
□１ 民事訴訟のもう１つの特徴

私的紛争の公権的解決

□２ 手続法としての民事訴訟法

第 章

１章 民事訴訟法とは

「私的紛争の公権
的解決」とは

民事訴訟法の全体像とメリハリ

民事訴訟制度は民事紛争を強制的に、しかも終局的に解決するための手続とい

うことはわかった。そのために裁判所を利用するのである。ということは、強制

的・終局的な解決を裁判所を通じて行うことになる。このように、裁判所が間に

入るという意味では公権的な解決ということもできる。公の制度なのである。こ

れは当然のことではあるが、重要である。というのは、そこで解決してもらおう

としている権利はあくまでも私的な利益にすぎないことが多い。例外的に多くの

人に影響を与えるような会社法上の権利もあるが、それでも一私企業の利益や私

人たる株主や債権者の利益にすぎない。このように、私的な利益である私権を公

の力によって解決しようとしていくのが民事訴訟制度なのである。

このことを ということがある。これは覚えておいてほ

しい。私的紛争解決のための道具に税金を投入して公権的に解決するのである。

私人の側からすれば、自力救済を禁じているのだから国家が紛争を解決するのは

当然だということになるし、国家の側からすれば、私的紛争に税金を使うのだか

ら公平で無駄のないようにしなければいけないという要請がでてくることになる

のである。このように、「私」と「公」という一見矛盾するものの緊張関係の調整

が民事訴訟制度の特徴の１つである。

この私的紛争の公権的解決は、非常に

重要なキーワードになります。私的紛争、

要するに、そこで争われているのは、民

法や商法等、実体法上の権利義務です。

選挙権があるかないかとか、そういう話

ではないのです。売買代金債権があるか、

土地の明渡しの義務があるかどうか、相続の権利があるかという、まさに私的な紛争なの

です。本来は私的な紛争なのだから、それは当事者の話し合いで解決するのが原則のはず

です。それがうまくいかないときに公の機関である裁判所が入ってきて解決をするという

わけです。

たとえば、防衛の問題だとか、国家予算のたぐいの問題は全国民に関わりますから、税

金を使って解決することも納得できるでしょう。ところが、お金を返してもらえないとい

うのはまったく私的な問題であって、ほかの人にはまったく関係ないことです。それにも

かかわらず、そこにみんなの税金を投入して公の力で解決しようというわけです。

民事訴訟法は手続法である。これまで勉強してきた憲法・民法・刑法・会社

………民事訴訟法とは
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□３ 民事訴訟手続の全体像
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訴えの提起

