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バシリカ法典第五一巻邦訳︵二︶

第二章 既判物⑳抗弁︵注一︑二︶

重

雄

︵注一︶岡鋤す版による︒鵠①営．版︑ωoゴ︒版は写本に従い

︵ω●×

口三方多血§烹象e︵司暑9＜ミsギとし︑前者は︑内容と
全く合致しないこと旨の 幻Φ貯 の指摘を注記する
﹀昌ヨ●oω●c︒①・︾昌ヨ・Φ︶︒

訂提案︵ω・①boN ＞昌H口・

卜︒︶参照︒

︵注二︶国Φ一ヨ●版Qooゴ●版は︑写本に昏ミ

一1学︑四四︑二︑二

×ひ吾qとあるの

を昏ミq×q︑霞に校訂したことをそれぞれ注記︒
ニ

相続人が訴えられ︑﹁︹遺言書において︺言及されずに遺され

た遺言者の息子が遺言の反対を訴訟しようと欲しないならば﹂

との抗弁を主張し︑勝訴し︑しかし︑後に息子が遺言の反対を

放棄した︵注︶ならば︑訴訟が既に勝訴した者に新たに︹起︺さ
れる︒

11学︑四四︑二︑三

︵注︶ωoげ・名望琴黛ζ昌．国①一審版は鳶自↓黛ン9昌とする︒

三

同じ問題が同一人物間で訴訟されるたびに︑既判物の訴権

︹1一抗弁︺︵注︶が生ずる︒したがって︑個別物について物回

復請求を訴訟した者は︑その後相続財産請求を︹起す︺場合あ

︵注二︶国皿旨・版ω9●版は写本には欄外に﹁学説彙纂四

一︵四四の誤記と考えられる︶巻二章﹂とあることを注記す

るいはその逆の場合には︹抗弁で︺排斥される︒
参照

る︒

一 11学︑四四︑二︑一

版八ωoげ・版学○︶に︑本法文ならびに四︑五法文が殆んど

われて敗訴しても︑解放は排斥されない︒なぜなら︑他人間で

一︶場合には︑たとえ受遺者が遺言は有効でない︵注二︶と言

不適切に﹁既判物の訴権﹂と表記する︒以下にも同様の事例

︵注︶﹁既判物の抗弁﹂とギリシャ語に表現すべきところ︑

同じ文言で引用されている︒

切．ド虻一・呂11U．b︒曽ド♪δに対する注釈︵出Φ一旨．

もし︑遺言で奴隷解放が贈られ︑また︑遺贈がなされた︵注

判決されたことは他の人々にとって先決とならないからであ

が散見される︒

11学︑四四︑二︑四

既判物の訴権︹−一抗弁︺は︑事件を法廷に持ち出すのを常と

四

る︒

︵注一︶日すにおいてω①こ一は︑﹁遺贈で﹂ンミ昏↓￡と校

訂する︒なお・本記述を基礎とするとρ大知の学説彙纂校
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たとえ訴権を変更しても︑同じ事件のため訴訟する者は同じ

