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 1.法律雑誌等に掲載された主な判例
--------------------------------------------------------
 【民法】
 (1) 名古屋高判平成20年10月23日　判時2036号33頁
 平成20年(ネ)第523号　損害賠償請求控訴事件　控訴棄却(確定)
 　クラブ等の飲食業を営む会社の代表取締役に選任され,委任契約書を取り交わして代表
 取締役として登記された雇われママが同社を退任したことに伴う,代表取締役の会社に対
 する民法651条2項に基づく損害賠償責任の成否が問題になった事案において,同ママの法
 的地位については,契約の形式でなく,契約の実態によって判定されるべきで,稼働の実態
 は水商売の雇われママで,株主らの指揮命令に基づき従属的な使用関係の下で就労してい
 た従業員にすぎず,実質的に雇用関係であったと認定し,業務引継義務があったと言えず,
 民法651条2項所定の義務が生じる余地もないとして,その責任が否定された事例。

 (2) 福岡高那覇支判平成20年10月28日　判時2035号48頁
 平成20年(ネ)43号,損害賠償請求控訴事件,控訴棄却(上告)
 　沖縄県青少年保護条例違反で逮捕された公立中学校教諭がテレビで実名報道されたこと
 について,一方で実名報道されることにより控訴人が被る不利益は大きく,実名を公表され
 ない法的利益も十分に考慮する必要はあるけれども,他方において,特に,青少年を教育指
 導すべき立場にある中学校教員が女子中学生とみだらな行為をしたという本件被疑事実の
 内容からすれば,被疑者の特定は被疑事実の内容と並んで公共の重大な関心事であると考
 えられるから,実名報道をする必要性は高いといわなければならず,実名を公表されない法
 的利益がこれを公表する利益に優先していると認めることはできない。

 (3) 名古屋高判平成21年2月19日　金法1868号53頁
 平成20年(ネ)第964号　建物収去土地明渡等請求控訴事件
 　係争地の登記名義人であったABに対し,Bの兄弟であるXが,係争地はXが単独で相続した
 として真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続訴訟を提起し,確定勝訴判
 決を取得した後,登記未了にしていたところ,BがYのために根抵当権を設定し,その旨の根
 抵当権登記をしたので,XがYに対して,根抵当権登記の抹消登記手続を求めた事案。
 　Yは,民法94条2項類推適用によりXはAB名義の登記が不実の登記であると主張して根抵当
 権登記の抹消登記手続を求めることはできない,として,Xの請求を争ったが,本判決は,X
 のABに対する提訴による抹消予告の登記が存在していたことから,所有名義人は外観上も
 真の権利者であるとは言えないから,同名義人から根抵当権の設定を受けたYは,Xに対し,
 外観を信頼した者を保護するための民法94条2項の類推適用を主張することはできない,
 としてYの主張を排斥した。

 (4) 大阪地判平成19年9月19日　判タ1262号299頁
 平成18年(ワ)第6223号損害賠償等請求事件(一部認容・確定)
 　Xの妻Aがその実弟Bのために末梢血幹細胞移植のドナーとして同細胞採取の施術を受け
 たが,後に急性骨髄性白血病により死亡したため,Xが病院の医師に対し,診療ガイドライン
 遵守義務違反及び説明義務違反があり,ガイドラインを作成した有限責任中間法人日本造
 血細胞移植学会に対し,診療ガイドライン遵守に関する監視義務違反があるとして,損害賠
 償を求めた事案において,本判決は,一般に診療ガイドラインは,作成時点で も妥当と考
 えられる手順をモデルとして示したものであるから,具体的な医療行為を行うにあたりガ
 イドラインに従わなかったとしても,直ちに債務不履行又は不法行為に該当するとはいえ
 ないが,当該ガイドラインの内容を踏まえた上で医療行為を行うことが必要であり医師は
 その義務を負っているとしたうえで,ドナーの安全性を確保するためにガイドラインにお
 いて設置されたフォローアップ制度について,医師がドナーに適切な説明をしなかった点
 に説明義務違反を認め,医師に対し金200万円の支払いを命じたが,同学会に対しては,ガ
 イドラインを発表しフォローアップ制度を導入している趣旨は有害事象の調査研究にあり,
 個々のドナー及びレシピエントの生命身体の安全管理の責任は,移植を実施する医療機関
 に存するとして監視義務がないと判断した。

 (5) 京都地判平成20年1月30日　判タ1279号225頁
 平成19年(ワ)第1793号更新料返還等請求事件(請求棄却・控訴)
 　本件は,原告が,被告との間で,賃料1か月4万5000円,契約期間1年間,更新料10万円の約
 定で建物を賃借し,更新料を毎年10万円(合計50万円)支払った後,同契約を解除した上で,
 被告に対し,同更新料の約定は消費者契約法10条により無効である等と主張してその返還
 を求める等した事案である。本判決は,同更新料の約定は,民法614条による場合よりも賃
 借人の義務を加重しているという点で同条前段の要件に該当するが,更新料の金額が過大
 ではないことや同約定の内容が明確であること等から,「民法1条2項に規定する基本原則
 に反して消費者の利益を一方的に害するもの」とは言えないとして,同条後段の要件に該
 当せず,有効であると判断し,原告の請求を棄却した。

 (6) 東京地判平成20年10月1日　判時2034号60頁
 平成18年(ワ)23518号　損害賠償請求事件　一部認容,一部棄却(控訴)
 　XはS大学を運営する学校法人でありYはもとS大学の助教授等を務めていたが退職しS大
 学の教職員組合(Sユニオン)の代表者兼執行委員長を務めている。XがYを普通解雇する旨
 の意思表示をしたことからYは雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する等の
 仮処分命令を申立て異議審においてXはYに解決金として500万円を支払うこと,XとYは相



