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 司Ｈ19-54 
配点：２ 

 夫婦の同居を命じる審判に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２
個選びなさい。 
 １．夫婦の同居を命じる審判は，判例によれば，同居の時期，場所，態様等について具体
的内容を定めるものとして，本質的に非訟事件の裁判である。 

 ２．夫婦の同居を命じる審判の手続は，非公開である。 
 ３．夫婦の同居を命じる審判の手続においては，職権探知主義により審理が行われる。 
 ４．判例によれば，同居の時期，場所，態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を
命じる審判の確定後は，もはや訴えにより同居義務自体の不存在の確認を求めることは
できない。 

 ５．同居の時期，場所，態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確
定すれば，強制執行によってその内容を実現することができる。 

  

民事訴訟法 
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１ 正しい 

判例（最大決昭 40.6.30【百選２】）は，家事審判法９条１項乙類１号（現家事事件手続
法39条，別表第二第１項）の「審判は夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する
趣旨のものではなく，これら実体的権利義務の存することを前提として，例えば夫婦の同
居についていえば，その同居の時期，場所，態様等について具体的内容を定める処分であ
り，また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解するのが相当である。」と
している。その理由として，同判例は，「民法は同居の時期，場所，態様について一定の基
準を規定していないのであるから，家庭裁判所が後見的立場から，合目的の見地に立つ
て，裁量権を行使してその具体的内容を形成することが必要であり，かかる裁判こそは，
本質的に非訟事件の裁判」であることを挙げる。 
 

２ 正しい 

家事事件手続法 33条本文は，「家事事件の手続は，公開しない。」と規定する。 
そして，夫婦の同居を命じる審判は家事事件手続法39条，別表第二第１項の家事事件で
あるので，その手続は非公開である。 
 

３ 正しい 

家事事件手続法 56 条１項は，「家庭裁判所は，職権で事実の調査をし，かつ，申立てに
より又は職権で必要と認める証拠調べをしなければならない。」と規定する。 
そして，夫婦の同居を命じる審判については，家事事件手続法39条，別表第二第１項に
定められており，家庭裁判所が行う審判であるので，職権探知主義により審理が行われ
る。 
 

４ 誤っている 

判例（最大決昭 40.6.30【百選２】）は，家事審判法９条１項乙類１号（現家事事件手続
法 39 条，別表第二第１項）の審判は「本質的に非訟事件の裁判」であり，「審判確定後
は，審判の形成的効力については争いえないところであるが，その前提たる同居義務等自
体については公開の法廷における対審及び判決を求める途が閉ざされているわけではな
い」とする。 
その理由として，同判例は，「家事審判法による審判は形成的効力を有し，また，これに

基づき給付を命じた場合には，執行力ある債務名義と同一の効力を有するものであること
は同法 15 条の明定するところであるが，同法 25 条３項の調停に代わる審判が確定した場
合には，これに確定判決と同一の効力を認めているところより考察するときは，その他の
審判については確定判決と同一の効力を認めない立法の趣旨と解せられる。」ということを
挙げる。 
 

５ 誤っている 

正解 
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強制履行（執行）は，債務の性質がこれを許さないときには，することができない（民
法 414 条１項ただし書）。判例（大決昭 5.9.30）は，夫婦の同居義務につき強制執行がで
きるとすれば，人格尊重の理念に反すると考えられるため，同居義務の履行はその性質上
強制履行が許されないとする。 
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 司Ｈ21-56 
配点：２ 

 除斥及び忌避に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさ
い。 
 １．判例によれば，裁判官は，前審において口頭弁論を指揮し，証拠調べをした場合であ
っても，その裁判の評決に加わったことがなければ，その事件の上訴審において，職務
の執行から除斥されない。 

 ２．当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし，又は弁論準備手続におい
て申述をしたときは，たとえ忌避の原因があることを知らなかったとしても，その裁判
官を忌避することができない。 

 ３．合議体の構成員である裁判官の除斥については，その裁判官の所属する裁判所が，決
定で，裁判をする。 

 ４．除斥又は忌避の申立てがあったときは，急速を要する行為を除いて，その申立てにつ
いての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。 

 ５．忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は，忌避の裁判の有無にかかわらず無効で
あり，その裁判官が終局判決に関与したことは，上告の理由及び再審の事由に該当す
る。 

  

民事訴訟法 
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１ 正しい 

本問では，除斥原因たる「前審の裁判に関与したとき」（23 条１項６号）の意義が問題
となる。 
判例（最判昭 28.6.26）は，「『前審ノ裁判ニ関与シタルトキ』とあるのは，前審の裁判
の評決に加わつたときの意であつて，たとえ前審において口頭弁論を指揮し証拠調を為し
た事実があつても，該事件の上訴審において職務の執行から除斥されるべきではない」と
する。 
 

２ 誤っている 

24 条２項は，「当事者は，裁判官の面前において弁論をし，又は弁論準備手続において
申述をしたときは，その裁判官を忌避することができない。ただし，忌避の原因があるこ
とを知らなかったとき，又は忌避の原因がその後に生じたときは，この限りでない。」と規
定する。 
同項ただし書の趣旨は，当事者が忌避原因を知らずに弁論・申述をした場合や，事後的
な忌避原因の発生の場合にまで忌避ができないとすると，当事者に過酷な結果が生じるお
それがある点にある。 

 

