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   刑法 解答のポイント 
  

１ 設問１の前半部分では、Ｙにブドウを盗むよう指示した行為につき窃盗罪（刑法（以下、法令名を

略す。）235条）の成否が問題となり、ここでは間接正犯に当たるかが問題となる。 

  Ｙは６歳と幼く、是非弁別能力を欠く点や親である甲から強い口調で万引きを指示されていること

等を摘示しつつ、一方的な利用関係を認めることで間接正犯であることを認定する必要がある。類似

の事件として最決昭58.9.21／百選Ⅰ[第８版]〔74〕がある。 

  次に、Ｙは窃盗の実行を決意したものの、目的物であるブドウが置かれた果物コーナーを見つける

ことができず、何もとらずに退店していることから、窃盗の実行の着手（43条）の問題が生じる。こ

こでは、利用者基準説、被利用者基準説、個別化説といった各々の自説を展開し、事案に即した検討

が必要となる。判例が採用しているとされる被利用者基準説（大判大7.11.16／百選Ⅰ[第８版]〔65〕）

にたてば、被利用者たるＹはブドウが置かれた果物コーナーに近づくことすらできておらず、窃盗の

危険が生じたとはいえないから、甲はＹへの指示について罪責を負わないことになるだろう。 

２ 設問１の後半部分では、Ｘにステーキを盗むよう指示した行為について、窃盗罪の間接正犯、教唆

犯（61条１項）、あるいは共同正犯（60条）となるのかが問題となる。 

  Ｘは13歳と是非弁別能力があり、甲の指示はＸの意思を抑圧する程度のものではないことやＸが自

らの意思で臨機応変に犯行を完遂していることから一方的な利用関係は認められず、間接正犯とはな

らない。また、甲が自ら犯行を計画し、Ｘに犯行が容易になる時刻を教示し、犯行を行うためのエコ

バックを与え、盗品をともに消費するつもりであるといった事情を簡潔に摘示し、教唆にとどまらず、

共同正犯が成立することを認定するべきであろう。類似の事件として最決平13.10.25／平13重判〔４〕

がある。 

  その上で、Ｘは当初の共謀にはなかったステーキ用牛肉３パック、アイドルの写真集も窃取してお

り、これについても甲は罪責を負うか、いわゆる共謀の射程が問題となる。共謀と因果性のあるステー

キ用牛肉３パックについては罪責を負い、Ｘが出入り口付近で見つけてにわかに欲したアイドルの写

真集については罪責を負わないと判断することになろう。 

３ 設問２では、これまでの単に罪責を問うといった従来の予備試験の形式とは異なり、ある考え方に

沿う主張を考える司法試験型の問題が出題された。事後強盗既遂罪（238条）の成立を否定する構成

を考えるに当たっては、犯罪の成立要件（構成要件、違法、有責）のひとつひとつを丁寧に検討し、

どの要件との関係で犯罪の成立を否定することができるかを考える必要がある。 

  具体的には、まず、「暴行」の要件を否定することが考えられる。「暴行」とは反抗抑圧に足りる暴

行をいうところ、甲は胸部を１回押しただけであるから、この要件を否定することが考えられる。ま

た、事後強盗罪の財産犯的性格を重視して、「暴行」の相手方は窃盗の被害者に限定されると考える

こともできるだろう。甲が胸部を押したのは警備員Ｆであり、液晶テレビ窃取の被害者ではないこと

を指摘すればよい。さらに、「暴行」は窃盗の機会に行われてなければならないことから論じること

もできる。甲は一度Ｅ店から逃げ出し、そこから400メートル離れ、戻ってくるまでに18分が経過し

ていることを指摘すれば、この点を否定することができるだろう。 

  次に、既遂を否定することが考えられる。事後強盗罪の未遂・既遂の判断は、強盗罪が財物奪取の

有無で判断していることと整合的に考え、窃盗の未遂・既遂で判断することができる。つまり、甲の

液晶テレビの窃盗が未遂にとどまることを指摘すればよい。トートバックに入りきらないほど大型で

あることや、退店する以前に陳列棚にもどしており、占有が移転していないことを指摘すればよいで

あろう。 
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刑法 解答例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１について 

１ 甲が、Ｙに対して、ブドウをとってくるように指示した行為

に、窃盗罪（刑法（以下、法令名を略す。）２３５条）の間接

正犯が成立するか。 

  間接正犯は、利用者が、被利用者の行為を利用する意思で、

被利用者の行為を道具のごとく支配利用した場合に成立する。

  本件では、甲は、Ｙを利用して高級ブドウを入手すべくＣ店

からとってこさせるように考えており、Ｙの行為を利用して犯

罪を行う意思がある。そして、Ｙの６歳という年齢を考えると、

Ｙは、その意思決定において、親である甲の言動に大きな影響

を受けるといえる。そうすると、甲は、Ｙに対して、ブドウを

取って来るように強い口調で指示していることから、Ｙは自由

な意思決定ができない状態になり、その行動を甲によって支配

利用されている関係にあるというべきである。 

  よって、間接正犯が成立する。 

２ 次に、Ｙは実際にはブドウをＣ店から持ち去っていない。そ

こで、甲に窃盗罪の未遂犯（２３５条、２４３条）が成立する

か。間接正犯における実行の着手時期が問題になる。 

  未遂犯（４３条本文）は法益侵害の危険を生じさせているこ

とを処罰根拠にするところ、間接正犯における実行の着手時期

は、被利用者が法益侵害の危険をもたらす以上、被利用者の行

為を基準にして考えるべきである。本件では、Ｙはブドウを見

つけられることもできなかったから、Ｙにおいて窃盗罪の実行

の着手が認められない。よって、甲においても、窃盗罪の実行

の着手は認められない。 

  以上より、同行為につき、甲は罪責を負わない。 

３ 甲は、Ｘに対してステーキ２パックをとってくるように指示

しているが、Ｘはそれに加えてステーキ３パックと写真集を

とってきていて、これらの財物について窃盗罪が成立するか。

⑴ まず、甲は直接行為を行っているわけでないから、甲は、

間接正犯となるか、それとも共同正犯（６０条）となるか。

  Ｘは１３歳と是非弁別能力があり、甲の指示はＸの意思を

抑圧する程度のものではないことやＸが自らの意思で臨機

応変に犯行を完遂していることから一方的な利用関係は認

められず、間接正犯とはならない。また、甲が自ら犯行を計

画し、Ｘに犯行が容易になる時刻を教示し、犯行を行うため

のエコバックを与え、盗品をともに消費するつもりであると

いったことから甲が犯行の主要な段取りを整えているから、

共同正犯が成立する。 

⑵ 共同正犯の処罰根拠は、複数の者が、結果を惹起させたと

ころにあるから、共同正犯は、共謀とそれに基づく実行行為

がある場合に成立する。 

  本件では、ステーキ２パックについては、甲とＸの間で共

謀が認められて、それに基づいて、Ｘはこれをとってきてい
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るから、共謀に基づく窃盗罪の実行行為が認められる。また、

