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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

2.令和2年(2020年)7月20日までに成立した,もしくは公布された法律

3.7月の主な発刊書籍一覧(私法部門)

4.7月の主な発刊書籍一覧(公法・その他部門)

5.発刊書籍の解説

(掲載判例INDEX)　*「1.法律雑誌等に掲載された主な判例」の要旨及び判決日又は決定日を掲載します。

(民事法)

【1】法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子

関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定

めると判示(令和2年7月7日最高裁)

【2】1 交通事故に起因する後遺障害により生ずる被害者の逸失利益について定期金による賠償を求めている場合,

相当と認められるときは同逸失利益は定期金による賠償の対象となる

2 上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,特段の事情がない限り,就労可能期

間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない(令和2年7月9日最高裁)"

【3】離婚給付等契約公正証書で定めた養育費の減額を父が申立。減額を認めた審判に対して母が抗告。抗告審

は,公正証書には母子が住む住宅ローンを父が支払った場合に養育費から差し引く条項があり,養育費と不可分一体

であるなどとして原審判を取消し養育費減額を却下した(令和1年8月19日東京高裁)

【4】被相続人の遺言執行者Aが被相続人の遺言に基づき被相続人の長男Bを推定相続人から廃除することを求めた事

案。原審判はBの暴行を認めつつも申立てを却下したが,抗告審はBの被相続人に対する暴行は厳しい非難に値す

るとして原審判を取消し,Bを推定相続人から廃除した(令和1年8月21日大阪高裁)

【5】元妻(母・Y)が離婚時の和解条項で定めた月1回の子供らとの面会交流を実行しないとして元夫(父・X)が審判

を申し立てた。原審は手紙等の間接交流にとどめたためXが抗告。抗告審は間接交流の具体的内容として,Yに対し子

供らの電子メールアドレス及びLINのIDをXに通知し,Xと子らがこれらの通信手段で連絡を取り合うことを認めるよう

命じた(令和1年8月23日東京高裁)

【6】信号が青に変わり被告(控訴人)が自動車を進行させたところ横断歩道を走行してきたAの自転車と衝突。Aの相

続人らが起こした損害賠償請求の控訴審において,控訴人は前方の横断歩道上を通行する者の確認を行う義務を怠

ったとして控訴人の過失を8割とした(令和1年9月3日札幌高裁)

【7】画商Aは画廊である原告から百貨店への販売委託のため絵画を預かったが,それを被告に売却したため原告

が被告に本件絵画の引渡を求めた事案。Aの本件絵画の処分権限の有無につき被告の認識に過失はなかったとして被

告による即時取得を認め,原告請求を棄却(平成30年8月7日東京地裁)

【8】私立中学に在籍していたXが,同校校長がXに行った退学処分が違法であり不法行為等に当たるとして損害賠

償を求めた事案。本件判決は処分理由のいたずらの程度に退学にするほどの悪質性はなく裁量権を逸脱し違法とし

て退学処分に伴って生じた転校先への入学金等の損害の支払を命じた(令和1年6月13日埼玉地裁川越支部)

【9】暴力団会長Xが不動産を取得しY1社名義にしたが,同社が無断で同不動産を売却したとしてY1社らに不動産時価相当

額の支払を主位的に求め,予備的には引渡合意の不履行による違約金の支払を求めた事案。本判決は主位的請求につ

きXの不動産取得を認めず,予備的請求についても引渡合意は認められないとしていずれの請求も棄却した(令和1

年10月30日東京地裁)

【10】社会保険労務士Aに債務名義を有するXが,社会保険労務士法人Y1はAが強制執行を免れるため設立したものだと

してY1とY1の社員Y2にAの債務等を支払うよう求めた事案。本判決は信義則上Aと別異の法人格であることを主張でき

ないとしてY1の法人格を否認し,Y1とY2に請求の一部支払を命じた(令和1年11月27日東京地裁)

(商事法)

【11】被告会社Y1の代表取締役Y2が新株を発行しその全部を取得。Y1の少数株主であった原告は,株式価値を希釈化し

た後に全部取得を行ったのは原告をY1から追い出す不当な目的でなされた違法な行為であるとして損害賠償を請

求。所定の手続を経ていても違法として請求の一部を認容した(平成30年3月22日東京地裁)
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(知的財産)

【12】原告は「Iハート図形」とその下にJAPANと書してなる商標について商標登録出願をしたところ拒絶査定を

受けたので不服審判請求。特許庁が不成立の審決をしたので原告が審決の取消を求めて本件訴訟を提起した事案。

本願商標に自他商品識別力はないとして請求を棄却(令和2年6月17日知財高裁)

【13】特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって「電子記録債権の決済方法

および債権管理サーバ」とする本願発明の発明該当性につき特許法2条1項の「自然法則を利用した技術的思想の創

作」とはいえないとして請求を棄却した事例(令和2年6月18日知財高裁)

【14】原告は,「マンセル値:0.5YR5.6/11.2」により特定される「オレンジ色」の色彩のみからなる商標につい

て商標登録出願をしたところ拒絶査定を受け,不服審判請求をしたが特許庁が不成立の審決をしたので,その取消を

求めて本件訴訟を提起。本判決は本願商標は商標法3条2項の要件を具備していないとして原告請求を棄却(令和2

年6月23日知財高裁)

