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１．はじめに：条約実施への行政学的アプローチ

　ワシントン条約（CITES）は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国
と輸入国とが協力して実施することにより、それらを絶滅の脅威から守
ることを目的とする1。本稿では、CITES 実施システムの態様と特徴を、
日本・フランス・欧州連合（EU）の状況や締約国会議での提案内容から
抽出するとともに、これを条約実施の国際・国内的条件、及び、マルチ
レベル・ガバナンス（以下、「MLG」と記す）の２つの視角で分析する。
本稿では、そうした分析視角の可能性と限界を整理することによって、
今後の条約実施の学際的研究のあり方も検討したい。
　第１の分析視角（条約実施の条件）について、本稿では多くの事例研
究を積み重ねて「理論」を導いたヨアヒムほかの先行研究を再検討す
る2。その研究が国際・国内的条件として挙げるのは、①各国に国際条約
を遵守させるのに有効なリソースが国際機関に備わっていることと、②
そのリソースの効果を、各国の制度・アクター・政策プロセスが邪魔す
るものではないことである。すなわち、条約実施には、関係国際機関が、
充分な組織的自律性及び規制執行権限（「制度力」）と、中立性・不偏性・
専門性などを背景とした正統性・権威（「規範力」）を有すること、当該
条約批准国の諸制度や政治（「政治相」）と国内アクターの利害関係（「利
害相」）が条約実施を妨げるものではないことが必要だとする。多くの

1 CITES ホームページ（https://www.cites.org/eng/disc/what.php）。以下、全
てのウェブサイトの最終アクセスは2019年11月15日。
2 Joachim,  J.,  Reinalda, B., & Verbeek, B.  (2008).  Enforcers, managers, 
authorities? International organizations and implementation. In Joachim, J. et 
al. (eds.) International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, 
Authorities? Routledge. pp. 177-190.

　４.２．CITES 実施の分析
　４.３．「動態的」分析の可能性と限界
５．おわりに：条約実施の学際的研究に向けて
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条約実施を比較分析し実証的意義の大きい同研究の成果を、本稿では
CITES にも当てはめてみたい。そうすることで、この分析視角の可能
性と限界も浮かび上がってくるだろう。
　本稿の第２の分析視角（MLG）は、国際・国内各レベルの官民様々な
アクターやルールを、国内外に広がる「規制空間（regulatory space）」
の組織・権限構造の中に位置付けるもので3、規制行政に関わるアクター
やルールの多層性（縦・上下）と多元性（横・ネットワーク）を意識的に
捉え直す点に特徴がある。同時にそれは、それら相互の関係性を改善し
ていくことにより、より良い条約実施システムを設計・構築していくこ
とも趣旨とする。MLG は、多国間調整による政策実施の経験を積んだ
欧州に見出されるとともに、日本の場合と対比することによってより際
立つ。これにつき CITES に即して具体的に検討することには、1980年
代に欧州で流行した MLG を再評価するという意義もある。
　さらに、いずれの分析視角を採るにしても、この CITES 研究には実
践的意義が期待できる。それは、日本で CITES 実施がなかなか進まな
い理由、及び、EU にも同じく不徹底な面があるにもかかわらず締約国
会議で日本への批判が目立ち、良い国際的評価を得られていない理由が
考察できるということである。
　本稿では、まず、日・仏・欧の CITES 実施や締約国会議提案を整理
した上で（２．）、条約実施の条件に関するヨアヒムほかの先行研究を振
り返り、それにより CITES 実施の条件を検討する（３．）。続いて MLG
の研究動向を整理し、改めてその観点から CITES 実施の態様を見る

（４．）。これらを通して、条約実施システムの分析視角それぞれの限界
と可能性、及び、条約実施の学際的研究のあり方が浮かび上がってくる

（５．）。２つの分析視角をあえて特徴付けるならば、それが静態的（static）
か動態的（dynamic）かということになるが、それは分析視角としての

3 Scott, C.  (2001). Analyzing Regulatory Space. Public Law (Summer 2001). 
pp.329-353.  なお、『論究ジュリスト』2017年秋、No.23の特集は、これを「グ
ローバルな公共空間」と表現する。マルチレベル規制ガバナンスについて論
じるものとして、Döhler, M.  (2011). Regulation. In Bevir, M.  (ed.) The SAGE 
Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 518-534. がある。
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優劣ではなく、両者の補完的関係性を示すものであるということをここ
で確認しておきたい。

２．CITES 実施の態様

　各地の CITES 実施を見るに当たり、本稿では条約実施プロセス --- ①
条約の定立、②国内法令への編入、③国内法令の執行、④国内実施状況
の監督 --- のうち4、主に③あるいは②の局面に注目する。このいわゆる
インプリメンテーション研究は、筆者の専攻する行政学において、特に
1980年代以降、中央（政府・議会）で決定された政策が実施段階を経て
次第に変形し、結果的に当初の政策目標が達成されなくなる理由を探っ
てきた一大分野であり、欧州の環境政策研究にも同様の問題意識があ
る5。これによれば、条約実施の成否は制度の定立以上に運用の局面がか
なり規定する。それには例えば、①第一線（ストリートレベル）職員の
認識と裁量、②用いられる政策手法と資源、③政策の受け手（規制対象者）
の戦略的対応などが作用する。実際の条約実施は、トップダウン的側面
とボトムアップ的側面とが入り混じった極めて複雑なプロセスである6。

２.１．日　本
（１）政府の立場と国際的評判
　日本では、CITES に関して、経済産業省貿易経済協力局、水産庁増
殖推進部が「管理当局」であり、環境省自然環境局、農林水産省、水産
庁が「科学当局」、環境省、財務省（税関関係）、農林水産省、警察庁が「執
行当局」である。そのうち象牙に関する政府の立場は、「自然死した個
体などから集められた象牙（…）については（…）国内における取引も厳

4 北村喜宣（2013）「環境条約の国内実施：特集にあたって」『ジュリスト増刊』
2013年秋、pp. 4-10。
5 Burns, C., & Carter, N. (2012). Environmental Policy. In Jones, E., Menon, A., 
& Weatherill, S. (eds.) The Oxford Handbook of The European Union. Oxford 
Univ. Pr. pp. 511-525.
6 Sellers,  J. M.  (2011). State-Society Relations.  In Bevir, M.  (ed.) The SAGE 
Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 124-141.
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格に管理されてい」る。「この輸入から得られた収益は、条約に基づく
ルールに従い、全て、アフリカゾウの保全と生息地や隣接地に暮らす地
域住民の開発計画のために使われてい」るというものである7。日本も近
年 CITES に熱心に取り組むようになってきているとの指摘や8、象牙の
規制強化も一定の効果を挙げているとの指摘もある9。
　しかし、2019年の締約国会議に向けてブルキナ・ファソなどから提出
された文書（Doc. 69.5）は10、日本では規制の exemption（免除）が広過ぎ
るため象牙売買が横行していると厳しい評価だ。例えば、条約以前に輸
出国政府が発給した許可証があるものや、すでに国内に存在していたも
のなどの売買は合法とされている。法令改正により取扱業者には所有象
牙と一緒に政府登録が必要となったが、国内販売をしない個人所有者は
これが免除されている。一定量以上の象牙片については追跡を可能にす
る書類が必要になったが、全形象牙以外の象牙製品の合法性証明は義務
ではなく、法令改正前の象牙に取引記録の５年保管を求めるのみで事実
上自由に取引できる状況である。このように、包括的な法令適合性証明
と実効的な象牙追跡システムがないことが「抜け穴」を生じさせている
とする。
　2016年の締約国会議では象牙市場閉鎖勧告決議が採択された。2019年
の締約国会議ではケニアなどから国内市場の完全閉鎖が提案されたが、
個体数の多いアフリカ南部の国や日本は「取引で得た収益を種の保護に
あて、持続可能な資源管理を進めるべきだ」としてこれに反対。代わり
にアメリカから、象牙管理の徹底や違法取引をなくす取組の状況を来年
の常設委員会までに報告するよう求める提案があり、これに各国が合意

7 経済産業省ホームページ（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
mono/seikatsuseihin/zougebekkou/main_07.html）。
8 菊池英弘（2011）「ワシントン条約の締結及び国内実施の政策形成過程に関す
る考察」『長崎大学総合環境研究』14（１）、pp. 1-16。
9 北出智美、西野亮子（2018）「日本の象牙市場の再評価（2018年）」『TRAFFIC 
BREAFING』。
10 CITES ホームページ（https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/
E-CoP18-069-05.pdf）。
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した11。国内市場が管理下にあるという日本政府の立場が国際的にはほ
とんど受け入れられていない情勢の中、象牙関連の報告は2020年の
CITES 常設委員会が期限となっている12。

（２）不徹底な実施の原因分析
　とりわけ象牙について、exemption を設ける理由は色々あり得るが、
日本の場合、①伝統的に印鑑、楽器、箸、根付、置物などのため象牙が
取引され13、CITES の認知度以上に、象牙の希少で高価なイメージが存
在していること、②その生産者団体が政治家、とりわけ保守勢力と連合
を形成し、適度の・・・政治的プレゼンスを有していること、③（例えば各種
申請・届出の電子化に対する押印見直し論議を典型として）そうした
exemption を無くすことによって利益を得る者がおらず、そうした改革
トリガーの出現が見込めないことがあると考えられる。上記の「連合」は、

「日本の伝統文化を守る」という保守的な主張で独特の迫力を獲得する
とともに、規模が小さ過ぎると政治的に「黙殺」されるが、規模が大き
過ぎると組織的な「綻び」が生じやすい中、程良い規模であることも背
景にあると考えることができる。
　こうした中で、官僚の思考様式の部分に止まらず、条約実務において

「完全担保主義」--- 条約に署名・批准するまでに、条約上の義務につい
て漏れがないよう国内担保法を整備する --- をとる日本では14、最初から
条約の本質的な部分についてのフィージビリティ（実施可能性）を重ん

11 2019年８月29日付け朝日新聞朝刊３面（象牙「国内市場閉鎖」見送り：違法
取引対策、日本などに報告求める　ワシントン条約会議）。
12 2019年９月４日付け日本経済産業新聞７面（象牙の違法取引防止策、日本に
報告要請）。
13 Global Rights Compliance  (2019).  Ivory Trade in Japan: A Comparative 
Analysis: Ivory trade regulations of leading legal jurisdictions and 
recommendations to bring Japan’s legal system in line with international best 
practices. p.3.
14 児矢野マリ（2017）「グローバル化時代における国際環境法の機能：国内法秩
序の「変革」・「調整」による「公的利益」の実現」『論及ジュリスト』2017年秋、
No.23、p. 68。
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じるあまり、対外的な「言質」となってしまい得る大胆なルール・メイ
キングはできず、exemption を設けざるを得ないという面もあるようだ。
取扱者と所有象牙の例外なき登録・モニタリング制度を整えれば市場は
相当規制されそうではあるものの、現況ではそれ相応の行政的対応を可
能にする環境が整っているとは考えにくい。

２.２．欧州連合
（１）希少種取引への対応
　欧州議会のレポートによると、EU は域内共通の規制枠組みを持つも
のの加盟各国で規制への取組はまちまちで、域内国境での取締もいまだ
不十分な状態である。欧州では、国際空港・港湾が依然として域内やア
ジア方面向け希少種取引のハブ（中継地）になっているほか、東欧に新
たな流通ルートがあることも判明している。欧州の CITES 規制対象希
少種消費地としての性格は薄らいできているとはいえ、爬虫類や鳥類と
いったペットの輸入件数は減っていないことから、東欧国境や地中海・
黒海を経由した取引の取締が強化されようとしている。さらに、欧州で
は希少種を原料とする医薬品の需要が一定程度あり、アフリカから欧州
を経由してアジアに届き、そこで加工されたものが欧州に再流入すると
いった現象も確認されている。
　そうした中で、いわゆるワイルド・ライフ・クライム（WLC）の摘発
件数はここ数年横ばいで、その約70％はイギリス、ドイツ（多くは爬虫
類）、オランダ（多くは花卉）でのものとされる。またその半分は、ロン
ドン、パリ、フランクフルト、アムステルダムといった巨大国際空港で
の摘発だ。今後インターネット取引の増加により郵便物に紛れた希少種
摘発の重要性が増すと考えられる中、EU-TWIX というデータベースが
有用とされているが、摘発された希少種がこれから別のところに向かう
のか、あるいはすでに目的地に到着したものかの判別は難しいという規
制上の限界を抱えている。
　そこで希少種取締のため、政策的プライオリティの向上、リスク・ベー
スド・ターゲッティド・コントロール、社会教育と能力開発、需要抑制、
専門性向上（イギリスやスペインのような専門組織立ち上げ）、税関等
の国際協力、データの保存・アクセス向上・集中管理、制裁（EU 環境
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犯罪指令（2008/99/EC）に基づく、効果的で抑止効果を持ち、比例原則
に基づくもの）、現行法令のエンフォースメント徹底、役立つ研究への
スマートなファンディング、EU 行動計画に基づく国際調和、欧州議会
との連携が提言されている15。
　WLC の取締には EU を含む警察の国際的な連携が重要で、国際刑事
警 察 機 構（INTERPOL）と 同 様 の 枠 組 み が 欧 州 刑 事 警 察 機 構

（EUROPOL）にもある。INTERPOL と国連環境計画（UNEP）との共同
レポートによると、希少種の違法取引は今や、資金洗浄や汚職、詐欺行
為なども絡むサプライ・チェーンが形作られていて、年間200億ドルが
流れている。INTERPOL には希少種取引に関する執行チームがあり、
国際的な組織犯罪を撲滅するべく加盟国が効果的に法執行できるよう、
事例から WLC の手口を特定し、それに関する通知や警告を加盟国に発
する支援を行っている。例えば、2010年からの「プレデター・プロジェ
クト」は、毛皮が闇市場で売買されるとともに胴体部分が漢方に利用さ
れるなど需要が大きいアジアン・ビッグ・キャットを守るためのもので、
INTERPOL は各国に情報共有と国際捜査・取締の支援をし、NGO を含
む国際的な諸機関による法執行を繋いで密猟者に対処する。また、ツノ
が違法に売買され工芸品や漢方薬になるゾウやサイを守る「ウィズダム・
プロジェクト」でも、加盟各国の希少種保全を支援する活動をしている。
特に2010年以降、密猟件数が増え、とりわけサイが絶滅の危機に瀕して
いる中、同プロジェクトではこれまでに1100人以上を逮捕し８割以上を
有罪にしているほか、５万点もの象牙工芸品を没収している16。希少種
の専門家が WLC ワーキング・グループを立ち上げ、取締が大きな効果
を挙げるよう日々戦略を練る17。

15 Directorate General  for Internal Policies Policy Department A: Economic 
and Scientific Policy. (2016). Wildlife Crime. The European Parliament.
16 INTERPOL では、これ以外に、木材を対象とした「サンダーバード・オペレー
ション」や「サンダーストーム・オペレーション」、象牙を対象とした「ウォー
ジー・オペレーション」、センザンコウ製品を対象とした「ポーⅡ・オペレーショ
ン（Paws：Protection of Asian Wildlife Species）」などもある。
17 Interpol & International Fund for Animal Welfare. (2013). Project Web: An 
Investigation into the Ivory Trade over the Internet within the European Union. 
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（２）象牙取引への対応
　2019年の締約国会議に向けて提出された前掲の文書（Doc. 69.5）によ
ると18、象牙の商業取引を規制している EU では、条約以前の象牙や骨董
品を免除としていることもあり、依然として市場が残っている。許可証
発給に必要な根拠や象牙のマーキング・登録に関する新ルール（2017年
７月施行）に、加盟国は従う。EU は、市場に違法象牙はないとしなが
ら骨董品がいまだ多く流通していることを認めているほか、2018年には
１万2000点、総額400万ドル相当のオンライン売買があったことも明ら
かになっている。加盟各国から EU が加盟各国をリードして規制に優先
的に取り組むべきとの声も挙がる中、加盟各国がルールに基づくオンラ
イン売買規制の成果を挙げた一方で、そこから追い出された象牙が規制
の甘い地域に流れてしまったようだ19。
　このような EU では、CITES に上乗せしたルールをベースとし、そ
れを加盟各国が国内で実施・運用する形となっている。取引禁止の原則
は厳格で、認定の有無はケースごとに、申請者に提出責任を課した証拠
に基づき極めて慎重に、独立した専門家の手も借りながら審査が行われ
る。EU 環境総局が管轄し、科学的審査と執行を行う各委員会は加盟各
国の代表者から構成される20。
　EU では、象牙の輸出入・製造業者と備蓄在庫の登録を要求していな
い。非営利目的の個人所有は、EU のリストにある希少種（生体）のみ
認証が必要である。象牙の追跡を可能にするべく、一定サイズ以上のも
のには原産地情報を含む永久マーキングを各国政府が施すとともに、そ
のコードは関連情報とともにデータベース化し共有される。EU には希
少種のオンライン取引への直接的規制がないが、電子商取引を規制する
旨を謳う行動計画が電子商取引業者に条約の趣旨目的への注意を喚起す

Environmental Crime Programme February 2013.
18 CITES ホームページ（https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/
E-CoP18-069-05.pdf）。
19 Interpol & International Fund for Animal Welfare・前掲（注17）資料によると、
インターネット上の61個のオークションサイトの660件の広告を分析した結果、
象牙4500キログラム（145万ユーロ）相当であった。
20 Interpol & International Fund for Animal Welfare・前掲（注17）資料。
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るとともに、CITES 執行委員会が企画する業界との意見交換も想定さ
れている。行動計画では、希少種売買に絡む WLC への実効的対策とそ
の能力開発も謳われている（こうした取組に欧州議会から後押しがある
ことの意義も大きい）。登録制度のない EU では象牙の存在を完全把握
することは難しいが、2014年以降、フランス等４か国で象牙備蓄が消滅
した。違反者への制裁について、EU は最低限それを課すべき項目を例
示するのみで、詳細は加盟国に委ねている。EU ルールにも exemption
がないわけではないが、①生物多様性条約と絡めた希少種保護のキャン
ペーン、② WLC 取締能力の向上、③加盟各国や業界とのネットワーク
形成などで、それを克服しようとしている21。
　そのような EU が2019年の締約国会議に際し示した立場は、国際的な
希少種売買には CITES の枠組みを最大限に活用して、科学的アプロー
チで実効的かつ効率的に規制を課すべきというものである。その際、
EU の取組は EU の希少種売買に対処する行動計画と整合的に今後益々
展開していくものだとしつつ、①国際連合食糧農業機関（FAO）や国際
自然保護連合（IUCN）の専門的知見も考慮するべき、② CITES と地域
漁業管理組織（RFMO）の補完的連携を進めるべき、③ CITES を持続
可能な開発目標（SDGs）や生物多様性条約（CBD）の実施枠組みの中に
位置付けるべき、といった提案をしている。EU の取組には、CITES に
上乗せして設けた類型に関するセーフガード創設や、希少種保護のため
の各地域への3000万ユーロ投資もある。後者は、国連薬物犯罪事務所が
現地で規制プログラムを推進し、移動性希少種保全条約の枠組みの中で
保護地域のガバナンスを構築するものである。希少種保護のため、一部
重複する様々な目的や手法を持った既存の関連規制をうまく連携させて
いくべきとの提言をしている22。

21 Global Rights Compliance・前掲（注13）資料。
22 EU ホームページ（https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/
EN/COM-2019-146-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF）、（https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-146-F1-EN-ANNEX-1-
PART-1.PDF）、（https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/
COM-2019-146-F1-EN-ANNEX-2-PART-1.PDF）。
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（３）ルールの定立からエンフォースメントへ
　このように、EU の規制枠組みそれ自体は、目的に照らしてそれなり
に有効なものであり、WLC への対処を世界的にリードするものと言っ
ても良いが、目下の論点はエンフォースメント問題である。全加盟国が
EU 法令を取り入れた国内法を整備しており、ポーランドを除く多くの
国においてそれは刑事法と行政法の２本立てで EU 法に「上乗せ」する
形となっていることから、法整備についてはかなり充実していると言え
るとしても、そのエンフォースメントが不充分な国が多いのだ。
　そうした中で、ローリスク・ハイリターンな WLC は、違法な武器・
麻薬取引とも関係しながら組織犯罪化している。なかなか情報の出てこ
ない資金洗浄などでは対策も考えにくく、まずはそのサプライ・チェー
ンを明らかにしていく必要がある。WLC は希少種原産国における政治
的対立や不安定性との関係が深いことから、国際安全保障の問題と認識
されている。違法な希少種取引が横行すれば、EU 等が取り組んでいる
開発政策、環境政策、投資活動などにも悪く影響し得る。
　EU で最大の問題は、行政責任の捉え方や規制機関の有無など、エン
フォースメントの形が様々で、結果として条約実施が不充分になってし
まっていることだと認識されている。刑罰の軽重も様々で、軽過ぎる国
も少なくない。背景には、エンフォースメントのリソースやスキル、執
行権者の重要性認識と能力（標本判別など）が足りていないこと、執行
機関における WLC 取締の優先順位が低いこと、機密情報のやり取りや
人材育成などに関する執行機関間の協力が欠如していることなどが挙げ
られる。１年ごとに摘発件数を公表する加盟各国も、その後いかなる刑
罰を科したかというところまでは公表しておらず、実際には収監事例が
ほとんどなく過料・科料も小さいものにとどまっている可能性が高い。
　CITES 決議で推奨されている国家行動計画を実際に策定している国
も、少数にとどまっている。現場から聞かれた課題としては予算や人材
の不足、専門的知識の不足、軽過ぎる刑罰、刑事制裁自体の欠如がある。
不起訴になるのは証拠不十分の場合が多いが、裁判所が自身の比例原則
に照らして重過ぎる刑罰を課そうとは思わないこと、科料が管轄自治体
の財源となるため執行機関が刑事罰ではなく行政罰を選びがちであるこ
とが指摘されている。その点、総合的アプローチを採る EU 行動計画は、
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エンフォースメントのみならず予防と国際協力を掲げており有望とされ
る23。

２.３．フランス
（１）希少種取引への対応
　2018年10月、希少種違法取引に関する国際会議（ロンドン）でのフラ
ンス代表の説明によると、まず、同国では生物多様性等保護に関する
2016年８月８日法で、希少種の違法取引に対する罰則を強化した。また、
2018年７月４日の国家生物多様性計画に基づき、税関担当大臣と環境連
帯移行大臣とが委員長を務める運営委員会を立ち上げ、警察や各種監視
機関との協力関係を築く取組を行っている。さらに、違法な希少種取引
への対策は国際開発援助にも反映されている24。国家狩猟希少種事務所
における人材育成プログラムの一環で、チャドからの代表団を受け入れ
たりもしている。また、国際制度の構築において、フランスはナマコ類、
希少木材種などの保護に積極的に取り組む姿勢を示している。2016年に
欧州で初めて象牙市場を閉鎖したフランスは、アフリカの象牙連合と連
携して、象牙市場を閉鎖すべきと締約国会議や国際会議で訴えた25。同
国では、国内象牙市場を禁止した2016年のデクレ（行政立法）によりオ
ンライン売買が激減したとされる26。

23 ここまで、Directorate General for Internal Policies Policy Department A: 
Economic and Scientific Policy・前掲（注15）資料を参照。
24 具体的には、2017年に生物多様性を支える開発援助として３億4000万ユーロ
を計上し、ガボン（1000万ユーロ）、モザンビーク（850万ユーロ）、カメルーン、
チャド、ニジェール（数100万ユーロ）での密猟対策に活用された。
25 France  in  the United Kingdom: French Embassy  in London（https://
uk.ambafrance.org/France-actively-combating-illegal-wildlife-trade）。
26 これには、法律ではなく行政立法によることの機動性や柔軟性、及び、こ
れが司法とは別の行政裁判所の審査・判断によること（レール、H.C.〔大橋洋
一訳〕(2010)「多層型システムにおける行政法学」『新世代法政策学研究』６、p. 
90.）が作用している可能性がある。
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（２）ワイルド・ライフ・クライムの処罰
　フランスでは、密猟の取締のほか、野生生物の生態に関するモニタリ
ング・研究、行政担当者への技術的助言、SDGs に基づく狩猟手法の模索、
狩猟免許の発給を担う国家狩猟野生生物庁（ONCFS）がある27。最近で
は、フランス南西部のオート＝ピレネー県で３人が逮捕された28。また、
警察には WLC 専門チームがあり、スペイン等周辺国との協力も見られ
る。2011年から2012年の間に摘発された WLC の約94.5％（1759件中
1662件）に過・科料が課され、総額で81万2507ユーロ（約9520万円。１
件当たり平均５万7300円）となった。起訴件数は97件である。
　WLC 関連法令のうち、税関法典（Code de Douane）では、懲役刑（最
大３年）、違法輸入品価格の１～２倍の額の罰金刑、違法輸入品・輸送
手段・違法行為を隠すために使用した物品の没収を規定し、組織犯罪に
は懲役刑（最大10年）や違法輸入品の価格の５倍の額の罰金刑を課す余
地を残している。また、環境法典（Code de l’Environnement）では、懲
役刑（最大１年）、最大１万5000ユーロの罰金刑、違法行為に使用した
物品・器具・輸送手段の没収を規定し、組織犯罪には懲役刑（最大７年）
や最大15万ユーロの罰金刑を課す可能性がある。事例としては、オコメ
インコの心臓97個を押収された密猟者（再犯）が１年半の懲役刑に処せ
られたもの、野生動物（２匹の野生猫、３匹のアライグマ、約20匹の野
生ブタ）の違法飼育者が摘発時の暴力的・脅迫的行為もあって懲役６ヶ
月と罰金2000ユーロを科されたものがある29。

27 ONCFS ホームページ（http://www.oncfs.gouv.fr）。ONCFS の年間予算は１
億2000万ユーロで、職員1700人の内訳は、各県に配置された環境技術員（1000
人）、各地域圏に配置された環境技官（350人）、各希少種に割り当てられた技
官（70人）、技術スタッフ（80人）、事務官等（186人）、狩猟免許査察官（25人）
である。
28 SUD OUEST ’Hautes-Pyrénées : des braconniers qui sévissaient "par plaisir 
de braver  l’interdit et de tuer des animaux" arrêtés’（https://www.sudouest.
fr/2019/09/22/pyrenees-des-braconneurs-qui-sevissaient-par-plaisir-de-braver-l-
interdit-et-de-tuer-des-animaux-arretes-6596121-4739.php）。
29 Interpol & International Fund for Animal Welfare・前掲（注17）資料。いず
れにしても、課される可能性のある刑罰の重さに照らして WLC を割に合わな
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（３）規制実施の分権構造
　2017年７月発行のパンフレット French Customs and the Protection 
of Endangered Species によると、CITES を1978年に批准し1997年６月
から EU のルール下にあるフランスでは、管理当局であるエコロジー・
持続可能な発展・エネルギー省／計画・住宅・自然局と各郡（Préfecture）
環境・計画・住居局が輸出入許可証を発給するとともに、財務・公会計
省／関税・物品税局と一緒に税関等で流通を取締まる。
　フランスでも日本と同じく省庁の局や課の独立性が強固だが、新内閣
が発足時に制定するデクレが大臣以下の構成員各々の所管分野を決定
し、各大臣・政務長官の下に彼ら本位で割り振られた行政組織が省庁や
外局の単位となる。これにより、省庁組織が内閣の方針や行政需要に応
じて弾力的かつ柔軟に変化する30。輸出入許可証をオンライン手続によ
り各郡が発給するフランスの仕組みは、分権的と言えよう。個人的・家
庭的な所持・持込と諸品目（一定量以下）は免除となっているが、パン
フレットには「扱いが附属書での位置付けによって異なるので、詳細は
最寄りの郡（環境・計画・住居局）に照会せよ」と関係者に求めている。
そして、「規制の目的は国内の全取引を禁止することそのものではなく、
希少種を絶滅させないということ。皆の自然遺産保護にはあなたの協力
が必要だ」と記してある。
　2014年、EU で最初に象牙備蓄を消滅させたフランスは31、CITES 実
施の先進国と言ってよいかもしれない。日本との比較で見えてくるのは、
① CITES の徹底実施を大原則としてまず掲げつつ、例外を極めて限定
的に設定している、②後述の通り大枠の部分を EU に委ねながら、規制
適合性判断の一定の裁量余地を各郡の管理当局に留保している、③希少
種を絶滅させないという CITES の大目的をまず確認することで、常に
完全ではあり得ない規制法令の exemption を掻い潜る被規制者の戦略
的対応を抑止するとともに、ルールさえに抵触していなければ良しとす
る関係者の「思考停止」を回避している、という特徴である。その意味

くする工夫があると言えるだろう。
30 大山礼子（2013）『フランスの政治制度〔改訂版〕』東信堂、p. 73。
31 Global Rights Compliance・前掲（注13）資料、p. 41。
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では、最初から条約のフィージビリティに囚われ過ぎるのではなく、各
自が CITES の大目的実現のために何が必要かを考える段階が CITES
実施のシステムに埋め込まれているようだ。
　これは、事前調整プロセスへの利害関係者の関わり方・タイミングに
よる部分もあるのかもしれない。というのも、分野は異なるが、2019年
６月の欧州議会議員選挙に先立ち掲載されたある新聞記事によると、
EU の漁獲制限に関して、フランス海岸部の現場（漁師）とブリュッセ
ル（欧州委員会）との「距離」は遠く感じられる。現場ではすでに網目を
大きくして稚魚を逃がすという伝統的な手法により水産資源管理をして
きているが、突如ブリュッセルから来た漁獲制限により、現場では不本
意な雇用調整を強いられているというのだ。選挙に際し候補者が「現場
の声をブリュッセルに届けたい」とやってきたが32、ブリュッセルでの実
際の政策決定はその界隈でのロビイングに依っているところがかなり大
きいようで、規制策定過程の早い段階から現場と政策決定者とが事細か
に調整をした上で規制を策定しているとは考えにくい。むしろ、この実
態から窺われるように、EU 主導により、必ずしも現場の状況にはそぐ
わないかもしれないがやや大胆とも言えるような規制目標を掲げ、それ
を運用していく中で規制のフィージビリティとの「調整」を図っていく
というのが実態のようである（それによってこそ政策評価や規制影響評
価の意義もある）。皮肉ではあるが、EU の目指す Better Regulation 
Strategy が現場の規制当事者の参加を課題としていることが33、このこ
との傍証となっている。

32 Franceinfo ‘Grand Format: Pêche, Agriculture, Environnement... Comment 
Bruxelles  a  change  la Vie de Ces Français’.（https://www.francetvinfo.
fr/economie/emploi/metiers/agriculture/grand-format-peche-agriculture-
environnement-comment-bruxelles-a-change-la-vie-de-ces-francais_3451777.
html）。
33 Costa, O., & Brack, N.  (2019). How the EU Really Works. Second Edition. 
Routledge. pp. 242-244.
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３．条約実施の「静態的」分析

３.１．国際機関と国内制度
（１）国際機関の「制度力」と「規範力」
　条約実施の条件に関するヨアヒムほかの先行研究は34、まず条約実施
を推進する国際機関の属性に注目する。そのうち「制度力」は、その国
際機関が組織的に自律しているか、さらには充分な規制執行権限を有し
ているかによって測定される。条約に違反した批准国に対し何らかの制
裁が下せたり、勧告や決定が批准国を拘束する紛争処理手続を有してい
たりする国際機関は、制度力があると評価される。それに対し、条約違
反国に対して国名公表といったソフトな制裁手段しか持たなかったり、
特定の国の影響の下でしか機能できなかったりする国際機関は、制度力
がないと評価される。この制度力の有無を決める要素として、①司法（的）
機関（例：WTO 紛争処理手続）のほか、②監督・監視機関（例：IAEA
核査察）、③（特別）多数決機関（例：IWC 捕鯨モラトリアム）を通した、
国際法規範を定立する力、すなわち国際立法力や国際法創造力も含めて
考えることができよう35。
　しかし、こうした意味において制度力のある国際機関が直ちに、条約
実施に十分有効なリソースを備えているということになるわけではな
い。というのも、条約実施手段として、①法執行そのものを指す
enforcement に加え、②条約違反国の財政・行政・技術的原因を特定し、
それを補う支援をするという management や、③条約を正当化する規
範や価値観に働き掛け、国際公益の観点から説得する persuasion があ
るのだとすると、制度力は①には直接かつ有効に作用する一方、②や③
には必ずしもそうとは限らない。②や③には、国際機関の中立性や不偏
性、専門性などを背景とした正統性や権威に基づく normative power

（「規範力」）が重要となろう。例えば、タックス・ヘイブンのブラック・

34 Joachim et al.・前掲（注２）論文。
35 Humrich, C., & Zangl, B.  (2010). Global governance through  legislation. In 
Enderlein, H., Waltï, S., & Zürn, M. (eds.) Handbook of Multi-Level Governance. 
Edward Elgar. pp. 343-357.
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リスト化や報告制度が OECD（経済協力開発機構）の規範力ゆえ実効性
を持ち得た一方、特定の国の意向を反映することで中立性や不偏性を
失った国連砂漠化機関は、すぐに実効性を失った。あるいは、発展途上
であまり規範力を持たなかった頃の EU（EC）が、その制度力を背景に
①を強化することで男女賃金平等規制が実施できたのに対し、ドメイン
名等を割り当てる ICANN が①を強化した結果、逆に規範力を失ったと
いう例もある。このように、制度力と規範力とは条約実施に向けて全く
正反対に作用することもあり得る。制度力に基づいて行使する①を自制
する一方、むしろ②や③の手法を積極的に用いることで規範力が醸成さ
れるということ、裏を返せば、短い時間的スパンでの条約実施を可能に
する①が長い時間的スパンで規範力を減殺し、将来的に国際機関の存続
を危うくすることがあり得るということだ。

（２）国内制度の「政治相」と「利害相」
　条約批准国がそれに違反してしまう背景には、①当該政府に国際条約
を翻訳し遵守する意思や能力がない、②重要な圧力団体や政治家が条約
実施に反対している、③当該国内の慣行や文化が国際条約と相容れない
などといったことがある。ここでは、各国の制度や政治（「政治相」）や
国内アクターの利害（「利害相」）と条約との調整コストが高く、それら
が条約実施を邪魔していることが問題となっている。
　例えば、EU の危険化学物質取扱指令に関して、同種の規制がすでに
存在したイギリスやオランダでは国内実施に抵抗が少なかった一方、
EU 指令特有の労働安全衛生の発想が国内で乏しく、それまで一般的管
理よりも技術的で詳細過ぎる程の規制を行ってきたドイツやスペインに
は、その条約実施が馴染まなかった。ただし、化学物質規制実施そのも
のへの政治的関心が高かった国で条約実施が容易だったことから、政府
や国民の当該争点に関する重要性認識（イシュー・セイリアンス）が条
約との調整コストに作用することを示唆する事例とも言える。
　国際機関は条約実施を妨げない当該国内の制度的素地を梃子にしてそ
れを進めることもできるが、そもそも条約実施は、民主主義（例：法の
支配、合意による拘束、司法の独立性、利益団体の多元性）の成熟度が
高いことによっても容易になる。IMF（国際通貨基金）や世界銀行がロ
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シアに試みた市民サービス改革は、強権的なエリツィン政権では進まな
かったが、その後のプーチン政権では権力バランスが流動化したため進
展した。この事例は、民主的多元性のない政治体制下では条約実施状況
が好転する可能性が低いということを示唆している。
　その上で、関係アクターの利害が条約実施に反せず、それで利益を失
うアクターが支配的地位を占めていないことがそのスムーズな実施に
とって望ましい（「利害相」）。「支配的地位」には、政権担当者や議会に
加え、当該条約に関わる圧力団体や当該条約（規制）の第一線の実施者、
規制対象者なども含まれる。ただしこれにも、直接・間接にイシュー・
セイリアンスや民主主義の成熟度が絡む。
　この利害相には、国際機関や各国政府が様々な形で働き掛けることが
できる。例えば、ロシアの市民サービス改革で、IMF と世銀は、アプロー
チの手法を① enforcement から② management へと変えることによっ
て政治家や官僚の支持を獲得できた。CITES 実施がかなり徹底してい
るとされる中国では、規制で収入を失う象牙加工職人の生活を政府が保
障した36。こうした働き掛けは、各種団体や市民からのボトムアップな
問題提起や課題設定をきっかけとしてそれなりの効果を持ち得る一方
で、国際機関や政府には特定の利害関係者へ利益供与することの正当性
を説明する義務が発生するという難点もある。その他、各国内における
人権問題などを典型として、国際的な連携関係の構築が条約実施に功を
奏する場合もある。

３.２．CITES 実施の分析
　CITES が、希少種取引を「全面禁止」ではなく「管理」することによっ
て希少種の保護・保全を図り、経済的利益を含む様々な価値のバランス
をとっているがゆえに国際的に有効たりえているという指摘がある37。

36 Global Rights Compliance・前掲（注13）資料、pp. 7-11。
37 Fuchs, C.  (2010).  Convention  on  International Trade  in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora  (CITES): Conservation Efforts Undermine 
the Legality Principle.  In Bogdandy, A., et al.  (eds.) The Exercise of Public 
Authority by International Institutions. vol 210. Springer, Berlin, Heidelberg.
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　さて、CITES 常設委は①条約の定める義務への全体的遵守のモニタ
リングとアセスメント、②義務への遵守に関する締約国への助言と支援、
③情報の検証、④遵守措置の実施の手段を持ち強力だ。条約実施に資す
る情報収集ネットワークを持つ TRAFFIC も、CITES の制度力を高め
る。取引停止勧告そのものは違反国に取引停止の法的義務を生じさせな
いが、その分、柔軟かつ効果的に運用されてきた。1985年から2013年ま
でに取引停止勧告を受けた43か国のうち８割以上が１年以内に必要な措
置をとって停止勧告が解除されたことから38、何ら是正措置を取ろうと
しない違反国に対して全取引停止の勧告をすることが可能であることは
CITES の遵守を促進していると言える。CITES の意思決定が「（各国の）
主権に配慮しつつも、開かれた議論の場で検討が行われ」ることから、

「締約国や NGO の理解と賛同を得られない行動を維持すること」が困難
なためでもある39。
　CITES の規範力の重要な基盤となり得る科学的・合理的決定には疑
義も呈されていることから40、まずはこれを充実させていく必要がある。
CITES の運営費の多くが国連の分担金負担比率に即して加盟各国から
拠出されている一方、多く希少種を有する途上国に発言の機会が保障さ
れている。外部資金として途上国の CITES 実施能力強化プロジェクト
遂行とフォロアップのために100万ユーロ、2010年の締約国会議決議実
施のために50万ユーロが EU ほか各国から支出されていることは上記の
management であり、留保や、附属書Ⅰの次善策としての附属書Ⅱ掲載
は、調整の落としどころであるとともに締約国に対する一種の
persuasion であって、これらも CITES の規範力を高め得る。
　日仏の国内制度として、担当部局を比較すると、①管理部局が一元的
なフランスと多元的な日本という違い、②科学部局が国立博物館のフラ

38 真田康弘（2018）「イワシクジラとワシントン条約」『JWCS 通信：ワシント
ン条約第70回常設委員会報告』no. 85、pp. 2-7。
39 遠井朗子（2017）「第69回常設委員会の概要」『JWCS 通信：ワシントン条約
第69回常設委員会報告』no. 83、pp. 2-5。
40 Oldfield,  S.F.  (2013). The Evolving Role  of CITES  in Regulating  the 
International Timber Trade. Review of European Community & International 
Environmental Law. 22(3). pp. 292-293.
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ンスと省庁の日本という違い（例えば中国では、希少種科学委員会が中
国科学アカデミーと提携している41）、③執行部局が横割り的なフラン
スと縦割りの弊害を生じ得る日本という違いを指摘することができる。
これについては実際の組織運用を見る必要があるが、１つには条約実施
の縦割りの弊害（生産者利益が反映され過ぎてしまうこと）を克服でき
るかが重要である。それには、環境省が1984年10月の CITES 関係省庁
連絡会議のような形で CITES 実施の横割り的機能を果たせるかが問わ
れる42。府省組織が強固な日本では、内閣官房の機動的な枠組みも活用
できよう（もっとも、政治主導や事前調整（調整権）との関係に注意す
る必要はある）。管理当局と科学当局を兼ね、証明書を発給できる水産
庁については、機能的・組織的分離の必要性の有無に注意する必要があ
る。EU の CITES 実施には、イシュー・セイリアンスも影響している（例
えば、畜産動物の飼育環境を改善する EU の規制は、動物愛護団体のロ
ビイングの結果というより、経済効率と相反しても動物に配慮する土壌
が社会にあることによる43。EU では近年、重要政策である共通農業政策
にも動物福祉が目標に加えられた）。
　規制の新設・強化により撤退した業者もいることから、ペットショッ
プ取引・人工飼育種・オンライン取引・漢方薬原材料象牙の規制、審査
厳格化、マイクロチップを用いた追跡といったものは条約実施にかなり
資する。しかし、規制法令の exemption を埋めていくことには限界が
あり、「イタチごっこ」になることは否めない。また、確かに法執行の
厳格・重罰化は違反行為のコストを上げるが、CITES 実施の第一線と
なる税関やオンライン取引のゲートキープ機能の質的・量的充実も一緒
に検討されるべきだろう。その点、CITES で検討されている国連組織
犯罪防止条約や反汚職条約、サイバー犯罪対策との協力には44、限られ
た規制資源の効率的活用に資する面もあると考えられる。

41 Global Rights Compliance・前掲（注13）資料、p. 8。
42 菊池・前掲（注８）論文。
43 打越綾子（2016）『日本の動物政策』ナカニシヤ出版、p. 331。
44 遠井朗子（2017）「CITES の国内実施：決議10.10. の解釈を中心として」『生
物多様性保全と持続可能な消費・生産』、pp. 111-121。
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３.３．「静態的」分析の可能性と限界
　ヨアヒムほかの先行研究は、数多くの事例研究の積み重ねにより条約
実施の国際的・国内的条件を「理論」化することに成功している。同書は、
必ずしも読者にとって意外な結論を導いているわけではないが、条約実
施の成否を決める政治・行政的条件に加え、社会・経済・文化的条件に
もバランスよく注目していることから、学際的研究としても得るところ
の大きい成果だと言える。
　他方で、あえてその限界を指摘するならば、まず、本稿に言う「規制
空間」を簡単化のために国際次元と国内次元とに二分しているという問
題がある。その上、歴史的に積み重ねられ数多存在している国際条約の
中で、ある特定のものからのインプットに対して国内の諸条件が適合的
か否かを判定するという単線的な見方が、トップダウンで一方向的な条
約実施を前提としており、いわば静態的な条約実施観に基づいている。
確かにこれも１つの整理の仕方ではあるが、実際には国際次元と国内次
元とを連続的に捉えるのが「規制空間」を論じることの面白みである。
それに加え、実際、国際・国内諸条件の間には双方向的な作用や国境を
越えた様々な民間アクターの関与があり得、ときにそれらの行動は互い
に戦略的でさえあり得る（したがって、一定の時間幅の中でそれを捉え
る必要がある）。加えて、それは果たして条約実施システムに内在する
不完全性や非合理性をも実態に即して活き活きと描き切れる分析視角か
という問題もある。同書は、簡単化した現実を「理論」的に捉えるとい
う作法に則ったものではあるが、条約実施システムをより動態的に分析
する視角でもってこれを補うことが期待される。

４．条約実施の「動態的」分析

４.１．マルチレベル・ガバナンス
（１）概念としてのMLG
　私たちの目の前で観察可能な行政現象は、国内外の様々なメカニズム
による、各政府・行政組織間対立の抑制・協調の結果だと言ってよい45。

45 Bevir, M. & Hall, I. (2011). Global Governance. In Bevir, M. (ed.) The SAGE 
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例えば、私たちが使う自動車や電気製品の安全基準は、各国政府やメー
カー（業界団体）の調整を経て定められる国際基準に適合（もしくは準拠）
しているし、私たちに身近な道路や政府庁舎の建設工事（公共事業）の
多くにも、自由貿易促進を主目的に創設された世界貿易機関（WTO）の
政府調達規制が課せられている。もちろん全てがトップダウンによる政
策決定・実施の結果とは限らないが、このようにローカルな行政現象で
さえグローバルであることから46、現代行政を規定する要素を探るには、
国際・国内の各政府・行政組織間の垂直的・水平的対立を抑制・協調に
向かわせる様々な調整メカニズム、すなわち MLG に注目することが有
効かつ必要だと考えられる。
　最近の MLG の研究動向をあえて整理するならば、縦・垂直方向（各
地域・国・地方といった各レベルの政府・行政組織間関係）の研究と横・
水平方向（政府等と民間アクター・市民・独立機関等とのネットワーク
関係）の研究とに分類される47。欧州政治の「統合の終焉」が叫ばれ、行
政的意味における MLG も大きく変容する中にあって、例えば、縦の観
点 か ら、 国 家 に 比 し て 超 国 家（supranational）の み な ら ず 地 方

（subnational）の重要性が増しているとする指摘や48、横の観点から、欧
州 で 進 む 自 由 化 の 中 で 官 民 関 係 を 規 律 す る 独 立 機 関（Autorités 
Indépendantes）がフランス国内で多様化し、それなりに存在感を増し
ているとする指摘が見られるようになった49。MLG では、単純なヒエラ
ルキーの政府構造とは異なり、政策決定が一体誰の負託を受けたものか

Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 352-366.
46 Denters, B. (2011). Local Governance. In Bevir, M. (ed.) The SAGE Handbook 
of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 313-329.
47 Bach,  I, & Flinders, M.  (2011). Multi-level Governance.  In Ansell, C., & 
Torfing J. (eds.) Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Pub. pp. 
486-498.
48 Pinson, G. (2016). The French Way to Multi-Level Governance: Governance 
with Government.  In Elgie, R. et al.  (eds.) The Oxford Handbook of French 
Politics. Oxford Univ. Pr. pp. 102-127.
49 Chevallier, J.  (2019). Science Administrative. 6e edition mise à jour. Thémis 
droit. pp. 408-409.
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というアカウンタビリティ関係が複雑に入り組むという問題がある
が50、逆にそれを MLG の枠組みの中で整理して捉え直すことで、「規制
空間」の構造を理解することができ、状況を改善できるようになる51。

（２）戦略としてのMLG
　MLG は、国際・国内で、一定の公的目的や自律性を持った組織と民
間アクターの間の機能的分業・協働と、各層間の相互作用（機能や目的
の重複・齟齬とその調整過程を含む）に着目する。欧州では、1980年代
後半に超国家、加盟国、地方を縦・横断する形で政策ネットワークが形
成され始め52、1990年代初頭以降、EU の政治行政が加盟国間交渉を経た
超国家的決定だけによっているわけではないとの認識に繋がっていっ
た53。その点では、MLG は今や、手垢の付いた概念になっていることも
否めない。
　他方で EU は、環境条約の対外交渉と実施に対し、政府等アクターの
複層性を前提に、いわばボトムアップ的手法とトップダウン的手法とを
うまく使い分ける戦略を採っているようだ。すなわち、EU で加盟国が
増えた結果、課題設定者と拒否権者との調整プロセスという特徴を持つ
環境政策に関しては特に、それに積極的な国とそうでない国、政策実施
能力の高い国と低い国、それに関わる NGO が充実している国と不十分
な国との間の調整は容易でなくなり、経路依存性もあって EU は急激に
変化することが難しくなった。そうした中で EU は、①既存諸制度を効
率化しながら統合する、②政策実施段階で目標と実態との「調整」を図る、
③大目標を示しつつ、具体的な実施手法は加盟各国や現場の裁量に委ね

50 Heinrich, C. J.  (2011). Public Management.  In Bevir, M.  (ed.) The SAGE 
Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 252-269.
51 Yasuda, J.  (2017). Regulatory Governance. In Ansell, C., & Torfing J.  (eds.) 
Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Pub. pp. 428-441
52 Pagoulatos, G., & Tsoukalis, L. (2012). Multilevel Governance. In Jones, E. et 
al. (eds.) The Oxford Handbook of The European Union. Oxford Univ. Pr. pp. 
62-63.
53 Enderlein,  H., Waltï,  S., &  Zürn, M.  (eds.) Handbook of Multi-level 
Governance. Edward Elgar. pp.3-7.
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る、といった手法を採るようになった。これには確かに現状追認的な方
便という側面もないわけではないが、①諸制度の複層的組合せによる統
合、②決定（EU 指令）を梃子とした実施（と、現場での柔軟な運用）、
③政策決定・実施者間の discretion-sharing は、MLG の含意する手法で
ある。これを背景として、場当たり的で漸増主義的な立法の積み重ねか
ら包括的な政策パッケージ作りへと変化した EU の環境政策は54、その
戦略とともに動態的に捉えられる必要がある。

４.２．CITES 実施の分析
　近年の CITES の変容における EU の主導性は未知数だが、EU 提案
と重なる部分が多い。２.２で概観した EU の立場は、①隣接する国際
規制・条約を解釈によって相互に参照・引用し、階層的に位置付けると
いう方便によって、関係各国の足並みを揃えるべく指導・監督・調整を
行う、②加盟各国の利害を調整しながら行動計画を立て対外的な立場を
整理する中で、より大きな視点から「国際公益」を観念し、それを実現
するためのシステムを対外的に訴える、③加盟国分の票を取りまとめて
多数派を形成することにより、上記の「国際公益」に資する規制システ
ムを実践し、他地域へと展開することを試みる。これは、自らが掲げた

「国際公益」に対し現場で規制実施が不徹底であることへの非難を政治
決定（EU）レベルでは回避しながら、そうした非難と超国家組織として
の正統性を梃子にして現場レベルに規制実施を促し、全体として「国際
公益」に資する規制システムを構築するとともに他地域へ展開するとい
う、国際規制への対応戦略なのかもしれない。EU 中枢（「上層」）が政
治的基本決定に集中する一方、「中・下層」ではその実施のために詳細
なルール設定や行政連携を行い、補完性原理に基づき各層が作用し合
う55。その EU 的手法を分析するには、国内外に広がる「規制空間」での
EU・加盟国政府・自治体、国内外の官民、さらには様々な規制枠組み等、

54 Burns, C., & Carter, N. (2012). Environmental Policy. In Jones, E., Menon, A., 
& Weatherill, S. (eds.) The Oxford Handbook of The European Union. Oxford 
Univ. Pr. pp. 513-516.
55 レール・前掲（注26）論文、p .103。
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各レベル間での機能的分業・協働、すなわち MLG の歴史的経験を踏ま
える必要がある。CITES 実施システムを MLG の視点で捉えることに
より56、①決定に関わる締約国政府（中央府省）から実施に携わる地方政
府・民間への権限移譲、② CITES 実施全般から「公益」を観念する横
割り組織（官房）と業界や現場と向き合う縦割り組織（原局）との適切な

「距離」と役割分担、③管理当局と科学当局の機能的・組織的分離によ
る利益相反の防止、といったポイントも抽出される。敷衍すると、交渉・
決定部局と現場や原局との間に一定の「距離」を置くことが、視野の広
い「公益」観をもって、規制の実現可能性に囚われ過ぎない大胆な決定
やルール・メイキングを可能にし得る。また、科学部局と管理部局との
機能的・組織的分離により、科学的評価の信頼性と条約実施システムの
規範力が高まり得る。
　実際のところ、MLG の CITES 実施システムは、EU を含む多国間調
整の結果だ。CITES では現に、①希少種を超えた（例：サメ・エイと
アフリカゾウ）の地域間連携、②「持続可能な開発」や「貧困・飢餓の撲
滅」といった新たな政策目標の「傘」を差し掛けていくことによる連合
形成、③ CITES と隣接する他フォーラム（例：RFMO、FAO）の合意
や動向を梃子とした条約実施（サブ）システム間の調整が見られる。また、
SDGs や CBD で広く認められつつある自然資源管理での社会的公正性
や地域社会の社会経済的事情と種の生存という大目的との調整も、目下
CITES の課題となっている57。利害関係者の方便や落としどころ探しを
経て、CITES 実施（サブ）システムは多層的な国際規制・条約の大シス
テムの中に置かれることになった。
　MLG において、国際規制・条約（サブシステム）間の衝突・対立は、
政策目的の「傘」を差し掛けていく手法や方便の再構成・再解釈を通じて、

「国際公益」を協働で模索・実現する大きなシステムへと捉え直される。

56 例えば Considine, M. & Afzal, K. A. (2011). Legitimacy. In Bevir, M. (ed.) The 
SAGE Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 369-385. は、MLG
における組織間の「抑制と均衡」（チェック・アンド・バランス）の重要性を指
摘する。
57 遠井・前掲（注44）論文。
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そのようにして出来上がる条約実施システムでは、まず合意形成と規制
行政資源利用の効率化が期待できよう。例えば、CITES の認証制度と
CITES に沿った EU の行動計画、CITES への国連熱帯林協定（ITTO）
の参画は、1980年代以降の熱帯林の持続的利用や取引禁止規制といった
価値観の対立を経て、国際的な熱帯林保護・保全システムに埋め込まれ
ていった58。
　MLG の特徴は、多国間調整による環境政策実施の経験を積んできた
EU、及び、複雑化する CITES の実施システムに見出される。CITES
では、FAO、IUCN、RFMO、SDGs、CBD、WTO といった国際規制・
条約との、目的や手段の重複をある程度許容する一方、それらの規制イ
ンフラを活用しようとしている。そうすることで国際的な合意形成を図
り、条約の掲げる「国際公益」の実現に向けて関係者に説得を図っていく。
これには確かに CITES を複雑にし、実施を難しくしている面もあるが、
CITES 実施の１つの戦略とも言える。また、CITES（特に EU におけ
る実施）では、そのフィージビリティに囚われ過ぎない、大胆な決定や
ルール・メイキングが行われているようである。すなわち、早い段階で
はフィージビリティをひとまず措き野心的な目標を掲げることで、徐々
に現場がそれに追い付いてくることを期待する戦略である。さらに
CITES では、大目標を掲げながら、それを実現する方法については現
場に知恵を絞らせる。これには、各現場に応じた手法の革新が進む可能
性があることに加え59、条約の交渉や締結という大きな方針決定と現場
の責任とを切り分けることができるというメリットがある。

４.３．「動態的」分析の可能性と限界
　図は、本章で論じたことのイメージである。図は、「規制空間」の秩
序を把握するツールとして、寺谷が「調整理論」を論じる中で提示した「空

58 Oldfield・前掲（注40）論文、pp. 295-298。
59 Marks, G., & Hooghe, L. (2004). Contrasting vision of multi-level governance. 
In Bache,  I. & Flinders M.  (eds.). Multi-level Governance. Oxford Univ. Pr. 
pp.15-31.
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間」と「時間」の座標軸にも対応するものになっている60。すなわち、「空
間」の観点では、ルール（国際規制・条約等）が（本稿に言う、「傘」を
差し掛けるという行為によって）重層化するとともに、かつて二元論的
に捉えられてきた国際・国内、公共・民間といった属性の一体化がます
ます進む。また「時間」の観点では、ルール及びそれを運用する諸機関
の間で、各々の整合性と連結性を意識しつつ衝突を解消する対話が（必
要に応じて）継続的に行われ61、これに伴って条約実施システムが不断に
変化（ある意味では複雑化）する。いわゆる「フラグメンテーション問題」

60 寺谷広司（2017）「グローバル化時代における法の把握：調整理論の現代的展
開」『論及ジュリスト』2017年秋、No.23、pp. 27-35.
61 Lam, W. F.  (2011). Governing the Commons. In Bevir, M.  (ed.) The SAGE 
Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 501-517.

図　CITES を取り巻く「マルチレベル・ガバナンス」

出典：環境法政策学会年次学術大会（第23回）での報告資料（筆者作成）に
　　　微修正を施したもの。
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に起因するルールの衝突は、放置される場合もあるが、例えば図で
WTO と CITES の関係を巡って会議体が設けられているように、一定
の時間をかけた「調整」によって収束を図る試みがなされることも多い。
いずれにしても、条約実施システムは MLG によって、「空間」と「時間」
の中で動態的に把握される。
　MLG は、それを政策のインプット（マルチレベルの相互作用）とアウ
トプット・アウトカムとの間の因果推論に用いる研究も最近増えており、
その分析視角としても有効である62。他方で、MLG に関しては、国際・
国内・地方の縦の政府間関係など多層性に注目し過ぎることによって、
相対的に横のアクター間関係や地域間関係が見落とされがちになること
に注意を促す指摘もある。それに対しては、規制管轄に基づく機能主義
的なものの見方として、マルチジュリスディクショナル・ガバナンスと
いう対案が示されている63。

５．おわりに：条約実施の学際的研究に向けて

　本稿では、日・仏・欧の CITES 実施や締約国会議提案を整理した上で、
CITES 実施をその国際・国内的条件と MLG の視角により分析し、さ
らにその分析視角それぞれの、条約実施システムを捉える上での限界と
可能性を論じた。CITES 自体は、その趣旨目的や条約実施の仕組みの
上では高い実効性を期待できると言えそうだが、本稿に言う政治相や利
害相に関して、条約実施を妨げる要因が各地に存在していることが明ら
かになった。行動計画によって CITES 実施を高らかに謳う EU でさえ、
ルール定立はともかくエンフォースメントの徹底が今後の課題と認識さ
れている。そうした中、CITES 実施システムを概念としての MLG、及
び、戦略としての MLG によって捉え直すことで、多国間調整を経て成
り立っているその多層的構造が明らかになった。これは、国際・国内、

62 Lynn, L. E., Jr  (2011). The Persistence of Hierarchy. In Bevir, M.  (ed.) The 
SAGE Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. pp. 218-236.
63 Smith, A. (2011). Multijurisdictional Regulation. In Bevir, M. (ed.) The SAGE 
Handbook of Governance. SAGE Publications Ltd. p. 302.
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公共・民間といった二元論を超えた一体的「空間」において、ときに衝
突する様々なルールの整合性と連結性を意識しつつ「調整」が継続的に
行われ、それに伴ってますます多層化・複雑化する動態的な条約実施シ
ステムのイメージである。
　そのような条約実施システムには、やはり学際的（inter-disciplinary）
にアプローチする必要があるだろう。本稿での検討結果を踏まえると、
条約実施システムには、①ルール間の「調整」のどのタイミングや局面、
目的に注目するかによって、②現状・実態（経験）分析に力点を置くか、
制度設計や様々な思考実験に力点を置くかによって、また、③それをで
きるだけ抽象化・一般化して捉えようとするか、その個別具体に入って
いって条約実施システムの態様を捉えようとするかによって、各ディシ
プリン・方法がその強みを発揮すべき場面がありそうだ。各々の持ち味
を尊重しつつ、その成果を持ち寄って統合することで、条約実施システ
ムの総体を立体的に捉えることが今後の課題である。
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はじめに

　日本の詐害行為取消権は、2016年債務法改正前フランス民法典1167条
のパウルス訴権〔action	paulienne〕1（現行フランス民法典1341-2条2）に由
来する。しかし、日仏法は様々な改正を経験し、それぞれ異なる道を歩
んできた。
　まず、従前より日本民法における詐害行為取消権は、その認容判決の
効果がすべての債権者に生じるものとされてきた（民法425条3）。つまり、
詐害行為取消訴権は、原則として総債権者の利益を図るための制度とし
て位置づけられてきた。実際に、日本では、詐害行為取消訴訟は包括的
債務処理制度（例えば、私的整理手続における適用）として活用されて
いる4。このような詐害行為取消権の性質を前提として、債務者の倒産手
続開始により詐害行為取消訴訟は中断し（破産法45条１項）5、破産管財人

1 フランス法における action	paulienne は、「廃罷訴権」または「ポリエンヌ訴
権」とも称され、日本における債権者の詐害行為取消権に相当するものである。
フランス法における action	paulienne は、ローマ法におけるパウリアナ訴権

〔actio	pauliana〕を継受したものであり、ローマ共和政末期の法務官パウルス
〔Paulus〕が提案した刑事懲罰の性格を有する制度であったため、パウルス訴
権とも呼ばれている。ローマ法において、actio	pauliana は、もともと商人の
民事破産手続における制度として登場した。Corinne	Pizzio-Delaporte,	L’action	
paulienne	dans	les	procédures	collectives,	RTD com.	1995,	no3,	p.	716.	本稿では、
議論の便宜上、action	paulienne について、主に「フランスの詐害行為取消権」
または「詐害行為取消訴訟」と称する。
2 2016年2月10日のオルドナンス131号による債務法改正によって、パウルス訴
権の条文は、現行フランス民法典1341-2条に定められている。
3 民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）により、詐害行為取消訴
訟の確定判決の効力は全ての債権者だけでなく債務者にも及ぶと改正された

（改正民法425条）。本稿では、法律の名称を特に説明していないのは改正前日
本民法の条文であり、改正がなされた部分については改正法として表記する。
4 森田修『債権回収法講義（第２版）』（有斐閣・2011）54頁。小林秀之『破産か
ら新民法がみえる』（日本評論社・2018）208頁以下。瀬川信久「詐害行為取消
権─日本法の比較法的位置と改正案の現実的意義─」別冊 NBL147号（2014）「債
権法改正の論点とこれからの検討課題」93頁。
5 民事再生法40条の2、会社更生法52条の2も、破産法と同様、係属中の詐害行
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がその中断した訴訟手続を受け継ぐことができるとされている（破産法
45条２項）。倒産手続開始決定がなされた後、個別債権者による新たな
詐害行為取消権の行使が認められるかどうかという問題については、明
文規定が設けられていないが、裁判例において、これを否定する傾向が
ある6。
　これに対して、現代フランス民法の判例・通説におけるパウルス訴
権7は、総債権者の利益のための訴権〔action〕8ではなく、個別債権者の
ための債権回収手段の一つとされている9。なぜなら、パウルス訴権（詐
害行為取消権）の行使によって、債務者と受益者との間になされた詐害
行 為 は 取 消 債 権 者 に 対 抗 で き な い と い う 個 別 効 果（「 対 抗 不 能

〔inopposabilité〕」）のみが生じるからである。もっとも、フランス法に
おけるこのような個別債権者のための訴権という詐害行為取消権の位置
づけは、倒産法の場合においては必ずしも貫徹されていない。日本法と
は異なり、フランスでは、倒産手続の開始により詐害行為取消訴訟は中
断・受継されず、倒産手続進行中でも債権者による詐害行為取消権の行

為取消訴訟の中断を定めている。本稿では、破産法を代表例として説明する。
6 大判昭和４年10月23日民集８巻787頁。東京地判平成19年３月26日判時1967
号105頁。
7 フランスのパウルス訴権に関して、日本では、数多くの先行研究によって網羅
的に紹介されている。代表的なものとしては、松坂佐一『債権者取消権の研究』（有
斐閣・1962）81頁以下、船越隆司「詐害行為取消権の効力の相対性」別冊ジュリ
25号フランス判例百選（1969）142頁以下、片山直也「フランスにおける詐害行為
取消権の法的性質論の展開──20世紀前半における『対抗不能』概念の生成を中
心に」慶応義塾大学大学院論文集26号（1987）３頁以下、佐藤岩昭『詐害行為取
消権の理論』（有斐閣・2001）、片山直也『詐害行為の基礎理論』（慶応義塾大学
出版会・2011）、中西俊二『詐害行為取消権の法理』（信山社・2011）など、がある。
8 フランス法において、訴訟当事者の訴訟追行の権利は、「action」という言葉
を用いて表現されている。ローマ法における「アクチオ〔actio〕」に相当する概
念である。法務大臣官房司法法制調査部編『〔注釈〕フランス新民事手続法典』

（法曹会・1978）72-74頁。先行研究において、「action」は「訴権」または「訴訟
追行の行為」と訳されている例もあるが、本稿では、「訴権」と「訴訟追行権」
を区別せずに、同じ意味として取り扱う。
9 片山・前掲注（7）（論文1987）３頁以下を参照。
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使は禁止されていない10。しかし、他方で、フランス倒産法は、詐害行
為によって総債権者（債権者団体）が被った損害を回復するために、倒
産手続の機関にも詐害行為取消権を行使できる権限を付与している11。
つまり倒産の場面においては、個別債権者のための詐害行為取消権と総
債権者のための詐害行為取消権の両方が並存することになる。
　本稿は、倒産手続における詐害行為取消権の処遇という問題に関して、
フランス法における取り扱いを明らかにすることにより、日本倒産法に
おける同様の問題への示唆を得ることを目的とする。以下では、まず、
フランス法における詐害行為取消権と倒産手続を概観する（一）。また、
フランス法は如何なる理由から、詐害行為取消権に係る訴訟が倒産手続
の開始により中断せず、倒産手続開始後に個別債権者による詐害行為取
消権の行使を許容するに至ったのかを検討する（二）。次に、倒産手続
の機関はいかなる場合に民法上の詐害行為取消権を行使できるかを究明
する（三）。最後に、詐害行為取消権の個別債権者による行使と倒産手
続の機関による行使は如何なる関係にあるのか、その関係についてフラ
ンス法における議論の到達点を明らかにした上で（四）、若干のコメン
トを加えたい（おわりに）。

一　フランスの詐害行為取消権と倒産手続の概観

　以下の議論の前提を明らかにするために、まずは、フランス民法典に
規定されている詐害行為取消訴訟、及びフランスの法的倒産手続の構造
とその機関を概観する。

10 P.-M	Le	Corre,	Droit et pratique des procédures collectives, 2019/2020.10e 
éd.,	Dalloz	2018.	no621.311.	p.2094.
11 André	Jacquemont	et	Régis	Vabres,	Droit des entreprises en difficulté, 9e éd.	
LexisNexis	Paris	2015,	no664,	p.401.
　Françoise	Pérochon,	Entreprises en difficulté, 10e éd,	LGDJ	2014,	no1470,	
p.673-674.
　Corinne.	Saint-Alary-Houin,	Droit des entreprises en difficulté. 10e éd.	L.G.D.J	
2016,	no1151,	p.735.



論　　　説

北法70（6・35）1043

１．民法上の詐害行為取消権

　フランス民法典1341-2条は、「債権者は、その名義において、その債
務者がなした自らの利益を詐害する行為が自分に対抗できないと宣言し
てもらうよう裁判所に求めることができる。②その行為が有償行為であ
る場合、債権者は、契約の相手方たる第三者（受益者）が詐害性を認識
していたことを証明しなければならない。」と規定している。つまり、
フランスの詐害行為取消権は、「支払不能〔insolvabilité〕」12になった債
務者による詐害行為より前の原因に基づいて債権を取得した債権者にの
み付与される訴権である。詐害行為取消訴訟は、原則として、受益者又
は転得者を被告とする訴訟である。なお、詐害行為取消権の行使要件で
はないが、訴訟係属中に、取消債権者は債務者を訴訟への引込み / 呼び
出し〔mise	en	cause〕ができると解されている13。
　また、詐害行為取消権の効果については、取消請求が認められた場合、
その「対抗不能」の効果が取消債権者にのみ生じると一般的に理解され
ている14。フランス法において、「対抗不能」という概念は様々な場面で
論じられているが、倒産手続における詐害行為取消権行使の可否という
問題との関係では、「対抗不能」は次の三つの意味を有する。
　（１）まず、詐害行為の取消請求が認められた場合、逸出財産を債務
者財産に取り戻す必要はなく、取消債権者は受益者の手元に置いたまま
財産売却を求めることができる。つまり、取消債権者は裁判所に対し対
象財産に対する強制売却〔vente	 forcée〕を求める権限を有することに
なる15。その結果、取消債権者は財産売却によって自ら債権回収を図る
ことができる。この点から見ると、「対抗不能」の終局的意義は、取消

12 Cass.	com.	10	juill.	2012,	no11-19664	NP.	実務において、詐害行為取消権を主
張する取消債権者は、債務者が明らかに支払不能の状態に陥ったということを
証明できなければ、詐害行為取消請求が認められない。
13 	François	Terré,	Philippe	Similer,	Yve	Lequette,	François	Chénedé,	Les 
obligations, 12e éd,	Dalloz	2018,	no1598,	p.1665-1666.
14 フランスのパウルス訴権における「対抗不能効」の効果に関しては、片山・
前掲注（7）（論文1987）3頁以下が詳しい。
15 Civ.	1re,	12	juill.	2005,	no	02-18298	P.	D.	2005.	2653,	note	P.-Y	Gautier.
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債権者に対して差押債権者に相当する権限を与えることにあるといえ
る。なぜなら取消債権者は自ら強制売却の申立てを行わなければ、債権
回収をすることはできないからである16。
　（２）また、詐害行為取消権の「対抗不能」は、取消債権者に限って認
められている効果である。これは、いわゆる対抗不能の相対的な効果

〔effet	relatif〕であり、訴訟に参加しなかった債権者に既判力〔autorité	
de	chose	 jugée〕17が及ばないということを意味している。そのため、原
則として、取消債権者以外の債権者がその詐害行為取消訴訟の勝訴判決
を援用することはできない。ただし、紛争解決の効率性を考慮するため
に、判決の効力は強制競売による財産売却の相手方たる落札者（買受人）
に拡張できるとされている18。なお、取消債権者が敗訴した場合でも、
他の債権者は同一の行為を対象として取消しを請求することができる。
　（３）さらに、対抗不能の効果が認容されても、債務者と受益者との
契約又は合意の効力は維持される。それは、対抗不能に基づいて下され
た財産売却の決定は、債務者と受益者の間に形成した合意に対して既判
力を有しないからである19。したがって、債務者が処分した財産が取消
債権者によって強制売却された場合、受益者は、有効な契約に基づいて
債務者に対して損害賠償を求めることができる。

２．フランス倒産手続とその機関

16 本文の一、１．（２）で述べているように、他の債権者が判決効に拘束され
ないため、判決の結果に不服として改めて詐害行為取消権を提起することがで
きる。このように、フランスでは、詐害行為取消の事案において判決手続と執
行手続が分けられている。対抗不能の効果は、取消債権者に差押債権者の地位
を付与することにとどまっている。
17 フランス法における「既判力」という概念に関する近時の研究として、フレ
デリック・フェラン（著）芳賀雅顯（訳）「フランス既判力論の不明確さと矛盾」
法律論叢91巻第１号（2018）414頁以下がある。
18 Cass.	civ.	3e,	20	mars	1996,	no	94-14665.	Cass.	civ.	1re.	29	 janv.	2002,	no	98-
20155	P.	D.	2002,	2153,	note	G.	François.	D.2002.	Somm.	2505,	obs.	B.	Mallet-
Bricout.	Civ.	1re,	12	juill.	2005,	no	02-18298	P.	D.2005.	2653,	note	P.-Y.	Gautier.
19 Com.	14	mai	1996,	no	94-11124	P.	Bull	1996	IV	no	134	p.	117.
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（１）フランスの法的倒産手続の概要
　倒産手続における詐害行為取消権の行使の可否という問題を検討する
に先だち、フランスの倒産手続とそれぞれの開始要件を概観する。現行
法の下でのフランスの企業倒産手続は、大きく分けると、再建型の企業
救済手続（企業保護手続）〔procédure	de	sauvegarde〕、裁判上の更生手
続〔redressement	judiciaire〕及び清算型の裁判上の清算手続〔liquidation	
judiciaire〕という三つの制度が存在する20。
　企業救済手続は、債務者企業の支払停止〔cessation	des	paiements〕
より前21に、債務者の申立てのみによって開始される手続である（フラ
ンス商法典 L.620-1条以下参照）。企業救済手続の創設により、早期に企
業再建を図ることが可能となっている。なお、2010年10月22日法律
2010-1249号によって、長期間の再建型倒産手続に存在する事業毀損・
高額コストの欠点を抑制するために、金融機関についての特別規定とし
て、「金融債務迅速救済手続」〔SFA:	sauvegarde	financière	accélérée〕
が設けられている（同法典 L.	628-1条以下参照）。
　裁判上の更生手続は、債務者企業が支払停止になった後に利用できる
手続である（同法典 L.631-1条、L.631-4条参照）。ただし、調停手続

〔procédure	de	conciliation〕の申立てがなされていない場合には、債務
者は支払停止後45日以内に裁判上の更生手続の申立てをしなければなら
ない。企業救済手続と異なり、債務者のみならず、債権者も裁判上の更
生手続の申立てをすることができる。

20 フランス企業倒産法制とその沿革については、マリーエレーヌ・モンセリ
エ＝ボン（著）荻野奈緒＝齋藤由起（訳）「フランス倒産法概説（一）（二）（三・完）」
阪大法学65巻４号、５号、６号（2015-2016）157頁以下、及び、拙稿「フランス
の企業倒産手続における経営者責任（１）」北大法学論集67巻５号（2017）127-
157頁を参照。なお、フランスでは、消費者は個人多重債務処理手続〔procédure	
de	surendettement〕の申立てをすることができる。多重債務処理手続について、
町村泰貴「フランス消費者倒産の実務（上）（中）（下）」商学討究47巻２・３合
併号253頁以下、後藤巻則＝野澤正充＝町村泰貴＝柴崎暁「フランスの消費者
信用法制」（クレジット研究・2002）88頁以下を参照。
21 債務者企業は自ら経営の窮地に陥ったことを証明できれば企業救済手続の
利用が可能である。
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　裁判上の清算手続の開始は、債務者企業の支払停止、及び明らかに裁
判上の更生手続が利用できないことが要件とされている（同法典 L.640-1
以下参照）。企業救済に関する2005年7月26日の法律第2005-845号（以下、

「2005年法」という）は、中小企業に限って適用可能な「簡易清算手続
〔liquidation	judiciaire	simplifiée〕」を設けた（同法典 L.644-1以下参照）。
簡易清算手続は、伝統的な裁判上の清算手続に加えて、迅速性と経済性
を重視する新たな裁判上の清算手続の一つとされている22。
　このように、フランスの企業倒産法制には様々な手続が設けられてい
る。しかしながら、倒産手続における詐害行為取消権行使の可否という
問題は、倒産手続が再建型か清算型かによってその結論が変わるという
よりは、むしろ債務者の詐害行為が行われた時期、債務者の支払不能の
有無、債権の発生時、債務者の支払停止日等によって判断されている。
そのため、議論の便宜上、以下では、企業救済手続、裁判上の更生手続
と清算手続という三つの手続を区別せずに、「倒産手続」という場合が
ある。
（２）フランス倒産手続の機関
　フランスでは、1985年1月25日の法律第85-98号（以下、「1985年法」と
いう）23以前には、倒産手続の中心的役割を担う主体は、破産管財人

〔syndic〕のみであった。1985年法による改正では、倒産手続の機関に
関して大きな見直しが行われ、単一の管財人制度が廃止された。現行法
においては、破産管財人の責務は、再建型と清算型に分けて多様な主体
によって分担されている24。具体的に、フランスの倒産手続における日

22 簡易清算手続は、一般の裁判上の清算手続より簡易化された手続として、3 ヶ
月以内に終結しなければならない。特別な事情がある場合に限り、裁判所の決
定によって手続の期間を延長することができる。
23 フランスの企業の裁判上の更生と清算に関する1985年１月25日の法律
第85-98号（Loi	no	85-98	du	25	 janvier	1985	relative	au	redressement	et	à	 la	
liquidation	judiciaire	des	entreprises）の施行と同時に、1967年法は廃止された。
1985年法の詳細については、佐藤鉄男＝町村泰貴「1985年のフランス倒産法に
関する法文の翻訳（１）（２）（３）（４）」北大法学論集38巻３号４号、39巻１号
3号（1988）を参照。
24 詳細は、佐藤鉄男＝中西正『倒産処理プレイヤーの役割』（民事法研究会・
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本の破産管財人に相当する機関としては、企業救済手続と裁判上の更生
手続における裁判上の管理人〔AJ:	administrateur	 judiciaire〕又は裁判
上の受任者〔MJ：mandaire	 judiciaire〕25（同法典 L.622-20条1項）、裁判
上の清算手続における裁判上の清算人〔LJ：Liquidateur	Judiciaire〕（フ
ランス商法典 L.641-4条３項）（以下、「清算人」と略称する）等が存在する。
　その他に、企業救済計画及び裁判上の更生計画の適切な実行・遂行を
確 保 するために、裁 判 所は、数 名の 計 画 遂 行 委 員〔commissaire	à	
l'exécution	du	plan〕を選任することができる。2005年法より、企業救済
手続及び裁判上の更生手続において、会社の譲渡計画・更生計画が実行
されている間は、総債権者のための訴訟追行権が計画遂行委員にも付与
されている（フランス商法典 L.626-25条、L.653-7条参照）。
　また、倒産手続の機関がその任務を怠った場合には、債権者の中から
指名された監督委員〔contrôleur〕26も、総債権者のための訴訟追行の資
格を有すると規定されている（同法典 L.622-20条１項後段、L.651-3条２
項参照）。
　なお、1985年法の46条（同法典 L.622-20条１項）27においては、倒産手

2017）445-458頁〔杉本和士〕を参照。
25 フランスでは、再建型倒産手続（企業救済手続または裁判上の更生手続）に
おいて、裁判上の受任者の選任が強制的であるが、司法管理人の選任は、被
用者20人以上、年間売上高は3,000,000ユーロを上回る会社の再建型倒産手続に
限って強制されている（フランス商法典 L.621-4条３項４項、L.631-9条１項、
R.621-11条）。再建型倒産手続が裁判上の清算手続に移行される場合、裁判上
の受任者が清算人になることも可能であるが、裁判所が裁判上の受任者以外の
者を清算人として選任することも可能である。
26 フランス法における監査委員〔contrôleur〕とは、債権者の多数決によって
選定された債権者である（フランス商法典 L.621-10条）。2014年法改正以降、

（倒産事件）主任裁判官〔juge-commissaire〕は、自ら候補者として申出をした
債権者の中から１－５人の債権者監督委員を指名しなければならない。また、
債権者の平等を保持するために、五人のうち、少なくとも一人の被担保債権者

〔sûreté〕、一人の無担保債権者〔créancier	chirographaire〕、場合により一人の
賃金労働者が含まれる必要がある。
27 佐藤＝町村・前掲注（23）では、1985年法46条を、「債権者の名において、債
権者の利益のために行動する資格は、裁判所の指名した債権者の代表者のみが
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続の機関に対して債権者代表〔représentant	des	créanciers〕という文言
が使用されているため、1985年法の下でフランスの裁判例においてはし
ばしば債権者代表という用語が用いられている。以下では、これらの倒
産手続の担い手を総称して、「倒産手続の機関」という。
（３）疑わしき期間の無効と詐害行為取消権
　フランス倒産法においては、その適用範囲、効果などから日本法にお
ける否認権と類似の機能を果たすものとして、「疑わしき期間無効

〔nullités	de	 la	période	suspecte〕」（フランス商法典 L.632-1-L.632-4条参
照）という制度がある28。フランスでは、疑わしき期間無効は倒産の特別
訴権として、その訴えを提起する権限が倒産手続の機関に専属させられ
ている。
　いわゆる「疑わしき期間」とは、債務者の支払停止日から倒産手続開
始決定（裁判上の更生と裁判上の清算の場合）までの最大18 ヶ月間の期
間を指す29。その期間において、裁判上の受任者等は、債務者が債権者
の債権を害する目的で行った行為の無効を裁判所に申し立てることがで
きる。例えば、無償で動産・不動産を譲渡したり、既存の債務に担保を
提供したりすること等は、疑わしき期間無効の対象となる。

有する。②債権者の代表者の訴権により取立てられた金銭は債務者の財産に組
み入れられ、企業継続の場合は債務の履行のため定められた方法に従い充当さ
れる。」と訳している。なお、本稿では、この先行研究における「債権者の代表
者」「représentant	des	créanciers」という文言を「債権者代表」と訳す。また、「行
動する〔agir〕」という訳を「訴訟追行」または「訴えを起こす」として理解して
いる。
28 フランスの「疑わしき期間無効〔nullités	de	la	période	suspecte〕」という制
度は、日本の否認権制度に相当するものであると考えられている。佐藤＝中西・
前掲注（23）〔杉本和士〕。稲垣美穂子「対抗要件否認規定における有害性につ
いて（１・２）」北大法学論集63巻2号（2012）355-395頁、67巻2号（2016）391-
443頁を参照。本稿では、フランスの疑わしき期間無効制度は、日本法におけ
る否認権と類似するが、厳密にいうと、性質の異なる制度であると考えている。
29 企業救済手続（前述一、２．（１）参照）は、債務者の支払停止前に利用でき
る手続である。当該手続においては、疑わしき期間に相当する期間が設けられ
ていないため、疑わしき期間無効制度（フランス商法典 L.632-1-L.632-4条）に
基づいて詐害行為を制裁することができない。
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　しかしながら、フランスの疑わしき期間無効という制度の適用範囲（後
述　図１参照）は非常に限られており、当該制度のみによって詐害行為
から債権者の利益を保護することは不十分である。フランスの倒産手続
において、民法上の詐害行為取消権の行使が認められているのは、疑わ
しき期間以外（企業救済手続における救済計画終結後、ないしは裁判上
の更生手続開始後）に行われた詐害行為を規制する必要があるためであ
る。
　このような状況を踏まえて、フランス法において、民法上の詐害行為
取消権は、その幅広い適用範囲により、倒産手続において、疑わしき期
間無効の補完制度として活用されている。

小括

　フランス民法典1341-2条に定められている詐害行為取消権は、債務者
の支払不能を要件として、債権者が請求できる対抗不能の訴権である。
その認容判決によって生じた対抗不能の効果は、取消債権者にのみ及ぶ。
その一方で、フランスの法的倒産手続（企業救済手続を除く）は、債務
者の支払停止を要件としており、疑わしき期間無効という制度の利用も
支払停止日から倒産手続の開始決定までの間に限定されている。
　フランスの詐害行為取消権の行使要件と時期や、倒産手続の開始要件
等によって形成されている特有の状況は、下記の図１と表１のようにま
とめることができる。

図１
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表１．

詐害行為 X 詐害行為 Y 詐害行為 Z

債権者 A ○ ○ 疑わしき期間無効　優先

債権者 B ╳ ○ 疑わしき期間無効　優先

【○＝詐害行為取消権を行使できる　╳＝詐害行為取消権を行使できない】

　すなわち、債権者の詐害行為取消権行使の可否は、債務者の支払不能
状態の有無、支払停止日や倒産手続の開始日、債権者の債権取得の時期
によって決定される。債務者が支払不能の状態に陥った場合、詐害行為
X より前に被保全債権を取得した者（債権者 A）のみが詐害行為 X を対
象として、取消請求をすることができる。詐害行為 X より後で、債務
者の支払停止前に債権を取得した者（債権者 B）は、法的倒産手続に参
加し、債務者財産から配当を受けることができるが、詐害行為 X を対
象とする民法上の詐害行為取消権を行使することはできない。これに対
して、詐害行為 Y を対象とする場合、債権者 A も債権者 B も詐害行為
取消権を行使できる。
　なお、詐害行為 Z は、疑わしき期間内に行われているため、詐害行
為取消権と疑わしき期間無効との関係30が問題となる。この場合、原則
として疑わしき期間無効が詐害行為取消権に優先する。しかし、債権者
の利益を保護するために、倒産手続の機関がその責務を怠った場合には、
個別債権者による訴訟追行の余地を留保すべきであるという見解があ
る31。この学説は、倒産手続の機関が疑わしき期間無効請求権の行使を
怠った場合には、個別債権者による詐害行為取消権の行使が認められる
とする。以下では、倒産手続開始後の詐害行為取消権の行使の可否とい

30 詐害行為取消権と疑しき期間無効との関係を論じるフランス語文献として、
C.	Pizzio-Delaporte,	op.	cit.,	(note	1),	p.715	et	s.	Yve.	Guyon,	Droit des affaires,	
T.II,	5éd.,	no1320.	Bernard	Soinne,	Traité des procédures collectives, 2e éd.,	
Litec,	1995,	no1799. などがある。
31 P.-M	Le	Corre,	op. cit., (note 10),	no621.311,	p.2094.	
　Arlette	Martin-Serf,	obs	sous	Cass.	Com.,	3	juin	1997.	Bull.civ.	IV,	no163.	Rev. 
proc. coll.	1998.p.154.	
　C.	Pizzio-Delaporte,	op.	cit.,	(note	1).,	no37	p.729.
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う問題を明かにするために、疑わしき期間以外での、個別債権者のパウ
ルス訴権と倒産手続機関のパウルス訴権との関係に焦点を絞って検討を
行う。

二　倒産手続における債権者による行使

１．裁判例

　フランスの倒産手続における個別債権者による詐害行為取消権の行使
（以下、「詐害行為取消権の個別行使」という）は、1985年法によりその
意義が大きく変更されている。以下では、まず1985年法以前の取扱いを
検討し、次に1985年法以降の状況を考察する。
（１）1985年法以前の取扱い
　前述のように、フランスでは、倒産手続進行中に、個別債権者が自ら
の名義によって詐害行為取消権を行使することが許容されている。この
ような取り扱いは、実は20世紀初頭のフランスの判例法理を踏襲したも
のである32。例えば、営業財産の賃借〔location-gérance〕に関する〔１〕
1986年7月22日破毀院商事部判決33では、財産の清算手続34が開始され
たとしても、倒産手続の機関の意思に反して、債権者団体の中の一人の
債権者が個別に詐害行為取消権を行使する権限を有すると判示されてい
る。
　このような倒産の局面における詐害行為取消訴訟の効果を明らかにし

