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 （本号の目次）
 　１．法律雑誌等に掲載された主な判例
 （今回は都合により判例のみです）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 １．法律雑誌等に掲載された主な判例
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 【民事】
 (1) 最二決平成12年４月14日民集54巻４号1552頁
 　抵当不動産の賃借人が取得する転賃貸料債権について、賃借人と同不動産の所有者
 とを同視することを相当とする場合を除き、抵当権者は物上代位権を行使することが
 できない。
 　（法務速報３号９番決定の許可抗告審で、原決定破毀差戻）

 (2) 最一判平成13年２月22日判タ1058号103頁金法1617号41頁
 　１　民法564条の「事実ヲ知リタル時」というには、買主が売主に対し担保責任を
 追及し得る程度に確実な事実関係を認識したことを要する。
 　２　土地の売買契約締結後に土地の一部について買主と同土地の隣接地の所有者と
 の間で所有権の帰属に関する紛争が生起し、両者が裁判手続において争うに至った場
 合において、隣接地の所有者がその手続中で係争地が同人の所有に属することを明確
 に主張したとしても、買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係
 を認識したということはできない。

 (3) 最三判平成13年３月13日判タ1059号64頁
 　遺言者の住所をもって表示された不動産の遺贈につき、単に「不動産」と記載され
 ているだけであって、土地を遺贈の目的から明示的に排除した記載とはなっていない
 こと、遺言者はその住所にある本件土地建物双方の共有部分を有していたことなどの
 事実関係においては、同所にある土地及び建物のうち建物のみを遺贈の目的としたも
 のと解することはできない。

 (4) 最三判平成13年３月13日判時1747号87頁
 　自動車事故と医療事故とが順次発生した場合に、運転行為と医療行為は共同不法行
 為となるから、自動車事故の責任者と医療事故の責任者とはともに被害者の損害全額
 について連帯して賠償する責任がある。
 　過失相殺については、各不法行為の加害者と被害者との間の過失割合に応じてすべ
 きであって、他の不法行為の加害者と被害者との間の過失割合を斟酌されることはな
 い。

 (5) 名古屋高判平成12年４月27日　判時1748号134頁
 　1．民法621条後段は、賃貸借当事者間に合理的な内容の違約金に関する特約がある
 場合、その効力まで否定するものではない。
 　2．但し、違約金の額が予想される損害額をはるかに上回る金額であるときは、破
 産手続における相殺は、その範囲を超える部分については権利の濫用として許されな
 い。

 (6) 東京高判平成12年７月24日判時1747号104頁
 　利息天引の場合には貸金業法43条１項の「有効な利息の債務の弁済とみなす」規定
 の適用はなく、利息制限法２条が適用され、その結果生じる過払い金は、「債務者が
 特段の意思を表示しない限り、民法489条、491条に基づいてその過払金は他の別口の
 債権に充当されると解するのが相当である。」

 (7) 東京高判平成13年１月25日判タ1059号298頁
 　交通事故によって、死亡した外国人の慰謝料算定にあたり、日本人と外国人とで精
 神的苦痛に差はないとしても、慰謝料として支払われる慰謝料がいずれの国で費消さ
 れるかによって実質的価値が異なるのであり、貨幣価値その他の経済的事情を考慮す
 ることなく慰謝料を同一に算定することは、結果として精神的苦痛や損害の程度に差
 を設けるのと同じことであり、被害の実質的公平な賠償の要請に反するとして、その
 支払いを受ける遺族の母国と我が国との経済的事情の相違を考慮して500万円が相当
 であるとした事例。

 (8) 東京高判平成13年１月30日判タ1058号180頁
 　１　抵当不動産を賃貸借（転貸借）などにより他人に占有させ、又は賃借人（転借
 人）などとしてみずから占有する第三者があり、それらの第三者の行為が抵当不動産
 の交換価値の実現を不法に妨げるものであるときは、抵当権者は、これらの第三者を
 相手方として、抵当権に対する不法な侵害の排除として、その明渡しを求めることが
 できる。
 　２　不動産については、商法521条の商人間留置権は発生しない。
 　３　賃借人の敷金・保証金の返還請求権や立退料等の請求権は、民法295条の債権
 に該当せず、民事留置権は発生しない。

