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Ⅰ 行政訴訟改革に対する日弁連の基本的意見 

 
一、抜本的改革と新法制定の必要性について 
 行政訴訟の機能不全は、誰の目にも明らかとなっており、憲法第３２条が保障する裁判を

受ける権利が侵害されている。日本弁護士連合会は、行政訴訟改革を２１世紀におけるわが

国の三権分立のあり方を改革する極めて重要な改革であると考えている。行政訴訟改革は、

行政事件訴訟法の手直しによってできるものではない。わが国の行政訴訟制度を先進諸外国

の水準まで引き上げ、国民に裁判を受ける権利を取り戻すためには、現行制度の抜本的な改

革が不可欠であって、行政訴訟改革は、新たな行政訴訟法の制定によるべきである。 
 
二、「主な検討事項」の構成上、体系上の問題点について 
１ 構成上の問題点 
（１）３分類 
 「主な検討事項」は、諸論点を３分類している。 
 第一は第１から第２の３の項目であり、（注）によれば「検討会において概ね一致している

事項である」と記載されている。 
 第二は第２の４の項目であり、コメントの書き出しには「この考え方については、例えば

次のような更に検討が必要な問題がある」と記載されている。 
 第三は第２の５以下の項目であり、コメントとしては賛否の意見が記載されている。 
（２）意味 
 この分類の意味は明らかである。 
 第一分類はこのままで法制化し、第二分類は法制化の方向に歩み出しているが、第三分類

はじっくり検討し法制化するかどうかはその検討結果によるという意味である。 
 検討会の議論がそのようになっているのであれば、一般的にはこのような分類も可能であ

るが、検討会での検討とこの分類との間には齟齬がある。 
（３）検討会での意見の大方の一致 
 日弁連が検討会の傍聴メモと公開された議事録を精査してみると、次の各点には委員間に

大方の意見の一致がある。 
・ 「行政訴訟制度の目的」については、①国民の権利利益の救済と②行政の適法性の確

保の２つの目的があり、ともに重視すべき。 
・ 「行政訴訟と民事訴訟の関係」については、公定力を可能な限り限定すべき、または

取消訴訟中心主義の見直すべき。 
・ 「行政訴訟の対象及び類型」については、行政訴訟の対象を拡大すべき 
（例えば行政計画、行政立法など）。 
・ 「行政訴訟の類型」については、訴訟（救済）類型を拡大すべき（義務づけ、差止な

ど）または訴訟類型選択の負担を避けるために１つ又はできるだけ少ない数の訴訟類

型を設けるべき。 

・ 「原告適格」については拡大すべき。 
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・ 「団体訴訟」については認めるべき。 
・ 「出訴期間」については延長すべき。 
 一致はしているが、それをどのように具体化するかに意見の違いがあるのである。 

 このような場合の意見の集約は、具体化するための意見の違いを前面に出すのではなく、

一致していることをまず前面に出して、どのようにそれを実現するかにいくつかの意見があ

ることを整理するのが常識的な方法である。 

 従って、我々の意見は推進本部がつけている３分類にとらわれず、国民的要望が強い項目

を正面から論ずることとする。 

 

２ 体系上の問題点 

 １で述べたように推進本部の検討事項整理が３分類にこだわっているために、検討事項の

体系が非常にわかりにくいものになっている。 

したがって、例えば出訴期間は、「教示」だけが第１分類に出てきて、出訴期間の限定の本

質論は排他性の制約とともにあとの第３分類に来るのであるから、パブリックコメントを実

施される国民は戸惑うであろう。第１、第２、第３などの序列は全く不合理であり、体系的

に整理し、国民に意見を聞くべきである。 
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Ⅱ 主な検討事項についての日弁連の意見 

 
第 1  基本的な見直しの考え方－権利利益の実効的救済の保障 
 
枠内に示された考え方に賛成であるが、基本的な見直しの考え方としては、権利利益の実

効的救済の保障と並んで、行政の適法性確保が同程度に重要である。すなわち、これまで不

十分であった権利利益の実効的救済を保障することは当然のことであるが、現行制度におい

て欠落しているのは、行政訴訟制度を通じて行政の適法性を確保することであり、行政の適

法性確保も権利利益の実効的救済の保障と同様に基本的な見直しの考え方であるべきであ

る。 

 
 
 
第 2 具体的な見直しの考え 
 

1 行政訴訟を利用しやすくするための見直し 
 

(1) 被告適格者の見直し 
 
枠内に示された考え方に賛成であるが、技術的な論点であり、枠内の考え方に従って、速

やかに法制化を進めるべきである。 

 
(2) 行政訴訟の管轄裁判所の拡大 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、Ｂ案を採用すべきである。ただし、その場合でも管

轄の拡大について別途の配慮が必要である。 
アについて 
地方公共団体、地方公社については被告の普通裁判籍の所在地とし、独立行政法人につい

ては原則としてＡ案を採用すべきである。 
イについて 
行政訴訟の独自性に配慮し、民事訴訟法とは異なる移送の規定を設けるべきである。すな

わち、新たな行政訴訟制度のもとでは、訴訟対象及び原告適格の範囲を大幅に拡大する必要

があり、Ｂ案によれば、様々な利害関係を持つ者が自らの住所地の裁判所に訴えを提起する

ことが考えられる。しかし、その場合でも事案によってはより適切な管轄が存在する場合も

想定されるため、柔軟な移送の規定を設ける必要がある。 
ウについて 
 管轄については少なくともＡ案の限度までは拡大すべきであり、例外的にＡ案の限度に拡

大をとどめるべき場合があるにしても、それ以上の例外を設ける必要はない。 
 
(3) 出訴期間等の教示 
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枠内に示された考え方に賛成であり、具体的には次のようにすべきである。 
アについて 

