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○本書のねらい

本書は司法試験予備試験（以下「予備試験」という）の問題を素材にして、行政

法の基礎知識を確認しつつ、事例問題への対応力を向上させたいと考えている

学修者のために執筆された。したがって、本書の読者としては、予備試験の受

験に関心を寄せつつも、行政法の基本的な用語や論点について未だ正確に把握

しておらず、ましてや行政法の事例問題にあまり取り組んだ経験がない者を想

定している。もっとも、後述するとおり、本書は基礎レベルおよび予備試験合

格レベルを想定した記述に止まらず、司法試験合格レベルを意識した記述も部

分的に行っている。そのため、行政法の初級者および中級者の方のみならず、

上級者の方にも、一定程度、参考になる部分があると思う。

○本書の特徴

本書の特徴として、以下の諸点を指摘することができる。

(1) 予備試験の問題を素材にした解説

本書は過去7年分の予備試験の問題を素材にしている。予備試験の問題は適

度に事例が簡略化されているため、行政法の実力を向上させるには有効な教材

であると思う。

(2) 基礎編・応用編・展開編の設定

行政法は法律基本7科目の中でも後回しにされがちな科目であって、行政法

の基礎知識に不安がある者も少なくないであろう。そこで、まずは予備試験の

問題を解くうえで必要となる基本的事項を確認してもらうため、「基礎編」を

設けた。予備試験問題の解説は、基礎編の後に設けた「応用編」の中で行って

いる。また、応用編の後には「展開編」を設け、当該年度の予備試験問題に関

連する発展的な問題を取り上げ、解説した。このように本書は各年度の予備試

験の問題を素材にしながらも、基礎→応用→展開という順で記述を行っており、

これにより段階的に行政法の実力を向上させることができるように配慮してい
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る。

(3) 出題趣旨の掲載

毎年度、法務省から予備試験の出題趣旨が公表されている。この出題趣旨を

確認することで、行政法を学修する際の指針を得ることができよう。そこで、

本書でもこれを改めて掲載することにした。ただし、出題趣旨が必ずしも詳細

ではなかったり、必ずしも受験者にうまく伝わらないのではないかと思われる

箇所があったりしたので、若干のコメントを行った。これにより、多少なりと

も学修の指針をたてやすくなると思う。

(4) 参考答案の掲載

予備試験では一定の時間内に答案を作成しなければならないが、答案作成能

力を向上させるためには、何をどの程度書けばよいのかということを常に意識

して学修する必要がある。この点、参考答案があれば、答案の具体的なイメー

ジをもつことができ、答案作成能力を向上させるのに一定程度役立つであろう。

また、参考答案を提示してほしいという読者からの要望も予想されたので、本

書では参考答案を作成し、掲載することにした。なお、参考答案は予備試験の

本番を意識して、おおよそ2000 字〜2400 字程度でまとめた。

○執筆の動機

予備試験の問題を素材にした、この種の書籍を法科大学院の教員が執筆し、

公刊することについて、消極的な評価もありうるであろうから、執筆の動機に

ついて、少し述べておきたい。

本書を執筆するきっかけとなったのは、弘文堂の高岡俊英氏から予備試験問

題の解説本を出してみないかという、ご提案をいただいたことによる。最初に

ご提案いただいたとき、これを承諾するか否か、悩んだが、結局、引き受ける

ことにした。その背景には、次のような事情がある。

現在、法科大学院をめぐって様々な改革が行われようとしているが、その中

の一つに ICT (Information and Communication Technology＝情報通信技術）を活用

した授業を本格的に普及させようとする取組がある。この取組は地方在住者や

社会人の学修環境を改善すること等を目的にした取組のはずであった。私は、

この取組みに数年前から深く関わることになり、これまで、かなり精力的に法

科大学院教育における ICTを活用した授業の調査研究を行ってきたが、この
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間の様々な調査研究およびそれを踏まえた関係者による議論の結果、大学また

