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　第３章　「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の調整

　第２章で検討した通り、調整規則の制定以前には、「法律が行政庁に課す作

為義務」と「行政リソースの絶対的不足」が正面から対立する限界事例につい

て、有限な行政リソースの下で法治主義の要請を実現する法的解決枠組みは提

示されていなかった。Ala. Power判決が提示した「行政上の不可欠性」概念

は、「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の相克を調整しようとす

るものではあったが、その理論的根拠と具体的要件が不明確であった。結局、

同概念も、法治主義の要請を有名無実化するリスクを抱えているという点で、

UARG判決Breyer反対意見と同様の課題を抱えていたわけである。

　そこで、第３章では、両者の調整を基礎付ける理論的根拠と、調整を実現す

る法的解決枠組みとを探るべく、EPAの提示する調整規則の正当化根拠を整

理分析する。EPAは、調整規則を正当化する理論的根拠として、不条理結論

回 避 法 理（Absurd Results Doctrine） と 行 政 上 の 不 可 欠 性 法 理

（Administrative Necessity Doctrine）を提示しているが、このうち、Ala. 

Power判決の「行政上の不可欠性」概念を発展させた後者こそが、「法治主義

の要請」と「行政リソースの有限性」の調整を終局的に基礎付ける理論的根拠

を提示していると評価できる。加えて、行政上の不可欠性法理の下でEPAが

提示した法的解決枠組みは、法律の明文に反する行政活動の不作為を正当化す

るための具体的要件を明確化することで、法治主義の空洞化を防止しよう

としている。ただし、EPAの提示する各要件は、法治主義の空洞化を通時的

に防止するという観点を欠いているという点で、限界事例に対する本質的解決

策を確立できているとまでは言い難く、時間軸の観点を踏まえて法的解決枠組

みを再構成する必要がある。本稿は、EPAの提示する各要件に時間軸の観点

を組み込んだ要件を付加した上で、日本の行政法学における「時の裁量」理論

とこれらの要件を結合させることで、有限な行政リソースの下で法治主義の要
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請を実現する法的解決枠組みを確立できると提言する。

　３－１　調整を基礎付ける理論的根拠－調整規則を正当化するEPA理

　　　　論の検討

　まずは、調整規則を正当化する理論的根拠について、EPAの展開する議論

を取り上げる。第１章でも指摘した通り、調整規則の制定過程において、

EPAは、従来の判例理論をベースに、不条理結論回避法理と行政上の不可欠

性法理という二つの理論的根拠を提示している１。前者は、行政リソースが絶

対的に不足している場面では法律の明文と立法者意図が一致しないとして、立

法者意図に一致する限りにおいて法律の明文に反する行政活動の不作為を許容

するという理論である。これに対して、後者は、法律の明文と立法者意図が一

致していることを前提に、行政リソースが絶対的に不足している場面では立法

者意図が曖昧になるとして、法律の明文に反する行政活動の不作為を許容する

という理論である。そのため、両者は、いずれも、行政庁の実現可能なレベル

に法律上の作為義務を限定するというUARG判決Breyer反対意見の解釈論を

基礎づける法理ということができるが、その論理構成が異なる。以下では、両

法理の内容を整理分析した上で、その特徴を検討し、限界事例に対する本質的

１　Prevention of Significant Deterioration and Title V Greenhouse 

Gas Tailoring Rule, 75 Fed. Reg. 31514, 31541-31542（June 3, 2010）

[hereinafter Tailoring Rule ]. なお、EPAは調整規則を正当化する理論的根拠

として、さらに、段階的対応（one-step-at-a-time）法理を提示している。同法

理は、法律の明文の実現に際して一定の条件の下で行政庁に段階的対応を認め

るという法理であり、調整規則の採用した段階的規制の正当化理由として有用

である。Id . at 31542. しかし、同法理は単独で法律の明文に反する行政活動の

不作為を正当化するものではなく、不条理結論回避法理や行政上の不可欠性法

理の適用を前提にするものである。Id . at 31548-31549. 
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解決策を基礎付ける理論的根拠としての可能性を探ることにしたい。

（１）　不条理結論回避法理

　不条理結論回避法理とは、「法律の明文が真の立法者意図から逸れている例

外的な場面では、法律を立法者意図に適合させて良い」とする理論であり、ア

メリカにおいては、確立した判例理論となっている２。調整規則の制定過程に

おいて、EPAは、第１章でも言及したChevron法理と同法理を結合させて、

CAAの明文の規制をEPAが自らの判断で緩和できると主張した。既に第１章

で紹介した通り、Chevron法理は法律の行政解釈の違法性判断枠組みを提示

したものであり、行政庁は、立法者意図を明確に認定できるのであれば当該意

図を実現しなければならないが（第一段階テスト）、認定できないのであれば

行政裁量の範囲内で合理的な行政解釈を提示すればよい（第二段階テスト）。

EPAは、法律の明文が不条理な結論を導くような場面では、法律の明文とは

異なる真の立法者意図が存在しているはずであるとした上で３、第一段階テス

ト、第二段階テストの双方に依拠して、調整規則を正当化しようとしている。

　具体的には、まず、EPAは、法律の明文が不条理な結論を導くような場面

では、行政庁が法律の明文を立法者意図と認定してはならないと指摘する４。

つまり、そのような場面においては真の立法者意図が別に存在するはずであ

り、法律の明文には例外を読み込める柔軟性があるはずだというわけである。

行政リソースの絶対的不足により行政庁が法律の明文を実現できないという調

２　Id . at 31542（quoting  United States v. Ron Pair Enterprises, 489 U.S. 

235, 242（1989））. See also , John F. Manning, The Absurdity Doctrine , 

116 HARV. L. REV. 2387, 2390（2003）.

３　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31545.

４　Id（quoting  American Water Works Ass’n v. EPA, 40 F.3d 1266, 1271

（D.C. Cir. 1994））.
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整規則の事案は、まさにそのような場面であった５。そこで、EPAは、調整規

則の事案に不条理結論回避法理を適用し、不条理な結論をもたらす法律の明文

が真の立法者意図と対立する場合には、法律の明文が真の立法者意図に劣るこ

とになると整理している６。

　その上で、EPAは、CAAの真の立法者意図を探り、Chevron法理の下で調

整規則を正当化しようとしている。まず、EPAは、温室効果ガスについても

PSD許可やTitle V許可を適用する立法者意図をCAAが有しているという７。

しかし、EPAによれば、PSD許可制をどのように適用するかについては、

CAAの明文からの乖離を最小化する形で可能な限り迅速に制度を運用すると

いう立法者意図や、CAA遵守コストや行政上の負担が過度にならないよう勘

案すべきという立法者意図をCAAが有していることも、また明確である８。そ

のため、PSD許可については、Chevron法理の第一段階テストの下で、行政

庁の実現可能なレベルにCAAの明文の規制を限定する調整規則の制定義務が、

EPAに発生することになるというわけである９。加えて、EPAによれば、Title 

V許可制をどのように適用するかについては、CAAの立法者意図は明確では

ないが、そのような場合には、Chevron法理の第二段階テストの下で、調整

規則がCAAの合理的解釈であれば許容される10。この点、調整規則は、CAA

５　Id . at 31558, 31564.

６　Id . at 31547.

７　Id .

８　Id . at 31548. PSD許可制の具体的な立法者意図について、EPAは、CAAの条

文や立法史、行政実務を検討した上で、環境保護と経済成長の両立を目的とし

て比較的少数の大規模排出施設に規制対象を絞るという趣旨であると指摘して

いる。Id . at 31555-31556.

