
はしがき v

はしがき

　本書は、行政に関する法（行政法）を、「憲法の定める基本的価値を具体化
する法の体系」としてとらえ、骨太に叙述することを意図しています。行
政法は、行政の仕組み、公権力の構造、公共政策の執行過程を視野に収め、
これらに関わるさまざまな法令について、あるべき制度論・立法論まで踏
み込みながら分析する学問領域です。本書は、行政に関する法という広大
なフィールドについて、憲法的価値の実現という体系的思考により、ひと
つの知的営為としてのまとまりを与えようという試みです。行政法は、明
治憲法下のわが国において、権威主義・官僚主義に基づく国家統治の道具
として形成されましたが、その技術性ゆえに、現在でもその残滓が見られ
ます。本書では、このような要素を克服し、現代社会に適合した行政法の
姿を探究します。
　本書は、行政の規律・統制（主権者である国民による民主的規律と、司法裁判
所による行政活動の裁判的統制が中心となります）のあり方を分析・検討して、
その充実・強化をできるだけわかりやすく論じてゆきます。多くの方々に、
行政法の基本的な「考え方」を知っていただき、その面白さを実感してい
ただけるよう、心から願っています。

2017 年 7 月

橋 本 博 之
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第 1章　行政法の基礎 1

第1章　行政法の基礎

1　行政法とは何か
（1）行政法というフィールド
　行政法の素材は、行政に係わる多種多様な法律です。思いつくまま例を挙げ
ると、福祉、環境、情報、街づくり、災害対策、交通、教育、警察、租税など、
さまざまな行政活動が、何かしらの法律によって規律されています。これら行
政活動に関連する多数の法律は、共通の「原理」に基づいており、その全体を
行政法というひとつの「法体系」としてとらえることができます。行政法とい
う科目では、行政法規群に共通する「原理」をくくり出して、法的な分析・検
討を行います。
　わが国の法制度は、憲法を頂点として、行政法・民事法・刑事法という主要
な 3 つの領域から成り立っています。その中で、行政法は、公共の利益を実
現するための法領域であり、私たちの市民生活を支える身近な問題に広く関わ
ります。また、行政法は、国家権力の行使を正面から扱う法領域として、わが
国の統治システムの仕組みや、公権力を法的にコントロールするための手段を
考察対象とします。行政法は、政策の実現、行政の仕組み、公権力の構造、公
共空間の創造をフィールドとする学問領域です。

（2）「行政法」の意味
　「行政法」とは、①行政の組織・作用・救済を規律し、②行政主体と国民の関
係にかかわる法領域をいいます。
　下線①にいう「行政」とは、立法・司法・行政の三権（国家の統治権を分立させ
て抑制・均衡を図る権力分立に基づく）のひとつである行政を意味します。行政法
は、主権者である国民の代表で構成される国会（立法権）がある政策を法律とい
うかたちで制定し、政府（行政権）が法律に基づいてその政策を実行する、さら
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に、裁判所（司法権）は政府が法律に照らして活動しているかをチェックする、
という「法律」を軸とする政策実現を理論的なモデルとします。
　他方、わが国では、国民主権とは「建前」に過ぎず、政策を法案化し執行す
る場面で、強力な中央官庁（いわゆる「霞ヶ関」）が主導的役割を果たす官僚支配
となっている実態があります。わが国の行政法は、「霞ヶ関の共通言語」とし
て、官僚による統治のツールに過ぎないという見方もあります。これを克服し
てゆくためには、行政法について、憲法の定める基本原理（国民主権、権力分立、
地方自治、法の支配など）を正しく踏まえ、行政活動を法的に規律・統制する道具
として精緻化・現代化する努力が欠かせません。
　下線②にいう「行政主体」とは、国や地方公共団体など行政活動を行う法主
体を指し、「国民」とは、行政主体と対置される私的法主体（私人）を意味しま
す。行政法は、行政（政策の実現）に関わる法的現象を、行政主体と国民という
法主体間の法律関係としてとらえる思考方法（法学的方法）をベースとして成り
立っています。行政主体は、国民（私人）に対して、法律に基づいて公権力を行
使します。行政法は、民事法のように対等な法主体間の法律関係ではなく、上
下のある法律関係を扱います。行政主体が、国民（私人）との関係で、公権力の
主体として「上」に立つ局面があるということは、行政主体の活動について、
その法的根拠・法的限界・法的統制を論じる必要性が大きいことを意味します。
そうでなければ、行政主体は、国民に対して恣意的に権力を振りかざす存在に
なりかねません。ここからも、行政活動を法的に規律・統制する理論体系とし
ての行政法の意義が導かれます。
　本書は、その全体を通して、行政の規律・統制（主権者である国民による民主的
規律と、司法裁判所による行政活動に対する裁判的統制が、大きな柱です）のあり方を分
析・検討し、その充実・強化を論じたいと思います。

