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 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
-----------------------------------------------------------
 【民法】
 (1) 三判平成21年11月17日 金法1888号55頁
 平成21年(受)第70号 過払金返還請求事件
 　貸金業者が,貸付に係る債務につき,借主が期限の利益を喪失した後に,借主に対して残
 元利金の一括支払を請求せず,借主から長期間にわたって分割弁済を受けていた場合にお
 いて,貸金業者が債務の弁済を受ける度に受領した金員を利息ではなく損害金へ充当した
 旨記載した領収書兼利用明細書を交付していたから期限の利益を再度付与する意思はなか
 ったなどと主張し,これに沿う証拠を提出していたにもかかわらず,上記主張について審理
 することなく,貸金業者が,借主に対し,期限の利益を再度付与しており,仮にこれを付与し
 たものではなかったとしても,貸金業者において借主が期限の利益を喪失したと主張する
 ことは信義則に反するとした原審の判断には,違法がある。

 (2) 三判平成22年1月26日 裁判所HP
 平成20年(受)第2029号 損害賠償請求事件(破棄自判)
 　当直の看護師らが抑制具であるミトン(手先の丸まった長い手袋様のもので緊縛用のひ
 もが付いているもの)を用いて入院中の患者Aの両上肢をベッドに拘束した行為が,診療契
 約上の義務に違反せず,不法行為法上違法ともいえないとされた事例
 (理由)
 　本件抑制行為当時,せん妄の状態で興奮したAが,歩行中に転倒したりベッドから転落し
 たりして骨折等の重大な傷害を負う危険性は極めて高かった。また,看護師らは,約4時間
 にもわたって,頻回にオムツの交換を求めるAに対し,その都度汚れていなくてもオムツを
 交換し,お茶を飲ませるなどして落ち着かせようと努めたにもかかわらず,Aの興奮状態は
 一向に収まらなかったというのであるから,看護師がその後更に付き添うことでAの状態が
 好転したとは考え難い上,当時,当直の看護師3名で27名の入院患者に対応していたという
 のであるから,深夜,長時間にわたり,看護師のうち1名がAに付きっきりで対応することは
 困難であったと考えられる。そして,Aは腎不全の診断を受けており,薬効の強い向精神薬
 を服用させることは危険であると判断されたのであって,これらのことからすれば,本件抑
 制行為当時,他にAの転倒,転落の危険を防止する適切な代替方法はなかったというべきで
 ある。さらに,本件抑制行為の態様は,ミトンを使用して両上肢をベッドに固定するという
 ものであるところ,ミトンの片方はAが口でかんで間もなく外してしまい,もう片方はAの入
 眠を確認した看護師が速やかに外したため,拘束時間は約2時間にすぎなかったというので
 あるから,本件抑制行為は,当時のAの状態等に照らし,その転倒,転落の危険を防止するた
 め必要 小限度のものであったということができる。

 (3) 三判平成22年1月26日 裁判所HP
 平成20年(受)第666号 協力金請求事件(破棄自判)
 　マンションの管理組合であるXが,自ら専有部分に居住しない組合員である亡A(原審口頭
 弁論終結後に死亡)の相続人であるYらに対し,集会決議により変更された規約に基づき,
 同規約上,自らその専有部分に居住しない組合員が負担すべきものとされた月額2500円の
 「住民活動協力金」及び遅延損害金の支払を求める事案において,規約の変更が,建物の区
 分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合に当たらないとして,Xの請求が認められた
事例
 (理由)
 　本件マンションでは,総戸数868戸中約180戸が不在組合員の所有となり,それらの不在組
 合員は,Xの選挙規程上,役員になる義務を免れているだけでなく,実際にも,Xの業務を分掌
 する各種団体活動について貢献をしない一方で,居住組合員だけが,Xの役員に就任し,同活
 動に参加するなどの貢献をして,本件マンションの保守管理に努め,良好な住環境の維持を
 図っており,不在組合員は,その利益のみを享受している状況にあった。そのような状況の
 下で,Xが,不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,不公平を是正
 しようとしたことには,必要性と合理性が認められる。不在組合員の所有する専有部分が
 本件マンションの全体に占める割合が大きいこと,不在組合員は類型的にXや各種団体の活
 動に参加することを期待し得ないことを考慮すると,不在組合員のみを対象として金銭的
 負担を求めることが合理性を欠くとみるのは相当ではない。また,不在組合員と居住組合
 員との間の上記の不公平が,役員に対する報酬の支払によってすべて補てんされるもので
 はないから,そのことを理由として本件規約変更の必要性及び合理性を否定することはで
 きない。そして,本件規約変更により不在組合員が受ける不利益は,月額2500円の住民活動
 協力金の支払義務の負担である。加えて,現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払
 を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不
 在組合員にすぎないことも考慮すれば,本件規約変更は,住民活動協力金の額も含め,不在
 組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず,本件規約変更は,法6
 6条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」
 に該当しない。

