


デジタル時代と実務法律  
本書は、21世紀における「法の支配」の重要性に想いを致し、法律を学ぶ多くの人々の

要望に応える目的をもって、企画・制作されております。
21世紀も、早や12年目となり、世界はグローバルの勢いを増しつつあり、デジタルのツー

ルはまさに日進月歩であります。特に法律は、デジタル化により、コンテンツ・送信の方法・
保管技術まで、その100％がデジタル化される性質をもっています。その影響ははかり知れ
ません。
私たちの生活は根底から激変の嵐の中にあります。それはまさに、グーテンベルクが15

世紀中頃、紙の印刷技術を発明した以来の激震であります。法律分野への影響は、はかり知
れません。これが、高度知識情報社会・知価社会を加速します。
さらに世の中、世界は、一層複雑化し、高度化し、それゆえ、法律の役割は、強まるばか

りです。専門職の重要性が一段と強まるでしょう。国家権力内だけでなく、民間企業・社会・
文化・学術の各分野においても、専門的な知識・技能を体得した実務専門家が大量に必要と
なります。
　

LEC の役割  
この実務専門家のなかで、特に、法律の実務専門職こそ、我が国において大規模に緊急養

成・配備される必要があります。法曹については、法科大学院と予備試験がスタートしてい
ます。会計士は、専門職大学院が始まっています。弁理士試験に合格する方も多数いる時代
です。働く人が合格しやすいように、一次試験を設けているものもあります。診断士・弁理
士・会計士・不動産鑑定士がそうです。このような国家・国民的要請に即応すべく、LECは、
本書「C-Book」を刊行しております。
国会では立法論が中心となるものですが、民間では、現行法の解釈論が中心です。また予

備試験・司法試験・司法書士試験・弁理士試験・公務員試験・行政書士試験・社労士試験な
ど、多くの法律系資格の試験において問われるのは、現行憲法及び主要法律の有権的解釈の
有様と法解釈の技術（リーガルマインド）であります。
　

パンデクテンと実務  
しかしながら、国会が制定する法律はいずれも、１条から順に規範文章が書かれており、

その全体構造・体系を網羅的かつ明晰に把握かつ理解することは、初心者にとっては難しい
ものです。
LECは、30年の受験指導の実践における蓄積の過程において、多くの法律概説書の論述

とは異なる「LEC独自の思考システム」を開発し、公表してきました。

はしがき



第５版における改訂  
第５版は、最新重要判例の補充はもちろんのこと、近年の法改正を踏まえて、国際裁判管

轄や非訟事件手続法に関する説明を加筆・修正いたしました。さらに、全ての法科大学院で
共通して履修すべき「コア・カリキュラム」の第２次案が2012年３月に発表されたことを
うけて、本書との対照表を作成し、本文のサイドコメントにも各項目を掲載いたしました。
以上の改訂によって、本書は、司法試験の受験対策としてはもちろんのこと、法科大学院

の授業を受ける際の補助教材としてもご利用いただけます。
　

試験の公平・機会の均等と予備試験  
2011年から、「予備試験」が始まりました。時間やお金が障害になっている方、学生、社

会人にとって、予備試験こそ公平・平等・機会均等の試験です。「予備試験」が開始された
ことによって、等しく法曹への道が拓けました。大学生にとっても、１年次から予備試験に
挑戦する人がますます増加することでしょう。
予備試験は、司法試験の受験資格を得るための試験なので、法科大学院修了レベルを試す

試験内容とされています。本書はそのため、法科大学院において学習する民事訴訟法の範囲
を網羅しておりますので、予備試験の受験対策用として活用することができます。
民事系科目の勉強において、手続法である民事訴訟法を勉強することにより実体法である

民法等の理解が容易になります。手続を通じて認められる事実が、裁判における真実となり
ます。実体法で認められることと、訴訟を通じて認められる真実は同じではありません。す
なわち、手続を通じて真実は明らかになるのです。手続を知ることによって実体法を動態的
に把握することができます。このように訴訟から実体法をみることが必要です。
本書を利用することによって、一人でも多くの法曹志望者が、所期の目的を達成されるこ

とを祈念いたします。

2012年９月吉日

� LEC総合研究所　司法試験部
� 編著者代表　　　反町　勝夫

（なお、このC-BOOKシリーズは、国家試験という毎年変動する対象に焦点を絞った実践
の体系書です。それゆえ、これまでの多くの専門家・実務家・講師・スタッフの協力・支援
のもとに成り立っています。この積年の蓄積なくして、実務書籍が、難関の国家試験という
教育実践に役立つものとして完成するものではありません。これまで弊社で精力を注進され
た多くの先輩・同輩に対して、ここで感謝の言葉を述べさせていただきます。）



一　本書の効果的活用法
本書は、民事訴訟法の全分野について、司法試験を突破するのに必要十分な情報を網羅

しています。それゆえ、本書を完璧にマスターすれば、民事訴訟法においては合格ライン
をはるかに超える実力が備わるといえるでしょう。ただ、メリハリ付けをせず漫然と読ん
でみても、本書を完璧にマスターすることは困難と思われます。そこで、本書では、読者
の学習レベルにあわせて適切な学習方法を行ってもらうべく、単元や図表のメリハリ付け
を行っています。初学者の方は、最初の段階ではＢランクの情報にはあまり捉われず、Ａ
ＡランクやＡランクの情報について正確におさえるよう心がけて下さい。

１　単元のランク
ＡＡ：試験で問われる可能性が非常に高く、かつ、きわめて重要度の高い必修単元である。
　Ａ：試験で問われる可能性が比較的高く、かつ、重要な単元である。
　Ｂ：基本的事項を理解しておくことが必要な単元である。

２　図表のランク
ＡＡ：試験対策のため、理解しておかなければならない非常に重要度の高い図表である。
　Ａ：試験対策のため、重要な図表である。
　Ｂ：参考程度にみておけば足りるものである。

二　本書の構成

１　序論「民事訴訟の全体像」・「要件事実論」
民事訴訟法は、手続全体を把握してはじめて個々の問題について理解できるという特

性をもっています。そこで、本書では、本編に入る前に序論として、手続全体を概観する�
「民事訴訟の全体像」を設けました。この「民事訴訟の全体像」を読むことにより、本編
をはじめから無理なく理解することができるでしょう。
また、司法試験などでも必須知識となっている要件事実論の初歩についても記載を加え

てあるので、実感をもって民事訴訟の理解を深めることができるでしょう。

２　「Legal Navigation」
本書では、節のはじめに「Legal�Navigation」が設けてあります。これは、その節で学

習する大まかな内容を、具体例を用いつつ平易な言葉で説明しているものです。初学者の
方は、この「Legal�Navigation」を利用して、その節で学ぶ事項をイメージして下さい。

３　節・準節目次、「学習の指針」
本書では、節や準節の目次を冒頭に示しています。今後学ぶ節や準節の構成を大まかに

おさえ、体系的理解に役立てて下さい。また、準節目次とともに「学習の指針」を設け、
その準節の内容を学習するにあたっての重要ポイントを示し、学習の方向付けをしていま
す。

４　「問題の所在」、「考え方のすじ道」、「アドヴァンス」
本書では、論点を具体的に捉え、的確な論証をすることができるように、「問題の所�

在」、「考え方のすじ道」を設けています。また、より詳しく論点の争いを知ることができ
るように「アドヴァンス」において徹底的に論点の解説をしています。

本書をお使いいただくにあたって



５　「One Point」、「Hi-level」、判例の「結論」
初学者が混乱しがちな類似概念やイメージがつかみにくい箇所には、「One�Point」とし

て、理解を助けるヒントを示しています。
また、応用的事項・発展的事項の説明を、「Hi-level」として記載しました。これは、主

に中・上級者向けの記述ですので、初学者の方は読みとばしてもよいでしょう。
さらに、要約されている短い判例については欄外に、事案・判旨が長めの判例について

は本文に記載すると同時にその結論を欄外に、それぞれ記載しています。試験直前期には、
欄外のみで判例の結論を確認することが可能です。

６　比較の「表」、「Link Link」
民事訴訟法をマスターするためには、概念の比較についての理解が不可欠です。そこで、

概念の比較の表を充実させるとともに、表下に表を読む際のナビゲート項目を適宜設けま
した。
また、民事訴訟法の知識には横断的なものが多く、その箇所の説明だけではわかりにく

いということがあります。そこで、欄外に「Link�Link」として重要概念の主な説明箇所
への参照先を示し、横断的な学習がなされるよう配慮しました。

７　「実務に迫る！」
試験勉強だけでは、実際に民事訴訟がどのようになされているか、具体的なイメージを

もつことは、なかなか難しいと思われます。そこで、実際に民事弁護に携わり、第一線で
ご活躍されている弁護士の方々に伺ったお話を、「実務に迫る！」として随所に掲載しま
した。

８　論文試験過去問、「論証カード」、「定義集」
本書では、学習により培った実力を試すことができるように、節末、巻末に本試験の過

去問を配しています。
また、論証カード、定義集を、巻末に用意しています。情報のインプットや、試験直前

期の最終確認に役立てて下さい。

本書に関する最新情報は、『LEC 司法試験サイト』
（http://www.lec-jp.com/shihou/cbook/）にてご案内いたします。

C-Bookの「C」って何？
いわゆる基本六法といわれる、憲法（Constitution）・民法（Civil Law）・刑法（Criminal 

Law）・商法（Commercial Law）・民事訴訟法（Civil Procedure）・刑事訴訟法（Criminal 
Procedure）の意外な共通点をご存じですか。

ご覧のとおり、英語に訳すとすべて「C」が頭文字になっています。つまり、
C-Bookの「C」には、六法のすべてが凝縮されているのです。

しかも、C-Bookは、六法の知識を、完璧（Complete）、かつ簡潔（Compact）に
集約し、そして創造的（Creative）に表現しています。

だからこそC-Bookは、みなさんに、法律をわかりやすくお伝えできるというわけ
なのです。
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●1-1 総説　●1-2 訴訟要件の調査1 訴訟要件総論

訴訟要件とは？

民事訴訟は、人と人との間に争いが生じ、当事者が助けを求めた場合に、裁判所がその争いを解決す
る手続です。では、裁判所は持ち込まれた争いのすべてについて、原告の請求に理由があるか否かを判断
しなければならないのでしょうか。
当事者が裁判所に持ち込む事件の中には、審理の必要のない事件もあるでしょう。それにもかかわらず、
持ち込まれた事件すべてについて、原告の請求に理由があるか否かを判断しなければならないとすると、
時間と労力の無駄使いになってしまいます。この時間と労力は、真に訴訟による解決を必要としている紛
争の解決のために費やされるべきでしょう。そこで、民事訴訟法は、民事訴訟制度によって解決するのに
適するか否かを判断するための基準を設けました。これが訴訟要件です。
たとえば、ＡさんのＢさんに対する100万円の貸金返還請求の訴えが提起されたとします。仮に、この
訴えに訴訟要件が備わっていない場合には、ＡさんからＢさんへ本当にお金が貸されたか否かの判断はな
されず、訴えを却下する判決がなされます。いわゆる門前払判決です。きちんと訴訟要件を備えたうえで、
出直してきなさいということです。

訴訟要件の調査

では、この訴訟要件の存否はどのように調査されるのでしょうか。
前述のように訴訟要件は、無駄な審判を回避するという趣旨に基づくものです。とすると、裁判所は、
このような無駄な審理に付き合わされることなくさっさと片付けてしまいたいものです。そこで、訴訟要
件の存否の調査は、当事者の主張をまつのではなく、原則として裁判所が自ら調査に乗り出し、そのため
の資料の収集も裁判所が自ら行うのが原則です。原告の請求に理由があるか否かの判断の場合は、当事者
が事実を積極的に主張したり、証拠を提出したりする必要がありますが、訴訟要件の場合は違うのです。
それでは、訴訟要件に関する一般論（訴訟要件総論）について詳しく学んでいきましょう。

法科大学院コア・カリキュラムの対照表

１　総論
1-1　民事訴訟の意義・目的
○民事訴訟の目的をめぐる議論の概要　　　　　
○民事訴訟とそれに関係する手続（民事執行、民事保全等）やそ
の特別手続（人事訴訟、行政事件訴訟等）との関係や相違につ
いての概要

1-2　民事紛争解決のための手続
○民事訴訟以外の民事紛争解決制度との関係での民事訴訟の特徴
○調停制度及び仲裁制度の意義、種類及び手続の概要

1-3　訴訟と非訟
○非訟事件の種類
○非訟事件手続の概要及び訴訟手続との差異
○訴訟の非訟化
　非訟化の限界についての判例の見解とそれに対する学説の批判

1-4　民事訴訟に関する法規
○民事訴訟に係る法源の種類
○民事訴訟法の歴史の概要
　現行民事訴訟法の制定の意義についての概要
○民事訴訟法規の種類（強行規定・任意規定、効力規定・訓示規
定）及びその意義

○民事訴訟法規の種別と責問権の放棄・喪失の制度
２　訴訟の主体
2-1　裁判所
2-1-1　裁判所の意義と構成
○裁判所の種類と民事訴訟に関するそれぞれの役割
　国法上の裁判所（官署としての裁判所）と訴訟法上の裁判所（裁
判機関としての裁判所）の概念の違い

○受命裁判官及び受託裁判官の概念とその主要な職務
○裁判所書記官の役割の概要

2-1-2　裁判権
○民事裁判権の定義とその権能の具体例
○裁判権と国際裁判管轄の関係
○宗教団体の内部紛争における審判権の行使についての判例の考
え方及びそれに対する批判

2-1-3　管轄
⑴　管轄の概念
○管轄の概念（事務分配との相違など）
○管轄決定の基準時とその根拠
⑵　管轄の種類
○管轄の種類（職分管轄・事物管轄・土地管轄、法定管轄・指定
管轄・合意管轄・応訴管轄、専属管轄・任意管轄それぞれの区
別及び各管轄の意義）

○普通裁判籍（自然人と法人）及び被告の普通裁判籍が一般的な
管轄原因となる理由

○特別裁判籍（その主要なものとその根拠）
○併合請求の裁判籍（主観的併合の場合と客観的併合の場合）
○ 管轄合意の要件、方式及び内容（付加的合意・専属的合意の区別
等）