 互に相手を誹謗中傷するような言動をしないこと等を内容とする裁判上の和解が成立した。
 Sユニオンはインターネット上に匿名掲示板(本件掲示板)を設置したところ本件投稿(1)
 ないし(15)がされた(本件投稿は省略)。本件掲示板は当初は第三者による投稿が自動的に
 公開される管理体制であったがその後管理者による投稿内容の確認を経て公開される体制
 に変更された。XはYに対し,本件投稿が名誉毀損又は業務妨害にあたるとして(a)主位的に,
 Yが本件投稿のすべてを投稿したこと(b)一部の投稿がY自身でないとしても予備的に管理
 者であるYが自動的に公開された投稿の削除義務を怠り,又は内容を確認した上で投稿を公
 開したことを理由とする損害賠償として5850万円の支払その他を求めた。
 　本判決は,Yが投稿したのは(1)ないし(15)のうちの一部であると認定した上で,第三者
 による投稿が自動的に公開される管理体制が採られていた時点においては,一見して第三
 者に対する誹謗中傷を含むなど第三者の名誉を毀損することが明らかな投稿については第
 三者による削除請求なくして削除義務を負うとするのが条理に適うというべきであるが,
 これに至らない内容の投稿については第三者から削除を求める投稿を特定した削除請求が
 あって初めて削除義務を負う旨判断し,管理者による投稿内容の確認を経て公開されると
 の体制に変更された後の時点においては掲示板に第三者の名誉を毀損する投稿がされた場
 合は,Yは管理者として当該投稿を公開しない条理上の義務を負い,これに反して当該投稿
 を公開した場合には速やかにこれを削除すべき条理上の義務を負うとして前記時点におい
 て本件掲示板に公開された投稿が第三者の名誉を毀損する場合は,自ら投稿した者と共に
 共同不法行為責任を負うとし,慰謝料及び弁護士費用として450万円の限度でXの請求を認
 容した。なお,Yは本件で対抗言論および団結権に基づく違法性阻却を主張したが前者につ
 いてはXが実際に反論をしていないのであるから名誉回復が図られていないことを,後者に
 ついては本件投稿は正当な組合活動の範囲を逸脱していることを理由としていずれも認め
 られなかった。

 【商事法】
 (7) 三判平成21年6月2日 裁判所HP
 平成21(受)226  死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件(棄却)
 　保険契約者および被保険者であるAと保険金受取人であるAの妻Cが同時に死亡したため,
 Cの相続人Xが,商法676条2項の規定により保険金受取人になったと主張して,保険会社であ
 るYに対し,保険金等の支払を求めた事案において,生命保険の指定受取人と当該指定受取
 人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,そ
 の者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当
 たらないとして,Cの請求を棄却した事例。
 (理由)
 　商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが同時に死亡した場合にも類推適用
 されるべきものであるところ,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは,指定
 受取人の法定相続人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
 者をいい( 高裁平成2年(オ)第1100号同5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号474
 0頁),ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,指定受取
 人の死亡の時点で生存していなかった者はその法定相続人になる余地はない(民法882条)。
 したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき
 者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受
 取ルヘキ者ノ相続人」には当たらないと解すべきである。そして,指定受取人と当該指定
 受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場
 合に,その者が保険契約者兼被保険者であったとしても,民法32条の2の規定の適用を排除
 して,指定受取人がその者より先に死亡したものとみなすべき理由はない。

 (8) 一判平成21年6月4日 裁判所HP
 平成19(受)1987  保険金請求事件(破棄自判)
 　Xは,Y損害保険会社との間で,建物1,2について店舗総合保険契約(以下「本件保険契約」
 という。)を締結し,A損害保険会社との間で建物3について店舗総合保険契約(以下「別件
 保険契約」という。)を締結していたところ,建物1,2,3が豪雨により床上浸水の被害を受
 けたため,Yに対し,本件保険契約に基づき,水害保険金100万円の支払を求めたが,Yは,本
 件保険約款は,水害保険金の支払額につき1回の事故につき同一構内の損害については10
 0万円を上限とし,上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合には保険
 給付の調整を定める条項(14条4項)があるとして,50万円の支払いを主張した事案において,
 本件保険契約と保険の目的を異にする別件保険契約は,本件約款14条4項にいう「他の保険
 契約」には該当しないとから,YがXに支払うべき水害保険金について同項は適用されない
 ことになり,その水害保険金の額は100万円であるとした事例。
 (理由)
 　本件約款の14条4項は,「第1条(保険金を支払う場合)第7項の損害に対して保険金を支払
 うべき他の保険契約がある場合」に適用されるところ,本件約款1条7項の損害は,当該保険
 契約の保険の目的が受けた損害であるから,上記の「他の保険契約」とは,当該保険契約と
 保険の目的を同じくする保険契約を指すものであって,当該保険契約と保険の目的を異に
 する保険契約はこれに該当しないことは,約款の文言からして明らかである。
 　また,14条1項は,保険事故の発生に伴い被保険者が支出を余儀なくされる費用に対して
 保険金を支払うべき他の保険契約がある場合に,その規定に基づいて支払うべき費用保険
 金の額について,14条4項と同様に,他の保険契約との保険給付の調整を定めているが,こ
 の場合における「他の保険契約」には,「保険契約の保険の目的以外のものについて締結
 された保険契約」が含まれることを文言上明示しているところ,同項には,そのような文言
 はない。
 　水害保険金は,水災により保険の目的である財産が受けた損害をてん補するものであり,
 同一の保険の目的に他の保険契約が重複して締結される場合には,被保険者が各保険契約
 に基づき保険給付を受けることにより実際に生じた損害の額を超える保険給付を受けて利
 得を得る事態が生じ得るので,これを避けるため,他の保険契約との間で保険給付の調整が
 必要となるが,保険の目的を異にする保険契約が締結される場合には,被保険者が各保険契
 約に基づき保険給付を受けても,上記のような事態が生ずることはない。
 　これに対して,費用保険金は,保険事故の発生に伴って被保険者が支出する損害調査費用,
 見舞金等の費用をてん補するものであり,上記費用は,その性質上,必ずしも当該保険契約
 の保険の目的のみに固有に生ずるとは限らず,保険の目的を異にする保険契約が締結され



