
 32

平成25年予備試験 民事訴訟法 
問題文 

 （〔設問１〕と〔設問２〕の配点の割合は，７：３） 
 
次の文章を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 
【事例】 
 Ａは，平成２３年１１月１０日，Ｂに対し，弁済期を平成２４年１１月１０日とし
て，１０００万円を貸し付けた（以下，この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」と
いう。）。しかし，Ｂは，弁済期にこれを返済しなかった。 
 そこで，ＡがＢの現在の財産情況を調査したところ，Ｂの営む店舗の経営状態が悪
化し，甲債権のほかにも，多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計１億円余りが
弁済期を過ぎても未払となっていること，Ｂの所有する不動産にはその評価額以上に
抵当権が設定されており，平成２５年１月３１日を弁済期とする５００万円の売掛金
債権（以下「乙債権」という。）をＣに対して有するほか，Ｂには見るべき資産がな
いことが判明した。 
 そこで，平成２５年２月２５日，Ａは，Ｂに代位して，乙債権の支払を求める訴え
をＣに対して提起した（以下，この訴えに係る訴訟を「訴訟１」という。）。 
 
〔設問１〕（(1)と(2)は，独立した問題である。） 
 ⑴ Ｂは，平成２５年３月１４日，訴訟１に係る訴状の送達を受けたＣから問い合
わせを受けて，訴訟１が第一審に係属中であることを知った。Ｂは，甲債権につ
いては，平成２４年１２月１０日にＡから免除を受けたとしてその存在を争うと
ともに，乙債権については，自己に支払うようＣに求めたいと考えている。 

  ア この場合，Ｂは，訴訟１において，民事訴訟法上，どのような手段を採るこ
とができるか，理由を付して述べなさい。 

  イ 裁判所は，審理の結果，甲債権は存在せず，乙債権は存在すると判断した場
合，どのような判決をすべきか，Ａが提起した訴訟１に係る訴え及びアでＢが
採った手段のそれぞれについて説明しなさい。 

 ⑵ Ｂが訴訟１の係属の事実を知らないうちに，訴訟１について，甲債権は存在する
と認められるが，乙債権が存在するとは認められないとして，請求棄却判決がさ
れ，この第一審判決が確定した。その後，Ｂが，Ｃに対し，乙債権の支払を求めて
訴えを提起した（以下，この訴えに係る訴訟を「訴訟２」という。）ところ，訴訟
２の過程において，訴訟１についての上記確定判決の存在が明らかになった。この
場合において，訴訟２の受訴裁判所はどのような判決をすべきか，当該受訴裁判所
が，審理の結果，訴訟１の口頭弁論終結時において甲債権が存在していたと判断し
たときと，これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。 

 
【事例（続き）】（〔設問１〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。） 



平成 25年予備試験 民事訴訟法 問題文 

 33 

 Ｄは，Ｂに対して，平成２５年２月１０日を弁済期とする１５００万円の売掛金債
権を有しているが，同年４月半ば，Ｄの取引先でＣとも取引関係があるＥから，Ａの
Ｃに対する訴訟１が第一審に係属中であると知らされた。 
 そこで，Ｄは，顧問弁護士と相談した結果，Ａが甲債権を有することを争う必要は
ないが，このままではＡが乙債権の弁済による利益を独占し，自らが弁済を受ける機
会を失ってしまうこととなるので，それを避けたいと考えるに至った。 
 
〔設問２〕 

 この場合，Ｄは，訴訟１において，民事訴訟法上，どのような手段を採ることがで
きるか，理由を付して述べなさい。 
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解説 

※ 最判昭48.4.24【百選108】（以下「昭和48年判決」という。）を素材とした問題
である。 

※ 設問２は（新）司法試験平成 23 年度民事系科目第３問（民事訴訟法）設問２で
問われている問題と同じである。 

 
第１ 設問１について 
１ ⑴について 
 ⑴ アについて 
  ア 昭和 48 年判決によれば，独立当事者訴訟参加のうち，権利主張参加（47Ⅰ

後段）の可否を検討することになる。 
    権利主張参加は，「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であること

を主張する」という要件を満たす場合に許容される。権利主張参加の趣旨は，
訴訟の目的についての権利に関する三者間の法律関係を矛盾なく解決すること
にあることから，この要件は原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係
にあることを意味すると考えられている。 

