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事実の概要

　１　Ｘ（原告・被控訴人・被上告人）は、Ｙ（被告・
控訴人・上告人）に対して、本件建物の所有権に
基づく明渡しおよび賃料相当損害金の支払を求め
て本件訴訟を提起した。
　２　ＸＹの間には、平成 25 年 5 月 8 日、本件
建物の明渡しおよび立退料 220 万円の支払等を
内容とする訴訟上の和解（本件和解）が成立した
が、Ｙは、同月 22 日、本件和解の無効を主張して、
すでに終了した訴訟手続の続行を求める期日指定
の申立てをした。
　３　第一審（東京地判平 25・11・29 判時 2272 号
48 頁参照）は、本件訴訟は、本件和解が成立した
ことにより終了した旨の判決をした。
　４　第一審判決に対しては、Ｙのみが控訴し、
Ｘは控訴も附帯控訴もしなかった。
　５　控訴審（東京高判平 26・7・17 判時 2272 号
42 頁）は、本件和解はＹの真意によらないもの
であるから無効であり、Ｘの請求は一部理由があ
るとして、第一審判決を取り消し、本件和解が無
効であることを確認し、Ｙに対して、Ｘから 40
万円の支払を受けるのと引き換えに本件建物を明
け渡すべきことおよび賃料相当損害金を支払うべ
きことを命じ、Ｘのその余の請求をいずれも棄却
する旨の判決をした。
　６　Ｙより上告受理の申立てがされた。

判決の要旨

　１　「訴訟上の和解の無効を主張する者は、当

該和解が無効であることの確認を求める訴えを提
起することができると解されるが、記録によれば、
本件においては、いずれの当事者も本件和解が無
効であることの確認は求めていない。それにもか
かわらず、主文において本件和解が無効であるこ
とを確認した原判決には、当事者が申し立ててい
ない事項について判決をした違法があり、この違
法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」

　２　「訴訟上の和解が成立したことによって訴
訟が終了したことを宣言する終局判決（以下「和
解による訴訟終了判決」という。）は、訴訟が終
了したことだけを既判力をもって確定する訴訟判
決であるから、これと比較すると、Ｘの請求の一
部を認容する本案判決は、当該和解の内容にかか
わらず、形式的にはＹにとってより不利益である
と解される。したがって、和解による訴訟終了判
決である第一審判決に対し、Ｙのみが控訴しＸが
控訴も附帯控訴もしなかった場合において、控訴
審が第一審判決を取り消した上Ｘの請求の一部を
認容する本案判決をすることは、不利益変更禁止
の原則に違反して許されないものというべきであ
る。」

　３　「和解による訴訟終了判決に対する控訴の
一部のみを棄却することは、和解が対象とした請
求の全部について本来生ずべき訴訟終了の効果を
その一部についてだけ生じさせることになり、相
当でないから、上記の場合において、控訴審が訴
訟上の和解が無効であり、かつ、第一審に差し戻
すことなく請求の一部に理由があるとして自判を
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しようとするときには、控訴の全部を棄却するほ
かないというべきである。」

判例の解説

　一　本判決の概要
　Ｙは、第一審で成立した訴訟上の和解の無効を
主張して期日指定の申立てを行ったが、和解が有
効に成立したことを理由に、当該訴訟が終了した
旨を宣言する判決がされた。これに対してＹのみ
が控訴したところ、控訴審は、原判決を取り消し
て、①和解が無効であることを主文で確認した上
で、②原告の請求を一部認容する本案判決をした。
このような控訴審の処理に対して、本判決は上告
審として、①については、当事者が申し立ててい
ない事項について裁判したことになるとし、②に
ついては、不利益変更禁止の原則に反するとした。

　二　訴訟終了宣言判決
　１　訴訟上の和解が錯誤等の理由によって無効
であることを主張する当事者は、和解裁判所に対
して期日指定の申立てをすることができる。裁判
所は、和解が成立したことを理由にしてこの申立
てを単純に却下してはならず、必ず口頭弁論を開
いて和解の効力について審理判断をしなければ
ならない（大決昭 6・4・22 民集 10 巻 380 頁参照）。
そして、裁判所が、和解が無効であると判断する
時は、訴訟が原状回復して期日を続行すべきこと
になる。他方で、和解が有効に成立したと判断す
る時は、和解によって訴訟が終了した旨を宣言す
る判決を行う１）。このように、訴訟を再開すべき
かどうかを左右する問題が和解の効力という実体
的な争点であることから、それは、口頭弁論を経
由して審理判断されなければならないと考えられ
ている。

　２　本判決および控訴審判決は、和解が有効で
あることを理由とする「訴訟終了宣言判決」（本
判決は、「和解による訴訟終了判決」とする）を終局
性のある訴訟判決と理解した上で、訴訟判決に関
する従来からの議論を類推するという手法をとる
が、このような前提は正しいのだろうか。訴訟終
了宣言判決は、訴訟係属がもはや存在しないこと
を確認する性質の判決であり、本案判決ではない。
しかも、当該審級は訴訟上の和解によってすでに