 る場合にも,被保険者が各保険契約に基づき保険給付を受けることにより実際に支出した
 費用の額を超える保険給付を受けて利得を得る事態が生じ得ることになる。水害保険金と
 費用保険金には,上記のような保険給付の性質の相異があることからすると,保険の目的を
 異にする保険契約が締結されている場合に,費用保険金については他の保険契約との間で
 保険給付の調整を図ることとし,水害保険金についてはそのような保険給付の調整は図ら
 ないこととすることには,実質的にみても,合理的な理由がある。

 【知的財産】
 (9) 知財高判平成19年6月13日　判時2036号117頁
 平成19年(ネ)第10001号　商号使用禁止等請求控訴事件　控訴棄却(上告)
 　「スポーツ・マーケティング・ジャパン株式会社」が同種業務を行う「ジャパン・スポ
 ーツ・マーケティング株式会社」に対し会社法8条に基づき当該商号の使用差止を求めた
 事案において,同条1項の「不正の目的」は,他の会社の営業と誤認させる目的,他の会社と
 不正に競争する目的,他の会社を害する目的など,特定の目的のみに限定されるものではな
 いが,不正な活動を行う積極的な意思を有することを要するものと解するのが相当である
 と判示した上で,不正な活動を行う積極的な意思があったものと認めることはできず,「不
 正の目的」を認めることはできない,として,その請求を棄却した事例。

 (10) 知財高判平成21年5月27日　裁判所HP
 平成21(ネ)10002　特許権侵害差止等請求控訴事件　特許権　民事訴訟　
 　原告は,被告装置は,本件発明の構成要件Gを充足するものではないが,装置を作動させる
 プログラムを変更すれば,本件発明の構成要件G所定の制御を行うことができるものである
 から,被告装置を製造,使用する行為は,特許製品の生産に不可欠な部品を製造,使用する間
 接侵害行為に当たり,また,不完全利用行為にも当たると主張する。
 　しかし,被告装置は,本件発明の構成要件Gを充足しない以上,本件特許権を侵害しない。
 そして,被告装置を製造,使用する行為が,本件特許権の侵害行為に該当しない以上,その行
 為が,間接侵害に該当する行為であると解する余地はなく,また,本件発明の不完全利用行
 為として,本件特許権侵害と同様に評価される余地もない。したがって,原告の上記主張は
 いずれも失当である。

 (11) 大阪地判平成21年4月7日　裁判所HP　
 平成18(ワ)11429　特許権侵害差止等請求事件　特許権　民事訴訟
 　均等侵害の成否について, 高裁判所平成6年(オ)第1083号は,特許請求の範囲に記載さ
 れた構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合に,なお均等なものとして特許発明の
 技術的範囲に属すると認められるための要件の1つとして,「対象製品等が特許発明の特許
 出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情
 もない」ことを掲げる。そうすると,特許権者において特許発明の技術的範囲に属しない
 ことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても,第三者から見て,外形的に特許
 請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には,第三者の予測可能性
 を保護する観点から,上記特段の事情があるものと解するのが相当である。
 　本件拒絶理由通知は,単に組成物に係る発明だからという理由で,その組成比の記載がな
 い本件出願は,特許法36条6項2号に規定する要件を充足しないと判断しているところ,こ
 の判断の妥当性には疑問の余地がないではない。しかし,第三者に拒絶理由の妥当性につ
 いての判断のリスクを負わせることは相当でなく,原告としても,単に熱伝導性無機フィラ
 ーの総量を定める意図だったというのであれば,その意図が明確になるような補正をする
 ことはできたはずであり,それにもかかわらず,自らの意図とは異なる解釈をされ得るよう
 な(むしろそのように解する方が自然な)特許請求の範囲に補正したのであるから,これに
 よる不利益は原告において負担すべきである。

 (12) 東京地判平成21年5月28日　裁判所HP
 平成19(ワ)23883　著作権侵害差止等請求事件
 　原告の亡父等と共同で制作した美術の著作物である観音像について,仏頭部をすげ替え
 て公衆の観覧に供している被告光源寺に対し,著作権法112条2項,115条,113条6項に基づ
 き又は亡父等の遺族として同法116条1項,112条2項,115条に基づき,本件観音像の仏頭部を
 本件原観音像の仏頭部に原状回復することを求めた事案。
 　本件原観音像は,11体の化仏が付された仏頭部が,著作者の思想又は感情を本件原観音像
 に表現する上で重要な部分であることは明らかであるから,本件原観音像の仏頭部のすげ
 替えは,本件原観音像の重要な部分の改変に当たるものであって,仏頭部のすげ替え行為は
 著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為(著作権法60条本文)に該当するものと
 認めるのが相当であり,本件原観音像から取り外した仏頭部は,被告らによってその原形の
 ままの状態で保管されており,その仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部に原状回復するこ
 との必要性及び実現可能性があるから,原告は,著作者の遺族として,被告光源寺に対し,
 訂正するために適当な措置として,本件観音像について,その仏頭部を同観音像制作当時の
 仏頭部に原状回復することを求める請求が容認された。

