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 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
--------------------------------------------------------
 【民法】
 (1)東京高決平成18年4月19日　判タ1239号289頁　
 平成18年(ラ)第85号　祭祀財産承継者指定審判に対する抗告事件(変更,確定)
 　本件は,被相続人A(平成13年死亡)の祭祀に関する権利の承継者を長男Y1と長女X1のい
 ずれにすべきかが争われた事案である。原審判は,Aの夫B(平成4年死亡)が昭和43年に墓地
 の名義変更に関する念書を作成した際,その宛名に「Y1以下S家の後継者」と記載しており,
 Aの遺言もこれを前提としていると見られること等を理由に,Yを承継者と定めたが,本件抗
 告審決定は,承継人の指定の判断基準に関し,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあっ
 て,被相続人に対する慕情,愛情,感謝の気持ち等を強く抱いており,被相続人が仮に生存し
 ていたとすれば,その候補者を祭祀承継者に指定していたであろうと言える者が同承継者
 に指定されるべきであるとした上で,X1はAと別姓であるが,B,Aが死亡するまで同居して緊
 密な生活関係にあったのに対し,Y1は,昭和45年から平成6年ころまでの間,Xらとは音信不
 通の状態にあり,Bの葬儀に出席せず,借金等によりBらに多大の迷惑をかけ,一時,自己の姓
 を変える事態にまで至っていること,Aは遺言によりXらの墓も含めて墓を守るように指示
 しているにもかかわらず,Y1はXらの墓石を撤去し,Xらに500万円の損害賠償を求めており,
 このような行為がA,Bの意思に反するものであることは明らかであること等を理由に,X1
 を承継者と定めた。

 (2)東京高判平成18年10月12日　判時1978号17頁　
 平成17年(ネ)第3216号　損害賠償請求控訴事件　取消(確定)
 　産院における新生児取り違えを理由とする分娩助産契約の債務不履行又は不法行為に基
 づく損害賠償請求を求めた事案において,取り違え及び債務不履行の各事実を認定した上
 で,損害賠償請求権については,損害が顕在化して権利行使が現実に期待可能となったとき
 から消滅時効が進行するとして,時効の完成を認めず,原判決(判例時報1917号70頁)を取
 り消した事例。なお,不法行為に基づく損害賠償請求については20年の除斥期間の経過に
 より消滅したと認定された。

 (3)札幌高判平成19年4月26日　判時1976号60頁　
 平成18年(ネ)第303号　不当利得請求等請求控訴事件(控訴棄却,拡張請求一部認容,確定)
 　借主Xが貸金業者Yに対し,利息制限法所定の制限を超える利息の支払いについて,過払金
 返還請求を行うとともに,同支払請求について,架空請求であるとして不法行為を構成する
 とし,慰謝料と弁護士費用の支払いを求めたケース。
 　本判決は,まず,Xは,過払金の返還を認めるとともに,訴訟を提起追行するに当たり,弁
 護士に委任せざるを得なかったというべきであるから,この弁護士費用は民法704条後段の
 損害に当たると解するのが相当であると判断し,弁護士費用の支払請求を認容した。
 　次に,本判決は,Yの利息制限法所定の制限を超える利息の請求は,架空請求として不法行
 為を構成すると解するのが相当であるとした上,架空請求を受けて苦しんだXの慰謝料15
 万円と弁護士費用5万円の支払請求を認容した。

 (4)札幌高判平成19年10月30日　裁判所HP　
 平成17年(ネ)第73号　損害賠償(控訴棄却)
 1　地方銀行の行員の自殺が,過労から来る鬱状態に起因するものとして遺族から地方銀行
 に対しなされた損害賠償請求が,行員の自殺は予見できず,また,自殺を防止するための措
 置を採ることができたとは認められないとし棄却された事例。
 2　控訴審裁判所は,販売実績の伸び悩みを叱責されたこと等から,行員が軽症うつ病エピ
 ソードに罹患しており,それが自殺の一因となったことを認めたが,行員の出勤状況や勤務
 状況,言動等から銀行側に於いて軽症うつ病エピソードへの罹患を把握することは出来な
 かったとして,自殺に関する具体的予見可能性を否定した。

 (5)札幌高判平成19年11月9日　裁判所HP　
 平成18年(ネ)第362号　損害賠償(控訴棄却)
 1　中学生が同級生のいじめによる暴行で傷害を受けたとして,その中学生と母親が,学校
 を設置する被控訴人に対して損害賠償を請求したが,その暴行による傷害はいじめによる
 ものではなく偶発的なものであることを理由に,請求が棄却された事例。
 　控訴人らが控訴審で予備的に追加した,学校関係者が被害発生の経緯等について控訴人
 らに虚偽の報告をしたことによる損害賠償請求の一部は認容された。
 2　後者について,控訴審裁判所は,公立学校である被控訴人側が,在学契約に基き被害発生
 経緯等の調査報告義務を負うとした上,学校側が当初,母親の気持ちを宥めるために中学生
 がいじめを受けていたことに起因する傷害と説明していた点について虚偽報告と認定し,
 各控訴人に対し各5万円の慰藉料を認容した。

 (6)東京地判平成17年7月19日　判時1976号76頁　
 平成15年(ワ)第11935号　損害賠償請求事件(棄却,控訴,控訴棄却)
 　日本国内の会社であるY社は,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化
 審法」という。)によって,製造,輸入につき許可制が採られ,使用については用途制限及び
 届出制が採られている化学物質を無許可で日本国内に輸入し,接着剤原液を製造した。そ