教示義務が課せられる行為は、いわゆる行政処分(行政処分に対し不服申立が為された場合

における裁決及び一般処分を含む)とすべきである。 

イについて 

教示を受けるべき者は、行政処分の相手方である。教示の方法は、相手方に教示事項を記

載した書面をもって行うべきである。相手方が特定されないいわゆる一般処分にあっては、

当該処分を記載した書面に教示事項を記載するとともに、官報（地方公共団体においてはそ

の発行する公報）に掲載する方法で教示事項を公示させるのが妥当である。また、行政処分

が特定の場所に係るものであるときは、前記方法に加えて、当該場所にも処分内容とともに

教示事項を公示するのが、関係人に周知させるためにも適切な方法である。 

ウについて 

教示すべき事項は、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)のすべてを教示する。 

エについて 

教示が為されなかった場合や誤っていた場合の効果は、次のようにすべきである。 

(ア)について 

教示が為されず又は訴訟の提起ができるのにできないと教示された場合、行政事件訴訟法

14条1項及び3項に定める出訴期間は正しい教示が為されるまで進行しないものとすべきであ

る。 

(イ)について 

教示が為されなかった場合は、正しい教示が為されるまで出訴期間は進行しないものとし、

誤った教示が為された場合は、その教示にしたがって為された訴えは、被告適格を有する者

に対して提訴されたものとして取り扱うべきである。 

(ウ)について 

誤って前置を必要とした教示に従って不服申立をした場合は、いつでも裁決を経ないで訴

えの提起ができるものとすべきである。この場合、不服申立に要した費用については、誤っ

た教示をしたものが負担する。裁判所は、行政事件訴訟法第8条3項に定める訴訟手続の中止

をすることができない。誤って前置が不要と教示した場合、それに従って為された訴訟提起

は、前置がなくとも適法な提訴とみなすようにすべきである。 

(エ)について 

教示がない場合又は誤って短い期間を教示した場合は、出訴期間の定めがないものとして

取り扱うべきである。正しい教示が追完されたときは、そのときから出訴期間が進行するも

のとし、誤って長い期間を教示した場合は、その期間内に為された提訴は、適法なものとみ

なすものとすべきである。 

(オ)について 

誤った教示に従って為された訴えは、原告の選択により当該提訴裁判所又は本来の管轄裁

判所に移送して審理を行うものとすべきである。 
 

 
 2 審理を充実・迅速化させるための方策の整備 
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枠内に示された考え方及び①ないし③の考え方に賛成であるが、方策を講ずる範囲は処分

又は裁決に限定されるべきではなく、広く訴訟対象となる行政活動一般を対象とすべきであ

る。 
アについて 
本来、行政活動は適法になされねばならず、行政活動が適法であることを説明し、訴訟の

場において主張立証する責任は原則として被告行政側にあるというべきであり、その旨を訴

訟法に規定すべきである。 
イについて 
(ア)について 
 行政側に記録等の提出を求める新たな制度は、行政決定に際して収集した資料や、審理に

必要な資料については、公益やプライバシーを害する場合を除いて、早期に開示することを

裁判所において求めることができるものとすべきである（開示命令制度）。かかる開示命令制

度は、釈明処分の特則であると同時に文書提出命令の申立ての特則でもあると位置付けるべ

きである。 
(イ)について 
 行政決定に際して収集した資料や審理に必要な資料については提出を求める対象とすべき

である。 
(ウ)について 
 公益やプライバシーを害する場合には提出を拒むことができるようにすべきである。 
(エ)について 
取消訴訟以外の場合にも原則として適用すべきである。行政処分以外の行政活動も適法な

ものでなければならず、その範囲や根拠については基本的には同様に考えれば足りる。 
(オ)について 
民事訴訟法第 223条第 3項ないし第 7項を参照した手続を設ければよい。 

 
 3  本案判決前における仮の救済の制度の整備 
 

枠内に示された考え方に賛成であり、アないしエについての意見は次の通りである。 
アについて 
 これまで執行停止は、厳格な要件のもとで、外国人の強制退去関係などのごく限定された

分野でしか認められていなかった。現在の条文の文言を少々変更して執行停止要件を緩和す

る程度では、裁判所のこの姿勢を変えることはできない。そこで、裁判所の仮の救済に対す

る態度を変えるために、原則例外を逆転させ、ドイツにおけるように執行停止原則を採用す

べきである。そして、執行停止を解除するための要件と、例外的に不停止とする分野につい

ての議論を行うべきである。 
 なお、暫定的な執行停止制度を導入する点についても積極的な検討を行うべきである。 
イについて 
 内閣総理大臣の異議の制度は、かねてから違憲の疑いが強いとされている制度であり、廃

