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請求の趣旨 

 

１ 被告は、別紙図面１図示の 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、

1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-1 の各点を順次に結ぶ線（1-14

と 1-1 の点を結ぶ線は、陸岸又は第一橋梁の上流端の線とする。)によっ

て囲まれる水域、2-1、2-2、2-3、2-4、2-1 の各点を順次に結ぶ線（2-1

と 2-4 を結ぶ線は陸岸の線とする。)によって囲まれる区域および 2-5、

2-6、2-7、2-5 の各点を順次に結ぶ線（2-5 と 2-7 を結ぶ線は陸岸の線と

する。)によって囲まれる水域及び 2-8、2-9、2-10、2-8 の各点を順次に

結ぶ線 （2-8 と 2-10 を結ぶ線は陸岸の線とする。)によって囲まれる水

域において、沖縄県漁業調整規則 39 条所定の沖縄県知事の許可を受け

ることなく、岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取してはならな

い。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決を求める。 
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請求の原因 
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第１ はじめに 

１ 多くの沖縄県民の思い  

   ２０１４年１１月１６日沖縄県知事選挙で辺野古新基地建設に反対す

る翁長雄志知事が当選した。辺野古新基地建設について、これには反対

するとの県民の審判が下されたときであった。そこで、翁長知事は知事

就任後、２０１５年１０月１３日、前知事の行った辺野古新基地建設の

ための埋め立て承認を取り消した。それは多くの県民の思いを背景とし

たものであった。 

２ 最高裁判決を経ても手続きが履践されるべきこと 

   しかし、２０１６年７月２２日国土交通大臣が沖縄県知事を被告とし

て福岡高等裁判所那覇支部に対し、知事が埋立承認取り消しを取り消さ

ないことが違法であるとし、不作為の違法確認訴訟が提起された（福岡

高等裁判所那覇支部（行ケ）第３号）。この事件は最高裁判所まで争わ

れたものの、沖縄県知事が埋立承認を取り消した処分を取り消さないこ

とが違法であることを確認するとの趣旨の判決が確定した。そこで、沖

縄県知事は、判決の趣旨に従って、埋立承認取り消しは取り消した。 

 埋立承認の取消しが取り消されたとしても、沖縄県が国に対して、埋

立てに当たっての必要な諸手続を履践するよう求めること、沖縄県が、

法的に認められた必要なチェックを行うことは当然である。 

 国は、そのチェックを避けるためにか、埋立てに必要な手続きである

岩礁破砕許可を「不要」と強弁し、埋立てにがむしゃらに突き進もうと

している。裁判所におかれては、これまで「必要」としてきたものを「不

要」と強弁すること、それは、あまりにも便宜主義的であって、到底容

認できるものではないということを示していただきたい。 
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第２ 沖縄県の主張の要旨 

防衛省の地方組織である沖縄防衛局（所在地 沖縄県中頭郡嘉手納町

字嘉手納 290 番地９）は、普天間飛行場代替施設建設事業の事業主とし

て、公有水面埋立承認を得て、別紙図面１図示の 1-1、1-2、1-3、1-4、

1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-1 の各点

を順次に結ぶ線（1-14 と 1-1 の点を結ぶ線は、陸岸又は第一橋梁の上流

端の線とする。)によって囲まれる水域、2-1、2-2、2-3、2-4、2-1 の各

点を順次に結ぶ線（2-1 と 2-4 を結ぶ線は陸岸の線とする。)によって囲

まれる水域、2-5、2-6、2-7、2-5 の各点を順次に結ぶ線（2-5 と 2-7 を

結ぶ線は陸岸の線とする。)によって囲まれる水域及び 2-8、2-9、2-10、

2-8 の各点を順次に結ぶ線（2-8 と 2-10 を結ぶ線は陸岸の線とする。)

によって囲まれる水域(以下、上記の４つの水域を総称して「本件水域」

という。)において、公有水面埋立てに係る工事を行っている。 

沖縄県漁業調整規則 39 条１項は「漁業権の設定されている漁場内に

おいて岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、

知事の許可を受けなければならない。」と定めているところ（甲Ａ１）、

本件水域を「漁場の区域」に含む共同漁業権の免許が名護漁業協同組合

に付与されており（甲Ａ３、甲Ａ４）、本件水域は、「漁業権の設定され

ている漁場」に該当する。 

沖縄防衛局は、平成 26 年８月 28 日に、本件水域に係る公有水面埋立

事業のため、同日から平成 29 年３月 31 日までを許可期間とする沖縄県

漁業調整規則所定の沖縄県知事の許可（以下「岩礁破砕等許可」という。）

を受けたものの（甲Ａ５）、その後は改めて岩礁破砕等許可の申請をする

ことなく平成 29 年３月 31 日を経過した。沖縄防衛局、防衛省は、岩礁
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破砕等許可を得ない理由について、平成 25 年３月 11 日に名護漁業協同

組合が総会において漁業権の一部放棄の総会決議をしたことによって漁

業権が一部消滅したためであるとしている（甲Ａ15、甲 A17）。 

しかし、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）は、「放棄」と「変更」を

書き分け、「放棄」については漁業権者の意思表示のほかに行政行為を必

要とする規定を設けていないが、他方で、同法 22 条において漁業権者

の意思に基づく漁業権の「変更」1については変更免許による（すなわち、

漁業権者の意思表示のみでは効力を生じない）ことを定めているところ、

「漁場の区域」は免許によって定められた漁業権の内容をなすものであ

るから（漁業法 11 条１項）、漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」の

縮小は、漁業法上は、同法 22 条で規律される漁業権の「変更」に該当

する。したがって、漁業権者である漁業協同組合がいわゆる漁業権の一

部放棄の総会決議をしても、その総会決議のみにより免許内容である「漁

場の区域」の変動（縮小）という効力が生じるものではない。漁業権者

の意思に基づく漁場の縮小が漁業権の「変更」に該当するということは、

明治漁業法以来、当然のこととされてきたものであり（甲Ｂ12～18）、

現行漁業法下の水産行政も一貫してこの立場をとってきていたものであ

った（甲Ｂ１）。 

また、漁場計画制度を漁業法の目的達成のための基本的仕組みとして

採用した現行漁業法においては、なお一層のこと、私人（漁業権者）の

意思表示のみで漁業権の内容を変動させることは認められないものであ

る。すなわち、現行漁業法１条は「漁業生産力を発展させ、あわせて漁

業の民主化を図ること」を目的とし、この目的を実現するための方法と

                                            
1 漁業権者の意思によるものではなく、公益上の必要によりなされる「変更」は、漁業

法 39 条の漁業権の「変更」である。 
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して「水面の総合的利用」をあげている。そして、私的恣意を排して水

面を総合的利用するための基本的仕組みとして、免許の内容を事前に樹

立する漁場計画によって決定し、その後に免許申請をさせ、漁場計画と

異なる免許は認めないこととして、私人が「漁場の区域」等の漁業権の

内容（免許の内容たるべき事項）を決めることはできないとする漁場計

画制度（漁業法 11 条以下）を採用している。この漁場計画制度は漁業

法の根幹をなすものであり、漁業権者の意思表示のみで漁場計画によっ

て定められた漁業権の内容を変動させることは、漁業法の根幹に違背す

ることとなるから、漁業権者の意思表示で漁業権の内容である「漁場の

区域」を変動させることは認めえないものである（甲Ｂ各号証）。 

名護漁業協同組合がいわゆる漁業権の一部放棄の総会決議をしても、

「漁場の区域」の縮小を内容とする変更免許がない以上、「漁場の区域」

の縮小は生じないものであり、名護漁業協同組合の決議後も本件水域は、

「漁業権の設定されている漁場」に該当する。 

沖縄防衛局は普天間飛行場代替施設建設事業のための公有水面埋立承

認を得ているが、その願書に示された公有水面埋立工事の内容は岩礁破

砕等を伴うものである（甲Ａ７－１から５）。そして、沖縄防衛局は、沖

縄県知事に対して岩礁破砕等許可等申請を行わないで公有水面埋立工事

を行うことを再三にわたって明確に表明し、平成 29 年４月 25 日に公有

水面埋立本体工事着工を強行した（甲Ａ７－１から５、甲Ａ15、甲 A17、

甲 A19）。 

沖縄県漁業調整規則 39 条により、「漁業権の設定されている漁場内」

において岩礁破砕等行為をする者は皆、知事の許可を受けてそれを行わ

なければならないという作為義務を課されている。このことは裏を返し
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ていえば、何人も知事の許可を受けずには岩礁破砕等行為を行ってはな

らないという不作為義務を課されていることを意味する。そして、実際

に許可を受けずに岩礁破砕等行為がなされている場合に生じている義務

違反は、後者の不作為義務違反である～かかる不作為義務は、当該義務

を賦課した許可権者である沖縄県知事及びその所属する行政主体である

沖縄県に対する関係での義務であり、かかる義務は、地域の水域に存す

る水産資源を保護培養するという公益を保護するために課された義務で

ある。したがって、地域の水域の水産資源を保護培養するという公益保

護の主体として法令上位置づけられている沖縄県は、かかる義務の違反

者に対してこの義務履行を求める権利を有するということができ、いま

だ岩礁破砕等行為がなされてはいないが、知事の許可を得ずに岩礁破砕

等行為がなされることが確実であるといるような場合には、そのような

義務違反行為を事前に防止するための予防的な義務履行請求も認められ

るものである。また、岩礁破砕等の不作為を訴求することは、被告の岩

礁破砕等許可を得ずに岩礁破砕等を行ってはならない不作為義務の存否

が争われる事件であり、水産資源保護法、沖縄県漁業調整規則という法

令の適用により、解決することができるものであるから、法律上の争訟

に該当する。（甲Ｃ１・人見剛「県漁業調整規則に基づく許可を受けずに

岩礁破砕を行う者に対する差止め請求の可能性に関する意見書」）。 

そこで、原告は被告に対し、沖縄県漁業調整規則 39 条１項に基づく

公法上の不作為義務の履行請求として請求の趣旨第 1 項記載のとおり岩

礁破砕等の差止めを求め（行政事件訴訟法４条後段の実質的当事者訴訟）、

行政事件訴訟法７条・民事訴訟法５条５号により管轄を有する御庁に訴

訟提起するものである。 



15 
 

 

第３ 本件水域は「漁業権が設定されている漁場」に該当すること 

 １ 第３項の概要 

沖縄防衛局は、平成 25 年 12 月 27 日付けで沖縄県知事より本件水域

内の区域に係る公有水面埋立承認を得て、本件水域において公有水面埋

立てに係る工事を行っている。 

   水産資源保護法４条２項５号の委任に基づいて制定された沖縄県漁業

調整規則 39 条１項は「漁業権の設定されている漁場内において岩礁を

破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を

受けなければならない。」と定めているところ、名護漁業協同組合に、別

紙図面２図示のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んだ線及び最大高潮時海

岸線（ただし、河川部分については第１橋梁の上流端の線）により囲ま

れた区域を「漁場の区域」とする共同漁業権（以下「共同第５号漁業権」

という。）の免許がなされており、本件水域はこの漁場の区域内に位置す

る。 

沖縄防衛局は、本件水域内において公有水面埋立事業を行っていると

ころ、名護漁業協同組合が漁業権の一部放棄の特別決議をしたことによ

って、本件水域は「漁業権の設定されている漁場」には該当しないもの

となったと主張している。すなわち、沖縄防衛局は「工事の施工区域は、

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）等の法定手続を経て、名護漁業協同

組合が保有していた漁業権が放棄され、現時点で現に漁業権が消滅して

いる水域になっている状況に鑑みれば、沖縄県漁業調整規則（昭和 47

年沖縄県規則第 143 号）第 39 条第１項に定める『漁業権の設定されて

いる漁場内』に当たらないことから、岩礁破砕等の行為をしようとする
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場合には、同項に定める知事の許可を受ける必要はないものとの認識し

ております」（甲Ａ13）との見解を示している。そして、ここにいう「法

定の手続」の具体的内容について、平成 29 年４月 18 日の衆議院安全保

障委員会において高橋憲一政府参考人（防衛省整備計画局長）は「名護

漁協が法定手続に基づきまして、漁業権の放棄の手続をしていただきま

したので、この特別総会決議をもって放棄の手続をなされた段階で漁業

権は消滅したというふうに考えてございます。」と答弁し、名護漁業協同

組合の決議をもって漁業権が消滅したものであるとの主張を明らかにし

ている。 

しかし、この国の主張は誤りである。 

漁業法は、漁業権の「放棄」と漁業権の「変更」を区別している（漁

業法 31 条参照）。そして、漁業権の「放棄」については行政行為（認可

等）を必要とする規定は設けていないが、他方で、漁業法 22 条は、漁

業権の「変更」については、免許権者である都道府県知事の行政行為に

よって当初免許によって定まった漁業権の内容の変動が生じるとしてい

る。漁業権の内容を構成する要素を変えて漁業権の内容を変更すること

が漁業権の「変更」であるが、漁業権の内容を構成する要素は行政行為

（免許）によって定まるものであるから、新たな行政行為（変権行為）

によらず、私人（漁業権者）の意思表示によって行政行為（免許）によ

って定まった免許の内容を変動させることはできないことは、行政法理

論上、当然である。そして、「漁場の区域」は免許によって定められるも

のであるから、「漁場の区域」が漁業権の内容を構成する要素であること

自体は疑問の余地がない。したがって、漁業権者の意思に基づいて免許

によって定められた漁業権の内容を構成する要素であるの「漁場の区域」



17 
 

を変動（縮小）させることは、漁業法 22 条の定める漁業権の「変更」

に該当するものである。 

また、免許の内容を免許申請者が決定することができないとする現行

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）の基本的仕組みである漁場計画制度

（漁業法 11 条以下）よりしても、私的恣意による「漁場の区域」の変

動（縮小）は認められない。 

以下、２項において漁業権の意義・特質及び免許の仕組み（漁場計画

制度）について詳述する。 

これを踏まえて、３項において、「漁場の区域」の漁業権者の意思に基

づく変動（縮小）は、漁業権の「変更」として漁業法 22 条により規律

されるものであって、いわゆる漁業権の一部放棄の総会決議は漁業法上

の「放棄」と性質決定されるものではないから、当該総会決議のみによ

って漁場の区域の縮小（漁業権の一部消滅）という効果は生じないこと

について、詳述する。 

 

２ 漁業権の意義・特質と現行漁業法における漁業権の免許の仕組み（漁

場計画制度） 

(1) 漁業権の意義・特質 

ア 漁業権の意義 

漁業権とは、漁業（水産動植物の採捕又は養殖の事業）を営む権

利であり、行政行為（免許）によって設定されるものである（漁業

法 10 条）。 

そして、イに述べる漁業における水面利用の特質より、漁業権の

内容（免許の内容）は、漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業時
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期等の要素の組み合わせによって定められるものである（漁業法 11

条１項）。 

イ 漁業における水面利用の特質 

漁業のための水面利用の特質は、水面を立体的に重畳的に利用す

るもので、一つの水面において複数の漁業が重複して成立しうるこ

とにある。 

すなわち、「漁場の利用方式を考える場合、基本的なことは、土地

と異なる水面利用の特質である。土地は、平面的、単一的に利用す

るものであるから、これを区画してそれに利用権を与えればよい。

その区画された区域をどう使おうと他に影響を及ぼさないから、区

画された区域の利用を確保してやればよいのである…だが、水面は

立体的、重複的に利用し、一漁業の操業は必ず他の漁業に影響を及

ぼすから、水面を区画して分割所有させることはできず―借区制は

とれない。一定の水面に多種多様の漁業を包摂し、適当な調整下に

全体総合利用を図る方式としなければならない…水面利用の特質に

応じて多種多様の漁業をどう調整して全体の生産をあげるかが問題

の焦点である。すなわち、水面利用制度の問題は、漁業調整であり

―漁業調整とは単なる紛争の調停ではない、総合生産力を発揮する

ように多種多様の漁業を各当事者の私的恣意に放任せず、全体的見

地からこれをその適合した地位に置くことであり、生産力の問題か

ら個々の経営の内容にまで入る問題である」（水産庁経済課編『漁業

制度の改革』213～215 頁）、「漁業権とは、それぞれの漁業の免許

の内容(漁場の位置、区域、漁業種類、漁業時期等)の範囲内におい

て排他独占的に営む権利をいいます。漁業を行うために水面を利用
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するのは、農業のように農地を利用するのとは異なり、同一の水面

を、特殊の漁業を除けば、立体的に重畳的に利用するものであって、

一つの水面に一つの漁業だけが存在するものではありません。一般

には、漁業権も重複して免許されているのです。」（金田禎之『新編 

漁業法のここが知りたい（２訂増補版）』52 頁）というものである。 

この漁業における水面利用の特質より、水域の範囲を画すること

のみでは漁業を営む権利の内容を定めることはできず、このことは、

農地等の土地利用との本質的・決定的な相違点である。 

水域の範囲は漁業権の内容を特定する一つの要素であり、水域の

範囲のみをもって漁業権に内容を定めることはできないことから、

漁業権の内容は、漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等の

複数の要素の組み合わせによって初めて定まることになる（漁業法

11 条 1 項）。 

このように、漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等の組

み合わせによってはじめて権利の内容が定まるものであることから、

これらの諸要素の一つにでも変動があれば、権利の内容の本質的同

一性を認めうる場合であっても、新たな内容の権利ということにな

る。 

ウ 漁業権と物権とは本質において異なること 

(ｱ) 漁業法 23 条は、「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定

を準用する」とし、漁業権を物権とみなすことを定めているが、

「みなし」とは、本来性質の異なるものに同様の法的効果を及ぼ

すための擬制（legal fiction）であるから、物を直接に支配する権

利とは本来異質であることを前提とする。 
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すなわち、「漁業権は漁業を営む権利であり、有体物を直接支

配し、使用収益しうる権利である民法（明治 29 年法律第 89 号）

上の物権とその本来的性質は異なる」(漁業法研究会『最新 逐条

解説「漁業法」』168 頁)ものである。 

(ｲ) 漁業権については、土地に関する規定が準用されるが、このこ

とは、漁業権が、土地所有権や地上権等と同様に、物に対する直

接的支配と使用収益の権利であることを意味するものではない。 

登記（漁業法では登録）を対抗要件とすること、先取特権及び

抵当権の規定が準用されること、土地収用法が適用されることな

どの点については土地の規定が準用されるが、他方で、占有権、

地上権、永小作権、留置権、質権等の物に対する支配に関する規

定が漁業権に準用がないことは事柄の性質上当然のことと解さ

れている。 

漁業権について土地に関する規定が準用されるとしても、土地

に対する直接支配と使用収益を内容とする権利と、営業権である

漁業権とでは、その本質を異にするものである。 

立法の沿革よりしても、漁業権を物権とみなして土地の規定を

準用するという規定を設けたのは、漁業権について抵当権を設定

できるようにするためのものに過ぎない。すなわち、「共同漁業

権の場合には、漁場の特定とはいっても、そこには自由漁業も許

可漁業も現に共存している。定置・区画の漁業権にあっても他の

利用を妨げるものではなく、漁場とは当該公有水面の漁業上の一

側面をいうにすぎない。そもそも水面自体はだれのものでもない

というべきである。もともと漁業権に土地に関する規定を準用し
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たのは、漁業権を抵当権の目的としたことからきたものである」

（山畠正男「組合管理漁業権の性格」北大法学論集 28 巻４号・

29 巻１号合併号 10 頁）、「明治四三年に漁業法の全部改正が行わ

れたのです。この改正時に、『漁業権を物権とみなし、土地に関

する規定を準用する』という規定が漁業法第七条として入りまし

た。この規定を入れた立法趣旨は、もっぱら漁業権に抵当権を設

定するために物権とみなしたのだというように説明されていま

す」（浜本幸生『「漁業権って何だろう？』69 頁）とされている。 

また、現行漁業法の立案担当課の手になる水産庁経済課『漁業

制度の改革』は、「物権であるといっても原則として普通の財産

権のような譲渡性、担保性はないから、その物権としての効力は

第三者の侵害に対して物権的請求権を有することにあり―それ

も制限条件や委員会指示によって制約されて恣意的にふりまわ

すことは認められない―、第三者の侵害を排除しなければ成立し

ない漁業（定置等）であるから、あるいは漁民による漁場管理の

形態として（共同漁業権等）、物権としたので、したがってその

限度以上には私有財産的扱を認めない」（440 頁）としている。 

(ｳ) 以上のとおり、漁業権は、有体物、土地に対する支配権とは本

質を異にするものである。 

エ 漁業権は行政行為（免許）によって設定されること 

漁業法 10 条は、「漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県

知事に申請してその免許を受けなければならない。」と定めており、

漁業権は、行政庁の免許という行政行為によって設定される権利で

ある。 
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漁業権は免許によって設定されるものであるから、漁業権の内容

は行政行為（免許）によって定まることになるが、漁業法 11 条１

項は「漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容

たるべき事項」と規定しており、漁業種類、漁場の位置及び区域、

漁業時期等の要素により、免許の内容、すなわち漁業権の内容が定

められることを明らかにしている。 

換言すれば、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期は、漁業

権の内容である。 

 

(2) 現行漁業法における漁業権の免許の仕組み（漁場計画制度） 

 ア 明治漁業法下の漁場利用の問題点と現行漁業法制定の目的 

(ｱ) 我が国において、明治 34 年に最初の漁業法（明治 34 年法律第

34 号 いわゆる旧明治漁業法）が制定され、明治 43 年に全面改

正されていわゆる明治漁業法（明治 43 年法律第 58 号）が制定さ

れた。昭和 24 年に制定された現行漁業法（昭和 24 年法律第 267

号）の前身となるものは明治漁業法である。 

明治漁業法は、漁場の計画的利用という理念、制度を持たない

ものであり、免許権者が欲する漁業権の内容の免許申請をするこ

とができ、漁場の総合的高度利用を図ることができなかった。明

治漁業法については、「漁業制度改革以前の漁業権の免許の方式

は、いわゆる先願主義と更新制度をとつていたことが特徴であつ

た。すなわち、漁業権の免許を希望する者が自分の好きな位置を

選び、好きな内容の漁業権の免許を申請し、これに対し、免許官

庁は、既に免許を与えている漁業権と相客ママれないことのない限
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り免許するのを原則とし、漁業全体の総合的高度利用という立場

から、申請の適否をチエックする余地は全然なかつた。しかも、

いつたん免許された漁業権は、存続期間の更新制度によつて、漁

場条件の変化にかかわりなく、永久に続く権利と考えられた。こ

の結果、漁業権の設定は、全く各個人の意志に依存し、定置漁業

における前網後網の関係でしばしばみられたようにおびただし

い空権の発生があつたばかりでなく、海況、漁況等の漁場条件の

変化や、漁具、漁法の進歩にかかわりなく、漁場の利用関係は固

定化し、漁場の合理的利用を図ることは出来なかつたのである。」

（岩本道夫編『新漁業法の解説』78 頁）、「旧法当時、漁業権免許

については格別計画性は要求されず、個別に申請があれば随時、

申請にかかるところと相容れぬ漁業権が申請水面に存在しない

限りは欲する内容の漁業権を附与するのを原則とした。即ち漁業

権の免許を希望する側で、欲する位置を選んで欲する内容の漁業

権を申請すれば、行政庁はその位置に申請と相容れぬ漁業権がな

い限り随時免許（先願主義）したのである。そこには漁業権の免

許も一個の漁場を計画的に利用する施策の一つとの意識はなく、

いわば漁場の利用は免許行政庁の預かり知らぬ問題と考えられ

ていたといえよう。漁業制度が専ら秩序の維持（消極行政）を目

的としたこと（いわゆる警察目的）の当然の帰結である。」（大國

仁『漁業制度序説』57 頁以下）、「明治漁業法のもとでは、水面利

用の特質に由来する漁業調整の観点は、ほとんど考慮されること

なく、そこでは、私的財産権絶対の観念をもって漁業権を取り扱

い、それを私人に与え、権利対権利によって漁場を規律する方式
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がとられた。」、「旧制度のもとにおいては、漁業権の免許を希望

する者が自分の好きな位置を選び、好きな内容の漁業権（…）の

免許を申請し、これに対し、免許行政庁は、既に免許を与えてい

る漁業権と相容れないことのない限り免許をするのを原則とし、

漁場全体の総合的・効率的利用という観点から、申請の適否をチ

ェックする余地は全然なかった。」（杉田憲治『漁業法秩序の研究』

５頁、35 頁）というものであった。 

(ｲ) 現行漁業法の目的は、私人（漁業権者）の私的恣意を排して、

多角的、立体的に利用される漁場の総合的高度利用を確保するこ

とにある。 

現行法についての漁業法案及び漁業法施行法案の提案理由説

明においては、「両法案の提出されました政府の提案理由の内容

を申し上げますと、終戦以来、漁業問題の全国的解決につき、去

る第三国会において、漁業制度改革のため水産業協同組合に関す

る法律が成立し、すでに本年二月十五日より施行いたしておりま

すが、根本的には漁業生産に関する基本的制度、すなわち漁業制

度の改革を断行することが不欠可なものでありまして、現行漁業

制度は、明治三十四年の漁業法において初めて法制化され、同四

十三年の全面的改正によって確立されたものでありますが、これ

は旧来の慣行をそのままに固定したものであり、その後の諸般の

情勢の変化、特に漁業生産力の著しき発展にもかかわらず、基本

的部分については何ら改正を見ずに今日に至つたものでありま

す。政府は、その内容の根本的欠陥といたしましては、個個の漁

業権を中心に漁場の秩序が組み立てられているために、漁業生産
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力をあげるに不可欠な、相当広い水面を単位とした総合的な計画

性を持ち得ないこと、また適当な調整機構を伴わず、漁業権を物

権としたことの弊害面として、権利者に不当に強い力が与えられ、

漁場の秩序が漁民の総意によつて民主的に起用されておらぬこ

と等をあげられているのであります。これが漁業生産力の発展を

阻害し、また漁村の封建性の基盤をなしていると指摘しておりま

す。従つて、漁業生産力を発展させ、漁業の民主化をはかるため

には、この行き詰まつた漁場関係を全面的に整理し、新たに漁業

生産に関する基本的制度を定め、民主的な漁業調整機構の運用に

よつて水面の総合的高度利用をはかる必要を強調しております。

これが、漁業制度改革を実施するため必要な漁業法案及び漁業法

施行法案を提出されました政府提案の理由であります。」（第６回

国会衆議院会議録第 19 号）と説明されている。 

    そして、民主的な漁業調整機構の運用によって水面の総合的高

度利用をはかるための新たな漁業生産に関する基本的制度として、

現行漁業法は、漁場計画制度という仕組みを採用したのである。 

イ 漁場計画制度の仕組み 

(ｱ) 漁業権は免許によって設定されるものであるから、漁業権の内

容とは、漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等の免許の

内容たるべき事項（漁業法 11 条 1 項）にほかならない。 

  そして、この免許の内容（漁業権の内容）を定める仕組みにつ

いて、現行漁業法は、免許の内容（漁業権の内容）を免許申請者

が決めることはできないものとし、私的恣意を認めない仕組みを

採用している。 
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 したがって、漁業免許の申請者が、自ら「漁場の区域」を選択

して漁業権の免許を申請することはできない。 

(ｲ) 漁業法は、漁業権の免許に関し、免許の内容等を漁場計画によ

って事前決定し、その後に漁業権設定希望者が免許申請を行う(漁

場計画と異なる免許申請は認められない)とする仕組み（漁場計画

制度）を採用した。 

都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の総合

利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容

たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をして

も漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、漁業

計画（免許の内容たるべき漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業

時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間並び

に地元関係地区）を定めなければならない（漁業法 11 条１項）。

すなわち、漁業権を免許する「必要性」と、免許しても漁業調整

その他の公益に支障を及ぼさないという「公益適合性」の２つの

要件を具備する場合には樹立しなければならず、２つの要件を具

備する場合でないと樹立されないものである。 

そして、都道府県知事は、漁業計画を定めなければならないと

きは、漁民の要望及び漁場条件の調査を経て漁場計画（案）を作

成し、海区漁業調整委員会への諮問をし（漁業法 11 条 1 項）、海

区漁業調整委員会は、あらかじめ公聴会を開催（漁業法 11 条４

項）した上で、都道府県知事に答申し、都道府県知事はこの海区

漁業調整委員会の意見をきいて、免許の内容たるべき事項、免許

予定日、申請期間等を定め（漁業法 11 条１項。一般に「漁場計
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画の樹立」という。）公示する（漁業法 11 条５項）。このように、

漁業権の内容は、免許申請以前に漁場計画によって定められるも

のである。 

この免許内容の事前決定手続の後、漁業権設定希望者は都道府

県知事に対して免許申請を行うが（漁業法 10 条）、漁場計画と異

なる内容の免許申請は認められない（漁業法 13 条 1 項２号）。免

許申請がなされると、都道府県知事は海区漁業調整委員会へ諮問

し（漁業法 12 条）、海区漁業調整委員会は適格性の審査（漁業法

14 条）、優先順位の審査（漁業法 15 条から 19 条）をして都道府

県知事に答申し、これを受けて都道府県知事は免許又は不免許を

し（漁業法 10 条）、免許がなされた場合に漁業権が設定されるも

のである。 

なお、漁業法 11 条の２は、漁業権の空白を生じさせないため

に、現に漁業権を有する水面についての当該漁業権の存続期間満

了に伴う場合にあっては当該存続期間の満了日の３ヵ月前まで

に漁場計画を定めなければならないことを定めている。 

ウ 漁場計画制度は漁業法・漁業権制度の根幹をなすものであること 

(ｱ) 漁業法１条は、漁業法の目的について、「この法律は、漁業生

産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とす

る漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁

業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的と

する。」とし、水面を総合的に利用して漁場生産力を発展させるこ

とと、漁業の民主化を図ることを目的として定めている。 

(ｲ) 水面の総合的高度利用を図るという目的達成の基盤となるも
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のが、漁場計画制度である。 

(1)イにおいて述べたとおり、漁業のための水面利用の特質は、

水面を立体的に重畳的に利用することにあり、一つの水面に漁業

権は重複して成立しうることにあるが、このように水面利用の特

質から、その総合的高度利用が求められるものである。 

すなわち、「漁業法の目的は、水面を総合的に利用することに

よって漁業生産力を発展させることになっています。ある水面の

利用を考えてみた場合、例えば、立体的にも表層、中層、海底と

いうように、上から見れば同じ水面の中でも、立体的にそれぞれ

の漁業が存在する。それから、時期的に言っても、一つの場所に

時期によってはいろいろな漁業が存在しているわけです。このよ

うに、水面の利用というものは、非常に多目的で、しかも多種に

利用できるわけです。それで、そのような特質をもっている水面

を総合的に利用するには、もとになる総合的な利用計画を定めな

ければならないというのが、漁場計画制度の根本的なものの考え

方」（浜本幸生『〔最新〕早わかり「漁業法」全解説』291 頁）、「漁

場計画制度の意義 そもそも水面には、魚類、貝類、藻類などの

水産動植物が平面的にも立体的にも重複して分布していますの

で、これらを対象とする漁業もまた各種の形態のものが重なり合

って行われることになります。したがって水面を分割することは、

技術的に不可能なばかりではなく、漁業生産力の発展のためにも

適当ではありません。それで、ある水面全体の計画的な利用がお

のずから必要となってくるのです。」（漁協組織研究会編著『水協

法・漁業法の解説（21 版）』363 頁）とされているものである。 



29 
 

(ｳ) この漁場計画の樹立について、重要な役割を果たしているのが、

海区漁業調整委員会である。 

漁業法１条は、漁業法の目的について、「この法律は、漁業生

産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とす

る漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁

業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的と

する。」と定めている。 

水産庁在職職員を中心とした漁業法研究会の手になる『最新 

逐条解説「漁業法」』の同条の解説には、「『漁業生産に関する基

本的制度』とは、漁業生産に関するさまざまな制度の中で、漁業

生産にあたっては『漁場』を使用できるかどうかが基本的な出発

点であることから、『漁場を誰に、どのように使わせ、それを誰

が決めるかを定める制度』をいう。『漁業者及び漁業従事者を主

体とする漁業調整機構』とは、漁業調整委員会（海区漁業調整委

員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会）を指す

ものであるが、内水面漁場管理委員会もこれに準ずるものである。

『漁業調整』とは、水面を総合的に利用し、漁業生産力の民主的

発展を図ることをいい、本法の目的を示す概念である。『水面を

総合的に利用』するとは、一定の水面を多種多様な漁業が立体的

かつ重複的に用いることをいう。『漁業者及び漁業従事者を主体

とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつ

て漁業生産力を発展させ』るとは、各当事者の私的恣意に放任せ

ず、漁業調整機構が全体的な見地から、これら異なる漁業相互の

調整を行い、水面を最大限に活用し、漁業生産力を発展させるこ
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とをいう。土地は平面的、単一的に利用するものであるから、こ