⑶　移送
○移送の種類及びそれぞれの目的
○17条移送の意義及び約款等による専属的合意管轄がある場合
の同条の適用

○移送の手続及びその裁判の効果
2-1-4　裁判官等の除斥・忌避

第1編　2　五
第1編　1　三　OnePoint

第1編　1
第1編　1　三1⑵ 2⑴

第1編　3　二
第1編　3　三2
第1編　3　三2

第1編　1　四
第1編　2　三、第4編　第3章　2 - 3   
三2⑷⒝
第1編　2　四

第4編　第3章　2 - 3　三2⑷

第2編　第1章　1　一

第2編　第1章　1　三3⑵ ⑶
第2編　第1章　1　二2⑵　

第2編　第1章　2　一　
第2編　第1章　2　三　
第4編　第2章　2 - 2 - 1　三1⑷

第2編　第1章　3 - 1　一
第2編　第1章　3 - 2 - 4　二

第2編　第1章　3 - 2 - 1

第2編　第1章　3 - 2 - 2　四1

第2編　第1章　3 - 2 - 2　四2
第2編　第1章　3 - 2 - 2　四2⑵ ⒝
第2編　第1章　3 - 2 - 3　一

第2編　第1章　3 - 3　一
第2編　第1章　3 - 3　三1

第2編　第1章　3 - 3　四、五

第2編　第1章　4 - 1、4 - 2
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● 1　訴えの概念・各種の訴え

1-2 訴えの種類

１－２－１　総説 ............................................................................P.226

１－２－２　給付の訴え .................................................................P.226

１－２－３　確認の訴え .................................................................P.228

１－２－４　形成の訴え .................................................................P.230

１－２－５　訴えの３類型のまとめ .............................................P.232

１－２－６　３類型に属さない特殊の訴え（形式的形成訴訟） ...P.234

・　総説
訴えの種類は、起訴の態様や時期によっても分類されるが、最も重要
な分類は、請求の主張内容・要求内容による分類である。
それによると、訴えは、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えの３類
型に区別される。以下これらの訴えが、いかなるものであるのかをみて
みることにする。

  

 

１３５条　（将来の給付の訴え） 
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要が

ある場合に限り、提起することができる。
［民事執行法］
２２条　（債務名義）

強制執行は、次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）に
より行う。
①　確定判決

 総説 ○訴えの類型（給付の訴
え、確認の訴え、形成
の訴え）のそれぞれの
特徴及び代表的な例

▲伊藤・158頁

　藤田・120頁

　講義案・53頁

1-2-1

 給付の訴え1-2-2
目　次
一　給付の訴えの意義
二　給付の訴えの具体例
三　給付の訴えに対する判決の効力

学習の指針
ここでは、「給付の訴えの意義」・「給付の訴えに対する判決の効力」

が重要です。給付の訴えの意義は、きちんと暗記しておいて下さい。

また、請求認容判決に既判力のみならず執行力があることについて、

確認の訴え・形成の訴えと大きく異なるので、しっかりと理解してお

きましょう。
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● 3　管轄

⒝　併合請求と関連裁判籍
特に併合請求の場合に問題となるので、以下に説明する。
イ　訴えの客観的併合と併合請求の裁判籍（７本文）
原告が、一つの訴えで、数個の請求をする場合、裁判所がそれ
らのすべてにつき管轄権をもたなくても、そのうちの１個につき
管轄権があれば、その裁判所に他のすべての請求についても、管
轄が生じる。
これは、原告及び被告の便宜と、多数請求間に矛盾のない判決
をすることについての裁判所ないし公共の利益の観点に基づくも
のである。
ロ　共同訴訟と併合請求の裁判籍（７ただし書）
共同訴訟の場合は、38条前段の場合（訴訟の目的である権利
または義務が数人について共通であるとき、または同一の事実上
及び法律上の原因に基づくとき）のみ適用があり、同条後段の場
合（訴訟の目的である権利または義務が同種であって事実上及び
法律上同種の原因に基づくとき）には適用されない。
これは、自分と全く関係のない土地の裁判所で応訴させられる
被告の利益に配慮しつつ、一定の範囲において共通の訴訟資料に
より裁判の統一と訴訟経済を図るためである。
ハ　管轄選択権の濫用等
もっとも、原告が、７条によって与えられる管轄選択権を濫用
するような（いわゆる 管轄原因の不法取得・ 裁判籍の盗取）場合
には、併合請求の裁判籍による管轄裁判所への起訴は禁じられ
る。

  札幌高決昭41.9.19／百選〔A3〕
事案：　約束手形の振出人

と第１裏書人（支払
地、住所地とも盛岡
地裁管内）に対する
手形金請求につき、
原告の住所地（釧路）
に住む第２裏書人を
も共同被告に加えて
釧路地裁に訴えを提
起したうえで、第１
回口頭弁論期日の訴
状の陳述前に第２裏
書人に対する訴えを
取り下げた事案。

判旨：　「本来管轄のない
請求について自己に
便利な裁判所へ管轄
を生じさせるためだ
けの目的で、本来訴

○併合請求の裁判籍（主
観的併合の場合と客観
的併合の場合）

訴えの客観的併合
⇒第 4編第 2章 4-2
　（P.4 0 2）

共同訴訟
⇒第 4編第 5章 2
　（Ⅱ・P.2 6 9）

A
振出人

（盛岡）

B
第一裏書人
（盛岡）

C
第二裏書人
（釧路）

D
原告

（釧路）

D 手形金請求
（釧路地裁）

取下げ

AB（盛岡）

C（釧路）

【管轄選択権の濫用事例】

自己に便利な管轄を生じ
させるためだけの目的で
併合請求をなすことは、
管轄選択権の濫用であ
り、許容できない。

結　論結　論

条文を看過した学習を防止するた
め、重要条文を記載

随所に判例と
その「結論」を
記載

　現行民事訴訟法の制定の意義についての概要
○民事訴訟法規の種類（強行規定・任意規定、効力規定・訓示規

○民事訴訟法規の種別と責問権の放棄・喪失の制度

2-1-1　裁判所の意義と構成
○裁判所の種類と民事訴訟に関するそれぞれの役割

（官署としての裁判所）と訴訟法上の裁判所
判機関としての裁判所）の概念の違い
○受命裁判官及び受託裁判官の概念とその主要な職務
○裁判所書記官の役割の概要

○民事裁判権の定義とその権能の具体例
○裁判権と国際裁判管轄の関係

○併合請求の裁判籍（主
観的併合の場合と客観
的併合の場合）

訴えの客観的併合
⇒第 4編第 2章 4-2
（P.4 0 2）

共同訴訟
⇒第 4編第 5章 2
（Ⅱ・P.2 6 9

41.9.19／百選〔A3〕
事案：　約束手形の振出人

と第１裏書人（支払
地、住所地とも盛岡
地裁管内）に対する
手形金請求につき、
原告の住所地（釧路）
に住む第２裏書人を
も共同被告に加えて
釧路地裁に訴えを提
起したうえで、第１
回口頭弁論期日の訴
状の陳述前に第２裏
書人に対する訴えを
取り下げた事案。

判旨：　「本来管轄のない
請求について自己に
便利な裁判所へ管轄
を生じさせるためだ

B
第一裏書人
（盛岡）

C
第二裏書人
（釧路）

D
原告

（釧路）

D

目　次
一　給付の訴えの意義
二　給付の訴えの具体例
三　給付の訴えに対する判決の効力

学習の指針
ここでは、「給付の訴えの意義」・「給付の訴えに対する判決の効力」

が重要です。給付の訴えの意義は、きちんと暗記しておいて下さい

また、請求認容判決に既判力のみならず執行力があることについて

確認の訴え・形成の訴えと大きく異なるので、しっかりと理解してお

きましょう。

１３５条　（将来の給付の訴え）
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要が
ある場合に限り、提起することができる。

［民事執行法］
２２条　（債務名義）

強制執行は、次に掲げるもの
より行う。
①　確定判決

自己に便利な管轄を生じ
させるためだけの目的で
併合請求をなすことは、
管轄選択権の濫用であ
り、許容できない。

結　論結　論結　論結　論結　論結　論結　論結　論結　論結　論

持ち込まれた事件すべてについて、原告の請求に理由があるか否かを判断しなければならないとすると
時間と労力の無駄使いになってしまいます。この時間と労力は、真に訴訟による解決を必要としている紛
争の解決のために費やされるべきでしょう。そこで、民事訴訟法は、民事訴訟制度によって解決するのに
適するか否かを判断するための基準を設けました。これが訴訟要件です。
たとえば、ＡさんのＢさんに対する100万円の貸金返還請求の訴えが提起されたとします。仮に、この

訴えに訴訟要件が備わっていない場合には、ＡさんからＢさんへ本当にお金が貸されたか否かの判断はな
されず、訴えを却下する判決がなされます。いわゆる門前払判決です。きちんと訴訟要件を備えたうえで、
出直してきなさいということです。

訴訟要件の調査

では、この訴訟要件の存否はどのように調査されるのでしょうか。
前述のように訴訟要件は、無駄な審判を回避するという趣旨に基づくものです。とすると

このような無駄な審理に付き合わされることなくさっさと片付けてしまいたいものです。そこで、訴訟要
件の存否の調査は、当事者の主張をまつのではなく、原則として裁判所が自ら調査に乗り出し、そのため
の資料の収集も裁判所が自ら行うのが原則です。原告の請求に理由があるか否かの判断の場合は、当事者
が事実を積極的に主張したり、証拠を提出したりする必要がありますが、訴訟要件の場合は違うのです。
それでは、訴訟要件に関する一般論（訴訟要件総論）について詳しく学んでいきましょう。

コア・カリキュラムに
対応したテーマ箇所を明示

Link	Linkに
より、横断
的な学習が
可能に

Legal	Navigationで、初学者
の方を民事訴訟法の世界へ無
理なくナビゲート

目次・学習の指針で、
メリハリのある
学習が可能に



本書をお使いいただくにあたって
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● 1　訴訟要件総論

職権調査事項・抗弁事項、職権探知主義・弁論主義という概念は、対概念としてし
っかりと理解して下さい。
職権調査事項・抗弁事項というのは、訴訟要件の調査の開始に関しての概念である
のに対して、職権探知主義・弁論主義というのは、判断資料の収集方法についての概
念です。職権調査事項→職権探知主義、抗弁事項→弁論主義というのが自然の組合せ
ですが、この中間的な場合もあります。
職権調査事項→弁論主義という場合には、任意管轄・訴えの利益・当事者適格があ
ります。応訴管轄の認められる任意管轄は、もっぱら当事者の利益のために認められ、
公益性がさほど強くないので、弁論主義がとられます。訴えの利益・当事者適格は、
弁論主義の妥当する本案の審理と密接に関連するので、弁論主義がとられます。

Hi- levelHi- level ～ 職権審査型について
訴訟要件の判断資料の収集方法については、上述したように職権探知主

義型と弁論主義型という二つに分類する方法が通説です。
しかし、職権探知主義型と弁論主義型の間に第三の類型として、訴訟資

料の収集については原則として弁論主義の適用に服するが、裁判所は当事
者の自白には拘束されないという職権審査型を認めるのが妥当ではないか、
との見解が存在します。
職権審査型とされるものには、訴えの利益・当事者適格・当事者能力・
訴訟能力などが挙げられていますが、職権探知主義型か弁論主義型か、さ
らには中間に職権審査型を設けるか否かは現実の問題処理においてはあま
り問題となりません。

二　 訴訟要件の調査の順序
この点について、明文の規定はないが、抽象的一般的な要件から本案
とも関連する具体的な要件の順に調査すべきとするのが、通説である。
結論の出やすいものを先に調査し、欠缺があればそれ以上の調査を打
ち切って訴えを却下するのが訴訟経済の観点から合理的であるからであ
る。

三　 訴訟要件存否の判定時期

１　判決の基準時

⑴　原則
原則として、事実審の口頭弁論終結時までに、訴訟要件は具備され
ればよいとされる。なぜなら、民事訴訟では、事実審の最終の口頭弁
論終結時点を基準時として、変動する権利・法律関係をその時点にお

【 訴訟要件の調査の開始と資料の収集】A
 資料の収集
調査の開始 職権探知主義 弁論主義

職権調査事項

　　　裁判権
　　　専属管轄
　　　当事者の実在
　　　当事者能力
　　　訴訟能力
　　　代理権

　　　任意管轄
　　　訴えの利益
　　　当事者適格

抗弁事項 　　　仲裁契約
　　　不起訴の合意

Hi levHi- leveHi- levHi- lev
訴訟

義型

能力・
型か、さ

いてはあま

▲上田・204頁

▲大学双書・426頁
　講義案・260頁
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● 3　訴え提起の効果

⑵　 請求先行型

乙が貸金債権に基づく給付請求訴
訟中、甲は別訴で売買代金債権に基
づく給付請求を提起し、これに対し
乙は同一貸金債権による相殺の抗弁
を主張した。この場合の乙の主張は
許されるか。
相殺の抗弁を主張することは「訴

えを提起」にはあたらない。一方で、
相殺の抗弁は判決理由中の判断で
あっても既判力が生じる（114Ⅱ）。
そのため、判決の矛盾・抵触の防止
を趣旨とした二重起訴の禁止（142）
の類進適用を受けないかが問題となる。

相殺の抗弁の主張は攻撃防御方法の提出にすぎず「訴えを提起」にあたらない以上、
乙の相殺の抗弁の主張が二重起訴の禁止（142）の直接適用を受けることはない

↓しかし

本問のように、別訴で主張された相殺の抗弁を基礎づける請求権が、すでに前訴
で訴求されている場合には、両訴で審理が重複し不経済であるし、自働債権の存
否が判断された場合には、判決の既判力（114Ⅱ）に矛盾を生じるおそれがある

