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5.発刊書籍の解説

(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】被相続人にA・B・Cの子がいるが,Bが被相続人の遺産の4割の事業貢献等の寄与分を主張した事案。原審はBの寄

与額を3割としたが,本件抗告審決定はDの財産の維持・増加に特別の寄与をしたとは認められないとして寄与分の

申立を却下(平成27年7月28日札幌高裁)

【2】みかん農家であったAが死亡,相続人はAの妻,長男及び二男の3名だったが,長男が遺産分割及び寄与分を定め

る処分を申立てた事案。原審は全遺産の30%の寄与分を認めたが,抗告審では畑の評価額の30%を寄与分と認定した(

平成27年10月6日大阪高裁)

【3】失職中の抗告人が養育費減額を求めた事案。養育費は当事者が現に得ている収入に基づき算定するのが原則であ

り,それが公平に反するとされる場合に潜在的稼働能力を算定の基礎とすることができるとして,原審判を審理不

十分として取消,差戻した(平成28年1月19日東京高裁)

【4】別荘地の分譲を受けるに当たり締結が義務付けられた,各分譲地所有者を委任者とし,管理会社を受任者とする管

理契約につき,各分譲地所有者がした民法656条,651条1項に基づく管理契約の解除の効力が否定された事例(平成28

年1月19日東京高裁)

【5】被相続人Aの近隣に住み,アルバイト料を受取って身の回りの世話をした者と,被相続人の成年後見人に選任さ

れ身上監護してきたその従兄弟につき,生前Aが財産の一部を遺贈しようとした経緯もあるとして特別縁故者と認め

られた事例(平成28年3月2日大阪高裁)

【6】被告の海外グループが製造したカラオケ装置を購入し販売していた原告が,同装置の寿命が短く故障しやす

い等として製造物責任法3条に基づき,被告に対し損害賠償等を求めた事案。同法同条にいう欠陥は低品質から直接

導かれるものではないとして請求を棄却(平成27年12月10日東京地裁)

【7】銀行取引約定を,相殺の効力発生時期を銀行の計算実行時とする合意であるとして,これにより相殺の遡及効は制限

され,この合意は破産管財人にも対抗できるとして,銀行の破産債権の額は破産手続開始時に現存した債権の全額である

旨判示した事例(平成28年7月20日神戸地裁尼崎支部)

【8】X(母)とその長女はY(父)と別居状態にあったが,Xは婚姻関係の破綻を理由に離婚,親権者をX,慰謝料500万円

の支払,養育費の支払,年金分割を請求し,Yも反訴。本判決は離婚請求認容,慰謝料請求棄却,年金分割割合0.5,Yを親

権者と定めた(平成28年3月29日千葉家裁松戸支部)

(知的財産)

【9】原告らは「吸入器」について意匠登録出願をしたところ拒絶査定を受け不服審判を請求。特許庁は請求不成

立の審決をしたため本件審決の取消を求める本件訴訟を提起。本願意匠は引用意匠と類似するとはいえないから本

件審決の判断は誤りとして原告らの請求を認容(平成28年12月21日知財高裁)

【10】特許無効審判請求を一部不成立とした審決の不成立部分に対する取消訴訟であって,本件発明1の「予め流

量を決め地盤抵抗圧力を測定し」との構成が周知技術ではないとした審決の認定には誤りがあるとした事例(平

成28年12月26日知財高裁)

【11】「ドアの解錠指令の送出を決定する」ことを構成要素とする発明を,「所定のサービスの実行を許可する」

という動作を構成要素とするものと上位概念化して評価することは許されないとして審決を取消した事例(平成28

年12月26日知財高裁)

【12】原告は本件店舗の設備,契約上の地位や権利義務なども含めて店舗の営業一切を被告に譲渡していながら,

原告商標権の侵害を理由に被告標章(「新高揚」)の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるのは権
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利濫用に当たり許されないとされた事例(平成28年12月21日東京地裁)

(民事手続)

【13】車の割賦売買代金債務を連帯保証した信販会社Xは契約成立時に車の留保所有権を有しており,対抗要件を備え

ていないから破産法上別除権者として認められないとして,車を売却して自己の債務に充当した行為につき,破産管財

人の否認権行使が認容された事例(平成28年11月10日名古屋高裁)

【14】車の割賦売買代金債務を連帯保証した信販会社Xが,車購入者の破産手続開始により本件自動車の留保所有権を法定

代位により取得した旨主張しYに破産法65条の別除権の行使として同自動車の引渡を求めた。一審はXの請求を認容,Yが

控訴したが棄却された(平成28年11月22日札幌高裁)

(刑事法)

【15】刑の執行猶予の言渡取消請求において,言渡取消決定の謄本は言渡を受けた者(被請求人)が選任した弁護人に送

達されたからといって被請求人に送達が行われたと同じ法的な効果は生じないと解するのが相当と判示し,各原決

定が取消され原裁判所に差戻された事例(平成29年1月16日最高裁)

【16】国税徴収法違反で有罪が確定したXは,共謀者とされるAの証言,Bの検察調書の信用性を弾劾する新証拠を提出

して再審を請求したが原審は棄却。これに対しXが即時抗告を申立てたところ上記証拠の信用性に疑義があるとし

て原決定を取消し再審開始を決定(平成27年10月7日大阪高裁)

(社会法)

【17】Xは勤務する営業所所長らに対し妊娠した旨報告し軽易な業務への転換を求めたところ,退職勧奨等のマタ

ニティハラスメント,パワーハラスメントを受けたとして慰謝料500万円の支払を求めた事案。妊産婦労働者の人格権侵

害を認める等慰謝料35万円の支払を命じた(平成28年4月19日福岡地裁小倉支部)

【18】定年退職後嘱託社員として働く原告らが,正社員との間に大きな賃金格差等が存在するとして正社員に適用さ

れる就業規則等の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求め,支給されるべき賃金差額の支払を求めたところ,そ

れらの請求がいずれも認容された事例(平成28年5月13日東京地裁)

