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 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
------------------------------------------------------------
---------
 【民法】
 (1) 一判平成19年6月7日　 高裁HP　
 平成18年(受)第1887号　損害賠償等請求事件(一部上告棄却,一部上告却下)
 　いわゆるカードローン会員が,カードローン会社に対し,基本契約に基づく各借入金債務
 に対する各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払わ
 れた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,過払金が発生し,かつ,こ
 の過払金を同一の基本契約において弁済当時存在する債務又はその後に発生する新たな貸
 付けに係る債務に充当してもなお過払金が残存しているとして,不当利得返還請求権に基
 づき,本件各取引において発生した過払金の支払等を求めた事案において,制限超過利息の
 弁済により過払金が発生した場合には,他の借入金債務が存在しなければこれをその後に
 発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例。
 (理由)
 　本件各基本契約において,借主は借入限度額の範囲内において1万円単位で繰り返し貸主
 から金員を借り入れることができ,借入金の返済方式は毎月一定の支払日に借主の指定口
 座からの口座振替の方法によることとされ,毎月の返済額は前月における借入金債務の残
 額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に
 対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算することとされていた
 というのである。これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個
 別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契
 約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,充当の対象となるの
 はこのような全体としての借入金債務であると解することができる。そうすると,本件各
 基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に
 充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁済当時存在する他の借入金債
 務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発
 生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

 (2) 一判平成19年6月7日　 高裁HP
 平成17年(受)第1519号　預金返還請求事件(破棄自判)
 　いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,自動
 継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
 (理由)
 　自動継続定期預金契約は,自動継続特約の効力が維持されている間は,満期日が経過する
 と新たな満期日が弁済期となるということを繰り返すため,預金者は,解約の申入れをして
 も,満期日から満期日までの間は任意に預金払戻請求権を行使することができないから,初
 回満期日が到来しても,預金払戻請求権の行使については法律上の障害がある。
 　もっとも,自動継続特約によれば,自動継続定期預金契約を締結した預金者は,満期日
 (継続をしたときはその満期日)より前に継続停止の申出をすることによって,当該満期日
 より後の満期日に係る弁済期の定めを一方的に排除し,預金の払戻しを請求することがで
 きる。しかし,預金者が初回満期日前に継続停止の申出をして初回満期日に預金の払戻し
 を請求することを前提に,消滅時効に関し,初回満期日から預金払戻請求権を行使できると
 解することは,預金者に対し契約上その自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要求す
 るに等しいものであり,自動継続定期預金契約の趣旨に反する。そうすると,初回満期日前
 の継続停止の申出が可能であるからといって,預金払戻請求権の消滅時効が初回満期日か
 ら進行すると解することはできない。

 (3) 二判平成19年6月11日　 高裁HP
 平成17年(受)第957号　不当利得返還請求事件(破棄差戻)
 　コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンを運営する本部との間でその加盟
 店となる契約を締結し,本部に対し「A・チャージ」(以下「チャージ」という。)と呼ばれ
 る契約上の対価を支払ってきた加盟店が,契約上,チャージ金額の算定の基礎となる売上高
 から控除されるべき費目(廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価)の金額が控除されていなかった
 ために,本部は上記相当額を基礎として算定されたチャージ相当額部分を法律上の原因な
 く利得したことになると主張して,本部に対し,不当利得金及びこれに対する遅延損害金の
 支払を請求する事案において,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価は売上高から控除されない
 として,原判決を破棄し,加盟店の錯誤無効の主張を審理するために差し戻した事例。
 (理由)
 　本件契約書には,チャージの算定方法について,加盟店は本部に対し,「A店経営に関する
 対価として,各会計期間ごとに,その末日に,売上総利益(売上高から売上商品原価を差し引
 いたもの。)に対し,付属明細書(ニ)の第3項に定める率を乗じた額」を支払うとの条項
 (以下,「本件条項」という。)があるところ,本件で問題となるのは上記「売上商品原価」
 の中に廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が含まれるか否かという点である。
 契約書の特定の条項の意味内容を解釈する場合,その条項中の文言の文理,他の条項との整
 合性,当該契約の締結に至る経緯等の事情を総合的に考慮して判断すべきところ,売上商品
 原価」という文言は,実際に売り上げた商品の原価を意味するものと解される余地が十分
 にあること,付属明細書には廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が営業費となることが定めら



 れている上,本部担当者は,加盟店に対しその旨説明していたこと,システムマニュアルに
 は,「売上総利益」は売上高から「純売上原価」を差し引いたものであること,「純売上原
 価」は「総売上原価」から「仕入値引高」,「商品廃棄等」及び「棚卸増減」を差し引い
 て計算されることなどが記載されていたことなどの諸事情によれば,本件条項所定の「売
 上商品原価」は,実際に売り上げた商品の原価を意味し,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価を
 含まないものと解するのが相当である。

