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はじめに

日本航空は, 1997年７月31日, 客室乗務員

個々人に対して設置されているメールボック

スの更新を契機に, 組合文書の配布を制限禁

止する措置を, 同年９月16日以降実施すると

の通告を一方的に発した＊１｡ 日本航空メール

ボックス事件 (以下, 日本航空ＭＢ事件と略

す) の端緒が開かれた｡

日本航空ＭＢ事件は, いくつかの段階を経

て, 長期化する｡ 第一段階は, 日本航空客室

乗務員組合 (以下, 客乗組合と略す) による

東京都地方労働委員会 (以下, 東京都労委と

略す) への不当労働行為の救済の申し立てで

ある (1998年９月14日)｡ 第二段階は, 東京

都労委における事件の審査である (1998年12

月から2002年６月)｡ 第三段階は, 東京都労

委による不当労働行為としての救済命令の交

付である (2002年５月７日)＊２｡ 第四段階は,

東京都労委命令を不服とする会社による取消

訴訟の提訴である (2002年６月)｡ そして,

第五段階は, 東京地裁での和解 (2003年10月

９日) に至る過程である｡

日本航空ＭＢ事件は, 2003年10月９日, 東

京地裁での和解＊３をもって, 労働事件として

の終結をむかえた｡

この日本航空ＭＢ事件は, 労働争議として

も, そのなかにおける法律論争としても, さ

まざまに検討すべき課題と論点をふくんでい

る労働事件である｡ それらの課題と論点は,

個別争議にとどまらない意義をもっている,

と私は考える｡ 例示すれば, 複数組合併存下

における少数組合への企業内組合活動規制に

至る背景事実の分析視点の問題や, 企業内組

合活動慣行の成立要件と法的性格をめぐる法

律論や, 複数組合併存下における間接的組合

間差別という論点などである｡ こうした課題

や論点は, 本格的に, 考察されなければなら

ないといえよう＊４｡

しかしながら, 本稿では, 日本航空ＭＢ事

件の全体を分析・検討することはできない｡

事件の全体過程のなかで大きな意味を持った

東京都労委の救済命令の検討に限定せざるを

えない｡

その日本航空ＭＢ事件に対する東京都労委

の救済命令は, 日本航空労使関係の歴史のな

かで画期的な意義を持つ｡ それは, 日本航空

経営者の客乗組合への歴史的な敵視政策を指

摘し, ＭＢ使用禁止を不当労働行為と断じ,

一定範囲での宣伝活動を無条件で認めるなど,

積極的に評価すべき内容を持つからである｡

とはいえ, 他方で, 東京都労委命令は, 労使

関係の分析や法理論構成において, いくつも

の検討されなければならない問題をも内包す

る｡

本稿では, 東京都労委命令を以下の三つの

内容から検討する＊５｡ 第一に, 都労委命令に

おいて日本航空労使関係の歴史的構造的な実

態のなかにＭＢ事件が正しく位置づけられて

いるのか, 第二に, 東京都労委のＭＢ利用関

係に関する判断は正当か, 第三に, 東京都労

委の不当労働行為性判断の枠組みは妥当か,

である｡
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最後に二つのことを確認しておきたい｡ 一

つは, 労働争議の研究であれば, 東京都労委

命令に至る運動論的な総括も必要とされよう

が, そうした課題はここでは対象にしないと

いう点である｡ 二つには, 労使関係の認識に

かかわる事実については正確な実証が必要と

され, 本稿における指摘は仮説的な意義にと

どまるという点である＊６｡

一 ＭＢ事件の背景分析と東京都労委命令

１ 東京都労委命令のＭＢ事件の背景認識

東京都労委は, ＭＢ事件が発生した労使関

係の背景をどのように認識しているのだろう

か｡ 命令は, ｢本件申立て前の労使関係｣ と

して, 以下のように分析する＊７｡� 総合労働協約の失効と便宜供与の取扱い

① 昭和44年, 客乗組合と会社とは, 集団的

労使関係事項及び組合員の個別的労働条件事

項を含む包括的な総合労働協約を締結し, そ

の後も若干の改正を加えながら同協約は更新

されてきた｡

同協約は, 客乗組合による会社施設の利用

について, ｢会社は, 組合からの申出があり,

業務に支障なく, かつ適当と認めた場合, 組

合に対し組合活動に必要な会社施設, 構内お

よび物品等の利用を認めるものとする｡｣ (18

条) と定めていた｡ この総合労働協約は1975

年４月30日に失効した｡

② 会社は, 同年５月６日付文書で客乗組

合に対し, 客乗組合の組合員の労働条件は就

業規則によることとし, 組合専従の取扱い及

び組合費のチェックオフについては同年５月

１日付で締結した ｢組合専従者の設置及び取

扱いに関する覚書｣ 及び ｢賃金からの一部控

除に関する協定｣ によることを通知した｡

また会社は, 同文書において, ｢勤務時間

内外を問わず, 組合活動を行うため会社の管

理する施設を利用する場合には, 会社の許可

を必要とし, 会社の諸規定を遵守すること｣

を通知した｡� 全労客乗支部の設立とその後の労使関係

① 50年５月27日, 全労は地上職から客室乗

務へ職種変更した者らで組織する全労客室乗

務員支部 (以下 ｢全労客乗支部｣ という｡)

を組織した｡

② その後, 客乗組合と会社との間に以下の

ような紛議が発生した｡ 第一に, 75年12月,

客室乗務員の配置, 新人客室乗務員の研修生

に対する世話役の任命及び新入社員との接触

にあたっての便宜供与についての客乗組合差

別をめぐる不当労働行為事件 (昭和50年不第

127号)｡ さらに, 1976年以降, 第二に, パー

サー昇格試験における客乗組合員であるが故

に不合格にされたとする不当労働行為事件

(昭和51年不第99号)｡ 第三に, 管理職が客乗

組合の組合員に対して脱退工作等を行ったと

する不当労働行為事件 (昭和52年不第43号)｡

第四に, 更に客室訓練所の教官任用にあたっ

て全労客乗支部と客乗組合との差別をめぐる

不当労働行為事件 (昭和52年不第112号)｡ こ

れらが, 東京都労働委員会に不当労働行為と

して救済が申し立てられた｡

東京都労委は, これら四つの事件について,

それぞれ会社の行為を不当労働行為と認定し

た＊８｡� 国内線先任資格付与をめぐるトラブル等

① 1996年10月１日から, 会社は, 国内線に

乗務する客室乗務員に対し, 客室業務の統括

責任者として国内線先任資格を付与する制度

を実施した｡ しかし, 客乗組合は, パーサー

職全員に資格を付与すべきであると主張して

反対していた｡ 制度の実施に先立ち８年８月

に, 会社は, 資格付与者を公表した際, 客乗

組合の組合員については氏名を発表しなかっ

た｡ これに対して, 客乗組合は, 会社に抗議

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集2



し, 客乗組合の組合員の資格付与者を発表す

るように要求した｡ 会社は, 同年９月頃に至っ

て客乗組合の組合員の国内線先任資格者を発

表した｡

② 客乗組合は, 1975年以降, 組合員に対し

て争議時のワッペン着用を指令してきた｡ 会

社は, 客乗組合に対して, その都度警告書を

発していた｡ 1996年12月, 会社は, 新しい制

服の着用基準を定め, 全客室乗務員のメール

ボックスにワッペンを外しなさいという趣旨

の注意書を配布した｡ 会社は, それ以降, 管

理職を通じて, 客乗組合員にワッペン取外し

を指示するようになった｡ その結果, 客乗組

合は, 組合員のワッペン着用を中止するに至っ

た｡� ＭＢ事件申立て直前の労使関係

① 会社と客乗組合の間には, 客乗組合員の

業務命令拒否をめぐる不利益取扱いや客乗組

合執行委員の組合活動に対する支配介入をめ

ぐって, 裁判所や都労委に少なからず事件が

係属するなど, 本件ＭＢ事件救済申立てに至

るまで長期にわたり緊張した労使関係が続い

た｡

② ＭＢ使用変更措置と同時期の1997年８月

５日, 会社は, 客乗組合に対し, より一層の

構造改革施策を推進するためには総合労働協

約の締結が急務であるとして, 同年10月１日

付で総合労働協約の締結を申し入れた｡ その

後, 労使協議を重ねたが, 協約締結の見通し

は立たなかった｡ そこで, 会社は, 同年12月

１日付社長名の文書で客乗組合に対し, 改め

て総合労働協約の締結期限を98年４月１日と

して協議を行い, 締結に至らない場合は, 組

合活動の便宜供与を定めていた昭和50年５月

６日付通知, 同年５月１日付 ｢組合専従者の

設置及び取扱いに関する覚書｣ 及び同 ｢賃金

からの一部控除に関する協定｣ 等を1998年３

月31日をもって廃止または解約すると通告し

た｡

客乗組合は, この通告は不当労働行為にあ

たるとして, 東京都労委に救済を申し立てた

(平成10年不第７号)｡ この事件は, 客乗組合

と会社との間で和解が成立し, 新たな便宜供

与の協定を締結して終結した｡

２ ＭＢ事件の背景認識の視点と論点

東京都労委命令の以上のような事実認識で,

ＭＢ事件の背景にある労使関係の実像は, 正

しく描けているのであろうか｡ 私は, 不十分

であると考える｡ なぜならば, 一つには, 重

要な事実が欠落していること, 二つには, 指

摘されている事実も日本航空労使関係のなか

で歴史的構造的に位置づけられていないこと,

からである｡

それでは, ＭＢ事件発生の要因を歴史的構

造的に認識するためには, どのような視点が

必要とされるのか, どのような論点が提起さ

れるのか, いくつか問題を提起する｡ それら

の問題は, 実証的に明らかにされなければな

らない｡ そうして初めて, 日本航空労使関係

の歴史と構造のなかに, ＭＢ事件を正しく位

置づけることができるのであろう｡

問われている課題は, �日本航空が, 客乗
組合をのみ対象として, なぜこの時期に, こ

のようなやり方で, 組合活動規制を実施した

のか�, を歴史的に・構造的に分析すること
である｡ 複数組合併存下における特定の組合

である客乗組合に対する不当労働行為事件で

あるということを明確にするために, 必要と

される理論作業である｡ 日本航空が無自覚的

に労務政策を行っていたとは到底考えられな

い｡ 少数派とはいえ1000人余の労働組合対策

である｡ 全体的な労使関係政策からの戦略的

な意図が存在したと想定したほうがいいであ

ろう｡

そこで, 以下, 検討されるべき論点を提示

する｡ これらの論点を, 実証的に確認するこ

とは今後の課題とせざるをえないが｡

深谷：日本航空メールボックス事件東京都労委命令の検討 3



� ＭＢ事件における組合活動規制の性格

まず第一に, 機関活動型組合活動は容認す

るが, 大衆的職場活動型組合活動は否認する

というＭＢ事件の本質が, 明確にされること

が必要である｡

ＭＢ利用規制のなかで, 会社は, 客乗組合

が, ＭＢを利用して, 組合執行委員と代議員

への必要文書の配布は認めるという態度を表

明していた｡ このことが正確に分析されなけ

ればならない｡ すなわち, 会社がとった措置

は, 全面的な禁止措置ではなかったのである｡

そうすると, ＭＢ事件を, 一般的抽象的に,

客乗組合の存在自体を認めない ｢団結否認｣

の事件である, と規定するにとどまっていて

は事件の性格を正確に認識したことにはなら

ないといえよう＊９｡ 機関活動型組合活動を容

認する労働組合政策を, ただちに団結否認政

策と結論づけることはできないからである｡

いずれにせよ, どういう質をもった組合活

動規制であったのか, を分析する課題がある｡

繰り返すが, 執行委員・代議員への組合文書

配布を容認していたことを見落としてはなら

ない｡ これは, 機関活動活動型組合活動は容

認するが, 組合員の範囲を超えた職場労働者

を基礎とする大衆的職場活動型組合活動を否

認するという会社の政策であった｡� ＭＢ事件発生の歴史的背景

第二に, 大衆的職場活動型組合活動規制と

してのＭＢ事件がなぜ1997年夏に発生したの

か, という問題の分析が必要である｡

大衆的職場活動型組合活動は規制するが機

関活動型組合活動は容認するという労働組合

政策が, なぜ1997年夏において選択されたの

か｡ このことが, 日本航空労使関係の歴史的

な流れのなかで, 明らかにされなければなら

ない｡ 東京都労委の事実認定は, 歴史段階的

に事実を分析・記述しているようではあるが,

単刀直入にいって, 記述が単なる事実の羅列

となっている｡

ＭＢ事件と近接して発生した二つの事件の

位置づけが重要であろう｡ 一つは, ＭＢ規制

の前段にあった職場活動規制である｡ 客乗組

合が組合指令として実施した日常的組合活動

に対して, 会社は, 強く規制した｡ すなわち,

ボールペン規制, ネーム・プレート規制, ワッ

ペン規制である｡ 日常的に職場における客乗

組合の主張と客乗組合員の行動を外形的に判

別できない (外から見てわからない) ように

するためである｡ これらの日常的職場組合活

動をめぐる攻防で, 会社の組合活動規制は実

現した｡ 組合員の動揺拡大と組合脱退の増加

で, 客乗組合執行部は, ワッペン着用中止指

令を発した｡ こうして, 最終的に, 航空機乗

務という日常職場での客乗組合活動はその姿

を消した｡ この日常的職場活動規制に引き続

いて, ＭＢ事件が発生している｡ このことを

どう関連づけるのか｡

職場活動規制の仕上げが, ＭＢ利用規制で

あった｡ 客乗組合の大衆的職場活動を保障す

る最後の手段が, 組合所属に関わりなくすべ

ての客室乗務員に対して行われるＭＢを利用

する日常的宣伝活動であった｡

会社は, つぎのように考えたのであろう｡

職場での組合活動を規制し, 少数組合たる客

乗組合の多数組合組合員への働きかけの手段

を封じた, つぎは, ＭＢを利用した宣伝活動

を規制することである, そうすることによっ

て, 客乗組合と多数組合の組合員との関係を

完全に切断できる, さらに, 客乗組合の執行

部と一般組合員との繋がりを断つこともでき

る, と＊10｡

もう一つは, 都労委命令にも登場する総合

労働協約締結を条件とする組合専従廃止とチェッ

クオフ解約の事件である｡ これは, 客乗組合

がＭＢ事件を不当労働行為事件として申し立

てることを検討しているなかで, ＭＢ利用規

制の直後に, 発生した事件である｡ ＭＢ事件

に引き続いて, なぜ, 組合専従廃止とチェッ

クオフ解約の事件が発生したのか｡ 二つの事
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件を, どう関連づけるのか｡

ＭＢ利用規制によって, 客乗組合の組合活

動を機関活動型組合活動に制限する可能性が

出てきた, これをさらに徹底するために, 組

合専従廃止とチェックオフ解約との引き替え

に, 全体的な組合活動規制の仕上げをはかっ

たのが, 総合労働協約の提案であった｡ しか

し, これは, 会社が提案を撤回せざるを得な

く, そのもくろみは実現しなかった｡

いずれにしても, 企業内組合活動規制であ

るとか, 団結否認であるとか, 一般的抽象的

に性格規定をしていては, 事件のもっている

意味を正しく認識したことにはならない｡� 日航労使関係における客乗組合の位置

第三に, なぜ客乗組合の組合活動が労使関

係の中心的争点の一つとなったのか, という

問題も検討されなければならない｡

ＭＢを利用しての企業内宣伝活動は, 運航

乗務員の職場においても同様に行われていた｡

であるのに, なぜ客乗職の職場における企業

内宣伝活動をのみ規制の対象としたのか｡ こ

の問に答えるためには, 日本航空労使関係の

歴史的な把握が必要とされるのであろう｡

運航乗務員労働組合運動を労使協調の基調

に押さえて, 労使関係全体を労使協調のもと

におくという丸抱え政策は歴史的に破産して

いた｡ 分断されている五つの対抗的組合 (日

航機長組合, 日航乗員組合, 日航先任機関士

組合, 日航客乗組合, 日航労組) を各個に撃

破するという労務政策に転換せざるを得なかっ

た＊11｡

とくにそのなかでも, 客乗組合の組合活動

が, 日本航空労使関係を, 質的にも量的にも

転換させる枢要な位置にあった｡

一方で, 運航乗務職での労働組合の協力協

同の前進があった｡ 機長組合は, 争議権行使

を労働組合の課題として設定するという労働

組合機能の蘇生にむけて動き出していた｡ 運

航乗務員の労働運動の高揚は, 客乗組合の組

合活動力を直接的間接的に援助・強化するこ

とになる｡ この連携が実現する前に, 客乗組

合の組合活動を分断規制する必要があった｡

なぜか｡ 他方で, 客室乗務職が労使関係の

なかで多数派になるという事情の存在であ

る＊12｡ 経営戦略によって, 地上業務はアウト

ソーシングされる｡ 当然, 地上職の人員削減

が進行する｡ その結果, 地上職を基盤として

多数派を形成し, 労使関係の主導権を掌握し

ていた多数派組合は, その多数派形成の基盤

を失うことになる｡ 客室乗務職の多数を組織

化できなければ・そうしなければ, 多数派組

合の歴史的弱体化は必然的である｡ このこと

は, 会社の労務政策の根幹を揺るがすことに

なる｡ 対抗的組合との労働協約を破棄して,

労使協調的多数組合の同意を取り付けて, 就

業規則の不利益変更を実現する｡ このパター

ンが, 1990年代以降の会社の労務政策を支え

ていた｡ したがって, 客室乗務員の職域でど

のような労働組合運動が展開されるのかは,

日本航空労使関係の全体構造を規定する要素

であった｡ いやそれ以上に, 日本航空の経営

政策の全体に影響を与える問題となってきて

いた｡

ここに, 客乗職における大衆的日常的組合

活動を規制する必要性があり, その大衆的組

合活動を展開する客乗組合規制が焦点となる

所以がある｡� 契約制客室乗務員制度の本格運用と客乗

組合規制

第四に, 客乗組合の組合活動規制を, 契約

制客室乗務員制度の本格運用と関連づけて分

析することも必要であろう｡

客乗職が量的に多数派を占めるという事情

に加えて, 日本航空の客乗職労働者の組織間

流動性という特殊な行動様式をも確認する必

要がある｡ 会社の客乗組合差別政策が知られ

ているにもかかわらず, 対立競合している二

つの組合であるにもかかわらず, 三桁を超え
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る数の労働者が, 労使関係の変化のなかで,

組織間を異動する｡ 会社の人事政策に不満を

もち, 反対する客室乗務員が, 対抗的な客乗

組合に加入・復帰する｡ 客乗組合の活動が停

滞し, 会社の規制が強まると多数組合へと反

転流動する＊13｡

勤務制度改悪を実行したこの時期にも (90

年代後半にも), 会社は制度改悪という成果

を手にしたが, 100名を超える労働者が客乗

組合に復帰するというもう一つの結果をも受

認しなければならなかった｡

しかも, 契約制客室乗務員制度の導入と,

その契約制からの本採用による新客室乗員制

度の設定とを契機として, 三層の差別的な客

室乗務員制度が併立することとなった｡ 客乗

組合は, この差別的人事制度に反対していた｡

会社は, 客乗組合の対外的組合活動を規制し,

契約制客室乗務員もふくめて, 客室乗務員が

雪崩を打って客乗組合へ加入・復帰するとい

う最悪の事態を避ける必要があった, と思わ

れる｡� 1997年の意味

第五に, 1990年代後半期の労使関係の全体

の枠組みのなかで, ＭＢ事件を位置づけると

いう分析課題である｡

労使関係全体の複合的な要因を, 総合的に

分析し, なぜこの時期にということを明確に

していくことが重要である｡ これまでに, 指

摘した四つの論点が, 全体的に交錯してきた

のが, 1990年代の後半期であった｡ 要約すれ

ば,�) 運航乗務員の労働組合運動が共同・連
帯への歩みを確実にしたこと｡ 客乗組合

への規制を強めなければ, 運航乗務員労

働組合運動と客乗組合との連携した自主

的対抗的労働組合が, 労使関係の主導権

を握ることになる｡�) プレート規制が成功して, 客乗組合か
らの脱退も続き, 客乗組合への求心力が

減退したこと｡ この瞬間が, 格好の時期

であった｡�) 契約制客室乗務委員と新客室乗務員制
度の下にある客室乗務員への客乗組合の

働きかけを切断することを急がなければ

ならないこと｡

こうした背景が, ＭＢ利用規制へと集約さ

れたのではなかろうか｡ 繰り返すが, 客乗組

合の大衆的職場活動を保障する最後の手段が,

ＭＢを利用する日常的宣伝活動であった｡ こ

こを規制すれば, 第一に, 組合機関と組合員

との動脈は切断され, 機関活動中心型の組合

活動に局限することができること, 第二に,

対立競合する組合間を異動するという組織間

流動性という特殊な行動様式をもつ客乗職労

働者に対する人事政策・労務政策を, 少数組

合の多数組合への転化という最悪の結果をむ

かえることなく, 会社は安心して実行できる,

と日本航空は考えたのであろう｡

二 組合活動慣行論と継続的労使合意論

１ ＭＢ利用関係の認識と東京都労委命令

東京都労委は, メールボックスを利用して

の組合文書配布の利用関係を以下のように分

析した＊14｡

第一に, 利用関係を判断する前提として,

以下の事実を指摘する｡

① 会社は従業員に対し, メールボックスを

介して業務上の指示, 連絡を行っている｡ 他

方, 会社内の労働組合はそれぞれ結成当初か

らメールボックスを利用して組合文書を配布

しており, 客乗組合についても例外ではなかっ

た｡ 客乗組合による組合文書のメールボック

スへの配布は, 同組合結成以来30余年に及ん

でいた｡ このように会社は, 組合文書のメー

ルボックスへの配布については, 平成９年９

月本件変更措置を実施するまでの間, 会社内

の各労働組合との関係においてほぼ斉一的な
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取扱い基準によっていたと考えられる｡

② 会社と客乗組合とは昭和44年から50年４

月末日まで総合労働協約を締結し, 同協約18

条において組合活動のために会社の施設を利

用する場合は, 組合がその旨を会社に申し出,

会社が業務に支障がないと認めた場合に, そ

の利用を認めると定めていた｡ 同協約の失効

後会社は客乗組合に対し50年５月, 文書によ

り, 失効した協約18条と同趣旨の通知をした｡

③ 上記事実に加えて, 会社は本件変更措置

までの間に, 業務上の指示, 情報を従業員に

迅速かつ確実に伝達するというメールボック

ス本来の役割及び機能を確保する上で, 客乗

組合によるメールボックスの利用状況に問題

があるとして, 配布する組合文書の種類, 分

量, 体裁及び配布の回数や時期等に関し同組

合に必要な改善点を指摘し善処を求めるといっ

たことを行った事実はない｡ またこの間, 客

乗組合が会社の施設を利用する場合に許可を

要するとしている点について異議や抗議をし

た事実は認められない｡

第二に, こうした前提事実のうえに, 利用

関係の法的性格を判断する｡

すなわち, ｢これらの事情を併せて考える

と, 会社と客乗組合との間には, メールボッ

クスの利用に関し, 総合労働協約有効期間中

は同協約18条の定めにより, 客乗組合はメー

ルボックスへの組合文書の配布を申し出, 特

段の支障がない限り会社がこれを認めるとい

う基本的合意が成立し, 同協約が失効した後

に会社が客乗組合に対し通知した文書によっ

ても, 上記合意が変更されたとは認められな

い｡ この基本合意は, 業務に支障を生じない

ことといった制限は付されているものの, 組

合文書の配布の都度の申入れと許可を行うこ

となく, また配布文書の種類, 分量, 体裁及

び配布回数や時期等に具体的条件を付さない

という包括的, 抽象的な合意として, 長期に

わたり存続してきた継続的な合意の性質を有

するものと解するのが相当である｡ 従って,

このような基本的合意と別個に, 組合文書を

メールボックスを介して組合員らに配布する

労使慣行が成立していたとの組合の主張はこ

れを採用できない｡｣＊15 と｡

私は記述を簡易化させるためもあって, こ

の都労委命令の把握を ｢継続的労使合意論｣

とネーミングする｡ すなわち, 都労委は, 事

件の本質を ｢継続的労使合意の一方的破棄｣

と認識し, ｢労使慣行の一方的破棄｣ との認

識を排除した｡

２ 都労委の ｢継続的労使合意｣ 論の検討� ｢継続的労使合意｣ 論と ｢労使慣行｣ 論

労使慣行論を排除したということで, 継続

的労使合意論を批判すべきではない｡

なぜならば, 継続的労使合意論の方が, 労

使慣行論よりも, 使用者への法的義務をより

強制する立論 (理論認識) だからである｡

それはなぜか｡ 労使慣行論は, 制度と異な

る労使関係の実態に着目し, 労使の�黙示の
合意・黙認�を媒介として理論構成される｡
しかし, 本件命令は, ｢具体的条件を付さな

いという包括的, 抽象的な合意として, 長期

にわたり存続してきた継続的な合意の性質を

有する｣ との継続的な労使合意との判断を明

示した｡�黙示の合意�ではなく,�明示の合意�
にもとづく, 労使合意であるから, それは,

組合宣伝活動に対する部分的労働協約の存在

を認めたことになる｡ 労働協約は, 法制度上

の核心的な制度である｡ その存在を認めたの

であるから, それは, 労使慣行論という法理

論的構成よりも, 使用者に対するより強固な

法律的拘束力を認める判断といえる｡

したがって, 労使慣行論を排除したことの

みをもって, この命令は批判すべきではない

のである｡

推測するに, 事件は, 明白な不当労働行為

の事案である｡ しかし, それを理論的に構成

するあたって, 東京都労委は, 労使慣行論に
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よる理論構成をとらなかった｡ その理論的理

