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 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
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 (掲載判例INDEX)　*「1.法律雑誌等に掲載された主な判例」の要旨及び判決日又は決定日
 を掲載します。

 〔民法〕
 【1】司法書士会Yの入会規則にある「会館維持協力金」を納付したXが,当該会則には納付
 義務が定められていないと主張して,支払った20万円及び所定の遅延損害金の支払等を求
 めた事案。Xの請求を認めた原判決を破棄して請求を棄却(平成23年4月22日最高裁)
 【2】経営破綻の危険を隠し出資勧誘した信用協同組合に対する出資者の損害賠償請求権
 の消滅時効の起算点は,同種集団訴訟で刑事事件記録が提出された時点ではなく,同種の集
 団訴訟が提起された時点であるとして消滅時効の成立を認容(平成23年4月22日最高裁)
 【3】経営破綻した信用協同組合Yに出資していたXが,主位的に不法行為による損害賠償も
 しくは不当利得返還請求,予備的に出資契約上の債務不履行による損害賠償請求の当否が
 争われたがXの主位的,予備的請求が共に棄却された事例(平成23年4月22日最高裁)
 【4】Y病院に勤務する精神神経科のA医師の患者Xに対する言動と,Xが上記言動に接した後
 に再外傷体験となって発症した外傷後ストレス障害(PTSD)であると診断された症状との間
 に相当因果関係があるとはいえないとされた事例(平成23年4月26日最高裁)
 【5】通信社の配信記事を掲載した新聞社の記事について新聞社が名誉毀損の責任を負う
 べきかが争われた事案。新聞社は通信社と報道主体としての一体性がある場合には特段の
 事情のない限り名誉毀損の責任を負わないとして新聞社の責任を否定(平成23年4月28日
 最高裁)
 【6】英国人が勤務していた大学を退職し帰国しようとした矢先に自動車事故に遭遇し入
 通院治療を余儀なくされたケースにおいて,その逸失利益は母国での収入等ではなく日本
 の賃金センサスに基づく平均収入を基礎に算定すべきとされた事例(平成21年12月24日福
 岡高裁宮崎支部)
 【7】Yが平成12年に貸金業者Xと締結した債務支払の和解契約を錯誤無効と主張し,過払い
 金の返還を求めた事案。当時は,制限超過利息の支払は有効として社会的にも許容されて
 おり同契約が無効になることはないとしYの請求を棄却(平成22年6月17日大阪高裁)
 【8】NHKとの放送受信契約の締結は民法761条本文の「日常の家事」の範疇に属し,「豊
 かで良い放送を行う義務」とは放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものでは
 なく,一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当と判示(平成22年6月29日東京高裁)
 【9】諫早湾の潮受堤防について,主位的に本件堤防の撤去を求め,予備的に各排水門の常
 時開放を求めた事案。予備的請求について3年以内に本件堤防の各排水門を開放し以後5年
 間にわたり各水門の開放を継続するという限度で認容(平成22年12月6日福岡高裁)
 【10】被控訴人靖國神社による本件戦没者の合祀行為は戦没者の名誉を毀損するものでな
 いとして霊璽簿からの氏名抹消請求を棄却し,被控訴人靖國神社の行為に違法性がなく被
 控訴人国との間の共同行為性について判断する必要はないと判示(平成22年12月21日大阪
 高裁)
 【11】公正証書による負担付死因贈与契約等が当事者の認知症により意思能力を欠く状態
 で締結されたものかどうかが争われた事案。主治医の判断,公証人の観察から意思能力が
 なかったと認めることはできないと判断(平成22年7月13日東京地裁)
 【12】コンビニ経営者Y1は監視カメラによりAの万引影像を撮影しテレビ局に提供,同カメ
 ラを納入設置したY2は同影像を自社の宣伝に利用した。AはY1,Y2に肖像権等の侵害で損害
 賠償を請求。Y1への請求は棄却,Y2に対し請求を一部認容(平成22年9月27日東京地裁)
 【13】区分所有建物の一部の専有部分についての収去請求権行使が,残りの建物の安全性
 を低下させるなど他の区分建物所有者の利益を侵害する場合には,当該収去請求権の行使
 が当該他の区分所有者に対する権利の濫用に当たると判示(平成22年11月4日大阪地裁)
 【14】詐欺的な投資取引を行った事業者Aに出資したXらが,A開催のコンサートに出演した
 著名歌手Yに対し,Aとの共同不法行為,Aの幇助を主張し損害賠償を求めた事案。YがAの投
 資商品を積極的に推奨したとは認められないとして請求を棄却(平成22年11月25日東京地
 裁)
 【15】Y銀行はXの預金口座を犯罪利用口座として取引停止措置をしたところ,Xは犯罪に無
 関係として払戻を要求した事案。同口座がXの業務用であることの立証だけではなく,犯罪
 利用口座に当たらないことの立証が必要としてXの請求を棄却(平成22年12月3日東京地裁)
 【16】理解力や経験が不十分で積極的な投資意向を有していない者(81歳,独居)に十分な
 説明もなく投資信託の購入を勧誘したのは不法行為として一部損害賠償金の支払を認める
 一方,購入者にも4割の過失相殺を認めた事例(平成23年2月28日東京地裁)

 〔商事法〕
 【17】吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株
 式買取請求の「公正な価格」は,原則として株式買取請求日現在,吸収合併契約等の承認決
 議がなければその株式が有したであろう価格をいうと判示(平成23年4月19日最高裁)
 【18】吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株
 式買取請求の「公正な価格」は,原則として株式買取請求日現在,吸収合併契約等の承認決
 議がなければその株式が有したであろう価格をいうと判示(平成23年4月26日最高裁)
 【19】会社の新設分割後,新設分割設立会社へ承継されなかった債務の債権者は,新設分割
 に異議を述べる資格を有しないから(会社法810条1項2号),新設分割無効の訴につきその原
 告適格を有しないと判示(平成23年1月26日東京高裁)
 【20】Y1社が会社分割及び分割計画の中で免責的債務引受を定めたのはX社に対する売掛
 金債務の回避目的だったとし,法人格否認の法理を適用してY1の責任を認め,Y3は,Y1及
 びY2社の代表取締役であったことから,Y2及びY3の責任も認めた(平成22年7月22日東京



 地裁)
 【21】Xが,Zのために代位弁済して発生した求償債権をZの連帯保証人Yに請求した事案。
 Yは会社分割で免責的債務引受がなされたと主張したが,債権者の同意がない免責的債務引
 受は無効として,Xの請求が認容された(平成22年9月13日大阪地裁堺支部)
 【22】会社分割設立会社に債務が継承されなかったため,当該会社分割は法人格の濫用に
 当たる等として貸付金の支払を求めた事案。会社法22条1項の類推適用の主張には理由が
 なく,法人格否認の法理が適用される要件もないとして請求を棄却(平成22年10月4日大阪
 地裁)

 〔知的財産〕
 【23】薬事法による製造販売の承認を受ける為,特許発明を実施出来ない期間があったこ
 とを理由とする,特許権の存続期間延長登録出願に対する拒絶査定不服審判の請求を不成
 立とした特許庁の審決取消請求事案で,上告が棄却された事例(平成23年4月28日最高裁)
 【24】冒認出願を理由とする特許無効審判の審決の主張立証責任は,特許権者が負担する
 べきであり,職権で口頭審理から書面審理に変更したのも著しく公正を欠くもので,手続上
 の瑕疵は結論に影響を及ぼす誤りとされ,審決取り消し請求が認容された(平成21年6月2
 9日知財高裁)
 【25】公知文献は複数存在しうるもので,審判が引用例1を主たる公知文献として取り上げ
 た以上,訴訟はこれに基づき発明の進歩性判断の誤りについて審理判断すれば足りるとし,
 進歩性にかかる拒絶理由通知の違法性を理由とする審決取消請求を棄却(平成22年5月12
 日知財高裁)
 【26】作家Xの著作権を侵害する韓国語著作物を閲覧貸出等を行っている大学付属図書館
 の行為はXの著作権(貸与権・複製権)及び著作者人格権を侵害しているとしてその差止等
 と損害賠償を請求したが,そのいずれも理由がないとしてXの請求を棄却(平成22年8月4日
 知財高裁)
 【27】著作物の翻案(著作物が既存の著作物に依拠し,その表現上の本質的な特徴の同一性
 を維持しつつ表現に修正,増減,変更等を加えたもの)は,写真の著作物についても当てはま
 るとし,著作権,著作者人格権侵害の主張が斥けられた事例(平成23年5月10日知財高裁)