 (4) 二判平成22年1月29日 裁判所HP
 平成19年(受)第2065号 連帯保証債務履行請求事件(破棄自判)
 　A社グループ会社間の金員の貸付けにつき,貸主Xからする借主であるM社の代表取締役Y
 に対する保証債務の履行請求が権利の濫用に当たり許されないとされた事例。



 (理由)
 　XのYに対する保証債務の履行請求は,M社が既に事業を停止している状況の下において,
 A社グループに属する各社がM社の事業活動から経営顧問契約等の各種契約に基づき顧問料
 等の名目で確実に収入を得ていた一方で,わずかの期間同社の代表取締役に就任したとは
 いえ,経営に関する裁量をほとんど与えられていない経営体制の下で,経験も浅く若年の単
 なる従業員に等しい立場にあったYだけに,同社の事業活動による損失の負担を求めるもの
 といわざるを得ず,Yが同社の代表取締役に就任した当時の同社の経営状況,就任の経緯,
 Xの同社に対する金員貸付けの条件,Yは本件保証契約の締結を拒むことが事実上困難な立
 場にあったことなどをも考慮すると,権利の濫用に当たり許されないものというべきであ
 る。

 (5)広島高判平成20年6月26日 判例タイムズ1278号257頁
 平成19年(ネ)第317号 損害賠償請求控訴事件 (変更・確定)
 　Xは,平成12年6月14日,Yの経営する整骨院を受診したところ,Xの右肩関節痛の症状を頸
 椎捻挫,右肩関節捻挫等と診断し,その後10月23日まで筋肉をゆるめるためのマッサージ等
 を受け,痛みのある場合にはYの指示により三角布を使用し安静を保ってきたが,同年10月
 26日,労災病院を受診したところ,右凍結肩,右肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)との診断を
 受け,入通院を余儀なくされ回復が遅れたため,Yに対し治療行為の過誤,転送義務違反等が
 ありそれにより症状が悪化したとし債務不履行による損害賠償を請求した。本判決は,(1)
 既に慢性期にあったXの五十肩に対する治療方法は運動療法を主体とすべきであるのに,安
 静や三角巾での固定を指示したのであるから,その治療は不適切であった,(2)五十肩に対
 する施術は柔道整復師の権限ではないから,整形外科医での受診治療を受けるよう転医を
 働きかける義務があるのに,その助言義務を懈怠した,(3)Yのこれらの義務違反により,X
 は適切な治療を受ける機会を奪われ五十肩の悪化ないし回復の遅れという損害を被った,
 などと判断し,Yに対し100万円の慰謝料及び10万円の弁護士費用の支払いを求める限度で
 Xの請求を認めた。

 (6)神戸地判平成19年4月10日 判例タイムズ1295号295頁
 平成17年(ワ)第867号 損害賠償請求事件(認容・確定)
 　本件でAは自宅で息苦しくなったため車でYの開設するB病院に赴いたところ,急性心筋梗
 塞の疑いがあり,救急車で他の病院に転送されようとしたが心室細動を発症して死亡した
 ため,Aの遺族Xらは,B病院の担当医師には転送義務の懈怠,不整脈の管理義務の懈怠があっ
 たとし,Yに対し損害賠償を請求した。本判決は,B病院の医師は心電図検査と問診により急
 性心筋梗塞を発症していたと診断することができ,同病院ではPCI等再灌流療法は実施でき
 ないから早急に近隣の専門病院に転送する義務を負うところ,血液検査の結果を待つなど
 して約70分も転送措置の開始が遅れたのは過失であるとし,早期に転送されて適切な治療
 を受ければ90%程度の確率で生存していたと推認できるとして同過失とAの死亡との因果関
 係を肯定し,Xらの請求を認容した。

 【知的財産】
 (7)知財高判平成22年1月28日 裁判所HP
 平成21年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
 　「特許請求の範囲の記載」が法36条6項1号に適合するか否か,すなわち「特許請求の範
 囲の記載」が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か
 否かを判断するに当たっては,その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的
 事項を開示しているかを把握することが必要となる。他方,「発明の詳細な説明」の記載
 に関しては,法36条4項1号が,独立して「発明が解決しようとする課題及びその解決手段そ
 の他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「(発明の)実施をすること
 ができる程度に明確かつ十分に記載した」との要件を定めている。
 　そうであるところ,法36条6項1号の規定の解釈に当たり,「発明の詳細な説明において開
 示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から
 離れて,法36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈,判断する
 ことは,同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に,発明の詳細な説明の記載が
 法36条4項1号所定の要件を欠く場合に,常に同条6項1号の要件を欠くという関係に立つよ
 うな解釈を許容するとしたならば,同条4項1号の規定を,同条6項1号のほかに別個独立の特
 許要件として設けた存在意義が失われることになる。
 　したがって,法36条6項1号の規定の解釈に当たっては,特許請求の範囲の記載が,発明の
 詳細な説明の記載の範囲と対比して,前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要
 かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り,特段の事情がない限りは,同条4項1号の
 要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈,判断することは許されないとい
 うべきである。

