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Ｉ　はじめに

民事訴訟における確定判決は、当事者に対してのみ既判力を有するのが原則で

ある（民訴法115条 1項 1号）1）。既判力は、その拘束を受ける者に対して、その内



256　法律学研究56号（2016）

容を訴訟上で争うことができないという不利益をもたらす（憲法32条で保障され

る裁判を受ける権利の侵害にもなり得る）ため、自ら訴訟手続に関与し判断内容を

争う機会を保障されたことで、正当化されるからである2）。

しかし、既判力が及ぶのが当事者のみであると、勝訴当事者の利益が第三者と

の間の確定判決の効力によって害され、紛争解決の実効性を確保するには不十分

な場合がある。また、社会的同一性を持つ紛争について、矛盾した判断がなされ

ることは、社会生活に混乱を起こしかねない。そこで、当事者としての手続権の

保障に代わる既判力の正当化根拠が認められる場合には、当事者以外の者に対し

ても既判力を拡張することが法律上明文で規定されている（115条 1項 2～ 4号、

個別規定による対世効）。さらに、これらの者以外の第三者に対しても、既判力と

は別個の、反射効（論者によっては反射的効力、反射的効果と呼ばれることもあるが、

本稿ではまとめて反射効と呼ぶ）という形で判決の効力が及ぶという理論が、学説

において圧倒的支持を受けるようになった3）。

しかしながら、この反射効の理論は、既判力の性質について現在通説となって

いる訴訟法説（既判力は、実体法上の権利関係とは無関係に、専ら訴訟法上の効果と

して、前訴裁判所の判断が後訴裁判所を拘束する効力だとする考え方4）。本稿ではこの

立場から論ずる）と整合しないものであると思われる。また、そのような効力が

認められる根拠も、必ずしも明らかでない。それゆえ、反射効を認めるべきか、

あるいはこれを既判力の拡張と捉えるべきか、議論がなされ、現在では反射効の

支持者は減少してきている5）。

本稿は、判決効の主観的範囲の拡張をめぐる学説を検討した上で、反射効を既

判力の第三者に対する拡張として捉える立場に立ち、従来反射効が認められてき

た具体的場面を例に、民訴法115条 1項各号の類推適用によって、既判力の主観

的範囲をどこまで拡張することができるかを検討するものである。

Ⅱ　判決効の主観的範囲の拡張をめぐる学説・判例

1　反射効肯定説

（ 1） 反射効理論

反射効を認める多くの学説は、既判力の及ばない第三者が訴訟当事者の一方と

実体法上特殊の関係にある場合には、第三者が直接に判決の既判力を受けるわけ

ではないが、当事者間に既判力の拘束のあることが、この第三者に反射的に有利
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又は不利に法的影響を与えると説き、この反射的影響を反射効と呼ぶ6）。ここで

いう法的影響とは、具体的には、第三者が当事者間の判決の効力を援用できるか、

又は、当事者が第三者に対して判決の効力を主張できるか、という問題に対する

影響である。

このような判決の反射効の理論的根拠、及びそれと関連して、いかなる場合に

どのように反射的影響が認められるかについては、論者によりその説くところは

必ずしも一様ではないが、一般に訴訟当事者間で自由に処分できる権利関係につ

いて確定判決があったときは、その既判力の基準時に当事者間の契約（和解契約

等）でその権利関係につき判決内容通りの処分をしたことと同視できるから、第

三者が実体法上当事者の処分の効果を受けるべき依存的地位にある（依存関係、

従属関係と呼ばれる）場合には、その第三者に当事者間の判決の効力も及ぶと解

すべきである、と説く見解が有力である。この見解によると、訴訟当事者の一方

と第三者の間に、実体法上の依存関係ないし従属関係がある場合にのみ、反射効

が生じることになる。また、典型的な反射効肯定説は、反射効は既判力とは別個

の判決の効力とするが、それが訴訟法上の効力であるのか、実体法上の効力であ

るのかについても、争いがある7）。

反射効は、実体法上関連する紛争について、統一的解決をするため、関係人間

において実体法上整合性のある処理を図るという意義を有する。

（ 2） 反射効が認められる代表的場面

反射効は、第三者に対して有利にのみ及ぶ場合と不利にのみ及ぶ場合、有利に

も不利にも及ぶ場合があるとされている。本稿では、特に議論が盛んである 5つ

の場面を代表的場面として取り上げる。

反射効が第三者に有利にのみ及ぶとされている局面は、次の通りである。①債

権者と主債務者との間の確定判決は、保証人に有利にのみ反射効を及ぼす。②賃

貸人と賃借人との間の賃借権の存在を確定する判決は、転借人に有利に反射効を

及ぼす。③連帯債務者の 1人が債権者に対し相殺の抗弁により勝訴判決を得たと

きは、他の連帯債務者に有利に反射効が及ぶ。

反射効が第三者に不利のみに及ぶ局面として、④債務者と第三者との間の、特

定の財産が債務者に属するかについての確定判決は、一般債権者に不利にのみ反

射効を及ぼす。

反射効が第三者に対して有利にも不利にも及ぶ局面としては、⑤合名会社と債
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権者との間の会社債務の存否についての確定判決は、無限責任社員に対して有利