 (9) 東京高決平成13年２月８日判タ1058号272頁
 　１　借地人が借地上の建物について表示登記を経由した後に、当該建物の構造及び
 床面積に大きな変動が生じた場合でも、建物の同一性が失われず、当該表示登記（旧
 表示登記）をもって本件建物に係る登記といい得る限り、借地人は旧表示登記をもっ
 て借地権を第三者（抵当権者）に対抗することができる。
 　２　不動産競売における対抗問題は、抵当権の設定時に生じるから、その後に旧表



 示登記が閉鎖されたか否かによって、上記結論は左右されない。

 (10) 大阪地判平成12年３月31日判タ1058号265頁
 　クレジットカードを紛失又は盗難により第三者に不正に使用されたとしてカード利
 用による支払義務を免れようとする会員は、カードの紛失又は盗難の事実について立
 証責任を負う。

 (11) 名古屋地判平成12年９月18日判時1750号121頁
 　本件初診時において，被告が，原告の疾患につき精索捻転証であることを正確に識
 別し，自ら手術的治療などの精索捻転症に対する適切な治療を行なわないことはやむ
 を得ないとしても，原告及び親権者に対し，精索捻転症に関する説明，具体的には，
 精索捻転症の特徴，発生機序，対処方法，特に対処方法は緊急性を要することを説明
 した上，親権者に対して，経過観察上の危険性に対する注意を十分に喚起するととも
 に，原告及び親権者に対して泌尿器科専門医への転医を勧告し，右疾患に対する泌尿
 器科専門医の医療水準の下の診断・治療を受けさせるべき注意義務があるというべき
 である。

 (12) 大阪地判平成12年11月21日判タ1059号165頁
 　飲酒運転に基づく事故について、運転者と共に飲酒し、飲酒運転を制止しなかった
 同乗者に対し、同乗者が運転者の２０歳上で元上司であり、同乗者が最初からタクシ
 ー代を所持せず当初から帰路は運転者に飲酒運転させて送らせる予定であったこと、
 運転者が運転中「しんどい」と言っているのにそのまま運転を続けさせたことなどか
 ら、同乗者が元上司という立場を利用して、運転者に運転させたと評価できるとし、
 共同不法行為による損害賠償責任を認めた事例。

 (13) 東京地判平成12年12月18日金法1616号57頁
 　民法461条１項における「担保」としては，保証人にとって，保証債務履行の心理
 強制となり，かつ，主債務者が二重弁済を強いられた場合に生ずる損害を担保できる
 ものであることが必要であるというべきである。本件において保証人が提供した土地
 建物が，民法461条１項の「担保」たりうる担保価値を有するものである以上，保証
 人は本件土地建物に抵当権設定を行うことを条件に受託保証による事前求償権に基づ
 く求償金を請求することができる。

 (14) 東京地判平成13年３月９日金法1616号51頁
 　集合債権譲渡担保契約において，債権譲渡特例法に基づき，譲渡を受ける債権の発
 生年月日（始期）のみを記載し，終期の記載のない登記は，将来発生する債権を譲渡
 担保として公示する登記であり，そのような登記においては，債権発生年月日（始期
 ）から終期の定めのない期間発生した債権を譲渡の対象にしていることを公示してい
 るとみるのが相当である。

 (15) 東京地判平成13年６月８日金法1618号82頁
 　主債務者に対する時効中断の効果は，担保不動産の第三取得者にも及ぶ。

 【商事】
 (16) 最二判平成13年４月20日金法1618号79頁
 　生命保険契約に付加された災害割増特約における，災害死亡保険金の支払事由を，
 不慮の事故を直接の原因として被保険者が保険期間中に死亡したときとする約款に基
 づき，保険者に対して災害割増特約における災害死亡保険金の支払を請求する者は，
 発生した事故が偶発的な事故であることについて主張，立証すべき責任を負うものと
 解するのが相当である（補足意見がある）。

 (17) 東京高判平成12年５月30日判時1750号169頁
 　1　取締役会における議決権の行使について，代表取締役として選任されるよう議
 決権を行使することについて合意したことにつき，取締役会において誰を代表取締役
 に選任するかにつき予め他の取締役と協議することは，何ら不当ではなく，その際，
 取締役会における議決権の行使につき一定の者を選任すべきことを約束したとしても
 ，取締役会が多数決によって決議される機関であることに鑑みれば，何ら商法の精神
 に反するものとはいえず，したがって，右の合意も有効というべきである。これによ
 り，取締役会において右の合意に従った議決権を行使すべき義務を負う。しかし，こ
 の合意は当事者間の合意にとどまるものであり，この合意により，その者が代表取締
 役となることの期待ないし期待利益を生じさせるものと解することはできない。
 　2　株主総会で取締役として選任するように議決権を行使すべきことを約束するこ
 とは，本来，株主がどのように議決権を行使するかは株主の自由であり，商法上，株
 主総会は株式数の多数によって決議される機関とされており，したがって，会社は多
 数の株式を有する株主によって支配されるものであるとされていることに鑑みると，
 株主が多数の賛成を得るために他の株主に働きかけて右の合意をすることは，何らこ
 れを不当視すべきものではなく，これが商法の精神にもとるものともいえないから，
 右の合意もまた有効であり，右の合意の従った議決権を行使すべき義務を負う。

