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〔翻訳〕

コンセイユ・デタ

「一般利益に関する考察　1999年報告書」
i, ii

訳　内　海　麻　利  iii

1．一般利益：フランスの政治思想と法体系の中心概念

（1）フランス政治思想の中心に位置する一般利益

　一般利益（intérêt général）は、行政活動の要石とみなされた。それは、一

般利益が行政活動の究極目的を決定し、その正統性に基礎を与えるとみな

されたということであり、また、そうした理解は正当なものである。本報

告書は、第 1部において、こうした観念が徐々に定式化されていったいく

つかの条件を分析し、どのようにして 2つの相異なった一般利益の捉え方

を生んだか、そして、この 2つの捉え方が国家と法へのさまざまなアプロー

i 本稿は、フランスのコンセイユ・デタ（Conseil d’État）のウェブサイトに掲載
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したい。また、調査報告課に仲介の労をとっていただいたフレデリック・ティ
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チにどのように影響しているかを分析している。

　実は、一般利益という考えが、それまで社会生活の究極の目的を形成

していた、きわめて強い道徳的かつ宗教的な含意を帯びる共通善（bien 

commun）の観念に徐々に取って代わっていったのは、ようやく 18世紀に

なってからのことであった。それ以来、一般利益の 2つの考え方が対立す

る。1つ目の考え方は、功利主義に（utilitariste）影響を受けて、共通利益

（intérêt commun）を個別利益（intérêts particuliers）の総和としか見なさない。

［この考えによれば］個別利益の総和は、経済主体による各々の効用の追

求から自ずと導き出される。このアプローチは、公権力の裁定に少しの余

地しか与えないだけでなく、国家に対する基本的な不信感をも表している。

もう 1つの考え方は、主意主義的本質を有するのであって、経済的利益の

暫定的で不確実な結合には甘んじない。この考え方によれば、こうした結

合では、社会を持続的に基礎づけることはできない。一般利益は、個別利

益を超えることを要請する。この見方では、一般利益は何よりも一般意思

（volonté générale）の表明である。そして、このことが、個人の個別利益を

超えて個人の総体（ensemble des individus）に課されるいくつかの目的を追

求するという使命を国家に与えるのである。

　一方の功利主義的、他方の主意主義的（volontariste）という 2つの考え方

の間の論争は、今日性と妥当性を少しも失っていない。この論争は、根本

のところでは、2つの民主主義観を分かつ亀裂を表している。つまり、一

方で、個人の民主主義というビジョンであり、それは、公共空間を、社会

のさまざまな構成要素が有する別々の、往々にして紛争的な諸利益間の共

存の責任を負うものに限定する傾向にあるものである。もう一方は、フラ

ンスの共和主義の伝統により近い考え方であり、それは、1つの政治共同

体を共に創るという至高の自由を行使するために、各々の帰属と利益を超

越できるという個人の能力に訴えかけるものである。

　立法と判例に表されるようなフランスの伝統が、個別利益間の単なる裁

定を超えた一般利益を奨励するようはっきりと決心したことは間違いな



四
六

93コンセイユ・デタ『一般利益に関する考察　1999 年報告書』（内海）

い。フランスの伝統が、一般利益の主意主義の系譜に位置付けられること

に異論の余地はない。

（2）一般利益、フランス公法の要石

　この民主主義の主意主義的な考え方は、このようにフランスの法と制度

の体系全体に深く痕跡をとどめてきた。その考え方が導く諸原則によって

一般利益を定義するのは、一般意思の表明たる法律の責務である。一般利

益の名において、国家の諸機関は、裁判官の統制の下で、命令規範（normes 

