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︵4︶

二六

︵5︶

た︒しかし︑行政法学はとりわけオットー・マイヤーによって

たりうる法領域へと連合した年には︑未だドイッ行政法に関す

なわち自由主義的法治国家の国家観への行政法学の組み入れ

法によってであるということが隠蔽されてきた︒この決定︑す

の基礎に関して広範な意義を有する決定が下されたのはこの方

に至るまで及ぼしてきた影響が多大であるため︑行政法の研究

確固たる体系を獲得したのである︒ここで採られた方法が現在

る学は存していなかった︒ぺーツルの﹃バイエルン行政法教科

は︑知識社会学上は矛盾のないものであったが︑この決定がか

︵1︶

書﹄が既に三版を重ねていたのみならず︑後に画期的と看倣さ
︵2︶
れたヴュルテンベルクのF・F・マイヤーの両著作並びに今日
︵3︶
高く賞讃されるロレンツ・フォン・シ．一タインの﹃行政学﹄が

成果は宿命的であった︒

オルク・マイヤーの一論文は︑先ず以て︑殆んどの法学部にお

肢は明らかであった︒プ・イセン高等行政裁判所設置の年のゲ

オットー・マイヤーの著作が公刊される以前にもやはり選択

論的成果がより広範な協力的実務家群によって進展せしめられ
る︒一八七一年には︑行政実務と行政法とが理論的に選別され

いて行政法が全く講義されておらず︑また殆んどの大学には公

ルク・マイヤーは︑二元的視点から行政法を学問的に取り扱う

行政法は未だ極く端緒にあることになる︒その時にあってゲォ

ことを要請する︒先ずは﹁シュタインの意味における﹂一般行

法に関する講座が一つもないということを嘆いた︒学としては

構築︑従って総ての行政について一定の普遍的妥当性を有し︑

ており︑専門性は存せず︑また体系も欠けていた︒体系とは︑

それ故にまた理論的考察に対して連関と基礎とを提供しうる諸

によってである︒﹁その際︑素材の法律学的究明及び行政法上

とする︒第二には︑本質的に法律学的学科たるべき行政法学説

立法を比較叙述的に論じ︑行政政策的視点を強調せねぽなら瞼

政学によってであり︑これは︑一般的原理を説明し︑各国民の

八一年︑プロイセンの諸大学が﹁行政法﹂の講義を採り入れ︑

シユトノフ

世紀の転換期の頃には既に三種の行政法の専門雑誌が存在し

三〇年後に行政法学説は学として確立されるに至った︒一八

原則及び諸概念の構築を意味するのである︒

ここでは次のことを意味するに留まる︒すなわち行政法総論の

︵6︶

る場合に︑はじめて学について語りうることとなるからであ

学者の思惟上の努力が対象を体系的に捉えており︑かつこの理

かる内容の決定としては認識されなかったという限りで︑その

公刊されていたとはいえ︑この主張は支持されえよう︒蓋し︑

ビスマルクの帝国建設によりドイッ諸邦が少なくとも統一的

序

り達成しうると信じ︑オットー・マイヤーがその﹁法学的﹂方

り︑かつゲオルク・マイヤー自身がその﹁国家学的﹂方法によ

の諸制度の法学的解釈が問題である﹂︒これは一方の方法であ

の法学的解釈﹂を指摘するのである︒

べきものの本質﹂を︑前者はそれに対して﹁行政法上の諸制度

象面を重視するということである︒従って︑後者は﹁執行さる

タインは行政法を社会的現象としても捉え︑とりわけ社会的現

かかる方法論的視角の鋭い対立及びゲオルク・マイヤーの主

法により達成したところのプログラムであった︒他方の方法
︵7︶

は︑一年後に︑ゲオルク・マイヤーのテーマ設定と類似した題

いう事情は︑この展開が何によって規定され︑如何にして行政

張がオットー・マイヤーによって成功裡に貫徹せしめられたと

その答えは︑学としての行政法の成立をもたらした諸事由に先

法学の諸成果のうちに沈澱していったかという問を提起する︒

名のロレンツ・フォン・シュタインの著書において明らかにさ
アルパイト

れた︒・レンツ・フォン・シュタインは行政を﹁利益社会的乃

ず求められうる︒そこから出発した場合に︑自由主義的国家観

至社会的国家﹂の理念の﹁所産﹂として理解する︵﹃ドイッ法
学及び国家学の現在と将来﹄

一四四・一二五頁︶︒行政は実定

的行政法律を知ることで充分ではなく︑単なる行政法律の学

の自由主義的法治国家への定着が示されうる︒

からは必然的には導き出されえない行政領域における︑行政法
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のことは︑行政は現実生活を支配する諸々の力と法律の総てを
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と対峙する学としての行政学を必要とするとされる︒但し︑そ
理解せざるをえないということを意味する︒すなわち﹁行政は

執行さるべきものの本質から行政法を形成せねばならない﹂
これら双方の方法論的観念が如何に判然と区別されているか
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は︑ロレンツ・フォン・シュタインの行政学を行政法学の外部

︵4︶

︵3︶

に存する作業と把握するゲオルク・マイヤーに特徴的で︑他の

論者によっても繰り返された誤解を見ただけでも明らかとな
に法的現象としてのみみるのに対し︑・レンツ・フォン・シュ

る︒実際︑問題であるのは︑ゲオルク・マイヤーが行政法を単

ぺータi・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一二八

事項の区別にかかわらず︑また権限秩序の確定にもかかわら

政の特色に関してかかる見解が継続する限り︑司法事項と行政

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法
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識には﹁社会問題﹂として映ったところの階級対立の発生と激

び飛躍的な人口増加であり︑これらは︑都市化︑同時代人の意

憲法構造の革命の帰結である︒その実質的な要素は︑産業化及

とは︑一九世紀の中葉以来起こってくる社会︑政治的理念及び

行政法が警察に︑行政法学が警察学にとって換わるというこ

た︒

上の分野としては妥当しえない警察学を生み出すに過ぎなかっ

ず︑行政法も行政法学も成立しえなかった︒警察国家は︑法学
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︵7︶
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化︑行政の任務の増大︑それに相応する専門知識を与えられた

官史制度の必要性及び独立の行政裁判権の設置となって現われ

嗣︑学としての行政法の成立
ドイッにおいて一八世紀及び一九世紀前半に現実化した国家

であり︑この理念は︑合憲法的権力分立により行政を固有の領

た︒その形式的要素は︑今や効果を表わすに至る法治国家理念

域として強調し︑この領域を行政の法律適合性の原則により︑

て﹁警察国家﹂と呼ばれる︒これは︑かかる行政に対して﹁警

察﹂という表現が慣用的であったという理由にのみよるのでは

も拘束された実現の領域として理論構成する︒

単に国家目的の事実上の実現の領域に留めることなく︑法的に

型態︑すなわち非立憲的かつ前産業的国家は︑その行政に鑑み

ない︒﹁警察国察﹂という呼称はむしろ﹁法治国家﹂に対する

お有していたが︑産業化の過程は始まっていた︒ドイッの産業

帝国建設の間際には︑ドイッ経済はすぐれて農業的性格をな

岬 産 業 化

対語として用いられる︒この呼称の意味するところは︑内容的
に不確定な﹁警察権︵言ω宕一三器︶﹂に基礎を置くものと特徴

別法的な諸形式及び諸原則に服してはいなかったということで

づけられた行政の執行が︑合目的性には従ったのであるが︑格
ある︒高権と人民との間には︑事実的な権力関係が存した︒行

プ・イセンは︑これより若干早く︑つまり一八四六年から一八
六〇年の間に資本制産業へと突入した︒一九世紀後葉︵一八七

の間にドイッは世界の第一線級の産業国家の仲間入りをした︒

発展に対する最も強い刺激は帝国建設に由来し︑わずかの年月

年︶︒従って︑ドイッの産業化は︑速度及び特質の点で︑比較

行︑保護関税政策への移行︵↓八七九年︶︑ライヒ銀行の設立

家経済政策に対する要求の重みを増すため︶︑カルテル化の進

八七五年︶←教条的自由主義の無力化︑各種利益団体の結成︵国

労働人口の構造の変化

工鉱業労働者数−倍増︵帝国建設

︵一八七五年︶︑国有鉄道原理への移行︵一八七八ー一八八五

〇ー一九〇〇年︶にドイッにおいて形成される経済社会は︑こ

的強度な国家の影響により特徴づけられている︒

時対第一次世界大戦時︶ー九五〇万人︵一九二二年︶︒農林業

人ロー二四五〇万︵一八OO年︶︑四一〇〇万︵一八七一年︶︑

れを以下の陳述から概観しうる︒

六五〇〇万︵一九一〇年︶︒都市人口対農村人口の比率−三

地域←西部工業地域︒妙プロレタリアートの結集︑各種労働組

労働者数ー六〇〇万人←五〇〇万人︒国内移動i東部農業

国家は社会問題に対し︑当初︑社会政策的にではなく営業警

体化︒

合及び使用者団体の結成︑労働と資本の対立i社会問題の具

六対六四︵一八七一年︶←六〇対四〇︵一九一〇年︶︒人口一

石炭産出ー六〇〇万トン︵一八五〇

〇万以上の都市数ー八︵一八七一年︶←四八︵一九一〇年︶︒

繊維工業←重工業

一年︶︑二億二二〇〇万トン︵一九一〇年︶︒鉄鉱石ー五〇〇

年︶︑一七〇〇万トン︵一八六〇年︶︑三八OO万トン︵一八七

︵一八八三−一八八九年︶とともに︑帝国は社会政策という新

察的に対応した︵例えば若年者労働の規制︶︒社会保険の導入

しい土壌に踏み入った︒ビスマルクの﹁現代国家理念﹂によれ

万トン︵一八七一年︶︑二九〇〇万トン︵一九二二年︶︒生鉄生

年︶︑一五〇〇万トン︵一九一〇年︶︒鋼鉄生産！一五〇万ト

産ー五〇万トン︵一八五〇年︶︑一五〇万トソ︵一八七一

一二九

主義のプ・グラムと一致する︒この国家観の転回をローゼソタ

祉を積極的に増進せしめることである︒この考え方は講壇社会

︵1︶

ることにより総ての国家構成員︑特に虚弱者及び要扶助者の福

並んで︑合目的的施設及び国家の利用しうる総ての手段を用い

ば︑国家の責務は︑既存の権利の保護を志向する防禦的任務と

鉄道網−ニコ三キロ︵一八四五年︶︑一万八五六〇キ・

ン︵一八八○年︶︑二二〇〇万トン︵一九一〇年︶︒

︵一八七〇年︶︑五万九〇三一キ・︵一九一〇年︶︒電気産業の

社会問題・泡沫会社氾濫恐慌︵一八七三年︶・農業恐慌︵一

興隆︵一八八O年頃︶︒
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二二〇

政の任務と型態に変化をもたらしたとしても︑当初は憲法の根

本理念をなおざりにし︑従って行政法学説に対し︑新しい国家

︵2︶
ールは︑﹁社会的国家の時代の開始﹂と力説した︒

非常に進歩的な効果を伴う帝国の国家社会主義は︑これをよ

である︒
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任務及び行政目的を体系的に統合する視角を提供しなかったの
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り詳細にみると︑ワイマール憲法及びボン基本法に認められた
は︑労働者に社会保険は与えるが︑政治的解放を与えずして︑
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国家は法治国家たらねばならぬという主張は︑ 立憲主義運動

