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Iはじめに

本稿は以下の問題を論じている。第一に、訴えの利益の存否は判明していな

いが、請求に理由のないことは判明しているという場合、訴えの利益の審理を

中止して直ちに請求棄却判決をすることができるとする有力説は、しかし、逆

に請求に理由のあることが判明した場合は直ちに諦求認容判決をすることは

できないとするが、そのような異別取扱いは理由があるか、である。第二に、こ

の問題において、被告の意思を尊重すべきか、である。第三に、訴え提起時に、

被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案審理、本案

判決がなされることを欲する場合、裁判所はその被告の意思を尊重すべき場合

があるかである。本稿のタイトルは「訴えの利益と被告の意思についてjとし

てあるが、第一の問題はそうではないので、このタイトルは本稿の内容の全部
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を表してはおらず、便宜的につけたものである。

E審理順序における有力説に対する批判とそれに対する有力説

による対応

1 訴訟要件の不存在が判明すれば訴え却下判決をすべきであるが、しかし、

訴訟要件の審理と本案審理は並行して行われてよく、訴訟要件の存在が判明し

ない限り本案の審理を開始することはできないということではないので、訴訟

要件の判断よりも先に本案について請求に理由のないことが判明することが

ありえないわけではない。そのような場合、訴訟要件の種類によっては、訴訟

要件の審理を中止して直ちに請求棄却判決をすることができるのではないか

という、「訴訟要件と本案要件との審理順序Jと呼ばれている 1問題について、

これを否定するのが通説であるが、肯定する説も有力である。有力説の内部に

おいて、いかなる訴訟要件について、そのような取り扱いが認められるかにつ

いては見解が一致していないが、訴えの利益についてそのような取扱いが認め

られることについては一致している。判例も、事案の解決にとって適策ではな

かったが 2、訴えの利益についてそのような取扱いが認められるとした大審院

判決(大判昭和 10年 12月 17日民集 14巻 2053頁)があるし、また下級審判

決(宮崎地判昭和 46年 12月 6日判例時報654号36頁。労働組合が国および郵便局

長を相手取って労働協約の効力の確認を求めた訴訟において、当該の確認事項は郵便局

長ならびに同局課長には権限がないので無効であり、訴えの利益の有無につき判断する

までもなく舗求は棄却を免れないとして請求棄却判決がなされた)も存在する。 ドイ

ツでは、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のないことは判明

している場合、直ちに請求棄却判決をすることができるというのが通説である

という九私も訴えの利益についてそのような取り扱いをしてよいと考える。

2 ところで、有力説の論者の多くの者は、このような取扱いを請求棄却判決

については認めるが請求認容判決には認めない。すなわち、訴訟要件の判断よ

1もっとも、訴訟要件の審理と本案審理は並行して行われてよいのであるから、この表現
は正確ではない。高橋宏志・重点講義民事訴訟法下(第2版) (平成24年) 1 0頁。

2この判決の批評である兼子ー・判例民事訴訟法(昭和25年) 5 5頁以下参照。
3鈴木正裕「訴訟要件と本案要件との審理順序についてJ民商 57巻4号(昭和43年)

510頁。
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りも先に本案について請求に理由のあることが判明したとしても、訴訟要件の

審理を中止して直ちに請求認容判決をすることはできず、訴訟要件の審理を続

行して、訴訟要件が存在するのであれば請求認容判決をし、訴訟要件が存在し

ないのであれば訴え却下判決をすべきであるとする。しかし、このように諦求

認容判決と請求棄却判決とで区別する理由について正面から取り上げて論じ

たものは少ない。

3 請求認容判決と請求棄却判決とで区別する点について、有力説に立つ鈴木

正裕教授は以下のようにのべている。「一般に、右の例外を・・・認めるにあた

り、いろいろな批判が寄せられるが、そのうちで最も実質的な批判は、このよ

うな例外を認めると、被告にとっては有利であるが、原告にとっては不利であ

り、両者の聞のバランスを欠くという批判である。この批判は、諦求棄却判決

の場合と、請求認容判決の場合との、相異を念頭においている。すなわち、右

のいう例外が認められるのは、請求棄却判決の場合にかぎられ、請求認容判決

の場合には認められない。請求認容判決の場合には、一般原則へもどって、す

べての訴訟要件が備わらなければ、請求認容判決をすることが許されない。し

かし、そうしてみると、被告のほうは、訴訟要件の審理を省略して、請求棄却

判決をうけることができるのに、原告のほうは、すべての訴訟要件が備わらな

ければ、請求認容判決をうけられないというのは、アンバランス(不公平)では

なかろうかー右の批判は、この点を指摘するのである 4Jと。

それでは、教授はこの批判に対し、どのように答えるのであろうか。しかし、

教授は請求認容判決と請求棄却判決とで区別する理由、すなわち諦求棄却判決

とは異なり、「請求認容判決の場合には、一般原則へもどって、すべての訴訟要

件が備わらなければ、請求認容判決をすることが許されないj理由については

ふれず、次のようにのべるにとどまっている。「しかし、この批判は、ことを余

りに皮相的にみ、請求棄却判決の場合に、訴訟要件の審理を省略されることは、

原告にとっても有利であることを、看過している 5Jと。そして、直ちに請求棄

却判決をすることは原告にとっても有利であることを論じているヘ

4鈴木・前掲513頁。
5鈴木・前掲514頁。
6鈴木・前掲514
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なるほど、訴訟要件の審理を省略して直ちに請求棄却判決をすることが原告

にも有利であるということは、諦求認容判決と請求棄却判決とで区別すること

に対する批判を和らげることにはなるが、しかし、この批判に対する直接の答

えにはならない。ちなみに、訴訟要件の審理を省略して直ちに請求棄却判決を

することが原告にも有利であるという教授の議論にも疑問があるに

7教授は言う。 f原告としては、所詮、直ちに蹄求棄却判決をうけるか、または訴訟要件の
審理が続行され、その結果訴訟要件不存在として訴え却下の判決をうけるか、のちがい
だけである(もし訴訟要件が存在するなら、税求棄却判決がなされる)。しかも、この間
判決は、いずれも原告敗訴の判決である。したがって彼は、敗訴者として訴訟費用を負
担しなければならない(民訴89条)。しかし、このようにいずれにしろ訴訟費用を負担
しなければならないのなら、訴訟要件の審理が続行されると、それだけ負担すべき訴訟
費用は増加するのだから、直ちに舗求棄却をうけるほうが、彼にとってはるかに有利で
ある。もっとも、しいていうと、調求棄却判決と、訴え却下判決とでは、つぎのような
相違がある。請求棄却判決の場合には、原告は、(後に事情変更の生じないかぎり)事件
について再び提訴できない。しかし、訴え却下判決の場合には、その不存在とされた訴
訟要件さえ補正すれば、事件について再び提訴でき、あわよくば請求認容判決をうける
ことができる。しかし、われわれの日常の経験からすると、裁判所が一度請求棄却判決
に判断が熟した事件について、再訴をしてみても、諦求認容判決をうけられる確率はき
わめて低い。したがって、このような確率の低いものについて、請求棄却判決ができる
のに、原告にはかない夢をみさせるのは、決して親切とはいえないし、また、そのよう
な事件について、あくまで訴訟要件の審理を続行し、訴え却下の判決をすべきであると
いうのは、悪質な原告に紛争引延しの口実をあたえるだけであろう。結局、請求棄却判
決ができる場合には、直ちに諦求棄却判決をすることが、被告にとってはもちろん、原
告にとっても、その利益に合致するのである(なお、被告・原告のみならず、裁判所に
とっても、右の処置を認めることが、その負担軽減という見地からみて、合理的である
ことはいうまでもなかろう)J(5 1 4頁)と。
しかし、教授も認めるように、諦求棄却判決と訴え却下判決とは相違がある。なるほ

ど、教授の言うように、 fわれわれの日常の経験からすると、裁判所が一度請求棄却判決
に判断が熱した事件について、再訴をしてみても、諦求認容判決をうけられる確率はき
わめて低いJかも知れない。しかし、担当する裁判官が異なれば勝敗は逆転するかも知
れないし、証拠を補強できれば勝敗は逆転するかも知れない。そうである以上、直ちに
諦求棄却判決を受けるのではなく、確認の利益の審理が続行されることを欲する原告も
いるはずである。たとえ、今の訴訟では負担すべき訴訟費用が増加するとしてもである。
そのような原告に対し、「原告にはかない夢をみさせるのは、決して親切とはいえないj
として、直ちに諦求棄却判決をするのはおかしい。
また、教授は、[そのような事件について、あくまで訴訟要件の審理を続行し、訴え却

下の判決をすべきであるというのは、悪質な原告に紛争引延しの口実をあたえるだけで
あろうjという。なるほど、再び訴えを提起しでも諦求棄却になることは分かりきって
いるのに、単に紛争を引延ばそうとする悪質な原告もいるであろう。しかし、そうでは
なく、担当する裁判官が異なれば勝敗は逆転するかも知れないとか、証拠を補強できれ
ば勝敗は逆転するかも知れないと考える原告もいるはずである。そのような原告は決し
て悪質ではない。

このように、訴訟要件の審理を省略して直ちに諦求棄却判決をすることは原告にも有
利であるとは必ずしもいえない。せいぜい、原告に不利であるとは限らないということ
ができるにすぎない。それゆえ、請求認容判決と請求棄却判決とで区別することに対す
る批判を和らげることができるとしても、その限度にとどまる。

-110 -



脈えの利益と彼告の怠思について(玉城勲)

4 ところで、教授は、訴えの利益(権利保髄の必要)という訴訟要件につき訴

訟要件の審理を省略して直ちに諦求棄却判決をすることができるとした大審

院判決の結論を支持するともに、その理由についても「大判が述べていること

に尽きているりとしている。大審院判決が権利保護の必要という訴訟要件につ

き訴訟要件の審理を省略して直ちに諦求棄却判決をすることがきるとした理

由は、以下の通りである。

f権利保護の必要なるものは・・・ーの訴訟要件に属し、この要件の具備し

たる場合に始めて本案の審理判断を為すべきは当然なり・・・・但葱にーの

例外あり他無。本案の理由なきことが先に判明したる以上、権利保護の必要の

有無如何に関せず原告敗訴の本案判決を為すべきこと即是なり。蓋し爾余の訴

訟要件はそれぞれ独自の理由に基きて之を要件とするが故に其具備せざるに

拘らず本案判決を敢えてするは違法を免れずと雄も、独り夫の権利保護の必要

と云うー訴訟要件は、濫りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端

を繁くすることを防ぐに在るを以って、今若し本案の理由無きことが先ず判明

したる場合に於て直ちにその旨の判決を為すときは、言ば却って再訴の門戸を

長へに杜絶し、以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くするの患を未発に防

ぐに於て最根本的の手段に外ならざればなりJ(原文のカタカナをひらがなに変

え、句点、濁点をつけた)

この判決理由は、権利保護の必要という訴訟要件につき訴訟要件の審理を省

略して直ちに請求棄却判決をすることができる理由をのべたものであるが、し

かし、これは同時に、直ちに諦求認容判決をすることはできないことの理由に

もなっている。なぜなら、これは、権利保鎖の利益という訴訟要件の目的は f濫

りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くすることを防ぐ

に在るjから、直ちに請求棄却判決をすることはその目的を達成するための[最

根本的の手段jだからというのであるが、直ちに諦求認容判決をすることは「濫

りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くすることを防ぐJ

という目的、すなわち被告を保護するという目的を達成するための手段とは到

底、言えないからである。

8鈴木・前掲511頁。
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5 しかし、通説に立つ兼子一博士は、この判決理由をとらえて、有力説に対

して、次のように批判した。「判旨の知く裁判所がこれを顧慮せずに本案判決を

してしまった以上最早問題とする必要なく、却って将来の再訴を予防するに役

立つから違法視(原文では「適法視Jとなっているが、これが誤記であることは明らか

であるー玉城)すべきでないとの語調を以ってすれば、原告の請求を認容した場

合も同様に論じなければならないこととなろう。蓋しこの点で原告と被告との

勝訴を区別する必要はないからである勺と。

しかし、この批判は正しくない。兼子博士の表現を借りれば、大審院判決の

判決理由は、誰の利益になるかを問わず将来の再訴を予防するに役立つから違

法視すべきでないといっているのではなく、被告のために将来の再訴を予防す

るに役立つから違法視すべきでないといっているのである。そうすると、請求

認容判決をすることは原告のために将来の再訴を予防するに役立つが、被告の

ために将来の再訴を予防するに役立つのではないので、 I原告の請求を認容し

た場合も同様に論じなければならないことjにはならないからである。

このように大審院判決の判決理由は、権利保護の必要という訴訟要件につき訴

訟要件の審理を省略して直ちに請求棄却判決をすることができる理由をのべ

たものであるが、これは同時に、直ちに請求認容判決をすることはできない理

由にもなっている。

ところが、鈴木教授は、なぜ訴訟要件の審理を省略して直ちに請求棄却をす

ることはできるのに、直ちに諦求認容判決をすることはできないのか、という

有力説に対する「最も実質的な批判jに対し、大審院判決の判決理由を持ち出

して正面から答えることをしなかった。それはおそらく、大審院判決の判決理

由をとらえた、有力説に対する兼子博士の批判について教授はまったくふれて

いないが、その批判は正しいと考えたためであろうへそして、請求認容判決

と請求棄却判決とで区別する理由をはっきり示すことはできないために、直ち

に請求棄却判決をすることは原告にも有利であるという議論にとどめたので

9兼子・前掲 59頁。
10鈴木・前掲510頁は、大審院判決が「直ちに請求棄却判決をすることが、『最根本的
ノ手段ニ他ナラサレハナリ』と喝破したことは、まことに慧眼であったといわなければ
ならないJとのべている。ここに判決理由にある「被告ヲ煩シjという文言が見られな
いのは、兼子博士と同様、この文言の意味するところに気づかなかったものと思われる。
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あろう。

6 有力説に立つ高橋宏志教授は、重点講義の注において、請求認容判決と請

求棄却判決とで区別する理由について正面から取り上げて論じている。教授は

言う。兼子博士は大審院判決が「権利保護の必要性は判明していなくとも、本

案の理由がないことが先ず判明したとき、直ちにその旨の諦求棄却判決をする

ことを、再訴を封じるから例外として許されると判示したことに反対する。も

し、そうだとすると、原告勝訴の場合でも、権利保護の必要を審査せずに請求

認容判決を出してよいことになるはずだ、と批判する llJ、「鈴木説も、請求認

容判決を出すときには、訴えの利益等の調査を省略することはできない、とす

る。確かに、諦求認容の場合においては、訴えの利益がないのであれば訴え却

下であって原告敗訴となり、訴訟要件の判断を省略する場合と省略しない場合

とで原告の勝訴・敗訴が逆転する。諦求棄却か訴え却下かはともに原告敗訴で

あって大きな差異はないが、請求認容か訴え却下かは勝敗が逆転するから、訴

えの利益の審理を省略できない、というのであろう。が、請求棄却と請求認容

とで別とする点を、兼子・前掲・・・評釈は理論的に不透明だと批判するので

ある。有力説は鈴木論文自身が認めるように、請求棄却と訴え却下では原告敗

訴ということでは同じであり両当事者にとって大差がないという実際上の考

慮に強く立脚しているのであろう 12J、「理論的にこうあるべきだというのでは

なく、諦求棄却と訴え却下では原告敗訴ということでは同じであり両当事者に

とって大差がない、両当事者にも裁判所にも諦求棄却判決を出す方が利益にな

る等々の実際上の便宜に重きを置くのであろう 13Jと。

7 高橋教授は鈴木教授とは異なり、大審院判決の判決理由とらえた、有力説

に対する兼子博士の批判についてふれているが、しかし、これに何ら反論して

いないので、兼子博士の批判が正しいと考えていることは一層、明らかである。

そして、兼子博士の批判が正しい以上、諦求認容判決と請求棄却判決とで区別

することを理論的に正当化することは困難であり、有力説は、「請求棄却か訴え

却下かはともに原告敗訴であって大きな差異はないが、諦求認容か訴え却下か

11高橋・前掲 13頁。
12高橋・前掲 13頁。
13高橋・前掲 14頁。
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は勝敗が逆転するから、訴えの利益の審理を省略できないjといった「実際上

の考慮に強く立脚しているのであろうjとする。

しかし、両当事者にとって大差がない場合は訴えの利益の審理を省略できる

が、両当事者にとって大差のある場合は訴えの利益の審理を省略できないとい

うことは理論的に説明できない。このことは教授自身、認めている。だからこ

そ、「理論的にこうあるべきだというのではなく、・・・実際上の便宜に重きを

置くのであろうjとしているのである。しかし、有力説は[理論的にこうある

べきだというのではなく、・・・実際上の便宜に重きを置くのであろうjとい

うのでは、有力説は実際上の便宜には適っているが、理論的には説明できない、

有力説は学説として成り立たないと言っているようなものである。

教授は、「有力説は鈴木論文自身が認めるように、請求棄却と訴え却下では原

告敗訴ということでは同じであり両当事者にとって大差がないという実際上

の考慮に強く立脚しているのであろうJと言うが、鈴木論文は、既に見たよう

に、直ちに請求棄却判決をすることは原告にとっても有利であるとのべるにと

どまっているのであり、請求認容判決と請求棄却判決とで区別する理由につい

てはふれていない。両当事者にとって大差があるか否かという実際上の考慮に

基づくとは言っていないし、理論的には説明できないとも言っていない。鈴木

教授が請求認容判決と請求棄却判決とで区別する理由についてふれていない

ということは、その論文においては理論的に説明しえていないということでは

あるが、それと理論的には説明できないことを認めるということとは異なる。

鈴木教授は理論的には説明できず、実際上の考慮に基づくとは言っていない。

8 両当事者にとって大差があるか否かは請求認容判決と請求棄却判決とで

区別する理由にならないが、訴えの利益という訴訟要件の目的は被告の利益を

保護することにあるということは請求認容判決と請求棄却判決とで区別する

理由になる。すでにのべたように、大審院判決は、権利保護の利益という訴訟

要件の目的は「濫りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁く

することを防ぐに在るj、すなわち被告の利益を保護することにあると言って

いるのであるから、それは請求認容判決と請求棄却判決とで区別する理由にな

る。むしろ、大審院判決の判決理由は請求認容判決と請求棄却判決とで区別す

る理由にならないという兼子博士の批判が正しくないのである。
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このように、高橋教授は、諦求認容判決と請求棄却判決とで区別する理由につ

