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第一節　はじめに
　日本では、司法制度改革審議会の「最終意見書」（2001年 6 月12日）を受
けて設立された行政訴訟検討会が、「行政訴訟制度の見直しのための考え方」
（2004年 1 月６日）をとりまとめ、同「考え方」に基づき、最終的に行政訴訟
法の一部を改正する法律案が作成され、新しい行政訴訟法が2004年に成立した
（以下、これを「日本の改正法」という。）（1）。

（1）司法制度改革審議会は、2001年 6 月の意見書において、「二一世紀の我が国社会
においては司法の果たすべき役割が一層重要となることを踏まえると、司法の
行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴訟制度を見直すことは不可
欠である。」として、「政府においては、行政事件訴訟法の見直しを含めた行政
に対する司法審査の在り方に関して本格的な検討を早急に開始すべきである。」
と提言した。これを踏まえて、2001年12月に総理大臣を本部長とし、全閣僚を
構成員とする司法制度改革推進本部が内閣に設置され、11ある検討会の 1つと
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　日本の改正法施行以後、2009年 8 月 1 日に開催された第九回行政法研究
フォーラムにおける「第二次行政訴訟制度改革の必要性」というテーマが示し
ているように、さらなる行政訴訟法改正の必要性が唱えられている（2）。日本弁
護士連合会も、行政訴訟センターのつくった「行政事件訴訟法第二次改正案」
について各界の意見を集約し反映するために、2012年 2 月13日にシンポジウム
を開くなどにより、行政訴訟法のさらなる改正のための努力を行っている。他
方で、行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号）の附則第
50条を踏まえ、改正後の行政事件訴訟法の施行状況を検証するために、「改正
行政事件訴訟法施行状況検証研究会」も設置されている。同研究会は、第 1回
の研究会（2010年12月16日）開催以降、研究会を重ね、改正法施行以後の判例
の動向を分析しつつ、研究会ごとに執行停止、原告適格、義務付け訴訟・差止
め訴訟、仮の義務付け・仮の差止め、確認訴訟、釈明処分・被告適格・その他
手続に関する事項に分けて、改正法の施行状況について分析評価を行っている。
　日本の改正法は、①司法府に対する行政庁が優越的地位にあること、②行政
作用の多様化に伴って伝統的な取消訴訟の枠組では対応困難な現代的紛争が現
れたこと、③行政事件の専門性に対応した裁判所の専門性を向上させる必要性
があるという理由から出発しており（3）、最終的には、国民の権利利益のより実

して、行政訴訟検討会が設置された。
（2）第 9回行政法研究フォーラムの報告内容については、斎藤浩「行政事件訴訟法改

正 5年見直しの課題」自治研究 86巻 7 号 3 ～ 27頁（2010年）、大橋洋一「都市
計画の法的性格」自治研究86巻 8 号 3 ～ 30頁（2010年）、橋本博之「平成一六
年行政事件訴訟法改正後の課題」自治研究86巻 9 号 3 ～ 21頁（2010年）参照、
日本の改正法については、国民がもっともアクセスできるような判例をつくっ
てくれるだろうといった期待に、裁判所がこたえてくれなかったとして、この
ことの理由として2005年の行政訴訟法の改正に基本的な問題があったとする評
価もある（阿部泰隆「場外車券発売施設設置許可処分取消訴訟における周辺住民・
医療機関の原告適格」判時2087号164頁（2010年））。そのほかに、「本当の意味
で国民を救済する行政事件の裁判所は、今の組織と手続では難しいだろう」と
して、高裁所在地の地裁に行政専門部を設け、専門的な裁判官を置くことを提
案する論者もある（園部逸夫・斎藤驍「対談・行政事件訴訟の展望を語る」法
律時報83巻 1 号59頁（2011年））。

（3）司法制度改革審議会設置法（1999年 6 月 9 日）による司法制度改革審議会・最終
意見書「二一世紀の日本を支える司法制度」（2001年 6 月12日）では、「裁判所
は、統治構造の中で三権の一翼を担い、司法権の行使を通じて、抑制・均衡シ
ステムの中で行政作用をチェックすることにより、国民の権利・自由の保障を
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効的な救済を実現するための法改正が必要であるという共通の認識が形成され
たことによるものといえよう（4）。むろん、日本の改正法がこれらの改正理由に
十分に応えているものとなっているかどうかについては、別途の検討を要する
ものであろう。
　現在、韓国では行政訴訟法の改正のモーメントが高まっている。本稿では、
まず、韓国における行政訴訟法の改正をめぐる最近の動向を一瞥した上、日本
の改正法を念頭に置きつつ、法務部（これは、日本の法務省にあたる。以下同
じ。）が2012年 5 月24日に行政訴訟法改正のための公聴会において公表した行
政訴訟法改正試案の検討を試みる。同検討は、改正試案が国民の権利利益のよ
り実効的かつ十全な救済のための仕組み作りに如何なるスタンスないしベクト
ルを指向しているかを鳥瞰し、同試案の立法論・法解釈論上の問題点などを明
らかにすることを目的とする。そして、同検討が今後の韓国行政訴訟法改正の
立法過程において一定の示唆を与え、少しでも嚮導的機能を果たすことになれ
ば幸いである。

第二節　韓国における行政訴訟法改正の動向について

一　行政訴訟法改正の沿革と最近の動向

実現するという重要な役割を有している。」とされつつ、「（ⅰ）現行の行政訴訟
制度に内在している問題点として、行政庁に対する信頼と司法権の限界性の認
識を基礎とした行政庁の優越的地位（政策的判断への司法の不介入、行政庁の
第一次判断権の尊重、取消訴訟中心主義等）が認められており、その帰結として、
抗告訴訟が制度本来の機能を十分に果たしえていない、（ⅱ）現行の行政訴訟制
度では対応が困難な新たな問題点として、行政需要の増大と行政作用の多様化
に伴い、伝統的な取消訴訟の枠組みでは必ずしも対処しきれないタイプの紛争
（行政計画の取消訴訟等）が出現し、これらに対する実体法及び手続法それぞれ
のレベルでの手当が必要である、（ⅲ）行政事件の専門性に対応した裁判所の体
制に関する問題点もある。」と報告されている。

（4）この点については、行政訴訟検討会の「検討結果がこのようにまとめられたのに
は、委員それぞれの立場による違いはあるにせよ、国民の権利利益のより実効
的な救済の実現という見地からすると、今回が懸案の行政訴訟法改正の格好の
機会であることに共通の認識が醸成されてきたことによるものであろう」（塩野
宏「行政訴訟改革の動向―行政訴訟検討会の「考え方」を中心に―」法曹時報
第56巻 3 号 8 頁（2004年））と述べられている。
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　行政訴訟法の沿革をみると、韓国では、1951年に行政訴訟法がはじめて制
定された。同法は全文14箇条にすぎない非常に簡略なものであり、内容的に不
完全なものとして民事訴訟に対する行政訴訟の特殊性を定めただけでのもので
あった。同法はその内容において1948年に制定された日本の行政事件訴訟特例
法とほぼ同様のものであった。
　やがて、1951年制定の韓国行政訴訟法は、1984年12月15日に全文46箇条付
則 6箇条として全面改正された（5）。同法は、日本の行政事件訴訟特例法を廃止
し、これに代わって新しく制定された1962年の日本行政事件訴訟法とその基本
的な内容において類似するものである。
　以上にみるように、日本の行政事件訴訟法が制定・改正されてから、韓国の
行政訴訟法が制定・改正されているという沿革を確認することができよう。そ
して、1962年制定の日本行政事件訴訟法は、2004年に改正され、2005年4月1
日から施行された。ところが、韓国では、1984年の行政訴訟法全面改正以降、
部分的な改正があったものの、未だ大幅な改正がなされていない。とくに、韓
国の現行行政訴訟法は、基本的な内容において1962年に制定された日本の行政
事件訴訟法に類似するものであるという点からすれば、韓国においても行政訴
訟法の全面的な改正があって然るべきであろう。
　ところが、近年、韓国における行政訴訟法改正のための主要な動きとしては、
まず、2002年4月に法院行政処長諮問機関として「行政訴訟法改正委員会」が
設置されたことである（6）。同委員会は、2002年 4 月の初会合以来セミナーおよ

（5）1984年の韓国行政訴訟法全面改正および部分改正などについては、拙著『行政救
済』（信山社、2003年）31頁以下参照。　

（6）大法院改正法案づくりは、改正委員会が法院行政処長諮問機関として置かれたこ
とにみるように、大法院の主導によって行われたといってよい。大法院の主導
というのは、同委員会の構成からも、これを確認することができよう。同委員
会の構成は、法曹界の代表としての判事を含む法院関係の 5名と検事 1名、弁
護士 1名、学界の代表としての教授 5名、そして行政府の代表として法制処の
公務員 1名、市民団体代表 1名の計14名となっており、また、教授のなかには
判事出身の者もある。この委員会の構成からも、同改正法案は、大法院の志向
している司法積極主義の意向を強く反映しているものといってよい。参照とし
て、2004年法改正を導いた日本の行政訴訟検討会の構成は、法律学者（行政法）
4名、経済学者 1名、民間シンクタンク役員 1名、弁護士 1名、労働組合役員
1名、裁判官（地裁） 1名、国家公務員（法務省、総務省） 2名の計11名となっ
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び17回の委員会と 7回の小委員会を開催し、行政訴訟法改正のための検討作業
を行い、行政訴訟法改正試案（2004年 2 月）をつくった。これを受けて、大法
院（これは、日本の最高裁判所にあたる。）は、多様な意見を反映することを
目的として、2004年10月28日に公聴会を開催した。これらの過程を経て、最終
的に2006年 8 月に「行政訴訟法改正意見」という形で行政訴訟改正法案が公表
された（以下、これを「大法院改正法案」という。）（7）。
　たしかに、行政訴訟法が法務部の所管法令であることからすれば、大法院
が「行政訴訟法改正委員会」を設置し、同委員会に改正法案を作らせ、最終的
に改正意見という形で国会に提出したのは異例のことであろう。大法院が自ら
改正法案をつくることになったのは、「1984年の改正から

4444 4 4 4 4 4 4

20年が過ぎた今日に
おいて、時代の要請により、再び行訴法を全面的に改正することになり、これ
によって未完の改革を完成させる時が来た。」（傍点筆者）（8）とされ、「これまで
の実務的経験からすれば、行訴法の成否が司法府の位相と司法府に対する国民
の信頼問題に直結していることを認識したからである」（9）。それは、裁判官が行

ていた。また、以上の組織構成に対しては、ある論者は、これが、従来、行政
法学者および行政訴訟関係弁護士の間のやや閉鎖的な行政訴訟改革論議に、新
たな視点を持ち込むことを期待してのものであることはいうまでもないとし、
そして、審議過程に関しては、「委員相互が共通の基礎の上に意見交換を可能に
するための情報の収集（委員、外部の識者による報告・質疑、事務局による情
報の提供）と背景を異にする委員各自の問題関心の所在の表明が検討の出発点
となった。この点で、法律専門家集団による内部の討論に終始した、行政事件
訴訟法案作成過程と大いに異なる。…〔中略〕…そして、拾い上げられた広範
囲な論点についての討議の過程で、制度改正についての委員の意見の大方の一
致を見たもの」が、今回の「行政訴訟制度の見直しのための考え方」（2004年1
月 6 日）」として提示されることになったと述べている（塩野宏「行政訴訟改革
の動向―行政訴訟検討会の「考え方」を中心に―」前掲論文 2 ～ 3頁））。

（7） 大法院改正法案の内容などについては、拙著「改正行政訴訟法に関する一考察
（一）（二）（三）～韓国の改正法案を手掛かりに～」参照。

（8） 朴正勲「抗告訴訟の対象と類型」大法院資料集『行政訴訟法改正案』所収45頁（2004
年）。以下、大法院資料集『行政訴訟法改正案公聴会』を「大法院資料集」と記す。

（9）朴正勲「行政訴訟法改正の主要争点」公法研究第31巻第 3号43頁（2003年）。大
法院は、今回の改正の趣旨・理由について、「社会環境の変動に伴って新たに必
要とされた各種の行政作用から、国民の権利を救済し、法治行政を確立するの
に現行の行政訴訟法が不十分であると指摘されており、これを是正する必要が
ある」としたうえ、「現代行政作用の急速な膨張と影響力の拡大に比して、行政
訴訟によって権利救済を受ける範囲が充分ではない」こと、「行政訴訟の専門性
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政訴訟法を使い、私人と行政庁の紛争を解決するという多くの行政事件を扱う
中で、1984年の改正以降未だ全面的な改正が行われていないことなどに対する
「行政訴訟による権利救済の機能不全」を誰よりも切実に感じていたことをま
さに反映したものといえよう。
　こうした背景から、大法院改正法案は、主観的権益の救済保護のみならず、
平たく言って行政活動の適法性の保障という客観的権益の救済保護をも同法の
目的として掲げ、また、行政処分のみならず法規命令と事実行為をも「行政行
為」とする新たな概念をつくり、これらを取消訴訟の対象にし、処分性の大幅
な拡大を図り、さらに原告適格に関する「法律上の利益」に代わる新たな内容
として「法的に正当な利益」その他の多くの事項の改正を提案するのである。
　以上の点において、大法院改正法案は、現行の判例を変えるべきだという立
法者の意思を実定法上明確にするものである。そして、大法院改正法案が修正
されずに、法制化されるとすれば、大法院改正法案のスタンスは、可能な限り、
とくに原告適格、取消訴訟の対象に関して、日本でいう「オープンなスペー
ス」（10）をつくらず、いわゆる判例の展開による判例法の形成をあまり期待しな

や特殊性の故に、訴訟遂行上さまざまな不便があり、これを解消するための制
度的補完が必要である」（法院行政処報道資料「行政訴訟法改正案」2004年10月
15日）と述べられている。

