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第４章 経済的自由権 
 

第１節 総論 
 

経済的自由権とは，居住・移転の自由，職業選択の自由，財産権の保障等の

総称をいう。 

経済的自由は，封建的な支配関係から脱し，自由な経済活動を求めた市民階

級により主張され，近代革命の達成後には人権カタログに不可侵の人権として

取り入れられた。 

しかし，19世紀の自由な経済活動から富の偏在が生じたことにより社会内部

での深刻な階級対立が生まれ，自由主義的国家体制自体までもが危機に見舞わ

れた。そこで，社会国家・福祉国家原理に基づく20世紀の憲法は，自由な経済

活動の弊害を是正し，実質的な平等を確保するため，人権カタログに新たに社

会権を加えるとともに，経済的自由を社会的公共の見地から積極的に規制する

ことができるものとする考え方をとるようになった。 

 

第２節 職業選択の自由 
 

（居住・移転・職業選択の自由，外国移住・国籍離脱の自由） 

第22条 何人も，公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も，外国に移住し，又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

 

Ⅰ 意義 

 

第１ 職業選択の自由（狭義） 
 

自己の従事するべき職業を選択・決定する自由 

 

第２ 営業の自由 
 

１ 意義 
 

営業の自由とは，自己の選択した職業を遂行する自由をいう。 

営業とは，営利を目的とした自主的・継続的活動をいう。 
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２ 人権としての性質の有無 
 
 

 

 

 

 
 
 

※ なお，独占禁止法の理解とも関連して，人権性を否定する見解もある。 

 

→ 公序説 

営業の自由を人権ではなく，私有財産制度の反射的利益として追及される

べき「公序」とする。 
 
（理由） 

営業の自由は，歴史的には国家による営業・産業規制からの自由という

より，何よりも営業の「独占」からの自由であり，独占を排除するための

公序として追及されたものである。そして，独占禁止法は，まさにこの公

序を確保する手段である。 
 
（批判） 

営業の自由の問題は，独占の領域に限られるわけではない。独禁法は営

業の自由という人権に対する政策的・積極的規制である。 

 

３ 根拠 

 

 

 

 

 

Ａ 22条説（小売市場事件 最大判昭47.11.22，百選Ⅰ№96・通説） 
 
（理由） 

みずから選択した職業を遂行することができなければ，職業選択の自由

を認めた意味がない。 

 

Ｂ 22条・29条説（浦部）  

営業の自由を広狭二義に分け，①22条は「開業の自由，営業の維持・存続

の自由，廃業の自由」を内容とする狭義の「営業することの自由」のみを保

障し，②広義の「営業活動の自由」は財産権の行使の自由として29条で保障

される。 
 
  ①狭義の営業の自由が個人の人格的価値と密接にかかわるものであること

から，その制限に対しては慎重な配慮が必要とされるが，②広義の営業活動

に対しては高度の規制を加えることが可能であるとする。 
 

営業の自由はそもそも人権としての性質を有するか。憲法上明文 

はないので，その捉え方については一応問題となる。もっとも，一般に

は，職業を遂行する自由の一内容と考えられ，国家との関係における自

由権と観念することができるので，人権性を肯定されている。 

 

論点０１ 

 人権としての性質を有するとして，その根拠はどの条文に求めら

れるか。 

論点０２ 
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（理由） 

個人の営業活動が自己の能力を発揮する場の自由な選択を意味するばか

りでなく，財産権行使の側面を併せもつ。 
 
（批判） 

① 「営業することの自由」と「営業活動の自由」の区別は決して容易では

ない。 

② 22条の「公共の福祉」は一義的なものではなく，権利内在的な制約とと

もに，政策的なそれを併せもつものであるとすれば，Ａ説をとっても結果

に具体的な差異は生じない。 

 

□判例 小売市場事件 最大判昭47.11.22，百選Ⅰ№96 

22条１項が「職業選択の自由を保障するというなかには，広く一般に，いわゆる

営業の自由を保障する趣旨を包含している」。 

 

第３ 自己の雇われる職業を選択する自由 

 

 

 

 