réglementaires）を規定し、個々の決定を行い、公役務を運営する。行政裁

判官は、まったく自然に、一般利益の保障者のなかで中心的役割を担うよ

う、また、その内実は極めて流動的である［一般利益の］概念の進化とと

もに歩むよう導かれた。そのため、本報告書は、その第 2部において、一

般利益の考え方は重要な公法判例の構築［物］のもとになるだけでなく、

行政に重要な公権力特権（prérogatives de puissance publique）の付与を認め

る数多くの特別立法の構築［物］の基礎に位置することを強調している。

　周知の通り、行政裁判官は、公法の基本的概念の定義に貢献することで、

公法を練り上げ、公法に個性を持たせることに寄与した。いくつかの概念

の定義に貢献しつつ直接の源として、もしくは、より散文的な表現をすれ

ば、種々の公法体制の背後をわれわれが見抜けるように、一般利益はこの

判例法（droit prétorien）に広く行き渡っている。公役務、公産、公の工作物、

公土木工事［の工作物］といった公法の重要な鍵概念には共通点がある。

つまり、公法の重要な鍵概念は、一般利益の本源的な概念に準拠すること

によってしか定義できない点であり、そして、それ自身のなかに自らの存

在理由を見いだす点である。一般利益の概念は、たとえそれが直接表現さ

れていないときでも、一方的行政行為理論と公共責任理論をはじめとする、

公法の特別体制を作りあげる諸理論の中核にすかし絵のように表れる。

　並行して、公法の分野の中で、それら自身もまた一般利益に無視できな

い地位を与えているいくつかの法律・命令制度が発展している。数多くの
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公法の条文の中で、とりわけ収用と都市計画に関する条文において、明示

的であるかいなかに関わらず、このように存在している一般利益の概念

―万一の場合は、公益（utilité publique）の概念のような類似の概念に置

き換えられる―は、公権力の介入の合法性の条件として現れる。一度こ

の条件が満たされれば、この条件は、主要な公権力特権に基盤を与えるこ

とで、公権力に対して、その介入のための特別な手段を提供する。さら

に、環境保護もしくは国土整備に関して最近制定された一連の法律条文の

中に、新しい傾向が示されている。一般利益の主意主義的考え方の一環を

明確になしながら、立法者の思考過程は、ルソーの理論によればまさに立

法者固有の権限に属する一般利益の定義を再びわが物としようとする立法

者の意思を反映している。一般利益とは何かを述べることで、立法者はこ

の利益［＝一般利益］の受託者となり、立法者自身のために民主的正統性

の源への回帰を要求するのである。

　しかしながら、一般利益の概念は、行政当局に普通法の限度を超えた特

権を付与する公法の重要概念の基礎であるだけではない。裁判官による一

般利益の究極目的の発見もまた、一定の条件の下では、いくつかの基本原

則には例外があることを正当化できるのである。裁判官が行わなければな

らないのは、まさに、これら諸原則の尊重と一般利益の究極目的との間の

妥協［＝調停］（conciliation）なのである。本報告書が分析しているように、

行政判例における一般利益概念の最も重要な機能の 1つは、その概念が表

象する上位の究極目的の名において、一定の権利と個人的自由の行使を制

限することである。とりわけ所有権と企業活動の自由、そして、平等原則

と法的安定性の原則といったいくつかの基本原則もこの権利と個人的自由

とみなすことができる。これらの原則と一般利益概念との突合せから生ま

れるのは、不毛で進展のない対置ではなく、むしろ実りの多い法的構築物

の全体である。本報告書は、この法的構築物を詳細に分析しており、そし

て、この法的構築物は公法分野全体の起源でもある。この段階では、次の

点を強調することが肝要である。すなわち、仮にこの任務が基本的に行政
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裁判官に課せられるとしても、その方向付けの役割を担うのは、その判例