 して,Y社は,接着剤原液を日本国内に流通させたところ,当該原液は,他の会社を経由する
 などして海外に輸出され,カナダ所在のX社の現地法人にまで流通した。その後,X社は,現
 地法人から当該原液を輸入し,日本国内において,その原液を用いて接着剤を製造,販売し
 たところ,当該接着剤には化審法により使用が制限されている化学物質が含有されている
 との行政指導を受け,製品の販売中止及び回収等を余儀なくされた。なお,製造,輸入及び
 使用等を規制する国は,日本以外に存在しない。
 　そこで,X社がY社に対し,不法行為に基づき損害賠償を求めた。
 　本判決は,まず,化審法の趣旨や規制の内容からすれば,同法に違反して化学物質を輸入
 して商品を製造し,市場に流通させたことは,健康被害や環境汚染によるリスク以外にも,
 本件のような行政指導の発動あるいは社会的批判によるリスクを生じさせるものであるこ
 とから,それ自体注意義務違反となり得るものであるとして,Y社の過失を認定した。
 その上で,本判決は,かかる義務違反とX社に生じた損害との間には,事実的因果関係(条件
 関係)があるとの判断を前提に,その義務違反の結果としてY社に責任を帰することができ
 るかについての法的因果関係の判断を行い,先に認定した注意義務違反によって惹起され
 たリスクは,化学物質が国外に流出した時点において消滅するものであり,本件のような化
 学物質を含有した製品の逆輸入によって生じるリスクは,当初の義務違反によってもたら
 されたものではなく,化学物質を逆輸入するものによって新たにもたらされたものである
 から,当初の義務違反の射程外の事象であるとして,法的因果関係を否定した。

 (7)横浜地判平成18年7月27日　判時1976号84頁　
 平成15年(ワ)第1564号　損害賠償請求事件(一部認容,一部棄却,確定)
 　観光地引き網,しらす漁業等を営むXらが,Y会社工場の排ガス洗浄施設からダイオキシン
 類を含む排水が相模湾に注ぐ河川に排出され続け,その事実がテレビ等により全国的に報
 道されたことにより,当湾の河口付近での観光地引き網の予約キャンセル,しらすの販売減
 少等により営業損害を被ったとして,Y会社に対して損害賠償を求めたケース。
 　本判決は,工場内のガス洗浄施設の配水管を雨水管に誤接続したため,濃度の高いダイオ
 キシンが河川に流出し,テレビ等で報道され,その風評により漁業者らに営業損害を与えた
 として,会社側に工作物の管理責任を認めた。

 (8)東京地判平成18年9月29日　判時1976号65頁　
 平成14年(ワ)第10933号・26467号　売買代金等請求,損害賠償請求反訴事件(一部認容,
 一部棄却,控訴)
 　XY間でテレビ番組放送枠の売買契約交渉が行われるに当たり,YはAに「プロジェクト室
 室長」の肩書使用を許して契約交渉業務を委託し,Xと売買契約交渉を開始した。しかし,
 番組のクレジット表示において著作権帰属を示す「制作」としてYを表示しないこと及び
 放送局に商品化権等を付与することについてYの了解が得られなかったため,売買契約書に
 調印がなされず,放送は開始後2ヶ月で打ち切られた。
 　本件の交渉においては,クレジット表示の内容について,Xは放送局とXを「制作」としY
 を「企画」と表示する売買契約書案をYに送付し,AもYを「企画」と表示することを了承し
 たため,Xは売買契約が合意に達したと考え,放送開始後も数回にわたり調印と代金支払い
 を求めたが,Aは社内稟議未了でYの決済が下りないとの説明をするのみであったため,Xは
 Yに直接の対応を求めたという事実関係から,本判決は,XがAとの交渉を通じて売買契約が
 成立するものとの強い信頼を有するに至っており,Yはそのような信頼を裏切って損害を被
 らせないように配慮すべき信義則上の義務を負うとし,YがAの対応状況を把握し適切な指
 示をしないまま,放送開始後2ヶ月も時間が経過した後に, 終的に売買契約の締結を拒否
 して番組の放送打ち切りを決定したことは,信義則上の義務に違反すると判示し,損害賠償
 を一部認めた。

 【商事法】
 (9) 二判平成19年10月19日　 高裁HP
 平成19年(受)第301号　保険金請求事件(破棄差戻)
 　自動車を運転していた者Aがため池に転落してでき死した事故について,その相続人が,
 保険会社に対し,自動車総合保険契約の人身傷害補償特約に基づき保険金の支払を請求す
 る事案において,同特約が,「自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外
 来の事故により被保険者が身体に傷害を被ること」を保険金支払事由と定めている場合に,
 保険金請求者は,運行事故と被保険者がその身体に被った傷害(本件傷害除外条項に当たる
 ものを除く)との間に相当因果関係があることを主張,立証すれば足りるというべきである
 として,仮にAがため池に転落した原因が疾病により適切な運転操作ができなくなったため
 であったとしても,保険会社が本件特約による保険金支払義務を負うことは明らかである
 とした事例。
 (理由)
 　本件特約は,急激かつ偶然な外来の事故のうち運行起因事故及び運行中事故(以下,併せ
 て「運行事故」という)に該当するものを保険事故としている。本件特約にいう「外来の
 事故」とは,その文言上,被保険者の身体の外部からの作用による事故をいうと解されるの
 で( 高裁平成19年(受)第95号同年7月6日第二小法廷判決・裁判所時報1439号6頁参照,
 被保険者の疾病によって生じた運行)事故もこれに該当するというべきである。本件特約
 は,傷害保険普通保険約款には存在する疾病免責条項を置いておらず,また,本件特約によ
 れば,運行事故が被保険者の過失によって生じた場合であっても,その過失が故意に準ずる
 極めて重大な過失でない限り,保険金が支払われることとされていることからすれば,運行
 事故が被保険者の疾病によって生じた場合であっても保険金を支払うこととしているもの
 と解される。