 (8)知財高判平成22年1月28日 裁判所HP
 平成21年(行ケ)第10175号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
 　特許法17条の2第3項は,補正について,願書に 初に添付した明細書,特許請求の範囲又
 は図面(以下「出願当初明細書等」という場合がある。)に記載した事項の範囲内において
 しなければならない旨を定める。
 　ところで,特許法36条5項は,特許請求の範囲には,「・・・特許出願人が特許を受けよう
 とする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規
 定する。同規定は,特許請求の範囲には,「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠く
 ことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項2号の規定を改正したものであ
 る(平成6年法律第116号)。従来,特許請求の範囲には,発明の構成に不可欠な事項以外の記
 載はおよそ許されなかったのに対して,同改正によって,発明を特定するのに必要な事項を
 補足したり,説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。そこで,これ
 に応じて,特許請求の範囲に係る補正においても,発明の構成に不可欠な技術的事項を付加
 する補正のみならず,それを補足したり,説明したりする文言を付加するだけの補正も想定
 されることになる。
 　したがって,補正が,特許法17条の2第3項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範
 囲内」であるか否かを判断するに際しても,補正により特許請求の範囲に付加された文言
 と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく,補正により付加された事項



 が,発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して,新
 たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。

 (9)東京地判平成22年1月29日 裁判所HP
 平成20年(ワ)第14681号 特許権補償金請求事件
 　光学的文字読取装置(OCR)に関するパターン認識方法に係る発明の発明者である原告が,
 被告に対し,旧特許法35条に基づき,原告が被告に承継させた上記発明に係る特許を受ける
 権利の相当対価の支払を求めた事案で,超過売上高が争点となった。
 　原告は,顧客から依頼された文書等のデジタルデータ化を行う被告のサービスはOCRを利
 用することによって初めて成り立つとして,被告が超過売上高を得たと旨を主張するが,本
 件サービスは本件発明を必須の構成とするものではなく,文字認識に係る代替技術は市場
 に多く存在していたことが認められる上,被告はいずれにしても職務発明である本件発明
 を実施できるのであって,その実施による効率化は,本件権利の譲渡を受けて実施する場合
 と法定通常実施権に基づき実施する場合とで何らの差異を見いだすことができないから,
 本件発明を実施していない場合と本件発明を実施している場合との対比を述べて超過売上
 高を算出する原告の主張は前提を誤るものである,として原告の請求は棄却された。

 (10)東京地判平成22年1月29日 裁判所HP
 平成20年(ワ)第1586号 著作権侵害差止等請求反訴事件
 　ノンフィクション,紀行,エッセイ,小説等の執筆を業とする原告が,神奈川県知事であり
 執筆活動も行っている被告Bが被告書籍(破天荒力)を執筆し,被告講談社がこれを発行,販
 売した行為が,「富士屋ホテル」の歴史について創業者らの事績に焦点を当てながら叙述
 されたノンフィクション作品である原告書籍について原告が有する著作権(複製権又は翻
 案権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害する旨主張して,被告らに対
 し,著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷,発行又は頒布の差止めと不法行為による損
 害賠償を求めた事案。
 　原告の主張は,被告らの行為が原告書籍のうち,対比表のNo,71の原告書籍記述部分につ
 いての氏名表示権侵害及び同一性保持権侵害に当たるとの限度で理由があるとし,被告書
 籍は序章から終章まで8つの章から成り,その本文が全部で239頁に及ぶところ,上記原告書
 籍記述部分に対応する被告書籍記述部分は,第6章中の1箇所のみであり,しかも,2行のごく
 短い文章にすぎないことなどからすると,使用料相当額は,被告書籍の販売額の合計額11
 88万8000円の約0.4パーセントに当たる5万円と認めるのが相当であり,原告が被った精神
 的苦痛に対する慰謝料として5万円,弁護士費用相当額として2万円を合計して12万円の損
 害賠償および,対比表のNo,71の原告書籍記述部分を削除しない限り頒布してはならないと
 の差し止め請求が認められた。

 【民事手続】
 (11) 二判平成21年9月11日 判例時報2059号55頁
 平成19年(受)第138号 債権仮差押命令保全異議申立てについての決定に対する許可抗告事
 件(破棄差戻)
 　債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命
 令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機
 関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するよ
 うな事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちに
 その司法上の効力が否定されるものではない。