は大学院の教室同士をつないだオンライン授業はすべて法科大学院の正式な授

業として認められるものの、受講生が自宅や職場で受講するオンライン授業は

一定の授業回数しか正式な授業としては認められないことになった。また、オ

ンデマンド方式の授業は原則として正式な授業としては一切認められないこと

が確認された。このような方針に合理性があるか否かは検討の余地があるよう

に思うが、いずれにせよ、これでは地方在住者や社会人の学修環境を大きく改

善したことにはならない。地方在住者や社会人の中には、諸々の事情によって

法科大学院には通えないけれども、法曹になることを望んでいる人たちが少な

からず存在する。そういった人たちが ICTを活用した授業だけで法科大学院

を修了することができるのであれば、話は別であるが、さしあたりその可能性

は事実上なくなった。そうすると、法科大学院に通えない法曹志望の地方在住

者や社会人は予備試験を受けるほかない。そして、そうであれば、予備試験の

ための学修環境を整えることが、地方在住者や社会人のことを念頭に置いて行

ってきた ICTに関する調査研究の仕事の延長線上にあるのではないかと考え

るようになった。そこで、市販されている予備試験問題の解説をいくつかチェ

ックしてみたが、必ずしも記述内容が正確ではなかったし、いずれも一定のレ

ベルにある読者（中・上級者）を想定した記述になっていて、本書が主に想定し

ているような読者（初級・中級者）を意識したものは公表されていないように思

われた。また、この間、学生諸氏から予備試験問題の内容について質問される

ことも少なからずあった。これらの事情を考慮すると、本書のような書籍にも

一定の社会的意義が認められるのではないかと考えるようになり、本書の執筆

を行うことにした。

なお、予備試験の多くの受験者が、いわば法科大学院の抜け道として予備試

験を利用しているとの指摘があり、私自身、そのような指摘を十分に承知して

いるつもりであるが、しかし、だからといって、さまざまな事情により法科大

学院に通うことができないけれども、法曹になりたいと心から願い、努力して

いる人あるいは努力しようとしている人たちを応援する教育活動が否定される

いわれはないと思う。むしろ司法制度改革の理念に即して、多様なバック・グ

ラウンドをもつ人たちに法曹になってもらいたいと願うのであれば、そういっ

た教育活動に、もう少し法曹養成の重要な役割を担っている法科大学院の教員
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がかかわってもいいのではないかとさえ思っている。

