
第４版 はしがき

今年は、法科大学院が発足して10年目にあたる。発足当時の学生諸君には、

旧司法試験を受験した経験のある人が少なくなかったが、ここ数年は、大学

を卒業して間もない人が多数を占めるようになってきた。こうした変化に対

応して、取り上げる項目の内容および配列、設問の質および量を再検討する

とともに、第３版以降の法改正や判例・学説の展開を反映させる改訂を行い、

新版を送り出すことにした。これまでと同様に、本書を利用した授業を通じ

て学生諸君の民事訴訟法の理解が深まり、民事訴訟法のおもしろさを感じて

もらえるように、期待している。

今回の改訂では、これまで第１章で扱っていた４つの項目のうち、「国際

裁判管轄」は削除し、残りの項目（「審判権の限界」「訴訟と非訟」「民事訴訟と行政

訴訟の選択」）を「境界確定訴訟」とともに、最後の章（第７章 民事紛争と民事

訴訟）で扱うことに変更した（項目 から ）。それに応じて従前の第２章か

ら第７章が順次繰り上がり、第１章では、訴訟要件に関する項目（項目 法

人でない団体の当事者能力から項目 確認の利益まで）を扱うことになった。また、

「主観的予備的併合・同時審判申出共同訴訟」（従前の項目 ）は、「通常共同

訴訟」（項目 ）の次に位置づけた。こうした配列の変更にくわえて、「訴訟

と非訟」（項目 ）では、新非訟事件手続法および家事事件手続法が本年１

月１日に施行されたことを踏まえて、判例および設問の入れ替えを行い、

「文書提出命令」（項目 ）についても、学習上の重要性を考慮して判例およ

び設問を入れ替えた。

最後になったが、弘文堂編集部の高岡俊英さんには、今回の改訂について

も大変お世話になった。心より御礼申し上げる。

2013年２月

編著者一同
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本書の使い方

本書は、法科大学院の２年次生を対象とした民事訴訟法の教材である。読

者は、法学既修者として入学したか、未修者として１年間の勉学を終えたか

を問わず、すでに民事訴訟法の標準的な教科書を通読し、基本的な事項は理

解していることであろう。しかし、本格的な勉強はこれからである。講義で

は時間の制約から深くは掘り下げられなかった問題の中には、民事訴訟法の

根本的な「ものの考え方」にかかわるものが数多く含まれている。それらを

抽出して検討の対象とすることにより、学生諸君の理解を深め、応用力を養

いたい。このような意図をもって、本書は作成された。

「ケースブック民事訴訟法」という書名が示すとおり、本書は、民事訴訟

法の重要な論点に関する判例を主な素材としている。それぞれのテーマに関

する最も主要な判例を【基本判例】として選定し、事実の概要と判旨を示し

た。派生する問題に関する判例は【参考判例】として掲げた。読者には、判

例が個々の問題についてどのような解釈を示しているかを精確に読み取るこ

と、判例の解釈に問題はないか、他の解決法はありえないかを考えること、

複数の解釈が可能な場合には、それぞれの根底にある考え方の違いは何かを

探ることが求められている。

そうした学習の手がかりとするために、各項目に設問（ ）を付した。設

問は、「基本事項の確認」というレベルのものから始まり、徐々に難度を上

げるように配列してある。「基本事項の確認」は、文字通り、教科書を読ん

でいれば答えられるような初歩的な内容のものである。各自で予習し、教室

では、簡単に答えを確認するか、あるいは答えはわかっているものとして先

に進むことになろう。その後の設問は、判旨の中核部分の理解を問うもの、

学説との対立点に焦点をあてたもの、前後の判例との関係を分析し、判例理

論を明らかにさせるものなどから成っている。それぞれの設問中には、参照

すべき教科書、判例評釈、論文などを掲げてあるので、参考にしていただき

たい。
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特に重要な文献については、その一部を引用し、判例とあわせて検討の素