 (10) 二判平成19年11月16日　 高裁HP
 平成19年(受)第478号　退職金請求事件(上告棄却)
 　会社の執行役員を平成12年から4年間務めたXが,会社に対し,その内規である執行役員退
 職慰労金規則(同15年1月1日施行のもの。)所定の金額の退職慰労金の支払が明示的又は黙
 示的に執行役員就任契約における合意の内容となっていたなどと主張して,その支払を求
 める事案において,請求が認められなかった事例。
 (理由)
 　会社の執行役員退職慰労金規則は,代表取締役の決裁で作成,改定される内規であり,実



 際にも頻繁に改定されてきたが,Xの退職時まで,その内容が執行役員に対して開示された
 ことはなかった(同規則においては,これらの改定の前後を通じ,同規則は退任する執行役
 員に対し退職慰労金を支給する場合に適用するものと定められており,これを必ず支給す
 る旨の規定又は一定の要件の下に支給する旨の規定は置かれていなかった。)など,会社が
 退任する執行役員に対して支給してきた退職慰労金は,功労報償的な性格が極めて強く,執
 行役員退任の都度,代表取締役の裁量的判断により支給されてきたにすぎないものと認め
 られるから,会社が退任する執行役員に対し退職慰労金を必ず支給する旨の合意や事実た
 る慣習があったということはできず,他にXに対し退職慰労金を支給すべき根拠も見当たら
 ない。

 (11) 大阪高判平成19年3月15日　判タ1239号294頁　
 平成17年(ネ)第3542号　損害賠償請求控訴事件(株主代表訴訟)(控訴棄却・上告,上告受
 理申立)
 　本件は,株式譲渡制限のある非公開会社であったダスキンが,株主において換価の必要性
 が生じたときはグループ内の関連会社に買い取らせた上で適時同社から,また単元未満株
 主からの買取請求に応じて,各自己株式取得をしており,その取得については,毎会計期の
 直前に次期における1株あたりの取得価格(基準株価)を取締役会決議で決定していたとこ
 ろ,大肉まん事件(ダスキン経営のドーナツ店が食品衛生法の禁止添加物を使用していた事
 件)が発覚した会計期において,発覚前に1株あたりの純資産額を上回る基準株価を取締役
 会で決定していたため,同価格による同期中の自己株式の取得について,株主であるXが,
 取締役会での基準株価の決定決議や上記自己株式取得に賛同した取締役らに対し,基準株
 価は純資産額方式により算定すべきであり,大肉まん事件発覚直前の純資産価額,発覚直後
 の中間決算における純資産価額とも決定していた基準株価を下回ったにもかかわらず,取
 締役としての善管注意義務・忠実義務に違反して,不当に高額で株式を取得して適正価格
 との差額分の損害を与えたとして,株主代表訴訟による損害賠償を求めた事案である。本
 判決は,非上場の自己株式を取得するに際して価格を算定するにあたっては,当該株主から
 当該価格により株式を取得する必要性,取得する株式数,取得費用からする会社の財務状況
 への影響,会社の規模,株主構成,今後の会社運営への影響,資本維持の観点から当該価格の
 1株あたり純資産額からの乖離の程度など諸般の事情を考慮した企業経営者としての専門
 的・政策的な総合判断が必要であり,取締役に一定の裁量があるとした上で,本件では,従
 前中間決算の結果により基準株価を見直した経緯がなかったこと,大肉まん事件は単発的
 なものであって業績は回復傾向にあったこと,関連会社外への株式取得代金の流出は懸念
 されていなかったこと,投資を促すために必要が生じた際の株主の投下資本の回収の手だ
 てを講じる必要があった関係上,株価の安定性維持が要請されていたこと等を総合すれば,
 中間決算における1株あたりの簿価純資産額と基準株価との乖離が約3割であったことを考
 慮しても,基準株価を期中に見直さなかったことや同価額による取得をしたことが,著しく
 合理性を欠くとか不相当なものであったとは直ちに言えないから,その裁量を逸脱するも
 のとして善管注意義務・忠実義務違反を構成するとは認められないとした。

 (12)佐賀地判平成19年6月22日　判時1978号53頁　
 平成16年(ワ)第353号・436号・同17年(ワ)第40号　損害賠償請求事件(一部認容,一部棄
 却,控訴)
 　平成3年以降粉飾決算を続け平成15年に破産した商工協同組合(中小企業等協同組合法に
 基づき設立)から預け金等の払戻を受けることができなかった元組合員が,同組合の理事ら
 に対する損害賠償請求及び事業認可権者である県に不適切な行政指導があるとして求めた
 国家賠償請求が,いずれも一部認容された事例。うち,県の責任については,監督機関であ
 る県の担当課長が遅くとも平成8年には粉飾決算を認識し,今後業務収入の減少と損害の発
 生が見込まれることを把握していたのであるから,県知事に報告し,県知事が速やかに粉飾
 経理の是正等を支持する業務改善命令を発すべき義務があったが,漫然と放置してその義
 務を怠り,過失により許容される裁量の限度を逸脱した,と判示した。

