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本書は、行政法や経済法といったすでに確立された法分野がある中で、

双方の分野を織り交ぜた新たな法律学のテキストである。執筆の主目的は、

著者が日本大学法学部において担当する講座の一つである経済行政法の受

講生の勉学に資することにあるが、他大学における関連科目・演習を履修

する学生をはじめとし、経済行政に関わる諸事象を研究課題としたり、そ

の仕組み・政策過程に興味を抱く学部生や大学院生、本書が扱うテーマに

関わる実務家をも、読者層として想定している。

そもそも、経済行政法とは、国家が積極的に国民の経済活動への介入

（行政介入といわれる）を図ることに伴う法的問題を包括的に扱う分野である。

しかし、研究書は別として、このことを中心テーマとしたテキスト形式の

書籍は、これまで見当たらない。その理由は、ニーズの低さとは別に、行

政介入については、行政法の対象とされ、その詳細な論点も、行政法各論

のテキストの中で触れられ（近時では、「参照領域」の一つとして位置付けられる

こともある）、経済法でも、その主な関心事は独禁法にシフトした結果、行

政介入の扱い方は僅少となっている。

しかしながら、わが国は、「産業国家」として明治維新以降その道をま

い進し、第二次世界大戦後は、行政指導などわが国独特の行政介入を通じ

て、経済の持続的な発展が試みられてきた。対して現在では、行政介入を

嫌い、規制緩和政策（規制改革とも称する）を通じて、もっぱら民間企業の

活動に委ねる制度設計が主な流れとなっていることは周知の事実である一

方、依然として行政介入に係る諸制度や現象が存続している。このような

事実の下、行政法体系の中で埋もれていた行政介入に関わる諸事例を掘り

起し、さらには、スタンダードな行政法・経済法（独禁法）のテキストが

簡単に済ませてきたきた諸論点の“隙間”を埋め、それらの集約作業を独

自に試みたのが本書である。
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そこで本書は、わが国の政府などによって規制緩和の対象と認識されて

きた公的規制（その意義は第 1部第 1 章参照）を主な素材として扱うことに力

点を置いた。この場合、そうした方針をいかなる形式でテキスト化するか

が悩ましいところだが、第 1部に、読者の理解により資するべく、スタン

ダードな行政法総論（救済手続を含む）の論点整理法に準じて構成すること

にした。ただし、公的規制の緩和を通じて不可避的に生ずる独禁法の解釈

事例も、その中に織り交ぜることで、より広範囲にわたる行政上の諸規制

を対象とした。次に、より各論的視点として、第 2部では参入・料金を中

心とした諸規制とその関連規制、第 3部では古くて新しい問題を含む産業

保護・育成に関わる法制度、第 4部では公的規制の存在意義として語られ

る産業特性がある分野（エネルギー、交通、通信）をそれぞれ取り上げた。

とはいっても、経済活動は“生きもの”であるため、その時々に生ずる

行政介入を網羅的に取り上げることには、限界がある。そこで本書では、

テキストという性格からも、関連する時事問題を法的に読み解くうえで必

須と思われる諸論点・諸事例を限定的に取り上げ、整理した（ただし、2015

年 1月末時点のものを原則とする）。このほかにも、脚注は引用文献を含め最

小限に抑える一方、重要と思われる箇所は予めゴシック体にし、各部の冒

頭に SUMMARYを置くとともに、随所に掲げる判例 Pick UPやコラム

を通じて時事問題の諸論点に接するよう構成上の工夫を施した。このよう

に、読者の興味をかき立て、内容面への理解に資する工夫を凝らすことも

心がけているが、逆にスタンダードな行政法・経済法のテキストでは当然

に扱われている事項は、説明上必須と思われるもの以外、省略箇所がある

ことをお断りしておく。

また、本書では、説明の便宜のために項目を選別したことから、十分に

記述できていない箇所が多々あると思われる。さらに、経済行政の関心事

を構成する農業、医療、金融（銀行規制等を含む）などが持つ時事問題とし

ての重要性はいうまでもないが、農業法、医事法、金融法と称してそれぞ

れが単独に扱ってきたため、時間的制約がある講義を念頭に置いた本書で

は論じていない。しかし、これらの分野にあっても、行政介入という視点

から、動きのある制度を概説し論点整理を行う必要性は十分にあると考え
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る。今後は、読者諸氏のご𠮟正を仰ぎつつ、“生きもの”の動きに合わせ

た法改正なども含む将来的なフォローアップができればと願っている。

経済行政法は、大学設置科目の中で単独または行政法・経済法関連科目

として扱われることは僅かと言ってよい。その中にあって、著者に対し該

当講座を法学部生に教授する貴重な機会をお与えてくださった野木村忠邦

先生には、日ごろの学恩とあわせ、深甚なる感謝を申し上げたい。

あわせて、弘文堂編集部の高岡俊英氏には、本書の公刊に向けて強く背

中を押して頂き、かつ、執筆過程では、時宜を得た的確なアドバイスを何

度も頂くことができた。ここに、多大なる感謝の意を表する。

2015 年 3 月

友岡 史仁
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行政による国民の経済活動への介入（行政介入）には、さま

