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民事訴訟法（判決手続）3の練習問題
---レベル1・2・3 ---

レベル表示
以下の練習問題には難易度に差のあるものが含まれているので、学習上の参考のために、次の３つの
レベルに分類し、その表示をすることにした。
［L1］の表示がされているレベル１の問題
おおむね民事訴訟法の条文を手がかりにして結
論を得ることができる問題である。但し、規定の趣旨等の説明が求められるので、その点につ
いての基本的知識は必要である。
［L2］の表示がされているレベル２の問題
条文の知識だけでは結論を得ることが難しい
が、最高裁判例についての知識があれば解決することができる事例問題、あるいは関係する条
文が比較的多い問題である。
［L3］の表示がされているレベル３の問題
条文と最高裁判例だけでは結論が明確に出てこ
ない問題である。
レベル１と２の問題は、いずれも、条文と最高裁判例に従えば結論がおおむね明確になる問題であ
る。反対説が存在することにより、判例の射程距離の理解の相違により、あるいはその他の理由によ
り、幾分なりとも結論が分かれそうな問題については、できるだけaの記号を付加するようにした
（例：［L2a］）。
解答にあたっては、次の点に注意しなさい。
解答の分量は問題によって異なるが、おおむね、4行ないし16行で書かれることを期待している。少
数の簡単な問題については、4行未満になってもよい。また、16行以上になってもかまわないが、た
だ、得点が分量に比例するわけではない。このように解答の分量がバラバラなのは、練習用の問題で
あること自体に由来すると同時に、この練習問題集の成立の経緯にも由来する。当初は、60分で10問
を解答させるという発想で問題を作った。この時代に作った問題の解答の分量は、当然、少ない。そ
の後、採点作業に疲弊し、60分で5題、60分で4題と減少していくとともに、解答の分量の大きい問
題も含まれるようになった。さらに、その後、自分自身の解釈論を進めていくために作った問題も含
めた（この種の問題は、すべてL3に分類されており、学部の定期試験に出題されることはない）。そ
のため、求められる解答の分量が様々である。要求される解答量がさまざまであるというのは、学生
諸君にとっては迷惑な話であろうが、適当に見極めて欲しい。一般的には、
L2の問題とL3の問題の解答量は、長くなる（通常、10行以上）。
L1の中には、60分で10題の時代の問題が含まれており、これらについて、解答が4行程度で
完結する問題が多い。しかし、そのような問題の中にも、解答の書きようによっては解答が15
行程度になる問題もある。
また、L1の問題の中には、60分で10題の時代の問題を複数集めて一つの問題にまとめ、その
中で複数の小問を立てているタイプの問題もある。このタイプの問題の解答量も長くなる。
学部の定期試験において、この練習問題から問題が出される場合には、参考資料として、条文番号と
見出しのリストが与えられるが、法令集の参照は許されない。主要な条文については、条文番号と見
出しを見れば大体の内容を思い出すことができるように、法令集をよく読んでおくこと。なお、試験
では項番号・号番号まで書かなくてもよい（もちろん、自信があれば書く方がよい）。
レベル１の問題については、根拠条文があるかぎりは、その条文番号を挙げて理由を付しなさい。規
定の根拠も説明しなさい。いくつかの問題にあっては、要件を列挙して、それが充足されているか否
かを検討することが重要である。結論だけの解答は、不可とする。
問題文の記述が精密でないために、結論が異なりうる複数の場合が包含されうることがある。その場
合には、レベル１の問題に関する限りは、もっとも典型的な場合ついて解答すれば足りる。もっと
も、問題文において場合分けの指示があれば、適宜場合分けをすることが必要である。場合分けの必
要がないことを明らかにするために、状況設定の記述がなされていることもある。例えば、「Ｘはあ
る大学のボートクラブであり、部員はキャプテンのＡ（3回生）ほか30名である」という記述におけ
る「3回生」は、Ａが未成年の場合と成年の場合とに分けて解答する必要をなくすための状況設定で
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ある。このような場合に、解答において、「Ａは、成年であるので訴訟能力の点でも問題ない」と
いった記述をする必要もない。
ヒントについて
教師がどのような答案を期待しているかを学生諸君に理解してもらうことは、案外難しい（特にレベ
ル１の問題がそうである）。問題文に細かな指示を書くことは私の趣味にあわないので、これまで
は、学生諸君の質問に答える形で、教室で説明してきた。しかし、問題数が増えて時間の節約の必要
が生じ、また、また時代の変化もある。いくつかの問題について、それをヒントの形で示すことにし
た（作業途中である）。
ただし、ヒントにも過不足があり、パーフェクトというわけではない。不必要なヒントは無視して、
又ヒントに示されていない論点もあり得ることに注意して、解答していただきたい。特に、問題とこ
れに関係する条文との間の関連性には濃淡があるので、どの条文をヒントに挙げるべきか迷うことが
多い。ヒントには、問題の事例に適用すべきか否かを検討することが好ましいという趣旨で挙げられ
ているものもあり、「検討の結果、問題の事例には適用されない」との帰結が出されることが期待さ
れているものもある。ヒントに挙げられている条文は参考程度に考え、どの条文を引用すべきかは自
分で判断していただきたい。
ヒントとして判例が挙げられているレベル１と２の問題は、判例の趣旨に沿って解答すれば足りる。
判例と異なる結論を自説とする場合には、判例の立場に言及してから自説を書くこと。
ヒントは、試験では削除される。
練習問題の答案は、必ず友人とチームを作って考えなさい。それが、答案の質を高める最も確実な方法であ
る。
なお、学部の定期試験においては、上記の出題範囲に属する場合でも、次の問題は出題範囲外とする。
一行問題
[L1][L1a][L2]又は[L2a]の表示のない問題
従前は、［L3］の表示のある問題のみを除外していた
が、学生諸君の負担を考慮して、2010年秋学期から[L1][L1a][L2]又は[L2a]の表示のある問題のみを
試験範囲に含めることにした。
先頭に＊が付されている問題
参考判例の一括ファイル