９　Id . at 31548.

10　Id . Title V許可制の具体的な立法者意図について、EPAは、CAAの条文や立
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の明文からの乖離を最小化する形で可能な限り迅速に制度を運用するものであ

り、CAAの合理的解釈であるというわけである11。

　以上のように、不条理結論回避法理は、行政リソースの絶対的不足により行

政庁が法律の明文を実現できないという状況につき、法構造全体に矛盾が発生

していると理解して法律の明文とは異なる真の立法者意図の存在を認定し、法

律の明文に反する行政活動の不作為を理論的に正当化しようとしたものという

ことができる12。とりわけ、真の立法者意図を認定するに際してChevron法理

を活用した点が、EPAの提示する不条理結論回避法理の特徴である。

　すなわち、まず、行政リソースの有限性に配慮するという立法者意図を行政

庁が明確に認定できる場合には、第一段階テストを適用することで、当該行政

庁は法律の明文に反する行政活動の不作為を理論的に正当化できる。限界事例

においては、行政庁の実現可能なレベルに法律上の作為義務を限定する行政解

釈こそが、立法者意図に裏打ちされた解釈であるというわけである。次に、行

政リソースの有限性に配慮するという立法者意図を行政庁が明確に認定できな

い場合にも、第二段階テストを適用することで、当該行政庁は法律の明文に反

法史を検討した上で、Title V許可の規制対象となる温室効果ガス排出施設の範

囲について複数の解釈が可能であることを指摘し、立法者意図の曖昧さを導い

ている。Id . at 31564-31565.

11　Id . at 31548. EPAによれば、調整規則は、CAAの条文から導かれるTitle V

許可制の包括的方向性やその射程の柔軟性に親和的であり、CAA遵守コストや

行政上の負担に配慮する立法史にも合致している。Id . at 31565.

12　See , Glen Staszewski, Avoiding Absurdity , 81 IND. L. J. 1001, 1065

（2006）. 学説の中には、行政リソースの有限性への配慮を法律が明文で否定し

ていない限り、行政リソースの有限性に配慮するという真の立法者意図の存在

を 容 認 す べ き と 主 張 す る も の も あ る。See , Cass R. Sunstein and Adrian 

Vermeule ,  The Law of Not Now: When Agency Defer Decisions ,  103 

GEO. L. J. 157, 176（2014）. 
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する行政活動の不作為を理論的に正当化できる。限界事例において行政庁の実

現可能なレベルに法律上の作為義務を限定する行政解釈は、行政リソースの絶

対的不足を回避しつつ法律上の作為義務を実現するものであり、行政裁量の範

囲内の合理的解釈であるというわけである。

　結局、不条理結論回避法理は、法律の明文とは異なる真の立法者意図の存在

を推定した上で、Chevron法理を媒介させて真の立法者意図を導出するとい

う手法を駆使することによって、法律の明文に反する行政活動の不作為の法的

正当性を理論的に裏付けようとしたものと整理できよう。

（２）　行政上の不可欠性法理

　行政上の不可欠性法理とは、「立法者が法律の明文の実現を意図していたと

しても、それと異なる行政解釈をとることが必要不可欠であれば、当該行政解

釈をとることも許容される」とする理論であり、第２章で言及した「行政上の

不可欠性」概念をベースに、調整規則の制定過程においてEPAが構築したも

のである13。すなわち、「法律が行政庁に課す作為義務」と「行政リソースの

絶対的不足」が対立する限界事例においては、後者を重視して法律の明文と異

なる行政解釈をとることが必要不可欠であり、法律の明文に反する行政活動の

不作為も許容されるというわけである。調整規則の制定過程において、 EPA

は、同法理が確立した判例理論になっているとまでは言い難いことを認めつ

つ14、同法理とChevron法理を結合させることによって、CAAの明文の規制

をEPAが自らの判断で緩和できると主張した。

　具体的には、まず、EPAは、Ala. Power判決の「行政上の不可欠性」概念

に依拠して行政上の不可欠性法理を敷衍する。EPAによれば、法律の明文を

13　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31543-31544.

14　Id . at 31546.
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実現するための行政リソースが不足しているような場面では、行政庁は、法律

全体を貫く立法者意図を達成する必要はあるが、当該明文を達成する必要はな

く、むしろ、法律の明文を修正することが必要不可欠となる15。実現不可能な

作為義務を立法者が行政庁に課しているとは考えにくい以上、法律上の作為義

務は、行政庁の実現可能なレベルに限定されるというわけである16。行政リ

ソースの絶対的不足により行政庁が法律の明文を実現できないという調整規則

の事案は、まさにそのような場面であった17。

　続いて、EPAは、行政上の不可欠性法理とChevron法理との関係を検討し、

行政上の不可欠性法理の法的正当性を補強する。すなわち、EPAによれば、

行政上の不可欠性法理は、実現不可能な行政上の負担を立法者が行政庁に課す

はずがないという前提に基礎づけられている18。その前提に立つ限り、行政リ

ソースが絶対的に不足している場面では、原則として法律の明文が立法者意図

を示唆していると解すべきではなく、行政庁の実現可能なレベルで法律の明文

からの乖離を最小化することこそが真の立法者意図と解すべきと整理するわけ

である19。このような整理は、行政上の不可欠性法理をChevron法理の第一段

階テストの下で活用可能であることを意味する20。加えて、EPAは、たとえ立

法者が法律の明文の実現を明確に意図していたとしても、行政リソースが絶対

的に不足している場面では、Chevron法理の第二段階テストの下で行政上の

15　Id . at 31543.

16　Id . at 31546.

17　Id . at 31556-31557, 31563-31564.

18　Id . at 31546（quoting  Alabama Power Co. v. Costle, 636 F.2d 323, 357

（D.C. Cir. 1979））．

19　Id . at 31546.

20　Id .
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不可欠性法理を活用可能であると強調する21。実現不可能な作為義務を立法者

が行政庁に課しているとは考え難いとすれば、明確に見える立法者意図も曖昧

になり、法律の明文に反する行政活動の不作為も、合理的な行政解釈であれば

許容されることになるというわけである22。

　以上の検討を踏まえ、EPAは、調整規則の事案に行政上の不可欠性法理を

適用し、行政リソースの有限性を前提にすれば、CAAの明文と異なる行政解

釈をEPAがとることも許容されると主張している23。すなわち、PSD許可制や

Title V許可制をどのように適用するかについては、CAAの明文を実現するた

めの行政リソースが不足している以上、行政庁の実現可能なレベルにCAAの

明文の規制を限定する立法者意図を認定することができるはずであり、CAA

の明文を限定解釈する調整規則は、原則としてChevron法理の第一段階テス

トの下で正当化されるはずだというわけである24。加えて、EPAは、たとえ立

法者がCAAの明文の実現を意図しているとしても、その実現が可能であるこ

とを前提としているはずであるとも指摘する25。この指摘を踏まえ、EPAは、

最終的に、Chevron法理の第二段階テストの下で調整規則を正当化しようと

している26。具体的には、次節で検討する各要件を充足する場合には、調整規

21　Id . at 31546-31547. 

22　See , Travis L. Garrison, The  EPA’s  Greenhouse  Gas  Regulation 

Tailoring  Rule :  Administrative  Necessity Avoiding or Pursuing Absurd 

Results?  56 LOY. L. REV. 685, 705（2010）.

23　Tailoring Rule, supra  note １, at 31547.

24　Id . at 31548.

25　Id . at 31577.

26　See , Garrison, supra  note 22, at 705; Kirti Datla, The Tailoring Rule : 

Mending the Conflict between Plain Text and Agency Resource 

Constraints , 96 N.Y.U. L. REV. 1989, 2006（2011）. 
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則のCAA解釈も合理的な行政解釈として許容されるという27。

　こうして、行政上の不可欠性法理は、行政リソースの絶対的不足により行政

庁が法律の明文を実現できないという状況につき、実現不可能な作為義務を立

法者が行政庁に課すはずがないという前提に基づいて真の立法者意図を探るこ

とで、法律の明文に反する行政活動の不作為を理論的に正当化しようしてい

る。とりわけ、立法者が法律の明文の実現を明確に意図しているように見えて

も、限界事例においてはその意図が曖昧になるという解釈論を採用した点が、

EPAの提示する行政上の不可欠性法理の特徴ということができよう。上記の

ような解釈論を採用すれば、たとえ法律の明文を実現するという立法者意図が

明確であっても、限界事例においてはChevron法理の第二段階テストが適用

されることになる。そのため、行政庁の実現可能なレベルに法律上の作為義務

を限定する行政解釈も、それが合理的な行政解釈である限りにおいて許容され

ることになるわけである。

　結局、行政上の不可欠性法理は、限界事例においては明確に見える立法者意

図も曖昧になるという解釈論を採用した上で、Chevron法理の第二段階テス

トを活用することによって、法律の明文に反する行政活動の不作為の法的正当

性を理論的に裏付けようとしたものと整理できよう。

（３）　両法理の評価－行政上の不可欠性法理の理論的優位

　以上、不条理結論回避法理と行政上の不可欠性法理の内容を概観してきた。

両法理は、法律の明文とは異なる真の立法者意図を探るものであるという点

や、Chevron法理の適用を前提としている点で共通しており、実際に、EPA

も、部分的には、両者に共通する議論を展開している28。とはいえ、その論理

27　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31577-31578.

