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第３　不服申立ての要件
※ 　再調査の請求と再審査請求については、審査請求に関する規

定の多くが準用される（61条、66条１項）。そこで、以下で
は、主として審査請求について説明する。

１　不服申立ての対象

第２条（処分についての審査請求）
　行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の
定めるところにより、審査請求をすることができる。
第３条（不作為についての審査請求）
　法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者
は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政
庁の不作為（法令に基づく申請に対して何らの処分をもしない
ことをいう。以下同じ。）がある場合には、次条の定めるとこ
ろにより、当該不作為についての審査請求をすることができ
る。

　旧行政不服審査法では、処分・不作為についての基本
的な不服申立ては、異議申立てと審査請求であった。
　これに対し、２条は処分について、３条は不作為につ
いて、基本的な不服申立てを審査請求に一元化すること
を明らかにしている。

⑴　処分についての審査請求の対象
処分についての審査請求の対象は、「行政庁の処分」である（２

条）。「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為をいう（１条２項）。

なお、「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人
の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する事実行為
（継続的事実行為）が含まれる。

⑵　不作為についての審査請求の対象
不作為についての審査請求の対象は、「行政庁の不作為」である

（３条）。「不作為」とは、法令に基づく申請に対して何らの処分
をもしないことをいう（３条かっこ書）。不作為全般について審査
請求ができるわけではない。
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⑶　適用除外

ア　７条１項各号に掲げる処分・不作為
行政庁の処分およびその不作為については、とくに除外されな

い限り、審査請求することができるが（一般概括主義）、行政手
続法と同様にかなりの広範囲にわたり、適用除外となるものがあ
る（７条１項）。

［適用除外となる処分・不作為］

①
慎重な手続によって行われた処分であるので、不服申立てを認め
ても結局同じ結果になると予想されるもの

１号 国会の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分

２号
裁判所もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてさ
れる処分

３号
国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決を経て、またはこれ
らの同意もしくは承認を得た上でされるべきものとされている処
分

４号 検査官会議で決すべきものとされている処分

②
行政不服審査法よりも慎重な手続によってその不服を処理するこ
ととされているもの

５号
当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分で、法令の規
定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の
一方を被告とすべきものと定められているもの

６号
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法
警察職員がする処分

７号

国税または地方税の犯則事件に関する法令（他の法令において準
用する場合を含む。）に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署
長、収税官吏、税関長、税関職員または徴税吏員（他の法令の規
定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。）がする処分
および金融商品取引の犯則事件に関する法令（他の法令において
準用する場合を含む。）に基づいて証券取引等監視委員会、その
職員（当該法令においてその職員とみなされる者を含む。）、財
務局長または財務支局長がする処分

③
処分の性格から行政不服審査法の手続による不服申立てを認める
のが適当でないもの

８号

学校、講習所、訓練所または研修所において、教育、講習、訓練
または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童もしくは
幼児もしくはこれらの保護者、講習生、訓練生または研修生に対
してされる処分

９号
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少
年院、少年鑑別所または婦人補導院において、収容の目的を達成
するためにされる処分

CHECK 適用除外につい
て

行政不服審査法による審査
請求をすることができない処
分・不作為であっても、行政
上の不服申立てが不要となる
わけではありませんので、そ
の性質に応じた特別の不服申
立制度を他の法令で設けるこ
とは妨げられません（８
条）。
例えば、地方自治法255条
の４の「審決の申請」があり
ます（７条１項１号、３号参
照）。

CHECK ７条１項各号に
定められた処分
以外の処分

７条１項各号に定められた
処分以外の処分についても、
独自の慎重な手続を設けてい
るものや、緊急の事態に対処
するために行われるものなど
について、個別法において審
査請求をすることができない
旨の規定が置かれている場合
があります。
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10号 外国人の出入国または帰化に関する処分