止すべきである。仮に執行停止原則を採用しない場合でも、執行停止決定に対する即時抗告

が決定の停止効を有しないままで差し支えはない。 
ウについて 
新しい行政訴訟制度では、義務づけ判決や差止判決など紛争解決に相応しい救済方法を設

けるべきであり、これに対応して、仮命令、仮差止や仮の地位を定める仮の処分を整備する

必要がある。その要件は行政事件の特殊性に配慮しつつ、民事保全法を基礎として定めるべ
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きである。 
エについて 
 新行政訴訟法においては、現行法第 44条に相当する規定は不要である。 

 
 
 4 権利利益の救済を実効的に保障するための多様な救済 
 
 (1) 行政の作為の給付（義務付け）を求める訴え 
 

枠内に示された考え方に賛成であり、アないしエについての意見は次の通りである。 
アについて 
 Ｃ案に賛成である。Ａ案は法令上申請権がある場合に、申請を拒否する処分に対する取消

訴訟という迂遠な方法ではなく、直接に営業許可の義務づけを求める訴訟を認めるというも

のであり、従来からその必要性が指摘されてきたところである。Ｂ案はこれまで基本的に認

められなかった訴訟であるが、排出基準違反の工場への改善命令や違反建築物に対する除却

命令など、このような場合にこそ義務づけ訴訟が必要である。したがって、Ａ案、Ｂ案のい

ずれの場合にも認めるＣ案が望ましい。 
イについて 
 訴えの対象を取消訴訟の対象になる行為に限定する必要性はない。従来の取消訴訟中心主

義を廃止すべきであり、国民の訴訟類型の選択負担を軽減する意味から訴訟類型は可能な限

り一本化すべきであるが、そうでない場合でも、給付訴訟と確認訴訟、取消訴訟とは同列に

考えるべきである。なお、訴えは行政の作為の給付を求める訴え（義務づけ訴訟）だけを認

めればよく、判決において処分の給付、再決定の義務づけ、不作為の違法確認などの救済方

法を選択するものとすればよいとの意見に賛成である。 
ウについて 
 Ｃ案に賛成である。取消訴訟中心主義を廃止し、給付訴訟を取消訴訟と同位に位置付ける

ためには取消訴訟の訴訟要件にさらに一義性、緊急性または補充性などの要件を加重すべき

ではない。 
エについて 
 Ａ案に賛成である。権利利益の救済の実効的保障及び行政の適法性確保の観点からは、給

付判決についても、民事訴訟における場合と同様に執行することが出来るものとすべきであ

る。 
 
 (2) 行政の行為の差止めを求める訴え 
 

枠内に示された考え方に賛成であり、アないしウについての意見は次の通りである。 
アについて 
 訴えの対象を取消訴訟の対象になる行為に限定する必要性はない。現実問題として行政処

分が多いことが想定されるとしても、差止の可否の判断は本案においてなされるべきであり、

行政の行為形式により区別される理由はない。 
イについて 
 従来の取消訴訟中心主義を廃止すべきであり、国民の訴訟類型の選択負担を軽減する意味

から訴訟類型は可能な限り一本化すべきであるが、そうでない場合でも、給付訴訟と確認訴
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訟、取消訴訟とは同列に考えるべきである。また、民事訴訟による差止めの訴えを排除する

必要もない。行政の抽象的な不作為の給付を求める訴えと確認の訴えによる救済の関係につ

いては、訴訟要件ないし訴訟類型として別立てしようとするために生ずる問題であり、可能

な限り訴訟類型を一本化し、この問題は救済類型を多様化することで回避できる。その場合、

裁判所の釈明は救済方法についてのものとなり、訴訟類型自体とは基本的には無関係なもの

となる。 
ウについて 
 Ｅ案に賛成である。取消訴訟中心主義を廃止し、給付訴訟を取消訴訟と同位に位置付ける

ためには取消訴訟の訴訟要件にさらに一義性、緊急性または補充性などの要件を加重すべき

ではない。 
 
 (3) 確認の訴え 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、アないしウについての意見は次の通りである。 
アについて 
 行政立法、行政契約、行政指導についての無効確認を求める訴えを認めるべきである。 
イについて 
 行政訴訟における確認の利益と民事訴訟の確認の利益との関係については、基本的には同

様に考えるべきであるが、行政訴訟においては、民事訴訟における基準に照らしても、確認

の訴えが認められるべき場合が類型的に多いと考えられる。取消訴訟との関係については、

出訴期間徒過後の確認の訴えを肯認するにあたって問題となりうるが、次に述べる形で無効

確認訴訟を認めるべきである。 
ウについて 
 日弁連の考え方は、訴訟類型を一本化した上で、一定の行政決定に対して出訴期間を付与

するが、行政決定についての重大な違法を争う場合には出訴期間を徒過した後もなお行政訴

訟を提起できるとするものであるが、かかる立場を採用しない場合でも、重大な違法が存在

する場合には、国民の権利利益の救済及び行政の適法性確保という行政訴訟の目的に照らし

て、無効確認訴訟を認めるべきであり、これ以上の要件を付加すべきではない。 
 
 
 5 取消訴訟の対象、排他性、出訴期間 
 

 (1) 行政立法、行政計画、通達、行政指導などへの取消訴訟の対象の拡大 
 
枠内の考え方に基本的に賛成であるが、行政訴訟の対象を拡大するという意味で賛成する

ものであり、取消訴訟中心主義からの脱却を図る意味でも、訴訟類型として取消訴訟が適切

であるとは考えない。日弁連は訴訟類型を一本化する是正訴訟を提案しているが、以下では

取消訴訟ではなく、行政訴訟の対象を拡大するという意味で賛成する。なお、日弁連は紛争

の成熟性に関わりなく行政立法、行政計画、通達、行政指導等（以下行政立法等という）に

対して行政訴訟の範囲を拡大すべきであると提案しているものではない。行政立法等につい

て訴訟の対象とするためには、紛争の成熟性が必要であり、その成熟性については、例えば

「その後の具体的な行政決定を待たずに法律上又は事実上の争点が特定できる場合」（日弁

連「行政訴訟法（案）の提言」５７条参照）等に認めるべきである。 
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裁判所は現行政事件訴訟法３条２項の「処分の取消の訴え」の対象につき「公権力の主体

たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、ま

たはその範囲を確認することが法律上認められているもの」が必要であると解釈しており（最

判昭３９．１０．２９ 民集１８巻８号１８０９頁）、例えば、土地区画整理事業に関する事

業計画決定等についてそれが計画の青写真を示したものに過ぎず、取消訴訟の対象となる「処

分」には当たらないとして原告の請求を却下してきた（最判昭４１．２．２３ 民集２０巻

２号２７１頁）。その後、第２種都市計画事業に関する事業計画決定の公告について処分性を

認めた判決も存在するが（大阪高判昭６３．６．２４ 判時１２８３号２１頁 最判平４．

１．２６）、上記のように「処分性」を限定的に解釈し、行政計画や行政立法に関して処分性

を認めない判例の基本的立場は変わっていない。 
しかし、行政訴訟は単に行政によって侵害され又は侵害されるおそれのある国民の権利利

益を救済するだけではなく国民主権の理念のもと違法な行政作用の是正を求める機会を保障

するものであるところ、行政立法や行政計画はそれ自体が行政機関による意思決定であり、

かつこれらにもとづく（後行）行政処分の根拠規範たる性格を有しているのであるから、た

とえその内容が国民の権利義務に直接的には影響を及ぼさないものであっても、国民が、早

期にその違法を是正する途を開くことが是非とも必要であり、また「法律にもとづく行政」

（法治主義）の理念にも合致する。 
また、他方で、先行行政行為の違法性の承継が認められる範囲が極めて限定的に解釈され

ているため、判例で「処分性」が認められる行政立法等にもとづく個々の行政処分において、

先行する行政立法等の違法性を争うことも極めて困難である。 
かような場合に、行政立法等を行政訴訟の対象とすることによって行政立法等の違法を早

期に是正することは、国民の権利利益の救済及び行政の適法性確保にとって極めて大きな意

義を有する。 
このような観点から欧米各国でも規範統制訴訟等により行政立法等に対して行政訴訟を認

めており、かような制度を設けたことによって行政の執行が遅滞するなど公共の利益に反す

るような事態が生じるといった不都合は生じていない。 
アについて 
この指摘は、行政訴訟の目的を違法な行政行為による国民の権利利益の救済のみに重点を

置く考え方に立つものであってその前提自体が妥当でないのみならず、現行法の解釈として

「国民の権利義務に直接影響を及ぼす」と認定している行政立法等の範囲も極めて限定され

ており、現行法のもとでは国民の権利利益の救済としても十分な機能を果していない現実を

無視する見解であり、妥当とは言えない。また、紛争の成熟性にかかわりなくすべての行政

立法、行政計画を一律に取消訴訟の対象とすることは司法権の限界を超えており、このよう

な主張をする論者はいないと思われる。 
イについて 
行政指導の違法性を争う方法として民事訴訟によらなければならないこと自体が、現行行

訴法が違法な行政立法等の救済について有効に機能していないという実態を示すものである

ことを直視しない見解である。 
ウについて 
これは、行政立法等の違法については取消訴訟でのみ取り消すことができるという従来の

取消訴訟中心主義の延長線上にある見解に立って、従来どおり取消について厳格な制限を設

けるとともに、行政立法等の違法を後の段階で争うことができないことを前提とする立場へ

の批判であるが、当会は行政立法等を行政訴訟の対象とする場合にも、かような制限を設け

ること自体に反対するものである。もし、仮にかような制限を設けるとすれば、違法な行政

立法等を早期に是正する機会を拡大し、国民の権利利益の救済と法治主義の実現をはかるこ
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とを目的とする今回の行政訴訟改革の目的自体を没却することになりかねない。行政立法等

に対する行政訴訟を認めることは、早期の段階での司法解決を認めるものに過ぎず、その後

の段階での司法解決を否定するものであってはならない。 
エについて 
訴訟類型を設けることによる国民の選択の負担の観点から、出来る限り少ない訴訟類型に

よる救済を図るべきである。個別法できめ細かな訴訟形式を定めることに反対するものでは

ないが、いつ改正されるかも分からない多数の個別法に規定すべきであることを理由として、

一般法としての行政訴訟法における改革を行わないことは、改革を放棄するに等しく、妥当

でない。 
 

 (2) 取消訴訟の排他性等の見直し、行政決定の違法確認訴訟の創設 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、Ａ案を採用すべきである。 
日弁連はＡ案の訴訟類型を是正訴訟と命名し、その採用を提案しているところである。違