 (4) 東京高判平成18年4月26日　判タ1214号91頁　
 平成16年(ネ)第4076号　損害賠償請求控訴事件(変更・上告)
 　芸能人Xら16名が雑誌(ブブカスペシャル7)の出版社及びその発行人等Yら4名に対し,X
 らの写真等の掲載された同雑誌を出版・販売したYらの行為が肖像及び情報プライバシー
 権及びパブリシティ権を侵害すると主張し,不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案
 である。Xらがプライバシー権等侵害と主張する写真は,芸能人になる前の写真,私服姿で
 路上を通行中等の写真,制服姿で通学中の写真,実家の所在地等に関する写真及び記述であ
 る。本判決は,プライバシー権侵害については,本件各写真等はXらの私生活上の事実であ
 り,一般人の感受性を基準にすると他人への公開を欲しない事柄に該たるものであり,これ
 が一般に未だ知られておらず,かつ,その公表によりXらが不快,不安の念を覚えたことが認
 められるとし,Yらの損害賠償責任を認め,社会の正当な関心事の法理の抗弁については,
 純然たる私的な言動等についてまでは認められないと判断した。パブリシティ権侵害につ
 いては,著名な芸能人の有するパブリシティ権に対し,他の者が,当該芸能人に無断でその
 顧客吸引力を表す肖像等を商業的な方法で利用する場合には,不法行為を構成するとし,本
 件各写真について顧客吸引力に着目して本件雑誌販売による利益を得る目的があったとし
 てパブリシティ権侵害を認め,損害額については,パブリシティ権侵害における損害額の算
 定においてはプライバシー侵害による損害額の算定と適切に関連させて検討するのが相当
 であるとした上,雑誌掲載料,掲載された写真の種類,掲載ページ数,写真とともに記載され
 た記述の内容等を勘案して,被告らに対し,16人の原告各人に金17万円から220万円の金員
 を支払うよう命じた。

 (5) 福岡高判平成18年7月13日　判タ1227号303頁　
 平成16年(ネ)第1017号　損害賠償請求控訴事件(取消,自判・山鹿市につき確定,日本赤十
 字社につき上告,上告受理申立)
 　本件は,Aが,かねて山鹿市(Y1)が開設する市立病院に入院中,容態の急変を受けて日本赤
 十字社(Y2)が開設する日赤病院に移送されたものの,肺塞栓症により死亡したという医療
 事故の事案である。Aの遺族らは,Aには肺塞栓症を疑わせる所見が見られたのに,市立病院
 及び日赤病院の各担当医師においてこれを疑わず,いずれも漫然と心疾患と診断して肺塞
 栓症に対する適切な処置をとらず,これによりAを肺塞栓症により死亡させたとして,不法
 行為に基づく損害賠償請求を行ったが,本判決は,まず,Aの肺塞栓症発症の原因と時期につ
 いて,発症は市立病院に入院中であるとした上で,同病院の担当医師は少なくとも肺塞栓症
 の疑いを持つことが必要であり,かつそれを持つことは十分可能であったので,Aに対し,
 肺塞栓症罹患の有無を確定診断すべく諸検査を実施するか,高次医療機関へ移送するか(そ
 の際には,肺塞栓症に罹患しているのではないかということが疑われるとの申し送りをす
 ることを要する)しなければならない注意義務があり,これに違反した過失があるとした。
 次に,日赤病院の担当医師についても,当日の午後10時頃にAが胸痛を訴えたこと等から同
 日時頃までには肺塞栓症を疑うべきであり,にもかかわらず肺塞栓症を鑑別対象に入れた
 措置をとらなかった点に注意義務違反を肯定した。そして,前医及び後医の過失と死亡と
 の因果関係については,よりAの死亡に近接する日赤病院の医師の過失と死亡との相当因果
 関係が認められることは確実であるが,そうであるからと言って,市立病院の医師の過失と
 死亡との相当因果関係が切断されることにはならず,同医師の過失と死亡との相当因果関
 係をも肯定した。その結果,上記各医師の使用者であるY1及びY2双方につき,共同不法行為
 として連帯して損害賠償責任を負うとした(但し,A側の事情も考慮し,医療機関側に全責任
 を負わせるのは公平を失するとして,過失相殺の法理を類推適用して損害額の4割を控除し
 た)。

 (6) 大阪高判平成18年8月29日　判時1963号77頁　
 平成18年(ネ)第357号　所有権移転登記手続等請求控訴事件　控訴棄却(上告)
 　「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。」と規定する民法990条の定めにか
 かわらず,包括遺贈による所有権の移転は民法177条にいう「不動産に関する物件の得喪及
 び変更」に該当し,物権変動を受けた他の者との関係では対抗問題となり,不動産の特定贈
 与を受けた者は,包括遺贈により当該不動産を取得した者に対しても登記をしなければ所
 有権(持分権)を対抗することができないと判示された事例。

 (7) 大阪高判平成19年1月30日　判時1962号78頁　
 平成18年(ネ)第779号　損害賠償請求控訴事件
 　弁護士法23条の2所定の照会や調査嘱託に対して回答すべき法的義務は,司法制度上の重
 要な役割を担う公的性格の強い弁護士会や国の司法機関である裁判所に対する公的な義務
 であって,必ずしも,それを利用する個々の弁護士や依頼者がその権利として,回答を求め
 る権利を有するものとされているわけではない。
 　したがって,被控訴人の拒否行為は,弁護士会や裁判所に対する公的な義務に違反するも
 のではあるが,原則的には,控訴人らの個々の権利を侵害するものではなく,また,控訴人ら
 の法的に保護された利益を侵害するものとまでもいえないもので,民法709条の「他人の権
 利又は法律上保護される利益を侵害した」との要件には当たらない。

 (8) 東京地判平成17年6月15日　判タ1214号222頁　
 平成16年(ワ)第14467号　共有物分割請求事件(分割を命じる・確定)
 　原告と被告の姉Aは元夫婦であり,原告と被告とが資金を出し合い建物を建築し,登記を
 2分の1ずつとしたが,原告らが離婚するに至り,原告が本件建物を出,現在本件建物にはA
 及び被告らが居住しているところ,原告が被告に対し,本件共有建物の分割を求め,これに
 対し被告が全面的価格賠償の主張をした事案である(なお,本件建物の敷地は被告,A及びA
 の母の共有であり,本件建物は明らかなオーバーローンの状況にあって当該債務は被告の
 みが負っている)。