 (12)東京地判平成21年11月10日 金法1889号54頁
 平成21年(ワ)第10775号 預金払戻請求事件
 　再生会社Xが,再生債権者Y銀行にX名義の普通預金口座を開設していたところ,Xが再生手
 続開始の申立を行い,その旨をY銀行に連絡する前に,上記口座に振込入金された金員につ
 き,Y銀行が,その一部をXに対する貸付金の利息の弁済に充当し,残部を貸付債権と相殺し
 たことに関し,Xが,民事再生法93条1項2号ないし3号に基づく相殺の無効を主張して,Y銀
 行に対し預金の返還を求めた事案。
 　本判決は,再生会社Xは,再生手続開始申立前に,一方的にY銀行に対し振込入金を行った
 ものであり,Y銀行がXに働きかける等の関与をしたとは認められないから,当該振込入金に
 係る預金債務の負担につき,Y銀行に「専ら再生債権をもってする相殺に供する目的」があ
 ったとは認められない,Xの親会社等が倒産手続開始の申立てを行った後に,Xが積極的に支
 払可能である旨を外部に表明しなかったからといって,本件事実関係のもとにおいては,当
 該不作為がXの支払停止に当たるとは認められない,としてY銀行の相殺が民事再生法上の
 相殺禁止規定に該当しない旨判示した。

 【刑事法】
 (13) 二決平成21年1月14日 判例タイムズ1295号188頁
 平成17年(あ)第2621号 殺人被告事件(上告棄却)
 　本件は,被告人が,借金の返済のため,妻にかけていた生命保険金,妻及び養母にかけてい
 た搭乗者保険金を取得する目的で,漁港において,殺意をもって,妻と養母が同乗した乗用
 車を運転して海中に転落させ,被告人のみが車内から脱出し,妻と養母を車内に残し溺死さ
 せた事案である。被告人は,捜査段階及び第1審の第1回公判では殺意を認め自白したが,
 第2回公判以降は海中への転落は運転操作を誤ったためで殺意や保険金取得の目的はなか
 ったと無罪を主張した。1審判決は,殺人罪を認め,身勝手かつ冷酷な犯行であり動機に酌
 量の余地はなく,計画的であり2名殺害という結果も重大である等として死刑を言い渡した。
 2審では,被告人は,保険金目的での殺意を認め量刑不当のみを主張したところ,判決は,重
 大な犯罪であるが周到な計画に基づくものとはいえない,殺害行為が1度の機会に1つの行
 為として行われている,前科がないこと等を指摘して無期懲役とし,上告審も,被告人が一
 度は否認したが 終的には事実を認め反省,悔悟の態度に至ったこと等を指摘し,上告を棄
 却した。

 【公法】
 (14) 三判平成22年2月16日 裁判所HP
 平成20年(行ヒ)第356号 軽油引取税更正,決定処分取消請求事件(破棄差し戻し)



 　1.軽油の製造を他人に委託した者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いが
 あることのみを理由として上記委託者に地方税法(平成16年法律第17号による改正前のも
 の)700条の4第1項5号に基づく軽油引取税の納税義務がないとした原審の判断に違法があ
 るとされた事例
 　2.上記法条にいう「製造」の文言につき,原審は「造り出された軽油の所有権を原始的
 に取得することを意味するものと解すべき」としたが, 高裁は,「ある者が当該軽油を製
 造してこれを他に譲渡していたものと評価することができるときには,その者が法的にみ
 て当該軽油の所有権を原始的に取得したとはいえないというだけの理由で,本件規定に基
 づく納税義務者に当たらないということはできない。」と判断した。

 (15)東京高判平成20年2月28日 判例タイムズ1278号163頁
 平成19年(行コ)第342号 所得税決定処分取消等請求控訴事件(控訴棄却・確定)
 　平成12年12月4日,日本国内のマンションからシンガポールに転出したとするXが,平成
 13年1月に売買により株式を譲渡したが,当時国内に住所を有していなかったとして所得税
 の申告をしなかったところ,同マンションを管轄する麻布税務署長が,Xは上記当時国内に
 住所を有していたとして,Xに本件株式譲渡にかかる平成13年分所得税の決定処分等をした
 ので,Xが国に対し当該処分等の取消を求めた事案において,本判決は,本件譲渡日当時のX
 の住居は国内になくシンガポールにあったと認められること,Xの職業についても,シンガ
 ポールにおいて株式取引を開始した時点でその生活の本拠がシンガポールに移転したと見
 ることができること,国内に生計を一にするXの家族又は親族が存在せず,かつ,Xが継続し
 て居住するに適する場所も有していなかったこと,国内に所在する資産についても,シンガ
 ポールに居住しながらの管理が困難とまではいえないことなどを総合的に考慮すると,本
 件譲渡当時,Xが国内に住所を有していたとは認められないとし,国が控訴審で予備的に主
 張した,仮にXが国内に住所を有していなかったとしても国内に引き続き1年以上居所を有
 しており「居住者」にあたるとの主張についても否定し,本件課税処分等の取消しを認め
 た。