【15】特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で,証拠からは「引用発明において

導電助剤として用いるカーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを適用することを動機付ける記載又は示唆を見出

すことができない」として審決を取消した(令和2年7月2日知財高裁)

(民事手続)

【16】医療法人の再生手続事件において再生債務者管財人が再生債務者の診療報酬債権についてY社のために譲渡担保

権が設定されているとして5000万円を裁判所に納付し消滅させることの許可の申立をし,原審が許可決定を下し

たためY社が抗告したが,棄却された事案(令和2年2月14日東京高裁)

(刑事法)

【17】被告人が女性器の三次元形状データを作成し,資金提供者及び不特定の同ファイル購入者に頒布した事案で,第1

審判決は本件データをわいせつな電磁的記録,データを収めたCD-Rを同記録に係る記録媒体と認定し原判決もこれ

を是認し,弁護側の上告も棄却された(令和2年7月16日最高裁)

【18】被告人がAに暴行,脅迫を加えたが逃走された事件(第一事件)と,その5日後 Bへの強制わいせつ致傷事件(第2事

件)につき,第1事件のわいせつ目的を認める唯一の積極的事情として第2事件を摘示するのは余罪による故意の認定で

違法であるとの主張が排斥された事例(令和1年5月15日東京高裁)

【19】ビットコイン取引所を運営するM社の代表取締役だった被告人が,虚偽情報を作出し同社の事務処理の用に供し

たことにつき私電磁的記録不正作出,同供用罪を問われた事案。原判決でM社の事務処理を誤らせる目的だったとして

有罪,被告の控訴も棄却された(令和2年6月11日東京高裁)

(公法)

【20】被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人

に対する通知は地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効

力を有しないとされた事例(令和2年6月26日最高裁)

【21】ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号のうち,平成31年法律第2号の施行前における寄

附金の募集及び受領について定める部分は,地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効

であるとされた事例(令和2年6月30日最高裁)

【22】過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領日が属する事業

年度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準」に従ったものとはいえないとした事例(令和2年7月2日最高裁)

【23】国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員がその職務を行う当たり共同して故意によって違法

に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合は,当該公務員らは国又は公共団体に対し連帯して国

家賠償法1条2項による求償債務を負うとした事案(令和2年7月14日最高裁)

【24】難民不認定処分の取消判決が確定したスリランカ人男性Xに対し,法務大臣が認定後の本国情勢の改善を理

由に再度Xに対し難民認定をしない旨の処分をしたためXが不認定処分の取消を求めたところ,難民条約適用の終止条

項に該当しない等としてXの請求を認容(平成30年12月5日東京高裁)

【25】防衛省防衛研究所での職務上作成した報告書の中で盗用を行ったとして訓戒を受けた原告が,その違法性を

主張し取消を求めたが,本件訓戒は行政機関の内部の訓令として行われ,処分された隊員に不利益な法的効果をもた

らすものではないとして請求を棄却した事案(平成30年8月30日東京地裁)

【26】東京都港区運営の保育園に派遣会社から派遣されていた原告が,保育園をやめさせられた理由に原告本人か

ら直接収集されていない情報が含まれていたとして港区長にその削除請求等をし,拒否されたため当該決定の取消

等を求めたところ原告の請求が棄却された事例(平成30年11月21日東京地裁)

(社会法)

【27】市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨

の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があると
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された事例(令和2年7月6日最高裁)

(その他)

【28】不動産業者Xが地面師詐欺師から購入した土地につき法務局の調査で土地所有権移転登記できなかったため,土

地所有者の同一性確認をした司法書士Yに委任契約上の注意義務違反があるとして2500万円の損害賠償を求めた事案

で,請求額全額の支払を認容した。(令和1年11月11日東京地裁)
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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

【民事法】

(1)最三判令和2年7月7日 裁判所HP

平成31年(受)第184号 親子関係存在確認請求事件(一部破棄差戻・一部棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/089561_hanrei.pdf

(裁判要旨)

法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係

の成立については,法の適用に関する通則法(以下,「通則法」という。)29条1項を適用し,子の出生の当時における

母の本国法によって定める

(理由)

　嫡出でない子の親子関係の成立について,旧法例は18条1項で認知による場合の準拠法を規定し,出生による場合

の明文の規定を欠いており,平成元年改正法の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立

については,準拠法の決定が旧法例の解釈に委ねられていたところ,上記親子関係の成立については,分娩による直

接的な結び付きがあること,親子関係の存否が確定しなければ子の本国法が定まらない場合があること等を踏まえ,

旧法例22条の法意に鑑み,子の出生の当時における母の本国法によって定めるのが相当であったと解される。上記

親子関係の成立については,通則法附則3条によって通則法の規定の適用が除外される場合に当たらないところ,通

則法29条1項は,上記親子関係の成立についての準拠法は子の出生の当時における母の本国法であると規定するから,

上記の旧法例の解釈によって導かれる規範に代えて同項を適用してもその結果に変わりがなく,同項が遡及適用さ

れるというべきである。

(2)最一判令和2年7月9日 裁判所HP

平成30年(受)第1856号 損害賠償請求事件(棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf

(判示事項)

