
第�版はしがき

本書は、「要件事実」について解説したものである。

すでに類書として、『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門編］〔第�

版〕』と『同［発展編］』を出版しているが、要件事実がこれら�冊に分かれ、

前者については司法試験予備試験受験生を意識して法曹倫理や保全・執行を加

えているため、法科大学院を修了して司法試験を目指す方にとっては余分なも

のが付け加えられているという声を聞く。また、要件事実が�冊でわかるもの

にしてもらいたいという声もある。

そこで、本書は、『完全講義民事裁判実務の基礎〔第�版〕（上巻）』（2013年）

を改編し、この�冊で要件事実がわかるという本にした。読者としては、法科

大学院生、司法修習生および司法書士（簡裁訴訟代理権）を想定している（予

備試験を目指す方は、『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門編］〔第�版〕』を

読んでいただきたい）。

本書の特徴としては、次の点をあげることができる。

第�に、本書は、法科大学院における「民事裁判実務の基礎」等の授業を理

解するための、あるいは司法修習における「民事裁判」の自習書として位置づ

けており、ひととおり民法と民事訴訟法を理解していることが前提であるが、

それ以上の法律知識はなくとも理解できるように配慮した。

第�に、本書全体が要件事実に特化しているため、要件事実のうち基礎的な

部分と応用的な部分を明示し、まず基礎的な部分を理解しようとする方に配慮

した（基礎的な部分は、『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門編］〔第�版〕』

に記載したものを中心として構成した）。また、応用的な部分は、Advance と

して、基礎的な部分と区別して解説している。

第�に、2020年�月施行の改正民法（平成29年法律第44号による改正法）を前

提として記述することとした。

第�に、できるだけ抽象的な説明は避け、具体的な事例に基づいた説明を行

い、事案におけるあてはめができるようにするとともに、理解を助けるため図

や訴状、不動産登記事項証明書等の書式を示すことによって、視覚的に理解で

きるように努めた。
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第�に、筆者の法科大学院での授業経験や司法修習生に対する実務指導経験

