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平成 29 年予備試験 法律実務基礎科目（民事） 
問題文 

 司法試験予備試験用法文を適宜参照して，以下の各設問に答えなさい。 
 
〔設問１〕 

 弁護士Ｐは，Ｘから次のような相談を受けた。 
 
【Ｘの相談内容】 
  「私は，骨董品を収集することが趣味なのですが，親友からＢという人を紹介し
てもらい，平成２８年５月１日，Ｂ宅に壺（以下「本件壺」という。）を見に行き
ました。Ｂに会ったところ，Ａから平成２７年３月５日に，代金１００万円で本件
壺を買って，同日引き渡してもらったということで，本件壺を見せてもらったので
すが，ちょうど私が欲しかった壺であったことから，是非とも譲ってほしいとＢに
お願いしたところ，代金１５０万円なら譲ってくれるということで，当日，本件壺
を代金１５０万円で購入しました。そして，他の人には売ってほしくなかったの
で，親友の紹介でもあったことから信用できると思い，当日，代金１５０万円をＢ
に支払い，領収書をもらいました。当日は，電車で来ていたので，途中で落とした
りしたら大変だと思っていたところ，Ｂが，あなた（Ｘ）のために占有しておきま
すということでしたので，これを了解し，後日，本件壺を引き取りに行くことにし
ました。 

  平成２８年６月１日，Ｂのところに本件壺を取りに行ったところ，Ｂから，本件
壺は，Ａから預かっていただけで，自分のものではない，あなた（Ｘ）から１５０
万円を受け取ったこともない，また，本件壺は，既に，Ｙに引き渡したので，自分
のところにはないと言われました。 

  すぐに，Ｙのところに行き，本件壺を引き渡してくれるようにお願いしたのです
が，Ｙは，本件壺は，平成２８年５月１５日にＡから代金１５０万円で購入したも
のであり，渡す必要はないと言って渡してくれません。 

  本件壺の所有者は，私ですので，何の権利もないのに本件壺を占有しているＹに
本件壺の引渡しを求めたいと考えています。」 

 
 弁護士Ｐは，【Ｘの相談内容】を前提に，Ｘの訴訟代理人として，Ｙに対し，本件
壺の引渡しを求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起することを検討するこ
ととした。 
 
 以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。 
⑴ 弁護士Ｐは，本件訴訟に先立って，Ｙに対して，本件壺の占有がＹ以外の者に移
転されることに備え，事前に講じておくべき法的手段を検討することとした。弁護
士Ｐが採り得る法的手段を一つ挙げ，そのような手段を講じなかった場合に生じる
問題についても併せて説明しなさい。 
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⑵ 弁護士Ｐが，本件訴訟において，選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。
なお，代償請求については，考慮する必要はない。 

⑶ 弁護士Ｐは，本件訴訟の訴状（以下「本件訴状」という。）において，本件壺の
引渡請求を理由づける事実（民事訴訟規則第５３条第１項）として，次の各事実を
主張した。 

 ア Ａは，〔①〕 
 イ Ａは，平成２７年３月５日，Ｂに対し，本件壺を代金１００万円で売った。 
 ウ 〔②〕 
 エ 〔③〕 
  上記①から③までに入る具体的事実を，それぞれ答えなさい。 
⑷ 弁護士Ｐは，Ｙが，ＡＢ間の売買契約を否認すると予想されたことから，上記(3)
の法的構成とは別に，仮に，Ｂが本件壺の所有権を有していないとしても，本件壺
の引渡請求を理由づける事実（民事訴訟規則第５３条第１項）の主張をできないか
検討した。しかし，弁護士Ｐは，このような主張は，判例を踏まえると認められな
い可能性が高いとして断念した。弁護士Ｐが検討したと考えられる主張の内容（当
該主張を構成する具体的事実を記載する必要はない。）と，その主張を断念した理
由を簡潔に説明しなさい。 

 
〔設問２〕 

 弁護士Ｑは，本件訴状の送達を受けたＹから次のような相談を受けた。 
 
【Ｙの相談内容】 
  「私は，Ａから，本件壺を買わないかと言われました。壺に興味があることか
ら，Ａに見せてほしいと言ったところ，Ａは，Ｂに預かってもらっているというこ
とでした。そこで，平成２８年５月１５日，Ｂ宅に見に行ったところ，一目で気に
入り，Ａに電話で１５０万円での購入を申し込み，Ａが承諾してくれました。私
は，すぐに近くの銀行で１５０万円を引き出しＡ宅に向かい，Ａに現金を交付した
ところ，Ａが私と一緒にＢ宅に行ってくれて，Ａから本件壺を受け取りました。し
たがって，本件壺の所有者は私ですから，Ｘに引き渡す必要はないと思います。」 