当初の共謀を超える３パックの持ち去りについては、具体的

な甲からの指示には含まれていないが、Ｘは、甲からステー

キを取ってくるように指示されたことを奇貨として、３パッ

クについてもとってきているから、共謀に基づく行為と考え

るべきである。一方で、写真集の持ち去りについては、甲か

らの指示に含まれていないだけでなく、ステーキとは全く別

の財物であり、それを持ち去った行為はＸ固有の自由な意思

決定に基づいて行われているものであるため、共謀に基づく

実行行為ということはできない。 

 そして，３パックについては甲の指示には含まれていない

が、甲には構成要件の認識があるから故意を阻却しない。 

  よって、ステーキ計５パックについては窃盗罪の共同正犯

となるが、写真集については窃盗罪の共同正犯とならない。

第２ 設問２について 

１ 事後強盗罪（２３８条）は、①「窃盗」が②窃盗の機会に③

逮捕を免れる意思等で④「暴行又は脅迫」をした場合に認めら

れる。本件で、事後強盗既遂罪の成立を否定する立場としては、

上記②および④の観点からの説明と、事後強盗罪の既遂時期か

らの説明が考えられる。 

２ ②について、事後強盗罪は、類型的に窃盗の際に暴行、脅迫

が行われることに鑑みこれを重く処罰する犯罪類型であるか

ら、事後強盗といえるためには同要件が必要である。甲は、Ｅ

店から出て、追跡をされることなく４００メートル離れた公園

まで行っているから、安全圏に達しているといえ、容易に逮捕

される状況ではなくなっている。また、Ｅ店に再度戻るまでに

１８分もの時間的間隔があいている。よって、窃盗の機会であ

るということはできない。 

３ ④について、事後強盗罪は強盗罪と同視できる犯罪類型であ

ることから、「暴行又は脅迫」といえるためには、それが反抗

を抑圧する程度のものであることが必要がある。本件では、甲

のＦに対する暴行は、Ｆの胸部を一回押したものであり、結果

的にＦに尻餅をつかせた程度のものであるから、Ｆの犯行を抑

圧する程度に至っていないというべきである。よって、暴行又

は脅迫が認められない。 

４ 事後強盗罪の未遂・既遂の判断は、強盗罪が財物奪取の有無

で判断していることと整合的に考え、窃盗の未遂・既遂で判断

される。本件では、甲は、液晶テレビの入った箱を自己の物と

すべく、トートバックに入れており、財物奪取の危険性が生じ

ているため、窃盗の実行の着手が認められる。しかし、液晶テ

レビは大きく完全にトートバックには納まらない上、退店する

以前に、陳列棚に戻しており、甲の完全な支配下に移転したと

は認められず、窃盗は未遂にとどまる。よって、事後強盗未遂

罪が成立するにすぎない。             以 上
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    刑事訴訟法 解答のポイント 
  

１ 本問では、捜索差押許可状に基づいてなされる捜索の具体的な場面において、被疑者Ａ本人が不在

であるという事情のもと、同居の親族である妻甲、途中で帰宅した息子乙との関係で、捜査機関によっ

てなされた捜索及びそれに伴う行為の適法性が問題となった。 

２ まず、行為①については、捜索場所をＡ方居室としながらも、被疑者ではない甲が所持するキャリー

ケースを捜索することの適法性が問われている。ここでは、捜索場所に所在する被疑者以外の所有物

に捜索差押許可状の効力が及ぶか否かについて、捜索・差押えに令状が要求される趣旨を踏まえた上

で、発付された令状の効力の範囲について、説得的な論理を展開することが求められる。そして本問

においては、甲が持っていたキャリーケースの所有者に留意しつつ、キャリーケースが無施錠であっ

たという事情も考慮に入れて具体的に検討する必要がある。 

３ 次に、行為②について、これも被疑者ではない乙の手荷物を捜索対象としている点は行為①と同じ

ではあるものの、乙の手荷物は、捜索開始時には捜索場所に存在していなかったという点が異なるた

め、慎重な検討が求められる。この点については、捜索場所に配達された物についても捜索が許され

るかにつき判断された判例（最決平19.2.8／百選[第10版]〔20〕）も参考となろう。 

  また、行為②については、捜索の遂行のために乙を羽交い絞めにしてボストンバッグを取り上げる

という処置がなされているが、これが「必要な処分」（222条１項、111条１項）に該当するかどうか

も問題となる。 
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刑事訴訟法 解答例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ ①の行為 

１ 甲が持っていたキャリーケース（以下、「本件ケース」とい

う。）を適法に捜索するには、Ａ方を捜索場所とする捜索差押

許可状（以下、「本件許可状」という。）の効力が及んでいる必

要がある。そこで「場所」対象とする令状の効力が、「物」に

も及ぶのかが問題になる（刑事訴訟法（以下、法令名を略す。）

２１９条１項）。 

２⑴ 令状主義の趣旨は、令状裁判官の司法審査を介在させて人

権保障を図るところにあるから、令状の効力は、司法審査が

及んでいる範囲に生じる。そして、「場所」を捜索すること

によって侵害されるプライバシーの利益は、その場所で管

理・使用される「物」に対するプライバシーの利益を包摂し

ており、裁判官も場所の捜索差押えを許可する際、そのこと

を前提に判断している。したがって、捜索場所と同一の管理

権に属する物については、裁判官の司法審査が及んでいると

いえ、場所に対する捜索差押許可所の効力によって、捜索差

押えができると解すべきである。 

⑵ 本件許可状はＡ方を対象としているから、その効力は、そ

の管理権者であるＡの管理権に属する物に対して及ぶ。たし

かに、本件ケースが妻である甲の物である可能性があり、本

件許可状の効力は本件ケースには及ばないとも思われる。し

かし、仮に、本件ケースが甲の物であるとしても、甲はＡ方

においてＡと日常生活を共にする者であるし、本件ケースは

無施錠であったことからすると、本件ケースに対する甲のプ

ライバシーの利益は、少なくとも同居人であるＡとの関係に

おいては放棄されていると評価でき、所有物に対する甲のプ

ライバシーの利益は、Ａ方に対するプライバシーの利益に包

摂されている。したがって、本件ケースは、Ａの管理権に属

しており、本件ケースがＡの物であっても、甲の物であって

も、本件許可状の効力は本件ケースに及ぶ。 

３ よって、本件許可状に基づき本件ケース内を捜索する①の行

為は適法である。なお、無許可で本件ケースを開けた点は、本

件許可状の令状の効力として適法に行うことができる。 

第２ ②の行為 

１ 上記と同様に、乙が持っていたボストンバッグ（以下、「本

件バッグ」という。）に本件令状の効力が及ぶかを検討する。

２ 本件バッグが、Ａの物か、息子である乙の物か定かではない。

しかし、乙も甲と同様にＡ方で日常生活を送る者であるから、

所有物に対する乙のプライバシーの利益は、Ａ方という「場所」

に対するプライバシーの利益に包摂されているというべきで

ある。よって、本件バッグがＡの物であっても、乙の物であっ

ても、本件許可状の令状の効力は及び得る。 

３⑴ 次に、本件バッグは、捜索差押えが始まった後、乙がＡ方

に持ってきた物であるところ、捜索差押の開始時にその場所
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に存在しなかった物にも本件許可状の効力が及ぶか問題と