れを区画して利用権を認めれば、その区域をどう使おうと他への

影響は通常大きくない。一方、水面は一定の水面に多種多様な漁

業を包摂し、立体的、重複的に利用され、一漁業の操業は必ず他

の漁業に影響を及ぼすため、水面を区画して分割所有させること

はできず、適当な調整の下に全体的かつ総合的な利用を図る方式

としなければならないのである。」(15 頁)とされている。また、

金田禎之『新編 漁業法のここが知りたい（２訂増補版）』は、「現

行漁業法の特色…最大のものの一つは、漁業調整委員会制度を取

り入れたことです。漁業法（第１条）の目的で『漁業者及び漁業

従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的

に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて民主化を図ることを

目的とする。』と規定されています。つまり、現行の漁業制度に

おいては、いかに水面を総合的に利用し、いかに漁業生産力を発

展させるかは、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構

＝漁業調整委員会システムの運用を図ったうえで行うことが原

則となっている」（75 頁）としている。 

この漁業調整機構、すなわち、海区漁業調整委員会が漁場計画

の樹立において果たしている役割について、浜本幸生『〔最新〕

早わかり「漁業法」全解説』は、「ある水面の総合利用計画を、

まず、法律上は知事の名前で立てる。しかし、実際には、総合利

用計画を立てるのは、第一条にありますように、海区漁業調整委

員会の運用によって立てるわけですから、実質的には、海区漁業

調整委員会の役割が、非常に大きな意義をもっています。海区漁
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業調整委員会のほうで、漁場利用計画、総合利用計画というもの

を先につくって、その総合利用計画の中でそれぞれ個別の漁業権

の位置付けをしてしまう。総合的な利用になじむように漁業権の

場所とか種類とかというものを、先に決定する。この方法によっ

て総合利用を図っていこうということが、漁場計画制度の根本で

あるわけです。」（291 頁）としている。 

(ｴ) 以上のような手続で決定・公示された漁場計画の内容と異なる

免許申請をした場合及び漁場計画が公示されていないのに免許申

請をした場合は、都道府県知事は免許をしてはならないとされて

いる。（漁業法 13 条１項２号）。 

漁業者が勝手に自分に都合のよい漁業権を欲しいという申請

を認めると、漁場の計画的な利用を図ることができなくなるから

である。 

    (ｵ) 以上のとおり、現行漁業法は、免許の内容、すなわち、漁業権

の内容は、漁場計画によってのみ定めることができるものとして、

漁業権者が漁業権の内容を決定するといった私的恣意を認めな

いという仕組み（漁場計画制度）を採用しており、この漁場計画

制度こそが漁業法の目的を達成するための根幹をなす仕組みで

ある。 
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３ 本件水域は「漁場の区域」から除外されていないこと（共同第５号漁

業権の「漁場の区域」の縮小はなされていないこと） 

 (1) 漁業権の免許の内容である「漁場の区域」の変動（縮小）は行政行

為によりなされること 

  ア 私人（漁業権者）の意思表示で行政行為の内容（免許の内容）を

変動させることはできないこと 

(ｱ) 漁業権は、行政行為によって設定されるものであるが、私権た

る財産権であり、権利自体は私法上の財産処分の客体となるもの

である2。 

しかし、このことは、漁業権の内容の変更を私人（漁業権者）

の意思表示で行えることを意味するものではない。行政行為によ

り定まった権利の内容を私人（漁業権者）が変動させることがで

きるのかということと、私人（漁業権者）が財産権の処分をでき

るのかということでは、事柄の性質がまったく異なるものであり、

混同されてはならない。 

漁業権の内容（漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等）

は行政行為（免許）によって設定されるものであるから、私人（漁

業権者）の意思表示によって行政行為の効果（免許の内容）を変

動させることができない。すなわち、「漁業権の内容変更は、漁

業権の貸付、譲渡等の処分と同一に論じ得る性質のものではない。

                                            
2 ただし、「水面が多角的、立体的に利用されている特質から、漁場の総合的高度利用

を確保するため、財産権としての性格に強い公共的制約が加えられている点が漁業権

の特色であり、漁業権の財産的性格は弱められている」（岩本道夫「新漁業法の解説」

30 頁）、「現行法において漁業権は、すでに自由な取引の対象ではあり得ない。現行

法では漁業権の制度も水面の総合利用及び漁業調整の方策の一つとして採用するので

あって、単なる私的利用保護の制度ではない」（大國仁『漁業制度序説』84 頁）とされ

ている。 
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いいかえると漁業権の内容変更は、財産としての処分の問題では

ない」（大國仁『漁業制度序説』91 頁）。 

都道府県知事の免許によって設定された漁業権の内容（漁業種

類、漁場の位置及び区域、漁業時期等）の変動は、あらたな行政

行為によってなされることになり、私人(漁業権者)の意思表示に

よって漁業権の内容を変動させることはできない。 

漁業権の内容の変動は、新たな行政行為によるか、または、物

理現象（水域の陸地化）によってのみ生じるものである3。 

免許により漁業権が設定されるという基本的仕組みは、明治漁

業法、現行漁業法に共通するものであり、いずれの解釈において

もこの理は当然とされている。すなわち、明治漁業法については、

                                            
3 漁業権は権利であるから、対象を失った場合には権利内容は不能となり、不能とい

う事実によって当然に権利の全部または一部について変動が生じることになる。水面

の陸地化という事実による権利内容の変動については、事柄の性質上当然のことであ

るが、変更免許は不要である。大審院昭和 10 年２月 22 日判決は「海岸線ハ自然カ其

ノ他ノ原因ニ依リ変更スルコトアルヘキヲ以テ前示海岸線カ変更シタルトキハ之ニ伴

ヒ当然右専用漁場区域モ亦変更ヲ来スへク特ニ漁場区域ノ指定変更等ノ処分ヲ俟ツノ

要ナキコトハ前示専用漁業免許ノ際其ノ漁場区域ヲ定ムルニ海岸線ヲ以テ陸地トノ限

界トナシ其ノ沖合ヲ同区域ト為シタル趣旨ニ照シ明瞭ナリ」とし、行政解釈においても、

「最大高潮時の海岸線を陸地側の限界としてその沖合の一定区域を漁業権の免許内容

である漁場区域と定めている場合は、浸食その他自然力によって海岸線が移動するに

伴い、漁場区域も自然に変更し、漁業法第二十二条第一項の変更免許等の処分を要し

ないと解する。海岸線の移動によって私有地が最大高潮時に海面下に没するにいたっ

たときも、また同様である」（昭和 33 年８月 29 日水産庁漁政部長鳥取県経済部長あて）

とされている。物理的現象による漁場の区域の変動について、変更免許を不要として

も、漁場計画で定まった免許の内容を、漁業権者の意思表示によって変更することに

なるものではなく、漁場計画制度となんら矛盾するものではない。なお、公有水面埋

立法と漁業法は法の趣旨・目的を異にする異なる法体系の法であるから、公有水面埋

立免許がなされたとしても、そのことによって漁業権の内容の変動が生じるわけでは

ない。大審院昭和 15 年２月７日判決は、「公共用水面埋立免許後該水面ニ付為サレタ

ル漁業免許ハ当然無効ノモノニ非ス」として、このことを明らかにしている。陸地化に

よる水面の滅失という物理現象により漁場が漸次縮減していくことにより権利の内容

の変動が生じることは、自然現象であれ人為的行為によるものであれ、変わるもので

はない。したがって、公有水面埋立により、水面が陸地化した場合でも、漁場の一部

滅失という物理的現象によって、自然に権利内容の変動が生じることとなる。前記大

審院昭和 15 年２月７日判決は、「其ノ埋立ニ必要ニシテ水面ノ公共用ト相容レサル施

設乃至埋立自体ニ因リテ其ノ漁業権ハ漸次減縮シ或ハ全ク消滅スルニ至ルヘキモノト

ス」としている。 
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「漁業権の変更に付ては三つの場合を考へ得る。その一は自然的

事実の発生に因る場合であり、その二は漁業権者の意思に基づく

場合であり、その三は行政官庁の処分に因る場合である。その中、

自然的事実の発生に因る場合と謂ふのは土地の状況又は海況の

変化、例へば土地の崩壊又は海底の隆起に因つて漁場の一部が滅

失したと謂ふ様な場合であつて、斯かる場合には当然漁業権の内

容たる事項に変動を生ずるのであるから、別に説明を要しないで

あらう。漁業権者の意思に基づく漁業権の変更は、漁業権の分割、

漁業の種類又は時期若は漁場其の他に付ての拡張縮小等を謂ふ

ものと観てよからう。」（長瀬貞一ほか『水産学全集』242 頁）と

され、現行漁業法においても同様に「漁業権の変更とは、その同

一性を害しない程度で、その内容を変更することをいい、おおむ

ね三つの場合が考えられる。 (1) 自然的事実の発生による場合 

海浜の状況、または海況の変化により、漁業権の内容である事項

に変動を生ずる場合である。 (2) 漁業権者の意思に基づく場合 

漁業権の内容たる漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内

容たるべき事項についての拡張、縮小等の場合である。 漁業権

の分割変更については、免許の場合と同様、免許官庁の免許をう

けなければならない。（法第二二条第一項）。」（工藤重男『判例通

達による漁業法解説』63 頁）とされている。 

以上のとおり、漁業権の内容の変動の原因には３つあるとされ

ているが、これをさらに、物理的現象による変動と新たな行政行

為による変動とに分類することができる。そして、新たな行政行

為による変更（漁業権の内容の変動）は、漁業権者の意思に基づ



35 
 

く（漁業権者の申請に対する）変更免許と公益上の必要によって

なされる漁業権の変更の２種類があることになる。漁業法 22 条

は漁業権者の意思に基づく（漁業権者の申請に対する）免許によ

る「漁業権の変更」を定め、同法 39 条は公益上の必要により都

道府県知事が「漁業権の変更」をすることができることを定めて

いる。 

水産庁経済課編『漁業制度の改革』は、同法 39 条の「漁業権

の変更」について、「『漁業権の変更』とは、漁場区域を縮めると

か、漁業種類を減らすとか、漁業時期を短縮するとかその他漁業

権の内容を構成する要素を変えて漁業権の内容を変更すること

をいう。旧法では『免許シタル漁業ヲ制限シ』という字句を用い

ていたが、これは制限條件の制限とまぎらわしく、漁業権に外部

から制限を加えてその結果間接に漁業権の内容を縮小するので

はなく、漁業権の内容を変えるのであるから、明確に漁業権を変

更するとした。したがって漁業権の変更には、第二十二条に規定

されている漁業権者の申請にもとづく変更の免許と本條による

変更の処分と両方あるわけである。」（513 頁）としている。 

    (ｲ) 漁業権が免許によって設定されるということは、明治漁業法、

現行漁業法のいずれにも共通した漁業権の基本的な仕組みであ

るが、行政行為の効果を私人の意思表示で変動させることはでき

ないということは、行政法の原理よりして当然のことであり、明

治漁業法においても、免許の内容を変動させるためには新たな行

政行為が必要とされていたものである。 
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明治漁業法についての体系書4である井出正孝『漁業法』（昭和

13 年）は、「漁業権の変更とは漁業権の目的たる水産動植物の採

補又は養殖の内容に関する変更である。漁業権の目的たる水産動

植物の採補又は養殖の内容は特定範囲の漁場、漁業種類、漁業時

期、存続期間等諸条件に依り構成せられたる特定内容のものであ

る。而して之等の諸条件は漁業法及施行規則に依り法定せられた

る一定の範囲内に於いて且つ行政官庁の免許処分に依り個々の

権利に付具体的に決定せられて居ることは既に之を述べた所で

ある。従て漁業権の目的たる採補又は養殖の内容を構成する前記

諸条件の内容の変更は即ち漁業権の変更となる。尤も之等諸条件

の変更に因り漁業権の同一性を失はしむるものは茲に所謂漁業

権の変更と謂ふを得ないが、唯例外として漁業権の分割に付ては

漁業法は第一〇条、第二八条等に於て特に漁業権の変更の一場合

として之を取扱つて居るが故に此の関係に於ては之をも漁業権

の変更の一部として説明することとする。而して漁業権の内容を

構成する前記諸条件は当該漁業権の免許処分を以て定められた

るものであるから、前記諸条件を変更することに依り漁業権の内

容を変更するには免許処分の内容を変更することを要する。然り

而して、既に為したる免許処分の内容の変更は法律の規定に依り

行政官庁の処分を以て之を変更することを認むる場合に非ざれ

ば之を為すことを得ざるは又当然の事理とすべく、従て漁業権者

其の他の者は任意に免許処分の内容を変更し以て漁業権の内容

に変更を加ふることを得ない。漁業法第一〇条第二項に『漁業権

                                            
4本書面における文献の引用においては、適宜、旧字体を新字体に変換している。 
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ハ行政官庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ分割シ其ノ他変更ス

ルコトヲ得ス』と規定したるは此の当然の事理を規定すると共に

行政官庁の許可処分を以て免許の内容を変更することに依り漁

業権の内容を変更し得る主要なる場合を規定せるものである。然

しながら漁業権の変更の原因は常に必ず当該漁業権の免許処分

の内容を変更する行政官庁の行為に限られ、他の原因に基き生ず

る場合なしと謂ふを得ない。他の原因に基き漁業権の変更を生ず

る主要なるものは漁場区域の一部の滅失に基く場合である。」

（115 頁以下）としている。 

   イ 漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」の縮小は漁業権の「変更」

に該当すること 

    (ｱ) 漁業権の内容は、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等

の要素によって定まるのであるから、その要素の一つにでも変動

があれば、権利の本質を異にするに至らなくても、権利の内容と

しては当初の免許で設定された権利の内容とまったく同一では

ない、新たな内容を持つ権利ということになる。 

      すなわち、漁業権の内容を変更することは、既存の権利内容を

変更して新たな権利内容を設定する変権行為であり、漁業法 22

条は、変更免許という特許5によりこれをなしうることを定めてい

る。 

                                            
5田中二郎『新版行政法上巻全訂第二版』は、「特許（Verleihung,Konzession） 直接

の相手方のために、権利能力・行為能力・特定の権利又は包括的な法律関係を設定す

る行為を、学問上、特許又は設権行為という（但し、実定法上はその用例一定せず、許

可、認可、特許等の用語が混用されている。）。鉱業許可、公企業の特許、公務員の任

命等のごとし。その効果の公法的たると私的たるとを問わない（鉱業許可は私権を設定

することである。）。普通、出願をその前提要件とし、出願の趣旨に反する特許は有効

に成立するをえない。既存の権利・能力・法律関係等を変更する行為も特許の一種で

ある。」（123 頁）としている。 
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      漁業権の「漁場の区域」を縮小することは、免許という行政行

為で設定された権利の内容を変動させ、権利の本質的同一性は失

わないまでも免許により設定された権利とは異なる新たな内容

をもった権利とする変権行為であるから、これが漁業権の「変更」

に該当することは当然である。 

      なお、漁業法 22 条３項は同法 11 条を準用しているから、漁業

権の変更免許の内容は、新たに樹立された漁場計画により定まる

ことになる。 

変更免許により設定された権利は、当初の免許と権利の本質に

おいて同一性を有するとしても、新たに樹立された漁場計画より

免許の内容たるべき事項が定められ、この内容について免許申請

をして免許を受けるのであるから、変更免許による変権行為につ

いては、新たな諸要素によって特定された新たな権利内容との関

係でみるならば、設権行為ということになる。 

    (ｲ) 明治漁業法において漁業権は免許により設定される仕組みが

とられ、現行漁業法はこの仕組みを明治漁業法から引き継いだも

のであるが、明治漁業法において、漁場の縮小が漁業権の「変更」

に該当するという解釈が確立していた。 

すなわち、片山房吉『漁業法講義』（昭和 17 年）は「漁業権の

変更とは、其の同一性を害しない程度で、其の内容を変更するこ

とを謂う…漁業権の分割、漁業の種類又は漁場其の他に付ての膨

張、縮小等の場合である。」（96 頁）とし、今村與作『水産関係法

規解説（改訂増補版）』（昭和９年）は「漁業権は行政官庁の免許

に依りて発生するものであるから変更するに付ても免許したる
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行政庁の許可を受くるのが當然である。漁業権の変更には漁場の

膨張、縮小、漁業の種類の増加減少、漁場の時期の延長、短縮等

がある。何れも漁業権者の出願に基き行政官庁がこれを許可する

のである。」（38 頁）とし、原暉三『日本漁業制度概論』（昭和９

年）は「変更とは、漁業権の同一性を失はざる限度に於て其の内

容を変更するのである。例へば漁場の増減、漁業時期、漁獲物の

変更等である」（175 頁）とし、星四郎『日本漁業法註解並ニ判例』

（昭和８年）は「漁業権の変更とは、其の同一性を害せざる程度

に於て、其の内容なる漁場、漁業時期、漁獲物の種類又は漁業の

種類一又は二以上に付て変更を与へることを謂ふ。漁場に付ては、

其の区域の増減又は部分的変更に限る。若し漁場区域を新旧全然

別にするときは漁業権の同一性を害するからである。」とし、長

瀬貞一ほか『水産学全集 漁業政策』（昭和８年）は「漁業権の

変更は、漁業権の分割、漁業の種類又は時期若は漁場其の他に付

ての膨張縮小等を謂ふものと観てよからう」（242 頁）とし、末弘

嚴太郞編石黒武重著『現代法学全集第 32 巻』（昭和５年）は「漁

業権の変更は、漁場、漁業時期、漁獲物の種類又は漁業の種類一

又は二以上に付て行はれるが、漁場に付ては、其の区域の増減又

は部分的変更に限る。何となれば、漁場区域を新規全然別にする

ときは、最早漁業権の変更ではなくして、別個の漁業権の設定と

なるからである」（428 頁）としている。 

現行漁業法の制定にあたって、明治漁業法の上記解釈と異なる

意味で漁業権の「変更」という同一文言を使用するとの議論はみ

られず、水産庁経済課編『漁業制度の改革』は「第二十二条、第
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三十一條、第三十三条―。多少字句の表現を変えている点はある

が、内容的には旧法と同じである。」（524 頁）とされている。 

    (ｳ) 水産庁経済課編『漁業制度の改革』は、漁業法 10 条の解説に

おいて「漁業権は、すべて行政庁の免許たる行政行為によって設

定される権利である。しかして漁業権の設定すなわち原始取得は、

行政庁の漁業の免許による以外は生じ得ない。『免許』とは、特

定人に対し権利を付与することを内容とする行政行為－設権行

為―であって、申請を前提要件としてこれに対してなされる。こ

の権利を付与する点において、単なる禁止を解除し本来の自由を

回復することを内容とする許可とは異なるのである。新法におい

て『免許』とは、漁業権設定の免許、漁業権の分割または変更の

免許、漁業権の存続期間延長の免許の三つがある。分割または変

更も、存続期間の延長もいずれも、一旦設定された漁業権の内容

をさらに変える―廣義－ことであり、その変わった部分について

は新たなる設権行為であるから、免許なる語を用いた。旧法にお

いては変更の場合は許可という語を用いているが、許可とは禁止

の解除であるので、この用法は法律上厳密にいうと適当ではない

ので、新法では免許と改めた」とし（444 頁以下）、22 条の解説

において「漁業権は知事の免許によつて発生する権利であり、そ

の内容は免許という行政行為によつてきめられる。この漁業権の

内容は、漁場計画のところで述べたように事前にその内容をきめ

てから申請者をつのつてその内容のものを免許するのであるが、

かくして内容の定つた漁業権は全く内容を変えられないのでは

なく、その後の海況の変化等事情が変れば変更しうるのであり、
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その一つの場合として当事者の申請によつて変更―漁業権の同

一性を失わせないでその内容を構成する要素、すなわち漁業区域、

漁業種類等を変えること―しうるようにしたのである。この場合

は変更した部分は新たに権利が設定されるわけであるから、設権

行為であり、したがつて新しく漁業権の設定を受ける場合と同様

に知事の免許を受けなければならない（一項）。分割は、旧法に

おいては変更の一態様として扱つていたが―分割ソノ他変更―、

これは従前の漁業権が変るという点で広い意味では変更である

が、従前の漁業権はなくなつて別に新しい漁業権が二以上できる

のであるから、従前の漁業権が内容を変えて存在するところの変

更とは異なる、そこで新法では『分割し、又は変更し』とならべ

て規定した。存続期間の延長は、これも広い意味では内容が変る

のがあるから変更であるが、これは、従前の漁業権が本来なら期

間満了して消滅するので同じ内容のまま期間が延長せしめられ

てさらに続くのであり、その意味で延長せしめられた漁業権の内

容は従前と同じである。したがつてこれは存続期間の延長として

別に規定した。漁業権の設定―全く新しく設定される―と以上に

述べた広い意味の漁業権の変更―既にある漁業権が内容を変え

る、その態様として狭義の変更と分割と期間延長の三者―は、い

ずれも権利が設定されるという本質において設権行為であるの

で、知事の免許を要することとした。」（524 頁以下）としている。 

      これはまさに、(ｱ)において述べたことである。すなわち、漁業

権の内容である「漁場の区域」を縮小することは、免許という行

政行為で設定された権利の内容を変動させ、権利の本質的同一性
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は失わないまでも免許により設定された権利とは異なる新たな

内容をもった権利とするものであり、新たな内容の権利について

はいわば設権行為であるから、漁業権の「変更」であり、免許と

いう行政行為によってなされることになるものである。 

   ウ 小括（漁業権が行政行為（免許）によって設定されることからの

帰結） 

     以上述べたとおり、漁業権は免許という行政行為によって設定さ

れるものであるが、「漁場の区域」は免許の内容たるべき事項として

免許によって定められるものであるから、免許という行政行為によ

って定まった内容を私人（漁業権者）の意思表示で変動させること

はできない。 

     本件水域を「漁場の区域」から除外して漁場を縮小することは、

行政行為、すなわち変更免許によらなければならないことは当然で

ある。 

いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業法上は「放棄」と性質決定

されるものではなく、漁業権者である漁業協同組合が、いわゆる漁

業権の一部放棄の総会決議をしても、その総会決議のみによっては、

「漁場の区域」の縮小という効果は発生しない。 

 

  (2) 漁場計画制度という仕組みよりしても、漁業権者の意思に基づく

「漁場の区域」の縮小は変更免許によらしめるべきこと 

ア 「漁場の区域」を免許申請者が選択できないこと 

「漁場の区域」は、漁業権の内容をなすものであるが、漁業権の

内容は免許によって定められるものである。この免許の内容は、免
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許申請がなされる前に、事前に知事の定める漁場計画によって決め

られ、漁場計画の内容と異なる免許をすることは認められていない

（漁業法 13 条）。漁業権の内容を免許申請者が定めることは認めら

れていないのであり、漁場の区域を免許申請者の私的恣意で定める

ことはできない。 

漁業権の設定後に、漁業権者が漁業権の内容を自由に選択できる

とするならば、免許設定について漁場計画制度を採用した趣旨が、

尻抜けとなり、没却されることになる。 

そこで、現行漁業法は、免許により漁業権が設定された後に漁業

権の内容を変更する場合についても、知事の定める漁場計画による

水面の総合的高度利用という仕組みを貫徹させている。 

すなわち、漁業法 13 条１項は、漁場計画の内容と異なる免許申

請があった場合、知事は免許をしてはならない旨を規定しており、

この規定が同法 22 条３項により変更免許についても準用されてい

る。したがって、漁場計画の内容と異なる変更免許の申請があった

としても、それに対して変更免許がなされることはありえないこと

になり、変更免許をするためには、都道府県知事が漁場計画を見直

し、その異なった漁場計画が漁業法 11 条に基づいて新たに樹立さ

れ、新たな漁場計画のもとに変更免許の申請がなされることが必要

となる。 

漁業権の変更の手続について、漁業法研究会『最新 逐条解説「漁

業法」』は、「漁業権の免許は、水面についての総合利用を考慮して

策定される漁場計画（免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請

期間及び地元地区若しくは関係地区。法第 11 条解説参照）に基づ
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いて設定されるものであることから、漁場計画に基づいて漁業の免

許がなされた後は、原則として漁業権の変更を行うべきではない（注

1、2）。しかしながら、天災地変その他による海況及び漁況の著し

い変動による場合や、資源的にみて明らかに計画が不適当であるこ

とが判明した場合には、漁業権の分割又は変更を行うこともやむを

得ない（注 3～5）。漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、

都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。漁業権

の分割又は変更の免許の申請があったときは、都道府県知事は、海

区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。漁業調整その他

公益に支障を及ぼすと認める場合は、分割又は変更の免許をしては

ならない（第 2 項）ほか、法第 13 条第 1 項各号に該当するときは、

漁業権の分割又は変更の免許をしてはならない。特に、第 3 項にお

いて準用する法第 13 条第 1 項第 2 号の規定上、都道府県知事は漁

場計画を見直し、法第 11 条第 1 項の規定に基づきこれを事前に定

めた上で同条第 5 項の規定に基づき公示しなければならず、申請者

は、漁場計画における申請期間内に都道府県知事に申請してその免

許を受けることとなる（第１項）。以上の手続によらない漁業権の分

割又は変更は、法第 39 条の場合を除き、一切認められない（注 6

～8）。 注 1、8：昭和 27 年 3 月 25 日 27 水第 2290 号水産庁長官

「漁業権切替後の免許及び漁業権の変更免許に関する件」（例規集

169）参照。 注 2：「衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁

場区域の一部削除に関する質問に対する答弁書」（平成元年 2 月 21

日提出の質問主意書に対する政府答弁書）（例規集 175）【要旨】漁

場区域の縮小を内容とする漁業権の変更の免許は、都道府県知事が
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漁場計画の趣旨に照らして漁場計画の見直しを行った場合において、

見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更免許を行うことができる

と解するが、漁場計画は水面について漁業上の総合利用ということ

を考慮して計画されるものであり、これに基づき漁業権が設定され

るものであることから、漁業計画に基づいて漁業の免許がなされた

後は、原則として漁業権の変更を行うべきではない。 注 3：昭和

33 年 8 月 29 日 32 水漁第 1275 号漁政部長「漁業権等の範囲につい

て」（例規集 123）【要旨】最大高潮時の海岸線を陸地側の限界とし

て漁業権の免許内容を定めている場合は、浸食その他自然力によっ

て海岸線が移動するに伴い、漁場区域も自然に変更し、漁業法第 22

条第 1 項の変更免許等の処分を要しないと解する。私有地が最大高

潮時に海面下に没するにいたったときも、また同様とする。 注 4：

昭和 10 年 2 月 22 日大院院判決【要旨】海岸線ハ自然カ其ノ他ノ原

因ニ依リ変更スルコトアルヘキヲ以テ前示海岸線カ変更シタルトキ

ハ之ニ伴ヒ当然右専用漁場区域モ亦変更ヲ来スヘク特ニ漁場区域ノ

指定変更等ノ処分ヲ佚ツノ要ナキコトハ前示専用漁業免許ノ際其ノ

漁場区域ヲ定ムルニ海岸線ヲ以テ陸地トノ限界トナシ其ノ沖合ヲ同

区域ト為シタル趣旨ニ照シ明瞭ナリ 注 5：昭和 47 年 9 月 22 日 47

－290 漁政部長「漁場計画の樹立に関する問答集について」（例規集

172）【要旨】埋立予定水面で従来の漁業を継続しうる場合には、漁

業区域の縮小に係る変更免許申請をすることは適当ではない。 注

6：参議院議員久保亘君提出公有水面埋立計画に関する漁業補償契

約ならびに総会決議に関する質問に対する答弁書（昭和 60 年 5 月

25 日提出の質問主意書に対する政府答弁書）（例規集 173）【要旨】
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漁業権を変更しようとするときは、漁業法上、知事の免許を受けな

ければならないこととされており、漁協の総会で「共同漁業権の一

部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変

更されるものではない。 注 7、9：平成 14 年 8 月 6 日 14 水管第

1745 号水産庁長官「漁場計画の樹立について」（例規集 99 の 2）参

照。」としている。 

また、地方自治法 245 条の４第１項に基づく技術的助言として発

せられた平成 24 年６月８日付け 24 水管第 684 号「漁場計画の樹立

について」水産庁長官通知は、「法第 22 条の漁業権の変更について 

漁業権の変更をする場合には、法第 22 条第３項において準用する

法第 13 条第１項第２号の規定上、漁場計画を見直し、法第 11 条第

１項の規定に基づきこれを事前に決定の上公示しなければなりませ

ん。」としている。 

   イ 漁業権の全面的放棄と「漁場の区域」の縮小（いわゆる漁業権の

一部放棄）の相違について 

(ｱ) 漁業法は「放棄」と「変更」という概念を区別し（同法 31 条）、

同法 22 条は「変更」については免許に係らしめているが、「放棄」

については許可を必要としていない。 

(ｲ) 漁業権の全面的放棄が「放棄」に該当することは当然であるが、

漁業権者の意思表示のみで漁業権を全面的に放棄することを認め

たとしても、漁業権者の意思表示のみで免許の内容を変動させる

ことにはならず、免許前の状態に戻るだけであり、漁業権の全部

放棄はいわば免許の返上と同じことである。 

  免許の返上に認可はいらないとすることと、私人が自ら免許の
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内容を変えることができないということは、なんら矛盾すること

ではない。 

(ｳ) また、全面的放棄を漁業権者の意思表示のみでなしうるとして

も、漁場計画によって定められた免許の内容たるべき事項を変動

させるものではなく、新たな漁場計画の樹立を必要とすることに

もならないから、水面の総合的高度利用の目的のために樹立され

る漁場計画制度との抵触という問題は生じない。 

このことについて、寶金敏明「いわゆる臼杵市風成公害予防闘

争控訴審判決について」（法律のひろば 69 頁）は、「共同漁業権

は、その権利内容（営む漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業

時期）が、当該権利設定前に、知事の定める漁場計画によって、

あらかじめ具体的、個別的にセットされている。漁業権者は、右

セットされた権利の返上をする事由は有する。その場合、知事は

改めて第三者に当該漁業権をそっくり与えればよいのであるか

ら、漁場計画の変更は問題となる余地がない。」と表現している。 

これに対し、いわゆる漁業権の一部放棄は、「漁場の区域」に

係る変動であるが、「漁場の区域」は漁場計画において定められ

るものであるから、これを変更して「漁場の区域」を縮小するこ

とは、漁場計画で定められた内容を変動させることにほかならな

い。 

前記寶金敏明は、「漁場の区域」の縮小という変更免許に関し

て、「漁業権者が、右セットされた漁業権の一部を壊して返上す

るとなると、漁業調整その他の公益上の見地から、チェックを要

する場合もある。」「免許の際には前述の公益判断が伴う」（69 頁）
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としている。 

現行漁業法は、２(3)において詳述したとおり、水面の総合的利

用の見地から予め樹立された漁場計画に沿って免許をする漁場

計画制度を採用したのであるから、漁業権の内容を特定する要素

を、漁業権者の意思表示のみで変動させることができず、その変

動は免許権者の公益的判断によってなされることは、現行漁業法

が、漁場計画制度を根幹的な仕組みとすることよりしても、当然

のことであると言わなければならない。 

 

