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この文書は、全国行政書士立命会第５回

する行為を受任して事務を完了したとして

交流大会行事「行政書士業務と弁護士法第

も *2、そもそも委任契約が無効ですから、

７２条の関係について」の討論会*1 におい

行政書士が委任者に報酬や立替金の支払請

て、基調討論の最後に私が口頭で発表しま

求訴訟を起こしても敗訴します。逆に委任

した私見・「これまでの思考方法からの脱

者から債務不存在確認訴訟や、既払い金員

却」に加筆修正したものです。権利義務、

の返還請求訴訟を起こされますと、行政書

事実証明に関する書類作成業務にたずさわ

士が敗訴するのが原則です（例外として民

っている先生方に、弁護士法（以下「弁法」

法７０８条）。したがって、権利義務･事実

と言う）７２条や同法７７条３号について

証明に関する書類作成の依頼があるとき

よく考えてもらうために公表したもので、

は、受託する前に弁法７２条に抵触しない

一つの私的な見解に過ぎません。そのこと

かどうかを慎重に検討する必要がありま

を十分理解したうえで読んでいただければ

す。

幸いです。

ところで、弁護士法違反被告事件の中に
大変興味のある判決があります。最高裁判
所大法廷判決昭和４６年７月１４日（刑集

I はじめに
弁法７２条は、弁法７７条３号の犯罪構

第 25 巻 5 号 690 頁）がそれです。この判

成要件とされていますので、弁法７２条違

決は、弁法７２条についていわゆる「一罪

反行為は、特別刑法である弁法７７条３号

説」を採用した判例として有名ですが、私

を犯すことになるほか、弁法７２条に違反

は、別の点に注目しています。それは、同

する法律行為は民法９０条の公序良俗違反

判決が「……同条制定の趣旨について考え

として無効とされます（最判昭和３８年６

ると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会

月１３日民集１７巻５号７４４頁）。仮に、

正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を

某行政書士が委任者から弁法７２条に違反

行なうことをその職務とするものであっ

-1米 田 壽一 行 政 書 士 事務 所

13/09/10 22:45

て、そのために弁護士法には厳格な資格要

法７２条に違反する場合には行政書士法

件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正

（以下「行法」と言う）を検討するまでも

な遂行のため必要な規律に服すべきものと

なく当然取締りの対象となることを認めた

されるなど、諸般の措置が講ぜられている

ものではありません。それにもかかわらず

のであるが、世上には、このような資格も

下級審裁判所の中には、行政書士が当事者

なく、なんらの規律にも服しない者が、み

となった民事事件の理由中の判断で本判決

ずからの利益のため、みだりに他人の法律

が立法趣旨として記載した文面を形式的に

事件に介入することを業とするような例も

援用しただけで、行法に対する十分な配慮

ないではなく、これを放置するときは、当

をしないまま裁判をしたものがありまし

事者その他の関係人らの利益をそこね、法

た。これでは、最高裁判所大法廷判決昭和

律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、

４６年７月１４日の精神（真に意図すると

ひいては法律秩序を害することになるの

ころ）を無視したことになります。そのた

で、同条は、かかる行為を禁圧するために

め行政書士もずぶの素人と同列に扱われて

設けられたものと考えられるのである。し

しまった点は大変残念なことです。

かし、右のような弊害の防止のためには、
私利をはかってみだりに他人の法律事件に
介入することを反復するような行為を取り
締まれば足りるのであって、同条は、たま

II 非弁行為取締りの趣旨を考える
１

なぜ非弁行為取締りの趣旨を検討する

のか

たま、縁故者が紛争解決に関与するとか、
知人のため好意で弁護士を紹介するとか、
社会生活上当然の相互扶助的協力をもって
目すべき行為までも取締りの対象とするも
のではない。
」と判示した部分です。

職業として行政書士を選択すること
は、「職業選択の自由」として、行政書
士業務を行うことは「営業の自由」とし
て憲法２２条１項で保障されています。
しかし、憲法上の人権と言えども「公共

