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確定判決の後訴遮断の範囲

唐澤　開維 
（三木研究会 4 年）
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Ⅰ　はじめに

民事訴訟の目的は、私人間の紛争の解決であるが、ここにいう紛争とは実体法

上の権利義務の存否についての争いであると一般に考えられている1）。つまり、

民事訴訟の目的は訴訟物たる実体法上の権利義務関係の存否を判断することにあ

ると考えられる。

この目的を達成するためには、すなわち、民事訴訟における紛争解決の実効性
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を確保するためには、紛争の蒸し返しを防ぐ必要があり、そのための制度として

既判力が認められている。既判力とは、確定判決がもつ後訴裁判所への拘束力で

あり、「主文に包含するもの」に限り生じるとされており（民訴法114条 1項）、こ

の「主文に包含するもの」とは、訴訟物たる権利義務関係の存否に関する判断を

意味するとされている2）。

しかし、以上のように「訴訟物＝実体法上の権利義務ないし法律関係＝既判力

の客体的範囲3）」という考えを前提にしたとき、既判力だけでは後述のように民

事訴訟における紛争解決の実効性を確保できない場合が存在する4）。民事訴訟の

当事者は私人であり、何らかの方法で紛争解決の実効性を確保できなければ、解

決されない紛争が出てきてしまう結果になり、私人の紛争解決の最終手段として

の役割を果たし得ない。

現在の既判力論では紛争解決の実効性を確保することができない場合について、

妥当な結論を導くための理論構成としては、主に三つの方向が考えられる。その

一は、「訴訟物＝実体法上の権利義務ないし法律関係」という枠組みを変える、

すなわち旧訴訟物理論ではなく新訴訟物理論ないし実体法説をとることによって

既判力の範囲を広げ、既判力によって解決する方向である5）。その二は、「訴訟

物＝既判力の客体的範囲」という枠組みを変える方向である6）。以上の二つは、

いずれにせよ既判力によって解決する方向である。そしてその三は、上述の「訴

訟物＝実体法上の権利義務ないし法律関係＝既判力の客体的範囲」という枠組み

は変えずに、信義則ないし争点効という、他の理論によって解決するという方向

である。

本稿では、現在の実務・通説である既判力理論を変えずに妥当な結論を図る第

三の方向、すなわち信義則ないし争点効について、実際の事件を手がかりに検討

する。

Ⅱ　検討する事案

1　序

本事案は実際に起こった訴訟であり、和解によって決着した紛争である。本稿

で本事案を検討する意義は、本事案は既判力・信義則ないし争点効を含めた判決

の効力について、裁判所の見解が必ずしも統一されていないことを明らかにした

ものであり、統一されないことにより私人が私人間の紛争を国家の判断に委ねる
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民事訴訟において、①当事者へ不測の不利益を与えかねないこと、また、②理由

中の判断であれ裁判所が行った事実認定が不確かであるという点で司法の威信を

揺るがし得るものであるという問題7）が含まれていると考えられるためである。

民事訴訟が私人間の紛争を解決するものである以上、特に①の点について考慮す

ることが不可欠である。

2　事案の概要

（ 1） 前提の事実関係

（a）　Y社はいわゆるバブル経済崩壊以来の経営再建のための経費削減対策の

一環として、A支援制度を導入していた。この A支援制度は、定年選択制度と

転進支援制度から成り、前者は定年退職前であっても定年と同様の扱いで退職で

きるとするものであり、後者は非常勤嘱託契約を締結することで、就労なくして

月額20万円の手当ての支給を受けることができ、もって再就職独立自営を支援す

るというものであり、同契約書中には「本契約の有効期間は委嘱年月日より 1年

間とする。ただし、本契約の期間満了の 1ヶ月前までに「甲」「乙」いずれから

も特段の意思表示がない限り、さらに 1年間更新されるものとする。」との記載

があった。

（b）　X1～ X6はいずれも30年以上の長期にわたり Y社に勤務していたが、A支

援制度を利用して平成12年 3月に Y社を退職した。

（c）　Y社は X1らに対して、平成15年に非常勤嘱託契約を更新しない旨の通知

を発し、以降、非常勤嘱託契約上の給付を一切交付していない。

（ 2） 前　訴

（a）　請　求

主位的請求として X1らは、「Y社は、X1らに対し、原告らが満60歳になるまで、

月額20万円の手当てを支給することを約した」として、未払い分の支払を請求し、

その根拠として、Y社による A支援制度の勧誘の際にそのような旨のパンフレッ

トないし口頭による説明があったことなどを主張した。

また、X1らは予備的請求として、「非常勤嘱託契約の有効期間が 1年間であっ

たとしても、当該各契約は、X1らが満60歳になるまで、 1年ごとに自動更新され

るものである」として、未払い分の支払を請求した。その理由として Y社が、

更新拒絶できるものであるとの説明を怠った以上、契約更新の拒絶は禁反言の法
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理ないし信義則に反し無効であると主張し、Y社による更新拒絶の可否を争った。

（b）　裁判所の判断

本件前訴は高等裁判所まで争われ、第一審判決は主位的請求・予備的請求とも

に請求棄却。X1らが第一審判決を全部不服であるとして控訴した控訴審判決にお

いては、いずれも控訴棄却。

主位的請求に関し、パンフレットや口頭によって満60歳まで手当てが支給され

る旨の説明があったとしても、非常勤嘱託契約が契約書で合意されている以上、

その記載内容を無視することはできず、これらのパンフレットや口頭による説明

は満60歳になるまで更新された場合の説明であるとして、主位的請求を棄却した。

予備的請求に関しても、非常勤嘱託契約書等から「事業の都合上やむを得ない」

事由がある場合には更新を拒絶することができるが、Y社は経営が圧迫され、A

支援制度の維持が困難であったことから、「事業の都合上やむを得ない」と認め

られ、また、非常勤嘱託契約書等が本社に備え置かれており、いつでも閲覧・入

手することが可能であったことから、Y社が契約を更新できることを殊更隠した

とは認められず、信義則に反することはないとして、予備的請求も棄却した。

（c）　主要な争点

前訴においては、①非常勤嘱託契約の有効期間が満60歳までであるか 1年であ

るかという点、②非常勤嘱託契約の有効期間が 1年であるとしたらそれは自動更

新されるものであるか更新拒絶し得るものであるかという点、③非常勤嘱託契約

が更新拒絶し得るものであるならば更新拒絶が有効か否か、④ Y社による非常

勤嘱託契約ないしその更新等に関する説明義務が果たされていたかという点が主

要な争点であると考えられる。

（ 3） 後　訴

（a）　請　求

X1らは、前訴の判決の確定後に、Y社に対して、「非常勤嘱託契約はパンフレッ

トの記載と異なり、満60歳まで支給されるものではなく、有効期間は 1年間であ

り、双方からの特段の意思表示がない場合には更に 1年間更新される契約であ

る」旨の説明義務および「更新が正当の理由なく拒絶できる」旨の説明義務が果

たされなかったとして、説明義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求として、

前訴と同様の金員の請求をした。

（b）　被告の主張
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Y社は、有効期間が 1年であることや更新拒絶をできる旨の説明を怠ったこと