由は不明である｡ しかし, そこで, 継続的労

使合意論を打ち出した｡ 結果的には, 前述し

たように, 労働者側が求めたよりもより強い

法律構成をとったのである｡� ｢継続的労使合意論｣ の脆弱的根拠

継続的労使合意論が使用者への法的義務を

強調する立論であるとはいえ, 他方で, その

立論の根拠の脆弱性が存在することも認識し

ておかなければならない｡

① 命令の結論部分

さて, なぜ命令の結論の根拠が脆弱である

というのか｡ 検討されるべきは, 命令の以下

の部分である｡

｢会社と客乗組合との間には, メールボッ

クスの利用に関し, 総合労働協約有効期間中

は同協約18条の定めにより, 客乗組合はメー

ルボックスへの組合文書の配布を申し出, 特

段の支障がない限り会社がこれを認めるとい

う基本的合意が成立し, 同協約が失効した後

に会社が客乗組合に対し通知した文書によっ

ても, 上記合意が変更されたとは認められな

い｡｣｡

論点は, 総合労働協約存続中の法律状態と,

総合労働協約破棄後の法律状態とを同一のも

のと判断できるのかということである｡ ここ

が認識の別れ道になる｡ 私は, そうは判断で

きないと考える｡ 諸規定を引用しつつ, 詳述

する｡

② 総合労働協約失効の意義

なぜ同一の法律状態と認識できないのか｡

法律制度的には, 総合労働協約存続中は,

労働協約と就業規則との法的関係から, 就業

規則や諸規定の効力は否定されている｡ 総合

労働協約存続中の当時も, 就業規則第６条

(許可事項) には, ｢社員は, 特に規定等で定

めるもののほか, 会社の許可なく次の各号の

行為をしてはならない｡｣ と許可制の原則を

述べ, 具体的事項を列記し, ｢� 会社内で掲

示, 放送, 印刷物の配布または貼付をするこ

と｡｣ と規定する｡ さらに, 就業規則57条

(懲戒処分) は, �Ｃにおいて, 無許可文書
配布と会社の警告無視等を理由とする行為を

懲戒解雇等の処分に処することを規定する｡

こうして, 総合労働協約存続中は, 労働協

約による組合活動の自由と権利が, 労組法・

労基法による規範的効力を持って, 依拠すべ

き法的な基準として存在していた｡

総合労働協約の失効によって, その労働協

約の規範的効力は失われ, 就業規則と諸規定

の法的規範性と法的拘束力が, 生き返ったの

である｡

問題は, 昭和50年５月６日付けの通知 ｢労

働協約失効に伴う取り扱いについて｣ (以下

｢通知｣ と略す) を, 総合労働協約と同様の

内容を通知したと判断して, 総合労働協約存

続中と同一の法律状態が蘇生したと結論でき

るかである｡

｢通知｣ は, ｢Ⅱ１組合活動の原則｣ で,

｢�組合活動は勤務割による所定勤務時間外
に行う｡ ただし, 会社が特に定めた基準によ

り許可した場合はこの限りではない｡ �勤務
時間内外を問わず組合活動を行うため会社の

管理する施設を利用する場合は会社の許可を

必要とし, 会社の諸規定を遵守することとす

る｡｣ という｡

この ｢通知｣ の内容を, 総合労働協約にお

ける労使合意の内容と同様であると評価でき

るのか｡ 明らかに, 会社の許可制を明示して

おり, 就業規則第６条を確認する内容である｡

繰り返すが, 就業規則第６条を修正変更する

内容とはなっていない｡ 就業規則が修正変更

されていないということは, 制度的形式的に

は, 協約による組合活動の法認 (会社が組合

活動を認めることを協約上の義務として負っ

ている状態) から就業規則による許可制へと

移行したのである｡

③ 命令の合意継続論の組み立て

しかし, 命令は, ｢合意が変更されたとは
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認められない｣ と述べる｡

なぜか｡ 本項 (｢１ MB利用関係の認識

と東京都労委命令｣) の冒頭で指摘した前提

事実の認識が重要である｡

第一に, ②で, 労働協約と ｢通知｣ を同一

視する｡ 第二に, ③で, 会社は通知に基づく

処置をせず, 組合も抗議しない, という労使

双方の事情を指摘して, ｢通知｣ を法的に意

味ないものとする｡ こうして, 労働協約と同

様の趣旨の文書がだされ, 労働協約と異なる

部分は実行されていないから, 法律的に意味

はない, というのである｡

しかし, これはあまりにもご都合主義的な

解釈である｡ 労働協約と, 許可制を明示した

一方的通知とを同一視することは法律的に無

理である｡

労使慣行論にたてば, 無理な法律構成でな

くなる｡ 労使慣行論は, そもそも形式と実態

が乖離したときの判断枠組みだからである｡

しかし, 都労委命令は, 労使慣行論を放棄し,

否定した｡

以上から, 都労委命令の継続的労使合意論

の理論的根拠が脆弱であるというのである｡� 継続的労使合意破棄論の混乱

命令が ｢通知｣ によって総合労働協約下に

おけると同様の法律状態が出現したという場

合, それは労働協約的規範が実質的に存続し

たとの認識を示したことにある｡

労働協約的規範の破棄には, 使用者は, 法

律上は, 90日前の予告しか要請されない｡ な

ぜ, 90日前の予告を越えて, 合理的な理由

(必要性) の存在と適正手続きの履行とが求

められるのであろうか｡

この点についても, 都労委命令はなにも説

明しない｡

都労委命令は, 合理的な理由と適正手続き

を履行しなければ労使合意を破棄・変更でき

ないとする｡ しかし, 労組法15条４項に従え

ば労働協約は90日前に予告すれば破棄できる

ということと, その破棄が不当労働行為に該

当するかどうかということとは, 異なる理論

問題である｡

この区別をせずに, 無媒介に, 労使合意の

破棄・変更に, 合理的理由と適正手続きを求

めている都労委命令には理論的な説得力がな

い｡

ここにもまた, 命令が労使慣行論を放棄・

否定した理論的影響が響いている｡ すなわち,

労使慣行論の視点からは, 別の理論的構成と

なる｡ 団結承認的な法的性質を持つ組合活動

(ＭＢを利用しての組合宣伝活動) 慣行破棄

の不当労働行為性の判断という理論枠組みか

ら出発するならば, 合理的理由の存在と適正

手続きの履行は当然の法律的要請となるし,

法律判断の基本的な視点となるのである｡

３ 組合活動慣行破棄事件としてのＭＢ事件

就業規則や労働協約などの形式と労使関係

や労働条件の実態が異なる場合に, その実態

を労使慣行として尊重する, というのが現代

日本の労働法学の志向である｡ なぜか｡ 憲法

28条の労働基本権保障は, 労使自治を法認す

る｡ それは, 労使による自主的な秩序形成を

尊重することを意味する｡ 労使関係や労働条

件について, 形式よりも実態を重視するのは,

現実に存在するものこそ, 労使の行動様式を

規律している現実の規範だと判断するからで

ある｡

都労委命令の継続的労使合意論を批判的に

検討するなかで, ＭＢ利用がまさに労使慣行

であることを確認してきた｡ ここでは, 労使

慣行論の基本的論点を確認しておく｡

労使慣行をめぐる法的論点は, 多岐にわた

る＊16｡ ここでそのすべてについて論じること

はできないが, 主な論点を確認しておこう｡

なお, 労使慣行は, ｢労使関係という場 (部

分社会) において, 同一の行為又は取扱いが

長期間反覆継続して行われていること, 又は
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反覆継続して行われているそのような行為・

取扱いを意味する｣＊17 と理解されている｡ こ

うした労使慣行に, 現代日本の労働法は, 労

使関係の場における規範としての意義を与え

るのである｡

大きく論点は, 三つある｡ 第一は, 労使慣

行の成立要件論である｡ 第二は, 労使慣行の

法的性質論である｡ 第三は, 労使慣行の破棄・

変更論である｡� 労使慣行の成立要件論

第一の論点は, 労使慣行の成立要件である｡

労使慣行とは, ｢労使関係のなかで反覆・

継続的に積み上げられてきた, そして労使が

格別の異をとなえずに尊重・踏襲してきた一

定の慣行的事実をさすのはいうまでもない｡

したがって, それを支えているものが, �一
定事実の反覆・継続性と, �それを尊重・踏
襲してきた労使間の暗黙の合意性にこそ存す

るのはもちろんで, その点ある一定の時点で

たまたま一定の事実があったというにすぎな

い 『先例』 とは明確に区別しておく必要があ

ろう｡｣＊18｡ すなわち, ①反覆継続する事実の

存在と, ②その事実に対する労使の暗黙の合

意の存在である｡

すでに紹介してきた都労委命令の事実認定

から, ＭＢ利用関係において, この二つの成

立要件が存在していたと判断できよう｡� 労使慣行の法的性質論

第二に, その成立した労使慣行の法的性質

である｡

そのためには, ①それぞれの労使慣行が労

働法上尊重されるべき価値を内包しているか

どうか, ②労働法上尊重されるべき価値を内

包しているとしてもどのような意味でどの程

度の拘束力を内包しているのかどうか, 検討

されなければならない｡

こうした検討のうえに, 成立した労使慣行

を類型化すれば, さしあたりＭＢ事件との関

連で, 組合活動慣行について確認しておけば,

①法的に否認・排除されるべき ｢不当労働行

為｣ 慣行 (組合員の範囲を従業員にだけに限

定する ｢逆しめつけ慣行｣), ② ｢団結承認｣

慣行 (機関会議のための就業時間中の職場離

脱などの ｢時間内組合活動慣行｣, 最低限度

必要な掲示板の設置・利用などの ｢企業施設

利用慣行｣), ③ ｢黙示の合意｣ 的慣行 (組合

の存立・維持・運営に必要不可欠とまではい

えないプラス・アルファ的な意味を持った

｢時間内組合活動慣行｣ とか ｢企業施設利用

慣行｣), ④ ｢自律｣ 的慣行 (組合が戦術上の

配慮などから行ってきた争議予告慣行や保安

要員提供慣行), と類型化できる＊19｡� ＭＢ利用慣行の意義

さて, ＭＢ利用の関係は, ｢特段の事情が

なければ, 個々の文書について, 会社の事前

許可を得ることなく, 労働組合は, 企業内宣

伝活動のためにＭＢを自由に利用できる｣ と

いう労使慣行であったといえよう｡ そして,

日本航空におけるＭＢ利用慣行は, ｢団結承

認｣ 慣行としての意義を有していたといえる｡

会社施設を利用する組合活動慣行は, 一般的

に, ｢便宜供与慣行｣ と性格づけられる｡ 労

働組合に企業施設を利用する絶対的な権利が

あるなどとはいえない｡

しかし, 都労委が継続的労使合意論の存在

を認定した事実関係 (本稿の三参照) からは,

日本航空のＭＢ利用慣行は, 企業内組合に対

する団結承認的価値を持つ特殊的な労使慣行

であったと評価できよう＊20｡

そうすると, ｢便宜供与慣行｣ であれば,

一般的に原則的に破棄変更することはできる

が, 団結承認慣行であれば, 特段の事情が存

在しなければ破棄変更できない, と理論構成

されることになる｡

それでは, ＭＢ利用慣行は, 成文規範との

関係でどのような意義を持っていたと評価で

きるのか｡ なぜこの問題を検討しなければな

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集10



らないのかといえば, 日本航空には, 組合活

動のための会社施設の利用について事前許可

制を定める労働協約や就業規則などの規定が

存在するからである｡

しかし, それらの諸規定にもかかわらず,

会社の事前の許可をえることなく, 労働組合

のメール・ボックスへの宣伝活動が行われて

きた｡ そうすると, 日本航空におけるＭＢ利

用慣行は, 会社施設利用許可制の諸規定を修

正変更する労働慣行であったといえよう｡ メー

ル・ボックスを利用する労働組合の宣伝活動

については, 特段の事情がなければ, 事前許

可制の対象としないという労使慣行が成立し

ていたといえよう｡ 逆に言えば, これまでに

現実に発生したわけではないが, 特段の事情

がある場合には, 事前許可制の対象となると

いうことである｡ 使用者のいかなる関与も排

除する完全な自由利用制が確立していたとい

うためには, 宣伝活動の反復継続とその労使

による黙認という程度を越えて, 完全自由利

用制の承認という具体的な根拠が求められる

であろうが, 果たしてそこまでの事実関係は

存在したであろうか｡ 否である｡� 労使慣行の破棄・変更論

それでは, いったん成立した労使慣行を変

更・破棄することはできないのか｡ これが,

第三の法律問題である｡

先に確認した労使慣行の法的性格をめぐる

類型化を前提とするならば, 労使慣行破棄の

法律問題を一律に論じることはできない｡ 労

使慣行の法的性格に対応した議論が必要であ

ろう｡＊21

このような視点から, 第一に, 関係当事者

の合意によらなければ破棄しえない慣行の類

型, 第二に, 一方当事者の意思表示による一

方的破棄が許される慣行の類型, 第三に, 合

意によらずとも一定の要件を充足することに

より破棄しうる慣行の類型, と分類できよう｡

第一の問題類型は組合活動慣行のうち ｢団結

承認｣ 慣行の破棄に, 第二の問題類型は労働

条件慣行の ｢違法｣ 慣行の破棄と組合活動慣

行の ｢不当労働行為｣ 慣行の破棄に, 第三の

問題類型はその他の労使慣行の破棄に, 対応

する｡

さらに具体的には, 労使慣行の破棄・変更

にあたって, ①破棄・変更に合理的な必要性

があるのかどうか (客観的合理的な必要性の

有無), ②破棄・変更に適正な手続きがとら

れているかどうか (適正手続きの履行), ③

破棄・変更される慣行に替わる措置がとられ

ているのかどうか (代替措置の保障), とい

う内容から, それぞれの破棄・変更の正当性

が判断されなければならない｡

さて, 都労委が継続的労使合意の変更手続

きについて指摘した事実 (適正手続きが履践

されなかったという事実認定) をもとにすれ

ば, この労使慣行の破棄変更の要件論につい

ても, 破棄変更の要件が充足されていない,

と結論づけることは可能である｡

三 複数組合併存下における組合間差別事件

１ ＭＢ事件の不当労働行為性判断と東京都

労委命令

東京都労委は, ＭＢ事件の不当労働行為性

について, 最終的につぎのように判断した｡

｢会社は本件変更措置の実施にあたり, 客

乗組合にとって重要な情宣手段として30年余

の長期にわたり, メールボックス本来の趣旨

(業務上の指示, 情報の迅速かつ確実な伝達)

と共存して存続してきた基本的合意を変更す

る差し迫った必要性について十分な説明をし

なかったというほかない｡ また, メールボッ

クスの代替措置として会社が設置した書類棚

が, 情宣機能の点でメールボックスより相当

程度劣ることは否定し難く, 現に客乗組合の

情宣活動に大きな影響を与えていることは前

記判断のとおりである｡ 加えて, 本件変更措
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置を実施するにあたり会社は客乗組合との間

で事務折衝及び団体交渉を各１回だけ行った

のであるが, 審問の全趣旨からみて, 組合活

動にとって重要な意義を有する情宣活動に対

し大幅な制約効果を及ぼす本件変更措置の実

施に関し, 会社が合意達成の努力を真撃に行っ

た形跡はこれを見出すことができない｡

そうすると, 会社と客乗組合とは長年にわ

たり種々の要因による緊張対立の関係にあり,

本件変更措置の実施前後には会社が快く思っ

ていない客乗組合の組合活動に対する攻勢的

姿勢が強化される状況下で, 会社が実施した

本件変更措置は, 客乗組合の情宣活動に抑制

的影響を及ぼし, 同組合の情宣力を弱めるに

至るとの結果を認識し, かつ認容しつつ行わ

れた組合運営に対する支配介入にあたると判

断できる｡｣＊22｡

変更の必要性を否定し, 変更手続きの不適

正さを指摘し, 組合運営に対する支配介入と

結論づけた命令の核心部分は肯定できる｡

しかし, 私は, 複数組合併存下における組

合間差別事件として, このＭＢ事件を把握す

べきであると考える｡ 以下, その理論的な理

由を述べる｡

２ 組合間差別事件としてのＭＢ事件� 直接的な差別と間接的な差別

メール・ボックス事件をなぜ特殊な組合間

差別事件と規定するのか｡ 特殊なと規定する

理由は, 複数組合併存下において, 一方組合

を優遇して, 他方組合をそれと差別するとい

う�直接的な組合間差別�だけではなく, 一
定の職域における組合活動を禁止することに

よって, 特定組合を差別的に取り扱うという�間接的な組合間差別�でもある, というと
ころにある｡

これまでの組合間差別の紛争事例は, 協調

的な多数組合及びその組合員と対抗的な少数

組合及びその組合員との直接的な組合間差別

の当否を争点とするものであった｡ 労働委員

会において争われ, 組合間差別と認定された

事案は, すべて直接的な組合間差別の事案で

あった｡

しかし, すでに見てきたように, メール・

ボックス事件では, 会社は, 一定の職域の組

合活動について禁止・変更するという装いを

とった｡ 特定組合の組合活動を変更・禁止す

るとの通告を行ったわけではない｡ �協調的
多数組合には認め, 対抗的少数組合には認め

ない�というパタ－ンであれば, 組合間差別
として単純明快であり, 不当労働行為と結論

することはたやすい｡

ＭＢ事件は, 複数組合併存下における組合

間差別の不当労働行為事件であると考える｡

この組合間差別事件というのは, 二つの問題

側面をもっていたのである｡ 第一は, ＭＢ事

件の本質は日本航空の複雑な労使関係におけ

る客乗組合という特定組合の組合活動規制と

いう直接的組合間差別事件という問題側面で

ある｡ 第二は, 客室乗務員の職域における複

数組合間の関係における間接的組合間差別と

いう問題側面である｡ この後者の問題側面が,

ＭＢ事件の特殊な問題側面である｡� 直接的組合間差別としてのＭＢ事件

東京都労委は, 以下のような事実を認定し

ていた｡ すなわち,

｢会社の運航乗務員に対する業務文書は,

性質上安全運航に直接かかわる文書が多くあ

り, 客室乗務員に対するそれに比べてはるか

に重要な文書と考えられるが, 運航乗務員に

対しては業務文書及び乗員組合ら4組合の組

合文書ともに, 客室乗務員に配布される. 文

書量を大きく上回る種類及び分量の文書がメー

ルボックスに配布されている｡ このことに関

し会社は, 客乗組合に対し, 本件変更措置は

客室本部の部門運営であると答えるのみで,

運航乗務員の各組合に対する取扱いと客乗組

合に対する取扱いとの間に重大な差異を設け
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る本件変更措置の必要性について合理的説明

をしていないというほかない｡ このような会

社の対応に客乗組合が納得しないのは当然と

言わざるを得ない｡ 会社は, 各職場の状況に

応じて必要な取扱いを考えるのであり, 他の

職場の扱いを云々するのは当たらないと主張

するが, (中略) 直ちには採用できない｡｣ と｡

都労委は, なぜこの事実認定から組合間差

別事件として結論づけなかったのであろうか｡

ＭＢ事件を, 客乗職の職域における中立的

な措置という範囲で問題を見るべきではない｡

使用者に要求される中立保持義務というのは,

労使関係全体のなかで評価されるべきであり,

特定の職域を切り離して, そこにおける使用

者の姿勢からのみ判断してはならない｡ 業務

指示徹底の必要性でいえば, 運航乗務職は客

乗職と同等ないしはそれ以上である｡ そこに

おけるＭＢ利用の実際は, 客乗職におけるの

と同様以上である｡ 都労委はそこまで事実認

定を行っていながら, 直接的組合間差別事件

との結論を下していない｡ この労使関係全体

から判断するというレベルでは, 多数組合が

組合活動規制に合意したかどうかは, 全く反

論の根拠にならない｡ それは多数組合が自主

的に判断して規制に合意したのであって, 客

乗組合が差別的に規制されたという事実は消

せないからである｡� 間接的組合間差別事件としてのＭＢ事件

第二の間接的組合間差別という問題側面は,

このＭＢ事件の特殊な側面である｡ 間接組合

間差別という視角 (問題のとらえ方) は, あ

らたな理論問題でもある｡

要は, 特定組合の組織や活動を直接的に対

象とするのではなく, 形式的には人事・労務

管理上の措置という価値中立的な措置であっ

ても, その措置が結果として・実質的に特定

組合の組織と活動のみが対象となる組合規制

と評価される場合には, それを間接的組合間

差別と判断し, 不当労働行為として否認する,

という考え方である｡

これまでは, こうした間接的組合間差別と

いう事案が存在せず, その理論も存在しなかっ

たといえよう＊23｡

なぜ間接差別という視角が必要なのか｡

多数組合 (全日本航空労働組合) は, ①現

状の契約制客室乗務員制度に基本的に賛同し

ていた｡ ②したがって, 格別, 契約制客室乗

務員のなかでの組合活動の活性化を意図して

いたわけではない｡ ③そのため, メール・ボッ

クス使用禁止通達に労働組合として賛同した｡

④しかも, 客乗職の職域での宣伝活動を制限

されても, 労働組合としての基本的な活動は,

維持・存続できる｡ 逆に, 少数組合 (日本航

空客室乗務員組合) は, ①現状の契約制客室

乗務員制度に反対し, その制度の廃止を求め

ていた｡ ②そのために, 契約制客室乗務員の

なかでの労働組合活動の強化を重点的な課題

としていた｡ ③したがって, メール・ボック

スへの組合宣伝活動の禁止措置は, 契約制客

室乗務員もふくめた客室乗務員全体の組合活

動を弱体化する措置として, 絶対に容認でき

ないことであった｡ ④しかも, 少数組合は,

客乗職の労働者のみによって組織された組合

であり, 客乗職での宣伝活動が禁止されるこ

とは, 労働組合としての基本的な機能を奪わ

れることである｡ このような事実を冷静にと

らえるならば, 特定の職域全体での組合活動

の制限という一見中立的な措置を通じて, 対

抗的な少数組合の活動を後退させようとした

会社の意図が浮かび上がってくる｡

すなわち, 客乗職を劣悪な労働条件の下に

無権利状態において組織・管理するという点

において, 会社と多数組合の利害は一致して

いた｡ 客乗職の職域での要求を基礎にした職

場活動型組合活動を否定するという点で, 会

社と多数組合の利益・目的は一致していた｡

客乗組合と職場組合員とを切断し, 契約制客

室乗務員への職場活動を排除する必要性と緊

急性があった｡ この点でも, 両者の利害は共
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有していた｡ 結局, 組合活動規制に不満を持

ち, 不利益を受けるのは, 客乗組合のみであ

る｡

ＭＢ事件を直接的間接的組合間差別事件と

把握することが, 日本航空労使間において発

生したＭＢ事件の性格を正しく認識する核心

的な内容であろうと考える｡

おわりに

最後に, 都労委命令の主文 (具体的な救済

内容) の評価について, 一言しておく｡

本件は, 不当労働行為と認定されても, 文

字通りの意味での原状回復は実現できない事

案であった｡ 旧ＭＢ自体がすでに存在しない

のである｡ 廃棄処分され, 旧ＭＢよりも狭小

な新ＭＢが設置されているのである｡ 原理的

にいえば, 不当労働行為と断じた以上は, 救

済は原状回復である｡ しかし, 労働委員会と

してもＭＢの新設による原状回復までも救済

内容とはできないと考えたのであろう｡

したがって, 設備の現状の枠内で可能とな

る範囲を ｢協議せよ｣ というのは一般的抽象

的には肯定できる｡ 問題は, ｢12回を限度と

して, …配布することを妨げてはならない｣

という内容の評価である｡ 気をつけなければ

ならないのは, 労働組合に12回まで認めたと

理解してはならないということである｡ そう

ではなくて, 使用者に, 12回は無条件に認め

なさい, 組合文書については制限してはだめ

ですよ (いろいろなものをふくみますよ),

12回についてはそれを妨害することはただち

に不当労働行為を構成するということですよ,

といっているのである｡

もちろん, なぜ12回なのか, その根拠は明

確でない, という最大の問題が残るのである

が｡

＊１ 会社が客室乗務員組合に発し, 掲示し

た文書は以下の内容であった｡

客室乗務員用メールボックスの取り扱

いについて

客室乗務員用メールボックスの取り扱

いを以下のとおり変更することとしまし

たので通知いたします｡

記

１ 趣旨

①業務文書のより確実な伝達

②スペースの有効活用

③乗員室の美化

２ 変更内容

①現行客室乗務員用メールボックスを撤去

し, かわりに薄型の客室乗務員用メール

ボックスを設置する

②客室乗務員用メールボックスを業務文書

専用とする

③これに伴い, 労働組合情宣物及び社員向

け販促物等を収納する書類棚を各乗員部

内に設置する

３ 実施日

1997年９月16日に組合情宣物・社員向け

販促物等書類棚を設置し, 取り扱いを変更

する

なおそれ以降順次メールボックス交換を

実施する

以上

＊２ 日本航空 (メールボックス) 事件・東

京都労委命令�平14・５・７�労働法律
旬報1532号53頁以下参照｡

＊３ 東京地裁における和解内容は以下の通

りである｡

和解条項

当事者双方は, 裁判所の勧告により, 以下

の内容で和解する｡

１ 原告は, 参加人に対し, 下記の条件によ

り, 原告が設置・管理する客室乗務員用メー

ルボックス (以下 ｢本件メールボックス｣

という｡) を組合情宣文書配布のために利

用することを認める｡

記� 組合情宣文書の定義
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ここにいう組合情宣文書とは, 参加人