すなわち、本テーマとの関係で重要なの
は、弁法７２条を文字どおり形式的に適用
すれば犯罪が成立する場合に、非弁行為取
締りの趣旨から「取締りの対象とするもの
ではない」ケースのあることを判示した点
です。この判決は、行政書士でない一般市
民が刑事被告人となったもので、そのため
判決では行政書士法に触れる必要がなかっ
ただけです。行政書士の行為が形式的に弁

の福祉」による制約を受けますが、その
制約は必要最小限度でなければなりませ
ん（憲法１３条）。必要最小限度の制約
かどうかを審査する基準は、精神的自由
と経済的自由とでは異なりますし、経済
的自由でも政策目的による制約か警察目
的による制約かによっても異なります。
非弁行為取締りの趣旨はこれを放置する
場合に生じる弊害を防止するために規定
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されたものですから警察目的による制約

と、その行動は野放図なものとなり、自

となります。したがって、講学上「厳格

己の利益を追求するあまり紛争当事者で

な合理性の基準」と呼ばれる審査基準で

ある国民の利益が侵害される危険性が大

判断することになります。この基準によ

きいからです。しかし行政書士は、行法

りますと制約の必要性があるというだけ

６条以下により行政書士会へ加入が強制

では合憲とされず、制約目的達成のため

されています。また、行法は「行政書士

の合理的関連性の有無も審査されます。

は、誠実にその業務を行なうとともに、

目的達成のために合理的な関連性がなけ

行政書士の信用又は品位を害するような

れば、法令そのものを違憲とする（法令

行為をしてはならない。」と定める（行

違憲）か、法令は合憲だがその制約を当

法１０条）とともに、「会員の品位を保

該事件に適用する限りにおいて憲法に違

持し、その業務の改善進歩を図るため、

反する（適用違憲）とされます。非弁行

会員の指導及び連絡に関する事務を行」

為取締りの趣旨とされてきたものが某行

なわせるために都道府県行政書士会の設

政書士の某書類作成については当てはま

置を義務づけ（行法１５条１項、２項）
、

らないと裁判所に判断されますと、弁法

会則に「会員の品位保持に関する規定」

７２条本文が当該行政書士業務に適用さ

の記載を義務づけています（行法１６条

れないので、行法１条の２第２項の「他

５号）。行政書士が会員の品位を害しま

の法律において制限されているもの」の

すと、都道府県知事から懲戒処分を受け

適用例が少なくなることになります。そ

ますし（行法１４条以下）、都道府県行

うしますと行政書士の「権利義務・事実

政書士会による綱紀処分も受けることに

証明に関する書類作成」業務の範囲もそ

なります（行法１５条２項、同法１６条

れだけ広いものとなります。それ故、非

５号に基づき各行政書士会は会則に綱紀

弁行為取締りの趣旨の合理性を考える必

処分に関する規定を設けています）。ま

要があるのです。

た、他の会員の目もあるので野放図なこ
とがなされる危険性も少なくなります。

２

非弁行為取締りの趣旨とされてきた理

この点では行政書士も、弁護士の場合と
遜色がありません。行政書士を資格制度

論を検討する
A まず第１に、「三百代言や事件屋から
国民を保護する必要がある」からだと言

の外にいる単なる市民と同列に評価する
こと自体、行政書士法による規律を無視
した議論と言うことになり、そもそも間

われています。
それは、弁護士会のような会に入会を
強制されない者が法的紛争に介入します

違っています。
三百代言云々（うんぬん）は無資格の
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市民に当てはまっても、行政書士が取り

律に服す」との規定があることを非弁護

扱う権利義務・事実証明に関する書類の

士排除の理由として言われることがあり

作成行為を制限する合理的な理由となら

ます。

ないと考えます。

行法には「基本的人権の擁護と社会正
義の実現を使命とし」という文言はあり

B 第２に、「職務の独立性と自治を有す
る弁護士に法律事務を付託することによ
って国民の権利・利益を擁護しようとし
たのが７２条の趣旨」だという見解が大
阪弁護士会ホームページ掲載の「弁護士
法７２条の再検討と隣接法律専門職の活
用等に関する意見書」において記載され