2　行政法の体系
（1）組織法・作用法・救済法
　上記の定義（下線①）が示すように、行政法は、行政組織法・行政作用法・行
政救済法という 3 つの要素から構成されます。行政組織法とは、行政主体の
組織編成・ガヴァナンスに関する法、行政作用法とは、行政主体が国民に法的
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な働きかけをする局面での法、行政救済法とは、国民の側から行政主体を統制
し、救済を求める局面での法、ということができます。組織法・作用法・救済
法という 3 つの要素は、それ自体、行政主体と国民の法的関係を分析すると
いう行政法特有の思考方法を反映しています。

（2）行政組織法
　行政組織法とは、行政主体（国や地方公共団体）の内部組織に関する法です。国
や地方公共団体はそれ自体が大きな組織体なので、その内部組織（＝行政組織）
について法的な規律が必要です。また、行政主体について、主権者である国民
による民主的統制が十分に及び、公正さ・透明性が確保され、その上で効率的
な業務遂行をすることが要請されます。行政組織法は、行政機関が合理的に編
成され、統一的に機能するための法的仕組みを内容としますが、国民主権に基
づく民主的統制が機能すること、さらに、国民との関係で説明責任を果たす等
のガヴァナンスが効くことが要請されます。
　行政主体と国民（私人）をモデル的に対置する伝統的行政法には、行政主体相
互の関係について、行政主体 vs 国民という関係（外部法の関係）ではなく、行政
内部の法関係として行政組織法に含めるという考え方があります。しかし、た
とえば、国と特殊法人（国が設立した行政主体）の法関係について、一律に国民と
は無関係の内部法として扱うのなら、独立した法人格を持つ特殊法人と国との
法関係の透明性が大きく損なわれます。他方、現代行政法では、行政主体と民
間の法的主体が協働して公益を実現することが要請されますし、国と地方公共
団体の法関係を内部法と割り切ることもできません。行政の内か外かという単
純な二分法によって行政組織法をとらえるべきではなく、行政と国民との法関
係の動態を踏まえた考察が要請されます。

w判例x 成田新幹線訴訟

　国の主務官庁が、監督下にある特殊法人に対して行った認可について、行政
組織内部の法関係であり国民との関係で法的効果（外部効果）を持たないとした
判例があります。新幹線の建設予定地の住民らが、運輸大臣（当時）が旧日本鉄
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道建設公団に対してした工事実施計画認可の取消しを求めた訴訟において、最
高裁は、この認可は行政機関相互の内部行為であって、国民の法的地位に関わ
りを有するものでなく、認可は取消訴訟の対象になり得ない、として訴えを却
下する判断をしました。
　この判例は、行政主体間の法関係を内部法と割り切り、国民から司法的チェ
ックを求めることを否定する、伝統的行政法の思考方法をよく示しています。
しかし、①国と公団は別の法人であること、②新幹線建設を巡る周辺住民との
紛争を裁判手続により解決することそれ自体を否定してしまうことから、判例
の解釈は疑問です。
（最判昭和 53 年 12 月 8 日民集 32 巻 9号 1617 頁）

（3）行政作用法
　行政作用法は、行政主体が国民（私人）に対してどのような働きかけ（＝作用）
をするか、という法関係に関わります。そこでは、行政が国民に働きかける態
様を類型化し（行為形式）、行為形式ごとに、それらの法的特徴と、働きかけを
受ける国民の側から法的な規律・統制を十分に効かせる上での問題点を明らか
にします。さらに、行政は、様々な行為形式を組み合わせて政策を実現します
から、行為形式ごとの分析・検討に加えて、複数の行為形式から成るメカニズ
ム全体を考察する必要もあります。
　行政作用法では、①法治主義、②適正手続、③基本的人権の尊重、の 3 つ
が基本原理となります。
　①の法治主義とは、法治行政、法律による行政などとも呼ばれ、行政活動は
法律に従って行われなければならないとする基本原理です（一定の行政活動は、
法律の根拠に基づくことまで求められます）。ここでの「法律」は、国会が制定する
成文法という形式的意味に限定されず、実質的に法的規範全体を意味します。
　②の適正手続とは、行政活動は適正・公正な手続に従って行われなければな
らないとする考え方であり、国民の側から行政作用を法的に統制する基本原理
として、現代行政法で重要性を増しつつあります。
　③の基本的人権の尊重は、法律に根拠があれば公権力を行使して国民の権
利・利益に制約を課すことができるという行政活動の性質に照らすと、行政活
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動において必ず守られるべき基本原理であることが理解できると思います。