にも不利にも反射効を及ぼす8）。

（ 3） 反射効肯定説に対する批判

反射効を認めることに対する批判は、大きく 3つに分けることができる。

第 1に、反射効は、理論面において、既判力の本質についての訴訟法説と整合

しがたいとの指摘である。訴訟法説によれば、既判力は訴訟法上での効力であっ

て、実体法上の権利を変更する効力を持たない。それにもかかわらず、第三者が

当事者間の判決内容の法的影響を受けることは、判決の存在が実体法上の構成要

件として規定されていない限り、実体法的に理由づけることは困難である9）。ま

た、反射効が訴訟法上の効力であるとしても、単に実体法上依存関係にあるだけ

で、既判力の及ばない第三者との関係でいかにして判決が拘束力を及ぼすのか明

らかでない。

第 2に、反射効は、効果面において、既判力の本質についての訴訟法説と整合

しがたいとの指摘である。反射効を実体法上の効力として捉える場合、既判力に

ついては訴訟法的効果を認め、反射効については実体法的効果を認めることの矛

盾が、ドイツのパーゲンシュテハーにより指摘された。つまり、主たる当事者は

訴訟法上でしか失権しないにもかかわらず、従たる当事者は実体法上も失権する

のである。この指摘により、反射効は「訴訟法説を曇らせるもの」との認識が広

まった。他方、反射効を訴訟法上の効力と捉える場合は、この効力は当事者間の

確定判決の内容を第三者が争えないという効果において、既判力と同質であり、

訴訟法説に立つにもかかわらず、既判力とは別の反射効を認める必要がないとの

指摘がなされた。この点については、鈴木正裕教授が、反射効と既判力の差異と

されているものが既判力の拡張を認めるための障害とはならず、反射効は既判力

の拡張と変わりがないことを詳細に論証した10）。すなわち、まず、既判力が職権

調査事項であるのに対して反射効が弁論主義に服するとされる点については、反

射効が訴訟法上の効力である以上は、裁判の矛盾抵触を避けるという目的からは

むしろ職権調査事項に属するとした。そして、当事者間の訴訟が馴合訴訟である

場合に、既判力を受ける第三者は判決の無効を主張できないのに対し、反射効を

受ける第三者は判決の無効を主張できるとする点については、事前の救済方法と

して独立当事者参加（民訴法71条）、事後の救済方法として解釈上肯定すべき馴合

訴訟に対する再審の手段が用意されている以上、馴合訴訟による判決の無効は認
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める必要がないとした。さらに、既判力を受ける第三者は当事者間の訴訟に共同

訴訟的補助参加ができるのに対して、反射効を受ける第三者は通常の補助参加し

かできない点については、相続人や破産者に、遺言執行者や遺産管財人の訴訟へ

の共同訴訟的補助参加が許される以上、反射効を受ける第三者にも共同訴訟的補

助参加が許されるべきであるとした。

第 3に、実体法上の依存関係があるということが、判決効の第三者に対する拡

張の根拠として不十分であるとの批判がある。多くの反射効肯定説は、依存関係

を、当事者間で判決内容の通りに実体法上の処分をした場合に第三者がその処分

の結果を承認しなければならない関係と定義し、一応の基準とはなり得るが、紛

争の相対的解決の原則や手続保障という現在の考え方の下では、これだけでは十

分な説得力は持たないと指摘される11）。

以上のような反射効に対する批判から生まれた見解として、以下に述べる既判

力拡張説と判決効拡張否定説に分類することができる。

2　既判力拡張説

既判力とは異なる特殊な効力としての反射効を否定しながらも、一般的に反射

効が認められる場面について、既判力の主観的範囲の拡張として、第三者に対す

る判決効の拡張を肯定する見解である。

この見解においても、実体法上の依存関係がその媒介項となり、その多数にお

いて、反射効理論における依存関係の上述の定義が当てはまる。115条 1項 3号

で口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張が認められる根拠が、承継時の

前主への依存関係であるとすれば、一般に継続的に依存関係に立つ第三者にも同

様に既判力の拡張が認められるとする（依存関係説）。つまり、解釈論としては、

115条 1項が直接に定める以外の者に対しても、同項が既判力の拡張を認めてい

る目的及びそれが正当とされる根拠、あるいは既判力制度そのものの趣旨・正当

性の根拠に照らして、同項の類推適用により既判力の拡張が可能であると説く12）。

結果として、既判力が第三者に拡張されるとする、その具体的な内容としては、

従属的法律関係について審理・判断する後訴裁判所が、先決的法律関係について、

前訴裁判所の判断に拘束されるということになる。

既判力拡張説は、日本においては、吉村徳重教授、鈴木正裕教授、竹下守夫教

授によって議論が大きく進められた。吉村徳重教授によると、実体法上の依存関

係に加えて、これを基礎に訴訟法上の「当事者適格の依存性」があると評価でき
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る場合に、承継による既判力拡張規定の類推適用が可能な範囲で既判力の拡張を