ませんが、行法１０条で「行政書士は、
誠実にその業務を行うとともに、行政書
士の信用又は品位を害するような行為を
してはならない。」と規定しています。
また、各行政書士は都道府県知事の監督
の下にあり（行法１３条の２２）、先に A
で述べたように知事による懲戒処分や各
行政書士会による綱紀処分もあるので

ています。
しかし、
「職務の独立性と自治権」は、
弁護士が法曹として政治権力ないし国家
権力（場合によっては政治権力ないし国
家権力に匹敵するような社会的勢力）と
闘わなければならないことがあるからで
す。単なる庶民の「太郎さんや次郎さん」
の争いを解決するのに「職務の独立性と
自治権」の有無を配慮する必要性はどこ
にあるのでしょうか？

す。規律維持の制度を設けているかどう
かという点では行政書士会も弁護士会も
同じです。そうだとしますと、行政書士
を排除する決定的な理由とならないと思
います。
実質的に考えても、弁護士が依頼者か
ら預かった財産を横領して泣かしている
事例が新聞やテレビで目につくではない
ですか（２０１３年（平成２５年）１月
２４日

職務の独立性云々（うんぬん）は、大
げさであって行政書士が取り扱う権利義
務・事実証明に関する書類の作成行為を
制限する合理的な理由とならないと考え
ます。

東京弁護士会の弁護士の逮捕に

あたっての日弁連コメント）。これなど、
「基本的人権の擁護と社会正義の実現を
使命とし」の規定が泣いているのではな
いでしょうか？

規律の有無も大切です

が、より重要なことは一人一人が職業倫
理として守っているかどうかではないで

C 第３に、弁法には「基本的人権の擁護

しょうか？

と社会正義の実現を使命とし」……「そ

結局、基本的人権の擁護云々（うんぬ

の職務の誠実適正な遂行のため必要な規

ん）も、行政書士が取り扱う権利義務・
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事実証明に関する書類の作成行為を制限