いて正面から取り上げて論じてはいるが、兼子博士の批判が正しいと考えたた

めに、[理論的にこうあるべきだというのではなく、・・・実際上の便宜に重き

を置くのであろうJというおかしな議論になってしまっている。

9 ところで、高橋教授は、この結論にいたる過程で、請求認容判決と請求棄

却判決とで区別することを理論的に説明できないかを検討し、しかし、理論的

に説明できないという結論に達しているが、その検討の内容は疑問である。教

授は、 f訴訟要件を定義通り、本案判決の要件だと捉え、無駄な手続をしないと

いうことではなく、無駄な判決をしないということで考えてみよう。訴えの利

益を紛争解決の必要性・実効性のない本案判決をしないという角度から捉え

ると、訴えの利益という訴訟要件の意味は、本案判決の独り歩きを警戒するこ

とにある。本案判決は請求棄却判決であっても、平地に波乱を起こし、かえっ

て紛争を惹起・拡大・複雑化することがあるから、必要性・実効性のない本案

判決をせずに訴え却下判決に止めるというわけである 14Jとし、しかし、「請求

棄却判決と請求認容判決とでは、強制執行が後に続きうるかどうかを考えれば

明らかなように、波乱の起こし方に段階的な差異がある。したがって、請求棄

却判決では、紛争解決の必要性・実効性の審理を省略してよいが、請求認容で

は紛争の必要性・実効性を省略してはならない、という説明になろう。けれど

も、この説明も、確認の訴えの諦求棄却(たとえば、原告に所有権がない)から給

付判決(前訴原告は抹消登記手続をせよ)に移行することがあることを考えると、

説得力にかげりがないではない 15Jとする。そして、前述のように、「結局

は、・・・・有力説は、理論的にこうあるべきだというのではなく、請求棄却と

訴え却下では原告敗訴ということでは同じであり両当事者にとって大差がな

い、両当事者にも裁判所にも請求棄却判決を出す方が利益になる等々の実際上

の便宜に重きを置くのであろうjとする。

1 0 教授は、「本案判決は請求棄却判決であっても、平地に波乱を起こし、か

えって紛争を惹起・拡大・複雑化することがあるから、必要性・実効性のない

本案判決をせずに訴え却下判決に止めるというわけであるjと言う。これは必

14高橋・前掲 14頁。
15同所。
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要性・実効性のない本案判決自体が f平地に波乱を起こし、かえって紛争を惹

起・拡大・複雑化することがあるからj問題であるということである。しかし、

必要性・実効性のない本案判決だからといって、それ自体が[平地に波乱を起

こし、かえって紛争を惹起・拡大・複雑化することがあるからj問題であると

いうことにはならない。なるほど、訴えの利益の問題とされているものの中に

は本案判決をすること自体を避けなければならないものもある。しかし、その

ような場合は、有力説も直ちに諦求棄却判決をすることができるとはしない。

有力説に立つ新堂幸司教授は、「ただし、たとえば訴えの利益や当事者適格の判

断において司法権の限界などが問われているケースや判決の効力が第三者の

拡張されるべきケースにおいては、裁判所が実体判断をすること自体を抑制す

べきであるから、右のような取扱いをすべきではない町とのべている。有力

説が直ちに請求棄却判決をすることができるとするのは、[裁判所が実体判断

をすること自体を抑制すべきj場合ではない場合である。例えば、ある過去の

権利関係を対象とする確認訴訟に確認の利益があるか否かが争いになった場

合、仮に確認の利益がないとしても、過去の権利関係を明らかにする本案判決

自体が I平地に波乱を起こし、かえって紛争を惹起・拡大・複雑化することが

あるjから問題であり、それゆえ本案判決をせずに訴え却下判決に止めなけれ

ばならないというわけではない。そうではなく、本案判決をするためには本案

審理をしなければならないが、過去の権利関係を明らかにする本案判決は現在

の権利関係を明らかにする本案判決ほどには紛争解決にとって有効ではない

ので、そのようなあまり紛争解決にとって有効でない本案判決をするために本

案審理を開始したり本案審理を続行することは、被告や裁判所や訴訟制度の他

の利用者に不当な犠牲を強いることになるので、その過去の権利関係を対象に

する訴えに訴えの利益がないことが明らかになれば訴え却下判決により訴訟

を終了させるべきであるにすぎない。このように、 I裁判所が実体判断をするこ

と自体を抑制すべきj場合ではない場合について、有力説は、訴えの利益の存

否は判明していないが、請求に理由のないことが判明している場合は直ちに請

求棄却判決をすることができるとしているのである。教授はその点を誤解して

16新堂幸司・新民事訴訟法(第五版) (平成23年) 238頁。
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いる。

直ちに請求棄却判決をすることができるとした大審院判決の判決理由をと

らえた、それなら請求認容判決と請求棄却判決で区別する理由はないはずであ

るとする兼子博士の批判が正しいと思い込んだことが教授をしてこのような

議論に向かわせたのであろうが、教授のこの議論は有力説の前提を見誤ったも

のであるといわなければならない。

E 有力説に対して生じうる疑問

1 さて、大審院判決の判決理由を再度、見てみよう。それは、「権利保護の必

要と云うー訴訟要件は、濫りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事

端を繁くすることを防ぐに在るを以って、今若し本案の理由無きことが先ず判

明したる場合に於て直ちにその旨の判決を為すときは、言ば却って再訴の門戸

を長へに社絶し、以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くするの患を未発に

防ぐに於て最根本的の手段に外ならざればなりjというものであった。

しかし、これは直ちに請求棄却判決をすることができることの適切な理由に

なっているかは疑問である。なぜなら、権利保護の利益という訴訟要件の目的

はf濫りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くすることを

防ぐに在るjというのは、権利保護の利益が被告のみの利益を保護することを

目的としているかのようであることは措いても、一般にそのような被告の利益

を保護するという目的は訴え却下判決という手段により達成されることにな

っている。それなのに、先に諦求に理由のないことが判明した場合はなぜ訴え

却下判決ではなく請求棄却判決によってその目的が達成されてよいのかにつ

いての説明が欠落しているからである。また、直ちに請求棄却判決をすること

がその目的を達成するための「最根本的の手段jであるというが、「最根本的の

手段jとは最強の手段であるということであろうが、目的を達成するための手

段は強ければ強いほどよいということではなく、適当な手段でなければならな

いはずであるが、直ちに請求棄却判決をすることははたして適当な手段といえ

るのかについて説明が欠落している。

2 ところで、学説の有力説は、直ちに請求棄却判決をすることができる理由

を、今日では、この大審院判決の判決理由とは異なるところに求めている。例
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えば、中山幸二教授は次のようにのべている。「一般に、訴えの利益の目的は、

原告にとって意味のない権利状態の確定のために審理に時間をとられ、それに

よって被告や裁判所さらには権利保護を求める他の者(訴訟制度の他の利用者の

こと-玉城)に不当な犠牲を強いることを防止することにある。このような目的

からして、訴えの利益は本来、本案審理の開始前またはできるだけ本案審理が

進展しないうちにその存否が確定されることが要請される。しかし、先に本案

要件の欠触が明らかになったときは、無益な本案審理を省くという訴えの利益

の機能がもはや期待されないのであるから、直ちに棄却判決を下すことがむし

ろその趣旨に合致する 17Jと。このように中山教授は、この場合、訴えの利益

についての審理を続行するよりも、直ちに請求棄却判決をする方がかえって訴

えの利益の趣旨に合致するという。大審院判決の判決理由よりも、この理由の

方が、訴えの利益についての審理を続行することなく直ちに請求棄却判決をす

べきことの理由として適切である。

また、新堂幸司教授も、訴えの利益を含む一定の訴訟要件について、次のよ

うにのべている。「裁判所は、訴訟要件の存在(または訴訟障害の不存在)を確か

めた上で本案判決をすべきである。もっとも、訴訟要件のうちでも、被告の利

益保護を主な目的とするもの(抗弁事項、任意の土地管轄等)については、その存

否の判断よりも容易に請求を理由なしとする判断が可能であるときには、請求

棄却の本案判決をして妨げないと解する。なぜならば、これらの要件によって

本案判決すべき場合を制約するのは、被告のために、本案審理に入って訴訟追

行する煩わしさを免れさせ、本案の訴訟追行から被告に生じる損害を最小限に

とどめるためであるから、すでに被告が請求棄却の本案判決を受けられる状態

にあるのに、訴訟要件の調査のためになお時間と費用を投下して手続を続ける

のは、無駄なことであり、これらの訴訟要件の目的に沿わないからである。ま

た、紛争の合理的効果的な解決が得られないような無駄な審判を避けるための

当事者能力の要件、さらに訴えの利益や当事者適格の要件も、すでに請求棄却

の本案判決ができる状態であるのに、本案判決をしたときの効用(紛争解決が有

効に得られるかどうか)を云々して訴訟要件の調査のための手続を続けるのは、

17中山幸二「訴訟要件の性格についてj早稲田大学大学院法研論集37号(昭和 62年)
195頁、 196頁。
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やはり本末転倒であろう(大判昭和 10・12・17民集 14巻20 5 3頁も同結

論)。これらの要件は、本案の審理に費用と時間がかかることを前提にして、そ

のような審理をしても紛争解決にとってプラスにならない場合を避ける役割

を果たすものであり、本案の審理自体がその訴訟要件の審理より簡単にできる

場合を想定していないと思われる 18Jと。なお、教授がJ大判昭和 10・12・

1 7民集 14巻 2053頁も同結論jと言っているのは、大審院判決とは結論

は同じだが、理由は異なるということを意味しているのであろう。

大審院判決の判決理由ではなく、訴えの利益という訴訟要件の目的は本案審

理における被告や裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益を保護することにある

から、訴えの利益についての審理を続行するよりも、直ちに請求棄却判決をする

方がかえって訴えの利益の趣旨に合致するという、有力説の今日の理由づけの

方が、直ちに請求棄却判決をすることができることの理由として適切である。

3 しかし、そうなると、ある疑問が生じる。それは、そのような理由づけで

は、直ちに請求棄却判決をすることはできるが、直ちに請求認容判決をするこ

とはできないことが説明できなくなるのではないか、というものである。なぜ

なら、中山教授は、「先に本案要件の欠触が明らかになったときは、無益な本案

審理を省くという訴えの利益の機能がもはや期待されないのであるから、直ち

に棄却判決を下すことがむしろその趣旨に合致するjから、というのであるが、

先に請求に理由のあることが判明した場合も、本案審理は終了していることに

違いはないので、同様に、 f無益な本案審理を省くという訴えの利益の機能がも

はや期待されないj、それなのに、なぜ、その場合は直ちに諦求認容判決をする

ことはできないのか、というものである。

これに対しては、なるほど、その場合も[無益な本案審理を省くという訴え

の利益の機能がもはや期待されないjが、しかし、訴えの利益は被告の利益を

保護することも目的としているところ、諦求認容判決は被告敗訴判決であるの

で、訴えの利益の審理を続行し、訴えの利益の不存在が判明すれば訴えを却下

することにより被告を保護すべきである、直ちに請求認容判決をすることは、

直ちに諦求棄却判決をすることと異なり、被告の利益を保護することも目的と

18新堂・前掲237頁、 238頁。
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している訴えの趣旨に合致しない、と答えることができるようにも思われる。

しかし、直ちに請求認容判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利用者の利

益には合致するので、その点では訴えの利益の趣旨に合致する。また、被告の

利益についても、それは訴えの利益という訴訟要件によって保護されるべき利

益でなければならないはずである。そうすると、それは訴えの利益のない訴え

の本案審理に付き合わされないという利益である。しかし、今の場合、本案審

理は終了しており、これ以上、本案審理はなされないのであるから、もはや被

告には本案審理につき合わされないという利益はないので、被告の利益を保護

するために訴えの利益の審理を続行すべきであるということにはならないの

ではないか。

このように考えると、訴えの利益という訴訟要件の目的は本案審理における

被告や裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益を保護することにあるから、訴え

の利益についての審理を続行するよりも、霞ちに請求棄却判決をする方がかえ

って訴えの利益の趣旨に合致するという、有力説の今日の理由づけでは、直ち

に請求認容判決をすることはできないことを説明することは困難なのではな

いか、という先の疑問はやはり解消されない。有力説はこの疑問に答えなけれ

ばならない。

4 ところで、大審院判決の判決理由をとらえた、兼子博士の有力説批判は正

しくなことはすでにのべたが、兼子博士の真意は今、のぺた、この疑問の指摘

であったと見ることはできないであろうか。もし、そのように見ることができ

るのであれば、兼子博士の指摘は的を射たものであったことになる。しかし、兼

子博士は、「判旨の如く裁判所がこれを顧慮せずに本案判決をしてしまった以

上最早問題とする必要なく、却って将来の再訴を予防するに役立つから違法視

すべきでないとの語調を以ってすれば、原告の請求を認容した場合も同様に論

じなければならないこととなろう。蓋しこの点で原告と被告との勝訴を区別す

る必要はないからであるjと言うのであって、これを、真意はこの疑問の指摘

であったと見るのは困難である。

それでは、高橋教授が、有力説は、 I理論的にこうあるべきだというのではな

く、請求棄却と訴え却下では原告敗訴ということでは同じであり両当事者にと

って大差がない、両当事者にも裁判所にも請求棄却判決を出す方が利益になる
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等々の実際上の便宜に重きを置くのであろうJとしたのは、この疑問のためで

あったと見ることはできないか。もし、そのように見ることができるのであれ

ば、有力説の立場からこの疑問に答えることは容易なことではないので、教授

が、有力説は、「理論的にこうあるべきだというのではなく、請求棄却と訴え却

下では原告敗訴ということでは同じであり両当事者にとって大差がない、両当

事者にも裁判所にも請求棄却判決を出す方が利益になる等々の実際上の便宜

に重きを置くのであろうjとしたことも、理解できないではない。高橋教授は

無論、有力説の理由づけを今日のそれによっているので、その可能性はある。も

っとも、仮にそうだとしても、教授は、兼子博士は大審院判決が「権利保護の

必要性は判明していなくとも、本案の理由がないことが先ず判明したとき、直

ちにその旨の請求棄却判決をすることを、再訴を封じるから例外として許され

ると判示したことに反対する。もし、そうだとすると、原告勝訴の場合でも、権

利保護の必要を審査せずに請求認容判決を出してよいことになるはずだ、と

批判するjとし、この批判にどう答えるかにおいて、そのように I理論的にこ

うあるべきだというのではなく、・・・・」と論じたのであるから、教授におい

ては、この疑問は大審院判決の判決理由をとらえた、兼子博士の有力説批判と

明確には区別されてはおらず、それゆえ明確には意識されていなかったと思わ

れる。

W片野説の検討

1 ところで、有力説の論者はすべて、直ちに請求認容判決をすることはでき

ないとしているわけではない。一人、片野三郎教授は直ちに請求認容判決をす

ることもできるとする 190 ドイツの学説でも直ちに請求認容判決をすることも

できるとする少数説が存在するが、教授はそのドイツの少数説を支持して、そ

のように論じているのであるが、そのドイツの少数説は、まさに、今のべた疑

19片野三郎[訴訟要件の審理順序(三)J愛知大学法経論集109号(昭和60年) 45 
頁以下。もっとも、その後の論考(片野「訴訟要件J小山ほか編・演習民事訴訟法(昭
和62年)363頁)では直ちに請求棄却判決をすることができるとするのみで、直ち
に請求認容判決をすることができるか否かにはふれていないので、教授は改説された
ように見れなくもないが、しかし、その論考は直ちに請求棄却判決をすることができる
かのみを対象にしたものであり、直ちに請求認容判決をすることができるかは対象外
であるので、教授が改説されたと見るべきではないであろう。
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聞に関わることを理由にしている。それゆえ、教授も同様であると思われるが、

教授の議論はややわかりにくい。わが国で唯一、直ちに請求認容判決をするこ

ともできると説く教授の見解について、ここで取り上げ、検討することにする。

2 まず、教授の論文の該当箇所の文章を以下に掲げるが、教授の議論を検討

するための便宜上、教授の原文にはないが、番号をつけてさせて頂く。教授は

言う。「①このように多くの説(わが国の有力説の中の多数説のことー玉城)は、請

求棄却判決についてのみ訴えの利益の審理を省略することを認めているが、訴

えの利益についてもその先順位性を肯定される兼子一博士は、「将来の再訴を

予防するに役立つことjを理由にかかる取扱いを認めるならば、請求を認容す

る場合にも同様に論じる必要があるとされる。②この点について、③請求棄却

の場合にのみ訴えの利益の先順位性を否定する説からは、訴えの利益の有無を

確かめずに請求認容判決を下すことは、被告の利益を害するとか、④そのよう

な取扱いは、「個々の場合については訴訟経済的といえるかもしれないが、制度

としての民事訴訟に関しては、権利保護の必要の欠般にもかかわらず訴えの奏

効が可能と考えられるとき、手続の不当な利用を促進することとなり、訴訟経

済的といえないことは明らかであるjと反対されている。⑤しかし請求が理由

のあるときに請求認容判決を下すことは、不当な不利益を被告に与えるもので

はないし(被告は即時の認諾によって訴訟費用の負担から免れることができる)、⑥ま

た訴えの利益は存在しないが請求の理由はあると考える者が濫りに訴えを提

起するとされる点も疑問である。けだし訴えの利益の有無より先に請求に理由

があることが判明することは稀であり、したがって多くの場合かかる訴えは訴

えの利益の欠般にもとづく却下判決が下され、原告が訴訟費用を負担すること

になるし、⑦また、訴えの利益のない場合に請求認容判決を得ても、これは有

効な紛争解決に役立つものではないから、原告にとってもことさら有利なもの

とはいえないからである。⑧したがって無益な本案審理の防止を目的とする訴

えの利益が問題となっている場合は、訴えの利益の審理を省略して請求認容・

請求棄却の本案判決をすることができると解すべきである 20J と。

3 まず、①について、なるほど兼子博士の有力説に対する批判は、請求棄却判

20片野・前掲 I訴訟要件の審理順序(三)J49頁。
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決と請求認容判決とで異別に取り扱うことに対する批判であるので、兼子博士

とは正反対に、直ちに諦求認容判決をすることもできるとする片野教授の立場

でも、この批判を自らに有利に援用することができる。しかし、すでにのべた

ように、大審院判決の判決理由をとらえた、兼子博士の有力説(の中の多数税)

批判は正しくないので、この批判を援用することはできない。鈴木教授が兼子

博士の批判に言及せず、また高橋教授が兼子博士の批判は正しいと考えている

ことからして、片野教授が兼子批判は正しいと考えたとしても不思議ではない

が、このように兼子博士の批判を援用することはできない。

4 次に、②について、③は教授の注にあるように、ヘンケルの所説であり、④

は教授の注にあるように、マルティンの所説であり、いずれも前述の疑問に

対する、直ちに請求認容判決をすることはできないとする立場からの対応であ

り、兼子博士の有力説(の中の多数説)に対する批判に対する対応ではないので、

兼子博士の批判を提示した後に②のように言うのは適切でない。教授は、兼子

博士の批判ではなく、前述の疑問を提示したうえで、②のように言うべきであ

った。

もっとも、片野教授は前述の疑問を明確に提示していないので、教授が前述

の疑問に関わることも舗求認容判決をすることもできることの理由にしてい

るのかは必ずしも明らかではない。しかし、⑥はこれも理由としていることを

前提とした議論であるし、⑧の「無益な本案審理の防止を目的とする訴えの利

益が問題となっている場合Jということからして、教授はこれも請求認容判決

をすることもできる理由にしているものと思われる。「無益な本案審理の防止

を目的とする訴えの利益が問題となっている場合jというのは、「司法権の限界

を設定する機能を有する訴えの利益が問題になっている場合 21J (教授は、その

場合は直ちに諦求棄却判決をすることも直ちに諦求認容判決をすることも許されないと

する)、との対比でそのようにのべているのであるが、⑥からして、これは同時

に、訴えの利益は「無益な本案審理の防止を目的とするjのであるから、諮求

認容判決をすることもできるということを含意しているように思われるから

である。ただ、教授にあっては、兼子博士の批判と前述の疑問がはっきりと区

21片野・前掲「訴訟要件の審理順序(三)J49頁。
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別されていないがために、前述の疑問をはっきりしたかたちで提示することが