↓そこで

訴訟不経済、判決の矛盾・抵触の防止を趣旨とした、二重起訴の禁止（142）の類
推適用を受け、乙の別訴における相殺の抗弁の主張は認められないものと考える

Ａ　類推適用否定説（従来の通説）
（理由）
①　相殺の抗弁は、攻撃防御方法にすぎず、独立の訴えではないので、二
重起訴とはいえない。

②　相殺の抗弁は防御方法であり、判決で判断されるかどうか不確定であ
るにもかかわらず二重起訴の禁止を類推適用するとその防御機能を侵害
する。

③　反訴ではなくあえて別訴提起をした前訴被告（甲）に対する相殺の抗
弁を否定することは、前訴原告（乙）が有している相殺の担保的機能へ
の期待を否定する結果となる（高橋）。

Ｂ　類推適用肯定説（有力説）
（理由）
相殺の抗弁は既判力を有するので（114Ⅱ）、判決効の矛盾・抵触とい
う二重起訴の禁止の趣旨にあてはまる。

   最判昭63.3.15
請求先行型の事案において、類推適用肯定説に立った。
→ 自働債権と受働債権が牽連性をもつ特殊な事案なので、一般化できる
かは疑問

   最判平3.12.17／百選〔38①〕
事案：　被上告人が、上告人との間の継続的取引関係に基づく売買代金

⑴　第一訴訟

⑵　第二訴訟

貸金債権給付請求
甲 乙

代金債権給付請求
甲 乙

貸金債権による相殺の抗弁

請求先行型の事案の場
合、二重起訴の禁止の類
推適用を受ける。

結　論結　論
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旧司平成２年度第２問

［問題点］
１　二重起訴の禁止

２　訴えの変更の要件

［フローチャート］
 

論文式試験
の過去問を解いてみよう

甲は、その所有するＡ建物を乙が不法に占有していると主張して、

乙に対し、Ａ建物の明渡しを求める訴えを提起した。これに対し、乙

は、Ａ建物は既に取り壊されており、現在ある建物はその跡地に新築

されたＢ建物であり、その所有権は乙にあると主張した。そこで、甲

としては、仮に乙の主張が正しいとすれば、Ｂ建物の敷地であるＣ土

地の所有権に基づいて、乙に対し、Ｂ建物を収去してＣ土地を明け渡

すことを求めようと考えている。甲は、どのような手続をとることが

できるか。

いかなる手続によるべきか

別手続による場合
（別訴の提起）

同一手続による場合
（訴えの変更）

攻撃防御方法の変更

別訴提起不可

訴えの変更不可 訴えの変更可

請求の基礎は同一か二重起訴にあたるか

被告の攻撃防御方法
に基づく変更か

両請求は同一の請求か

別訴提起可

NO YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES
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● 1-1　訴え総説

 

 

訴えと請求の概念は分かりにくいところですが、実際には以上のよう
に厳密に区別して使われているわけではないので、細かく意識しなくて
も問題ありません。厳密には異なった概念であることを念頭に置いたう
えで、実際は、訴え・広義の請求・狭義の請求がそれほど区別されずに
使われていると思って下さい。たとえば、136条は、訴えの併合と呼ば
れたり請求の併合と呼ばれたりします。

訴えと請求の差異

▶ 手段選択を誤ると ▶▶
弁護士になりたての頃の事件。
飲食店経営の50代の女性、会社名義の店舗一つ
と賃借している店舗二つ、債務総額2億円、そのう

ち半分がいわゆるヤミ金融。10日で3割の利息という法外なもの。こ
のような状態では、当然、個人は自己破産、会社は予納金なしならば放置、
この方針に反対ならば、受任しないというケースである。しかし、ボス
は不動産に目が眩み、任意整理を指示。私は即日閉店を叫んだが、「日銭
が上がるならやらせれば。依頼者がやりたいならばそれが優先」と一言。
ここから私と女性経営者の地獄が始まる。営業妨害や店の鍵を破壊し
て侵入される、警察署の取調室で侵入したヤクザと話をつけてお引取り
願う、ヤクザに囲まれ糾弾され軟禁状態になる。この事案は、絶対自己
破産の案件だったのである。ほとんど民事暴力介入事件であった。
ボスに何度も自己破産を上申したが、「着手も予納金もないでしょ」と
却下された。今なら扶助協会に持ち込んで自己破産させてしまうだろう。
女性経営者は破産申立てによって住所がわかるのが怖いと言う。流れ流
れて地方都市の温泉旅館の仲居をしていた。それほどヤクザの追い込み
が激しかったのだ。8か月で100万円を積み立ててもらい（切り詰め
すぎて結核になってしまった）、やっとの思いで自己破産に漕ぎつけた。
やはり、解決手段の選択を間違わないこと、そして無茶苦茶なボスの
言いなりにはならないことが肝要だ。現在、債務超過の場合の処理につ
いて、民事再生、特定調停、任意整理、破産など複数あるので、その手
段選択は、事案の見極めと依頼者の希望や能力を判断しながら行わなけ
ればならない。
その女性経営者とは、裁判官面接の後、食事をした。「お酒でも」と一
緒に飲みながら、「お酒なんて久しぶり」と涙ぐまれてしまった。

学説の対立の
詳しい解説に
より、論点の
理解が深まる

職権調査事項・抗弁事項、職権探知主義・弁論主義という概念は、対概念としてし
っかりと理解して下さい。
職権調査事項・抗弁事項というのは、訴訟要件の調査の開始に関しての概念である

のに対して、職権探知主義・弁論主義というのは、判断資料の収集方法についての概
念です。職権調査事項→職権探知主義、抗弁事項→弁論主義というのが自然の組合せ
ですが、この中間的な場合もあります。
職権調査事項→弁論主義という場合には、任意管轄・訴えの利益・当事者適格があ

訴訟要件の調査の開始

職権探知主義

職権調査事項

　　　裁判権
　　　専属管轄
　　　当事者の実在
　　　当事者能力
　　　訴訟能力
　　　代理権

　　　任意管轄
　　　訴えの利益
　　　当事者適格

抗弁事項 　　　仲裁契約
　　　不起訴の合意

～ 職権審査型について
訴訟要件の判断資料の収集方法については、上述したように職権探知主

義型と弁論主義型という二つに分類する方法が通説です。
しかし、職権探知主義型と弁論主義型の間に第三の類型として

料の収集については原則として弁論主義の適用に服するが、裁判所は当事
者の自白には拘束されないという職権審査型を認めるのが妥当ではないか
との見解が存在します。
職権審査型とされるものには、訴えの利益・当事者適格・当事者能力

訴訟能力などが挙げられていますが、職権探知主義型か弁論主義型か
らには中間に職権審査型を設けるか否かは現実の問題処理においてはあま
り問題となりません。

訴訟要件の調査の順序

乙が貸金債権に基づく給付請求訴
、甲は別訴で売買代金債権に基

づく給付請求を提起し、これに対し
乙は同一貸金債権による相殺の抗弁
を主張した。この場合の乙の主張は
許されるか。
相殺の抗弁を主張することは「訴

えを提起」にはあたらない。一方で、
相殺の抗弁は判決理由中の判断で
あっても既判力が生じる（114Ⅱ）。
そのため、判決の矛盾・抵触の防止
を趣旨とした二重起訴の禁止（142）
の類進適用を受けないかが問題となる。

相殺の抗弁の主張は攻撃防御方法の提出にすぎず「訴えを提起」にあたらない
乙の相殺の抗弁の主張が二重起訴の禁止（142）の直接適用を受けることはない

↓しかし

本問のように、別訴で主張された相殺の抗弁を基礎づける請求権が、すでに前訴
で訴求されている場合には、両訴で審理が重複し不経済であるし、自働債権の存

⑴　第一訴訟

⑵　第二訴訟

貸金債権給付請求
甲 乙

貸金債権給付請求
甲 乙

貸金債権給付請求
甲 乙甲 乙甲 乙

代金債権給付請求
甲 乙

代金債権給付請求
甲 乙

代金債権給付請求
甲 乙甲 乙甲 乙

貸金債権による相殺の抗弁

Ａ　類推適用否定説（従来の通説）

①　相殺の抗弁は、攻撃防御方法にすぎず、独立の訴えではないので、二
重起訴とはいえない。

②　相殺の抗弁は防御方法であり、判決で判断されるかどうか不確定であ
るにもかかわらず二重起訴の禁止を類推適用するとその防御機能を侵害
する。

③　反訴ではなくあえて別訴提起をした前訴被告（甲）に対する相殺の抗
弁を否定することは、前訴原告（乙）が有している相殺の担保的機能へ
の期待を否定する結果となる（高橋）。

Ｂ　類推適用肯定説（有力説）
（理由）
相殺の抗弁は既判力を有するので（114Ⅱ）、判決効の矛盾・抵触とい

う二重起訴の禁止の趣旨にあてはまる。

最判昭63.3.15
請求先行型の事案において、類推適用肯定説に立った。
自働債権と受働債権が牽連性をもつ特殊な事案なので、一般化できる

▲大学双書・426頁
　講義案・260頁

Hi- leve lで、
応用的・発展
的事項を解説

弁護士になりたての頃の事件。
飲食店経営の50代の女性、会社名義の店舗一つ

と賃借している店舗二つ、債務総額2億
ち半分がいわゆるヤミ金融。10日で3割の利息という法外なもの
のような状態では、当然、個人は自己破産、会社は予納金なしならば放置、
この方針に反対ならば、受任しないというケースである。しかし
は不動産に目が眩み、任意整理を指示。私は即日閉店を叫んだが
が上がるならやらせれば。依頼者がやりたいならばそれが優先」と一言。
ここから私と女性経営者の地獄が始まる。営業妨害や店の鍵を破壊し
て侵入される、警察署の取調室で侵入したヤクザと話をつけてお引取り
願う、ヤクザに囲まれ糾弾され軟禁状態になる。この事案は、絶対自己
破産の案件だったのである。ほとんど民事暴力介入事件であった。
ボスに何度も自己破産を上申したが、「着手も予納金もないでしょ」と
却下された。今なら扶助協会に持ち込んで自己破産させてしまうだろう
女性経営者は破産申立てによって住所がわかるのが怖いと言う
れて地方都市の温泉旅館の仲居をしていた。それほどヤクザの追い込み
が激しかったのだ。8か月で100万円を積み立ててもらい
すぎて結核になってしまった）、やっとの思いで自己破産に漕ぎつけた。
やはり、解決手段の選択を間違わないこと、そして無茶苦茶なボスの
言いなりにはならないことが肝要だ。現在、債務超過の場合の処理につ

、特定調停、任意整理

訴えと請求の概念は分かりにくいところですが、実際には以上のよう
に厳密に区別して使われているわけではないので、細かく意識しなくて
も問題ありません。厳密には異なった概念であることを念頭に置いたう
えで、実際は、訴え・広義の請求・狭義の請求がそれほど区別されずに
使われていると思って下さい。たとえば、136
れたり請求の併合と呼ばれたりします。

訴えと請求の差異

１　二重起訴の禁止

２　訴えの変更の要件

［フローチャート］

いかなる手続によるべきか

別手続による場合
（別訴の提起）

同一手続による場合
（訴えの変更）

攻撃防御方法の変更

請求の基礎は同一か二重起訴にあたるか

両請求は同一の請求か

YES

NO

YES

NO

YES

節末に短答式・論
文過去問を掲載。
フローチャート等
により論理の流れ
が明快に

第一線でご活躍され
ている弁護士の方々
の貴重なお話を紹介

比較の表を豊富
に記載

問題の所在・考え方
のすじ道により、論
理的思考力・論理的
表現力を習得

ポイントを端的
に指摘すること
で理解が容易に

各款ごとに重要度をＡＡ
～Ｂランクで表示
基本書の参照先を明確に
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司法書士を目指すみなさんへ

１　司法書士概要
司法書士の業務には、登記・供託・裁判に関する事務・簡裁訴訟代理等関係業務等があ

ります。このうち、最も大きな比重を占めているのが、「登記に関する事務」で、業務全
体の約９割を占めているといわれています。

２　司法書士試験内容紹介
司法書士試験は、筆記試験と口述試験に分かれています。近年、筆記試験は７月第１日

曜日に実施され、午前の部（多肢択一式35問）と午後の部（多肢択一式35問、記述式（い
わゆる書式）２問）を実施します。民法・不動産登記法・商法・商業登記法が主要な科目
になっています。民事訴訟法は、毎年二次科目択一で５問出題されます。また、民事執行
法・民事保全法も毎年１問ずつ出題されます。
口述試験は筆記試験合格者を対象に10月中旬に実施され、不動産登記法、商業登記法

を中心に口頭試問されます。

３　C-Book の司法書士試験活用法
民事訴訟法は、例年５問出題されます。出題分野は、ほぼ全般に及びますが、条文中心

の基本的な知識問題が中心です。民事訴訟法は、条文数が多く訴訟の流れも複雑なので、
やみくもに知識を詰め込むのではなく、民事訴訟の流れと民事訴訟全般を貫く基本的な考
え方をまず理解し、その上で本書に記載されている条文を中心に、その趣旨や要件をしっ
かりと記憶するようにして下さい。

４　司法書士試験情報収集のために
上記で司法書士試験の概要、本書の利用法について簡単に紹介いたしましたが、弊社の

司法書士サイトでも受験情報や合格体験記など司法書士試験に関する様々な情報を提供し
ております。ぜひ、ご覧ください。

弁理士を目指すみなさんへ
弁理士試験の民事訴訟法は、論文式試験で実施する選択科目「弁理士の業務に関する法律」

の選択問題の一つとして出題されます。主として選択科目試験免除者以外の文科系出身者が
この科目を選択することになります。出題傾向・内容が基礎的な一行問題・事例的問題であっ
ても、正しい法律の理解と知識の定着は必要不可欠となります。したがって、本書に記載さ
れている各事項をしっかり理解した上で、巻末の論証カードを参考にし、一通の答案を作成
するという観点から、知識を整理していくことが試験対策上、重要となります。