○さいごに

本書の執筆にあたっては、多くの方々の協力を得た。石川皓基氏、大塚智加

人氏、川瀬結氏（2015年 3月に中央大学法科大学院を修了）の御三方には実際に各

年度の予備試験問題を解いてもらい、答案を作成してもらったうえで、読者目

線で本書の構成等について有益な指摘をいただいた。また、光武敬志氏と福井

俊之氏（2016年 3月に中央大学法科大学院を修了）の御二方には記述内容について

精緻に検討していただいただけでなく、表記等の形式面についても細かくチェ

ックしていただいた。さらに、弘文堂の高岡俊英氏には、本書の公刊を 2018

年の予備試験（論文式試験）に間に合わせるため、格別のご配慮を賜った。記し

て感謝を申し上げたい。

本書が、さまざまな事情により法科大学院に通うことができず、しかし法曹

として活躍することを思い描いて、日々、法律学の学修に励む人たちの一助に

なれば幸いである。

2018年4月

土田 伸也

iv 序



本書の構成

本書は予備試験問題を年度順に扱っているが、各年度の記述はいずれも基礎

編、応用編、展開編から成っている。各編の内容等は以下のとおりである。

基礎編

基礎編は当該年度の予備試験問題を解くうえで必要となる基礎的事項につい

て解説している。

各年度の基礎編の冒頭では「基礎的事項のチェック」という項目を設け、最

初に基礎的事項がどれだけ理解できているかを確認するための問いを設けた。

それらの問いに適切に答えることができれば、当該年度の予備試験問題を解く

のに必要な基礎的知識は修得済みといえるから、その場合は、基礎編を読み飛

ばして、いきなり応用編を読んでいただいても構わないと思う。

また、各年度の基礎編で取り上げる事項は当該年度の予備試験問題の内容を

前提にしている。その結果、行政訴訟の類型論や、行政裁量論などの頻出事項

については、本書の中で繰り返し取り上げることになった。もっとも、当該事

項が最初に出てくる年度の解説を最も詳細に行ったので、2 回目、3 回目の解

説は1回目の解説と比較すると、簡易なものに止まっている。年度順に、前か

ら順番に読んでいただければ、特に問題はないように思うが、興味のある年度

から読み進める場合には、当該事項を扱っている最初の年度の解説を確認しな

がら（どの年度の解説を参照すべきかは、その都度、わかるように本文の中で示しておい

た）、読み進めていただくと理解が深まると思う。

なお、基礎編の解説の一部に前著『基礎演習行政法（第 2版）』（日本評論社）

の記述と重複する部分がある。できるだけ同書とは違った視点で基礎的事項の

整理を試みたが、読者を混乱させないようにするため、わずかではあるが、同

書の記述を引き継いでいる部分がある。読者諸氏のご理解を賜りたい。

応用編

応用編は基本的に当該年度の予備試験問題の解説である。既に基礎的事項を
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修得済みの方や、「とにかく予備試験問題の解説だけを読みたい」と思ってい

る方は、この応用編からいきなり読んでいただけばよい。

応用編では、まずもって当該年度の予備試験問題の解説を行うが、ひと通り

解説を行った後で、法務省から公表されている当該年度の出題趣旨を掲載し、

併せて若干のコメントも行った。また、参考答案も、最後に掲載しておいた。

いずれについても、行政法の学修の際に参考にしていただければ幸いである。

展開編

展開編は当該年度の予備試験問題に関連する発展的な問題を扱っている。予

備試験に合格できれば、司法試験の合格に一歩近づいたということはいえるが、

予備試験と司法試験の間にはレベルの差があるため、予備試験に合格したから

といって司法試験に合格できるわけではない。そこで、予備試験問題を素材に

しつつ、発展的な問題に取り組むことで、少しでも司法試験合格レベルの実力

を養成できるようにしようとして執筆したのが、展開編である。したがって、

予備試験の解説のみで十分であるという方は、この展開編まで通読していただ

く必要はない。
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平成23年予備試験問題

旅館規制条例に基づく不同意と訴訟形式の選択

Aは甲県乙町において建築基準法に基づく建築確認を受けて客室数20 室の

旅館（以下「本件施設」という。）を新築しようとしていたところ，乙町の担当

者から，本件施設は乙町モーテル類似旅館規制条例（以下「本件条例」という。）

にいうモーテル類似旅館に当たるので，本件条例第3条による乙町長の同意を

得る必要があると指摘された。A は，2011 年 1 月 19 日，モーテル類似旅館

の新築に対する同意を求める申請書を乙町長に提出したが，乙町長は，同年2

月 18 日，本件施設の敷地の場所が児童生徒の通学路の付近にあることを理由

にして，本件条例第5条に基づき，本件施設の新築に同意しないとの決定（以

下「本件不同意決定」という。）をし，本件不同意決定は，同日，Aに通知され

た。

Aは，本件施設の敷地の場所は，通学路として利用されている道路から約

80 メートル離れているので，児童生徒の通学路の付近にあるとはいえず，本

件不同意決定は違法であると考えており，乙町役場を数回にわたって訪れ，本

件施設の新築について同意がなされるべきであると主張したが，乙町長は見解

を改めず，本件不同意決定を維持している。

Aは，既に建築確認を受けているものの，乙町長の同意を得ないまま工事

を開始した場合には，本件条例に基づいて不利益な措置を受けるのではないか

という不安を有している。そこで，Aは，本件施設の新築に対する乙町長の

同意を得るための訴訟の提起について，弁護士であるCに相談することにし

た。同年 7 月上旬に，当該訴訟の提起の可能性についてAから相談を受けた

Cの立場で，以下の設問に解答しなさい。

なお，本件条例の抜粋は資料として掲げてあるので，適宜参照しなさい。

〔設問1〕

本件不同意決定は，抗告訴訟の対象たる処分（以下「処分」という。）に当た

るか。Aが乙町長の同意を得ないで工事を開始した場合に本件条例に基づい

て受けるおそれがある措置及びその法的性格を踏まえて，解答しなさい。
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〔設問2〕

本件不同意決定が処分に当たるという立場を採った場合，Aは，乙町長の

同意を得るために，誰を被告としてどのような訴訟を提起すべきか。本件不同

意決定が違法であることを前提にして，提起すべき訴訟とその訴訟要件につい

て，事案に即して説明しなさい。なお，仮の救済については検討しなくてよい。

【資料】乙町モーテル類似旅館規制条例（平成18年乙町条例第20号）（抜粋）

(目的)