３ 正しい 

25 条１項は，「合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は
忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が，簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避につ
いてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が，決定で，裁判をする。」と規定する。 
ただし，除斥の裁判（除斥を理由があると認める裁判）は、除斥の原因の存在を確認す
るという意味で確認的なものである。 
 

４ 正しい 

26 条は，「除斥又は忌避の申立てがあったときは，その申立てについての決定が確定す
るまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし，急速を要する行為については，この
限りでない。」と規定する。 
同条の趣旨は，除斥･忌避の申立があった場合には，原因について審理を行い判断がなさ
れ，決定が確定するまで，時間がかかったとしてもやむを得ず，「急速を要する行為」を除
き，訴訟手続を停止することが妥当であるという点にある。 
ただし，忌避申立ての濫用に対しては，「裁判官は，その除斥又は忌避についての裁判に
関与することができない。」とする 25 条３項の規定にもかかわらず，刑事訴訟法 24 条２
項を類推適用して，忌避申立てを受けた裁判官自らこれを却下する扱いがある（簡易却
下）。 
 

５ 誤っている 

正解 
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裁判官は，忌避決定が確定して初めて職務執行ができなくなる。そのため，本記述前段
は「忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は，忌避の裁判の有無にかかわらず無効」
としている点で，誤っている。 
また上告の理由，再審の事由である，「法律により判決に関与することができない裁判官
が判決に関与したこと」（312条２項２号，338条１項２号）には，忌避の裁判がなされた
裁判官が判決に関与することが含まれる。そのため，本記述後段も，忌避の原因があるに
すぎない裁判官が終局判決に関与したことを，上告の理由及び再審の事由に該当するとし
ている点で，誤っている。 
 
［参考］民事訴訟法と刑事訴訟法の除斥・忌避・回避の異同 
 １ 民事訴訟法 
⑴ 除斥 
ア 意義 
一定の事実があれば，裁判官が法律上職務の執行から当然に排除されるとする制
度（23条） 

  イ 除斥原因 
   ・裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が，事件の当事者であるとき，

又は事件について当事者と共同権利者，共同義務者若しくは償還義務者の関係に
あるとき。 
・裁判官が当事者の四親等内の血族，三親等内の姻族若しくは同居の親族であると
き，又はあったとき。 
・裁判官が当事者の後見人，後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人又は補助監
督人であるとき。 
・裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 
・裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき，又はあったとき。 
・裁判官が事件について仲裁判断に関与し，又は不服を申し立てられた前審の裁判
に関与したとき。 

⑵ 忌避 
ア 意義 
当事者の申立てに基づき，除斥原因がなくても裁判の公平を妨げるような事情が
ある時に，裁判によって裁判官を職務執行から排斥する制度（24条） 

  イ 忌避原因 
    裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があること 
⑶ 回避 
裁判官が自ら除斥または忌避原因があると考える場合に，自発的に事件に関与しな
いようにする制度（規則 12条） 

 
 ２ 刑事訴訟法 
  ⑴ 除斥 
   ア 意義 
     不公平な裁判をするおそれが推認される法定の事由があるときに，裁判官を職務

から当然に排除する制度（20条） 
   イ 除斥原因 
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   ・裁判官が被害者であるとき。 
・裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき，又はあつたとき。 
・裁判官が被告人又は被害者の法定代理人，後見監督人，保佐人，保佐監督人，補
助人又は補助監督人であるとき。 
・裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 
・裁判官が事件について被告人の代理人，弁護人又は補佐人となつたとき。 
・裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 
・裁判官が事件について第266条第２号の決定，略式命令，前審の裁判，第398条
乃至第 400 条，第 402 条若しくは第 413 条の規定により差し戻し，若しくは移
送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与した
とき。ただし，受託裁判官として関与した場合は，この限りでない。 

  ⑵ 忌避 
   ア 意義 

 不公平な裁判をするおそれがあるときに，当事者の申立てにより，裁判官を職務
の執行から排除する制度（21条） 

  イ 忌避原因 
    除斥事由があること，又は不公平な裁判をするおそれがあること 

  ⑶ 回避 
    自己に忌避の原因があると思料する裁判官が自ら職務の執行から退く制度（規則 13

条） 
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 司Ｈ23-56／予Ｈ23-31 
配点：２ 

 除斥及び忌避に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたもの
は，後記１から５までのうちどれか。 
 ア．裁判所書記官は，忌避の対象にはなるが，除斥の対象とはならない。 
 イ．裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては，不服を申し立てることがで
きない。 

 ウ．裁判官について忌避の原因があるときは，裁判所は，当事者の申立てがなくても，当
該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。 

 エ．裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関
与した場合，除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す
必要がある。 

 オ．終局判決が確定したときは，その判決に関与した裁判官について除斥の原因があるこ
とを理由として，その判決に対し，再審の訴えをもって不服を申し立てることはできな
い。 

１．ア ウ   ２．ア オ   ３．イ エ   ４．イ オ   ５．ウ エ 
 

  

民事訴訟法 
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ア 誤っている 

27 条前段は，「この節（注：第３節 裁判所職員の除斥及び忌避）の規定は，裁判所書
記官について準用する。」と規定する。 
裁判所書記官は，事件に関する記録その他の書類の作成及び保管，送達，執行文の付
与，訴訟上の事項の公証（裁判所法60条）など法律で定められた事項を取り扱う。そのた
め，除斥及び忌避を認めることで裁判の公正及び裁判の公正に対する国民の信頼を確保す
る趣旨である。 
よって，裁判所書記官は，忌避のみならず除斥の対象にもなる。 
 