 【知的財産】
 (13) 一判平成19年11月8日　 高裁HP
 平成18年(受)第826号　特許権侵害差止請求事件(上告棄却)
 　インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許権を有するXが,Yの輸入販売する
 インクジェットプリンタ用インクタンクについて,Xの特許の特許発明の技術的範囲に属す
 るとして,Yに対し,そのインクタンクの輸入,販売等の差止め及び廃棄を求める事案におい
 て,インクタンクに関する特許の特許権者が我が国及び国外で譲渡した特許製品の使用済
 みインクタンク本体を利用し,これに加工するなどして製品化されたインクタンクについ
 て,特許権者による権利行使が認められた事例
 (理由)
 　Y製品の製品化の工程における加工等の態様は,単に消耗品であるインクを補充している
 というにとどまらず,インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させ,単に
 費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず,使用済みの本件インクタンク本体
 を再使用し,本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて,これを
 再び充足させるものであるということができ,本件発明の実質的な価値を再び実現し,開封
 前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得な
 い。これらのほか,インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的
 に考慮すると,Y製品については,加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造され
 たものと認めるのが相当である。

 (14) 知財高判平成19年10月31日　裁判所HP　
 平成19年(行ケ)第10183号　商標権審決取消請求事件
 　商標登録無効審判において,本件商標「みずほ新光証券」が,原告の有する商標「みずほ
 ねっと」に類似しないと判断された審決に対する取消訴訟事件。原告は,引用商標の「み
 ずほねっと」の「ねっと」の部分は,引用商標指定役務の取引者,需要者の視点からすると,
 インターネットやインターネットプロバイダを表す語といえ,引用商標は「みずほ」の部
 分に自他役務識別機能がある旨主張したが,社会通念上,「ねっと」の部分について,「ネ
 ット」,「net」などから想起される観念を生じさせることがないとはいえないとしても,
 「みずほ」の部分が自他識別力あるとは認められない,として原告の請求は棄却された。



 (15)東京地判平成19年9月28日　裁判所HP　
 平成18年(ワ)第15809号　損害賠償請求事件(特許権・民事訴訟)
 　特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件を分説すると「構成要件Aからなるミ
 ラー面取加工方法であって,構成要件B,構成要件C,構成要件D,構成要件E,構成要件Fを特
 徴とする円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法。」と分説される特許発明に
 ついて,被告は,構成要件Aが「・・・であって,」と記載されていることからも,構成要件
 Aは,本件発明の方法が適用される前提となる方法を特定しているにすぎず,本質的部分で
 はないことが分かると主張したが,特許発明の本質的部分とは,明細書の特許請求の範囲に
 記載された特許発明の構成のうち,当該発明特有の課題解決のための手段を基礎付ける技
 術的思想の中核をなす特徴的部分を意味するものと解され,特許請求の範囲の記載の体裁
 のみで当該発明の本質的部分が決まるものではないと判断して,構成要件Aを特許発明の本
 質的部分であると認定した事案。

 (16)大阪地判平成19年10月30日　裁判所HP　
 平成17年(ワ)第1238号　特許権移転登録手続等請求事件
 　被告の従業員であった原告が本件各特許発明を単独で発明したとして,被告に対し,主位
 的に,本件各特許権の移転登録手続を求め,予備的に,特許法35条3項に基づき,特許を受け
 る権利を使用者である被告に承継させたことに対する相当の対価の請求した事案。
 被告の規則には,従業員が行った職務発明につき,被告が特許を受ける権利を承継する旨の
 定めが存在しなかったが,原告は特許証が被告事務所に掲示されていたことを認める供述
 をしておきながら,発明者に被告も記載されていることや,出願手続及び年金の支払いを自
 らは何ら負担していないことについて疑問を持たなかったというのは不自然であるので,
 本件特許発明の特許を受ける権利の共有持分を被告に承継させたものと認めるのが相当で
 あるとして原告の主位的請求を棄却し,予備的請求に基づき,原告が被告から受けるべき相
 当の対価として,本件特許発明の実施による工事売上高1億0381万6333円×20% 超過売上
 高×2% 実施料率× 100%-90% (被告の貢献度控除)×25%(共同発明者間の寄与率)=1万
 0382円を認定した。

 (17)東京地判平成19年10月31日　裁判所HP　
 平成16年(ワ)第22343号　損害賠償等請求事件(特許権・民事訴訟)
 　特許法79条にいう「事業の準備」とは,「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれ
 と同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が,その発明につき,いまだ事業の実
 施の段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意図が
 客観的に認識される態様,程度において表明されていること」を意味するものと解され(昭
 和61年 高裁判決),先使用権が認められるためには,即時実施の意図を有すること及び即
 時実施の意図が客観的に表明されることが必要とされるとして,先使用権を認めなかった
 事案。
 　被告は,被告先行発明によって製造された多層構造振動板を用いたAVタワーを展示会に
 出品したことをもって,被告先行発明による振動板製造の事業の実施の準備がされた旨主
 張するが,展示会出展までに又は展示会において,受注に向けた具体的な商談がされた事情
 などは認められず, 終的に商品化されずに終わったこと,そして,メーカXに試作品を供給
 して評価を得るなどの活動が進められていたが,受注に結びつくような具体的なやりとり
 までされた事情は認められず,結局,採用されるには至らなかったことなどから,本件発明
 の特許出願時(平成13年10月)には,事業実施の方針が明確にされていなかったと考えざる
 を得ない。また,仮に,上記の事情をもって即時実施の意図を肯定することができるとして
 も,被告内で自動抄紙機の開発を目的とするプロジェクトが立ち上げられたのは,平成13
 年12月であり,それまでの間に,量産に対応できる抄紙機の調達や開発などが行われていた
 とは認められないのであるから,本件発明の特許出願時において,客観的に,事業実施の方
 針が表明されていたとはいえないものと解される。以上から,本件において,被告が先使用
 権を有するとは認められない。