（10）このオープン（な）スペースとは、「標語的に言えば、従来の判例を固定化した
閉じた解釈規定ではなくて開かれた解釈規定を作っていただきたい」（行政訴訟
検討会二五回議事概要）という行政訴訟検討委員会座長発言によるものである。
行政訴訟検討会事務局説明でも、「今後裁判所が解釈していって、個人の権利利
益の救済の場面で、行政における利益調整原理を広く考慮していくためのオー
プンなスペースを提供しているものである」（行政訴訟検討会二七回議事概要）
と言及されている。そして、日本の改正法の特徴とそのスタンスについて、「日
本の改正法による制度改革の評価は、…かなりの程度、判例による積極的な法
創造が今後どのようになされるかに依存している。したがって、今後の学説の
役割のひとつは、改正法のメッセージを生かした形で判例が展開することを側
面から支えていくことであろう。」（高木光「救済拡充論の今後の課題」ジュリ
スト1277号15頁（2004年））と評されており、さらに改正法のスタンスが従来の
最高裁判所の判例への批判を含んでいるとされつつも、「改正法の最大の特徴は、
その実現のための、裁判所に“解釈による救済の拡充”のための“オープンスペー
ス”を確保することに主眼をおいていることである。これは判例による法創造に
期待するというスタンスを意味するものであり、それ自体は目新しいものでは
ない。…〔中略〕…立法者は、行政訴訟の現状を打破すべきであるという明確
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いというスタンスをとるものとして、行政訴訟の現状を変える改革法としての
強い立法意思を示すものといってよい。
　大法院改正法案は、大法院が主導し、つくったものであり、それが行政訴訟
の現状を変える改革法であるという特徴の故に、「改正法案における注目点は、
2004年10月28日の公聴会の場で公表された同改正法案が公聴会開催以降に行
われる予定にある大法官会議やその後の政府内での調整過程等において、如何
に変更されるかどうかにある。もしかすると、韓国の改正法案も大きく変更さ
れたうえで法制化され、かつ日本のように、その不十分さを補うべく国会での
付帯決議がなされるかも知れない。」とか、「同改正法案に修正が加えられるこ
とは間違いない」（11）といった予測をした。実際は、以上の予測を遥かに超え、
大法院改正法案は、2006年 8 月に大法院によって「行政訴訟法改正意見」とい
う形で公表され、同年 9月に国会に立法意見という形で提出されただけであっ
て、審議されることもなく、結実することがなかった。
　大法院改正法案の内容が明らかにされてから、法務部は直ちに2006年 4 月26
日に、「行政訴訟法改正特別分科委員会」を設置し、11名の委員の委嘱を行った。
同特別分科委員会には、かつての法院行政処長諮問機関として設置された「行
政訴訟法改正委員会」の委員であった者が委嘱されることがなかった（12）。上記
の特別分科委員会は、2006年4月26日の第 1回会議を開催してから、同年11月
28日までの合計10回の会議を経て、行政訴訟法改正案を作り、同改正案を2007
年 5 月に公聴会に付し、同年 7月 6日に行政手続法41条に基づく立法予告の手
続を経たのち、同改正案を同年11月に国会に提出した（以下、これを「法務部

なメッセージを送るとともに、そのイニシアティブを裁判所自らがとることに
期待したのである。したがって、今回の制度改革の評価は、かなりの程度、裁
判所が今後オープンスペースをどのように活用するかにかかっているというこ
とになろう。」（高木光「行政訴訟制度改革の意義と評価」法律のひろば57巻10
号（2004年））と述べられている。そのほか、同様の趣旨としては、宇賀克也「行
政事件訴訟法の改正」法学教室288号5頁（2004年）、橋本博之「行政事件訴訟法
改正と行政法学の方法」自治研究第80巻第8号47頁（2004年）参照。

（11）拙著「改正行政訴訟法に関する考察（三・完）」平成法政研究第11巻 1 号94頁（2006
年）。

（12）法務部に置かれた「行政訴訟法改正特別分科委員会」の委員は、学界代表とし
て教授 6名、検事 1名、法制処行政審判管理局長 1名、弁護士 1名、憲法裁判
所憲法研究官 1名、判事 1名の合計11名で構成されている。
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改正法案」という。）。
　法務部が同特別分科委員会を設置する前に、大検察庁（これは、日本の最高
検察庁にあたる。）が2005年11月 9 日に研究者グループに対する研究助成を行
い（13）、同研究助成の成果として最終報告書・「行政訴訟法改正案に対する検討」
が同年12月12日に大検察庁に提出され、公表された。同研究助成が行われてか
ら最終報告書が提出されるまでの期間の短さは驚嘆するところである（14）。
　ところが、法務部改正法案も、2007年11月13日に国務会議の議決を経て、国
会に提出されたものの、第17代国会議員の任期満了により廃案となった。
　そして、韓国の法務部は、再び2011年11月15日に学者と実務家で構成する「行
政訴訟法改正委員会」を発足させた。同改正委員会は、学界委員 9人、裁判官
1人、検察官 1人、弁護士 1人、憲法裁判所憲法研究官1人、法制処行政法制
局長 1人の実務家委員を 5人とし、合計14人で構成された。同改正委員会は、
2011年11月15日の第 1回の会議をはじめとして、翌年 5月11日までに第11回
の全体会議を経て、とくに2012年4月10日から同月24日までにかけて、行政法
学者、行政訴訟担当判事、憲法研究官、行政庁訟務担当者、訟務担当検事など
を対象に、主要な争点に関するヒアリングを実施し、同年 4月20日には、「行
政訴訟法の改正方向」というテーマで韓国行政法学会・大韓弁護士協会共催の

（13）同研究グループによる最終報告書は、大法院改正法案が打ち出した抗告訴訟の
処分性拡大に対しては4人の行政法学者が批判的見解を述べており、同様に原告
適格を正当な利益を有するものとする大法院改正法案に対しては検事 1人と、
6人の行政法学者が批判的見解を述べている。同研究グループには研究責任者
1人を含め大学教授 7人と検事 1人の合計 8人が参加されている。

（14）同最終報告書は、全48頁の本文と付録となっている。同付録には、以上の最終
報告書作成研究グループに参加された者が大法院改正法案に対する批判的な見
解を公表した論文が収録されている。これには、石琮顕「“行政訴訟法改正試案”
に対する批判」考試研究2005年 1 月号14 ～ 15頁、鄭夏重「行政訴訟法改正案の
問題点」法律新聞2004年11月4日付、金重權「行政訴訟法改正案の問題点に関す
る管見」法律新聞2004年11月18日付、金南辰「日本と韓国における行訴法改正
と改正論議を見て」法律新聞2005年 3 月 3 日付、同「行政訴訟における仮の権
利救済拡充の必要」法律新聞2005年 7 月25日付、同「取消訴訟と法律上の利益
―行政訴訟法第12条の改正と関連して」法律新聞2005年 6 月 9 日付、金海龍「行
政訴訟法改正案に対する検討」考試界2004年 8 月号30頁、鄭夏重「行政訴訟法
の改正方向」公法研究第31輯第 3号（2003年 3 月）11 ～ 40頁、金重權「行政実
体法と行政訴訟法との交差点に関する小考」公法研究第31輯第 3号（2003年 3 月）
643 ～ 662頁が収録されている。
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シンポジウムを開き、学界・実務界の多様な意見を反映する機会を設けた。こ
うした過程を経て、法務部は、2012年5月24日に公聴会を開催し、同公聴会に
おいて「行政訴訟法改正試案」を公表した（15）。法務部は、改正委員会を設置し
た当初、改正試案を作り、公聴会や関係部署との協議等を経て、2012年末の第
19代定期国会に同案を提出する計画にあるとしていたが、行政訴訟法改正のた
めの改正案は同定期国会に提出されなかった。
　さて、行政訴訟改正法案が大法院と法務部それぞれの国家機関の主導によっ
て作られたという「奇異な」現象に対しては、「行政権の適正な行使に関与す
る主たる国家機関が我が社会における行政訴訟制度と行政訴訟法の現在および
未来の役割と機能に関してそれぞれの自身の意思を表明した」（16）との見方があ
る。だが、大法院改正法案作りに係わった委員会の委員 1人も法務部改正法
案の作成には係わっていないという点などからすると、法務部改正法案がはじ
めから大法院改正法案に対抗して作られたというセクショナリズム（縦割り行
政）の病理現象として理解されよう（17）。あるいは、大法院改正法案に対して批
判的スタンスを持っていた学者らの一部がセクショナリズムに多く寄与し、そ
の原因を作ったともいえよう。しかし、法院行政処長諮問機関として設置され
た「行政訴訟法改正委員会」が改正法試案を作成し、公聴会を経て、最終的に
大法院が国会に対して同法の改正意見を提出したことと、大法院改正法案がそ
の内容において明文の規定による処分や原告適格の拡大を唱えていることに対
しては、これらが私人の権益救済の拡大を図るという点において韓国の司法積
極主義の一面を窺えるものであり、その積極的な評価が可能であろう。

（15） 鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集『行政訴訟法改正公聴会』所
収 5頁（2012年）。以下、法務部資料集『行政訴訟法改正公聴会』を「法務部資
料集」と記す。

（16）李煕貞「行政訴訟法改正（案）の中の原告適格に関して　―法務部改正案に対
する理解―」考試界2007年12月号22頁。

（17）この点について、ある論者は、「大法院の改正案を無力化させるための不純な意
図で法務部の改正案が作られたとすれば、これは不幸であるといわざるを得な
い。」（韓堅愚「現行行政訴訟法の大法院改正案および法務部改正案に関する問
題点と改善方向」前掲論文86頁）と述べている。
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二　大法院改正法案と法務部改正法案の比較検討
　法務部改正法案との比較検討から、大法院改正法案は、【 1】抗告訴訟の対
象たる処分の拡大、【 2】原告適格の拡大、【 3】効果が消滅した処分等に対す
る取消判決の許容、【 4】機関訴訟法定主義の部分的な廃止、【 5】抗告訴訟に
おける和解勧告決定に関する規定の新設、【 6】担保提供という条件付きの執
行停止決定制度の新設、【 7】裁決取消訴訟への取消訴訟の追加的併合の新設、
【 8】事情判決における中間判決制度の新設、【 9】命令等の違憲判決等の公告、
【10】当事者訴訟における仮執行の制限条項の削除その他の事項についてその改
正ないし新設を提案している。
　とくに両案において最も顕著に対立している点は、「命令等をも抗告訴訟の
対象とする処分の大幅な拡大」、「原告適格の拡大」および「抗告訴訟における
和解勧告決定制度の新設」などをめぐる論点であった。大法院改正法案は、抗
告訴訟の対象たる処分について、権力的事実行為を抗告訴訟の対象としている
（ 2条 1項 1号）にとどまらず、国家機関の命令・規則および地方公共団体の
条例・規則といった命令等の抽象的規範をも抗告訴訟の対象として法定し（ 2
条 1項 3号）、明文の規定による処分の大幅な拡大を図っている。大法院改正
法案は、命令等をも抗告訴訟の対象として法定し（ 2条 1項 3号）、同法案第
2章「取消訴訟」のなかに第六節を新たに設け、同節に「命令等の取消訴訟の
特例」を定めている。「命令等の取消訴訟の特例」には、裁判管轄（36条）、訴
訟手続の中止（37条）、出訴期間（38条）、関係機関の意見提出（39条）、取消
判決の効力（40条）が規定されている。たとえば、特例規定によれば、命令等
に対する取消訴訟と、当該命令等を執行する「処分」に対する抗告訴訟が、法
院に同時に係争中であるときには、処分に対する抗告訴訟を管轄する法院は、
決定により、命令等に対する取消訴訟が終結するまでに、訴訟手続中止を命じ
ることができる（37条 1項）し、命令等に対する取消訴訟と、当該命令等の憲
法もしくは法律に対する違反の可否が先決問題となっている民事訴訟ないし刑
事訴訟が法院に同時に係争中である場合にも、訴訟手続中止を定める第 1項の
規定を準用することになっている（同条 3項）。出訴期間については、大法院
改正法案38条は、「命令等の取消訴訟は、命令等の取消を求める法的に正当な
利益があることを知った日から90日以内に、あるいは当該利益が生じた日から
一年以内に提起しなければならない（第 1項）。前項による期間は不変期間と
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する（ 2項）。」と規定している。解釈論として、命令等の取消を求める法的に
正当な利益とは、命令等の公布日と施行日が異なっている場合には、公布日を
当該利益の生じた日と考えられよう（18）。
　命令等が抗告訴訟の対象となりうるとする理由については、命令等も本質的
に行政作用であり、今日においては主要な行政手段として活用されている点、
フランス、イギリスおよびアメリカにおいては行政訴訟の対象性適法性の判断
段階で個別処分と行政立法とが全く区別されることなく同一に扱われている
点、および個別処分と命令等との区別が難しく、相互代替の可能性があるため
に、行政庁が両者のなかのいずれかを任意に選択することができる点があげら
れている（19）。このことは、委任立法の果たす役割の重要性とその及ぼす影響の
大きさを考慮し、司法の行政に対するチェック機能を強化し、これによる国民
の権益の救済の範囲を拡大し、十全な救済を図るためには後行行為である処分
を待たずに先行行為の命令等を争う必要性を唱えるものにほかならない。他方
では、大法院改正法案が処分性を拡大し、命令等に対する抗告訴訟を提案する
背景には、法院が抗告訴訟の対象たる処分性の概念を狭く解しているのに対し
て、韓国の憲法裁判所が憲法訴願審判の補充性の下で法院の判決によって処分

（18）以上の処分性の大幅な拡大を提案する大法院改正法案の内容および命令等の取
消訴訟に関する特例については、拙著「改正行政訴訟法に関する一考察（一）
～韓国の改正法案を手掛かりに～」平成法政研究第10巻第 1号（2005年）73頁
以下参照。

（19）朴正勲「抗告訴訟の対象とその訴訟類型」大法院資料集29頁。そのほか、実体
法上の行政行為という概念が確立されている状況の下において、処分性の大幅
な拡大を図る大法院改正法案が訴訟法上の行政処分という概念を採択すること
になるが、これが混乱をもたらすことになるため、訴訟法上の行政処分が原則
的に実体法上の行政処分に一致しなければならないとする見解に対して、「訴訟
法上の行政行為の概念が実体法上の行政行為の概念と混同する可能性がない。
…国民の立場からすれば、訴訟法上の行政行為の概念が実体法上の行政行為の
概念により一般人の理解に近付けられるものである」としつつ、「法規命令制定
作用は執行作用として行政訴訟の対象となるという見解が有力となっている。
こうした見解が外国の一般的立法例となっている。」と述べ、「法規命令の取消
訴訟は普通の取消訴訟とは異なる法的規律をする必要がある。」とし、したがっ
て、大法院改正法案は法規命令に対する取消訴訟の特例を認めているとしてい
る（朴均省「行政訴訟法の改正に伴う主要な争点」公法学研究第 6巻 1号182頁
（2005年）、同「処分と命令に対する抗告訴訟　～大法院行政訴訟法改正意見を
中心にして～」考試界2007年11月号10頁以下参照）。
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とされなかった公権力の行使または不行使を憲法訴願の対象として、憲法訴願
審判を通じて国民の権益を積極的に救済保護していることに対する法院の覚醒
があったとすれば、大法院と憲法裁判所との「競争」関係も明文の規定による
処分性拡大の一因として考えられよう（20）。
　原告適格については、大法院改正法案が現行法の定める「法律上の利益」に
代わって「法的に正当な利益」を有する者を抗告訴訟の原告適格として定めて
いる。同改正法案が「法的に正当な利益」を採択した理由は、韓国の法院が現
行法の定める「法律上の利益」という文言に基づいて原告適格の有無を判断す
る限りにおいて、従来の判例の枠組を大きく変更し、原告適格の範囲を大幅に
拡大する判決の変更を期待することができないという前提に基づき、立法者の
意思として原告適格の範囲の拡大を図ることにあったといえよう（21）。
　つぎに、大法院改正法案の新設する「抗告訴訟における和解勧告決定」制度
について見てみる。同法案によれば、法院は、係争中の事件に対して法律・事
実関係、当事者の利益その他のすべての事情を参酌して、適正と判断する場合
に、当事者の権利および権限の範囲内において、職権により、紛争解決のため
の和解勧告を行うことができる。ただし、和解によって直接に権利または利益
の侵害を受ける第三者があり、または和解の対象である処分等に関する同意・
承認・協議等といった法令上の権限を有する行政庁がある場合には、第三者ま
たは当該行政庁の同意を得て、勧告決定がなされなければならない（35条 1
項）。従来、帰属財産処理事件において和解を認めた判決例（22）があったものの、

（20）拙著「改正行政訴訟法に関する一考察（一）～韓国の改正法案を手掛かりに～」
前掲論文86頁以下参照、憲法訴願審判については、拙著『行政救済』297頁以下
（信山社、2003年）参照。