32 Cass.	Req.,	4	mai	1910:	S.	1912.	I.	561;	Cass.	civ.,	11	juill.	1934	:	S.	1936.	I.	247;	
Cass.com.,	5	avril	1954:	S.	1954.	I.	192.	1967年法以降の裁判例として、Cass.	
Com.,	27	mars	1973	:	D.	1973.	577,	note	Derrida;	Cass.	Com.,	14	mars	1974:	D.	
1975.	124,	note	J.-P.	Sortais;	Cass.	Com.,	16	nov.	1993.	Bull. Civ.	IV,	no	411.	など
が挙げられる。
33 Cass.	com.,	22	juill.	1986.	JCP	E	1987,	Ⅱ14948,	note	Y.	Chaput.（同判決では、
原因事実が1985年法施行される前に発生したため、1967年法が適用されている）。
34 1985年法以前のフランス倒産手続には、裁判上の整理〔règlement	judiciaire〕
と財産の清算〔liquidation	des	biens〕の二つが存在した。
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ているのは、1967年７月13日法律第67-563号35（以下、「1967年法」という）
29条である。1967年法29条36は、倒産の局面において、債務者が行った
詐害行為は、すべての倒産債権者に対抗できないことを規定していると
解されている。同規定を援用し、倒産手続において、債務者の詐害行為
は、倒産手続の開始によって形成されてきた債権者団体〔la	masse〕37に
対抗できないと解されていた38。しかも、1967年法29条は、倒産の局面
における詐害行為取消しの訴えを提起できる原告について言及していな
かったため、原告が破産管財人である場合だけではなく、債権者である
場合にも、倒産手続進行中であれば、その認容判決の効果はすべての債
権者に及ぶとされた39。換言すると、1967年法の下で、民法上の詐害行

35 裁判上の整理、財産の清算、個人破産の制裁および破産罪に関する1967年
７月13日の法律第67-563号（Loi	no	67-563	du	13	 juillet	1967	sur	 le	règlement	
judiciaire,	la	liquidation	des	biens,	la	faillite	personnelle	et	les	banqueroutes）に
ついては、霜島甲一「1967年のフランス倒産立法改革に関する法文の翻訳（１）

（２）（３）（４・完）」法学志林68巻1・2合併号（1971）25頁以下、68巻3・4合併
号（1971）74頁以下、69巻１号（1971）69頁以下、72巻１号（1974）102頁以下が
詳しい。
36 1967年法29条は「裁判上の整理または財産の清算を宣告する裁判所は、支払
いの停止の日を定める。この日は、判決の宣告から18カ月より前とすることが
できない。②以下の行為は、支払いの停止の日以降に債務者によってなされた
ときは、集団に対抗することができない…。」と規定している。1967年法の訳
については、霜島・前掲注（35）の（１）74頁を参照。
37 1985年法以前では、倒産手続の開始決定がなされると、債権者の債権額に応
じて「債権者団体」が形成される。債権者は個別的に債権回収を図ることがで
きず、団体の形で、決議によって債務者企業の債権債務を整理する。破産管財
人は、その団体の代表として、総債権者の利益のために債務者の財産を処分す
ることができる。フランス法において、債権者団体は、法人格のある団体とし
て位置づけられていた。ただし債権者団体は、1985年法の改正後、その法主体
性が認められなくなっている。A.	Jacquemont	et	R.	Vabres,	op. cit., (note 11),	
no28,	p30-31.
38 C.	Pizzio-Delaporte,	op.	cit.,	(note	1),	no28	p.724.	この点を言及した邦語文献と
して、山口俊夫『フランス債権法』（東京大学出版会・1986）275頁がある。
39 Cass.	Com.	7	juin	1957.	Gaz.	Pal.	1957.	2,	306.	Paris,	3e	Ch.	B,	9	mai	1980,	D.	
1980,	J.	358.
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為取消権の相対的効果（個別効果）は、倒産手続の開始により集団的効
果（売却財産の対価をすべての債権者の間に分配する効果）に変化する
と解されていた40。
　フランスでは、倒産手続開始後、一人の債権者が単独で詐害行為取消
権を提起し、その訴訟の結果からすべての債権者が受益できるという訴
訟様態は、集団訴権の個別行使〔ut singuli〕41の一つと捉えられている。
集団訴権の個別行使が認められる場合には、一人の集団の構成員が自ら
所属する集団を代表して、第三者に対して法的責任を追及することがで
きる。したがって、フランスでは、集団のための訴権が、場合によって
集団の構成員にも付与されていることになる。
　つまり、1967年法の下では、倒産手続において、詐害行為取消権の
ut singuli（すべての倒産債権者が個別債権者の詐害行為取消訴訟によっ
て受益できる）が認められていた。
（２）1985年以降の状況
　ところが1981年大統領選挙で社会党党首ミッテランが当選した政治背
景に加えて、オイル・ショックの影響で、多くの大型企業が破綻したフ
ランスでは、債権者の利益保護が優先とされていた従来の倒産法を改正
する必要性が認識されるようになった。そこで、1985年法は、「債務者
企業の保護」、「事業と雇用の維持」、「債務履行の確保」という順序で倒
産法制の趣旨を見直す改正を行った。このような社会的情勢の下で、

40 Adrienne.	Honorat,	Droit	des	faillites	(législation	de	1967),	Redressement	et	
Liquidation	Judiciaires.	D	1988,	somm.	p.336-337.	note	sous	Cass.	com.,	26	janv.	
1988.	Bull. Civ.	IV.	no54,	p38.	
41 株主代表訴訟では、一人の株主がすべての株主の利益（会社の利益）を代表
して、第三者に対して法的責任を追及することができる。このように、株主個
人に会社訴権〔action	sociale〕を付与し、株主代表訴訟の認容判決によって、
会社が賠償金を受け取って、すべての株主がその訴訟から間接に受益できると
いう訴訟の様態は、集団訴権の個別行使〔ut singuli〕の典型である（1804年フ
ランス民法典1843-5	条を参照）。フランスの「ut singuli」制度に言及した邦語
文献として、古川朋子「フランスにおける会社訴権の個人的行使制度の展開─
株主の会社訴権行使権限を中心として─」早稲田法学会誌51巻（2001）338頁、
山口俊夫『フランス法辞典』（東京大学出版会・2002）615頁がある。
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1985年法において、債権者団体という概念が廃止されるに至った。それ
とともに、1985年法の46条（フランス商法典 L.622-20条１項等）は、全
ての債権者の利益のための訴訟追行権は、裁判所が指名した債権者代表

（倒産手続の機関）だけが有すると規定した。
　その結果、倒産手続において、「債権者団体」が認められない以上、
個別債権者が原告となる詐害行為取消訴訟の効果がすべての債権者に及
ぶかどうか、債権者が倒産手続において、集団的効果を有する詐害行為
取消権を行使できるかどうかについて議論が生じた。この点につき、破
毀院は以下のように判示している。
　まず、倒産手続における個別債権者による詐害行為取消権行使の可否
について、〔２〕1996年10月8日の破毀院商事部判決42において、債権者
代表（倒産手続の機関）の集団的利益のための訴訟に対する独占は、債
権者の詐害行為取消権の個別行使を妨げないと判示した。
　次に、債権者による詐害行為取消訴訟の効果について、下級審では、
法改正前と同様に詐害行為取消権の集団的効力（取り戻された財産をす
べての債権者に分配する効果）を維持すべきであると判示した裁判例が
ある43。これに対して、破毀院は、上述〔２〕判決（1996）において、倒
産手続が開始されたとしても、債権者の詐害行為取消権が認められた場
合、その「対抗不能」の効果は取消債権者にのみ生じると判示した。す
なわち、1985年法以降、〔２〕判決（1996）により、詐害行為取消権の事

42 Cass.	com.,	8	oct.	1996,	Bull. civ.	IV,	no227.	D.	1997.	87,	note	F.	Derrida.	D.	
1997,	somm	78,	obs.	A.	Honorat,	JCP	E	1997,	no6/7,	J	914,	p.27,	note	Y.	Guyon;	
JCP	1997.	I.	4002,	no1,	obs.	Ch.	Jamin	et	I	4004,	no10,	obs.	Ph.	Pétel,	JCP	E	1997.	
II.	988,	note	M.	Behar-Touchais.	この判決では、夫婦で共有する不動産を６人
の子供に贈与した事件において、債務者たる Allard 氏の裁判上の清算手続開
始後に、税金債権者たる徴税吏員は、フランス民法典1167条に基づき、上記の
贈与を詐害行為として詐害行為取消訴訟を提起した。裁判所は、倒産手続開始
後、清算人に付与されている権限は、債権者による詐害行為取消権を行使する
自由を妨げないと判示した。
43 CA	Doudai,	17	déc.	1992,	et	CA	Versailles,	28	 janv.	1993,	Rev.	Proc.	Coll.	
1994,	p.256,	no13,	obs.	B.	Lemistre.	
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例において ut singuli は認められないことが明らかにされた44。同様に、
2006年5月30日破毀院民事部判決45は、詐害行為が取り消された場合、
逸出財産を債務者の下に戻すと判示した控訴裁判所の判断は詐害行為取
消権の制度趣旨に反すと判示した。
　したがって、1985年法以降、破毀院裁判例では、債権者が提起した詐
害行為取消訴訟の集団的効力を否定する立場が示されている。

２．学説

　このように、フランス法においては、これまで一貫して個別債権者に
よる詐害行為取消権の行使が許容されている。ただし、倒産手続におけ
る個別債権者の詐害行為取消訴訟の効果については、1985年法の影響の
下で、〔２〕判決（1996）により大きく変更されているため、議論の前提
が変わってくる。以下では、このような規律はどのような学説によって
根拠づけられているのかを考察する。
（１）民法上の訴権説
　1985年法による改正以降、詐害行為取消権の個別効果から、倒産手続
において許容されている債権者の詐害行為取消権は、民法上の詐害行為
取消権そのものであるという見解（以下、「民法上の訴権説」という）が
多数説となっている46。それは、倒産手続が開始されたとしても、債権
者が起こした詐害行為取消訴訟は、倒産手続を受理した裁判所ではなく、
一般管轄権を有する裁判所の下で審理されていることから根拠づけられ

44 詐害行為取消権に関する〔２〕判決（1996）以前にも、経営者の填補責任に
関する1981年５月25日破毀院商事部判決において、破毀院は、倒産手続にお
いて、総債権者の利益を保護するための訴訟追行権は破産管財人に専属する
ものとして、個別債権者による ut singuli を否定している。Cass.	Com.,	25	mai	
1981.	D.	1981.	643,	1re	esp.,	note	F.	Derrida	et	J.-P.	Sortais.	D.	1982,	I.R.,	196,	obs.	
M.	Vasseur.
45 Cass	civ.	1re	30	mai	2006,	no02-13495	P.	JCP	2006.	II.	10150,	note	R.	Desgorces.
46 Pierre-Yves.	Gautier,	François	Pasqualini,	L’action	paulienne,	Rép. civ.	
Dalloz,	2006,	no6,	p.2.	
　B	Soinne,	op. cit.,(note 30),	no1800.
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ている47。この点に関して、ROUSSEL	GALLE48も、詐害行為取消権に
関する紛争は、フランス商法典 R.662-3に所定の倒産事件を担当する裁
判所が審理判断すべきものではないと論じている。このような見解によ
れば、倒産手続における個別債権者が原告となる詐害行為取消訴訟は、
平常時の詐害行為取消訴訟と同一性のあるものであると解される。
（２）民法上の詐害行為取消権を許容する根拠
　また、フランス法において、倒産手続において個別債権者が民法上の
詐害行為取消権を行使することが許容される理由については、当事者適
格及び個別的権利行使停止原則との関係で議論されている。
　ア、当事者適格
　まず、倒産手続の開始により、一般的には、債務者の自らの財産に対
する管理処分権は倒産手続の機関に剥奪される（権利剥奪の効果

〔dessaisissement〕）。それゆえ倒産手続開始後は倒産債務者の権利が剥
奪されている以上、倒産債権者が倒産債務者の債権を代位行使し、第三
債務者に対して訴訟追行することはできなくなると解されている。これ
は、フランス法において、債権者代位権が債権回収を怠った債務者の代
わりに債権者に付与されている訴権として捉えられているからであ
る49。言い換えれば、債権代位権が認められると、債務者の当事者適格
が債権者に移転することになる。これに対して、詐害行為取消しの事案
では、自ら詐害行為（財産処分行為）を行った以上、債務者は当該行為
の取消しを求める訴訟の原告にはなれない50。そのため、債権者代位権
と異なり、詐害行為取消権は、債務者の受益者に対する請求権の有無と

47 詐害行為取消訴訟の管轄裁判所に関して言及した2015年6月16日破毀院商
事部判決がある。Com.	16	juin	2015,	no14-13970,	P	IV;	no	588	F-P ＋ B.	JCP	E	
2015,	Chron.	1422,	note	Ph.	Pétel.	BJE	2015,	374,	note	L.	Sautonie-Laguionie.
48 Ph.	Roussel	Galle,	L’action	paulienne	ne	 relève	pas	du	 tribunal	 de	 la	
procédure	collective,	Bulletin d’Actualité des Greffiers.	no	88,	juillet	2015.	
49 Fernand	Derrida,	 Pierre	Godé,	 Jean-Pierre	 Sortais,	Redressement et 
liquidation judiciaires des entreprises,	Dalloz	1991,	no375,	p.	250.
50 Yve.	Guyon,	Exercice	 individuel	de	 l’action	paulienne	en	cas	de	procédure	
collective,	note	sous	Com.	8	oct.	1996,	no93-14.068;	JCP	E	1997,	no	6/7,	J	914,	
p.27-29.
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無関係に、債権者の独自の訴権となる。したがって、フランス法におい
ては、詐害行為取消訴訟の原告適格51は債権者に帰属しており、倒産手
続の開始により、係属中の詐害行為取消訴訟が中断されたり、債権者の
原告適格が倒産手続の機関に受継されたりすることはない。
　イ、個別的権利行使停止原則の実質
　以上の当事者適格に対する考え方を基礎にすれば、倒産手続開始後、
債権者による詐害行為取消権の個別行使も可能となる。確かに、債権者
平等と倒産手続の迅速性という目標を図るために、フランス商法典では、
倒 産 手 続 開 始 後、 債 権 者 に よ る 個 別 的 権 利 行 使 の 停 止〔arrêt/
suspension	des	poursuites	 individuelles〕52に関する規定（フランス商法
典 L622-21条、L631-14条１項、L641-3条１項）を設けている。しかしな
がら、詐害行為取消権は、個別的権利行使の停止という原則の例外とさ
れている53。
　フランス法における個別的な訴訟追行の停止の原則は、倒産手続にお
ける集団原則〔discipline	collective〕の一側面と考えられている54。とこ

51 C.	Pizzio-Delaporte,	op.	cit,	(note	1),	no39	p.729.
52 フランス倒産法においては「個別的権利行使の停止」という原則がある。フ
ランス語の arrêt/suspension を直訳すると、「禁止」ではなく、「停止」になる
が、本稿では、同原則を日本法で論じられている「個別的権利行使禁止の原則」
と同じ意味として理解している。
53 Serge	Guinchard,	Droit et pratique de la procédure civile 2017-2018, 9e éd.	
Paris.	Dalloz	2016,	no102.201,	p.33.	
　Ph.	Delebecque	et	M.	Germain,	Traité de droit commercial, T2,	17e	éd.,	
L.G.D.J,	2004.	no2975.	
　F.	Derrida,	P.	Godé,	J-P.	Sortais,	op. cit., (note 49),	no525,	p.	394,	note	2365.	
　詐害行為取消権は個別的権利行使停止の原則に服さないことを判示した裁
判例として、Cass.	com.,	16	mars	1974,	D.	1975.	124,	note	J.-P.	Sortais,	13	mars	
1975,	D.	1976.	161,	note	F.	Derrida.	Cass.	com.,	2	nov.	2005,	LPA	2006,	no	230,	p.	
14,	note	S.	Jambort;	Act. proc. coll.	2005/19,	comm.	237,	obs.	J.	Vallansan.	等が
ある。
54 François	Pérochon,	Le	discipline	collective.,	P-	M.	Le	Corre,	Les grands 
concepts du droit des entreprises en difficulté,	Dalloz	2019,	p.1	et	s.	集団原則は、
金融債務迅速救済手続（SFA）を除き、すべての法的倒産手続において適用さ
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ろで、フランス法上の倒産手続における個別的権利行使停止の原則は、
一般的に、債務者の責任財産から個別的債権回収を図る訴訟又は行為を
規制するルールであると解されている55。具体的に、①債務者に金銭の
支払を求める請求、②金銭債務不履行による契約解除の請求（同法典
L622-21条Ⅰ）、③債権者による債務者の動産又は不動産に対する執行手
続や配当手続の申立て（同法典 L622-21条Ⅱ）などは、債務者に対する
個別的債権回収行為とされ、倒産手続においては停止されることとなる。
　しかし、これらの訴訟とは異なり、詐害行為取消訴訟は受益者や転得
者を被告として、詐害行為の取消しを訴訟物〔objet〕としているもので
ある。詐害行為取消権は、金銭の支払いを目的とする賠償訴権〔action	en	
indemnité〕又は支払訴権〔action	en	paiement〕ではなく、対抗不能訴権

〔action	en	inopposabilité〕と位置づけられている56。それに加えて、詐害
行為取消権の事案においては、積極的に債権者の利益を害する意図で詐
害行為を行った債務者を制裁するため、取消請求が認容された場合には
逸出財産を債務者財産に戻すべきではないと解されている57。
　つまり、フランス法における詐害行為取消訴訟は、債務者の財産の管
理処分に関する訴訟ではないと位置づけられ、倒産手続における債務者
財産の換価処分などを遅延する結果をもたらすものではない。それゆえ、
詐害行為取消権の行使は、個別的権利行使の停止という原則の例外とさ
れている。
（３）特別訴権説
　倒産の局面において許容されている債権者の詐害行為取消権は、倒産
手続のための特別訴権であると指摘している見解もある（以下、「特別
訴権説」という。）。例えば、GUYON	は、個人利益が特定しにくいとこ
ろ、倒産手続の機関がその責務を怠った場合にのみ債権者に個別的訴訟
追行の権限を与えるというところから、倒産の局面における同訴権は特

れている。
55 C.	Saint-Alary-Houin,	op. cit., (note 11),	no692,	p.435-436.
56 A.	Jacquemont	et	R.	Vabres,	op. cit., (note 11),	no662,	p.400.	C.	Saint-Alary-
Houin,	op. cit., (note 11),	no696,	p.440.
57 P.-Y.	Gautier,	F	Pasqualini	op.	cit.,	(note	46),	no6,	p.2,	no	94,	p.15	et	s.	
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別訴権として捉えている58。
　なお、倒産の場合の債権者の詐害行為取消訴訟の効果は、平常時の詐
害行為取消権の個別効果と同一になっていることから「民法上の訴権説」
を支持しつつ、「特別訴権」とする考えもあり得るという見解がある59。
このような考え方は、自らの債権を申告した倒産債権者のみが倒産手続
において詐害行為取消権を行使できると判示した2008年６月10日破毀院
商事部判決60に依拠している。
（４）詐害行為取消権行使の効果について
　詐害行為取消権の効果については、まず、上述の裁判例を踏まえて、

〔２〕判決（1996）以降、倒産手続においても個別債権者によって提起さ
れた詐害行為取消訴訟の効果は民法上の個別効果と同一になっていると
論じる見解が多数となっている。具体的に、1967年法の下での集団的効
果は、債権者団体の概念と繋がっていたため、1985年法による債権者団
体概念の廃止に伴い、債権者の詐害行為取消訴訟の効果は個別効果に変
更されたと考えられている61。これに対して、1985年法での「債権者のグ
ループ」の概念によって、個別債権者が原告となる詐害行為取消訴訟の
効果がすべての債権者に及ぶと同様に解釈できるため、従来の裁判例に
おける集団的効果を維持すべきであるとする見解もある62。
　この点については、手続法の観点からその合理性を論じている見解が
ある。特に本稿の問題関心との関係で重要なのは、DERRIDA は、訴訟
当事者の利益保護という観点から個別効果への変更を支持していること
である。彼は、仮に取消請求が認められた場合、逸出財産が債務者のと
ころに戻され、債権者間で分配するということになると、債務者にのみ

58 Y.	Guyon,	op.	cit.,	(note	50),	p.28.	
　ただし、GUYON は、詐害行為取消しの利益がすべての債権者に及ぶ取り扱
いが個別債権者の権利行使の意欲を減退する結果をもたらすという理由から、

〔２〕判決（1996）の結論（個別効果）に賛成している。
59 C.	Saint-Alary-Houin,	op. cit., (note 11),	no866,	p.561.
60 Cass.	Com.,	10	 juin,	2008,	no06-21112,	RTD com.	2008,	p.861,	obs.	Arlette	
Martin-Serf.
61 F.	Derrida,	P.	Godé	et	J.-P.	Sortais,	op. cit., (note 49),	p.	158.	
62 B.	Soinne,	op. cit., (note 30),	no1802.
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有利な結果がもたらされ、実際に弁護士費用などを負担した債権者の訴
訟上の利益が侵害されることになると指摘している63。

小括

　1985年法以降、倒産手続が開始されたとしても、個別債権者の詐害行
為取消請求が認容された場合、その対抗不能の効果は取消債権者にのみ
生じると解することで、裁判例と学説の見解は一致する傾向が示されて
いる。つまり、現行法の下での倒産の局面においては、前述した ut 
singuli（倒産債権者が個別債権者の詐害行為取消訴訟によって受益でき
る）はもはや詐害行為取消権の事例に適用できなくなっている。そのた
め、債権者の集団的利益のための訴訟追行は倒産手続の機関に専属する
ことになっている（前述した1985年法46条参照）。
　ところが、倒産手続において債権者による詐害行為取消の本質に関し
ては、大きく２つの学説に分かれている状況である。民法上の訴権説が
多数となっているが、倒産法上の特別訴権説も存在する。これらの学説
は、後述する倒産手続の機関による詐害行為取消権の行使という問題と
も関連してくる。
　結論として、フランスでは、民法上の詐害行為取消訴訟の原告適格が、
倒産手続の開始により倒産手続の機関に移転するとされておらず、倒産
手続開始後においても債権者による詐害行為取消権の行使が認められて
いる。これは、①詐害行為取消権は債権者の独自の訴権であること、②
詐害行為取消訴訟は、債務者の財産の管理処分に関する訴訟ではないこ
と、から根拠づけられている。このような理由付けは、債権者団体の法
主体性を認めない日本倒産法ないしこれから施行される改正民法（債権
法）に少なからず示唆を与えると考えることができよう。
	 〔未完〕

63 Fernand	Derrida,	Redressement	et	 liquidation	 judiciaires	 :	au	regard	de	
l'action	paulienne,	la	masse	des	créanciers	est	bien	morte,	LPA	1996,	no153,	p	
28.
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＊	この論文は、平成30年度科学研究費補助金（研究活動スタート支援）「フ
ランス倒産手続と債権者個別訴訟との関係」課題番号18H05645による
研究成果の一部である。
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ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（３）
──	ハインリヒ・フォン・シュルトハイスの
『詳細なる手引き』を手掛かりにして＊	──

前　田　　　星

＊本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文（2019年３月25日授与）「ヨーロッ
パ近世刑事司法の中の魔女裁判：ハインリヒ・フォン・シュルトハイスの『詳
細なる手引き』を手掛かりにして」を加筆・修正したものである。
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　　（１）例外犯罪であること
　　（２）例外犯罪の歴史
　　（３）例外犯罪論の分析にあたって	 （以上、本号）
　第２節　魔女術の例外犯罪性
　第３節　小括　－シュルトハイスの手続と近世の例外犯罪論
第３章　組織犯罪としての魔女術罪
　第１節　魔女の集団
　第２節　組織犯罪性
　第３節　小括　－魔女裁判手続と魔女術犯罪の組織性
第４章　魔女術罪と宗教
　第１節　魔女術と宗教の関わり
　第２節　魔女と悪魔
　第３節　魂の救済
　第４節　魔女裁判手続における宗教的要素の意義
終章　近世刑事司法の中の魔女裁判と学識法曹
　第１節　学識法曹としてのシュルトハイスの立ち位置
　第２節　課題と展望

第２節　史料について

（１）学識法曹ハインリヒ・フォン・シュルトハイス
　本研究の中心的な史料を著したハインリヒ・フォン・シュルトハイス
は、1616年から1643年の間ヴェストファーレン公領で魔女コミサールと
して活動した人物である1。彼は1580年頃、パーダーボルン司教座聖堂参

1 シュルトハイスの手になる『詳細なる手引き』については、以下のものを使用
した。Heinrich	von	Schultheiß,	Eine	Außführliche	Instruction	Wie	in	Inquisition	
Sachen	 des	 grewlichen	Lasters	 der	Zauberey	 gegen	Die	Zaubere	 der	
Göttlichen	Majestät	vnd	der	Christenheit	Feinde	ohn	gefahr	der	Unschüldigen	
zuprocediren,	Köln	1634.	また、ハインリヒ・フォン・シュルトハイスと『詳
細なる手引き』については、特に以下の文献を参照。Rainer	Decker,	Die	
Hexenverfolgungen	 im	Hochstift	Paderborn,	 in:	Westfälische	Zeitschrift,	Bd.	
128,	1978,	S.	315-359;	Ders.	Die	Hexenverfolgungen	im	Herzogtum	Westfalen,	
in:	Westfälische	Zeitschrift,	Bd.	131/132,	 1981/1982,	S.	 339-377;	Ders.,	Ein	
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Hexenverfolger	und	Heiligenverehrer:	Der	Arnsberger	Jurist	Dr.	Heinrich	
von	Schultheiß	und	sein	Hausalter,	 in:	Michael	Senger,	Patrone	und	Heilige	
im	kurkölnischen	Sauerland,	Schmallenberg	1993,	 S.	 209-212;	Ders.,	Der	
Arnsberger	Hexen-Richter	Dr.	Heinrich	v.	Schultheiß	 (ca.	 1580-1646),	 in:	
Heimatblätter.	Zeitschrift	des	Arnsberger	Heimatbundes,	 16,	 1995,	S.	 22-
35;	Ders.,	Die	Hexen-Richter	Dr.	Heinrich	von	Schultheiß	 (ca.	1580-1646)	aus	
Scharmede,	 in:	Detlef	Grothmann,	750	Jahre	Salzkotten:	Geschichte	einer	
westfälischen	Stadt	/	2.,	Paderborn	1996,	S.	1045-1070;	Gunther	Franz,	Der	
Malleus	Judicum,	Das	ist:	Gesetzhammer	der	unbarmhertzigen	Hexenrichter	
von	Cornelius	Pleier	 im	Vergleich	mit	Friedrich	Spees	Cautio	Criminalis,	 in:	
Hartmut	Lehmann,	Otto	Ulbricht,	Vom	Unfug	des	Hexen-Prozess:	Gegner	der	
Hexenverfolgungen	von	Johann	Weyer	bis	Friedrich	Spee,	Wiesbaden	1992,	S.	
199-222;	Ralf	Peter	Fuchs,	Hexenverfolgung	an	Ruhr	und	Lippe:	Die	Nutzung	
der	Justiz	dutch	Herren	und	Untertanen,	Münster	2002;	Tanja	Gawlich,	Der	
Hexenkommissar	Heinrich	von	Schultheiß	und	die	Hexenverfolgungen	 im	
Herzogtum	Westfalen,	in:	Harm	Kluenting	(Hrsg.),	Das	kurkölniche	Herzogtum	
Westfalen	 von	 den	Anfängen	 der	 kölnischen	Herrschaft	 im	 südlichen	
Westfalen	bis	zur	Säkularisation	1803,	Münster	2009,	S.	297-320;	Peter	Arnold	
Heuser,	Rainer	Decker,	Die	theologische	Fakultät	der	Universität	Köln	und	
die	Hexenverfolgung:	Die	Hexenprozess-instruktion	 (1634)	des	Arnsberger	
Juristen	Dr.	Heinrich	von	Schultheiß	 im	Spiegel	eines	Fakultätsgutachtens	

図１　ハインリヒ・フォン・シュルトハイス

出典：Heinrich	von	Schultheiß,	Eine	Außführliche	Instruction	［...］（註１）,	S.	ii.
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事会員であるハインリヒ・シュルテの息子として、パーダーボルン司教
領シャルメーデに生を受けた。身分としては土地領主の支配下にある農
民であったが、経済的にはシャルメーデの領地経営に関与していたため
ある程度裕福であった。父親であるシュルテは、参事会の役人としてシャ
ルメーデにおける下級裁判権を持っており、また十分の一税の徴収と送
達を任されており、それと引き替えに一部の税の免除が認められていた。
母については、名前がカタリナであったことのみが知られている2。シャ
ルメーデには、父ハインリヒが1589年に建てたという倉庫が、現在も貴
重な歴史的建造物として残っている3（図２）。

von	1643,	 in:	Westfälishce	Zeitschrift,	Bd.	 164,	 2014,	 S.	 171-219;	Wilhelm	
Honselmann,	Der	Speicher	auf	dem	Schultenhof	zu	Scharmede.	Festschrift	
zum	vierhundertfünfzigjährigen	Bestehen,	in:	Heimatverein	Scharmede	(Hrsg.),	
Festschrift	400	Jahre	Scharmeder	Speicher,	Scharmede	1989,	S.	8-32;	Jürgen	
Macha,	Einerfundenes	Hexereiverhör:	Zu	CAPVT	V.	der	 INSTRVCTION	
des	Heinrich	Schultheiß	 (1634),	 in:	Burghart	Schmidt,	Katrin	Moeller	 (Hrsg.),	
Realität	und	Mythos.	Hexenverfolgung	und	Rezeptionsgeschichte,	Hamburg	
2003,	S.	24-32.
2 Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1046.
3 この建物については、次の文献を参照。Honselmann,	a.a.O.（註１）,	S.	8-17.

図２　ハインリヒ・シュルテが建てた倉庫（現在は郷土史会の集会所として利用）

出典：筆者撮影（2019年８月24日）
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　シュルトハイスの家は、父が聖堂参事会員であったこともあり、貴族
と懇意にしていた。とりわけ当時司教座聖堂主席司祭であったディート
リヒ・フォン・フュルステンベルクとは直接の関係があったようである。
シュルトハイス（当時は父と同じハインリヒ・シュルテという名であっ
た）は、このディートリヒ・フォン・フュルステンベルクがパーダーボ
ルン司教となって対抗宗教改革を強く押し進めている頃に少年期を過ご
し、彼はイエズス会によって引き継がれたパーダーボルンの聖堂学校へ
通った。彼の父は、1597年にエッテルン、アッテルン、ヘングラルンと
いった村々で合計十二人の女性が魔女として訴えられ、処刑された魔女
裁判において、七人の参審人の一人として荷担していた。この裁判の裁
判官は聖堂参事会の法律顧問であった教授資格を持つ学識法曹ヨハン・
モラーであったが、後に彼と聖堂参事会との間に法的な紛争が生じた際、
彼が魔女裁判を利用して女性たちと性的な関係を結んだことが明らかに
された4。処刑された女性たちのひとりの息子で、法学生でもあった人物
が帝国最高法院にシュルトハイスの父たちを訴え、帝国最高法院からの
裁判停止の指示を受けて参審人たちは魔女裁判を停止した。1601年頃に
父親は死去したが、兄であるヘルマンが土地を相続したようである5。
　それに対してシュルトハイスはパーダーボルン聖堂における下級聖職
者の聖職禄を得ていた。この聖職禄が後の学資となったようだ。その後
彼はまずケルン大学で法学を学び、1602年に『窃盗と強盗について』と
いう論稿を印刷している6。翌年に彼はヴュルツブルク大学法学部の学生

4 Decker,	a.a.O.（註１）,	1978,	S.	329-330.
5 Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1046.
6 Henricus	Schultz,	De	Fvrtis	et	Vi	Bonorvm	Raptorvm,	Coloniae	Agrippinnae	
1602;	Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1047.	ケルン大学図書館に所蔵されてい
る以下の２つの文献に所収されている。Wnold	Kiver,	Peter	Linden	(Hrsg.),	
Corpvs	Selectarvm	Ivris	Materiarvm	Secvndvm	Ordinem［...］,	1603	Coloniae	
Agrippinae;	Petrus	Ostermann,	Petri	Ostermannni	Marco-Hamoonij	 J.	V.	
Doctoris	Rationalivm	Ad	Qvatvor	 Institvtionvm	Imperialivm	Libros,	Pars	
Prima	XXVI.	Dispvtationibus	Distincta,	1625	Coloniae	Agrippinae.	前者は法学
の論点毎に論稿をまとめた論文集であり、後者については前者の一部とペー
ター・エスタ－マン博士の論考を合冊したものである。なお、デッカーはこれ
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となり、何年後かは不明であるがここで博士号を取得している7。後述の
ケルン選帝侯領で職に就いた年から逆算すると、遅くとも1608年までに
は学位を取得したと考えられる。
　学位を取得したシュルトハイスは聖職禄を放棄し、最初にマインツ選
帝侯ヨハン・シュヴァイクハルト・フォン・クローンベルク（1553年
-1626年　在位：1604年 -1626年）の下にて顧問官として、アイヒスフェ
ルトで数年間働いていたようである8。同時期に彼は、恐らくケルン選帝
侯領で書記官であったヨハン・ケンプ博士の娘であったアーデルハイト・
ケンプと結婚した9。そして恐らくこの結婚を契機として、1610年頃に
シュルトハイスはケルン市の世俗宮廷裁判所においてコミサールとなっ
た10。そしてさらに数年後、遅くとも1614年までにアルンスベルクに転
居しているため、シュルトハイスはヴェストファーレン公領においてコ
ミサールとして任命されたようだ11。この時のラント代官は前述のカス
パル・フォン・フュルステンベルクであった12。
　シュルトハイスは1616年にヒルシュベルクで最初の魔女裁判を、1621
年にアルンスベルクで二回目の魔女裁判を経験、指揮した。1628年以降
はエルヴィッテのゴー裁判所に派遣されている。シュルトハイスが活動

を übungsdisputation であると述べている。
7 当時のヴュルツブルク大学には学位論文の印刷義務はなく、彼の論文のテー
マも、学士号の取得年もわかってはいない。Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	
1047.
8 Schultheiß,	a.a.O.（註１）,	S.	iv.
9 二人の間には多くの子どもがいたようだが、教区簿冊が不完全であるため、
名前が判明しているのは二人のみである。一人は1614年10月５日に洗礼を受け
たフェルディナント、もう一人は1615年12月８日に洗礼を受けたアントンであ
る。Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1058,	Anm.	19.
10 Schultheiß,	a.a.O.（註１）,	S.	iv.
11 シュルトハイスの記述では „als	Rat	und	Advocatus	Fisci“ つまり「顧問官お
よび検事」となっている。このことから、彼は前述のアルンスベルクの「官房」
の顧問官および検事であった可能性がある。なお、ガウリッヒはこれを指して

「コミサール」と述べている。Ebd.,	S.	iv;	Gawlich,	a.a.O.（註１）,	S.	297.
12 拙稿「ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（２）」『北大法学論集』第70巻
５号、2020年、28-29頁。
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していたこの期間に、ヴェストファーレン公領は魔女裁判の最大のピー
クを経験した。シュルトハイスはその後、1633年には戦争の危険が高まっ
てきたためにケルンへと避難し、翌1634年にケルンで、妻の遠縁にあた
る出版所から自費で『詳細なる手引き』を刊行した。彼がいつヴェスト
ファーレン公領に戻ったのかは知られていないが、1643年にヴェルルに
て証明可能な最後の裁判の記録がある。また同年に彼はアルンスベルク
のギムナジウム設立に携わっているのが確認される。デッカーによれば、
1646年の２月頃まで、彼の名前はヴェストファーレン公領の顧問会議事
録に登場するが、同年４月以降はもはや現れない。そしてこの頃にシュ
ルトハイスの妻が未亡人と呼ばれ、1648年８月に彼の遺産のことが顧問
会で話題に挙がっているため、1646年が没年と考えられている13。
　なお、この遺産となった土地は、シュルトハイスの社会的地位を考え
る上で興味深い。テュッキングに拠れば、この土地は1629年頃、シュル
トハイスの土地として記録されているようである。この土地一帯が彼の
ものとなった経緯についてテュッキングは、アルンスベルク市と市内に
存在する由緒あるヴェディングハウゼン修道院との土地を巡る紛争が
あったことを伝えている14。シュルトハイスは両者の紛争の仲介を務め、
その労に対して市当局は1630年、養魚池をつくるための土地を含むいく
らかの更なる土地を彼に譲渡したとされる。この土地は更に1635年には

13 Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1048-1050.
14 Karl	Tücking,	Das	Richtergut	bei	Arnsberg,	in:	Karl	Tücking	(Hrsg.),	Blätter	
zur	näheren	Kunde	Westfalens	17,	1879,	S.	48-49.	この短い記述においてテュッ
キングは史料を提示していないが、このやり取りについてはアルンスベルク都
市・ラント諸身分文書館（Stadt-	und	Landständearchiv	Arnsberg）に文書が保
管されているようだ。なお、ヴェディングハウゼン修道院および、同修道院と
アルンスベルク市との紛争については以下の文献を参照。Helmut	Richtering,	
Kloster	Wedinghausen:	Ein	 geschichtlicher	Abriß,	 in:	 Städtekundliche	
Schriftenreihe	 über	 die	 Stadt	Arnsberg,	Heft	 6.	Abtei	Wedinghausen	
Propsteikirche	St.	Laurentius	Arnsberg,	Arnsberg	1971,	S.	 39-69;	Norbert	
Höing,	Das	Kloster	Wedinghausen,	 in:	Arnsberger	Heimatbund	 (Hrsg.),	750	
Jahre	Arnsberg:	Zur	Geschichte	der	Stadt	und	ihrer	Bürger,	Arnsberg	1989,	S.	
312-333,	特に S.	329-331.
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市当局及びヴェディングハウゼン修道院が徴収する権利を保有するある
種の税を免除されているという。この情報からは、シュルトハイスがア
ルンスベルク市において魔女事件に留まらない法律家として活動してい
たことを示すと共に、彼のヴェディングハウゼン修道院との強いコネク
ションの存在を想起させる。彼は『詳細なる手引き』の中でも、度々同
修道院に言及し、協力的な関係にあることを示唆している15。なお、こ
の土地についてはシュルトハイスの死後、義理の息子であるヴィルヘル
ム ･ ハインリヒ・クロット博士が相続し、次いで彼はその一部をヘルマ
ン ･ デュッカーなる人物に売却しているが、この人物はさらにこの土地
をヴェディングハウゼン修道院に譲渡している16。
　シュルトハイスは、彼の父がそうであったように、フュルステンベル
ク一族と懇意にしていたようである。さらにシュルトハイスはケルン選
帝侯ともよしみを通じていたようで、1614年に生まれた彼の子どもの代
父はケルン選帝侯フェルディナント・フォン・バイエルンであり（子ど
もの名前はフェルディナントである）、代母はカスパル・フォン・フュ
ルステンベルクの妻であった。またシュルトハイスは1623年にパーダー
ボルン司教領において、「ラントに対する罪」の事件に関する捜査・処
罰（すなわち、対プロテスタント）のための委員会の一員として三人に
死刑を宣告した（そのうち二人に対して刑が執行された）が、その時の
パーダーボルン司教位はケルン選帝侯フェルディナントが兼ねてい
た17。さらにデッカーによれば1632年から1634年の間に、その詳細は定
かではないが、シュルトハイスは「貴族の地位に高められた」18。その際
に彼は、元々の名前である「ハインリヒ・シュルテ」から「ハインリヒ・
フォン・シュルトハイス」という貴族風の名前に変えた。このケルン選

15 例えば、Schultheiß,	a.a.O.（註１）,	C.	5,	S.	206;	C.	8,	S.	331;	C.	10,	S.	475.
16 Tücking,	a.a.O.（註14）,	S.	49.
17 Decker,	a.a.O.（註１）,	1996,	S.	1048.
18 Ebd.,	S.	1048.	なお、西村によれば、近世において法学識を持つ人物が「文書
貴族」ないし「学識貴族」と呼ばれる一代限りの貴族となることは珍しくなかっ
たようであるが、同じくデッカーによると、当時のヴェストファーレンにおい
ては稀有な例であるという。Ebd.,	S.	1048;	西村稔『文士と官僚　ドイツ教養官
僚の淵源』木鐸社、1998年、38頁。
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帝侯領における支配層との親密な関係が彼の裁判実務や法理論にどのよ
うな影響を与えたかについては明らかになっていない。この点は本稿で
の考察の対象とはならないが、近世における法の担い手であった学識法
曹たちの研究において、いずれ解明されるべき問題であると思われる。

（２）魔女裁判マニュアル『詳細なる手引き』
　シュルトハイスの著書である『詳細なる手引き』の正式な書名は『神
とキリスト教徒の敵対者であるところの魔女に対抗して、魔術の忌まわ
しき悪徳についての糺問的事件において、無実の者たちの恐れなくして
如何に裁判を行うかについての詳細なる手引き』である19。そのタイトル
の通り、本書の表向きの目的は「無実の人の恐れなくして」裁判を行う
ための手続を提示することにある。形式として本書は四つ折り版で表紙
や索引を含めて合計523頁であり、序言と全10章からなる魔女裁判の手
続についての詳細なマニュアルである。使用言語は主として初期新高ド
イツ語であるが、ほぼ一章を使ってアダム・タナーの主張を論駁してい
る第８章や欄外の註、他の文献からの引用についてはラテン語で書かれ
ている。読者にあてた序言の前には簡便な索引が付されており、読者が
すぐに該当箇所を参照できるようになっている。シュルトハイスのこと
と思われる「博士」なる人物と貴族である「フィラデルフス」なるフライ
ヘルとの架空の対話形式をとっており、以上のことから本書はラテン語
の読めない裁判権保有者を読者として想定しているとされる20。しかし、
第８章の議論や要所でのラテン語での註の存在から、本書は学識者間で
の議論にも耐えうるように作られていると評価できるだろう。また、全
ページ見開き上部に『慈悲深きイエス、我が知力を際立たせたまえ

（Clementissime	Jesu,	 Illumina	Intellectum	meum.）』という文言が入れ
こまれており、デッカーはこれによりシュルトハイスは自身の敬虔さを

19 „Eine	Außführliche	Instruction	Wie	 in	Inquisition	Sachen	des	grewlichen	
Lasters	der	Zauberey	gegen	Die	Zaubere	der	Göttlichen	Majestät	vnd	der	
Christenheit	Feinde	ohn	gefahr	der	Unschüldigen	zuprocediren.“
20 Decker,	a.a.O.（註１）,	1981/82,	S.	361.
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アピールしようとしている、と評している21。
　以下に、『詳細なる手引き』の概略を記しておこう。序言（S.	1-11）で
は本書が書かれた目的や経緯が短く述べられる。そして本書の中でシュ
ルトハイスは、所領において魔女の訴追を行おうとしているフィラデル
フス卿に対して、訴追に際して注意すべき点を議論しながら伝えると述
べる22。続く第１章（S.	13-66）は「公正かつ真実そのものである神が、偽
りの霊である悪魔に、魔術について疑わしき人物の姿で、悪魔と魔女の
集まりにおいてダンスの場に現われることを認めると考えられるか」と
いうタイトルがつけられているが、実際にはそれ以降の議論の導入のよ
うな内容となっている。つまりフィラデルフス卿が、無実の者が悪魔の
策略によって訴追されうる場合に魔女を訴追することを危惧するのに対
して、博士がその疑問に答えていく。具体的にはタイトルの通り、悪魔
が魔女のサバトにおいて魔女ではない者（すなわち無実の者）の姿で現
れることができるとするならば、魔女のサバトにいたという証言から誰
かを訴追することは危険であるのではないか、という疑念をフィラデル
フス卿は抱いている。これに対して博士は、神の許しなくして悪魔が無
実の者の姿をとることができないこと、そして神がそのようなことを許
しはしないということを例示や聖書からの引用を用いて回答してい
る23。この議論は本書の中で後々まで再三言及されるため、本書の前提
となる議論である。
　続く第２章（S.	67-134）は「魔女に対する手続についての論争」という
タイトルの下、魔女裁判の開始手続について論じている。具体的には、
裁判官や参審人の宣誓（S.	75-76）、手続の端緒となる噂や悪評の収集の
方法について（S.	76-78）、魔女の徴表の一覧（S.	78-97）、およびそれに
関する議論（S.	97-134）が含まれている。この章で最も目を引くのは51
項目にわたる長大な徴表のリストであり、『カロリナ』が４ないし５項
目、ケルン選帝侯の魔女裁判令（1607年）が13項目を挙げているのに対
して圧倒的に詳細かつ具体的な内容となっている。本稿でもその一部を

21 Ebd.,	S.	361.
22 Schultheiß,	a.a.O.（註１）,	Vorrede.	S.	10.
23 Ebd.,	C.	1,	S.	16,	21f.



論　　　説

北法70（6・65）1073

考察するが、この中には被告人の防御の権利にとって制限となりかねな
い項目が含まれている。またシュルトハイスは、これらの徴表が等しく
同程度の価値を持つのではなく、一部の徴表は単体では「確たる徴表」（す
なわち拷問を行うのに十分な徴表）ではないという事を認めている24。ま
たこの章の後半では、徴表をめぐるヨハン・ゲオルグ・ゲーデルマン博
士の主張を取り挙げ、それに対して（やや的外れな批判である印象はぬ
ぐえないが）反論している。ゲーデルマン博士は同時代のロストック大
学の法学教授であり、この際に言及されたのは彼の『法的に認められ、
裁かれるべき魔術師、毒使い、魔女についての論文』（1592年）という論
稿である。
　「証人の尋問について」と題する第３章（S.	135-156）は、タイトルの
通り証人と尋問について論じている。まず前半部分では魔女の事件にお
いて誰が証人となりうるのかについて論じている。これについても後に
言及するが、シュルトハイスは通常認められない類の証人が魔女裁判に
おいては認められうると述べている25。後半部分では証人尋問のやり方
について論じられており、ここには詳しい尋問項目の例が載せられてい
る26。
　第４章（S.	157-174）は「拘留（Captur）について」というタイトルであ
り、魔女として逮捕された人物を牢に止めておく際の注意事項や、見張
りとなる番人（Hüter）あるいは監視人（Wächter）に関する注意事項が
述べられている27。またこの章には番人や監視人が行うべき宣誓が載せ
られているが、「神と諸聖人にかけて（so	wahr	alß	Gotthelffe	vnd	alle	
seine	Heyligen）」という文言について『カロリナ』に記載された宣誓と
の違いからその有効性が論じられている。ここでシュルトハイスはこの
文言が法にも教会の教えにも反しないということを論拠を挙げながら強
く主張いるが、近世における宣誓という行為の重要性について考える上

24 Ebd.,	C.	2,	S.	121.
25 Ebd.,	C.	3,	S.	135ff.
26 Ebd.,	C.	3,	S.	148.
27 Ebd.,	C.	4,	S.	165f.
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で興味深い議論だと言える28。
　第５章（S.	175-254）は本書の中でもきわめて長い章となっている。こ
の章は「同意に基づく、あるいは苦痛を伴う尋問の明示的な提示」とい
うタイトルであり、これまでの章で登場していた博士とフィラデルフス
卿に加え、裁判官、参審人、裁判書記、ユルゲン親方という名の刑吏、
魔女として尋問されているグレタおよびトニスといったキャラクターが
登場し、魔女に対する尋問がどのように進められるべきかが具体的に描
写される。この章でのやり取りが実際の魔女裁判における尋問とどれほ
どの差異があるのかについては明らかにされねばならないが、例えば尋
問は博士が中心となり項目に沿って行っていること、それに対して裁判
官や参審人達は魔女の尋問に加わらないがその場にいるらしいこと、拷
問に進む際には裁判官と参審人たちの許可が必要であることなどが描写
されている。また興味深い点として、後半部分で裁判役人（裁判官と参
審人達）の許可の下でトニスに対して拷問が加えられているが、この描
写はきわめて僅かである29。グレタに対する拷問を検討する際には、裁
判役人たちが拷問を勧めるのに対して「コミサール」である博士は拷問
に反対し、また実際に拷問を加える前に何度も警告したり説得したりし
ている。このように拷問に関する描写の少なさや慎重な態度は、シュペー
の『刑事的警告』における批判が関係している可能性が考えられるだろう。
　続く第６章（S.	255-282）では「同意に基づく、あるいは苦痛をともな
う尋問に反対する動機」と題して、前章で描写された尋問についての議
論が繰り広げられる。まずは誘導尋問の可能性ついて議論した後、尋問
におけるそのようなやり方について聖書や聖人の例を根拠として正当化
される30。また拷問の決定に関してシュルトハイスは、魔女コミサール
は裁判官や参審人達に助言を与えるだけであり、彼ら自身に裁判権が与
えられるのではないと明言している31。また、拷問に際しては被告人に
防御の機会が与えられるべきであるという主張に対して、シュルトハイ

28 Ebd.,	C.	4,	S.	166-173.
29 Ebd.,	C.	5,	S.	252f.
30 Ebd.,	C.	6,	S.	255-264.
31 Ebd.,	C.	6,	S.	266.
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スは街道強盗の例を挙げながら反論している32。
　第７章（S.	283-321）には「同意に基づく、あるいは苦痛をともなう審
問と自白についての論争」という題がつけられている。この章では仲間
による告発についてその信憑性の問題を簡単に言及した後、魔女に対す
る手続全体の構造を論じている。シュルトハイスは刑事手続を、裁判関
係者、尋問、拷問の３つに分けて説明する。裁判関係者に関する議論の
中で興味深いのは、シュルトハイスがその中に悪魔を含めていることで
ある。この点については、本稿第４章において詳しく取り扱いたい。ま
た、この章の中では、被告人のために祈ったり、被告人を説得する際に
悪魔の性格や目的を説明するなど、魔女コミサールの宗教的な側面が強
調されているようにも見受けられる33。この章の最後には、魔女による
仲間の告発、自白の撤回について論じられている。シュルトハイスは魔
女が自白を撤回することを、「無実の者の危険のために」許可してい
る34。
　「それによって無実の者に極大の危険が降りかかりうるところの告発
について」と題する第８章（S.	322-436）では魔女による告発の信憑性が
論じられている。この章の半ば以降ではインゴルシュタット大学の神学
教授アダム・タナーの主張を引用し、それについて逐次反論を加えてい
る。タナーは「良き評判の人物に対しては、魔女の告発のみでは拷問へ
と手続を進めることができない」と主張し、その理由を提示している。
これに対してシュルトハイスはそれぞれの理由に反論し、結論として「良
き評判の人物であっても、他の徴表が存在し、あるいは複数の告発があ
れば拷問に進むことができる」と主張する。このような議論の性質から、
本章の内容はほとんどラテン語によって記述され、またタナーによって
論拠として主張された多くの法学者の文献が言及されている35。
　第９章（S.	437-465）は「それによって糺問官また聖職者である聴罪司
祭が大きな狼狽と憂慮へとたびたび導かれるところの魔女の気まぐれと

32 Ebd.,	C.	6,	S.	267f.
33 Ebd.,	C.	7,	S.	292,	296ff.
34 Ebd.,	C.	7,	S.	317-321.
35 Ebd.,	C.	8,	S.	380-387.
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軽率な撤回について」というタイトルがつけられている。タイトルの通
り、本章では第７章で言及された撤回について、その有効性と効果につ
いて論じている。シュルトハイスは魔女による告発の撤回の理由をまず
説明し、それに対してどのような措置を執るべきかを論じている。シュ
ルトハイスは悪魔の策略や魔女の仲間である裁判関係者による圧力など
を理由として挙げると共に、しばしば騙され易い聴罪司祭が魔女や、魔
女をめぐる「偽りの情報」に欺かれて、コミサールや裁判官を批判する
という場合があることに言及している36。
　最終章である第10章（S.	466-502）は「いかに偽って、おぞましくまた
驚くべき事に、神を愛する諸侯とその顧問官達と役人とが魔女の根絶の
故に中傷され、非難され、迫害されているか」という題がつけられている。
本章ではシュルトハイス自身が経験した批判や中傷、あるいは彼が耳に
したコミサールへの非難や攻撃の数々が取り挙げられる。前述のコミ
サールであるラインハルトの暗殺未遂事件もこの章で紹介されてい
る37。
　以上のような内容の『詳細なる手引き』は、史料としてどのような性
格を持っているのだろうか。本書は確かに部分的にシュルトハイスの経
験に基づいて書かれているものの、先述のように架空の対話形式をとっ
ているため、実際の裁判記録と同じようには用い得ない。つまり本書の
内容が実際の実務を反映しているかどうかは、未だ明らかにされていな
いのである。この点を理解した上で、デッカーは「魔女裁判官の思考と
行動とは、良好な史料状況ゆえに、アルンスベルクの法学者ハインリヒ・
フォン・シュルトハイス博士について、最も正確に理解されうる」と述
べている38。デッカーに倣えば、本書は魔女コミサールの考え方を知る
ために利用できる史料だと言える。
　このように現実との関係が不明瞭なこの史料であるが、魔女裁判を推
進する側の学識法曹の主張する魔女裁判の手続を把握し、それを当時の

36 Ebd.,	C.	9,	S.	445f.
37 拙稿「ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（２）」『北大法学論集』第70巻
５号、2020年、57-58頁。
38 Decker,	a.a.O.（註１）,	1981/82,	S.	361.
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批判や刑事法学の中で評価することにより、近世の魔女迫害の一側面を
明らかにするという本研究の目的にとっては大いに価値があると考えら
れる。デッカーはこの史料の執筆目的について「シュルトハイスの主著
は、（中略）とりわけ法律にとりたてて明るいわけではない裁判権所有
者に向けられているが、シュルトハイスが彼の魔女裁判官としての実務
を批判者に対して弁明することによって、繰り返し裁判の遂行のための
手引書という性格を逸脱している」と述べている39。『詳細なる手引き』
が刊行された当時、すなわち1634年にはケルン選帝侯領全体において魔
女裁判の最大のピークは過ぎており、魔女裁判とその手続に対する批判
が寄せられはじめていた。例えば、イエズス会士フリードリヒ・シュペー
は1632年に匿名で『刑事的警告』	を刊行し、魔女裁判の不法性、とりわ
け拷問の非人道性を訴えた。バイエルンのインゴルシュタット大学で神
学教授であったアダム・タナーは『裁判に関する神学的な論文』を著し
たが、これは1629年にケルンでも印刷され、多くの人に読まれることに
なった。また、ヴェストファーレン公領の聴罪司祭であったミヒャエル・
シュタッパートは魔女裁判にて処刑が確定した人々から話を聞いて論文
を著している。論文自体は前述のレーアの本40に含まれる形で1676年ア
ムステルダムにて公刊されたが、そこには被告や魔女コミサールとして
のシュルトハイスが実名で載っている。これらの反対文書は一様に、魔
女裁判における非人道性と共に、不適切な裁判実務を批判し、適正な裁
判手続を要求していた。デッカーによれば、このような批判に直面して、
シュルトハイスは弁明する必要を感じて『詳細なる手引き』を著したと
いうのである41。このようなデッカーの見立ては、実際に『詳細なる手引
き』の第10章などを見ると、正しいと言える。
　このようにシュルトハイスが批判に対する反論として本書を書いたの
は明らかであるが、実際にシュルトハイスの方が本書の中で想定してい
る魔女裁判の批判者は誰なのだろうか。まず、明示的に挙げられている

39 Ebd.,	S.	361.	なお、略は筆者による。
40 Hermann	Löher,	Hochnötige	Unterthanige	Wemütige	Klage	der	Frommen	
Unschültigen,	Amsterdam	1676.	
41 Decker,	a.a.O.（註１）,	1981/82,	S.	361-362.
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のは、第２章と第８章において名指しで論駁されているゲーデルマンと
タナーである。他にも、G.	フランツに拠れば、シュルトハイスはとり
わけ序言と第１章においてコルネリウス・プライアー（1584-？年）の『裁
判官への鉄槌』（1627年）を想定しているようだが、史料中にその名を挙
げてはいない42。プライアーはキッツィンゲンの医者であったが、1627
年に本書を匿名で出版した人物である。プライアーの著書と同時期に、
同じく匿名で出版された『刑事的警告』（1632年）はどうだろうか。『刑
事的警告』もフリードリヒ・シュペーの名もシュルトハイスの著作の中
には明示的には登場しないが、デッカーによれば、シュルトハイスは『刑
事的警告』の初版を所有していた43。さらに随所でシュペーや『刑事的警
告』を思わせるような記述があり、また議論の内容（例えば第３章で論
じられる「悔悛」の基準についてなど）からしてもシュペーおよび『刑事
的警告』を少なからず意識していたであろうことは想像に難くない。
　いずれにせよ、シュルトハイスが本書において、批判に直面して自ら
の実務に根拠をつけて正当化することを図ったのだとすれば、本書を読
み解くことによって見えてくるものは、単にシュルトハイスが理想とし
た裁判手続だけではない。当時魔女裁判に寄せられていた批判、議論さ
れていた問題点、そしてそれらに面してもなお魔女を裁く理由やそのた
めに適切だと思われた方法が、その論拠を含めて記されているのである。
加えてシュルトハイスは、この論拠として多くの悪魔学者や法学者の文
献を挙げている。つまり本書を通じて我々は魔女裁判をめぐる議論状況
を知ることができるのである。
　本稿ではシュルトハイスの議論を中心に置きながら、同時代の諸著作
との比較検討を行う。まずはシュルトハイスが参照したことを明記して
いる文献や、参照したであろうことがほぼ確実である文献が挙げられる。
例えば、悪魔学者による魔女関連文献がある。これにはフランスの高名
な政治学者にして悪魔学者ジャン・ボダンの『魔女の悪魔狂』（1580年）44、

42 Franz,	a.a.O.（註１）.
43 Decker,	a.a.O.（註１）,	1981/82,	S.	361.
44 ボダンについては多くの文献が存在するが、以下を参照。Art.	Bodin,	Jean.
（https://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/personen/
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トリーア選帝侯領の協働司教ペーター・ビンスフェルトによる『魔術師
と魔女の自白について』（1591年）45、ネーデルラントの新学舎であったマ
ルティン・デルリオ『魔術の探求』（1599年）46などの、必ずしも刑事法

artikel/bodin-jean/	閲覧日2019年８月23日）;	Christopher	Lattmann,	Der	Teufel,	
die	Hexe	und	der	Rechtsgelehrte.	Crimen	magiae	und	Hexenprozess	 in	Jean	
Bodins	De la Démonomanie des Sorciers,	Frakfurt	a.M.	2019,	S.	9-11. 利 用 し
たボダンの原テクストは以下のもの。Bodin,	De	la	demonomanie,	Paris	1580;	
1587.	また、このドイツ語版が翌年にストラスブールで出版されており、そ
ちらも活用した。Jean	Bodin,	De	Daemonomania,	Straßburg	1581.	 なお、こ
の著名な悪魔学文献は現代においては以下のように英訳されているが、文章
中に省略された箇所が多い。Jean	Bodin,	Randy	Scott	(trans.),	On	the	Demon-
Mania	of	Witches,	Toronto	2001.	 さらにしばしば邦語訳が試みられている
が、いずれも断片的である。田中雅志編『原典資料で読む西洋悪魔学の歴史
　魔女の誕生と衰退』三交社、2008年、123-133頁；宮下志朗他編訳『フラン
ス・ルネサンス文学集１　学問と信仰と』白水社、2015年、203-232頁。ボ
ダンの手続や理論については以下の論文を参照。Michael	Siefener,	Hexerei	
im	Spiegel	der	Rechtstheorie.	Das	crimen	magiae	 in	der	Literatur	von	1574	
bis	1608,	Frankfurt	a.M.	1992;	Claudia	Opitz,	Der	Magistrat	als	Hexenjäger.	
Hexenverfolgung	und	 staatliche	Ordnung	bei	 Jean	Bodin,	 in:	 Johannes	
Dillinger,	Jürgen	Michael	Schmidt,	Dieter	Bauer	 (Hrsg.),	Hexenprozess	und	
Staatsbildung,	Bielefeld	2008,	S.	41-58、ここでは、S.	45-47；Lattmann,	a.a.O.,	S.	
48-348;	波多野敏「悪魔学の知的背景」上山安敏・牟田和男編	『魔女狩りと悪魔
学』人文書院、1997年、89-118頁；平野『魔女の法廷』2004年。
45 ビンスフェルトについては、以下を参照。Art.	Binsfeld,	Peter.	（https://
www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/personen/artikel/
binsfeld-peter/	閲覧日2019年８月23日）利用したテクストは以下の通り。Peter	
Binsfeld,	Tractatus	de	Confessionibus	Maleficorum	et	Sagarum	recognitus	et	
auctus.	An,	et	quanta	fides	 iis	adhibenda	sit,	Trier	1589;	Ders.,	Tractat	von	
Bekanntnuß	der	Zauberer	und	Hexen	[...],	München	1591.	ビンスフェルトの述
べる手続や理論については以下の文献を参照。Siefener,	a.a.O.（註44）
46 デルリオについては、以下を参照。Art.	Del	Rio,	Martin	Antione.	（https://
www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/personen/artikel/
del-rio-martin/	 閲覧日2019年８月24日）　利用したテクストは Martin	Delrio,	
Disquisitionum	Magicarum	Libri	Sex,	Louvain	1599/1600.	デルリオの理論につ
いては以下の文献を参照。Siefener,	a.a.O.（註44）;	Petra	Nagel,	Die	Bedeutung	
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の専門家とは言えない人々によって書かれた文献が含まれる。次に、魔
女裁判に反対する著作がある。前述のように『詳細なる手引き』ではア
ダム・タナー『諸例外犯罪、特に魔術の罪に対する裁判についての神学
論文』と題する論稿や47、ヨハン・ゲオルク・ゲーデルマン博士『法的に
認められ、裁かれるべき魔術師、毒使い、魔女についての論文』（1592年）48

が主として引用されているが、とりわけフリードリヒ・シュペー『刑事

der	Disquisitiones	magicarum	libri	sex	von	Martin	Delrio	für	das	Verfahren	in	
Hexenprozessen,	Frankfurt	a.M.	1995；菊地英里香「近世初期の悪魔学　－ J・
ボダンの時代の裁判官たち（レミ、ボゲ、ランクル、デル・リオ）の言説」『古
典古代学（筑波大学大学院人文社会科学研究科古典古代学研究室）』	第２号、
2009年、9-39頁。
47 タナーについては以下を参照。Art.	Tanner,	Adam,	 in:	ADB.	 また、タ
ナーの主張については以下を参照。Wolfgang	Behringer,	Von	Adam	Tanner	
zu	Friedrich	Spee.	Die	Entwicklung	einer	Argumentationsstrategie	 (1590-
1630)	vor	dem	Hintergrund	zeitgenössischer	gesellschaftlicher	Konflikte,	 in:	
Geist	und	Leben.	Zeitschrift	 für	christliche	Spiritualität,	Nr.	65,	1992,	S.	105-
121;	Johannes	Dillinger,	Friedrich	Spee	und	Adam	Tanner:	Zwei	Gegner	der	
Hexenprozesse	aus	dem	Jesuitenorden,	 in:	Spee	Jahrbuch,	Bd.	7,	2000,	S.	31-
58.	なお、この文献は元々独立したひとつの論稿ではなく、タナーがインゴル
シュタットで公刊した『トマス・アクィナス師の大全の全体についての神学的
議論（Disputationes	theologicae	in	omnes	partes	Summae	S.	Th.	Aquinatis）』

（1617年）の一部を、ケルンの書籍販売業者であるコンスタンティン・ミュニ
ヒ（Constantin	Munich）が抜粋したものである。彼はこれを、タナーの別の
論文である『諸天使についての議論（Disputatio	de	Angelis）』と抱き合わせに
して、1629年に『悪魔憑きたちと魔術師たちに関して、悪魔たちを閉じ込める
ことの教会の力についての諸論文（Diversi	tractatus	de	potestate	ecclesiastica	
coercendi	daemones	circa	energumenos	et	maleficiatos）』として販売した。
Henry	Charles	Lea	 (Ed.),	Materials	Towards	a	History	of	Witchcraft,	New	
York	1939,	pp.	647-648. この現物は現在フランス国立図書館に所蔵されている。
この抱き合わせ版の片方が『諸例外犯罪、特に魔術の罪に対する裁判について
の神学論文（Tractatus	Theologicus	de	Processu	adversus	Crimina	Excepta,	ac	
speciatim	adversus	Crimen	Veneficii）』であり、おそらくシュルトハイスはこ
の抱き合わせ版を読んだものと思われる。
48 ゲーデルマンについては、以下を参照。Art.	Godelmann	(Gödelmann),	Johan	
Georg,	in:	ADB.
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的警告』（1631年）49を加えてここで検討したい。前述のようにシュルト
ハイスはシュペーの名にも、またその著作にも言及は無いものの、時期
的に見てシュルトハイスがこれを参照した可能性は極めて高いと考えら
れるからである。また、シュルトハイスや上述の文献が引用している刑
事法学の諸著作がある。これには、例えばイタリア人の法学者プロスペ
ルス・ファリナキウスの『刑事の実務と理論』（1600年頃）50やユリウス・
クラールス『刑事実務あるいは民事実務についての著作集』（1576年）51、

49 利用したテクストは Friedrich	von	Spee,	Cautio	Criminalis,	Paderborn	1631.	
なお、現代におけるドイツ語訳および英語訳が存在する。Friedrich	von	Spee,	
Joachim-Friedrich	Ritter	(übertragen	von),	Cautio	Criminalis	oder	Rechtliches	
Bedenken	wegen	der	Hexenprozesse,	München	2003;	Friedrich	Spee	von	
Langenfeld,	Marcus	Hellyer	 (trans.),	Cautio	Criminalis,	or	a	Book	on	Witch	
Trials,	Versinia	2003.	シュペーの主張について論じた論稿は枚挙に暇がない
が、ここでは以下のもののみを挙げる。Günter	Jerouschek,	Friedrich	von	Spee	
als	Justizkritiker.	Die	Cautio	Criminalis	 im	Lichte	des	gemeinen	Strafrechts	
der	 frühen	Neuzeit,	 in:	Zeitschrift	 für	die	gesamte	Strafrechtswissenschaft,	
Bd.	108,	H.	2,	1996,	S.	243-265;	Ders.,	Für	und	Wider	die	Hexenverfolgung.	
Zu	Heinrich	Kramers	Malleus	Maleficarum	und	Friedrich	Spees	Cautio	
Criminalis,	in:	Hans	Kippenberg	(Hrsg.),	Europäische	Religionsgeschichte,	2009,	
S.	253-287;	Wolfgang	Sellert,	Friedrich	Spee	von	Langenfeld:	ein	Streiter	wider	
Hexenprozess	und	Folter,	Neue	Juristische	Wochenschrift,	Bd.	39,	H.	19,	1987,	S.	
1222-1229.
50 利用したテクストは Prospero	Farinacius,	De	Testibus,	Frankfurt	a.M.	1602;	
Ders.,	Praxis	et	theoricae	criminalis,	Frankfurt	a.M.	1606.	ファリナキウス個
人については以下を参照。Art.	Farinacci,	Prospero	(1544-1618),	 in:	Michael	
Stolleis	 (Hrsg.),	 Juristen.	Ein	biographisches	Lexikon:	Von	der	Antike	bis	
zum	20.	Jahrhundert,	München	2001,	S.	206-207.	 また、本稿に関わりのある
ファリナキウスの議論については以下を参照。Robert	Zagolla,	Folter	und	
Hexenprozess:	Die	strafrechtliche	Spruchpraxis	der	Juristenfakultät	Rostock	
im	17.	 Jahrhundert,	Göttingen	2007;	Marianne	Sauter,	Hexenprozess	und	
Folter:	Die	Strafrechtliche	Spruchpraxis	der	Juristenfakultät	Tübingen	im	17.	
und	beginnenden	18.	Jahrhundert,	Bielefeld	2010.
51 利用したテクストは Jurius	Clarus,	Opera	Omnia,	Siue	Practica	Criminalis	
Cum	doctissimis	Additionibvs	Perillustrium	Iurisconsultorum	 […],	Venetia	
1640.	クラールス個人については以下を参照。Art.	Claro	 (Clarus),	Giulio	 (1525-
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マルクス・アントニウス・ブランクスの『殺人の徴表について』（1546年）52

などが含まれる。
　一方で、シュルトハイスが直接的に名を挙げてはいないものの、同時
代の刑事法学者による諸著作も確認しておく必要があると思われる。ベ
ネディクト・カルプツォフによる『ザクセン新実務』（1635年）は、前近
代ドイツの刑事法学において代表的な作品であり、また刊行年がシュル
トハイスの著作とかなり近しいこともあり、最適な比較対象であろう53。
これに加えて、シュルトハイスの頃からは少し時期があくものの、ヨハ
ン・ブルネマンの手になる『糺問訴訟について』（1648年）が挙げられ

1575),	in:	Stolleis	(Hrsg.),	a.a.O.（註50）,	S.	134-135.
52 利用したテクストは Marcus	Antonius	Blancus,	Tractatus	de	Indiciis	Homicidii	
ex	Proposito	Commissi,	et	de	Alijs	Indicijs	Homicidij	et	Furti,	Venetiis	1546.
53 利用したテクストは Benedict	Carpzov,	Practica	Nova	Imperialis	Saxonica	
Rerum	Criminalium	[...],	pars.	1,	Wittenberg	1670;	pars.	2,	Wittenberg	1670;	
pars.	3,	Wittenberg	1670.	なお、近年第一部の途中までのドイツ語版が出版さ
れたが、残念ながら魔女術に関わる部分は未訳である。Benedict	Carpzov,	
Dietlich	Oehler(übertragen	 von),	 Strafrecht	 nach	 neuer	Kurfürstlich-
Sächsischer	Praxis.	1.	Teil,	Davon	die	Tötungsdelikte	die	den	allgemeinen	
Teil	enthalten,	aus	der	ersten	Auflage	von	1635	und	der	vorletzten	Auflage	
von	1739,	Goldbach	2000.	カルプツォフ自身については以下を参照。Günter	
Jerouschek,	Art.	Carpzov,	Benedikt	(1595-1666),	in:	HRG,	2.	Aufl.,	2008,	S.	819-
821;	Günter	 Jerouschek,	Wolfgang	Schild,	Walter	Gropp	 (Hrsg.),	Benedict	
Carpzov:	Neue	Perspektiven	zu	einem	umstrittenten	sächsischen	Juristen,	
Tübingen	2000.	；藤本幸二『ドイツ刑事法の啓蒙主義的改革と Poena	Extra-
ordinaria』国際書院、2006年、109-142頁。カルプツォフと魔女迫害との関係につい
ては以下を参照。Winfried	Trusen,	Benedict	Carpzov	und	die	Hexenverfolgungen,	
in:	Ellen	 Schlüchter,	Klaus	Laubenthal	 (Hrsg.),	 Recht	 und	Kriminalität:	
Festschrift	 für	Friedrich-Wilhelm	Krause	zum	70.	Geburtstag,	Köln,	Berlin,	
Bonn,	München	1990,	S.	19-35;	Winfried	Trusen,	Rechtliche	Grundlagen	der	
Hexenprozesse	und	ihrer	Beendigung,	in:	Sönke	Lorenz	(Hrsg.),	Das	Ende	der	
Hexenverfolgung,	Stuttgart	1995,	S.	203-226；上口裕「ベネディクト・カルプツォ
フ」勝田有恒、山内進編『近世・近代ヨーロッパの法学者たち』ミネルヴァ書房、
2008年、136-147頁；宮本弘典「刑事司法の原風景（２・完）　ドイツ刑法学の
祖カルプツォフ」『関東学院法学』第18巻第２号、2008年、101-144頁。
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る54。というのも、ブルネマンはドイツ普通法刑事訴訟史のなかでカル
プツォフと並び称されるほどの影響力を持つ刑事法学者であるからであ
る55。またカルプツォフを含めた多くの法学者を引用し、体系的に刑事
訴訟手続を論じているこの著作を対象とすることによって、シュルトハ
イスやカルプツォフ以降の刑事法学の「主流」を理解しうると考えられ
るからである。これらの著作は必ずしも魔女のみを対象としているわけ
ではないが、魔女術犯罪と他の犯罪との関係を考察するのにはとりわけ
有益である。
　以上のような様々な関連する著作における記述とシュルトハイスの手
続や理論とを比較検討し、迫害を遂行する側の学識法曹がどのように考
えて魔女裁判を指揮していたのか、そして当時の批判についてどのよう
に考えていたのか、といったことを次章以降で明らかにしていきたい。

第２章　例外犯罪としての魔女術罪

第１節　魔女＝例外犯罪？

（１）例外犯罪であること
　「例外犯罪（crimes	exceptés）とは、毒殺、魔術、大逆、謀殺である」56。

「魔術ないし魔女術の犯罪は……非正規の、例外の犯罪（crimen	
extraordinarium	&	exceptum）である」57。これらはそれぞれ、近世悪魔

54 利用したテクストは Johannes	Brunnemann,	Tractatus	Juridicus	de	Inquisitionis	
Processu,	in	gratiam	illorum,	qui	causas	criminales	tractant,	olim	conscriptus,	
postea	 emendatus	 et	 plurimum	auctus	 jam	nona	vice	 in	 lucern	 editus,	
Frankfurt	a.M.	1648.	なお、邦語訳が存在する。上口裕『近世ドイツの刑事訴訟』
成文堂、2012年。ブルネマン自身については以下を参照。Heiner	Lück,	Art.	
Brunnemann,	Johann	(1608-1672),	in:	HRG,	2.	Aufl.,	2008,	S.	690-692.
55 上口、前掲書（註54）、i 頁。
56 Bodin,	a.a.O.（註44）,	1580,	L.	4,	C.	2,	p.	178v.,	„que	és	crimes	exceptés	comme	
est	le	poison	&	la	Sorcellerie,	le	crime	de	lese	maiesté,	&	d’assassinat.“
57 Delrio,	a.a.O.（註46）,	1599/1600,	L.	5,	§.	1,	p.	366,	„sortilegii	siue	maleficii	crimen	
[…]	esse	tamen	crimen	extraordinarium	&	exceptum“.
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学の権威であったボダンとデルリオの著作に見られる記述である。近世
において、少なくとも一部の人々は魔女術罪を「例外犯罪（crimen	
exceptum）」なるものであると見なしていた。
　「例外犯罪」とは、さしあたり「通常の犯罪（類型）とは異なる特別な
取り扱いをされた犯罪（類型）」あるいは「特別な取り扱いをしうる

0 0 0

と見
なされた犯罪（類型）」であると定義する事が出来る。魔女術の罪がしば
しば「特別な」犯罪として見なされていたということは、時代を通じて
多くの人に知られているところである。ラーナーに拠れば、20世紀の学
者たちは合理主義的観点から、魔女術の犯罪が「不可能なものであり、
我々がもはやそれを犯罪とは見なさないという意味において特殊なもの
である故に、特異な」犯罪であるとみなした58。このような不可能性から
魔女術を「空想犯罪」とするような見方は既に18世紀後半から、すなわ
ちヨーロッパの多くの国々で魔術に関する法律が廃止されるようになっ
た頃から見受けられる59。現代の我々にとっても、魔女術によって人や
家畜に害が加えられ、魔女と見なされた人物を拷問し処刑せねばならな
いというのは、きわめて非合理で「特異な」状況のように思えるだろ
う60。
　しかし、近世においてはしばしばこのような観点とは異なる意味にお
いて、魔女術は「特別な」犯罪と見なされていた。つまり、魔女術の犯
罪は、通常の犯罪群とは異なるものであり、しばしば刑罰の原則や刑事

58 Christina	Larner,	Crimen	Exceptum?	The	Crime	of	Witchcraft	in	Europe,	in:	
Vic	Gatrell,	Bruce	Lenman	and	Geoffrey	Parker	(ed.),	Crime	and	the	Law:	The	
Social	History	of	Crime	in	Western	Europe	since	1500,	London	1980,	pp.	49-75,	
ここでは p.	58.
59 Wolfgang	Behringer,	Witches	and	Witch-Hunts:	A	Global	History,	Cambridge	
2004,	pp.	193-195.
60 このような疑問から近代歴史学における初期の魔女研究は出発した。すな
わち、魔術を使ったという理由で魔女が厳しく法的に追求され、処罰されると
いう状況は、「西欧文明の進歩からの恐るべき逸脱」と捉えられたのである。
このような考え方は「魔女狂気（witch-madness）」や「魔女熱狂（witch-craze）」
といった言い回しに顕著に表れている。ジェフリー・スカール、ジョン・カロ
ウ（小泉徹訳）『魔女狩り』岩波書店、2004年、2-4、59-60頁。
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裁判手続が通常の手続に拘束されない、と考えられていたのである61。
冒頭に引用した二人の悪魔学者たちもこのようなことを念頭に置いて魔
女術罪を例外犯罪へと分類した。彼らは魔女術罪に通常の犯罪とは異な
る取り扱いを求めたのである。
　しかしながら、魔女術の犯罪は近世において一般的に例外犯罪であっ
た、と単純に論じられてはいけない。後述するように、近年のいくつか
の研究はこの前提とされてきた通説に疑問を投げかけている。そこでま
ずは、魔女迫害の時代に魔女術罪が例外犯罪として見なされていたこと
について、従来の研究がどのように述べているか、いくつか重要な研究
を取り挙げてみたい。
　魔女術が例外犯罪であったということは、魔女研究の最初期から述べ
られている。ハンゼンは1572年以降のドイツ各地での刑事裁判に関する
法令を『カロリナ』と比較しながら、前者には後者に比べ、より明確に
魔女の罪の宗教的解釈が現れていると述べている。そして、それと共に
ローマ法学の継受によって、この犯罪に「例外犯罪の理論（die	Theorie	
vom	crimen	exceptum）」が適用されたと論じる。ハンゼンは、魔術が
異端と見なされたため、異端と同様略式化された糺問が魔女にも用いら
れ、また糺問によって魔女の特異性と処刑の必要性が喧伝されてきたと
している。ハンゼンによれば、ドイツにおいては1468年には既に魔女犯
罪が例外犯罪として扱われているという。この際にハンゼンは「共犯者
による供述に基づいた拷問」について言及している62。ハンゼンはこの文
言の直接的な出典を明記してはいないが、彼の研究は無数の聖俗の法令、
勅令、勅書と並んで異端審問官のニコラス・エイメリクス『異端審問実務』

（1376年）などをはじめとする中世の異端審問官の著作を史料として用
いており、これらの内のいずれかから彼は例外犯罪の言葉を引き出して
きたと考えられる。ともあれ、魔女というテーマを正統な歴史研究の対
象にまで引き上げたとされるハンゼンの影響力は計り知れない。これ以
降、魔女＝例外犯罪という認識は、以下に示すようなとりわけ著名な悪

61 Larner,	a.a.O.（註58）,	pp.	55-56.
62 Joseph	Hansen,	Zauberwahn,	 Inquisition	und	Hexenprozeß	 im	Mittelalter	
und	die	Entstehung	der	großen	Hexenverfolgung,	München	1900,	S.	524-525.



ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（３）

北法70（6・78）1086

魔学論文、そしていくつかの実際の事件における取り扱いから裏付けを
得て、通説となっていった。
　この通説はきわめて長い間受け容れられており、また別の視点からも
補強された。戦後ドイツにおける魔女研究の大家であるバシュヴィッツ
は、『カロリナ』に規定された手続を正当な手続であるとし、これに対
して魔女裁判官がかなり恣意的な裁判を行ったという立場に立ってい
る63。1963年に刊行された著作においてバシュヴィッツは、『カロリナ』
について「証拠調査に関してある一定の基準を持っており、その基準に
従ってさえいれば、たいていの魔女裁判は不可能になってしまう」と述
べた上で、魔女の迫害者たちがこれを無視したとしている64。また彼は、
シュペーによる魔女裁判への批判の書『刑事的警告』を引き合いに出し
て、魔女裁判における無法を論じている。この中で彼が具体的に法に違
反すると述べているのは拷問についてである65。ここでは拷問の過酷さ、
自白しようがしまいが有罪にされるということ、拷問による仲間に対す
る密告、自己弁護の機会さえないことなどが、述べられている。バシュ
ヴィッツは他にも魔女裁判の記録をいくつか参照しているが、これらと

『カロリナ』、そしてシュペーやタナーといった批判者とを対照させるこ
とにより、魔女裁判において通常の手続的保障が無視されたと論じてい
る66。
　本節の冒頭に挙げた1980年のラーナーの論文は、魔女術罪を例外犯罪
と見なすことで、魔女迫害を法的なコンテクストから乖離させてしまう
事を危惧しており、直接的に例外犯罪について論じているわけではない。
しかしその論稿の冒頭部分で彼女は「この例外犯罪（crimen	exceptum）
なる概念は、わかりきったことであるが、ジャン・ボダンの『魔女の悪

63 クルト・バッシュビッツ（川端豊彦／坂井州二訳）『魔女と魔女裁判　集団
妄想の歴史』法政大学出版局、1970年、280-281頁。
64 同上、281頁。
65 同上、311頁。
66 なお、バシュヴィッツは本稿の主史料の著者であるシュルトハイスについ
ても言及している。しかしながら、内容は『詳細なる手引き』の一部抜粋であり、
批判者の批判との関係、拷問について、魔女コミサールと裁判官達の関係等に
ついて触れられている程度である。同上、330-333頁。
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魔狂』（バーゼル、1579年）によって重要性を付与された」と述べてい
る67。ラーナーが指摘したように、例外犯罪の概念に関してボダンから
の影響は大きく、研究者は魔女術が例外犯罪と見なされたという事を述
べる際に、往々にしてボダンの著書を挙げている。例えば、1995年に刊
行された B.	リヴァックの研究は、魔女術が「例外犯罪、つまり並外れ
て重い違反」と見なされたと論じている。リヴァックはこの際にボダン
の『悪魔狂』（1586年版）第４巻第５章を引き合いに出しながら、「その
訴追の際には、例えば証人の信頼性の検討といった手続上の多くの指示
が無視された」と述べている68。確かに『悪魔狂』（1580年）第４巻第２章
においてボダンは、「魔女術の犯罪は他のものと同じように扱われては
ならない。まったく異なる、例外的なやり方をそこにおいて用いるべき
である」と述べている69。ボダンはこのような認識の下、同巻第５章を中
心として通常の刑事裁判の手続とは異なる魔女裁判における手続につい
て論じているのである。
　他方で、ラーナーはもうひとつ文献を、つまり H.	C.	E.	ミデルフォー
トの『西南ドイツにおける魔女狩り』（1972年）を挙げている。この著作
においてミデルフォートは、シュヴェービッシュ・グミュントの法律顧
問であったレオンハルト・カーガー博士が、1613年に同市の魔女裁判の
ためにしたためた自身の見解をもとに、1614年に執筆した『同訴訟事件
に対する法的回答』の内容を紹介している。ミデルフォートに拠れば、
ここでカーガーは魔女術を例外犯罪（crimen	exceptum）であるとし、
通常の法的制限にはとらわれない、と論じているとされる70。このよう
な実務的な記録が、魔女＝例外犯罪という通説に実務からの裏付けを与

67 Larner,	a.a.O.（註58）,	1980,	p.	49.
68 Brian	Levack,	Hexenjagd,	München	2003,	S.	85,	Anm.	25.
69 Bodin,	a.a.O.（註44）,	1580,	L.	4,	Cap.	2,	p.	180r.,	“Mais	il	faut	bien	prendre	garde	
que	 le	crime	de	Sorcelerie	ne	doibt	pas	ester	traicté	en	 la	sorte	des	autres:	
ains	il	faut	suyure	vne	voye	tout	autre	&	extraordinaire,	pour	les	raisons	que	I’
ay	deduites”.
70 Hans	Christian	Erik	Midelfort,	Witch	Hunting	 in	Southwestern	Germany,	
1562-1684:	the	Social	and	Intellectual	Foundations,	Stanford	1972,	pp.	112-120,	
特に p.	118.
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えている。
　近年の魔女研究を牽引しているベーリンガーもまた、魔女術罪が例外
として扱われたことを認めている。1990年に出された論文の中で彼は「魔
女犯罪は多くの同時代人によって例外犯罪（Ausnahmeverbrechen）と
見なされた」と述べているが、彼はこの際に前述のラーナーの論文を挙
げている71。さらに彼は2004年に刊行された魔女研究に関する最新の概
説書とも言える大著『魔女と魔女狩り』において、例外犯罪論に関する
記述をボダンではなくビンスフェルトからはじめている72。ベーリン
ガーに拠れば、ビンスフェルトは被告人の防御の権利を否定し、拷問の
際限のない繰り返しを容認しているとされる。ベーリンガーはこれをし
て、「ビンスフェルトは、例外的な取り扱いを求め、魔女術は例外犯罪（an	
extraordinary	crime）であると主張している。これは実際には、帝国法
の予防策は無視されるべきであり、正規の法的手続は非正規のそれ、す
なわち例外手続（the	processus	extraordinarius）に替えられるべきだ、
という意味であった」と述べている73。さらに彼は、ネーデルラントの神学
者でありイエズス会士であったデルリオがこの理論を発展させたとする74。
　さらに、「例外犯罪」という言葉を用いないまでも、いくつかの著名
な魔女裁判についての史料が、実際に魔女裁判において一般的な手続的
保障が無視されたということを示している。特に従来の研究において着
目されたのは拷問であった。リヴァックは当時も今も、魔女術の事件に
おける法的手続についての文献の主たる関心が、拷問の利用にあると述
べている75。魔女裁判にきわめて影響力のあったとされる悪魔学書であ
る『鉄槌』に、魔女に対する拷問の描写があったことがこの関心を助長

71 Wolfgang	Behringer,	Mörder,	Diebe,	Ehebrecher,	Verbrechen	und	Strafen	
in	Kurbayern	vom	16.	bis	18.	Jahrhundert,	 in:	Richard	Van	Dülmen	 (Hrsg.),	
Verbrechen,	Strafen	und	soziale	Kontrolle,	Frankfurt	a.M.	1990,	S.	85-132,	特に	
S.	98.
72 Behringer,	a.a.O.（註59）,	pp.	93-97,	特に p.	93.	
73 ibid.,	p.	95.
74 ibid.,	pp.	100-104,	特に p.	104.
75 Brian	Levack	(Ed.),	The	Witchcraft	Sourcebook,	New	York	2004,	p.	117.
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したかもしれない76。またこの拷問における逸脱は、いくつかの著名な
事件の記録によって裏付けられている。例えば、1628年のバンベルク市
長ヨハネス・ユニウスの事件がある。ユニウスについては彼が獄中から
娘に宛てた手紙が残っており、魔女裁判における実態、とりわけ拷問の
恐怖を伝える史料とされている77。拷問に関するもうひとつの有名な魔
女裁判の事例は、トリーア選帝侯領で1589年に魔法使いとして処刑され
たディートリヒ・フラーデ博士の事件である。1587年に捕らわれたある
少年がサバトの長としてフラーデの名を挙げ、これに基づいてフラーデ
は逮捕され、自白するまで激しい拷問を受けた78。このような悪魔学書
や裁判に関する史料は、過酷な拷問を魔女裁判の特徴として印象づける
に十分なものであった。
　この拷問と魔女裁判との結びつきを、さらに魔女裁判の批判者の主張
が強く印象づけた可能性が指摘できるだろう。魔女裁判を批判する側の
著作で従来の研究において大きな影響を持ったのはシュペーの『刑事的
警告』であるが、シュペーの魔女裁判への批判は手続に関する批判であ
り、主として拷問に向けられていた79。前述のバシュヴィッツはシュペー
を通して当時の魔女裁判を論じている80。また、トマジウスをはじめと
する後世の法学者たちは魔女裁判を批判する際に、拷問の非人道性を強
く批判した81。彼らの批判は実際には「密告」や「魔女の印」の問題にも

76 例えば今日でも、通常犯罪とは異なる特殊な罪として魔女が説明され、そ
して『魔女への鉄槌』の記述から、魔女が「拷問を用いてでも抹殺すべき対象」
であったとし、魔女の特異性と拷問が結びつけられて記述されている場合があ
る。例えば、浜本隆志『拷問と処刑の西洋史』新潮社、2007年、112-117頁。
77 Levack	(Ed.),	a.a.O.（註75）,	p.	198-202;	Friedrich	Merzbacher,	Die	Hexenprozesse	
in	Franken,	München	1957,	S.	117;	フランツ・メルツバッハー（瀬口朋子訳）「バ
ンベルク司教領における魔女裁判」『阪大法学』第132号、1984年、261-288頁。
78 Behringer,	a.a.O.（註59）,	pp.	96-97.
79 Jerouschek,	a.a.O.（註49）,	1996;	Sellert,	a.a.O（註43）；ヴォルフガング・ゼレ
ルト（武田紀夫訳）「ランゲンフェルトのフリードリヒ・シュペー：魔女裁判と
拷問に対して戦った人」『東北学院大学論集　法律学』第41号、1992年、61-86頁。
80 バッシュビッツ、前掲書（註63）、304-350頁。
81 Winfried	Trusen,	Rechtliche	Grundlagen	der	Hexenprozesse	und	 ihrer	
Beendigung,	in:	Sönke	Lorenz	(Hrsg.),	Das	Ende	der	Hexenverfolgung,	Stuttgart	
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及んでいたのであるが、一般的には魔女裁判と拷問のイメージがこれら
の批判によっても強固に結びつけられたと見てよいだろう。
　法制史の研究も、魔女裁判における例外的取り扱いを、しばしば拷問
の利用という文脈で捉えていたようである。そこで最も重視されたのは、
拷問の条件、回数、程度、限界であった。例えば、法制史家であるメル
ツバッハーは『フランケンにおける魔女裁判』（1957年）において「魔女
術は例外犯罪（crimen	exceptum）だった」と明言しているが、それは
拷問について論じている文脈においてであり、「その〔例外犯罪の〕際、
拷問は通常の程度を越えることができた」と述べている82。同じく法制史
家であるシュミットは、「人々が『最重罪においては罪の大きさ故に諸
法を越えることができる』と考えていたため、しばしば恣意的に拷問の
やり方が変えられ、基準が緩められた」と述べ、拷問と例外犯罪とを結
びつけていた83。
　以上見てきたように、従来の研究はハンゼン以来、異端審問官や悪魔
学者達の著作、とりわけボダンやビンスフェルトの著作を主たる根拠と
して、魔女術が例外犯罪として扱われてきたことを当然の前提として論
じてきたように思われる。『カロリナ』の手続が正規の手続、通常の手
続だと考えられ、これといくつかの著名な事件に関する史料や記録、実
務家の著作や魔女迫害批判者達の批判を対照させ、魔女裁判の「異常さ」
が主張されてきたと言える。それらの研究によって主張される魔女術罪
の例外犯罪性は、拷問の利用を中心として、共犯者の供述の利用、証拠
調べの適当さ、防御の機会の剥奪といった手続の面に集中している。と
ころが、魔女研究においては後述するようなローレンツやツァゴラ、ザ
ウターの研究が現れるまで、例外犯罪を主要なテーマとして取り挙げた
研究はほとんど見当たらなかった。その上例外犯罪のどのような部分が

「例外」だったのかについては、研究者によって重視する点が様々であっ

1995,	S.	203-226,	特に S.	223-224.	
82 Merzbacher,	a.a.O.	（註77）,	S.	112.	〔〕は筆者。
83 Eberhard	Schmidt,	Einführung	in	die	Geschichte	der	deutschen	Strafrechts-
pflege,	Göttingen	1965,	S.	209-211,	引用は S.	210.	シュミットはこれについて明
確な論拠を示していない。



論　　　説

北法70（6・83）1091

た。さらに従来の研究においては、刑事法学者の著作が取り挙げられる
ことは少なく、刑事法学者と悪魔学者の見解の丁寧な比較検討が行われ
ることもなかった。つまり例外犯罪論について、体系的な把握と詳細な
比較分析が不足していたと言える。
　後者に関連して、1980年代の地域史的モノグラフの蓄積と1990年代の
歴史的犯罪研究に刺激された魔女裁判と例外犯罪についての研究が、従
来の研究とは反対の方向に大きな進展を見せている。近年の実務に関す
るいくつかの研究は、魔女裁判は例外犯罪的に扱われるべきであるとい
う認識が、魔女裁判が苛烈であった17世紀においても、必ずしも法学上
の共通見解ではなかったことを証明している。序論で述べたように、ロー
レンツはロストック大学とグライフスヴァルト大学の法学部による鑑定
意見を分析し、両者が魔女裁判において「例外的な」手続を用いること
に否定的であったことを明らかにしている84。また彼に拠れば、ロストッ
ク大学の法学教授であったゲーデルマンやエルンスト・コットマンと
いった法学者たちは、魔女裁判において『カロリナ』に定められたやり
方に従うように求めた85。ロストック大学やテュービンゲン大学などの
いくつかの大学の法学部がしばしば鑑定意見において例外犯罪的な扱い
をすることに難色を示したということは、とりわけ拷問についての彼ら
の見解を分析したツァゴラとザウターの最新の研究によっても確認され
ている86。ツァゴラとザウターは魔女裁判が他の刑事裁判と同等か、そ
れ以上に慎重な扱いを受けていたという結論に至っている。他方で、彼
らは例外犯罪の理論が魔女にのみ妥当したものではないということも主
張している87。これらの研究は、従来の研究と比べて、拷問それ自体で

84 Sönke	Lorenz,	Aktenversendung	und	Hexenprozeß:	Dargestellt	am	Beispiel	
der	 Juristenfakultäten	Rostock	und	Greifswald	 (1570/82-1630),	Ⅱ,	 1,	Die	
Quellen:	Die	Hexenprozesse	in	den	Rostocker	Spruchakten	von	1570	bis	1630,	
Frankfurt	a.M.	1983,	S.	378-380.
85 Sönke	Lorenz,	Erich	Mauritius	 (†1691	 in	Wetzlar)	ein	Jurist	 im	Zeitalter	
der	Hexenverfolgung	:	erweiterte	und	veranderte	Fassung	des	Vortrags	vom	
28.	Mai	1998	im	Stadhaus	am	Dom	zu	Wetzlar,	Wetzlar	2001,	S.	11.
86 Zagolla,	a.a.O.（註50）,	S.	165-180;	Sauter,	a.a.O.（註50）,	S.	69-73.
87 Sauter,	a.a.O.（註50）,	S.	71-72.



ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（３）

北法70（6・84）1092

はなく拷問の前提条件となる罪体や徴表に関する法学者たちの見解に焦
点が合わせられているのであるが、従来のような魔女＝例外という認識
を大きく揺るがすものとなっている88。
　とはいえ、魔女裁判が例外犯罪として扱われていたという従来の通説
がこれらの研究の成果によって完全に覆されるわけではない。というの
も序論で既に触れた通り、ロストック大学、グライフスヴァルト大学、
テュービンゲン大学が存在し、影響を及ぼし得た地域は魔女裁判が比較
的少なかった地域であり、魔女裁判が苛烈であった地域における魔女術
罪の扱いはそれとは異なる様相を呈したと考えられるからである89。こ
れらの研究成果によって、確かに「魔女術罪は例外犯罪と認識され、ま
た実際にそのように扱われた」という前提は実務において完全に妥当す
るものではないことが明らかになったが、同時に以前に増して個別の実
務的判断や法学者の見解を丁寧に把握する必要が生じていると言える。
実際に、ローレンツやツァゴラ、ザウター以前の研究でも論じられてき
たように、いくつかの事件においては明白に魔女術罪の際に通常の規定
からの逸脱が行われており、それが例外犯罪論によって正当化されてき
た。このような実務における判断の分裂の背景には、刑事法学における
例外犯罪論の多様さ・曖昧さがあったのではないだろうか。このように
考えると、そもそも例外犯罪論についての近世の議論を検討してみる必
要があることが分かる。
　ところが、魔女術の犯罪を例外犯罪であると認める知識人、とりわけ
そのような学識法曹たちの見解については、魔女裁判に反対する立場を
採る者達に比べて研究が進んでいない。16、17世紀には魔女裁判に関す
る論文が神学・法学を問わず大量に出版された。この中には、先述のボ
ダンのように、魔女犯罪を例外犯罪であると規定して、例外的取り扱い
を主張したとされる論文もあれば、シュペーのようにそのような扱いに
反対したとされるものもあった。このことを考えると、魔女迫害の時代

88 小林繁子「〈魔女〉は例外犯罪か：近世ドイツにおける犯罪と拷問」『思想』第
1125号、2018年、51-67頁、特に55-56頁。
89 小林繁子「魔女研究の新動向：ドイツ近世史を中心に」『法制史研究』第65号、
2015年、113-138頁、特に116-117頁。
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にあって魔女術の例外犯罪性を論じている知識人、とりわけ学識法曹が
どれほどおり、彼らはどのような根拠で例外犯罪論を認め、あるいは拒
絶しているのか、どのような点で通常の手続的保障が緩められると論じ
ているのか、という疑問が出てくるが、これはまだ体系的に明らかにさ
れてはいない。
　ところで、魔女術罪の例外犯罪性についての法学的議論については、
近年の魔女術に限られない例外犯罪全般についての法制史的研究におい
て論じられている。例外犯罪についての研究は、E.	ピータースに拠れば、
法制史の分野で長い間無視されてきたのであるが90、このような近年の
例外犯罪についての研究として、法制史家であるコッホやマイホルトに
よって研究がなされている。マイホルトは、例外犯罪における例外的取
り扱いについて、魔女術罪が例外犯罪とみなされたとしても、そのこと
は魔女術罪の訴追において近世普通法上の諸原則の全てが無視されたと
いうことを意味しないと論じる。マイホルトの研究によれば、例外犯罪
論は手続上の諸原則のみならず、財産没収や「他人の責任を理由とした
刑罰」など、刑罰に関しても影響を持った。しかしマイホルトもコッホも、

「手続規定の『中核領域』は、いずれにせよ法律（de	jure）及び通説によ
れば、最も悪質で秘密性の高い犯罪の場合にも侵されていなかった」と
見なしている91。マイホルトの研究に拠れば、例外犯罪論が刑罰から手
続に至る刑事司法の幅広い領域で影響を持ちながら、しかしそれでも「中
核領域」は守られていた。マイホルトは例外犯罪論を論じる際に、ボダ
ンやデルリオ、ビンスフェルト、シュペーといった従来の研究において

90 Edward	Peters,	 ‘Crimen	exceptum’:	The	History	of	an	Idea,	 in:	Kenneth	
Pennington,	Stanley	Chodorow	and	Keith	H.	Kendall	(Ed.),	Proceedings	of	the	
Tenth	International	Congress	of	Medieval	Canon	Law,	Città	del	Vaticano	1996,	
pp.	137-194,	ここでは pp.	137-138.
91 Arnd	Koch,	Die	Grundlagen	des	deutschen	Strafverfahrens.	Zehn	ver-
breitete	Fehlvorstellungen	und	ihre	notwendige	Korrektur,	in:	Hinrich	Rüping,	
Georg	Steinberg	(Hrsg.),	Macht	und	Recht.	Zur	Theorie	und	Praxis	von	Strafe,	
München	2008,	S.	393-408,	特に S.	399-400;	ハーラルト・マイホルト（森永真綱
訳）「例外犯罪：近世における『敵に対する刑法』？」『ノモス（関西大学法学研
究所）』第29号、2011年、123-141頁、引用は136頁。
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も用いられてきた文献に加えて、カルプツォフのような学識法曹の見解
を検討している。このような一部の法学者の魔女裁判や例外犯罪に関す
る見解は以前からしばしば研究の対象となってきたが、これらの近年の
研究を見るに、ますます近世の学識法曹たちの主張を把握する必要性は
高まっている。
　マイホルトの研究などを見ると、近世においてなにか定まった例外犯
罪論があったかのようにも受け取れる。しかしながら、近世においては
何かしっかりと規定された例外犯罪論があったのではなく、後に確認さ
れるように、例外犯罪の理論によって刑法上のどの原則が無視されうる
のかという点、すなわち例外犯罪という主張の法的効果については、近
世においてそれぞれの論者によって意見が分かれるところであった。そ
してマイホルトやコッホが「中核領域」と述べているものも、あるいは
論者によっては無視しうる制限のひとつだった可能性がある。前述のよ
うに近世の例外犯罪論を理解するためには、より多様な悪魔学者や学識
法曹たちの議論を取り挙げ、比較・検討する必要があるだろう。
　以上述べた点を要約すると次のようになろう。従来の魔女研究におい
ては魔女術罪が例外犯罪であるということは通説として受け容れられて
きたが、例外犯罪であることがどのような法的効果をもたらすのかとい
う事については研究者それぞれで重点の置き所が異なってきた。またそ
の際の根拠として挙げられたのは悪魔学者や批判者、裁判記録などであ
るが、全体として刑事法学者に関する検討は十分とは言えず、それらの
間の比較も不足している。近年の実務記録に関する研究は、通説であっ
た「魔女術罪＝例外犯罪」というイメージを揺さぶるものであったが、
魔女迫害が苛烈であった地域における考察を欠く。そして近年の法制史
的研究の動向を見るに、魔女術罪における例外性を論じる上では刑事法
学者達の著作をおさえておく必要がある。そしてこの例外犯罪論という
ものを体系的に把握するためには、多様な学識者たちの見解の詳細な比
較検討が求められているのである。
　とりわけ体系的な把握という目的を達成するためには、次節において
シュルトハイスの議論を手掛かりとしながらこのような近世の例外犯罪
論を具体的に検討していくに先だって、分析の枠組みを提示する必要が
あるだろう。すなわち、どのような点に着目してそれぞれの著作やそこ
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に含まれた例外犯罪論を検討するべきなのか、例外犯罪の法的効果をど
のように把握するべきなのか、という点を明確にせねばならない。歴史
上で例外犯罪に関する議論がどのような状況で現れ洗練されてきたか、
そしてどのように衰退していったかについて詳らかにしていくことは、
この点で示唆に富む。以下では、主としてピータースの研究に拠りなが
ら、例外犯罪の歴史について述べていく。

（２）例外犯罪の歴史
　そもそも特定の犯罪を「例外」と分類することに関しては、帝政ロー
マの時代からその証拠が見られる。４世紀のキリスト教徒となったロー
マ皇帝たちが、罪人を牢から解放し代わりに労役に就けることを定めた
一般的恩赦に、例外となる「五つの犯罪」を定めていたことを指摘して
いる。その「五つの犯罪」とは殺人、姦淫、大逆、占星術と妖術、貨幣
偽造であった92。後にこの「五つの犯罪」には瀆神や近親姦といった犯罪
が追加された。他方で、古代ローマの法においては手続上の例外も記録
されている。例えば、大逆罪の際には、奴隷がその主人を訴えることが
認められていた。また、異端者に対する証明に際しては、別の異端者に
よる宣誓が許可されていた93。このように、帝政ローマ期における例外
犯罪は一方に処置・処遇の面での例外を、他方で手続上の例外を含んで
いたのである。ピータースはこの時期の例外犯罪について「社会自体の
本質的な枠組み、しばしば皇帝その人を脅かすと考えられた違反」であ
ると定義している94。ピータースに拠れば、例外犯罪の具体的な内容が
定まっていなかったため、後世においてアナロジーによって例外犯罪に
分類される犯罪群が増えていくことになった。
　この例外犯罪の考えはローマ帝国の崩壊と共に初期ゲルマン諸王国の
法の中に受け継がれた。ただし、ここには教会の影響が強く現れている。
例えば、『レクス・ロマーナ・クリエンシス』においては、主人の瀆神

0 0 0 0 0

や異教的慣習の継続を非難する際に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、奴隷がその主人を訴えることがで

92 Peters,	a.a.O.（註90）,	p.	144.
93 ibid.,	p.	147.
94 ibid.,	p.	146.
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きると規定している95。中世初期においては、例外犯罪であると主張す
ることにより、相手に対して例外的な取り扱いを求める事がしばしばな
された。1020年にシャルトル司教フルベールの教会にてある聖職者が亡
くなった時、サンリスの司教ラルフが彼または彼の兄弟にその聖職者の
職位を与えるよう要請した。フルベールがこれを拒み、エウラルドゥス
という別の聖職者に与えたところ、これに怒ったラルフの手下たちがエ
ウラルドゥスを闇討ちするという事件が起こった。フルベールはこの事
件を「恐ろしい涜聖」とし、神と諸聖人に対する残酷で不敬虔な行いだ
と述べ、当時の教会が贖罪と和解を勧めていたにも拘わらず、和解を拒
否して公の裁判と有罪宣告を要求した96。このように、例外犯罪であっ
た涜神の罪を主張することによって、通常の手続や取り扱いとは異なる
扱いを求める事ができた。これは14世紀初めにおける政治的な例外犯罪
の訴えに繋がっていく。
　11、12世紀の教会改革の中で、例外犯罪の概念も大きな影響を受けた
とピータースは述べる97。教会改革の主眼は聖職者たちの不道徳を正す
ことにあった。ここにおいて、当時問題となっていたシモニアとニコラ
イティズムが、既に例外犯罪であった違反とのアナロジーによって、新
たに例外犯罪へとカテゴライズされた。1059年にはニコラウス二世に
よってニコライティズムが異端と宣言された。12世紀のカノン法学者ル
フィヌスは同じように大逆とシモニアを同一視した。ピータースに拠れ
ば、このような聖職者による大きな違反は議論の対象となり、例外犯罪
の概念のみならず、教会法における刑法システム全体の発展をも促し
た98。この時期に例外犯罪に該当する犯罪群は主に異端とのアナロジー
によって増し加えられ、大逆、シモニア、ニコライティズム、殺人、高
利貸し、私通、姦淫、瀆神、貨幣偽造、教会への不服従などが例外犯罪
とされた。この具体的な犯罪群は『グレゴリウス九世教皇令集』におさ

95 ibid.,	p.	152.
96 Frederick	Behrends	 (Ed.),	The	Letters	and	Poem	of	Fulbert	of	Chartres,	
1979	Oxford,	pp.	52-57.
97 Peters,	a.a.O.（註90）,	p.	192.
98 ibid.,	p.	172.
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められることになった99。ここでもわかるように、例外犯罪とされる具
体的な犯罪類型は、すでに例外とされていた犯罪とのアナロジーによっ
て可変的であった。
　12世紀には、しばしば世俗の統治者が、本来上級裁判権に属するいく
つかの事案を、専決事項として自らの裁判権に係属させるという事態が
生じた。このことは、12世紀のいくつかの証書やバルセロナ慣習法から
も理解できる100。また、ピータースは、例外犯罪における公益の主張と、
伝統的な裁判権への新たな裁判権の介入との関係を指摘している。彼に
拠れば、1321年にアラゴン王ハイメ二世は、ハンセン病患者が井戸に毒
を投げ入れたという訴えに接して、本来彼が持っていないはずのマルト
レル市に対する裁判権を主張したという101。この際には、この犯罪がも
しそれを処罰しないままにするならば、神の怒りが共同体全体に降りか
かるような「重い罪」「例外的な罪」であるという理論が主張された102。こ
のように、例外犯罪の主張は刑罰や手続だけでなく、裁判権における例
外的取り扱いを要求する際にも用いられた。
　近世以降の例外犯罪の歴史についてピータースは僅かにしか言及して
おらず、本稿次節でも取り扱う内容であるため、ここでは詳述はしない。
近世における例外犯罪の筆頭は恐らく魔女術の犯罪であろうとピーター
スは述べる。実際に魔女術は悪魔学者たちや法学者たちによって「例外
犯罪（Crimen	exceptum）」あるいは「最重罪（delictum	atrocissimum）」
等と表現・定義された。魔女術の犯罪は通常の犯罪とは異なる犯罪、よ
り重大な犯罪であるという認識が広く存在していたのである。この認識
に基づいて、魔女術の犯罪の際には種々の特別な扱いが主張された。従
来の研究においては、魔女術に対する例外犯罪の主張はクラーマーの『鉄
槌』においてなされたが、理論付けはボダンによってなされたと考えら

99 ibid.,	p.	184.
100 ibid.,	p.	178.
101 ibid.,	p.	190.
102 ibid.,	p.	191.	また、この「神の怒りが共同体全体に降りかかる」という観念、
すなわち「神罰」の観念と魔女迫害については以下を参照されたい。小林繁子「魔
女迫害と「神罰」：プロテスタントとカトリック」躍共二編著『記憶と忘却のド
イツ宗教改革：語りなおす歴史	1517-2017』ミネルヴァ書房、2017年、210-233頁。
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れている103。そしてこの主張はビンスフェルトの『魔女と魔術師の自白に
ついて』や、デルリオ『魔術の探求』などの著作において強く提唱された。
しかしながら、既に述べたように彼らを含めた魔女迫害の推進者たちが、
魔女術が例外犯罪であることを主張することでどのような例外的取り扱
いを要求したのかについては、共通する部分もあるが、相違する点も多
く存在する。また、例外犯罪は魔女術罪のみを意味したわけではなく、
刑事法学者達の中ではあくまでも魔女術罪は例外犯罪の一部でしかな
かったという点は留意せねばならない。このような例外犯罪の理論は18
世紀に至るまで支配的であった104。
　もちろん、この例外的扱いについては近世の時点から批判が存在した。
最も著名な批判者はシュペーであるが、実は後述するようにシュペー自
身も例外犯罪の存在自体を完全に否定しているわけではなかった。彼は
魔女術における手続上の例外的扱いを否定したのである105。シュペーは
魔女術の犯罪のような秘密裡に行われる犯罪については、より強い徴表
をもって解明するべきだと論じている。このように例外犯罪への批判は
主としてデュー・プロセスの要求という形をとった。このシュペーの主
張は18世紀になると広く受け容れられた。シュペーと同様に、例外犯罪
論への批判の多くは手続面に集中した。チェーザレ・ベッカリーアは『犯
罪と刑罰』（1764年）において、魔女術罪はおろか、手続上のどんな例外
的取り扱いについても批判的な立場を採っている106。また法令において
もこのような慎重な態度が採用された。例えばバイエルン刑事法典（1751
年）は、まさにシュペーを引用しながら、実体法の第７条において魔女
術を例外犯罪として扱うことを戒め、逆により慎重に扱うように明記し

103 Lorenz,	a.a.O.（註84）,	S.	379;	Zagolla,	a.a.O.（註50）	S.	171;	Sauter,	a.a.O.（註
50）,	S.	70.
104 Arnd	Koch,	Denunciatio:	zur	Geschichte	eines	strafprozessualen	Rechts-
instituts,	Frankfurt	a.M.	2006,	S.	104;	マイホルト、前掲論文（註91）、137頁。
105 Spee,	a.a.O.（註49）,	1631,	Q.	37,	p.	281,	„An	vniuersim	probationes	quae	in	
vulgaribus	criminibus	non	sufficerent,	sufficiant	in	Exemptis	&	occultis	difficilis	
probationis?	RESPONDEO,	Quod	non.“
106 チェーザレ・ベッカリーア（小谷眞男訳）『犯罪と刑罰』東京大学出版会、
2011年、224頁；マイホルト、前掲論文（註91）、139頁。
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ているのである107。このようにして、近代になるにつれて例外犯罪の理
論は衰退していったのである108。

（３）例外犯罪論の分析にあたって
　以上のような例外犯罪の歴史からは、例外犯罪を論じる際のいくつか
の論点が浮かび上がってくる。例外犯罪論を分析するにあたっては、議
論をより明瞭に把握し、また他の学識法曹と比較・検討する際の基準の
ために、次のような枠組みを設けたい。

　　　　　Ａ．例外犯罪の性質・具体的な犯罪群

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ．刑罰・処置に関する例外
　　　　　Ｂ．例外犯罪論の法的効果　　ｂ．手続に関する例外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｃ．裁判権に関する例外

　A.	例外犯罪の性質・具体的な犯罪群とは、例外犯罪とは何か、とい
う根本的な問題である。すなわち、魔女術罪が例外犯罪であるのか否か、
例外犯罪であるとすれば、それは何故か。他にどのような犯罪が例外犯
罪と見なされるのか、という議論を扱う。古代ローマにおける例外犯罪

107 高橋直人「近代刑法形成期における『魔女裁判』　－バイエルン刑事法典
（1751年）の処罰規定とその実際－」『同志社法学』第49巻１号、1997年、137-
181頁、特に155-156頁。
108 近年のテロリズムや薬物犯罪、組織的経済犯罪、性犯罪等に対する予防刑
法的な考え方に、近世の例外犯罪論と同一の発想を見る研究者もいる。本稿
ではこの問題に直接触れることはないが、「敵味方刑法」（G.	ヤコブス）や昨今
の我が国における「共謀罪」を巡る議論を見ていると、近世ヨーロッパの例外
犯罪論を研究することの今日的な意義は否応に高まっていると考えられる。
Johannes	Dillinger,	Terrorists	and	Witches:	Popular	Ideas	of	Evil	in	the	Early	
Modern	Period,	 in:	History	of	European	Ideas,	Bd.	30,	2004,	S.	167-182;	Arnd	
Koch,	Wider	ein	Feindstraftrecht:	Juristische	Kritik	am	Hexereiverfahren,	
Berlin	2012；マイホルト、前掲論文（註91）。なお、敵味方刑法については以
下を参照。松宮孝明「『敵味方刑法』（Feindstrafrecht）という概念について」『法
の科学』第38号、2007年、20-30頁。
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が、後世アナロジーによって追加されたことを考えると、まずはそれぞ
れの論者においてこのことを把握する必要があると言える。
　そのような議論を確認した上で、B.	例外犯罪論の法的効果について
確認したい。この法的効果は、従来の研究成果に鑑みて、３つに大別で
きるだろう。すなわち、a.	刑罰・処置に関する例外、b.	手続に関する
例外、c.	裁判権に関する例外である。a.	刑罰・処置に関する例外とは、
具体的には財産没収を取り扱う。古代ローマにおける最初期の例外犯罪
は手続と共に取り扱いにおける例外を含んでいた。マイホルトもまた、
例外的取り扱いには実体法上のいくつかの原則が含まれたと論じてい
る109。
　b.	手続に関する例外については、証人適格のない証人の許容や、拷
問の条件・限界などに関する証明手続上の例外、徴表の開示や弁護人の
雇用に関する防御の機会に関する例外といった下位区分が考えられる。
近世・近代における例外犯罪論への批判が主として手続の面に向けられ
たこと、研究者の多くもまた手続上の例外取り扱いに着目していること
から、この点が例外犯罪論を論じる上での最も重要な論点になる。
　c.	裁判権に関する例外としては、本来係属していないはずの犯罪や人
物についての裁判権の主張が想定できる。これについては多くの研究者
が等閑視している点であるが、ピータースの研究においてはしばしば本
来持ち得ないはずの裁判権を、例外犯罪である事を理由として主張して
いる事例が紹介されている。裁判権についても、例外犯罪論における法
的効果を論じる上で検討すべき論点であると言えよう。
　次節においてはこのような枠組みを用いて、シュルトハイスが魔女術
罪についてどのような手続を主張しているかを取り挙げ、それを他の著
作と比較検討する。このような作業を通じて、シュルトハイスの例外犯
罪論が近世刑事法学および魔女術罪についての議論の中でどのような位
置にあるのかを評価すると共に、魔女裁判の手続における例外犯罪論の
役割を考察することで、魔女裁判の理論的な背景について論じたい。

109 マイホルト、前掲論文（註91）、136頁。
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第２章　英米法における伝統的な利益吐き出しの根拠論

　本章では、前章の考察を受け、ヒト由来物質の無断利用による利益吐
き出しの根拠の示唆を得るために、英米法における伝統的な利益吐き出
しの理論的根拠を明らかにする1�2。具体的には、まず英米法において従

1 本章の考察において主として参照した英米（コモン・ウェルス諸国を含む）
の教科書・体系書・モノグラフ・ケースブックを予め挙げると次の通りである。
〔教科書・体系書〕GeorGe Palmer, law of restitution�(Aspen�Law�&�Business,�
1978)；Peter Birks，an introduction to the law of restitution� (Oxford�
U.P.,� 1985)� (Birks ① )；dan B. doBBs, law of remedies : damaGes, equity, 
restitution� (West�Academic,�1993)� (doBBs ① )；Lord�Goff of chievely & 
Gareth Jones, the law of restitution� (5th�ed.)� (Sweet�&�Maxwell,�1998)；
andrew Burrows, the law of restitution� (2nd� ed.)� (Butterworths,� 2002)�
(Burrows ① )；Peter Birks, unJust enrichment�(2nd�ed.)�(Oxford�U.P.,�2005)�(Birks

② )；Graham virGo, the PrinciPles of the law of restitution�(2nd�ed.)�(Oxford�
U.P.,�2006)�(virGo ① )；Goff Jones ed., Goff and Jones’ the law of restitution�
(7th�ed.)�(Sweet�&�Maxwell,�2007)；�andrew Burrows，the law of restitution�
(3rd�ed.)� (oxford�U.P.,�2011)� (Burrows ② )；ward farnsworth, restitution : 
civil liaBility for unJust enrichment� (University�of�Chicago�Press,�2014)；
Graham virGo, the PrinciPles of the law of restitution� (3rd�ed.)� (Oxford�
U.P.,�2015)� (virGo ② )：dan B. doBBs, law of remedies : damaGes, equity, 
restitution�(3rd�ed.)�(West�Academic,�2018)�(doBBs ② )；katy Barnett & sirko 
harder, remedies in australian Private law�(2nd�ed.)�(Cambridge�U.P.,�2018)�
〔モノグラフ〕James edelman, Gain-Based damaGes: contract, tort, equity 
and intellectual ProPerty� (Hart�Publishing,�2002)；francesco GiGlio, the 
foundations of restitutions for wronGs� (Hart�Publishing,� 2007)；katy 
Barnett, accountinG for Profit for Breach of contract: theory and 
Practice�(oxford u.P., 2012)；Peter devonshire, account of Profits�(Thomson�
Reuters�Hong�Kong�Limited,�2013)
〔 ケ ー ス ブ ッ ク 〕douGlas laycock, modern american remedies-cases and 
materials�(3rd�eds.)�(Aspen�Law�&�Business,�2002)；andrews Burrows et al., 
case and materials on the law of restitution (2nd�eds.)�(Oxford�U.�P.,�2007)；
andrew kull & ward farnsworth, restitution and unJust enrichment: case 
and notes� (wolter kluwer, 2018)；kit Barker & ross Grantham, unJust 
enrichment�(2nd�ed.)�(Butterworths�Lexis�Nexis,�2018)
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来利益吐き出しとして論じられてきた多数の領域を考察し、英米法はい
かなる場面でどのような理論的根拠に基づき利益吐き出しを認めてきた
かを明らかにし（第１節）、その上で、判例法から析出された理論的根
拠について──学説の議論状況も踏まえつつ──批判的な検討を加える

（第２節）。2

　なお、結論を予告的に述べておくと、利益吐き出しが認められる場面
において従来の英米の判例が挙げる根拠は一様ではなく（一つの根拠に
より全ての利益吐き出しの領域を説明することはできない）、また個々
の根拠も多くの問題があり、ヒト由来物質の無断利用の場面に応用する
ことは困難であるということである。それにもかかわらず、本章におい
て従来の英米の議論を詳細に取り上げるのは、以下の理由のためである。
すなわち、第１に、こうした英米の従来の議論状況は、我々に利益吐き
出しの理論的根拠を（一元的にではなく）多元的に捉えていくべきであ
ることを示唆すること、第２に、近時こうした従来の議論とは異なる観
点から利益吐き出しを根拠付ける見解（第３章で取り上げる Hanoch�
Dagan のそれ）が登場しており、近時の学説の位置づけを明確にするた
めにも、従来の見解の意義と限界を明らかにしておくことは不可欠であ
ることが挙げられる。以上の理由から、本章において若干立ち入って取
り上げた次第である。

第１節　利益吐き出しの理論的根拠の析出

　本節では、英米法における利益吐き出し救済の状況および本稿が対象
とする利益吐き出しの具体的場面について一言述べた上で（第１款）、
利益吐き出しが問題となる場面ごとに、イギリス法（第２款）およびア

2 なお、本章の「伝統的な利益吐き出しの根拠論」というタイトルは、第３章
で取り上げる Hanoch�Dagan の見解と対比する意味で用いている。詳細は後述
するが、Dagan は、利益吐き出しを差止命令などの特定履行救済と機能的に
類似するものとして捉えている点で、従来の見解と大きく異なる立場を示して
いる。そのため、本稿では Dagan のような発想を採用していない見解を広く
伝統的な根拠論として一括りにしている。もちろん、後者の見解も一様ではな
いことはいうまでもない。
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メリカ法（第３款）における判例法の状況を一瞥し、彼地においてどの
ような権利・利益・関係の侵害を理由に利益吐き出しが認められている
か、また認められる際にどのような理論的根拠が挙げられているかを明
らかにする3�4。

第１款　はじめに
（１）英米法における利益吐き出し救済の概観
　英米法では、利益吐き出し救済が一般論として認められること、そし
てそのような救済が原状回復法（restitution� law）5上のものであること
には異論はない6。具体的には、英米法では、利益吐き出しを認める救済

3 それゆえに、理論的根拠以外の問題──具体的には、主観的意図や因果関係
などの要件論や吐き出すべき利益やその範囲などの効果論──は、ここでの考
察の対象から除外し、後に別途取り上げる（第４章参照）。
4 なお、学説については、本文および脚注において簡単に紹介するにとどめ、
それらの考察は、理論的根拠を検討する第２節に譲る。
5 英米における原状回復法をめぐっては、①原状回復法を不法行為法、契約法、
所有権法に次ぐ第４の法領域として認めるのか否か（イギリスでは肯定的な見
解が強いのに対し、アメリカでは否定的な見解が従来強かった）、また②（認
めるとしたうえで）その位置づけをどのように解するかに（不当利得法を指す
のか、それよりも広い法領域なのか）ついて理解が分かれている。もっとも、
この点については、本稿では立ち入らない。前者については、Dan�Priel,�The 
Law and Politics of Unjust Enrichment,�63�UTLJ�533（2013）（アメリカ法にお
ける消極的なスタンスの背景を探る）および笹川明道「米国での『第３次原状
回復・不当利得法リステイトメント』の刊行について」神戸学院法学42巻３＝
４号（2013）323頁、後者については、笹川明道「英米法における『原状回復法』
と『不当利得法』の異同について」神戸学院法学46巻３＝４号（2017）83頁が詳
しく、それらに譲る。
6 たとえば、イギリス法については、virGo ① , supra note�1,�at�425 ～を参照。
またアメリカ法については、american law institute, restatement (third) of 
restitution and unJust enrichment� (2011)§１を参照（同１条は「自らの違法
行為によって利益を受けることはできない」と規定し、第１次原状回復法リス
テイトメントの同条にあった「他人の損失において」という文言を削除した。
その帰結として、被告の利益と原告の損失の間に因果関係の存在が要求されず、
利益の吐き出しも原状回復法の救済手段として認められることが含意されてい
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手段としては、主としてコモン・ロー上の①（不法行為訴権の放棄（waive�
of� torts）を媒介とした7）準契約に基づく不当利得返還訴権（money�had�
and�received）8とエクイティ上の②擬制信託（constructive�trust）およ

る。その具体的な規定としては、51条４項が挙げられる）。なお、第３次原状回復・
不当利得リステイトメントについては、櫻井博子「アメリカ法における違法に
取得した利益に対する責任──第三次原状回復・不当利得法リステイトメント
を中心に」都法56巻１号（2015）737頁、とくに739頁以下を参照。
7 不法行為訴権の放棄とは、悪意で他人の物を横領した場合のように、不法行
為訴権（被害者の損害に着目する）と不当利得返還訴権（侵害者の利益に着目
する）が請求権競合関係にある場合に、原告が前者ではなく、後者を選択して
請求する場合を指す。それゆえに、不法行為訴権の「放棄」という語は、「ミス
リーティング」であると評されている（See, virGo ② , supra note�1,�at�444 ～；
farnsworth, supra note�1,�at�61）。もっとも、ここで不当利得返還訴権が原告
により選択されるのは、もともとは、不当利得返還訴権によれば、利益吐き出
しが認められるからという理由ではなく、不法行為訴権と比較して手続上の
利点があったからである。たとえば、不法行為者の死亡後も行使できる点、
相殺、出訴期限など（なお、こうした利点の多くは現在不法行為法の改革によ
り不法行為訴権によっても対応可能となっている点に留意されたい（See, I,M,�
Jackman, Restitution for Wrongs,�48�C.L.J.�302,�309 ～ (1989)）。ただし、どのよ
うな場面で不法行為訴権の放棄が認められるかは、必ずしも明確とはいえない。
一般的にはそれは所有権侵害を伴う不法行為の場面で認められ、それ以外の不
法行為（たとえば、文書による名誉毀損〔libel〕、口頭による名誉毀損〔slander〕、
暴行〔assault・battery〕、or 悪意訴追〔malicious�mischief〕、プライバシー侵
害など）の場面では認められないとされる。以上については、わが国の先行研
究として、小林規威「Waiver�of�torts について」小池隆一還暦『比較法と私法
の諸問題』（慶應通信、1959）65頁以下、同「英米法における不法行為と不当利
得の返還──リステートメントの分析を中心として」慶応法研42巻３号（1969）
205頁以下、土田哲也「英米の制度」谷口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法（18）
債権（９）』（有斐閣、1991）67頁以下も参照。
8 不当利得返還訴権とは、ある者（利得者）がコモン・ロー上の違法行為の結
果として金銭を取得した場合に、利得者が他の者（損失者）にその金銭を支払
うことを要求される救済手段である。それゆえに、エクイティ上の違法行為を
理由としてはこの救済を利用することはできない（virGo ① , supra note�1,�at�
435-6）。
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び③利益の清算（account�of�profits）が挙げられ9�10、英米法における利益
吐き出しの法源は一元的なものではなく、コモン・ローおよびエクイティ
のそれぞれにより発展した寄せ集め的ないし複合的な性格を持つと説か
れている11。そのため、その理論的根拠をどのように解するかについて
判例・学説の一致はみられず、またこのような救済が──すべての権利・
利益・関係侵害を理由に機械的に認められるわけではないことは認識さ
れているものの12──具体的にどのような権利・利益・関係の侵害にお
いて認められるかについても評価が分かれている13。

（２）検討対象の限定

9 これらの救済手段については、virGo ① ,� id.�at�435 ～を参照。わが国にお
ける紹介として、木下毅「日米比較原状回復法」同『アメリカ私法』（有斐閣、
1988）202頁以下（初出、四宮古稀『民法・信託法理論の展開』〔弘文堂、1986〕）
も参照。
10 なお、判例では、上記の①～③以外にも様々なラベルが付けられて利益吐
き出しが実現されている（See, edelman, supra note�1,�at�136 ～）。
11 イギリス法との関係でこの点を指摘するものとして、Stephen�Watterson,�
Gain-Based Remedies for Civil Wrongs in England and Wales,� in:�ewoud 
hondius & andré Janssen eds., disGorGement of Profits: Gain-Based remedies 
throuGhout the world�(Springer,�2015)�29などが挙げられる。なお、こうした
複合的な性格であるがゆえに、「利益の吐き出し（disgorgement�of�profits）」と
いう用語の使用に対しては、コモン・ロー上のものとエクイティ上のものの区
別、あるいは人的救済と物的救済の区別を曖昧にするとして、消極的に解す
る見解もある（Samuel�L.�Bray,�Fiduciary Remedies,�in:�evan J. criddle et al. 
eds., oxford handBook of fiduciary law�(Oxford�U.�P.,�2019)�454）。
12 こうした理解の嚆矢は、Daniel�Friedmann, Restitution of Benefits Obtained 
Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong,�80�
colum. l. rev.�504� (1980) であると思われる。また、このような Friedmann
の見解は、本稿が注目する Dagan の見解にも影響を及ぼしている（hanoch 
daGan, unJust enrichment: a study of Private law and PuBlic value�
(Cambridge�U.�P.,�1997)�10）。
13 E.g.� Mitchell� McInnes,� Disgorgement for Wrongs: An Experiment 
in Alignment,� 8�R.L.R.� 514� (2000)；Sarah�Worthington,�Reconsidering 
Disgorgement for Wrongs,�62�mich l. rev.�218�(1999).
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　そこで以下では英米の判例法を考察することを通じて、彼地の利益吐
き出しの実相を明らかにすることを試みる。もっとも、検討に際しては、
以下のように対象の限定を付すことを予めご了解願いたい。すなわち、
────
　第１に、本稿は、従来わが国でも注目されてきた擬制信託ではなく14、
主として利益の清算に焦点を置くこととする。両者は、──物的救済か
人的救済かの違いはあるものの──被害者の損害ではなく侵害者の利益
に着目する原状回復的な救済手段であり、また裁判官の裁量的な要素15

が重視されるエクイティ上の救済手段である点で一致している。そのよ
うな中で、後者に着目する理由としては、まず（ア）物的救済である擬
制信託は、利益吐き出しとは別の問題（破産の場面における第三者に対
する優先的保護の問題16）を考慮しなければならないのに対し、人的救
済である利益の清算はそのような問題が生じず、検討しやすいことが挙
げられる。また（イ）利益の清算は、特殊な沿革の発展を遂げたことも
あり17、適用範囲が広く（具体的には、一部のコモン・ロー上の権利の侵

14 擬制信託に関するわが国の先行研究としては、松坂佐一「英米法の
Constructive�Trust」同『英米法における不当利得』（有斐閣、1976）167頁以下（初
出、1969）、谷口知平「委任・背任による利得の償還──英米の constructive�
trust 法理の示唆」谷口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法（18）債権（９）』（有
斐閣、1991）316頁以下などが挙げられる。
15 エクイティの裁量的性格については、さしあたり、田中英夫『英米法総論

（上）』（東京大学出版会、1980）13頁、樋口範雄『はじめてのアメリカ法（補訂版）』
（有斐閣、2013）152頁を参照。

16 擬制信託に付随する優先的保護の問題については、本稿の文脈とは異なる
ものの、拙稿「イギリス原状回復法における弁済者の優先的保護──錯誤によ
る弁済を中心に（１）（２・完）」北法65巻５号239頁以下、６号107頁以下（2015）
を参照されたい。
17 利益の清算は、沿革的には、コモン・ローを起源として13世紀ころに登場
した救済手段であったが、手続きの硬直性から利用しにくく、またコモン・ロー
では、先述の不当利得返還訴権が発展したこともあり、18世紀後半以降は、
エクイティ裁判所にその役割が引き継がれる形で発展したため、その適用範
囲が広い。なお、利益の清算の沿革については、Joel�Eichengrun,�Remedying 
the Remedy of Accounting,�60�IND.�L.J.�463�(1985)；Mitchell�McInnes,�Account 



「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（３）

北法70（6・100）1108

害〔著作権、特許権、商標権など知的所有権の侵害〕による不法行為の
場面に端を発し、その後エクイティ上の権利の侵害〔信認義務違反や守
秘義務違反〕を理由に広く認められ18、さらに近時はより一般的なコモ
ン・ロー上の権利の侵害〔契約違反〕にまで拡大し始めている19）、利益
吐き出しを認める典型的かつ主たる救済手段と解されていることが挙げ
られる20。以上の理由から、利益の清算を中心として英米における利益
吐き出しの実相を明らかにすることとし、他の救済手段は本稿の考察に
必要な限りで簡単に言及するにとどめる21。

of Profits for Common Law Wrongs,� in:�simone deGelinG & James edelman 
eds., equity in commercial law� (Law�Book�Co�of�Australasia,�2005)�405,�407
～；devonshire, supra note�1,�at�3 ～；Lucina�Ho,�An Account of Accounts,�28�
SAcLJ�849,�851 ～�(2016)：doBBs ② , supra note�1,�at�415 ～を参照。またわが
国の先行研究として、海原文雄「中世イギリスに於ける計算訴訟と衡平法理」
金沢大学法文学部論集法経篇７巻（1959）87頁以下も参照。利益の清算の歴史
的な展開については、これらの文献に譲り、ここでは立ち入らない。
18 Jessica�Palmer,�The Availability of Allowances in Equity: Rewarding the 
Bad Guy,�21�new Zealand universities law review�145,�149 ～�(2004)（このよ
うなエクイティ上の利益の清算が最初に認められた領域は、信認義務違反の領
域であり、その後知的所有権侵害などの他の領域に拡張していったと指摘する）。
19 具体的には、後述の〔英16〕Blake 事件が挙げられる。
20 Watterson, supra note�11,�at�33�（利益の清算は、イギリス法における利
益吐き出し制度の将来の発展の焦点になるとも指摘する）.�この点につき、
Katy�Barnett,�Disgorgement of Profits in Australian Private Law,� in:�ewoud 
hondius & andré Janssen eds., disGorGement of Profits: Gain-Based remedies 
throuGhout the world�(Springer,�2015)�16；virGo ① , supra note�1,�at�436-7も
同旨。
21 本章以下で本稿が使用する用語についてここで一言述べておくこととする。
　第１に、本稿の英米法の考察の文脈において「利益吐き出し」という用語は、
特段の明記なき限り、利益の清算の意味で用いる。ただし、判例・制定法の記
述においては、原文の意味を残すために、利益の清算という用語を用いること
とする。
　第２に、本稿の英米法の考察の文脈において「利益吐き出し」という用語は、
侵害行為を契機に侵害者が積極的に得た利益の吐き出しを指すもののとし、
侵害行為を契機に節約した利益の吐き出しを含まないこととする。英米法で
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　第２に、本稿は、利益吐き出しが問題となる場面として、（ⅰ）有体
物侵害として、①不動産・動産の侵害、（ⅱ）無体物侵害として、②知
的所有権の侵害、③営業秘密や国家機密などの機密情報の侵害、④プラ
イバシー侵害や名誉毀損、（ⅲ）関係侵害として、⑤信認義務違反と⑥
契約違反を取り上げるにとどめる22。利益吐き出しが問題となる場面と
してはその他にも彼地では取り上げられているものの（たとえば、ニュー
サンス、反トラスト法、相続人による被相続人の殺害、強迫・詐欺・不
実表示、消費者法の領域など）、筆者の能力上の限界から、これらに限
定する。もっとも、これらは英米法において利益吐き出しとして論じら
れる際の中心領域となっていることから、これらの考察により英米法の
実相は──完全ではないものの──大部分明らかになると思われる。
　このように本稿は、上記の①～⑤の各場面において英米において利益
の清算が認められているか否か、また認められている場合には、どのよ
うな理論的根拠が挙げられているかを明らかにする。なお、本節の考察
では、判例法から利益吐き出しの根拠を抽出することにとどめ、それら
の根拠の問題点を含む評価については、次節で取り扱う。また、本稿の
関心は、これらの場面において挙げられる利益吐き出しの理論的根拠に
あることから、上記の文脈において利益吐き出しが認められるに至った
社会背景の変化などは考察の対象としていない。

第２款　イギリス法
　まず、イギリス法（特に判例法）における利益吐き出しの状況を被侵

は、前者の意味と後者の意味を併せて、原状回復法上の利得に基づく救済手
段（gain-based�remedy）として同列に論じられる傾向があるが（e.g.�McInne, 
supra note�17.�もっとも、近時は、両者を区別して用いる見解が増えている〔e.g.�
Worthington, supra note�13,�at�221；edelman, supra note�1,�at�65 ～〕）、本稿は
前者の意味での利益吐き出しの根拠を明らかにすることを目的とするものであ
るから、両者を区別して用いることにする。
22 ただし、イギリスとアメリカにおいて、利益吐き出しが問題となる領域は
若干異なり、それに対応して、検討する事項も両国で若干違いが生じる点に留
意されたい。
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害法益の性質の違いに留意しつつ、概観することとしよう23。具体的に
は、（ⅰ）有体物侵害として、①不動産・動産の侵害（第１項）、（ⅱ）無
体物侵害として、②知的所有権の侵害（第２項）、③営業秘密や国家機
密などの機密情報の侵害（第３項）、④プライバシー侵害（第４項）、（ⅲ）
関係侵害として、⑤信認義務違反（第５項）と⑥契約違反（第６項）の場
面を順に取り上げ、考察することとする。

第１項　有体物侵害──不動産・動産の侵害
（１）はじめに
　まず有体物侵害の場面についてみてみよう24。イギリス法では、不動
産や動産は、コモン・ロー上の不法行為──具体的には、不動産に対す
る不法侵害（trespass�to� land）、動産に対する不法侵害（trespass�to�

23 イギリスの体系書・教科書においては、この問題は、「違法行為を理由とす
る原状回復（restitution�for�wrong）」の見出しの下で論じられており、具体的
には、①コモン・ロー上不法とみなされるもの（不法行為と契約違反に大別さ
れる）を理由とする原状回復と②エクイティ上不法とみなされるもの（信認義
務違反や守秘義務違反など）を理由とする原状回復に大別されて論じられるの
が一般的である（たとえば、Burrows ② , supra note�1や virGo ① , supra note�
1がある。またこのテーマについての近時のモノグラフである edelman, supra 
note�1も同様である）。もっとも、こうした説明の仕方は、訴訟原因という特
殊イギリス法的観点から意識されたものであることを踏まえ、本稿では、わが
国と機能的に比較するために、上記のような侵害された対象（権利・利益・関
係の相違）ごとに類型化する形で紹介・検討することとする（なお、このよう
な手法は、daGan, supra note�12でも採用されており、示唆を得た）。
24 本項の考察に際しては、（後掲の文献に加えて）以下の文献に負うところが
大きい。
〔教科書・体系書・モノグラフ〕Birks ① , supra note�1,�at�313 ～；Goff & 
Jones, supra note�1,�at�773 ～；�virGo ① , supra note�1,�at�461 ～；Burrows ② , 
supra note�1,�at�642 ～；edelman, supra note�1,�at�113 ～：GiGlio, supra note�1,�
at�53 ～；devonshire, supra note�1,�at�151 ～；virGo ② , supra note�1,�at�453 ～ .
〔論文〕Jackman,�supra�note�7,�at�305 ～；Elizabeth�Cooke,�Trespass, Mesne 
Profits and Restitution,�110�L.Q.R.�420,�422 ～�(1994)；McInnes, supra note�17,�
at�538 ～；Watterson, supra note�11,�at�29 ～ .
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chattels）や動産侵害（conversion）──により保護されている25。
　もっとも、これらの場面では、通常、被害者の損害（たとえば、不法
侵害により所有者の土地に生じた損害）の填補賠償が問題となるにとど
まり、利益吐き出しは問題とならない。しかしながら、（ⅰ）客観的な
損害を算定することができない場合や（ⅱ）侵害者が権利者の損害以上
の利益を取得した場合には、利益吐き出しが問題となる26。
　そこで以下では、不動産と動産の無断使用および無断処分の場面を中
心に、イギリス法の状況に一瞥を与えることとする。

（２）不動産侵害の場面
　まず不動産侵害の場面のうち無断処分についてみよう。もっとも、不
動産の無断処分が直接に問題となった事案は確認できず、土地の地下に
ある石炭を無断で処分した事案があるにとどまる。判例は、この場面に
おいて、その石炭の売却により得た利益を回復するためにコモン・ロー
上の不当利得返還訴権を認めてきた。たとえば、1837年の〔英１〕
Powell�v.�Rees 事件27が挙げられる。もっとも、本件においては、売買
価格の直接の証拠が提出されておらず、市場価格を超える利益を侵害者
が取得したか否かは明確ではなく28、売却価格が市場価格を超える場合
にまで同様の判断がなされるかは明らかとは言えない。
　他方で、不動産の無断使用の事例についてみると、たとえば、〔英２〕
Whitwham�v.�Westminister�Brymbo�Coal�&�Coke�Co. 事件29は、Y が自
分の炭坑（colliery）からの廃棄物を埋積するために、X の土地を６年間
無断で使用することにより、X に損害を与え（X の土地の価値は200ポ
ンド下がった）、他方で、Y は利益を得た（土地の使用価値として900ポ

25 英米法における不動産や動産に対する不法侵害一般については、塚本重頼
『英国不法行為法要論』（中央大学出版部、1966）237頁以下、樋口範雄『アメリ
カ不法行為法（第２版）』（弘文堂、2014）54頁以下を参照。
26 Peter�K.�Huber,�Mistaken Transfers and Profitable Infringements on 
Property Rights: An Economic Analysis,�49�la. l. rev.�71,�100 ～ (1988).
27 (1837)�1�B�&�Ad�241.
28 See, Burrows ② , supra note�1,�at�645.
29 [1896]�2�Ch�538�(CA).



「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（３）

北法70（6・104）1112

ンドであると認定された）事案である。本件において、控訴院は、──
当該土地に生じた損失（200ポンド）を基準とする填補賠償に制限するこ
とを拒絶し──X と Y が契約していたならば、Y が上記目的のために
支払わなければいけなかった市場価額を基準とする損害賠償（900ポン
ド）の支払いを命じた30。その根拠としては、「不法行為者がその使用を
理由に他の人に一定の方法で賠償することなしに、他の人の土地の使用
をすることは認められてはいけない」という考え方が挙げられている31。
他方で、賠償額を決定する際には、原告の土地の使用からの Y の現実
の利益は、考慮されなかった32。
　このように、判例は上記の場面では、侵害者が得た客観的な利益の返
還については認めるものの、それを超える現実の利益の吐き出しまで認
めているかは明らかとはいえない33。もっとも、近時、不法侵害の場面
において「例外的な状況」との制限はあるものの、エクイティ上の救済
手段である利益の清算を認めると言及する裁判例が登場しており34、新

30 「もしある人が他の者の許可なしに彼自身の目的のために使用したならば、
彼はそのような使用を理由に対価を支払わなければならない」（Id.�at�541-2〔per�
Lindley�LJ〕）。なお、本件は、X が侵害された土地を使用しておらず、また第
三者に賃貸することも予定していなかったため、Y の使用利益を X の「損害」
として観念することができず、填補賠償の枠組みで処理することが困難であっ
た事案であることに留意されたい（Burrows ② , supra note�1,�at�648）。
31 Id.�at�543�(per�Rigby�LJ).�See also, at�541-2�(per�Lindley�LJ).
32 Id.�at�543�(per�Rigby�LJ).�See also, devonshire, supra note�1,�at�152.
33 Watterson, supra note�11,�at�53 ～ .�こうした判例の立場に対して、客観的
な使用料の返還に消極的な立場を示す判例もある（Phillips�v.�Homfray,� (1883)�
24�Ch.�D.）。もっとも、本件は、被告が死亡したため、人的訴権は人の死亡
とともに消滅するとの法理が適用された事案であり、被告が生存していた事
案にも同様に妥当すると解することはできないと説かれている（See, William�
Swadling,�The Myth of Phillips v. Homfray,� in:�w. swadlinG & G. Jones eds., 
the search for PrinciPle: essays in honour of lord Goff of chieveley�(Oxford�
U.�P.,�1999)�277 ～）。そのため、判例は客観的な使用料については返還を認め
ていると解されている。
34 E.g.�Stadium�Capital�Holdings�(No�2)�Ltd.�v.�St�Marylebone�Property�Co.plc.,�
[2010]�EWCA�Civ�952；Ramzan�v.�Brookwide�Ltd.,� [2010]�EWHC�2453� (Ch),�
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たな動向がみられる。ただし、それらは傍論にとどまり、その根拠につ
いては示されていないため、ここでは立ち入らない。

（３）動産侵害の場面
　次に動産侵害の事例についてみよう。まず無断処分の場面について取
り上げると、たとえば、〔英３〕Chesworth�v.�Farrar 事件35は、土地の
賃貸人 A が賃借人 X に帰属する動産を無断で売却した後に死亡し、X
が A の遺産執行者 Y に対して売却代金の回復を求めて訴えを提起した
事案である。本件においても、裁判所は、「原告は不法行為を理由に損
害賠償を請求するために訴え得るし、また原告は不法行為訴権を放棄し、
そして準契約に基づき、違法行為者が受領した利益の返還を求めて訴え
を提起し得る」と判示したうえで36、動産の売却代金の返還を認めた。
もっとも、本件も売却価格が市場価格によるものかについては不明であ
るため37、市場価格を超える利益を侵害者が取得した場合に、利益の吐
き出しを認めるか否かは明確とはいえない。
　他方で無断使用の場面についてみると、たとえば、〔英４〕Strand�
Electric�&�Engineering�Co�Ltd.,�v.�Brisford�Entertainments�Ltd. 事件38

は、Y が X から賃貸した動産（映画設備）を契約期間満了後も、継続利
用したのに対し、X が当該設備の返還および使用期間中の損害賠償の支
払いを求めた事案である。本件において、控訴院は、Y が X と契約し
ていたならば支払わなければいけなかったであろう市場価格の使用料を
基準とする損害賠償の支払いを命じた。他方で、Y が取得した現実の利
益が考慮されるかについては、明示的に否定された。すなわち、「損害
賠償は、市場の賃料以上のものをその動産の使用により被告が上げたと
証明することにより、増額され得ない」と判示された39。

[2011]�2�All�ER�38.�See also, virGo ② , supra note�1,�at�459.
35 [1967]�1�QB�407.
36 Id.�at�417�(per�Edmund�Davies�J).
37 See, BURROWS ② , supra note�1,�at�644.
38 [1952]�2�QB�246�(CA).�同趣旨の判決として、Lamine�v.�Dorrell,�92�Eng.�Rep.�
303,�at�303�(KB�1705) などがある。
39 Id.�at�252�(per�Somervell�LJ).
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　このように、判例は、上記の場面では、不当利得返還訴権により利益
の返還を認めるものの、市場価格を超える利益の吐き出しまで認めるも
のかは明確ではない。

（４）学説の議論状況
　学説では、不動産や動産の侵害を理由として利益吐き出しを肯定する
見解がみられる。その際の根拠としては、①違法行為者は違法行為の遂
行 か ら 利 益 を 得 る こ と を 認 め ら れ る べ き で は な い こ と（Goff�&�
Jones40）、②所有権の本質的性質（排他性）から利益吐き出しを肯定する
見解（Friedman41）、③侵害者の利益が権利者の財産の代償物または果
実であることに求める見解（Virgo42）、④公共的な利益の観点から正当
化する見解（Jackman43）44などが挙げられる。

（５）小括
　以上の考察からは、以下の点が明らかとなったといえよう。
　第１に、判例は、有体物の無断使用の場面では、コモン・ロー上の不
当利得返還請求訴権によって侵害者が所有者と契約していれば払うべき

40 Goff & Jones, supra note�1,�at�781.��See also, virGo ① , supra note�1,�at�476.�
41 Friedmann, supra note�12,�at�507（所有権の本質的な属性は、排他性であり、
そのため他人による財産の利用は必然的に所有者の権利の損失による利得を生
む。それゆえに、所有権の理論は原状回復を求める権利を承認する十分な根拠
を提供する）.
42 virGo ① , supra note�1,�at�432～.�なお、Virgo の見解については、大西邦弘「制
定法による知的財産侵害の救済と不法行為法による『原状回復』」神戸法学53巻
４号（2004）335頁、特に344頁も参照。
43 Jackman supra note�7,�at�303 ～（所有者に直接的な損害をもたらさない侵害
行為の場面において法が介入することができるのは、社会を促進する法制度〔具
体的には、所有権や信認関係など〕の侵害があるからとする。つまり、公共的・
政策的な観点から、利益吐き出しを正当化する）.�なお、Jackman の見解につ
いては、大西・前掲注（42）345頁以下も参照。
44 なお、④の見解は、他の文脈でみられる侵害行為の抑止に求める見解とし
ても位置づけ得るが、私的な利益よりも、公共的利益への比重が大きいことか
ら、別の見解として位置づけた。
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であったはずの客観的な使用料相当額の利益の返還を認めるにとどま
り、それを超える侵害者が不法侵害から得た現実の利益の吐き出しまで
認めるものではない（特に〔英４〕判決は明示的に否定する）。
　第２に、判例は、有体物の無断処分の場面では、不当利得返還訴権に
より、侵害者が処分により得た利益の返還を認める。ただし、売却価格
が市場価格を超えるかは不明な事案が多く、判例が市場価格を超える利
益の吐き出しまで認める趣旨かは明らかではない45。
　第３に、これらの有体物侵害の事案はコモン・ロー上の不法行為であ
ることもあり、同じくコモン・ロー上の不当利得返還訴権により処理さ
れ、本稿の考察対象とする利益の清算は用いられていないということで
ある（ただし、近時新たな動向もみられるが）。
　このように有体物侵害の事案からは、利益吐き出しの根拠を抽出する
ことはできなかった（ただし、学説では肯定する見解があり、その根拠
付けは参照に値する）。それにもかかわらず取り上げたのは、後述する
アメリカ法では、異なる立場が採られており、それと比較する際に有益
であると考えたからである。

第２項　無体物侵害①──知的所有権の侵害
（１）はじめに
　次に利益吐き出しが最も問題となる場面である無体物侵害の事例を取
り上げる46。ここではまず著作権や特許権などの知的所有権の侵害によ

45 もっとも、以上の帰結は、不当利得返還訴権についてのものであり、他の
救済手段（とりわけ、本稿の考察対象としなかった擬制信託）によって実現さ
れている可能性はある。
46 本項の考察は、以下の文献に負うところが大きい。
〔教科書・体系書・モノグラフ〕virGo ① , supra note�1,�at�470 ～；edelman, 
supra note�1,�at�217 ～；Burrows ② , supra note�1,�at�645 ～ ,�653 ～ .
〔論文〕Fiona�Patfield,�The Modern Remedy of Account,�11�adel�L.�R.�1�(1987)；
Lionel�Bently,�Accounting of Profits for Infringement of Copyright: Potton Ltd 
v. Yorkclose Ltd,�[1990]�3�EIPR�106�(Bently ① )；Lionel�Bently,�Accounting for 
Profits Gained by Infringement of Copyright; When does it End?,�[1991]�1�EIPR�
5� (Bently ② )；Peter�Hastie,�Restitution and Remedy in Intellectual Property 
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る利益吐き出しの問題についてみる。有体物と同様に通常は被害者の損
害の填補賠償をもって十分な救済となる。しかし、（ア）有体物と異なり、
無体物の場合には被害者に生じた損害を算定することが困難なことが多
い。また（イ）侵害者の方が権利者よりも効率的な生産者である場合や
侵害者が権利者と異なる市場で取引をした場合には、侵害者の利益が被
害者の損害を超えることもある。これらの場面において、（被害者の損
害ではなく）侵害者の利益が注目されることになる。
　以下では、①著作権侵害、②特許権侵害、③商標権侵害・詐称通用の
各場面における利益の吐き出しについて、順番にみていくこととする47。

（２）著作権侵害の場面
　まず著作権侵害の場面についてみると、イギリス法では著作権侵害を
理由としてエクイティ上の利益の清算が認められることに異論はない。
もっとも、その根拠付けは一様ではない。
　第１に、被害者の損害額を算定する代替手段に求めるものが挙げられ
る。すなわち、ある判決は、著作権者の損害の算定が困難な場合に、侵
害者が得た利益が最も正義に適った近似値として利益の清算を根拠づけ
た48。このような理解は、利益の清算が損害額の算定が困難な場合に用
いられる「差止命令の付随物（corollary）」49であるとの沿革に由来するも

Law,�14�australian Bar review�6� (1996)；Lionel�Bently�&�Charles�Mitchell,�
Combing Money Awards for Patent Infringement: Spring Form v. Toy Brokers,�
11�R.L.R.�79�(2003)；Joshua�Marshall�&�William�Lister,�Compensatory Damages 
and Account of Profits: Separate Elections for Separate Causes of Action-Trade 
Mark Infringement and Passing Off,�11(4)�Journal of intellectual ProPerty 
law & Practice�285�(2016).
　なお、イギリスの知的所有権法一般については、ティナ・ハートほか著（牧
野和夫監訳＝早川良子翻訳）『イギリス知的財産法』（Lexis�Nexis、2007）を参照。
47 なお、意匠権については立ち入らない。
48 Colburn�v.�Simms,�(1843)�2�Hare�543,�560;�67�ER�224,�231�(per�James�Wigram�
V-C).�本件については、edelman, supra note�1,�at�233に負う。
49 w.R. cornish, intellectual ProPerty: Patents, coPyriGht, trade marks and 
allied riGhts�(4th�ed.)�(Sweet�&�Maxwell,�1999)�76.
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のと思われる。すなわち、コモン・ローとエクイティが峻別されていた
時代においては、損害賠償はコモン・ロー裁判所、差止命令はエクイティ
裁判所の役割であった。しかし、差止命令が時期を遅れて発効すること
ができない場合に、再度コモン・ロー裁判所に訴訟を移送するのは非効
率であることから、エクイティ裁判所は、金銭救済を認めるために利益
の清算を差止命令に付随するものとして扱った50。そのため、利益の清
算は、被害者の損害額を算定する代替機能を担っていたと解されていた
わけである。
　第２に、不当利得の防止に求めるものが挙げられる。たとえば、〔英５〕
Potton�Ltd.�v.�Yorkclose�Ltd. 事件51は、Y が X の著作権（「Grandsen」
というスタイルの家についてのそれ）を侵害する家を建築し、そして第
三者に売却したのに対し、X が Y に対して自己の著作権侵害により上
げられた利益の清算を求めた事案である。本件において、裁判所は、「不
当利得の防止」を根拠に、利益の清算を認めた。
　そしてこうした利益の清算を肯定する判例の立場は、その後の制定法
においても追認されている52。すなわち、（1911年著作権法を起源とし、
1956年著作権法を経て制定された）1988年著作権・意匠・特許法は、著
作権侵害による救済手段として、（ⅰ）差止命令（96条）と（ⅱ）金銭救
済（96、97条）を規定し53、また後者として（α）損害賠償と（β）利益の

50 See, edelman, supra note�1,�at�233 ～ .
51 [1990]�FSR�11�(Ch).��See, Bently ① , supra note�46,�at�106 ～ .
52 制定法における著作権侵害による利益の清算の規定の沿革については、
Bently ② , supra note�46,�at�5 ～以下が詳しい。
53 Copyright�Patents�and�Design�Act�1988�s.�96,�97.�96条および97条は以下のよ
うに規定する（訳は、大西・前掲注（42）313頁以下を参照しつつ、一部変更した）。
　第96条　著作権権利者によって訴訟提起が可能となる侵害
　（１）著作権の侵害は、著作権の権利者によって訴訟を提起することができる。
　（２�）著作権侵害による訴訟において、原告は、その他の財産権侵害の場合

と同様に、損害賠償、差止命令、利益の清算その他のあらゆる救済を請
求することができる。

　（３）略
　第97条　侵害訴訟における損害賠償についての条項
　（１�）著作権侵害訴訟においては、侵害時において被告が訴訟の対象となっ
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清算を規定している。
　もっとも、制定法は、利益の清算を認める際に、侵害者の主観的要件
による制限を設けておらず54、利益の吐き出しを──後述の他の場面よ
りも──広く認める立場を採っている点に留意されたい。
　このようにイギリス法では、判例および制定法のいずれにおいても、
著作権侵害による利益吐き出しが認められており、そしてその根拠とし
て①損害額の算定代替や②不当利得の防止に求められているといえる。

（３）特許権侵害の場面
　次に特許権侵害の場面についてみると、イギリス法では特許権侵害を
理由として利益の清算が認められている。具体的には、制定法（〔1852
年改正特許法を起源とする〕1977年特許法）は、特許権侵害による救済
手段として、（ⅰ）差止命令（61条１項（ａ））と（ⅱ）金銭救済の双方を
規定し、そして後者として、（α）損害賠償（同（ｃ））や（β）利益の清
算（同（ｄ））を規定する55。そして、判例は利益の清算の根拠を「不当利

ている創作物に著作権が存在していることにつき善意かつ善意につき合
理的な理由が証明される場合、原告は被告に対して損害の賠償を求める
ことができない。ただし、その他の救済方法を妨げない。

　（２�）著作権侵害訴訟において、裁判所は、とりわけ以下の経過に掲げるあ
らゆる事情を勘案した上で、事案の解決が正義に適するように、追加的
損害賠償（additional�damages）を命じることができる。

　　（ａ）侵害行為の凶悪性（flagrancy）
　　（ｂ）侵害行為を原因として被告に発生した利得
54 97条１項（その行為に関係する作品に著作権が存在することを知らず、そし
て存在すると信じる理由がないこと）の抗弁は、損害賠償に対して成立するの
みであり、利益の清算を含むその他の救済手段には認められない（Wienerworld�
Ltd�v.�Vision�Video�Ltd.,� [1998]�FSR�832）。ただし、この点については、異な
る理解もある（edelman, supra note�1,�at�235-6）。
55 Patent�Act�1977,�s.�61.�61条１項は以下のように規定する（訳は、大西・前掲
注（42）312頁以下を参照しつつ、一部変更した）。
　第61条　特許権侵害についての手続き
　（１�）特許権者は、この法律における以下の本章の条項を対象として、特許

権を侵害するいかなる行為に対しても次のような方法によって裁判所に
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得の防止」に求めている。たとえば、〔英６〕Spring�Form�Inc�v.�Toy�
Brokers�Ltd. 事件56が挙げられる。本件事案は以下のとおりである。す
なわち、X1は、子どものおもちゃテントのために欧州特許（UK）を取
得した。その後 X1は、英国においてそのテントを販売するために、排
他的ライセンスを X2に与えた。これに対し、Y1は X のテントと類似す
るそれを製造し、そしてこれらを Y2、Y3および Y4に売却し、Y2らは
それらを顧客に販売した。これに対し、X1および X2は、３つの別個の
訴訟手続を共同原告として提起し、Y1らのこれらの活動が X1の特許を
侵害すると主張した（Y1に対する第１の訴訟において、本件特許が有効
であり、そして Y1により侵害されたとの宣言が得られている）。本件は、
そのうちの Y2に対する利益の清算訴訟である。本件において、裁判所
は、損害賠償と利益の清算との関係について定める特許法61条２項57と
の関係について詳細に検討したうえで、利益の清算が「原告〔特許権者〕
の権利を侵害して犯された不法な行為により不適切に上げた利益を被告

〔侵害者〕から剝奪し、そしてこれらの利益を原告〔特許権者〕に移転す
ることを目的とする原状回復的救済（restitutionary�remedy）である」
と述べ、そして「その目的は、被告〔侵害者〕の不当利得を防止するこ

民事の訴えを提起することができる（民事以外の救済方法を妨げない）。
　　（ａ）侵害行為の差止または侵害のおそれがある場合の予防差止命令
　　（ｂ）侵害行為に供した物の除却（deliver�up）または廃棄命令
　　（ｃ）侵害行為による損害賠償
　　（ｄ）侵害行為による利益の清算（account�of�profits）
　　（ｅ）特許の有効と侵害行為の確認
　（２�）裁判所は、同一の侵害行為に対して、損害賠償と利益の清算を同時に

命じることはできない。
　（３）～（６）省略
56 [2002]�FSR�17.�本件については、Bently�&�Mitchell, supra note�46,�at�86 ～を
参照。
57 61条２項の適用範囲およびその理由は必ずしも明らかではない。この点に
ついては、起草過程でも十分な議論がなされていなかったようである（この点
については本稿の関心対象ではないことから立ち入らない。詳細は、Bently�&�
Mitchell,�id. at�84 ～に譲る）。
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とである。」として、利益の清算を肯定した58。ここからは、利益の清算
の根拠が、「不当利得の防止」に求められていることが明らかといえよう。
　このようにイギリス法では、判例および制定法のいずれにおいても、
特許権侵害による利益吐き出しが認められていること、そしてその根拠
としては「不当利得の防止」に求めているといえよう。

（４）詐称通用および商標権侵害の場面
　最後に、商標権侵害および詐称通用（passing�off）の場面について取り
上げる59。
　利益の清算の可否について検討するに先立ち、両者の異同について一
言述べておくこととする。すなわち、商標とは、「一業者の商品・役務
に付され、またはそれに関連して使用され、他の業者により供給され類
似の商品・役務からそれを識別するための符号や記号」をいう60。これに
対し、詐称通用とは、「自分の商品が、すでに確立したのれんをもつ他
業者の商品であるかのような印象を消費者に与えることになる取引行
為」をいい、具体的には、①ある業者が自己の製品を他の業者の商品と
同じ品質であると表示した場合や②ある業者が他の業者と何らかの関連
があるような印象を与えた場合が挙げられる61。両者は、商品の標章な
いし標識を一定の形で保護し、消費者の誤認を防止する点で類似する。
もっとも、商標は標章それ自体を所有権の客体として直接保護するに対
し、詐称通用は行為規制（不実表示の禁止）により標識を間接的に保護
するにとどまり、また商標による保護は登録が要求されるのに対し、詐
称通用規制の場合には不要であるという違いがある62。以上を踏まえた

58 [2002]�FSR�17,�at�[7].�
59 商標および詐称通用一般については、ハートほか・前掲書注（46）107頁以下、
Neville�Cordell ＝ Alex�Woolgar「英国の詐称通用法による商品の形態及び外観
の保護について」パテント72巻１号（2019）52頁以下を参照。
60 ハートほか・前掲書注（46）108頁。
61 ハートほか・前掲書注（46）175頁。
62 そのため、ある標章が侵害された場合、当該標章が登録されている場合には、
商標権侵害訴訟を提起すればよい（この場合、原告は無断で使用されたことだ
けを立証すればよい）のに対し、当該標章が未登録である場合や登録不能の場
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上で、次にこれらの場面において利益の吐き出しが認められるかについ
てみていくこととしよう。
　前者の商標権侵害の場面についてみると、イギリスの判例は利益の清
算を認めている。たとえば、〔英７〕Slazenger�&�Sons�v.�Spalding�&�
Brothers 事件63が挙げられる。本件は、X が（1905年商標法に基づき）
登録したゴルフボールに関する商標を Y（ゴルフボールの製造・販売会
社）が善意で侵害したのに対し、X がまず Y に対して差止命令を求めた

（Y はこれを受け直ちに X の商標を使用することを中止した）後に、さ
らに Y に対して利益の清算などを求めた事案である。本件においては、
利益の清算は X の損害額を算定するための前提作業として捉えられて
いる（Y が得た利益は Y の侵害行為がなければ X が取得できた利益で
あり、損害であるという理解である）。本件において、裁判所は、填補
賠償を求める権利が成立する場合には、利益の清算を求める権利も成立
するとし、両者のいずれを選択するかは原告に委ねられると述べた上で、
本件では Y が善意であったため、X は填補賠償を求める権利を取得せ
ず、その結果として利益の清算を求める権利も有しないと判示した。そ
のため、本判決は、結論としては利益の清算を否定したものの、侵害者
が悪意の場合には認めることを含意するものといえる。なお、判決はそ
の根拠を明示していないものの、填補賠償を算定する前提として捉えて
いることから推察するに、損害額を算定する代替手段として利益の清算
を位置付けているように思われる。こうした取扱いは、制定法（〔1875
年商標登録法に起源を有する〕1994年商標法）において追認されている

（同14条２項）64。
　後者の詐称通用についても、判例はコモン・ロー上の不法行為である

合には詐称通用を理由とする訴訟を提起することになる（この場合、原告はの
れん（goodwill）が確立されていることを立証しなければならず、ハードルが
高くなる）。そのため、保護されやすいのは商標であるが、保護の対象となる
範囲は詐称通用の方が広いとされる（以上につき、ハートほか・前掲書注（46）
175頁以下を参照）。なお、商標には、その他の機能もあるが、ここでは立ち入
らない。
63 [1910]�1�Ch�257.
64 Trade�Marks�Act�1994,�s�14(2).
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ものの、利益の清算を（例外的に）認めてきた65。もっとも、その根拠に
ついては──著作権侵害と同様に──一様ではない。すなわち、19世紀
のある判決は、損害額を算定する代替手段として利益の清算を用いてい
る66。これに対し、不当利得の防止に求めたものもある。後者については、
たとえば、〔英８〕My�Kinda�Town�Ltd.�v.�Soll 事件67が挙げられる。本
件は、Y が X の使用する名前と類似するそれ（「Chicago�Pizza」）を自己
のレストランの名前として使用することにより、詐称通用という不法行
為を犯したのに対し、X は Y がその名前を使用することにより得た利
益の清算を求めて訴えを提起した事案である。本件において、裁判所は、
Y が自己のレストランと権利者のそれを誤認混同させることにより、顧
客から得た利益を清算する責任を負うと判示した。その際に、裁判所は、
利益の清算の根拠として、「不当利得の防止」を挙げた68。
　このように、イギリス法では商標権と詐称通用のいずれの場面におい
ても利益の吐き出しが認められており、またその根拠としては、①損害
額の算定代替や②不当利得の防止に求められているといえよう。

（５）学説の議論状況
　知的所有権侵害を理由とする利益吐き出しをめぐる学説の動向につい
てみると、利益算定の困難性から廃止論を説く見解が少数ながら存在す
るものの（Patfield69）、多数の見解は肯定的に解している。もっとも、
判例と同様に根拠付けは一様ではない。具体的には、①不当利得の防止

65 沿革的には、利益の清算はコモン・ローに由来したものの（この点につき、
前掲注（17）を参照）、多くの領域でエクイティに移行したが、この領域だけコ
モン・ローに残った。
66 Hogg�v.�Kirby�(1830)�8Ves�Jun�215,�223;�32�ER�336,�339.�この点については、
edelman, supra note�1,�at�233に負う。
67 [1982]�8�FSR�147.
68 Id. at�156.
69 Patfield, supra note�46,�at�31�（守秘義務違反の領域では、利益の清算は必要
悪となり得るが、知的所有権の領域では不要と説く）.
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に求める見解（Watterson70）、②侵害行為の抑止と解する見解（Bently71、
Edelman72、Rotherham73）、③公共的利益の観点から正当化する見解

（Jackman74）、④矯正的正義の実現に求める見解（Marshall�&�Lister75）
などが挙げられる。もっとも、後述のアメリカの学説と比較すると、知
的所有権法の目的を踏まえたうえでの利益吐き出しの是非という観点か
らの検討は弱いようにみえる。

（６）小括
　以上の考察からは、以下の点が明らかとなったといえよう。
　第１に、判例はコモン・ロー上の訴訟原因である知的所有権侵害を理
由として利益吐き出しを広く認めている（著作権、特許権、商標権・詐
称通用のすべての領域で認められている）。その理由としては、歴史的
な理由に加えて76、──イギリス法では明示的には論じられていないも

70 Watterson, supra note�11,�at�49�（後述の違法行為の抑止を挙げる立場に対し、
現代の知的所有権侵害ケースでは、判例は「不当利益の防止」に根拠を求めて
おり、抑止が裁判所の推論の明示的特徴ではないと指摘する）.
71 Bently ② , supra note�46,�at�15（知的所有権侵害による利益の吐き出しの根
拠として、抑止論が妥当する根拠として、第１に、知的所有権者が有体物と異
なり侵害者の侵害行為を発見することが困難であること、第２に、個人の知的
所有権者は、大きな事業による侵害する商品の大量生産に弱く、小さな会社を
大企業から保護することが特許法の役割であることなどを挙げる）.
72 edelman, supra note�1,�at�235 ～（抑止論の観点から、知的所有権侵害の場面
における利益吐き出しの適用範囲を侵害者がシニカルに違反した場合のみに制
限しようと試みる）.
73 Craig�Rotherham,�Deterrence as a Justification for Awarding Accounts of 
Profits,�32(3)�OJLS�537�(2012)�（最適な抑止という観点から、利益吐き出しが侵
害行為を抑止する機能は限定的であるとして、知的所有権侵害および信認義務
違反を主たる適用場面であると指摘する）.
74 Jackman, supra note�7,�at�307 ～ .
75 Marshall�&�Lister, supra note�46,�at�285.
76 知的所有権はもともとコモン・ローにより保護されたが、その後、エクイ
ティが積極的な役割を担ったためとされる（virGo ① , supra note�1,�at�470 ～；
Bently ② , supra note�46,�at�5）。
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のの、少なくとも同じコモン・ロー上の訴訟原因である有体物侵害と比
較して広く認められることを踏まえると──情報である知的所有権の特
殊性（非競合性および非排除性）が挙げられるであろう。そして判例の
みならず、制定法によっても追認されている（ただし、詐称通用を除く）。
　第２に、利益吐き出しを肯定する際に、エクイティ上の救済手段であ
る利益の清算が広く用いられていることである（ただし、詐称通用を除
く）。このようなエクイティ上の救済手段は、裁判官の裁量的要素が強
いこともあり、利益吐き出しとの関係で以下のようなメリットがある。
すなわち、①あらゆる侵害行為を理由に利益吐き出しを認めるのではな
く、侵害者の主観的要素（悪意・善意有過失などの事情）によって判断
することが可能になるという点である（後述するように、知的所有権の
多くの場面で侵害者の悪意が要求されているのはその反映であるといえ
る。ただし、著作権を除く）。また②利益吐き出しの可否を判断する際に、
権利者の態度（良心性の有無）も考慮することが可能になるという点で
ある77。具体的には、権利者が自己の権利が侵害されていることを認識
しながら、侵害者が侵害行為による利益を収受するまで待ち、利益を上
げた段階で利益吐き出しを請求するような場合が挙げられる78。このよ
うな場合には、利益の吐き出しを認めてまで権利者を保護する必要性は
なく、裁判所は裁量権を行使することにより利益の吐き出しを否定する
とされる79。このようにエクイティ上の救済手段を用いることで、権利
者と侵害者の双方の不適切な行動を阻止することが可能になるといえよう。
　第３に、利益吐き出しの根拠としては、①「損害額の算定代替」や②「不
当利得の防止」が挙げられていることである。後述するアメリカ法と比

77 virGo ② , supra note�1,�at�425.
78 これは、利益吐き出しを認めることに付随するモラル・ハザードの問題であ
る。すなわち、利益吐き出しは、被害者に棚ぼた的利益を与えることがあるから、
被害者にとっては侵害者と契約を締結するよりも、侵害者が侵害行為から利益
を得た段階で請求する方が得策となり、侵害行為を傍観する負のインセンティ
ブを生むことになるとの指摘がなされている（Dane�S.�Ciolino,�Reconsidering 
Restitution in Copyright,�48�emory�L.J.�32,�34�(1999)）。
79 See, Paul stanley, the law of confidentiality: a restatement（Hart�
Publishing,�2008）130；Barnett, supra note�20,�at�16.



