員規則
を組織法律に照らして審査することがあります。組織法律は実質的には憲
法と同等でありながら、形式的には法律とされているのです。
以上のことによって、行政裁判官が黙示的又は明示的に、人及び市民の
権利宣言や 1946 年憲法前文から公的自由を見出すことを禁じられている
わけではありません。行政裁判官は［準拠規範の］名簿をいくつももって
おり、瑕疵ある行政行為を制裁するために他に手段がない場合には憲法に
訴えることもできるのです。ただし、多くの場合、行政裁判官は古典的な
適法性審査に留まることを好みます。そうすることにより、自らの職権と
憲法院の職権とを区別し、法律遮蔽の理論（théorie de loi-écran）の適用と
いう込み入った問題を避けることができるからです。法律遮蔽の理論によ
れば、行政行為が法律を適用するものでしかない場合、このような法律は
例外なく憲法と行政行為を「遮断」すると考えられ、したがって行政裁判
官は当該行政行為の憲法適合性を審査することができないといいます（さ
もなければ行政裁判官は遮断法律の憲法適合性を審査することになってし
まいますが、憲法適合性審査は憲法院の専権事項のはずです）。
フロアからの質問：越権訴訟による公的自由の保障は、憲法院が創設され
人権の保障に乗り出す前に、有効であったといえるでしょうか。
ブドン教授：少しニュアンスをもって「はい」とお答えします。盲目的に
自国の法を褒めちぎるようなことにならないよう注意しながら、歴史的な
事実を見てみる必要があります。越権訴訟は、確かに自由と権利の保護を
実現する主要な手段として、良い方向に発展してきたと言えます。しかし、
越権訴訟は適法性のみを審査しますから、
［行政行為の取消という］効果
の面で限界のある自由保護の手段でもあります。
越権訴訟の発展は、訴訟技術よりも訴訟要件及び訴訟の対象となりうる
行為の種類に起因しています。コンセイユ・デタの組織改編に関する
1872 年 5 月 24 日の法律は、
「行政行為」を定義することなく、これに対
する異議申立を認めていましたが、コンセイユ・デタ判例のおかげで 20
世紀初めに訴訟対象となる行政行為の範囲が拡張することになるのです。
近年の例を二つあげます。一つ目は、三権分立の原則にも関わらず、国民
456

19 世紀フランスにおける人権から公的自由への変遷（ジュリアン ブドン・石井・河嶋）

議会及び元老院の議長の行為が行政行為と考えられ、行政裁判所による審
査に服すことになったことです 32）。二つ目は、公的機関とりわけ刑務所の
内部規則についても、コンセイユ・デタの Marie 判決 33）に見られるように
行政裁判所が審査できるようになったことです。
日本でも、
「政府の行為（actes du gouvernement）」が議論されていると
聞きました。フランスの学説では、国家の上級機関（autorités supérieures
de lʼEtat）の行為は、もはや行政行為であるとは考えられないために、行
政裁判所の管轄に服さないと言われています。
フロアからの質問：ご講演の中でオーリウを取り上げていらっしゃいまし
た。オーリウは人権宣言の規範性を認めて自由や権利の保護に積極的で
あった一方で、公務員の権利に関しては消極的な態度をとっています。こ
の点について、ご意見をお聞かせください。
ブドン教授：確かにオーリウは「国家制度論」を唱えました。人及び市民
の権利宣言の法的価値を主張した論者として、オーリウとデュギを区別す
ることができます。デュギが客観法を唱えたのに対して、オーリウはトマ
ス・アクィナスの教理に基づく点で異なると言えます。また、オーリウ自
身の理論にもとりわけ、第一次世界大戦の前後に展開を見ることができま
す。公務員の権利に関しては、共和暦 8 年憲法における公務員の保護に触
れるべきでして、19 世紀を通じて「公務員の権利を政治化しない」とい
う方向で考えられてきました。例えば公務員のストライキ権に関しては、
公役務の継続性の観点から制限されます。したがって、公務員の権利は市
民の権利とは異なるのです。

32） CE., Ass., 19 février 1999, Président de l’Assemblée nationale, Lebon.
33） CE., 17 février 1995, Hardouin et Marie, p. 82 et 85.
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