（21）原告適格の拡大を提言する大法院改正法案に関しては、拙著「改正行政訴訟法
に関する一考察（一）」前掲論文98頁以下参照。朴均星「抗告訴訟の原告適格お
よび抗告訴訟に関するその他の論点」大法院資料集99～100頁。これに関しては、
「抗告訴訟の原告適格を現行法より拡大するという立法者の意思が明確に表現さ
れる必要がある。だとすれば、“法的に”という修飾語をとり、“正当な利益”を原
告適格における利益として規定するのが理論的により望ましい。“法的に”とい
う修飾語は、その意義がなく、改正後、原告適格の立法趣旨に反して狭く解さ
れるおそれがあるからである。」とする見解がある（朴均省「行政訴訟法の改正
に伴う主要な争点」前掲論文195頁）。

（22）大法院1955. 9 . 2 宣告4287行上59判決。
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行政行為の公益性などを考慮し、請求の放棄または認諾が一般に認められてい
ないことを理由に、抗告訴訟の当事者による任意的和解は認められていないと
して、現行行政訴訟法上、調停・和解は認められないという見解が有力であっ
た（23）。これに対して、法院の実務者のなかからも、行政事件の多くを占めてい
る産業災害事件、枯葉剤による健康被害事件などの場合に、被告（行政庁）に
比べて、経費および時間の面において原告の負担が過重であるが故に、原告の
訴訟遂行に困難があるという前提のうえ、行政訴訟における国選弁護人制度の
導入が提案され、さらに「調停・和解制度」の積極的活用のための行政訴訟法
上法的根拠を置くべきであるとの見解（24）が台頭し、訴訟経済の観点から、行
政訴訟法上の和解を認める見解（25）も現れた。ところが、大法院または法院行
政処もこれの可否について公式見解を示していない。こうしたなかで、近年に
おける行政法院は、調停勧告後、訴えの取り下げという方式を用いて調停・和
解に代わる訴訟実務を用いており、これによって法院を含め訴訟当事者の負
担の軽減に努めているのである（26）。大法院改正法案は、行政訴訟法上、裁判上
の和解をより一層十分に活用させるために、行政訴訟法上、「調停・和解制度」
の根拠規定を設けているのである。同制度は、権利救済の実効性を高めるとい
う観点からすれば、傾聴に値するものといえよう。
　そして、大法院改正法案は、「「行政行為」等が違法な場合に、法院は当該「行
政行為」等を取り消す。「行政行為」等の効果が消滅した後にも同様である」（30
条）と規定し、効果が消滅した処分等に対してもこれを取り消すことができる
とする。これに対しては、処分の効果が消滅した場合には、形成判決である取
消判決が不可能であるという批判がありうるとしつつも、同案は、取消判決に
は遡及効があり、したがって処分の効果が消滅した場合にも取消判決が可能だ
とする見解や、違法性を確認するという意味の取消判決もありうるという見解
を採用し、処分等の法的効果が消滅した後にも当該処分が繰り返して行われる

（23）李尚圭『新行政法論（上）』894 ～ 895頁（法文社、1995年）、千柄泰『行政救済
法』289 ～ 290頁（三英社、1997年）。

（24）法律新聞2002年 1 月 8 日付〔行政訴訟に国選代理人を置くべき～全国行政事件
担当判事の行政訴訟法改正意見〕。

（25）柳至泰「行政訴訟における訴訟経済の理念」南河徐元宇教授還暦記念論文集刊
行委員会編『現代行政と公法理論』所収499頁以下（博英社、1991年）。

（26）拙著『行政救済』180頁以下（信山社、2003年）参照。第三節・注65参照。
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おそれがあり、あるいは差別的な処分等による事実上の不利益が残存しており、
これらを除去する必要があることを理由に、設けられた（27）。
　また、大法院改正法案は機関訴訟法定主義を部分的に廃止し、その理由とし
て、以下のことを挙げている。現行法は、機関訴訟について法律の定めのある
場合に法律の定める者がこれを提起することができるという機関訴訟法定主義
を採択したため、提訴は限られている。かりに公共団体の機関相互間における
権限の争議があったとしても当該争議が法律の定める場合に当たらなければ、
提訴が認められず、法院の審査に服しないことになり、紛争解決に不備が生ず
る。同不備を解消するために、大法院改正法案は、同一の公共団体の機関相互
間における権限争議については機関訴訟法定主義を廃止し、法律の定めと関係
なく、権限争議の当事者一方が訴えを提起することができるようにした（65
条）（28）。
　さらに、大法院改正法案は、担保提供という条件付きの執行停止決定制度を
新設する規定を盛り込んでいる。すなわち、法院は、執行停止の決定を行う場
合において、同決定が国・公共団体または処分の名宛人に損害を生じさせるお
それがあるとき、権利者を指定し、執行停止の申立者に当該損害の担保を提供
させることができる。この場合に、権利者として指定された者は、当該担保物
に対して質権者と同様の権利を有することになる（24条 3項）。同制度を新設
する理由としては、処分の名宛人でない第三者の訴えにおいて、執行停止の決
定が行われれば、処分の名宛人が被る損害を考慮し、法院は執行停止の決定に
慎重にならざるを得ないのが現状であり、このことからすれば、法院は担保提
供という条件付きであれば、執行停止の決定を容易に行うことができ、これに
よって執行停止制度が活性化されることが挙げられている。他方では、担保提
供という条件付きの執行停止制度は、執行停止の申立者に担保を提供させるこ
とになり、当該申立者にとって新たな負担となるために、執行停止の申立てを
制約する要因となり、執行停止の申立ての乱発を防止する効果をも有するとさ
れつつ、担保提供という執行停止申立者の負担は、供託保証保険の活用によっ

（27）朴均省「行政訴訟法の改正に伴う主要な争点」公法学研究第 6巻 1号201頁（2005
年）。

（28）柳至泰「当事者訴訟および機関訴訟」大法院資料集148頁。
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てある程度緩和されるであろうと述べられている（29）。
　そのほかに、大法院改正法案は、裁決取消訴訟への取消訴訟の追加的併合と
事情判決における中間判決制度を新設する。前者は、日本の行政訴訟法20条に
該当するものである。後者は、法院が相当な理由があると認めるとき、終局判
決の前に中間判決により行政処分が違法であることを宣告することができると
し、この場合に終局判決に事実および理由を記載する際に中間判決を引用する
ことができるというものである。
　ちなみに、大法院改正法案は、「国を相手とする当事者訴訟の場合には仮執
行宣言を行うことができない。」（現行法43条）という当事者訴訟における仮執
行の制限条項を削除した。これは公法上の当事者訴訟をより実効性のある救済
手段にならしめるためのものといってよい。
　以上の大法院改正法案のみに含まれている改正事項を除いて、大法院改正法
案と法務部改正法案が一致し、ほぼ同様の内容を提案している共通的改正事項
を挙げるとすれば、以下のとおりである。すなわち、【 1】義務履行訴訟の新設、
【 2】予防的禁止訴訟の新設、【 3】執行停止要件の緩和、【 4】法院の関係行
政庁に対する資料提出要求制度の新設、【 5】公法上の当事者訴訟の具体的な
例示、【 6】取消判決の拘束力としての結果除去義務等の新設、【 7】抗告訴訟
などにおける仮処分に関する規定の新設、【 8】出訴期間の特例と訴えの変更
期間の延長、【 9】関係行政庁および第三者に対する教示制度の新設、【10】行
政訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更および移送制度の補完などが共通
的改正事項である。
　もちろん、大法院改正法案と法務部改正法案が共通的改正事項としてほぼ同
様の内容を定めている場合もあれば、他方でその詳細においては相違点がある
場合もある（30）。
　法務部改正法案に比して、大法院改正法案の特徴は、明文の規定による抗告

（29）朴均省「抗告訴訟の原告適格とその他の論点」大法院資料集111頁。
（30）大法院と法務部改正法案の比較に関しては、白潤基「行政訴訟法改正に関する

小考　～大法院と法務部の改正案の相互比較を中心にして」行政法研究第18号
399頁以下（2007年）、韓堅愚「現行行政訴訟法の大法院改正案および法務部改
正案に関する問題点と改善方向」公法研究第39巻第 1 号59頁（2010年）参照、
崔靈圭「2000年代の行政訴訟制度改革努力　～大法院および法務部の行政訴訟
法改正案の内容とその方向～」慶南法学第25輯67頁（2010年）以下参照。
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訴訟の対象たる処分の拡大と原告適格の拡大を図った点にある。とくに大法院
改正法案が明文の規定による処分性の拡大を図られることになれば、これが新
たな訴訟類型として法定された義務付け訴訟や差止め訴訟の射程範囲をより一
層広げられることになる。また、大法院改正法案は、公法上の当事者訴訟にお
ける仮執行制限条項の削除を提案し、これによる公法上の当事者訴訟の活用を
図り、これによる救済ルートの多様化を確保しようとしていたし、さらに抗告
訴訟における和解勧告決定に関する規定の新設および担保提供という条件付き
の執行停止決定制度の新設などは、行政訴訟による国民の権利救済の実効性を
高めるためのものである。このため、大法院改正法案は、国民の権益の十全か
つ実効的な救済のための仕組みを作ろうとしたといえよう。
　以下では、当時、大検察庁への最終報告書として公表された「行政訴訟法改正
案に対する検討」および法務部改正法案は、なぜ、明文の規定による処分性と原
告適格の拡大という大法院改正法案の方向づけに反対しているかについて見て
みる。
　まず、原告適格については「法律上の利益」に代わって「法的に正当な利益」
とする大法院改正法案に対して、法務部改正法案の作成に係わった委員の 1
人は、処分の根拠法によって保護される者が原告適格を有するとする現在の原
告適格の範囲についてその拡大の必要性を認めるものの、「法的に正当な利益」
として改正した場合に、「濫訴のおそれがあり、判例による漸増的な拡大が望
ましい」などの理由と、最終的に原告適格の拡大について委員会の論議が 1つ
の結論を見出す程度の合意に達していなかった理由により、法務部改正法案が
原告適格に関する現行法条文の改正を留保したと述べている（31）。
　つぎに、明文の規定による処分の大幅な拡大に対しては、これが「これまで
に行政の適法性確保と国民の権利救済といった両側面において体系的に発展し
てきた行政の行為形式の成果を断絶させる」ものであるという理由により、そ
の採択を反対した（32）。また、韓国の憲法107条 2 項が「命令・規則もしくは処

（31）李煕貞「行政訴訟法改正（案）の中の原告適格に関して」前掲論文33頁。
（32）これらについては、洪準亨「抗告訴訟の対象の拡大―行政訴訟法改正試案に対

する立法論的考察―」公法研究第33輯第 5号（2005年）、鄭夏重「行政訴訟法改
正案の問題点」考試研究2004年12月号、金海龍「行政訴訟法改正における法的
争点」考試界2004年 8 月号32頁以下、同「行政訴訟法改正案に対する考察」公
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分が、憲法または法律に違反するか否かが裁判の前提になったときには、大
法院がこれを最終的に審査する権限を有する。」と規定しているが、同規定は、
具体的規範統制を取り入れたものと解されており、だとすれば、大法院改正法
案の提案した通りに、命令等を抗告訴訟の対象とした場合、これが抽象的判統
制にあたることになり、憲法違反となるという見解もある（33）。そのほか、命令
等を抗告訴訟の対象とする大法院改正法案に対して、これが抽象的規範統制に

法研究第34輯第 3号382頁以下（2006年）参照。
（33）法規命令の取消訴訟を定める大法院改正法案に対しては、これが憲法違反であ

ると主張する見解もある（これについては、大検察庁最終報告書『行政訴訟法
改正案に対する検討』44頁以下（2005年）参照）。同見解は、大法院の改正法の
定める法規命令の取消訴訟が抽象的規範統制にあたるとして、これが現行憲法
の定める具体的規範統制の趣旨に反するというものである。韓国憲法107条2項
は、命令・規則もしくは処分が、憲法または法律に適合するか否かに関して、「命
令・規則もしくは処分が、憲法または法律に違反するか否かが裁判の前提になっ
たときには、大法院がこれを最終的に審査する権限を有する。」と規定し、命
令・規則または処分に対する違憲・違法の審査を大法院の管轄事項としている
ものの、これは具体的規範統制にあたる。抽象的規範統制に関しては憲法111条
1 項 5 号および憲法裁判所法68条 1 項により、憲法訴願という形で憲法裁判所
がこれを行うとされている。つまり、憲裁法68条 1 項の憲法訴願審判は、実際
上、法律それ自体の違憲性または命令・規則の違憲・違法性が当事者に具体的
な権益に関する紛争を生じさせたか否か、いわゆる事件性の可否にかかわらず、
執行行為を媒介しない法律、命令・規則による基本権侵害の疑いがある場合に
行われるが故に、抽象的規範統制の性格を有するものと解されているのである。
以上のことから、法規命令の取消訴訟を定める大法院改正法案が憲法違反であ
るとする見解は、法規命令の取消訴訟が執行行為を伴わないことを理由に、抽
象的規範統制にあたるとして、この点が法院の具体的規範統制を定める韓国憲
法107条2項に反するというものである。しかし、執行行為が伴わない法規命令
の場合にも、その実質によっては処分と同様の法的効果を有し、紛争の成熟性
が認められるという限定合憲解釈の場合には、法規命令の取消訴訟を定める大
法院改正法案が憲法違反の余地はないと思われよう。ちなみに、韓国における
違憲法令審査や憲法訴願審判制度等に関しては、拙著『行政救済』297頁（信山
社、2003年）以下参照。そのほかに、「法規命令に対する抗告訴訟が拡大されて
も、補充性の原則により、憲法訴願の対象は減少することが予測されるが、法
規命令に対する憲法訴願そのものが排除されることはない。憲法訴願は抗告訴
訟より客観訴訟の性格が強いので、訴訟要件がより広く認められ、憲法は最後
の基本権保障制度としての性格を有しており、抗告訴訟の対象とならない場合
は、憲法訴願が認められる余地がある。」として、法規命令の取消訴訟を定める
大法院改正法案が憲法違反であるとする見解についてその反論を述べている（朴
均省「処分と命令に対する抗告訴訟」考試界2007年11号22頁））。
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あたるという理由を挙げて、命令等については抗告訴訟ではなく、公法上の当
事者訴訟でこれを争い、同訴訟を活用すべきとする見解、命令等といった抽象
的規範を争うための独自の訴訟類型を新設すべきであるとする見解、現行法上
の処分の定義についての改正の必要性が全くないとする見解などの反対意見が
あるとして、法務部改正法案は原告適格に関する規定の改正を見送ったことと
同様に、処分の定義について改正するか否かについて、委員会における意見の
不一致を理由に、現行法の改正を見送るとされた（34）。
　以上にみるように、法務部改正法案の場合は、処分の大幅な拡大や原告適格
の拡大という方向性に対して問題点を指摘批判し、結果としてこれらの論点に
ついて学界における意見の不一致を理由に、改正の見送るという方法をとって
いる。同方法に関しては、日本の2004年の改正法案の作りにも見られたことで
あり（35）、驚くことはない。
　しかし、処分の定義や原告適格に関する現行の行政訴訟法条文の改正の必要
性を唱える大法院改正法案は、行政訴訟法や裁判例の現状分析や比較法的な検
討分析から、現行の規定のままでは国民の権益の十全かつ実効的な救済保護に
機能不全があるという問題認識の下で、これらの問題点の解消を図るための具
体的な提案であると評されよう。これに対して、意見の不一致を理由とする処
分の定義や原告適格に関する現行規定の改正を見送るとする法務部改正法案が
従来の行政法理論、たとえば行政の行為形式論や公定力などに拘泥し、明文の
規定による処分性の拡大に反対し、また「法律上の利益」に代わって「法的に
正当な利益」を有する者を原告適格とする案が濫訴の弊害をもたらすなどの理
由でこれに反対しているとするならば、法務部改正法案は国民の権益の十全か

