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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 　法律雑誌等に掲載された主な判例
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 (1)東京高判平13年２月15日判時1741号68頁
 私小説中の登場人物についての記述が、そのモデルとなった人物のプライバシー等を
 侵害したとして、作者及び出版社に対する損害賠償を認めるとともに、人格権に基づ
 き出版等の差し止めを認めた事例。

 (2)大阪高判平12年11月29日判時1741号92頁
 信託銀行の貸付金債権と信託終了後に設けられた別段預金の法定相殺は、信託終了後
 といえども、信託法１７条の趣旨に反し許されないけれども、当事者の合意による相
 殺は許される。

 (3)千葉地判平12年6月30日判時1741号113頁
 病識のない精神病患者が治療を拒んでいる場合に、患者を通院させることができるよ
 うになるまでの間の一時的な措置として、相当の臨床経験のある精神科医が家族等の
 訴えを十分に聞いて慎重に判断し、保護者的立場にあって信用のおける家族に副作用
 等について十分説明した上で行われる場合に限っては、患者へ告知せずに行う投薬も
 違法でない。

 (4)名古屋地判平12年7月19日判時1741号124頁
 病院の医師及び看護婦に、治療上の安全配慮上の過失を求めながら、患者の死亡との
 因果関係を認めることはできないとした事例。

 (5)最１決平成13年２月22日判時1742号89頁・金法1610号89頁
 １．特定の会計に関する監査調書との記載をもって、提出を求める文書の表示及び趣
 旨の記載に欠けるところはなく、ここの文書の表示及び趣旨が明示されていないとし
 ても、文書提出命令の申立の対象文書の特定として不足することころはない。
 ２．一通の文書の記載中に提出の義務があると認めることができない部分があるとき
 は、特段の事情のない限り、当該部分を除いて提出を命ずることができると解する
 のが相当である。

 (6)東京高判平成13年2月6日判時1742号96頁
 １．会計法上の入札制度の趣旨それ自体からみて、談合に基づく入札は当然無効であ
 り、これを契約の申し込みであるとしてされる契約も、その公序良俗違反性を別途検
 討するまでもなく、当然に無効である。
 ２．談合を理由に入札が無効とされる場合には、入札者に保護すべき法益はなく、ま
 た入札を無効にするのは、国民全体の利益を確保するためである。社会保険庁の契約
 担当者が談合を容認していたとしても、その責任を追及すべきであり、談合による入
 札を有効とすべき理由とはならない。信義則違反や禁反言の法理は国民全体と談合に
 よる入札者との間で適用すべきである。
 ３．課徴金制度の趣旨目的からみると、現に損失を受けている者がいる場合に、その
 不当利得返還請求権が課徴金の制度のために妨げられる結果となってはならない。す
 なわち、利得者はまず損失者にその利得を返還すべきであり、現実に損失者が損失を
 回復していないにもかかわらず、利得者が課徴金を支払ったことだけで、損失者の不
 当利得返還請求権に影響を及ぼすべきではない。

 (7)東京高判平成13年2月6日判例時報1742号102頁
 １．患者本人と医療機関との間であっても、患者本人と医療機関との間で診療契約を
 締結するほかに、親子、配偶者であっても、医療機関との間において、他者である患
 者の疾病を治療することを目的とする診療契約を締結することはできない。
 ２．患者の親として子に臓器を提供したドナーは、治療上の過失により移植が成功せ
 ずこの生命が失われたときは、親として民法７１１条により子を失った精神的損害に
 ついて慰謝料の支払を受けられるのであって、失われた臓器のドナーとしてその臓器
 の喪失それ自体の賠償を求めることはではない。