は前訴において原告が主張していたことに他ならず、また「更新が正当の理由な

く拒絶できる」旨の説明義務違反を求めている点は、前訴の判断と異なっている

と主張した。

また、損害賠償の額についても、前訴と同様の算定方法であり、要は名目を変

えて前訴と同じ内容の請求をしているに過ぎないとして、実質的には前訴の蒸し

返しであり、不適法として却下すべきであると主張した。

（c）　訴訟の決着

本事案の最終的な決着は、和解によってなされたため、裁判所がどのような判

断をするかは定かではない。しかし、本件の和解は裁判所による和解勧試によっ

てなされたものであり、その際に裁判所によって、前訴との関係において、後訴

の請求が信義則上の説明義務違反の損害賠償を請求しているのであって同一のも

のではないため、本案による審理を行うという見解が示された。つまり、Y社に

よる、紛争の蒸し返しに当たり不適法として却下されるべきとの主張は、実質的

には認められなかった。

（d）　主要な争点

Y社による非常勤嘱託契約ないしその更新等に関する説明義務が果たされてい

たかという点が主要な争点であると考えられる8）。

3　分　析

本事案において、本稿で問題として取り上げるべき点は主に二つである。一つ

は、実際に後訴は紛争の蒸し返しとして信義則ないし争点効によって却下9）され

るべき事案であったのかという点である10）。

二つは、当事者に不利益を与えるものではないのかという点である。本事案は、

会社が被告となっているため、万が一にも原告の請求を認容する判決が出てしま

うとマスコミ等に取り上げられ、同趣旨の訴えが多数提起されるおそれがあった

という紛争である。つまり、被告である Y社は、たとえ第一審判決で主張が認

められなかったとしても控訴審において争うというような訴訟活動の選択肢が、

実質的にはなかったのである。このような事案を想定すると、信義則ないし争点

効が認められる範囲が裁判所において統一され、ある程度明確になっていなけれ

ば、実質的に紛争の蒸し返しとなっている場合にも、再度の本案審理を強要され、

あるいは、それどころか実質的には前訴と異なる判断や実質的には敗訴といえる



62　法律学研究56号（2016）

ような和解を締結することを余儀なくされるなどの当事者への不利益が十分に考

えられる。

そこで、信義則ないし争点効を認めるとするならば、その要件・効果をどのよ

うにすべきか、論理の一貫性や整合性のみにとどまらず、実務における運用をも

考慮して検討する必要がある。

Ⅲ　主要な学説

1　序

前述したように、民事訴訟は私人間の紛争を解決するための最終手段であり、

その紛争解決の実効性を確保するための判決効の効力として既判力が存在する。

しかし、「訴訟物＝実体法上の権利義務ないし法律関係＝既判力の客体的範囲」

という現在の実務・通説の下においては、同一の紛争について訴訟物を異にする

後訴が提起された際に、既判力のみでは紛争を解決できない場合が存在する11）。

そこで、理由中の判断に何らかの拘束力を認めることによって、紛争解決の実効

性を確保するという学説が提唱されている。それが、争点効論ないし信義則論で

ある。

2　争点効論

（ 1）　争点効論は、新堂教授により提唱された考えである12）。争点効とは、「訴

訟物以外の各争点についてなされた裁判所の判断に結びつけられる効力であり」、

「その効力を与えられた前訴判決の判断は訴訟物の違う後訴でなされるその判断

と異なった主張を排斥する」ものである13）。論者によって多少の差異はあるが、

簡潔にその①根拠、②効果、③要件を述べると以下の通りである。

①　根拠

争点効は、「一般条項としての信義則が判決の効果にまで凝固・定着した」拘

束力と説明されるように14）、信義則に根拠を求めるものであり、既判力とはその

根拠を異にする15）。

②　効果

争点効の効果としては、争点に一度この効力が発生した場合には「訴訟物の異

なる後訴でその判断と抵触する主張を排斥する」というものである16）。つまり、

争点効が生ずべき事項については証拠調をせず、当事者の主張のみにより前訴の
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判断をそのまま基礎にするというものであり、主張自体を不適法とすることに

よって、後訴を棄却するものである17）。

③　要件

争点効の要件としては、（a）前後両請求で主要な争点となっていること、（b）

当事者が前訴においてその争点につき主張立証を尽くしたこと、（c）裁判所がそ

の争点につき実質的な判断を下したこと、（d）前訴と後訴の係争利益がほぼ同

等であることが挙げられる18）。

（ 2） 以上のような争点効論を新堂教授が提唱した意図は、伝統の既判力論19）

では紛争解決の実効性を確保できない場合に、その既判力論を変えずに民事訴訟

の紛争解決の実効性を確保することを第一の目的とし、その際に一般的な信義則

という語を用いずに判決の制度的効力として「争点効」という名称を用いて提唱

することによって、実務の硬直した態度20） に挑戦し、実務において取り入れら

れる理論構成等について議論を起こすところにあったと考えられる21）。

新堂教授が、判決の効力として争点効を考えた際に考慮した要素は、訴訟物と

既判力の結びつきの場合と同様に考え、（ア）当事者に不測の結果を与えないと

いう保障を与えること、（イ）当事者の訴訟活動を柔軟にすること、（ウ）裁判所

に審理の弾力化という便宜を確保することである22）。このような考慮は、実務に

取り入れられることを目的としたものであるため、既判力とならび紛争解決の一

回性の要請に資する争点効を認めることによって、裁判所・当事者の両者の便宜

を調整するという「きわめて実践的な意図」に基づくものである23）。

（ 3） 以上のような争点効の理論については、様々な批判がなされている。以

下では、その批判を踏まえ、効果・要件について詳述する。

①　効果について

争点効の効果に対する批判として、理由中の判断に拘束力を認めることは既判

力が判決理由中の判断には生じないとされていることと矛盾するものではないか

というものがある24）。これに対しては、争点効を認める立場から次のように反論

することができる。判決理由中の判断に既判力を生じさせない意義は、当事者の

争点処分の自由を確保し、裁判所の審理の弾力性を保障するためであり、これは

前述のように争点効論が提唱された時点で十分に考慮されている25）。すなわち、

争点効は当事者によって現実に真剣に争われ裁判所も実質的な判断を下した場合
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に生ずる効力であり、審理の弾力性や当事者の争点処分の自由を損なうものでは

