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（要約） 

 

『近代民事訴訟法史・オーストリア』 

鈴木正裕 

 

Ⅰ はじめに 

 わが国の近代的（＝ヨーロッパ型）民訴法の最初のものは、明治２３年（１８９０年）

公布、翌年施行のものである。立法に際して、そのモデルとして、１８７７年公布、７９

年施行のドイツ帝国の民訴法を選んだ。当時のヨーロッパでは最新の法典の１つで、しか

も精巧にできていると評価の高かった法典である。その後わが国は、大正１５（１９２６）

年に大改正（施行は、昭和４［１９２９］年）を行い、平成８（１９９０）年には新法典

を制定した（施行は、平成１０年から）が、民訴の基本構造は、ドイツ法を継受した明治

期のそのままである。学説も、ドイツ理論の強い影響を受けている。わが国の民訴法は、

ドイツ法系と呼んでよい。 

 本論文は、そのドイツ法系の民訴法史の発展に大きな痕跡を残したオーストリアの２つ

の法典を取り上げるものである。 

 

Ⅱ 啓蒙主義と民訴法 

 そのはじめのものは、１７８１年の一般裁判所法（Allgemeine Gerichtsordnung）であ

る。有名な女帝マリア・テレジア（Maria Theresia）と、その長子ヨーゼフ２世（Joseph II.）

の統治時代の産物である。マリア・テレジアはハープスブルグ家の当主、ヨーゼフ２世は

神聖ローマ帝国皇帝として、２人で共同してハープスブルグ家の領土を統治した。もっと

も実権は、母帝のほうが握っていた。 

 マリア・テレジアは、父帝カール６世（Karl VI.）の死去（１７４０年）のあと、ハープ

スブルグ家当主の地位を承継した。ヨーロッパの大領主ハープスブルグ家が女性によって

継承されたのを好機として、周辺の諸国が同家の領土への侵入を開始した。プロイセンの

フリードリヒ２世（Friedrich II. のちの大王）は、父祖伝来の精鋭を誇るプロイセン軍を

ひきいて、ハープスブルグ家領のシュレージェンに侵入し、たちまち同地を占領してしま

った。以来マリア・テレジアは、プロイセンとのあいだに第１次、第２次シュレージェン

戦争、７年戦争と３たびたたかったが、ついにシュレージェンを奪回できなかった（フリ

ードリヒ２世には、大王の敬称が奉られた）。マリア・テレジアは、敗戦の大きな原因とし

て、プロイセンにくらべて自国の統治組織が不十分なことを知った。領地内の等族（貴族・

高位聖職者・都市）の権力をそぎ、その権力をハープスブルグ家に集中させること － 中

央集権・絶対主義体制 － の不十分さを知ったのである。このような体制の樹立の一環と

して、首都ヴィーンに最高司法庁（oberste Justizstelle）が設置された（１７４９年）。領

土内の各地の裁判所の裁判に対する不服申立て（Revision）をここに集めて、各地に分散し
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ている司法権を統合しようとはかったのである。しかし、司法権を統合すると、今度は最