を踏まえ、法科大学院生や司法修習生等が間違いやすい点や誤解しやすい点に

ついては、その旨を明示して説明し、誤った理解がされないように工夫した。

この観点から、重要な点は繰り返し説明を加えて、正確に理解できるように配

慮した。

本書の出発点は、『完全講義民事裁判実務の基礎』（2009年）である。それを

発刊してから10年が過ぎようとしている。発刊当初から中村修輔さん（58期。

京都地裁判事）、田端公美さん（新60期。弁護士・西村あさひ法律事務所）らの協

力を得ている。イラストは今回も村上彩子さん（新64期。弁護士・いまここ法律

会計事務所）にお願いした。企画から出版まで民事法研究会の安倍雄一さんに

は大変お世話になった。厚くお礼を申し上げたい。

最後に、本書を手にとられた方々が、将来、法曹界で、あるいはそれ以外の

分野においても、活躍され、新しい時代が開かれることを期待して、はしがき

の結びとしたい。

2019年�月

大 島 眞 一

第�版はしがき

2



〔本書の利用方法〕

⑴ 『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門編］〔第�版〕』との関

係

『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門編］〔第�版〕』は、要件事実と

事実認定の基礎的な部分および法曹倫理と保全・執行を解説しており、本書の

要件事実のうち基礎的な部分は、『新版 完全講義民事裁判実務の基礎［入門

編］〔第�版〕』と重複する。同書の事実認定、法曹倫理、保全・執行と演習問

題（過去の予備試験問題）の代わりに、本書では、要件事実の応用的な部分を

解説している。

したがって、予備試験は必要ないという方や要件事実をより深く学ぶことを

希望される方は、本書を読んでいただければと思う。

⑵ 「本文」、「One Point Lecture! 」、「Advance」

本書は、「本文」、「One Point Lecture! 」、「Advance」に分かれる。

「本文」は、要件事実についてわかりやすく解説している。かなりの分量に

なっているが、丁寧に解説したためであり、読みやすいものになっている（は

ずである）。改正民法に則った解説を行い、行間を読む必要はなく、説明すべ

き点はすべて盛り込んでいる。「One Point Lecture! 」は、初学者が間違

いやすい点や誤解しやすい点について口語体でわかりやすく解説を加えたもの

である。「Advance」は、本文と関連する事項について説明したものであり、

応用的な部分もあるため、飛ばして読んでいただいても差し支えない。

⑶ 要件事実

本書は、司法研修所編『新問題研究 要件事実』（2011年、法曹会。以下「司

研・新問研」という）に基づいた解説をしている。もっとも、司研・新問研は、

実体法について多様な解釈があることを意識して記載されており、見解を並列

的に掲げている部分もある。本書では、司研・新問研が「事実記載例」として

掲げている見解によりつつも、別の見解についても言及するようにした。

また、司研・新問研は基本的な類型についてかなり簡潔な説明に徹している。

本書では、司研・新問研には掲載されていない類型についても触れているが、

その場合は、司法研修所編『改訂紛争類型別の要件事実──民事訴訟における
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攻撃防御の構造──』（2006年、法曹会）を参考にしている。ただし、同書と司

研・新問研との間で見解が異なる場合は、より近著である司研・新問研を優先

させている。

私見が司研・新問研等と異なる場合もあるが、その場合は、まず司研・新問

研等の見解を記したうえで、私見を記載することにした。

⑷ 本書のポイント

事例に基づいた解説を心がけた関係で、かなり〈Case〉を多様しているが、

各〈Case〉では、Xが原告、Yが被告、Aや Bは訴訟外の人物を意味してい

る（ただし、代理の項目では、それとは異なった表記になっている）。また、各

〈Case〉は、できるだけ簡潔なものにした関係で、かなり不自然なものもあ

るが、ご容赦いただきたい。各〈Case〉では、事実摘示例を掲げているが、

�つの参考にすぎない。どのような表現をするかではなく、いかなる内容を記

載するかに関心をもっていただきたい。

⑸ Coffee Break

司法試験の合格者に現在の状況等を書いてもらっている。ひとやすみとして

読んでいただきたい。
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〔本書の構成〕

本書は、次のような構成となっている。

〈第�部 基本構造・訴訟物〉

第�講 民事訴訟の基本構造

第�講 訴訟物

〈第�部 要件事実〉

第�講 要件事実総論（①売買契約を例に、②要件事実とは）

第�講 売買（①条件・期限、②弁済、③一部請求、④消滅時効、⑤同時履行、⑥

代物弁済、⑦民法総則に関する抗弁、⑧規範的要件、⑨黙示の意思表示）

第�講 売買（代理）

第�講 売買（①相殺、②債務不履行解除、③危険負担、④契約不適合責任、⑤手

付解除、⑥附帯請求）

第�講 貸金・保証（①消費貸借、②保証、③準消費貸借、④求償請求）

第	講 不動産明渡し（①土地明渡し、②建物収去土地明渡し、③建物退去土地明

渡し、④土地明渡しの附帯請求）

第
講 不動産登記（①総論、②所有権移転登記抹消登記、③所有権移転登記、④

抵当権設定登記抹消登記、⑤利害関係を有する第三者に対する承諾請求）

第10講 賃貸借（①賃料請求、②建物明渡請求）

第11講 賃貸借（①建物収去土地明渡し、②留置権、③転借人に対する請求、④定

期建物賃貸借、⑤敷金返還請求）

第12講 動産・請負（①動産引渡し、②請負）

第13講 債権譲渡等（①債権譲渡、②受領権者としての外観を有する者に対する弁

済）

第14講 その他の請求（①債権者代位、②詐害行為取消し、③和解、④不当利得返

還、⑤債務不存在確認、⑥不法行為、⑦相続、⑧事例検討）

民事裁判においては、「訴訟物」と「要件事実」が大きな柱である。

まず、第�講で民事裁判全体の構造をみた後、第�講で「訴訟物」を、第�

講で「要件事実」の総論を、第�講〜第14講で「要件事実」の各論を扱ってい
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る。