︵6︶

︵5︶

o
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︵4︶

︵3︶

ものであった︒プロイセン帝国の国是が︑社会主義者鎮圧法
︵一八七八−一八九〇年︶の基礎と同様に国家社会主義の基礎

をもなす︒社会改革が︑社会民主主義に対する闘争手段とし
ドイッ産業化への国家による社会経済政策的介入は︑市民階

︵4︶
て︑労働者階級の警察的弾圧にとって換わるものとされた︒

級社会の枠を突破しなかった︒ダーレソドルフは︑帝政ドイッ

の社会構造を多少単純化して﹁産業封建社会﹂と称し︑その政
︵5︶

は︑高権的に処方された緩和剤にすぎない︒

治構造を﹁権威的福祉国家﹂と特徴づける︒かかる社会政策
帝国の経済政策及び社会政策は︑確かに社会的法治国家とそ
の経済行政及び社会行政の準備はしたのであるが︑権威的配慮

から民主的福祉国家への決定的第一歩を未だしるしてはおら

ツの産業化時代への突入及びそれと結びついた社会的変容が行

ず︑また自由を保証するだけの市民的法治国家から指導的かつ
︵6︶
給付的行政国家への第一歩をもしるしてはいない︒たとえドイ

ってもたらされた警察学の行政法学への変容に先鞭をつけたの

理解をも変え︑従って行政を単に目的遂行としてだけではな

だが︑この主張は︑必然的に︑執行府による国家権力の行使の

のプログラムであったし︑先ず︑憲法生活の領域を目指した︒

せしめたということである︒そこから生ずる結論は︑直ちに︑

こと﹂に見い出す程に︑行政法上の関係を憲法上の関係に依存

とを﹁憲法規定を生活の中にとり入れ︑個々の場合に適用する

れるが︒決定的であったのは︑彼が︑行政法関係を規定するこ

力分立の原理から必然的な結論が︑公法理論のために導き出さ
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るに至る︒すなわち﹃法治国家の諸原則による警察学﹄︵9⑦

一年後に公刊された警察学の教科書の標題において表現され

く︑法実現として登場せしめなければならなかった︒これによ
︵1︶

は︑βベルト・フォソ・モールである︒そして︑F・F・マイ
ヤーの両著作が行政法学の歴史の前奏曲を奏でる以前において

も︑国家の人民に対する関係を法関係として定式化するのに本

︒
讐霧﹂9切P一〇︒︒
も ρドω鼻一〇︒
G ω︶がそれである︒これが意味し

察﹂という章の三つの節と︑個々の句読点に至るまで一致して

は︑すでに﹃国法﹄︵ω＄讐巽8拝︶の第二部︵行政法︶に含ま

ているのは﹁行政法学﹂以外の何物でもない︒実際︑この著書

質的に寄与したのみならず︑その新しい学に対して︑方法論的

ある︒﹃警察学﹄の第一部の三つの編は︑﹃国法﹄の﹁補助警

れていた﹁補助警察﹂という章をより仔細に論述しているので

必要性を導ぎ出した︒﹁法治国家が実現されるためには︑公権

いる︒従って︑ロベルト・フォン・モールにあっては︑先ず︑
法治国家により生み出され︑体系的に導かれた行政法学を志向

︵4︶

オン・グナイストが法治国家の理念から行政活動の法的統制の

に︑後にオットー・マイヤーにおいて頂点に達する途をも示
︵2︶
したカール・フリードリッヒ・ゲルバーの研究論文が公刊され
︵3︶
ていた︒その後まもなく︑オットー・べール及びルドルフ・フ

に権利を確定し︑従って権利が侵害されている場合にその回復

が法律によって規定されていることでは足りず︑具体的な場合

法治国家の理念の実現として行政法及び行政法学が成立した

する行政諸現象の論述が見い出される︒

﹁法を国家存立の根本条件に高め﹂︑国家においては治者と被

のであるが︑この理念は︑法治国家として形成された国家が

︵5︶
なければならぬ﹂︒

のために疑いの余地なき基礎を提供するところの裁判も存在し
独自の学としての行政法の成立に関する官ベルト・フォン・

一三一

治者との関係は︑一方的権力の関係ではなく︑法関係たるべき

モールの意義は︑国法を憲法と行政法とに分かつといううわべ

ター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

だけの変革においては比較的小さい︒確かに︑それによって権
ペ

ぺータi・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

分には説明されない︒公権力の行使は︑法治国家においては︑

であるといわれる程︑明らかに超時間的な標識によっては︑充

形成の道具ではなく︑共存する諸々の自由の秩序を樹立し︑維

故なら︑理念上及び実際上も︑市民的法治国家の法律は︑社会

﹁自由主義的国家目的﹂の実現に制限することを意味する︒何

法律によって媒介された︑行政と﹁法﹂との連結は︑行政を

一三二

法に﹁拘束され﹂︑法によって﹁制限をうけ﹂︑法の﹁枠組み﹂

︵6︶

の中においてのみ許容されているという主張︵べール﹃法治国

わけ法律の留保によって︑行政目的が自由主義的国家目的へと

持するための手段にすぎず︑従って︑行政の法律適合性︑とり

法学をもたらすに相違なかったが︑同時に︑行政法及び行政法

還元せられるからである︒法治国家の貫徹は︑行政法及び行政

家﹄五二頁︑ゲルバー﹃公法に就いて﹄七五−六頁︶も︑確か

として把握さるべき﹁権力﹂を﹁法﹂によって制御しようとす

に︑法治国家は︑行政の領域において︑それ自体非法的なもの
るということを認識せしめるが︑如何なる﹁法﹂を﹁法治国家﹂

わけ租税の徴収及び公共の安寧秩序に対する危険の防止を本質

た︒自由主義的国家目的︵法目的及び権力目的︶は︑公課とり

的かつ格別正規の行政目的として正当化したが︑給付の提供及

学に対し︑市民的法治国家に固有の制限を課さねばならなかっ

この概念に含まれた法の概念もより明確なものとなる︒市民的

が意図するかということを未解決のままにする︒君主制と対峙

法治国家の﹁法﹂は︑憲法の次元では︑権力分立及び自由と財

目的としてしか認めなかったが故に︑これが行政法及び行政法

び社会状況の形成︵福祉目的︶を副次的かつ本来不正規の行政

する市民社会の革命的理念としてこの概念が捉えられれば︑

るが︑行政の次元では︑法律である︒﹁権力﹂として説明され

法律によって﹁侵害する﹂行政としての行政実務を知り︑この

学の特色となった︒行政法学の理論上の努力は︑自由と財産を

産という基本権を伴った憲法を要求する自由主義的理性法であ
た行政に対しては︑市民の代表機関の協力の下に制定された法

っていたが故に︑必然的に行政法学は︑租税決定及び警察処分

状況において︑法治国家の尺度に従って正当化されることを知

律が︑﹁法﹂を限定するものとして対峙する︒つまり行政の法

律適合性がそれである︒それによってもたらされた行政の法律

を典型として理論構成された﹁行政行為﹂をその体系の中心に

への従属は︑行政の人民に対する関係が行政法によって法的な

ものとされる場合に︑法治国家の完成となる︒﹁その行政に関

との同一視は︑従って︑直観上所与の行政が単に財務行政及び

置いた︒学としての行政法の第一期に特徴的な行政と侵害行政

︵7︶
なる法治国家でもない﹂︒

して何ら法律をもたず︑何ら行政行為をもたない国家は︑如何

た︒この特徴的な連関はロベルト・フォン・モールの﹁法治国

して妥当したが︑それと並んで﹁補完的福祉目的﹂も主張され

家﹂及び﹁警察﹂に示されているが︑概して一般的な考え方で

警察行政に限られていたのであろう1実際にはそうではなか

ある︒フリードリッヒ・ハルコルトは︑その﹁下層階級の開化

ったがーということからは説明されえず︑その同一視は︑行
政法理論が自己の視角を市民的法治国家の理念から得たことの

と解放の諸障害に関する考察﹂︵瀬ヨo詩§鵬窪菩段象o田〒
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り︑社会的自由と国家的公益との間に境界を画したのと同様

