
第２版はしがき

本書の初版を刊行してから早いもので、まもなく３年になる。

この間に、新しい判例や文献が公表されたほか、非訟事件手続法およ

び家事審判法が改正され、新非訟事件手続法および家事事件手続法が本

年１月１日に施行されるにいたった。これらを踏まえて、記述の補充・

改訂を行い、事項索引も付けて、新しい版として送り出すこととなった。

読者のみなさんにとって、いっそう使いやすいものになっていることを

期待している。

本書は、法学部に在学し、民事訴訟法の講義を受講している、あるい

は、法科大学院未修者コースに入学してこれから民事訴訟法を本格的に

勉強しようとしている、といった学生諸君が、基本的な事項についての

理解を深め、応用力を養うことができるような演習書を目指して、企画

されたものであった。ところが、刊行してみると、既修者として法科大

学院に入学した学生諸君の中に、少なからぬ読者を得ることができたと

聞き及んでいる。そうしたレベルの学生諸君が本書を利用されることは

当初は想定していなかったが、読者層が広がったのは、執筆者の皆様が

［ケース］［設問］［解説］［発展問題］に様々な工夫をしてくださったこと

によるものと思う。これからも、少しでも多くの方々に本書を使ってい

ただき、民事訴訟法の学習に役立てていただけるのならば、これに優る

喜びはない。

今回の改訂作業にあたっても、執筆者の皆様にはきわめて多忙な中、

行き届いたご配慮をいただいた。この場を借りて厚く御礼申し上げたい。

最後になったが、弘文堂編集部の高岡俊英さんには、初版に引き続き

大変お世話になった。心より御礼申し上げる。

2013年２月
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民事訴訟の当事者をめぐっては、様々な問題がある。ここでは、民事訴

訟の当事者に求められる資格の１つ、当事者能力を取り上げる。当事者

能力は、自然人や法人といった権利能力者よりも、現実には、法人でない

団体について問題になることが多い。以下では、そもそも法人でない団体

が民事訴訟の当事者になれるのか、また、法人でない団体が民事訴訟の

当事者となることにはどのような意義があるのかを、具体例に即して検討

してみよう。

Ｘスポーツクラブは、100名の構成員によって組織され、構成員相互

の親睦とクラブライフの向上を目的とする任意団体であって、法人では

ない。Ｘの規約では、年１回の定時総会における決議事項は、前年度の

重要事項の報告、新年度の運営方針、役員の選任ならびに予算および決

算であり、出席構成員の過半数により決議することとされている。Ｘの

運営にかかる事項については、総会で選任された役員をもって構成され

る理事会において、出席役員の過半数をもって決定される。Ｘは理事会

で互選された理事長をおくものとされており、今回はＡが理事長に選出

された。また、Ｘの規約では、構成員は１万円の年会費を支払い、そこ

には競技場の使用料も含まれるものとされていた。

Ｘは、同じ競技を愛好するＹクラブとの間で、対抗試合を企画した。

ＸとＹは、Ｚの管理する競技場を利用しようと考え、会場使用料・賞金

その他の諸経費を合計した60万円を折半すること、対抗試合の主催者は

Ｘとし、会場確保等の一切の準備作業はＸが行い、対抗試合の終了後に

まとめてＹと清算すること等を事前に書面で取り決めた（本件合意）。

対抗試合の翌日、Ｘが分担金30万円の支払をＹに求めたところ、Ｙは一

切払うつもりはないと返答し、Ｘの要求に応じようとしない。そこでＸ
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は、臨時総会を開催して、Ｙを相手取って民事訴訟を提起する旨を全会

一致で決議したところ、構成員全員から訴訟協賛金として１人あたり

5,000円のカンパを受けた。理事会は、このカンパに年会費積立金の一

部を加えて弁護士費用に充てることを決議し、その１週間後、Ａは弁護

士を通じて裁判所に訴状を提出した。

１．裁判所は、Ｘに対して民事訴訟法29条を適用して当事者能力を認

めるべきか。また、Ｘに固有の財産があるかどうかは、この判断にどの

ような影響を及ぼすか。

２．Ｘが本件訴訟を提起するにあたって、臨時総会を開催し、全会一

致で訴訟提起を決議したことは、Ｘが適法に訴えを提起する上でどのよ

うな意義を有するか。

３．Ｘは、Ｙに対して、自己に対して分担金を支払うよう請求するこ

とができるか。

【１】―権利能力なき社団の法理

［ケース1］のＸは、法人ではない。しかし、Ｘは架空の団体といっ

た類でなく、その名において活動している実態がある以上、Ｘは実在す

るものと見受けられる。では、このようなＸが、それ自身として法的紛

争にかかわったとき、民事訴訟においてどのように扱われるべきか。こ

の問題意識が、以下の考察の出発点となる。

まず、基本を確認しておこう。そもそも法人格は、法令の定める手続

に従って設立されたものにのみ与えられる（民33条１項）。わが国では、

こうして創設された「団体」のみが「法人」とされ、他の任意の方式で

設立された場合には、法人の成立を否定するのが原則である（法人法定

主義）。ところが、社会には「法人」でなくとも、独立の主体のように

組織的に活動する団体がいくつも存在する。［ケース1］に登場するＸ

がその一例であり、民法学では、「権利能力なき社団」と呼ばれる（そ
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の他にも、同窓会、町内会、学会等が例とされる）。上記の法人法定主義の建前

