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一．はじめに 

 法人格を有しないけれども、構成員から一定程度独立した存在として社会的に活動して

いる団体がある。身近な例を挙げれば、町内会、マンションの管理組合、ＰＴＡ組織、同

窓会、大学のサークル活動団体などでも、法人に類似した独立性や組織性を有しているこ

とがあるだろう。そのような団体(社団)であれば、「権利能力なき社団」として実体法上及

び訴訟法上、特別の規律に服することが認められうるのである。 

 権利能力なき社団とは、その名の通り法人格を取得していないため実体法上権利義務の

帰属主体たりえないが、団体としての活動実態があり法人類似の社会的実在と認められう

る団体であり、財産の帰属等の権利義務関係において、一定程度法人に近い取扱いをする

ことが判例、学説上認められてきた。訴訟においても、民事訴訟法（以下、「民訴法」とい

う）29条により原告又は被告となりうる資格、すなわち当事者能力が認められうる。法人

と同様に、構成員ではなく社団1自身が当事者となることが可能なのである。 

 しかし、権利能力なき社団に関して、同条の他には民法上又は民訴法上何ら明文規定が

なく、どのような団体が権利能力なき社団に該当し、また同条により当事者能力を認めら

れるのかは明確ではない。それだけでなく、同条は社団に当事者能力を認めることを示す

に止まり、それによりどのような効果がもたらされるのかという点も、必ずしも明らかと

は言えず問題となる。具体的に疑問を述べれば、権利義務はあくまで「構成員全員に総有

                              
1 以下、特に注記しない限り「社団」とは「権利能力なき社団」をいう。 
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的に帰属する」2のであって、権利能力がない以上は社団に帰属することはないはずである。

とすると、同条はそのような原則を覆し、社団に権利能力をも付与するものなのだろうか。

あるいは、社団の権利能力はあくまで否定しながら、自己に帰属しない権利義務について

当事者となり、訴訟を追行することを認めるというのだろうか。その場合、いかにして訴

訟追行権（当事者適格）が基礎づけられるのだろうか。また、社団が当事者となり訴訟を

追行した結果下された判決の効力は、構成員にどのように及ぼし得るのだろうか。 

 そこで本稿では、権利能力なき社団に当事者能力及び当事者適格を認める根拠や、構成

員に対し判決効が及ぶとする場合の理論構成につき、様々な判例を検討しつつ、上記の疑

問を解明していきたい。 

 

二．権利能力なき社団の当事者能力 

１．実体法的側面3 

 (1) 権利能力なき社団の法理 

 人や財産の集合体が法人となれば、自然人とは別個独立に権利義務の帰属主体となりう

る。と言っても、わが国では法人法定主義が採られており（民法33条 1 項）、団体組織とし

ての活動実態があっても法定の要件を満たして一定の手続を履践しなければ法人となるこ

とはできないから4、法人に類似する実体がありながら形式的要件を満たさず法人格を有し

ない社団が存在することとなる。そのような社団については、法人と全く同一に扱うこと

はできなくとも、一定程度法人と同様の法律関係を認めることが、構成員のみならず社団

と取引をした相手方にとっても便宜である。そこで、後述するように権利能力なき社団に

関する法理は、そのような社団について民法上の組合や単なる人の集合と異なる扱いをす

ることを肯定しているのである。 

 

 (2) 成立要件 

 では、どのような団体であれば権利能力なき社団と認められるのだろうか。前掲昭和39

年判決は、「法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴四六条5が

これについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力のない社団といい

                              
2 判昭和39年10月15日民集18巻 8 号1671頁（以下、「昭和39年判決」という）。 
3 以下につき、佐久間毅ほか『民法Ⅰ 総則』（有斐閣、2010年）92～99頁、河内宏『権利能力なき社団・

財団の判例総合解説』（信山社、2004年）7～11頁参照。 
4 一般法としては、非営利目的の社団／財団であれば一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下、一般法人法という）10条以下及び152条以下、営利目的の社団であれば会社法25条以下及び575条

以下などが挙げられる。 
5 平成 8 年改正以前の規定。後述する現行民訴法29条に相当する。 
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うるためには、①団体としての組織をそなえ、②そこには多数決の原則が行なわれ、③構

成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかして④その組織によつて代表の方

法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければ

ならない」（丸囲み数字は筆者による）と判示した。ただし、多数決原則が行われているこ

との認定をすることなく権利能力なき社団であることを認める判例もあり6、また①と④は

重複することから、実質的には構成員からの独立性と団体組織性があればよいと考えるこ

ともできる。なお、後述するように、判例は民訴法29条を適用して当事者能力を肯定する

際にもこの 4 要件を用いているが、これらは十分条件であって、当事者能力を肯定するた

めの要件ではないと考えるべきである。 

 