において一般利益概念に重要な地位を与えている憲法院であるということ

である。 

2．一般利益：疑義を挟まれるが、その正当性を保つ概念

（1）疑義を挟まれる概念

　今日問題とされているのは、本質的には、一般利益の考えの主意主義的

な見方である。この主意主義的な見方は、その危機と呼べるくらいに、数

多くの異議申立の対象となっている。マルクス主義者はすでに、一般利益

は現実には国家の中で権力を手にした社会階級の利益でしかないと強調す

ることで批判していた。現代の自由主義思想が、社会構成員の利益とは区

別された、社会の利益として理解される一般利益の表象に対して厳しくな

いわけではない。自由主義思想は、そのような［一般利益］像が市民社会

と個人の自由にもたらす政治的危険を強調する。民主主義の進展が個人主

義的行動の重視を伴い、そしてそれが、トクヴィルが書いていたように、

諸個人の自ら固有の利益への閉じこもりと集合的理想の防衛に対する根本

的な関心の薄れをもたらす、まさにそうしたときに、これらの批判は、一

般利益に対する信仰の後退を引き起こさざるを得なかった。この現象は、

国家の正統性が問題視されることで、そして、真の一般利益を優位に立

たせることのできる国家の能力が問題視されることで、より深刻なものと

なった。

　一般利益の主意主義的概念は、このように、この価値を具現する任務を

負いながらも、その使命や機能様式を社会の変容にうまく適応させられな

いでいる国家への異議申立によって、脆弱なものとされている。国家を卓

越した原理、集合意思の一体性が目指される完全なる全体、市民社会の利

益の多様性に対する一般利益の保障者と捉えるような思想は、また、共通

の諸価値の優位を犠牲にして、アイデンティティーの多様性と利益の多元
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性を促進する傾向にある現代民主主義の全般的な進化によって打ちのめさ

れている。現代政治の原動力は社会の利益よりも個人の利益により多くの

場を与えている。ところが、市民の目から見れば、一般利益目的に準拠す

ることのみが、個別利益よりもこの共通利益を優位に立たせるまさにその

ために、国家装置が普通法に抵触する手段を用いることを正当化できる。

それらすべての理由によって、国家は市民の賛同を呼び起こすことにもは

や成功しなくなった。公共善（bien public）とは何かを国家が独占的に定式

化することすら否定されている。一般利益への信仰がこのように揺さぶら

れると同時に、本報告書が第 3部で分析している深い変化の数々が、一般

利益の定式化様式と同様に、一般利益の実行に向けて協力し合う種々の方

法にも悪影響を与えている。

　こうした国家の正統性の低下は特に経済の領域で顕著である。事実、集

団的効用の中に個別の効用の総和を見いだし、一般利益の中に個別利益間

の衝突の産物を見いだす理論が構想されたのは、経済の分析に基づいてで

ある。現代の自由主義は、18世紀に発展した功利主義的見方に新しい定

式化を与える。その定式化によると、一般利益は、各人が自発性を発揮し、

その創造能力を発現させるように各人に任された自由から生じうる。市場

の開放と自由競争の原理に中心的役割を与えることで、ヨーロッパ統合

は、本質的には、この自由主義的思考過程を自らのものとした。この思考

過程によると、市場は一般利益の敵であるわけではなくむしろ、とりわけ、

より良いサービスのための最も競争力のある価格の獲得を可能にすること

で、一般利益に積極的に貢献できる。

（2）正当性を保つ一般利益の考え方

　では、個別利益の総和を超えた一般利益を優先するフランスのパラダイ

ムは、糾弾されるのか。日々の経験が示しているのは、個別利益はたいて

い衝突するし、諸利益の事前調和（harmonie préétablie）［という考え］は信

仰からくる願いでしかないということだ。もっとも、自由主義思想の理論
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家たちは、市場がすべてについての答えを持ち、一般利益への唯一の道を