【19】社員寮食堂の調理師Xは,1日目シフトが深夜に終了し,2日目シフトが数時間後に始まる場合,2日目の労働を1日

目から連続した1暦日の労働として労働時間を算定すべきと主張したが,シフト間に3時間半の自由時間があるとして同主

張が認められなかった事例(平成28年5月30日東京地裁)

(その他)

【20】債務者が貸金業者と和解契約を締結して145万円を受領したが,その後債務者が約174万の過払金があるとして

その返還を請求。これに対し貸金業者は債務者の無効主張は信義則に反すると主張。本判決は債務者の請求を認容し

た原判決を取消し貸金業者の請求を認容(平成27年11月25日名古屋高裁金沢支部)
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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

【民法】

(1)札幌高決平成27年7月28日 判例時報2311号22頁

平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件(取消,却下,変更(確定))

　平成23年に死亡した被相続人DにA・B・Cの子がおり,法定相続分は3分の1ずつであるが,Bが被相続人の遺産の4割

の事業貢献等の寄与分を主張した。

　原審は,BはDの指示で勤務中の会社を退職し,平成元年からDの経営する簡易郵便局での勤務を開始して,Dの事業に労

務の提供をし,その後平成11年頃からはBが同郵便局の事業を事実上取り仕切る立場にあり,Bが正式経営している平成23

年度の売上金額が994万円余りであったこと,その他B夫婦がDから受領していた給与の額,BがDの郵便事業に関与し

ていた期間等に鑑みれば,Bの特別の寄与額は3割にあたると審判した。

　本件抗告審決定は,平成18年までの郵便局の事業主体はDであったこと,給与水準は従事する事業の内容,企業の形

態,規模,労働者の経験,地位等の諸条件によって異なるから,賃金センサスによる大卒46歳時の年収平均額に充たな

かったとしても,B夫婦の収入が低額であったとはいえず,むしろ月25万円から35万円という相応の収入を得ていた

というべきであり,Bの郵便局事業への従事がDの財産の維持・増加に特別の寄与をしたとは認められないとして,寄与

分の申立を却下し,具体的相続分を算定して,遺産分割をした。

(2)大阪高決平成27年10月6日 判例タイムズ1430号142頁

平成27年(ラ)第908号 遺産分割及び寄付分を定める処分審判に対する抗告件(変更,確定)

　みかん農家であった被相続人が死亡し,その長男が遺産分割及び寄与分を定める処分を申し立てた事案。相続人

は,被相続人の妻,長男及び二男の3名であり,長男は,就職,結婚後も実家で被相続人と同居し,会社員として勤務す

るかたわら,農作業を手伝っていたが(退職後は農業に専念していた),二男は会社員として就職後は農業を手伝った

ことがなかった。

　原審は,長男の農業従事以外の寄与は認めないが,収穫し得る土地として農地の維持が図られたのは,長男が農業に

従事した寄与によるものであるとして,全遺産の30パーセントの寄与分を認めたが,本抗告審は,耕作放棄によりみ

かん畑が荒れた場合にはその取引価格も事実上低下するおそれがあるから,長男には,農業に従事してみかん畑を維持

することにより遺産の価値の減少を防いだ寄与があると判断して,みかん畑の評価額の30パーセントを寄与分とし

て認め,その際,平成19年から平成23年分の確定申告上の農業による所得が赤字であったことは本件において寄与

分の判断を左右しないとした。

(3)東京高決平成28年1月19日 判例時報2311号19頁

平成27年(ラ)第2305号 養育費減額審判に対する抗告事件(取消,差戻(確定))

　抗告人と相手方は,裁判上の離婚をし,2子の養育費について1人当たり月額6万円とする合意をしていたが,抗告人

が,抗告人の収入減,相手方の収入増を理由に養育費減額を求めて家事調停申立を行い,その後,審判に移行した。抗告

人は,調停係属中の段階で失職し,原審判時も雇用保険を受給している状況であった。

　原審は,養育費の合意を変更するのを相当とする事情の変更があったことを認めた上,養育費を抗告人が失職した

月から1人当たり月額4万円に減額するのが相当であるとして,上記合意に係る和解条項をその旨に変更した。

　本決定は,養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の

収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観

的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反

すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう

収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されるというべきであり,公平に反すると評

価されるものかどうか,また,潜在的稼働能力に基づく収入はいつから,いくらと推認するのが相当であるかについ

ては,抗告人の退職理由等の諸事情を審理した上でなければ判断出来ず,原審はこうした点について審理を十分に

行っていないとして,原審判を取り消して差し戻した。

(4)東京高判平成28年1月19日 判例タイムズ1430号131頁

平成26年(ネ)第3000号 管理費反訴請求控訴事件(破棄棄却,上告,上告受理申立)

　別荘地の分譲を受けるに当たり締結が義務付けられた各分譲地所有者を委任者とし,管理会社を受任者とする各分譲

地の個別的管理及び別荘地の道路,排水路等の維持管理等の別荘地全体の環境整備等を目的とする管理契約につ

き,単純な準委任契約ではないが,準委任契約に当たる法的性質を有しているとした上で,当該管理契約の目的や管

理業務の仕組みなどに鑑みれば,当該管理契約は受任者である管理会社の利益のためにも締結された契約であるとし,
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各分譲地所有者が管理契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があると認めることはできないとして(

委任者の解除による管理費収入の減少が受託者の経営に影響を及ぼさないから,委任者と受託者との間には相互依存関係

が存在しないとの主張立証だけでは解除権自体を放棄したものとは解されない事情があることの主張立証として不十

分であるとして),各分譲地所有者がした民法656条,651条1項に基づく管理契約の解除の効力が否定された。

(5)大阪高決平成28年3月2日 判例時報2310号85頁

平成28年(ラ)第11号 特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する抗告事件(取消,認容,確定)

