
法務速報(第198号/2017年11月30日)

公益財団法人 日弁連法務研究財団

(本号の目次)

1.法律雑誌等に掲載された主な判例

2.平成29年(2017年)10月22日までに成立した,もしくは公布された法律

3.10月の主な発刊書籍一覧(私法部門)

4.10月の主な発刊書籍一覧(公法・その他部門)

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。

(民事法)

【1】賃料増額請求権の行使は管理行為に当たるとして,原判決は,建物の持分2分の1を有するXの,賃借人Yに対する

同請求権の単独行使を否定し,本判決も原判決の判断を維持(平成28年10月19日東京高裁)

【2】出版社Y1の編集長が契約カメラマンY2に,休業中の歌手Xの住居周辺張り込みと写真撮影を依頼し,撮影した写真を

週刊誌に掲載。Xは,Y1Y2の共同不法行為に基づき慰謝料2000万円を請求。本件撮影態様の悪質性を認定し慰謝料,弁護

士費用550万円の支払を命じた(平成28年7月27日東京地裁)

【3】小学1年生が給食の白玉汁を食べて喉に詰まらせ窒息し,その後死亡した事件で,児童の両親が市に損害賠償請求

した事案。白玉団子を白玉汁の形で提供したこと,事故直後の学校側の対応が争点となったが,市側に責任はないとし

て両親の請求を棄却した(平成29年2月2日宇都宮地裁)

【4】歩行者Xが四輪運転手Yに交通事故による損害賠償請求(本訴)を求め,YはXに対し,損害拡大防止義務違反(不要な治

療費等の負担を求めた)として損害賠償 (反訴)を求めた事案。Xの請求は8万6691円の限度で認め,Yの請求は全額

の70万5320円を認めた(平成29年2月28日広島地裁)

【5】Xが証券会社Y1に取引口座開設して行っていた株式の信用取引は(1)適合性原則違反 (2)実質一任売買ないし(3)過

当取引に当たる違法なものであったと主張してY1およびY1の従業員Y2Y3に損害賠償を請求したところ,その請求の

一部が認容された事例(平成29年4月24日静岡地裁浜松支部)

(商事法)

【6】株主の株式買取請求を巡り,株式交換の効力発生日を基準とし,完全子会社株式の価格相当額を返還すべきものと判

示,買取請求権撤回時ではなく株式交換の効力発生日に最も近い市場取引最終日の完全子会社株式の終値に各持株数を乗じ

た金額の支払を命じた(平成28年7月6日東京高裁)

(知的財産)

【7】模倣商品に対する真性商品の保護期間(不正競争防止法19条1項5号)の始期を,開発・商品化を完了し販売を可

能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった時として,商品展示会に出展された商品は,これに該当すると

された事例(平成28年11月30日知財高裁)

【8】デザイン事務所Xがゴルフ用品等の製造販売等を目的とするY株式会社に,Y製品のゴルフクラブのシャフトがX

の著作物であるシャフトデザインの翻案(予備的には原画の翻案)にあたる等として著作物性が争われた事案。創

作性を認めなかった原判決が維持された(平成28年12月21日知財高裁)

【9】「助産,医業」等を指定役務として「Advanced Midwife アドバンス助産師」なる商標の登録出願の拒絶査定に

対する不服審判請求の不成立の審決の取消訴訟。本願商標が公序良俗を害する恐れのある商標には該当しないと

して,原告の請求が認容された(平成29年9月14日知財高裁)

【10】特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,「本件発明は無洗米の製造装置の発明である

が,物の構造又は特性から当該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても当該物を特

定することができない」として審決を取消した事例(平成29年9月21日知財高裁)

【11】「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」に係る特許無効審決の取消訴訟で,「

引用発明Aにおいて相違点に係る本件訂正発明の構成を備えるようにすることを当業者は容易に想到できないとい

うべき」として審決を取消した事例(平成29年10月3日知財高裁)

【12】原告の「重量検品ピッキングカート」と被告商品の形態が類似し,被告商品の販売が不正競争行為に当たる

として,譲渡等の差止め及びその廃棄等を求めたところ,原告商品が同種製品と異なる顕著な特徴を有しているとは
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いえないとして同請求が棄却された事例(平成29年9月28日東京地裁)

(民事手続)

【13】政務活動費にかかる文書提出命令申立において,住民側は議員が県議会議長に提出した領収書は地方公共団

体をその所持者と主張,地方公共団体は所持者は議長として争ったが,本判決は地方公共団体はその機関が保管する文

書について,文書の所持者に当たると判示(平成29年10月4日最高裁)

【14】債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所

の取扱いに従って債権差押命令の申立をした債権者が差押債権の取立として金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以

降の遅延損害金も上記金員の充当対象となる(平成29年10月10日最高裁)

【15】本件建物を暴力団事務所等として「5代目傘下のA」に使用させない等の仮処分決定をXらはすでに得ていた

が,本件債務名義に基づき「6代目傘下のA」に使用させない等の義務の履行を求めた事案。本判決は義務の同一性を

否定した原決定を変更,Xらの請求を認容(平成28年8月10日東京高裁)

【16】破産申立したYは同時廃止決定・裁量免責による免責許可決定を受けたが,破産債権者Xは,Yは申立前に離婚し復氏

していた事実や離婚に伴い解決金を受領していた事実を秘しており免責不相当として即時抗告を申立て,Yの免責許可決

定が取消された事例(平成29年4月20日千葉地裁八日市場支部)

(刑事法)

【17】被告人は債務の弁済を請求された被害者ら(2人)を殺害して債務の弁済を免れようと考え,同人らに睡眠薬等

を服用させた上水中に誘導して溺れさせ殺害した行為において,強盗殺人罪等で起訴され第1審判決は被告人に死刑

を科し原審もこれを是認した(平成29年7月27日最高裁)

【18】被告人は薬物(指定薬物含有の植物片)の所持につき,公然販売していた販売店の店員から合法と告げられ,指

定薬物であることの認識はなかったとして故意を争ったが,被告人の故意を否定するに足りる特異な状況は認めら

れないとし有罪(薬事法違反)とした(平成28年6月24日福岡高裁)

【19】被告人は職務質問に伴う所持品検査で覚醒剤が発見され現行犯逮捕,強制採尿令状により差押えられた尿か

ら覚醒剤成分が検出された。被告人は所持品検査の違法性を争い,本判決は捜索の違法性,令状主義の没却,尿の鑑

定書の証拠能力の欠如等を理由に無罪とした(平成28年10月13日大阪高裁)

【20】ポケモンGOに起因する自動車運転過失致死事件の控訴審。実刑を量刑不当とする控訴趣意に対し裁判所は起こる

べくして起こった事故であり「単純な過失による事故とは一線を画する事案であるとする原判決の認定評価に何ら誤

りはない」とし原審判断を維持した(平成29年9月26日名古屋高裁)

(公法)

【21】平成28年7月10日施行の参議院議員選挙当時,参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間に

おける投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず上記規定が憲法に

違反するに至っていたとは言えないと判示(平成29年9月27日最高裁)