 
 弁護士Ｑは，【Ｙの相談内容】を前提に，Ｙの訴訟代理人として，本件訴訟におけ
る答弁書を作成するに当たり，主張することが考えられる二つの抗弁を検討したとこ
ろ，抗弁に対して考えられる再抗弁を想定すると，そのうちの一方の抗弁について
は，自己に有利な結論を得られる見込みは高くないと考え，もう一方の抗弁のみを主
張することとした。 
 
 以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。 
⑴ 弁護士Ｑとして主張することを検討した二つの抗弁の内容（当該抗弁を構成する
具体的事実を記載する必要はない。）を挙げなさい。 

⑵ 上記(1)の二つの抗弁のうち弁護士Ｑが主張しないこととした抗弁を挙げるととも
に，その抗弁を主張しないこととした理由を，想定される再抗弁の内容にも言及し
た上で説明しなさい。  
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〔設問３〕 

 Ｙに対する訴訟は，審理の結果，ＡＢ間の売買契約が認められないという理由で，
Ｘが敗訴した。そこで，弁護士Ｐは，Ｘの訴訟代理人として，Ｂに対して，ＢＸ間の
売買契約の債務不履行を理由とする解除に基づく原状回復請求としての１５０万円の
返還請求訴訟（以下「本件第２訴訟」という。）を提起した。 
 第１回口頭弁論期日で，Ｂは，Ｘから本件壺の引渡しを催告され，相当期間が経過
した後，Ｘから解除の意思表示をされたことは認めたが，ＢがＸに対して本件壺を売
ったことと，ＢＸ間の売買契約に基づいてＸからＢに対し１５０万円が支払われたこ
とについては否認した。弁護士Ｐは，当該期日において，以下の領収書（押印以外，
全てプリンターで打ち出されたものである。以下「本件領収書」という。）を提出
し，証拠として取り調べられた。これに対し，Ｂの弁護士Ｒは，本件領収書の成立の
真正を否認し，押印についてもＢの印章によるものではないと主張している。 
 その後，第１回弁論準備手続期日で，弁護士Ｐは，平成２８年５月１日に１５０万
円を引き出したことが記載されたⅩ名義の預金通帳を提出し，それが取り調べられ，
弁護士Ｒは預金通帳の成立の真正を認めた。 
 第２回口頭弁論期日において，ＸとＢの本人尋問が実施され，Ｘは，下記【Ｘの供
述内容】のとおり，Ｂは，下記【Ｂの供述内容】のとおり，それぞれ供述した。 
 

領 収 書 
Ｘ 様 
   下記金員を確かに受領しました。 
     金１５０万円 
      ただし，壺の代金として 
        平成２８年５月１日 
                 Ｂ ○Ｂ  

 
【Ｘの供述内容】 
  「私は，平成２８年５月１日に，親友の紹介でＢ宅を訪問し，本件壺を見せても
らいました。Ｂとは，そのときが初対面でしたが，Ｂは，現金１５０万円なら売っ
てもいいと言ってくれたので，私は，すぐに近くの銀行に行き，１５０万円を引き
出して用意しました。Ｂは，私が銀行に行っている間に，パソコンとプリンターを
使って，領収書を打ち出し，三文判ではありますが，判子も押して用意してくれて
いたので，引き出した現金１５０万円をＢ宅で交付し，Ｂから領収書を受け取りま
した。当日は，電車で来ていたので，取りあえず，壺を預かっておいてもらったの
ですが，同年６月１日に壺を受け取りに行った際には，Ｂから急に，本件壺は，Ａ
から預かっているもので，あなたに売ったことはないと言われました。 