複数請求訴訟
1. [L1] ＸはＹから不動産を買い受けたが、Ｙが売買契約の無効を主張している。Ｘは、不動産の引渡
しを得たが、所有権移転登記をまだ得ていない。この場合に、
Ｘは、Ｙに対して、所有権確認請求と所有権移転登記請求を1つの訴えでなすことができる
か。
Ｙは、Ｘに対して、その訴訟において、目的物の明渡請求の訴えを提起することができるか。
2. [L1] Ｙの妻Ｘは、Ｙに対して1000万円の貸金債権を有している。Ｘは、Ｙが浮気をしたのを好機に
別居し、Ｙに対して、離婚請求の訴えを土地管轄権を有する家庭裁判所に提起することにした。この
離婚請求に、Ｙの浮気により受けた精神的損害の賠償請求（慰謝料請求）と貸金返還請求とを併合す
ることは、許されるか。［人事訴訟法17条参照］
3. [L2] Ｘは、Ｙにパソコンを売却して引き渡したが、Ｙが代金を支払わない。Ｘの代金支払請求に対
して、Ｙは錯誤による契約の無効を主張し、代金の支払いを拒絶している。パソコンの価格低下は激
しいので、Ｘが第一次的に欲しいのは、代金である。どのような訴えを提起したらよいか。第一審に
おける審理裁判はどうなるか。
ヒント1： 次の事項に言及すること（記述の順番は、各自の好みで変更してよい）： 代金
支払請求訴訟で敗訴したらバソコンの返還請求訴訟を提起するという方針の問題点を指摘す
る； 請求の併合の要件を指摘し、それが充足されるであろうことを確認する； 単純併合で
は問題があることを指摘する； 予備的併合について説明する（特に、後順位請求が条件付訴
えになるが、それが許されることを説明する）。 第一審における審理裁判を説明する。
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ヒント2： 審理と裁判とを区別すること。主位請求も予備請求も同時並行的に審理されるの
が通常である。「裁判所は、主位請求を認容するときは、予備請求について審理しない」とい
う表現は、一般論としては適切でない。
ヒント3： 採点の都合があるので、選択的併合の可否については言及しなくてよい。
4. [L2] ＹがＸの所有する有価証券を横領した後に売却し、その代金を保有している。訴訟物について
判例の立場を前提にした場合に、Ｘはどのような訴えを提起するのがよいか。第一審における審理裁
判はどうなるか。
5. [L1] Ｘは、1998年3月、Ｙに2000万円を貸し付け、その返還請求の訴えをＸの住所地を管轄する地
方裁判所に提起した。その訴訟が第一審に係属中のある夜に、Ｙ所有の大型自動車がＸの自宅につっ
こんできた。Ｙは自動車泥棒のしたことであると主張しているが、ＸはＹの仕業であると考えてい
る。Ｘが損害賠償請求を係属中の訴訟に追加することは、許されるか。
ヒント：143条・136条
6. [L1] Ｘ1からＸ10ならびにＡ1からＡ10は、道路から転落したバスの乗客であった。Ｘ1からＸ10に
ついては、Ｘ1が選定当事者になって訴えを提起した。Ｘ1の訴訟追行が信頼できるものと感じたＡ1
からＡ10は、自分たちの請求についてもＸ1に訴訟追行してもらおうと考えた。Ａ1からＡ10は、ど
のようにしたらよいか。Ｘ1は、どうすべきか。
ヒント：30条・144条・300条
7. [L1] ＸとＹは、吹田市内の住民である。ＸがＹに対して吹田簡易裁判所に65万円の代金支払請求の
訴えを提起した。これに対して、Ｙは、次のように考えている：自分は、Ｘに対して300万円の損害
賠償請求権を有している；Ｘ主張の代金債権を争いつつも、代金債権がもし認められるのであれば、
自分の損害賠償請求権と対当額で相殺したい；また、相殺により消滅するかも知れない部分を含め
て、さしあたりは300万円全額の賠償請求の訴えを提起して、Ｘとの紛争を全部解決しておきたい；
そして、300万円の損害賠償請求権の存否は、やはり簡易裁判所ではなく、地方裁判所で審理しても
らいたい。
（1）Ｙは、吹田簡易裁判所での訴訟に予備的相殺の抗弁を提出しつつ、300万円の損害賠償請求の
訴えを大阪地方裁判所に提起することができるか。
（2）Ｙが吹田簡易裁判所での訴訟に予備的相殺の抗弁を提出しつつ、300万円の損害賠償請求の反
訴を提起すると、その訴訟はどうなるか。
ヒント：