終了しているから、この判決は当該審級を完結す
るものではなく、終局判決とも異なる。しかし、
期日指定の申立てによって開始した和解の効力に
関する審理手続はこの訴訟終了宣言判決によって
終結するのだから、その意味で、これは終局判決
であると考えることができる。また、訴訟終了宣
言判決に対しては上訴が可能であるから、この点
でも、通常の終局判決と同じ扱いを受ける。次に、
訴訟判決との比較であるが、訴訟終了宣言判決は、
相手方から申立てがされていなくても、和解が有
効と判断すれば必ず行わなければならない点で、
訴え却下判決と類似する。また、当事者は確定し
た訴訟終了宣言判決によって、訴訟が終了したこ
とをもはや争うことができなくなるから、訴訟係
属の不存在を理由とする訴え却下判決と類似の機
能を有するということもできる２）。以上から、訴
訟終了宣言判決を訴訟判決として理解することは
十分に可能である。

　三　控訴審による本案判決の可否
　１　差戻しの要否
　控訴審が、和解が無効であると判断したなら
ば、訴訟は和解が成立した期日以前に原状回復す
る。そうすると、控訴審は、第一審に事件を差し
戻して続行させるのが原則となりそうである。し
かし、本件の控訴審は自ら本案について判断をし
ている。このような処理は、民事訴訟法 307 条
ただし書の趣旨を類推したことによるものである
（判時2272号 43頁以下のコメント参照）。たしかに、
訴訟上の和解が人証調べ終了後に成立したような
場合には、実質的に第一審の本案審理は終了して
いるから、和解が無効であるときに、わざわざ差
し戻すのは無駄である。その意味では、訴えを却
下した第一審判決を取り消すべきであるが、第一
審が実質的に本案の審理を遂げているような場合
は、審級の利益を考慮せずに控訴審が自判できる
という同条ただし書の趣旨は、ここでも類推する
ことができそうである。本判決も、差戻しではな
く控訴棄却と判断していることから見て、この点
についての控訴審の理解を否定しているわけでは
ない。もっとも、和解の効力に関する本件紛争と、
いったん終結した本案の争いとは、同じ裁判所で
審理されているとはいっても、形式上は別の紛争
である。この点を強調するならば、同条ただし書
が想定している場面とは異なるということもでき
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る。しかし、本件控訴審は、この 2つの紛争は
実質的に見て一体的なものであると理解して、差
戻しを不要としたのであろう。

　２　不利益変更禁止との関係
　以上のように、和解を無効と判断した控訴審が、
本案について自ら判断することができるとして
も、それが不利益変更禁止原則（民訴 304 条）に
反しないかどうかが問題となる。
　本判決は、第一審の訴訟終了宣言判決は、訴訟
が終了したことだけを既判力によって確定する訴
訟判決であるから、これと比較すると、請求を一
部認容する控訴審の本案判決は、形式的には控訴
したＹにとってより不利益であるとの理由から、
不利益変更に当たるので控訴を棄却することがで
きるにとどまるとする。ここで、本判決が参考に
したと思われるのは、訴え却下の第一審判決に対
して原告のみが控訴した場合の判例である。それ
によれば、控訴審が原判決を取り消して請求棄却
判決をすることは、原告に不利益な変更である
とされている（民訴 307 条ただし書制定前の事件で
あるが、最判昭 60・12・17 民集 39 巻 8 号 1821 頁、
最判昭 61・7・10 判時 1213 号 83 頁など）。このよ
うな場合、控訴棄却判決が確定したときに生じる
べき既判力の範囲と、原判決を変更して実体判断
をした判決が確定したときに生じるべき既判力の
範囲とを比較した上で、後者が前者よりも控訴人
にとって重い拘束となるならば、後者は不利益変
更であると考えることになる３）。本判決の理由付
けも、基本的に同様の理論的枠組みによっている
と考えられる４）。
　もっとも、この点については有力な反対説があ
る。この見解によれば、控訴審が訴訟要件の具備
を認めるならば、職権により本案判決をすべきで
あり、控訴を棄却しても紛争を実体的に解決した
ことにならないから、むしろ棄却判決ができると
解するべきであるとされる５）。本件の控訴審判決
も、和解の無効が明らかになり、差戻しの必要が
なければ、あとは本案判決をする以外に選択肢が
ないと考えて、不利益変更禁止の問題は生じない
としたのであり（判時 2272 号 44 頁のコメント参
照）、ここで紹介した有力反対説を参照したこと
は明らかである。