「要件事実」の各論については、売買、消費貸借等の比較的わかりやすいと

思われる紛争類型から始め、徐々により複雑な類型の要件事実を扱うようにし

た。代理や弁済、相殺などの複数の紛争類型にまたがる事項については、原則

として、売買を例に説明している関係で、売買の中に入れている。

〔要件事実について〕

⑴ 要件事実の役割

「民事裁判実務」イコール「要件事実」だと考えている法科大学院生や司法

修習生が少なからずいる。確かに、事件の争点を明確化し、充実した審理をす

るためには、要件事実に基づいて的確な主張をし、争点の整理を行う必要があ

り、要件事実は民事裁判実務における基礎であって、これを正確に理解するこ

とは当然の前提であるといえる。

しかし、要件事実は、原告と被告のいずれが主張・立証責任を負うかについ

ての分配をしているにすぎず、それを理解したところで、民事裁判実務を理解

したということにはとうていならない。民事裁判は、当事者間における紛争を

法的に解決する場であるから、実務においては、要件事実を整理することによ

って争点を把握し、その争点について的確な事実認定・判断をすることがより

重要であるといえる。たとえば、Xが Yに対し売買契約に基づいて代金請求

をしたところ Yが売買契約の成立を否認したという実務でよくみかける事案

を考えてみると、売買契約の締結については、Xが主張・立証責任を負うと

いう形で要件事実の整理をしたところで、何の紛争解決にもなっていない。こ

こでは、当事者から提出された証拠を子細に検討し、売買契約が締結されたと

認定できるかという事実認定の部分が大きな問題となるのである。また、事案

によっては法解釈が正面から争われる場合もあり、立法の経緯や紛争実態を踏

まえて法解釈を展開することが求められる。事件によっては、主張・立証責任

の分配がまだ定まっておらず、要件事実の整理が争点の�つになることはある

が、基本的に、民事訴訟実務において、要件事実が主役の座を占めることはな

い。

このように、要件事実は、事件の争点を把握するための道具のようなもので
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あるから、その役割を十分に踏まえたうえで要件事実の勉強をすることが肝要

である。

また、「要件事実は暗記である」という誤解もあるように見受けられる。要

件事実は、実体法の解釈に委ねられているところが多く、必ず正解があるわけ

でも一義的に決まるものでもないうえ、民法上の紛争類型に限らずに広く問題

となるのであるから、すべてを暗記することは不可能である。したがって、要

件事実を暗記するのではなく、基本的な考え方の筋道や思考方法を理解したう

えで、それに基づき具体的な事件について検討すれば足りる。

本書においては、以上のような観点から、実務的によくみかける紛争類型に

ついて、基本的な事項から説明し、最終的には複雑な問題も扱うことによって、

実体法の解釈を踏まえて、要件事実を考えることができる思考力を育成するこ

とを目指した。

⑵ 法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」の授業のあり方

本書は、法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」等の授業の自習書とし

ての性格をもっているので、法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」等の

授業のあり方について触れておきたい。

「民事訴訟実務の基礎」等の授業については、14〜15回の講義回数であると

すると、前半は、理論編として、民事訴訟の構造と訴訟物（本書の第�講、第

�講）を�回、要件事実（本書の第�講〜第14講）を�回、事実認定を�回行い、

後半は、実践編として、�〜�回に分けて、模擬記録等を用いて、訴状・答弁

書の検討や、争点整理、事実認定を民事訴訟の手続に従って順に検討し、要件

事実や事実認定のほか、訴訟運営や訴訟手続についても触れ、実体法・訴訟法

の理論がどのように実務と関連しているのかを示しながら、民事裁判実務が動

的に理解できるようにするのが望ましいのではないかと思う。

要件事実を�回程度で終えるとすると、本書で詳細に触れた点を取り上げる

ことはもちろん不可能であって、売買、消費貸借、賃貸借、不動産明渡し、不

動産登記、動産引渡し程度を取り上げれば十分ではないかと思う。多くの知識

を詰め込むよりも、基本的な知識の修得に努め、その基本的知識を応用できる

ようにすることが望ましい。

もっとも、法科大学院において民事模擬裁判等の科目が独立してあり、多く
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の学生が履修するのであれば、実践編はその科目で行うことができるので、

「民事訴訟実務の基礎」は、より理論的な点を取り上げることができるが、要

件事実について過度に細かな点に立ち入るべきではなかろう。
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第3講