　平成25年9月に1億2572万円余の銀行預金等を遺して死亡した被相続人につき,被相続人の近隣に居住し,平成12

年以降通院付き添い,週3日程度の夕食の準備などの身の回りの世話,成年後見申立に向けた支援を行い,平成16年4

月以降被相続人死亡まで身の回りの世話等をするにつき月に2万円程度のアルバイト料の支払を受けていたAと,被相

続人の従兄弟であり,従前から冠婚葬祭への出席等の親戚づきあいに加えて相談に親身に乗るなどの付き合いが

あり,成年後見申立に協力するとともに,平成17年1月には弁護士とともに被相続人の成年後見人に選任され,死亡ま

での身上監護を担い,後見人として323万5000円の報酬を受領したBが,特別縁故者としての財産分与を申し立てた事案

。この事案において,被相続人が,平成17年7月ころに,A,B,その他3名に被相続人の不動産及び預貯金を遺贈しよう

として作成した書面があり,被相続人が当初公正証書遺言を作成しようとしたが,民法966条1項により無効となる

ことがわかり,その作成を断念したとの事情がある。

　原審はいずれも特別縁故者とは認めず各申立を却下したが,抗告審は,相続財産の全部又は一部を分与することが

被相続人の意思に合致すると認められる程度に被相続人と密接な関係があったと評価することができるかどうか

を一般的基準としてあげた上で,Aにつき,平成12年以降平成25年までの身の回りの世話など上記の各事情や被相続

人が遺贈しようと考えて書面を作成した事実を考慮し,アルバイト料支払の事実は,金額的,時期的に限られており,特別

縁故者と認めることの妨げにならないとした。また,Bについても,親戚づきあいに加えて相談にのるなどしていた

上記各事情や被相続人が遺贈しようと考えて書面を作成した事実を考慮し,後見人としての正当な額の報酬があって

も,前記各事情とりわけ被相続人がその財産をBに遺贈する意思を有していたと認められることからすれば特別縁故者

と認めることの妨げにならないとした。そして,原決定を取り消し,ABいずれも特別縁故者と認め,被相続人の相続

財産から各500万円の分与を認めた。

(6)東京地判平成27年12月10日 判例タイムズ1430号233頁

平成25年(ワ)第20246号　損害賠償請求事件(請求棄却,控訴)

　被告の海外グループが製造した演算処理装置(本件デバイス)を搭載した観光バス向けカラオケ装置を購入し第三

者に販売していた原告が,同演算処理装置の寿命が通常市場に流通しているものに比して著しく短く,早期に故障する

欠陥があり,カラオケ装置のメインボードを交換する必要が生じたなどとして,製造物責任法3条に基づく損害賠

償等を求めた事案。

　本判決は,製造物責任法3条の「欠陥」について,低品質であることから直ちに「欠陥」を有することが導かれる

ものではなく,本件デバイスはその使用環境により6年程度でその機能を停止すると推定されるグラフはあるもの

の,これはその作成までに出荷された3年分程度のサンプルを基礎として作成されたグラフを伸長したものにすぎ

ないし,本件デバイスへの出入力の電圧や使用時間等の前提条件を異にすると故障率の推移も変化しうるのであり,

口頭弁論終結日において原告は機能を停止した本件デバイスがあるとの報告を受けていないし,本件デバイスが早

期に寿命を迎えたとしても,その機能を停止させるに止まり,その不具合は他の部品等を故障させるものではないた

め,本件デバイスについては,通常有すべき安全性を欠いているとまでいうことはできないとして,原告の請求を

棄却した。

(7)神戸地裁尼崎支部判平成28年7月20日 金法2056号85頁

平成28年(ワ)第231号 破産債権査定異議請求事件(請求認容)

　X銀行は破産会社Aに貸付金債権を有し,Aの代表取締役であるBが連帯保証しているが,Bについても,破産会社Aと同時

に破産手続が開始された。X銀行は,破産手続開始後,Bに対する連帯保証債務履行請求権とBの預金債権を相殺した。XがA

の破産手続において貸付金債権を破産債権として届け出たが,破産管財人であるYから破産手続開始申立てにより貸付金

債権の期限の利益を喪失しているから相殺適状時点は同時点であり,相殺により貸付金債権の一部は遡及的に消滅して

いたとして異議が出され,破産裁判所もBの普通預金返還請求権に相当する部分については破産手続開始申立て時に相殺

適状にあったとして貸付金債権から当該部分相当額を破産債権の額から控除する査定決定をしたため,Xが,開始時現

存額主義(破産法104条1項・2項)の趣旨や相殺の遡及効が相殺の意思表示前に生じた事実を覆すことはできないとされてい

ることにかんがみ,相殺の遡及効は制限され,これが認められないとしてもAは相殺等の基準時をXの計算実行時とする合

意をしており相殺の遡及効は制限されると主張し,Yに対し,破産債権査定異議の訴えを提起した事案である。

　本判決は,法定相殺には遡及効が認められること(民法506条2項),相殺の遡及効が相殺の意思表示前に生じた事実を覆
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すことができないとされる意味はいったん相殺適状にあった場合にも相殺の意思表示がされる前に一方の債権が相殺

等により消滅していたときには相殺することができないというにすぎず,相殺適状が現存している状態でされた相殺

の効果が相殺適状時まで遡及することを否定したものではないと説示したうえで,「Xが相殺等を行う場合,債権債務

の利息,割引料,清算金,損害金等の計算については,その期間をXによる計算実行の日までとします」との銀行取引約定

は,相殺の効力発生時をXの計算実行時とする合意であり,各相殺の遡及効は制限され,本件合意をYにも対抗できると解

すべきであるから,Xの破産債権の額は破産手続開始時に現存した債権の全額である旨判示した(同裁判所・同日付けで,

同趣旨の判決が他に一件ある。金法2056号85頁掲載 平成28年(ワ)第232号 破産債権査定異議請求事件)。

(8)千葉家裁松戸支部判平成28年3月29日 判例時報2309号121頁

平成24年(家ホ)第19号 離婚等請求事件(一部認容,一部棄却(控訴))