 〔民事手続〕
 【28】仮差押について,その申立書に対象不動産が当該権利能力のない社団の資産である
 事実を証する書面を添付して当該社団を債務者とすることができ,必ずしも確定判決等を
 必要とするわけではないとして本件を原々審に差し戻した事例(平成23年2月9日最高裁)
 【29】訴訟上の救助決定がされた場合,その当事者が,執行費用を含む請求債権について得
 た債権差押命令により,これを第三債務者から取立てた場合,救助決定は効力を失い裁判所
 はその取消決定なしに執行費用の支払を命じることができると判示(平成22年10月8日東京
 高裁)
 【30】小規模個人再生の申立で,住宅資金特別条項付再生計画案を提出したが,近時になさ
 れた住宅ローンの弁済は偏頗性が強く,同弁済額を上乗せした新たな再生計画案の提出勧
 告にも応ぜず為された再生手続廃止決定に対する抗告が棄却された事例(平成22年10月2
 2日東京高裁)

 〔公法〕
 【31】弁護士会を介して郵便事業株式会社に第三者の転居届出の有無,転送先を照会する
 のは通信の秘密の侵害とはいえないが,照会の権利,利益主体は弁護士会に属し,弁護士と
 その依頼者は報告拒絶による損害賠償を請求することはできないと判示(平成22年9月29
 日東京高裁)
 【32】田原市が複数の公立保育所について入所児童に対する食事を外部搬入方式にする構
 造改革特別区域計画を作成し内閣総理大臣の認定をうけたところ,保育園の入所児童の父
 母がその取消しを求めたが,その請求が棄却された事例(平成21年11月5日名古屋地裁)

-----------------------------------------------------------
 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
-----------------------------------------------------------
 【民法】
 (1)最二判平成23年4月22日 最高裁HP
 平成21年(受)第1830号 不当利得返還請求事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422114307.pdf
 　司法書士会Yに入会する際にYの規則に定められた「会館維持協力金」20万円を納付した
 Xが,Yの会則には本件会館維持協力金の納付義務が定められていないから,Yにはこれを取
 得する法律上の原因がないなどと主張して,Yに対し,不当利得返還請求権に基づき,20万
 円及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払等を求める事案において,Xの請求を
 認めた原判決を破棄して請求を棄却した事例。
 (理由)
 　司法書士会に入会する者のみに課される負担であっても,履行が入会の要件となってお
 らず,入会後にそれを履行すべき法的義務が発生するにすぎないものは,それが司法書士業
 への事実上の参入規制となるおそれがないとはいえないものの,履行が入会の要件となる
 負担に比べて性質上そのおそれは格段に小さいということができる。また,会費に関する
 会則の規定の変更については法務大臣の認可を受けることを要しないとされている(法15
 条の2第1項ただし書,15条9号)のと同様に,司法書士会に新たに入会した者を含む会員全員
 のために必要とされる経費等を,新たに入会した者と既存の会員との間でどのように負担
 するかに関しては,両者の間でこれを公平に負担するなどの観点からする司法書士会の自
 主的判断に委ねるのが相当というべきである。そうすると,司法書士会に新たに入会する
 者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担
 が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なもので
 あるなどの特段の事情のない限り,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)
 15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」には当たらず,法務大臣の認
 可を受けることを要しないないというべきである。

 (2)最二判平成23年4月22日 最高裁HP



 平成21年(受)第131号 損害賠償請求事件(破棄一部差戻し・一部控訴棄却)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422152042.pdf
 　信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたこ
 とを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 の起算点は,同種の集団訴訟の一部において刑事事件の訴訟記録の写しが書証として提出
 された時点ではなく,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点であるとして,消滅時効の
 成立を認めた事例
 (理由)
 　Xは,金融再生委員会から,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成11年法律
 第160号による改正前のもの)8条に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命
 ずる処分(以下「本件処分」という。)がされた平成12年12月頃には,Yが本件処分を受けて
 その経営が破綻したことを知ったというのであるから,その頃,Yの勧誘に応じて出資をし
 た結果,損害を被ったという事実を認識したといえる。さらに,(1)Xが平成12年3月に出資
 をしてから本件処分までの期間は9か月に満たなかったことや,(2)本件処分当日に発表さ
 れた金融再生委員会委員長の談話や平成13年3月12日に発表された上告人の金融整理管財
 人の報告書において,平成11年に行われた監督官庁の検査の結果,Yは,既に債務超過と見込
 まれ,自己資本充実策の報告を求められていたにもかかわらず,その後も適切な改善策を示
 すことなく,不良債権の整理回収とはならない表面的な先送りを続けていたなどの事情が
 明らかにされていたことに加え,(3)平成13年6月頃以降,Xと同様の立場にある出資者らに
 より,本件各先行訴訟が逐次提起され,同年中には集団訴訟も提起されたというのであるか
 ら,Yが実質的な債務超過の状態にありながら,経営破綻の現実的な危険があることを説明
 しないまま上記の勧誘をしたことが違法であると判断するに足りる事実についても,Xは,
 遅くとも同年末には認識したものとみるのが相当である。上記時点においては,被上告人
 が上記の勧誘が行われた当時のYの代表理事らの具体的認識に関する証拠となる資料を現
 実には得ていなかったとしても,上記の判断は何ら左右されない。

 (3)最二判平成23年4月22日 最高裁HP
 平成20年(受)第1940号 損害賠償請求事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422154455.pdf
 　信用協同組合Yの勧誘に応じて出資したが,Yの経営が破綻して持分の払戻しを受けられ
 なくなったXが,Yに対し,主位的に,不法行為による損害賠償請求権又は出資契約の詐欺取
 消し若しくは錯誤無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,予備的に,出資契約上の
 債務不履行による損害賠償請求権に基づき,出資金及び遅延損害金の支払を求める事案に
 おいて,予備的請求である出資契約上の債務不履行による損害賠償請求の当否が争われた
 ところ,契約の一方当事者は,契約締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,契約締結
 の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合であっても,
 相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任を負わないとして,Xの予備的請
 求をも棄却した事例。
 (理由)
 　一方当事者が信義則上の説明義務に違反したために,相手方が本来であれば締結しなか
 ったはずの契約を締結するに至り,損害を被った場合には,後に締結された契約は,上記説
 明義務の違反によって生じた結果と位置付けられるのであって,上記説明義務をもって上
 記契約に基づいて生じた義務であるということは,一種の背理であるといわざるを得ない。
 契約締結の準備段階においても,信義則が当事者間の法律関係を規律し,信義則上の義務が
 発生するからといって,その義務が当然にその後に締結された契約に基づくものであると
 いうことにならないことはいうまでもない。このように解すると,上記のような場合の損
 害賠償請求権は不法行為により発生したものであるから,これには民法724条前段所定の3
 年の消滅時効が適用されることになるが,消滅時効の制度趣旨や同条前段の起算点の定め
 に鑑みると,このことにより被害者の権利救済が不当に妨げられることにはならないもの
 というべきである。

 (4)最三判平成23年4月26日 最高裁HP
 平成21年(受)第733号 損害賠償請求事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110426113650.pdf
 　Y病院に勤務する精神神経科のA医師の患者Xに対する言動と,Xが上記言動に接した後に
 本件言動が再外傷体験となって発症した外傷後ストレス障害(PTSD)であると診断された症
 状との間に相当因果関係があるということはできないとされた事例
 (理由)
 　A医師は,Xに対し,MRI検査の結果は異常がないこと及び頭痛のコントロールが当面のテ
 ーマであることを説明した上,脳神経外科を受診するよう指示し,精神神経科にはもう来な
 くてよいと告げて面接を終了しようとしたが,Xが,これに応じず,自らの病状についての訴
 えや質問を繰り返したため,A医師は,これに答えて,Xは人格に問題があり普通の人と行動
 が違う,Xの病名は「人格障害」であるなどの発言をした後,なおも質問を繰り返そうとす
 るXに対し,話はもう終わりであるから帰るように告げて,診察室から退出したものである
 (以下「本件言動」という。)ところ,それが診療受付時刻を過ぎて面接を行うことになっ
 た当初の目的を超えて,自らの病状についての訴えや質問を繰り返すXに応対する過程での
 言動であることを考慮すると,これをもって,直ちに精神神経科を受診する患者に対応する
 医師としての注意義務に反する行為であると評価するについては疑問を入れる余地がある
 上,これがXの生命身体に危害が及ぶことを想起させるような内容のものではないことは明
 らかであって,PTSDの診断基準に照らせば,それ自体がPTSDの発症原因となり得る外傷的な
 出来事に当たるとみる余地はない。なお,C医師は,初診時に,XがPTSDを発症していると診
 断しているが,この時のXの訴えは本件言動前に精神科で診察を受けた時以来の訴えと多く
 の部分が共通する上,初診時の診療録には,A医師の本件言動を問題にする発言は記載され
 ていない。