自身又は参加人が加盟する団体が作成し

た文書であって, A４版以内の大きさの

ものをいう｡� 組合情宣文書配布の回数・量

ア 組合情宣文書配布の回数は, 年間合

計24回を限度とし, 月間の回数はこの

限度内で３回までとする｡

イ １回当たりの組合情宣文書配布の量

は, 16枚 (両面刷り32頁) 以内とする� 利用開始日

１記(1), (2)による本件メールボック

スの利用開始日は, 本和解成立日の翌日

からとする｡

２ 参加人は, 前項のほか, 原告から貸与さ

れた客室乗員室内の書類棚を利用して組合

情宣文書の配布を行うことができる｡

３ 参加人は, 第１項で認められた組合情宣

文書の配布に当たっては, 事前に客室本部

の当直課長に通知するとともに, 配布によっ

て客室乗員室における業務の遂行に支障が

生じることのないよう努めるものとする｡

原告は, 参加人の組合情宣文書の配布が円

滑に行われるよう配慮することとする｡

４ 参加人は, 客室乗員室内における組合情

宣物配布は, 参加人のみが行うものとして

認められたものであるという趣旨を理解し,

他の組合とともに客室乗員室内において組

合情宣物 (例えば ｢５労組ニュース｣ 等)

を配布することはしない｡

５ 原告及び参加人は, 本和解により本件メー

ルボックス利用の基準をめぐるこれまでの

紛争が解決したことを確認し, 今後上記紛

争については, その不当労働行為性の有無,

参加人がした５労組ニュース配布を含む相

互の対応の当否を含め, 相互に一切言及し

ない｡

６ 原告において, 参加人が本件和解条項に

違反したと認めるときは, 具体的事実を指

摘して参加人にその旨通知し, 参加人の弁

明を求める｡ 原告は, 参加人の弁明によっ

てもなお参加人に本和解条項違反があると

認めるときは, 参加人に違反事実の除去を

求めることができる｡

７ 原告と参加人は, 第１項に定めた本件メー

ルボックス利用の合意内容を変更する必要

が生じたときは, 事前にその旨通知し, 相

互に誠実に協議し, 合意に基づく解決を図

るよう努める｡

８ 原告及び参加人は, 本和解成立後, 和解

の本旨に反する情宣を行わない｡

９ 原告は, 本件訴訟を取り下げ, 被告及び

参加人はこれに同意する｡

10 訴訟費用は各自の負担とする｡

以上

＊４ 日本航空メールボックス事件について

は, 特集 ｢日本航空メールボックス事件

と不当労働行為｣ 労働法律旬報1517＝18

号 (2001年12月) ６頁以下参照｡ この特

集には, 村中哲也 ｢事件の経過と争点｣,

飯田幸子 ｢事件の真の背景｣, 深谷信夫

｢施設利用型組合活動慣行破棄の法律問

題｣ とが掲載されている｡

＊５ 日本航空ＭＢ事件東京都労委命令を,

本格的に検討した文献はない｡ 担当弁護

士による紹介記事が存在するだけである｡

堀浩介 ｢日本航空メールボックス事件・

都労委命令の意義｣ 労働法律旬報1532号

26頁参照｡

＊６ 私は, 航空関係の労働組合と研究者と

弁護士とで構成する航空労働研究会を組

織するなかで, 客室乗務員組合から, こ

の事件の発生当初から, 法律相談を受け

てきた｡ 本稿における事実に関する記述

は, そうした法律相談のなかから知り得

た事実である｡ 争議の歴史研究として完

成させるには, それらの事実の客観性な

どを実証しなければならない｡ 残されて

いる課題である｡

＊７ 命令本文は, 労働法律旬報1532号53ー
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54頁参照｡ 構成の便宜上, 見出し番号な

どは修正し, 命令書に特有の書証などの

引用も削除している｡

＊８ 1977年５月26日に一部救済命令 (50年

不第127号) を, 1978年７月21日に一部

救済命令 (51年不第99号) を, 1978年５

月30日に一部救済命令 (52年不第43号)

を, 1979年９月21日に全部救済命令 (52

年不第112号) を発した｡

＊９ ここでは詳論できないが, 労働組合側

にも, こうした事件の性格が充分分析で

きていなかったという問題を感じる｡ 労

働委員会への労働側文書などの分析が必

要とされよう｡

＊10 有り体にいえば, 会社の労働組合政策

の最終的な目標は, 客乗組合の消滅であ

ろう｡ しかし, その目標をどう実現する

かである｡ 日常的組合活動規制で, 堀を

埋めた｡ つぎは, 本丸である｡ しかし,

家康のように天守閣に大筒を打ち込むよ

うな組合対策は, それは明確な団結否認

行為となってしまう｡ そこまではやらな

い｡ 天守閣 (組合執行部) を孤立させて,

それが自壊するのを待つ｡ そのためには,

組合員との動脈であり, 非組合員との回

路でのある, ＭＢ利用を規制する｡ 組合

機関と組合員・非組合員とを切断する｡

こう考えたのではないのだろうか｡

＊11 日本航空の労使関係については, 特集

｢日本航空メールボックス事件と不当労

働行為｣ (前掲) における村中論文 (６

頁) と飯田論文 (15頁) 参照｡

＊12 飯田論文・前掲18頁参照｡

＊13 同前・飯田論文参照｡ なぜこのような

行動様式が, 大衆的に, 歴史的に繰り返

して発生するのか｡ この問題も重要な検

討課題である｡ 私見を言えば, 華やかな

外形とは別の劣悪な労働条件, 職場の人

間関係, 男中心の中央主権的な多数派組

合への潜在的嫌悪感, 職場要求無視・職

場活動不在の多数派組合, などなどの総

合的な要因があろうと推定している｡

＊14 命令本文は, 労働法律旬報1532号59－

60頁参照｡

＊15 同前59－60頁｡

＊16 労使慣行論については, 以下の文献参

照｡ 籾井常喜 ｢労使慣行をめぐる紛争と

法的評価の視角｣ 季刊労働法104号 (1977

年６月) ４頁｡ 同 ｢労使慣行とその法的

検討の問題点｣ 労働法律旬報1070号

(1983年４月) ４頁｡ 堺鉱二郎 ｢便宜供

与慣行の破棄｣ 現代労働法講座八巻

(1982年４月, 総合労働研究所) 150頁｡

高橋貞夫 ｢専従慣行・組合活動をめぐる

慣行の破棄｣ 同前176頁｡ 『労使慣行論』

学会誌労働法62号 (1983年10月)｡ そこ

には, 金子征史 ｢労使慣行論｣, 野村晃

｢労働時間に関する労使慣行をめぐる法

理｣, 萬井隆令 ｢人事慣行の法理｣, 中村

和夫 ｢組合活動慣行｣, 深谷 ｢労使慣行

破棄の法律問題｣ が掲載されている｡ 蓼

沼謙一 ｢労使慣行｣ ジュリスト増刊 『労

働法の争点・新版』 (1990年９月) 20頁｡

菅野和夫 『労働法第五版補正二版』 (2001

年４月, 弘文堂) 82頁, 120頁, 697頁｡

＊17 蓼沼・前掲論文, 20頁｡

＊18 籾井 ｢労使慣行をめぐる紛争と法的評

価の視角｣ (季刊労働法104号) ４頁｡

＊19 詳しくは, 同前, ８－14頁参照｡

＊20 村中論文・前掲 (注11) 10頁参照｡

＊21 深谷 ｢労使慣行破棄の法律問題｣ (前

掲) 96頁参照｡

＊22 労働法律旬報1532号62頁｡

＊23 組合間差別を総合的に論じた籾井常喜

『組合分裂・差別支配と権利闘争』 (労働

旬報社) にも, 登場しない｡ 男女差別に

おける間接性差別論と同様の視点として

評価できよう｡ 浅倉むつ子他 ｢イギリス

における間接性差別｣ 労働法律旬報1489＝

90号参照｡
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１. 消費者と市民

(1) 消費者の分類をめぐる議論

(2) 消費者の手段と目的

(3) 消費者と市民の分類

２. 消費者政策と消費者政治

(1) 消費者政策 (以上, 今号)

(2) 消費者政治 (以下, 次号)

３. 消費者団体と消費者利益

(1) 消費者団体の分類

(2) 消費者利益の多様性

(3) 顧客消費者団体の脆弱性

筆者は現在, 利益団体および社会運動の政

治学的な比較研究の事例として, さらには広

く市場・市民社会・国家の関係の政治学的な

比較研究の事例として, 日本とアメリカを中

心とする先進産業諸国の消費者団体の比較研

究に取り組んでいる｡ なぜなら消費者と消費

者団体の市場・市民社会・国家との微妙な関

係が, それら三者の相互関係を検討する上で

好適であると考えるからである｡ そこで本稿

の目的は, この比較研究の基礎作業として,

本研究と先行研究で使用されている概念の異

同を確認しながら, 本研究の対象と射程の独

自性を明らかにすることである｡ 具体的には,

まず第１節で, 消費者と市民の概念的な区別

に留意しながら, 経済的消費者, 社会的消費

者, 政治的消費者, 市民という４つの類型を

提起する｡ 次に第２節では, 消費者の行為を

規定する制度と消費者政策の関係を確認した

上で, 消費者, 消費者団体, 国家の間の相互

作用としての消費者政治という本研究の中心

的な概念を提起する｡ そして第３節では, 顧

客消費者団体と市民消費者団体という消費者

団体の２つの類型を提起した上で, 経済的消

費者の利益の多様性と顧客消費者団体の脆弱

性について再確認する｡

１. 消費者と市民

(1) 消費者の分類をめぐる議論

消費者の定義, つまり消費者とは誰かとい

う疑問に対する解答は, 厳密には論者によっ

て一様ではない｡ しかしごく一般的かつ常識

的に定義すれば, この概念は, 自分ないし帰

属集団の生活に資するために消費という経済

的行為をする者, つまり財・サービスを最終

的に選択し購入し利用する経済的主体を意味

する｡ それに対して, 消費者の対概念である

生産者は, 自分ないし帰属集団の生活の資源

を得るために生産という経済的行為をする者,

つまり財・サービスを製造し販売する経済的

主体を意味する｡ このように考えると, 消費

者の範疇に含まれるのは, 食品や家庭用品を

購入し利用するいわゆる消費者だけではない｡

必ずしもつねに消費者として認識されている

わけではないが, 医療サービスを購入し利用

する患者, 教育サービスを購入し利用する学

生, 住宅サービスを購入し利用する賃借人,

輸送サービスを購入し利用する旅客なども含

まれる｡ そしてさらには, 新公共管理論

(NPM) が想定するように, 政府サービスを
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購入し利用する国民や住民, つまり顧客とし

ての国民・住民も含まれるわけである｡

このような消費者の定義は, 政治学などに

よる消費者団体の研究において, これまであ

る程度まで自明なものとして捉えられ, 本格

的に議論されることはなかった｡ あるいはそ

うした議論は, ややもすると瑣末なものに陥

る可能性があるため, 微妙に避けられてきた

と考えることもできる｡ 実際, R・メイヤー

(Robert N. Mayer) など学術的な方面から

消費者団体を検討してきた研究者も, S・ブ

ローベック (Stephen Brobeck) など実務的

な方面からそれを検討してきた研究者も, 自

らの著作において, 消費者団体や消費者運動

の定義や分類については紙幅を割いているが,

消費者それ自体の定義についてはとくに言及

していない｡１

しかしその一方で, 消費者や消費者主義

(consumerism) をいくつかの類型に分類し

ようとする試みはなされてきた｡ たとえばP・

ブルーム (Paul A. Bloom) とS・グレイザー

(Stephen A. Greyser) は, 1980年代初頭に,

消費者主義を, 金銭と時間の節約を志向する

金銭的消費者主義 (pocketbook consumerism),

および積極的な参加を志向する参加消費者主

義 (participative consumerism) に分類し

た｡２ またR・ハーマン (Robert O. Herrmann)

は, 1990年代初頭に, 消費者団体の支持基盤

を, 自己利益を動機とする受益的支持基盤

(beneficiary constituency), および社会的

関心を動機とする道義的支持基盤 (conscience

constituency) に分類した｡３ そして両者の分類

において, それぞれ前者の類型の典型的な消

費者団体は消費者同盟 (Consumers’Union:

CU) であり, 後者の類型のそれは全米消費

者連盟 (National Consumers League: NC

L) とされていた｡ 彼らのこうした分類は,

現在から観点からすれば, またとくに本稿の

目的からすれば, 先駆的な意義を持っていた

と言える｡ しかし当時, これらの研究は, 別

の研究者によるさらなる議論を呼ぶことはな

かった｡

ところがこうした議論は, 近年になって,

L・コーエン (Lizabeth Cohen) の問題提起

を受けて, 消費者団体の研究において改めて

展開されるようになってきた｡ そしてそこで

は, M・ヒルトン (Matthew Hilton) の

｢どこで消費者 (consumers) が終わり, ど

こから市民 (citizens) が始まるのか？｣４ と

いう本質的な疑問が示すように, 消費者と市

民を概念的にどのように区別するかが課題と

なっているのである｡

すなわちコーエンは, 20世紀のアメリカに

おける市場・市民社会・国家の関係, あるい

は消費社会と市民社会の関係を検討した論考

において, 政治的領域における広範な公共利

益を支持する市民と経済的領域における個人

的な欲求の充足に関心を持つ消費者の理念的

な対立を認めながらも, 同世紀を通じてそう

した単純な区別が真実味を持たなくなってき

たとする｡ 具体的には, 革新主義期を通じて,

消費を通じて市民的義務の実現という政治的

責任を担おうとする市民消費者 (citizen

consumers), および消費を通じて個人的欲

求の充足という経済的利益を追求する顧客消

費者 (customer consumers) という２つの

類型の消費者が登場した｡ この２つの類型は,

ニューディール期および戦時期を通じて, 国

家レベルでの危機への前者の対応ないし動員

という現象が見られながらも, 基本的にはそ

のまま対立しながら存続した｡ ところが戦後

になると, 消費を通じて個人的要望を満たし

ながら結果として同時に市民的義務も満たす

市民としての顧客 (customer as citizen)

という新しい類型が登場し, 1940年代後半か

ら1970年代を通じたアメリカ社会において,

経済的な豊かさと政治的な自由を享受する

｢消費者の共和国 (consumers’ republic)｣

を実現させた｡ しかし1990年代になると, 政

府サービスを一般的な財・サービスと同様の
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感覚で個人的欲求の充足のために消費する利

己的政府顧客 (self-interested government

customers) という類型が登場し, 共和国の

消費化 (consumerization of the republic)

という事態を生じさせることとなったのであ

る｡５

コーエンは, 自らが提起した市民消費者,

顧客消費者, 市民としての顧客, 利己的政府

顧客という消費者の4つの類型を, この論考

を精緻化した後の研究において, 市民消費者,

購入者消費者 (purchaser consumers), 市

民としての購入者 (purchaser as citizen),

消費者・市民・納税者・投票者 (consumer

／citizen／taxpayer／voter) という類型に

名称変更している｡ しかしこうした消費者の

エートスの変化を通じて, 20世紀を通じた消

費社会と市民社会の関係, 具体的には消費者

の市民化と共和国の消費社会への浸透, そし

てその逆の傾向としての市民の消費者化と消

費社会の共和国への浸透を歴史的に検証しよ

うとしたことに変わりはない｡６ つまり彼女

の研究の基本的な関心は, 消費者・市民とい

う個人と消費社会・市民社会という全体の関

係にあるわけである｡

それに対してヒルトンは, コーエンの分類

を受けつつも, 戦後イギリスにおける消費者・

市民, 消費社会・市民社会, 国家の関係を,

前二者の中間に位置する消費者団体にも注目

しながら検討している｡ すなわち彼は, 彼女

の顧客消費者と市民消費者という類型に相当

するものとして , 買物の消費者主義

(consumerism of shopping) と有識で社会

意識的な政治行動主義の消費者主義

(consumerism of informed, socially-aware,

political activism) という類型を提示する｡

この２つの類型は, 後に経済的消費者主義

(economic consumerism) と社会的消費者

主義 (social consumerism) という類型に

単純化される｡ 彼によれば, 戦後イギリスの

消費者主義の枠組は, 基本的には後者ではな

く前者であり, 1962年の ｢消費者保護委員会

最終報告 (Final Report of the Committee

onConsumer Protection)｣ により決定され

た｡ この政府公認の消費者主義においては,

以前の消費者主義に見られた社会的義務の観

念は希薄化し, 実践的権利の観念が重視され

ることとなった｡ そのためそこでは, 市場へ

の挑戦や批判は主流となりえず, 選択, バリュー

・フォー・マネー (VFM), 補償, 情報, 教

育など市場の内部での消費者の保護が重視さ

れた｡ そしてこの経済的消費者主義は, 公正

取引局 (Office of Fair Trade: OFT) を初

めとする政府機関のみならず, 民間の商品テ

スト機関からイギリス最大の消費者団体へと

発展した消費者協会(Consumers’Association:

CA) によっても担われることとなったので

ある｡７

またG・トランブル (Gunnar Trumbull)

は, 同様にコーエンの分類を受けつつ, フラ

ンスとドイツにおける消費者の概念的な相違

に注目しながら, 両国の消費者団体と消費者

政策を比較している｡ すなわち彼によれば,

フランスにおいては, 政治的主体としての消

費者, つまりコーエンの言う市民消費者が中

心的な消費者の概念となっている｡ そのため

消費者団体は, 企業に対して敵対的で訴訟の

提起などを通じてその不正を監視するととも

に, 政府に対しては党派的で政党や労働組合

に系列化されている｡ また消費者政策は, 市

場の不確実性やリスクを前提とし, 新たな法

的権利や制度の確立を通じて消費者を保護し

ようとする政治的かつ目的指向的なものであ

る｡ それに対してコーポラティズム的なドイ

ツにおいては, 経済的主体としての消費者,

つまりコーエンの言う顧客消費者が中心的な

消費者の概念となっている｡ そのため消費者

団体は, 企業に対して融和的で諮問などを通

じて協力するとともに, 政府に対しては中立

的で技術的な専門家として行動する｡ また消

費者政策は, 市場の不備を情報提供や品質確
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保の制度によって補完し, 公正な市場の確保

を通じて消費者を保護しようとする経済的か

つ手段指向的なものなのである｡８

(2) 消費者の手段と目的

このようにコーエンらによる消費者の分類

は, とくに彼女の顧客消費者と市民消費者と

いう類型を中心に, その後の消費者主義, 消

費者運動, 消費者団体, あるいは消費者政策

の研究に基本的な枠組を提供している｡ した

がってこの分類は, 筆者の研究においても格

好の出発点となると考える｡ しかし彼女らに

よる議論は, 一見すると共通の土台にあるよ

うに思われるが, 各々による概念的な規定が

明白ではなく, 相互の間での理解も十分では

ないため, 実際にはかなり錯綜したものとなっ

ている｡ そこで彼女らの間における消費者の

類型の相違を, 表－１を通じて確認しておき

たい｡

表－１は, 消費者の目的と手段に注目して,

消費者ないしそれに類する者を９つに分類し

たものである｡

この表において, 消費者の目的は, 経済的

目的, 社会的目的, 政治的目的に分類される｡

このうち経済的目的とは, 経済的利益の実現

を意味し, 具体的には消費における財・サー

ビスのVFMや安全性など, 経済的主体とし

ての消費者が本来から有している利益の実現

を意味する｡ また社会的目的とは, 社会的利

益の実現を意味し, 環境保護, 人権, 労働者

の権利, 女性の権利, 貧困者の救済など, 経

済的主体としての消費者が本来は有していな

い利益の実現を意味する｡ そして政治的目的

とは, 政治的利益の実現を意味し, 外交や戦

争での勝利, システム維持など, これも経済

的主体としての消費者が本来は有していない

利益の実現を意味する｡ なおこれらの経済的

目的, 社会的目的, 政治的目的は, いずれも

利己的目的と一般的目的の双方となりうるが,

一般には経済的目的が利己的目的として議論

される場合が多いのに対して, 社会的目的と

政治的目的は一般的目的として議論される場

合が多い｡

以上の消費者の目的に対して, そのために

用いられる手段も, 経済的手段, 社会的手段,

政治的手段に分類される｡ このうち経済的手

段とは, 財・サービスの選択や購入, あるい

はそれらのボイコットなど, 消費それ自体に

伴う市場における経済的行為を意味する｡ ま

た社会的手段とは, デモ行進による社会への

アピール, マスメディアを通じた問題の争点

化など, 消費それ自体には伴わない市民社会

における社会的行為を意味する｡ そして政治

的手段とは, 投票や訴訟など, 消費それ自体

に伴わない国家における政治的行為を意味す

る｡

次にこの表－１の９つの類型に, どのよう

な消費者ないしそれに類する者が該当するか

見てみると, まず経済的目的の列において,

Ⅰは, 経済的目的のために経済的手段を用い

る消費者であり, もっとも純粋な意味での利

己的な消費者である｡ またⅡは, 経済的目的

のために社会的手段を用いる消費者であり,

物価の引き下げを求めてデモ行進する消費者
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目的

経済的目的 社会的目的 政治的目的

手段

経済的手段 Ⅰ Ⅳ Ⅶ

社会的手段 Ⅱ Ⅴ Ⅷ

政治的手段 Ⅲ Ⅵ Ⅸ

表－1 消費者の目的と手段



などである｡ そしてⅢは, 経済的目的のため

に政治的手段を用いる消費者であり, 物価の

引き下げを公約する候補者に投票する消費者

などである｡ 次に社会的目的の列において,

Ⅳは, 社会的目的のために経済的手段を用い

る消費者であり, 環境保護に配慮した商品を

優先的に購入する消費者などである｡ またⅤ

は, 社会的目的のために社会的手段を用いる

者であり, 環境保護を求めてデモ行進する者

などである｡ そしてⅥは, 社会的目的のため

に政治的手段を用いる者であり, 環境保護を

公約する候補者に投票する者などである｡ 最

後に政治的目的の列において, Ⅶは, 政治的

目的のために経済的手段を用いる消費者であ

り, 特定国の制裁のために同国からの輸入品

をボイコットする消費者などである｡ またⅧ

は, 政治的目的のために社会的手段を用いる

者であり, 特定国の制裁を求めてデモ行進す

る者などである｡ そしてⅨは, 政治的目的の

ために政治的手段を用いる者であり, 特定国

の制裁を公約する候補者に投票する者などで

ある｡

以上の９つの類型において, 政治学的な消

費者団体の研究という観点から見た場合にと

くに興味深いのは, Ⅲの経済的目的のために

政治的手段と用いる消費者, およびⅧの政治

的目的のために経済的手段を用いる消費者で

あろう｡ なぜならこれらの消費者は, 本来の

経済的主体であると同時に, 政治的手段を用

いるという意味で, また政治的目的を持つと

いう意味で, 政治的主体にもなっているから

である｡ したがってこの点については, 第２

節の (2) で消費者政治という観点から改め

て検討したい｡

またこの９つの類型について, ここで注意

しておくべき点が二点ある｡ 第一に, この表

における消費者ないしそれに類する者は, 個

人で行為する場合もあれば, 集団で行為する

場合もある｡ たとえばⅠは, 市場において,

個人的に商品の価格と品質を吟味し, VFM

の実現を追求することもできる｡ しかし同時

に, そうした行為に伴う取引費用を節減する

ために, 共同購入を通じてVFMの実現を追

求することもできる｡ その意味で消費生活協

同組合は, 本来的にはⅠの集合体に他ならな

い｡ このような個人的行為と集合的行為の関

係, あるいは個人と集団の関係は, どの類型

においても見ることができる｡ そしてこうし

た集合的行為や集団は, 多くの場合, 消費者

団体として組織化されるのである｡

第二に, この表－１の目的と手段の関係に

おいて, 消費者は, 財・サービスのVFMや

安全性の実現という経済的目的を達成するた

めに不可欠な, 消費者利益を代表する制度,

あるいは消費者被害を補償する制度などを要

求するであろう｡ こうした制度の要求という

目的それ自体は, 政府を通じて消費者政策と

して実現されるという意味で, きわめて政治

的である｡ しかし本稿では, これらの制度要

求を政治的目的とは考えない｡ なぜならそれ

らは, 経済的目的のための政治的手段となり

うるものであって, 外交や戦争での勝利, あ

るいはシステム維持といった政治的目的とは

異なるからである｡ つまり制度要求は, 手段

目的 (means goals ) ないし媒介目的

(intermediate goals) ではあるが最終目的

(ends goals) ではないのである｡ この点に

ついては, 少々誤解を招きやすいため, 第２

節の (1) で改めて詳述することとしたい｡９

いずれにせよ表－１は, 消費者ないしそれ

に類する者を９つの類型に分類したものであ

る｡ そこで次に, コーエン, ヒルトン, およ

びトランブルによる消費者の類型が, これら

の類型のいずれに該当するかを検討してみた

い｡

まずコーエンの市民消費者は, 労働者の労

働条件の改善という社会的目的のためにそれ

に配慮した企業の製品の購入という経済的手

段を用いる意味で, Ⅳの消費者に該当すると

ともに, 大恐慌下における資本主義システム
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の維持という政治的目的のために積極的な財・

サービスの消費という経済的手段を用いる意

味で, Ⅴの消費者にも該当する｡ 次に顧客消

費者は, VFMの実現という経済的目的のた

めに財・サービスの選択や購入という経済的

手段を用いる意味で, Ⅰの消費者に該当する｡

また利己的政府顧客は, 政府活動におけるV

FMの実現という経済的目的のために政府サー

ビスの選択や購入という経済的手段を用いる

意味で, Ⅰの消費者の政府サービス版に相当

するとともに, そうした経済的目的のために

それに資する候補者に投票するという政治的

手段を用いる意味で, Ⅲの消費者も部分的に

含んでいる｡ 最後に複雑なのは, 市民として

の顧客である｡ この類型は, 顧客消費者と市

民消費者の要件を同時に満たす消費者なので,

Ⅰ・Ⅳ・Ⅶの消費者に該当することになる｡

しかしこの類型は, 実はこの三つの類型に止

まらない｡ なぜならそれは, VMFの実現と

いう経済的目的のために代表や補償や情報開

示などの制度を要求する消費者, つまり1960

年代・70年代のR・ネーダー (Ralph Nader)