 (3) 法律関係 

 権利能力なき社団は、構成員や代表者の権利義務につき、以下のように一定程度法人類

似の取扱いをすることが認められる。まず、財産は構成員全員に総有的に帰属するとされ

る7。総有とは共同所有（広義の共有）の一形態であるが、共有持分が観念されず、その自

由譲渡性も当然なく、脱退等に伴う分割請求もなしえないという点で、民法252条以下に規

定された狭義の共有とは異なる。すなわち、形式上は、財産は構成員全員の共同所有とさ

れるが、構成員各自は当該財産の使用、収益権を有するに止まるのであり、実質的には「社

団の所有」と言える状態である。現行法上、財産が社団自体には帰属しえずそのようには

表現できないから、「構成員全員の総有」と便宜的に言い換えて、現行法秩序に従いつつ社

団財産の帰属形態の実質を説明しているのである8。 

 また、代表者が団体の名においてした行為の効果も構成員全員に総有的に帰属すること

となり、従って債務も総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産と

なるのであって、構成員各自は個人的責任を負わない9。なお判例は、権利能力なき社団で

あれば一律に構成員の個人責任を負わないとしているようだが、営利目的の社団の場合は

構成員の有限責任を認めるべきではないとする説もある。 

 なお非営利法人に関しては、平成13年の中間法人法制定や平成18年の民法改正及び一般

法人法制定等の制度改革により、公益目的でない法人の設立も可能となり、設立が許可主

義から準則主義に改められるなど、法人格の取得が格段に容易になったと言える。ただし、

法人となるかどうかは当該団体の自由であり、法人格を有さず活動する団体は未だに少な

                              
6 判昭和55年 2 月 8 日民集34巻 2 号138頁（以下、「昭和55年判決①」という）。 
7 前掲昭和39年判決。 
8 権利能力なき社団のほか、入会団体の共同所有形態も同じく総有とされるが、この点に関しては後述

する。なお、この総有概念は、元来は法人制度の存在しなかったゲルマンの村落共同体における財産

の共有形態を表した概念であっ た。 
9 判昭和48年10月 9 日民集27巻 9 号1129頁（以下、「昭和48年判決」という。）。 
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くないのであるから、権利能力なき社団に関する議論の実益が失われたと見るべきではな

い。 

 

２．民訴法29条に基づく当事者能力10 

 (1) 趣旨 

 民訴法29条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その

名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定する。当事者能力の有無は、原則

として民法上の権利能力を基準に決定されるが（同法28条）、29条が適用されれば、法人で

ない団体も訴訟法上は当事者能力を有する訳である。団体自身が経済的、社会的活動を行

っている以上、紛争が生じた場合には団体が訴訟法上も当事者となるのが合理的であろう。

それに、もしそれが認められないとすると、社団財産が構成員全員の総有（共同所有）と

されることを前提にすれば、社団の側としては構成員自身が全員で共同して訴えを提起せ

ねばならず、相手方としても構成員全員を探し出して被告にせねばならないという負担が

生ずるばかりか、一部の者の訴訟への関与を欠けば訴訟係属や判決効が否定されるおそれ

もある11。ゆえに、紛争の効果的な解決のために社団を法人と同様に扱う必要性、合理性

が認められるのである。 

 

 (2) 適用要件 

 民訴法29条所定の「法人でない社団」として当事者能力を認められるためには、どのよ

うな要件を満たせばよいだろうか。構成員の個性が強く、個人責任を免れさせるために「社

団」としての衣をまとっているだけの団体や、敗訴しそうになれば簡単に団体が消失して

しまうような弱い結束しかないような団体にまで同条の適用を認めるべきではない。独立

の訴訟当事者となる便宜を与える必要性を欠くばかりか、団体の消失によりそれまでの訴

訟係属が無意味となったり、勝訴判決を得ても事実上執行ができず権利の実現が得られな

かったりするなど、相手方当事者を害することになるからである。 

 この点については、条文上は「代表者又は管理人の定めがある」ことしか要求されてい

                              
10 以下につき、中島弘雅「当事者能力」伊藤眞ほか編『民事訴訟法の争点』（有斐閣、2009年）58～59

頁、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』（有斐閣、第 2 版補訂版、2013年）176～186頁、伊藤眞『民

事訴訟法』（有斐閣、第 4 版補訂版、2014年）120～123頁、河内・前掲 123～148頁参照。 
11 判例によれば、共有物に関して、持分権に基づく訴えは共有者 1 人が単独で提起できるが、共有権（共

有関係）に関する訴えは、保存行為（民法252条ただし書き）に当たる場合等の例外を除き、共有者全

員の訴訟共同を要する固有必要的共同訴訟（民訴法40条 1 項）とされる。従って、ある財産が団体構

成員の共有に属することの確認を求める訴えは、共有者たる構成員全員が当事者とならなければ、訴

えは不適法として却下される。権利能力なき社団の財産は構成員全員の総有とされるから、この規律

に服するのみならず、総有であるがゆえに各構成員の持分は観念されず、持分に基づく請求はできな

いため、一層不都合は大きいと言える。 
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ないが12、従来の通説はより具体的に、一定の目的のための多数人の結合体であって、構

成員各自の生活活動から独立した社会活動を営むと認められる程度に達したものを指すと

している。この基準は、①対内的独立性、②対外的独立性、③財産的独立性、④内部組織

性という 4 つの要素に整理されている。①は構成員の変動に関係なく団体の同一性が維持

されていることであり、②は代表者が定められ団体を代表して行動しており、団体が構成

員から独立して存在していることである。一方で判例は、前掲昭和39年判決が提示した権

利能力なき社団に関する前記の 4 要件を、29条の適用の可否を判断する場面でもそのまま

採用し、当事者能力の肯定根拠としている13。学説の 4 要素はこれと全く同一ではないが、

概ね類似するものと言えよう。 

 ただし、学説、判例とも 4 要素／4 要件すべてを必須のものとしている訳ではない。学

説上、財産的独立性に関しては、考慮の資料とはなっても独立した要件とすべきではない

とする見解がある14。 判平成14年 6 月 7 日民集56巻 5 号889頁も、前掲昭和39年判決が示

した要件のうち、「財産的側面についていえば、必ずしも固定資産ないし基本的財産を有す

ることは不可欠の要件ではなく、そのような資産を有していなくても、団体として、内部

的に運営され、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収

支を管理する体制が備わっているなど、他の諸事情と併せ、総合的に観察して、同条にい

う『法人でない社団』として当事者能力が認められる場合がある」と判示している。 

 