 (16)東京高決平成21年6月29日 金法1889号51頁
 平成21年(ラ)第1003号 債権差押命令に対する執行抗告事件
 　雇用関係の先取特権に基づく債権差押命令の発令において,被担保債権および請求債権
 としての未払賃金から所得税等の税金や社会保険料を控除する必要があるか否かが問題と
 なった事案。
 　本判決は,使用者が,給与等の支払の際に,税額相当額を当該給与から天引き控除するこ
 とのできる権能は,徴税の便宜のために公法上認められた特別の限定的な徴収権能であっ
 て,私法上の債権とは異なるものであり,また,社会保険料についても,使用者が,被用者に
 対し,賃金を支払う際に,被用者の負担部分を天引き控除する権能を付与されているが,こ
 れも徴収の便宜上,公法上とくに認められた権能であって,被用者の賃金債権の範囲が,こ
 れらの徴収権能を行使し得る限度で減縮しているわけではなく,また給与等からの天引き
 機能は,天引き額を賃金債権として相殺したり,賃金債権の行使を阻止したりするような性
 質を有するものでもないとして,被担保債権および請求債権としての未払賃金から所得税
 等の税金や社会保険料を控除する必要がないと判示した。

 (17)広島高判平成22年1月25日 裁判所HP
 平成21年(行ケ)第1号 選挙無効請求事件(事情判決)
 　1.平成21年8月30日施行の衆議院議員選挙における小選挙区広島県第1区の選挙人であっ
 た原告が,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区
 割りの基準を定める規定が違憲無効であるとして,広島県第1区の選挙を無効とすることを
 求めた事案である。
 　2.本判決(但し第1審である)は,本件小選挙区選挙において1票の投票価値の較差が2倍
 を超える選挙区が相当数(選挙当日の有権者数基準で,300中45の選挙区が該当)生じ,憲法
 の基本理念である投票価値の平等に反する違憲,違法の結果を招いたのは,上記区割り規定
 が採用した一人別枠方式に基本原因があるが,同方式は,本件選挙当時においては既に正当
 性を失っていたから,本件小選挙区選挙は全体として違憲,違法性を帯びるとし,広島県第
 1区の選挙を違法としたが,当該選挙を無効とすることは公の利益に著しい障害等をもたら
 すとして,請求を棄却した上,同選挙区選挙の違法を主文で宣言した。

 (18)東京地判平成19年8月31日 判例タイムズ1278号69頁
 平成15年(行ウ)第645号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第1事件),平成18年(行
 ウ)第189号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)(一部認容・控訴)
 　ミャンマー国籍を有する原告について,被告法務大臣が難民認定手続において難民不該
 当を理由に難民認定をしない処分をし,退去強制手続において東京入国管理局長が出入国
 管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申し出に理由がない旨の裁決をし,同管理局主
 任審査官が退去強制令書発付処分をした。その各処分につき原告が取消を求めた事案にお
 いて,本判決は,本件不認定処分時においては,ミャンマー政府が原告を迫害の対象として
 いたとは認められないとして,原告の難民該当性を否定して本件不認定処分の取消請求を
 棄却したが,本件裁決時においては,原告がNLD-LA日本支部の会計担当の執行委員として序
 列第7位の地位にあることなどに鑑みると,ミャンマー政府が原告を迫害の対象とする現実
 的な危険性は否定し難いとして難民該当性を肯定し,入管法53条3項は,退去強制を受ける
 者が送還される国には,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を含まないものとする
 と定めていることから,退去強制手続に関する入管法49条1項の異議の申し出に対する法務
 大臣の裁決においては,当該外国人を誤って難民条約33条1項に規定する領域の属する国に
 送還しないよう,送還時のその者の難民該当性とともにその送還先について難民条約33条
 1項に規定する領域ではないかを判断しなければならないと解すべきで,原告の難民該当性
 を看過し,送還先について入管法53条3項,難民条約33条1項に反する判断をした本件裁決及
 びそれを前提とする本件退去強制令書発付処分は違法な処分であるとした。

 (19)東京地判平成21年6月19日 判例時報2058号75頁
 平成20年(ワ)第38457号 損害賠償請求事件 棄却(控訴)
 　Xは海外先物取引を行う会社の役員,従業員を被告として損害賠償等の支払を求める訴訟
 を提起したが,被告の住所が不明であったため,社会保険事務所と公共職業安定所に対し,