（34）石琮顯「行政訴訟法改正案の処分概念―法務部改正案を中心にしてー」考試界
2007年11月号30頁以下参照。同論者は、「処分性の拡大と原告適格の拡大という
2つの争点は、すべて行政作用の類型論と行政行為の公定力の理論および取消訴
訟の性質に関する論議と深く関わっているが、大法院改正法案はこれまでの通
説および一般的判例と異なる見解をとっており、問題」（傍点筆者）であると述
べている（石琮顯「行政訴訟法改正試案に対する批判」考試硏究2005年 1 月号
14頁）。そのほか、大法院改正法案に対する批判としては、金南辰「行政立法に
対する司法的統制　～行政訴訟法の改正に関連して～」考試研究2005年10月号
参照。

（35）小早川光郎「改正の経緯と基本趣旨」小早川光郎ほか編『改正行政事件訴訟法』
所収 5頁（第一法規、2005年）。
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つ実効的な救済保護のための制度改善の努力をないがしろにするものであり、
この故に、改革を恐れる守旧的な発想と批判されよう（36）。
　大法院改正法案は、行政訴訟法の解釈や実際の運用に関わる法院の裁判官主
導で作られた点、そしてその内容からして改革立法であるにもかかわらず、法
務部改正法案によっていとも簡単に否定されており、その結果として両案とも
結実しなかったという現実がある。このことを考えれば、大法院改正法案がか
りに理論上や実際の運用上のさまざまな問題点を有するとすれば、十分な議論
を通じた修正の過程を経た上、改正の合意点を見出し、そして日本の行政事件
訴訟法の一部を改正する法律の附則第50条のような規定（37）を置くなどの方法
により、大法院改正法案を成立させ、施行以降、同法案の施行の状況について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるのも 1つの方法ではなかったのかと思われよう。

（36）大法院改正法案を批判し、その結果としてまとめられた大検察庁最終報告書「行
政訴訟法改正案に対する検討」や法務部改正法案が改革を恐れる守旧的な見解
だといえるのは、以下のような論述からも、窺うことができよう。すなわち、
大法院改正法案に対する批判は、取消訴訟の対象と関連して、法規命令・条例
等を抗告訴訟の対象とする「いわゆる包括的な意味における行政行為論を取り、
抗告訴訟の原告適格の判断基準に関連しては、現行法上の“法律上の利益”とい
う概念を捨てて、まだ検証もされていない未知の不確定概念である“法的に正当
な利益”というフレーズに変更した点に集中しているが、これは現行の行為形式
論と原告適格論に関する学説と判例を排除しているからである。すなわち、こ
れは、行政法学の理論的土台そのものを否認し、新たな始まりを意味するもの
の、行政の行為形式論とそれに相応する救済法理などといった行政法学のドグ
マチックの骨格に該当するものを一挙に崩壊させながら、行政訴訟制度の改善
を図ろうとするなら、これは改善ではなく、改悪だといえるし、究極的には行
政法学の存立の論理的根拠を喪失させることを意味し、制度改善の名分を借り
て、既往の学問体系を否定し、断絶させる方法による改善をするとすれば、そ
れは論理的正当性の根拠を認められないことになる」（大検察庁最終報告書「行
政訴訟法改正案に対する検討」47頁以下（2005年）参照）としている。

（37）日本の行政事件訴訟法の一部を改正する法律の附則第50条は、「政府は、この法
律の施行後 5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。」 と規定している。
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第三節　行政訴訟法改正の方向付けについて

一　2011年発足の行政訴訟法改正委員会
 2011年11月15日発足の法務部「行政訴訟法改正委員会」には、大法院改正法
案作りに係わった委員会の委員 1人が参加されているものの、大法院改正法案
に対抗して作られた法務部改正法案作りに係わった委員 2人、同様に大検察庁
の研究助成事業として行われ、その最終報告書として公表された「行政訴訟法
改正案に対する検討」の作成に係わった 3人の合計 5人が委員として委嘱され
た。この結果として、大法院改正法案が命令等を抗告訴訟の対象にし、処分性
の大幅な拡大を図り、さらに原告適格について「法律上の利益」に代わって「法
的に正当な利益」とした２つの点に対して、すでに反対の見解を表明した者が
同改正委員会の学者委員の 9人の中の 5人を占めることになった。
　そして、同改正委員会発足当時、法務部はその報道資料の中にも、行政訴訟
法改正の方向づけとして、〔一〕国民の権益救済の拡大のための新たな制度の
採択、〔二〕国民が利用しやすい行政訴訟制度の採択という二点に絞り、〔一〕
の場合に抗告訴訟における仮処分制度の採択を、〔二〕の場合に①訴えの変更
と移送範囲の拡大、②出訴期間の延長を挙げている（38）。つまり、このことは、
現時点において法務部が処分性および原告適格の範囲を拡大する必要性がない
ことを示唆するにほかならない。
　上記の資料は抗告訴訟における仮処分制度の採択に関して、以下のような説
明を付け加えている。現行法上、漁業免許更新申請が水産資源の保護等を理由
に、拒否された場合に、その拒否処分が違法であるとしても、これに対する取
消訴訟の判決が確定されるまでは、原告は漁業を行うことができなかった。こ
のため、私人である原告が臨時に漁業を営むことができる地位の保全を求める
仮処分を申し立てることにより、漁業を継続して営ませる必要性があるとの指
摘があり、仮処分制度の採択の可否を十分に検討し、望ましい改善方案をつく
る予定であるとされている。

（38）法務部報道資料「行政訴訟法改正委員会発足　～　30年ぶりに国民の権益救済
向上のための行政訴訟法の全面改正の推進」（2011年11月15日）参照
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　訴えの変更と移送範囲の拡大に関しては、同資料は以下のような説明を加え
ている。法律的知識の不足している一般国民の場合は、民事訴訟と行政訴訟を
区分することができないなどの適切な訴訟方法の選択に困難であり、これを考
慮し、取消訴訟とその他の抗告訴訟ないし公法上の当事者訴訟との間における
訴えの変更ないし移送、または行政訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更
ないし移送を広く許容し、これによって国民が行政訴訟を利用しやすくする方
案を検討する予定であるとされている。
　出訴期間の延長に関しては、現行行政訴訟法上、取消訴訟の出訴期間が処分
のあった日から90日以内に制限されており、短い出訴期間によって国民の権利
利益救済に不備があるという問題点が指摘されており、国民が取消訴訟による
権利利益の救済を受ける機会を適切に確保するための出訴期間の延長を検討す
る予定であるとされている。
　また、法務部が行政訴訟法改正委員会を発足させる前の2011年 4 月 1日に、
法務部長官は、「国家を相手方とする当事者訴訟の場合には、仮執行宣告をす
ることができない。」とする仮執行の制限を定める行政訴訟法43条の削除を立
法予告した。その削除の理由としては、同法43条は国民の財産権と迅速な裁判
を受ける権利の保障において合理的な理由がないにもかかわらず、訴訟当事者
を差別し、国家を優遇するが故に、憲法第11条第 1項の定める平等原則違反の
疑いがあり、行政訴訟法43条を削除し、これによって憲法違反の余地をなくす
ことにあるとされている（39）。
　以上にみるように、2007年に作られた法務部改正法案および最近の法務部報
道資料の内容ならびに2011年に法務部が設置した改正委員会の委員構成など
からすれば、明文の規定による処分と原告適格の拡大を目指す大法院改正法案
とは全く異なるベクトルを目指し、公法上の当事者訴訟の活用化論による救済
ルートの多様化を図るベクトルを目指しているようにみえる。原告適格の拡大
を除く以上の状況は、2004年に日本の行政訴訟法が改正される際に、明文の規
定による処分性の拡大を図らなかったこととその状況が類似している。

（39）法務部公告第2011 ～ 44号「行政訴訟法一部改正の法律（案）立法予告の提案理
由」（2011年 4 月 1 日）参照。
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二　2012年の行政訴訟法改正試案の主な内容とその検討
　韓国の法務部は、2011年11月15日に「行政訴訟法改正委員会」を発足させ、
同委員会によって作られた改正案を、2012年 5 月24日開催の公聴会において
「行政訴訟法改正試案」として公表した（以下、これを「改正試案」という。）。
以下では、改正試案の内容について見てみる。
（一）行政訴訟法の目的
　現行法はその目的について、「この法は、行政訴訟手続を通じて、行政庁の
違法な処分その他の公権力の行使・不行使等による国民の権利または利益の侵
害から国民を救済し、かつ公法上の権利関係または法適用に関する紛争を適正
に解決することを目的とする。」（ 1条）と規定している。これに対して、改正
試案は、現行法の定める目的の他に、「…紛争を適正に解決するとともに、あ
わせて行政の適法性の保障に寄与することを目的とする」という一文を追加挿
入した。以上の「適法な行政の保障」という目的規定は、いうまでもなく、客
観訴訟として分類されている機関訴訟および民衆訴訟の重要性を際立たせるも
のではなく、主観訴訟の行政統制機能という側面を強調するものといってよい。
このことは、結局のところ、主観訴訟を通じて自己の権益の救済保護はもちろ
んのこと、行政の適法性の確保という客観的権益をも行政訴訟法の追求すべき
目的の 1つであることを明らかにしていることにほかならない。だとすれば、
問題は、行政訴訟法の実際の解釈運用において、主観訴訟を通じて行政の適法
性の確保を如何に確保しうるかどうかにある。かりに主観訴訟を通じて行政の
適法性を確保しうる手当が措置されていない、あるいはそれが不十分であると
すれば、改正試案の定める目的規定は、有名無実のものとしてその意義が問わ
れることになろう（40）。
（二）不作為概念の新たな定義
　現行法は、不作為について、「行政庁が当事者の申請に対して相当の期間内
で一定の処分をすべき法律上の義務を有するにもかかわらず、これをしないこ
と」（ 2条 1項 2号）と定義している。これに対して、改正試案は、「行政庁が
当事者の申請に対して相当の期間内で一定の処分をしないこと」と定義し、「法

（40）拙著「改正行政訴訟法に関する一考察（一）～韓国の改正法案を手掛かりに～」
前掲論文57頁以下参照。
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律上の義務」という要件を削除し、不作為の射程範囲を広げた。
（三）当事者訴訟の種類の明示化
　学説上、公法上の当事者訴訟の活性化が唱えられているものの（41）、従来の判
例は租税賦課処分の無効を理由とする納税額の返還請求事件についてこれを民
事訴訟手続によるべきである（大法院1991. 2 . 6 宣告90프 2 判決）とし、開発
負担金賦課処分の職権取消を理由とする負担金の返還請求事件についても、開
発負担金賦課処分が取り消された以上、以後の不当利得としての過誤納付金返
還に関する法律関係を単に民事関係にすぎないものとして、行政訴訟手続によ
る法律関係とみることができない（大法院1995.12.22宣告94다51253判決）とし
た。大法院は、国税還付金決定および決定申請に対する拒否決定を処分としな
いことにより、国税還付決定などの取消訴訟を提起することなく、納付された
税額の返還を求める民事訴訟の提起を適法とした（42）。

（41）法規命令といった抽象的規範をも処分の定義に含め、処分性の拡大を目指す大
法院改正法案が法制化されれば、これは、「これまで蓄積されてきた行政法学の
成果（行政の行為形式論等）をないがしろにし、それによって理論と実務に大
変な混乱をもたらす」として、大法院改正法案を批判しつつ、日本の行政訴訟
法 4条が公法上の確認訴訟を明示したことを引き出しにして、「当事者訴訟活用
論」を唱えている論者がある（金南辰「行政立法に対する司法的統制　～行政
訴訟法の改正に関連して～」考試研究2005年10月号22頁以下参照）。金南辰「処
分性拡大論と当事者訴訟活用論」考試研2005年 3 月号15頁以下参照。

（42）大法院は、国税還付金決定および決定申請に対する拒否決定を処分としない。
すなわち、国税還付金決定に関する国税基本法51条の規定は、すでに納税義務
者の還付請求権によって確定された国税還付金に対する内部的な事務処理とし
て課税庁の還付手続を定める規定にすぎないし、これらの規定に基づく国税還
付金の決定によってはじめて還付請求権が確定されるものではないため、還付
金決定またはその決定を求める申請に対する拒否決定等は抗告訴訟の対象たる
処分ではない(大法院1989. 6 .15宣告88누6436判決)とした。同判決において大法
院がこれらの決定を処分としない理由は、以下の通りである。かりに国税還付
金決定を処分とした場合には、同還付決定がなされる前には、還付請求権が確
定されていないため、同請求権を行使することができないし、また国税還付決
定または還付拒否決定があり、これらを処分とする場合には、これら処分の公
定力を排除しない限り、これらの処分と異なる内容の権利主張をすることがで
きないという結論となる。だとすれば、かりに国が法律上の原因なく、納付さ
れた税を利得しているにもかかわらず、課税官庁の国税還付決定がなければ、
納税者が還付請求権を行使することができないし、また国税還付決定の取消訴
訟を提起し、同決定が取り消されない限りにおいて、納付された税額の返還を
求める民事訴訟をも提起できない。このことは、納税者の権利救済を不当に制
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　公法上の当事者訴訟に関して、現行法は、「行政庁の処分等を原因とする法
律関係に関する訴訟その他公法上の法律関係に関する訴訟としてその法律関係
の当事者の一方を被告とするもの」（ 3条 2号）と規定している。これに対し
て、改正試案は、現行法の定義規定のほかに、公法上の当事者訴訟の類型とし
て「①公法上の身分・地位等の法律関係の存否に関する確認訴訟、②行政上の
損害賠償請求訴訟（ただし、自動車損害賠償保障法の適用を受けるものを除く）、
③行政上の損失補償・不当利得返還・原状回復等の請求訴訟、④その他行政上
給付履行請求訴訟」を例示した。
　同規定の定める例示化により、従来、民事訴訟として行われてきた行政上の
損害賠償・損失補償・不当利得返還・原状回復等の請求が行政訴訟として行わ
れることになる。また、改正試案がその他行政上給付履行請求訴訟を公法上の
当事者訴訟として明示することにより、公法上の契約等の公法上の債権関係か
ら発生する給付請求のみならず、処分を除く事実行為等のその他の職務行為の
作為・不作為を求める訴訟も公法上の当事者訴訟として提起しうる途を開き、
これにより、現行法上、当事者訴訟が明文で規定されているにもかかわらず、
活性化されて来なかった公法上の当事者訴訟はその活性化が図られることに
なったとされている（43）。
　改正試案が行政権の行使と一体不可分の関係にある諸活動をめぐる法律関係
の紛争を公法上の法律関係に関する紛争として明文の規定で例示をすることに
より、公法上の当事者訴訟を行政訴訟の「継子」ではなく、正当に行政訴訟の
一類型と位置づけようとするところにその意義があるとされている（44）。
　現行法や改正試案は、資料提出要求（試案28条）および職権証拠調べ（同29
条）、および判決の拘束力（同34条 1項）といった取消訴訟に関する規定の公
法上の当事者訴訟への準用を定めている（59条参照）。これらは原告にとって
訴訟メリットとなる。これらのメリットを考慮すれば、民事訴訟に対する公法