 　本判決は,本件建物を競売しても分割する剰余金が生じるとは考えにくく,原告が今後本
 件建物に居住することもほとんどありえないとし,したがって,全面的価格賠償による分割
 が相当であると判断したうえで,右価格賠償の金額については,Aを被告側の人間と考える
 ならば本件における利益状況は離婚財産分与の場合に近く,その場合,オーバーローンで本
 件のように不動産を取得する側がローン債務をも全面的に負担する際には,当該不動産は
 財産分与に当たって考慮の対象とされないことを考慮すべきであるから,本件における適
 正な金額は,原告持ち分割合(3割)を前提として本件建物について原告が有するところの潜
 在的利益を総合的に考慮した金額とするほかないが,原告が今後本件建物に居住する可能
 性がほとんどありえないことを考慮するならば,その金額が被告主張の100万円を超えるこ
 とはないものと解されるとし,本件建物を被告の単独所有とするとともに,被告が原告に支
 払うべき賠償の金額を100万円とした。

 (9) 東京地判平成18年6月27日　判時1961号65頁
 平成18年(ワ)第4250号　区分所有権競売等請求事件(棄却(控訴))
 　区分所有者Yが管理費等を滞納し,その額が169万5000円に達したため,管理組合Xが,支
 払督促命令を得た上,Yの銀行預金の差押えをしたが,預金残高が0円であり,また,Y所有マ
 ンションに対して強制競売をしようとしたが,抵当権と根抵当権が設定されていて無剰余
 となるおそれがあるため,総会の決議を経た上で,Yの有するマンションの区分所有権等の
 競売を請求した事例。
 　本判決は,長期かつ多額の管理費用等の滞納は,建物区分所有法6条1項所定の共同利益に
 反する行為に当たるということができ,Yの管理費等の滞納はこれに該当すると認められ,
 これによって,同法59条1項所定の共同生活上の著しい障害が生じているといえるとしたが,
 Yが長期間にわたる管理費等の滞納を謝罪するとともに,経済状況が好転していることから
 管理費等の分割弁済による和解を希望していることからすれば,本件において,Xには,同法
 59条1項による競売申立以外に管理費等を回収する途がないことが明らかとはいえず,同条
 同項所定の「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分
 所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」の要件を充足すると認めることが
 できないなどと判示し,本訴請求を棄却した。

 (10) 東京高判平成19年1月25日　金法1805号48頁　
 平成18年(ネ)第4877号　損害賠償控訴事件
 　債務整理を受けた代理人弁護士が貸金業者に対して債務整理をするための取引履歴の開
 示を求めた際に,貸金業者が,代理人の代理権を確認するため必要があるとして,代理人宛
 の依頼者本人の委任状及び依頼者本人の印鑑登録証明書又は身分証明書の提出を求め,取
 引履歴の開示をしなかった行為は,取引履歴開示要求を拒絶すべき特段の事情があったと
 はいえず,不法行為に該当する。

 【商事法】
 (11) 三判平成19年5月29日　 高裁HP
 平成18年(受)第2053号　保険金請求事件(破棄自判)
 　自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項において「この搭乗者傷害条項に
 おいて被保険者とは,被保険自動車の正規の乗車装置又は当該装置のある室内(隔壁等によ
 り通行できないように仕切られている場所を除く。)に搭乗中の者をいう。」との規定が
 ある場合に,同保険契約者Aが,夜間高速道路において自動車を運転中に自損事故を起こし
 車外に避難したところ後続車にれき過されて死亡したことが,死亡保険金の支払事由に該
 当するとされた事例。
 (理由)
 　Aは,本件自損事故により,本件車両内にとどまっていれば後続車の衝突等により身体の
 損傷を受けかねない切迫した危険にさらされ,その危険を避けるために車外に避難せざる
 を得ない状況に置かれ,後続車にれき過されて死亡するまでのAの避難行動は,避難経路も
 含めて極めて自然なものであった。れき過が本件自損事故と時間的にも場所的にも近接し
 て生じていることから判断しても,Aにおいて上記避難行動とは異なる行動を採ることを期
 待することはできなかった。そうすると,運行起因事故である本件自損事故とAのれき過に
 よる死亡との間には相当因果関係があると認められ,Aは運行起因事故である本件自損事故
 により負傷し,死亡したものと解するのが相当である。

 【知的財産】
 (12) 東京地判平成17年11月17日　判タ1227号332頁　
 平成16年(ワ)第19816号　著作権侵害差止等請求事件(一部認容・確定)
 　本件は,ドレン滞留ポイントを簡便に見出すために使用する図表及び説明文について,被
 告の使用する図表及び説明文(被告チャート)が原告チャート(同じく図表及び説明文から
 なる)に類似するとして,原告が,被告に対し,原告チャートについて原告が著作権を有する
 ことの確認及び同著作権が侵害されたことに基づき原告チャートの複写,印刷及び頒布の
 禁止並びに謝罪広告を求め,さらに,原告の著作権及び著作者人格権を侵害したことに基づ
 く損害賠償として200万円の支払いを求めた事案である。本判決は,既に存在したチャート
 (マトゥールチャート)をより簡易なものとし,温度を基準として圧力をも連動的に捉えて
 ドレン滞留点における付加率を簡易に算出しようとすること自体は,技術的知見ないしア
 イデアに他ならないが,それを表現するに際しては,図表の縦軸における温度と圧力を1対
 1に対応させた目盛り付けを行うこと以外には表現の方法がなく,また,一次関数として表
 現した点についても,チャート上で表現する場合には必ず同じ表現に至るなどの理由から,
 これらを創作性のある表現ということは出来ないとした。そして,原告チャートを作成す
 るに至った技術的知見ないしはアイデア自体に独自性や新規性があるとしても,それ自体
 は著作権により保護されるものではなく,同アイデア等に基づいて個性的に具体的に表現
 されたものが著作権により保護されるものであるところ,原告チャートについてはそのア
 イデアそのものがそのまま表現されているものと言わざるを得ず,著作権の保護は及ばな
 いとした(なお,原告チャートの説明文については,作成者の個性が表れた創作性のある文
 章であり,言語の著作物(著作権法10条1項1号)であることは認めるのが相当であるとした
 が,被告チャートの説明文とは類似しないとした)。　　