イ 正しい 

25 条４項は，「除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては，不服を申し立てるこ
とができない。」と規定する。 
除斥・忌避の申立当事者は，申立てが認められたのであるから，不服申立ての必要がな
く，相手方当事者も利害関係人でないため不服申立てができない。当該裁判官は，裁判の
公正を図る観点から，他の裁判機関に除斥・忌避の理由があると判断された以上，これに
服するべきだからである。 
一方，25 条５項は，「除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をす

ることができる。」とする。 
 

ウ 誤っている 

24 条１項は，「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは，当事者は，
その裁判官を忌避することができる。」と規定する。 
これは，除斥制度だけでは裁判の公正を担保するには不十分であるという考慮に基づく
ものであり，忌避の裁判は，当事者の申立てがない場合に職権で行うことはできない。 

 

エ 正しい 

裁判官に除斥事由がある場合，職務執行から法律上当然に事件から排除される（23 条１
項柱書本文）。当該裁判官や当事者がその原因を知っているか否かを問わない。すなわち，
除斥原因のある裁判官がした訴訟行為は無効であり，判決前であれば，除斥原因のない裁
判官により当該訴訟行為がやり直されなければならない。 

 

オ 誤っている 

338条１項柱書本文は，「次に掲げる事由がある場合には，確定した終局判決に対し，再
審の訴えをもって，不服を申し立てることができる。」と規定する。そして，同２号は，
「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を挙げてい
る。 
除斥事由ある裁判官（23 条１項）が裁判に関与した場合はこれに該当する。よって，除

正解 

3 

民事訴訟法 

3 

司Ｈ23-56／予Ｈ23-31 

除斥・忌避 
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斥事由のある裁判官が関与してなされた判決が確定したときは，その判決に対し再審の訴
えをもって不服を申し立てることができる。 
なお，当事者が控訴若しくは上告で除斥事由を主張していたとき，又は除斥事由がある
ことを知りながら主張しなかったときは，再審を申し立てることはできない（338 条１項
柱書ただし書）。 
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 サンプル-17 
 

 北海道札幌市に住所を有していたＡは，青森県青森市でＢの運転する自動車にひかれ，脳
挫傷により意識不明の常況にあるようになった。Ｂは，宮城県仙台市に本店を有するＣ会社
の従業員で，会社の業務として商品を配達中に事故を起こしたものである。Ｂは，事故当時
仙台市に住所を有していたが，その後，勤務先のＣ社が本店を福島県郡山市に移転したのを
機に，同社を退職し，現在は山梨県甲府市に住所を有している。Ａについては，後見開始の
審判がなされ，北海道札幌市に住所を有するＤが成年後見人に選任された。しかし，Ａは，
身寄りがないことから，その後，東京都港区にある施設に入所し，同区に住所が移された。
ＤはＡを代理し，Ｂ及びＣを共同被告として不法行為に基づく１億円の損害賠償を求める訴
えを提起しようと考えている。 
 この事例において，次のアからエまでの裁判所のうち，この訴えについての管轄権を有す
る裁判所を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。なお，応訴管轄は考えな
いものとする。 
 ア 札幌地方裁判所 
 イ 青森地方裁判所 
 ウ 仙台地方裁判所 
 エ 甲府地方裁判所 
 
１．ア イ   ２．ア ウ   ３．イ ウ   ４．イ エ   ５．ウ エ 

  

民事訴訟法 

4 
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本事例において，管轄権を有する裁判所は，被告の住所地（４条１項）である山梨県甲
府市を管轄する甲府地方裁判所と，不法行為地（５条９号）である青森県青森市を管轄す
る青森地方裁判所である。 
よって，管轄権を有する裁判所を組み合わせたものは，イ＝青森地方裁判所と，エ＝甲
府地方裁判所であり，したがって，正解は肢４となる。 
 
所在地を異にする同種の裁判所間で，同種の職分を分担するための定めを，土地管轄と
いう。 
⑴ 普通裁判籍 
被告の生活の根拠の裁判所に常に管轄権を生じる（４条１項）。そして，普通裁判籍
は，自然人については原則として住所により（４条２項，３項），法人その他の社団・
財団については原則として主たる事務所又は営業所の所在地により（４条４項），国が
被告の場合にはその代表官庁である法務大臣の所在地（４条６項）によって決まる。 
⑵ 特別裁判籍 
① 独立裁判籍（５条） 
例えば，不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では，不法行為が行われた土地を管
轄する裁判所にも訴えを提起できる（５条９号）。また，財産権上の訴えは義務履行
地を管轄する裁判所にも提起できる（５条１号）。 
② 関連裁判籍 
他の事件との関係から，その事件については本来管轄権のない裁判所に管轄権を
認める場合を関連裁判籍という。例えば，７条の併合請求の裁判籍である。 

 
 

  

正解 
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 プレ-68 
配点：２ 

 次のアからエまでの記述のうち，正しいものはどれか。 
 ア．ＸがＹを被告として，絵画の所有権の確認を求める訴えをＹの住所地を管轄する大阪
地方裁判所に提起した。その後，Ｙが住所を東京都に移した場合，Ｙは本案について弁
論をし，又は弁論準備手続で申述をするまでは，Ｙの住所が大阪地方裁判所の管轄地内
にないことを理由とする管轄違いの抗弁を提出することができる。 

