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学位論文内容の要旨
戦前の 行政裁 判は ，東京 にただ 1
っ おかれ た行政 裁判 所が扱 い，し かも出 訴事項 は挟 く限定 さ
れ ていた 。これ と比 較して 戦後日 本の行 政救 済制度 は格段 に進歩 するは ずであった。行政官僚の
経 験のな い者が 裁判 にあた ること によヮ て救 済率の 上昇も 期待さ れた。 現に，戦後間もない時期
は 訴訟数 も急増 し， 救済率 も高ま ったこ とが ある。 しかし ，訴訟 法が＜ 整備〉されるに伴い訴訟
事 件数 が減り ，人口 当た りでみ たとき ，行政 訴訟事 件数 は戦前 の2倍にも ならな い。ま た19
60
年
代 末以降 ，認容 率が 低下し ，却下 率は急 上昇 してい る。わ ずかな 数の訴 訟にあっても長い時間と
膨 大ナょ 費用を 要す る。日 本の行政訴訟数は人口比で（旧）西ドイ．ソの70
0
分の1
ないし8
00
分の1
で あ る 。 日独 の 行 政 訴訟 に は 根本的 なとこ ろで大 きな違 いがあ ることが 推測さ れる。
こ うし た現象 は，行 政法の 領域の みの 特殊な もので はなく ，司 法制度 全体の構造的な特徴を表
現 し，と りわけ 裁判 官の独 立性の 喪失に 由来 するも のであ ろう（ 仮説） 。もとより権利保護の貧
困 には種 々の原 因が あるも のの， 司法に 大き な責任 がある ことは 否定で きない。本書の課題は，
旧 西ドイ ｀ソの 司法 の動向 を総体的に分析・紹介することによって，日本の司法の問題点を指摘し
て ，改善 の糸口 を探 ろうと するに ある。
研 究の 方法上 の特色 として ，対象 に関 しては ，日本 の現状 を考 慮して ，訴訟当事者の一方に国
や 行政機 関が現 れる 場面を 念頭に おくこ と， 一見す ると古 い制度 や理論 であってもその現代的合
理 性を確 かめて みる ことの ほかに ，もっ とも 重要な 課題と して裁 判実務 家の言動を徹底して分析
す ること にした 。ド イツの 法学者 の大多 数は 保守党 ないし 中間政 党支持 者であるが，行政実務家
や 裁判官 のうち 高位 にある 人の相 当多く は， 政権交 代が連 邦や州 で少な くないこともあって、左
派 政党の 党員な いし 支持者 である 。保守 政権 下の高 位の裁 判官や 行政官 であっても，公僕意識や
人 権意識 はきわ めて 高い。
手 法上 の特色 として は，現 場主義を貫き，裁判官ナょどの言動を実地に確かめること，したがっ

て， インタヴューを重 視すること，所与 のこととしてドイ｀ ソで研究者が扱わ ない前提的事実を第
一次 資料にあたって正 確に把握すること などをあげることができる（序章「ふたっの戦後司法」）。
第1
章 「 裁判所と裁判 所行政」では，ドイ ｀ソの裁判所がも ろもろの意味で開 かれていること，
迅 速 で実 効的 な 裁判 が行 わ れて いるもよう が統計によって示 される。裁判所の 自治は必要な限り
で 立 法的 に承 認 され てお り ，そ れは裁判官 による選挙を基礎 として十分に機能 していることも明
らか にされる。
日 本の 司法 の 最大 の問 題 は， 人事 を 通じ ての 裁 判統 制である。第2章「裁判 官人事」は，連邦
と 州 のそ れぞ れ のレ ベル に おい て裁判官選 考手続，勤務評定 などを扱い，恣意 を排除する手続の
模索 と実践をみる。日 本で差別を受ける 裁判官と同様の立場 にあるドイ｀ソの 裁判官自身が，人事
は〈 裁判官の独立〉の 観点からみて問題 がないことを述べる 。
裁 判官の独立を確立 するためにfま，裁判官自身 の団体活動が重要 である。ドイ｀ソに存在する5
っ の 裁判 官団 体 のす べて を 直接 に訪ね，各 団体の歴史と活動 を明らかにする。 世界各国の加盟す
る 国 際裁 判官 連 盟や ヨー ロ ッパ 各国の裁判 官組合の国際組織 の活動も明らかに して，団体の存在
自 体 を敵 視す る 日本 との 違 いが 浮き 彫 りに なる （ 第3章 「裁 判官 の 身分 組織 ・ 利益 団体 」 ）。