肯定する。既判力が訴訟法上の効力である以上、単に実体法上依存関係があると

いうだけでは、なぜ訴訟法上の効力が拡張されるかの説明には不十分とし、さら

にこの関係を訴訟法上既判力を受ける地位自体の依存性と評価できて初めて既判

力拡張の根拠たり得るという13）。次いで鈴木正裕教授が、前述の通り、反射効を

既判力の拡張として説明できると主張したのである。これらの議論を受けた竹下

守夫教授は、旧民訴法201条 1項（現行民訴法115条 1項）で認められる既判力の拡

張の正当性の根拠及び既判力制度の趣旨・正当性の根拠を考察し、従来反射効が

認められてきた場面において同項の類推適用による既判力の拡張の可否を検討し

た。そして、勝訴当事者に従属関係のある第三者と敗訴当事者の間で、口頭弁論

終結後の第三者に対する既判力拡張規定の類推適用により、既判力が有利に拡張

されることを認めた。その理由は、第 1に、敗訴当事者は手続権の保障（訴訟主

体として手続上訴訟物たる権利の存否につき弁論し、訴訟を追行する権能と機会とを保

障されたこと）の下に相手方に対して訴訟を追行し敗訴判決を受けた以上、第三

者との関係で既判力を受けても不測の不利益を受けるとはいえないこと、第 2に、

第三者に既判力が拡張されなければ、勝訴当事者は、第三者が敗訴したときに求

償請求を受け、自己の勝訴判決によって得た利益を確保することができなくなる

場合があり、このような求償関係が問題にならない場合も、勝訴者と第三者との

間に実体法上の依存関係がある場合には、敗訴当事者と第三者との間の後訴で、

前訴判決と矛盾した第三者敗訴判決があると前訴の勝訴者の法的地位の安定が脅

かされ、直接・間接に利益が害される危険があることである。一方で、先決的地

位にある当事者が受けた敗訴判決は、原則として依存関係にある第三者の不利に

は既判力を及ぼさないとされる14）。

3　判決効拡張否定説

反射効は既判力の拡張であるとした上で、既判力の拡張は明文の規定がない限

り認めるべきでないとして、このような判決効の拡張自体を否定する。実体法上

の依存関係を理由に既判力の拡張が認められるのは、法律上口頭弁論終結後の承

継人に限られており、第三者自身が判断内容を争う機会を保障されていない以上、

口頭弁論終結の前後や当事者からの承継の有無が考慮されていないそれ以外の第

三者との関係では、紛争の相対的解決の原則に任せるべきであるし、それで足り

るとする15）。また、反射効は多くの場面で第三者に有利にのみ及ぶとされている
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が、そのような結論は、敗訴当事者の負担・訴訟リスクを一方的に増大させ、不

公平であると批判する。

4　判例の立場

最判昭和31・ 7・20民集一〇巻八号九六五頁は、土地賃貸人・土地転借人間の

建物収去土地明渡請求訴訟において勝訴した土地賃貸人が、土地転借人所有に係

る建物賃借人に対して建物退去土地明渡等を求めた事案であり、この場合の反射

効を否定した。ただし、一般論として反射効を認める立場からも否定されている。

最判昭和51・10・21民集三〇巻九号九〇三頁は、債権者との保証債務履行請求

訴訟において敗訴した保証人が、その後に下された主債務者勝訴の判決を援用し

た事案（代表的な反射効場面の①に当たる）において、「一般に、保証人が債権者

からの保証債務履行請求訴訟において、主債務者勝訴の確定判決を援用すること

により保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても」と述べて、事案との

関係で反射効の主張を認めなかったものの、一般論としては、保証人による主債

務者勝訴判決の援用を認める可能性を示唆している。

しかし、最判昭和53・ 3・23判時八八六号三五頁は、連帯債務者の 1人の相殺

を認めた判決が他の連帯債務者に対して効力を有するかという点（代表的な反射

効場面の③に当たる）につき、「不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の確定

判決は、他の債務者にその効力を及ぼすものではなく、このことは、民訴法119

条 2項（現114条 2項）により確定判決の既判力が相殺のために主張された反対債

権の存否について生ずる場合においても同様である」と述べており、最高裁は、

判決効の拡張に対して消極的な立場に立っていると解されている16）。

5　検　討

反射効肯定説に対する第 1及び第 2の批判の通り、既判力の本質について訴訟

法説に立つ以上、当事者間でさえ確定判決によって実体法上の権利関係・法的地

位が変動することはないのだから、いかなる立場の第三者であっても、当事者間

の確定判決により実体法上の効果を受けることは説明できない。そこで、反射効

を訴訟法上の効力と捉える思考に行き着くが、その場合に、反射効と既判力の拡

張との間に差異を設ける実質的理由が何らないことは、上述の鈴木正裕教授によ

る論証の通りである。もっとも、 2点目に指摘された前訴たる当事者間の訴訟が

馴合訴訟である場合の救済策について、この判決効の拡張を既判力と捉えた場合、
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前訴の判決を無効とまではできなくとも、馴合訴訟でないことを拡張の要件とす

ることも可能ではないかと思われる。後述する通り、既判力の拡張には必要性と

正当化根拠が必要とされるが、馴合訴訟の場合には明文の規定なくして既判力を

拡張する正当化根拠があるとはいえない、と考えることもできるからである。い

ずれにせよ、前訴が馴合訴訟であった場合の第三者の救済手段は整っているとい

えるから、反射効肯定説が説く判決効の拡張は、既判力の主観的範囲の拡張であ

ると考える。

そうすると、反射効が一般的に認められる局面において、明文の規定がないに

もかかわらず既判力を拡張することが許されるかという問題になるが、既判力は、

本来その必要性と正当化根拠があるところで認められるものであるから、既判力

の拡張も必要性と正当化根拠が肯定される場面では、明文の規定がなくとも認め

られるべきである17）。そして、既判力拡張の正当化根拠については、115条 1項

が規定するそれぞれの第三者について、異なる根拠が存在するから、それらを特

に当事者に対する手続権の保障と比較しつつ、詳細かつ丁寧に検討し、そこから

同項の類推適用による既判力の主観的範囲の拡張を認めることができる。した

がって、反射効肯定説に対する第 3の批判や判決効拡張否定説の主張にあるよう

に、必ずしも実体法上の依存関係のみを根拠としてこのような判決効の拡張を認

めるべきではなく、この点は、既判力拡張説に立つ吉村徳重教授の見解において

も指摘されている。

判決効拡張否定説で指摘される、既判力を第三者の有利にのみ及ばせるといっ

た片面的拡張の不公平感については、反射効が認められる局面の結論に対する批

判として、受け止めるべきであるように思われる。この批判に対して、竹下守夫

教授は、前述の通り、敗訴当事者は、第三者の債務が訴訟で争われた債務の存在

を前提とすることを前訴の訴訟追行時において承知しているから、「不測の不利

益」を受けるとはいえないとした。しかし、ここでいう不公平とは、敗訴当事者

に対する不意打ちの結果ではなく、前訴において当事者が全力で訴訟追行をした

にもかかわらず敗訴判決を受けた場合に、裁判所の判断が実体関係に合致してい

るという保証がないのに、その敗訴の不利益は二重になるという不公平であると

指摘される。また、私見として、既判力の拡張が明文の規定で認められている場

合に第三者に対して有利にも不利にも拡張するとされている以上、同じ正当化根

拠を基に同規定を類推適用するのであれば、同じように全面拡張を認めるべきで

あると思われる18）。
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以上より、私見としては、既判力拡張説に立ち、既判力拡張の必要性と、115