民訴142条・146条・274条

8. [L1] ＸとＹは、吹田市内の住民である。Ｘは、これまで訴訟をしたことがなかったが、Ｙに対する
10万円の代金債権の取立てのために、Ｙを被告にして、この債権の支払請求の訴えを吹田簡易裁判所
に提起した。これに対して、Ｙは、次のように考えている：自分は、Ｘに対して300万円の損害賠償
請求権を有している；Ｘ主張の代金債権を争いつつも、代金債権がもし認められるのであれば、自分
の損害賠償請求権と対当額で相殺したい；また、相殺により消滅するかも知れない部分を含めて、さ
しあたりは300万円全額の賠償請求の訴えを提起して、Ｘとの紛争を全部解決しておきたい；そし
て、300万円の損害賠償請求権の存否は、やはり簡易裁判所ではなく、地方裁判所で審理してもらい
たい。Ｙの希望は叶うか。次の2つの場合に分けて答えなさい。
（1）Ｘが少額訴訟による審理及び裁判を求める申述をしなかったとき。
（２）Ｘが少額訴訟による審理及び裁判を求める申述をしていたとき。
ヒント：

民訴142条・146条・274条

複数当事者訴訟
1. [L1] 神戸市内に住所を有するＸが、大阪市内に住所を有するＹに1000万円を貸し付け、京都市内に
住所を有するＺがＹの連帯保証人になった。ＹとＺが弁済しないので、Ｘは、大阪市内の知り合いの
弁護士Ａに訴訟委任をして、訴えを提起することにした。Ｙに対する請求とＺに対する請求を大阪地
方裁判所で同時に審理裁判してもらうことは可能か。
ヒント： 共同訴訟が許されている理由を書く。38条の要件の充足を確認する（権利義務共通
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に該当することの理由を長く書く必要はない。手形振出人の債務者裏書人の債務が、少なから
ぬ教科書で、権利義務共通ではなく、同種原因・同種権利義務に分類されていることを考慮す
ると、この点について詳しい説明を求める意味はないからである）。Ｚについては、大阪地裁
の管轄区域内に独立裁判籍がないことを指摘した後で、7条ただし書の要件を充足することを
確認する。136条の要件を充足することは、この場合には、あまりにも当然であるので、書い
ても書かなくてもよい。
2. [L1a] 債権者が主債務者と保証人とを同時に訴えた。債権者は、各被告に対する請求を理由付けるの
に必要な主要事実を全て主張した。保証人は、公示送達によらずに呼出しを受けたが、全ての期日に
出頭せず、準備書面を提出することもなかった。他方、主債務者は債権者の主張を争った。裁判所
は、証拠調べの結果、債務不存在の心証を得た。
（１）紛争の相対的解決について説明しなさい。
（２）共同訴訟人独立の原則について説明しなさい。
（３）上記の設例において、裁判所はどのような判決をくだすべきか。
ヒント： 民法448条、民訴115条・38条・39条・159条。必要的共同訴訟に該当しないこと
を論ずることとの関係で40条。
3. [L2a・類題] 債権者Ｘが大阪地方裁判所に主債務者Ｙ及び連帯保証人Ｚ1と連帯保証人Ｚ2を同時に
訴えた。Ｘは、各被告との関係で、Ｙに対する債権の発生に必要なすべての事実及び弁済期到来の事
実、さらにＺ1とＺ2との関係で、保証契約の成立に必要な事実を訴状に記載し、第一回口頭弁論期日
においてこれを主張し、その後のすべての期日にも出頭した。Ｚ1は、公示送達によらずに呼出しを
受けたが、期日に一切出頭しなかった。もっとも、彼は、第1回口頭弁論期日の前に答弁書を提出す
ることはなかったが、第2回口頭弁論期日の前になってやっと、「Ｘ主張の事実をすべて争う」との
趣旨を記載した答弁書を裁判所に提出した。Ｚ2も、公示送達によらずに呼出しを受けたが、期日に
一切出頭しなかった。もっとも、彼は、第1回口頭弁論期日の前に、「Ｘ主張の事実をすべて争う」
との趣旨を記載した答弁書を裁判所に提出した。他方、Ｙは、主位的に訴求債権の発生を争った（正
確には、Ｘが主張立証責任を負う事実を否認し、債権の発生に関する抗弁事実は提出しなかった）；
その上で、予備的に消滅時効の完成を援用する趣旨を記載した準備書面を予め提出した：そして、す
べての期日に出頭し、請求棄却判決を求めた。裁判所は、Ｘ及びＹが申し出た証拠を取り調べた結