 被告の住所等につき回答を求める旨の調査嘱託の申立をした。裁判所は,この申立を採用
 し,調査嘱託を行ったが,右社会保険事務所等は嘱託事項には回答できない旨を文書で回答
 した。そこでXは,調査嘱託に回答しなかったことは違法であるとし,Y(国)に対し国家賠償
 法1条1項に基づき損害賠償を請求した。
 　本判決は,裁判所から嘱託を受けた内国の官公署は,正当な事由がない限り,嘱託に応じ
 る義務を負うものと解されるが,この義務は,裁判所に対する一般公法上の義務であって,
 調査嘱託の申立人に対する法的義務ではないとし,調査嘱託に応じなかったことをもって,
 申立人であるXに対する職務上の法的義務に違背したことになるとはいえないと判断し,X
 の請求を棄却した。

 (20)広島地判平成21年10月1日 判例時報2060号3頁
 平成19年(行ウ)第16号 埋立免許差止請求事件 一部却下,一部認容(控訴)鞆の浦埋立免許
差止請求事件第一審判決
 　広島県及び福山市が鞆の浦の湾内公有水面の埋立免許付与申請をしたことに対し,近隣
 住民らが鞆の浦の景観を損なうものだとして行政事件事件訴訟法37条の4に基づき免許の
 差止を求めた事案につき,
 　1 鞆の浦の風景は景観としての価値,歴史的,文化的価値を有するから,近接地域居住者
 の景観利益は法律上保護に値するところ,公有水面埋立法及びその関連法規につき,鞆の浦
 の地域住民の景観利益を個別的利益として保護する趣旨を含むものと解し,景観利益を有
 すると認められる地域住民は埋立免許の差止を求めるにつき同条第3項にいう「法律上の
 利益」を有するとされ,
 　2 処分等の取消の訴えを提起し,その執行停止を受けることで権利利益の救済が得られ
 るような性質の損害は同条第1項の「重大な損害」に当たらないが,本件では「重大な損害」
 を生ずるおそれがあるとされ,
 　3 瀬戸内海の良好な景観をできるだけ保全するという瀬戸内海環境保全特別措置法の趣
 旨を踏まえつつ,合理的に判断すべきところ,鞆の浦埋立事業の必要性,公共性に関する事
 業者らの調査,検討は不十分であるか,又は,一定の必要性,合理性は認められたとしても,
 それのみによって埋立それ自体の必要性を肯定することは合理性を欠くものであるとし,
 県知事が鞆の浦の埋立免許を行うことは同条第5項にいう裁量権の範囲を超えた場合に当
 たるとされ,埋立免許差止請求が認容された事例。

 【社会法】
 (21)東京地判平成19年8月28日 判例タイムズ1278号221頁
 平成17年(ワ)第6982号 損害賠償請求事件(請求棄却・確定)
 　Xが,平成16年10月4日から8日にかけて西武鉄道株式会社の株式を取得したところ,同月
 13日,同会社が株主の保有比率について有価証券報告書に虚偽の記載をしていたことを発
 表し,同年12月17日に上場を廃止されたため,同社等に対し,虚偽記載のある有価証券報告
 書を作成,提出したことで,本件株式が客観的には証券取引所で定める株券上場廃止基準に
 該当すると判断される状態にありながら,それが反映されないまま市場において株価が形
 成された結果,本来より高値で株式を取得することにより取得価格と虚偽記載がなかった
 と仮定した場合の価格(想定価格)との差額相当分の損害を被ったとして損害賠償請求訴訟
 を提起した。本判決は,不法行為における損害とは,加害行為があった場合となかった場合
 との利益状態の差で,本件では一時的には取得価格と想定価格の差額となるが,Xに交付さ
 れた同社等を事業会社として設立された持株会社(株式会社西武ホールディングス)の株式
 の口頭弁論終結時の株価が,発表前日の西武鉄道株式会社の株価を上回っていると推認さ
 れているから,仮にXに損害が発生していたとしても,同社らの行為と因果関係がある損害
 は認められないとし請求を棄却した。

 (22)大阪地判平成20年5月26日 判例タイムズ1295号227頁
 平成16年(ワ)第11732号 損害賠償請求事件(一部認容・控訴)
 　本件でXはシステムエンジニアとしてA社に勤務していたが,うつ状態であるとの診断を
 受け欠勤するに至ったため,これはA社の安全配慮義務違反に基づくものであるとし,損害
 賠償を求めた事案である。本判決は,Xの勤務状況,症状等について認定した上で,Xの症状
 は少なくともWHOが発行する国際疾病分類第10回改訂(ICD-10)の中等症うつ病エピソード
 の条件を充たしているとしてうつ状態の発症を認め,かつ,旧労働省の通達である「心理的
 負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に照らし,Xには恒常的に業務による強
 度の心理的負荷がかかっていたのに対し,業務以外の側面で強度に心理的負荷がかかって
 いたような事情はない等とし,同発症は業務を主たる原因とするものであるとした。そし
 てXの時間外労働が1か月100時間を超えていること等から,A社はこれを是正する義務があ
 ったにもかかわらずこれを怠ったとし,安全配慮義務違反を認めたが,他方,Xの勤務態度が
 Xの生活のリズムを乱し業務による疲労の度合いを一層増加させる一因となった等とし,民
 法418条の過失相殺の規程を類推適用して損害の3分の1を減額し112万5000円を認容した。