【22】平成28年7月10日施行の参議院議員選挙当時,参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間に

おける投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず上記規定が憲法に

違反するに至っていたとは言えないと判示(平成29年9月27日最高裁)

【23】被控訴人は大阪市長に対し,控訴人大阪市職員と交わした電子メールの内,公文書とされていないものの公開

を請求。市長は請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。原審は請求対象文書全部の非公開を違

法とし原処分を取消し,本判決も原審を是認(平成29年9月22日大阪高裁)

【24】自宅に隣接した場所にゴミボックスを設置された住民Xが,それにより安全な交通環境等で生活する利益を

侵害されたこと,自宅敷地の市場価値が下落する等を理由に本件ゴミボックス設置を許可した道路占用許可処分の取

消を求めたところ,同請求が棄却された事例(平成28年12月8日津地裁)

(社会法)

【25】厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅

時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する

とされた事例(平成29年10月17日最高裁)

【26】高速道路の巡回等の業務に従事していた労働者の自殺について,同労働者は上司から嫌がらせ,いじめを受け自殺直

前頃うつ病を発症し,うつ病が原因となって自殺をしたもので,同労働者の死亡は労働者災害補償保険法にいう業務上

の死亡に当たるとされた事例(平成29年9月29日大阪高裁)

【27】Yは,平成25年新人事制度を導入し,給与規則と退職金支給規則を改訂するとともに退職年金制度を廃止した

。Xら(学校法人Yの元教員であり平成27年,28年の定年退職者)はYに対し,退職金が減額されたとして差額退職金の

支払いを求めたが同請求は棄却された(平成28年10月25日大阪地裁)

(その他)

【28】破産管財人Xを原告とする訴訟において,破産者Aの依頼を承諾したことのある弁護士Yらが被告の訴訟代理人と

して訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例(平成29年10月5日最高裁)
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【29】Y1の社員Y2はA社の代理人として破産手続開始の申立を行ったが,それに至る前に行ったAの財産処分につき破産管

財人Xが破産申立代理人として負うべき財産散逸防止義務に違反するとしてY1Y2に対し損害賠償を請求,その請求の一

部が認容された事例(平成28年3月25日千葉地裁松戸支部)
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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

【民事法】

(1)東京高判平成28年10月19日 判例時報2340号72頁

平成28年(ネ)第3435号 借賃増額請求控訴事件(控訴棄却(確定))

　建物につき持分2分の1を有するに至ったXは,Yに対し,賃料増額請求権を行使し,適正賃料の確認と従前賃料との差

額等の支払を求めた。

　本判決は,賃料増額請求権が管理行為に当たるとしてXの単独行使を否定した原判決を維持し,また,元々の賃貸人

と賃借人(Y)との間に密接な関係があることを追記した上で,「借賃を増額しない旨の特約」(借地借家法32条1項但書)

について,黙示の合意が成立しており,合意の変更は管理行為であって,賃貸人(X及び共有者)と賃借人(Y)との間で上

記合意の変更の事実は認められない,と判示した。

(2)東京地判平成28年7月27日 判例タイムズ1439号221頁

平成27年(ワ)第14810号 損害賠償請求事件(一部認容,確定)

　出版社Y1の編集長Aは契約カメラマンY2に対し,休業中の著名な歌手Xの住居周辺張り込みと写真撮影を依頼し,Y2

は,Xの住居から約45メートル離れた集合住宅3階廊下から望遠レンズにて窓越しに住居内のXの写真を撮影し,Aに提

供し,AはY1と協議した上で同写真を週刊誌に掲載した。XはY1Y2は共同不法行為責任を負うとして慰謝料2000万円等

を請求した。本判決は,人が正当な理由なく住居をのぞき見されないこと自体法的保護の対象であり,何人も,承諾

なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由や撮影された写真を公表されない自由を有するとし,本件撮影は軽犯罪

法違反に該当する行為であって現に略式命令により科刑に処せられており,本件撮影のためにY2は住居侵入等に該

当する行為を行っており本件撮影態様は悪質で,Aは違法性を認識した上で確信犯的に本件掲載をしており,Y2も違法

性を認識した上でこれを認容しておりコンプライアンス上問題があるばかりか,本件不法行為は病気療養中のXに

与えた精神的損害は甚大であるとし,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円を認めた。

(3)宇都宮地判平成29年2月2日 判例時報2337号69頁

平成25年(ワ)第615号 損害賠償請求事件 棄却(確定)

　本件は,Y市のA小学校の給食に出された白玉汁の白玉団子を食べた小学校1年生Bが喉に詰まらせて窒息し,脳死状

態となり約3年後に死亡した事故(本件事故)について,Bの両親がY市に対し国家賠償法に基づき損害賠償を求めた事案

であり,直径2センチ強の白玉団子を白玉汁の形で提供したことに過失があるか,本件事故発生直後の学校の対応に過

失があるかの2点が主要な争点となった。

　本判決は,第1の争点について,直径2センチ強の白玉団子が他の食品と比較して特に誤嚥事故発生の危険が高いも

のとはいえないこと,白玉団子は従前からA小学校で提供され誤嚥事故は発生していないこと,Bも4回食べているが事

故がなかったこと等を理由にA及び給食センターの過失を否定し,第2の争点について,Aの教職員らは,食べ物によ

る子どもの窒息時の対処法であるハイムリック法を行っていないが,ハイムリック法については,15歳以下の児童の

場合,「内蔵損傷,胃内容物の気管内への流入の可能性を念頭に入れて処置しなければならない」とされており,

本件事故を察知してから2分ないし3分後に救急車を要請し,またBに対し背部叩打法,心臓マッサージと人工呼吸を行

うなどした教職員らに既に行っている措置のほかハイムリック法を行うべき義務はないとしてYの責任を否定

し,Bの両親の請求を棄却した。

(4)広島地判平成29年2月28日 判例タイムズ1439号185頁

平成27年(ワ)第936号,平成28年(ワ)第483号 損害賠償請求事件,同反訴事件(一部認容,確定)

　歩行者Xが,四輪車運転手Yに対し,不法行為(交通事故)による損害賠償請求(本訴)を求めたところ,Yは,Xによって不

要な治療費・施術費を負担させられており,Xに損害拡大防止義務違反があるとして,不法行為に基づく損害賠償請求

等(反訴)を求めた。本判決は,①Xの受傷である左膝打撲,左足関節捻挫等は他覚的・神経学的所見は見当たらず,

かえってXは事故翌日に軟式野球チームの選手として出場し活躍していることなどからすると,遅くともYが相当と認

める治療期間(2週間)を超える治療費等は事故と相当因果関係のある損害とは認められない,②被害者は加害者に対し

傷害の症状の存否,内容及び程度並びに日常生活への支障の程度等をありのままに申告する信義則上の義務を負っ

ており,殊更に不実の申告をすることにより事故とは相当因果関係のない損害の賠償を受ける行為は不法行為を構成

するとし,Xには同義務違反があるとして,Xの請求(本訴)は8万6691円の限度で認め,Yの請求(反訴)は全額の70

万5320円を認めた。
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(5)静岡地浜松支判平成29年4月24日 金法2074号76頁