約するものである。以上の理由をもって、大法院は国税還付金決定および決定
申請に対する拒否決定の処分性を否定していた。

（43）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集『行政訴訟法改正公聴会』所
収 8頁（2012年）。以下、務部資料集『行政訴訟法改正公聴会』を法務部資料集
と記す。

（44）金重權「権利救済拡大のための画期的な転換の礎」法務部資料集61頁。
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上の当事者訴訟の活用を目的とする明文の規定による例示化は、民事訴訟との
対比において私人の権利救済の実効性を高めるルートの 1つとして評価され
よう。行政の行為形式の多様化に伴って処分性を要件とする現行の抗告訴訟の
訴訟類型では人々の権益の救済が不十分であるという抗告訴訟の権利救済機能
の限界を是正し、国民の権益救済のルートの多様化を図る方法の 1つとしての
公法上の当事者訴訟の活性化と、その活性化のための明示化という手法は、国
民の権益を十全かつ実効的に救済しうることになるという点で評価に値する。
　ところが、取消訴訟に比すれば、公法上の当事者訴訟の場合は、取消判決の
第三者効が準用されていない（改正試案59条参照）。改正試案26条が仮処分制
度を新設し、同案35条が法院の勧告決定による訴訟上の和解制度を新設してい
るものの、公法上の当事者訴訟の場合にこれらの制度の準用を定めていない。
これらの第三者効などからすれば、事案によって原告は公法上の当事者訴訟に
比して有効かつ適切な救済方法となる取消訴訟による救済を求め、処分性の拡
大を主張することになる場合もありうる。こうした場合には、公法上の当事者
訴訟の活性化論のみならず、処分性の拡大論も行政訴訟法上の重要な論点とな
る。言い換えれば、公法上の当事者訴訟の活性化は、単に民事訴訟との関係に
おいて論じられるものではなく、取消訴訟との関係においても論じられる訴訟
類型論の問題といえよう。
　たとえば、改正試案が「その他行政上給付履行請求訴訟」を公法上の当事者
訴訟の１つとして明示し、また、抗告訴訟の多様化を図り、義務履行訴訟をも
法定している。だとすれば、判決の第三者効（33条）の準用があり、かつ義務
履行判決の拘束力（48条）と間接強制（49条）の適用がある抗告訴訟としての
義務履行訴訟と、これらの準用ないし適用を定めない公法上の当事者訴訟とし
ての行政上給付履行請求訴訟とが如何なる場合により有効かつ適切かという訴
訟類型の使い分け（いわゆる訴訟類型論）に関する検討が求められることにな
ろう。もちろん、訴訟類型論に関する検討は、行政の諸行為から十全かつ実効
的な救済を裁判所に求める原告にとっていずれの訴訟類型が有効かつ適切な救
済方法となるかという訴訟類型の合理的な選択の観点から行われるべきであろ
う。また、この検討はさまざまな行政の行為形式に応じて訴訟類型の多様化と
その拡大を図るためのものであって、裁判所が訴訟要件を厳しく解し、これら
の訴訟類型をキャッチボールし、行政訴訟を利用しにくくしたり、難しくした
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りとしてならないことはいうまでもない。
　そのほか、国家賠償請求訴訟を民事訴訟として提起する場合には地方法院の
支部に提起することになるが、公法上の当事者訴訟として提起する場合には地
方法院の本院に提起することになり、国民に不便が生じる。これらの不便を最
小化するための方案を講じる必要があろう（45）。改正試案が抗告訴訟における仮
処分を明文化したことに鑑みて、公法上の当事者訴訟の活性化を唱える観点か
らすれば、公法上の当事者訴訟には民事保全法に規定する仮処分や民事訴訟上
の和解制度の準用があると解されよう。
（四）取消訴訟の原告適格の拡大
　取消訴訟の原告適格をめぐる改正試案の論議において、現行の「法律上の利
益」概念は不確定のものであるため、十分に拡大解釈の余地があり、判例の趨
勢も原告適格を漸増的に拡大させる傾向にあり、かりに現行の「法律上の利益」
に代わって「法的利益」という文言を用いた場合にも法院の解釈による補充が
必要であるという理由を挙げ、現行規定の存置を主張する見解もあったが、多
数の見解は、法律上の利益という概念が狭小であり、現在の複雑な行政現象に
おける国民の権益を充分に保護することができないのみならず、処分の根拠法
以外に憲法、関連法律、判例法、慣習法などにおいて保護される利益をも考慮
されるべきであり、すでに判例も処分の根拠法令のみならず、関連法令によっ
て保護される利益をも原告適格に含めている点を反映し、原告適格について「法
律上の利益」を有する者から法的利益を有する者に変更する必要があるとの主
張があり、改正試案は、これらの多数の意見を反映し、「法律上の利益」に代わっ
て、「法的利益」（12条）をその要件として定めている（46）。
　大法院改正法案が原告適格について、現行法の「法律上の利益」に代わって
「法的に正当な利益」を有する者と定めている点に比すれば、法的利益を有す
る者と定めている改正試案が、依然として個人の主観的権利利益の救済を主眼
としており、法律上の利益を要件とする現行法の原告適格とその本質において
変わっていないという主張も可能であるとしつつ、処分の根拠となる法令の規
定のみならず、憲法および関係法令において法的利益の有無を探す努力を傾け

（45）金容燮「行政訴訟法改正公聴会討論文」法務部資料集74頁。
（46）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 7頁。
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るべきであるとする見解がある（47）。つまり、同見解によれば、改正試案では、
憲法、処分の根拠法令と関連する関係法令を参酌して、処分の名宛人ではない
第三者の原告適格の有無を判断することが求められているといえよう。
　開発事業認可取消訴訟における周辺住民の原告適格について、大法院は、処
分の名宛人ではない第三者自身の環境上の利益が当該処分の根拠法規または関
連法規によって個別的・直接的・具体的に保護される利益、いわゆる法律上保
護される利益であることを立証することによって原告適格を認められるとしつ
つ、ただし、当該処分に基づいて行われる行為等の事業により、環境上の侵害
を受けると予想される影響圏の範囲が当該処分の根拠法規または関連法規にお
いて具体的に規定されている場合には、当該影響圏内の住民らが当該処分に
よって直接的かつ重大な環境被害を受けると予想することができ、こうした環
境上の利益が住民の個々人に対して個別的に保護される直接的・具体的な利益
として、特段の事情がない限りにおいて環境上の利益に対する侵害または損害
のおそれがあるものとして事実上推定され、これらが法律上保護されている利
益と認められるが、当該影響圏外の住民らは当該処分の行われる前と比較して
当該処分によってもたらされた環境被害が受忍の限度を越える侵害または侵害
のおそれのあることを立証すれば、法律上保護されている利益にあたり、原告
適格を認められると判示した（大法院2009. 9 .24宣告2009두2825判決 ）。この
判決は、原告適格の線引きとして処分の根拠法規のみならず、関連法規をも参
酌しており、これらの関連法規をも見つからないときには、「重大な環境被害」
や「受忍の限度を越える侵害または侵害のおそれ」を勘案していることからす
れば、日本行政訴訟法 9条 2項の仕組みに酷似している。だとすれば、前掲の
判決が改正試案12条の下敷きとなっており、あるいは改正試案12条の新設は、
前掲の大法院判例がとる判断過程を踏襲し、あるいは沿うものであろう。
　このように、大法院改正法案が「法的に正当な利益」を定めており、これに
対して、法務部改正法案が原告適格について全く手を付けず、現行の「法律上
の利益」と提案している点からすれば、改正試案は、法的利益を有する者と定
め、処分の根拠法令のみならず、憲法を含む関係法令によって原告の利益が保
護されているかどうか、または「重大な損害の有無」により、原告適格の有無

（47）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集18頁）。
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を判断することになるため、大法院改正法案に汲みをしつつ、法務部改正法案
にも一定の譲歩をした結果ともいえよう。もちろん、原告適格の有無を判断す
る際に、関係法令の範囲や重大な損害の有無を如何に確定しうるかという問題
がある。このため、原告適格について法的利益を有する者と定める改正試案の
立法趣旨は、現行法制度下における原告適格よりその範囲を広げる判例の変更
をもたらすることにあり、そしてその範囲の確定について柔軟な解釈の場、い
わゆるオープンスペースを提供するものといってよい。
（五）抗告訴訟の種類の多様化
　抗告訴訟の種類に関して、改正試案は、現行法上の訴訟類型の 1つである「不
作為違法確認訴訟」を削除し、新たに「義務履行訴訟」および「予防的禁止訴訟」
を追加し、義務履行訴訟について「当事者の申請に対する行政庁の違法な拒否
処分または不作為に対して処分をすることを求める訴訟」（ 4条 3号）とし、
予防的禁止訴訟については、「行政庁が将来に違法な処分をすることが差し迫っ
た場合に当該処分を禁ずることを求める訴訟」（同条 4号）と定義し、義務履
行訴訟と予防的禁止訴訟を新設している。以下では、改正試案の定める義務履
行訴訟と予防的禁止訴訟の訴訟要件などについて見てみる。
　改正試案は、現行法上の不作為違法確認訴訟を廃し、拒否処分の取消訴訟を
そのまま存続させるものの、義務履行訴訟の提起の場合に当該拒否処分の取消
訴訟の併合提起を定めていない。まず、拒否処分の取消訴訟には勝訴の蓋然性
があるが、義務履行訴訟には勝訴の蓋然性がない原告の場合を考慮すれば、義
務履行訴訟を提起せずに、拒否処分の取消訴訟のみを提起するという私人の訴
訟選択は私人の訴訟便宜を高めるものとして認められて当然のことである（48）。
　とくに、改正試案の議論では、義務履行訴訟の違法性判断基準時と審理範囲
の問題と関連して義務履行訴訟と拒否処分の取消訴訟の併合提起の必要性があ
るとして、行政庁の先決権の保障のために義務履行訴訟の提起時に拒否処分の
取消訴訟の必要的併合提起を規定し、拒否処分に対する義務履行訴訟の違法性
判断基準時を処分時にすべきであるとの見解もあったが、「行政庁は義務履行
訴訟の審理において自身の立場を充分に主張することができるし、…（省略）
…法院の判決に対して控訴することができる。このため、先決権の侵害のおそ

（48）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集22頁）。
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れがあるという指摘が妥当ではないとし、義務履行訴訟の違法性判断基準時は
訴訟法の一般原則に従って判決時でなければならないというのが多数説であっ
た」ことを理由に、必要的併合提起の採決を見送ったのである（49）。
　改正試案は、義務履行訴訟の原告適格について、法令に基づく申請という表
現を用いることなく、「処分を申請した者で行政庁の拒否処分または不作為に
対して処分をすることを求める法的利益を有する者」と定めている。このため、
改正試案の定める申請には、事実上の申請をも含むものである。したがって、
同案は、義務履行訴訟に関して申請型と非申請型の区分をしない。行政庁の拒
否処分に対する義務履行訴訟は、取消訴訟の出訴期間を定める法21条の準用に
より、拒否処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならな
い（45条 1項）。行政庁の不作為に対する義務履行訴訟は、法令上処分期間の
定めがある場合には当該期間の経過前には提起することができないし、法令上
処分期間の定めがない場合には特別な事情がない限りにおいて処分を申請した
日から90日を経過しない前には提起することができない（同条 2項）。
　このように、改正試案は、義務履行訴訟の訴訟要件として、処分を申請した
者で法的利益を有する者という原告適格と、義務履行訴訟の出訴期間のみを定
めている。改正試案では、申請型と非申請型の区分がなされておらず、法令上
の申請権の有無または重大な損害発生の可否もその要件とさていない。
　義務履行判決については、法院は、行政庁の拒否処分や不作為が違法である
ときに、当事者の申請に対して処分をする義務のあることが明白であり、その
義務を履行させることが相当であると認められる場合には、行政庁が当該処分
をすることを宣告し（47条 1号）、その他の場合には当事者の申請に対して行
政庁が判決の趣旨に従い、処分をすることを宣告する（同条 2号）と規定して
いる。第 1号判決は、処分を特定し、当該処分を行うことを命ずる判決であり、
第 2号判決は、行政庁が行うべき処分を特定せずに、何らかの処分をすること
を命ずる判決である。このように、改正試案は、二種類の義務履行判決を定め
ている。後者の第 2号判決が定められている理由について、ある論者は、裁量
行為の場合に拒否処分の裁量権濫用を理由に、同処分が違法として取り消され
ても、行政庁が当該処分をするか否かについては行政庁の裁量の余地があるの

（49）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 5頁。
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で第 2号の履行判決が宣告されるべきであるからとし、二種類の義務履行判決
が、覊束行為と裁量行為の区分にパラレルしているとしつつも、覊束行為の場
合にも、処分要件として高度の不確定概念の充足の可否が問題となるとき、あ
るいは複雑な証拠調べや鑑定が必要なときには、行政庁が改めて申請に対する
処分をすることを宣告するという第 2号判決で足りるとするのが妥当である
と述べている（50）。
　さて、改正試案が法令上の申請権の有無または重大な損害発生の可否を義務
履行訴訟の訴訟要件とすることなく、本案判決の要件として、行政庁が処分を
する義務のあることが明白な場合とその他の場合を定めていることについて、
これが本案審理入りのための訴訟要件＝入口を広くしていながら、本案判決の
勝訴要件＝出口を狭くしているとし、これが「国民のための義務履行訴訟では
なく、国民にとって不利な訴訟」になり、かつ濫訴の弊害のおそれがあるとし
て、「義務履行訴訟の場合に入口でその統制を図るのが望ましい」との指摘が
ある（51）。もっとも、行政庁が処分をする義務のあることが明白な場合（47条 1
号）という本案判決の勝訴要件のほか、その他の場合（同条 2号）も本案判決
の勝訴要件として定められていることからすれば、第 2号判決の勝訴要件はそ
の他の場合をめぐる解釈論の展開に関わっており、第 2号判決の勝訴要件を緩
やかに解されることになれば、法令上の申請権の有無または重大な損害発生の
可否を義務履行訴訟の訴訟要件としない義務履行訴訟の仕組みは、その入り口
を広げるものとして私人の権益の十全救済を図る機会を提供するものであると
いう評価も可能であろう。
　義務履行訴訟が拒否処分の取消訴訟に比してより直截的救済となり、かつ紛
争の一回的解決を可能とする訴訟上の経済性において優れていることなどの訴
訟メリットからすれば、法院が以上の二種類の義務履行判決の中のいずれの判
決を行うべきかについては、裁判所の職権により、広範な判断を行うための審
理範囲の拡大を行う必要があり、その判断の基礎となる主張・立証の範囲をも
広げることが肝要であろう。つまり、以上の二種類の義務履行判決の中のいず
れの判決を行うべきかという問題は、法院の職権証拠調べ、改正試案の新設す