困霧8P一〇︒瞳︶において次の如く述べている︒

当然の帰結なのである︒自由主義国家の立法者が︑法律によ
に︑行政は︑同一の境界を行政行為によって画定した︒この理

流れが不断に成長し︑祖国の豊かな原野に氾濫して災いをもた

﹁⁝⁝困窮の

て︑行政行為を行政法の核心部分として完成せしめたのであ

由からオットー・マイヤーは︑市民的法治国家の論理に従っ

らすことのない様︑国家は更に荒廃することを阻止すべく介入

介入するのみならず︑扶助的にも︑助成的にも介入することを

せねばならない⁝⁝︒我々は国家に対し︑国家が単に命令的に

る︒

社会の区別に基づくが︑社会は財産と教養の自律的領域であ

調は︑世紀の中期に至るまで生きつづけた警察学の伝統によっ

要求する﹂と︒社会問題によって喚起せられた福祉目的の強

自由主義的法治国家理念は︑確かにドイッにおいても国家と
り︑国家はそのためにはただ法と秩序を維持しさえすればよい

て擁護され︑国家機関説において哲学的正当性を見い出しえ

とする見解は︑完全には妥当しなかった︒君主制を支える土地
貴族の強固な地位が︑国家が無制限に市民社会の道具となるこ

ω富鉾︶の警察を論ずる第一〇編からの一章を独自に公刊した

ミットヘナーは︑彼の﹃国家論一二編﹄︵N類α開閃薗魯R︿O目

することなく︑国家において独自でかつ諸階級の上に存する権

﹃困窮とプロレタリアートに関して﹄︵OΦび震評琶R一ωヨ拐

た︒ギーセンの国家学及び官房学の教授フリードリッヒ・シュ

力を見ることを可能ならしめた︒この社会的及び政治的状況を

β且ギ90鼠ユ欝鵠畠︶という著作において︑困窮の原因を

とを妨げたのである︒立憲君主制においてその憲法上の表現を

みるに︑イデオロギi的には︑﹁客観的自由﹂のヘーゲル的国

めに︑彼は︑自治体構造︑農業構造及び産業構造の法律による

社会の不完全な組織化に見い出した︒困窮の原因を除去するた

見い出した君主と市民層との同盟は︑君主制の正当性を問題と

が大ぎかったといえる︒従って︑なる程国家の法目的は原理と

三三

家の方が︑カントの自由主義的法治国家よりも影響するところ

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

改善に関する提言を﹁積極的自由主義﹂から導き出して行なっ

た︒彼は︑旧式と看倣されるべき自由主義的原子論及びそれの

三四

の頂点を極めた︒pレンツ・フォン・シュタイソは︑その﹁社

に︑他方で行政法の学としての体系を創出しうることなく︑そ

任務は︑君主制国家に帰せしめられる︒というのは︑この君主

とされるへーゲル的国家の理念の上に基礎づけた︒社会政策の

﹁より高次の本質﹂によって社会問題の解決に任ぜられている

及び﹁国力﹂の重要性に対する理解を主張する︒シュミットヘ

制国家は︑その階級中立性及び利益中立性により︑独り︑君主

会行政﹂の学説を︑彼の時代の社会的諸条件の受容と︑その

ナーにとっては︑国家の目的はその構成員の福祉であり︑精神

れるべき社会主義のメカニズムに対して︑﹁社会の組織的基礎﹂

的文化︑生産及び交通の領域における国家の営造物により︑国

抽象的な人民の自由の理念に対し︑またユートピア的と考えら

家は能う限り多数の人間を︑それらを決定しうる立場に置くべ

下に諸階級及び諸利益を服せしめ︑かくして総ての国家公民の

制国家においてかつ君主制国家により現実化する人倫的理念の

ある︒行政は︑なる程階級社会は維持されるべきであるが︑階

人倫的人格の発達を保障することがでぎるとされているからで

きであると言う︒

法治国家の理念は︑さしあたり自由主義的に限定されては考

級闘争は枠組みの中で行なわれるべきである﹁社会王国﹂の国

えられなかったが故に︑その帰結として︑行政法の理論に向け
ての当初の努力は︑未だ侵害行政の理論への詰めを示すのでは

国家及びその行政の福祉機能をも包摂する法治国家の概念

︵9︶
の自由な独自の行為に委ねるべきである﹂︒

を利用して自らの生活を形成し︑発展せしめることを個人とそ

状況の下でも行なうべきではなく︑かようにして︑かかる条件

経済的及び社会的発展の諸条件の整備以外は︑決して如何なる

家は︑その行政によって︑個人自らでは獲得しえない人格的︑

会に対して国家によって用いられる矯正手段なのである︒﹁国

アルバイト

なく︑むしろ種々の理念に基づいて﹁行政の福祉目的﹂を基礎

﹁社会行政﹂は︑民主社会の道具ではなく︑国家と対峙する社

家理念の﹁所産﹂である︒ロレンツ・フォソ・シュタインの

ルのみに妥当するのではない︒﹁実践的社会主義﹂の要請から

づけるという試みを示す︒このことはロベルト・フォン・モー

出発し︑ハインリッヒ・ベルンハルト・オッペソハイムは︑行
政の二つの主要部分として︑市民の安全と保護を維持せねぽな
らない﹁警察﹂と力の限りでぎるだけ福祉を促進せねばならな
︵8︶
い﹁国民経済・扶助﹂とを区別した︒ロレンツ・フォン・シュ
タインの﹃行政学﹄において︑この方法論的方向は︑一方で行
政の理論を自由主義的法治国家理念によって支えることなし

は︑公法学においてゲルバー以来有力となる自由主義的法治国

ウルプリッヒは︑行政を全体の共通的要求のための国家共同

︵1 4︶
少なかれ効果的に行なわれるこ乏﹂であるとする︒

に構築した行政法学の社会学的方法は︑その体系が行政の法形

家の理念に屈服し︑それと同時に︑その体系を行政目的の上

る︒この特色は︑歴史的には﹁社会化﹂の三つの段階を経て展

体の配慮として捉え︑従って行政に﹁社会的﹂性格を帰せしめ

に対し︑行政はその社会化の発展の第二段階においては︑土地

開してきたとされる︒元来警察的機能は中心に置かれていたの

式に向けられていたゲオルク・マイヤー及びオットー・マイヤ
ーの﹁法律学的﹂方法に対して︑自説を主張することができな

所有権及び営業の可能性の利己的利用を制限する︒行政法の第

かった︒行政の福祉目的は﹁国家扶助﹂という形へと退化し︑

これも遂には︑異物として行政法理論から一般的に排除され

三段階は︑国家を最早私人に対する単なる監督的活動に限定

せず︑行政自体が特定の国有財産を利用に供し︑経済的給付の

た︒ともかく︑ヘルマン・・エスレルの殆んど実を結ばなかっ

ため営造物を経営し︑教育の如き﹁職務﹂を国家官史をして司

︵11︶

た著作と並んで︑国家学者ハソス・フォン・シール及びオース
︵12︶
トリアの行政法学者ヨーゼフ・ウルプリッヒの労作が︑行政法
学説の諸々の範疇を自由主義的に詰めることを回避する試みと

で︑﹁公的営造物による役務の社会的生産﹂乃至より一般的に

らしめるに至る︒従って︑行政は︑財政及び警察の領域と並ん

けられた﹁国家扶助﹂の機能を有するとされる︒

は市民の経済的及び精神的志向の秩序づけ︑保護及び助成に向

︵m︶

して記録されねばならない︒ハンス・フォソ・シールは︑﹁社会

服は国家によって行なわれるべき社会の民主化によって達成さ

問題﹂の中に経済的不自由及び不平等を見ており︑これらの克

社会主義﹂乃至社会主義の国家哲学的及び法哲学的思想によっ

法治国家理念の自由主義的基礎をドイッの理想主義︑﹁国家

つまり国家権力の原則的制限と不介入の原則は︑今や社会の進

し︑社会的行政目的を行政法学説の体系の中へと統合するとい

て補完乃至は止揚し︑国家の社会形成的任務を独自に正当化

れねばならないと言う︒以前は有益であった自由主義の原理︑
歩の障害であるとする︒社会問題は︑具体的には︑﹁法律学的・
︵13︶

経済学的−行政法的とも言われうるであろう1問題に﹂︑

現われる自由主義的行政目的の実現形式を顧慮して構築した︒

う試みは︑さしあたっては成果をおさめることなく終わった︒
新しい行政法学は︑その道具概念及び体系を︑侵害行政において

すなわち大資本の制限︑小資産の保護及び賃金労働者の統合に

帰するとされる︒社会問題の場合に問題となるのは﹁経済法の

一三五

領域における諸改革︑つまり経済社会の法構造の修正が多かれ
ペ タ ・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

ペータ

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

ていたのではなく︑帝国建設以来︑社会保険︑プ・イセンの国

だが行政は決して文化目的及び福祉目的の追求を完全に放棄し

った︑単に末梢的な意義には決して留まらない諸々の社会介入

有鉄道原理への移行並びに供給事業及び交通事業の公営化とい

的措置も実施された︒市民的法治国家の基礎をなす自由主義的
果として行政法学においても概念的に究明されることなく︑体

国家観からは必然的には導き出されえないこれらの現象は︑結
系的に組み入れられることもないのは当然であった︒他方でこ
れらの現象は黙過されえなかった︒これらの現実が行政法上の

概念の中に沈澱していった様子は︑以下に︑﹁国家扶助﹂の概
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に鑑みて﹁警察国家﹂と呼ばれ︑その国家において効果的な国

義の国家を見たのであり︑この啓蒙絶対主義国家は︑その行政

市民的法治国家は︑今や克服した対立型態として啓蒙絶対主
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︵5︶

〇

にもかかわらず︑﹁福祉﹂すなわちその人民の﹁幸福﹂を高権

蒙性にもかかわらず︑つまり市民層の理性法に対するその譲歩

家目的のために﹁福祉国家﹂と称された︒この国家は︑その啓

けられた反駁が反映されている︒尚︑前者の反駁においてはカ

説及び実践に対してと同様︑警察という基本概念に対しても向

例となった︒この概念には︑﹁福祉国家﹂の後期絶対主義的学

極的に公共の福祉を助成する﹁福祉警察﹂とを区別するのが通

と︑国家と個人を差し迫る危険から保護する﹁保安警察﹂と積

める︒ここにおいて︑後の福祉助成と警察概念の分離が現われ

的に施し︑クリスチャン・ヴォルフがその理論家となったこの

蔽したという限りで︑依然として絶対主義的であった︒この
﹁福祉国家﹂の規制と授益の動因は︑領主国家の確固たる存在

察﹂と合致する︒

る︒市民的法治国家の警察概念は︑後期絶対主義的﹁保安警

福祉助成の理念によって︑この国家を支配する国是の法律を隠

であったのであり︑領主国家の啓蒙性は︑この存在に対する経

形において︑すなわち公共の安寧秩序に対する﹁危険の防止﹂

警察概念を初めて後に市民的法治国家にとって特徴的となる

ントが︑後者の反駁においてはピュッターが︑指導的地位を占

済生活の意義の理解において現われたが︑その場合には重商主
主義的福祉国家との間の理念的若しくは実際的な類似性に関す

義的に考えられた︒後期絶対主義的﹁福祉国家﹂と今目の民主

に限定して発展せしめた功績は︑ヨハソ・シュテファン・ピュ．

的表現である︒ヨハン・ヤーコプ・モーザーの﹃警察事務にお

既に市民的理性法によって規定されてはいるが︑﹁福祉国家的﹂

たことにより︑広範な影響を行使するに至った︒プロイセン一

ピュッターの警察概念は︑それがプロイセンの立法に定着し

︵2︶
し︑福祉の向上は警察の直接の目的外にある﹂︒

ス・ゲナーは︑次の如く述べる︒﹁警察は常に保安のみに関係

︵1︶

るあらゆる主張の根拠をくつがえすためには︑これらを指摘す

ッターに帰せしめられる︒彼に従って門弟ニコラウス・タドイ

絶対主義は︑その﹁警察権﹂によりその福祉目的を既に述べ

ることで充分である︒

た意味において﹁警察国家的に﹂実現した︒﹁警察﹂とは︑国

けるラソト高権論﹄︵冒訂馨冒ぎび冨89＜9α震審＆守
魯9葺ぼ℃o誌2器9①Pミお︶にあっては︑警察は︑﹁第

た警察概念と結合している︒﹁福祉国家﹂という幸福主義的理

思想からは未だ分離されてはいない国家目的学説が︑制限され

家目的及び国家活動としての﹁福祉扶助﹂にとっての絶対主義

一に公共的生活における善良なる秩序づけ︑第二に臣民の外面

三七

般ラント法︵零Φ義■≧蒔①旨oぎ8濁P繕8窪︶においては︑

的幸福の助成﹂として理解されている︒世紀の末期に近づく
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一三八