五 11学︑四四︑二︑五

する人物すべてを黙示的に含む︒

なぜなら︑相続財産訴訟もすべての物を相続財産についての審

行い︑ついで︑同じ人を相手として債務を要求する者の如し︒

権が違っていても︑抗弁が働く︒例えば︑相続財産回復訴訟を

八11学︑四四︑二︑八

理に持ち込むからである︒

を起し︑ついで︑他人の事務管理訴訟または不当利得訴訟を起

よって免訴された者は︑占有すれば後に正当にも訴えられる︒

序項相続財産審理訴訟で訴えられ︑占有していないことに

九H学︑四四︑二︑九および一〇

家産分割訴訟で訴訟するときには︑排斥される︒

土地の一部につき訴訟した者は︑後に共有物分割訴訟または

学︑四四︑二︑六

もし︑私が土地を占有すると考えて土地について訴え

られ︑私がその後その土地を買い︑かつ︑相手方たる原告が私

一項

七11学︑四四︑二︑七

に勝訴した場合は︑私はその土地を回復することが強制され
る︒

二項売主に属する既判物の訴権︹11抗弁︺は︑買主にもま

た属する︒しかし︑この逆はない︒このことから︑あなたが遺

産に属する物として︵注一︶売り︑私がそれについて︹買主に

対して︺売買訴訟において訴訟した場合︑私が勝訴したときも

抗弁であなたを排斥せず︑また敗訴した場合もあなたによって
排斥されない︒

11学︑四四︑二︑＝

︵注一︶ωoゴ・版は︑秤︵として︶はない方がよいと注記す

一〇

料について後に訴訟する︒果実も生まれた者も最初の訴訟の対
四項 同じものが同じ人々の間で審理される毎に︑たとえ訴

る︒

三項 家屋について︹訴訟した者は︺家屋から分離された材

訴訟する︒

二項同様に︑土地について訴訟した者は果実について後に

た後死亡した場合︑私は生れた者について後に訴訟し得る︒

一項私が妊娠した奴隷について訴訟し︑︹奴隷が︺出産し

つについて訴訟し得ない︒

訟し得ず︑また︑二つの物について訴訟した者はのちにその一

序事物全体につき訴訟した者はのちにその一部について訴

各々の争訟は︑一つの訴訟でかつ一つの判決で終えられる︒

六

目おQ︒一・b︒

劇︒︒＼お＼田︒に対する注釈︵ωo旧版二︑＝Φ一B●版になしy自P

参照 前掲︵第三法文参照︶の他︑卯HN・一輩︒︒1−U・ドメN

す場合︒

ものについて訴訟すると思われる︒例えば︑ある者が委任訴訟
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象となっていなかった場合には︵そうである︶︒

資料

料
資

序項もし︑子の相続財産について︑母が︑父の遺言は破棄
されておりそして補充指定は効力がないと考えて要求したが︑

られたのである︒

六項 通行役権について請求した者は︑車馬通行役権につい

七項 既判物の抗弁について︑原告側については︑事件を訴

て後に訴訟し得る︒

られるならば︵注一︶︑再びその相続財産について訴訟する

訟に持ち込むその人物が考察される︒例えば︑受託管理人︑後

遺言は破棄されず︑しかし︑補充指定がなされていないと決せ
︹母︺は援助が与えられる︒なぜなら︑第一の訴訟は︹遺言︺

述べたものに関し防御者の人物も︹考察される︺︒︹なぜなら︶

見人︑保佐人および自治都市代訟者︒被告側については︑先に

一項 ある者が︑相続により自分に属する物を︑自分に引渡

防御者に対して︵注三︶訴訟する者が事件を訴訟に持ち込むか

破棄の原因により生じたからである︒

された物として返還請求し敗訴した場合は︑後に︹再び︺訴訟

らである︒

一〇項

もし質物付与以前に訴訟がなされていなければ︑債

を有し︑また買主に対しこれが対抗される︒

九項 この抗弁は︑売主︹に生じたものにつき︺買主がこれ

いてその父に対して訴訟すれば︑排斥される︒

八項権力服従者に対し訴訟した者が︑その後同じものにつ

すると排斥される︒

二項しかし︑新しい原因を追加すれば排斥されない︒
三項 私とあなたが相続人として書かれ︹11指定され︺︑あ
なたがある者に対して土地の部分を請求し敗訴し︑︹他方︺私
が︹その土地の︺その部分を買った場合︑あなたは︑私に対し
相続財産分割訴訟を提起すると排斥される︒

えない︒

四項につき︑切・Hr﹃N刈11U●b︒弘♪N刈注釈︵缶Φぎ・

務者がすでに訴訟したとの抗弁は︑質物を受取った者に対抗し

それを取得する毎に︑︹新たに︺訴訟することが許される︒し

参照

四項敗訴した者はその同じ物について︑新たな原因に基き
かし︑私が敵の元にある奴隷につき︵注二︶訴訟して敗訴し︑

︵注一︶学においては︑遺言が破棄されてない旨の判決後︑

版三六︑ωo巨版六九︶

訟し得ない︒なぜなら︑私は奴隷を新原因により取得したもの

補充指定のないことが判明したとの設例である︒

︹奴隷がその後︺帰国した場合︑私はこの奴隷について再び訴
でないからである︒

えばV︑相続により有すると考えたものを今や贈与により持つ

︵注説︶ここではひとまず国Φ巨・版注tのミ↓黛↓曾

その帰国後再び請求した事例である︒

︵里美︶学においては︑奴隷を請求後奴隷が敵国に捕えられ

と考え始めた場合︑どうであれ︑所有権が訴訟の中に引き入れ

五項訴訟する者の考えの変更は何ら作るものでない︒︿例
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警勲さ↓評による︒ωoゴ●版注記参照︒