 イ．管轄裁判所に訴えが提起された後は，当事者の申立て及び相手方の同意があっても，
訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める場合でな
ければ，訴訟を申立てに係る裁判所に移送することはできない。 

 ウ．法定管轄のある複数の裁判所のうちの一つを管轄裁判所とする合意は，専属的合意管
轄を定めたものと解されるので，当該裁判所に提起された訴訟を，訴訟の著しい遅滞を
避けるためという理由で，他の管轄裁判所に移送することはできない。 

 エ．ＸがＹを被告として，売買代金の支払を求める訴えをＡ裁判所に提起したところ，Ｙ
の管轄違いを理由とする移送の申立てに基づき，Ｂ裁判所に移送する旨の決定がなされ
た。訴え提起時には売買代金債権についての消滅時効期間は満了していなかったが，移
送決定時には消滅時効期間が満了していた場合でも，訴えによる消滅時効中断の効力は
認められる。 

１．ア   ２．イ   ３．ウ   ４．エ   ５．正しいものはない 

  

民事訴訟法 
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ア 誤っている 

15 条は，「裁判所の管轄は，訴えの提起の時を標準として定める。」と規定する。 
「訴えの提起の時」とは，訴え提起の行為や，これと同視される行為がされたことをい
い，通常は訴状が裁判所に提出された時である（133条１項）。訴訟係属の時とは区別され
る。 
起訴後に被告の住所が移転しても，起訴時に生じた普通裁判籍による管轄は失われな
い。 
 

イ 誤っている 

19 条１項本文は，「第一審裁判所は，訴訟がその管轄に属する場合においても，当事者
の申立て及び相手方の同意があるときは，訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所
又は簡易裁判所に移送しなければならない。」と規定する。 
同項の趣旨は，11 条により当事者の合意による管轄が広く認められ，また提訴後も 12
条により被告の応訴による管轄の創出が容認されているので，管轄裁判所への提訴後も当
事者の意思を尊重するのが相当と考えられた点にある。 

 

ウ 誤っている 

11 条１項は，「当事者は，第一審に限り，合意により管轄裁判所を定めることができ
る。」と規定する。もっとも，当事者が管轄の合意をした場合であっても，17 条は，「……
当事者及び尋問を受けるべき証人の住所，使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮
して，訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき
は，申立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することがで
きる。」と規定する。 
普通裁判籍の他，特別裁判籍が認められている結果，管轄が競合する場合，原告は提訴
する裁判所を選択することができるが，他の管轄裁判所で審理をするのに比べて，訴訟の
進行が著しく遅れ，又は当事者間の衡平を害することもある。17 条の趣旨は，かかる弊害
を是正して，当事者（主として被告）の利益の保護と公益の維持を図る点にある。 
当該第一審裁判所が専属管轄である場合は移送できないが（20 条１項），この専属管轄
には合意によるものは含まれない（20 条１項かっこ書）。管轄の合意条項を含む約款に基
づく契約をしてしまった一般市民に酷であり，裁判所が諸般の事情を考慮した上で移送す
るか否かを決定できるようにしたものである。 
 

エ 正しい 

22 条３項は，「移送の裁判が確定したときは，訴訟は，初めから移送を受けた裁判所に
係属していたものとみなす。」と規定する。 
同項の趣旨は，移送によっても有効な訴訟係属は阻害されないことを明らかにし，時効
中断や期間遵守に関する当事者の利益を保護しようとする点にある。そのため，時効中断

正解 
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の効力（民法 147条）は，移送の裁判によって影響されない。 
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 司Ｈ19-55 
配点：２ 

 売買契約書中に，当該契約に関する紛争についてＡ裁判所に専属管轄があると定める合意
管轄条項がある場合の訴えに関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選
びなさい。 
 １．訴えがＢ裁判所に提起され，被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論
をした場合であっても，Ｂ裁判所は，当該訴訟をＡ裁判所に移送しなければならない。 

 ２．訴えがＡ裁判所に提起された場合であっても，事件の証人が法定管轄のあるＢ裁判所
の管轄区域内に集中しており，訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときに
は，Ａ裁判所は，当該訴訟をＢ裁判所に移送することができる。 

 ３．債権者代位権に基づいて，売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴え
を提起する場合，売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。 

 ４．買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には，解除により管轄の合意
の効力も失われるので，売主は，解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管
轄のあるＢ裁判所に提起することができる。 

 ５．未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には，管
轄の合意は有効であり，法定代理人による追認の対象とはならない。 

 
 

  

民事訴訟法 
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１ 誤っている 

12 条は，「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁
論をし，又は弁論準備手続において申述をしたときは，その裁判所は，管轄権を有する。」
と規定し，原告が，専属的合意がなされている裁判所以外の裁判所に訴えた場合であって
も，被告が応訴するとその裁判所に応訴管轄が生じることを定める。ただし，法定の専属
管轄の場合には，この限りではない（13条１項）。 
本問の場合，Ｂ裁判所に応訴管轄が生じる。そのため，Ｂ裁判所は当該訴訟を管轄違い
（16条１項）であるとしてＡ裁判所に移送する必要はない。 

 