家観及び市民的法治国家理念との関連を明らかにする︒蓋し︑

ぺータ

念の包括的国家目的は︑二つの区別されかつ相互に序列関係に

除去しさえすればよいとする前提からの直接的結論であるから

求してはならず︑﹁幸福﹂を求める個人の努力に対する障害を

法目的及び保安目的︑つまり﹁⁝⁝︑外的及び内的安寧及び保

である︒従って︑フランス革命に対する反動の過程で﹁公共の

新しい警察概念は︑国家は︑福祉目的を高権的権力をもって追

安を維持することと各人の所有物を権力と混乱から保護するこ

福祉の維持と助成﹂のためにも強制的権限が主張された場合に

ある国家目的によってとって換わられている︵同法二条・三条

と﹂︵同法二条二項二二号︶が挙げられている︒しかし︑これ

﹁福祉警察﹂の復活が起こったのであるがーそれは論理的必

1従って一般ラント法一〇条二項一七号に反して一時的な

二項一三号︶︒国家の第一義的かつ最も本質的な任務としては︑

に加え第二に︑国家は福祉目的︑つまり﹁⁝⁝︑住民に対して

を配慮し︑それを住民の福祉の助成のために用いること﹂︵同

その才能と能力を向上させるための手段と機会を供する営造物

一七号を顧慮して一八五〇年三月二日の警察行政に関する法

然であり︑またアンシュッツが︑新しい警察概念を一〇条二項

理解においては︑例えばフォン・アレティン︵︿．＞お二昌︶が

の表現及び概念はその正当性を失なった︒確かに︑国家目的の

﹁法治国家的警察概念﹂の究極的完遂とともに︑﹁福祉警察﹂

それは当然の帰結である︒

律に関して確認したプ・イセン高等行政裁判所のクロイツベル
︵4︶
ク判決を︑﹁法治国家の理念の勝利﹂として迎えた場合にも︑

法三条二項一三号︶を義務づけられる︒しかし︑同法一〇条二

項一七号においては︑これら双方の国家目的のうち法目的及び
﹁警察の職務﹂を後期絶対主義的﹁保安警察﹂に限定し︑﹁福

保安目的にのみ警察的強制権の手段が与えられる︒これは︑

された国家任務は︑たとえ第二義的目的としてではあっても維

祉警察﹂を排除したものである︒蓋し︑福祉警察によって意味
持されでいるのであるが︑従来それと結びつきかつ﹁警察﹂に

主張していたようなオーソドックスな自由主義は︑決して支配

ある︒警察官庁の権限をかように限定して︑同法一〇条二項一

あてがわれた強制的福祉助成の権限は維持されていないからで

に保護と安全の保障を目ざす国家活動と並んで︑積極的に福祉

の助成を考慮する国家活動も同様に正当な国家任務の実現と看

的とはならなかった︒国家の主目的として看倣された︑消極的

倣されていた︒しかしながらーこの点に自由主義的国家理念

七号は新しい狭義の警 察 概 念 を 創 出 し た の で あ る ︒

プロイセソ一般ラント法の規定及びそれが依拠するズファレ
︵3︶

ッツの見解は︑危険防止に限定された警察概念の自由主義的国

﹁高権的手段﹂に限定され︑他方で︑福祉助成の配慮は︑強制

権的手段は属さず︑保安目的の達成の場合には当然属するのと

の実際的効果が存するのであるがー︑福祉目的には行政の高

フォン・キルヒェンハイムの﹁行政法入門﹂︵︾旨﹃貫く・昏7

概念としては有効なものとはなりえなかった︒アルトゥーア・

家の諸条件の下では︑扶助は︑高権的権力の行使と同位の体系

作用の結果行政法が学となったのであるが︑この市民的法治国

おいては︑扶助が引きつづきなお行政の執行として理解されて

o ㎝︶に
畠①昌①冒℃田昌まぼ§ひqぎ3ω＜R零聾⁝鵬巽o︒罫一〇︒︒

は異なっていた︒今や︑﹁警察﹂という表現の適用はかかる
を伴わずして行なわれるが故に︑﹁国家扶助﹂という新しい表
現で称されたのである︒

しても︑やはり私人とは異なった方法によるのであり︑つまり

いる︒この場合に国家が支配的にではなく奉仕的に現われると

営利的にではなく公共の必要を満たさんがためである︒国家扶

新しい行政法学は︑徹頭徹尾法治国家的警察概念に基づき︑

助︶という双方の領域に分かつ︒国家扶助には︑個々人の経済

助をその特色に従って行政法的に把握するという︑理論的観念

対外行政及び財務行政と並ぶ行政の領域を警察と扶助︵国家扶
的︑文化的及び身体的福祉の助成が数えられ︑従って特に信用

た︒ゲオルク・マイヤ⁝及びオットー・マイヤーによって︑異

よりはむしろヒントを再現するこの試みは︑効果を見ずに終っ

なった方法においてではあるが︑成功へと導かれた学としての

機関︑郵便及び鉄道︑道路施設︑教育施設︑救貧制度及び保険

かかる行政法の体系化について注目すべきことは︑各種行政

ち︑体系を構成することとなったのは高権的権力の行使の法形

行政法の方法は︑国家扶助を末梢的現象と看倣した︒すなわ

施設が数えられた︒

く︑それに適用せられる﹁形式﹂であるという点である︒この

式のみであった︒

式︑つまりは自由主義的国家目的把握のコレラートをなす法形

活動を分類する標識が︑行政の追求する﹁目的﹂なのではな
標識の選択は︑警察学が行政法学にょってとって換わられたこ

ゲオルク・マイヤーにとっても︑国家扶助は何ら行政法の対象

オットー・マイヤーにとっては︑扶助は︑行政法の理論から
︵5︶
消滅した︒つまり彼は扶助には付随的にしか言及していない︒

と︑並びに警察学が目的の次元で詰められたことを意味した︒
法目的及び保安目的の実現が︑国家の固有かつ第一義的機能と

して現われ︑この場合に独り高権的︵警察的︶権力の行使が行

一三九

ではない︒実際︑より詳細に論及することによって︑この方法

政の手段として現われたが故に︑行政作用の法形式は高権的権
力の行使の法形式と同一視されたのである︒市民的法治国家の
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一四〇

の形式において登場するとされる︒﹁国家的扶助﹂の概念の下

使において現われ︑その本質上国家的機能であり︑命令と処分

動と﹁配慮的﹂活動に分かつ︒﹁高権的﹂活動は︑支配権の行

域における行政活動を二つの大きな類型︑つまり﹁高権的﹂活

論的決定の根拠が一層明確なものとなる︒一八五〇年以来採用
︵6︶
している体系化に従い︑ゲオルク・マイヤーは︑国内行政の領

排除され︑﹁国庫的﹂行政作用の領域に委ねられた︒従って︑

み入れられてきた行政活動は︑結局︑行政法体系からそもそも

方法の諸研究において引き続きなお国家扶助として概念的に組

行政のアクセサリー﹂なのである︒行政法のいわゆる国家学的

は︑﹁法治国家においては些細なものとして無視されうる命令

く放棄した︒実際︑給付行政は︑オヅトー・マイヤーにあって

給付の供与及び社会形成的活動を︑行政法上位置づけることな

ペ ター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

に包摂されるところの﹁配慮的﹂活動は︑公共営造物を補助

助成という国家目的を実現する行政活動︑公共のための利益と

し︑設立することによって個人及び全体の助成を目的とするも

の行政の一部門は︑理論的研究と究明を欠かねばならなかっ

第一次世界大戦以前においても相当な意義を有していたところ

︵7︶

のであるとされる︒この場合︑国家的支配権の行使は問題とな

づいている︒体系的には﹁社会的法治国家﹂の理念の上に構築

ている様に︑﹁扶助﹂の概念は市民的法治国家の国家理念に基

﹁福祉警察﹂の概念が啓蒙絶対主義の国家観から導ぎ出され

た︒

らず︑その本質上国家的な機能の行使も間題とはならない︒こ
の活動は︑高権的行政ではなく︑単なる事務管理であり︑私人に
一〇一ω︶においては︑事実上既に初版において採用されていた観

された行政法学説においては︑﹁扶助﹂の概念をもっては︑指

よっても同様によく行なわれうる︒第四版︵教科書冨ぼび自ダ

が︑次の如ぎ結論も導き出される︒行政は︑私人に対して︑高

かし︑﹁扶助﹂は︑世紀の転換期においては︑国家目的の方向

導的及び給付的行政活動を充分に理解することはできない︒し

点から︑明らかにオットー・マイヤーの影響の下にではある
権的権限を行使するか︑あるいは財産法上の取引きの範囲で活

論的方向づけの接点として仕えた︒ゲオルク・イェリネック

転換及び拡大しつつある福祉国家的行政に直面して︑初期の理

動する︑というのがそれであるが︑この場合︑﹁配慮的﹂活動

オットー・マイヤーの行政法において最も厳格に遂行され

て︑国家任務となってきており︑その達成のために例えば有益な

は︑﹁社会的手段による公共目的の助成﹂は絶えず度合を増し

と﹁国家扶助﹂の概念は抹消されている︒

してのみ完成される行政の高権的法形式への方向づけは︑福祉

た︑行政法理論の法治国家的警察概念並びに行政法上の範疇と

公的営造物によって国家の﹁社会行政が執行﹂される︑と確認
した︒これに触発され︑彼は︑国家機能の各種の分類に︑﹁高権

的活動﹂と往々﹁完全には適切でない扶助という名称で﹂称さ
︵8︶
れている﹁社会的活動﹂とに分かつ分類をも加えたのである︒
この体系は︑ワルター・イェリネックの﹁公行政﹂を﹁高権的
︵9︶