＝

ものでないと判定されても︑あなたの権利については判断され

物の訴権︹11抗弁︺によって排斥する︒他方︑相続財産が私の

のであると判定されたならば︑私は︑訴提起するあなたを既判

同じ物体︑同じ量︑同じ権利︑同じ請求の原因および同じ当

たものではない︒なぜなら︑私のものでもなく︑また︑あなた

11学︑四四︑二︑一二︑一三︑一四序項

事者の状況であれば︑抗弁が対抗される︒われわれは︑引き去

のものでもないことがあり得るからである︒

一四H学︑四四︑二︑一六

なぜなら︑既判物の抗弁が敗訴者に有利であるのは不当であ

︵注︶学について︑本法文は︑次の法文の後に位置すべきも

るからである︵注︶︒

分が彼に添加した場合は︑その増加したものについて訴訟し得

物︹の返還︺について訴えられた者は︑その者が悪意なしで

のというモムゼンの主張︵ζρ大版同所要地︶参照︒

一項 人的訴訟と自己の物を請求する訴訟︹11物回復訴訟︺

占有を止めたと証明したものとして免訴された場合︑この後に

る︒なぜなら︑用益権は部分に対してではなく人に対して添加

の相違は以下のところにある︒もしあなたが複数の原因により

占有したことを理由として被告とされたなら︑抗弁を持たな

一六口学︑四四︑二︑一八

い︒

ししかもその物が自分のものであるその原因を言明しないと

隠された物についての訴訟︹口物提示訴訟︺において訴えら・

れた者が占有していないとして免訴された場合︑後に占有して

一七H学︑四四︑二︑一九

いることを理由に訴えられるなら抗弁を使わない︒

＝ニ 一−学︑四四︑二︑一五

れる訴訟︹

後発の債権者が先発の︹債権者︺に対し︑質物につき提起さ

続財産に属する物件を持つならば︑われわれは正当に相手方に

後︺先発︹債権者︺が同人︹U後発債権者︺に対し︑︹自分は︺

質訴訟︺を提起し相手方に勝訴した場合︑︹その

対し相続財産請求訴訟を提起する︒しかし︑相続財産が私のも

われわれが相続財産につき争訟を有し︑われわれの各々が相

する訴訟を提起することを妨げられない︒

二項 特示命令訴訟を行い敗訴したものは︑自己の物を請求

き︑すべての原因を含む︒

因を排斥しない︒しかし︑自己の物を要求する訴訟で物を要求

物︹の給付︺を負うとき︑私が一つの原因で訴訟しても他の原

幽五H学︑四四︑二︑一七

序項 用益権の一部を請求し敗訴した者は︑もし後に別の部

＝一1一学︑四四︑二︑一四︑一一三

を要求しない︒

らず︑追加せずというがごとく︑物の同じ質かつ量であること
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先順位で質を取ったとして訴訟しても既判物の抗弁で排斥され

の抗弁を有する︒

訴えられた後同じ債権者より訴えられた場合︑正当にも既判物

卜︒・ド♪ミに対する注釈

る︒

三項につき︑ゆ．H一しも刈11U

参照

学︑四四︑二︑二〇

一八

︵＝Φ一日●版三六ωOげ・版六九︶

二〇

ある人の銀︹製品︺すべてが私に遺贈され︑私が壷一つのみ
の遺贈を受けたと考えそれについて訴訟し︑その評価額を受領

寄託訴訟が相続人の一人に対して行われた場合︑後にその他

学︑四四︑二︑二二

し︑後に残りについて訴訟しても既判物の抗弁で排斥されな

︹の相続人︺は︑訴えられた際に既判されたものとしての抗弁

を有さない︒また︑相続人は︑死亡者の悪意について訴えられ

い︒

一九11学︑四四︑二︑二一・

た後︑自分自身の悪意に基き訴えられる場合も︹抗弁を有さ︺

参照 日一P目刈一●B

ない︒

序項 もし遺言において銀が遺贈され︑また︑小書付におい
て衣服が︹遺贈された︺場合︑私が銀について訴訟しても︑後
に衣服について︹更に︺訴訟することは妨げられない︒

一−学︑四四︑二︑二三

利息について訴訟した者は︹その後に︺元金について訴訟す

二胴

て︑たとえ︹家畜が︺増加または減少しても︑私は再び訴訟し

ることは阻止されない︒また︑誠意訴訟の場合には利息請求後

一項もし私が畜群について訴訟すれば︑同じそれについ
えない︒特定のものについても︑それが当時畜群に属していた

ロ学︑四四︑二︑二四

も︑契約が存続するかぎり︑将来のそれ︹11利息︺が生ずる︒

ニニ

かぎりは出来ない︒

二項 二つの物について訴訟し敗訴したものは︑後にその一

その用益権について訴訟し得ない︒しかし︑私が最初に用益権

三項 土地の所有権について訴訟し敗訴した者は︑その後︑

ないのならば﹂との抗弁を主張すれば︑私は﹁その︹物︺につ

それを占有し︑私から訴えられた際にその者が﹁私が所有者で

に対して勝訴し︑ついで︑私がその占有を失い︑︹所有者が︺

もし︑私が他人の物を買った後所有者から訴えられ︑所有者

を持ち︑それについて訴訟し︑次いで︑土地の所有権を取得し

いてのそれ︹11訴訟︺が既に判決されていないのならば﹂と主

つについて訴訟し得ない︒

た場合はそうではない︒なぜなら︑私は正しくも新原因に基く

学︑四四う二︑二五

張して再抗弁を対抗する︒

二三

ものとして訴訟し得るからである︒︐

四項 私の奴隷の保証人は︑私が債権者より特有財産訴訟で
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序項相続人でない者が相続人として訴訟した場合︑後に相