　1 交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合におい

て,不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金によ

る賠償の対象となる

(理由)

　上記損害は,不法行為の時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであり,その額の算定は,不確実,

不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないものであるから,将来,その算定の

基礎となった後遺障害の程度,賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ,算定した損害の額と現実化した損害の額

との間に大きなかい離が生ずることもあり得る。民法は,不法行為に基づく損害賠償の方法につき,一時金による

賠償によらなければならないものとは規定しておらず(722条1項,417条参照),他方で,民訴法117条は,定期金によ

る賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを提起することができる旨を規定している。

(判示事項)

　2 上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡す

る原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,

就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。

(理由)

　交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について一時金による賠償を求める場合における同逸失

利益の額の算定に当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,交通事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由

が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,同死亡の事実は就労可能期

間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成5年(オ)第527号同8年4月25日第一小法廷

判決・民集50巻5号1221頁,最高裁平成5年(オ)第1958号同8年5月31日第二小法廷判決・民集50巻6号1323頁参照)。

上記後遺障害による逸失利益の賠償について定期金という方法による場合も,それは,交通事故の時点で発生した1個

の損害賠償請求権に基づき,一時金による賠償と同一の損害を対象とするものである。そして,上記特段の事情がな

いのに,交通事故の被害者が事故後に死亡したことにより,賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ,他

方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害の 補を受けることができなくなることは,一時金による賠償と定期

金による賠償のいずれの方法によるかにかかわらず,衡平の理念に反するというべきである。
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(3)東京高決令和元年8月19日 判例時報2443号16頁

令和元年(ラ)第896号 養育費(減額)審判に対する抗告事件(取消・申立却下(確定))

　未成年者らの父Xが,母Yに対し,平成28年の離婚時に作成された離婚給付等契約公正証書(本件公正証書)によりX

がYに支払うべきものとされた未成年者ら3名の養育費(月額5万円×3名)の額を減額(月額3万円×3名)することを申

立てた事案。本件公正証書には,Yや未成年者らの住む住宅ローン月額10万円をXが支払った場合,養育費から差し引

く旨の条項がある(本件差引条項)。

　1審は養育費を未成年者一人当たり月額2万6千円に変更する旨の審判をしたが,Yはこれを不服として抗告した。

抗告審は,本件公正証書において,養育費と本件差引条項は不可分一体のものとなっており,実際の養育費として

は,住宅ローン10万円相当額を差し引いた合計月額5万円を抗告人に支払うことを約するものと解するのが相当で

あるとし,住宅ローンの支払に関係する条項については,本来,家事審判事項とは言えず,本件において養育費の月額

を変更することは許されないとし,また,Xの主張を前提として標準算定方式に基づき試算した未成年者3人分の養育費は

合計月額7万8千円となり,養育費の減額が認められる余地はないとして,原審判を取り消し,Xの養育費変更申し立

てを却下した。

(4)大阪高決令和元年8月21日 判例時報2443号50頁

令和元年(ラ)第681号 推定相続人廃除申立却下審判に対する抗告事件(取消・申立認容(確定))

　被相続人の遺言執行者Aが被相続人の遺言に基づき,被相続人の長男Bを推定相続人から廃除することを求めた事案

。

　原審は,Bが被相続人に3回暴行を加えたことを認めながらも,申立を却下したが,本決定では,各暴行に及んだ経

緯(被相続人が妻(Bの母)に暴力を加えたので咎めた,被相続人がBに対して殴りかかってきたのに反撃した)に関

するBの陳述の信用性を否定し,また,60歳を超える被相続人への暴行は許されるものではなく,被相続人は入院治

療を要するほどで,結果も重大で,一連の暴行は厳しい非難に値するものであるとして,Bから相続権をはく奪する

のが社会通念上相当であると認めることは出来ないとした原審判を取り消し,Bを推定相続人から廃除した。

(5)東京高決令和元年8月23日 判例時報2442号61頁

平成31年(ラ)第606号 面会交流審判に対する抗告事件(変更(特別抗告,許可抗告))

　離婚した元夫婦間において,父親が,3人の子の親権者である母親に対し,離婚時の和解条項において少なくとも月1

回の面会交流が定められたにもかかわらず,母親がこれを実行しないとして,子らと面会交流をする時期,方法等につ

いて定めることを求めた事案において,原審(さいたま家審平成31年2月26日,判例時報2442号65頁)は,和解条項を変

更して,父親と子らとの面会交流を手紙の送付等の間接的なものにとどめる内容の審判をした。

　抗告審は,子らの手続代理人を選任してその意思確認を行った上で,3人の子らの年齢(本決定当時長男19歳,二男16

歳,三男14歳),能力等に鑑みると,面会交流の実施の可否を判断するに際して,その意向を十分尊重すべきであって,子

らの明確な意思に反して直接の面会という負担の大きい面会交流を強制することは相当ではなく,間接交流のみを

認めるのが相当である,として,原審判の内容を基本的に維持しつつ,間接交流の具体的内容として,母親は父親に

対し3人の子の電子メールのアドレス及びLINEのIDを通知するとともに,父親と子らがこれらの通信手段を介して連絡

を取り合うことを認めなければならない等の変更を命じた。

(6)札幌高判令和元年9月3日 判例タイムズ1472号77頁

平成30年(ネ)第317号 損害賠償請求控訴事件(控訴棄却,確定)