    平成 29年改正前，本問や昭和 48年判決の事案では，被保全債権が存在すれ
ば代位債権者が法定訴訟担当者として第三債務者に対する給付請求の当事者適
格を有し，逆に被保全債権が存在しなければ債務者が当事者適格を有するた
め，代位債権者と債務者は当事者適格の択一的な帰属を巡って争う関係に立つ
から，原告の請求と参加人の請求は法律上非両立の関係にあり，「訴訟の目的
の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する」場合に当たると言い
得た。 

    これは，債権者が適法に代位権の行使に着手した場合には，債務者に対して
その事実を通知するか，又は債務者がそれを知ったときに，当事者適格を欠く
という判例法理を前提としたものである（下記参照）。もっとも，平成 29 年民
法改正によって，「債権者が被代位権利を行使した場合であっても，債務者
は，被代位権利について，自ら取立てその他の処分をすることを妨げられな
い」（民 423 の５）と定められたため，債権者が被代位権利を行使した後も，
当事者適格は失われないことになる。 

    したがって，平成 29 年改正後は，代位債権者と債務者は当事者適格の択一
的な帰属を巡って争う関係に立つわけではなく，独立当事者参加（権利主張参
加）を肯定した昭和 48年判決の結論が維持できるのかには争いがある。 

    平成 29 年改正後もなお独立当事者参加を肯定するとすれば，債務者が債権
者の被保全債権の存在を争う際の便宜を強調し，要件を緩和するしかないだろ
う。共同訴訟参加（52）では，被保全債権の存在を争うことができないからで
ある。 

  イ なお，被代位債権を債権者と債務者の両者が訴求することになるから，二重
起訴の禁止（142）に触れないかという点も問題となる。昭和 48 年判決は，
「債権者が民法 423 条１項の規定により代位権を行使して第三債務者に対し訴



平成 25年予備試験 民事訴訟法 解説 

 35 

を提起した場合であっても，債務者が民訴法 71条（注：現 47条）により右代
位訴訟に参加し第三債務者に対し右代位訴訟と訴訟物を同じくする訴を提起す
ることは，民訴法231条（注：現142条）の重複起訴禁止にふれるものではな
いと解するのが相当である。けだし，この場合は，同一訴訟物を目的とする訴
訟の係属にかかわらず債務者の利益擁護のため訴を提起する特別の必要を認め
ることができるのであり，また，債務者の提起した訴と右代位訴訟とは併合審
理が強制され，訴訟の目的は合一に確定されるのであるから，重複起訴禁止の
理由である審判の重複による不経済，既判力抵触の可能性および被告の応訴の
煩という弊害がないからである。」とし，二重起訴の禁止には触れないとして
いる。 

 ⑵ イについて 
  ア 訴訟１に係る訴え 
    被保全債権の存在が代位債権者の原告適格を基礎付けることからすれば，訴

訟１に係る訴えは訴訟要件を欠き，訴えを却下することになる。 
  イ アでＢが採った手段（独立当事者参加を肯定した場合） 
   (ｱ) Ａに対する請求（甲債権不存在確認請求） 
     甲債権は不存在だから，請求認容されることになる。 
   (ｲ) Ｃに対する請求（乙債権履行請求） 
     乙債権は存在するから，請求認容されることになる。 
２ ⑵について 
 ⑴ 甲債権が存在していた場合 
   債権者代位訴訟における判決の既判力が債務者に及ぶ（115Ⅰ②）ところ，請
求棄却判決であっても債務者に既判力を及ぼすことの当否については議論があ
る。 

   この点について，判例（大判昭 15.3.15）は，肯定的に解している。 
   その結果，Ｂは乙債権の不存在という前訴既判力に矛盾する主張をすることが
できないから，訴訟２の受訴裁判所は請求棄却判決をすることになる。 

 ⑵ 甲債権が存在していなかった場合 
   甲債権が存在していなかった場合には，既判力の拡張を否定するのが，裁判例
（大阪地判昭 45.5.28）・通説である。ただし，平成 29 年改正後は，債務者が訴
訟告知を受けたにもかかわらず（民 423 の６）訴訟に参加せず，後に代位債権の
不存在を主張することは，信義則に反するという指摘がある。 

   したがって，訴訟２の受訴裁判所は，改めて乙債権の存否について審理をし，
その心証に従った本案判決をすることになる。 

 
第２ 設問２について 
１ 問題の所在 
  代位訴訟を提起した債権者以外の一般債権者による債権者代位訴訟への参加の可
否及び参加形態について問われている。 

２ 独立当事者参加 
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⑴ 本問では，Ｄは自らも弁済を受ける機会を得ようと考えて，訴訟参加を検討し
ているのであるから，権利主張参加（47Ⅰ後段）について検討すればよいだろ
う。 