 【民事手続】
 (18)東京地判平成19年3月29日　金法1819号40頁　
 平成18年(ワ)第1011号　否認権行使等請求事件
 1　Y銀行はX建設会社へ常時14億円から15億円程度の貸付を行っていたが,X社の建築工事
 の受注先が信用力のある大手企業が多かったことから,X社の工事代金を信用供与の基礎と
 し,Y銀行のX社に対する貸付のうち,常時10億円前後は担保のない信用貸越であり,本件期
 限の利益喪失の請求時点での信用貸越の額は,12億2258万2731円であって,X社が将来的に
 建設工事を受注することができることがY銀行のX社に対する信用供与の前提であったとこ
 ろ,X社の耐震偽装問題への関与を疑わせる新聞報道等がなされ,Y銀行が,同新聞報道等を
 受け,X社が,建設工事について新規の受注を得ることができず,既に施行が完了した工事又
 は継続中の工事についても工事の中断,注文者から工事代金の支払の留保や請負契約の解
 約がされる可能性が強く,X社が施行又は設計・施行を行っている物件については損害賠償
 を請求される可能性があったと判断することもやむを得なかったということができる。
 　したがって,Y銀行がX社に対して本件期限の利益喪失の請求を行った時点で,銀行取引約
 定書5条2項5号所定の「債権保全を必要とする相当の事由」が具備されていたということ
 ができ,Y銀行がX社の主要な取引銀行であり,X社が熊本県内 大手の建設会社であること
 を考慮しても,本件期限の利益喪失の請求は,有効かつ適法であるというべきである。
 2　破産債権者である金融機関は,破産者の支払の停止前に預け入れられていた預金の元利
 金につき,同支払の停止があった後に,新たに開設された預金口座に預け替えられたにすぎ
 ない場合には,破産債権者の負担する預金払戻債務を相殺することが許されると解するの
 が相当である。
 　なぜなら,破産法71条1項3号が,破産債権者は,破産者に支払の停止があった後に,支払
 の停止があったことを知って債務を負担したときは,その債務をもって相殺することがで
 きない旨規定しているのは,破産者が危機状態にあることを知りながら,破産者に対して債
 務を負担し,この債務をもって自己の有する既に実質的価値の下落した債権と相殺してそ
 の完全な満足を得ることを許すとすれば,他の破産債権者との間で不公平を生じさせ,破産
 債権者平等の理念に反する結果となるので,そのような相殺を禁止したものと解されると
 ころ,破産者の支払の停止前に預け入れられていた預金の元利金につき,新たに開設された



 預金口座に預け替えられたにすぎない場合には,預け替えの前後で破産債権者の破産者に
 対する預金払戻債務の総額が変わらず,破産債権者の相殺を許しても,他の破産債権者との
 間で不公平を生じさせるものではなく,破産債権者間の平等の理念に反する結果とはなら
 ないからである。　

 【刑事法】
 (19) 三決平成19年11月13日　 高裁HP　
 平成19年(あ)第779号　証人威迫,暴行被告事件
 　刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送
 付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ,直接相手と相対する場合に
 限られるものではないと解するのが相当であるとした事案

 (20) 三決平成19年11月14日　 高裁HP　
 平成19年(あ)第285号　廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
 　被告会社Aの下請会社の代表者Bが,港湾運送事業,倉庫業等を営む被告会社が保管してい
 た薬品入りドラム缶の処理に苦慮していることを聞知し,その処理を請け負った上,仲介料
 を取って他の業者に丸投げすることにより利益を得ようと考え,その処理を請け負う旨被
 告会社に対し執ように申し入れたところ,被告会社Aの代表取締役であった被告人らは,B
 や実際に処理に当たる者らが,同ドラム缶を不法投棄することを確定的に認識していたわ
 けではないものの,不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら,それでもやむを得ないと考
 えてBに処理を委託したという事実認定のもとで,被告人らは,その後Bを介して共犯者によ
 り行われた同ドラム缶の不法投棄について,未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う
 というべきである。

 (21)大阪高判平成18年11月29日　判時1976号51頁　
 平成18年(ネ)第162号　接見妨害国家賠償請求控訴事件(変更,確定)
 　警察署の付属留置場に勾留中の被告人の弁護士が,被告人との接見を求めたところ,別件
 事件の捜査のためのポリグラフ検査中として接見を拒絶されたことにつき,留置場担当官
 及び捜査担当官の職務違反があるとして,国家賠償を求めたケース。
 　本判決は,留置担当官は,弁護人からの接見の申し出を受けたのであるから,留置担当官
 として,任意取調によるポリグラフ検査中の捜査担当官に対してその旨連絡し,被留置者で
 ある被告人に接見の意思を確認の上,接見を希望すれば,被告人を留置場に戻し,接見を実
 現させるための場所を提供しなければならない義務を負っていたとし,その上で,捜査担当
 官が弁護人に対ししばらく待つよう要請するなどして事実上接見を拒否し,両者間にやり
 とりがなされているにもかかわらず,その折衝に自ら関わった形跡はないなどと指摘し,留
 置担当官は,留置担当官としての自己がなすべき弁護人に対する対応を捜査担当官に任せ,
 捜査担当官の事実上の接見拒絶により,弁護人が被告人との接見を妨害されるがままに放
 置していたものというほかないなどとして,留置担当官及び捜査担当官の職務違反を認め,
 国家賠償請求を認めた。