ているのですから、司法修習生考試（い

する合理的な理由とならないと考えま

わゆる二回試験）があるにしても、弁護

す。

士が本当に「高度な法律判断能力」を備
えた職業集団として維持されているので

D 第４に、①「職業が高度の専門性・公

しょうか？（多数の弁護士会自身が「法

共性をもつような場合には、資格を認定

曹の質の低下」を危惧する決議をしてい

された者のみが従事することができる」

ることがインターネット上見受けること

とされ、弁護士はその一例とされていま

ができます。）。また、「相手方の法律上

す。そのため「○○○○の判断には高度

の無智につけ入って、不当な報酬を取る

な法律（法的）判断を必要とする」から

ような弊害が多い」というのは行政書士

非弁護士を排除すると言われることがあ

に当てはまり、弁護士には当てはまらな

ります。あるいは、②「その者の法律上

いのでしょうか？この弊害は拝金主義者

の知識がいかなる程度のものであるかに

かどうかという個人の問題で資格の有無

ついて何らの保証がないのにかかわら

と関係がないと思います。

ず、その知識に基づく活動について対価

私は、①については理由があると思い

を取ること自体が不当であると解され、

ます。ただし、高度かどうかは比較の問

さらに相手方の法律上の無智につけ入っ

題であって絶対的なものではなく相対的

て、不当な報酬を取るような弊害が多い

なものと考えます。ずぶの素人にとって

と考えられるからである」などと言われ

は高度な知識であっても、行政書士にと

ています。

ってはもはや高度な知識といえないもの

まず、②については理由がないと考え

もあります。１０年前には高度な知識で

ます。「法律上の知識がいかなる程度の

あっても現在では高度な知識といえない

ものであるかについて何らの保証がな

ものもあります。法律上の紛争と言って

い」ということは行政書士にのみ当ては

も、千差万別で、それを解決するために

まるものではありません。実際問題とし

必要とする法的思考力にも色々な程度が

て、弁護士の能力にも色々ばらつきがあ

あります。したがって、事案を個別・具

るといえます。新司法試験では、受験者

体的に検討し、それを解決するのに高度

中、上位２，０００名を超える合格者が

な法的判断を必要とするかどうかを検討

でる時代となっています。旧司法試験の

して決めなければならないと考えます。

論文試験の成績で言えばＣあるいは場合

争点について、通説・判例と言われる程

によってはＤ評価の者（旧司法試験では

度にまで確定してしまった法的判断基準

当然不合格とされた者）まで合格者とし

があるとき、それを適用することは、さ
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ほど難しくはありません。平均的な行政

きない新しい形態の不法行為が問題とな

書士ならこなすことができます。とくに、

った事例など）や、確定した判例を覆さ

同様の紛争が大量に発生する紛争につい

ないと国民の意識とずれが生じている場

ては、多くの場合、それを解決するため

合（たとえば、非嫡出子の相続分規定の

に類型化した判断基準ができてしまって

違憲性を争う事例など）のような高度な

います。交通事故で言えば、事故の態様

法理論を駆使しなければ解決できない事

を類型化し、この場合の過失割合は何対

件に限定する必要があるのではないでし

何とか、後遺障害についてもどの様な障

ょうか。

害ならば、何級、何万円と一応基準が実

行政書士試験では裁判手続きに関する

務上何種類かできてしまっています。赤

知識は問われませんが、実体法について

本とか青本とか言われるものです。その

の知識は問われますので、合格するため

ほかにも弁護士会とか、裁判所の判断基

にはそれなりに勉強をしています。行法

準とされるものを掲載した書籍も出版さ

は「国民の利便を図るため」「権利義務

れています。具体的な事件においては、

又は事実証明に関する書類の作成」を行

事実関係が確定してしまえば、あとはど

政書士の業務と規定し（行法１条、１条

の本の基準にしたがうかということだけ

の２第１項）、それにふさわしい知識を

です。基準が決まれば、弁護士であろう

有するかどうかを試験され（行法３条）
、

と行政書士であろうと具体的な賠償金額

その能力があると認められたから合格で

にはさほど大きな違いが生じないことに

きたのであって、行政書士の法的思考能

なるのではないでしょうか。この程度の

力をずぶの素人と同列に扱うこと自体、

法的判断で解決できる事件なら「高度な

間違っているのではないでしょうか。た

法律判断を必要とする」事件とはもはや

とえば、内容証明で売掛金の支払を求め

いえないのではないでしょうか？

弁護

たり、あるいはこれに対して弁済した旨

士のみが独占しなければならない実質的

をやりとりしたりするぐらいのことは、

な根拠は見つかりません。国民の利便か

特段高度な法的判断を必要としないので

ら言えば、利用できる資格者が複数いる

すから、この程度の争いがあっても、行

方がまさっていることになります。

政書士が内容証明のやりとりをするぐら

弁護士が独占するにふさわしい「高度
な法律判断を必要とする事件」とは、事

いは別段不都合はないのではないでしょ
うか。

件を解決するために新判断基準を創造す

すなわち、裁判手続きで解決する場合

る必要がある場合（たとえば、公害のよ

を除き、高度な法律判断を必要としない

うに古典的な不法行為理論では解決がで

法律事務を行政書士が行う場合には、立
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法趣旨からして弁法第７２条の適用が予