（4）行政救済法
　行政救済法は、国民（私人）が行政主体に対抗するための法的手段であり、行
政作用法とは表裏の関係（作用に対する反作用）をなしています。主として問題と
なるのは、行政活動により国民の権利利益が侵害された場合に国民の側から侵
害行為の是正を求める、あるいは、被ってしまった損害・損失の補填を求める、
という局面です。行政救済法は、裁判所に司法的救済を求める仕組みが中心と
なりますが、行政機関に対して救済を求める仕組みもあります。また、行政活
動により国民の権利利益が侵害される、あるいは、負担を課される前の段階で
これを防ぐという、事前救済の方法を用意することも必要不可欠です。
　行政救済法は、司法権による行政活動のチェックという部分で権力分立の反
映であり、裁判所により国民の権利利益救済を図るという部分で憲法上保障さ
れた「裁判を受ける権利」とかかわります。また、行政活動の法的な規律・統
制を制度的に担保し、単なる「絵に描いた餅」とさせないという意義を有しま
す。

（5）本書の構成
　本書では、前半（2章から 9章）を行政作用法、後半（10 章から 16 章）を行政救済
法にあて、その全体をとおして、行政活動を法的に規律・統制するための行政
法を骨太に描き出すよう努めたいと思います。行政組織法については、補章に
おいて、基本的な事項をコンパクトに説明します。

＊行政法の歴史性

　行政法は、中央集権的な近代国家において、官僚支配の国家体制を支える基
盤として誕生しました。行政法は、19 世紀半ばのフランスで誕生し、ドイツ
を経由して、明治憲法（1889 年発布）下の日本に導入されました。1895 年には、
日本で初めての行政法体系書（織田萬『日本行政法論』）が刊行されます。織田
の理論体系は共和制下のフランスに範をとるものでしたが、1903 年に美濃部
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達吉がドイツの行政法学者オットー・マイヤーの書物の翻訳（『独逸行政法』）を
刊行するに至り、ドイツ法が継受され、日本に定着します。この伝統的行政法
は、当時の立憲君主制を前提に、国家主権を有する君主＝行政権の活動を「法
律」という形式により縛りをかけ、国家権力から私人の自由や財産を防御しよ
うとするものでした。さらに、明治憲法 61 条は、行政に関する紛争を行政裁
判所（司法権でなく行政権に属する）にゆだねることを定めており、伝統的行政
法は、行政裁判制度の存在を前提としていました。
　その後、わが国は、日本国憲法の下、国民主権に基づく民主主義国家となり、
行政裁判制度も廃止されて行政活動の司法的チェックが行われるようになりま
した。しかしながら、憲法構造の変化にもかかわらず、行政法理論の根幹にお
いて、明治期に継受した伝統的行政法のそれが維持された部分が残っています。
行政法は、官僚による国家統治の道具として技術的な要素が極めて強いため、
抽象的な理念が変わっても、具体的中身において現状維持的になりがちです。
一度確立してしまった行政法の基盤は、非常に硬直的なのです。
　行政法を学ぶ際には、その内容が歴史的に規定されていることを自覚し、現
代社会と適合的であるか、適合的でないならどのように改革すべきか、という
問題意識を持ち続ける必要があります。