 (3) 組合の当事者能力 

 当事者能力を認める要件を考える上で、民法上の組合の当事者能力に関しても検討して

おこう。学説は肯定説と否定説に分かれるが、従来の考え方によれば、組合と社団は団体

の規模や独立性、組織性等により区別され、組合は構成員（組合員）の個性が強く、彼ら

の意向を反映させて運営されている集合体であるから、組合員が当事者となるべきであっ

て、組合自身の当事者能力は否定すべきとされていた15。だが、判例はこれを肯定する。

例えば 判昭和37年12月18日民集16巻12号2422頁では、原告となった「三銀行団債権管理

委員会」は民法上の組合であり、構成員（銀行）の変更は予定されておらず、実体法上は

権利能力なき社団とは認められない団体であったが、当時の民訴法46条所定の「社団」に

該当するとして当事者能力を有することが認められている。 

 権利能力なき社団と異なり、組合においては組合員が組合の債務につき個人責任を負う

                              
12 代表者について規約等で定められていればよく、代表者が現に存在しなくてもよい。 
13 判昭和42年10月19日民集21巻 8 号2078頁。 
14 高橋・前掲 179～181頁など。 
15 高橋・前掲178～179頁など。組合員は組合の債務につき無限責任を負うのに対し、権利能力なき社団

の構成員は社団債務につき出資の範囲で有限責任を負うに止まるとされるのも、このような点を根拠

とする。 
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から、当事者となろうとする団体が組合と社団のいずれであるかは判決効の点では問題と

なる。しかし、組合も一定程度構成員から独立した団体であること、組合と社団は明確に

区別できるものではなく、その峻別論自体に疑問を呈する見解もあることからすると16、

当事者能力の有無の判断については、当該団体が実体法上組合と社団のいずれであるかは

さほど問題とならないと言うべきである。 

 なお、民法上の組合については、業務執行組合員を担当者とする（明文なき）任意的訴

訟担当の方法によることが判例上認められているから17、組合に当事者能力を認めなくて

もそれほど不都合はないとも考えられる。だが、組合が被告側である場合、任意的訴訟担

当の方法によるのであれば相手方原告がその要件を主張立証しなければならないという負

担がある。ゆえに、組合員による訴訟担当が可能であることをもって組合の当事者能力を

否定する根拠とすべきではなく、組合の当事者能力も認めておいて、原告に選択を許すの

が妥当であろう。 

 

 (4) 権利能力なき社団の場合 

 以上のように、実体法上は権利能力なき社団と認められない団体であっても、具体的事

情により、29条所定の「法人でない社団･･･で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当

し、当事者能力を認められうるのである。昭和39年判決が定義した社団の成立要件は当事

者能力の有無を決するためのものではないし、当事者能力の有無は社団と組合の区別によ

り決せられるべきことではないから、当然の理であろう。権利能力なき社団は実質的には

法人に近い団体性、組織性を有するのであるから、権利能力なき社団と認められれば、29

条により当事者能力を肯定するのには十分と言うべきである18。 

 

三．当事者能力を有することの意義 

１．通説的見解 

 上記のように、民訴法29条の適用を受ける「法人でない社団又は財団」は、「その名にお

いて訴え、又は訴えられることができる」。すなわち、当事者能力を有する。しかし、権利

義務の帰属主体たりえない団体が訴訟においては原告又は被告となりうるというのは、い

かなる意味だろうか。通説的見解によれば、当事者能力を認めるというのは要するに法人

と同様に扱われるということであるとされる。つまり、団体名と代表者名を出して訴訟が

できるだけでなく、同条により社団は当該事件の範囲で実体法上も権利能力を付与される

                              
16 星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』について」同『民法論集第 1 巻』（有斐閣、1970年）269～

297頁。 
17 大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁（以下、「昭和45年判決」という）。 
18 下村眞美「法人でない社団の当事者能力」法学教室363号（2010年）11頁。 
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こととなるのである。従って、裁判所は社団自身への権利義務の帰属を認める判決をする

ことができる。また、判決の効力についても、法人と同様の扱いを受けるのであるから、

当然には構成員に及ばないとされる19。 

 