28　E.g., id . at 31547.
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構成は上記の通り異なっており、両者が相互に独立した法理であることは明ら

かである。では、限界事例に対する本質的解決策という観点からは、どちらの

法理がより適切な理論的根拠を提示しているのだろうか。

　この点、不条理結論回避法理には決定的な難点がある。というのも、不条理

結論回避法理は、法律の明文と立法者意図が食い違っていることを前提に真の

立法者意図を探るものであり、立法者が法律の明文の実現を明確に意図してい

れば、行政リソースの絶対的不足という不条理な結論が発生するとしても、行

政庁は法律の明文を実現しなければならないからである29。

　実際に、調整規則の制定過程において、EPAは、温室効果ガスが全面的に

CAAの規制対象になると整理しており30、そのことを重視する学説は、不条

理結論回避法理に基づいて調整規則を正当化することを批判している31。同見

解によれば、EPAは、立法者が不条理な結論を意図していることを前提に、

不条理な結論を回避すべきと主張しており、その根拠としてEPAが不条理結

論回避法理を持ち出すことは、論理矛盾に他ならないというわけである。ただ

し、既述のとおり、EPAは、上記整理に続いて、PSD許可の対象施設を絞る

明確な立法者意図を認定するとともに、Title V許可の対象施設についての立

法者意図が不明確であることを指摘している32。そのため、調整規則の事案に

限定すれば、不条理結論回避法理に基づいて調整規則を正当化することは不可

能ではないとも考えられ、学説の中には、不条理結論回避法理に基づく調整規

則の正当化を支持するものも存在する33。

29　See , Datla, supra  note 26, at 2004.

30　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31547.

31　See , D. Wiley Barker, The Absurd Results Doctrine, Chevron, and 

Climate Change , 26 BYU J. PUB. L. 73, 94-95（2011）.

32　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31548.

33　See e.g. ,  Dav id  P .  V incen t ,  Administrative Absurdity; Why the 
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　結局、不条理結論回避法理は、調整規則の事案のように、法律の明文を実現

するという立法者意図が明確とまでは言い難い場合に限り、法律の明文に反す

る行政活動の不作為を正当化する理論的根拠として成立し得るといえよう。

EPAも、立法者が法律の明文の実現を明確に意図している場合にまで、不条

理結論回避法理に基づいて法律の明文に反する行政活動の不作為を正当化可能

か否かについては、全く言及していない。本稿の問題意識からすれば、「法治

主義の要請」と「行政リソースの有限性」の相克を終局的に調整できない可能

性が残るという点で、不条理結論回避法理は、Ala. Power判決の「行政上の

不可欠性」概念と同様の課題を抱えているということができる。

　これに対し、行政上の不可欠性法理は、立法者が法律の明文の実現を明確に

意図している場面を想定した上で、法律の明文に反する行政活動の不作為を正

当化する理論を構築しており、限界事例に対する本質的解決策を基礎付けるよ

り適切な理論的根拠を提示していると評価できる。EPAは、立法者が法律の

明文の実現を意図しているとしても、その実現が可能であることを前提にして

いるはずであるとして、限界事例においては明確に見える立法者意図も曖昧に

なると解釈し、法律の明文に反する行政活動の不作為をChevron法理の第二

段階テストの下で正当化しようとしている。Chevron法理の第二段階テスト

の下では、法律の明文に反する行政活動の不作為も、それが合理的な行政解釈

である限りにおいて、理論的に正当化することができるわけである。

　この点、Ala. Power判決が「行政上の不可欠性」概念を提示した段階にお

いては、第２章でも検討した通り、限界事例において法律の明文に対する黙示

の例外を認める理論的根拠が不明確であるという課題があった。限定解釈が困

Judiciary Should Uphold EPA’s Use of Administrative Necessity and 

Absurd Results Doctrines within the Tailoring Rule ,  3  S A N D I E G O J . 

CLIMATE & ENERGY L. 393, 406-407（2011）.



有限な行政リソースの下での行政法の実現 －アメリカ連邦清浄大気法調整規則（Tailoring Rule）をめぐる議論を手掛かりに－（下・完）　（清水　晶紀）

－　　－13

難なほど具体的な作為義務を法律が明文で行政庁に課している場面において、

黙示の例外創出権限を行政庁に許容するだけの柔軟性が法律にあるというため

の解釈論的基礎が提示されていなかったわけである。行政上の不可欠性法理

は、限界事例においては明確に見える立法者意図も曖昧になるという解釈論を

採用することによって、この課題を克服しようとしているといえよう。

　もちろん、このようなEPAの解釈論には異論もある。すなわち、限界事例

においては明確に見える立法者意図も曖昧になるというEPAの解釈論は、判

例理論に基礎づけられていない独自の見解であり、法律の明文を重視する従来

の判例理論の傾向に照らすと、少なくとも裁判所がこのような解釈論を採用す

るとは考え難いというわけである34。とはいえ、EPAの解釈論は、法律の明文

とその実現可能性の相克という立法者意図の対立から、立法者意図が曖昧であ

ることを導き出しており、法治主義の範囲内での解釈論として一応成立してい

る。加えて、立法者が法律の明文の実現を意図している場合には、その意図を

完全に否定することはできないとしても、実現不可能な作為義務を立法者が行

政庁に課しているとも考えにくいとすれば、立法者意図が曖昧になるという解

釈論こそが最も自然かつ説得的である。その意味でも、行政上の不可欠性法理

こそが、「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の調整を終局的に基

礎づける理論的根拠を提示していると評価できよう35。

　では、行政上の不可欠性法理の下で「法治主義の要請」と「行政リソースの

有限性」の調整を実現するには、どのような法的解決枠組みを構築する必要が

あるだろうか。行政上の不可欠性法理が限界事例においてはじめて機能する理

論である以上、行政庁が行政リソースの絶対的不足を主張していても、法律の

明文に反する行政活動の不作為を無限定に許容するわけにはいかないはずであ

34　See , Garrison, supra  note 22, at 723.

35　See , id . at 704; Datla, supra  note 26, at 2004.
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る。同法理を限界事例に対する本質的解決策として機能させるためには、第２

章でも指摘したことであるが、行政庁は、行政リソースの絶対的不足を客観的

に証明し、かつ、法律の明文からの乖離を最小化して法治主義の空洞化を防止

する必要があろう。このことは、法治主義の要請を実現するという観点からは

当然の帰結であるということができるし、行政上の不可欠性法理の下で

Chevron法理の第二段階テストが合理的な行政解釈を要求していることから

も明らかである。というのも、行政上の不可欠性法理は、法律の明文とその実

現可能性の相克という立法者意図の対立から、立法者意図が曖昧であることを

導き出しており、このことに鑑みれば、合理的な行政解釈とは、行政庁の実現

可能なレベルに法律上の作為義務を限定する一方で、法律の明文からの乖離を

最小化することを意味するはずだからである。この点、EPAは、調整規則の

制定過程において、法律の明文に反する行政活動の不作為を正当化するための

法的解決枠組みとして、行政庁が証明すべき「行政上の不可欠性」の具体的要

件を明確化している。そこで、次節では、EPAの提示する各要件を整理分析

し、その法的解決枠組みが「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の

調整を実現するものとなっているのか否かを検討していくこととしたい。

　３－２　調整を実現する法的解決枠組み－「行政上の不可欠性」の具

体的要件の検討

　前節でも指摘した通り、EPAは、調整規則の制定過程において行政上の不

可欠性法理を提示し、Chevron法理の第二段階テストの下で調整規則の正当

化を図っている。第二段階テストの下では、行政庁は合理的な行政解釈を提示

しなければならないが、EPAは、行政庁が証明すべき「行政上の不可欠性」

の具体的要件として三つの要件を提示し、調整規則が各要件を充足することを

以って、同規則がCAAの合理的な行政解釈であると主張している。すなわち、

EPAは、①法律の明文と衝突しない代替策の利用困難、②行政リソースの絶

対的不足、③法律の明文からの乖離の最小化、という要件を掲げており、これ
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らの要件を充足することで、法律の明文に反する行政活動の不作為を法的に正