1-3 民事訴訟法の全体像とメリハリ

実体法の特徴

訴えの提起

紛争の発生

訴訟以外での解決
の模索

手続法の特徴

法・商法とはかなり性質が違う。憲法・民法・刑法・会社法・商法は、実体法で

ある。つまり、要件と効果を定めて、何々ならば何々であるという、ある１つの

時点における法律関係を規定している。ある瞬間において、この人にはどういう

権利があるのか、どういう犯罪がそこで成立しているのかというある一時点の権

利義務や法律関係を明らかにする、それが である。

たとえば、売買契約が成立したら、その段階でどういう権利関係の変動が生じ

るのか、他人の財産を奪ってきたときにはどういう犯罪になるのかなど、特定の

時点、特定の場面における法的問題点を解明するのである。

これに対して、 ではその実体法の権利が本当にあるのかないのかとい

うことを明らかにしていくことが目的になる。つまり、民事訴訟法は、民法や商

法などの私法上問題となる権利があるのかを明らかにしていく手続を定める法な

のである。また、刑事訴訟法は、本当に犯罪が行われたのかどうかを明らかにす

る手続を定める法である。

このように、手続を定める法であるということは、時間の流れを意識する必要

があることを意味する。まず裁判所に訴えを提起する。最初の法廷でどのような

ことをやるのか、次回や１か月後は何をするのかという具合に時間の流れに従っ

て手続は進んでいく。そこで、民事訴訟法では、これまでの憲法・民法・刑法・

会社法・商法のように一時点における法律関係を明らかにするのではなくて、時

間の流れという１つの座標軸が登場することになるのである。

こうして時間の流れに沿って手続全体を理解していかなければならないのが訴

訟法の特徴である。そこで、手続全体の流れを把握するためには、これまで学習

してきた実体法の５科目以上に、早いうちに全体をつかまえてしまうことがとて

も重要なのである。

民事訴訟においては、１つひとつの手続や行為が積み重ねられ、時間の流れとともに手

続が進行していきます。そこで、学習する際にもこの手続全体の「流れ」を意識する必要

があります。民事訴訟法の学習にあたっては、まずはひととおり手続全体を見渡せるよう

になるまで辛抱が必要と考えたほうがいいかもしれません。そのかわり、いったん全体が

見渡せる段階までくれば、個別の論点の理解は容易になります。

次頁の図を参照しながら、民事訴訟手続の全体像をみていくことにする。

まず、 する。私法上の権利・義務に関わる民事紛争である。たと

えば、代金の支払請求や、貸金返還請求、土地の明渡請求などをめぐる紛争であ

る。

そして次に、これらの紛争解決方法として、まず、和解などの合意による紛争

解決手段が模索され、それらが功を奏さないときにはじめて訴訟となるのが通常

である。これが であり、民事訴訟手続の中心である。そして、通常は

将来の執行のことを考えて、自己の権利を保全しておく も同時に

進行させる。

判決手続は、① 、② 、③ と進む。訴訟は

当事者による によって開始される(①訴訟の開始)。これは、刑事訴
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訟が検察官の起訴によって開始される(刑訴247条)のと同じである。②訴訟の審