 (22)東京地判平成18年8月29日　判タ1224号245頁　
 平成17年(ワ)第26043号　損害賠償請求事件(認容,確定)
 　弁護人である弁護士Xが,東京拘置所の職員に対して午前の接見受付時間内(午前11時2
 8分)に被告人との接見を申し出たにもかかわらず,休憩開始(午前12時)までの約3分程度し
 か接見時間を確保されなかったことが違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,
 Y(国)に対し,慰謝料10万円及び遅延損害金の支払を請求した事案において,本判決は,弁
 護人が拘置所所定の午前の接見受付時間内に拘置所に収容されている被告人との接見を申
 し出た場合において,拘置所の職員が休憩開始までに社会通念上相当と考えられる程度の
 接見時間を確保しなかったときには,通常とは異なる特別な事態が生じたなどやむを得な
 いと認められる特段の事情のない限り,弁護人としての円滑な職務の遂行を妨害したもの
 として違法となるというべきとして,Xの請求を認容した。

 【公法】
 (23) 一判平成19年11月1日　裁判所HP　
 平成17年(受)第1977号　損害賠償請求事件(上告棄却)
 1　国の担当者が原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律等の誤った解釈に基づき
 402号通達(日本国外に居住地を移した場合の各種被爆者等手当の受給権失権を定めたもの)
 を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法で
 あり,当該担当者に過失があるとされた事例。
 2　下級審裁判等を受けて,在外被爆者に各種手当ての受給権が凡そ認められないという法
 的解釈を見直す契機となった段階で,402号通達を発出することの違法性は認識でき,それ
 以降の国賠法上の違法は免れないこと,健康管理手当には被爆者の精神的安定を図る趣旨
 も含まれ,違法な通達により手当を申請する機会を逸したことが内心の静穏を害するとし
 て100万円の慰藉料に相当すると認めた原判決の判断は是認出来ないではない,等と判示さ
 れた。

 (24)大阪高判平成19年1月23日　判時1976号34頁
 平成18年(行コ)第10号　住民票転居届不受理処分取消請求控訴事件(取消,上告)
 　市立公園内にテントを設置して継続的に日常生活を送っているXが同テントの所在地に
 住所を有するものとして,転居届を提出したが,Y区長は,Xに対し,不受理の処分をした。そ
 こで,Xは,本件不受理処分は違法であるなどと主張し,その取消しを求めた。
 一審は,本件テントの所在地は,客観的にみて,Xの生活に も関係の深い一般的生活,全生
 活の中心として,生活の本拠たる実態を具備していると認められると判断し,本件不受理処
 分は違法であるとして,本件請求を認容した。
 　しかし,本判決は,?住民基本台帳法にいう「住所」とは,生活の本拠をいうが,「生活の
 本拠としての実体」があると認められるためには,同法にいう住所の有する基本的性格に
 鑑みると,単に一定の場所において日常生活が営まれているというだけでは足りず,その形
 態が,健全な社会通念に基礎づけられた住所としての定型性を具備していることを要する
 ものと解するのが相当である,?本件テントにおけるXの生活の形態では,同所において継続
 的に日常生活が営まれているということはできるものの,それ以上に,健全な社会通念に基



 礎づけられた住所としての定型性を具備していると評価することはできないものというべ
 きであるから,未だ「生活の本拠としての実体」があると認めるに足りず,したがって,X
 が本件テントの所在地に住所を有するものということはできない,などと判断し,一審判決
 を取り消した上,Xの本訴請求を棄却した。

 (25)岐阜地判平成18年8月9日　判タ1224号240頁　
 平成17年(行ウ)第19号　風俗営業許可取請求事件(請求棄却,確定)
 　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)4条2項2号
 とこれを受けて定められた岐阜県条例では,岐阜県公安委員会は,保護施設周辺地域(学校
 等の敷地の周囲100メートル以内)において,同法3条1項の許可を行うことができないとい
 う距離制限規定を定めているところ,本件パチンコ店等が大型複合商業施設内に存在し,同
 公安員会から同条項に基づく許可を受けたことについて,原告らが大型複合商業施設内に
 設置された駐車場と保護施設である学校の距離が100メートル以内にあるため,本件許可処
 分は違法であると主張してその取消を求めた事案において,大型複合商業施設の共用駐車
 場が,風俗営業の「営業所」(風営法4条2項2号)に含まれるのかが争点となった。
 　本判決は,本件駐車場が大型複合商業施設全体の共用駐車場であり,利用者は風俗営業施
 設への来客者のみでないこと,風俗営業施設の規模等から,風俗営業以外の施設の利用者が
 相当数存在するといえること,風俗営業施設には,本件駐車場より近い位置にも駐車場があ
 ったことから,本件駐車場は善良な風俗環境及び少年の健全な育成を害するおそれのある
 風俗営業の用に供される施設としての性質がかなりの程度薄められているものといえると
 して,本件駐車場が「営業所」には含まれないとし,原告らの請求を棄却した。