 (13) 大阪地判平成21年6月9日　裁判所HP
 平成19(ワ)8262　不正競争行為差止等請求事件
 　被告商品(アトプロデュース)は,原告がデザインし開発した化粧品(アトシステム)の形
 態等を模倣したものであって,被告商品を販売する被告らの行為は不正競争防止法2条1項
 3号所定の不正競争(商品形態模倣)に当たると主張して,同法3条に基づき被告商品の譲渡
 等の差止め・廃棄を求めた事案。
 　原告商品の容器の形状自体は,㈱ハタが従来から有していた金型を使用して作成された
 ものであるとしても,原告商品の商品形態は,容器の形状に尽きるものではなく,その形状
 に結合した模様,色彩,光沢及び質感から構成されるものであり,原告商品において「商品
 の形態」と認められるものは,容器の形状・寸法のほか,これと結合した容器の色彩・光沢
 ・質感,模様としてのワンポイント色「アト」の文字及びその他の文字列というべきであ
 るということを前提に,原告商品と被告商品の各商品形態の実質的同一性について検討し
 た結果,原告商品のゴシック体の「at system」と被告商品のボールド体の「ATPROD
 UCE」では,いずれも「アト」と称呼される英文字を含むとはいえ「アト」と称呼される文
 字自体は,敏感肌を示す,「アトピー」の前2文字をとったものにすぎず,他社からも「アト」



 という名を冠した同種商品が発売されていること,ゴシック体の「at system」と被告商品
 のボールド体の「ATPRODUCE」を模様としてみた場合の印象が相当に異なること等軽視で
 きない相違があることが認められることから,容器の形状・寸法その他の共通点を考慮し
 ても,被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であるということはできない,とし
 て原告の請求を棄却した。

 【民事手続】
 (14) 東京高決平成20年10月31日　金法1867号
 平成20年(ラ)第1703号　財産開示手続申立却下決定に対する執行抗告事件
 　民事執行法190条2項に基づいて執行裁判所がした動産競売開始の許可に係る決定書正本
 を有する金銭債権の債権者において,当該正本が法197条1項所定の債務名義の正本に当た
 るとして,財産開示手続の申立てを行ったところ,これを却下した原決定に対し,上記債権
 者が執行抗告を行った事案。
 　抗告審は,民事執行法190条2項に基づいて執行裁判所がした動産競売開始の許可に係る
 決定書正本を有する金銭債権の債権者は,同法197条1項所定の執行力のある債務名義の正
 本を有する金銭債権の債権者に当たらず,これを同視することもできないので,同法197条
 に基づく財産開示手続を実施する旨の決定を申し立てることはできない旨判示し,本件執
 行抗告を棄却した。

 (15) 名古屋高判平成20年12月19日　金法1867号46頁
 平成20年(ネ)第468号　配当異議控訴事件
 　被担保債権の一部を請求債権として担保不動産競売の申立てをした差押債権者は,請求
 債権の拡張を目的として,被担保債権の残部を請求債権とする二重開始の申立てをするこ
 とができるが,その申立ては配当要求の終期までにすることを要し,配当要求の終期後に申
 し立てた場合は,二重開始事件の請求債権について配当を受けることができない。

 (16) 東京高決平成21年1月8日　金法1868号59頁　平成20年(ラ)第1887号　債権差押命
 令取消決定に対する執行抗告事件
 　債権差押命令発令後に,債務者について破産手続開始決定がされ,破産管財人が,本件差
 押命令の取消しを求める旨の上申をしたため,執行裁判所は,債務者について破産手続開始
 決定がされたことを理由に,本件差押命令を取り消す旨の原決定をしたところ,抗告人であ
 る差押債権者がこれを不服として執行抗告をした事案。
 　本決定は,破産手続開始決定がされた場合に,当然に債権差押命令を取り消すべきである
 とはいえないものの,破産管財人が執行手続の取消しを上申した場合に限っては,債権差押
 命令の取消しによる差押債権者の不利益が限りなく小さいのに比べ,その取消しの必要性
 が事実上のものであるとはいえ存在することにかんがみ,債権差押命令を取り消すという
 原審の取り扱いは是認しうる,とした。

 (17) 東京地判平成20年11月17日　判時2036号88頁
 平成19年(ワ)第17935号　執行文付与請求事件　棄却(控訴・控訴棄却)
 　権利能力なき社団に対する債務名義をもって,被告である合資会社が所有権の登記名義
 人となっている不動産に対する強制執行をするため,不動産の登記名義を有するにつき被
 告は固有の利益を有しないとか登記名義を管理するための単なる形式的存在に過ぎないと
 主張して,被告に対する執行文付与の訴えが提起された事案において,民事執行法23条3項
 類推適用による執行文付与,あるいは被告を同項の「請求の目的物を所持する者」に準ず
 る者と解釈することにより同法27条2項に基づく執行文付与が可能との原告の主張をいず
 れも排斥し,執行文付与を認めなかった事例。

 【刑事法】
 (18) 東京高判平成19年5月29日　判タ1262号343頁
 平成18年(う)第1897号傷害致死,傷害,岐阜県青少年健全育成条例違反被告事件(破棄自判
 ・確定)
 　勾留されている事実(勾留事実)により起訴され,勾留されていない事実(非勾留事実)に
 ついて追起訴がなされ,これらの事実が併合して審理される決定がなされたが,審理の結果,
 勾留事実について無罪が宣告され,非勾留事実について有罪の判決が言い渡されるに至っ
 た。裁判所は,勾留事実による未決勾留日数のうち,非勾留事実の懲役刑に算入しうる日数
 について,このような裁量算入が許される根拠が,勾留事実による勾留によって被告人の身
 柄が適法に拘束された結果としてその事実上の効果が非勾留事実に及んでいたことにある
 とすれば,裁量算入の対象となし得る勾留事実による未決勾留の期間はこの事実上の効果
 が及んでいた間と解するのが相当であり,それは非勾留事実との弁論併合決定の時点では
 なく,非勾留事実が追起訴された時点から及ぶのであるから,追起訴時点から判決前日に至
 るまでの間とするのが相当であると判断した。