Ａ 否定説 

自己の雇われる職業を選択する自由は，27条の勤労の権利によって保障さ

れるとしてこれを否定する。 

 

Ｂ 肯定説（有力説） 

職業選択の自由は，みずから事業を営む場合のみならず，国家や私人に雇

用されて行う各種の仕事を含むとして，27条のほか本条によっても保障され

るとする。 

 

Ⅱ 限界 
 

第１ 総説 
 

職業選択の自由は，本質的に社会的・経済的活動である。そのため，社

会的相互関連性が強く，他人の自由と抵触する場合が多い。さらに，憲法

のとる社会国家原理から，経済的自由権は無制限に認めることはできない。

したがって，精神的自由と比較した場合，公権力による規制の要請が強い

ことは否定することができない。しかし，一方，職業は個人がその人格の

展開を図る主要な場でもあり，職業選択の自由は経済的自由であるとはい

え，人の人格的価値ないしは精神生活と緊密な関係を有する自由であるこ

とは十分留意されなければならない。 

 

 職業選択の自由は自己の雇われる職業を選択する自由も含むか。 

論点０３ 
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第２ 規制の根拠 
 

経済的自由は精神的自由と比較してより強度の規制を受ける。22条がと

くに「公共の福祉に反しない限り」という留保を付けたのも公権力による

規制の要請が強いという趣旨を示したものといえる。そして，強度の規制

を受けるべきだとされるのは以下のような理由による。 
 

① 概して職業活動は社会的相互関連性が強く，無制限にこれを許すと公

共の安全と秩序の維持を脅かすおそれがある。 
 

② 現代国家の理念を実現するために，積極的な配慮（中小企業の保護等）

に基づく積極的な規制をすることが必要とされる場合が多い。 

 

第３ 規制の類型 
 

１ 規制目的による分類－規制目的二分論 
 

経済的自由に対する規制は，規制の目的に応じて以下の２つに区別さ

れる（小売市場事件 最大判昭47.11.22，百選Ⅰ№96）。 
 

⑴ 消極目的規制（警察的規制・消極的規制≒内在的制約） 
 

主として国民の生命および健康に対する危険を除去ないし緩和する

ために課せられる規制 

下記２の各種営業許可制（⑴～⑷）は概ねこの規制に属する。 

この規制は「警察比例の原則」に基づくものでなければならないと

される。 
 

※ 「警察比例の原則」：規制措置は社会公共に対する障害の大きさに

比例したもので，規制の目的を達成するために必要な最小限度にと

どまらなくてはならないという原則 

 

⑵ 積極目的規制（政策的規制・積極的規制≒外在的制約） 
 

福祉国家の理念に基づいて，経済の調和のとれた発展を確保し，と

くに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制（ex. 巨大資

本から中小企業を保護するための競争制限，中小企業相互間の過当競

争の制限，特許制） 

 

２ 規制手段 
 

⑴ 届出制（ex. 理容業，クリーニング業） 
 

⑵ 許可制（ex. 風俗営業，飲食業，古物営業） 
 

⑶ 登録制（ex. 建築業，毒物劇物営業者） 
 

⑷ 資格制（ex. 医師，薬剤師，弁護士） 
 

⑸ 特許制（ex. 電気，ガス，鉄道，バス） 
 

⑹ 職業活動の制限（ex. 独占禁止法等の規制） 
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第４ 規制の合憲性判定基準 
 

１ 規制目的二分論 
 

職業の自由の制限立法の違憲審査基準について，判例は，規制立法の

目的に応じて違憲審査基準を区分するという審査方法を展開してきてい

る。 

これによれば，積極目的の規制については，規制が不合理であること

が明白である場合に限って違憲であると判断するといういわゆる「明白

性の原則」が適用される。一方，消極目的の規制については，規制の必

要性・合理性について他の代替手段の有無をも考慮して厳格に審査する

という「厳格な合理性の基準」が適用されているというものである。 

学説も，この判例理論を支持するものが多い。 
 

（理由） 

① 消極目的規制については，裁判所による必要性・合理性の判断が比

較的容易である。 

② 公共の安全と公の秩序維持を目的とする規制措置（消極的規制）は，

常に必要最小限度にとどめなければならない（警察比例の原則）。 

③ 積極目的規制の立法の合理性については，その性質上政治部門の政

策的・専門技術的判断に委ねられるところが大きく，立法府の判断を

最大限尊重するべきである。 

 