２ 正しい 

専属的合意がなされている裁判所であっても（20 条１項かっこ書），17 条は，「当事者
及び尋問を受けるべき証人の住所，使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して，
訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは，申
立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」
とする。 
普通裁判籍の他，特別裁判籍が認められている結果，管轄が競合する場合，原告は提訴
する裁判所を選択することができるが，他の管轄裁判所で審理をするのに比べて，訴訟の
進行が著しく遅れ，又は当事者間の衡平を害することもある。17 条の趣旨は，かかる弊害
を是正して，当事者（主として被告）の利益の保護と公益の維持を図る点にある。 
よって，Ａ裁判所は，当該訴訟をＢ裁判所に移送することができる。 

 

３ 正しい 

管轄の合意の効力は，当事者及び一般承継人に生じ，その他の第三者には及ばないのが
原則である。しかし，第三者であっても，債権者代位権者（民法 423 条）のように，当事
者の権利を行使する場合には，管轄の合意の効力が及ぶ。 

 

４ 誤っている 

管轄の合意は，直接訴訟法上の効果を発生させる。私法上の契約が解除によって消滅し
たとしても，管轄の合意の効力には影響がない。よって，売買契約の解除がなされても管
轄の合意の効力は失われない。 

 

５ 誤っている 

管轄の合意は，法定管轄の変更という訴訟法上の効果をもたらすという点で訴訟行為の
一種である訴訟契約である。訴訟行為の一種である以上，訴訟法上の制約を受ける。 
具体的には，訴訟能力が要求され，未成年者の場合，「法定代理人によらなければ，訴訟
行為をすることができない。」（31 条本文）。よって，法定代理人からあらかじめ同意を得
ても，その同意は無効であり，追認の対象となる。   
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 司Ｈ20-59 
配点：２ 

 管轄に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものはどれか。なお，次の１から
５までの各記述において，Ｘは名古屋市に，Ｙは東京都千代田区に，Ｚは大阪市にそれぞれ
住所を有するものとする。また，当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はな
いものとする。 
 １．Ｙに対し５００万円の貸金返還請求権を有しているＸは，ＹのＺに対する同額の請負
代金債権を代位行使し，Ｚに対し，同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起
することができる。 

 ２．Ｘが，千葉市において所有する建物をＹに代金１０００万円で譲渡したが，Ｙが代金
を支払わない場合，ＸはＹに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提
起することができる。 

 ３．Ｘが，京都市においてＹが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し，大阪市にお
いて発病した場合，Ｘは，Ｙを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪
地方裁判所に提起することができる。 

 ４．Ｘは，東京都千代田区において建物甲を，大阪市において建物乙をそれぞれ所有して
いるところ，建物甲に居住する賃借人Ｙ及び建物乙に居住する賃借人Ｚに対し，その所
有権に基づき，それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合，Ｘは，Ｙ及びＺを
被告として，東京地方裁判所に訴えを提起することができる。 

 ５．Ｘが所有する静岡市所在の土地に，Ｙのために抵当権設定登記が経由されている場
合，Ｘは，Ｙを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起する
ときは，静岡地方裁判所に提起しなければならない。 

 

  

民事訴訟法 
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１ 誤っている 

財産権上の訴えについては，「義務履行地」に特別裁判籍が認められる（５条１号）。そ
のため，代位債権者Ｘの住所地が「義務履行地」に当たれば名古屋地方裁判所に特別裁判
籍が認められる。 
民法 484 条は，弁済をすべき場所について，別段の意思表示のないときは，特定物の引
渡し以外の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならないとする。裁判例（東京
高決昭 56.11.5）は，民法 423 条に基づいて「右債権を代位行使する場合，代位債権者た
る抗告人の名において被代位者……の権利を行使するものであって，代位債権者（抗告
人）が右代金返還債権の債権者となるものではない」として，代位債権者の住所地は「義
務履行地」に当たらないとした。 
よって，Ｘの住所地である名古屋地方裁判所に特別裁判籍は認められない。 

 

２ 誤っている 

「不動産に関する訴え」については，不動産所在地に特別裁判籍が認められる（５条 12
号）。 
しかし，本問Ｘは売買代金の支払を求めているにすぎず，不動産に関する権利を目的と
するものではないから，「不動産に関する訴え」に含まれない。 
よって，不動産所在地たる千葉地方裁判所に特別裁判籍は認められない。 

 

３ 正しい 

「不法行為に関する訴え」については，「不法行為があった地」に特別裁判籍が認められ
る（５条９号）。 
「不法行為があった地」とは，不法行為を組成する要件事実の発生した地をいう。その
ため，実行行為が行われた地と損害が発生した地が含まれる（東京地判昭 40.5.27）。 
よって，損害たる発病が発生した大阪地方裁判所に特別裁判籍が認められる。 

 

４ 誤っている 

７条は，「一の訴えで数個の請求をする場合には，第４条から前条まで（第６条第３項を
除く。）の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することが
できる。ただし，数人からの又は数人に対する訴えについては，第38条前段に定める場合
に限る。」と規定する。 
同条の趣旨は，請求の客観的併合及び主観的併合の場合に，裁判所が一の請求につき管
轄権を有すれば，他の請求につき管轄権を有していなくても，その裁判所に請求を併合し
て提訴し得ることを認め，当事者の便宜と訴訟経済を図った点にある。 
本問は，「訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に
基づくとき」（38条後段）に当たるため，７条ただし書に該当しない。 
よって，Ｘは東京地方裁判所に訴えを提起することができない。 
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５ 誤っている 