当化できると考えているわけである。この点、前節でも検討した通り、行政リ

ソースの絶対的不足を客観的に判断でき、かつ、法律の明文からの乖離を最小

化して法治主義の空洞化を防止できるような法的解決枠組みが確立されていな

ければ、行政上の不可欠性法理は、限界事例に対する本質的解決策として機能

しない。そこで、以下では、EPAの提示する法的解決枠組みが限界事例に対

する本質的解決策と評価されうるのかという観点から、三要件の具体的内容を

分析していくことにしたい。

（１）　EPAの提示する具体的要件とその法的解決枠組み

　まずは、EPAが提示する三要件の具体的な内容を概観していこう。EPAは、

調整規則の制定過程において、「行政上の不可欠性」概念に言及するD.C.控訴

裁の裁判例から各要件を導出している36。

　すなわち、EPAによれば、第一要件として、行政庁は、法律の明文と衝突

しない利用可能なあらゆる代替策（合理化手段〔streamlining measures〕）

を検討し、その代替策では行政上の負担を適切に緩和できないと証明しなけれ

ばならない37。この要件は、Ala. Power判決に加え、Environmental Defense 

Fund v. EPA判決38に基礎づけられている。同判決は、「行政上の不可欠性」

36　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31543-31544. See also , Garrison, supra 

note 22, at 709-713; Datla, supra  note 26, at 2006-2007.

37　Prevention of Significant Deterioration and Title V Greenhouse Gas 

Tailoring Rule, 74 Fed. Reg. 55291, 55315（proposed Oct. 27, 2008）

[hereinafter Proposed Tailoring Rule ]. なお、本規則は、EPAが提案した調

整規則「案」であり、最終的に制定された調整規則は、本規則を随所で引用し

つつ、補修正を加える形で公表されている。

38　636 F.2d 1267（D.C. Cir. 1980）.
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の存在を否定するに際して、法律の規定する例外権限によって行政上の負担を

緩和しなかった理由を行政庁が説明できていないと指摘していた39。調整規則

の制定過程において、EPAは、実際に三つの合理化手段を検討している。一

つ目は、PSD許可やTitle V許可の対象施設を画するCAAの「排出可能性」と

いう文言につき、その解釈を変更し、実際の汚染物質排出量を意味すると整理

することで、比較的小規模の排出施設を規制対象から外すという手段である40。

二つ目は、PSD許可についてもTitle V許可についても、対象施設をカテゴリー

化してカテゴリー毎の包括的許可プログラムを構築し、規模の経済性（スケー

ルメリット）を働かせることによって行政上の負担を削減するという手段であ

る41。三つ目は、PSD許可制のBACT規制の内容を、施設毎ではなくカテゴ

リー毎に決定することによって行政上の負担を削減するという手段である42。

EPAは、いずれの手段についても可能な限り早急な実施を目指すことを表明

しているが、その実施には２年以上の期間が必要であり、排気管規則の施行に

伴い固定排出源に対する温室効果ガス規制が開始される2011年１月２日には

間に合わないとして、第一要件の充足を主張している43。

　次に、EPAによれば、第二要件として、行政庁は、第一要件で検討したあ

らゆる合理化手段を踏まえても、行政リソースの絶対的不足から法律の明文を

実現不可能であると証明しなければならない44。この要件は、Ala. Power判決

に加え、Environmental Defense Fund v. EPA判決およびSierra Club v. 

39　Id . at 1283.

40　Proposed Tailoring Rule, supra  note 37, at 55315.

41　Id .

42　Id .

43　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31577.

44　Proposed Tailoring Rule, supra  note 37, at 55317.
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EPA判決45に基礎づけられている。両判決は、「行政上の不可欠性」の存在を

否定するに際して、法律の明文を実現できない理由を行政庁が提示していない

と指摘していた46。調整規則の制定過程において、EPAは、第１章で紹介した

各種のデータを提示し、CAAの排出閾値を温室効果ガスについても採用する

と行政上の負担が極度に増大するため、少なくとも2011年１月２日までに

CAAの明文を実現することは不可能であるとして、第二要件の充足を主張し

ている47。

　最後に、EPAによれば、第三要件として、行政庁は、自らの提案が法律の

明文から必要最小限の乖離にとどまることを証明しなければならない48。この

要件は、Ala. Power判決に加え、Sierra Club v. EPA判決 に基礎づけられて

いる。同判決は、「行政上の不可欠性」の存在を否定するに際して、仮に行政

庁が法律の明文を実現不可能だとしても、行政庁の提示する代替策が法律の明

文に対する黙示の例外を広範に認めすぎており、適切ではないと指摘していた49。

調整規則の制定過程において、EPAは、以下の二点を指摘して、第三要件の

充足を主張している50。一点目は、調整規則が各種の合理化手段を踏まえ段階

的に法律の明文の実現を目指すものだということである51。二点目は、排出閾

値を変更した場合の規制効果と行政上の負担を見積もった結果、調整規則の設

定する排出閾値こそが、CAAの排出閾値をそのまま採用した場合と比較して、

行政庁の実現可能なレベルで規制効果の乖離を最小化するものだということで

45　719 F.2d 436（D.C. Cir. 1983）.

46　636 F.2d at 1285; 719 F.2d at 462-463. 

47　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31577-31578.

48　Proposed Tailoring Rule, supra  note 37, at 55318.

49　719 F.2d at 463-464.

50　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31578.

51　Proposed Tailoring Rule, supra  note 37, at 55318.
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ある52。

　なお、EPAは、第三要件の検討に際して、PSD許可やTitle V許可の対象施

設から小規模排出施設を除外するという調整規則の手法を、法律の明文に対す

る全面的な例外（categorical exemption）を設定するものと整理している53。

この点、法律の明文からの乖離を最小化するためには、調整規則のような手法

が好ましいとは言い難く、行政過程の効率化や時間的制約の緩和といった、法

律の明文からの乖離がより小さいと解される手法を行政庁は可能な限り追求す

べきであろう54。そのため、EPAは、第三要件の充足を主張するにあたり、少

なくとも暫定的には、法律の明文に対する全面的な例外を設定することが実現

可能な唯一の手法であると強調し55、それ以外の手法の利用困難を指摘してい

る56。

　以上の整理を踏まえると、EPAは、行政上の不可欠性法理の下で行政庁が

証明すべき「行政上の不可欠性」の具体的要件として、①法律の明文と衝突し

ない代替策の利用困難、②行政リソースの絶対的不足、③法律の明文からの乖

離の最小化、の三要件を提示するとともに、調整規則が法律の明文に対する全

面的な例外を設定していることを正当化するために、④法律の明文からの乖離

がより小さい代替策の利用困難、という実質的な第四要件を示唆している。こ

の点、限界事例において「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の相

52　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31540 Table V-1.

53　Id . at 31578.

54　この点は、Ala. Power判決も指摘するところである。636 F.2d at 358-359. 

55　具体的には、年間75000トン／100000トンという調整規則の排出閾値を将来

的にさらに低く設定するとしても、少なくとも2016年４月30日までは、年間

50000トン未満の排出閾値を設定することは行政上の負担に鑑みて現実的では

ないとしている。Tailoring Rule, supra  note 1, at 31578.