 (5)最一判平成23年4月28日 最高裁HP
 平成21年(受)第2057号 損害賠償請求事件(棄却)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613093452.pdf
 　Xが,Yらの発行する各新聞に掲載された通信社からの配信に基づく記事によって名誉を
 毀損されたと主張して,Yらに対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案において,通信



 社が配信記事の摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,配信記事を掲載し
 た新聞社は,少なくとも通信社と報道主体としての一体性があるといえる場合には,特段の
 事情のない限り,名誉毀損の責任を負わない。そして,通信社と新聞社とが報道主体として
 の一体性を有すると評価すべきか否かは,通信社と新聞社との関係,通信社から新聞社への
 記事配信の仕組み,新聞社による記事の内容の実質的変更の可否等の事情を総合考慮して
 判断するのが相当であると判示して,新聞社の責任を否定した事例。
 (理由)
 　新聞社が通信社を利用してニュースを読者に提供する報道システムは,新聞社の報道内
 容を充実させ,ひいては国民の知る権利に奉仕するという重要な社会的意義を有し,現代に
 おける報道システムの一態様として,広く社会的に認知されている。そして,上記の通信社
 を利用した報道システムの下では,通常は,新聞社が通信社から配信された記事の内容につ
 いての裏付け取材は予定されておらず,これを行うことは現実には困難である。それにも
 かかわらず,記事を作成した通信社が当該記事に摘示された事実を真実と信ずるについて
 相当の理由があるため不法行為責任を負わない場合であっても,当該通信社から当該記事
 の配信を受け,これをそのまま自己の発行する新聞に掲載した新聞社のみが不法行為責任
 を負うこととなるとしたならば,上記システムの下における報道が萎縮し,結果的に国民の
 知る権利が損なわれるおそれがある。そうすると,新聞社が,通信社からの配信に基づき,
 自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社
 とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性
 を有すると評価することができるときは,当該新聞社は,当該通信社を取材機関として利用
 し,取材を代行させたものとして,当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが
 相当であって,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当
 の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを
 抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当
 該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについて
 も相当の理由があるというべきである。

 (6)福岡高裁宮崎支部判平成21年12月24日 判例時報2105号20頁
 平成21年(ネ)第20号 損害賠償請求控訴事件 一部変更,控訴棄却(確定)
 　金沢医科大学で稼働していた英国人が,同大学を退職し,英国に帰国する予定であったと
 ころ,平成13年4月19日発生の交通事故によって入通院治療を余儀なくされた事案において,
 逸失利益の算定につき,母国での収入等を基礎とするのではなく,さらに,直近の収入は4
 31万9635円であったが,母国外での就労でありその機会・給与に恵まれないのはよくある
 こと,その学歴や経歴等を考慮し,日本の賃金センサス平成13年男子労働者大卒全年齢平均
 収入680万4900円程度の収入を得られる蓋然性が認められるとして,同金額を基礎とした逸
 失利益が認められた事例。

 (7)大阪高判平成22年6月17日 判例タイムズ1343号144頁
 平成22年(ネ)第397号 不当利得返還請求控訴事件(変更・上告,上告受理申立)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202085000.pdf
 　本件で,Yは,昭和年代から平成16年までの間,貸金業者Xから継続的に金銭の借入れと弁
 済を繰り返し,途中平成12年,弁護士Aに債務整理を委任し,借入残債務を確認して分割弁済
 を約し,清算条項を付して裁判外の和解契約を締結し,返済を行った。その後,Yは別の弁護
 士に委任し,同和解契約は利息制限法に反し公序良俗違反,ないしは錯誤(民法95条)により
 無効であると主張し,過払い金の返還を求めた。本判決は,(1)平成12年当時の貸金業法4
 3条1項の内容及び下級審の判例動向等に照らせば,当時,同条項の要件の下に制限超過利息
 の支払が有効なものとされており,同支払が一切許容されないとする社会的認識があった
 とは認められず,同和解契約が利息制限法ないし公序良俗違反により無効になることはな
 い,(2)Yの代理人弁護士Aは法律の専門家である以上,本件取引が過払いとなっている可能
 性があることを認識していたものと認められ,過払金返還請求権も「争いの目的である権
 利」(民法696条)とされていたとし,Yの主張する錯誤は争いの目的である権利についての
 錯誤であるから,同条により決せられ,同95条の適用はなく,和解契約は無効とならないと
 し,Yの請求を棄却した。

 (8)東京高判平成22年6月29日 判例時報2104号40頁
 平成21年(ネ)第4582号,同22年(ネ)第904号 各受信料請求控訴,附帯控訴事件 一部控訴棄
 却,一部変更(上告,上告受理申立て)
 1 現代社会において,テレビ番組の視聴は,日常生活に必要な情報を収集するため又は相当
 な範囲内の娯楽として,夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものといえ,そして,放送法
 32条は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の
 受信についての契約をしなければならない。」と規定しており,この規定によれば,被控訴
 人の番組の視聴をするか否かを問わず,契約締結を強制しているものということができる。
 したがって,法32条の規定の文言を前提とする限り,放送受信契約の締結は,民法761条本
 文の日常の家事に関する法律行為の範疇に属する。
 2 被控訴人が「豊かで良い放送を行う義務」を課せられているが,被控訴人は,個々の契約
 者との関において,放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく,国民に
 対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である。
 3 法は,放送事業者である被控訴人の表現の自由を確保するための措置として,その組織の
 あり方や義務を法定するとともに,広告収入の途を閉ざして,自主的財源の確保として,放
 送受信契約の支払義務を法定したものであって,契約者の側からすると契約者が放送受信
 契約について,国会で承認された放送受信料を支払うことが強制されるのみで,被控訴人が
 放送する番組の視聴を強制されるものではないし,一般放送事業者の視聴を禁止するもの
 ではないことから,控訴人らが種々主張する憲法違反(13条後段,19条,21条1項,市民的及
 び政治的権利に関する国際規約19条1項)の問題も生じない。
 4 法32条が放送受信契約の締結を義務づけ,放送受信規約9条はこのことと同趣旨のことを
 定めるものであって,法32条は当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規
 定と解されることからすれば,そもそも法32条と異なる契約を締結することができない場
 合であって,消費者契約法10条が適用され得る余地はない。

 (9)福岡高判平成22年12月6日 判例タイムズ1342号80頁



 平成20年(ネ)第683号 工事差止等,諫早湾西工区前面堤防工事差止等請求控訴事件(一部
 変更,一部控訴棄却・確定)
 　諫早湾の湾奥部に築造された潮受堤防について,漁民等が漁業権又は漁業を営む権利(漁
 業行使権)としての妨害予防請求権及び妨害排除請求権等に基づき,国に対し本件堤防の撤
 去を求め,予備的に,本件堤防により本件海域において漁業被害が生じたとして,本件堤防
 の北部及び南部各排水門の常時開放を求めるなどした事案において,本判決は,漁業行使権
 に基づく妨害予防請求及び妨害排除請求を認めたうえで,本件堤防により湾内を締め切っ
 て干拓地と調整池を設ける事業と漁業被害との間には因果関係があるとし,本件堤防を撤
 去すると,高潮時の防災機能及び洪水時の防災機能がすべて失われることになるから,本件
 堤防の撤去請求を認めるに足りる程の違法性は認められないとして主位的請求は斥けたが,
 諫早湾内及びその近傍において漁業を営む漁民らは,生活の基盤にかかわる権利である漁
 業行使権に対する高度の侵害を受けているのに対し,本件堤防の防災機能は限定的で,現時
 点において干拓地における営農にとって本件堤防の締切りが必要不可欠ともいえないし,
 本件各水門を常時開放しても,防災上やむを得ない場合にこれを閉じることによって,防災
 機能を相当程度確保できる等のことから,予備的請求について,判決確定の日から3年を経
 過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件堤防の各排水門を開放し,以後5年間
 にわたって各水門の開放を継続するという限度で認容した。