なすとは考えていない。たいてい短期的な要請を優先させる個々の利益の

連携では、経済的最適と社会的最適が同時に自ずと引き出されることはあ

りえない。仮に、一般利益が個別利益の単純な接合にとどまるのならば、

一般利益は、たいてい最も強い利益の表明でしかないだろう。そして、自

由への配慮が平等への配慮に勝るだろう。袋小路に至りたくなければ、個

人の民主主義は、個別利益を統合する一般利益の必要性を再発見するよう

導かれる。この過程は、必要な時に、市民社会の中で表される利益の間の

総合を実現するだけでなく、カテゴリーごとのエゴイズムを超えること、

また未来の世代の利益を考慮に入れることに貢献することが唯一できる国

家の仲裁を当然にもたらす。このように捉えられる一般利益だけが、実際

のところ、社会的紐帯（lien social）を維持する、もし可能なら強化するの

に適した一貫性を公のもの（chose publique）の管理にもたらすことができ

る。

（3）より実践的なアプローチへ向かう議論

　したがって、一般利益の本質と内容についての議論が終わりに近づいて

いるわけではないとしても、市民社会と個人的権利に高い価値を与える哲

学と共通目標とそれを定式化する国家に中心的な役割を与える哲学との間

の古い対立から抜け出してみることが肝要であろう。それでもやはり、議

論は今ではより実践的なものへ、つまり、国家の使命の範囲について、国

家の活動をより効果的でより正統なものにする方法について、そして、市

場の効率と一般利益の要請の間で見いだすべき均衡について、向かってい

るように思える。

　こうした思考過程は EU レベルでとくに目立っている。ローマ条約は、

一般利益を帯びる公共機関を含むすべての経済アクターに対して、競争

に関する EU 規則の厳格な適用を課している。本報告書でその詳細な分析

を行っている行政判例によって明確にされるフランス法の側では、EU 法
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［＝共同体法］（droit communautaire）が求めることからは独立して、公役務

の使命の遂行と競争法の尊重との間は原理的には両立不可能ではないとい

うことをすでに認めていた。すなわち、場合によっては起こりうる市場規

則への違反は、今では厳格に統率される。もっとも、一般利益は、フラン

ス公法のなかで、極めて多様な行政活動手続にいつも適合してきた。一般

利益と市場、自由主義化と公役務を対置させるよりむしろ、自由競争の文

脈の中で、連帯、社会的結束、地域の均衡もしくは環境保護といった諸価

値の表明である一般利益の目標の顧慮を探求することが重要である。われ

われはこのように、刷新された文脈の中で、デュギーがその中にこそ公役

務の存在理由を見いだしていた社会的相互依存の目標を再発見するであろ

う。著しく対立した諸点から出発して行われた接近過程の最後に、本報告

書は、市場原理と一般利益の目標との間のよりよい妥協へと導く、ナショ

ナルなアプローチと共同体のアプローチとの間の収斂を確認している。市

場と社会的結束との均衡を保つことは常に容易というわけではないが、そ

の方向性は、原則的には、今では広く受け入れられているようだ。

3．一般利益概念の再定式化に向けて

　それでも、一般利益概念が再定式化、もっと言えば再生を必要としてい

ることには変わりはない。つまり、この条件の下でこそ、一般利益概念は、

今日の経済的・社会的争点によりよく適応すると同時に、近代の諸価値と

よりよく調和し、現れる新規の必要によりよく応えることができる。

（1）一般利益概念を進化のなかで捉える考え方の維持のために

　それをするために、一般利益概念の内容を再定義するべきか。国内法ま

たは EU 法［＝共同体法］のいくつかの条文は、実際のところ、それが扱

う分野のために、一般利益の内容もしくは究極目的についての定義に有用

な諸要素を含んでいる。しかしながら、この概念の活力は、われわれがこ



四
〇

99コンセイユ・デタ『一般利益に関する考察　1999 年報告書』（内海）

の概念に厳格であらかじめ決められた定義を与えることができないという

ことに確実に由来している。［この概念の］柔軟性は、応えるべき社会的

必要と社会が直面する新しい争点に応じて進化しうる一般利益の考えと一

体である。いくつかの新しい要求が今日表明されている。この要求は、よ

り多くの個人的安全、排除のリスクに対するより多くの安全、教育や文

化へのアクセスにおけるより多くの平等、われわれの世代と将来の世代に

とっての生態系バランスのよりよい保全を獲得したいという市民の切望を

表現している。たとえ、並行して、特に商業領域の内部で、他の活動が今

後一般利益の究極目的に属さなくなることがありうるとしても、これら新

規の必要は考慮に入れられなければならない。国内法または EU 法［＝共

同体法］の条文の中で、提供される役務の合法性、質または価格といった

目標に頻繁に準拠するということは、長い間公役務の究極目的が要約され

てきた昔からある 3つセットの言葉―平等、継続性、適合―を拡大し、

精緻化しようとする関心の証左である。このように、一般利益の表象は絶

えず進化し、そして、社会の状態の指標にまでなる。しかも、一般利益概

念が持つ進化するという性質は、偉大な諸原則の永続性を妨げない。この

諸原則は、法の一般原則と結びつきながらまたは憲法的価値を有する法律

条文にまとめられることで、一般利益の追求ということに固有な合意値の

尊重を保障する。

　それでも、事前と事後についての 2つのガードレール（garde-fous）が不

可欠であるように思える。事前については、一般利益の定式化に関する、

事後については、一般利益の究極目的の実行に関するガードレールである。

（2）一般利益の諸目的の民主的な定式化のために

　第 1に、一般利益であるとみなされる目的の選択は、常に議論の対象た

りうることが肝要である。いかなるときも、その［＝一般利益の］目的が

実際に一般意思に従属し、一般利益の定義の責任を負う国家自体がこの共

通の利益に仕えるために、この［＝一般利益の］概念の輪郭を明確にする
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ことと、一般利益であると認められる目的を民主的手続によって［法的に］