からすれば、事実上の独立性があるというだけでは、Ｘを「法人」と認

めることができないのは自明である。しかし現実には、「法人」に匹敵

する立派な任意団体もある。そうした団体を、「単なる人の集まり」に

すぎないとして、法的な主体として扱うことを一切拒否するのは、団体

と取引関係に入った相手方にとって望ましいことではない。そこで、法

人格をもたない一定の団体については、法人と同様、権利義務が帰属す

ることを承認する考え方（「権利能力なき社団の法理」と呼ばれる）が生じ、

現在に至っている。

ところで、［ケース1］で問題となっているのは、Ｘのような団体に

ついて、民事訴訟上の当事者たりうる地位を認めてよいか、つまり当事

者能力の有無である（設問１前段）。元来、当事者能力の観念は、権利能

力から転じたものである。しかし、「法人でない社団（または財団）」に当

事者能力を認める民事訴訟法29条が存在する結果、当事者能力をめぐる

議論は、権利能力とは一味違った様相を呈する。

【２】―権利能力なき社団に関する当事者能力の基準

では、「権利能力なき社団」の法理は、どのような団体に適用される

だろうか。この法理は、ドイツ法から継受された後、わが国の裁判実務

にも広く浸透し、最判昭和39年10月15日（民集18巻８号1671頁）は、権利

能力なき社団の成立要件について、次のように判示している。すなわち、

「団体としての組織を備え、多数決原理が行われ、構成員の変更にもか

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張な点が確定」しているものが、

「権利能力なき社団」とされる。この判断基準は、その後、民事訴訟法

29条の「法人でない社団」の解釈にも応用された（最判昭和42年10月19日

民集21巻８号2078頁）。こうした判例法理が形成された理論的な背景は、次

のように考えることができるだろう。すなわち、民事訴訟法28条は、当

事者能力に関して民法その他の法令に従うと規定するから、民法におい

て権利能力を有する者は、当事者能力も認められるのが原則である。と
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すれば、民法学上、権利能力なき社団として保護される団体は、訴訟法

上も同様の保護が与えられると考えるのが素直であるから、民法学にお

ける「権利能力なき社団」の成立要件（保護要件）は民事訴訟法29条の

「法人でない社団」の判断基準でもあるとして、両者を一致させる解釈

が合理性をもつと考えられる（なお、昭和42年最判の先例としての意義につい

ては、名津井吉裕「民法上の組合の当事者能力について」谷口安平先生古稀記念

『現代民事司法の諸相』〔成文堂・2005〕77頁参照）。

以上の考察から、「法人でない社団」の当事者能力の要件は、一応明

らかになった。しかし、社会に生起する団体は実に多様であり、その中

から本条の適用を受ける団体を選別するのは必ずしも容易でない。多く

の裁判例があるが、単純な整理を許さない状況にある（長谷部由起子「法

人でない団体の当事者能力 財産的独立性の要件をめぐって」成蹊法学25号 95頁

等）。訴訟法学では、こうした状況に鑑み、本条の「社団」を選別する、

より機能的な基準が模索され、次の４つの要件をもって判断する見解

（伊藤・当事者19～87頁）が、現在のところ多数説をなしている。すなわち、

①対内的独立性（構成員の脱退・加入に関係なく団体の同一性が保持されている

こと）、②対外的独立性（代表者が定められ現実に代表者として行動しており、

他の法主体から独立していること）、③内部組織性（組織運営について規約が定め

られており、総会等の手段によって構成員の意思が団体の意思形成に反映している

こと）、④財産的独立性（構成員から独立して管理されている団体独自の財産が

あること）、を備える団体であれば、当事者能力を認めてよいとされる。

【３】―団体の財産的側面

ところで、昭和39年最判（および昭和42年最判）の前述した社団の要

件において、その財産的側面はどのように捉えられていただろうか。同

最判は、団体の主要な点が確定していることを要するとして、「財産の

管理」を掲げる。このように判例上、財産管理面の確定は、権利能力な

き社団、そして社団の当事者能力を判断する上で不可欠の要件であると

解される。このことは、民法学上、法人を「排他的責任財産を作る法技

術」とする見解（星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』について」『民法論集
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