●弁理士試験情報収集のために
上記で弁理士試験の概要、本書の利用法について簡単に紹介いたしましたが、弊社の弁

理士サイトでも受験情報や合格体験記など弁理士試験に関する様々な情報を提供しており
ます。ぜひ、ご覧ください。

ＬＥＣ司法書士サイト　http://www.lec-jp.com/shoshi/

ＬＥＣ弁理士サイト　http://www.lec-jp.com/benrishi/

C-Bookで受ける「司法書士試験」「弁理士試験」



C-Bookで受ける「公務員試験」

公務員を目指すみなさんへ

１　公務員試験の概要
公務員は大別して地方公務員と国家公務員の二種類に分類されます。地方公務員の勤務

先は、県庁、市役所などで、国家公務員の勤務先は、中央官庁やその出先機関・立法府（衆
参事務局職員など）・司法府（裁判所職員）となります。
試験区分については、受験案内にある受験資格の欄で「大学卒業程度」などと記載され

ている場合がありますが、この区分は、国家公務員試験の場合は、「国家総合職」「国家一
般職」、（それぞれ「旧国家Ⅰ種」、「旧国家Ⅱ種」。2012年試験から制度変更。）地方公務員
試験の場合は、「地方上級」に相当します。ただ、これらはあくまで試験の内容の程度を
指しており、必ずしも最終学歴によって受験資格が定められているわけではありません。

２　試験内容の紹介
試験は、一次試験として、教養科目と専門科目に関する「択一式試験」が実施され、一

次試験または二次試験で専門科目その他に関する「記述式試験」が実施されます（専門記
述試験は国家総合職や一部の地方自治体に限られます）。
民法の出題数は試験種によって異なりますが、国家総合職、地方上級の法律職、裁判所

職員のようにかなり出題数が多い試験種もあり、公務員試験における民法の重要度は高い
といえます。

３　C-Book の公務員試験活用法
⑴　択一式試験対策

択一式試験では重要判例に関する出題が多くあります。本書では、重要判例のポ
イントには色をつけて強調し、欄外でも判例の「結論」や「要約」を平易に示してい
ます。
また、近年出題が増えてきた学説問題については、学説の内容をあらかじめ理解

していないと解答は困難といえます。本書では「アドヴァンス」で学説の内容を整理
し、「One�Point」で有効な情報を提供していますので、これらを用いれば学説問題も
十分対応することができます。

⑵　記述式試験対策
記述式試験の多くは、事例問題の形式で出題されます。この事例問題を解答する

にあたり、重要論点を理解していないことには十分な答案は作成できません。本書
では「問題の所在」で答案の骨組みを示し、さらに、巻末に「論証カード」を掲載して、
直前期の見直しもしやすいように工夫しています。
記述式問題については、「論証カード」を用いることで対策は万全です。そして、「問

題の所在」を理解することによって、さらに「論証カード」が威力を発揮するでしょう。
⑶　公務員試験情報収集のために

上記で公務員試験の概要、本書の利用法について簡単に紹介いたしましたが、公
務員にはさまざまな種類・試験があります。弊社の公務員サイトでは公務員試験ガイ
ドや公務員試験に役立つさまざまな情報を提供しております。ぜひ、ご覧ください。

ＬＥＣ公務員サイト　http://www.lec-jp.com/koumuin/



予備試験を目指すみなさんへ
予備試験は法科大学院修了と同等の認定をすることを目的としています。そして、予備

試験に合格し、しかも、その後に控えている司法試験に合格するためには法科大学院での
教育課程を修了したレベルに到達することが必要です。
ただ、従来、法科大学院では学者、実務家教員により、様々な指導が行われており、�

「法科大学院を修了した」ということがどのようなレベルを指すか不明瞭でした。
しかし、2009年12月24日（2010年1月26日更新）、法科大学院コア・カリキュラムの

第一次モデル案が、2010年3月29日に第二次案が、文部科学省の推進する高度専門職業
人養成教育推進プログラム法科大学院コア・カリキュラム調査研究グループより、公表さ
れ、法科大学院教育が達成すべき共通の到達目標をうかがい知ることができるようになり
ました。
そこで、「法律をみなさんにわかりやすくお伝えする」C-Bookもこれに応える内容とす

るべく、記載を充実させております。
第二次案との対照表を活用し、予備試験、新司法試験の合格を勝ち取ってください。

法科大学院を目指すみなさん、法科大学院在学中のみなさんへ
次頁に掲載した対照表は、法科大学院教育が達成すべき到達目標のミニマムスタンダー

ドとして発表された法科大学院コア・カリキュラムとC-Bookの記載とを対応させたもの
です。法科大学院既修者入試も、法科大学院の教育もこの到達目標に掲げられた各論点の
趣旨や要件の基本的な理解を前提に、具体的事案に対しあてはめをする能力が求められる
内容となっていますが、C-Bookの該当箇所を理解すれば十分に対応することが可能です。
今後、この第１次案の変更は考えられますが、学習の指針としてこの対照表を活用してく
ださい。

ＬＥＣ予備試験サイト　　http://www.lec-jp.com/yobi_shiken/

ＬＥＣ法科大学院サイト　http://www.lec-jp.com/houka/
ＬＥＣ新司法試験サイト　http://www.lec-jp.com/shinshihou/

C-Bookで学ぶ「予備試験」「法科大学院」



法科大学院コア・カリキュラムの対照表

１　総論
1-1　民事訴訟の意義・目的
○民事訴訟の目的をめぐる議論の概要　　　　　
○民事訴訟とそれに関係する手続（民事執行、民事保全等）やそ
の特別手続（人事訴訟、行政事件訴訟等）との関係や相違につ
いての概要

1-2　民事紛争解決のための手続
○民事訴訟以外の民事紛争解決制度との関係での民事訴訟の特徴
○調停制度及び仲裁制度の意義、種類及び手続の概要

1-3　訴訟と非訟
○非訟事件の種類
○非訟事件手続の概要及び訴訟手続との差異
○訴訟の非訟化
　非訟化の限界についての判例の見解とそれに対する学説の批判

1-4　民事訴訟に関する法規
○民事訴訟に係る法源の種類
○民事訴訟法の歴史の概要
　現行民事訴訟法の制定の意義についての概要
○民事訴訟法規の種類（強行規定・任意規定、効力規定・訓示規
定）及びその意義

○民事訴訟法規の種別と責問権の放棄・喪失の制度
２　訴訟の主体
2-1　裁判所
2-1-1　裁判所の意義と構成
○裁判所の種類と民事訴訟に関するそれぞれの役割
　国法上の裁判所（官署としての裁判所）と訴訟法上の裁判所（裁
判機関としての裁判所）の概念の違い

○受命裁判官及び受託裁判官の概念とその主要な職務
○裁判所書記官の役割の概要

2-1-2　裁判権
○民事裁判権の定義とその権能の具体例
○裁判権と国際裁判管轄の関係
○宗教団体の内部紛争における審判権の行使についての判例の考
え方及びそれに対する批判

2-1-3　管轄
⑴　管轄の概念
○管轄の概念（事務分配との相違など）
○管轄決定の基準時とその根拠
⑵　管轄の種類
○管轄の種類（職分管轄・事物管轄・土地管轄、法定管轄・指定
管轄・合意管轄・応訴管轄、専属管轄・任意管轄それぞれの区
別及び各管轄の意義）

○普通裁判籍（自然人と法人）及び被告の普通裁判籍が一般的な
管轄原因となる理由

○特別裁判籍（その主要なものとその根拠）
○併合請求の裁判籍（主観的併合の場合と客観的併合の場合）
○ 管轄合意の要件、方式及び内容（付加的合意・専属的合意の区別
等）

⑶　移送
○移送の種類及びそれぞれの目的
○17条移送の意義及び約款等による専属的合意管轄がある場合
の同条の適用

○移送の手続及びその裁判の効果
2-1-4　裁判官等の除斥・忌避
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○除斥と忌避の相違・回避
○除斥原因の内容及び根拠
○忌避事由の意義（判例・学説）
○除斥・忌避の申立てがあった場合の手続

2-2　当事者
2-2-1　当事者の概念と確定
⑴　当事者の概念
○形式的当事者概念（実質的当事者概念との対比）
○二当事者対立の原則の意義
⑵　当事者の確定
○当事者の確定の意義及びその基準についての考え方の差異
○氏名冒用訴訟及び死者名義訴訟に関する当事者の確定の基準
（判例・学説）

○訴状の表示の訂正と任意的当事者変更の異同
2-2-2　当事者能力
⑴　当事者能力の意義
○当事者能力の意義
○当事者能力と当事者適格の相違、当事者能力と訴訟能力の相違

⑵　当事者能力の規律
○当事者能力を有する者
○法人格のない団体に関して当事者能力を認めている理由
○法人格のない団体について当事者能力を認める要件（判例・学
説）、民法上の組合の当事者能力

⑶当事者能力欠缺の効果
○当事者能力を有しない者に対してされた判決の効力
○当事者が訴訟係属中に当事者能力を喪失した場合の取扱い

2-2-3　訴訟能力
⑴　訴訟能力の意義
○訴訟能力の意義
⑵訴訟能力の規律
○訴訟能力の規律（未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人）
○訴訟能力と行為能力の規律の違いとその理由
⑶訴訟能力欠缺の効果
○訴訟能力欠缺の場合の取扱い（追認、上訴の場合の取扱い、判
決の効果等）

2-2-4　訴訟上の代理
⑴　総論
○訴訟上の代理の意義及び種類
○訴訟上の代理の概念（訴訟担当等との相違）
○訴訟上の代理権が欠けていた場合の効果
⑵法定代理・法人等の代表
○実体法上の法定代理人が訴訟上の法定代理人として扱われる場
合の具体例

○訴訟法上の特別代理の意義
○法人等の代表者の訴訟上の地位
⑶訴訟代理
○訴訟代理の意義と種類
○弁護士代理の原則とその例外
○訴訟代理権の範囲に関する規律とその趣旨（特に和解に関する
訴訟代理権の範囲に関する判例）

○訴訟代理権の消滅事由（民法上の任意代理権の消滅事由との差
異）

３　訴え
3-1　訴えの概念・類型
○訴えの概念（訴訟上の請求ないし訴訟物の概念との関係）
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○訴えの類型（給付の訴え、確認の訴え、形成の訴え）のそれぞ
れの特徴及び代表的な例

○形式的形成訴訟の意義とその主要な例・筆界確定訴訟の特殊性
（判例・学説）
○提訴予告通知制度の意義及びその手続の概要

3-2　訴訟要件
3-2-1　訴訟要件の意義・審理
⑴　訴訟要件の意義
○訴訟要件の意義及び本案要件（請求の当否の判断に必要な要件）
との関係

○訴訟要件の種類
⑵訴訟要件の審理
○訴訟要件の審理（職権調査事項と抗弁事項の区別）、職権調査
事項の審理方法（判断資料の収集方法の差異）

○訴訟要件と本案の審理・判断の順序
3-2-2　訴えの利益
⑴　総論
○訴えの利益の意義及び必要とされる理由（訴えの利益と法律上
の争訟や二重起訴の禁止など隣接する問題との関係）

⑵給付の訴えの利益
○現在の給付の訴えの利益
○将来の給付の訴えの利益（将来の損害賠償請求の適法性につい
ての判例・学説）

⑶確認の利益
○確認の利益（事実の確認、過去の権利関係の確認など確認の対
象に関する判例及び学説）

○確認の利益について、当事者間の具体的な事情を考慮した確認
判決の必要性・適切性に関して求められる要件

⑷形成の訴えの利益
○形成の訴えの利益（訴訟係属中に形成の実益が失われた場合）

3-2-3　当事者適格
⑴　総論
○当事者適格の意義及び必要とされる理由（当事者概念や当事者
の確定との関係）

○当事者適格の判断基準、各訴訟類型に応じた当事者適格の判断
基準

⑵訴訟担当
○訴訟担当の意義（訴訟代理との相違）
○訴訟担当の種類及びそれぞれに該当する主な具体例
○選定当事者の意義及び制度の概要

○法律の規定よって認められる場合以外の任意的訴訟担当が許さ
れる要件（判例・学説）

3-3 訴えの提起の方式とその効果
3-3-1　訴え提起の方式
○訴状の記載事項（必要的記載事項とその他の記載事項の区別）
○請求の趣旨及び請求の原因の概念（訴えの類型に応じて）
○提訴手数料の制度の概要
○訴状提出後の裁判所の手続（訴状の審査・送達、補正命令、訴
状却下命令、第１回口頭弁論期日の指定、訴訟進行に関する意
見聴取等）

3-3-2　訴え提起の効果
○訴え提起の効果の主要なもの・訴訟係属の概念
○重複する訴えの禁止の趣旨及び制度の概要
○相殺の抗弁と重複する訴えの禁止の関係（判例・学説）
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3-4　訴訟物
3-4-1　訴訟物論
○訴訟物の意義及び機能
○給付訴訟、確認訴訟及び形成訴訟における訴訟物とその特定
○損害賠償請求訴訟における訴訟物
○旧訴訟物論及び新訴訟物論のそれぞれの考え方の内容及び相違
並びにその結果として生じる取扱いの相違

3-4-2　訴訟物についての処分権主義
○処分権主義の意義及び内容とその適用範囲
○申立事項と判決事項の関係に関する規律の意義及び内容
○引換給付判決と処分権主義の関係

４　訴訟の審理
4-1　手続の進行
4-1-1　職権進行主義等
○職権進行主義の意義及び趣旨
○手続の進行面での当事者の意向の尊重

4-1-2　期日・期間
○期日の指定・変更についての規律
○期間の種類及び計算
○訴訟行為の追完

4-1-3　送達
○送達制度の意義
○各種の送達方法の概略
○補充送達、書留郵便に付する送達、公示送達において、名宛人
に書類が到達しなかった場合等の問題点

4-1-4　手続の停止
○手続の停止の種類
○手続の停止の効果
○手続の中断が生じる場合と手続を受継すべき者
○受継の手続
○訴訟代理人がいる場合の手続の中断の規律

4-2　口頭弁論とその準備等
4-2-1口頭弁論とその準備
○必要的口頭弁論の原則とその例外
○公開主義、口頭主義、直接主義、双方審尋主義等の口頭弁論に
関する諸原則

○準備書面の意義
○口頭弁論調書の意義
○各種の争点・証拠整理手続の異同
○弁論準備手続
○当事者照会制度
○専門委員制度

4-2-2　訴訟行為
○訴訟行為の意義
○訴訟行為の種類とその主要な例
○形成権の訴訟上の行使に関して、訴訟上の効力が否定された場
合における実体法上の効果に与える影響
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序論