  また，Ｙに対する訴訟で証人として証言したＡが供述していたように，Ａは同年
５月２日にＢから２００万円を借金の返済として受け取っているようですが，この
２００万円には私が交付した１５０万円が含まれていることは間違いないと思いま
す。」 
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【Ｂの供述内容】 
  「確かに，平成２８年５月１日，Ｘは，私の家を訪ねてきて，本件壺を見せてほ
しいと言ってきました。私はＸとは面識はありませんでしたが，知人からＸを紹介
されたこともあり，本件壺を見せてはあげましたが，Ｘから１５０万円は受け取っ
ていません。Ｘは，私に１５０万円を現金で渡したと言っているようですが，そん
な大金を現金でもらうはずはありませんし，領収書についても，私の名前の判子は
押してありますが，こんな判子はどこでも買えるもので，Ｘがパソコンで作って，
私の名前の判子を勝手に買ってきて押印したものに違いありません。 

  私は，同月２日に，Ａから借りていた２００万円を返済したことは間違いありま
せんが，これは，自分の父親からお金を借りて返済したもので，Ｘからもらったお
金で工面したものではありません。父親は，自宅にあった現金を私に貸してくれた
ようです。また，父親とのやり取りだったので，貸し借りに当たって書面も作りま
せんでした。その後，同年６月１日にもＸが私の家に来て，本件壺を売ってくれと
言ってきましたが，断っています。」 

 
 以上を前提に，以下の各問いに答えなさい。 
⑴ 本件第２訴訟の審理をする裁判所は，本件領収書の形式的証拠力を判断するに当
たり，Ｂの記名及びＢ名下の印影が存在することについて，どのように考えること
になるか論じなさい。 

⑵ 弁護士Ｐは，本件第２訴訟の第３回口頭弁論期日までに，準備書面を提出するこ
とを予定している。その準備書面において，弁護士Ｐは，前記【Ｘの供述内容】及
び【Ｂの供述内容】と同内容のＸ及びＢの本人尋問における供述並びに前記の提出
された書証に基づいて，Ｂが否認した事実についての主張を展開したいと考えてい
る。弁護士Ｐにおいて準備書面に記載すべき内容を，提出された書証や両者の供述
から認定することができる事実を踏まえて，答案用紙１頁程度の分量で記載しなさ
い。 
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解説 

第１ 設問１について 
１ 小問⑴について 
  「本件壺の占有がＹ以外の者に移転されることに備え」とあるから，P がとるべ
き手段は，占有移転禁止の仮処分（民保 62）になる。 

  被告が第三者に占有を移転させてしまうと，被告との関係で認容判決を得ても，
当該第三者に対して，明渡しの執行を求めることはできなくなる（基準時前の承継
人については，占有移転禁止の仮処分が執行されていない限り，承継執行文（民執
27Ⅱ）を付与することができない。）。これを回避するための民事訴訟法上の手段と
しては，訴訟引受けの申立て（民訴 50）をするか，別訴を提起することになる。 

  しかし，これらは非常に煩雑であるし，そもそも公示のない占有の移転を原告が
関知して上記手段を講じることは事実上不可能である。 

  そこで，占有の移転を禁止して，訴訟当事者を固定させる必要がある。これを実
現する手段が占有移転禁止の仮処分である。なお，このように訴訟当事者を固定さ
せる機能を，当事者恒定効といい，係争物に関する仮処分の第一次的意義といわれ
る。 

  具体的には，占有移転禁止の仮処分は，仮処分命令を債務名義として，占有者の
占有を解き，執行官がこれを保管することになる。もっとも，通常は，占有移転禁
止を公示した上で，債務者に使用を許すため，第三者が現実に占有をしている場合
があり，その場合に備えて，本案の債務名義で，仮処分命令の執行後に占有を取得
した者に対して，引渡しの強制執行をすることができる（民保62Ⅰ①②）という仕
組みになっている。 

２ 小問⑵について 
  Ｘが求めるのは本件壺の引渡しであり，また，ＸY 間には契約関係がないので，
所有権に基づく返還請求権としての引渡請求権を訴訟物にすることになる。 

３ 小問⑶について 
 ⑴ 所有権に基づく返還請求権としての引渡請求権の請求原因は，(ⅰ)原告もと所
有，(ⅱ)被告現占有である。 

 ⑵ (ⅰ)については，権利自白が成立した以後の所有権の来歴について主張する必
要がある。本問では，Ｙは，Ａから買ったと主張しているのであるから，Ｘが主
張する平成 27 年３月５日時点でＡが本件壺の所有権を有していることに権利自
白が成立する。 

