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第４節．既判力の客観的範囲 

 

［判決の拘束力が問題となり得る判断内容］ 

 

［主文中の判断］ 

 

訴訟物 

  

     既判力（114Ⅰ） 

 

      責任 

 

   既判力に準ずる効力 

 

 

［理由中の判断］ 

 

相殺の抗弁に供された反対債権の

うち、対抗額の不存在 

  

   既判力（114Ⅱ） 

 

 

      それ以外 

 

 

     争点効／信義則 

あ 

 

１．原則 

既判力は、相殺の場合を除き、訴訟物にのみ生じる（114 条 1 項）。判決理由

中の判断に既判力が生じないとされる趣旨は、以下の 4 つである。 

①判決理由中の判断の対象（＝事実の認定及び先決的法律関係）は訴訟物の存

否を争うための手段的二次的なものにすぎないため、自己責任を問いうるだ

けの攻撃防御の機会の保障があるとは限らない。 

②当事者に争点処分の自由（＝当該訴訟物との関係である争点を争わない自由）

を保障することにより、当事者は訴訟物に関する審判を機動的に迅速に得る

ことが可能となる。 

③裁判所は、実体法上の論理的順序に拘泥せずに訴訟物についての判断を最も

直截的にかつ迅速・廉価に得られるように訴訟指揮をすることができる（審

理の弾力性）。 

④争点に対する裁判所の判断が常に正しいという保障がないから、判決理由中

の判断の誤りが訴訟物を異にする後訴に決定的な影響を及ぼすことを避ける

ために、判決理由中の判断の既判力を否定するべきである。 

［論点 1］明示的一部請求の棄却判決確定後の残部請求 

 確かに、明示的一部請求の訴えにおいては、訴訟物は明示された債権の一

部に限定されると解される。 

そうすると、前訴の請求棄却判決の既判力は残部請求には作用しないから、

残部請求における主張は既判力には抵触しない。 
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高橋［上］629～633 頁 
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最判 H10.6.12・百 80 
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しかし、金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額