 (19) 東京高判平成20年11月18日　裁判所HP
 平成20(う)1744　業務上過失致死,道路交通法違反被告事件(破棄自判)
 　公判前整理手続において争点となっていなかった事項に関し,公判で証人尋問等を行っ
 た結果明らかとなった事実関係に基づいて,訴因を変更する必要が生じた事案において,そ
 の段階で訴因の変更を許可したとしても,必要となる追加的証拠調べがかなり限定されて
 いて,審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなかったなど判示の
 事情の下においては,公判前整理手続を経た後の公判審理の段階でされた訴因変更請求が
 許されるとした事例。
 　業務上過失致死及び道交法違反の事実で起訴され,公判前整理手続を9回実施し,公判の
 審理を4回経たところで,検察官が,業務上過失致死の公訴事実の過失内容について訴因変
 更請求をし,第6回公判期日に訴因変更請求の許可決定を行い,第7回及び第8回公判期日に
 おいて訴因変更に伴う追加的証拠調べが行われ,第9回公判期日で,論告,弁論が行われた事
 案において,弁護人は,本件における公判前整理手続の経過及び公判の審理状況,検察官の
 訴訟活動等に照らすと,検察官立証が終了して被告人質問に入る直前の段階となった原審
 第4回公判期日終了後に検察官がした訴因変更請求は,権利の濫用に該当して許されないの
 に,これを許可した原審には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があ
 る,と主張した。



 　そこで,本件の訴因変更請求が許されるかどうかについて,そもそも,公判前整理手続は,
 当事者双方が公判においてする予定の主張を明らかにし,その証明に用いる証拠の取調べ
 を請求し,証拠を開示し,必要に応じて主張を追加,変更するなどして,事件の争点を明らか
 にし,証拠を整理することによって,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行う
 ことができるようにするための制度である。このような公判前整理手続の制度趣旨に照ら
 すと,公判前整理手続を経た後の公判においては,充実した争点整理や審理計画の策定がさ
 れた趣旨を没却するような訴因変更請求は許されないというべきである。
 　これを本件では,公判前整理手続において確認された争点は,「被告人が,本件交通事故
 を引き起こして逃走した犯人であるかどうか」という点であり,本件交通事故を起こした
 犯人ないし被告人に業務上の注意義務違反があったかどうかという点については,実際に
 争点とはなっていなかった。ところが,公判で本件交通事故の目撃者等の証拠調べをして
 みると,本件交通事故の態様が,訴因変更前の公訴事実が前提としていたものとは異なるこ
 とが明らかとなったため,検察官は,原審の指摘を受け訴因変更請求をした。その段階でそ
 の訴因変更請求を許可したとしても,証拠関係は大半が既にされた証拠調べの結果に基づ
 くものであって,訴因変更に伴って追加的に必要とされる証拠調べは,検察官立証について
 は極めて限られており,被告人の防御権を考慮して認められた弁護側立証を含めても,1期
 日で終了し得る程度であった。
 　以上から,本件は,公判前整理手続では争点とされていなかった事項に関し,公判で証人
 尋問等を行った結果明らかとなった事実関係に基づいて,訴因を変更する必要が生じたも
 のであり,仮に検察官の訴因変更請求を許可したとしても,必要となる追加的証拠調べはか
 なり限定されていて,審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなか
 った。そうすると,本件の訴因変更請求は,公判前整理手続における充実した争点整理や審
 理計画の策定という趣旨を没却するようなものとはいえないし,権利濫用にも当たらない
 というべきであり,本件の訴因変更請求は許される。

 (20) 札幌高判平成21年5月26日　裁判所HP
 平成20(う)271　殺人予備,殺人,有印私文書偽造,同行使,詐欺(控訴棄却)　　
 　被告人が,勤務する小学校の教職員出張旅費の払戻名下に預金払戻請求書を偽造,行使し
 て信用金庫から現金をだまし取り,その発覚を免れようとして同校の校長を殺害する目的
 で予備行為に及び,その殺害計画の実行の妨げとなる同校の職員を殺害した事案について,
 殺人予備に関し自首の成立を認めつつも,原審の懲役26年の量刑を維持し,検察官及び被告
 人側双方の控訴を棄却した事例。
 　1.高裁判決は,弁護人の控訴趣意について,捜査機関の追及の度合いや被告人の自白動機
 を検討した上で自首を認めつつ,量刑に影響を与える事情ではないとした。また,量刑不当
 の主張は退けた。
 　2.高裁判決は,無期懲役を求める検察官の控訴趣意について,①殺人部分が強盗殺人に匹
 敵する事案であること,②保険金目的等の利欲目的の殺人は無期懲役以上の量刑が実務上
 で定着していることの各主張を独自の見解として退けた。

 (21) 青森地弘前支判平成18年11月16日　判タ1279号345頁
 平成18年(わ)第89号殺人未遂被告事件(有罪・確定)
 　本件は,被害者と交際していた被告人が,別れ話を持ち出した被害者に対し,考え直すよ
 う迫ったもののこれを拒絶されたため,殺意をもってその頚部を強く締め付けて失神させ
 ることを数回に渡って繰り返し,被害者が急激に失神した様子を見て死亡したものと誤信
 し,その頚部から両手を離したが,その後,大変なことをしてしまったと考え,被害者が呼吸
 をしていることを確認して被害者が未だ死亡していないことを認識しながら,その頚部を
 強く絞め付けるなどの行為に及ばず,殺害するには至らなかった事案である。本判決は,被
 告人の殺意を認定した上で,被告人は被害者が未だ死亡していないことを認識したのであ
 るからその時点では殺人の実行行為は終了しておらず,その後,殺害行為に及ばなかったと
 して中止行為を認め,かつ,被告人は被害者を確実に殺害することつき支障がないことを認
 識していたところ,本件犯行を反省する気持ちから殺意を失って,それ以上殺害行為に及ば
 なかったとして,中止行為の任意性を認めて,殺人の中止未遂が成立するとした。