第1条 この条例は，町の善良な風俗が損なわれないようにモーテル類似旅館

の新築又は改築（以下「新築等」という。）を規制することにより，清純な生

活環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは，旅館業法（昭和23 年法

律第138 号）第 2 条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供することを

目的とする施設であって，その施設の一部又は全部が車庫，駐車場又は当該

施設の敷地から，屋内の帳場又はこれに類する施設を通ることなく直接客室

へ通ずることができると認められる構造を有するものをいう。

(同意)

第3条 モーテル類似旅館を経営する目的をもって，モーテル類似旅館の新築

等（改築によりモーテル類似旅館に該当することとなる場合を含む。以下同じ）を

しようとする者（以下「建築主」という。）は，あらかじめ町長に申請書を提

出し，同意を得なければならない。

(諮問)

第4条 町長は，前条の規定により建築主から同意を求められたときは，乙町

モーテル類似旅館建築審査会に諮問し，同意するか否かを決定するものとす

る。

(規制)

第 5 条 町長は，第 3 条の申請書に係る施設の設置場所が，次の各号のいず

れかに該当する場合には同意しないものとする。

(1) 集落内又は集落の付近

(2) 児童生徒の通学路の付近

(3) 公園及び児童福祉施設の付近
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(4) 官公署，教育文化施設，病院又は診療所の付近

(5) その他モーテル類似旅館の設置により，町長がその地域の清純な生活

環境が害されると認める場所

(通知)

第 6条 町長は，第 4 条の規定により，同意するか否かを決定したときは，

その旨を建築主に通知するものとする。

(命令等)

第7条 町長は，次の各号のいずれかに該当する者に対し，モーテル類似旅館

の新築等について中止の勧告又は命令をすることができる。

(1) 第 3 条の同意を得ないでモーテル類似旅館の新築等をし，又は新築等

をしようとする建築主

(2) 虚偽の同意申請によりモーテル類似旅館の新築等をし，又は新築等を

しようとする建築主

(公表)

第8条 町長は，前条に規定する命令に従わない建築主については，規則で定

めるところにより，その旨を公表するものとする。ただし，所在の判明しな

い者は，この限りでない。

2 町長は，前項に規定する公表を行うときは，あらかじめ公表される建築主

に対し，弁明の機会を与えなければならない。

(注）本件条例においては，資料として掲げた条文のほかに，罰則等の制裁の

定めはない。

Ｉ. 基礎編

▶基礎的事項のチェック

1．抗告訴訟とは何か。

2．行政事件訴訟法における処分とは何か。

3．行政事件訴訟には、どのような種類の訴訟があるか。

4．抗告訴訟の被告は誰であるべきか。

5．申請型義務付け訴訟の訴訟要件は何か。

6．どのような場合に、どのような抗告訴訟を申請型義務付け訴訟に併合提
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起すべきか。

7．処分の取消訴訟の訴訟要件は何か。

1. 設問 1に関する基礎的事項

(1) はじめに

設問1では、「抗告訴訟」と「処分」という専門用語が登場してくるので、ま

ずはこれらの意味について説明することにしよう。

また、問題文では、「建築基準法」と「建築確認」という言葉も登場してく

る。これらの用語について理解を得ておくことは、本問の解答を行う上で必要

不可欠というわけではないが、事例問題を通じて行政法の学修をしていると、

これらの用語に遭遇することが少なからずある。そこで、これらについても簡

単に説明しておく。

(2) 抗告訴訟の意義と特徴

行政活動を裁判で争う際に利用する法律として「行政事件訴訟法」という名

前の法律があり、抗告訴訟は、この法律の中で規律されている。同法によれば、

抗告訴訟とは「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう」（行訴法3 条

1項）。

もっとも、この定義だけでは抗告訴訟の意味を十分把握することができない。

そこで、抗告訴訟が有する二つの特徴を指摘しておく。

第一に、抗告訴訟は主観訴訟である。主観訴訟とは個人の具体的な権利保護

を目的とする訴訟のことをさす。このタイプの訴訟は、適法な公務遂行を確保

し、それによって一般公共の利益を保護することを目的とする客観訴訟とは区

別される。行政事件訴訟法上、行政事件訴訟とは抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴

訟、機関訴訟をいうとされているが（行訴法2条）、このうち前二者が主観訴訟で

あり、後二者が客観訴訟である。したがって抗告訴訟は個人の具体的な権利保

護を目的とする訴訟である。

第二に、抗告訴訟は「行政庁の公権力の行使」に関する不服の訴訟である。

抗告訴訟と同様、主観訴訟として位置づけられる当事者訴訟は、「行政庁の公

権力の行使」に関する訴訟ではない。したがって、「行政庁の公権力の行使」
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に関する不服の訴訟であるか否かという視点が、抗告訴訟と当事者訴訟を区別