論　　　説

北法70（6・117）1125

較すると、この領域において知的所有権の侵害行為の抑止という点が判
例において挙げられていない点が注目されると言えよう。この点は、主
観的要件を問わずに利益吐き出しを認める領域（著作権侵害）があるこ
とに起因しているといえようか80。なお、後述のアメリカとの対比では、
イギリスでは利益吐き出しが認められることに判例上の異論がないこと
もあってか、政策的な議論の展開がなされていないことも一つの特徴で
ある。

第３項　無体物侵害②──機密情報の侵害
（１）はじめに
　ここでは、無体物侵害の第２の例として、営業秘密（trade�secret）や
国家機密などの機密情報（confidential� information）の侵害の場面につ
いてみることとする81。このような機密情報の保護の必要性は認識され

80 See,�Watterson,�supra�note�11,�at�48 ～（もっとも、侵害者の主観的意図の存
在が抑止論にとって必要不可欠といえるかについては、異なる理解もあること
が指摘されている）．
81 本項の記述は、以下の文献に負うところが大きい。
〔 教 科 書・ 体 系 書・ モ ノ グ ラ フ 〕Goff & Jones, supra note�1,�at�747 ～；
francis�Gurry,�Breach of confidence�(Clarendon�Press,�1984)�417 ～；virGo ① , 
supra note�1,�at�525 ～；edelman, supra note�1,�at�213 ～；stanley, supra note�
79,�at�135 ～；Burrows ② , supra note�1,�at�689 ～；GiGlio, supra note�1,�at�107
～；devonshire, supra note�1,�at�120 ～；virGo ② , supra note�1,�at�514 ～；t 
aPlin et al., Gurry on Breach of confidence�(2nd�eds.)�(Oxford�U.P.,�2012)�781～.
〔 論 文 〕Gareth�Jones,�Benefits Obtained in Breach of Another’s Confidence,�
86�L.Q.R.� 463� (1970)� (Jones ① )；Gareth� Jones,�Breach of Confidence─
after Guardian,�42�C.L.P.�49� (1989)� (Jones ② )；John�D.�McCamus,�Celebrity 
Newsgathering and Privacy: The Transformation of Breach of Confidence in 
English Law,�39�ALR�1191�(2006)；Jackman, supra note�7,�at�314 ～；Michael�
Gronow,�Restitution for Breach of Confidence,�10�intell. ProP. J.�219� (1996)；
Peter�Devonshire,�Pecuniary Remedies for Breach of Confidence,�21�KLJ�355�
(2010)；Graham�Virgo,�Personal and Proprietary Remedies for Breach of 
Confidence: Nearer to Breach of Fiduciary Duty or Breach of Contract?,�33�
leGal studies research PaPer series�1�(2014)；Watterson, supra note�11,�at,�51～.
　なお、イギリスの営業秘密に関するわが国の先行研究として、小野昌延『営
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ているものの82、その保護の方法については、大別すると、①情報それ
自体を「財貨（property）」として保護する立場と②行為規制により間接
的に情報を保護する立場に分かれている。この点、後述のアメリカ法は
①を採る83のに対し、イギリス法は②を採る。すなわち、イギリス法は、
伝統的にエクイティ系列の守秘義務違反法理（breach�of�confidence）に
より、伝達者（confider）から受領者（confidant）84に機密情報が打ち明け
られる関係を保護するために85、当該関係を侵害する行為を規制するこ
とで当該情報を間接的に保護してきた（その結果として、機密情報の侵
害は、所有権侵害による不法行為とは構成されない86）。このような関
係を保護することによって、機密情報の開示が促進され、そして伝達者
と受領者の合理的な期待が実現されると説かれている87。その意味で、
この類型も後述の関係侵害の一種として位置づけるべきかもしれない

業秘密の保護──不正競業としてのノウ・ハウの侵害を中心として（増補）』（信
山社、2013）190頁以下がある。
82 機密情報（営業秘密）を保護する根拠付けについては、Megan�Richardson,�
Owning Secrets: ‘Property’ in Confidential Information,� in:�a roBertson ed., 
the law of oBliGations: connections and Boundaries� (UCL�Press,�2004)�146
～を参照（具体的には、①効率性〔投資へのインセンティブ論〕、②リベラリズ
ム〔自然権論的による説明やカントの義務論など〕、③〔効率性よりも広い功利
主義的な結果を達成することに関心のある〕社会計画理論による根拠付けを挙
げる）。もっとも、本稿ではこの点には立ち入らない。
83 Carpenter�v.�United�States,�108�S.�Ct.�316（1987）.� 本 判 決 に つ き、DD�
Friedman�et�al.,�Some Economics of Trade Secret Law,�5�Journal of economic 
PersPectives�61 ～ (1991)（ただし、著者は、営業秘密は排他的な使用権を伴う
通常の所有権とは異なると指摘する）を参照。
84 confider と confidant の訳語については、内藤・後掲注（119）238頁に負う。
85 Normann�Witzleb,�Justifying Gain-Based Remedies for Invasions of Privacy,�
29(2)�OJLS�325,�328 ～（守秘義務違反が存在するか否かは、当事者間の関係の
状況すべてに基づき判断される。またそのような守秘義務の根拠は、伝達者が
受領者に委ねた信頼に求められる）.
86 virGo ① , supra note�1,�at�525.�もっとも、近時の判例の中には、守秘義務違
反を不法行為として構成したものもみられる（Walsh�v.�Shanahan,�[2013]�EWCA�
Civ�411）が、ここでは立ち入らない（See, virGo ② , supra note�1,�at�464）。
87 McCamus, supra note�81,�at�1209.
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が、知的所有権との連続性がある情報の侵害が通常問題となること、ま
た機密情報が個人情報であるならば、先行する関係がなくても守秘義務
が認められており88、実質的に情報それ自体を保護する体系と相違は少
なくなっていることから、本稿は無体物侵害の一種として位置づけるこ
ととする89。

（２）守秘義務違反による利益吐き出し
（ⅰ）判例の概観
　イギリスの判例は、一定の要件90──①情報それ自体が機密の性質を
有すること、②守秘義務をもたらす状況で情報が伝えられたこと、③情
報を伝える当事者の損失による（to�the�detriment�of）当該情報の不当な
使用があること──を満たす場合に、エクイティ上の守秘義務を認め、
そしてその義務違反がある場合には、救済手段として、（ⅰ）差止命令、

（ⅱ）文書の除却または破壊命令（delivery�up�or�destruction�of�materials�
and�documents）、（ⅲ）金銭救済を認めており、そして（ⅲ）として、（α）
損害賠償（填補賠償および合理的な実施料）、（β）利益の清算、（γ）懲
罰的損害賠償を認めている91。
　これらの判例上の救済手段（特に（β））からは、イギリス法が、機密
情報を不正に利用して侵害者が利益を上げた場合には、利益の吐き出し
を認めることは明らかといえよう。具体的にみると次の通りである。た
と え ば、 営 業 秘 密 の 無 断 利 用 が 問 題 と な っ た〔 英 ９〕Peter�Pan�

88 Goff & Jones, supra note�1,�at�747 ～ ;�Watterson, supra note�11,�at�51.�もっ
とも、個人情報（プライバシー）の問題は、第４項で取り扱う。
89 なお、守秘義務自体は、契約や信認義務によっても生じることがあるが、
エクイティ上の守秘義務と言われる場合には、それらが及ばない場面にも適用
される点に留意されたい（McCamus, supra note�81,�at�1203；Virgo, supra note�
81,�at�1）。また、直接の関係にない一定の第三者にも及ぶ（devonshire,� supra 
note�1,�at�111 ～）．
90 Coco�v.�Clark,�[1969]�RPC�41.�個々の要件については、virGo ① , supra note�1,�
at�526-7のほか、内藤・後掲注（119）233頁以下が詳しく、それらに譲る。
91 virGo ① , supra note�1,�at�527-8；Gurry, supra note�81,�at�417-8；Devonshire, 
supra note�81,�at�356 ～ .
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Manufacturing�Corp.�v.�Corsets�Silhouette�Ltd. 事件92の事案は以下の通
りである。すなわち、X は、ブラジャーを含む女性用下着の製造ビジネ
スを行っていた。Y は、X のブラジャーのイギリスにおける実施権者で
あった。Y は、Ｘから市場にいまだ存在しない新しいデザインを機密で
見せられた。Y は、自分自身のブラジャーをデザインするために、X の
デザインを悪意で使用し、ブラジャーを製造し、そして販売することに
より利益を上げた（Y はＸとのライセンス合意も終了した）。X は、Y
が U.15型および U.25型のブラジャーを製造し、そして販売することを
制限する差止命令および侵害しているブラジャーの除却、損害賠償また
は利益の清算を求めて訴えを提起した。本件において、裁判所は守秘義
務違反による利益の清算を認め、X の機密情報を用いて得た利益の清算
を命じた。もっとも、本件では、裁判所はその根拠について「権利の問
題として（as�a�matter�of�right）」認められると述べるのみであり93、侵害
者の主観的要件について言及していないため、広く認められる余地がある。
　これに対し、国家機密情報の無断利用を伴った〔英10〕A-G�v.�Guardian�
Newspapers�Ltd.（No�2）事件（以下では、「Spycatcher 事件」という）94は、
利益の清算の根拠を明示した最初の判決であった。本件事案の概要は次
の通りである。すなわち、イギリス諜報機関（MI5）の元諜報員 A が、
雇用契約および1911年公務秘密法の規定に反して、1987年７月１日に回
顧録（「Spycatcher」）をアメリカで公刊した。そしてイギリスの新聞社
である Y1は、A のオーストラリアの出版社から、イギリスにおいてそ
の本をシリーズ化して公表する権利を購入し、（すでに差止命令が出さ
れていることを知りながら）その本が公刊される前に新聞で一部公表し
た。これに対し、X（国王）は、Y1に対して、その他の部分の公表する
ことを禁止する差止命令および上記抜粋の公表により上げられた利益の
清算を求めて訴訟を提起した95。本件において、貴族院は、差止命令を

92 [1963]�3�All�ER�402.
93 Id. at�411�(per�Pennycuick�J).
94 [1988]�3�All�ER�545�(HL).�本件については、内藤・後掲注（119）236頁以下も参照。
95 なお、本件では、Y1以外にも Y2および Y3に対して差止命令を求める訴訟
が提起されているが、利益の清算は Y1に対してのみしか求められていないこ
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否定しつつも、利益の清算を認めた。そして利益の清算の根拠としては、
①「誰も自分自身の違法行為の遂行（wrongdoing）から利益を得ること
を認められるべきではない」との一般原理のほかに96、②機密情報を受領
した者が金銭的利得のためにその情報を濫用する誘因を排除すること

（侵害行為の抑止）97、③ Y1が不当に利得を得たから、当該利得は剥奪さ
れるべきであること（不当利得の防止）98、④利益の清算が損害賠償の代
替手段であること99などが挙げられた100。

（ⅱ）判例の評価
　このように判例は、その根拠付けは多様ではあるものの、機密情報の
性質──商業的なものか否か──を問うことなく、守秘義務違反を理由
とする利益の吐き出しを肯定している。もっとも、こうした理解に対し
ては、〔英11〕Spycatcher 事件における Goff 判事の判決が異論を提起し
ている点に留意しておきたい。Goff 判事によれば、侵害された情報の性
質によって、当該事案においてどのような救済手段が望ましいかは異な
り得る。すなわち、守秘義務の対象となる情報が商業的な情報の場合に
は、損害賠償（合理的な実施料の賠償）が主たる救済手段になるのに対し、
非商業的な情報の場合には、利益の清算が主たる救済手段となるとされ
る。このような Goff 判事の理解によれば、〔英９〕Peter�Pan 事件の結論
は誤りとなり、利益の清算は〔英10〕Spycatcher 事件のような国家機密
が漏えいした事案に限定されることになる。というのも、本件のような
国家機密情報の場合には、原告にとって商業的価値を有さず、損害賠償

とから、Y2および Y3については省略する。
96 Id. at�644�(per�Lord�Keith).
97 Ibid.
98 Id. at�647�(per�Lord�Brightman).
99 Id. at�662�(per�Lord�Goff).
100 本件では、守秘義務違反の当事者である A は当時イギリスの裁判所の管轄
権が及ばない国外にいたため、被告となっていない。しかし、仮に被告とさ
れていたならば、彼は Spycather の公表からの利益を吐き出す責任を負った
であろうと説かれている（Id.�at�584〔per�Scott�J〕；Jones ② , supra note�81,�at�
55）。
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による場合には、名目的なものにとどまり、被告の守秘義務違反を抑止
することが困難となるのに対し、利益の清算であれば、そうした誘因を
排除するために機能し得るからである101。そしてこのような理解を裏付
けるように、その後、守秘義務違反を理由とする利益の清算の適用範囲
を制限する判例が登場している102。このような理解は、実質的には、情
報の性質により望ましい救済手段がいかなるものであるかを説くもので
あり103、本稿の問題関心との関係で、興味深い。
　もっとも、何ゆえ商業的価値を持つ機密情報の場合には損害賠償で足
りるのかは明確に述べられていない。そのため、学説ではこのような理
解に対して、機密関係の脆弱性および依存性などの性格という点から侵
害行為を抑止する必要性は、情報が商業的なものか否かにかかわらず同
様であるから、説得的ではないとし、商業的な機密も含めて広く利益吐
き出しを肯定する立場が説かれている104� 105。このような理解を踏まえ

101 devonshire, supra note�1�at�121-2；do.,�supra note�81,�at�364.
102 Vercoe�v.�Rutland�Fund�Management�Ltd.,�[2010]�EWHC�424.�本件において、
Sales 判事は、利益の清算が以下の場合のみ適切であると説く。すなわち、（ⅰ）
被告がその違反からの利益を保持しないことを公正かつ衡平にする被告の債務
の履行に対する強い権利を原告が有する場合、（ⅱ）吐き出しが所有権の回復

（vindication）のために必要である場合、（ⅲ）信託上の義務の違反および信認
義務違反が生じた場合である。そして同判事は、これらの要件が存在しない商
取引の事案においては、原告の権利は、侵害された権利の放棄のために合理的
に支払われたであろう額の損害賠償の付与により充たされると判示した（以上
については、Devonshire, supra note�81,�at�360-1に負う）。
103 同趣旨の見解として、Jones ② , supra note�81,�at�50（具体的な秘密の性質
こそが、適切な救済手段が何かを決定する）がある。
104 edelman, supra note�1,�at�214；devonshire, supra note�1,�at�123 ～（商業的
に重要な資料の受取人は、個人の利得のために信頼を濫用する誘因および機会
を有する。それゆえに、その取引の商業的性質は、それ自体、不法な利得の吐
き出しを排除するべきではなく、あるいはその義務が契約や不法行為により支
配された単なる個人的な債務としてみなされるべきではない）；Gronow, supra 
note�81,�at�220 ～（利益の清算を取得するためには、原告は損失を証明する必
要はなく、また原告がその利益それ自体を上げることができたことを証明する
必要もない。そのため、利益の清算は、①伝達者にとってはほとんど商事的価
値を有し得ないが、不当に公表されたとき大きな利益を上げる個人の秘密の
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ると、両者で区別するならば、侵害された情報の種類に応じた利益吐き
出しの根拠を検討する必要があるといえよう。

（ⅲ）学説の議論状況
　最後に、学説についてみると、ここでは利益吐き出しを否定する見解
は管見の限りみられない。もっとも、肯定する見解もその根拠付けは一
様ではない。具体的には、①「受領者がエクイティ上の違法行為の遂行
から利益を得ないことを確保する」との一般原理に求める見解（McCamus106、
Jones107）、②不当利得の防止に求める見解（Gronow108、Gurry109）、③守
秘義務違反の抑止に求める見解（Edelman、Devonshire110）、④公共的
利益の観点から正当化を試みる見解（Jackman111）などが挙げられる。

（３）小括
　以上の考察からは、イギリス法は、機密情報の性質を問わず、その侵
害による利益吐き出しを認めていること（ただし、情報の性質で区別す
る見解〔Goff 判事〕もある）、その際にはエクイティ上の守秘義務違反法
理が用いられていること、そして利益の吐き出しの根拠としては、①「誰

ケースや②より大きな利益がその情報の使用から上げられたが、原告が逸失利
益およびその他の損害賠償を証明することが困難である営業秘密のケースにお
いて利用するメリットがあると説いており、同様の立場であるといえよう）．
105 この点は、守秘義務違反法理と特許法との役割分担という点に求められる
かもしれない。もっとも、この点には立ち入らない。
106 McCamus, supra note�81,�at�1204.
107 Jones ① , supra note�81,�at�473（エクイティ上の誠実原理、換言すると、機密情
報を受け取った者は、それの不公正な利益を持つべきではないとの原理に求める）.
108 Gronow, supra note�81,�at�222.
109 Gurry, supra note�81,�at�417（利益の清算は、被告が原告の権利を侵害して
原告の機密情報を使用することから利益を不当に受け取り、または留保したと
の広い原理に根拠づけられる、と説く）.
110 devonshire, supra note�1,�at�123 ～；Devonshire, supra note�81,�at�360.
111 Jackman, supra note�7,�at�314 ～（守秘義務という社会的に重要な法制度に
対する損害として、当該制度のインテグリティを維持するために利益吐き出し
が正当化されると説く）.
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も自分自身の違法行為の遂行（wrongdoing）から利益を得ることを認め
られるべきではない」との一般原理、②侵害行為の抑止、③不当利得の
防止、④損害賠償の代替手段などに求められていることが明らかになっ
たといえよう。もっとも、そのような救済は常に認められるわけではな
く、エクイティ上の救済手段の性質に内在する制約──裁判官の裁量要
素が強いゆえに、利益吐き出しの可否を判断する際に侵害者の主観的要
件（悪意性）や権利者の行動の良心性が考慮される──を伴うことは知
的所有権の場合と同様である112。

第４項　無体物侵害③──プライバシー侵害
（１）はじめに
　ここでは、無体物侵害の第３類型として、プライバシー侵害の場面に
ついてみていくことにしよう113�114。なお、プライバシーは、個人情報で

112 たとえば、〔英９〕Peter�Pan 事件および〔英11〕Spycatcher 事件はいず
れも受領者が悪意の義務違反者であった事案であったのに対し、Seager�v.�
Copydex�Ltd.�(No.2),�[1969]�RPC�250は、受領者が善意の違反者であった事案に
おいて、利益の清算を否定した（See, Jackman,�id. at�317）。
113 本項の記述は、以下の文献に負うところが大きい。
〔教科書・体系書・モノグラフ〕virGo ① , supra note�1,�at�527 ～；virGo ② , 
supra note�1,�at�465 ～；devonshire, supra note�1,�at�114 ～ .
〔 論 文 〕Daniel�Friedmann,�The Protection of Entitlements via the Law of 
Restitution─Expectancies and Privacy?,�121�L.Q.R.�400,�414 ～ (2005)；Witzleb, 
supra note�85；Sirko�Harder,�Gain-Based Relief for Invasion of Privacy,�1�
victoria law school Journal� 63� (2011)；Tanya�Aplin,�Commercialising 
Privacy and Privatising the Commercial: The Difficulties Arising from the 
Protection of Privacy via Breach of Confidence,� in:�nari lee et al. eds., 
intellectual ProPerty, unfair comPetition and PuBlicity : converGences and 
develoPment� (Edward�Elgar�Pub,�2014)�189；Jason�Ne�Varuhas,�Varieties of 
Damages for Breach of Privacy,� in:�Jason ne varuhas & n a moreham eds., 
remedies for Breach of Privacy� (Hart�Publishing,�2018)�55；Katy�Barnett,�
Gain-Based Relief for Breach of Privacy,� in:�varuhas & moreham eds., id. at�
183；PG�Turner,�Privacy Remedies Viewed Through an Equitable Lens,� in:�
varuhas & moreham eds.,  id. at�265.
114 名誉毀損の場面でも利益吐き出しは問題となりうるが、名誉毀損はコモ
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あるものの、後述するようにイギリス法では守秘義務違反法理によりプ
ライバシーの保護がなされていることを踏まえると、前項の中で同列に
扱われるべきであったかもしれない。しかし、プライバシーは、基本的
な人権として、そして尊厳的利益、人間的充実、そして自律性を促進す
るために必要なものとして承認されてきた115。そのため、情報であると
いっても、その帰属者との人格的な結びつきを有するものであることか
ら、近時商品化がなされているといっても116、他の情報と同様に商品と
して扱われることには慎重でなければならない。そのため、別項で取り
上げた次第である117。
　プライバシー侵害による利益吐き出しは、かつて親密であった友達や
パートナーが、他人の個人情報をメディアに散布したときや出版社の構
成員が個人のプライバシーに介入し、そしてそのようにして取得された
情報（写真、録音など）を散布したときなどに問題となる118。

（２）プライバシーの保護の概説
　もっとも、この点について考察する前にイギリス法におけるプライバ
シー保護の状況について一瞥を与えておくことが有益であろう。という

ン・ローの管轄であり、懲罰的損害賠償により処理されてきたためか（Witzleb, 
supra note�85,�at�354）、イギリス法において利益吐き出しの当否が争われた事
案は、管見の及ぶ限り見られなかったので取り上げていない。なお、学説レ
ベルでは、名誉毀損を理由として利益吐き出しを肯定する見解（Goff & Jones, 
supra note�1,�at�781 ～〔名誉を保護する手段として原状回復救済を認めるのが
望ましいのかと問題設定したうえで、確かに、被害者は自己の名誉を他人に毀
損させることを許可しないが、そのことは、加害者が名誉毀損により得られた
利益を保持することが認められるべきということにはならないと指摘する〕；
Birks, supra note�1,�at�326）と否定する見解（virGo ② , supra note�1,�at�467〔名
誉毀損は感情に対する苦痛および名誉に対する損害に関するものであるから、
利得に基づく救済手段は利用できないと説く〕）に分かれている。
115 Witzleb, supra note�85,�at�337；Barnett, supra note�113,�at�198.
116 See huw Beverley-smith, the commercial aPProPriation of Personality�
(Cambridge�U.�P,�2002)�6 ～ .
117 Palmer, supra note�1,�at�120 ～ .
118 Barnett, supra note�113,�at�183 ～ .
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のも、イギリス法は、──同じコモン・ロー法体系であるアメリカ法と
は異なり──プライバシーの問題について比較法的に特殊な法発展を遂
げているからである（そしてこの点が利益吐き出しの可否とも密接に影
響している）。以下では、伝統的な立場と近時の動向に分けて、見てい
くことにしよう119。

（ⅰ）伝統的な立場
　まずイギリス法は、伝統的に一般的なプライバシー権概念自体を認め
ることに懐疑的ないし消極的な立場を採ってきた。たとえば、こうした
立場は、イギリス法では、──Warren�&�Brandeis 論文120の影響力が大
きかったアメリカ法とは異なり──プライバシー侵害が個別の不法行為
として承認されていないことに如実に現れている121。

119 イギリス法に関するプライバシー保護の展開については、Helen�Fenwick�
&�Gavin�Phillipson,�Confidence and Privacy: a Re-Examination,� [1996]�C.L.J.�
447；McCamus, supra note�81も参照。
　また、わが国の先行研究として、末延三次「英米法における秘密の保護」戒
能通孝＝伊藤正己編『プライヴァシー研究』（日本評論社、1962）43頁以下、堀
部政男「イギリスの個人情報保護法──1984年データ保護法の運用状況を中心
として」ジュリ879号（1987）35頁以下、飯塚和之「イギリスにおけるプライバシー
保護法論」商学討究37号（1987）373頁以下、ジョン・ミドルトン「イギリスに
おけるプライバシーの法的・倫理的保護論の展開」一橋研究年報法学研究35巻

（2001）133頁以下、ジョン・ミドルトン「イギリスの1998年人権法とプライバシー
の保護」一橋法学４巻２号（2005）373頁以下、平誠一「イギリスにおけるプラ
イバシー保護の現状──1998年人権法施行から10年を経て」久留米大学法学65
号（2011）57頁以下（平①）、内藤るり「私生活上の事実の保護における秘密保
持の法理の活用──イギリス私法上のプライバシー保護の一展開」國家學會雑
誌�122巻１＝２合併号（2009）221頁以下、平誠一「イギリスにおけるプライバ
シー保護の論理」久留米大学法学73号（2015）31頁以下（平②）など参照。
120 SD�Warrant�and�LD�Brandies,�The Right to Privacy,�4�harv. l. rev.�193�
(1890).�同論文の翻訳として、サミュエル・Ｄ・ウォーレン＝ルイス・Ｄ・ブラ
ンダイス（外間寛訳）「プライバシーの権利」戒能＝伊藤編・前掲書注（119）１
頁以下がある。
121 McCamus, supra note�81,�at�1191（プライバシー侵害を理由とする直接の矯
正を提供する不法行為法の一般原理を明瞭に表現するアメリカのアプローチ
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　もっとも、このことはプライバシー保護の要請がイギリスにおいて存
在しなかったことを意味しない。現に、個人のプライベートな事柄をめ
ぐって多数の紛争が裁判所に提起されていた。しかし、イギリス法では、
このような問題は、他の訴訟原因122により、あるいは個別の立法123によ
り対応されるにとどまった124。裁判所は、プライバシー侵害による不法
行為法を認めることを拒絶し125、議会に問題の解決を委ねた126。その理由
としては、それを認めることは、立法府の領域に属する問題と解された
ことが挙げられる127。このようなイギリス法における立法府と司法府と
の権限領域を意識的に区別しようとする形式主義的な立場は、他の領域
でもみられるところであり128、プライバシー保護の問題もその一つの現
れといえるであろう129。その結果として、プライバシーの保護は、間接

は、イギリスではほとんど魅力を有しなかった、と指摘する）.�
122 たとえば、名誉毀損、悪意ある虚偽表現（malicious�falsehood）、土地に対
する不法侵害、ニューサンス、著作権侵害、契約違反などが挙げられる。
123 たとえば、1985年通信傍受法（Interception�of�Communication�Act�1985）、
1997年ハラスメント法（Protection�from�Harassment�Act�1997）などが挙げら
れる。
124 以上につき、平②・前掲注（119）91頁、内藤・前掲注（119）222頁以下も参照。
125 Malone�v.�Commissioner�of�Police�of�the�Metropolis,�[1979]�Ch.�344,�372（警
察が犯罪捜査のために不法に電話を盗聴することにより X のプライバシーを
侵害した事案において、Megarry 副大法官は、プライバシー侵害の不法行為
を認めることが司法府の能力を超えるものであると判示した）.
126 McCamus, supra note�81,�at�1193.
127 ［1979］�Ch�344,�372.�同趣旨として、内藤・前掲注（119）227頁以下（国会主
権主義、すなわち、裁判所は国会と裁判所との役割分担を非常に慎重に捉えて
おり、一般的なプライバシー権の承認は司法府の権限を超える法創造であり、
それは司法府の権限を超える「立法」行為であって、国会に委ねられるべき問
題である、という考えにその根拠を求める）も参照。
128 イギリス法における形式主義的な側面が強い点については、拙稿・前掲注

（15）、特に「（１）」254頁以下でも言及した。
129 このようなイギリスの裁判所の態度のほかに、たとえば、飯塚和之は、「問
題の複雑性、利害の衝突、政治的アピールの欠除〔ママ〕、関心の焦点の移動、
そして様々な要求間の矛盾がプライバシーの法的保護の実現を妨げてきたので
ある」として、プライバシーの特殊性を挙げる（飯塚・前掲注（119）377頁）。また、
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的または断片的なものにとどまったわけである。

（ⅱ）近時の動向
　もっとも、こうした断片的な保護の状況に対しては、現代におけるプ
ライバシー保護として不十分であるとの批判が学説から提起されてい
た130。というのも、個人のプライペート領域を減らす現代的なプライバ
シー侵害行為はますます増加しており131、またヨーロッパ人権条約８条

（1950年）132およびそれを国内に編入する1998年人権法133によりプライバ

堀部政男は、アメリカ法との比較で、①厳格な先例拘束性の原則が存在するこ
と、②基本的人権を宣明する成文憲法が存在しないこと、③学説の裁判所への
影響力が総体的に弱いことなどを挙げる（堀部・前掲注（119）36頁）。
130 既存の訴訟原因によるプライバシー保護の限界については、内藤・前掲注

（119）224頁以下を参照されたい。
131 McCamus, supra note�81,�at�1191（具体的には、①現代の監視技術、②イン
ターネットおよびその他のデータ共有技術、③現代のマーケティング実践、④
医療健康技術、9.11から生じる安全性対策、そしてテロをめぐる戦争により生
まれる詳細な親密な個人情報の収集が挙げられるし、また⑤有名人にとっては、
パパラッチの写真取引におけるタブロイド新聞とそれらの提携社による攻撃的
情報収集活動などを挙げる）.
132 ヨーロッパ人権条約８条は、以下のように規定する（訳は、薬師寺公夫ほ
か編代『ベーシック条約集2018』〔東信堂、2018〕258頁に負う）。
（１�）すべての者は、その私的および家庭生活、住居及び通信の尊重を受ける

権利を有する。
（２�）この権利の行使については、法律に基づき、かつ、国の安全、公共の安

全若しくは国の経済的福利のため、また、無秩序もしくは犯罪の防止のた
め、健康もしくは道徳の保護のため、又は他の者の権利および自由の保護
のため民主的社会において必要なもののいかなる公の機関による干渉も
あってはならない。

133 1998年11月９日公布、2000年10月２日施行。公的機関（ただし、立法府とし
ての議会を除く）は条約の趣旨を守ることが義務付けられ（６条）、公的機関が
欧州人権条約上の権利に適合的に行動しないことは不法であり（７条）、不法
な行為の被害者は、裁判所による救済を求めることができると定められている

（８条）。
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シー保護が裁判所にも要請されたからである134。こうした社会状況の変
化は、イギリス法において、プライバシーのより積極的な保護政策への
転換を要請していたといえよう。
　そのため、イギリスの近時の判例は、従前の伝統的な立場を転換し、
プライバシー保護に積極的な姿勢を採るに至る。もっとも、その際にも、
イギリス法は、──アメリカのように一般的なプライバシー権を承認す
ることは拒絶しつつ135──先述の守秘義務違反法理において要求された
当事者間の既存の機密関係という要件を緩和することにより136、プライ
バシー保護を実現した137。ここで用いられる守秘義務違反法理は、「人間
の自律性および尊厳──人の私的な生活についての情報の散布を支配す
る権利および他の人々から尊重（esteem�and�respect）を求める権利─
─の保護」を目的とする点で、営業秘密を保護するそれとは異なる138。
そのため、プライバシー侵害の主張は、当事者間の関係ではなく139、問

134 McCamus, supra note�81,�at�1192.
135 プライバシー不法行為を拒絶する近時の判例として、Wainwright�v.�Home�
Office,�[2003]�UKHL�53,�[2004]�2�A.C.�406�(HL)（本件は、監獄監視による犯罪者
の母および兄に対する不法な身体検査が行われ、兄が PTSD になった事案）が
ある。
136 このような守秘義務違反法理の要件を緩和して、プライバシーの文脈への
拡張可能性は、〔英11〕Spycatcher 事件の Goff 判事の傍論により示された（at�
281）。See also, Witzleb, supra note�85,�at�328；Harder, supra note�113,�at�66；
McCamus, supra note�81,�at�1205.
137 ヨーロッパ人権条約８条の要請を受け入れ、守秘義務違反法理によりプラ
イバシーの保護を行った判決としては、Campbell�v.�MGN�Ltd.� [2004]�UKHL�
22,� [2004]�2�AC�457（薬物リハビリクリニックに往診するモデルである原告の
写真を被告が公表した事案）が挙げられる。
138 Id. at�[51]�(per�Lord�Hoffmann).�同判決では、プライバシーを保護する守秘
義務違反は「拡張された守秘義務違反」として、通常のそれと区別されている。
139 とくに、ヨーロッパ人権条約の国内法化に伴い、原告が合理的に自己のプ
ライバシーが保護されるべきであると期待することを被告が知っているか、
または知るべきであるときは、いつでも守秘義務が生じると解されている

（Witzleb, supra note�85,�at�330�;�A�v.�B�plc,�[2002]�EWCA�Civ�337,�[2003]�QB�
195,�[11]）。
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題となっている情報の性質（問題となっている情報がセンシティヴであ
り、そして機密の情報であること）に依存することになった140。
　このような手法は、プライバシーの保護手段として何ら異論の余地が
ないわけではないが141、少なくとも本稿の問題関心である利益吐き出し
との関連では重要な意味を持っていた。というのも、利益の清算は、コ
モン・ロー系列の不法行為構成の下では認められにくかったのに対し、
エクイティ系列の守秘義務違反構成の下では、認められやすかったから
である142。つまり、プライバシー侵害を守秘義務違反として構成するこ
とにより、利益の吐き出しが認められる余地が生じたわけである143。そ
こで次にこの点についてより具体的にみていくことにしよう。

（３）プライバシー侵害による利益吐き出し
（ⅰ）判例の動向
　プライバシー侵害においては、──名誉毀損とは異なり──いったん
侵害されると元に戻すことはできず、そしてそれゆえに、まずその侵害
を阻止する事前的な差止命令が優先される144。しかし、プライバシー侵

140 Witzleb,�id. at�330.
141 たとえば、守秘義務違反法理によると、個人情報が商業化され、そして営
業秘密として保護されることを認めることは、パブリシティ権を承認すること
になるとの批判（Aplin, supra note�113,�at�190）や守秘義務違反という同じラベ
ルの下で異なる性質の情報（商業価値を持つ情報と個人情報）を扱うことは、
守秘義務違反法理に混乱をもたらすという批判（McCamus, supra note�81,�at�
1214）などがある。
142 Barnett, supra note�113,�at185.
143 アメリカでも、守秘義務違反構成の効果のメリットを踏まえ、プライバシー
不法行為を放棄して、守秘義務違反法理によるプライバシー保護を推奨する動
きが出てきているとの指摘がある（Susan�M.�Gilles,�Promises Betrayed: Breach 
of Confidence as Remedy for Invasions of Privacy,�43�Buff l. rev.�1�(1995)）。もっ
とも、後述するように、アメリカ法でもプライバシー侵害を不法行為としたう
えで、利益吐き出しを認める動きは見られ、法律構成により大きな違いはみら
れなくなるかもしれない。
144 Tanya�Aplin,�The Development of the Action for Breach of Confidence in 
the postHRA Era,�[2007]�I.P.Q.�19,�at�52.
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害がすでに起こり情報がパブリックドメインに入り差止命令が認められ
ない場合には、金銭的な救済手段、とりわけ利益の吐き出しが重要とな
る145。
　もっとも、イギリス法において、プライバシー侵害を理由に利益吐き
出しが問題となった事案は現在までのところみられず146、また従来は、
一般的に認められないと解されてきた147。しかし、近時の判決の中には、
一般論（傍論）としてこれを肯定したものがみられる。具体的には、〔英
11〕Douglas�v.�Hello!�Ltd.�（No�3）事件148が挙げられる。事案の詳細は次
の通りである。すなわち、2001年11月、ハリウッドの有名人である X1
および X2（以下では、「X1ら」とする）は、X3社との間で、自分たちの
結婚式を報道する排他的なライセンスを X3社に承認する代わりに、そ
の対価として X1らにそれぞれ50万ポンド（総額100万ポンド）を支払う
旨の契約を締結した（当該契約では、X1らが X3以外の者が結婚式の写
真を撮られないことを確保するために「最善の努力をする」との条項が
入れられていた）。X1らは、関係者以外の立ち入りを制限するために厳
格な警備体制を敷いた。このような中で、X3社のライバル社である Y
社は、秘密裏に撮影された結婚式の写真を入手し、無断でタブロイド新
聞に掲載しようしたのに対し、X3社は、Y の出版を阻止する仮差止命
令を申し出て、認められたが、2000年11月23日に控訴審で取り消され、
翌24日に写真は公刊された。そこで、X1らおよび X3社は、Y 社に対し
て損害賠償等を求めて訴えを提起した。

145 Witzleb, supra note�85,�at�332；Barnett, supra note�113,�at�183.
146 Witzleb,�id. at�332.
147 Barnett, supra note�113,�at�191（その原因としては、①利益の清算が認めら
れるには事前に利益が上げられなければならないが、元恋人による仕返しによ
るプライバシー侵害のような事案においては、実際に利益が上げられていない
こと、および②利益の算定の困難性が挙げられる）.
148 [2005]�EWCA�Civ�595,� [2006]�OB�125�(CA).�本判決について紹介する先行
研究として、内藤・前掲注（119）250頁頁以下、末宗達行「イギリスにおける
Passing�off によるパブリシティ保護（１）～（３・完）──不正競争防止法・混
同防止規定によるパブリシティ保護への示唆」早稲田大学大学院法研論集157
号115頁、158号173頁、159号247頁（2016）、特に「（１）」119頁以下がある。
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　本件においては、利益の清算は求められていなかったものの、控訴院
は、守秘義務違反による利益の清算が X の結婚写真の公表を通じて侵
害されたカップルのプライバシー権を保護するために利用可能であるこ
とを承認した。すなわち、「もし Y 社がその公表に基づき利益を上げた
ならば、我々は X1らがその利益の清算を求める権利を有するであろう
ことを受け入れることを躊躇しない。そのようなアプローチは、名目的
なライセンス料の議論が直面する原理の困難性を遭遇しない。そのよう
なアプローチは、またあらゆる不法な公表を思いととどまらせる役割を
担い得る。少なくともそれが金銭により動機づけられる場合にはそうで
ある。」149。このように傍論ではあるものの、プライバシー侵害による利
益の清算が認められる余地があることが示唆された。そしてその根拠は、
侵害行為の抑止に求められているといえる150。
　もっとも、本件が純粋なプライバシー侵害を理由として利益の清算が
認められた事案であったといえるかは検討の余地がある。というのも、
本件で公表された写真は、結婚式というプライベートな空間で撮影され
たものではあるが、X1らは、有名人であり、対価と引換えに X3社に撮
影および出版についての排他的なライセンスを認めていたからであ
る151。そのため、本件は、パブリシティ権侵害を理由として利益吐き出
しを認めた事例と解する余地もある152。もっとも、イギリス法において
は、正面からパブリシティ権は承認されていない153。そのため、控訴院は、

149 [2006]�QB�125,�at�[149].
150 See, Witzleb, supra note�85,�at�352.
151 McCamus, supra note�81,�at�1203.
152 Gillian Black, PuBlicity riGhts and imaGe: exPloitation and leGal 
control�(Hart�Publishing,�2011)�26（原告が有名人であったこともあり、商業化
されたプライバシー権ないしパブリシティ権の侵害の事案と解する）.
153 この点は、OBG�v.�Allan,�[2007]�UKHL�21,�[2008]�1�A.C.[124].�もちろん、イ
ギリスにおいて何らパブリシティが保護されないというわけではなく、プライ
バシーと同様に、他の法理（特に、詐称通用が重要である）により保護がなさ
れてきた。もっとも、学説では、パブリシティ権を肯定する見解の方が有力に
なりつつあるようである（イギリスの判例・学説の議論状況についての詳細は、
末宗・前掲注（148）を参照されたい）。
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本件における結婚式の写真が X1らの「私生活」の側面を描くものである
としつつも154、同時に「商業的」な側面を備えるものであることを承認し、
両者の側面が併存し得ることを認めた。ここからは、有名人の地位を商
業使用する者が、プライバシー権を主張しても、矛盾しないとの理解を
読み取ることができ155、本件も純粋なプライバシー侵害による利益吐き
出しを承認した事例と位置づけることができるであろう156。
　ただし、最高裁の立場はいまだ明らかではない。たとえば、〔英12〕
PJS�v.�News�Group�Newspapers�Ltd. 事件157は、X の性生活に関するプ
ライベート情報を Y 新聞社が公表しようとしたのに対し、X が中間差
止命令を申し出た事案である。直接の争点は、差止命令を巡るものであっ
たが、最高法院は、判決の中で、一般論として「利益の清算が主張し得
るか否かは、同様にオープンなままである」158として、その利用可能性
を否定しなかったが159、肯定もしなかった。〔英11〕Douglas 事件を純粋
なプライバシー侵害の事案であると見れば、〔英12〕PJS 事件において
も性生活という最もプライベートで、かつ通常商品化する意図がない情
報の侵害を理由として利益の吐き出しは認められやすいであろう。これ
に対し、〔英11〕Dougals 事件を自己の写真を商業化する意図のあった
商業化されたプライバシーの事案とみれば、後者の事案において同様に
解することができるかは検討の余地があろう。

154 [2006]�QB�125,�at�[95].
155 See, Witzleb, supra note�85,�at�337（人格の属性の不当な専有は、必然的に、
どのように、誰により、そしてどのような目的のために個人情報が使用される
かを決定する人の権利を侵害する。その意味で、その権利は、人の感受性、自
律性、そして尊厳にいまだに関係しており、プライバシーとしての性格を有す
ると説く）；Aplin, supra note�113,�at�190（純粋なプライバシー侵害の事案と解
する）.
156 なお、その後の貴族院では、本件事案の原告らの情報を商事的価値のある
情報として捉えたため、本来の守秘義務違反法理により処理されることとなる

（[2007]�UKHL�21,�[2008]�1�A.C.�[124]）。
157 [2016]�AC�1081.
158 Id. at�[42].
159 Barnett, supra note�113,�at�183.
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　ともあれ、このように守秘義務違反法理をプライバシーとの関係で適
用した結果として、プライバシー侵害を理由として利益吐き出しが認め
られる余地が生じている。もっとも、具体的に認めた判決がいまだ登場
しておらず、どのような場面で認められることになるか、またその根拠
付けについての更なる検討は、今後の課題となっている160。

（ⅱ）学説の議論状況
　学説におけるプライバシー侵害を理由とする利益吐き出しの可否につ
いての理解は分かれている。すなわち、一方で、利益吐き出しを肯定す
る見解は、①所有権への類推（Friedmann161）や②侵害行為の抑止

（Witzleb162、Barnett163）にその根拠を求める164。これに対し、否定する見
解は、①守秘義務違反法理をプライバシーの場面に当然に拡張すること
が困難であること（Turner165）、また②抑止論が不十分であること

160 既存の法理（たとえば、営業秘密の保護）のアナロジーには限界があり、プ
ライバシーの権利それ自体の性格付けから検討をする必要性が説かれている

（Witzleb, supra note�85,�at�345 ～）。
161 Friedmann, supra note�12,�at�510 ～；do., supra note�113,�at�414 ～ .
162 Witzleb, supra note�85,�at�352 ～（プライバシーの性質、すなわち、①プラ
イバシーの尊重が人間の尊厳および自律性にとって不可欠であること、および
②プライバシーが介入に敏感であることから、侵害行為を抑止するためには利
益の吐き出しが必要であると説く。なお、棚ぼた論については、原告がプライ
バシーをすでに商業利用している場合については矯正的正義論により正当化可
能であるとするが、そうではない場合については困難であり、最終的には、棚
ぼたは被告より原告のほうがましであるという点に帰着している）.��See also, 
Normann�Witzleb,�Monetary Remedies for Breach of Confidence in Privacy 
Cases,�27�L.S.�430,�454�(2007).
163 Barnett, supra note�113,�at�198 ～（プライバシー侵害による利益吐き出しの
根拠として、①営利目的のプライバシー侵害行為を抑止する必要性と②判例の
発展の一貫性という観点を挙げる）.�
164 その他の肯定説として、Black, supra note�152,�at�191（パブリシティ権侵害
として肯定する。ただし、根拠については不明）。
165 Turner, supra note�113,�at�280 ～（プライバシー侵害に利益の清算を拡張す
ることは、従来の判例の考え方から正当化することができないと指摘する）.
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（Varughas166）を根拠として挙げる。

（３）小括
　以上の考察からは、イギリス法は、直接的にではなく、守秘義務違反
法理を媒介とした間接的なものにとどまるものの、プライバシーを保護
していること、そしてその救済手段として利益の吐き出しを一般論とし
て認めていること、さらに、その根拠として、侵害行為の抑止が挙げら
れていることが明らかとなった。

第５項　関係侵害①──信認義務違反
（１）はじめに
　最後に、イギリス法における関係侵害の問題を取り上げる。これまで
の考察は、当事者間に一定の関係が事前に存在しない場面を主として念
頭に置いてきた（ただし、守秘義務違反法理は、そうした関係がある場
合にも妥当する）。これに対し、当事者間に一定の関係（信認関係や契
約関係）が存在する場面において、一方当事者がその関係上の義務に違
反して自己の利益を追求して、利益を取得した場合に、当該利益の吐き
出しが認められるか否かが問題となる。ここでは、信認義務違反の場面
を取り上げる167。もっとも、この点について検討するに先立ち、受認者

166 Varuhas, supra note�113,�at�82 ～（抑止論が不十分とする理由としては、第
１に、本当に侵害行為を抑止するかについての実証的研究が存在せず、また裁
判所は、利益の清算を認めることが、インセンティブを変更するために必要で
あるか否かを判断する立場にいないこと、第２に、抑止論は、道具主義的な推
論であるため、そのような救済手段を利用することによる便益があらゆる費用
を上回ることが必要となること、第３に、抑止論は、個々の文脈での規範的目
的を配慮せず、一般化して用いられていることが挙げられる）.
167 ここでの考察は、以下の文献に負うところが大きい。
〔教科書・体系書〕Birks ① , supra note�1,�at�338 ～；Goff & Jones, supra note�1,�
at�713～；edelman, supra note�1,�at�191～；Burrows ② , supra note�1,�at�678～；
virGo ① , supra note�1,�at�499 ～；GiGlio, supra note�1,�at�105 ～ .
〔論文〕Gareth�Jones,�Unjust Enrichment and the Fiduciary’s Duty of Loyalty,�84�
L.Q.R.�472�(1968)；Jackman, supra note�24,�at�312 ～；Lee�Aitken,�Reconciling 

‘Irreconcilable Principles’─A Revisionist View of the Defaulting Fiduciary’s 
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の負う義務の内容について確認しておきたい。
　英米法では、信託の受託者と受益者の関係は、信認関係（fiduciary�
relationship）として捉えられてきた。ここで、信認関係とは、「一方が
他方を信認し、あるいは他方に依存し、他方は、自らに依存している相
手方に対しその利益を図る義務を負うような関係一般」を指し、通常の
契約関係とは異なるものとして捉えられてきた。このような関係は、厳
密な意味での信託関係のみならず、医師と患者の関係、弁護士と依頼人
の関係、会社と取締役の関係など広く拡張されており、英米法の特徴の
一つとして挙げられることは周知のところである168。このような関係に
ある一方（以下では、「受認者」とする）は、他方（以下では、「本人」と
する）に対して信認義務を負う。そして信認義務の中核である忠実義務
は、①利益相反禁止原則（no-conflict�rule）（受認者が自らを本人と利益
の相反する地位においてはいけないという原則）と②利益取得禁止原則

（no-profits�rule）（受認者は、受認者としての地位から自己または第三者
のために不当な利益を得てはいけないという原則）の二つから構成され

Generous Equitable Allowance,�5�Bond law review�49� (1993)；Palmer, supra 
note�18；Charles�Mitchell,�Causation, Remoteness, and Fiduciary Gains,�17�
KCLJ�325�(2006)；Mitchell�McInnes,�Account of Profits for Breach of Fiduciary 
Duty,�122�L.Q.R.�11� (2006)；Irit�Samet,�Guarding the Fiduciary’s Conscience
─A Justification of a Stringent Profit-stripping Rule,�28(4)�OJLS�763� (2008)；
Watterson, supra note�11,� at,� 45 ～；Paul�B.�Miller,� Justifying Fiduciary 
Remedies,�63�U.�toronto�L.J.�570�(2013)；Lionel�Smith,�Deterrence, Prophylaxis 
and Punishment in Fiduciary Obligations,� 7�Journal of�equity�87� (2013)；
Stephen�A.�Smith,�The Deed, Not the Motive,�in:�miller & Gold eds., contract, 
statas and fiduciary law�(Oxford�U.�P.,�2016)�213.
　信認関係一般については、道垣内弘人『信託法理と私法体系』（有斐閣、
1996）、樋口範雄『フィデュシャリー［信認］の時代』（有斐閣、1999）、姜雪蓮

『信託における忠実義務の展開と機能』（信山社、2014）、木村仁「受託者の忠実
義務と第三者からの利益取得行為（１）（２・完）──イングランド法を中心に」
民商152巻４＝５号343頁、６号457頁（2015）も参照。
168 これらの義務の内容については、virGo ② , supra note�1,�at�493 ～を参照。
またわが国の先行研究として、樋口・前掲書注（167）20頁以下も参照。
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ている169。このような信認義務が受認者に課せられる理由は、信認関係
に内在する性格に由来する。すなわち、信認関係は、受認者に裁量を与
えつつ、本人の利益を最大化するように行動することを義務付ける関係
である。しかし、この関係の下では、本人は受認者の行動を監視するこ
とは困難となるため、受認者は本人の財産や情報を利用し、本人の利益
より自己の利益を図ろうとする──裁量を濫用する──負のインセン
ティブ（disincentive）を有する。このような状況において、信認義務（忠
実義務）は、受認者が裁量を濫用して、自己利益に駆り立てられること
を事前に予防ないし抑止するために課せられると解されている170。
　以上を踏まえた上で、受認者がこれらの義務に違反して利益を取得し
た場合に、利益吐き出しが認められるかについてみていくことにしよう。

（２）信認義務違反による利益吐き出し
（ⅰ）判例の立場
　イギリスの判例は、受認者が上記の信認義務（忠実義務）に違反して
不当な利益を得た場合には、利益の清算や擬制信託によって、利益の吐
き出しを認めてきた。具体的には、①受認者が本人の財産を不当に処分
した場合、②受認者の地位を利用して第三者と取引した場合（賄賂の取
得等）、③受認者の地位から得た情報を利用した場合（未公開情報の利
用等）などが問題となる。これらのうち、ここでは②の場面を中心にみ
ておくことにする171。

169 もっとも、①および②を受認者の義務と解するか否かをめぐっては理解が
分かれる（たとえば、後述の、L.Smith は否定的を採るのに対し、S.Smith は肯
定説を採る）。この点の理解の仕方も、利益吐き出しの根拠付けに相違をもた
らしている。
170 Murad�v.�Al-Saraj.,� [2005]�EWCA�Civ�959,� [121](CA).�See also, Watterson, 
supra note�11,�at�45.
171 なお、②と③の場面は明確に区別されないことも多い。もっとも、③の場
面においても、イギリス法は利益吐き出しを肯定しており、結論に相違はない。
そのリーディングケースとしては、Boardman�v.�Phipps,�[1967]�2�AC�46が挙げ
られる。本判決を紹介する先行研究としては、植田淳『英米法における信認関
係の法理──イギリス判例法を中心として』（神戸市外国語大学外国学研究所、
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　たとえば、〔英13〕Regal� (Hastings)�Ltd.�v.�Gulliver 事件172が挙げられ
る。本件の事実の概要は以下のとおりである。すなわち、ヘースティン
グにおいて映画館を所有する X 会社は、二つの別の映画館を取得する
目的で子会社を設立（１株１ポンドで5000株発行）するものの、X 会社
の資金不足から、不足分について X 会社の代表取締役 Y1、取締役 Y2
～ Y5、さらに同社の弁護士 Y6が資金を出した（親会社が2000株、Y1ら
が3000株の株式を引き受けた）。その後、Y1らは、親会社と子会社の全
株式を第三者に譲渡することにより売却利益を得た（１株当たり約２ポ
ンド16セント）。これに対し、新しく X 会社の支配権を取得した株式の
譲渡人は、Y1らに対して、彼らが得た子会社株式の売却益の X 会社へ
の清算を求める訴訟を提起した。本件において、第１審および控訴院は
X への利益の清算が、株式の譲渡人に利益をもたらすにすぎず、これは
譲渡人にとって棚ぼた（windfall）となることなどを理由として、X の請
求を棄却した。これに対し、貴族院は、原審の判断を覆し、全員一致で
株式の販売から得られた利益の清算を肯定した。すなわち、①取締役の
行為が、会社の運営の過程において、しかも、取締役としての機会およ
び特別な情報を利用してなされたといいうる程度に会社と関連性を有し
ていたこと、ならびに②その行為が結果として、彼ら自身に利益をもた
らしたこと、これら二つの事実が立証された場合には、取締役は、当該
利益を会社に清算しなければならない173。
　本判決は、その根拠を、受認者の信認義務の中核である忠実義務（利
益取得禁止原則）に求めた。このような義務が生じる根拠は、先述のと
おり、受認者による信認義務違反の予防または抑止であったことを踏ま
えると、利益吐き出しも抑止に根拠づけられたと解される174。

1995）141頁以下、三枝健治「情報の信託『財産』性についての一考察」『信託の
理念と活用』（トラスト未来フォーラム、2015）１頁、特に８頁以下等がある。
③の場面は、②の場面よりもその根拠付けが困難な点があるが、ここでは立ち
入らず、先行研究に譲る。
172 [1942]�1�All�ER�37;�[1967]�2�AC,�134�(HL).
173 [1967]�AC,�134,153.�以上につき、植木・前掲書注（171）103頁を参照。
174 同趣旨として、Murad�v.�Al-Saraj,�[2005]�EWCA�Civ�959,�[2005]�WTLR�1573,�
[74]（効率性のために、そして受認者に不正行為への誘惑に抵抗するインセン
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　もっとも、このような抑止論によるのであれば、他の場面と同様に、
本人への利益の帰属を正当化することは困難となる。それにもかかわら
ず、信認義務違反による利益吐き出しは、これまで見てきた他の場面と
比べて、非常に厳格に運用されていることが注目される174b。すなわち、

（ａ）受認者が誠実に行動したか否か（受認者の悪意の証明に依存しな
い）、（ｂ）受認者の行動が本人に損失をもたらさしたか否か、（ｃ）受認
者の行動が本人にとって有益であったか否か、あるいは（ｄ）本人がそ
の利益を取得することができたか否かを問わずに、適用されてきた175。
唯一の例外は、本人に対する受認者による「すべての重要事実の完全な
開示」および本人の受認者の行為に対する「情報に基づく同意」がある
場合のみである176。このような厳格な責任となっている理由は、法政策
的な観点から説明することができよう177。すなわち、分業と専門家を特
徴とする現代社会において、一定の権限を他人に委ね、信頼し依存する
制度は不可欠であるものの178、そのような制度に内在する問題──具体

ティブを提供するために、法は受認者に厳しい水準を課し、そして広い清算責
任を課すと指摘する）がある。このような理解は、信認義務違反による利益吐
き出しを抑止に基づき説明される他の場面における利益吐き出しと同一視する
ものである。これに対し、利益吐き出しを受認者の負う信認義務の救済法上の
対応物と解する見解もみられる（後述の学説⑤を参照）。信認義務違反による
利益吐き出しが他の場面と比較し、著しく厳格であることを踏まえると、その
特殊性を説明するためには、後者の捉え方の方が説得的であろう。もっとも、
そのような厳格な取扱いが妥当かは別途考慮が必要である。この点についての
態度決定が決まらなければ、信認義務違反による利益吐き出しの性質を決定す
ることはできないと思われる。
174b Burrows ② , supra note�1,�at�681；Mitchell, supra note�167,�at�325.
175 [1967]� 2�AC�134,� 144-5� (HL)� (per�Lord�Russell� of�Killowen).� See also, 
edelman, supra note�1,�at�192；McInnes, supra note�167,�at�11；Palmer, supra 
note�18,�at�149.
176 [1967]�2�AC�46,�117�(HL).�See also, Aitken, supra note�167,�at�53.
177 See, virGo ② , supra note�1,�at�498（このルールの厳格さは、公共政策（public�
policy）に基づくものであると指摘する）.
178 樋口・前掲書注（167）241頁。



「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察（３）

北法70（6・140）1148

的には、裁量を認めるゆえに濫用される恐れが常にあるという問題179─
─があり、受任者が本人のために事務を管理することを統制するために
強いサンクション（裁量を濫用するインセンティブを排除するのに足り
るサンクション）が要求されているとみるべきであろう。そのため、被
害者への棚ぼたを認めたとしても、法政策的に利益吐き出しが必要であ
ると解されているわけである。

（ⅱ）学説の議論状況
　最後に、学説についてみると、信認義務違反による利益吐き出しをめ
ぐっては棚ぼた論を根拠に否定する少数説もあるが180、多数の見解は─
─その厳格性については評価が分かれるものの180b──肯定的な立場を
支持している。もっとも、その根拠付けは一様ではない。具体的には、
①信認義務違反の抑止に求める見解（Birks181、Virgo182、Harding183、

179 こうした問題は、法と経済学の議論において、情報の非対称性ゆえに生じ
るプリンシパル・エージェンシー問題として論じている。もっとも、主として
アメリカ法学での議論のため後述に譲る。さしあたり、樋口範雄「信託的関係
と受託者の責任──アメリカの議論を参考に」信託法研究170号（1992）108頁
以下を参照。
180 l,c,B, Gower, PrinciPles of modern comPany law� (5th� ed.)(Sweet�&�
Maxwell,�1992)�565 ～ .�
180b 批判的見解として、E.g.�Lionel�D.�Smith,�The Motive, Not the Deed,� in:�
J. GetZler ed., rationaliZinG ProPerty, equity and trusts (Lexis�Nexis/
Butterworths,�2003)�53,�60 ～（厳格な責任は、不正直な受認者を阻止すること
は十分ではないのに対し、善意の受認者に不当に損害を課す）；Palmer, supra 
note�18,�at�171 ～などがある。また肯定的見解として、Samet, supra note�167,�
at�764（受認者は、信認関係に組み込まれた二つの要素、すなわち、①受認者
の地位を濫用する誘因があること、および②受認者には広い裁量が与えられて
いることの要素のために、受認者は自己欺瞞およびそれが生むバイアスの掛
かった判断をしがちである。これを回避するためには、受認者が彼ら自身の利
益を担う取引が本人にとっても望ましいか否かを自分自身に問うことを阻止す
ることが必要であるとして厳格な利益吐き出しルールを支持する）などがある。
181 Birks ① , supra note�1,�at�332.
182 virGo ① , supra note�1,�at�498.
183 Matthew�Harding,�Justifying Fiduciary Allowances,� in:�andrew roBertson 
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Samet184、Conaglean185など多数説）、②信認義務の公共的な利益の観点
から正当化する見解（Jackman186、Friedmann187）、③本人の受認者に対
する第一次的な権利（primary�right）の中に含まれていると解する見解

（L.�Smith188、Miller189）、④利益吐き出しは予防を目的とする利益相反禁
止義務違反の救済手段であると解する見解（S.�Smith190）などが挙げられる。

& tanG hanG wu eds., the Goals of Private law (Hart�Publishing,�2009)�342
～（抑止論を前提に受認者の努力および能力を理由とする控除（allowance）の
根拠付けを試みる）.�
184 Samet, supra note�167,�at�764.
185 matthew conaGlean, fiduciary loyalty: ProtectinG the due Performance 
of non-fiduciary duties� (Hart�Publishing,�2013)�80（利益吐き出しの目的は、
その取引が受認者のために有し得るあらゆる魅力を取り除くことを求めること
により、受認者がそのような取引に入ることを阻止することにある。誘惑の果
実を取り除くことは、その誘惑それ自体を減らす有効な手段である、と説く）.�
186 Jackman, supra note�7,�at�313（信認関係の制度は、社会的に重要な法制度
であるとして、信認義務違反において受益者に損害が生じてなくても、公共的
な制度に対する損害が生じているとしたうえで、信認関係のインテグリティを
維持するために、利益吐き出しが正当化されると説く）.
187 Friedmann supra note�12,�at�507 ～（受認者の忠実性の道徳的および社会的
重要性を指摘したうえで、他の法的義務よりも高い道徳的な地位〔公共的性格〕
をもつとして、信認義務違反による利益吐き出しを肯定する）.
188 L.�Smith, supra note�167,�at�91 ～（法は、受認者の管理する領域から生じる
利益を受益者に帰属させるとし、その実質的理由は、管理費用も受益者が負担
することの裏返しとして利益取得も正当化されると説く）.
189 Miller, supra note�167,�at�614 ～（本人は、受認者に対して忠実性を求める
権利を有し、その中に黙示的に受認者が権限を行使して得た利益を求める権利
も含まれていると解する）.
190 S.�Smith, supra note�167,�at�229 ～（侵害者の利益は、利益相反禁止義務違
反の場面で、予防的義務という特殊な義務を金銭評価する合理的な方法である
と説く。その理由として、①侵害者の利益は侵害された権利の客観的かつ釣り
合った等価物であること、②利益はそれらが被告がしてはいけないということ
を体現するという意味で、違反を具体化すること、③利益は、受認者が受益者
の同意を取得しなかったその行為の金銭的価値を体現するという意味で、その
違反とリンクしていることを挙げる）.
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（３）小括
　以上の考察からは、イギリス法は信認義務（忠実義務）違反による利
益吐き出しを認めていること、そしてその根拠を抑止ないし予防を目的
とする受認者の信認義務の一種である利益取得禁止義務に求めているこ
と、さらにその責任を非常に厳格に解していることが明らかとなったと
いえよう。もっとも、このような厳格な利益吐き出しの責任が認められ
るのは、信認関係に特殊な法政策的な理由に基づくべきものであり、安
易に一般化することはできないであろう。

第６項　関係侵害②──契約違反
（１）はじめに
　ここでは、契約違反による利益吐き出しについて取り上げる191。この

191 ここでの考察は、以下の文献に負うところが大きい。
〔教科書・体系書・モノグラフ〕Birks ① , supra note�1,�at�334 ～；virGo ① , 
supra note�1,�at�478 ～；Burrows ② supra�note�1,�at�663 ～；edelman, supra 
note�1,�at�149 ～；GiGlio, supra note�1,�at�83 ～；devonshire, supra note�81,�at�
364 ～ .
〔論文〕Peter�Jaffey,�Disgorgement for Breach of Contract,�8�R.L.R.�578�(2000)；
Mitchell�McInnes,�Gain-Based Relief for Breach of Contract: Attorney General 
v. Blake,�74�can. Bus.�L.J.�72� (2001)；Okeoghene�Odudu�&�Graham�Virgo,�
Inadequacy of Compensatory Damages,�17�R.L.R.�112� (2009)；Katy�Barnett,�
Deterrence and Disgorging Profits for Breach of Contract,�17�R.L.R.�79�(2009)；
Craig�Rotherham,�Gain-Based Relief in Tort After Attorney General v. Blake,�
126�L.Q.R.�102,�103�(2010).
　なお、わが国の先行研究として、北井辰弥「契約違反に対する原状回復的損
害賠償・再論──イギリス法を中心として」桐蔭法学６巻２号（2000）138頁以
下（北井①）、北井辰弥「回顧録を出版した元諜報部員に対して国が利得の償還
を請求した事件」英米法学（中央大学）42号（2003）21頁以下（北井②）、小山泰
史「英米法不当利得法における『不当性要素』（unjust�factor）の意義──カナ
ダ不当利得法における『法律上の理由の不存在』との関係を中心として」立命
336号（2011）263頁、田井義信「イギリス法上の債務不履行に対する損害賠償
と原状回復──Forsyth 事件判決と Blake 事件判決の示すもの」同編『民法学
の現在と近未来』（法律文化社、2012）135頁以下、櫻井博子「イギリス法の契
約違反に対する利益の吐き出し損害賠償の展開」東北ローレビュー１号（2014）
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問題は、利益吐き出しの問題において、イギリス法において近時最もホッ
トに論じられている領域であるといってよいであろう。というのも、イ
ギリスの近時の判例（後述の Blake 判決）は、契約違反による利益吐き
出しについて、伝統的な立場を否定して、積極的な立場を示したからで
ある192。そこで以下では、Blake 事件以前の伝統的立場とそれ以後の近
時の立場に分けてイギリス法の状況を概観する。

（２）伝統的立場──Blake 事件前史
　イギリスの伝統的判例は、契約違反による救済として填補賠償──具
体的には、期待利益の賠償または信頼利益の賠償のいずれか193──を認
めるにとどまり194、利益吐き出しに対しては消極的な立場を採ってき
た195。具体的にみると、次の通りである。すなわち、〔英14〕Tito�v.�

99頁以下などがある。
192 Rotherham,�id. at�102（Blake 事件は、契約違反による利益の清算を付与す
る際に、新天地を開拓したと指摘する）.
193 期待利益および信頼利益については、L.�L.�Fuller�&�William�R.�Perdue,�Jr.,�
The Reliance Interest in Contract Damages: 1&2,�46�yale�L.J.�52,�373� (1936-
1937).�Fuller�&�Perdue の議論については、木下毅『英米契約法の理論（第２版）』

（東京大学出版会、1985）402頁以下、吉田邦彦「アメリカ契約法学における損
害賠償利益論──『法と社会』批判研究瞥見」同『契約法・維持法の関係的展開』

（有斐閣、2003）68頁、特に71頁以下（初出、アメリカ法1992-2号〔1993〕）など
も参照。
194 古典的な例として、Tearcher�v.�Calder,�[1898]�A.C.�451.�本件は、金融ブロー
カーである Y が X の木材業に15万ポンドを投資する契約を破り、その代わり
に同額を蒸留酒製造所に投資したのに対し、X が Y に対して損害賠償を求め
た事案である。貴族院は、X が彼の事業の損失の填補賠償（期待利益のそれ）
を求める権利を有することを認めたが、Y がその投資から現実に上げたより
大きな利益の吐き出しを求める権利を有しないと判示した。本件については、
Burrows ② , supra note,�at�664.�櫻井・前掲注（191）108頁以下参照。
195 Burrows ② ,�id. at�664；Ewould�Hondius�&�André�Janssen,�Disgorgement 
of Profits: Gain-Based Remedies Throughout the World,�in:�hondius & Janssen 
eds., disGorGement of Profits: Gain-Based remedies throuGhout the world�
(Springer,�2015)�479.�北井①・前掲注（191）142頁（「イギリスにおいては、不動
産取引を除き、相手に損害賠償をしてもなおこれをあえて相手に差し出す必要
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Waddell� (No.2) 事件196では、直接には契約違反により取得した利益の吐
き出しが問題となった事案ではないものの、裁判所は、契約違反による
損害賠償の目的を「被告は、原告が当該違法行為を被らなければ占めて
いたであろうと同一の地位にできるかぎり原告を置くことによって、そ
の損失」を賠償することであると述べた上で、「当該違法行為によって
出費を免れた金銭を被告に吐き出させることではない」として、利益吐
き出しに消極的立場を示した197。また〔英15〕Surrey�CC�v.�Bredero�
Homes�Ltd.�事件198において、裁判所は、被告の利益を剥奪するための
救済が、被告が原告の所有権を侵害した場面に制限されるとして、契約
違反による利益吐き出しを否定した。このように従来の判例は、単なる
契約違反を「違法行為」ではないとして、吐き出しの対象としていなかっ
た199。
　もっとも、契約違反による利益吐き出しが全く認められてこなかった
わけではない。判例は、非常に限定された場面において、利益吐き出し
を認めていた。たとえば、①第二次大戦直後という特殊な状況ではある
が、背信的ないし故意による契約違反の場合に例外的に利益吐き出しを
命じたと解釈されるケース200、②土地の二重売買の事案において譲渡人
に擬制信託を課すことにより、利益吐き出しが認められたケース201、③
他の法理（たとえば、エクイティ上の守秘義務違反など）によって実質

はないというのが一般原則といえよう」と述べる）。
196 [1977]�3�All�E.R.129.�本件事案は次の通りである。すなわち、ある小島で鉱
物の採掘権を得た Y は、採掘後に再植樹し原状に復することを X と契約し、
採掘を行った。採掘後、Y は契約に違反して原状に戻すことを怠ったのに対し、
X が特定履行および損害賠償を求める訴えを起こした。本件については、北井
①・前掲注（191）143頁も参照。
197 Id. at�332�(per�Megarry�J).
198 [1993]�1�WLR�1361�(CA).
199 E.�Allan�Farnsworth,�Your Loss or My Gain? The Dilemma of the 
Disgorgement Principle in Breach of Contract,�94�yale�L.�J.�1339,�1341�(1985).
200 British�Motor�Trade�Association�v.�Gilbert,�[1951]�2�All�E.R.�641.�本件事案
については、北井①・前掲注（191）142頁以下、小山・前掲注（191）283頁以下
を参照されたい。
201 Lake�v.�Bayliss,�[1974]�1�W.L.R.�1073.
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的に契約違反による利益吐き出しが認められたと評することができる
ケースなど202が挙げられる。もっとも、いずれも契約違反による──本
稿の直接の関心対象である──利益の清算を直截に認めたものではない
ことから、ここでは立ち入らない。
　このように利益吐き出しに消極的な伝統的な立場の実質的理由として
は、以下の３点が挙げられる。すなわち、①期待利益の賠償は通常被害
者の保護として十分であると解されてきたこと（期待利益の賠償は、多
くのケースにおいて、違反者が契約違反から得たすべての利益を吐き出
させることができること）、②契約違反による利益吐き出しを認めるこ
とは、特定履行を第二次的救済とする英米法体系と一貫せず、利益吐き
出しは、「契約を破る自由」（効率的な契約違反）203への事実上の干渉と
なること204、③こうした理解は、信認関係を契約関係と区別し、前者に
のみに特別の保護を与えるという英米法の従来の理解と一致することで
ある205。

（３）近時の動向──Blake 事件の登場
　もっとも、こうした伝統的立場の根拠付けは、多くの批判が加えられ
ており、現在維持することは困難となっている。すなわち、①に対して
は、期待利益の賠償では約束違反者からすべての利得を吐き出させるこ

202 たとえば、〔英９〕Peter�Pan 事件（伝達者と受領者の間の機密合意があった
にもかかわらず、エクイティ上の守秘義務違反により利益吐き出しが肯定され
た）が挙げられる。
203 アメリカ法における「契約を破る自由」については、樋口範雄「契約を破る
自由について」アメリカ法1983-2号（1984）217頁以下、同『アメリカ契約法（第
２版）』（弘文堂、2008）第３章を参照。
204 山田・前掲注（191）90頁参照。
205 樋口・前掲書注（167）139頁、タマール・フランケル＝樋口範雄「信託モデ
ルと契約モデル──アメリカ法と日本法」法協115巻２号〔1998〕１頁、特８頁

（樋口執筆）参照（信託モデルと契約モデルを比較し、契約関係ではなく信託関
係とされることの含意として、契約では通常課せられない義務が発生し、かつ
契約上は原則として認められない救済〔利益を吐き出させること〕が認められ
ると指摘する）。
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とができない場合があるとの指摘がなされている（具体的には、（ⅰ）利
得が期待利益を上回る場合と（ⅱ）期待利益が証明できないとき、ある
いは証明が困難であるときが挙げられる。前者の具体例としては、（ア）
買主側が個人的にその品物に執着したような買主の嗜好を原因とする場
合、（イ）売主の優れた交渉手腕が第三者との売買で発揮された場合、

（ウ）第三者に売却した時点ではその時の市場価格を基準にして売買価
格が決定されたが履行期までにその価格が低下したような場合などが挙
げられる）206。また②に対しては、効率的契約違反に対する批判的見解が
台頭してきており207、説得力を失いつつある。さらに、③に対しても、
英米では信託と契約を峻別する理解が相対化されはじめている208。その
ため、上記の従来の理解が何ら異論の余地がないものではなかった。
　そのような中で、イギリスの近時の判例である〔英16〕A-G�v.�Blake
事件209は、こうした伝統的な立場を修正し210、契約違反を理由に利益の
清算を──「例外的な状況」、すなわち、「［その他の］救済手段が不十分

206 山田・前掲注（191）92頁。
207 edelman, supra note�1,�at�163 ～（①効率的契約違反の理論自体説得的では
ないこと、②契約法の場面にしか適用が想定されていない点で不十分であるこ
と、③特定履行が認められている点を踏まえると、コモン・ローに受け入れら
れていないことを挙げる）.�なお、効率的契約違反に対する有力な批判の一つは、
関係的契約理論によるものであるが、ここでは立ち入らない。さしあたり、吉
田邦彦「契約侵害（債権侵害）に関するアメリカ法の近時の動向」北法38巻５＝
６合併号下（1988）255頁以下（同『債権侵害論再考』〔有斐閣、1991〕第５章所収）、
同『民法学と公共政策学講義録──批判的・横断的民法学のすすめ（具体的法
政策学）』（信山社、2018）41頁以下を参照されたい。
208 この点は、ここでは立ち入らない。さしあたり、樋口・前掲書注（167）71
頁以下のラングバインとフランケルの論争を参照されたい。
209 [2001]�1�AC�268�(HL).�Blake 事件を紹介・検討するわが国の先行研究として、
北井①・前掲注（191）138頁以下、北井②・前掲注（191）21頁以下、田井・前
掲注（191）144頁以下、櫻井・前掲注（191）113頁以下などがある。
210 近時の判例の転換の背景には、イスラエルの判例（Adras�Ltd.�v.�Harlow�&�
Jones�GmbH,�(1988)�42(1)�P.D. なお、英語による翻訳版として、3�R.L.R.235�(1995)�
がある）の影響があるとも指摘されている（See, hanoch daGan, the law and 
ethics of restitution�(Cambridge�U.P.,�2004)�354）。
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な場合」に限定しているものの211──肯定した。本件の事案の概要は、
次の通りである。すなわち、Y は1944年にイギリス諜報局に入るときに、
彼が業務中に取得した情報を開示することを禁止する終身的債務を当然
の前提とした合意書に署名をした。Y は、ソ連の二重スパイであること
が発覚した後、1961年に収監されたが、1966年に脱獄し、そしてモスク
ワに逃亡した。1990年に、Y は、出版社と15万ポンドと引換えに回顧録

（memories）を作成することに同意したことにより、X（国王）に対する
契約上の義務に違反した。信認義務違反や守秘義務違反を理由とすれば
利益の吐き出しは当然に認められたが、本件では、Y は既に国王に対す
る信認義務を負っておらず、またこの情報も公表の前に既に機密でなく
なっていたために、Y の契約違反による利益の清算のみが問題となった。
　本件において、貴族院は、「裁判所が契約違反による救済手段として
利益の清算を除外しなければいけない原理的理由はないようにみえ
る」212と述べた上で、Y が国王に対して利益の清算をする責任を負うと
判 示 し た。 そ の 根 拠 と し て、 ① 違 法 行 為 の 抑 止 と ② Y の 処 罰

（punishment）が挙げられる213。後者の点は、契約違反者の利益を取得す
る際の技術および努力を理由とする控除（allowance）を貴族院が拒絶し
た点に見出すことができる214。
　このような Blake 判決は、多くの学説の注目を集めた。その理由とし
ては、以下の２点が挙げられる。すなわち、第１に、契約違反というコ
モン・ロー上の訴訟原因を理由に利益の清算を認めたことにより、従来

211 [2001]�1�AC�268,�285�(per�Lord�Nicholl).�具体的には、Nicholl 判事は、「有益
な一般的指針は、徹底的ではないけれども、X が Y の利益を上げる活動を阻
止する際の正当な利益を有し、そしてそれゆえに、彼が利益を剥奪する際に正
当な利益を有したか否かである」と述べる（Ibid）。
212 Id. at�284�(per�Lord�Nicholl).
213 Barnett, supra note�1,�at�13.�もっとも、その他のケースでは、処罰の考慮
と抑止の考慮は衝突することもあり得るとされる。
214 この点は、edelman, supra note�1,�at�171 ～ .�また、Nicholl 判事の判決文に
おいても、「George�Blake〔本件の被告〕は、悪名高く、自認する反逆者である」
との被告への非難が明確に示されていた（[2001]�1�AC�268,�275.〔〕内は筆者に
よる）。
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コモン・ロー上の訴訟原因の文脈では、知的所有権侵害に制限されてい
た利益の清算が、他の文脈でも利用可能となる余地があることが示され
た点にある215。また第２に、利益の清算を用いることにより、利益吐き
出しの理論的根拠を直接に問うことが可能となった点にある216。以上に
加えて、Blake 判決は、従来原状回復法上の救済である原状回復的損害
賠償（restitutionary�damages）と利益の清算の間で──従来は必ずしも
意識されてこなかった──考慮すべき要素が異なり得ることを明らかに
した点でも重要である217。
　もっとも、Blake 事件が問題となった事案類型は、国家機密の守秘義
務違反という非商取引の場面における契約違反の類型であり、また被告
の行為態様の悪質性という点で、一般化できるかは留保が必要であろう。
とりわけ、商取引の場面における機会主義的な契約違反を理由に利益吐
き出しが認められるか否かについては、明らかではない（なお、Blake
判決以後の動向をみると、商取引の場面では、肯定例218と否定例219に分
かれているようである）220。

（３）学説の議論状況
　最後に、学説について一瞥しておくことにしよう。契約違反による利
益吐き出しを認めるか否かをめぐって見解は分かれている。
　まず否定説についてみると、①利益吐き出しが効率的な契約違反の理

215 Rotherham は、「貴族院は契約違反による利益の清算を付与する際に新天地
を開拓した」と指摘する（Rotherham, supra note�191,�at�102）。もっとも、その
他の文脈で認めた判例は現在のところイギリス法ではみられない。
216 Barnett, supra note�1,�at�94.�Nicholl 判事は、二重売買から生じる利益の吐
き出しを実行しようと試みる場合、擬制信託分析が不必要であると考察した

（[2001]�1�AC�268,�284）。
217 Rotherham, supra note�191,�at�106.
218 E.g.�Esso�Petroleum�Co�Ltd.,�v.�Niad�Ltd.�(Niad)�[2001]�EWHC�Ch�458,�All�
ER�324.
219 E.g.�Experience�Hendrix�LLC�v.�PPX�Enterprise�Inc.,�[2003]�EWCA�Civ�323,�
[2003]�1�All�ER�830�(CA).
220 [2001]�1�AC�268,�299�(per�Lord�Hobhouse�of�Woodborough).�
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論と矛盾することや商取引に不確実性をもたらすこと（Worthington�&�
Goode221）、また②利益吐き出しが原告の損害軽減義務を阻害し、被告
からその技術や努力の価値を剥奪することになると説かれる222。もっと
も、このような否定説の理由付けに対しては批判が強い223。これに対し、
肯定説についてみると、①不当利得の防止に求める見解（Jones224）、②
契約上の利益を所有権に類推する見解（Friedmann225）、③契約違反の
抑止および処罰（応報）に求める見解（Barnett226）、④契約の公共的利
益の観点から正当化する見解（Jackman227）⑤権利を尊重し、そして収用

221 Sarah�Worthington�&�Roy�Goode,�Commercial Law: Confining the 
Remedial Boundaries,� in:�d. hayton ed., law’s future(s): British leGal 
develoPments in the 21st century�(Hart�Publishing,�2000)�309（契約違反によ
る利益吐き出しが認められると、商取引に入る当事者達は、リスク回避的な行
動をとり、契約締結が阻害されると説く）.
222 Jack Beatson, the use and aBuse of unJust enrichment : essays on the 
law of restitution�(Oxford�U.P.,�1991)�16.�ただし、Beatson 自身は、否定説を
支持するものではなく、利益吐き出しを「例外的な救済」として支持するもの
である。
223 たとえば、商取引に不確実性をもたらすことに対しては、仮にそうである
としても、だからといって契約当事者の契約上の権利が奪われる理由にはなら
ないという批判や填補賠償の算定の際にも不確実性という問題は伴い、利益吐
き出しとの差は相対的なものであるという批判などが挙げられる（批判する見
解の概要については、文献を含め、edelman, supra note�1,�at�162 ～に譲る）。
224 Gareth�Jones,�The Recovery of Benefits Gained from a Breach of Contract,�
99�L.Q.R.�443,�459� (1983)（契約違反による利益吐き出しのための原状回復請求
の目的を原告の損失により得られた不当利得を被告から剥奪することであると
説く）.�
225 Friedmann, supra note�12,�at�513 ～ .�ただし、Friedmann は、所有権に類推
する根拠付けがすべての契約に妥当するものと解しているわけではない（たと
えば、雇用契約の引き抜きの場面で、雇主が従業員に対する契約上の権利は所
有権と同様の保護が与えられないと説かれている）。
226 Barnett, supra note�1,�at11 ～ .�なお、Barnett は、利益吐き出しの根拠を
抑止と応報に求めた上で、利益吐き出しが認められるべき具体的な契約違反の
場面を指摘する。
227 Jackman, supra note�7,�at�318 ～（契約違反が信託関係や所有権などの社会
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を禁止するルールを実現するための手段と解する見解（L,�Smith228）、⑥
矯正的正義の観点から正当化する見解（Bengon229）などがあり、その根
拠付けは一様ではない。また肯定する見解でもどのような契約違反にお
いて認めるかについては理解が分かれている。

（４）小括
　以上の考察からは、従来、イギリス法においては契約違反を理由とす
る利益吐き出しは否定的ないし消極的に解されていたものの、近時その
ような伝統的な理解が見直され、例外的ではあるものの、認める判例が
登場していること、そしてその根拠としては、①契約違反の抑止、およ
び②契約違反者への処罰に求められていることが明らかになったといえ
よう。

第７項　小括
　最後に本款のまとめをしておくことにしよう。本款では、イギリス法
における利益吐き出しの実相を明らかにするために、利益吐き出しが問
題となる場面として（ⅰ）有体物侵害として、①不動産・動産の侵害、（ⅱ）
無体物侵害として、②知的所有権の侵害、③営業秘密や国家機密などの
機密情報の侵害、④プライバシー侵害、（ⅲ）関係侵害として、⑤信認
義務違反と⑥契約違反の場面を取り上げた。これらの考察からは以下の
点が明らかとなったといえよう（【別表１】も参照されたい）。
　第１に、利益吐き出しは、イギリスの判例では──その範囲や要件な

を促進する法制度を侵害する場合には、例外的に利益吐き出しが正当化される
と説く）.
228 Lionel�D.�Smith,�Disgorgement of Profits of Breach of Contract: Property, 
Contract and “Efficient Breach”,�24�can. Bus. l. J.�121,�125�(1994)�（利益吐き出
しを否定すると、私法の内的な一貫性を欠くと説く）.
229 Peter�Benson,�Disgorgement of Breach of Contract and Corrective Justice; 
An Analysis in�Outline,�in:�Jason w. neyers et al. eds., understandinG unJust 
ennchment� (Hart�Publishing,�2004)�311,�320.�もっとも、矯正的正義論に立っ
たうえで、否定説を説く見解もある（Ernest�J.�Weinrib,�Punishment and 
Disgorgement as Contract Remedies,�78�chi. －kent l. rev.�55�(2003)）
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どは一様ではないものの──②知的所有権侵害、③機密情報侵害、④プ
ライバシー侵害（ただし、一般論）、⑤信認義務違反、⑥契約違反（ただ
し、特殊事例）の場面において認められているということである。
　この点につき二つの視点から確認しておくこととする。まず、コモン・
ローとエクイティという区分でみると、エクイティの管轄では、広く利
益吐き出しが認められてきたことがわかる（③および⑤の場面）。これ
に対し、コモン・ローの管轄では従来利益吐き出しは、一部の領域を除
き（②の領域）、消極的に解されてきた（①や⑥の従前の判例の立場がそ
うである）。もっとも、こうした区別の原理的な理由は明らかではなく、
説得的な理論的根拠は見出されず230、歴史的な偶然に過ぎないと説かれ
るにとどまった231。そうした事情もあってか、近時は、こうした区別は
相対化しつつあり、コモン・ローの管轄においても利益吐き出しについ
て新たな動きがみられることが注目される（具体的には、⑥の場面に始
まり、その他の場面〔①の場面〕への拡張がみられる）。
　次に、侵害された客体の種類の違いごとにみると、無体物侵害（②～④）
と関係侵害（⑤の信認関係）の場面で利益吐き出しが認められやすい傾
向がある（ただし、無体物では侵害された情報の性質で区別する理解も
みられる）。このような違いは、有体物と比較した場合の侵害のしやす
さという点に求められるといえよう。また損害額算定の困難性という点
も挙げられる。このような侵害された権利の性格を踏まえると、近時の
利益吐き出しの拡張動向は、この問題をコモン・ローとエクイティとい
う歴史的偶然の問題としてではなく、個々の侵害された権利等の客体の
性質に応じた望ましい救済手段が何なのかという問題として捉え直す立
場への転換を示すものといえる。

230 たとえば、Virgo は、その根拠として、信認義務違反などのエクイティ上
の違法行為の場面では、義務違反行為が起こりやすく（受認者が自己の地位を
濫用する危険がある）、利益吐き出しの抑止機能がより妥当しやすいことを挙
げる（virGo ② , supra note�1,�at�486）。しかし、こうした事情は、契約違反な
どの場面でも同様に起こり得ることで、十分に説得的なものとはいえないであ
ろう。
231 〔英16〕Blake 事件を参照（at�280〔per�Lord�Nicholls〕）。その理論的な検討
として、McInnes, supra note�17,�at�425以下も参照。
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　第２に、イギリスの判例では、利益吐き出しを認める際に挙げる根拠
は一様ではないということである（なお、以下の（）内の番号は、第１
の①～⑥の場面に対応する）。具体的には、判例では、（ⅰ）誰も自分自
身の違法行為の遂行（wrongdoing）から利益を得ることを認められるべ
きではないとの一般原理（③）のほか、（ⅱ）損害額の算定代替（②）な
いし損害賠償の代替手段（③）、（ⅲ）不当利得の防止（②③）、（ⅳ）抑止
論（③④⑤⑥）、（ⅴ）処罰論（⑥）などが挙げられる。ここからは、イギ
リス法は一つの根拠によってすべての利益吐き出しを説明しようとする
立場を採っておらず、むしろ、その困難性を自覚し、文脈に応じて根拠
付けの仕方を変えているといえよう。そして学説も、利益吐き出し上記
の各場面において利益吐き出しに肯定的な立場を採っているものの、そ
の根拠付けは一様ではなく、同じ論者の中でも複数の根拠が使い分けら
れて、多元的に根拠づけられていることが注目される（たとえば、
Friedmann は、所有権の排他性と公共的利益の二つを併用する232）。もっ
とも、こうした利益吐き出しの拡大傾向に対して、一部の領域では、正
面から否定する学説も説かれており、無制限に拡張されるべきと説かれ
ているわけではないことに留意されたい（具体的には、プライバシー侵
害や名誉毀損233などの人格的な権利の侵害の領域で否定説がみられるの
が本稿の目的との関係で興味深い234）。これらの見解の当否は、次節で
行う。