 (8)東京地裁平成12年11月14日判例時報1742号119頁
 １．民法３９５条但書きの解除請求において解除判決が確定したときは、抵当権者と
 賃借人との関係のみならず、賃貸人と賃借人との関係においても賃貸借契約が終了す
 ると解するのが相当であるから、賃借人の目的不動産の占有権原は賃貸人との関係で
 も消滅する。また抵当不動産を不法占有することにより、競売手続きの進行が害され
 、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難と
 なるような状態があるときは、抵当権の侵害というべきであり、抵当権者による妨害
 排除請求権に基づき、右状態の排除、すなわち抵当不動産の明渡しを請求することが
 できると解するのが相当である。
 ２．原告は被告に対し、抵当権による妨害排除請求権に基づき、右判決の確定を条件
 として、あらかじめ被告に対し本件建物を収去して本件土地を明渡すよう求めること



 ができる。

 (9)最２決平成13年2月23日判時1744号74頁
 不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において、譲渡命令の申
 立があった場合に、執行裁判所が、その価格を０円と定めた上、これを差押債権者に
 譲渡する命令を発することは許されない。

 (10）最２判平成13年３月２日判時1744号108頁・民事法情報177号48頁・最高裁HP
 業務用カラオケのリース業者が、著作権管理団体からカラオケ装置の使用禁止の仮処
 分を受けたパブ営業者に対して、新たにカラオケ装置をリースした事案において、
 リース業者は、リース物件が著作権侵害の道具として利用されないよう注意義務を負
 担するべきものであり、著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結し又は申し込み
 をしたことを確認した上で当該装置を引き渡すべき条理上の義務を負うものと判断し
 た。

 （11）最三判平成13年２月13日判タ1054号99頁（ときめきメモリアル事件）
 １．本件ゲームソフトの影像は、著作権法２条１項１号にいう著作物ということがで
 きるところ、本件メモリーカードの使用は、本件ゲームソフトを改変し、被上告人の
 有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。
 ２．専ら本件ゲームソフトの改変のみを目的とする本件メモリーカードを輸入、販売
 し、他人の使用を意図して流通に置いた上告人は、他人の使用による本件ゲームソフ
 トの同一性保持権の侵害を惹起したものとして、被上告人に対し、不法行為に基づく
 損害賠償責任を負うと解するのが相当である。

 （12）東京高判平成12年10月19日判タ1054号116頁
 私道について、道路位置指定処分が存在する建築基準法42条２項の規定に基づく道路
 （みなし道路）であることの確認請求が認容された事例

 （13）東京高判平成12年12月７日判タ1054号204頁
 １．預金の保有（所有）者は、記名預金であっても、特段の事情のない限り、その
 名義如何にかかわらず、その出捐者であると解するのが相当である。
 ２．本件預金は、本件信用金庫の訴外会社に対する貸金債権の根担保として差し入れ
 られ、後に、本件信用金庫によりその貸金債権と相殺処理されているところ、このよ
 うな場合、本件信用金庫が担保の差入れをした者を本件預金の預金者本人と認定した
 ことについて、金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められると
 きには、民法478条の規定を類推適用し、上記相殺をもって真実の預金者（と主張す
 る者）に対抗することができる。
 ３．金融機関が必要な注意義務を尽くしたか否かは、当該担保差入れを受けた時点に
 おいて判断すべきものであり、本件信用金庫は、相殺をもって真実の預金者と主張す
 る控訴人に対抗することができる。

 （14）東京高決平成12年３月２日判タ1054号223頁
 １．多重債務者と非弁提携弁護士間の債務整理委任契約について、当該弁護士が、受
 任事件処理をほとんど事務員に任せ、証拠書類の調査をせず、利息制限法等の法律に
 従った処理をしなかったことから、要素の錯誤があり無効とされた事例。
 ２．非弁提携弁護士について、支払不能の状態にあるとして破産宣告がされた事例。

 （15）東京高決平成12年12月21日判タ1054号272頁
 １．本件原執行抗告においては異議申立における理由と異なる理由を具体的に付加し
 て不服申立をしているものであるから、執行抗告をしたことが「手続を不当に遅延さ
 せる」ことを目的としてされたものとは認められず、原執行抗告を却下した原決定は
 不相当であり、取消しを免れない。
 ２．原決定を取り消した場合において、当裁判所において、さらに進んで、原執行抗
 告についての裁判をなし得ると解する。
 ３．競売市場修正減価を含む評価の見直しをした再評価による本件最低売却価額の決
 定に重大な誤りがあるということはできない。