不動産の所在地に特別裁判籍が認められるので（５条 12 号），静岡地方裁判所に訴えを
提起することができる。 
もっとも，被告の住所地にも普通裁判籍が認められるため（４条１項，２項），東京地方
裁判所にも裁判籍が認められる。 
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 司Ｈ22-58 
配点：２ 

 裁判所の管轄に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさ
い。 
 １．１００万円の請負代金請求と４０万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えにつ
いては，簡易裁判所に事物管轄がある。 

 ２．事物管轄に関して管轄違いがある場合には，被告が，第一審裁判所で管轄違いの抗弁
を提出せずに本案について弁論をしたときでも，応訴管轄は生じない。 

 ３．土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合，当該土地の所有者である賃貸人が
当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには，合意管轄の効力は
及ばない。 

 ４．移送の申立てを却下した決定に対しては，不服を申し立てることができない。 
 ５．管轄権の存否に疑いがある場合には，裁判所は，職権で証拠調べをすることができ
る。 

  

民事訴訟法 
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１ 正しい 

裁判所法 33 条１項柱書は，「簡易裁判所は，次の事項について第一審の裁判権を有す
る。」と規定し，同１号は，「訴訟の目的の価額が 140万円を超えない請求」を挙げる。 
また，９条１項本文は，「一の訴えで数個の請求をする場合には，その価額を合算したも
のを訴訟の目的の価額とする。」と規定する。 
同項の趣旨は，事物管轄の決定に必要とされる訴額について，併合請求の場合には各請
求の訴額を合算することによって全体の訴額を算定するということを明示するという点に
ある。よって，100 万円の請負代金請求と 40 万円の売買代金請求とを併合して提起する
訴えがなされている本問においては，「訴訟の目的の価額」は 140 万円となり，簡易裁判
所に事物管轄があることとなる。 

 

２ 誤っている 

12 条は，「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁
論をし，又は弁論準備手続において申述をしたときは，その裁判所は，管轄権を有する。」
と規定する（応訴管轄）。 
同条の趣旨は，当事者の使宜を考慮して定められている管轄の性質に鑑み，たとえ原告
が管轄違いの裁判所に起訴した場合であっても，被告が異議を述べずに応訴したときは，
この裁判所に管轄を生じさせても差し支えないし，訴訟経済にも資する点にある。また，
事物管轄は当事者の利益を考慮して規定されたものであり，原則として専属管轄ではない
から，応訴管轄が生じる（13条１項）。 

 

３ 正しい 

管轄の合意の効力は，当事者及び一般承継人に生じ，その他の第三者には及ばないのが
原則である。しかし，第三者であっても，債権者代位権者のように，当事者の権利を行使
する場合には，管轄の合意の効力が及ぶ。 
しかし，無断転借人はこの場合には当たらない。また，債権の特定承継人についても合
意管轄の効力が及ぶと解されるが，無断転借人は賃貸人との関係では不法占拠者に当たり
賃借権の特定承継人には当たらない。 
よって，本問の無断転借人には，合意管轄の効力は及ばない。 

 

４ 誤っている 

21 条は，「移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては，即時抗告をするこ
とができる。」と規定する。 
同条の趣旨は，移送の裁判について重大な利害関係を有する当事者に対して，決定に対
する即時抗告を認めるという点にある。 

 

５ 正しい 
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14 条は，「裁判所は，管轄に関する事項について，職権で証拠調べをすることができ
る。」と規定する。 
同条の趣旨は，証拠調べは当事者の申し出に基づかなければならないのが原則である
が，受訴裁判所は管轄の存否の調査義務があるところ，その調査に必要な証拠調べは職権
でできるようにする点にある。 
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 司Ｈ24-57／予Ｈ24-32 
配点：２ 

 管轄に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，
後記１から５までのうちどれか。 
 ア．被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論を
した場合には，応訴管轄は生じない。 

 イ．職分管轄については，当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はな
い。 

 ウ．裁判所は，訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には，訴訟
の著しい遅滞を避けるためであっても，その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはで
きない。 

 エ．訴えが地方裁判所に提起された後に，請求の減縮により訴額が１４０万円を超えない
こととなった場合において，被告の申立てがあるときは，地方裁判所は，決定で，その
訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。 

 オ．簡易裁判所は，被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において，相
手方の申立てがあるときは，決定で，本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければなら
ない。 

１．ア エ   ２．ア オ   ３．イ ウ   ４．イ オ   ５．ウ エ 
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ア 正しい 

12 条は，「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁
論をし，又は弁論準備手続において申述をしたときは，その裁判所は，管轄権を有する。」
と規定する（応訴管轄）。 
同条の趣旨は，当事者の使宜を考慮して定められている管轄の性質に鑑み，たとえ原告
が管轄違いの裁判所に起訴した場合であっても，被告が異議を述べずに応訴したときは，
この裁判所に管轄を生じさせても差し支えないし，訴訟経済にも資する点にある。 
よって，管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には，応訴管
轄は生じない。 

 

イ 正しい 

職分管轄とは，種々の相異なる裁判事務を機能を異にする裁判所の間に配分する定めを
いう。 
これは，司法制度全体の運用という公益にかかわることから，専属管轄とされ，当事者
の意思による変更の余地はない（13条１項）。 

 