による消費者運動の支持基盤なども含むから

である｡ このように市民としての顧客におい

ては, 社会的目的や政治的目的とこうした制

度要求が, つまり最終目的と手段目的が等置

されている｡ そのためこの類型は, ｢消費者

の共和国｣ を説明する際のもっとも重要な概

念であるにもかかわらず, 必ずしも明瞭なも

のとはなっていない｡ 換言すれば, 市民消費

者, 顧客消費者, 利己的政府顧客が基本的に

目的による類型であるのに対して, 市民とし

ての顧客は目的による類型なのか手段による

類型なのか判然としないのである｡ そのため

彼女に続く研究者も, 市民消費者と市民とし

ての顧客を概念的に区別していなかったり,

より単純な顧客消費者と市民消費者の二分法

を好んだりしているのである｡

次にヒルトンの経済的消費者は, VFMの

実現という経済的目的のために財・サービス

の選択や購入という経済的手段を用いる意味

で, Ⅰの消費者に該当する｡ また社会的消費

者は, 社会意識的であり社会的目的のために

経済的手段を用いるという意味で, Ⅳの消費

者に該当するとともに, どのような目的かは

ともかく政治行動主義的であり政治的手段を

用いるという意味で, 少なくともⅢの消費者,

そして考え方によってはⅤの者も含んでいる｡

つまり彼の経済的消費者と社会的消費者の分

類も, 前者が目的による類型であるのに対し

て, 後者は目的による類型なのか手段による

類型なのか判然としていないのである｡

それに対してトランバルの経済的主体とし

ての消費者は, VFMの実現という経済的目

的のために財・サービスの選択や購入という

経済的手段を用いる意味で, Ⅰの消費者に該

当する｡ また政治的主体としての消費者は,

どのような目的のために政治的手段を用いる

かは明白にされていないが, 基本的にはVF

Mの実現という経済的目的のためにそれを用

いると想定されているので, Ⅲの消費者に該

当する｡ つまり彼の分類は, 目的よりも手段

によるものなのである｡

このようにコーエン, ヒルトン, およびト

ランブルによる議論は, 一見すると共通の土

台にあるように思われるが, 実際にはかなり

錯綜したものとなっていることが分かる｡ そ

してこの錯綜の第一の理由は, 彼らの分類が,

消費者の目的と手段を明白に区別していない

ことにある｡ このことは, 表－１を通じたこ

れまでの確認を通じて明らかであろう｡ そし

てこれに加えて, 第二の理由は, とくにコー

エンに見られがちであるが, 市場と市民社会・

国家は区別しても, 市民社会と国家は区別し

ていないことである｡ つまり彼女らは, 経済

と社会・政治は区別しても, 社会と政治は区

別していないのである｡ さらに第三の理由は,

自覚的か無自覚的かはともかく, 物質主義的

で欲望が解放される市場や消費社会よりも,

脱物質主義的で道徳が要求される規範的な意
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味での市民社会を選好していることである｡

つまり彼女らは, 利己的で権利を要求する経

済的主体としての消費者の概念を, 社会意識

的で義務を履行する社会的主体としての市民

の概念に引き上げようとする, 一種の規範的

な意識を持っている｡ そしてこうした３つの

理由の結果として, いずれの分類も, 概念的

な明晰性を欠くとともに, とくにヒルトン自

身が提起した ｢どこで消費者が終わり, どこ

から市民が始まるのか？｣ という本質的な疑

問に解答できていないのである｡

(3) 消費者と市民の分類

そこで本稿では, これまでのコーエンらに

よる議論の再検討を踏まえた上で, 表－２の

ような消費者と市民の分類を提示したい｡

この表－２は, 消費者と市民を, 経済的消

費者, 社会的消費者, 政治的消費者, および

市民の４つの類型に分類したものである｡ そ

のため目的と手段の関係に注目しつつも, 分

類を概念的に明白にするために, とくに目的

による分類となっている｡ すなわちこの表に

おいて, 経済的消費者は, 前述のⅠ・Ⅱ・Ⅲ

に相当する主体であり, VFMや安全性の実

現という経済的目的のために, 財・サービス

の選択や購入などの経済的手段, デモ行進や

マスメディアの利用などの社会的手段, 投票

や訴訟などの政治的手段を用いる消費者であ

る｡ そのため経済的消費者は, 経済的主体で

あるとともに社会的主体と政治的主体でもあ

る｡ 次に社会的消費者は, 前述のⅣに相当す

る主体であり, 環境保護や人権などの社会的

目的のために, 財・サービスの選択や購入な

どの経済的手段を用いる消費者である｡ その

ため社会的消費者は, 経済的主体であるとと

もに社会的主体でもある｡ 次に政治的消費者

は, 前述のⅦに相当する主体であり, システ

ム維持などの政治的目的のために, 財・サー

ビスの選択や購入などの経済意的手段を用い

る消費者である｡ そのため政治的消費者は,

経済的主体であるとともに政治的主体でもあ

る｡ 最後に市民は, 前述のⅤ・Ⅵ・Ⅷ・Ⅸに

相当する主体であり, 環境保護や人権などの

社会的目的, システム維持などの政治的目的

のために, デモ行進やマスメディアの利用な

どの社会的手段, 投票や訴訟などの政治的手

段を用いる者である｡ そのため市民は, 経済

的主体ではなく, 社会的主体と政治的主体で

しかないのである｡

このように表－２では, 消費者と市民を,

経済的消費者, 社会的消費者, 政治的消費者,

市民の４つの類型に分類した｡ したがってこ

の分類においては, ｢どこで消費者が終わり,

どこから市民が始まるのか？｣ という疑問に

対する解答は, その主体が経済的主体として

の要素を持つか否かという点にある｡ 換言す

れば, 消費者とは, 消費を目的と手段の双方,

あるいはそのいずれかとする主体を意味する｡

そして消費者と市民の集団である消費者団体

と市民団体も, この４つの類型に合わせると,

とりあえずは経済的消費者団体, 社会的消費

者団体, 政治的消費者団体, 市民団体に分類

できるわけである｡

いずれにせよこの消費者団体の分類につい

井上：消費者・消費者団体・消費者政治 (1) 23

目的

経済的目的 社会的目的 政治的目的

手段

経済的手段 社会的消費者 政治的消費者

社会的手段 経済的消費者

政治的手段 市 民

表－２ 消費者と市民の分類
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図－1 経済的消費者と経済的消費者団体

消費者 経済的消費者 社会的消費者 政治的消費者 市 民

団 体 経済的消費者団体 社会的消費者団体 政治的消費者団体 市民団体

手 段 経済的行為 経済的制度 社会的行為 社会的制度 政治的行為 政治的制度

(手段目的) (手段目的) (手段目的)

目 的 経済的利益 社会的利益 政治的利益

(最終目的)

図－２ 社会的的消費者と社会的消費者団体

消費者 経済的消費者 社会的消費者 政治的消費者 市 民

団 体 経済的消費者団体 社会的消費者団体 政治的消費者団体 市民団体

手 段 経済的行為 経済的制度 社会的行為 社会的制度 政治的行為 政治的制度

(手段目的)

目 的 経済的利益 社会的利益 政治的利益

(最終目的)
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図－３ 政治的消費者と政治的消費者団体

消費者 経済的消費者 社会的消費者 政治的消費者 市 民

団 体 経済的消費者団体 社会的消費者団体 政治的消費者団体 市民団体

手 段 経済的行為 経済的制度 社会的行為 社会的制度 政治的行為 政治的制度

(手段目的)

目 的 経済的利益 社会的利益 政治的利益

(最終目的)

図－４ 市民と市民団体

消費者 経済的消費者 社会的消費者 政治的消費者 市 民

団 体 経済的消費者団体 社会的消費者団体 政治的消費者団体 市民団体

手 段 経済的行為 経済的制度 社会的行為 社会的制度 政治的行為 政治的制度

(手段目的) (手段目的)

目 的 経済的利益 社会的利益 政治的利益

(最終目的) (最終目的)



ては, 本稿の眼目でもあるので, 第３節の

(1) で改めて詳述する｡ そしてそこでは, こ

の経済的消費者団体, 社会的消費者団体, 政

治的消費者団体, 市民団体という類型に代え

て, 顧客消費者団体, 市民消費者団体, 市民

団体というもう少し単純な分類を提起するこ

ととなろう｡ しかし同節に至るまでの論述に

おいては, 当面, この分類を使用することと

する｡ そしてこのことを踏まえた上で, これ

までの議論を整理し, 消費者 (および市民),

消費者団体 (および市民団体), 手段目的,

手段, 最終目的の関係を図示すると, 図－１

から図－４のようになる｡

これらの各々の図において, 一段目の消費

者 (および市民) は, 経済的消費者, 社会的

消費者, 政治的消費者, 市民の分類を意味す

る｡ そして二段目の団体は, 経済的消費者団

体, 社会的消費者団体, 政治的消費者団体,

市民団体の分類を意味する｡ また三段目の手

段のうち, 各々の左側の経済的行為, 社会的

行為, 政治的行為は, 消費者 (および市民)

がその目的のために用いる経済的手段, 社会

的手段, 政治的手段を意味する｡ そして各々

の右側の経済的制度, 社会的制度, 政治的制

度は, 市場の制度, 市民社会の制度, 国家の

制度を意味し, それぞれ経済的行為, 社会的

行為, 政治的行為を規定する｡ また四段目の

目的は, 実現されるべき経済的利益, 社会的

利益, 政治的利益を意味する｡ そして三段目

の経済的制度, 社会的制度, 政治的制度の要

求が目的のための手段目的となるのに対して,

経済的利益, 社会的利益, 政治的利益という

目的それ自体は最終目的ということになる｡

最後に実線の矢印は, 消費者 (および市民),

団体, 手段としての行為, 最終目的としての

利益の関係を意味する｡ また破線の矢印は,

手段目的としての制度要求, および制度によ

る行為の規定を意味するわけである｡

以上のように本節では, 消費者と市民の分

類として, 経済的消費者, 社会的消費者, 政

治的消費者, および市民という４つの類型を

提示した｡ そこで最後に, この分類に関連し

て, 以下の３つの点に言及しておきたい｡

第一の点は, 研究者や批評家の間では, 物

質主義的で欲望が解放される市場や消費社会

よりも, 脱物質主義的で道徳が要求される規

範的な意味での市民社会が選好されることで

ある｡ そしてこの場合, 消費者主義という概

念は, 消費者の権利の拡張という意味での肯

定的な概念としてよりも, 物質主義的な消費

者の欲望の解放という意味での否定的な概念

として用いられがちである｡10 こうした傾向

が, そうした研究者や批評家のどのような立

場やバイアスに基づくものであるかどうかは

定かではない｡ しかし彼らが, 表－２の分類

で言えば, 利己的な経済的目的を追求する経

済的消費者よりも, 一般的な社会的目的を追

求する社会的消費者を選好することは明白で

あろう｡ しかしここで問題となるのは, 実は

先進諸国においてさえ, 大多数の消費者は利

己的な経済的消費者であり, 社会意識的な社

会的消費者は少数に止まることである｡ また

経済的消費者の利益は, 生産者のそれと比較

した場合, 依然として脆弱で十分に実現され

ておらず, その実現のための努力を必要とし

ていることである｡ それにもかかわらず, 実

際には社会的消費者の活動のほうが目に付き

やすく, 研究者や批評家の関心も自らの選好

に即したそちらに向きやすい｡ 第３節の (2)

で詳述するように, 生産者と消費者の利益が

対立した場合, 前者がボーカル・マイノリティー

となりがちであるのに対して, 後者はサイレ

ント・マジョリティーとなりがちである｡ し

かし消費者の間でも, 実はこの関係は成立し

ており, 社会的消費者がボーカル・マイノリ

ティーであるのに対して, 経済的消費者はサ

イレント・マジョリティーとなっているので

ある｡

第二の点は, 表－２における消費者と市民

の分類, および生活者という日本に独自の概
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念との関係である｡ この生活者の概念は, と

くに対概念を持たず規定が困難であるという

意味で, 社会科学的な議論には適さない曖昧

な概念である｡ そのためこの概念は, もっぱ

ら批評家や活動家による運動論, あるいは政

治家や官僚による政策論のレベルで用いられ

てきた｡ またとくに1980年代後半以降は, 生

活者主権や生活者優先といった用法で, 社会

運動や公共政策を議論する際のキャッチフレー

ズとなっている｡ ところがここで問題となる

のは, この生活者の概念が, 多くの場合, 消

費者をも含意し, それと交換可能な形で用い

られていることである｡ このことは, 消費生

活協同組合や国民生活センターといった用例

が示すように, 生活の概念も含めて考えれば

より明白となろう｡ そしてさらに注意すべき

は, 実はこの概念が, 表－２の分類において,

経済的消費者, 社会的消費者, 政治的消費者

のみならず, 市民すら含意すること, つまり

すべての類型を含意することである｡ また場

合によっては, この表の分類を越えて, 労働

者や農民や中小商工業者すら含意することで

ある｡ つまり生活者の概念は, 消費者と市民

の区別のみならず, 消費者とその対概念であ

る生産者の区別すら曖昧にし, 隠蔽してしま

う可能性を持つ概念なのである｡ それにもか

かわらず, あるいはまさにそのゆえに, この

概念は, 日本の消費者団体や消費者政策を議

論する際に大きな影響力を持ってきた｡11しか

し本稿では, 消費者と生産者の区別はもちろ

ん, 消費者と市民の区別を重視する立場から,

この生活者の概念を否定的に捉えておきたい｡

本稿は, 本来の消費者である経済的消費者が,

社会的消費者や政治的消費者, 市民, そして

さらには生活者に埋没することにより, その

本来の利益を顧みられなくなることを恐れる

のである｡

第三の点は, 表－２の分類における消費者

を労働者に置き換えると, 実はこの分類が労

働者と市民の分類にも応用できることである｡

換言すれば, 労働者と市民の分類として, 経

済的労働者, 社会的労働者, 政治的労働者,

市民という類型を想定できることになる｡ 消

費者と労働者は, 前者は消費市場における需

要サイド, 後者は労働市場における供給サイ

ドという相異はあるが, ともに本来的には経

済的主体である｡ したがってその目的も, 本

来は経済的目的であり, 前者はVFM, 後者

は雇用と賃金という, 基本的にはトレードオ

フの関係にある利益の実現である｡ そして消

費者団体と労働組合は, この経済的目的の追

求に要する取引費用を節減するために, 消費

者と労働者が行為を集合化したものに他なら

ない｡ ところが労働者も, 消費者の場合と同

様に, 経済的目的ではなく社会的目的や政治

的目的を追求する場合がある｡ その意味で経

済的労働者, 社会的労働者, 政治的労働者と

いう類型, あるいは経済的労働組合, 社会的

労働組合, 政治的労働組合という類型を想定

できる｡ またそれらと市民ないし市民団体と

の関係についても, 消費者の場合と同様の関

係を想定できるわけである｡ もちろんこのよ

うな労働者と市民の分類は, 基本的には理念

的なものでしかない｡ しかし労働組合, とく

に日本のそれの中には, 経済的目的よりも社

会的目的や政治的目的を追求している組合も

ある｡ そしてこの傾向は, 前述の日本におけ

る生活者の概念の影響力を勘案すると, より

理解しやすいものとなると考えられる｡ 消費

者にしろ労働者にしろ, あるいは消費者団体

にしろ労働組合にしろ, 本来は利己的な経済

的目的を追求する経済的主体である｡ ところ

が往々にして, 社会的目的や政治的目的を追

求する場合, あるいはそれらの目的の追求を

装う場合があるのである｡

２. 消費者政策と消費者政治

(1) 消費者政策

本稿では, これまで述べてきたように, 消
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費者と市民を, その目的と手段の関係に注目

しつつ, 経済的消費者, 社会的消費者, 政治

的消費者, および市民の４つの類型に分類し

た｡ また前三者の類型は, とくにその目的に

よる分類であった｡ ところがここで問題とな

るのは, 前節の (2) で述べた制度要求, つ

まり消費者が, その手段のための手段となる

制度を要求することである｡ その典型的な事

例としては, たとえば経済的消費者が, その

経済的目的のための経済的手段を実効的にす

るために, 消費者利益を代表する制度などを

要求することなどが考えられよう｡ 前節では,

こうした制度要求は手段目的ではあるが最終

目的ではないこと, またこうした制度が手段

としての行為を規定していることを指摘した｡

そしてコーエンらによる消費者の分類が, 最

終目的と手段目的を混同しているため, 概念

的な明晰性を欠いていることを指摘した｡ し

かしいずれにしても, この手段目的と手段の

関係, あるいは制度と行為の関係は, たしか

に複雑で誤解を招きやすい問題である｡ そこ

でここでは, この問題を, 改めて消費者政策

という観点から整理したい｡

図－５は, 図－１・２・３・４における手

段目的, 手段, 最終目的の関係, すなわち制

度, 行為, 利益の関係を具体的に示したもの

である｡ この図において, 制度 (手段目的)

は, 消費者の行為 (手段) を規定するもので

あり, 経済的制度, 社会的制度, 政治的制度

に分類される｡ また行為 (手段) は, 制度

(手段目的) に規定されるものであり, 経済

的行為, 社会的行為, 政治的行為に分類され

る｡ そして利益 (最終目的) は, 消費者が実

現しようとする利益であり, 経済的利益, 社

会的利益, 政治的利益に分類される｡ なお前

述のように経済的消費者, 社会的消費者, 政

治的消費者の分類は, その最終目的である利

益に即したものである｡ またその各々は, そ

の利益 (最終目的) のために, ３つの類型の

制度 (手段目的), およびそれと組み合わさっ

た３つの類型の行為 (手段) のいずれを用い

ることができる｡
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ところでこの図－５の制度, 行為, 利益は,

各々の間で目的・手段関係の連鎖を構成して

いる｡ そして目的・手段関係であるというこ

とは, 当然ながら因果関係の連鎖をも構成し

ていることになる｡ つまり制度は行為を規定

し, 行為は利益の実現を規定する｡ そしてこ

のことを換言すれば, ゲームのルールがプレー

ヤーの選好, 戦略, 行為を規定し, それらが

最終的にアウトプットを規定するということ

である｡ 合理的選択制度論の基本的な含意は,

まさにこうしたゲームのルールとしての制度

の下でのプレーヤーの合理的な行為に他なら

ない｡ したがってプレーヤーにとって, また

この場合は消費者にとって, たとえ基本的に

は合理的に行為するとしても, どのような制

度が設立されるかは依然として大きな問題な

のである｡

そこで制度, 行為, 利益の関係を具体的に

見てみると, まず経済的制度, つまり競争的

市場や消費者情報制度などは, 経済的行為,

つまり財・サービスの選択や購入などを規定

する｡ たとえば財・サービスの公正な表示,

あるいは商品テスト機関による結果の公表は,

消費者による財･サービスの合理的な選択や

購入を規定している｡ また社会的制度, つま

り法人制度や集会制度などは, 社会的行為,

つまり集団化やデモ行進などを規定する｡ た

とえば公益法人制度や特定非営利活動法人

(NPO) 制度は, 消費者団体による法人格の

取得を規定している｡ そして政治的制度, つ

まり代表制度や裁判制度などは, 政治的行為,

つまり代表や訴訟などを規定する｡ たとえば

審議会制度は, 消費者の代表による行政参加

を規定している｡ もっとも具体的な制度の中

には, 経済的制度, 社会的制度, 政治的制度

のうちの複数に分類できるものもある｡ たと

えば消費者教育制度は, 財・サービスの合理

的な選択や購入を教育するものであれば, 経

済的行為を規定するため経済的制度というこ

とになるが, 集団の加入を教育するものであ

れば, 社会的行為を規定するため社会的制度

ということになる｡ また助成制度は, 民間の

助成団体による資金助成であれば, 社会的行

為を規定する社会的制度ということになるが,

政府による資金助成であれば, 政治的行為を

規定する政治的制度ということになるわけで

ある｡

なお制度と行為の関係において, 経済的制

度は経済的行為のみを, 社会的制度は社会的

行為のみを, 政治的制度は政治的行為のみを

規定する｡ つまり制度と行為は, それぞれ組

み合わせとなっている｡ しかし手段と最終目

的の関係, つまり行為と利益の関係において

は, 経済的行為, 社会的行為, 政治的行為の

いずれもが, 経済的利益, 社会的利益, 政治

的利益のいずれとも関係する｡ この場合, 行

為と利益の取り合わせは, その行為を用いる

のが経済的消費者, 社会的消費者, 政治的消

費者のいずれであるかによって決まるわけで

ある｡

このように制度, 行為, 利益の関係は, 目

的・手段関係の連鎖, あるいは因果関係の連

鎖を構成している｡ したがって前述のように,

消費者にとっては, その連鎖の起点として,

どのような制度を設立されるかが問題となっ

てくる｡ このような制度は, 消費者が要求す

るまでもなく, すでに市場, 市民社会, 国家

のうちに十分に整備されている場合もあろう｡

しかしそれらは, 多くの場合, 新たに整備さ

れるか, あるいはすでに整備されていたとし

ても改良されなければならない｡ そしてここ

で重要なのは, それらの経済的制度, 社会的

制度, 政治的制度が, 現代社会においては,

基本的に政府によって公共政策を通じて整備

されることである｡ また逆に言えば, 公共政

策とは, 経済的制度, 社会的制度, 政治的制

度の整備を意味することである｡ したがって

消費者が要求する制度も, 政府によって公共

政策を通じて整備されることになる｡ そして

消費者政策とは, 消費者が追求する利益のた
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めに用いる行為を規定する制度の整備を意味

することになる｡ つまり競争的市場などの経

済的制度, 法人制度などの社会的制度, 代表

制度などの政治的制度は, いずれも消費者政

策の一環を構成しているのである｡

このように消費者政策とは, とりあえずは

消費者の行為を規定する制度の整備であり,

消費者が追求する利益の実現を目的とする公

共政策である｡ ところがこの消費者政策に関

して, ここで注意しておくべきことが２つあ

る｡

第一は, 消費者政策が, 消費者の行為を規

定する制度の整備のみならず, 生産者の行為

を規定する制度の整備をも含意することであ

る｡ この点について, 先ほどの図－５は, 消

費者政策における制度, 行為, 利益の関係を,

同政策の一方の当事者である消費者の側から

見たものであった｡ それに対して図－６は,

消費者政策におけるそうした関係を, 同政策

の他方の当事者である生産者の側から見たも

のである｡ 消費者と同様に, 生産者について

も, 論理的には, 経済的生産者, 社会的生産

者, 政治的生産者の分類を想定できる｡ また

制度としての経済的制度, 社会的制度, 政治

的制度, 行為としての経済的行為, 社会的行

為, 政治的行為, 利益としての経済的利益,

社会的利益, 政治的利益を想定できる｡ しか

しここでは, そうした論理的な可能性はとも

かくとして, とりあえずは現実的に, 経済的

利益を目的とする経済的生産者のみに注目す

れば十分であろう｡

すなわち生産者は, 利潤の最大化や株価の

最大化といった経済的利益のために, 財・サー

ビスの製造, 販売, 宣伝といった経済的行為

を用いる｡ そしてそうした経済的行為は, 競

争的市場, 安全規制, 表示規制といった経済

的制度によって規定される｡ ところが生産者

にとって, こうした市場の制度は, 一般にそ

の経済的利益を実現する上で障害となる可能

性が高い｡ 寡占的で規制のない市場のほうが,

利潤の最大化や株価の最大化につながりやす

いからである｡ したがって生産者は, こうし

た制度の整備, あるいは消費者政策に反対す

るであろう｡ それに対して消費者にとって,

こうした市場の制度は, その経済的利益を実

現する上で不可欠となる｡ 競争的で安全規制
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や表示規制が整備された市場のほうが, VFM

や安全性の確保につながりやすいからである｡

したがって消費者は, こうした制度の整備,

あるいは消費者政策を要求するであろう｡ こ

のように消費者は, 消費者政策として, 一方

で自らの行為を規定する制度を要求するとと

もに, 他方では生産者の行為を規定する制度

を要求する｡ その意味で消費者政策は, 消費

者を直接の対象とする純粋な消費者政策とし

ての側面, および生産者を直接の対象とする

産業政策などとしての側面を合わせ持ってい

るのである｡12

第二は, 消費者政策が, 消費者が追求する

利己的な経済的利益の実現のみならず, 一般

的な社会的利益の実現を目的とする場合もあ

ることである｡ こうした事例は, とくに環境

保護を目的とした経済的制度によく見られる｡

すなわち具体的には, エコマークなど環境に

配慮した製品の表示制度, 低公害・低燃費自

動車の購入に対する税制上の優遇制度, ごみ

の分別やごみ有料袋などの一般廃棄物処理に

関する制度などである｡ こうした経済的制度

は, 消費者の経済的インセンティブに訴える

ものであれ, 強制力を伴う規制に準じたもの

であれ, 消費者による財・サービスの選択,

購入, 利用, そして廃棄という消費に伴う経

済的行為を規定している｡ したがってこうし

た制度の設立は, 消費者政策としてよりもむ

しろ環境政策として議論したほうが適当な場

合もあるし, 少なくとも消費者政策の中心的

な要素ではないであろう｡ しかしそれらは,

消費という経済的行為, あるいは消費者とい

う経済的主体に関連するという意味で, 消費

者政策であることに変わりはない｡ そしてこ

の場合, 消費者は, 政府によって, こうした

経済的制度を通じて社会意識的な経済的行為

に誘導され, 社会的消費者となっているので

ある｡

いずれにせよ消費者政策は, 消費および消

費者に関連して, 消費者と生産者の行為を規

定する経済的制度, 社会的制度, 政治的制度

の設立を意味する｡ そしてそれは, 大部分の

場合, 経済的消費者による経済的利益の追求,

つまりVFMや安全性の追求を目的とする公

共政策である｡ そしてこうした意味での消費

者政策は, 公共利益としての消費者利益と特

殊利益としての生産者利益の対立の事例とし

て, またサイレント・マジョリティーとして

の消費者とボーカル・マイノリティーとして

の生産者の対立の事例として, 政治学による

政策過程の研究に格好の素材を提供してきた

のである｡
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３. 第３共和制前期の公法学説

４. 第３共和制中期の公法学説

おわりに (以上, 本号)