２．判例 

 判例は通説的見解と異なり、財産は構成員全員に総有的に帰属するという立場を堅持し

て、社団自体への帰属は認めないようである。登記請求に関して、 二小判昭和47年 6 月 2 

日民集26巻 5 号957頁（以下、「昭和47年判決」という）は「権利能力なき社団の資産はそ

の社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであつて、社団自身が私法上の権利義務の

主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体とな

り得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではない」とした。その上で

代表者による請求について、「社団構成員の総有に属する不動産は、右構成員全員のために

信託的に社団代表者個人の所有とされるものである」から、代表者はその不動産につき自

己名義の登記請求をなしうるとした。また所有権確認請求に関して、前掲昭和55年判決①

は、沖縄における血縁団体である「門中」が権利能力なき社団に当たり、当事者能力を有

することを認めつつも、 判昭和55年 2 月 8 日集民129号173頁（以下、「昭和55年判決②」

という）は、社団自体が所有権の帰属主体とはなりえないから、社団自体に土地所有権が

帰属することの確認請求は主張自体失当として棄却した。 

 このような判例の考え方に従うと、実質的には社団に帰属する財産につき社団が当事者

となって訴訟追行をすることはできても、当該財産に関する権利義務が社団に帰属するこ

とはないがゆえに請求認容判決を得られず、民訴法29条により社団に当事者能力を認める

意義が無いのではないかとも思える。 

 その一方で、 判平成 6 年 5 月31日民集48巻 4 号1065頁（以下、「平成 6 年判決」という）

は、権利能力なき社団たる入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産につき総有権確

認請求訴訟を追行する原告適格を有することを認めた。更に近時、 一小判平成26年 2 月

27日民集68巻 2 号192頁（以下、「平成26年判決」という）は、権利能力なき社団は「構成

員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の

代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する」と

した。 

 なお、この平成26年判決は、昭和47年判決と類似した登記請求の事案である。（構成員の

総有に属する）社団財産たる不動産の登記については、権利義務の帰属主体たりえないた

めに、社団名義も代表者肩書を併記する方法も登記実務上認められていない。従って、本

                              
19 高橋・前掲 186～187頁、福永有利『民事訴訟当事者論』（有斐閣、2004年）508頁、兼子一『民事訴訟

法体系』（酒井書店、1954年）110頁。 
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来であれば構成員全員の共有名義で（登記事項たる持分は適当に記載して）登記をしなけ

ればならないことになるが、それは現実的ではないし、構成員の変動の度に登記が実体と

符号しなくなる。このため、代表者や一部の構成員のみの個人名義又は共有名義による方

法がとられてきた20。このことを前提に、昭和47年判決は社団財産が信託的に代表者に帰

属していると構成し、代表者の原告適格を認めたものであったため、社団はおよそ登記請

求をなしえないのではないかとも考えられる所であったが、平成26年判決は、代表者個人

名義の登記請求について、社団にも原告適格を認めたという点で意義がある。その構成に

ついては後述する。 

 

３．検討 

 以上のように、判例は社団の当事者能力を認めても、社団に権利が帰属することを前提

とする請求は認めず、あくまで社団の権利能力は否定する。他方で、権利の帰属主体が構

成員であることを前提とする訴訟において当事者適格を認めており、請求認容判決がなさ

れうる。つまり、訴訟物が社団に帰属する権利であれば当然に請求は棄却されるのであり21、

請求認容判決がされるためには訴訟物が構成員に帰属する権利でなければならないのであ

る。 

 通説的見解からは、このような構成に対して次のような批判が考えられうる。すなわち、

請求原因事実は同じであるはずなのに、訴訟物たる権利の帰属主体が社団か構成員かとい

う形式的な差異があるのみで請求が認容されるか棄却されるかが異なるのは不当である。

また、権利能力なき社団に権利能力を認めるのは背理であるというのは形式論に捉われて

いるにすぎず、紛争の迅速な解決に資さないから、事件限りで権利能力を認めるのが簡明

である22、と。 

 確かに、実質的な法律関係を重視すれば、権利義務が社団自体に帰属するのと、構成員

全員の総有に属するのとでは、同一の事実を異なる面から表現し直しているに過ぎないと

も言える。けれども、権利能力なき社団は実体法上あくまで権利義務の帰属主体たりえな

いのであり、真の権利義務関係は後者でしかありえない。ゆえに、社団の権利能力を否定

するのは形式論ではあるけれども、前者の「社団自体に帰属する」という事実は実体法上

認め得ず、そのような表現も真の法律関係を表すことにはならない。訴訟手続の明確性と

安定性という点からも、真の法律関係に符号しない事実や表現を認めることは妥当ではな

いだろう。それに、民訴法29条の規定は社団が当事者となることを認めているのみである

                              
20 鍛冶良堅「いわゆる権利能力なき社団と不動産登記」遠藤浩編『登記』（青林書院、改訂版、1974年）

44～52頁 
21 当事者適格を欠くのではなく、社団に権利が帰属するという主張はそれ自体失当であって、請求を認

容しえないのである。 
22 福永・前掲 507頁、高橋・前掲 187頁。 
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し、訴訟法が実体法を修正するというような趣旨を含ませることもまた、妥当でないと考

える。仮にそれを認めるとしても、当該事件限りで社団に権利が帰属するというのが訴訟

提起前までは構成員に属していた権利義務が社団に移転することとなるのだとすれば、そ

の法律構成は不明確である23。加えて、判決効が本来の権利義務の帰属主体たる構成員に

及ばないのでは、紛争の解決に資さず、判決の実効性を害しうるのではなかろうか24。以

上の点で、民訴法29条により社団に実体法上も権利能力が付与されるとする通説的見解に

は疑問を呈さざるを得ない。 

 

四．当事者適格と判決効 

１．序 

 ただし、判例のように権利義務が構成員に帰属することを前提に請求を定立すべきであ

るとすると、理論構成について検討すべき点がもう 2 点ある。訴訟当事者となった権利能

力なき社団が当事者適格（訴訟追行権）を有するのかという点と、構成員に対して判決効

がどのように及ぶのかという点である。平成 6 年判決及び平成26年判決が、社団が当事者

となり訴訟追行をすることを認めたことは、当事者能力を認めた民訴法29条の趣旨からも

紛争解決の実効性という点からも、肯定的に評価することができるだろう。しかし、社団

自体に権利義務が帰属しないことを前提にすると、社団は他人の権利義務につき訴訟追行

をすることとなるのだろうが、社団はいかなる資格で当事者適格を有するのだろうか。上

記判例からは必ずしも明らかではなく、検討を要する。 

 