平成26年(ワ)第403号 損害賠償請求事件(請求一部認容)

　本件は,歯科医師として歯科医院を開業しているXが,平成21年5月21日から平成23年10月11日までの間,証券会社Y1

に取引口座開設して行っていた株式の信用取引は,(1)適合性原則違反,(2)実質一任売買ないし(3)過当取引に当たる違

法なものであったと主張して,Y1の従業員Y2及びY3に対しては,民法709条及び同719条に基づき,Y1社に対しては,民

法715条に基づき,連帯して,1億4813万4312円(本件信用取引による実損1億3466万7557円及び弁護士費用1346万6755

円)並びにこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案である。

　本判決は,まず(1)信用取引の仕組み自体は難解なものではなく,株価の動向や変動要因に係る経済情勢も,新聞や

テレビを通じて容易に知りうるところであるとしたうえ,Xは,本件信用取引開始時36歳であり,大学を卒業し,歯科医師

として開業し,経営しており,相応の社会知識や経済判断能力を有していたこと,Xが,本件信用取引開始にあたり,信用

取引の仕組みやリスクについて説明を受けており,Xが信用取引の仕組みやリスクについて理解することはその能力に

照らして困難ではなく,現に,Xは信用取引の仕組みやリスクについて一応の理解はしていたこと,Xは平成21年3月19

日,Y1に取引口座を開設し,同月25日以降,現物株式のほか,株式を対象とする投資信託,外国債券や外国株式を対象とす

る投資信託を行うなどの投資経験から,本件信用取引開始時には,その時々の経済情勢により株価が変動し,保有資産の損

益に大きく影響することを認識していたこと,Xが積極的な投資意欲を有していたことなどに照らせば,Y1による本

件信用取引の勧誘が,適合性の原則から著しく逸脱した違法なものであったということはできないと判示した。次

に(2)本件信用取引において,Xが自らの意思と判断により積極的に取引を行ったことはなく,Y2またはY3の意見に従う

ことがほとんどであったとはいえ,Y2またはY3によって個々の取引や取引方針がXに無断で決定されたというもので

はないから,本件信用取引が一任売買や実質一任売買に該当する違法なものであったということはできないと判示し

た。そのうえで,(3)本件信用取引は,最終の決済取引を除き,すべて,Y2またはY3の提案によって行われたものであ

り,Xが自らの意思と判断により積極的に注文や決済を行ったことはなく,また,Y2およびY3の提案の合理性やリスク

について,Xが理解し検討した上で,取引について承諾を与えていたということもできず,Y2またはY3が無断で行っ

たものではないにせよ,全体を通じてY2およびY3が主導したものというべきであるし,本件信用取引全体で,取引銘柄

は約50種類に上り,取引回数は同一銘柄の同一日取引を1回と数えても約30ヶ月間で247回と多く,保有期間が5日以内

の取引が全体の30%,保有期間が10回内の取引が全体の約50%を占め,年次回転率は11.85回と高く,取引金額は平成21

年9月末時点で2億9800万円余りとなって以降,平成22年11月末まで,Xの保有する約2億円の金融資産の9割以上が本件

信用取引に充てられ,本件信用取引による差引損は1億3466万円余りに達し,XがY1に支払った手数料額は3471万円余り

であり,差引損の31.2%に及ぶことからすれば,Xにとって社会的相当性を著しく逸脱した過当な取引に当たり,全体

として違法というべきであると判示した。なお,損害額については,本件信用取引について303万8659円の配当と1

億3466万7557円の差引損が生じ,その差額は1億3162万8898円であるところ,Xにも相応の過失があるため,6割の過失

相殺をし,過失相殺後の損害額は5265万1559円であり,弁護士費用は520万円が相当と判示した。

【商事法】

(6)東京高判平成28年7月6日 判例時報2338号91頁

平成28年(ネ)第1428号 株式返還等請求控訴事件(一部変更(上告・上告受理申立て))

　被告(東証二部上場)がその親会社(東証一部上場)との間で,当該親会社を株式交換完全親会社,被告を株式交換完全子

会社とする株式交換を行った際に,被告の株主であった原告らがこれに反対して株式買取請求を行ったところ,株式の価

格について協議が整わず,また,価格決定の申立もなされないまま当該株式交換の効力発生から60日経過した後に,

同買取請求が撤回された場合の帰結が争われた事案で,原告らは,主位的に完全親会社株式を取得しているとして証券保

管振替機構の口座振替及び完全親会社の配当金請求をし,予備的に被告(完全子会社)の株式であることの確認と株主名

簿への記載及び被告の株主であることを前提とする配当金の支払い請求をし,さらに,これらの請求が認められない

場合に,それに代わる金員の返還及び各請求と同様の配当金の支払を求めた事案の控訴審(双方控訴)。

　原審は,①株式交換の効力発生日後に株式買取請求が撤回された場合には,完全子会社には原状回復義務として完全子

会社の株式を返還する義務が生ずるが,完全親会社が完全子会社の株式を取得していることから,当該義務は履行不能と

なり,結局,完全子会社は,株式買取請求に係る株式の代金相当額の金銭を返還する義務を負うこととなると判示した。

また,②被告が原告に支払うべき金額については,株式返還の履行不能によって株主は金銭債権を取得することになる

ので,撤回時における完全子会社の株式の価格相当額を返還すべき,とした。

　控訴審は,原審の①の判断を支持したが(会社法786条3項の趣旨についての解釈を理由として付加している),②の価格

相当額の基準時については,原審の考え方だと買取請求をした者が株式交換の効力が発生して完全親子会社の関係が生

じた後価格決定の申立が可能な60日間の様子を見た上で親会社株式の株価の上昇または下落の傾向を見て対応を決

めることが可能となり,会社法が株式買取請求の撤回を一定の場合に制限し,株式買取請求をした者に対して合意による

か裁判所による適正買取価格の決定に従わせようとしている趣旨に反し,恣意的な利益獲得を認めることに繋がるな
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ど相当でないとして,株式の返還義務が履行不能となったとき,すなわち株式交換の効力発生日を基準として,その時

点における完全子会社株式の価格相当額を返還すべきものと解するのが相当と判示し,撤回時ではなく本件株式交換の

効力発生日に最も近い市場取引最終日の完全子会社株式の終値に一審原告らの各持ち株数を乗じた金額の支払を命じた

。

【知的財産】

(7)知財高判平成28年11月30日 判例時報2338号96頁

平成28年特(ネ)第10018号 不正競争差止等請求控訴事件(変更・一部請求認容(確定))