ないため、既判力限定の趣旨と矛盾するものではない26）。

また、中間確認の訴え（民訴法145条）は争点効が認められないことを前提とす

るのではないか、あるいは中間確認の訴えという制度がある以上、争点効を認め

る意味はないのではないかという批判がある27）。この点に関しては、中間確認の

対象が「法律関係」に限定されるのに対し、争点効が生じる争点はそれに限られ

ず、事実関係の争点であるため28）、この批判は当たらないといえる。

加えて、このように訴訟で争点となった判決理由中の判断である事実関係に拘

束力を求めることによって、紛争解決の蒸し返しを防ぎ、紛争解決の実効性を確

保すると同時に、当事者に対してはそのような蒸し返しに対して、前訴と矛盾す

る判断がなされないという保証を与え29）、また、実質的な審理をせずにその争点

について迅速に判断してもらうというところも、争点効を認める実益であると考

えられる30）。

②　要件について

争点効の要件については、各要件に対して、不明確であるとの批判がなされて

いる31）。以下、批判や議論を踏まえて要件ごとに論じていく。

（a） 要件について

争点効を生じる「主要な争点」とは何であろうか。これには四つの問題がある。

第一に、「主要な」とはどういうものを指すのかという問題である。まず、具体

的には当事者の主観によるべきか、それとも客観的に判断するべきか。この点に

ついては、主観的に主要な場合であっても、後訴における審理過程では、記録上

明らかにすることはできず、客観的に判断せざるを得ないであろう32）。新堂教授

は、後訴裁判所の裁判官が主要だと判断し拘束力を認めるべきだと考える争点に

ついて、争点効を生じさせるべきであり、その結論に対する批判を含めて実務の

運営を一定の方向を導いていくべきであると述べているが33）、現段階では、「「主

要」とは、その争点の判断によって結論が左右される場合をいう」とする34）。

第二に、「争点」は法律関係に限るか、それとも事実関係を含むか、含むとす

ればどのような事実関係なのかという問題である。新堂教授は、「争点」とは、

後訴との関係で具体的に判断していくものであり、法律関係のみではなく事実関

係についても含むとしている35）。そして、その事実関係については、主要事実に

限らないとする36）。これに対し、吉村教授は要件を明確にし、当事者の予測しな

い拘束力を生じさせることをできるだけ避けるという観点から、主要事実に関す



65

る争点に限るとしている37）。

第三に、「争点」をどの段階・範囲で捉えるかという点である。たとえば、前

訴が所有権に基づく建物明渡請求訴訟であり、被告が賃貸借契約の存在を抗弁と

して提出し、これに対して、原告が再抗弁として正当事由に基づく賃貸借の解約

申入れを主張した場合に、裁判所が正当事由を認めることができないという理由

で請求を棄却したケースを想定する［例 1］38）。この場合、争点効が生じる争点

とはどのように考えられるのだろうか。［例 1］において争点効を生じさせる争

点としては、賃借権の存否、終了原因として主張した解約の有効性、正当事由の

存否、あるいは正当事由を基礎づける個々の事実など、様々な可能性が考えられ

る。この点に関して、新堂教授は、争点効が生じる争点は後訴との関係で定まる

としている39）。しかし、それは前訴の段階で裁判所あるいは当事者が争点効を生

じる争点を全く意識できないことを意味するわけではなく、前訴の段階で将来的

に訴訟において争われうることが合理的に予測できる場合に限って争点効を生じ

ると考えることによって、ある程度の限定をすることができるとする40）。

第四に、実際には争点とならなかった点についても争点効を生じる場合がある

のかという問題である41）。この点に関し新堂教授は、争点効が、ある訴訟におけ

る「主要な争点」と相手方が決着がついたと期待する争点（「決着期待争点」）が

ずれた場合に、相手方の期待を保護することが審理過程からもっとも公平である

といえる争点である「正当な決着期待争点」に生じると考えており42）、その「正

当な決着期待争点」に前訴で実際には争点とならなかった事実関係が含まれる場

合があるとする。たとえば、売買契約に基づく所有権移転登記請求の前訴におい

ては、売買契約が売主の錯誤によって無効であるか否かが唯一の争点となり、被

告たる売主の錯誤が認められて請求が棄却され、その後買主が再び売主に対して、

売主には錯誤があったとしても重過失があったと主張して売買契約に基づく建物

明渡請求の後訴を提起した場合を考える［例 2］43）。この場合には、売主の重過

失については、前訴で争点になっていない。しかし、実質的には紛争の蒸し返し

に当たり、売主の重過失の主張は前訴の売買契約は無効であるという前訴の判断

により排斥され、後訴は請求棄却を免れないとする44）。つまり、売買契約の無効

が「正当な決着期待争点」であると考えられる。

（b） 要件について

主張立証を尽くしたという点についても、不明確さが指摘されている45）。たと

えば、費用の関係で必要証人を申請できなかった場合には、立証を尽くしていな
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いことになるのだろうか46）。この点について、新堂教授が争点効を提唱した際に

考慮していたのは、民事訴訟において当事者間に問題になっている部分だけで勝

敗を決するべきだという考えのもと、争点設定の機能をもつ自白も奨励すべきで

あるという点であり、したがって本要件は自白や証拠契約を除く趣旨であるとす

る47）。つまり、必要証人を申請しなかった場合であっても争点効を生じる場合が

あるとする。

なお、自白にも争点効を認める考え方もありうる。それは、争点効の根拠であ

る信義則について、個々の具体的な訴訟態度に信義則の適用を求め、当事者が一

度自白した事実については後訴において争うことが信義則上許されない場合があ

り、そのような場合には争点効が生じると考える見解である48）。しかし、これに

対しては前述したように、自白も奨励すべきであるという考えや、信義則につい

て、当事者が裁判所に判断を委ねた以上、裁判所の判断に従うべきであるという

ところに求める考えから、自白に争点効を生じさせるべきではないと反論する49）。

（c） 要件について

この要件については、そもそも加えることについて疑問であるという批判もあ

る。すなわち、当事者が争点にはしているが真剣に争わない場合などに同要件を

満たさないと考えられるが、それは真剣に争わない方が争点効という拘束力を生

じさせないという意味でかえって得をしてしまうことに対する疑問であるという

批判である50）。これに対して、新堂教授は、この実質的な審理という要件は、大

部分において（a）要件ないし（b）要件と重なり合うものであり、（a）要件、（b）

要件が認められる場合にはほとんど満たすのではないかと述べており51）、「実質」

という言葉を「自白のなされた争点については、これは実質的判断ではないこと

ははっきりして」おり、「こういう場合を除くという趣旨で」用いている52）。

（d） 要件について

本要件は、後訴において蒸し返しの主張を信義則上、あるいは公平上許さない

とするのは、「前訴でその争点につき争ったことが、後訴でもその争点につきす

でに争ったと評価できることが必要である」という考えに基づくものである53）。

つまり、係争利益によって当事者の訴訟追行の方法・態様は異なるため、後訴の

係争利益が前訴の係争利益に比べ、著しく高額である場合には、高額の係争利益

のために争う機会は保障されず、「その争点につきすでに争った」とは評価でき

ないので、争点効は生じないとされる。
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3　信義則による拘束力