  (3) 現行漁業法についての一般的解釈 

漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」の縮小については、これを

漁業法上の「放棄」とするという誤りをおかした下級審裁判例が一部

にみられるものの、漁業法 22 条に定める漁業権の「変更」であると

するのが現行漁業法下においても一般的な理解であるというべきであ

る。 

すなわち、現行漁業法に係る文献においては、「(1) 漁業権は内容

を定めて免許される。しかし免許後水族の繁殖、回遊状態の変化その

他の漁業事情の変化に伴い、権利の内容をこれに合わせる必要の生ず

る場合がある。漁業権の内容変更には、漁業権を分割する場合と狭義

の内容変更がある。漁業権の分割とは一個の漁業権を分けて二個以上

の権利とする場合であり、変更とは当該漁業権の内容とは異なる内容

のものとすることをいう。もっとも後者は、それによって漁業権の同

一性が失われるなら漁業権としては別個となり、単なる内容変更では

ない。従ってここに漁業権の内容変更とは、同一性を損なわぬ限度で
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その内容を変えることをいう。漁業権の内容変更は、漁場、漁業種類

（主要対象水族が漁業種類の構成要素となっている場合は主要対象水

族を含む）、漁業時期の各々について考えられるが、漁場については其

の区域の増減又は部分的変更に限られる。漁場区域が全く別区域とな

れば別の漁業権の設定にほかならないからである。漁業種類について

も定置漁業権及び区画漁業権は一漁業種類一漁業権（漁業種類毎漁業

権）を原則とする。従って漁業種類が変われば漁業権は別となり、も

はや漁業権変更の手続には依り得ず、新規免許の手続に依らねばなら

ない。漁業権分割の必要は多く漁場分割の必要が生じた場合に起こる

がむろんそれに限られない。共同漁業権は多くの場合一漁業権に複数

の漁業種類を包摂して免許される。従ってこの場合は漁業種類による

分割も可能である。(2) 漁業権の分割・変更には知事の免許を必要と

する。（二二条一項）。漁業権の処分の自由を基本とした旧法にあって

も、漁業権の分割・変更には行政庁の許可を必要とした（旧一〇条一

項）。ただこの点について、漁業権は物権と見做される財産権であるか

ら元来処分は自由であるべきだが、漁政の目的から制限されたものと

説く見解（星・判例・五五頁）があるが正しくない。漁業権の内容変

更は、漁業権の貸付、譲渡等の処分と同一に論じ得る性質のものでは

ない。いいかえると漁業権の内容変更は、財産としての処分の問題で

はない。漁業権は、行政庁によりその内容が決められて免許されるも

のであり、且つ物権法定主義の支配を受ける。加えてその内容は、現

行法では水面を総合的に利用する目的のもとに予め漁場計画に従って

決められるものである（漁業権の公的性格ないし社会性）。権利者によ

る漁業権の勝手な変更が許されないのはそのためである。漁業権の（狭
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義の）変更は、前述のように同一性を損なわずにその内容を構成する

要素を変えることである。この場合、変更とはいわば新たな権利内容

の設定である。」（大國仁『漁業制度序説』90 頁以下）、「漁業権の変更

とは、その同一性を害しない程度で、その内容を変更することをいい

…漁業権の内容たる漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容

たるべき事項についての拡張、縮小の場合である。」（工藤重男『判例

通達による漁業法解説』63 頁）、「漁業権の一部放棄と変更免許 漁業

権の一部放棄は、漁業権者のみの意思でできるが、これは、単に権利

者が意思表示を行ったにとどまり、これによって漁業権の内容を変更

することはできない。漁業権の内容を変更するには漁業権の変更免許

が必要になる。変更免許は、漁業権者から申請があった場合に知事が

行うことになっているが…漁場計画を立て直さない限り、漁業権の変

更免許をすることはできない。このため、漁業権の一部放棄による漁

場の縮小を漁業権登録簿に記載する場合は便法として『仮登録』の手

続をとっている」（田中克哲『最新・漁業権読本』203 頁以下）とされ

ている。また、金田禎之『新編 漁業法詳解（増補四訂版）』287 頁は、

「漁業補償の際に、組合の総会決議を経た上で、事業者との間で『漁

業権の変更（一部放棄）』の契約が交わされる事例が見受けられるが、

かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第二

二条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではな

い」としているが、この記述は、漁場の区域の縮小（いわゆる漁業権

の一部放棄）を漁業法 22 条にいう「変更」としているものにほかな

らない。 

裁判例では、高松地裁昭和 45 年４月６日判決（判例集未搭載。鈴
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木正明「判批」地方自治 288 号 36 頁に判決文引用。）が「漁業権の放

棄により漁業権が全部消減する場合は、漁業法上特別の手続を要しな

いから、当事者の放棄の意思表示の効力が生じたときに、漁業権も消

滅するものと解すべく…消滅決議がなされたとぎに消滅の効力が生ず

るというべきである。しかし、漁業権の一部放棄の場合は、漁業権の

変更に当るから、漁業法第二二条第一項により、都道府県知事の免許

あったときにはじめて、一部放棄の効力を生ずるものと解すべく…一

部放棄の場合は、漁業権の変更に当るから香川県知事の免許がなけれ

ば、放棄、すなわち消滅の効力が生じない」とし、また、福岡高裁宮

崎支部平成 1 年５月 15 日判決・判例タイムズ 710 号 143 頁は、漁業

協同組合が漁業権の一部放棄を決議した事案について、「漁協は、公有

水面埋立完成による漁業権の事実上の消滅に同意したに過ぎず埋立完

成までは漁業権は消滅しない」と判示している。 

また、最高裁昭和 60 年 12 月 17 日判決・判例タイムズ 583 号 62

頁の事案は、漁場の区域の一部除外についての漁業法上の性質決定が

争点とされた事案ではないが、「本件公有水面を右漁業権に係る漁場の

区域から除外する旨の漁業権の変更を議決し、漁業法二二条一項の規

定に基づき、昭和四八年六月二五日、右漁業権の変更につき被上告人

の免許を受けた。」という事実について、「漁業権の変更につき漁業法

八条三項及び五項の規定の適用はなく、また、これを類推適用すべき

ものともいうことができないから、伊達漁協の前記漁業権変更の議決

を無効とすることはできない。」としており、漁場の区域の一部除外は

漁業権の「変更」と性質決定されることを示している。 

一部の下級審裁判例において漁業法に対する基礎的理解の欠如から
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異なる判断が示されたことがあるとはいえ（これら下級審裁判例が誤

りであることについては４において後述する。）、現行漁業法下におい

ても、明治漁業法下の通説と同様、漁業権者の意思に基づく「漁場の

区域」の縮小は漁業法 22 条の「変更」に該当するとの理解がなされ

てきたものである。 

 

(4) 「漁場の区域」の縮小に係る従前の行政解釈等 

従前の行政解釈において、「漁場の区域」の縮小が「変更」に該当す

るとされてきたことは一義的に明らかというべきである。 

ア 政府答弁書 

(ｱ) 参議院議員久保亘君提出公有水面埋立計画に関する漁業補償

契約ならびに総会決議に関する質問に対する答弁書（答弁書第四

一号内閣参質一〇二第四一号昭和六十年六月十四日） 

    【質問】 

二 総会決議について 

３ 「埋立への同意」が、漁協総会で議決された場合、共同漁

業権は、その決議によつて一部消滅するのか。 

４ 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が、漁協総

会で議決された場合、共同漁業権は、その決議によつて一部

消滅するのか。 

【政府答弁】（以下「昭和 60 年６月 14 日付け答弁」ということがある。） 

二の３について 

御指摘の「埋立への同意」は、公有水面埋立法（大正十年法

律第五十七号）第四条第三項第一号の同意を指すものと考えら
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れるが、これにより直ちに共同漁業権が消滅するものではない。 

二の４について 

 漁業権を変更しようとするときは、漁業法（昭和二十四年法

律第二百六十七号）上、都道府県知事の免許を受けなければな

らないこととされており、漁業協同組合の総会で「共同漁業権

の一部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁業権が

当然に変更されるものではない。 

(ｲ) 参議院議員久保亘君提出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償

についての漁協の権限に関する質問に対する答弁書（答弁書第四

四号内閣参質一〇四第四四号昭和六十一年五月二十七日） 

【質問】 

一 共同漁業権の一部放棄について 

 昭和六十年五月二十五日、私が提出した質問主意書に対す

る答弁書（内閣参質一〇二第四一号）において、「漁業権を

変更しようとするときは、漁業法上、都道府県知事の免許を

受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総

会で「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、その

ことにより漁業権が当然に変更されるものではない。」と述

べられている。 

 右答弁に関して、さらに、以下の（一）ないし（三）の質

問に答えられたい。 

（一） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で

議決され、当該議決に基づき漁協より「漁業権の変更免許」

の申請があつた場合、都道府県知事は「漁業権の変更免許」
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をなすことができるか。漁業法第十三条第一項第二号に基づ

き、右変更免許はできないと解すべきか。 

（二） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で

議決された場合、都道府県知事が、一部放棄の対象区域を漁

場区域から除外した内容の新たな漁場計画を樹立し、その新

規の漁場計画の下に、申請に基づき「漁業権の変更免許」を

なすことは可能か。漁場計画は、漁場の総合利用と漁業生産

力の維持発展を目的として樹立される（漁業法第十一条）こ

とから、右のような漁場計画の新規樹立は不可能と解すべき

か。 

（三） 前述した（一）及び（二）に対する答弁がいずれも「でき

ない」である場合、「共同漁業権の一部放棄」は、結局、法的

には実現せず、一部放棄の対象区域には、従前どおり、一定

の資格を有する組合員の「漁業を営む権利」（漁業法第八条）

が存在すると解してよいか。 

【政府答弁】（以下「昭和 61 年５月 17 日付け答弁」ということがある。） 

一について 

 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一

項の規定による漁業権の変更の免許の申請があつた場合にお

いて、同条第三項において準用する同法第十三条第一項第二号

に該当するときは、都道府県知事は免許をしてはならないこと

とされている。 

 また、御質問のように、漁業権者が漁場区域の縮小を内容と

する漁業権の変更の免許を受けようとする場合に都道府県知
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事がいわゆる漁場計画の見直しを行つた上で変更の免許を行

うことについては、漁場区域から除かれる区域について現在免

許を有している者に免許を与えておくことが、水面につき漁業

上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の

免許をする必要がある場合に漁場計画を定めなければならな

いという制度の趣旨に照らし、必要でない場合には、都道府県

知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、その

見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うこと

ができると解している。なお、漁場計画は水面についての漁業

上の総合利用ということを考慮して計画されるものであり、こ

れに基づき漁業権が設定されるものであることから、漁場計画

に基づいて漁業の免許がなされた後は、原則として漁業権の変

更を行うべきでない旨指導してきている。 

(ｳ) 衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削

除に関する質問に対する答弁書（答弁第一一号内閣衆質一一四第

一一号平成元年三月十四日） 

【質問】 

共同漁業権の漁場区域について、漁業生産力の維持発展上、一

部削除は好ましくないものであるが、次のような場合に一部削除

することは、漁業法に照らして適法か否か。また、法的に無効か

否か。 

それぞれのケースについて答えられたい。 

一 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会

で議決され、当該議決に基づき、漁協より「漁業権の変更免
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許」の申請があった場合、変更免許を通じて、放棄対象海域

を一部削除すること。 

二 漁業権の免許更新時に、埋立計画の存在を理由として埋立

予定海域を一部削除すること。 

三 一と同様なケースで一部削除を内容とする変更免許を行

った後、免許更新時に再び同一内容の免許をなすこと。 

【政府答弁書】（以下「平成元年３月 14 日付け答弁」ということがある。） 

一について 

 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項

の規定による漁業権の変更の免許の申請があった場合において、

同条第三項において準用する同法第十三条第一項第二号に該当

するときは、都道府県知事は免許をしてはならないこととされて

いるが、御質問のように漁業権者から漁場区域の縮小を内容とす

る漁業権の変更の免許の申請があった場合において、漁場区域か

ら除かれる区域について現在免許を有している者に免許を与え

ておくことが、水面につき漁業上の総合利用を図り漁業生産力を

維持発展させるため漁業の免許をする必要がある場合に漁場計

画を定めなければならないという制度の趣旨に照らし、必要でな

いときは、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見

直しを行い、その見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免

許を行うことができると解している。なお、漁場計画は水面につ

いて漁業上の総合利用ということを考慮して計画されるもので

あり、これに基づき漁業権が設定されるものであることから、漁

場計画に基づいて漁業の免許がなされた後は、原則として漁業権
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の変更を行うべきではない旨指導してきている。 

二について 

 漁業の免許の切替えが行われる場合において、埋立計画に係る

水面について漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展さ

せるため漁業の免許をする必要があると認められないときに、当

該水面について漁場計画を定めないことは、適法である。なお、

漁業の免許の切替えが行われる場合において、従来の漁場区域で

ある水面について漁場計画を定めないこととするときは、漁場計

画に関する制度の趣旨にかんがみ、特に慎重な検討を行うよう指

導してきている。 

三について 

 漁業の免許の切替えが行われる場合において、漁業法の規定に

従い、埋立計画に係る水面が漁場区域から除かれた漁場計画を定

めたときは、当該漁場計画に即して埋立計画に係る水面を漁場区

域から除いた内容の漁業の免許を行うことができる。 

イ 水産庁長官の地方自治法 245 条の４に基づく技術的助言（24 水

管第 684 号平成 24 年６月８日「漁場計画の樹立について」） 

漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で

「漁業権の変更（一部放棄）」等を約する旨の契約が交わされる事例

が見受けられますが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事

上の問題であり、法第 22 条の規定上、このことにより漁業権が当

然に変更されるものではありません。 

ウ その他水産庁の従前の見解(昭和二七年一〇月二日付二七水七九

〇二号「漁業法第二二条の事務取扱上の解釈について」水産庁漁政
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部長通知) 

一 共同漁業権 

イ 漁場の変更 

(A) 漁場を拡張する場合 

当初の漁場計画の際の測量の誤り等の理由で止むを得ず 

漁場を拡張する場合、その漁業権の本質が変わらず且つ他の

漁業に影響を及ぼさない程度の拡張ならば、法第二二条の変

更として処理することは差し支えないが、拡張の範囲が相当

大きくなると近隣の漁業にも影響を及ぼすことは必至であ

るから、このような場合には法第二二条で処理せず、新規計

画として処理すべきである。 

(B) 漁場を縮小する場合 

他漁業と関係がないものと考えられるから法第二二条の変 

更手続きでよい。 

ロ 漁業種類の変更 

(A) 追加する場合 

他種の漁業の追加（例えば現在第二種の漁業がない漁業種に

小型定置網漁業等の第二種の漁業を追加する場合）は勿論同種

の漁業の追加（例えば現在第三種の内容に地びき網漁業を含ん

でいる漁業権に船びき網を追加する場合）も変更ではなく、新

規免許として取扱うべきである。 

(B) 削除する場合 

申請者からの申出による場合、法第二二条の変更手続きでよ 

い。 
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ハ 漁期の変更 

計画が誤っていた場合は漁期を動かすということも考えられ 

るがこのうち漁期を短縮する場合は法第二二条の手続を踏めば

よいが、延長する場合は、新規免許と同様法第一一条により行う

べきである。 

エ 公有水面埋立事例における漁業調整規則による岩礁破砕等許可の

要否についての行政実務 

以上見たとおり、国が、漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」

の縮小について漁業法 22 条の「変更」に該当するとの解釈を採用

してきたこと、漁業協同組合が「一部放棄」の特別決議をしてもそ

れのみでは漁場の縮小（漁業権の一部消滅）という効果は生じない

としてきたことは、一義的に明らかである。 

したがって、この国の見解を前提とすれば、漁業協同組合が漁業

権の一部放棄の特別決議をし、公有水面埋立免許ないし承認がなさ

れたとしても、漁場の縮小を内容とする変更免許がなされない限り、

水面が物理的に消滅するまでは漁業権は設定されており、岩礁破砕

には漁業調整規則による許可を要することになる。平成 13 年６月

５日付けで沖縄県がした「既に公有水面埋立法に基づく埋立免許を

受けた区域（中城港湾泡瀬地区）において、埋立のための岩礁破砕

を行う場合であって、当該漁業権者が漁業権の消滅に同意し、仮登

録もなされ、漁業補償もなされている場合において、沖縄県漁業調

整規則（昭和 47 年沖縄県規則第 143 号。以下「規則」という。）第

３８条の規定に基づく知事の許可を受ける必要があるでしょうか。」

という照会に対し、同月５日、水産庁は「沖縄県漁業調整規則第 38
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条に基づく岩礁破砕等の知事許可は必要である。漁業権者が漁業権

の消滅に同意し、仮登録がなされ、漁業補償がなされても、漁業権

は存在する。漁業権の消滅の同意は契約行為であり、当事者間の話

であり、岩礁破砕等の許可権者である知事が知るところではない。

当該許可は、水産資源保護法に基づくものであり、同法の目的は「水

産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持す

ることにより、漁業の発展に寄与すること」であるので、知事は同

法の目的に鑑み、岩礁破砕等の許可をすべきか否かを判断すべきで

ある。漁業権者が漁業権の消滅に同意したからといって、漁業権が

消滅したわけではなく、岩礁破砕等の許可がいらないということに

ならない。漁業権の消滅に同意した漁業権者が岩礁破砕等に同意す

ることは矛盾せず、両立し得る」と回答している（甲Ａ８）。 

この水産庁の見解に基づき、沖縄県においては、漁業権の一部消

滅等の決議がなされても岩礁破砕等を行う場合には沖縄県漁業調整

規則 39 条所定の許可を求めてきたものである。 

過去５年間の本県内の事例をみても、那覇空港路滑走路増設設備

事業（平成 26 年２月 14 日岩礁破砕等許可）、普天間飛行場代替施

設建設事業（平成 26 年８月 28 日岩礁破砕等許可）、白浜港港湾整

備事業（平成 26 年 11 月 27 日）、村道 77 号線黒崎原支線整備事業

周辺海域整備事業（平成 28 年５月 10 日岩礁破砕等許可）、那覇空

港滑走路増設事業整備(平成 29 年３月９日岩礁破砕等許可)と、すべ

ての公有水面埋立事案において、岩礁破砕等許可申請をして許可を

得たうえで岩礁破砕等を伴う工事がなされている。 

漁業協同組合が漁業権の一部消滅等の決議をしただけでは漁業権
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は消滅せず、岩確破砕等を行うためには岩礁破砕等許可を要すると

いうことは、確立した行政実務である。 

 

(5) 小括 

    「漁場の区域」は行政行為（免許）によって定められるものである

から行政行為の効果を私人（漁業権者）の意思表示で変動させること

はできないこと、現行漁業法は私的恣意を排除して水面の総合的高度

利用をするために漁業権の内容を予め漁場計画で定めてこの漁場計画

と異なる免許をなし得ないとしているものであり私人（漁業権者）の

意思表示で「漁場の区域」を変動させることを認めることは漁場計画

制度と相容れないことより、漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」

の縮小は、変更免許によってなされるものである。 

    したがって、名護漁業協同組合が、本件水域について漁業権の一部

放棄の特別決議をしても、その決議は漁業法上の「放棄」と性質決定

されるものではなく、「漁場の区域」の縮小についての変更免許がなさ

れていない以上、本件水域は、漁業権の「漁場の区域」に含まれ、「漁

業権の設定されている漁場」に該当しているものである。 

 

４ 一部の下級審裁判例に見られた漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」

の縮小の漁業法上の性質決定についての誤り 

漁業権者の意思に基づく「漁場の区域」の縮小が漁業権の「変更」に

該当することは明治漁業法の解釈、現行漁業法制定後の解釈においても

当然のこととされてきたものであり、現行漁業法下の裁判例においても、

高松地裁昭和 45 年４月６日判決は、「漁業権の一部放棄の場合は、漁業
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権の変更に当る」と明確に判示している。また、最高裁昭和 60 年 12 月

17 日判決は、漁業権の一部放棄（漁場の区域の一部除外）の性質決定が

争点とされた事案ではないものの、前述したとおり、「漁場の区域」の一

部除外を漁業権の「変更」としている。 

しかしながら、行政法理論及び漁業権の変更と漁場計画制度について

の準用条文の基礎的理解の欠如により、漁業権者の意思に基づく「漁場

の区域」の縮小が「変更」に該当しないという誤った判断を示した下級

審裁判例があるため、念のため、その誤りを明らかにしておくこととす

る。 

(1) 大分地裁昭和 46 年７月 20 日判決・判例タイムズ 265 号 114 頁 

本判決は、いわゆる臼杵訴訟の一審判決であるが、漁業権者の意思

に基づく「漁場の区域」の縮小について、「私権である漁業権は不動産

に対する物権の場合と同様その一部を放棄することも許されると解さ

れるし、このような一部放棄について漁業調整その他の公益は全く存

しないから、このような漁業権の一部放棄は、漁業法二二条による免

許を必要とする『漁業権の変更』には該当せず、このような免許がな

くとも効力が生ずるというべきである。」と判示した。 

この判決は、明治漁業法、現行漁業法を通じて、漁業権者の意思に

基づく「漁場の区域」の縮小は「変更」に該当し、行政行為（免許）

によってなしうることに異論がなかったことについて、初めて異なる

解釈を示した裁判例と思われるが、その根拠として、「私権である」と

いうことしか示していない。「漁場の区域」が漁業権の内容をなすこと

は一義的に明らかであり、これを縮小することは、漁業権の内容を変

動させるものである。それにも関わらず、これは漁業法 22 条の「変
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更」に該当しないとする理由は、一切示されていない。また、私権で

あるから不動産に対する物権と同様に一部放棄できるという粗雑な論

理のみで免許を不要とするのであれば、漁業法 22 条が「分割」につ

いて免許を要するとしていることをどのように理解するのかが当然に

問題となるが、そのような解釈もまったく示されていない。漁業権の

内容が行政行為によって定められるものであり、行政行為の効果を私

人の意思表示で変動させることはできないという行政法理論を理解し

ないものであり、明治漁業法以来の通説・実務と異なる判断を示して

いるにもかかわらず問題意識すらも示されていないものである。行政

法理論についての基礎的理解を欠いた粗雑きわまりない判決であり、

同判決についての判例評釈においても、「漁業権の設定行為自身は行政

処分であり、公法上の行為であるが、その結果組合に付着した漁業権

そのものの性質は法も示す通り私権であり、その放棄の自由であるこ

とは所論の通りである。しかし区域の増減とか、漁業権の種類の変更

加除等、権利の内容に変動を生じる場合は漁業権の変更として、漁業

法制定の趣旨である、漁業の調整、水面の総合的利用、漁業生産力の

発展等の観点から、知事は海区漁業調整委員会に諮問し、その意見を

きいた上で公益判断に基く免許の処分を為すべきことが定められてい

るのである。なるほど、私権の立場からみれば一部放棄も放棄に違い

ないし、その意味では、行政庁に対し漁業権登録につき、その一部を

抹消することを届出でれば足りるであろう。しかし、漁業行政の立場

からすれば、一部放棄された漁区の措置につき公益判断に基き何らか

の決定をしなければならない。それは本件の如く埋立てが予定されて

いる場合に限らないからである。従って一部放棄は海区漁業調整上何
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らかの影響を及ぼすものであり、漁業権設定そのものが公法上の行為

であり、公共性との関連をもって処分されているものであるから、そ

の権利内容の変更もまた公共性を伴うものであり私権の立場からみる

一部放棄の自由も、漁業法上の変更の範疇で免許の対象となる。私権

といえども公法関係と接触をもつときは、その公法上の制約に服すべ

きは当然である。そしてその変更免許処分は、放棄の部分を除いた残

りの変更された海区全体に対する新しい設権処分であり、一部放棄さ

れた海区の単なる登録の抹消措置ではないのである。判旨の一部放棄

は行政への届出だけでよい、とする考え方は、おそらく漁業権の主体

が同一組合であるから、新たな処分なしに残った海区についての権利

はそのまま当然に存続し、当初の設権処分とは別に新たな処分を必要

としないものとの判断に立っているように思われるが、それは行政法

理論からすれば誤りである。従って、組合が漁業権の全部を放棄する

場合は届出をもって、喪失の効力を生ずるものと解される。」（桜田誉

「臼杵市における漁業権確認訴訟・大分地裁判決等について」法律の

ひろば 24 巻 11 号 32 頁）と批判されている。 

また、「一部放棄について漁業調整その他の公益は全く存しない」と

する条文上の根拠を同判決はまったく示していないもので、漁業法の

解釈を示したとは到底いえないものである。漁業法は、「漁場の区域」

については、公益に関わるものとして、漁業権者が「漁場の区域」を

選択することはできないとする仕組みを採用しているものである。す

なわち、再三述べたとおり、「漁場の区域」は、漁場計画制度によって

定められ、漁業権の免許を申請する者が「漁場の区域」を選択するこ

とは認められていない。そして、漁業権の変更について、漁業法 22
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条は同法 13 条を準用している、したがって、新たに漁場計画が樹立

され、その漁場計画によって漁場の区域が定められるものとされ、漁

業調整の観点から漁場計画制度によって「漁場の区域」を定めるとい

う仕組みは、漁業権の「変更」に際しても貫徹されているものである。

漁場の区域を変動させることについて「漁業調整その他の公益は全く

存しない」とすることは、漁業法の基本的な仕組み、条文の構造につ

いての無理解を露呈したものというほかはない。 

漁業法の条文構造、仕組みに即した法解釈は皆無であり、到底支持

し得る内容ではない。 

 

(2) 福岡高裁昭和 48 年 10 月 19 日判決・訟務月報 20 巻１号 34 頁 

ア 本判決の要点 

本判決は、いわゆる臼杵訴訟の控訴審判決であるが、①漁業権の

「変更」は「設権」行為であるから、権利の拡張のみが「変更」に

該当する、②漁業法 22 条に定める漁業権の分割または変更の場合

にあつては漁場計画制度よりする広義の漁業調整上の必要に対する

配慮は要求されていない、として、漁場の区域の縮小は漁業権の「変

更」に該当しないとしたものである。 

しかし、このいずれの理由も、漁業法の解釈として成り立ちえな

いことは明らかである。 

イ 「変更」は設権行為であるから「縮小」は含まないとしたことの

誤り 

漁業権の「変更」は「設権」行為であるから権利の拡張のみが「変

更」に該当するという、あまりにも杜撰な誤った見解を最初に示し
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たのが、この判決であると思われる。 

同判決は「漁業権は、右諸条件、すなわち、漁業種類（漁具、漁

法及び漁獲物の種類）、漁場の位置及び区域並びに漁業時期といつた

がごとき権利内容を具体的に定めて免許されるものであるから、こ

れら諸条件が変更されれば、その変更された部分についていうかぎ

り、新たに権利が設定されたものと目すべき関係にあり、従つて、

漁業権の変更についても、漁業権の設定を受ける場合と同様、都道

府県知事の免許にかからしめらるべきことは、むしろ当然であり、

これが、漁業法二二条一項の規定が設けられているゆえんである（す

なわち、漁業権の変更は、講学上いわゆる変権行為にあたるものと

解されるから、いわゆる設権行為及び剥権行為の結合としての性質

を有するものであるところ、漁業法二二条一項は漁業権者の出願に

よる変更の場合を規定し、同法三九条は公益上の必要を理由とする

行政庁の処分としてのそれを規定しているものと理解される。）。換

言すれば、同法二二条一項は、漁業権を分割し、または変更しよう

とするときは、都道府県知事の免許を受けるべきことを規定してい

るところ、漁業権の分割とは、一個の漁業権を分割して二個以上の

漁業権とすることであり、従前の漁業権を消滅させて、相互に牴触

することのない権利内容の、二個以上の漁業権を新たに設定するこ

とに帰着するから、結局、同条項の趣旨とするところは、分割の場

合にせよ変更の場合にせよ、新たな設権行為としての実質を持つ場

合について、都道府県知事の免許を要すべきことを定めたものにほ

かならない。ただ、ここに漁業権の分割といい、あるいはその変更

といつても、広義においては、漁業権の内容を変えることにあたる



67 
 

が、前者の場合にあつては、実質的には純然たる漁業免許であり、

後者の場合にあつては、いわば追加的（部分的）漁業免許の性質を

有するにとどまる点において、両者の異別あるものというべきであ

る。そうすると、つまるところ、漁業権の放棄は、私権たる財産権

の性質に基づき、一般私権に共通した権利消滅原因として漁業権消

滅の効果を生ぜしめるものであるのに対し漁業権の変更は、従前の

漁業権との同一性を害しない限度で新たな権利の付与たるべき性質

を有するとともに、当該変更された権利内容に従つてではあるが、

あくまで従前の漁業権を保有、行使することを前提とするものであ

ることは、いうをまたないところである。しかるに、いま問題とな

つている、漁業権の目的たる水面（漁場）の一部を縮少することは、

その縮少された水面についてみるかぎり、従前免許されていた漁業

権の消滅をもたらすものであつて、同一水面にこれと牴触しない別

個の漁業権が成立している場合に、当該別個の漁業権が存続するの

は格別、従前の漁業権については、それがどのような権利態様のも

のとしてであれ、何ぴとも漁業権を保有、行使しないという状態を

現出するものであるから、漁業権の権利内容に変動（縮減）が生じ

ているとはいえ、新たな設権処分としての実質をそなえるものでは

ない」、「漁業法二二条に定める、漁業権の分割または変更の場合に

あつては、漁場計画制度よりする広義の漁業調整上の必要に対する

配慮は、必ずしも要求されていないものと解するのほかはなく、そ

うだとするならばまた、漁業権の目的たる水面（漁場）の一部縮少

の場合について、漁場計画制度ないし広義の漁業調整上の必要を強

調して、これが漁場（漁業権の目的たる水面）の一部における漁業
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権の放棄にあたることを否定する根拠となし得ない」として、漁場

の区域の縮小は「変更」には該当しないとの判断を示した。 

権利の拡張のみが「変更」であるとすることについては条文には

なんらそのような限定は付されていないものであり、殊更に条文の

文言自体にはない限定を付して解釈をするのであれば、あえて条文

の文言にはない限定を付す積極的な根拠が必要である。しかし、権

利の拡張のみが免許の対象であるとの一般的な行政法理論が存する

ものでない。漁業権の内容は、行政行為（免許）によって定められ

るのであり、「漁場の区域」は行政行為（免許）によって定められる

のであるから、この権利の内容を変動させるためには新たな行政行

為を要するものというべきであり、行政法の理論からも到底首肯す

ることはできない。なお、行政行為による既存の権利の変動が「特

許」「設権行為」という概念に該当することは当然である（田中二郎

『新版行政法上巻全訂第二版』123 頁）。 

明治漁業法においても漁場の縮小は「変更」に該当するという解

釈が確立していたものであるが、現行漁業法制定時にこれを変更す

るとの議論も存しなかったものである。明治漁業法においても、現

行漁業法のそれまでの解釈にも存しなかった、このような珍奇な解

釈が成り立ちえないことは明らかである。 

寳金敏明氏（当時法務大臣官房訟務部付検事）は、同判決の評釈

において、「漁場の一部縮小には、新たな設権処分としての実質がな

いから、変権行為たる漁業権の変更に該当しないという点は、行政

法理に照らし、疑問である。判旨が正当に説示するとおり、変権行

為は設定行為と剥権行為との結合としての性質を有する。そして、
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漁業権の目的たる水面（漁場）の一部放棄に対応する変更免許は、

権利の与奪という点に着目すれば、従前の漁業権を奪う一方、縮減

された漁場に対する新たな漁業権を設定する行為に他ならない…し

たがって、漁業権の一部放棄は、漁業権の変更（漁業法二二条二項）

として、変更免許（特許）を受けなければ、その効力を生じないと

いうべきである」（寳金敏明「いわゆる臼杵市公害予防闘争控訴審判

決について」法律のひろば 69 頁）としている。 

なお、臼杵訴訟においては、当事者が、現行漁業法立案担当課の

手になる水産庁経済課編『漁業制度の改革』を引用して主張を展開

していたものであるが、先に引用したとおり、同書に「漁業権の設

定―全く新しく設定される―と以上に述べた広い意味の漁業権の変

更―既にある漁業権が内容を変える、その態様として狭義の変更と

分割と期間延長の三者―は、いずれも権利が設定されるという本質

において設権行為であるので、知事の免許を要することとした。」

（525 頁）とされ、「設権行為」という言葉が使われていることから、

権利の拡張以外はここにいう「変更」に該当しないというあまりに

も杜撰な議論がなされたのではないかと考えられる。しかし、権利

の拡張のみが「変更」であるということが論理的に成り立たないこ

とはこれまで述べてきたことから明らかである。そして、現行漁業

法について、立案担当課が権利の拡張のみが「変更」であるとの見

解を採用していたものではないことは、次のことからも明らかであ

る。現行漁業法は昭和 25 年３月 14 日に施行され、立案担当課であ

る水産庁経済課編の手になる『漁業制度の改革』が発行されたのは

同年４月 10 日である。そして、現行漁業法施行の約 2 年後の昭和
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27 年 10 月２日に発せられた水産庁漁政部長通知「漁業法第二十二