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf

　控訴人(一審原告)らは,試験管様の加湿器(控訴人加湿器)を共同で開発したプロダクトデザイナーであり,平成23

年11月に国際展示会に,平成24年6月に国際見本市にそれぞれ出展するなどした。被控訴人は,平成25年9月と11月に

試験管様の加湿器(被控訴人商品)を中国から輸入し,国内の各取引先に販売した。控訴人らが,被控訴人に対し,被控

訴人商品は控訴人加湿器の形態を模倣したものであるとして不正競争防止法違反に基づき輸入・販売等の差止め等

を求めるとともに,控訴人加湿器が美術の著作物に当たり被控訴人商品はこれを複製・翻案したものであるとして

著作権に基づく同差止等を求めた事案。

　原審(東京地判平成28年1月14日,判例時報2307号111頁)は,控訴人加湿器は不正競争防止法2条1項3号にいう「商品

」に当たらない,創作性を備えているとは認められないから著作物に当たらない,として請求を全部棄却した。

　控訴審は,①不正競争防止法2条1項3号の「他人の商品」に該当するためには,「商品化」を完了していれば足

り,その商品化といえるためには,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており,

かつ,それが外見的に明らかになっている必要がある,②商品展示会に出展された商品は,特段の事情がない限り,開

発,商品化を完了し,販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった物品であると認められる,と判

示,被控訴人商品は控訴人加湿器を模倣した商品であるとして,不正競争防止法違反を認め,控訴人らの逸失利益159万

円及び弁護士費用30万円の損害賠償請求を一部認容したが,③模倣商品に対する真正商品の保護期間(同法19条1

項5号ロ)(日本国内で最初に販売された日から起算して3年)の始期は,開発商品化を完了し,販売を可能とする段階

に至ったことが外見的に明らかになったときであり,口頭弁論終結前に保護期間を経過している,として差止請求を

認めず,④控訴人加湿器には著作権法における個性の発揮を認めることができない,として,応用美術品としての著

作物性を否定し,その請求を認めなかった。

(8)知財高判平成28年12月21日 判例時報2340号88頁

平成28年(ネ)第10054号 著作権侵害差止等請求控訴事件(控訴棄却(確定))

　デザイン事務所Xがゴルフ用品等の製造販売等を目的とするY株式会社に対し,Y製品のゴルフクラブのシャフトがX

の著作物であるシャフトデザインの翻案(予備的には原画の翻案)にあたる等として著作物性が争われた事案。

　判決は,応用美術は,美術の著作物に属する物であるか否かが問題となる以上,著作物性を肯定するためには,そ

れ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても,高度の美的観賞性の保有などの高

い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず,著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を

充たすものについては,著作物として保護されるものと解すべきである,とした上で,控訴人の創作性が認められ

る根拠として挙げた縞模様,デザイン書体,ブランドロゴの配置について,いずれも創作的な表現ではないと判断

し,原判決を維持した。

(9)知財高判平成29年9月14日 裁判所HP

平成29年(行ケ)第10049号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 (認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/087080_hanrei.pdf

　原告が,「助産,医業」等を指定役務として,「Advanced Midwife アドバンス助産師」の文字からなる商標(本願商

標)の登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので不服審判請求をしたが,特許庁が不成立の審決をしたので,原

告が審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案。

　特許庁における審決の理由の要点は次のとおりである。本願商標は「上級の助産師」の意味合いが想起されるも

のであり,その構成中「助産師」の文字は,保健師助産師看護師法(保助看法)において使用してはならないと規定されてい

るから,その資格を得ることができない請求人(原告)が,「上級の助産師」の意味合いが想起される本願商標を使用す

ることは,保助看法に抵触するおそれがあり,かつ,本願商標に接する需要者は,その構成中の「アドバンス助産師」の

文字を捉え,国家資格である「助産師」の上級の国家資格であるかのごとく誤信する場合がある。そして,国家資格と誤

信されるおそれのある商標を登録することは,これに接する一般世人において,国家資格である助産師制度に対する社

会的信頼を失わせるものといえるから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。
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　しかし,①「アドバンス助産師」制度は,助産関連5団体によって創設されたもので,「アドバンス助産師」を認証す

るための指標は,公益社団法人日本看護協会が開発したものであるから,その専門的知見が反映されているものと推

認されること,②原告は,助産師養成機関や助産所の第三者評価事業を行っており,助産分野の評価を適切に行えるものと

推認されること,③「アドバンス助産師数」は,厚生労働省により周産期医療体制の現状把握のための指標例とされて

いること,以上の事実からすると,「アドバンス助産師」認証制度は,一定程度の高い助産実践能力を有する者を適切に認

証する制度であると評価される。また,「アドバンス助産師」認証制度は,既に1万人を超える「アドバンス助産師」

が存在することなどからすると,「アドバンス助産師」は,国家資格である助産師資格を有する者のうち,一定程度の高い

能力を持つ者を示すものであることが,相当程度認知されているものと認められる。そうすると,本願商標に接する需

要者は,「アドバンス助産師」を,助産師のうち,一定程度の高い助産実践能力を持つ者であると認識するということができ

るところ,その認識自体は,決して誤ったものであるということはない。

　また,「アドバンス助産師」制度が相当程度認知されていることからすると,「アドバンス助産師」が「助産師」とは

異なる国家資格であると認識されるとは認められないし,仮に,そのように認識されることがあったとしても,本願商

標が国家資格等の制度に対する社会的信用を失わせる「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とい

うことはできない。

　したがって,本願商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に当たると

いうことはできない,として原告の請求は認容された。

(10)知財高判平成29年9月21日　裁判所HP

平成28年(行ケ)第10236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/088/087088_hanrei.pdf

　特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,「本件発明は,無洗米の製造装置の発明であるが,物

の構造又は特性から当該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物を特定す

ることができない」として,審決を取消した事案。

　本件明細書には,本件発明の無洗米の製造装置につき,その特定の構造又は特性のみによって,玄米を精白米に

精米することができることは記載されておらず,その運転条件を調整することにより,そのような精米ができるも

のとされている。そして,その運転条件は,本件明細書において,毎分900回以上の高速回転で精白ロールを回転さ

せること以外の特定はなく,実際に精白ロールの回転数や,精米機に供給される玄米の供給速度,精米機の運転時間

などの運転条件の特定はなく,本件出願時の技術常識からして,これが明らかであると認めることもできない。

　また,本件明細書の発明の詳細な説明によれば,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%

以上において胚盤又は表面を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるように搗精することは,従来の技術で

は容易ではなかったことがうかがわれ,上記のとおり,本件明細書に具体的な記載がない場合に,これを実現するこ

とが当業者にとって明らかであると認めることはできない。

　本件発明は,無洗米の製造装置の発明であるが,このような物の発明にあっては,特許請求の範囲において,当該

物の構造又は特性を明記して,直接物を特定することが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷

判決・民集69巻4号904頁参照),上記のとおり,本件発明は,物の構造又は特性から当該物を特定することができず,

本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物を特定することができないから,特許を受けようとする発明が明

確であるということはできない。

(11)知財高判平成29年10月3日　裁判所HP

平成28年(行ケ)第10265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/104/087104_hanrei.pdf

　「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」に係る特許を特許無効審判請求に基づい

て無効とした審決の取消訴訟であって,「引用発明Aにおいて,相違点に係る本件訂正発明の構成を備えるようにす

ることを,当業者は容易に想到することができないというべきである」として,審決を取消した事案。

　警報動作を終了させるに当たり,本件訂正発明の盗難防止タグは,解除信号の一部に含まれる,解除指示信号の識別

とは無関係な「暗号コード」と,記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し,引用例3事項を適用した引用