２. 第３共和制以前の公法学説

本章以下では, １で概観したフランスにお

ける ｢命令(制定権)｣ の歴史的展開を踏まえ

て, ｢命令(制定権)｣ に関する同国の主要な

公法学説を検討する｡

一般に, フランス公法学(行政法学)による

命令(制定権)の研究は, ジョゼフ＝マリ・ドゥ・

ジェランド(Joseph-Marie de G�rando,
1772-1842)をもって嚆矢とし, 復古王制時代

から七月王制時代への転換期である1830年前

後の時期に始まるものと考えられている(1)｡

それより以前においては, 命令(制定権)の問

題は, 民法典(Code civil)の註釈との関連で,

主に初期の民法学者によって取り扱われてい

たが, 私法分野における命令の重要性は相対

的に低く, そのため, 研究の進展はみられな

かった｡ 当時の民法学者は, 命令(制定権)に

関しては, 専ら 『民法典序論』 中の ｢法律と

命令｣ に関する記述に依拠するにとどまって

いたといわれている(2)｡ だが, この 『民法典

序論』 の記述自体は, 命令(制定権)に関する

１つの代表的な考え方として, 当時の民法学

者にとどまらず, その後, 現在まで, 多くの

公法学者によってしばしば参照されるところ

となってきた｡ そこで, 公法学説の検討に先

立って, まず最初に 『民法典序論』 を取り上

げることにしたい｡

一方, 公法学(行政法学)による命令(制定

権)の研究は, 1830年頃から次第に進展して

いくことになる｡ 復古王制から, 七月王制及

び第２共和制を経て, 第２帝制に至る時代は,

Ｍ・オーリュのフランス行政法学史 (3) にお

ける時代区分でいう ｢発現の時代(p�riode
de divulgation)｣ に当たる｡ 命令(制定権)

の研究の進展は, 大学法学部における行政法

講座の設置と講座担当者による体系書の出版

という行政法学全体の発展と軌を一にするも

のであったということができる(4) (5)｡ この時

代に属する主要な公法学者(行政法学者)(6) に

は, Ｊ＝Ｍ・ドゥ・ジェランドのほか, ルイ＝

マリ・ドゥ・ラ・エ・ドゥ・コルムナン

(Louis-Marie de la Haye de Cormenin,

1788-1868)(7), ルイ＝アントゥワヌ・マカレ

ル (Louis-Antoine Macarel, 1790-1851),

アデル＝ガブリヱル＝ドゥニ・ブシュネ＝ル

フェール(Ad�le-Gabriel-Denis Bouchen�-
Lefer, 1796-1872) (8), フィルマン・ラフェ

リェール (Louis-Firmin Julien-Laferri�re,
1798-1861)(9), エミル＝ヴィクトール・フカー

ル(�mile-Mass�na-Victor Foucart, 1799-
1861)(10), アレクサーンドゥル＝フランスワ＝
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オギュストゥ・ヴィヴィヤン・ドゥ・グベー

ル(Alexandre-Fran�ois-Auguste Vivien de
Goubert, 1799-1854)(11), ガブリヱル・デュ

フ ー ル ( Gabriel-Michel Dufour , 1811-

1868)(12) 等がいる｡ ここでは, 命令(制定権)

の理論の形成に与えた影響の大きさという点

から, ドゥ・ジェランドとマカレルの学説を

検討の対象とすることにする｡� 『民法典序論 (Discours pr�liminaire)』
フランス民法典(Code civil)は, 共和暦８

年憲法の時代に, 第１統領ナポレオン・ボナ

パルトの主導のもとに成立したものであ

る(13)｡ ボナパルトは, 共和暦８年テルミドー

ル24日(1800年８月12日), 民法典編纂のため

に, 破毀裁判所長官フランスワ・ドゥニ・トゥ

ロンシェ(Fran�ois Denis Tronchet, 1726-
1806), 破毀裁判所検事フェリクス・ビゴ＝

プレアムヌゥ(F�lix Bigot-Pr�ameneu, 1747-
1825), 捕獲審検委員会政府委員ジャン＝エ

チエンヌ＝マリ・ポルタリス(Jean �tienne
Marie Portalis, 1746-1807), 破毀裁判所判

事ジャック・マルヴィル(Jacques Maleville,

1741-1824)の４人を起草委員に任命した｡ 委

員会は, 直ちに草案の作成作業に着手し, 共

和暦９年プリュヴィオーズ１日(1801年１月

21日)に, 民法典草案(いわゆる ｢共和暦８年

草案｣)が政府に提出された｡ その際に, 民法

典草案の全体を説明するために付されていた

のが, 有名な “Discours pr�liminaire”
(『民法典序論』)である(14)｡ これは, 委員会に

おいて中心的役割を果たしたポルタリスによっ

て執筆されたものである(15)｡

『民法典序論』 において, 命令(制定権)に

関する考え方は, ｢法及び法律一般｣ につい

て論じた総論的な部分のなかで示されている｡

その総論的な部分は, 法と法律の関係に関す

る次のような記述から始まる｡

｢法(droit)とは, 普遍的な理性, 事物

の本性自体に基礎を置く最高の理性であ

る｡ 法律(lois)とは, 実定的な規範, 個

別的な戒律(pr�cepte)に変換された法で
あり, また, そういうものでしかあって

はならない｡

法は, 道徳上は義務的である｡ しかし,

法は, それ自体としては, いかなる強制

も伴うものではない｡ 法は方向づけ, 法

律が命ずる｡｣(16)

法と法律との関係に関するこの考え方には,

｢立法権の作用たる法律をもつて法である｣

とした ｢革命期の法思想｣ の影響が色濃くみ

られる(17)｡ それは, 次に示された ｢法律の定

義｣ についても同様である｡

｢それぞれの国家(cit�)において, 法律
は, 共通の利益に関わる事柄に関する主

権者(souverain)の厳正な(solennelle)意

思表示である｡｣(18)

さらに進んで, 法律の任務及びそのあり方

については, 次のような考え方が述べられて

いる｡

｢法律の任務は, 大きな視野で, 法の一

般的な格率(maximes)を定めること,

結論に富んだ原則を確立することにある

のであって, 各事項について生じうる問

題の細部にまで立ち入ることにあるので

はない｡｣(19)

｢……, 法律は, すべての者に対して決

定を下す｡ すなわち, 法律は, 人を総体

としてみるのであり , 決して個人

(particuliers)としてみることはない｡

法律は, 個別の事実や市民を分裂させる

紛争に介入してはならない｡ もしそうで

なければ, 毎日新しい法律を制定しなけ

ればならなくなるだろう｡ そして, 法律

の数の多さは, その尊厳を損ない, その

遵守を妨げることになるだろう｡ ……,

立法者(l�gislateur)は, 些事にとらわれ,
やがて法律家(jurisconsulte)であるに過

ぎなくなるであろう｡ 個別的利益が立法

権(puissance l�gislative)を煩わせ, 立
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法権を絶えず社会の一般的利益から引き

離すであろう｡｣(20)

｢法律｣ に関する以上の記述においては,

しかしながら, ①法律が主権者の行為である

こと, ②法律は原則を定めるものであること,

③法律はすべての者を対象とすることなど,

その後のフランス公法学における ｢法律｣ の

概念構成上の主要な要素が既に表明されてお

り, その点は大いに注目されるところである｡

命令の観念は, このような法律の観念との対

比において示されることになる｡

｢本来の意味における法律(lois)は, 単

なる命令(r�glemens)とは異なる｡ 各事
項に つ い て, 基 本 的 な 規 範

(r�gles fondamentales)を定め, 主要な
形式を決定するのは法律である｡ 執行

(ex�cution)の細目, 一時的ないし偶発
的な予防措置, 即時的ないし可変的な対

象, 要するに, 創設または創造を行う権

力(puissance)の介入よりも, 行政を行

う機関(autorit�)の監督が求められるす
べての事柄は, 命令の所管に属する｡ 命

令は行政官の行為(actes de magistrature)

であり, 法律は主権の行為(actes de

souverainet�)である｡｣(21)
ポルタリスについては, モンテスキュへの

崇敬が有名であり, 『民法典序論』 にも, 『法

の精神』 からの引用が多くみられるが, ｢法

律と命令｣ に関する上記の文章は, むしろル

ソーの 『社会契約論』 を想起させる｡ いずれ

にせよ, この考え方は, ポルタリス独自のも

のというよりも, フランス革命期における議

論を通じて形成され, 受容されるに至ったも

のであるとみるべきであろう｡� Ｊ＝Ｍ・ドゥ・ジェランド

1819年に, パリ大学法学部に ｢行政法講座｣

が創設された｡ その初代の担当者に任命され

たのが, Ｍ＝Ｊ・ドゥ・ジェランド男爵であ

る｡ ドゥ・ジェランドは, Ｆ・ラフェリェー

ルを経て, Ａ・バトゥビに連なる ｢パリ学派｣

の創始者に位置づけられる(22)｡

その主著“�������������������������������������������������������������������”
(『フランス行政法学提要』) (23)は, ｢フランス

行政法学最初の体系書｣ にして ｢世界最古の

行政法学書｣ であるといわれている(24)｡ ここ

では, 同書を取り上げる｡

｢権力の区別(distinction des pouvoirs)｣

は, フランス政治制度の基礎であり, 行政の

独立を保障すると同時に, その限界を定める

ものである｡ 権力の区別, 均衡, 従属は, 憲

法的法律(シャルト)によって定められる｡ ドゥ・

ジェランドは, 権力の区別を, 立法権

(autorit� l�gislative), 行 政 権(autorit�
administrative), 司法権(autorit�judiciaire)
の３権の区分として論じている｡ さらに, 外

交 と 軍 事 に 関 し て, (文民)行 政

(administration civile)と 政 治 的 統 治

(gouvernement politique)とを区分する｡ 行

政権と他の２権との相互関係については, 行

政権は立法権に従属するが, 司法権とは並列

の関係にあると説明されている(25)｡

ドゥ・ジェランドによれば, 行政は, 法律

から, 公益を追求し, 実現するという任務を

受け取る｡ 一般的な命令(r�glemens g�n�raux)
を制定する権限は, 行政がその任務を遂行す

るために有する主要な権限の１つである(26)｡

ドゥ・ジェランドにおいて, 命令(制定権)に

関する詳細は, その行政組織論のなかで, 行

政権を付与された最高行政機関である国王の

行為(権限)として論じられている(ドゥ・ジェ

ランドの 『フランス行政法学提要』 は, 第１

版が復古王制時代末, 第２版が七月王政時代

に出版されているが, 命令(制定権)に関する

記述はほとんど同一であることから, 以下で

は, その両方を検討の対象とする)｡

国王の権力(王権(autorit� royale))は,
①立法(法律案の提出, 裁可, 公布)(1814年

シャルト15条～17条, 21条, 22条；1830年シャ
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ルト14条, 15条, 18条), ②外交(陸海軍の指

揮, 宣戦布告, 条約の締結)(1814年シャルト

14条；1830年シャルト13条)の領域に及ぶほ

か, 国王には執行権(puissance ex�cutive)
が付与されていることから, ③司法(justice)

は国王に由来し(1814年シャルト13条, 57条；

1830年シャルト12条, 48条), また, ④行政

権(autorit�administrative)の淵源であり,
かつ, 最高の行政官として, 国王は, 公務員

を任命し, 法律の執行のために必要な命令及

びオルドナンスを定める(1814年シャルト14

条；1830年シャルト13条)(27)｡ ドゥ・ジェラ

ンドは, 行政法学の考察の対象となるのは主

に③と④であるが, ①と②にも注意を払う必

要があることを指摘している｡

行政の領域において, 国王の権力は, 大臣

の報告, あるいは, 大臣会議(conseil des

ministres)またはコンセイユ・デタの意見に

基づいて行使される(28)｡ 大臣の報告に基づい

て行われる行為には, 特定人に対する個別的

な行為と行政組織の内部部局の運営に関する

措置とがある｡ 大臣会議の意見については,

国王は常にそれを求めることができるが,

法律上, 特にそれが要求されている場合もあ

る(29)｡ そのほかに, ｢より一般的かつ厳格

(solennelle)に決定をし, 事物そのもの(choses

m�mes)を対象とし, かつ, 公益に直接に関
わる最高の措置(dispositions supr�mes)｣
がある(30)｡ この措置は, ｢行政命令(r�glemens
d'administration publique)｣ と ｢行政命令

の形式でなされるオルドナンス(ordonnances

royales rendues dans la formedes r�glem
ens d'administration publique)｣ の２種類

に区別される(31)｡

ドゥ・ジェランドは, 行政命令について,

その特徴を実質面と形式面とに分けて説明し

ている(32)｡

まず, 実質面において, 行政命令は, 主に,

①その規定対象が, ある程度の一般性

(g�n�ralit�)を有すること, ②その予測によ

り, 将来に向かって適用されること, ③それ

が適用される公役務の分野において, 命令的

かつ強制的な内容を持つこと, という３点に

よって特徴づけられるという｡

次に, 形式面における特徴として, ①一定

の 方 法 に よ る 正 式 な 指 示(instruction

m�thodique et r�guli�re), ②コンセイユ・
デタによる審議(d�lib�ration), ③法令集
(Bulletin des lois)への掲載の３点が挙げら

れている｡

特定の事項について規定する場合に, 法律

が, あらかじめ, 行政命令の制定を命じ, ま

たは認めていることもあるし, 政府が任意に

そのような命令(r�glemens semblables)を
制定することもある(33)｡

以上が, ドゥ・ジェランドの説明であるが,

ドゥ・ジェランドにあっては, 何よりも, 未

だ命令の種別分類が行われていないことに注

意を要する｡ つまり, ドゥ・ジュランドのい

う《r�glement d'administration publique》
は, 通常の命令と区別された特別なカテゴリー

の命令ではなく, 命令一般を指すものと理解

されなければならない｡

ドゥ・ジェランドの論述は, 全体としてご

く簡潔なものにとどまっている｡しかし, (行

政)命令に関するその記述は, 同時代の学説

に強い影響を与えることとなった (34)｡� Ｌ＝Ａ・マカレル

マカレルは, コンセイユ・デタ弁護士を経

て, コンセイユ・デタ調査官及び評定官を務

めたのち, ドゥ・ジェランドの逝去に伴い,

その後任として, 1842年からパリ大学法学部

の行政法講座を担当した(35)｡ マカレルは, そ

の主著“�������������������������”
(『行政法講義』)(36)において, いわゆる立法

(権)委任説を最初に提唱したことで知られて

いる(39)(以下では, 立法(権)委任説が最初に

展開された同書第１版を取り上げる)｡

｢最も優れた(parfaite)政治組織は, ……
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公権力(pouvoirs publics)が区別され, 分離

された政治組織である｣(38)｡ マカレルにおい

て , 権力の分立は , ｢立法権 ( pouvoir

l�gislatif)｣ と ｢執行権(pouvoir ex�cutif)｣
の２権の分立である(39)｡ 立法権は ｢法律を制

定する権力｣ と定義され, ｢法律｣ は ｢一般

的規範｣ あるいは ｢一般的かつ恒久的規定｣

と理解されている(40)｡ 執行権は, ｢法律を執

行する, あるいは法律の執行を行う(poursuive)

権力｣ と定義され, その適用する法律の種別

(公益に関する法律と私益に関する法律)に応

じて, ｢行政権(autorit�administrative)｣
と ｢司法権(pouvoir judiciare)｣ の２部門に

区別される(41)｡

1830年シャルト12条により, 執行権は国王

にのみ帰属する｡ これにより, 執行権の一部

である行政権も, 国王に付与されることにな

る｡ 王権(puissance royale)の行使は, ①権

力的行為(actes d'autorit�)ないし国王の権
力による行為(actes de l'autorit�royale),
または, ②公務員制度(・公務員)の創設(・

任命)の形をとって行われる｡ 命令は, 前者

の１つとして位置づけられている(42)｡

シャルト13条は, ｢国王は, ……, 法律の

執行のために必要な命令及びオルドナンス

(les r�glements et ordonnances)を定める…
…｡｣ と規定する｡ ｢命令及びオルドナンス｣

は, 行政の領域における国王の権力(すなわ

ち行政権)行使の最も典型的な行為である｡

そ こ に は, ｢行 政 命 令(r�glements
d'administration publique)｣ と ｢(行政命令

以外の)国王のオルドナンス(ordonnances

royales)｣ とが含まれるものと解されてい

る(43)｡ なお, マカレルにおいても, ｢行政命

令｣ の語は命令一般を指すものとして用いら

れている｡

行政命令は, 行政の領域における執行権の

行為のうち最も重要なものである｡ それは,

｢法律の適用(applicaton)｣ を目的とし, 将

来に向かって規定を定めるものである｡

しかしながら,(厳密な意味での)法律と行

政命令の間には, 以下のような本質的な違い

が存する(44)｡ 第一に, 法律が(少なくとも立

法者の意図としては)恒久的なものであるの

に対して, 法律の執行の確保を目的とする命

令は, 時, 場所, 状況に適合していなければ

ならず, それらに応じて可変的でなければな

らない｡ 第二に, 法律と行政命令は, その性

格と任務ないし規定対象事項を異にする(45)｡

特に規定対象事項に関しては, 命令は, 法律

の定める原則を展開する(d�velopper)場合を
除いて, 公権力の創設, 租税の許可, 重罪の

決定, 刑罰の決定, 市民の公権(droits publics)

の侵害, 市民の私権に関する決定を行うこと

ができないとされている｡ 第三に, 立法権の

審議・議決が時間をかけた深遠な思考を要す

るのに対して, 執行権には不断かつ迅速な活

動が要求される｡ 最後に第四として, 命令に

ついては, 両議院の監督のもとに置かれ, 法

律違反または立法権の簒奪があった場合には,

大臣の責任が刑事的に問われることになる点

が挙げられている｡

マカレルは, 行政命令を２種類に分類す

る(46)(そこでは, 法律と行政命令との相違(特

に上記の第二の相違点)を前提として, 規定

対象事項という点に関心が向けられている)｡

１つは, 法律の規定を展開すること, 法律

の執行の細目を定めることを目的とする命令

である｡ この命令は, ｢法律の執行｣ という

任務のために制定されるものであり, まさに

執行権の行為たる性質を有する(47)｡

もう１つは, ｢立法府自体による特別の委

任(d�l�gation sp�ciale)｣ に基づいて制定さ
れる命令である｡ マカレルは, そのような命

令の具体例として,(当時の)商法典615条に基

づく行政命令と共和暦12年ヴァントーズ22日

法律38条に基づく行政命令を挙げている｡ 前

者は商事裁判所の数と所在都市を決定するも

のであり, 後者は法律学校において支払われ

るべき教育等の費用(r�tributions)を決定す
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るものである(48)｡ マカレルによれば, 裁判所

の設置は権力の創設であり, 市民に対して要

求される金銭の納付は租税である｡ したがっ

て, 公法上の原則からすれば, いずれも立法

府だけが定めることのできる立法事項(mati�re
l�gislative)である｡ だが, 立法府による下
位の権力(pouvoir inf�rieur)に対する委任
を認めることによって, 行政命令で当該事項

を定めることが可能になるのである(49)｡ マカ

レルは, 立法府による委任が行われる理由を,

①立法府が必要な細目までは定めることがで

きないこと, ②当該規定が特に地方に関する

知識または専門技術的な知識を必要とするこ

との２点に求めている(50)｡ また, この委任に

ついては, ｢明示かつ正式の(expresse et

formelle)｣ ものでなければならないとされ

ている(51)｡ マカレルは, 立法的規定を定める

行政命令は厳密にいえば ｢第二の法律(lois

secondaires)｣ として分類されるものであり,

それは ｢真の法律｣ であると述べている(52)｡

しかしながら, 次の４点は, 規定事項の如

何を問わず, すべての行政命令に共通する特

徴として認められている(53)｡ すなわち, ①そ

の規定対象が, ある程度の一般性を有するこ

と, ②その予測により, 将来に向かって適用

されること, ③命令的かつ強制的であること,

④コンセイユ・デタの総会において審議され

ること(54)である｡

マカレルに始まる立法(権)委任説は, その

後半世紀以上にわたり, 支配的見解として,

学界及び実務(判例, 立法実務)において重大

な影響力を持つことになる｡

３. 第三共和制前期の公法学説

フランス公法学(行政法学)における命令

(制定権)の研究は, オーリュにいう ｢組織化

の時代｣ の到来により, 第２帝制後半から第

３共和制前期にかけて体系化・精緻化の度合

いを深め, 1890年代末以降の著しい発展の時

期を迎えることになる｡ ここでは, この理論

的発展の時期に先行し, それを準備した第３

共和制前期(19世紀末)の主要な公法学説とし

て, アンセルム・バトゥビ(Anselme-Polycarpe

Batbie, 1828-1887), レオン・オコック(L�on
Aucoc, 1828-1910), テオフィル・デュクロッ

ク(Th�ophile-Gabriel-Auguste Ducrocq,1829-
1913)及びエドゥワール・ラフェリェール

(�douard-Louis Julien-Laferri�re, 1841-
1901)の各所説を取り上げる｡ これらの論者

は, 直接には, ｢共和国大統領は, 法律の執

行を監督し, これを保障する｡｣ という第３

共和制憲法の命令制定権規定を前提としなが

らも, その時代に至る命令(制定権)の歴史的

な展開と学説及び判例の動向を踏まえて, そ

れぞれの理論体系を構築しようとしてい

る(55)｡� Ａ・バトゥビ

まず最初に, 1885年から翌1886年にかけて

出版されたＡ・バトゥビ(56)の主著である 『公

法・行政法の理論と実務 [第２版]』(全８

巻)(57)を取り上げる｡

バトゥビにおいては, 憲法のレヴェルにお

ける ｢権力分立｣ は, モンテスキュに従って,

立法権, 執行権, 司法権の３権の分立と理解

されている(58) ｡ ｢ 命 令制定権 ( pouvoir

r�glementaire)｣ は, 執行権に関する記述の
なかで, その長である大統領の主要な職権の

１つとして論じられている(59)｡

バトゥビによれば, 命令とは, ｢法律の執

行の細目を定めること(pourvoir)を目的とす

る一般的な性格の規定(dispositions)｣ と定

義される｡ それは, ｢法律の執行｣ のために,

法律の定める原則を詳細化することを目的と

する ｢二次的規定 ｣ であり , 法律の

《compl�ment》である｡ 命令の存在理由は,
立法府がすべてを定めることはできないし,

また法律は行政上の細則を定めるのに適して

いないという点に求められている｡

命令はデクレの形式で制定されるが, その
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際, 主務大臣の副署またはコンセイユ・デタ

への諮問が形式要件として課されうる｡ バトゥ

ビは, このコンセイユ・デタへの諮問(の有

無)という形式を規準として, 命令デクレを

２種類に分類している｡ この形式を履行する

ものが ｢行政命令(r�glement d'administration
publique)｣(以下, R.A.P.という)で, それを

履行しないものが単なる ｢命令｣ ないし ｢命

令デクレ｣ である｡ バトゥビは, この両者の

違いが専ら ｢形式｣ にあり, その ｢実質｣,

すなわち ｢規定対象｣ については違いがない

と述べている(60)｡

法律が明文の規定によってR.A.P.の制定

を要請しているときは, コンセイユ・デタの

意見を求めることが義務づけられ(ただし,

コンセイユ・デタの意見に従うことまでは義

務づけられない), それが履行されない場合

には, 当該R.A.P.は違法となる｡ だが, 大

統領は, R.A.P.の制定を要請する法律の明

文の規定が存在しない場合でも, 任意にコン

セイユ・デタに意見を求めることができる

(コンセイユ・デタは, 政府に置かれた諮問

機関として, それに応じなければならな

い(61))｡ バトゥビは, 前者の場合のみならず,

後者の場合であっても, コンセイユ・デタへ

の諮問が行われれば, 制定される命令はR.A.

P.であると説明している(62)｡ このようなR.A.