を下回らないとの主張によるものであって、特定の債権の一部を請求するも

のではないから、その当否の判断は債権全部についての審理判断を経て行わ

れるのが通常である。 

そして、このような債権全部についての審理の結果に基づいて下された請

求棄却判決は、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示す

ものにほかならない。 

そこで、請求棄却判決の確定後に原告が残部請求の訴えを提起することは、

特段の事情のない限り、実質的な前訴の蒸し返しとして信義則に反し許され

ないと解すべきである。 

［論点 2］債務の一部不存在確認訴訟の棄却判決確定後に、自認額の不存在の

確認訴訟を提起することの可否    

 確かに、債務の一部不存在確認訴訟における訴訟物は自認額を超える債務

の不存在である。 

そうすると、前訴の請求棄却判決の既判力は、自認額の不存在を訴訟物と

する後訴には作用しない。 

 しかし、金銭債権の数量的一部請求訴訟については、当該債権が存在しそ

の額は一定額を下回らないとの主張によるものであって、特定の債権の一部

を請求するものではないと捉えた上で、債権の全部について審理判断を要す

るのが通常であると解されている。 

 そうすると、債務不存在確認訴訟は給付訴訟の反対形相であることからす

れば、債務の一部不存在確認訴訟は少なくとも自認額を超えては債務は存在

しないと主張するものであり、債務全体から自認額を切り離して特定の債務

の一部の不存在を主張するものでないから、請求の当否の判断のために債務

全部についての審理判断を要するのが通常であると理解することになる。 

そして、このような債務の全部にわたる審理の結果に基づいてなされた棄

却判決は、後に残部として不存在を主張し得る部分はないとの判断を示すも

のにほかならない。 

そこで、棄却判決確定後の自認額の不存在確認請求は、特段の事情のない

限り、実質的な前訴の蒸し返しとして信義則に反し許されないと解する。 

［論点 3］債務の性質決定についての既判力 

 実体法上は分割主義が原則である（民法 427 条）から、債権者が数人の債

務者に対して金銭債務の履行を訴求している場合、連帯債務たる事実関係を

何ら主張しないときは、分割債務の主張をしていると解され、これに対応し

て訴訟物も分割債務になる。 

 そうすると、請求認容の前訴確定判決の既判力は、債務の存在のみならず、

分割債務であるという債務の性質にも生じる。 

したがって、既判力が作用する後訴（同一債務の履行を訴求する後訴）に

おいて、後訴において連帯債務であると主張することは、前訴確定判決の既

判力により遮断される。 
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［判例］ 

事案：X は、①X が Y1・Y2 に対して本件ダイヤモンドの売却を委託し、

Y1・2 が期限内に本件ダイヤモンドを他者に売却してその代金を X に

引き渡すことができなければ、X が契約を解除した上で Y1・Y2 に対

して損害金 45 万円の支払を求めることができる旨の売却委託契約を

締結したところ、②Y1・Y2 が期限内に本件ダイヤモンドを他者に売

却してその代金を X に引き渡さなかったから本件売却委託契約を合

意解除したとして、③Y1・Y2 に対して本件売却委託契約の合意解除

に伴う損害 45 万円の支払いを求める訴えを提起したところ、「Y1・

Y2 は、X に対し 45 万円を支払え」との判決が確定した。 

その後、X は、Y1 から 22 万 5000 円の支払いを受けたものの、Y2

からの支払いがないことから、本件売却委託契約の当時 Y1・Y2 は商

人であったから、45 万円の損害賠償債務は連帯債務であり（商法 511

条 1 項）、前訴ではその連帯債務の 2 分の 1 のみを訴求していたにす

ぎないと主張して、Y1・Y2 に対し残金 22 万 5000 円を連帯して支払

うように求める訴えを提起した。 

要旨：まず、本判決では、前訴確定判決が「Y1 は X に対して 22 万 5000

円を支払え」、「Y2 は X に対して 22 万 5000 円を支払え」という内容

のものであることが前提とされている。 

   次に、本判決は、前訴では、X が Y1・Y2 に対して、それぞれ、45

万円の損害賠償債務のうち 22 万 5000 円だけの履行を求める旨の明

示があったとはいえないとして、明示的一部請求であったことを否定

している。そうすると、前訴訴訟物は、X の Y1 に対する 45 万円の損

害賠償権全体及び X の Y2 に対する 45 万円の損害賠償請求権全体で

あったことになる。したがって、前訴確定判決により、X の Y1 に対

する損害賠償請求権のうち 22 万 5000 円の存在及び X の Y2 に対す

る損害賠償請求権のうち 22 万円 5000 円の存在が確定される一方で、

残り 22 万 5000 円の不存在も確定されていることになる。 

   そして、X の Y1 に対する損害賠償請求権のうち 22 万 5000 円の存

在と残部の不存在について生じている前訴確定判決の既判力が X・Y1

間の後訴に作用する結果、X の Y1 に対する残部請求が棄却されるこ

とになる。 

   さらに、X の Y2 に対する損害賠償請求権のうち 22 万 5000 円の存

在と残部の不存在について生じている前訴確定判決の既判力が X・Y2

間の後訴に作用する結果、X の Y1 に対する残部請求も棄却されるこ

とになる。２） 

B 

最判 S32.6.7・百 81［事案を変更・

簡略化している］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２）

 分割債務・連帯債務という債務の性質決定について既判力が生じるとしても、それが後訴に作用するの

は前訴・後訴で訴訟物たる債務が同じである場合に限られるし、黙示の一部請求である前訴の確定判決で

は残部について棄却されていることになるのだから、後訴の訴訟物である残部が分割債務であるという点

について既判力により確定されていないはずである。そのため、「性質決定の既判力に言及する判旨は、

筆すべりであったのかもしれない」とも言われている（百 81 解説［髙橋宏志］）。 
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２．相殺の抗弁（114条 2項） 