２．社団固有の当事者適格 

 当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利または法律関係について当事者として訴訟追行

し、本案判決を求めることのできる資格を言う。権利義務の主体が当事者となる場合のみ

ならず、第三者の訴訟担当や固有必要的共同訴訟の成否を判断するような場面でも機能す

る訴訟要件であり、権利義務についての管理処分権の有無が問題とされる25。ただし、当

                              
23 後述するが、そのような構成をとるくらいであれば、むしろ社団が訴訟担当者となって、他人たる構

成員の権利義務についての訴訟を追行すると構成するのが適当だろう。 
24 下村・前掲12頁は、「構成員全員が訴訟当事者として名を連ねる不便を回避するために、法人でない社

団にも訴訟当事者能力を認めたのに、法人でない社団を当事者とする訴訟の判決が、構成員全員を当

事者とする訴訟の判決と異なって、その構成員に効力を及ぼさないというのでは、背理も甚だしい。」

と述べるが、全くその通りである。また、高田裕成「民法上の組合の当事者能力」福永有利先生古希

記念『企業紛争と民事手続法理論』17頁（商事法務、2005年）も、共同訴訟や選定当事者の制度によ

った場合には、構成員は判決効の拘束を受けるが、29条の選択によってその不利益を免れるべきでは

ないとする議論は十分成り立つとする。 
25 高橋・前掲 239～244頁参照。 
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事者適格は実体的な権利義務関係や管理処分権の有無のみによって決せられるべきとする

のは必ずしも妥当ではないから、誰が当事者となることがより紛争解決に資するかという

訴訟政策的観点からも検討されるべきであると考える。この点については、判例も「訴訟

における当事者適格は、特定の訴訟物について、誰が当事者として訴訟を追行し、また、

誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点から

決せられるべき事柄である」とし、訴訟政策的な考慮をも働かせることを示唆している26。 

 権利能力なき社団の当事者適格の有無を判断する場面では、社団に権利義務が帰属する

ことを前提とした方が簡明ではあるだろう。例えば給付の訴えにおいては、「自らがその給

付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格がある」27とされるのであり、当事者

適格を認めるにはそのような主張がされるだけで足りるのである。当事者能力に関する上

記の通説的見解によれば、社団は当該事件限りで訴訟物たる権利義務の主体とされるので、

訴訟物たる給付請求権を有すると主張する社団は当事者適格を有することとなろう。確認

の訴えにおいても、当事者適格の有無は確認の利益の有無とともに判断されることとなる

が、他ならぬ自己に権利が帰属すると主張している以上は当事者適格を認められる可能性

は高い。なお、このことは、社団への権利義務の帰属をあくまで認めない判例の見解によ

っても同様である。すなわち、社団名義の登記請求や社団の所有権確認のような、社団に

権利が帰属することを前提にした訴えも、社団が当事者となっている以上当事者適格は認

められ、適法である（しかし、通説的見解とは異なり、主張自体失当として請求が棄却さ

れることにはなる）28。 

 けれども、社団を権利主体と認めることはできないから、社団を当事者としつつ勝訴判

決を得るには、権利義務が他人たる社団構成員の総有に属することを前提として請求を定

立せざるを得ない。とすると、他人の権利義務に関する訴訟につき、社団の当事者適格を

基礎づける別個の根拠を要することとなる。このような場合に、第三者たる社団は固有の

適格を有するとの見解がある。この固有適格構成とは、他人の権利義務につき原告が有す

る実体的な利益に着目し、このような利益は第三者固有の当事者適格を基礎付けるという

ものである29。すなわち、実質的には社団自身が財産の管理処分権を有しており、財産管

理に当たっているのは構成員個々人というよりむしろ社団と見るのが適切であって、それ

                              
26 前掲平成26年判決。平成 6 年判決及び昭和45年判決にも同様の判示がある。 
27 判平成23年 2 月15日集民236号45頁。権利能力なき社団であるマンション管理組合が原告となり、社

団自身への給付を請求した事案。 
28 訴えが不適法として却下されるわけではない。前掲昭和47年判決も、「権利能力なき社団の資産たる不

動産につき公示方法たる登記をする場合に何ぴとに登記請求権が帰属するかという登記手続請求訴訟

における本案の問題にほかならず、たんなる訴訟追行の資格の問題にとどまるものではない」として

いる。 
29 山本弘「権利能力なき社団の当事者能力と当事者適格」青山善充ほか編『新堂幸司先生古稀祝賀 民

事訴訟法理論の新たな構築（上）』（有斐閣、2001年）862～865頁 
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により得られる利益も社団固有のものであるから、例えば当該財産の使用収益を妨げる第