発明Aのタグは,解除信号である「コード信号」と,記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「

コード信号」との一致判定を行うものである。

　したがって,引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違点に係る本件訂正発明の構成に至らないというべきであ

る。
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(12)東京地判平成29年9月28日 裁判所HP

平成28年(ワ)第39582号 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 (棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/087124_hanrei.pdf

　本件は,原告が,物流センターで出荷商品を仕分けるなどのために使用される「重量検品ピッキングカート」(原

告商品)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した

重量検品ピッキングカート(被告商品)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告によ

る被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,被告商品の譲渡等

の差止め及び被告商品の廃棄等を求めた事案。

　商品の形態自体が,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に

他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独

占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品が特

定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要する。

　そして商品の形態が出所表示機能を有する前提となる顕著な特徴とは,需要者が取引の場面において商品の形態を

見た場合に,その特徴の有無を認識区別することができるものでなければならないところ,原告の主張する特徴のう

ち,計量台の傾斜角度については,それが10°±1°(すなわち,9°から11°まで)の範囲内に含まれるか否かを需要者

が取引の場面において厳密に認識区別することができるとは到底認められず,需要者が認識区別できるのは,せいぜい

計量台が緩やかに前傾していること程度に止まるというべきである。したがって,原告の上記主張は,その点におい

て既に採用できないものである。

　また,重量検品ピッキングカートにおいて,「カート上段の左右端に設置された2本の把持部の先端が略半円状に

上向きに湾曲している」という構成も,ごくありふれた構成というべきであり,それが,客観的に他の同種商品とは

異なる顕著な特徴であるとは到底認められない。

　したがって,原告商品の形態は,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず,

不正競争防止法2条1項1号の商品等表示には当たらない,として原告の請求は棄却された。

【民事手続】

(13)最二決平成29年10月4日 最高裁HP

平成29年(行フ)第2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(抗告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/087116_hanrei.pdf

　本件は,政務活動費の中に使途基準に違反して支出されたものがあるとして,当該自治体の住民らが地方自治法242条

の2第1項4号に基づき,県知事に対し,当該支出をした議員らに不当利得の返還請求をすることを求める訴えを本案事

件とする,文書提出命令申立事件である。

　住民ら側は,議員らが県議会の議長に提出した政務活動費にかかる領収書について,議長の属する地方公共団体

を所持者として文書提出命令を申し立て,地方公共団体側は所持者は議長であるとしてこれを争った。原審は,本件各

領収書に係る文書の所持者は抗告人であるとした上,本件各領収書のうち発行主体が法人又は団体であるもの(領収印の

印影部分及び代表者以外の担当者の氏名が記載された部分を除く。)について提出を命じたが,最高裁判所も,要旨,「

地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる」と判断

し,その判断を追認した。

(14)最三決平成29年10月10日 最高裁HP

平成28年(許)第46号 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(破棄差戻)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/087129_hanrei.pdf

(裁判要旨)

　元金及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金の支払を内容とする債務名義に基づき,債権差押命令の申立書

には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令

の申立てをした債権者が,差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金

員の充当の対象となる

(理由)

　本件執行裁判所の取扱いは,第三債務者自らが請求債権中の遅延損害金の金額を計算しなければ,差押債権者の取立てに

応ずべき金額が分からないという事態が生ずることのないようにするための配慮として,合理性を有するものであ

る。

　本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者は,債権差押命令に基づく差押債権の取立てに係る金員の

充当の場面では,もはや第三債務者の負担に配慮をする必要がないのであるから,上記金員が支払済みまでの遅延損
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害金に充当されることについて合理的期待を有していると解するのが相当であり,債権者が本件取扱いに従って債

権差押命令の申立てをしたからといって,直ちに申立日の翌日以降の遅延損害金を上記金員の充当の対象から除

外すべき理由はないというべきである。

(15)東京高決平成28年8月10日 判例時報2338号16頁

平成28年(ラ)第1189号 間接強制申立一部却下決定に対する執行抗告事件(変更・請求認容(確定))

　本件建物周辺に居住するXらが,本件建物を暴力団の事務所又は連絡場所として使用することを禁止する仮処分決

定(本件債務名義)を,「5代目傘下のA」に使用させないなどの内容で,平成14年に得ていたところ,本件債務名義に

基づき「6代目傘下のA」に使用させない等の義務の履行を求めて,違反した場合には違反行為一日につき連帯し

て100万円の割合による金員を支払えとの間接強制申立をした事案の抗告審。

　原決定(横浜地小田原支決平成28年6月24日)は,5代目傘下のAと6代目傘下のAとが同一であるとは直ちにはいえ

ず,5代目傘下のAは4次組織であったが6代目傘下のAは3次組織であり両者は異なる存在であり,義務の同一性は認めら

れないとして却下した。

　これに対し,抗告審は,兵庫県公安委員会は「5代目B組」の名称で代表する者を「C」とする団体について,暴対

法に規定する要件を満たす暴力団と指定して官報に告示し,その後に再指定されるに当たっての指定番号に連続性が

あること」「6代目B組」の名称で代表する者を「D」とする団体の指定番号は従前と同様で,再指定も「5代目B組」

の更新時期に行われていることから,代表する者の交替に伴い名称を変更したに止まり,団体として同一であると認

められること,4次組織が3次組織になった点はB組内での階層的序列の問題であり,同一性の判断を左右するもので

はないことから義務の内容の同一性を認め,原決定を変更し,Xらの請求を認容した。

(16)千葉地裁八日市場支部決平成29年4月20日 判例タイムズ1439号176頁

平成29年(ソラ)第1002号 免責許可決定に対する即時抗告事件(抗告認容,確定)

　Yは,破産申立を行い,同時廃止決定・裁量免責による免責許可決定を受けたが,破産債権者Xは,Yは申立て前に離婚し

復氏していた事実や同離婚に伴い解決金を受領していた事実を秘しており免責不相当であるとして即時抗告を申し立て

た。本決定は,Yがこれらの事実を秘して申立てを行ったことは破産法252条1項8号虚偽説明に該当し,解決金の残金が

存在していたことは同項1号の財産隠匿にも当たるとした上で,①離婚・復氏の事実を秘したことは架空の別人格を破

産者として免責等の効果を生じさせる一方で自らは破産手続とは関わりのないものとして生活していくことを企図し

たものといえ破産手続に関する社会の信頼を著しく損なう,②同事実が判明した後も解決金の受領について申告してお

らず反省の情もうかがわれない,③Xの調査がなければ上記各事実は明らかにならず同時廃止による破産手続の公正かつ

迅速な遂行に与えた影響も多大であるとし,免責許可決定を取り消し免責不許可決定をした。

【刑事法】

(17)最二判平成29年7月27日 最高裁HP

平成26年(あ)第589号 強盗殺人,詐欺,窃盗,住居侵入被告事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/087098_hanrei.pdf

(事案)

