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（要約） 
 

法律関係論における権能 
 

佐藤 遼 
 
本論文は、学説史と理論的考察の二つの側面から、法律関係の分析において「権

能」の概念が果たす役割を示すことを目的とする。  
第 1 部「法律関係論の史的展開」では、二人格間の法的地位の相関関係として

の法律関係を記述するための概念の生成・発展のプロセスを大きく三つの段階に
分けて検討する。 
第 1 章「ドイツにおける展開――19 世紀後半における権利概念分析を中心に

――」では、「権利概念に含まれる、または権利概念とは区別されるべき異なる諸
要素の区別」という観点から、19 世紀後半のドイツにおける権利概念論の展開を
考察する。A・ブリンツは、法的許容（rechtliches Dürfen）と法的可能（rechtliches 
Können）を区別した。前者がある行為をなすことが許されていることを意味する
のに対し、後者は法律行為を通じて一定の法的効果を生じさせることができるこ
とを意味する。O・レーネルは、権利概念の中に請求権（Anspruch）と強制権能
（Zwangsbefugnis）という二つの要素が存在し、それぞれには異なる義務者の地
位が相関する――前者には義務者の法義務（Rechtspflicht）が、後者には受忍責
任（Dulden-Müssen）が相関する――ということを示すとともに、単なる許可
（Erlaubnis）は権利の内容には属さないとした。A・トーンは、従来の権利概念
の中から権利（subjektives Recht）、享受（Genuß）、および権能（Befugnis）を
区別した。トーンによれば、独立の法規範は命令に限られ、権利は規範違反を除
去する法的力としての請求権への期待としてのみ理解されるべきである。これに
対し、法的に保護された享受や、法律行為を通じて命令を発生・消滅させる能力
としての権能は権利の概念には属さないとされる。E・R・ビーアリングは、法請
求権（Rechtsanspruch）、（法的）許容（(rechtliches) Dürfen）、および法的可能
（rechtliches Können）を互いに区別し、相手方の法義務に相関する法請求権の
みが権利とみなされるとした。これに対し、命令／禁止の不存在に基づく許容は
権利の概念には属さず、法律行為を通じて法的効果を生じさせる能力としての法
的可能は、条件付法請求権を含む限りでのみ権利に属するとされる。本章での検
討を通じて、①命令／禁止の存在に基づき、相手方の（法）義務に相関する権利
ないし（法）請求権、②命令／禁止の不存在に基づく（法的）許容、および③権
能ないし法的可能という三つのカテゴリーが区別されることが明らかとなった。 
第 2 章「分析法理学における展開（1）――テリー、サーモンド、ホーフェルド

――」では、「各概念間の相関関係と不存在関係の発見・定式化、および権能の領
域の独立」という観点から、英米の分析法理学の三人の論者の議論を検討する。
H・T・テリーは、権利概念を対応権（correspondent right）、許容権（permissive 
right）、被保護権（protected right）、および能力権（potestative right）の四つ
に分類した。対応権は相手方の特定の義務と対応する権利である。許容権は、あ
る人格が義務を負っていない場合の、当該人格の法的地位を表現する権利である。
被保護権は、義務者の特定の行為ではなく、保護されている事実の状態（states 
of fact）を内容とする権利である。そして能力権は、一定の法的帰結を生み出す
権利である。これらのうち、対応権、許容権、および能力権は、それぞれ後の用
語法における（狭義の）権利ないし請求権、自由ないし特権、および権能に相当
するものである。次に J・W・サーモンドは、広義の権利の四つのカテゴリー―
―狭義の権利（right in the strict sense）、自由（liberty）、権能（power）、免除
権（immunity）――を示すとともに、それぞれに相関概念を与え、これらの概念
間の相互関係を明示した。狭義の権利は他の人格の義務（duty）から得られる利
益であり、相手方の義務に相関する。自由は自身に課せられた義務の不存在から
得られる利益であり、相手方の責任（liability）に相関する。権能は有効に行為す
ることができる地位であり、相手方の責任（liability）に相関する。免除権は他の
人格における権能の不存在から得られる利益であり、相手方の無能力（disability）
に相関する。サーモンドはこれらの相関関係に加えて、ある概念が別のある概念
の不存在を意味するということを示した。すなわち、狭義の権利と（自由に相関
する）責任、義務と自由、権能と無能力、免除権と（権能に相関する）責任は、
それぞれ一方が他方の不存在を意味する。W・N・ホーフェルドは、サーモンド
が発見した相関関係と不存在（否定）関係を法的相関項（ jural correlatives）お