なる。 

⑵ ２１９条１項は、捜索差押許可状には有効期間を設定して

発付することを想定している。そうすると、令状の有効期間

に捜索場所に存在することになった物に対しても、令状裁判

官の司法審査が及んでいる。よって、令状主義の趣旨からす

ると、令状の有効期間内に捜索場所に存在することになった

物であれば、令状の効力が及ぶというべきである。 

⑶ 本件バッグは、本件許可状の有効期間内に捜索場所である

Ａ方に存在することになった物であるから、本件バッグに

は、本件許可状の令状の効力が及ぶというべきである。 

４⑴ もっとも、乙を羽交い絞めにした上で本件バッグを取り上

げる行為は、捜索差押えの執行における「必要な処分」（２

２２条１項、１１１条１項）として許容されるか問題となる。

⑵ １１１条１項は、捜索差押えに伴う付随的行為について、

包括的な許可が及んでいることの確認規定であって、列挙さ

れた処分は例示である。そうであれば、「必要な処分」とは、

目的達成にとって必要かつ社会通念上相当な行為をいうと

解すべきである。 

⑶ 本件バッグには本件許可状の効力が及んでいるから、乙の

行為は、本件許可状に基づく捜索・差押えに対する妨害行為

であるため、本件許可状に基づく捜索・差押えを執行するた

めに、乙の妨害行為を排除する必要性がある。加えて、本件

における被疑事実は覚醒剤の密売であり、被疑者と同居し、

起臥寝食を共にしている被疑者の息子である乙は、被疑事実

について何らかの事情を知っている可能性が高い。そのよう

な中で、捜索・差押えが執行されている最中に帰宅した乙は、

Ｐの再三の説得にもかかわらず本件バッグの中身をＰに見

せることを拒否している。これらの事情から、乙が何らかの

証拠品を本件バッグの中に隠している蓋然性が認められる。

そうすると、本件バッグの中を捜索する必要性が高い。 

  Ｐが行った行為は、乙の両腕を本件バッグから離させるた

めになされた、乙を羽交い絞めにするというものである。こ

の行為は、本件バッグに対する乙の占有を解くためになされ

た必要最小限度の態様であったといえ、乙に対する人権侵害

の程度が大きいとはいえない。よって、本件バッグ内を捜索

する必要性が高く認められる状況において、乙を羽交い絞め

にする行為は、社会通念上相当な範囲にとどまっていたとい

え、「必要な処分」に含まれる行為である。 

５ 以上より、②の行為は適法である。 

以 上
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   法律実務基礎科目（民事） 解答のポイント 
  

１ 設問１では、請負契約における、請負代金の残部請求及び遅延損害金請求について、要件事実の記

載が求められた。一部請求及び附帯請求についても、訴訟物や請求の趣旨、請求原因について理解し

ている必要があった。 

２ 設問２⑴では、請負代金の残部300万円の請求に対し、300万円は注文者が免除したということを、

抗弁として主張することが求められた。一般的に免除の抗弁においては、免除の意思表示がなされた

ことだけを主張すればよい。しかし問題では、免除の意思表示のほかに何か一つ事実を主張しなけれ

ば抗弁として成り立たないが、何を主張すべきか、その理由は何かということが聞かれた。 

  解答例では、被告が700万円を既に支払ったことを主張すべきであるとした。なぜなら、本件は1000

万円のうち300万円しか請求されていない明示的一部請求であり、確かに原告も被告も700万円を既に

弁済してあることは認めているのであるが、この事実は請求原因事実には現れていないからである。

この場合、1000万円のうち300万円が免除されても、未だ700万円の債務が残っていることとなり、300

万円の請求は、理論上妨げられない。よって、被告が300万円の請求を退けるためには、700万円につ

いて弁済の主張が免除の意思表示に加え必要であると考えた。 

３ 設問２⑵では、判例を踏まえた上で、契約内容不適合を理由とした損害賠償350万円を、本件訴訟

手続を利用して選択できる訴訟行為で回収する方法を示すことが要求された。どの受験生も相殺及び

反訴が頭に浮かんだと思われるが、被告がそもそも300万円は存在しないと主張している以上、反訴

の方が適当であると考えられる。解答例では、これに加え、最判令2.9.11を参考に、反訴を提起した

後であっても、さらに同じ損害賠償請求権を自働債権とした相殺が可能であることを述べている。 

４ 設問３は、過去問と同様に答案用紙１頁程度で準備書面を作成する問題であった。原告の主張と合

致する1000万円の見積り書も、被告の主張と合致する700万円の見積り書もどちらも存在する中で、

それぞれの主張を元に、いかに原告の主張が正当であると示せるかが試された。 

５ 設問４は、敗訴後の民事執行に対する異議申立てという場面において、訴訟で主張しなかった相殺

の抗弁の主張をすることができるかという点について、民事執行法35条１項に絡めて議論する必要が

あった。異議申立てという場面自体は特殊であったが、論点自体は口頭弁論終結後の相殺の主張の可

否という典型論点であったため、その点に気付きさえすれば答案を作成するのは容易だったのではな

いか。 
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法律実務基礎科目（民事） 解答例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 〔設問１〕 

１ 小問⑴について 

  請負契約に基づく報酬請求権１個及び債務不履行に基づく遅延損害

請求権１個 

２ 小問⑵について 

  被告は、原告に対し、金３００万円及びこれに対する５月２９日か

ら支払い済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

３ 小問⑶について 

（ⅰ）令和４年２月８日、原告は、被告との間で本件工事を報酬１０

００万円で請け負った。 

（ⅱ）令和４年５月２８日、原告は、（ⅰ）の契約に基づく本件工事

を完成させた。 

（ⅲ）原告は、令和４年５月２８日、本件建物を被告に引き渡した。

（ⅳ）令和４年５月２８日は経過した。 

４ 小問⑷について 

⑴ まず、請負契約に基づく報酬請求権の要件事実としては、①請負

人の仕事と報酬を内容とする請負契約の締結、②仕事の完成が必要

である。請負人が報酬請求権を取得するには、請負契約の成立が前

提となることから、仕事と報酬を明らかにして契約成立を示す必要

があるから、①が必要となる。また、請負人の目的物引渡と注文者

の報酬支払は同時履行とされるから、報酬請求権の発生には仕事の

完成が必要であるといえ、②も必要となる。 

  本件では、①として（ⅰ）を、②として（ⅱ）を、それぞれ主張

する必要がある。 

⑵ 次に、債務不履行に基づく遅延損害請求権の要件事実としては、

債務者が履行遅滞に陥っていることが必要である。請負契約のよう

な双務契約では同時履行の抗弁権が付着しているので、その存在効

果を除去すべく、請負人が目的物の引渡をし、同時履行の抗弁権を

奪う必要がある。このため、③目的物の引渡が必要である。また、

期限のある債務では、履行期を経過すれば履行遅滞に陥るので、④

履行期の経過が必要である。また、 

  本件では、③として（ⅲ）を、④として（ⅳ）を、それぞれ主張

する必要がある。 

第２ 〔設問２〕 

１ 小問⑴（ⅰ）について 

  令和４年５月２８日、被告は、原告に対し、本件契約の報酬として

７００万円を支払った。 

２ 小問⑴（ⅱ）について 

  抗弁とは、相手方の主張する請求原因事実と両立し、相手方の主張

する法律効果の発生を消滅、障害又は阻止する主張である。 

  原告が本件契約に基づく報酬請求権１０００万円のうち３００万円

の請求をしているところ、（イ）にある３００万円の債務免除のみを被

告が主張しても、報酬請求権の残額は７００万円であるから、３００

万円を支払えとの原告の請求が認容されてしまう。他方、被告は７０
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０万円について支払済みであることから、これも主張することで、１