条 1項各号におけるのと同じ既判力拡張の正当化根拠が認められる場合には、従

来反射効が認められてきた場面において、同項の類推適用による既判力の主観的

範囲の拡張を認めることができると考える。一方で、反射効肯定説や既判力拡張

説で認められている判決効、ここでは既判力の片面的拡張については否定し、類

推適用の観点から全面拡張の説明を試みたい。そこで、115条 1項各号における

既判力の拡張の正当化根拠について、改めて詳細かつ丁寧な検討が必要となろう。

また、これにより、既判力の拡張の限界も決定されるものと思われる。

Ⅲ　115条 1項の類推適用による既判力の拡張の限界

1　115条 1項 2～ 4号による既判力の拡張の正当化根拠

前述の通り、裁判を受ける権利（憲法32条）の侵害になり得るにもかかわらず、

当事者に既判力が及ぶことが正当化されるのは、当事者が、自ら訴訟手続に関与

し判断内容を争う権能と機会を保障されたからである。それゆえに、このような

当事者としての手続権が保障されていない第三者との間に既判力を生じさせるに

は、これに代わり得る根拠が必要なのである19）。このような観点から、第三者に

対する手続権の保障及び後訴におけるその相手方の手続権の保障に着目して、以

下115条 1項 2～ 4号による既判力拡張の正当性根拠を考察する。

（ 1） 訴訟担当の場合の利益帰属者（115条 1項 2号）

訴訟担当における担当者が当事者として受けた判決の既判力は、被担当者（利

益帰属者）に及ぶ。担当者は、自ら原告又は被告となって本来の利益帰属主体に

代わり、あるいはこれと並んで、その権利関係につき訴訟を追行し判決を受ける

権能を持つ者である。

利益帰属者に対する手続権の保障の見地からすると、このような正当な訴訟追

行権が認められる当事者に対して利益帰属者の権利関係についての手続権の保障

が与えられ、利益帰属者もその結果を承認しなければならないことが、既判力拡

張の正当化根拠となるとされる20）。すなわち、利益帰属者の利益の保護及び攻撃

防御の地位と機会が、当事者たる担当者によって代替されているとみることがで

き、これを一般に「代替的手続保障」があるという21）。そして、この場合に、利

益帰属者の手続権の保障が担当者に対する手続権の保障によって代替されたとい
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うことができるのは、担当者の訴訟追行権が利益帰属者の意思に基づくか（任意

的訴訟担当）、実体法上担当者が利益帰属者の権利関係に関する利益を守るべき義

務を負い（義務違反の場合には損害賠償責任を負う）、しかも、担当者が訴訟物たる

権利関係についてした処分行為の効力を利益帰属者が承認しなければならない関

係にあるからだと論じられている22）。

一方、後訴における相手方の手続権の保障の見地からは、当該権利関係をめぐ

る争いについては、担当者とその背後にいる利益帰属者とは一体とみるべきであ

るから、前訴において手続権の保障のもとにみずから訴訟を追行した以上、利益

帰属者との関係でも、その結果を甘受すべきであるとされる。

（ 2） 口頭弁論終結後の承継人（115条 1項 3号）

当事者又は訴訟担当における利益帰属者の口頭弁論終結後の承継人に対しても、

既判力が及ぶ。

伝統的に、口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張は、承継人に対する

手続権の保障について、代替的手続保障があったことや手続保障の必要がないこ

とを根拠とすることはできないとされてきた23）。そこでは、前主が訴訟物たる権

利・利益を実体法上処分した場合に、その処分を承認せざるをえない立場（実体

法上の依存関係）にある承継人は、前主が訴訟追行の結果として受けた判決によ

り訴訟物たる権利・利益の帰属を否定された場合には、この既判力を及ぼされて

もやむをえないということが、根拠とされる。より詳細には、「前主がすでに主

張しえなくなった利益の帰属すべき法的地位の承継、前主と承継人との聞の実体

法上の依存関係の存在、および勝訴当事者の取得した利益保持の期待を保護する

必要性、の三つの要素を基礎とする公平の理念」が、敗訴当事者の承継人に対す

る既判力拡張の正当性の根拠であるという24）。

一方で近時は、口頭弁論終結後の承継人に対する既判力拡張の場合も、手続権

の保障の視点から正当化しようとする試みが有力である25）。しかし、これに対し

ては、「口頭弁論終結前に手続権を保障することが少なくとも理論上は可能で

あった第三者に対する既判力拡張の正当化根拠と、およそ論理的にそのような可

能性のない、口頭弁論終結後の承継人に対するそれとを、一律に把握しようとす

るもので、相当でない」との批判がある26）。

しかしながら、前訴当時には存在していなかった承継人のためにも前主は訴訟

を追行したと事後的に評価することもできるし、前訴のときには紛争の主体たる
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地位を持っていた者が争った結果として出された判決ゆえにその内容的正当性は