  上記のように，昭和48年判決は，債権者代位訴訟に，被保全債権の存在を争う
債務者が，自らへの給付を求めて権利主張参加をすることが肯定されるとした
（ただし，平成29年改正後もこの結論を維持することができるかは，上記のよう
に不透明である。）。 

   もっとも，本問は，他の債権者が，債権者代位訴訟の提起を求めて，権利主張
参加を申し立てている事案であり，昭和 48年判決の事案と異なる。 

 ⑵ 本問と同様の債権者代位権の競合事案において，権利主張参加の可否が問題と
なった裁判例として，東京高判昭 52.4.18（以下「昭和 52 年裁判例」という。）
がある。 

   同高判は，「〔原告の〕代位権行使と〔他の債権者の〕代位権行使との競合の問
題が生ずるが，そもそも債権者代位権は，債権保全のために均しく債権者に認め
られる制度であるから，初めに代位権の行使に着手した債権者に優越的地位を認
めてそれを行使する権限（訴訟との関係では訴訟追行権）を独占せしめ，他の債
権者の行使を許さないとすべき理由はなく，債権者は対等の地位において代位権
行使の権限を有すると認めるべきであって（もっとも，重複訴訟という訴訟法上
の制約はあるが，本件は，参加人の行使が当事者参加によるので重複訴訟禁止の
理由は存在せず，その禁止にふれるものではない。），数人の債権者が競合した場
合には，裁判所は，それぞれの債権者につきその請求をともに認容すべきである
と認めるのが相当である。」と判示した。 

   昭和 52 年裁判例からすると，本問でも，権利主張参加が認められることにな
りそうである。 

   しかし，本問では，「Ｄは，……Ａが甲債権を有することを争う必要はない」
とされている。 

   そもそも，「原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にある」とは，
基本的には，一方の請求が認容されれば，他方の請求が棄却される関係にある場
合を指す。例えば，本訴請求がある土地の所有権の確認請求で参加人の請求も同
じ土地の所有権の確認請求であるような場合である。 

   その意味で，昭和 48 年判決の事案は変則的である。この事案では，上記のよ
うに，代位債権者と債務者は当事者適格の択一的な帰属を巡って争う関係に立つ
からである（なお，平成 29 年改正後は，このような関係が成り立たなくなるの
は，上記の通りである。）。 

   本問でも，このような意味における非両立関係が認められれば，権利主張参加
は許されることになるが，上記のように，Ｄは，Ａの当事者適格を争っておら
ず，代位債権者同士が，当事者適格の択一的な帰属を巡って争う関係にあるわけ
ではない。 

   したがって，「原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にある」とは
いえず，権利主張参加は認められないというべきである。 

   もっとも，設問１において，権利主張参加の要件を緩和するという立場に立っ
た場合には，ここでも権利主張参加を認める余地がある。 
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  ※ 出題趣旨には記載がないが，権利主張参加を認めた場合には，二重起訴の禁
止に触れないかという点も検討した方がよいだろう。 

  ※ 権利主張参加を認めた場合，片面的な参加となろう。ＡＤ間に争いがなく，
ＤからＡに対して請求を立てさせる必要がないからである。 

３ 共同訴訟参加（52） 
  共同訴訟参加（52）は，「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一に
のみ確定すべき場合」に認められるが，これは 40 条１項の「合一にのみ確定すべ
き場合」と同じ意味であり，訴訟の目的である権利又は法律関係についての判決の
内容が各人に区々別々になってはならないという関係にある場合を言う。 

  したがって，共同訴訟参加が許されるのは，第三者が当事者適格を有しており，
かつ，自ら訴え又は訴えられなくても判決の効力を受ける場合である（最判昭
36.11.24【百選Ａ33】）。 