 (18) 名古屋地判平成12年12月１日金法1618号87頁
 　商法６７６条２項にいう「保険金額を受取るべき者の相続人」とは，保険契約者に
 よって保険金受取人として指定された者（指定受取人）の法定相続人（指定受取人死
 亡時における相続順位に従う）又はその順次の法定相続人であって，被保険者の死亡
 時に現に生存するものをいう。保険契約者が保険金受取人の唯一の相続人であり，か
 つ，保険契約者が死亡したときに，保険金受取人の相続人又は順次の相続人で生存し
 ているものがいないときには，保険金受取人の死亡時に第二順位の相続人又はその順
 次の相続人に対して，商法６７６条２項を適用ないし準用すべき理由はない。

 【知財】
 (19) 大阪高判平成13年３月29日判時1749号３頁



 　中古ゲームソフト事件大阪控訴審判決
 　ゲームソフトは映画の著作物に該当し、頒布権が著作権者にあるが、消尽の原則に
 より、最終ユーザーに譲渡された後の譲渡につき頒布禁止の効力を及ぼすことはでき
 ない。

 (20) 東京高判平成13年７月19日　平成12(ネ)5707 特許権 民事訴訟事件（最高裁ホ
 ームページ）
 　いわゆるパチスロ機に関し６名が有する特許権等について，継続的集団的契約関係
 において、独禁法３条に違反することが「契約を継続し難い特段の事情」にあたるか
 否か争われた事例。
 　裁判所は、独禁法３条違反の問題は，あくまでもパテント・プール方式が閉鎖的に
 運用された場合に生じる問題であり，本件各契約すなわちパテント・プール方式の存
 在そのものが直ちに独禁法に違反する，というわけのものではなく、独禁法違反に該
 当するか否かは，パテント・プール方式の運用方針によるのであるから，従前からの
 運用方針を再検討し，今後新規参入を希望する企業を合理的理由なく拒否するなどの
 運用をしないとの方針でこれを運用することにより，独禁法違反となる事態を避ける
 ことは十分可能である、と判断した。

 (21) 東京地判平成13年５月16日判時1749号19頁
 　東京ＬＥＣがアドビ、マイクロソフト、アップルの各ソフトウェアを校内の多数の
 コンピュータに違法にインストールした場合において、その後正規の商品を購入して
 インストールし直したとしても著作権侵害の事実は消えず、本件プログラムの複製品
 の使用を中止すべき不作為義務を負い、かつ損害賠償義務を負う。

 (22) 東京地判平成13年３月30日判タ1059号195頁
 　１　特許侵害訴訟における当事者が、特許庁の無効審判手続中で述べた意見内容と
 矛盾する趣旨の主張をすることは、訴訟における信義則の原則ないし禁反言の法理に
 てらして許されない。
 　２　侵害訴訟における当事者が、無効審判手続中で述べた意見を撤回した後におい
 ても、撤回前の意見内容と矛盾する内容の趣旨の主張をすることは、訴訟における信
 義則の原則ないし禁反言の法理にてらして許されない。

 (23) 東京地判平成13年７月17日　平成11(ワ)23013 特許権 民事訴訟事件（最高裁ホ
 ームページ）
 　特許権侵害による損害賠償の算出において、法１０２条１項にいう「侵害の行為が
 なければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の解釈が争われた。
 侵害品が大量に市場において販売されたことにより，これに対抗するために特許権者
 において権利者製品の販売価格を引き下げざるを得なかった場合には，侵害行為がな
 かったならば本来維持することのできたはずの販売価格（値下げ前の販売価格）を基
 準として，「単位数量当たりの利益の額」を算定することが許されるものと解するの
 が相当であるとし、「単位数量当たりの利益の額」は，必ずしも，当該時期における
 現実の利益額と一致するものではないが，現実の利益額が認定可能な場合には一応の
 目安として斟酌した上，諸般の事情を総合考慮して算定するものとした。