56　Proposed Tailoring Rule, supra  note 37, at 55318.
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克を終局的に調整するには、調整規則の事案が典型例であるが、法律の明文に

対する全面的な例外を設定することが必要となる場合も多く、その要否を判断

する上でも、行政庁が第四要件を検討することは必要不可欠である。結局、

EPAが提示する法的解決枠組みの特徴は、法律の明文に反する行政活動の不

作為を法的に正当化する要件として、第四要件を含む四つの要件を明確化した

点にあるということができよう。

（２）　EPAの法的解決枠組みの評価－限界事例に対する本質的解決策の端緒

　ここまで、EPAの提示する三つの要件を分析し、実質的には四つの要件が

存在することを明らかにしてきたが、それでは、これら四つの要件は、行政リ

ソースの絶対的不足を客観的に判断でき、かつ、法律の明文からの乖離を最小

化して法治主義の空洞化を防止できるような法的解決枠組みを確立できている

のだろうか。

　このうち、行政リソースの絶対的不足を客観的に判断できるのかという点に

ついては、第二要件が、行政リソースの絶対的不足の証明を行政庁に求めてい

るが、同要件は、証明の客観性を担保する工夫を組み込んでいるわけではな

い。そのため、同要件単独では、行政リソースの絶対的不足を客観的に判断で

きるとまでは評価し難い。とはいえ、EPAは、実際に第二要件の充足を主張

するに際して、CAAの排出閾値を温室効果ガスについても採用すると予算が

増大しない中で行政上の負担が極度に増大するという試算を、各種データを駆

使して提示している57。このような試算を行政庁が提示できれば、行政リソー

スの絶対的不足を客観的に証明することは可能であろう58。結局、証明の客観

57　Tailoring Rule, supra  note 1, at 31577.

58　EPAは、このような試算の下でもCAAの排出閾値を温室効果ガスについて採

用可能ということになれば、行政リソースの絶対的不足という状況を想定する
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性を担保するためには、第二要件自体を変更するというよりも、行政上の負担

と人員・予算に関する信頼性のあるデータに基づいて第二要件の充足を主張す

ることを行政庁に義務付けることが重要である。その意味では、第二要件をよ

り精緻化することが望ましいといえよう。

　次に、法律の明文からの乖離を最小化して法治主義の空洞化を防止できるの

かという点については、第三要件が、法律の明文からの乖離の最小化の証明を

行政庁に求めているが、同要件も、証明の客観性を担保する工夫を組み込んで

いるわけではない。そのため、同要件単独では、法律の明文からの乖離の最小

化を客観的に判断できるとまでは評価し難い。他方で、第一要件は、法律の明

文に反しないあらゆる代替策の検討を行政庁に義務付けており、かつ、第四要

件は、法律の明文からの乖離がより小さいあらゆる代替策の検討を行政庁に義

務付けている。これらの要件は、代替策の検討を行政庁に義務付けることに

よって、法律の明文からの乖離の最小化を客観的に担保しようとしているとい

えよう。すなわち、理論的には権力分立との緊張関係を最大限緩和しようとし

ているし、機能的にも、行政過程を透明化するとともに「規制の虜」の発生を

抑止し、公益保護を最大限実現しようとしている。その意味では、第一要件と

第四要件が第三要件と相俟って、法治主義の空洞化を防止する役割を果たして

いると評価することも可能といえよう。

　なお、第三要件の証明の客観性をより確実に担保するためには、同要件を精

緻化することも重要である。実際に、EPAは、第三要件の充足を主張するに

際して、CAAの排出閾値を変更した場合の規制効果と行政上の負担に関する

試算を踏まえ、調整規則の排出閾値が行政庁の実現可能なレベルで法律の明文

からの乖離を最小化するものだと強調している。このように、行政活動の効果

と行政上の負担に関する信頼性のあるデータに基づいて第三要件の充足を主張

ことがそもそも困難になると指摘している。Id . at 31577-31578.
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することを行政庁に義務付ければ、法律の明文からの乖離の最小化を、より客

観的に判断することが可能になろう。

　以上の検討を踏まえると、EPAが提示する法的解決枠組みは、各要件をよ

り精緻化することが望ましいものの、行政リソースの絶対的不足を客観的に判

断するという意味でも、法治主義の空洞化を防止するという意味でも、限界事

例に対する本質的解決策の端緒を切り開くことには成功しているといえよう。

ただし、EPAの提示する各要件には、法治主義の空洞化を通時的に防止する

という観点が欠けており、この点で、EPAの法的解決枠組みが限界事例に対

する本質的解決策を確立したとまでは評価し難い。すなわち、EPAの提示す

る各要件を充足するだけでは、法律の明文からの乖離を通時的に最小化できな

い可能性が残存するという点が、克服すべき課題として残っているということ

である。

　とりわけ、法律の明文からの乖離の最小化を行政庁に義務付ける第三要件が

問題となる。EPAは、同要件の充足を主張するに際して、調整規則が法律の

明文の実現を段階的に目指すものであることを強調しており、第三要件の具体

的運用として、法律の明文からの乖離を通時的に最小化しようとしているよう

にも見える。しかしながら、EPAの法的解決枠組みの下では、法律の明文を

実現することが最終的に可能であれ、不可能であれ、実際には、行政庁がひと

たび第三要件の充足を証明すれば、その段階で認められた法律の明文からの乖

離を半永久的に継続することができる。その結果、行政庁は当該乖離を固定で

きることになってしまうため、EPAの提示する第三要件では、残念ながら、

法律の明文からの乖離を通時的に最小化することはできない。

　結局、限界事例に対する本質的解決策を確立するには、法治主義の空洞化を

通時的に防止するという時間軸の観点から、EPAの提示する法的解決枠組み

を再構成する必要がある。そこで、以下では、法律の明文からの乖離を通時的

に最小化するために、行政庁にどのような要件充足を義務付ける必要があるの

かを検討し、それを踏まえて、EPAの提示する法的解決枠組みの再構成を試
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みることにしたい。

（３）　法的解決枠組みの再構成－限界事例に対する本質的解決策の確立に向け

て

　ここまでの検討により、EPAの提示する各要件については、これを精緻化

した上で、時間軸の観点を踏まえて再構成する必要があることが明らかになっ

た。具体的には、各要件の充足を証明するためにどのような事情を行政庁が指

摘すればよいのかを明確化した上で、法律の明文からの乖離の通時的な最小化

を行政庁に義務付けるような法的解決枠組みを確立することが求められよう。

　このうち、前者については、既に検討したとおり、第二要件にいう「行政リ

ソースの絶対的不足」や、第三要件にいう「法律の明文からの乖離の最小化」

につき、その証明の客観性を担保するために、信頼性のあるデータに基づいて

要件充足を主張することを行政庁に義務付けるべきである。具体的には、第二

要件であれば、行政上の負担を賄うだけの人員や予算が欠如していることを、

第三要件であれば、自らの提案のもたらす効果が法律の明文からの乖離を最小

化していることを行政庁は指摘すべきであるが、その際に、これらの指摘が信

頼性のあるデータから得られる試算に基づいていなければならないということ

である。そうすることによってはじめて、各要件の証明の客観性を担保するこ

とが可能になり、限界事例に対する本質的解決策として各要件が機能するため

の前提条件が整備されることになるといえよう。

　これに対し、後者については、EPAの提示する各要件だけでは、法律の明

文からの乖離を通時的に最小化することはできず、新たな要件の定立を検討す

る必要がある。この点、学説の中には、行政活動の継続的な見直しという要件

を行政庁に義務付けるべきとするものがある59。すなわち、利用可能な行政手

59　See , Datla, supra  note 26, at 2024.
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法や行政リソースに変化が生じた場合には、行政庁による法律の明文の実現可

能性にも変化が生じるはずであり、EPAの提示する各要件にこのような第五

の要件を付加することで、法律の明文からの乖離を通時的に最小化しようとい

うことである。法律の明文からの乖離の固定化を回避するには、第五要件の存

在は必要不可欠であるといえよう。

　ただし、法律の明文に反する行政活動の不作為を行政庁が正当化しようとす

る段階では、第五要件を行政庁が充足できるか否かは未確定であり、行政庁に

は要件充足を証明する術がない。そのため、第五要件を実際に機能させるに

は、それ以降の段階で行政庁が同要件の充足を検証する機会が必要になる。

　この点、私見では、日本の行政法学にいう「時の裁量」理論に活路を見出す

ことで、第五要件を実際に機能させることが可能になると考える60。「時の裁

量」理論の下では、法律の明文が存在する以上法律上の作為義務自体は残る

が、いつまでにその作為義務を実現しなければいけないかについては、行政庁

に裁量判断の余地が認められることになる。そのため、行政上の不可欠性法理

を「時の裁量」を認める理論的根拠と位置づけ、同法理の下でEPAの提示す

る各要件を「時の裁量」を認めるための具体的要件として位置づければ、第五

要件は、いつまで法律の明文からの乖離が認められるのかという「時」を確定

するための要件と整理することができる61。すなわち、法律の明文をいつ実現

60　「時の裁量」理論については、参照、塩野宏『行政法Ⅰ〔第６版〕』（有斐閣・

2015）145-146頁。ただし、日本における「時の裁量」理論は、一時的な行政

活動の不作為を認めることによる紛争回避機能に議論の重点を置いている点で、

本稿の議論とは色合いが異なる。

61　実際に、調整規則の制定過程においてEPAが行政上の不可欠性法理を提示す

る際にも、部分的には、脚注１で紹介した段階的対応法理の結合という形で

「時の裁量」理論に類似する議論を展開している。Tailoring Rule, supra  note 

1, at 31548-31549．その意味では、行政上の不可欠性法理の下でEPAの提示す
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するかについては、行政上の不可欠性法理に基づいて行政庁に「時の裁量」を