士会には、できるだけ多くの非弁行為とし

定していないところと考えるべきではな

て問題となった事例を収集・研究して、研

いでしょうか。*3

究成果を公表するとともに、会員を適切に
指導していただきたいものです。

３

行政書士が当事者となった民事事件の

中に、これまで裁判実務で認められてきた

５

資格制度からみた行政書士登録資格の

非弁行為取締りの趣旨（前掲最高裁判所大

問題点

法廷判決昭和４６年７月１４日（刑集第 25

行法２条は行政書士試験の合格者でない

巻 5 号 690 頁））が行政書士業務にも妥当

者にも登録資格が与えていますが、資格制

することを前提に、自己の行為が弁法７２

度の趣旨から考えて疑問です。行法１条の

条の禁止行為に該当しないと争っているも

２は、「官公署に提出する書類……その他

のがありました。これでは行政書士はなか

権利義務又は事実証明に関する書類……を

なか勝てません。同じパターンで負けてし

作成すること」を認めています。たとえば

まいます。しかし、私は、形式的には弁法

行法６号の資格者は行政事務についてはそ

７２条に該当する場合でも、同法同条の立

れなりの経験を積んできたことは推定でき

法趣旨から事案によっては適用されるべき

ますが、それでも行政法の基礎知識を正し

でないケースがあるのではないかと考えて

く理解をしているかどうかは不明ですし、

います*4。

ましてや権利義務･事実証明に関する書類

これまでごく当たり前のように主張さ

を作成するのに必要な法律知識に至っては

れ、多くの行政書士の先生方も無批判的に

全く不明です。したがって彼らにはそれら

受け入れてきたと思われる非弁行為取締り

を行うに必要な知識の有無についての能力

の趣旨の合理性を考えてみられるように提

担保がなされていないことになります。経

案します。

験年数をいくら延長しても能力が担保され
るわけではありません。かようなことを容

４

認していると、いつまでたっても行政書士

行政書士会への要望
資格制度の趣旨からして行政書士試験で

の判断能力に疑問を持たれます。このこと

試された能力の程度を越えた書類作成をし

は６号資格以外にも当てはまります。一切

ないようにすべきことは当然としても *5、

の特例を廃止して、試験合格者にのみ登録

あまり萎縮してしまって客観的には行政書

資格を与えるとすべきではないでしょう

士法が行政書士に期待した業務まで放棄し

か。

てしまったような結果になることは避けな

以上

ければなりません。そのためにも各行政書
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*1 立命館大学校友会のホームページに掲載されています。URL は次のとおりです。
http://alumni.ritsumei.jp/news/005400.html
*2

行政書士が適法な行政書士業務と誤解して、客観的には弁護士法に違反した行為をし

ますと、それは「行政書士資格を持つ会員の行為」ですが「行政書士の適法な業務行為」
といえないことになります。

．．．．．．．．．．．．．．．．
*3 事件性必要説にくみし、そこで言う『事件』は、高度な法的判断を駆使しないと適切
．．．．．．．．．．．．．．．
な法律判断ができない程度の事件と限定するのが資格制度の趣旨に適合すると考えます。
この考えによりますと、当事者間に紛争があったとしても、高度の判断を必要としない場
合は、裁判手続きを利用しないで事案を解決するときは行政書士が排除される理由がない
のではないでしょうか。すなわち、行政書士が裁判外の和解に関する書類作成をしても弁
法７２条の適用外と考えてもよいのではないでしょうか。
*4

私は、「鑑定に該当しない」とか、「和解に該当しない」とかのレベルで争うだけでな

く、「たとえ形式的には鑑定や和解に該当するとしても、弁護士法７２条の趣旨（５頁の
５行目以下）からして同法同条を適用する合理的根拠はない」という争い方があるのでは
ないということです（憲法訴訟にいう「厳格な合理性の基準」の応用です）。弁護士しか
判断できない高度の専門的な法的思考力を必要とする事案に当たらないという争い方です。
*5

たとえば、裁判に関わる書類を作成することはできないと考えます。手続法には実体

法と異なり「手続きの安定」のような原理もあり、それに対する配慮も必要ですので考え
方も自（おの）ずと異なってきます。しかも、行政書士試験では、裁判手続きについて能
力を試されることもないのですから能力担保がされていません。これがその理由です。
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