 (26)大阪地決平成18年8月10日　判タ1224号236頁　
 平成18年(行ク)第61号　風俗営業許可処分仮の差止申立事件(申立却下,確定)
 　申立外株式会社が大阪府公安委員会に対してパチンコ店の営業許可申請をしたのに対し,
 当該店舗近隣の歯科医院の管理者(申立人)が,当該店舗は大阪府条例における制限区域内
 に所在するにもかかわらず許可がされようとしていると主張して,その許可処分の仮の差
 し止めを申し立てた事案において,本決定は,「処分・・・がされることにより生ずる償う
 ことのできない損害を避けるため緊急の必要」(行訴法37条の5第2項)といえるためには,
 ひとたび違法な処分がされてしまえば,当該私人の法律上保護された利益が侵害され,その
 侵害を回復するに後の金銭賠償によることが不可能であるか,これによることが著しく不
 相当と認められることが必要で,損害を回復するために金銭賠償によることが不相当でな
 い場合や,処分が後に取消判決によって取り消され,又は執行停止の決定により処分の効力,
 処分の続行又は処分の継続が停止されることによって損害が回復されるような場合には,
 緊急の必要性は認められないと判断したうえで,本件では仮に申請に対し違法な許可処分
 がされても,それによって直ちに本件診療所周辺の環境が不可逆的に著しく悪化するとは
 いえず,本件営業所に係る風俗営業の許可処分がされることによって生ずる償うことので
 きない損害を避けるため同処分を仮に差し止める緊急の必要があるとは認められないとし
 て,本申立を却下した。

 (27)水戸地決平成18年8月11日　判タ1224号233頁　
 平成18年(行ク)第6号　仮の差止め命令申立事件(申立却下,確定)
 　桜川市議会解散請求に基づいて同市選挙管理委員会(相手方)が行うことが予定されてい
 る解散の投票のための投票期日の告示等一切の投票事務の執行について,同市議会議員で
 ある申立人が,行政事件訴訟法37条の5に基づき,解散の投票につき投票事務の執行の差止
 めを求めた訴えの第一審判決言渡しまでの間,当該投票事務の執行を仮に差し止めること
 を求めた事案(以下「本件申立て」という。)において,本件投票の投票期日の告示の差止
 めを求める部分については,既に当該告示が実施されているため,差止めを求める利益を欠
 くとの理由で不適法と判断され,その余の部分についても,一切の選挙事務の執行の差止め
 を求めるという申立人の主張からは,いかなる行為を捉えて「処分又は裁決」と主張する
 のかが明らかでなく,差止めを求める対象の特定を欠くため不適法であると判断した上で,
 差止めを求める対象の処分性についても,本件投票を実施するまでは申立人らが失職する
 こととなるか否かは明らかでないこと,相手方による選挙事務の執行自体によって申立人
 らの市議会議員たる地位に何らかの変動が生ずるものではないこと等から,選挙事務の執
 行自体について処分性を認めることはできないとされ,申立が却下された。

 【社会法】
 (28) 二判平成19年10月19日　 高裁HP
 平成17年(受)第384号　割増手当請求事件(破棄差戻)
 　マンションの住み込み管理員夫婦が時間外労働及び休日労働を行ったのに就業規則所定
 の割増手当の一部が特別手当として支払われたにとどまると主張して,雇用者に対し,割増
 手当の残額等の支払を求める事案において,(1)平日は午前7時から午前9時まで及び午後6
 時から午後10時まで2名とも,(2)土曜日については,同様の時間について1名のみが,(3)
 日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉その他使用者が
 明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り,休日労働又は時
 間外労働をしたものと判断された事例。
 (理由)
 1)使用者は,管理員らに対し,所定労働時間外においても,管理員室の照明の点消灯,ごみ置
 場の扉の開閉,テナント部分の冷暖房装置の運転の開始及び停止等の断続的な業務に従事
 すべき旨を指示し,午前7時から午後10時まで管理員室の照明を点灯しておくよう指示して
 いたところ,マニュアルには,所定労働時間外においても,住民や外来者から宅配物の受渡
 し等の要望が出される都度,これに随時対応すべき旨が記載されていたというのであるか
 ら,午前7時から午後10時までの時間は,住民等が管理員による対応を期待し,管理員らとし
 ても,住民等からの要望に随時対応できるようにするため,事実上待機せざるを得ない状態
 に置かれていた。さらに,使用者は,管理員らから提出された管理日報等により,管理員ら
 が所定労働時間外においても住民等からの要望に対応していた事実を認識していた。この
 ことをも併せ考慮すると,住民等からの要望への対応について使用者による黙示の指示が
 あったものというべきである。
 2)使用者は,管理員らに対し,土曜日は1人体制で執務するよう明確に指示し,管理員らもこ
 れを承認していた。



 3)管理員らは,日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯及びごみ置場の扉の開
 閉以外には労務の提供が義務付けられておらず,労働からの解放が保障されていたという
 ことができ,午前7時から午後10時までの時間につき,待機することが命ぜられた状態と同
 視することもできない。

 【その他】
 (29)東京地判平成19年6月27日　判時1978号27頁　
 平成18年(ワ)第18312号　診療録開示等請求事件(棄却,確定)
 　医療法人社団に対し,同法人が経営する医院又は診療所で診察を受けた患者が診療録の
 開示を請求したが,社団がこれを拒否し,訴訟提起に至るまでその旨を通知しなかった(答
 弁書でその旨を約3ヵ月後に通知した)ところ,患者が(1)個人情報保護法25条1項に基づき
 診療録の開示を求めるとともに,(2)同条2項違反を理由に慰謝料(10万円)を請求したとい
 う事案において,(1)個人情報保護法は25条1項による開示の求め等に関する苦情の処理に
 ついては,個人情報取扱事業者,業界団体による自主的な紛争解決を期待しており,そのた
 めに本人が裁判外の各種の方法によって苦情の解決を求められる仕組みを設けるとともに,
 そのような自主的な解決が期待できない場合の主務大臣による関与の仕組みを設けている
 等として,25条1項は本人に保有個人データの開示請求権を付与した規定ではなく,同条項
 の規定によって保有個人データの開示を裁判手続により請求することはできない,(2)決定
 理由通知を早期に行うことで本人苦情の申出等その後の対応を行いやすくするという同条
 2項の趣旨や各種苦情の申出は同条2項の通知が存在しないとなし得ないというものではな
 いこと等に鑑みると,患者に金銭をもって慰謝されなければならない精神的苦痛が生じた
 とまでは認められない,と判示され,いずれの請求も棄却された事例。