高いということもでき、辛うじて承継人に対する手続権の保障はあったといえる

という見解27）もあるように、口頭弁論終結後の承継人との関係のみで手続権の

保障について検討することは可能であるし、手続権の保障が既判力の正当化根拠

である以上、そうあるべきだと考える。そしてこの文脈に、上述の伝統的な既判

力拡張の根拠を取り込むことができる。つまり、私見としては、口頭弁論終結後

の承継人は、前訴当時には未だ存在しておらず、前主が訴訟上で主張することの

できなくなった権利・利益の帰属すべき法的地位を承継し、さらにその前主と実

体上の依存関係にあるがゆえに、前主による代替的手続保障があったといえ、既

判力拡張が正当化されると考える。

後訴における相手方の手続権の保障の見地からは、前訴の訴訟物については前

訴当時の紛争の主体たる地位にある者との間で手続権の保障があったのだから、

承継人との間でも手続権を保障する必要はないといえる。

（ 3） 請求の目的物の所持者（115条 1項 4号）

特定物の給付請求権を訴訟物とする訴訟の確定判決の既判力が、専ら当事者等

の利益のためにその目的物を所持している者に及ぶ。

所持者に対する手続権の保障については、そもそも当事者と独立に手続権を保

障する必要がないといえ、問題とならない。当該所持者は訴訟物について自己固

有の利益を有していないため、確定判決の既判力によって受ける不利益もないか

らである。

後訴における相手方の手続権の保障の見地からは、固有の利益を有する者との

間で手続権の保障の下に目的物の引渡を請求しえないと判断された以上、同一の

利益のために所持する者との関係でこの判断を争いえないとされても、それは原

告にとって予期せぬ不利益ではなく、やむをえないとされる28）。

2　類推適用に当たっての検討

以上から、法律上既判力の拡張が認められている正当化根拠を、以下のように

一般化することができると考える。
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（ 1） 当事者の訴訟追行権を基礎に第三者に対して代替的手続保障があったと

評価できる場合

115条 1項 2号による既判力拡張の正当化根拠を一般化すると、❶訴訟物であ

る第三者の権利関係について、当事者の一方に訴訟追行権が認められること、❷

その訴訟追行権が第三者の意思に基づいて付与されたこと、又は、❷’その訴訟

追行権を有する当事者が、当該権利関係に対する判断について第三者との関係で

法律上の利害関係（法的地位に対する法律上の影響）を有し、かつ、訴訟追行権を

有する当事者が当該権利関係についてした管理処分行為の効力を、第三者が承認

しなければならない関係にあることが第三者に対する既判力拡張の正当性を肯定

する要件となる（❶、かつ❷又は❷’）。

❶の要件は、同号で既判力拡張が認められるための基礎となる部分である。し

かし、 1⑴でみたように、訴訟担当者、すなわち当事者の一方に訴訟追行権があ

り、その者に手続権が保障されたというだけでは、第三者に対して代替的手続保

障があったとはいえない。そこで、当該当事者と第三者の関係を限定するものと

して、❷又は❷’の要件が必要であると考える。❷が任意的訴訟担当の場合に対

応し、❷’が法定訴訟担当の場合に対応する。法定訴訟担当の場合は、債権者代

位訴訟（民法423条）のように、必ずしも実体法上第三者の権利関係に関する利益

を守るべき義務を負う（義務違反の場合には損害賠償責任を負う）者が担当者にな

るとは限らないが、その場合でも、代位債権者は、債務者の権利（被保全債権）

の存否についての判決によって、当該債権を代位行使することができるか、無資

力の債務者から何ら弁済を受けることができないかが決まり得る。これらの二者

の関係を包括して、「訴訟追行権を有する当事者が、当該権利関係に対する判断

について第三者との関係で法律上の利害関係を有すること」ということができる。

❷’の場合、さらに、「訴訟追行権を有する当事者が当該権利関係についてした

管理処分行為の効力を、第三者が承認しなければならない関係にあること」が必

要となる。❷の場合は、第三者が自らの意思で当事者に訴訟追行権を付与した以

上、その訴訟追行の結果及び既判力の拡張を承認しなければならないといえるが、

❷’の前段の場合には、訴訟追行権を有する当事者側の事情しか考慮されておら

ず、法定訴訟担当を認める各規定の趣旨からしても、これだけで第三者に代替的

手続保障があったとはいえない。債権者代位訴訟の例を引き継げば、第三者は債

務者であり、かつ無資力であるからこそ、代位債権者による管理権の行使として

の訴訟追行の結果を甘受しなければならないといえる。つまり、最終的に公平性



267

を図る事情となるが、これは、反射効理論や既判力拡張説の根拠とされてきた依

存関係に当たると考えられ、依存関係説に対する批判の 1つが同様になされ得る。

当事者の意思に基づく法律行為と裁判官の裁判行為である判決を同一視すること

はできないということである29）。しかし、この批判は依存関係のみを根拠として

判決効を拡張する依存関係説に対しては妥当し得るが、ここでの❷’の要件に対

しては妥当しないと思われる。なぜなら、ここでの依存関係は、既判力拡張の正

当性を肯定するための要件の一部であり、当事者の管理処分行為と判決を同一視

することはしていない。さらに、訴訟法上の効力を第三者に及ぼすことの公平性

を最終的に補充する機能を果たすから、その判断基準は実体法上に求めるほかな

いように思われる。

なお、相手方についての要件はないが、以上の要件が満たされれば、相手方は

第三者に対して既判力が拡張されることを甘受すべき地位にあるということがで

きる。なぜなら、これらの事情が存在する場合には、当事者の背後に訴訟法上又

は実体法上従属的地位にある第三者の存在を予測することが十分に可能であり、

必要であれば両者を共同訴訟人とすることもできるから、相手方に不測の不利益

はないからである。そして、このような予測にもかかわらず相手方が共同訴訟と

しなかったのであれば、第三者との関係でも手続権の保障があったとみることが

できる。

（ 2） 口頭弁論終結後の第三者に対して代替的手続保障があったと評価できる

場合

115条 1項 3号による既判力拡張の正当化根拠を一般化すると、❶口頭弁論終

結後に❷第三者が当事者の一方と実体法上の依存関係に入ったことである。

承継人が前訴当時に存在しておらず、承継人が承継した権利・利益は前主が既

に争うことができなくなっているものであるのは、承継時には前訴の口頭弁論が

終結していたこと（❶）に由来する。❷の要件は、当事者の一方が訴訟物たる権

利・利益を実体法上処分した場合に、第三者がその処分を承認せざるを得ない関

係を意味し、⑴❷’の後段と同一である。

（ 3） 第三者に対する手続権の保障の必要がない場合

115条 1項 4号による既判力拡張の正当化根拠を一般化すると、「第三者が訴訟

物について固有の利益を有しないこと」である。
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115条 1項 4号の類推適用については、手続権の保障を必要とするだけの実質