法な行政決定は最初から最後まで無効であり、それを確認することが是正訴訟の基礎である。

違法な行政決定が有効であるということはなく、是正訴訟は形成訴訟として構成されるもの

ではない。なお、違法確認に付加して具体的な給付判決がなされることもあり得る。これま

で、取消訴訟の排他的管轄の考えから取消訴訟に排他性を認め、民事訴訟が排除されてきた

が、この考え方を改め、国民は原則として民事訴訟、行政訴訟のいずれの救済も求めること

ができるようにすべきである。また、国民の裁判を受ける権利を制限する出訴期間を原則と

して廃止すべきである。以上は原則論であり、行政訴訟の排他性や出訴期間については必要

に応じて必要な範囲での例外を訴訟法あるいは個別法に設ければ足りる。 

すなわち、Ａ案の内容に従い、行政訴訟の対象を行政決定（行政機関の行う行政処分（行

政処分に対する不服申立が行われた場合における裁決及び一般処分を含む）行政立法、行政

計画、行政契約、行政指導、事実行為を含むあらゆる行政作用（不作為を含む）をいう）の

違法行為の是正をすることを目的とする訴訟類型を新設するとともに、行政決定の違法性を

民事訴訟においても争えることとし、あわせて、 
① 行政決定の名宛人に対する利益処分につき名宛人以外の者が提起する是正訴訟 
② 不利益処分に続く行政処分により利益を受ける者があるとき、又は一方から権利利益

を剥奪し、他方へ付与する行政処分に係る是正訴訟 
③ 行政立法等の違法を争う是正訴訟 
以外の是正訴訟については出訴期間を設けずいつでも出訴できるようにすべきである（日

弁連「行政訴訟法（案）」３条、６条２項、７条、１９条、４１条参照）。 
取消訴訟の排他性には次のような問題点がある。 
現行行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟」を抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟に

限定し（同法２条）、抗告訴訟の内容として処分の取消しの訴え、裁決取消の訴え、無効確認

の訴えのみを掲げている（同３条）。このように現行制度の前提には「処分」「裁決」等の行

政行為に公定力が存在し、形成訴訟たる取消訴訟によって行政行為の公定力を排除しない限

り、行政行為の違法性を争うべきではないとする考え方が存在する。そのうえ、判例は取消

訴訟の対象となる「処分」「裁決」の範囲を厳格に解釈しており、判例により処分又は裁決に

あたらないとされる行政行為（行政決定又は行政上の意思決定をいう）については行政事件

訴訟では、その違法性を争う途が事実上閉ざされている。 
そもそも行政庁又は行政機関を相手とする民事訴訟において当該行政庁等がなした行政行

為が違法であることを主張することができるか否かに関して現行法上、明確な規定は存在し
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ない。しかし、大阪空港訴訟最高裁判決（最判昭５６．１２．１６）で、公権力の行使と認

められる行政庁の行為に対しては、私法上の差止請求権の対象とすることはできない旨判示

し、事実上民事訴訟による救済を拒絶している。他方、現行法では、取消訴訟について出訴

期間（第１４条）による制限が設けられており、上記期間を経過すると「処分」又は「裁決」

に該当する違法な行政行為に対する是正は極めて困難である（（注）無効確認訴訟が提起でき

る場合も極めて制限されている）。 
行政訴訟が行政により侵害され、又は侵害のおそれがある国民の権利を救済するとともに、

違法な行政作用の是正をも目的とする以上、訴訟においてあらゆる行政行為につき是正を行

う機会が保障されなければならず、またその行為が抗告訴訟の対象となる「公権力の行使」

であるとしても抗告訴訟によってのみその是正がはかられるというような限定を加えるべき

ではない。 
そこで、現行法の抗告訴訟（取消訴訟）中心主義を見直し、上記のようなあらゆる行政決

定についてその違法性を確認し、これを是正するための訴訟類型を新設するとともに、一定

の場合を除いて出訴期間の制限を廃止すべきである。また、ある係争につき、民事訴訟と行

政訴訟が事実上相互に救済を拒むことがないよう行政決定の違法は民事訴訟においても救済

を求めることができる旨の規定を設けるべきである。 
アないしオの指摘に対する反論はそれぞれ適切であるが、以下に若干敷衍する。 
アについて 
これは、行政行為に公定力（又は形式的確定力）を認めることが行政の円滑・効率的な遂

行に資するという考え方であるが、そもそも行政の円滑・効率的な運営は法治主義の原則と

国民と行政機関との信頼によって担保されるべきものであり、抗告訴訟の対象や出訴期間を

制限し、違法な行政行為による国民の権利義務の侵害の救済やこれに対する是正の可能性を

犠牲にしてまで達成すべきものではない。 
ウについて 
「行政決定」ないし「行政上の意思決定」なる概念が漠然としているため裁判規範が明確

にならないという指摘も、処分、申請、行政指導、届出等の行為につき各々明確な定義を設

け、その手続きについて詳細な定めを設けた行政手続法等の施行によって法律概念として十

分確立されており、その内実や外延が不明確であるとは言い難い。 
エについて 
出訴期間を廃止すると、余分な行政コストがかかり、国民の負担が増大するといった懸念

もはなはだ抽象的な主張であり、我国のように厳格な訴訟対象の制限を設けていない欧米各

国においても、行政訴訟による国民の負担の増大が問題になったという具体的事実は報告さ

れていない。したがって、これらを行政訴訟の対象としたとしても、そのことによってその

原告適格や訴えの利益の判断に混乱が生じるとは考えられない。 
以上のように、「検討事項」が指摘する問題点はいずれも極めて抽象的な主張にすぎず、本

制度を導入することを阻害する理由とはなりえない。 
 
 (3) 裁判所が判決で必要な是正措置を命ずる考え方 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、アないしウの指摘に対する反論も適切であると考え