（１）反対債権の不存在について既判力が生じる 

相殺の抗弁の場合、「相殺をもって対抗した額の限度」で、反対債権の不存

在について既判力が生じる（114 条 2 項）。 

その趣旨は、以下の 2 点にある。 

①反対債権の二重行使の防止にある。すなわち、反対債権が存在しないという

判決理由で相殺の抗弁が排斥された原告が勝訴した場合に前訴被告が後訴

で同一反対債権を再度行使して同一金額を取り戻そうとすること、あるい

は、前訴で相殺により請求棄却が導かれたのに後訴で前訴被告が前訴訴求債

権が当初から不存在であったと主張して同一反対債権を行使することを防

止するためである。 

②訴訟物と同様の手続保障にもある（＝相殺の抗弁は、反対債権というそれ自

体で訴訟物となり得るものを持ち出すものであり、反訴提起に等しい実質が

あるため、訴訟物に対する審理・判断と同様の手続保障が付与される）。 

（２）既判力の生じ方 

相殺の抗弁の審理の結果、①反対債権が相殺により消滅したと判断された

場合のみならず、②反対債権が基準時に存在しなかった（成立後の相殺以外

の理由による消滅も含む）と判断された場合にも、対抗額の限度（訴求債権

に対応する額の限度）で、反対債権の不存在に既判力が生じる。 

②の場合、反対債権の不存在についてのみ既判力が生じる。問題は、①の

場合における 114 条 2 項に基づく既判力の生じ方である。 

［論点 4］114条 2項に基づく既判力の生じ方 

相殺無効を理由とする前訴原告や前訴被告による不当利得返還請求等を

封じるために、「原告の訴求債権と被告の反対債権とがともに存在し、それ

が相殺によって消滅した」ということに既判力が生ずるとする見解もある

（兼子説・旧新堂説）。 

しかし、前訴原告による不当利得返還請求等は、前訴の訴求債権の存在を

前提として無効な相殺によりこれを失ったことを理由としているため、前訴

の訴求債権を利得・損失（又は「損害」）として先決関係とするものである

といえる。したがって、前訴の訴求債権の不存在を確定した前訴判決の既判

力（114 条 1 項）が先決関係を理由として後訴に作用する。この既判力によ

り、前訴原告による前訴の訴求債権が存在するとの主張が排斥されるため、

請求が棄却される。 

また、前訴被告による不当利得返還請求等は、反対債権の存在を前提とし

て無効な相殺によりこれを失ったことを理由とするものであるため、前訴判

決の既判力によりその不存在が確定された反対債権を利得・損失（又は「損

害」）として先決関係とするものであるといえる。したがって、反対債権の

不存在を確定した前訴判決の既判力（114 条 2 項）が後訴に作用する。この

既判力により、前訴被告による反対債権が存在するとの主張が排斥されるた

め、請求が棄却される。 

A 

 

高橋［上］636～640 頁 

 

 

読解 197 頁 
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第２節．訴訟参加 

第三者が新たに当事者又はこれに準じる主体として訴訟行為を行うために係属

中の訴訟に参加する行為を訴訟参加という。第三者が取得する地位としては、当

事者と補助参加人とに分けられ、前者にあたるものとして独立当事者参加及び共

同訴訟参加、後者にあたるものとして補助参加がある。独立当事者参加と共同訴

訟参加とは、従来の当事者の参加当事者との間に共同関係が存在するか否かによ

って区別される。 

 

１．補助参加 

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するた

め、その訴訟に参加することができる（42 条）。 

（１）意義 

   ここでいう「補助」とは、補助参加人が、主たる当事者の代理人としてで

はなく、訴訟関係上独立の地位に基づく、自己の名において訴訟行為を行い、

それが主たる当事者のために効力を生じ、主たる当事者を勝訴させる効果を

もつことを意味する。また、補助参加の直接的目的は主たる当事者を勝訴さ

せることであるが、最終的目的は、補助参加人自身の法律上の地位、すなわ

ち訴訟の結果についての利害関係を守ることである。 

（２）補助参加の要件 

  ア．他人間の訴訟の存在 

    補助参加人は自ら当事者として訴訟法律関係の主体となることはできな

いから、補助参加の要件として、他人間に訴訟が継続することが必要であ

る。もっとも、補助参加人は独自の請求を定立する者ではないから、事件

が上告審係属中であっても差し支えないし、また、すでに判決が確定して

いる場合であっても、再審の訴えによって訴訟係属を復活させることもで

きる。 

イ．補助参加の利益 

  補助参加人は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」でなけれ

ばならない。 

［論点 1］補助参加の利益 

補助参加人が当事者のために訴訟行為をすることにより自身の法律上

の利益を保全する機会を与えるという制度趣旨に鑑み、「利害関係」とは、

補助参加人の法的地位・利益が不利な影響を受けるおそれがある関係を

意味すると解する。１） 

次に、判決の既判力による影響を受ける場合については共同訴訟参加

（52 条）・共同訴訟的補助参加が用意されているから、参加人の法的地

位・利益への影響は、事実上の影響で足りると解する。 

そして、事実上の影響である以上、判決主文による影響に限る理由は

 

伊藤 637 頁 
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A 

法教 2006.Apr 37～38 頁、伊藤 638

～640 頁 

 

 

 

 

 

 

 
１）

 感情的利益・経済的利益（ex.一般債権者としての利益）は「法的地位・利益」に当たらない。もっとも、

債務者が無資力である場合には、一般債権者には代位権者としての「法的地位」が認められるから、例え

ば、債務者が第三債務者に対して債務の履行を請求する訴訟に補助参加することができる（大決 T11.7.17）。 
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乏しいから、「訴訟の結果」とは、判決主文に限らず、判決理由中の判断

をも含むと解する。２）３） 

 