理は とよばれる手続で行われる。刑事訴訟では公判手続とよばれるも

のに相当する。ここでは、訴えの適法性、理由の有無を証拠によって審理する。

この口頭弁論手続は、当事者の主張を戦わせる と、当事者間に争いが

ある主張について証拠によって証明していく とに分かれる。

この口頭弁論手続において、裁判所は、両当事者が公平にみずからの訴訟活動

をなしうるように配慮し、かつ円滑に訴訟手続が進行するよう訴訟を指揮してい

く。そして、当事者の提出した資料をもとにどちらの当事者の主張することが真

実に合致するかを判断し、判決を言い渡すことになる。つまり、判決によって、

紛争の解決基準が提示されることになる。ただ、民事訴訟の場合には、当事者の

意思によって終了させることができるので、③訴訟の終了には

と とがあることになる。

ところで、裁判所の判断に不服をもつ当事者も当然いるし、また、法律の専門

家である裁判官も全能者ではないため、その判断に誤りがないともかぎらない。

そこで、裁判に対して不服をもつ当事者の救済を図るため、また、真実に合致し

た慎重な判断を確保するため、裁判が確定する前に、上級裁判所に裁判の取消

し・変更を求めることが認められている( )。さらに、確定した後も一

定の事由があれ で争うことができる。

これに対して、当事者からの不服申立てがなければ し、この確定

判決には当事者および裁判所を拘束する効力が認められるので、紛争解決基準と

して機能し、当事者間の紛争を解決できることになる。こうした流れが判決手続

である。

確定判決を得たら、それをもとに を行う場合がある。判決がで

ても相手方がそれに応じてくれない場合には国家権力によって強制的に目的を実

現しなければ紛争を解決することができないからである。

当事者の訴訟活動の中心は、口頭弁論とよばれる審理の手続において、みずからの法的

な地位を確保するために自己に有利な法的主張や事実の主張を提出して、それを証拠によ

って証明し合うことです。口頭弁論は法廷での手続と思ってください。法廷での原告と被

告が、文字どおり口でしゃべって弁論し合うというイメージをもってもらえればいいので

訴訟の審理



□４ 民事訴訟法の全体像
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「訴訟指揮」とは

民事訴訟法の上手
な学習方法

すが、実際には書面のやりとりが多いようです。そこで、自分に有利なさまざまな法的な

主張や事実の主張をして、争いがあればそれを証拠によって証明していくのです。当事者

がこの必要な訴訟活動を怠ると、自分に不利な判決が言い渡されてしまう危険性がありま

す。ですから、私的紛争の「公権的解決」とはいっても、当事者が訴えを提起しなければ

始まりませんし、当事者がさまざまな情報を裁判所に提供しなければ勝てないのです。

そして、裁判所としては、両当事者が公平にみずからの訴訟活動をなしえるように配慮

し、円滑に訴訟手続が進行するよう訴訟を指揮します。これを訴訟指揮というのですが、

いわば訴訟の交通整理です。たとえば、原告の主張に対して被告が無関係なことを言い出

し、お互いの言い分がかみ合わず何が何だかわからないというようなときに、それを整理

していく、テレビの討論番組の司会みたいなものです。当事者が何を言っているかよくわ

からない、そういうときにも主張の整理を促して、争点を明確にしていったりするのも訴

訟指揮です。これは裁判所の仕事として重要です。

こうした口頭弁論を経て当事者の提出した資料をもとに、どちらの当事者の主張するこ

とが真実に合致するかを判断し判決を言い渡します。この判決によって紛争の解決基準が

提示されることになります。紛争解決基準というのはわかりにくい言葉のように思えます

が、要するに、紛争を解決してほしいといって裁判所に訴えを提起した当事者に、裁判所

がこういう解決のやり方をしなさいという基準を判決という形で示すというわけです。こ

の確定判決に当事者および裁判所を拘束する力があるので紛争の解決につながるわけです。

しかし、その判断に不服がある者もいるでしょうから、そのときのために上訴も用意され

ています。また、なかには判決に従わない者もいるでしょうから、強制執行手続も用意さ

れています。

民事訴訟法は、こうした民事手続のなかの訴訟の開始から終了までを扱ってい

る。保全手続や執行手続は別に法律があるので、本書ではあまり扱わない。

民事訴訟法の条文は、まず裁判所・当事者という登場人物に関する規定があり、

それに当事者が負担する訴訟費用や訴訟手続の全般に関する審理・期日などの規

定が続く。その次の第二編がもっとも重要な「第一審の訴訟手続」である。ここ

では、訴え提起から口頭弁論、証拠調べ手続、そして判決までの手続に関する詳

細が規定されている。最後に、上訴、再審および手形訴訟や少額訴訟といった特

別な手続に関する規定がおかれる。

民事訴訟法を学習するに際してはまず、訴訟の開始から終了までの基本的な流

れをしっかりとイメージできるようにして、次に当事者や審判対象が複数となる

複雑訴訟を学習して、余裕があれば上訴・再審まで手を伸ばすようにすればよい。

特別手続は概略を理解しておけばあとは短答式試験前にでも目を通しておけば十

分である。何よりも訴訟の開始から終了までが重要である。ちょうど、刑法では

構成要件・違法・有責という単独犯の成立要件が基本であることと同じである。

民事訴訟法では、 、 、 が基本なのである。



法的三段論法

立証の過程

証拠が小前提 経験則が大前提

事実の有無が結論

１回目の三段論法

「法的三段論法」と
は

のですが、相手方がその事実の存在を否定したときには、裁判所としては、そのような事

実が存在したのかどうかを判断しなければなりません。

しかし、こうした事実は裁判所の目から見れば過去の事実です。過去に売買契約の成立

や代金債務の弁済という事実があったのかは、そう簡単にはわかりません。そこで、当事

者が提出する証拠というもので判断することになるのです。事実の有無を証拠で判断する

過程が第４段階の証拠調べの過程ということになります。