   そこで，⒜平成 27 年３月５日Ａ所有（問題文のアに対応），⒝平成 27 年３月
５日ＡＢ売買（イに対応），⒞平成 28 年５月１日ＢＸ売買（ウに対応）を主張す
ればよい。 

 ⑶ 一方，(ⅱ)については，特に問題になる点はなく，端的に「Ｙが本件壺を占有
している」（エに対応）とすればよい。 

４ 小問⑷について 
  Ｂからの承継取得ではない取得方法を検討しているのであるから，Ｐが検討した
主張の内容は，即時取得（民 192）である。 
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  しかし，判例は，占有改定での即時取得を認めないので（最判昭 32.12.27，最判
昭 35.2.11【民法百選Ⅰ65】），その主張を断念したということを論じればよい。 

 
第２ 設問２について 
１ 小問⑴について 
  対抗要件具備による所有権喪失の抗弁と即時取得による所有権喪失の抗弁の２つ
が考えられる。当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はないので，答案で
は，これを端的に指摘すれば足りる。 

  なお，ＡからＢへの引渡しが済んでいると，これにより確定的にＢが所有権者と
なるから，Ｂからの承継人であるＸとＹは対抗関係に立たない。実体法上は，その
ような理解が正しいが，要件事実的にみると，Ｘへの引渡しの日時は再反論で初め
て顕出される事実であるため，Ｙの抗弁が主張自体失当になるわけでない。 

  ※対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は，対抗要件の抗弁について，権利抗弁
説に立たない限り，対抗要件の抗弁との関係でａ＋ｂになる。 

  そのほか，対抗要件の抗弁も考えられるが，出題趣旨では，「原告の所有権喪失
原因について幅広く検討」としており，これを想定していないようである。Ｙが
「本件壺の所有者は私ですから，Ｘに引き渡す必要はない」と言っていることか
ら，抗弁の内容は，Ｙが所有者であることにするべきということかもしれない。 

２ 小問⑵について 
  対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対しては，これに先立つ対抗要件具備の
再抗弁を提出することができる。 

  占有改定による引渡しも民法 178 条の「引渡し」に含まれるので，Ｘが容易に再
抗弁を提出することができる。 

  なお，占有改定による引渡しについては，Ｘが一方的に主張しているだけなの
で，自己に有利な結論を得られる見込みは高くないとまではいえないのではないか
という評価もあり得なくはない。しかし，通常，面前で売買を行っているにもかか
わらず（抗弁・再抗弁の審理は，請求原因が認められることが前提。），占有改定す
ら行われなかったというのは極めて不自然であるから，占有改定があったというＸ
の主張は認められる公算が高い。 

  そのため，やはり，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁では，Ｙに有利な結論
を得られる見込みは高くない。 

 
第３ 設問３について 
１ 小問⑴について 
 ⑴ 書証は，文書の作成者の意思や認識などの意味内容を証拠資料に用いる証拠調
べであるため，作成者の意思に基づいてその文書が作成されたこと（文書の成立
の真正）が肯定されなければ，証拠とすることは許されない。そして，これが認
められることを形式的証拠力があるという。 

   文書の成立の真正については，民事訴訟法 228 条に規定されているところ，本
件領収書の作成者と思しきＢは，公務員ではないので，４項の適用を検討すれば
よい。 

 ⑵ 記名について 
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   同項は，「本人……の署名又は押印があるとき」に文書の成立の真正を推定す
ると規定している。日本では，記名が相当数行われていることを根拠に，「署
名」に記名を含めるという少数説もあるが，多数説はこれを認めない。多数説に
立つ限り，Ｂの記名が存在することは，同項の適用との関係では意味を持たな
い。 

 ⑶ 印影について 
   同項の「本人……の……押印」とは，本人の意思に基づいてされた押印を意味
する。そして，私文書の印影が本人の印影によって顕出されたものであることが
確定された場合には，反証のない限り，その印影は本人の意思に基づいて顕出さ
れたものと事実上推定される（最判昭 39.5.12【民訴法百選 70】）。いわゆる二段
の推定における一段目の推定である。 

   本問では，Ｂ名下の印影について，Ｂが「私の名前の判子を勝手に買ってきて
押印した」として，本人の印影によって顕出されたものであることを否認してい
る（また，おそらく実印ではないから，印鑑登録証明書等でこれを立証すること
はできない。）。 