果、ＸのＹに対する債権が口頭弁論終結時に存在せず、ＸのＹに対する請求は棄却すべきであるとの
判断に達した。裁判所はどのような判決をくだすべきか。 必要に応じて場合分けをして解答しなさ
い。
ヒント： 民法145条・448条、民訴115条・38条・39条・158条・159条。必要的共同訴訟
に該当しないことを論ずることとの関係で40条。
ヒント： 紛争の相対的解決の原則、つまり既判力の相対性（115条1項）について述べ、そ
れが共同訴訟の場合にも妥当するから、共同訴訟人独立の原則（39条）が取られていることを
述べ、その具体的内容（主張独立・証拠共通）を説明してから、設例の結論を書くこと。その
後は自由に書いてよい。
ＸのＹに対する債権が当初から発生していないのか、時効により消滅したのかの場合分けは、
Ｚ2との関係で必要になる。
4. [L2] ＡとＢとが共有する土地（甲地）とこれに隣接するＣ所有の土地（乙地）との間の境界線を
巡って、Ａ・ＢとＣとの間で争いが生じた。ＡはＢに、「Ｃを被告にして一緒に境界確定訴訟を提起
しよう」といったが、Ｂは「訴訟は嫌いです。話し合いで解決しましょう」と言うばかりである。Ａ
は、紛争を早く解決したい。誰をどのような当事者にして訴えを提起したらよいか。
ヒント：最高裁判所 平成１１年１１月９日 第３小法廷 判決（平成９年（オ）第８７３
号）。
民訴246条・38条・40条・140条、民法249条・251条。
5. [L2] Ｘは、Ｙの代理人と称するＺと土地売買契約を締結し、自己の土地をＹに１億円で売却した。
しかし、ＹはＺに代理権を付与したことはないと主張し、そもそも１億円は高すぎると言っている。
Ｘは、Ｚの代理権が認められない場合には、無権代理人としてのＺの責任を追及しようと考えてい
る。最初にＹを訴え、もし敗訴したらＺを訴えることには、どのような問題があるか。ＹとＺを同時
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に訴えた場合の訴訟手続（審理・裁判）はどうなるか。
6. [L2] Ａ証券会社の株主であるＸ1とＸ2は、代表取締役であったＹに対して、Ｙが違法な損失補填行
為により会社に損害を与えたと主張して、会社法847条により株主代表訴訟を提起した。第一審・第
二審ともＸらが敗訴した。Ｘ1は、上告を提起したが、Ｘ2は上告を断念した。この場合のＸ2の訴訟
上の地位について論じなさい。
ヒント：最高裁判所平成12年7月7日第２小法廷判決 （平成８年（オ）第２７０号）参照。具体的な問
題として、次のことなどに言及すること：上告審が口頭弁論を開く場合に、Ｘ2を期日に呼び出す必
要があるか；控訴審判決は、Ｘ2との関係では、Ｘ2の上告期間の徒過と共に確定するか。
7. [L2] Ｘの所有土地をＹが賃借して建物を建てた。Ｙが賃料を支払わなくなったので、Ｘが賃貸借契
約を解除した。その直後にＹが死亡した。Ｘは、Ｙの相続人はＡ，Ｂ，Ｃであると認識して、これら
の者を被告にして、建物収去土地明渡しの訴えを提起した。ところが、第一審の口頭弁論の終結間際
になって、戸籍から判明しない相続人Ｄの存在が判明し、Ａ，Ｂ，Ｃは、Ｄを被告にしていないこの
訴訟は不適法であると主張して、訴えの却下を求めた。裁判所は、どうすべきか。
ヒント：最高裁判所 昭和４３年３月１５日 第２小法廷 判決（昭和４１年（オ）第１６２号）
ヒント：民訴38条・40条、民法430条・436条・251条
8. [L2} Ｘ1とＸ2の共有に係る特許権について、Ｙの特許無効審判の請求に基づ特許無効審決がなされ
た。この審決の取消しを求める訴訟をＸ1がＹを被告にして知的財産高等裁判所（東京高裁の特別支
部）に提起したが、Ｘ2は提起しなかった。この訴えは、適法か。
ヒント： 特許法の平成15年改正前の先例であるが、最高裁判所 平成１４年３月２５日 第２
小法廷 判決（平成１３年（行ヒ）第１５４号）参照。平成15年改正については、特許庁の次
の文書を参照。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h15mukou̲sinpan/03-gaiyou.pdf）