よび法的対立項（jural opposites）という形でより明確化した。権利（right）の
語は義務の相関項として用いられる。特権（privilege）と無権利（no-right）は
互いに相関項であり、それぞれ義務と権利の対立項である。権能は、法律関係を
変化させるある人格の能力であり、相手方の責任に相関する。免除権と無能力は
互いに相関項であり、それぞれ責任と権能の対立項である。また、ホーフェルド
において、義務の領域――権利、義務、特権、および無権利――と権能の領域―
―権能、責任、免除権、および無能力――が、相互に還元不可能な独立の領域を
形成するものとして認識された。 
第 3 章「分析法理学における展開（2）――コクーレク、ゴーブル――」では、

法律関係の記述における権能概念ないし権能－責任関係の役割の拡張という観
点から、アメリカの二人の論者の法律関係論を検討する。A・コクーレクは、根本
的法律関係は請求権（claim）－義務関係と権能－責任関係の二つであるとし、こ
れらの不存在に基づく関係は法律関係でないとした。そしてコクーレクは、義務
を負う人格が有する権能を明らかにした。コクーレクによれば、法律関係を変化
させる行為は①義務行為（duty acts）、②反義務行為（contra-duty acts）、およ
び③非義務行為（non-duty acts）に分類される。そして、これらの行為によって
行使される権能は、それぞれ①義務権能（duty powers）、②反義務権能（contra-
duty powers）、および③非義務権能（non-duty powers）に分類される。義務を
負う人格による義務の履行（義務行為）および義務違反（反義務行為）は、義務
を負う人格による権能の行使（権能－責任関係の進化）として記述される。この
ように、義務権能および反義務権能という形で義務を負う人格が有する権能を明
示したのが、コクーレクの分析の特徴である。G・W・ゴーブルは、すべての法的
地位が権能とその相関項としての責任の存在・不存在に還元できるという立場か
ら、ホーフェルドにおける八つの概念をすべて権能と責任によって説明しようと
試みた。権能は「他者の法的地位を変更する、ある人格の能力」と定義され、責
任はそれに相関する相手方の地位である。無能力と免除権はそれぞれ権能と責任
の不存在を意味する。権利および義務は、特定の一連の諸権能－責任関係を一方
または他方の当事者の観点から記述したものである。権利は、他の人格敗訴の判
決を得ることに伴う諸権能および諸行為の連続的結合を開始する、ある人格の権
能であり、義務は、他者が勝訴判決を得ることに伴う諸権能および諸行為の連続
的結合に服する、ある人格の地位であるとされる。また、無権利－特権関係は権
利－義務関係の否定である。ただし、無権利は無能力ではなく、他の人格に勝訴
判決を与えることに伴う諸権能および諸行為の連続的結合を開始する、ある人格
の権能であるとされる。コクーレクおよびゴーブルの議論は、法律関係の記述に
おいて権能に大きな役割を与えているという点で、注目に値する。  
第 2 部「法律関係分析における権能概念の役割」では、ホーフェルドによる分

析を基礎としつつ、法律関係分析における権能概念の役割について、理論的考察
を行う。 
第 4 章「権能概念の定義をめぐる諸論点」では、権能をどのように定義するの

が望ましいかという点に関連して、以下の論点を検討する。①自分自身に対する
権能、ないし同一人格間での権能－責任関係を認めるべきか。②ある人格のある
行為は、通常複数の人格の複数の法的地位を変化させるが、変化する法的地位の
数と権能の数の対応関係をどのように考えるべきか。③ある人格の法的地位は、
誰の行為でもない事実、すなわち出来事（event）によっても生じるが、この出来
事による法的地位の変化に服する人格の地位をどのように考えるべきか。④法的
権能（legal power）と物理的力（physical power）の区別。⑤法律関係ないし法
的地位の変化はそれらの「発生または消滅」に限定されるのか。本章では、これ
らの論点を検討することにより、権能概念の適切な定義を探求する。  
第 5 章「義務に相関する権利と権能」では、ある人格が義務に相関する権利を

有すると言うことができるためには、義務の違反がなされた（またはそのおそれ
がある）場合に、訴訟その他の手段によって義務を強行する（enforce）ための権
能――強行権能――が当該人格に付与されることが必要であるかという論点を
検討する。本章では、この論点についての立場を強行権能説と否定説に分けて、
これらの立場を比較検討する。まず、強行権能説に立つ論者は、義務に相関する
権利を強行権能によって基礎づける。強行権能説の中でも、ある人格が権利を有
するための条件として、強行権能の存在のみを求める最も単純な立場と、それ以
外の要素も存在する必要があるとする立場に分かれる。C・ウェルマンは、義務
に相関する請求権（claim）を、義務違反の（またはそのおそれがある）場合に、
義務を強行するために法的訴訟手続を開始する権能のみによって定義し、それ以