できなかったものと思われる。

5 次に、⑤は③に対する教授の反論であり、⑥、⑦は④に対する教授の反論

である。まず、前者について検討する。⑤はその趣旨はやや不明確であるが、教

授が引用するウィーザーも類似の議論をしており、教授もそれに倣ったのであ

ろうから、ウィーザーの議論を見ることにしよう。ウィーザーは、直ちに諮求

認容判決をしても、「不利な訴訟費用の裁判に対しては、被告は即時の認諾によ

り自衛することができる。その他の点では、諦求に理由があるのであるから、請

求認容判決は被告に何ら不当な不利益を与えない 22Jとのべている。まず、「請

求に理由があるのであるから、請求認容判決は被告に何ら不当な不利益を与え

ないjというのは、「請求に理由があるのであるからJということからして、実

体法上、不当な不利益を与えないという意味であることは明らかである。しか

し、たとえ訴えの利益の存否が判明していなくても、請求に理由があれば、請

求認容判決は被告に実体法上、不当な不利益を与えないのは論理上、当然のこ

とである。それゆえ、③が、訴えの利益の存否が判明していないのに、請求に

理由があるからといって請求認容判決をすることは被告に実体法上、不当な不

利益を与えるものである、という趣旨ではないことは当然のことである。③の

いう「不利益jとは、そのような実体法上の不利益ではなく、訴訟上の不利益

のはずである。すなわち、訴えの利益の存否は判明していないのに、直ちに請

求認容判決をすることは、本来なら訴え却下判決という被告勝訴の判決がなさ

れるべきであるのに請求認容判決という被告敗訴判決がなされるという、訴訟

上の不利益のことを意味しているはずである。それゆえ、⑤のこの点は③に対

する反論にそもそもなりえない。

それでは、「不利な訴訟費用の裁判に対しては、被告は即時の認諾により自衛

することができるJということはどうか。これは、請求認容判決は被告敗訴判

決であるので、被告が訴訟費用を負担することになるが、訴訟費用がかさむ前

に被告は諦求を認諾すれば、負担を最小限に抑えることができるということで

あろう。なるほど、訴訟費用の負担は訴訟法上の不利益であり、今の問題と関

22 E. Wieser.Das Rechtsschutzinteresse des Klaeger im Zivilprozess(l971) s.212 
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係する。しかし、訴えの利益の審理を続行すれば訴えの利益の不存在が判明し

て訴え却下となって被告は訴訟費用を負担しなくてすむかも知れないのに、直

ちに請求認容判決をすることは被告に不利益を与えることになる。しかし、こ

れにつき、教授は、被告は請求を認諾すれば負担を抑えることができるからい

いではないか、と言うのであり、これも③に対する有効な反論になるとは到底、

思われない。なお、③と⑤については、後に再度、立ち戻る。

6 ④は、教授はマルティンの文章をそのまま引用しているが、その引用箇所

の直前のマルティンの文章は以下の通りである。「ウィーザーは、確定されるべ

き権利状態の審理が終了するか否や権利保護の利益はもはや存在する必要は

ないと論じ、そこから、ある審級で訴えは理由があることが判明した場合は、訴

えは権利保護の利益の欠般のことを考えずに認容されなければならないとい

うことを導いている。しかし、この見解には疑問がある。本案判決が訴訟の目

的を促進することができないのであれば、原告はその訴えで勝訴しないことが

公益にかなう。権利保護の利益が欠けているにもかかわらず訴えが認容される

という希望がもてるなら、それは原告が国家の訴訟を、その目的に反して、あ

るいは、その目的に適合的でないのに、当然の権利として要求することを許す

ことになる。そのような取扱いは 23J と。

なるほど、ウィーザーは、 f請求は理由のあることが判明すれば、権利保護の

利益について疑念があっても、・・・・請求を認容することができる。このこ

とは、本案の審理が終了すれば、権利保護の利益はもはや問題にする必要はな

いということからも導かれる 24J とのべている。これは、まさに、前述の疑問、

すなわち、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のあることが判

明した場合も、請求に理由のないことが判明した場合と同様、本案審理は終了

していることに違いはないので、同様に、 f無益な本案審理を省くという訴えの

利益の機能がもはや期待されないJ、それなのに、なぜ、その場合は直ちに諦求

認容判決をすることはできないのか、という疑問につき、その通りであり、直

ちに請求認容判決をすることもできると解すべきである、とするものである。

これに対し、マルティンは、上記のように反論する。それは、その訴訟だけを

23 R.Martin.Prozevoraussetzungen und Revision( 1974)8.118.119 
24 E. Wieser.a.a.O s.211 
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考えるとウィーザーの言うこともわかるが、しかし、そのような取扱いを認め

ると、訴えの利益がないにもかかわらず、それを期待して訴えが提起されるこ

とになるので、全体としては訴訟経済に反し、公益に反するので、そのような

取扱いは認めるべきではない、というものである。このマルティンの所説に対

し、教授は⑥のように批判している。教授のこの批判は、前述の疑問について

いずれの立場に立つかにかかわらず、まったく正当である。そして、前述の疑

問についてのウィーザーの見解に結局は反対するマルティンを教授がこのよ

うに批判するということは、教授は前述の疑問についてのウィーザーの見解を

支持していることを意味する。

7 なお、マルティンについて注目されるのは、マルティンは全体としての訴

訟経済に反することを理由にウィーザーの説に与しないものの、当該の訴訟に

関する限り、ウィーザーの見解を批判していないということである。これは、前

述の疑問について、請求棄却と請求認容の異別取り扱いには理由がないという

議論には、それなりの説得力があることは、直ちに請求認容判決をすることは

できないとする立場においても認めざるを得ないことを示しているように思

われる。

8 ⑥もマルティンの所説に対する片野教授の批判である。ウィーザーはその

ような議論はしていなので、これは片野教授独自の議論である。しかし、この

議論は正当とは思われない。例えば、将来給付の訴えの訴えの利益の存否が判

明する前に請求に理由のあることが判明した場合に、直ちに請求認容判決をす

ることは原告の利益になることは明らかである。なぜなら、その場合の請求認

容判決には条件や期限がつくが、後にそのような条件が成就したり、期限が到

来した場合、原告は請求認容判決を債務名義として強制執行を申し立てること

ができるからである。請求に理由があることが判明しても、訴えの利益につい

ての審理を続行し、訴えの利益の不存在が判明した場合は訴え却下判決をすべ

きだとすると、その場合、原告は後に再度、給付訴訟を提起しなければならず、

しかも債権の存在について既判力は生じていないので、再度、債権の存在を主

張し立証しなければならず、また前訴と同様、請求に理由があると判断される

とは限らないのであるから、これに比し、直ちに請求認容判決がなされるとい

うことは原告に明らかに有利である。また、例えば、過去の権利関係の確認を
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求める訴訟において、過去の権利関係が対象であることから確認の利益の存否

が争われたが、その存否が判明する前に諦求に理由のあることが判明した場合

に直ちに請求認容判決をすることは原告の利益になることも明らかである。な

ぜなら、請求認容判決の既判力は後の現在の権利関係を対象とする訴訟におい

て原告に有利に働くし、また現在の権利関係についての訴訟外の和解において

原告に有利に働くからである。また、労働組合が国および郵便局長を相手取っ

て労働協約の効力の確認を求めた宮崎地判昭和 46年 12月6日の事件でも、

仮に、この事件とは反対に、当該の確認事項は郵便局長ならびに同局課長に権

限があるので有効であるとして直ちに諦求認容判決をしたとすると、それは原

告に有利であることは明らかである。このように、⑥の議論は正当とは思われ

ない。

⑥は④に対するものであるが、同時に③に対するものでもあるように思われ

る。なぜなら、 f原告にとってもことさら有利なものとはいえないjということ

は、「被告にとってもことさら不利なものとはいえないjということだからであ

る。しかし、先の例で見たように、諦求認容判決は原告に有利であり、という

ことは被告に不利である。

9 教授の⑥の議論は、訴えの利益がない場合の本案判決は紛争解決にとって

何の意味もないと考えたことに起因すると思われる。しかし、必要性、有効性

のない本案判決といっても、それは訴えの利益を認めるほどには必要性、有効

性がないということであって、まったく必要性、有効性がない、まったく意味

がないということではなく、当事者間の紛争解決にとってなんらかの意味があ

るのが普通である。それゆえ、訴えの利益の存否は判明していないが、本案に

ついては結論が出ている場合に、直ちに諦求棄却判決をすることができるかと

か、直ちに請求認容判決をすることができるかは、単なる理論上の問題にとど

まらず、(実際に、そのような場合が生じるのは稀ではあるが、生じた場合は)当事者

の利害に関わり、実際的な意味がある。高橋教授は、訴えの利益がないにもか

かわらず本案判決をすることは、「平地に波乱を起こし、かえって紛争を惹起・

拡大・複雑化することがあるjから問題である、とされる。その議論がおかし

いことはすでにのべたが、高橋教授のこの議論も訴えの利益がないにもかかわ

らずなされた本案判決に実際的な意味があることを前提にしている。片野教授
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のように、 f訴えの利益のない場合に請求認容判決を得ても、これは有効な紛争

解決に役立つものではないから、原告にとってもことさら有利なものとはいえ

ないjとはいえず、これをもって、直ちに請求認容判決をすることもできるこ

との理由にすることはできない。

1 0 このように見てくると、片野教授の挙げる理由にはあまり説得力のない

ものもあるが 25、必ずしも明確に提示されているわけではないが、先の疑問に

関わる、請求棄却判決と請求認容判決とで異別に取り扱う理由はなく、同じに

扱うべきであるという理由はそれなりの説得力があるというべきであり、それ

ゆえ、直ちに請求認容判決をすることはできないとする有力説の中の多数説は

これに対し反論する必要があるというべきであるへ

V 有力説の正当化

l さて、ここで、③のヘンケルの所説について詳しく見てみよう。へンケル

の所説につき、片野教授は③にあるように、「訴えの利益の有無を確かめずに請

求認容判決を下すことは、被告の利益を害するJとのべるにとどまるが、ヘン

25以上のほか、注においてであるが、 f認諾の場合には確認の利益の有無をもはや調査す
る必要はないとする説が存在することも、諦求認容の場合と請求棄却の場合を区別す
る必要のないことを推測せしめるJ(5 8頁)と言う。しかし、請求の認諾は被告の意
思によるものであるが、諦求認容判決は多くの場合、被告の意思に反するのであるか
ら、そのようには言えない。

26竹下守夫「訴訟要件をめぐる二、三の問題j司法研修所論集65号(昭和 55年) 1 3 
頁は、「訴訟要件と本案要件との審理の順序の問題でありますが、この問題は、諮求認
容判決については、争いのないところでありまして、調求認容判決をするためには、す
べての訴訟要件の具備が必要だということには異論をみません。もしこれが否定され
ることになりますと、それはそもそも、訴訟要件ではないというに等しいわけでござい
ますので、訴訟要件だという以上は、舗求認容判決をするためには、それが具備されな
ければならないということは、いわば当然なわけでありますJとする。しかし、先の疑
問に直面するならば、そのように簡単に言うことはできない。
なお、仮に、直ちに請求認容判決をすることもできるとすると、竹下教授によれば訴

えの利益はもはや訴訟要件とはいえないということになる。しかし、直ちに諦求認容判
決をすることもできると解する立場でも、本案の審理よりも先に訴えの利益の審理が
先に終了するという普通の場合には、訴えの利益は訴訟要件としての機能を完全に有
するのであるから、訴えの利益も一種の訴訟要件(特殊な訴訟要件)であるとすること
ができるように思われるし、また、仮に教授の言うように、それでは訴えの利益はもは
や訴訟要件とはいえないとしても、それは単に訴えの利益はもはや訴訟要件と呼ぶこ
とはできないというにすぎないのであるから、訴えの利益は訴訟要件であるとは言わ
なければよいのであって、訴えの利益はもはや訴訟要件とはいえないことをもって、直
ちに諦求認容判決をすることはできないことの理由にすることはできない。竹下教授
は、直ちに請求認容判決をすることはできないことには「異論をみjないことを前提に、
上記のようにのべたにすぎず、前提が違えばそのようには論じないはずである。
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ケルは具体的には以下のようにのべている。直ちに請求棄却判決をすることが

できるのは、「これらの訴訟要件の目的は正当なきっかけが存在しないような

訴訟から裁判所や被告を守ることにあるからである。訴えを退けるために必要

だからとして、これらの訴訟要件の審査をすることにより裁判所にさらなる仕

事を強いることは、この目的に矛盾する。それゆえ、橋利保護の必要性は諦求

認容判決に関してのみ本案判決のために不可欠な要件である。このことは被告

の利益とも合致する。理由のない法的主張が本案判決によって退けられること

は被告の利益になる。被告のこのようなかたちでの保護は公益とも矛盾しない

ので、たとえ原告の権利保護の利益がまだ判明していなくても、訴えは理由な

しとして退けられうる。しかし、訴えは明らかに理由があるが、確認の利益は

なお十分な調査により審査されなければならない場合には、訴えは認容されえ

ないということは、権利保護付与の正当なきっかけが存在する場合のみ敗訴を

言渡されるべき被告の利益を同様に保護している 27J と。

2 ここには、先の疑問についての態度が表明されている。すなわち、へンケ

ルは訴えの利益の存否は判明していないが、議求は理由がないことは判明して

いるという場合は、訴えの利益の目的からして直ちに請求棄却判決をすること

ができるとしながら、請求は理由があることが判明しているという場合は、被

告には訴えの利益が存在するのでなければ請求認容判決を言渡されるべきで

はないという保護されるべき利益があることを理由に、直ちに請求認容判決を

することはできないとしているからである。

3 ここで以下の 2点が注目される。ひとつは、へンケルは、直ちに諦求棄却

判決をすることができるということについては、それが裁判所の利益や被告の

利益や公益にかなうとしながら、直ちに請求認容判決をすることはできないと

いうことについては、それが被告の利益にかなうとするのみで、裁判所の利益

や公益については言及していないことである。これは、裁判所の利益や公益か

らすると、請求棄却判決におけると同様、請求認容判決においても直ちに請求

認容判決をすることが裁判所の利益や公益にかなうが、しかし、それは被告の

利益には反するから、直ちに請求認容判決をすることはできない、とする趣旨

27 W.Henckel.Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilpurozess( 1961 )s.193 

-129-



琉大法学第90号 20131J;9月

であると思われる。

4 もうひとつは、へンケルのいう被告の利益の意味である。前述の疑問にお

いて、直ちに諦求認容判決をすることもできるということは被告の利益に反し

ないかにつき、私は、被告の利益とは訴えの利益という訴訟要件によって保護

されるべき利益でなければならないはずであり、そうすると、それは訴えの利

益のない訴えの本案審理に付き合わされないという利益であるが、しかし、今

の場合、本案審理は終了しており、これ以上、本案審理はなされないのである

から、もはや被告には本案審理につき合わされないという利益はないので、被

告の利益を保議するために訴えの利益の審理を続行すべきであるということ

にはならないのではないか、とのべた。しかし、ヘンケルのいう被告の利益は

このような訴えの利益のない訴えの本案審理につき合わせられないという利

益ではなく、まさに訴えの利益のない訴えにおいて請求認容判決を受けないと

いう利益である。そのため、本案審理が終了した後であっても、そのような利

益はなお存在するので、訴えの利益の審理を続行し訴えの利益が存在しないの

であれば訴え却下判決がなされるべきことになるのである。

5 このようにヘンケルは、先の疑問に対し、被告には訴えの利益のない訴え

において請求認容判決を受けないという利益があることを理由に、請求棄却判

決と請求認容判決の異別取扱いを正当化するものと見ることができるように

思われる。そして、直ちに請求認容判決をすることはできないとする立場では、

先の疑問に対し、そのように答えるほかないのではないかと思われる。

6 ヘンケルはこのように被告には訴えの利益のない訴えにおいて請求認容

判決を受けないという利益があることを直ちに請求認容判決をすることはで

きない理由にするが、しかし、被告には訴えの利益のない訴えにおいて請求認

容判決を受けないという利益があることの理由は何ら提示していない。それを

説得的に提示しない限り、直ちに請求認容判決をすることはできないというこ

とを正当化することはできない。

7 さて、片野教授の議論に戻って、教授はへンケルの所説につき、③にある

ように、単に、「訴えの利益の有無を確かめずに請求認容判決を下すことは、被

告の利益を害するJとする説をしてとらえ、それに対し、⑤において直ちに請

求棄却をすることは被告に不当な不利益を与えるものではないと反論し、⑥に
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おいて訴えの利益が存在しないなら、請求認容判決は原告にことさら有利では

ないと反論した。それらの反論は正当でないことはすでにのべたが、本来は、ヘ

ンケルの所説に対しては、ヘンケルの言うような保護されるべき利益を被告は

有しないという反論をすべきであった。

8 先の疑問についてどう考えるかは、結局、ヘンケルのいうような保護され

るべき利益を被告は有すると考えるか否かにかかっているように思われる。私

は、そのような保護されるべき利益を被告は有すると考え、直ちに諦求認容判

決をすることはできないという有力説の中の多数説を支持したいと思う。その

理由は以下の通りである。

請求認容判決と訴え却下判決では後者が被告にとって有利であるのはいう

までもない。そうすると、本案審理を行うと、それにより請求に理由のないこ

とが判明することもあるが、逆に請求に理由のあることが判明することもある

ので、被告としては本案審理に入る前に訴えの利益の存否について審理しても

らって、訴えの利益がないのであれば訴えの利益なしとして訴えを却下しても

らうのがよい。そうすれば請求に理由があるとして諦求認容判決がなされるの

を避けることができるからである。

そこで、被告としては訴えの利益の存在が判明するまでは本案審理を拒みた

いところであるが、被告のそのような本案審理拒絶権を認めることは訴訟遅延

の原因となりうるので、現行法はこれを認めていない。このように本案審理拒

絶権は認められていないのに、本案審理の結果、請求に理由のあることが判明

したとして、直ちに請求認容判決がなされるのは不当である。また、それでは、

被告は本案審理拒絶権はないとはいっても、訴えの利益の存否が判明するまで

は本案審理の引き伸ばしを図ることになり、訴訟遅延をもたらすことになる。

そのようにならないためには、本案審理の結果、請求に理由のあることが判明

したとしても、直ちに請求認容判決がなされることはなく、本案審理は終了し

ているにもかかわらず、さらに訴えの利益の審理を続行し、訴えの利益がない

のであれば訴えを却下するということを被告に保障しなければならない。この

ように被告に本案審理拒絶権が認められていない代わりに、請求棄却判決とは

異なり、直ちに請求認容判決をすることはできず、訴えの利益の審理を続行し

なければならない、と。これが、本案審理が終了し、諦求に理由のあることが
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判明した場合でも、なお被告には「権利保護付与の正当な利益が存在する場合

のみ敗訴を言渡されるべきjであるという保護されるべき利益があると考える

べき理由であると私は考える。

私は、以上の理由により、訴えの利益の存否は判明していないが、諦求に理

由のあることは判明しているという場合、直ちに請求認容判決をすることはで

きないと解する。.