条の事務取扱上の解釈について」において「一 共同漁業権（イ） 

漁場の変更 (A) 漁場を拡張する場合 当初の漁場計画の際の測

量の誤り等の理由で止むを得ず漁場を拡張する場合、その漁業権の

本質が変わらず、かつ、他の漁業に影響を及ぼさない程度の拡張な

らば、法第二十二条の変更として処理することは差し支えないが、

拡張の範囲が相当大きくなると近隣の漁業にも影響を及ぼすことは

必至であるから、このような場合には法第二十二条で処理せず、新

規計画として処理すべきである。 (B) 漁場を縮小する場合 他漁

業と関係がないものと考えられるから法第二十二条の変更手続きで

よい。」とされ、漁場の縮小が漁業法 22 条の漁業権の「変更」に該

当するという水産庁の見解が一義的に明らかにされていたものであ

る。「変更」という文言自体から権利の拡張のみを示すとの理解が導

かれるものではないし、明治漁業法においても「変更」には漁場の

縮小は「変更」に該当すると解釈されていたものであるがこれを変

更するとの議論は存せず、逆に現行漁業法施行の２年後の昭和 27

年の水産庁漁政部長の通知において漁場の区域の縮小は漁業法 22

条の「変更」に該当すると明記されているのである。したがって、

現行漁業法は、漁場の区域の縮小という漁業権の内容の変動が漁業

法 22 条にいう「変更」に該当するとの理解のもとに立法されたも

のであるというべきである。 

なお、前述のとおり、最高裁昭和 60 年 12 月 17 日判決は、埋立

対象区域を漁業権の漁場の区域から除外する旨の漁業権の変更を議

決し、漁業法 22 条に基づき変更免許を受けた事案について、「漁業
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権変更の議決を無効とすることはできない。」としており、漁場の区

域の一部除外を漁業権の「変更」としているものであるから、最高

裁判例が、漁場の区域の追加のみが「変更」に該当するとの立場を

採用していないことは明らかである。 

ウ 漁業権の「変更」について広義の漁業調整上の必要に対する配慮

は要求されていないとしたことの誤り 

漁業法 22 条に定める漁業権の分割または変更の場合にあつては

漁場計画制度よりする広義の漁業調整上の必要に対する配慮は要求

されていないとしたことについては、漁業法の条文の準用の構造す

ら理解していないことを露呈したものである。 

(ｱ) 同判決は、要するに、漁業法 22 条２項は漁業上の紛争防止の

意味での漁業調整（狭義の意味における漁業調整）を規定してお

り「漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させる」と

いう意味での漁業調整（広義の意味における漁業調整）を規定し

ていないこと（すなわち、漁業法 22 条２項は現在の漁業法 11 条

１項にいう「当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障

を及ぼさないと認めるとき」と同義であること）及びいわゆる先

願主義を採つていた明治漁業法における漁業権の分割変更を定め

た規定と現行漁業法の漁業権の分割変更について定めた規定を比

較すると両規定の内容は殆んど同一のものであることより、「漁業

法二二条に定める、漁業権の分割または変更の場合にあつては、

漁場計画制度よりする広義の漁業調整上の必要に対する配慮は、

必ずしも要求されていないものと解するのほかはなく、そうだと

するならばまた、漁業権の目的たる水面（漁場）の一部縮少の場



72 
 

合について、漁場計画制度ないし広義の漁業調整上の必要を強調

して、これが漁場（漁業権の目的たる水面）の一部における漁業

権の放棄にあたることを否定する根拠となし得ないことは、明ら

かなところである。」と結論づけたものである。 

この判決もまた、一審判決と同様に、漁業法 22 条３項により

漁業法 13 条１項が準用されているという漁業法の条文構造を理

解していないものであり、前提を誤ったものである。 

(ｲ) 漁業法 22 条２項は、「都道府県知事は、漁業調整その他公益に

支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはならない。」と

定めているが、同項にいう「漁業調整その他公益」が狭義の意味

における漁業調整を意味するものであり、「漁業上の総合利用を図

り、漁業生産力を維持発展させる」という意味での漁業調整（広

義の意味における漁業調整）を指すものではないことは、立法の

経緯よりしても明らかであり、争いはない。 

現在の漁業法 22 条２項は、昭和 37 年の漁業法改正で挿入され

たものである。すなわち、昭和 37 年改正前の漁業法 22 条は、２

項までしかなかったものであるが、昭和 37 年改正により現行の

２項が挿入され、それ以前の 2 項が内容そのままに３項とされた

ものである。これは、漁業法 13 条と 11 条の改正に伴うものであ

る。昭和 24 年の漁業法制定時、漁業法 13 条 1 項４号は、免許を

しない場合として「漁業調整その他公益上の必要があると認める

場合」を規定しており、漁業法 22 条２項により変更免許につい

て準用されていた。他方、同法 11 条 1 項は、現在の規定とは異

なり、「都道府県知事は、漁業の免許について、海区漁業調整委
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員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期そ

の他免許の内容たるべき事項、申請期間並びに共同漁業について

はその関係地区を定めなければならない。」と定めていた。すな

わち、現在の規定にある「漁業上の総合利用を図り、漁業生産力

を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする

必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益

に支障を及ぼさないと認めるとき」ということが規定されていな

かった。そして、昭和 37 年改正では、「漁業上の総合利用を図り、

漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の

免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整

その他公益に支障を及ぼさないと認めるとき」という判断は、免

許申請に対して免許を付与するか否かの段階ではなく、漁場計画

の樹立の際に判断されるべきものであることから、漁業法 11 条 1

項に「漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるた

めには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当

該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさない

と認めるとき」という文言を加えるとともに、13 条１項４号を削

除し、昭和 37 年改正前の 13 条１項 4 号と同じ内容を 22 条 2 項

として規定したものである。 

以上のとおり、たしかに現在の漁業 22 条 2 項自体は、狭義の

意味における漁業調整について規定しているものである。 

しかし、このことをもって、「漁業法二二条に定める、漁業権

の分割または変更の場合にあつては、漁場計画制度よりする広義

の漁業調整上の必要に対する配慮は、必ずしも要求されていな
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い」とすることは、およそ論理をなすものではない。 

これまで述べてきたとおり、漁業法 22 条３項(昭和 37 年改正

前の 22 条２項)は、変更免許について第 13 条を準用しており、

第 13 条１項２号は漁場計画の内容と異なる免許申請があった場

合に免許をしてはならないことを定めているのである。したがっ

て、「法第 22 条第 3 項において準用する法第 13 条第 1 項第 2 号

の規定上、漁場計画を見直し、法第 11 条第 1 項の規定に基づき

これを事前に決定の上公示しなければならず、これ以外の手続に

よる運用が認められる余地はない。」（平成 14 年 8 月 6 日付け水

管第 1745 号水産庁長官通知）ものである。 

漁業法 22 条２項にいう「漁業調整」が狭義の意味におけるそ

れであるということから、「漁業法二二条に定める、漁業権の分

割または変更の場合にあつては、漁場計画制度よりする広義の漁

業調整上の必要に対する配慮は、必ずしも要求されていない」と

することはできず、同判決は、漁業法の条文の準用の構造を理解

せず、誤った前提に立って判断をしたものである。 

浜本幸生『〔最新〕早わかり「漁業法」解説』は、漁業法 22 条

の変更免許について、「変更免許（第二十二条）  (1) 変更免許

は、設定免許（第十条）に対応する処分 次に第二十二条につい

て申し上げますと、『変更免許』の規定ですが、これは第十条に

対応した規定です。すなわち、第十条は『漁業権の設定を受けよ

うとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければ

ならない』という規定です。これに対して、第二十二条は、一度

設定したものを変更する免許です。従って、第二十二条は第十条
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に対応しているわけです。 (2) 法律的には、変更免許は新規免

許と同一 法律的には、従来の漁業権を変更するということ（従

来の漁業権は生かしておく。）と、従来の漁業権を変更した新し

い内容の漁業権を新規に免許するということ（従来の漁業権はな

くす。）とは、法律的には同じです。第二十二条の変更免許の基

準と、新規免許の際の基準、すなわち第十三条とは、これは法律

的に全く同一です。というのは、新規免許も変更免許も法的には

全く同じく、どちらも新しい内容の漁業権を免許することになる

からです。(3) 第二十二条第二項は、三十七年の法律改正で新設

された規定 ただし、第二十二条第二項ですが、これだけが第十

三条の新規免許の基準には、現在の法律では、書かれていないわ

けです。『漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、

免許してはならない』と規定はございません。ところが三十七年

の法律改正までは、第二十二条第二項の規定は、第十三条第一項

四号の規定として入っておったわけです。ですから、三十七年の

法律改正で、第十三条から現在の第二十二条第二項の規定を抜い

たので、それを埋め合わせしなければならないために、変更免許

の方だけにこの第二項の規定を入れたということでございます。

このことは、今申上げたように、三十七年の法律改正前までは、

『漁業調整その他の公益に支障を及ぼすときは免許しない』とい

うのが第十三条の一項の中に入っていたわけです。ところが、三

十七年の法律改正で、『漁業調整その他公益に支障を及ぼす場合

には、漁業計画を立てない』ということが第十一条に書かれたわ

けです。第十一条の規定は、『都道府県知事はその管轄に属する
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水面につき、漁業上の総合利用を図り漁業生産力を発展させるた

め（すなわち「漁業調整」のため）には漁業権の免許をする必要

があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支

障を及ぼさないと認めるときは、漁場計画を樹立する』という規

定です。『漁業調整その他公益に支障を及ぼす』というのは、免

許をしない基準のところで見るのではなく、そもそも免許申請が

できるかできないかを決めてしまう漁業計画の樹立のところで

見てしまったのです。そういうことで、第十三条の方から抜いた

わけです。 (4) 変更免許にも、漁場計画の樹立が必要である。 

しかし、変更免許の場合においても、第二十二条第三項の規定に

よって、新規免許の基準である第十三条（免許をしない場合）が

準用されており、従って、同条一項二号に規定する『第十一条第

五項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があ

つた場合には、免許してはならない。』という規定が準用されて

いるのであります。同項にいう『第十一条第五項の規定による公

示』とは、すなわち『漁場計画の公示』であるから、『漁場計画

の公示』は、変更免許の際にも必要なものとなる。このことは、

昭和六一年五月二八日付けの参議院議長あて内閣の回答によっ

て明らかにされています。」（306～308 頁）とされている。 

(ｳ) 同判決は、「いわゆる先願主義を採つていた明治漁業法一〇条

及び二八条と、先願主義を排して漁場計画主義に立脚した現行漁

業法二二条（ことに、右改正前のそれ。）及び三一条とを比照する

と、漁業権の分割または変更を定めた彼我両規定の内容は、殆ん
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ど同一のものであることが明瞭である。」6とする。 

明治漁業法は「漁業権ハ行政官庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之

ヲ分割シ其ノ他変更スルコトヲ得ス」（10 条）、「漁業権ハ登録シ

タル権利者ノ同意アルニ非サレハ之ヲ分割、変更又ハ放棄スルコ

トヲ得ス」（28 条）と規定していたものであり、漁業権の変更に

ついて現在の漁業法 22 条１項のみを殊更に取り出して対比する

ならば「殆ど同一」と言えないわけではない。 

しかし、何度も述べているとおり、現在の漁業法 22 条 3 項は

「第一項の場合においては、第十二条（海区漁業調整委員会への

諮問）及び第十三条（免許をしない場合）の規定を準用する。」

と定めており、漁業権の変更についても漁場計画制度を採用して

いるのであるから、漁場計画制度を知らない明治漁業法の漁業権

の変更と現行漁業法 22 条では、「殆ど同一」ではないどころか、

まったく異なる制度となっているものである。現行漁業法 22 条

が 13 条を準用している意味をまったく理解しない、漁業法に対

する基礎的な理解を欠いた判示であるというほかはない。 

また、現行漁業法は免許の設定について漁場計画制度を採用し

て「漁場の区域」などの漁業権の内容を免許申請者が選択するこ

とはできないものとしているのであるから、漁業権者が自由に

「漁場の区域」などの漁業権の内容を変動させることを認めるな

                                            
6 なお、漁場計画制度との関係ではないが、明治漁業法 10 条が「漁業権ハ行政官庁ノ

許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ分割シ其ノ他変更スルコトヲ得ス」としていたことと現行

漁業 22 条１項の「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申

請してその免許を受けなければならない。」という規定の同一性をいうのであれば、明

治漁業法 10 条にいう「変更」には漁場の縮小が含まれることに解釈上争いがなかった

ものであるから、現行漁業法 22 条１項にいう「変更」には漁場の縮小が含まれること

は当然であるというべきであろう。同判決における明治漁業法と現行漁業法との関係

における判示は、恣意的かつ非論理的である。 
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らば、漁場計画制度がしり抜けになってしまうことは、あまりに

も見やすい理であり、「現行法では水面を総合的に利用する目的

のもとに予め漁場計画に従って決められるものである（漁業権の

公的性格ないし社会性）。権利者による漁業権の勝手な変更が許

されない」（大國仁『漁業制度序説』91 頁）ものである。 

(ｴ) 以上述べたとおり、同判決は、現行漁業法における漁場計画制

度の意義、漁場計画制度による広義の漁業調整が漁業法 22 条に

よる漁業権の変更についても貫徹される仕組みとしている漁業法

の条文の準用関係（漁業法 22 条による同法 13 条の準用）をすら

理解していないものである。 

漁業法 22 条に定める漁業権の分割または変更の場合にあって

は漁場計画制度よりする広義の漁業調整上の必要に対する配慮

は要求されていないとした同判決の理解が誤りであることは余

りにも明らかである。 

 

(3) 鹿児島地裁昭和 62 年５月 29 日判決・判例時報 1249 号 46 頁 

本判決は、「本件公有水面に関し五七号共同漁業権を放棄することに

ついて、漁業法二二条に基づく知事の変更免許を受けていないことが

窺われるけれども、新たな漁場区域を一部加えることなく、従前の漁

場区域を一部除外し、もつて漁業権の一部を放棄することは新たな権

利の設定を受けるわけではないから、右法条にいう知事の免許を要す

る『漁業権の変更』には当たらない」としている。 

この判決も、「従前の漁場区域を一部除外し、もつて漁業権の一部を

放棄することは新たな権利の設定を受けるわけではないから、右法条
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にいう知事の免許を要する『漁業権の変更』には当たらない」とする

結論を示したのみである。漁業法 22 条の条文の文言自体には示され

ていない限定を付す理由は一切示されていないもので、およそ判断の

名に値するものではない。そして、この結論が誤りであることはこれ

まで述べてきたとおりである。 

なお、同判決の控訴審である福岡高裁宮崎支部平成元年５月 15 日

判決・判例タイムズ 710 号 143 頁は、上記一審判決の理由は維持せず、

これを変更して、「漁協は、公有水面埋立完成によると漁業権の事実上

の消滅に同意したに過ぎず埋立完成までは漁業権は消滅しない」とし

た。 

 

(4) 仙台高裁昭和 63 年３月 28 日判決・訟務月報 34 巻 10 号 1967 頁    

ア 判決要旨 

本判決は、「従前の漁場区域を一部除外し、漁業権の一部を放棄 

することは、新たな権利の設定を受けるわけではないから、漁業法

二二条一項の変更免許を受けなければ法的な効果を生じないものと

は解されないし、なお漁業法二二条、一一条その他の規定に照らし

てみても、右のような漁業権の一部放棄の決議を受けてなされる変

更免許に際し、漁場計画の樹立が法律上要求されているものとも認

められない」としている。 

   イ 「新たな権利の設定を受けるわけではない」としたことの誤り 

     「新たな権利の設定を受けるわけではないから、漁業法二二条一

項の変更免許を受けなければ法的な効果を生じない」という結論の

みが示されただけであり、漁業法の条文の文言にはそのような限定
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も付されておらず（「変更」という文言自体は権利の拡張のみを示す

との意味は含まれない。）、また、水産庁通知等は漁場の縮小を漁業

法 22 条の「変更」であるとしているにもかかわらず、同判決がか

かる結論を導いた理由はなに一つ示されていない。 

再三述べたとおり、漁業権の内容は免許という行政行為によって

設定されるものであり、「漁場の区域」も免許によって定められるも

のであるから、免許の内容を私人の意思表示で変動させることはで

きず、新たな行政行為（変更免許）が必要であることは当然であり、

同判決が誤りであることは、これまで述べてきたことから明らかで

ある。 

ウ 「変更免許に際し、漁場計画の樹立が法律上要求されているもの

とも認められない」とした誤り 

     同判決は、「漁業法二二条、一一条その他の規定に照らしてみても、

右のような漁業権の一部放棄の決議を受けてなされる変更免許に際

し、漁場計画の樹立が法律上要求されているものとも認められない

から、これを欠くことにより右漁業権の放棄が効力を生じていない

との控訴人の主張は採用し難い」と判示している。 

しかし、「変更免許に際し、漁場計画の樹立が法律上要求されてい

る」ことは、「漁業法二二条、一一条その他の規定に照らし」て明ら

かである。 

くり返しになるが、漁業法 22 条 3 項は同法 13 条を引用しており、

同法 13 条 1 項は「第十一条第五項の規定により公示した漁業の免

許の内容と異なる申請があつた場合」には免許をしてはならないこ

とを定めている。そして、同法 11 条５項は「第一項又は第二項の
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規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地

元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更したときは、都道

府県知事は、これを公示しなければならない。」と定めている。同条

１項は「都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の

総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内

容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をして

も漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該漁

業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業種類、

漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免

許予定日、申請期間並びに定置漁業及び区画漁業についてはその地

元地区（自然的及び社会経済的条件により当該漁業の漁場が属する

と認められる地区をいう。）、共同漁業についてはその関係地区を定

めなければならない。」と定め、同条２項は「都道府県知事は、海区

漁業調整委員会の意見をきいて、前項の規定により定めた免許の内

容たるべき事項、免許予定日、申請期間又は地元地区若しくは関係

地区を変更することができる。」と定めている。この条文の文理より、

漁場計画によって定まった「漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業

時期その他免許の内容たるべき事項」と異なる変更免許の申請がな

されても免許をすることができないことは形式的、一義的に明らか

である。新たに漁場計画を樹立することなく「漁場の区域」等の内

容が異なる変更免許の申請をしたならば、「第十一条第五項の規定に

より公示した漁業の免許の内容と異なる申請があつた場合」に該当

するから、変更免許をすることはできない。既存の漁場計画の内容

で定まった漁業権の内容と異なった内容に漁業権を変更するには、
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その異なった漁業権を内容とする漁場計画を新たに樹立し、その新

たな漁場計画の内容のもとに変更免許がなされなければならない。 

以上のとおり、変更免許をするためには新たな漁場計画の樹立が

必要であることは、「漁業法二二条、一一条その他の規定」の文理自

体から当然のことであり、同判決は、漁業法の条文の準用構造すら

理解をしていないものであり、あまりにも杜撰な判断であると言わ

ざるを得ない。 

 

 ５ 水産庁の見解の豹変とその不合理・不自然性 

(1) 平成 29 年３月 14 日付け 28 水管第 2332 号 

ア 防衛省整備計画局長による水産庁長官に対する照会（平成 29 年

３月 10 日付け防整提第 2981 号） 

    (ｱ) 沖縄防衛局が岩礁破砕等許可申請をしないで平成 29 年４月１

日以降の埋立工事をすることを検討しているとの新聞報道（平成

29 年１月 28 日付けの沖縄タイムス記事、琉球新報記事等）がな

されたため、沖縄県は沖縄防衛局に対して、平成 29 年２月３日

付け農水第 2338 号「普天間飛行場代替施設建設工事に係る岩礁

破砕等許可手続について」及び平成 29 年２月 15 日付け農水第

2444 号「普天間飛行場代替施設建設工事に係る岩礁破砕等許可手

続について」により、普天間飛行場代替施設建設工事に係る岩礁

破砕等行為については、沖縄県漁業調整規則 39 条に基づき知事

の許可を受ける必要がある旨を通知した。 

    (ｲ) 防衛省整備計画局長は、平成 29 年３月 10 日付け防整提第 2981

号「沖縄県漁業調整規則第 39 条の解釈について（照会）」により、
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水産庁長官に対して、以下のとおり、照会をした。 

 

水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）第 4 条第 2 項の規定に基づ

き制定され、同条第 7 項の規定に基づく農林水産大臣の認可を受けた沖縄

県漁業調整規則（昭和 47 年沖縄県規則第 143 号）第 39 条第 1 項に定める

「漁業権の設定されている漁場内」の解釈について、別添 1 から別添 3 ま

でのとおり沖縄県知事等と沖縄防衛局長との間でやり取りがなされたとこ

ろ、下記のとおり解釈して支障ないか確認をしたいので、至急御回答下さ

るようお願いします。 

記 

沖縄県漁業調整規則第 39 条第 1 項においては、「漁業権の設定されてい

る漁場内」において岩礁の破砕又は土砂若しくは岩石の採取を行うために

は、知事の許可を受けなければならない旨規定されている。 

漁業権の設定されている漁場内のうちの一部の区域について、当該漁業

権が、法定の手続である漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 31 条の規定

に基づく組合員の同意及び水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第

50 条の規定に基づく特別決議を経て放棄された場合、漁業法第 22 条の規

定に基づく漁業権の変更の免許を受けなくても当該漁業権は消城している

ことから、沖縄県漁業調整規則第 39 条第 1 項に定める「漁業権の設定され

ている漁場内」に当たらない。したがって、当該区域内において岩礁を破

砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする場合には、同項に定める

知事の許可を受ける必要はない。 

 

    (ｳ) この防衛省整備計画局長の照会に示された見解が、３(4)に示し
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た水産庁の通知や政府答弁書の見解と一義的に相容れないもの

であることは明らかである 

      たとえば、前記３(4)ア(ｱ)に示した政府答弁（答弁書第四一号内

閣参質一〇二第四一号昭和六十年六月十四日）が、「漁業権を変

更しようとするときは、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七

号）上、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされ

ており、漁業協同組合の総会で『共同漁業権の一部放棄』が議決

されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるもの

ではない。」としていたことと矛盾するものであり、この防衛省

整備計画局長の照会に示された見解の通り理解する理由は皆無

であり、また、従前の政府見解との整合性についての考え方も一

切示されていないものであった。 

イ 水産庁長官の回答（平成 29 年３月 14 日付け 28 水管第 2332 号） 

    (ｱ) 水産庁長官は、上記照会の４日後に、平成 29 年３月 14 日付け

28 水管第 2332 号をもって下記のとおり防衛省整備計画局長に回

答し、かつ、同日付けで都道府県知事にこの回答を通知した（以

下「平成 29 年３月 14 日付け水産庁長官回答」ということがある。）。 

 

沖縄県漁業調整規則（昭和 47 年沖縄県規則第 143 号）第 39 条第 1 項に

対応している都道府県漁業調整規則例（平成 19 年 8 月 30 日付け 19 水管

第 1589 号水産庁長官通知）第 45 条第 1 項においては、「漁業権の設定さ

れている漁場内」において岩礁の破砕又は土砂若しくは岩石の採取（以下

「岩礁破砕等」という。）を行うためには、知事の許可を受けなければなら

ない旨規定されている。 
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漁業権の設定されている漁場内のうちの一部の区域について、漁業権が、

法定の手続である漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 31 条の規定に基づ

く組合員の同意及び水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 50 条

の規定に基づく特別決議を経て放棄された場合、漁業法第 22 条の規定に基

づく漁業権の変更の免許を受けなくても漁業権は消滅し、当該区域は、「漁

業権の設定されている漁場内」に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可

を受ける必要はないと解される。 

当庁においては、上記解釈の下、沖縄県漁業調整規則を認可したところ

であり、沖縄県漁業調整規則の解釈・運用についても、上記の解釈を前提

に行われる必要があると考えている。 

 

    (ｲ) この水産庁長官の回答は、末尾の「当庁においては、上記解釈

の下、沖縄県漁業調整規則を認可したところであり、沖縄県漁業

調整規則の解釈・運用についても、上記の解釈を前提に行われる

必要があると考えている。」が付加されている点を除き、防衛省

整備計画局長の照会内容を引き写したに等しいものであるが、そ

の照会内容は従前の政府答弁書と一義的に矛盾するものである。 

      そうすると、防衛省整備計画局長の照会内容のとおりとする見

解を示すならば、従前の政府答弁、水産庁通知の見解を変更する

としなければ一義的な論理矛盾ということになる。 

      しかし、水産庁長官の回答は、「上記解釈の下、沖縄県漁業調整

規則を認可した」としており、政府、水産庁の見解を変更したと

はしていないのであるから、およそ論理をなしていないと言わざ

るを得ないものであった。 
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    (ｳ) 水産庁長官の上記回答、都道府県知事への通知の翌日、沖縄防

衛局職員が沖縄県庁を訪れ、沖縄防衛局長から沖縄県知事に宛て

た平成 29 年３月 15 日付け沖防第 1280 号「普天間飛行場代替施

設建設工事に係る岩礁破砕等許可手続について（通知）」を提出

したが、その内容は、以下のとおりであった。 

 

標記について、平成 29 年 2 月 3 日付け農水第 2338 号及び同月 15 日付

け農水第 2444 号により、貴県の見解が示されたところですが、標記許可手

続の法的根拠である水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）等を所管す

る水産庁に対し別添 1 のとおり照会し、同庁から別添 2 のとおり回答を得

たところです。 

当該回答に示された見解に照らせば、標記工事の施行海域は、既に漁業

権が消滅し、沖縄県漁業調整規則（昭和 47 年沖縄県規則第 143 号）第 39

条第 1 項に規定する「漁業権の設定されている漁場内」には当たらないこ

とから、同項に規定する知事の許可を受ける必要はなくなったところです。 

したがいまして、当局としては、標記工事の施行に際し、今後、同条第 2

項に規定する申請は行わないこととしております。 

添付書類：1 防整提第 2981 号(29.3.10) 

2 28 水管第 2332 号(平成 29 年 3 月 14 日） 

 

    (ｴ) 防衛省整備計画局長の照会書に示された見解が従前の政府答

弁書や水産庁の見解と相容れないものであることは明らかであ

るにもかかわらず、照会を受けた僅か４日後には実質的にはこの

照会書の見解をそのまま引き写した内容を水産庁長官の見解と
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して回答し、都道府県知事に同日付けで発したことは、辺野古新

基地建設のために法解釈を捻じ曲げたとしか理解できないもの

であった。 

平成 29 年３月 16 日の沖縄県知事コメントは、「水産庁長官の

平成 29 年 3 月 14 日付け文書が添えられておりましたが、その内

容は、これまでの政府見解や、水産庁自らが行ってきた地方自治

法に基づく技術的助言と整合するとは到底考えられない内容で

ありました。従来の国の見解としては、昭和 60 年や平成元年の

政府見解の他、10 年に 1 度の漁業権一斉切替の際に各都道府県に

対して示される、水産庁からの技術的助言が存在し、これらに基

づいて、全国的に行政実例が積み重ねられてきたと認識しており

ます。しかしながら、今回の水産庁の文書は、長年示され続けて

きた見解が、辺野古案件のために恣意的に変更されたとしか受け

とることの出来ない内容であり、政府が常々述べている法治国家

とはほど遠く、まさに辺野古唯一という視点しかない、国の強硬

な姿勢が浮き彫りになったと考えております。本県における過去

の許可の取扱事例を見ても、漁業権の一部放棄がなされたことを

もって許可を不要とする取り扱いは行っておりません。直近の那

覇空港の事例でも、漁業権者において辺野古埋立と同様の手続が

なされているにもかかわらず、新たな許可申請が行われており、

今回の沖縄防衛局の対応は、国の二重基準であって、決して許さ

れるものではありません。」としている7。 

                                            
7 なお、防衛省整備計画局長が水産庁長官に照会を発する２日前の平成 29 年３月８日、

首相官邸において、安倍晋三総理は、和泉洋人首相補佐官、佐藤一雄水産庁長官、定

塚誠法務省訟務局長、高橋憲一防衛省整備計画局長と面談をしている。 
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    (ｵ) 水産庁長官の回答が政府答弁書等に示された従前の政府見解

と矛盾していることは明らかであり、平成 29 年３月 16 日衆議院

安全保障委員会、同月 29 日衆議院農林水産委員会、同年４月 18

日衆議院安全保障委員会において、政府参考人として答弁をした

水産庁長官に対して、過去の政府見解と異なるとの追及がなされ

た。 

 

(2) 沖縄県知事から水産庁長官に対する照会と実質的な回答拒否とい

う水産庁長官の対応 

ア 沖縄県知事の水産庁長官に対する照会（平成 29 年４月 25 日付け

農水第 290 号） 

平成 29 年３月 14 日付け水産庁長官回答（28 水管第 2332 号）が、

従前の政府答弁書や水産庁の通知等に示された見解と相容れないこ

とが明らかであることから、沖縄県知事は水産庁長官に対し、同回

答及びこれに関する水産庁長官の国会における答弁に関して、平成

29 年４月 25 日付け農水第 290 号「漁業権の一部放棄と岩礁破砕等

許可について（照会）」により、以下の照会事項についての回答を求

めた。 

 

第１ 平成 29 年４月 18 日衆議院安全保障委員会における政府参考人（水産庁長官）

の答弁について 

平成 29 年４月 18 日衆議院安全保障委員会において、赤嶺政賢議員の質問に

対して、貴職は政府参考人として下記のとおり答弁しているが、この政府参考

人答弁について、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 22 条についての従前示
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されてきた国の見解（政府答弁書や水産庁長官通知等）との関係や答弁の趣旨

について明確にするため、以下の１から６の点についてお答えいただきたい。 

記 

【赤嶺委員】 

水産庁長官に聞きますが、漁協が共同漁業権の一部放棄を議決したとして

も、知事の変更免許がない限り、漁業権が当然に変更されるものではない、つ

まり、知事が変更免許を与えるか、あるいは実際に埋め立てられてしまうまで

は漁業権は消滅されない、消滅されるべきではないという見解をこれまでとっ

ていたのではありませんか。 

  【佐藤政府参考人】 

お答えいたします。埋め立てに当たりまして、事務処理の仕方でございます

けれども、漁業協同組合が、知事に対して、埋立予定水面を漁業権の対象区域

から除外する漁業権の変更をする意思で一般ママ放棄の総会議決を行いまし

て、その後、知事に対して変更免許を申請するといったような、一部放棄と変

更が混同されていた実態があったところでございます。法制的にそれではどう

いうことになるかと申しますと、この二十二条で、漁業権を設定するときは知

事の免許が必要ですが、これを変更するときも当然免許が必要になるわけでご

ざいますが、条文には、「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都

道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というふうになっ

ております。他方、漁業法の第三十条におきましては、「漁業権は、第五十条

の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄

することができない。」ということになっておりまして、この変更の中には、

分割といったものは明らかに書き分けられておりまして、一部放棄というもの

は変更に該当しないというふうに法律上解釈できるわけでございます。こうし
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たことから、今申し上げました、全く別個の手続でやれるものですが、これが

非常に混乱しておったということで、ご指摘の答弁書は、今言ったような法解

釈を前提としまして、一部放棄の議決を行えば知事から漁業権の変更免許が得

られるとの誤解が生じないように説明したものでございます。 

 

１ 「参議院議員久保亘君提出公有水面埋め立て計画に関する漁業補償契約なら

びに総会決議に関する質問に対する答弁書（答弁書第四一号内閣参質一〇二第

四一号昭和六十年六月十四日）」において示された下記政府答弁について、誤

りであるとするのか、それとも誤りではないとするのか、貴職の前記政府参考

人答弁はそのいずれの立場に立った見解であるのかお答えいただきたい。 

記 

     【質問】 

二 総会決議について 

３ 「埋立への同意」が、漁協総会で議決された場合、共同漁業権は、その決

議によつて一部消滅するのか。 

４ 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が、漁協総会で議決された

場合、共同漁業権は、その決議によつて一部消滅するのか。 

     【政府答弁】 

二の３について 

御指摘の「埋立への同意」は、公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）

第四条第三項第一号の同意を指すものと考えられるが、これにより直ちに共同

漁業権が消滅するものではない。 

二の４について 

漁業権を変更しようとするときは、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七
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号）上、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業