０００万円の報酬請求権のうち３００万円についても請求権を消滅さ

せることができる。 

  よって、（ア）の事実が必要であると考えた。 

３ 小問⑵について 

  契約不適合責任を追及する（民法５６２条１項）反訴提起（民事訴

訟法１４６条２項）と契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を自働

債権とする相殺の抗弁（民法５０５条１項）をすることができる。 

  請負契約に基づく報酬支払請求訴訟を踏まえた契約不適合責任を追

及する反訴を提起しつつ、更に被告が相殺の抗弁を主張することも可

能であることから、本件では、反訴提起と相殺の抗弁をいずれも主張

できる。 

第３ 〔設問３〕 

１ 契約書が作成されていないため、本件契約をＸとＹが締結した事実

を直接証明する証拠はない。他方、本件見積書①と同②の成立につい

て、ＸＹに争いはなく、見積書自体は複数作成されることがあり得る

ので、成立の真正を否定する事情もないと考えられ、真正な文書とし

てよい。 

２ 報酬を１０００万円とする本件見積書①のほかに、７００万円とす

る同②が作成されたのは、本件建物の賃貸人から、Ｙが本件工事をす

るための承諾を得る必要があったところ、大掛かりなリフォームと見

えないようにするため、外壁工事の項目を除いた見積書を作って欲し

いと頼まれたため、という経緯があり、本件契約は本件見積書①を前

提に締結された。 

３ また、Ｙは銀行から１０００万円の融資を受けるために運転資金３

００万円分を上乗せした本件見積書①を作成してもらったと主張して

いる。しかし、もし１０００万円の融資を受けたいのなら、工事費７

００万円と運転資金３００万円の合計として１０００万円の融資を銀

行に求めれば足り、工事費が本当は７００万円のところを１０００万

円として融資を申し込むために本件見積書①を作成してもらったとの

主張は不自然である。 

  すると、本件見積書②は、あくまで賃貸人の承諾を得るための方便

として作成されたに過ぎず、他方で、より高額な本件見積書①を、本

件契約の締結と無関係に作成する合理的な理由がない。 

４ 以上から、本件契約は、本件見積書①にあるとおり、報酬額１００

０万円としてＸＹ間で締結されたといえる。 

第４ 〔設問４〕 

  Ｑとしては、請求異議の訴え（民事執行法３５条１項）を提起する

ことが考えられる。Ｙは契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を行

使するべく反訴提起することができ、また、同請求権を自働債権とし

て相殺の抗弁を行使できる。Ｙは、これらを理由に強制執行の不許を

主張したいところである。これらは事実審口頭弁論終結後においても

請求できるものである。 

  よって、請求異議の訴えを提起できる。          以 上
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   法律実務基礎科目（刑事） 解答のポイント 
  

１⑴ 設問１小問⑴では、共犯者供述の信用性が問われている。供述の信用性の検討は、他の供述・事

実との整合性、知覚・記憶の条件、共犯者と被疑者との利害関係やその程度、供述態度・供述過程、

供述内容等の観点から検討される。本件では、他の供述・事実との整合性という観点から検討する

ことになる。検討する際の注意点として、どの部分の供述の信用性の検討をするのか特定した上で

検討をすることである。「この部分の供述は信用できるけど、こっちの供述は信用できない。」とい

うように、供述によって信用できる部分と信用できない部分があるからである。本件でも、どの部

分の供述を検討するのか特定した上で検討をするようにする。加えて、共犯者間での生じる不当な

引込みの危険性についても検討することが必要である。共犯者間では、自分の責任を軽減しようと

する等の理由から、虚偽の供述がなされるおそれがある。本件の検討でも、共犯者間での不当な引

込みがなされる危険性があるのではないかという言及する必要がある。 

⑵ 設問１小問⑵では、Ａに強盗罪の共謀共同正犯が成立するとした検察官の思考過程を検討するこ

とが求められている。そのため、犯罪の共同遂行の合意である共謀が成立したことについて、ＡＢ

間の関係性、Ａの犯行動機、犯行前後におけるＡの行為・役割等に関する具体的事実を摘示しなが

ら、論述していくことになる。 

２ 設問２では、公判前整理手続の刑事裁判の充実・迅速化といった趣旨を示した上で、弁護人の発言

からＡＢ間の共謀の存否が争点となったことを論じればよい。 

３ 設問３は、下線部㋒から㋓の間に何が変化したかに着目し、Ｂの証人尋問が終了したことに気がつ

きたい。与えられた証拠からＡとＢの人的関係を示して、第三者を通じた証言変更の働きかけのリス

クのために接見等禁止の請求をしていたことを指摘する必要がある。 

４ 設問４小問⑴では、証拠⑩を弾劾証拠として取調べ請求していることに気が付かねばならない。弾

劾証拠として自己矛盾供述に当たれば伝聞性を問題とすることなく証拠能力が認められる点に触れ、

弾劾証拠の提出は「やむを得ない事由」にあたるとする名古屋高金沢支判平20.6.5／刑事訴訟法百選

[第10版]〔58〕を参照しつつ論じればよいだろう。同判決を知らなくても、弾劾の対象が存在しない

公判前整理手続の段階では328条の要件を検討することができないという発想に至ることができれば、

弾劾証拠を証人尋問終了以前に提出することを当事者に求めることはできないということに気がつ

くことができたのではないだろうか。小問⑵については、証拠⑩の存在自体から公判廷における供述

の信用性を弾劾することから、伝聞例外を定めた326条１項ではなく、証拠物に対する規定である刑

事訴訟規則190条２項の意見の対象となることに簡潔に触れればよいだろう。 
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法律実務基礎科目（刑事） 解答例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問１小問⑴ 