　３　本案判決は可能か
　本件控訴審判決は、和解を無効とした上で新た
な本案判決を求めるということが控訴人の意思で
あるから、本案判決をすることは控訴人の意思を
超えた裁判にはならないこと、また、原判決は実
体判断を含まないのだから、控訴審において、原
判決と比較した上でそれよりも不利益な実体判断
がされる可能性もあり得ないという理由から、実
体判決に踏み切ったのだと思われる。たしかに、
これは説得力のある考え方である。
　しかし、訴え却下の事例では、本当は判決内容
を修正すべきところを控訴棄却にとどめると、紛
争の実質的な解決にはつながらないが、本件の
ような場合は、控訴棄却によって、結果的に（無
効であるはずの）訴訟上の和解の効力が維持され、
和解調書において確定した権利義務関係をもはや
争うことができなくなるのだから、あえて本案判
断を行う必然性が乏しいと論じることもできる。
もちろん、和解が無効であるならば、実体に応じ
た判断をし直すべきであるとか、和解が無効であ
るのに、それが当事者間での紛争解決基準として
機能せざるを得ないのは不当であるなどの再反論
はあり得よう（後述五も参照）。

　４　一部控訴棄却
　本判決の判決の要旨３は、控訴の一部のみを棄
却することは相当でないと論じる。しかし、第一
審判決が請求の一部認容等の本案判決を含まない
以上、控訴審がその判断を変更して控訴の一部の
みを棄却することは考えられない。実際、本件原
審判決も原判決取消し、全部変更である。したがっ
て、この説示がどのような場面を想定しているの
かは、よくわからない（ただし後述四を参照）。

　四　控訴審が和解無効を確認することの適法性
　判決の要旨とは説明の順序が逆になるが、控訴
審が、判決主文で本件和解が無効であることを確
認したことは、当事者が申し立てていない事項に
ついて判決をした（民訴 246 条参照）ことになる
のだろうか。本判決は、本件では、いずれの当事
者からも「本件和解が無効であることを確認する」
との申立ては記録上されていないとする６）。そう
だとすれば、控訴審が当事者の申立てがない事項
を判決したことになるのは、たしかにそのとおり
である。また、実務上は、和解が無効であること
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は中間判決または終局判決の理由中で示されるべ
きであるとされており、本件控訴審の扱いは、こ
のような一般的な理解にも反する。しかし、この
ような理解は形式的にすぎるのではなかろうか。
Ｙは、形式上「訴訟が終了した」との第一審判決
主文に対する不服を申し立てている。この不服の
中には、「有効な和解により」訴訟が終了したと
の判断を変更する旨の申立てが含まれているのだ
から、和解が無効であると判断した控訴審が、判
決理由ではなく主文において、当該和解の無効を
宣言するのはむしろ当然であり、親切な処置であ
ると思われる。もっとも、和解を無効と判断した
としても、本判決によれば、不利益変更禁止との
関係で控訴人に不利な本案判決をすることができ
ない。したがって、原判決を一部変更し、和解無
効を主文で宣言してそれ以外の部分を控訴棄却す
ることになりそうであるが、このような解決には
意味がなく、本件の処理としては、控訴を全部棄
却するしかない。したがって、本件の事案の処理
に限っていえば、この点をあえて説示する必要は
なかったように思われる。

　五　控訴審判決について
　本件控訴審判決は、本件和解がＹの真意に出た
ものであることを認めるに足りる証拠はないとし
ている。本件で成立した和解は、相当高額の立退
料の支払が得られる点でＹにとって有利と見られ
るが、Ｙは、本件和解が、その内容はともかくと
して、裁判官や訴訟代理人によって押し付けられ
たものであるとの不満を抱いたのかもしれない。
ところが、控訴審は、このような不満に応えつつ
も、一方で、客観的に見て適正な範囲に立退料を
減額し、和解内容を実質的に修正する判決をした
と評価することができる。したがって、控訴棄却
によって維持される和解の内容との比較におい
て、実質的な意味で不利益変更がされたともいえ
るのであり、この処理には疑問を感じる。たしか
に、仮に第一審が和解無効と判断した時は、本件
控訴審判決と同様の本案判決をすることは完全に
適法であるけれども、たまたま控訴審が和解無効
と判断した時には、不利益変更禁止により、その
ような本案判決ができないというのは、形式的す
ぎるともいえる。控訴審の裁判官は、このような
疑問を抱いたのだろうと思われる。しかし、不利
益変更の禁止とは、控訴人を保護するために、実

体に応じた解決の必要性を後退させるといういわ
ば解決の不自然さを飲み込んだ上での規律である
と考えれば、形式上相手方の附帯控訴がない以上
は、やむを得ない。結局、差戻しを選ぶべきだっ
たのではなかろうか。
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解民事訴訟法〔第 2版〕(9)』（第一法規、1996 年）316
頁［小室直人＝東孝行］などがこの説を採る。この場合、
ドイツの同趣旨の学説を参照して、原判決は実体的な地
位を何も保証していないから、請求棄却判決をしても原
判決が与えた原告の地位を奪うわけではないので、不利
益変更ではないと論じられる。

６）原判決記載の控訴の趣旨には「主文第 1項及び第 2項
と同旨」とある。Ｙ本人訴訟であり、控訴審裁判官が善
意に解釈したのかもしれない。

龍谷大学教授　越山和広