 (24) 東京地判平成13年７月19日　平成13(ワ)967 不正競争 民事訴訟事件（最高裁ホ
 ームページ）
 　学校法人青山学院の名称が著名性を有し，「青山学院」全体として強い自他識別力
 を有するものと認め、所在地の地名と「学院」の組合せが，普通名称又は学校につい
 て慣用されている表示には該当しないと判断し、中学校及び高等学校の名称として「
 青山学院」又は「Ａｏｙａｍａ　Ｇａｋｕｉｎ」の語を含む名称の使用を差し止める
 請求を認めた。

 【民事手続】
 (25) 最三判平成13年２月13日判タ1058号96頁
 　民事訴訟法３１２条及び３１８条の規定（判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
 違反があることを上告理由としていない点）は憲法３２条に違反しない。

 (26) 東京高判平成12年７月26日判タ1059号239頁
 　前訴における第一審判決書の「第一　請求」の欄に、「主文同旨（請求できる金額
 １億4172万7088円の一部を請求する趣旨である）」との括弧書きによる付記があるが
 、原告（被控訴人）が前訴において、損害額の主張を拡張した際にも請求の拡張はし
 ない旨表明したにとどまり、残額の請求を後訴に留保する旨の意向を一度も明らかに
 しなかったこと、控訴審第一回口頭弁論調書に「第一審の口頭弁論の結果陳述」との
 記載があるが、第一審判決の請求欄を引用したものとはいえないこと、そして、被控
 訴人の訴訟活動からみて同判決の請求欄の記載をもって明示的一部請求の趣旨と解す
 ることはできないことから、前訴請求がいわゆる明示的一部請求にあたらないとして
 、後訴における残部請求を棄却した例。

 (27) 東京高判平成13年２月８日判タ1059号232頁
 　共に日本国籍を有する夫婦の離婚に伴う権利関係が、離婚後の元夫婦の常居所地で
 ある外国の裁判所でその常居所地の法律に基づいて判決され、当該外国法から見てそ
 の判決内容に問題ない場合でも、当事者の常居所が判決の前提とする土地から我が国
 に変わり、当該判決の内容が我が国の法律の定める内容と大きく隔たる者であるとき
 は、当該外国判決の内容どおりとしても障害が生じないという特別の事情のない限り
 、その判決の内容は、我が国の公序に反するものと解するのが相当として、カリフォ
 ルニア上級裁判所の離婚に伴う扶養料支払いを命じる判決の内容が公序に反するとし
 て、執行判決の請求を棄却した事例。

 (28) 東京地判平成12年12月27日金法1617号51頁
 　債権差押命令申立において，債権者がその請求債権を元本と申立日までの遅延損害



 金に限定した場合，債権者は，配当段階において，計算書により申立後の付帯請求を
 補充することができる。

 【公法】
 (29) 最一決平成13年２月22日判タ1058号119頁
 　労働保険の保険料徴収等に関する法律12条３項各号所定の事業の事業主は、労働基
 準監督所長の敗訴を防ぐことに法律上の利害関係を有し、これを補助するために労災
 保険給付の不支給決定の取消訴訟に参加をすることが許される。

 (30) 最三決平成13年２月27日判タ1058号98頁
 　１　行政事件訴訟法12条３項（下級行政機関の所在地の裁判所にも管轄を認める規
 定）の「事案の処理に当たった下級行政機関」とは、当該処分等に関し事案の処理そ
 のものに実質的に関与した下級行政機関をいう。
 　２　和歌山県知事が社会保険庁長官の下級行政機関として、本件各処分（障害基礎
 年金の支給停止処分、障害基礎年金の過誤払に係る額を老齢基礎年金の内払とみなす
 処分）に関し、事案の処理そのもに実質的に関与したと評価することができるとした
 事例。

 (31) 最三判平成13年３月13日判時1747号81頁
 　森林法10条の２・２項１号および１号の２の開発許可要件は水害等を引き起こすよ
 うな開発行為を防止する目的があるので、土砂の流出または崩壊、水害等の災害によ
 り直接的な被害を受けるおそれのある範囲に居住する住民は、開発許可取消しを求め
 る法律上の利益を有する。しかし開発区域周辺に立木を所有するにすぎない者や関係
 する河川から取水して農業を営んでいるにすぎない者は、原告適格を有しない。