訴訟参加・訴訟引受
1. [L1] 債権者Ｘが保証人Ｙに対して保証債務の履行を求めて訴えを提起した。それを知った主債務者
Ｚは、Ｙからの求償権行使を回避するために、この訴訟に参加して主債務が存在しないことを主張し
たいが、どのようにしたらよいか。
ヒント：42条・46条。
2. [L1] 次の2つのケースについて、補助参加の利益及び被告敗訴の場合の参加的効力について検討しな
さい。
（ケース1） 債権者Ｘが受託保証人Ｙに対して保証債務の履行を求めて訴えを提起した。それを知っ
た主債務者Ｚは、この訴訟に補助参加することができるか。
（ケース2） 債権者Ｘが主債務者Ｚに対して主債務の履行を求めて訴えを提起した。それを知った受
託保証人Ｙは、この訴訟に補助参加することができるか。
ヒント： まず補助参加の利益と参加的効力の一般論を書くこと。
ヒント： 各ケースについて参加的効力を述べるときには、参加人・被参加人間の後訴を特定
して（具体的に想定して）書くこと。
ヒント： ケース2については、（α）受託保証人が既に保証債務を履行している場合と、
（β）まだ履行していない場合とを想定して検討するとよいであろう。答えを出しやすいのは
（α）の場合である。これについて答えた後で（β）の場合を検討するとよい（2つの場合で
結論が同じになるか否かは、意見が分かれるであろう。どちらでもよい）
3. [L1] 債権者から保証債務の履行を求められた保証人が主債務者に事前の通知をしたところ、主債務
者から弁済ずみであるとの返事がきたので、支払わないでいた。債権者が保証債務履行請求の訴えを
提起した。
（小問１）主債務者は、保証人を補助するためにこの訴訟に参加して、主債務の消滅を主張した
い。それは可能か。
原告は、主債務の成立の要件事実を含めて、保証債務履行請求権の発生・行使の要件事実事実を主張
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した。被告（保証人）は、第1回口頭弁論期日に出頭して、原告主張事実を全て否認し、請求棄却判
決を求める旨の答弁をしたが、それ以降の期日には出頭しなかった。主債務者は、第1回口頭弁論期
日に出頭して、主債務の成立を認めた上で、それが弁済により消滅したことを主張した。
（小問２）裁判所は、主債務の要件事実について証拠調べをする必要があるか。
裁判所は、口頭弁論及び証拠調べの結果に基づき、主債務の発生、弁済期の到来、保証契約の成立を
認め、主債務の弁済の事実についてはこれを認めるに足りる証拠はないとして、請求認容判決を下し
た。保証人が保証債務履行後に主債務者に対して求償請求の訴えを提起した。
（小問3）主債務者は、次のように主張することができるか：「主債務は前訴の口頭弁論終結前に
弁済により消滅しており、保証人が敗訴したのは彼自身が十分に訴訟を追行しなかったからであり、
主債務がない以上、求償に応ずる義務はない」。
ヒント：42条・46条
ヒント：最高裁判所昭和４５年１０月２２日第１小法廷判決（昭和４５年（オ）第１６６号）
及び最高裁判所平成１４年１月２２日第３小法廷判決（平成１０年（オ）第５１２号）。特に
後者の判決が参加的効力の及ぶ範囲について示した基準を説明して、それらが充足されること
を丁寧に確認するとよい。
4. [L2] 労災保険の保険料の徴収等に関する法律１２条３項所定の規模以上の事業所の労働者が事故で
負傷した。労働基準監督署長は業務起因性を否定して労災保険給付の不支給の処分をした。その労働
者が、事故は長時間労働による過労が原因であり、業務起因性があると主張して、その取消訴訟を提
起した。
（１）この場合に、事業主は、被告（処分をした行政庁（労働基準監督署長）が属する国）を補助
するために、この訴訟に参加することができるか。
（２）事業者は、次のことをもって補助参加の利益とすることができるか：この訴訟の請求が認容
され、その判決理由中で業務起因性が肯定されると、その認定はその後に労働者が事業者に対して提
起すると予想される安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟において事業者に不利益な影響
を及ぼす可能性がある。
ヒント：最高裁判所 平成１３年２月２２日 第１小法廷 決定（平成１２年（行フ）第３号）。
メモ ：小問の並びが幾分不細工であるが、小問（1）だけであれば、判旨2を書いて終わりに
なる（それだけを書いた答案も合格答案にしなければならない）。判旨1にもげんきゅうして
もらうために、小問（2）を立てた。
5. [L1] ある物について、ＸがＹに対して所有権確認の訴えを提起した。その物が自己の所有物である
と考えているＺは、どうしたらよいか。
6. [L2] ＡはＢに対して500万円の債権（α債権）を有すると主張しているが、Ｂはこれを否定してい
る。Ａが、α債権に基づいて、ＢのＣに対する500万円の貸金債権（β債権）を行使する債権者代位
訴訟を提起し、Ｂに対する訴訟告知をした。訴訟告知を受けたＢは、どうしたらよいか。なお、Ｃ
は、β債権の存在を争っているものとする。
ヒント：最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁
ヒント：民法423条・423条の6、民訴47条・115条
7. [L2a] Ａが、Ｂに対する債権（α債権）に基づいて、ＢのＣに対する債権（β債権）を行使する債権
者代位訴訟を提起した。訴訟告知を受けたＢは、β債権を守るために、この訴訟に参加したいと考え
ている。どのような参加が可能か。債権者代位訴訟について説明した後、ＢやＣの主張内容について
場合分けをして説明しなさい。
ヒント：債権者代位訴訟については、特に判決の効力がＢにどのように及ぶかについて説明す
ること。
ヒント：例えば次のような場合分けが可能である。（1）Ｂがα債権を争い、Ｃがβ債権を争
う場合。（2）債権の支払を怠っていたＣが、Ａによる代位訴訟提起後にβ債権の存在を認め
支払の意思を表明しているが、α債権の存在を争うＢを信用して、Ａへの弁済を拒んでいる場
合。
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Ｃがβ債権を争う場合 Ｃがβ債権を認める場合
Ｂがα債権を争う場合