協同組合の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、そのこと

により漁業権が当然に変更されるものではない。 

２ 「参議院議員久保亘君提出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁

協の権限に関する質問に対する答弁書（答弁書第四四号内閣参質一〇四第四四

号昭和六十一年五月二十七日）」において示された下記政府答弁について、誤

りであるとするのか、それとも誤りではないとするのか、貴職の前記政府参考

人答弁はそのいずれの立場に立ったものであるのかお答えいただきたい。 

記 

【質問】 

一 共同漁業権の一部放棄について 

昭和六十年五月二十五日、私が提出した質問主意書に対する答弁書（内閣参

質一〇二第四一号）において、「漁業権を変更しようとするときは、漁業法上、

都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合

の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁

業権が当然に変更されるものではない。」と述べられている。 

 右答弁に関して、さらに、以下の（一）ないし（三）の質問に答えられたい。 

（一） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決され、当

該議決に基づき漁協より「漁業権の変更免許」の申請があつた場合、都道府県

知事は「漁業権の変更免許」をなすことができるか。漁業法第十三条第一項第

二号に基づき、右変更免許はできないと解すべきか。 

（二） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決された場

合、都道府県知事が、一部放棄の対象区域を漁場区域から除外した内容の新た

な漁場計画を樹立し、その新規の漁場計画の下に、申請に基づき「漁業権の変
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更免許」をなすことは可能か。漁場計画は、漁場の総合利用と漁業生産力の維

持発展を目的として樹立される（漁業法第十一条）ことから、右のような漁場

計画の新規樹立は不可能と解すべきか。 

（三） 前述した（一）及び（二）に対する答弁がいずれも「できない」である場

合、「共同漁業権の一部放棄」は、結局、法的には実現せず、一部放棄の対象

区域には、従前どおり、一定の資格を有する組合員の「漁業を営む権利」（漁

業法第八条）が存在すると解してよいか。 

【政府答弁】 

一について 

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規定による漁

業権の変更の免許の申請があつた場合において、同条第三項において準用する同

法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知事は免許をしてはならな

いこととされている。 

また、御質問のように、漁業権者が漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更

の免許を受けようとする場合に都道府県知事がいわゆる漁場計画の見直しを行

つた上で変更の免許を行うことについては、漁場区域から除かれる区域について

現在免許を有している者に免許を与えておくことが、水面につき漁業上の総合利

用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要がある場合に

漁場計画を定めなければならないという制度の趣旨に照らし、必要でない場合に

は、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、その見直

し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うことができると解している。

なお、漁場計画は水面についての漁業上の総合利用ということを考慮して計画さ

れるものであり、これに基づき漁業権が設定されるものであることから、漁場計

画に基づいて漁業の免許がなされた後は、原則として漁業権の変更を行うべきで



93 
 

ない旨指導してきている。 

３ 衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質

問に対する答弁書（答弁第一一号内閣衆質一一四第一一号平成元年三月十四

日）において示された下記政府答弁について、誤りであるとするのか、それと

も誤りではないとするのか、貴職の前記政府参考人答弁はそのいずれの立場に

立った見解であるのかお答えいただきたい。 

記 

【質問】 

共同漁業権の漁場区域について、漁業生産力の維持発展上、一部削除は好ま

しくないものであるが、次のような場合に一部削除することは、漁業法に照ら

して適法か否か。また、法的に無効か否か。 

それぞれのケースについて答えられたい。 

一 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決され、当

該議決に基づき、漁協より「漁業権の変更免許」の申請があった場合、変更

免許を通じて、放棄対象海域を一部削除すること。 

二 漁業権の免許更新時に、埋立計画の存在を理由として埋立予定海域を一部

削除すること。 

三 一と同様なケースで一部削除を内容とする変更免許を行った後、免許更新

時に再び同一内容の免許をなすこと。 

【政府答弁書】 

一について 

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規定による

漁業権の変更の免許の申請があった場合において、同条第三項において準用す

る同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知事は免許をしては
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ならないこととされているが、御質問のように漁業権者から漁場区域の縮小を

内容とする漁業権の変更の免許の申請があった場合において、漁場区域から除

かれる区域について現在免許を有している者に免許を与えておくことが、水面

につき漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許

をする必要がある場合に漁場計画を定めなければならないという制度の趣旨

に照らし、必要でないときは、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計

画の見直しを行い、その見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行

うことができると解している。なお、漁場計画は水面について漁業上の総合利

用ということを考慮して計画されるものであり、これに基づき漁業権が設定さ

れるものであることから、漁場計画に基づいて漁業の免許がなされた後は、原

則として漁業権の変更を行うべきではない旨指導してきている。 

二について 

漁業の免許の切替えが行われる場合において、埋立計画に係る水面について

漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする

必要があると認められないときに、当該水面について漁場計画を定めないこと

は、適法である。なお、漁業の免許の切替えが行われる場合において、従来の

漁場区域である水面について漁場計画を定めないこととするときは、漁場計画

に関する制度の趣旨にかんがみ、特に慎重な検討を行うよう指導してきてい

る。 

三について 

漁業の免許の切替えが行われる場合において、漁業法の規定に従い、埋立計

画に係る水面が漁場区域から除かれた漁場計画を定めたときは、当該漁場計画

に即して埋立計画に係る水面を漁場区域から除いた内容の漁業の免許を行う

ことができる。 
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４ 平成 24 年６月８日付け 24 水管第 684 号「漁場計画の樹立について」および

平成 14 年８月６日付け 14 水管第 1745 号「漁場計画の樹立について」におい

て下記のとおり通知されているが、下記引用の通知に示された見解について、

誤りであるとするのか、それとも誤りではないとするのか、貴職の前記政府参

考人答弁はそのいずれの立場に立ったものであるのかお答えいただきたい。 

記 

漁業補償契約等による「漁業権の変更」について 

漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で「漁業権の

変更（一部放棄）」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受けられますが、

かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第 22 条の規

定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではありません。 

５ 貴職の前記政府参考人答弁は、「埋立予定水面を漁業権の対象から除外する

漁業権の変更をする意思で一部放棄の総会議決」を行った場合には、総会議決

のみによっては埋立予定水面の漁業権は当然に消滅しないと理解するものか、

それとも、総会議決のみにより埋立予定水面の漁業権は当然に消滅すると理解

するものか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 

６ 貴職の前記政府参考人答弁は、「埋立予定水面を漁業権の対象から除外する

漁業権の変更をする意思で漁場の区域の縮小の総会議決」を行った場合には、

総会議決のみによっては埋立予定水面の漁業権は当然に消滅しないと理解す

るものか、それとも、総会議決のみにより埋立予定水面の漁業権は当然に消滅

すると理解するものか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 

 

第２ 沖縄県漁業調整規則（昭和 47 年９月 12 日規則第 143 号）を認可した際の貴

庁における漁業法の解釈について 



96 
 

防衛省整備計画局長の照会に対する貴職の回答（平成 29 年３月 14 日付け

28 水管第 2332 号）において、貴庁は、漁業法についての一定の解釈の下、沖

縄県漁業調整規則を認可したとするものである。 

そこで、貴庁がどのような漁業法の解釈の下に沖縄県漁業調整規則を認可し

たとされているのかを明確にするため、以下の１及び２についてお答えいただ

きたい。 

１ 「都道府県漁業調整規則例」（平成 19 年８月 30 日付け 19 水管第 1589 号水

産庁長官通知）について 

防衛省整備計画局長の照会に対する貴職の回答（平成 29 年３月 14 日付け

28 水管第 2332 号）には、「都道府県漁業調整規則例」（平成 19 年８月 30 日

付け 19 水管第 1589 号水産庁長官通知）第 45 条第１項が引用されている。  

そこで、貴庁がどのような漁業法の解釈の下に「都道府県漁業調整規則例」

（平成 19 年８月 30 日付け 19 水管第 1589 号水産庁長官通知）を通知したのか

について明確にするため、以下の(1)(2)についてお答えいただきたい。 

 (1) 政府答弁書との関係について 

「都道府県漁業調整規則例」（平成 19 年８月 30 日付け 19 水管第 1589

号水産庁長官通知）は、第１の１から３に引用した政府答弁書と同様の漁

業法の解釈の下に通知したものか、それとも、異なる解釈の下に通知した

ものか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 

(2) 「漁場計画の樹立において」との関係について 

「都道府県漁業調整規則例」（平成 19 年８月 30 日付け 19 水管第 1589

号水産庁長官通知）は、第１の４に引用した「漁場計画の樹立において」

の内容と同様の漁業法の解釈の下に通知したものか、それとも、異なる解

釈の下に通知したものか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 
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２ 「漁業法第二十二条の事務取扱上の解釈について」（昭和 27 年 10 月 2 日付

け 27 水 7902 号水産庁漁政部長通知）との関係について 

現行漁業法は昭和25年３月14日に施行されたものであるが、その翌々年に、

貴庁は、「漁業法第二十二条の事務取扱上の解釈について」（昭和 27 年 10

月 2 日付け 27 水第 7902 号水産庁漁政部長通知）を発して、下記のとおり漁業

法 22 条の解釈を明らかにしている。そこで、「漁業法第二十二条の事務取扱

上の解釈について」に示された漁業法第 22 条についての解釈と沖縄県漁業調

整規則を認可した際の貴庁の漁業法第 22 条についての解釈との関係を明らか

にするため、以下の(1)(2)についてお答えいただきたい。 

記 

一 共同漁業権 

イ 漁場の変更 

(A) 漁場を拡張する場合 

当初の漁場計画の際の測量の誤り等の理由で止むを得ず漁場を拡張す

る場合、その漁業権の本質が変わらず、かつ、他の漁業に影響を及ぼさ

ない程度の拡張ならば、法第二十二条の変更として処理することは差し

支えないが、拡張の範囲が相当大きくなると近隣の漁業にも影響を及ぼ

すことは必至であるから、このような場合には法第二十二条で処理せず、

新規計画として処理すべきである。 

(B) 漁場を縮小する場合 

他漁業と関係がないものと考えられるから法第二十二条の変更手続き

でよい。 

ロ 漁業種類の変更 

       (A) 追加する場合 



98 
 

他種の漁業の追加（例えば現在第二種の漁業がない漁業種に小型定置

網漁業等の第二種の漁業を追加する場合）は勿論同種の漁業の追加（例

えば現在第三種の内容に地びき網漁業を含んでいる漁業権に船びき網を

追加する場合）も変更ではなく、新規免許として取扱うべきである。 

(B) 削除する場合 

申請者からの申出による場合、法第二十二条の変更手続きでよい。 

      ハ 漁期の変更 

計画が誤っていた場合は漁期を動かすということも考えられるがこのう

ち漁期を短縮する場合は法第二十二条の手続を踏めばよいが、延長する場

合は、新規免許と同様法第十一条により行うべきである。 

 

(1) 沖縄県漁業調整規則制定時の貴庁における漁業法第 22 条の解釈につい

て 

沖縄県漁業調整規則は、昭和 47 年９月 12 日に施行され、その後数次に

わたって改正をされてきたものであるが、制定時の第 38 条第１項は「漁業

権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石

を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」という

もので、現行の沖縄県漁業調整規則第 39 条第１項と同一であり、当初規則

制定時から現行規則に至るまで実質的な改正はない。 

昭和 47 年９月 12 日施行の沖縄県漁業調整規則を認可した際、貴庁は、

昭和 27 年 10 月 2 日付 27 水第 7902 号「漁業法第二十二条の事務取扱上の

解釈について」（水産庁漁政部長通知）に示された漁業法第 22 条にかかる

上記解釈の下に沖縄県漁業調整規則を認可したものであるのか、それとも、

漁業法第22条について異なる解釈の下に沖縄県漁業調整規則を認可したも
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のであるのか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 

(2) 「都道府県漁業調整規則例」（平成 12 年 6 月 15 日付け水管第 1426 号水

産庁長官通知）の通知時における漁業法第 22 条の解釈について 

防衛省整備計画局長の照会に対する貴職の回答（平成 29 年３月 14 日付

け 28 水管第 2332 号）には、「都道府県漁業調整規則例」（平成 19 年８月

30 日付け 19 水管第 1589 号水産庁長官通知）第 45 条第１項が引用されてい

るが、この規定は、「都道府県漁業調整規則例」（平成 12 年 6 月 15 日付

け水管第 1426 号水産庁長官通知）第 49 条第１項において「漁業権の設定

されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取し

ようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」と規定されてい

る内容と同一であり、実質的な改正はない。 

貴庁は、昭和 27 年 10 月 2 日付 27 水第 7902 号「漁業法第二十二条の事

務取扱上の解釈について」（水産庁漁政部長通知）に示された漁業法第 22

条にかかる上記解釈と同様の解釈の下に上記平成 12 年６月 15 日付けの水

産庁長官通知をしたものであるのか、それとも、昭和 27 年 10 月２日付け

水産庁漁政部長通知とは異なる漁業法第 22 条の解釈の下に平成 12 年６月

15 日付けの水産庁長官通知をしたものであるのか、そのいずれであるのか

お答えいただきたい。 

 

イ 水産庁長官の実質的な回答拒否（平成 29 年５月１日付け 29 水管

第 273 号） 

(ｱ) 沖縄県知事の水産庁長官に対する前記照会に対して、水産庁長

官は沖縄県知事に、平成 29 年５月１日付け 29 水管第 273 号によ

り、「回答する」と称して以下のとおり通知した（以下「平成 29
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年５月１日付け通知」という。）。 

 

照会については、平成 29 年３月 14 日付け 28 水管第 2332 号及び平成 29

年４月 18 日に行われた衆議院安全保障委員会等において、水産庁長官等か

ら示した見解の通りである。 

なお、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）において、漁業権の変更及び放

棄は、明確に書き分けられており、同法第 22 条において、漁業権者が漁業

権を放棄する場合には知事の免許が必要とはされていないところである。

また、漁業権者が漁業権を一部放棄することができることは、昭和 46 年 8

月９日の衆議院農林水産委員会において水産庁長官から答弁したとおりで

あり、同旨の見解は複数の裁判例においても示されているところである。 

 

(ｲ) 平成 29 年３月 14日付け水産庁長官回答及び平成 29年４月 18

日に行われた衆議院安全保障委員会における水産庁長官の答弁に

ついて、沖縄県知事が従前の政府答弁書や水産庁の通知等との整

合性について個別具体的に 10 項目の照会をしたことに対して、水

産庁長官は個別の照会事項については一切回答せずに、「平成 29

年３月 14日付け 28水管第 2332 号及び平成 29年４月 18日に行わ

れた衆議院安全保障委員会等において、水産庁長官等から示した

見解の通り」としたことは、実質的な回答拒否にほかならない。 

従前の政府答弁書、水産庁通知を個別具体的に特定して当該箇

所の引用をした上で、「平成 29 年３月 14 日付け 28 水管第 2332

号及び平成 29 年４月 18 日に行われた衆議院安全保障委員会等に

おいて、水産庁長官等から示した見解」が従前の見解と同じか否
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かを照会をしたものであるから、この照会に対して回答ができな

いとする合理的な理由は存しないものである。 

それにもかかわらず回答できないということは、平成 29 年３

月 14 日以降に水産庁長官が示した見解には何らの根拠もなかっ

たとことを如実に示したものにほかならないと言うべきである。 

    (ｳ) また、「漁業権の変更及び放棄は、明確に書き分けられており、

同法第 22 条において、漁業権者が漁業権を放棄する場合には知

事の免許が必要とはされていないところである。また、漁業権者

が漁業権を一部放棄することができる」ことは、当然のことであ

り、照会に対する回答やいわゆる漁業権の一部放棄に変更免許が

不要であることの理由になっていないことは明らかである。 

      すなわち、問題は、漁業法は漁業権の「放棄」と「変更」を書

き分け、漁業権の放棄の効力発生については行政行為を必要とせ

ず、他方で、漁業権の「変更」については知事の免許により変更

するとしていることから、いわゆる漁業権の一部放棄が、「放棄」

と性質決定されるのか、それとも、「変更」と性質決定されるの

かが問題となるのであり、およそ回答、理由にならないことを回

答と称する通知に記載していることは明らかである。 

(ｴ) さらに、平成 29 年５月１日付け通知に、「漁業権者が漁業権を

一部放棄することができることは、昭和 46 年８月９日の衆議院

農林水産委員会において水産庁長官から答弁したとおりであり、

同旨の見解は複数の裁判例においても示されているところであ

る」とあるのは、およそ論理をなすものではない。 

昭和 46 年８月９日の衆議院農林水産委員会における水産庁長
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官の答弁（以下「昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁」という。）

は、漁場の区域から一部を除外することが漁業法上の「放棄」に

該当するのか「変更」に該当するのかということについてなされ

たものではない。漁業法等の一部を改正する法律（平成 13 年法

律第 90 号）による改正前は、組合管理漁業権である特定区画漁

業権、第一種共同漁業を内容とする共同漁業権（以下「第一種共

同漁業権」という。）の分割、変更又は放棄に当たっての地元地

区・関係地区の区域内に住所を有する者の同意については、これ

を必要とする明文の規定が存しなかったため、第一種共同漁業権

の放棄やいわゆる漁業権の一部放棄について、漁業協同組合の意

思決定について、水産業協同組合法第 50 条の定める特別決議で

足りるとするのか、それとも漁業権行使規則の変更について定め

た漁業法第８条５項により引用する同条第３項を適用ないし類

推適用して特別決議のほかに当該第一種共同漁業権を営み都道

府県知事が定める関係地区内に住所を有する者（以下「関係漁民」

という。）の３分の２以上の書面による同意又はこれに準ずる明

確な同意が必要か否かについて解釈上の争いが生じていた。 

そして、昭和 46 年７月 20 日に、大分地裁において、前記臼杵

訴訟の一審判決がなされ、同判決は、漁業法第８条５項（３項）

を類推適用して漁業協同組合の総会特別決議のほかに関係漁民

の３分の２以上の同意が必要であるとの判断を示したことから、

同年８月９日の衆議院農林水産委員会において、いわゆる漁業権

の一部放棄等について、漁業協同組合の総会特別決議で足りるの

か、それとも、特別決議のほかに関係漁民の３分の２以上の同意
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が必要であるとするのか、政府の見解について質問され、これに

対し、水産庁長官は、特別決議のみで足りると答弁したものであ

る。昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁が、いわゆる漁業権の一

部放棄について、漁業権の「変更」に該当しないという見解を示

したものではないことは明らかである。 

なお、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁は、臼杵訴訟一審判

決は政府見解とは異なるとの認識を示し、政府見解と同様の裁判

例として、前記高松地裁昭和 45 年４月６日判決を挙げたもので

ある。先に述べたとおり、臼杵訴訟一審判決はいわゆる漁業権の

一部放棄は漁業法 22 条の「変更」ではなく「放棄」に該当する

としたものであり、高松地裁昭和 45 年４月６日判決はいわゆる

漁業権の一部放棄は漁業法 22 条の「変更」に該当するとしたも

のである。すなわち、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁が、政

府見解と同旨として挙げていた裁判例は、いわゆる漁業権の一部

放棄は漁業法 22 条の「変更」に該当するという判断を示したも

のである。 

いわゆる漁業権の一部放棄が漁業法 22 条の「変更」に該当し

ないことの根拠として、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁を挙

げることは、論理の矛盾・破綻というほかはないものであった。 

ウ 沖縄県知事の水産庁長官に対する再照会（平成 29 年５月 15 日付

け農水第 408 号） 

    (ｱ) 水産庁長官の回答と称した平成 29 年５月１日付け通知は前掲

のとおり実質的には回答拒否に等しいものであり、また、昭和 46

年８月９日水産庁長官答弁はいわゆる漁業権の一部放棄が漁業
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法 22 条の「変更」に該当しないことの根拠にはなり得ないもの

であることから、沖縄県知事は水産庁長官に対し、平成 29 年５

月 15 日付け農水第 408 号「漁業権の一部放棄と岩礁破砕等許可

について（再照会）」により、次のとおり再照会をした(以下、

「平成 29 年５月 15 日付け再照会」という。)。 

 

平成 29 年５月１日付け 29 水管第 273 号（以下「平成 29 年５月１日回答書」

という。）により回答されたみだしの件について、下記のとおり、再照会いた

します。 

記 

平成 29 年４月 25 日付け農水第 290 号（以下「平成 29 年４月 25 日照会書」

という。）でした照会では、合計 10 項目の個別具体的な照会事項について貴

職の見解を求めましたが、平成 29 年５月１日回答書においては照会事項のす

べてについて回答がなされておりません。 

 

水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号）第４条及び漁業（昭和 24 年法律

第 267 号）第 65 条に基づく規則の制定は法定受託事務として地方公共団体の

事務とされ、また、漁業権免許関連事務は自治事務として地方公共団体の事務

とされているものですが、地方公共団体の事務についての責任と権限について、

原田尚彦「行政法要論（全訂第７版補訂２版）」は、「地方公共団体は、自治

事務であると法定受託事務とを問わず、その事務を法令に従い自己の判断と責

任で自主的に実施する」（73 頁）、「地方自治の保障は、自治体の側に、自

主的に法を解釈する権限を与えると同時に、その責任を課している」（75 頁）

としております。 
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本県は、平成 29 年４月 25 日照会書に引用した過去の政府答弁書及び水産庁

通知に示された漁業法の解釈は正当なものであるとの判断のもと、それらの解

釈に従って行政実務を積み重ねてきたところですが、貴職が平成 29 年３月 14

日付け 28 水管第 2332 号でした通知（以下「平成 29 年３月 14 日水産庁長官通

知」という。）により示した見解は、漁業法第 22 条の解釈についての過去の

政府答弁書等に示された見解とは異なるものと考えられます。このことについ

ては、衆議院農林水産委員会においても、平成 29 年３月 29 日に仲里利信衆議

院議員が平成29年３月14日水産庁長官通知は過去の政府答弁書等と矛盾する

旨を指摘し、同年４月 18 日には、衆議院安全保障委員会において、赤嶺政賢

衆議院議員が同様の指摘をしております。 

このように平成29年３月14日水産庁長官通知は過去の政府答弁書等との整

合性について疑義を生じさせるものであるにもかかわらず、結論のみを示した

もので、過去の政府答弁書等との整合性や解釈の理由については一切示されて

おりません。そのため、平成 29 年３月 14 日水産庁長官通知や衆議院農林水産

委員会等における貴職の答弁と過去の政府答弁書等との整合性について明確

にするため、本職から貴職に対する照会をしたものです。 

それにもかかわらず、平成 29 年５月１日回答書は照会事項のすべてに対し

て回答をしていないものであり、このような実質的な回答拒否にほかならない

貴職の対応は誠に遺憾であると言わざるを得ません。 

貴職におかれては、国と地方公共団体の関係は、上下・主従関係ではなく、

対等な協力関係であるとの地方自治法の趣旨を尊重され、国の機関である防衛

省からの照会に対してのみ回答をするのではなく、本県からの照会に対しても

実質的な誠意ある回答をなされたく、別紙のとおり、標記のことについて再度

の照会をいたしますので、平成 29 年５月 25 日までにご回答願います。 
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なお、平成 29 年５月１日回答書に、「漁業権者が漁業権を一部放棄するこ

とができることは、昭和 46 年８月９日の衆議院農林水産委員会において水産

庁長官から答弁したとおりであり、同旨の見解は複数の裁判例においても示さ

れているところである」とあります。 

しかしながら、昭和 46 年８月９日の衆議院農林水産委員会における水産庁

長官の答弁（以下「昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁」という。）は、漁場

の区域から一部を除外することが漁業法上の「放棄」に該当するのか「変更」

に該当するのかということについてのものではないことから、貴職のこの回答

には首肯することはできないと言わざるを得ません。 

昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁について内容を検証したところ、漁業法

等の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 90 号）による改正前は、組合管理

漁業権である特定区画漁業権、第一種共同漁業を内容とする共同漁業権（以下

「第一種共同漁業権」という。）の分割、変更又は放棄に当たっての地元地区・

関係地区の区域内に住所を有する者の同意については、これを必要とする明文

の規定が存しなかったため、第一種共同漁業権の放棄やいわゆる漁業権の一部

放棄について、水産業協同組合法第 50 条の定める特別決議で足りるとするの

か、それとも漁業権行使規則の変更について定めた漁業法第８条５項により引

用する同条第３項を適用ないし類推適用して特別決議のほかに当該第一種共

同漁業権を営み都道府県知事が定める関係地区内に住所を有する者の３分の

２以上の書面による同意又はこれに準ずる明確な同意が必要か否かについて

解釈上の争いが生じており、このことを前提として、昭和 46 年８月９日水産

庁長官答弁がなされております。 

昭和 46 年８月９日時点の裁判例としては、昭和 46 年８月９日水産庁長官答
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弁において言及されている高松地裁昭和 45 年４月６日判決（判例集未搭載。

鈴木正明「判批」地方自治 288 号 36 頁参照。）が漁業法第８条５項（３項）

の適用について否定的に解して漁業協同組合の総会特別決議で足りるとした

一方で、大分地裁昭和 46 年７月 20 日判決（判例タイムズ 265 号 114 頁。いわ

ゆる臼杵訴訟の一審判決）は漁業法第８条５項（３項）を類推適用して漁業協

同組合の総会特別決議のほかに関係漁民の３分の２以上の同意が必要である

との判断を示し、裁判所の判断が分かれていたところ、昭和 46 年８月９日水

産庁長官答弁は、臼杵訴訟一審判決とは政府見解は異なるとの認識を示したも

のです。 

すなわち、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁は、臼杵訴訟一審判決につい

て、「われわれが手続的に別に問題はないという認定をいたしましたのは、実

は今回の判決とからむ問題でございまして、漁業法の第八条の問題とそれから

漁業権の放棄を規定していますところの水産業協同組合法の解釈の問題にか

かるわけでございまして、実はこの点につきましてすでに高松の地方裁判所の

一審判決で、われわれ政府側の見解を支持している判決がございます。と申し

ますのは、一応漁業協同組合法の規定に基づきまして、三分の二の組合員の議

決がございます場合には、漁業権の一部放棄が可能であるということでござい

ます。実は今回の臼杵の場合も、地元の漁業協同組合で総会を開きまして、そ

ういった手続はとっておるわけでございますが、今回の判決におきましては、

それではなお漁民の保護に不足がある。特に共同漁業権の場合に漁業権の行使

をするのは、具体的には漁業協同組合ではなしに個々の漁民である。その漁民

の権利を保護するために漁業法の第八条で漁業権の行使規則の変更手続の規

定がございます。総会を開く前にこの変更手続をとるべきであるという判決を

いたしているのでございまして、この点につきましては、実は先ほど申し上げ
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ましたように高松の一審判決の例もございまして、われわれはそういった変更

手続は要らないと、こういうふうに解釈しておりますので、その点に食い違い

がございます」とし、政府の見解は臼杵訴訟一審判決とは異なることを明示し

たものです。また、昭和 46 年 7 月 24 日の参議院公害対策特別委員会において

も水産庁次長は、同様に、臼杵訴訟一審判決について、「前に香川県におきま

して同様の事件がございまして、高松地裁で判決が出ておりまして、今度の判

決と全く反対の判決が出ております。それで、私どもといたしましては、高松

地裁の判決と同様の見解を持っておりまして」、「漁業権の放棄に関する手続

については、私どもは、大分地裁の判決には異論を持っているものでございま

す」、「私どもとしては、漁業権の免許手続については私どもと考えが今度の

判決は違うということを主張しております」、と答弁しております。 

以上のとおり、漁場の区域の一部を漁業権の内容から除外することが漁業法

にいう「変更」に該当するのか「放棄」に該当するのかという問題と、漁業権

の分割、変更又は放棄について漁業協同組合の特別決議のみで足りるのか特別

決議のほかに関係漁民の３分の２以上の同意を要するのかという問題とは、ま

ったく異なる問題であり、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁は、後者につい

て、漁業協同組合の特別決議のみで足りるとするのが政府の見解であるとして、

臼杵訴訟一審判決と政府の見解は異なることを明らかにしたものであり、漁場

の区域の一部を漁業権の内容から除外することが漁業法にいう「変更」に該当

するのか「放棄」に該当するのかという問題について答弁をしたものではあり

ません。 

もっとも、臼杵訴訟の事案は、共同漁業権の目的たる漁場区域の減少につい

て漁業協同組合の特別決議がなされ、この特別決議に基づいて漁業協同組合が

大分県知事に漁業権漁場区域の変更の免許申請をし、大分県知事が変更免許を
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したというものであるところ、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁では「手続

的に全く不備な点はないという認識のもとに認可をいたした」と答弁していま

すから、この答弁は、いわゆる漁業権の一部放棄は漁業法第 22 条の「変更」

に該当するとの理解を前提としていたものと解されます。また、昭和 46 年８

月９日水産庁長官答弁は「漁業協同組合の特別議決をもって漁業権の一部の消

滅は可能であるということの解釈をわれわれはとってきたのでございます。現

にそういった解釈につきまして支持した一審の判決もある」として高松地裁昭

和 45 年４月６日判決と同一の立場であることを明らかにしているものですが、

同判決は、「ところで漁業権の放棄により漁業権が全部消減する場合は、漁業

法上特別の手続を要しないから、当事者の放棄の意思表示の効力が生じたとき

に、漁業権も消滅するものというべく…消滅決議がなされたときに消滅の効力

が生ずるというべきである。しかし、漁業権の一部放棄の場合は、漁業権の変

更に当るから、漁業法第二二条第一項により、都道府県知事の免許あったとき

にはじめて、一部放棄の効力を生ずるものと解すべく…一部放棄の場合は、漁

業権の変更に当るから香川県知事の免許がなければ、放棄、すなわち消滅の効

力が生じないところ、右一部放棄に関し、昭和四四年三月一四日付で漁業権変

更免許登録がなされたことは前認定のとおりであるから、右日時以前に香川県

知事の免許があったものと推認され現在においては、当然消減の効力は生じて

いるものというべきである。」として、いわゆる漁業権の一部放棄は漁業法第

22 条の「変更」に該当するものであることから、特別決議のみでは漁業権の

一部放棄（漁場縮小）の効果は生じず、変更免許によって一部放棄（漁場縮小）

の効果が発生するとしたものです。従いまして、昭和 46 年８月９日水産庁長

官答弁の内容は、いわゆる漁業権の一部放棄は漁業法第 22 条の「変更」に該

当することを前提とするものと解されるものであり、「一部の区域について、
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漁業権が、法定の手続である…特別決議を経て放棄された場合、漁業法第 22

条の規定に基づく漁業権の変更の免許を受けなくても漁業権は消滅」するとし

た平成 29 年３月 14 日水産庁長官通知とは、いわゆる漁業権の一部放棄につい

て変更免許を要するか否かについての見解を異にするものですので、貴職にお

かれては、誤解のないようにお願いいたします。 

なお、高松地裁昭和 45 年４月６日判決以外にも、埋立対象の公有水面を漁

業権の漁場の区域から除外する旨の漁業権の変更を漁業協同組合が特別決議

してこれに基づき漁業権の変更免許を受けた事案について「漁業権の変更につ

き漁業法八条三項及び五項の規定の適用はなく、また、これを類推適用すべき

ものともいうことができないから、伊達漁協の前記漁業権変更の議決を無効と

することはできない。」と判示した最高裁判所昭和 60 年 12 月 17 日判決（最

高裁判所裁判集民事 146 号 323 頁）など、臼杵訴訟一審判決とは見解を異にし

て昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁と同旨の見解を示した複数の裁判例があ

ることは本県としても承知しておりますが、これらの裁判例は、漁場の区域の

一部を漁業権の内容から除外することが漁業法にいう「変更」に該当しないと

の判断を示したものではありませんので、貴職におかれては、混同をすること

のないように適切な理解をなされたくお願いいたします。 

 