　民事訴訟においては、手続の全体をつかむことが大切
です。裁判ではある手続を基礎に次の手続が積み重なっ
ていきます。複雑な積み木、ブロックが組み合わさって一
つの形（民事訴訟手続）を作り上げているのです。ブロッ
クのひとつひとつを単独で見ても、問題点をつかむことは
できません。全体の中での位置付けをおさえない限り、本
当の問題点は分からないのです。この序論では、皆さんに
民事訴訟手続の全体像を概観してもらい、基本原則や重
要な概念・用語を理解してもらうためのものです。しっか
りと読んで、手続の流れを理解しましょう。

民事訴訟の
全体像

第7編 特別な訴訟手続

第6編 再 審 手 続

第5編 上 級 審 手 続

第4編 第 1 審 手 続

第3編 訴 訟 の 準 備

第2編 訴 訟 の 主 体

第1編 民事訴訟法総論

序  論 民事訴訟の全体像

第9編 民事執行法・保全法

第8編 訴 訟 費 用
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一　当事者意思の尊重と裁判所主導
民事訴訟手続の対象は私的紛争（私人間の権利に関する紛争）である。

そこでは私的自治の原則が支配しており、当事者の意思が尊重される。
よって、民事訴訟手続においても、当事者の意思が尊重される必要があ
る。たとえば、訴訟の係属中に和解が成立し、当事者が訴訟を打ち切る
といっているにもかかわらず、裁判所が当事者の意思に反して訴訟を続
行することはできない。
しかし、民事訴訟手続は公権的な解決手段でもある。すなわち、たと

え解決結果に不満をもった者がいたとしても、勝った者は国家の強制力
を背景に、当該解決結果を強行できることを意味する。「強制力」とは
いっても、民事訴訟の場合は「勝訴の確定判決」という、解決結果を相
手方に対して強制できる「大義名分」（差押えや強制執行などを行える
こと、「債務名義」と呼ばれる）を用いる。よって、法が定める民事訴
訟手続のルールは当事者の合意によって変更することはできず、また当

事者は訴訟に勝っても負けても裁判
に拘束される（裁判所主導）。
このように私的紛争を公権的に解

決するための手続であることから、
民事訴訟は、①当事者意思の尊重、
②裁判所主導という二つの性格を有

する。そして、この両者のバランスをうまくとることが必要となる。

二　時系列で見た手続の流れ
ＡさんがＢに100万円を貸したにもかかわらず、Ｂは何かと理由を付

けて返済しようとしない。そこで、Ａさんは弁護士と相談したうえで、
Ｂを相手取って100万円の貸金返還請求訴訟を提起することになった。
このＡＢ間の訴訟をモデルに、民事訴訟手続の大きな流れを見ていこ
う。

目　次
一　当事者意思の尊重と裁判所主導
二　時系列で見た手続の流れ
三　「民事訴訟の構造」から見た手続の流れ
四　複数の請求・複数の当事者が関係する場合

	私的自治の原則

	公権的な解決手段

	債務名義

民事訴訟＝ 私的紛争 の 公権的解決

当事者
意思の尊重

裁判所主導

民事訴訟手続の流れ
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【時系列で見た民事訴訟手続の流れ】

１　訴えの提起（訴訟の開始）
早速、Ａさんは当該訴訟の原告として訴状を作成して、第１審の管轄

裁判所に訴状を提出した（133Ⅰ）。管轄とは、各裁判所間の事件分担
の定めをいう。この分担を定める基準には様々なものがあるが、最も問
題となるのは土地管轄である。土地管轄は、どの土地にある裁判所に訴
えを提起すればよいかという定めであり、原則として被告の住所地の裁
判所に土地管轄がある（4Ⅰ）。Ｂが東京に住所を有していれば、第１審
の管轄裁判所は東京地方裁判所となるから、Ａさんは東京地方裁判所に
訴状を提出すればよい。

訴状は誰が何について訴えを提起したのかを特定するための書面であ
り、その記載事項は法律で定められている（133Ⅱ）。訴状にはあらかじ
め定められた基準に従い、一定額を支払って購入した印紙を貼ることに
なっている。提出された訴状の配付を受けた担当の裁判官（複数人で構
成される裁判所では裁判長）は訴状を審査し、必要的記載事項や印紙の
貼付がなされているかを調べる（137Ⅰ）。

訴
状
の
審
査

（137）

訴
え
の
提
起

（133）

訴
状
の
送
達

（138）

判
決
の
言
渡
し

（250）

弁
論
の
終
結

判
決
の
確
定

第１審終了
　→控訴（281）
　　上告（311）

口頭弁論

口頭弁論期日の
指定・呼出し
（139）

開始 送達訴訟資料の
提出

証拠調べ

訴訟係属

（計画審理の推進）

訴
え
提
起
前
の

証
拠
収
集
の
処
分
等

（132の２以下）

	管轄

	土地管轄

　訴状を提出するのは、第１審の管轄を有する裁
判所に対して行う必要がある。提出先の裁判所に
当該事件の管轄がなかった場合にはどうなるか。
この場合は、本来の管轄権がある裁判所へ事件が
回される（16）。このように、担当する裁判所
が代わることを「移送」と呼ぶ。たとえば、Ａが
大阪地裁に訴えを提起しても、大阪地裁に管轄権
がなければ、大阪から東京へ事件は移送されるこ
とになる。

	移送

	訴状
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訴状が被告に送達されると同時に、第１回口頭弁論期日を指定し、両
当事者を呼び出す（139）。こうして、ＡとＢによる戦いが始まる。この
ように裁判所で争われている状態を訴訟係属と呼ぶ。

２　口頭弁論

⑴　当事者による事実・証拠の提出
Ａさんとしては、いかにして貸金返還を認めてもらえるかを考え、

その根拠となる資料を集め、それを裁判所に提出することになる。こ
れに対して、Ｂも貸金返還の請求が否定されるための資料を集め、そ
れを裁判所に提出することになる。このように、各当事者が自己に有
利な判決を得るために収集・提出する資料のことを、訴訟資料とか攻
撃防御方法と呼ぶ。
　　　↓
訴訟資料の提出は、口頭弁論期日において行われる。そして、訴訟

資料には、大きく分けて①事実と②証拠がある。証拠はなぜ必要とさ
れるのだろうか。我々は日常よく「だったら証拠を見せてみろ」と「証
拠」というものを意識する。これはお互いが喧嘩をしていて、互いに
言っていることが食い違っている場合には、本当に正しいことを言っ
ているのは誰であるかを決する手段が欲しくなるからである。今日で
は、「争いのある事実については、証拠によってそれが正しいか否か
を証明すること」が基本原則とされている。
たとえば、Ａさんは平成13年５月にＡＢ間で金銭消費貸借契約があ

り、翌年５月に返済するとの合意がなされたうえで、現金100万円が手
渡されたと主張することが考えられる。Ｂがこれらの事実を争った場合
には、Ａさんは当該消費貸借契約の契約書を提出するとか、100万円を
手渡した際に立ち会った証人を呼んでくるとか、様々な証拠を提出する。
　　　↓
口頭弁論は、以上のような訴訟資料の種類に応じて、①「弁論」と

いう手続と、②「証拠調べ」という手続に分けることができる。①ま
ず当事者は、自己の欲する法律効果を発生させる法律要件に該当する
具体的事実を主張し、②相手方当事者が争った場合、自己の主張した
事実があることを基礎付けるための証拠を提出することが必要にな
る。

　審査にパスした訴状は裁判所に置かれ（訴
状が「受理」された、という）、その副本（コピ
ー）が被告に送達される（138）。この時点で
初めて被告たるＢは自分がＡから訴えられて
いることを知ることになる。訴えられた者すな
わち被告には応訴義務があり、訴状を無視す
ることはできない。もちろん、裁判所に強制的
に連行されることはないが、被告抜きで訴訟
の審理が続けられるから、無視するとＢは結
果的に損をすることになる。

　訴状審査の結果、パスしな
かったらどうなるか。この場
合は、裁判所は一応補正を命
じ、補正がない時は訴状は却
下される（137Ⅱ）。たとえば、
Aさんが自分の氏名を訴状に
記載しなかった場合や、印紙
代をけちって印紙を貼付しな
かった場合には訴状が却下
される。

	送還
	補正

	訴状の却下

	第１回口頭弁論	
期日を指定

	訴訟係属

	訴訟資料
	 攻撃防御方法

	証拠

	弁論
	証拠調べ
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⑵　手続の流れ
第１回口頭弁論期日として指定された期日まで当事者は何もしない

でいるわけではない。各当事者は準備書面（161）を用いて、自らの
主張・立証の予告を行う。Ａさんとしては、自分が請求していく100
万円の請求をいかに根拠付けていくか、自己の提出する攻撃防御方法
を要領よく記載することになる。最初は、訴状がこの予告の役割を果
たすようになる。
また、Ｂとしては、訴状で記載された内容に対し、自分のなす防御

をＡさんに予告するために書面を作成する。訴状で示された法律関
係・事実関係について、被告が認めるかどうかなどを記載した書面の
ことを答弁書と呼び、最初は答弁書が提出される。その後も、準備書
面はあらかじめ期日前に裁判所と相手方に提出される（規79Ⅰ、83）。

	準備書面

	答弁書
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口頭弁論期日は、廷吏が事件の呼上げを行うことによって開始され
る。法廷内の原告席・被告席（裁判長席に向かって左側が原告席、右
側が被告席）に各当事者が着席した後、第１回期日では原告が訴状を
陳述し、被告が答弁書を陳述する。「陳述」とはいっても、わざわざ
朗読することはせず、裁判長が「原告は訴状を陳述しますか？」と尋
ねたのに対し、原告（もしくは、弁護士）が「陳述致します」と答え
るだけである。答弁書の陳述も同様である。
その後の口頭弁論期日においても、「準備書面の通り陳述致します」

と答えるのみである。

　原告の申し立てた権利の存否について判断することを本案判決
という。ＡＢ間の訴訟でいえば、Ｂに対して 100 万円の支払を命じ
る判決を請求認容判決（原告の勝訴）と呼び、貸金返還請求権が
存在しないとする判決を請求棄却判決（原告の敗訴）と呼ぶ。
　しかし、どんな事件についても常に本案判決を下すわけではない。
本案判決を下すためには訴訟要件というものが必要になる。前述
した裁判所の管轄権の存在等がこれにあたる。訴訟要件は裁判所
の負担を軽減し、実効性のある判決を下すための要件であるから、
当事者が主張しようとしまいと、裁判所が率先して調査する（職
権調査事項）。そして、訴訟要件が存在しないとすれば、当該訴え
は「不適法」なものとして、口頭弁論を経ずして却下されること
になる。俗にいう門前払い判決であり、正式には「訴え却下判決」
または「訴訟判決」と呼ばれる。

　訴訟要件の中には、前述の管轄権、原告・被告両当事者の存在
や当事者能力の存在等、原告の申し立てている権利（これを「訴
訟物」と呼ぶ）とは無関係な要件がある。これらの要件の有無を
判断する際には、裁判所が自ら収集した資料を基礎として判断す
る（職権探知主義）。当事者能力は、原則として民法の権利能力を
有する者に認められる。権利能力がない者は、民事訴訟の対象た
る法律関係において権利を有し義務を負うことはできず、そのよ
うな者に対して判決を下しても無意味であるため訴え却下される。
また、訴訟行為が有効に行われるためには、訴訟能力が必要である。
訴訟能力は、民法の行為能力を基準として定められ、未成年者や
成年被後見人は訴訟無能力者である。訴訟無能力者は単独で有効
な訴訟行為をすることができず、１人で訴え提起をしても訴えは
却下される（「訴訟の開始時点における訴訟能力の存在」が訴訟要
件となる）。訴訟無能力者が訴え提起したい場合は、親権者や成年
後見人が法定代理人として訴訟行為をする。なお、訴訟能力者で
あっても、法律知識・訴訟追行に詳しい弁護士に訴訟行為を依頼
することはでき、この場合は弁護士は訴訟代理人と呼ばれる。
　当事者能力等とは異なり、訴訟物と密接に関連する要件もある。
たとえば、ＡＢ間の貸金返済の期限が５年後であるにもかかわら
ず、５年後に返済されない場合に備えて現時点で訴えを提起する
ことは、本案判決を求める現実の必要性ないし利益に欠ける（訴
えの利益という訴訟要件が欠ける）。また、Ａの親戚がＢに対して
貸金の返還を求めることは許されない（当事者適格という訴訟要
件が欠ける）。
　さらに、Ａが東京地裁民事第 16 部に対して提起した 100 万円の
貸金返還請求の訴えと全く同一の訴えを同じ東京地裁民事第 25 部
に提起したらどうなるか。もしこれを認めると、同一の審理を二
重に行わなければならなくなり、不経済であり、他のより有益な
紛争解決の機会が奪われることにもなりかねない。のみならず、
裁判は、科学の実験とは異なり、必ず一つの絶対的真実が示され
るという保証はなく、その時々の訴訟の進め方の巧拙により裁判
所の判断が分かれることもある。そこで、このような「同一の訴
え」が二重に提起された場合には訴訟要件に欠けるものとして訴
えが却下される（142）。これを「二重起訴の禁止」と呼ぶ。

	本案判決	
請求認容判決	
請求棄却判決

	訴訟要件

	職権調査事項

	訴え却下判決	
訴訟判決

	訴訟物

	職権探知主義
	当事者能力

	訴訟能力

	法定代理人

	訴訟代理人

	訴えの利益
	当事者適格

	二重起訴の禁止

	証拠
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各当事者が準備書面に基づいてそれぞれの主張を陳述すると、どの
ような点について当事者が争っているのかが明らかになる。そこで、
その争いある事実について、いずれの主張が正しいのかを明らかにす
るために証拠調べを行う。証人尋問や書証（文書に記載された意味内
容を対象とする証拠調べ）が重要である。

３　訴訟の終了（終局判決）

弁論が終結されると、あとは裁判所は終局判決を下すのみである
（243）。ここから先は、裁判所側が主導権を握り、裁判官の評議を経て、
判決書（253）を作成して判決を言い渡す（251、252）。その後、正本（コ
ピー）が各当事者に送達される（255）。