（ 1）　争点効論の提唱により、既判力とは別個の効力として判決理由中の判

断に拘束力を認めることの可否が論じられたが、争点効の根拠が信義則であるこ

とから、信義則の適用によって判決理由中の判断に拘束力を認める学説が登場し

た。

（ 2）　本稿では竹下教授と中野教授の信義則説について検討する。

①　竹下教授の信義則説

竹下教授は、理由中の判断の拘束力に関して、争点効論が勝訴当事者と敗訴当

事者を同一に扱っていることを問題視し54）、信義則が適用される場面を（a）矛

盾挙動禁止の原則と（b）権利失効の原則の二つの場合に類型化する。信義則の

適用につき二つの類型に分けたのは、信義則という一般原則を理由にしただけで

は、恣意的な運用がなされるなどの弊害が生じるという考慮に基づくものであ

る55）。両者の差異は、（a）矛盾挙動禁止の原則が「積極的に自己の意思に基づく

作為によって作り出した外観に対する相手方の信頼を保護する」ものであるのに

対し、（b）権利失効の原則は「不作為の結果として生じた外観に対する相手方

の信頼の保護を目的としている」ものであるという点である。そして、前訴確定

判決の理由中の判断に抵触する攻撃防御方法の提出については、前訴での勝訴当

事者には（a）矛盾挙動禁止の原則によって制限し、敗訴当事者には（b）権利失

効の原則によって制限されるとする56）。（a）矛盾挙動禁止の原則が適用される例

としては、売買目的物の引渡請求の前訴において売買契約の無効を主張して、相

手方からの同請求を排斥した後に、後訴において売買契約の有効を主張して、す

でに受領した売買代金の返還を拒むという場合が挙げられる［例 3］57）。一方、（b）

権利失効の原則が適用される例としては、［例 2］のような場合が挙げられる。

また、（b）権利失効の原則の類型については、失権の要件として、期待され

る時期に攻撃防御方法を提出しなかったことを挙げており58）、前訴においてその

攻撃防御方法を提出することが期待される根拠として、必争点について、当事者

が決着をつける意思または決着がついたものと信頼するという法的平和への期待、

また、攻防を尽くすことへの正当な要求と現実の攻防の展開、さらには裁判所の

判断などの諸要素があり、これらによって失権は正当化されるとしている59）。こ

の点に関し、新堂教授からの批判がある。すなわち、竹下教授は前述のように、
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失権について、「不作為」についての相手方の信頼を保護するものであるとして

いるが、失権の根拠には現実の攻防の展開という相手方が争う態度を示したこと

がその不可欠な要素となっているため、「不作為」についての相手方の信頼を保

護するという（b）権利失効の原則の類型に分類する点に対して疑問であるとい

うものである。

以上のように、竹下教授の信義則論は、信義則の適用によって判決理由中の判

断に拘束力を認めるとしながらも、一般原則としての信義則を適用するのではな

く、結局は類型化や要件を打ち立てることによって、その適用範囲を明確にして

いくという点で、争点効論と同様の方向に向かうものであるということができる。

②　中野教授の信義則説

中野教授は、「争点効が信義則の適用にほかならないならば、つねに「具体化

を要する基準」として各個の具体的場合につきあらためてなされる価値判断によ

り個別的解決が見出されるべき信義則の性質上、要件の定式化はあきらめるべき

であろう」60）と、上記争点効論や竹下教授のような要件化を否定している。

Ⅳ　裁判所の立場

1　序

判例では、最判昭和44年 6月24日判時569号48頁（以下、44年判決）によって争

点効が否定され、最判昭和51年 9月30日民集30巻 8号799頁（以下、51年判決）に

よって実質的に紛争の蒸し返しに当たる場合には信義則によって後訴が却下され

る場合が認められ、以後51年判決を受けて、信義則による後訴の遮断を認める裁

判例が相次いで出るようになったと説明されることが多い61）。しかし、44年判決

によって争点効は本当に否定されたのだろうか。また、51年判決を含め、以後の

裁判例において、裁判所の判断は統一されているだろうか。主にこれらの観点か

ら、裁判例を紹介し、検討する。

2　44年判決

（ 1） 紛争の概要

〔第 1訴訟〕Xの Yに対する売買契約に基づく本件不動産の明渡請求、〔第 2訴訟〕

（44年判決）Yの Xに対する所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記請求とい

う 2つの訴訟において、Yは錯誤ないし詐欺を主張し、売買契約の無効もしくは
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取消しを主張した（控訴審以後はもっぱら詐欺取消しを主張）。これらの訴訟につい

ては、先に〔第 1訴訟〕において Xが勝訴し、次いで、〔第 2訴訟〕において Yが

勝訴した。〔第 2訴訟〕においては、〔第 1訴訟〕で勝訴した Xが、〔第 1訴訟〕の

判決によって本件売買契約の取消しの主張は排斥せられ、本件不動産の所有権は

Xに確定している旨主張したが、最高裁はこの主張を認めなかった。そして判決

において、伝統の既判力論を維持し、「既判力およびこれに類似する効力」を否

定した。加えて、「本件不動産の所有権の存否について既判力およびこれに類似

する効力を有するものではない」ため Xは別に Yに対して「本件不動産の所有

権確認訴訟を提起」することができるとも判示した。

その後、〔第 3訴訟〕Xの Yに対する Xの所有権確認において Xが敗訴し、続

いて〔第 4訴訟〕Yの X1（Xの承継人）に対する Yの所有権確認とともに、Yの X1

に対する所有権に基づく本件不動産の明渡請求がなされ、Yが勝訴し、一連の訴

訟は落着するに至った。

（ 2） 考　察

本件をみると、〔第 1訴訟〕〔第 2訴訟〕において、結局所有権が移転したのか、

していないのかが不明であり、実際にそうなってしまったように、さらに第 3・

第 4の訴訟を経なければ紛争は解決しないというような判決になってしまった。

新堂教授が「訴訟を解決しても紛争を解決しない判決」と評された62）ように、

伝統の既判力の考え方から論理的に導かれる帰結ではあるが、紛争の決着をつけ

るものではなかった。そもそも民事訴訟は、私人間の紛争解決のための最終的な

手段であることを考えると、紛争解決の実効性を確保するためには伝統の既判力

論では及ばない部分についても判決の効力を何らかの形で及ぼす必要があること

がこの紛争を見れば明らかであろう。

また、44年判決が争点効を否定したという説明に対しては、それを否定する考

え方も存在する。それは、44年判決が否定したのは、判決の効力としての争点効

であり、信義則の効力としての争点効を否定したものではないという考え方であ

る63）。

3　51年判決

（ 1） 事案の概要

自作農創設特別措置法により昭和23年頃買収・売渡された農地について、被買
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収者である元所有者 A側から売渡処分により登記上の所有名義人となった B側