（別紙） 

第１ 過去の質問主意書への答弁等について 

平成 29 年４月 25 日照会書に対する、貴職からの平成 29 年５月１日回答

書には、「過去の質問主意書への答弁等については、漁業権の『変更』に

係る説明を行ったものである。貴職においては、これらの見解を踏まえ、

漁業権の『変更』と『一部放棄』を混同することのないよう適切に対応さ
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れたい。」とされているので、平成 29 年５月１日回答書において「踏まえ」

るべきとされた「これらの見解」についての貴庁の解釈を明確にするため、

以下の点についてお答えいただきたい。 

記 

１ 政府答弁書に示された政府見解について 

過去の質問主意書への政府答弁書においては、「参議院議員久保亘君提

出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関する質問

に対する答弁書（答弁書第四四号内閣参質一〇四第四四号昭和六十一年五

月二十七日）」及び「衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域

の一部削除に関する質問に対する答弁書（答弁第一一号内閣衆質一一四第

一一号平成元年三月十四日）」のいずれの政府答弁においても、「漁業権

者が漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更の免許を受けようとする場

合に都道府県知事がいわゆる漁場計画の見直しを行つた上で変更の免許を

行うことについては、漁場区域から除かれる区域について現在免許を有し

ている者に免許を与えておくことが、水面につき漁業上の総合利用を図り

漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要がある場合に漁場

計画を定めなければならないという制度の趣旨に照らし、必要でない場合

には、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、

その見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うことができる

と解している。」とされている。 

上記答弁中の「漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更」は、漁業法

第 22 条の「変更」に該当すると貴庁は理解されているのか、それとも、漁

業法第 22 条の「変更」に該当しないと理解されているのか、そのいずれで

あるかについてお答えいただきたい。 
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２ 水産庁漁政部長通知に示された貴庁の見解について 

「漁業法第二十二条の事務取扱上の解釈について」昭和 27 年 10 月 2 日

付け 27 水 7902 号水産庁漁政部長通知（以下「昭和 27 年漁政部長通知」と

いう。）に示された下記解釈が、漁業法第 22 条にいう漁業権の「変更」に

ついての解釈を示したものであるか否かについて確認するため、以下の(1)

から(3)についてお答えいただきたい。 

(1) 漁場について 

昭和 27 年漁政部長通知は、「漁場を縮小する場合 他漁業と関係がな

いものと考えられるから法第二十二条の変更手続きでよい。」としてい

るが、漁業権者からの申出による漁場の縮小は漁業法第 22 条の変更に該

当するという理解でよいか否かについてお答えいただきたい。 

漁業権者からの申出による漁場の縮小が漁業法第 22 条の変更に該当

しないという理解であれば、その理由について具体的に説明していただ

きたい。 

(2) 漁業種類について 

昭和 27 年漁政部長通知は、漁業種類について、「削除する場合 申請

者からの申出による場合、法第二十二条の変更手続きでよい。」として

いるが、漁業権者からの申出による漁業種類の削除は漁業法第 22 条の変

更に該当するという理解でよいか否かについてお答えいただきたい。 

漁業権者からの申出による漁業種類の削除が漁業法第 22 条の変更に

該当しないという理解であれば、その理由について具体的に説明してい

ただきたい。 

(3) 漁期について 

昭和 27 年漁政部長通知は、漁期の変更について、「漁期を短縮する場
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合は法第二十二条の手続を踏めばよい」としているが、漁業権者からの

申出による漁期の短縮は漁業法第 22 条の変更に該当するという理解で

よいか否かについてお答えいただきたい。 

漁業権者からの申出による漁期の短縮が漁業法第 22 条の変更に該当

しないという理解であれば、その理由について具体的に説明していただ

きたい。 

３ 「漁場計画の樹立について」に示された貴庁の見解について 

漁業法第 22 条についての貴庁の現時点での解釈を明らかにするため、平

成 24 年６月８日付け 24 水管第 684 号「漁場計画の樹立について」（以下

「平成 24 年通知」という。）及び平成 14 年８月６日付け 14 水管第 1745

号「漁場計画の樹立について」（以下「平成 14 年通知」という。）におい

てなされた漁業法第 22 条の「変更」に関する通知について、以下の(1)及

び(2)についてお答えいただきたい。 

(1) 平成 24 年通知及び平成 14 年通知に示された貴庁の下記見解は、現在

も維持されているか、それとも、変更されているか。 

記 

漁業補償契約等による「漁業権の変更」について 

漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で「漁

業権の変更（一部放棄）」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受

けられますが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題で

あり、法第 22 条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるも

のではありません。 

(2) 漁業権の変更について、平成 14 年通知において「法第 22 条第３項に

おいて準用する法第 13 条第１項第２号の規定上、漁場計画を見直し、法
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第 11条第１項の規定に基づきこれを事前に決定の上公示しなければなら

ず、これ以外の手続による運用が認められる余地はない。」との見解が

示され、平成 24 年通知にも「漁業権の変更をする場合には、法第 22 条

第３項において準用する法第 13 条第１項第２号の規定上、漁場計画を見

直し、法第 11 条第１項の規定に基づきこれを事前に決定の上公示しなけ

ればなりません。」と同様の見解が示されているが、貴庁は現在でもこ

の見解を維持しているか、それとも、変更されているか。 

第２ 平成29年４月18日衆議院安全保障委員会における水産庁長官答弁につ

いて 

平成 29 年５月１日回答書は、「平成 29 年４月 18 日に行われた衆議院

安全保障委員会等において、水産庁長官等から示した見解の通り」とし

ているところ、同委員会における貴職の答弁は、「漁業協同組合が、知

事に対しまして、埋立予定水面を漁業権の対象区域から除外する漁業権

の変更をする意思で一般ママ放棄の総会議決を行いまして、その後、知事

に対して変更免許を申請するといったような、一部放棄と変更が混同さ

れていた実態があったところでございます」というものであり、答弁の

趣旨は一義的に明確ではないので、その趣旨を明確にするため、以下の

点についてお答えいただきたい。 

 １ 貴職の上記答弁にいう「埋立予定水面を漁業権の対象区域から除外する

漁業権の変更」とは、漁業法第 22 条にいう「変更」に該当するという趣

旨であるのか、それとも、漁業法第 22 条にいう「変更」には該当しない

という趣旨であるのか、貴職の上記答弁の趣旨がそのいずれであるのかお

答えいただきたい。 

２ 「埋立予定水面を漁業権の対象から除外する漁業権の変更をする意思
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で一部放棄の総会議決」を行った場合には、漁業法第 31 条の規定に基づ

く組合員の同意及び水産業協同組合法第 50条の規定に基づく特別決議の

みによっては埋立予定水面について漁業権は当然に消滅しないのか、そ

れとも、上記の同意及び特別決議のみにより埋立予定水面における漁業

権は当然に消滅するのか、そのいずれであるのかお答えいただきたい。 

 

３ 「埋立予定水面を漁業権の対象から除外する漁業権の変更をする意思

で漁場の区域の縮小の総会議決」を行った場合には、漁業法第 31 条の規

定に基づく組合員の同意及び水産業協同組合法第50条の規定に基づく特

別決議のみによっては埋立予定水面について漁業権は当然に消滅しない

のか、それとも、上記の同意及び特別決議のみにより埋立予定水面にお

ける漁業権は当然に消滅するのか、そのいずれであるのかお答えいただ

きたい。 

第３ 昭和 27 年漁政部長通知との関係について 

昭和 47 年９月 12 日施行の沖縄県漁業調整規則（昭和 47 年沖縄県規則

第 143 号）を認可した際、貴庁は、昭和 27 年漁政部長通知に示された漁

業法第 22 条にいう漁業権の「変更」にかかる下記解釈の下に沖縄県漁業

調整規則を認可したものであるのか、それとも、漁業法第 22 条にいう漁

業権の「変更」ついて下記解釈とは異なる解釈の下に沖縄県漁業調整規

則を認可したものであるのか、そのいずれであるのかお答えいただきた

い。 

記 

一 共同漁業権 

イ 漁場の変更 
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(A) 漁場を拡張する場合 

当初の漁場計画の際の測量の誤り等の理由で止むを得ず漁場

を拡張する場合、その漁業権の本質が変わらず、かつ、他の漁業

に影響を及ぼさない程度の拡張ならば、法第二十二条の変更とし

て処理することは差し支えないが、拡張の範囲が相当大きくなる

と近隣の漁業にも影響を及ぼすことは必至であるから、このよう

な場合には法第二十二条で処理せず、新規計画として処理すべき

である。 

(B) 漁場を縮小する場合 

他漁業と関係がないものと考えられるから法第二十二条の変

更手続きでよい。 

ロ 漁業種類の変更 

         (A) 追加する場合 

他種の漁業の追加（例えば、現在第二種の漁業がない漁業種に

小型定置網漁業等の第二種の漁業を追加する場合）は勿論同種の

漁業の追加（例えば、現在第三種の内容に地びき網漁業を含んで

いる漁業権に船びき網を追加する場合）も変更ではなく、新規免

許として取扱うべきである。 

(B) 削除する場合 

申請者からの申出による場合、法第二十二条の変更手続きでよ

い。 

        ハ 漁期の変更 

計画が誤っていた場合は漁期を動かすということも考えられる

がこのうち、漁期を短縮する場合は法第二十二条の手続を踏めばよ
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いが、延長する場合は、新規免許と同様法第十一条により行うべき

である。 

 

第４ 過去の政府答弁書等の見解との整合性についての貴庁の認識について 

平成 29 年５月１日回答書は、「貴職が引用されている過去の質問主意

書への答弁等については、漁業権の『変更』に係る説明を行ったもので

ある。」とされているが、この回答の意味を明確にするため、以下の点

についてお答えいただきたい。 

1 漁業権の「変更」について、貴庁の見解は、「参議院議員久保亘君提出

公有水面埋め立て計画に関する漁業補償契約並びに総会決議に関する質

問に対する答弁書（答弁書第四一号内閣参質一〇二第四一号昭和六十年

六月十四日）」において示された下記政府答弁のとおりであると理解し

てよいか。 

記 

【質問】 

二 総会決議について 

３ 「埋立への同意」が、漁協総会で議決された場合、共同漁業権は、

その決議によつて一部消滅するのか。 

４ 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が、漁協総会で議

決された場合、共同漁業権は、その決議によつて一部消滅するのか。 

【政府答弁】 

二の３について 

御指摘の「埋立への同意」は、公有水面埋立法（大正十年法律第五

十七号）第四条第三項第一号の同意を指すものと考えられるが、これ
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により直ちに共同漁業権が消滅するものではない。 

二の４について 

漁業権を変更しようとするときは、漁業法（昭和二十四年法律第二

百六十七号）上、都道府県知事の免許を受けなければならないことと

されており、漁業協同組合の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議決

されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものでは

ない。 

２ 漁業権の「変更」について、貴庁の見解は、「参議院議員久保亘君提

出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関する質

問に対する答弁書（答弁書第四四号内閣参質一〇四第四四号昭和六十一

年五月二十七日）」において示された下記政府答弁のとおりであると理

解してよいか。 

記 

【質問】 

一 共同漁業権の一部放棄について 

昭和六十年五月二十五日、私が提出した質問主意書に対する答弁書

（内閣参質一〇二第四一号）において、「漁業権を変更しようとする

ときは、漁業法上、都道府県知事の免許を受けなければならないこと

とされており、漁業協同組合の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議

決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるもので

はない。」と述べられている。 

右答弁に関して、さらに、以下の（一）ないし（三）の質問に答え

られたい。 

（一） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決
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され、当該議決に基づき漁協より「漁業権の変更免許」の申請があ

つた場合、都道府県知事は「漁業権の変更免許」をなすことができ

るか。漁業法第十三条第一項第二号に基づき、右変更免許はできな

いと解すべきか。 

（二） 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決

された場合、都道府県知事が、一部放棄の対象区域を漁場区域から

除外した内容の新たな漁場計画を樹立し、その新規の漁場計画の下

に、申請に基づき「漁業権の変更免許」をなすことは可能か。漁場

計画は、漁場の総合利用と漁業生産力の維持発展を目的として樹立

される（漁業法第十一条）ことから、右のような漁場計画の新規樹

立は不可能と解すべきか。 

（三） 前述した（一）及び（二）に対する答弁がいずれも「できない」

である場合、「共同漁業権の一部放棄」は、結局、法的には実現せ

ず、一部放棄の対象区域には、従前どおり、一定の資格を有する組

合員の「漁業を営む権利」（漁業法第八条）が存在すると解してよ

いか。 

【政府答弁】 

一について 

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規定

による漁業権の変更の免許の申請があつた場合において、同条第三項に

おいて準用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県

知事は免許をしてはならないこととされている。 

また、御質問のように、漁業権者が漁場区域の縮小を内容とする漁業

権の変更の免許を受けようとする場合に都道府県知事がいわゆる漁場計
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画の見直しを行つた上で変更の免許を行うことについては、漁場区域か

ら除かれる区域について現在免許を有している者に免許を与えておくこ

とが、水面につき漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させる

ため漁業の免許をする必要がある場合に漁場計画を定めなければならな

いという制度の趣旨に照らし、必要でない場合には、都道府県知事は、

漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、その見直し後の漁場計

画に即して漁業権の変更の免許を行うことができると解している。なお、

漁場計画は水面についての漁業上の総合利用ということを考慮して計画

されるものであり、これに基づき漁業権が設定されるものであることか

ら、漁場計画に基づいて漁業の免許がなされた後は、原則として漁業権

の変更を行うべきでない旨指導してきている。 

３ 漁業権の「変更」について、貴庁の見解は、衆議院議員岩垂寿喜男君

提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問に対する答弁書（答

弁第一一号内閣衆質一一四第一一号平成元年三月十四日）において示さ

れた下記政府答弁のとおりであると理解してよいか。 

記 

【質問】 

共同漁業権の漁場区域について、漁業生産力の維持発展上、一部削

除は好ましくないものであるが、次のような場合に一部削除すること

は、漁業法に照らして適法か否か。また、法的に無効か否か。 

それぞれのケースについて答えられたい。 

一 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決さ

れ、当該議決に基づき、漁協より「漁業権の変更免許」の申請があっ

た場合、変更免許を通じて、放棄対象海域を一部削除すること。 
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二 漁業権の免許更新時に、埋立計画の存在を理由として埋立予定海域

を一部削除すること。 

三 一と同様なケースで一部削除を内容とする変更免許を行った後、免

許更新時に再び同一内容の免許をなすこと。 

【政府答弁】 

一について 

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規定

による漁業権の変更の免許の申請があった場合において、同条第三項に

おいて準用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県

知事は免許をしてはならないこととされているが、御質問のように漁業

権者から漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更の免許の申請があっ

た場合において、漁場区域から除かれる区域について現在免許を有して

いる者に免許を与えておくことが、水面につき漁業上の総合利用を図り

漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要がある場合に漁

場計画を定めなければならないという制度の趣旨に照らし、必要でない

ときは、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行

い、その見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うことが

できると解している。なお、漁場計画は水面について漁業上の総合利用

ということを考慮して計画されるものであり、これに基づき漁業権が設

定されるものであることから、漁場計画に基づいて漁業の免許がなされ

た後は、原則として漁業権の変更を行うべきではない旨指導してきてい

る。 

二について 

漁業の免許の切替えが行われる場合において、埋立計画に係る水面に
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ついて漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の

免許をする必要があると認められないときに、当該水面について漁場計

画を定めないことは、適法である。なお、漁業の免許の切替えが行われ

る場合において、従来の漁場区域である水面について漁場計画を定めな

いこととするときは、漁場計画に関する制度の趣旨にかんがみ、特に慎

重な検討を行うよう指導してきている。 

三について 

漁業の免許の切替えが行われる場合において、漁業法の規定に従い、

埋立計画に係る水面が漁場区域から除かれた漁場計画を定めたときは、

当該漁場計画に即して埋立計画に係る水面を漁場区域から除いた内容の

漁業の免許を行うことができる。 

 

エ 水産庁長官の再度の実質的な回答拒否（平成 29 年５月 25 日付け

29 水管第 463 号） 

    (ｱ) 沖縄県知事の水産庁長官に対する前記再照会に対して、水産庁

長官は、平成 29 年５月 25 日付け 29 水管第 463 号により、「回答

する」と称して、以下のとおり通知した(以下、「平成 29 年５月

25 日付け通知」という。)。 

 

照会については、平成 29 年 5 月１日付け 29 水管第 273 号（以下「5 月

１日付け回答」という。）で回答したとおりであるが、過去の政府答弁に関

する照会について、「公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第４条第３

項第１号の同意」及び「漁業の免許の切替え」に係る答弁については、漁

業権の変更に係る手続とは異なる手続に係る答弁であるので念のため申し
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添える。 

なお、５月１日付け回答と繰り返しの説明となるが、漁業法（昭和 24 年

法律第 267 号）において、漁業権の「放棄」と「変更」は明確に書き分け

られており、「一部放棄」は「変更」には該当しない。このことは、漁業協

同組合合併促進法（昭和 42 年法律第 78 号）第３条第１項第６号の条文上

も明らかである。 

また、過去の国会における質疑において、水産庁長官又は次長が、当時

の水産庁の見解が昭和 45 年高松地裁判決と同様の見解である旨を答弁し

たことから、漁業権の「一部放棄」が「変更」に該当するとの理解を前提

としていたものと解されるとの御指摘については、同判決において、平成

13 年の漁業法改正による現在の第 31 条が新設される前の当時の漁業法の

解釈として、漁業権の変更、放棄等を行う際に同法第８条第３項等の類推

適用がないことが示されたことに関して、同様の見解であると答弁したも

のに過ぎず、漁業権の「一部放棄」が「変更」に該当する旨の答弁をした

ものではない。 

当時の水産庁の見解は、昭和 46 年８月９日の衆議院農林水産委員会にお

いて、水産庁長官が「漁業協同組合の特別議決をもって漁業権の一部の消

滅が可能である」こと及び「（水産業）協同組合法の規定に従いまして、総

会の特別議決によって漁業権の一部放棄というのは可能である」ことを答

弁しているとおりである。 

加えて、漁業権の一部放棄を行う場合に漁業法第 22 条の変更免許が不要

であることは、昭和 48 年 10 月 19 日の福岡高裁判決、昭和 63 年 3 月 28

日の仙台高裁判決においても示されているところである。 
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    (ｲ) 水産庁長官の平成 29 年５月 25 日付け通知は、「平成 29 年 5

月１日付け 29 水管第 273 号で回答したとおりである」として、

13 項目に及ぶ照会事項には一つとして回答をしなかったもので

あり、再度の実質的な回答拒否にほかならないものであった。 

    (ｳ) 水産庁長官は、平成 29 年５月１日付け通知では「貴職が引用

されている過去の質問書への答弁等については、漁業権の『変更』

に係る説明を行ったものである」としていた。 

      そこで、平成 29 年５月 15 日付け再照会では、漁業権の変更に

ついての照会であることを明確にして、再照会をしたものであっ

た。たとえば、照会事項の第１、１では「答弁中の『漁場区域の

縮小を内容とする漁業権の変更』は、漁業法第 22 条の『変更』

に該当すると貴庁は理解されているのか、それとも、漁業法第 22

条の『変更』に該当しないと理解されているのか、そのいずれで

あるかについてお答えいただきたい。」とした。また、第４では、

「平成 29 年５月１日回答書は、『貴職が引用されている過去の質

問主意書への答弁等については、漁業権の「変更」に係る説明を

行ったものである。』とされているが、この回答の意味を明確に

するため、以下の点についてお答えいただきたい。」として、第

４、１では「漁業権の『変更』について、貴庁の見解は、『参議

院議員久保亘君提出公有水面埋め立て計画に関する漁業補償契

約並びに総会決議に関する質問に対する答弁書（答弁書第四一号

内閣参質一〇二第四一号昭和六十年六月十四日）』において示さ

れた下記政府答弁のとおりであると理解してよいか。」、第４、２

では「漁業権の『変更』について、貴庁の見解は、『参議院議員



125 
 

久保亘君提出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁

協の権限に関する質問に対する答弁書（答弁書第四四号内閣参質

一〇四第四四号昭和六十一年五月二十七日）』において示された

下記政府答弁のとおりであると理解してよいか。」、第４、３では

「漁業権の『変更』について、貴庁の見解は、衆議院議員岩垂寿

喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問に対

する答弁書（答弁第一一号内閣衆質一一四第一一号平成元年三月

十四日）において示された下記政府答弁のとおりであると理解し

てよいか。」として、「漁業権の『変更』に係る説明」について、

政府答弁と現在の水産庁の見解が同じか異なるのかについての

回答を求めたものである。 

      この再照会に対し、平成 29 年５月 25 日付け通知では、「過去

の政府答弁に関する照会について、『公有水面埋立法（大正 10 年

法律第 57 号）第４条第３項第１号の同意』及び『漁業の免許の

切替え』に係る答弁については、漁業権の変更に係る手続とは異

なる手続に係る答弁であるので念のため申し添える。」としてい

る。 

      しかし、４月 25 日付け照会で引用した政府答弁と平成 29 年５

月 15 日付け再照会で引用した政府答弁は同一である。それにも

かかわらず、平成 29 年５月１日付け通知では「過去の質問書へ

の答弁等については、漁業権の『変更』に係る説明を行ったもの」

とし、平成 29 年５月 25 日付け通知では「漁業権の変更に係る手

続とは異なる手続に係る答弁である」としており、水産庁長官の

対応は、あまりにも不自然、不合理と言わざるを得ない。 
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      くり返しの引用となるが、昭和 60 年６月 14 日付け答弁では「漁

業権を変更しようとするときは、漁業法（昭和二十四年法律第二

百六十七号）上、都道府県知事の免許を受けなければならないこ

ととされており、漁業協同組合の総会で『共同漁業権の一部放棄』

が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更され

るものではない。」とされ、昭和 61 年５月 27 日付け答弁では「漁

業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規

定による漁業権の変更の免許の申請があつた場合において、同条

第三項において準用する同法第十三条第一項第二号に該当する

ときは、都道府県知事は免許をしてはならないこととされている。

また、御質問のように、漁業権者が漁場区域の縮小を内容とする

漁業権の変更の免許を受けようとする場合に都道府県知事がい

わゆる漁場計画の見直しを行つた上で変更の免許を行うことに

ついては、漁場区域から除かれる区域について現在免許を有して

いる者に免許を与えておくことが、水面につき漁業上の総合利用

を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要

がある場合に漁場計画を定めなければならないという制度の趣

旨に照らし、必要でない場合には、都道府県知事は、漁業法の規

定に従い、漁場計画の見直しを行い、その見直し後の漁場計画に

即して漁業権の変更の免許を行うことができると解している。」

とされ、平成元年３月 14 日付け答弁では「漁業法（昭和二十四

年法律第二百六十七号）第二十二条第一項の規定による漁業権の

変更の免許の申請があった場合において、同条第三項において準

用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知
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事は免許をしてはならないこととされているが、御質問のように

漁業権者から漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更の免許

の申請があった場合において、漁場区域から除かれる区域につい

て現在免許を有している者に免許を与えておくことが、水面につ

き漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁

業の免許をする必要がある場合に漁場計画を定めなければなら

ないという制度の趣旨に照らし、必要でないときは、都道府県知

事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、その見直

し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うことができ

ると解している。」とされていたものである。 

    (ｴ) 平成 29 年５月 25 日付け通知は、「漁業権の一部放棄を行う場

合に漁業法第 22 条の変更免許が不要であることは、昭和 48 年

10 月 19 日の福岡高裁判決、昭和 63 年３月 28 日の仙台高裁判決

においても示されているところである。」としている。 

      しかし、水産庁長官が、漁業権の変更については従前の政府答

弁等のとおりとしながら、福岡高裁昭和 48 年 10 月 19 日判決及

び仙台高裁昭和 63 年３月 28 日判決を引用することは矛盾するも

のである。 

      これらの高裁判決は、漁業法 22 条による変更免許について、

免許は設権行為であるから権利の拡張のみが「変更」に該当して

権利の縮小は「変更」に該当しない、すなわち、漁業権の「放棄」

に該当するとしてものである。これに対して、従前の政府答弁や

水産庁通知は、漁場の区域の縮小を「変更」としてきたものであ

り、高裁判決とは論理的に相容れないものである。 
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      また、上記高裁判決は、漁業法 22 条による漁業権の「変更」

について、広義の意味における漁業調整への配慮や新たな漁場計

画の樹立は不要であるとし、このことを漁場の区域の縮小が「変

更」ではなく「放棄」であるとすることの論拠としている。しか

し、前述のとおり、昭和 61 年５月 27 日付け答弁及び平成元年３

月 14 日付け答弁並びに平成 14 年８月６日付け水産庁長官通知及

び平成 24 年６月８日付け水産庁長官通知は、漁場計画を見直し

て、見直し後の新たな漁場計画に基づいて変更免許をすることが

できるとの見解を示しているもので、上記高裁判決とはこの点で

も一義的に矛盾するものである。 

      従前の政府答弁や水産庁通知と上記高裁判決は、漁場の区域の

縮小が「変更」に該当するのか、それとも、「放棄」に該当する

のかということについて、相容れない異なる見解に立脚するもの

である。それにもかかわらず、漁業権の変更については従前の政

府答弁等に示したとおりとしつつ、他方で、上記高裁判決を引用

することは、論理の破綻であると言わなければならない。 

      漁業協同組合合併促進法（平成５年当時は漁業協同組合合併助

成法）３条は、漁業協同組合の意思決定の手続に関するものであ

り、漁場の区域の一部を除外することが漁業法上ではどのように

性質決定をされるのかについて定めたものではない。 

      同法３条１項６号は平成５年改正で設けられたものであり、合

併する漁業協同組合が有する第一種共同漁業権の放棄・変更の手

続に関する事項を、「合併及び事業経営計画の記載事項」に追加

したものである。改正の趣旨は、「漁協合併助成法の改正は、『も
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し合併すれば、自分たちが持っていた漁業権が、自分たちの意向

に反して、他の地区に住む多数の組合員の賛成だけによって、放

棄・変更されてしまうのではないか』という、合併前の漁協の組

合員の不安がありますが、このような不安を取り除こうとしたの

です。そして、漁業権の放棄・変更の問題が漁協合併の阻害要因

とならないようにしようという趣旨」（浜本幸生『海の「守り人」

論』32 頁）というものである。 

      漁業権者の意思決定に関するものであり、漁業権者の意思決定

のみで効力が生じるか否か、すなわち漁業法上の「放棄」か「変

更」かということに関するものではない。漁業協同組合合併促進

法３条１項 6 号は、放棄と変更とで規律を異にするものでもなく、

「放棄」と「変更」を区別する意味もない。 

      漁場の区域の一部を除外して漁業権を消滅させることについて、

漁業協同組合の意思決定の方法としては、漁業権の一部放棄とし

てなされることが一般的に行われていたという実態があること

から、漁業権の一部放棄という意思決定をする場合の合併前の組

合の組合員の同意を求める手続を定めることとされたにすぎな

い。すなわち、漁業権の一部放棄の決議をし、この決議に基づい

て漁業権の変更免許の申請をして変更免許を受けるということ

が一般的になされていたものであり、このこと自体は何ら問題に

されていたものではない。平成 29 年５月 25 日付け通知に引用さ

れた裁判例の事案をみても、福岡高裁昭和 48 年 10 月 19 日判決

（臼杵訴訟控訴審判決）の事案でも、漁業権の一部放棄の決議に

基づき漁業権の変更免許申請がなされて変更免許を受けている
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が、昭和 46 年８月９日水産庁長官答弁は「われわれが手続的に

別に問題はないという認定をいたしました」としている。また、

仙台高裁昭和 63 年３月 28 日の事案も、漁業権の一部放棄の決議

に基づき漁業権の変更免許申請がなされて変更免許を受けたと

いうものであった。このような漁業権の一部放棄の決議をするに

際しての合併前の組合員の同意を求める手続を合併及び事業計

画の記載事項に追加したものであり、漁業権の一部放棄を漁業法

上の「放棄」とする趣旨ではないことは明らかである。 

      水産庁が、平成５年の漁業協同組合合併助成法の改正当時に、

漁業権の一部放棄が漁業法 22 条にいう漁業権の「変更」に該当

すると認識していたことは、次のことからも明らかである。再三

述べてきたとおり、昭和 27 年漁政部長通知は、「漁場の変更」に

ついて、「漁場を拡張する場合」については「その漁業権の本質

が変わらず、かつ、他の漁業に影響を及ぼさない程度の拡張なら

ば、法第二十二条の変更として処理することは差し支えないが、

拡張の範囲が相当大きくなると近隣の漁業にも影響を及ぼすこ

とは必至であるから、このような場合には法第二十二条で処理せ

ず、新規計画として処理すべきである。」とする一方で、「漁場を

縮小する場合」については「他漁業と関係がないものと考えられ

るから法第二十二条の変更手続きでよい。」としており、漁場の

縮小は漁業法第 22 条の「変更」に該当することを明らかにして

いるものであるが、この通知は平成５年の漁業協同組合合併助成

法の改正後も維持されたのであり、水産庁が漁業権の一部放棄は

漁業権の「変更」に該当するという立場であったことは明らかで
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ある。 

      なお、平成 29 年５月 25 日付け通知において、唐突に漁業協同

組合合併促進法 3 条１項６号が持ち出されたという経緯自体が、

あまりにも不自然である。すなわち、平成 29 年３月 14 日付け水

産庁長官回答に関して、国会では、平成 29 年 3 月 29 日衆議院農

林水産委員会、同年 4 月 18 日衆議院安全保障委員会において水

産庁長官が答弁をしているが、その答弁では漁業協同組合合併促

進法についてはまったく触れられていない。また、平成 29 年５

月 1 日付け通知においても同法についての言及はない。まさに、

取って付けたように、平成 29 年５月 25 日付け通知で、漁業権の

一部放棄が漁業法上の「変更」に該当しないことの論拠として突

然に示されたものであり、不自然、不合理極まりないものである。 

 

  (3) 小括 

    以上述べたとおり、平成 29 年３月 14 日付け水産庁長官回答は、従

前の政府答弁や水産庁長官通知に示された見解とは、相容れないもの

である。 

そして、水産庁長官は、沖縄県知事からの２回にわたる照会につい

て、合計 23 項目の照会事項については一切回答しなかったものであ

り、このことは、平成 29 年３月 14 日付け水産庁長官回答には根拠が

なかったことを如実に示したものと言うべきである。 

    また、昭和 46 年８月９日付け水産庁長官答弁を、平成 29 年３月

14 日付け水産庁長官回答に示された結論の論拠として引用すること

は、およそ論理をなすものではない。 
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さらに、漁業権の変更については過去の政府答弁を修正することな

く、他方で福岡高裁昭和 48 年 10 月 19 日判決、仙台高裁昭和 63 年３

月 28 日判決を引用したことは、明らかな論理矛盾である。 

平成 29 年３月 14 日付け水産庁長官回答は、およそ合理性、論理的

整合性を欠いたものであり、沖縄県知事が同回答についてコメントし

たとおり、「長年示され続けてきた見解が、辺野古案件のために恣意的

に変更されたとしか受けとることの出来ない内容であり、政府が常々

述べている法治国家とはほど遠く、まさに辺野古唯一という視点しか

ない、国の強硬な姿勢が浮き彫りになった」ものと言わざるを得ない。 

 

 ６ 第３項のまとめ 

   漁業法 10 条は、「漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事

に申請してその免許を受けなければならない。」と定めており、漁業権は、

行政庁の免許という行政行為によって設定される権利である。漁業権は

免許によって設定されるものであるから、漁業権の内容は行政行為（免

許）によって定まることになるが、漁業法 11 条１項は、「漁業種類、漁

場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項」と規定し

ており、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等により免許の内容、

すなわち、漁業権の内容が定められることを明らかにしている。そして、

漁業権の内容である「漁場の区域」を縮小することは、免許という行政

行為で設定された権利の内容を変動させ、権利の本質的同一性は失わな

いまでも免許により設定された権利とは異なる新たな内容をもった権利

とする変権行為である。「漁場の区域」は免許の内容たるべき事項として

免許によって定められるものであるから、免許という行政行為によって
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定まった内容を私人（漁業権者）の意思表示で変動させることはできな