認めた上で、それに伴う法的統制として、EPAの提示する各要件を充足する

限りにおいて、法律の明文に反する行政活動の不作為を一時的に許容し、第五

要件を充足する限りにおいて、当該不作為の継続を許容するということであ

る62。このような整理を採用することで、行政庁は、法律の明文からの乖離の

最小化を通時的に検証しなければならなくなるはずであるし、最終的に法律の

明文の実現を前提にするという意味では、法律の明文との全面的な対立を回避

することにもつながるはずである。なお、第五要件を実際に行政庁が充足して

いるか否かの証明は、最終的には司法過程に委ねられることになろう。

　以上の検討を踏まえ、本稿は、EPAが提示していると解される四つの要件

に、行政活動の継続的見直しという第五要件を加え、これらの要件を「時の裁

量」理論と結合させることで、限界事例に対する本質的解決策を確立すること

ができると提言する。限界事例において行政庁の実現可能なレベルに法律上の

作為義務を限定するというUARG判決Breyer反対意見の解釈論は、行政上の

不可欠性法理と本稿の提言する法的解決枠組みに基礎付けられることによっ

て、はじめて、法治主義の要請を有名無実化するリスクを克服することができ

る法的解決枠組みを、「時の裁量」理論の一形態として把握することは、十分に

可能である。

62　この点、有力な学説は、「時の裁量」自体を法律上のデッドラインが拘束して

いる事案においても、行政庁がデッドラインを明白に達成不可能な場合には、

例外的にデッドラインを訓示的な規定と読むことを認めており、限界事例にお

いて「時の裁量」を認めている。See , Sunstein and Vermeule, supra  note 12, 

at 180-181. 同学説は、その根拠として、デッドライン徒過を違法とする裁判例

も即日のデッドライン実現を命じてはいないという事実を持ち出し、「法は不可

能を強いない」という点を強調している。Id . at 181. 本稿と問題意識を共通に

する同学説の見解を前提にすれば、デッドライン途過の違法性判断についても、

私見を適用可能であろう。
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るといえよう。有限な行政リソースの下でどのように法治主義の要請を実現し

ていくのかという本稿の問題意識からは、限界事例において法律の明文に反す

る行政活動の不作為を法的に正当化することが必要不可欠である。行政上の不

可欠性法理と本稿の提言する法的解決枠組みは、この問題意識に対して本稿が

辿り着いた回答ということになろう。

　む　す　び

（１）　本稿の検討結果

　有限な行政リソースの下での行政法の実現という観点からすれば、「法律が

行政庁に課す作為義務」と「行政リソースの絶対的不足」が正面から対立する

限界事例においては、両者の相克を正面から調整する法的解決枠組みが必要で

ある。行政リソースが絶対的に不足している場面で、法律の明文に反する行政

活動の不作為を「違法」と断じても、法律の明文の実現が可能になる保障はな

く、他方で、法律の明文に反する行政活動の不作為を無条件に「適法」とする

ことは、法治主義の要請の有名無実化を意味する。そこで、本稿では、アメリ

カ連邦清浄大気法調整規則をめぐる議論を手がかりに、有限な行政リソースの

下で法治主義の要請を実現する法的解決枠組みを模索してきた。ここで、本稿

で得られた知見を整理しておこう。

　本稿が検討素材とした調整規則は、限界事例において、行政リソースの絶対

的不足を理由として、法律の明文の規制を行政庁が自らの判断で緩和するもの

であったが、連邦最高裁UARG判決は、調整規則がCAAの明文に反している

ことを理由に、同規則を違法無効と判断した。しかし、このようなUARG判

決の姿勢には、行政リソースの絶対的不足を解消できないという意味で、行政

法の実効性を脆弱化するという問題点があった。この点、同判決Breyer反対

意見は、行政庁の実現可能なレベルに法律上の作為義務を限定するという魅力

的な解釈論を提示していたが、法律の明文からの乖離を画する歯止めが不明確
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であるという点で、法治主義の要請を有名無実化するリスクを抱えていた。

　そこで、本稿は、調整規則の制定以前に遡って従来の判例学説を渉猟し、調

整規則のような限界事例に対する本質的解決策の存否を探ったが、有限な行政

リソースの下で法治主義の要請を実現する法的解決枠組みを、その中に見出す

ことはできなかった。Ala. Power判決が提示していた「行政上の不可欠性」

概念は、法律の明文に対して黙示の例外を創出するという解釈論を用いて、限

界事例において法律の明文に反する行政活動の不作為が適法になる可能性を示

唆していたが、その理論的根拠と具体的要件が不明確であるという点で、

UARG判決Breyer反対意見と同様に、法治主義の要請を有名無実化するリス

クを克服できていなかった。

　最終的に、本稿は、調整規則の制定過程でEPAが提示した同規則の正当化

根拠に着目し、行政上の不可欠性法理と、その下でEPAが提示する法的解決

枠組みを分析する中で、限界事例に対する本質的解決策の確立を模索すること

となった。

　まず、行政上の不可欠性法理は、法律の明文に反する行政活動の不作為を正

当化する理論的根拠として、限界事例においては明確に見える立法者意図も曖

昧になるという解釈論を提示していた。限界事例においては、法律の明文とそ

の実現可能性の相克という立法者意図の対立から、立法者意図が曖昧であるこ

とを導き出すことができるため、法律の明文に反する行政活動の不作為も、

Chevron法理の第二段階テストの下で、合理的な行政解釈である限り理論的

に正当化することができるというわけである。行政上の不可欠性法理は、法治

主義の範囲内での自然かつ説得的な解釈論を提示しており、本稿は、同法理に

ついて、「法治主義の要請」と「行政リソースの有限性」の調整を終局的に基

礎付ける理論的根拠と評価している。

　次に、同法理の下でEPAが提示する法的解決枠組みは、法律の明文に反す

る行政活動の不作為を正当化する具体的要件として、①法律の明文と衝突しな

い代替策の利用困難、②行政リソースの絶対的不足、③法律の明文からの乖離
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の最小化、という三要件を提示し、さらに、④法律の明文からの乖離がより小

さい代替策の利用困難、という実質的な第四要件を提示していた。これらの要

件は、法治主義の要請を有名無実化するリスクを克服しようとしているが、法

律の明文からの乖離を通時的に最小化できない可能性を残しており、限界事例

に対する本質的解決策を確立できているとまでは言い難い。そこで、本稿は、

法治主義の空洞化を通時的に防止するという時間軸の観点から、EPAの提示

する法的解決枠組みについて、その再構成を試みた。その結果、上記の四つの

要件に、⑤行政活動の継続的見直し、という第五要件を付加するとともに、こ

れらの要件を「時の裁量」理論の下に位置づけることによって、有限な行政リ

ソースの下で法治主義の要請を実現する法的解決枠組みを確立できると結論付

けることができた。

（２）　日本法への示唆

　以上の知見を踏まえて、最後に、アメリカ行政法理論から得られる示唆につ

き、本稿の検討結果の日本法への導入可能性という観点から、若干の考察を加

えてみたい。

　①　行政上の不可欠性法理の導入可能性

　行政上の不可欠性法理とその下で本稿が提言する法的解決枠組みは、「法律

が行政庁に課す作為義務」と「行政リソースの絶対的不足」が正面から対立す

る限界事例について、法律の明文に反する行政活動の不作為を正当化する理論

的根拠と具体的要件を提示しており、日本法にとっても参考になる。同法理に

は、日本の行政法学には見られない大きな特徴が二つあるが、いずれについて

も、同法理の日本法への導入可能性を阻む決定的な障壁とはいえず、むしろ、

日本法にとって示唆に富む議論を提供している。

　一つ目の特徴は、限界事例においては明確に見える立法者意図も曖昧になる

という解釈論を採用していることである。立法者は、もともと法律の明文の実
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現を意図していたとしても、その実現が可能であることを前提としているはず