行政﹂と特別な優越的手段を伴わずして行なわれる﹁単純な高
かつ理論的に最近では重要性を失なったと特徴づけられるかか

行政﹂とに分かつ分類へと継承された︒消極的であると称され
る概念形成には︑侵害行政の外で展開される行政活動の体系的
に統合されていない水槽であるという︑﹁扶助﹂の概念にも本
質的な方法論的特色がつきまとっている︒これに対して︑オッ

︵11︶

トー・マイヤーによって高権的に考えられた﹁公的営造物﹂の
︵10︶

制度がフリッツ・フライナーによって﹁保障﹂行政の範疇へと
︵12︶

ットゥゲンによって﹁給付行政﹂が︑その特殊な行政目的によ

再構成され︑エルソスト・フォルストホフ及びアーノルド・ケ
り特色づけられた行政法学説の基本的範晴として確立されたこ

とは︑より成果に富むものであり︑かつより示唆に富むことが

明らかとなった︒従って︑高権的法形式の実証主義を放棄する

は︑方法︑体系及び概念において︑今や一貫して社会的法治国

行政及び行政法理論への道が歩まれていたのであり︑この理論
家の土壌に踏み入ったのである︒

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法
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三︑自治体営造物と自治体の営利的企業

四二

り︑ようやく︑特に英国のフェビアン協会によって主張せられ

た﹁都市社会主義﹂が︑地方団体の供給経済及び交通経済に対

その体系が高権的行政作用の法形式に向けられていた新しい

してイデオロギー的正当性を与えたのである︒

行政法学においては︑地方団体の供給事業及び交通事業という

顕著な行政現象は︑何らその中に適切に組み入れられることは

なかった︒この欠陥は︑何ら偶発的な無理解なのではなく︑学

たということの必然的結果である︒これらの事業を包含してい

としての行政法が歴史的に自由主義的法治国家に帰せしめられ

と完成せしめられることはなく︑結局︑およそ行政法的思考か

らは排除されていた︒このことに対応して︑供給事業及び交通

た﹁国家扶助﹂の範疇は︑決して行政法の理論の道具的概念へ

た︒これにより自治体に課せられた新しい任務の達成によっ

事業は︑それらが危険防止という支配的行政目的と関連せしめ

産業革命とそれによって惹起せられた社会的変化は︑それに

て︑地方行政は産業化時代の都市的文明に対して重大な寄与を

これらの事業に警察的性格が付与されうる限りにおいて︑それ

られうる限りにおいてのみ︑行政法の対象として把握された︒

伴う都市化と相侯って地方の生活型態の抜本的変容をもたらし

なした︒かかる展開が現われたのは︑プ・レタリアートの地位

らは﹁公的営造物﹂の制度の下に服せしめられた︒いずれにせ

の改善をめぐる社会政治的努力と並んで︑とりわけ自治体住民

のための地方団体の諸施設ー例えば井戸︑質屋︑貯蓄銀行︑

かったこの制度によって︑極めて異なった目的方向性をもつ学

よさしあたっては行政の特殊な法形式としてしか概念化されな

校︑刑務所及び墓地の如き諸現象が一つの概念の中に無理やり

墓地の如きーの伝統的枠組みを打破した自治体の経済的活動

寄せ集められたが故に︑供給事業及び交通事業の特殊性は︑行

の拡大においてである︒就中供給事業及び交通事業の公営化に

おいて顕著となったかかる﹁市民的秩序内部における実際上の

政法的把握から疎外されつづけねばならなかった︒この事情に

︵1 ︶

ムとは何ら関連を有していなかった︒世紀の転換期間近に至

社会主義化﹂︵ヘフター︶は︑さしあたり社会主義的プログラ

ようやく変化がもたらされたのは︑公的営造物の形が行政法の

に至ってようやく︑注目すべぎ程度に自治体経営の﹁ガス事業﹂

ずは︑私企業︑特に英国の企業によって営まれた︒世紀の中頃

家庭への供給に利用することは︑一八二五年以降開始され︑先

が現われたのであるが︑その際に︑警察的考慮︑つまり保安状

高権的説明図式から解放され︑給付行政の概念によって地方団
に位置づけられた時である︒だがこれは︑もはや自由主義的法

れていた︒地方団体のガス施設が存在したのは︑ベルリンでは

態の改善のための街路の充分な照明に対する関心が前面に現わ

体の供給経済もまた学としての行政法の体系においてより適当
治国家の行政法学の時代に属することではない︒以下に示され

ていた︒自治体によって営まれるガス施設の数は︑上昇し続

一八四七年以降︑ケーニヒスベルクでは一八五二年以降であ

ねばならぬのは︑如何にして自由主義的法治国家の行政法が地

け︑世紀の転換期直前には私有のガス設備を超え︑第一次世界

る︒そして一八六〇年には︑ガス事業の四分の一が公営化され

自治体の供給経済の最古部分をなしたのは︑水道事業であ

大戦の勃発までにはガス供給の約七〇パーセントに到達した︒

方団体の供給事業及び交通事業において現われた行政の新たな

る︒だが︑地方団体の関与のもとには︑さしあたっては︑消防

家庭使用が優先的生産目標となるに応じて︑ガス使用料は警察

現実を自らのものとしていったかである︒

て最初の︵私的︶水道が一八五六年に警察の提唱の下に道路掃

警察的関心ほどの供給の思想は存しなかった︒ベルリンにおい

除のため設けられた︒公営の水道は︑ベルリンでは一八七三

ガス配給は︑自治体にとって往々少なからず財政的側面を獲得

していったのであるが︑それと同時に自治体住民への供給の思

的視点を置き去りにしていった︒それとともに︑ガス生産及び

クでは一八七九年に敷設された︒公営化は︑給水の領域におい

年︑ケーニヒスベルクでは一八七四年︑そしてレーゲンスブル

想が等閑視されるに留まるということはなかったのである︒

発電及び配電の領域においては︑自治体の関与が始まったの

ては一九世紀においても︑衛生学の警察的視点によって促進さ

ント強の発電が地方団体によって行なわれていた︒一八九一年

はようやく一八九〇年頃である︒一九〇〇年には︑二〇・ハーセ

れながら急速の進歩をとげたのであるが︑この視点からは︑地
方警察の規定による強制敷設及び強制利用の命令もまた承認さ

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一四三

伝達するという可能性は︑電気経済の将来の展開を一九一〇年

に初めて現実化された︑電気エネルギーをより大きな区域へと

れた︒既に一九〇七年には︑現存した給水設備のわずかに一〇

タ

石炭のコークス化によって得られた燈用ガスを街路照明及び

パーセソト以下しか私有ではなかった︒

ペ

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

四四

として現われた︒市街電車の場合には運賃率政策及び路線拡張

く同様︑ガス事業及び電気事業も︑就中利益経済的自治体活動

ぺータ

以降他の方向に導いた︒つまり︑その時までに約四〇パーセソ

に関する社会政策的配慮が一定の役割を演じたし︑これら総て

トに上昇していた自治体のエネルギー生産への関与は︑大陸横

の事業の場合に私的独占の禁止及び地方団体の供給指令という

思想が往々公営化の経済政策的正当化理由として述べられたと

断事業のために再び後退した︒だが︑屡≧エネルギー配給は自
一八六五年以降馬車鉄道として︑一八八一年以降は電気によ

はいえ︑ともかく︑これがそれらの事業の行政法上の位置づけ

治体が依然として行なっていた︒

る市街電車として導入された地方の﹁交通路線﹂の経営も︑ま

であった︒

住民の﹁公的自治体営造物の共同利用﹂の団体的権利の規定が

らなかった法律上の規定の下においては︑さしあたり︑自治体

地方団体の供給事業及び交通事業への適用が考察されねばな

ず私経済的に開始されたことに由来した︒市街電車による近郊
であるが︑その場合に︑往々発電所と市街電車とは共通の運命

交通の公営化はようやく一九世紀の最後の一〇年間に起こるの

を有していた︒一八九九年には︑プロイセンの二六の市街電車

で執行されえたのである︒自治体住民の利用に供された﹁自治

挙げられねばならない︒この公法的権利賦与は︑行政処分の形

体営造物﹂1今日の自治体条例はこれを﹁自治体の公共施設

のうち市の経営によるものは一一に過ぎなかったが︑第一次世
ており︑一九一八年以降ようやく自治体が地方の路線交通にお

界大戦の勃発前には約五〇％のドイッの市街電車が公営化され

︵騒窪岳9Φ田糞一99お曾山ROo目色且①︶﹂と呼ぶのであ

自治体の﹁私的施設︵ギ写讐oぎユ魯9昌αQ窪︶﹂という概念が生

るがーに対する対立概念として︑今日もなお使用されている

いて明らかに優位を占めた︒

地方団体の供給事業及び交通事業は︑先に示した発展のスケ

まれた︒

ッチから明らかな様に︑既に第一次世界大戦以前において自治

体行政の一つの顕著な現実をなしていた︒これらの完全な公営

日琶巴筈懸富轟8①9︶において用いられていた自治体の﹁営

九三年七月一四日の﹃プロイセソ地方税法﹄︵ギΦ島

凶O箏

ったのであるが︑さしあたっては共通の行政目的によって支配

行政法上の考察に対して影響を与えていたのは︑特に︑一八

された統一的現象としては把握されなかったのである︒水道事

利的企業﹂︵三条︶及び自治体により﹁公益上維持される諸施

事業は︑確かに様々な方法で行政法理論の光を受けるようにな

業の場合には警察的視点が支配したのに対して︑市街電車と全

体利益の獲得に向けられている﹂か︑﹁自治体の構成員に対し

者の区別に関して施行令三条は︑当該施設の経営が︑﹁それ自

設︵設置物︑営造物及び施設︶﹂︵四条︶という概念である︒両

を法的に重要な行政目的として創出しえなかったために︑とも

法的法形式に限定される行政法の理論の注視方向が︑この視点

準をもつ自治体住民への供給という包括的視点は︑高権的・公

に服した︒そしてその場合に地方団体の文化に関する一定の基

の領域で本質的となった︒ここで問題であったのは︑一方で︑

最後に︑地方団体の供給事業の法律関係の決定は︑﹁租税法﹂

かく行政法上は問題とならなかった︒

てそれの利用の強制を課している﹂かを決定的なものと見てい

た︒この基準は︑実際においても一般的な基礎とされた︒かよ

を追求する行政とが対置せしめられた︒第二の種類の施設とし

かかる事業からの収益に対して︑それが﹁営利的﹂収益である

うに目的を目指す区別にあっては︑営利的経済活動と公的目的
て看倣されたのは︑特に︑それを経営するにつき警察的配慮が

ために用いられる不動産及び構築物は︑﹁公益上の﹂目的に仕

がために税が収められねばならぬのか︑他方で︑かかる事業の

更に︑施設の目的とその利用の法形式との間に必然的な連関

要求された﹁警察営造物﹂であった︒

えるが故に租税免除を享受せねばならぬのかということであっ

済上の取引き内部における活動であった︒この結果生じたの

が打ち建てられたが故に︑自治体営造物はその利用に関して公

は︑例えば水道事業やガス施設は︑利益獲得の意図が指摘され

に︑﹁企業﹂として理解されたのは︑利益獲得に向けられた経