１ まず、３月１日の夜にＢの携帯電話にＡから電話があった旨の供述部

分は、Ｂの携帯電話機の着信履歴に関する証拠⑪により裏付けられる。

また、Ｂが使用する車は、車両番号「あ ８９１０」・黒色ワンボック

スカーであるところ（証拠⑤）、犯行以前にＡらがＢの車でＶ方に何回

か下見に行った旨の供述は、Ｂの車の特徴と一致する車両及び男２名が

複数回映り込んでいる証拠⑮と整合する。 

  次に、犯行当日の服装に関する供述は、特徴が一致する作業着・帽子

がＢ方から押収され（証拠⑨）、犯人を目撃したＶの供述とも一致し（証

拠①）、犯行時刻頃のＶ方付近の防犯カメラ映像（証拠④）に映り込ん

でいた犯人と思われる男の特徴とも一致する。また、Ａが運転するＢの

車でＶ方に向かった上、Ｂが一人で犯行に及んだ旨の供述は、Ｂの車が

Ｖ方前の路上に止まり、Ｂと特徴の一致する男が降り、十数分後、その

男が戻ってきて再び同車に乗り込んだ様子が映し出された防犯カメラ

映像（証拠④）と矛盾しない。さらに、凶器のナイフはＡから渡され、

犯行後にこれを返した旨の供述は、その持ち主であるＡの父がこれをＢ

に貸したこともない旨を供述していること（証拠⑬）を踏まえると、同

ナイフがＡ方から押収され（証拠⑫）、そこにＢの指紋が付着していた

こと（証拠⑭）と整合する。 

  さらに、Ｔ店の駐車場の防犯カメラ映像（証拠⑦）によれば、Ｂの車

と特徴の一致する車から、Ｂの特徴と一致する乙が降車し、清涼飲料水

をカードを使用して購入しているが、Ｂ名義のＩＣカードの履歴にも同

様の履歴がある（証拠⑧）ことも考慮すれば、犯行後の行動についての

供述と矛盾しない。また、Ｖ名義の口座から預金の引出しに失敗した旨

の供述は、甲がＴ店のＡＴＭ前に立っていた様子が証拠⑦に映し出され

ていたことおよびＶのキャッシュカードの利用状況に関する証拠⑥と

整合する。加えて、Ｂ方から２００万円が押収された事実（証拠⑨）は、

Ｂの取り分が２００万円であった旨の供述と一致する。 

２ このように、Ｂの供述は多くの客観的事実と整合する。また、Ｂは実

行行為者であり、取調べに対して一貫して本件犯行を認めていることか

ら、共犯者間での不当な引込みの危険性が小さいといえいる。よって、

証拠⑩のＢの供述は、その全体について信用性が認められる。 

設問１小問⑵ 

１ 多額の借金があり（証拠⑯）、金策に窮していたＡは、３月１日午後

８時半頃、過去に金を貸すなどして（証拠⑩）上下関係が成立していた

後輩Ｂを誘い、一緒に強盗を行うこととした（証拠⑩）。そして、Ａ及

びＢは、犯行前にＶ方の様子を観察し、Ｖが家にいる昼前後に、宅配業

者を装ってＶ方に押し入り、刃物で脅して現金・キャッシュカードを奪

い、暗証番号を聞き出すこととしている（証拠⑩）。そうすると、Ａと

Ｂは、Ｖ方に強盗に入ることについて、意思連絡があったものといえる。

２ また、証拠⑩によれば、Ａは、凶器として使用するナイフを調達して

Ｂに渡している。そして、Ａは、Ｂの車を運転してＢをＶ方まで送り、

ＢがＶ方において犯行を行っている間は見張りを行い、Ｂが犯行を終え

た後、ＢとともにＴ店に向かい、同店に設置されたＡＴＭにおいて、Ｂ
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が奪ったＶ名義のキャッシュカードを使用して、Ｖ名義の普通預金口座

から預金を引き出そうとしている。さらに、Ａは、ＢがＶから奪った現

金５００万円のうち３００万円を受け取っている。そうすると、Ａは重

大な役割を担い、本件犯行により得られた現金の半分以上を分け前とし

て受け取っているため、Ａは本件犯行を自らの犯罪として行う意思が

あったといえる。 

３ 以上から、検察官は、ＡとＢの間に強盗の共謀が成立しており、Ｂは

当該共謀に基づいて犯行を実行していることから、Ａに共謀共同正犯が

成立すると判断したものと考えられる。 

設問２ 

公判前整理手続は、刑事裁判の充実・迅速化を実現するために争点及び

証拠の整理を徹底して行うものである（刑事訴訟法（以下、法令名を略す。）

３１６条の２第１項）。 

 弁護人はＡＢ間の共謀の不存在からＡの無罪を主張していることから、

弁護側と検察側でＡＢ間の共謀が争点として顕出したといえる。そこで、

裁判所が公判前整理手続の目的である争点の整理を行うために、追加の証

明予定事実記載書の提出を求めたものと考えられる。 

設問３ 

 検察官は下線部㋒においては、共謀相手で重要な証人となるＢに対して

Ａが他の者を通じて行うことを避けるために接見等禁止の請求をしたと

考えられる。ＢにとってＡは地元の先輩であるに留まらず、いじめから助

けてもらったことや金に困ったときに貸してもらうといった恩義を感じ

る相手（証拠⑩）であり、Ａに証言変更するよう指図されれば、これに逆

らうことは難しい状態にあるからである。下線部㋓では、Ｂの証人尋問が

終わり、Ａが他のものを通じたＢに対する働きかけがもはやできない状態

であることから、検察官は接見等禁止の請求をしなかったと考えられる。

設問４小問⑴ 

１ Ｂは証拠⑩において犯行に利用した茶色の作業着やロープを自ら用

意した旨供述している一方、第２回公判期日のＢの主尋問においてはＡ

が用意した旨証言している点で矛盾していることから弁護人はＢの供

述の証明力を争うことを考え、反対尋問を行った。しかし、Ｂは自らの

供述について記憶がなく、矛盾を引き出すことをできなかったので、証

拠⑩を弾劾証拠（３２８条）として用いることを考えている。 

２ 弾劾証拠は供述の証明力を争うための証拠であり、自己矛盾供述であ

れば、かかる趣旨をみたすことから、伝聞性を問題にすることなく、証

拠能力が認められる。前述のように証拠⑩はＢの自己矛盾供述である。

よって弁護人は証拠能力があると判断している。 

３ また、弁護人は「やむを得ない事由」について、弾劾証拠の取調請求

については、弾劾の対象となる公判供述が存在しない段階では、同条の

要件該当性を判断できず「やむを得ない事由」があると考えている。

設問４小問⑵ 

証拠⑩が弾劾証拠として取調請求されている以上、同３２６条１項の規

律に服さず、証拠物として刑事訴訟規則１９０条２項の意見として異議

なしと述べたと考えられる。                以  上  
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民法 解答のポイント 

１ 設問１ 

 設問１は、契約内容不適合が存在する場合に、報酬の減額が可能であるのか、また、損害賠償請求

が可能であるのかを問うものである。 

 契約不適合における代金減額については民法563条に規定があるところ、Ｂは履行の追完を拒絶さ

れていることから、報酬の減額を請求可能となる。しかしながら、【事実６】によれば、客観的な財

産価値は、契約上使用することとなっていた塗料αより実際に使用された塗料βの方が高い。そうす

ると、報酬の減額という余地はないようにも思えるが、契約不適合責任の有無は、当事者の主観的な

合意内容から判断されることから、客観的な財産価値を考慮する必要は特にない（代金減額請求権は、

損害賠償請求権ではない）。 

他方で、この客観的財産価値が問題となるのが小問⑵である。 

損害賠償の請求は、いわゆる差額説（ 判昭39.1.28）で判断されるところ、これによればＢに損

害はないこととなる。 

しかしながら、コーポレートカラーではない塗料βを用いて営業をするということは、社会通念上

不合理であろう。そこで、契約不適合によって生じた再塗装を要する状態と、要しない状態を比較し、

損害が発生していると解するべきである。 

２ 設問２ 

 設問２は、相続と取得時効の関係についての典型的な問題だった。被相続人が使用貸借契約に基づ

いて占有していた不動産を、相続人Ｆが被相続人の所有物だと誤解して相続した場合における、時効

の起算点が主に問題となった。 

原則として相続においては、被相続人の占有の性質をそのまま相続人が引き継ぐ。つまり、被相続

人が他主占有であった場合、相続人がどのように認識していたとしても、他主占有として相続される。

相続が包括承継である以上、相続により開始する占有は185条に規定される新たな権原により開始さ

れる占有ではないからである。 

 しかし、判例は、新たな相続人の占有が外形的客観的に見て独自の所有に基づくものと認められる

事情がある場合には、他主占有から自主占有への切替わりを認めている。よって、この規範に沿って、

本件ではいつから相続人の占有が自主占有となったかを認定する必要があった。 

 解答例では、登記が具備された４月１日を自主占有への切り替わり時点としてＦの取得時効の成立

を認めた。しかし、事実上の積極的な占有が必要であるとするならば、Ｆが実際に乙不動産を利用し

始めた５月１日を自主占有への切り替わり時点とすることもできる。この場合は、自主占有の開始か

ら20年が経過する前にＥの明渡し請求がなされているため、取得時効の成立は否定されることになる。 

 なお、上記の自主占有への転換が認められないとしても、185条前段の占有者が自己に占有させた

者に対して所有の意思があることを表示した場合、自主占有へ切り替わるとの規定を適用して、自主

占有への転換を認めることもできる。 
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民法 解答例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ 小問⑴ 