外の要素を権利の定義には含めない。これに対し、A・ロスは、訴訟を提起するこ
とによって、義務者にサンクションを科する判決を得るために法的装置を始動さ
せる権能、およびこの権能の行使に関する両面的自由によって義務に相関する請
求権を定義する。また、H・L・A・ハートは、責務に相関する権利は、他者の責
務を消滅させること、強行すること、強行されないままにしておくことに関する
複数の権能から成るとする。しかし、ロスやハートのように、強行権能以外の要
素も権利の構成要素とすると、権利概念が不必要に複雑になるおそれが生じる。
次に、否定説に立つ論者は、①法的に承認されているが、訴訟その他の手段によ
って強行することができない権利が存在する、②強行権能を有しえない人格も権
利を有すると言うべき場合がある、といった理由から、権利の存在を強行権能に
よって基礎づけることを批判する。否定説をとる論者の多くは、「利益
（interest/benefit）」という基準によって権利者を特定するが、具体的事例にお
いて誰が権利者であるかについては、否定説の中でも見解が分かれている。権利
者を一意的に決定することが困難であるという点で、否定説には難点がある。結
局のところ、誰が権利者かという問いに対しては、規約的な定義でもって答える
他ない。筆者は、権利概念の明確性という観点から、権利を強行権能のみによっ
て基礎づける、最も単純な強行権能説を支持する。 
第 6 章「義務と権能」では、義務者が有する権能について考察する。義務者は、

義務の履行や義務違反によって法律関係を変化させることができる。上述のとお
り、コクーレクは、義務を負う人格は義務権能および反義務権能を有するとした。
これらのうち、その存在を認めるべきかが争われているのは反義務権能である。
反義務権能を認めることに反対する論拠には、①権能は制度的行為などの一定の
種類の行為を通じて法的地位の変化を生じさせる能力であるとし、反義務行為は
事実的能力（可能）の行使にすぎないとすることによって反義務権能を権能概念
から除外するもの、②法秩序がある行為によって一定の結果を生じさせる能力を
個人に与える目的または理由を根拠とするもの、③権能は一定の内容の意図
（intention）――現実のまたは帰属させられた意図（N・マコーミック）など―
―を伴う行為によって行使されるとするもの、④権能はそれを行使する特権（自
由）を含意するとするもの、および⑤反義務権能の存在を認めることは不合理な
帰結であるとするもの、がある。しかし筆者は、これらの批判にもかかわらず、
反義務権能の存在を認めることに問題はないと考える。これらの批判には、それ
ぞれ次のように答えられる。①に対しては、H・ケルゼンが不法行為能力を「最
広義の授権」としたことからもわかるように、反義務行為によって法律関係を変
化させる能力も法によってある人格に付与された能力であることに変わりはな
く、これを権能として記述することに理論的な問題はないと反論できる。②は、
それによって法的帰結を生じさせることが法の側から見て望ましい行為のみを
権能の行使とするものである。しかし、このような観点は元々のホーフェルドの
権能概念においては想定されていないし、こうした観点を導入する必然性もない。
また③に対しても、そのような意図を伴う行為に限定する必然性はないし、その
ような意図を伴わない行為による法律関係の変化も権能の行使として記述する
ことは可能であると反論できる（このことは③の立場をとる論者の一部も認めて
いる）。④の立場は、権能はそれを行使しない義務を伴う場合があるということを
看過している点で不適切である。最後に、⑤については、義務権能も法秩序によ
って付与された能力であり、法秩序による法規範の定立の結果として存在するも
のであるという点で通常の権能と変わらないとすれば、反義務権能も法的権能で
あるとすることは、特に不合理な帰結ではないと筆者は考える。 
第 7 章「特権と権能の区別」では、権能は特権（自由）の一種である、あるい

は権能はそれを行使する特権を含意するという立場に対し、それに反対する論拠
を挙げて、権能は特権（自由）に還元されえない地位であるということを示す。
特権は、ある行為をなすことが許されている場合の、ある人格の地位である。権
能は、自身の行為によって他の人格または自身の法的地位を変化させる能力であ
る。第 1 部で検討した論者の多くは、特権と権能を概念上区別する。他方で、特
権と権能の間に一定の対応関係が見出されることがある。L・W・サムナーは、ホ
ーフェルドの法律関係を再構成し、一階の規範的関係を表すための概念――請求
権（claim）、義務、自由（liberty）、無請求権（no-claim）――と二階の関係を表
すための概念――権能、責任、免除権、無能力――を区別したうえで、権能は自
由の二階の対応物であるとする。また、特権を用いて権能を定義する見解も有力
である。G・H・v・ウリクトは、権限規範（norms of competence）を高次の許可
規範（permissive norms of higher order）とし、権能の委譲（delegation of power）