232 たとえば、所有権侵害の場面と信認関係の場面を比較されたい。
233 名誉毀損については、注（114）を参照。
234 なお、否定説は契約違反の領域でもみられるが、この領域の否定説は下火
になりつつあるように思われる。
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【別表１】

イギリス法 判例の挙げる根拠
有体物侵害 ①不動産侵害 × ─

①動産侵害 × ─
無体物侵害 ②著作権侵害 〇 （ⅱ）損害額の算定代替、（ⅲ）

不当利得の防止
②特許権侵害 〇 （ⅱ）損害額の算定代替、（ⅲ）

不当利得の防止
②商標侵害 〇 （ⅱ）損害額の算定代替（？）
②詐称通用 〇 （ⅱ）損害額の算定代替、（ⅲ）

不当利得の防止
③�機密情報の侵

害
〇 （ⅰ）違法行為の遂行から利

益を得るべきではないとの一
般原理、（ⅱ）損害賠償の代替
手段、（ⅳ）抑止論

④�プライバシー
侵害

〇（一般論） （ⅳ）抑止論

関係侵害 ⑤信認義務違反 〇 （ⅳ）抑止論
⑥契約違反 〇（特殊事例） （ⅳ）抑止論、（ⅴ）処罰論

〔附記〕本研究は、令和元－３年度（2019-2021年度）科学研究費補助金（若
手研究）（研究課題番号19K13552）の成果の一部である。
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不正指令電磁的記録概念と
条約適合的解釈

── いわゆるコインハイブ事件を契機として ──

岡　部　天　俊

（１）問題の所在

　2018年６月、ウェブサイトに一定のプログラムを埋め込むことにより、ウェ

ブサイトの閲覧者に無断でそのコンピュータに仮想通貨マイニング（以下、マ

イニングという）を実行させ収益を得ていた16名が、不正指令電磁的記録保管

などの疑いで全国各地で摘発を受けたとの報道1がなされ、これにより、コン

ピュータ利用者に無断でマイニングを実行させるプログラムにつき不正指令電

磁的記録に関する罪2（以下、不正指令電磁的記録関連罪という）の成否が問題

となり得るということが本格的に認知されはじめたといえよう3。さらに、事案

はかなり異なる（詳細は後述）ものの、同年７月には、他人に無断でそのコン

1 日本経済新聞2018年６月15日朝刊39頁。国家公安委員会2018年６月14日定例
委員会説明資料（https://www.npsc.go.jp/report30/06-14.pdf）も参照。なお、
引用ウェブサイトの最終閲覧は2019年11月７日であり、以下の引用ウェブサイ
トについても同様である。
2 「情報処理の高度化等に対処するための刑法の一部を改正する法律」（平成23
年法律第74号）により導入され、平成23年７月14日に施行されたものである。
3 同様の事件は、近時ドイツにおいても生じているようである（vgl. Olivia von 
Westernhagen, Malvertising-Kampagne setzt auf Krypto-Mining  in  fremden 
Browsern, heise online 15.9.2017; Achim Barczok, Pirate Bay  lässt heimlich 
Krypto-Miner auf Nutzer-PCs laufen, heise online 16.9.2017）。

北法70（6・155）1163
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ピュータにマイニングを実行させるプログラムをインストールさせる行為につ

き、不正指令電磁的記録供用罪の成立を認める裁判例4が登場しており、今後、

ユーザーに無断でマイニングを実行させるプログラム全般が不正指令電磁的記

録関連罪の対象となるという観測が不可能ではない状況となっていた。

　こうした状況において、2019年３月27日、横浜地裁第１刑事部は、ウェブサ

イトの閲覧者に無断でそのコンピュータにマイニングを実行させるという内容

のプログラムをウェブサイトに埋め込んでいたという事案（いわゆるコインハ

イブ事件）において、当該プログラムの不正指令電磁的記録該当性を否定する

ことにより、不正指令電磁的記録保管罪の成立を否定し無罪とする判断を示し

（以下、本判決という）、大きな注目を集めた5。本判決は、問題となったプログ

ラムにつき、「社会的に許容し得るかどうか」が問題とされる不正性の要件を

満たさないことを理由として、不正指令電磁的記録該当性を否定したのである。

しかし、後述のように極めて多数のプログラムが反意図的動作の要件を満たし

得るという今日の状況においては、前述のように理解されたかたちでの不正性

の要件のみによって構成要件該当行為の範囲を限定するというアプローチは、

大きな問題を抱えているといわざるを得ない。「社会的に許容し得るかどうか」

という高度に開かれた基準でもって多数のプログラムの客体性の有無を判断す

るというのでは、客体性の有無をめぐる判断が非常に不明確となり、不正指令

電磁的記録関連罪の新設に際して懸念されていた、プログラムの開発者や利用

者への萎縮的効果が発生しかねないように思われる6。

　以上のような問題意識から、本稿は、不正指令電磁的記録概念に再検討を加

え、同概念の明確化を試みるものである。

（２）従来の一般的理解とその問題点

4 仙台地判平成30・7・2LEX/DB25560905。
5 LEX/DB25570338。本判決の評釈・解説として、板倉陽一郎「解題　コイン
ハイブ事件」Law & Technology No. 85（2019年）15頁以下、高木浩光「判批」
Law & Technology No. 85（2019年）20頁以下、永井善之「判批」新・判例解
説 Watch 刑法 No. 145（https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-071451837_
tkc.pdf）がある。
6 第177回国会参議院法務委員会「情報処理の高度化等に対応するための刑法等
の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平成23年６月16日）参照。
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　不正指令電磁的記録関連罪における保護法益は、電子計算機のプログラムに

対する社会一般の信頼という社会的法益であるとされ7、具体的には、電子計算

機のプログラムが反意図的な動作ないし不動作を惹起する不正な指令を与える

ものではないということについての社会一般の者の信頼であるとされる。

　こうした保護法益理解をもとに、「人が電子計算機を使用するに際してその

意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき」とは、

当該プログラムの内容や機能に関する説明内容、想定される利用方法等を総合

的に考慮して、その機能につき一般に認識すべきとされるところの使用者の意

図に反する動作ないし不動作を惹起するものであることをいうとされる8（以

下、この要件を反意図的動作の要件という）。したがって、当該プログラムが

実行される局面において、一般的な使用者が当該プログラムの惹起する動作な

いし不動作について認識していると認められる場合には、反意図的動作の要件

を満たさないということになる。

　次に、「不正な」とは、社会的に許容し得ないものであることをいうとされ9、

反意図的動作の要件を満たすプログラムの中で例外的に
0 0 0 0

保護法益を侵害しない

と解されるものを除外するための要件として付加されている。たとえば、ソフ

トウェア開発会社が自社の提供するソフトウェアの不具合修正プログラム

（パッチ・プログラム）を、ソフトウェアのユーザーに無断でそのコンピュー

タにインストールさせたという場合には、当該プログラムは反意図的動作の要

件を満たすものの、「不正な」ものではないとされる。

　後述のように、本判決も、基本的には、以上のような一般的な理解を踏襲し

たものと解される。

　しかしながら、以上のような立案担当者の解説を基礎とする一般的な理解は、

少なくとも現在においては大きな問題を含んでいるといわざるを得ない。その

7 大塚仁ほか（編）『大コンメンタール刑法　第８巻』（青林書院、第３版、2014年）
341頁〔吉田雅之〕、杉山徳明＝吉田雅之「『情報処理の高度化等に対応するた
めの刑法等の一部を改正する法律』について（上）」曹時64巻４号（2012年）66頁、
西田典之（橋爪隆補訂）『刑法各論』（弘文堂、第７版、2019年）412-413頁。
8 大塚ほか（編）・前掲注（７）344-345頁〔吉田〕。
9 今井猛嘉「実体法の観点から（特集・情報処理の高度化等に対処するための
刑法等の改正）」ジュリ1431号（2011年）67頁、大塚ほか（編）・前掲注（７）
346頁〔吉田〕、杉山＝吉田・前掲注（７）72頁、西田・前掲注（７）413頁。
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第一の理由は、現在では反意図的動作の要件を満たし得るプログラムは無数に

存在しており、一般のユーザーもごく日常的にそうしたプログラムに接してい

るということである。特に、トラッキングを目的としたプログラムや広告プロ

グラムは非常に多様化しており、一般のユーザーがその動作をおよそ認識し得

ないようなものも存在している。立案担当者はおそらく、「通常、インターネッ

トの利用に随伴するものであることに鑑みると、そのようなものとして一般に

認識すべきと考えられる」として反意図的動作の要件を満たさないと考えてい

たものと思われる9a が、上述のようなプログラムのすべてについてそのように

説明するのは無理がある。そこで、一般に不正指令電磁的記録には該当しない

と考えられている無数のプログラムが不正指令電磁的記録の概念に含まれない

ような解釈として、反意図的動作の要件における一般的な使用者のリテラシー

を非常に高く想定するという方向性があり得るが、それではもはや社会一般の

者の信頼を保護法益とする不正指令電磁的記録関連罪の前提と乖離するように

思われる。第二の理由は、現在の一般的な理解によれば、革新的なプログラム

が悉く反意図的動作の要件を満たすことになりかねないということである。革

新的なプログラムは、当然のことながら従来の常識からしてその動作内容が不

明であり、反意図的動作の要件が充足され得ることから、そうしたプログラム

を客体から除外するためには、不正性を否定するしかないことになるのである。

　そうであるとすれば、非常に多くのプログラムの客体性が「社会的に許容さ

れ得るかどうか」という高度に開かれた基準によって判断される不正性の要件

によって決定的に左右されることになってしまい、結果として、反意図的動作

と不正性といういずれも処罰範囲を限定する機能の乏しい要件によって不正指

令電磁的記録概念が形成されることになる。これにより、不正指令電磁的記録

関連罪の運用が恣意的なものとなり、ひいてはプログラムの開発者や利用者に

とって萎縮的な作用を及ぼすことにもなりかねない。したがって、不正指令電

磁的記録概念をめぐる妥当かつ明確な基準の再構成が喫緊の課題であるように

思われる。

（３）立法経緯とそれに基づく制限的解釈

9a 杉山＝吉田・前掲注（７）71頁参照。
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　不正指令電磁的記録をめぐる解釈を再考するにあたって大きな示唆を与える

のは、不正指令電磁的記録関連罪の立法経緯である。そもそも、不正指令電磁

的記録関連罪は、サイバー犯罪条約（以下、条約という）の国内担保法として

の役割を担っている10ものであり、具体的には、条約６条１項（ａ）（ｉ）を担

保するものである11・12。したがって、不正指令電磁的記録関連罪が条約６条１項

（ａ）（ｉ）を念頭に置いて作成されたということは明らかである。そこで、条

約６条１項（ａ）（ｉ）に目を転じてみると、そこでは予備罪的な構成が採用さ

10 今井・前掲注（９）66頁、鎮目征樹「ソフトウェアの無断インストールと不
正指令電磁的記録に関する罪」研修792号（2014年）３頁、杉山＝吉田・前掲注（７）
67頁注３。
11 条約６条１項（ａ）（ｉ）による加盟国の犯罪化義務をめぐっては、vgl. Kai 
Cornelius, Zur Strafbarkeit des Anbietens von Hackertools, CR 2007, S. 683 
f.; Martin Daxecker,  in: Otto Triffterer et al.  (Hrsg.), Salzburger Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 26. Lfg., 2012, § 126c Rn. 1 ff.; Marco Gercke, Analyse 
des Umsetzungsbedarfs der Cybercrime Konvention – Teil 1: Umsetzung  im 
Bereich des materiellen Strafrechts, MMR 2004, S. 731; Dieter Kugelmann, 
Die „Cyber-Crime“ Konvention des Europarates, DuD 2001, S. 217; Andreas 
Popp, § 202c StGB und der neue Typus des europäischen »Software-Delikts«, 
GA 2008, S. 376  f.; Fernando Sanchez-Hermosilla, Neues Strafrecht  für den 
Kampf gegen Computerkriminalität – Konvention des Europarates und neuer 
Rahmenbeschluss des Europäischen Union  im Vergleich mit dem deutschen 
Strafrecht, CR 2003, S. 775 f.; Irini E. Vassilaki, Das 41. StrÄndG – Die neuen 
strafrechtlichen Regelungen und  ihre Wirkung auf die Praxis, CR 2008, S. 
135; Bundestag Drucksache 16/3656  (zit.: BT-Drs. 16/3656), S. 8; Erläuternde 
Bemerkung zur Strafrechtsänderungsgesetz 2002, 1166 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP (zit.: EBRV 2002), S. 
29; Botschaft über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens 
des Europarates über die Cyberkriminalität vom 18.6.2010 (zit.: Botschaft 2010), 
S. 4707 ff.
12 もっとも、条約６条１項（ａ）（ｉ）は、「第２条から前条までの規定に従っ
て定められる犯罪を主として行うために設計され又は改造された装置（コン
ピュータ・プログラムを含む。）」と規定しており、わが国の不正指令電磁的記
録関連罪は、このうちプログラムに関する行為のみを対象としている。プログ
ラムを除く「装置（device）」については、わが国は留保している状況である。
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れ、それにより規制対象となるプログラムの動作内容が明確に限定されている

ことがわかる13。しかしながら、これに対してわが国における不正指令電磁的

記録関連罪では予備罪的な構成が採用されていない14。この点を形式的に理解

する限り、わが国の不正指令電磁的記録関連罪は、ある特定の犯罪類型の予備

罪として構成されていないのであるから、不正指令電磁的記録概念は条約６条

１項（ａ）（ｉ）が予定しているプログラムの概念よりも大幅に拡張されている

という理解も不可能ではないということになる。そこで、わが国の不正指令電

磁的記録関連罪がなぜ予備罪的な構成を採用しなかったのかが重要な点である。

　条約６条１項（ａ）（ｉ）では、条約２条乃至５条の犯罪を（主として）行う

ために設計または改造されたプログラム等が客体として規定されている。条約

２条の犯罪は違法アクセス（illegal access）、条約３条の犯罪は違法傍受（illegal 

interception）、条約４条の犯罪はデータ妨害（data  interference）、条約５条の

犯罪はシステム妨害（system interference）である。わが国における条約２条

乃至５条の担保状況（マルウェア関係）であるが、条約２条に関しては、不正

13 条約６条１項（ａ）（ｉ）を担保する諸外国の規定もそのようなかたちと
なっている。たとえば、ドイツ刑法202c 条１項２号（„Computerprogramme, 
deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ［= Straftat nach § 202a oder § 
202b］ ist“）・303a 条３項・303b 条５項、オーストリア刑法126c 条１項１号（„ein 
Computerprogramm, das nach seiner besonderen Beschaffenheit ersichtlich 
zur Begehung eines widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem  (§ 
118a), einer Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses  (§ 119), eines 
missbräuchlichen Abfangens von Daten (§ 119a), einer Datenbeschädigung (§ 
126a), einer Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems (§ 126b) 
oder eines betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs (§ 148a) geschaffen 
oder adaptiert worden ist“）、 ス イ ス 刑 法143条 の ２ 第 ２ 項（«Passwörter, 
Programme oder andere Daten, von denen er weiss oder annehmen muss, 
dass sie zur Begehung einer strafbaren Handlung gemäss Absatz 1 verwendet 
werden sollen»）・144条の２第２項、フランス刑法323-3-1条（‹un équipment, 
un  instrument,  un programme  informatique  ou  toute  donnée  conçus  ou 
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues 
par les articles 323-1 à 323-3›）参照。
14 この点についての批判的検討として、渡邊卓也『ネットワーク犯罪と刑法理
論』（2018年）263-268頁。
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アクセス禁止法によって15、条約３条に関しては、電気通信事業法、有線電気

通信法および電波法によって16、条約４条に関しては、公用電磁的記録毀棄罪

（刑法258条）、私用電磁的記録毀棄罪（同259条）および電磁的記録不正作出罪（同

161条の２）によって、条約５条に関しては、電子計算機損壊等業務妨害罪（同

234条の２）によって担保されているとされる。しかしながら、わが国の国内

法規定によって捕捉される行為の領域は、条約２条乃至５条が予定している行

為の領域よりも大幅に矮小化されているという点に留意する必要がある。まず、

不正アクセス禁止法における不正アクセスの概念は、行為者自身が制限されて

いる特定利用をし得る状態にさせる行為を前提としている17のに対して、条約

２条は必ずしもそうした行為に限定する趣旨ではない。現に、条約２条を担保

するドイツ刑法202a 条（„sich Zugang verschaffen“）およびオーストリア刑法

118a 条（„sich Zugang verschaffen“）においては、他人のコンピュータ上のデー

タをコピーして送信させるプログラムをインストールさせる行為などが対象と

なると解されている18・19。また、条約４条は、あらゆるデータの消去や改竄等を

捕捉するものであるのに対して、わが国においてこれを担保する国内法規定に

おいては、公用電磁的記録および私用電磁的記録のいずれにも該当しない電磁

15 ただし、付加的要件の宣言（declaration）により、いわゆるスタンドアロー
ン・コンピュータに対する不正アクセスは不可罰とされている（https://www.
coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/declarations?p_
auth=usVUF9Yi（Declaration contained in a letter from the Consul General of 
Japan deposited with the instrument of acceptance on 3 July 2012）参照）。
16 電気通信事業法179条、有線電気通信法14条、電波法109条以下参照。
17 不正アクセス対策法制研究会（編著）『不正アクセス行為の禁止等に関する
法律』（立花書房、第２版、2012年）64頁以下参照。
18 Siehe  [Deutschland]  Jörg Eisele, Computer- und Medienstrafrecht, 2013, 
4. Kapitel Rn.  19; Klaus Malek/Andreas Popp,  Strafsachen  im  Internet,  2. 
Aufl.,  2015, Rn.  162; BT-Drs.  16/3656,  S.  9;  [Österreich]  Susanne Reindl-
Krauskopf/Farsam Salimi/Martin Stricker,  IT-Strafrecht – Cyberdelikte und 
Ermittlungsbefugnisse, 2018, Rn. 2.18; Clemens Thiele,  in: Otto Triffterer/
Christian  Rosbaud/Hubert  Hinterhofer,  Salzburger  Kommentar  zum 
Strafgesetzbuch, 15. Lfg., 2007, § 118a Rn. 35.
19 さらに、アメリカの諸州法においても“access”は非常に広く定義されてい
る（カリフォルニア州刑法502条（ｂ）（１）など参照）。
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的記録の消去や改竄等は捕捉されていない20。当局は、そうした行為について

は犯罪化義務がないとされる「軽微又は重要でない不正行為（petty or 

insignificant misconduct）」21とみなしたようである22。さらに、条約５条は、シ

ステムに対する重大な妨害を捕捉するものであるのに対して、わが国において

これを担保する電子計算機損壊等業務妨害罪（刑法234条の２）は、人の業務に

使用されていない電子計算機が問題となる場合は捕捉し得ず、当局は、そうし

た場合には「重大な（serious）」妨害がないと解したようである23。以上のように、

条約２条乃至５条に関しては、それらに完全に対応し得るだけの処罰範囲を確

保できないという事態があったとしても、あくまでも既存の規定によって担保

するというのが、当局の徹底した方針であったといえよう。後述のように、こ

の点が不正指令電磁的記録概念の特殊性に関係しているように思われる。

　以上の点を踏まえ、条約６条１項（ａ）（ｉ）を担保するために新設された不

正指令電磁的記録関連罪における不正指令電磁的記録概念についての再検討を

試みる。わが国の不正指令電磁的記録関連罪においては、条約６条１項（ａ）（ｉ）

のような予備罪的な構成が採用されておらず、それに伴い、特定の犯罪類型と

の関連性が規定されていない。立案担当者は、わが国における不正指令電磁的

記録関連罪が条約６条１項（ａ）（ｉ）と大幅に異なるかたちで規定された根拠

として、予備罪的構成の場合には当罰性のあるプログラムが客体から外れてし

まうことを挙げている24。先述のように、わが国において条約２条乃至５条を

20 条約４条を担保するオーストリア刑法126a 条においては、損害の結果が必要
とされるものの、行為者が利用権限を有しないあらゆるデータの消去・改竄等
が処罰対象とされている。
21 Siehe Council of Europe,  Explanatory Report  to  the Convention  on 
Cybercrime, ETS No. 185, Nr. 37: “The drafters of the Convention understood 
that Parties may exclude petty or insignificant misconduct from implementation 
of the offences defined in Articles 2-10.”
22 佐伯仁志「サイバー犯罪条約への実体法上の対応」ダニエル・フット＝長谷
部恭男（編）『メディアと制度』（東京大学出版会、2005年）93頁、山田利行「欧
州評議会サイバー犯罪に関する条約（仮称）の概要等」ジュリ1257号（2003年）
30頁参照。
23 佐伯・前掲注（22）93頁、山田・前掲注（22）30頁。
24 杉山＝吉田・前掲注（７）66頁。
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担保する既存の国内法規定による処罰範囲が、条約２条乃至５条の予定する処

罰範囲よりも大幅に狭くなってしまったため、条約２条乃至５条を担保する既

存の国内法規定の予備罪を創設するというかたちであれば、当罰性のあるプロ

グラムが処罰対象から除外されてしまうという懸念があったのであり、このこ

とこそが予備罪的構成が回避されたことの決定的な理由であるように思われ

る。具体的には、立案担当者は、個人情報を流出させるプログラムやメールを

勝手に送信するプログラム、権利・義務に関するものでない私電磁的記録を勝

手に消去・改変するプログラムなどが不正指令電磁的記録の概念に含まれなく

なってしまうという点を懸念していたようである25が、まさに、条約２条乃至

５条を担保する国内法規定の予備罪というかたちである限り、これらのプログ

ラムは規制の対象外に置かれることとなってしまうのである。したがって、わ

が国の不正指令電磁的記録関連罪が予備罪的構成を採用しなかったのは、決し

て条約６条１項（ａ）（ｉ）が予定するプログラムよりも広い範囲のプログラム

を捕捉するためではないのである。むしろ、立法者は、（その当否はともかく）

条約２条乃至５条の担保を既存の国内法規定によって達成するという方針を貫

きつつも、少なくともプログラムに関しては、条約６条１項（ａ）（ｉ）に匹敵

する処罰範囲を備える犯罪類型群として不正指令電磁的記録関連罪を創設した

ものと考えられる。

　以上のように考えれば、条文上明らかではないものの、わが国における不正

指令電磁的記録概念においても、条約２条乃至５条において予定されている実

害との結びつきが要求されると解するのが適切であろう。すなわち、わが国に

おける不正指令電磁的記録関連罪は、実行しようとするプログラムが、使用者

の意図に反して、条約２条乃至５条に相当する実害を惹起するような動作（不

動作）に至らしめるべきものではないということについての社会一般の者の信

頼を保護しているものと解される。したがって、原則的な客体性を基礎づける

こととなる反意図的動作の要件が満たされるためには、一般的な使用者の意図

に反して、条約２条乃至５条に相当する実害を惹起するような動作（不動作）

に至らしめるものである必要があるということになろう26・27。こうして再構成

25 杉山＝吉田・前掲注（７）66頁参照。
26 高木・前掲注（５）28頁は、「筆者の見解としては、『意図に反する動作』か
否かの区別は、プログラムの使用目的によって判断されるものではなく、指令
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された不正指令電磁的記録概念によれば、従来不正指令電磁的記録該当性が争

いなく認められてきたプログラムについて不正指令電磁的記録該当性が難なく

認められるとともに、不正指令電磁的記録該当性の判断基準が大幅に明確とな

るように思われる。27

（４）具体的帰結

　以上のような理解に基づけば、具体的にどのような帰結が導かれることにな

るであろうか。以下では、コインハイブ事件において問題となったプログラム

を中心に検討を加える。

　

（ａ）コインハイブ事件

　コインハイブ事件において問題となったプログラムは、条約２条乃至５条に

相当する事態を惹起するものとはいえないがゆえに、明らかに反意図的動作の

要件を満たさないことになる28・29。すなわち、当該プログラムに関しては、条約

の挙動のみによって判断されるべきものと考える。ワームや自己増殖型の典型
的なウイルスだけでなく、情報を盗むものや、悪質な書込みを自動的に行うと
いったものも、指令の挙動のみに基づいて『意図に反する動作』をさせるもの
ということができる」として、指令の挙動自体が一般的な使用者の意図に反す
るか否かを判断すべきとの見解を示している。反意図的動作の要件によって客
体の範囲を制限しようとする点は本稿の立場と軌を一にするが、本稿は、指令
の挙動自体が一般的な使用者の意図に反するとしても、条約２条乃至５条に相
当する実害を惹起するような動作（不動作）に至らしめるものでないのであれ
ば、なおも反意図的動作の要件の充足は否定されると考える。
27 これに対して、石井徹哉「サイバー犯罪と刑法上の課題」犯非168号（2011年）
67頁は、「不正か否かの判断にあたっては、動作内容の実質的な考察が必要と
なる。この実質的考慮を担うのが、情報セキュリティの侵害の有無である」とし、
不正性の要件によって客体の範囲の制限を試みる。
28 高木・前掲注（５）28頁も、コインハイブ事件において問題となったプログ
ラムは反意図的動作の要件を満たさないとする。
29 なお、ドイツにおいては既に、ウェブサイト閲覧者に無断でそのコンピュー
タにマイニングを実行させるプログラムをめぐる行為の可罰性について論じら
れており、そうしたプログラムの利用は不可罰と解されていることが注目され
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４条１項および条約５条に相当する実害を惹起するような動作に至らしめるべ

きものといえるかが問題となり得るが、まず、当該プログラムは、ウェブサイ
0 0 0 0 0

ト閲覧中にブラウザを通じて
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

マイニングの指令を与えるものにすぎず、決して

閲覧者のコンピュータ上のデータを変更するなどの指令を与えるものではない

ことから、条約４条１項に相当する実害を惹起するものとはいえない。このこ

とは、本判決における、「その影響は a 閲覧中に限定され、a の閲覧を終了す

れば、本件マイニングも（裏で持続することなく）終了する」という点によっ

て基礎づけられることになる。また、当該プログラムは、閲覧者のコンピュー

タにある程度の影響を及ぼすものの、本判決も指摘しているように、その影響

の程度は通常の使用に支障を来たすようなものであるとは到底いえないことか

ら、条約５条に相当する実害を惹起するものともいえない30。このことは、本

判決における、「本件プログラムコードにより本件マイニングが実行されると、

消費電力の増加、処理速度の低下等の影響が生じるが、その程度は広告表示プ

る（vgl. Dieter Kochheim, Cybercrime und Strafrecht in der Informations- und 
Kommunikationstechnik, 2. Aufl., 2018, Rn. 884: „Nicht mehr eindeutig greifbar 
sind die Fälle, wo beim Surfen oder Streaming quasi beiläufig Rechenleistung 
von Server gegen den Client abgegriffen wird, um nebenbei das Mining zu 
betreiben.“）。
30 なお、条約５条は、システムの機能に対する妨害が重大（serious）である
ことを要求しており、この基準の決定は締約国に委ねられている（Council 
of Europe, a. a. O.  (Fn. 21), Nr. 67）。この重大性につき、ドイツ刑法303b 条や
オーストリア刑法126b 条のような規定をもたないわが国においては、さし
あたり Explanatory Report の方針に依拠して考えるべきであろう。この点、
Explanatory Report は、システムの所有者等におけるシステムの利用可能性
または他のシステムとの通信可能性に対し著しい有害な影響を与えるような形
式、サイズまたは頻度でのデータ送信が「重大」であるとして、DoS 攻撃を指
令するプログラムやシステム操作を不可能にしまたは著しく遅延させるプログ
ラム、メールボムを指令するプログラムを例示している（Council of Europe, a. 
a. O. (Fn. 21), Nr. 67）。したがって、現状としては、あるプログラムが条約５条
に相当する実害を惹起するものであるかの判断は、Explanatory Report におけ
る基準に照らして行うべきであろう。もっとも、不正指令電磁的記録該当性が
問題となる多くのプログラムは、条約２条または条約４条１項に相当する実害
を惹起するものと認められるように思われる（vgl. EBRV 2002, S. 28; Botschaft 
2010, S. 4707）。
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ログラム等の場合と大きく変わることがないものとうかがわれる」という点に

よって基礎づけられることになる。

　これに対して、本判決は、反意図的動作の要件に関しては立案担当者の解説

を基礎とする一般的な理解を忠実に踏襲しつつ、不正性の要件の判断の中で

様々な事情を考慮要素とするというアプローチを採用している。当該プログラ

ムにつき不正指令電磁的記録該当性を肯定することに対して非常に慎重な姿勢

を見せたという意味においては、評価に値しよう。しかしながら、繰り返し述

べているように、反意図的動作の要件は、それが満たされれば客体性を原則的

に基礎づけるという性格のものであり、ここで何らかの制御弁を設けない限り、

極めて多数のプログラムの客体性の有無が不正性の判断に委ねられることとな

る。そして、当然のことながら、本判決のように不正性の判断にあたって様々

なファクターを考慮することは、不正性が否定される方向のみならず、不正性

が肯定される方向にも傾き得る。したがって、本判決のようなかたちで不正性

を重視するアプローチは、あまりにも判断の安定性を欠くこととなり、妥当と

はいえないように思われる。

　

（ｂ）その他のプログラムの不正指令電磁的記録該当性について

　なお、本稿の立場からは、立案過程において予備罪的な構成を採用した場合

に不正指令電磁的記録に該当しないこととなってしまうとの懸念がなされてい

たプログラムについても、不正指令電磁的記録該当性は基本的に肯定されるこ

とになる。たとえば、個人情報を漏洩させるプログラムは、少なくとも条約２

条に相当する実害を惹起し得るものであることから反意図的動作の要件の充足

が肯定されることになる。また、電子メールを勝手に送信するプログラムは、

悪意のないソフトウェアであるかのように装ってインストールさせるようなも

のであれば条約４条１項に相当する実害を惹起し得るものであるし、勝手に送

信する電子メールにコンピュータ内のデータを添付させるなどのようなもので

あれば条約２条に相当する実害を惹起し得るものであることから、基本的に反

意図的動作の要件の充足が肯定されることになる。さらに、権利・義務に関す

るものでない私電磁的記録を勝手に消去・改変するウイルスは、明らかに条約

４条１項に相当する実害を惹起し得るものであることから、反意図的動作の要

件の充足が肯定されることになる。
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　近時注目を集めた無限アラート31については、報道の通り、ブラウザを閉じ

ることによりその動作が終了するものであれば、反意図的動作の要件を満たさ

ないということになろう。すなわち、コインハイブ事件において問題となった

プログラムと同様に、ブラウザを通じた指令にすぎないことから、コンピュー

タ上のプログラムに変更を加えていない上に、ブラウザを終了させるのみでそ

の動作が終了するものである以上、システムに対する重大な妨害を惹起し得る

とまではいえない32ため、反意図的動作の要件が満たされるとは考えにくいか

らである。

　さらに、本稿の立場からすれば、不正指令電磁的記録該当性を肯定した従来

の各種裁判例の結論は、妥当なものと解される33（仙台地判平成30・7・2LEX/

DB25560905については次項において言及する）。

　①京都地判平成24・7・3LEX/DB25482154は、アダルト動画サイトにおいて

「動画再生」と表示されたボタン画像をクリックした者のコンピュータの画面

上に、マウス操作による移動や最小化ができず、閉鎖しようとしても数秒後に

再表示され、かつコンピュータを再起動しても再表示される機能を有した、同

サイトの有料会員登録が完了した旨および同サイトの閲覧料金を支払うまでそ

のウィンドウが消えない旨などを半裸の女性像や卑わいな文言と共に表示する

ウィンドウを常時表示させるプログラムにつき不正指令電磁的記録該当性が肯

定された事例である（供用罪成立）。当該プログラムは、コンピュータを再起

動しても機能し続けるものであり、一般的なユーザーの意図に反して、コン

ピュータ上のデータの変更（alteration; Veränderung）という実害に至らしめ

るものといえることから、反意図的動作の要件を充足することになる34。

　②千葉地判平成25・11・8裁判所ウェブサイトは、Android OS が稼働する

31 https://www.bengo4.com/c_23/n_9333/（弁護士ドットコム「『無限アラート』
で女子中学生を補導、『リンク貼り付け』で摘発をどう考えるか」（2019年３月
７日））、https://www.bengo4.com/c_23/n_9697/（弁護士ドットコム「『アラー
トループ』で書類送検の男性２人、不起訴処分　弁護人『検察はお茶を濁した』」

（2019年５月29日））など参照。
32 システム妨害の重大性をめぐっては、前掲注（30）参照。
33 いずれについても、不正性が否定されることはないということを前提とする。
34 名古屋地岡崎支判平成29・9・22Westlaw/DB2017WLJPCA09226001も同様
である。
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電子計算機に記録された電話帳データをユーザーの意図に基づかずに所定の

サーバコンピュータに送信させるプログラムにつき不正指令電磁的記録該当性

が肯定された事例である（保管・供用罪成立）35。当該プログラムは、ユーザー

の意図に基づかずに携帯電話上のデータを行為者が支配するサーバコンピュー

タに送信させるものであり、少なくとも、一般的なユーザーの意図に反して、

条約２条に相当する実害に至らしめるものであるから、反意図的動作の要件を

充足することになる。

　③東京地判平成27・2・4LEX/DB25505940は、コンピュータ使用者が認識で

きない状態で自動的にインターネット掲示板に接続し同掲示板に書き込まれた

指令を参照・実行する機能等を有し、時間計測ほか４種類のソフトウェアに偽

装した不正プログラム等を生成する機能を有するプログラムにつき不正指令電

磁的記録該当性が肯定された事例である（供用罪成立）。当該プログラムは、

一般のソフトウェアに偽装し、真実はいわゆる代理投稿をさせるものであるか

ら、一般的なユーザーの意図に反して、コンピュータ上のデータに変更を加え

るものである。したがって、当該プログラムも反意図的動作の要件をも充足す

ることになる。

　④広島地判平成27・12・7LEX/DB25542007は、インターネット回線を通じ

て携帯電話機の通話履歴および SMS 履歴の取得等の指令を与えるプログラム

につき不正指令電磁的記録該当性が肯定された事例である。当該プログラムは、

被告人の手によってその機能を秘して他人の携帯電話機にインストールされた

ものであり、ユーザーの意図しないかたちで通話履歴や SMS 履歴の取得を行

うものであるから、一般的なユーザーの意図に反して、条約２条に相当する実

害を惹起するものであり、反意図的動作の要件が充足されることになる。

　⑤東京地判平成29・4・27裁判所ウェブサイト36は、インターネット接続さ

れたコンピュータ内で起動すると自動的にインターネットを介して行為者が使

用するコンピュータとの通信を開始させるとともに IP アドレス情報等を同コ

ンピュータに通知する機能および同コンピュータでの操作によって起動場所で

あるコンピュータ内の電磁的情報を検索して行為者が使用するコンピュータに

35 こうしたスパイウェアをめぐっては、vgl. Kochheim, a. a. O. (Fn. 29), Rn. 865 
ff., 886; Annette Marberth-Kubicki, Internet und Strafrecht, DRiZ 2007, S. 214.
36 本件の控訴審判決として、東京高判平成31・3・28LEX/DB25563539がある。
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送信させる機能等を有するプログラムにつき不正指令電磁的記録該当性が肯定

された事例である（供用罪成立）。まず、当該プログラムは、「ご注文決済のお

知らせ」と題する電子メールに添付されたものであり、特に問題のないメール

であると誤信してメールを開封した者のコンピュータ上のデータに変更を加え

るものであるから、一般的なユーザーの意図に反して、条約４条１項に相当す

る実害を惹起するものであるという意味において反意図的動作の要件が充足さ

れることになる。さらに、当該プログラムは、起動場所であるコンピュータ内

の電磁的情報を検索することを可能にするものであり、一般的なユーザーの意

図に反して、条約２条に相当する実害を惹起するものでもあるから、この意味

においても反意図的動作の要件が充足されることになる。

　⑥徳島地判平成30・12・21LLI/DBL07351231は、インターネット回線を通

じて携帯電話機の位置情報を取得させ、携帯電話機の位置情報等をインター

ネット回線を通じて特定のサーバコンピュータに送信させるプログラムにつき

不正指令電磁的記録該当性が肯定された事例である（作成・供用罪成立）。当

該プログラムは、被告人の手によって同意なく他人の携帯電話機にインストー

ルされたわけであるが、その内容が、携帯電話機の位置情報等を取得させて特

定のサーバコンピュータに送信させるものであることから、一般的なユーザー

の意図に反して、条約２条に相当する実害を惹起するものであり、反意図的動

作の要件が充足されることになる37。

　⑦大阪地判平成31・1・17裁判所ウェブサイトは、あるウェブサイトに接続

すると、接続者の意思に反して、指定された攻撃対象のウェブサイトに指定の

間隔で連続して多数回アクセスさせて、当該サイトのサーバに負荷をかけるプ

ログラムが問題となった事例である（作成罪成立）。当該プログラムは、所定

のウェブページに接続した者の電子計算機に、攻撃対象のウェブサイトに多数

回接続する指令を与える攻撃用スクリプトである。こうした指令は、攻撃対象

サイトのサーバ上のデータへのアクセスを不可能にし得るものであるから、一

般的なユーザーの意図に反して、DoS（Denial of System）攻撃などが含まれ得

37 ただし、位置情報等を取得させるプログラムの供用と位置情報等を送信させ
るプログラムの作成・供用を区別して処罰の対象としている点については、な
お検討の余地がある。
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る条約４条１項におけるデータの隠蔽（supression; Unterdrücken）38という実

害に至らしめるものであり、反意図的動作の要件が満たされることになる。

　⑧横浜地判平成31・4・16LLI/DBL07450551は、ある OS が稼働する電子計

算機である携帯電話機を用いて実行した際に、実行者の意図に基づかず同携帯

電話機に記録された LINE メッセージ、通話履歴、SMS メッセージ、電話帳デー

タ、端末位置情報、動画・静止画等をインターネット回線を通じて特定のサー

バコンピュータに送信させるプログラムにつき不正指令電磁的記録該当性が肯

定された事例である（作成罪成立）。当該プログラムは、判例②と同様に、ユー

ザーの意図に基づかずに携帯電話上のデータを行為者が支配するサーバコン

ピュータに送信させるものであり、一般的なユーザーに反して、条約２条にい

うところの違法アクセスに相当する実害に至らしめるものであるから、反意図

的動作の要件をも充足することになる。

　

（５）「指令を与える電磁的記録」の捉え方について

　コインハイブ事件において問題となったプログラムについて不正性が否定さ

れるということは、他人に無断でそのコンピュータにマイニングを実行させる

プログラム全般について反意図的動作の要件が充足されないということを意味

するわけではない。現に、そうしたプログラムにつき不正指令電磁的記録供用

罪の成立が認められた裁判例として、仙台地判平成30・7・2LEX/DB25560905

（以下、仙台地裁判決という）が登場しているが、この事案は、実際にはコン

ピュータ使用者の意図に反してそのコンピュータにマイニングを実行させるプ

ログラムであるにもかかわらず、他用途のプログラムを装って他人のコン

38 Vgl. Council of Europe, a. a. O.  (Fn. 21), Nr. 61:  “Suppressing of computer 
data means any action  that prevents or  terminates  the availability of  the 
data to  the person who has access  to  the computer or  the data carrier on 
which it was stored.”; auch Eisele, a. a. O. (Fn. 18), 4. Kapitel Rn. 73 f.; Reindl-
Krauskopf/Salimi/Stricker, a. a. O. (Fn. 18), Rn. 2.148 f.  なお、こうした場合、
スイスにおいては刑法144条の２第１項における利用を不可能にする行
為（Unbrauchbarmachen） と し て 捕 捉 さ れ る こ と に な る（vgl. Philippe 
Weissenberger,  in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger  (Hrsg.), Basler 
Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., 2019, Art. 144bis Rn. 33 ff.）。
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ピュータに当該プログラムをインストールさせたというものであった39。先述

の通り、無断マイニングを内容とするプログラム自体は、必ずしも反意図的動

作の要件を満たさない。したがって、むしろこの事案において重要なのは、無

断マイニングを実行するプログラムであるにもかかわらずそうでないプログラ

ムに仮託してそれをインストールさせる機構全体としてのプログラムである。

つまり、使用者の操作（クリック操作やタップ操作等）により、使用者におい

て無断マイニングを実行するプログラムがインストールされることが認識でき

ないようなかたちでそのインストールがなされるという機構を形成する全体と

してのプログラムこそが、不正指令電磁的記録に該当することになる。よって、

仙台地裁判決の事案においては、「他のプログラムに仮託して無断マイニング

を実行するプログラムをインストールさせる」という内容のプログラムの作成・

供用が問題となったのであり、まさにこうしたプログラムは、一般的な使用者

の意図に反して条約４条１項に相当する実害を惹起し得るものといえることか

ら、不正指令電磁的記録該当性が肯定されるのである40・41。

　以上のように、コンピュータ使用者に無断でマイニングを実行するという点

39 具体的には、マイニングを実行するプログラム「cpuminer-sse2.exe」を実行
するプログラム「MapleTools.exe」を含む圧縮ファイルである「MapleTools.
zip」をダウンロードさせ実行の用に供したようである（D1-Law/DB28263173
参照）。高木・前掲注（５）20頁注８も参照。
40 「マルウェアを用いてビットコインをマイニングさせる行為は、不正指令電
磁的記録供用罪（一六八条の二第二項）に該当する」とするものとして、仲道
祐樹「他人のコンピューターを利用したビットコインのマイニング──可罰性
と収奪の可否」判時2379号（2018年）127頁。
41 これに対して、本稿の立場からは、使用者が通常認識できないかたちでマイ
ニングを実行するプログラムを、他人の電子計算機に密かに手動でインストー
ルする行為は、不正指令電磁的記録供用罪に該当しないことになる。なぜなら、
マイニングを実行するプログラムは、それ自体としては反意図的動作の要件を
満たさない上、それを意図しないかたちでインストールさせるというプログラ
ムを伴っていないからである。こうした帰結は、条約４条１項の担保を限定的
なものとしつつ、条約６条１項（ａ）（ｉ）に匹敵する処罰範囲を確保した不
正指令電磁的記録関連罪を創設したことに伴う、必然的なものである。上記の
行為は、わが国において広くデータの変更・改竄等を処罰対象とした場合には
じめて可罰的となる。
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にのみ着目したかたちで理解されるプログラムは、必ずしも反意図的動作の要

件を満たさないと考えられるものの、そのようなプログラムを実行の用に供す

るための機構を形成するプログラムを含めて理解される全体としてのプログラ

ムが不正指令電磁的記録に該当する場合はあり得る。このことは、通常であれ

ば不正指令電磁的記録に該当しないソフトウェアを他人に無断でそのコン

ピュータにインストールさせた場合に不正指令電磁的記録供用罪が成立し得る

のと同様である42。不正指令電磁的記録該当性を判断する場合には、核となる

プログラム自体に着目するのではなく、それを実行の用に供するための機構を

形成するプログラムを含めた上で、反意図的動作および不正性を満たすような

「指令を与える電磁的記録」に該当するかを見極める必要があろう。

　

（６）おわりに

　不正指令電磁的記録関連罪に対しては、制定前より、プログラムの開発や利

用を委縮させるのではないかとの懸念が向けられていたが、コインハイブ事件

は、まさにそうした懸念が現実化した事例であったといえよう。わが国の不正

指令電磁的記録関連罪は、（その当否はともかく）わが国における立法政策と

して、サイバー犯罪条約のような予備罪的な構成を採用することはできないと

の判断に基づいて、サイバー犯罪条約とは大幅に異なる独自の規定として構成

されたのであるが、この規定の相違は、予備罪的な構成を採用しないかたちで

ありながらも（マルウェアに関しては）サイバー犯罪条約に匹敵する処罰範囲

を確保するためのものであるということが明らかとなった。そうであるとすれ

ば、不正指令電磁的記録の解釈においては、本稿が示したように、サイバー犯

罪条約の趣旨をも考慮したかたちでの解釈が要請される43のであり、そうする

ことによって、どのようなプログラムが不正指令電磁的記録に該当するかが明

確となり、かつ、妥当な結論が担保されることになろう。

42 この問題についての詳細な検討として、鎮目・前掲注（10）３頁以下がある。
43 Vgl. Eisele, a. a. O. (Fn. 18), 4. Kapitel Rn. 1: „konventionskonform“ (zu § 202a 
dStGB); Daniel Schuh, Computerstrafrecht  im Rechtsvergleich – Deutschland, 
Österreich, Schweiz, 2012, S. 38: „völkerrechtskonform“.
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【補遺】

　脱稿後の2020年２月７日、コインハイブ事件につき控訴審・東京高裁は、原

判決を破棄し有罪とする判断を示した（日本経済新聞2020年２月８日朝刊37

頁）。控訴審判決の検討は他日を期するほかないが、少なくとも同判決におい

ては、不正指令電磁的記録関連罪の趣旨や、当該プログラムを不正指令電磁的

記録とすることによりプログラムの開発者や利用者に対し過度に委縮効果を与

えかねないということが十分に踏まえられていないように思われる。最高裁に

おいてはこれらを十分に踏まえた検討がなされることに期待したい。
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医師法17条に基づくタトゥー施術規制と職業選択の自由

　大阪高裁平成30年11月14日判決

　（平成29年（う）第1117号：医師法違反被告事件）

　（判時2399号88頁）

【事実の概要】

　大阪府吹田市内でタトゥーショップを経営する彫り師 X は、平成26年７月

６日頃から平成27年３月８日頃までの間に、自身のタトゥーショップにて、４

回にわたり３名に対して、針を取り付けた施術用具（いわゆるタトゥーマシン）

を用いて左上腕部等の皮膚に色素を注入する行為（以下、「本件行為」という。）

を行なった。X は医師でない。

　医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しており、

ここでいう「医業」とは、形式的には、「医行為を業とすること」と解されてい

る1。検察は、本件行為が「医行為」にあたるとして、X を同条違反の罪（同法

31条１項１号）で略式起訴した。これに対して、X は正式裁判を申し立てた。

本件においては、①本件行為は「医行為」にあたるか、②本件行為に医師法17

条を適用することは憲法22条１項に違反するか、③本件行為に医師法17条を適

用することは憲法21条１項に違反するか、④本件行為に医師法17条を適用する

1 野田寛『医事法（上）』（青林書院、1984）59頁。
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ことは憲法13条に違反するか、⑤医師法17条は憲法31条に違反するか、⑥本件

行為に実質的違法性が認められるかが争点となった。

　原審（大阪地判平成29年９月27日判時2384号129頁）は、①本件行為が「医行為」

にあたるとした上で、②③④医師法17条を本件行為に適用することは憲法22条

１項、21条１項、および13条のいずれにも違反しない、⑤医師法17条は憲法31

条に違反しない、⑥本件行為に実質的違法性を阻却するほどの社会的な正当性

は認められないとして、X を罰金15万円に処した。これに対して X が控訴した。

　本稿は、上記争点のうち特に①および②について検討を加えるものである。

【判旨】

破棄自判、無罪。

１．医行為の意義2

（１）問題の所在

　「医業の具体的内容」は、「医学の進歩に伴い変化するものであるから、定義

的規定を置くことが困難であり、また妥当でない」。したがって、「医師法の立

法目的等により、医業の内容や限界を見極めながら、医行為を合理的に解釈す

るのが相当である」。

　「医行為の意義について、『医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる

おそれのある行為』という要件、言い換えれば、『医学上の知識と技能を有し

ない者がみだりにこれを行うときは保健衛生上危害を生ずるおそれのある行

為』という要件（以下『保健衛生上の危険性要件』ということがある。）が必要

であること」に争いはない。「争いがあるのは、上記要件のほか、上記行為の

前提ないし枠組みとして、『医療及び保健指導に属する行為』、すなわち弁護人

の主張する『医療関連性』という要件が別途、必要であるか否かである」。

　「当裁判所は、……医行為については、保健衛生上の危険性要件のみならず、

当該行為の前提ないし枠組みとなる要件として、……医療及び保健指導に属す

る行為であること（医療関連性があること）、従来の学説にならった言い方を

2 以下の見出しは、筆者が評釈内容を踏まえて付したものであり、判決文のものとは
異なる。
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すれば、医療及び保健指導の目的の下に行われる行為で、その目的に副うと認

められるものであることが必要であると解する」。

（２）医療関連性が必要であると解される理由

　「医療関係者の中心である医師の身分・資格や業務等」について定める医師

法は、その１条において、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公

衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとす

る」と規定している。すなわち、「医師法は、『医療及び保健指導』という職分

を医師に担わせ、医師が業務としてそのような職分を十分に果たすことにより、

公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを

目的としているのである」。「医師の免許制度等及び医業独占は、いずれも、上

記の目的に副うよう、国民に提供される医療及び保健指導の質を高度のものに

維持することを目指しているというべきである」。

　「以上のような医師法の構造に照らすと、医師法17条が医師以外の者の医業

を禁止し、医業独占を規定している根拠は、もとより無資格者が医業を行うこ

とは国民の生命・健康にとって危険であるからであるが、その大きな前提とし

て、同条は、……医師が行い得る医療及び保健指導に属する行為を無資格者が

行うことによって生ずる国民の生命・健康への危険に着目し、その発生を防止

しようとするものである、と理解するのが、医師法の素直な解釈であると思わ

れる。そうすると、医師法17条は、生命・健康に対して一定程度以上の危険性

のある行為について、高度な専門的知識・技能を有する者に委ねることを担保

し、医療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止することを目的と

しているとする所論の指摘は、正当である。したがって、医師は医療及び保健

指導を掌るものである以上、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であっ

ても、医療及び保健指導と関連性を有しない行為は、そもそも医師法による規

制、処罰の対象の外に位置づけられるというべきである」。

　「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれのある行為を全

て医師法の対象とすると、社会通念に照らし、医師が行うとは想定し難い行為

まで包摂されかねない」し、「処罰範囲の不当な拡大を招くおそれがあるとい

う意味においても、難点がある」。「現実的な観点からも、そのような行為を全

て医師に担わせるということは、不可能といわざるを得ない」。
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（３）医療関連性を要求することと実務・判例との整合性

（ａ）美容整形外科手術等

　原判決は、医療関連性が要求されているとする「解釈では、例えば美容整形

外科手術等の医行為性を肯定することができない旨説示するが、以下のとおり、

首肯し難い」。

　「美容整形は、……我が国に根付き始めた当初から医師によって担われ、形

成外科医を中心に発展し、形成外科の一分野をなして専門分化してきた背景が

あり、また、……医学部で美容整形外科に関する教育が行われている」。さらに、

「医療とは、現在の病気の治療と将来の病気の予防を基本的な目的とするもの

ではあるが、健康的ないし身体的な美しさに憧れ、美しくありたいという願い

とか醜さに対する憂いといった、人々の情緒的な劣等感や不満を解消すること

も消極的な医療の目的として認められるものというべきである」。

　以上より、「美容整形外科手術等は、従来の学説がいう広義の医行為、すな

わち、『医療目的の下に行われる行為で、その目的に副うと認められるもの』

に含まれ、その上で、美容整形外科手術等に伴う保健衛生上の危険性の程度か

らすれば、狭義の医行為にも該当するというべきである。したがって、医業の

内容である医行為について医療関連性の要件が必要であるとの解釈をとって

も、美容整形外科手術等は、医行為に該当するということができる」。

（ｂ）アートメイク

　「検察官は、答弁書において、入れ墨と同様に人の皮膚に針を用いて色素を

注入する行為態様であるアートメイクの事案は、これまで多数件が医師法違反

として問題なく処罰されているが、これは、入れ墨と同様、医師が行うのでな

ければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為とされているからであり、こ

のことは既に確立された法解釈といえ、原判決の法解釈・処理と整合するもの

であると主張する」。

　「アートメイクの概念は、必ずしも一様ではないが、美容目的やあざ・しみ・

やけど等を目立ちづらくする目的で、色素を付着させた針で眉、アイライン、

唇に色素を注入する施術が主要なものであり、その多くの事例は、上記の美容

整形の概念に包摂し得るものと考えられ、アートメイクは、美容整形の範疇と

しての医行為という判断が可能であるというべきである。後にみるように医療

関連性が全く認められない入れ墨（タトゥー）の施術とアートメイクを同一に
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論じることはできないというべきである」。

（ｃ）判例

　「最高裁判例は、……医療関連性、すなわち、医療及び保健指導の目的の下

に行われる行為で、その目的に副うと認められるものであることという要件も

必要としていると解するのが妥当である」。「医療関連性の要否が争点となって

いないからといって、これが医行為の要件として不要であるという解釈が直ち

に是認されるものではなく、むしろ大審院以来の判例の流れをみれば、最高裁

判例は医療関連性を必要とする立場であると理解するのが妥当である」。

２．本件行為（タトゥー施術）の医行為該当性

　「本件行為の施術者には、施術によって生じるおそれがある感染症やアレル

ギー反応等、血液や体液の管理、衛生管理等を中心とする一定の医学的知識及

び技能が必要とされることも事実であるから、本件行為は保健衛生上の危険性

要件を満たすものといえる」。

　しかしながら、本件行為に医療関連性は認められない。「入れ墨（タトゥー）

は、皮膚の真皮に色素を注入するという身体に侵襲を伴うものであるが、その

歴史や現代社会における位置づけに照らすと、装飾的ないし象徴的な要素や美

術的な意義があり、また、社会的な風俗という実態があって、それが医療を目

的とする行為ではないこと、そして、医療と何らかの関連を有する行為である

とはおよそ考えられてこなかったことは、いずれも明らかというべきである。

彫り師やタトゥー施術業は、医師とは全く独立して存在してきたし、現在にお

いても存在しており、また、社会通念に照らし、入れ墨（タトゥー）の施術が

医師によって行われるものというのは、常識的にも考え難いことであるといわ

ざるを得ない」。「そもそも、入れ墨（タトゥー）の施術については、その性格上、

前記のとおり、感染症やアレルギー反応等、血液や体液の管理、衛生管理等に

関する医学的知識や技能は、当然に一定程度必要となろうが、入れ墨（タトゥー）

の施術において求められる本質的な内容は、その施術の技術や、美的センス、

デザインの素養等の習得であり、医学的知識及び技能を基本とする医療従事者

の担う業務とは根本的に異なっているというべきである」。

　「本件行為は、医師法17条が禁止している医業の内容である医行為には該当しない」。
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３．彫り師に医師免許を求めることの憲法22条１項適合性

（１）憲法論の「付言」

　「付言すると、仮に、原判決のように、医療関連性という要件を不要とし、

保健衛生上の危険性要件のみで足りるという解釈をとれば、本件行為は医行為

に該当し、タトゥー施術業に医師法17条を適用することになる。しかしながら、

このような医師法17条の解釈適用によると、以下に述べるとおり、憲法が保障

する職業選択の自由との関係で疑義が生じるのであり、このことからしても、

医療関連性を欠くためタトゥー施術の医行為性を肯定することはできないとい

う前記解釈適用の妥当性が支えられているというべきである」。

（２）判断枠組み

　「タトゥー施術業は、反社会的職業ではなく、正当な職業活動であって、憲

法上、職業選択の自由の保障を受けるものと解されるから、タトゥー施術業を

営むために医師免許を取得しなければならないということは、職業選択の自由

を制約する」。「原判決は、職業選択の自由の違憲審査基準について、薬事法違

憲判決（最高裁昭和50年４月30日大法廷判決（民集29巻４号572頁））を参照して、

『一般に職業の免許制は、職業選択の自由そのものに制約を課する強力な制限

であるから、その合憲性を肯定するためには、原則として、重要な公共の利益

のために必要かつ合理的な措置であることを要する。また、それが自由な職業

活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置で

ある場合には、職業の自由に対するより緩やかな制限によってはその目的を十

分に達成することができないと認められることを要する。』と説示していると

ころ、この説示は正当である」。

（３）目的

　「原判決は、『医師法17条は国民の保健衛生上の危害を防止するという重要な

公共の利益の保護を目的とする規定である。』と説示しており、医療関連性と

いう要件を不要とする原判決の立場によれば、医師法17条の目的について、『医

療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止すること』ではなく、上

記のように捉えることになろう」。
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（４）手段

　「医師法が規定する医師の免許制は、各種の資格制の中でも相当に厳しい制

限といえる。タトゥー施術業が、医業に含まれ、医師免許を必要とする職業で

あるとしたならば、入れ墨（タトゥー）の彫り師にとっては禁止的ともいえる

制約になることは明らかというべきである」。

　その一方で、「入れ墨（タトゥー）の施術は、医師が行うのでなければ、言い

換えれば、医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは、保

健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるとはいえ、厳密にみると、そこ

で必要とされる医学的知識及び技能は、医学部教育や医師国家試験で要求され

るほど広範にわたり、かつ、高水準のものではなく、より限られた範囲の基本

的なもので足りると考えられる。また、所論が指摘するように、海外主要国に

おいては、タトゥー施術業に医師免許を要求している例は見当たらず、医師が

行うべき医療行為とは別個の規制がなされている。そうすると、我が国でも、

彫り師に対して一定の教育・研修を行い、場合によっては届出制や登録制等、

医師免許よりは簡易な資格制度等を設けるとか、タトゥー施術業における設備、

器具等の衛生管理や被施術者に対する施術前後の説明を含む手順等に関する基

準ないし指針を策定することなどにより、保健衛生上の危害の発生を防止する

ことは可能であると思われる」。したがって、国民の保健衛生上の危害防止と

いう「目的を十分に達成するため、入れ墨（タトゥー）の彫り師にとっては禁

止的ともいえる制約をもたらす医師法による規制が、必要不可欠であるといえ

るか甚だ疑問であり」、「他により緩やかな制限が可能であることからすれば、

規制の範囲が必要な限度を超えているものといわざるを得ない。その意味で、

タトゥー施術業を医師法で規制することには、目的と手段との関連において合

理性がないというべきである」。

　「以上のとおり、入れ墨（タトゥー）の施術は医師のみがなし得るとする原判

決の解釈適用によれば、タトゥー施術業を営む被告人の職業選択の自由を侵害

するおそれがあり、憲法上の疑義が生じるといわざるを得ない」。
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【評釈】

Ⅰ．はじめに

　医師法17条に基づくタトゥー施術の規制については、厚生労働省が、既に平

成13年に、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」

が「医行為」にあたるとの解釈を通達で示していた3。しかしながら、この通達

以降も、彫り師が医師法違反の疑いで逮捕された例はなく、黙認状態にあっ

た4。ところが、平成22年に兵庫県警により暴力団関係者の彫り師が逮捕され、

これが全国で初めての例となったとされている5。その後も、暴力団関係者が逮

捕された例が数例、報道により確認できる6。このような流れの中で、2015年頃

より、関西を中心に非暴力団関係者にも規制が及び始め、現在も取締りが続い

ている7。本件もその一環であるが、正式裁判で医師法違反が争われたのはこれ

が初めてである。

3 「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」平成13年11月８日医政
医発第105号。この通達は、アートメイクが医行為にあたるとした「医師法上の疑義に
ついて（回答）」平成12年６月９日医事第59号を直接のきっかけとしているが、より一
般的な文言（「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」）で
定式化されており、厚生労働省医政局医事課もタトゥー施術がここに含まれることを
意図していたようである（「タトゥー、ご注意　Ｃ型肝炎感染　女性に人気、ワンポイ
ント入れ墨」朝日新聞夕刊2005年１月11日15頁）。
4 山本芳美『イレズミの世界』（河出書房新社、2005）311頁。
5 「彫り師　医師法違反で兵庫県警逮捕へ　元組員らに入れ墨」読売新聞朝刊2010年７
月９日大阪本社版37頁。
6 「無資格で入れ墨　容疑の男再逮捕　広島南署」読売新聞朝刊2010年９月25日広島版
29頁、「医師法違反容疑、『彫り師』を逮捕　県内初の検挙」朝日新聞朝刊2015年２月
５日熊本版23頁、「入れ墨の『彫り師』、医師法違反の疑い」朝日新聞朝刊2016年７月
14日筑後版35頁。前二者については、その後不起訴処分となったことが分かっている。
7 「入れ墨　無資格施術」読売新聞朝刊2015年８月26日大阪市内版35頁、「医師免許な
くタトゥー施術　経営者ら容疑で逮捕」読売新聞朝刊2015年11月26日大阪本社版38頁、

「入れ墨の彫り師、医師法違反容疑で逮捕」朝日新聞朝刊2017年10月６日京都市内版27
頁、「医師免許持たず、刺青施した疑い　姫路の男逮捕」朝日新聞朝刊2018年10月27日
神戸版27頁等。なお、本稿に暴力団関係者と非暴力団関係者とを法的に区別する意図は、
さしあたりない。
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　以上のように、行政解釈としては以前から違法とされてきたものの、実際に

は黙認状態となっていたところから──おそらくは、タトゥーショップの増加

を一つの契機として──取締りが強化されてきているため、本判決が医師法17

条に基づいてタトゥー施術を規制することはできないとしたことの社会的な意

義は大きい。

　このような本判決の法的な意義については、以下の通りである。第一に、医

師法17条にいう「医業」にあたるとされるためには、業として行われる行為に「医

療及び保健指導に属する」という意味での医療関連性が必要であることが示さ

れた点に意義がある。「医業」の内実である「医行為」の定義については、「医

師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそ

れのある行為」8とする見解が「通説・判例」とされている9。この定義においては、

本判決にいう「医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは

保健衛生上危害を生ずるおそれ」があるという意味での「保健衛生上の危険性

要件」（以下、単に「危険性要件」という。）のみで「医行為」性が判断されるよ

うにもみえるところ、上記行政解釈もこのように考えてタトゥー施術が「医行

為」にあたるとしたものと考えらえる。これに対して、本判決は、あくまで判

例に整合的な解釈として、医療関連性が求められるとした。

　第二に、危険性要件のみで「医行為」性を判断する原審の医師法17条解釈を

前提に、タトゥー施術業に同条が適用されるとすると、憲法22条１項との関係

で「憲法上の疑義」が生じるとした点に意義がある。「タトゥー施術業を医師法

で規制することには、目的と手段との関連において合理性がないというべきで

ある」と断じているので、実質的には違憲判断であるといってよいであろう。

後述するように、この違憲判断の射程は、他の医師法17条の適用を受ける行為、

例えば、アートメイク施術等にも及ぶ可能性があると考えられる。

　第三に、上記二点とも関連するが、上記「憲法上の疑義」からも、医療関連

性が求められるとする医師法17条解釈の「妥当性が支えられている」とした点

8 野田・前掲注（１）60頁。
9 小松進「医師法」平野龍一ほか編『注解特別刑法５－Ⅰ 医事・薬事編（１）〔第２版〕』
39頁（青林書院、1992）41頁、甲斐克則『医事刑法への旅Ⅰ〔新版〕』（イウス出版、
2006）17頁、前田和彦『医事法講義〔新編第２版〕』（信山社、2014）32頁、米村滋人『医
事法講義』（日本評論社、2016）40頁等。
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に意義がある。本判決においては、正面から憲法適合性判断を行うのではなく、

原審の解釈・適用を否定するための材料として憲法論が「付言」されているに

とどまるが、裏を返せば、憲法論の用い方を広げるものともいえよう。判例時

報匿名コメントが指摘しているように、本判決は、「特別刑法の解釈と憲法判

断の交錯という点で、法律実務上も参考となるものである」10。なお、後述する

ように、本判決においては、この「交錯」の仕方が、憲法論の射程に大きく関わっ

ていると考えられる。

　本稿では、本判決を憲法学の観点から分析・考察することとし、主に第二、

第三の意義について詳述することを試みる。その順序としては、まず、本判決

において憲法論と医師法17条解釈がどのように「交錯」しているかを分析し

（Ⅱ）、それを踏まえて、本判決の憲法論の潜在的な射程について考察する（Ⅲ）。

Ⅱ．医師法と憲法の「交錯」

　笹田栄司教授は、本判決について、「『医業』については『職業選択の自由と

の関係で疑義』を生じさせないため、『付言』という方法で『医業』の絞り込み

を志向する憲法解釈を行なっている点が注目される（広範な『医業』概念の解

釈に際し、職業選択の自由を『充填』する『憲法適合的解釈』である）」と評し

ている11。ここで「憲法適合的解釈」とは、「法令の規定それ自体は合憲である

と同時に、憲法論を前提とした解釈を行うことで、規定の適用に際して開かれ

ていた解釈の余地を充填し、その適用の違法・合法を決定するというもの」を

いい、「合憲限定解釈」（「通常の解釈によるならば法令の規定が違憲の瑕疵を

含むという憲法判断に至った場合に、法令の適用範囲等をより限定する解釈を

採用することで、法令の規定を合憲とする」方法）とは区別されたものとして、

近時、有力に説かれるようになった概念である12。

　本稿では、憲法適合的解釈や合憲限定解釈といった判断方法それ自体に立ち

入って検討することはしない。むしろ、ここで問題とされるべきは、本判決に

10 判時2399号89頁。
11 笹田栄司「判批」法教462号152頁（2019）152頁。
12 宍戸常寿「合憲・違憲の裁判の方法」戸松秀典・野坂泰司編『憲法訴訟の現状分析』
64頁（有斐閣、2012）68、72頁。
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おいて、どのような意味で「医業」概念に職業選択の自由が「充填」されている

のか、あるいは、そもそも「充填」されているといえるのかということである。

このことを明らかにするために、以下では、まず、本判決が示した医師法17条

解釈および憲法論の内容をそれぞれ確認し（１、２）、それを踏まえて、両者

の「交錯」の模様を分析する（３）。

１．医師法17条解釈

　本判決は、「医行為」とされるためには、保健衛生上の危険性のみならず、

医療関連性が必要であると解しているが、そこでの主たる根拠は、「医師法の

構造」である。本判決は、大要、次のような論理を展開する。医師法１条は「医

師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、

もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定しているところ、これ

は要するに、同法が規律するのは専ら「医療及び保健指導」の領域であること

を意味する。したがって、「医師の免許制度等及び医業独占は、いずれも、

……医療及び保健指導の質を
・・・・・・・・・・・

高度のものに維持することを目指している〔傍点

筆者。以下同じ。〕」と解されることとなる。これを同法17条についてみれば、

医業独占の根拠は、「医師が行い得る医療及び保健指導に属する行為を
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無資格

者が行うことによって生ずる国民の生命・健康への危険に着目し、その発生を

防止しようとする」ことにあるとみなければならない。したがって、無資格者

が行うと処罰される「医行為」には医療関連性が要求される、というわけである。

　このような体系的・目的論的解釈には、十分な説得力がある13。医療関連性

を要求する解釈の事実上の天王山はむしろ、危険性要件のみで「医行為」性が

判断されるとしてきた（ようにみえる）通説・判例との整合性にあったといえ

よう14。先に指摘したように、原審が全面的に依拠したとみられる行政解釈も

通説・判例に則ったものであった。この点については、辰井聡子教授の意見

13 参照、辰井聡子「医行為概念の検討──タトゥーを彫る行為は医行為か──」立教
法学97号14頁（2018）37-39頁。
14 本件を担当している弁護士は、「医行為」解釈について、「検察官が主張する定義が
長く通説として存在感を示していた現実があり、理論的整理だけでその存在感を覆す
ことは困難であると考えられた」としている（城水信成「タトゥー施術は『医行為』
ではない」刑事弁護99号81頁（2019）84頁）。
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書15および論攷16が、医療関連性要件は通説・判例においても維持されている、

あるいは前提とされているということについて、大審院時代の判例や初期の学

説に遡って検証しており、これらが本判決に大きな影響を与えたものと考えら

れる。

　とはいえ、医療関連性要件は、あくまで上記の体系的・目的論的解釈から導

出されている。そして、注意すべきは、この段階では憲法論は登場しておらず、

「医師法の構造」レベルで解釈が完結しているということである。

２．「付言」された憲法論

　以上のような医師法17条解釈を前提に、本判決は、タトゥー施術の医療関連

性を否定した。したがって、この段階で、タトゥー施術業は同条の構成要件に

該当しないことが帰結されるのであって、もはやタトゥー施術業への適用に対

する憲法判断は不要のはずである。にもかかわらず、本判決は、わざわざ原審

の立場を仮定してまで、憲法論を「付言」し、自身の解釈・適用の「妥当性」を

強調したのであった。これは、一般的な通説・判例理解を覆すことはそれほど

に難しいと考えたか、本件が本質的に憲法事件を構成していると考えたか17、

あるいはその両方であろう18。以下では、そのような憲法論について詳しくみ

15 辰井教授の Twitter アカウント上で公開されている（https://twitter.com/tatswi/
status/ 1063299449412235264〔最終閲覧2020年２月26日〕）。
16 辰井・前掲注（13）16-30頁。城下裕二「判批」速判解23号175頁（2018）176-177頁
も参照。だだし、参照、天田悠「判批」刑事法ジャーナル60号176頁（2019）180-181頁、
前田雅英「判批」捜査研究825号16頁（2019）24-25頁。
17 新井誠「タトゥー施術規制をめぐる憲法問題──大阪地裁平成29年９月27日判決を
契機として──」広島法学42巻３号21頁（2019）27頁は、「本件の本質的問題」として、

「仮に医師法において、タトゥー施術が医師による『医行為』であることや、（あるい
は『医行為』でないとしても）医師免許がなければその施術をできないことが法文で
明記されたとしても、そうした本文の存在自体が一定の憲法問題を引き起こすのでは
ないか」と指摘する。また、本件被告人側に人権侵害の意識が強かったことも重要で
あろう（参照、「タトゥー、医業か芸術か　略式起訴の彫り師、無罪求め裁判へ」朝日
新聞朝刊2015年11月22日35頁、城水・前掲注（14）86頁）。
18 これは、いわゆる憲法判断回避（constitutional avoidance）にかかる問題である。
この問題は、大きく、憲法判断それ自体を回避する狭義の憲法判断・・・・回避と、合憲限定
解釈等により違憲の判断を回避する違憲判断・・・・回避とに分けることができるが（参照、
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ていく。

　まず、本判決の憲法論は、「仮に、原判決のように、医療関連性という要件

を不要とし、保健衛生上の危険性要件のみで足りるという解釈をとれば、本件

行為は医行為に該当し、タトゥー施術業に医師法17条を適用することになる」

という仮定から始まる。本判決の立場からすれば、タトゥー施術業は同条構成

要件に該当せず、憲法論を論じる前提（憲法上の権利に対する制約）がないの

だから、このような仮定は、ある意味、必然である。その上で、本判決は、原

審の解釈・適用によると職業選択の自由との関係で問題になるとして憲法適合

性判断へと進み、その際、薬事法違憲判決19を参照した原審の判断枠組みを是

認する20。すなわち、当該規制が合憲であるといえるためには、①「重要な公共

の利益のために必要かつ合理的な措置であること」、②それが「消極的・警察

的措置である場合」には、「より緩やかな制限によってはその目的を十分に達

成することができないと認められること」（以下、便宜上、「LRA 要件」という。）

がそれぞれ要求されているとするのである。①要件にかかる「規制措置の必要

性と合理性の審査」については、「職業の自由事案における調査官解説のなか

高橋和之『憲法訴訟』（岩波書店、2017）192-193頁）、ここでは前者の意味での回避可
能性が浮上してくる。しかしながら、わが国においては、判例上、回避「準則」とい
えるほどのものが形成されているわけではない（戸松秀典『憲法訴訟〔第２版〕』（有
斐閣、2008）229頁）。また、そのような準則を考えるとしても、学説上、必ずしも厳
格なものとして捉えられていない。例えば、芦部信喜「判批」長谷部恭男ほか編『憲
法判例百選Ⅱ〔第７版〕』358頁（有斐閣、2019）359頁は、「事件の重大性、違憲状態
の程度、その及ぼす影響の範囲、事件で問題とされている権利の性質、憲法判断で解
決するのと法律解釈ないしその他の理由で解決するのと、その及ぼす影響がいかに違
うかという判決の効果など、総合的に検討した結果十分の理由があると判断した場合、
憲法判断に踏み切ることができる」としている（同旨、戸松・前掲書233頁、高橋・前
掲書196頁）。仮にこの考えを受け入れた上で本件についていえば、本文および前出注

（17）において指摘したような意味で、本件は本質的には憲法事件であると考えられる
から、憲法論を「付言」したことも許されるものと思われる。
19 最大判昭和50年４月30日民集29巻４号572頁。
20 本件における薬事法違憲判決の判断枠組みの妥当性については、後に詳述する（Ⅲ
１（１））。
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でも特に今日影響力が大きい」21とされる酒類販売免許制事件判決22の調査官解

説によれば、（ⅰ）「当該規制の必要性と合理性を基礎付ける立法事実の存否の

審査」と、（ⅱ）「当該規制によって得られる利益と制約される利益との価値評

価、利益衡量という立法府の法的判断の適否の審査」に分析することができ

る23。

　同調査官解説は、薬事法違憲判決においては、実は② LRA 要件に至るまで

もなく、①（ⅰ）「立法事実の存否の審査」段階で距離制限規定が違憲とされた

とするが24、これに対して、本判決では、まさに② LRA 要件の審査が機能して

いるといえよう。というのも、「各種の資格制の中でも相当に厳しい制限」で

ある医師免許の要求は、「彫り師にとっては禁止的ともいえる制約になること

は明らかというべきである」としつつ、その一方で、届出制等のより簡易な資

格制度や施術に関する指針策定等の「より緩やかな制限」によって「保健衛生

上の危害の発生を防止することは可能であると思われる」としているからであ

る。実際、本判決は、まさにこの点を捉えて、「原判決の解釈適用によれば、

タトゥー施術業を営む被告人の職業選択の自由を侵害するおそれがあり、憲法

上の疑義が生じるといわざるを得ない」と結論づけている。

　しかしながら、裁判官の心証レベルでは、薬事法違憲判決と同様に、①（ⅰ）

「立法事実の存否の審査」段階で違憲性を確信していたかもしれない。本判決

の立場においては、医師法17条の目的は、「医療及び保健指導に伴う生命・健

康に対する危険を防止すること」、あるいは「国民に提供される医療及び保健

指導の質を高度のものに維持すること」にあるとされる。そして、そのような

21 木下昌彦「職業の自由事案における憲法判断の枠組み──平成４年酒類販売免許制
判決調査官解説を読む」法時91巻５号76頁（2019）76頁。
22 最判平成４年12月15日民集46巻９号2829頁。
23 綿引万里子「判解」最判解民事篇平成４年度569頁（1995）587頁注３。ただし、本
判決が同調査官解説の見解を受け入れているかどうかは、必ずしも明らかではない。
24 同上581-582頁。LRA の有無というよりも、「競争の激化─経営の不安定─法規違反
という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度
の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な
根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいといわなければならない」という立法事実
の不存在・・・が違憲判断の決め手となっているというわけである。石川健治「判批」長谷
部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅰ〔第７版〕』198頁（有斐閣、2019）200頁も同旨。
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目的に対して、彫り師に医師免許を求めることには、──その規制内容の緩厳

を問うまでもなく──最低限の関連性も認められない。なぜなら、タトゥー施

術の医療関連性は否定されているからである25。本判決は、タトゥー施術の医

行為該当性について、次のように説示していた。曰く、「入れ墨（タトゥー）は、

……装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義があり、また、社会的な風俗と

いう実態があって、……医療と何らかの関連を有する行為であるとはおよそ考

えられてこなかった」。「入れ墨（タトゥー）の施術において求められる本質的

な内容は、その施術の技術や、美的センス、デザインの素養等の習得であり、

医学的知識及び技能を基本とする医療従事者の担う業務とは根本的に異なって

いるというべきである」。このようなタトゥー施術を規制することと「国民に

提供される医療及び保健指導の質」との間に因果関係、すなわち立法事実の存

在は認められないだろう。

　ところが、以上のような判断は、「付言」された憲法論において表に出てく

ることはない。なぜなら、先程来指摘しているように、「付言」は、危険性要

件のみで「医行為」性を判断する原審の立場を前提としているからである。す

なわち、この場合、医師法17条の立法目的は単に「国民の保健衛生上の危害を

防止する」ことというように広くとられるために、タトゥー施術規制と当該立

法目的との間に一定の関連性が認められるのである26。この点、本判決は、原

審同様、タトゥー施術が「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるお

それのある行為」であること、すなわち危険性要件の充足を認めていたところ

25 曽我部真裕「医師法17条による医業独占と憲法」初宿正典『比較憲法学の現状と展望』
749頁（成文堂、2018）758頁は、「立法目的の中に医療の安全が含まれている」場合に
は、当該目的と医師法17条によりタトゥー施術業を規制することとの間における目的・
手段の関連性と、タトゥー施術業が医業に含まれるか否か（＝医療関連性）は、「表裏
の関係」にあると指摘している。
26 この点、原審と本判決とでは立法目的の認定が異なることに注意が促されている。
曰く、「原判決は、『医師法17条は国民の保健衛生上の危害を防止するという重要な公
共の利益の保護を目的とする規定である。』と説示しており、医療関連性という要件を
不要とする原判決の立場によれば、医師法17条の目的について、『医療及び保健指導に
伴う生命・健康に対する危険を防止すること』ではなく、上記のように捉えることに
なろう」。
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である27。かくして、「付言」においては、①（ⅰ）「立法事実の存否の審査」か

ら② LRA 審査へと歩を進めざるをえない28。

　とはいえ、本判決の LRA 審査が無理を抱えているわけではない。むしろ、

医師免許の要求という禁止的な制約でなくとも、より簡易な資格制や指針策定

で保健衛生上の危険を防止できるとする判断は、十分に説得的であろう。また、

確かに、このような判断の背後に、「医療及び保健指導の質を高度のものに維

持すること」を目的とする医師法17条でタトゥー施術業を規制することの不合

理性（立法事実の不存在）という、いわば隠れた憲法判断があり29、それが LRA

審査に対する裁判官の心裡的抵抗を低減した可能性はある。しかし、①（ⅰ）

立法事実の存否と② LRA の有無はやはり別の事柄であるし、心裡的にはとも

かく、少なくとも論理的には LRA 要件が中心的な役割を担っているのである。

　さて、ここまでみてきた本判決の憲法論について、「特別刑法の解釈と憲法

判断の交錯」という本稿の関心からは、次の点を確認しておきたい。すなわち、

憲法論は、医療関連性を要求しない原審の立場を仮定するために、あくまで危

27 曰く、「本件行為の施術者には、施術によって生じるおそれがある感染症やアレルギー
反応等、血液や体液の管理、衛生管理等を中心とする一定の医学的知識及び技能が必
要とされることも事実であるから、本件行為は保健衛生上の危険性要件を満たすもの
といえる」。もちろん厳密には、憲法論としての目的・手段の関連性と法律適用として
の事実認定とは別の事柄であるが、医師法17条に関する限り、やはりここでも両者は「表
裏の関係」（前出注（25）参照）にあると考えられる。
28 ①（ⅱ）「当該規制によって得られる利益と制約される利益との価値評価、利益衡量
という立法府の法的判断の適否の審査」は、立法事実がまったく存在しないわけでは
ないという最低限の合理性（①（ⅰ））を前提に、立法府の利益衡量を審査するもので
あるが、千葉勝美「判解」最判解民事篇平成４年度220頁（1995）239-241頁によれば、
② LRA 要件は、まさにそのような利益衡量の審査をする際の「判断の指標として」
位置づけられる。
29 やや穿ちすぎた見方ではあるが、結論において、「規制の範囲が必要な限度を超えて
いる」ことを、「目的と手段との関連において合理性がない」と、一般的には緩やかな
審査をイメージさせる言葉で言い換えているのは、本稿にいう隠れた憲法判断が滲み
出た表現なのかもしれない。この点、榎透「判批」速判解24号37頁（2019）40頁は、「本
判決は、より緩やかな手段の有無の検討を行うことから厳しい審査基準を用いている
ようにも読めるが、『目的と手段の関連において合理性がない』と結論づけていること
から、形式上は緩やかな基準を用いていると理解できよう」としている。
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険性要件との関係で展開されているということである。「医行為」の危険性要

件については、抽象的危険で足りるとされ、しかも、「少しでも人体に損傷を

与えそうな行為はすべて抽象的危険ありとされてきた」30。例えば、AED は非

医療従事者でも使えるように設計されているにもかかわらず、その使用は「医

行為」にあたると解されている31。それとの比較でいえば、身体への侵襲を伴う

タトゥー施術が「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれがあ

る行為」にあたるとされるのも当然といえよう32。これに対して、本判決の

LRA 審査においては、タトゥー施術は「保健衛生上危害を生ずるおそれのあ

る行為であるとはいえ、厳密にみると、そこで必要とされる医学的知識及び技

能は、医学部教育や医師国家試験で要求されるほど広範にわたり、かつ、高水

準のものではなく、より限られた範囲の基本的なもので足りると考えられる」

とされている。ここでは、危険性要件の認定におけるよりも──「より緩やか

な制限」を仮定することで──はるかに「厳密に」、医師でない者が保健衛生上

の危害を回避できる可能性が問われている。要するに、タトゥー施術に伴う危

害発生の蓋然性は、職業選択の自由の重要性や医師免許制の制約強度と均衡の

とれたものとなっているかということが、LRA の有無を通じてチェックされ

ているのである33。このような意味で、本判決の憲法論（LRA 審査）は、タトゥー

30 樋口範雄「『医行為概念』の再検討」同・岩田太編『生命倫理と法Ⅱ』１頁（弘文堂、
2007）６頁。
31 「非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用について」各都道府県知
事あて厚生労働省医政局長通知平成16年７月１日医政発第0701001号。なお、「救命の
現場に居合わせた一般市民」による使用には、一般的に反復継続性が認められないか
ら「医業・」にはあたらないとされている。
32 これを否定する見解として、佐藤雄一郎「判批」刑事弁護99号93頁（2019）97頁は、
保健衛生上の危険性について、「ニセ医師やニセ薬」等によって「正常な医療を受ける
機会が失われてしまうことによる公衆衛生上の問題」という意味での消極的弊害に限
定して解するべきであるとして、判例を批判している。
33 薬事法違憲判決は、職業の自由に対する「規制措置が憲法22条１項にいう公共の福
祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、……具体的な規制措置につ
いて、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容
及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければなら
ない」としている。LRA 要件は、このような立法府の利益衡量を審査する際の「指標」
として位置づけられている（千葉・前掲注（28）241頁）。
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施術に伴う保健衛生上の危険性に着目して行われているのである。

３．「交錯」

　以上を踏まえて、本判決における憲法論と医師法17条解釈の「交錯」模様を

分析していく。ただし、その前に、本判決の分析に有用な限りで、合憲限定解

釈および憲法適合的解釈という概念について振り返っておく必要があろう。

（１）合憲限定解釈・憲法適合的解釈

　一般に、法体系の統一性等の観点から、法令の解釈・適用は憲法に適合的に

行われなければならない（「合憲解釈の原則」）、ということは広く認められて

いるところである34。つまり、合憲解釈とは、まず何よりも、法令の違憲判断（ま

たは違憲の疑い）を回避する解釈をいう35。もっとも、問題となっている憲法の

規定、法令の規定、および両者の関係は、具体的事案ごとに様々であるから、

どのような意味で適合的に解釈・適用されるかについても様々な形がありうる。

その中でも、「通常の合憲解釈」としてイメージされるのは、当該規定の意味

を「合憲的なものへと画定する」というものであろう36。すなわち、合憲（限定）

解釈の多くは、合憲・違憲を画する憲法判断が法律解釈に取り込まれ、それが

そのまま合法・違法を画するという特徴を持つ37。それゆえ、「法令の意味内容

の一部を違憲とする判断は、実践的な意味合いでは、法令の合憲的な解釈とほ

34 赤坂幸一「法令の合憲解釈」大石眞・石川健治編『憲法の争点』340頁（有斐閣、
2008）340頁。合憲解釈の根拠として、法体系の統一性の他に、合憲性推定の原則や法
的混乱の回避があげられることが多い（同上）。
35 高橋和之『憲法判断の方法』（有斐閣、1995）77頁、芦部信喜『憲法〔第７版〕』（有
斐閣、2019）394頁。
36 高橋・前掲注（35）63、78頁。「合憲的なものへと画定する」とは、要するに、当該
法令の全適用（またはその大部分）が合憲となるようにすることである。
37 例えば、代表的な判例として、札幌税関検査事件判決（最大判昭和59年12月12日民
集38巻12号1308頁）は、輸入禁止の対象を定めた「関税定率法21条１項３号の『風俗
を害すべき書籍、図画』等の中に猥褻物以外のものを含めて解釈するときは、規制の
対象となる書籍、図画等の範囲が広汎、不明確となることを免れず、憲法21条１項の
規定の法意に照らして、かかる法律の規定は違憲無効となるものというべく、前記の
ような〔性的風俗を害するものへの〕限定解釈によって初めて合憲なものとして是認
し得るのである」と判示している。
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とんど径庭ない」と評されることもある38。