的利益の欠缺を根拠に肯定する見解、下級審判決（大阪高判昭46・ 4・ 8判時

六三三号七三頁）が既にある30）。

Ⅳ　具体的場面の検討

以上で115条 1項を類推適用するための正当性の一応の要件が導かれたが、そ

れが具体的場面、特に反射効が認められる典型的場面において、どのような意義

を持つかは明らかでない。そこで、Ⅱ 1⑵で挙げた代表的反射効場面について同

項が類推適用され得るのか、既判力拡張の必要性も考慮して、検討する。

1　債権者・主債務者間の主債務の存否についての確定判決

反射効肯定説によると、主債務者が債権者との訴訟で勝訴し、債権者に弁済す

る必要がなくなれば、保証債務の付従性から保証人も債権者に対してこの訴訟の

結果を援用できるとする。これを既判力拡張の枠組みで捉えると、債権者・主債

務者間の確定判決の既判力が保証人に及ぶかという問題である。既判力は、主債

務の存在又は不存在について生じる。

この場合、既判力が拡張されないとすると、主債務者は債権者に勝訴したにも

かかわらず、後の保証人が債権者に敗訴したときには求償請求を受け、自己の勝

訴判決によって得た利益を確保しえなくなるおそれがある31）。よって、既判力拡

張の必要性が認められる。

さらに、前述の115条 1項 2号の根拠となる正当性要件を検討する。主債務者

は、前訴において主債務の存否について争っているが、主債務の存在・不存在は、

付従性ゆえに第三者である保証人の保証債務の存否の前提となる権利関係であり、

その意味で「第三者の権利関係」の一部といえる。主債務者は、この主債務の存

在・不存在という法律関係の主体であり、当然に訴訟追行権（当事者適格）を有

するから、❶を満たす。❷について、主債務者の主債務の存否についての訴訟追

行権は、自らの権利関係から発生したものであるから、第三者たる保証人の意志

に基づいて付与されてはいない。一方で、主債務者は主債務の存否について当然

に法律上の利害関係を有するから、❷’前段が満たされる。最後に、保証債務の

存在・不存在は、実体法上付従性により主債務の存在・不存在の影響を受けるか

ら、保証人は主債務者の処分行為の効力を承認しなければならない関係（依存関
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係）にあるといえ、❷’後段も充足する。

以上より、既判力拡張の必要性、正当化根拠が共に認められ、115条 1項 2号

の類推適用により、保証人にも既判力が及ぶと考えられる。

なお、既に述べた通り、この局面における判決効の拡張は、反射効肯定説にお

いても既判力拡張説においても、保証人の有利にのみ及ぶとされることがほとん

どである。しかし、敗訴当事者の負担・訴訟リスクを一方的に増大させるという

不公平を避けるために、保証人の不利にも既判力を及ばせる必要があるといえる

し、115条 1項 2号による既判力拡張の正当化根拠第三者に不利に拡張すること

をも正当化しているから、類推適用の場面においても、既判力の拡張は、有利に

も不利にも認めるべきである。

2　賃貸人・賃借人間の賃借権の存否についての確定判決

反射効肯定説によると、賃貸人と賃借人との間の賃借権確認判決は、転借人に

有利に反射効を及ぼす。既判力拡張の枠組みで捉えると、賃借権の存在又は不存

在を内容とする既判力が、転借人にも及ぶかという問題である。

既判力が拡張されないとすると、賃借人は賃貸人に勝訴したにもかかわらず、

賃貸人と転借人との間の後訴で、前訴判決と矛盾した転借人敗訴判決があれば賃

借人の法的地位の安定が脅かされ、直接・間接に利益が害される危険があるとさ

れている32）。それゆえに、既判力拡張の必要性が認められる。

既判力拡張の正当性について、115条 1項 2号の要件を検討する。第三者たる

転借人は、自らの転借権の存在を賃貸人に主張するためには、その前提として転

貸人（賃借人）の賃借権の存在も必要となる。ただし、判例・学説上、賃貸人と

賃借人が合意解除した場合には、この効力を転借人に主張することはできず、転

借権は消滅しないとされている33）。つまり、合意解除による賃借権の消滅は転借

人の権利に影響を与えることはない。したがって、賃借権の存在・不存在は、必

ずしも転借人の権利関係の一部ということはできない。既判力は訴訟物である賃

借権の存在・不存在に生じる以上、基礎となる賃貸借契約の終了原因ごとに分け

る（合意解除か否か）ことも相当でない。よって、❶の要件を満たさず、115条 1

項 2号を類推適用することはできない。

次に、115条 1項 3号の正当性要件を検討する。まず、転借人は、❶口頭弁論

終結後に賃借人と転貸借契約を結んだことが必要である。そして、前述の通り、

転借権の存在を賃貸人に主張する場合には、前提として賃借権の存在が必要とな
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り、口頭弁論終結後の転借人であれば、口頭弁論終結以前に合意解除がなされて