高司法庁や各地の裁判所で適用する法典を統一する必要が生じてくる。そのための編纂委

員会も発足したが、法典を実体法、手続法の双方にまたがって作成するのは、膨大な時間

を要する。そこで、両法域の法典の起草を別個に、しかも平行して進めることになった（１

７７６年より）。 

 手続法典の起草は、マリア・テレジアの生存中に終わったが、彼女はその法典の公布、

施行の時期も定めながら、法典の印刷を許さないという意想外の挙に出た。司法権の統合、

法案起草の過程で露わになった等族たちの強い反発を恐れたためであろうといわれている。 

 法案の印刷は見送られたが、法案の審議はなお継続された。だが、この審議は１７８０

年、彼女の死の年までには完了しなかった。ヨーゼフ２世の単独統治がはじまったが、御

曹司は母帝とちがって等族たちの反発を気にしない。審議でまとまらない問題点を奏上さ

せ、これを自分の判断で解決するなど強腕振りも見せて、一般裁判所法を成立させた（１

７８１年。施行は翌年から。もちろん今度は、印刷も許可された）。同法は、後述する１８

９５年法の施行されるまで１１６年もの長い間効力を保持し続けた。 

 ヨーゼフ２世は、啓蒙主義の信奉者として、この主義の先達プロイセンのフリードリヒ

大王を深く敬愛してした。フリードリヒ大王は、１７８１年に「フリードリヒ法大全・第

１部訴訟法」（CJF と略称される）という法典を公布した。オーストリアの一般裁判所法と

は、同じ１７８１年の公布で、その月・日が、オ法は５月１日、プ法は４月２６日と、僅

か５日間の違いであったが、両法の内容はまったくかけ違っていた。オ法は、普通法以来

の伝統である弁論主義をとったのに、プ法は職権探知主義をとった。職権探知主義を全面

的に採用した法典として著名である。すなわち、当事者と裁判官の間に弁護士の介在を許

さず、裁判官が直接当事者を呼び出して、その陳述を聴取し、職権でも証拠を取り調べて、

判決を言い渡すというシステムである。弁護士を人民を食い物にする者として嫌い、国王

の集権体制を妨げる者として、その憎悪感を訴訟手続にも投影したのである。しかし、こ

のプ法の実効性は僅か３年間ほどで、弁護士の訴訟手続への復帰を認めることになり、法

典自身も１８９３年には廃止された（同法については、本論文でも触れたが、より詳しく

は拙著『近代民事訴訟法史・ドイツ法』３０６頁以下）。オーストリアの一般裁判所法は、

このような荒療治を用いることなく、そのためかえって１１６年間の効力を保持したこと

は前述したところである。 

 オーストリアは１７９６年、ポーランド分割により獲得した西ガラチン地方のために新

民訴法典を公布した。一般裁判所法に関する政府（宮廷）の公権解釈を条文化したりして、

条文の総数は増加したが、手続の基本構造では一般裁判所法と変わるところはなかった。

一般裁判所法と同様に、弁論主義のほか、書面主義、同時提出主義、法定証拠主義を採用

した。西ガラチン裁判所法（Westgalizische Gerichtsordnung）は、東・西ガリチン（現在

のポーランド南部からウクライナ西部に及ぶ）、ザルツブルク、ティロールなどに適用され

たが、ヴィーンなどのオーストリア中心部、ベーメン（現・チェコ）地方には依然として
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一般裁判所法が適用され続けた。 

 