 (13) 東京地判平成19年5月25日　裁判所HP　



 平成18年(ワ)第10166号　著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件
 　インターネット接続環境を有するユーザを対象として,「MYUTA」の名称により,CD等
 の楽曲を自己の携帯電話で聴くことのできる原告のサービス提供について,管理著作物の
 著作権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めた事案。
 本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとして
 も,ユーザの機器以外からの接続が許可されないように原告が作成した本件サービスのシ
 ステム設計の結果であって,送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であること
 に変わりはないから,原告は,本件サービスの提供により管理著作物の自動公衆送信権を侵
 害するおそれがあるとして,被告の差止請求権を認めた。

 (14) 大阪地判平成19年6月12日　裁判所HP　
 平成17年(ワ)第153号　著作権侵害差止等請求事件
 　南カリフォルニア大学心理学教授であったJ.P.ギルフォード教授が考案した3つの人格
 目録を日本の文化環境に合うように標準化した120の質問からなる質問紙法性格検査であ
 るYG(矢田部ギルフォード)性格検査のための検査用紙の著作物性が争点となった事案。
 　本件用紙は,既存の論文に依拠し,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,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現すること
 により,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することので
 きる別の著作物を創作したものであり,既存の論文を翻案したものというべきである( 高
 裁平成13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)ので,検査用紙を,当該論文
 を翻案することにより創作された二次的著作物(著作権法2条1項11号)と認定した。

 【民事手続】
 (15) 三判平成19年5月29日　 高裁HP
 平成18年(受)第882号　横田基地夜間飛行差止等請求事件(破棄自判)
 　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に
 対して同国軍隊の使用する施設及び区域として提供している横田飛行場の周辺に居住する
 住民らが,横田飛行場において離着陸する米軍の航空機の発する騒音等により精神的又は
 身体的被害等を被っていると主張して,国に対し,夜間の航空機の飛行差止め及び損害
 賠償等を請求する事案において,飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により
 周辺住民らが被害を被っていることを理由とする損害賠償請求権は,将来の給付の訴えを
 提起することのできる請求権としての適格を有しないとして,これを認容した原判決を破
 棄した事例。
 (理由)
 継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については,同一態様の行為が将
 来も継続されることが予測される場合であっても,損害賠償請求権の成否及びその額をあ
 らかじめ一義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立したとされる時点
 において初めてこれを認定することができ,かつ,その場合における権利の成立要件の具備
 については債権者においてこれを立証すべく,事情の変動を専ら債務者の立証すべき新た
 な権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考
 えられるようなものは,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を
 有しないものと解するのが相当である。
 　そして,飛行場等において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的
 又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論
 終結の日の翌日以降の分については,将来それが具体的に成立したとされる時点の事実関
 係に基づきその成立の有無及び内容を判断すべく,かつ,その成立要件の具備については請
 求者においてその立証の責任を負うべき性質のものであって,このような請求権が将来の
 給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものであることは,当
 裁判所の判例とするところである( 高裁昭和51年(オ)第395号同56年12月16日大法廷判
 決・民集35巻10号1369頁, 高裁昭和62年(オ)第58号平成5年2月25日第一小法廷判決・民
 集47巻2号643頁, 高裁昭和63年(オ)第611号平成5年2月25日第一小法廷判決・裁判集民事
 167号下359頁)。

 (16) 東京高判平成17年5月25日　金法1803号90頁　
 平成16年(ネ)第4683号　不当利得返還請求控訴事件
 　他人の死亡により保険金額の支払をすることを約した生命保険契約の契約者兼保険金受
 取人が死亡保険金の受取人を変更する行為は,特段の事情がない限り,旧破産法72条1項所
 定の否認の対象とはならない。

 (17) 東京地判平成19年2月28日　金法1804号59頁　
 平成18年(ワ)第19547号　損害賠償請求事件
 　XがY銀行の甲支店の口座から送金手続をしようとしたところ,同銀行は,Xに対する預金
 債権差押命令が乙支店に送達されたことを理由に出金手続を拒否した。その後,甲支店宛
 に差押命令が送達されてXは確定的に出金手続をすることができなくなったことから,Xが
 Yに対して損害賠償を請求した事案。
 　裁判所は,差押えの対象となる預金債権は,特定された取扱店舗に存する債務者の預金債
 権であるから,差押の効力たる弁済禁止効は,差押債権の取扱店舗(送達場所)にのみ及ぶも
 のと解されるとしつつ,Y銀行が設けているパワーフレックス口座取引に関しては,取扱店
 舗という概念がなく,Y銀行の本支店全部が取扱店舗ということになるところ,Xにも甲支店
 開設のパワーフレックス口座があったことから,Y銀行の本支店全部を取扱店舗として扱っ
 たということであり,パワーフレックス口座取引がかかる内容の取引であることはXとY銀
 行との間の契約内容になっているのであるから,これを前提に,Y銀行が全店舗に差押命令
 による弁済禁止効が及ぶこととして扱うことは許容され,違法とはならない,とした。