 【公法】
 (22) 二判平成21年6月5日　裁判所HP
 平成18(行ヒ)179　固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件(請求認容の原審を破
 棄,差戻し)
 　市街化区域において市街化が進んでいない場合に,地方税法附則19条の2第1項,固定資産
 評価基準所定の評価方法等により算定された市街化区域農地等の価格は当該土地の適正な
 時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例。
 　 高裁は,「本件各市街化区域農地の前記各価格は,評価基準及び評価要領に従って決定
 されたものと認められる場合には,それらの定める評価方法によっては本件各市街化区域
 農地の価格を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,その適正な時価
 であると推認するのが相当である」等とし,特別の事情を認定することなく適正な時価を
 上回ると判断した原審の判断を違法とした。

 (23) 二判平成21年6月5日判決　裁判所HP
 平成19(行ヒ)388　一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の各不許可処分取消請求事件(請
 求認容の原審を破棄,差戻し)
 　浄化槽清掃業の許可申請者が浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬につき
 一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない場合において,上記申請者に対してされた浄化槽
 清掃業不許可処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例。
 　汚泥等の収集運搬につき適切な処理体制(例えば,一般廃棄物収集運搬業の許可を有する
 業者へ委託する)がないことは,浄化槽清掃業の許可申請の不許可事由となるところ,本件
 では,先行して浄化槽清掃業の許可を受けている業者が一般廃棄物収集運搬業の許可をも
 有しており,かつ,旧大野広域連合が定めた平成16年度の一般廃棄物処理計画では同業者が
 汚泥等の処理をすることとなっていた。原判決は,同処理計画の解釈として,同業者が汚泥
 等の処理を引き受ける義務があると捉え,その前提に立てば,本件の申請者は汚泥等の処理
 について同業者に依頼することで適切な処理体制を備えていると評価できるとして,不許
 可事由はないとした。



 　これに対し, 高裁は,上記処理計画は,同業者の他の業者の汚泥等を引き受ける義務
 の根拠となるものではないとし,その前提に立って不許可事由を認めなかった原判決を違
 法とした。

 (24) 福岡高判平成20年10月21日　判時2035号20頁
 平成20年(行ヒ)5号,所得税の更正処分取消請求控訴事件
 　納税者に不利益な租税法規の遡及適用であっても,遡及適用することに合理性があると
 きは,憲法84条の趣旨に反し違憲となるものではない。そして,納税者に不利益な遡及適用
 に合理性があって,憲法84条の趣旨に反しないものといえるかは,[1] 遡及の程度(法的安
 定性の侵害の程度),[2] 遡及適用の必要性,[3] 予測可能性の有無,程度,[4] 遡及適用
 による実体的不利益の程度,[5] 代償的措置の有無,内容等を総合的に勘案して判断される
 べきである。
 　建物譲渡による損失について損益計算を廃止した租税法規の遡及適用を認めた租税特別
 措置法の改正について,[1]ないし[5]について具体的事情を総合的に勘案すると,本件改正
 法の成立前である平成16年1月1日以後の土地建物等の譲渡について新措置法31条を適用す
 る本件改正附則27条1項は,憲法84条の趣旨に反するものとはいえないというべきである。
 したがって,本件改正附則27条1項が違憲無効であるとはいえない。

 (25) 横浜地判平成18年5月22日　判タ1262号137頁
 平成16年(行ウ)第4号横浜市立保育園廃止処分取消請求事件(一部認容・控訴)
 　平成15年12月に横浜市保育所条例の一部を改正する条例が可決され,同市の設置する保
 育所の一部が廃止され,同16年4月にその運営が民間法人に引き継がれることになったため,
 当該保育所に入所中の児童やその保護者等が本件条例の制定は行政処分に該当し,児童,保
 護者の保育所選択権等に対する違法な侵害であるとして,市に対し制定行為の取消しと慰
 謝料等の支払いを求めて提訴した。本判決は,本条例の制定は,児童及び保護者の特定の保
 育所で保育を受けるという法律上保護されるべき利益を,具体的な処分によることなく必
 然的に侵害するものであるから,行政事件訴訟法3条2項所定の「処分」に該当するとした
 うえで,本件条例の制定時点において,平成16年4月に民営化を実施しなければならない特
 段の事情があったとはいえず,保護者との信頼関係が失われていた状況下においては,「多
 様な保育ニーズに応えるため」等の市の説明は,早急な民営化を正当化する根拠として不
 十分で,このような民営化は児童等の利益を尊重したものとはいえないから,市の裁量を逸
 脱,濫用した違法なものであるとし,保育園が廃止されてから2年余りが経過していること
 から条例の取消しの求めは棄却したものの,慰謝料の請求については,平成16年4月以降も
 保育期間が満了しない児童について,児童への悪影響を 小限にとどめる必要な措置をと
 り,また,そのような観点に立って民営化の実施時期を定めるべき注意義務を怠ったとして,
 市に対し1世帯あたり金10万円の支払いを認めた。

 (26) 東京地判平成20年5月21日　判タ1279号122頁
 平成17年(ワ)第21450号損害賠償請求事件(請求棄却・確定)
 　本件は,原告が,容器包装に関する分別収集及び再商品化の促進等に関する法律上の特定
 容器利用事業者として再商品化義務を履行するため,被告協会との間で再商品化に関する
 契約を締結し委託金を支払っていたところ,同法の規定(本件規定)が特定容器利用事業者
 に特定容器製造等事業者よりも過重な負担を課しているのは憲法14条1項,29条1項,3項
 に違反するとして国家賠償を請求する等した事案である。本判決は,容器包装廃棄物の排
 出の抑制,分別収集及び再商品化の促進のための措置を講じることにより廃棄物の適正な
 処理等を図り,国民の生活環境保全等を図るという同法の立法目的は合理性があり,また,
 拡大生産者責任(生産者の物理的,金銭的責任が当該製品の廃棄後まで拡大される環境政策
 の方法)の考え方のもと,再商品化義務を特定容器利用事業者のほか特定容器製造事業者等
 にも課し,両者の業種ごとの再商品化義務量を按分する際に,再商品化の費用が内部化され
 るべき販売額を基礎とすることは合理的な定め方であって,立法目的と合理的関連性があ
 り,本件規定は特定容器利用事業者を不合理に差別するものではないので憲法14条1項に反
 しないとし,また,本件規定は財産権に対する公共の福祉を図るために必要かつ合理的な制
 約であって同法29条1項,3項に違反しないとし,原告の請求を棄却した。