　X(母)とY(父)は婚姻し長女をもうけたが,夫婦仲が険悪となりXは平成22年に長女を連れて自宅を出て別居状態

となった。Xが平成24年に婚姻関係の破綻を理由に,離婚,親権者をX,慰謝料500万円の支払と附帯処分として養育費(

成人まで月額10万)の支払及び年金分割を求め,これに対し,Yは離婚請求の棄却を求め,予備的に親権者をYと定める

べきであると主張し,その場合の附帯処分として長女の引き渡しの他,Xと長女の面会交流に関して時期方法等を定

めることを求めたのが本件である。なお,別居状態以降,Yは自身が長女の監護者になるべく,子の監護者指定及び子の引

渡し申立事件並びにこれらを本案とする審判前の保全処分を申立て,他方,Xも子の監護者の指定事件を申立てたが,家

裁は監護者をXと定め,Yの申立てはいずれも却下され,その後もYは二度にわたり監護者変更の申立てをしたが却下

されたという経緯があった。

　本判決は,離婚請求を認容し慰謝料請求を棄却し,年金分割は請求すべき割合を0.5と定めたが,親権者について

は,XはYの了解を得ることなく約5年10ヶ月長女を監護し,その間長女とYとの面会交流には合計6回程度しか応じ

ておらず,今後も月1回程度の頻度の面会交流を希望していること,他方Yは長女が連れ出された直後から長女を取

り戻すべく数々の法的手段に訴えてきたがいずれも奏効せず,また親権者がYに定められた場合の長女と原告との交

流について緊密な親子関係の継続を重視して年間100日に及ぶ面会交流の計画を予定していること等を理由に,Yを

親権者と定め,Xに長女の引き渡しを命じた。

【知的財産】

(9)知財高判平成28年12月21日 裁判所HP

平成28年(行ケ)第10125号 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 (認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/086380_hanrei.pdf

　原告らは,「吸入器」について意匠登録出願をしたところ拒絶査定を受けたため,これに対する不服審判を請求

したが,特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,原告らは,本件審決の取消しを求める本件訴

訟を提起した事案であって,本件審決の理由は,要するに,本願意匠は,本願出願前に公開特許公報に掲載の図面に

表された「薬剤吸入器」の意匠(引用意匠)に類似するから,意匠登録を受けることができない,というものである。

　本願意匠は,本体部,マウスピース部及びマウスピースカバー部からなる。そして,本願意匠と引用意匠の相違

点のうち,マウスピース部の端部について,本願意匠は,その中央に円形孔が形成された端壁を設けたものである

のに対して,引用意匠は,端壁がなく,単に筒状のまま大きく開口した点は,マウスピースカバー部が透明で着色さ

れていることと相まって,需要者である患者や医療関係者の注意を強く惹くものと認められ,異なる美感を起こさせる

ものであり,それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。よって,本願意匠は,

引用意匠に類似するということはできない。

　これに対し被告は,使用者は主に使用時に限ってマウスピース部の構成態様に注目し,購入時などマウスピースカバー

部が閉じられた状態では,透けて見えるにすぎないマウスピース部の端部の態様は,需要者に強い印象を与えるもの

とはいえない,マウスピース部の端壁の有無は全体から一部分と認められるマウスピース部の,さらにその先端部

分のみの相違であって,全体からすると僅かな範囲のものである,マウスピースカバー部の着色はごく普通に行わ

れるものである,などとして,マウスピースの端部の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると主

張する。

　しかし,マウスピース部の端部は,需要者である患者が吸引器を使用する際に観察するものであるし,医療関係者も,処

方する薬剤を前提に機能を重視して観察するものであるから,かかる部分が全体と比較して僅かな範囲のものであ

るとしても,マウスピース部の端部の相違点が類否判断に及ぼす影響を限定的であるということはできない。ま

た,マウスピースカバー部の着色が従来から見られたものであって,それ自体がありふれたものであったとしても,

本願意匠においては,透明で着色されたマウスピースカバー部の存在によって,マウスピース部の端部の形態によ

り注意が向けられ,引用意匠に類似しないとの評価につながるものである。よって,被告の前記主張は採用できない

。
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　以上によれば,本願意匠は,引用意匠と類似するとはいえないから,本件審決の判断は誤りであり,原告ら主張の取

消事由は理由がある,として原告らの請求は認容された。

(10)知財高判平成28年12月26日　裁判所HP

平成28年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/086411_hanrei.pdf

　特許無効審判請求を一部不成立とした審決の不成立部分に対する取消訴訟であって,本件発明1の「予め流量を

決め地盤抵抗圧力を測定し,」との構成が周知技術ではないとした審決の認定には誤りがあるとした事案。

甲4,5,6等の各文献の記載のとおり,地盤注入の施工前に地盤抵抗圧力(注入圧力)を測定することは,通常のこと

であり,その地盤抵抗圧が工事現場のものでなければならないのは当然であるから,その測定は,注入対象範囲内そ

のものであるかはともかくとして,工事現場と認められる範囲で行われているといえる。

　そして,本件発明1の「流量」は,単位時間当たりの注入量(注入速度)のことであるところ,建設省(国土交通省)

の通達等である甲6に,施工計画時に「注入速度」を定めなければならないと記載されていることや,業界団体の指針

である甲10にも,施工計画時に注入速度が定まっていることを前提とする記載があることからみて,「流量」(注入

速度)は,工事現場の状況等によって変更される余地はあるとしても,注入施工の前にあらかじめ定まっているもの

と理解できる。そして,「流量」(注入速度)と地盤抵抗圧力とは関連しているから,地盤抵抗圧力を測定すること

は,所定の「流量」(注入速度)を前提にしたものである。

　また,地盤抵抗圧の測定が,薬液を用いて行うことが通常であるか,あるいは,水を用いて行うことが通常である

かが上記各文献の記載からは明確ではないにしても,各文献の記載は,薬液を用いて地盤抵抗圧の測定を行うこと

を排除はしていない。かえって,甲5には,「薬液のかわりに水を用いた注入試験における注入圧と注入速度の関係

から注入形態を予測する簡便な方法が近年提案されている。」との記載があり,この記載の当然の前提として,従

来から,薬液を用いた注入試験が広く行われていたことがうかがわれる。

　以上からすると,本件発明1の「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,」との構成,すなわち,注入施工に先立

ち,同じ注入材(グラウト)を用いて現場試験注入を行い,あらかじ流量を決めて注入圧力(地盤抵抗圧力)を測定す

ることは,本件特許の出願時点において,測定方法の一つとして当業者に広く知られていた周知の事項であったと認め

られる。

　以上から,本件発明1の「予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,」との構成が,周知技術ではないとした審決の