 (32) 最三判平成13年３月27日判時1749号25頁
 　大阪府知事交際費情報公開請求事件第二次上告審判決
 　「相手方の氏名等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているもの」
 とは交際相手方や内容が不特定のものに知られ得る状態でされる交際に関する情報を
 意味し、葬儀の際の献花のように知事の名を付して一般参列者の目に触れるところに
 飾られるものは「知られ得る状態でされる」といえるが、個人に対する祝い金や葬儀
 の香料などは当てはまらない。
 　「私人である相手方に係るもの」とは、相手方が公務員であると否とを問わず、当
 該交際が相手方にとって私的な出来事であるものを意味する。
 　文書の部分公開は、一つの公文書に複数の情報が記録されていて、その一部のみを
 開示することができる場合に義務づけられているものであって、非公開事由に該当す
 る独立した一体的な情報をさらに細分化して非公開事由に当たらない部分のみを開示
 するべきことを義務づけているわけではない。

 (33) 最大判平成13年３月28日判タ1058号74頁
 　小作地に対して宅地並み課税がされたことによって固定資産税等の額が増加したこ
 とは、農地法２３条１項（平成１２年法律第１４３号による改正前のもの。改正後法
 ２１条１項）に規定する「経済事情の変動」には該当せず、それを理由として小作料
 の増額を請求することはできない。

 (34) 名古屋高金沢支判平成11年４月21日判タ1059号86頁
 　公職選挙法251条の３第１項により県会議員（被告）を当選無効及び立候補禁止を
 求めた事案で、公職選挙法251条の３（連座制）の規定が憲法31条の責任主義に反し
 違憲であり、また、被告は選挙違反行為を防止するための相当の注意を怠らなかった
 等の被告の主張を認めず、当選無効及び立候補禁止請求を認容した事例。

 (35) 金沢地判平成11年６月11日判タ1059号68頁
 　１　本件の生活保護受給者が重度障害者であるという具体的状況において、県心身
 障害者扶養共済年金を収入認定することは違法として、生活保護変更処分を取り消し
 た事例。
 　２　生活保護費の算定において他人介護費特別基準として認定した額が著しく低廉
 とはいえず違法ではないとした事例。

 (36) 東京地判平成11年３月30日判タ1059号133頁
 　消費税法（平成６年法律第109号による改正前）30条７項にいう「帳簿又は請求書
 等を保存しない場合」の「保存」とは、税務職員の質問検査権に基づく適法な調査に
 応じてその内容を確認することができるように提示できる状態で保存を継続している
 ことを意味し、また、「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たることは課税庁
 が主張立証すべきものであるが、通常は、課税処分のための調査又は課税処分時に帳
 簿等の提示がなかった事実を主張立証すれば、「保存」がなかった事実を推認できる
 とした事例。

 (37) 熊本地判平成13年５月11日判時1748号30頁
 　 1．らい予防法の隔離規定の違憲性が明白になっていたにもかかわらず、厚生省が
 隔離政策の抜本的な変換などを怠り、国会も同法の隔離規定を改廃しなかったのは、
 国家賠償法上の違法性及び過失がある。
 　2．本件被害がらい予防法廃止まで継続的・累積的に発生してきたもので、違法行
 為終了時において、人生被害を全体として一体的に評価しなければ、損害額の適正な
 算定ができないとして、同法廃止時を除斥期間の起算点とした。

 【刑事法】
 (38) 最三決平成13年７月16日　平成11（あ）第1221号 わいせつ物公然陳列被告事件
 （最高裁ホームページ）
 　いわゆるパソコンネットのホストコンピュータにわいせつな画像データを記憶，蔵
 置させ，不特定多数の会員が再生閲覧できるようにした場合、わいせつ物公然陳列罪



 に該当する

 (39) 東京高判平成12年２月16日判タ1059号243頁
 　石油製品の業者間転売取引において、実質的融資をうけるサイト取引と称する取引
 を利用して23億9000万円余りを詐取したとする公訴事実につき、欺罔行為及び被害者
 が欺罔行為により錯誤に陥ったことを認めることはできないとして、無罪とした事例
。

 (40) 福岡地判平成11年９月29日判タ1059号254頁
 　殺人罪の犯人性が争われた事案において、情況証拠を総合して、被告人を犯人と認
 定し、死刑を言い渡した事案。

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