Ⅲ 社会政策と民訴法 

 １９世紀の中葉、ことにいわゆる３月革命（１８４８年）以来、ドイツ法系の民訴法に

とって最大の課題となったのは、公開主義・口頭主義を導入することであった。１８５０

年のハノーファー王国の民訴法がこのことに成功して以来、この法典を基礎として、ドイ

ツ連邦、北ドイツ連邦、ドイツ帝国のそれぞれの政治体制ごとに草案が作られ、ようやく

１８７７年のドイツ帝国の民訴法にその結実をみるに至った（このことの経緯については、

拙著『近代民事訴訟法史・ドイツ法』７頁以下）。オーストリアも、このドイツの各草案に

追随して、公開主義・口頭主義に基づく草案を作ったが、１８７８年の少額事件手続法で

公開主義・口頭主義、そして当事者尋問制の導入に成功したほかは、通常手続に関する草

案はことごとく失敗に終わり、１８８１年の草案を最後として、立法活動はピタリと止ま

ってしまった。そしてこの時期に、フランツ・クライン（Franz Klein）が出現した。 

 彼は、１８５４年ヴィーンに生まれ、ギムナジウムをへて、ヴィーン大学に進んだ。在

学中は、ことにアントン・メンガー（Anton Menger）の民訴法の講義を熱心に聞いた。 

 メンガーは、１８７２年ヴィーン大学の民訴法の私講師となり、上訴関係の論文や、体

系書なども公刊した。しかし、１８７７年（本論文１１１頁に、１８７０年とあるのは誤

り）教授になると、社会主義への志向をはっきりさせ、著述もその方面に集中させた。わ

が国にも『民法と無産階級』（井上登訳）などが伝わって有名である。なお、１歳違いの兄

カール（Carl）もヴィーン大学の教授であり、経済学の限界効用学派の唱道者として知ら

れる。 

 クラインは、大学卒業後、弁護士試補となり、ヴィーンの法律事務所に勤務した。この

法律事務所に勤務している間に、クラインはヴィーン大学に、民訴法の教授資格を請求し

た。資格請求論文は『責（せ）めある当事者の行為（Die schuldhafte Parteihandlung）』

と題する（１８８５年に単行本となる）。当事者のわざとする偽りの陳述、わざとする違法

な申立てなどを、一括して「責めのある当事者の行為」と呼び、それぞれに対する法効果

（制裁）を歴史的・比較法的に詳述する。当事者の真実を陳述する義務（真実義務）は、

オーストリアの一般裁判所法、１８５０年のハノーファー王国法などは、それに違反した

場合の法効果を法典上も明記していたが、近ごろでは、「国家は私人間の紛争の成り行きに

無関心である。それゆえ当事者は裁判所の手続において嘘を述べても許される」という見

解が支配的となり、ドイツ帝国法（１８７７年制定）なども真実義務について、明記の規

定をおいていない。しかしクラインは、この見解は誤りであると反対する。国家が私人間

の成り行きに無関心なのは、訴えが提起されるまでで、訴えが提起されたのちは、自己の

設営した裁判所の手続が利用されるのだから、そこにおいて嘘を述べることを許すのは国

家の権威にかかわる、と国家の権威、その尊重を強制する。 

 この論文が認められて、民訴法の教授資格が与えられた。１８９１年には『物の占有と
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取得時効（Sachbesitz und Ersitz）』という論文を書いて、今度はローマ法の教授資格を与