　被告(控訴人)が赤信号に従って交差点の先頭で停止していたところ,信号が青色に変わったため自動車を発進させ

た際に,被告の進路前方に設置された横断歩道上を被告から見て右方から走行してきたAの自転車に被告の自動車を衝

突させたという事案で,Aの相続人ら原告(被控訴人)が被告(控訴人)に対し提起した民法709条及び自賠法3条に基づ

く損害賠償請求訴訟の控訴審において,控訴人は,本件横断歩道の距離が約25mと比較的長いものであることから

すれば,控訴人の対面信号が青色に変わった後も横断歩道を渡りきれない通行者がいる可能性を容易に認識できた

ということができ,控訴人は,求心性視野狭窄の影響により視野が非常に狭い状態であえて運転する以上,自らが認識

している視野外へ強いて目を向ける等,細心の注意を払って前方の横断歩道上を通行する者の確認を行うべきであ

るのに,これを怠ったということができ,控訴人の位置からは客観的に見て本件自転車の発見が困難だったとはいえ

ないことを併せて考慮すれば,その過失の程度は重く,控訴人の過失割合は8割が相当とされた。

(7)東京地判平成30年8月7日 判例タイムズ1472号210頁

平成28年(ワ)第28186号 動産引渡請求事件(請求棄却,控訴(後請求棄却))

　画廊である原告が,百貨店への販売を委託するためにその所有する絵画数点を画商Aに預けていたところ,Aが百

貨店でない被告に売却をしたために,被告に対し,所有権に基づく本件各絵画の引渡しを求めた事案において,本判
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決は,本件各絵画については,盗品として被害届が提出されていたわけでもなく,被告において,Aに本件各絵画の

処分権限がないことが明らかになるような有効かつ適切な調査確認手段が存在したことはうかがわれなかったこ

と,Aが当初オークションへの出品を依頼してきたがその依頼を撤回したり,資金繰りに窮していたりしても,その

ことのみをもってAが本件各絵画の売却権限を有していないと疑うべき事情であるとは言えないとした上で,Aと被

告間では,過去に正常な取引が繰り返されていたことや,仮に,Aの販売先が百貨店に限定されていたとしても,Aが

原告から本件各絵画の販売を委託されてその引渡しを受けていたことも考慮すると,被告において,Aに本件各絵画

の処分権限があると信じていなかった又は信じるについて過失があったとは認められないとして,被告による即時取

得を認め原告の請求を棄却した。

(8)さいたま地裁川越支判令和元年6月13日 判例時報2441号29頁

平成30年(ワ)第132号 損害賠償請求事件 一部認容,一部棄却(控訴<控訴棄却>)

　本件は,学校法人Yの設置する中高一貫の私立中学に在籍していたXがYに対し,校長がXに対して行った退学処分

が違法であり不法行為及び債務不履行に当たるとして損害賠償を求めた事案である。

　本判決は,Xの行為(全寮制の中学にライターを持込み,自室で友人とライターを使用して,ペットボトルをあぶった

り,スプレー缶のガスに火をつけたり,床に焦げ跡を残すなど学則に反する行為をした)は,危険性をはらむ悪質なも

のであるが,Xはライターを最初に使用したわけではなく,友人をまねて遊ぶようになったもので必ずしも率先的な

立場にあったわけではなく,生じた結果も床を焦がした程度であること,本件行為に関して個別の教育的指導によ

り同種行為を防止できる可能性はあったが,Xに対し,個別の指導はされていないこと,寮への火気持込みが例外なく退

学処分となる理解が徹底されているとみることができないこと等から,中学生は思春期で精神的に未熟な状態にあ

り,中学卒業間近での退学処分の負担等を総合考慮すると,Xについて改善の見込みがなく,学外に排除することが

教育上やむを得ないとまでは認められず,社会通念上合理性を欠き,裁量権の逸脱が認められ違法であるとした。

　損害については転校先への入学金,入寮金,転校先の受験料など退学処分により生じた損害126万余及び慰謝料50

万円,弁護士費用18万の合計194万余を認めた。

(9)東京地判令和元年10月30日 金法2140号78頁

平成26年(ワ)第11502号 損害賠償等請求事件(請求棄却)

　本件は,反社会的勢力である暴力団の会長の地位にあったXが,主位的には,不動産を購入し,Y1社名義に所有権移転

登記手続をしていたところ,同社がXに無断で不動産を売却したことにより所有権を侵害されたと主張して,Y1社に対し

ては不法行為に基づき,Y1社の取締役であるY2に対しては会社法429条1項に基づき,上記不動産の時価相当額5000万円

及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求め,予備的には,Y1社は,Xとの間で,上記不動産について抵当権を抹消し

