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令和３年度日本大学大学院法務研究科 

既修者単位認定試験 民事訴訟法 出題趣旨及び採点基準 

                               

１ 認定試験の配点 
［設問１］ 30点 

［設問２］ 40点（小問１が 30点，同２が 10点） 

［設問３］ 30点 

２ 採点基準 
 ⑴ ［設問１］について 
 ⒜ 民訴法 42条に基づく補助参加の可否を問う問題である。補助参加の要

件は，❶他人間に訴訟が係属することと，❷「訴訟の結果について利害

関係を有する第三者」であることである。当事者が補助参加について異

議を述べた場合であっても，この要件を満たせば，補助参加をすること

ができる。 

❷については，まず，利害関係を有することを肯定すべき補助参加人

の利益は，法律上の利益（法律上の利害関係）でなければならないとさ

れる（最決平成 13年１月 30日民集 55巻１号 30頁，最判平成 14年１月

22日判例タイムズ 1085号 194頁）。 

以上の趣旨を指摘した答案には，次のとおり点を与える。 

➀ 民訴法 42条を挙げている。                ２点 

➁ ❶を挙げている。                    ２点 

➂ ❷を挙げて，利害関係を有することを肯定すべき補助参加人の利益

は法律上の利益（法律上の利害関係）でなければならないことを指摘

している。                        ６点 

⒝ 次に，訴訟の結果によって補助参加人の法律上の利益が害されること

の意味については，かつての通説（訴訟物限定説）は，判決主文における

訴訟物についての判断が，補助参加人を当事者とする将来の訴訟におい

てその法律上の地位を裁判所が判断するうえで不利に参考にされる場合

に，補助参加の利害関係が認められるとする。単に判決の理由中で判断さ

れる事実や法律関係の存否についての利害関係では足りないとする。利

害関係が法律上のものでなければならないとするのは，参加人の権利義

務その他法律上の地位が，論理上訴訟物である権利関係の存否を前提と

して決せられる関係にあることを指すとされる。兼子一『新修民事訴訟法

体系』399頁，400頁 

しかし，有力説（伊藤眞『民事訴訟法［第６版］』674～675頁）は，補

助参加人自身の法律上の地位が争われる場合に事実上不利な影響が生じ
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るという点では，判決主文中の判断であろうと理由中の判断であろうと