VI請求認容判決と被告の意思

l 訴えの利益の存否は判明していないが、本案について諦求に理由のあるこ

とは判明しているという場合、直ちに請求認容判決をすることはできない理由

が以上の通りだとすると、それは被告の利益を保護するためであるから、被告が

訴えの利益の審理が続行されることを欲さず、直ちに請求認容判決がなされる

ことを欲する場合には、直ちに請求認容判決をすることができると解すべきで

ある。なぜなら、直ちに請求認容判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利用

者の利益になるのであるから、後は被告の意思を尊重してよいからである。

2 被告が訴えの利益の審理が続行されることを欲さず、直ちに請求認容判決

がなされることを欲するということはありえないことではない。訴えの利益の

審理が続行されても結局は訴えの利益はあると判断されるであろう、それなら

むしろ直ちに請求容認判決を受けて、それに対し、その本案の判断を争って控

訴するのが時間や労力の節約になると被告が考えるということはありうる。ま

た、本案について請求は理由があるということであるが、そのこと自体に非常

な不満を感じるので、もはや訴えの利益を問題にせずに、直ちに諦求認容判決

を受けて、それに対し、その本案の判断を争って控訴したいと被告が考えると

いうこともありえよう。また、訴訟の当初から、訴えの利益なしとして訴えが

却下されるのではなく、本案判決で本案について白黒つけたいと考えていたと

か、審理の途中でそのように考えるようになったということもありえよう。さ

らに、直ちに請求認容判決がされることを欲する、控訴も考えていないという

場合も考えられないではない。すなわち、訴えの利益についての審理が続行さ

れても結局は訴えの利益はあると判断されるであろう、また本案の判断を争っ

て控訴しでも結局は控訴は棄却されるであろう、そうであるなら請求認容判決
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を受け入れて、早く訴訟を終了させるのが時間と労力の節約になると被告が考

える場合である。また、そのような計算によるものではなく、厭戦的になって、

ともかく早く訴訟を終了させたい、訴えの利益の審理のために訴訟を続けたく

ないということも考えられる。もっとも、被告が請求認容判決を受け入れて控

訴しないという場合はついては、そのような場合は被告は請求を認諾すればよ

いとはいえるが、請求認容判決を受け入れることを排除する必要はないであろ

う。また、控訴しないつもりではあるが、それについては、控訴期間内にもう

少し考えてみたいという場合は請求の認諾によることはできず、請求認容判決

を受け入れるという方法によらなければならない。

3 このように、被告が訴えの利益の審理が続行されることを欲さず、直ちに

請求認容判決がなされることを欲するということはありうる。その場合は、訴

えの利益の審理を続行すべきではなく、直ちに請求認容判決をすべきであると

考える。

4 また、訴えの利益の存否は判明していないが、本案について請求の一部は

理由があるが、一部は理由がないことが判明した場合、理由がないという一部

についてのみ請求棄却の本案判決がなされ、理由があるという一部については

訴えの利益の審理が続行されるというのは、被告がこれを欲するのであれば勿

論、認められようが、不自然であり、被告が請求に理由があるという一部につ

いても本案判決を欲する、すなわち一部認容・一部棄却の本案判決がなされる

のを欲するということは十分に考えられる。その場合、被告の意思を尊重して

直ちに一部認容・一部棄却の本案判決をすべきであって、訴えの利益の審理を

続行すべきではない。

5 無論、訴えの利益の存否は判明していないが、本案について請求に理由の

あることは判明しているというということは、裁判所が被告に伝達しなければ

被告は知りえないので、被告が直ちに請求認容判決がなされることを欲しない

ことが明らかである場合は別として、裁判所は被告に伝達すべきである。そし

て、被告に直ちに請求認容判決がなされることを欲するかを問うべきである。

被告が直ちに請求認容判決がなされることを欲しないことが明らかであると

はいえないのに、被告は直ちに請求認容判決がなされることを欲しないものと

決めつけて、黙って訴えの利益についての審理を続行すべきではない。
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6 このように、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のあるこ

とは判明しているという場合、直ちに請求認容判決をすることができるかは被

告の意思にかかっていると私は考える。この点が従来の有力説との違いであ

る。もっとも、多くの場合、被告は直ちに諦求認容判決がなされることを欲し

ないであろうから、実際上は従来の有力説との違いはさほどない。

vn請求棄却判決と被告の意思

l ところで、直ちに請求認容判決をすべきか否かは被告の意思にかかってい

るとすると、直ちに請求棄却判決をすべきか否かも被告の意思にかかっている

ことにならないであろうか。すなわち、被告が直ちに請求棄却判決がなされる

ことを欲さず、訴えの利益の審理が続行されることを欲する場合は、直ちに請

求棄却判決をすることはできず、訴えの利益の審理を続行すべきことにならな

いであろうか。もっとも、そのように被告が直ちに請求棄却判決がなされるこ

とを欲さず、訴えの利益の審理が続行されることを欲するということはそもそ

もありえないようにも思われる。しかし、控訴審における訴えの利益の取扱い

いかんによっては、ありえないとはいえない。

2 第一審において、訴えの利益の存否は判明していないが請求に理由のない

ことは判明しているとして直ちに請求棄却判決がなされたのに対し、被告が訴

えの利益の不存在を理由とする訴え却下判決を求めて控訴する利益はないし、

原告が自らの訴えの不適法却下を求めて控訴することもできない。しかし、請求

棄却判決に対し原告が内容上の不服を理由に控訴することは無論、できるへそ

の場合、控訴審で訴えの利益は問題になるであろうか。すなわち、控訴審で訴

えの利益についても審理し、もし訴えの利益の不存在が先に判明すれば第一審

判決を取消して訴え却下判決をすべきことになるであろうか。

3 これにつき、鈴木教授は、これを肯定すると、 I第一審裁判所はのちに控訴

裁判所により判決が訴訟要件の不存在を理由に取消されることをおそれて、す

でに請求棄却判決に熟しているのに、審理をしなくてもよい訴訟要件の審理に

狂ほんする危険が生じてくる 29Jことを理由に、これを否定する。私はこれに

28以上につき、鈴木・前掲524頁。
29鈴木・前掲 524頁。
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加えて、次の理由からも否定すべきであると考える。仮に、控訴審で訴えの利

益についても審理し、もし訴えの利益の不存在が先に判明すれば第一審判決を

取消して訴え却下判決をすべきことになると、訴えの利益の存在を確かめない

でした第一審の請求棄却判決は違法だったことになる。しかし、請求に理由の

ないことが判明した以上、訴えの利益の存在を確かめることなく直ちに請求棄

却判決をすることができるということは、そのように訴えの利益の存在を確か

めることなく直ちに請求棄却判決をすることは適法である、仮に訴えの利益の

審理を続行すれば訴えの利益の不存在が判明することになるとしても適法で

あるということであるから、このように控訴審で訴えの利益の不存在が判明し

たからいって、第一審判決は違法であるとすることはできないはずである。訴

えの利益の存在を確かめずに請求棄却判決をすることができるということは、

控訴審で訴えの利益の不存在が判明してもそれは第一審判決の取消し事由に

30竹下守夫教授はかつてはこれと反対の見解を表明していたが(兼子ほか・条解民事訴
訟法(昭和 61年)475頁)、その後、「権利保護の利益につき、その存否不明の聞に
繭求棄却判決がなされれば、その欠触は第二審での取消事由にはならない (299の類
推)との見解(小山・民訴法 (259)、注釈民訴 (5) 5 1 (福永)がある。これを
支持すべきものと思われるJ(兼子ほか・条解民事訴訟法(第2版)(平成23年)7 2 
7頁)とするにいたった。
ところで、ここに 299条の類推とあるが、小山昇博士は趣旨の類推としており(小

山・民事訴訟法(五訂版)(平成元年)245頁)、竹下教授もそれに従うのであろうが、
299条の趣旨の類推というのは違和感がある。なぜなら、 299条は任意管轄違反は
判決の取消事由にならないという規定であるが、その理由は、任意管轄という f比較的
重要でない訴訟要件の欠触を理由として、第一審判決を取り消すことは、訴訟経済の観
点からみれば、適切な事件処理とはいえないJ(賀集唱ほか・基本コンメンタール民事
訴訟法3 (第三版) (平成20年) 40頁(宇野聡)からであって、今の場合に控訴審
では訴えの利益はもはや問題にならないと解すべき理由は、鈴木教授や私見によれば
それとはまったく異なるからである。小山博士や竹下教授は今の場合の理由を示して
おられないが、 299条と同様、訴えの利益という「比較的重要でない訴訟要件の欠触
を理由として、第一審判決を取り消すことは、訴訟経済の観点からみれば、適切な事件
処理とはいえないjと考えているとは到底思われない。このことは、仮にそのように考
えているのであれば、第一審が訴えの利益について審理し、訴えの利益の存在を認め、
しかし請求に理由のないことが判明したとして請求棄却判決をした場合も、問機に控
訴審では訴えの利益はもはや問題にならないとしなければならないが、小山博士は、 f
訴訟要件の存否不明のまま、諦求棄却判決がなされjた場合に限っているし(小山 24
5頁)、竹下教授も上記のように I権利保護の利益につき、その存否不明の聞に諦求棄
却判決がなされjた場合に限っていることからも明らかである。それゆえ、小山博士や
竹下教授が299条の趣旨の類推により、といっても、それは299条と問機あるいは
類似の理由により、という意味ではなく、単に、今の場合も、 299条と同様、 fその
欠触は第二審での取消事由にはならないJと解すべきであるというにすぎない。そうだ
とすると、 299条の趣旨の類推というのはおかしく、「理由はまったく異なるが、 2
9 9条の例に倣いjと言うのが適当である。
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はならないということであるはずである。このように、控訴審では訴えの利益

はもはや問題にならないと解すべきである。この結論は、現在は学説上、異論

がないようである加。

4 しかし、そのように原告が内容上の不服を理由に控訴した場合、控訴審で

はもはや訴えの利益は問題にならないということは被告の利益に反する面が

ある。なぜなら、もし控訴審でも訴えの利益が問題になるとすれば、控訴審で

は第一審とは異なり訴えの利益の不存在が先に判明すれば訴えの利益なしと

して訴えが却下され、被告は早く勝訴することができるし、またそれにより本

案について逆転敗訴することも避けられるのに対し、控訴審ではもはや訴えの

利益は問題にならないということだと、被告はそのように早く勝訴することは

できず、また本案について逆転敗訴するおそれがあるからであるへこのよう

な懸念があるため、被告としては、それよりはむしろ第一審で請求に理由のな

いことが判明しても、訴えの利益についての審理を続行し、訴えの利益がない

のであれば訴えを却下してもらい、訴えの利益があるのであれば通常の請求棄

却判決をしてもらう方がよいと考えることはありうることである。このような

通常の請求棄却であれば、訴えの利益ありとしての諮求棄却であるから、控訴

審で訴えの利益なしと判断された場合は、すなわち訴えの利益の存否について

の判断が第一審とは異なった場合は、第一審は訴えの利益ありと判断したが、

その判断は誤りである、それゆえ第一審の請求棄却判決は違法であるとして第

一審判決を取消すことができるのは当然である。このような理由で、被告が、訴

えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のないことは判明していると

いう場合、直ちに請求棄却判決がなされることを欲さず、訴えの利益について

の審理が続行されることを欲するということは考えられるし、また、それには

合理的な理由がある。

31竹下教授は、後に注34でのべるように、任意的土地管轄につき、控訴審において生じ
うる被告の不利益を理由に、直ちに諦求棄却判決をすることはできないとする。ところ
で、竹下教授は、訴えの利益の存否は判明していないが、甜求に理由のないことは判明
している場合、直ちに請求棄却判決をすることができるとするが、その場合、控訴審で
は訴えの利益はもはや問題にならないとする(前述注30)。しかし、それはこのよう
に被告にとって不利益となりうるので、任意的土地管轄におけると同様、訴えの利益に
ついても直ちに甜求棄却判決をすることはできないとしなければ一貫しないように思
われるが、教授はそのような議論はしておられない。
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それゆえ、被告が直ちに諦求棄却判決がなされることを欲さず、訴えの利益

の審理が続行されることを欲する場合は、直ちに請求棄却判決をすることはで

きず、訴えの利益の審理を続行すべきであるとしなければならない。というこ

とは、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のないことは判明し

た場合は、裁判所はそのことを被告に告げ、被告の意思を問うべきことになる。

5 被告は直ちに諦求棄却判決がなされることは、それ自体は自己に有利であ

るが、しかし、原告が判決に対し内容上の不服により控訴した場合、控訴審で

は訴えの利益は問題にならないという点では自己に不利であるということを

認識したうえで、直ちに諦求棄却判決がなされることを欲するか否かを決断す

べきである。多くは被告は直ちに諦求棄却判決がなされることを欲するであろ

う。なぜなら、原告が判決に対し内容上の不服により控訴するとは限らないし、

原告が控訴したとしても、仮に控訴審で訴えの利益が問題になるとした場合、

第一審とは異なり訴えの利益の不存在が先に判明するということはあまりな

いであろう、と被告が考える場合が多いと思われるからである。しかし、そう

でない場合もありうるのであるから、裁判所は被告は直ちに請求棄却判決がな

されることを欲するものと決めつけてはならず、このように被告の意思を問う

べきである。そして、このように直ちに請求棄却判決をすることにつき被告の

同意があることが、当事者間の関係で被告は控訴審でもはや訴えの利益を問題

にすることはできないことを正当化する。普通の請求棄却との違いである。

6 このように直ちに諦求棄却判決をするか否かについて被告の意思を問う

べきであるとすると、それくらいなら、いっそのこと直ちに請求棄却判決をす

ることはできないとする通説に従うべきであるということにはならないか。そ

うはならない。多くの場合は被告は直ちに請求棄却判決がなされるのを欲する

であろうし、また直ちに諦求棄却判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利

用者の利益にも合致するからである。

7 ところで、直ちに請求棄却判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利用

者の利益にも合致するというのは第一審だけを考えればそういえるが、控訴審

のことを考え合わせれば必ずしもそうはいえない。なぜなら、請求棄却判決に

対し、原告が内容上の不服を理由に控訴した場合、控訴審ではこのように訴え

の利益は問題にならないので、仮に訴えの利益が問題となれば第一審とは異な
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り控訴審では訴えの利益の不存在が先に判明し、訴訟が早く終了するかも知れ

ないのにもかかわらず、訴えの利益を問題とすることなく本案審理をしなけれ

ばならないことになり、これは控訴審の裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益

に反するからである。そうはいっても、原告が控訴するとは限らないし、原告

が控訴しても控訴審でそうはならないかも知れないし、第一審だけを考えれば

直ちに請求棄却判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益にな

ることは明らかであるから、控訴審のことを考え合わせても直ちに請求棄却判

決をすることが裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益になる蓋然性が高い。し

かし、そうではあるのであるが、被告が直ちに請求棄却判決がなされることを

欲さないのであれば、被告のその意思を尊重すべきである。

8 これにつき、山木戸克己博士は、私見と同様、直ちに請求棄却判決をすべ

きか否かは被告の意思にかかっているとしているものと見ることができるよ

うに思われる。博士は、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由の

ないことは判明しているという場合、訴えの利益の審理を省略して諦求棄却判

決をすることはできないとする点では通説と同じであり、そのため通説に属す

るとされることがあるが位、しかし、有力説に対し、次のようにのべている。「例

外許容説については、訴訟要件に関して一般的にその前提要件性を貫徹しない

でその取扱いに例外を認めることはあながち不当でないかも知れない。しかし

訴えの利益に関してのみいえば、被告がその存在を争っている場合にその判断

を省略して請求棄却判決をすることは、訴えの利益を訴訟要件と見る見地にお

いては是認すべきではないであろうし、被告がそれを争っていない場合には、

他に正当性を阻却すべき事由が明らかでない限り、訴えの利益を肯定すべく、

裁判所が請求棄却判決をすることはすなわち訴えの利益の存在を黙示的に肯

定しているものというのが妥当であろう。言い換えれば、訴えの利益について

はあえてその判断を省略して直ちに請求棄却判決ができるという解釈は必要

ではないように思われる 33Jと。

このように博士は、請求に理由のないことが判明した場合、訴えの利益の存否

の判断を省略して直ちに諦求棄却判決をすることができるとする有力説には

32高橋・前掲 13頁注20。
33山木戸克己 f訴えの利益の法的構造J同・民事訴訟法論集(平成2年) 1 3 9頁。
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そのような「解釈は必要ではないJとして反対するが、それは訴えの利益の存否

の判断を省略して、というその理由づけに対してのものであって(博士は、その

場合、「訴えの利益を肯定すべきjであるとする)、直ちに諦求棄却判決をすべきであ

るという結論には賛成している。しかし、有力説の結論に全面的に賛成している

のではなく、被告が訴えの利益の存在を争わない場合にのみ賛成している。

9 ところで、被告が訴えの利益の存在を争わないというのは、被告が裁判所

が訴えの利益の存否について審理することを欲しないということにほぼ等し

いが、被告が裁判所が訴えの利益の存否について審理するということを欲しな

いといっても、それはいつの時点のことかが問題になる。というのは、時点に

よって被告の意思は変動しうるからである。すなわち、訴え提起時であれば、被

告は裁判所が訴えの利益の存否について審理することを欲するのが普通であ

るが、請求に理由のないことが判明した時点においては、被告は裁判所が訴え

の利益の存否についての審理を続行することを欲しないのが普通だからであ

る。これにつき、山木戸博士が、訴え提起時の被告の意思を問題にしたとは考

えられない。訴え提起時に被告が訴えの利益の存在を争わなければ裁判所は訴

えの利益を肯定すべきであるというのでは、裁判所や訴訟制度の他の利用者の

利益に反するからである。そうではなく、請求に理由のないことが判明した時

点で被告が訴えの利益の存在を争わなければ、ということのはずである。また、

訴え提起時に訴えの利益の存在を争った以上、その後、請求に理由のないこと

が判明した時点では訴えの利益の存在を争わなくなっても、ここでいう訴えの

利益の存在を争わないには当たらないとする趣旨であるとは考えにくく、請求

に理由のないことが判明した時点での被告の意思のみを問題にしたものと思

われる。さもなければ、被告は訴え提起時には訴えの利益の存在を争うのが普

通なので、博士の言う場合はあまり生じないことになるし、また、請求に理由

のないことが判明した時点の意思だけでなく、訴え提起時の意思も問題にする

理由はないであろうからである。

1 0 また、博士は、被告が訴えの利益を争っていないのであれば、「他に正当

性を阻却すべき事由が明らかでない限りj、請求棄却判決をすべきであると言

う。「他に正当性を阻却すべき事由が明らかでない限りjとはいかなる意味かは

必ずしも明らかではないが、おそらく新堂教授の言う、「裁判所が実体判断をす
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ること自体を抑制すべきj場合ではない場合は、ということであると思われる。