 【刑事法】
 (18) 一決平成18年8月21日　判タ1227号184頁　
 平成18年(あ)第431号　有印公文書変造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,詐
 欺被告事件(上告棄却)
 　本件は,金融会社のブラックリストに登載された被告人が,別人を装い消費者金融から借
 入を行うことを企図し,転出証明書の生年月日を変造して住民異動届とともに町役場に提



 出して転入の届出をし,虚偽の生年月日が記載された被告人名義の国民健康保険被保険者
 証(いわゆる国民健康保険証)の交付を申し込んで,係員からこれを詐取した事案である。
 被告人は,不正受交付行為は国家的法益に向けられたもので詐欺罪には該当しない等と争
 ったが,1審判決は,国民健康保険証は社会生活上重要な経済的価値効用を有するので詐欺
 罪の財物に当たり,その不正取得行為は,国家的法益の侵害に向けられた側面を有するが,
 詐欺罪の適用を排除する趣旨の規定が存しない以上,詐欺罪が成立するとした。また,損害
 については,国民健康保険証を詐取されたこと自体が損害であるとした。2審判決も1審判
 決を是認し, 高裁も,上記被告人の主張は上告理由に当たらないとした上で,職権で,被告
 人が町役場係員に対し,虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険
 の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして,係員を欺いて国
 民健康保険証の交付を受けた行為について,刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断
 は正当であると判示し,上告を棄却した。

 (19) 三決平成19年6月19日　 高裁HP　
 平成19年(し)第170号　勾留取消請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
 　判決が確定した後,その基礎となった被告事件係属中の勾留について取消しを求める趣
 旨の書面が裁判所に提出されても,刑訴法87条1項の申立てその他刑訴法上意味ある申立て
 とは認められないから,裁判所は,これに対し何ら判断を示す必要はない

 (20) 東京高判平成17年12月28日　判タ1227号132頁　
 平成18年(う)第1195号　強制執行妨害被告事件(控訴棄却・上告)
 　本件は,A社の代表取締役であり同社のB銀行からの借入金につき連帯保証していた被告
 人が,連帯保証債務の期限の利益を喪失したことから,B銀行により被告人の預金債権等に
 つき仮差押えを受ける可能性が高まったと考え,これを免れる目的でC銀行の被告人名義の
 普通預金等の口座から,2回に渡り,現金合計1億5000万円余の払戻しを受け,さらに,払い
 戻した現金を妻に譲渡した旨の書類の写しとともに自宅納戸に保管したり,袋に入れて親
 族に預けるなどして資産を隠匿したとして,強制執行妨害罪に問われた事案である。被告
 人は,強制執行妨害の目的がないこと,基本債権である個人保証も無効であることなど多岐
 に渡って争ったが,それらの主張のうち,自宅内に通常の方法で保管するために預金を払い
 戻す行為は強制執行妨害罪における「隠匿」には当たらないとの主張について,本判決は,
 預金の払戻行為は,債権者にとって,第三債務者である金融機関の認識・管理を介して存在
 が比較的容易に覚知し得る状態にある預金を,所在把握が困難となる現金に変更するもの
 であるから,「隠匿」に該当するものであるとした。

 (21) 千葉地判平成18年2月14日　判タ1214号315頁　
 平成17年(わ)第314号, 平成17年(わ)第459号　道路交通法違反,危険運転致死傷,窃盗被
 告事件(有罪・控訴)
 　道路交通法違反及び危険運転致死傷(多量に飲酒した上,無免許で,アルコールの影響に
 より正常な運転が困難な状態で自動車を運転し,自動車を道路左外側線側に進出させ,道路
 左端を通行していた歩行者8人に対し,時速約70キロメートルで走行する自動車を衝突させ
 て,4人を死亡させ,4人を負傷させ,その後,全く停止することなく逃走し,救護義務及び報
 告義務を尽くさなかった)等で起訴された事案において,被告人が,アルコールの影響によ
 り正常な運転が困難な状態で自動車を走行させてはいないし,人に障害を負わせる交通事
 故を起こしたことを認識してもいなかったなどと供述し,危険運転致死傷等の事実を争っ
 たが,本判決は,被告人の飲酒量(日本酒5,6合)及び事故直前の運転状態(2カ所の交差点で
 信号機を見落とし,右カーブで路外に接近してガードレールに衝突しそうになる)等から,
 被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものと認
 定し,被告人の刑事責任は誠に重大であるとして懲役20年の刑を言い渡した。

 (22) 名古屋地判平成18年10月27日　判時1962号133頁　
 平成17年(ワ)第1750号　国家賠償請求事件
 　接見交通権の保障の趣旨にかんがみれば,一方当事者の地位にある検察官や検察事務官
 が,被疑者と弁護人等との接見に立ち会うことは本来的に許されない。
 　この理は,いわゆる秘密交通権が十分に保障されていないような短時間の「接見」であ
 る「面会接見」においても基本的には妥当するというべきであるから,検察官及び捜査部
 に所属する検察事務官がこれに立ち会うことは慎むべきであり,いわんや当該被疑事件の
 捜査担当者の立会いについては,なおさら慎重な姿勢で臨まなければならない。
 したがって,検察庁内において面会接見を実施する場合,検察官が,当該面会接見の立会人
 の人数及び官職を検討するに当たっても,検察官及び捜査部に所属する検察事務官,殊に当
 該被疑事件の捜査担当者がこれに立ち会わないよう,慎重に配慮する義務があると解する
 のが相当であり,検察官が,弁護士の接見の申出に対し,予め,検察官及び捜査部に所属する
 検察事務官,殊に当該被疑事件の捜査担当者の立会いを前提とした面接接見を要請し,検察
 官等立会いの面接接見を実施することは,他に適切な立会人が見当たらないとか,被疑者・
 弁護士等が,時間等の制約から検察官及び検察事務官の立会いがあっても構わない旨申し
 添えて面会接見を申し出たなどの特段の事情がない限り許されないと解すべきであるから,
 検察官及び検察事務官の立会いの下での面会接見の実施は,配慮義務に違反し違法である。