に対して、その土地の返還を求める争いである。

前訴では、主位的請求として X1（Aの共同相続人の 1人）は C・Y1・Y2（いずれ

も Bの共同相続人）に対して買戻し契約に基づく所有権移転登記を請求し、予備

的請求として同買戻し契約が無効の場合の代金の不当利得の返還を請求した。最

高裁は、昭和41年12月に主位的請求を棄却し、予備的請求については認容した。

その後、昭和42年 4月になって X1～ X4（Aの共同相続人）は、Y1・Y2・Y3（Y1ら

から本件土地の一部を譲り受けた者）に対して、所有権に基づく所有権移転登記抹

消登記に代わる所有権移転登記の請求をし、その根拠として昭和23年の買収処分

が無効であることを主張した。これが本訴である。

本訴では、信義則により訴えを却下した。その理由としては、実質的に前訴の

蒸し返しにあたること、前訴で本訴請求をするのになんらの支障もなかったこと、

本訴提起時にはすでに本件買収処分から20年余り経過しており、相手方の地位を

長く不安定な状態におくことが挙げられている。

（ 2） 考　察

44年判決と比較すると、紛争の蒸し返しの程度においては44年判決の方が強い。

すなわち、51年判決は、前訴で主張していない別の争点を持ち出しているのに対

し、44年判決では、どの訴訟においても詐欺取消しが認められるかということが

同一の争点となっており、その他の争点はほとんど問題になっていないのである。

それにもかかわらず、44年判決では後訴請求は認められ、51年判決では紛争の蒸

し返しにあたり、信義則上別訴は許されないとするという結論をとっている。

このような両判決の関係について、竹下教授は、44年判決は前訴と後訴が同時

に係属していたということを重視し、矛盾するものではないと考える64）。これに

対して、新堂教授は、実質的には、判例変更があったとみるのが妥当であるとす

る。つまり、伝統的な既判力の理論を貫くのではなく、判決の遮断効に関して信

義則による調整の余地を認めたという点での判例変更があったとみる見解であ

る65）。このように考えると、一般に44年判決は争点効を否定したとされているが、

51年判決が出たことによって争点効が認められる余地はないとはいえないのでは

ないだろうか。

また、51年判決の遮断効はどのように基礎づけることができるだろうか。本件

における信義則の内容がどのようなものかという分析である。これは、禁反言の
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法理によるとするもの66）、権利の失効によるもの67）、紛争を実質的に蒸し返すも

のであることによるもの68）、というように信義則の内容が解釈によって一定では

ない。

4　その他の裁判例

（ 1） 前述のように、裁判所は既判力の及ばない場合に信義則によって後訴

を遮断するとされているが、まず前提として、既判力か信義則かを区別する基準

となる訴訟物の異同について裁判所の判断は統一されているのだろうか。

［裁判例①］東京地判昭和60年 8月26日判時1200号84頁、東京高判昭和61

年10月23日判時1216号81頁。後者は前者の控訴審判決である。前訴の訴訟物

は、土地所有権に基づく明渡請求権及び右所有権に基づく移転登記請求権で

あり、売買契約に付された解除条件の成就による原告への所有権の復帰を理

由としたものであった。前訴請求は棄却された。本訴では、地裁でも高裁で

も、その訴訟物は土地の所有権に基づく明渡請求権及び所有権に基づく移転

登記請求権であり、売買契約の不存在ないし無効ないし解除を理由としたも

のであった。本訴では、本訴の訴訟物は前訴と同一の訴訟物であり、前訴の

請求棄却の確定判決の既判力に抵触すると判断された。

［裁判例②］東京地判昭和57年11月30日判時1076号84頁。前訴請求も後訴

請求も同一土地建物の所有権移転登記の抹消請求である。移転登記の登記原

因は、原告の債務者が被告のためにした代物弁済契約である。異なるのは両

者における原告の請求原因であり、前訴では代物弁済契約を詐害行為として

取り消すというものであったのに対し、後訴では、債務のない代物弁済契約

は無効であるため、債務者に代位するというものであった。前訴請求は棄却

された。本訴の判決では、訴訟物が異なるものと捉えている。

以上の［裁判例①］と［裁判例②］の対比において、小山教授は、裁判所の見

解には不揃いがあるとされる。登記の移転原因たる契約の効果を否定する理由が

異なる場合に、［判例①］では訴訟物の同一性を左右するものではないとしなが

らも、［判例②］ではその効果を否定する理由としての無効と取消しを訴訟物を

異ならしめるものと考えているという69）。しかし、訴訟物は、実体法上の権利義
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務関係ないし法律関係であり、その実体法上の権利義務は「誰の、誰に対する」

という点で特定される。［判例②］では、前訴の訴訟物が原告の被告に対する権

利であるのに対し、後訴では訴外債務者の被告に対する権利という点で異なる。

よって、小山教授のいう批判はあたらないと考えられる。

その他の裁判例においても小山教授は不揃いを主張する70）が、権利の主体と

発生する法条によって判断されており、訴訟物の異同についての判断は統一され

ていると考えていいように思われる。

（ 2） リーディングケースとされる51年判決が信義則を認めた要素としては、

①実質的に前訴の蒸し返しであること、②前訴において後訴請求することに支障

がなかったこと、③後訴請求の原因である事実が生起してから長時間経過し、相

手方の地位を不安定な状態におくことが挙げられる。これらの要素は、信義則の

適用を認めるために必要なのだろうか。

［裁判例③］東京地判昭和61年11月12日判時1215号135頁。

（a）　被告 Y社の従業員であり、解雇された原告 Xが、Y社に対し、前訴

においては解雇後の賃金の支払いを請求し、請求は棄却された。後訴では、

賃金相当額の損害賠償を請求した事案である。請求の原因は、ともに Y社

による解雇は不当労働行為に該当するということであった。本訴では、（ア）

前訴は本訴と同一当事者間でなされ、前訴において不当労働行為に該当する

か否かの主張・立証を行ったこと、（イ）前訴裁判所が不当労働行為は認め

られない旨判断したこと、（ウ）主要な争点は前訴と本訴で同一であること、

（エ）経済的利益が前訴と実質上ほぼ同一であること、（オ）前訴提起後11年

経過していること、（カ）前訴係属中に本訴の請求及び主張をすることに何

ら支障がなかったこと、（キ）実質は前訴の蒸し返しにあたることを挙げ、

後訴の提起は信義則を適用し却下した71）。

（b）　本判決は信義則の適用により後訴の提起を却下し、その要素として

上記（ア）～（キ）を挙げている。このうち、（ア）～（エ）については、まさ

に学説上の信義則の要件とされているものである72）。また、（オ）～（キ）に

ついては、51年判決によって考慮されている要素（①～③）である。このよ

うに、裁判例においては、リーディングケースとされる51年判決だけではな

く、実質的には争点効の考え方を取り入れているのではないかと考えられる。
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［裁判例④］名古屋高判昭和54年11月28日判タ409号105頁。