 【紹介済判例】
 一判平成21年1月22日　判例時報2034号29頁　
 平成19年(受)1919号　預金取引記録開示請求事件　上告棄却
 　⇒法務速報96号11番で紹介済み。

 東京地判平成18年12月27日　判例時報2034号101頁
 平成17年(ワ)16722号　損害賠償請求事件　請求棄却(控訴後和解)
 　⇒法務速報69号24番で紹介済み。

 二平成21年2月27日　判例時報2034号162頁　
 平成18年(行ヒ)285号　優良運転免許証交付等請求事件　上告棄却
 　⇒法務速報95号30番で紹介済み。

 一平成21年2月24日　判例時報2034号162頁
 平成20年(あ)2102号　障害被告事件　上告棄却
 　⇒法務速報95号27番で紹介済み。

 三決平成21年1月27日  判例時報2035号127頁
 平成20年(許)36号　秘密保持命令申立て却下決定に対する許可抗告事件,破棄自判
 　→法務速報94号5番にて紹介済み。

 一決平成20年9月30日判時2036号143頁
 平成20年(し)第338号　証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件　
抗告棄却
 　→法務速報90号22番で紹介済み。



 三決平成19年12月4日　判例タイムズ1262号80頁
 平成18年(許)第45号　競公売に伴う賃借権譲受許可並びに建物及び土地賃借権譲受申立て
 却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(抗告棄却)
 　→法務速報80号2番にて紹介済み

 三決平成19年12月4日　判例タイムズ1262号80頁
 平成19年(許)第3号　賃借権譲渡許可並びに建物及び土地賃借権譲受許可申立て却下決定
 に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(抗告棄却)
 　→法務速報80号1番にて紹介済み

 三判平成19年12月18日　判例タイムズ1262号76頁
 平成19年(受)第1105号　著作権侵害差止等請求事件(上告棄却)
 　→法務速報81号7番にて紹介済み

 二判平成20年1月28日　判例タイムズ1262号56頁
 平成18年(受)第1074号　損害賠償請求事件(上告棄却)
 　→法務速報82号9番にて紹介済み

 二判平成20年1月28日　判例タイムズ1262号63頁
 平成17年(受)第1372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82号8番にて紹介済み

 二判平成20年1月28日　判例タイムズ1262号69頁
 平成17年(受)第1440号　損害賠償請求事件(破棄自判)
 　→法務速報82号7番にて紹介済み

 東京地判平成19年6月13日　判タ1262号315頁
 平成19年(レ)第21号　損害賠償請求控訴事件(控訴棄却・上告(後上告棄却))
 　→法務速報84号6番にて紹介済み

 福岡地判平成20年1月29日　判例タイムズ1262号172頁
 平成18年(行ウ)第24号　所得税の更正処分取消請求事件(認容・控訴)
 　→法務速報88号17番にて紹介済み

 東京高決平成20年4月25日　判例タイムズ1279号333頁
 平成20年(ラ)第440号不動産引渡命令申立棄却決定に対する執行抗告事件(取消,差戻,抗
 告棄却)
 　→法務速報97号4番にて紹介済み。

 三小判平成21年2月17日　金法1868号45頁
 平成20年(受)第1207号　株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件
 　→法務速報94号4番で紹介済み。

 三小判平成20年12月16日　金法1869号42頁
 平成19年(受)第1030号　動産引渡等請求事件
 　→法務速報92号16番で紹介済み。

--------------------------------------------------------
 2.平成21(2009)年6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

 ・衆法　171　24
 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中
 央金庫法等の一部を改正する法律
 ・・・中小企業者等向けの危機対応業務拡充のための株式会社商工組合中央金庫の財政基
 盤確保,株式会社産業革新機構の資金調達としての借入金又は社債に対する政府保証等を
 定めた法律

 ・衆法　171　26
 バイオマス活用推進基本法
 ・・・バイオマスの活用の推進に関し基本理念を定め,国や国民等の責務を明らかにし,バ
 イオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めた法律

 ・衆法　171　32
 国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・現下の社会経済情勢にかんがみ,平成21年6月に受ける議長,副議長及び議員の期末
 手当の額を2割削減することを定めた法律

 ・衆法　171　33
 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・一般職の国家公務員の勤勉手当の暫定的減額措置に伴い,平成21年6月に受ける国会
 議員の秘書の勤勉手当の額を暫定的に減額することを定めた法律

 ・閣法　169　14
株式会社企業再生支援機構法
 ・・・地域経済で重要な役割を果たしながら過大な債務を負っている事業者の再生支援の
 ための法人として,株式会社企業再生支援機構を設立することを定めた法律



 ・閣法　170　1
 消費者庁及び消費者委員会設置法
 ・・・消費者の利益の擁護,消費者による自主的かつ合理的な選択の確保等のために,内閣
 府の外局として消費者庁を設置することを定めた法律

 ・閣法　170　2
 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
 ・・・消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴い,内閣府設置法等の行政組織法やそ
 の他の関係法律について,所要の規定を整備することを定めた法律

 ・閣法　170　3
消費者安全法
 ・・・消費者の消費生活における安全確保のため,都道府県及び市町村による消費生活相
 談等の事務の実施及び消費生活センターの設置等を定めた法律