 【公法】
 (23) 一判平成19年2月15日　判時1963号57頁　金法1803号85頁　
 平成16年(行ヒ)第310号　債権差押処分取消請求事件(破棄自判)
 　国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を
 留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,第三者に対する対抗要件が具備され
 ていた場合には,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担
 保財産となっている」ものに該当する,と判示された事例。

 (24) 大判平成19年6月13日　裁判所HP　
 平成18年(行ツ)第176号　選挙無効請求事件(棄却)
 　1　衆議院小選挙区選出議員の選挙について,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条が
 定める1人別枠方式を含む選挙区割りの基準は憲法に違反せず,具体的区割りを定める公職
 選挙法13条1項及び別表第1の規定は,その制定時においても平成17年9月11日施行の衆議院



 議員選挙当時においても,憲法に違反しない。
 　2　衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運
 動を認めている公職選挙法の規定は,憲法に違反しない。
 　3　各論点について,違憲状態を指摘する意見や違憲とする反対意見がある。

 (25) 三判平成19年5月29日　裁判所HP　
 平成18年(行ヒ)第187号　公文書非公開決定取消請求事件(上告人敗訴部分破棄,被上告人
 の控訴棄却(請求棄却))
 　1　警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で
 作成されたものに記載された当該名義人の氏名,住所等が条例所定の非公開情報に当たる
 とされた事例。
 　2　原判決は,敢えて偽名(名義部分,住所部分)で作成された領収書から情報提供者であ
 る個人を特定することは困難であり,これが可能であるだけの具体的事情は明らかでない
 として情報開示を命じた。
 　これに対し,本判決は,情報提供者の危惧感及び事件関係者の内部知識による特定可能性
 を理由として,犯罪の捜査や予防への支障を認めた県の判断が合理性を欠くとは言えない
 とした。

 (26) 大阪地判平成17年3月25日　判タ1227号224頁　
 平成15年(行ウ)第119号　損害賠償請求事件(請求棄却・確定)
 　夫婦ともに普通地方公共団体である大東市の一般職の職員であって,1台の自家用車両で
 通勤している場合において,車両名義人である配偶者の一方のみならず,同乗者である他方
 配偶者にも自動車通勤に係る通勤手当を支給することは,給与条例主義を定めた地方自治
 法204条の2及び地方財政法4条1項に違反するとして,大東市の住民であるXがY(大東市長)
 に対し,違法に自動車通勤手当を受け取った上記同乗者に対する損害賠償の請求をするよ
 うに求めた住民訴訟(新4号訴訟)の事案である。本案前の争点として,本件自動車手当を受
 領した職員の氏名が特定されていないところ,このような訴えの適法性が問題とされてい
 るが,この点,本判決は,新4号訴訟においては,請求の趣旨において当該損害賠償等の請求
 を行う相手方をその氏名でもって特定表示することを要するとしつつも,本件においては,
 氏名を明らかにしなくても違法に自動車通勤手当を受け取った職員の特定が可能であり,
 かつ,Yにおいて容易にこれらの職員を氏名を知ることが出来るとして,本件訴えを適法な
 訴えであるとした。次に,上記自動車通勤手当の支給の適法性については,地方自治法や地
 方公務員法,本件給与条例の各規定等を斟酌し,さらに,通勤手当制度の趣旨にも遡って詳
 細な検討を加え,給与法においては通勤手当について実費弁償的な性格を前提としつつも,
 これを給与の一つとして位置づけ,その支給方法及び支給条件等につき厳密な実費弁償方
 式によらずに,一定の支給基準を設け,当該基準に適合する限り,通勤のための経費負担と
 の厳密な対応関係まで問うことなく,所定の金額を支給するなどといった定型的な定め方
 をすることも許容する旨の立法政策がとられていることは明らかであるとし,そうであれ
 ば,地方自治法及び地方公務員法も,通勤手当の支給方法及び支給条件等につき,実費弁償
 的性格を失わせない限りにおいて,条例により,厳密な実費弁償方式を採用せずに,一定の
 支給基準を設け,当該基準に適合する限り,通勤のための経費負担との厳密な対応関係まで
 問うことなく,所定の金額を支給するなどといった定型的な定め方をすることも許容する
 趣旨のものであると解するのが相当であるので,本件も,地方自治法204条の2の給与条例主
 義に反し違法ということはできないとした。