11号 専ら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分

④
すでに不服申立処理機関の判断が示されているため、再び争わせ
る必要がなく、これを認めることは迅速な処理を阻害することに
なるもの

12号
この法律に基づく処分（第５章第１節第１款の規定に基づく処分
を除く。）

イ　国の機関等に対する処分・不作為
国の機関または地方公共団体その他の公共団体もしくはその機

関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格に
おいて当該処分の相手方となるものおよびその不作為について
は、行政不服審査法の規定は、適用しない（７条２項）。

「固有の資格」とは、私人が立ち得ないような公共団体として
の資格のことである。例えば、地方公共団体が国等から「関与」
（地方自治法245条）を受ける場合がこれに当たる。

２　不服申立てを行いうる者
不服申立人は、不服申立資格と不服申立適格を備える必要があ

る。

⑴　不服申立資格
「不服申立資格」とは、不服申立てを行うことができる一般的資

格のことである。
自然人・法人のみならず、法人でない社団・財団であっても、代

表者または管理者の定めがあるものは、その名で審査請求をするこ
とができるとされており、不服申立資格を有している（10条）。再
調査の請求、再審査請求においても、これと同様に取り扱われる
（61条、66条１項）。

なお、行政不服審査法は「国民が……広く行政庁に対する不服申
立てをすることができるための制度を定める」（１条１項）もので
あるが、これは外国人による不服申立てを排除する趣旨ではない。

⑵　不服申立適格
不服申立資格を有するからといって、具体的事件において必ずし

も不服申立てができるわけではない。不服申立てを行うには、さら
に「不服申立適格」を要する。

「不服申立適格」とは、具体的・特定の事件において、不服申立
てを行うのにふさわしいと認められるための資格をいう。

処分について審査請求できるのは、「行政庁の処分に不服がある
者」である（２条）。「不服がある者」の範囲が解釈上問題となる
が、取消訴訟における原告適格の範囲と同一に解し、当該処分につ
いて不服申立てをする「法律上の利益」を有する者に限定される

CHECK 「国の機関等に
対する処分・不
作為」について

行政不服審査法７条２項は
「……この法律（行政不服審
査法）の規定は、適用しな
い」と定めています。
そのため、国の機関等に対
する処分・不作為について
は、行政不服審査法に基づく
不服申立ての対象とならない
だけでなく、教示等の規定も
適用されないことになりま
す。

CHECK 「 不 服 申 立 資
格」と「不服申
立適格」

「不服申立資格」は、具体
的・特定の事件を離れて、一
般的に不服申立てをそもそも
行うことができるかどうかの
問題です。
これに対し、「不服申立適
格」は、不服申立資格がある
ことを前提として、具体的・
特定の事件について、その者
が不服申立てをすることがで
きるかどうかの問題です。
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（主婦連ジュース訴訟／最判昭53.3.14）。
これに対し、不作為について審査請求できるのは、「法令に基づ

き行政庁に対して処分についての申請をした者」である（３条）。

判例 主婦連ジュース不当表示事件（最判昭53.3.14）

社団法人（当時）日本果汁協会等の申請に基づき公正取引
委員会が認定した果汁飲料等の表示に関する公正競争規約で
は、無果汁の飲料でもその旨の表示に代えて「合成着色飲
料」等とのみ表示すればよいこととなっていた。これに対
し、主婦連（主婦連合会）が、この規約は一般消費者に果汁
を含有していない旨を伝える表示として適正でないと主張し
て公正取引委員会に不服申立てをしたが、却下審決がなされ
たため、その取消しを求めて訴えを提起した。

判旨

不当景品類及び不当表示防止法（景表法）10条６項にいう公正
取引委員会の処分について不服があるものとは、一般の行政処分
についての不服申立ての場合と同様に、当該処分について不服申
立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自
己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的
に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである……景表
法の規定により一般消費者が受ける利益は……同法の規定の目的
である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上
の利益であって……法律上保護された利益とはいえないものであ
る。……そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公正取
引委員会による公正競争規約の認定につき景表法10条６項による
不服申立てをする法律上の利益を持つ者であるということはでき
ない。
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３　不服申立ての期間
処分についての不服申立ては、処分の法的効果の早期安定の見地