 (10)大阪高判平成22年12月21日 判例時報2104号48頁
 平成21年(ネ)第792号 霊璽簿からの氏名抹消等請求控訴事件 控訴棄却(上告)
 1 被控訴人靖國神社による本件戦没者の合祀行為及び合祀継続行為は,戦没者の名誉を毀
 損したり,プライバシーを侵害するものではないし,これにより控訴人らの法的利益が侵害
 されたと認めることはできない。被控訴人国の関与を考慮しても,この判断は左右されな
 い。
 2 被控訴人靖國神社の行為が違法であると認められないから,被控訴人国の行為との間に
 共同行為性(客観的関連共同性)について判断する必要はない。

 (11)東京地判平成22年7月13日 判例時報2013号50頁
 平成20年(ワ)第11142号・第33492号 負担付死因贈与契約無効確認等請求事件,不当利得
 返還請求事件 一部認容,一部棄却(控訴,控訴後和解)
 　本件は,XらがYに対し,Xら及びYの父であるAとYとの間で締結された公正証書による負担
 付死因贈与契約等がAが認知症により意思能力を欠く状態で締結されたものであるとして,
 その無効の確認等を求めたものである。
 　本判決は,Aが本件贈与契約締結当時,認知症であったことが認められるものの,主治医に
 よるとAが常に意思能力を欠く状態にあったとは認められないこと,公証人は公正証書作成
 に際しAの意思能力に問題がないことを確認したこと,Aは作成中,対象物件の住居表示と登
 記簿上の記載の相違について指摘したり,押印する印鑑が実印かどうかを気にしたりして
 いたこと,本件贈与契約書等のAの筆跡につき,Aが入院中に身体を拘束されていたことがあ
 る等,Aが署名した際の姿勢によって筆跡に違いが出ることも十分考えられること等を理由
 に,本件贈与契約締結当時,Aに意思能力がなかったと認めることはできないと判断した。

 (12)東京地判平成22年9月27日 判例タイムズ1343号153頁
 平成20年(ワ)第13227号 損害賠償等請求事件(一部認容・控訴)
 　本件で,著名人A(訴訟中に死亡し,その妻Xが訴訟を承継した)は,Y1経営のコンビニを客
 として訪れたところ,監視カメラに,Aが万引きをしていると思われる映像が撮影された。
 Y1はテレビ局(制作子会社)から万引きに関する番組作成の協力を求められていたため,映
 像ファイルを提供し,同映像はテレビで放映された。また,監視カメラのレコーダー等を納
 入設置したY2は,同テレビ番組を抜粋編集した動画を自社のHPに掲載したほか,これに自社
 の監視カメラの性能等に関するナレーションを付加したDVDを作成し,展示会にて放映,配
 布した。Aは,Y1らに対し,肖像権及びプライバシー権の侵害を理由に不法行為に基づく損
 害賠償を請求した。本判決は,Y1については,監視カメラによる撮影は目的において相当で
 あり,必要性も認められ,撮影の方法等も相当であり,報道機関への提供も公益を図る目的
 があり,その方法も相当であった等として,違法ではないとし,請求を棄却したが,Y2につい
 ては,番組を抜粋編集した動画はAの社会的評価を低下させるものであり,これをHPに掲載
 した行為はAの名誉を毀損し,DVDを作成,放映した行為も,Aの肖像に係る人格的利益及びプ
 ライバシー権を侵害するものであり,公益を図る目的があったとはいえない等とし,Xに対
 して損害賠償を一部(110万円)認容した。

 (13)大阪地判平成22年11月4日 判例時報2104号95頁
 平成21年(ワ)第129号 第三者異議事件 認容(控訴)
 　区分所有建物の一部の専有部分について収去請求権を行使することにより,当該区分所
 有建物の残りの建物の安全性が低下するなど,他の区分建物所有者の利益を侵害する結果
 を生じる場合には,当該収去請求権の行使が当該他の区分所有者に対する関係で権利の濫
 用に当たり,許されないことがあり得るものというべきである。そして,この場合に権利の
 濫用に当たるか否かは,当該収去請求権の行使によって当該他の区分所有者が受ける不利
 益と当該収去請求権を有する者が得る利益等の客観的事情のほか,区分所有法10条所定の
 売渡請求権の行使の容易性,両者間の交渉状況等の諸事情を総合考慮して判断すべきであ
 る。本件の事情を総合考慮すると,本件収去部分の全部又は一部が共用部分であり,原告が
 その共有持分権を有するか否かはともかく,本件強制執行による収去請求権の行使は,原告
 に対する関係で権利の濫用に当たり,許されないというべきである。

 (14)東京地判平成22年11月25日 判例時報2103号64頁
 平成20年(ワ)第13087号 損害賠償等請求事件 棄却(控訴)
 　本件は,詐欺的な投資取引を行った事業者Aに出資したXらが,Aが開催したコンサートに
 出演した著名な歌手Yに対し,共同不法行為,Aの不法行為につき幇助を主張し損害賠償を求
 めたものである。なお,Aは破産手続開始決定がされ,Aの代表者Bは組織的な犯罪及び犯罪
 収益の規定等に関する法律違反被告事件で有罪判決を受けた。
 　本判決は,Yのコンサート等における活動を認定した上,YにAやその投資商品と密接な関
 係を有することを示すような具体的発言は認められず積極的にAを推奨したとは認められ
 ないとして直ちに不法行為,幇助とはいえないとしてXらの請求を棄却した。なお,本判決



 は,Yがコンサートに出演するに当たり,Aの事業内容,信用性をあらかじめ十分に調査確認
 した上でなければ出演してはならないという一般的な法的義務があるとは直ちに認められ
 ないとしている。

 (15)東京地判平成22年12月3日 金法1921号112頁
 平成22年(ワ)第12863号 預金返還請求事件(請求棄却)
 　Aらの代理人であるB弁護士から,XがY銀行に開設した普通預金口座が海外先物取引詐欺
 に係る犯罪利用預金口座等の疑いがあるとして,口座情報の提供および取引の停止または
 口座の解約の依頼を受けたYは,同口座について取引停止措置を取った。なお,同口座に関
 しては,それ以前に,Cが,Xが海外先物商品取引の仕組みやリスクについて十分な説明を行
 わず断定的判断を提供して金の海外先物商品取引に勧誘した結果Cに損害を与えたとして,
 Xの同口座に係る預金債権の仮差押決定を受け,本案訴訟においても勝訴判決を得て,同判
 決に基づき仮差押えに係る債権の一部の差押えを申し立て,その旨の債権差押命令が発令
 され,Yに送達されている。本件は,Xが,Yに対し,同口座に係る預金の返還を求めた事案で
 あるが,Xは,上記取引停止措置が適法にされたことを前提としつつ,同口座が犯罪利用預金
 口座でないから払戻しが認められるべきであると主張していた。
 　本判決は,上記口座が犯罪利用預金口座でないことを立証するには,同口座がXの業務に
 用いられていることの立証では足りず,同口座が犯罪利用預金口座であるとする者との間
 で,判決等によって同口座が犯罪利用預金口座に当たらないことが明らかにされ,またはこ
 れらの者が長期間にわたりXに対し損害賠償等を求めず事実上その権利行使が放棄されて
 いるといった事実が立証される必要があるとし,本件においては同口座が犯罪利用預金口
 座に当たらないことの立証はなされていないとして,Xの請求を棄却した。

 (16)東京地判平成23年2月28日 金法1920号108頁
 平成21年(ワ)第35846号 預託金返還等請求事件(主位的請求棄却・予備的請求一部認容)
 　本件は,Y証券会社の従業員から勧誘を受け,投資信託を購入したX(当時81歳。妻を亡く
 した後,独りで,年金を受けて生活していた。)が,当該投資信託の購入が無断売買であり,
 その効果はXに帰属しないと主張して,Yに対し,不当利得に基づく預託金の返還を求め(主
 位的請求),無断売買でなかったとしても,Yの従業員による勧誘が,適合性原則及び説明義
 務に違反する違法なものであったと主張して,Yに対し,不法行為に基づく損害賠償金の支
 払いを求めた(予備的請求)事案である。
 　本判決は,Xの主位的請求に関する主張はいずれも採用できず,上記投資信託の購入の効
 果がXに帰属しないということはできないとした上,Xの予備的請求について,上記投資信託
 は,リスク性が高く,かつ仕組みやリスク等について理解することが容易でない商品であっ
 たのに対し,Xは,理解力や経験が十分ではなく,積極的な投資意向を有していたとはいえな
 い者であったといえ,上記投資信託の取引に関するXの適正は低かったものというべきあり,
 そのようなXに対し,十分な説明をすることなく,上記投資信託の購入を勧誘したといえる
 から,Yの従業員のXに対する勧誘は,不法行為上違法となるというべきであるとしたもので
 あるが,Xも軽率であったとして4割の過失相殺を認めた。