であるとして、法律の明文とその実現可能性の相克という立法者意図の対立か

ら、立法者意図が曖昧であることを導き出すわけである。このような解釈論

は、第３章でも指摘したとおり、法治主義の範囲内での解釈論として一応成立

しているというだけでなく、法律の明文を重視するアメリカ判例理論の傾向を

前提にしてもなお、自然かつ説得的な解釈論と評価することができる。加え

て、行政上の不可欠性法理を「時の裁量」を認める理論的根拠と位置づけれ

ば、法律の明文との全面的な対立を回避することもできるはずである。その意

味では、日本においても、行政上の不可欠性法理の導入を検討することは、十

分に可能であろう。

　二つ目の特徴は、上記解釈論を前提に、法律上の作為義務の限定解釈に際し

てChevron法理の第二段階テストを適用していることである。Chevron法理

の第二段階テストが適用されると、法律の明文に反する行政活動の不作為も、

それが合理的な行政解釈である限りにおいて許容される。結局、行政上の不可

欠性法理の下で本稿が提示した五つの要件は、有限な行政リソースの下で法治

主義の要請を実現する法的解決枠組みであると同時に、行政解釈の合理性を担

保するための法的解決枠組みと位置づけられることになるわけである。

　この点、Chevron法理の適用範囲を略式規則制定（informal rulemaking）

手続や正式裁決（formal adjudication）手続における行政解釈に限定するア

メリカ判例理論からは、アメリカ法に固有の論点としても、あらゆる行為形式

について、法律の明文に反する行政活動の不作為を行政上の不可欠性法理の下

で正当化可能なのかという問題が存在する63。加えて、日本においては

63　Chevron法理の適用範囲については、参照、筑紫圭一「米国における行政立

法の裁量論（３）」自治研究86巻10号（2010）101頁以下、106-108頁。なお、

日本における講学上の分類に引き付けて整理すれば、規則制定と裁決の異同は
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Chevron法理に対応する行政法理論が現時点で存在していないため、行政上

の不可欠性法理を日本法に導入することがそもそも不可能なのではないかとも

懸念される。

　とはいえ、限界事例においては明確に見える立法者意図も曖昧になるという

解釈論自体は、法律上の作為義務の限定解釈に際してChevron法理を適用す

るか否かとは直接関係がない。加えて、Chevron法理の適用がなくとも、行

政上の不可欠性法理の下で本稿が提言する法的解決枠組みを採用することは可

能である。というのも、本稿が提示した五つの要件は、法律上の作為義務の限

定解釈につき、その適法性を客観的に担保するものであると考えることができ

るからである。限界事例における法律の明文とその実現可能性の相克という立

法者意図の対立からは、法律上の作為義務の限定解釈に際して、行政庁の実現

可能なレベルに法律上の作為義務を限定する一方で、法律の明文からの乖離を

最小化するような解釈論が要請されるはずであり、本稿が提示した五つの要件

は、まさにその要請を満たすために整備されたものであった。その意味では、

Chevron法理の適用がないことを前提に行政上の不可欠性法理を日本法に導

入することも、日本において本稿が提言する法的解決枠組みの採用を検討する

ことも、十分に可能であるといえよう。

　以上の考察を前提にする限り、本稿の検討結果を日本法に導入することは、

必ずしも突飛な発想とはいえない。「法治主義の要請」と「行政リソースの有

限性」の調整を終局的に基礎付ける理論的根拠としての行政上の不可欠性法理

と、その調整を実現する法的解決枠組みとして本稿が提示した五つの要件は、

行政立法と行政処分の異同にほぼ対応しており、略式規則制定手続は法規命令

策定手続に、正式裁決手続は行政審判手続にほぼ該当する。略式規則制定手続、

正式裁決手続の詳細については、参照、中川丈久『行政手続と行政指導』（有斐

閣・2000）74-78頁。
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日本においても本格的に参照されるべきといって良いと思われる。もちろん、

立法論としては、個別実体法の制度設計レベルで行政リソースの有限性に配慮

することも重要ではあるが64、行政権限と予算が連動していない以上、法律上

の作為義務を実現するための行政リソースが不足する可能性は、常にゼロでは

ない。その意味でも、本稿の検討結果が日本法において果たす役割は小さくな

いといえよう。

　②　本稿の検討結果が機能するための法的環境

　本稿の検討結果を日本法に導入することが可能であるとしても、その導入に

際しては、日米の法的環境の相違に注意を払う必要がある。アメリカにおいて

行政上の不可欠性法理が提示されるきっかけとなった調整規則の事案において

は、規則制定と個別決定の相違や、規制行政と給付行政の相違に配慮した議論

が展開されているわけではなかった。その主たる要因は、これらの相違に配慮

しなくても、限界事例に対する本質的解決策として本稿の検討結果が機能する

だけの法的環境が、アメリカには存在しているということにある。

　すなわち、本稿の検討結果が限界事例に対する本質的解決策として最終的に

機能するには、行政庁が自らの不作為の法的正当性を証明しなければならない

状況を生み出す必要があるが、アメリカでは、規則制定であると個別決定であ

るとを問わず、また、規制行政であると給付行政であるとを問わず、そのよう

な機会がふんだんに用意されているということである。そのような機会として

は、一次的には行政過程が、最終的には司法過程が考えられるが、アメリカで

は、いずれの場面についても、私人が行政庁に対して法律の明文の実現を要求

できる法的環境が整備されており、行政庁は、自らの不作為の法的正当性を証

明しなければならないリスクに常に晒されている。

64　参照、北村喜宣『行政法の実効性確保』（有斐閣・2008）323-328頁。
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　まず、行政過程においては、規則制定であろうと個別決定であろうと、規制

行政であろうと給付行政であろうと、行政庁の不作為決定については、APA

に基づく理由付記義務が発生する65。そのため、行政庁は、不作為決定の段階

で、自らの不作為の法的正当性を証明しなければならなくなる。加えて、アメ

リカでは、多くの行政活動が調整規則の事案と同様に規則制定の形式をとる

が66、規則制定については、利害関係者にAPAに基づく権限行使申立権が認め

られており、行政庁にはそれに対する応答義務が発生する67。さらには、個別

決定についても、APAに基づく権限行使申立権は認められていないものの、

多くの場合、個別法が利害関係者に権限行使申立権を認めている。そのため、

アメリカでは、正式な不作為決定がなくとも、利害関係者の権限行使申立てを

端緒として、行政過程において行政庁が自らの不作為の法的正当性を証明しな

ければならない場面が多くなると考えられよう68。

　次に、司法過程においては、行政活動の不作為を争う原告適格が非常に広く

認められているため、規制行政であろうと給付行政であろうとを問わず、私人

が行政活動の不作為の違法性を訴訟において争いやすい環境にある69。加え

65　5 U.S.C.§555（e）.

66　参照、古城誠「規則制定と行政手続法（APA）－規則制定手続及び司法審査

の変容」藤倉皓一郎編集代表『英米法論集』（東京大学出版会・1987）223頁以

下、225-234頁。

67　5 U.S.C.§553（e）.