  Ｂの請求が認められるためには、①契約内容に不適合が存す

ること、②民法（以下、法令名を略す。）５６３条の要件を充

足することが必要である。 

  まず、報酬の減額は債務の履行が「契約の内容に適合しない」

（５６２条１項）場合に可能であるところ、契約内容適合性は

客観的な財産価値ではなく当事者の約定によって決せられる。

  本件では、たしかに客観的な財産価値としては、現状の塗料

βによる塗装の方が高いものの、当事者の約定とは異なること

から、契約の内容に適合しないといえる。 

  また、Ｂは、Ａに対し、塗料αによる再塗装を求めたものの、

Ａがこれを拒絶していることから「履行の追完を拒絶する意思

を明確に表示した」といえる（５６３条２項２号）。 

  したがって、Ｂの請求は認められる。なお、この場合に減じ

られる額は、再塗装に要する費用となる。 

２ 小問⑵ 

  請求が認められる要件は、①債務不履行、②損害の発生、③

両者の因果関係、④債務者の帰責事由である（４１５条１項）。

  まず、本件契約では、塗料αを用いることとなっていたとこ

ろ、実際には塗料βが使用されていることから、①を充足する。

  次に、②について、損害とは、債務不履行がなければ実現さ

れていた状態と現在の状態との差額をいうところ、本件では、

塗料βを用いた甲建物の方が客観的価値が高い。そうすると、

損害が存在しないと考えることも可能ではある。 

  しかしながら、この理解では、契約内容に不適合が存在し、

それを変更する必要がある場合であっても、当初予定されてい

た契約内容から、資産価値に変動がなければ損害賠償を請求す

ることができないこととなり不合理である。そのため、契約の

目的を加味して、損害における差額は算出されるべきである。

  本件では、Ｂが店舗運営をするためには、コーポレートカ

ラーの塗料αに再塗装しなければならず、債務不履行によりこ

れを要することとなった。したがって、再塗装に要する費用が

「損害」となる。また、③について、上記のとおり、①と②に

は因果関係が認められる。 

  さらに、④について、Ａは、近隣住民からの反対にあった際

に、Ｂに何らの説明・協議もなく、一方的な判断で塗料βを使

用するに至っていることから、この点に帰責性が存在する。 

  なお、本件では、請負人Ａは再塗装の申入れを行っているが、

報酬の減額請求と異なり、請負人が追完を拒絶したことは損害

賠償請求の要件とはなっていない。また、注文者が請負人に対

する信頼を失った場合にまで、請負人の追完を認めなければな

らないことは不合理である。 

  以上のことから、Ｂの請求は認められる。 
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第２ 設問２ 

１ Ｆの援用する長期取得時効（１６２条１項）の成立の要件は、

①２０年間、②所有の意思をもって（自主占有であること）、

③平穏かつ公然と、④他人の物を占有することである。 

２ 本件では、Ｆは乙不動産を本件ラーメン店として利用してお

り、③を充足する。また、乙不動産はＣが所有していたもので

あり、これをＥが単独相続したのであるから、④を充足する。

３ Ｆは被相続人であるＤの占有を相続により引き継いでいる。

Ｄは、使用貸借契約の目的物として乙不動産を引き渡されてお

り、この占有は他主占有であった。相続を機にこの占有は１８

５条の要件を充たし、Ｆの自主占有に切り替わったといえる

か。 

  原則として相続においては、占有の性質もそのまま相続す

る。相続人は被相続人の地位を包括承継するため、新たな権原

により占有を始めた（１８５条後段）とはいえないためである。

  しかしながら、相続によって被相続人が他主占有していた物

を、事情を知らずに被相続人の所有物であると考え、占有を開

始する相続人においては、その占有が長期にわたるのであれ

ば、現状を法的関係に反映させるという時効制度の趣旨が妥当

する。よって、相続人の占有が外形的客観的に見て独自の所有

の意思に基づくものと解される事情が存在する場合には、占有

の性質は自主占有に転換されたといえる。 

  本件においては、相続が開始した令和９年３月１日時点で

は、Ｆの自主占有の意思は外部に客観的に表示されていたとは

いえない。しかし、同年４月１日に乙不動産についてＦ名義の

所有権移転登記が具備されている。これによって自主占有に転

換したといえないか。 

  Ｆが乙不動産をラーメン店として利用し、物理的に占有し始

めたのは同年５月１日ではあるが、登記を具備するという行為

は外部に広く公表される行為である上、明らかに所有の意思に

よってなされる行為である。とすれば、登記による消極的占有

であったとしても、これによって外形的客観的にＦの所有の意

思が表示されたと認められる。よって令和９年４月１日時点で

Ｆは乙不動産を自主占有し始めたといえ、②を充足する。 

  なお、この自主占有の転換が４月１日時点で認められないと

しても、Ｄを相続したＦはＣを相続したＥに少なくとも４月１

日時点で所有の意思を表明しているため、１８５条前段でやは

り４月１日時点で自主占有への転換が認められる。 

４ そして、自主占有開始から２０年の令和２９年３月３１日は

経過しているため、④も充足する。この時点で乙の１６２条１

項に基づく乙不動産の時効取得が成立し、その翌日、ＥがＦに

乙不動産の明渡し請求をしているとしても影響はなく、ＦはＥ

に対し、乙不動産の取得時効を主張することができる。 

以 上
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    商法 解答のポイント 
  

設問１では、取締役が、経営方針をめぐって自身と対立する者が、株主と接近することを恐れて、よ

り適切な土地の情報があったにもかかわらず、当該株主と売買契約を締結したことについての責任につ

いて、検討することが求められている。まず、かかる売買契約が株主に対する利益供与（会社法（以下、

法令名を略す。）120条１項、４項）に該当するかを検討すべきである。「株主の権利の行使に関し」の

要件については、株主Ｃが、「売買契約を締結しなければ、代表取締役Ａと対立する大株主であるＤと

接近する」旨を示唆し、Ａがこれを防止するために、Ｃとの売買契約締結を内容とする本件取締役会決

議がなされた点を指摘することが求められる。ＣがＤと協力すると過半数の議決権を握られることにな

る点にも触れられればよい。また、相当額で本件土地を購入しているため、「財産上の利益の供与」が

なされたかどうかが問題となるが、120条の趣旨から規範を立てて認定することが求められる。Ｂ、Ｅ

についてもＡから事情を聞いたうえで賛成をしていることから、連帯して責任を負うことになるだろう。

また、より適切な土地について売買契約を締結することができたのに、これをしなかったことが善管注

意義務（忠実義務）に違反し、423条１項の責任を負うかについて検討することも考えられる。検討に

あたっては、経営判断原則を展開した上で、著しく不合理な判断であるかを簡潔に論述すれば十分であ

ろう。 

設問２では、Ｄが監査役Ｆに対してした本件提訴請求の適法性が問題となる。本問では、Ｆは甲社の

監査役でありながら、Ａの要請に応じて甲社の完全子会社である乙社の取締役に就任しており、335条

２項に違反している。この点が上記の適法性に影響するかについて検討する必要がある。Ａらとしては、

335条２項違反によって、Ｆはもはや監査役としての地位を失ったのであるから、Ｆに対してなされた

本件提訴請求は違法である旨の主張がなされると考えられる。Ａらのかかる主張の適否を検討しつつ、

説得的な論述をすることが求められる。 
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商法 解答例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ １２０条違反について 