   そのため，裁判所としては，一段目の推定を基礎付ける事実である「私文書の
印影が本人の印影によって顕出されたものであること」の主張立証をＸ側に促
し，これが認められる場合に限り，形式的証拠力との関係で意味を持つことにな
る。 

２ 小問⑵について 
 ⑴ まず，ＢＸ間の訴訟における訴訟物は，解除に基づく原状回復請求権であるか
ら，その要件事実を整理すると，以下のとおりとなる。なお，かっこ内は，○が
自白，×が否認を指す。 

   あ．平成 28年５月１日ＢＸ売買（×） 
   い．Ｘ→Ｂ 売買代金 150 万円を支払った（×） 
   う．Ｘ→Ｂ 催告（○） 
   え．相当期間の経過（○） 
   お．Ｘ→Ｂ 解除の意思表示（○） 
 ⑵ Ｂが否認した事実は，「ＢがＸに対して本件壺を売ったこと」，「ＢＸ間の売買
契約に基づいてＸからＢに対し 150 万円が支払われたこと」の２つである。そこ
で，原告の立場からこれらの事実が認められる旨を主張すればよい。 

   通常は，２つの主要事実が問題となる場合には，これらを分けて論じることに
なるが，売買の事実が認められれば，弁済の事実を肯定する有力な間接事実とな
り得るし，弁済の事実が認められれば，売買の事実を肯定する有力な間接事実と
なり得る。そのため，書き方は工夫する必要がある（答案例では，交付の事実か
ら主張している。）。 

   また，本問では，二段の推定を受けることができないであろうから，形式的証
拠力があることを立証することは容易ではなく，また，問題文にもこれを肯定す
るような事情が存しない。そのため，この書証は使わない方向で主張を組み立て
ることになるだろう。 

 ⑶ 平成 28 年５月１日ＢＸ売買について 
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   契約の成否については，⒜事前の情況，⒝行為の情況，⒞事後の情況に分けて
分析するのが有益である。 

   ⒜事前の情況については，①当事者の客観的な資産状況，経歴・社会的経験等
に関する事実，②契約締結の必要性，契約締結に向けた準備作業等に関する事
実，③当事者の当該事件に関する動機・計画の存在等を基礎付ける事実などが，
⒝行為の情況については，①契約書の存否の事実，②契約締結の場に当事者・代
理人がいたか否かの事実，③契約締結等の現場での当事者の会話の内容等に関す
る事実，④契約内容の合理性・自然性を基礎付ける事実などが，⒞事後の情況に
ついては，①主要事実の存在と符合又は矛盾する客観的情況の存在に関する事
実，②主要事実の存在と符合又は矛盾する当事者の言動に関する事実，③当事者
の事後の主張・供述の一貫性と変遷の理由などがあるとされる。 

   本問で使えそうな事実をピックアップすると，⒜①③Ｘが骨董品の収集を趣味
にしていること（事実Ⅰ，積極），②Ｘが初対面のＢに会いに行っていること
（事実Ⅱ，積極），②Ｘが 150 万円を引き出したこと（事実Ⅲ，積極），⒝①契約
書が存在しないこと（事実Ⅳ，消極），②ＸとＢという契約当事者が会っていた
こと（事実Ⅴ，積極），③少なくとも，本件壺をＢがＸに見せていること（事実
Ⅵ，積極），⒞②Ｂが契約日の翌日にＡから借りていた 200 万円を返済したこと
（事実Ⅶ，積極），②１か月後の６月１日に再びＸがＢに会いに行っていること
（事実Ⅷ，積極消極），①本件壺が一貫してＢの占有下にあったこと（事実Ⅸ，
消極）があげられる。 

   事実Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵは，骨董品の収集を趣味にしている者であれば，単純に見
に来ただけということもあり得なくはないし，売買のために行ったのであるが交
渉が決裂してしまったとも考えられるので，それほど重要な意味は持たないだろ
う。 