(1) 独立当事者参加

Ｂがα債権を認める場合 (3)

(2)
(4) 通常は、参加の必要はない。

ヒント：民423条・423条の6、民訴42条・47条・115条・142条。 最高裁判所 昭和４８年４
月２４日 第３小法廷 判決（昭和４７年（オ）第９０８号）
メモ：解答にかなりの時間がかかる問題であるので、試験時間に注意して出題すること。
8. [L1] ＸがＹに対してα債権を有している。その給付訴訟の係属後・事実審の口頭弁論終結前に、Ｘ
はα債権をＺに譲渡し、その通知をＹにした。
小問1

このまま訴訟が続行されると、どのような結果が予想されるか。

小問2

α債権の満足を得たいＺは、どうしたらよいか。

小問3 訴訟がＹに有利に展開している場合に、この訴訟を利用してＺとの関係でもα債権の不存在
を確定させるためには、Ｙはどうしたらよいか。
ヒント：小問1につき115条、小問2につき47条−49条、小問3につき51条・50条・41条・
48条・49条
ヒント：訴訟承継主義について十分に説明すること
ヒント：債権譲渡の対抗要件について、民467条
9. [L2] Ｙの建物が存在する土地について、ＸとＹとが互いに所有権を主張して争っている。Ｘが、
「Ｙが権限なしに建物を建築して土地を不法占拠している」と主張して、Ｙに対して建物収去土地明
渡しの訴えを提起した。その訴訟の係属中に、Ｙがその建物をＺに譲渡して、所有権移転登記をな
し、かつ引き渡した。Ｘが、Ｙを相手に訴訟を進めた場合に、Ｘが得ることのできる成果は何か。Ｘ
は、よりよい成果を得るために、どうしたらよいか。
10. [L2] Ｙ所有の建物が存在する土地について、ＸとＹとが互いに所有権を主張して争っている。Ｘ
が、「Ｙが権限なしに建物を建築して土地を不法占拠している」と主張して、Ｙに対して建物収去土
地明渡しの訴えを提起した。その訴訟の係属中に、Ｙがその建物をＺに賃貸して、かつ引き渡した。
Ｘが、Ｙを相手に訴訟を進めて勝訴した場合に、Ｘが強制執行により得ることのできると予想される
成果は何か。Ｘは、よりよい成果を得るために、この訴訟においてどうしたらよいか。
11. [L2] 債権者からの執行を逃れるために、Ｘが売買契約を仮装してＹに不動産を譲渡し、所有権移転
登記をした。執行の虞がなくなったので、ＸがＹに返還（ＹからＸへの再度の所有権移転登記）を求
めたが、応じてもらえないので、訴訟を提起した。Ｙは、双方に売買契約の締結の意思がなく、代金
の支払いもなかったことは認めたが、仮装譲渡であることを否定し、贈与であると主張した。口頭弁
論終結前にＹがその不動産をＺに売却し、所有権移転登記をすませた。それを知ったＸは、どうする
のがよいのか。Ｚがこの訴訟に加えられた場合に、Ｚは、ＸＹ間の売買契約について、双方に契約締
結の意思があり、売買契約書通りに代金を支払われたと主張することができるか。Ｚは、どのような
主張をするのがよいか。