た上で引き渡す旨の合意をしていたにもかかわらず,これを履行しないと主張して,Y1に対し,上記合意に基づく違

約金2700万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

　本判決は,主位的請求について,Xが主張する,上記不動産について売買代金を5000万円として,そのうち2000万円

をXの売主Aに対する貸金債権と相殺し,残額3000万円を現金で決済するという売買契約及び,Y1社又はY2が上記残

額3000万円について,銀行融資により調達してこれを支払ってY1またはY2を所有名義人とし,Yらのいずれかが支払っ

た3000万円について,YらのXに対する貸金債務の一部と相殺処理してY2の負担とする旨の合意は,X及びYらがそれに

沿って行動している形跡がおよそ見られないことから,その存在が認められないので,Xが本件不動産の所有権を取

得したと認めることはできず,これを侵害したことによる不法行為に基づく損害賠償は理由がないと判示した。予

備的請求については,違約金の定め等が記載されている文書があるが,その当事者欄には署名押印がされていないう

え,X自身その内容を受け入れることができなかった旨述べていることに照らすと,XとY1との間で違約金を支払う旨の

合意があったと認めることはできないと判示した。

(10)東京地判令和元年11月27日 判例時報2443号72頁

平成29年(ワ)第36612号 間接強制金等支払請求事件(一部認容,一部棄却(控訴))

　社会保険労務士Aに対して,間接強制金及び損害賠償金に係る債務名義を有するXが,社会保険労務士法人Y1に対し

て,Y1はAが強制執行を免れる目的で設立したものであり,Y1の法人格を濫用するものであるとして,間接強制金,損

害賠償金,遅延損害金,回収が遅延したことによる損害等の支払いを求め,Y1の社員Y2に対して,Y1の財産をもって前記

債務を完済することができないとして,社労士法25条の15の3第1項等に基づきY1と連帯して上記債務を支払うことを

求めた事案。

　本判決は,Y1に関して,類似の名称,連絡先及び所在地の一致,事業の引継ぎなどを指摘して,信義則上Aと別異の法

人格であることを主張できないとして,Y1の法人格を否認し,回収が遅延したことによる不法行為に基づく請求は否

定し,Y2はY1の社員として,Y1と連帯して,Y1の前記債務の支払義務を負うとして,約2500万円の請求のうち約2000万

円を認めた。
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【商事法】

(11)東京地判平成30年3月22日 判例タイムズ1472号234頁

平成27年(ワ)第8708号 損害賠償請求事件(一部認容,控訴)

　被告会社Y1の代表取締役である被告Y2が,株主総会決議を経た上で募集株式の発行を行い(本件新株発行),その後,

普通株式を全部取得条項付株式とする決議を経た上でその取得をしたところ(本件株式取得),Y1の少数株主であった原告

が,原告の保有する株式価値を希釈化した後に全部取得を行うという一連の行為が,低廉な対価で原告をY1から追い

出すという著しく不当な目的でされた違法なもので,これにより原告が保有していたY1株式の価値が低下して損害

を被ったとして,Y2に対しては不法行為及び会社法429条1項に基づき,Y1に対しては会社法350条及びY2との共同不

法行為に基づき損害賠償請求をした。本件では,新株発行は,発行済株式総数100株の約9倍に当たる899株を新たに

発行するものであり,原告保有株式の持分比率を大幅に低下させるもので,しかも,1株1万円という払込金額は,Y2が

事前に取得していた株式価値の評価金額の約200分の1,原告が本件提起前に申立てた株式取得価格決定申立事件におけ

る鑑定での評価金額の約9000分の1という著しく低廉な価格であったため,本件新株発行行為が原告保有株式の価

値の低下をもたらし,それはY2がもっぱら原告をY1から排除するために行ったもので,その違法性は,Y1が所定の手

続を経ているからといって否定されるものではないとし,原告のYらに対する損害賠償請求が一部認容された。

【知的財産】

(12)知財高判令和2年6月17日 裁判所HP

令和元年(行ケ)第10164号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 (棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/089529_hanrei.pdf

　原告は,「Iハート図形」とその下に「JAPAN」の欧文字を書してなる商標(本願商標)について,第14類等に属す

る商品を指定商品として,商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので不服審判請求をしたが,特許庁が,商標