P.の概念は, のちにみる他の論者のそれとは

異なる, バトゥビ独自のものである｡

最後に, 大統領の命令制定権限の範囲につ

いて, バトゥビは, 大統領の職務に固有の一

般的権限(droit)に基づく場合よりも, ｢法律

の委任(d�l�gation de la loi)｣ に基づく場
合の方がより広いものでありうるという｡ た

とえば, 法律だけが租税や刑罰を定めること

ができるという確立した原則があるにもかか

わらず, 法律の委任があれば, 大統領は, デ

クレによって, そのような ｢真の立法的規定｣,

｢法律領域(domaine de la loi)に属する規定｣

を定めることができるとされている｡ もっと

も, この ｢法律の委任｣ が持つ法的意味につ

いては説明がない｡ また, 前述のR.A.P.の

概念規定からして, バトゥビにおいては, な

お, R.A.P.と ｢法律の委任｣ に基づく命令

の範囲が一致していないことも指摘しておき

たい｡� Ｌ・オコック

次に, 前出のバトゥビの主著と同時期に出

版されたＬ・オコック(63)の“������������������������������ �������������������������������������������������������”
(『行政・行政法講義』(全３巻))(64)を取り上げ

る｡

『行政・行政法講義(第１巻)』 では, ｢命

令(制定権)｣ が, バトゥビと比べて, より整

序された権力(権限)の体系のなかに位置づけ

られている｡

公権力(pouvoir publics)の組織は, 権力

分立の原理に基づいて定められる｡ オコック

にあって, 権力の分立は, 第一義的には, 立

法権(｢法律を制定する権力｣)と執行権(｢法律

を執行する権力｣)との分立であると理解され

ている(65)｡ 司法権(autorit� judiciaire)の位
置づけに関しては, ｢わが国の共和制諸憲法

は, ……, 司法権を１つの独立した権力(un

pouvoir distinct)としてきた｣ のに対して,

｢君主制諸憲法においては, 司法権は, 執行

権の一部門とみなされてきた｣ と説明されて

いるが, いずれのタイプの憲法のもとでも裁

判の独立は保障されてきたことから, オコッ

ク自身は, その問題を過度に重視すべきでは

ないとして, 特にどちらの見解をとるべきか

は明言されていない(66)｡

憲法上, 執行権は大統領に付与されている｡

それは, さらに, 統治(gouvernement)(権)

と行政(権)の２部門に区分される(67)｡ オコッ

クは, 行政の長としての大統領が有する権限

を ｢行政の人事(personnel)に関する権限｣

と ｢公役務に関する権限｣ に大別し, 後者に
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属する行為を ｢市民の大多数または市民の集

団に関わる行為｣と｢個別行為(actes individuels)｣

の２つのカテゴリーに分類する｡ 命令は, 行

政権の行為のうちのこの前者のカテゴリーに

含まれる(68)｡ オコックは, 立法権と行政権一

般の関係について, ｢行政権は, 立法権に対

して従属的である｡ 行政権は, この権力の決

定の執行のために, そのコントロールのもと

で活動する｡｣ と述べている(69)｡

オコックによれば(70), 命令とは, ｢将来に

適用され, 市民にとって強制的な, 一定程度

の一般性を持った規範を定立する行為｣ と定

義される｡ オコックにおいても, 命令制定権

は立法権の《compl�ment》であり, 命令は,
法律が定める原則を適用する際の細目を定め

るものであると考えられている｡ 大統領が有

するこの命令制定権は, 1875年２月25日憲法

的法律３条を根拠とする｡ 同条には, 命令制

定権の限界(所管事項, 趣旨, 目的など)が特

に定められていない｡ しかし, 大統領の任務

が ｢法律の執行を保障すること｣ と規定され

ていることから, 命令制定権は立法権に留保

された領域(domaine)を侵害することはでき

ないとされている｡

命令の種別としては, 権限の根拠を規準と

して, ｢1875年２月25日 [憲法的法律] ３条

によって国家元首に認められた固有の権限に

基づいて制定される命令｣ と ｢立法府の特別

の委任(d�l�gation sp�ciale)に基づいて制定
される命令 ｣ ( す な わち , ｢ 行 政 命令

(r�glement d'administration publique)｣)
とが区別される｡ 後者の場合, 通常は, 大統

領が委任なしでも規定することのできる詳細

な点を対象とするにとどまるが, 広範な委任

があれば, 大統領の権限は憲法的法律３条に

よる権限よりも拡張し, 租税, 刑罰などの

｢立法府の固有の領域｣ に属する事項(71)をも

定めることができると説かれている｡ しかし

ながら, ｢立法府の特別の委任｣ に関するそ

れ以上の説明はなく, R.A.P.(の制定権)の

法的性格も明確にされていない｡

他方, オコックにあっては, コンセイユ・

デタの関与の有無は命令の分類規準ではない｡

コンセイユ・デタの関与は, 立法府が執行の

措置をR.A.P.によって定める旨の明文の規

定を置く場合にのみ義務的となる｡ 実際上,

コンセイユ・デタは, それ以外の場合にも非

常に多くの命令について諮問を受けるが, そ

の場合には, 制定される命令はR.A.P.とは

認められていない(72)｡� Th・デュクロック

命令(制定権)について, この時期, 最も詳

細な分析を行っているのが, Th・デュクロッ

ク(73)の“�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������”(『行政法・フラ
ンス財政立法講義[第７版]』(全７巻))(74)であ

る｡

主権(souverainet�)の ｢完全かつ直接の発

現｣ である憲法制定権力(pouvoir constituant)

は, 主権の行使を割り当てるために, 憲法上

の諸権力(pouvoirs constitu�s)を創設する
ことを目的とする(75)｡ デュクロックによれば,

この憲法上の諸権力は, ｢任務の性質｣ によ

り, 立法権と執行権とに区別される｡ 立法権

とは ｢法律を制定することを任務とする権力｣

であり, 執行権は ｢法律の執行を任務とする

権力｣ である｡ デュクロックにおいても,

｢権力分立｣ は, この２権の分立と理解され

る(76)｡

執行権は, さらに, 統治(gouvernement),

行政及び司法の３部門に区分される(77)｡ その

うち, 行政は, ｢一般利益に関する法律(lois

d'int�r�t g�n�ral)及び統治行為の執行を行
うことを目的とする公役務の総体｣ と定義さ

れている(78)｡

憲法上, 執行権は大統領に付与されている｡

大統領は, 行政権の行使として, 行政上の行
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為 ( actes d'administration ) を 行 う が ,

それは, ① ｢一般的または命令的行為(actes

g�n�raux ou r�glementaires)｣, ② ｢厳密

な意味での行政行為(actes administratifs

proprement dits)｣ 及び③ ｢管理行為(actes

de gestion)｣ の３種類に分類される(79)｡

デュクロックによれば(80), ｢命令を制定す

る権限(droit de faire des r�glements)｣ は
行政権を構成する不可欠の要素である(81)｡ そ

れは, 1875年２月25日憲法的法律３条を根拠

とし, それゆえ, 同条に定められた ｢法律の

執行を保障すること｣ が ｢命令の唯一の目的・

対象｣ となる｡ だが, それと同時に, 大統領

は, 法律の特別の定めがなくても, 憲法的法

律３条に基づいて, 法律の執行のための命令

を制定することができるのである｡

立法権は, ほとんどの場合, 原則を定める

にとどまり, その実施を執行権に委ねる｡ そ

れを受けた執行権は, 時間的・場所的状況に

適合した細目的規定を定めて, 法律の執行を

保障する｡ そこに, 命令(を制定する権限)の

存在理由が見出される｡

デュクロックも, 命令を ｢行政命令

(r�glements d'administration publique)｣
と ｢厳密な意味での命令デクレ(d�crets
r�glementaires proprement dits)｣ に分類
している｡ 前者は, コンセイユ・デタ総会を

経て制定される命令であり, 後者は, １また

は複数の大臣の提案に基づき, 必要に応じて

１または複数のコンセイユ・デタ部会の意見

を得て制定される命令である｡ 行政命令は,

その制定手続により最も十分な保障を与えら

れ, フランス行政法において重要な地位を占

めていると説明されている｡ また, 大統領に

よる命令制定の根拠については, ①執行権に

属する固有の権限(憲法的法律３条)に基づく

場合, ②特定の対象に関して法律により行わ

れる特別の委任(mandat sp�cial)に基づく
場合, ③大統領に真の立法権限を委任する法

律に基づく場合(法律が, 大統領に対して,

裁判制度や租税など, 権力分立原理により法

律領域(domaine de la loi)に属する措置を

命令によって定める任務を付与する場合)が

区別されている(②の法律の数は非常に多い

が,③の法律の数は少ないという)｡ デュクロッ

クは, 制定手続という形式的規準によって命

令を２種類に分類している｡ この分類は, さ

らに上記①から③までの命令制定の根拠の区

別にも対応しているようにみえるが, その関

係は必ずしも明確にされていない｡ また, 命

令制定の根拠に関するデュクロックの論述は,

｢委任｣ の観念を前提としているようである

が, ｢委任｣ の意味・効果についても十分な

説明がなされていないため, 立法委任説に対

するその立場は判断し難い (82) (この点は, 以

下の論述の理解にも関わる)｡

デュクロックは, ｢す
､

べ
､

て
､

の
､

命
､

令
､

に
､

共通す

る性格を精確に特定するために｣(傍点は執筆

者), 命令と法律を比較対照して, その相違

点と共通点を示している｡ それによれば, 両

者の間の相違点としては, ①制定主体(立法

権と執行権), ②命令が法律以外の権力に由

来しないことの２点が挙げられている｡ これ

らの点は, つまり, 命令は, ｢立法府に対す

る執行府の従属｣ の発現として, 法律の執行

のみを目的とするということを意味する｡そ

して, ｢法律の執行｣ は, 既に述べられたよ

うに, 命令の存在理由であるのと同時に, そ

の活動の限界を画すものでもある｡ 命令の規

定は法律の規定に根拠を有していなければな

らず, そうでない場合には, 権力分立原理に

照らして, 立法権に排他的に留保された活動

領域の簒奪(usurpation)となり,(当時の)刑

法典127条及び130条1項のサンクションを受

ける｡ この ｢法律による命令の制限の原則｣

は, 行政上の不服申立てと両議院に対する請

願のほか, コンセイユ・デタに対する越権訴

訟の提起と司法裁判所による命令の適用に当

たっての適法性の審査(義務)によって保障さ

れる｡
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それに対し, 命令と法律の共通点としては,

次の８点が挙げられている ｡ ①規定

(disposition)の一般性(適用対象の一般性),

②将来に対する規制であること, ③(私益で

はなく)公益を保護するものであること, ④

憲法自体に由来する強制力(force obligatoire),

⑤刑罰によるサンクション((当時の)刑法典

471条15号 (83) 及びその他の個別法), ⑥司法

裁判所が適用の義務を負うこと(84), ⑦司法裁

判所が適法性を審査する権限を有すること

(ただし,取り消すことはできず,適用を拒否

することができるにとどまる), ⑧司法裁判

所が解釈する権限を有すること, である｡

他方, 大統領が行う行為には, 一般的・命

令的行為のほかに, 厳密な意味での行政行為

がある｡ それは, 命令と同様,(公)権力行為

であるが, 命令とは異なり, 法律を個別的に

執行する行為である｡ デュクロックは, 厳密

な意味での行政行為を命令(及び法律)と対比

させ, 次の８点の相違点があることを指摘し

ている｡ すなわち, 厳密な意味での行政行為

は, ①個別的・特定的であり, 一般的ではな

いこと, ②第二の立法(l�gislation secondaire)
たる行為, すなわち法律を補充する行為では

なく, 法律の純然たる適用行為であること,

③過去及び既に行われた行為に対して適用さ

れること, ④刑罰によるサンクションがない

こと, ⑤司法裁判所はそれを適用する義務を

負い, 明文の規定がない限り, その適法性を

審査することができないこと, ⑥司法裁判所

はそれを解釈することができないこと, ⑦行

政上の不服申立てだけでなく, それが権利を

侵害する場合には, コンセイユ・デタにおけ

る実体的な訴訟の対象となること, ⑧コンセ

イユ・デタにおいて越権及び無権限を理由に

争うことができること, である｡ 厳密な意味

での行政行為は,(公)権力行為であるという

一点を除いて, 前述した命令の性格(したがっ

て, それと共通する法律の性格)を何ら有し

ていない｡ これら２種類の行政上の行為の

｢対照法(antith�se)は絶対的なものである｣
というのがデュクロックの理解であった｡

このように, デュクロックにおいては, 命

令と法律との類似性及び命令と行政行為との

差違が強調されているようにみえるが, あく

まで, 立法権の行為である法律と行政権の行

為である命令との異質性, 同じ行政権の行為

である命令と行政行為との同質性がその前提

となっている｡� Ｅ・ラフェリェール

Ｅ・ラフェリェール (85) の有名な“�������� �� ����������� �������������� �����������������������”(『行政裁判概論』(全２
巻))(86) では, 主に行政裁判所の管轄(裁判的

コントロールの範囲)の観点から, 命令の問

題が扱われている (87)｡ ラフェリェールは,

同書のなかで, 立法(権)委任説を最も明快か

つ整理された形で提示しており, この学説を

代表する論者となっている｡

ラフェリェールによれば, 行政裁判所の管

轄に属するのは, ① ｢行政上の行為(actes

d'administration)｣ ないし ｢行政行為(actes

administratifs)｣ たる性格を持ち, かつ,

② ｢行政機関｣ によってなされた行為である｡

したがって, ①により, 立法権限(autorit�
l�gislative)による行為及び統治権限(autorit�
gouvernementale)による行為, ②により,

議会権限(autorit�parlementaire)による行
為は, 行政裁判権の対象から除外されること

になる(88)｡ 前者のうちの立法権限とは ｢法律

を制定する｣ 権限をいうが, 行政機関の行う

行為のなかでも, 行政上の命令(r�glements)
は, ｢規定の一般性｣ という点で法律と類似

し, 立法権(pouvoir l�gislatif)と 執行権
(pouvoir ex�cutif)との ｢中間的な権限｣ に

属することから, その取扱いが問題とな

る(89)｡

ラフェリェールは, ｢命令行為( acte

r�glementaire)｣ を ｢刑罰によって担保され
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る一般的規定(dispositions g�n�rales)を定
める行為｣ と定義している(90)｡ そして, 上記

の観点から, 大統領の命令を, オコックと同

じく権限の根拠を規準にして, ｢一般的な命

令｣ ないし ｢通常の命令デクレ｣ と ｢行政命令

(r�glements d'administration publique(91))｣
とに区別する(92)｡ 前者は, 大統領が ｢法律の

執行を保障するために制定する命令｣ であり,

その制定権は, 1875年２月25日憲法的法律３

条が定める ｢法律の執行｣ という執行権の任

務自体に由来する｡ これは, まさにその性質

上, 行政行為, (公)権力行為である(93)｡ それ

に対して, R.A.P.は, 憲法上の一般的権限

ではなく, ｢立法府の特別の委任(d�l�gation
sp�ciale)｣ ないし ｢特定の法律による特別

の委任｣ に基づいて制定される命令であ

る(94)｡ この区別は, また, 制定時におけるコ

ンセイユ・デタの関与(審議(d�lib�ration))
の必要性の有無にも関わり, 法律上, 通常の

命令の場合はこの関与は必要とされないが,

R.A.P.の場合には必ずコンセイユ・デタの

審議に付されなければならないとされている

(1872年５月24日法律８条)｡

ラフェリェールによれば, 大統領に対して

R.A.P.の制定を求める ｢立法の委任(d�l�gation
l�gislative)｣ は, ｢常に, 立法府によって行
われる委任(mandat)の性格を持つ｣｡ そして,

立法府は, それによって, ｢その受任者に立

法権(puissance l�gislative)の一部を付与す
るのである｣ (95)｡ それゆえ, R.A.P.は, 行政

行為ではなく, 立法的(l�gislatif)性格, す
なわち ｢立法行為(acte l�gislatif)｣ の性格
を有するということになる(96)｡また, この委

任の効果は, それに基づいて制定されるR.A.

P.のすべての規定に及ぶものと解されてい

る(97)｡

この ｢立法の委任｣ という考え方から, ①

規定対象事項と②(越権)訴訟対象性の２点に

おけるR.A.P.の特殊性が導き出される｡ ま

ず, ①の点であるが (98), 通常の命令は, 行

政権の正規の権限(attributions r�guli�res)
を越えることができない｡ すなわち, それは,

法律の執行を保障するにとどまり, 法律に何

も付加することができない｡ これに対し, R.

A.P.は, ｢法律の執行を保障すること｣ だけ

でなく, 法律の補充あるいはその規定の展開

を行うことを目的とする｡ 大統領は, その命

令制定権の範囲を越える規定(特に刑罰規定)

を定めることができる｡ ②の点について

は (99), 通常の命令が, 行政行為であること

から, 越権訴訟の対象性を認められるのに対

して, 立法府の特別の委任に基づくR.A.P.

は, 立法的性格を有し, その性質上, 越権訴

訟の対象にはならないとされる(ただし, コ

ンセイユ・デタは, R.A.P.の適用行為に対

する訴訟において, 当該R.A.P.の適法性を

審査し, その結果により, R.A.P.の全部ま

たは一部の適用を拒否することができ

る(100))(101)｡

このように, ラフェリェールによって,

｢立法の委任｣ の観念が明確化され, この観

念とR.A.P.の特殊性との理論的な結合が果

されたのである｡

４. 第３共和制中期の公法学説

世紀転換期の1895年頃から1905年頃までの

約10年間を中心に, 1890年代から1900年代に

かけて, フランス公法学における命令(制定

権)に関する研究は著しい進展をみせる(102)｡

それには, 主に２つの理由があったものと考

えられる｡ 第１の理由は, フランス公法学

(行政法学)自体の内発的な発展である｡ 1860

年代以降の行政法学の ｢組織化｣ を受けて,

命令(制定権)についても, その理論化・体系

化が促進されたものとみることができる｡ 第

２の理由は, ドイツ国法学の外在的な影響で

ある｡ これは, 特に1900年代前半に公刊され

た研究書・研究論文に顕著である｡ そこでは,

ドイツ国法学理論の成果を参考に, それを

(批判的に)摂取することによって, 命令(制
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定権)の理論の構築が試みられている｡ この

ような２つの理論的潮流が, その後間もなく,

Ｍ・オーリュ, Ｌ・デュギ, Ｒ・カレ・ドゥ・

マルベールによって, 現代的な公法理論に総

合されていくことになるのである｡

ここでは, 命令(制定権)の理論が相当程度

に深化した20世紀初頭の段階における標準的

学説として, アデマル・エスマン(Jean-Paul-

Hippolyte-Emmanuel-Adh�mar Esmein,

1848-1913 )とアンリ・ベルテルミ(Henri

Berth�lemy, 1857-1943)の所説を取り上げ
る｡ エスマンとベルテルミは, 19世紀末以降

におけるフランス公法学の学問的動向に反し,

君主主義的な傾向の強いドイツ国法学理論の

導入には批判的であり(103), その影響を離れ

た自由主義的立場から, フランスにおける伝

統的な命令(制定権)の理論を継受し, 発展さ

せている｡� Ａ・エスマン

Ａ・エスマンは, 20世紀初頭のフランスを

代表する憲法学者であり(104), 命令(制定権)

論の分野では, 従来の通説・判例であった立

法(権)委任説の克服において指導的な役割を

果たしたことで知られている(105)｡

エスマンにおいて, 権力分立は, 立法権,

執行権, 司法権の３権の分立と理解され

る(106)｡ 執行権を付与された大統領の権限は,

｢法律の執行を目的とする権限｣(狭義の執行

権)と ｢裁 量 的 権 限(pouvoirs

discr�tionnaires)｣ とに区別されており,
｢命令制定権(pouvoir r�glementaire)｣ は,
｢法律の審署｣ とともに, 前者に分類されて

いる(107)｡

大統領は, 命令制定権を持ち, ｢法律の執

行を保障する｣ ために命令を制定することが

できる(108)｡ 命令は,(実質的意味の)法律(109)と

同じように, ｢すべての人を対象に, 将来に

向かって決定し, ……市民を拘束する｣｡ ま

た, それは, 行政裁判所だけでなく, 民事裁

判所及び商事裁判所において直接に適用され,

さらに, 常に刑罰によるサンクションを備え

ている((当時の)刑法典471条15号(110))｡ 命令

は, フランス法のきわめて重要な部分を構成

し, 法律のもとにおいて, ｢二次的・派生的

立法｣ となっている｡

しかしながら, 命令制定権の存在は, ｢権

力分立原理に対する失敗｣ ではなく, ｢執行

権に対する立法権の部分的付与または憲法的

委任｣ ではない｡ なぜなら, ｢法律の執行と

して制定され……, 完全に法律に従属する｣

という点において, 命令は法律ではなく, 命

令制定権と立法権は完全に区別されるからで

ある(111)｡ 命令は, 法律の定立した規範をそ

の細目において展開し, 補充するにとどまる｡

命令は, 法律を廃止したり, それに違反する

ことができず, 法律の文言及び趣旨を尊重し

なければならないのである｡

エスマンによれば (112), 命令の制定は, い

わば ｢派生的・補充的立法｣ となっており,

それ自体, 法律を些事から解放するとともに,

法律の執行に必要な細目を定める責務をそれ

に最も適した機関に委ねるという有用性が認

められる｡ だが, 他方, 過去の歴史(第１帝

制期・復古王制期)にみられるように, そこ

には濫用の危険が伴う｡ そこで, それを防止

するために, ①大臣責任(responsabilit�
minist�rielle)の追及, ②私人によるコンセ
イユ・デタに対する取消しの訴えの提起(1872

年５月24日法律９条), ③私人による司法裁

判所における違法の抗弁の提出((当時の)刑

法典471条15号)が認められている｡

大統領の命令は, エスマンにあっても, な

お, ｢(通常の)命令デクレ｣ と ｢行政命令

(r�glements d'administration publique)｣
とに区別されている｡ だが, そこでの両者の

区別は, 専ら制定手続の違いによるものと考

えられている｡ 命令デクレは, ｢大統領が,

憲法によって付与された権限に基づいて任意

に(spontanement)制定する｣ デクレである｡
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これに対し, R.A.P.は, 大統領が立法権の

要請(invitation)ないし命令(injonction)に

基づいて制定するデクレであり, それを制定

する場合には, コンセイユ・デタ総会への付

託という ｢特別の条件｣ を履行することが義

務づけられている(1872年５月24日法律８条)｡

(通常の)命令デクレの場合, 制定時にコンセ

イユ・デタの意見を求めることを義務づけら

れていない｡

問題はR.A.P.の法的性質であるが, エス

マンは, ｢諸原理｣ に照らして ｢立法権の委

任(d�l�gation du pouvoir l�gislatif)は,法
的に不可能である｡｣ と断じ, R.A.P.の性質

上の特殊性を否定した(113)｡ エスマンはい

う(114)｡ 立法権という ｢権力(pouvoir)｣ は,

両議院の ｢固有の権利(droit propre)｣ では

なく, 憲法によって付与されたその ｢職務

(fonction)｣ である｡ それゆえ, それを自由

に処分することはできず, 憲法規範に従って

自ら行使することが求められるのである｡ 唯

一, 主権者(souverain)だけがそうした分配

をすることができる｡ しかし, 立法府は, 主

権者ではなく, その受任者(d�l�gu�)である
に過ぎない(115)｡

こうして立法(権)委任説が否定される結果,

大統領がR.A.P.の制定において行使するの

も, 憲法によって付与された命令制定権であ

る(それが, 立法府の要請ないし命令に基づ

いて行使されるものである)と解されること

になる(116)｡ そして, R.A.P.に関するこのよ

うな理解から, ①R.A.P.がコンセイユ・デ

タにおける越権訴訟の対象となること, ②法

律は ｢特定の対象についてでさえ｣ 執行権に

対して立法権に帰属する権限の行使を認める

ことができないこと(117), という２つの重要

な帰結が導き出されている｡

立法の委任に関するエスマンの見解は, 当

時の学説及び判例に多大な影響を与えた(コ

ンセイユ・デタは, 1907年12月６日判決(118)

において, R.A.P.に対して提起された越権

訴訟の受理を認めることとなった(119))｡� Ｈ・ベルテルミ

Ｈ・ベルテルミ(120)の命令(制定権)論(121)は,

エスマンの学説とともに, この時期における

標準的な学説であったということができる｡

ベルテルミの所説は, 基本的には伝統主義の

立場に立つものであるが, 立法(権)委任説に

関してはエスマンの見解を支持し, ｢エスマ

ンが憲法学において打ち立てた原則の行政法

学における演繹｣(122)を行っている｡

ベルテルミの“�������������������������������������”(『行政法要論』)によれ
ば(123), 憲法制定権力によって創設される

｢憲法上の権力(pouvoirs constitu�s)｣ は,
立法権と執行権の２権に区分される(｢立法権

と執行権の分立の原則｣)｡ 前者は, ｢法律を

制定する作用(fonction)｣ であり, 後者は,

｢法律を執行させる(faire ex�cuter les lois)
作用｣ である｡ 執行権は, さらに, 行政権

(autorit�administrative)と司法権(autorit�
judiciaire)の２部門に分けられる｡ 司法権の

作用は, ｢法律の執行｣ を目的とし, その一

部を構成することから, 司法権は執行権の一

部門に位置づけられている｡ 以上のように,

立法権と執行権の分立と理解された権力分立

の原理から, ｢執行権は, その行為によって,

法律の規定に違反したり, それを変更するこ

とができない｡ 執行権は, 法律中に黙示的に

さえ含まれていないことを法律に付加するこ

とはできない｡｣ という執行権の限界が導き

出されている(124)｡ そして, この限界は, 命

令制定権(autorit�r�glementaire)について
も全面的に妥当するものであると考えられて

いる(125)｡

ベルテルミにおいても(126), 命令が ｢大統

領の行政行為｣ であり, 命令制定権の行使が

｢行政活動の一局面にすぎない｣(127)ことが明

確にされている｡ 憲法上, 執行権は大統領に

付与されている｡ ベルテルミによれば(128),
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大統領の職権は憲法的権限と行政的権限に区

別されるが, 大統領の行政的権限はすべて

1875年２月25日憲法的法律３条の文言によっ

て包括されている｡したがって, 大統領は,

同条に基づいて, ｢法律の執行を保障する｣

ために, 命令デクレまたは個別デクレ(単純

なデクレとR.A.P.形式のデクレ)(129)を発する,

ということになるのである｡

命令は, 法律と同様, 命令的(imp�ratif)
かつ一般的である｡ だが, 法律領域が無限定

であるのに対して, 命令領域は限定されてい

る｡ また, 命令は専ら法律からその強制力を

得る｡ 命令の規定が法律の条文に根拠を持た

ない場合, それは ｢行政による立法権の侵害｣

となり, ①コンセイユ・デタに対する違法な

命令の取消しの請求, または, ②裁判所に対

して違法な命令の執行の拒否を求める抗弁に

よってサンクションされる｡

大統領に対して命令制定権を一般的に付与

することについては, 次のような実益が認め

られている｡ まず, 法律の規定内容を基本原

則にとどめ, 立法作業の負担を軽減すること

である｡ 行政もまた, こうした基本原則の実

施という任務に適している｡ さらに, 命令は,

法律よりも変更が容易である｡ それゆえ, 状

況や経験に応じて, 法律(の定める原則)を問

題とすることなく, その実施形態だけを変更

することが可能になる｡

ベルテルミも, 大統領の命令を, 命令制定

権の行使の態様に従って, ｢単純な命令

(r�glements simples)｣ と ｢行 政 命 令

(r�glements d'administration publique)｣
とに区別する｡ 単純な命令が憲法的法律３条

による命令制定権の行使により制定されるの

に対して, R.A.P.は特別の法律の規定にお

ける明示の要請(invitation formelle)による

命令制定権の行使により制定されるものであ

るとされる｡ しかし, ここでも, R.A.P.の

特性は, ①制定時にコンセイユ・デタ総会の

意見が必要であること, ②既存のR.A.P.を

変更する場合にも同一の手続が必要であるこ

と, というその形式について認められている

に過ぎない｡ ベルテルミは, R.A.P.に関す

る ｢立法権の委任(d�l�gation du pouvoir
l�gislatif)｣ という考え方については, 前出�のエスマンの見解に依拠しつつ, ｢わが国
の憲法上の諸原理に反する｣ という理由で,

それを否定する｡ そして, その帰結として次

の３点を導き出している｡ 第一に, R.A.P.