   事実Ⅳ，Ⅸについて，本件壺を持ち帰らなかったことは，売買契約の事実を肯
定する上では，大きな障害になるから（Ｂを安易に信頼しすぎではないか，むし
ろ売買がないと見る方が自然ではないかということ。），Ｘ側としては，この点の
手当てはしておきたい。お金の授受が既にあり，領収書を作成したという主張
（領収書は証拠としては使えないので，Ｘの証言を根拠に主張する。なお，成立
の真正が認められなかった文書について，当該文書の存在自体を証拠資料として
（検証の方法による）事実認定をした判例として，最判昭 46.4.22 がある。）を
し，現実売買（その場で代金を支払い，物の受領も済ませる売買契約）の場合に
は，契約書を作成しないのが通常であって，本問も当日に決済が終わっており，
それに類するという説明になるだろうか。 

   そして，最も重要な事実は，事実Ⅲ及びⅦである。契約があったとされる日に
150 万円もの金額を引き出しており，契約の履行以外の使い道は考え難い。ま
た，Ｂが，その翌日にＡに 200 万円を返済しているのは，タイミングが良すぎる
ので，Ｂがこれを受け取ったということを推認させる事実となる。そして，Ｂが
初対面のＸから 150 万円という大金の交付を受けたのは，売買契約が行われたか
らであると考えるのが自然である。 
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   なお，事実Ⅷは，Ｘの主張の通り，履行を求めて会いに行ったともとれるし，
Ｂ主張の通り，売買契約が成立しなかったために，もう一度売買の交渉に行った
ともとれるため，決め手にならない。 

 ⑷ 「ＢＸ間の売買契約に基づいてＸからＢに対し 150 万円が支払われたこと」に
ついて 

   分析的にみると，この事実は，ＸがＢに 150 万円を交付したことと，これが売
買契約の代金であることの２つに分けることができる。 

   前者については，上記のとおり，事実Ⅲ及びⅦで認定することができるし，後
者については，ＸＢに面識がないこと，同日に売買契約が締結されたことから，
認定することができるだろう。 

   また，200 万円の返済について，Ｂが弁解をしているから，こちらを叩いてお
く必要もある。 

 ⑸ なお，領収書が使えず，契約書もないが，150 万円という大金が現実に動いて
いることから，基本的には，Ｘ側の勝ち筋の事案ということができる。 

 

〔出題の趣旨〕 
  設問１は，動産の引渡請求が問題となる訴訟において，原告代理人があらか
じめ講ずべき法的手段とともに，引渡請求の訴訟物や当該請求を理由付ける事
実について説明を求めるものである。民事保全の基本的理解に加えて，所有権
に基づく物権的請求権の法律要件について，民事実体法及び判例で示された規
律や動産取引の特殊性に留意して検討することが求められる。 

  設問２は，動産の二重譲渡事案における実体法上の権利関係及びそれに係る
要件事実の理解を前提に，原告の所有権喪失原因について幅広く検討した上，
本件の時系列の下で予想される再抗弁の内容を念頭に，適切な抗弁を選択し，
その理由を説明することが求められる。 

  設問３は，二段の推定についての基本的理解と当てはめを問うとともに，原
告代理人の立場から，準備書面に記載すべき事項を問うものである。争点に関
する書証及び当事者尋問の結果を検討し，証拠により認定することができる事
実を摘示した上で，原告の主張を根拠付けるために，各認定事実に基づき，い
かなる推論・評価が可能か，その過程を検討・説明することが求められる。 
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模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ 設問１について 
１ 小問⑴について 
  とるべき手段は占有移転禁止の仮処分（民事保全法６２条）である。 
  仮に，占有移転禁止の仮処分をしていない場合，訴え提起後，口頭弁論
終結前に被告が第三者に係争物の占有を移転すると，原告は，勝訴判決を
得たとしても，当該第三者に対して，明渡しの執行を求めることはできな
い。そこで，原告は，訴訟係属中にこれが明らかになった場合には，訴訟
引受けの申立て（民事訴訟法５０条）をするか，別訴を提起することにな
る。しかし，これらは非常に煩雑であるし，そもそも公示のない占有の移
転を原告が関知して上記手段を講じることは事実上不可能である。 

  したがって，このような事態を避けるため，占有の移転を禁止して，
訴訟当事者を固定させる必要がある。これを実現する手段が占有移転禁
止の仮処分である。 

２ 小問⑵について 
  Ｘが求めるのは本件壺の引渡しであり，また，ＸＹ間には契約関係が
ないので，所有権に基づく返還請求権としての引渡請求権を訴訟物とし
て選択することになる。 