法3条1項6号に該当するから,商標登録を受けることができないとして不成立の審決をしたので,原告が,審決の取消

しを求めて本件訴訟を提起した事案。

　本願商標は,「私は,日本が大好きです。」の意味合いとして容易に理解されるものであり,日本においては,Iハ

ート図形の横又は下に「地名」を結合した表示は,結合した当該地名が表す場所に対する愛着の気持ち等を表す表示

又は当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表示として,また,Iハート図形の横又は下に

「JAPAN」を結合した表示は,日本又はスポーツの日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表

す表示として,被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用されていることが認められる

から,本願商標をその指定商品に使用した場合,本願商標に接する取引者,需要者は,これを,日本に対する愛着の気持ちや

日本に属するものに対する応援の気持ちを表現したものあるいは日本の土産物を示すものと認識するにすぎないと認

められる。そうすると,本願商標は,自他商品の識別力を有さないというほかない。

　したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,

商標法3条1項6号に該当することになる。

　なお,原告は,本願商標と同種の商標が商標登録されていることから,本願商標には自他商品識別力があると主張す

る。証拠によると,指定商品を第25類等とし,I ハート図形の下に「TOKYO」と記載した商標が,米国の企業を商標

権者として,商標登録されていることが認められる。

　しかし,本願商標に自他商品識別力が認められないことは既に判示したとおりであるところ,商標法3条1項6号該当

性の判断は,個別具体的に検討,判断されるものであるから,上記の商標登録がされているからといって,本願商標

に自他商品識別力があると認めることはできない,として原告の請求は棄却された。

(13)知財高判令和2年6月18日 裁判所HP

令和元年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/089539_hanrei.pdf

　特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,「電子記録債権の決済方法,お

よび債権管理サーバ」とする本願発明の発明該当性について,特許法2条1項の「自然法則を利用した技術的思想の

創作」とはいえないとして,請求を棄却した事案。

　本願発明は,従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引について,債権者をより手厚く保護

するため,割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運用基準に適合し,かつ,債務者や債権者の事務負

担や管理コストを増大させることなく,債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供する

という課題を解決するための構成として,本願発明に係る構成を採用したものである。一方,本願発明の構成のう

ち,「(所定の)金額を(電子記録債権の)債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること」,及び「(所定の)
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金額を電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号を送信すること」は,取引決済において,従前か

ら採用されていたものであり,また,「電子記録債権の額を(電子記録債権の)債務者の口座から引き落とす」ことは,

下請法の運用基準の改訂前後で変更はない。そうすると,本願発明は,「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の

口座に振り込む」ことと,「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座

から引き落とす」こととを,前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると理解できる。

　また,本願明細書には,「本発明」の効果として,「電子記録債権の割引が行われる場合,債務者や債権者の事務負担

や管理コストを増大させることなく,割引料を負担する主体を債務者とすることで,割引困難な債権の発生を効果的

に抑制することが可能となるという効果を奏する」ことが記載されている。一方,本願発明の特許請求の範囲(請

求項1)には,電子記録債権の決済方法として,「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1

の振込信号を送信すること」,「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の

口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること」,「前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き

落とすための第2の引落信号を送信すること」が記載されているに過ぎないため,かかる構成を採用することによ

り,「自然法則を利用した」如何なる技術的手段によって,債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させないと

いう効果を奏するのかは明確でなく,本願明細書にもこの点を説明する記載はない。また,本願明細書に記載され

た本願発明の効果のうち,「割引困難な債権の発生を効果的に抑制することが可能となる」という点については,

電子記録債権の割引料を債務者が負担する方式に改めたことによる効果である。

　本願発明の技術的意義は,電子記録債権を用いた決済に関して,電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担と

したことにあるといえるから,本願発明の本質は,専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられた

ものであると認められる。したがって,本願発明は,自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用

するものではないから,全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。以上によれば,本願

発明は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないものである。

(14)知財高判令和2年6月23日 裁判所HP

令和元年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 (棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/089570_hanrei.pdf

　原告は,「マンセル値:0.5YR5.6/11.2」により特定される「オレンジ色」の色彩のみからなる商標(本願商標)

について,指定商品を「油圧ショベル」などとして,商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので不服審判請

求をしたが,特許庁が不成立の審決をしたので,原告が,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案。本件審決

の理由は,要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることがで

きない,というものであった。

　本願商標の色彩であるオレンジ色は,「赤みを帯びた黄色」であり,JISの色彩規格に,慣用色名としてオレンジ

色が挙げられ,本願商標の色彩と同じ色相が色相環に挙げられ,近似した色見本が挙げられるなど,ありふれた色で

ある。そして,本願商標の色彩と類似した色彩である橙(マンセル値:5YR 6.5/14)は,人への危害及び財物への損害

を与える事故防止などを目的として公表されているJIS安全色にも採用され,ガードフェンス,特殊車両,現場作業着等

に利用されていることが認められ,建設工事の現場において,一般的に使用される色彩である。

　また,原告の販売する油圧ショベルの多くには,本願商標の色彩のほか,車体等に著名商標である「HITACHI」の

文字が付されており,カタログにも原告の社名や「HITACHI」の文字の記載があることなどに照らせば,本願商標の色

彩は,これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを表示しているというべきである。

　以上によれば,原告が本願商標の色彩を使用した油圧ショベルを販売したことにより,本願商標の色彩のみが独

立して,原告の油圧ショベルの出所識別標識として,日本国内における需要者の間に広く認識されていたとまでは認め

られない。

　なお,原告は,本願商標の色彩は,極めて強い自他商品識別力を獲得したものであるから,本願商標の色彩が使用さ

れた油圧ショベルに「HITACHI」の文字が付されていても,本願商標が獲得した自他商品識別力に何ら影響はない旨主

張する。

　しかしながら,「HITACHI」は著名商標であり,原告の油圧ショベルに接する需要者は,これらの文字部分に着目す

るのが自然であるというべきである。そして,建設機械や農機,林業用機械の分野において,オレンジ色が広く採用

されていることに加え,建設機械等の取引においては,製品の機能や信頼性を検討し,どのメーカーの商品であるか

を慎重に確認した上で商品を購入するのが通常であると考えられることも踏まえると,需要者が,「HITACHI」の文字

を考慮することなく,商品の車体色であるオレンジ色のみに着目してその出所を識別するとまではいえない。

　よって,本願商標は,商標法3条2項の要件を具備するものとは認められないから,取消事由は理由がない,として原

告の請求は棄却された。
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(15)知財高判令和2年7月2日 裁判所HP