　被告人は,債務の弁済を請求された被害者ら(2人)を殺害して債務の弁済を免れようと考え,同人らに対し睡眠薬

等を服用させて意識もうろう状態に陥らせた上,同人らを水中に誘導して溺れさせ,殺害した行為において,強盗殺人

罪等で起訴され,第1審判決は被告人に死刑を科し,原審もこれを是認した。

(判旨)

　1 犯人性は認められる。

　①被告人は,各被害者が行方不明になった際,最後に接触していた者であり,その後程なくして目撃された際,体が

ぬれた状態であったこと,②被告人は,各被害者の遺体から検出された特徴的な組合せの睡眠薬等を事前に入手して

いたか,入手可能であったこと,③被告人には各被害者に対する債務があり,殺害の動機があったと認められることか

ら,犯人性は認められる。

　2 死刑の量刑は是認できる。

　強盗殺人2件は,別個の機会に,債務の弁済を免れようとして債権者を殺害したもので,経緯や動機に酌むべき事情は

なく,あらかじめ用意していた睡眠薬を服用させて意識もうろう状態に陥らせた上,水中に誘導して溺れさせたと

いう,強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行であり,何らの落ち度のない2名の生命が奪われた結果は重大であっ

て,遺族らは厳しい処罰感情を抱いている。

　よって,死刑の科刑は是認せざるを得ない。
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(18)福岡高判平成28年6月24日 判例タイムズ1439号136頁

平成28年(う)第181号　薬事法違反被告事件(控訴棄却,上告(後上告取下))

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/086562_hanrei.pdf

　被告人は,薬物(指定薬物含有の植物片)の所持について,公然販売していた販売店の店員から合法だと告げられそ

う信じており指定薬物であることの認識はなかったとして故意を争った。本判決は,当該薬物の薬理作用を認識し,

そのような薬理作用があるために当該薬物が指定薬物として指定されている薬物と同様に規制され得る同種の物で

あることを認識していれば,当該薬物を所持し,販売し,譲り受けることなどが犯罪に該当すると判断できる社会的な

意味の認識,すなわち故意の存在を認めるに足りる事実の認識に欠けることはないとし,本件では被告人が本件植物片

には指定薬物として指定されている薬物が含有されていないと信じたことに合理的な理由があったことなど,被告

人の故意を否定するに足りる特異な状況をも認められないとし,故意を認め,有罪(薬事法違反)とした。

(19)大阪高判平成28年10月13日 判例タイムズ1439号127頁

平成27年(う)第1270号 覚せい剤取締法違反被告事件(破棄自判,確定)

　被告人は,職務質問に伴う所持品検査の中で,車内にあったチャックで閉じられたポーチ在中の細工が施されたコー

ヒー缶から覚醒剤が発見されたことから現行犯逮捕され,強制採尿令状により差し押えられた尿中から覚醒剤成

分が検出された。所持品検査の違法性が争われたところ,本判決は,被告人がコーヒー缶の蓋の取り去りを命じ又は

黙示に承諾したとは認められない,所持品検査はその必要性は高くなく緊急性もなかったのに,承諾を得ずに,捜索

に類似し,プライバシーを侵害する程度の高い行為を行ったもので許容限度を逸脱した違法なものである,当初か

ら真摯に検査に応じるよう説得する手間を省き被告人が明示の拒絶をしてもそれを無視して検査に及んでおり,一連

の検査の違法の程度は令状主義の精神を没却する重大なものであるとし,覚醒剤の鑑定書の証拠能力を否定し,尿

の差押えは覚醒剤の違法な発見を直接利用してなされたもので違法というべきであるとし,尿の鑑定書の証拠能

力も否定し,無罪とした。

(20)名古屋高判平成29年9月26日 裁判所HP

平成29年(う)第211号 自動車過失運転致死(控訴棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/087140_hanrei.pdf

　いわゆるポケモンGOに起因する死亡事故として社会的に話題となった自動車運転過失致死事件の控訴審であるが,実刑を

量刑不当とする控訴趣意に対し,裁判所は,「スマートフォンの充電作業に気を取られ,前方左右を注視するという自

動車運転者としての基本的な注意義務をないがしろにした結果,本件死亡事故を引き起こしたものである。」と事案を

総括した上,起こるべくして起こった事故であり「単純な過失による事故とは一線を画する事案であるとする原判決

の認定,評価に何ら誤りはない。」とし,実刑判断(原審の判断は禁固2年6月)を維持した。

【公法】

(21)最大判平成29年9月27日 最高裁HP

平成29年(行ツ)第47号 選挙無効請求事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/087091_hanrei.pdf

　平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配

分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったも

のとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。

(理由)

　最大較差3.08倍であるが,最高裁判所は,従来の判断枠組みを踏襲し,著しい不平等状態が相当期間継続してい

るのにこれが是正されない状態かを検討し,参議院に独自の機能を発揮させようというのも立法府の裁量であり,そ

のための選挙制度として,一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点か

ら,政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否

定されるべきものであるとはいえない等とし,上記の通り結論した。

(22)最大判平成29年9月27日 最高裁HP

平成29年(行ツ)第4号 選挙無効請求事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/087094_hanrei.pdf

　平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配

分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったも

のとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
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(理由)

　最大較差3.08倍であるが,最高裁判所は,従来の判断枠組みを踏襲し,著しい不平等状態が相当期間継続してい

るのにこれが是正されない状態かを検討し,参議院に独自の機能を発揮させようというのも立法府の裁量であり,そ

のための選挙制度として,一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点か

ら,政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否

定されるべきものであるとはいえない等とし,上記の通り結論した。

(23)大阪高判平成29年9月22日 裁判所HP

平成28年(行コ)第282号 非公開決定処分取消等請求控訴事件(控訴棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/087125_hanrei.pdf

　被控訴人は,大阪市情報公開条例に基づき,大阪市長に対し,同市長と控訴人大阪市の職員がいわゆる庁内メールを

利用して一対一で送受信した電子メールのうち,控訴人において公文書として取り扱っていないもの(プリントアウ

トしたものを含め送受信者以外の職員に保有されていないもの)の公開を請求した。これに対し,大阪市長は,請求対

象文書は,二人の間で送受信されたにとどまるものであり,組織共用の実態を備えていないから,およそ同条例2条2

項所定の公文書,すなわち「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」に

該当しないとの理由により,請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。

　原審は,請求対象文書の中には,同条例2条2項所定の公文書に該当する文書が含まれているから,上記のような

理由で請求対象文書全部を非公開とすることは違法であると判断し,原処分を取り消した(請求対象文書中に公文

書に該当する文書があったとしても,そこに非公開情報が記載されている場合もあることから,義務付けに係る請

求は棄却した)。

　本件は,控訴審裁判所が,原審の結論を是認し,控訴を棄却した事例である。

　控訴審裁判所は,本件のメール中には「業務上必要なものとして,利用又は保存されている状態にあるメールが

含まれるものと認められる。」と評価し,一対一メールであることやたまたま廃棄されなかったにすぎないこと

を主張する控訴人の主張についても排斥した。

(24)津地判平成28年12月8日 判例時報2337号29頁

平成27年(行ウ)第18号 道路占用許可取消請求事件(却下(確定))