要件事実総論

第�講からは要件事実の検討をする。まず、今回は、売買契約を素材にして

要件事実の基本的な考え方を理解しよう。

Ⅰ 売買契約を例に

〈Case③-1〉

（Xの言い分）

私は、父親から相続により甲土地を取得したのですが、相続した土地を

使うこともないので、売ってしまいたいと考えていました。しかし、不動

産業者の知り合いもいないので、どうしたらよいのか困っていました。こ

のことを、知り合いの Yに相談したところ、Yが、この土地を買うと言

い出したので、その後、私たちは協議を重ね、平成30年11月15日、代金

2000万円で甲土地を売買することを合意しました。ところが、Y は、甲

土地の代金2000万円を支払おうとしないので、Y に対し、売買代金2000

万円の支払を求めます。

（Yの言い分）

私は、X が困っていたから、仕方なく甲土地の売却の相談に乗っただ

けで、結局売買契約の締結には至りませんでした。

� 請求の趣旨

請求の趣旨は、認容判決の主文に該当するもので、給付の法的性格や理由は

記載しない。したがって、請求の趣旨は、「Yは、Xに対し、2000万円を支払

え」となる。

第 3講 要件事実総論
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� 訴訟物

処分権主義の下では、訴訟物は、原告の申立てによって定まるところ、X

は、甲土地の売買契約の成立を主張して、売買代金の支払を請求している。

訴訟物の個数は、債権的請求の場合、契約の個数によって定まるが、契約の

個数は、土地の売買契約の�つのみである。

したがって、訴訟物は、「売買契約に基づく代金支払請求権�個」となる。

なお、以下では、売買契約に基づいて代金請求をしている場合を検討するが、

売買契約に基づいて目的物の引渡請求をする場合も、訴訟物が「売買契約に基

づく甲土地の引渡請求権�個」となり、請求の趣旨が「X は、Y に対し、甲

土地を引き渡せ」となるほか、基本的に代金請求をする場合と同じである。

� 請求原因

「請求原因」とは、訴訟物である権利または法律関係の発生原因事実のこと

である（「請求原因」は、ドイツ語（Klagegrund）の略語で「Kg」と表記されるこ

とがある）。

「訴訟物の個数」と「請求原因の個数」は全く別のものなので、誤解しない

ようにする必要がある。�つの訴訟物に対し、その訴訟物の発生を根拠づける

事実が複数存在することは珍しいことではないが、このような場合には、訴訟

物は�つだが、請求原因は複数存在することとなる。たとえば、賃貸借契約の

終了に基づいて建物の明渡しを求める場合、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基

づく建物明渡請求権�個であるが、請求原因としては、賃料不払いによる解除、

無断転貸による解除等、複数あることがある（複数の請求原因がある場合、いず

れかの請求原因が認められると、被告から抗弁が提出されない限り、原告の請求が

認容されるという関係にある）。

⑴ 実体法上の成立要件と請求原因

X の主張は、甲土地の売買契約に基づいて、Y に対し代金の支払を求める

ものである。

民法555条は、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転すること

を約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、

Ⅰ 売買契約を例に
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その効力を生ずる」と規定する。つまり、「財産権の移転の約束」と「代金支