 (23)東京地判平成21年3月31日 判例時報2060号102頁
 平成19年(ワ)第12560号 債務不存在確認請求事件 一部却下,一部認容,一部棄却(控訴)
 　金融商品の取引経験が豊富な会社らが,取引を勧誘した担当者の移籍に伴い数社と金融
 商品の取引を行い, 終的に同担当者が移籍した証券会社との間で同担当者の勧誘で金利
 スワップ取引を行い,多額の損失を被ったことから,主位的に金利スワップ契約の錯誤無効
 を主張して金利支払義務の不存在確認及び支払金利と受取金利の差額の不当利得返還を各
 請求し,予備的に説明義務違反を主張して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請
 求した事案において,主位的請求は却下又は棄却されたが,証券会社の従業員が取引の仕組
 み,契約条件等を説明したものの,取引の時価評価リスクを適切に説明しなかったと認定さ
 れ,デリバティブ取引につき会社が豊富な経験を有していたとしても証券会社に説明義務
 違反が認められる,として,予備的請求の一部が損益相殺及び過失相殺をした上で認容され
 た事例。

 (紹介済み判例)
 福岡高判平成19年7月24日 判例タイムズ1278号207頁
 平成18年(ネ)第56号 損害賠償請求控訴事件(変更・上告,上告受理申立(後上告棄却,上告
 受理申立不受理))



 →法務速報85号3番で紹介済み

 東京地判平成19年12月26日 判例タイムズ1278号186頁
 平成18年(行ウ)第703号 公文書不開示決定処分取消等請求事件(一部認容・控訴)
 →法務速報83号36番で紹介済み

 大阪高判平成20年2月28日 判例タイムズ1278号320頁
 平成19年(ネ)第2350号 損害賠償債権確定請求控訴事件(変更・確定)
 →法務速報96号17番で紹介済み

 東京地判平成20年3月17日 判例タイムズ1278号216頁
 平成19年(ワ)第3910号 損害賠償請求事件(訴え却下・確定)
 →法務速報100号11番で紹介済み

 大阪地判平成20年8月27日 判例タイムズ1278号326頁
 平成20年(レ)第51号 不当利得返還請求控訴事件(変更・上告)
 →法務速報92号20番で紹介済み

 大阪地判平成20年9月26日 判例タイムズ1295号198頁
 平成18年(ワ)第1883号  損害賠償請求事件(一部認容・控訴)
 →法務速報95号12番で紹介済み

 一決平成20年10月16日 判例タイムズ1295号190頁
 平成20年(あ)第1号 道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危
 険運転致死被告事件(上告棄却)
 →法務速報90号23番で紹介済み

 東京地判平成20年11月17日 判例タイムズ1295号306頁
 平成19年(ワ)第17935号 執行文付与請求事件(請求棄却・控訴)
 →法務速報95号25番で紹介済み
 →法務速報98号17番で紹介済み

 三判平成20年12月16日 判例タイムズ1295号183頁
 平成19年(受)第1030号 動産引渡等請求事件(上告棄却)
 →法務速報92号16番で紹介済み

 三判平成21年3月10日 判例タイムズ1295号179頁
 平成19年(受)第799号 所有権移転登記手続請求事件(一部破棄差戻・一部上告棄却)
 →法務速報95号13番で紹介済み

 三判平成21年3月24日 判例タイムズ1295号175頁
 平成19年(受)第1548号 持分権移転登記手続請求事件(上告棄却)
 →法務速報96号1番で紹介済み

 二判平成21年3月27日 判例タイムズ1295号172頁
 平成19年(受)第1280号 供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件(破棄自判)
 →法務速報96号2番で紹介済み

 東京高決平成21年7月7日 金法1889号44頁
 平成21年(ラ)第410号 担保権消滅許可決定に対する抗告事件
 →法務速報104号26番で紹介済み

 二判平成21年7月10日 判例時報2058号53頁
 平成19年(受)第1163号 産業廃棄物 終処分場使用差止め請求事件 破棄差戻
 →法務速報99号31番で紹介済み