□判例 薬事法距離制限違憲判決 最大判昭50.4.30，百選Ⅰ№97 

【事案】 

薬局の開設に適正配置を要求する旧薬事法６条２項および広島県条例の規定の合

憲性が争われた。 
 
【判旨】 

「職業は，前述のように，本質的に社会的な，しかも主として経済的な活動であっ

て，その性質上，社会的相互関連性が大きいものであるから，職業の自由は，それ

以外の憲法の保障する自由，殊にいわゆる精神的自由に比較して，公権力による規

制の要請がつよく，憲法22条１項が『公共の福祉に反しない限り』という留保のも

とに職業選択の自由を認めたのも，特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えら

れる。このように，職業は，それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する

社会的活動であるが，その種類，性質，内容，社会的意義及び影響がきわめて多種

多様であるため，その規制を要求する社会的理由ないし目的も，国民経済の円満な

発展や社会公共の便宜の促進，経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積

極的なものから，社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至

るまで千差万別で，その重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して，

現実に職業の自由に対して加えられる制限も，あるいは特定の職業につき私人によ

る遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし，あるいは一定の条件を

みたした者にのみこれを認め，更に，場合によっては，進んでそれらの者に職業の

継続，遂行の義務を課し，あるいは職業の開始，継続，廃止の自由を認めながらそ

の遂行の方法又は態様について規制する等，それぞれの事情に応じて各種各様の形

をとることとなるのである。それ故，これらの規制措置が憲法22条１項にいう公共
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の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは，これを一律に論ずる

ことができず，具体的な規制措置について，規制の目的，必要性，内容，これによっ

て制限される職業の自由の性質，内容及び制限の程度を検討し，これらを比較考量

したうえで慎重に決定されなければならない。この場合，右のような検討と考量を

するのは，第１次的には立法府の権限と責務であり，裁判所としては，規制の目的

が公共の福祉に合致するものと認められる以上，そのための規制措置の具体的内容

及びその必要性と合理性については，立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとど

まるかぎり，立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし，

右の合理的裁量の範囲については，事の性質上おのずから広狭がありうるのであっ

て，裁判所は，具体的な規制の目的，対象，方法等の性質と内容に照らして，これ

を決すべきものといわなければならない。」 

「職業の許可制は，法定の条件をみたし，許可を与えられた者のみにその職業の

遂行を許し，それ以外の者に対してはこれを禁止するものであって，右に述べたよ

うに職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設

けられる理由は多種多様で，それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもっ

て論じがたいことはさきに述べたとおりであるが，一般に許可制は，単なる職業活

動の内容及び態様に対する規制を超えて，狭義における職業の選択の自由そのもの

に制約を課するもので，職業の自由に対する強力な制限であるから，その合憲性を

肯定しうるためには，原則として，重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措

置であることを要し，また，それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的の

ための措置ではなく，自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止する

ための消極的，警察的措置である場合には，許可制に比べて職業の自由に対するよ

りゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的

を十分に達成することができないと認められることを要するもの，というべきであ

る。」 

薬局の「適正配置規制は，主として国民の生命及び健康に対する危険の防止とい

う消極的，警察的目的のための規制措置であり」，「薬局等の経営の保護というよう

な社会政策的ないしは経済政策的目的は右の適正配置規制の意図するところでは

な」い。 

「薬局等の偏在─競争激化―一部薬局等の経営の不安定─不良医薬品の供給の危

険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は，いずれもいまだそれによって右の必

要性と合理性を肯定するに足りず」，（旧）薬事法６条２項，４項は，憲法22条１項

に違反し，無効である。 
 
【評価】 

本判決は，規制目的二分論に立ったうえで，本件距離制限を消極目的規制と認定

して厳格な合理性の基準を用いた。 

 