（補足） 

事実上の影響力は、第二訴訟の裁判官が第一訴訟での判断を参考にす

ることである。 

事実上の影響力は、①被参加人敗訴により、参加人が求償・損害賠償

等の訴えを被参加人から提起される関係にある場合、②第一訴訟が第二

訴訟の先決関係・択一的関係にある場合、③当事者の一方と同様の地位・

境遇にある者が参加する場合に分類される。 

①・②は、事実上の直接的影響であり、補助参加の利益が認められる

ことにほぼ争いはない。 

③は、事実上の間接的影響であり、常に補助参加の利益が認められる

わけではない。補助参加による利点と弊害を衡量して、事案ごとに、補

助参加の利益の肯否を検討することになる。 

［判例 1］保険「事故の偶発性」 

事案：A は、Y 損保会社との間で搭乗者傷害保険契約（保険者：Y 損保

会社、被保険者：A）を締結しており、その後、B 運転車両の転落事

故（A は同車の搭乗者）により死亡した。A の相続人 X は、Y 損保

 

 

 

読解 222～232 頁 

当てはめでは、理論上、「事実上の

影響力」の有無に先行して、「法律

上の影響力」として、既判力による

影響（及び反射効による影響）が問

題となる（平成 30 年司法試験採点

実感）。 

 

 

利点は、訴訟資料・証拠資料の充実

である。弊害は、訴訟の手続進行・

資料面での複雑化である。 

B 

東京高決 H20.4.30・百 102 

 

 

 

 
２）

 訴訟物非限定説でも、「訴訟の結果」に判決理由中の判断すべてが含まれると解する見解は少なく、「敗

訴の主文を演繹するのに論理的に必要とした理由中の判断」に限定する見解が多い。後者の見解は、参加的

効力の客観的範囲を「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう」

とした最高裁平成 14 年判決（最判 H14.1.22・百 104）と同一軌線上に置くことができ、補助参加の利益の

基礎となる判断の範囲と参加的効力の客観的範囲とを連続的に捉えることを可能とする（読解 227～228

頁）。なお、訴訟物限定説と訴訟物非限定説とがあり、最高裁判例にも訴訟物非限定説を採用したと思われ

るもの（例えば、最判 S51.3.30・百 A32）がある（読解 227 頁） 

 