三者に対して所有権確認の訴えを提起する場合に、固有の原告適格が社団に認められると

いうことである。実体法上の管理処分権は構成員に帰属することを前提としたまま、管理

処分権によらずに社団に当事者適格を認めようとするものであろう。 

 しかし、処分権主義の観点から他人による権利行使をむやみに認めるべきではないと考

えられるのであって、訴訟要件である当事者適格をこのような曖昧な基準により明文なく

肯定することには躊躇せざるを得ない。それに、このような考え方は、他人の権利関係で

あっても確認の利益さえあれば原告適格が認められるという、確認訴訟における確認の利

益の判断を念頭に置いたものであり、登記請求訴訟のような給付訴訟においてそのまま妥

当するものとは言えない。また、当事者適格は更には、社団固有の当事者適格があるとし

た場合、それは権利主体たる構成員（全員）が有するはずの当事者適格とは異なるもので

あるから、社団が当事者となった訴訟の判決効は構成員に及ばないこととなる。そうする

と、社団が敗訴しても構成員（全員）が同様の訴訟を提起できることとなるという不都合

を生じてしまう。以上のように、固有適格構成は妥当ではないと言わざるを得ない。 

 

３．訴訟担当構成30 

 (1) 概要と利点 

 社団に固有の当事者適格がないとすると、構成員に帰属する権利義務を訴訟物とする訴

訟において、他人たる社団に当事者適格を認める理論構成として考えられるのは、社団を

担当者とし、構成員を被担当者とする訴訟担当である。すなわち、権利義務が構成員全員

の総有に属することを前提としつつ、構成員に代わって訴訟当事者たる社団がその管理処

分権を有すると構成するのである。これによれば、実体法上の権利義務関係を変動させる

ことなく社団に当事者能力を認め、当事者適格をも肯定することができるのである。更に、

民訴法115条 1 項 2 号により、明文根拠をもって判決効を構成員にも拡張することが可能と

なる。社団は構成員のために当事者となっているだけなのである。正にこれらの点が、固

有適格構成と比較しても、訴訟担当構成の方が妥当と言える根拠である。 

 ただ、判決効については、固有適格構成によって既判力自体を及ぼすことはできないが、

判決の反射的効果が構成員に及ぶから、構成員による再訴を防止し得るとされる。だが、

明文根拠なくそのような効果を認めることができるのか。法人である会社について、株主

代表訴訟の判決効は「会社に対しても及び（民訴法115条 1 項 2 号）、その結果他の株主も

その効力を争うことができなくなる」とする判例はあるけれども31、会社自身が訴訟当事

                              
30 高田・前掲11～19頁、下村・前掲11～12頁、名津井吉裕「不動産登記請求訴訟における権利能力なき

社団の当事者適格」法学教室409号（2014年）62～64頁参照。 
31 判平成12年 7 月 7 日民集54巻 6 号1767頁。 
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者となった事案ではないし、会社が当事者となる訴訟においてそのような効果を認めると

しても、その理が独立の法人格を有しない社団にも当てはまるとは言えないだろう。この

ような「反射的効果」なる概念を持ち出すよりも、訴訟担当であるとして、明文規定によ

り判決効の拡張を明確に認めるべきである。そのような明確な基準に従う方が、より紛争

解決に資するのではないか。 

 

 (2) 法定訴訟担当か、任意的訴訟担当か 

  1 口に訴訟担当構成といっても、法定訴訟担当と任意的訴訟担当の 2 種が考えられる。

法定訴訟担当と見る見解によれば、権利能力なき社団の性質から、実質上社団に管理処分

権があるから、解釈上当然に訴訟担当が認められる、民訴法29条は当事者能力とともに当

事者適格をも認めたものであるなどと説明される32。しかし、29条からそのような趣旨ま

でも読み取ることができるのか疑問であるし、そもそも明文がないのに解釈によって当然

に訴訟担当を認めることは、管理処分権の移転を明確な根拠なく認めることとなってしま

うのであり、社団の個性を考慮しておらず、妥当性を欠くように思われる。 

 私は、任意的訴訟担当と構成すべきと考える。すなわち、社団の設立行為をもって授権

とみることが相当である。任意的訴訟担当につき、民訴法は30条で選定当事者の制度を定

めるが、明文がないものであっても弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨を潜脱する

おそれがなく、かつ、これを認める合理的必要があれば許容されうる33。権利能力なき社

団においては、実質的には社団に帰属する財産につき、法律上は構成員の総有とされてい

るのであるから、当該社団が当事者となることは適切に構成員の利益を代表するものと言

える。また、社団代表者が社団の訴訟代理人となって訴訟追行をするとしても、いわゆる

三百代言により権利者たる構成員が害されるとも言えないから、前記の趣旨にも反しない。

そして、構成員全員が当事者となることが困難であることは先に述べている通りであるか

ら、社団自身が当事者となる合理的必要性に欠けるところはない。 

 ところで、社団の設立行為をもって授権とみてよいかが問題となる。ここで、任意的訴

訟担当が認められている業務執行組合員を参考に考えてみると、そのような業務執行組合

員は、組合契約上の規約により選出され、実体上の管理権、対外的業務執行権とともに訴

訟追行権が授与されている。一方権利能力なき社団は規約等により団体としての主要な点

が確定しているべきものであるが、構成員はその規約等に従い、設立に際し、あるいは加

入中に、出資した財産につき持分を有さず構成員全員の総有となることを覚悟していると

言える。ゆえに、このような設立行為等をもって、総有となるべき出資財産につき、管理

処分権や訴訟追行権を社団に授権したと言えるのではないだろうか。社団が会社等の法人

                              
32 下村・前掲12頁。 
33 前掲昭和45年判決。業務執行組合員が任意的訴訟担当者となることが認められた。 
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となれば、出資財産は当該法人の所有となるのだが、社団においてもそれに近い状態、す