有効にさせることが可能でなければならない。唯一立法者のみが、この共

通の意思を表す非人格化された一般的な規範を定める使命を持つべきだろ

う。そして、政府は、個々の状況に応じて、日常的に、［この規範の］執

行を保障するにとどまる。

　しかしながら、立法者の一方的な決定を優先し、行政によって実行する

という図式は、今日異議申立されている。民主的正統性が不完全な諸制度

によって規定される EU 規制の重要性が増していることで、すでに、国内

法規範は相当に相対化されている。これに対して、一般利益は今や、かつ

てのように国民共同体の次元にもはや限られることのない空間の中で高く

評価されうる。それ以上に、過去と同じような単純な手続に従って共通の

規範の定義を行うには、われわれの社会は複雑になりすぎ、そして、社会

が機能するための貢献のあり方は細分化されすぎた。市民社会を外から秩

序づける［＝命令する］国家（État ordonnant）像は、諸利益の間を調停す

る国家という新しい国家の表象に地位を譲っている。

　その結果、場合に応じて、地方分権化、意見聴取、契約化、または独立

機関による規制に依存する様々な手続が増加した。これらすべての技術は、

個別利益を統合し同時にそれを超える一般利益の定式化をより難しくする

ということで共通している。ところが、一般利益をより確かに引き出すに

は、多様な私的又は公的利益の間の妥協を作り上げるまたは和解を探求す

るだけでは足りない。一般利益は、元来、合意に基づくことは稀であり、

その定義は不可避の利益対立から生じるのであり、われわれが公的決定の

停止を避けたいのならば、最終的にはその利益の中から選択しなければな

らないのである。

　しかしながら、もし一般利益を和解的に［＝妥協的に］捉えること

（conception transactionnelle）が、今日一般利益の概念に悪影響を与える危

機の前兆であるとしても、それでも、可能なときはいつでも強制の手続を

信念の手続に置き換えることが、公的決定（décision publique）が新しい正
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統性を再発見できるようになる解決への道を作ることにつながりうる。最

終的な裁定は、一般利益を定式化するための権限を民主的に与えられた当

局［＝機関］の責に帰するが、そこで取り上げられた選択の正統性は、市

民に関係する決定の作成とその実行に市民をよりよく参画させることに

よって強化されることになる。

（3）一般利益の諸目的の実行の統制における裁判官の役割

　2つ目の保障は、行政による、一般利益の究極目的の実行の様式の統制

に関係する。裁判官の役割が決定的なものだと明らかになるのはこの段階

である。一般利益の究極目的の尊重は、［その］策定または実行へと一致

して向かう手続の質によって常に保障されているわけではない。権力が、

すべてのレベルで一般利益の方向で行動していることを検証する役目を負

うのは裁判官である。この役割は、行政の仕切り［＝縦割り］（cloisonnement 

de l'administration）と行政の近代化の限界が一般利益の優位性を保障するこ

とへの多くの困難を明るみに出しただけに、いっそうかけがいのないもの

である。行政の機能の仕方は、いつも、行政的利益（intérêts administratifs）

と個々の部門の利益との間の力関係に従属する。それゆえ、国家は、個別

利益間の裁定の機能、もしくは、単なる個別利益間の最小公分母（le plus 

petit dénominateur commun）の探求の機能の中に逃げたくなりうる。個別利

益間の単なる総合もしくは、それぞれがそれぞれの正当性を主張する地理

的もしくは（産業）部門別の公共の利益（interéts publics）の間の裁定を超え

たところにある、一般利益の捉え方を守ることは、明らかに裁判官の責務

である。たしかに、一般利益の諸原則を定式化するために十分な正統性を

唯一有する立法者に取って代わることは裁判官の責務ではない。しかし、

裁判官は行政活動が一般利益の諸目的に合致するよう統制しなければなら

ない以上、裁判官は、この［＝一般利益の］概念の内容と限界を明確にす

る権利が―そして義務が―ある。

　裁判上の統制が、その点について改良されたことは間違いない。裁判上
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の統制は、より複雑にかつより繊細になった。そして、判例のなかで、透