いことは当然である。 

   また、漁場の区域は、漁業権の内容をなすものであるが、漁業権の内

容は免許によって定められるものである。この免許の内容は、免許申請

がなされる前に、事前に知事の定める漁場計画によって決められ、漁場

計画の内容と異なる免許をすることは認められていない（漁業法 13 条）。

漁業権の内容を免許申請者が定めることは認められていないのであり、

漁場の区域を免許申請者の私的恣意で定めることはできない。それにも

かかわらず、漁業権の設定後に、漁業権者が漁業権の内容を自由に選択

できるとするならば、免許設定について漁場計画制度を採用した趣旨が

没却されることになる。現行漁業法は、水面の総合的利用の見地から予

め樹立された漁場計画に沿って免許をする漁場計画制度を採用したので

あるから、漁業権の内容を特定する要素の変動は、免許権者の公益的判

断によってのみなされることは、現行漁業法が、漁場計画制度を根幹的

な仕組みとすることよりしても、当然のことである。 

   したがって、いわゆる漁業権の一部放棄、すなわち、漁業権者の意思

に基づく漁場の区域の減少は、漁業法上は「放棄」には該当せず、「変更」

に該当するものであり、漁業権者（漁業協同組合）がいわゆる漁業権の

一部放棄の特別決議をしても、その決議自体によっては「漁場の区域」

の縮小（漁業権の一部消滅）という効果は生じない。 

   なお、このことは、現行漁業法が、全部放棄については行政行為を不

要としたことと何ら矛盾するものではない。漁業権の全面的放棄が「放

棄」に該当することは当然であるが、漁業権者の意思表示のみで漁業権

を全面的に放棄することを認めたとしても、漁業権者の意思表示のみで
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漁場計画によって定められた免許の内容を変動させることにはならず、

漁場計画樹立後の免許前の状態に戻ること、すなわち、漁業権の全部放

棄はいわば免許の返上と同じである。全面的放棄を漁業権者の意思表示

のみでなしうるとしても、漁場計画によって定められた免許の内容たる

べき事項を変動させるものではなく、新たな漁場計画の樹立を必要とす

ることにもならないから、水面の総合的高度利用の目的のために樹立さ

れる漁場計画制度との抵触という問題は生じない。これに対し、いわゆ

る一部放棄は、「漁場の区域」に係る変動であるが、「漁場の区域」は漁

場計画において定められるものであるから、これを変更して「漁場の区

域」を縮小することは、漁場計画で定められた免許の内容を変動させる

ことにほかならない。現行漁業法は、前述のとおり、水面の総合的利用

の見地から予め樹立された漁場計画に沿って免許をする漁場計画制度を

採用したのであるから、漁業権の内容を特定する要素の変動は免許権者

の公益的判断によってなされることは、当然のことであると言わなけれ

ばならない。 

   以上のことは、現行漁業法の前身である明治漁業法下においても通説

であり、現行漁業法下においても政府答弁や水産庁通知等によってくり

返し確認されてきたものである。 

   本件水域を漁場の区域に含む共同第５号漁業権について、本件水域を

「漁場の区域」から除外する内容の変更免許がなされていない以上、本

件水域の漁業権は消滅していないものであるから、本件水域は沖縄県漁

業調整規則 39 条１項にいう「漁業権の設定された漁場」に該当し、同

規則により本件水域における岩礁破砕等は禁止されているものである。 
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第４ 司法手続による公法上の不作為義務の履行請求が認められること 

   本件訴訟は、被告が沖縄県漁業調整規則 39 条に基づき岩礁破砕許可

を得ずに岩礁破砕行為を行う蓋然性があることから、岩礁破砕行為の差

止を求める訴えであるところ、原告は被告に対して、かかる訴えを適法

に提起しうる。 

   人見剛早稲田大学教授作成にかかる平成 29 年７月 20 日付意見書（以

下、「人見意見書」という。：甲Ｃ１）に依拠して、以下、詳述する。 

   なお、以下では、いわゆる宝塚市パチンコ条例事件（最高裁平成 14

年７月９日判決・最高裁判所民事判例集 56 巻６号 1134 頁）を、「平成

14 年最高裁判決」といい、同事件の調査官解説（『平成一四年最高裁判

所判例解説・民事編（下）』542 頁以下）を、「平成 14 年最高裁判決調

査官解説」、あるいは、単に「調査官解説」という。 

   また、以下で引用する文献については、主要なもののみ証拠提出する

（甲Ｃ号証）。 

 

 １ 原告の被告に対する差止請求権が肯定されること 

(1) 行政上の義務の履行を求める請求権が行政主体に帰属すること 

    人見意見書においても挙げられているとおり、過去の裁判例におい

ては、岐阜地裁昭和 43 年２月 14 日決定・訟務月報 14 巻４号 384 頁、

岐阜地裁昭和 44 年 11 月 27 日判決・判例時報 600 号 100 頁、大阪高

裁昭和 60 年 11 月 25 日決定・判例時報 1189 号 39 頁、横浜地判平成

元年 12 月８日決定・判例タイムズ 717 号 220 頁、富山地裁平成２年

６月５日決定・訟務月報 37 巻１号１頁、神戸地裁伊丹支部平成６年
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６月９日決定・判例地方自治 128 号 68 頁、盛岡地裁平成９年１月 24

日決定・判例時報 1638 号 141 頁等、法律あるいは条例によって私人

に対する義務賦課権限が与えられた行政庁の所属する行政主体に、そ

の義務の履行請求権が帰属することは当然視されてきた（詳細は、人

見意見書４頁以下を参照）。 

学説も、伝統的に、国家の私人に対する権利（国家公権8）があるこ

とを当然の前提としてきており、本件のように、行政上の義務履行請

求権を認め、司法手続による執行を許容する見解は圧倒的な通説であ

る（人見意見書６頁参照9）。 

                                            
8 人見意見書７頁以下及び人見剛「地方公共団体の出訴資格再論―『法律上の争訟』

に関する私権保護ドグマ」磯部力先生古稀記念論文集『都市と環境の公法学』220 頁以

下（甲Ｃ２）、同『近代法治国家の行政法学―ヴァアルター・イェリネック行政法学の

研究』167 頁以下に詳しいが、公権論の母国であるドイツにおいても、「国家は、租税・

使用料・負担金の支払いを求める『権利（Recht)』、勤務・収用・刑罰の『権利』、警察

違反行為をなさないことを求める『権利』を有している」（W. Jellinek, Verwaltungsrecht, 
3.Aufl., 1931, S.203f.）、「主観的公権は、市民―国家関係のみならず国家―市民関係や

公法上の法人相互関係においても確かに存在する。例えば、国家は、一定の法律上の要件

の下で、市民に建築制限を課したり、納税を要求する『権利（Recht)）』を有する」（H. 
Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl., 2011, §8, Rn. 2.）ことは承認され

ている。 
国家の公権は、客観法上の権限であって、私人のような個人的法益主体の有する主

観的な権利とは異質であり、それと同様な意味での権利ではないという批判はあって

も、このような権限に基づき出訴できること自体は疑われていない。 
9 人見意見書６頁で引用されている文献の他にも、平成 14 年最高裁判決以前に履行

請求権に言及して司法執行を肯定するものとして、白井皓喜判例地方自治 24 号 86 頁

における大阪高裁昭和 60 年 11 月 25 日決定・判例時報 1189 号 39 頁の解説「法律上の

不作為請求訴訟については、～具体的に義務を賦課している条例から、不作為請求権が直

接発生するものと解すべきである」、そもそも義務履行請求権を手続的なものとして捉

えられればよいとする見解として亀田健二「わが国における条例上の義務の司法的執

行」関西大学法学論集 43 巻１・２合併号 220 頁から 221 頁「義務履行の強制について

は、実体法上の問題そのものではないのであるから、条例上の義務の司法的執行における

問題に実体法上の公法私法二元論をストレートに持ち込むことは妥当ではない～条例上の

義務の司法的執行の問題については、～実体法的アプローチとは異なる訴訟的・手続的ア

プローチが必要であろう。」等多数。 
確井光明「行政上の履行確保」公法研究 58 号 150 頁脚注 34 は、民事執行が可能な

ことについて、「今日、通説となっているといってよい」と評価していた。 
平成 14 年最高裁判決以後のものとして、村上武則「宝塚市パチンコ店規制条例事件

と法治主義」同他編『高田敏先生古稀記念論集 法治国家の展開と現代的構成』89 頁

「（ドイツの）アレクシ―の理論を借りて言えば、prima facie-Rechte und prima 
ffacie-Pfichten（一応の権利・義務）としての権利義務の関係に入っていると言えるのでは
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例えば、既に戦前において、美濃部達吉は、「公共団体又は其の他国家

的公権を授与せられて居る者は、唯法規の認むる範囲内に於いてのみ人民に対

し権利を主張し得るに止まることは勿論であるのみならず、法治国家に於いて

は、国家自身も行政法関係の主体としては、法規に依って規律せらるるもので、

法規の定むる所に従い、人民に対し各種の権利を有するものである。国家的公

権は其の目的から見て、組織権・警察権・公企業特権・公物管理権・軍政権・

財政権・行政監督権・法政権・刑罰権等の各種に分つことが出来るし、又其の

内容から見て、下命権・強制権・形成権・公法上の物権等の種類を分つことが

出来る。」と述べている10。 

戦後も、田中二郎は、「国家的公権とは、国又は公共団体その他国から公

権力を与えられた者が、優越的な意思の主体として、相手方たる人民に対して

有する権利である。その権利の目的からいえば、警察権・統制権・公共的企業

に対する監督支配権・公用負担特権・課税権等の各種に分かつことができ、そ

の内容からいえば、下命権（租税の納付その他の義務を命ずる権利）・強制権（強

制執行・即時強制をする権利）・形成権（法律関係を発生・変更・消滅せしめる

権利）・公法上の物権的支配権（公所有権・公用地役権・公法上の担保物権）等

に分かつことができる。行政権の主体が、法律上認められた優越的な意思の主

体としての地位に基づいて、法律の定めるところにより、権利の内容を自ら決

定し、時には、自力によって、その内容を実現することができるものとしてい

                                                                                                                                
なかろうか。」、同 90 頁「私人と国家の側に、抽象的には権利義務の関係が存在し～広い

意味では義務の履行を求める公権が国家の側に存在している」等多数。 
なお、平成 14 年最高裁判決調査官解説 545 頁脚注 13 において引用されている学説

は、ことごとく否定説ではないことについて、村上裕章「行政上の義務の履行と民事訴

訟」同『行政訴訟の基礎理論』74 頁脚注７（甲Ｃ３）。 
また、同じく、調査官解説同箇所において消極説に立つ下級審裁判例として引用さ

れている裁判例は、いずれも、民事執行の可能性を否定した裁判例とは言えないこと

について、村上同著同頁脚注８。 
10 美濃部達吉『日本行政法・上』117 頁以下。なお、引用に際しては、旧字体を新自

体に改めている。 
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る点にその特色が認められる」と述べて11、国家公権を論じ、さらに、「従

来は、行政法上の義務の不履行のある場合には、行政法上のすべての義務につ

いて、行政権自らこれを強制する手段をもっていたが、現在は、一般的な強制

手段としては、代執行を認めているだけであり、個々の法律上にも、義務履行

の強制手段について何らの定めをしていないものが多く、ただ、義務違反に対

する罰則をととのえることによって、間接に、義務の履行の確保を図っている

のが通例である。ところで、これらの行政上の強制執行の法的根拠の欠けてい

る場合に、行政権自らの力によって強制することができないことはもちろんで

ある。それでは、これらの場合に全く強制手段がないと解すべきであろうか。

私は、行政法上の義務の強制についても、特別の定めのない場合には、一般の

原則に戻り、裁判所に訴え、その協力を求めることができるものと解する。」

として12、司法手続による行政上の義務の履行の執行を認めていたの

である。 

このような履行請求権は、直接的には、義務を課す根拠法規に由来

する。 

すなわち、行政代執行法のような行政的執行は、「行政客体に義務を課

しその履行を請求する行政主体が、みずからその義務の存在を確認し、自己の

独自の強制手段により執行を行う自力救済の制度であり、請求権の主張とその

確定とが同じ行政権により行われ、同じ者が請求権者でありかつ執行権者であ

るという自力執行の制度」である（広岡隆『行政代執行法［新版］』12

頁）。 

処分が介在する場合は、当該処分が、行政客体に義務を課して履行

を請求する請求権の主張となる。 

                                            
11 田中二郎『新版・行政法 上巻（全訂第 2 版）』85 頁 
12 田中二郎『新版・行政法 上巻（全訂第 2 版）』178 頁 
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この場合、当該処分は、義務を課す処分の授権規定ないし義務を課

す根拠規定に基づき行われる行政庁の請求権の表明であり、かかる請

求権の存在は、当該処分の授権規定に由来するものである。 

一方で、本件のように、処分を介在しない義務履行請求権の場合、

かかる義務を課する根拠規定により、直接義務履行請求権は基礎づけ

られるのである。 

本件においては、沖縄県漁業調整規則により、義務履行請求権が基

礎づけられる。 

すなわち、人見意見書が述べるとおり、沖縄県漁業調整規則 39 条

１項の規定により、「「漁業権の設定されている漁場内」において岩礁破砕行

為をする者は皆、知事の許可を受けてそれを行わなければならないという作為

義務を課されている。このことは裏を返していえば、何人も知事の同許可を受

けずには岩礁破砕行為を行ってはならないという不作為義務を課されているこ

とを意味する。そして、実際に許可を受けずに岩礁破砕行為がなされている場

合に生じている義務違反は、この不作為義務違反である～かかる不作為義務は、

当該義務を賦課した許可権者である沖縄県知事及びその所属する行政主体であ

る沖縄県に対する関係での義務であり、かかる義務は、地域の水域に存する水

産資源を保護培養するという公益を保護するために課された義務である。した

がって、地域の水域の水産資源を保護培養するという公益保護の主体として法

令上位置づけられている沖縄県は、かかる義務の違反者に対してこの義務履行

を求める権利を有するということができ」、「いまだ岩礁破砕行為がなされては

いないが、知事の許可を得ずに岩礁破砕行為がなされることが確実であるとい

るような場合には、そのような義務違反行為を事前に防止するための予防的な

義務履行請求も認められる」（人見意見書９頁）のである。 
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(2) 法令により直接課された義務であることに支障はないこと 

なお、上記の裁判例で問題とされた工事中止義務等は、行政庁の工

事中止命令や原状回復命令のような行政処分によって課された義務で

あり、本件で問題となっているのは、沖縄県漁業調整規則によって課

された義務であり、相違がある。 

しかし、少なくとも、本件のように具体的な義務の場合は、人見意

見書９頁以下が適切に論じるとおり、この点は何ら問題とするにあた

らない。 

そもそも、民事訴訟や当事者訴訟において履行が求められる義務は、

当然のことではあるが、処分を介在して生じる義務ではなく、法令が

直接課している義務でも何の問題もない（人見意見書 10 頁では、民

法 234 条が例として挙げられている）。 

一方、行政代執行法に基づいて代執行の対象となる行政上の義務に

ついても、「法律（法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以

下同じ）により直接命ぜられ」た義務が含まれている（行政代執行法

２条：その例として、人見意見書９頁で挙げられている火薬類取締法

22 条、道路法 40 条１項、都市公園法 10 条１項の義務がある）。 

このような義務は、具体的特定的な義務でなければならないとされ

るが（広岡隆『行政代執行法［新版］』54 頁、62 頁）、裏を返せば、

具体的特定的な義務であれば、「当該行政庁」（行政代執行法２条）、す

なわち、「各個の法律に基づいて、当該事務について管轄権をもち、義務の履

行を強制しうべき権限を有する国の行政官庁～地方公共団体の機関」（広岡隆

『行政代執行法［新版］』50 頁）は、行政代執行を行うことができる。 



141 
 

要するに、法令が直接課した義務の場合、当該法令に基づき、履行

請求権は発生し、行政代執行の場合には、当該行政庁は、当該履行請

求権を自力執行できる。 

であれば、当該法令に基づき履行請求権は発生しているのであり、

司法的執行できることに支障はない。 

さらに言うなら、行政代執行のような行政的執行の場合とは異なり、

司法的執行の場合には、当該義務は、最終的には裁判所により確定さ

れるのであるから13、行政代執行法における義務ほど厳密な特定性を

要求する必然性もない。 

いずれにせよ、人見意見書 10 頁で結論付けられているとおり、「本

件の、知事の同許可を受けずに岩礁破砕行為を行ってはならないという不作為

義務は、その内容が極めて具体的で明確であることはいうまでもな」いから、

処分を介在していないことが、履行請求権を肯定することに何らかの

支障をきたすものではない（なお、白井皓喜判例地方自治 24 号 86 頁

における大阪高裁昭和 60 年 11 月 25 日決定・判例時報 1189 号 39 頁

の解説は、不作為義務を条例から直接導いていることも想起：前掲脚

注９の引用箇所参照）。 

 

                                            
13 高田宏成・宇賀克也「行政上の義務履行確保 民事執行法との対話」宇賀克也他編

『対話で学ぶ行政法』84 頁における宇賀発言「行政上の義務履行確保のための民事訴訟、

民事保全手続においてまで公定力が働くと考える必要はなく、かかる場合、裁判所に行政

行為の適法性の審査を行わせ、違法な場合、民事執行、民亊保全を拒否しても、取消訴訟

の排他的管轄の趣旨に反しないという見方も十分ありうるということになります。」参

照。 
なお、上記の裁判例は、いずれも、義務の存在を実体的に審理しうることを当然視

しており、また、肯定的な学説のうち、司法的執行が国民の権利保護の観点から望ま

しいとする見解は、義務の存在を裁判所が確定することを当然の前提としていると思

われる。 
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 ２ 法律上の争訟であること 

   いわゆる板まんだら事件（最高裁昭和 56 年 4 月 7 日判決・最高裁判

所民事裁判例集 35 巻 3 号 443 頁）は、「裁判所がその固有の権限に基づいて

審判することのできる対象は、裁判所法 3 条にいう『法律上の争訟』、すなわち当

事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、

それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる」と判示

している。 

  この定式は、一般的には、①当事者間の具体的法律関係ないし権利義

務に関する争いであること、②それが法令を適用することによって解決

できるものであること、の二つの要素を持つものと捉えられている（樋

口陽一他『注釈日本国憲法下巻』1125 頁等）。 

  本件は、被告の岩礁破砕等許可を得ずに岩礁破砕行為を行ってはなら

ない不作為義務の存否が争われる事件であり、水産資源保護法、沖縄県

漁業調整規則という法令の適用により、解決することができるものであ

るから、法律上の争訟にあたる。 

 

 ３ 平成 14 年最高裁判決との関係 

  以上で述べてきたことに対して、被告は、おそらく、本件訴訟が、平

成 14 年最高裁判決に反し、不適法である旨の主張を行うものと思われ

るため、以下では、前提として、平成 14 年最高裁判決の判示に触れた

上で、本件が同判決の射程外であること、あるいは、同判決が拠って立

つ法律上の争訟観に問題があることについて述べる。 
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(1) 平成 14 年最高裁判決が述べていること 

ア 事案の概要 

宝塚市長が、宝塚市パチンコ店、ゲームセンター及びラブホテル

の建築等の規制に関する条例（宝塚市昭和五八年条例第一九号）八

条に基づき、市内においてパチンコ店を建築しようとする者に対し、

建築工事の中止命令を発したが、これに従わないため、宝塚市が同

人に対し同工事を続行してはならない旨の裁判を求めた事案である。 

 

イ 判示の概要 

  平成 14 年最高裁判決は、「国又は地方公共団体が提起した訴訟であっ

て，財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような

場合には，法律上の争訟に当たるというべきであるが，国又は地方公共団体

が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟

は，法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって，自

己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから，法律

上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく，法律に特別

の規定がある場合に限り，提起することが許されるものと解される。」と判

示している。 

 従前、法律上の争訟性については、板まんだら事件が、「裁判所が

その固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法 3 条にい

う『法律上の争訟』、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係

の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決

することができるものに限られる」と判示し、これに拠ってきたが、平

成 14 年最高裁判決は、板まんだら事件の定式に、私権保護目的の
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争訟提起という新たな要素を付け加えたものともいえる（調査官解

説 541 頁から 542 頁は、「本判決は、自己の権利利益の保護救済を目的と

するものかどうかという観点から、国又は地方公共団体の提起する法律上の

争訟性を吟味しているところ、確かに、このような観点は、これまでの判例

では、必ずしも明示的には示されていなかった」と述べている：人見剛「地

方公共団体の出訴資格再論―『法律上の争訟』に関する私権保護ド

グマ」磯部力先生古稀記念論文集『都市と環境の公法学』201 頁に

おいて、人見は、「私権保護ドグマ」と呼んでいる）。 

 本件において、被告は、平成 14 年最高裁判決を前提に、本件訴

訟が、原告の私的な権利利益を保護する目的で提起されたものとは

言えず、法律上の争訟性を欠くと主張することがありえる。 

 

(2) 平成 14 年最高裁判決の射程外であること 

    そもそも、人見意見書 10 頁以下でも述べられているとおり、本件

は、同判決の射程外である。 

    前提として、「平成 14 年最判の帰結は、地方公共団体等の行政主体の国民

に対する義務履行請求を著しく制限するものであるから，その射程距離は極力

控え目に解するべき」（福岡高裁平成 19 年 3 月 22 日判・判例地方自治

304 号 35 頁）である（同判決の結論は、最高裁平成 21 年 7 月 10 日

判決・判例時報 2058 号 53 頁においても維持されている）。 

   ア 「専ら」行政権の主体として提起した訴訟ではないこと 

     前記のとおり、平成 14 年最高裁判決は、「国又は地方公共団体が専

ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟」を、

不適法としているところ、人見意見書 11 頁以下で指摘されている
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とおり、本件訴訟は、地域の水域に存する水産資源という地域の資

源の保護培養に強い利害関係を有する者としての立場（人見意見書

11 頁のいうところの、私人たる漁業関係者と同様の立場）において

も提起された訴訟でもある。 

    したがって、「専ら」行政権の主体として提起した訴訟とは言えず、

本件は、同判決の射程外である。 

 

   イ 「国民」に対して提起した訴訟ではないこと 

     また、平成 14 年最高裁判決は、「国又は地方公共団体が専ら行政権の

主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟」を不適法とし

ているところ、人見意見書 12 頁で指摘されているとおり、本件に

おける被告は国であり、「国民」に対して行政上の義務の履行を求め

る訴訟ではないことから、本件は同判決の射程外である。 

    実質論としても、人見意見書 12 頁で指摘されているとおり、「国

は、一事業者としての地位にあるときも、一般私人のような営業の自由など

の基本的人権の享有主体ではなく、むしろ法律による行政に拘束されている

主体として私人よりも高いレベルで法令上の義務を遵守することを期待さ

れる存在であって、地方公共団体から法令上の義務履行を求めて出訴されて

も当然にそれを受け止めるべき」なのである。 

 

   ウ 公物管理権を持つ行政主体が提起した訴えであること 

     最高裁平成８年 10 月 29 日判決・判例タイムズ 947 号 185 頁（以

下、「平成８年最高裁判決」という。）は、松山市が、Ａから土地を

買い受け、道路整備を行った上で、市道として一般市民の通行の用
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に供していたが、登記は未了のままであったところ、ＡからＢ、Ｃ、

Ｄ、Ｙと転々譲渡し、登記を経由し、Ｙは、本件土地上にプレハブ

建物等を設置したため、松山市は、仮処分命令を得た上で、Ｂ以下

の譲受人は背信的悪意者であるとして所有権に基づき真正名義の回

復を原因とする所有権移転登記手続請求、道路管理権に基づいて市

道の敷地であることの確認、所有権、占有訴権、道路管理権に基づ

き工作物の撤去・明渡請求を求める訴えを提起した、という事案で

ある。 

    かかる事案において、一審は、Ｙは背信的悪意者ではないとして、

所有権移転登記手続請求は棄却したが、Ｙの所有権は道路法所定の

制限を受けたものであるから、松山市はＹに対して、道路管理権を

もって対抗できるとして、工作物の撤去・明渡請求、市道敷地であ

ることの確認の訴えは認容した。 

    一方で、二審は、Ｂが背信的悪意者であり、Ｙは所有権を松山市

に対抗できないとして、松山市の所有権に基づく所有権移転登記手

続請求も認容すべきとした（他の請求も全て認容）。 

    最高裁は、Ｙの上告に対して、背信的悪意者（Ｂ）から譲り受け

た者も、同人自身が背信的悪意者に当たらない限り、所有権取得を

もって対抗できるとした上で、松山市に所有権があるとして所有権

移転登記手続請求を認容した二審判決を取消し、差し戻すとともに、

「愛媛産興が背信的悪意者であるため、被上告人は愛媛産興に対する関係で

は、本件土地につき登記がなくても所有権取得を対抗できる関係にあったこ

とは、前述のとおりであるから、既に一般市民の通行の用に供されてきた本

件土地につき、被上告人が昭和五八年一月二五日にした道路法一八条に基づ
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く区域決定、供用開始決定及びこれらの工事は、本件土地につき権限を取得

しないでしたものということはできず、右の供用開始決定等を無効というこ

とはできない。したがって、本件土地は市道として適法に供用の開始がされ

たものということができ、仮にその後上告人が本件土地を取得し、被上告人

が登記を欠くため上告人に所有権取得を対抗できなくなったとしても、上告

人は道路敷地として道路法所定の制限が加えられたものを取得したにすぎ

ないものというべきであるから（最高裁昭和四一年（オ）第二一一号同四四

年年一二月四日第一小法廷判決・民集三二巻一二号二四〇七頁参照）、被上

告人は、道路管理者としての本件土地の管理権に基づき本件土地が市道の敷

地であることの確認を求めるとともに、本件土地上に上告人が設置したプレ

ハブ建物及びバリケード等の撤去を求めることができるものというべきで

ある。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる」とし

て（「愛媛産興」が上記のＢ）、工作物の撤去・明渡請求と、市道の

敷地であることの確認の訴えについては、上告を棄却した。 

    以上の認定から明らかなとおり（一審、二審、最高裁のいずれも

松山市の占有については、何の認定も行っていない）、平成８年最高

裁判決は、道路管理権（公物管理権）に基づく訴えを認容したもの

である（なお、同判決調査官解説 836 頁から 837 頁も、同判決の要

旨を整理するにあたり、「本件土地は市道として適法に供用の開始がされ

たものということができ、仮にその後Ｙが本件土地を取得し、Ｘが登記を欠

くため所有権取得をＹに対抗できなくなったとしても、Ｙは道路敷地として

道路法所定の制限を加えられたものを取得したにすぎない～Ｘの道路管理

権に基づく各請求は理由があり、Ｙの損害賠償請求は理由がないから、これ

らの部分に関する原審の判断は正当であるとして、原判決の一部を破棄差戻
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しとし、その余の上告を棄却すべきものとした」としている）。 

    平成 14 年最高裁判決は、平成８年最高裁判決を変更するもので

はないところ、同判決は、公物管理権に基づく訴えが、法律上の争

訟にあたることを当然の前提としている。 

    平成 14 年最高裁判決は、「国又は地方公共団体が提起した訴訟であっ

て，財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような

場合には，法律上の争訟に当たるというべきであるが，国又は地方公共団体

が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟

は，法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって，自

己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから，法律

上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく，法律に特別

の規定がある場合に限り，提起することが許されるものと解される。」と判

示しているが、公物管理権は、私所有権その他の私法上の権利では

ないものの、当該公物について財産上の権利利益に準じるものとし

て、公物管理権の保護救済を目的とする訴えは、法律上の争訟に含

まれるのである。 

    一方で、本件請求は、被告が沖縄県漁業調整規則 39 条に基づき

岩礁破砕等許可を得ずに岩礁破砕行為を行う蓋然性があることから、

岩礁破砕行為の差止を求める訴えであるところ、同規則は、海とい

う公物の機能管理をもその内容とする。 

    すなわち、沖縄県漁業調整規則 39 条は、水産資源保護法４条２

項５号に根拠を持つものであるが、同法は、公共の用に供する水面

（要するに公共用物14）に適用され（同法２条）、水産資源の保護培

                                            
14 国有財産法、３条２項２号、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則２条（１）

号により、沖縄県知事が財産管理を行うものとされる公共用物である。 
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養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、

漁業の発展に寄与することを目的とし（同法１条）、同法４条２項５

号、沖縄県漁業調整規則 39 条は、かかる目的のために定められた

ものである（「漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取

することによって～水産動植物の産卵生育等に著しく影響するので、これら

の行為を一般的に禁止し、知事の許可を受けた場合のみ解除しようとするも

の」（金田禎之『新編 都道府県漁業調整規則詳解（改訂版）』215

頁））。 

公物管理とは、公物の管理者が、公物の存立を維持し、これを公

用又は公共の用に供し、公物としての本来の機能を発揮させるため

にする一切の作用をいうところ、水産資源の保護培養を図り、その

効果を将来にわたって維持し、漁業の発展に寄与するために、岩礁

破砕等を一般的に禁止し、許可により解除するという沖縄県漁業調

整規則 39 条の仕組みは、海という公共用物の公共用物としての機

能を維持発展させるための管理行為（機能管理）を沖縄県知事に委

ねたものに他ならない15。 

本件訴訟は、海という公共用物について、財産管理、機能管理を

行う主体である原告が、その公物管理権の保護救済を求めて提起す

                                            
15 塩野宏は、自然公物の管理について、「自然公物の管理権能の根拠を公物管理主体の

所有権（その他の権限を含む）に求めるのが妥当」とした上で（同『行政組織法の諸問題 

行政法研究第五巻』319 頁）、このような考え方は、「その所有権の発現は、物の属性

によって規定される。ひいては、その物の性質に応じた活用をはかるために管理権能が行

使されなければならない、という考え方に一層なじみやすい」とし（同 319 頁）、「これ

ら自然公物は、複数の利用が可能な資源という属性を持っている。その意味では、自然公

物の管理の課題とは、われわれに残された資源をいかに合理的に（単に、今日の必要だけ

ではなく、将来の国土のあり方をも考慮にいれた意味での）活用するかということにある

と考えられる」と述べている（同 320 頁）。 
 公物管理とは、公物の公共性を維持管理することに他ならず、特に、自然公物の場

合、将来の国土のあり方をも考慮に入れた上で、いかに合理的に資源を活用するか、

ということが重要であり、沖縄県漁業調整規則 39 条が、このような観点から見れば、

公物の機能管理について定めたものであることは明らかである。 
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るものでもあることから、平成 14 年最高裁判決の元でも許容され

るものである。 

 

(3) 平成 14 年最高裁判決の法律上の争訟概念に問題があること 

ア はじめに 

    仮に、本件が、平成 14 年最高裁判決の判示と抵触するとしても、

平成 14 年最高裁判決がとる法律上の争訟概念には問題がある。 

    すなわち、上記のとおり、平成 14 年最高裁判決は、板まんだら

事件における法律上の争訟概念に、私権保護目的という新たな要素

を加えたものである。 

    しかし、このような法律上の争訟概念に対しては、片面的「法律

上の争訟」概念であり、根拠がない（人見意見書 13 頁及び同意見

書引用の文献参照16）、「法律上の争訟」に含まれる刑事訴訟17を説

明できなくなる（人見意見書 14 頁及び同意見書引用の文献参照）、

という批判がなされている。 

 

                                            
16 特に、塩野宏『行政法［第五版補訂版］行政救済法』281 頁「最高裁判所は法律上

の争訟性に関して、別の観点からの限定をかけている。それは、引用のごとく、一方当事

者が財産権の主体ではなく、行政権の主体であり、かつ、その行政権が訴訟を提起すると

きだけ法律上の争訟性を欠くということに解される。ただ、行政庁が取消訴訟で被告とな

る場合には法律上の争訟になり～その場合には公益上の主張が許されることには、日本法

として全く異論のなかったところであるが、かかる片面的法律上の争訟概念がどこから導

き出されるかについては、判決には説明がなく、結論だけが示されているに過ぎない。～

仮に公法と私法の区別を前提としても日本国憲法にいう司法権の範囲が私法上の法律関係

に限られるというのは、何人も支持しないところであろう。～いずれにせよ、本件の具体

的解決方法としても、理論上の問題としても、本件最高裁番所の司法権論は説得性がな

い」との見解を参照。 
17 最高裁判所事務総局総務局編『裁判所法逐条解説（上）』22 頁以下等。 

この点、論理的には、刑事訴訟が、裁判所法３条の「その他法律において特に定める

権限」に含まれるとする見解は成り立ちえないではないが（大貫裕之「行政訴訟による

国民の『権利保護』」公法研究 59 号 208 頁参照）、「法律上の争訟」に刑事訴訟が含

まれることは、立法経緯から見て、疑いようがない。後に触れる。 
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イ 裁判所法における法律上の争訟概念 