 （16）最三判平成13年１月25日判タ1055号106頁・金商1116号３頁
 １．最先順位の抵当権を有する者に対抗することができる賃借権により不動産を占有
 する者であっても、当該不動産が自らの債務の担保に供され、その債務の不履行によ
 り当該不動産の売却代金からこの債務の弁済がされるべき事情がある場合には、その
 賃借権を主張することは、信義則に反し許されない。かかる占有者は、当該不動産の
 競売による買受人に対してその賃借権をもって対抗することができず、当該抵当権の
 実行として競売の開始決定がされているときは、その債務不履行の事実は民事執行法
 83条１項ただし書きにいう「事件の記録上」明らかであるから、執行手続上もその賃
 借権を主張することが許されない。
 ２．本件においては、執行事件の記録によれば、相手方が最先順位の抵当権に優先す
 る賃借権によって本件建物を占有しており、相手方が本件建物に自己の債務を担保す
 るために抵当権の設定を受けていたものの、この抵当権に基づく競売開始決定はされ
 ていなかったというのであるから、引渡命令を発することができる場合には該当しな
 い。

 (17)東京高判平成12年１月26日判タ1055号130頁
 被相続人が負担していた連帯保証債務が相続税法14条１項に規定する相続財産の価額
 から控除することができる「確実と認められる」債務に該当しないとされた事例。

 (18)大阪高判平成12年４月28日判タ1055号172頁
 訪問販売会社の販売員による売買契約について、取引条件等を記載した契約書面の不
 交付、不実事項の告知と誤信等の事実に照らせば、本件売買契約はいずれも補助参加
 人である販売会社が虚偽の事実を告げて、これを真実であると本件消費者に誤信させ



 て契約を成立させたものであり、補助参加人の詐欺によるものであるとして、取消し
 が認められた事例

 (19)大阪地決平成12年10月20日判タ1055号280頁
 １．理回収機構に対する弁済行為について、民事再生法により監督委員がした否認請
 求が認められた事例
 ２．再生債務者の経営状態は危機的状況にあったと認められ、このような状況の下で
 なされた本件弁済は、その方法及び弁済額等に照らし、他の再生債権者を害する偏頗
 弁済というほかない。

 (20)東京地判平成13年６月13日最高裁HP平成12(ワ)20058号損害賠償請求事件
 米国の作曲家の著作に係る演劇台本を日本語に翻訳し，二次的著作物である翻訳台本
 につき著作権を取得した翻訳者の氏名を表示せずに翻訳台本の一部を引用複製した行
 為は、公正な慣行に合致しているということもできないし、また、引用の目的上正当
 な範囲内で行われたものであるということもできないので、翻訳者が二次的著作物に
 ついて有する複製権及び著作者人格権を侵害するとの主張が認められた。

 (21)東京地判平成13年５月30日最高裁HP平成13(ワ)2176号損害賠償請求事件
 １．「ママの胸より　チャイルドシート」と「ボク安心　ママの膝（ひざ）より　チ
 ャイルドシート」との実質的同一性が争われた事例。
 ２．交通安全のための交通標語（スローガン）は、ありふれた表現として創作性に欠
 けること，文化的所産として著作権の対象にするだけの創作性がないこと，キャッチ
 フレーズやスローガンは字数や用いる言葉の制約が多すぎて選択の余地がないこと，
 公衆に周知徹底させる目的があり特定の者の独占に親しまないこと等の理由から，そ
 の著作物性は否定されるべきであるとの被告主張を退け、スローガンの著作物性を肯
 定したが実質的に同一のものということは認めなかった。