明性の要請が強調されたり、または収支決算技法の枠内での公明正大な利

益対立が強調されたりすることが、このことを物語っている。また、一般

利益が決して国家理性の口実とみなされないために、裁判官は、諸個人

の権利と一般利益の要請との間の厳正な和解を保障するように特に注意を

払っている。こうした進め方を慎重に―というのは立法者とは同じ正統

性を持っていないから―、しかし、粘り強く延長していくのは裁判官の

責務である。そして、裁判官は、必要な時には、法律条文の中の含意を明

示し、そして、必要なときにはいつでも、社会の要求と結びついた進化に

懸命に寄り添っていくのである。

4．一般利益は市民各人の問題

　しかし、一般利益についての議論は単に公権力の問題ということではな

い。実際には、この議論は各市民に関係している。一般利益を探求すると

いうことは、各人にとっては、各々自身の利益と距離を置けるということ

を含意する。ところが、諸個人は、何よりも彼ら固有の利益に関心がある

ため、まさに一般利益概念が包含する共通の究極目的を承認し―そして

受け入れる―ことにとても苦労する。この意味で、一般利益の危機は、

多くの人がその中で自己の位置を見出すことに苦労するような社会におけ

る共通の価値観の危機と無縁ではない。

　とりわけ利益の個別主義を優先する究極目的を高く評価することで、社

会は、普遍的なものが個別なものに勝りうる空間の発展を難しくしている

ことを認めざるを得ない。ところが、民主主義は、個人自身に、また、市

民としての負担を引き受ける個人の能力に完全に立脚している。一般利益

の探求が要請する規律の拒絶もしくは、公共善について見受けられる無関

心に対する制度的な治療法は存在しない。われわれは立法的手段によって

活力をかき立てはしない。権利の保持者たる個人―そして、自らの権利
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の保護に執着する個人―が市民らしく振る舞うように至り、18世紀の

哲学者たちがその中にこそ共和国の原動力を見いだしたこの徳を示すよう

に至るのは、強制によってではない。個人が一般利益の究極目的の定義と

実行に参加するのは、自律した責任ある存在としてである。

　この段階で、政治なるものは倫理と再び合流しようとしている。おそら

く、自由な市民を勇気づけて、社会でのよりよい共生のための絆である連

帯の価値を再びわが物とする気にさせるのに適した種々の取組、特に教育

分野での取組が探求されうるのは責任倫理の中だろう。200年前は新しく、

今日では異議申立される思想である一般利益は、このように強化されるこ

とで、来たる世紀において社会の目的を明確にすることに貢献するための、

力強さと正統性を十分に再発見できるだろう iv。

iv ウェブサイトでは、本要約の末尾に以下の論考が紹介されている。これ

らは、紙媒体の報告書に掲載されている。Didier TRUCHET, professeur à 
l'Université Paris II, « L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat : retour 
aux sources et équilibre » ; Jean-Eric SCHOETTL, Secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, « Intérêt général et constitution » ; Edmond HONORAT, Maître 
des requêtes au Conseil d'Etat, « La notion d'intérêt général dans la jurisprudence 
de la Cour de justice des communautés européennes » ; Bernard THIRY, professeur 
ordinaire à l'Université de Liège - Directeur du CIRIEC, « Les conceptions de l'intérêt 
général dans l'Union européenne » ; Alexander SCHAUB, Directeur général DG IV, 
« Libéralisation et respect de l'intérêt général » ; Jean-Jacques LAFFONT, professeur 
à l'Institut d'Economie Industrielle, « Intérêt général et intérêt particuliers » ; Jean 
BARTHELEMY, président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, « Le requérant et l'intérêt general ».