違いはないはずであり，また，補助参加人を当事者とする後訴の審理にお

いて事実上不利な影響を与えるのは判決主文の判断ではなく，理由中の

判断であるとする。この意味で訴訟の結果についての利害関係とは，補助

参加人の法律上の地位に対する，判決理由における判断の事実上の影響

力を意味するとする。この有力説の立場では，不法行為に基づく損害賠償

請求訴訟における同一原因による責任を負担する可能性のある者の補助

参加などが，補助参加の利益を肯定される例として挙げられている。 伊

藤眞『民事訴訟法［第６版］』674～675頁 

本問の解決の判断基準となるべき上記のどちらかの見解をおおむね的

確に説明した答案には，次の限度で点を与える。 
                      １０点 

⒞ 上記のどちらの見解によっても差し支えないが，採った説を事実関係

に的確に適用して判断することが求められる。 
［設問１］は，ＺがＸを補助するためにＸＹ間の訴訟に参加することが

できるかどうかを問うものである。他人間（ＸＹ間）で訴訟が存在し，

Ｚは訴訟当事者ではないから，前記❶の要件を満たす。 

前記❷については，Ｚの利益は，自らの土地の工作物責任を否定する

ことであり，法律上の利益である。ＸＹ間の損害賠償請求訴訟において，

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるが，占有者であるＹは損害の

発生を防止するのに必要な注意をしたと判断されてＹの損害賠償責任が

否定された場合には，土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるとする

判断は，ＸＺ間の損害賠償請求訴訟（ＸがＺに対して損害賠償請求をす

る訴訟）及びＹＺ間の損害賠償請求訴訟（ＹがＺに対して損害賠償請求

をする訴訟）に事実上不利な影響を与える。 

   ㋐ 訴訟物限定説の立場からの検討 

     訴訟物限定説は，参加人の権利義務その他法律上の地位が，論理上訴

訟物である権利関係の存否を前提として決せられる関係にあることを

指すとし，典型例として，主債務者敗訴の判決は保証人に対して効力は

ないが，保証債務は主債務の存在を前提とする点（付従性がある点）で

参加の利益があることを挙げる（兼子一『新修民事訴訟法体系』400頁）。

また，債権者が保証人を被告として保証債務履行請求訴訟を提起した

場合に，主たる債務者は保証人の側に補助参加をする利益があるとさ

れる。債権者と連帯債務者間の訴訟に他の連帯債務者が補助参加する

利益も肯定される。このような訴訟物限定説の立場でも，設例１の事実

関係の下では，次の２通りの考え方があり得る。 
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    ➀ 法律上の利益（法律上の利害関係）肯定説 

      この説は，被参加人が敗訴すれば参加申出人が求償を請求された

り，損害賠償を請求されたりする関係にある場合には，参加の利益が

認められるとする。この説によれば，ＸＹ間の損害賠償請求訴訟にお

いて，土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるが，占有者であるＹ

は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたと判断されてＹの損

害賠償責任が否定された場合には，ＸがＺに請求する可能性が高い

から，ＺがＸに補助参加する利益は認められる。 長谷部由紀子ほか

『基礎演習民事訴訟法［第３版］』277頁 

      ただし，参加人の権利義務その他法律上の地位が，論理上訴訟物で

ある権利関係の存否を前提として決せられる関係にあることの典型

例は，主たる債務への付従性が認められる保証債務や，連帯債務者間

の求償関係等である。設例のように択一的な関係に立つときは，被参

加人が敗訴すれば参加申出人が求償を請求されたり，損害賠償を請

求されたりする関係にあるとはいっても，参加人の権利義務その他

法律上の地位が論理上訴訟物である権利関係の存否を前提として決

せられる関係にあるかどうかは，被参加人の敗訴の理由による（土地

の工作物の設置又は保存に瑕疵があるが，占有者が損害の発生を防

止するのに必要な注意をしたときに当たるという理由で損害賠償請

求者が敗訴したといえることが必要である。）。この理由まで主文に

包含されているわけではない（そもそも土地の工作物の設置又は保

存に瑕疵があるとはいえないとする理由による場合や，損害賠償債

務の弁済による消滅の場合もあり得る。）。実体法の論理上当然に典

型例と同視できるわけではない。おそらく上記の説は，実体法の論理

関係だけで判断しているのではなく，択一的な関係に立つときも参

加の利益を認める方が訴訟法上相当であるとする判断もしているの

であろう。 
➁ 法律上の利益（法律上の利害関係）否定説 

他方，設例のように択一的な関係に立つときは，主たる債務への付

従性が認められる保証債務や，連帯債務者間の求償関係と実体法の

論理上当然に同視できるわけではないとする考え方もあり得る。最

判平成 14年１月 22日判例タイムズ 1085号 194頁は，事実上の択一

的関係に該当する場合には，相手方に対する請求の成否によって参

加人の法的利益は影響を受けないとした（長谷部由紀子ほか『基礎演

習民事訴訟法［第３版］』271頁）。参加人の権利義務その他法律上の

地位が，論理上訴訟物である権利関係の存否を前提として決せられ
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る関係にあるとするには，被参加人が敗訴すれば参加申出人が求償