なわち管理処分権を社団に委譲した状態となっており、ただ当該社団に権利能力がないが

ゆえに、総有権が未だ構成員に残っていると考えることもできるだろう。 

 なお、任意的訴訟担当における授権としては、訴えの提起段階で個別的になされること

が望ましいとは言えるが、構成員が多数に上る場合には、それは現実的とは言えない。社

団設立という先行する実体関係から既に授権をなしていると考えることができれば、改め

て授権を要求する必要はない。提訴困難性という不都合を回避するためにも、このような

解釈が妥当なのではないか。前掲昭和45年判決も、個別的な授権なく組合規約に基づいて、

実体法上の管理権の付与とともに訴訟追行の授権がされたと認められているのであるから、

社団が任意的訴訟担当者となる場合も、同様に授権があったと認めてよいだろう。 

 

五．具体的検討 

１．平成 6 年判決・平成26年判決 

 以下では、判例を交えながら訴訟担当構成についてより具体的な適用場面から検討を深

めていきたい。まず、判例の構成がいかなるものか考えるに、平成 6 年判決の「入会権者

である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力なき社団に当たる場合には、右入会

団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有

する」という判示を読めば、他人たる構成員の総有権確認請求訴訟につき社団の原告適格

が認められているから、訴訟担当構成と見るのが自然だろう。ただ、同判決の事案のよう

な共有の性質を有する入会団体の場合、通常の権利能力なき社団とは異なる事情がある。

すなわち、不動産と入会権がともに総有となるのだが、入会権はあくまで入会権者たる構

成員に帰属し、管理処分権を団体に委ねているに過ぎない。同じ「総有」であっても、社

団に入会権が出資され、法人類似の財産帰属形態である総有となっているわけではないの

である。このような入会権について、入会団体は入会権者たる構成員とは別個の他人と言

わざるを得ないから、訴訟担当構成をとらざるを得ない。 

 そこで、上記の訴訟担当構成を一般化できるかが問題となるが、平成26年判決も、「権利

能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名

義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟

の原告適格を有する」と判示しているから、やはり判例の構成は訴訟担当構成だと思われ

る。ただ、「社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し、本案判決を受け

ることを認めるのが、簡明であり、かつ、関係者の意識にも合致している」との判示は、

固有適格構成に親和的との指摘もある34。けれども、他方で同判決は、本件訴訟の「判決

                              
34 名津井・前掲63頁。 
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の効力は、構成員全員に及ぶ」としている。この「判決の効力」というのが何を意味する

かは解釈の余地があろう。だが既に述べた通り、反射的効果などという概念によらず、民

訴法115条 1 項 2 号により判決効を構成員に及ぼし得るというのが訴訟担当構成を採るメ

リットの 1 つである。ゆえに、訴訟担当を根拠として判決効が構成員に及ぶと解すべきで

あり、同判決も訴訟担当構成を採用したものと私は考える。 

 なお、同判決は、判決効が構成員に及ぶことにより、代表者は個人名義の所有権移転登

記手続を申請でき、その際に執行文の付与を受ける必要はないとしたが、その意味につい

ては 後に検討する。 

 

２．通常の給付訴訟の場合 

 平成 6 年判決と平成26年判決は訴訟担当構成を採ったものと解されるが、両判決は所有

権確認訴訟及び登記請求訴訟という、やや特殊な事情も考慮せねばならない事案であるか

ら、通常の給付訴訟として、金銭債権の履行を求める訴訟についても考えてみることとす

る。 

 このような訴訟においては、実務上「原告は被告に対し、1000万円を支払え」というよ

うな請求の趣旨が定立されるだろうし、その請求認容判決の主文も同様のものとなるだろ

う。これのみを見れば、社団が権利主体として固有の当事者適格を有し、当該事件の範囲

で権利能力を付与されるという通説的見解に従って実務は動いていると見ることもできな

くはない。しかしながら、私見は、このような取扱いも社団を権利主体と認めているもの

ではないと考える。すなわち、上記の請求の趣旨の一例において「原告」又は「被告」が

法人でない社団であった場合、当該社団は給付受領主体又は給付主体として表示されてい

るに過ぎず、給付請求権の帰属主体や債務者それ自体として扱われているのではないと解

する。構成員に総有的に帰属する請求権の行使や給付義務の履行につき、構成員のために

社団が訴訟担当者として当事者となっていると見るべきである35。確かに、当事者適格を

認めるための構成のみを考えれば、当事者となっている社団が訴訟物たる権利義務の帰属

主体であるとする固有適格構成の方が簡明かもしれない。しかし、訴訟係属によって構成

員の総有に属していた財産が社団に帰属するという説明は、権利能力に関して実体法を変

更するのみならず、構成員から社団へ権利義務が承継されたと言わざるを得ないのではな

いか。そうすると、このような構成はかえって権利関係を複雑化するものであり、訴訟担

当構成の方がむしろ簡明と言うべきである。 

                              
35 下村・前掲12頁。 
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３．執行手続上の問題と社団の地位 