る。国民にとって使いやすい、国民本位の行政訴訟制度のあり方を考えるべきであり、多様

な救済メニューを用意して柔軟且つ適切な救済を図ることができるようにすべきである。 
 
 (4) 取消訴訟の排他性の拡大解釈の防止 
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枠内に示された考え方に賛成であり、指摘に対する反論も正当であると考える。取消訴訟

に排他性を認める必要がある場合には、その範囲を明確に法律で規定すべきである。 
 
 (5) 出訴期間の延長 
 
枠内の考え方に賛成であるが、Ａ案ないしＣ案には賛成できない。 

出訴期間については、行政決定の「効力」を巡る争いを早期に安定させる必要がある場合

にのみ限定的に付されるべきであって、一律に出訴期間を設ける必要性はなく、出訴期間は、

原則的にこれを廃止し、以下の場合にのみ、これを設けるべきである。 

 すなわち、 

①名宛人に対する利益処分について名宛人以外のものがその効力を争う場合のように、訴訟

当事者とならない名宛人の法的地位を長期間不安定にすることが妥当でない場合、及び 

②不特定多数の者の利害関係に関わる行政決定の効力を争う場合のように、不特定多数の者

の地位を長期間不安定にすることが妥当でない場合 

である。 

なお、出訴期間を設けても、期間内に提訴が為されれば、判決確定までの間、長期にわた

り安定性は阻害される結果となるので、出訴期間制限の効果はもともと限定的であることを

付言しておく。 

 そして、出訴期間を付する場合でも、現行の３ヶ月は当事者にとって短く、あれこれ悩ん

で弁護士に相談に来たときには期間を徒過していることも多く、現実に裁判を受ける権利が

奪われている現状にあり、出訴期間等の教示を義務づけることで出訴期間が短くても良いと

いう根拠にはならない。そこで、限定して出訴期間を設ける場合にあっても、出訴期間は少

なくとも６ヶ月とすべきである。そこで、限定して出訴期間を設ける場合にあっては、Ａ案

を採用し、出訴期間は少なくとも６ヶ月とすべきである。 
 
 6 原告適格、自己の法律上の利益に関係のない違法の主張制限、団体訴権 
 

 (1) 原告適格の拡大 
 
枠内に示された考え方に基本的に賛成であり、具体的にはＡ案を採用すべきである。 
現在の判例の依拠する「法律上保護された利益」説の矛盾と破綻は既に明らかとなってい

る。すなわち、ア及びイの指摘に対する反論に現れているように、個別の行政実体法規の立

法にあたっては、主として行政に活動の根拠と準則を与えるという見地からの審議がなされ

ており、当該行政法規に違反する処分等がなされた場合にいかなる範囲の者に原告適格を付

与するかという行政救済法的観点からの検討がなされていないのが実態である。その意味で、

制定法の中に原告適格の範囲についての答えが埋まっているかのごとき前提に立つことは、

フィクションとしての側面が強く、また、法律から施行令さらには施行規則までを引用して

原告適格の範囲を探るという手法は技巧的にすぎるだけでなく、場当たり的で基準として不

明確であるといわざるを得ない。このように、制定法の解釈という手法を通して原告適格の

判断をするよう裁判官に求めるのは、裁判官に法解釈という衣を纏わせつつも、原告適格の

範囲について法政策的決断を迫っていることに他ならないが，わが国の裁判官がこのような

責務にどのように対処してきたかは、戦後のわが国の行政訴訟の推移を見れば明らかである。
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わが国の裁判所は，原告適格の範囲について、狭く硬直化しているうえに、判断に過度に時