平成31年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(認容)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/089587_hanrei.pdf

　特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,「甲1及び甲2には,引用発明

において,導電助剤として用いるカーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを適用することを動機付ける記載又は

示唆を見出すことができない」として,審決を取消した事案。

　甲1及び甲2には,次の(a)及び(b)の事項が開示されているので,以下,これらが,引用発明において,単層カーボンナ

ノチューブとして甲2実施例1CNTを適用することの示唆となるか否かについて検討する。(a)引用発明における導電

剤としての単層カーボンナノチューブは,「直径が0.5̃10nmであり,長さが10μm以上であり,炭素純度が重量基準

で99.9%以上である」単層カーボンナノチューブである。一方,甲2実施例1CNTは引用発明の単層カーボンナノチュ

ーブの純度,直径,長さの規定を満たすものといえる。(b)甲2には,単層カーボンナノチューブの用途として,導電

体,電極材料が挙げられ,甲2の単層カーボンナノチューブが優れた電子・電気特性を有すること,単層カーボンナ

ノチューブ・バルク構造体を導電体として使用することも記載されている。

　事項(a)について,甲2実施例1CNTが引用発明の単層カーボンナノチューブの純度,直径,長さの規定を満たすことが

開示されているが,それらは,単層カーボンナノチューブの直径や長さとしてごく一般的であったと認められ,その

ことが,多数存在する単層カーボンナノチューブから甲2実施例1CNTを選択し,引用発明のカーボンナノチューブと

して使用することを示唆するものとはいえない。

　事項(b)について,甲2は,甲2に記載された発明の単層カーボンナノチューブが種々の技術分野や用途へ応用でき

ることを開示しているが,電池の電極材料への応用としては,負極の材料として用いることが挙げられているのみ

であり,正極の導電助剤として用いることの記載又は示唆はない。また,導電性を生かした応用としては,電子部品

の銅配線に代えて用いることの記載はあるものの,これが電池の正極の導電助剤としての応用を示唆するものとは

いえない。

　以上によれば,事項(a)又は事項(b)が,引用発明の導電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを適

用することの示唆となるとはいえない。そして,他に,甲1又は甲2に,引用発明の導電助剤の単層カーボンナノチュ

ーブとして甲2実施例1CNTを使用することの示唆となる記載も見当たらない。以上によれば,甲1及び2のいずれにも,

引用発明の導電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを使用することの示唆はない。

【民事手続】

(16)東京高決令和2年2月14日 金法2141号68頁

令和元年(ラ)第2368号 担保権消滅許可決定に対する抗告事件(抗告棄却)

　本件は,医療法人を再生債務者とする再生手続事件において,再生債務者管財人Xが,再生債務者の診療報酬債権につ

いてY社のために譲渡担保権が設定されているとして,民事再生法148条1項に基づき,同譲渡担保権について5000万

円を裁判所に納付して消滅させることの許可の申立てをし,原審がこれを許可する旨の決定をしたところ,Y社が原

決定の取消し及び担保権消滅許可申立ての却下を求めて抗告の申立てをした事案である。

　本決定は,本件債権譲渡契約による診療報酬債権の譲渡については,真正な譲渡であるとの評価が導かれ得る契

約書上の文言があるものの,これを経済的にみれば,再生債務者は,Y社から譲渡代金の支払を受けることにより,自ら診

療報酬債権を回収するより1か月前から3か月早く資金を手にすることができ,Yは,ほぼ常時3か月分の買取債権金額の

合計相当額について再生債務者に金融を与えていること,再生債務者が当初段階で10億円余りの融資を受け,2年間に

ついては利息のみを支払い,融資元本は減少しないが,その後は弁済に伴い元本額が徐々に減少すると捉えることと

差異がないこと等の諸事情に照らし,担保を目的とするものであって,その実質においては買取債権残高に相当する額

の返還債務等に係る債権を被担保債権とする譲渡担保であると解することができ,民事再生法148条に規定する担

保権消滅許可は,このような譲渡担保も対象とすると解するのが相当であると判示した。

【刑事法】

(17)最一判令和2年7月16日 裁判所HP

平成29年(あ)第829号 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録媒体頒布被告事件(上告棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/089579_hanrei.pdf

(事案)

　漫画家兼芸術家である被告人は,被告人の作品制作に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンし

た三次元形状データファイル(以下「本件データ」という。)をインターネットを通じて送信して頒布し,被告人が

販売する商品を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-R(以下「本件CD-R」という。を郵送して頒
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布した行為において,起訴された。

　第1審判決は,本件データはわいせつな電磁的記録,本件CD-Rはわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当する