えられた。 

 教授資格は与えられたものの、他の大学からはいっこうに招へいの声がかからない。そ

うかといって、生活を法律事務所の勤務に頼っていては、研究時間が少なくなる。恩師の

メンガーが心配して、ヴィーン大学の事務局の職をあっせんした。 

 この事務局の職にある間、クラインは法律雑誌に、「未来（Pro futuro）．副題として、〈オ

ーストリアにおける民訴改革の諸問題の考察〉」という論文を連載した（１８９２年に単行

本となる）。副題の示すとおりに、将来（未来）のオーストリアにおける民訴改革にそなえ、

いくつかの問題点を指摘し、あわせてその解決策を提示したものである。そのなかで、こ

とに目をひくのは、クラインが「民訴は、国家が社会政策の一環として設営した制度であ

る」と述べていることであり、この観点から、前述した問題点の解決策も提示している。 

 １８７０年代に入ってから、ドイツもオーストリアも、「社会政策」が強調される時代を

迎えた。１８７２年には、社会政策学会が発足して（学会の名称は、その翌年から）、世間

の関心を集めだし、１８７８年には、ドイツ（プロイセン）の宰相ビスマルクが、「社会主

義者（鎮圧）法」を制定する一方、当時としてはよく整備されていると賞賛された社会政

策をつみ上げていった（鞭とアメの政策）。オーストリアも、多少おくれ気味であったが、

１８８５年の工場監督員制を皮切りに、労働時間法、労働者災害保険法など、一連の社会

政策を重ねていった。 

 社会政策は、この時代の華、主流たる政治思想であった。クラインは論文「未来」にお

いて、「民訴は、国家が社会政策の一環として設営した制度である」と論じたが、これはま

さに時流にのり、時代に即した論調だったのである。この論文に注目し、彼を司法省に採

用しては、と司法大臣にすすめる者がいた。シュタインバハ（Emil Steinbach）である。

当時は財務大臣であったが、元は司法省にいて前記した社会政策立法の実現に尽力した人

物である。司法大臣はクラインにあって、入省後は民訴の立案に専念して欲しい、ほかの

仕事は何もしなくて良い、とまで言って入省を誘った。クラインは、最初はちゅうちょし

たようだが、最後は大臣の誘いに応じた。 

 １８９３年、オーストリアの衆議院に、次のような各法案、①民事裁判管轄法、②民訴

法、③執行法の３法案と、それぞれの施行法案の計６法案、および、それらの法案の提案

（立法）理由書が提出された。条文数は①が１２２か条、②が６３９か条、③が４０２か

条、それだけで計１１６３か条、それにそれぞれの施行法案、提案理由書があるから、大

変な労作である。この労作をクラインがひとりで、しかも入省後２年内に書き上げたとい

うのであるから、驚くべき才能である。衆議院では、特別委員会が設けられ、その報告委

員（本会議への報告の提出担当者）にベールンライター（Joseph Maria Baernreither）が

選ばれた。彼はすでに社会政策推進派として著名で、クラインの法案にも好意的であった。

彼はこれらの法案の審議を円滑にするため、議会の他のメンバーにもはかって、次のよう

な審議に関する特例法案を提出した。それは、衆議院、貴族院ともに、本会議では法案の



- 5 - 
 

審議を行わず、それぞれの特別委員会の審議にまかせ、両者の意見が一致したところで、

その旨を本会議に報告する。本会議は、この６法案を一括して可決するか、否決するかの

採決だけを行う、という内容である。この特例法案が認められて、６法案の審議もスムー

ズに行われ、民事裁判管轄法と民訴法は１８９５年に、執行法は１８９６年に公布され、

３法はそろって、１８９８年１月１日から施行された。 

 これらの法律のうち、民訴法を取り上げ、その主な特色を列記してみよう。 

 ①真実義務  クラインは、その教授資格請求論文（「責めある当事者の行為」）におい

て、真実義務の存在を強調していたが、この民訴法においても、当事者は事実を「真実に

即して」陳述しなければならない、と明記した条文をおいた。 

 ②釈明処分  裁判所は事件の内容を明確にするため、当事者の出廷を求めたり、職権

で鑑定や検証を行うなど、色々な処分（釈明処分）をすることができるが、クラインは、

その１類型として、職権で第三者を証人として呼び出し、尋問できるという処分を提案し

た。しかし、議会の委員会は、これは行き過ぎだと批判し、両当事者がともに反対したと

きには、第三者を職権で尋問できないという制限を設けた。 

 ③弁論内容の記載  期日における当事者の弁論は、ドイツ法では、弁論を聞き取った

裁判官が後日判決書を作成するときに事実欄に記載するという方式をとった。オーストリ

ア法では、弁論が行われた期日に口頭弁論調書に記載し、それを当事者に確認させるとい

う方式がとられた。 

 ④期日における当事者の一方の欠席  被告が欠席したときには、原告の訴状などに記

載した事実を自白したものとし、原告が欠席したときには、訴えを取り下げたものとする

のが、当時の一般的な見解であり、クラインの原案もこれに従った。しかし、議会は、当

事者間の平等をはかるため、原告欠席の場合も、被告が答弁書などに記載した事実を自白

したものとする、という方式に改めた。 

 ⑤控訴審における更新権  控訴審での裁判所の審理の対象に、第一審ですでに提出し

た事実・証拠のほかに、第一審では提出しなかった事実・証拠、第一審の審理終了後に発

生した事実・証拠を提出することができるか。オーストリア法は否定している。クライン

の独創にかかるものではなく、オーストリアの近世以来の伝統である。 

 クラインは、すでに、「責めのある当事者の行為」、「未来」の２著を公刊したことは前述

したが、ここでは、その後に彼の著した著作をみていこう。 

 法案が議会でまだ審議されていたころ、クラインは多忙な日々の合間をぬって、新法を

内外に紹介する論稿を執筆した。本論文ではその３編を紹介したが、なかでも有名で、今

日でも引用をみるのは、『口頭主義の諸タイプ』（Mündlichkeitstypen. 副題は「オースト

リアの民訴諸法案の判断のための資料」。１８９４年）である。口頭主義の歴史を紹介し、

諸法律のうちからとくに、①フランス法、②ハノーファー法、③ハノーファー草案（②を

基礎としたドイツ連邦の草案）、④ドイツ帝国法を取り上げ、これらの長所短所を検討した

上、オーストリアの新法に及ぶものである。 
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 新法が議会で審議されている最中、隣国ドイツから多くの識者が新法に関する論評を発