 ⑴ 当事者適格の有無 
   昭和 48 年判決は，「もっとも，債権者が適法に代位権行使に着手した場合にお
いて，債務者に対しその事実を通知するかまたは債務者がこれを了知したとき
は，債務者は代位の目的となった権利につき債権者の代位権行使を妨げるような
処分をする権能を失い，したがって，右処分行為と目される訴を提起することが
できなくなる（大審院昭和……14 年５月 16 日判決……参照）のであって，この
理は，債務者の訴提起が前記参加による場合であっても異なるものではない。し
たがって，審理の結果債権者の代位権行使が適法であること，すなわち，債権者
が代位の目的となった権利につき訴訟追行権を有していることが判明したとき
は，債務者は右権利につき訴訟追行権を有せず，当事者適格を欠くものとして，
その訴は不適法といわざるをえない反面，債権者が右訴訟追行権を有しないこと
が判明したときは，債務者はその訴訟追行権を失っていないものとして，その訴
は適法ということができる。」としていたが，平成 29 年改正後は，これを維持す
ることができないのは上記の通りである。 

   また，そもそも，昭和 48 年判決は，債権者代位訴訟に債務者が独立当事者参
加したケースであって，本問のように債権者代位訴訟が競合した場合には射程が
及ばないという理解もあり得た。 

   いずれにしても，Ｄの当事者適格が否定されることはない。 
   なお，平成 29 年改正前においても，本問とは事案が異なるものの，債権者代
位訴訟が提起された後，同一金銭債権について，国税滞納処分に基づく取立訴訟
が提起された事案において，両者に当事者適格を認め，両請求を併合審理し，両
請求を認容できるとした判例がある（最判昭 45.6.2）。 

 ⑵ 判決効の拡張の有無 
   債権者代位訴訟における他の債権者については，条文上判決効が拡張されるこ
とはない（115Ⅰ各号）。 

   もっとも，債権者代位訴訟の結果如何にかかわらず，条文上債務者には判決効
が及ぶ（115Ⅰ②）。そこで，判決効の矛盾抵触を防ぐため，債務者に及んだ判決
効が反射的に他の債権者に及ぶと解されている。実質的にも，（特に債権者が敗
訴した場合）第三債務者の応訴の煩を考えれば，かかる結論は妥当である。 

   したがって，他の債権者についても，判決効が拡張される。 
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出題の趣旨 

 本問は，債権者代位訴訟の基本的理解及びそれを踏まえた訴訟参加の基本的理
解を問うものである。 
 設問１⑴アは，債権者Ａが債権者代位訴訟を提起した場合の債務者Ｂの当事者
適格の有無等の検討を前提に，Ｂがする訴訟参加の形態を問うものである。設問
１⑴イでは，債権者代位訴訟において債権者Ａに当事者適格が認められるために
は甲債権が存在すると認められることが必要であること，設問１⑵では，これに
加えて，債権者代位訴訟の既判力が債務者Ｂに及ぶかどうかの検討を踏まえて，
それぞれの事例について，裁判所がすべき判決内容を論じることが求められる。
また，設問２は，債権者Ａが提起した債権者代位訴訟に係る判決の効力が，債務
者Ｂの他の債権者であるＤに及ぶかどうかの検討を前提に，Ｄがする訴訟参加の
形態を問うものである。 
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 40

模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ 設問１⑴について 
１ アについて 
 ⑴ ＢはＡに対して甲債権の不存在確認を求めるとともに，Ｃに対して

は乙債権の支払を求めて，訴訟１に独立当事者参加（権利主張参加，
４７条１項後段）するという手段を採ることが考えられる。 

 ⑵ もっとも，債権者代位訴訟の訴訟物は乙債権であるため，Ｂが乙債
権を求めて権利主張参加することが重複訴訟禁止の原則（１４２条）
に当たらないかが問題となる。 

   この点について，独立当事者参加は，代位訴訟と併合審理が強制さ
れ，合一確定が図られる（４７条４項，４０条）以上，審理の重複に
よる訴訟不経済，相手方の応訴の労，既判力抵触のおそれという弊害
はないので，Ｂの権利主張参加は重複訴訟禁止に当たらない。 

 ⑶ もっとも，権利主張参加を認めるためには，「訴訟の目的の全部若
しくは一部が自己の権利であることを主張する」必要がある。 

   これは，権利主張参加の趣旨が訴訟の目的についての権利に関する
三者間の法律関係を矛盾なく解決することにあることから，原告の請
求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあることを意味する。 

   本問では，Ａが提起した訴訟１とＢがＣに対して提起した訴えの訴
訟物は同一であり，非両立の関係にはない。また，債権者が被代位権
利を行使した後も，債務者の権利処分権は制約されないから（民法４
２３条の５）から，当事者適格は失われない。そのため，ＡとＢは当
事者適格の択一的な帰属を巡って争う関係に立つわけでもなく，当事