すなわち、有力説と同じ場合を考えていると思われる。

1 1 請求に理由のないことが判明した時点において被告が訴えの利益の存

在を争うとは、被告が直ちに諦求棄却判決がなされるのを欲さず、訴えの利益

の審理が続行されるのを欲するというということであり、被告が訴えの利益の

存在を争わないとは、被告が訴えの利益の審理が続行されることを欲さず、直

ちに請求棄却判決がなされるのを欲するということであるから、結局、博士は、

有力説が直ちに請求棄却判決をすることができるとする場合に、被告がそれを

欲するのであればその通りだが、被告がそれを欲さないのであれば、訴えの利

益についての審理を続行すべきであるとしていることになり、理論構成は異な

るものの、私見と同一の結果になる。

1 2 このように、私見は、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理

由のないことは判明している場合も、また訴えの利益の存否は判明していない

が、請求に理由のあることが判明した場合も、直ちに本案判決をすべきか否か

は被告の意思にかかっていると解するへこれは従来の有力説とは異なるが、

実際には差異はあまり生じない。なぜなら、請求に理由のないことが判明した

34本案判決を被告の同意にかからせるとする私見は、訴えの利益ではなく、任意的土地管
繕などについてではあるが、片野三郎教授の、直ちに請求棄却判決をすることができる
かは被告の同意にかかっているという所説に示唆されたものである。
任意的土地管轄につき、鈴木教授は痕ちに諦求棄却判決をすることができるとする

(鈴木・前掲 515頁、 516頁)のに対し、竹下守夫教授は、以下のようにのべてい
る。「管轄違いの抗弁を無視して締求棄却の判決をすれば、第一審限りでは被告に不利
益はないようにみえても、原告が控訴すると、被告は本来管轄のなかったはずの遠隔地
の控訴裁判所(極端な場合は、本来、福岡地裁→福岡高裁となるべきものが、札幌地裁
→札幌高裁になることになる)で捜訴審の本案審理(これが簡単にすむという保陣はな
い)に応じざるをえなくなるjから、直ちに諦求棄却判決をすることはできないと解す
べきである、と(前掲兼子ほか・条解民事訴訟法(第2版)(平成23年)726頁。な
お、高橋・前掲 12頁もこれを支持する)。

この竹下教授の見解を意識して、片野教授は以下のようにのべている。 I私益に関す
る訴訟要件であっても、その審理を省略し胡求棄却判決をするとき、被告が不利益を蒙
る場合がある。しかしながら、私益に関する訴訟要件においては被告の私的利益の保護
が問題となっていることを考慮するとき、かかる要件も常に本案要件に対する先順位
性を有していると解することには、賛成できない。なぜならこの場合被告の利益の保護
を考慮すればよいのであるから、審理問序の決定を被告に委ねる方法が可能であり、ま
た適切であると思われるからである。すなわち、私益に関する訴訟要件の存否は不明で
あるが、請求に理由のないことは明白になった場合、裁判所は、被告に対して、原告が
控訴した場合に被告が蒙る不利益、およびその他被告が蒙る可能性のある不利益を説
明し、被告が請求棄却判決をすることに同意したときに限り、かかる要件の審理を省略
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場合は被告は直ちに請求棄却判決がなされることを欲するのが普通であり、諦

求に理由のあることが判明した場合は被告は直ちに請求認容判決がなされる

ことを欲さないのが普通だからである。しかし、そうではない例外の場合に実

際上の違いが生じる。

して諦求棄却判決をすることができると考えるべきであろうJ(片野f訴訟要件の審理服序
(ー)J愛知大学法経論集 106号(昭和 60年) 5 6頁、 57頁)と。
なるほど、直ちに舗求棄却判決をすることができるとすると、竹下教授の言うように原

告が控訴した場合、被告は不利益を受けることがある。それゆえ、直ちに諦求棄却判決が
なされることは控訴審のことを考えると被告が不利益と考えることもありうる。しかし、
逆に被告が利益と考えることもありうる。例えば、自分は管轄違いの抗弁を提出したが、甜
求棄却判決が得られるなら、管轄の点はもはや問題としなくてよい、管轄違いとして移送
されると諦求棄却判決が得られるとは限らないから直ちに請求棄却判決を得たいとか、諦
求棄却判決に対し、原告は控訴しないであろうし、仮に原告が控訴しでも、管轄違いはそ
れほど不便というわけでもないから、といった理由によってである。このように直ちに諦
求棄却判決をすることを被告が利益と考えることもあれば不利益と考えることもあるの
であるから、片野教授の言うように、直ちに請求棄却判決をするか否かを被告の意d思にか
からせるのが適切である。そして、訴えの利益についても、この考えを及ぼすことができ
るというのが私見である。
ちなみに、竹下教授は299条(当時は381条)を理由に控訴審で第一審判決の任意

管轄違反を問題にすることはできないとするが(竹下「訴訟要件をめぐる二、三の問題j司
法研修所論集65号(昭和 55年) 1 7頁)、今の場合は、訴えの利益におけると同様、任
意管轄の存否は判明していないが、請求に理由のあることは判明しているとして諦求棄却
判決がなされたことも理由になると思われる。すなわち、仮に 299条がなかったとして
も同じことになると思われる。

ところで、中山教授は任意的土地管轄につき、直ちに諦求棄却判決をしてよいとしつつ、
原告が控訴し、 f控訴審になって全面的に態勢を入れかえて訴訟に取り組むという場合は、
むしろ被告の審級の利益も保障されない場合として、例外的に 381条(現299条)の
適用を排除するとか第一審の管轄裁判所に差し戻すといった措置を工夫する余地がある
のではなかろうかJとのべている。中山・前掲204頁注 530 竹下教授は、上記のよう
に、 f原告が控訴すると、被告は本来管轄のなかったはずの遠隔地の控訴裁判所(極端な場
合は、本来、福岡地裁→福岡高裁となるべきものが、札幌地裁→札幌高裁になることにな
る)で控訴審の本案審理(これが簡単にすむという保障はない)に応じざるをえなくなるj

ので、直ちに諦求棄却判決をすることができないと解すべきであるとするが、本案審理が
簡単にすまないのは、特に原告が f控訴審になって全面的に態勢を入れかえて訴訟に取り
組むという場合jである。そこで、中山教授はそのような場合は上記のような措置により
被告を保護すべきであるとされるのであろう。このようにすれば、直ちに諦求棄却判決を
しても問題はないというわけである。しかし、それでは、鈴木教授の言うように、 I第一審
裁判所はのちに控訴裁判所により判決が訴訟要件の不存在を理由に取泊されることをお
それで、すでに諦求棄却判決に熟しているのに、審理をしなくてもよい訴訟要件の審理に
狂ほんする危険が生じてくるJし、また、被告は、控訴審で本案審理が簡単にすみそうで
あれば黙っていて、原告が I全面的に態勢を入れかえて訴訟に取り組jんだため、本案審
理が簡単にすみそうでなければ第一審の管轄違反を問題にすることができることになり、
当事者間で不公平である。それゆえ、このような方法で竹下教授の言う不利益から被告を
保護するのは妥当でなく、やはり直ちに諦求棄却判決をするためには被告の同意を必要と
すべきである。被告の同意は、もしかすると生じるかも知れないこのような不利益を被告
は甘受しなければならないことを正当化する。
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VlII訴え提起時における被告の意思

1 ところで、このように訴えの利益の存否は判明していないが、本案につい

ては結論に達している場合、直ちに本案判決をすべきか否かは被告の意思にか

かっているというのであれば、さらに進めて、すでに訴え提起時に被告が本案

判決を欲するのであれば、本案判決をすべきか否かについてそのことを考慮し

てよいのではないかということが考えられてよい。すなわち、訴え提起時にお

いて、被告が訴えの利益の不存在を抗弁として主張しないというにとどまら

ず、訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされ

ることを欲することを裁判所に表明した場合、平たく言えば、原告の訴えに対

し、被告が「それなら、受けて立つjということを裁判所に表明した場合、一

定の要件の下で、そのような被告の意思を考慮して、仮に、訴えの利益が存在

しないとしても本案判決をすべきとすることが考えられてよい。被告は一方で

は訴えの利益について審理し訴えの利益なしとして訴えが却下されることに

利益を有するという面と、他方では「被告は自己に対して提起された訴訟にお

いて、本案判決をえて係争法律関係の確定をはかり、さらに勝訴判決をえてそ

の実体的利益を擁護する利益をもっ 35Jという面とがあり、前述のように、普

通は訴え提起時には前者を利益と感じるが、すでに訴え提起時に後者を利益を

感じる被告もいないとはいえないので、そのような場合もありえないとはいえ

ない。

2 無論、被告が、訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本

案判決がなされることを欲するという場合の本案判決とは、請求認容判決も請

求棄却判決も含まれる。被告が、請求棄却判決がなされることは欲するが、請

求認容判決がなされることは欲しないということを裁判所に表明しても、裁判

所はそれに応じる、すなわち本案審理を行い、その結果、請求に理由がなけれ

ばそのまま請求棄却判決をするが、請求に理由があれば、訴えの利益が必要で

あるとして、訴えの利益について審理し、訴えの利益が認められなければ訴え

を却下するというわけにはいかない。このように被告が、請求に理由がないの

35山木戸・前掲 136頁。
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であれば訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がな

されることを欲するが、しかし、請求に理由があるのであれば訴えの利益なし

として訴えが却下されることを欲し、本案判決がなされるのは欲しないという

のは、(それが通るのであれば、多くの被告はそのような意思を表明するであろうが)虫

のよい主張であり、それでは当事者間で不公平であるへそれゆえ、

本案判決がなされることを欲するというのであれば、請求認容判決であっても

よいということでなければならない。

無論、その、請求認容判決であってもよいということの意味は、請求認容判決

であっても、本案判決がなされること自体は欲するということであって、請求認

容という本案判決の内容まで問題にしない、内容に不服で上訴することもしな

いということではない。そのように、本案判決がなされること自体は欲するとい

う意味で、本案判決を欲することを被告が表明した場合ということである。その

ように訴え提起時に被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲

さず、本案判決がなされることを欲することを表明した場合、一定の要件の下

で、そのような被告の意思を考慮して、仮に訴えの利益が存在しないとしても

本案判決をすべきとすることが考えられてよい。

3 このように考えるにいたったのは以下の理由による。ひとつは、すでにの

36上北武男教授は、訴えの利益の不存在が判明しでも本案の審理を続行し、諦求に理由の
ないことが判明すれば諦求棄却判決をすべきだが、甜求に理由のあることが判明すれ
ば訴えの利益なしとして訴え却下判決をすべきであるとする。上北 f訴えの利益にかん
する一考察j民事訴訟雑誌21号(昭和 50年) 1 1 3頁以下。しかし、訴えの利益の
不存在が判明しているのに本案の審理を続行することは裁判所や訴訟制度の他の利用
者の利益に反するだけでなく、被告の意思に反することもありうる(片野・前掲「訴訟
要件の審理順序(三)J4 6頁は、そのような取扱いは「無駄な本案審理を被告・裁判
所に押し付けJる、と言う)。もっとも、被告の意思という点では、そのように本案の
審理を続行するが、しかし、諦求に理由のないことが判明すれば諦求棄却判決をする
が、調求に理由のあることが判明すれば訴えの利益なしとして訴え却下判決をすると
いうことであれば、被告はそのように本案の審理を続行することを欲することが多い
であろう。しかし、そのように澗求に理由のないことが判明すれば諦求棄却判決をし、
調求に理由のあることが判明すれば訴えの利益なしとして訴えを却下するというので
は当事者間の公平に反し、不当である(また、それでは、原告は訴えの利益の不存在が
判明した時点で敗訴は免れないことが確定し、ただ諦求棄却という敗訴ではなく訴え
却下という敗訴にとどめるために、甜求に理由のあることを裁判所に認めさせるべく
本案について訴訟迫行しなければならないというおかしなことになる)。訴え提起時に
被告が本案審理、本案判決を欲することを表明したという今の場合も、本案審理を行
い、その結果、甜求に理由がなければそのまま絹求棄却判決をするが、甜求に理由があ
れば、訴えの利益が必要であるとして、訴えの利益について審理し、訴えの利益が認め
られなければ訴えを却下するというのでは当事者間の公平に反し、不当である。
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べたように、必要性や有効性のない本案判決といっても、それは訴えの利益を

認めるほどには必要性や有効性がないということであって、まったく必要性、

有効性がない、まったく意味がないということではなく、当事者間の紛争解決

にとってなんらかの意味があるのが普通であるし(それゆえ、 I訴えの利益のない

場合に諦求認容判決を得ても、これは有効な紛争解決に役立つものではないから、原告

にとってもことさら有利なものとはいえないJということにはなら

ない)、また、必要性や有効性のない本案判決だからといって、それ自体が「平

地に波乱を起こし、かえって紛争を惹起・拡大・複雑化することがあるからj

問題であるということではないのであるから、訴え提起時に被告が訴えの利益

なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲する

ことを表明した場合は、場合によっては本案判決をしてもよいのではないか、

というものである。

4 もうひとつは、訴えの利益という訴訟要件は、本案審理に関する被告や裁

判所や訴訟制度の他の利用者の利益を保護することを目的とするが、そうであ

れば、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決

がなされることを欲することを裁判所に表明しても、このことは本案判決をす

べきか否かに何の影響も与えず、裁判所はそうでない場合とまったく同様に対

応すべきであるというのは、むしろおかしいのではないか、というものである。

5 無論、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案

判決がなされることを欲することを裁判所に表明すれば、それだけで裁判所は

本案判決をすべきということにはならない。なぜなら、これまで考察してきた、

訴えの利益の存否は判明していないが、本案については結論が出ているという

場合に直ちに本案判決をすることができるかという場合は、直ちに本案判決を

することは、少なくとも第一審については裁判所や訴訟制度の他の利用者の利

益にもなるので、被告が直ちに本案判決がなされることを欲していれば、それ

だけで直ちに本案判決をすることができると解することができたが、今の場合

は、第一審で本案審理はこれから行われるのであり、もし訴えの利益が存在し

ないにもかかわらず本案審理をし、本案判決をするということになれば、裁判

所や訴訟制度の他の利用者の不利益になるのであるから、そういうわけにはい

かないからである。この点、そもそも訴えの利益という訴訟要件は、本案審理
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に関する被告の利益を保護することのみを目的にすると考えるならば、今の場

合も被告の意思のみを基準にすることができることになるのかも知れないが、

そのように考えることはできないへ

6 このように、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さ

ず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明すれば、それだけで

裁判所は本案判決をすべきということにはならず、一定の要件が必要であると

しなければならないが、これについて、私は次のふたつの要件を具備していれ

ば裁判所は本案判決をすべきであるとしてよいのではないかと考えている。

ひとつは、本案判決の必要性や有効性が、訴えの利益が認められるほどでは

ないが、かなりの程度、存在することである。これは、訴えの利益を認めるべ

きであるとする説があってもおかしくないような場合といってもよい。訴えの

利益が存在しないにもかかわらず本案審理をするということは裁判所や訴訟

制度の他の利用者の利益には反するので、そのような場合に限定すべきであ

る。これを①必要性、有効性に関わる要件と呼ぶことにする。

もうひとつは、被告がそのように訴えの利益なしとして訴えが却下されるこ

とを欲さず、本案判決がなされることを欲することに合理的な理由があること

である。訴えの利益が存在しないにもかかわらず本案審理をするということは

裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益には反するので、被告が単に感情的に本

案について白黒つけたいというのでは足りないと考える。これを②本案判決を

欲する理由に関わる要件と呼ぶことにする。

このうち、①必要性、有効性に関わる要件については、訴訟で、実際には、「本

37井上治典教授は、 I訴えの利益の本質は、むしろ、原告と被告の聞の抗争利益、つまり
原告が被告に対して訴訟による抗争または決着を求めることを正当化するだけの理由
があるか否かに求めるべきであろう。裁判所は、当事者間にこのような利益が存する場
合にはこれをとりあげて審理し、利益がなければとりあげないというだけであって、当
事者聞に利益があるのに裁判所がこれをとりあげる必要がないといえる場合がはたし
てありうるだろうか。もしありえないとすれば、当事者聞の関係から訴えの利益を考え
ることで必要にして十分であるj、とする。井上 f訴えの利益J法学セミナー 1982 
年 5月号69頁。これに対し、野村秀敏教授は、このように「被告との関係のみを強調
するとなると、被告が異議を述べなければ訴えの利益の有無は関わないということに
なりかねず、そうなれば、国家・裁判所が不必要または不適切な訴えに煩わされること
になるJと批判する。この野村教授の批判は正しいが、しかし、逆に、被告が訴えの利
益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲すること
を裁判所に表明しでも、裁判所はそうでない場合とまったく同様に対応すべきである
ということになれば、それもおかしいであろう。
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案判決の必要性や有効性が、訴えの利益が認められるほどではないJことまで

審理する必要はなく、 f本案判決の必要性や有効性がj少なくとも「かなりの程

度、存在することjを審理すれば足りる。なぜなら、「本案判決の必要性や有効

性が、訴えの利益が認められるほどJ存在するのであっても、「本案判決の必要

性や有効性が、訴えの利益が認められるほどではないが、かなりの程度、存在

するjのであっても、本案判決をすべきことに違いはないし(もっとも、前者で

あれば、訴えの利益は存在するというのであるから、②本案判決を欲する理由に関わる

要件を具備する必要はなく、それゆえ、それについて審理する必要はないという違いは

ある)、逆に、先に②本案判決を欲する理由に関わる要件を具備することが判明

した場合は、①必要性、有効性に関わる要件については、 I本案判決の必要性や

有効性がj少なくとも「かなりの程度、存在するjといえるか否かを審理すれ

ば足りるからである。

7 以上が私見であるが、これに対しては直ちに次のような疑問が提起される

であろう。それは、②本案判決を欲する理由に関わる要件について、そもそも

被告がそのように訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さずに、本

案判決がなされるのを欲することに合理的な理由があるということがありう

るのか、という疑問である。なぜなら、訴えの利益なしとされて訴え却下判決

がなされても、本案について舗求棄却判決がなされても、いずれも被告の勝訴

であり、他の訴訟要件は考慮外におくとすると、このように一般に被告には訴

えの利益なしとしての訴え却下判決と、請求に理由なしとしての諦求棄却判決

というふたつの勝訴の仕方があるのに、被告が訴えの利益なしとして訴えが却

下されることを欲しないということは、そのうちのひとつの勝訴の仕方を欲し

ないということであり、ということは勝訴の確率が低くなっても構わないとい

うことであるが、そういうことを欲することに合理的な理由などないようにも

思われるからである。また、一般には本案の審理よりも訴えの利益の審理が早

くすむので、訴えの利益なしとして訴え却下判決がなされるということは、早

く勝訴できるということであるのに、それを欲しないということに合理的な理

由などないようにも思われるからである。

なるほど、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲しないこ

とに合理的な理由があるということは普通は考えられない。訴えの利益が存在
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しないとしても、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲しな

いことを裁判所に表明した場合は本案判決をすべき場合があるのではないか

という、私が提起している問題の提起がこれまでなされてこなかったのはその

ためであろう。

8 しかし、まったく考えられないわけではない。例えば、次の例が考えられる。

遺言者の生前に提起された遺言無効の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあ

って、回復の見込みがなく、もはや遺言の撤回や抵触する遺言や生前処分が有

効になされる余地がないのであれば確認の利益を認めてよいのではないかに

ついて、肯定説と否定説が対立している汽肯定説に立てば本案判決がなされ

るが、否定説に立てばそのままでは本案判決はなされない。しかし、否定説に

立っても、上記の私見によれば、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下され

ることを欲さず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明した場

合、上記のふたつの要件を具備していれば本案判決がなされるが、この場合、②

本案判決を欲する理由に関わる要件、すなわち被告が訴えの利益なしとして訴

えが却下されることを欲しないことに合理的な理由があることという要件を

具備していることがありうる。

9 肯定説に立つ中野貞一郎教授は、訴えを提起する原告側の事情として、 f不

法に作成された遺言の存在じたいによって推定相続人が親族内で、あるいは社

会的に信用を失い、遺言者の生前すでに財産的・精神的損害を被ることも、十

分に考えられる 39Jとのべている。しかし、同じ事情は被告側にも考えられる

はずである。すなわち、原告から当該遺言は「不法に作成されたjものである

と主張されていることによって、親族たる受遺者が I親族内で、あるいは社会

的に信用を失い、遺言者の生前すでに財産的・精神的損害を被ることも、十分

に考えられるj。

そこで、被告がそのような財産的・精神的損害を被っていることを理由に、

訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされるこ

とを欲するならば、それには合理的な理由がある。なぜなら、被告のそのよう

な財産的・精神的損害は訴え却下判決では除くことはできないからである。こ

38民事訴訟法判例百選(第4版)(平成22年)5 8頁、 59頁の宇野聡教授の解説参照。
39中野貞一郎「将来の権利関係の確認J同・民事訴訟法の論点 II7 2頁、 73頁。

-147-



流大法学第90号 20131ド9}J

のように、今の場合、②本案判決を欲する理由に関わる要件を具備している。

1 0 また、今の場合、中野説のような肯定説も存在するくらいであるから、否

定説に立っても、本案判決の必要性や有効性が、訴えの利益が認められるほど

ではないが、かなりの程度、存在するということができ、①必要性、有効性に

関わる要件も具備している。それゆえ、私見によれば、この場合、否定説に立

っても、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判

決がなされることを欲することを裁判所に表明すれば、裁判所は本案審理を

し、本案判決をすべきである。

1 1 訴えの利益が存在しなければ訴えを却下するというのは、被告は訴え却

下を欲しているということが前提であり、今の遺言者の生前に提起された遺言

無効の訴えに対し被告も本案判決を欲している場合で、すなわち当事者双方が

本案判決による紛争解決を欲している場合で、しかも一定の要件を具備してい

る場合は、その例外が認められてよい。もし、そのような場合も例外は認めら

れないとすれば、その実質的な理由は、訴えの利益は裁判所や訴訟制度の他の

利用者の利益の保護も目的としているからという以外にないが、しかし、その

ような場合まで裁判所を保議すべきであろうか。私は訴訟制度のあり方とし

て、そうは考えない。司法はそのような場合は、民事訴訟の引き受けるべき事

件であるとして、司法的救済の門戸を広げ、そのような当事者双方による司法

的救済のニーズに応えるべきであると考えるべまた、このことは訴訟制度の

他の利用者も理解するはずである。

1 2 訴え提起時に被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲

さず、本案判決がなされるのを欲するということを裁判所に表明するというの

は、原告が一方的に訴えを提起したのに対し、相手方がそのように表明するこ

ともあろうが、双方の了解の下で、一方が他方に対し訴えを提起するというこ

ともあろう。例えば、双方ともに紛争を解決したいということで、当事者間で

の交渉を始めたが合意に達しなかったので、双方ともに裁判による解決を欲し

40山木戸・前掲 11 5頁は、 m訴えの利益』の要件をどのように解するかは、・・・司法
的救済の門戸を広めあるいは狭めることになjるとし、また、[学説・判例ともに、判
断基準を緩和し訴えの利益の存在を広く肯認する傾向がみられるのであって、この傾
向は支持せられるべきであると思われるjとする。私見は、このような訴えの利益の判
断基準の緩和だけでなく、本文でのべたような内容においても司法的救済の門戸を広
げるべきであるとするものである。
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て、双方の了解の下で、一方が他方に対し訴えを提起する等である。そのいず

れであれ、一定の要件を具備していれば、裁判所はそのような当事者双方によ

る司法的救済のニーズに応えるべきである。

1 3 なお、そのように当事者双方による司法的救済のニーズに応えてよいと

か、応えるべきであると裁判所が考えた場合、実際には裁判所は訴えの利益に

ついてなんら判示することなく本案判決をするというかたちで、そのようなニ

ーズに応えることがないとはいえないであろう。しかし、それは訴えの利益が

職権調査事項であることと整合しないし、それでは裁判所により異なった対応

がなされるおそれがあるので、訴えの利益が存在しなくても本案判決をするこ

とができるという理論を用意して、裁判所が堂々と本案判決ができるようにす

べきである。

1 4 なお、その理論構成としては、その場合は被告が訴えの利益なしとして

訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲しており、しか

もそのことに合理的な理由があるのであるから、訴えの利益のハードルがその

分、低くなり、そのため訴えの利益が認められることになるという構成も考え

られなくはないが 41、それでは議論が混乱するおそれがあるので、たとえ必要

性や有効性の程度が訴えの利益を認めるほどではないにしても、本案判決がな

されるべきであるという構成によるのがよいと考える。

1 5 以上、私見をのべたが、関連した問題にもふれておく。まず、訴え提起

時にではなく、審理の途中で、口頭弁論終結前に被告が訴えの利益なしとして

訴えが却下されることを欲しないことを裁判所に表明した場合も、訴え提起時

に表明した場合と同様、上記のふたつの要件を具備しているか否かを審理し、

具備しているのであれば本案判決をすべきか。これについては、それではそれ

までの訴えの利益の審理が無駄になるので、訴え提起時に表明するのでなけれ

ばならないと解すべきようにも思われるが、しかし、それまでの訴えの利益の

審理は①必要性、有効性に関わる要件の審理としての意味をもつので無駄には

41すでに見たように、「訴訟要件と本案要件との審理順序jにおいて、山木戸・前掲 13 
9頁は、被告が訴えの利益を争っていない場合は訴えの利益を肯定すべきであるので、
有力説のような、訴えの利益の存否の判断を省略して直ちに請求棄却判決ができると
いう解釈は必要ではないとするが、このような思考からは、仮に私見の結論に賛成する
にしても、そのような構成が主張されることになるのかも知れない。
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ならないし、また、表明の時期が遅いとして取り合わず、訴えの利益の審理を

続行し、訴えの利益の不存在が判明すれば訴えの利益なしとして訴えを却下し

ても、原告が再度、訴えを提起し、被告が直ちに訴えの利益なしとして訴えが

却下されることを欲しないことを裁判所に表明した場合は、上記のふたつの要

件が具備していれば本案判決をしなければならないが、それではかえって迂遠

であるので、訴え提起時に表明した場合と同様、上記のふたつの要件を具備し

ているか否かを審理し、具備しているのであれば本案判決をすべきであると解

する。なお、口頭弁論終結後であれば、口頭弁論が再開されない限り、被告は

訴え却下判決に対し請求棄却判決を求めて控訴し、控訴審で訴えの利益なしと

して訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲することを

裁判所に表明すべきである。

1 6 被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決

がなされることを欲するということを表明したにもかかわらず、その後、その

表明を撤回することができるか。撤回することができるとすると、裁判所は被

告に翻弄されることになるし、何よりも本案判決がなされるという原告の期待

が害されることになるので、撤回することはできないと解すべきである。

1 7 第一審の本案判決に対する控訴審で訴えの利益は問題になるか。これに

ついては、すでに論じた、訴えの利益の存否は判明していないが、本案審理は

終了している場合に被告が本案判決がなされることに同意した場合と同様に

考えるべきである。すなわち、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下される

ことを欲さず、本案判決がなされることを欲するということを表明した場合、

上記のふたつの要件を具備していれば、裁判所は本案審理を行い、本案判決を

すべきであるということは、その本案判決は仮に訴えの利益を問題にすれば訴

えの利益なしとされるかも知れないが適法であるということであるから、控訴

審で訴えの利益について審理し、訴えの利益がないのであれば第一審判決は違

法であったとして取消すということはおかしく、控訴審でも訴えの利益は問題

にならないとしなければならない。実質的に考えても、訴え提起時に被告が訴

えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされること

を欲するということを表明して、それで本案判決がなされたにもかかわらず、

第一審判決が諦求認容判決であったため、被告が第一審判決は訴えの利益が存
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在しないのになされた違法な判決であり取消されるべきであると主張しても、

そのような虫のよい主張を認めるべきではないし、第一審判決は諦求棄却判決

であったが、控訴審でそれが逆転して請求認容判決がなされるおそれが生じた

ので、被告が第一審判決は訴えの利益が存在しないのになされた違法な判決で

あり、そえゆえ第一審判決を取消して訴え却下判決がなされるべきであると主

張しても、そのような虫のよい主張を認めるべきではない。なお、これは結局、

第一審で被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判

決がなされることを欲するということを表明すれば、控訴審でもその表明を撤

回することはできないということである。

1 8 遺言者の生前に提起された遺言無効確認の訴え以外にも、被告が訴えの

利益なしとして訴えが却下されることを欲しない場合はいろいろ考えられる。

行政訴訟の中の処分取消訴訟にもそのような場合がありうる。もっとも、それは

狭義の訴えの利益ではなく、広義の訴えの利益に属する処分性に関わる。すなわ

ち、被告が処分性なしとして訴えが却下されることを欲しないという場合であ

る。例えば、市の土地区画整理事業計画に対し、その事業計画によれば買収が予

定されている土地の所有者が提起した取消しの訴えについて、最判平成20年

9月10日民集 62巻 8号2029頁は処分性を認めるにいたったが、それま

では処分性を欠くというのが判例であったペそのようなかつての判例の立場

に立って考えてみよう。このような事業計画取消しの訴えに対し、被告である市

が処分性なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされること

を欲するということはまったく考えられないことではない。多数の市民から買

収計画の適法性につき疑いの目を向けられているため早く疑いを晴らしたいと

か、このまま計画を進めて具体的な買収処分をした後に処分取消しの訴えを提

起され、敗訴すると、買収にいたるまでの労力・費用が無駄になり、また土地の

所有者に損害賠償を支払わなければならなくなくので、そうならないようにし

たい、計画が適法であることを明らかにして、安心して買収したいとか、他の計

画との関係で早く今の計闘の適法・不適法を明らかにしたいといったことがそ

の理由として考えられる。そして、これらは被告が処分性なしとして訴えが却下

42行政判例百選 II(第6版)(平成24年)330頁、 331頁の山下竜一教授の解説参照。
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されることを欲さず、本案判決がなされることを欲する合理的理由ということ

ができる。それゆえ、②本案判決を欲する理由に関わる要件を具備する。また、

このような土地区画整理事業計画に対する取消し訴訟は処分性を肯定すべき

であるとする学説も古くから存在していたくらいであるからベ①必要性、有

効性に関する要件も具備する。それゆえ、処分性は認められないというかつて

の判例の立場に立っても、私見によれば、被告が処分性なしとして訴えが却下

されることを欲さず、本案判決がなされることを欲することを表明した場合は

本案判決をすべきことになる。

もっとも、上記の最高裁判決により処分性が認められるにいたったので、事

業計画については今日ではそのような議論は不要になったといってよい。しか

し、学説では、実効的な権利救済の観点から、より早期の手続段階にある知事

による設計の概要の認可に処分性を認めるべきであるとする説もある 440この

説では本案判決がなされるべきことになるが、そのような段階では処分性を認

めるべきではないとする立場では本案判決はなされない。しかし、その立場に

立ったとしても、私見によれば、被告が処分性なしとして訴えが却下されるこ

とを欲さず、本案判決がなされることを欲することを表明した場合は本案判決

をすべきことになる。

区セクハラを理由とする懲戒権存在確認の訴えの許容性

l 被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決が

なされることを欲する場合として、次のような特殊な訴訟も考えられる。それ

は、形成権の存在の確認を求める訴訟である。形成権の存在の確認を求める訴

訟は訴えの利益を欠くと一般に解されている。なぜなら、さきほどの土地区画

整理事業計画の取消しのような、訴訟上、行使しなければならない形成権は別

にして、形成権は訴訟外で行使することができるので、そのように訴訟外で行

使すれば足り、何も形成権の存在の確認を求めて訴えを提起する必要はないか

らである 45。

43同所参照。
44同所参照。
45兼子・新修民事訴訟法体系(摺補版)(昭和 29年)、新堂・前掲 260頁、伊藤・民事

訴訟法(第4版) (平成23年) 1 7 8頁など。例えば、伊藤教授は、請求権の存在確
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2 しかし、なるほど形成権を有すると考える者は形成織の存在の確認を求め

て訴えを提起する必要はないが、しかし、形成権を行使する前に形成権の存在

の確認を求めて訴えを提起することが許されるのであれば、そうしたいと考え

ることはありえないわけではないと思う。その場合、例外的に本案判決に訴え

の利益が認められるほど必要性や有効性があると認められれば本案判決が得

られるが、そうでなければ本案判決は得られない。しかし、後者だとしても、そ

のように形成権を有すると考える者が形成権を行使する前に形成権の存在の

確認を求めたいという場合、被告も訴えの利益なしとして訴えが却下されるこ

とを欲さず、本案判決がなされることを欲することが多く、しかも、そのこと

に合理的な理由があることが多いと思われる。その場合、②本案判決を欲する

理由に関わる要件を具備する。また、本案判決に訴えの利益が認められるほど

必要性や有効性があるとはいえなくても、必要性や有効性がかなりの程度、あ

るといえるのであれば、①必要性、有効性に関する要件も具備する。それゆえ、

私見によれば、そのような場合、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下され

ることを欲さず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明すれば

本案判決が得られることになる。

3 形成権を有すると考える者が形成権を行使する前に形成権の存在の確認

を求めて訴えを提起したいと考えるかも知れない一例として、形成権の一種で

ある懲戒権の存在の確認を求める訴訟が考えられる。このことを、大学教員に

よる学生に対するセクシャル・ハラスメントの事件で考えてみよう。

学生Aが教員Bからセクシャル・ハラスメントを受けたとして大学に懲戒

処分を求めた。これに対し、 Bはセクシャル・ハラスメントの事実を争った。そ

の場合、大学は調査の結果、その懲戒原因となるセクシャル・ハラスメントの

事実の存否を判断し、それに基づき懲戒処分を行う、あるいは行わないことに

なるが、しかし、その事実の存在を証明する明らかな証拠も、不存在を証明す

る明らかな証拠も存在しない場合は、その事実の存否の判断は容易でない。そ

のような場合、懲戒権の存在の確認を求める訴訟が許されるのであれば、その

認とともに以下のようにのべている。 I形成権や諦求権の存在確認訴訟も即時確定の利益
を欠く。形成権の場合であれば、それを行使した結果として生じる法律効果を前提として
給付訴訟や確認訴訟を提起することが紛争解決にとって適切であるし、締求権の場合に
は、端的にそれを訴訟物として給付の訴えを提起することが求められるからであるJと。
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ような訴訟を提起したいと大学が考えることは十分にありうると思われる。な

ぜなら、大学がその事実について自ら判断し、それに基づき懲戒処分を行う、あ

るいは行わないということには大きなリスクがあるからである。

調査の結果、大学はその事実は存在すると判断したとしても、後に訴訟にな

れば、その事実は存在しないと裁判所に判断されるかも知れないし、逆に大学

はその事実は存在しないと判断したとしても、後に訴訟になれば、その事実は

存在すると裁判所に判断されるかも知れない。それゆえ、大学がその事実は存

在すると判断して懲戒処分を行うと、後にBから、その事実は存在しないにも

かかわらず懲戒処分を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提

起され、大学は敗訴することがありうる。そうなると、大学は損害賠償を支払

わなければならないという経済的な損失を被るだけでなく、その事実は存在し

ないにもかかわらず存在するとして懲戒権を行使したとして、大学の構成員や

社会から非難を受けることが多い。逆に、大学がその事実は存在しないと判断

して懲戒処分を行わないと、後にAから、その事実は存在するにもかかわらず

懲戒処分がなされなかったとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起

され、大学は敗訴することがありうる。そうなると、大学は損害賠償を支払わ

なければならないという経済的な損失を被るだけでなく、その事実は存在する

にもかかわらず存在しないとして懲戒権を行使しなかったしとして、大学の構

成員や社会から非難を受けることが多い。

4 このようにその事実の存否、それゆえ懲戒権の存否の判断は、どの方向で

誤っても重大な結果をもたらしうるので、大学が自らの判断で、懲戒処分を行

う、あるいは行わないということには大きなリスクがある。それゆえ、そのリス

クが避けられるのであれば避けたいと大学が考えることはおおいにありうる。

懲戒権の存在の確認を求める訴訟が許されるのであれば、それを利用すれば

そのリスクは避けられる。その訴訟の判決で懲戒権の存在が確認されれば安心

して懲戒処分を行うことができるし、懲戒権の不存在が確認されれば安心して

懲戒処分を行わないことができる。また、このような後訴に対する懸念だけで

なく、 BやAが納得するかたちで、また、多くの大学構成員が納得するかたち

で、懲戒処分を行い、または行わないようにしたいという気持ちも働くであろ

う。このように、懲戒椴の存在の確認を求める訴訟には潜在的にはニーズがあ
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ると思われる。

5 さて、このように潜在的にはニーズはあるとして、懲戒権の存在の確認を求

める訴訟に確認の利益を認めることができるであろうか。このニーズは懲戒権の

存在の確認を求める訴訟の確認の利益を根拠づけることができるであろうか。

6 ところで、将来の法律関係の確認の訴えに確認の利益が認められるかにつ

き、竹下守夫教授や野村秀敏教授による論考があるが輔、高橋宏志教授は重点

講義において、これらに依拠して、以下のようにのべている。「将来の法的地位

は一般論としては、将来その問題が本格化したときに訴訟をすれば必要にして

十分・・・である。また、将来そのように事態が進展するかは不確定であるか

ら、先走って判決してみても、事件が別の展開をし判決が無意味・無駄になる

こともありえよう。そうだとすると、一般論としては、将来の法律関係につい

て現時点で確認する利益はないこととなる。しかしながら、過去の権利関係の

確認には確認の利益がないというドグマが絶対的でないのと同様に、将来の法

律関係の先行的確認もそれなりに合理的な理由があれば許容されてよいと理

解すべきである。たとえば、ある製法での生産工場建設を計画している会社が

別会社からその製法は自社の特許権を侵害していると主張された場合、特許権

侵害不存在確認の訴え(将来その製法で製造販売しでも被告会社の特許権を侵害しな

いことの確認)を提起して判決を得ることは認められてよいのではなかろうか。

この訴えを認めないとすると、特許権侵害と主張された側は、工場建設を実行

するか中止するかの、時には会社の命運を決する判断を自己の危険においてな

さなければならなくなり苛酷と言いうるからである 47Jと。ここには、確認訴

訟が許されないとすると、「判断を自己の危険においてなさなければならなく

なり苛酷Jな場合は、確認訴訟を許すべきであるという考えがのべられている。

7 そうすると、今の場合も、懲戒権存在確認訴訟が許されないとすると、「判

断を自己の危険においてなさなければならなくなり苛酷jであるので、懲戒権

存在確認訴訟を許すべきであるという議論が可能であるように思われる。

もっとも、「苛酷jとはどの程度の苛酷なのかが問題になる。高橋教授は、[会

46兼子ーほか編・条解民事訴訟法(第2版)(平成23年)772頁以下(竹下守夫)、野
村秀敏・予防的権利保護の研究(平成7年) 2 0 1頁以下。

47高橋宏志・重点締義民事訴訟法上(第2版) (平成23年) 376頁、 377頁。
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社の命運を決する判断jとのべているので、それからすると「苛酷jとはかな