 (27) 大阪地判平成18年1月27日　判タ1214号160頁　
 平成17年(行ウ)第39号　住民票転居届不受理処分取消請求事件(認容・控訴)
 　平成10年ないし11年頃から大阪市北区扇町所在の扇町公園で居住を開始し,平成12年3
 月頃から同公園内にテントを設置して居住してきたXが,Yに対し,平成16年3月30日付けで
 当該テントの所在地を住所とする転居届を提出したのに対し,Yが当該転居届の不受理処分
 をしたためXがその取り消しを求めた事案において,当該テントの所在地が住民基本台帳法
 にいう住所に当たるかが争点となった。本判決は,同法にいう住所は,生活の本拠,すなわ
 ち,その者の生活に も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すもので,一定の場所が
 ある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより
 決すべきものとしたうえで,Xが本件不受理処分まで約4年半にわたり扇町公園に設置され
 たテント群の一部のテントを寝泊まりの場所として占有するとともに,当該テント群を構
 成する他のテントを他の者らと共に食事の場所等に利用し,当該テントから缶集め等の仕
 事のために外出し,仕事が終わればテントに戻ってくるといった日常生活を営んできたこ
 と,テント群を構成する各テントはいずれも金属製単管,角材,合板などで構築されており,
 その四隅に杭が打ち込まれ,地面に固定された建造物であること,Xが住民基本台帳に記載
 されている住所地を日常生活の場所として全く利用していないこと等を考慮し,当該テン
 トの所在地をXの住所とすることを認めた。

 【紹介済み事件】
 二判平成19年1月19日　判時1962号57頁　
 平成16年(行ヒ)第253号　審査決定取消請求事件
 　→法務速報69号46番にて紹介済み。

 三判平成19年2月13日　判時1962号67頁　
 平成18年(受)第1187号　不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
 　→法務速報70号4番にて紹介済み。

 東京高判平成19年3月28日　判時1963号44頁　
 平成17年(ネ)第5173号　損害賠償請求控訴事件(変更・一部認容(上告))
 　→法務速報72号14番にて紹介済み。

 東京地判平成18年12月26日　判時1963号143頁　
 平成18年(ワ)第20126号　損害賠償等請求事件(一部認容,一部棄却(確定))
 　→法務速報69号23番にて紹介済み。



 一決平成19年3月20日　判時1963号160頁　
 平成18年(あ)第2197号　建造物損壊,公務執行妨害被告事件(上告棄却)
 　→法務速報71号28番にて紹介済み。

 三判平成19年1月23日　判時1961号42頁　
 平成17年(行ヒ)第91号　相続税更正処分等取消請求事件(一部破棄差戻,一部上告棄却)
 　→法務速報70号39番にて紹介済み。

 一判平成18年12月21日　判時1961号53頁　
 平成17年(受)第276号　損害賠償請求事件(一部破棄自判,一部上告棄却)
 　→法務速報69号29番にて紹介済み。

 一判平成18年12月21日　判時1961号53頁　
 平成17年(オ)第184号・同(受)210号　不当利得返還請求事件(一部破棄自判,一部上告棄
 却)
 　→法務速報69号28番にて紹介済み。
　
 二判平成18年4月10日　判タ1214号82頁　
 平成15年(受)第1154号　損害賠償請求事件(破棄差戻)
 　→法務速報60号15番にて紹介済み。

 福岡高判平成17年9月26日判タ1214号168頁　平成17年(行コ)第5号　葬祭料支給申
 請却下処分取消請求控訴事件(控訴棄却・確定)
 　→法務速報54号42番にて紹介済み。

 東京地判平成17年9月13日　判タ1214号283頁　
 平成16年(ワ)第14321号　特許権譲渡代金請求事件　(請求棄却・控訴)
 　→法務速報53号20番にて紹介済み。

 一判平成18年7月20日　金法1804号54頁　
 平成16年(受)第226号　差押債権取立請求事件
 →法務速報63号27番にて紹介済み。

------------------------------------------------------------
--------------------
 2.6月の成立法令一覧
------------------------------------------------------------
--------------------

 種類　提出回次　番号
議案件数

 ・衆法 166 35
 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律
 ・・・カネミ油症事件の債務者に対する債権免除の特例を定めた法律

 ・衆法 166 36
 エコツーリズム推進法
 ・・・観光旅行者の自然観光資源保護について意識を高める基本理念を定めた法律

 ・衆法 166 40
 公職選挙法の一部を改正する法律
 ・・・政党・候補者が標旗を掲げて街頭演説をすることを可能にする改正

 ・参法 166 3
 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
 ・・・救急医療用ヘリコプター配備の予算等を整備する法律

 ・閣法 164 44
 少年法等の一部を改正する法律
 ・・・14歳未満の少年の少年院送致や国選付添人制度を新設する改正

 ・閣法 166 22
 雇用保険法等の一部を改正する法律
 ・・・基本手当の受給資格年限の変更や標準報酬月額の改定等を行う改正

 ・閣法 166 28
 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
 ・・・防衛施設庁の廃止および陸海空自の共同部隊設置を可能とする改正

 ・閣法 166 35
株式会社日本政策投資銀行法
 ・・・日本政策投資銀行を解散して株式会社日本政策投資銀行を設立する法律

 ・閣法 166 36
 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律
 ・・・地域雇用を促進するための開発計画や政府助成金等の制度を定めた改正

 ・閣法 166 52
 国立大学法人法の一部を改正する法律



 ・・・国立大学法人大阪外国語大学を国立大学法人大阪大学に統合する改正

 ・閣法 166 53
更生保護法
 ・・・保護観察における一般遵守事項に加え,詳細かつ変更可能な特別遵守事項を定める
法律

 ・閣法 166 55
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・食品関連事業者に食品廃棄物の発生量の定期報告を義務付ける改正

 ・閣法 166 60
 タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律
 ・・・タクシー運転者の登録制度の見直しや講習制度の創設を行う改正

 ・閣法 166 61
 総合研究開発機構法を廃止する法律
 ・・・総合研究開発機構法を廃止して財団法人への組織変更を可能にする法律

 ・閣法 166 62
 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関
 する法律の一部を改正する法律
 ・・・同法規定の欧州共同体及びシンガポール共和国という文言を「外国」とする改正