認定には,誤りがある。

(11)知財高判平成28年12月26日　裁判所HP

平成28年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/086412_hanrei.pdf

　名称を「安全な認証型距離測定法」として国際出願された発明の分割出願についての拒絶査定に対する不服審

判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,「ドアの解錠指令の送出を決定する」ことを構成要素とする甲1発

明を,「所定のサービスの実行を許可する」という動作を構成要素とするものと上位概念化して評価することは許

されないとして,審決を取消した事案。

　審決は,「引用発明において,『車両側無線装置が,携帯型無線装置からの応答信号に基づいて,ドアの解錠指令の

送出を決定する』とは,"車両側無線装置が,携帯型無線装置からの応答信号に基づいて,所定のサービスの実行を

許可する"ことに他ならない」として,「第1信号送信装置が,第2信号送信装置に対して『所定のサービス』を実

行すべきかを決定する方法」である点,「測定された距離が事前に規定された距離間隔の範囲にある場合に,前記

第2信号送信装置への『所定のサービス』の実行を許可」する点を,本願発明と甲1発明の一致点と認定する。

　しかしながら,次のとおり,甲1発明は,「ドアの解錠指令の送出を決定する」ことを構成要素とするものであり,

「『所定のサービスの実行を許可』する」ことという抽象化され,上位概念化された動作が甲1発明の構成要素で

あると評価することはできない。

甲1には,「本発明は,自動車などのドアを遠隔から施錠したり解錠したりするのに利用されるキーレス・エントリ

ーシステムに関するものである。」,「施解錠対象のドアは車両のドアに限らず,倉庫や家屋のドアなど他の適宜な

ものであってもよい。」との記載があり,甲1発明は,車両のドアに限定されないものの,ドアの施解錠に限定された

ものであるといえる。

　また,甲1には,「本発明の他の目的は,リモコン式のキーレス・エントリーシステムを安価な費用で距離検出式の

キーレス・エントリーシステムに変更可能な新たなキーレス・エントリーシステムを提供することにある。」,

「本発明の実施の態様によれば,上記ドア側無線装置は,呼出し信号の送信の後に受信した応答信号が正当の場合に

は検出した距離が所定値未満であるか否かに応じて車両などのドアの解錠と施錠とに関する指令で変調した電波,光

線又は超音波を送出するというリモコン式の施解錠部に対する中継ないしは変換機能を果たす。」との記載がある
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から,甲1発明において,ドアの解錠指令を送出する車両側無線装置は,リモコン式の施解錠部に対する中継又は変換機

能を果たすものであって,その動作は,リモコン式のドアの施解錠に特有の処理というべきである。

甲1には,「サービス」という文言自体記載されていない上,ドアの解錠指令の送出がドアの解錠に特有でない処

理であって,より一般化された処理であることを示す記載は,存在しない。前記の甲1の「施解錠対象のドアは車両の

ドアに限らず,倉庫や家屋のドアなど他の適宜なものであってもよい。」の記載は,ドアの種類を一般化している

にすぎず,施解錠処理以外の処理を示唆するものではなく,これを根拠に,甲1発明が「所定のサービスの実行を許可

する」という動作を構成要素とするものと,上位概念化して評価することは許されない。

　以上のとおり,本願発明と甲1発明の一致点として「所定のサービス」の実行を許可する点を認定する審決には

誤りがあり,取消事由にはその限度で理由がある。

(12)東京地判平成28年12月21日 裁判所HP

平成27年(ワ)第36667号 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/086419_hanrei.pdf

　商標権者である原告が,被告に対し,被告が経営する飲食店において「新高揚」という標章(被告標章)を使用する

ことは,原告商標権を侵害すると主張して,被告標章の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるとと

もに,損害賠償等を求めた事案。原告は,有限会社新高揚(訴外会社)を設立して代表取締役に就任し,訴外会社は,その

後,「新高揚」という名称のラーメン店(本件店舗)を開店した。その後,訴外会社と被告は,訴外会社が被告に対

し,1700万円で本件店舗の営業を譲渡する旨合意して,訴外会社は被告に対し本件店舗を引き渡し,被告は,以後,被

告標章を用いてラーメン店である本件店舗を営業している。一方,原告は,「新高揚」という名称について商標登

録を受け,商標権を現に保有している。被告標章は原告商標と同一であり,被告が被告標章を使用する役務は原告商

標の指定役務(飲食物の提供)と同一である。

　原告は被告に対し,本件店舗の設備のみならず,第三者との関係における契約上の地位や権利義務なども含めて店

舗の営業一切を譲渡していること,同意書において,「のれん」や「新高揚」との店名が記載された外看板も含め

て本件店舗を譲渡する旨合意していること,ここでいう「のれん」には「新高揚」の店名が含まれると考えられる

こと,原告は,本件店舗の名称の使用については何ら文書を作成し又は作成させていないことが認められ,これらを

総合考慮すると,本件営業譲渡契約は,被告が「新高揚」の名称を使用することを前提として締結されたものであ

ると認めるのが相当である。

　そして,原告は,本件営業譲渡契約を締結して1700万円もの譲渡代金を受領した後,自らは原告商標を全く使用して

おらず,将来においてこれを使用するための店舗の営業等の具体的な計画を有しているわけでもないのに,被告に

対し,被告標章の使用の差止めと損害賠償を求めていることが認められる。

　そうすると,「新高揚」の名称を使用できるものと信頼して営業譲渡契約を締結した被告に対し,本件営業譲渡

の当事者である訴外会社の代表者であった原告が原告商標権を行使することは,民法1条3項所定の権利濫用に当たり許

されないと認めるのが相当である,として原告の請求は棄却された。

【民事手続】

(13)名古屋高判平成28年11月10日 金法2056号62頁

平成28年(ネ)第45号 価額償還請求控訴事件(原判決取消・請求一部認容)