３）
“ 裁判所の判断と補助参加人の利害関係との関係が認められるのは、判決効が訴訟法的に参加申出人に及

ぶ場合に限られるわけではない。既存当事者間の第一の訴訟での裁判所の判断が、補助参加人に関する第

二の訴訟で、実体法上論理的に前提になる場合であればよい。例えば、主債務者敗訴の判決は、保証人に訴

訟法的に判決効を及ぼすことはないが、保証債務が主債務を論理的に前提にするから保証人には補助参加

の利益がある…。これは、第一の裁判所の判断が第二の訴訟で、事実上、影響力を及ぼすことで足りるとい

うことを意味する。この事実上の影響力は判決の証明効と呼ばれることもあるが、第二の訴訟の裁判官が

第一の訴訟での判断を参考にすることで足りるのである。かくして、定式としては「その訴訟の主要な争点

についての判断を前提にして参加人の権利義務その他法的地位が決められる関係にあることから、被参加

人の受ける判決の判断によって参加人の法的地位が事実上不利な影響を受けるおそれがある関係…という

ことになる…。”（髙橋［下］439 頁） 

補助参加の利益が認められる類型には、①被参加人が敗訴すれば、参加人が求償・損害賠償・その他の一

定の訴えを被参加人から提起される関係にある場合（ex.債務者が保証債務履行請求訴訟の保証人側に補助

参加（求償）、他人物売買の売主が所有者・買主間訴訟の買主側に補助参加（追奪担保責任）、②第 1訴訟が

第 2 訴訟の先決関係・択一的関係にある場合（ex.保証人が主債務の履行請求訴訟の主債務者側に補助参加

（先決関係）、買主が Y か Z かが不明である場合に売主 X の Y に対する訴訟で Z が X 側に補助参加（択一

的関係）、③当事者の一方と同様の地位・境遇にある者による補助参加（ex.同一事故の被害者の 1 人の損害

賠償請求訴訟に他の被害者が被害者側に補助参加）、④転用型（ex.名古屋高決 S43.9.30 は、所在不明の夫

が訴えられ、公示送達で進行中の金銭請求訴訟に妻が夫側に補助参加することにつき、夫婦の協力扶助義務

（民法 752 条）から配偶者の金銭請求訴訟で勝訴判決を受けさせることは夫婦の共同生活上当然であると

の理由から肯定しているが、このような利益は単なる経済的利益にすぎないから補助参加を肯定すること

は困難である。）が挙げられる（髙橋［下］439～442 頁）。 

なお、③の場合、利害関係は間接的なものであり、参加の切実さも事件によって濃淡があるから、補助参

加による被参加人側の訴訟資料・証拠資料の充実、訴訟の手続進行面・資料面での複雑化、補助参加人が並

行して自分自身の別訴を追行しておりそこで独自の裁判所の判断を得られるか等を考慮して、当該紛争全

体の解決にとって参加を認めることが有用かどうかという、確認の利益の限界事例と似た弾力的な判断（な

いし微調整）が必要とされる（髙橋［下］439 頁、440～441 頁）。 
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会社を被告として基本事件保険契約に基づく保険金請求訴訟を提起

したところ、保険金支払義務の発生要件である『事故の偶発性』が

争点となった。 

Z 損保会社は、A を被保険者とする普通傷害保険契約・交通傷害

保険契約の保険者であるところ、Y 損保会社からの訴訟告知に応じ

て、上記保険金請求訴訟についての補助参加の申出をした。なお、

A・Z 間の保険契約においても、保険金支払義務の発生要件として

『事故の偶発性』が要件とされている。 

要旨：本判決は、①A・Y 間の保険契約による法律関係と A・Z 間の保険

契約による法律関係とは「同一被保険者につき死亡を原因とする保

険金を給付する同種の保険契約関係というにすぎないものであり、

相互に損害を補填し合う関係にある旨の主張立証はないから、何ら

法的関連や関係がない。」、②X・Y 間の保険金請求訴訟における事故

の偶発性についての判断は X・Z 間における「保険金支払義務の存

否につき法律上何ら影響するものではない」、③「同一の争点に対す

る判断として、これが参考にされたり、事実上影響することがある

というにすぎないのであり、このような影響を与える関係を法律上

の利害関係ということはできない」と述べて、補助参加の利益を否

定している。 

 

（答案） 

確かに、Y の X に対する保険金支払義務と Z の X に対する保険金支払

義務は、主債務と保証債務のような先決関係にないから、Y の X に対す

る保険金支払義務の存在を認める判決主文によって、Z が X に対する保

険金支払義務について事実上不利な影響を受けるとはいえない。 

しかし、A・Y 間の保険契約による法律関係と A・Z 間の保険契約によ

る法律関係とは、同一被保険者につき死亡を原因とする保険金を給付す

る同種の保険契約関係にあり、しかも、いずれも事故の偶発性を保険金

支払義務の発生要件とするものである。 

そうすると、同一の主要な争点である事故の偶発性に対する判決理由

中の判断が、X・Z 間の保険金請求訴訟において参考にされることで、Z

が X に対する保険金支払義務という法的地位について事実上不利な影響

を受けるおそれがある。 

したがって、補助参加の利益が認められるべきである。 

［判例 2］共同訴訟人の一人の相手方への補助参加 

事案：X は、Y 運転車両と Z 運転車両との衝突事故による共同不法行為

により損害を負ったとして、Y と Z を共同被告として、各人に対す

る共同不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とする損害賠償請

求訴訟を提起した。 

   Z は、X 側に補助参加することができるか。 
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最判 S51.3.30・百 A32 

 

 

 

 



秒速・総まくり２０２１ 民事訴訟法 

                         講師 加藤喬 

186 

 

            共同不法行為に基づく損害賠償請求 

 X（被害者）                   Y（運転者 1） 

        

上記と同じ損害賠償請求 

 補助参加 

                         Z（運転者 2） 

 

判断：X と Y らとの間の本件訴訟の結果いかんによって Z の X に対する

損害賠償責任に消長を来すものではないが、本件訴訟において Y ら

の X に対する損害賠償責任が認められれば、Z は X に対し Y らと各

自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したと

きは Y らに対し求償し得ることになるのであるから、Z は、本件訴

訟において、X の敗訴を防ぎ、Y らの X に対する損害賠償責任が認

められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのた

めに自己に対する第一審判決について控訴しないときは第一審にお

いて相手方であった X に補助参加することも許される。 

 