表した。本論文では、①べーア（Otto Bähr）、②ヴァッハ（Adolf Wach）、③フィアーハウ

ス（Felix Vierhaus）の３者のものを取り上げただけだが、③は（著者はプロイセン司法省

の上級参事官）、新法の議会審議を内国法並みに克明に紹介したものである。①のべーアは、

当時のドイルの法実務家の代表格で、ドイツ帝国法の制定過程から同法に反対の態度を示

したが、同法が成立してもその鋭鋒をおさめなかった。オーストリアの新法は、そのドイ

ツ法をきびしく批判するものだっただけに、彼は全面的に賛成した。②のヴァッハは対照

的に、当時のドイツの理論家の代表的存在で、ドイツ帝国法の擁護者として著名であった。

彼がオーストリアの新法の対して批判的であったことはいうまでもない。 

 新法の施行後にクラインの著した民訴関係の著作は、次の３点である。 

 ①『民訴実務に関する講義』（Vorlesungen über die Praxis des Civilprozesses. １９０

０年）。クラインはヴィーン大学の私講師となって（１８８５年）以来、新法の議会審議で

多忙であったときも、ほとんどその講義を休まなかったが、新法施行の翌年（１８９９年）

「実務における新訴訟諸法の適用」と題する講義を行い、さらにその翌年その講義内容を

上記の表題で公刊した。新法の内容を紹介するものであるが、法実務家向きのかなり高度

な内容である。彼のこの当時の講義は学生、法実務家によって聴講され、教室は常に満員

であったという。 

 ②『訴訟における時代の諸潮流と思想の諸潮流』（Zeit- und Geistesströmungen im 

Prozesse. 彼の遺稿集、Reden, Vorträgen, Aufsätze, Brief, Bd.1, S.117ff. １９２７年に所

収）。１９０１年、ドイツの都市ドレースデンのある財団に頼まれ、同市で行った講演の原

稿。時代、時代の社会・経済の発展、思想の変遷、それらと民訴の関連を明らかにしたも

のだが、クラインの知識の豊富さと、レトリックのたくみさに、思わず舌を巻いてしまう。

中野貞一郎博士に『訴訟における時代思潮』と表題する好和訳がある。 

 ③『オーストリアの民事訴訟』（Der Zivilprozess Österreichs. １９２７年. エンゲルス

［Friedrich Engels］との共著）。クラインの最初にして、最後の民訴の教科書である。す

でに１９１４年７月、執筆を終えていたが、同じ年の同じ月、オーストリアがセルビアに

宣戦布告して、第１次世界大戦がぼっ発したので、出版は見送られることとなった。１０

年後の１９２６年になって、ようやく出版の話が出たが、その間にオーストリアは世界大

戦に敗れ、国政も共和制に変わり、憲法をはじめ多くの法制に変更が加えられた。その上、

経済情勢の悪化、訴訟の頻発もあり、裁判所の負担軽減の特例法も数多く制定された。ク

ラインには、もはやこの激しい法制の変更、特例法の制定をフォローする気力がなく、原

稿の補正をエンゲルス（当時ヴィーンの商事高等裁判所の長官）に依頼した。ただし、理

論的な部分はクラインの執筆のままである。この著作に、「オーストリア民訴の諸目標

（Ziele）」と題する章があり、その叙述を通じて、オーストリア民訴の主要な特色が鮮明に

浮き立たされている。本論文では、この部分はかなり詳細に紹介しておいた。 

 すでに述べたように、民訴法の立法は、オーストリアにとって長年の課題であったが、
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それを見事に果たしただけではない。クラインの起草した法典は、当時流行の「社会政策」

観を取り入れ、新味あふれる法典として国の内外から高い評価を受けた。 

 このクラインの努力と才能は、司法大臣たち上司によって、称揚されたことはいうまで

もない。１８９６年（新法公布の翌年）には、局長に昇進し、１９００年には、局長中の

首位の座（事務次官制のないオーストリアではそれに相当する地位）が与えられた。後代

からは「まるでメールヘンを読んでいるような昇進ぶりであった」と評された。 

 明治３６（１９０３）年、クラインに日本政府から勲１等瑞宝章が贈られた。法学教師、

司法官、留学生がオーストリア（ヴィーン）に行ったさい、何かと便宜を図ったことに対

する謝恩である。 

 クラインは、１９２６年４月、脳出血のため死去した。７２歳の誕生日まであと２０日

間足らずであった。 

 本論文の末尾近くに、「フランツ・クラインは、ドイツ法系の近代民訴法史がもった最上

級の学識者、法政官僚であった」と書いたが、この評価は今も変わりはない。 