　自動車の購入者Aの販売会社Bに対する割賦売買代金債務を連帯保証した信販会社Xは,上記代金債権の担保としてB社

に留保された自動車の所有権の移転を受けたものの所有者としての登録は受けないでいたところ,その後,Aの代理人か

ら破産手続開始を申し立て予定との通知を受けたため,保証債務の履行としてAのB社に対する上記代金残債務を全額代

位弁済し,仮処分の執行としてAから上記自動車の引渡しを受けてこれを換価し,上記代位弁済金に充当した。Aの破産

管財人として選任されたYにおいて,X社がB社から本件自動車の引渡しを受けてこれを換価し,自己の債権に充当したこ

とは破産法162条1項1号イの既存の債務の消滅に関する行為に該当し,同法165条により執行行為否認ができる旨主張

して,X社に対し,否認権を行使して,同法167条基づく原状回復(価額償還)として,本件自動車の現在の時価相当額約296

万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。第1審判決は,Yの請求を棄却したところ,Yが控訴したのが

本件である。

　本判決は,契約の内容およびその解釈の結果として,AのB社に対する自動車の割賦売買代金債務を連帯保証したX社は

契約成立時に本件自動車の留保所有権を有していると認定した上で,X社は対抗要件を備えていないから,仮処分の執行

としてAから本件自動車の引渡しを受けたことは,破産法上,別除権者としての地位が認められない担保権を実行したこ

とにほかならず,遅くとも上記通知を受領した時点でAが破産手続開始の申し立て予定であることを知ったX社が,Aの上

記代金残債務を全額代位弁済し,本件自動車の引渡しを受け,これを売却し,その代金を自己の債権に充当したことは,

破産法162条1項1号イの既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為に該当する旨判断し,Yが否認権を行使し
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た時点の時価相当額約181万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを求める限度でYの請求を認容した。

(14)札幌高判平成28年11月22日 金法2056号62頁

平成28年(ネ)第227号 自動車引渡請求事件(控訴棄却)

　販売会社Bと購入者Aとの間で自動車の所有権留保特約付きの割賦販売契約が締結され,同日,B社,信販会社XおよびAと

の間で,X社がB社から上記販売契約に係る割賦元金および割賦手数料の取立ておよび受領の委任を受けるとともにAの委

託を受けて割賦元金等につき連帯保証することなどを内容とする三者間契約が締結された後,X社がB社に対して保証債

務を履行した。その後,Aについて破産手続が開始し,Yが破産管財人に選任された。X社は,保証債務の履行により本件自

動車の留保所有権を法定代位により取得した旨主張して,Yに対し,留保所有権に基づき,破産法65条の別除権の行使とし

て,上記自動車の引渡しを求めた。第1審は,X社の請求を認容したところ,Yが控訴したのが本件である。

　本判決は,破産法49条2項と法定代位制度との関係について,同項は破産債権者の保護を図りつつ善意者保護のため

に特別の定めをしたものであり,移転について対抗要件としての登記・登録が必要とされていない法定代位につ

いて,破産手続において特別に登記・登録をすべきことを同条が求めているとは解されないから,X社は,本件自動車の

登録所有名義を得ることなく,破産管財人であるYに対して本件留保所有権を行使でき,破産手続開始決定前にB社の所有

名義で登録されたことにより同条2項の要件は充たされている旨判示して,Yの控訴を棄却した(本件の原審・札幌地

判平成28年5月30日は,法務速報187号14番に掲載済み。結論は変わらない。)。

【刑事法】

(15)最二決平成29年1月16日 最高裁HP

平成29年(し)第8号 各刑の執行猶予の言渡し取消し決定に対する各即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件(各原決

定取消,差戻)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/086448_hanrei.pdf

(事案)

　申立人は,(1)平成26年1月28日,窃盗罪により,懲役2年,3年間執行猶予を言い渡され,この判決が同年2月13日に

確定し,(2)平成27年5月14日,窃盗未遂罪により,懲役1年,4年間執行猶予,付保護観察を言い渡され,この判決が同

月29日に確定していたところ,(3)平成28年6月18日から同年7月23日までの間,3件にわたる窃盗に及び,これにつ

き同年11月21日,懲役6月に処する有罪判決を宣告され,控訴を申し立て,控訴審係属中である。

　検察官は,前記(1)(2)の各刑の執行猶予の言渡し取消しを請求したところ,原々審は,前記(3)の窃盗3件と同一の事実

を認定し,保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず,その情状が重いと認め,刑法26条の2第2号,刑訴法349

条の2第1項により前記(2)の刑の執行猶予の言渡しを取り消し,刑法26条の3,刑訴法349条の2第1項により前記(1)の刑の

執行猶予の言渡しを取り消す各原々決定をしたが,各原々決定の謄本を,いずれも検察官と原々審で申立人が選任した弁

護人2名のうち主任弁護人に対して送達したものの,申立人に対して送達しなか

った。

　申立人は,前記弁護人2名を原審の弁護人として改めて選任し,各原々決定に対してそれぞれ即時抗告を申し立て

たが,原審は,本件各即時抗告をいずれも棄却した。

　なお,前記弁護人2名は,刑訴規則62条1項の送達受取人には選任されていなかった。

　検事総長が特別抗告を申し立てた。

(判旨)

　刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定(刑訴法349条の2

第1項)の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び猶予の言渡しを受けた者(被請求人)であり,また,同謄本が,被請求人

の選任した弁護人に対して送達されたからといって,被請求人に対する送達が行われたものと同じ法的な効果

は生じないと解するのが相当であるから,各原々決定の謄本を,本件各刑の執行猶予の言渡し取消し請求の被請求人

であった申立人の選任した弁護人に対して送達するにとどまり,申立人に対して送達していない本件においては,

各原決定は違法である。

　よって,各原決定を取り消し,原裁判所に差し戻す。

(16)大阪高判平成27年10月7日 判例時報2309号148頁

平成27年(く)第104号 再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件 取消(特別抗告)

　請求人Xについて有罪が確定した事実は,XがA及びBと共謀の上,A経営の風俗営業店の財産に対する税金の滞納処分

の執行を免れる目的でその店の営業をBに仮装譲渡等をして財産を隠蔽したという国税徴収法違反の罪であり,Xは共

謀を否認したが,Aの公判証言(以下,A旧証言),Bの検察官調書(以下,B調書),B名義の風俗営業許可申請手続に関与し
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た行政書士Cの検察官調書等の信用性を認めXを有罪とし,控訴,上告後に確定した。