ド イツで救済本位の 裁判が発展したの は，ドイ｀ソの政治 と社会が大きな構 造転換を示した1
96
0
年代 半ば以降のことで ある。特に，司法 改革は裁半l亅官自身の手により，内部から進められた。制
度 面 での 改革 は そう 多く は なか ったが，裁 判官自身の心構え によって変えるこ とのできる裁判実
務 は 人 間 本 位 の も の に 変 わ っ て い っ た （ 第 4章 「 内 か ら の 司 法 改 革 」 ） 。
こ うして司法の環境 が大幅に変わった ということは，裁判 官自身が裁判に関 してもつ自己認識，
裁 判 官像 も徹 底 して 変化 し たこ とを意味す る。一切が官僚主 義的なきびしい統 制のもとにおかれ
て い る日 本の 裁 判官 社会 と 比較 して ， 司法 のも ろ もろ の面で伸びやか な様子が紹介され る（第5
章「 裁判官の職業倫理 」）。
参 審制 とい う 国民 の司 法 参加 の手だてが ，純粋な民事事件 以外の各種裁判事 件において採用さ
れ て おり ，そ れ が， 迅速 で 分か りやすい裁 判と身近な司法を 実現する上でかな りの貢献をしてい
る。 従来，刑事裁判と か労働裁判ナょど ，特定分野にっいて の参審制の研究は ないわけではなかっ
た が ，行 政， 財 務， 社会 保 障の 裁判 も 合め て参 審 制の 全体にっいて実 証的な分析を行う （第6
章
「名 誉職裁判官」）。
い よい よ， 本 研究 の出 発 点に あった行政 訴訟の分野で，救 済はどのように行 われているかをみ
る 。 訴訟 制度 そ のも のが ， 法に 無知な市民 を前提に作られて いることはもとよ り，行政裁判官自
身 が 徹底 して 権 利保 護の 担 当者 として自己 を認識しているさ まが，立法，判例 ，学説および多数

の 関 係 者 の 発 言 か ら 導 か れ る （ 第 7章 「 行 政 事 件 か ら み た 親 切 な 訴 訟 」 ） 。
こう して日 本の 行政訴 訟の機 能不全 は， 仮説の とおり ，訴訟 理論や 訴訟法の不十分さに必ずし
も由 来する もので はな く，司 法の組 織的な らびに 行政 的な欠 陥，裁 判官の独立性の喪失から生じ
てい ること も明ら かに された 。
終章 「人間 の尊 厳と司 法権の 役割」 では ，日本 の裁判 所と裁 判官の おかれた状況を過去数十年
の歴 史の中 で改め て整 理し， これを 戦後西 ドイツ の司 法史と 比較す る。続いて日本の司法の今後
の主 要課題 が列挙 され る。そ の際，西ドイ゛ソの歴史から学びうるもっとも重要な点として，健全
な政 権交代 の有無 が大 きな意 味をも っこと ととも に， 実際に 裁判を 担当する裁判官自身が，制度
上も 実務上 も，人 間と しての 尊厳を 保障さ れるべ きこ とであ り，そ れが実現してはじめて裁判そ
のも のが人 間の尊 厳に 配慮し たもの になり うるこ と， そのた めの改 善・改革が必要なことが指摘
され る。
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本 論文『 人間の 尊厳と 司法 権一西 ドイ｀ ソ司法 改革に学ぶ』（19
9
0年，日本評論社，全4
1
4頁）
は， 西ド イツの 行政訴 訟制度 の現 実と歴 史的背 景を包 括的か っ詳 細に調 査研究したものである。
行政 裁判 官の人 事，思 考様式 や行 政体験 ，行政 訴訟の 各種統 計， 仮の権 利保護の実情，訴訟規定
の実 際の 運用と それを 支える 基本 理念， 名誉裁 判官の 役割な どに っいて ，かって例をみない詳細
かっ 具体 的な姿 を描い ている 。例 えば， 法廷に おける 裁判官 席と 一般席 との高低差からはじまっ
て， 裁判 の人間 味あふ れた雰 囲気と，これを担っている裁判官の身分組織，利益団体の活動状況，
裁判 官の 政治的 活動の 見解発 表や 自由， 研修・ 研究会 などの 自主 的自律 的活動のさまざまが生々
とヴ ィジ ュアル に描き 出され てい る。い かに一 般市民 にとっ て納 得のい く実効的な権利保護の機
会の 保障 をしよ うとし ている か，いかに人間的な常識にしたがって訴訟制度を運用しているかが，