を請求されたり，損害賠償を請求されたりする関係にある場合であ

ることが必要であるが，これは必要条件であるにとどまり，実体法の

論理上，参加人の権利義務その他法律上の地位が，訴訟物である権利

関係の存否を前提として一義的に決せられる関係にあることが必要

であり，これが十分条件であるとする立場であるといえよう。この立

場によれば，上記➀は，土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるこ

とを前提とし，占有者であるＹは損害の発生を防止するのに必要な

注意をしたことを理由としていて，民法 717 条１項本文及びただし

書の定めの構造にのっとった判断ではあるが，主文における訴訟物

についての判断としては，あくまでも民法 717 条１項本文に基づく

Ｘに対するＹの損害賠償責任が否定されたということに尽き，同項

ただし書所定の場合に該当するという判断まで含まず，参加人の権

利義務その他法律上の地位が，訴訟物である権利関係の存否を前提

として一義的に決せられる関係にあるとはいえないとする考え方で

ある。実体法の論理上一義的に決まることまで要求する厳格な考え

方であるが，このような考え方も可能であろう。このように考えると，

占有者であるＹが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとい

う判断はＸＹ間の損害賠償請求訴訟についての判決の理由中の判断

であり，主文における同項に基づくＸのＹに対する損害賠償請求権

が存在しないとの判断（ＸＹ間の訴訟の訴訟物についての判断）は，

同項本文所定の場合（土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるこ

とによって他人に損害を生じたとき）に該当し，かつ，同項ただし書

所定の場合に該当するとする判断を論理的に不可欠の前提とするも

のではないということになる。同項本文所定の場合に該当しないと

きであっても，同項に基づくＸのＹに対する損害賠償請求権が存在

しないとの判断に結び付くからである。占有者であるＹが損害の発

生を防止するのに必要な注意をしたことは、訴訟物を構成する要素

ではなく，上記の判断を導く理由である。したがって，ＸがＹに対し

て提起する損害賠償請求訴訟の訴訟物の論理的前提となるわけでは

なく，ＸのＺに対する損害賠償債務の有無についての判断に不利に

参考にされることにはならないから，補助参加人の法律上の利益が

害されることにはならず，補助参加の利益は否定され，ＺはＸを補助

するためにＸＹ間の訴訟に補助参加することはできないと考えられ

る。 
㋑ これに対し，「訴訟の結果についての利害関係とは補助参加人の法律
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上の地位に対する，判決理由における判断の事実上の影響力を意味す

る」とする有力説によれば，ＸＹ間の損害賠償請求訴訟において，土

地の工作物の設置又は保存に瑕疵があるが，占有者であるＹは損害の

発生を防止するのに必要な注意をしたと判断されてＹの損害賠償責任

を否定する判決がされて確定すると，ＸがＺに対して損害賠償請求訴

訟を提起したときに，Ｚは，事実上不利益な影響を受けることになる

から，補助参加人の法律上の利益が害されることになり，補助参加の

利益が肯定され，Ｘを補助するためにＸＹ間の訴訟に補助参加するこ

とができると考えられる。 
このように，有力説によれば，ＸＹ間の訴訟における占有者である

Ｙは損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとしてＹの損害賠償

責任を否定する判断は，ＸＺ間の損害賠償請求訴訟及びＹＺ間の損害

賠償請求訴訟に事実上不利な影響を与えるから，補助参加の要件を満

たす。Ｚは，占有者であるＹが損害の発生を防止するのに必要な注意

をしたことを争うために，Ｘを補助するために参加することができる。 

前記のとおり，Ｚの利益は，自らの土地の工作物責任を否定するこ

とであり，法律上の利益である。賃借人Ｙが占有者として損害の発生

を防止するのに必要な注意をしたことを否定する立場においては，Ｚ

とＸとは利害関係を同じくする。賃借人Ｙが占有者として損害の発生

を防止するのに必要な注意をしたことを否定する点に絞ってＸを補助

することは可能であり，Ｚが自ら選択してＸを補助するために参加す

ることは許される。 

前記の㋐の➀若しくは➁又は㋑のいずれの見解によっても差し支え

ないが，採った説を事実関係に的確に適用して判断している答案には，

次の限度で点を与える。 

                      １０点 
 ⑵ ［設問２］について 

⒜ ［設問２］の小問１（配点 30点）について 

㋐ 当事者は，訴訟の係属中，参加することができる第三者にその訴訟

の告知をすることができる（民訴法 53条１項）。訴訟告知を受けた者

が参加しなかった場合においても，同法 46条の規定の適用について

は，参加することができた時に参加したものとみなされる（同法 53

条４項）。 

これらの条文は，問題文の５に挙げられているので，答案で挙げて

いなくてもよい。 

㋑ 民訴法 53 条４項及び同法 46 条により，裁判が訴訟告知を受けた
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が参加しなかった者に対しても効力を有するのは，訴訟告知を受け