ウ 誤っている 

専属的合意がなされている裁判所であっても（20 条１項かっこ書），17 条は，「当事者
及び尋問を受けるべき証人の住所，使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して，
訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは，申
立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」
とする。 
普通裁判籍の他，特別裁判籍が認められている結果，管轄が競合する場合，原告は提訴
する裁判所を選択することができるが，他の管轄裁判所で審理をするのに比べて，訴訟の
進行が著しく遅れ，又は当事者間の衡平を害することもある。17 条の趣旨は，かかる弊害
を是正して，当事者（主として被告）の利益の保護と公益の維持を図る点にある。 
 

エ 誤っている 

裁判所法 33 条１項柱書は，「簡易裁判所は，次の事項について第一審の裁判権を有す
る。」と規定し，同１号は，「訴訟の目的の価額が 140 万円を超えない請求」を挙げる。そ
して，同法 24条１号は，それ以外の請求について地方裁判所の管轄を規定する。 
ここで，16 条２項本文は，「地方裁判所は，訴訟が……簡易裁判所の管轄に属する場合
においても，相当と認めるときは，前項の規定（注：管轄違いの場合の移送）にかかわら
ず，申立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすること
ができる。」と規定し，簡易裁判所の事物管轄に属する事件についても地方裁判所が管轄権
を行使することを認めている。 
その趣旨は，簡易裁判所の手続の簡易性や裁判官の資格の特殊性に鑑み，地方裁判所の
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訴訟手続によることを認める点にある。 
なお，事件が簡易裁判所の専属管轄（専属的合意管轄を除く）に属する場合（簡易裁判
所の判決に対する再審請求（340 条）など）は，16 条２項の適用はない（同項ただし
書）。 

 

オ 正しい 

274条１項前段は，「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において，
相手方の申立てがあるときは，簡易裁判所は，決定で，本訴及び反訴を地方裁判所に移送
しなければならない。」と規定する。 
同項の趣旨は，原告（反訴被告）が反訴事件について地方裁判所において審理を受ける
権利を尊重すること，及び訴訟経済に資することにある。 
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 司Ｈ21-57 
配点：２ 

 移送に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記
１から５までのうちどれか。 
 ア．訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るための移送は，被告の申立てに
よることなく，裁判所が職権ですることはできない。 

 イ．簡易裁判所に係属する本訴に対し，本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求
をした場合において，本訴原告の申立てがあるときは，簡易裁判所は，本訴及び反訴を
地方裁判所に移送しなければならない。 

 ウ．確定した移送の裁判は，移送を受けた裁判所を拘束するが，移送決定の確定後に新た
な事由が生じたときは，移送を受けた裁判所は，更に事件を他の裁判所に移送すること
ができる。 

 エ．当事者が専属的合意管轄を定めた場合には，法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起
することは管轄違いであるから，訴えの提起を受けた裁判所は，当事者が合意した裁判
所に訴訟を移送しなければならない。 

 オ．裁判所の管轄は，訴えの提起の時を標準として定められるから，５０万円の損害賠償
を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に，請求額を１５０万円に拡張した場合でも，
簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。 

１．ア イ   ２．ア オ   ３．イ ウ   ４．ウ エ   ５．エ オ 
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ア 誤っている 

17 条は，「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所，使用すべき検証物の所在地その他
の事情を考慮して，訴訟の著しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要がある
と認めるときは，申立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送
することができる。」とする。 
普通裁判籍の他，特別裁判籍が認められている結果，管轄が競合する場合，原告は提訴
する裁判所を選択することができるが，他の管轄裁判所で審理をするのに比べて，訴訟の
進行が著しく遅れ，又は当事者間の衡平を害することもある。17 条の趣旨は，かかる弊害
を是正して，当事者（主として被告）の利益の保護と公益の維持を図る点にある。 

 

イ 正しい 

274条１項前段は，「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において，
相手方の申立てがあるときは，簡易裁判所は，決定で，本訴及び反訴を地方裁判所に移送
しなければならない。」と規定する。 
同項の趣旨は，原告（反訴被告）が反訴事件について地方裁判所において審理を受ける
権利を尊重すること，及び訴訟経済に資することにある。 

 

ウ 正しい 

22 条１項は，「確定した移送の裁判は，移送を受けた裁判所を拘束する。」とし，また，
「移送を受けた裁判所は，更に事件を他の裁判所に移送することができない。」と規定す
る。 
もっとも，22 条２項の趣旨は，受移送裁判所による返送，又は転送によって本案審理が
遅延し，当事者の利益が害されることを防ぐ点にあるから，移送決定確定後に生じた新事
由に基づいて再移送をすることは妨げられない（東京地決昭 61.1.14）。 

 

エ 誤っている 

明文はないものの，専属的合意により管轄権を否定された法定管轄裁判所に訴えが提起
された場合に，遅滞回避あるいは衡平のためにその裁判所が自ら審理することも，認めら
れるべきである（20 条１項かっこ書に相当する明文の規定がなかった旧法下においてこの
ことを認めた先例として，東京高決平 3.6.28 等）。なぜなら，①同様の結果は，専属的合
意管轄裁判所に訴えを提起してから，17 条により移送することによっても得られるが，そ
れでは，迂遠すぎるし，②20 条かっこ書・16 条２項かっこ書により表明された，専属的
合意における法定管轄排除効の制限は，この場合にも適用があるとみてよいからである。 

 