68　もちろん、個別決定については、個別法に基づく権限行使申立権が認められ

ていなければ、行政庁に応答義務は発生しない。そのため、本稿の検討結果を

より確実に機能させるという観点からすれば、APAを改正して個別決定につい

ても権限行使申立権を認めるべきであろう。

69　参照、古城誠「アメリカにおける競業者の原告適格」小早川光郎＝宇賀克也

編『行政法の発展と変革　下巻』（有斐閣・2001）89頁以下、89頁。
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て、規則制定であろうと個別決定であろうと、その不作為が司法審査の対象と

なることをAPAは明文で認めている70。こうして、アメリカにおいては、法律

の明文に反する行政活動の不作為のほとんどが本案審理の対象となるため、私

人の訴訟提起を端緒として、行政庁は自らの不作為の法的正当性を証明しなけ

ればならなくなる。結局、アメリカでは、行政庁が司法審査を提起されるリス

クに常に晒されており、このリスクによって、限界事例に対する本質的解決策

としての本稿の検討結果の機能が、最終的に担保されているということができ

よう。

　これに対し、日本では、アメリカとは法的環境が異なるため、行政庁が自ら

の不作為の法的正当性を証明しなければならない機会は、行政過程において

も、司法過程においても、相当程度限定的にしか認められていない。加えて、

行政立法と行政処分の相違や、規制行政と給付行政の相違によって、行政過程

や司法過程における行政活動の不作為の扱いに、相当の差異が出る。そのた

め、限界事例に対する本質的解決策として本稿の検討結果が機能するだけの法

的環境が、全体として整備されているとは言い難い。

　まず、行政過程における行政活動の不作為の扱いから概観していくと、行政

手続法は、行政立法については、利害関係者に権限行使申立権を認めておら

ず、行政庁に不作為決定の理由付記義務を課してもいない。加えて、行政処分

については、申請に対する処分と不利益処分とで取り扱いが異なるが、申請に

対する処分についてのみ、権限行使申立権（各個別法に基づく申請権）と不作

為決定の理由付記義務（拒否処分の理由提示義務）を課している71。この点、

給付拒否処分のように、申請に対する拒否処分と整理できるものもあるが、行

70　5 U.S.C.§551（13）;§704.

71　行政手続法８条。参照、薄井一成「申請権の保護」高木光＝宇賀克也編『行

政法の争点』（有斐閣・2014）76頁以下、76-77頁。
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政処分の不作為の多くは、このような整理にはなじまない。そのため、行政処

分の不作為についても、その多くは、行政手続法上、行政立法の不作為と同様

の扱いを受けることとなる。なお、2014年の行政手続法改正において「処分

等の求め」に関する規定が新設され、違法是正処分の不作為につき、何人も処

分権限行使を申し出ることができるようになったが、同規定は権限行使申立

「権」を私人に認めたものではなく、単なる申出手続を法定したに過ぎないと

される72。そのため、同規定は、申出に対する調査義務を行政庁に課している

ものの、応答義務や不作為決定の理由付記義務までは課していない。結局、日

本では、行政過程において行政庁が自らの不作為の法的正当性を証明しなけれ

ばならない場面が極めて限られているといえよう。

　次に、司法過程における行政活動の不作為の扱いについて概観すると、日本

では、行政活動の不作為を争う原告適格が、アメリカよりも限定的にしか認め

られていない。原告適格の有無が問題となる場面は、行政活動の相手方以外の

第三者が訴訟提起をする場面であり、規制行政について行政活動の不作為を争

う事案がその典型であるが、日本の判例理論は、従来から、一般的公益から区

別される原告の具体的利益を行政権限の根拠法が保護している場合に限って、

第三者の原告適格を認めてきた。2004年の行政事件訴訟法改正において、第

三者の原告適格につき、その拡大が志向されたことは周知のとおりであるが、

現行法も従来の判例理論の判断枠組みを維持しており、法改正の判例理論への

影響は不透明なままである73。そのため、日本では、とりわけ規制行政につい

て、私人が行政活動の不作為の違法性を訴訟において争いにくい環境にある。

72　行政手続法36条の３。参照、宇賀克也「行政手続法の改正」ジュリスト1482

号（2015）58頁以下、62頁。

73　行政事件訴訟法９条２項。参照、村上裕章「原告適格拡大の意義と限界」論

究ジュリスト３号（2012）102頁以下、108頁。
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加えて、行政事件訴訟法は、行政処分の不作為については抗告訴訟で、行政立

法の不作為については当事者訴訟で争うという構造を採用しているが、いずれ

についても、法律の明文に反する行政活動の不作為が本案審理の対象となるに

は、極めて高いハードルが設定されている。行政処分の不作為は、その多く

が、抗告訴訟の一類型である非申請型義務付け訴訟で争われることになるが、

原告は、同類型に特有の訴訟要件として、「重大な損害を生ずるおそれ」の存

在を証明しなければならない74。また、行政立法の不作為は、当事者訴訟で争

われることになり、原告は、その訴訟要件として（少なくとも）紛争の成熟性

の存在を証明しなければならないが、行政立法の抽象的規範性はその証明の障

壁となる可能性がある75。結局、日本では、行政過程のみならず、司法過程に

おいても、行政庁が自らの不作為の法的正当性を証明しなければならない場面

は限られており、アメリカとは対照的な法的環境が形成されているといえよ

う。

　では、本稿の検討結果を日本法に導入するに際しては、どのような法的環境

を整備することが重要なのだろうか。この点、アメリカの行政過程や司法過程

の法的環境を見れば明らかであるが、限界事例に対する本質的解決策として本

稿の検討結果が機能するだけの法的環境とは、結局、行政過程においても、司

法過程においても、行政庁が自らの不作為の法的正当性を証明しなければなら

ないリスクに常に晒されているという環境であろう。そのような環境は、行政

立法であると行政処分であるとを問わず、また、規制行政であるとを給付行政

であるとを問わず、本稿の検討結果を実際に機能させるためには必要不可欠で

ある。

74　行政事件訴訟法37条の２第１項。参照、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）71頁以下、73-74頁。

75　参照、越智敏裕『アメリカ行政訴訟の対象』（弘文堂・2008）417-424頁。
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　具体的には、アメリカの法的環境を参考に行政手続法制を整備することが、

とりわけ重要になる。すなわち、行政立法についても行政処分についても、利

害関係者に権限行使申立権を認めるとともに、行政庁には、それに伴う応答義

務を課し、不作為決定時の理由付記を義務付けるという手続規定の整備であ

る76。これらの手続規定が整備されれば、日本においても、利害関係者の権限

行使申立てを端緒として、行政過程において行政庁は自らの不作為の法的正当

性を証明しなければならなくなる。加えて、司法過程において私人が行政活動

の不作為を争う場合にも、これらの手続規定が整備されれば、それを手がかり

に訴訟要件を充足できる可能性が格段に広がるはずである。その意味では、こ

れらの手続規定を整備することができれば、司法過程の法的環境に手を付けず

とも、行政庁は司法審査を提起されるリスクに常に晒されることになり、アメ

リカと同様の法的環境が整備されることにもつながるといえよう。

　以上の考察を踏まえると、利害関係者の権限行使申立権規定と行政庁の応答

義務・理由付記義務規定を内容とする行政手続法制の整備こそが、日本におけ

る喫緊の課題であるということができる。これらの手続規定が欠けている現状

では、本稿の検討結果を日本法に導入しても、限界事例に対する本質的解決策

としての機能を十全に果たすことは困難であろう。他方で、これらの手続規定

は、2014年の行政手続法改正の趣旨にも親和的であり、その趣旨を徹底させ

76　この点、日本の有力な学説も、国民の参加権のあり方を検討する中で、行政

立法手続について類似の見解を提示している。参照、常岡孝好『パブリック・

コメントと参加権』（弘文堂・2006）133-134頁、158-160頁。加えて、アメリ

カの有力な学説も、行政活動の不作為に対する司法審査のあり方を検討する中

で、個別決定手続について類似の見解を提示している。See , Lisa Shultz 

Bressman, Judicial Review of Agency Inaction : An Arbitrariness 

Approach , 79 N.Y.U. L. REV. 1657, 1686（2004）.
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るものと整理すれば、規定の整備はそれほど困難でもない77。この点の今後の

展開に期待して、本稿を結ぶこととしたい。

［完］

〔付　記〕

　本稿は、環境法政策学会第25回環境法政策研究会（2015年７月、於早稲田

大学）において、「有限な行政リソースの下での環境行政法の実現－アメリカ

清浄大気法調整規則（Tailoring Rule）をめぐる議論を手掛かりに－」と題し

て筆者が報告した内容を基礎としている。司会の労をとっていただいた早稲田

大学大塚直先生をはじめ、貴重なご指摘を下さった参加者の皆様には、厚く御

礼申し上げたい。

77　参照、曽和俊文「私人の申告・通報」高木光＝宇賀克也編『行政法の争点』

（有斐閣・2014）54頁以下、55頁。