12. [L2] Ｘは、ある建築工事現場から発せられた注文に応じて商品を納入した。Ｘは、建築工事の請負
人Ｙが買主であると思い、Ｙに対して代金支払請求の訴えを提起したところ，Ｙが「買主は施主（請
負工事の注文主）のＺである」と主張した。ＸがＺに訴訟告知をしたが、Ｚは補助参加をしなかっ
た。裁判所は、「買主は請負人ではなく施主である」と判断し、Ｙに対する代金支払請求を棄却する
判決を下し、同判決が確定した。その後で，ＸがＺに対し代金支払請求をした。
上記の事例について、次の各小問に答えなさい 。
［小問1］ 民訴法42条にいう「利害関係」について説明しなさい。
［小問2］民訴法46条の参加的効力について説明しなさい。
［小問3］前訴の判決理由中の「買主は施主である」との判断の抵触する主張をＺはすることがで
きるか。「買主は請負人ではない」との判断についてはどうか。
ヒント：最高裁判所 平成１４年１月２２日 第３小法廷 判決（平成１０年（オ）第５１２号）
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13. [L3] Ｘが、Ｙに対する売掛代金債権の取立訴訟を提起した。その訴訟の係属前に係争債権を譲り受
け、対抗要件も具備していると主張するＺが訴訟に参加した（Ｙに対して支払請求、Ｘに対して債権
の帰属確認請求）。Ｘは、Ｚに債権譲渡したことを認め、訴訟から脱退した。その直後にＹが、当該
債権には譲渡禁止特約があることを主張した。裁判所は、審理の結果、当該債権が存在することを認
め、譲渡禁止特約があり、Ｚはその点について善意であるが重過失があったと認定した。裁判所はど
のような判決をすべきか。訴訟脱退に関する見解を2つ挙げて説明しなさい（取り上げる見解の内の
少なくとも一つは教科書等で取り上げられている見解でなければならないが、他の一つは解答者の独
自説でもかまわない）。
14. [L3] ＸがＡに対して1億円のα債権を有し、ＡがＹに対して5億円のβ債権を有している。もっと
も、β債権の存否については、ＡとＹとの間の因縁の争いがあり、Ｙはその存在を否定している。Ｘ
が債権者代位権に基づきＹに対してβ債権のうちの1億円の支払を求める取立訴訟を提起した。Ｘ
は、Ａに訴訟告知をしたが資金繰りに追われていたＡは、この訴訟に参加しなかった。訴訟は、Ｙに
有利に進行した。もう1回口頭弁論を行えば、弁論が終結するという段階で、景気回復とこれに伴う
急激な株価上昇により経済的苦境から脱したＡがＸに対して債務全額の弁済をした。Ｘは、訴え取下
書を提出したが、Ｙは、これに対して直ちに異議を述べた。Ｙは、この訴訟を利用してＡとの間でも
β債権の存否に関する争いを有利に解決することを望んでいる。その方法はあるのか（債権者代位訴
訟については訴訟担当説と固有適格説との対立があるが、それぞれの説に従えばどのような解決にな
るかを検討しなさい）。