３ 小問⑶について 
 ⑴ ①について 
   平成２７年３月５日当時，本件壺を所有していた。 
 ⑵ ②について 
   Ｂは，平成２８年５月１日，Ｘに対し，本件壺を１５０万円で売った。 

 ⑶ ③について 
   Ｙは，本件壺を占有している。 
４ 小問⑷について 
  Ｐが検討した主張の内容は，即時取得（民法１９２条）による所有権
取得である。 

  本問では，Ｂは，本件壺を売却した際，以後，Ｘのために本件壺を占
有すると申し出ており，Ｘもこれに従っているので，Ｘは，占有改定
（民法１８３条）による引渡ししか受けていないことになる。 

  そして，判例は，占有改定による引渡しでは，「動産の占有を始め
た」とはいえないとするため，Ｘの相談内容を前提とすると，即時取得
の主張は，主張自体失当となる。 

  したがって，Ｐは，この主張を断念したと考えられる。 
第２ 設問２について 
１ 小問⑴について 
  対抗要件具備による所有権喪失の抗弁と即時取得による所有権喪失の
抗弁の２つが考えられる。 

２ 小問⑵について 
  弁護士Ｑは，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張しないこと
としたと考えられる。 

  Ｘは，Ｂから占有改定による引渡しを受けていると主張しているた
め，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対して，これに先立つ対抗
要件具備の再抗弁を提出することができる。そして，抗弁・再抗弁の当

 

２ 

１ 
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   Ｘは，売買契約当日である平成２８年５月１日にⅩ名義の預金通帳か
ら１５０万円を引き出しているところ，１５０万円という大金は，人が
持ち歩いたり保管しておくような額ではなく，当日に支払うためのもの
としか考えられないから，同日にＢＸ間で売買契約が締結されたと考え
るほかない。一方，Ｂは，その翌日にＡに２００万円を返済している
が，Ｘが交付した金額と似通っており，契約の翌日であることから，Ｘ
が交付した１５０万円を原資にしたとしか考えられない。よって，Ｘか
らＢに対し１５０万円が支払われたことは明らかである。 

   なお，Ｂは，父親が自宅にあった現金を貸してくれたと証言する
が，そもそも自宅に２００万円もの大金を保管しているのも不自然で
あるし，親族とはいえ，簡易な覚書も作成しないのは不自然である。 

   また，下記のとおり，ＢＸ間には売買契約が成立しており，また，
ＸとＢは契約締結日まで面識がなかったのであるから，１５０万円の
交付は，同日の売買契約に基づくものであることは明らかである。 

 ⑵ ＢがＸに対して本件壺を売ったこと 
   上記のとおり，Ｘは，同日，Ｂに対して１５０万円を交付している

が，ＸとＢは契約締結日まで面識がなかったこと，同日に，ＸはＢの
本件壺を見に来ていたことからすれば，本件壺を１５０万円で売買す
る旨の契約がＢＸ間で締結されたことは明らかである。 

   また，Ｘが契約書を作成せず，本件壺を持ち帰らなかったのは，そ
の場で決済が完了しており，本件領収書があれば十分だと考えていた
からであり，契約成立の認定の妨げにならない。      以 上 

否は，Ｘの請求原因が認められることを前提として審理されるから，既
にＢＸ間の売買の事実が認定されていることになる。とすれば，Ｘが主
張する占有改定の事実も認められる可能性が高い。 

  そのため，対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を主張したとして
も，再抗弁により，その効果が覆滅する可能性が高い。 

第３ 設問３について 
１ 小問⑴について 
 ⑴ 本件領収書は，私文書であるから，民事訴訟法２２８条４項の適用

との関係が問題となる。 
 ⑵ 記名について 
   同項は，「本人……の署名」があるときに文書の成立の真正を推定

すると規定しているから，記名では，何らの意味も有しない。 
 ⑶ 印影について 
   同項の「本人……の……押印」とは，本人の意思に基づいてされた

押印を意味する。そして，私文書の印影が本人の印影によって顕出さ
れたものであることが確定された場合には，反証のない限り，その印
影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定される。 

   本問では，Ｂ名下の印影について，本人の印影によって顕出された
ものであることを否認しているため，Ｘ側が，これを立証した場合に
限り，一段目の推定を基礎付ける事実として考えることになる。 

２ 小問⑵について 
 ⑴ ＢＸ間の売買契約に基づきＸからＢに１５０万円が支払われたこと 

３ 

４ 