　再審請求においてAの新供述,行政書士Cの同僚行政書士Eの宣誓供述書等がA旧証言とB調書の信用性を弾劾するた

めに新証拠として提出されたが,本件の原決定はXの請求を棄却した。これに対し本決定は,証言が虚偽であった

ことが再審事由となるのはその旨確定判決で証明されたときとされているところ(刑事訴訟法435条2号),確定判決に

よる証明が得られない場合を排除する趣旨ではないと解されるとし,A旧証言は,Xとの共謀を認める内容であるが具

体的かつ詳細とまでいえず,記憶がないとして具体的な供述を避けたりするなど信用性に疑問を抱かせる事情があ

り,またA自身,所得税法違反や国税徴収法違反等により執行猶予付きの有罪判決を受けた等の状況から本件で実刑をお

それ自らの刑責を少しでも軽くするため虚偽の供述に及んだ理由も十分に理解できるとして新証拠によりA旧証言

とB調書の信用性に大きな疑問が生じたとして刑訴法435条6号所定の事由に該当するとして原決定を取り消し,再審

開始決定をした。

【社会法】

(17)福岡地裁小倉支部判平成28年4月19日 判例時報2311号130頁

平成26年(ワ)第823号 損害賠償請求事件(一部認容,一部棄却,(控訴,後和解))

　介護サービス業を営むY1に雇用され,デイサービスを行う営業所において介護職員として就労していたXが,同

営業所所長Y2及びY1に対し,Xが妊娠したことをY2に報告し軽易な業務への転換を求めたにもかかわらず,対応せ

ず,かえって,退職勧奨等のマタニティハラスメント,パワーハラスメントを行った等として慰謝料500万円の支払を

求めた事案。

　本判決は,Y2の発言には妊娠を理由に業務軽減等を要望することが許されないとの認識を与えかねないものがあ

り,妊産婦労働者の人格権を侵害したと判断し,また,Y2が具体的な業務内容の変更を指示することなく,職員らの自主的

な配慮に委ねるのみであったことについて,妊婦であったXの健康への配慮義務に違反したと判断した。

　そして,Y1については,Y2を指導するなどの就業環境整備義務を怠ったとして債務不履行責任を肯定し,連帯し

て,慰謝料35万円を認容した。なお,Y1に対し未払賃金等についても請求が行われたが,これについては,Y1は,Xに

対し合意に基づく賃金を支払済みであるとしてXの請求は棄却された。

(18)東京地判平成28年5月13日 判例タイムズ1430号217頁

平成26年(ワ)第27214号,平成26年(ワ)第31727号 地位確認等請求事件(認容,控訴)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/086349_hanrei.pdf

　被告を定年退職した後,被告との間で嘱託社員として期間の定めのある労働契約を締結している原告らが,期間

の定めのない労働契約を締結し正社員として就労している従業員との間に賃金に関する不合理な労働条件の相違

が存在し,労働契約法20条に違反していると主張して,正社員に適用される就業規則等の適用を受ける労働契約上の

地位の確認を求めるとともに,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額の

支払いを求めた事案。

　本判決は,本件における嘱託社員と正社員との間の労働条件の相違にも労働契約法20条が適用されるところ,本件

で問題となっている有期労働契約が高年者雇用確保措置として締結された契約であること,被告が労働組合の主張

・意見を聞いて嘱託社員の労働条件の改善を実施したこと,原告らが労働条件に同意していたことは,いずれも有期

契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違を正当と解すべき特段の事情には当たらず,嘱託社員と正社員と

の間の労働条件の相違は労働契約法20条に違反するとし,嘱託社員の労働条件のうち無効となる部分には正社員就

業規則の規定が適用されることになるとして,原告らによる請求をいずれも認容した。

(19)東京地判平成28年5月30日 判例タイムズ1430号201頁

平成26年(ワ)第30224号 時間外労働手当等請求事件(一部認容,控訴)

　Xが,食堂の運営等を行う会社Yに雇用され,Yが業務委託された社員寮の食堂で調理師として行っていた勤務につい

て,Yに対し,時間外労働に係る割増賃金及び付加金の支払い等を求めた事案において,Xは,時間外労働について,1日目

のシフトが深夜に終了し,2日目のシフトが数時間後に開始する場合において,2日目の労働を1日目から連続した1暦

日の労働として労働時間を算定すべきである旨を主張した。

　これに対し,本判決は,1日目のシフトと2日目のシフトとの間には約3時間半程度の完全に労働から解放された時

間があり,Yの拘束下にある時間ということはできないことなどを理由に,連続した1暦日の労働を認めなかった。
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【その他】

(20)名古屋高裁金沢支部判平成27年11月25日 判例時報2310号90頁 平成27年(ネ)第141号 過払金返還請

求控訴事件(取消・認容,確定)

　債務者が貸金業者との間で司法書士を代理人として140万円を超える過払金返還債権につき既に和解契約を締結し

て145万円を受領していた事案において,その後債務者が貸金業者に対して,利息制限法の利率に従って計算すると過払

金が174万3201円存在する等と主張し,その返還を請求し,これに対し貸金業者が和解契約に従った弁済を抗弁とし

て主張し,債務者が和解契約につき弁護士法72条72条本文違反,司法書士法違反等による無効を主張した事例で,和解契約

が無効か否か,債務者が無効を主張することが信義則に反するか否かが争点となった。

　第1審は,公序良俗違反の特段の事情がある場合は別として,司法書士法違反,弁護士法違反の故に和解契約が直ちに

無効であるとはいえないとし,本件が公序良俗違反の特段の事情がある場合には当たらず,債務者が和解契約の無効

を主張することは信義則に反して許されないとして,請求を棄却した。

　控訴審は,和解契約が弁護士法72条本文に違反した委任契約に基づき締結された点で無効の瑕疵を帯び,かつ,同

条が公益規定であるから,無効主張が信義則違反として封じられることは,これがやむを得ないと認められる特段

の事情がある場合に限られるとした上,本件では,債務者が和解契約の約定自体は認識していたとしても,和解金額が

貸金業者に請求できる過払金額を下回る等,利害得失を理解していなかったこと等を指摘し,債務者が和解無効を主張

することが信義則に反し許されないと解することはできない,として,原判決を取り消し,請求を認容した。

【紹介済判例】

最一判平成26年3月20日 判例時報2311号138頁

平成24年(あ)第797号 保護責任者遺棄致死被告事件(破棄差戻)