□判例 最大判昭35.1.27 

【事案】 

旧あん摩師，はり師，きゅう師及び柔道整復師法（以下「旧あん摩師等法」）は，

医師やあん摩師等の免許を受けた者を除き，医業類似行為を業とすることを禁止し，

違反者は罰金に処する旨を規定していた。被告人は，ＨＳ式高周波器なる器具を使

い，ＨＳ式無熱高周波療法と称する療法を，反復継続の意思をもって１回100円の料
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金を徴して行ったところ，同法違反であるとして起訴された。 
 
【判旨】 

「医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは，かかる業務行為が人

の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律（注：旧あん摩師等法の

こと）が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞

のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって」，「本件ＨＳ式

無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判示

するところがなく，ただ被告人が本件ＨＳ式無熱高周波療法を業として行った事実

だけで前記法律12条に違反したものと即断したことは，右法律の解釈を誤った違法

があるか理由不備の違法があり，右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められる

ので，原判決を破棄」する。 
 
【評価】 

本判決は，旧あん摩師等法の規制は人の生命・健康に対する危険を防止するため

の消極目的の規制であり，必要最小限度の制約しか認められず，医業類似行為が有

害である場合に限って禁止することができる旨を判断している。消極目的規制の結

論からすれば，本判決は妥当であるといえるが，危険が人の生命・健康にかかわる

ものである以上，有害の可能性があるものをまず一律に禁止し，有効性の証明され

たものだけを承認していくのが妥当だとの批判がある。そこで，人の生命・健康に

対する危険を防止するための規制を，消極目的であるという理由で必要最小限度で

しか認めない目的二分論は，この点で欠陥があるとの指摘がある。 

 

□判例 最判平12.2.8，百選Ⅰ№100 

【事案】 

司法書士法は，「登記……に関する手続について代理すること」を司法書士の業と

し（３条１項１号），「司法書士会に入会している司法書士……でない者……は，第

３条第１項第１号……に規定する業務を行ってはならない」（73条１項）として，そ

の違反を処罰する（78条１項）としているところ，行政書士Ｘは，登記手続代理を

繰り返し行ったため，福島県司法書士会によって告発され，本件に及んだ。Ｘは，

①同規定は，憲法22条１項に反して違憲であり，②行政書士はその「正当な業務」

として登記原因証書の作成および会計業務をすることができるから，その「付随行

為」として登記手続代理をすることができる等として争った。 
 
【判旨】 

「司法書士法の右各規定は，登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重

大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ，」「これに違反した者を処罰する

ことにしたものであって，右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条

１項に違反するものでないことは，当裁判所の判例（最大判昭34.7.8，最大判昭

50.4.30）の趣旨に徴し明らかである。」 

「なお，行政書士が代理人として登記申請手続をすることは，行政書士の正当な

業務に付随する行為に当たらない」。 
 
【評価】 

本判決は，判例として挙げられた薬事法判決，歯科医師法判決の内容，および本

判決文中の「登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼす
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ものであることなどにかんがみ」という文言から，本件規制を消極的規制と位置づ

けたものであると推測される。しかし，それならば，資格制が職業選択の自由その

ものに制約を課する強力な制限であるという点で許可制と同様であることにかんが

み，職業の自由に対してより制限的でない職業活動の内容および態様に対する規制

によって当該目的を十分に達成することができないか慎重に審査するべきであった

との指摘がある。 

なお，具体的に薬事法判決のどの点を参照したのか明らかでなく，規制目的二分

論を採らなかったとの評価もある。 

 

□判例 小売市場事件 最大判昭47.11.22，百選Ⅰ№96 

【事案】 

小売商業調整特別措置法３条１項による小売市場（ひとつの建物を小さく区切っ

て小売商の店舗用に貸付・譲渡するもの）の適正配置規制の合憲性が争われた。 
 
【判旨】 

「……憲法は，国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているもの

ということができ，個人の経済活動の自由に関する限り，個人の精神的自由等に関

する場合と異なって，右社会経済政策の実施の一手段として，これに一定の合理的

規制措置を講ずることは，もともと，憲法が予定し，かつ，許容するところと解す

るのが相当であり，国は，積極的に，国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期

し，もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために，立法により，個

人の経済活動に対し，一定の規制措置を講ずることも，それが右目的達成のために

必要かつ合理的な範囲にとどまる限り，許されるべきであって，決して，憲法の禁

ずるところではないと解すべきである。」「……〔このような場合，〕個人の経済活動

に対する法的規制措置については，立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはな

く，裁判所は，立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし，ただ，立法府がそ

の裁量権を逸脱し，当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合

に限って，これを違憲として，その効力を否定することができるものと解するのが

相当である。」 
 
【評価】 

本判決は，経済政策立法について明白の原則を採用した。 

 