3　行政法の存在形式
（1）行政法の法源
　本章の最初に、行政法は多様な個別法を素材にすることを説明しました。個
別法とは、建築基準法、国税通則法、行政手続法のように、国会が「法律」と
いう形式で制定したものをいいますが、行政法における考察の対象は、法律に
限られるものではありません。法律以外の形で存在する法的規範も、行政法の
主要な構成要素です。
　行政法の存在形式を、行政法の法源と呼びます。法源として認められる規範
は、法的拘束力を有するものとして、解釈論上重要な役割を果たします。以下、
その全体像を示します。
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（2）成文法たる法源
①　憲法
　憲法は、国家の基本法として行政権のあり方を定め、より具体的に、財政や
地方自治など行政に関する事項を規律しています。また、憲法による基本的人
権の保障は、行政法においても、極めて重要な役割を果たします。行政法は
「憲法の定める基本的価値を具体化する法」というべきものであり、憲法は行
政法の法源として第一にあげるべきものです。
②　条約
　条約は、国際法上の法形式ですが、国内法として効力を有する場合には、行
政法の重要な法源となります。日本国内での立法措置によることなく国内法と
して効力をもつ自動執行条約と、条約を踏まえた立法措置による国内法によっ
て日本国内で効力をもつものがあります。
③　法律
　法律とは、日本国憲法の定める方式に従い、国会により「法律」として制定
される法をいいます。現在、行政法領域にかかわるものとして、約 1900 の法
律があります。
④　行政機関の命令
　命令とは、行政機関によって制定される成文法の形式をいいます。具体的に
は、内閣による政令（憲法 73 条 6 号、内閣法 11 条）、内閣総理大臣による内閣府
令（内閣府設置法 7 条 3 項）、各省大臣による省令（国家行政組織法 12 条 1 項）、各委
員会・庁の長官・会計検査院・人事院による規則（内閣府設置法 58 条 4 項、国家
行政組織法 13 条 1項、会計検査院法 38 条、国家公務員法 16 条 1項）等がこれに該当し
ます。命令は、法律の下位にある法源です。命令は、法律を具体化し、日常の
行政活動のよりどころとして、重要な働きをしています。
　法律と命令を合わせて、「法令」と呼びます。
⑤　地方公共団体の条例・規則
　地方公共団体がその自治権に基づいて制定する法形式（自主法）として、条例
と規則があります。条例とは、地方公共団体がその議会の議決を経て制定する
法をいいます（憲法 94 条、地方自治法 14 条 1項）。規則とは、地方公共団体の長が、
その権限に属する事務に関して発する命令をいいます（同法 15 条 1 項。委員会の
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定める規程につき同法 138 条の 4第 2項）。
　条例と規則を合わせて、「例規」と呼びます。

（3）不文法たる法源
①　慣習法
　慣習法とは、慣習のうち、人々の法的確信を得るにいたったものをいいます。
行政法では、慣習法は、補充的役割を果たすにとどまります。公権力行使の根
拠付け・統制という場面において、慣習法が法源となる余地はほとんど認めら
れません。
②　判例法
　判例法とは、裁判所による判決の蓄積によって生まれる法源です。行政法で
判例法が法源となるか議論が分かれますが、実際上、判例法が重要な役割を果
たすことは明らかです。

（4）法の一般原則
　行政法の法源として重要なものに、法の一般原則があります。法の一般原則
は、不文法源である条理法（社会通念）とも考えられますが、以下に掲げるもの
は、いずれも成文法である憲法や民法の規定から導くことができることに留意
する必要があります。
①　比例原則
　比例原則とは、行政が達成しようとする目的とそのための手段に合理的な比
例関係（バランス）がなければならないという原則であり、憲法 13 条に由来しま
す。比例原則には、行政が規制目的との関係で過剰な規制をしてはならないと
いう側面（過剰規制の禁止）と、規制目的との関係で必要な行政介入をしなければ
ならないという側面（過小規制の禁止）の両面があります。
②　平等原則
　平等原則とは、行政が同じ条件にある国民を合理的な理由なく差別してはな
らないとする原則（平等取扱いの原則）であり、憲法 14 条に由来します。
③　信義誠実の原則
　信義誠実の原則は、民法 1 条 2 項に規定された一般原則ですが、行政法の
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法源としても機能します。信義誠実の原則は、行政活動に対する国民の信頼を
一定の場合に保護するという信頼保護原則として議論されることもあります。
④　権利濫用禁止の原則
　権利濫用禁止の原則は、民法 1 条 3 項に由来する行政法の法源です。行政
権の側が国民との関係で権限を濫用した場合にこの原則が機能するのは当然で
すが（最判昭和 53 年 5 月 26 日民集 32 巻 3 号 689 頁）、国民の側が行政に対する申請
権を濫用するケースにおいてこの原則が機能することも考えられます。

w判例x 選挙による政策変更と信頼保護原則

　選挙により村長が交代した結果、前村長が誘致していた工場が村への進出を
断念し、工場側が村に対して損害賠償請求をした事例があります。最高裁は、
住民自治の原則により村が政策を変更することを認めつつ、一定の場合に地方
公共団体と私人の間で信頼保護原則が働くとし、社会観念上看過することので
きない程度の積極的損害を被る場合に、損害の補填などの代償的措置を講じる
ことなく政策変更することは、やむを得ない客観的事情がない限り、当事者間
に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となるとして、村の工
場に対する損害賠償責任を肯定しました。法の一般原則としての信頼保護原則
が、行政法の法源として機能するリーディング・ケースです。
（最判昭和 56 年 1月 27 日民集 35 巻 1号 35 頁）
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