　この点は、合憲限定解釈とは区別された概念としての「憲法適合的解釈」に

ついても、ほとんど同様である。この議論をリードする宍戸常寿教授によれば、

両者の違いは、解釈者が前提とする当該規定の理解の違いにある39。すなわち、

合憲限定解釈が、字義どおりに解釈したのでは違憲的適用部分を含むと理解さ

れた規定を限定解釈し、当該部分を除去するものであるのに対して、憲法適合

的解釈は、抽象的・開放的規定を解釈するにあたって、憲法判断を、いわばビ

ルトインする40 41。したがって、憲法適合的解釈においても、やはり合憲・違憲

38 長谷部恭男「国籍法違憲判決の思考様式」同『憲法の境界』61頁（羽鳥書店、
2009）71頁注28。宍戸常寿「憲法適合的解釈についての比較法的検討 １. 日本」比較
法研究78号４頁（2016）6-7頁（「合憲限定解釈は、規定に違憲の瑕疵が存在すること
を前提にする点で部分違憲の手法と共通するが、違憲的適用部分を解釈の手続で規定
から除去する点において、差異がある」）も参照。
39 宍戸・前掲注（38）16頁は、合憲限定解釈と憲法適合的解釈を区別することについて、

「裁判所が法令の規定の構造をどのように理解したのか、そこでどのような憲法的考慮
を行なったのかを明らかにし、進んで必要があればそれを批判する出発点となる限り
で、意味がある」としている。
40 同上5-6、９、11-12頁。前出注（12）およびその本文も参照。
41 例えば、泉佐野市会館事件判決（最大判平成７年３月７日民集49巻３号687頁）は、
憲法適合的解釈と合憲限定解釈が同時になされた例とされる（宍戸・前掲注（38）
16-17頁）。この判決では、「地方自治法244条にいう普通地方公共団体の公の施設とし
て……集会の用に供する施設が設けられている場合」について、設備上の理由や利用
の競合の他は、「基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれること
によって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等」
の比較較量によって「必要かつ合理的なものとして肯認される限り」、その使用不許可
は憲法21条に違反しないという憲法判断がまず示される。その上で、「公の秩序をみだ
すおそれがある場合」という不許可事由を定める市立泉佐野市民会館条例７条１号に
ついて、「広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館にお
ける集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによっ
て、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防
止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険
性の程度としては、……単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、
明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが
相当である」としている。ここでは、「公の秩序をみだす」について合憲限定解釈が行
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を画する憲法判断が法律解釈に取り込まれているのである42。

　このようにしてみると、多くの合憲限定解釈および憲法適合的解釈には、①

違憲判断の回避と②憲法判断の法律解釈への取込み（＝合憲的なものへの画定）

という、次元の異なる二つの要素を見て取れる43。これに対して、②合憲的な

ものへと画定することなく、①違憲判断を回避する解釈もありうる。それは、

②’「『違憲の疑いのある部分』の少なくとも一部分（本件に適用可能に見える部

分）を切り捨て」る解釈である44。こうした解釈を合憲解釈と呼ぶか否かは用語

法の問題にすぎない45。それよりも、「注意すべきは、後者の場合、違憲的意味

の一つは法文の意味から除去されるが、残された可能な解釈〔・適用〕のすべ

われる一方、「おそれ」については憲法適合的解釈がなされているとされるのである。
42 ただし、憲法適合的解釈には、ここでみたような「当該規定の意義を明らかにする
もの」の他、「違法性阻却ないし免責に関する規定の解釈に関するもの」や「行政裁量
の統制に関するもの」もある（宍戸・前掲注（12）69-71頁）。
43 ただし、憲法適合的解釈は、違憲的適用部分が含まれていないことを前提にするから、
その意味では、①違憲判断回避ではない。とはいえ、何らかの意味での憲法上の疑義
を前提としている──それ故、憲法が参照されている──こともまた事実であろう。
44 高橋・前掲注（35）63頁。同78頁も参照。このような類型の代表例として、United 
States v. CIO, 335 U.S. 106 （1948）があげられている（同62-63頁）。この事件は、CIO

（Congress of Industrial Organization、産業別労働組合会議）の定期刊行物に特定の候
補者への投票を呼びかける記事が掲載されたことについて、当該刊行物の経費支出が

「いかなる会社も労働組合も……選挙に関して、寄付または支出をすることは違法であ
る」旨定める連邦腐敗行為防止法313条に違反するとして、CIO 会長が起訴されたもの
である。これに対して、合衆国最高裁は、そのような適用は「合憲性に関する重大な
疑い」を生ぜしめるとして（335 U.S. at 122）、右のような経費支出は同条にいう「支出」
にあたらないとした（Id. at 123）。その上で、「当裁判所は、異なる状況における同条
の適用範囲や同条の合憲性について、一切意見しない」と付け加えている（Id. at 
124）。同判決については、芦部信喜『憲法訴訟の理論』（有斐閣、1973）303-305頁も
参照。
45 例えば、芦部・前掲注（35）394頁は、「法律の違憲判断の回避」（②相当）と「法律
の合憲性に対する疑いの回避」（②’ 相当）とを区別した上で、前者のみを「合憲解釈」
とするのに対して、高橋・前掲注（35）63頁は、後者も「合憲解釈の一種」であると
いう。なお、芦部・前掲注（35）394頁は、恵庭事件判決（札幌地判昭和42年３月29日
判時476号25頁）を後者の例であるとしているが、高橋・前掲注（35）63頁は、それを
否定している。
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てが合憲とは限らないことである」46。すなわち、この場合、「残された可能な」

適用に対する憲法判断は回避されているのである47。

（２）本判決の分析

　それでは、本判決における医師法17条解釈は、憲法22条１項の保障する職業

選択の自由とどのような関係にあるか。まず、危険性要件のみで「医行為」性

を判断する原審の解釈では「職業選択の自由との関係で疑義が生じるのであり、

このことからしても、医療関連性を欠くためタトゥー施術の医行為性を肯定す

ることはできないという……解釈適用の妥当性が支えられているというべきで

ある」と強調されているから、本判決の医師法17条解釈が①違憲判断の回避と

いう要素を持ち合わせていることは明白である。そして、同条にいう「医業」は、

具体的な適用のあり方が解釈に委ねられているというべき、開かれた規定であ

るから、合憲限定解釈というよりは、憲法適合的解釈が行われうる局面である

といってよい。これらの点をもって、笹田教授は本判決を憲法適合的解釈が行

われたものと評価していると考えられる48。

　しかし、その一方で、本判決の医師法17条解釈において、「付言」された憲

法論が取り込まれ、同条が②合憲的なものへと画定されているとはいえない。

先にみたように、医療関連性を求めることで適用範囲を限定する解釈は、憲法

を参照することなく、「医師法の構造」レベルで完結しているのに対して、憲

法論、すなわち LRA 審査は、危険性要件の認定よりも「厳密に」、医師でない

者が保健衛生上の危害を回避できる可能性を問うているという意味で、危険性

要件に着目している。つまり、医療関連性要件による合法・違法の画定は、憲

法論における合憲・違憲の画定とは一致していないのである。確かに、本件に

おいては、LRA 審査により違憲とされるタトゥー施術業への適用が、医療関

連性要件により除外されている。しかしながら、それは、結果としてそうなっ

たにすぎず、論理的には、憲法論による危険性の「厳密」な線引きと、法律解

釈による医療関連性の線引きとでは、それぞれ次元が異なっているのである49。

46 高橋・前掲注（35）78頁。
47 同上63、78頁。芦部・前掲注（35）394頁は、この場合、当該法令に対する「合憲判
断は原則として前提されていない」としている。
48 笹田・前掲注（11）152頁。
49 すぐ後にみるように、ここに、──タトゥー施術業にかかる適用違憲を包含する、
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　さらに、より根本的には、本判決は、タトゥー施術業に適用される限りで

（as-applied）50、医師法17条と職業選択の自由との関係を問題としているため、

同条に憲法論を取り込むことは、そもそも許されないと考えられる。なぜなら、

LRA 審査を導くような職業選択の自由の保障は、後にみるように医師法17条

の一部の適用に対してのみ及ぶが、これに対して、法律解釈として危険性要件

の該当範囲を縮減するということは、同条の全適用においてそうすることを意

味するからである。このことを、もう少し詳しく、刑法解釈論の側からみれば、

次のようになる。構成要件とは、立法者の当罰性評価を表す違法行為の類型で

あるから、そのような事前的・類型的評価に働く憲法上の規範的要請があると

すれば、それもやはり事前的・類型的でなければならない51。すなわち、構成

要件が憲法上の要請に基づいて限定されうるのは、「憲法上の権利の行使が、

ある刑法規定が処罰しようとする典型的な行為に当たるような場合」である52。

この点、医師法17条にいう「医業」の「業」とは、単に「反復継続の意思を以って」

行うことと解されており53、報酬の有無は問われていない54ため、例えば、家族

による在宅療養や医学生の臨床実習等についても同条は適用されうる。これら

の行為が「人が自己の生計を維持するためにする継続的活動」という意味での

「職業」55にあたらないことは明らかであるから、憲法22条１項が保障する職業

の選択は、医師法17条の、少なくとも典型的な処罰対象とはいえないだろう。

より広い先例規範が見出されるのであれば──本判決の憲法論の射程を論じる余地が
でてくる。
50 曽我部・前掲注（25）755頁。ただし、適用審査 / 違憲は、通例、面前の適用類型に
対してのみ審査・判断することで、全適用に対する憲法判断、すなわち文面審査 / 違
憲を回避するという特徴がある（参照、土井真一「憲法判断の在り方──違憲審査の
範囲及び違憲判断の方法を中心に」ジュリ1400号51頁（2010）54頁）。これに対して、
本件においては、後にみるように、そもそも狭義における職業選択の自由に抵触する
適用類型が医師法17条の一部にすぎない。この場合、適用審査 / 違憲の持つ「違憲審
査の範囲を抑制する」（同56頁）という消極主義的な意味合いは弱いといえよう。
51 上田正基「憲法適合的解釈は刑法解釈論に適合するのか？」法時91巻５号51頁（2019）
53頁。
52 同上。
53 最決昭和28年11月20日刑集７巻11号2249頁。
54 樋口・前掲注（30）６頁。
55 民集29巻４号575頁（薬事法違憲判決）。
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したがって、LRA 審査の内容が構成要件該当行為の類型的危険性を限定する

という形56で医師法17条に取り込まれることはない57。また、同じ理由で、「医

療及び保健指導の質を高度のものに維持すること」を目的とする医師法17条で

タトゥー施術業を規制することの不合理性（立法事実の不存在）という隠れた

憲法判断を措定するとしても、それが医療関連性要件という形58で同条に取り

込まれたと評価することもできない。

　ここまでの分析をまとめると、以下のようになる。第一に、本判決は、医療

関連性を要求する解釈により「憲法上の疑義」を回避している。第二に、この「憲

法上の疑義」は、医師法17条によるタトゥー施術の危険性評価──国民の生命・

健康という保護法益を危殆化するとの立法上の評価──に向けられている。精

確には、同条の危険性評価は、職業選択の自由の重要性および医師免許制の制

約強度との関係で均衡のとれたものとなっているかが、LRA 審査という形で

厳しくチェックされている。したがって、第三に、医療関連性要件による合法・

違法の画定は、「付言」された LRA 審査を取り込んだものとはいえない。第四

に、この LRA 審査は、適用上の審査であるから、危険性要件に取り込まれる

56 上田・前掲注（51）54頁。堀越事件判決（最判平成24年12月７日刑集66巻12号1337頁）
が国家公務員法102条１項にいう「政治的行為」を「公務員の職務の遂行の政治的中立
性を損なうおそれが、観念的なものに止まらず、現実的に起こり得るものとして実質
的に認められるもの」に限定したのは、この形である（同55頁）。
57 そうすると、次に違法性阻却の段階で憲法論を取り込む可能性が考えられるが、こ
れも否定的に解さざるをえないのではないか。違法性阻却とは、構成要件という類型
的違法性の評価に対する例外的な阻却であるから、「憲法の要請からの違法性阻却が問
題となるのは、……憲法上の権利の制約が、刑法の適用段階で偶然的、例外的に生じ
る場合となる」（同54-55頁）。これに対して、タトゥー施術業という適用類型・・は、まさ
に類型的な制約なのであって、これを「偶然的、例外的」な制約とまでいってよいか
は疑問である。このことは、政治的ビラの配布を目的とする立ち入りが住居侵入罪の
構成要件に該当するとされた例（立川自衛隊宿舎立入り事件、最判平成20年４月11日
刑集62巻５号1217頁）の偶然性・例外性との比較からもいえよう。結局、「付言」され
た憲法論は、刑法解釈論上に居場所はなく、適用違憲の判断として噴出するほかない
と考えられる。
58 刑法解釈論上は、立法者が想定する構成要件該当行為・保護法益間の因果関係とい
う意味での抽象的危険を限定するものとして表現されることになる（上田・前掲注（51）
54頁）。
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こともない。

　以上のような本判決の医師法17条解釈を憲法適合的解釈と呼ぶのか、あるい

は合憲限定解釈と呼ぶのかは論者の用語法によろう。ただ、少なくとも、憲法

判断を取り込むことで合憲的なものへと画定するタイプの解釈に比して、憲法

論が間接的・反射的にしか作用していないと評価することはできる。

　ここで、先に立てた問いに答えるならば、職業選択の自由は、「医業」概念

に対して間接的には影響しているが、それに「充填」されているとまでは言い

難いように思われる。

（３）射程の問題へ

　それでは、上記の結論は何を含意しているか。この点、筆者の見立てでは、

間接的にしか作用しなかった憲法論が、タトゥー施術業への適用を超えて、な

おも医師法17条に「憲法上の疑義」を突きつけている可能性がある。

　本判決に「付言」された憲法論では、本件行為、すなわちタトゥー施術業に

医師法17条を適用することに対する「憲法上の疑義」が呈されている。したがっ

て、医療関連性を要求する同条解釈により、この「憲法上の疑義」は解消され

たとみるのが穏当なのかもしれない。しかしながら、この「付言」された憲法

論は、──裁判官の意図はともかくとして59──タトゥー施術業への適用に対

する判断にとどまるものなのだろうか。この問題は、憲法論における先例規範

の切り出し方にかかっている60。そして、仮に、タトゥー施術業への適用を超

える憲法論が示されているとすれば、この憲法論（LRA 審査）は医師法17条解

釈に取り込まれていない以上、「憲法上の疑義」は、医療関連性を要求する解

釈では解消し尽くされずに、他の適用においても生じる可能性がでてくる。な

ぜなら、医療関連性を有する行為であっても、医師免許まで要求せずとも、よ

り緩やかな規制をもってすれば当該行為の保険衛生上の危害を防げる場合があ

59 判決文も、制定法と同じように、作成者の主観的意図とは一定程度「独立の客観的
存在」として捉えられるべきであろう（参照、大村敦志ほか『民法研究ハンドブック』

（有斐閣、2000）326-327頁）。
60 同上342頁は、「判旨それ自体においては、限定的な判示の仕方で法命題が展開され
ている場合」であっても、「その理由づけ部分とあわせて理解されるところの判旨の論
理から推していけば、判旨に示された場合以外についても同様の趣旨が妥当するので
はないか、と考えられるときにも、判旨の射程が問題となろう」としている。
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りうるからである。ここに、「付言」された憲法論の射程という次なる問題が

浮上してくるのである。そこで、この点について、節を改めて検討していくこ

ととしたい。

　なお、以上のことを先の分析軸にあてはめていえば、次のようになる。すな

わち、医療関連性を要求する本判決の医師法17条解釈は、実は②’「『違憲の疑

いのある部分』の少なくとも一部分（本件に適用可能に見える部分）を切り捨て」

るタイプの解釈ではないかという見立てである。もっとも、このタイプは、通

常、他の適用に対する憲法判断を回避するものであるが、これに対して本判決

においては、その回避されうる憲法論が「付言」されている点に特徴がある。

そして、そのような憲法論から「残りの可能な」適用に対する「違憲の疑い」を

見出す作業を、以下で行うということとなる。

Ⅲ．「付言」の潜在的射程

　本判決は下級審裁判例であり、しかも、その憲法論は「付言」された傍論に

すぎない。したがって、その先例的価値は比較的小さいと言わざるをえない。

しかしながら、本判決は、医師法17条について職業選択の自由との関係で「憲

法上の疑義」が生じうることを指摘した、初めての例であり、また、本件につ

いて、最高裁が憲法判断回避を行う可能性は十分にある。そうすると、本判決

は医師法17条にかかる憲法問題を考える上での一つの重要な出発点となりうる

から、その憲法論が及ぶ射程範囲について検討しておくことにも、意義がない

とまではいえないだろう。そこで、以上のような留保付きではあるが、「付言」

された憲法論の射程を以下に検討していく。

　ここで、そのような射程を論じる前提として、本判決の憲法論はタトゥー施

術業に医師法17条を適用することについて論じているにもかかわらず、他の適

用への射程を考えることができるのかという点について、まずは確認しておく

必要があろう。

　この点、確かに、本判決は「タトゥー施術業を
・・・・・・・・

医師法で規制することには、

目的と手段との関連において合理性がない」と結論づけているが、その理由づ

けの中で、タトゥー施術について、「医学上の知識と技能を有しない者がみだ

りにこれを行うときは、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるとは

いえ、厳密にみると、そこで必要とされる医学的知識及び技能は、医学部教育
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や医師国家試験で要求されるほど広範にわたり、かつ、高水準のものではなく、

より限られた範囲の基本的なもので足りると考えられる」としている部分が注

目される。先に指摘したように、ここでは、保健衛生上の危険性に着目した

LRA 審査が行われており、医師免許まで要求せずとも、より緩やかな規制を

もってすれば当該行為による保健衛生上の危害は防げるとの認定が違憲判断の

決め手となっている。そうすると、大掴みにいえば、医師法17条の適用を受け

る行為のうちで、LRA 審査を導く強い憲法上の保障を受け、かつ「必要とさ

れる医学的知識及び技能」が「基本的なもので足りる」ものについては、本判

決の趣旨が及ぶものと解される。このような意味で、本判決は適用審査を行う

ものであるが、その射程を論じうるのである。ただし、医療関連性のない行為

については、そもそも医師法17条が適用されないため、射程を論じる前提を欠

く61。

　以上のことを踏まえて、本判決の射程を探るために、検討内容を次のように

分節化する。第一に、タトゥー施術以外の医師法17条が適用されうる行為に、

本判決の判断枠組み、特に LRA 要件が妥当するか。ここでは、原審と本判決

で同条の目的認定に差異がある点に注意が必要である。というのも、それが判

断枠組みに影響しうるからである。第二に、LRA 要件が妥当するとして、そ

のような行為につき、「必要とされる医学的知識及び技能」が「基本的なもので

足りる」ものといえるか。ここでは、当該行為とタトゥー施術との比較が有益

であろう。以下、順に検討していく（１、２）。

１．判断枠組み

　本判決の憲法論においては、LRA 要件が中核をなしている。薬事法違憲判

決で示された LRA 要件は、判例上、非常に厳格な要件であるから、こうした

要件がタトゥー施術以外の医師法17条の適用受ける行為に妥当するかについて

は、丁寧に検討していく必要があろう。以下では、まず、本判決における判断

枠組みの導出のされ方を確認しつつ、職業の自由事案にかかる判例理論を概観

し、それを踏まえて、医師法17条の適用を受ける行為への LRA 要件の妥当性

をみていく。

61 本判決の趣旨が及ぶ範囲を考える以上、本判決の同条解釈を前提とするためである。
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（１）判例理論

　学説における判例理論の再構成は様々あるが、ここでは、最近の学説におけ

る内在的理解の試みを参照しつつ62、「実務上、他の判例評釈とは異次元の重要

性をもつ」63調査官解説を拠り所にして、その概観を試みる64。

　かつて、職業の自由に関する事案については、「判例としては例外的に確固

とした解釈学」65である、いわゆる規制目的二分論が妥当しているとの理解が

有力であった。しかしながら、それでは説明のつかない判例も現に登場してお

り66、近年では、むしろ事案ごとに、「憲法上の保護や制約の分析を斟酌したり、

裁量論を打ち分けたりしながら、審査の厳格度を柔軟に決定して」いるとの理

解が有力である67。そこで、以下では、判例における判断枠組みの導出プロセ

スについて、①職業の性質、②制約の強度、③立法裁量の尊重という３つの観

点から整理する。

　まず、①制約される職業の性質が審査の厳格度に影響するという考え方があ

りうる。すなわち、弱い憲法上の保障しか及ばない職業については、具体的な

62 小山剛「『憲法上の権利』各論12 集会・結社の自由（３） 職業の自由・移動の自由（１）」
法セ719号65頁（2014）、同「『憲法上の権利』 各論13 職業の自由・移動の自由（２・完）」
法セ720号78頁（2015）、赤坂幸一「職業の自由」横大道聡編著『憲法判例の射程』132
頁（弘文堂、2017）、木下・前掲注（21）。
63 木下昌彦「最高裁における憲法判断の現況──調査官解説を踏まえた内在的分析の
試み」論ジュリ23号165頁（2017）165頁。
64 特に、職業の自由事案について「特に今日影響力が大きい」（木下・前掲注（21）76頁）
とされている酒類販売免許制事件判決の調査官解説（綿引・前掲注（23））を基本とする。
65 小山・前掲注（62）「各論13」82頁。
66 渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』（日本評論社、2016）332-334頁。
67 宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開〔第２版〕』（日本評論社、2014）66頁。小山・
前掲注（62）「各論13」78-82頁も同旨。しばしば指摘されているように、奇しくも、
規制目的二分論の出発点となった薬事法違憲判決自身がそのような複眼的で柔軟な厳
格度の設定を示唆していた。曰く、「職業は、……その種類、性質、内容、社会的意義
及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的
も、……千差万別で、その重要性も区々にわた」り、「これに対応して、現実に職業の
自由に対して加えられる制限も、……それぞれの事情に応じて各種各様の形をとる」。

「それ故、これらの規制措置が憲法22条１項にいう公共の福祉のために要求されるもの
として是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができ」ない。
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比較衡量（あてはめ）を先取りする形で、その判断枠組みが緩やかなものにな

るという理である68。この点、判例において、職業の性質を判断枠組み導出の

考慮要素とする向きは、はっきりとはみられない。例えば、酒類販売免許制事

件判決は、「規制されるのが、そもそも、致酔性を有する嗜好品である性質上、

販売秩序維持等の観点からもその販売について何らかの規制が行われてもやむ

を得ないと考えられる商品である酒類の販売の自由にとどまる」としているが、

これは具体的な衡量の中で述べられたものである69。しかしながら、低価値表

現の概念が表現内容の価値というより、それに伴う社会的害悪に着目している

と捉えられているように70、職業それ自体に価値的優劣をつけることは認め難

いとしても、当該職業の社会的害悪の大きさに着目することで、保障の弱い職

業が観念される可能性はある71。もっとも、これは、当該職業が反対利益に対

して劣位にあるとの評価を一定程度、普遍化・固定化することを意味するから、

慎重な検討を要するというべきである。

　本件についていえば、タトゥー施術業がそのような職業にあたるとは言えな

い72。実際、本判決も、「タトゥー施術業は、反社会的職業ではなく、正当な職

業活動であって、憲法上、職業選択の自由の保障を受けるものと解される」と

している。確かに、暴力団関係者と「入れ墨」との社会通念上の結びつきもあり、

タトゥーには、一定程度、他者に恐怖の念を抱かせたり、不快な思いをさせた

りする側面があることは否めない。しかし、そのような主観的感情レベルの問

題が、「人格的価値」73に強く関連するタトゥー施術業の自由を劣位に置くほど

68 憲法上の保障がまったく及ばない職業も観念されうる。例えば、渡辺ほか・前掲注（66）
324頁は、「殺人請負業、麻薬・覚醒剤の密売業等のように、公共の福祉に明らかに反
する『職業』は憲法の保障の対象ではな〔い〕」としている。
69 綿引・前掲注（23）586頁。
70 高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第４版〕』（有斐閣、2017）228頁、宍戸・前掲注

（67）30頁。
71 参照、小山・前掲注（62）「各論13」81頁。例えば、管理売春を禁止する売春防止法
12条は、「結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要な
ことであって、公共の福祉に適うことは、言を俟たない」とする最判昭和36年７月14
日刑集15巻７号1079頁は、そのような例として再解釈される可能性がある。
72 曽我部・前掲注（25）757-758頁。
73 薬事法違憲判決は、「職業は、……各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個
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の社会的害悪であるとは、およそ認められないだろう。さらにいえば、医師法

17条に基づく規制においては、同条の目的が医療の質や保健衛生にある以上、

このようなタトゥーの性質を比較衡量にかけることは、他事考慮となるのでは

ないだろうか74。

　次に、②職業の自由に対する制約の程度が強い場合には、より厳格な審査が

なされる。この点、薬事法違憲判決においては、「一般に許可制は、単なる職

業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由

そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限である」とさ

れており、このことが LRA 要件を導く鍵となっている75。

　ただし、上記の説示は、「許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲

法上是認されるかどうかも一律の基準をもって論じがたい」との留保が付され

た一般論にすぎない。問題となっている規制が「職業の自由に対する強力な制

限である」かどうかは、当該規制を具体的に分析した上で、実質的に判断して

いこうとする態度が、そこにはみられる。実際、同判決は、旧薬事法６条の薬

局開設許可条件を個々に審査していく中で、適正配置規制（同条２項、４項）

人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである」としている。なお、同判決に
ついては、権利主体が法人であったため、「人格的価値」の説示を強調することには議
論がある（芹沢斉ほか編『新基本法コンメンタール 憲法』（日本評論社、2011）200頁〔棟
居快行〕）。これに対して、本件では、まさに「個人の生き方にかかわる人格的な要素」

（樋口陽一『憲法〔第３版〕』（創文社、2007）249頁）が問題となっているというべき
であろう。
74 暴力団関係者に対する「入れ墨」施術業という職業を観念することができるとして、
そのような職業は、その反社会性ゆえに、憲法上の保障の程度が弱い、あるいは保障
されないものであると考えられる可能性はある。しかしながら、そのような暴力団関
係者の「入れ墨」施術業の反社会性も、やはり医師法17条に基づく規制においては、
他事考慮事項とならざるをえないのではないだろうか。
75 すなわち、同判決は、憲法22条１項にいう「職業選択の自由」を狭義における職業
選択の自由（「職業の開始、継続、廃止」の自由）と職業活動の自由（「職業活動の内容、
態様」の自由）とに区別した上で、前者に対する制約については、それが「強力な制
限である」ことを理由に、「重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるこ
と」、また、当該規制が「消極的、警察的措置である場合」には、「よりゆるやかな制
限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成する
ことができないと認められること」がそれぞれ要求されるとしている。
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について、その制約の強さを個別具体的に確認している76。曰く、「適正配置規

制は、設置場所の制限にとどまり、開業そのものが許されないこととなるもの

ではない」が、「開業するにあたっては、経営上の採算のほか、諸般の生活上

の条件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのが通常であり、特定場

所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながりうるものであるか

ら、……実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有する」。以

上要するに、薬事法違憲判決は、「開業そのものの断念にもつながりうる」よ

うな「強力な制限である」ことを LRA 要件導出のきっかけとしており、また、

そのような制約強度の判断にあたっては、許可制という形式にとどまらず、規

制の実質的な効果まで考慮しているのである77。

　ところで、本件にも関係するが、制約強度の考え方について、狭義における

職業選択の自由に対する制約であれば必ず審査が厳格化されるわけではないと

する議論がある。すなわち、個人の資質や能力を要求する主観的条件と、その

ような資質・能力とは無関係に、本人の力の及ばないところで充足の有無が判

断される客観的条件とを区別した上で、後者に比して前者はより緩やかに審査

されるとする、いわゆる段階説である78。これによれば、本件の医師免許制の

ような資格制には、薬事法違憲判決の判断枠組み（LRA 要件）は妥当しないこ

ととなろう79。実際にも、司法書士法事件判決80は、司法書士に登記申請代理業

76 参照、富澤達「判解」最判解民事篇昭和50年度199頁（1986）210頁。
77 この点に関連して、憲法適合性判断ではなく委任命令の違法性判断の文脈ではある
が、市販薬の多くについて対面販売を義務付ける施行規則が問題となった医薬品ネッ
ト販売事件判決（最判平成25年１月11日民集67巻１号１頁）は、「旧薬事法の下では違
法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は、郵便等販売をその事業の柱
としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約するものであることが明らかである」
として、規制の実質的効果を考慮して違法性の判断枠組みを厳格化している。
78 石川・前掲注（24）207頁。ドイツにおける段階説については、淡路智典「憲法上の
比例原則の構造と段階説──ドイツにおける職業の自由の議論を参考にして──」社
学研論集17号118頁（2011）、高橋和也「ドイツ連邦憲法裁判所の『三段階説（Drei-
Stufen-Lehre）』──『比例原則』・『機能法的アプローチ』との結びつきを中心に──」
一橋法学17巻３号321頁（2018）353-356頁を参照。
79 濱口晶子「判批」法セ763号120頁（2018）120頁は、本件第一審判決について、「許
可制の適正配置要件（本人の努力に寄らない客観的要件）に関する薬事法事件と、本
人の能力を問題とする資格制に関する本件とを区別せず、単純に規制の目的にのみ着
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務を独占させる規定について、薬事法違憲判決等を参照しつつ、「公共の福祉に

合致した合理的なもの」であるとして、極めて簡単に合憲判断をしており、同

判決の調査官解説も、「本規制は専ら資格制度によるものであるから、その合

憲性の判断基準は、……〔消極目的の許可制〕の場合よりはゆるやかであるこ

とが許されるものと考えられる」としている81。これに対して、本判決および原

審は、特段の議論なく、「一般に職業の免許制は、職業選択の自由そのものに

制約を課する強力な制限である」として、上記の薬事法違憲判決の判断枠組み

を導出している。この点をどう考えるか。

　まず、薬事法違憲判決は、許可制一般につき、その制約の強さを認めている

のであって、そこに主観的条件 / 客観的条件の区別は、少なくとも明示的には

表れていない。むしろ、先にみたように、資格制や許可制といった形式ではな

く、規制の実質的効果をみて制約強度を計ろうとしているのである。そして、

本判決がいうように、医師免許制は、「各種の資格制の中でも相当に厳しい制

限」であり、「彫り師にとっては禁止的ともいえる制約になる」82。また、司法書

士法事件判決は、行政書士と司法書士との間の業際問題が憲法上の論点となっ

たものである。したがって、そこで問題となっている「職業」は、「登記申請代

理業」というよりも、「行政書士」および「司法書士」とみることができよう83。

目し判例法理を当てはめることには疑問を感じる」としている。小山剛「職業と資格
──彫師に医師免許は必要か」判時2360号141頁（2018）142頁も、薬事法違憲判決と
本件とでは、客観的条件か主観的条件かという「決定的な差異」があるとしている。
ただし、小山教授は、比較的緩やかな判断枠組みにおいても、「彫師に対して医師免許
を要求するのは、資格制本来の姿とかけ離れたものであり、まさにプロクルステスの
寝台である」として、その合憲性を否定している（同143-145頁）。
80 最判平成12年２月８日刑集54巻２号１頁。
81 福崎伸一郎「判解」最判解刑事篇平成12年度１頁（2003）８頁。松本哲治「薬事法
距離制限違憲判決──職業選択の自由と距離制限をともなう開設許可制」論ジュリ17
号48頁（2016）52頁は、同判決について、「段階理論によって日本の判例を説明しよう
とする際に、好都合かもしれない」としている。
82 曽我部真裕「判批」判評728号１頁（2019）４頁は、「主観的な条件による制約と客
観的な条件による制約との区別が、制約の強度と対応しているかは疑問である」とし
た上で、本判決による薬事法違憲判決判断枠組みの採用は「妥当だと考える」として
いる。
83 もっぱら登記申請代理業務を扱う司法書士事務所も現実にはあろうが、社会的また
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そうすると、そのような業際
・

問題が、そもそも狭義における職業選択の自由に

対する制約の事案といえるかは疑問である。同判決および調査官解説が緩やか

な審査で事足りるとしているのは、当該業務独占が実質的には「職業の自由に

対する強力な制限」ではないとみたからに他ならないが、その背景には上記の

ような理解があったのではないだろうか。これに対して、タトゥー施術業（彫

り師）が独立一個の職業であることは明らかである。以上のようにして、本判

決による薬事法違憲判決の判断枠組みの引用は理解可能である84。要するに、

医師法17条に基づくタトゥー施術規制は、「実質的には職業選択の自由に対す

る大きな制約的効果を有する」のである85。

　最後に、いわば優先的考慮要素として、③立法裁量を尊重すべき事情がある

場合には、緩やかな審査がなされる。例えば、小売市場事件判決86や、たばこ

小売販売業事件判決87においては、薬事法違憲判決の趣旨からすれば「強力な

制限」であると思われる距離制限規定について、「著しく不合理であることの

（が）明白である」ものでない限り合憲とする判断枠組みが用いられている88。

は法的に確立した職業像としては、そのような切出し方はなされないのではないか。
憲法22条１項にいう「職業」をどのような単位で捉えるべきかは、なお開かれた問題
である（参照、小山・前掲注（62）「各論12」70頁）。
84 さらにいえば、本件で問題となっているのは、医師免許制という資格制そのもので
はなく、タトゥー施術業を医師免許制に服せしめることの合憲性であって、段階説を
前提としても、ここではうまく噛み合わないのではないか。というのも、主観的条件
について審査密度が緩和される理由が自らの努力で充足できるという意味での予測可
能性にあるのだとすれば、本件のように法規範の周縁部分が問題となっている場合に
は、そのような予測可能性は成り立たないからである。
85 ただし、以上のように解するとしても、本判決および原審が薬事法違憲判決の説示
を流用して、「一般に免許制は……」と制約強度の判断の射程を不用意に広げている部
分には疑問が残る。
86 最大判昭和47年11月22日刑集26巻９号586頁。
87 最判平成５年６月25日判時1475号59頁。
88 酒類販売免許制事件判決も、酒類販売業等の免許制を規定する酒税法７条ないし10
条を審査するにあたって、薬事法違憲判決の「一般に許可制は……強力な制限である」
とする部分を引用しているが、結局、サラリーマン税金訴訟判決（最大判昭和60年３
月27日民集39巻２号247頁）を参照し、広範な立法裁量を認めた上で、「著しく不合理
なものでない限り」合憲とする判断枠組みを導出している。
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なぜこうしたことが起こるかといえば、立法裁量を尊重すべき事情とは、要す

るに、裁判所において「規制を支える立法事実の確実な把握の可能性」（＝審査

能力）が非常に低いことを意味するからである89。小売市場事件判決と薬事法違

憲判決とでは、「重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるとす

る立法府の判断が、その合理的裁量の範囲を超えているかどうか」という実体

的要件は共有されているが、そのような審査をするにあたって「どこまで立法

事実に踏み込んだ司法判断がされるべきか」という点で決定的な差異が生じて

いるのである90。

　かつて、規制目的二分論において重要視された規制目的は、立法裁量をどの

程度尊重すべきかを判断する際の一考慮要素として再定位されることにな

る91。その限りでは、判断枠組みを考えるに際して規制目的に着目すべきこと

に変わりない。もっとも、いかにして立法裁量を尊重すべき程度を計るかにつ

いては、判例および調査官解説からは必ずしも明らかではない。例えば、「経

済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策」92を含む「社会経済政策」には広範

な立法裁量が認められているが93、何がそれにあたるかは明確とまでは言い難

89 民集46巻９号2838頁（酒類販売免許制事件判決園部逸夫裁判官補足意見）。園部逸夫
「経済規制立法に関する違憲審査覚書」芦部信喜先生古稀祝賀『現代立憲主義の展開 下』
187頁（有斐閣、1993）206頁も参照。木下・前掲注（21）78頁によれば、「従来、あま
り意識されてこなかったこと」として、立法事実の把握可能性の欠如には、「客観的な
事実を正確に把握するための専門的技術的能力」および「主観的に判断が分かれ得る
価値判断を下す民主的正当性」という異なる二つの根拠があり得る。
90 綿引・前掲注（23）581-583頁。なお、LRA 要件が小売市場事件等のように立法裁
量を尊重すべしとされた場面で用いられないのは、「立法事実に踏み込んだ司法判断」
をする際の「指標」として位置づけられるためである（前出注（28）参照）。
91 参照、綿引・前掲注（23）587頁注３。
92 刑集26巻９号591頁（小売市場事件判決）。たばこ小売販売業事件判決は、たばこ事
業法の小売販売業許可制を「たばこ専売制度の廃止に伴う激変を回避することによっ
て」、零細経営者や身体障害者等が多かった「小売人の保護を図るため」のものとして
いる。
93 最判平成元年１月20日刑集43巻１号１頁（公衆浴場法事件第二小法廷判決）、最判平
成２年２月６日訟月36巻12号2242頁（西陣織ネクタイ事件判決）。規制目的二分論にい
わゆる「積極目的」規制が何を指すかについては議論がある。例えば、樋口・前掲注（73）
258頁は、「社会経済政策上の目的をもつ規制一般にひろげて理解する」ことを批判し、
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い94。結局、立法裁量の広狭については、事案ごとに判断していくほかないと

いうことになろう95。

　そこで本件についてみるに、まず、原審およびその立場を前提とする「付言」

においては、医師法17条の目的は、「国民の保健衛生上の危害を防止する」こ

とと解されている。これが、薬事法違憲判決にいわゆる「消極的、警察的措置」

にあたることは明らかであり、その点では本判決と原審は一致しているところ

である。もっとも、本判決の憲法論の射程を論じるにあたっては、本判決の医

師法17条解釈、すなわち医療関連性要件を必要とする立場を前提としなければ

ならない。そこでは、同条の目的は、「医療及び保健指導に伴う生命・健康に

対する危険を防止すること」と解されている。しかしながら、このような目的

理解の違いは、立法裁量を尊重すべき程度に影響しないものと考えられる。な

ぜなら、「医療及び保健指導に伴う」という限定がついても、そこでの立法事

実が、「生命・健康」という保護法益に対する構成要件該当行為の危険性という、

刑事訴訟を生業とする裁判所の判断になじみやすいものであることに変わりな

いからである96。

「憲法上の根拠（25条、13条）による説明が可能な弱者保護という視点にしぼる」べき
であるとしている。
94 安念潤司「判批」長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅰ〔第７版〕』194頁（有斐閣、
2019）195頁。なお、財産権に関する事案で、証券取引法事件判決（最判平成14年２月
13日民集56巻２号331頁）は、上場会社等の役員等の短期売買差益提供義務を規定する
証券取引法164条１項について、「国民経済上重要な役割を果たしている証券取引市場
の公平性、公正性を維持するとともに、これに対する一般投資家の信頼を確保すると
いう経済政策に基づく目的を達成するためのもの」としているが、立法裁量には言及
していない。ただし、杉原則彦「判解」最判解民事篇平成14年度上184頁（2005）194
頁は、「規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らか」なものでない限り合憲と
する判断枠組みが用いられていることについて、「相当の立法裁量が認められるべき分
野に属すると考えられたことによるものと解される」としている。
95 職業の自由事案に限らず、立法裁量の統制については、学説上、様々に議論されて
いるところではあるが、ここでは立ち入らない。
96 本判決は、医師法17条のより抽象的な（あるいは医師法全体の）目的として、「国民
に提供される医療及び保健指導の質を高度のものに維持すること」をあげており、そ
のような医療政策分野には立法府（実質的には厚生労働省）に広範な裁量が認められ
うるものと考えられる。しかしながら、特別刑法としての同条に焦点を絞るなら、本



判 例 研 究

北法70（6・209）1217

（２）医師法17条と職業の自由

　以上のような判例理論97を踏まえて、本判決の判断枠組み（LRA 要件）が妥

当する領域を画定するべく、職業の自由という観点から、医師法17条の適用事

例を分析していく。ただし、「医行為」とみなされうるものは極めて多種多様

であり98、その全てを網羅することはできないから、ここでは例示的に列挙す

るにとどまる。

　まず、「職業」ではないものに対する適用がありうる。例えば、医学部の臨

床実習における学生による「医行為」については、違法性が阻却されない限り

同条が適用されることになる99。このような「職業」としてなされない行為につ

いては、そもそも職業選択の自由の保障は及ばない。

　次に、「職業」の活動内容の一部に対する適用がありうる。例えば、ピアス

やアクセサリーの販売店におけるピアシング行為について、同条が適用された

文に述べたように、裁判所による「立法事実の確実な把握」は可能であろう。そもそも、
抽象的・開放的な規定をする同条については、その運用が司法解釈に委ねられている
以上、立法裁量を尊重すべき事情は認められないというべきであろう。
97 ただし、このような判例理論からは直ちに説明のつかない例もある。例えば、風俗
案内所規制条例事件判決（最判平成28年12月15日判時1666号６頁）は、学校等の施設
から200m 以内の範囲で風俗案内所を営むことを禁止する京都府条例について、職業
選択の自由に対する規制で、かつ立法裁量を尊重すべき事情も明確にはみられなかっ
たにもかかわらず、小売市場事件判決を引用し、極めて簡単に合憲としている。これ
については、利益衡量の結果が明らかであると判断されたために、利益衡量論を基礎
とする一般的な判断枠組み（必要性・合理性要件）としての小売市場事件判決が引用
されているとみる見解（小川亮「判批」自研95巻１号121頁（2019）130-132頁、松本
哲二「判批」平成29年度重判解22頁（2018）23頁）が説得的であるように思われる（参
照、千葉勝美『違憲審査──その焦点の定め方』（有斐閣、2017）54頁）。
98 参照、野田・前掲注（１）61-64頁。
99 「医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究」厚生労働省報道発表資料平成
30年７月31日（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00754.html〔最終閲覧2020年２
月26日〕）10-11頁は、「①侵襲性のそれほど高くない一定のものに限られること」、「②
医学部教育の一環として一定の要件を満たす指導医によるきめ細かな指導・監督の下
に行われること」、「③臨床実習を行わせるに当たって事前に医学生の評価を行うこと」、
および「④患者等の同意を得て実施すること」を条件とするならば、違法性が阻却さ
れるとの見解に立っている。
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例がある100。その他、この適用タイプにおいて、よく問題となるのは、医師と、

医師以外の医療従事者、病院関係者、または介護従事者等との間（「職業」間）

における役割分担にかかる適用である。例えば、看護師による診断、診断書・

処方箋の交付、手術、眼圧測定、および眼球注射等101や、眼科医院の従業員に

よる「コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクト

レンズの着脱の各行為」102は、「医行為」として同条違反となる。また、介護福

祉士は、一定の範囲で「医行為」（喀痰吸引・経管栄養）を行うことができるが、

それを超えるものについては同条違反となる103。以上のような適用については、

100 「医師免許なくピアス穴開け 容疑の業者、警視庁逮捕へ」朝日新聞朝刊2006年10月
31日38頁、「医師免許なくピアスの穴開けた疑い 高松」朝日新聞朝刊2007年２月６日
香川全県版24頁。ただし、販売よりもピアシングを専門的に業とする形態もあり、そ
の場合は、職業選択の自由に対する制約へと近づいていくものと考えられる。なお、
ピアシングを「医行為」とみることに対する批判として、辰井・前掲注（13）35頁。
101 小沼敦「看護師の業務範囲についての一考察──静脈注射と産婦に対する内診を例
に──」レファレンス680号195頁（2007）200-202頁、203頁表３。これらは、医師に
よる具体的な指示があっても許されない、いわゆる「絶対的医行為」である。
102 最判平成９年９月30日刑集51巻８号671頁。検眼等それ自体には「医師が行うので
なければ保健衛生上危害を生ずるおそれ」が認められないかもしれないが、ここでは、
より大局的な視点からその危険性が判断されているものと考えられる。この点、同判
決の原審（東京高判平成６年11月15日判時1531号143頁）は、「最終的にコンタクトレ
ンズの処方をすることを目的としてこれらの行為が行われる本件のような事案におい
ては、検眼またはテスト用コンタクトレンズ着脱時の判断の誤りがひいてコンタクト
レンズの処方の誤りと結び付くことにより、コンタクトレンズを装着した者に頭痛、
吐き気、充血、眼痛、視力の低下等の結果をもたらし、最悪の場合は失明に至る危険
性もないとはいえないことが認められる」としている。
103 社会福祉士及び介護福祉士法２条２項は、介護福祉士の業務として、「喀痰吸引そ
の他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われる
もの（厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。）」をあげており、
これを受けて社会福祉士及び介護福祉士法施行規則１条１ないし５号は、「口腔内の喀
痰吸引」、「鼻腔内の喀痰吸引」、「カニューレ内部の喀痰吸引」、「胃ろう又は腸ろうに
よる経管栄養」、「経鼻経管栄養」をそれぞれあげている。また、「社会福祉士及び介護
福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関係）」平成25年３月12日
社援312第24号は、「喀痰吸引等の範囲」として、同規則１号および２号については、「咽
頭の手前までを限度とすること」、４号および５号については、実施に際して、ろう・・や



判 例 研 究

北法70（6・211）1219

それぞれ「職業活動の内容、態様」を制約するものであるから、「職業選択の自

由そのものに制約を課する強力な制限」を前提とする本判決の判断枠組みは妥

当しないものと考えられる。

　最後に、「職業」の全体ないし中核部分に対する適用がありうる。例えば、

ある通達104において同条の適用を受けるとされた、レーザー脱毛、アートメイ

ク、およびケミカルピーリングは、個人または店舗レベルでそれを専門とする

「職業」（アートメイク師、脱毛サロン等）を観念しうる。その場合、これらの

行為に医師免許を要求することは、「狭義における職業選択の自由そのもの」

に対する「相当に厳しい」制約となる。そして、これらが「正当な職業」である

ことは明らかであり、また、同条の違憲審査に際して立法裁量を尊重すべき事

情がないことは先に述べたとおりである。したがって、これらの適用に対する

審査においては、本判決の判断枠組みが妥当するものと考えられる。

　それでは、上記のような「職業」の全体ないし中核を構成する「医行為」のう

ち、LRA 要件の下、本判決の趣旨が妥当するもの（「必要とされる医学的知識

及び技能」が「基本的なもので足りる」行為）はあるか。この点、レーザー脱毛、

ケミカルピーリング、その他の行為ついて、その保健衛生上の危険性を一から

詳述する余裕は本稿にはない。そこで、以下では、本判決の射程がより直接的

に及びうるものとして、夙にタトゥーとの類似性あるいは同一性が指摘されて

きたアートメイクに絞って検討していくこととしたい105。

チューブの「確認を医師又は看護職員……が行うこと」としている。
104 「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」平成13年11月８日医
政医発第105号。
105 報道によれば、上記の通達もあり、医師免許なしになされるアートメイク施術業の
摘発は、近年、全国的に増えている（「『アートメイク』無資格40件摘発 昨年倍増、健
康被害も」朝日新聞夕刊2015年２月26日19頁、「アートメイクは『医療行為』 無資格業
者 昨年40件摘発 医師免許確認を」読売新聞朝刊2015年４月８日22頁）。この摘発は現
在も続いているようである（「無資格で医療行為疑い」読売新聞朝刊2018年６月15日北
海道支社版29頁、「無資格でアートメイクなどをした疑いで書類送検」朝日新聞朝刊
2017年12月５日広島版32頁、「『アートメイク』無資格施術容疑 エステ店経営者逮捕」
朝日新聞朝刊2016年５月27日神戸版25頁等）。
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２．医師法17条に基づくアートメイク施術規制

　具体的な検討に入る前に、アートメイク施術との関係で本判決の射程を論ず

ることの可否について、一言しておきたい。本判決は、医療関連性を要求する

解釈に基づいてタトゥー施術の「医行為」性を否定する一方で、アートメイク

施術については、「美容整形の範疇としての医行為という判断が可能であると

いうべきである」として、ごく簡単に肯定している106。ここでは、タトゥー施

術の「医行為」性を否定しても、「これまで多数件が医師法違反として問題なく

処罰されている」アートメイク施術とは、医療関連性の有無という点で異なる

ため、後者の適用がひっくり返ってしまうような事態にはならないことが強調

されている107。すなわち、これまでの実務との整合性という形で、本判決の解釈・

適用の妥当性が補強されているのである。そうすると、本判決は、アートメイ

ク施術業に対する医師法17条の適用を是認しているのではないか。ひいては、

同適用の合憲性をも前提としているのではないか。もしそうであれば、本判決

の憲法論の射程が及ぶかという問いを立てる前提を欠くこととなる。しかし、

本判決で示されているのは、法律解釈としてのアートメイク施術業への適用可

能性であって、その憲法適合性については、未だ判断されていないとみるべき

であろう。なぜなら、直接論じられておらず、しかも本件における結論に全く

影響しない憲法判断を措定することは、判例の読み方としては適切ではないと

考えられるからである。したがって、アートメイク施術業に対する本判決の趣

旨の妥当性を論じることは可能であると考えられる。

　さて、国民生活センターの報道発表資料によれば、「いわゆるアートメイク

とは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・

唇等の色合いを美しく見せようとする施術である。……一種の入れ墨であるが、

最近は、皮膚にごく浅く色を入れることで自然に見え、また数年たつと薄くな

106 なお、アートメイク施術の「医行為」性を肯定する裁判例として、東京地判平成２
年３月９日判時1370号159頁があるが、同判決では危険性要件のみで「医行為」性が判
断されている。
107 曰く、「医療関連性が全く認められない入れ墨（タトゥー）の施術とアートメイク
を同一に論じることはできないというべきである」。



判 例 研 究

北法70（6・213）1221

るようにしてあるものが主流となっている」108。このような「一種の入れ墨」で

あるアートメイク施術は、憲法論（危険性と制約強度の均衡）の視座からは、

タトゥー施術と同一視されるべきものであるか。以下では、両者を比較し、そ

の異同をみていくことで、本判決の射程が前者に及ぶ可能性を検討する。

（１）共通点

　まず、アートメイク施術とタトゥー施術とでは、その技術において共通して

いるとみてよいだろう。この点、通達においても、両者は「針先に色素を付け

ながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」として同じ言葉で定式化され

ている109。

　札幌市でタトゥースタジオを経営する、ある彫り師夫婦は、タトゥー施術と

アートメイク施術の両方を生業としていたが、摘発強化の流れの中で、無資格

アートメイク施術業の疑いで逮捕された110。その彼ら曰く、「刺青師がアートメ

イクの施術をおこなうことは、それまでの業界慣習として、ごくありふれて」

おり、「目の周囲と、その他という部位の違いはあれども、行為自体はタトゥー

もアートメイクも全く同じ」である。「むしろアートメイクはタトゥーの”基本

技術”とさえ言っても良い」111。

　このことを例証するものとして、海外の規制状況が参考となろう。アメリカ

においては、州や自治体ごとに規制内容は異なるが、一般的に、アートメイ

ク112施術とタトゥー施術は、同じ規制の下に置かれている。例えば、カリフォ

ルニア州のボディアート安全法（the Safe Body Art Act）は、タトゥー、アー

トメイク（permanent cosmetics）、ボディピアシング、およびブランディング

（branding、焼き印によるボディアートのこと。）をまとめて「ボディアート

108 「アートメイクの危害」独立行政法人国民生活センター報道発表資料平成23年10月
27日（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111027_1.html〔最終閲覧2020年２月
26日〕）１頁。
109 前出注（３）参照。
110 「違法アートメイク横行 医師関与の悪質例も」読売新聞朝刊2015年12月22日北海道
支社版35頁。
111 https://mountainhightattooworks.net/ マウンテンハイ・タトゥーワークス /〔最終
閲覧2020年２月26日〕
112 アメリカにおいては、permanent cosmetics、permanent makeup 等と呼ばれている。
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（Body Art）」と定義し113、「ボディアート」の施術者の登録や、設備の条件等を

細かく規定している114。もっとも、アメリカにおいては、このような定義規定

が置かれることはまれで、むしろ、単に tattoo または tattooing といえば、そ

こにアートメイクが含まれるものと解されている。例えば、フロリダ州では、

施術者の免許や設備条件等の規定115における「タトゥー（tattoo）」は、「顔料、

染料その他のインクを皮膚に刺して染み込ませることにより、人体の皮膚上ま

たは皮膚下に作成された印またはデザイン」と定義されている116が、同州の保

健省は、この定義に関して、「伝統的な」ものと「美容目的の」ものとに大きく

二つに分けることができるとし、後者の例としてアートメイクをあげてい

る117。同様に、ニューヨーク市のタトゥー規制法（Tattoo Regulation Act）118に

おいても、「タトゥー（Tattoo）」の定義119にアートメイクが含まれると解され

ている120。また、連邦食品薬品局（FDA）は、タトゥーやアートメイクについ

ての注意喚起等をする記事の中で、「タトゥーの一般的なタイプ」として、アー

トメイクをあげている121。アメリカ以外にも、例えば、日本と同様にタトゥー

やアートメイクの施術に医師免許が必要とされている韓国では、美容サロン等

でもアートメイク施術が可能となるよう資格要件を緩和する方針がとられたよ

うである122。

　以上のことから、アートメイク施術とタトゥー施術は、その技術的内容にお

いて逕庭なく、同じレベルの規制で十分に安全は確保されるということが推察

113 Cal Health & Saf Code § 119301 (c).
114 Cal Health & Saf Code § 119302-119318.
115 Fla. Stat. § 381.00771-381.00791.
116 Fla. Stat. § 381.00771. 
117 http://www.floridahealth.gov/ENVIRONMENTAL-HEALTH/tattooing/index.html

〔最終閲覧2020年２月26日〕
118 NYC Administrative Code § 17-355-17-363.
119 NYC Administrative Code § 17-356. 
120 https://www1.nyc.gov/site/doh/business/health-academy/infection-control-training-
for-tattoo-artists.page〔最終閲覧2020年２月26日〕を参照。
121 https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/tattoos-temporary-tattoos-
permanent-makeup〔最終閲覧2020年２月26日〕
122 https://news.v.daum.net/v/20191010141854955〔最終閲覧2020年２月26日〕
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される。そうすると、「そこで必要とされる医学的知識及び技能は、医学部教

育や医師国家試験で要求されるほど広範にわたり、かつ、高水準のものではな

く、より限られた範囲の基本的なもので足りる」、あるいは「一定の教育・研

修を行い、場合によっては届出制や登録制等、医師免許よりは簡易な資格制度

等を設けるとか、……設備、器具等の衛生管理や被施術者に対する施術前後の

説明を含む手順等に関する基準ないし指針を策定することなどにより、保健衛

生上の危害の発生を防止することは可能である」といった本判決がタトゥー施

術について述べた部分は、そのままアートメイク施術にも当てはまるといえそ

うである。

（２）相違点

　もっとも、以上のような共通点がある一方で、特にわが国においては、アー

トメイク施術による被害が社会問題化しているという相違点がある。国民生活

センターによれば、アートメイク施術に関わる被害相談件数は2006年から2011

年にかけて121件にのぼり、このうちの95% は医療機関以外での施術であった

という123。これに対して、タトゥー施術の被害が、少なくとも社会問題として

顕在化したことはない。

　このような相違点が生じた理由は、必ずしも明らかではない。数年で薄くな

る美容サロン的サービスであるアートメイクと、半永久的に消えず、「根源的

にはアンファッショナブル」124なタトゥーとでは、施術者の意識に差があるの

かもしれない125。あるいは、客の側に、消費生活センターに被害相談をするべ

きものと考えているか否かという点で意識に違いがあるのかもしれない。そも

そも、施術者や客の母数が違うという可能性もある。

　ただ、アートメイク施術には、その施術部位が顔面に集中するという性質が

123 前掲注（108）「アートメイクの危害」３頁。前出注（105）も参照。
124 山本・前掲注（４）347頁。
125 山本・前掲注（４）354-358頁によれば、彫り師の多くは、「『封建的』『閉鎖的』と
評される」ような厳しい師弟関係において技術を習得する。この点、高山佳奈子「タ
トゥー医師法裁判と罪刑法定主義」文明と哲学11号135頁（2019）143頁は、タトゥー
施術による「被害が大きな社会問題化したことはない」とした上で、その理由につい
ては、「彫り師らの自主的な取組みによって、民間レベルで技術や衛生環境が保たれて
きたからであると推測される」としている。
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あり、それが上記相違点を生み出す一つの要因となっている可能性はある。国

民生活センターの資料においても、危害部位について、「事例を見ると眉とア

イラインへの施術が大半を占めていることから、具体的な危害部位は、眼及び

眼の周り（64件）、眉（43件）が多い」とされている126。そうすると、全身を対象

とするタトゥー施術に比して、特に眼の周辺といったデリケートな部位を対象

とする場合には、アートメイク施術の方が危険性は比較的高いのかもしれない

のである。

　しかしながら、問題は、上記の相違点が憲法上どう評価されるかである。先

にみたように、本判決において医師法17条に基づくタトゥー施術規制が違憲と

されるのは、施術の「生命・健康」という保護法益に対する危険性と、職業選

択の自由の重要性および医師免許制の制約強度との間の不均衡による。そして、

その均衡・不均衡を計る「指標」として、LRA 要件が導出されているのであ

る127。そうすると、アートメイク施術においても、無規制あるいは違法な態様

における施術の危険性が問題なのではなく、一般的な施術内容に照らして、職

業選択の自由を制約する形で医師免許を求めることが、果たして均衡のとれた

ものとなっているかが問われなければならない。このような意味で、非医師に

よる施術被害の多寡という相違点は、LRA 審査上、必ずしもレレヴァントで

あるとは限らない。そして、先にみたように、アートメイク施術についても、

タトゥー施術と同様に、「医師免許よりは簡易な資格制度」や「基準ないし指針」

の策定等の LRA で十分に「生命・健康」が保護されうることが推察されるの

である。

　以上の検討から、結論としては、少なくともアートメイク施術業に対する医

師法17条の適用については、本判決の趣旨が及び、違憲と判断されるものと考

えられる。もっとも、裁判所が同適用を違憲と判断した場合には、アートメイ

ク施術業に対する規制は存在しないこととなってしまうため、その被害が社会

問題化している現状においては、違憲判断に対する裁判官の心裡的抵抗はより

大きい可能性がある。この点については、いわゆる違憲確認といった方法128も

考えられなくはないが、何よりも速やかな立法的対応が求められているという

126 前掲注（108）「アートメイクの危害」４頁。
127 前出注（28）および（33）参照。
128 参照、新井・前掲注（17）32頁。
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べきであろう。

Ⅳ．おわりに

　本件で問題となった医師法17条は、極めて抽象的な規定である。そのため、

その運用は、解釈者（この場合、特に影響力を持っている厚生労働省医政局医

事課）に大きく委ねられざるをえない。もちろん、本判決がいうように、「医

業の具体的内容」は、「医学の進歩に伴い変化するものであるから、定義的規

定を置くことが困難であり、また妥当でない」。そのために、合理的な解釈が

要求されること自体は是認されてしかるべきである。しかしながら、本件にお

いて露呈したのは、同条が使い勝手の良い規制装置となっているという実態で

ある。何か危険性があれば「医行為」にしておくというような態度には、法治

国家という観点からも問題があるし129、少数者の自由にコストを押しつけて公

益を図ろうとするものとして、憲法学的に禍根が残る。比較的規模の小さい事

象にリソースを割くことは難しいという事情はあろうが、憲法上の限界を超え

るものについては、きめ細かい対応が求められる。

＊ 本判決に関する論攷として、天田悠「判批」刑事法ジャーナル60号176頁

（2019）、榎透「判批」速判解24号37頁（2019）、小野晃正「非医師による身体

装飾目的の侵襲と無免許医業罪──大阪高判平成30年11月14日判時2399号88

頁を素材に──」摂南法学56号１頁（2019）、小山剛「職業と資格──彫師に

医師免許は必要か」判時2360号141頁（2018）、笹田栄司「判批」法教462号152

頁（2019）、佐藤雄一郎「判批」刑事弁護99号93頁（2019）、城水信成「タトゥー

施術は『医行為』ではない」刑事弁護99号81頁（2019）、曽我部真裕「判批」判

評728号１頁（2019）、高山佳奈子「タトゥー医師法裁判と罪刑法定主義」文

明と哲学11号135頁（2019）、堀口悟郎「判批」法セ771号128頁（2019）前田雅

英「判批」捜査研究825号16頁（2019）、松宮孝明「判批」刑事弁護99号87頁（2019）

がある。

129 曽我部・前掲注（82）137頁。
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被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオ

カセットが刑法19条１項２号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとさ

れた事例

　最高裁平成30年６月26日決定（平成29年（あ）第530号、強姦未遂、強姦、強

制わいせつ被告事件）

　刑集72巻２号209頁、裁時1703号１頁

〔参照条文〕

　刑法19条、刑法176条（平成29年法律72号改正前）、刑法177条（平成29年法律

72号改正前）

【事実】

　男性である被告人は、アロマサロンを開業し、自らも施術者としてアロマオ

イルを用いたマッサージ等のサービスを提供していた。本件は、被告人が経営

するマッサージ店にアロママッサージを受けに来た女性 B に対する強姦1 １件

及び同様にアロママッサージを受けに来た女性 C、D、E に対する強制わいせ

つ３件のほか、被告人からアロマに関する指導を受けていた女性 A に対する

1 平成29年７月13日に「刑法の一部を改正する法律（平成29年法律第72号）」が施行され、
「強姦罪」は、「強制性交等罪」に改められた。本決定は改正前の事案であるため、本
稿においては「強制性交等」ではなく改正前の「強姦」等の罪名を用いる。

判 例 研 究

刑 事 判 例 研 究

池　田　杏　奈
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強姦未遂１件の計５件の事案である。被告人は、強姦１件及び強制わいせつ３

件の犯行の際、その様子を被害者に気付かれないように撮影し、デジタルビデ

オカセット４本に録画した。

　本件デジタルビデオカセットは被告人の委託を受けた弁護士である弁護人ら

の下で保管されていたところ、被害者 B に関するものは、主任弁護人が捜査

段階で警察官に任意提出し、捜査機関によって作成された複製 DVD が、公判

期日において検察官請求証拠として、主任弁護人の異議なしとの意見を受け、

取り調べられた。また、被害者 C、D、E に関するものは、その複製 DVD が、

捜査報告書に添付されて証拠請求され、主任弁護人の同意の意見を受け、取り

調べられた。

　第一審はいずれも有罪とし、懲役11年、押収してあるデジタルビデオカセッ

ト原本４本の没収を言い渡した。そこで、弁護人は、各事実についての事実誤

認、B に対する強姦についての理由齟齬及び法令適用の誤り並びに没収につい

ての法令適用の誤りを主張して控訴したところ、控訴審が控訴を棄却したため、

被告人側が上告したのが本件である。

【決定要旨】上告棄却。

　本決定は、弁護人並びに被告人本人の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単

なる法令違反の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし

て上告を棄却したが、なお書きにより、次のような職権判断を下した。

　「原判決及びその是認する第１審判決の認定並びに記録によれば、被告人は、

本件強姦１件及び強制わいせつ３件の犯行の様子を被害者に気付かれないよう

に撮影しデジタルビデオカセット４本（以下「本件デジタルビデオカセット」

という。）に録画したところ、被告人がこのような隠し撮りをしたのは、被害

者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、捜査機関に被告

人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとしたためであ

ると認められる。以上の事実関係によれば、本件デジタルビデオカセットは、

刑法19条１項２号にいう「犯罪行為の用に供した物」に該当し、これを没収す

ることができると解するのが相当である。

　したがって、刑法19条１項２号、２項本文により、本件デジタルビデオカセッ

トを没収する旨の言渡しをした第１審判決を是認した原判断は、正当である。」
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【評釈】

１　はじめに

　本決定は、被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デ

ジタルビデオカセットが、刑法19条１項２号にいう「犯罪行為の用に供した物」

にあたるとして没収された事案2である。後述するように、同項２号の「犯罪行

為の用に供した物」は、その解釈が分かれており、構成要件該当行為そのもの

に使用されたわけではない物が没収できるか否かが争われている。

　本件で問題となったデジタルビデオカセットは、強姦及び強制わいせつの構

成要件該当行為たる暴行・脅迫又は姦淫・わいせつな行為に使用された物では

ない。また、そもそも被害者は隠し撮りされていることについて認識しておら

ず、告訴後又は公判段階になってから初めて知るに至ったという事情もある。

　以下では、まず刑法19条の概要及び要件を確認し、刑法19条１項２号の「犯

罪行為の用に供した物」に関するこれまでの裁判例の理解を考察したのち、本

決定について検討したい。

　

２　刑法19条の概要及び効果について

（１）概要

　刑法19条（以下、「本条」という。）3は、没収の要件を定める。没収は、物の

所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分であり、財産刑（刑法９条）に属する。

「付加」刑とされていることから、被告人に主刑を言い渡す際に付加して科す

ことができる。したがって、被告人が訴追されない場合、無罪、公訴棄却など

2 第一審判決の評釈として、中村功一「判批」警論60巻２号145頁、岡田志乃布「判批」
研修813号25頁。
　本決定の評釈として、河原雄介「判批」研修844号27頁、本田稔「判批」法セ764号
113頁、今井將人「判批」捜査研究814号２頁、安田拓人「判批」法教457号134頁、滝
谷英幸「判批」刑ジャ 58号137頁、矢崎正子「判批」警公74巻１号87頁、矢田悠真「判
批」東北ローレビュー６号58頁、樋口亮介「判批」ジュリ1531号154頁（平成30年度重
判解）、浅田和茂「判批」新・判例解説 Watch（法セ増）25号173頁、海老澤侑「判批」
新報126巻５・６号187頁、桑島翠「判批」早法95巻１号341頁。
3 以下、本文に示す本条の要件及び効果については団藤重光編『注釈刑法（１）』（有
斐閣、1964年）124頁以下〔藤木英雄〕、大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法第１巻〔第
三版〕』（青林書院、2015年）401頁以下〔出田孝一〕を参考にした。
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主刑の言渡しがなされない場合には、没収を言い渡すことはできないというの

が通説4である。

　旧刑法において本条の定める没収は必要的没収とされていたが、現行法にお

いては昭和16年の改正により任意的没収（裁量的没収）とされた5。没収を科す

かどうかは裁判所の裁量に委ねられており6、本条の要件を充足する場合でも没

収を科さないこともできる。

（２）要件

　本条１項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とし、没収できる

物7として１号から４号を定めている。

　そのうち、１号の「犯罪行為を組成した物」（以下、「組成物件」という。）とは、

犯罪構成要件上不可欠な物8を指し、３号の「犯罪行為によって生じ…た物」（以

下、「生成物件」という。）とは、犯罪行為によって存在するに至った物9を、「犯

罪行為…によって得た物」（以下、「取得物件」という。）とは、犯罪行為により

犯人が取得した物10をいう。この１号と３号の「犯罪行為」が「構成要件該当行

4 団藤編・前掲註（３）153頁〔藤木〕、大塚仁『注解刑法』（青林書院、1977年）72頁、
小野清一郎ほか編『刑法　ポケット注釈全書』（有斐閣、1980年）87頁、大塚ほか編・
前掲註（３）403頁〔出田〕。
5 改正に際しては、松尾浩也『増補　刑法沿革綜覧』（信山社、1990年）674頁において、

「是マテノ実験上没収ト云フコトカ如何ニモ極言イタシマスコト兒戯二類スルヨウナ場
合カアル、例ヘハ手拭ヲ以テ人ヲ絞殺シタト言ツテ古イ手拭ヲ没収スル、或ハ石テ人
ヲ敲イタカラト言ツテ其石ヲ没収スル云フコトハ余リ没収ノ主意ニモ適当シナイ……
唯今ノ例ニ取リマシタヤウナ没収シテモ効ノ無イト云フヨウナトキハ強ヒテ没収シナ
イ方カ宜カラウト云フ考ヘヲ持ツテ改メタ」（新字に改めた、以下同じ。）という意見
が述べられている。
6 大判明治42年３月８日刑録15輯195頁は「没収ハ必スシモ之ヲ科セサルヘカラサルモ
ノニ非スシテ其之ヲ科スルト否トハ事実裁判所ノ職権ニ属スルモノトス」と判示した。
7 ここでいう「物」とは有体物の意味である（大塚ほか編・前掲註（３）410頁〔出田〕）。
8 例えば、偽造文書行使罪における偽造文書がこれにあたる。
9 例えば、通貨偽造・変造罪における偽造・変造通貨や、文書偽造罪における偽造文
書がこれにあたる。
10 例えば、賭博により得た金品、わいせつ文書の販売により得た金員、狩猟法違反に
より捕獲した鳥獣等がこれにあたる。なお、単に犯罪行為と因果関係があれば足りる
のではなく、犯罪行為を手段として取得したという意味であると解されている。（大塚
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為」を指すことにつき、争いはない。

　他方で、本件で問題となった２号は、「犯罪行為の用に供し、又は供しよう

とした物」（以下、「（広義の）供用物件」という。）を没収できるとする。「犯罪

行為の用に供し…た物」（以下、「供用物件」という。）と「犯罪行為の用に…供

しようとした物」（以下、「供用準備物件」という。）とを分けて規定しており、

前者は犯罪行為の遂行に現に使用した物や犯罪の手段となった物をいい、後者

は、犯罪行為の遂行に使用するために用意した又は手段として予定されていた

ものの、現実には使用されなかった物をいう。

　上述のように、１号及び３号の「犯罪行為」は「構成要件該当行為」を意味す

るのだが、２号の「犯罪行為」の意義については争いがある。

（３）本条１項２号における「犯罪行為」の意義について

　本条１項２号における「供用物件」に、主刑の基礎となった犯罪の実行行為

を遂行する手段として使用された物件が該当することについては、判例上も、

学説上も争いはない。例えば、殺人行為に用いたピストル、毒薬その他の凶器

がこれにあたる。この場合は、ある物件が「犯罪行為」即ち「構成要件該当行為」

そのものに使用されているため、何らの問題もなく供用物件該当性が認められ

る。これに対して、「構成要件該当行為」そのものに利用されてはいないが、

何らかの形で犯行に用いられた物件にも供用物件該当性が認められるかどうか

が、「犯罪行為」の意義との関係で争われている。

　まず、「犯罪行為」の意義について、本条１項１号や３号と同様に、構成要

件該当行為に限るべきであるとする見解11（以下、「限定説」という。）がある。

この見解からは、上記のような主刑の基礎たる犯罪構成要件行為それ自体に使

用した物のみが供用物件にあたる。

　しかし、それでは供用物件を狭く解しすぎることになり、不合理な結果が生

じ得る。例えば、窃盗、放火、殺人等の目的でピッキング道具を使用して住居

に侵入したケースを考えると、住居侵入罪が起訴された場合は、住居侵入行為

も「犯罪行為」にあたるが、起訴されなかった場合は「犯罪行為」にあたらない

ことになる。そうすると、上記ピッキング道具は、住居侵入行為についての起

訴がなければ、供用物件にあたらず、没収できないことになる。

ほか編・前掲註（３）428頁〔出田〕）。
11 伊達秋雄＝松本一郎『総合判例研究叢書　刑法（20）』（有斐閣、1963年）29頁。
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　そこで、「犯罪行為」の意義を拡げることで解決を図ろうとする見解12（以下、

「拡張説」という。）がある。この見解は、「犯罪行為」に構成要件該当行為に加

えて、それに密接に関連する行為も含まれる、具体的には実行行為の着手前又

は実行行為の終了直後において実行行為を容易にし、あるいは逃走を容易にし、

逮捕を免れ、その他犯罪の成果を確保するためになされた行為も含まれるとす

る。この見解からは、物件を使用した行為が主刑の基礎となった犯罪の構成要

件該当行為それ自体でなくとも、実行行為の遂行に実質的に寄与したと認めら

れる限り、その物件は供用物件に含まれることになる13。上記の例では、ピッ

キングによる住居侵入行為は、窃盗、放火、殺人等の実行行為に着手するため

に行われていることから、構成要件該当行為と密接に関連する行為、すなわち

「犯罪行為」にあたる。そして、当該ピッキング道具は、実行行為を容易にす

るために使用されていることから、実行行為の遂行に実質的に寄与したと評価

ができ、住居侵入罪が起訴されたかどうかに拘わらず、供用物件にあたるとい

える。

　さらに、最近では二つの見解の中間的な見解（以下、「中間説」という。）と

して、「限定説は維持しつつ14、用に供し、又は供しようとした（19条１項２号）

という文言の解釈として、「犯罪行為」を促進するように利用し、あるいは利

用しようとした場合までを含める」15とする見解も主張されている16。限定説と

同様に、「犯罪行為」は構成要件該当行為に限るが、行為そのものを物理的・

心理的に促進するように利用した物件は、たとえ構成要件該当行為そのものに

用いられなくとも、供用物件にあたるとするのである。上記の例では、住居侵

12 団藤編・前掲註（３）136頁〔藤木〕。大塚ほか編・前掲註（３）422頁〔出田〕は「実
行の終了後」とする。
13 団藤編・前掲註（３）137頁〔藤木〕、大塚ほか編・前掲註（３）423頁〔出田〕。
14 「犯罪行為」の意義を拡げる拡張説は「罪刑法定主義違反との関連で疑問がある」（山
口厚「わが国における没収・追徴制度の現状」町野朔＝林幹人編『現代社会における
没収・追徴』（1996年，信山社）31頁註５）と評価されることになる。
15 鈴木左斗志「犯罪供用物件没収（刑法19条１項２号）の検討─最高裁平成15年４月
11日判決（刑集57巻４号403頁）を契機として─」研修724号７頁。
16 西田典之ほか編『注釈刑法⑴』128頁以下〔鈴木左斗志〕、安田拓人「判批」ジュリ
1440号152頁（平成23年度重判解）。なお、浅田・前掲註（２）175頁は、中間説に賛成
するものの「心理的促進では不十分であり物理的促進に限るべきである」とする。
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入行為が起訴されなかった場合は、その侵入行為は「犯罪行為」にあたらない

ものの、侵入することによって窃盗、放火、殺人等の実行行為が行いやすくな

るといえるため、ピッキング道具は物理的に実行行為を促進するように利用さ

れており、供用物件にあたる。ただし、当該物件に物理的促進効果がなく、た

だ心理的促進効果が問題になった場合、その心理的促進効果と使用との間に時

間的な離隔が生じるときは、心理的促進効果を発揮した時点ではなく、使用し

たときに「供用物件」にあたることになる17。それゆえ、たとえ実行行為を心理

的に促進したとしても、実際に物件が使用されなかったときは「供用準備物件」

となる。

　

３　これまでの裁判例

　本条１項２号に関して、主刑の基礎となった犯罪の実行行為を遂行する手段

として使用された物件についての裁判例は多く存在するが、学説上争われてい

るその周辺にかかわる物件についての裁判例は、それほど多くはない。しかも、

これらの裁判例は必ずしも理論的に一貫しているわけではなく、また、そもそ

も理論的な立場が明らかにされていないものもある。

　以下では、これらの裁判例を検討していくが、それにあたっては、最判平成

15年４月11日刑集57巻４号403頁（以下、「平成15年判決」という。）以前と以後

に区別して論じていきたい。というのは、平成15年判決を機に新たな学説上の

視点が提起されたからである。

　まず、平成15年判決以前の裁判例について検討する。これに関して重要な裁

判例は昭和25 ～ 40年頃に集中していると思われる。この時期の裁判例を見て

いくと、限定説と拡張説が混在しているように見受けられる。

　はじめに、拡張説をとったと思われる裁判例について紹介する。①最判昭和

25年９月14日刑集４巻９号1646頁は、住居侵入窃盗事件において窃盗のみが起

訴された事案につき、窃盗犯人が住居侵入の際使用した鉄棒について、「窃盗

の手段としてその用に供した物と解することができ」るとして没収を認めた。

また、②東京高判昭和28年６月18日高刑集６巻７号848頁は、鶏を窃取した後

その現場又は現場付近において、当該鶏を運搬しやすいようにするためその首

を切った切出又はナイフにつき、「「犯罪行為に供した物」には、犯罪の構成要

17 鈴木・前掲註（15）11頁。
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件たる行為自体に供した物の外、犯罪完了直後その結果を確保するための用に

供した物をも含むものと解するのを相当とするところ、本件切出等が、被告人

において窃取した鶏を運搬しやすいように処置するために使用されたもの、即

ち、窃盗の結果を確保するための用に供せられたものであることは右説示のと

おりであるから、原審が右切出等を、犯罪行為に供したものとして没収したの

は正当である」として没収を認めた。

　この判例①及び判例②は、窃盗罪の犯罪遂行時ではなく、その前後の行為に

使用された物件にも供用物件該当性を認めており、「犯罪行為」について、少

なくとも、窃盗のための住居侵入、窃盗罪の客体を確保するための器物損壊と

いった、実行行為に密接に関連している直前直後の行為への拡張は許している

ように思われる。したがって、まさに拡張説に立つ裁判例と言えよう。

　これに対して、同時期においても、限定説に依拠しているとみられる裁判例

も存在していた18。例えば、③仙台高秋田支判昭和25年３月29日高刑判特８号

74頁は、強盗が犯行の際に覆面として用いた手拭いについて、「強盗の手段で

ある脅迫行為に供し又は供しようとしたことを認めることができない右手拭は

通例夜盗がなすように同被告人が単に渡辺方の家人に犯行者が何人であるかど

んな風貌の者であるかを知らせないように顔を覆うために使用したにすぎない

ものというべくこれ又強盗行為の供用物件として没収し得ない」とした。また、

④名古屋高判昭和38年３月11日判時335号48頁は、被告人は、金品をすり取る

目的で、被害者の右後方よりズボンの右うしろポケットに左手指二本を差し入

れ、その際、自身の左手を覆いかくした風呂敷につき、「犯罪行為の露顕を防

止し犯行を隠蔽するための用に供した物にすぎず、窃盗行為（すり行為）に供

しまたは供せんとした物にあたらない」ため、没収できないとした。

　判例③では手拭いで強盗の手段たる脅迫行為自体を行ったわけではなく、判

例④では風呂敷で窃取行為自体を行ったわけではない。その意味において、「犯

罪行為」そのものに使用された物ではないとして上記物件の没収を否定したこ

とは、まさに限定説の立場であるといえる。

　このように、判例①及び判例②は拡張説の立場に立っており、判例③及び判

18 判例③と判例④に批判的なものとして原春夫ほか編『判例刑法研究第一巻　刑法の
基礎・構成要件・刑罰』（1980年）280頁〔岩井宜子〕、大塚仁『注解刑法　増補第２版』

（1982年）75頁、大塚ほか編・前掲註（３）416頁〔出田〕。
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例④は限定説の立場に立っていると見ることができる。しかし、細部に着目す

れば、判例①及び判例②と判例③及び判例④では、その事実面において若干の

差異が存在する。

　すなわち、判例①及び判例②では、実行行為の直前直後の行為も「犯罪行為」

に含まれるかという点が問題となっている。これに対して、判例③及び判例④

では、まさに犯罪の実行行為の段階に使用されたが、実行行為そのものに使用

されたわけではなく、犯行に間接的に役立つ意味で用いられた物も供用物件と

いえるかという点が問題となっている。

　そして、拡張説のいう密接関連行為という言葉は、時間軸を意識した表現で

あり、「犯罪行為」として実行行為の着手前・終了直後の行為をも捕捉するた

めに用いられる、前者の問題点に関わるものといえよう。そして、後者の問題

点に関わるような、実行行為そのものではないが、実行行為と並行して行われ

た行為については、「密接関連行為」という表現は用いられていない。後者に

ついては、ただ構成要件該当行為に「供した」かという別の視点で捉えられて

いるようである19。ただし、表現上は異なっているが、いずれもその判断基準

は構成要件該当行為に実質的に寄与したかどうかであり、両者の区別に実益は

ない。

　このように解すると、拡張説の立場からは、判例①及び判例②は、「犯罪行為」

との関係で、実行行為に寄与するような密接関連行為にあたるかについてが問

題となり、判例の理論、結論共に、支持されることになるが、判例③及び判例

④については、「供した」との関係で、犯行に実質的に寄与したといえるかと

いう問題提起がなされ、判例③について「犯行に際し犯人が被害者に顔を隠す

行為の意義を正しく評価しないものであ」20るとか、判例④について「すりの犯

行におけるいわゆる幕の役割を見落としたものであ」21るという批判がなされ

る。

　他方で、限定説は、いずれも「犯罪行為」、すなわち構成要件該当行為に使

用したかどうかを検討することになる。この見解によれば、判例①における主

刑の基礎たる構成要件該当行為は窃取行為であり、住居侵入の際に使用した鉄

19 団藤編・前掲註（３）137-138頁〔藤木〕、大塚ほか編・前掲註（３）423-424頁〔出田〕。
20 大塚ほか編・前掲註（３）424頁〔出田〕。
21 大塚ほか編・前掲註（３）424頁〔出田〕。
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棒は窃取行為に使用していないため、供用物件にあたらず、判例②も同様に、

切出又はナイフは鶏の窃取行為自体には使用されていないことから供用物件に

あたらない。没収を認めた判例①及び判例②については「その限界が不明確に

ならざるを得ない」22という批判が生じる。

　さらに、限定説からは、判例③における手拭いを覆面として利用する行為や、

判例④において風呂敷で犯行の様子を隠す行為については、実行行為と別個の

行為であり、それ自体は「犯罪行為」ではないため、供用物件該当性が否定さ

れることになる。

　このように、この時期の裁判例には、限定説と拡張説の混在が見受けられ

る23。

　その後、時期を経て⑤最判平成15年４月11日刑集57巻４号403頁がこの問題

を扱った。これは、香港及び台湾の犯罪組織関係者ら多数の者と共謀のうえ、

営利の目的で約565キロの覚せい剤を密輸入した被告人につき、（ア）犯罪を実

行した翌日、日本から出国するために所持していた復路航空券、（イ）覚せい

剤の陸揚げに使用するためのゴム脚ハンマーなどの各種用具（以下、「本件用

具」という。）、（ウ）薬物犯罪の犯罪行為を遂行するために費消したうえ、その

残額を同行為の報酬として取得することとして、共犯者から交付を受けて被告

人が所有する金員（以下、「本件金員」という。）の没収が言い渡された事案で

ある。

22 伊達ほか・前掲註（11）29頁。
23 昭和40年代以降、重要な裁判例は管見の限りみあたらない。その間の裁判例としては、
例えば、東京地判昭和58年９月27日 LEX/DB27917079がある。当該裁判例は、「本件
で手提金庫（証拠略）内にあつた現金50万5,000円……はいずれも賭博後の清算に際し
客にゲーム機の得点１点を100円の割合で換金する目的で準備されていたものであるこ
とが証拠上明らかである。そして、このような清算のための換金行為は賭博行為その
ものではないけれども、清算資金が店内に準備されていればこそゲーム終了後直ちに
その場で客の求めに応じて換金されるとの約束を客も信用し賭博行為に応じているの
が実情であるから、そうしてみると清算行為は賭博行為と密接に関連した補助行為と
考えられ、そのような目的で準備される現金は、刑法19条１項２号にいう「犯罪行為
の用に供せんとした物」に該当すると考えるのが相当である。」として、「犯罪行為」
につき、賭博行為後の清算行為を密接に関連する行為と捉えており、判例①及び判例
②と同じ類型にあたり、拡張説に親和的であると思われる。
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　判旨は、復路航空券及び本件用具については合わせて「犯罪行為の用に供し、

又は供しようとした物」にあたるとした。その理由は明示されていないものの、

本件覚せい剤を陸揚げした直後に逮捕された被告人が、陸揚げに既に使用した

本件用具は「供し…た物」、まだ使用していない逃走用の復路航空券は「供しよ

うとした物」にあたると判断されたと考えられる。また、本件金員については、

「刑法19条１項２号により、その全額を没収することが可能である」としており、

供用物件か供用準備物件について明示していないが、その理由につき「押収時

点においてもなお、犯行後の逃走のためなどに用いられることが予定されてい

たものである」と認められているため、供用準備物件にあたると判断されたと

考えられる。

　この判例⑤について、限定説からは、「犯罪行為」は覚せい剤の密輸入の実

行行為のみと考えられるため、本件用具は別として、明らかに実行行為そのも

のに使っていない復路航空券と本件金員の没収は認められないと思われる。

　他方、拡張説からは、逃走を容易にし、逮捕を免れるといった実行行為終了

後の行為、即ち、実行行為に密接に関連した行為を「犯罪行為」と捉えることで、

その行為に使用しようとした物件も、供用準備物件にあたるということが可能

である。したがって、逃走用の復路航空券や本件金員については、「犯行後に

は検挙を免れるため速やかに我が国から出国しようとするというものであるか

ら、実行行為と密接な関連性を有する」24として、供用準備物件にあたると認

められる。

　ところで、この判例⑤を契機として、平成20年に鈴木左斗志教授が中間説を

主張した。この説からは、「犯罪行為」は構成要件該当行為に限られるが、構

成要件該当行為以外に用いた物件であっても、犯罪を促進した場合には供用物

件にあたり没収することが可能になる。そうすると、あらかじめ用意されてい

た逃走用の復路航空券や本件金員は、逃走行為が容易になることで犯罪行為を

行うことの心理的障害が軽減されて、その意味で犯罪行為そのものが促進され

ると理解でき、（広義の）供用物件となり没収が可能となる。鈴木教授の提案

によると、心理的促進が問題となる場合には、心理的に促進したときではなく、

実際に使用したときに供用物件にあたるため25、いまだ使用されていない復路

24 上田哲「判解」『最高裁判所判例解説　刑事篇　平成15年度』225頁、239頁註40。
25 鈴木・前掲註（15）11頁。逆に、心理的促進があったことをもって「使用」したと
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航空券と本件金員は、供用物件ではなく供用準備物件にあたることになる26。