　準備書面だけでは争点の発見が困難であるような複雑な事件に
おいては、いきなり口頭弁論の本番に入るのではなく、まず争点
の効率的整理を行うための準備手続（164～178）を行うことがあ
る。これによって、争点に絞って集中的な証拠調べを行うことが
可能になり、訴訟が迅速に進むようになる。

	準備手続

	証人尋問
	 書証

　民事訴訟の対象は私的紛争であり、本来的には当事者が自らの
意思に基づいて処分できる（私的自治）から、訴訟の終了の場面
でも当事者が主導権を有している。
　まず、Ａさんが「もう争うのは止めよう」と思ったら、「訴え
の取下げ」という制度を使うことができる（261）。これは、訴え
を提起したところ、Ｂが自発的に借金を返済すると主張したため
に、Ａさんとしてはこれ以上訴訟を続行する必要性を感じなくなっ
たような場合に使われる。ただし、訴えの取下げを行うと、それま
での訴訟手続がすべてなかったこととして扱われる（262Ⅰ）た
め、紛争の火ダネを残すことにもなる。
　次に、Ａさんが途中で「どんなに頑張ってみても、カネは取れ
そうもないな」と諦めたときは、「請求の放棄」をすることもで
きる。被告が答弁書を提出等した後に「訴えの取下げ」を行うに
は被告の同意が必要である（261Ⅱ本文）が、「請求の放棄」は原
告の意思のみで可能である。これは、請求棄却判決の代用物的な
存在であり、これが調書に記載されると確定判決と同一の効力が
生じる（267）ため、その分紛争解決には一定の基準を与えること
ができる。これに対して、Ｂがもうこれ以上争いたくないとし
て、Ａさんの主張のすべてを認めることで、訴訟を終了させること
を「請求の認諾」と呼ぶ。これは、請求認容判決の代用物となる
（267）。
　さらに、口頭弁論期日にＡさんとＢが双方歩み寄って、一定の
金額で妥協するという方法をとることもできる。これを「訴訟上
の和解」と呼び、請求の放棄・認諾と同様に、調書に記載される
と確定判決と同一の効力が生じる（267）。

	訴えの取り下げ

	請求の放棄

	請求の認諾

	訴訟上の和解

	終局判決

	判決書
	判決の言い渡し
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● 1　民事訴訟手続の流れ

　ここでＡさんの主張が認められ、勝訴判決（請求認容判決）を得
たとする。この勝訴判決はＢにも送達され、Ｂが判決をやむを得な
いものとして受け入れればそれでおしまいであるが（判決の確
定）、不服がある場合には送達を受けた日から２週間以内に控訴を
提起しなければならない。２週間を過ぎると、判決は確定する。
　控訴は「上訴（裁判所の裁判につき、より上級の裁判所にその取
消し・変更を求めて不服申立てをすること）」の一つであり、簡易
裁判所・地方裁判所が下した第一審の判決に対して、すぐ上の上級
裁判所に対して再度の審理を申し立てる行為である。裁判官も人間
であり、誤った判断をする可能性があるため、裁判の適正を確保
し、当事者を救済するための手段として上訴制度が設けられてい
る。わが国では、３審制がとられており、控訴審の判決に不服があ
る場合、さらに上級の裁判所に不服申立てをすることができる
（「上告」）。もっとも、最高裁判所への上告は、裁判官以外の者
が判決を下したときのような著しい手続違反がある場合か、もしく
は、憲法違反がある場合に限られる（312）のが原則である。

　控訴審や上告審で原判決が破棄された場合、自ら判決を行うこ
ともあるが、事実認定をやり直させるために原裁判所に事件を差
し戻すこともある。これに対して、控訴や上告に理由がないこと
が判明した場合、控訴棄却や上告棄却の判決が下される。上告棄
却の判決が下されれば、判決は直ちに確定する。

　このように債権の実現を強制する効
力を執行力といい、ＡさんはＢの財産
を差し押えて、債権の回収を図ること
ができる（強制執行）。なお、強制執
行の基礎となる公の文書を債務名義と
呼び、確定判決は債務名義の一つであ
る。この強制執行の手続は、民事訴訟
法ではなく、民事執行法で定められて
いる。

　なお、判決確定後であっても、訴
訟手続に重大な誤りがあった場合
（たとえば、当事者が詐欺にあった
場合や裁判官以外の者が判決を下し
たりした場合等）は、上訴と異なる
特別な不服申立てが認められている
（338）。これを「再審」と呼ぶ。

　判決が確定すると、Ａさんの債権は訴訟手続を通じて確認された
ことになるから、これを強制的に実現することになる。

	判決の確認
	控訴

	上訴

	上告

	原審への差戻し

	控訴棄却	
上告棄却

	執行力

	強制執行
	債務名義

	再審
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【民事訴訟手続の流れのまとめ（時系列）】

４　終局判決の確定後に提起された訴え
仮にＡさんの貸金債権を認める請求認容判決が確定した後で、Ｂが実

はＡさんとの間で消費貸借契約などを締結した覚えはないと主張して、
債務不存在確認の訴えを起こしたらどうなるか。そもそも民事訴訟は公
権的解決を下すものであり、たとえ解決結果に不満をもった者がいたと
してもこれ以上は争うことができない。とすれば、確定判決によって確
定された権利関係に反する裁判所の判断や当事者の主張は許されなくな
る。このような拘束力を「既判力」と呼ぶ。上記事例では、請求認容判
決によってＡＢ間の消費貸借契約に基づく貸金債権の存在は確定されて
おり、Ｂはその100万円の貸金債務を否定するような主張はできなくなる。
ただし、このような拘束力は、当該紛争当事者間にのみ生じるのを原

則とする（115Ⅰ①）。

三　「民事訴訟の構造」から見た手続の流れ

１　民事訴訟の構造
民事訴訟は、権利の存否を判断することによって紛争を解決していく

↓しかし
権利は観念の所産であって、物体のように物理的に確認することはで

きない

当事者意思の尊重

訴えの取下げ

請求の放棄・認諾

訴訟上の和解

訴えの提起
訴え提起前の証拠収集の処分等

訴状の提出

訴状の審査→訴状却下

訴状・期日呼出状の送達

①準備的口頭弁論
②弁論準備手続
③書面による
　準備手続
訴状陳述、
答弁書陳述
準備書面陳述
証人尋問、
当事者尋問
集中証拠調べ

控訴

上告

裁判所主導

事

案

の

解

明

争点及び
証拠の整理

口頭弁論
期日
（陳述）

口頭弁論
期日

（証拠調べ）

第１審判決

控訴審判決

上告審判決

手
続
の
進
行
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
変
更
可
能

訴
訟
要
件
の
審
理
　
訴
訟
要
件
が
欠
け
る
と
き
は
訴
え
却
下

確定→当事者の意思にかかわらず
　　　強制的に執行

（
計
画
審
理
の
推
進
）

口
頭
弁
論 ↓

	既判力
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●論証カード

 出題頻度 ★★☆　　重要度

忌避申立権の濫用

問題提起 　忌避申立権の濫用に対し、裁判所はどのように対処すべきか。
理　　由 　思うに、25条３項は、裁判官がその忌避についての裁判に関与することを禁じているが、こ

れは忌避権が正当に行使された場合を前提としたものである。
結　　論 　よって、明らかに忌避権の濫用と認められる場合には、刑事訴訟法24条を類推して、忌避

を申立てられた裁判官が自ら申立てを却下すること（簡易却下）ができる。

出題頻度 ★★★　　重要度

当事者確定の基準

問題提起 　いかなる基準により、当事者を確定すべきか。
理　　由 　思うに、当事者が誰であるかは訴訟のあらゆる段階で問題となるので、訴えの提起後直ちに

判断される必要があるし、その基準はできる限り明確でなければならない。
結　　論 　よって、当事者が誰であるかは、訴状の記載（133Ⅱ）を合理的に解釈して決定すべきであ

る（表示説）。

 出題頻度 ★★☆　　重要度

裁判所が氏名冒用を看過して判決を下した場合

問題提起 　裁判所が氏名冒用に気付かずになした判決の効力は、被冒用者に及ぶか。
理　　由 　思うに、当事者が誰であるかは、訴えの提起後直ちに、明確な基準によって判断されるべき

なので、訴状の記載により決定すべきである。

 　そして、氏名冒用訴訟の場合、訴状に当事者として記載されるのは被冒用者であるから、被
冒用者が当事者である。

結　　論 　よって、判決の効力は被冒用者に及ぶ（115Ⅰ①）。
修　　正 　もっとも、「訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた」場合にあたるから、被冒用者は上訴・

再審により判決の取消しを求め得る（312Ⅱ④・338Ⅰ③）。

論証カード

出題頻度 ★★☆　　重要度　　重要度

問題提起 
理　　由 

結　　論 

忌避申立権の濫用

　忌避申立権の濫用に対し、裁判所はどのように対処すべきか。
　思うに、25条３項は、裁判官がその忌避についての裁判に関与することを禁じているが、こ
忌避権が正当に行使された場合を前提としたものである。

　よって、明らかに忌避権の濫用と認められる場合には、
を申立てられた裁判官が自ら申立てを却下すること

カード化して暗記
しておく必要性

項目の表示により、
情報を整理

重要なキーワード
は色を使って強調

論点名

論証カードの活用法

出題の可能性を表示
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●論証カード

	 出題頻度	★★☆　　重要度

忌避申立権の濫用

問題提起	 　忌避申立権の濫用に対し、裁判所はどのように対処すべきか。
理　　由	 　思うに、25条３項は、裁判官がその忌避についての裁判に関与することを禁じているが、こ

れは忌避権が正当に行使された場合を前提としたものである。
結　　論	 　よって、明らかに忌避権の濫用と認められる場合には、刑事訴訟法24条を類推して、忌避

を申立てられた裁判官が自ら申立てを却下すること（簡易却下）ができる。

出題頻度	★★★　　重要度

当事者確定の基準

問題提起	 　いかなる基準により、当事者を確定すべきか。
理　　由	 　思うに、当事者が誰であるかは訴訟のあらゆる段階で問題となるので、訴えの提起後直ちに

判断される必要があるし、その基準はできる限り明確でなければならない。
結　　論	 　よって、当事者が誰であるかは、訴状の記載（133Ⅱ）を合理的に解釈して決定すべきであ

る（表示説）。

	 出題頻度	★★☆　　重要度

裁判所が氏名冒用を看過して判決を下した場合

問題提起	 　裁判所が氏名冒用に気付かずになした判決の効力は、被冒用者に及ぶか。
理　　由	 　思うに、当事者が誰であるかは、訴えの提起後直ちに、明確な基準によって判断されるべき

なので、訴状の記載により決定すべきである。

	 　そして、氏名冒用訴訟の場合、訴状に当事者として記載されるのは被冒用者であるから、被
冒用者が当事者である。

結　　論	 　よって、判決の効力は被冒用者に及ぶ（115Ⅰ①）。
修　　正	 　もっとも、「訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた」場合にあたるから、被冒用者は上訴・

再審により判決の取消しを求め得る（312Ⅱ④・338Ⅰ③）。
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定義集の活用法
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●定義集

□□□　管轄　	 B	 特定の事件についていずれの裁判所が裁判権を行使するかに関
する定め

□□□　当事者　	 AA	 その名において判決を求める者、及びその者を名宛人とする判
決を求められる者

□□□　当事者能力　	 AA	 民事訴訟において当事者となることのできる一般的な資格
□□□　訴訟能力　	 AA	 自ら単独で有効な訴訟行為をし、また裁判所及び相手方の訴訟

行為を受けることのできる能力
□□□　訴訟上の代理人　	 A	 当事者本人の名で、当事者の代わりに代理人自身の意思決定に

よって訴訟行為を行い、又は訴訟行為を受ける者
□□□　法定代理人　	 B	 本人の意思に関係なく選任される代理人
□□□　訴訟代理人　	 B	 当事者によってその訴訟追行につき包括的な代理権を与えられ

ている代理人
□□□　訴え	 A	 裁判所に対して審理及び判決を求める原告の申立
□□□　形成の訴え　	 A	 判決確定により法律関係の変動を生じさせる訴え
□□□　将来の給付の訴え　	 A	 口頭弁論終結時までに履行期の到来しない給付請求権を主張し

てあらかじめ給付判決を求める訴え
□□□　訴訟係属　	 A	 訴えの提起によって、原告被告間の特定の請求が、特定の裁判

所で判決手続により審理される状態
□□□　訴訟物　	 AA	 実体法上の権利または法律関係の存否に関する原告の権利主張
□□□　処分権主義　	 AA	 訴訟手続の開始や審判範囲の特定、訴訟の終結などについて、

訴訟当事者の自律的な判断による決定権限を認める建前
□□□　訴訟要件　	 AA	 裁判所が本案判決の言渡しを行うための要件
□□□　職権調査事項　	 A	 当事者から別段異議や申立による指摘がなくても、裁判所が自

ら調査してその事項をとりあげて相応の処置をすべき事項
□□□　抗弁事項　	 A	 裁判所が当事者からの申立をまって初めて調査を開始する事項
□□□　訴えの利益　	 AA	 個々の請求内容について、本案判決による紛争解決の必要性及

び実効性を検討するための訴訟要件
□□□　当事者適格　	 A	 当該訴訟物につき、自ら当事者として訴訟を追行し、本案判決

を求め得る資格
□□□　第三者の訴訟担当　	 A	 実質的利益帰属主体に代わって第三者が訴訟を追行して判決を

受ける資格を認められる場合
□□□　法定訴訟担当　	 B	 利益帰属主体の意思とは無関係に法律の規定により第三者が当

然に訴訟追行権を有する場合
□□□　任意的訴訟担当　	 B	 本来の利益帰属主体の意思に基づいて第三者に訴訟追行権が認

められる場合
□□□　必要的口頭弁論の　	 B	 裁判所が当事者による訴え又は上訴について裁判するためには、
　　　　原則	 	 原則として口頭弁論を開いて審理を行わなければならない建前
□□□　口頭弁論　	 AA	 受訴裁判所の面前で当事者双方の関与の下に口頭で弁論及び証