払の約束」により売買契約の締結がされ、これによって代金支払請求権が直ち

に発生することとなる。したがって、売買契約の発生原因事実、すなわち、

○ 売買契約の締結

が請求原因となる（厳密には、一方当事者の売買契約締結の申込みと相手方当事者

の承諾という�個の意思表示が必要ということになるが、申込みの撤回等が問題に

ならない限り、「売買契約の締結」という用語で�個の意思表示を一括して示してい

る）。

One Point Lecture! 売買契約の締結か、売買契約の成立か？

契約は、①申込みと承諾という�つの意思表示の合致によって成立するのが通

常ですが、②商事売買のように申込みのみで成立することもあります（商509条

�項）。このため、一般的な表現として、「契約の成立」を要件事実とする文献も

多いですが、本書では、①を念頭に、「契約の締結」という表現を用いることと

します。

では、なぜ、民法555条に該当する事実を主張すれば、それが請求原因とな

るのであろうか。

ある典型契約に基づいて請求をする場合、請求原因として何を主張・立証し

なければならないかについては、実務では冒頭規定説がとられている。すなわ

ち、典型契約の場合、民法第�編第�章の「契約」の第�節から第14節までの

冒頭にある規定は、各契約の成立要件を定めたものであり、その要件に該当す

る具体的な事実を主張・立証しなければならないという見解である。たとえば、

贈与契約に基づく請求であれば民法549条、売買契約に基づく請求であれば民

法555条、消費貸借契約に基づく請求であれば民法587条、使用貸借契約に基づ

く請求であれば民法593条に定める要件を主張・立証しなければならない。冒

頭規定説は、各契約の冒頭の規定が各契約が成立するための本質的な要素を定

めていると理解するものである。

では、冒頭規定がない非典型契約（無名契約）については、何を請求原因と

して主張すべきことになるのか。各典型契約の本質的な要素が各典型契約の冒

頭に規定されているという理解であるから、非典型契約についても、その本質

第 3講 要件事実総論

60



的な要素について主張しなければならないということになる。

⑵ 要件事実の具体的内容

� 「目的物」と「代金額」

売買契約の成立には、「財産権の移転の約束」と「代金支払の約束」が民法

555条により要求されている。したがって、売買契約の締結を主張する場合に

は、

① 目的物の特定

② 代金額または代金額の決定方法の合意

を主張しなければならない。すなわち、「目的物の特定」と「代金額または代

金額の決定方法の合意」は、売買契約の本質的要素ということである。

なお、支払を請求する者は、通常、「代金を払ってくれない」という主張を

前提にしていると考えられるが、代金支払請求権は、売買契約の成立によって

直ちに発生するので、「代金不払」という事情を代金支払請求の要件事実とし

て主張する必要はない。

� 「支払時期」

それでは、代金の「支払時期」は、売買契約の本質的要素として、その主張

が必要となるのであろうか。

契約上の義務は、期限の合意がないとおよそ成立し得ないというものではな

く、一般に、特に期限の合意のない契約上の義務は、契約成立と同時に直ちに

履行すべきものと考えられている。売買契約においても同じである。つまり、

売買契約において、代金債務の「期限の合意」は本質的要素ではないと考える

のである。

そして、「期限の合意」の主張・立証責任については、それによって利益を

受ける当事者が負うべきと考えるので、売買契約の成立を主張するものは、

「期限の合意」の主張・立証責任まで負うものではないと考えることとなる。

したがって、支払期限の合意およびその期限の到来を請求原因として主張・

立証する必要はない。

� その他の事実

ほかにも、Xは、「父親から相続により甲土地を取得した」といった甲土地
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の取得原因に関する主張や、「相続した土地を使うこともないので、売ってし

まいたいと考えていた」といった契約に至る動機などを主張しているが、売買

契約は「他人物」でも成立する（民561条）ので、売主の目的物所有という事

情は、売買契約の成立要件とはならない。動機も売買契約の成立とは無関係で

ある。

また、諾成契約の売買契約は、「目的物の引渡し」がなくとも合意によって

成立するので、「目的物の引渡し」という事実も成立要件ではない。なお、「目

的物の引渡し」は、Y の「同時履行の抗弁」に対する再抗弁として位置づけ

られることとなる。

� まとめ

以上の検討から、Xは、請求原因として、「目的物」と「代金額」を確定し

て売買契約の締結を主張・立証すればよいこととなる。要件事実を文章で摘示

する場合には、「誰々は、いつ、誰々に対し、何々をした」という形式が基本

になるが、「いつ」というのは、事実を特定するために述べているものである。

そうすると、事実摘示は、次のようなものとなる（なお、要件事実を具体的に指

摘して提示することを「摘示」という）。

〈Case③-1〉 ◆請求原因事実◆

○ X は、平成30年11月15日、Y に対し、甲土地を代金2000万円で売っ

た。

Y は、「売買契約の締結には至らなかった」と主張しているのであるから、

請求原因に対する認否は「否認」である。「仕方なく甲土地の売却の相談に乗

っただけ」と反論しているが、これは認否でも抗弁でもない。

⑶ 主張している事実と証拠により認定できる事実との同一性

請求原因は、その事実がすべて認められた場合に請求が認容されるのであり、

�つでもそれが認められないと請求は棄却される。

では、売買契約はあったが、証拠調べをした結果、契約締結の日付が違って

いたり、売買代金額が異なっていた場合、判決はどうなるのか。

当事者の主張した事実と裁判所が認定する事実との間に、事実の態様や日時

等の点について多少の食い違いがあっても、社会通念上同一性が認められる限
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り、当事者の主張しない事実を認定したことにはならないと解されている（最