鮮明 にわ かりや すく伝 えられ てい る。こ のよう な現状 をもた らし た1
960
年代以降の司法改革の推
移と この 変革を 担った 主体と なっ た裁判 官の思 想と行 動，職 業倫 理など にっいても，立ち入った

詳細 な検討 が加 えられ ている 。
っぎ に， 本論文 は，関 係者へ の直 接イン タヴュ 一，現 場体験 によ る参加観察の方法が広範にと
りい れられ てい る点に ，方法 上の特 色がみ とめ られる 。本論 文には ，70
余の関係機関訪問先リス
トと ，14
0余名の イン タヴュ ーリス トがそ えら れてい るが， 実に多 数回に 及ぷ 関係機 関・関 係者
への 訪問イ ンタ ヴュー のほか ，裁判 官合宿 研修 への参 加など によっ てえ られた現実の情報が収集
整理 されて いる 。また ，イン タヴュ ーに際 して は，そ の回数 をふや し， 同時に同一項目にっいて
多分 野・多 階層 の法曹 から意 見を聴 き，著 名な 人物の 発言に っいて は反 対的立場の者からの評価
をう けるこ とに 努める など， インタヴュ一情報にっいて客観性を担保する工夫がこらされている。
さら に，わ が国 で公刊 物の形 では通 常入手 しが たい第 一次的 資料の 収集 に努め，各種裁判官団体
組織 の機関 紙や 内部資 料，未 公刊統 計，裁 判官 の勤務 評定書 ，実際 のハ ガキなどによる簡易な訴
状の 数かず が， 収集整 理され ，西ドイ｀ソの司法制度の実情とその背景にあるものがヴィヴィッド
に示 されて いる 。この ほか， 実に厖 大な文 献資 料が渉 猟され ている 。
第3に， とくに 6
0年代 から70年代に かけて の西ド イ．ソの司法改革の動きとその原動カが詳細に
検討 されて いる 。わが 国では かって ほとん ど紹 介がな かった この司 法改 革が「内から」の司法改
革と して， 裁判 官自身 によっ て担わ れた模 様が 具体的 に示さ れてい る。 とくに上記の方法は，こ
の改 革の過 程の 内部に おいて 躍動す る人々 の思 想や人 格の深 みに及 ぶ原 動カの所在を描き出すこ
とに 成功し てい る。人 間尊厳 のため の司法 権の 確立の もとと なるべ き司 法権の独立の根源がほか
なら ぬ裁判 官の 独立に あるこ とが説 得的に 説明 されて いる。 その結 果， 実に人間味のあふれた裁
判の 実情， 例え ば，わ が国と 比較し て一万 倍に も及ぶ 仮の権 利保護 に象 徴される彼我の行政訴訟
制度 の実情 の顕 著な差 異が何 に由来 するか をよ く示し ている 。
最後 に， わが国 の現状 がのべ られ ている が，西 ドイツ との差 異は ，日本の行政訴訟が「訴訟」
であ れば， 西ド イ｀ソ のそれ は「訴訟」ではなく，逆に，西ドイツの実務が「訴訟」であれば，わ
が国 のそれ は「 訴訟」 ではな いという著者の言葉にあらわされているとおりである。西ドイ｀ソの
それ が人間 の尊 厳のた め市民 に開か れたも のと すれば ，わが 国のそ れは 官僚の自己満足のための
形骸 と化し てい る。そ のよっ てきた 原因の 主た るもの として ，著者 は， 西ドイツの司法改革が進
めら れた同 時期 に，わ が国で は，裁判官の独立がひとっひとっ崩されていったことをあげている。
かね て， 文献調 査にと どまら ない 司法制 度の実 情の多 面的な 研究 の必要が，例えば，民事訴訟
法の 三ケ月 章教 授など によっ て指摘 されて いた 。本論 文は， そのよ うな 研究の嚆矢であり，東大
ドイ ツ法講 座の 村上淳 一教授 がドイ ツ法を 知る ための 必読文 献の数 冊の ーっに本書をあげている
こと も，そ の内 容の秀 抜さを 示すも のとい って よい。 わが国 の司法 実務 への影響はかって例をみ

ない ほどに 衝撃的 であり ，学界にとっても，西ドイ｀ソの個々の判例学説のもつ意義をくっきりと
浮び 上がら せる背 景・基 盤を提 供す る基本 的文献 として ，外 国法研 究における画期的業績と評価
する ことが できる 。
以上 ，審査 委員の 全員 一致を もって 博士（ 法学） の学 位を付 与するに十分なものであると判断
した 。