オ 誤っている 

15 条は，「裁判所の管轄は，訴えの提起の時を標準として定める。」と規定する。もっと
も，訴訟中の訴えの提起（反訴・中間確認の訴え・訴えの変更）の場合には，新訴が提起
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された時点で管轄を判定しなおす（反訴につき，274条）。 
請求額の増額は，請求の拡張であり，その性質は訴えの変更に当たる。また，簡易裁判
所は請求額 140 万円を超えない事件についてのみ管轄権を有するため（裁判所法 33 条１
項１号）150 万円になった場合は，地方裁判所が管轄権を有し，地方裁判所への移送が必
要となる（16条１項）。 
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 司Ｈ25-56／予Ｈ25-31 
配点：２ 

 大阪市に居住するＸが，東京都千代田区に居住するＹに対し，貸金１００万円の返還を求
める訴えを提起した。この場合における訴訟の移送に関する次の１から５までの各記述のう
ち，誤っているものはどれか。 
 １．Ｘがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には，東京簡易裁判所は，相当と認め
るときは，申立てにより又は職権で，訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。 

 ２．Ｘがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後，Ｙから訴訟を東京簡易裁判所に移送す
る旨の申立てがあり，Ｘが移送に同意した場合であっても，大阪簡易裁判所は，移送に
より著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは，訴訟を東京簡易裁判所に移送しな
いことができる。 

 ３．Ｘがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し，同裁判所が，Ｙの申立てにより，合意され
た管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し，この移送の裁判が確定した場合
であっても，名古屋簡易裁判所は，Ｘの申立てにより，この管轄の合意が無効であるこ
とを理由に，訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。 

 ４．この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず，Ｘがこの訴
えを同裁判所に提起した場合であっても，東京地方裁判所は，相当と認めるときは，申
立てにより又は職権で，訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。 

 ５．この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず，
Ｘがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には，東京地方裁判所は，相当と認める
ときは，Ｙの移送の申立てにより，訴訟について自ら審理及び裁判をすることができ
る。 

  

民事訴訟法 

11 



38 

 

１ 正しい 

裁判所法 33 条１項柱書は，「簡易裁判所は，次の事項について第一審の裁判権を有す
る。」と規定し，同１号は，「訴訟の目的の価額が 140 万円を超えない請求」を挙げる。そ
して，４条１項は，被告の普通裁判籍所在地の裁判所を管轄裁判所と規定している。 
本問においては，被告Ｙは，東京都千代田区に居住しており，訴額も 140 万円を超えて
いない。よって，東京簡易裁判所に管轄が認められる。 
18 条は，「簡易裁判所は，訴訟がその管轄に属する場合においても，相当と認めるとき
は，申立てにより又は職権で，訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に
移送することができる。」と規定する。 
同条の趣旨は，訴訟の事案が複雑である等の理由で，簡易裁判所よりも地方裁判所が審
理判断するのが適当である場合があることを考慮した点にある。 

 

２ 正しい 

19 条１項本文は，「第一審裁判所は，訴訟がその管轄に属する場合においても，当事者
の申立て及び相手方の同意があるときは，訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所
又は簡易裁判所に移送しなければならない。」と規定し，必要的移送について定める。 
その趣旨は，提訴後の当事者の意思を尊重する点にある。 
もっとも，同項ただし書は，「移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき，

又はその申立てが，簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以
外のものであって，被告が本案について弁論し，若しくは弁論準備手続において申述をし
た後にされたものであるときは，この限りでない。」と規定する。 
その趣旨は，移送制度の濫用を防止する点にある。 
本問においては，必要的移送の例外として，19 条１項ただし書が適用され，裁判所はＹ
の移送の申立てに対してＸが同意した場合であっても，移送しないことができる。 

 

３ 誤っている 

22 条１項は，「確定した移送の裁判は，移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定する。
また，同２項は「移送を受けた裁判所は，更に事件を他の裁判所に移送することができな
い。」と規定する。 
同項の趣旨は，移送が繰り返されて，本案審理に入るのが遅くなり，当事者の利益を害
するおそれを防止する点にある。ただし，移送を受けた裁判所が，移送の理由となったも
のとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由に基づいて移送することはできると解さ
れている（東京地決昭 61.1.14）。 
本問におけるＸの移送申立理由は，別の事由でも決定確定後に生じた新たな事由でもな
いので，大阪簡易裁判所に移送することができない。 

 

４ 正しい 
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16 条２項本文は，「地方裁判所は，訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する
場合においても，相当と認めるときは，前項の規定にかかわらず，申立てにより又は職権
で，訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。」と規定する。 
同項の趣旨は，簡易裁判所の手続の簡易性や裁判官の資格の特殊性に鑑み，地方裁判所
における審理を受ける機会を重視する点にある。 

 

５ 正しい 

16 条２項は，「地方裁判所は，訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合
においても，相当と認めるときは，前項の規定にかかわらず，申立てにより又は職権で，
訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし，訴訟がその
簡易裁判所の専属管轄（当事者が第 11 条の規定により合意で定めたものを除く。）に属す
る場合は，この限りでない。」と規定する。 
同条ただし書かっこ書の趣旨は，消費者が約款等により業者との問で専属的管轄の合意
をするところが多いところ，その合意の効力をそのまま認めると，消費者にとって著しく
不利益な裁判所で審理されかねず，ひいては消費者の裁判を受ける権利を実質的に害する
おそれがあるところ，これを防ぐ点にある。 
 
 
  

  