判昭32・5・10民集11巻�号715頁、最判昭52・5・27集民120号607頁）。〈Case ③

-1〉でいえば、実際には売買契約が11月20日であっても、その前後に当事者間

で同種の売買はなく、同一性があると認められると、11月20日の売買契約締結

を認定しても、当事者が主張しない事実について認定したことにはならない。

もっとも、主張と証拠によって認定する事実が食い違っている場合には、当事

者が主張を訂正するなり、裁判所が釈明をすることによって解決される問題で

ある。代金額が違っている場合には、目的物の引渡請求であれば、同じように

同一性が認められる限り、証拠によって認められる代金額を認定して Xの請

求を認容すればよく、売買代金請求であれば、〈Case ③-1〉で代金額が証拠

上1800万円であれば、同じ契約と認められる限り、1800万円の支払を認める一

部認容判決をすることになる。

� 権利（請求権）の発生と判決の基準時

権利（請求権）は、過去の一時点に成立すると、相手方でその消滅事由等を

主張・立証しない限り、現在も存在していることになるので、過去の一時点に

請求権が発生したことをいえば足りる。

One Point Lecture! 権利（請求権）の存続

平成30年11月15日に売買契約が締結され、売買代金請求権が発生すると、相手

方で消滅事由の主張・立証をしない限り、その請求権はいつまでも存在すること

になります。判決の基準時は口頭弁論終結時ですので、その時点でも存在してい

ることになります。このため、過去の一時点で成立したことを主張・立証すれば

足りるわけです。

でも、時効期間が経過すれば、請求権は消滅するのではないかと思う人がいる

かもしれません。それは、相手方において、時効で消滅したことを主張・立証す

ることによって、その請求権が消滅したということになるのです。相手方におい

て、消滅時効の主張・立証をしなければ、何年経っても、請求権は存続します。

Advance 契約の拘束力の根拠

そもそも、なぜ Xと Y が売買契約を締結するとそれに拘束されるのかと
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いう根本的な問題がある。契約の拘束力の根拠をどう考えるべきであろうか。

次の�つの考え方がある。

法規説は、契約の拘束力の根拠は法規であるとする見解であり、契約に基

づいて請求権を発生させるのは法律であるとする。法律の規定なしに請求権

は発生しないと考え、非典型契約（無名契約）については、民法91条が根拠

になると考える。

合意説は、「約束は守られなければならない」ということを根拠として、

契約に基づく請求権は当事者の合意に基づいて発生するものであり、法律が

なくとも請求権は発生するという見解である。

法規説に対しては、民法91条は任意規定と意思表示の優劣を述べただけで

あって、非典型契約の権利発生根拠規定とはなり得ないという見解が有力で

あった。

ところが、改正民法は、新たに521条を設けたので、民法521条が民法91条

に代わる形で非典型契約における権利発生の根拠規定になる、という理解が

できそうにみえる。しかし、民法521条が権利発生根拠規定となり得る性質

の規定であるとすると、同条は、典型契約についても権利発生根拠規定とし

て理解されるのが自然だと考えられるが、そのような扱いになっておらず、

典型契約に関しては、各典型契約の冒頭規定がその権利発生根拠規定になる

という構造はなお維持されている。もし典型契約の冒頭規定が現在の形式か

ら定義規定の形式に改められていたとすると、民法521条が典型契約および

非典型契約についての権利発生根拠規定として位置づけられることになった

と思われる。しかし、典型契約の冒頭規定は従来どおりであるから、民法

521条は権利発生根拠規定となり得る性質のものではなく、単に契約法にお

ける一般原則について述べるにすぎない規定として理解すべきであるといえ

る。したがって、非典型契約について、民法521条を典型契約における冒頭

規定と同様の性質を規定していると理解することは困難である（石川博康

「債権法改正法をめぐる理論的諸問題」司法研修所論集127号130頁参照）。

なお、合意説に基づいて請求する場合、その合意が成立するための本質的

要素（その契約成立に不可欠な要素）を要件事実として主張しなければなら

ない。そして、その本質的要素は、典型契約については、冒頭規定で定めら

れているとおりであるということができる。非典型契約（無名契約）につい

ては、その契約成立の本質的要素が要件事実となる。

以上のように考えると、合意説を採用しても、典型契約については冒頭規

定に本質的要素が定められていると解するので、法規説と実際に差異はない
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といえる。◆■