そして、この第４段階から順に積み上げていって結論をだすのです。つまり、証拠に基

づいて事実があるかを判断し、次にその事実に基づいて権利が発生しているかどうか、ま

たは消滅していないかどうかを判断し、そして、その権利の発生・消滅の組み合わせによ

って、原告の主張した訴訟物たる請求権があるかを判断するのです。

⑵ 法的三段論法との関係

民事訴訟手続が以上の４段階の構造をとるということは、３回の法的三段論法

を経て結論がだされることを意味している。 とは、大前提に小前

提をあてはめて結論をだしていく手法であるが、それを民事訴訟の過程では基本

的には３回行うのである。

⒜ １回目の三段論法は、 である。

ここでは、証拠によって事実を明らかにしていく。一定の証拠があると、その

ような証拠があるのだからこうした事実は存在したのであろうという経験則に基

づいて事実認定を行う。ここでは で、 、そして

というわけである。

たとえば、売買契約に関する合意という事実があったかどうかが問題になったとします。

裁判所は法廷にでてきた証拠を見て自分の経験則に照らして判断します。「こんな契約書

があるじゃないか。では合意があったに違いない」と判断するのです。つまり、本人のサ

１章 民事訴訟法とは



要件事実から法律効果を判断する過程 ２回目の三段論法

インした契約書があるのなら、その契約書どおりの合意があるのが普通だという経験則に

従って判断するのです。こうして合意の存在という要件事実の有無を明らかにしていきま

す。

⒝ ２回目の三段論法は、 である。

売買の合意があったならば、もっと分析的にいえば、目的物を相手に渡しその

対価として代金を受け取るという合意があったという事実、つまり要件事実があ

ったならば、売買契約が成立したと判断されることになる。ここでは、法律を大

前提として、小前提たる要件事実をそこにあてはめて権利の存在という結論をだ

すことになる。法律はそもそも一定の要件をみたすと一定の効果が生じるという

ことを規定しているのであり、この法規が大前提となって、権利の発生の有無な

どが判断されるのである。

たとえば、売買の合意という要件事実を法規にあてはめて、そして、売買契約の成立と

いう法律効果が生じるということになるわけです。また、領収書という証拠の存在によっ

1-4 民事訴訟制度の目的と基本理念



法律効果から訴訟物の有無を判

断する過程

て、弁済という事実が明らかになったら、この弁済という事実があれば、債権は消滅する

という法規にあてはめて、代金債権の消滅という法律効果が発生したと判断することにな

るのです。なお、前者の具体例では、売買契約の合意があると代金債権が発生すると明確

に規定した条文はありませんが、民法555条などの解釈によって認められている法規範と

いってかまいません。同様に、後者の具体例では、弁済の事実によって債権が消滅すると

いう直接の規定もありませんが、民法474条以下の解釈によってそのような法規範がある

と考えてかまいません。

⒞ そして、３回目の三段論法は、こうした

である。

ここでは、原告・被告の主張してきたいくつかの法律効果の組合せによって訴

訟物の有無が判断される。その判断も更に何回かの三段論法によって判断される

ことが多い。たとえば、売買契約の成立という法律上の主張が認められると、そ

れを要件として代金債権の発生という効果が生じる。ここも三段論法である。そ

して、代金債権の発生という効果が認められても、被告の主張する弁済による消

滅という法律上の主張が認められると、代金債権はもはや存在しないことになる。

この代金債権の存否の判断も三段論法である。かりに弁済が認められず代金債権

が発生して現在でも存在することになると、その代金債権の存在を要件として代

金請求権が効果として生じる。ここも三段論法である。これによって訴訟物たる

代金請求権が認められ、原告の請求が認容されるのである。

売買契約が成立し代金債権は発生したけれども、その後の弁済によって消滅したという

判断がなされると原告主張の代金請求権は認められません。これに対して、代金債権が発

生し、消滅していないとなると、代金債権が現在でも存在していることになります。そし

て、代金債権の効果として代金請求権、すなわち原告の主張する請求(訴訟物)が認めら

れることになるのです。民法で学習したとおり、債権の効果として請求権、給付保持力、

訴求力などがあるからです。

このように、民事訴訟の手続ではいくつかの三段論法を経て結論がでるのです。最後に

まとめの図をいれておきます。

１章 民事訴訟法とは

３回目の三段論法



□４ 民事訴訟法と刑事訴訟法

➡

民事訴訟法も刑事訴訟法もともに訴訟法である。一定の価値を実現するための

手続を規定している。そして、ともに憲法32条の裁判を受ける権利の具体化で

ある。その点では共通しているのであるが、他方、それぞれの目的が異なるため、

手続の上でもその違いが現れる場面がいくつかある。ここでは根本的な両者の違

いを確認しておくことにする。両訴訟法を学習した後でもう１度見直してほしい。

それぞれの訴訟法を単独で学習するよりも更に理解が深まると思う。

【１】訴訟の目的――私的紛争の公権的解決か刑罰権の実現(真実発見)か

先に述べたように、民事訴訟法では私人間の私法上の権利をめぐる争いを解決

することが目的となる。争いを解決することが最大の目的であって、紛争解決の

ためには必ずしも真実を発見しなければならないというわけではない。当事者が

納得したのならば、真実とは異なった内容で和解することも許されるし、何も裁

判という手続を採らずに解決できればそれに越したことはない。いわば裁判は最

後の手段である。そして、私法上の権利という私的自治が妥当する利益を主に扱

うので、当事者の意思を尊重して手続が異なってくることもある。

これに対して、刑事訴訟法では、犯罪が行われたと疑われるときに国家が刑罰

を科すために真実を明らかにして刑罰権を発動しようとする。ここで問題になっ
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