する視点となる。

(3) ｢抗告訴訟の対象たる処分」の意味

抗告訴訟が「行政庁の公権力の行使」に関する不服の訴訟であるならば、さ

らに「行政庁の公権力の行使」とは何かということが問題になる。もっとも、

この問いに対する回答は確立していない。そこで、通常、参考にされるのが抗

告訴訟の一類型である取消訴訟（行訴法3 条 2項）に関する議論である。行政法

上、取消訴訟の対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」（＝

「処分」）と定められていて、文言上、抗告訴訟の対象である「行政庁の公権力

の行使」とは異なる。

両者の関係は必ずしも明らかではないが、①「行政庁の公権力の行使」概念

は取消訴訟が対象とする「処分」を含むこと、および、②「行政庁の公権力の

行使」概念の大部分を取消訴訟の対象としての「処分」が占めることについて

異論はない。そうすると、抗告訴訟は処分を対象にした不服の訴訟であると言

い換えることも、あながち不可能ではない。行訴法上、抗告訴訟の対象は処分

であるとはどこにも明記されていないにもかかわらず、設問1の中で「抗告訴

訟の対象たる処分」という表現がされているのは、以上の理解に支えられてい

るものと思われる。

旅館規制条例に基づく不同意と訴訟形式の選択 5

行政事件訴訟 主観訴訟 抗告訴訟（行訴法3条）

客観訴訟

当事者訴訟（行訴法4条）

民衆訴訟（行訴法5条）

機関訴訟（行訴法6条）

抗告訴訟の対象「行政庁の公権力の行使」（行訴法3条 1項）

取消訴訟の対象「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」＝「処分」（行訴法3条 2項）

○行政事件訴訟法における行政事件訴訟の類型



なお、従来は、抗告訴訟について定めた行訴法 3 条 1項の「行政庁の公権

力の行使」概念よりも、取消訴訟について定めた行訴法 3 条 2項の「行政庁

の処分その他公権力の行使に当たる行為」概念＝処分概念のほうに注目が集ま

り、その意味内容が議論されてきた。そのため、抗告訴訟が問題となっている

本問でも、行訴法 3 条 2項の処分概念に関して展開されてきた従来の議論を

参照することが有意義である。そこで、次に同条項の処分概念について、従来

の議論も踏まえつつ、基本的事項を確認することにしよう。

(4) 処分の意義

行訴法 3 条 2項によれば、取消訴訟とは、「行政庁の処分その他公権力の行

使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう」。そのため、「行政庁の処分その

他公権力の行使に当たる行為」以外の行為の取消しを求める訴訟は、同法でい

う取消訴訟に該当しない。結局、同法でいう取消訴訟であるためには、訴えの

対象が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」でなければならない

といえる。

この「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は、（ア）「行政庁の

処分」というパーツと（イ）「その他公権力の行使に当たる行為」というパー

ツからなっている。したがって、取消訴訟の対象として相応しいのは、（ア）

「行政庁の処分」（これを狭義の処分と呼ぶことがある）と（イ）「その他公権力の

行使に当たる行為」である。行訴法は、この二つをまとめて「処分」（これを広

義の処分と呼ぶことがある）と呼んでいる（行訴法3条2項括弧書）。

それでは、（ア）「行政庁の処分」とは何か。「行政庁の処分」について、行

訴法は何の定義規定も置いていないので、解釈上、問題となる。この問題につ

き、最高裁は、行政庁の処分とは「公権力の主体たる国または公共団体が行う行

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定す

ることが法律上認められているものをいう」（最判昭和 39 年 10 月 29 日民集 18巻 8 号
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取消訴訟の対象

（ア）行政庁の処分（狭義の処分）

（広義の）処分

（イ）その他公権力の行使に当たる行為
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