Advance 法規不適用説と証明責任規範説

法律要件の存否が真偽不明の場合、その法律効果の発生が認められないが、

その理由の説明として、法規不適用説と証明責任規範説がある。

法規不適用説は、実体法が定める法律要件は、その法律要件が認められて

初めて適用されるのであり、それが真偽不明であれば、実体法は適用されな

いと説明する。たとえば、民法555条は、売買契約の事実が認められて初め

て同条が適用され、その法律効果が発生するのであり、真偽不明であれば、

同条は適用されないこととなる。

これに対し、証明責任規範説は、民法等の実体法は、真偽不明の場合にそ

れを適用するか否かを規定しているものではなく、法律要件の真偽不明の場

合に実体法を適用するかどうかを裁判官に命じる証明責任規範があり、その

規範内容は、原則として、真偽不明の事実は存在しないものとして扱い、そ

の事実を法律要件とする法律効果を認めない裁判をするように命じていると

説明する。

両説は、説明方法の違いであり、両説で結論を異にするものではないと考

えられる。◆■

Advance
売買契約において具体的な代金額の
主張は必ず必要か

冒頭規定説に立つと、「代金支払の約束」は売買契約に基づく請求権発生

の要件事実であるが、「代金支払の約束」としていかなる事実を主張・立証

すべきであろうか。

司研・紛争類型別�頁は、代金額（または代金額の決定方法の合意）を主

張・立証しなければならないという見解をとっている。しかし、代金額の支

払を請求する場合には、求める代金額を明らかにする必要があることは当然

であるが、買主による目的物の引渡請求の場合、代金額がいくらかは争点で

はない事件もある。たとえば、親から相続した場合、親が買って代金を支払

ったことは確かなので売主に目的物の引渡請求をしたいが、ずいぶん昔のこ

とで契約書が散逸しており、代金額がはっきりしないということがある。売

買契約に基づいて目的物の引渡請求をしたところ、具体的な代金額が不明で

あるとして請求が棄却されることは明らかに不当である。司研・紛争類型別

の見解は、そのような場合、「時価」という主張で足りるとしている（�頁）
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が、「時価」というのはその時の相場価格のことであって、格安で売買をし

たかもしれず、時価で売買が成立したのかも定かではない。あえていえば、

「相当額」なり「一定額」で売買をしたということになるが、そこまで抽象

的な主張で足りるのであれば、代金額を主張する意味がない。

売買契約に基づいて請求する場合、「売った」という有償で財産権を移転

する合意をしたことは必ず主張する必要があるが、代金額が争点とならない

事件については、代金額の主張は必ずしも必要ではないとするのが相当であ

ろう。たとえば、売買契約に基づいて目的物の引渡請求をする場合、代金額

が200万円か220万円かが食い違っていても、すでに全額の支払がされている

ことにつき争いがなければ（他の債権・債務と同時に決済した場合には、売

買契約の代金額の認識を異にすることもありうる）、それについて審理する

必要はないし、裁判所が代金額の認定をする意味もない（このあたりの議論

は、山野目章夫ほか「〈座談会〉要件事実論の教育・研究における役割」ジ

ュリ1290号12頁参照）。

では、目的物の引渡請求に対し、相手方から同時履行の抗弁権の主張がさ

れた場合はどうなるか。つまり、X（買主）が Y（売主）に対し、売買契約

に基づいて目的物の引渡請求をしたところ、Yが代金支払との同時履行の抗

弁権を主張したが、代金額につき争いがあり、たとえば、X は200万円、Y

が250万円と主張した場合はどうか。

売買契約において目的物の引渡請求をする場合には代金額の主張をしなく

ともよいとの見解に立っても、同時履行の抗弁権（民533条）が提出され、

代金額が食い違っている場合には、代金額が争点となっているのであるから、

代金額の主張・立証が必要になる。

証拠上代金額が200万円と認められるならば、200万円との引換給付判決を

することに問題はない。では、証拠上250万円と認められた場合はどうか。

当事者は契約と同一性を損なわない範囲内で異なる代金額をも黙示に主張し

ていると考えられる（司研・紛争類型別�頁）ので、やはり250万円との引

換給付判決をすることになる。

売買契約と代金額の関係については、以上のように考えるのが相当である

と思うが、以後の本書の記述は、司法研修所の見解に従って、売買契約の成

立要件として必ず代金額を主張しなければならないという前提で説明する。

なお、司研・新問研10頁は、「（目的物や代金額を）どこまで具体的に主張

する必要があるかは、履行請求の内容や相手方の争い方等との関係で相対的

に決せられる問題と考えられますが、本件のような代金支払請求においては、
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代金額又は代金額の決定方法を明確に主張する必要があります」と説明して