は下位権威者に対する許可であるとする。P・マロックもウリクトの見解を基本
的に支持し、権能は、関係する当事者の法律関係を変化させることが許可されて
いることであるとする。また、B・ブラジルおよび S・ラトナパラは、権能を自由
の一種として理解し、権能の領域の各概念を義務の領域の各概念に還元する。ラ
トナパラによれば、権能は「義務を課する、または自由を付与する自由」、責任は
「義務が課せられるべきでない、または自由が付与されるべきでないという無権
利」、免除権は「義務が課せられるべきでない、または自由が付与されるべきでな
いという権利」、無能力は「義務を課しない、または自由を付与しない義務」とし
て理解される。しかし、これらの論者のように権能を特権（自由）によって定義
することに対しては、以下のような批判がある。①特権と権能では、その内容を
成す行為の性質が異なる。特権の場合、許可されている行為の性質は問題になら
ず、法的重要性をもたない行為でも構わない。これに対し、権能の行使たる行為
は、法的地位の変化に関わる行為でなければならない。②権能はそれを行使する
特権を伴うとは限らない。権能は、それを行使しない義務を伴う（それを行使す
ることが禁止されている）場合がある。権能が特権を含意すると考えると、この
ような場合は、一定の法的地位の変化を生じさせることが許可されており（その
ような変化を生じさせる特権を有しており）、かつそのような変化を生じさせる
行為をなすことが禁止されている（そのような行為をなさない義務を負っている）
という形で記述される。このような記述の仕方は、混乱をもたらすものであり、
不適切である。③反義務権能の存在を認めるならば、義務違反それ自体によって
法的地位を変化させることが権能の行使として記述されるので、権能が特権を含
意すると考えることに反対するより直接的な論拠となる。④特権と権能が別物で
あることは、それぞれの不存在を表す概念――義務と無能力――の違いからも明
らかである。無能力をもつ人格、すなわち権能を有しない人格は、ある行為によ
って法的地位を変化させることが法的に不可能である。これに対し、ある行為を
なさない義務を負う人格は、義務に違反してその行為をなすことができる。これ
らの根拠から、権能を特権の一種とみなすことは不適切であり、権能は特権を含
意しないと考えるべきである。 
第 8 章「義務の領域と権能の領域の相互関係」では、義務の領域と権能の領域

について、一方は他方に還元可能か、また可能であるとすればどのような方法が
考えられるかを考察する。まず、権能の領域を義務の領域に還元する立場を検討
する。これには、①権能は特権の一種である、ないし権能は特権を含意するとす
る立場、②権限規範の不充足の法的効果をサンクションとみなす立場、および③
権限規範の要件をなす事実を、行為規範の効力の前提にすぎないとみなす立場、
がある。しかし、①が不適切であることは第 7 章で示したとおりであり、また、
権限規範の不充足は義務違反とは異なる構造をもつので、②のように考えること
もできない。③のように考えることは可能だが、このような考え方には、法律関
係ないし法的地位の変化という動的側面に関わるある人格の地位を十分に記述
することができないという欠点がある。次に、これとは逆に、義務の領域を権能
の領域に還元する可能性を検討する。ホーフェルドは、各領域の概念のうち権利
と権能、特権と免除権が対応関係にあると考えた。このような対応関係を踏まえ
つつ、R・J・ハイルマンは、権利－義務関係が存在する場合、そこには権能－責
任関係が存在し、特権－無権利関係が存在する場合、そこには免除権－無能力関
係が存在するとして、権利者が権能、義務者が責任、特権者が免除権、無権利者
が無能力という地位をもつとする。これに対し、ゴーブルは、無権利が表す地位
は無能力ではなく権能であるとする。これらの見解は、もっぱら権利者の地位を
権能、義務者の地位を責任によって記述するものである。しかし、第 6 章で述べ
たとおり、義務者も自身の行為によって法的地位を変化させることができるので、
一定の権能――義務権能および反義務権能――を有すると考えられる。また、権
利者の強行権能は、義務者による反義務権能の行使の結果として付与されるもの
である。したがって、義務に相関する権利について強行権能説をとるとしても、
単純に「権利者の地位＝権能」、「義務者の地位＝責任」とすることは適切ではな
く、義務が違反される前の時点においては、権利－義務関係は義務者の権能と権
利者の責任によって記述されるべきである。 

 