り過酷な場合を考えているようにも読める。しかし f時として会社の命運を決

する判断jと言うのであるから、そうではないはずである。それに、今の場合

は、訴訟で懲戒権の存在が明らかになれば直ちに懲戒処分を行い、逆に、訴訟

で懲戒権の不存在が明らかになれば直ちに懲戒処分を行わないことにすると

いうことであるから、将来の法律関係の確認の訴えのように、「今、判決をして

も、事件が別の展開をしたために判決が無意味・無駄になることjはありえず、

それゆえ、将来の法律関係の確認の訴えに確認の利益が認められるために必要

とされる程度の苛酷さでなくても、確認の利益が認められてよいと思われる。

X セクハラを理由とする懲戒権存在確認の訴えに対する被告の

同意

1 以上の理由により、私は、懲戒権の存在の確認を求める訴訟には確認の利

益が認められると解する余地があると考えるが、しかし、仮に確認の利益は認

められないとしても、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲

さず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明した場合、一定の

要件を具備すれば本案判決がなされるべきであるとする私見によれば本案判

決がなされる余地がある。そして、今の場合、被告Bはおそらく訴えの利益な

しとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲するで

あろう。

2 まず、 Bの主張するように本当に懲戒原因は存在しないのであれば、 Bは

訴えの利益なしとして訴えが却下されるよりも、本案判決で懲戒原因は存在せ

ず、懲戒権は存在しないことが明らかになることを欲するはずである。なぜな

ら、それにより、大学が判断を誤って懲戒処分を行うということが避けられる

からである。しかも、仮に、 Bが訴えの利益なしとして訴えが却下されること

を欲するという態度をとるならば、それは本案判決で懲戒原因が存在し、それ

ゆえ懲戒権が存在することが判明するのを恐れているからであろうと誤解さ

れるおそれがあり、大学が判断を誤って懲戒処分をする可能性が高くなる。こ

のように、大学が判断を誤って懲戒処分をすることのないように、 Bは訴えの

利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、請求棄却判決がなされること
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を欲するであろう。また、大学が判断を誤らず、懲戒処分をしないとしても、そ

の場合はAが自分に対し損害賠償諦求訴訟を提起することがありえ、そうなる

と結局、被告として応訴しなければならなくなるし、またAが大学のみに対し

損害賠償請求を提起するとしても、 Bは証人として尋問を受けるという負担を

負うことになるということを考え合わせれば、一層、そうであろう。

それでは、懲戒原因は存在しないという Bの主張が虚偽である場合はどう

か。この場合、 Bが訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲するとい

う態度をとると、本案判決で真実が明らかになることを恐れていることを悟ら

れ、直ちに懲戒処分を受けるおそれがあるので、それよりは、自分の主張は真

実であるので本案判決を欲するというポーズを取り、訴訟でどうにか勝訴でき

るようにしたいとか、時間稼ぎをしたいと考えるはずである。このように、大

学が懲戒権存在確認の訴えを提起すれば、被告Bは、おそらく訴えの利益なし

として訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲すると思

われる。

3 それでは、そのように、 Bが訴えの利益なしとして訴えが却下されるのを

欲さず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明すれば、私見で

はどういうことになるか。この場合、仮に懲戒権存在確認訴訟に確認の利益は

認められないという立場に立つとしても、確認の利益を認めるべきであるとい

う上記の考えにも一理あることは認めるのであれば、とても確認の利益は認め

られないというのではなく、必要性や有効性は確認の利益が認められるほどで

はないが、かなりの程度、存在する場合であるということになろう。それゆえ、

①必要性、有効性に関する要件を具備する。また、確認の利益なしとして訴え

が却下されると、大学は懲戒原因の存否を自ら判断し、懲戒処分を行うか否か

を決さなければならないことになり、その結果、 Bは懲戒処分を受けるおそれ

があるので、このことは、被告Bが確認の利益なしとして訴えが却下されるこ

とを欲さず、本案判決がなされることを欲することについての合理的な理由と

いえる。それゆえ、②本案判決を欲する理由に関わる要件も具備する。それゆ

え、私見によれば、裁判所は本案判決をすべきことになる。

4 ところで、この場合、裁判所は本案判決をすべきであるということは、訴

訟当事者ではないが強い利害関係を有するAの意思に反するであろうか。もっ
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とも、懲戒原因が存在するという Aの主張が虚偽であれば、そのようなAの意

思に反しても問題はないので、懲戒原因が存在するというAが主張が真実であ

ると仮定して考えれば足りる。その場合、本案判決で懲戒原因は存在し、懲戒

権は存在することが明らかになるのであれば、大学が判断を誤って懲戒処分を

行わないということは避けられるので、 Aも本案判決がなされることを望むこ

とが多いと思われる。また、大学が判断を誤らず、懲戒処分をするとしても、そ

の場合はBが自分に対し損害賠償請求訴訟を提起することがありえ、そうなる

と結局、被告として応訴しなければならなくなるし、またBが大学のみに対し

損害賠償請求を提起するとしても、 Aは証人として尋問を受けるという負担を

負うことになるということを考え合わせれば、一層、そうであろう。このよう

に懲戒権存在確認訴訟において本案判決をすることは、懲戒原因が存在すると

いう Aの主張が真実であれば、(話を聞いた当初は Iなぜ、早く懲戒処分をしないの

かJと怒るかもしれないが、冷静に考えれば)Aの意思にも反しないことが多いであ

ろう。

5 ところで、そのように懲戒権存在確認訴訟が適法とされるためには、大学

が懲戒原因の存否について調査を尽くしたことが必要であろうか。大学が懲戒

権存在確認訴訟を提起するとすれば、何の調査もせずに懲戒権存在確認訴訟を

提起するということは考えらず、少なくともある程度の調査はしたうえで、懲

戒権存在確認訴訟を提起するのがよいと判断して、懲戒権存在確認訴訟を提起

するはずであるが、その場合、そのようにある程度、調査をしたことで足りる

であろうか、それとも調査を尽くしたことが必要であろうか。

6 これについて、私は調査を尽くしたことは必要でないと考える。すなわち、

ある程度、調査した結果、今後、たとえ調査を尽くしても、結局、リスクを避

けるために懲戒権存在確認訴訟を提起することになるであろう、したがって調

査を尽くすことなく直ちに懲戒権存在確認訴訟を提起したい、と大学が考える

にいった場合は、懲戒権存在確認訴訟を認めてよいと考える。調査を尽くすと

いうことは大学にとって大きなエネルギーを必要とするが、どうせ懲戒権存在

確認訴訟を提起することになるであろうからそのエネルギーを節約したいと

か、どうせ懲戒権存在確認訴訟を提起することになるであろうから、 Aや Bの

ためにもなるべく早く紛争が解決を見るように懲戒権存在確認訴訟の提起を
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急ぐのがよいとか、 AやBにとって本格的な事情聴取や尋問を受けるのは苦痛

であるので、どうせ懲戒権存在確認訴訟を提起することになるであろうから、

調査でも本格的な事情聴取を受け、懲戒権存在確認訴訟でも尋問を受けるとい

う二重の苦痛をAやBに味わさせない方がよいといった理由で、調査を尽くす

ことなく懲戒権存在確認訴訟を提起したいという場合、それを認めるべきであ

ると考える。

氾内部調査の問題点

1調査を尽くす必要はないとする理由は他にもある。それは調査の方法に関

わるが、それが学内での内部調査である場合、調査自体に問題があるからであ

る。文化人類学や男性学を専攻する東北大学大学院文学研究科の沼崎一郎教授

は、セクシャル・ハラスメントの事実の存否の調査につき、大学の内部調査に

は問題がありすぎるので、外部の専門家に依頼すべきであると主張されてい

る。かなり長いが、以下に掲げる。

「セクシャル・ハラスメントに関する委員会の委員になった場合、どのよう

なことに気を付けなければならないのでしょうか。ここでは、事実調査から対

応措置の決定に至る過程に注目して、委員として考えなければならないことを

説明します。

( 1 ) 覚悟を決める

被害者からセクシャル・ハラスメントを受けたという申立てがあり、何らか

の救済措置を求められた場合、加害者が非を認めて、求められた救済措置に応

じてくれれば、委員にとって、ほとんど問題はありません。

しかし、そのように事態が進むのは稀有のことです。実際には、加害者が、被

害者の申立を真っ向から否定し、改めるべきところはないと頑張って、どのよ

うな改善要求にも断固として応じないという場合が、圧倒的に多いのです。そ

うなると、防止委員会が主体となって、あるいは別に特別委員会(以下、「調査

委員会Jと呼ぶ)を設置して、事実関係の調査を行うことになるわけです。

調査委員会の委員になったら、覚悟を決めるしかありません。被害者(申立人)

と加害者(被申立人)との主張が真っ向から対立するなかでは、どちらの主張を

認めても、認められなかった側の強い反発を招きます。申立てを却下された被
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害者は、加害者個人を相手に、あるいは加害者個人と大学を相手に、損害賠償

を求めることになるでしょう。申立て通りに謝罪や改善措置を命じられた加害

者は、被害者個人を相手に、あるいは調査委員会の委員を相手に名誉段損で提

訴したり、大学を相手に地位保全の訴訟を起こすことになるでしょう。訴訟に

発展することを恐れて、あいまいな結論を出せば、被害者と加害者の両者に責

められるでしょう。

既に繰り返し述べているように、セクシャル・ハラスメントをしたと指摘さ

れた加害者は、様々な暴れ方をします。調査委員会の委員も、攻撃の対象にな

ります。無言電話などの嫌がらせはもちろん、委員会や教授会での発言を捉え

られ、名誉穀損で訴えられることもあるのです。

そもそも、同僚や学生を相手に、尋問のような事情聴取を行うということ自

体、苦痛以外のなにものでもありません。結果はどうあれ、「被疑者j扱いされ

た教員や学生には、後々まで恨まれることになるでしょう。

そして、最後に、教員が調査委員会の委員であるという場合、組織の身内に

よる「内部調査jとなります。そのため、どのような結論を出そうとも、真実

を隠しているのではないかという疑いを、大学内外の人間は抱きます。委員は、

世間から不信の目で見られることになるのです。

このように、多くの困難が、委員を待ち受けているのです。最悪の場合、訴

訟に巻き込まれる可能性さえあります。いったん問題が発生すれば、どろどろ

とした争いが始まり、脅迫まがいのいやがらせを受けたりします。そうでなく

ても、同僚や学生を「裁くJという辛い役目をこなさなければなりません。ど

のような結果が出ても、学内外で築いてきた人間関係はかき乱され、二度と元

には戻らないでしょう。よほどの覚悟がなければ、調査委員会の委員など務ま

りません。この点を、しっかり認識して下さい。

(2 )できないことはしない

次に考えなければならないことは、覚悟を決めて、事実調査を行おうとして

も、果たして本当にできるかということです。

同僚や学生の「取り調べjは辛いものです。特に、同じ学部や研究科の同僚

となれば、義理人情と利害関係のしがらみがあるということが多いでしょう。

できれば穏便に済ませたい、事を荒立てたくないといった計算が、どうしても
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働きます。そうなれば、客観的で公正な事実認定など望むべくもありません。

また、既に述べたように、事情聴取や証拠調べには、それなりの技術と経験が

必要です。誰でも効果的な尋問ができるというわけではありません。事情聴取

の記録をどう取るかも難しい問題です。訴訟にもつれ込む可能性も高いだけ

に、法的にも有効な記録、訴訟でも書証として通用する記録を残す必要があり

ます。法技術的な面から見ても、客観的な調査は決して簡単ではないのです。

そうなると、教員が調査委員会を作っても、果たして機能するのか、大いに疑

問です。「素人j集団による「内部j調査は、問題がありすぎるのです。名誉殿

損で訴えられる危険を犯して、効果の怪しい内部調査をするのは、どう見ても

得策ではないのではないでしょうか。

さらに、セクシャル・ハラスメント問題を十分に理解しない教員が調査委員

を努めたために、調査の段階で、被害者を再び傷つけるというこ次被害も頻発

しています。たとえば、見知らぬ中年男性によって、性的な事柄を根掘り葉掘

り聞かれるということは、良心的な男性が誠実に行うとしても、相手に苦痛を

与えるものです。まして、そこで「本当は好きだったのだろうjなどと言われ

たら、深く傷つきます。

教員が委員となった調査委員会を、問題の発生した組織や内部に設置するこ

とは、止めるべきです。客観性と公平性に疑問がありますし、技術的にも問題

があります。そのうえ、被害者を二重三重に傷つける危険が大きすぎます。現

状では、大学内部での、教員による事実調査は無理です。やるべきではありま

せん。

ですから、あなたが防止対策委員会や調査委員会の委員になったら、できな

いことは、 fできないjと勇気を持って主張してください。あなたが弁護士であ

り、性暴力裁判で被害者の代理人を務めた経験の持ち主でもない限り、あなた

には事実調査を行う資格はないと考えて下さい。

さらに、事実を認定したうえで、なんらかの裁定を下すとなれば、「素人j教

員の手に負えることではありません。実際、多くの大学で、調査委員会を作つ

てはみたものの、対立する主張の白黒を付けることができず、「事実認定ができ

ないjという結論とはいえない結論を出したり、 fセクシャル・ハラスメントが

なかったとは言えないが、あったとも言えないJなどというあいまいな結論を
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出したり、口頭による厳重注意などという処分にもならない処分でお茶を濁す

といった醜態が発生しているのです。

紛争なのですから、双方の主張が対立するのは当然です。対立する主張を吟

味して、どちらがより合理的で説得的かを見極めるのが、事実調査というもの

です。見極めがつかないというのでは、事実調査をしたことにはなりません。見

極めを付ける自信と勇気がないならば、事実調査など、そもそもしてはならな

いのです。

あなたにとっても、被害者にとっても、あなたが調査委員を担当することは

リスクが大きすぎます。大学にとっても、不透明な内部調査など、アリバイ証

明にもなりません。

(2) 外に聞く、外を頼る

だからといって、事実調査の責任を放棄しろというのではありません。そう

ではなくて、事実調査は、信頼できる外部の専門家に委任すべきだと言いたい

のです。外部に任せるのは大学の自治に反するなどという論弁は通りません。

それならば、外部の専門家を、非常勤講師として招聴すればいいことです。教

授会や理事会が責任を持って決定すれば、大学の自治は立派に機能していま

す。ごみ処理や清掃を外部に委託していいなら、高度な法的技術を必要とする

事実調査を外部委託するのは、むしろ当然のことです。

具体的には、たとえば、地元弁護士会などの推薦を受け、被害者(申立人)と

加害者(被申立人)が拒否しない弁議士三名で関係者の事情聴取と証拠調べを行

い、その結果を報告書としてまとめ、調査委員会に提出してもらうといった方

式が考えられます。 48J 

2 大学の内部調査には問題がありすぎるという教授の指摘はその通りであ

ろう。教授は、調査において、「被害者を二重三重に傷つける危険が大きすぎま

すjと言われるが、逆に無実な被申立人を傷つける危険もあるはずであるので、

一層、そのようにいえる。それゆえ、内部調査であれば調査を尽くすことは好

ましくない。したがって、内部調査であれば、調査を尽くさなければ懲戒権存

在確認訴訟は許されないとすることには、この観点からも疑問がある。ただ、調

48沼崎一郎・キャンパスセクシャル・ハラスメント対応ガイドあなたにできること、あ
なたがすべきこと[改訂増補版]嵯峨野帯院(平成 18年) 2 1 4頁以下。
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査が懲戒原因の存否を徹底的に明らかにする調査ではなく、リスクを避けるた

めに懲戒権存在確認訴訟を提起するのがいいのかを判断するための調査、例え

ば、懲戒原因の存否の明らかな証拠が存在するかといった鯛査にとどまるので

あれば、内部調査であっても教授が指摘されるような問題は生じないであろ

う。そのような調査は必要であるし、また大学は懲戒椴存在確認訴訟を提起す

る前にそのような調査は当然、するはずである。

3 ところで、内部調査の問題点は、調査を外部の専門家に依頼すれば生じな

い。そこで、調査を尽くすのであれば、外部の専門家に調査を依頼するのが望

ましい。問題は、そのように外部の専門家に調査を依頼し、調査を尽くしたう

えでなければ懲戒権存在確認訴訟は認められないというべきかであるが、私は

すでにのべたように、どうせ懲戒権存在確認訴訟を提起することになるのであ

れば調査のエネルギー(外務の専門家に調査を依頼する場合の費用もそれに含まれ

る)を節約したいとか、 Aや Bのためにもなるべく早く紛争が解決を見るよう

にしたいとか、 Aや Bが本格的な事情聴取も受け、訴訟における尋問も受ける

ということにならないようにしたいということで、直ちに懲戒権存在確認訴訟

を提起したいと大学が考えるにいった場合は、懲戒権存在確認訴訟を認めてよ

いと考える。

4 ちなみに、外部の専門家が調査を尽し、それに基づき大学が判断するので

あれば、大学が判断を誤ることはありえないということであれば、大学は外部

の専門家に調査を依頼すれば足り、懲戒権存在確認訴訟を認める必要はないと

いうことになるが、しかし、外部の専門家が調査をしても、後の訴訟でその調

査結果は誤りであるとされる可能性は、減少はするであろうが、なくならない

ので、そうはいえない。それゆえ、外部の専門家に調査を依頼したとしても、ど

うせ懲戒権存在確認訴訟を提起することになるであろうから、外部の専門家に

調査を依頼することなく、直ちに懲戒権存在確認訴訟を提起したいと大学が

考えることは当然にありうることである。

XII関連問題

1 関連問題にふれておく。まず、懲戒権存在確認訴訟において大学はAを保

護する立場で行動しなければならない。それは、懲戒権は大学のBに対する権
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利であり、大学はその存否を明らかにしたいということで、懲戒権の存在を争