おり、必ず代金額の具体的な主張が必要とは述べていないので、私見に近い

のかもしれない。◆■

Ⅱ 要件事実とは

� 要件事実の意義

ここで、あらためて要件事実の意義をみることにしよう。

権利の「発生」という法律効果をもたらす要件事実が認められれば、その発

生原因事実があった過去の一時点で権利が発生し、いったん発生した権利は、

この発生した法律効果の発生を「障害」する要件事実や「消滅」させる要件事

実が認められない限り、現在も存在すると考えることになる。

他方、権利を「発生」させる事実があっても、その権利の発生を「障害」す

る要件事実があれば、権利が発生しないことになるので、現在も権利はないと

考えることになる。また、権利を発生させる要件事実が認められ、いったんは

権利が発生したとしても、後にその権利を「消滅」させる要件事実があれば、

その時点で権利は消滅し、現在も存在しないと扱われることとなる。いったん

権利が発生しても、その権利行使を「阻止」する要件事実があれば、権利は現

在も存在しているが、行使できないこととなる。

民事訴訟で審理する権利または法律関係の存否は、この「発生」「障害」「消

滅」「阻止」という法律効果の組合せによって判断される。

� 主張・立証責任の分配と要件事実

⑴ 立証責任

民事訴訟においては、要件事実によって基礎づけられる法律効果の組合せに

よって原告の主張する一定の権利または法律関係の存否が判断されるが、要件

事実の存在が訴訟において争われた場合には、証拠によって立証しなければな

らず、立証ができなければ、当該要件事実の存在が認められず、その法律効果

Ⅱ 要件事実とは

67



〔著者略歴〕

大 島 眞 一（おおしま しんいち）

［略歴］

神戸大学法学部卒業。1984年司法修習生（38期）。1986年大阪地裁判事補。

函館地家裁判事補、最高裁事務総局家庭局付、旧郵政省電気通信局業務課課長

補佐、京都地裁判事補を経て、1996年京都地裁判事。神戸地家裁尼崎支部判事、

大阪高裁判事、大阪地裁判事・神戸大学法科大学院教授（法曹実務）、大阪地

裁判事（部総括）、京都地裁判事（部総括）、大阪家裁判事（部総括）、徳島地家

裁所長を経て、2018年奈良地家裁所長。

［主要著書・論文等］

塩崎勤ほか編『【専門訴訟講座①】交通事故訴訟』（共著、民事法研究会・

2008）、『ロースクール修了生20人の物語』（編著、民事法研究会・2011）、『完全

講義民事裁判実務の基礎〔第�版〕（下巻）』（民事法研究会・2013）、『Q&A 医

療訴訟』（判例タイムズ社・2015）、『新版・完全講義民事裁判実務の基礎［入門

編］〔第�版〕』（民事法研究会・2018）、同［発展編］（民事法研究会・2016）、『司

法試験トップ合格者らが伝えておきたい勉強法と体験記』（編著、新日本法規・

2018）。

「逸失利益の算定における中間利息の控除割合と年少女子の基礎収入」判タ

1088号60頁（2002）、「交通損害賠償訴訟における虚構性と精緻性」判タ1197号

27頁（2006）、「ライプニッツ方式とホフマン方式」判タ1228号53頁（2007）、

「法科大学院と新司法試験」判タ1252号76頁（2007）、「大阪地裁医事事件にお

ける現況と課題」判タ1300号53頁（2009）、「交通事故における損害賠償の算定

基準をめぐる問題」ジュリ1403号10頁（2010）、「規範的要件の要件事実」判タ

1387号24頁（2013）、「医療訴訟の現状と将来──最高裁判例の到達点」判タ

1401号�頁（2014）等。

著者略歴

492



落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-277-4 C3032 Y−4500E

カバーデザイン 袴田峯男

発 行 所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-7-16

〔営業〕 TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258

〔編集〕 TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278

http://www.minjiho.com/ info@minjiho.com

2019年�月13日 第�刷発行

定価 本体4,500円＋税

著 者 大島 眞一

発 行 株式会社 民事法研究会

印 刷 株式会社 太平印刷社

完全講義 民事裁判実務の基礎〔第�版〕（上巻）


	#001-008 minsaijyo-hashi_04
	058-067 minsaijyo-03_04
	492 minsaijyo-ryaku_03
	493 minsaijyo-oku_03
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