→法務速報155番17号で紹介済

最三判平成27年11月17日 判例時報2309号127頁

平成26年(行ヒ)第356号 審決取消請求事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85467

→法務速報175号14番で紹介済

知財高判平成28年1月14日 判例時報2310号134頁

平成27年(行ケ)第10069号 審決取消請求事件(棄却,確定)

→法務速報177号18番で紹介済

知財高判平成28年3月25日 判例タイムズ1430号152頁

平成27年(ネ)第10014号 特許権侵害行為差止請求控訴事件(控訴棄却,上告)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf

→法務速報179号19番で紹介済

最三判平成28年3月29日 判例時報2310号39頁

平成26年(行ヒ)第228号 差押処分取消請求事件(破棄自判)

→法務速報180号20番で紹介済

最三判平成28年4月12日 判例時報2309号64頁

平成26年(受)第754号 損害賠償請求事件(破棄自判)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85827

→法務速報180号18番で紹介済

最二判平成28年6月3日 判例時報2311号13頁

平成27年(受)第118号 遺言書真正確認等,求償金等請求事件(破棄差戻)

→法務速報182番1号で紹介済

最一判平成28年6月27日 判例時報2311号16頁

平成26年(受)第1813号・1814号 損害賠償請求事件(上告棄却)
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→法務速報183番14号で紹介済

最二判平成28年7月8日 金法2057号54頁

平成26年(受)第865号 清算金請求事件(破棄自判)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/085999_hanrei.pdf

→法務速報183号15番で紹介済

最二判平成28年7月15日 判例タイムズ1430号121頁

平成25年(行ヒ)第533号 鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償請求事件(一部破棄自判,一部破棄差戻)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/086023_hanrei.pdf

→法務速報 184号18番で紹介済

最二判平成28年7月15日 判例タイムズ1430号121頁

平成26年(行ヒ)第472号 鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件(一部破棄差戻,一部上告棄

却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/086024_hanrei.pdf

→法務速報184号19番で紹介済
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2.平成29年(2017年)1月23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

なし
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3.1月の主な発刊書籍一覧　(私法部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

園部 厚　著　青林書院　280頁　3,564円

示談・調停・和解の手続と条項作成の実務

弁護士法人 愛知総合法律事務所  編　第一法規　304頁　3,024円

Q&A　交通事故加害者の賠償実務　被害者からの過剰請求対応

虎門中央法律事務所  編　民事法研究会　335頁　3,672円

現代債権回収実務マニュアル3執行手続による債権回収　強制執行手続・担保権実行・強制競売

村 千鶴子  著　ぎょうせい　245頁　2,808円

Q&A　詐欺・悪徳商法 相談対応ハンドブック

清水陽平  神田知宏  中澤佑一 著　新日本法規　346頁　4,536円★

ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務　発信者情報開示請求と削除請求

井上 治  著　商事法務　512頁　6,480円

不動産再開発の法務　都市再開発・マンション建替え・工場跡地開発の紛争予防
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4.1月の主な発刊書籍一覧　(公法・その他部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

田中勇気 著　経団連出版　116頁　1,404円

営業秘密防衛Q&A内部不正による情報漏洩リスクへの実践的アプローチ

横田 明美  著 弘文堂　384頁　5,724円

行政法研究双書 32　義務付け訴訟の機能

近畿弁護士会連合会税務委員会  近畿税理士会調査研究部 編著　清文社　288頁　2,376円★

弁護士と税理士の相互質疑応答集

清水 陽平  著　学陽書房　182頁　2,376円

企業を守る ネット炎上対応の実務

浅井　隆  小山博章  森本茂樹 著　労務行政　336頁　3,996円

退職・解雇・雇止め適正な対応と実務

中野 麻美　NPO法人派遣労働ネットワーク 編　旬報社　292頁　2,160円　

新しい労働者派遣法の解説　派遣スタッフと派遣先社員の権利は両立できるか
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5.発刊書籍<解説>

「ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務　発信者情報開示請求と削除請求」

　第1章においては,第1として,インターネット上の被害への対応方法として,個別サイト,検索サイトの検索結果

の削除,プロバイダへの損害賠償請求など,第2として,削除請求の法的根拠,第3として,削除請求として,削除請求

の相手方,削除仮処分,削除訴訟など,第4として,発信者情報開示請求,第5として,ウェブサイトの調査,第6として,海

外法人の取扱いについて解説されている。また第2章においては,ケース・スタディとして,転職支援サイトにブラ

ック企業と書き込まれた事例,Yahoo!知恵袋に中傷が書かれた事例,ニコニコ動画に中傷動画がアップロードされた

事例,Amazonレビューでの誹謗中傷する者を特定したい事例など具体的な22の事例をあげて,その対処法紹介されてい

る。

60期,63期の若手の弁護士が執筆しており,具体的な事案に即した詳しい対応方法などがわかりすく記載されているた

め,この分野を扱う際には大変参考になる本である。

「弁護士と税理士の相互質疑応答集」

　第1章では,税理士からの質問に弁護士が回答する形式で外国籍の居住者に係る相続税,誤送金した金銭を税務署に差

し押さえられた場合の救済方法,成年後見制度における後見人の職務と責任,建設協力金の民事再生手続上の取扱い

など20の項目が解説されている。第2章では,弁護士からの質問に税理士が回答する形式で,退職金と賞与をめぐる課

税関係,離婚に伴う慰謝料,財産分与,養育費をめぐる課税関係,贈与税と除斥期間・登記,遺産分割にまつわる課税問

題,個人事業主の死亡による事業廃止の有無と必要経費計上・債務控除の可否など19の項目が解説されている。業務遂

行過程において税務面での問題に直面した際には,参考になる本である。

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