 訴訟手続に続き、強制執行手続についても見ておこう。上記のように、金銭債権の給付

訴訟において社団が原告又は被告となった場合、原告が勝訴すれば社団を当事者とする債

務名義が形成されることとなる。そして、法人でない社団は執行当事者能力を認められる

から（民事執行法20条、民訴法29条）、社団を執行債権者又は執行債務者として強制執行を

することも可能である。ただし、この場合も社団は権利義務の主体としてではなく、給付

受領主体又は給付主体として債務名義上に現れるのであり、本質的には執行担当者となっ

ているだけである。執行債権者又は執行債務者となるのは執行手続限りの事であり、権利

義務の帰属主体とされることを意味するものではなかろう。 

 さて、以上を前提に、権利能力なき社団がかかわる執行手続上の問題を概観し、平成26

年判決にも触れて再検討したい。まず、社団に対する債務を執行債権として、社団財産、

すなわち構成員の総有に属する不動産につきいかなる方法で強制執行をなしうるかという

問題について検討する。不動産執行の申立てをするには登記事項証明書の添付が必要であ

り、債務者が所有者として登記されていなければならない。しかし、権利能力なき社団に

おいて構成員全員の共有名義で登記することは現実的でなく、代表者等の第三者名義で登

記することは判例上も認められている36。そのような不動産につき強制執行の申立てをす

るためには、学説上は、民事執行法23条 2 項を類推適用して、登記名義人を執行債務者と

して承継執行文の付与（同法27条 2 項）を受ければよいとされていた。しかし、 判平成

22年 6 月29日民集64巻 4 号1235頁（以下、「平成22年判決」と言う）は、上記学説の方法を

否定し、債権者は上記「不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨

の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を

添付して、当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすることができる」とした37。執

行力の拡張はなく、執行文については社団を執行債務者とする単純執行文の付与でよいと

されたのである。 

 ここで、平成26年判決が、社団代表者が所有権移転登記手続を申請でき、その際に執行

文の付は不要であるとしたことについて考えてみたい。ここでの問題は、社団代表者個人

は社団勝訴判決の名宛人ではないから、当該判決に承継執行文の付与を受ける必要がある

のではないかという点である。訴訟担当構成を前提とすると、原告社団の代表者個人への

所有権移転登記手続をせよという判決の効力は、代表者を含む構成員全員に及ぶ。とはい

え、本来的に構成員全員に総有的に帰属する登記請求権は、代表者個人名義のものではな

い。この問題について、名津井吉裕教授は以下のように説明される。すなわち、昭和47年

                              
36 前掲平成 6 年判決参照。 
37 決平成23年 2 月9日民集65巻 2 号665頁は、民事保全法に基づく仮差押えに関し同様の判示をしたが、

対象不動産が社団構成員の総有に属する事実を証明する書面については、強制執行の場合よりも緩和

し、必ずしも確定判決等であることを要しないとした。 
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判決で示された、代表者個人は構成員全員のための受託者として登記名義人となりうると

いうことからすると、社団の勝訴判決により、構成員に総有的に帰属する登記請求権の存

在が確定し、それに基づき受託者たる代表者個人が登記の移転先となることが認められる

と考えられる。代表者は単独でも登記申請をなしうるが、社団内部に包含される存在とし

て、特別な受領権限が認められるのである（包含説）。そして、「①代表者個人に構成員全

員の受託者として登記名義人となる権限が認められ、②社団財産たる不動産のために登記

名義人となるべき個人が当該社団の代表者であることが証明力の高い文書によって証明さ

れる限り」、上記の包含説に従い、承継執行文を不要と解してよい38。 

 両判決は、対象不動産が社団構成員の総有に属することや、社団と登記名義人（となる

べき者）との関係性につき、実体を証明しうる書面があれば、登記名義人（となるべき者）

につき承継執行文又は交替執行文の付与なくして、社団を当事者としたままでの執行を許

容しているものと言える。このような取扱いでは、社団自身は一貫して訴訟担当者又は執

行担当者（執行債務者）として手続に関与するだけであり、形式上も、訴訟や執行手続の

ために社団と代表者等との間で権利の承継が起こることはない。またそれゆえに、形式上

は社団を権利義務の主体とは決して扱わないけれども、実際的には一貫して社団に権利義

務が帰属しているに等しい状態と言える。このように、訴訟担当構成は、簡明で当事者意

思にも合致するように社団の地位を設定することができると言えるのではないか。 

 

六．おわりに 

 本稿では、権利能力なき社団が権利能力のない団体でありながら、どのような根拠で訴

訟の当事者となり、本案判決を受け得るかを、判例を交えながら検討した。紛争解決の実

効性や構成員、相手方の意思を考慮すれば、社団が当事者となるメリットは大きいが、判

例の理論構成は形式論を重視する一方で根拠が不明確な点もある。私見は訴訟担当構成に

よるべきとし、主に原告適格を念頭に論じてきたが、実体法上の社団設立行為により財産

の管理処分権が移譲されていることをもって授権と見うるとすることから、被告適格につ

いても同様に考えることができよう。ただし、あらゆる場面を説明できる訳ではなく、検

討すべき個別の事案は残されている。例えば登記請求訴訟に関して、社団財産たる不動産

が代表者等の個人名義で登記されていた場合に、当該不動産の所有権を主張して登記請求

をする者が現れたとき、社団は被告適格を有するのか。社団財産とは言え、社団は登記手

続をなしえず、登記を保有している訳でもないから、当事者適格を有しないとも考えられ

るが、その結論は判例理論に合致するだろうか。法人格を有しないが、法人としての実質

を有する団体をどこまで、またいかにして法人に近づけて扱うか、更なる検討が必要である。 

                              
38 名津井・前掲64～65頁。また、河内・前掲70～78頁参照。 