⑴ 甲社がＣから本件土地を購入したことは、「株主の権利の

行使に関し」、「財産上の利益の供与」をしたとして、１２０

条１項に違反するから、Ｃは甲社に対して２億円の返還義務

を負い、Ａ、Ｂ、及びＥは同条４項により連帯して利益総合

額の２億円の返還義務を負うとＤが主張すると考えられる。

⑵ まず、「株主の権利の行使に関し」とは、本条の趣旨が会

社経営の健全性・公正の確保であることから、株主の権利の

行使又は不行使に影響を与えることであると解する。 

  本件では、Ｃは、今後の対応についてＤに相談すると言い

出している。数年前に甲社取締役だったＤがＡと対立して再

任されず、ＡとＤの対立が現在まで続いていることから、Ｃ

の発言は、１０００株を保有するＣが１６００株を保有する

Ｄと協調して、発行済株式総数５０００株の過半数を握り、

甲社の株主総会決議（３０９条１項）の主導権を握ることに

つながる。よって、Ｃから本件土地を購入したことは、「株

主の権利の行使に関」するものに当たる。 

⑶ 次に、「財産上の利益の供与」に当たるか。本件では、本

件土地を対価相当額で甲社が購入したので問題となる。 

  前述の１２０条の趣旨から、金銭や物品、債権等の利益の

他、株式会社にとって合理性のない取引行為をすることに

よって得る経済的利益も含むと解する。 

  本件では、不動産業者から倉庫建設に適した別の土地の情

報がもたらされ、当該別の土地に倉庫を建設したほうが円滑

に商品を出荷することが可能となることから、当該別の土地

を甲社が購入する予定であった。にもかかわらず、当該別の

土地を購入せず、代わりにＡがＣの主張を踏まえて本件土地

を購入するのは、甲社にとって合理性のない取引行為をする

ことである。よって、これによって代金２億円を甲社からＣ

が受け取ることは「財産上の利益の供与」に当たる。 

⑷ 以上より、本件土地の購入は１２０条１項に違反する。そ

して、Ａは、本件土地の再検討をする旨をＣに伝え、取締役

会でＣの言い分を報告し、Ｂ及びＥと共に本件土地の購入に

ついて取締役会で決議した。よって、「当該利益の供与をし

た取締役」（同条条４項ただし書かっこ書）にＡ、Ｂ及びＥ

は当たり、同項本文に基づいて連帯して甲社に対する２億円

の支払義務を負う。また、Ｃは利益供与を受けた者として、

同条３項前段に基づいて甲社に対する２億円の返還義務を

負う。ただし、Ｃは甲社に対して本件土地の返還請求権を有

する（同項後段）。 

２ 善管注意義務違反について 

⑴ また、取締役であるＡ、Ｂ及びＥは、本件土地よりも倉庫

の敷地に適した当該別の土地がありながら本件土地を購入
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したことで、会社に不要な支出である２億円の「損害」を生