（a）　Aは訴外 Bから100万円を借り受け、Bは A所有の土地についての

代物弁済予約をし、その仮登記をした。その後、Bは予約完結権を行使し、

本登記を経由し、Bは当該土地を Xに売却、X名義の登記を経由したという

事案である。前訴は、Aが Xに対して本件土地について100万円の支払を受

けるのと引換えに所有権移転登記手続をなすことを請求し、その請求原因と

して、AX間において債権者を Bから Xに交代する更改契約が存在し、Aは

Xに対して100万円の弁済提供をしたため、代物弁済の効果は生じていない

ということであった。前訴は第一審請求が棄却され、Aが控訴を取り下げて

確定した。本訴は Xの Yら（Aの相続人）に対する建物収去土地明渡請求した。

これに対し、Yらは、抗弁として、前訴の主張と同様に代物弁済の効果が生

じてないこと、予約完結権の行使の公序良俗違反、AB間の土地売渡担保契

約の公序良俗違反を主張した。本訴裁判所は、Yらは「本訴においてあらゆ

る防禦方法を提出することが許される」としている。

（b）　本判決では、Yらの主張が信義則に照らして許されないものではな

いとしているが、その理由として、（ア）控訴審の審理を経ずに第一審判決

によって確定している前訴において、両当事者主張立証が充分に尽くされた

ものとはいえないこと、（イ）争点についての裁判所の審理も充分に行われ

たとはいえないこと、（ウ）前訴においては仮に敗訴してもその現状に変動

はない立場にあったが、本訴においては敗訴すればその占有する土地建物を

明渡すべき立場に立たされているものであることを挙げている。

また、本判決では一般論として、「一般に当事者が訴訟において重要な争

点として主張立証をつくし、裁判所が右争点について実質的に審理判断をし

た場合であつても、それが判決理由中の判断にとどまる限り、これに既判力

類似の効力は認められないというべきである。しかし、確定判決後の後訴に

おいて当事者が実質的に前訴のむしかえしというべき請求や主張を繰返した

り、前訴においてこれをすることに何ら支障がなかつた請求及び主張を後訴

にいたつてはじめて持出したりすることは、前訴の勝訴者の地位を不当に長

く、不安定な地位におくことになるから、このような後訴における請求もし

くは主張は、信義則に照して許されないものと解するのが相当である。」と

述べている。

（c）　本判決で一般論として述べている点は、51年判決と同旨である。一
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方で、信義則の適用の可否を論じるにあたって考慮している要素は、（ア）

ないし（イ）は争点効論の要件に掲げられているものであり、（ウ）につい

ては、その評価の是非は別にして73）、本事案における具体的な判断要素とい

える。

［裁判例⑤］東京地判昭和62年 3月30日判タ647号212頁。

（a）　Xらは土地建物を Aに売却し、Yは本件建物を Aから賃借している。

その後、Aは本件土地建物を Zに転売し、Zは Xらから中間省略による所有

権移転登記を経由し、Yの賃貸人たる地位を承継したという事案である。前

訴では、Xの Zに対する所有権に基づく移転登記抹消登記請求権が訴訟物で

あり、その請求原因として XA間の売買契約の不存在を主張した。前訴は X

の請求が棄却され、確定した。本訴では、Xの Yに対する所有権に基づく建

物明渡請求権が訴訟物であり、XA間の売買は、X社の取締役会決議による

承認がなく、無効であると主張した。本訴裁判所は、訴えを信義則に照らし

却下した。

（b）　本判決において、信義則の適用のために考慮されたのは、（ア）本

訴は実質的に本訴の蒸し返しであること、（イ）前訴において取締役会決議

の存否については主張が可能であったこと、（ウ）前訴で Yをも相手方とし

て本訴と同一の請求をすることが不可能ではなかったこと、（エ）売買契約

締結から本訴提起までに 9年あまり経過しており、Zおよび Yの地位を不当

に長く不安定な状態におくことになってしまうことである。

（c）　上記（ア）～（エ）で述べていることは、51年判決の①～③の要素と

同様の要素である。しかし、本事案では、前訴と後訴の被告が異なるにもか

かわらず、信義則による後訴の遮断を認めている。これは、Xらの裁判を受

ける機会を奪われるものではないか。この点については、本件紛争の「主た

る相手方」である Zとの間でその争点について争った、もしくは争い得た X

らは、審判を受ける機会を持ち、所有権について決着がつけられた場合には、

その不利な決着を「従たる利害関係人」である Yとの間で通用するものだ

とされたとしても、直ちに裁判を受ける機会を奪われたといえないと考えら

れる74）。

また、Yとの間での本件のような訴えを認めると、賃貸人たる地位にある

Zも無視しえないものであり、補助参加をして争うことが必要になると思わ
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れる。そうすると、前訴の蒸し返しになってしまう。さらに、Xらが前訴で

Zのみを訴えたことは、長時間経過したことも鑑みると、Xらはその前訴で

仮に敗訴したとしても、Yとの間で通用させられても構わないという期待を

Yに持たせるものであるとして、従来の既判力の主体的範囲を超えて後訴の

遮断を認めた本判決を説明することが可能である75）。

5　分　析

ここでは、いくつかの裁判例を通して、裁判所の判断が統一されているかをみ

てきたが、信義則の適用に関して統一されているとは言い難い。それは、信義則

の適用の基準が事案ごとによって異なっている点や、それと関連するが、44年判

決で否定したと言われる争点効の考え方を取り入れているような考慮の要素を持

ち出している点にみられる。つまり、裁判所は個別的な事情の総合考慮によって

事案ごとに信義則の適用を判断する立場であると考えられる76）。

Ⅴ　私　見

以上の様な学説・裁判例を踏まえ、争点効を認めた上で、争点効が適用できな

い場合に裁判所のような事案ごとの信義則の適用をするのが妥当であると考える。

その理由としては、一つは、一般原則である信義則については、いわば最後の手

段であると考えるべきであり、安易に適用されるべきではないと考えるためであ

る77）。二つは、当事者の利益である。繰り返し述べているが、民事訴訟の当事者

は私人であり、Ⅱで取り上げたような事案も存在するように、当事者がその争点

について審理判断されるかの予測がある程度できなければならないと考えるため

である。三つは、裁判所が信義則の適用について実際に争点効の要件を加えてい

るように、紛争の蒸し返しのかなり大きな割合を具体的な要件をもつ効力によっ

て遮断できるからである。

また、争点効に対する批判である要件の不明確性について、新堂教授は「幅の

ある要件の規定のしかたのほうが、事柄の性質上実務家にとっては実際は便利」

なのではないかと述べられているが78）、この点については、むしろ争点効が適用

できない場合に一般原則の信義則の適用が可能であることを考えると、ある程度

明確にする必要はあると思われる。そこで、「争点」について「正当な決着期待

争点」ではなく、「主要な争点」に限定すべきであり、実際に争点とならなかっ
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た事実には原則として争点効は生じずに、信義則の適用によるべきであると考え

る。

最後に、Ⅱの事案について検討する。会社側の説明義務ないし、更新の可否に

ついては、原告、被告の両者が主要な争点と考えており、前訴でもまさにそこが

主要な争点となっていた（（a）充足）。また、同争点は前訴で充分に審理しつくさ

れた争点であり（（b）充足）、裁判所も実質的に判断している（（c）充足）。また、

訴訟物が異なるとはいえ、代金の算出方法まで同じであるということから、係争

利益も同等である（（d）充足）。このように、争点効の要件を満たすため、これ

らの争点には争点効が生じると考えるべきである。原告である X1らは、前訴と

同じ争点について主張しようとするものであり、その主張は前訴で尽くされてい

ることから、特段不測の損害が生じるとはいえないだろう。よって、後訴の会社

側の説明義務ないし更新の可否についての主張は審理せずに、前訴の判断をその

まま基礎にしなければならず、後訴は他の主張がなされていない限り、棄却すべ

き事案であったと考えるのが妥当である。

1） 兼子一「民事訴訟の出発点に立返って」『民事法研究』第 1巻477頁以下（弘文堂、
再版、1950年）、新堂幸司『訴訟物と争点効（上）』（有斐閣、1988年）（以下、「論
文集（上）」と呼び、所収されている論文について引用する場合は論文集（上）
の頁数を記すものとする） 3頁、伊藤眞『民事訴訟法　第 4版補訂版』（有斐閣、
2014年）19頁など。