　本件は,自宅に隣接した場所に,折りたたみ式ゴミボックス(本件ゴミボックス)を設置された住民Xが,本件ゴミボ

ックスの設置により,Xの安全な交通環境等で生活する利益を侵害されたこと,自宅敷地の利用を制限され自宅敷地

の市場価値が下落する等を理由に本件ゴミボックス設置を許可した道路占用許可処分(本件訴分)の取消しを求めた

事案である。

　本判決は,行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について「法律上の利益を有する者」と規定しているとこ

ろ,道路法が道路の占用に制限を設けた趣旨目的は,道路の構造を保全し交通の障害を防止することにより広く一般

的公益を保護することにあり,また,道交法が道路上の工作物の設置に許可を要すると規定する趣旨は,道路におけ

る危険が防止され,円滑な交通が保たれるという一般的利益の確保にあり,当該道路近隣の居住者の利益の保護は,

一般的公益の保護の結果として,また一般的利益が確保される結果として反射的に実現されるにすぎないと判示し,X

の原告適格はないとして本件訴えを却下した。

【社会法】

(25)最三判平成29年10月17日 最高裁HP

平成29年(行ヒ)第44号 障害年金請求事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/087139_hanrei.pdf

　厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅時効

は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行すると

された事例。

　最高裁判所は,各支払期が到来した支分権について,「受給権者は,当該障害年金に係る裁定を受ける前においてはそ

の支給を受けることができない。」と認めながら,「しかしながら,障害年金を受ける権利の発生要件やその支給時期,

金額等については,厚生年金保険法に明確な規定が設けられており,裁定は,受給権者の請求に基づいて上記発生要

件の存否等を公権的に確認するものにすぎないのであって(最高裁平成3年(行ツ)第212号同7年11月7日第三小法廷

判決・民集49巻9号2829頁参照),受給権者は,裁定の請求をすることにより,同法の定めるところに従った内容の裁定

を受けて障害年金の支給を受けられることとなるのであるから,裁定を受けていないことは,上記支分権の消滅時効の進

行を妨げるものではないというべきである。」と判断した。
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(26)大阪高判平成29年9月29日 最高裁HP

平成29年(行コ)第55号 遺族補償給付金等不支給処分取消請求控訴事件(原判決取消,請求認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/087148_hanrei.pdf

　高速道路の巡回,管制,取締等交通管理業務を行うことを主な事業内容とする会社に勤務し上記巡回等の業務に従事

していた労働者が自殺したことについて,上記労働者は,その上司からひどい嫌がらせ,いじめを受けたことによる強い

心理的負荷により自殺直前頃うつ病を発症し,うつ病が原因となって自殺をしたものであり,上記労働者の死亡は,労働者

災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとされた事例。

　控訴審判決は,「本件夜勤前までの約2か月間に,本件夜勤前の出来事によって,業務による相当程度の心理的負

荷が掛かったところ,さらに,5月25日から26日までの間に,本件夜勤時の出来事によって,業務による強い心理的負

荷が掛かったこと」,労働者がこれによる精神症状を伴わない重症うつであった可能性を認め,業務起因性を肯定

し,認定基準からも,当該結論が支持出来ると判断し,原判決を取り消し,取消請求を認容した。

(27)大阪地判平成28年10月25日 判例時報2340号106頁

平成27年(ワ)第5287号,平成28年(ワ)第5141号 退職金請求事件(棄却(控訴))

　Yは,平成25年5月,新たな人事制度を導入し,給与規則と退職金支給規則を改訂するとともに退職年金制度を廃止し

た。Xら(学校法人Yの元教員であり,平成27年,28年の定年退職者)は,Yに対し,退職金が減額されたとして,差額退

職金の支払いを請求した事案。

　本判決は,不利益変更に関する判例法理に基づき,①変更の必要性について,法人の「経営状況は非常に悪化し

ていた」として高度の必要性を認め,②不利益の程度について,請求額約300̃400万円の金額は「不利益の程度は

大きい」と認め,③内容の相当性について,Yにおける退職金の支給率及び基礎となる基本給の額は,大阪府私学総連

合会の退職金事業における支給率等と比較して「大阪府という同一地域内において高い」として相当性を認め,④

労働組合等との交渉については,「説明の内容・態度は適切なものであった」と認め,総合考慮すると本件変更は

合理的であるとした。

【その他】

(28)最一決平成29年10月5日 最高裁HP

平成29年(許)第6号 訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(破棄自判)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/087117_hanrei.pdf

(裁判要旨)

　1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代

理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,上記各行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する

　2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟

復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は即時抗告をすることができるが,その訴訟代理人又は訴訟復代

理人は自らを抗告人とする即時抗告をすることができない

　3 破産管財人Xを原告とする訴訟において,破産者Aの依頼を承諾したことのある弁護士Yらが被告の訴訟代理人とし

て訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例

(理由)

　本件訴訟がAの債権の管理や財産の不当な流出の防止等に関するものであることは明らかである。また,本件訴訟

において被告と対立する当事者はXであるのに対し,Yらに対する過去の委任契約の依頼者はAであるが,破産手続開始の

決定により,破産者の財産に対する管理処分権が破産管財人に帰属することになることからすると,本件において弁護

士法25条1号違反の有無を検討するに当たっては,AとXとは同視されるべきである。

そうすると,本件訴訟は,Yらにとって,同号により職務を行ってはならないとされる「相手方の・・・依頼を承諾

した事件」に当たるというべきである。

(29)千葉地裁松戸支部判平成28年3月25日 判例時報2337号36頁

平成27年(ワ)第96号(甲事件),同238号(乙事件),同394号(丙事件)  損害賠償等請求事件(甲事件乙事件一部認容・一部

棄却,丙事件棄却(控訴,後和解))

　弁護士法人Y1の社員Y2は,A社(代表取締役B)の代理人として破産手続開始の申立てを行い,A社につき破産手続開始決定がな

され,Xが破産管財人に選任されたが,Y2は,A社との自己破産申立ての委任契約(本件委任契約)から破産手続開始申立てま

での間に,Y1名義で保管していたA社の財産から,Bに対し115万8220円の役員報酬等を支払い,また,本件委任契約の弁

護士報酬として450万円,A社代理人としてゴルフ預託金合計2100万円を回収するための訴訟提起を行うなどして1600

万円を回収したことに対する弁護士報酬として800万円をY1に入金した。Xは,これらのY2の行為は,破産申立代理人
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として負うべき財産散逸防止義務に違反し不法行為に該当するとして,Y1に対しては,弁護士法30条の30第1項,会社

法600条に基づき,Y2に対しては民法709条に基づき損害賠償を求めた事案である。(Y1に対する事件が甲事件,Y2に対

する事件が乙事件,別個に提起され後併合審理)