利用規則の場合には自治体営造物の存在が︑私法的利用規則の

うるか否かに応じて個々の場合に﹁営利的﹂か﹁公益的﹂たり

た︒その場合には︑地方税法三条の解釈に関してと全く同様

場合には営利的企業の存在が推論されたのである︒地方税法三

うるということであった︒大規模な交通通信施設という関連領

法に︑営利的企業は私法に従うという見解が生じた︒この見解

条二項が同時に公益にも仕える営利的企業の形をも認めている

域に関しては︑一般的行政目的ではなくその時々の経験的目的

は更に逆方向の区別の基準としても役立ちえたために︑公法的

に従い︑かつ利用規則を適用して︑その裁量により︑如何なる

という解釈問題を解決するために︑更には自治体が︑目的設定
形態を施設に与えんとするかを選択することがでぎたから︑法

は︑旧来﹁王権﹂によって営まれてきたが故に﹁公益的﹂と看

を志向する考察の結果︑次のことが言われた︒つまり︑郵便

一四五

徴され︑それに対して国有鉄道は︑営利に向けられ︑かつ私人

形式の基準が前面に現われたのである︒従って︑私法的利用形
式が選択されると︑利用は行政法の外に留まり︑私的自治の下
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一四六

的通例といわれたのは営利的企業という形であったからであ

ぺーター︒バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

る︒最後に交通事業は︑即︑営利的なものとして分類された︒

世紀の転換期以降ですら︑また完全に進歩志向の考察者たちに

によっても営まれうるが故に︑営利的事業と看倣される︑とい
地方団体の供給事業及び交通事業は︑個別的に︑次の如く︑

うものであった︒

とってさえも︑自治体のエネルギー供給事業を行政目的の実現

として把握することが如何に縁遠いものであったかということ

既述の規定関係の中に組み入れられた︒都市の水道事業に関し
︵2︶

ては︑ープロイセン高等行政裁判所が一八八三年の一判決で

ーディッケスのドレスデソにおける第一回都市会議︵一九〇三

年︶での﹁ドイッ諸都市の社会的任務﹂に関する報告の中の一

は︑非常に開明的なフラソクフルト・アム・マインの市長︑ア

が︑それの法律関係の決定は︑この場合に租税法の領域で地方

節から明らかとなる︒かかる事業は︑その剰余金により自治体

看倣されねばならぬとする見解が一般には正当性を有しえた
団体法規の適用に関してと同様に︑個々の場合ごとに異なって

由づけるために︑アーディッケスは次の如く述べる︒﹁電光の

財政を助けるためにこそ設けられるべぎであるということを理

詳論したが如く1確かにそれが営利事業ではなく公益事業と

いたのであり︑従って水道事業は︑自治体営造物としてと同
ある︒公法的利用形式及び警察的敷設強制を理由にして異なる

り︑これに対して使用料が支払われうるし︑ガスもまた広範に

使用は︑疑いもなく今日の技術状況においては一つの奢修であ

︵3︶

様︑営利事業︑私的施設乃至営利的企業としてもみられたので
判断が正当化されない限り︑水道事業でさえも︑地方の要求に

裕福な人々の使用に仕える﹂︒

いて根本的には営利的活動として理解されていたという事情

地方団体の供給事業及び交通事業が第一次世界大戦以前にお

応じて極めて多様に市及び町村によって市民の福祉のために設

れ︑かくして市場︑百貨店︑倉庫︑船渠施設及び港湾施設︑屠

けられるところの地方団体施設という無色な範疇の中に数えら

は︑それらの事業がオットー・マイヤーによって基礎づけられ
︵4︶

殺場︑浴場及び洗濯場︑馬車鉄道︑ガス施設等々と並んだ︒

した︒オットー・マイヤーは︑公的営造物を︑﹁本来的基礎﹂

を公法にもち︑従ってその給付を原則的に公法的法形式におい

た﹁公的営造物の理論﹂の中に取り込まれるということを決定

て行なう﹁公行政活動の一つの発現﹂として理論構成した︒実

ガス事業及び電気事業に関しては︑なる程︑自治体はそれら
みうるということも仮定されはしたが︑その様なことは殆んど

を公法的利用形式を選択することにょり自治体営造物として営
行なわれなかった様に思われる︒というのは︑この場合︑圧倒

際︑私法的利用形式が考えられうるとしても︑そして行政が私
れはもはや解決しえない歴史的理由によってのことであるとい

経済的に登場する場合に︑特にそうであるにしても︑同時にこ
う︒この利用形式を︑オットー・マイヤーは特に自治体のガス

事業と給水とに見い出す︒オットー・マイヤーが利用の法形式
にのみ関心を有していたのでなかったならば︑彼は︑公的営造
こでより大幅に私法的形式による公行政の執行を明らかにしな

物が公行政活動の一つの発現であるという大前提とともに︑こ

けれぽならなかったであろう︒だが︑そうすることは︑警察目
し︑従って高権的行政及びそれに特有な公法的命令という法形

的乃至租税目的のみが本来の意義における行政目的たりうる
式のみが行政法の対象である︑という黙示の根本思想とは相容
れないものであったのであろう︒従って︑私法的に利用される
自治体事業は︑歴史的にのみ説明がつくが体系的には説明がつ

国①ぎユ畠国①律oさ臣①αo暮ωo富ωo一富牙R薯鑑9昌閃

のために決め手となる言葉は未だ語られてはいないという所見
︵5︶
をもって締めくくるのである︒
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フライナーはこれに対して︑行政法の変容の前兆が示されて

わられ︑それとともに自由主義的法治国家の理念が行政の次元

行政の警察学的理論が法学としての行政法の理論にとって換

四︑方

いる状況の一つをここで指摘する︒彼は︑地方団体の供給経済

において実現されたのであり︑この交代は︑研究方法の革命

かない現象として現われるのである︒

及び交通経済に︑公法による﹁民法上の制度の変容﹂が生じて

この方法上の新しい方向づけに対しては﹁実証主義﹂という呼

であるが︑それとともに体系及び概念形成上の革命でもある︒

一四七

称が世上用いられており︑この呼称によってきまり文句的に示

きたところの三つの領域のうちの一つをみ︑これらの自治体事

ぺLタレ・バドゥLラ自由主義的法治国家の行政法

に転換しうる概念が存在する︑という支配的学説の再生を︑そ

業にあっては私法的利用形式が存在するため︑私法的私経済的

法

。

（（
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されるのは︑実証主義に従えば︑﹁実証的﹂現象のみが学問的

一四八

分かつそれの視角︑つまりそれの﹁形式主義﹂なのである︒

て︑行政法においてはオットー・マイヤーによって完成され

公法の理論の中へ︑狭義において実証主義的な法律学的思考

た︒ゲルパーは︑次のことを方法的原理として措定する︒﹁考

考察の対象として承認されるべぎであり︑従って法学に関して

に限定し︑この特色の外部に存すると看倣されるものの総てを

よってであり︑その方法は︑国法においてはラーバントによっ

捨象するということである︒現象の﹁実証的なるもの﹂は︑現

察は︑ただひたすら法学的考察たるべきであり︑政治的なるも
︵1︶
のは︑目的ではなく資料であるにすぎない﹂︒ゲルバーに対し

方法が導入されたのは︑カール・フリードリッヒ・ゲルバーに

象にいわぽ付着しているのではなく︑思考によって現象に認め

は法的現象のみがそうであるということである︒実証主義に特

られた特質なのであるが故に︑実証主義が学問的に実を結ぶか

て︑行政と行政に服するものとの関係を法関係として理論構成

徴的であるのは︑実証主義に従う学問的思考をその対象の特色

どうかは︑かかる特質の認め方の基礎に存する視角︑換言すれ

果とは関係なく︑むしろ︑﹁政治的及び国家哲学的考究﹂を法

ら偶然の事ではない︒このことは︑ゲルバーの視角の保守的効

的思考から排斥するゲルバーの視角が︑立憲主義すなわち自由

するについての本質的進歩をも感謝せねぽならないことは︑何

とを意味する︒つまり︑法学は︑実証主義的となることにより

ぱ︑何がその時々の対象領域の特色として把握されるかという

学問化されたのであるが︑それと同時に︑法の特色はその形式

的法理念は︑法を国家の社会形成機能の技術としてではなく︑

主義の法概念に由来するということを示すに留まる︒自由主義

ことに依存せねばならない︒これを法学に適用すれば︑次のこ

に存するが︑同様にその内容及び目的に存することはないとい

権力の馴致として把握することにより︑自由主義的国家理念か

民事法においては個人の自由領域の画定︑公法においては国家

う法学において支配的となった見解のために︑今日十分な根拠
をもって実りのないものとして否認されるところの方法へと堕

このことは︑かかる国家目的を実現する立法がもはや決して目

法治国家の国家目的は︑国家の法目的と同義である︒しかし︑

らの帰結のみを導き出す︒自由と財産を確保するという市民的

したということである︒既述の視角に批判的なこの意味におい

らぬのは︑法の特色を特殊法律学的方法によって基礎づけんと

的実現つまり政治的事象と看倣されるのではなく︑法実現と看

ては︑従って狭義においては︑﹁法実証主義﹂について評価を
下げねばならない︒法実証主義に対して異議が唱えられねぽな

する法実証主義の志向なのではなく︑法を法理念及び社会から

倣されるということを意味する︒法律にょり自由と財産を侵害

⑥法的当然及び法律による授権によって強制を伴って行なわ

助及び文化扶助﹂︒

は︑㈹の活動類型に︑﹁⁝⁝ここで考察されねばならぬのは︑

れる全体の権利及び利益の維持のための私人に対する作用︒彼

する﹁行政﹂は︑市民的法治国家の視角の下では法実現の現象
でもあったのであり︑その法︑つまり行政法は従って執行権の

行政法学説は︑行政はーロレンツ・フォン・シュタインにと
タロト
アルベイト
ってそうである様にー﹁業績﹂と﹁所産﹂であるという観念

色なのであった︒従って︑法治国家の理念でこと足れりとする

公法の研究に関する前掲論文においては︑ロレソツ・フォン・

・マイヤーにあっては方法的原理として明らかにされている︒

行政法の視角の高権的行政作用の法形式への詰めは︑ゲオルク

F・F・マイヤーにおいて既に明確に基礎づけられていた︑

行政のこの側面である﹂という所論を付加している︒

抑制物であり︑その作用は結局︑作用の目的ではなく作用の形

からではなく︑自由主義的国家目的を実現する行政︑すなわち

シュタインの方法が決定的に排斥され︑﹁素材の法律学的究明﹂

式について見れば︑行政法学説によって把握さるべき対象の特

侵害行政の法形式の概念的究明からのみ︑行政作用の法律学的

かる方法を貫徹し︑その後に公刊された﹁ドイッ行政法教科

及び﹁行政法上の諸制度の法学的理論構成﹂が要求される︒か
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証主義の方法に組みする新しい行政法学の決定において︑行政