（50）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集26頁。
（51）辛奉起「行政訴訟法改正関連指定討論文」法務部資料集97頁。
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る「法院の行政庁に対する関連資料の提出要求」（28条）および「法院の勧告
決定による訴訟上の和解制度」（35条）が十分に活用されるとすれば、第 1号
判決を原則として、第 2号判決を例外的なものとして位置付ける必要があるの
ではないかと考えられよう。
　そして、改正試案は、義務履行訴訟の他の訴訟への訴えの変更について、義
務履行訴訟を義務履行訴訟以外の抗告訴訟や当事者訴訟または民事訴訟に変更
する場合および民事訴訟を義務履行訴訟に変更する場合には、取消訴訟の他の
訴訟への訴えの変更に関する同法22条の準用を定めており（46条）、義務履行
確定判決が当該事件に関して当事者である行政庁とそのほかの関係行政庁を拘
束するという義務履行判決の拘束力を定め（48条）、義務履行判決の間接強制
を定めている（49条）。そのほか、改正試案は、資料提出要求（28条）、職権証
拠調べ（29条）、判決の第三者効（33条）などの取消訴訟に関する規定の多く
の義務履行訴訟への準用を定めている。
　予防的禁止訴訟に関して、改正試案は、「予防的禁止訴訟は、行政庁が将来
に違法な処分をすることが差し迫った場合に、事後に当該処分を争う方法では
回復困難な重大な損害が生ずることが明らかである場合に限って、当該処分の
予防的禁止を求める法的利益を有する者がこれを提起することができる。」（51
条）と規定し、処分がなされることの切迫性、法的利益を有する者、回復困難
な重大な損害の発生を訴訟の要件として定め、これらは、濫訴と行政委縮の防
止のために極めて厳しい要件を定めることになったとされている（52）。
　予防的禁止訴訟の主な対象は処分のみならず、権力的事実行為もなるとして、
処分の概念定義に権力的事実行為をも含めることも考慮する必要があるとする
見解がある（53）。
　そのほか、改正試案は、予防的禁止訴訟の訴えの変更についても、義務履行
訴訟の他の訴訟への訴えの変更（46条）と同様の規定を置き、予防的禁止判決
については、「法院は、行政庁が将来に違法な処分をすることが差し迫り、当
該処分をしないことが相当であると認める場合には、当該行政庁に処分をしな
いことを宣告する。」（53条）と規定している。改正試案は、多くの取消訴訟に

（52）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 7頁。
（53）金容燮「行政訴訟法改正公聴会討論文」法務部資料集74頁。
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関する規定（第 8条から第10条まで、第13条から第19条まで、第23条、第26
条から第29条まで、第33条、第34条 1 項、第35条から第38条まで）の予防的
禁止訴訟への準用を定めている（50条）。以上に見るように、取消訴訟に関す
る規定の義務履行訴訟に準用される第31条（裁量処分の取消）と、第32条（事
情判決）は、予防的禁止訴訟への準用がない。
　以上の準用規定により、取消訴訟における仮処分を定める改正試案26条が義
務履行訴訟や予防的禁止訴訟に準用されるため、これらの訴訟における仮の権
利救済は、仮処分制度となろう。また、法院の和解勧告決定による訴訟上の和
解制度を定める改正試案35条も義務履行訴訟や予防的禁止訴訟に準用される
ため、法院の和解決定による訴訟上の和解制度の適切な運用が確保されれば、
これによる迅速な権利救済が可能となり、同訴訟上の和解制度も仮の権利救済
と同様、救済の実效性を高める機能を果たすことになろう。
（六）第三者などに対する訴訟提起事実の通知制度の新設
　改正試案の「行政庁および第三者に対する訴訟提起事実の通知など」に関す
る規定により、法院は当事者以外の関係行政庁または訴訟結果に利害関係を有
する第三者に対して訴訟提起の事実を通知し、または官報・公報・インターネッ
トホームペイジもしくは日刊新聞等に公告することができる（16条 1項）。前
項の行政庁または第三者は法院に意見書を提出することができる（同条 2項）。
（七）出訴期間を誤って教示した場合の救済制度の新設
　改正試案21条は、現行法と同様に、取消訴訟の出訴期間について、処分等
があったことを知った日から90日以内とし、これを不変期間と定めており（ 1
項）、また、処分等の日から 1年を経過したときは、取消訴訟を提起すること
ができないが、正当な理由があるときは、この限りでない（ 2項）と定めてい
る。これに加えて、改正試案は、行政庁が出訴期間を第1項の期間より長い期
間に誤って知らせた場合に誤った期間内に訴えの提起があったときには同訴え
は、第 1項による期間内に提起されたものと見なされる（ 3項）という出訴期
間を誤って教示した場合の救済制度を新設している。
　韓国の行政手続法26条および行政上の不服申立を定める行政審判法58条は、
「教示」を定めている。これに対して、現行法および改正試案は、「取消訴訟等
の提起に関する事項の教示」を定めていない。行政訴訟を利用しやすくするた
めには、教示制度の新設が必要であると考えられよう。
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（八）行政訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更制度の新設
　現行法上では、取消訴訟の当事者訴訟への訴えの変更または取消訴訟の取消
訴訟以外の抗告訴訟への訴えの変更が定められているものの（21条）、行政訴
訟と民事訴訟との間における訴えの変更に関する規定が定められていない。改
正試案は、行政訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更に関する規定を新設
した。すなわち、法院は、取消訴訟を取消訴訟以外の抗告訴訟や当該処分等の
関係する事務が帰属する国または公共団体に対する当事者訴訟または民事訴訟
への訴えの変更が相当であると認めるときには、請求の基礎に変更がない限り
において事実審の口頭弁論終結時までに原告の申し出による決定で訴えの変更
を許可することができる（22条 1項）。そして、法院は、国または公共団体に
対する民事訴訟を当該請求に関わる処分等の取消訴訟への変更が相当であると
認めるときには、請求の基礎に変更がない限りにおいて事実審の口頭弁論終結
時までに原告の申し出による決定で訴えの変更を許可することができる（22条
2項）。同様に、改正試案は、無効等確認訴訟、義務履行訴訟、予防的禁止訴訟、
および公法上の当事者訴訟に関しても訴えの変更を定め、この場合に訴えの変
更に関する規定22条を準用すると規定している（41条、46条、52条および58条）。
　韓国の場合に改正試案が抗告訴訟の被告適格を行政庁と規定しつつ、抗告訴
訟から民事訴訟または公法上の当事者訴訟への訴えの変更を規定していること
からすれば、行政庁から国・公共団体への被告適格の変更は請求基礎の変更と
見ていないようである。
　訴えの変更に関する規定の新設理由については、今日における行政の行為形
式が多様化されるにつれ、一般の国民の立場からすれば、行政訴訟を提起すべ
きであるか、さもなければ、民事訴訟を提起すべきであるかといった訴訟類型
の選択がより一層困難となっており、これらの問題点を解消するために、行政
訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更を可能とする規定を提案することに
なったとされている（54）。
（九）執行停止要件の緩和
　執行停止の要件に関して、改正試案は、現行法24条 2項の定める「回復困難
な損害」に代わって、「重大な損害」を定め、その要件を緩和している。この

（54）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 7頁。
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改正は、近年の大法院判例がとる判断過程をそのまま踏襲し、あるいは沿った
ものであると思われる。つまり、大法院は、すでに執行停止決定の可否につい
て、「回復困難な損害とは、財産的損害に対する金銭的な賠償が可能であっても、
社会通念上、事後の金銭的な賠償では処分の相手方が耐えることのできない著
しい困難な無形、有形の損害をいい、処分等、処分の執行または手続の続行に
より生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の必要があるかどうかの可否は、
処分の性質及び態様並びに処分の内容、処分の相手方が被る損害の性質及び内
容並びに損害の性質、原状回復の金銭賠償の方法及び難易度などはもちろんの
こと、本案請求の勝訴可能性の程度などを総合的に考慮して具体的かつ個別的
に判断すべきである。」（大法院2004年 5 月12日2003무41決定、大法院2010年
5 月14日2010무48決定）と判示しているからである。しかし、改正試案は、執
行停止の積極的要件として「重大な損害」を定めるものの、日本の裁判所が「重
大な損害」を判断する際に考慮すべき事項＝必要的考慮事項（日本の行訴法25
条 3項）を置いていない。
　そして、現行法は、「処分の取消しの訴えの提起は、処分等の効力、その執
行又は手続の続行を妨げない。」という執行不停止を原則としている。これに
対して、改正試案は、「他の法律に特別な規定がない限り」という文言を挿入し、
個別法律の定めるところにより執行停止の原則を採択する可能性を残している
（24条 1項）。他方で、「執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ
があるとき、許容されない」という現行法の定める執行停止決定の消極的要件
のほかに、改正試案は、「執行停止申立人の本案請求について理由がないこと
が明白であるときは、許容されない」（24条3項）という執行停止の消極的要件
を追加している。同要件の追加は、従来の裁判例によって提示された消極的要
件をそのまま踏襲し、あるいは沿うものにすぎない（55）。
（十）担保提供という条件付きの執行停止決定制度の新設
　改正試案は、大法院改正法案のそれをそのまま活かして「担保提供という条
件付きの執行停止決定制度」を定めている（同制度については、第 2節の「二
　大法院改正法案と法務部改正法案の比較検討」を参照）。すなわち、執行停
止が申し立てられた際に、法院は、第 2項の規定により執行停止の決定をする

（55）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 9頁。
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に当たり、訴訟の対象たる処分等の相手方に財産上の損害をもたらすおそれが
ある場合には権利者を指定して、その損害に対する担保を提供させることがで
きる。この場合に権利者として指定された者はその担保物に対して質権者と同
一の権利を有する（24条 4項）。第 4項の規定による担保に対しては、民事訴
訟法第122条、124条ないし126条の規定を準用する（同条 5項）。
　この制度は、授益的行政処分の直接の相手方ではない第三者による取消訴訟
の提起と、これに伴う仮の権利救済としての執行停止の申立てが急増したため、
処分の相手方の権益を保護するとともに、法院の執行停止決定を容易にならし
めることを目的とするものであろう（56）。
（十一）抗告訴訟などにおける仮処分制度の新設
　韓国行政訴訟法には、民事保全法に規定する仮処分の排除を定める日本の行
政訴訟法44条が定められていない。従来、学説上、抗告訴訟における民事執行
法上の仮処分制度の準用可能性についてその見解が分かれていた（57）。一部の下
級審が仮処分の決定を行っているものの、大法院判決は抗告訴訟における民事
執行法上の仮処分規定の準用を否定した（58）。ところが、改正試案では、義務履
行訴訟および予防的禁止訴訟の採択に伴って、これらに対する仮の救済制度と
して仮処分が必要であるという見解の一致があり、「争いに関わる対象に対す
る仮処分」と、「当事者の臨時の地位を定める仮処分」を規定することになっ
た（59）。
　改正試案は、処分等または不作為が違法であるとの著しい疑いがある場合に、
次の各号のいずれかに該当するときに、本案の係属する法院は当事者の申請に
より、決定をもって仮処分をすることができるという抗告訴訟の仮処分制度を
規定している（26条 1項）。すなわち、法院は、争いに係わる対象に関してそ

（56）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 9頁。
（57）これについては、朴倉奭「行政訴訟法上の執行不停止の原則に関する研究」法

学論叢第25巻第 3号59頁以下（2008年）参照。
（58）大法院1961.11.20宣告4292행항 2 決定。ソウル高等法院は、ソウル特別市議会

の議長・副議長の当選決定に対して仮処分の決定を行い、権限行使を停止した
（ソウル高等法院1958. 9 .20.宣告4191행갑60判決）。転入学者に対する登校拒否処
分に対して仮処分の決定を行い、学生らの登校を認めさせた（ソウル高等法院
1964.11. 9 宣告64부90判決）。

（59）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 9頁。
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の現状の変更により、当事者が権利を執行することができなくなるおそれがあ
り、または権利を執行するのに著しい困難が生ずるおそれがあり、争いに係わ
る対象に関する現状を維持すべき緊急な必要があるとき（同条 1項 1号）、争
いがある法律関係に関して、当事者の重大な損害を避け、または急迫の危険を
避けるため臨時の地位を定めるべき緊急な必要があるとき（同条 1項 2号）に、
仮処分を発することができる。第 1項の定める仮処分に関しては、執行停止に
関する第24条の 3項ないし 7項、第25条、第33条、第34条 1 項の規定の準用
が定められている（同条 2項）。
　改正試案の定める仮処分は同案第24条 2 項による執行停止でその目的を達
成することができる場合には許容されない（同条 3項）。このように、執行停
止に対する仮処分の補充性が定められている。一般に、訴訟実務上、原告は仮
処分の補充性を考慮に入れて、執行停止と仮処分の両方を法院に申し立てるこ
とになる。ところが、かりに原告が仮処分の申立てのみを行った場合に、法院
が仮処分の補充性によって原告の仮処分の申立てを許容しないとして仮処分の
申立ての却下決定を行ったとき、仮処分の申立ての際に執行停止の申立てが
あったものとみなして、執行停止の可否に関する決定を行うべきと解されよう。
　かつての大法院改正法案が仮処分の要件として「処分等が違法であるとの相
当な疑いがある場合」を定めている。これに対して、改正試案は「処分等また
は不作為が違法であるとの著しい疑いがある場合」を要件として定めている。
この点にみるように、両案は、行政訴訟が活発に行われている韓国において権
益救済の拡大とその実効性の確保のためには仮処分制度の採択が必要であると
しつつも、とくに改正試案は、違法性の著しい疑いを仮処分の要件として定め、
その厳格な運用を求めているといえよう。これは仮処分制度の濫用とそれに伴
う法執行の困難という問題を解消するためのものとされている（60）。
　行政庁が公定力の付着している処分を行うことにより、行政法上、私人の権
利義務関係を一方的に成立・変動・消滅させることが多いことからすれば、以
上の抗告訴訟における仮処分制度の適正な運用は、国民の権益の十全な救済保
護を図るものであるのみならず、さらに救済の実効性をも高めるものとして積
極的に評価することができる。

（60）金重權「権利救済拡大のための画期的な転換の礎」法務部資料集57頁。
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　たとえば、水産資源の保護等を理由に、漁業免許更新申請が拒否されたとき
に、その拒否処分が違法であるとしても、これに対する取消訴訟において原告
勝訴判決が確定されるまでは、原告は生計を立てる唯一の方法である漁業を行
うことができない。しかも、拒否処分の場合には処分の効力、処分の執行又は
手続の続行がないため、執行停止制度が有効に機能しない。こうした状況にお
いて抗告訴訟における仮処分制度が採択されれば、免許更新申請者は同申請の
拒否処分の取消訴訟を提起し、終局判決が出るまでに同申請者が臨時に漁業を
営むことができる地位の保全を求める仮処分を申し立てることとなる。他方
で、韓国の嬰幼児保育法上、保護者が幼児への保育提供を申し出ているが、行
政庁が保育提供の入所措置を拒否したという拒否処分の場合には同処分のあっ
た日から90日以内に拒否処分の取消訴訟を提起するとともに、保育提供の入所
措置を講じることを求める義務履行訴訟を提起し、仮の権利救済として行政庁
に仮の入所措置を講じることを求める仮処分の申し立てをすることになる。拒
否処分が行われるとなく、不作為の場合には保育提供の申出があった日から90
日経過してから義務履行訴訟を提起し、同様に行政庁に仮の入所措置を講じる
ことを求める仮処分の申し立てをすることになる。あるいは、韓国の場合は改
正試案が抗告訴訟における仮処分制度を採択しているため、原告が義務履行訴
訟を提起することなく、拒否処分の取消訴訟のみを提起して、仮の権利救済と
して行政庁に仮の入所措置を講じることを求めるという仮処分を法院に申し立
てることも可能となる。また、老人福祉法上、老人福祉施設に対する措置命令・
業務停止命令がなされようとしている場合、施設開設者はこれらの命令の差止
めを求める予防的禁止訴訟を提起するとともに、仮の権利救済として措置・業
務停止命令を行うことを禁ずるという処分禁止の仮処分を申し立てることにな
る。
　ちなみに、改正試案は、抗告訴訟における仮処分（26条）の公法上の当事者
訴訟への準用を定めていない。だが、同案が公法上の当事者訴訟の種類を明示
し、これによる同訴訟の活性化を想定しているとすれば、公法上の当事者訴訟
には民事執行法の定める仮処分の適用があると解されよう。