（答案） 

１．相手方への補助参加 

  確かに、補助参加は、他人間の訴訟で被参加人を勝訴させることで

補助参加人の法的地位・利益を守ることを制度趣旨とするものである。

そのため、自分の訴訟に補助参加すること（ex.原告が被告側に補助参

加する）は、補助参加の制度趣旨に反する。しかも、自己の訴訟に補

助参加することは、二当事者対立構造にも抵触する。 

  しかし、通常共同訴訟においては、個別訴訟が束になっているにす

ぎず、自分とその相手方との間の訴訟と、自分の共同訴訟人とその相

手方との間の訴訟とは、別々の訴訟として扱われる。 

  そうすると、通常共同訴訟において、自分の共同訴訟人の相手方に

補助参加することであれば、自分の共同訴訟人と相手方との間の訴訟

に参加することで相手方勝訴を通じて自分の法的地位・利益を守ろう

とするものであるから、上記の補助参加の制度趣旨と抵触しない。 

  しかも、自分の訴訟で原告・被告双方の地位を兼ねているというこ

とにもならないから、二当事者対立構造にも抵触しない。 

  そこで、通常共同訴訟において、自分の共同訴訟人の相手方に補助

参加することは、補助参加の利益が認められれば、許容されると解す

る。 

２．補助参加の利益 

（１）…略… 

（２）確かに、XY 間の訴訟の実体法上の効果が YZ 間に及ぶという関係
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は認められない。また、XY 間の訴訟の当事者と、その後に想定され

る YZ 間の求償請求訴訟の当事者とは、既判力が及ぶ関係（115 条 1

項 1 号ないし 4 号）にもないから、XY 間の訴訟の判決の既判力が

YZ 間の求償請求訴訟に及ぶこともない。さらに、Y と Z の損害賠償

義務は、一方が存在すれば他方は存在しないという択一的関係にな

いから、Y の X に対する損害賠償義務の存在を否定する判決主文に

よって Z がX に対する損害賠償義務について事実上不利な影響を受

けるとはいえない。 

しかし、共同不法行為者間には求償関係が認められる（民法 442

条 1 項）。 

そして、共同不法行為者間の求償関係に基づく Z の Y に対する求

償権の発生要件の 1 つとして、Y の X に対する損害賠償義務が認め

られることが必要である。 

そうすると、Y の X に対する損害賠償義務の存在を否定する判決

主文によって、Z が Y に対する求償権について事実上不利な影響を

受けることになる。 

したがって、Z には、補助参加の利益が認められる。 

［判例 3］株主代表訴訟の被告取締役側への会社の補助参加 

判旨「民訴法 42 条所定の補助参加が認められるのは、専ら訴訟の結果に

つき法律上の利害関係を有する場合に限られ、単に事実上の利害関

係を有するにとどまる場合は補助参加は許されない（最高裁昭和 38

年（オ）第 722 号同 39 年 1 月 23 日第一小法廷判決・裁判集民事 71

号 271 頁参照）。そして、法律上の利害関係を有する場合とは、当該

訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に

影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される。…取締役会

の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴

訟において、株式会社は、特段の事情がない限り、取締役を補助す

るため訴訟に参加することが許されると解するのが相当である。け

だし、取締役の個人的な権限逸脱行為ではなく、取締役会の意思決

定の違法を原因とする、株式会社の取締役に対する損害賠償請求が

認められれば、その取締役会の意思決定を前提として形成された株

式会社の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼす

おそれがあるというべきであり、株式会社は、取締役の敗訴を防ぐ

ことに法律上の利害関係を有するということができるからである。

そして、株式会社が株主代表訴訟につき中立的立場を採るか補助参

加をするかはそれ自体が取締役の責任にかかわる経営判断の一つで

あることからすると、補助参加を認めたからといって、株主の利益

を害するような補助参加がされ、公正妥当な訴訟運営が損なわれる

とまではいえず、それによる著しい訴訟の遅延や複雑化を招くおそ

れはなく、また、会社側からの訴訟資料、証拠資料の提出が期待さ
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れ、その結果として審理の充実が図られる利点も認められる。」 