の制定を求める法律の規定は, ｢国家元首に

対して, 彼が憲法から得る権力を, 一定の条

件のもとで行使することを要請する｣ ものと

解され, したがって, R.A.P.は, ｢第二の立

法(l�gislation secondaire)｣ ではなく,(通
常 の 命 令 と 同 じ く)行 政 行 為(acte

administratif)であるということになる｡ そ

れゆえ, 第二に, R.A.P.も, 立法府の権限

に排他的に帰属する措置(特に租税と刑罰)を

定めることはできない(130)｡ ただし, エスマ

ンにおいては明瞭ではないが, ベルテルミに

あっては, そうした措置を定める無制限の権

限を大統領に付与することはできないが, 法

律の定める一定の範囲内でその規律を命令に

任せることができること(それは, 命令制定

権の本来的な役割である)は認められている｡

第三に, 他の命令と同様, R.A.P.も越権訴

訟の対象となることが承認されることにな

る(131)｡

おわりに

最後に, ①命令(制定権)の性質及び②法律

と命令の間の権限配分を中心に, 命令(制定

権)に関する復古王制・七月王制期から第３

共和制中期にかけての公法学説の展開と理論

状況を整理しておきたい｡ この時期における

命令(制定権)論の最大の論点は, ｢立法権の

委任｣ とそれに基づいて制定されるR.A.P.

の法的性質の問題であったが, それに対する

考え方は, 論者ごとに異なるものであった｡

これに対し, R.A.P.以外の通常の命令につ
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いては, 当初から, 基本的に共通の理解が示

されてきたといえる｡� 大統領の命令制定権については, 権力分

立に関する理解の違いにかかわらず,それが

執行権の一部門である行政権に属する権限で

あることが一致して承認されてきた｡ 命令は,

規定の一般性という法律との実質的な共通点

を有しているが, 法
､

律
､

に
､

対
､

す
､

る
､

そ
､

の
､

従
､

属
､

性
､

に

より,あくまで行政行為であると考えられて

いる｡ 法律に対する命令の従属性は, ｢法律

を制定する｣ 立法権と ｢法律を執行する｣ 執

行権の関係から派生するその本質的な属性で

ある｡ 命令(制定権)の限界, 命令制定権の発

動の職権的性格, 命令の裁判的コントロール

のあり方などは, このような命令(制定権)の

体系的位置づけから導き出されている｡

命令(制定権)の性質という点に関しては,

R.A.P.が重大な例外をなしていたが, 立法

(権)委任説の克服により, R.A.P.を含むす

べての命令について, 上記の理解が妥当する

ところとなった｡ もっとも, 通常の命令とR.

A.P.の区別自体は, 両者の制定手続の違い

から, その後も維持されている｡

なお, 復古王制期と第３共和制期には, 独

立命令の制定が行われた｡ 第３共和制期につ

いてみれば, 19世紀末以来の実務及び20世紀

初頭のコンセイユ・デタ判例によって, 独立

命令が認められている｡ しかしながら, いず

れの論者も, 通常の命令とR.A.P.以外の命

令の存在には特に言及していない｡ 独立命令

の問題が命令(制定権)論のなかで論じられる

ようになるのは, 一般的には, 本稿で取り扱っ

た時期以降である｡� 次に, 法律と命令の間の権限配分には,

水平的な権限配分と垂直的な権限配分という

２つの局面がある(132)｡

水平的権限配分については, 一定の事項

(租税, 刑罰など)が法律の専属的な所管に属

することが認められている｡ もっとも, 各立

法事項の全体について法律による規律が要求

されているわけではない｡ 立法(権)委任説は,

立法の委任の観念を媒介として, R.A.P.に

よるその規律を一般的に容認していた｡ この

観念が否定された後は, R.A.P.による立法

事項の規律の制限を強調する見解も主張され

たが, 通常の命令も含め, ｢法律の執行｣ と

して命令による立法事項の規律を肯定する見

解が現実的妥当性を持つことになる｡ 他方,�で触れた独立命令は, 主に警察及び公役務
の組織の分野で制定されている｡ しかし, 本

稿で取り上げた論者においては, この命令は

まだ権限配分の問題としても位置づけられる

に至っていない｡

垂直的権限配分については, 法律が基本的

な原則を定め, 命令は, ｢法律の執行｣ とし

て, その規定の展開や詳細化を行うものと考

えられている｡ だが, この点について, それ

以上に詳しい議論はみられない｡ また, 立法

(権)委任説の支持者と反対者のいずれの側か

らも, 垂直的権限配分における通常の命令と

R.A.P.の規定範囲の異同はほとんど論じら

れていない｡� 19世紀末以降のドイツでは, Ｐ・ラーバ

ント, Ｇ・イェリネックに代表される二重法

律・命令概念学説が支配的であった｡ この両

者を中心とするドイツ国法学説の影響は当時

のフランス公法学にも及び, その理論的発展

に大きく寄与することとなった｡ しかしなが

ら,(少なくとも,) ｢命令(制定権)｣ に関して

は, ドイツの国法学理論がそのままフランス

公法学説の主流となることはなかった(これ

に対して, わが国の場合は, 公法学の揺籃期

に導入されたドイツ国法学説が通説として定

着し, その後, 一定の修正を経て, 現在に至っ

ている)｡ 第３共和制中期フランスの標準的

な公法学説によって形成されたのは, それと

は別個の, 立法権(法律)と行政権(命令)の関

係に関するフランス革命以来の憲法思想に立

脚した命令(制定権)の理論であった｡ 本稿の

冒頭で述べたように, フランスにおける現代

寺：フランスにおける｢命令(制定権)｣の観念の形成(２・完) 47



的な命令(制定権)の理論は, 1920年から1930

年代にかけて, Ｌ・デュギ, Ｍ・オーリュら

との論争を通じて, 主にＲ・カレ・ドゥ・マ

ルベールによって確立されることになるので

あるが, その理論の構成に関わる主要な要素,

すなわち, 立法(権)及び法律の概念, 行政

(権)及び命令(制定権)の概念, 立法(権)・法

律と行政(権)・命令の関係に関する基本的な

考え方は, 既にそこに見出されるのである｡

(2003年９月)

【略 語】

GA……… M.Long, P.Weil, G.Braibant,

P.Delvolv�et B.Genevois, ��������������� �� �� ���������������������������, 13e�d., Dalloz, 2001.
RDP…… Revue du droit public et de la

science politique.

Rec……… Recueil Lebon.

RFDA… Revue fran�aise de droit

administratif.

RPP…… Revue politique et parlementaire.

《注》� Cf.F.Moreau, ����������������������������������������������������������������������, Albert Fontemoing, 1902,p.136-137.� F.Moreau, ������������������������, p.
136.� M.Hauriou, ������������������������������������������������, L.Larose, 1897,
p.245 et s. オーリュは, 19世紀末の時点におい

て, フランス行政法学の歴史を, ① ｢潜在的形

成 の 時 代(p�riode d'�laboration secr�te)｣
(1800年-1818年), ② ｢発現の時代｣ (1818年-1860

年), ③ ｢組 織 化 の 時 代(p�riode
d'organisation)｣ (1860年以降)の３時代に区分

して論じている｡ 兼子仁 ｢フランス行政法学史

概観｣ (以下, 兼子・前掲論文�という)兼子仁＝
磯部力＝村上順 『フランス行政法学史』 (岩波書

店, 平２)１頁以下, 同 ｢一九世紀におけるフラ

ンス行政法学の形成｣ (以下, 兼子・前掲論文�
という)同書89頁以下, 村上順 ｢ブシュネ・ルフェー

ルの行政法理論｣ 同書173頁以下参照｡� ただし, 行政法学者による体系書の出版に先

行 し て , F.-A.Isambert , �� ��������������������, �� �� �� ������ ���� ���������������������, Corr�ard, 1821(『命令
制定権, または王令の性質及び効力について』)

というモノグラフィが公刊されていることも指

摘しておく必要がある｡ 著者のＦ＝Ａ・イザン

ベール(Fran�ois-Andr�Isambert, 1792-1857)
は, 当時, 国王顧問会議(conseils du roi)・破

毀院弁護士であり, 1830年以降は, 破毀院裁判

官も務めた人物である｡ たとえば, M.Hauriou,�����������������������������������������,
8e�d., Recueil Sirey, 1914, p.47 note １には,
命令(制定権)に関する主要な参考文献が発行年

の順に列挙され, その筆頭にイザンベールの著

作が掲げられている(������の他の版でも同様で
ある)｡ もっとも, 同書は, 専ら1814年シャルト

14条のコンメンタールとして執筆されたもので

あり, 命令(制定権)に関するその後の研究にお

いても内容に立ち入って参照されることはほと

んどなかったことから, 本稿でも特に取り上げ

ることはしなかった｡� その間, 憲法学においては, 命令(制定権)の

問題にはほとんど関心が払われていなかった｡

Cf.F.Moreau, ������������������������, p.
137 note 2. フランス憲法学による本格的な取組

みは, 第３共和制期のＡ・エスマンの登場を待

たなければならない｡� Cf.M.Hauriou, ������, 3eed., p.250 et s. 兼
子・前掲論文�12頁以下, 同・前掲論文�89頁
以下参照｡� 名前の《de la Haye》は, 《Delahaye》また

は《de Lahaye》とも表記される｡ 主著は,

L.-M.de la Haye de Cormenin , �����������������������������,2 vol., M. Ridler,1822;
2e�d.,2 vol., 1823;3e�d., 2 vol., A.Goblet, 1826;
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4e�d.,3 vol., Guyot et Scribe, 1837;5e�d., Pa
gnerre, 1840(書 名 は������������������)で
ある｡ コルムナンについては, 兼子・前掲論文�８頁及び９頁以下, 同・前掲論文�107頁参照｡� 主 著 は, A.-G.-D.Bouchen�-Lefer, ����������������������������������,4 vol.,S�dillot,
1831-1840;��������� �� ������� ������������������������������������������������������������������������, Cosse et Marchal, 1862
である｡ A＝G＝D・ブシュネ＝ルフェールにつ

いては, 兼子・前掲論文�108～110頁, 村上・
前掲論文171頁以下参照｡� 主著は, F.Laferri�re, ���������������������������������,Joubert,1839;2e�d.,1841;3e�d.,
2 vol.,Librairie de Jurisprudence de Cotillon,

1850;4e�d.,2 vol., Cotillon,1854;5e�d.,2 vol.,
1860 である｡ Ｆ・ラフェリェールについては,

兼子・前掲論文�15～16頁, 同・前掲論文�130
頁以下参照｡� 主著は, E.-V.Foucart, ��������������������� �� �������������, �� �������������������� ��� ����������� ������������������, 3 vol., Videcoq, 1834-1835;2e�d.,3 vol.,
1839;3e�d.,3 vol., Videcoq p�re et fils, 1843;
4e�d.,3 vol., A.Marescq et E.Dujardin,1855-
1856 である｡ E＝V・フカールについては, 兼

子・前掲論文�16～17頁, 同・前掲論文�114頁
以下参照｡� 主 著 は, A.-F.-A.Vivien, ���������������������, Guillaumin et Cie, 1845;2e�d.,
2 vol.,1852;3e�d.,2 vol.,1859 である｡ 同書第３版
(全２巻)は, 1974年にCujas社より復刻されてい

る｡ Ａ＝Ｆ＝Ａ・ヴィヴィヤンについては, 兼

子・前掲論文�19～20頁, 同・前掲論文�110～
111頁, 渡辺栄文 ｢ヴィヴィアンの行政学｣ 大隈

義和編集代表 『手島孝先生還暦祝賀論集・公法

学の開拓線』 (法律文化社,平５)385頁以下参照｡� 主 著 は, G.Dufour, ������ ������������������������������������������������������� ���� �� �������������, 4 vol. ,

Delamotte a�n�, 1843-1845;2e�d.,7 vol.,Cotillon,
1854-1857;3e�d., 8 vol., Delamotte,administra
tion du r�pertoire de l'enregistrement,1868-
1870;4 vol. (t.Ⅸ-�, suppl�ment par H.Taudi�re),
Marchal et Billard,1901 である｡ Ｇ・デュフー

ルについては, 兼子・前掲論文�134～135頁参
照｡� フランス民法典の編纂については, 野田良之

『フランス法概説・上巻 [再版]』(有斐閣, 昭45)

612頁以下及び 672頁以下, 石崎政一郎 ｢序論｣

江川英文編 『フランス民法の一五〇年・上』(有

斐閣, 昭32)76頁以下, 山口俊夫 『概説フランス

法・上』(東京大学出版会, 昭53)61頁以下及び65

頁以下など参照｡� “Discours pr�liminaire”は, 多くの文献に収
録されている｡ そのうち代表的なものとしては,

J.G.Locr�,�� ����������� �����������������������������������������������������������������������������������t�Ⅰ�Treuttel
et W�rtz,1827,p.244 et s.;P.A.Fenet, ��������������������������������������� ����������t�Ⅰ ,Videcoq,1827,p.463 et s.;F.Portalis,������������������������������������������ ��������� ������������������ ���������
Joubert, 1844,p.1 et s.;J.E.M.Portalis, ���������������� ���������� �������������Presses
universitaires d'Aix-Marseille,1988,p.21 et s.

を挙げることができる｡ また, 邦語による翻訳

及び解説として, ポルタリス(野田良之訳)『民法

典序論』(日本評論社, 昭22)がある｡� ポルタリスの人と思想については, 野田・前

掲書125頁以下が詳しい｡� J.G.Locr�, ������������������,t.Ⅰ,p.265.
原文は同書に拠った(以下も同じ)｡ また, 翻訳

に当たっては, ポルタリス・前掲書１頁以下を

参考にした｡� ポルタリス・前掲書215～216頁参照｡� J.G.Locr�, ������������������,t.Ⅰ,p.266.� J.G.Locr�, ������������������,t.Ⅰ,p.258.� J.G.Locr�, ������������������,t.Ⅰ,p.264

寺：フランスにおける｢命令(制定権)｣の観念の形成(２・完) 49



� J.G.Locr�, ������������������,t.Ⅰ,p.267-268.� 以上の点を含め, ドゥ・ジェランドの行政法

学とその評価については, 兼子・前掲論文�12
頁以下, 同・前掲論文�95頁以下参照｡� J.-M. de G�rando,���������� �� ����������������������������� ��������� ������������������4 vol.,N�ve,1829-1830;2e�d.,5 vol.,
1842-1846(t.Ⅳ et Ⅴ,Thorel). 同書第２版の第

４巻と第５巻は, ドゥ・ジェランドの死後に出

版されたものである｡ 兼子・前掲論文�104頁注� 参照｡� 兼子・前掲論文�14頁, 同・前掲論文�96頁
参照｡� ����������, 2e�d., t.Ⅰ,p.3 et s. ただし, ドゥ・
ジェランドのいう ｢権力の区別｣ は権力分立と

は異なるもののようであり, その点に関するドゥ・

ジェランドの考え方は明瞭ではない｡� �����������2e�d., t�Ⅰ,p.30 et s.� ����������,t.Ⅰ,p.118-119;2e�d., t.Ⅴ,p.128-129.� ����������,t.Ⅰ,p.119;2e�d., t.Ⅴ,p.129 et s. た
だし, �����������t.Ⅰ,p.119には, 大臣会議に関
する記述がない｡� �����������2e�d., t.Ⅴ,p.130�� �����������t.Ⅰ,p.119;2e�d., t.Ⅴ,p.130-131. 当該
措置と国王の権力の行使の形式との対応関係は

明確に述べられていないが, 本文における後述

の説明からすると, コンセイユ・デタの意見に

基づいて行われる行為ということになろう｡� �����������t.Ⅰ ,p.119-120,124;2e�d., t.Ⅴ ,p.131
et 136. 後者は, 個別的措置である｡� �����������t.Ⅰ,p.119-120;2e�d., t.Ⅴ,p.131. なお,
同書には, 行政命令の形式でなされるオルドナ

ンスに関する詳しい説明はない｡� �����������t.Ⅰ,p.120;2e�d., t.Ⅴ,p.131. ただ,
｢そのような命令｣ が何を指すのかは, 多少判じ

難いところがある｡� Cf.F.Ｍoreau,�����������, p.137 texte et
note 3.� Ｌ＝Ａ・マカレルについては, 兼子・前掲論

文�９頁, 同・前掲論文�107～108頁参照｡

� L.-A.Macarel, ����������������������������������������������������������4 vol.,
Gustave Thorel,1844-1846;2e�d.,4 vol.,Plon

fr�res,1852-1857(書名は�������������������������������������������).� Cf.F.Ｍoreau,�����������, p.137;R.Carr�
de Malberg, ������������ � �� �����������������������,t. I, Recueil Sirey,1920,p.
642. ただし, たとえば, 1842年に出版されたドゥ・

ジェランドの����������, 2e�d.,t.Ⅰのはしがき(p.�)にも, ｢立法権の委任(d�l�gation de la
puissance l�gislative)によって制定された……
一般的命令(r�glemens g�n�raux)｣ という記述
がみられる｡ 断言はできないが, 立法(権)委任

説の考え方の萌芽となるものは, マカレル以前

から既に(少なくとも一定の範囲内において)共

有されていたのではないかとも考えられる｡� �����,t.Ⅰ,p.10.� �����,t.Ⅰ,p.9,11-12,cf.p.14.� �����,t.Ⅰ,p.9,11-12,13.� �����,t.Ⅰ,p.9-10.� �����,t.Ⅰ,p.11-12,44 et s.なお, 国王の有す
る各権力相互の関係及び各権力と各行為との対

応関係については, 体系的に十分整理された記

述が行われているとはいい難い｡� �����,t.Ⅰ,p.48 et 56.� �����,t.Ⅰ,p.49-50.� それについては, 『民法典序論』 の ｢法律と命

令｣ に関する記述が引用され, その説明とされ

ている｡� �����,t.Ⅰ,p.52 et s. 命令(特に警察命令)
の分類としては, 命令制定権の行使主体との関

連で, ｢一般的命令(r�glements g�n�raux)｣
と ｢地方的・個別的命令(r�glements locaux
et particuliers)｣ との区別も論じられているが

(�����,t.Ⅰ,p.50 et s.), ここでは省略する｡� �����,t.Ⅰ,p.52 et 55.� �����,t.Ⅰ,p.52-54. ほかに, 詳しい説明は
ないが,(当時の)商法典90条, 共和暦11年ジェル

ミナル７日法律などが例として挙げられている｡
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�����,t.Ⅰ,p.54;t.Ⅱ,p.629 et s.� �����,t.Ⅰ,p.53-54.� �����,t.Ⅰ,p.54-55.� �����,t.Ⅰ,p.53.� �����,t.Ⅰ,p.55.� �����,t.Ⅰ,p.55-56. マカレルは, ここでドゥ・
ジェランドに依拠しているが, その説明は, ドゥ・

ジェランドのそれと同一ではない｡� Cf.�����,t.Ⅱ,p.625 et s.� 第３共和制憲法において, 一般的命令制定権

は ｢共 和 国 大 統 領(Pr�sident de la
R�publique)｣ に付与されていたが(1875年２月
25日憲法的法律３条), この ｢共和国大統領｣ は,

同時に ｢国家元首(chef de l'�tat)｣ であり,
｢執行府の長(chef de l'Ex�cutif)｣, ｢政府の長
(chef du Gouvernement)｣ でもあった｡ そのた

め, 本稿の３及び４で検討する著作及び論文中

においても, ｢共和国大統領｣ を指す場合に,

文脈に応じて, こうした様々な用語が使われて

いる｡ しかし, 以下では, 便宜上, 原文を直接

引用する場合を除き, ｢大統領｣ という表記に統

一することにする｡� Ａ・バトゥビの行政法学とその評価について

は, 兼子・前掲論文�16頁, 同・前掲論文�136
頁以下参照｡� A.Batbie,������ ��������� ���������� ����������������������������, 7 vol., Cotillon,
1861-1868;2e�d.,9 vol.,L.Larose et Forcel,1885-
1894(t.Ⅸ,suppl�ment par A.Boillot,L.Larose,
1894). 同書第１版の邦訳として, 婆督備氏 『佛

國政法論』 (全14冊)(司法省蔵版,明12～15)(及

び 『佛國政法論總目録』 (司法省蔵版, 明16))が

ある｡ これは, 同書が ｢政法｣ に関する ｢官吏

必讀ノ要書｣ であるとして, 大木喬任司法卿が

その訳述を命じ, 大井憲太郎, 松田正久, 井田

鐘次郎, 岩野新平, 高橋太郎, 松原旦次郎の６

名が分担して翻訳したものである｡� ������,2e�d., t.Ⅰ,p.212 et s.;2e�d., t.Ⅱ,p.499 et
s.;2e�d., t.Ⅷ,p.572-573. 兼子・前掲論文�141頁
参照｡

� 以下については, ������,2e�d., t.Ⅲ, no 76, p.6
7-69;2e�d., t.Ⅷ,p.548.� バトゥビは, 《r�glement d'administration
publique》という用語が, むしろ命令の ｢実質｣

に関わり, ｢形式｣ の違いを表していないことか

ら, 用語として不適当であると批判している｡������, 2e�d.,t.Ⅲ,p.67.� ������, 2e�d.,t.Ⅲ,p.68,cf.p.211. コンセイ
ユ・デタの諮問機能については, cf.������,
2e�d.,t.Ⅲ,p.225 et ｓ.� ������, 2e�d.,t.Ⅲ,p.68,cf.no 212, p.211.
また, その点に関連して, cf.������, 2e�d.,t.Ⅲ,
p.209 note １.� Ｌ・オコックの行政法学とその評価について

は, 兼子・前掲論文�19頁以下, 同・前掲論文�143頁以下参照｡� L.Aucoc, �������������������������������������������������������������������������� ������������3 vol.,Dunod,1869-1876;
2e�d.,3 vol.,1878-1882;3e�d.,2 vol.,Vve Ch.Dunod,
1885-1886. 第３版は, 第２巻までしか出版され

ていない｡ また, 同書は第４巻の出版も予定さ

れていたが, 同巻は刊行されずに終わっている｡

オコックには, R.A.P.に関して, “����������������������������� �������������������������� �� ������� ������ ������������������������������,Cotillon et fils,
1872”というモノグラフィもあるが, これは参

照することができなかった｡ 同論文は, もとも

とRevue critique de l�gislation et de

jurisprudence(1872)に掲載されていたものであ

る｡� �����������, 3e�d., t.Ⅰ,p.47,53-54.� �����������, 3e�d., t.Ⅰ,no 24, p.54 et s.,
no 213, p.372-373. その点は, 兼子仁 『行政行

為の公定力の理論 [第３版]』(東京大学出版会,

昭46)191頁と理解が異なる｡� �����������, 3e�d., t.Ⅰ,p.91 et s.� �����������, 3e�d., t.Ⅰ,p.121-123.� �����������, 3e�d., t.Ⅰ,p.93.
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� 以下については, �����������, 3e�d., t.Ⅰ,nos
53-54,p.123 et s.� オコックは, その著書が執筆された第３共和

制前期の時点において, ｢立法府の固有の領域｣

に属する事項として, ①一定の機関の ｢管轄・

権限｣, ②地方諸機関の ｢管轄区域｣, ③ ｢租税｣

の賦課とその支出の承認, ④ ｢兵役｣の条件, ⑤

宣戦及び ｢条約｣ の締結, ⑥ ｢財産｣ の制限,

⑦法律違反に対する ｢刑罰｣ を挙げているが,

そのすべてについて ｢一般的なまたは特別の委

任 ｣ が 可 能 で あ る こ と も 認 め て い る ｡������������3e�d., t.Ⅰ,no 31,p.74 et s.� Cf.�����������,3e�d., t.Ⅰ,p.128,161 et s.� Th・デュクロックの行政法学とその評価につ

いては, 兼子・前掲論文�18頁, 同・前掲論文�122頁以下参照｡� Th.Ducrocq, ���������������������������������������������������������������������������� �� �������������������� �� �������������� �����������, A.Durand, 1862;
2e�d., 1863;3e�d.,Ernest Thorin,1868;4e�d.,2 vol.,
1874;5e�d.,2 vol.,1877;6e�d.,2 vol.,1881;7e�d.,7
vol.(t.Ⅴpar Th.Ducrocq et E.Petit;t.Ⅵ par

Th.DucrocqetG.Barrilleau),A.Fontemoing,1897-

1905. なお, 上記の書名は, 同書第７版のもので

ある｡ 第１版から第６版までの書名は, 《�������������������������》以下が異なっている｡
デュクロックには, 命令(制定権)に関連して,

“��������������������������������������������� �� ��� ��� ��� ������ ���������������������������������������������������������������������������� �������������������� ������ �� ����� �� �������������������������� ��������, Imprimerie de
Berger-Levrault,1878”という短いモノグラフィ

もある(未見)｡ この論文は, もともとRevue

g�n�rale d'administrationに掲載されていたも
のである｡� �����,7e�d., t.Ⅰ,p.10-11.� �����,7e�d., t.Ⅰ,p.11-12,cf.p.30 et s. 兼子・

前掲論文�126頁参照｡� �����,7e�d., t.Ⅰ,p.21 et s. 兼子氏は, ｢デュク
ロックによる権力分立解釈および行政権論は,

一九世紀フランス公法理論における一つの主要

な傾向を示し, 二〇世紀初頭のベルテルミーに

連なっている｡｣ と述べている(兼子・前掲論文�126頁)｡� �����,7e�d., t.Ⅰ,p.29.� �����,7e�d., t.Ⅰ,p.80-81.� 以下については, �����,7e�d., t.Ⅰ,p.81 et s.� つまり, ｢命令を制定する権限｣ は, 執行権ま

たは行政権と別個の ｢権力｣ ではない｡ デュク

ロックが, 一般的な用語である《pouvoir

r�glementaire》ま た は《autorit�
r�glementaire》を使用せず, 《droit de faire
des r�glements》というのはそのためである｡� H・ベルテルミも同様の指摘を行っている｡ H.