拠調べを行って裁判資料を収集しそれに基づき裁判をする審理
手続

□□□　公開主義　	 A	 訴訟の審理過程及び裁判を国民一般の傍聴しうる状態で行う原
則

試験対策における
重要度

用語名 C-Book本文中の定義
を簡潔に記載

□□□　管轄　	

□□□　当事者　	

□□□　当事者能力　	 	 民事訴訟において当事者となることのできる一般的な資格
	 自ら単独で有効な訴訟行為をし、また裁判所及び相手方の訴訟
行為を受けることのできる能力

	 当事者本人の名で、当事者の代わりに代理人自身の意思決定に
よって訴訟行為を行い、又は訴訟行為を受ける者

A	 裁判所に対して審理及び判決を求める原告の申立
A	 判決確定により法律関係の変動を生じさせる訴え

□□□　将来の給付の訴え　	□□□　将来の給付の訴え　	 A	 口頭弁論終結時までに履行期の到来しない給付請求権を主張し
てあらかじめ給付判決を求める訴え
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□□□　管轄　	 B� 特定の事件についていずれの裁判所が裁判権を行使するかに関
する定め

□□□　当事者　	 AA� その名において判決を求める者、及びその者を名宛人とする判
決を求められる者

□□□　当事者能力　	 AA� 民事訴訟において当事者となることのできる一般的な資格
□□□　訴訟能力　	 AA� 自ら単独で有効な訴訟行為をし、また裁判所及び相手方の訴訟

行為を受けることのできる能力
□□□　訴訟上の代理人　	 A� 当事者本人の名で、当事者の代わりに代理人自身の意思決定に

よって訴訟行為を行い、又は訴訟行為を受ける者
□□□　法定代理人　	 B� 本人の意思に関係なく選任される代理人
□□□　訴訟代理人　	 B� 当事者によってその訴訟追行につき包括的な代理権を与えられ

ている代理人
□□□　訴え	 A� 裁判所に対して審理及び判決を求める原告の申立
□□□　形成の訴え　	 A� 判決確定により法律関係の変動を生じさせる訴え
□□□　将来の給付の訴え　	 A� 口頭弁論終結時までに履行期の到来しない給付請求権を主張し

てあらかじめ給付判決を求める訴え
□□□　訴訟係属　	 A� 訴えの提起によって、原告被告間の特定の請求が、特定の裁判

所で判決手続により審理される状態
□□□　訴訟物　	 AA� 実体法上の権利または法律関係の存否に関する原告の権利主張
□□□　処分権主義　	 AA� 訴訟手続の開始や審判範囲の特定、訴訟の終結などについて、

訴訟当事者の自律的な判断による決定権限を認める建前
□□□　訴訟要件　	 AA� 裁判所が本案判決の言渡しを行うための要件
□□□　職権調査事項　	 A� 当事者から別段異議や申立による指摘がなくても、裁判所が自

ら調査してその事項をとりあげて相応の処置をすべき事項
□□□　抗弁事項　	 A� 裁判所が当事者からの申立をまって初めて調査を開始する事項
□□□　訴えの利益　	 AA� 個々の請求内容について、本案判決による紛争解決の必要性及

び実効性を検討するための訴訟要件
□□□　当事者適格　	 A� 当該訴訟物につき、自ら当事者として訴訟を追行し、本案判決

を求め得る資格
□□□　第三者の訴訟担当　	 A� 実質的利益帰属主体に代わって第三者が訴訟を追行して判決を

受ける資格を認められる場合
□□□　法定訴訟担当　	 B� 利益帰属主体の意思とは無関係に法律の規定により第三者が当

然に訴訟追行権を有する場合
□□□　任意的訴訟担当　	 B� 本来の利益帰属主体の意思に基づいて第三者に訴訟追行権が認

められる場合
□□□　必要的口頭弁論の　	 B� 裁判所が当事者による訴え又は上訴について裁判するためには、
　　　　原則	 � 原則として口頭弁論を開いて審理を行わなければならない建前
□□□　口頭弁論　	 AA� 受訴裁判所の面前で当事者双方の関与の下に口頭で弁論及び証

拠調べを行って裁判資料を収集しそれに基づき裁判をする審理
手続

□□□　公開主義　	 A� 訴訟の審理過程及び裁判を国民一般の傍聴しうる状態で行う原
則
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昭和34年度� 第１問　【当事者の訴訟行為】� …………………… 第４編「第１審手続」第３章
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平成18年度 論文式試験問題集［民事系科目第２問］
〔第２問〕（配点：200〔設問１から設問４までの配点の割合は、4：4.5：7：4.5〕）

次の文章を読んで、以下の１から４までの設問に答えよ。
�
Ⅰ　民事裁判実務修習中の司法修習生Ｋ（以下「Ｋ修習生」という。）は、配属先の裁判所で、Ｘが
Ｙに対して提起した保証債務の履行を求める訴えの訴状等を検討して、以下の【メモ】を作成した。
なお、Ｘ、Ｙ、Ａ、Ｂはいずれも株式会社である。後記は、その内容に関する担当裁判官Ｊ（以下

「Ｊ裁判官」という。）とＫ修習生の会話である。

【メモ】�
１．Ｘは、平成16年９月13日、Ａに対し、3600万円を次の約束で貸し付けた（以下、この消費貸
借契約に基づくＸのＡに対する貸金債権を「本件貸金債権」という。）。

弁 済 方 法 等　　�平成17年１月20日、同年５月20日、同年９月20日及び平成18年１月
20日に各800万円並びに同年５月19日に400万円

利 息　　年�９％�
遅 延 損 害 金　　年14％�
期限の利益喪失　　�Ａが前記弁済を１回でも怠ったときは、Ａは当然に期限の利益を喪失す

る。�
２．Ａは、平成15年10月６日、Ｂとの間で、ＡがＢに対して３年間継続して機械部品を販売する
旨の契約（以下「本件基本契約」という。）を締結し、Ｙは、同日、Ａとの間で、本件基本契約
に基づいてＢがＡから購入した機械部品の売買代金債務について、連帯保証する旨の契約書を作
成した。�

３．ＸとＡとは、平成16年９月13日、本件貸金債権を担保するために、本件基本契約に基づく将
来の売買契約によって発生する代金債権をＡからＸに譲渡する旨合意し、その旨の債権譲渡登記
をした。上記債権譲渡の際、ＸがＡに対して譲渡担保を実行する旨の通知をするまでは、Ａに代
金の受領権がある旨をも合意した。�

４．Ａは、Ｂに対し、本件基本契約に基づいて、平成17年６月14日に代金500万円で、同年７月
15日に代金1200万円で、同年８月10日に代金1500万円で、同年９月５日に代金400万円で、
それぞれ機械部品を売った。�

５．Ａが、上記１の平成17年９月20日にするべき弁済を怠ったため、Ｘは、Ａに対し、同年10月
８日、譲渡担保を実行する旨の通知をした。

６．Ｘは、Ｂに対し、同日、債権譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、登
記事項証明書を交付して通知をした上、上記４の売買代金の支払を求めたところ、Ｂは、これに
応じなかった。�

７．平成17年11月下旬、Ｘは、Ｙに対し、Ｂの売買代金債務についての保証債務の履行を求めた
が、Ｙは支払わなかった。�

８．Ｘは、Ｙに対し、保証債務の履行を求めて本件訴訟に及んだ。
（中略）

Ⅱ１．前記Ⅰの訴訟において、Ｘが前記Ⅰの【メモ】記載の事実を主張したのに対し、Ｙは、�
⑴　Ｘが主張した前記Ⅰの【メモ】記載の事実のうち、２、４及び７の事実は認め、その余の事
実は知らない�

司法試験
過去問題一覧
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⑵　Ａは、前記Ⅰの【メモ】４記載の各売買代金債権をＺに二重に譲渡し、Ｂは、Ｚに対して、
その債務を弁済したと主張した。
　これに対し、Ｘは、Ｙが主張する⑵の事実を否認した。また、Ｘは、ＡからＸへの債権譲渡
に関する文書を証拠として提出した。Ｙは、ＡからＺへの債権譲渡に関する文書及びＢからＺ
への金銭支払を示すＢの出金伝票を証拠として提出し、Ａ及びＢの各担当社員の証人尋問の申
出をした。裁判所は、Ｘ及びＹが提出した上記各文書を取り調べ、Ａ及びＢの各担当社員を証
人として尋問する旨の決定をして、争点整理が終了した。その後実施されたＡ及びＢの各担当
社員に対する証人尋問において、両名は、ＡのＢに対する債権がＸ及びＺに二重に譲渡された
旨を証言し、さらに、Ｂの担当社員は、ＢがＺにその債務を弁済した旨をも証言した。�

２．上記証人尋問終了後、Ｘは、Ｚに対し、ＢのＺに対する弁済が有効にされたことを前提とす
る不当利得の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Ｚは、ＢのＺに対する弁済の事実を
否認し、Ｂから金銭の交付を受けたことはないと主張して争った。そこで、Ｘは、ＢのＺに対
する弁済の事実について統一的な判断を得たいとして、裁判所に対し、Ｙに対する訴訟とＺに
対する訴訟について、口頭弁論の併合を求めた。�

３．Ｋ修習生は、ＸＹ間の訴訟及びＸＺ間の訴訟を担当するＪ裁判官から、Ｘが提出した口頭弁
論の併合を求める書面を渡されて、以下のような会話をした。�

Ｊ裁判官：Ｋさん、Ｘは、Ｙに対する訴訟とＺに対する訴訟の口頭弁論を併合すれば、両方の訴訟
で、Ｂの弁済の事実について統一的な判断が得られるとしていますが、その理由は分かり
ますか。

Ｋ修習生：口頭弁論の併合により、事実上、訴訟進行も一様となり、共同訴訟人間でも、いわゆる
証拠共通の原則が認められているので、判断の統一をかなり期待することができるとされ
ているからです。�

Ｊ裁判官：そうですね。ところで、民事訴訟法第39条が定めている、いわゆる共同訴訟人独立の
原則は、どのような考え方を基礎にしているものか分かりますか。良い機会なので、①共
同訴訟人独立の原則と共同訴訟人間の証拠共通の原則が、それぞれどのような考え方に基
づくものか整理して報告してください。その上で、②仮にＸのＹに対する訴訟とＺに対す
る訴訟とを併合して審理したとして、共同訴訟人間の証拠共通の原則が働くとの見解を
採った場合に、どのような問題点があるか、また、その問題点についてどのように考える
べきかを検討して報告してください。�

〔設問２〕 あなたがＫ修習生であるとして、Ｊ裁判官の前記①②の質問に対してどのような報告をすべ
きかを述べなさい。なお、解答に当たっては、後記Ⅲ以下の事実は考慮しないこと。�

（中略）
Ⅳ　以下の問題を検討するに当たっては、前記Ⅱ及びⅢの事実、並びに設問２及び設問３の各設問に
対するあなたの検討結果は一切考慮せず、ＸがＹに対して前記Ⅰの訴えを提起した時点にさかの
ぼった上で、以下の記述を読み進めなさい。
１．Ｘは、Ｙに対して3600万円の保証債務の履行を求める訴えを提起した後、Ｂに対しても売買
代金合計3600万円の支払を求める訴えを提起した。なお、ＸＢ間の訴訟の口頭弁論は、ＸＹ間
の訴訟の口頭弁論とは併合されなかった。�

２．Ｙは、上記保証債務履行請求訴訟の訴状及び呼出状の送達を受けたが、この件は主債務者であ
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るＢが適切に処理してくれるものと信じて、答弁書を提出せず、また、口頭弁論期日にも出頭
しなかった。その結果、この訴訟の口頭弁論は平成17年12月20日にＹ欠席のまま終結し、平成
18年１月10日、Ｙ敗訴の判決書がＹに送達され、２週間後にこの判決が確定した。Ｙはその後、
Ｘやその代理人からは何らの通知や連絡も受けていない。

３．平成18年５月中旬、Ｙは、Ｂから連絡を受けて、上記１のＸＢ間の売買代金請求訴訟の口頭
弁論が同年３月下旬に終結し、Ｘ敗訴の判決が同年５月10日に確定したことを知った。

４．ＸＢ間の訴訟の判決理由によれば、裁判所は、売買代金債権合計3600万円のうち、⑴第１回
分の500万円については、Ｂが平成17年９月21日に当該債権の二重譲受人であるＺに弁済した
こと、⑵第４回分の400万円については、Ｂが同年10月19日に商品の瑕疵を理由に売買契約を
解除したこと、⑶第２回分の1200万円及び第３回分の1500万円については、Ｂが平成18年２
月10日に商品の瑕疵を理由にそれぞれ各売買契約を解除したことを根拠として、Ｘの請求をす
べて棄却していた。

５．Ｌ弁護士は、Ｙから、ＸＢ間の訴訟でＢが勝訴したことを理由に、Ｘからの強制執行を免れる
方法はないかと相談を受けた。Ｌ弁護士の事務所で実務修習中の司法修習生Ｍ（以下「Ｍ修習生」
という。）は、この相談に立ち会った後、Ｌ弁護士と以下のような会話をした。�

Ｌ弁護士：Ｍさん、さっき相談があった件で、Ｘからの強制執行を免れるためにはどのような手続
を採ればよいですかね。�

Ｍ修習生：Ｘに対して請求異議の訴えを提起する方法が考えられます。ただ、本件では異議の理由
が立たないような気がします。�

Ｌ弁護士：そんなに簡単にあきらめないで、いろいろな考え方があるのだから、本件で強制執行を
免れることができるとする結論を導くための理由として、どのような考え方を根拠とする
主張が有り得るかについて検討してみてください。それから、請求異議訴訟でそのような
主張をしたとき、Ｘはどのような考え方に基づいて反論をしてくるかを予想し、これに対
する再反論ができるかどうかを検討して報告してください。

〔設問４〕あなたがＭ修習生であるとして、Ｌ弁護士が指示した前記事項について、検討の結果を述べ
なさい。ただし、ＸＹ間及びＸＢ間の各判決の適否や妥当性については、検討の対象としないこと。
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予備試験　平成23年度　論文式試験問題[民事訴訟法]
次の事例について、後記の設問に答えよ。