じさせたから、任務懈怠があるとして、損害善管注意義務違

反（３３０条、民法６４４条）として４２３条１項に基づく

責任を負うとＤは主張すると考えられる。 

⑵ この点、企業経営には取締役の高度な専門的判断を伴い、

結果のみを以て経営責任を問えば取締役を萎縮させるため、

経営判断原則により、情報収集を果たした上で合理的な意思

決定がなされた場合に任務懈怠責任を問わない。 

⑶ 本件では、不動産業者の情報によれば、本件土地よりも当

該別の土地の方が倉庫に適していたにもかかわらず、本件土

地を購入したことから、情報収集を果たしつつも合理的な意

思決定をしたといえない。よって、任務懈怠があるといえる。

したがって、損害賠償責任を負う。 

３ 以上より、本件訴えでＤの主張は認められる。 

第２ 設問２ 

１⑴ 甲社のように、株式譲渡に会社の承認を要する非公開会社

（２条５号反対解釈）の場合、提訴請求ができる者は「株主」

である（８４７条１項、２項）から、Ｄは提訴請求を行うこ

とができる。そして、取締役の責任を追求する訴えにおいて、

会社を代表する者は監査役である（３８６条１項１号）こと

から、提訴請求は監査役にしなければならない。しかし、Ｄ

が提訴請求を行ったＦは、甲社の子会社たる乙社の取締役の

選任手続を経て、これに就任すると返答しているので、乙社

取締役となっているため、３３５条２項との関係で、すでに

監査役の地位を喪失しているのではないか。 

２⑴ この点について、Ａらとしては、３３５条２項は、監査役

が子会社の取締役等を兼職できない旨規定するのみで、これ

に違反しても監査役の地位を喪失しないとも考えられる。し

かし、同項が監査役である者が子会社の取締役を兼任するこ

とを認めていないにもかかわらず、あえて子会社の取締役に

就任することを了承した者の合理的意思を解釈すれば、兼職

できない従前の地位を辞任し、新たに子会社の取締役に就任

したものというべきであって、従前の地位は失うものと解す

る。よって、Ｆへの本件提訴請求は違法である旨主張するこ

とが考えられる。 

⑵ もっとも、責任追及の提訴請求を株主がするための機会を

確保するために、欠員の際に引き続き監査役としての権利義

務を有するとの３４６条１項が規定されているため、Ｆは後

任の監査役が選任されるまで、引き続き監査役としての権利

義務を有する。 

３ したがって、Ｄは提訴請求を監査役にしたといえる。よって、

本件訴えは適法である。 

以 上
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   民事訴訟法 解答のポイント 
 

１ 設問１においては、権利能力なき社団の財産がその構成員に総有的に帰属することを確認する訴え

を提起する方法について検討することが求められている。まず、①権利能力なき社団であるＸが原告

となり、Ａがその代表者として訴えを提起する方法を採ることができるかが問われている。設問では、

Ｘに当事者能力が認められることを前提とすることになっているが、Ｘが原告になるためには、さら

に、当事者適格が認められなければならないため、これが認められるかを検討する必要がある。判例

（最判平6.5.31／百選[第５版]〔11〕）は、本問と同様の事案において、権利能力なき社団の当事者

適格を肯定しているため、これを参考にしつつ、当事者適格の判断基準を定立し、事案に即した検討

をする必要がある。また、Ｘに当事者適格が認められるとしても、Ａが団体Ｘの代表者として訴えを

提起するためには、Ａへの授権がなされていなければならない。そのため、提訴に反対する構成員が

相当数存在する本問において、Ａに対する授権がなされているといえるかについても検討することが

求められている。 

次に、②権利の帰属主体であるＸの構成員らが原告となって訴えを提起しようとする場合、甲土地

の総有権の確認を求める訴えは、構成員全員が原告とならなければ適法に訴えを提起できない固有必

要的共同訴訟であることから、訴えの提起に反対している構成員（提訴非同調者）がいる場合に、い

かなる手段をとるべきかについて検討することが必要となる。 

２ 設問２においては、まず、㋐Ｘが甲土地の総有権の確認を求める訴訟の係属中に、Ｙの代理人であ

るＬ２が甲土地の所有権に基づく明渡しを求める訴えを提起することが重複訴訟の禁止を定める142

条に抵触しないかを検討することが求められている。検討にあたっては、本問では142条の直接適用

が可能か、可能でないとした場合に、同条の類推適用が認められるかについて、重複訴訟を禁止する

142条の趣旨に遡った検討が求められる。本件訴訟においては、Ｘの総有権の確認という前訴訴訟物

と、Ｙの所有権に基づく明渡請求権という後訴訴訟物は同一であるとはいえないため、直接適用はで

きないと考えられる。もっとも、総有権の存否にかかる確定判決と、所有権に基づく明渡請求権の存

否にかかる確定判決は、その内容が矛盾抵触する可能性は少なからずあり、被告にとっても、争点が

部分的に重なる両訴訟に応訴することは酷であるし、訴訟経済にも反することになる可能性があるた

め、本問では142条類推の基礎があるといえよう。 

次に、㋑Ｘが甲土地の総有権の確認を求める訴えに敗訴した後に、所有権に基づく甲土地の明渡し

を求める訴えを提起した場合において、前訴の既判力が後訴に作用するかについて検討する必要があ

る。この場合、まず、前訴確定判決の既判力の客観的範囲（114条１項）を確定する必要がある。次

に、前訴の既判力が後訴に作用するのか、具体的には、前訴と後訴の訴訟物が同一・先決・矛盾のい

ずれの関係に立つのかを検討する必要がある。本問で、前訴訴訟物たる甲土地の総有権と後訴訴訟物

たる所有権に基づく明渡請求権は、一物一権主義を媒介とすれば、矛盾関係に立つといえるので、既

判力は後訴に作用することになる。よって、裁判所は、Ｘ（の構成員全員）に甲土地の総有権がない

という前訴基準時における判断に拘束されることになる。その結果、後訴においては、いずれの当事

者も、かかる判断に矛盾抵触する主張をすることはできないということになろう。なお、前訴確定判

決ではＸ（の構成員全員）に甲土地の総有権がないという判断に既判力が生じるだけなので、同一物

について後訴で前訴被告であるＹがＸに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求したとしても既

判力は後訴に作用しない、と考えることも可能である。 
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民事訴訟法 解答例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 設問１ 

１ ①の方法について 

⑴ア まず、団体Ｘが原告となるには、Ｘに当事者適格が認め

られる必要があるところ、これが認められるか。 

  イ 訴訟における当事者適格は、特定の訴訟物について、誰

が当事者として訴訟を追行し、また、誰に対して本案判決

をするのが紛争の解決のために必要かつ有意義であるか

という観点から決せられる。 

  ウ 本問では、確かに、甲土地の総有権の存否が訴訟物であ

ることから、権利能力を有しないＸは、実体法上の権利義

務の帰属主体とはなりえず、当事者適格は認められないと

も思える。しかし、Ｘの財産は構成員全員に総有的に帰属

し、各自は持分権を有しないこと、Ｘは、その意思決定は

多数決で行う旨を定めた規約に服する団体であることか

ら、Ｘが当事者として訴訟を追行し本案判決を受けること

が、紛争の複雑化・長期化を防ぐことになるため、その解

決のために必要かつ有意義であるといえる。 

エ よって、Ｘに当事者適格が認められる。 

⑵ア 次に、Ｘに当事者適格が認められるとして、ＡがＸの代

表者として訴えを提起する方法を採ることができるか。 

イ この点について、総有権確認訴訟における確定判決の効

力は構成員全員に対して及ぶため、団体が敗訴した場合に

は構成員全員の総有権を失わせる処分をしたのと事実上

同じ結果をもたらす。また、代表者の権利の範囲は団体に

よって異なり、当然に一切の裁判上又は裁判外の行為に及

ぶとは限らない。そこで、団体の代表者が原告の代表とし

て訴訟追行するためには、当該団体の規約等において当該

不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続

による授権が必要であると解する。 

ウ 本問では、Ｘの代表者はＡであるが、Ｘの規約ではＸの

意思決定は構成員全員で構成される総会の多数決による

とされており、Ａに授権がなされた事実は見受けられない

こと、ＣやＣと関係の近い相当数の構成員が提訴に反対し

ていることから、Ａに対する授権があったとはいえない。

エ よって、Ｘに当事者適格が認められるとしても、①の方

法を採ることはできない。 

２ ②の方法について 

⑴ ②の方法は、Ｘの構成員らが原告となり総有権の確認を求

める訴えを提起するものであるが、総有権の確認を求める訴

えは、その構成員全員が当事者として関与し、合一にのみ確

定することを要する固有必要的共同訴訟である。よって、構

成員全員が当事者とならなければ訴えは不適法となる。した

がって、提訴に反対している者がいる以上、②の方法では適

法に訴えを提起できないとも思える。 
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⑵ しかし、団体の構成員の中に提訴に同調しない者がいると

しても、総有権の存否に争いがあり、これを訴訟によって解

決する必要がある以上、総有権の存在を主張する構成員の訴

権を保護する必要がある。一方で、判決の効力は団体の構成

員全員に及ぶことから、構成員全員が訴訟に関与する機会を

確保し、その利益を害することを防止する必要もある。 

 そこで、団体の構成員のうち、提訴に反対している者につ

いては、被告として訴訟に関与にさせることで、訴えの適法

性が認められるというべきである。 

⑶ したがって、Ｘによる訴えの提起に反対しているＣらを被

告とすることにより、②の方法による訴えは適法となる。 

第２ 設問２ 

１ ㋐の方法について 

 ⑴ 本件別訴は、１４２条に違反し却下されないか。 

⑵ １４２条が重複訴訟を禁止する趣旨は、被告の応訴の煩の

解消、審理の重複による訴訟不経済の防止、矛盾判決の危険

の回避にある。よって、前訴と後訴が同一の事件である場合

には、「更に訴えを提起」したといえることになり、事件の

同一性は、当事者及び訴訟物の同一性によって判断される。

 ⑶ 本件で、本件訴訟と本件別訴の当事者は同一であるが、本

件訴訟の訴訟物は甲土地の総有権である一方で、本件別訴の

訴訟物は甲土地の所有権に基づく土地明渡請求権であるか

ら訴訟物の同一性は認められない。 

 ⑷ よって、本件別訴の提起は「更に訴えを提起」した場合に

はあたらない。もっとも、上記１４２条の趣旨が妥当する場

合には同条を類推適用し、本件別訴を認めるべきではない。

   本件訴訟ではＸの構成員らの甲土地に対する総有権の存

否が判断され、本件別訴ではＹの所有権に基づく甲土地の明

渡請求権の存否が判断されるから、事実上、判決が矛盾する

可能性や訴訟経済に反するおそれがある。また、争点が部分

的に重なる両訴訟に応訴するのは被告にとって酷である。

よって、１４２条の趣旨が妥当し、同条が類推適用される。

 ⑸ よって、本件別訴は不適法である。 

２ ㋑の方法について 

 上記方法を採る場合、Ｘの構成員らに甲土地に対する総有権

が存在しないという前訴判決につき既判力が生じる（１１４条

１項）。そして、前訴と後訴の訴訟物が同一・先決・矛盾いず

れかの関係に立つ場合には、既判力は後訴に作用する。 

本問で、前訴訴訟物たる甲土地の総有権と後訴訴訟物たる甲

土地の所有権に基づく明渡請求権は、一物一権主義を媒介とす

れば矛盾関係に立つ。よって、既判力は後訴に作用し、後訴裁

判所は、前訴基準時においてＸの構成員らに総有権が存在しな

いという前訴の判断に拘束される結果、これに矛盾抵触する当

事者の主張は遮断されることになる。        以 上
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