考察を展開しうると信じていた︒高権的行政の法形式という実

モール及びゲルバーによって打ち建てられた法治国家的実証

法学説の自由主義的法治国家観への編入が現われた︒

オットー・マイヤーに対して他に比ぶべくもない地位を保証

㎝︶は︑﹁国家扶助﹂を行政法の理論の領域から排除している︒

する彼の教科書において斬新なるものは︑法律学的方法ではな

主義のプログラムに従った︑単にモザイク的であるに留まら
﹁行政法及び行政訴訟綱要﹂である︒F・F・マイヤーは︑行

ず︑体系的である最初の行政法の叙述は︑F・F・マイヤーの

法との世上行なわれている比較は︑両著者の考察方法の法治国

ヤーの﹁国家学的﹂方法とオットー・マイヤーの﹁法学的﹂方

く︑その方法の適用の一貫性と完全性である︒ゲオルク・マイ
− ︵2︶

ω国家のための﹁事務管理﹂つまり国有財産の管理︒

ヤーが完結的な行政法総論の理論に到達せず︑重点を行政法上

家的・実証主義的視角に関する一致を隠蔽し︑ゲォルク・マイ

政活動の三つの主要 方 向 を 識 別 す る ︒

②教育︑奨励及び給付供与による1特に営造物による1

一四九

公益上の私人に対する﹁自由なる作用﹂︑つまり﹁公的経済扶
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

べーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一五〇

準は︑服従関係か対等関係かに求められる︒かかる選別は︑行

て︑公法の法制度を私法の法制度から区別するための決定的基

政と経済活動との対置と同一視される︒﹁私経済的﹂国家活動

は︑私法に従って執行されるが故に︑﹁国庫的﹂と称され︑国

の資料の編集に留めたのに対し︑オットー・マイヤーの方は︑
この実用的な視点を無視し︑かくして行政法総論の概念の理論

る︒

的究明に達しえた︑という第二義的な事情に言及するのであ

益﹂に合致すると観念される︒

家はその限りで︑﹁通常の私人﹂が行動するのと同様にその﹁私

︵4︶

オットー・マイヤーは︑行政を﹁諸々の国家目的の実現のため

公法は︑国家の高権的発現形式であるという原則は︑行政が

の国家活動﹂と定義した︒これに反して︑︵行政︶法的にかか

る活動︑従って法学が﹁最も重要な補助手段﹂として用いる

においては︑必ずしも矛盾なく貫徹されえたわけではなかった

授益的に活動する場合︑特に自治体事業︑郵便及び鉄道の場合

が︑それにもかかわらず︑公法的組織関係及び利用関係が維持

﹁法概念﹂に親しむものとしては︑かかる行政目的は考察され

人民との関係に特有な法である行政法は︑公権力が発現すると

された︒これらの行政現象をオットー・マイヤーは︑公的営造

ることはなかった︒行政を司る国家とその際に国家と相対する

ころの公法の一つの特別な態様として把握される︒つまり公法

らは説明されえないという︒警察的視点とは反対に︑﹁営造物

的﹂視点がここで効果的であると言う︒確かに︑これによって

物の制度の下に集約する︒これらの現象は︑警察的国家目的か

いう統一的性格を有しており︑従って国庫は﹁通常の私人とし

は︑例えば公的営造物において効果的な特別な行政目的は示さ

は行政に﹁固有な﹂法であるとされる︒法諸制度は︑法学にと

て﹂現われるか︑さもなくぽ﹁高権力として﹂現われる︒かか

公益がこの場合問題の公有の諸施設を統一的に集約することを

れてはおらず︑ー註釈が示す如くーー意図されているのは︑

っては必然的に︑民事法的であるかさもなくば公法的であると

る選別によって︑オットー・マイヤーは行政法上の概念形成を
は私法的法形式による行政目的の追求は概念の枠組みを外れた

行政の高権的法形式に限定するのである︒つまり︑彼にとって

こで何人も註釈に留まってはならぬのである﹂︒公的営造物に
ものを強調するのである︒

あっても︑オットー・マイヤーは︑営造物における高権的なる

要請する︑ということだけであるが︑﹁これにかかわらず︑こ

権的に考えられる︒公法という﹁特別な法態様﹂は︑オットー

ものであるということになろう︒それに加え︑公法が厳しく高
・マイヤーによっては高権力の関与により特徴づけられ︑従っ

用を﹁利用者に対する関係の規定の本来の形式﹂と特徴づけな

法形式と私法的法形式とを認めるのであるが︑公法的営造物利

公的営造物の利用の場合に︑オットー・マイヤーは︑公法的

に属せしめられたのである︒

し︑従って給付の担い手には適さない高権的行政作用の諸範疇

な機構﹂として自らの道を辿る公的営造物が︑警察法から発展

績なのである︒但し︑目的契機が等閑視されたために︑﹁偉大

学説において行なったということが︑オットi・マイヤーの功

オットー・マイヤーによって他に比ぶべくもない頂点に達し

いわけではない︒つまり︑事業において国家がその特殊性を認
であるとされる︒営造物による公法的給付供与は︑今や何ら高

法の法概念が形式的であったが故に︑その概念に向けられた法

角の行政法理論への適用以外の何物でもない︒自由主義的理性

識せしめる場合には︑いつでも営造物給付は依然として公法的

権的契機を有しておらず︑従って︑オットー・マイヤーは︑彼
の従来用いた公法に関する基準を緩和し︑命令・強制が行なわ

学の方法は︑目的論的ではなく形式主義的たらねばならなかっ

た行政法学説の法律学的方法は︑市民的法治国家に合致する視

れる場合にのみ公法が存するのではないということを承認せね

ばならない︒従って︑異物が厳密な理論の中へ侵入するという

ということは︑オットー・マイヤー自身によって述べられただ

た︒そこにオットi・マイヤーの行政法の体系の特色が存する

けではなく︑更に同時代人によって直ちに認識され︑指摘され

ことが明らかとなるのは︑個々の場合に何によって公法的利用
うる場合である︒オットー・マイヤーは︑その場合に︑如何に

つまり︑この方法は︑国家活動全体から法的契機を抜きとりそ

た︒ラーバントは︑次の点にこの方法を特徴づけたのである︒

形式が私法的利用形式から区別されうるかということが示され
して﹁法の現実からの﹂区別がなされてきたかを示し︑最終的

れを孤立化させ︑国家がその諸目的を追求するに際して用いる

一般に

には︑﹁歴史的事象﹂を説明の根拠として示すために︑

行われている若干の視点を否認する︒

手段の法的性格を理論的に把握し︑従って多様な行政現実を︑

その法的内容が刻印される典型的形式︑法関係及び法制度に還

この公的営造物という点においては︑ゲオルク・マイヤーの

方がより徹底している︒すなわち︑この場合には高権的強制が

元する︑という任務を学としての行政法に課すものであるとい
︵5︶

欠けており︑問題なのは﹁単なる事務管理﹂であると言う︒こ

う点である︒エーリッヒ・カウフマソは︑オットー・マイヤー
の方法的原理を次の如く簡潔に定式化する︒つまり︑オット

一五一

れに対して︑かかる警察的には説明されえない行政領域をも行
政法の理論の中へ組み入れるという試みを自己の公的営造物の
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

されえたのである︒しかし︑行政法学説の形式主義は︑かくし

政とを学問的に選別することを可能にすることの必要性は除去

一五二

1・マイヤーは︑個々の行政分野から一般的法形式を導ぎ出

いた行政の目的は︑かくして安住の地を得たのであるが︑本来

て侵されずに終った︒形式主義が法及び法的考察から駆逐して

ぺーター ・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

し︑行政をそれとともに法治国家の理念から展開せしめること
︵6︶
によって︑﹁公行政の法形式の学説﹂を樹立したのである︑とっ

重要であった法と目的の区別は︑この区別が行なわれた方式と

オットー・マイヤーの体系に対してなされた批判は︑それが

実用的視点にのみ関するものではない限りにおいて︑既述の方

ルバー︑F・F・マイヤー及びゲオルク・マイヤーがそうであ
るが如くi︑行政法学説の﹃法律学的﹄方法を求めたという

論破しうるのは︑オットー・マイヤーが1既に彼以前にゲ

ともに維持されつづけた︒

法学にとどまるであろうーの不完全性を論駁したのである︒

法的原理を論破したのではなく︑行政科学1これは単に行政

うことではなく︑彼がこの法律学的方法を﹁行政の法形式﹂の

エーリッヒ・カウフマンは︑行政法が実を結ぶためには︑﹁法

政作用の﹁形式﹂と同様﹁目的﹂が必要であると主張した︒だ

律学的﹂方法と同様﹁国家学的﹂方法が必要であり︑つまり行

一視したということである︒だがしかし︑この批判の目標は︑

理論としてのみ理解し︑従って目的を捨象して形式と法とを同

学問的失敗なのではなく︑市民的法治国家の理念とその法概念

がそれによって意図されていたのは︑﹁広義における﹂行政︑

指す目的と任務に照らして分類されるべきであるということの

の理論の基礎に存する実際的決定なのである︒法治国家が市民

なのである︒従って問題なのは︑理論的欠陥なのではなく︑そ

つまり国家の﹁給付﹂の総体としての行政は︑国家が達成を目

は︑エーリッヒ・カウフマンにとってもまた︑国家活動の実質

は︑形式主義的実証主義の方法に頼り続けねばならなかったの

的法治国家と観念される限り︑正当化される行政の理論的解明

みであった︒﹁狭義における﹂︑つまり憲法国家における行政

的目的と任務ではなく︑その形式に従った国家活動の分類に依

て︑公法を論ずる実証主義的方法に特徴的であったものの総て

おいて前提化される法の概念へと還元してみても︑それによっ

行政法上の形式主義を市民的法治国家の理念及びその理念に

である︒

拠するのである︒つまりこの結果︑行政法は︑国家の特殊﹁支
︵7︶
配的﹂行政活動のための特別法として理解される︒このことは
たる行政学によって補完するということになるだけであった︒