者適格のレベルでの非両立も認められない。 
   したがって，いずれの観点からしても，Ａの請求とＢの請求は法律

上非両立の関係にあるとはいえず，「訴訟の目的の全部若しくは一部
が自己の権利であることを主張する」場合に当たるといえない。 

 ⑷ 以上より，Ｂは権利主張参加という手段を採ることができない。 
 ⑸ Ｂは，共同訴訟参加をして，乙債権について，自己に支払うよう求

めることができるのみである（５２条）。なお，共同訴訟参加が認め
られるためには，第３で論じる通り，判決効の拡張があり，当事者適
格を有する必要があるところ，上記のように債務者には当事者適格が
あり，また，第２で論じる通り，既判力の拡張も認められる。 

２ イについて 
 ⑴ 訴訟１に係る訴えについて 
   債権者代位訴訟において，被保全債権の存在は当事者適格を基礎付

けるものであるから，被保全債権が不存在とされた場合，代位債権者
であると主張した者の被代位債権に関する当事者適格は失われること
になる。 

   甲債権が不存在と判断された場合，Ａの当事者適格は失われること
になるため，訴訟要件が欠け，訴え却下判決となる。 

 ⑵ アでＢが採った手段について 
   ＢＣ間については，ＢのＣに対する支払請求権は乙債権が存在して

いたと判断されているのであるから，請求認容判決がなされる。 
第２ 設問１⑵について 

 

２ 

１ 
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 ⑴ 前設問と同様，「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であ
ることを主張する」の要件の存否を判断する。 

 ⑵ ある債権者が適法に代位権の行使に着手した場合において，他の債
権者の当事者適格を欠くとする法理はない。特に，前設問で論じたよ
うに，そのような場合に債務者ですら管理処分権の制約を受けないの
であるから，他の債権者についてはなおさらである。 

   したがって，訴訟物の非両立性は当然のこと，当事者適格の非両立
性も認められず，「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であ
ることを主張する」場合には当たらない。 

 ⑶ 以上から，Ｄは，権利主張参加という手段を採ることはできない。 
２ 共同訴訟参加（５２条） 
  共同訴訟参加は，「合一にのみ確定すべき場合」に認められるが，こ
れは４０条１項の「合一にのみ確定すべき場合」と同じ意味であり，訴
訟の目的である権利又は法律関係についての判決の内容が各人に区々
別々になってはならないという関係にある場合，すなわち判決効の拡張
がある場合を言う。この点について，債権者同士は債務者を媒介にして
反射的に債権者代位訴訟の既判力の拡張を受けるから，「合一にのみ確
定すべき場合」に当たる。 

  また，第三者は，その訴訟の共同訴訟人として参加するから当事者適格
を有することが必要となるが，ある債権者の債権者代位訴訟の提起によっ
て，他の債権者の管理処分権が制限されないのは上記の通りである。 

  よって，Ｄは，共同訴訟参加という手段を採ることができる。以 上 

１ 甲債権が存在していたと判断した場合 
  訴訟１の追行の結果なされた判決の既判力は債務者Ｂに及ぶ（１１５
条１項２号）。 

  したがって，訴訟２の受訴裁判所はこれと異なる判断をすることはで
きないから，訴訟２は請求棄却判決となる。 

  この点について，請求棄却判決の場合には既判力の拡張を認めない立
場があるが，条文上そのような区別はないし，債務者の手続保障は訴訟
告知の義務付け（民法４２３条の６）によって図られているのであるか
ら，実質的にみてもそのように解する必要はない。 

２ 甲債権が存在していなかったと判断した場合 
  この場合は訴訟１の判決の既判力は拡張されないと解すべきである。 
  既判力の正当化根拠は手続保障にある。そして，１１５条１項２号が
既判力の拡張を認めているのも，適式な当事者適格を有する者の手続保
障がその他人の手続保障を代替しているからである。そうすると，適式
な当事者適格が欠ける者による訴訟追行は３３８条１項３号の訴訟行為
に必要な授権を欠いた場合に準じる事情があると考えるべきである。 

  したがって，受訴裁判所は改めて乙債権の存否を審理し，本案判決す
るべきである。 

第３ 設問２について 
Ｄは，自らもＢに代位して，乙債権の支払いを求める訴えをＣに対して

提起することが考えられる。 
１ 独立当事者参加（権利主張参加） 

３ 

４ 