 【商事法】
 (17)最三決平成23年4月19日 最高裁HP
 平成22年(許)第30号 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(棄
 却)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421110211.pdf
 1 吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買
 取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併
 契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう。
 (理由)
 　株式の売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずる時点であり,かつ,株主が会社か
 ら退出する意思を明示した時点である株式買取請求がされた日を基準日として,「公正な
 価格」を定めるのが合理的である。仮に,株式買取請求日より後の日を基準として「公正
 な価格」を定めるものとすると,反対株主は,株式買取請求を撤回することができないにも
 かかわらず,株式買取請求後に生ずる吸収合併等以外の要因による株価の変動によるリス
 クを負担することになり,相当ではないし,また,吸収合併等の決議がされた日を基準とし
 て「公正な価格」を定めるものとすると,上記決議の日から株式買取請求がされるまでに
 相当の期間が生じ得る(会社法785条5項参照)にもかかわらず,上記決議の日以降に生じた
 当該吸収合併等以外の要因による株価の変動によるリスクを反対株主は一切負担しないこ
 とになり,相当ではない。
 2 吸収合併等による企業価値の増加も毀損もなく,吸収合併等が消滅株式会社等の株式の
 価値に変動をもたらさない場合に,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて
 「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的裁量の範囲内にある。
 (理由)
 　反対株主が株式買取請求をした日における市場株価は,通常,吸収合併等がされることを
 織り込んだ上で形成されているとみられるから,同日における市場株価を直ちに同日のナ
 カリセバ価格とみることは相当ではないが,吸収合併等により企業価値が増加も毀損もし
 ないため,当該吸収合併等が消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらすものではなか
 ったときは,その市場株価は当該吸収合併等による影響を受けるものではなかったとみる
 ことができるから,株式買取請求がされた日のナカリセバ価格を算定するに当たって参照
 すべき市場株価として,同日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の平
 均値を用いることも,当該事案に係る事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲内にあ
 るものというべきである。

 (18)最三決平成23年4月26日 最高裁HP
 平成22年(許)第47号 株式買取価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
 (破棄差戻し)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523084317.pdf
 　吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買
 取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併
 契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう。



 (理由)
 　会社法785条1項において,吸収合併等の反対株主に「公正な価格」での株式の買取りを
 請求する権利が付与された趣旨は,吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもた
 らす行為を株主総会の多数決により可能とする反面,それに反対する株主に会社からの退
 出の機会を与えるとともに,退出を選択した株主には,吸収合併等がされなかったとした場
 合と経済的に同等の状況を確保し,さらに,吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の
 増加が生ずる場合には,上記株主に対してもこれを適切に分配し得るものとすることによ
 り,上記株主の利益を一定の範囲で保障することにある。このような趣旨に照らせば,法7
 82条1項所定の吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生じない場合に,同項
 所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則とし
 て,当該株式買取請求がされた日における,同項所定の吸収合併契約等を承認する旨の決議
 がされることがなければその株式が有したであろう価格(ナカリセバ価格)をいうものと解
 するのが相当である(最高裁平成22年(許)第30号同23年4月19日第三小法廷決定・裁判所時
 報1530号登載予定参照)。

 (19)東京高判平成23年1月26日 金法1920号100頁
 平成22年(ネ)第5788号 会社分割無効請求控訴事件(控訴棄却)
 　本件は, Y1を新設分割会社,Y2を新設分割設立会社とする会社分割について,Y2に承継
 されなかったY1の債務に係る債権者であるXが,当該債務について履行の見込みがないこと
 から,上記会社分割は無効であると主張して,会社法828条2項10号に基づき,上記会社分割
 を無効とする訴えを提起した事案である。
 　本判決は,新設分割後,新設分割会社に対して債務の履行を請求することができる債権者
 は,債務者に変更がないから,新設分割について異議を述べることができる債権者から除外
 されているのであり,同法828条2項10号にいう「新設分割について承認をしなかった債権
 者」とは,新設分割の手続上,新設分割について承認するかどうか述べることができる債権
 者,すなわち,新設分割に異議を述べることができる債権者(同法810条1項2号)と解するの
 が相当であるとし,Xは,新設分割会社である被控訴人Y1の債権者であることに変わりない
 から,会社の新設分割無効の訴えについての原告適格を有しないとした。

 (20)東京地判平成22年7月22日 金法1921号117頁
 平成21年(ワ)第40619号 売掛代金請求事件(請求認容)
 　X社は,Y1社に対し,Y1との間で,店舗用の消耗品等を販売することについて売買基本契約
 を締結し,同基本契約に基づき販売した商品の売掛金債権があるとして,当該債権の支払い
 を求め,Y2社及びY3(当時,Y1及びY2の代表取締役であった。)に対し,同人らとの間で,同
 人らがY1の上記基本契約上の債務を連帯保証する旨の保証契約を締結したとして,保証契
 約に基づき,Y1と連帯して,上記売掛金債務を主債務とする保証債務の支払いを求め,さら
 に,引受人Y4に対し,会社分割によりY1の上記売掛金債務を承継したとして,Y1~Y3と連帯
 して,上記売掛金債務の支払いを求めた。以上の事案において,a 上記会社分割の不存在,
 b 免責的債務引受の効力,c 信義則違反,d 法人格の否認が争点となった。
 　本判決は,会社分割が不存在である旨及び免責的債務引受効果が生じないというXの主張
 は採用できないとしたが,上記会社分割の分割計画書の作成日は,X代理人が,内容証明郵便
 をもって,上記売掛金債権の履行を催促した後であること,同分割計画書によれば,引き継
 がれる債務の大部分が上記売掛金債務であり,引受人が免責的債務引受を行うことが定め
 られていること,上記売掛金債務は既に弁済期を経過しているにもかかわらず,引き継がれ
 る現金はわずかに過ぎないことに加え,上記会社分割を行う直前にYの本店所在地を千葉県
 に移し,Xに対する個別の催告を要しないように公告の方法を変更したことを併せ考慮すれ
 ば,上記会社分割及び分割計画の中で免責的債務引受を定めたのは,Y1において上記売掛金
 債務を免れる目的で行われたものと認められるとして,法人格否認の法理を適用してY1の
 責任を認めた上,Y2の代表取締役はY1の代表取締役であるY3であったことから,Y2及びY
 3の責任も認めた。

 (21)大阪地堺支部判平成22年9月13日 金法1921号117頁
 平成21年(ワ)第2117号 求償債権請求事件(請求認容)
 　本件は,Xが,Z社との間で締結した信用保証委託契約の履行として,Zのために代位
 弁済したことにより発生した求償債権を,Zの連帯保証人であるYに対し請求した事案で
 ある。Yは,会社分割により上記求償債務について免責的債務引受がなされた結果,上記
 求償債務の連帯保証債務も消滅したと主張していた。
 　本判決は,会社分割による承継の対象となる債権・債務についても,その存否や帰属等に
 ついては,民法等の一般法理が適用されると解するのが相当であるから,上記求償債務につ
 いて免責的債務引受が認められるためには,債権者であるXの同意が必要であると解される
 ところ,Xがこれに同意した事実を認めることはできないため,上記求償債務が免責的債務
 引受により消滅することはなく,附従性により連帯保証債務が消滅することもないとして,
 Xの請求を認容した。