（十二）法院の関係行政庁に対する資料提出要求制度の新設
　改正試案は、法院の関係行政庁に対する資料提出要求制度を新設している。
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同案28条によると、法院は、事件の審理のため必要と認める場合には決定を
もって当事者である行政庁や関係行政庁に対して当該処分に関連した資料の提
出を要求することができる（ 1項）。当事者である行政庁や関係行政庁は、第
1項の規定によって求められた資料を遅滞なく提出しなければならない。ただ
し、その資料の公開が公共の安全と利益を害するおそれがある場合や、法律上
または当該資料の性質上秘密にするべき必要がある場合には、資料の提出を求
められた行政庁または関係行政庁は資料提出を拒否することができる（ 2項）。
法院は、当事者の申出により、第 2項の但し書きの資料提出拒否の適法の可否
を決定する（ 3項）。法院は、第 3項の規定による決定をする場合において必
要と認めるときには、資料提出を求められた行政庁または関係行政庁に当該資
料の提示を要求することができる。この場合に法院はその資料を他の人に見せ
てはならない（ 4項）。当事者である行政庁または関係行政庁は第3項の規定に
よる決定に対して即時抗告をすることができる（ 5項）。
　改正試案が法院の関係行政庁に対する資料提出の要求制度とともに、関係行
政庁の提出拒否制度を同時に定めていることを理由に、法院の要求権が協力要
請にすぎないとする見解がある（61）。しかし、改正試案28条 3項により、法院は、
関係行政庁の行った資料提出拒否について、その適法の可否を決定することが
できるため、その際に関係行政庁が資料提出拒否の理由（28条 2項）について
の十分な立証を行っていないと判断し、当該拒否を違法とした決定を行った場
合に、関係行政庁は同決定に拘束されると解されよう。かりに関係行政庁が同
決定に服従することなく、資料提出を拒否し続けた場合には、同拒否は最終的
に本案判断における原告の方に有利に働く結果をもたらすことになろう。この
ため、資料提出の要求制度は、法院による同制度の積極的な活用が前提とされ
れば、有効に機能することになろう。
（十三）取消判決の拘束力としての結果除去義務等の新設
　改正試案は、取消判決の拘束力としての結果除去義務等を新設している。す
なわち、判決によって取り消される処分等が既に執行された場合には当事者で
ある行政庁およびその他の関係行政庁は、当該執行によって原告に直接生じた
違法な結果を除去するための必要な措置を講じなければならない（34条 4項）。

（61）辛奉起「行政訴訟法改正関連指定討論文」法務部資料集100頁。



韓国の行政訴訟法改正案をめぐる論議とその方向性に関する一考察

57

たとえば、従来、除却命令の後に当該建物が除去されたとき、あるいは建物の
移転工事が完了したときなどには、これらの除却命令や建物移転を命ずる処分
の取消を求める訴えの利益が消滅したとして同訴えは却下される（62）。だが、同
案34条 4項の新設により、同訴えが却下されることなく、上記の除却命令や移
転命令に違法があれば、取消判決でこれらの命令等が取り消されることになり、
行政庁は、執行してしまった違法な事実状態を解消すべく、原告に対する現状
回復義務を負うことになる。ちなみに、同34条 4項は、原状回復義務に基づく
行政庁の措置が第三者の権利利益の侵害をもたらすものであればともかく、そ
うでなければ、その措置義務を否定されるべき理由がないという趣旨を含むも
のと思われよう。
（十四）法院の勧告決定による訴訟上の和解制度の新設
　韓国では、従来、行政処分とこれを争う行政訴訟はその公益的性格から訴訟
上の和解が許容されないという見解が支配的であったが、近年、行政訴訟にお
ける訴訟上の和解を支持する見解も現れてきた（63）。訴訟実務上、1998年の行政
法院の設置以降、法院の調停を通じて行政庁が処分の職権取消または撤回・変
更を約束し、原告が訴えを取り下げるといった事実上の和解が頻繁に行われて
きており（64）、漸増してきた（65）。大法院改正法案は訴訟上の和解制度を盛り込ん

（62）日本の裁判例として、大阪高判昭和41年11月29日昭和41年（行コ）第 2号・家
屋移転通知処分取消控訴事件、東京地判昭和44年 9 月25日昭和43年（行ウ）第
163号・行政処分取消請求事件が参照となる。これに対して、原状回復義務を認
めるものとしては、名古屋高判平成 8年 7 月18日平成７年（行コ）第24号・船
舶除去命令処分取消、損害賠償請求控訴事件がある。

（63）これについては、第二節の前掲注（23）・（24）･（25）参照。
（64）拙著『行政救済－日韓の制度と現状－』180頁（2003年、信山社）以下参照。
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でいたが、法務部改正法案は同制度を盛り込んでいなかった。
　改正試案の議論において、訴訟実務上、事実上の和解が用いられている以上、
法院ごとの和解勧告の基準と行政庁の受容基準が全国的に統一されていないこ
とによる行政の不公平性をもたらすおそれがあるとの意見があり、明文による
和解勧告の実体的・手続的要件や和解の効力を定めることにより、同事実上の
和解制度の問題点とされていた法院の無理筋の和解勧告と行政庁の約束不履行
や不公平性を解消することができるという意見を取り入れ、改正試案は、法院
の勧告決定による訴訟上の和解制度を採択することになった（66）。実務上、事実
上の和解勧告が頻繁に行われていることのほかに、和解に適した事件の場合に
職権で和解勧告決定を行うことによって、紛争の自律的、早い段階での終局的
解決およびこれによる法院の負担の軽減を図れることなどがその採択の理由と
して挙げられている（67）。
　改正試案35条によると、法院は、当事者の権利および権限の範囲内において
職権で訴訟係属中の事件に対して和解勧告決定を行うことができる。ただし、
当該決定が公共の福利に適合しない場合や当該処分等の性質に反する場合には
許容されない（ 1項）。但し書きの制限規定は、いうまでもなく和解勧告決定

（65）ソウル行政法院における調停勧告後の訴え取り下げ事件数

　　 （出典：尹仁星「行政訴訟法改正関連公聴会指定討論文」法務部資料集111－112頁）
（66）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集29頁。
（67）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集10頁。

年度 全体処理件数（件）調停勧告後の訴え
取り下げ事件数

比率（％）

1999 1,299 27 2.08
2000 3,286 317 9.65
2001 3,929 904 23.01
2002 4,952 1,218 24.60
2003 5,025 1,013 20.16
2004 5,241 864 16.49
2005 5,424 816 15.04
2006 5,652 669 11.84
2007 6,240 774 12.40
2008 6,883 861 12.51
2009 7,399 1,085 14.66
合計 55,330 8,548 15.45
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の消極要件である。確定された和解勧告決定は、確定判決と同様の効力を有す
る（ 2項）。
　そして、法院は、第１項の和解勧告決定を行う場合において訴訟係属中の事
件の法律・事実関係および当事者の利益等その他のすべての事情を参酌し、和
解勧告決定の理由ないし趣旨を説示しなければならない（ 3項）。法院に対し
て理由の説示を義務づける所以は、その立法趣旨として和解勧告決定の合理性
を確保し、訴訟当事者に対する説得力を高めることによって、従来事実上の和
解が行われていた当時の和解勧告決定の濫用という問題点を相当程度に防止す
ることにあるとされている（68）。
　また、法院の和解勧告決定によって直接権利もしくは利益の侵害を受ける第
三者または和解の対象たる処分等に関して同意・承認・協議等の法令上の権限
を有する行政庁がある場合に、法院は当該第三者または行政庁の同意を得なけ
ればならない。ただし、第三者または行政庁が和解勧告決定を同意しないとき
には、これを理由に、確定された和解勧告決定に対して再審を請求することが
できる（ 4項）。ここでいう第三者の範囲確定が解釈論上問題となるが、当該
第三者とは、三面関係の行政法現象において現れてくる。三面関係の行政法現
象は、一般に、行政庁が近隣住民の求める自然環境ないし生活環境の保全のた
めに、法律上の規制権限の積極的な行使として処分の直接の相手方に対して処
分をしなかったときに、あるいは公共事業などによって近隣住民にもたらされ
る不利益（環境被害、生活妨害など）を受忍の限度としているのみで、近隣住
民に対する適正な配慮義務を怠っているときに、近隣住民が原告となり、処分
の直接の相手方である事業者などに対して一定の処分をすることを求めて、訴
えを提起した場合が考えられる。また、処分庁が処分の直接の相手方に対して
一定の授益処分などを行なったときに、近隣住民が自らの権益の救済保護のた
めに、原告となり、当該授益処分の取消を求めて、訴えを提起した場合である。
以上の場合に、改正試案35条 4項のいう第三者は、処分の直接の相手方となる
事業者などである。
　以上に対して、事業者などが処分庁に対して処分することを求める申請に対
して、処分庁が同申請を拒否する拒否処分をしたため、事業者が原告となり、

（68）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集30頁。
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同拒否処分の取消を求める訴えを提起した場合には、処分の直接の相手方では
ない周辺住民などが改正試案35条 4項のいう第三者となる。しかし、当該周辺
住民が改正試案35条 4項のいう第三者となるために、これらの第三者が直接に
権利または利益の侵害を受ける者でなければならない（55条 4項参照）。権利
または利益の侵害を受ける者かどうかは、改正試案が原告適格について法的利
益を有する者と定めていることから、周辺住民が法的利益を有するかどうかに
より、改正試案35条 4 項のいう第三者にあたるかどうかが決まると解されよ
う。
　同条 4項の但し書きの再審請求は、和解勧告決定が確定されたことを知った
日から90日以内に、確定された日から 1年以内に提起しなければならない（ 5
項）。第 5項の期間は、不変期間とする（ 6項）。第 1項の規定による和解勧告
決定には、決定書正本の送達を定める民事訴訟法第225条第 2項、および決定
に対する異議申立てを定める同法第226条、異議申立ての方法を定める同法第
227条、異議申立ての取り下げを定める同法第228条、異議申立ての放棄を定め
る同法第229条、異議申立ての却下を定める同法第230条、和解勧告決定の効力
を定める同法第231条、異議申立てによる訴訟への復帰を定める同法第232条の
規定を準用する。ただし、民事訴訟法第226条第 1項の定める異議申立ての期
間は、調書または決定書の正本を送達された日から30日とする（ 7項）。
　確定された和解勧告決定は、確定判決と同様の効力を有する（ 2項）。もち
ろん、同和解勧告決定に対しては、民事訴訟法上の和解勧告決定に関する規定
の準用を定める改正試案35条 7項により、訴訟当事者は、決定書正本の送達日
から30日以内に異議を申し立てることができるし、当該異議申立てが適法であ
る場合に、当該和解勧告決定は効力を失い、当該和解勧告決定以前の状態であ
る訴えの提起が効力を有ることになる。
　そして、改正試案35条の定める和解勧告決定は、取消訴訟に関する規定の準
用を定める第43条・50条・54条により、無効等確認訴訟、義務履行訴訟、予防
的禁止訴訟にも準用される。このため、抗告訴訟に関しては、民事訴訟法上の
和解が使われる余地がなくなるということを意味する。
　他方では、公法上の当事者訴訟に関しては、取消訴訟における和解勧告決定
に関する同35条の準用を定める規定がない。学説上、公法上の当事者訴訟の場
合に民事訴訟法上の和解に関する規定が準用されるという見解が支配的である
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ため、同35条が適用されず、訴訟当事者らの合意による和解が許容されること
になろう。
　改正試案は、現行法と同様に、公益訴訟（現行法の民衆訴訟）と機関訴訟と
して処分等の取消を求める訴訟の場合には、その性質に反しない限りにおいて
取消訴訟に関する規定を準用し（63条 1項）、これらの訴訟として処分等の効
力の有無または存在の可否の確認を求める訴訟の場合には、その性質に反しな
い限りにおいて無効等確認訴訟に関する規定を準用し（63条 1項）、これらの
訴訟として拒否処分または不作為に対して処分をすることを求める訴訟の場合
には、その性質に反しない限りにおいて義務履行訴訟に関する規定を準用す
る（63条 3項）と規定している。この点について、これらの公益訴訟と機関訴
訟が公益的性格を強く有していることを理由に、民事訴訟法上の和解に関する
規定のみならず、和解勧告決定を定める同35条の適用もこれらの公益訴訟と機
関訴訟の性質に反するものとしてその準用がないとする見解がある（69）。もっと
も、これらの公益訴訟と機関訴訟における改正試案35条の適用が如何なる場合
に公益訴訟と機関訴訟の性質に反するものかどうかについて具体的に検討すべ
きであろう。もちろん、同検討は、公共の福利に適合しない場合や当該処分等
の性質に反する場合には許容されない（ 1項）という和解勧告決定の消極的要
件が公益訴訟や機関訴訟において如何に満たされることになるかどうかに関す
る検討にほかならない。
　そのほかに、訴訟上の和解制度に対して、以下のような問題点が指摘されて
いる（70）。同和解制度は、紛争解決を容易にする面もあるものの、本来、適法な
処分に対しては原告請求の棄却判決が行われるべきであり、違法な処分に対し
ては原告請求の認容判決が行われなければならないが、和解勧告決定によって
処分の適法か違法かが明らかにされないことになり、場合によっては法治主義
を歪曲することになる。また、同和解勧告決定は、行政裁判例の集積を通じた
先例の形成を妨げ、さらに訴訟当事者が裁判の結果を予測できないという不安
により、原告が法院の和解勧告決定に対する異議申立てをすることなく、同決
定を受け入れざるを得ないことになり、勧告決定であるにすぎないのにもかか