た者が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る

（最判平成 14 年１月 22 日判例タイムズ 1085 号 194 頁）。この判例

の立場によれば，この場合に該当するといえるかどうかが問題とな

る。この判例の立場に立っても，ⅰ 判決主文における訴訟物につい

ての判断が，補助参加人を当事者とする将来の訴訟においてその法

律上の地位を裁判所が判断するうえで不利に参考にされる場合に，

補助参加の利害関係が認められるとするかつての通説の立場を前提

として，参加人の権利義務その他法律上の地位が，論理上訴訟物であ

る権利関係の存否を前提として決せられる関係にあるとするための

判断基準をどのように考えるか（前記➀の立場と➁の立場に分かれ

る。），又はⅱ 前記有力説の立場を前提とするかで分かれることに

なる。なお，前掲最判平成 14年１月 22日は，判決主文における訴訟

物についての判断が，補助参加人を当事者とする将来の訴訟におい

てその法律上の地位を裁判所が判断するうえで不利に参考にされる

場合に，補助参加の利害関係が認められるとするかつての通説の立

場のうち前記➁の立場を前提とするものと考えられる。 

㋒ 訴訟告知に基づく参加的効力が生ずるための要件 

前掲最判平成 14 年１月 22 日の立場に対し，学説の多くは批判的

であり，被告知人が補助参加の利益を有すれば訴訟告知に基づく参

加的効力がその者に生ずることを一般的に認めてよいかが問われて

いて，補助参加の利益があるほか，告知者が敗訴判決を受けた場合に

おいて，これを原因として告知者と被告知者との間に求償関係又は

賠償関係が成立する実体関係があるときに限り，訴訟告知に基づく

参加的効力が生ずると解されている。長谷部由紀子ほか『基礎演習民

事訴訟法［第３版］』283頁 伊藤眞『民事訴訟法［第６版］』682頁，

688頁 

    ㋓ 設例では，訴訟告知を受けたＺは，補助参加をしなかったが，訴訟

の結果につき法律上の利害関係を有するといえる（もっとも，前記➁

のとおりこれを否定する立場もあり得る。）から，民訴法 53条４項に

より，同法 46条の適用については参加することができた時に参加し

たものとみなされる。したがって，訴訟告知を受けた者が訴訟の結果

につき法律上の利害関係を有する場合に参加的効力を認める前掲最

判平成 14年１月 22日の立場によれば，同法 46条により，同条１号

から４号までに該当する場合を除き，ＸのＹに対する訴訟において

された判決は，補助参加人Ｚに対してもその効力（参加的効力）を有



7 
 

することになる。 

また，告知者と被告知者との間に求償関係又は賠償関係が成立す

る実体関係があるときに限り，訴訟告知に基づく参加的効力が生ず

るとする前記学説の立場によっても，設例では補助参加の利益があ

り，かつ，告知者が敗訴判決を受けた場合においてこれを原因として

告知者と被告知者との間に賠償関係が成立する実体関係があるとき

に該当するといえるから，ＸのＹに対する訴訟においてされた判決

は，補助参加人Ｚに対してもその効力（参加的効力）を有することに

なる。 

前掲最判平成 14年１月 22日の立場でも，告知者と被告知者との間に

求償関係又は賠償関係が成立する実体関係があるときに限り，訴訟告知

に基づく参加的効力が生ずるとする前記学説の立場でも差し支えない。 
（平均的な答案）               標準点２０点 

前掲最判平成 14年１月 22日の立場と，告知者と被告知者との間に求

償関係又は賠償関係が成立する実体関係があるときに限り，訴訟告知に

基づく参加的効力が生ずるとする前記学説の立場とを指摘し，説得力の

ある論旨を展開して，事実関係に的確に適用して判断している答案には，

次のとおり点を与える。 

（優れた答案）   ３０点を限度として標準点に適宜加点する。 
⒝ ［設問２］の小問２（配点 10点）について 

㋐ 民事訴訟法 46条所定の補助参加人に対する裁判の効力は，既判力

ではない。既判力は，訴訟物たる権利関係について両当事者が手続的