 (22)大阪地判平成22年10月4日 金法1920号118頁
 平成21年(ワ)第12215号 貸金等請求事件(請求棄却)
 　Xは,株式会社Z(旧商号「株式会社Y」)に対して貸付を実行し,その後,Zが,会社分割(新
 設・物的分割)により株式会社Yを設立した結果,上記貸付に基づく債権はYに承継されなか
 ったところ,Xは,(1)Yは,「株式会社Y」の商号を続用していることから,会社法22条1項
 の適用又は類推適用によりZの債務を弁済する責任を負う,(2)上記会社分割は法人格の濫
 用に該当し,Yは,Zと別個の法人であると主張して債務の弁済を拒絶することは許されない
 と主張して,Yに対し,上記貸付金の支払いを求めた。
 　本判決は,Zの代表者及び上記会社分割に関与した税理士がXに説明に行った際,Yが事業
 を承継するが,上記貸付金債務は引き継がないことを説明している上,その後,同税理士か
 ら上記会社分割を実行した旨の説明を受け,分割計画書等の資料の送付も受けていること
 に照らせば,Xにおいて,同一の営業主体による営業が継続している,あるいは,譲受会社に
 より債務または履行の引受がされたと信頼したと認めるには足りないから,会社法22条1
 項の類推適用に関するXの主張は理由がないとし,さらに,法人格否認の法理の適用が肯定
 されるには,「支配の要件」,「目的の要件」が具備される必要があると解されるところ,
 ZのYに対する「支配の要件」は容易に認めることができるが,会社分割について「目的の



 要件」が推認できるのは,a 倒産状況にもないにもかかわらずこれを偽装して行われた,
 b 会社分割の内容が実質的にみても債権者平等の原則の要請に著しく反する,c 会社分割
 の内容が分割会社の債権者に対する配当の見込みを明らかに減少させる,d 会社分割の手
 続において,財産状況等について明らかに虚偽の説明を行った等,特段の事情がある場合と
 いうべきであるのに,本件においては,「目的の要件」の存在を推認するには足りないとい
 うべきであり,他にこれを推認するに足りる証拠もないとして,Xの請求を棄却した。

 【知的財産】
 (23)最一判平成23年4月28日 裁判所HP
 平成21年(行ヒ)第326号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152756.pdf
 　特許第3134187号の特許権者である被上告人が,本件特許権の存続期間の延長登録出願に
 係る拒絶査定不服審判の請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求める事案で,被上
 告人は,販売名を「パシーフカプセル30mg」とする医薬品につき,薬事法14条1項による製
 造販売の承認を受けることが必要であるために本件特許権の特許発明の実施をすることが
 できない期間があったとして,本件特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶査定不服審判
 に対する審決取消請求事件。特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条
 1項による製造販売の承認(後行処分)に先行して,後行処分の対象となった医薬品(後行医
 薬品)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(先行医薬品)について同項によ
 る製造販売の承認(先行処分)がされている場合であっても,先行医薬品が延長登録出願に
 係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分
 がされていることを根拠として,当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが
 必要であったとして本件上告は棄却された。

 (24)知財高判平成21年6月29日 判例時報2104号101頁
 平成20年(行ケ)第10427号 審決取消請求事件 認容(上告,上告受理申立(上告取下・不受理)
)
 1 冒認出願(123条1項6号)を理由として請求された特許無効審判において,「特許出願がそ
 の特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりなさ
 れたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負担すると解すべきである。本件審決
 は,無効審判請求人である原告が提出した各証拠,及び原告が主張する無効にすべき理由に
 よっては,本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることはできないと判断し
 たが,審理経過及び証拠内容を総合すると,審決には,冒認出願に係る事実についての主張
 立証責任の所在の判断の誤り及び冒認出願か否かについての判断の誤りがある。
 2 本件審判手続は,その具体的な争点の内容,性質に照らすと,口頭審理によるべきである
 が,それにもかかわらず,職権で,冒認出願を口頭審理から書面審理に変更した点において,
 著しく公正を欠く審理であるというべきである。審判手続の進行や審理の方式については,
 審判体に合理的な裁量があることを考慮してもなお,その裁量を逸脱したものといえる。
 そして,このような手続上の瑕疵は,結論に影響を及ぼす誤りということができる。

 (25)知財高判平成23年5月12日 裁判所HP
 平成22年(行ケ)第10291号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513104331.pdf
 　拒絶査定不服審判の拒絶審決について,原告は「引用例1よりも甲3記載の発明の方が本
 願発明の構成を多く備えているから,甲3が主引用例とされるべきであり,その甲3を引用例
 とする進歩性の拒絶理由通知がされなかったことは違法である」などと主張して審決の取
 消しを求めたが,請求が棄却された事案。
 　進歩性を否定する根拠となる発明が記載された公知文献は,一つに限定されるものでは
 なく,複数存在し得るのであって,他に公知文献として引用するのにふさわしい文献が存在
 するかどうかは,審決が引用した公知文献に基づく進歩性の判断やその手続の適法性に影
 響を及ぼすものではない。したがって,仮に,審決の引用例1以外に公知文献として引用す
 るのにふさわしい文献が存在するとしても,当該文献を引用例とする拒絶理由を通知する
 必要はない。
 　原告の主張は,審決が甲3に開示された技術的事項に多く影響を受けたとの趣旨のものか
 もしれないが,審決が引用例1を主たる公知文献として取り上げた以上,訴訟では,これに基
 づく本願発明の進歩性判断の誤りについて審理判断されれば足りるものであるから,原告
 の主張は理由がない。さらに,審決は,「不良アドレスを記憶する回路に不揮発性半導体メ
 モリセルを用いること」が周知の技術事項であることを例示する文献として,周知例1とと
 もに甲3を掲げているところ,「不良アドレスを記憶する回路に不揮発性半導体メモリセル
 を用いること」は,上記の2文献以外にも,乙1~乙3に記載されるように,本件出願当時,周
 知技術であったと認められる。審決では,甲3は,周知技術が記載された文献として例示さ
 れたにすぎないものであって,引用例として用いられたものとは認められないから,甲3を
 引用例とする拒絶理由通知がされなかったことに違法はない。

 (26)知財高判平成22年8月4日 判例タイムズ1342号235頁
 平成22年(ネ)第10033号 損害賠償等請求控訴事件(控訴棄却・上告受理申立)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100806155702.pdf
 　作家Xが,大学等の設置する図書館においてXの日本語著作物の著作権を侵害した韓国語
 著作物を購入・所蔵し,その閲覧,謄写,貸与をする行為がXの著作権(貸与権・複製権)及
 び著作者人格権を侵害しているとして,当該韓国語著作物の閲覧,謄写及び貸出しの差止等
 を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,本判決は,本件韓国
 語著作物がXの翻訳権を侵害して作成されたものであることを認定したが,貸与権侵害の主
 張については,平成16年の著作権法の改正法附則4条により経過措置の規定がなお効力を有
 することを理由に,大学等の行為は貸与権侵害とならないとし,複製権侵害については,図
 書館等における複製として侵害にならず,さらに,大学等が著作権侵害行為により作成され
 た本件韓国語著作物を情を知って所持していると認めることができないため,Xが主張する
 法113条1項2号にも該当しないとした。また,そのような二次的著作物の購入者の貸与行為
 は法19条1項の氏名表示権の侵害とならず,大学等のように著作権等を直接的に侵害する主
 体とみなされない幇助者に対しては,法112条の差止等請求を求めることはできず,損害賠
 償請求にも理由がないとして,Xの請求を斥けた。



 (27)知財高判平成23年5月10日 裁判所HP
 平成23年(ネ)第10010号 著作権損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21
 年(ワ)第451号)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512102535.pdf
 　控訴人(原告)は,「廃墟」を被写体とする写真を撮影する写真家であるが,被控訴人(被
 告)が控訴人撮影の原告各写真と同一の被写体を撮影して被告各写真を作成し,これを掲載
 した被告各書籍を出版及び頒布するなどした行為は,控訴人の有する原告各写真の著作物
 の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表
 示権)を侵害するなどと主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項,2項に基づく被告各
 書籍の増製及び頒布の差止等を求めた事案で,原判決は控訴人の請求をいずれも棄却した。
 著作物について翻案といえるためには,当該著作物が,既存の著作物に依拠し,かつ,その表
 現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えたもの
 であることがまず要求され(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837
 頁(江差追分事件)),この理は本件における写真の著作物についても基本的に当てはまる。
 本件の原告写真は,被写体が既存の廃墟建造物であって,撮影者が意図的に被写体を配置し
 たり,撮影対象物を自ら付加したものでないから,撮影対象自体をもって表現上の本質的な
 特徴があるとすることはできず,撮影時季,撮影角度,色合い,画角などの表現手法にも表現
 上の本質的な特徴があるといえない,として本件控訴は棄却された。