いたとしても自己の権利を害されたとはいえず、その処分を承認せざるを得ない。

したがって、この場合において転借人は賃借人と実体法上の依存関係に入ったと

いえ、❷の要件は満たされる。

以上より、既判力拡張の必要性及び115条 1項 3号の正当化根拠が認められる

から、賃貸人・賃借人間の賃借権の存否についての確定判決は、113条 1項 3号

の類推適用により、口頭弁論終結後の転借人に及ぶ。①の場合と同様の理由によ

り、全面拡張とすべきである。

3　 債権者・連帯債務者間の相殺の抗弁による債務の不存在についての 

確定判決

反射効肯定説によると、連帯債務者の 1人が債権者に対し相殺の抗弁により勝

訴判決を得たときは、他の連帯債務者はこれを援用して相殺の絶対効（民法436

条）を主張できるとされている34）。これを既判力拡張の枠組みで捉えると、債権

者の連帯債務者の 1人（以下、便宜上 Aとする）に対する債権（連帯債務）の存在・

不存在及び Aが相殺に供した反対債権の不存在についての既判力が他の連帯債

務者（以下、便宜上 Bとする）に及ぶかという問題である。

しかしながら、これらの既判力が連帯債務者 Bに及ぶとして、債権者と連帯

債務者 Bの間の後訴において何らかの作用があるのか、疑問である。後訴の訴

訟物である債権者の連帯債務者 Bに対する債権（連帯債務）の存否は、債権者の

Aに対する債権の存否に基礎付けられるわけではなく、当然、Aが相殺に供した

反対債権の不存在に基礎付けられるわけでもないからである。債権者の Bに対

する債権は、あくまで相殺の絶対効により消滅するのであって、Aによる相殺の

事実が主要事実となる。Aによる相殺の事実は、判決理由中の判断であり、既判

力を生じない（民訴法114条 1項）から、結果として、前訴判決の既判力が後訴に

作用する局面はないというべきである35）。

したがって、既判力拡張の必要性がなく、結論として、前掲の最判昭和53・3・

23判時八八六号三五頁と同じである。

4　特定の財産が債務者に属するかについての確定判決

一般債権者は、債務者と第三者との間で、特定の財産が債務者に属しないこと

が確定されていれば、それを承認しなければならないとされる。これを既判力拡
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張の枠組みで捉えると、特定の財産についての債務者の権利の存在・不存在を内

容とする既判力が、一般債権者に及ぶかという問題になる。

一般債権者は、倒産手続が開始されたり、債権者代位権（民法423条）、詐害行

為取消権（民法424条）の要件を満たす場合にかぎって、債務者の取引活動に介入

する権能を持つにすぎず、通常は、債務者による処分の自由を前提にした債務者

の総財産から満足を受ける地位しか持たない者であるとされる36）。一般債権者は、

債務者の特定の財産についての権利の存否について、固有の利益を有さないとい

える。

したがって、115条 1項 4号による既判力拡張の正当性要件である、「第三者が

訴訟物について固有の利益を有しないこと」を満たし、同号の類推適用により当

該判決の既判力は一般債権者に及ぶと考えられる。

5　債権者・合名会社間の会社債務の存否についての確定判決

反射効肯定説によると、合名会社と債権者との間の会社債務の存否についての

確定判決は、無限責任社員に対して有利にも不利にも反射効を及ぼす。これを既

判力拡張の枠組みで捉えると、債権者の会社に対する権利（会社債務）の存在・

不存在を内容とする既判力が、無限責任社員に及ぶかという問題となる。

既判力が拡張されないとすると、債権者は合名会社に勝訴したにもかかわらず、

債務超過の場合に起こされた債権者と無限責任社員との間の後訴で、前訴判決と

矛盾した債権者敗訴判決がなされると、債権者は実質的に弁済を受けられないこ

とになる。それゆえに、紛争解決の実効性の確保ないし勝訴当事者の利益の保護

という既判力拡張の必要性が認められる。

会社法580条 1項は、 1号及び 2号の事由がある場合、無限責任社員は合名会

社の債務につき直接無限責任を連帯して負担することを規定する。通説によると、

無限責任社員は、会社の債務全額を負担し（全額説）、債務超過の事実は社員の

責任発生の条件である37）。つまり、債権者の無限責任社員に対する権利は、会社

に対する権利を前提としている。その意味で、①の場合と同じように、前訴の訴

訟物である債権者の会社に対する権利は、無限責任社員の権利関係の一部といえ、

115条 1項 2号による既判力拡張の正当性要件❶を満たす。要件❷’については、

合名会社が無限責任社員から求償請求等を受けることはないから、❷’前段には

該当しない。❷に該当するか否かについては、合名会社の社員となったことで任

意的訴訟担当が当然に行われている関係にあるとみる見解を参考にできよう38）。
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合名会社においては、社員間に強い信頼関係があるから、個々の社員の訴権利益

は会社代表者による訴訟追行によって代表されているとみても、社員の手続にお

ける利益保護に欠けることがないといえ、また、社員自身も社員となることに

よって代表者による会社の訴訟追行の結果に全面的に服することを第三者に向

かって意思表示していると解し得るという。これに対して、合名会社の社員に

なったからといって、自己の固有財産に対して執行を受けることをも代表社員の

訴訟追行に委ねたとまでみることはできないという見解もある39）が、そもそも

合名会社の社員というのは無限責任であるところに大きな特徴があるから、その

ような会社の社員になったことをもって、会社代表者に訴訟追行権を付与する黙

示の意思表示があったとみて差し支えない。したがって、❷を充足するといえる。

以上より、既判力拡張の必要性及び115条 1項 2号による既判力拡張の正当化

根拠が肯定されるから、同号の類推適用により、当該判決の既判力は無限責任社

員にも及ぶ。これが全面拡張であることは①と同様の理由による。

Ⅴ　まとめ

115条 1項が直接に定める以外の者に対しても、同項が既判力の拡張を認めて

いる目的及びそれが正当とされる根拠に照らして、同項の類推適用による既判力

の拡張が可能である。115条 1項 2～ 4号は、それぞれ異なる正当化根拠に基づ

いて第三者に既判力を拡張している。そこで、この正当化根拠をそれぞれ一般化

したところに、類推適用の限界が認められる。

115条 1項 2号は、当事者の訴訟追行権を基礎に第三者に対して代替的手続保

障があったと評価できる場合の拡張規定である。そしてそのように評価できるた

めの要件は、❶訴訟物である第三者の権利関係について、当事者の一方に訴訟追

行権が認められること、❷その訴訟追行権が第三者の意思に基づいて付与された

こと又は❷’その訴訟追行権を有する当事者が、第三者と当該権利関係に対する

判断についての法律上の利害関係かつ実体法上の依存関係にあることである（❶、

かつ、❷又は❷’）。実体法上の依存関係とは、訴訟追行権を有する当事者が訴訟

物たる権利関係を実体法上処分した場合に、第三者がその処分を承認せざるを得

ない関係をいう。伝統的な反射効場面のうち、債権者・主債務者間の主債務の存

否についての確定判決、債権者・合名会社間の会社債務の存否についての確定判

決に類推適用される。これらの場面をみると、❷’後段の依存関係は、法定訴訟
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担当の場合においては公平性を補充する要件であったが、むしろ当事者の訴訟追