材とした。すぐれた論稿を読むことは、とてもよい勉強になるものである。

問題の設定の仕方、検討すべき論点の析出、結論にいたるまでの論理の運び

など、多くのことを学ぶことができる。本書を通じて興味をもった文献があ

れば、１つでも２つでも原典にあたって、全体を熟読することをお薦めする。

手続法である民事訴訟法は、円環的構造をもっているといわれることがあ

る（三ケ月章「実体法と手続法」民事訴訟法研究第10巻〔有斐閣・1989〕１頁）。たとえ

ば、当事者確定論と判決効の主観的範囲のように、相互に関連しあっていて、

どちらからも論ずることのできる論点も多い。そのため、関連する項目はで

きるかぎりリファーするように努めた。学習の際に参考にしてもらえれば、

民事訴訟法の体系的な理解に役立つであろう。

本書は、編著者である６人の共同作業によって作成された。各項目につい

てそれぞれが準備した草稿を全員で検討し、判例の選択は適切か、重要な論

点で洩れているものはないか、設問は的確な答えを誘導するものになってい

るかを討議した。実際に学部や大学院の授業で使用し、表現や参考文献の表

示を修正したうえで、再度、検討を加えた項目もある。それでもなお、論点

の取り上げ方や表現上の工夫などにおいて改善すべき点はあろう。上訴・再

審をはじめ、扱うことのできなかった項目もある。残された課題については、

将来の補訂作業を予定している。読者のご批判、ご意見を賜れれば幸いであ

る。

2004年２月

編著者一同
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【基本判例１-１】

最高裁平成14年６月７日第二小法廷判決 平成13年（受）第1697号書類等閲覧等請求事件>（民集

56巻５号899頁）

〔事実の概要〕

Ｙ（被告・被控訴人・被上告人）は、いわゆる預託金会員制のゴルフ場を経営してい

る株式会社である。Ｘ（原告・控訴人・上告人）は、本件ゴルフ場の特別会員、正会員

および平日会員によって組織され、会員相互の親睦とクラブライフの向上を期する

ことを目的としている。Ｘの規則によれば、Ｘの総会は特別会員および正会員をも

って組織され、年１回の定時総会の決議事項は、前年度の重要事項の報告、新年度

の運営方針、理事および監事の選任ならびに予算および決算であり、出席会員の過

半数をもって議決される。Ｘの運営に関する諸事項については、総会において選任

された理事をもって構成される理事会において、過半数の理事が出席し、出席理事

の過半数により決定される。また、理事会において互選された理事長がＸを代表し、

会務を統括処理することとされている。ただし、Ｘには固有の事務所はなく、定時

総会や理事会は、その都度適宜の場所を借り受けて開催されている。Ｘに固定資産

はなく、規則または細則にもＸが財産を管理する方法等について具体的に定めた規

定はない。

昭和47年10月頃、ＸとＹとの間で、協約書が調印された。本件協約書には、アＸ

はＹの健全な経営に協力する義務を負い、Ｙは本件ゴルフ場においてＸが社会通念

上快適なプレーをすることに支障を来さないようにする義務を負うこと、イＸは、

アの目的達成に必要な範囲内において、理事会の指示により、理事会の下に設けら

れた分科委員会の１つである財務委員会またはその補助者に限り、Ｙの経理内容を

調査することができること、ウ年会費、使用料その他の収入はすべてＹの収入とし、

Ｙはこの収入をもってゴルフ場施設の整備運営に充てるほか、Ｘの運営に要する通

常経費を負担すること、エ会員数の増減、施設の著しい増改築、ゴルフ場の移転、

売却および閉鎖ならびに預託金証書の取扱いについては、ＸとＹ双方の合意を必要

とすること等が定められている。

Ｘの細則には、Ｘの会計業務は、すべてＹが行い、Ｘの総会において選任された

監事の監査承認を受けるものと規定されている。また、協約書には前記ウの定めが

あるところ、Ｘの運営に要する通常経費は、Ｘが年間の活動計画に基づき、毎年、

法人でない団体の当事者能力



予算として一定額を計上するものの、年度当初に一括して支払われるのではなく、

実際のＸの活動状況に対応し、その要請に応じる形でＹから逐次支払われていた。

本件訴訟は、ＸがＹに対し、主位的には、本件協約書に定められた前記イの経理

内容調査権に基づき、予備的には、商法旧282条２項［会社法442条３項に対応］に基づ

き、書類等の各謄本の交付を請求する事案である。

第１審および原審は、以下の理由により、本件訴えを却下すべきものとした。

Ｘは、代表の方法、総会の運営などを定めた規約を有し、会員の入退会にかかわ

らず同一性が失われることがないなど、団体としての形式、外観を備えており、権

利能力のない社団の要件を一応充たしているようにも見える。しかしながら、Ｘは、

固定資産を有しておらず、他にＹの財産から独立して存立の基盤となり得るＸ固有

の財産が存在するとはいえない。その上、Ｘが具体的に財産を管理する方法につい

て定めた規定も存在せず、Ｘの会計業務はすべてＹが行っているのであるから、結

局、Ｘは、Ｙの計算に基づきその財政的基盤の上に成り立っており、それ自体独立

して権利義務の主体たるべき社団としての財政的基盤を欠く。したがって、Ｘは、

民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たるとはいえないから、当事者能力がな

い。

Ｘから上告受理の申立てがなされ、これが受理された。

〔判 旨〕

原判決破棄、第１審判決を取り消して、本件を第１審裁判所に差し戻す。

「民訴法29条にいう『法人でない社団』に当たるというためには、団体としての

組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存

続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての

主要な点が確定していなければならない（最高裁昭和35年オ第1029号同39年10月15日第一

小法廷判決・民集18巻８号1671頁参照）。これらのうち、財産的側面についていえば、必

ずしも固定資産ないし基本的財産を有することは不可欠の要件ではなく、そのよう

な資産を有していなくても、団体として、内部的に運営され、対外的に活動するの

に必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わって

いるなど、他の諸事情と併せ、総合的に観察して、同条にいう『法人でない社団』

として当事者能力が認められる場合があるというべきである。」

「Ｘは、預託金会員制の本件ゴルフ場の会員によって組織された団体であり、多

数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、規約によ

り代表の方法、総会の運営等が定められているものと認められる。財産的側面につ

いても、本件協約書の前記ウの定め等によって、団体として内部的に運営され対外

的にも活動するのに必要な収入の仕組みが確保され、かつ、規約に基づいて収支を
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