解説：「会社の被告取締役側への補助参加が許容される場合があるとする

肯定説としては、会社に対する責任の根拠として主張されている被

告取締役の行為が当該取締役独自の判断に基づくものではなく、会

社の意思決定の結果またはその一部としてされている場合には、訴

訟の争点として会社の意思決定の適法性という組織上の法的地位が

判断を受けることになるので、これを理由として補助参加の利益が

認められるとする見解…が代表的なものであった。」 

改正：会社法制定後、同法 849 条 1 項本文について、会社は補助参加の

利益を要することなく当然に被告役員側に補助参加することができ

るとする趣旨であるとの考え方が立案担当者から示されたが、民事

訴訟一般の要件となる補助参加の利益を不要とする規律を会社法

849 条 1 項本文から読み取ることはできないとの批判がある。 

（３）補助参加の手続 

   補助参加の申出は、参加によって訴訟行為をなすべき裁判所に対して書面

又は口頭によって行う（43 条 1 項、規則 1 条 1 項）。 

   参加の申出は、上訴など補助参加人としてすることができる訴訟行為とと

もに行うことができる（43 条 2 項）。 

   補助参加の許否については、当事者から異議が述べられた場合にのみ、裁

判所が決定の形式で判断する（44 条 1 項）。異議が述べられない場合には、

申出が不適法なときを除き、当然に補助参加人としての地位が認められる。

また、当事者は、異議を述べることなく弁論等を行ったときには、異議権を

失う（44 条 2 項）。異議が述べられると、補助参加人は参加の理由を疎明し

なければならず（44 条 1 項）、参加許否の決定に対しては、当事者及び補助

参加人に即時抗告権が認められる（44 条 3 項）。補助参加人は、補助参加不

許可決定の確定までは訴訟行為をなすことが許され、不許可決定が確定すれ

ば訴訟行為の効力が失われるが、当事者がそれを援用すれば、有効なものと

して扱われる（45 条 3 項・4 項）。 

   参加の申出の取下げについては、特別の規定が置かれていないが、訴えの

取下げに関する 261 条を類推して、訴訟係属中であれば何時でも取下げが許

されると解されている。取下げについて、主たる当事者や相手方当事者の同

意も不要である。また、再度の補助参加についても制限もない。取下げによ

って補助参加人としてなして訴訟行為の効力は遡及的に失われるが、45 条 4

項の類推により、主たる当事者がこれを援用すれば効力が認められる。 

（４）補助参加人の訴訟行為 

補助参加人は、その地位の独立性ゆえに、一切の訴訟行為をすることがで

きるとされている（45 条 1 項本文）。しかし他方で、補助参加人は、訴訟上

の請求とは直接には関係しない第三者として訴訟に参加することになるた

め、独立の当事者ではなく、従たる当事者にすぎない。そのため、補助参加

人の訴訟行為には、その地位の従属性による①～⑤の制限がある。 
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［旧司法試験平成 3年第 2問］ 

甲は、乙に対して５００万円を貸し付けたとし、乙を被告としてその支払を

求める訴えを提起した。乙は、甲の請求を争っていたところ、訴訟の係属中に

丙にこの債権を譲渡した旨の通知が甲から乙にされた。 

 

１．乙が丙をこの訴訟に引き込みたいと考えた場合、乙はどのような方法をと

ることができるか。 

 

２．丙がこの訴訟に引き込まれた場合、丙はどのような訴訟上の地位に立つか。 

 

３．丙がこの訴訟に引き込まれた後に、甲丙間の債権譲渡の事実が存在しない

と判断される場合には、裁判所はどのような裁判をすべきか。 

 

（前提） 

甲乙間の給付訴訟の係属中に訴求債権について甲から丙に対して譲渡された場

合、訴訟係属中に紛争の主体たる地位が甲から丙に移転することになる。仮に甲

乙間の給付訴訟において乙が債権譲渡の事実の主張立証に成功し、請求棄却判決

を得ることが出来たとしても、口頭弁論終結「前」の承継人である丙に対しては

甲乙間の請求棄却の確定判決の既判力は拡張されない（115 条 1 項 3 号対照）か

ら、丙から給付訴訟が提起されることで、乙が敗訴する危険がある。これでは、

既に提起されていた甲乙間の給付訴訟は紛争解決に無意味となるし、甲乙間の給

付訴訟で有利な訴訟上の地位を得ていた乙の既得の地位が害されることにもなる

（当事者の既得の地位の保障要求）。 

さらに、乙としては、甲乙間の給付訴訟で債権譲渡の抗弁の主張立証に成功で

きず敗訴する可能性もあるから、甲乙間と乙丙間の給付訴訟で二重に敗訴する危

険すらある。 

こうした事態を回避したい乙としては、甲乙間の給付訴訟の訴訟状態が維持さ

れた状態で甲乙間の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の存否について甲

丙間で決着をつけるために、甲乙間の訴訟を甲から丙に承継させる方法として、

丙に対する訴訟引受けの申立て（50 条 1 項、規則 21 条）をすることになる。１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋［下］563 頁、上田 561 頁 

 

 

 