2） 旧訴訟物理論に立った場合の通説。伊藤・前掲注 1）、新堂幸司『新民事訴訟法　
第 5版』（弘文堂、2011年）、三木浩一ほか『民事訴訟法　第 2版』（有斐閣、
2015年）など。

3） 三木ほか・前掲注 2）初版はしがきにおいて、伝統的に用いられてきた「客観
的範囲」、「主観的範囲」、「客観的併合」、「主観的併合」という語は、本来は、「客
体的範囲」、「主観的範囲」、「客体的併合」、「主体的併合」とすべきものが誤訳さ
れたものであり、修正されるべきであると述べられている。本稿では、これに従
い、後者の語で統一する。

4） たとえば、最判昭和44年 6月24日判例時報569号48頁ないしそれに関連する訴訟。
5） 新訴訟物理論に関する主要な論考として、三ケ月章「新訴訟物理論について―

上―」判例タイムズ16巻 9号 8頁以下、新堂幸司「「訴訟物」の再構成」法学協
会雑誌75巻 1号・ 2号・ 3号（1958年～1959年）［前掲・注 1）論文集（上）所収、
1頁以下］などが挙げられる。実体法説に関する論考のうち、本稿の主要なテー
マである争点効理論に関連するものとして、加藤雅信「実体法学からみた訴訟物
論争（ 1）～（ 3・完）」法学教室49号117頁以下・同50号53頁以下・同51号37頁
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以下（1984年）。加藤教授は、争点効論や理由中の判断の既判力を認める学説が、
要件が曖昧であると批判されていることを受け、抗弁・再抗弁・先決的法律関係
に着眼し、これらを訴訟物に準じるものと構成し、既判力の範囲を広げることで
争点効論等が念頭に置いている例の殆どは解決できると論じている。その他訴訟
物に関する論考として、新堂幸司「訴訟物論争は終わったか」法学教室74号22頁
以下（1986年）［『訴訟物と争点効（下）』所収、305頁以下（有斐閣、1991年）］、
山本克己「訴訟物論における「実体法的思考」の批判的検討」新堂幸司先生古稀
祝賀『民事訴訟法理論の新たな構築　下』153頁以下（有斐閣、2001年）、小山昇
「請求について」岩松裁判官還暦記念『訴訟と裁判』161頁以下（有斐閣、1956年）、
酒井一「訴訟物における相対性」中野貞一郎先生古稀祝賀『判例民事訴訟法の理
論（上）』165頁以下（有斐閣、1995年）などが挙げられる。なお、新堂幸司『訴
訟物と争点効（下）』（有斐閣、1991年）については、以下「論文集（下）」と呼び、
所収されている論文について引用する場合は論文集（下）の頁数を記すものとす
る。
　また、関連する問題として一部請求における訴訟物ないし既判力について、上
田徹一郎「既判力の客観的範囲と一回的解決要求・手続保障要求―一部請求と残
部請求の提出責任の場合―」吉川大二郎博士追悼『手続法の理論と実践（下）』
296頁以下（法律文化社、1981年）、三木浩一「一部請求論について」民事訴訟法
雑誌47号30頁以下（2001年）、最判昭和32年 6月 7日民集11巻 6号948頁など参照。

6） この点に関する論考として、新堂幸司「訴訟物概念の役割」判例時報865号116

頁（1997年）［注 5）論文集（下）所収、113頁以下］、同「既判力と訴訟物」法
学協会雑誌80巻 3号295頁以下（1963年）［注 1）論文集（上）所収、145頁以下］、
同「条件付給付判決とその効果」民事訴訟法雑誌10号 1頁以下（1963年）［注 1）
論文集（上）所収、183頁］、三木浩一『民事訴訟における手続運営の理論』78頁
以下（有斐閣、2013年）などが挙げられる。また、新訴訟物理論に立ちつつ既判
力の客体的範囲を訴訟物と切り離したものとして、小室直人「訴訟対象と既判力
対象」法学雑誌（大阪市立大学） 9巻 3・ 4号345頁以下（1963年）。
　その他、既判力と争点効を一律に「遮断効」として把握するものとして、吉村
徳重「判決の遮断効と争点効の交錯」鈴木忠一・三ケ月章『新・実務民事訴訟講
座 2―判決手続通論 2』355頁以下（日本評論社、1981年）。

7） 本事案についてではないが、新堂・前掲注 1）論文集（上）156頁において、期
限未到来の理由による請求棄却判決について、積極的に認定した期限が不確かで
あることは司法の威信に関わると論じる。

8） 原告の準備書面においても「本件は、被告会社が原告らにどのような説明をし
たかが最大の争点と考えられる」旨の記載があったようである。

9） なお、後述するが信義則ないし争点効を認めた場合にも、そのような主張を排
斥するものであると考えると、本案判決（棄却判決）がなされると考えられる。
この点につき、奈良次郎ほか「争点効をめぐってⅠ」判例時報586号 3頁以下
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（1970年）13頁参照。
10） 学説・裁判例を整理した上で後述する。
11） なお、訴訟物を異にする後訴であっても（a）前訴判決を先決事項とする場合、
（b）前訴判決と矛盾関係に立つ場合には既判力による遮断効は肯定されることに
異論はない。たとえば、高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）』（有斐閣、第 2版
補訂版、2013年）593頁以下。

12） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」174頁。兼子一教授の参加的効力の拡張（兼
子一「既判力と参加的効力」法律時報14巻 3号（1942年）［『民事法研究』第 2巻
所収、64頁以下（酒井書店、1954年）］）や英米法のコラテラル・エストッペルに
示唆を受けたものである。

13） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」174頁。
14） 新堂・前掲注 6）「条件付給付判決とその効果」190頁。
15） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」174頁、小山昇「判批」別冊ジュリスト36

号192頁（1972年）など。たとえば、三木ほか・前掲注 2）419頁では、蒸し返し
を防ぐという制度目的のための制度的効力であることに加え、当事者に対する手
続保障が与えられたことが既判力の根拠であるとしている。

16） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」174頁。
17） 奈良ほか・前掲注 9）13頁［新堂発言・馬場発言］、新堂・前掲注 2）717頁。
争点効を認めた場合に後訴の請求が排斥されるのは、既判力が作用する場合です
ら棄却であることから、却下ではなく棄却であるとする。

18） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」174頁、同・前掲注 6）「条件付給付判決と
その効果」190頁、同・前掲注 2）717頁。なお、倉田卓次「いわゆる争点効の理
論について」判例タイムズ184号81頁以下（1963年）など、（e）当事者の主張を
争点効の要件として挙げるものもあるが、新堂・前掲注 2）723頁ではその効力
の存否の判断のための資料は職権探知事項とする。

19）「訴訟物＝実体法上の権利義務ないし法律関係＝既判力の客体的範囲」という既
判力論。本稿Ⅰ参照。

20） 新堂先生の争点効論の提唱以後であるが、それを採用せず伝統的な既判力論に
立ったがために紛争を解決できなかった例として、たとえば前掲注 4）昭和44年
判決とそれに関連する紛争。

21） 奈良ほか・前掲注 9）17頁［新堂発言］。小山昇「いわゆる争点効について」ジュ
リスト504号75頁以下（1972年）81頁・82頁では、争点効の信義則に根拠を求め
る限り、現行民事訴訟法の理論体系の中では制度的効力とすることはできないと
する。

22） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」172頁。
23） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」172頁。
24） 三木ほか・前掲注 2）439頁など。
25） 本稿・Ⅲ 2（ 2）（イ）ないし（ウ）。新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」172頁。
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26） 新堂・前掲注 2）711頁、三木ほか・前掲注 2）439頁、高橋・前掲注11）648頁
など。

27） 新堂・前掲注 6）「既判力と訴訟物」178頁注（ 6）、三木ほか・前掲注 2）439頁、
高橋・前掲注11）651頁など。

28） 奈良ほか・前掲注 9） 8頁［新堂発言］など。
29） 奈良次郎ほか「争点効をめぐってⅡ」判例時報588号 6頁以下（1970年）7頁［新
堂発言］。

30） 奈良ほか・前掲注29） 7頁［馬場発言］。
31） 倉田・前掲注18）。倉田判事は、争点効の理論の方向に対しては賛成であるとし
ながらも、実務家の立場から要件が不明確であるという点を指摘している。

32） 倉田・前掲注18）82頁。
33） 奈良ほか・前掲注 9） 7頁［新堂発言］。
34） 新堂・前掲注 2）717頁。
35） 奈良ほか・前掲注 9） 8頁［新堂発言］。倉田・前掲注18）82頁も同様。
36） 奈良ほか・前掲注29） 6頁［新堂発言］。主要事実に限ることに抵抗を感じると
しながら、多くの場合には主要事実であることを認める。

37） 吉村徳重「判決理由中の判断の拘束力」法政研究33巻 3 - 6合併号169頁以下
（1967年）とくに211頁以下。また、後訴に主要事実となっている事実関係にのみ
争点効を認めるという考え方もあり得る。奈良ほか・前掲注 9）10頁［三宅発言］
など参照。

38） 奈良ほか・前掲注 9） 6頁（設例 2）。
39） 奈良ほか・前掲注 9）10頁［新堂発言］。
40） 吉村・前掲注36）213頁、奈良ほか・前掲注 9）16頁［新堂発言］。
41） これは第三の問題とも関係する。また、（b）要件にも関連する。
42） 新堂幸司「判決の遮断効と信義則」三ケ月章先生古稀祝賀『民事手続法学の革
新中巻』475頁以下（有斐閣、1991年）とくに512頁以下、同「正当な決着期待争
点」中野貞一郎先生古稀祝賀『判例民事訴訟法の理論（下）』 1頁以下（有斐閣、
1995年） 4頁。

43） 竹下守夫「判決理由中の判断と信義則」山木戸克己教授還暦記念『実体法と手
続法の交錯（下）』72頁以下（有斐閣、1978年）85頁。

44） 新堂・前掲注42） 3頁。
45） 倉田・前掲注18）82頁。
46） 倉田・前掲注18）83頁。
47） 奈良ほか・前掲注29）10頁・14頁［いずれも新堂発言］、新堂・前掲注 2）719頁、
小山・前掲注21）82頁。

48） 奈良ほか・前掲注29） 9頁［三宅発言］。
49） 奈良ほか・前掲注29） 9頁［三宅発言］、同10頁［新堂発言］。小山・前掲注21）

82頁では、「当事者責任による訴訟追行の結果を甘受することを要請するもので
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あ」り、「当事者責任とは、主張と立証または否認と反証および抗弁と立証を十
分になしたことの結果を受ける責任を意味し、」「自白や証拠契約などの当事者処
分権の行使の責任を含むべきではない」としている。

50） 奈良ほか・前掲注29）13頁［上谷発言］。その意味では、（b）要件における自白
の議論とも関連する。

51） 奈良ほか・前掲注29）13頁［新堂発言］。
52） 奈良ほか・前掲注29）14頁［新堂発言］。
53） 新堂・前掲注 2）720頁。
54） 竹下・前掲注43）74頁、76頁。
55） 竹下・前掲注43）76頁。小山昇「既判力か争点効か信義則か」法曹時報40巻 8

号 1頁以下（1988年）においても「信義則に安易に依存すべきではない」と述べ
られている。

56） 竹下・前掲注43）85頁以下。
57） 竹下・前掲注43）85頁。
58） 竹下・前掲注43）86頁。
59） 竹下・前掲注43）93頁・94頁。なお、新堂・前掲注42）「判決の遮断効と信義則」

506頁に整理されている。
60） 中野貞一郎「いわゆる争点効を認めることの可否」法学教室（第 2期） 4号61

頁以下（1974年）63頁。
61） 三木ほか・前掲注 2）440頁、小山ほか編『演習民事訴訟法』（青林書院、1987年）

568頁以下など。
62） 新堂幸司「争点効を否定した最高裁判決の残したもの」前掲注 1）論文集（上）

275頁、奈良ほか・前掲注 9）14頁参照。
63） 小山・前掲注21）82頁、同・前掲注15）192頁。
64） 竹下・前掲注43）114頁注（38）。
65） 新堂・前掲注42）「判決の遮断効と信義則」494頁。
66） 中野貞一郎「民事訴訟における禁反言」司法研修所論集57号 1頁以下（1976年）。
67） 山木戸克己「判批」ジュリスト642号（昭和51年度重判）130頁以下（1977年）、
吉村・前掲注 6）361頁。

68） 小山昇「判釈」民商法雑誌76巻 4号597頁（1977年）。
69） 小山・前掲注55）10頁。
70） 小山・前掲注55） 4頁以下。
71） 本稿に関係のある部分の判断のみ記載。
72） 本稿・Ⅲ 2。
73） 小山・前掲注55）28頁参照。
74） 新堂・前掲注42）「正当な決着期待争点」10頁。
75） 新堂・前掲注42）「正当な決着期待争点」10頁。なお、小山・前掲注55）25頁、

26頁のように前訴における Yに対する提訴を間接的に強制するという批判もある。
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76） 三木ほか・前掲注 2）440頁など。
77） 竹下・前掲注43）76頁、小山・前掲注55） 2頁など。
78） 奈良ほか・前掲注29） 6頁。
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