 ・閣法 166 63
 消防法の一部を改正する法律
 ・・・多数が出入する防火対象物に自衛消防組織の設置を義務付ける改正

 ・閣法 166 64
 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律
 ・・・地方競馬全国協会を法人化する改正

 ・閣法 166 65
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
 ・・・競輪等の公営競技関係法人の業務を営利目的以外の法人に行わせる改正

 ・閣法 166 68
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
 ・・・地方公共団体の財政健全性に関する比率の公表制度を定める法律

 ・閣法 166 69
 住民基本台帳法の一部を改正する法律
 ・・・住民票の写しの交付制度について交付要件および本人確認を厳格化する改正

 ・閣法 166 70
 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律
 ・・・指定漁業許可の適格性要件の見直しや漁業監督吏員の職務権限の変更等の改正

 ・閣法 166 71
 水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律
 ・・・漁業協同組合の共済事業の健全化を図る改正

 ・閣法 166 72
 特定放射性廃棄物の 終処分に関する法律等の一部を改正する法律
 ・・・原子力発電環境整備機構の業務に廃棄物の 終処分業務を追加する改正

 ・閣法 166 75
 弁理士法の一部を改正する法律
 ・・・弁理士合格者に対する実務修習実施の制度を導入する改正

 ・閣法 166 76
 公認会計士法等の一部を改正する法律
 ・・・課徴金納付命令等,監査法人社員の資格拡大および会計士が法令違反の事実を発見
 した場合の通知等の措置を見直す改正

 ・閣法 166 77
 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
 ・・・犯罪被害者の刑事裁判参加,損害賠償請求につき刑事手続の成果を利用する等の改
正

 ・閣法 166 85
電子記録債権法
 ・・・電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務・監督等を定めた法律

 ・閣法 166 86
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
 ・・・我が国が締結した社会保障協定の実施に関する諸法律を統合する法律

 ・閣法 166 89
 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部



 を改正する法律
 ・・・イラク特措法の期限を4年から6年に延長する改正

 ・閣法 166 90
 学校教育法等の一部を改正する法律
 ・・・普通教育の目標を定め,副校長・主幹教諭・指導教諭の職を新たに置く等の改正

 ・閣法 166 91
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・地方教育行政について国の関与や地方公共団体の長の事務管理の規定した改正

 ・閣法 166 92
 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律
 ・・・通免許状・特別免許状に有効期間を定め更新制を導入する改正

------------------------------------------------------------
--------------------
 3.6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

 ・石川貴教・児島幸良　商事法務　369頁　2940円
 改正貸金業法等段階施行条文集　　・・・★

 ・国際民商事法センター監　商事法務　296頁　4725円
 別冊NBL　No.117　アジア諸国における国際的M&Aの展望

 ・高田　寛　文眞堂　267頁　2940円
 Web2.0　インターネット法

 ・弥永真生　商事法務　1316頁　9240円
 コンメンタール　会社法施行規則・電子公告規則

 ・石田　満　文眞堂　689頁　6825円
 保険業法　2007

 ・東京弁護士会会社法部編　商事法務　342頁　2940円
 新・株主総会ガイドライン

 ・野口夕子　成文堂　362頁　6510円
 保険契約における損害防止義務　モラル・ハザード防止機能という観点からも

------------------------------------------------------------
--------------------
 4.6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

 ・宮田三郎　信山社　456頁　5775円
 行政訴訟法〔第2版〕

 ・香川孝三・金子由芳 編著　晃洋書房　296頁　3675円
 法整備支援論　制度構築の国際協力入門

 ・内藤　篤　商事法務　372頁　3885円
 エンタテインメント契約法〔改訂版〕

 ・帖佐　隆　成文堂　346頁　5250円
 久留米大学法政叢書16　職務発明制度の法律研究

 ・村井敏邦・今井　直 監　明石書店　308頁　3990円
 拷問禁止条約をめぐる世界と日本の人権

 ・福井康佐　信山社　316頁　8925円
国民投票制

 ・山上和則・藤川義人　青林書院　884頁　8610円
 知的ライセンス契約の法律相談

 ・宮川成雄 編著　成文堂　280頁　2625円
 法曹養成と臨床法学研究

 ・日本賠償科学会編　民事法研究会　556頁　4725円
 賠償科学概説　?医学と法学の融合?　　・・・★



------------------------------------------------------------
--------------------
 5.発刊書籍
------------------------------------------------------------
--------------------
 ・改正貸金業法等段階施行条文集
 　4段階に分けて改正される貸金業の規制等に関する法律・利息制限法・出資の受入れ,預
 り金及び金利等の取締りに関する法律の三法について,現行法から順番に1段階?4段階まで
 の対応条文をまとめた解説書。上限金利の見直しや総量規制等,今回の改正のポイントと
 なるような項目は段階別に別字体や色分け等で記載されており,どの段階で重要ポイント
 が改正されるかが一目でわかる構成となっている。

 ・賠償科学概説　?医学と法学の融合?
 　賠償科学とは従来の賠償医学のことであり,本書はこれまで医学分野のみの研究対象で
 あった賠償科学について,法学的側面との融合性・乖離性について解説している。賠償科
 学分野においては進んだ研究がなされている,むち打ち損傷の問題から近時社会的・法律
 的にも大きな問題となっているPTSD問題等,同分野の重要問題につき,すべて医学と法学的
 側面からアプローチする形式で構成されている。入門書という程平易ではないが,医学部
 生や法科大学院生のテキストとしての価値もある。

 ☆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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