 ・閣法　171　16
 都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
 ・・・都市再生緊急整備地域内の土地の経路の整備及び管理に関する協定の締結,都市再
 生整備推進法人の事業のための開発資金の無利子貸付制度等を定めた法律

 ・閣法　171　19
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
 ・・・基礎年金の国庫負担割合を平成21・22年度において2分の1とし,さらに2分の1への
 引上げを恒久化する等のため,関係法律を改正することを定めた法律

 ・閣法　171　23
 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・独立行政法人日本原子力研究開発機構により設置される特定中性子線施設の共用を
 促進するための措置を定めた法律

 ・閣法　171　27
 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
 ・・・地域において地方運輸局長,地域住民等からなる協議会による地域計画に即して一
 般乗用旅客自動車運送事業者が作成し,国土交通大臣の認定を受けた特定事業計画に基づ
 く事業について道路運送法の特例等を定めた法律

 ・閣法　171　31
 防衛省設置法等の一部を改正する法律
 ・・・自衛官の定数の変更,防衛参事官の廃止,防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置,自衛
 官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等を定めた法律

 ・閣法　171　32
 農地法等の一部を改正する法律
 ・・・国内の農業生産の基盤である農地の確保及び有効利用のため,農地の転用に関する
 規制の強化,農地の権利移動についての許可基準の見直し等を定めた法律

 ・閣法　171　35
 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
 ・・・特定農産加工業者の経営の改善を促進するため,特定農産加工業経営改善臨時措置
 法の有効期間を五年間延長することを定めた法律

 ・閣法　171　36
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
 ・・・私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入,企業結合に係る
 届出制度の見直し,罰則の引上げ等を定めた法律

 ・閣法　171　49
 金融商品取引法等の一部を改正する法律
 ・・・信用格付業者に対する公的規制の導入,金融商品取引所による商品市場の開設を可
 能とすること等を定めた法律

 ・閣法　171　50
 資金決済に関する法律
 ・・・資金決済に関するサービスの適切な実施の確保等のために,前払式支払手段の発行,
 銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算に
 ついての登録等を定めた法律

 ・閣法　171　54
 著作権法の一部を改正する法律
 ・・・美術の著作物等の譲渡申出のための複製,著作権者等と連絡できない場合の著作物
 等の利用等を円滑に行うための措置を定めた法律

 ・閣法　171　60
 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
 ・・・国立公園の特別地域等における規制対象行為の追加,海域における保護施策の充実,
 生態系の維持回復を図るための事業の創設等を定めた法律

 ・閣法　171　61
 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律



 ・・・海賊行為の処罰を定め,また,我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために
 必要な事項を定めた法律

 ・閣法　171　65
 租税特別措置法の一部を改正する法律
 ・・・平成21・22年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
 非課税制度,平成21年度及び平成22年度において試験研究を行った場合の法人税額の特別
 控除の特例等を定めた法律

 ・閣法　171　66
 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律
 ・・・独立行政法人日本学術振興会に,先端的な研究の振興のための助成及び研究者の海
 外への派遣業務等に要する費用のための基金を設けること等を定めた法律

 ・閣法　171　67
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
 ・・・指定職俸給表の適用を受ける職員等に対する特別給の支給を勤務実績に基づくもの
 とするために所要の改正を行うこと等を定めた法律

--------------------------------------------------------
 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

 TMI総合法律事務所/デロイト トーマツ FAS株式会社編　中央経済社　412頁　4410円
 M&Aを成功に導く　知的財産デューデリジェンスの実務

 環境法政策学会編　商事法務研究会　221頁　2940円
 生物多様性の保護　環境法と生物多様性の回廊を探る

 日本司法書士連合会編　民事法研究会　358頁　3675円
 遺言執行者の実務

 滝澤紗矢子　有斐閣　230頁　5040円
 競争機会の確保をめぐる法構造　アメリカ判例史上における位置づけをてがかりとして

 羽成守/乙守順市編著　第一法規　309頁　3150円
 新保険法でこう変わる!告知義務から説明責任へ・・・★

 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業/伊佐次啓二編　自由国民社　359頁　3
 360円
 ケースでわかる金融商品取引法　実務の重要論点を解析した応用編

--------------------------------------------------------
 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

 小林秀之/村上正子　弘文堂　280頁　2940円
国際民事訴訟法

 石嵜信憲　中央経済社　250頁　2730円
 実務の現場からみた労働行政
　
 中谷陽二　金剛出版　299頁　4410円
 責任能力の現在　法と精神医学の交錯・・・★

 西川知一郎　青林書院　316頁　3465円
行政関係訴訟

 犯罪収益移転防止法制度研究会編著　東京法令出版　514頁　5040円
逐条解説 犯罪収益移転防止法

 百地章　成文堂　230頁　2415円
 憲法と日本の再生

----------------------
 5.発刊書籍の解説
----------------------
 ・新保険法でこう変わる!告知義務から説明責任へ
 保険法を保険契約者と保険者両者の立場から検討,解説している。
 特に,旧保険法における「告知義務」が新保険法において「質問応答義務」へ変化した点
 について,手続きの整備や保険内容の見直しだけでなく,免許制度の反射的効果として競争
 が制限されている保険会社にも意識改革が必要になるとしている。



 ・責任能力の現在　法と精神医学の交錯
 刑事事件の争点として一般からも注目を集めている責任能力論について,その過去の歴史
 と現状,そして将来の展開について解説している。
 特に,裁判員制度元年の今,法と精神医学の分野で責任能力について共通した認識のもとに
 量刑判断をする必要性があることを論じている。
 また,6章から構成される本書の1章を割いて,ドイツやアメリカなど海外における責任能力
 判断の動向について扱っている。

 ☆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/

------------------------------------------------------------
 (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。
------------------------------------------------------------