 【民事手続】
 (28)最二決平成23年2月9日 判例タイムズ1343号108頁
 平成22年(許)第43号 不動産仮差押命令申立てに却下決定に対する許可抗告事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110303102142.pdf
 　本件で,権利能力のない社団Yの債権者Xは,第三者A名義の不動産について,Yの構成員の
 総有財産(即ちYの資産)であることの確認を求め,Y及びAを被告として訴訟提起し,勝訴判
 決を得たが,未確定であり強制執行ができないため,債権保全のために同不動産について仮
 差押命令を申立てた。本決定は,仮差押えの場合には,申立書に対象不動産が当該社団の構
 成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して当該社団を債務者とすることができ,
 同書面は,強制執行の場合とは異なり,上記事実を証明するものであれば足り,必ずしも確
 定判決等であることを要しないとして,原決定を破棄し,原々決定を取り消して,本件を原
 々 審に差し戻した。

 (29)東京高決平成22年10月8日 判例タイムズ1342号244頁
 平成22年(ラ)第1801号 執行費用支払決定に対する抗告事件(抗告棄却・確定)
 　訴訟上の救助決定がされた民事訴訟において,請求が全部認容され,訴訟費用を相手方の
 負担とする旨の判決を得た者が,当該判決に基づいて執行費用を含む請求債権について得
 た債権差押命令によって第三債務者から債権を取り立てた場合,先になされた救助決定は
 当然にその効力を失い,裁判所は,救助決定の取消決定をすることなくその者に執行費用の
 支払を命じることができるとした。

 (30)東京高決平成22年10月22日 判例タイムズ1343号244頁
 平成22年(ラ)第1444号 小規模個人再生手続廃止決定に対する抗告事件(抗告棄却・確定)
 　本件で,Xは,小規模個人再生の申立を行い,住宅資金特別条項付きの再生計画案を提出し
 たが,近接した時期に共済の解約返戻金の一部で延滞していた住宅ローンを弁済していた
 ため,個人再生委員から,同弁済は偏頗性が強く,本件再生計画案は清算価値保障原則に反
 するとし,同弁済に相当する額を清算価値に計上した再生計画案の提出等を勧告されたが,
 Xはこれを行わず,このままでは再生手続廃止となる旨の個人再生委員からの連絡にも応答
 しなかったことから,結局,本件再生手続は廃止の決定がなされた。Xは本件再生計画案は
 清算価値保障原則に反しないとして即時抗告したが,本決定は,本件弁済は偏頗弁済として
 否認の対象となる可能性が高い行為であるところ,Xは個人再生委員からの指摘にもかかわ
 らず本件弁済額を上乗せした新たな再生計画案の提出等に応じなかったのであるから,同
 再生計画案は「再生債権者の一般の利益」に反して違法であり,決議に付するに足りない
 ものである(民事再生法174条2項4号,202条2項1号,230条2項,191条2号)として,本件抗
 告を棄却した。

 【公法】
 (31)東京高判平成22年9月29日 判例時報2105号11頁
 平成21年(ネ)第4150号 損害賠償請求控訴事件 控訴棄却(確定)
 　原告が別件訴訟で勝訴したが,その債務者の転居先不明となったため,原告代理人が弁護
 士法23条の2に基づき郵便事業株式会社(=被告)に対しa 転居届出の有無,b 転居届に記載
 された転送先等について報告するよう求めるよう東京弁護士会に照会を申し出,東京弁護
 士会が同照会を行ったことに対し,被告が信書の秘密を侵害するとして報告を拒絶したこ
 とにつき,原告が不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,
 1 弁護士照会を受けた者は,報告を求められた事項について照会した弁護士会に対して報
 告をする公法上の義務を負うが,正当な理由を有するときは報告を拒絶することが許され
 るところ,転居届は通信・信書そのものではなく,個々の通信の内容は何ら推知されないか
 ら,同情報は通信の秘密にも信書の秘密(郵便法8条1項)にも該当せず,これに基づく守秘義
 務を負うことはない,郵便物に関して知り得た他人の秘密(同条2項)に該当し,これに基づ
 く守秘義務を負うが,単に住居所に関する情報であって実質的な秘密性は低く,弁護士照会
 の制度趣旨から報告の必要性が高いことから,報告義務が優越する(なお,照会事項によっ
 ては,正当な理由を認められた事項もある)。
 2 弁護士照会の権利,利益の主体は,その構造上弁護士会に属し,個々の弁護士及びその依
 頼者は,その反射的利益を享受するものであるから,原告に対する不法行為を構成するもの
 とは言えないと判示された事例。

 (32)名古屋地判平成21年11月5日 判例タイムズ1342号110頁
 平成20年(行ウ)第90号 認定処分取消請求事件(訴え却下・控訴)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100210105110.pdf
 　児童福祉法45条1項を受けて定められた児童福祉施設最低基準11条1項は,助産施設を除



 く児童福祉施設において,入所者に食事を提供するときは,当該施設内で調理する方法によ
 り行わなければならない旨を規定しているところ,田原市がA保育園をはじめ複数の公立保
 育所について,構造改革特別区域法4条1項に基づき,入所児童に対する食事の提供を給食セ
 ンターから搬入する外部搬入方式により行うことなどを内容とする構造改革特別区域計画
 を作成し,内閣総理大臣の認定をうけたため,A保育園の入所児童の父母は,本件認定は違法
 であるとしてその取消しを求めた。
 　裁判所は,構造改革特別区域計画の認定は,行政主体ないし機関相互間の行為と見るベき
 ところ,それによって国民の法的地位に変動を生じさせる場合には,当該行為が行政処分に
 あたると解する余地もあるが,児童福祉法には児童福祉施設の入所児童又はその保護者が
 最低基準を確保するよう請求する権利を有することを定めた規定はなく,保育所における
 食事の提供は,外部搬入方式によったとしても,児童の状況に応じた適当なエネルギー及び
 栄養素の量の確保や,アレルギー等の対応などの事柄を満足させることが不可能になるも
 のではないこと,施設の設備及び運営の最低基準は,その時々の社会的,経済的状況から,
 厚生労働大臣の裁量的な判断によって定められるべき性質のものであることを考えると,
 保育所の入所児童やその保護者が,自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益
 を有するものと解することは困難であるなどとし,取消しの訴えを却下した。

 〔紹介済み判例〕
 広島高判平成22年1月25日 判例タイムズ1343号112頁
 平成21年(行ケ)第1号 選挙無効請求事件(請求棄却・上告)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100218135252.pdf
 →法務速報106号17番で紹介済み

 東京高判平成22年8月3日 判例タイムズ1342号249頁
 平成22年(う)第317号 児童福祉法違反被告事件(破棄自判・確定)
 →法務速報119号25番で紹介済み

 東京高決平成22年8月17日 判例タイムズ1343号240頁
 平成22年(ラ)第1178号 債権差押及び転付命令申立却下決定に対する執行抗告事件(抗告
 棄却・許可抗告(後許可抗告棄却))
 →法務速報119号21番で紹介済み

 最一決平成22年10月26日 判例時報2105号141頁
 平成20年(あ)第920号 業務上過失傷害被告事件 上告棄却
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101029111711.pdf
 →法務速報115号15番で紹介済み

 東京高判平成22年11月24日 判例時報2103号24頁
 平成21年(ネ)2239号・4357号 再生債権査定異議控訴,同附帯控訴事件 一部判決,一部控
 訴棄却,一部変更(上告・上告受理申立て)
 →法務速報119号6番で紹介済み

 最一判平成22年12月20日 判例時報2103号155頁
 平成20年(あ)第1071号 行政書士法違反被告事件 破棄自判
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf
 →法務速報117号25番で紹介済み

 最三決平成22年12月20日 判例時報2104号145頁
 平成22年(あ)第148号 道路交通法違反,労働基準法違反被告事件 上告棄却
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092503.pdf
 →法務速報117号38番で紹介済み

 最二判平成23年1月14日 判例時報2105号3頁
 平成20年(行ツ)第236号・同20年(行ヒ)第272号 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件 
 一部破棄自判,一部上告棄却
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
 →法務速報117号27番で紹介済み

 最二判平成23年1月14日 判例タイムズ1343号96頁
 平成20年(行ツ)第236号,平成20年(行ヒ)第272号 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
 (一部破棄自判,一部上告棄却)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
 →法務速報117号27番で紹介済み