 (22)最判平成13年5月29日最高裁HP平成９年（行ツ）第152号 公文書非公開決定取消
    請求事件
 知事の交際費に係る公文書に記録された個人に対する結婚祝い及び受賞祝いに関する
 情報が京都府情報公開条例所定の非公開事由に該当するとされた事例

 (23)最判平成13年６月８日最高裁HP平成12年（オ）第929号，平成12年（受）第780
    号 著作権確認等請求事件
 １．民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を
 肯定するためには，原則として，被告が我が国においてした行為により原告の法益に
 ついて損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる
 ２．民訴法の併合請求の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯
 定するためには，同一当事者間において併合された請求間に密接な関係が認められる
 ことを要する

 (24)最判平成13年６月８日最高裁HP平成９年（オ）第968号 損害賠償請求事件
 重い外傷の治療を行う医師が講じた細菌感染症に対する予防措置についての注意義務
 違反を否定した原審の認定判断に違法があるとされた事例

 (25)最判平成13年６月11日最高裁HP平成12年（受）第67号 売掛代金請求本訴，損害
 　　賠償請求反訴事件
 衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又
 は類似のものを使用した商品の売買契約が民法９０条により無効とされた事例

 (26)最判平成13年６月12日最高裁HP平成９年（オ）第1918号 特許出願人名義変更届
 　　手続請求事件
 特許を受ける権利の権利者として自ら特許出願をしていた者が，譲渡証書を無断で作
 成するなどして特許権の設定の登録を受けた者に対し，当該特許権につき移転登録手
 続を請求することができるとされた事例

 (27)大阪高判平成12年７月28日銀行法務21・590号85頁
 １．Ａ社は、本件財産譲渡により実質的に企業体としてのＢ社自体を承継したものと
 認められるから、Ａ社がＢ社との別人格性を主張し、その債務の承継のみを否定する
 ことは信義則に反し、許されない。
 ２．Ａ社とＢ社とが、Ｂ社の債権者に対する関係では別人格であることを主張できず、
 両者は一体のものと評価されるべきであるから、その間でなされた本件財産譲渡によ
 って債権者が害されるとはいえない。また、本件財産譲渡を根拠に法人格の否認を主
 張して債務の履行を求めながら、他方で、その詐害行為取消を主張することは矛盾し
 ており、許されない。

 (28) 浦和地判平成12年８月18日判例時報1735号133頁（民事法情報177号62頁）
 死亡取締役の退職慰労金支給決議をする会社の株主総会において、当該死亡取締役の
 相続人３名が株主として当該支給決議に賛成投票を行った場合、特別利害関係人が決
 議に参加した著しく不当な決議に当たるとして、他の株主が求めた決議取り消し請求
 を認容した。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 　５～６月の主な成立法律一覧（民事法部門）　　　　　★は後記に解説あり
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 種類　提出回次　番号
議案件名

 ・閣法　151　70
 　中間法人法　　　…★



 ・衆法　151　21
 　債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律　　…★

 ・閣法　151　68
 税理士法の一部を改正する法律

 ・閣法  151  62
 弁護士法の一部を改正する法律

 ・閣法  151  34
確定給付企業年金法

 ・閣法  151  95
 電気通信事業法等の一部を改正する法律電気通信事業法等の一部を改正する法律

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 　５～６月の主な発刊書籍一覧（民事法部門）　　　　　★は後記に解説あり
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 著者　出版社　頁数　定価
書籍名