間がかかるという運用をもたらし、行政訴訟の甚だしい利用率の低さの一因となってきた。

たとえば、もんじゅ訴訟では、１審福井地裁は全部却下、２審名古屋高裁金沢支部は原子炉

から半径２０キロメートルの範囲内に住居を有する者に限って原告適格を認め、それ以外の

者については訴えを不適法とし、最高裁は、原子炉から２９キロメートルないし５８キロメ

ートルの範囲ないに居住している住民についてもすべて原告適格を認め、訴訟を一審に差し

戻した。このような「入口論」に訴え提起から上記最高裁の判断が出るまでに丸７年もの長

年月を費やしているのであって、」制度として硬直化し使い勝手の悪いものになっているとの

批判を免れない。なお、本年、名古屋高裁金沢支部において無効確認の認容判決が出された

ことは周知のとおりである。 
「法律上保護された利益」説のもとで、このような運用が累々と築き上げられている現状

を考えるときかかる弊害を改善するためには、エの指摘のごとく個々の裁判官の解釈態度の

変化に期待するというだけでは楽観的にすぎるのであって、立法的手当てによって、原告適

格を拡大し、迅速な判断を可能にするような枠組みを与える必要がある。 
法律改正の手法については、これを個別行政実体法に委ね、個別行政実体法ごとに原告適

格を明記する方向で改正すべきであるとの考えもあり得ようが、会社法上の訴えなどとは異

なり、個別行政法は，多種多様で広範な事象を対象とし，国民各層の複雑かつ錯綜する諸利

益に関わるものであること、個別行政法において原告適格が明確に定められたという実例は

従来，皆無に等しかったという実情、その原因として、「原告適格の不明確さを解消する一番

いい方法は、個別実体法規に誰が争えるかを具体的に書くことだが、非常に大変で、議論百

出でまとまらなかった。」との検討会委員の議論もなされていること等を考えると、実現可能

な考え方ではない。 
国民の権利利益の増進という観点から、裁判所による迅速かつ果敢な原告適格の判断を可

能にする法律的枠組みとして、日弁連は「行政決定により現実の利益を侵害され又は侵害さ

れるおそれのある者（団体を含む。）」という規定方法を提唱したが、今般の改正もこの「現

実の利益」「侵害または侵害のおそれ」という概念によるべきである。 
この「現実の利益」概念は、「事実上の利益」よりは限定された利益であり、「法律上保護

された利益」説のもとで積み上げられてきた裁判例の解釈よりは広いものを想定しているが、

「現実の利益」説によれば、たとえば、近鉄特急料金認可処分取消等請求事件のような事例

において、通勤定期券を購入し特急を利用している沿線居住者に原告適格を容易に肯定する

ことができるであろう。この判断枠組みのもとにおいては、判断の積み重ねの中で、裁判官

が躊躇することなく迅速に、原告適格の健全で常識的な判断に到達することができる。 
以上の「現実の利益」説に対しては、アやイの指摘のように、概念の外延が明瞭でなく、

「法律上保護された利益」説から「現実の利益」説に改正した場合に具体的にいかなる異動

が生ずるのかも不明確であって法的安定を害するとの指摘がある。しかし、「法律上保護され

た利益」説においても、何が「法律上保護された利益」であるのかを一義的に決めるのが困

難であることは同様であり、また、そうである以上、「現実の利益」との異動を改正に際して

特定するよう求めるのは、いわば「ためにする議論」といわざるを得ない。かかる論理によ

って改正を阻もうとするのは極めて不適切である。 
従来の「法律上保護された利益」説のもとで積み重ねられてきた解釈運用が、行政訴訟に

過度の門戸制限と入口論の審査の遅延をもたらしてきたという弊害は、検討会の大多数の委

員が一致して認識するところであると思われる。そうである以上、立法的手当てによって解

決されるべきであり、国民の裁判を受ける権利の保障という観点に立った迅速かつ果敢な判

断を可能にする枠組みとして、「現実の利益」という概念によって立法的指針を与えることが

適切である。 
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なお、ウの指摘はＢ案の根拠を述べたものに過ぎない。 
以上が日弁連の基本的な見解であるが、Ａ案ないしＤ案のそれぞれが採用された場合の現

実の帰趨は必ずしも明らかではない。日弁連としては、枠内の考え方に賛同するものであり、

原告適格が相当程度拡大される考え方であれば、必ずしもＡ案に固執するものではなく、Ｂ

案ないしＤ案に反対するものではない。 
 
 (2) 自己の法律上の利益に関係のない違法の主張制限の規定の削除   
 
枠内に示された考え方に基本的に賛成であるが、「もっぱら第三者の利害に関わる違法事

由を主張することはできない。ただし、公益に関する事由についてはこの限りでない。」との

規定を置くべきである。ア及びイの指摘に対する反論も適切であると考える。 
 

 (3) 団体訴訟の導入 
 
枠内に示された考え方に基本的に賛成であり、Ａ案及びＢ案のいずれも採用すべきである。 
個人に原告適格が認められる場合であっても、団体の原告適格を認める必要性は、今般の

改革により原告適格が拡大されることに伴い、増大することが確実である。これは歴史、文

化的な遺産や自然環境などの回復不可能な価値を保全する場合に限定されることなく、例え

ばまちづくりの分野における住民団体など適切な団体による訴訟追行を認めるべきである。 
ただ、例えば主婦連ジュース訴訟のように、個人として適切な訴訟追行主体が存在しない

場合もあり、環境保全、消費者保護や文化財保護などの分野において、それぞれの問題を主

目的として扱う民間公益団体に原告適格を付与することが必要である。 
原告適格を認める方法として、個別法や関連する基本法に規定することも考えられるが、

これでは速やかな解決が期待できない。そこで、少なくとも今般の行政訴訟改革において、

主観訴訟の原告適格を拡大してＡ案及びＢ案を実現するとともに、将来の個別法における団

体訴訟を念頭に置いた受け皿をなるべき規定を訴訟法に設けるべきである。 
 
 

 7 審理手続・証明責任・判決、裁量の審査 
 
 (1) 主張・立証責任を行政に負担させること 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、国や公共団体の費用で事実の調査をする制度を設け

るべきであると考える。 
行政活動は適法になされねばならず、原則として行政側が適法性の主張立証責任を負うと

することに不合理はない。イ及びウは例外なく一律に規定を置くことを前提としているよう

であるが、あくまで原則規定であり、個別具体的な事例において例外を認めることを否定す

るものではない。 
 

 (2) 処分の理由等の変更の制限 
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枠内に示された考え方に基本的に賛成である。 
行政決定の理由の追加又は差し替えについては、個別分野における例外を柔軟に認めつつ