上

訴
1. [L2] Ｘは、Ｘの土地上に建物を所有して土地を不法占拠しているＹに対して、建物収去・土地明渡
しの訴えを提起した。第一審で請求認容判決が出された。Ｘは、自ら控訴して、不法占拠による損害
の賠償請求を追加することができるか。
2. [L3] Ｘは、ＹがＸの財産を横領したことを理由に、民法709条の損害賠償請求と民法703条による不
当利得返還請求を選択的に併合する訴えを提起した。請求金額は、いずれの請求にあっても1億円で
あり、かつ、遅延損害金として、原告は訴状が被告に送達された日の翌日以降の分の支払いを求め
た。第一審は、損害賠償請求を認容した。控訴審は、Ｙからの短期消滅時効の抗弁を入れて損害賠償
請求は棄却すべきであるが、不当利得返還請求は認容すべきであると判断した。控訴審は、どのよう
な判決をすべきか。第一審判決に仮執行宣言が付されていて、仮執行が行われていた場合に、民訴
260条の適用はどうなるか。
3. [L1] ＸがＹに対して1000万円の損害賠償請求の訴えを提起し、600万円のみが認容された。Ｘは、
これに不満はあったが訴訟を終了させようと思い、控訴しなかった。ところが、Ｙが控訴を提起し
た。 Ｘは、第一審判決書の送達を受けてから1月後にＹの控訴状の送達を受け、Ｙの控訴提起を知っ
た。
この場合について、下記の小問の全部に答えなさい。
（1）Ｙが控訴を提起すると、原判決はどうなるか、事件の訴訟係属はどうなるか。
（2）Ｘは、控訴審において、 原判決中自己の敗訴部分の取消しと、第一審では認められなかった
400万円の支払を命ずる判決を求めることができるか。
（3） 控訴が取り下げられると、訴訟はどうなるか。
（4）Ｙは、Ｘの同意を得ることなく控訴を取り下げることができるか。
ヒント： 116条・285条・292条・293条・296条・304条。控訴不可分の原則、利益変更禁止原則
ないし不利益変更禁止原則にも言及すること。控訴不可分の原則との関係で286条。
ヒント： 小問（3）については、一方的な控訴の取下げを許しても、（α）紛争を判決により確定
的に解決することについての被控訴人の利益及び（β）原判決よりも有利な判決を得ることについて
の附帯控訴人の利益が不当に害されることがないかを論ずること（前者については、控訴取下げによ
り原判決が確定することを指摘し、後者については、附帯控訴の制度の目的から論ずること）。
ヒント： 独立附帯控訴については言及しなくてもよい。
メモ：小問(3)と(4)の順番は、以前は逆であった：「（3） Ｙは、Ｘの同意を得ることなく控訴を取り
下げることができるか。 （4） 控訴が取り下げられると、訴訟はどうなるか。」。しかし、この順
番であると、小問(3)について理由を付して書くと、小問(4)の解答は、「すでに小問(3)について述べ
たように、原判決が確定し、訴訟は終了する」とだけ書く答案が出てくる。そこで、順番を逆にする
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ことにした。もっとも、小問(3)と小問(4)の解答の理由付が内容的に重なり合う点が多いことを考慮す
ると入替え後の順番を保持しつつ一つの小問にまとめることも考えられる。
4. [L2] 建物所有者Ｘが不法占拠者Ｙに対し建物明渡請求の訴えを提起し、第一審で請求が認容され
た。Ｙが控訴したので、Ｘは、Ｙの行為により建物が損傷を受けたことを理由に、損害賠償請求を追
加した。この請求の追加は附帯控訴の方式でなされるべきか。Ｙが控訴を取り下げた場合には、新請
求についての訴訟係属はどうなるか。
ヒント：293条。控訴審における訴えの変更の許容にも言及することが望ましく、これとの関係で、
297条・143条。
5. [L2a] 原告が被告に対して、主位的に消費貸借契約の有効を前提にして貸金の返還を求め、予備的に
契約の無効を前提にして貸付金相当額の不当利得の返還を求める訴えを提起した。被告は、第一次的
に金銭の受領を争い、かつ、消費貸借契約は無効であると主張した。第一審裁判所は、消費貸借契約
が無効であると判断して主位請求を棄却し、予備請求を認容した。これに対して被告のみが控訴し
た。原告は控訴棄却を申し立てるのみで、附帯控訴を提起しなかった。控訴審は、審理の結果、契約
は有効であると判断した。控訴審はどのような判決をすべきか。
ヒント：最高裁判所 昭和５４年３月１６日 第２小法廷 判決（昭和５１年（オ）第４９号）
6. [L1] （ａ）請求を一部認容し一部棄却する第一審判決に対して、被告が判決の送達を受ける前に控
訴を提起した。この控訴提起は不適法か。判決の送達から3週間後に控訴を提起した場合はどうか。
（ｂ）被告が適法に控訴を提起したとする。原告は、判決が送達されてから1週間後に附帯控訴を提
起した。控訴審での審理が開始されてから、被告が控訴を取り下げた。原告の附帯控訴はどうなる
か。原告の附帯控訴が判決の送達から3週間後に提起されていた場合はどうか。
7. [L2] Ｘ（売主）とＹ（買主）との間の不動産売買契約において、Ｙが売買代金について金融機関か
ら融資を得ることができることが条件とされていた。Ｙは、金融機関から融資を得ることができな
かったが、不動産の価格が下落している時期でもあるので、Ｘは、10億円の代金支払請求の訴えを提
起した。Ｙは、前記条件は停止条件であり、停止条件の不成就が確定しているとの抗弁を提出した。
Ｘは、Ｙが故意に停止条件の成就を妨害したとの再抗弁を提出した。控訴審は、抗弁の成立を認めた
が、再抗弁については特に判断することなく請求を棄却した。Ｘは、控訴審判決が再抗弁について判
断していないことは、絶対的上告理由たる「判決に理由を付さないこと」（民訴法３１２条２項６
号）に該当すると主張して、上告を提起した。上告審はどのように対応すべきか。
ヒント最高裁判所 平成１１年６月２９日 第３小法廷 判決（平成１０年（オ）第２１８９号）
［栗田隆のホーム］
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