このことは、判例⑤が供用物件と供用準備物件とを区別していることとも調和

する。

　この判例⑤をきっかけに明示的に提唱された中間説からそれ以前の裁判例を

検討すると、判例①については、窃盗犯人が住居侵入の際に使用した鉄棒は、

窃盗行為を行いやすくしているため、物理的な促進性が認められ、供用物件該

当性を肯定でき、判例②については、切出又はナイフによって窃盗の結果を確

保しやすいと事前に考えていることで、窃盗行為が心理的に促進されたといえ

る。そして、切出又はナイフは実際に使用されたため、供用物件にあたる。ま

た、判例③については、手拭いで被害者に犯人の風貌を知らせないように顔を

覆うことで、強盗行為が心理的に又は場合によっては物理的にも促進されると

いえることから供用物件にあたる。そして、判例④では、風呂敷は、犯罪行為

の発覚を防ぎ窃盗行為を行いやすくしているため、犯罪行為を物理的に促進し

ていることから供用物件にあたる。

　この立場は、「犯罪行為」を構成要件該当行為に限定し、その行為を促進し

たかどうかという１つの観点から、供用物件該当性を判断することになる。そ

のため、拡張説のように、「犯罪行為」の中に構成要件該当行為と時間的に前

後の行為が含まれるか、又は、犯行に間接的に役立つ意味で用いられたが、構

成要件該当行為そのものに用いられていない物件が実行行為に寄与したといえ

るかという２つの観点で判断するよりも簡明であることが大きな利点となる。

もっとも、上述のように拡張説も構成要件該当行為への物件の寄与度が供用物

件該当性判断の決定的な基準となるため、中間説と拡張説の結論はあまり差が

出るものではない。

解すると、殺人行為に使ったナイフではなく、予備に用意しておいたナイフについても、
予備のナイフがあることで安心して犯行に臨めたというような事情があった場合に、
供用物件にあたることになる。しかし、判例は犯罪行為の遂行のために用意したが、
現実に使用されないで終わった物については供用準備物件としており（無免許で医業
を営む者が、無免許医業という犯罪行為のために用意しておいたが実際に使用をしな
かった薬品について、供用準備物件とした大判大正５年８月25日刑録22輯1322頁など）、
上記の例のように現実に使用されなかった予備のナイフは供用準備物件となるだろう。
過去の裁判例との整合性を考えると、鈴木教授の見解は妥当である。
26 鈴木・前掲註（15）11頁。
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　このように、平成15年判決を機に中間説という新たな観点が加わることに

なったのである。

　さらにその後、性犯罪の状況を録画したテープ等に関して没収が問題となっ

た⑥東京高判平成22年６月３日判タ1340号212頁27が出された。

　この事案は、強姦や強制わいせつの実行行為中に、被害者に気が付かれない

ように当該行為を隠し撮りし、また、被害者が長らくそのデジタルビデオカセッ

トの存在を知らなかった本決定とは異なり、実行行為である強姦行為の最中に

被害者をビデオカメラで撮影し、それを被害者が認識しており、また、行為直

後に被告人が被害者に対して警察に被害申告をしないよう口止めし、うち１件

については、さらに、警察に言ったら撮影した画像をインターネットで流す旨

言うなどしていたことが認められている。

　東京高裁は、被告人が、被害者を強姦した際の様子を記録したビデオテープ

２本につき28、「上記各ビデオテープは、各強盗強姦の犯行を撮影したもので、

犯罪遂行の手段として用いられたものといい得る。したがって、犯行に供した

物として刑法19条１項２号を適用して没収することが可能であり、かつ、没収

するのが相当である」としたが、それ以上の説明はない。それゆえ、没収を認

めた理論的な根拠は不明である。

　もしも、「犯罪遂行の手段として用いられた」という点を強調し、撮影行為

が被害者の反抗を抑圧するに足る程度の脅迫の手段になっていたといえる場

合、例えば、「動画サイトでライブ配信されたくなければ抵抗するな」などと

27 評釈として福嶋一訓「判批」研修759号23頁、只木誠「判批」新・判例解説 Watch（法
セ増）10号137頁、安田・前掲註（16）151頁がある。
28 東京高裁は、原審が本条１項３号の生成物件として没収を認めたのに対し、「同号の

「犯罪行為によって生じ」た物とは犯罪行為によって作り出された物をいうものと解さ
れるのであって、上記各ビデオテープには強盗強姦の犯行がなければ撮影されなかっ
た画像が記録されているものの、ビデオテープ自体は強盗強姦の犯行によって生じた
物ではなく、同号に該当する物とはいえない」とした。この理解は、姦淫の際の様子
が記録されたデータ自体は「物」ではないとし、データが記録されたビデオテープを
没収されるべき「物」と解したことに由来する。そうすると、ビデオテープ自体は犯
罪行為の前から存在していたものであって、犯罪行為によって犯人が取得した物とは
言えず、同様に、犯罪行為を手段として得た物でもないため、３号には該当しないこ
とになるのである。
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脅迫していたような場合には、当該ビデオテープは主刑の基礎となった犯罪の

実行行為を遂行する手段として使用された物件となるため、争いなく供用物件

に該当すると認められる。しかし、判例⑥では、被告人の実行行為について「各

被害者に対し、暴行を加え、「騒ぐと殺すぞ」と脅迫するなどした上、強姦行

為に着手したものである」と認定されており、撮影行為は強盗強姦の実行行為

そのものではないことが認められる。したがって、当該ビデオテープは主刑の

基礎となった犯罪の実行行為を遂行する手段として使用された物ではない。そ

うすると、判例⑥の判断は限定説の立場からは説明がつかないと思われる。

　これに対して、拡張説の立場からは、「本件ビデオテープの撮影…行為は、

被害者の心理に強く働きかけて、逃走を容易にし、かつ逮捕を免れるために用

いられたものであり、強盗強姦の実行行為に密接に関連ある行為に使用された

ものという意味において供用物件に当たる」29と解することができる。

　その際、仮に、撮影行為後の口止め行為に着目した場合、撮影行為後に行う

口止め行為が「犯罪行為」に含まれるかという問題に帰結することになる。そ

うすると、実行行為直後に行われた口止め行為は、実行行為の終了直後におい

て、逃走を容易にし、逮捕を免れるためになされた行為といえ、「密接関連行為」

の典型例にあたり30、「犯罪行為」といえる。それゆえ、口止め行為に利用した

各ビデオテープには、供用物件該当性が認められる。

　他方、被害者が性犯罪の様子を撮影されていることについて認識しているこ

とで、告訴を躊躇することがありうるとし、撮影行為自体が口止め行為にあた

ると考えると、実行行為と並行して行われた撮影行為が、実行行為に寄与した

かどうかという問題に行き着く。そうすると、犯行後に刑事責任を追及される

おそれを減らすことで、犯行が行いやすくなるといえ、実行行為に寄与したと

いえる。そうである以上は、実行行為終了後の口止め行為がなかったとしても、

本件ビデオテープは、実質的な口止め行為たる撮影行為に既に使用されている

29 只木・前掲註（27）139頁。福嶋・前掲註（27）31頁も同旨。
　なお、被害者の心理に働きかけるという表現は、被害者に心理的圧迫を与える（判
タ1340号212頁・匿名コメント）という意味であり、その趣旨は強姦における抵抗困難
な状況の作出を行うこととも読めよう。そう解したとしても、やはり撮影行為自体は
実行行為ではないため、実行行為への寄与ないしは促進作用があったかが問題となる。
30 団藤編・前掲註（３）137頁〔藤木〕。
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ことから、供用物件にあたることになる。

　これに対して、中間説からは、本件ビデオテープは、「直接的には、逃走な

いしは警察への通報阻止のために用いられただけではあるが、「このことが予

定されていれば」、後に捕まるリスクを低下させ、もって犯行を心理的に容易

ならしめるもの」31であるとして（広義の）供用物件該当性が肯定される32。

　なお、鈴木教授の主張した本来的な中間説に従えば、「心理的促進効果が問

題となる場合、〈促進効果〉と〈使用〉の間に時間的な離隔が生じ得る」ところ、

「条文の「供」は〈使用〉の方を指す」33ことから、実際に使用した時点で供用物

件にあたる。判例⑥の事案において、撮影行為自体を口止め行為と捉えても、

撮影行為と別個に口止め行為を捉えても、本件ビデオテープは口止め行為に使

用した供用物件といえ、「供した物」とした判例⑥の判旨と齟齬はない。

　小括すると、近年の裁判例からは限定説はとられなくなってきているように

思われる。上述のように、（広義の）供用物件該当性判断にあたっては、中間

説からは端的に構成要件該当行為を促進したかどうかが問題となる。他方、拡

張説からは、実行行為と並行する行為に利用された物件については、実行行為

に寄与したかどうかが問題となり、実行行為の直前直後の行為に利用された物

件については、「犯罪行為」との関係で、実行行為に寄与するような密接関連

行為に利用したかどうかが問題となる。もっとも、表現には違いがあるもの、

実行行為に寄与したか、実行行為を促進したかというどちらも同じような問題

について考えるため、どちらの説に立とうとも、あまり結論は変わらないと思

われる。

　ところで、本決定では上述のように、被害者は撮影行為について認識してい

ないことから、撮影行為自体が口止め行為を意味するとはいえない。また、性

犯罪の様子を隠し撮りしたデジタルビデオカセットを、実行行為直後に又は全

く犯行の口止めのために使用しておらず、この点で（広義の）供用物件該当性

に問題が生じ得るし、たとえそれにあたるとしても、供用物件であるか供用準

31 安田・前掲註（16）152頁。
32 既に刑事責任追及免脱目的による心理的促進効果が認められる以上は、被害者を抗
拒不能にする（被害者に心理的圧迫をかける）目的については考慮しなくとも良く、
重ねて認定する必要のないものといえるだろう。
33 鈴木・前掲註（15）11頁。
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備物件であるかという問題も生じ得る。そこで、以下では本決定において、こ

れらの点に特に注視しながら検討する。

　

４　本決定について

（１）第一審

　第一審である宮崎地判平成27年12月１日刑集72巻２号217頁は、本件隠し撮

りの目的について、「本件各犯行に及ぶとともに、その撮影に及んだ当初から、

被害者らとの間で後に紛争が生じた場合に、本件各デジタルビデオカセットを

その内容が自らにとって有利になる限度で証拠として利用することを想定して

いた」と認めた34。その上で、供用物件該当性については、「被告人による隠し

撮りは、B ら４名に対する実行行為そのものを構成するものでなく、もとより

被告人がこうした隠し撮りを行ったことをもって訴追されたわけでもない」と

しながらも、「㋐隠し撮りが被告人の当該性犯罪と並行して行われ、その意味

で密接に関連しているといえるだけでなく、結局それらの映像が無罪の証明に

つながるものでなかったとはいえ、被告人としては、㋑ B ら４名に対する各

犯行状況を撮影して録画するに当たり、自らに有利な証拠を作出し得るという

認識を持ち、そのような利用価値を見出していたといえるのであり、㋒そのよ

うな撮影行為によって客観的に記録した当該映像を確保できること自体が、被

告人の上記各犯行を心理的に容易にし、その実行に積極的に作用するもので

あったと評価できる。したがって、本件各デジタルビデオカセットについては、

被告人の B ら４名に対する㋓各犯行を促進したものといえ、刑法19条１項２

号所定の「犯罪行為の用に供した物」に当たる。」（記号及び下線は筆者、以下

同じ。）とした。

　第一審判決に関しては、「犯罪行為との密接関連性なり、構成要件該当行為

の促進作用なりがあれば、犯罪供用物件に当たると認めるのに十分であると判

断した」35として拡張説及び中間説のどちらからも説明ができるという見解36も

34 性的満足目的については、「自己の性的興奮を高めることなど、検察官が主張するよ
うな事情も、可能性としてはあり得るけれども」としたにとどまった。仮に、この目
的があれば本件各デジタルビデオカセットは全て供用物件といえると考えられる。
35 中村・前掲註（２）154頁。
36 岡田・前掲註（２）32頁、河原・前掲註（２）34頁、今井・前掲註（２）11頁、樋口・
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ある。

　たしかに、下線部㋐の「密接に関連している」という言葉は拡張説のキーワー

ドであるし、下線部㋒の「心理的に容易」や下線部㋓の「犯行を促進した」とい

う言葉は中間説のキーワードであるため、そのように捉えられそうである。し

かし、第一審の判旨の全体の流れを見ると、下線部㋐と下線部㋑は下線部㋒に

至るための理由にとどまる37。そして、下線部㋒が供用物件該当性判断の決定

的な根拠になっていると思われる。

　また、本評釈の視点からすると、下線部㋐の「密接に関連している」という

言葉の使われ方は、実行行為と時間的に「密接に関連している」前後の行為と

いう拡張説が想定している文脈とは異なっていると思われる。本件隠し撮り行

為は実行行為と時間的に「並行」して行われたものであるので、ここでいう「密

接に関連している」とは、「犯罪行為」と事実上「密接に関連している」程度の

意味ではなかろうか。拡張説のいう「密接関連行為」の視点から説明しようと

すると、本件では、後に口止めに使用した行為を捉えて構成される38ことにな

るであろう。もちろん、第一審のように、撮影行為を捉え、「映像を確保でき

ること自体」が実行行為に寄与しているという説明ができないわけではない。

しかし、その際には、実行行為と撮影行為は並行して行われているため、「供

したか」という問題になり、判断基準は実行行為への寄与度を見るため、「密

接関連行為」の問題とはならない。

　このように、実行行為への寄与度と促進性は基準としてはあまり差がなく、

どちらの説からも第一審の説明は可能である。ただし、供用物件該当性判断の

決定的な根拠として、実行行為への促進性を見ているといえ、言葉上の表現と

しては中間説に親和性があるものと思われる。

　なお、中間説からは、本件デジタルビデオカセットは「犯行を心理的に容易に」

するものであるため、何らかの「使用」がなされたときに供用物件にあたるこ

とになる。そうすると、本件では、「被害者らとの間で後に紛争が生じた場合に、

本件各デジタルビデオカセットをその内容が自らにとって有利になる限度で証

前掲註（２）154頁。
37 第一審の表現上も、下線部㋐「だけでなく」下線部㋑「のであり」となっており、
両者は下線部㋒を導き出す理由となっている。
38 なお、後述のように、控訴審がそのような解釈をしているものと思われる。
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拠として利用する」という目的があることから、後に紛争が生じた場合に有利

になる限度で証拠として利用したときにはじめて「使用」が認められ、これに

より、供用物件にあたるとも考えられそうである。上記の判例⑥は、性犯罪の

様子を、被害者にわかるように撮影しており、撮影行為自体が口止め行為にあ

たると考えられ得るが、本決定では隠し撮りがなされていて、被害者もそれに

気が付いていないことから、撮影行為とは別個に、有利な証拠として利用しよ

うとした行為を考える必要があるように思えるからである。そうすると、本件

では、少なくとも４本全てのデジタルビデオカセットについて供用物件とはい

えないことになり、口止め行為に「使用」されていないデジタルビデオカセッ

トについては供用準備物件にあたることになるだろう。

　しかし、下線部㋒において「確保すること自体」が重要であることが示され

ており、後に実際に利用されるということは重視されていない。この理解は、

本件デジタルビデオカセットの録画未了状態で撮影のため使用されるという側

面39、すなわち、空のテープを撮影行為に「使用」してその映像を確保したとい

う点に着目していると思われる。このように解すると、本件デジタルビデオカ

セットは、録画後にそれを用いて口止め行為を行わなかったとしても、供用準

備物件ではなく供用物件にあたることになる40。

（２）控訴審

　控訴審である福岡高判平成29年２月23日刑集72巻２号258頁は、本件隠し撮

りの目的について、被告人のいう「利用客との間でトラブルになった場合に備

えて」の意味は、「単に自己に有利な証拠として援用するために手元に置いて

おくことにとどまらず、被害者が被害を訴えた場合には、被害者に対して前記

映像を所持していることを告げることにより、被害者の名誉やプライバシーが

侵害される可能性があることを知らしめて、捜査機関への被害申告や告訴を断

念させ、あるいは告訴を取り下げさせるための交渉材料として用いることも含

む趣旨」とした。

　その上で、「㋔各犯行時に隠し撮りをして、各実行行為終了後に各被害者に

そのことを知らせて捜査機関による身柄拘束を含む捜査や刑事訴追を免れよう

39 滝谷・前掲註（２）141頁。
40 本決定も同様の判断をしていると思われる。詳細は後述する。
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とする行為は、㋕各犯行による性的満足という犯罪の成果を確保し享受するた

めになされた行為であるとともに、捜査や刑事訴追を免れる手段を確保するこ

とによって犯罪の実行行為を心理的に容易にするためのものといえるから、㋖

本件各実行行為と密接に関連する行為といえる」と結論付けた。そして、「本

件各デジタルビデオカセットは，このような㋗実行行為と密接に関連する行為

の用に供し，あるいは供しようとした物と認められる」としている。

　このように下線部㋗において供用物件と供用準備物件とを区別しているの

は、本件デジタルビデオカセットの録画完了状態で被害者に対する口止め等の

ため使用されるという側面41に着目しているためであろう。実際にビデオの存

在を知らせて刑事訴追を免れる行為が行われた B の映っているデジタルビデ

オカセットについては、供用物件にあたり、その他の者の映っているデジタル

ビデオカセットについては、供用準備物件にあたるとしている。

　そうすると、控訴審は、「隠し撮り行為」に使用した本件デジタルビデオカ

セットが供用物件にあたるかについて検討を行っている第一審とは異なり、

「隠し撮りをして、実行行為終了後にそれを知らせて刑事訴追等を免れようと

する行為」に使用した、あるいは使用しようとした本件デジタルビデオカセッ

トについて供用物件にあたるかについて検討している。このことは、下線部㋔

「隠し撮りをして、実行行為終了後にそれを知らせて刑事訴追等を免れようと

する行為」は、下線部㋖「本件各実行行為と密接に関連する行為といえる」と

いう理論構成からも認められる。かかる理解は、形式的に拡張説の理論に親和

的である。

　なお、下線部㋕において「犯罪の実行行為を心理的に容易にするため」と述

べていることから、一見、中間説に立っているともいえそうであるが、本件各

デジタルビデオカセットは、上記のように、「犯罪行為」の概念を拡げ、実行

行為のみに限定していないため、中間説からは説明がつかないと思われる。

　下線部㋕の「心理的に容易にする」という表現は、拡張説においても要求さ

れる、実行行為に実質的に寄与したかどうかという問題に関わるものといえよ

う。下線部㋕より、口止め行為の犯罪行為への寄与度は非常に高いものといえ、

（広義の）供用物件該当性が認められる。

　以上のように、第一審と控訴審を比較すると、第一審は「空のデジタルビデ

41 滝谷・前掲註（２）141頁。
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オカセット」を「撮影行為」に使用したことを、控訴審は「録画データ入りデジ

タルビデオカセット」を「口止め行為」に使用した／することを想定している

と思われる。このような控訴審の判断は、実際に没収したい物は「録画データ

入りデジタルビデオカセット」であることから、実体に合致していると思われる。

　ただし、犯罪終了後に行われる被害者への口止め行為が密接関連行為と評価

できるかという問題が残る42。これについては、犯罪終了後からしばらく経っ

て行われた口止め行為までを密接関連行為と捉えることは、罪刑法定主義違反

のおそれが払拭しきれないため、それを避けるために拡張説からは「終了直

後」43という形式的限定が付せられている44と考えられる。本件では、告訴がな

された後に、被告人の原審弁護人が B に対してビデオの存在を知らせている

ため、実行行為直後というわけではない。そうすると、本件では実行行為とビ

デオの存在を知らせて刑事訴追を免れる行為との間に時間的離隔を伴うため、

これを密接関連行為として捉えることへの疑義が生じるのである。

（３）本決定

　最高裁は、隠し撮りの目的として、「被告人がこのような隠し撮りをしたの

は、被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、捜査機

関に被告人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとした

ため」と認め、本件デジタルビデオカセットは、本条１項２号にいう「犯罪行

為の用に供した物」に該当すると示し、その理論的根拠については一切述べて

いない。

　ここでは、控訴審の供用物件と供用準備物件との区別を敢えて変更し、本決

定が「供しようとした物」ではなく、隠し撮りをした時点で「供した物」と判断

している点に着目したい45。本件各デジタルビデオカセットについて、録画完

了状態で被害者に対する口止め等のため使用されるという側面46に着目する

42 滝谷・前掲註（２）141頁。
43 団藤編・前掲註（３）136頁〔藤木〕。
44 鈴木・前掲註（15）８頁。
45 河原・前掲註（２）36頁、矢田・前掲註（２）63頁、樋口・前掲註（２）155頁、海
老澤・前掲註（２）198頁。
46 滝谷・前掲註（２）141頁。
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と、控訴審と同様に、実際に告訴取り下げの交渉を行った B の映っているデ

ジタルビデオカセットは供用物件、他の者の映っているデジタルビデオカセッ

トは供用準備物件にあたる47ことになると考えられる。

　しかし、本決定は、本件デジタルビデオカセット４本全てについて「犯罪行

為の用に供した物」にあたるとしている。したがって、各デジタルビデオカセッ

トについて、第一審と同様に、録画未了状態で撮影のため使用されるという側

面48に着目し、当初は空であった（性犯罪の様子の映っていなかった）デジタ

ルビデオカセットを録画に使用したと想定していると考えられる。このことは、

本決定が問題となる行為について、口止め行為ではなく、「犯行の様子を被害

者に気付かれないように撮影し録画した行為」を挙げたことからも看取できる。

そうすると、「各犯行の様子を録画した行為」に「使用」されたものと評価でき

るため、本件デジタルビデオカセット全てについて供用物件にあたるといえ

る49。

　ただし、第一審と同様に、撮影した行為に着目し、本件デジタルビデオカセッ

ト全てについて供用物件としているからといって、中間説をとったということ

が必然的に導かれるわけではない。上述のように、拡張説でいわゆる「密接関

連行為」を認めるためには、一定の時間的接着性が必要である。本件は、実行

行為からしばらく経ってから行われた刑事責任追及を免れるような行為が問題

になっており、このような犯行との密接関連性が認められるかについては疑義

が向けられ得る50。控訴審のように、本件における刑事責任追及を免れるため

の行為についてまで、実行行為との密接関連性を認めることは、拡張説からも

難しく、かかる理論構成は避けられるべきだったといえよう51。

　そうすると、刑事責任追及免脱行為を「犯罪行為」として評価しなかったこ

と自体は、本決定が控訴審の拡張説的判断そのものまでも否定したことを意味

するものではない。

47 滝谷・前掲註（２）141頁。
48 滝谷・前掲註（２）141頁。
49 この観点からみると判例⑥においても、口止め行為を考えるまでもなく、供用物件
該当性が認められうることになる。
50 判例⑤との関係で、鈴木・前掲註（15）５頁、８頁を参照。
51 樋口・前掲註（２）155頁。滝谷・前掲註（２）141頁参照。
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　第一審との関係で、既に述べたように、拡張説に立っても、撮影した行為を

捉えて、映像を確保する行為自体の実行行為への寄与度を問題として説明する

ことができる。その際には、「空のデジタルビデオカセット」を撮影行為に用

いているため、全てのデジタルビデオカセットが供用物件となる。

　少なくとも、第一審が中間説に、控訴審が拡張説に近い言い回しをしていた

のに比べ、本決定においてはそのような表現はなく、どちらの立場に立ってい

るかは不明であるといえよう。上述のように、本件はどちらの説からも説明が

可能である。

　

（４）本決定の意義

　本決定は、控訴審のように、実行行為からしばらく経った後の口止め行為を

密接関連行為と捉えることについてこれを否定をしたのは確かであろう。そし

て、本決定において重要なことは、どのような目的があっても、いつ使用する

目的であっても、そもそも存在している物（例えば空のデジタルビデオカセッ

ト）を利用して、たとえ心理的のみにせよ、実行行為に寄与ないしは促進作用

があるような撮影行為を行った場合には、その時点で当該物を撮影行為に使用

した物として没収することを可能にしたことである。本件では、後の刑事責任

追及免脱目的があるため、通常であれば、そういった免脱行為を行った時点で

供用物件とされるように思われるが、撮影した行為があり、実行行為に何らか

の寄与／促進を果たした場合には、供用物件として没収できるとした。これに

より、例えば、性犯罪の様子を後で見返すためといった性的満足目的しかない

場合も、その目的と撮影行為の実行への寄与／促進が認められれば、供用物件

にあたり没収が可能になると思われる。

　性犯罪の被害者にとっては、多大な肉体的・精神的苦痛を負うばかりか、犯

人の手元に犯行状況等の画像や動画が残ることにより、それを利用した脅迫行

為や画像等の流出の危険に怯えるという状況が被害後も続くことがあり得る。

仮に、被害者が撮影行為に気付いていない場合にも、隠し撮りがなされている

かもしれない、気が付かないうちに画像等が流出されるかもしれないという恐

怖を抱かせることにもなる。

　この点で、本決定は、実行行為後に何らかの目的に使うかどうかではなく、

何らかの目的をもって撮影したことを認めることができるのであれば、構成要

件該当行為に直接使われた物ではなくとも、供用物件にあたり没収の対象とな
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る場合があることを示した点に大きな意義があると思われる。特に、性犯罪の

犯行状況を隠し撮りした記録媒体を没収したという点は、性犯罪の被害者の一

層手厚い保護につながるだろう。

５　おわりに─残された課題

　本決定によって、今後の被害者保護に更なる期待ができると思われるが、本

決定では解決しきれない残された問題がある。

　第一に、日常から監視カメラが作動していて、たまたま性犯罪の様子が撮影

されていたというような場合には、供用物件該当性が否定されるであろう52。

　第二に、本判決は原本までを射程としており、複製物についてはおよそ没収

出来ないことになるであろう53。

　第三に、２（１）で示したように、本条が定める没収は、付加刑であること

から、主刑に寄与しなかった／促進作用がなかった物件でなければ、性犯罪の

様子を記録した媒体があったとしても没収を科すことができない54。それゆえ、

例えば、性犯罪の様子の画像等の存在が明らかであるのに、被疑者（被告人）

が所有権放棄をしないまま、何らかの理由で有罪判決に至らなかったというよ

うな場合55に、没収を科することはできない。性犯罪の様子を記録した媒体の

52 なお、姦淫終了時に口止めを思い至って撮影した場合は、撮影そのものを強制わい
せつ罪と見て、その供用物件として没収するといった可能性はあり（安田・前掲註（16）
152頁、河原・前掲註（２）37-38頁、樋口・前掲註（２）155頁）、画像等を利用した
口止め行為が後に実際に行われた場合は、その行為を脅迫罪・強要罪として評価し、
その供用物件として没収することも可能である（安田・前掲註（16）152頁）。
53 この点、現在は生成物件について「構成要件該当行為によって存在するに至った物」
と狭く解しているが、（広義の）供用物件同様に拡げる余地もあるだろう。中村・前掲
註（２）159頁註20は「限定しなければならない合理的な理由はないのではないだろう
か」とする。これと関連して、記録媒体が生成物件にあたると言えないか（前掲註（28）
参照。）、複製物についても生成物件として没収できないかという更なる問題が残り、
これらについては今後の課題となろう。ただし、これを認めると没収の対象が広がり
すぎることになる。
54 例えば、複数回にわたり裸体の撮影をしていたが、そのうちの１回しか起訴されな
かったような場合、他の機会に撮影された画像等については、実行行為への何らかの
形での使用が認められない限り、没収が科せないことになる。
55 後述の、民事事件である高松高判平成17年12月８日判時1939頁36頁は、原告に対す
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存在が明確であるのに、それを没収しないということは、既に肉体的・精神的

苦痛を受けた被害者に対して、画像等の流出に怯える状況を継続させることに

なりかねない。

　第四に、本件とは直接かかわりがないが、更衣室の盗撮行為を行った者が、

軽犯罪法56違反のみで起訴された場合には、刑法20条57により、特別の規定が

なければ刑法19条の適用が否定される。そうすると、盗撮データの入っている

物件の存在が明らかでも、没収はできなくなる58。

　もちろん、上記で挙げた諸事例のような場合であっても、捜査機関は任意提

出や所有権放棄を促すと思われるが、それに応じない者も少なからず存在する

だろう。そのような場合には、民事事件による対応がなされることになる59。

る強姦被疑事件につき、親告罪の告訴の取消しにより不起訴処分となった被告が、原
告の裸体を撮影したフィルムの押収処分を受けた後、警察からフィルムの所有権放棄
に同意するよう求められたが、これを拒否し続けていたという事情がある。現在では
親告罪の規定は削除されたが、被害者が事件を大きくしたくない等の理由で捜査に協
力しなければ、証明が難しく、このような場合に性犯罪の様子が記録された媒体を加
害者の手元にどのように残さないようにするかが問題となる。
56 軽犯罪法１条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人
が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を「拘留又は科料
に処する」と規定する。
57 刑法20条によれば、拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、
組成物件以外の没収を科すことができない。
58 名古屋高判平成25年10月３日高刑速平25号191頁参照。
59 例えば、東京地判平成20年12月５日訴月55巻５号2076頁は、強姦及び強制わいせつ
の各事実により有罪判決を受け、岐阜刑務所において服役中の原告が、検察官に対し、
捜査の際に押収された物件の全部が還付されていないなどとして、国家賠償法１条１
項に基づき、損害賠償請求をした事案である。還付されていない証拠品は、前記性犯
罪の証拠物として押収された、被害者の裸体や陰部等あるいは口淫行為が撮影された
写真のコピー、被害者らが原告から強制されて卑わいな言動を発している状況等が録
音されたカセットテープ及びマイクロカセットテープ等であった。これらは法禁物に
該当しないとしても、公の秩序や善良の風俗に反するものではあることは明らかであっ
て、服役中の原告が還付を受けて原状を回復する利益は大きくないとし、写真撮影等
を含む原告の犯罪行為によって、甚大な精神的苦痛を受け、治療困難な摂食障害に苦
しむ被害者らが、本件処分留保証拠品の全部を原告に還付しないことを懇願している
ことをも考慮し、原告が本件処分留保証拠品について還付請求権を行使することは、
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この点については高松高判平成17年12月８日判時1939号36頁が、同意を得るこ

となく、交際を強要するため裸体を撮影したフィルムについて、人格権に基づ

く妨害排除ないし妨害予防請求として、少なくとも本件フィルムの廃棄を求め

ることができると認めた。

　このように、上記の課題は、民事裁判の活用によって解決を図ることが可能

ではあるが、他方で、性犯罪の被害者に、民事訴訟を提起しなければ、加害者

の元に性犯罪の様子を記録した媒体が残るかもしれないという不安を抱かせる

ことにもつながりかねない。民事訴訟の提起には、費用も時間もかかることか

ら、被害者に二重の負担を負わせることになるのではないかという懸念も存在

し、手厚い被害者保護を実現するためには何らかの方策が求められるように思

われる60。

権利の濫用であるとした。
60 また、クラウドに保存したようなデータも問題となる。現代において、「物」を有体
物に限ることについて疑問が残る。
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　開発許可に基づき完了した斜面地の宅地造成工事に関し、処分庁に対し、都

市計画法81条１項２号に基づく違反是正命令として、開発業者による擁壁の

崩壊を防止するために必要な工事を義務付けた非申請型義務付け訴訟

　─神戸地方裁判所平成31年４月16日判決（平成28年（行ウ）第19号宅地造成

等規制法に基づく是正命令義務付け等請求事件、LEX/DB 25563335）─

第１　序

　本件は、市街化区域内の斜面地の宅地造成工事の開発許可に関し、隣地の住

民らが、処分庁に対する違反是正命令としての必要な工事の義務付け等を求め

る行政訴訟及び宅地造成業者らに対する妨害予防請求としての工事等を求める

民事訴訟等を提起した事案である。

　開発許可を巡る訴訟として、多くの取消訴訟が提起され、市街化区域内では

工事完了後は開発許可を取消す訴えの利益がないとする最高裁判例が確立され

ているところ、これらの判例に対しては、いわゆる「建てた者勝ち」となると

いう批判1が少なくなかった。本件は、取消訴訟の訴えの利益喪失の理由とし

て摘示されてきた都市計画法81条１項に基づく違反是正命令の存在に着目し、

同項２号に基づく違反是正命令として、処分庁に対し、開発業者による必要な

工事の義務付けを認容した点で、開発行為の違法を争う新たな道を開いたもの

1 最高裁平成５年判決に対する批判は後述する。

判 例 研 究

公 法 判 例 研 究

菅　澤　紀　生
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として注目に値する2。また、直ちに擁壁が崩壊する高度の蓋然性がないとして

妨害予防及び妨害排除請求といった民事上の請求を排斥しつつも、処分庁の裁

量逸脱を認め、処分庁に対する義務付けを認容した点において、行政訴訟の存

在意義を示す事案ということができる。

　さらに、本件は、いわゆる非申請型義務付け訴訟での数少ない認容例の一つ

であるところ、同訴訟の大きなハードルとなりうる要件である「重大な損害を

生ずるおそれ」（重損要件）について、別途論じた上で、本件の位置づけを検討

する。

第２　事案の概要及び事実の経過

　判決文から読み取れる事案の概要と事実の経過は以下のとおりである（判決

p13）。

１　当事者

　原告 A は本件斜面地の隣（下部）にある不動産を所有する者、原告 B 及び C

は本件斜面地の隣（上部）にある不動産を所有する者、被告 WT は開発行為に

関する工事（宅地造成工事）をした者、被告 BW は本件斜面地を所有する者、

被告東栄は原告 A 及び B に対し、建物を建設して土地と建物を売却した者で

ある。

２　本件斜面地の区域区分

　本件斜面地は、市街化区域にあり、宅地造成工事規制区域及び土砂災害警戒

区域に指定されている。

３　時系列

① 　平成23年８月15日、WT は宝塚市長に対し、宅造法８条１項に基づき許可

申請（当初宅造工事）

②　同年９月８日、許可処分

③ 　平成24年８月16日、WT は宝塚市長に対し、宅造法12条１項に基づき変更

2 開発取消訴訟は、これまでかなり提起されてきたとはいえ、そのほとんどが原告適
格が否定されるか、開発行為に関する工事の完了により訴えの利益が消滅したとする
却下判決による原告敗訴の事案である。金子によれば、原告適格を認め、原告の請求
を認めた例は、奈良地判平成６年10月12日判自139号69頁のみであるとされる。金子正
史『まちづくり行政訴訟』20頁、注41
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許可申請

④　同年９月14日、許可処分

⑤ 　平成24年10月10日、当初宅造工事が完了し、宅造法13条１項に基づき検査

を申請

⑥　同月16日、検査済証交付

⑦ 　平成25年３月26日、WT は用途を戸建住宅とする開発行為の許可申請（本

件開発行為）

⑧　同月27日、許可処分（本件開発許可）

　　（本件石積擁壁は本件開発行為に係る開発区域の外部に位置していた）

⑨ 　平成25年11月22日、WT は都計法35条の２第１項に基づき本件開発行為の

変更許可申請

⑩　同年12月13日、第１次変更許可

⑪ 　平成26年１月８日、WT は都計法35条の２第１項に基づき本件開発行為の

変更許可申請

⑫　同月16日、第２次変更許可

⑬　平成26年１月30日までに工事完了

⑭　平成26年１月30日、本件開発工事につき検査済証交付、完了公告

４　L 字型擁壁と本件石積擁壁

　当該工事により、盛土及び切土がされ、擁壁が設置された。その結果、本件

斜面地の上部（本件開発区域内）にコンクリート造の L 字型擁壁（本件上部擁

壁）、その下部（同区域外）に本件石積擁壁（連積み造の擁壁）が位置すること

になった。

第３　原告の請求内容、裁判所の判断、争点

１　原告の請求内容と裁判所の判断は以下のとおりである。

（１）被告処分庁に対する請求

　①　開発許可の無効確認請求は、訴えの利益なしとして却下された。

　②　行訴法３条６項１号の義務付けの訴え

　　ア　都計法81条１項に基づく調査命令は、権限がないとして却下された。

　　イ 　都計法81条１項に基づく工事命令は、原告 B 及び C について認容さ

れた。原告 A については、「重大な損害を生じるおそれ」がないとして

却下された。
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　　ウ 　宅造法17条１項及び２項に基づく調査命令は、権限がないとして却下

された。

　　エ 　宅造法17条１項及び２項に基づく工事命令（B 及び C については判断

の必要なし？）

（２）被告 WT 及び被告 BW に対する請求

　① 　妨害排除又は予防請求（調査及び工事）は、高度の蓋然性がないとして

棄却された。

　②　その他の請求

　 　被告処分庁に対する損害賠償請求は、違法ではあるものの損害がないとし

て棄却された。

　　被告 WT、被告 BW に対する慰謝料請求は棄却された。

　　被告東栄に対する補強工事請求、損害賠償請求も棄却された。

２　争点

　本件の争点は、以下のとおりである（判決 p23）。

（１）無効確認の訴え

　① 　無効確認を求める訴えの利益は、本件開発行為が終了したことにより失

われたか

　②　原告 A は無効確認を求める原告適格はあるか

　③　無効事由の有無

（２）義務付けの訴え（都計法、宅造法それぞれ）

　①　調査命令の権限の有無

　②　重大な損害を生ずるおそれの有無

　③　原告 A の原告適格の有無

　④　補充性の有無

　⑤　本案要件の有無（法令の規定から明らか又は裁量逸脱）

　⑥　命令の内容の特定

（３）民事訴訟については省略する。

第４　判旨

　上記争点についての神戸地裁判決の判旨は以下のとおりである。

１（１）争点（１）①無効確認の訴えの利益について

　後述する最判平成５年９月10日民集47巻７号4955頁を参照し、国交大臣等は、
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都計法81条１項１号の規定に基づき違反是正命令を発することができるから、

開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものでは

なく、また、たとえ開発許可の無効が確認されたとしても、違反是正命令を発

すべき法的拘束力を生ずるものでもないとして、工事が完了し、検査済証の交

付もされた後においては、開発許可の無効確認を求める訴えの利益を欠くとし

た。

　そして、宅地造成工事規制区域内の土地であっても同様とした。

　（２）争点（１）②原告適格、③無効事由について

　訴えの利益を欠くため、その余の点について判断するまでもなく、不適法と

して、原告 A の原告適格及び無効事由の有無についての判断をしなかった。

２（１）争点（２）①調査命令権限について

　都計法及び宅造法ともに、これらに基づく処分行政庁の調査命令権限はない

として、不適法却下とした。

　以下では、都計法81条１項に基づく工事命令の義務付けの訴えについてのみ、

争点の判断が示された。

　（２）争点（２）②重損要件について

　「仮に一定の処分がされないことが違法であると仮定した場合において、当

該不作為により、当該訴えの原告の法的利益に重大な侵害が生じる相当程度の

可能性が認められることを要するものとするのが相当である。」との判断基準

を示した。そして、開発許可対象地である斜面地の隣（上部）にある不動産の

所有者、居住者である原告 B 及び C については、「仮に処分行政庁において本

件都計工事命令をしないことが違法であった場合には、本件斜面地が崩落し、

原告 B らの生命又は身体が害される相当程度の可能性があるものと認められ

る。」「社会通念上、金銭による事後的な賠償をもって回復することが困難であ

り、又は相当でないというべきである」として、重大な損害を生じるおそれが

あると認定した。

　これに対し、当該斜面地の隣（下部）にある不動産の所有者原告 A について

は、「所有しているが居住しておらず賃貸しているところ、崩落により A の財

産が害される相当程度の可能性は認められるものの、社会通念上、金銭による

事後的な賠償をもって回復することが可能であって、これによることが不相当

ということもできない」として、重大な損害を生ずるおそれがないとした。

　（３）争点（２）③原告 A の原告適格について
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　原告 B 及び C について、重損要件の認定の上、がけ崩れのおそれが多い土

地等を開発区域内に含む開発許可の取消訴訟における開発区域周辺住民の原告

適格を認めた最判平成９年１月28日民集51巻１号250頁を参照して、原告適格

を認めた。

　原告 A については、重大な損害を生ずるおそれが否定されているため、原

告適格については判断されていない。

　（４）争点（２）④補充性について

　「行訴法は、原告に重大な損害を生じさせるおそれの原因が第三者の行為又

は所有物等にあり、原告が当該第三者に対して直接民事上の請求をすることに

よって権利の救済を図ることができる場合であっても、行訴法３条６項１項所

定の義務付けの訴えによる救済を排除する趣旨ではない」とし、民事上の妨害

排除請求は行訴法37条の２第１項にいう「適当な方法」に含まれないとし、補

充性を認めた。

　（５）争点（２）⑤本案要件について

　直接開発許可の対象となった擁壁と昭和45年に宅地造成された際の擁壁とが

あり、「論拠１（古い擁壁の適法性）に確実性があるとはいえず、論拠２（作用

力の減少）の前提とされた図の基準とされた時点が誤っている上、少なくとも

本件開発行為により本件石積擁壁に対する作用力が減少するともいえない。」

「このことに加えて、県宅造マニュアルは、原則として二段積み擁壁（上段の

擁壁の基礎及び底版が下段の擁壁を基点とした土質別角度θの勾配線内に入っ

ていないもの）が許されないと定め、二段積み擁壁となる場合には、上段擁壁

等による荷重を考慮した下部擁壁の安全性を慎重に確認することを求める趣旨

であることを併せ考慮すれば、本件上部擁壁等による荷重を考慮して本件石積

擁壁が安全であると判断した本件開発行為等は、その判断の基礎とされた重要

な事実に誤認があり、又は事実に対する評価が合理性を欠くものと評せざるを

得ない。」「そうである以上、本件開発行為が本件許可基準（都計法33条１項７号、

宅造法９条１項）に適合すると判断した本件開発許可等は、その裁量権の範囲

を逸脱し又はこれを濫用した違法なものというべきである」として、開発許可

等の判断自体の違法性を認定した。

　そして、行政処分庁は、現時点において、本件都計命令を発令していないこ

と、事情の変更が生じたことにより、本件上部擁壁等による荷重を考慮して本

件石積擁壁が安全であると認められる状況になったということもできないとい
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う段階的な認定をした上で、「以上のような本件の具体的な事実関係の下では、

行政処分庁が、現時点において、都計法81条１項２号に基づき、被告 WT に

対して本件都計工事命令を発令する要件を満たさない、すなわち、本件開発行

為が本件許可基準（都計法33条１項７号、宅造法９条１項）に適合していると

判断していることは、本件斜面地の法面及び本件石積擁壁が崩壊する具体的な

おそれがあるか否かを判断するまでもなく、その裁量権の範囲を超え又はその

濫用となると認めざるを得ない」とした。

　（６）争点（２）⑥命令内容の特定について

　「裁判所は、本件開発工事の注文主である被告 WT に対する本件都計工事命

令の内容としては、都計法81条１項２号に基づき、同項柱書の認める処分内容

の範囲内において、同工事が本件許可基準に違反しているに等しい状態を是正

するための必要な措置を命じれば足り、その具体的な内容をどのようなものと

するかについては、処分行政庁の合理的な裁量に委ねるべきものと解される。」

とし、「裁判所は、本件都計工事命令の内容として、被告 WT に対し、本件開

発区域内の土地である本件斜面地につき、安全上必要な措置をとること、具体

的には、その法面及び本件石積擁壁の崩壊を防止するために必要な工事を行う

ことを命じれば足り、その工事の内容を具体的に特定するまでの必要はないも

のと解すべきである。」とした。

　以上の要件を充足するとして、原告 B 及び C について、都計法81条に基づ

く工事命令の義務付けが認容された。

第５　開発許可取消及び無効確認の訴えの利益

１　最高裁判例

（１ ）最判昭和59年10月26日民集38巻10号1169頁（以下「昭和59年判決」とい

う。）

　昭和59年判決は、開発許可ではなく建築確認の取消を求めた事案であるが、

工事完了後は建築確認の取消を求める訴えの利益は失われるとし、その後の開

発許可取消訴訟にその論理が引き継がれた。

　「建築確認は、・・・建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建

築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それを受け

なければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築

関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものとい
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うことができる。しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検

査は、建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、是正命令は、建築基

準法等の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及び敷

地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない

上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられている

から、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する

上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法である

として判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命

令を発するべき法的拘束力が生ずるものではない。したがって、建築確認は、

それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されて

いるにすぎないというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、

建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」

（２ ）最判平成５年９月10日民集47巻７号4955頁（以下「平成５年判決」とい

う。）

　平成５年判決は、開発許可取消訴訟の訴えの利益についてのリーディング

ケースであり、工事が完了し、検査済証の交付後には、開発許可の取消を求め

る訴えの利益は失われるとし、その後の判決は理由付けも含め、これに従って

いる。なお、この事案も神戸地裁の事案と同様、宅地造成工事規制区域の指定

を受けた土地についてのものであった。

　開発許可は、「あらかじめ申請に係る開発行為が同法33条所定の要件に適合

しているかどうかを公権的に判断する行為であって、これを受けなければ適法

に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるが、許可

に係る開発行為に関する工事が完了したときは、開発許可の有する右の法的効

果は消滅するものというべきである。」

　「客観的にみて同法33条の要件に適合しない開発行為について過って開発許

可がされ、右行為に関する工事がされたときは、右工事を行った者は、同法81

条１項１号所定の「この法律に違反した者」に該当するものというべきである。

したがって、建設大臣又は都道府県知事は、右のような工事を行った者に対し

て、同法81条１項１号の規定に基づき違反是正命令を発することができるから、

開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものでは

なく、また、たとえ開発許可が違法であるとして判決で取り消されたとしても、

違反是正命令を発すべき法的拘束力を生じるものでもないというべきである。」
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　「そうすると、開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後

においては、開発許可が有する前記のようなその本来の効果は既に消滅してお

り、…開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざ

るを得ない。」

（３）最判平成11年10月26日裁判集民事194号907頁

　平成５年判決の射程を予定建築物の建築確認がされていない事案にも及ぼし

た3。

（４）最判平成27年12月14日民集69号８号（以下「平成27年判決」という。

　市街化調整区域内にある土地を開発区域として開発許可を受けた開発行為に

関する工事が完了し、検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取

消しを求める訴えの利益は失われないとし、平成５年判決の射程を狭めた4。

　「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、

都市計画法43条１項により、原則として知事等の許可を受けない限り建築物の

建築等が制限されるのに対し、開発許可を受けた開発区域においては、同法42

条１項により、開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付されて工事完

了公告がされた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等

が原則として制限されるものの、予定建築物等の建築等についてはこれが可能

となる。そうすると、市街化調整区域においては、開発許可がされ、その効力

を前提とする検査済証が交付されて工事完了公告がされることにより、予定建

築物等の建築等が可能となるという法的効果が生ずるものということができ

る。」

　「したがって、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発行為ひい

ては当該開発行為に係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして

開発許可の取消しを求める者は、当該開発行為に関する工事が完了し当該工事

の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しによって、その

効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排

除することができる。」

（５）最判平成７年11月９日裁判集民事177号125頁

　市街化区域については平成５年判決が、市街化調整区域については平成27年

3 深澤龍一郎法学教室430号131頁
4 山下竜一法学セミナー 736号119頁
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判決が枠組みを形成している。では、いわゆる未線引きの都市計画区域内の土

地についてはどうなるのか。

　最判平成７年11月９日は、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画

が定められていない都市計画区域内における都市計画法附則４項（平成12年法

律第73号による改正により削除され、法29条に組み込まれた。）に基づく開発

許可及び森林法（平成３年法律第38号による改正前のもの）10条の２第１項に

基づく開発許可の取消し及び無効確認を求める訴えにつき、開発行為に関する

工事が完了し、検査済証の交付もされているという事案において、訴えの利益

が失われる旨判示している。平成27年判決との比較の観点からは、区域区分が

定められていない都市計画区域内に関する法規制の構造は、市街化区域に類し

たものといえる5。

２　最高裁判決の枠組みへの批判

　これらの最高裁判決により、市街化区域内の土地を対象とする開発許可につ

いては、工事完了後は、開発許可取消（及び無効確認も）の訴えの利益は失わ

れるが、市街化調整区域内の土地を対象とする開発許可については、工事完了

後も開発許可取消の訴えの利益は失われないという枠組みが示された。

　平成５年判決等の理由は、①開発許可は、これを受けなければ適法に開発行

為を行うことができないという法的効果を有するが、工事が完了し検査済証が

交付されたときは、開発許可の法的効果は消滅すること、②開発許可の存在は、

違反是正命令を発する上での法的障害とならず、開発許可が取り消されても、

違反是正命令を発すべき法的拘束力は生じないことの２つである6。

　平成27年判決は、このうち①の開発許可の法的効果が市街化調整区域の場合

には異なるとして、訴えの利益を認めたものであるが、②について言及してい

ない7。

　②の理由及び判例の帰結には、多くの批判がある。例えば、荒は、現実には

審査前置主義が採られ、上告まで争われた場合の時間の経過により建築・開発

5 平成27年判決最高裁判例解説注８
6 山下前掲
7 このことについては、開発許可と違反是正命令との関係を考えるにあたり解釈上の
難点を抱えている、解釈の歪みを除くためには、平成５年判決を見直すよりほかはな
いのではないかとの批判もある。島村健民商152－2－72　192頁
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が完了してしまう可能性が強いこと、執行停止制度が利用されることの困難性

故、現実的には取消し訴訟による救済を剥奪してしまう結果を招く不合理性を

指摘し、さらには開発者や建築主は工事を着々と完了に向かって進めることが

可能なため、結果的にはこのような判決は業者にともかく早く既成事実を作っ

てしまうようなことを助長しかねないと批判する8。金子は、平成５年判決は、

違法な開発行為が行われた開発区域での建築物の建築制限には必ずしも直結せ

ず、容易に建築物の建築を認めることにもなりかねず、これでは、開発行為に

一定の水準を確保し、スプロールの弊害を防止するという開発許可制度の趣旨

が形骸化してしまうおそれがあると批判する9 10。

　つまり、違反是正命令の存在を理由に開発許可の取消しの訴えの利益が否定

されているところ、現実には、開発許可がされてしまえば、理論上は独立した

手続きである違反是正命令が発せられることはほとんど考えられず、「建てた

者勝ち」という現実を招くということである。

　市街化調整区域であっても、同様の事態を招く危険はある。平成27年判決の

差し戻し後の本案審理において、開発許可の違法性、つまり法の許可基準違反

等の主張を整理して開発許可の取消しを求めることは必ずしも容易ではないと

の指摘がされている。すなわち、平成27年判決の事案において、原告らが執行

停止の申立てを行ったか否か明らかではないが、すでに検査済証が交付されて

いるので、開発業者は、予定建築物等の確認申請を行い、建築確認を受けた後、

建築工事に取りかかれることになる。予定建築物等の建築工事完了後は、建築

確認の取消を求める訴えの利益は失われるとされている（昭和59年判決）ので、

予定建築物等の建築工事が完了した以上、開発許可を取り消す実際上の必要性

を欠くため、原告らの訴えの利益も失われると考えられるのである11。

３ 　本件神戸地裁判決の位置づけ及び宅地造成工事規制区域における開発許可

の性質

8 荒秀法学教室162号101頁
9 金子前掲13頁
10 その他の批判として、高山浩平「判批」行政判例研究会編『平成５年行政関係判例
解説』181頁、見上崇洋「判批」民商110巻６号1074頁、山本隆司「判批」法協112巻９
号1294頁
11 楠井嘉行ら判自410号９頁
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　荒は、上記のような現実を踏まえ、平成６年当時発表された平成５年判決の

判例評釈において、是正命令の発動を求める申し立て権の制度化が考えられて

良いと提案していた12。その後、平成16年行政訴訟法改正により非申請型義務

付け訴訟が明文化された。

　そして、まず、大阪地判平成21年９月17日判自330号は、隣接居住者が提起

した建築基準法９条１項に基づく是正命令の義務付け訴訟について、訴えの適

法性を認めた（本案判断で棄却）。

　こうした流れの延長として、本判決は、最高裁判決の枠組みの下で、是正命

令の義務付けを認容したものであり、開発行為の違法を争う新たな道を開いた

ものと評価できる。

　ただし、本判決において、原告らは、義務付け訴訟のみ提起したわけではな

く、開発許可の無効確認も求めた。市街化区域内の事案で工事は完了してはい

るものの、原告らは、宅地造成工事規制区域内の土地を対象とする開発許可の

場合も、原則として工事が制限され、開発許可により工事が可能となるので、

平成27年判決が示した市街化調整区域における開発許可の法的性質と同様であ

ると主張した。これに対し、本判決は、「宅造法８条１項により開発行為又は

同項に基づく許可を受けていない限り、宅地造成に関する工事をすることがで

きないところ、当該区域内にある土地を対象とする開発許可がされた場合にお

いては、当該開発許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付

された後は、当該区域内で新たに宅地造成に関する工事を行おうとする者は、

改めて、開発許可又は宅造法８条１項に基づく許可を受けなければならないと

解される。他方で、宅地造成工事規制区域においては、当該区域が市街化区域

内にある限りは、そもそも建築物を建築等すること自体は禁止されていないか

ら、当該区域内にある土地を対象とする開発許可がされた場合であっても、そ

の法的効果として建築物の建築等が可能となるわけではない。」。工事が完了し、

検査済証交付後は、「排除すべき法的効果が残存していないといわざるを得な

い。」と、平成５年判決の枠組みのとおり判示した。

第６　本判決の意義

　開発許可の違法性を争うにあたり、係争中に工事が完成してしまうことで、

12 荒前掲
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開発許可の取消しまたは無効確認の訴えの利益は失われ、客観的に違法状態が

あれば是正命令がされればよいという最高裁の枠組み、考え方に対し、現実に

は開発許可がある以上、是正命令は発せられることはないため、建てた者勝ち

という状況を生みだす、さらにはスプロールの弊害を生じさせかねないと批判

されてきた状況の下、是正命令を直接義務付け訴訟により義務付ける方法が開

けた意義は大きい。

　産業廃棄物処分場についての非申請型義務付け訴訟の原告側勝訴案件である

福岡高判平成23年２月７日判時2122号45頁の事案は、既に業者が倒産状態であ

り、判決による措置命令の義務付けがされる前の段階でも、水質等が大幅に規

制基準を超え、行政による厳重注意、改善命令が行われ、民事上の使用、操業

の仮差し止めが行われるという特殊なケースであった。これに比べ、本判決は、

違法が認定され是正命令が義務付けられることに大きな意味がある事案であっ

たと評価できる。

　また、民事上の妨害予防及び妨害排除請求について、「現時点では、未だ本

件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩落していないから、原告らの所有権又は

人格権が現に侵害されたとは認めがたい。」本件開発行為は、「本件許可基準の

定める技術的基準に形式的に適合していないに等しい」としつつも、このこと

は「本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する相当程度の可能性があるこ

とを推認するにとどまるから、このことをもって直ちに、客観的にみて、本件

斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する高度の蓋然性があるとまでは認める

に足りないと言わざるを得ない。」として、開発業者及び土地所有者に対する

民事上の請求を否定した。こうした状況の下、非申請型義務付け訴訟が認容さ

れることは、実務上敬遠されがちな行政訴訟13自体の存在意義を示す事案と評

価できる。

13 平成16年行訴法改正前の論評であるが、阿部泰隆は、小田急高架化事業認可取消訴
訟控訴審東京高裁判決に関して、「行政訴訟は、実際的にも、理論的にも、当事者対等
の原則にたつものではなく、結局は、『行政訴訟はやるだけ無駄』であることを証明し
たようなものである」と批評した（『環境法判例百選〔初版〕』89頁）。環境訴訟に取組
む実務家としては、こうした論評も踏まえ、民事上の請求を優先的に検討するのが実
際のところである。
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第７　「重大な損害を生ずるおそれ」要件（行政訴訟法37条の２第１項）

１　非申請型義務付け訴訟の重損要件　

　自らに対する処分の場合も含め、非申請型義務付け訴訟は「重大な損害」要

件（以下、島村14に従い「重損要件」という。）を欠くとして却下例が極めて多

い15。このような状況は非申請型義務付け訴訟の機能不全を意味するものに他

ならないとの指摘がある16。本判決はこの類型の訴訟で、原告が勝訴したとい

う結論自体でも注目に値する。

　上述したとおり、開発行為の違法性を争うにあたり、取消訴訟の訴えの利益

の問題から義務付け訴訟への道が開いたとしても、重損要件の解釈や認定如何

によっては、再び閉塞状況に陥ってしまう。そこで、非申請型義務付け訴訟に

おける重損要件について、特に第三者によるものに注目して、学説及び判例を

概観してから、改めて本判決を検討する。

２　重損要件が設けられた趣旨

　改正行訴法の立案関係者は、「義務付けの訴えは、行政庁において具体的な

処分をすべきことを裁判所が直接命ずる裁判を求める訴え」であるので、「そ

の要件については、国民の権利利益の実効的な救済の観点を考慮するとともに、

司法と行政の役割分担の在り方を踏まえた適切なものとする必要があ」るとこ

14 島村健「非申請型義務付け訴訟における『重大な損害を生ずるおそれ』の判断方法
について─自らに対する処分の義務付け訴訟にかかる裁判例の概観と分析─」滝井繁
尾先生追悼論集『行政訴訟の活発化と国民の権利重視の行政へ』（2017年、日本評論社）
251頁以下。
15 石崎誠也「非申請型義務付け訴訟要件としての『重大な損害』についての考察」西
埜章先生・中川義朗先生・海老澤俊郎先生喜寿記念『行政手続・行政救済法の展開』（信
山社、2019年）259頁によれば、全部却下173判決（79.4％）、棄却42判決（19.3％）、認
容３判決（1.4％）とされる（後記３裁判例東京地裁判決③が含まれていない。）。認容
された３判決のうち、２判決（福岡高裁判決⑧、福島地裁判決⑨）は第三者義務付け
訴訟である。本件神戸地裁判決は、数少ない認容例の一つとなった。
16 石崎・前掲注２、259頁。改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会でも却下率の高さ
を指摘して「実際上活用されていない」との発言がある。高橋滋編『改正行訴法の施
行状況の検証』（商事法務、2013年）149頁。池田直樹「環境分野における義務付け訴
訟の『重大な損害』要件の克服」水野武夫先生古稀記念『行政と国民の権利』（法律文
化社、2011年）95頁、越智敏裕『環境訴訟法』－ Environmental Law and Litigation（2015
年、日本評論社）も同旨。
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ろ、法37条の２第１項は、このような観点から、救済の必要性に関する要件を

定め」たものと説明する。そして、非申請型義務付け訴訟は、「一定の処分を

求める法令上の申請権がない者が、第三者に対する規制権限行使としての処分

などの一定の処分をすべき旨を命ずることを求める」ものであり、これは「法

令上の申請権がない者にあたかも申請権を認めることと同じような結果」にな

るので、訴訟上の救済は、「救済の必要性が高い場合に限られるべきである」

と理由から設けられたものと説明する17。

　学説では、このような趣旨で重損要件を設けることについて、立法裁量の範

囲に入るとして合理性を説明する考えもある一方で18、平成16年改正時より、

第三者に取消訴訟を起こす力を与えている以上、義務付け訴訟においても当然

第三者に訴える力が与えられるべきとして、そもそも申請権の有無により区別

すること自体を批判し、重損要件を訴訟要件とすることに批判もあった19。

　こうした批判的な考えの延長線上に位置付けることが可能な重損要件の解釈

論もある。山本隆司教授は、非申請型義務付け訴訟における重損要件は、加重

要件ではなく、「行政庁が処分の要否につき調査・判断を行っていない場合に、

行政手続上ないし行政訴訟手続上、原告に一定程度の証拠提出責任」を負わせ

る意味があるに過ぎないとする20。興津征雄教授も、重損要件を加重要件では

なく成熟要件とする。すなわち、「行政庁による調査・検討という案件処理の

過程を省略していきなり裁判所に案件が持ち込まれる」ことを相当とする程の

「救済の必要性があり、行政庁の調査・検討抜きに裁判所が判断できるほど争

点が明確化・具体化しており紛争が成熟していること」と理解されるべきとす

る21。

17 福井秀夫ほか『新行政事件訴訟法』（2004年、新日本法規）138頁以下（村田斉志）。
小林久起『行政事件訴訟法』（2004年、商事法務）161頁も同旨。
18 塩野宏『行政法Ⅱ（第６版）』（2019年、有斐閣）249頁。
19 小早川光郎・阿部泰隆・芝池義一「鼎談・行政訴訟検討会の『考え方』をめぐって」
ジュリスト1263号22頁以下における阿部泰隆発言。阿部泰隆『行政法解釈学Ⅱ』（2009
年、有斐閣）。
20 山本隆司「改正行政事件訴訟法をめぐる理論上の諸問題」論究ジュリスト８号（2014
年冬号）74頁。
21 興津征雄『違法是正と判決効』（2010年、弘文堂）287頁以下。小早川光郎編『ジュ
リスト増刊・改正行政事件訴訟法研究』（2005年、有斐閣）126頁以下（中川丈久発言）、
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　重損要件の捉え方について学説は多様であるが、島村教授の整理によると、

重損要件を、申請権が認められていない場合に行政権の発動を求めるための特

別の訴訟要件とみるか、成熟性の要件とみるかに分かれ、前者によれば、損害

の重大性が厳格に要求されることにつながりやすく、後者によれば、たとえば、

損害が生命・身体にかかる損害ではないという理由で重損要件の充足が否定さ

れるということは、より少なるだろうとされる22。

　ただし、重損要件の位置づけをどのように考えるかにより上記のような違い

が生じる傾向があるとしても、重損要件の解釈においては、国民の権利利益の

実効性救済の観点からして、柔軟に運用されるべきであるという点では、学説

は一致しているように見える23。

　この点、池田は、参議院において「義務付けの訴え及び差止めの訴えについ

ては、取消訴訟を中心とした訴訟の仕組みを改め、その要件等を明確化し、救

済方法を拡充するという今回の改正の趣旨を生かし、柔軟な運用がされるべき

趣旨であることについて周知徹底に努めること。」との付帯決議がなされたこ

とを指摘している24。

３　裁判例

　学説が、重損要件を柔軟に解釈すべきとする一方、前述のとおり、多くの裁

判例は重損要件を欠くとして、却下されている。以下、第三者による非申請型

義務付け訴訟に絞って、裁判例を概観する。

①　大阪地判平成18年２月22日判タ1221号238頁

　建設廃材の破砕等の中間施設の処分業の許可差止請求事件において、「産業

廃棄物の飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散又は排ガス、排水、騒音及び

振動により生命、健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるような事態は容

易に想定し難い」として、重損性を否定した。

②　東京地判平成19年１月31日（裁判所ウェブサイト）

中川丈久「行政訴訟の基本構造（２・完）」民商法雑誌150巻２号（2014年）171頁（204
－206頁）も、重損要件を、紛争の成熟性要件と理解する。
22 島村・前掲注14、15頁
23 塩野・前掲注18、250頁、阿部・前掲注19、298頁、橋本博之『解説　改正行政訴訟法』

（2004年、弘文堂）63頁、宇賀『行政法概説Ⅱ　行政救済法』第６版（2018年、有斐閣）
341頁、越智・前掲注16、45頁、池田・前掲注16、104頁以下。
24 池田・前掲注16、103頁。
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　建築物是正命令義務付けを求めた事案で、「仮に、建築物の敷地が接道要件

等を満たしていないことにより火災発生時における消化活動等に困難を来し、

その結果、近隣住民等に重大な損害を生じるおそれがあるとしても、それは、

違法建築物の建設が相当程度に進ちょくし、当該建築物につき火災等の危険が

生じた時点で初めて認められるもの」とし、重損要件を否定した。

③　東京地判平成19年９月７日（裁判所ウェブサイト）

　マンションから40メートルの位置に居住する原告らについては、「仮に本マ

ンションが接道義務を果たしていないものがあるならば、…その居住する各建

築物に火災等が拡大して身体及び生命に危険が及ぶおそれがある」として重損

性を認めた。

④　大阪地判平成19年２月15日判タ1253号134頁

　都市計画法81条１項に基づく違反是正命令の義務付け訴訟において、仮に本

件通路や本件講習用道路上での交通渋滞が生じたとしても、原告らの権利や利

益に対する具体的な危険があるとはいえないとして、重損性を否定した。

⑤　京都地判平成19年11月７日判タ1282号75頁

　京都市船岡山の風致地区付近に建てられた建物について、一部除去命令の義

務付け等を求めた事案において、建築基準関係規定等において、景観利益を住

民個々人の個別的な利益として保護していると解することは困難である等とし

て、重損性を否定した。

⑥　大阪地判平成21年９月17日判地自330号58号

　土地の地盤が軟弱であるため当該土地上のマンションは構造上の安全性を有

しないとして、建築基準法９条１項の是正命令の義務付けが求められた事案で、

マンション敷地と隣接した土地を所有し、境界及び擁壁に近接して建築された

建物に居住する者は、マンション又は土地が建基法の規定に違反している場合

には、生命・身体の安全に影響が及ぶおそれがあり、かかる損害は回復困難な

性質のものであるとして、重損要件を肯定した（ただし請求は棄却）。

⑦　横浜地判平成22年６月30日判決判地自343号46頁

　建築基準法９条による除去命令・建築訂正命令等の義務付けを求めた事案で、

原告らの主張する地震・火災時の倒壊等の不測の事態を招くのではないかとの

危惧感や中２階の存在による火災発生時の大火に繋がる危険性への恐怖感は抽

象的なものであるとして、その重損性を否定した。

⑧　福岡高判平成23年２月７日判時2122号45頁
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　安定型処分場には、外周仕切設備等の遮水工等が設けられているとは考え難

く、地下に浸透した鉛が地下水を汚染して本件処分場の外に流出する可能性は

高いこと、控訴人に井戸水を飲料水及び生活水として利用している者がおり、

その控訴人を含む周辺住民の生命、健康に損害を生じるおそれがあると認めら

れるとし、生命、健康に生じる損害は、その性質上回復が著しく困難であるか

ら、訴訟要件としての重損性があるとした。

⑨　福島地判平成24年４月24日判時2148号45頁

　産業廃棄物処分施設を設置する法人の監査役であった者が法人税法違反の罪

で禁固以上の刑に処せられたことで、取消義務を認容した。

⑩　東京地判平成24年９月21日 LEX/DB 25496539

　建築基準法９条１項による建築物除去命令の義務付けを求めた事案で、「現

時点においては、本件建築物から原告らに重大な損害に当たるというのが相当

な程度の損害を生じさせるような火災が発生するものとは考え難い」として重

損性を否定した。

⑪　東京地判平成28年２月12日 LEX/DB 25535813

　建築基準法９条１項に基づく建築物除去命令の義務付けを求めた事案で、火

災による被害、建築物の倒壊ないし構造物の崩落による被害について、損害発

生の蓋然性がないことを理由に、重損性を否定した。

　このうち、④（交通渋滞）及び⑤（景観利益）は、損害の「重大」性の問題で

あり、その他は、生命身体という重大な損害が生じる「おそれ」があるかどう

かが問題となっていると分類することができる。

　そして、⑩と⑪は、判旨の中で、重損要件の趣旨は特別の訴訟要件であると

指摘し、救済の必要性が極めて高い場合に限ると厳格な基準を示している。厳

格な基準を要求せず請求を認容した⑥⑧⑨の中でも、⑧及び⑨は、相当に詳細

な事実認定をした上で、重大なおそれの有無を判断しているのに対し、⑥は、

法令違反があったと仮定した場合に、一般的、抽象的に重大なおそれがあるか

否かが検討されている。⑧及び⑨の検討方法によると、重損要件が実体判断と

同様の検討内容となるのに対し、⑥では、重損要件が別個独立の訴訟要件であ

ることが意識されていると評価できる。

　「おそれ」という文言が使用されている以上、損害発生の蓋然性の立証が必

要であるが、どこまでの危険性が立証されればいいのだろうか。②⑦⑩は、損

害の現実性、具体性を求めており、本来文言にはない要件を付け加えるもので
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あり、相当でない25。

　この点、周辺住民などの第三者である原告と、被告たる行政庁の証拠の偏在

等を理由に、伊方原発最高裁判決を参考に、重大な損害を生じるおそれがある

ことを原告側は疎明すればよく、被告側においてそうしたおそれがないことを

被告行政庁の側が証明すべきとの見解もある26。証拠の偏在による原告救済の

困難性は指摘のとおりであるが、本案要件としてならまだしも、訴訟要件とし

て、ここまで立証責任の振り分けが導かれるかというと疑問である。

　訴訟要件としての重損要件と、本案要件に関して行政の作為を義務付けるた

めの重大な損害のおそれとは明確に区別すべきである。訴訟要件は実体的司法

審査の資格要件であるから、違法な状態が存在するのではないかという合理的

な疑いがある程度の立証で足りると解するべきである27。

４　本件神戸地裁判決

　本判決は、まず第三者の非申請型義務付け訴訟は、「あたかも申請権を認め

ることと同様の結果をもたらすから、救済の必要性が高い場合であることを要

する」として、重損要件は特別の訴訟要件であると捉えている。そして、判断

基準として、「仮に一定の処分がされないことが違法であると仮定した場合に

おいて、当該不作為により、当該訴えの原告の法的利益に重大な侵害が生ずる

相当程度の可能性が求められることを要するものと解するのが相当である」と

した。「仮に」違法…という検討方法をとっている点で、⑥に近い要件の位置

づけである。「相当程度の可能性」は、因果関係や共同不法行為においてもし

ばしば用いられる概念であり、高度の蓋然性よりも立証の度合いをやや下げた

ものと評価できる。特別な訴訟要件としつつも、柔軟に解釈すべきという学説

に合致した基準と評価できる。

　本判決は、この基準に照らし、問題となっている擁壁がある本件斜面地の上

の土地を所有している原告 B 及び C について、「仮に処分行政庁において本件

都計工事命令をしないことが違法であった場合には、本件斜面地が崩落し、原

25 松浦寛「環境訴訟と行政事件訴訟法37条の２第１項の『損害の重大性』要件」阪大
法学58巻３・４号（2008年）715頁と同旨。
26 松浦・前掲注25、724頁。
27 山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商法雑誌130巻４・５号662頁、池田・
前掲注16、105頁。
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告 B らの生命又は身体が害される相当程度の可能性があるものと認められる」

とした。さらに、「これらの法的利益は社会通念上、金銭による事後的な賠償

をもって回復することが困難であり、又は相当でない」として、重損要件を認

めた。

　これに対し、本件斜面地の下の土地及び建物を所有しているが現在は同建物

に居住しておらず、第三者に賃貸している原告 A については、財産が害され

る相当程度の可能性があると認められるとしつつも、金銭による事後的な賠償

をもって回復することが可能であり、不相当ともいえないとして、重損要件を

否定した。

　本件神戸地裁判決は、重損要件について、比較的柔軟な解釈をしたものの、

所有か賃借かという居住形態で原告間に差を設けた。やはり、重損要件をどの

ように捉えるかにより、結論は大きく左右されることになる。現に居住してい

るかの差は、損害の重大性に差があるという捉え方のようにみえる。

　蓋然性の点については、本件では、宝塚市に対する義務付け等の請求に平行

して、開発業者及び土地所有者に対する民事上の妨害予防及び妨害排除請求が

なされている。重損要件は、本案要件だけでなく、民事上の物権的請求及び人

格権に基づく排除請求における、危険が生じる蓋然性や具体的危険性の問題と

いった要件とも重なる部分がある。

　この点、本判決は、民事上の妨害排除等の請求について、「現時点では、未

だ本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩落していないから、原告らの所有権

又は人格権が現に侵害されたとは認めがたい。」本件開発行為は、「本件許可基

準の定める技術的基準に形式的に適合していないに等しい」としつつも、この

ことは「本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する相当程度の可能性があ

ることを推認するにとどまるから、このことをもって直ちに、客観的にみて、

本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する高度の蓋然性があるとまでは認

めるに足りないと言わざるを得ない。」として、民事上の請求を棄却した。

　本件事案において、仮に裁判所が、上記判例②⑦⑩のように、民事上の請求

と同様に重損要件に危険の現実性、具体性を基準として求めたとしたら、原告

B 及び C についても重損要件が否定されることになるだろう。行政手続上違

法状態であるにも関わらず、民事上の請求と同様に高度の蓋然性や危険の現実

性、具体性を重損要件に盛り込んでしまうと、全く第三者の非申請型義務付け

訴訟を法定した意味が無くなってしまう。
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　こうした意味合いから、本件神戸地裁判決が、重損要件を比較的柔軟に解釈

して、厳格な基準を求めなかったことで、民事上の請求が否定される事案にお

いて、行政的な救済を認めた意義は大きい。
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１　経歴

　常本照樹教授は、2020年３月31日をもって国立大学法人北海道大学を退職さ

れる。

　常本教授は、1978年３月に北海道大学法学部を卒業され、同年４月に北海道

大学大学院法学研究科修士課程に進学された。法学部においては曽野和明教授

の演習に参加され、アメリカ法についての素養を培われた。その後、大学院に

おいて中村睦男教授（当時、助教授）に師事して憲法学の研究を進められた。

1983年３月に博士課程を修了され、法学博士（北海道大学）の学位を授与された。

同年４月に、北海道教育大学教育学部札幌分校に助手として赴任され、翌年10

月に講師に昇任された。1986年10月に助教授となられた後、1990年３月から１

年間、カリフォルニア大学バークレー校ロースクールにおいて在外研究に従事

された。1993年４月に請われて法学部教授として北海道大学に着任された（1995

年３月まで北海道教育大学札幌分校併任助教授）。その後、1998年７月から１

年間、ハーバード・イェンチン研究所の招聘によりハーバード大学に滞在され

た。帰国後、2000年４月の北海道大学の大学院重点化により大学院法学研究科

教授となられ、また所属上は、2003年４月からの１年間と、2008年４月以降現

在まで、大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター教授である。

　大学運営面の御貢献は周知のとおり極めて大きなものがあり、1999年５月か

ら北海道大学総長補佐（2004年３月まで）、2006年12月から教育研究評議会評

議員（2008年12月まで）、2007年４月から北海道大学アイヌ・先住民研究センター

長（2020年３月まで）を歴任され、そして同時期の2008年12月から大学院法学

研究科長・法学部長（2010年12月まで）を務められた。つまり、この２年間、

法学部研究棟の研究室のほかに、管理棟の研究科長室と大学南門近くのセン
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ター長室の２つのオフィスで部局長として執務されていたことになる。

　教育面では、法学部において「憲法Ｉ」「憲法Ⅱ」の講義および演習や外国書

講読を担当され、研究大学院（法学政治学専攻）においては、留学生や社会人

学生を含む国内外の研究者・実務家の育成に力を注がれた。法科大学院（法律

実務専攻）の開設後は、３年課程の「憲法Ｉ」「憲法Ⅱ」を担当されたほか、研

究大学院・公共政策大学院の学生にも開かれた「国際人権法」の授業も展開さ

れた。（旧）教養部、現在の総合教育部においては、法学部以外の全学生を対

象とする「日本国憲法」の講義を長年担当されてきたほか、法学部進学予定者

向けに日本憲法史・立法過程論・司法制度論の入門的講義を試行されたり、教

職科目の公民科教育法を経済学部・文学部の担当者と協力して実施されたこと

もあるという。

　このほか、現在は、2014年度に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」

事業の採択を契機として最先端の授業を英語で行う「Hokkaido サマー・イン

スティテュート」が全学を挙げて行われているが、既に1994年の時点で、マサ

チューセッツ大学の学生等を対象としたサマーセッション・プログラムで、

“American lnfluence upon Japanese Constitution”と題する講義を行っておら

れた。

　学会活動では、日本公法学会、日米法学会、国際人権法学会に所属され、日

本公法学会においては、1994年の第59回総会において「司法権──権力性と国

民参加」と題する第１部会報告を、2005年の第70回総会において「大学の自治

と学問の自由の現代的課題」と題する総会報告を行われた。また、学会運営に

関しては、日本公法学会理事（2016年11月～）、日米法学会評議員（1995年９月

～）、国際人権法学会理事（2009年11月～ 2015年10月）を歴任されたほか、

2004年の日本公法学会第69回総会および2011年の国際人権法学会第23回研究大

会が北海道大学を開催校として行われた際には、万全の運営体制を構築し、当

日の次々に発生する事態を見事にコントロールされた。

　社会貢献活動も、主要なものに限っても後掲のとおり多数あるが、やはり、

アイヌ・先住民族関係での御貢献が際立っている。研修・講演などの講師も多

くなさっているが、とりわけ税務大学校（札幌研修所）および北海道警察学校

などで公務員研修にも長らく尽力された。
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２　研究業績

　卓抜した語学力の持ち主という以上に彼の地の文化、社会に通暁した常本教

授は、重厚なアメリカ法の理解を脊柱としながら、常識の射程を測りつつ現実の

具体的妥当性を見失わない判断力をもって、許多の業績を積み上げられてきた。

⑴　常本教授の研究は、「権力分立制をとる民主主義政体における「法形成過

程」の実像と理念像を探るという関心」の下に、⒜「アメリカ法を素材とし、

特に司法審査権行使をめぐる「司法的法形成」の機能的特質についての理論的

発展」を考察することと、⒝「立法的法形成」の実体の再検討として立法過程

の基礎的研究を進めることを両輪としてスタートした。⒜については、修士論

文において、世紀転換期における「法形式主義」から20世紀前半のリアリスト

運動を経て、裁判のリアリズム的認識と民主主義との整合の途を模索する現代

へという流れで把握して考察し、「司法審査とリーガル・プロセス──アメリ

カでの司法の機能に関する理論的発展」（本誌31巻２号）として公刊された。他

方、深瀬忠一教授を代表とする比較立法過程研究会の共同研究を引き継いで

1980年に学部内の共同研究組織として発足した北大立法過程研究会が、文部省

科学研究費補助金の交付を受けて1981年度の研究テーマに「選挙法の立法過程

に関する実証的比較法的研究」を掲げていたが、常本教授は、⒝についての「一

準備作業としての意味を含めて、わが国の国会における、ある立法過程の素描

を試み」たものとして、「選挙二法昭和五〇年改正と憲法問題──公職選挙法

改正をめぐる国会審議を中心として」（本誌32巻２号）を公刊された。

　その後も、常本教授は、憲法裁判の具体例をアメリカ法に求め、関連する諸

判決に内包される司法権の概念および法理の推移と異同、そして判決受容の過

程の考察を通じて、民主政における司法審査の正当性と依るべき基準の問題に

ついて検討を進めるとともに、立法過程の基礎的研究も続行された。そこで探

究されようとしたことをプロセス法学と呼ぶならば、それは、基本的人権観や

司法審査理論にとどまらず立法過程の検討と相俟ったものであり、裁判所が維

持すべき基本的価値を民主的政治過程のみに限定せず、「機能論的発想を基本

に据えながらも、日本国憲法の条文の構造に即した修正を加えるべきではない

か」という視座から、プロセス的権利と非プロセス的権利の分類に尽くされな

い「合理性の基準」の奥行きを見つめるものであろう。近時の対話的違憲審査
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理論とも、視点を共有するものかもしれない。

　常本教授は、博士論文「「経済・社会立法」と司法審査」において、経済・社

会立法の違憲審査についてのいわゆる規制目的二分論が判例法理であると学説

から理解されつつあった当時に、「立法目的の認識方法や手段との関連性判断

等々について、ひいては、いわゆる「合理性の基準」自体の意義について、な

お少なからぬ問題が残されている」との問題意識から、アメリカ法を内在的か

つ包括的に検討し、「公的政策形成を主権者たる国民に直接責任を負う政治部

門に基本的に委ねている民主制国家においては避けて通れない「司法審査と民

主主義」という問題の関連性をも念頭に置きつつ、これが具体的裁判・判決に

どのように反映、影響しているか」を検討したのである。その際に、常本教授は、

司法審査の根拠となる憲法条項（デュー・プロセス条項、契約条項、平等保護

条項）と、連邦裁判所か州裁判所かによる審査の態様と審査基準の特徴を探る

ことを試みている。そのようにして、常本教授は、「全ての違憲審査基準の「基

本型」ともいうべき「合理性の基準」に関連する理論的諸問題」について考察さ

れた。

　その後、常本教授は、1996年の日米法学会において経済立法に関する司法審

査を中心にニュー・ディール期の憲法理論を再検討する報告をされるとともに、

博士論文の実質的続編と位置づけられるアメリカ公法学における立法過程論の

展開の検討を行われ、アメリカ司法審査制研究についての成果をまとめること

を目指しておられたようにみえる。同時に、そうした研究で得られた成果に基

づき、日本国憲法の解釈について、とりわけ、社会経済政策による規制の合憲

性や、平等判例における違憲審査のあり方と救済方法をめぐる多くの講究を示

された（そこには、尊属殺違憲判決の違憲審査を「中間的審査」であるとした

ことや、「憲法が明示的に区別して規定している点以外に憲法原理上の参議院

の特殊性は認められないという解釈は相当ではない」のであり「一対二といっ

た数値を上限とする人口比例主義を憲法上の要求として参議院に課すことは、

……参議院の根本的改革の可能性を封じることになろう」としたことなど、な

お留意すべき指摘が含まれているが、ここでは個別に論じる余裕がない）。前

述⒝をめぐっても、常本教授は、中村睦男教授のもとで推進された立法過程研

究において、当時の政府委員制度に注目して調査・検討された。

⑵　1970年代に始まったとされる先住民族の権利回復を目指す世界的な動きの
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中で、北海道ウタリ協会（2009年に北海道アイヌ協会に名称を復した）が1984

年の年次総会において「アイヌ民族に関する法律案（アイヌ新法案）」を採択し

た。これを受けて当時の横路孝弘北海道知事が新たな法的措置の必要性を検討

する諮問機関として同年10月に「ウタリ問題懇話会・新法問題分科会」を設け、

その座長に中村睦男教授が招請された。先住民族の権利や先住民族法制という

当時の日本の学界にさしたる蓄積の無い「最縁辺」で、常本教授は、懇話会委

員として中村教授を支えて「未踏の道を拓いてきた」。先住民族法制を含むア

メリカ法についての該博な知見と、立法過程研究の成果が「最前線」に投入さ

れることになったのである。1995年３月に内閣官房長官により「ウタリ対策の

あり方に関する有識者懇談会」が設置され、伊藤正己・元最高裁判事が座長と

なり、中村教授が座長代理に指名された。この時期、常本教授が著した「人権

主体としての個人と集団」が、二風谷ダム事件に関する札幌地裁判決（1997年）

の論理に大きな影響を与えたことは明らかである。「民族の文化は、個人の人

格的生存に関わる自律的選択の文脈を提供し、有為な選択を可能にするものな

のであり、その文化の享有は憲法13条によって保障されている」（「憲法はアイ

ヌ民族について何を語っているか」松井ほか『スターバックスでラテを飲みな

がら憲法を考える』）という思考は、既にこの時期に、リベラリズムとの整合

性を探究しながら、日本国憲法の個人主義との関係について「憲法学の泰斗」

がかつて述べた「多元主義的社会構造の維持」という枠組みを見据えて構築さ

れていたものであり、それは、後の有識者懇談会の基本思潮にも通底し、有力

な憲法体系書において到達点とされている。

　中村睦男総長の下で2007年４月に「北海道大学アイヌ・先住民研究センター」

が開設されてから今日まで、常本教授は唯一のセンター長である。2008年には、

衆参両院における「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の採択が

あり、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が設置されて、佐藤幸治

座長の下で常本教授も委員に就任された。さらに、北海道や札幌市の関係機関・

会議体の委員長なども務められ、2011年８月からは内閣官房長官を座長とする

アイヌ政策推進会議の政策推進作業部会の部会長に就任されている。法学が社

会工学であるならば、最大のエンジニアリングは──既存の法律の解釈をある

べき方向に嚮導するのもさることながら──新たな法律を作り、それによって

実際に社会を動かすことであるともいえよう。常本教授の長年にわたる尽力が

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
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法律」（アイヌ施策推進法）として結実したとすれば、教授は、法学・者として