     以下では、「法律上の争訟」概念がどのようなものとして立法され

たかについて述べる。 

予めまとめておくと、「法律上の争訟」概念は、訴訟の対象（目的

ではない）に関わる実体的な概念であり、刑事事件を包含し、利害

の相対立する当事者間の争いを指す。 

重要な点なので、以下では、ある程度詳細に論じる。 

まず、明治憲法下では、「通常裁判所ニ於テハ民亊刑事ヲ裁判スル」

とされ（裁判所構成法２条：新字体に改めた）、行政事件は、行政裁

判所が扱っていた。 

裁判所法は、明治憲法下の裁判所構成法を廃止し、現行憲法の制

定に合わせて制定されたものであり、同法３条の「一切の法律上の

争訟」という文言は、以下の経緯で設けられた。 

なお、以下では、内藤頼博『日本立法資料全集別巻 92 終戦後の

司法制度改革の経過（第二分冊）第２巻』を（甲Ｃ４）、「第二分冊」、

内藤頼博『日本立法資料全集別巻 93 終戦後の司法制度改革の経過

（第三分冊）第３巻』を（甲Ｃ５）、「第三分冊」と表記する。 

昭和 21 年１月下旬から、当時の司法省において、裁判所構成法

改正案の立案が行われ（第二分冊 47 頁）、裁判所構成法改正法律案

（第三分冊 137 頁）を得たが、この時点では、「裁判所ハ民亊、刑

事及行政事件ヲ裁判ス」（一条）とされていた。 

司法省は、同年６月、臨時司法制度改正準備協議会を設けて、憲

法改正に伴い、司法制度について考慮すべき事項を協議し、その後、

司法法制審議会を設置した（第二分冊 56 頁）。一方、内閣も同年７
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月３日に、臨時法政調査会を設け、同第三部会が司法法制を担当す

ることとなり、司法法制審議会と臨時法政調査会第三部会は一体と

なって活動を行った（第二分冊 74 頁）。 

同月 11 日の臨時法政調査会第一回総会において、佐々木委員の

「司法関係の所謂司法は是までは誰も知って居る通り民亊、刑事裁判所であ

りますが、今度の憲法に依りますと所謂従来司法裁判所と言って居ったもの

で行政裁判を行ふものではないかと思はれます。～それはどう言ふものでご

ざいませう。」という質問に対し、入江幹事長が「此の憲法に於きまし

ては行政事件は司法権の作用としまして裁判所に於て扱ふことになりまし

た」と答え、佐々木委員が「司法関係の司法と言ふのを民事、刑事のみと

限らずに、～行政事項も含むと考へて居るのでありますか。」、入江幹事長

が「左様でございます。」とのやり取りを行っている。 

司法法制審議会第一小委員会の起草委員は、昭和 21 年８月 16 日

から９月９日の間に、第一次裁判所法案（第三分冊 148 頁）、第二

次裁判所法案（第三分冊 186 頁）を起草している。 

第一次裁判所法案では、「基本的人権に関するすべての争訟を裁判

する」（第三条：第三分冊 149 頁）、第二次裁判所法案では、「民事、

刑事及び行政事件その他一切の法律上の事件を裁判する」（第三条：

第三部分冊 187 頁）とされている。 

その後、民事局の局議を経て、第三次裁判所法案が作成されたが

（第二分冊 388 頁以下）、三条における議論としては、「本条の目的(1)

司法権の内容を明かにすること」とされ、「非訟事件は、「法律上の事件」に

入らない。」、「「法律上の事件」を、「法律上の争訟」とすべきか。」、「「争訟」

とする場合、刑事訴訟も入る。」とされている（第二分冊 390 頁から 391
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頁）。 

かかる局議を経た第三次裁判所法案においては、「民事、刑事及び

行政事件その他一切の法律上の争訟」（三条：第三分冊 246 頁）と

された。 

かかる議論から、「争訟」に「刑事事件」が含まれていたことは明

らかである。 

その後、昭和 21 年 11 月 14 日から法制局における審査が行われ

（第二分冊 401 頁以下）、第四次裁判所法案が作成されたが、この

際の議論においては、「「その他一切の法律上の争訟」としたのは、必ずし

も民亊、刑事、行政事件の中に入らないものがあるからである。例えば、人

身保護法による事件の如きである。」とされ、修正案第一案として、「民

亊刑事に関する争訟その他一切の法律上の争訟」が挙がったが、「「民

事」・「刑事」は争訟の意味だから「に関する争訟」は意味がダブルことにな

る。」」として排斥され、最終的に「日本国憲法に特別の定めのある

場合を除いて一切の法律上の争訟」という案に落ち着いた（第二分

冊 406 頁、第三分冊 261 頁）。 

以後、この表現には変更は加えられておらず（その後、「その他法

律において～」、２項、３項が追加されている）、昭和 22 年２月６

日、枢密院に第八次裁判所法案を諮問した際の司法省民事局作成の

逐条説明では（第三分冊 886 頁）、「一切の法律上の争訟」の説明と

して、「従来の民事、刑事の外、いわゆる行政事件その他例えば人身保護法

の如きによる事件にも及ぶ」とされている。 

その後、諮問された枢密院の審査委員会において、「一切の法律上

の争訟」について議論がなされている（第二分冊 704 頁以下、同 730
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頁以下）。 

ここでは、「裁判所に属する権限を第三条が一切賄っているとは考えない。

裁判所の権限の本体を現したものである」（第二分冊 730 頁：入江法制

局長官発言）、「争に牽連する事件も第三条に含むとは解されるが、すべて

裁判所の権限を含めることは難しいと思う。」（同 731 頁：入江発言）、「戸

籍、登記は争がないものである。非訟事件も然り。そういうものも、裁判所

の権限に入るのだが、それ等が「争訟」の中にはいるのか。」（同 731 頁：

伊沢顧問官発言）等、司法権の本来的範囲と、非訟事件等が区別さ

れて論じられている。 

また、この審査委員会における議論に際して作成された「争訟」

説明では、「訴訟」の意義を、「別紙（Ａ）、別紙（Ｂ）参照」として、

別紙（Ａ）には民事訴訟が、別紙（Ｂ）には刑事訴訟が記載されて

いる。そして、「争訟」の意義について、「裁判の対象となる実体を意味

する。」と記載されている（第三分冊 912 頁）。 

また、「争訟」についての答弁案（第三分冊 914 頁）では、「裁判

所法案第三条に所謂『法律上の争訟』とは、利害の相対立する当事者間の争

を謂うのであって、従来の民事、刑事の訴訟事件のみならず行政訴訟事件の

如きも之に含まれる。しかし当事者間に争のない戸籍登記その他非訟事件の

如きは「法律上の争訟」には含まれない。右の如く「争訟」は事件の実体的

な概念であるが、これに対して、「訴訟」とは訴訟手続によって裁判される

争（事件）と謂い純然たる形式的の概念である。～第三条においては裁判の

対象となる事件を実質の方面から規定したので「争訟」の語を用いた」とさ

れている。 

さらに、第八次裁判所法案の三条についての枢密院配布用メモに
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は、「「法律上の争訟」と云うのは、広く法律上の争について当事者、利害関

係人から救済を求められる事件の実体を意味し、「訴訟」とは意味を異にし、

実体的意味に於ける法律上の争を指称する」とされている（第三分冊 914

頁）。 

かかる議論を踏まえて、「第二項をおくかどうか、司法省でも考慮す

る。」とされ（第二分冊 732 頁）、第九次裁判所法案において、「日本

国憲法に特別の定のある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判

し、その他法律において特に定める権限を有する」という形に修正

が行われた（第二分冊 732 頁、第三分冊 437 頁）。 

最終的に、第十次裁判所法案に修正された後、成立しているが、

衆議院本会議における民事局起案にかかる裁判所法案説明書では

（第三分冊 952 頁）、「本法案におきましては、民亊、刑事の外いわゆる行

政事件にも亘って「一切の法律上の争訟を裁判する」ことを明らかにして居

ります。」とされている。 

以上の経緯から、「一切の法律上の争訟」に刑事事件が含まれるこ

とは疑いようがないし、ここでいう「一切の法律上の争訟」概念が、

徹頭徹尾、訴訟の対象（目的ではない）に関わる実体的な概念とし

て構成されたことも明らかである18。 

                                            
18 重複するが、関連個所のみ引用しておく。 

法律上の争訟とは、「従来の民事、刑事の外、いわゆる行政事件その他例えば人身保護

法の如きによる事件にも及ぶ」（第三分冊 886 頁）、「裁判の対象となる実体を意味する。」

（第三分冊 912 頁）、「裁判所法案第三条に所謂『法律上の争訟』とは、利害の相対立す

る当事者間の争を謂うのであって、従来の民事、刑事の訴訟事件のみならず行政訴訟事件

の如きも之に含まれる。しかし当事者間に争のない戸籍登記その他非訟事件の如きは「法

律上の争訟」には含まれない。右の如く「争訟」は事件の実体的な概念であるが、これに

対して、「訴訟」とは訴訟手続によって裁判される争（事件）と謂い純然たる形式的の概

念である。～第三条においては裁判の対象となる事件を実質の方面から規定したので「争

訟」の語を用いた」（第三分冊 914 頁）、「「法律上の争訟」と云うのは、広く法律上の争

について当事者、利害関係人から救済を求められる事件の実体を意味し、「訴訟」とは意

味を異にし、実体的意味に於ける法律上の争を指称する」（第三分冊 914 頁）のような説
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つまり、訴訟目的による区別は含んでおらず19、訴訟の対象が、

利害の相対立する当事者間の争いであることを意味する概念なので

ある2021。 

                                                                                                                                
明がなされている。 
19 なお、立法経緯を考慮に入れなくとも、そもそも、訴訟目的は凡そ相対的なもの

であり、これにより法律上の争訟性を判断することは、困難であり、極めて問題があ

る（人見意見書 15 頁でも指摘されている）。 
 主観訴訟・客観訴訟の区別を我が国で初めて提唱した織田が二面的性格について触

れていたことは後述するが（人見剛「地方公共団体の出訴資格再論―『法律上の争訟』

に関する私権保護ドグマ」磯部力先生古稀記念論文集『都市と環境の公法学』210 頁も

参照）、概念を輸入した先であるフランス法において、通説は、越権訴訟（我が国の取

消訴訟に対応する）を、訴訟の対象、すなわち、裁判官に提起された問題が法準則の侵

犯であり、主観的法的地位の侵犯ではないことから、客観訴訟と考えている（我が国に

おいても、本案勝訴要件は、処分の違法性であり、原告の権利侵害の有無ではないか

ら、このような観点から見れば、客観訴訟といえる）。 
 フランス法に関する議論については、村上裕章「越権訴訟の性質に関する理論的考

察」同『行政訴訟の基礎理論』102 頁以下において、詳細に議論されているが、村上は、

フランス法における議論を踏まえて、「わが国の通説がこの観点（注：訴訟目的）から主

観訴訟と客観訴訟の分類を行っていること、そしてこの分類に「法律上の争訟」性と原告

適格についての限定的解釈を結び付けていることは既に述べた～しかし、このような考え

方に対しては、フランスにおける訴訟目的の観点からの分類について指摘したのと同様の

問題がある～第一に、ある訴訟制度が国民の権利保護を目的とするか、行政の適法性の維

持を目的とするかは相対的な問題であって、結局は量的な差異に過ぎない～第二に、そも

そも二つの訴訟目的が互いに背反し合う関係にあるかどうかも疑問である。～訴訟目的の

相対性、そして一定限度での両立を考慮するならば、このような基準によって訴訟をカテ

ゴリカルに分類し、それに様々な帰結をストレートに結びつける点で、通説は決定的な欠

陥をはらんでいる」と結論付けている（同 249 頁）。 
 平成 14 年最高裁判決に対しても、「訴訟に限らず、一般に制度の目的は相対的であり、

これに基づいて訴訟を分類したり、いわんや訴えの適法性を判断することには根本的な疑

義がある」と批判している（村上裕章「行政上の義務の履行と民事訴訟」同『行政訴訟

の基礎理論』76 頁）。 
20 一般的に、法律上の争訟と司法権概念は一致するものとされる。 

我が国の司法権概念が、アメリカ合衆国憲法のような明文がないにもかかわらず、

事件性の要件を含むのは、一般に英米法由来と考えられている。 
ところで、米国においては、司法的執行が原則とされており、我が国の現行憲法及

び裁判所法が制定されるよりも以前の、1895 年には、既に、州際で運行する鉄道の職

員がストライキ等を行っていることを、州際通商法（ＩＣＣ法）に違反するとして、合

衆国政府がその差止を求めた民事訴訟において、連邦裁判所は、「公衆の利益のために

行使すべき権限を付託されている政府たるものは、その権限の行使にあたって、自ら

の政府の裁判所に対し、適切な援助を申し立てる権利があるのであり、～そこに財産

的利害関係がないということだけでこの権利が否定されることにはならない。政府が、

社会の成員すべての利益を促進し、また、公共の福祉への損害を引き起こすような、

一部の者の許されざる行為を防止するという責務を有するということだけで、裁判所

に提訴するための原告適格を認めるのに、通常は十分である」等と述べて、訴えを適法

としている（中川丈久「行政訴訟に関する外国法制調査－アメリカ(上)」ジュリスト 1240
号 101 頁以下）。 
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この観点から、板まんだら事件最高裁判決の定式「当事者間の具体

的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法

令の適用により終局的に解決することができるもの」を見れば、立法者の

意図（例えば、「「法律上の争訟」と云うのは、広く法律上の争について当

事者、利害関係人から救済を求められる事件の実体を意味し、「訴訟」とは

意味を異にし、実体的意味に於ける法律上の争を指称する」（第三分冊 914

頁））からの逸脱はないことがわかる。 

かかる定式に、私権保護目的の提訴という要素は含まれていない。 

 

ウ 平成 14 年最高裁判決が依拠する通説的客観訴訟論の問題 

     一方で、調査官解説は、我が国の通説（同 546 頁脚注 16）は、

行政訴訟には、個人的な権利利益の保護救済を目的とする主観訴訟

と、個人の権利利益の侵害を前提としない客観訴訟とがあり、前者

は裁判所法３条１項の「法律上の争訟」にあたるが、後者は「法律

上の争訟」ではなく、同項後段にいう「その他法律において特に定

める権限」にあたるものとしてきたとし（同 538 頁）、かかる見解

から演繹して、平成 14 年最高裁判決の結論を導いている。 

    しかし、平成 14 年最高裁判決の言うところの通説的な客観訴訟

論には理由がない。 

    このような客観訴訟論の歴史的な沿革については、杉井俊介「日

本における主観訴訟と客観訴訟の概念の系譜（一～三・完）」自治研

                                                                                                                                
なお、塩野宏『行政法Ⅰ［第六版］行政法総論』247 頁は、「わが国の行政上の義務

履行確保制度の歴史的、比較法的考察を十分行うならば、現行法が行政主体による民事訴

訟の利用可能性を認めているという結論を導き出すことができるものと解される」と述べ

ていることも参照。 
21 人見意見書 14 頁で指摘されているとおり、このことは、民事訴訟法学においては、

当然のこととされている。 
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究 92 巻２号 111 頁、３号 105 頁、４号 116 頁（甲Ｃ６から８）、村

上裕章「日本における客観訴訟論の導入と定着」九大法政研究 82

巻第２・３合併号 263 頁、人見剛「地方公共団体の出訴資格再論―

『法律上の争訟』に関する私権保護ドグマ」磯部力先生古稀記念論

文集『都市と環境の公法学』218 頁以下に詳しい。 

    以下、杉井、村上、人見の前掲論文を、それぞれ、「杉井論文（１）」、

「杉井論文（２）」、「杉井論文（３）」、「村上論文」、「人見論文」と

表記する。 

    元々、主観訴訟・客観訴訟論は、明治憲法下において織田萬が唱

えた見解に由来する。 

    明治憲法 61 条は、「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレ

タリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判

ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定

され、これを受けて、行政裁判法 15 条は、「行政裁判所ハ法律勅令

ニ依リ行政裁判所ニ出訴ヲ許シタル事件ヲ審理ス」と定め、明治 33

年法律第 106 号（「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」）は、

「法律勅令ニ特段ノ規定アルモノヲ除ク外左に掲クル事件ニ付行政

庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ

出訴スルコトヲ得」とし、一号から五号の僅か五項目に限定された

列記事件に限り、出訴を認めていた。 

    このような中、主観訴訟、客観訴訟について、我が国で初めて述

べたのが、織田萬である。 

織田は、フランスのデュギーの議論に示唆を受けて22、権利利益

                                            
22 ただし、デュギーは、本案審理の対象を基準として訴訟の分類を行っており、織

田のように、訴訟目的には言及しておらず、これは、織田の独自の理解と考えられる
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の保護を目的とする裁判が主観的裁判、法規維持を目的とする裁判

を客観的裁判とし、前者の例が民事裁判、後者の例が刑事裁判とし

た上で、行政裁判は主観的裁判であると主張していた。（織田萬『日

本行政法原理』638 頁以下23）。 

このような主張は、民事訴訟のように、権利が侵害されれば提訴

が認められるべきとして、提訴事項の拡張を主張するための論拠と

する実践的意図をもってなされた主張だった（杉井論文（１）120

頁24）。 

ところが、現行憲法下において、裁判所構成法、行政裁判法は廃

止され、裁判所法が制定され、行政事件についても司法裁判所が管

轄を有することになり、昭和 23 年の行政事件訴訟特例法の下、い

かなる者が訴えを提起することができるのか、ということが問題と

なった（同法には、原告適格に関する規定がなかった）。 

この時の議論において、戦前の客観訴訟論を踏まえて、「法律上の

争訟」概念と、客観訴訟の結び付けが行われていったのである（杉

井論文（２）105 頁以下、村上論文 293 頁以下：雄川一郎や田中二

郎等）。 

しかし、このようにして成立した客観訴訟論は、その出自や、裁

                                                                                                                                
（村上論文 289 頁、人見論文 229 頁脚注 17）。 
23 ただし、織田は、行政裁判に限らず、刑事・民事の裁判においても主観的裁判と

客観的裁判の二重性質を有すると指摘していた（織田前掲著 643 頁脚注８、杉井論文

（１）126 頁脚注 16 参照）。 
24 なお、織田以外にも、明治憲法下において、宮澤俊義、田上穣治らが、同旨の主

張を行っているが（杉井論文（１）117 頁以下、村上論文 290 頁以下、人見論文 208
頁）、いずれも、訴訟目的に着目し、民事訴訟を主観訴訟、刑事訴訟を客観訴訟に位置

づける点では（宮澤は原告適格にも着目するが）、違いはない。 
 また、人見論文 204 頁が指摘するとおり、織田は国家公権を肯定し、市町村の自治

権侵害に対する救済訴訟の可能性を認めていたことから、ここでいう主観的裁判が、

私権保護目的に限定されているかは不明である。 
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判所法立法当時の「法律上の争訟」概念に照らすと、誤解を含んだ

ものと言える。 

元々明治憲法下の客観訴訟論が、あくまで「司法」概念の中で主

観・客観を分類し、刑事裁判を「客観的裁判」としていたこと、裁

判所法の「法律上の争訟」概念が刑事裁判を含む純粋な訴訟の対象

に関する概念であったことからすれば、訴訟目的により訴訟を二分

し、その二分法により導かれた客観訴訟を「法律上の争訟」にあた

らないとして、「司法」から放逐するという客観訴訟論は、明らかな

誤解を含んでいる。 

この点、村上論文 297 頁は、「「法律上の争訟」は訴訟の対象に関わる

問題であるのに対し、客観訴訟論は訴訟目的に関わる問題であるから、両者

を直結させることには論理的に問題がある」と評している。 

杉井論文（２）115 頁は、「立法経緯において「法律上の争訟」が実体

的な概念として理解されていたこととは異なり、学説上（後に述べるが判例

も同様である）は訴訟目的を基準とした概念として理解されていたことにな

る。このような齟齬が生じた要因として考えられるのは、新憲法下における

主観訴訟と「法律上の争訟」概念が司法権の限界を画するにあたって類似の

機能を有していたこと、そして、「法律上の争訟」概念が典型的な民事事件

を想定していたために、私人が原告であることが前提とされ、その結果両視

点の差異が明確な形で現れなかったことであろう。原告が私人である限り、

「具体的な権利義務」があれば、それは当該私人の個人的な権利義務の保護

を目的とする訴訟（主観訴訟）といえ、逆に「具体的な権利義務」がなけれ

ば、それは公益の保護を目的とする訴訟（客観訴訟）となるからである。」

とし、平成 14 年最高裁判決が、片面的法律上の争訟概念として批
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判されていることに触れて、「この批判は新憲法制定後、程なくして成立

した「トリアーデ」の定式における「法律上の争訟」概念が、実際は極めて

偏狭なものであったことを示している。この問題は、わが国の学説が「法律

上の争訟」概念を典型的な民事事件を前提に理解してきたことに加え、そこ

での訴訟目的が伝統的に原告及びその主張内容に着目して判断されてきた

ことに端を発する。その結果、行政主体が原告となって私人と争う訴訟を想

定しうる限り、原告側に依拠した訴訟目的観に従えば片面的な理解になるの

であって、それは結果として典型的な民事訴訟モデルに依拠した「法律上の

争訟」概念の枠内で他の事件を理解しようとする場合に弊害が生じることを

意味している（例えば、この「法律上の争訟」概念では刑事事件について説

明できない）。こうした批判は前述した裁判所法の立法経緯において、立法

者が当初から意図していた「法律上の争訟」概念の理解と親和性があること

もあり、「訴訟目的」視点から理解することの齟齬を際立たせたという理解

もできる」と評している。 

「法律上の争訟」は、立法者が意図し、板まんだら事件が定式化

しているように、①当事者間の具体的法律関係ないし権利義務に関

する争いであること、②それが法令を適用することによって解決で

きるものであること、というように、あくまで訴訟の対象に関する

概念である。 

この意味で、刑事訴訟も、「刑罰権の存否」という当事者間の具体

的法律関係に関する争いであり、法令を適用することによって解決

できることから、法律上の争訟に含まれる。 

また、法律上の争訟は、あくまで訴訟の対象に関する概念である

から、片面的な法律上の争訟概念は想定できない。 
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平成 14 年最高裁判決の法律上の争訟概念は、調査官解説の述べ

るところの通説的客観訴訟論の含んでいた誤解に引きずられたもの

で、裁判所法３条の法解釈としては、問題があると言わざるを得な

いのである25。 

現に、人見意見書 15 頁以下で指摘されているとおり、このよう

に、平成 14 年最高裁判決の指摘する客観訴訟論には重大な問題が

あることから、今日、学説上も見直されつつある。 

 

エ 小括 

     以上に述べてきたとおり、裁判所法３条１項の「法律上の争訟」

の中に、私権保護目的という要素を追加することには、問題がある。 

 

 ４ 補足（行政代執行法１条について） 

   平成 14 年最高裁判決は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体と

して国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟に

含まれず、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することができる

とした上で、「行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別

に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるものと規定

して（１条）、同法が行政上の義務の履行に関する一般法であることを明

らかにした上で、その具体的な方法としては、同法２条の規定による代

執行のみを認めている。また、行政事件訴訟法その他の法律にも，一般

に国又は地方公共団体が国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟

                                            
25 それこそ、塩野宏『行政法［第五版補訂版］行政救済法』281 頁が述べるとおり「か

かる片面的法律上の争訟概念がどこから導き出されるかについては、判決には説明がなく、

結論だけが示されているに過ぎ」ない。 
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を提起することを認める特別の規定は存在しない。」と判示している。 

  この判示は、裁判所法３条１項の「その他法律において特に定める権

限」の有無を検討する中で、行政代執行法に触れたものと理解されるが、

読み方によっては、行政代執行法１条の「行政上の義務の履行確保」に

司法的執行が含まれ、それを認める特別の法律の規定がない限りは認め

られないと考えているように解することもできなくはない。 

  しかし、人見意見書３頁が指摘するとおり、行政代執行法１条の「行

政上の義務の履行確保」に司法的執行が含まれるとする見解は存在せず、

また、そのように解釈されるべきではない。 

  行政代執行法の前身は行政執行法（明治 33 年法律第 84 号）であり、

同法は、代執行の他、執行罰、直接強制の３種の行政上の強制執行手段

を定めた行政的執行の一般法であり、漏れのない行政上の強制執行手段

が網羅されていたが故に民事上の強制執行手続も用いることができない

と解されていた。 

第二次世界大戦後、代執行のみを一般的な行政上の強制執行制度とし

て定める行政代執行法の制定により、行政執行法を転換し、これにより

初めて司法的執行の可能性が想定されるようになった。 

したがって、行政代執行法が、司法的執行を「行政上の義務の履行確

保」に含め、特別な法律の定めがない限り排除しようとしたものと解釈

することはできない。 

かえって、行政執行法から行政代執行法への移行における行政強制の

縮小と、行政事件訴訟法 44 条の反対解釈からすれば、強制執行の必要

な範囲では司法強制への肩代わりを予定していたとみるのが当然である

（中野貞一郎『民事執行法［増補新訂六版］』123 頁）。 
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第５ 結語 

１ 国の主張は不合理であること 

この訴えにおいて、国が、名護漁業協同組合が、漁業権の一部放棄の

特別決議をしたことによって、本件水域は、「漁業権の設定されている漁

場内」ではないとして、岩礁を破砕する場合も、沖縄県漁業調整規則 39

条１項に定める沖縄県知事の許可を得ることは不要であると説くことが、

いかに不合理であるか、十分に理解してもらえるものと思っている。 

２ 守るべきルールは当然守るべきこと 

本訴訟は、辺野古への新基地建設の是非そのものを問うものではない。

現時点において、埋め立て承認取り消しが取り消されたとしても、国は、

守るべきルールは当然守るべきである。そのことを求めるものである。 

   裁判所には、ただ、その当然のことを、当然のごとく判示していただ

きたいのである。 

                              以 上 
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証 拠 方 法 

証拠説明書(1)から証拠説明書(3)のとおり。 

 甲号証は、甲Ａ号証から甲Ｃ号証に分類しているが、その分類の基準は、

甲Ｂ号証が漁業法に関する文献等、甲Ｃ号証が行政法の解釈（「法律上の争訟」

等）に関する意見書・文献等であり、甲Ａ号証はそれ以外の書証である。 

 

付 属 書 類 

 １ 訴状副本       １通 

 ２ 証拠説明書(1)から(3) 各２通 

 ３ 甲号証写し     各２通 

 ４ 訴訟委任状      ４通  

 ５ 指定書        １通 

 ６ 議決証明書      １通 

 



【別紙】図面１

点
番

号
Ｘ

Ｙ
1
-
1

5
9
,3

1
0
.0

5
6

5
4
,3

2
3
.1

0
3

1
-
2

6
0
,6

3
1
.3

5
1

5
4
,9

0
3
.3

0
4

1
-
3

5
9
,8

9
3
.2

5
7

5
6
,3

7
8
.8

9
5

1
-
4

5
8
,0

0
0
.8

1
7

5
6
,7

2
5
.9

7
9

1
-
5

5
7
,6

7
9
.6

2
6

5
6
,0

3
7
.1

8
4

1
-
6

5
7
,8

3
3
.5

3
9

5
5
,8

1
7
.3

7
4

1
-
7

5
7
,0

3
9
.0

0
5

5
4
,1

1
3
.4

9
0

1
-
8

5
7
,3

4
6
.0

0
4

5
3
,9

7
0
.3

3
4

1
-
9

5
7
,0

7
1
.5

6
2

5
3
,6

9
1
.0

6
1

1
-
1
0

5
7
,1

4
2
.8

8
7

5
3
,6

2
0
.9

6
9

1
-
1
1

5
7
,4

2
8
.7

1
8

5
3
,9

1
1
.8

3
3

1
-
1
2

5
7
,5

6
6
.1

7
7

5
3
,7

7
6
.7

5
4

1
-
1
3

5
7
,7

9
6
.7

2
0

5
3
,7

7
8
.7

6
4

1
-
1
4

5
7
,8

0
6
.7

2
0

5
3
,7

7
8
.8

5
2

※
座

標
値

は
「
世

界
測

地
系

（
１

５
系

）
」
の

値

本
件

水
域

は
，

1
-
1
，

1
-
2
，

1
-
3
，

1
-
4
，

1
-
5
，

1
-
6
，

1
-
7
，

1
-
8
，

1
-
9
，

1
-
1
0
，

1
-
1
1
，

1
-
1
2
，

1
-
1
3
，

1
-
1
4
，

1
-
1
の

各
点

を
順

次
に

結
ぶ

線
（
1
-
1
4
と

1
-
1
の

点
を

結
ぶ

線
は

，
陸

岸
又

は
第

一
橋

梁
の

上
流

端
の

線
と

す
る

。
) 

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
る

区
域

，
2
-
1
，

2
-
2
，

2
-
3
，

2
-
4
，

2
-
1
の

各
点

を
順

次
に

結
ぶ

線
 （

2
-
1
と

2
-
4
を

結
ぶ

線
は

陸
岸

の
線

と
す

る
。

) 
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

る
区

域
，

2
-
5
，

2
-
6
，

2
-
7
，

2
-
5
の

各
点

を
順

次
に

結
ぶ

線
 （

2
-
5
と

2
-
7
を

結
ぶ

線
は

陸
岸

の
線

と
す

る
。

) 
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

る
区

域
及

び
2
-
8
，

2
-
9
，

2
-
1
0
，

2
-
8
の

各
点

を
順

次
に

結
ぶ

線
 （

2
-
8
と

2
-
1
0
を

結
ぶ

線
は

陸
岸

の
線

と
す

る
。

) 
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

る
区

域
と

す
る

。

注
：

点
番

号
Ｘ

Ｙ
2
-
1

5
7
,6

6
6
.5

4
2

5
3
,4

0
1
.3

4
6

2
-
2

5
7
,5

8
3
.8

0
8

5
3
,4

2
5
.8

6
5

2
-
3

5
7
,4

9
9
.7

7
8

5
3
,3

8
7
.3

0
7

2
-
4

5
7
,6

3
7
.2

3
8

5
3
,3

5
1
.7

4
7

2
-
5

5
7
,5

9
5
.0

3
2

5
3
,1

4
9
.8

7
4

2
-
6

5
7
,4

3
7
.8

3
4

5
3
,1

8
9
.1

3
7

2
-
7

5
7
,6

1
3
.3

9
1

5
3
,0

3
2
.2

6
6

2
-
8

5
7
,6

7
4
.7

5
9

5
2
,9

2
3
.3

9
3

2
-
9

5
7
,4

4
6
.0

9
0

5
3
,1

3
6
.6

6
3

2
-
1
0

5
7
,3

5
1
.1

1
5

5
3
,1

4
4
.7

7
9

※
座

標
値

は
「
世

界
測

地
系

（
１

５
系

）
」
の

値

166



度
分

度
分

2
6

3
5
.
5
6
5

1
2
8

7
.
7
1
1

2
6

3
3
.
3
1
0

1
2
8

1
1
.
8
9
5

2
6

2
7
.
9
5
2

1
2
8

2
.
4
3
2

2
6

3
0
.
5
8
8

1
2
7

5
9
.
8
5
7

点
名

ハ

イ
、

ロ
、

ハ
、

ニ
の

各
点

を
順

次
結

ん
だ

線
及

び
最

大
高

潮
時

海
岸

線
（
た

だ
し

、
河

川
部

分
に

つ
い

て
は

第
１

橋
梁

の
上

流
端

の
線

）
に

よ
り

囲
ま

れ
た

区
域

経
度

ロ

共
同
漁

業
権

共
同

第
５

号

イ ニ

名
護

市
と

東
村

と
の

境
界

線
か

ら
宜

野
座

村
と

名
護

市
と

の
境

界
線

に
よ

り
囲

ま
れ

た
沿

岸
水

域

緯
度

名
護

市

【別紙】図面２

167