一項土地について訴え︑その後︑その︹土地︺近くに川の

を持つ︒一つの訴権を使った者が後に他の訴権を使う場合は既

たはその引渡について価格を減額する訴訟を行う︵同一︶権能

についての訴訟を行うか︑または︑奴隷の利害関係あるものま

一項買主は六ケ月以内においては債務︹H解除の誤記か︺

われわれはその事件が訴訟されるその人︵注︶および訴訟に近

同じ事件が訴訟されたか否かをわれわれが検討する場合は︑

二五

参照

学︑四四︑二︑二七︑二八

井野につきω矯戸口・目α

判決後自己の訴訟原因に有利な証拠書類を見出したか否かも関

い原因を見る︒どのように訴権を取得したか︑また︑例えば︑

二項 他人のことをその所有者の意思で処理する者が所有者

係ない︒敗訴した者を相続したものもまた既判物の抗弁で排斥

判物の抗弁で排斥される︒

の名で︵注二︶訴訟し︑︹所有者が︺追認せずと考え︑更にそ

および訴訟されるその事件﹂と推定する︒

︵注︶出巴日●版︑ωoF版各注記によれば︑国Φ冒は︑﹁人

される︒

ない︒

参照

う﹂と無名氏が記すことを注記する︒この部分はギリシャ語

奴隷のある者に対し自由︹11奴隷解放︺について訴訟し︑敗訴

人︺を排斥しない︒そこから︵注︶︑もし︹相続人の︺

一一六 11学︑四四︑二︑二九

に要約の際若干の混乱があるものと推測される︒

した場合︑敗訴者が部分では給付し得ない自由を認める判決は

蒔

︵注二︶﹁序す版に﹁所有者の名で﹂なし︒ω団Pも同語句

保全される︒なぜなら︑また︑ある二名．︹の相続人︺が遺言非

鍵田相続人の一人の敗訴は訴訟を行わなかった他の︹相続

なし︒

難訴訟︹H不倫遺言訴訟︺において訴えられ︑一人が勝訴し︑

一人が

二四 11学︑四四︑二︑二六

も︑もし債務者から通知を受けていなければ︑排斥されない︒

一項債権者は︑質物について債務者が訴訟して敗訴して

は保護される︒

他方が敗訴すれば︑勝訴者が損害を受けないようにして︑自由

される︒

て権利ありとして訴える場合は︑私は既判物の抗弁により阻止

建てる権利ありとして訴え︑後に︑二十フィートの高さについ

序項私があなたに対し︑十フィートの高さにつき私の家を

︵注一︶ω︒ゴ・版は﹁解除︹訴訟︺または減額︹訴訟︺を行

一項につき︑盟P閏鵠r二項につき︑ω唇．戸目

の者に訴訟することを委託した場合︑既判物の抗弁は対抗され

（3

中に生じた島について訴える者は排斥される︒

488
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続人となれば︹再び︺訴訟しうる︒・

資料

料
資

︵注︶出①冨．版ωoげ・版各注記によれば︑瓢虫Nは艶亀︵そ

二七
十二分の二について相続人として指定されたある者

学︑四四︑二︑三〇

こから︶にかえ曾eハ︵しかし︶を推測する︒

序項
が︑無遺言︹相続人︺として遺言につき訴訟を行い一人に対し
て相続財産の半分を請求し敗訴した場合︑ ︹再び︺同じ者に対

して遺言に基き十二分の二について訴訟すると︑十二分の二の
半分について既判物の抗弁で排斥される︒

一項 私が相続財産についてあなたに対して争訟を持ち︑そ
れはあなたが私に土地を引渡して解消されたが︑その土地につ
き別の人がそれは自分に担保設定されてあるといってあなたに
対し勝訴しても︑私がその土地は私の祖父に先に担保設定され
ていたことをその後知って訴訟すれば︑抗弁によって排斥され
ない︒所有権について訴訟があり原告のものであることが判断
されたなら︑それによって被告のものでないことと判断された
と見られる︒抵当についてはこのようでない︒なぜなら︑同じ
ものを二度抵当としうるからである︒ここの事例では︑土地の
所有権が私に取得されたので抵当が解消されるが︑質として付

自分のものを回復請求する訴訟︹一1物回復訴訟︺を提起し敗

完︶

訴したものがのちに不当利得訴訟を提起するとき既判物の抗弁
により排斥されない︒

︵第二章

参照 しU・①O輩N謹11U●ω画噸P逡注釈一にbd．αγ♪ωOとし

●129）

与され債務が︹未だ︺支払われていないので︑抵当訴権は保全

て引用される︒

される︒

二八 11学︑四四︑二︑ゴニ
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