□判例 最大判昭25.6.21 

有料職業紹介事業の禁止（旧職業安定法32条）について，事業の公共性・営利事

業とされた場合の弊害を理由に合憲であるとした。 

 

□判例 白タク営業事件 最大判昭38.12.4，百選Ⅰ№95 

白タク営業の禁止（旧道路運送法101条）について，道路運送事業の適正な運営お

よび競争の確保・道路運送の実情を理由に合憲であるとした。 

 

□判例 西陣ネクタイ事件 最判平2.2.6，百選Ⅰ№98 

生糸輸入制限措置について，国内生産者保護のための「積極的な社会経済政策」

であることを理由に合憲であるとした。 
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□判例 最判平5.6.25 

製造たばこ販売業の許可制と適性配置規制（たばこ事業法22条・23条３号）につ

いて，小売市場判決を引き，零細経営者が多いこと，身体障害者の開業に特別の配

慮が加えられてきたことを理由に合憲であるとした。 

 

□判例 最判平28.12.15 

京都府風俗案内所の規制に関する条例は，青少年の健全な育成を図るとともに，

府民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。…，本件条例が，青少

年が多く利用する…施設の敷地から一定の範囲内における風俗案内所の営業を禁止

し，刑罰をもって担保することは手段として必要性，合理性があるということがで

き，22条１項に違反するものではなく，風俗案内所の表示物等に関する規制も，上

記目的達成のための手段として必要性，合理性があるから，21条１項に違反するも

のではないとした。 

 

２ 規制目的二分論に対する評価 
 

⑴ 規制目的二分論の問題点 
 

積極目的・消極目的の区別は相対的であり，各種公害規制や建築規

制のように従来消極目的の規制とされてきたものにも積極目的の要素

を含んだ規制が増加しつつある。 

そのため，規制目的のみから判断することなく，いかなる行為がど

のように規制の対象とされているかといった「規制の態様」をも併せ

て考えるべきであるとの指摘されている。 

 

⑵ 問題となる判例 
  

 以下の判例は，積極目的か消極目的かに割り切ることのできない判

例であると評価されている。 
 

ア 公衆浴場距離制限（公衆浴場法２条） 

 

□判例 最大判昭30.1.26，百選Ⅰ№94 

【判旨】 

公衆浴場の設立を業者の自由に任せると，偏在による利用の不便のおそれと，濫

立による過当競争，経営の不合理化，衛生設備低下のおそれがあるとし，それを国

民保健および環境衛生を保持するうえから防止するための消極目的規制であるとし

たうえで，合憲であるとした。 
 
【評価】 

消極目的規制と捉えると，距離制限の合理性を裏づける立法事実の存在の論証は

きわめて困難である。 

 

□判例 最判平元.1.20 

「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であり，こ

れに依存している住民の需要に応えるため，その維持，確保を図る必要のあること

は，立法当時も今日も変わりはない。むしろ，公衆浴場の経営が困難な状況にある
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今日においては，一層その重要性が増している。そうすると，公衆浴場業者が経営

の困難から廃業や転業をすることを防止し，健全で安定した経営を行えるように

種々の立法上の手段をとり，国民の保健福祉を維持することは，まさに公共の福祉

に適合するところであり，右の適正配置規制及び距離制限も，その手段として十分

の必要性と合理性を有していると認められる。もともと，このような積極的，社会

経済政策的な規制目的に出た立法については，立法府のとった手段がその裁量権を

逸脱し，著しく不合理であることの明白な場合に限り，これを違憲とすべきである

ところ……，右の適正配置規制及び距離制限がその場合に当たらない」として，合

憲であるとした。 

【評価】 

本判決は，本件規制の立法目的は業者が経営の困難から転廃業をすることを防止

するという積極的・社会経済的なものであると捉え，「明白の原則」を適用して合憲

であるとした判決である。 

 