行権の発生要件となっている。すなわち、依存関係にあるために、当事者の法律

関係が第三者の法律関係の前提となり、第三者の権利関係の一部とみることで、

これにつき当事者の訴訟追行権が認められるのである。

115条 1項 3号は、口頭弁論終結後の第三者に対して代替的手続保障があった

と評価できる場合の拡張規定である。その要件は、❶口頭弁論終結後に❷第三者

が当事者の一方と実体法上の依存関係に入ったことである。伝統的な反射効場面

のうち、賃貸人・賃借人間の賃借権の存否についての確定判決に類推適用される

（口頭弁論終結後の転借人に及ぶ）。

115条 1項 4号は、第三者に対する手続権の保障の必要がない場合の拡張規定

であり、拡張の正当性要件は、「第三者が訴訟物について固有の利益を有しない

こと」である。伝統的な反射効場面のうち、特定の財産が債務者に属するかにつ

いての確定判決に類推適用される。

既判力拡張の必要性が認められ、以上の115条 1項 2～ 4号のいずれかの正当

性要件を満たす限りで、115条 1項の類推適用による既判力の主観的範囲の全面

拡張が可能となる。なお、 2～ 4号の類推適用の検討順序としては、まず、訴訟

物との関係で第三者に対する手続権の保障が必要かどうかを考え、否定されれば

4号の類推適用が可能かを検討する。肯定された場合は、口頭弁論終結の前後を

問わずに拡張が認められる 2号から検討し、これが認められない場合に、口頭弁

論終結後の第三者のみに拡張される 3号の類推適用を検討するのが適当である。

1） 115条 1項は、「確定判決は、……その効力を有する。」と定め、文言上規定の対
象を既判力に限定していないが、執行力の主観的範囲は民執法23条に定められて
いるため、同項は、既判力の主観的範囲を定めた規定とされている。兼子一（原
著）『条解民事訴訟法』（弘文堂・第 2版・2011年）563頁［竹下守夫］参照。

2） 上田徹一郎「判決効の主観的範囲拡大における法的安定と手続権保障との緊張
関係と調和点―既判力と反射効・参加的効力（民事裁判の最近の課題（特集））」
判タ23巻13号（1972年）47頁以下、三木浩一ほか『民事訴訟法』（有斐閣・第 2版・
2015年）447頁以下［垣内秀介］。

3） 論者によっては、その性質を問わず、判決の効力が明文なくして第三者に及ぶ
ことを反射効ということがあるが、本稿においては、既判力とは区別して観念さ
れる特殊な判決効のみを指して、反射効と呼ぶこととする。

4） 新堂幸司『新民事訴訟法』（弘文堂・第 5版・2011年）680頁。
5） 山本和彦「反射効（民事訴訟の基本問題 3）」判タ49巻27号（1998年）54頁以下。
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6） 兼子一『新修民事訴訟法体系』（酒井書店・増訂版・1965年）352頁以下、同『實
體法と訴訟法：民事訴訟の基礎理論』（有斐閣・1957年）163頁以下、新堂・前掲
注 4）736頁以下、木川統一郎「民事判決の反射効」『民事訴訟法重要問題講義
（下）』（成文堂・1993年）539頁以下等参照。

7） 反射効の性質決定の実益に疑問を呈する見解もある。新堂・前掲注 4）736頁以
下参照。

8） 竹下守夫「判決の反射的効果についての覚え書」一橋論叢95巻 1号（1986年）
31頁。

9） ある実体法又は訴訟法の規定が判決の存在を法律効果発生の要件としているこ
とがあり、このような場合の判決の効力を構成要件的効力という。民法174の 2

条 1項、民法459条 1項、民法496条 1項、民訴法338条 2項等がその例である。
松本博之「反射的効力論と既判力拡張論」新堂幸司先生古稀祝賀『民事訴訟法理
論の新たな構築（下）』（有斐閣・2001年）403頁以下参照。

10） 鈴木正裕「判決の反射的効果」判タ261号（1971年） 9頁以下。
11） 高橋宏志「反射効について（民事訴訟法講義ノート29）」法教155号（1993年）

92頁以下。
12） 吉村徳重「既判力拡張における依存関係（二）」法政研究27巻 1号（1960年）37

頁以下、吉村徳重「判決の反射効とは何か」法教 6号（1963年）141頁、鈴木正
裕「既判力の拡張と反射的効果（一）」木村友三郎教授追悼号『神戸法學雜誌』
9巻 4号（1960年）508頁以下、鈴木正裕「既判力の拡張と反射的効果（二）」木
村友三郎教授追悼号『神戸法學雜誌』10巻 1号（1960年）37頁以下等参照。

13） 吉村徳重「既判力拡張における依存関係（三）」28巻 1号法政研究（1961年）66

頁以下。
14） 竹下・前掲注 8）33頁以下、松本・前掲注 9）413頁以下。
15） 伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣・第 4版補訂版・2014年）565頁以下。
16） 原強「反射効，その他（特集 民事訴訟と判決効）」法教282号（2004年）24頁以下、
高田裕成「反射効―主債務者勝訴の判決を保証人は有利に援用することができ
る（特集 条文にない民訴の原則・理論）」法教168号（1994年）41頁以下。

17） 上田徹一郎「判決効の範囲決定と実体関係の基準性―当事者権保障と代替的
手続保障充足の判断基準」判タ93巻 3号（1985年）352頁以下。

18） 代位債権者・取立債権者敗訴の判決の既判力が115条 1項 2号により債務者に及
ぶかについては、判例・学説上争いがあるが、勝訴・敗訴いずれの場合にも及ぶ
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