保障を与えられたことを前提とする，確定判決の判断の拘束力であ

る。参加的効力は，それとは異なる特殊な効力であり，敗訴の場合に

おける主たる当事者と補助参加人の公平な責任分担の考え方に基づ

くもので，判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が

不当であると主張することを禁ずる効力（大正 15 年改正前民訴法

（旧々民訴法）55条 1項はその旨を規定していた。）である。ただし，

補助参加人の行うことができる訴訟行為の範囲については制限があ

るため，いかなる場合にも敗訴責任の分担を求められるわけではな

い。民訴法 46条１号から４号までがこれらに該当する場合を除外事

由として定めているのは，その趣旨である。 

㋑ 補助参加人に対する参加的効力の客観的範囲は，補助参加の前提

となっている，補助参加人の法律上の地位と訴訟における裁判所の

判断事項との関係で決定される。判決理由中の判断なら何にでもこ

の効力が認められるかという問題である。前掲最判平成 14年１月 22
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日は，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判示した。すなわち，カラオケボックス用の家

具等（本件商品）を販売した売主Ｘが建築工事の請負人Ａを被告とし

て売買代金支払請求訴訟を提起し，Ａが買主は施主であるＹである

と主張したので，ＸがＹに対し訴訟告知をしたが，Ｙが補助参加せ

ず，ＸのＡに対する請求を棄却する判決がされて確定した後，ＸがＹ

に対して本件商品の代金支払請求訴訟を提起した事案について，「判

決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての

判断とは，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ものであって，これに当たらない事実又は

論点について示された認定や法律判断を含むものではない」とし，

「前訴における被上告人ＸのＡに対する本件商品売買代金請求訴訟

の結果によって，上告人Ｙの被上告人Ｘに対する本件商品の売買代

金支払義務の有無が決せられる関係にあるものではなく，前訴の判

決は上告人Ｙの法的地位又は法的利益に影響を及ぼすものではない

から，上告人Ｙは，前訴の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有し

ていたとはいえない。したがって，上告人Ｙが前訴の訴訟告知を受け

たからといって上告人Ｙに前訴の判決の効力が及ぶものではない。」

と判示した。 

おおむね上記㋐及び㋑の趣旨を記載した答案には，次の限度で点を

与える。 

   １０点 
 ⑶ ［設問３］（配点 30点）について 

  ⒜ Ｘの請求をすべて棄却する判決は，確定したから，既判力を有する。確

定判決の既判力が及ぶ者の範囲は，民訴法 115 条１項各号が定める。当

事者適格は訴訟物たる権利関係の主体に認められるのが原則である。 

以上の趣旨を指摘した答案には，次のとおり点を与える。 

                             ５点 

⒝ 上記の原則に対する例外の１つとして，訴訟担当がある（同項２号）。

訴訟担当とは，権利義務の主体以外の第三者が，主体に代わって訴訟物に

ついての当事者適格を認められる場合を指す。担当者たる第三者が本来

権利関係の主体に帰属する訴訟追行権を行使するところに訴訟担当の特

徴がある。訴訟担当には法が定める効果に基づく法定訴訟担当と，権利関

係の主体の意思に基づく任意的訴訟担当とがある。権利関係の主体が訴

訟追行権を第三者に授与し，第三者がその授権に基づいて当事者適格を

取得する場合を任意的訴訟担当と呼ぶ。 
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以上の趣旨を指摘した答案には，次のとおり点を与える。 