 一判平成21年7月16日 判例時報2060号158頁
 平成19年(あ)第1951号 道路交通法違反,労働基準法違反被告事件 破棄差戻
 →法務速報100号14番で紹介済み

 一決平成21年8月12日 判例時報2059号61頁
 平成20年(許)第49号 貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件(破棄差戻)
 →法務速報100号10番で紹介済み

 知財高判平成21年8月27日 判例時報2060号137頁
 平成20年(ネ)第10063号 損害賠償請求控訴事件 控訴棄却(上告・上告受理申立)
 →法務速報101号17番で紹介済み

 二判平成21年9月4日 判例時報2058号59頁
 平成21年(受)第47号 不当利得返還請求事件 一部上告棄却,一部上告却下
 →法務速報101号2番で紹介済み

 二判平成21年9月11日 判例時報2059号55頁
 平成19年(受)第1128号 貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件(破棄差戻)
 →法務速報101号3番で紹介済み

 三平成21年9月15日 判例時報2058号62頁
 平成20年(受)第1565号 土地明渡等,代表役員の登記抹消手続請求事件 上告棄却
 →法務速報102号17番で紹介済み



 三判平成21年9月15日 金法1888号60頁
 平成20年(受)第1565号 土地明渡等,代表役員の登記抹消手続請求事件
 →法務速報102号17番で紹介済み

-----------------------------------------------------------
 2.平成22(2010)年2月19日までに成立した,もしくは公布された法律
-----------------------------------------------------------
 ・閣法　174　1
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・地方財政の状況等にかんがみ,地方交付税の総額を確保するため,平成21年度分の地
 方交付税の総額について加算措置を定めた法律

 ・閣法　174　2
 雇用保険法の一部を改正する法律
 ・・・雇用保険制度における求職者給付及び雇用継続給付の費用の一部に充てるため,当
 初の国庫負担に加え,さらに三千五百億円を国庫負担することを定めた法律

-----------------------------------------------------------
 3.2月の主な発刊書籍一覧(私法部門)
-----------------------------------------------------------
 ★は後記に解説あり

 著者　出版社　頁数　定価
書籍名

 菅原郁夫　慈学社出版　246頁　6300円
 民事訴訟政策と心理学

 日本交通法学会　有斐閣　178頁　2310円
 交通法研究 第38号　自動車関連事故と傷害保険

 長島・大野・常松法律事務所編　商事法務　376頁　4725円
 公開買付けの理論と実務

 廣田尚久　信山社　238頁　3150円
紛争解決学講義

 高橋康文編著　商事法務　327頁　4410円
 詳説 資金決済に関する法制

 新谷勝　税務経理協会　298頁　3780円　
 新しい事業承継と企業再生の法務　事業承継の円滑化・事業再生ADR・・・★

-----------------------------------------------------------
 4.2月の主な発刊書籍一覧(公法・その他部門)　
-----------------------------------------------------------
 ★は後記に解説あり

 著者　出版社　頁数　定価
書籍名

 山下泰子　尚学社　348頁　4725円
 女性差別撤廃条約と日本

 大河内美紀　日本評論社　207頁　4200円
 憲法解釈方法論の再構成　合衆国における原意主義論争を素材として

 杉原泰雄　勁草書房　280頁　2940円
 憲法と資本主義の現在　「百年に一度の危機」のなかで・・・★

 大阪弁護士会憲法問題特別委員会編著　信山社　440頁　5250円
 憲法第9条改正問題と平和主義　争点の整理と検討

 甲斐克則編　法律文化社　255頁　2730円
 レクチャー　生命倫理と法

 片野勧　論創社　310頁　3150円
 戦後マスコミ裁判と名誉毀損

-----------------------------------------------------------
 5.発刊書籍の解説
-----------------------------------------------------------
 ・新しい事業承継と企業再生の法務　事業承継の円滑化・事業再生ADR
 　経営難にある事業承継の前提としては事業再生が必要不可欠であることから,両者に密
 接に関わりがあるとし,それらの手続き上の問題点について解説している。
 　事業信託や私的整理手続等,各手続き毎に分けて解説されている他,日本航空の事案につ



 いても触れている。

 ・憲法と資本主義の現在　「百年に一度の危機」のなかで
 　現代社会における様々な問題に対し,憲法の観点から,その問題の解決法を考察する。
 特に,国民をこの「百年に一度の危機」といわれる窮地から救える可能性をもつとして,資
 本主義体制に焦点を合わせて解説している。

 ☆配信停止をご希望の方へ
 下記のURLから会員ログインを行い、利用登録情報変更画面を開いて
 法務速報のチェックを消してください。

http://www.jlf.or.jp/

------------------------------------------------------------
 (C) Copyright　(財)日弁連法務研究財団
 掲載記事の無断転載を禁じます。
------------------------------------------------------------