 ・筑波大学院企業法学十周年論集編　信山社出版　708頁　\18000
 　現代企業法の研究

 ・ムーロン／一瀬・井田譯　信山社出版　1160頁　\65000
 　佛國民法覆義　第三帙　第二巻

 ・牧野和夫　敬文堂　352頁　\3000
 　ＩＴ革命と現代企業法務入門

 ・西尾幸夫編　法律文化社　250頁　\6200
 　龍谷大学社会科学研究所叢書第42巻　企業法務の実態と課題

 ・浦川道太郎・内田勝一他編　有斐閣　440頁　\8000
 　現代の都市と土地私法

 ・野口昌宏　他　信山社出版　260頁　\2800
 　講説民法[総則]〔補遺訂正〕

 ・中村達也　中央経済社　240頁　\3000
 　国際商事仲裁入門

 ・日本弁護士連合会編　商亊法務研究会　430頁　\4200　　…★
 　コンメンタール消費者契約法

 ・中川淳編　法律文化社　200頁　\2400
 　市民生活と法〔新版〕

 ・アンドリュー・Ｍ・パーデック　商亊法務研究会　287頁　　\6000　…★
 　証券取引勧誘の法規制　開示義務・説明義務を越えて

 ・野田恵三・大田大三　中央経済社　220頁　\2000
 　消費者契約法の知識

 ・経営法友会　商亊法務研究会　164頁　\2500
 　経営法友会ビジネス選書２　新インサイダー取引規制ガイドブック

 ・高倉成男　有斐閣　400頁　\2800
 　知的財産法制と国際政策

 ・田山輝明　法学書院　256頁　\2800
 　特別講義　債権総論

 ・山本忠弘・高木清秀・窪田富也編　嵯峨野書院　373頁　\2950
 　ビジネス法学入門〔改訂版〕

 ・那須弘平　信山社出版　416頁　\6800
 　民事訴訟と弁護士

 ・北澤正敏　商亊法務研究会　388頁　\3200　　…★
 　概説　現代バブル倒産史

 ・牧野和夫　日経文庫　204頁　\860
 　ネットビジネスの法律知識

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 　成立法令＜解説＞（民事法部門）



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ・中間法人法
 　民法の争点の一つであった権利能力なき社団の組織及び運営について定めることを
 　目的とした法律。中間法人が法人格を有することが明文化された（３条）。
 　第四章は中間法人間の合併について規定するが、その各節において債権者の異議（
 　１３１、１３９、１４７条）という条文が付されており、合併による債権者詐害に
 　ついて明文で配慮している点が興味深い。
 　また、第六章（罰則）においては、理事等の特別背任罪（１５７条）を規定するな
 　ど、株式会社や保険会社の発起人・取締役・監査役と同様に中間法人の理事につい
 　て重い処罰を予定している。

 ・債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律
 　通称：サービサー法
 　弁護士法の特例として認められていた特定金銭債権の管理および回収を業として行
 　う会社を規定した法律。法務大臣の許可を受けた株式会社のみが当該業務を行うこ
 　とができる。
 　不良債権を有する金融機関が弁護士以外の専門の有資格者に債権回収を委託するこ
 　とを可能とし、債権回収の実績向上に資することを目的とするものである。
 　今回の改正では、特定金銭債権の範囲を拡大し、貸金業者が有する貸付債権の全て
 　を特定金銭債権とすることとした（２条１項以下）。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 　発刊書籍＜解説＞（民事法部門）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ・コンメンタール消費者契約法
 　消費者契約法の逐条解説書。各条文の解説部分において、実際に訴訟が提起された
 　場合における条文解釈が述べられている点が有用である。
 　また、第３部（全４部構成）においては事例問題を取り上げ、論点を明記した上で
 　消費者側の視点に立って解説している。この点は実用書としての価値が高い。
 　第４部では今後の課題について触れ、立法の不備等を指摘している。初歩的な研究
 　書としての価値も有する。単なるコンメンタールにとどまらない良書である。

 ・証券取引勧誘の法規制　開示義務・説明義務を越えて
 　日米の証券取引法における情報提供義務に関する比較法的研究書。単なる法制度お
 　よび判例の比較にとどまらず、行政・司法・自主規制などによる紛争解決のあり方
 　についても言及されており、実用書としての価値も有する。

 ・概説　現代バブル倒産史
 　1980年代後半のバブル期から90年代のバブル崩壊期の経済の動向を、政治状況と企
 　業倒産の概要を織り交ぜて生々しく伝えている。著者は丸紅顧問で、著書に『取引
 　先倒産と与信管理』（商事法務研究会）がある。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 (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。