□判例 最判平元.3.7 

【事案】 

従来，配置規制（公衆浴場法２条２項，旧大阪府公衆浴場法施行条例２条）の適

用を除外される「特殊浴場」としての公衆浴場の営業許可を受けていた者が，その

営業実態において配置規制の適用を受ける「普通浴場」と変わりのないものとして，

裁判所から営業許可処分取消判決を受けた。 

その後，設備構造，名称を改め営業許可申請を出したが，大阪市長により配置の

距離制限規定基準を理由に営業を許可しない旨の処分を受けた。 

そこで，原告は公衆浴場法２条２項の距離制限規定が憲法22条１項に違反するなど

と主張して不許可処分の取消しを求めて出訴した。 
 
【判旨】 

「おもうに，法２条２項による適正配置規制の目的は，国民保健及び環境衛生の

確保にあるとともに，……既存公衆浴場業者の経営の安定を図ることにより，自家

風呂を持たない国民にとって必要不可欠な厚生施設である公衆浴場自体を確保しよ

うとすることも，その目的としているものと解されるのであり，前記適正配置規制

は右目的を達成するための必要かつ合理的な範囲内の手段と考えられるので，……

法２条２項及び大阪府公衆浴場法施行条例２条の規定は憲法22条１項に違反しない

と解すべきである。」 
 
【評価】 

本判決は，消極・積極目的を併有することを理由に，合理性の基準を用いて合憲

であるとする判決である。 

 

イ 酒類販売免許制（酒税法９条） 

 

□判例 最判平4.12.15，百選Ⅰ№99 

【事案】 

酒類販売業の免許を申請したところ，「経営の基礎が薄弱である」ことを理由に拒

否されたことから（酒税法10条10号），免許制と免許要件を定める酒税法９条の合憲

性を争った。 
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【判旨】 

租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可

制による規制は，その必要性と合理性についての立法府の判断が，政策的，技術的

な裁量の範囲を逸脱し，著しく不合理なものでない限り，憲法22条１項に違反しな

い。酒税法が酒類の販売業についても免許制を採用しているのは，酒類製造者に納

税義務を課し，酒類販売業者を介しての代金の回収を通じてその税負担を消費者に

転嫁するという仕組みをとっていることに伴うものであるから，立法府の裁量の範

囲を逸脱するものではない。 

【評価】 

積極目的規制と消極目的規制の二分論を採らず，酒税法という法律の性質に着目

して，その憲法適合性を判断して合憲であるとしている。 

さらに，最判平10.3.24も同旨の判決を下している。 

 

□判例 最判平17.4.26 

農業災害補償法の定める農業共済組合「当然加入制」を職業の自由の侵害である

として争った事件において，最高裁は，「当然加入制は，もとより職業の遂行それ自

体を禁止するものではなく，職業活動に付随して，その規模等に応じて一定の負担

を課するという態様の規制であること……に照らすと，」「立法府の政策的，技術的

な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認め難

い」として，合憲であると判示した。 

 

⑶ 学説 
 

ア 規制の態様をも合わせて考えるべきであるとする見解（芦部） 
 

（ア）職業選択そのものの制限 
 

同じ消極目的であっても，職業へ新たに参入することの制限は，

営業行為（選択した職業の遂行）に対する制限よりも一般に厳し

い制限であるといえるから，より厳格な審査が必要とされる（上

述の薬事法距離制限違憲判決は，この点を示唆する）。 

 

（イ）本人の能力に関係しない条件による制限 
 

職業選択そのものの制限の中でも，一定の資格や試験のような

要件でなく，競争制限的規制のように個々人の力を超えた観点か

らする制限である場合には，人の職業適格性にかかわる制限より

も厳格にその合理性を審査する必要がある。 

 

イ 規制目的二分論自体を放棄する見解（戸波） 
 

経済規制については，基本的に合理性の基準により一元的に審査

すればよく，積極目的か消極目的かは合理性審査の際の１つの考慮

事由にとどめれば足りる。 

 

 