ざまな手法が存在する。このような経済活動と関わり合いのあ

る分野を経済行政と称し、そこで見られるさまざまな諸規制が

どのような仕組みによって機能しているか、を総じて検討する

ことが第1部の狙いである。

この場合、わが国をはじめとした世界的な現象として、この

ような規制が行われる国では、規制の非効率性をはじめとする

政府による経済政策自体への批判から、決まって規制緩和政策

などが実施されてきた。このような潮流の中で、第 1 部では、

いかなる行政介入が法的観点から問題となるのかを読み解くも

のである。第1部全体に関わる内容としては次の通りである。

第 1 章では、経済行政法がどのように法体系の中で位置付け

られるかを、概説する。その名の通り、経済行政法は行政法の

一部ではあるが、自由主義経済体制下にあるわが国では、本来

自由な経済活動を規制により限定することに、それなりの理由

がなければならない。しかし、その理由が現段階において逆に

妥当しない場合も考えられる。このため、本章では、経済行政

法の存在意義とそのねらいとともに、諸外国での扱い、および、

隣接諸分野との関係性を概説する。

第 2 章では、経済行政は行政活動分野の一つを指すため、そ

れに関わる法律問題を読み解く基礎的な考え方を示すことにす

る。経済行政法が行政法総論・各論の一部であるとの認識から、

まずは行政法総論の枠組みとして、いかなる行政活動が経済行

政としてとらえられるかを、必要なプロセス（経済行政過程）

の中でとらえることにする。ここでは経済行政特有の議論を中

心にこの問題を論ずる。なお、経済行政も行政活動として、し

ばしば、国民との関係において生じたトラブルについては、行

政救済法に関わる手続が用いられることが多いことから、かか

る手続も本章において取り上げる。

総論

第1部
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総説

I 経済行政法の位置付け

1 ◆ 経済行政とは

(1) 国民の経済活動に関わる行政活動

○○行政と名のつくものは、数多く見られる。その大きな区分として、

伝統的には、私人の権利・自由を制限しその目的を達成する行政活動を規

制行政とし、私人に対する便益・役務を提供する行政活動を給付行政とす

る分け方がある。このほかにも、調達行政
1)

（または行政資源取得行政
2)

）、さら

には誘導行政
3)

などが加わることがある。行政活動において用いられる手段

に応じて、それが権力的性格を伴う場合を権力行政、非権力的性格を伴う

場合を非権力行政とする分け方もある。これらの伝統的区分は、行政のあ

るべき立場を対立的にとらえたものであるが、およそ国などが行う行政活

動を分野ごとにとらえ、それらを個々に総称する場合として、税務行政、

社会保障行政、交通行政、エネルギー行政、通信行政等の領域別に分けた

区分も見られる。

では、経済行政はどうか。この言葉自体は、きわめて漠然としているが、

少なくとも、経済とは何かをめぐる議論は、法律学ではなく経済学の役割

とし、法律学では、経済の概念を所与として受け止め、国民の一般生活に

見られる取引、契約をはじめとした活動を「経済活動」と称している。そ

れに対し、行政とは、講学上、これを、国の権力機関または国家活動のう

ち、立法と司法を除いたもの（控除説）とするのが通説である（本書では、

国家活動の意味として行政をとらえる）。このように、経済行政とは国民の諸種の

経済活動に関わる国家活動という複合的概念であり、経済活動を対象とす

2 第 1部 第 1章 総説

�) 今村成和＝畠山武道補訂『行政法入門〔第 9 版〕』（有斐閣、2012年) 49 頁。

�) 宇賀・行政法 I 79 頁

�) 小早川・行政法上 189 頁。



る点では、先に掲げた行政の分類にこだわらず、政策立案をはじめとして、

その対象が自ずと拡大していくことが想定される。したがって、経済行政

という概念は、いわば枠組み概念としての性格を有し、その中に見られる

行政活動の諸現象を法的に読み解くことを内包としている。

(2) 枠組み概念としての有用性

以上から、経済行政は、国民の諸種の経済活動に関わる国家活動である

が、その活動には、国や地方公共団体などの公の主体（これを行政主体とい

う）が行う規制という手段が用いられている。この場合、わが国では、経

済活動の根幹には、経済活動が個人の意思決定を重視する市場機構が主軸

としてあり、政府の介入は極力否定される自由主義経済（資本主義経済、市

場主義経済とも呼ばれる）が採用されている。そうした体制の下では、経済行

政とは、狭義には、民間企業など営利を追求する者を名宛人として、国民一般

の利益を考慮し、その経済活動に対する何らかの規制を課し、市場機構に働く

競争原理その他の関連諸利益との調整を図らなければならない行政活動一般と

して言い換えることができる。そして、経済行政法とは、このように経済

行政を狭義にとらえた場合の法分野とするのが、後に掲げる諸現象を法的

に読み解く上で適当である。

もっとも、この場合でも、経済行政がどの範囲を示すかは、実のところ

明確とはいえない。例えば、そうした活動の中心的要素をなす規制は、私

たちに自由な活動をさせないルールといったように、およそ一般人が抱く

イメージとして広義に用いられることからはじまり、政府による民間企業

同士が定めた自主的なルールの策定等の要請または承認といった事実上の

行為をも含むことになる。さらには、規制対象となる経済活動は、単に民

間企業だけが行うものではない、場合によっては、民間企業が行えない諸

種の経済活動を国などの公の主体が代替するといった広義の経済行政のと

らえ方も考えられる。次にこのあたりについて見てみる。

I 経済行政法の位置付け 3