 最二判平成23年1月14日 判例タイムズ1343号103頁
 平成20年(行ヒ)第348号 損害賠償請求事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143425.pdf
 →法務速報117号28番で紹介済み

 最三判平成23年1月18日 判例時報2103号124頁
 平成21年(受)第653号 著作権侵害差止等請求事件 破棄差戻
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
 →法務速報117号12番で紹介済み

 最三判平成23年1月18日 判例タイムズ1342号105頁
 平成21年(受)第653号 著作権侵害差止等請求事件(破棄差戻)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
 →法務速報117号12番で紹介済み



 最一判平成23年1月20日 判例時報2103号128頁
 平成21年(受)第788号 著作権侵害差止等請求事件 破棄差戻
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf
 →法務速報117号13番で紹介済み

 最一判平成23年1月20日 判例タイムズ1342号100頁
 平成21年(受)第788号 著作権侵害差止等請求事件(破棄差戻)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf
 →法務速報117号13番で紹介済み

 最二判平成23年1月21日 判例タイムズ1342号96頁
 平成21年(受)第729号 建物収去土地明渡等請求事件(上告棄却)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf
 →法務速報117号2番で紹介済み

 最二判平成23年1月23日 判例時報2105号9頁
 平成21年(受)第729号 建物収去土地明渡等請求事件 上告棄却
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf
 →法務速報117号2番で紹介済み

-----------------------------------------------------------
 2.平成23年(2011年)5月16日までに成立した,もしくは公布された法律
-----------------------------------------------------------
 種類　　提出回次　　番号
 法律名及び概要

 ・閣法　174　27
 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・特定防衛施設・特定防衛施設関連市町村の指定に当たって配慮すべき市町村の事業
 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付の対象となる事業に,生活環境の改善又は開発
 の円滑な実施に寄与する事業を追加することを定めた法律

 ・閣法　174　55
 環境影響評価法の一部を改正する法律
 ・・・環境影響評価法の対象事業の範囲の拡大,環境の保全のための措置等の実施の状況
 に係る報告その他の手続の新設等について定めた法律

 ・閣法　174　56
 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
 ・・・内閣府本府に地域主権戦略会議を設置するとともに,地方公共団体に対する事務の
 処理等を規定している関係法律を改正すること等について定めた法律

 ・閣法　174　57
 国と地方の協議の場に関する法律
 ・・・地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画・立案・実施について関係各大臣,都道府
 県知事,都道府県議会の市長,市議会の町村長等が行う国と地方の協議の場に関し,その構
 成及び運営,協議の対象その他所要の事項を定めた法律

 ・閣法　174　58
 地方自治法の一部を改正する法律
 ・・・地方議会の議員定数設定の自由化,直接請求の制度の適正な実施確保のための所要
 の規定について定めた法律

 ・閣法　176　8
 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律
 ・・・国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管
 轄権を有する場合等について定めた法律

 ・閣法　176　9
 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律
 ・・・独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止,独立行政法人雇用・能力開発機構の解
 散,その業務の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に承継させること等
 を定めた法律

 ・閣法　177　20
 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律
 ・・・高齢者の身体機能低下に対応した構造の賃貸住宅等について,心身の状況確認,生活
 相談等のサービス付高齢者向け住宅事業の登録制度の創設等を定めた法律

 ・閣法　177　23
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
 ・・・雇用保険の失業等給付を受給できない求職者について,必要な職業訓練を受講する
 機会の確保,職業訓練を受けるための給付金を支給すること等を定めた法律

 ・閣法　177　24
 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・労働者の生活の安定,再就職の促進のため,求職者給付・就職促進給付の見直し,雇
 用保険率の引き下げ等について定めた法律



 ・閣法　177　28
株式会社国際協力銀行法
 ・・・株式会社日本政策金融公庫の部門である国際協力銀行について,その機能を強化し
 同公庫から独立した政策金融機関とするための措置を定めた法律

 ・閣法　177　39
 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・電話転送サービス事業者を本法律の規制対象に加えるとともに,規制対象の事業者
 が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加,預貯金通帳の不
 正譲渡等に係る罰則の強化等を定めた法律

 ・閣法　177　40
 預金保険法の一部を改正する法律
 ・・・住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに,当該業務
 の終了に伴い,協定銀行の機能を見直すこと等について定めた法律

 ・閣法　177　57
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
 ・・・東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため,所得税法,法人税法,相続税
 法その他の国税関係法律の特例を定める必要

 ・閣法　177　58
 地方税法の一部を改正する法律
 ・・・東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため,固定資産税・都市計画税の
 課税免除,個人住民税,不動産取得税,自動車取得税,自動車税等に係る特例措置について定
 めた法律

 ・閣法　177　61
 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による
 代行に関する法律
 ・・・国又は県が東日本大震災による被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設
 の災害復旧事業等に係る工事を施行するための措置について定めた法律

 ・閣法　177　62
 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
 ・・・東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため,特定行政
 庁が建築物の建築を制限・禁止することを可能とする特例措置を定めた法律

 ・閣法　177　63
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
 ・・・東日本大震災に対処するため,地方公共団体等に対する特別の財政援助,農林漁業者,
 中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成について定めた法律

 ・閣法　177　64
 平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
 ・・・東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するため,平成23年度分として交付すべ
 き地方交付税の総額,同年度分として交付すべき普通交付税・特別交付税の総額の特例等
 について定めた法律

 ・閣法　177　65
 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律
 ・・・東日本大震災において農用地が受けた塩害除去のための土地改良事業,災害復旧等
 に係る土地改良事業についての都道府県の負担の軽減等のため土地改良法の特例について
 定めた法律

 ・閣法　177　66
 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する
法律
 ・・・東日本大震災で著しい被害を受けた地域の海区漁業調整委員会・農業委員会の委員
 の選挙期日,選挙人名簿の調製等に関する特例措置について定めた法律

 ・閣法　177　67
 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
 ・・・平成23年度において,東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するため,
 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置等を
 定めた法律

-----------------------------------------------------------
 3.5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

 財団法人不動産流通近代化センター編著　大成出版社　143頁　1,200円
 平成23年度版不動産取引における法令改正と実務上のポイント

 財団法人建築業適正取引推進機構編著　大成出版社　198頁　1,890円



 わかりやすい建築業法Q&A

 大貫正男/久我祐司編著　民事法研究会　337頁　3,570円
 社団法人・財団法人の登記と書式

 住田昌之編著　金融財政事情研究会　237頁　2,520円
 事業再生ADRの実務

 田中豊/土屋文昭/奥田正昭/村田渉編　商事法務　436頁　4,410円
 債権法改正と裁判実務　要件事実・事実認定の重要論点・・・★　

 淵邊善彦編著　商事法務　324頁　3,570円　　
 シチュエーション別　提携契約の実務

-----------------------------------------------------------
 4.5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

 野村創著　民事法研究会　241頁　2,415円
 事例に学ぶ行政訴訟入門　紛争解決の思想と実務

 村頭秀人著　慧文社　591頁　49,350円
 騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック

 津久井進著　商事法務　166頁　1,470円
 Q&A被災者生活再建支援法・・・★

 庭山英雄/荒木和男/合田勝義編著　青林書院　510頁　5,040円
 実務　刑事弁護と証拠法

 浜井浩一著　岩波書店　412頁　4,095円
 実証的刑事政策論　真に有効な犯罪対策へ

 野口大著　日本法令　207頁　1,575円
 労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応

-----------------------------------------------------------
 5.発刊書籍の解説
-----------------------------------------------------------
 ・債権法改正と裁判実務　要件事実・事実認定の重要論点
 　公序良俗,心裡留保,詐欺,錯誤,消滅時効,弁済,相殺,債権譲渡,契約の解除などについて,
 当事者の主張立証,裁判所の認定判断への影響を検討した本である。
 　民法の典型論点について債権法改正の影響が書かれており,債権法改正に備えて,一読し
 ておくとよい本である。

 ・Q&A被災者生活再建支援法
 　東日本大震災の被災者の復興のため,被災者や被災地の実務担当者向けて,被災者生活再
 建支援法をQ&A方式で解説している。解説は実務的な観点を踏まえて書かれている。また
 今後の制度の改善点についても書かれている。
 　具体的に書かれているため,分かりやすく,被災者生活再建支援法について知りたい場合
 に,参考書として使える本である。

 ☆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/
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