【事例】
Ｘは、請求の趣旨として「被告は、原告に対し、150万円を支払え。」との判決を求める旨を記載

するとともに「原告は、被告との間で、原告が被告に中古自動車１台を代金150万円で売り渡すとい
う売買契約を平成21年１月15日に締結し、同日、当該自動車について、所有者の登録を被告名義に
移転するとともに被告に引き渡した。よって、原告は、被告に対し、売買代金150万円の支払を求め
る。」との主張を記載した訴状を平成22年４月１日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。その訴
状には、被告として、甲市乙町５番地に住所のあるＹの氏名が表示され、かつ、被告の法定代理人と
して、同所に住所のある成年後見人Ｚの氏名が表示されていた。
この訴えについて、裁判長は、平成22年４月５日、第１回口頭弁論期日を平成22年４月28日午前

10時と指定し、裁判所書記官は、この訴状を送達するため、訴状副本を第１回口頭弁論期日の呼出
状とともに、Ｚ宛てに郵送した。
ところで、Ｙは、甲市乙町５番地の自宅に子であるＺとともに居住していたが、平成21年３月に

重病のため事理を弁識することができない状態となり、同年６月にＹについて後見開始の審判がされ
て、それまでに成年に達していたＺが成年後見人に選任された。そして、Ｙは、平成22年４月３日
に死亡した。Ｚは、Ｙが死亡したことを同日に知ったが、その後３か月以内に相続放棄や限定承認の
手続をしなかった。Ｙの配偶者はＹより前に死亡しており、ＺのほかにＹの子はいなかった。
Ｚは、平成22年４月７日に、甲市乙町５番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受

け取った。Ｚは、Ｙが死亡したことを裁判所やＸに知らせることなく、Ｙの法定代理人として第１回
口頭弁論期日に出頭し、「Ｘが主張する売買契約を否認し、請求の棄却を求める。」旨を答弁した上、
訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では、Ｘが主張する売買契約があったかど
うかが争点となり、証拠調べとしてＸの尋問とＺの尋問とが実施され、Ｚは、「Ｙは重病で動けない。
私は、平成21年１月当時も現在もＹと同居しているが、Ｙが自動車を買ったと聞いたことはないし、
そのような自動車を見たこともない。」旨を述べた。
裁判所及びＸがＹの死亡を知らないまま、第一審の口頭弁論は平成22年９月に終結され、裁判所

は、判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には、原告Ｘ、被告Ｙ、被告法定代理人成年
後見人Ｚとの記載があり、主文は「被告は、原告に対し、150万円を支払え。」というものであって、
その理由としてＸが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。
Ｚは、第一審の判決書の正本の送達を受けた日の２日後に、控訴人をＺと表示した控訴状を第一審

裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には、「Ｙは、平成22年４月３日に死亡していた。そ
の他の主張は、第一審でしたとおりである。」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は、控
訴裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。

〔設問〕
　Ｙが平成22年４月３日に死亡していたと認められる場合、控訴審では、どのような事項について
検討し、誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。



		C-Book民事訴訟法Ⅰ〈総論・訴訟の開始・訴訟の審理〉		第5版
657

大判明44.12.11�....................................................... 376
大判大5.12.23 ／百選〔49〕�................................... 459
大判大9.10.14�......................................................... 103
大決昭5.6.28�........................................................... 192
大決昭5.8.2�............................................................. 120
大判昭6.5.28�........................................................... 574
大決昭7.9.10�........................................................... 253
大判昭7.9.22�........................................................... 262
大決昭8.4.14�........................................................... 108
大判昭10.10.28 ／百選〔5〕�................................... 138
大判昭10.12.17�....................................................... 291
大判昭11.3.11 ／百選〔6〕�..................................... 140
大決昭11.7.15�......................................................... 192
大判昭14.3.22�......................................................... 272
大連判昭15.3.13�..................................................... 313
大判昭16.2.24�......................................................... 272
大判昭16.3.15�......................................................... 141
大判昭16.5.3�........................................................... 288
最判昭24.8.2�........................................................... 374
最判昭25.11.10�....................................................... 462
最判昭25.11.17�....................................................... 108
最判昭27.2.15�......................................................... 288
最大判昭27.10.8�..................................................... 303
最判昭27.12.25�...............................................371,�389
最大判昭28.12.23�................................................... 330
最判昭29.6.11 ／百選〔16〕�................................... 167
大阪地判昭29.6.26 ／百選〔A4〕�.......................... 144
最判昭29.10.26�....................................................... 120
最判昭29.12.16�....................................................... 316
最判昭30.1.28 ／百選〔4〕�..................................... 119
最判昭30.5.20�......................................................... 317
東京地判昭30.12.7�................................................. 375
最判昭30.12.26�....................................................... 327
最判昭31.9.18�......................................................... 192
最判昭31.10.4�......................................................... 326
最判昭32.2.28 ／百選〔33〕�................................... 416
最判昭32.6.7 ／百選〔Ａ27〕�................................ 388
最大判昭32.7.20�..................................................... 318
最判昭33.3.13�......................................................... 376
最判昭33.6.6�........................................................... 376
最判昭33.7.8 ／百選〔47〕�..................................... 468
最判昭33.7.25 ／百選〔17〕�................................... 192
最判昭33.10.14�....................................................... 411

最判昭33.11.4�......................................................... 538
最判昭34.2.20�......................................................... 389
最判昭35.5.24�......................................................... 364
最大判昭35.6.8�....................................................... 303
最判昭35.10.21�....................................................... 350
最判昭35.12.23�....................................................... 518
最判昭36.4.27 ／百選〔48〕�................................... 471
東京地八王子支判昭36.8.31�.................................... 96
最判昭37.8.10 ／百選〔81①〕�......................384,�389
最判昭37.12.18 ／百選〔10〕�................................. 159
最判昭38.2.21�......................................................... 426
最判昭38.2.21 ／百選〔19〕�................................... 204
最判昭38.8.8�........................................................... 319
最大判昭38.10.30 ／百選〔20〕�.....................206,�273
最判昭39.3.24�......................................................... 303
最判昭39.6.26 ／百選〔53〕�................................... 479
最判昭39.10.13�....................................................... 118
最判昭39.10.15�....................................................... 156
最判昭39.11.26�....................................................... 324
最判昭40.3.4 ／百選〔34〕�..................................... 425
最大判昭40.4.28�..................................................... 329
最大決昭40.6.30 ／百選〔2〕�................................... 72
最判昭40.8.2�........................................................... 330
最判昭40.9.17 ／百選〔77〕�...........................247,�379
最判昭41.3.18 ／百選〔21〕�................................... 307
最判昭41.4.12�......................................................... 566
最判昭41.4.12 ／百選〔Ａ17〕�.............................. 468
最判昭41.7.28�......................................................... 193
最判昭41.9.8�........................................................... 460
札幌高決昭41.9.19 ／百選〔A3〕�............................ 98
最判昭41.11.10�....................................................... 427
最判昭42.2.24 ／百選〔A13〕�................................ 447
東京地判昭42.3.28�................................................. 512
最判昭42.6.30�......................................................... 288
最判昭42.7.18百選〔82〕�....................................... 392
最大判昭42.9.27 ／百選〔A9〕�.............................. 207
最判昭42.10.19 ／百選〔８〕�................................. 156
最判昭43.2.22�.................................................236,�238
最判昭43.4.11�......................................................... 392
最判昭43.4.16 ／百選〔A7〕�.................................. 197
最判昭43.5.31�.................................................192,�344
最判昭43.6.21�......................................................... 203
最判昭43.11.13�....................................................... 273

判例索引判例索引I N D E X



		C-Book民事訴訟法Ⅰ〈総論・訴訟の開始・訴訟の審理〉		第5版
660

英数字

29条の趣旨�............................................................. 154
156条と157条１項の関係�..................................... 561
ADR�........................................................................... 57
ADR法（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す
る法律）�.................................................................. 59

ａ＋ｂ�........................................................................ 39

ア行

按分説�...................................................................... 393
異議権�...................................................................... 491
遺言執行者�.............................................................. 343
遺言無効確認�..................................................322,�325
遺産確認の訴え....................................................... 319
意思能力�.................................................................. 167
意思能力を欠く者の控訴提起と控訴取下げ�........ 167
意思の通知�.............................................................. 498
意思表示�.................................................................. 498
移送�.......................................................................... 107
移送の効果�.............................................................. 110
移送の裁判�.............................................................. 110
一時金賠償請求....................................................... 372
著しい遅滞を避け当事者間の衡平を図るための�
移送�...................................................................... 108

一部請求�.................................................................. 382
一部請求肯定説....................................................... 384
一部請求と過失相殺�............................................... 392
一部請求と時効中断の範囲�...........................273,�389
一部請求と相殺....................................................... 394
一部請求の可否....................................................... 383
一部請求否定説....................................................... 384
一部認容判決�.......................................................... 373
一挙抜本的解決の要請�............................................. 66
一般条項・不特定概念の主要事実�........................ 464
一般的・抽象的概念�................................................. 44
印紙�.............................................................................. 3
訴え�.......................................................................... 223
訴え却下判決�.............................................................. 6
訴え提起（訴訟係属）に伴う訴訟法上の効果�.... 255
訴え提起に対する処置�........................................... 251
訴え提起に伴う実体法上の効果�........................... 256

訴え提起の効果と訴状送達の効果�........................ 257
訴え提起の方式....................................................... 242
訴えと請求の差異�................................................... 224
訴え取下げの合意�................................................... 510
訴えなければ裁判なし�............................................. 11
訴えの交換的変更�................................................... 415
訴えの追加的変更�................................................... 415
訴えの提起�..........................................................3,�252
訴えの提起による時効中断�................................... 271
訴えの提起前における照会�................................... 219
訴えの提起前における証拠収集の処分�................ 219
訴えの取下げ�.............................................................. 7
訴えの変更�.............................................................. 413
訴えの利益�................................................. 6,�296,�302
訴えの利益の一般的要件�....................................... 303
訴えの利益の判断基準�........................................... 302
応訴管轄�.................................................................. 103

カ行

回避�.......................................................................... 115
下級裁判所�................................................................ 78
下級裁判所の裁判官�................................................. 78
各種訴えにおける当事者適格�............................... 335
各種の訴えと訴えの利益�....................................... 303
各種の訴えにおける認容判決と棄却判決�............ 234
確定判決�...................................................................... 9
確定判決の騙取....................................................... 447
確認対象の適否....................................................... 316
確認の訴え�.............................................................. 228
確認の訴えと形成の訴えの比較�........................... 234
確認の訴えに対する判決の効力�........................... 229
確認の訴えの機能�................................................... 228
確認の訴えの対象�................................................... 229
確認の訴えの利益�................................................... 229
確認判決�..........................................................228,�229
瑕疵ある訴訟行為�................................................... 501
家事審判�.................................................................... 70
家事調停�.................................................................... 58
瑕疵の治癒�.............................................................. 503
過剰主張�.................................................................... 39
家庭裁判所�................................................................ 78
株主総会決議無効確認の訴え�............................... 231

事項索引事項索引I N D E X



PROVIDENCEシリーズ

C-Book　民事訴訟法Ⅰ＜総論・訴訟の開始・訴訟の審理＞	第5版
2001年12月25日� 第 1 版　第 1刷発行

2012年 9 月25日� 第 5 版　第 1刷発行

� 編著者●株式会社　東京リーガルマインド

� � LEC総合研究所　司法試験部

� 発行所●株式会社　東京リーガルマインド

� � 〒164-0001� 東京都中野区中野�4-11-10

� � � アーバンネット中野ビル

� � � ☎03（5913）5011（代　表）

� � � ☎03（5913）6336（出版部）

� � � ☎048（999）7581（書店様用受注センター）

� � 振　替　00160-8-86652

� � www.lec-jp.com/

� � カバーデザイン●大久保正幸事務所

� � 印刷・製本●株式会社　サンヨー

©2012�TOKYO�LEGAL�MIND�K.K.,�Printed�in�Japan� ISBN978-4-8449-5609-9

複製・頒布を禁じます。
本書の全部または一部を無断で複製・転載等することは、法律で認められた場合を除き、著作者及
び出版者の権利侵害になりますので、その場合はあらかじめ弊社あてに許諾をお求めください。
なお、本書は個人の方々の学習目的で使用していただくために販売するものです。弊社と競合する
営利目的での使用等は固くお断りいたしております。
落丁・乱丁本は、送料弊社負担にてお取替えいたします。出版部までご連絡ください。

編著者代表　　反町　勝夫（そりまち　かつお）

＜経歴＞
　1965年東京大学経済学部卒業。株式会社電通勤務を経て、
1970年公認会計士第２次試験合格。公認会計士試験受験指導を通
じて開発した、経済学・経営学・会計学の論理体系思考を法律分
野に導入し、新しい実務法律体系（LEC体系）を創造する。
　1978年司法試験合格後、株式会社東京リーガルマインド（LEC）
を創立。わが国で一般的に行われている実務法律・会計の、教育・
研修システムのほとんどを考案し、今日それらは資格試験・実務
研修のデファクトスタンダードになっている。2004年日本初の株
式会社大学「LEC東京リーガルマインド大学［略称：LEC（れっく）
大学］」創立、2005年LEC会計大学院創立。若年者の就職100％を
目指してキャリア開発学という学問分野を立ち上げ、研究・教育
に邁進する。現在、弁護士・弁理士・税理士・会計士補・社会保
険労務士。株式会社東京リーガルマインド代表取締役会長。LEC
大学学長。
　著書に『21世紀を拓く法

リーガルマインド

的思考』『司法改革―時代を先取りする
「提言」―』『司法改革2―新時代を築く人々―』『各界トップが語る
―改革への法的思考』『各界トップが語る―改革のプロセス』『各界
トップが語る―改革の羅針盤』『各界トップが語る―改革の発進』
『各界トップが語る―ここまで進んだ「改革」』『わかる！楽しい！法
律』（LEC東京リーガルマインド）、『士業再生』（ダイヤモンド社）。
広報誌『法律文化』編集長。そのほか、資格試験受験用テキスト

（『C-Book』など）・社員研修用教材、論文・評論多数。