　本判決は,Y2がBに支払うなどした金銭は,Bの職務執行の対価である報酬と認めるのが相当であり,一般破産債権に

すぎない報酬債権の支払は不法行為が成立するとし,また,弁護士報酬は,破産手続においては役務の提供と合理的均

衡を失する場合,合理的均衡を失する部分の支払行為は破産債権者の利益を害する行為として否認の対象となり,具体

的な報酬の額が合理的均衡を失するか否かの判断は,客観的な弁護士報酬の相当額との比較において行うのが相当

であり,本件委任契約の弁護士報酬相当額は200万円を上回ることはなく,ゴルフ預託金回収の弁護士報酬相当額

は530万円を上回ることはないとしてそれを超える部分をY1に入金したことについて不法行為が成立するとし

て,Xの請求を一部認容した。Xは,ゴルフ預託金回収は破産申立代理人として不必要な行為であったからその回収に

係る報酬全額に不法行為が成立すると主張したが,裁判所は,破産申立代理人としては可及的速やかに申立てを行う

ことが望ましいものの回収行為が当然に財産散逸防止義務違反になるとまでは言い難いとして800万円全額について

の不法行為の成立は認めなかった。なお,Y2は,Xに対し,Yらに対する損害賠償請求の訴え提起等が不法行為に該

当するとして慰謝料30万円を求めたが棄却された(丙事件,別個に提起され後併合審理)。

<補足>

　請求額=1165万8220円(450万円の弁護士報酬のうちの250万円,800万円の弁護士報酬全額,Bの役員報酬等115

万8220円の合計)

　認容額=635万8220円(450万円の弁護士報酬のうちの250万円,800万円の弁護士報酬のうち270万円,Bの役員報酬

等115万8220円の合計)

【紹介済判例】

最一判平成28年12月8日 判例時報2337号3頁

平成27年(行ヒ)第512号,同513号 各航空機運航差止等請求事件(一部破棄自判,一部棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86315

→法務速報188号17番で紹介済

大阪高判平成28年12月9日 判例タイムズ1439号103頁

平成28年(ネ)第1420号 情報開示等請求控訴事件,平成28年(ネ)第1934号同附帯控訴事件(取消自判,確定)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/086398_hanrei.pdf

→法務速報197号3号で紹介済

最二判平成29年3月13日 判例時報2340号68頁

平成28年(受)第944号 貸金請求事件(破棄自判)

→法務速報191番2号で紹介済

最三判平成29年3月21日 判例タイムズ1439号70頁

平成27年(行ツ)第375号 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf

→法務速報192号19番で紹介済

最一平判成29年4月6日 判例時報2337号34頁

平成28年(受)第579号 預金返還等請求事件(一部破棄自判,一部却下)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86670

→法務速報192号1番で紹介済

最二判平成29年4月21日 判例時報2340号64頁

平成28年(行ヒ)第14号 特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件(破棄自判,原告の請求を棄却した第1審判決を追

認)

→法務速報193番20号で紹介済

最二判平成29年4月21日 金法2074号70頁

平成28年(行ヒ)第14号 特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件(破棄自判)
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判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/086709_hanrei.pdf

→法務速報193号20番で紹介済

最二決平成29年4月26日 判例時報2340号118頁

平成28年(あ)第307号 殺人,器物損壊被告事件(上告棄却)

→法務速報193番15号で紹介済

最二決平成29年4月26日 判例タイムズ1439号80頁

平成28年(あ)第307号 殺人,器物損壊被告事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/086723_hanrei.pdf

→法務速報193号15番で紹介済

最二決平成29年5月10日 金法2075号64頁

平成28年(許)第26号 債権差押命令取消及び申立却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(抗告棄

却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/086748_hanrei.pdf

→法務速報193号14番で紹介済

最二決平成29年5月17日 判例タイムズ1439号75頁

平成28年(許)第49号 市町村長の処分に対する不服申立却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事

件(破棄自判)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/086753_hanrei.pdf

→法務速報193号16番で紹介済
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2.平成29年(2017年)10月22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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3.10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

遠藤英嗣 著　日本加除出版　352頁　3,564円　★

家族信託契約　遺言相続,後見に代替する信託の実務

長谷川 俊明/編著　中央経済社　220頁　2,808円

ライセンス契約の基本と書式

長谷川 俊明/編著　中央経済社　200頁　2,592円

業務委託契約の基本と書式

丸山一朗 著　保険毎日新聞社　473頁　4,860円

自動車保険実務の重要判例　事例に学ぶ33のポイント

野々山 哲郎　仲 隆　浦岡 由美子/共編　新日本法規　370頁　4,536円

Q&A相続人不存在・不在者 財産管理の手引

河村寛治 著　第一法規　368頁　3,024円

まずはここから!ベーシックな事例で学ぶ企業法務の仕事

民事信託活用支援機構/編　日本法令　371頁　3,780円

民事信託 受託者の実務
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4.10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

阿部 徳幸　松嶋 康尚　松嶋 隆弘/編著　三協法規出版　320頁　3,780円

詳解 会社の解散・清算をめぐる法務と税務

三笘 裕　玉井 裕子　滝川 佳代/編著　大石 貴大　鈴木 健人　田村 優　小槻 英之　田勢 華也子　藤井 崇英/著

　商事法務　256頁　3,456円

取引ステップで考える実践的M&A入門

大西 隆司/編集　新日本法規　316頁　4,212円

事例でみる 事業承継の実務　士業間連携と対応のポイント

須藤 典明  清水 響/編　立花書房　608頁　6,912円

労働事件事実認定重要判決50選　

労務行政研究所 編　労務行政　400頁　4,320円

実務Q&Aシリーズ懲戒処分・解雇

安西 愈/著　労働調査会　544頁　5,400円　

多様な派遣形態とみなし雇用の法律実務　派遣・請負・業務委託・出向・協業等,労働契約申込みみなし制度の問

題

佐々木育子 編著/板野陽一/小久保哲郎/藤井　渉/藤岡夕里子 著　日本加除出版　484頁　4,968円　★

Q&A実務家が知っておくべき社会保障　障害のある人のために
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5.発刊書籍<解説>

「家族信託契約　遺言相続,後見に代替する信託の実務」

家族信託契約の法制度,家族信託契約と公正証書の役割,家族信託契約が機能するための留意点,秘匿したい信託

条項と登記手続,金融機関をはじめ皆が納得する家族民事信託条項,金融機関等が困る「信託もどき事例」,家族信託

契約と任意後見の併用等について解説されている。具体的な条項が掲載されており,家族信託契約を締結する事案

を担当する際に役に立つ本である。

　「Q&A実務家が知っておくべき社会保障　障害のある人のために」

障害者福祉サービスの知識として,障害児の就学先の決定と特別支援教育,障害福祉サービスにおける相談支援と意思決定

支援について等が,障害者に必要な医療の知識として自立支援医療,包括型地域生活支援(ACT)とは何か等が,その他障害

者が働くことへの支援,障害者支援のために知っておくべき年金及び生活保護の知識,障害者支援のために知っておくべ

き相続・税金・信託の知識などがQ&A方式で解説されている。障がい者支援に必要な制度や手続について網羅的に知識

を得ることができ,日頃障がい者に関連する業務を行う際に活用できる本である。

(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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