 【紹介済み判例】
 一判平成19年6月7日　判時1977号77頁　
 平成18年(受)第1887号　損害賠償等請求事件
 　→法務速報74号1番にて紹介済み。

 二決平成19年6月19日　判時1977号159頁　
 平成19年(あ)第88号　覚せい剤取締法違反被告事件
 　→法務速報75号22番にて紹介済み。

 三判平成19年5月29日　判時1978号7頁　
 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)
 　→法務速報74号15番にて紹介済み。

 三判平成19年4月3日　平成17年(受)1930号　
 判時1976号40頁　解約精算金請求事件(上告棄却)
 　→法務速報72号6番にて紹介済み。

 三判平成18年4月18日　判タ1224号221頁　
 平成15年(受)第723号　賃金支払請求事件(破棄自判)
 　→法務速報60号47番にて紹介済み。

 二判平成18年7月7日　判タ1224号217頁　
 平成15年(行ヒ)第30号　固定資産評価審査決定取消請求事件(原判決破棄,差戻)
 　→法務速報63号11番にて紹介済み。

 知財高判平成18年6月28日　判タ1224号291頁　
 平成17年(行ケ)第10683号　特許権審決取消請求事件(認容・確定)
 　→法務速報63号21番にて紹介済み。

 三判平成19年3月20日　判タ1239号108頁　
 平成17年(受)第277号　損害賠償請求事件(破棄差戻)
 　→法務速報76号1番にて紹介済み。

 一判平成18年7月13日　金法1817号59頁　
 平成17年(受)第1327号　補償金請求事件
 　→法務速報63号17番にて紹介済み。

 三判平成19年4月24日　金法1818号75頁　
 平成17年(受)第844号　預金払戻請求事件
 　→法務速報73号8番にて紹介済み。

 一判平成19年6月7日　金法1818号75頁　
 平成17年(受)第1519号　預金返還請求事件　
 　→法務速報74号2番にて紹介済み。

 二判平成19年6月11日　金法1818号89頁　
 平成17年(受)第957号　不当利得返還請求事件
 　→法務速報74号3番にて紹介済み。

------------------------------------------------------------
 11月の成立法令一覧
------------------------------------------------------------

 種類　提出回次　番号
議案件数

 ・参法 168 9 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律



 ・・・災害被災者に対する生活再建支援・住宅建設支援などの具体的金額を定めた法律

 ・閣法 168 1 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律
 ・・・生活用品の経年劣化による被害を防ぐための保守・点検義務等を定めた法律

 ・閣法 168 2 電気用品安全法の一部を改正する法律
 ・・・蓄電池の基準適合義務を課す法律

 ・閣法 168 3 気象業務法の一部を改正する法律
 ・・・気象庁に地震・火山活動等の状況について予報・警報を義務付ける法律

------------------------------------------------------------
 11月の主な発刊書籍一覧(私法部門)
------------------------------------------------------------
-

 著者　出版社　頁数　定価
書籍名

 ・日本公認会計士協会編　商事法務　311頁　3360円
 財産評定等ガイドラインとQ&A・事例分析

 ・三浦　繁　同文舘出版　216頁　1680円
 Do Books　 新版「相続」対策と「相続税」対策の上手なやり方

 ・福岡今日一　緑書房　232頁　3990円
 知っておきたいペットビジネスの法と政策

 ・甘利公人　有斐閣　280頁　5250円
 生命保険契約の基礎理論

 ・中尾英俊　信山社　320頁　3360円
 判例総合解説シリーズ　入会権の判例総合解説

 ・松本恒雄・上原敏夫 編　三省堂　176頁　2310円
 Q&A消費者団体訴訟制度解説

 ・都筑満雄　成文堂　360頁　6300円
 複合取引の法的構造

 ・田路至弘編著　商事法務　176頁　1995円
 わかりやすい電子記録債権法

----------------------------------------------------------
 11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

 ・川端　博　成文堂　258頁　6300円
 刑事法研究　第9巻　事実の錯誤の理論

 ・白石　賢　成文堂　316頁　4935円
 企業犯罪・不祥事の法政策　刑事処罰から行政処分・社内処分へ

 ・高橋則夫　成文堂　234頁　3990円
 規範論と刑法解釈論

 ・野村豊弘 他著　雄松堂出版　200頁　3675円
 コンピュータ社会における人,生命,倫理と法

 ・金子　宏 編　有斐閣　730頁　13650円
 租税法の基本問題

 ・渡邊洋一郎　G.B.　231頁　3000円
 弁護士道に向けて　　・・・★

----------------------------------------------------------
発刊書籍解説
----------------------------------------------------------
 ・弁護士道に向けて
 　弁護士という業に関し,著者の職業観と実務経験をまとめた読本。依頼者に対する接し
 方から準備書面の作成,和解の方法等,訴訟の各段階における筆者ならではの論点が興味深
 い。銀行再建問題や山陽精機の保全管理人として紛争解決にあたるなど,具体的な事件に
 関する記述も多く,もとより研修会での講話を著書にまとめたものであるため,読み易い。
 実務家が向学のために一読するのに価値がある。
---------------------------------------------------



 ☆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
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