Berth�lemy,Le pouvoir r�glementaire du

Pr�sident de la R�publique, RPP,1898,p.
8,322 et 333-334. この点に関し, たとえばP・

ゴノ氏(アルトゥワ大学教授)は, ｢当時, T・デュ

クロックだけが, 行政命令を特殊なカテゴリー

とすることを拒否していたようにみえる｡｣ との

理解を示している｡ P.Gonod,�������������������� ������� �� ������� �� �� ����������,
LGDJ, BDP t.190,1997,p.109 note 88. ベルテ

ルミを始め, こうした見方が一般的であるよう

である｡� 当時の刑法典第２章 ｢違警罪及び刑｣ の冒頭

に置かれた471条は ｢次の者は, ……罰金に処す

る｣ と定め, その15号(1832年４月28日法律)に

｢行政機関(autorit�administrative)によって適
法に(l�galement)制定された命令に違反した者｣
が挙げられていた｡ もっとも, 判例により, 同

号にいう ｢命令｣ は, 一般警察上の目的で制定

された命令に限定されている｡

なお, その後, 第５共和制になって刑法典が

法律の部と命令の部に再編されると, それに伴

い, 471条15号はR26条15号となり, 規定自体も

｢行政機関によって適法に制定されたデクレ……
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に違反した者｣ と変更されることになった｡ さ

らに, R26条15号は, 1986年３月14日デクレによっ

て, ｢適法に制定された警察上のデクレ……に違

反した者｣ と変更されたが, この改正は従来の

判例を確認したものであると思われる｡ R26条15

号は, 現在の新刑法典(1994年３月１日施行)で

はR610-5条となり, ｢警察上のデクレ……によっ

て定められた禁止または義務に対する違反は,

第一級違警罪について定められた罰金に処する｡｣

と規定している｡� ⑥から⑧までについては, cf.�����,7e�d., t.Ⅲ,
nos 983-985,p.288 et s., no 988,p.294-295.� E・ラフェリェールの行政法学とその評価につ

いては, 兼子・前掲論文�21頁以下, 同・前掲
論文�158頁以下参照｡ また, ラフェリェールに
関する包括的な研究として , cf.P.Gonod,������������������� E.Laferri�re������� �� �� ������������������������� ����� ������� ������������2
vol.,Berger-Levrault et Cie ,1887-1888;2e�d.,2
vol.,1896. 同書第１版(全２巻)については, 1989

年にLibrairie G�n�rale de Droit et de
Jurisprudence社からロラン・ドゥラゴ(Roland

Drago)氏の序文を付した復刻版が出版されてい

る｡� Cf.P.Gonod, ������������������p.93 et s.,
108 et s.� ������, 2ｅ�d., t.Ⅱ,p.3-4.� Cf.������, 2ｅ�d., t.Ⅰ,p.10-11,482.� �������2ｅ�d., t.Ⅰ,p.480.� この用語が時代によって異なる意味を持って

きたことは, これまでみてきた通りである｡ ラ

フェリェールは, その当時においてもなお, こ

の用語は行政用語として十分明確なものではな

いと述べ, 広狭(あるいは新旧ということもでき

る)２つの意味を挙げている｡ ������, 2e�d., t.
Ⅱ,p.9-10. ここで論じられるのは, 狭義(新しい

意味)でのR.A.P.である｡� ������,2e�d., t.Ⅰ,p.481 et s.;2ｅ�d., t.Ⅱ,p.9-10.� ������, 2e�d.,t.Ⅰ,p.482-483.

� その目的として, ①当該法律の補充, ②当該

法律の規定の明確化, ③当該法律の定める原則

の展開, ④当該法律の執行の態様の決定が挙げ

られている｡ ������, 2e�d.,t.Ⅱ,p.10.� ������, 2e�d.,t.Ⅱ,p.11. そのような ｢立法の

委任｣ の観念は,(直接には)1848年憲法75条に起

源を持つものと考えられている｡ 寺洋平 ｢フラ

ンスにおける 『命令(制定権)』 の観念の形成�｣
茨城大学人文学部紀要社会科学論集38号(平15)

75頁参照｡� Cf. ������, 2e�d.,t.Ⅱ,p.3,5 et s. ������,
2e�d., t.Ⅰ,p.483で は, ｢準 立 法 的(quasi

l�gislatif)性格｣ といわれている｡� ������, 2e�d.,t.Ⅱ,p.11.� ������, 2e�d., t.Ⅰ,p.482-483;2e�d., t.Ⅱ,p.11.� ������, 2e�d., t. Ⅰ, p.482-483;2e�d., t. Ⅱ,p.11
et 420-422,cf.p.3-4.

(100) ������, 2e�d., t.Ⅱ,p.12. しかし, その理由は
述べられていない｡ ベルテルミは, この場合に

のみR.A.P.の ｢立法的性格｣ を無視することを

矛 盾 で あ る と 批 判 し て い る ｡

H.Berth�lemy, dans RPP,1898,p.334.
(101) この当時, 判例は, 通常の命令に対する越権

訴訟の提起を認めていたが, R.A.P.に対しては

それを認めず, 適用行為に対する訴訟において

その適法性の審査を行うにとどまっていた｡ R.A.

P.に対する直接訴訟は, 1907年判決(後註(118)参照)

によって初めて認められることになる｡ Cf.R.

Alibert, �� �������� �������������� ������������������ �� ����� �� �������������������������,Payot,1926,p.65-67. 室
井敬司 ｢行政立法と越権訴訟｣ 東京都立大学法

学会雑誌26巻１号(昭60)640頁以下参照｡

(102) 寺・前掲論文69頁, 77～78頁注�～�参照｡
(103) その点に関して, cf.A.Esmein, ��������������� ��������������� �������� �� �������,
2e�d.,L.Larose,1899,p.Ⅷ-Ⅸ(樋口陽一 『比較憲法

[全訂第３版]』(青林書院, 平４)15頁参照);

H.Berth�lemy, De l'exercice de la

souverainet� par l'autorit� administrative,
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RDP, 1904,p.211 et s.

(104) Ａ・エスマンの憲法学とその評価については,

宮沢俊義 ｢フランス公法学における諸傾向｣ (初

出昭５)同 『公法の原理』 (有斐閣, 昭42)77頁以

下, 深瀬忠一 ｢Ａ・エスマンの憲法学｣ 北大法

学論集15巻２号(昭39)99頁以下, 高橋和之 ｢伝

統的国家理論と社会学的国家理論｣ (初出昭47)

(原題は ｢フランス憲法学説史研究序説｣)同 『現

代憲法理論の源流』(有斐閣, 昭61)79頁以下参照｡

(105) A.Esmein, �������� �� �������������������� �������� �� �������,L.
Larose, 1896; 2e�d., 1899; 3e�d., 1903; 4e�d., L.
Larose et L.Tenin, 1906;5e�d., 1909;6e�d., par
J. Barth�lemy, Recueil Sirey, 1914;7e�d., par
H.N�zard,2 vol.,1921;8e�d., par H.N�zard,
2 vol.,1927-1928.同書については, 第６版が2001

年に復刻されている｡ 本文における以下の論述

は, エスマン自身の手による最後の版となった

同書第５版によることとする｡

(106) ��������, 5e�d.,p.13 et s., 392 et s., 441 et s.
(107) ��������, 5e�d.,p.603.
(108) 以下については, ��������, 5e�d.,p.610-611.
山本浩三 ｢立法の委任と授権｣ 同志社法学39巻

５＝６号(昭63)２頁以下参照｡

(109) その概念については, ��������, 5e�d.,p.15,
112,879-880. エスマンは, 形式的な法律と実質的

な法律の概念を明確に区別している｡

(110) 註�参照｡
(111) Cf.��������, 5e�d.,p.474-475.
(112) ��������, 5e�d.,p.613 et s.
(113) ��������, 5e�d.,p.616.
(114) ��������, 5e�d.,p.616-617;cf.A.Esmein, De
lad�l�gation du pouvoir l�gislatif, RPP,
1894,p.202 et s., 211-213.

(115) ｢近代憲法学の創始者｣ による見解として, Ｊ・

ロックとＥ＝Ｊ・シエースの両名の見解が援用

されている｡

(116) ��������, 5e�d.,p.617. R.A.P.を制定する際
にコンセイユ・デタの意見を求める義務につい

ては, ��������, 5e�d.,p.617-618 にエスマンの

考えが述べられている｡

(117) Cf.dans RPP,1894,p.213 et s.

(118) CE 6 d�cembre 1907, Compagnie des

chemins de fer de l'Est et autres, Rec.

913,concl.Tardieu;GA no 19.この判決については,

室井・前掲論文651～653頁, 多賀谷一照 ｢フラ

ンスにおける行政立法の法理(Ⅱ)｣ 千葉大学法

学論集３巻１号(昭63)128頁, 寺洋平 ｢現代フラ

ンスにおける立法権限の配分(3)｣ 早稲田大学大

学院法研論集76号(平８)145頁など参照｡

(119) ただし, 後註(131)参照｡

(120) H・ベルテルミの行政法学とその評価につい

ては, 兼子・前掲論文�25～27頁参照｡
(121) H.Berth�lemy, �������������������������������������, Arthur Rousseau, 1900;2e�d.,
1902;3e �d. ;4e �d.,1906;5e �d.,1908;6e �d.,1910;
7e�d.,1913;8e�d.,Rousseau et Cie,1916;9e�d.;10e�d.,
1923;11e�d., 1926;12e�d., 1930;13e�d.,1933.

(122) Dans RPP,1898,p.14 note 2.

(123) ������,7e�d.,p.1,9 et s., 17 et s.;cf.dans

RDP,1904,p.209 et s.

(124) ������,7e�d.,p.13-14. 以上につき, 兼子･前掲
書200頁以下参照｡

(125) ������,7e�d.,p.13 texte et note 1.
(126) 以 下については, ������,7e�d.,p.98 et s.;
dans RPP,1898,p.5 et s., 322 et s.

ベルテルミの“�������������������������������������”は第13版(1933年)まで版を重ね
ているが, 本稿で取り上げる第７版以降も, 命

令(制定権)に関する考え方に変化はない｡

(127) Dans RDP,1904,p.211.

(128) ������, 7e�d.,p.95-96.
(129) Cf�������, 7e�d.,p.100.
(130) ベルテルミは, 大統領の通常の権限を越える

立法的措置の規律をR.A.P.に委ねる法律の規定

は違憲であり, それに基づくR.A.P.も違法であ

る と 主 張 し て い る(dans RPP,1898,p.9 et

324)｡ もっとも, 当時のフランスには法律の違

憲審査制度は存在しておらず, ベルテルミの主

張の主眼も, 法律の統制ではなく, 法律の広範
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な授権に基づいて制定されたR.A.P.の統制に置

かれていた｡ すなわち, 命令のみによって定め

られた刑罰または租税については, 裁判所は当

該刑罰の適用を拒否すべきであり, 納税者は当

該租税の納付を拒否することができるとされて

いる｡ ������, 7e�d.,p.99 note 3.
(131) 註(101)で述べたように, 直接R.A.P.自体の適法

性を争う越権訴訟の提起は, 1907年判決によっ

て承認された｡ それゆえ, 1913年に出版された�������7e�d.(p.99)では, ｢今日では, 行政命令
に対して越権訴訟を提起することができるとい

うことが認められている｡｣ と述べられている｡

しかしながら, 同判決は, 立法(権)委任説を維

持して, ｢行政命令たる国家元首の行為は, 立法

の委任(d�l�gation l�gislative)に基づいて行わ
れるものであり, したがって, ……立法府によっ

て政府に付与された権限の完全な行使を伴うも

のである｣ としながら, R.A.P.の越権訴訟対象

性を肯定したという点で, その理論構成にはな

お問題が残されていた｡ cf.������, 7e�d.,p.99
note 3;A.Esmein, ��������, 5e�d.,p.618 et s.
立法(権)委任説が完全に克服されるのは, その

後, 1911年７月７日判決によってである｡ 多賀

谷･前掲論文128頁及び135頁注(20), 寺・前掲論

文註((118))157頁注(40)及び(41)参照｡

(132) 宮沢俊義 ｢立法・行政両機関の間の権限分配

の原理｣ (初出昭７)同 『憲法の原理』 (岩波書店,

昭42)118～119頁では, ｢目的｣ または ｢内容｣

による国家作用(国家行為)の分配を ｢縦断的・

垂直的な｣ 分配, ｢現存法秩序の中にもたらす変

更の具体性・個別性の程度の強弱｣ による国家

作用(国家行為)の分配を ｢横断的・水平的な｣

分配と呼んでいる｡これに対し, 本稿では, 現在

のフランス公法学における《horizontal》と

《vertical》の用語法に従って, 権限配分に関す

る ｢垂直｣ と ｢水平｣ の語を宮沢論文とは逆の

意味に用いる｡
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� � � � � � � �� � � � � � �
(2002年10月～2003年９月, 五十音順)

○飯塚 和之 (地域社会論)

［雑誌等に掲載された論文について］

｢判例評釈：末期がん患者の家族に対する病状等の不告知と債務不履行｣ 『NBL』 第761号,

2003年, 71－76頁

｢判例評釈：所沢ダイオキシンのテレビ報道と名誉毀損による不法行為｣ 『私法判例リマー

クス』 第27号, 2003年, 52－55頁｡

｢判例評釈：イシガキダイ食中毒事件｣ 『判例タイムズ』 第1120号, 2003年, 74－79頁｡

｢監訳：政府記録を請求するための情報自由法および1974年プライバシー法の利用市民ガ

イド｣ (茨城大学情報法研究会訳) 『茨城大学政経学会雑誌』 第73号, 2003年, 57－90頁｡

○井上 拓也 (公共政策論教室)

［海外出張・海外研修について］

アメリカ合衆国, 2002年10月17日～2003年９月29日, ユタ大学, ソルトレイクシティー,

アメリカの消費者団体と消費者政策の研究｡

アメリカ合衆国, 2003年２月27日～2003年３月２日, アメリカ消費者連合, ワシントンD

C, 消費者団体指導者への取材

［科学研究費補助金の受領について］

｢消費者団体の影響力行使に関する日米英比較ネットワーク分析｣, 若手研究A, 代表｡

｢東海村における原子力防災カリキュラムの開発と地域システムに関する総合研究｣, 基

盤研究A, 分担｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢地域住民組織の組織と役割｣ 『茨城大学地域総合研究所年報別冊・東海村臨界事故と地

域社会』, 2002年, 123－140頁｡

○木村 昌孝 (国際社会論)

［雑誌等に掲載された論文について］

｢The Emergence of the Middle Classes and Palitical Change in the Philippines｣

『The Developing Economies』 41巻２号, 2003年, 264－284頁｡

［著者・翻訳等の出版物について］

｢フィリピンの中間層生成と政治変容｣ 服部民夫・船津鶴代・鳥居高編 『アジア中間層の
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生成と特質』 千葉, 日本貿易振興会アジア経済研究所, 2002年, 169－200頁｡

○河野 直践 (地域社会論)

［科学研究費補助金の受領について］

｢地域社会型農業の形成展開に関する比較研究｣, 萌芽, 分担｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢協同組合を活性化するには 市民運動の経験から｣ 『協同組合経営研究月報』 589号,

2002年, 46－55頁｡

｢『SAVE芦浜基金』｣ 活動の研究｣ 『茨城大学人文学部紀要・社会科学論集』 38号, 2003年,

87－108頁｡

［著書・翻訳等の出版物について］

｢アソシエーション革命へ｣ 東京都, 社会評論社, 2003年, 314頁, 共著｡

｢食・農・からだの社会学｣ 東京都, 新曜社, 2002年, 276頁, 共著｡

○佐川 泰弘 (公共政策論)

［科学研究費補助金の受領について］

｢欧州統合と地方分権下のフランスにおける政策過程分析｣, 若手研究A, 代表｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢フランスにおける政党組織論と 『カルテル政党』｣ 『茨城大学政経学会雑誌』 73号, 2003

年, 45－56頁｡

［著書・翻訳等の出版物について］

｢政策とガバナンス｣ 東京, 東海大学出版会, 2003年, 228頁, 共著｡

｢ファーストステップ日本の政治｣ 東京, 一藝社, 2003年, 173頁, 共著｡

［学会発表・その他の活動］

｢公共政策過程におけるガバナンス：統治の広がりと国家の強さ｣, 2003年６月14日, 日

本公共政策学会, 法政大学｡

○佐藤 成基 (社会科学論)

［海外出張・海外研修について］

アメリカ, 2003年１月27日～2003年２月５日, ハーバード大学, アーカイブズ, 資料収

集｡

ドイツ, 2003年９月１日～2003年９月15日, ドイツ, シュターツ・ビブリオテーク, 資

料収集｡

［科学研究費補助金の受領について］

｢パーソンズ理論の体系的再評価にもとづく現代社会理論の構築｣, 基盤 (Ｂ) �, 分担｡
｢東方領土問題と戦後ドイツのナショナル・アイデンティティ｣, 基盤 (Ｃ), 代表｡
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［著書・翻訳等の出版物について］

｢タルコット・パーソンズ 宗教の社会学｣ (翻訳) 東京, 勁草書房, 2002年, 283頁,

共著｡

［学会発表・その他の活動］

｢国民統合とエスニシティ―タルコット・パーソンズの多元主義的 『シヴィック・ネー

ション』 モデル｣, 2002年12月８日, パーソンズ研究会, 法政大学 ボアソナード・タワー｡

｢Pluralism and "civic nation": Talcott Parsons on national integration and eth

nicity｣, 2002年12月14日, 神戸大学社会学研究室, オックスフォード大学セント・キャサ

リンズ・カレッジ (神戸) ｡

｢マックス・ヴェーバーと 『ネーション』｣, 2002年11月９日, 甲南大学, 甲南大学ヴェー

バー研究会｡

○渋谷 敦司 (公共政策論)

［著書・翻訳等の出版物について］

｢ドメスティック・バイオレンス日本・韓国比較研究｣ 東京, 明石書店, 2003年, 385頁,

共著｡

｢男女共同参画社会の形成と人権擁護活動の課題｣ 水戸, 水戸地方法務局, 2003年, 27

頁, 共著｡

［学会発表・その他の活動］

｢今家族をどう論じるべきか｣, 2002年11月14日, 茨城県高等学校教育研究会家庭部, 水

戸市青少年会館｡

｢高等学校家庭科における家族､ 家庭｣, 2002年12月２日, 福島県教育センター｡

｢ドメスティック・バイオレンスとジェンダー｣, 2003年１月11日, ひたちなか市男女共

同参画センター, ひたちなか市女性・国際課｡

｢高齢化社会とジェンダー｣, 2003年２月８日, ひたちなか市男女共同参画センター, ひ

たちなか市女性・国際課｡

｢東海村男女共同参画意識調査結果について｣, 2003年３月24日, 東海村役場, 東海村｡

｢男女共同参画と日本社会の構造改革｣, 2003年７月16日, 茨城大学インフォメーション

センター, 茨城大学生涯学習教育研究センター｡

｢男女共同参画社会基本法の目指す社会とは｣, 2003年９月５日, 水戸市民会館, 茨城県

人権擁護委員連合会｡

○新田 滋 (社会科学論)

［学会発表・その他の活動］

｢経済学原理論における 『情報』 について｣, 2003年４月25日, (財) 政治経済研究所現代

経済研究室主催 ｢ＩＴ革命とマルクス経済学｣ 研究会, 駒澤大学本部校舎｡

｢『段階論』 の問題意識｣ 2003年８月１日, 現代と経済研究会, 八王子セミナーハウス｡
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○住田 英穂 (地域社会論)

［海外出張・海外研修について］

韓国, 2003年９月12日～2003年９月18日, ソウル大学, ソウル, 韓国における消費者法

制度の調査｡

［科学研究費補助金の受領について］

｢日本､ 中国､ 韓国における消費者法制度及び紛争解決に関する比較研究｣, 基礎研究

(Ｂ) �, 分担｡
｢東海村における原子力防災学習カリキュラムの開発と地域システムに関する総合研究

『地域社会における原子力事故防災教材の開発』｣, 基盤研究 (Ａ), 分担｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢東海村臨界事故における風評被害と損害賠償｣ 『茨城大学地域総合研究所年報別冊』

2002年, 85－102頁｡

｢原子力事故における国家の補完責任｣ 『茨城大学人文学部紀要』 38号, 2003年, 109－

137頁｡

｢東海村臨界事故における風評被害と損害賠償｣ 『茨城大学政経学会雑誌』 73号, 2003年,

91－115頁｡

｢日本､ 中国､ 韓国における消費者法制度及び紛争解決に関する比較研究｣ 『科研費成果

報告書』 2003年, 24－43頁｡

［学会発表・その他の活動］

｢東海村臨界事故における風評被害と損害賠償｣, 2002年９月21日, 茨城大学地域総合研

究所, 茨城大学 地域総合研究所｡

｢東海村臨界事故における風評被害と損害賠償｣, 2003年３月22日, 比較財産法研究会,

明治大学｡

○館山 豊 (地域社会論)

［雑誌等に掲載された論文について］

｢革命後イランにおける人口・雇用問題｣ 『茨城大学人文学部紀要 社会科学論集』 36号,

2002年３月, 19－34頁｡

○中路 敬

［雑誌等に掲載された論文について］

｢アーヴィング・フィッシャーのミクロ経済学 一般均衡理論と貨幣をめぐって｣ 『茨

城大学人文学部紀要 社会科学論集』 36号, 2002年３月, 1－18頁｡

［著書・翻訳等の出版物について］

『アーヴィング・フィッシャーの経済学 均衡・時間・貨幣をめぐる形成過程』 東京,

日本経済評論社, 2002年, 229頁, 単著｡
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○中田 潤 (社会科学論)

［海外出張・海外研修について］

ドイツ連邦共和国, 2002年９月1日～2002年９月25日, ドイツ連邦文書館, ベルリン, ソ

連軍占領地域の再軍備に関する資料収集｡

［科学研究費補助金の受領について］

｢第二次世界大戦終了後のソ連軍占領地域ドイツにおける再軍備政策の展開｣, 若手研究

(B), 代表｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢ソ連軍占領地区 (SBZ) における警察組織の展開 1946-1950｣ 『茨城大学人文学部紀要

(社会科学論集)』 38号, 2002年, １－27頁｡

｢冷戦体制と分断国家ドイツの成立 最近の議論の紹介｣ 『歴史と地理』 566号, 2003年,

59－63頁｡

［著書・翻訳等の出版物について］

｢Der Grenz- und Landesschutz in der Weimarer Republik 1918-1933. Die geheime

Aufr�stung und die deutsche Gesellschaft｣ Freiburg i. Br., Rombach, 2002年, 430
頁, 単著｡

○中村 恵 (地域社会論)

［海外出張・海外研修について］

オランダ, 2002年10月29日～2002年11月４日, 司法省, ライデン大学, TBS -clinic, ピー

ターバーン・センター, ハーグ, ライデン, オルデンコッテ, ユトレヒト, オランダの司

法精神医療の調査｡

［雑誌等に掲載された論文について］

｢血縁のない父に父性推定を認めたカリフォルニア州最高裁判例｣ 『ジュリスト』 1233号,

2002年, 124－127頁｡

｢アメリカの新統一親子関係法－生殖補助技術によって生まれた子の法的親子関係を中

心として－｣ 『比較法研究』 64号, 2003年, 112－116頁｡
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