（69）朴正勲「原告適格・義務履行訴訟・和解勧告決定」法務部資料集30頁。
（70）金容燮「行政訴訟法改正公聴会討論文」法務部資料集79-81頁
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わらず、同勧告決定が事実上の拘束力を有することになる。これらのことを考
慮すると、同和解勧告決定は、訴訟実務で行われている「事実上の調停」に比
して劣るものとし、訴訟上の和解制度ではなく、民事訴訟法上の調停制度を積
極的に活用できる行政訴訟法の改正が望ましいとされている。
（十五）拒否処分取消判決の間接強制における新たな条項の追加
　現行法は、行政機関が取消判決の拘束力（30条 2項）に従って処分をしない
ときに、第一審受訴法院が当事者の申立てによる法院の決定で相当な期間を定
めてその履行を命じ、行政庁がその期間内で履行をしないときには、その遅延
期間に応じて一定の賠償を命ずるか、または直ちに損害賠償をすることを命ず
ることができるとする拒否処分取消判決の間接強制を定めている（34条）。改
正試案は、現行法34条と同様の規定を置き、以下のような条項を新たに追加し
ている。すなわち、法院は、事情の変更がある場合には、当事者の申出により
第 1項によって行った間接強制の決定内容を変更することができる（39条 2
項）。第 1項または第 2項による同決定は弁論を行わず、これを行うことがで
きる（同条 3項）。ただし、同決定を下す前に、申出人の相手方を尋問しなけ
ればならない（同条 2項）。第 1項または第 2項による同決定に対しては即時
抗告をすることができる（同条 4項）。さらに、第 1項または第 2項による同
決定が確定されたときには、被告たる行政庁が所属している国または公共団体
にその効力を及ぼす（同条 5項）。
（十六）機関訴訟法定主義の部分的な廃止
　改正試案は、民衆訴訟を公益訴訟とする名称の変更を行い、そして機関訴訟
については法定主義を部分的に廃止した。すなわち、改正試案は、公益訴訟の
みについて従来通りに法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提
起することができるといった法定主義を存置し、機関訴訟の提起に関して、①
同じ公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に争いがある場
合、②その他法律に定める場合（61条 1項）と規定し、①の訴訟は他の法律に
特別な規定がある場合を除いて、ある機関の処分等または不作為が他の機関の
法令上の独自の権限を侵害し、あるいは侵害する顕著な危険があるときに限っ
てこれを提起することができる（同条 2項）と規定している。
　機関訴訟法定主義の部分的廃止をめぐっては見解の対立があった。部分的廃
止反対説は、近来、地方議会と地方議員との間における分争が頻繁であり、政
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治的性格の紛争が多いため、多様な機関訴訟の提起がむしろ法院への過度な負
担を強いるおそれがあるなどの理由をあげていた。これに対して、今日の機関
訴訟は、地方自治団体の長と地方議会との間における権限紛争のみならず、地
方議会と地方議員、地方議会委員会と地方議会議員、地方議会の議長と地方議
会議員との間における権限紛争の解決にも求められており、さらに公共組合、
学校法人や放送法人のような機関相互間における権限紛争の解決にもその必要
性が求められている。今日の機関訴訟は、公共団体の機関相互間における法的
紛争を合理的に解決させることにより、機関相互間の権限関係を明確にし、機
関の責任意識と決定意欲を強化させ、ひいては公法上の法人の適法かつ効果的
な職務遂行に寄与するという多数意見があった（71）。改正試案は、多数意見を取
り入れ、機関訴訟の法定主義を部分的に廃止したのである。
（十七）仮執行の制限を定める現行法43条の削除
　改正試案は、「国を相手方とする当事者訴訟の場合には、仮執行宣告をする
ことができない。」とする仮執行の制限を定める行政訴訟法43条の削除を提案
している。削除の理由としては、同条が財産権と、裁判を受ける権利に対する
合理的理由なしで訴訟当事者を差別し、国を優遇する規定であることが挙げら
れている（72）。

三　改正試案における不採択事項
　大法院改正法案が提案していた明文の規定による「処分性の拡大」について、
改正試案は、命令等に対しては抗告訴訟の対象とするのではなく、別途の規範
統制訴訟手続の採択を主張する見解があったことなどを理由に、その採択を見
送った。その理由を詳細に見てみると、以下のとおりである。（ 1）　現在、憲
法裁判所において法規命令に対する憲法訴願という形で直接規範統制が行われ
ている以上、行政訴訟法上において別途の規範統制の方案を講ずる実益がない
こと、（ 2）韓国の憲法107条 2項が「命令・規則もしくは処分が、憲法または
法律に違反するか否かが裁判の前提になったときには、大法院がこれを最終的

（71）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集 8頁。
（72） 鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集11頁。これについては、本節

の「一　2011年発足の行政訴訟法改正委員会」参照。
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に審査する権限を有する。」と規定し、これが具体的規範統制を取り入れたと
いう見解（73）があり、このため、命令等を抗告訴訟の対象とする大法院改正法
案が抽象的規範統制にあたるため、憲法違反可否論争の的となっており、だと
すれば、この問題は、行政訴訟法改正の範疇を越えること、（ 3）命令等を抗
告訴訟の対象とするなどの直接規範統制の方法が採択された場合に、その波及
効果が不確実であること、（ 4）直接規範統制を採択した場合に、原告適格の
問題、仮の権利救済、命令等の立法不作為訴訟の可否といった論点について、
未だに十分な検討がなされていないことが挙げられている（74）。そのほかに、明
文の規定による処分性の拡大が「これまでに行政の適法性確保と国民の権利救
済といった両側面において体系的に発展してきた行政の行為形式の成果を断絶
させる」ものであるという理由（75）を挙げて、法務部改正法案が明文の規定に
よる処分性の拡大を採択しなかったように、改正試案は、法務部改正法案作成
に関わった学者らの意見を反映したものといえよう。
　以上の明文の規定による処分の拡大のほかに、改正試案がその採択を見送っ
たのは、被告適格、行政訴訟における国選弁護人制度、出訴期間の延長などで
あった。これらを見送った理由については、以下のように説明されている（76）。
まず、被告適格に関して、被告適格の明確化を図り、理論上、行政法関係の当
事者が行政主体である点を考慮し、被告適格を行政庁から国または公共団体に
変更する必要があるという意見があったが、変更の場合に、混乱の余地があり、
制度改善による効果を検討してから、その改正を検討することにしたとされた。
そして、行政訴訟における国選弁護人制度の採択を主張する見解に対しては、
弁護士報酬に対する公的支援などの他の法的救助を積極的に活用することで同
様の効果を得られることを理由に、改正試案では国選弁護人制度の採択を保留
したとされ、さらに、出訴期間の延長に関しても、現行法上の90日から180日
に延長すべきであるという意見や、現行の90日としつつ、不変期間を定める条
項を削除すべきであるという意見があったが、改正試案は、行政法関係の早期
確定の必要性や比較法的観点からしても現行の出訴期間が適切であるという理

（73）これについては、第二節の前掲注（33）参照。
（74）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集12頁。
（75）これについては、第二節の前掲注（36）参照。
（76）鄭夏重「行政訴訟法改正論議経過」法務部資料集13頁。
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由により、出訴期間に関する現行の規定を維持したとされている。

第四節　おわりに

　まず、改正試案は、韓国行政訴訟法の定める執行不停止原則に対する例外と
して個別法の定めるところによる執行停止の採択、執行停止の申立人の担保提
供義務および仮処分制度を新設し、執行停止要件の「回復困難な損害」から「重
大な損害」へと変更した。これらは、仮の権利救済制度を充実化させ、これに
よる原告の救済の実効性を高めるためのものである。そして、改正試案は、拒
否処分取消判決の間接強制に対して新たな条項を追加し、かつ取消判決の拘束
力としての結果除去義務等を追加新設した。これらも、原告の権益救済の実効
性を確保させるものであろう。また、改正試案は、法院の和解勧告決定による
訴訟上の和解制度を新設した。これも、紛争の迅速な解決を図るものとして、
その運用によって原告の権益救済の実効性を高めるものといえよう。
　これらの新設規定にみるように、改正試案の主眼点は、私人の権益救済の実
効性を高めることにあったと考えられよう。
　つぎに、改正試案は、取消訴訟の当事者訴訟への訴えの変更または取消訴訟
の取消訴訟以外の抗告訴訟への訴えの変更を定める現行法の規定のほかに、行
政訴訟と民事訴訟との間における訴えの変更に関する規定を新設し、訴訟類型
選択の誤りによる原告敗訴という訴訟選択のリスクを解消した。これは、行政
活動の行為形式が複雑多様化していくに伴って、民事訴訟と行政訴訟のいずれ
かの訴えの提起が適法かどうかの識別が簡単ではないことなどの理由からすれ
ば、私人が行政庁を相手にする行政訴訟を提起しやすくするものとして評価に
値する。だが、私人に行政訴訟を提起しやすくさせるためには、訴えの変更に
関する規定を新設するほかに、被告適格に関する規定の改正や出訴期間の延長、
教示制度の新たな採択も必要であっと思われよう。
　そのほか、公法上の当事者訴訟の活性化のための同訴訟の具体的列示化や、
義務履行訴訟・予防的禁止訴訟の新たな採択による抗告訴訟の多様化などは、
私人の権益救済の途を拡大し、十全な救済を図るものであろう。
　以上にみるように、改正試案は、かつての大法院改正法案との比較からすれ
ば、大法院改正法案がその採択を唱えていた「命令等をも抗告訴訟の対象とし、
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明文の規定による処分性の拡大」の採択を見送り、いわゆる「処分性概念の純
化」というスタンスを取りつつ、公法上の当事者訴訟に関する現行法の定義規
定のほかに、公法上の当事者訴訟の類型を明文の規定により例示するという方
法を採択し、これによる公法上の当事者訴訟の活性化を図り、十全な権利救済
のルートの確保を目指しているといってよい。
　原告適格については、大法院改正案が現行法の「法律上の利益」に代わって
「法的に正当な利益」を有する者と定めていたが、改正試案は、「法的利益」を
有する者という文言を用いている。いずれの場合も日本の行政訴訟法 9条 2項
のような「必要的考慮事項」を定めていない。このため、改正試案と大法院改
正法案の両者は同様に、原告適格の拡大を目指しているものの、原告適格の有
無や範囲確定の判断に関しては、全く法院の法解釈に委ねられているため、両
者の用いる言葉そのものによって原告適格の有無やその範囲が具体的に確定さ
れるものではないと考えられよう。つまり、改正試案と大法院改正法案が原告
適格について異なる文言を用いるものの、この文言の違いは、直ちに原告適格
の有無やその範囲に関してその差をもたらすものではない。
　さて、日本の最高裁は、病院開設中止勧告取消請求事件判決（最判平成17年
7 月15日民集59巻 6 号1661頁）と土地区画整理事業計画決定取消請求事件判
決（最判平成20年9月10日民集62巻 8 号2029頁）にみるように、後行行為の取
消訴訟の強要の不合理性を理由に、先行行為である勧告や計画決定の処分性を
肯定した。そして保育園廃止条例取消請求事件判決（最判平成21年11月26日民
集63巻 9号2124頁）にみるように、最高裁は、条例が制定されると他に行政庁
の処分が行われることなく、条例の施行（条例の定める期日の到達）のみによっ
て一定の法効果が発生することや取消判決には第三者効があることなどを理由
に、公法上の当事者訴訟に比して取消訴訟を有効かつ適切な訴訟類型として条
例制定行為の処分性を肯定した。また、食品輸入届出に対する食品衛生法違反
通知が実質的に本件食品につき輸入許可が与えられないという法的効力（後行
行為の不許可）を有するものであることを理由に、事実行為である同通知の処
分性を肯定している（77）。このように、日本の最高裁は、本来処分性を有しない

（77）事実行為の処分性に関しては、最判平成16年 4 月26日民集58巻 4 号989頁、最判
平成17年 4 月14日民集59巻 3 号419頁参照。
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として従来処分とされなかった行政指導、行政計画、抽象的規範および事実行
為が如何なる場合に処分性を有するかを示した。このことは、2004年の日本の
改正行政訴訟法がその 4条において公法上の確認訴訟を明示したにもかかわ
らず、依然として裁判実務においては、改正法施行以前と変わりなく、処分性
の有無をめぐって議論が展開されていることを確認するものといってよい。
　また、処分性に関する日本の最高裁判決の現代的展開、いわゆる解釈論によ
る処分性の拡大からすれば、とりあえず、以下のことを確認できるのではない
かと思われる。
　従来処分とされなかった行政指導、行政計画、抽象的規範および事実行為と
いうほとんどすべての行政の行為形式に関して、日本の最高裁は一定の要件の
下で解釈論による処分性の拡大を行い、早期の段階で先行行為の取消訴訟を提
起させることにより、私人の実効的な権利救済を図ろうとしたのである。以
上の実効的な権利救済が図られることのほかに、取消判決の形成効（遡及効）、
拘束力および第三者効という訴訟上の法的効果から、処分性の拡大を求める訴
えは増えることになろう。
　訴訟実務上では、原告は、処分性について疑義のある行政の行為（あらゆる
行政決定ないし作用）を取消訴訟の対象とし、同行政の行為の違法性を争う場
合に、同行政の行為に対する取消訴訟の出訴期間を徒過しているなどの事情が
ない限り、主位的には処分性のあることを前提に、抗告訴訟を提起し、予備的
に公法上の確認訴訟などを提起することになろう。
　そして、処分性の拡大の場合に、原告が処分であると主張している行政の行
為に対する出訴期間が仮に徒過している際には、出訴期間に関する行訴法14条
1 項・ 2項の積極的な活用（78）ないし経過措置的な解釈（79）や違法性の承継の柔
軟な適用を活用するとすれば、原告が処分性の拡大を求めて、取消訴訟を提起
したときに、処分性の拡大の場合に生じうる出訴期間の制限をうけてしまうこ
とや公定力の付着などによってもたらされるとする原告の訴訟上の不利益は、
回避され得るし、または多くの場合に実際に顕在化することはない。このため、

（78）最判平成17年10月25日判時1920号32頁〔裁判官藤田宙靖補足の意見〕。
（79）最判平成20年 9 月10日民集62巻 8 号2029頁〔裁判官近藤孝治の補足意見〕。
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原告の訴訟上の不利益は杞憂に過ぎないのではないかと思われる（80）。これらの
ことを勘案すれば、従来の行政法理論、たとえば行政の行為形式論や公定力な
どに拘泥し、韓国の大法院改正法案が目指していた「明文の規定による処分性
の拡大」に反対する見解には、その現実的な根拠を有しないものとして賛成し
かねる。処分性の拡大は、いうまでもなく、義務付け訴訟や差止め訴訟が法改
正によって採択されることになれば、これらの訴訟の活用のためにも欠かすこ
とのできない論点となろう。
　以上の取消判決の形成効（遡及効）、拘束力および第三者効という訴訟上の
法的効果＝メリットなどを考慮に入れれば、韓国における行訴法改正の議論と
しては、抗告訴訟の対象たる処分の定義に関する規定を改正するか、あるいは
改正することなく、日本のように全く裁判例の展開に委ねるかといういずれの
方向づけにするかは、主要な検討対象の 1つになろう。処分の定義に関する規
定を改正する場合にも、法規命令のみを取消訴訟の対象とするのか、行政計画
や行政指導を含めるかどうかといった問題もあろう。あるいは、韓国における
行訴法改正の方向づけとしては、権利救済の実効性などの観点から、少なくと
も韓国の法院が行政指導、行政計画、事実行為や法規命令等に対する処分性の
拡大を積極的に行えるように、処分の定義に関する規定につき、これらが処分
性を有する場合の要件などを解釈の指針規定として置くこともその方向づけの
1つになりうるのではないかと思われよう。

（80）この点については、拙著「韓国から見た日本の行政訴訟制度　―処分性の現代
的展開を手掛かりにして―」紙野健二ほか編『行政法の原理と展開―室井力先
生追悼論文集』所収（2012年）206頁以下参照。