も、基本的には、行政主体が追加又は差し替えをすることを紛争の一回的解決の観点等から

認めるが、審理の早い段階（例えば、第一審の第３回口頭弁論期日まで）で主張させること

とし、それ以降の主張や判決後の新たな行政決定について制限を設けることを検討すべきで

ある。 
 
 (3) 事情判決の制限 
 
枠内に示された考え方に賛成である。 
また、裁判所と被告行政のイニシアティブにより中間判決として行政決定の違法を確認し

た上で、違法な行政決定により生じた損害の無過失の賠償責任を同一の訴訟内で判断させる

ものとすべきである。 
 
 (4) 裁量の審査の充実 
 
枠内に示された考え方に賛成であり、Ｄ案を採用すべきである。 
本来、行政活動は適法なものでなければならず、行政の説明責任の観点からも、行政決定

において行政の判断余地がある場合には、行政に対して、前提事実、判断基準の合理性、事

実への基準の当てはめの合理性についての主張立証責任を課すべきである。 
 
 
 8 費用の負担、行政不服審査法等の他の法令との関係・個別法上の課題 
 
(1) 訴え提起の手数料の軽減 
   
枠内に示された考え方に賛成であり、Ａ案（又はＢ案）及びＣ案を採用すべきである。 
アないしウの指摘に対する反論は適切である。行政訴訟は私的利益を追求する通常の民事

訴訟と同一に扱われるべきではなく、行政訴訟の公益性と行政訴訟の活性化に鑑み、低定額

化を図るとともに、同一の行政決定を複数の原告が争う場合には訴えで主張する利益が各請

求について共通であることを法律で定めて手数料を加算しない旨を明示する必要がある。 
 

 (2) 弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い 
 
枠内の考え方には賛成であるが、具体的にはＢ案を採用すべきであり、ア及びイの指摘に

対する意見は次のとおりである。 
アについて 
多様な行政過程で様々な紛争が生じるという指摘は抽象的にはそのとおりであるが、行政

訴訟においては情報量、組織力、経済力等の点で原告と被告行政との力の格差が構造的に固

定されているだけでなく、本来国民のために適法であるべき行政活動の違法排除という点で

公益性を持つ点で共通しており、一律に特別の取扱いをすることに何ら不合理はない。 
イについて 



 15

弁護士報酬の敗訴者負担制度についての指摘は一般論としてはそのとおりであるが、片面

的敗訴者負担制度は訴訟の活用を促しこそすれ、提訴を萎縮させることはない。先進諸外国

に比べて圧倒的に少ない行政訴訟を活性化するためには、片面的敗訴者負担制度の導入が不

可欠である。 
そもそも、行政訴訟制度の目的が、行政により不利益を受けた国民の権利を広く救済する

とともに、国民全体の公益にも資するということにある以上、その訴訟制度は広く利用され

易いものにしなければならない。そのためには、訴え提起の手数料を軽減することのみなら

ず、国民の依頼した弁護士報酬についても格別の配慮が必要であり、原告たる国民が勝訴し

た場合には、その弁護士報酬は被告たる行政主体が負担するが、国民たる原告が敗訴したと

しても、行政主体が払うべき弁護士報酬は敗訴した国民には絶対に負担させないものとすべ

きである。このことにより、行政訴訟の活性化を促進して、国民の利益を保護することが可

能になるのである。 
 
 (3) 不服審査前置による制約の緩和  
 
枠内の考え方に賛成であり、具体的にはＡ案を採用すべきである。 

ア及びイの指摘に対する適切な反論がなされているように、国民に裁判を受ける権利が憲

法上保障されている以上、原則として不服審査手続と司法救済手続は国民に対して並立的に

提供されるべきであり、いずれを利用するかは、社会的インフラを利用するユーザーである

国民の選択に委ねられるべきである。一方が機能不全に陥っている場合には、ユーザーは他

方を選択するはずであり、かかる制度のもとでこそ、双方の手続が常に国民の監視と評価の

もとに適切な救済を図っていくことが期待できるのである。 
 
 
 9 行政訴訟の目的・行政の適法性を確保するための訴訟 
 
 (1) 行政訴訟の目的規定の新設 
 
枠内の考え方に賛成である。 

現行の行政訴訟制度は、国民の権利利益の救済という点で不十分なだけでなく、国民によ

る行政のチェックという視点が欠落している。しかし、行政訴訟は、違法な行政の行為から

国民を守るという目的とともに、行政の違法な作用の是正という目的を持っており、法の支

配の理念のもとこの２つの目的を実現するための、国民のための制度として、行政訴訟制度

を設計し直さなければならない。 
 
 (2) 国の公金の支出の適法性を確保するための納税者訴訟の創設   
 
地方自治法に定める住民訴訟の「国版」である納税者訴訟の制度を是非創設すべきである。

住民訴訟の活用により、違法な公金の支出から生じた地方自治体の損害が回復された例が数

多くあり、この制度の存在が違法な支出の抑制効果をももたらしていると言える。 

 国は財政規模もより大きく違法な財務行為を監視すべき必要性も高い。 

アについて 

 憲法第９０条第２項は、「会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。」と規定
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しており、格別の留保も存しないので納税者訴訟制度を立法化することに支障はない。 

イについて 

特定の財務行為の違法性・適法性の判断が司法の領域に属する場合は、裁判所が最終的に

判断すべきである。 
 
 
 