                             ５点 

⒞ Ｓは，本件債権を有しており，訴訟物についての本来の当事者適格を有

する者であるが，債権回収のために自分の従業員Ｘに対して形式的に債

権譲渡をし，この債権譲渡に基づき，Ｘが原告となりＰを被告としてＰに

対する貸金返還請求訴訟を提起したから，Ｘがこの訴訟の原告（当事者）

である。Ｘは，任意的訴訟担当による訴訟担当者である。Ｓはこの訴訟の

当事者ではないが，同項２号所定の「他人」に該当することになる。同号

は，「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」に既

判力が及ぶと規定する。この場合の当事者は，訴訟物についての本来の当

事者適格を有する者（他人）に代わって訴訟追行をする当事者適格を有す

る者である。 
以上の趣旨を指摘した答案には，次のとおり点を与える。 

                             ５点 

⒟ 法律の規定により認められている場合以外に任意的訴訟担当の適法性

を認めるべきかどうかについて考え方は分かれる。現在の支配的な考え

方は，合理的理由がある場合にのみ任意的訴訟担当の適法性を認めるべ

きであるとしている。 
任意的訴訟担当はどのような場合に認められるかについては，最大判

昭和 45 年 11 月 11 日民集 24 巻 12 号 1854 頁を参照 
これを無制限に認めることは，訴訟代理人を弁護士に限定する趣旨（民

訴法 54条１項）が潜脱され，また，訴訟行為をなさしめるために財産の

管理処分権を移転すること，いわゆる訴訟信託の禁止（信託法 10条）に

抵触する。そこで，選定当事者（民訴法 30条）等のように，法が明文の

規定をもって認める場合（建物の区分所有等に関する法律 26条４項が定

める区分所有建物の管理者等 伊藤前掲［第６版］195頁を参照）以外に

ついては，何らかの基準をもってその範囲を制限する必要がある。現在の

支配的な考え方は，合理的理由がある場合にのみ任意的訴訟担当を認め

るべきであるとする。判例は，民法上の組合の業務執行組合員について任

意的訴訟担当の資格を認めるにあたって次のような一般的基準を示した。

①弁護士代理及び訴訟信託禁止の原則の潜脱のおそれがないこと，②訴

訟担当をなさしめる合理的必要のあることである（前掲最大判昭和 45年

11月 11日）。①については，訴訟物たる権利についての実体上の管理処

分権とともに訴訟追行権が担当者に授与されており，担当者が被担当者

と共同の利益を有する者の一人である場合には，上記の原則潜脱のおそ

れがないといえる。②については，ⅰ 被担当者の人数が多数であること
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から，担当者による訴訟追行が権利の実現を容易にする事情がある場合，

ⅱ 銀行が，外国国家との間で，外国国家が発行した円建て債券の管理会

社として，当該債券の債権者のために，当該債券に基づく弁済を受け，又

は債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を

する権限を有する旨の授権条項を含む管理委託契約を締結したなどの事

情の下で，当該債券の債権者から訴訟追行権を授与されたと認められる

などの事情がある場合（最判平成 28年６月２日民集 70巻５号 1157頁），

ⅲ 被担当者の権利実現が担当者の本来的任務である場合などに肯定さ

れる。（以上につき伊藤前掲［第６版］191～192頁，194～195頁，199～

200頁参照） 

以上の趣旨を指摘した答案には，次の限度で点を与える。 

                          ８点 
⒠ ［設問４］の場合には，①弁護士代理及び訴訟信託禁止の原則の潜脱の

おそれがないこと，②訴訟担当をなさしめる合理的必要のあることの

いずれについても要件を欠く可能性が少なからずある。したがって，任

意的訴訟担当の適法性を認めることができない可能性が相当程度ある

が，Ｘが提起した訴えは不適法として却下されることなく，Ｘの請求を

すべて棄却する判決がされて確定している。民訴法 338 条１項各号所

定の再審事由には該当しない。このような場合には，Ｘによる任意的訴

訟担当が不適法であったことを理由に確定判決の既判力がＳに及ぶこ

とを否定することは，相当ではないと考えられる。 
Ｘの請求をすべて棄却した上記控訴審確定判決の既判力は，Ｓに及

ぶと解するのが相当である。 
おおむね以上の趣旨を指摘した答案には，次の限度で点を与える。異

なる考え方であるが論理性，相当性が認められるものも，同様である。 

                           ７点 