から、法定の期間内にしなければならないとされる。
処分の不服申立期間には、①不服申立人の知・不知を基準とした

主観的不服申立期間と、②処分の経過期間を基準とした客観的不服
申立期間がある。

［主観的不服申立期間］

裁判所への出訴

　処　分　

審査請求

再調査の請求

再審査請求

⑴　処分についての審査請求の場合

ア　原則
処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３カ月以内にしな
ければならない（主観的審査請求期間／18条１項）。

処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処
分があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、もはや
することができない（客観的審査請求期間／18条２項）。

なお、審査請求書を郵便等で提出した場合、郵送に要した日数
は参入されない（18条３項）。

イ　例外－再調査の請求をしたときの審査請求の場合
処分について再調査の請求をしたときは、審査請求は、正当な

理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があっ
たことを知った日の翌日から起算して１カ月以内にしなければな
らない（18条１項本文かっこ書）。

処分について再調査の請求をしたときは、審査請求は、正当な
理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があっ
た日の翌日から起算して１年を経過したときは、もはやすること

CHECK 「正当な理由」
の例

例えば、誤って長期の審査
請求期間が教示され、他の方
法でも正しい審査請求期間を
知ることができなかったよう
な場所や、災害などにより、
審査請求をすることができな
いやむを得ない理由があると
認められる場合などが「正当
な理由」（18条１項ただし
書、同条２項ただし書）に当
たります。

CHECK 「処分があった
こ と を 知 っ た
日」とは

行政不服審査法18条１項本
文の規定する「処分があった
ことを知った日」とは、処分
のあったことを現実に知った
日をいいますが、社会通念上
処分のあったことを当事者の
知り得べき状態の置かれたと
きもこれに含まれます。
都市計画事業のように、権
利者への個別の通知でなく一
般的告示・公告などがなされ
るときには、その告示等が起
算日の基準とされます（最判
平14.10.24）。
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ができない（18条２項本文かっこ書）。
なお、審査請求書を郵便等で提出した場合、郵送に要した日数

は参入されない（18条３項）。

⑵　不作為についての審査請求の場合
不作為についての審査請求については、不服申立期間の制限はな

い。不作為状態が継続している限り、審査請求を認める必要がある
からである。

なお、不作為についての審査請求が「申請から相当の期間が経過
しないでされたものである場合」には、審査庁は、当該審査請求を
却下することができるとした規定がある（49条１項）。この場合、
不作為庁が個別法の規定により申請に対する審査・判断をしている
段階にあるので、不作為庁としては個別法の規定により申請に対す
る処分に関する手続を引き続いて行うこととなり、不作為について
の審査請求が不適法とされるからである。

⑶　再調査の請求の場合
再調査の請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３カ月以内にしなければならない
（主観的再調査の請求期間／54条１項）。

再調査の請求は、正当な理由があるときを除き、処分があった日
の翌日から起算して１年を経過したときは、もはやすることができ
ない（客観的再調査の請求期間／54条２項本文）。

なお、再調査の請求書を郵便等で提出した場合、郵送に要した日
数は算入されない（61条・18条３項）。

⑷　再審査請求の場合
再審査請求は、正当な理由があるときを除き、原裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して１カ月以内にしなければならない
（主観的再審査請求期間／62条１項）。

再審査請求は、正当な理由があるときを除き、原裁決があった日
の翌日から起算して１年を経過したときは、もはやすることができ
ない（客観的再審査請求期間／62条２項）。

なお、再審査請求書を郵便等で提出した場合、郵送に要した日数
は算入されない（66条１項・18条３項）。
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［不服申立ての期間の整理］

不服申立ての種類
主観的

不服申立期間
客観的

不服申立期間

審査請求
処分

３カ月
※ 再調査の請求後

なら１カ月
１年

不作為 なし なし

再調査の請求 ３カ月 １年

再審査請求 １カ月 １年