最大の「業績」をあげたといえるかもしれない。

　「委員の３分の１以上を当事者が占めるという厳しい状況」にあったウタリ

問題懇話会でも、内閣官房の官邸官僚と渡り合う政策推進作業部会長の職でも、

常本教授の思考の深みにあるのはアメリカ法についての識見に立脚するプロセ

ス的関心からの研究であろうことは、1995年当時の「先住民族の権利」の実現

に関する具体的・比較法的研究に始まり、ハワイ先住民の比較的実証的研究か

ら現代国家における先住権の具体的実現の可能性を探り、アメリカの先住民法

制から民主主義政治過程における先住民族についての示唆を求め、そこから、

先住民族の文化享有権・知的財産権の保障に眼を向けるとともに、「先住民族

の権利に関する国連宣言」の国内的実現の方策を検討して、学際的な視野から

「日本型先住民族政策」の憲法政策学的な考察を進めてこられた過程から看取

されるところであろう。

⑶　常本教授は、前の世紀転換期に、「既存の憲法法理の射程を超えるもの」

として、「現在進行形」の問題を３つ取り上げたことがある（『憲法裁判50年』）。

その１つは、上述の、「ルーツは遙か昔にありながら、最近に至るまで気付か

れずにきた問題」としての先住民族の権利である。

　「国際化の大幅な進展に伴って生じてくる問題」とされるのが、人権の国際

的保障である。常本教授が先住民族の権利などを論じる際にも、その重要な観

点を提供しているのが、日本の憲法研究者としては先進的であった、国際人権

法への目配りである。それは、カリフォルニア大学バークレー校での在外研究

において深められ、憲法の判例研究においてもその成果が投入されているほか、

研究大学院において国際人権法の演習を開講され、後に法科大学院でも国際人

権法の授業を国際法の教員と共同で担当された。また、附属図書館への関係文

献の整備にも意を尽くされた。

　もう１つは、「技術の急速な進展が法理の見直しを迫る」という問題である。

IT という語が人口に膾炙するはるか以前から、というよりも、WindowsOS

が登場する前からパソコンのパワーユーザーであった常本教授は、「ネット

ワーク時代の表現の自由」をはじめとするサイバースペース関連の論点につい

ても業績がある。教授は、しばしば、新機軸を導入するに際しての技術的ある

いは制度上の障壁の克服に大きな関心を示される。そして、初期の設定段階を



北法70（6・273）1281

終え、安定的な運用が軌道に乗り、そこまでの経緯と留意点の周知を終える頃、

既に教授の関心は次の課題に向けられていることが多いようにみえる。

⑷　司法への国民参加の必要性が声高に唱えられるようになったとき、常本教

授は、日本公法学会総会において、「司法参加の代表的形態である陪審制と参

審制の自由主義的および民主主義的意義について歴史的にあとづけてから、司

法権の独立との関連でその現代的意義を整理」したうえで、「日本国憲法との

適合性の問題」について憲法制定過程の議論も確認しながら、憲法32条の文言

を手がかりに国民の司法参加を合憲と論じる可能性を示された。学会報告を前

に、学内の研究会において予備報告を行われた際、この合憲説が独自の見解か

と問われたときに、「私のオリジナルではありませんが、私の作ったカクテル

です」という趣旨の応答をされた。そして、常本教授は、憲法適合性の問題が

クリアされたなら、その政策的当否について議論を深めるべきとして報告を結

んでいる。その前提として、「期待される目的によって必要な制度は変わるは

ず」だとすると、「追求すべき目的とコストとの勘案」によって「慎重に制度設

計がなされるべき」ことになろう。そこでは、トラブルシューティングをも視

野に入れた運用設計までが勘案されていたものと解される。

　10年余を経て、国立大学の法人化という問題を学会が取り上げたとき、前年

度に開催校として運営業務に当たったばかりの常本教授に、総会報告が求めら

れた。そこで、教授は、法人化以降の国立大学に関する憲法23条の適用につい

て、従来の制度とは設計思想の段階から異なりうることを指摘して、23条を専

ら「国に対する対抗規定」と捉える「二面的理解」から、国公立か私立か「その

設置者の如何を問わず」に「四面的理解」を前提とすべきことを明らかにされた。

そして、ここでも、23条の学問の自由の解釈について、その保障内容を大学等

の研究者に特に強く保障される研究・発表の自由とする通説的見解と、（19条・

21条には解消され得ない23条独自の保障内容として）雇用関係に基づく拘束か

らの自由に限定する「高柳説」との接合を図ったのである。

⑸　古くは日本公法学会総会の前夜に「若手研究会」と称してほぼ同年生まれ

の憲法研究者が集まっていたとされるが、一般には「憲法55年の会」などと呼

ばれるようになり、そのような組織の存在を思わせるような出版企画も繰り返

し世に示され、2016年刊行の書籍にはその呼称が記されるに至った。「憲法55
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年の会」のメンバーが中心となった企画の多くに、常本教授も参画している。

それらの教材あるいは一般向けの図書においては、かつて、『アメリカ憲法史』

において未刊の英文草稿をベースに「日本語版を作成」した際に、「すらすらと

読める日本語」を書くことの難しさを再確認したという教授の緻密な日本語運

用能力が遺憾なく発揮されている。

　しかし、それは、単に平易な表現の工夫ということではなく、トラブルシュー

ターとしての視座から、学習者が直面しがちな難点を事前に予測して説明を設

計するというものであると解される。たとえば、違憲審査の手法を解説するに

あたって、「「基準」の語はミスリーディングな面がなくはないので、本稿では

抑制的に使用する」として「審査スタンス」の概念を導入し、「一般にいわれる

「厳格審査」基準、「厳格な合理性」基準、そして「合理性」基準による審査に対

応する」ものとして、「合理性審査のスタンスには、厳格審査、中間的審査、

緩やかな審査、の三段階がある」と説明されている（「平等権判例の到達点」）。

また、「憲法が保障する「法的権利」の根底にある「理念的」あるいは「道徳的」

な権利」を「生まれながらの人権」と呼び、著名な概説書の一節を引用した上で、

「ここでいう人間が生まれながらに当然に有する「自由と生存を確保するため

に必要な一定の権利」こそが……社会生活において主張される「人権」なので

あり、これが憲法によって確認され、法的権利として憲法の中に取り込まれる

ことによって「憲法上の人権」となる」との説明を試みられている（『ブリッジ

ブック憲法』）。これも、理念的権利としての人権と憲法上の権利との区別論と、

芦部信喜『憲法』の記述とのカクテルといえるかもしれない。

⑹　かつて常本教授は、「絶妙なバランス感覚と堅実な憲法学識」がもたらす

「堅実性と創造性の共存」に「中村憲法学の特質」をみて、また、「フランス憲

法学の研究成果に基づく理論的純一性を重視しつつ、健全な常識と人格のフィ

ルターを通してわが国の現実に適合した理論として着地させるという点」に「岡

田憲法学の真骨頂」があるとされた。常本教授が、そこに憲法研究者としての

「祖型」をみたのではないかと想像することも許されるであろう。そして、そ

うであるならば、常本教授の指導教官は、傘寿を目前にして書き下ろしの研究

書を公刊し、２年後の今また新たな単著の執筆に取りかかっているし、また、

４学年上の先輩が単著の概説書を著したのは北海道大学の定年が間近となった

頃であった。本稿は常本教授の御業績の紹介としては全く足りないものである
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が、「教授はこれからも憲法学の第一線において御活躍を続けられるのであり、

これはあくまでも経過報告に過ぎない」として先生の御海容を乞いつつ、今後

いくつかの大きな補充が必要となるであろうこの暫定的な報告を終えることと

したい。

常本照樹教授の経歴

【学歴・研究歴・職歴】

1955（昭和30）年10月　北海道栗沢町（現・岩見沢市）に生まれる

1978（昭和53）年３月　北海道大学法学部卒業

1980（昭和55）年３月　北海道大学大学院法学研究科修士課程修了

1983（昭和58）年３月　北海道大学大学院法学研究科博士課程修了

1983（昭和58）年３月　法学博士（北海道大学）

1983（昭和58）年４月　北海道教育大学教育学部札幌分校助手

1984（昭和59）年10月　北海道教育大学教育学部札幌分校講師

1986（昭和61）年10月　北海道教育大学教育学部札幌分校助教授

1993（平成５）年４月　北海道大学法学部教授

1999（平成11）年５月　北海道大学総長補佐（至2000年４月）

2000（平成12）年４月　北海道大学大学院法学研究科教授

2001（平成13）年５月　北海道大学総長補佐（至2004年３月）

2003（平成15）年４月　 北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究セ

ンター教授

2004（平成16）年４月　北海道大学大学院法学研究科教授

2006（平成18）年12月　北海道大学教育研究評議会評議員（至2008年12月）

2006（平成18）年12月　 北海道大学大学院法学研究科副研究科長（至2008年12

月）

2007（平成19）年４月　 北海道大学アイヌ・先住民研究センター長（至2020年

３月）

2008（平成20）年４月　 北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究セ

ンター教授

2008（平成20）年12月　北海道大学大学院法学研究科長・学部長（至2010年12月）

2020（令和２）年３月　退職
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【学会活動】

日本公法学会（理事：2016年11月～）

日米法学会（評議員：1995年９月～）

国際人権法学会（理事：2009年11月～ 2015年10月）

【社会貢献活動】

国家公務員試験採用Ⅰ種試験（記述式）専門委員

アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会委員

アイヌ政策推進会議委員（政策推進作業部会長）

文部科学省・大学等におけるアイヌの人々の人骨の保管状況の調査結果とりま

とめに関する意見交換会委員

文部科学省・大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会

座長

国土交通省・民族共生の象徴となる空間のイメージの構築に向けた検討会委員

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部・平取ダム地域文化保全検討会委員

独立行政法人日本学術振興会・科学研究費委員会審査第一部会・第二部会法学

小委員会委員

北海道環境審議会委員

北海道文化審議会特別委員

北海道功労賞表彰候補者選考委員会副会長

ウタリ問題懇話会・新法問題分科会委員

北海道アイヌ政策を考える懇談会員

北海道立アイヌ総合センター指定管理者候補者選定委員会委員長

札幌市公文書公開審査会委員

札幌市人事委員会委員長

札幌市情報公開・個人情報保護審議会 / 審査会委員長

「（仮称）札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会委

員長

札幌市アイヌ施策推進計画検討委員会委員長

札幌市アイヌ施策推進委員会委員長
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平取町アイヌ文化振興推進協議会委員

一般社団法人北海道大学出版会非常勤理事

公益財団法人尚志社理事

公益財団法人アイヌ民族文化財団評議員

テレビ北海道放送番組審議会委員

常本照樹教授の業績

【編著書など】

1990年　 『教材憲法判例』（中村睦男、秋山義昭、千葉卓と共編著）北海道大学

図書刊行会（1990年第３版）

1994年　 『アメリカ憲法史』マイケル・レス・ベネディクト（翻訳）北海道大学

図書刊行会

1996年　 『法学ナビゲーション』（安念潤司、津村政孝と共著）有斐閣（1996年

初版、2001年第２版）

1997年　『憲法裁判50年』（中村睦男と共著）悠々社

　　　　『アイヌ語が国会に響く』（萱野茂ほか７名と共著）草風館

　　　　 『基本的人権の事件簿──憲法の世界へ』（棟居快行、赤坂正浩、松井

茂記、笹田栄司、市川正人と共著）有斐閣（1997年初版、2002年第２版、

2007年第３版、2011年第４版、2015年第５版、2019年第６版）

1999年　 『目で見る憲法』（初宿正典、大沢秀介、高橋正俊、高井裕之と共著）

有斐閣（1999年初版、2000年補訂版、2003年第２版、2007年第３版、

2009年第３版第５刷（補訂）、2011年第４版、2018年第５版）

2000年　 『アイヌ民族をめぐる法の変遷──旧土人保護法から「アイヌ文化振

興法」へ』さっぽろ自由学校「遊」ブックレット４

　　　　 『教材憲法判例』（中村睦男、秋山義昭、千葉卓、齊藤正彰と共編著）

北海道大学図書刊行会（2000年第４版）、北海道大学出版会（2008年第

４版増補版）

2004年　『日本国憲法解釈の再検討』（高見勝利、岡田信弘と共編）有斐閣

2007年　 『愛努的民族發展』（政治大學原住民族研究中心編輯）國家教育研究院

籌備處、行政院原住民族委員會
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2009年　 『Law practice 憲法』（笹田栄司、赤坂正浩、鈴木秀美、大石和彦、齊

藤正彰と共著）商事法務（2009年初版、2014年第２版）

　　　　 『傳統智慧與公共領域：原住民族傳統智慧創作保護論文集』（劉靜怡、

邱澎生、黄居正と共著）數位典藏與數位學習國家型科技計畫：數位典

藏與學習之學術與社會應用推廣計畫：拓展台灣數位典藏計畫

2011年　 『アイヌ民族と教育政策──新しいアイヌ政策の流れのなかで』（札幌

大学附属総合研究所 BOOKLET4号）

2014年　 “The Ainu : Indigenous People of Japan”（北海道大学アイヌ・先住

民研究センターブックレット３号）（ヘンリ・スチュアート、篠田謙一、

野本正博、加藤博文と共著）

2015年　 『台湾の原住民族政策──民族認定と博物館』（北海道大学アイヌ・先

住民研究センターブックレット５号）（落合研一と共編）

2016年　 『スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える』（松井茂記、渋谷

秀樹、紙谷雅子、内野正幸、赤坂正浩、棟居快行、市川正人、笹田栄

司、安念潤司、長谷部恭男と共著）有斐閣

2019年　 『民族のあり方と先住民族政策──台湾平埔族の原住民族認定をめ

ぐって』（北海道大学アイヌ・先住民研究センターブックレット11号）

（落合研一と共編）

2020年　 『教材憲法判例』（中村睦男、岩本一郎、齊藤正彰と共編著）北海道大

学出版会（2020年第５版）

【学術論文】

1980年　 「司法審査とリーガル・プロセス──アメリカでの司法の機能に関す

る理論的発展」北大法学論集31巻２号

1981年　 「選挙二法昭和五〇年改正と憲法問題──公職選挙法改正をめぐる国

会審議を中心として（資料）」北大法学論集32巻２号

1984年　 「「経済・社会立法」と司法審査⑴──アメリカにおける「合理性の基準」

に関する一考察」北大法学論集35巻１・２号

1985年　 「「経済・社会立法」と司法審査⑵──アメリカにおける「合理性の基準」

に関する一考察」北大法学論集35巻５号

1986年　 「Henry P. Monaghan: Third Party Standing（84 Colum.L.Rev. 227-

316, 1984）（紹介）」アメリカ法 1986-1号
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　　　　 「アメリカ憲法における宗派学校への公的助成問題について」ジェー

ムズ・Ｅ・ハーゲット（翻訳）北大法学論集37巻１号

1989年　 「人権と政治制度（総説・基本的人権・平和主義）」小川環編『法学通論』

青林書院

1990年　 「外国人教員任用法の立案過程──議員立法の一考察」北大法学論集

40巻５・６号（上）

　　　　 「アラスカ先住民の権利と法」杉原泰雄ほか編『平和と国際協調の憲法

学』勁草書房

1991年　 「憲法と人権」小川環編『現代社会と法──法学へのいざない』青林書

院

1993年　「外国人教員任用法の立案過程」中村睦男編『議員立法の研究』信山社

　　　　 「「経済・社会立法」と司法審査⑶──アメリカにおける「合理性の基準」

に関する一考察」北大法学論集43巻５号

　　　　 「「経済・社会立法」と司法審査（４・完）──アメリカにおける「合理

性の基準」に関する一考察」北大法学論集43巻６号

1995年　 「選挙区割法・腐敗防止法・政党法人格付与法（新法解説）」法学教室

174号

　　　　 「人権主体としての個人と集団」長谷部恭男編著『リーディングズ現代

の憲法』日本評論社

　　　　「司法権──権力性と国民参加」公法研究57号

　　　　「アイヌ新法が問う「先住権」」世界609号

1996年　 「日本における外国人──憲法の観点から」「討論（シンポジウム　外

国人の人権──日仏比較の観点から）」北大法学論集46巻６号

1997年　「情報公開法と司法審査」ジュリスト1107号

　　　　 「平等権判例と司法審査──平等権⑴〈重点講座・憲法判例50年〉」法

学教室200号

　　　　 「平等権判例の到達点──平等権⑵〈重点講座・憲法判例50年〉」法学

教室201号

　　　　 「ニュー・ディールと最高裁──憲法史からの視点」アメリカ法1997-1

号

　　　　「玉串料最高裁判決と目的効果基準」法律のひろば50巻７号

　　　　「アイヌ新法の意義と先住民族の権利」法律時報69巻９号
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　　　　「先住民族と憲法と裁判所」Arctic Circle23号

　　　　 「政府委員制度」中村睦男＝前田英昭編『立法過程の研究──立法にお

ける政府の役割』信山社

　　　　「インターネットと表現の自由」計算機統計学９巻２号

1998年　 「民族的マイノリティの権利とアイデンティティ」岩波講座『現代の法

⒁──自己決定権と法』岩波書店

　　　　 「議員定数判決の構造──議員定数不均衡⑴〈重点講座・憲法判例50

年〉」法学教室211号

　　　　 「議員定数判決の展開──議員定数不均衡⑵〈重点講座・憲法判例50

年〉」法学教室212号

　　　　 「先住民族の権利──アイヌ新法の制定」深瀬忠一ほか編『恒久世界平

和のために──日本国憲法からの提言』勁草書房

　　　　「北海道情報公開条例を考える（鼎談）」北海道自治研究351号

　　　　「先住民族と裁判──二風谷ダム判決の一考察」国際人権９号

1999年　「法定手続の保障〈重点講座・憲法判例50年〉」法学教室220号

　　　　 「サイバースペースにおける表現の法的規制と私的コントロール」田

村善之編『北海道大学法学部ライブラリー３：情報・秩序・ネットワー

ク』北海道大学図書刊行会

　　　　 「次世代のための法学教育──アメリカの視点から」マーク・レヴィ

ン（翻訳）長谷川晃編『北海道大学法学部ライブラリー４：市民的秩

序のゆくえ』北海道大学図書刊行会

　　　　 “The Ainu Shinpo : A New Beginning” in AINU : SPIRIT OF A 

NORTHERN PEOPLE (W. Fitzhugh & C. Dubreuil eds., Smithsonian 

Institution, 1999) 

　　　　 「ネットワークの不正利用と大学の法的責任」楡陰（北海道大学附属図

書館報）105号

2000年　 「憲法の最前線あるいは最縁辺──先住・少数民族の権利」紙谷雅子

編『日本国憲法を読み直す』日本経済新聞社

　　　　「法科大学院構想と憲法教育」（木下智史氏と対談）法律時報72巻８号

　　　　 「Constitutional Protection of Indigenous Minorities」北大法学論集51

巻３号

　　　　 「非西欧的社会・日本の「立憲主義」の受容」アエラ・ムック『憲法が
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わかる。』朝日新聞社

　　　　「旭川市環境基本条例」ジュリスト1189号

　　　　 “Toward More Responsive, Efficient and Fair Democracy: 

Governmenta l  Re form in  Japan , ”  Reg iona l  Secur i ty  & 

Democratization in Asia Pacific (Tamkang University, Taiwan)

　　　　 (with M. Nakamura) “The Legislative Process: Outline and Actors,” 

Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society (Y. Higuchi 

ed. Univ of Tokyo Press)

2001年　 「国民の司法参加と憲法（各論）」ジュリスト臨増『司法改革と国民参

加──司法制度改革審議会中間報告をめぐって』

　　　　 「司法への市民参加──司法改革論と憲法学の視点から（コメント）」

北大法学論集52巻１号

2002年　「戦争の放棄（９条）〈重要条文コンメンタール憲法〉」法学教室260号

　　　　 Rights and Identities of Ethnic Minorities in Japan: Indigenous Ainu 

and Resident Koreans, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the 

Law vol. 2

　　　　 「基本的人権の種類と範囲」横田耕一＝高見勝利編『ブリッジブック憲

法』信山社

2003年　 (with Mark Levin) “A Comment on the Ainu Trust Assets Litigation 

in Japan,” Tulsa Law Review vol. 39

2004年　 「アイヌ民族に関する法と裁判」阿部昌樹ほか編『グローバル化時代の

法と法律家』日本評論社

　　　　 「国内法における先住民族の地位──アメリカを中心に」文化人類学

研究５巻

　　　　 「国際先住民の10年──軌跡と展望」（上村英明、笠原政治の両氏との

討論）文化人類学研究５巻

　　　　 「平等権の現代的展開」高見勝利ほか編『日本国憲法解釈の再検討』有

斐閣

2005年　 「先住民族と憲法」本多俊和ほか編『文化人類学研究──先住民の世界』

放送大学教育振興会

　　　　 「裁判員制度の可能性と課題」（酒巻匡、西村健、守屋克彦、市川正人

の各氏と座談会）法律時報77巻４号
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　　　　 「先住民族の文化と知的財産の国際的保障」知的財産法政策学研究８

号

　　　　 「原住民的文化及智慧財産──國際潮流之概況」精華科技法律與政策

論叢第２巻第１期

2006年　「大学の自治と学問の自由の現代的課題」公法研究68号

　　　　 「共有財産とイオル構想──アイヌ民族の土地の現在」台灣國際法季

刊３卷１期

　　　　 2007年　「アイヌ民族との協同によるアイヌ・先住民研究」開発こう

ほう528号

　　　　 「アイヌ民族の法的地位／愛努民族的法律地位」、「北海道大学アイヌ・

先住民研究センター／北海道大學愛努・先住民研究中心」、「「Aynu

＝アイヌ」の漢字の訳名は「愛努」か、それとも「阿伊努」か？／

Aynu ＝アイヌ」的漢字譯名是「愛努」還是「阿伊努」？」原教界18号・

愛努的民族発展特集号（台湾原住民族委員会）

2008年　 「先住民族の文化と知的財産に関する一考察」田村善之編著『新世代知

的財産法政策学の創成』有斐閣

　　　　「共生社会とアイヌの権利回復」エコノミスト86巻48号

　　　　「人権と多文化主義」ジュリスト増刊『憲法の争点』

2009年　「アイヌ民族と大学教育」比較文化論叢（札幌大学文化学部紀要）23号

　　　　 “The Ainu as an Indigenous People: The Significance of the Diet 

Resolution and Protection of their Culture,”劉静怡ほか編『傳統智慧

與公共領域：原住民族傳統智慧創作保護論文集』數位展藏與學習推廣

計畫

2010年　 「「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の採択とその意義」、「アイ

ヌ文化振興法の意義とアイヌ民族政策の課題」北海道大学アイヌ・先

住民研究センター編『北大アイヌ・先住民研究センター叢書１アイヌ

研究の現在と未来』北海道大学出版会

　　　　 「アイヌ政策のこれから──新たなアイヌ政策の実現に向けて」開発

こうほう568号

　　　　「先住民族アイヌと多文化共生」学校運営52巻９号

2011年　「アイヌ民族と「日本型」先住民族政策」学術の動向16巻９号

　　　　 「日本国憲法の「個人の尊重」と民族の福利──憲法政策論的考察」淡
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江大学亜州研究所編『全球下的亜州』稲郷出版社

2012年　 「国籍法違憲判決──平等判例における違憲判断と救済方法の到達点」

論究ジュリスト１号

2013年　 「On Policy Measures for the Socio-Economic Betterment of the Ainu 

People」（落合研一氏と共著）北大法学論集64巻２号

2014年　「海外の先住民族政策──日本との比較の視点」開発こうほう615号

　　　　 “Toward Ainu and Japan Specific Indigenous Policies,“ Henry 

Stewart ed., The Ainu: Indigenous People of Japan, 北海道大学アイ

ヌ・先住民研究センターブックレット３号

2015年　 「「先住民族であるとの認識」に基づく政策と憲法」高見勝利先生古稀

記念『憲法の基底と憲法論──思想・制度・運用』信山社

2016年　 “Toward Revitalization of Indigenous Ainu Culture: The Symbolic 

Space for Ethnic Harmony“,  Reconciliation, Coexistence, and 

Sustainability: Articulating the Social-Ecological Wisdom of 

Austronesian Family (Council of Indigenous Peoples, Taiwan)

2017年　 「国籍法違憲判決──平等判例における違憲判断と救済方法の到達点」

長谷部恭男編『論究憲法──憲法の過去から未来へ』有斐閣

　　　　 「先住民族政策としてのアイヌ政策」原住民族委員会『台灣原住民族法

學』第三期

2018年　 “The Potential for an Indigenous Policy under the Constitution of 

Japan,” An Introduction to Ainu Studies, Center for Ainu and 

Indigenous Studies Booklet vol. 8

　　　　 「2020年に向けて──アイヌ政策の現状と展望／邁向2020年──愛努

政策的現況與展望」原教界84号（台湾原住民族委員会）

2019年　 「アイヌ施策推進法──アイヌと日本に適合した先住民族政策を目指

して（新法解説）」法学教室468号

　　　　 「アイヌ施策推進法の特色と意義──アイヌと日本に適合した先住民

族政策をめざして／愛努族政策實施推動法之特色與意義──展望適合

愛努族與日本之先住民族政策」原教界88号（台湾原住民族委員会）

【判例研究】

1985年　 「公職選挙法一三八条二項と選挙運動の自由（最判昭58・11・10、最
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判昭59・１・20）」法学セミナー 363号

　　　　 「外国人の指紋押捺とプライバシーの権利（横浜地判昭59・６・14、

東京地判昭59・８・29）」法学セミナー 363号

1986年　 「鉄道営業法三五条と憲法二一条（最判昭59・12・18）」法学セミナー

375号

　　　　「税関検査と憲法二一条（最大判昭59・12・12）」法学セミナー 375号

1987年　 「政見放送削除事件（東京高判昭61・３・25）」昭和61年度重要判例解

説

1988年　 「生命・身体に対する特別の犠牲と補償請求（東京地判昭59・５・

18）」憲法判例百選Ⅰ（第２版）

　　　　 「森林法一八六条と財産権の保障（最大判昭62・４・22）」法学教室別

冊付録・判例セレクト ’87

1990年　 「公衆浴場の距離制限と憲法二二条（最判平元・１・20）」法学教室別

冊付録・判例セレクト ’89

1992年　 「最高裁判所規則の制定に関する裁判官会議への参加を理由とする忌

避申立ての許否（最決平３・２・25）」平成３年度重要判例解説

1993年　 「市立高等専門学校において、宗教上の教義に基づいて剣道の実技に

参加しなかったことから体育の単位が認定されず、進級許否処分及び

退学処分を受けた者がした右処分の執行停止申立てが、右処分は適法

であって、「本案に理由がないとみえるとき」に当たるとして、却下

された事例（大阪高決平４・10・15）」判例時報1464号（判例評論416号）

1994年　 「第一次家永教科書検定訴訟上告審判決（最判平５・３・16）」法学教

室別冊付録・判例セレクト ’93

　　　　 「予防接種事故と補償請求（東京地判昭59・５・18）」憲法判例百選Ⅰ（第

３版）

1995年　 「日本新党参院比例代表選出繰上当選無効請求訴訟第一審判決（東京

高判平６・11・29）」法学セミナー 485号

　　　　 「選挙人名簿不登録処分異議申出却下決定取消請求事件（最判平７・２・

28）」法学セミナー 486号

　　　　 「単純所持目的でのわいせつ表現物輸入事件（最判平７・４・13）」法

学セミナー 491号

　　　　 「指導要録公開拒否処分取消訴訟第一審判決（東京地判平６・１・
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31）」判例時報1540号（判例評論441号）

1998年　 「中学校生徒の親からの、個人情報保護条例に基づく、右生徒の自殺

に関する全校生徒の作文の開示請求を棄却した決定が相当とされた事

例（東京地判平９・５・９）」判例時報1643号（判例評論475号）

2000年　 「予防接種事故と補償請求（東京地判昭59・５・18）」憲法判例百選Ⅰ（第

４版）

2001年　 「Rice v. Cayetano, 528 U.S.495, 120 S.Ct.1044 (2000) ──州機関たる 

Office of Hawaiian Affairs の理事選挙の選挙権を、先住民に限定する

ハワイ州憲法および州法の規定は、人種に基づく差別であり、合衆国

憲法第15修正に違反する」アメリカ法2001-1号

2004年　 「在監者と弁護人とのコミュニケーションの自由（最判平15・９・５）」

法学教室284号

　　　　 「選挙権行使の可能性と立法不作為の問題（大阪地判平15・２・10）」

平成15年度重要判例解説

　　　　 「参議院における選挙区選出議員定数配分の合憲性（最大判平16・１・

14）」民商法雑誌131巻１号

2005年　「憲法判例の動き」平成16年度重要判例解説

　　　　 「意見・論評と名誉毀損──ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件（最判平９・９・

９）」メディア判例百選

2006年　 「憲法判例の動き」平成17年度重要判例解説

　　　　 “Trends in Japanese Constitutional Law Cases: Jurisuto Commentary 

on Important Judicial Decisions for 2004,” Asian-Pacific Law & Policy 

Journal vol.8 Issue 1

2007年　 「国籍法の性差別とその救済方法（東京高判昭57・６・23）」憲法判例

百選Ⅰ（第５版）

　　　　「憲法判例の動き」平成18年度重要判例解説

　　　　 “Jurisuto Commentary on Important Legal Precedents for 2005: 

Trends in Constitutional Law Cases,” Asian-Pacific Law & Policy 

Journal vol.8 Issue 2

2008年　「憲法判例の動き」平成19年度重要判例解説

　　　　 “Commentary on Important Legal Precedents for 2006: Trends in 

Constitutional Law Cases,” Asian-Pacific Law & Policy Journal 
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Volume 9, Issue 2

2009年　「憲法判例の動き」平成20年度重要判例解説

　　　　 “Commentary on Important Legal Precedents for 2007: Trends in 

Constitutional Law Cases,“ Asian-Pacific Law & Policy Journal 

Volume 11, Issue 1

2010年　「憲法判例の動き」平成21年度重要判例解説

2011年　 「砂川政教分離訴訟上告審判決（①②最大判平22・１・20）」平成22年

度重要判例解説

2012年　 「名誉毀損と言論の自由（New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 

254, 84 S. Ct. 710, 11 L. Ed. 2d 686 （1964））」アメリカ法判例百選

2013年　 「社会経済政策としてなされる営業規制──小売市場事件（最大判昭

47・11・22）」憲法判例百選Ⅰ（第６版）

2018年　 「意見・論評と名誉毀損──ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件（最判平成９・

９・９）」メディア判例百選（第２版）

2019年　 「社会経済政策としてなされる営業規制──小売市場事件（最大判昭

47・11・22）」憲法判例百選Ⅰ（第７版）

【書評・解説・その他】

1988年　 「アメリカ合衆国における先住民の現状と法制度（現地調査と文献研

究による）」ウタリ問題懇話会編『アイヌ民族に関する新法問題につい

て──資料編』

1994年　 「先住民族の権利──比較法的検討（北海道大学法学会記事）」北大法

学論集45巻１＝２号

1995年　 「アメリカ合衆国におけるタバコ PL 訴訟──その歴史と現在（北海道

大学法学会記事）」マーク・レヴィン（翻訳）北大法学論集46巻４号

1996年　 「どう見るウタリ問題懇談会答申──焦点絞って現実的選択」北海道

新聞1996．4．10夕刊

1997年　 （書評）指宿信＝米丸恒治著『法律学のためのインターネット』法学教

室198号

2000年　 「Ⅱ人権と統治（13-24）」「Ⅸ法の新しい展開（97：インターネットと表

現の自由）」野村豊弘編『法学キーワード』有斐閣（2000年初版、2003

年第２版）
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　　　　 （書評）松井茂記・松宮孝明・曽野裕夫著『はじめての法律学』法学教

室238号

2001年　 「第７回インカルシペ・アイヌ民族文化祭アイヌ民族シンポジウム！

基調講演：ハワイ先住民の現代とアイヌ民族（前編）」季刊アイヌ文化

13号

　　　　 「第７回インカルシペ・アイヌ民族文化祭アイヌ民族シンポジウム！

基調講演：ハワイ先住民の現代とアイヌ民族（後編）」季刊アイヌ文化

14号

　　　　「政策秘書制度・再考」国会月報48巻635号

2005年　 「名誉毀損と事前差止──北方ジャーナル事件」浦部法穂＝戸波江二

編著『法科大学院ケースブック憲法』日本評論社

2008年　 「国内の民族問題にも力を入れて──アイヌ問題はローカル？（新聞

時評）」毎日新聞2008. ５.27朝刊

　　　　「共生社会とアイヌの権利回復」週刊エコノミスト86巻48号

2009年　 「アイヌ民族の権利回復＊利益実現へ戦略的対応を」北海道新聞

2009．４．14夕刊

2010年　 「アイヌ政策についての要望」小山透編著『現代アイヌの生活と意識：

2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書』（北海道アイヌ民族生

活実態調査報告：Ainu Report その１）

　　　　 「国はアイヌ文化を尊重する特別の責任がある──「多文化共生」に国

民の理解を」毎日新聞2010. ７.22朝刊

　　　　 「アイヌ政策をめぐる法と政治──政策懇談会報告をめぐって（北海

道大学法学会記事）」北大法学論集63巻１号

2014年　 「U SEVEN Interview FILE 108 常本照樹」学士会会報 U SEVEN 53

号

2015年　「岡田信弘教授の経歴と業績」北大法学論集65巻６号

2016年　 「アイヌ政策への期待と課題は──誇り持って選べる社会に（Opinion

北海道）」朝日新聞2016．11．５朝刊

2019年　「アイヌ文化への理解広げよう」北海道新聞2019．６．１朝刊

　　　　 「アイヌ施策推進法──新法で先住民の福利実現」神奈川新聞2019．

10．21朝刊
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【学会報告等】

1991年　「日本国憲法第９条について」ヒューストン大学ローセンター研究会

1994年　 「司法権──権力性と国民参加」第59回日本公法学会総会・第１部会

報告

1996年　 「ニュー・ディールと最高裁──憲法史からの視点」日米法学会第33

回総会報告

　　　　 「インターネットと表現の自由」第10回日本計算機統計学会シンポジ

ウム

1997年　 「先住民族と裁判──二風谷ダム事件判決」国際人権法学会第９回研

究大会

　　　　 “Rights and Identities of Ethnic Minorities in Japan : Indigenous 

Ainu and Resident Koreans,” Colloquium on Comparative 

Constitutionalism, 1945-1995 : Rights and National Identity（米国・オ

ハイオ州コロンバス）

1999年　 “Constitutional Protection of Indigenous Minorities” 国際憲法学会第

５回世界大会（オランダ・ロッテルダム）

　　　　 「憲法と少数・先住民族──憲法学の最前線または最縁辺」日本経済

新聞社憲法問題研究会

2000年　 「憲法と先住・少数民族の権利──二風谷判決を手がかりに」国立民

族学博物館共同研究会「少数民族と法制度に関する比較研究」（研究代

表者・横山廣子）

　　　　 「個人と集団の自己決定権」国連大学グローバル・セミナー第１回北

海道セッション「21世紀の国家と民族」

　　　　 「司法と市民参加──司法制度改革の視点から」日仏国際シンポジウ

ム（北海道大学）

　　　　 “Toward More Responsive, Efficient and Fair Democracy: 

Governmental Reform in Japan” Two Millennium Conference 

"Regional Security and Democratization in Asia Pacific" （淡江大学、

台湾）

2002年　 “Constitutional and Legal Status of the Ainu in Japan: A National 

Report”, 16th Quadrennial Congress of the International Academy of 

Comparative Law （クイーンズランド大学、オーストラリア）
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　　　　「アイヌ民族問題と人権」司法研修所平成14年度専門研究会

　　　　 「先住民族の権利の諸相」桃山学院大学総合研究所「先住民族と人権」

プロジェクト

2003年　「人権保障のあり方と方法──憲法の視点から」参議院憲法調査会

　　　　 “Development of Law regarding the Ainu People”　大阪市立大学法

学部創設50周年記念国際学術シンポジウム「グローバル化の時代にお

ける法律家の社会的責任」

2004年　 「国内法における先住民族の地位──日本とハワイの比較を中心に」

早稲田大学文化人類学会第５回総会・シンポジウム「国際先住民の10

年──軌跡と展望」

　　　　「先住民族の文化と民主主義」多元族群與文化発展会議（台湾行政院）

2005年　 「先住民族の文化と知的財産──国際的潮流の概観」北大21世紀 COE

プログラム国際シンポジウム「バイオテクノロジーの法的保護と生命

倫理」

　　　　「大学の自治と学問の自由の現代的課題」第70回日本公法学会総会

2006年　 「共有財産與“Iwor”計畫 - 日本愛奴族的土地問題（共有財産とイオル

構想──アイヌ民族の土地の現在）」土地、自然資源與主權－原住民

與國際法研討會（中国文化大学、台湾）

　　　　 “Autonomy of Ainu People under Japanese Constitution” 舊社與新民

族自治國際學術研討會（政治大学原住民族研究中心、台湾）

2007年　 「民族自決権とアイヌ民族の「自治」」学術創成研究プロジェクト企画

「道州制とアイヌ民族──グローバル時代における地方政府と先住民

族」（北海道大学）

　　　　 「「先住民族の権利に関する国連宣言」と「国際人権規約の日本政府第

５回報告」について」世界の先住民族の国際10年記念事業──アイヌ

民族シンポジウム

　　　　「日本国憲法と裁判員制度」（国立中正大学法学院、台湾）

　　　　 「日本における国内人権機関の意義とアイヌ民族の権利保障」国家人

権委員会研討会［台湾国際法学会・外交部］（外交部外交人員講習所、

台湾）

　　　　 「民族文化と法制度」北海道大学アイヌ・先住民研究センター主催国

際シンポジウム「アイヌ文化振興法の過去・現在・未来」（北海道大学）
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2008年　 「愛努先住民族的認定與新政策的課題」2008國際會議「全球化下的日本

與東亞」（淡江大学、台湾）

　　　　 “Ainu as an Indigenous People: Significance of the Diet Resolution 

and Protection of their Culture”

　　　　 「原住民族傳統智慧創作保護」學術研討會（行政院國家科學委員會

Taiwan Digital Archives Expansion Project、台湾）

2009年　 「アイヌ政策懇談会報告書を考える──理論編」北海道大学アイヌ・

先住民研究センター主催シンポジウム「アイヌ民族政策のこれから」

（北海道大学）

2010年　 「懇談会報告の考え方と政策推進会議の役割」北海道大学アイヌ・先

住民研究センター主催シンポジウム「アイヌ政策の実現に向けて──

現状報告とアイヌからの提言」（北海道大学）

2011年　 「「論日本型原住民族政策的可能性」島弧人權：亞洲人權的理論實務與

歴史國際研討會」台灣法學會基礎法學委員會（輔仁大学、台湾）

　　　　 「アイヌ政策と多文化共生」北海道大学アイヌ・先住民研究センター

共催シンポジウム「今、アイヌであること──共に生きるための政策

をめざして」（北海道大学）

　　　　 「民族共生の象徴となる空間」北海道大学アイヌ・先住民研究センター

主催国際シンポジウム「民族共生の象徴空間──日本と海外の比較」

（北海道大学）

　　　　 「アイヌ民族と高等教育」北海道大学アイヌ・先住民研究センター共

催国際シンポジウム「先住民族と教育」（北海道大学）

　　　　 “Recent Development of Ainu Policy in Japan”, IPinCH (Intellectual 

Property Issues in Cultural Heritage) Mid-term Conference （サイモ

ン・フレイザー大学、カナダ）

2012年　 「最近のアイヌ政策と北海道大学アイヌ・先住民研究センター」（国立

政治大学原住民族研究センター、台湾）

　　　　 “Toward Ainu-Japan Specific Indigenous Policies”, The Seventeenth 

"SCIENCE IN JAPAN" Forum "Routes of Indigenous Research" （コ

スモスクラブ（ワシントン DC）、米国）

　　　　 (with Ken'ichi Ochiai) “On Policy Measures for the Socio-Economic 

Betterment of the Ainu People”, 2012 “Intellectual Property, Socio-
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Economic Life and Indigenous Peoples- An International Seminar 

Reflecting the Current Development” （国立清華大学科技法律研究

所、台湾）

2013年　 「アイヌ民族の社会的・経済的向上施策について」国際シンポジウム「民

族発展與文化園区的経営」国立政治大学原住民族研究中心（台湾）

2014年　 “The Ainu and Being Indigenous, Maoli Thursday”, William S. 

Richardson School of Law （ハワイ大学マノア校、米国）

　　　　 “Meaning of “Being Indigenous”──Case of Ainu People in Japan”, 

International Workshop on the Concept of Indigenuity （ オ ッ ク ス

フォード大学、英国）

2015年　 “Indigenous Peoples in Asia: The Ainu in Japan and the Aboriginals 

in Taiwan”, The Human Rights Research and Education Centre （オ

タワ大学、カナダ）

　　　　 「愛努民族政策的現在」第８回日台原住民族研究フォーラム（太魯閣國

家公園・布洛灣管理站、台湾）

2016年　 “Toward Revitalization of Indigenous Ainu Culture: The Symbolic 

Space for Ethnic Harmony”, 2016 International Austronesian 

Conference （台湾）

2017年　 「作為先住民族政策之愛努族政策」第二屆民族法國際學術研討會（国立

東呉大学、台湾）

　　　　 「日本偏遠地區教育暨愛努民族教育之現狀與課題」偏鄉學校教育與教

學創新國際研討會（国立台湾師範大学、台湾）

2018年　 “Inheriting and Re-creating of Indigenous Ainu Culture under the 

Constitution of Japan”, Austronesian Forum 2018 （台湾）

　　　　 “Revival of Indigenous Ainu Culture and Ethnic Harmony”, JSAC 

Annual Conference 2018 （アルバータ大学、カナダ）

2019年　 「作為日本型先住民族政策的愛努施策推進法的意義」第12屆台日原住

民族研究論壇（国立政治大学原住民族研究中心、台湾）

【パネリスト・コメンテーター・司会等】

1987年　 講演「合衆国憲法制定200年」スミス大学ドナルド・ロビンソン教授（札

幌アメリカン・センター）〈モデレーター〉
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1989年　 国際教育シンポジウム89さっぽろ会議「異文化理解と教育──北海道

からの国際交流」パネルディスカッション「国際交流のいま・これから」

〈コーディネーター〉

　　　　 講演「日本とアメリカ合衆国の憲法および司法審査に関する若干の考

察」オハイオ州立大学マイケル・レス・ベネディクト教授（神戸大学

法学部）〈コメンテーター〉

1991年　 「札幌圏大学の国際化をどう進めるか──外国と日本の大学」（札幌天

神山国際ハウス）〈パネリスト〉

　　　　 講演「最近のエスニック問題とその課題」ワシントン・ポスト紙ホワン・

ウィリアムズ記者（社団法人北方圏センター）〈司会〉

1993年　 「旧土人保護法とアイヌ新法の是非」国際先住民年記念事業ウレシパ・

サッポロ93〈パネリスト〉

　　　　 講演「「憲法改正」に関する日米比較」広島修道大学リチャード・パー

カー教授（札幌学院大学文化講演会）〈通訳〉

1994年　 「アメリカ多民族社会問題セミナー」（パネリスト：テンプル大学モリ

ス・ボーゲル教授、スミソニアン協会ジェームス・アーリー氏）（札

幌アメリカン・センター）〈司会〉

　　　　 講演「アメリカ多民族社会問題セミナー」カリフォルニア大学バーク

レー校ロナルド・タカキ教授（札幌アメリカン・センター）〈司会〉

1995年　 講演「アメリカン・インディアン──先住民族とその歴史的教訓」ス

ミソニアン協会ウィルコム・E・ウォッシュバーン氏（札幌アメリカン・

センター）〈司会〉

1996年　 「アイヌ新法制定への課題」萱野茂アイヌ文化講座・東京フォーラム〈パ

ネリスト〉

2002年　 講演「カ・ラフイ・ハワイとハワイ先住民の自決権」ハワイ大学カメ

レイヒワ教授（2002国際先住民の日記念フォーラム、平取町中央公民

館）〈通訳兼コメンテーター〉

2012年　 講演「先住民族と植民国家──カナダとニュージーランドの経験」ワ

イカト大学モース法学部長、講演「マオリの文化遺産管理と法制度」

マオリ文化遺産考古学コンサルタント・カホテア氏（北海道大学アイ

ヌ・先住民研究センター主催国際シンポジウム「ニュージーランドと

カナダの先住民族政策」）〈コメンテーター〉
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１　はじめに

　加藤智章教授は、本年3月31日をもって定年をお迎えになる。以下では、加

藤先生の研究および教育、ならびに多岐にわたる学外での公務活動などのご功

績について振り返ることとしたい。

２　経歴

　加藤先生は、1956年２月に北海道でお生まれになり、1979年３月に小樽商科

大学商学部を卒業されたのち、1980年４月に北海道大学大学院法学研究科に進

学されて研究の途に入られた。学部時代に、当時、小樽商科大学におられた道

幸哲也北海道大学名誉教授の労働法ゼミを受講されたことが大学院進学のきっ

かけである。なお、学部時代の先生は、部活動でラグビーに打ち込まれていた

と聞くが、以下に詳述する通り、たとえラグビーのにわかファンでも、先生の

ご功績をたどれば“One Team”という言葉の意味が良く分かるであろう（「俺

は、（商学部ではなく）“ラグビー部”卒業だからな」とは、今も先生が時折仰

るフレンチジョークである）。

　大学院進学後の加藤先生は、故保原喜志夫北海道大学名誉教授の指導を受け、

フランス社会保障法の研究を始められた。後述するように、加藤先生はフラン

ス社会保障法研究の第一人者であり、現在もフランス法に関する論文を精力的

に執筆されている。また、大学院進学後は、北海道社会法研究会（北海道大学

労働判例研究会・北海道大学社会保障法研究会）で判例報告および研究報告を

精力的に行う傍ら、学内の他分野の先生方および学外の先生方からも様々な指

加藤智章教授の経歴と業績

池　田　　　悠
川久保　　　寛
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導を受けられた（憲法およびフランス法について中村睦男北海道大学名誉教授

の指導を受けられたこと、当時北海道大学におられた下井隆史神戸大学名誉教

授の指導を受けられたことは著書①まえがきで記されている）。なお、北海道

大学大学院で社会保障法を学ぶ者は、同じ社会法分野である労働法についても

判例報告を行い、一定の研究に取り組む“伝統”があるが、その伝統の始まり

は加藤先生である。こうして、社会保障法を研究しつつ、労働法の造詣も深め

られた先生は、その後も多岐に渡る研究に取り組み、労働分野の公務活動にも

従事されてきた。

　先生は、1985年６月に山形大学人文学部講師に就任され、1988年10月には同

学部助教授に昇任された。この頃、加藤先生は、東北地方の社会法研究者が集

まる東北社会法研究会に参加し、積極的に判例研究に取り組まれた（なお、「研

究会の後に、酒を飲まないでコーヒーを飲むんだな。驚いた。」とは、東北の

地でカルチャーショックを受けた若かりし先生の思い出の言葉である）。また、

山形大学在任中には、２年間にわたりフランス（リヨン第三大学）で在外研究

に従事され、フランスの社会と文化を肌で実感されるとともにフランス社会保

障法を体感されたことによって、研究に一層の深みが加わるに至った。

　1995年４月、先生は、請われて新潟大学法学部に教授として転任され、研究

を継続される傍ら大学および学会で多くの要職を担われた。法律学科長を２年

間お務めになられたうえで、2007年４月からは新潟大学法学部長を２年間にわ

たってお務めになられた。また、社会保障法を学ぶゼミにも精力的に取り組ま

れ、学部生から絶大な支持を集める人気ゼミに成長させた。加藤先生を中心に、

同じく北海道大学で社会保障法を学んだ菊池馨実早稲田大学教授のゼミと故倉

田聡北海道大学教授のゼミとで合同ゼミを開催され、輪番で合宿を引き受ける

形での定期的な交流を図られた。現在も、菊池教授の門下生である福島豪関西

大学教授のゼミを加えて、北海道大学・早稲田大学・関西大学の合同ゼミが開

催されている（加藤ゼミのモットーは「知力は体力から」であり、合同ゼミで

はディベートだけではなくスポーツレクリエーションが行われる伝統がある）。

　そして、2009年４月に、加藤先生は北海道大学大学院法学研究科教授に転任

され、同職を現在まで務められている。北海道大学でも、評議員を経て、2016

年12月から法学部長・法学研究科長を２年間にわたってお務めになられた。ま

た、それまでも多くの公職をお務めになっていたが、北海道大学在任中も多く

の公職をお務めになられており、学外でも活躍されている。



北法70（6・295）1303

３　研究

　加藤先生の研究業績は本稿末尾の通り、膨大であり多岐にわたっている。と

はいえ、やはり加藤先生のご研究の中心を占めるのは「フランス」を比較対象

国にした「医療保険」および「社会保険」にかかるご研究にあると思われる。以

下では、先生のご研究の展開と深化を示すべく、４期に分けて述べることとし

たい。

⑴　大学院ご進学からご就職まで

　加藤先生のご研究は、修士論文でフランス・ラロックプランの成立から1967

年改革までを検討されたことに始まる。同論文自体は未公表であるものの、博

士後期課程進学後にラロックプランの成立までを取り扱った論文（論文①）が

公表されており、フランス社会保障法研究が先生のご研究の端緒であることは

明らかである（これらの論文を取りまとめ、加筆修正して出版されたモノグラ

フィーが著書①である）。当時の学界において、フランスの社会保障法は研究

されていなかったわけではないものの、制度紹介やテーマごとの論文が散見さ

れるにとどまっており、歴史研究を行った先生のご研究は新規性に富むものと

して耳目を集めた。また、当時の社会保障法研究は、憲法25条にいう生存権に

ついて活発な議論が展開されていた時期であり、生活保護に注目が集まってい

た。そのため、医療保険や年金保険、労災保険などの社会保険研究が手薄であっ

たことは否めない。そうした中、フランスの医療保険に着目し、社会保険につ

いて検討を試みた先生のご研究は、当時の流行に流されることなく先見の明が

あったものといえよう。「フランスの加藤」の誕生である。

　加藤先生は、指導教員であった故保原教授からフランス語およびフランス法

の手ほどきを受けられた。また、先生の学部時代の恩師であった道幸教授が

1983年から北海道大学に転任されており、道幸教授の指導も受けられた。労働

法では、しばしば理論的研究と大きく乖離する判例研究が重要なウエイトを占

めるが、加藤先生は社会保障法とともに労働法の研究にも取り組まれており、

判例研究として複数の論考を公表されている。なお、加藤先生は博士後期課程

在学中に里恵子夫人と出会われて結婚されている。愛妻家としても知られる加

藤先生は、夫人の献身的な協力にも支えられてご研究にまい進された。
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⑵　山形大学ご着任から新潟大学ご転任まで

　加藤先生は山形大学にご着任後、日本の医療保険の研究に着手された。「フ

ランスの加藤」から、「医療の加藤」への展開である。

　なかでも、医療保険の実際の手続を詳細に検討し、医療サービスとその提供

にかかる法律関係を検討した論考（論文②）が重要である。日本の医療保険で

は療養の給付を指定医療機関に委ねているため、保険者が適正な医療サービス

を確保する手段が必要となる。そこで、医療機関が診療報酬を得るために審査

支払機関にレセプトを請求し、保険者が委託した審査支払機関がレセプトを確

認し、報酬の支払いに値しない場合には「減点査定」を行うことによって報酬

を減額し、もって適正な医療サービスの提供を図るという仕組みが取られてい

る。これらの仕組みを法的に整理し、実際に審査支払機関にも赴いて運用の実

態も把握したうえで、先生は論考を執筆された。現在、社会保障法のほぼすべ

ての教科書が適正な医療サービスの確保と審査支払を取り扱っているが、先駆

けとなった先行研究は加藤先生の本論考であり、本論考が引用されている。社

会保障法という学問領域は、財の分配だけではなく、サービスの確保と配分を

行う領域を含む。実際にどのようにサービスを提供するのか、現場の状況をで

きるかぎり理解したうえで法および制度の考察が求められるところ、本論考は

まさにその好例である。

　また、この時期に、先生はフランスでの在外研究に従事された。先生のお話

によると、この時はまだフランスの医療を体験されていないとのことであった

が（なお、二度目の在外研究時にはフランスの医療サービスを実際に体験され

たとのことである）、リヨン第三大学に滞在され、フランスの社会・文化を目

の当たりにされたという。こうした体験が先生の考察に一層の深みを与えてお

り、先生のフランス法研究はより深化されることとなった。たとえば、産業医

研究についての学会報告（学会報告②）を担われたほか、フランスにおける医

療審査についても詳細な考察（論文⑥）を公表されている。

⑶　新潟大学ご転任から北海道大学ご転任まで

　山形大学に約10年間ご在籍ののち、加藤先生は請われて新潟大学法学部に転

任され、同時に教授に昇任された。研究面では、フランス・医療保険の研究を

進めつつ、社会保障法研究の第一世代として多くの後輩とともに社会保険の総

合的研究に着手された時期と位置づけられる。
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　日本での社会保障法研究の歴史は浅く、戦後しばらくは労働法研究の一環と

してなされた歴史を持つ。実際、日本社会保障法学会は、日本労働法学会から

誕生した「社会保障法研究会」の第１回大会（1977年）がその起こりである（な

お、学会誌の創刊はさらに遅く、1986年である）。当時、社会保障法研究者の

多くは、従前、他の法分野を研究してきた者であり、研究分野を「労働法・社

会保障法」や「行政法・社会保障法」と称していた。そうした中、「社会保障法」

を主たる研究領域とする研究者として登場した世代が第一世代であり、加藤先

生はその社会保障法第一世代に当たる。そのため、社会保障法研究を志したそ

の後の世代のうち、フランス法や医療保険を研究する者はおしなべて先生のご

研究を先行研究として参照し、その謦咳に接することとなった。現在でも、日

本社会保障法学会は会員数600名ほどの小規模学会にとどまるため、若手・中

堅が大学および研究対象の垣根を超えた交流を保っている。お人柄もあり、先

生は自然と医療保険研究者のリーダーとなられた（こうしたことから、学会に

は、親しみをこめて先生を「組長」「親方」と呼ぶ先生方も少なからずおられる）。

　また、北海道大学が社会保障法研究者を多く輩出する大学になったことも、

加藤先生の影響が大きい。かつては、社会保障法研究の歴史が浅いことも相まっ

て、社会保障法の研究者が少なく、講義さえ開講されない大学も数多くあった。

その中で、北海道大学は、故保原教授がご講義を担当されたのち、北海道大学

出身の江口隆裕教授（当時のご所属は厚生省。現在、神奈川大学教授・筑波大

学名誉教授）が出向してご講義を開講されるなど、社会保障法を研究する環境

が整う稀有な大学であった。そのため、加藤先生に続いて、菊池馨実教授（早

稲田大学）、故倉田聡教授（北海道大学）、片桐由喜教授（小樽商科大学）、関ふ

佐子教授（横浜国立大学）、倉田賀世教授（熊本大学）と次々に社会保障法研究

を志す者が大学院に進学し、研究者として巣立っていった。先生は、これら後

輩にも分け隔てなく接し、学会や研究会でともに学ぶ姿勢を示されることで慕

われてきた。現在、社会保障法学会では“北海道グループ”と呼ばれる一派が

形成されているが、そのリーダーはやはり加藤先生である。1998年の日本社会

保障法学会大会では、北海道グループが「社会保障制度における法主体」とい

うテーマでシンポジウムを企画し、先生も「医療保険における保険者像」として、

自らの研究の到達点を示された（論文⑮・学会報告③）。

　なお、このシンポジウムでは、先生のほかに菊池教授、故倉田教授、前田雅

子教授（関西学院大学）がメンバーとなっていたところ、このメンバーはその
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後に有斐閣から出版された教科書の執筆陣でもある（著書③）。この教科書は、

制度の紹介だけではなく、歴史や条文の解釈にも重点を置いた画期的な教科書

として好評を博するとともに、その後も版を重ねるに至っている。一般に法学

界で“四人本”といえば、野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ・

Ⅱ』（有斐閣）の名が挙げられるであろうが、社会保障法学会では、加藤先生ほ

かが執筆されたこの教科書を意味する。そして、法科大学院の設立が議論され

ていた2002年、日本社会保障法学会でも社会保障法教育をめぐるシンポジウム

が行われたが、加藤先生は北海道グループのリーダーとして報告グループを再

度組織し、報告も担当された（学会報告④）。

　この時期、先生は当時大きな社会問題となった学生無年金訴訟にも強い関心

を持たれ、ブックレットを作成された（著書⑤）。このブックレットは、年金

制度の狭間に置かれた大学生および中途障害者に心を寄せつつ、これまでの制

度改正を振り返って適切な対応を取りえた時期とその可能性を検討する論考で

ある。当時、学生無年金訴訟に鑑定意見書を提出し、あるいは論考を公表する

研究者も見られた中、先生は、新潟地裁へ鑑定意見書を提出されるとともに、

社会一般に届きやすいブックレットという媒体でご見解を公表された。フラン

ス・医療から、社会保険および社会保障の全体像に先生のご研究が昇華された

表れである。

⑷　北海道大学ご転任から現在まで

　2009年４月、加藤先生は北海道大学大学院法学研究科教授に転任され、現在

に至るまでお務めである。ここでも多岐にわたった先生のご研究は、時代とと

もに変化を見せた。

　すなわち、高齢化が進む日本では、高齢者の増加が社会保障財政に及ぼす影

響が指摘されるようになり、財政面での検討および改革が求められるように

なった。先生は、いち早くその問題に取り組まれており、新潟大学在任中もフ

ランスの取組みを検討する論考を公表されていた（論文⑰�）。そして、北海

道大学にご転任後は、同問題について、ご自身で単独研究を進めつつ、共同研

究にも取り組まれた。

　まず、先生は、診療報酬に着目し、科研費・基盤研究（B）「医療費抑制圧力

下における診療報酬の適正配分のあり方に関する基礎的研究」を取得され、医

療保険グループでの共同研究を始められた。医療保険研究者の多くが集ったこ
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の研究会では、旺盛な論議が交わされるとともに、（先生の並々ならぬご意向

で）研究会後には毎回のように懇親会が開かれ、そこでも活発な議論が続けら

れた。この共同研究は、2014年の学会報告という形で結実し、先生ご自身も報

告を分担されるとともに論考を公表されている（学会報告⑥・論文�）。あわ

せて、グループでの研究成果として書籍を出版され、いずれも先生が筆頭編者・

著者となっている（著書⑨⑬）。この研究は、さらに科研費・基盤研究（A）の

支援を受ける形で発展し、現在も続けられている。

　そして、2016年、加藤先生は、社会保険の全体像を検討するモノグラフィー

を出版された（著書⑫）。フランス医療保険のご研究から始まり、30年もの長

きにわたって社会保障法を研究されてきた先生のご研究の集大成といえるもの

である。先生は、社会保障の基盤を「連帯」に置くべきと考えられている。「連

帯」は、それ自体として多義的な概念であり、社会保障における連帯の意義を

完全に否定する研究者は少ないものの、個人を抑圧する傾向や構成員以外を排

斥する傾向を読み取ることもできるため、懐疑的な研究者も見られる。そうし

た中、加藤先生の後輩である早稲田大学の菊池教授は、その著作（『社会保障

の法理念』）において、それまでの憲法25条に依存した社会保障に関する権利

について、憲法13条を参照するという新たな知見を表明し、「自由」「自律」を

キーワードにした解釈の可能性を提示して一世を風靡した。加藤先生は、菊池

教授のご研究成果を認めつつ、社会保険の基盤である構成員相互の関わり、保

険運営への参画、保険者機能の発揮、給付の見直しなどを緻密に研究されるこ

とで、改めて社会保険および社会保障における「連帯」を定位し直そうと試み

られてきた。2016年の先生のモノグラフィーには、判例研究にもとづくご見解

や学説の分析など、これまで先生が積み重ねられてきたご研究のすべてが盛り

込まれており、まさに“加藤社会保障法”の到達点と称するに相応しい。

　もちろん、先生は、原点ともいえるフランス社会保障法のご研究も継続され

ている。北海道大学ご転任後は、社会保障全体に関わるご論考（論文��）も

公表されている一方、フランス社会保障法に関するご論考も、医療保険の保険

者の役割（論文�）、かかりつけ医制度（論文�）、患者負担（論文�）、医療費

適正化政策（論文�）、過払いの報酬返還（論文�）と多岐な論点にわたって継

続的に公表されている。実は、社会の変化に応じて日々刻々と変化する社会保

障制度について、邦語文献で現状を的確に把握できる国は多くない。フランス

は、その数少ない国の一つであり、先生の不断のご研究の成果によるところが
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非常に大きいといえよう。

　こうして、一つの区切りを迎えられた後も、先生はなお継続してご研究に取

り組まれており、すでに先生が筆頭編著者となっている書籍の出版が予定され

ているととともに、今後も複数のご論考が公表される予定となっている。した

がって、本稿における先生のご業績の紹介は、あくまで現段階での経過報告に

過ぎないことをお断りしたい。

４　教育

　加藤先生は、ご講義以外にもゼミを通じた学生教育に尽力され、また、後進

を担う大学院生の指導にも力を注がれた。

　先生のゼミは、山形大学へのご着任時から一貫して、判例研究を通じた社会

保障法の理解・習得を目的にしている。ここでは、判例を素材にした文献を講

読しながら、３人１組でグループを作り、判例に対する見解をまとめて報告す

ることとなっている。社会保障法の講義は３年次・４年次を対象にすることが

多いにもかかわらず、ゼミは３年次から始まるため、学生は、それまで触れた

ことのない社会保障法について、判例を読み込むことで理解していくことにな

る。先生は、判例をまとめるよう課題を課し、あるいはレジュメの作り直しを

求めることで、学生が社会保障法の理解を深める手ほどきをされた。先に述べ

た合同ゼミのための準備もあり、決して楽なゼミではなかったにもかかわらず、

先生のゼミは人気を博し、とりわけ新潟大学在任中は選抜必至のゼミとして著

名だったといわれている。

　新潟大学在任中は、先生が大学院生の指導に取り組み始められた時期でもあ

る。新潟大学大学院で先生の指導を受けた菅原京子教授（山形県立保健医療大

学）、菅原真優美教授（新潟青陵大学）は、いずれも看護学の研究・教育者とし

て現在に至るまで活躍されている。また、北海道大学でも、修士課程で数多く

の大学院生を指導される傍ら、博士後期課程に進学した川久保寛（神奈川県立

保健福祉大学）、川村行論氏（大阪市立大学）、畢凡氏（北海道大学大学院法学

研究科博士後期課程修了）、井上浩平氏（北海道大学大学院法学研究科博士後

期課程）の指導にあたられ、精力的に後進を育成された。

　こうした弟子たちが一様に口を揃えるのは、先生の学問に対するご姿勢であ

る。論文を読みながらノートを取り、思索を深められるその姿勢は、弟子たち
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にとってのモデルであり、憧れでもある。また、先生は、大学の役職や公職で

多忙を極められる中、フランス語文献を講読する時間を大切にされていた。ど

のような時でも面談に応じてくださる先生だからこそ、フランス語文献を講読

されている時間帯だけは研究室への訪問を避けていたという者もいる。先生の

背中は大きく遥か遠いが、今後もたゆまず努力し、研鑽を深めていきたい。

５　学外

　加藤先生のご活躍は、日本社会保障法学会でも顕著である。

　日本社会保障法学会の理事を早くからお務めであった先生は、学会誌の編集・

出版を担う編集委員長を（引継ぎなどもあわせて）６期９年という異例の長さ

でお務めになられた。かつて、先生は、「もっとも向いていないのに、なぜ俺だっ

たのか。」と仰っていたが、原稿提出期限の超過や校正による大幅な修正など

のトラブルが生じやすい編集業務・編集委員会だからこそ、人をまとめる力が

あり、お人柄も慕われる先生が本領を発揮される場であった。先生の編集委員

長としての異例の任期は、若手・中堅の研究者である編集委員からの絶大な支

持がその理由であったと聞く。その後、代表理事になられた石橋敏郎教授（熊

本大学）から事務局長の指名を受けて２年間の任期をお務めになった。また、

事務局長の後に企画委員長をお務めになり、文字通り学会の企画運営を担われ

た。そして、2014年12月からは、２期４年にわたって代表理事の職責を果たさ

れた。学会規約を改正し、学会を年２回開催から年１回開催に変更するという

過渡期を見事な手腕で乗りきられた。多くの学会員・理事から「加藤先生でな

くてはうまくいかない。」との声があがっての２期連続の代表理事就任であっ

たという。なお、日本社会保障法学会では、黎明期に故有泉亨教授（東京大学）、

故荒木誠之教授（九州大学）が２期務めた例があるというが、近年は１期２年

が通例となっている。これもひとえに加藤先生の力量とお人柄の表れであろう。

　学会代表理事を２期、先に述べたように学部長・研究科長も２度にわたって

お務めになった先生の組織運営の手腕は、行政委員など学外の公務活動でもい

かんなく発揮されている。これまで、専門である医療保険などの社会保障関係

にとどまらず、労働分野や司法分野においても重要な公職を幅多くお務めに

なってきた。
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６　むすびにかえて

　加藤先生は、研究および教育、ならびに学外での公務活動で多大なご功績を

残されており、また、いずれも終えられたわけではない。とりわけ近年は多忙

で、ご趣味の渓流釣りを楽しむ時間もままならないと伺っている。熊と目が合っ

たら熊の方が逃げるという逸話があるほど体力には自信をお持ちの先生である

ことは重々承知しているものの、ご家族やなお指導を必要とする後進のために

も、くれぐれもご自愛いただきたい。ここに今日までの先生への感謝と敬意を

表すとともに、今後も先生がますます活躍されることを祈念してやまない。

加藤智章教授の経歴

【学歴・研究歴・教歴】

1956年２月生まれ

1979年３月　小樽商科大学商学部卒業

1982年３月　北海道大学大学院法学研究科修士課程修了

1985年３月　北海道大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学

1985年６月　山形大学人文学部講師

1988年10月　山形大学人文学部助教授

1991年６月　『フランスにおける自律と平等』で法学博士（北海道大学）授与

1992年３月　 フランス・リヨン第三大学労働法社会保障研究所フランス政府給

費留学生・客員研究員（1994年３月まで）

1995年４月　新潟大学法学部教授

2004年４月　新潟大学大学院実務法学研究科教授

2005年４月　 フランス・リヨン第二大学労働研究所客員研究員（2006年３月ま

で）

2007年４月　新潟大学法学部長・法学研究科長（2009年３月まで）

2009年４月　北海道大学大学院法学研究科教授

2011年４月　放送大学客員教授（2013年３月まで）

2016年12月　北海道大学法学部長・法学研究科長（2018年12月まで）

【学会活動】
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1996年12月　日本社会保障法学会理事（現在まで）

2002年５月　日本社会保障法学会編集委員長（2011年５月まで）

2010年12月　日本社会保障法学会事務局長（2012年12月まで）

2012年12月　日本社会保障法学会企画委員長（2014年12月まで）

2014年12月　日本社会保障法学会代表理事（2018年５月まで）

【社会貢献活動】

2010年２月　北海道労働委員会公益委員（2018年12月より会長）

2010年９月　社会保険診療報酬支払基金北海道支部幹事

2011年10月　北海道労働審議会委員

2011年10月　北海道地方社会保険医療協議会委員

2015年５月　北海道地方最低賃金審議会公益代表委員

2016年９月　北海道国民健康保険運営協議会委員

2018年２月　札幌保護司選考会委員

2019年10月　北海道地方労働審議会公益代表委員

　＊ お務めになった公職が多いため、現在もお務めの公職のみ挙げることとし

た。なお非常勤講師についても省かせていただいた。

加藤智章教授の業績

Ⅰ　著書・編著書

①『医療保険と年金保険　フランス社会保障制度における自律と平等』（北海道

大学図書刊行会、1995年）

②（共著）窪田隼人・佐藤進・河野正輝編著『新現代社会保障法入門』（法律文

化社、2000年）

③（共著）加藤智章・菊池馨実・倉田聡・前田雅子『社会保障法』（有斐閣、

2001年）（現在、第7版）

④（共著）杉本正子・眞舩拓子・南方暁・甲斐克則編『わかりやすい関係法規』

（ヌーヴェルヒロカワ、2003年３月）

⑤『もうひとつの年金　障害基礎年金の支給要件（ブックレット新潟大学）』（新

潟日報事業社、2009年）

⑥（編集委員）加藤智章・菊池馨実・片桐由喜・尾形健『新版　社会保障・社
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会福祉判例大系（全４巻）』（旬報社、2009年）

⑦（編著者）小宮文人・島田陽一・加藤智章・菊池馨実『社会法の再構築』（旬

報社、2011年）

⑧（共著）道幸哲也・加藤智章『市民社会と法』（放送大学教育振興会、2012年）

⑨（編著者）加藤智章・西田和弘『世界の医療保障』（法律文化社、2013年）

⑩（共著）所浩代・北岡大介・山田哲・加藤智章『会社でうつになったとき労

働法ができること』（旬報社、2014年）

⑪（共著）松本勝明編著『医療制度改革　ドイツ・フランス・イギリスの比較

分析と日本への示唆』（旬報社、2015年）

⑫『社会保険　核論』（旬報社、2016年）

⑬（編著者）『世界の診療報酬』（法律文化社、2016年）

Ⅱ　論文

①「フランス社会保障制度の構造とその特徴　－ラロックプランの成立まで－」

北大法学論集35巻3/4合併号133頁～ 195頁（1984年11月）

②「医療保険法における減点査定の手続きと判例法理」山形大学紀要（社会科学）

18巻１号75頁～ 118頁（1988年７月）

③「医療保険法における療養費給付の制度運営とその法的構造－柔道整復師の

施術を中心として－」山形大学紀要（社会科学）』19巻２号491頁～ 532頁（1989

年１月）

④「保険診療をめぐる判例動向と医療保険法」社会保障法６巻79頁～ 90頁（1991

年４月）

⑤「フランス司法見聞録（26・完）　－社会保障事件裁判所－」法律時報1471号

17頁～ 23頁（1993年12月）（山本和彦との共著）

⑥「フランス社会保障制度における医療審査と指導医の機能（上）（中）（下）」

賃金と社会保障1133号26頁～ 33頁・1134号23頁～ 30頁・1135号38頁～ 41頁

（1994年７月・８月）

⑦「フランス社会保障制度における一般化社会拠出金の導入」海外社会保障情

報109号36頁～ 46頁（1994年12月）

⑧「フランスにおける産業医制度」労働法86号49頁～ 68頁（1995年10月）

⑨「一九九五年フランス社会保障改革の動き」週刊社会保障1893号22頁～ 25頁

（1996年６月）
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⑩「フランスにおける補足退職年金制度の位置づけ」季刊社会保障研究33巻２

号128頁～ 138頁（1997年９月）

⑪「フランス社会保障制度における社会連帯」週刊社会保障1982号24頁～ 27頁

（1998年３月）

⑫「総論社会保障法制（特集　どう変わる労働・社会保障）」法学セミナー 525

号61頁～ 63頁（1998年９月）

⑬「医療法制」（特集　どう変わる労働・社会保障）」法学セミナー 525号65頁～

68頁（1998年９月）

⑭「共通テーマの趣旨」社会保障法14号７頁～９頁（1999年５月）

⑮「医療保険における保険者像」社会保障法14号23頁～ 37頁（1999年５月）

⑯「フランスにおける医療情報共有化の動向」海外社会保障研究129号53 ～ 63

頁（1999年12月）

⑰「フランス社会保障制度における財源と給付の構造」海外社会保障研究130号

54 ～ 64頁（2000年３月）

⑱「学生障害無年金と強制加入」週刊社会保障2148号24頁～ 27頁（2001年８月）

⑲「法科大学院と社会保障法」社会保障法18号199頁～ 210頁（2003年５月）

⑳「学生無年金障害者訴訟の検討」法律時報77巻８号80 ～ 84頁（2005年８月）

�「フランスにおける医療費抑制策の変遷」社会保険旬報2272号18 ～ 27頁（2006

年１月）

�「平成18年改正法に基づく保険者の変容」ジュリスト1327号32 ～ 39頁（2007

年２月）

�「市町村合併に伴う国民健康保険制度の変容－新潟県における事例を通して

－」法政理論（新潟大学）39巻３号103頁～ 141頁（2007年３月）

�「フランス社会保障制度を考える視点」海外社会保障研究161号４頁～ 14頁

（2007年12月）

�「フランスにおける医療保険者の役割」健保連海外医療保障85号７頁～ 13頁

（2010年３月）。

�「メンタルヘルスをめぐる労働問題　－復職過程の裁判例を中心に－」クォー

タリー生活福祉研究75号18頁～ 36頁（2010年10月）

�「医療をめぐる諸問題」ジュリスト1414号193頁～ 197頁（2011年１月）

�「医療保険制度の変容と保険者のあり方」社会保障法26号103頁～ 115頁（2011

年５月）
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�「フランスにおけるかかりつけ医制度と医療提供体制」健保連海外医療保障

93号16頁～ 22頁（2012年３月）

�「社会保険における強制加入の一考察　－強制加入団体における強制性との

比較を通して－」菊池馨実編『社会保険の基礎理論』（法律文化社、2012年５月）

109頁～ 127頁

�「公的医療保険と診療報酬政策」日本社会保障法学会新講座第１巻『これか

らの医療と年金』（法律文化社、2012年７月）113頁～ 132頁

�「フランスの普遍的医療給付受給者に対する診療拒否をめぐって」月刊基金

53巻７号２頁～４頁（2012年７月）

�「フランスにおける患者負担の動向」健保連海外医療保障96号８頁～ 16頁

（2012年12月）

�「フランスにおける医療費適正化の試み」健保連海外医療保障99号８頁～ 15

頁（2013年９月）

�「サービス等利用計画の完全実施に向けて（特集　すべての街と利用者に計

画相談を）」さぽーと知的障害福祉研究61巻４号14頁～ 16頁（2014年４月）

�「社会保障と税の一体改革」論究ジュリスト11号４～９頁（2014年11月）

�「保険診療における当事者関係と診療報酬」社会保障法30号96頁～ 109頁

（2015年５月）

�「特集の趣旨　予防接種の国際比較」海外社会保障研究192号４頁～５頁（2015

年９月）

�「フランスにおける超過報酬請求権に関する規制」健保連海外医療保障108号

25頁～ 33頁（2015年12月）

�「社会保障法の法源としての判例」社会保障研究８号151頁～ 189頁（2018年

８月）

Ⅲ　判例研究・判例解説

①「小集団活動と業務災害の成否　ブリジストンタイヤ事件　佐賀地判昭和57

年11月５日」労働法62号138頁～ 143頁（1982年10月）

②「長期にわたる試用期間の合理性と本採用拒否としての解雇基準　ブラザー

工業事件　名古屋地判昭和59年３月23日」労働判例446号４頁～ 11頁（1985

年４月）

③「二重雇用労働者の労災保険給付基礎日額の算定　王子労基署長事件最三小
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法廷判決61年12月16日」賃金と社会保障979号40頁～ 46頁（1988年２月）

④「出張診療を理由とする診療報酬の相殺処理の適否　根岸出張診療事件浦和

地判昭和62年３月25日」賃金と社会保障984号68頁～ 76頁（1988年４月）

⑤「21年間重婚的内縁関係にあった者について、遺族厚生年金の受給権者とし

て厚生年金保険法五九条一項に規定する配偶者とは認められないとされた事

例　東京地判昭和62年11月25日」法学（東北大学）52巻４号155頁～ 160頁

（1988年10月）

⑥「治療費請求事件　大阪地判昭和60年６月28日」賃金と社会保障1005号74頁

～ 81頁（1989年３月）

⑦「救急患者診療拒否損害賠償事件　千葉地判昭和61年７月25日」賃金と社会

保障1011号27頁～ 34頁（1989年６月）

⑧「療養担当規則に適合しない診療と高額療養費の請求　最二小判昭和61年10

月17日」別冊ジュリスト社会保障判例百選（第二版）40頁～ 41頁（1991年10月）

⑨「被保険者資格の喪失と保険給付　加藤訴訟最一小判昭和49年５月30日」別

冊ジュリスト社会保障判例百選（第二版）42頁～ 43頁（1991年10月）

⑩「全金本山被保険者資格喪失事件　仙台高判平成４年12月22日」山形大学法

政論叢２号91頁～ 101頁（1994年８月）

⑪「業務過重性の判断基準が高度すぎるとされた例　名古屋労基署長事件名古

屋地判平成６年８月26日」ジュリスト1061号124頁～ 126頁（1995年２月）

⑫「被保護世帯における保護受給権の帰属主体と学資保険の保有　中嶋訴訟福

岡地判平成７年３月14日」ジュリスト1077号117頁～ 119頁（1995年10月）

⑬「原爆医療給付要件と『要医療性』　石田原爆訴訟広島地判昭和51年７月27日」

別冊ジュリスト社会保障判例百選（第三版）238頁～ 239頁（2000年３月）

⑭「東海旅客鉄道事件　大阪地判平成11年10月４日」法政理論（新潟大学）33巻

３号180頁～ 193頁（2001年２月）

⑮「第１回　医療保険（新連載社会保障・社会福祉判例大系続編）」賃金と社会

保障1292号56頁～ 71頁（2001年２月）

⑯「第２回　医療保険（新連載社会保障・社会福祉判例大系続編）」賃金と社会

保障1293号49頁～ 56頁（2001年３月）

⑰「第３回　医療保険（新連載社会保障・社会福祉判例大系続編）」賃金と社会

保障1295号62頁～ 78頁（2001年４月）

⑱「信託型の個人積立年金共済制度を運用する者との間で締結された年金契約
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において、年金支給額の予定利率を減額したことが有効であるとされた事例　

東京地裁平成９年３月24日民事第35部判決」法政理論（新潟大学35巻１号）

144頁～ 158頁（2002年９月）（米山信男との共著）

⑲「夫の経営する会社から監査役として報酬を受けていた妻につき、厚生年金

保険法59条１項所定の『被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持し

たもの』との要件に該当しないとしてなされた遺族厚生年金不支給処分が取

り消された事例　東京地判平成14年11月５日」法政理論（新潟大学）36巻３

年４号482頁～ 501頁（2004年３月）

⑳「任意加入の年金制度に起因する無年金障害者と憲法　最二小判平成19年９

月28日」別冊ジュリスト社会保障判例百選（第四版）18頁～ 19頁（2008年５月）

�「国民年金法30条の４所定の初診日要件　学生無年金訴訟初診日上告審判決」

季刊教育法161号80頁～ 85頁（2009年６月）

�「技術士試験の受験勉強と労働過重性要件の成否　大阪地判平成21年４月20

日」法学セミナー増刊速報判例解説６号245頁～ 248頁（2010年４月）

�「保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合、保険診療に相当する診療

部分についても保険給付を行うことはできないとされた事例　最三小判平成

23年10月25日」法学セミナー増刊速報判例解説11号267頁～ 270頁（2012年10

月）

�「『業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について全部労働不能』と認

められないことを理由に特別加入者に対する休業補償給付の不支給処分を適

法と判断した事例　札幌高判平成24年12月27日」法学セミナー増刊速報判例

解説13号229頁～ 232頁（2013年10月）

�「労災保険給付の受給労働者に打切補償を支払って行った解雇が、労基法19

条１項に違反し無効とされた例　東京地判平成24年９月28日」法学セミナー

増刊速報判例解説13号253頁～ 256頁（2013年10月）

�「保険医療機関の指定の法的性格　大阪地判昭56年３月23日」ジュリスト判

例百選社会保障法第５版46頁～ 47頁（2016年５月）　

�「自由診療と診療報酬の算定方法　東京地判平成元年３月14日」ジュリスト

判例百選社会保障法第５版64頁～ 65頁（2016年５月）　

�「じん肺管理区分が管理１に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従

事する労働者等が管理４に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の継

続中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条１項に規定する者に



北法70（6・309）1317

よる訴訟承継の成否　最一小判平29年４月６日」民商法雑誌154巻２号299頁

～ 311頁（2018年６月）

Ⅳ　立法紹介・学界回顧・書評

①「判例回顧労働法」（分担）法律時報臨時増刊『判例回顧と展望1986』125頁～

139頁（1987年３月）

②「判例回顧労働法」（分担）法律時報臨時増刊『判例回顧と展望1987』122頁～

139頁（1988年３月）

③「判例回顧労働法」（分担）法律時報臨時増刊『判例回顧と展望1988』143頁～

157頁（1989年３月）

④「書評　久塚純一『フランス社会保障医療形成史』」社会保障法７号218頁～

221頁（1992年５月）

⑤「書評　高藤昭『社会保障法の基本原理と構造』」社会保障法10号201頁～ 204

頁（1995年５月）

⑥「立法紹介　社会保障に関する1994年７月25日の法律637号」日仏法学20号

139頁～ 142頁（1997年２月）

⑦「立法紹介　社会保障財政法律に関する1996年７月22日の組織法律第646号」

日仏法学22号300頁～ 302頁（2000年１月）

⑧「立法紹介　1997年度社会保障財政法律　1997年社会保障財政に関する1996

年12月27日の法律第96－1160号」日仏法学22号305頁～ 308頁（2000年１月）

⑨「書評　伊奈川秀和『フランスに学ぶ社会保障改革』」社会保障法16号212頁

～ 215頁（2001年５月）

⑩「書評　岩村正彦『社会保障法』」ジュリスト1212号135頁（2001年11月）

⑪「書評　蒿さやか『年金制度と国家の役割』」社会保障法22号203頁～ 206頁

（2007年５月）

Ⅴ　その他

①「社会保障と法」『新法学大要』（1989年４月）

②「受給権の保護と制限」『社会保障・社会福祉事典』（1989年11月）

③社会保障関連『法律学小辞典　新版』（1994年４月）

④「新潟県における国民健康保険の状況」『新潟における国際化と家族を巡る紛

争処理　第２集』平成12年度新潟大学大学院現代社会文化研究科研究プロ
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ジェクト報告書（2001年３月）

⑤「保険者機能の法的側面　第12回シンポジウム講演録」医療と社会12巻４号

（2003年３月）

⑥「道幸哲也教授の経歴と業績」北大法学論集61巻６号2017頁～ 2131頁（2011

年）（斉藤善久・国武英生との共著）

⑦「フランス医療保障における財政、平等および自由」日本医師会・民間病院

フランス医療・福祉調査団『岐路に立つフランス医療 -- 日本にも迫るイギリ

ス化の圧力』（2011年）

⑧「フランス社会保障制度の動向　療養給付方式の一般化を中心に」日本医師

会・民間病院フランス医療・福祉調査団報告書Ⅲ『イギリス型に近づくフラ

ンス医療－日本は既存資源の活用が重要－』（2015年）

⑨「医療介護総合確保基金の見える化　－医療介護総合計画の評価基準確立を

めざして－」全国難病センター研究会『第27回研究大会（三重）報告集』（2017

年）

⑩「第２章第４節医療保険給付の種類～第６節医療保険給付の仕組み、診療報

酬」フランス医療保障制度に関する研究会編『フランス医療保障制度に関す

る調査研究報告書2016年度版』IHEP（2017年）

⑪「医療保険制度フランス」「年金制度フランス」厚生の指標増刊65巻14号『保

険と年金の動向2018/2019』厚生労働統計協会（2018年）

Ⅵ　学会報告

①「保険診療をめぐる判例動向と医療保険法」日本社会保障法学会17回大会

（1990年５月。於富山大学）

②「フランスにおける産業医制度」日本労働法学会第89回大会（1995年５月。

於広島大学）

③「医療保険における保険者像」日本社会保障法学会第33回大会（1998年５月。

於東洋大学）

④「法科大学院と社会保障法」日本社会保障法学会第42回大会（2002年10月。

於山口大学）

⑤「医療保険制度の変容と保険者のあり方」日本社会保障法学会第58回大会

（2010年10月。於東京経済大学）

⑥「保険診療における当事者関係と診療報酬」日本社会保障法学会第66回大会
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（2014年10月。於静岡大学）

　＊ 「加藤智章教授の業績」を作成するにあたって、川村行論氏（大阪市立大学）

および井上浩平氏（北海道大学大学院法学研究科博士後期課程）の協力を

得た。
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An Analysis of International Treaty Implementation 
Involving CITES

Yuichi MurakaMi＊

This paper analyses international treaty implementation in cases involving 

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora). After reviewing CITES implementation, various problems 

in Japan, France, and the European Union (EU), and their proposals at the 

CoP (Conference of the Parties), an analysis using static and dynamic 

frameworks reveals that CITES implementation should be re-evaluated to 

determine (1) under what conditions — such as the institutional and 

normative power of the international organization, or the country’s domestic 

circumstances in terms of their politics and interests — are international 

treaties not implemented as agreed upon (Joachim et al. 2008), and (2) how 

the implementation system can be assessed if it is described as a continuous 

process of ‘coordination’ between conflicting rules and values (including other 

treaties) in a global multilevel regulatory governance space (Bach et al. 2011). 

According to the analysis, CITES itself seems to have a relatively effective 

institution-and-implementation mechanism, but there are various political, 

administrative, and cultural factors in each country that restrict its 

enforcement. Even EU members, with their ambitious action plans and 

multilevel divisions of labour, recognize that enforcement should be improved 
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to be far more effective than it is. A multilevel governance framework, 

working as both concept and strategy, explains why a treaty implementation 

system established through continuous and multilateral coordination in a 

global regulatory space has become more complicated. International treaty 

implementation needs to have an interdisciplinary approach to make the most 

of their respective strengths.
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