うBを被告として懲戒権存在確認訴訟を提起するのであるから、大学は当然、

懲戒権の存在を主張すべきだからであるが、さらに実質的には次のようにいう

ことができる。

懲戒原因の存否、それゆえ懲戒権の存否自体について、利害を有しているの

はAとBであり、大学は懲戒権の存否自体については利害を有しておらず、懲

戒権が存在すれば懲戒権を行使し、懲戒権が存在しなければ懲戒権を行使しな

いという責務を負っているにすぎない。それゆえ、調査においては中立公平の

立場で調査をしなければならない。しかし、懲戒権存在確認訴訟ということに

なると、 Bは当事者として自己の利益を守ることができるが、 Aは懲戒権存在

確認訴訟の当事者にはなれないのであるから、大学はAの利益を保護する立場

で行動しなければならない。そして、このことはBも理解するはずであり、理

解したうえで本案審理がなされ本案判決がなされることを欲するはずである

(仮に、理解しないとしても、大学が判断を誤って懲戒処分を行うということを避けたい

Bは本案審理がなされ本案判決がなされることを欲するはずである)。また、このよう

に懲戒権存在確認訴訟において大学はAを保護する立場で行動するというこ

とでなければ、懲戒権存在確認訴訟へのAの理解を得ることはできない。この

ような訴訟では大学は弁護士に訴訟追行を委任するはずであり、そのことによ

り大学がAの利益を保護する立場で行動することが担保される。

2 次に、その存在の確認を求める懲戒権の内容については、明らかに過大で

あるという場合を除き、できるだけAの希望に沿うようにすべきである。もし、

それが過大であれば、裁判所は一部認容の法理により、適当な内容の懲戒権の

存在を確認すべきである。それにより懲戒権をめぐる紛争を一目的に解決する

ことができる。

3 最後に、懲戒権存在確認訴訟係属中のAやBの処遇の問題がある。これに

ついては、懲戒権存在確認訴訟それ自体とは異なり、大学は懲戒原因の存否は

まだ明らかになっていないという前提でAや Bの処遇を考えなければならな

い。そうすると、 Aに対しては、懲戒原因は存在するかも知れないのであるか

ら、あたかも懲戒原因は存在しないかのような処遇をしてはならないし、 Bに

対しては、懲戒原因は存在しないかも知れないのであるから、あたかも懲戒原
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因が存在するかのような処遇をしてはならない。このふたつの要請に同時に応

えることは事柄によっては容易ではないが、できるだけAの利益もBの利益も

害さないような工夫をすべきである。

4 懲戒権存在確認訴訟が許されるのであれば、おそらく多くの大学はそれを

利用するであろう。それは、大学によるAあるいはBに対する不法行為、人権

侵害を防止するという観点から望ましいことであると私は考える。また、内部

調査は別に禁じられているわけではないので、内部調査によることもできる

が、その場合の問題点、すなわち、調査自体により AやBが傷ついたり、「口頭

による厳重注意などという処分にもならない処分でお茶を濁すjことになった

り、さらには調査委員が「同僚や学生を裁くという辛い役目をこなさなければ

ならないj、また、「どのような結果が出ても、学内外で築いてきた人間関係は

かき乱され、二度と元には戻らないjといった問題点を考えても、多くの大学

が懲戒存在確認訴訟を利用することは望ましいことであると考える。

刃E要約

l 有力説は、訴えの利益の存否は判明していないが、請求に理由のないこと

は判明しているという場合、訴えの利益の審理を中止して直ちに請求棄却判決

をすることができるとするが、しかし、逆に諦求に理由のあることが判明した

場合は直ちに請求認容判決をすることはできないとする。

2 この請求棄却判決と請求認容判決の異別取扱いに対し、直ちに諮求棄却判

決をすることはできないという通説に立つ兼子博士は、直ちに請求棄却判決を

することができるとする大審院判決の判決理由をとらえて、「判旨の如く裁判

所がこれを顧慮せずに本案判決をしてしまった以上最早問題とする必要なく、

却って将来の再訴を予防するに役立つから違法視すべきでないとの語調を以

ってすれば、原告の請求を認容した場合も同様に論じなければならないことと

なろう。蓋しこの点で原告と被告との勝訴を区別する必要はないからであるj

と批判された。しかし、この批判は正しくない。兼子博士の表現を借りれば、大

審院判決の判決理由は、誰の利益になるかを問わず将来の再訴を予防するに役

立つから違法視すべきでないといっているのではなく、被告のために将来の再

訴を予防するに役立つから違法視すべきでないといっているからである。
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3 ところで、大審院判決の判決理由は、 I権利保護の必要と云うー訴訟要件

は、濫りに訴えを提起し以って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くすることを

防ぐに在るを以って、今若し本案の理由無きことが先ず判明したる場合に於て

直ちにその旨の判決を為すときは、言ば却って再訴の門戸を長へに杜絶し、以

って徒に被告を煩わし好んで事端を繁くするの患を未発に防ぐに於て最根本

的の手段に外ならざればなりjというものであるが、これは直ちに諮求棄却判

決をすることができることの適切な理由になっているかは疑問である。なぜな

ら、そのような被告の利益を保護するという目的は訴え却下判決という手段に

より達成されることになっているのに、なぜ今の場合は訴え却下判決ではなく

請求棄却判決によってその目的が達成されてよいのかについての説明が欠落

しているからである。それよりも、「一般に、訴えの利益の目的は、原告にとっ

て意味のない権利状態の確定のために審理に時間をとられ、それによって被告

や裁判所さらには権利保護を求める他の者(訴訟制度の他の利用者のことー玉

城)に不当な犠牲を強いることを防止することにある。このような目的からし

て、訴えの利益は本来、本案審理の開始前またはできるだけ本案審理が進展し

ないうちにその存否が確定されることが要請される。しかし、先に本案要件の

欠触が明らかになったときは、無益な本案審理を省くという訴えの利益の機能

がもはや期待されないのであるから、直ちに棄却判決を下すことがむしろその

趣旨に合致するjということが理由として適切である。

4 しかし、そうなると、ある疑問が生じる。それは、そのような理由づけで

は、直ちに請求棄却判決をすることはできるが、直ちに請求認容判決をするこ

とはできないことが説明できなくなるのではないか、というものである。なぜ

なら、「先に本案要件の欠触が明らかになったときは、無益な本案審理を省くと

いう訴えの利益の機能がもはや期待されないのであるから、直ちに棄却判決を

下すことがむしろその趣旨に合致するjから、というのであるが、先に請求に

理由のあることが判明した場合も、本案審理は終了していることに違いはない

ので、同様に、「無益な本案審理を省くという訴えの利益の機能がもはや期待さ

れないj、それなのに、なぜ、その場合は直ちに請求認容判決をすることはでき

ないのか、というものである。有力説はこの疑問に答えなければならない。

5 ところで、有力説の論者はすべて、直ちに請求認容判決をすることはでき
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ないとしているわけではない。一人、片野三郎教授は直ちに請求認容判決をす

ることもできるとする。ドイツの学説でも直ちに請求認容判決をすることもで

きるとする少数説が存在するが、教授はそのドイツの少数説を支持して、その

ように論じているのであるが、そのドイツの少数説は、まさに、今のべた疑問

に関わることを理由にしている。それゆえ、教授も同様であると思われる。

6 ところで、直ちに諮求認容判決をすることはできない理由につき、へンケ

ルは、被告には訴えの利益が存在するのでなければ諦求認容判決を言渡される

べきではないという保護されるべき利益があるから、としている。その保護さ

れるべき利益とは、訴えの利益のない訴えの本案審理につき合わされないとい

う利益ではなく、まさに訴えの利益のない訴えにおいて請求認容判決を言渡さ

れないという利益である。そのため、本案審理が終了した後であっても、その

ような利益はなお存在するので、訴えの利益の審理を続行し訴えの利益が存在

しないのであれば訴え却下判決がなされるべきことになるのである。直ちに諦

求認容判決をすることはできないとする立場では、先の疑問に対し、そのよう

に答えるほかないのではないかと思われる。

へンケルは、しかし、被告にはそのような保護されるべき利益があることの

理由は何ら提示していない。それを説得的に提示しない限り、直ちに請求認容

判決をすることはできないということを正当化することはできない。私は、そ

の理由について、以下のように考える。

7 請求認容判決と訴え却下判決では後者が被告にとって有利であるのはい

うまでもない。そうすると、本案審理を行うと、それにより請求に理由のない

ことが判明することもあるが、逆に請求に理由のあることが判明することもあ

るので、被告としては訴えの利益の存在が判明するまでは本案審理を拒みたい

ところであるが、被告のそのような本案審理拒絶権を認めることは訴訟遅延の

原因となりうるので、現行法はこれを認めていない。このように本案審理拒絶

権は認められていないのに、本案審理の結果、競求に理由のあることが判明し

たとして、直ちに諦求認容判決がなされるのは不当である。また、それでは、被

告は本案審理拒絶権はないとはいっても、訴えの利益の存否が判明するまでは

本案審理の引き伸ばしを図ることになり、訴訟遅延をもたらすことになる。

そのようにならないためには、本案審理の結果、諦求に理由のあることが判明
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したとしても、直ちに請求認容判決がなされることはなく、本案審理は終了して

いるにもかかわらず、さらに訴えの利益の審理を続行し、訴えの利益がないので

あれば訴えを却下するということを被告に保障しなければならない、と。

8 直ちに請求認容判決をすることはできない理由が以上の通りだとすると、

それは被告の利益を保護するためであるから、被告が訴えの利益の審理が続行

されることを欲さず、直ちに請求認容判決がなされることを欲する場合には、

直ちに請求認容判決をすることができると解すべきである。なぜなら、直ちに

請求認容判決をすることは裁判所や訴訟制度の他の利用者の利益になるので

あるから、後は被告の意思を尊重してよいからである。そして、本案について

請求は理由があるということであるが、そのこと自体に非常な不満を感じるの

で、もはや訴えの利益を問題にせずに、直ちに請求認容判決を受けて、それに

対し、その本案の判断を争って控訴したい等、被告が訴えの利益の審理が続行

されることを欲さず、直ちに請求認容判決がなされることを欲するということ

はありえないことではない。

9 無論、訴えの利益の存否は判明していないが、本案について請求に理由の

あることは判明しているというということは、裁判所が被告に伝達しなければ

被告は知りえないので、被告が直ちに諦求認容判決がなされることを欲しない

ことが明らかである場合は別として、裁判所は被告に伝達すべきである。被告

は直ちに請求認容判決がなされることを欲しないものと決めつけて、黙って訴

えの利益についての審理を続行すべきではない。

1 0 ところで、直ちに請求棄却判決がなされたのに対し原告が内容上の不服

を理由に控訴した場合、控訴審で訴えの利益は問題にならないと解されてい

る。しかし、それは被告の利益に反する面がある。それゆえ、直ちに諮求棄却

判決をすることについても被告の意思を尊重すべきである。山木戸博士も、理

論構成は異なるが、そのように解しているように思われる。

1 1 このように訴えの利益の存否は判明していないが、本案については結論

に達している場合、直ちに本案判決をすべきか否かは被告の意思にかかってい

るというのであれば、さらに進めて、すでに訴え提起時に被告が訴えの利益な

しとして訴えが却下されるのを欲さず、本案判決を欲するのであれば、本案判

決をすべきか否かについてそのことを考慮してよいのではないかということ
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が考えられてよい。訴えの利益という訴訟要件は、本案審理に関する被告や裁

判所や訴訟制度の他の利用者の利益を保護することを目的としているという

のであれば、被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本

案判決がなされることを欲することを裁判所に表明しても、このことは本案判

決をすべきか否かに何の影響も与えず、裁判所はそうでない場合とまったく同

様に対応すべきであるというのは、むしろおかしいからである。

1 2 もっとも、この場合は、本案審理は終了しているというのではなく、こ

れから本案審理をするのであるから、もし訴えの利益が存在しないにもかかわ

らず本案審理をし本案判決をするということになれば、裁判所や訴訟制度の他

の利用者の不利益になるので、それを考えると単純に被告の意思によるわけに

はいかず、一定の要件が必要であるとしなければならない。

1 3 これについて、私は次のふたつの要件を具備していれば裁判所は本案判

決をすべきであるとしてよいのではないかと考えている。ひとつは、本案判決

の必要性や有効性が、訴えの利益が認められるほどではないが、かなりの程度、

存在することである。これは、訴えの利益を認めるべきであるとする説があっ

てもおかしくないような場合といってもよい。もうひとつは、被告がそのよう

に訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされる

ことを欲することに合理的な理由があることである。被告が単に感情的に本案

について白黒つけたいというのでは足りないと考える。

1 4 被告が訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決

がなされることを欲することに合理的な理由があるということは普通は考え

られない。しかし、まったく考えられないわけではない。次のような場合が考

えられる。

遺言者の生前に提起された遺言無効の訴えにつき、中野教授は、訴えを提起

する原告側の事情として、「不法に作成された遺言の存在じたいによって推定

相続人が親族内で、あるいは社会的に信用を失い、遺言者の生前すでに財産

的・精神的損害を被ることも、十分に考えられるJとのべている。しかし、同

じ事情は被告側にも考えられるはずである。すなわち、原告から当該遺言は「不

法に作成されたjものであると主張されていることによって、親族たる受遺者

が「親族内で、あるいは社会的に信用を失い、遺言者の生前すでに財産的・精
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神的損害を被ることも、十分に考えられるj。

そこで、被告がそのような財産的・精神的損害を被っていることを理由に、

訴えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされるこ

とを欲するならば、それには合理的な理由がある。なぜなら、被告のそのよう

な財産的・精神的損害は訴え却下判決では除くことはできないからである。

1 5 被告が本案判決を欲しているということは、当事者双方が本案判決によ

る紛争解決を欲しているということである。司法はそのような場合で、かつ一

定の要件を具備するのであれば、民事訴訟の引き受けるべき事件であるとし

て、自らの貨務として、当事者双方による司法的救済のニーズに応えるべきで

あると考える。

1 6 他の例として、市の土地区画整理事業計画に対し、その事業計画によれ

ば買収が予定されている土地の所有者が提起した取消しの訴えについて、仮に

広義の訴えの利益に属する「処分性Jを否定する立場に立ったとして、被告で

ある市が処分性なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされ

ることを欲するということはまったく考えられないことではない。多数の市民

から買収計画の適法性につき疑いの目を向けられているため早く疑いを晴ら

したいとか、このまま計画を進めて具体的な買収処分をした後に処分取消しの

訴えを提起され、敗訴すると、買収にいたるまでの労力・費用が無駄になり、ま

た土地の所有者に損害賠償を支払わなければならなくなくので、そうならない

ようにしたい、計画が適法であることを明らかにして、安心して買収したいと

か、他の計画との関係で早く今の計画の適法・不適法を明らかにしたいといっ

たことがその理由として考えられる。そして、これらは被告が処分性なしとし

て訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされることを欲する合理的理

由ということができる。

1 7 形成権の存在の確認を求める訴訟は訴えの利益を欠くと一般に解され

ている。なぜなら、形成権は訴訟外で行使することができるので、そのように

訴訟外で行使すれば足り、何も形成権の存在の確認を求めて訴えを提起する必

要はないからである。しかし、形成権を行使する前に形成権の存在の確認を求

めて訴えを提起することが許されるのであれば、そうしたいと考えることはあ

りえないわけではない。それは、形成権の行使、不行使のリスクが高い場合で
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ある。例えば、形成権の一種である懲戒権の存在の確認を求める訴訟が考えら

れる。

学生Aが教員Bからセクシャル・ハラスメントを受けたとして大学に懲戒処

分を求めた、これに対し、 Bはセクシャル・ハラスメントの事実を争ったという

例で考えてみよう。その場合、大学は調査の結果、その懲戒原因となるセクシャ

ル・ハラスメントの事実の存否を判断し、それに基づき懲戒処分を行う、あるい

は行わないことになるが、しかし、その事実の存在を証明する明らかな証拠も、

不存在を証明する明らかな証拠も存在しない場合は、その事実の存否の判断は

容易でない。判断を誤ると、 AあるいはBから損害賠償請求訴訟等の訴訟を起こ

され敗訴することになるし、また、そうなれば大学の構成員や社会から非難を受

けることが多いからである。そのような場合、大学はBを相手取って懲戒権の存

在の確認を求める訴訟を起こすことができるのであれば、このようなリスクを

避けるために、そのような訴訟を提起したいと大学が考えることは十分にあり

うる。その場合、訴えの利益は認められるという解釈もありえよう。

1 8 しかし、仮に、そのように訴えの利益は認められると解することはでき

ないとしても、上記の私見によれば、 Bが訴えの利益なしとして訴えが却下さ

れることを欲さず、本案判決がなされることを欲することを裁判所に表明した

場合、上記の要件を具備すれば本案判決がなされるべきことになる。大学はリ

スクを避けるためにそのような訴訟を提起するのであるから、 Bはおそらく訴

えの利益なしとして訴えが却下されることを欲さず、本案判決がなされること

を欲するであろう。また、懲戒原因が存在するというAが主張が真実であれば、

リスクを避けるためにこのような訴訟を提起することにつき、 Aの理解も得ら

れるであろう。

1 9 ところで、そのように懲戒権存在確認訴訟が適法とされるためには、大

学が懲戒原因の存否について調査を尽くしたことが必要であろうか。私は調査

を尽くしたことは必要でないと考える。すなわち、ある程度、調査した結果、今

後、たとえ調査を尽くしても、結局、リスクを避けるために懲戒権存在確認訴

訟を提起することになるであろう、したがって調査を尽くすことなく直ちに懲

戒権存在確認訴訟を提起したい、と大学が考えるにいった場合は、懲戒権存在

確認訴訟を認めてよいと考える。調査を尽くすということは大学にとって大き
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なエネルギーを必要とするが、どうせ懲戒権存在確認訴訟を提起することにな

るであろうからそのエネルギーを節約したいとか、どうせ懲戒権存在確認訴訟

を提起することになるであろうから、 AやBのためにもなるべく早く紛争が解

決を見るように懲戒権存在確認訴訟の提起を急ぐのがよいとか、 AやBにとっ

て本格的な事情聴取や尋問を受けるのは苦痛であるので、どうせ懲戒権存在確

認訴訟を提起することになるであろうから、調査でも本格的な事情聴取を受

け、懲戒権存在確認訴訟でも尋問を受けるという二重の苦痛をAやBに味わさ

せない方がよいといった理由で、調査を尽くすことなく懲戒権存在確認訴訟を

提起したいという場合、それを認めるべきであると考える。

2 0 調査を尽くす必要はないとする理由は他にもある。それは調査の方法に

関わるが、それが学内での内部調査である場合、文化人類学や男性学を専攻する

東北大学大学院文学研究科の沼崎一郎教授が指摘されるように、調査自体に問

題があるからである。ただ、調査が懲戒原因の存否を徹底的に明らかにする調査

ではなく、リスクを避けるために懲戒権存在確認訴訟を提起するのがいいのか

を判断するための調査、例えば、懲戒原因の存否の明らかな証拠が存在するかと

いった調査にとどまるのであれば、内部調査であっても教授が指摘されるよう

な問題は生じないであろう。そのような調査は必要であるし、また大学は懲戒権

存在確認訴訟を提起する前にそのような調査は当然、するはずである。

2 1 調査とは異なり懲戒権存在確認訴訟においては、大学はAを保護する立

場で行動しなければならない。 Aは懲戒権存在確認訴訟の当事者にはなれない

からである。また、このように懲戒権存在確認訴訟において大学はAを保護す

る立場で行動するということでなければ、懲戒権存在確認訴訟へのAの理解を

得ることはできない。このような訴訟では大学は弁護士に訴訟追行を委任する

はずであり、そのことにより大学がAの利益を保護する立場で行動することが

担保される。

2 2 懲戒権存在確認訴訟が許されるのであれば、おそらく多くの大学はそれ

を利用するであろう。それは、大学によるAあるいはBに対する不法行為、人

権侵害を防止するという観点から望ましいことであると私は考える。
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