結果的に︑本来法律学的な学科たる行政法学説を社会学的学科
確かに︑これによって︑行政の社会学的及び政治学的側面と行

が語られているのではない︒また同様に︑そうすることによっ

学的理解﹂のみである︑と︒本質的な﹁行政の原理﹂としての

察法の基礎の理解を媒介しうるのは︑ただ﹁その歴史的展開か

警察の事例においては︑社会科学としての行政学は︑行政生活

ら警察法の基礎が生じてきたところの国家の目的思想の社会科

の諸現象の原理的認識︑つまり行政の法的生活の法律学的認識

て︑学としての行政法の方法的問題の遺漏なき分析がなされて

学的﹂方法の説明に寄与することができ︑かつ民事法学者の解

と並ぶに留まらず︑加えてまさにこの法律学的認識にとって補

いるのでもない︒そうすることによって︑行政法学説の﹁法律

依存性を現わす連関のみが強調されている︒﹁国法的﹂実証主

されるべきである︒いずれにせよ︑それによって示されている

完的意義を有するところの認識を促進しうるという論証が提起

釈論の移植やフランス行政法の影響の指摘よりはより根本的な

排除は︑必然的に保守的︑つまり反批判的かつ弁明的効果を有

義を論ずる際には︑哲学︑政治及び社会の法律学的思考からの

視点︑つまり︑﹁警察﹂は行政の法形式の典型なのではなく︑

のは︑行政法学説の社会学的方法が由来せねばならぬであろう

自由主義的法概念ではなくして団体主義的法概念を前提とし

は他の行政目的の実現に直ちに転用されてはならないというこ

特殊な法形式を伴った一つの行政目的であり︑その諸々の範疇

するということを考慮せねばならなくなろう︒

て採用した一著者が︑行政法学説の方法の問題においても︑他

形式主義的方法による行政目的に対する沈黙−実際には︑

となのである︒

の道を歩んだということは示唆に富む︒クルト・ヴォルツェン

ドルフは︑行政法において拾頭しつつあった﹁概念法学的﹂方
法に対して異議を唱え︑これに﹁目的論的﹂方法を対峙せしめ

は︑後にいわゆる侵害行政の法形式︑特に警察法の法形式が行

自由主義的法治国家の国家目的の暗黙の前提化ではあるがー

政の法形式へと直ちに普遍化されるという事態をもたらした︒

た︒行政法の根本思想は︑公益と個人の利益との問の調整とい

が目的論的方法iこの代わりに彼は今や﹁社会科学的考察

警察権及び財政権の法制度は︑﹁その厳格な一方性において公

う目的論的契機であるからであると言う︒ヴォルツェンドルフ

法﹂という表現を用いるのであるがーの機能をどの様に観念

制度は従って﹁法律学的﹂方法から生ずる行政法総論の体系と

公法的作用形式が高権的権力の行使と符合したが故に︑その法

五三

法の特色を非常に決定的に誇示し﹂︑その法制度においては︑

していたかは︑これを彼の﹁現代国家の警察思想﹂︵一九一八
年︶に関する大研究論文から引き出すことができる︒そこで

︵8︶

は︑次のことが方法的原則として述べられている︒つまり︑警
ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

ぺータ

・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

われる公法は従属関係法として概念化され︑代替物としては

概念とを創出した︒これの結果として︑行政の領域において現
﹁私経済上﹂の私法のみが考えられえたし︑警察目的にも租税

目的にも還元されえない行政活動にとっては︑警察権及び租税

権から導き出され︑行政法総論というかくれみのをかぶった法
形式のみが存在した︒一九世紀の市民的法治国家の本来の国家
目的の外で意義づけられる︑指導と給付という︑経済行政及び

社会行政によって実現される行政目的は︑およそ私法に委ねら
れは︑全く自由主義的法治国家の行政法の論理に適ったことで

れない限り︑警察行政及び租税行政の法形式に頼り続けた︒こ

あった︒

︵6︶

︵7︶
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け社会現象としてみた︒このG・マイヤーの主張が後に0・マ

なる法的現象としてみるのに対し︑ジュタインはこれをとりわ
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目的実現のための国家活動﹂とし︑行政法を公権力が現われる

た点に相違がある︒かくて0・マイヤーは行政を﹁諸々の国家

0・マイヤーは実用的視点を無視し総論の理論的究明に到達し

の理論に到達せず行政法上の資料の編集を重視したのに対し︑

マテリアル

イヤーによって継承された︒ただG・マイヤーは完結的な総論

巻二・三号︶の翻訳があり︑右の書については原野麹助教授は

バドゥーラ教授の業績については︑既に和田英夫教授の﹁自

ある︒

法経学会雑誌一七巻二号︑淡野典子氏は法政論集四一号におい

公法の一つの特別な態様として捉え︑行政法をもって﹁行政に

し︑行政を法治国家の理念から展開せしめることによって公行

O・マイヤーは︑個々の行政分野から一般的法形式を導き出

固有な法である﹂と定義した︒

て︑それぞれ紹介している︒

本書ではバドゥーラ教授が行政法の原点をゲオルグ・マイヤ
ルト・フォン・モールから説き起こし︑既に一八八一年プロイ

ー︑F・F・マイヤi︑ロレンツ・フォン・シュタイン︑ロベ
センの諸大学が﹁行政法講座﹂を開設し︑専門の行政法雑誌が公

形式﹂の理論として捉え︑目的を捨象して形式と法とを同一視

政の法形式の学説を樹立した︒彼は法律学的方法を﹁行政の法

一五五

したのである︒かくて法治国家が市民的法治国家と観念される
限り行政の理論的解明は形式主義的実証主義の方法に頼らざる

刊されていた点を指摘し︑近代行政法の確固たる体系をオット
ー・マイヤーに求めつつ︑ここでとられた方法が現在に至るま
で及ぼした多大の影響について評価している︒この時︑G・マ

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

の概念法学的方法に対して異議を唱え︑目的論的方法をもって

をえなかった︒これに対しクルト・ヴォルツェンドルフは︑こ

三段階では国家が最早私人に対する単なる監督活動に限定され

階で土地所有権および営業の利己的利用を制限し︑行政法の第

は行政の中心に位置したのに対し︑行政は社会化発展の第二段

一五六

対峙し︑行政法の根本思想を公益と私益との調整という目的論

することになる︒したがって行政は︑財政および警察の領域と

ず︑行政自体が特定の国有財産を利用に供し経済的給付に着手

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

念していたかは︑彼の﹁現代国家の警察思想﹂から汲みとるこ

福祉的警察概念が啓蒙絶対主義の国家観から導き出されてい

能を有するようになったと考えられた︒

精神的志向の秩序づけ︑保護︑助成に向けられた国家扶助の機

並んで︑公的営造物による役務の社会的生産乃至市民の経済的

的契機であると理解した︒目的論的方法の機能をどのように観

警察権および財政権は公法の特色を強度に誇示し︑その法制

とができる︒

に︑その法制度は法律学的方法から生ずる行政法総論の体系と

度において公法的作用形式が高権的権力行使と符合したが故

政法学説において︑﹁扶助﹂の概念をもってしては指導的およ

のである︒体系的に社会的法治国家の理念の上に構築された行

び給付的行政活動を充分に理解することはできない︒しかし

るように︑﹁扶助﹂の概念は市民的法治国家の理念に基づくも

れ総論という隠れみのをかぶった法形式のみが存在した︒一九

れえない行政活動にとっては警察権および租税権から導き出さ

﹁扶助﹂は世紀の転換期において国家目的の方向転換および拡

概念とを創出した︒この結果︑行政の領域において現われた公

世紀の市民的法治国家の本来の国家目的の外部で意義づけられ

クの如きは︑﹁社会的手段による公共目的の助成﹂は漸進的に

大しつつある福祉行政に直面して理論化され︑G・イェリネッ

法は従属関係法と観念され︑警察目的にも租税目的にも還元さ

る行政目的は︑およそ私法に委ねられない限り警察行政および

国家の任務となってぎたと理解し︑その達成には有益な公的営

る指導と給付という経済行政および社会行政によって実現され

租税行政の法形式のみに依存した︒これは全く自由主義的法治

造物による国家の社会行政が執行されることを確認し︑国家的

イヤーによって高権的と考えられた公的営造物の制度がフリッ

機能を高権的活動と社会活動に分類した︒これに対し︑0・マ

国家の行政法の論理に適ったことである︒

他方一九世紀末期にウルプリッヒは行政を国家共同体の配慮

ツ・フライナーによって保障行政の範疇へと再構成され︑エル

として捉え︑行政に社会的性格を与えた︒この特色は歴史的に

は社会化の三つの段階を経て展開した︒第一段階では警察機能

ンスト・フォルストホフおよびアーノルド・ケットゥゲンによ
って給付行政が行政法学説の基本範疇として展開した︒この理

論が今日の社会的法治国家の領域への踏みこみを示すのであ
バドゥーラ教授は︑先きに﹁自由主義法治国家の行政法と社

る︒

的法治国家への国家目的の新しい方向づけが︑どのような仕方

会的法治国家の行政法﹂において︑自由主義法治国家から社会
で行政法理論の方法と概念の上に影響を与えたかという問題を

提起した︒本書においては︑自由主義法治国家のもとにおける

行政法の理論的系譜の考察に重点をおきながら︑社会的法治国
家のもとにおける行政法の理論構成への第一歩を踏み出したと

本紹介は︑早稲田大学大学院政治学研究科博士課程で私の指

言えるであろう︒

導する行政法演習において池村好道君が訳出したものを私が若
干手を加えてまとめたもので︑出来るだけ原文の意を尽くさん

い︒

としたため生硬のところもあり︑この点読者の御寛恕を乞いた

ぺーター・バドゥーラ自由主義的法治国家の行政法

一五七