藤田解析 501～502 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１）

 訴訟承継が問題となる場面について、係争物の譲渡について当事者適格の移転が生じ、譲渡人がそのま

ま訴訟を続けると当事者適格なしとして訴えが却下されるとする説明もあるが（例えば、伊藤 703 頁）、髙

橋［下］566 頁以下では、「当事者適格なしとして訴え却下というのは厳密には不正確な表現と言うべきで

あろう」と指摘されている。例えば、給付訴訟では、自己に給付請求権ありと主張しているものに原告適格

が認められるのであれば、実際に誰に権利が帰属しているのかは、当事者適格の問題ではなく本案の請求

認容・棄却の問題にすぎないのである（髙橋［下］566～567 頁）。 
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［設問１］ 

１．乙が丙に対する債務不存在確認請求訴訟を提起した上で、弁論の併合（152 条

1 項）の上申をするという方法も考えられる。 

  甲乙間訴訟と甲丙間訴訟とで弁論が併合された場合、併合審理を通じて甲丙

間の債権譲渡の事実について統一的な判断が下されることを事実上期待でき

る。 

しかし、弁論の併合は、裁判所の裁量に基づく訴訟指揮のための裁判（決定）

であり、当事者には弁論の併合の申立権がないから、裁判所が弁論を併合しな

い可能性もある。 

２．そこで、乙は、丙に対する訴訟引受けの申立て（50 条 1 項、規則 21 条）を

するべきである。引受承継は法律上の要件を満たす限りでその実現が保障され

ている上、甲乙間の訴訟における訴訟状態が維持されることで訴訟経済や乙の

既得の地位の保障にも資するし、さらには甲乙間の金銭消費貸借契約に基づく

貸金返還請求権の帰属について三者間で矛盾なく解決される（50 条 2 項）。 

（１）まず、訴訟承継における「承継」とは紛争主体たる地位の移転を意味する

と解される。 

丙は甲乙間の訴訟の訴訟物である甲乙間の金銭消費貸借契約に基づく貸金

返還請求権を譲り受けた者であるから、甲乙間の訴訟における紛争の主体た

る地位を承継したとして「承継」人に当たる。 

（２）では、乙は、訴訟引受の申立てをし、引受決定がなされた場合に、丙に対

する請求を定立する必要があるか。丙が訴訟状態が自分にとって不利である

として、乙に対する給付請求を定立してこない場合に問題となる。 

  …略… 申立人の引受人に対する請求の定立は不要であると解する。もっ

とも、申立人と引受人の双方が請求を定立しない場合には、処理の窮するこ

とになるから、引受決定によって、引受人の申立人に対する請求の定立が擬

制されると解すべきである（中野説）。 

よって、引受決定により丙の乙に対する請求の定立が擬制されることにな

るから、乙は丙に対する請求を定立する必要はない。 

 

［設問２］ 

１．訴訟状態帰属効 

…略… 原則として、承継人は被承継人の承継時における訴訟上の地位をそ

のまま承継すると解する（訴訟状態帰属効・訴訟状態承認義務）。 

２．同時審判申出共同訴訟の審理原則 

  甲が訴訟から脱退しなかった場合、引受決定後の訴訟は三当事者間の訴訟と

なる。 

  この場合における審理には、同時審判申出共同訴訟に関する規定（41 条 1 項・

3 項）が準用される（50 条 2 項）から、弁論の分離・一部判決が禁止される。 

  もっとも、弁論の分離・一部判決の禁止以外の点については、通常共同訴訟

人独立の原則（39 条）が適用されるから、統一的判断は法律上保障されるもの
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ではなく、弁論の分離・一部判決が禁止されることを通じて事実上保障されて

いるにとどまる。 

  したがって、甲の丙に対する債権譲渡の事実の存否についての統一的判断は、

弁論の分離・一部判決が禁止されることを通じて事実上保障されるにとどまる。 

 

［設問３］ 

甲丙間の債権譲渡の事実は「承継」の事実でもあるから、少なくとも引受承継

の申立ての時点では、引受決定の要件に位置づけられていた。そこで、引受決定

後、本案審理において「承継」の事実が存在しないことが判明した場合に、裁判

所としてはどのような裁判をするべきかが問題となる。 

…略… 「承継」の事実が存在しないという審理結果に従った本案判決を下すべ

きであると解する。 

設問１では、引受決定により丙の乙に対する請求の定立が擬制されるとする見

解に立っているから、裁判所としては、甲が脱退していないのであれば、甲の乙

に対する請求を認容する判決を下す一方で、丙の乙に対する請求を棄却する判決

を下すべきである。 

 

 

 

 

 

 

高橋［下］575～576 頁 

 

 

 

総まくり 207 頁［論点 4］ 

 

乙の丙に対する債務不存在確認請

求の定立が擬制されるとする見解

では、甲の請求と乙の請求の双方を

認容することになる。 
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