と認定,評価し,原判決は,これを是認した。

　弁護人は,①本件データ・CD-Rは芸術性・思想性があり,わいせつな電磁的記録にあたらない,②被告人の各頒布

行為は正当行為として違法性が棄却されるとして,上告した。

(判旨)

　①所論は,本件データ・CD-Rの頒布は,被告人の作品制作の資金提供者に対し,資金提供という方法で作品制作に参

加する機会を与えたり,同頒布を受けた者に対し本件データを加工して創作する機会を与えたりすることに芸術性

・思想性があるから,本件データ・CD-Rはわいせつな電磁的記録,わいせつな電磁的記録に係る記録にあたらないと

いう。

　しかし,電磁的記録等の該当性判断の際は,それをコンピューターにより画面に映し出した画像やプリントアウ

トしたものなど視覚化したもののみを見て,検討すべきであり,頒布により前記各機会を他者に与えるものであるこ

とに芸術性・思想性が含まれているとしても,それを考慮してこれらの検討・判断をすべきでない。

　②所論は,被告人は,女性器に対する卑わいな印象を払拭し,女性器を表現することを日常生活に浸透させたい

という思想に基づき,本件データ又は本件CD- Rを頒布したのであり,しかも,これらの頒布は前記各機会を他者に与

えるもので あることに芸術性・思想性が認められるから正当行為であるという。しかし,本件各頒布行為は,女性

器を表現したわいせつな電磁的記録等の頒布それ自体を目的とするものであるから,正当行為として違法性が阻却

されるものではない。

(18)東京高判令和元年5月15日 判例時報2441号63頁

平成31年(う)第36号 強制わいせつ未遂,強制わいせつ致傷被告事件 控訴棄却(上告)

　被告人が自転車で通行中の女子高校生Aに対し,強いてわいせつな行為をしようと考え,包丁を突きつけながら「騒

いだら殺すぞ」などと言い,顔面を殴打するなどの暴行,脅迫を加えたが,逃走されてその目的を遂げず(第1事件),

その5日後に,被告人が自転車で通行中の女子高校生Bに対し,強制わいせつ致傷事件をしたところ(第2事件),第1事件で

わいせつ目的を認める唯一の積極的事情として第2事件を摘示しており,余罪による故意の認定であり違法であるこ

とを理由に控訴したのが本件である。

　本判決は,第1事件の客観的事情(夜間,人気のない場所,Aに対し,包丁を突きつけて「騒いだら殺す」「ドライブに

行こう」と述べたこと等)をもとに,財物奪取,誘拐,あるいは暴行のみの目的の可能性を排斥してわいせつ目的を

推認し,その上で,第2事件で被告人がわいせつ行為に及んだことを補強として用いたものと解されるとし,その認

定に違法はないとした。

(19)東京高判令和2年6月11日 裁判所HP

令和元年(う)第948号 私電磁的記録不正作出,同供用被告事件(控訴棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/089578_hanrei.pdf

(事案)

　暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社M社の代表取締役であった被告人は,同社の事務処

理を誤らせる目的で,サーバコンピューター内のビットコイン取引を仲介するシステムに接続して,被告人のアカ

ウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,同コンピューターに記録保存させ,同社の事務処理の用

に供したことにつき,私電磁的記録不正作出,同供用罪にて起訴された。

　第1審判決は,ブロックチェーン上に存在しないビットコインが取引されることは想定されておらず,その口座残

高は,利用者に対し,同チェーン上に存在するビットコインに裏付けられたものであることを保証しているとこ

ろ,M社の意思は,本件システム上の利用者の口座残高に相当するビットコインがM社管理のブロックチェーン上にも存

在することにあるから,本件行為は,M社の意思に反し,被告人の権限内では作ることが許されない虚偽の電磁的記録

を作出したものと認められ,本件行為は,架空のビットコイン取引を行うためのものであるから,利用規約上予定さ

れていない事務処理であって,M社の事務処理を誤らせる目的であったといえるとして,本件行為は私電磁的記録不正作

出,同供用罪にあたるとし,控訴審においても原判決に事実誤認も法令適用の誤りもないとして,控訴は棄却された

。
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【公法】

(20)最二判令和2年6月26日 裁判所HP

令和元年(行ヒ)第252号 国民健康保険税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件(原判決変更)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/089533_hanrei.pdf

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人に対す

る通知は地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有

しないとされた事例。

　本判決は,地方団体の長は,納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴収しようとするときは,これらの者

に対し,納付又は納入すべき金額,納付又は納入の期限等を記載した文書により納付又は納入の告知をしなければ

ならないとされている(地方税法13条1項)が,手続の性質に鑑みると,この告知による同法18条の2第1項1号に基づく

消滅時効の中断効は,同告知に限り認められるものであって,その後の同趣旨の通知は,一般民事法の催告の効力しか

有しないものと解すべきであると判示した。

(21)最三判令和2年6月30日 裁判所HP

令和2年(行ヒ)第68号 不指定取消請求事件(破棄自判,取消請求認容)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/089537_hanrei.pdf

　ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号のうち,平成31年法律第2号の施行前における寄附金

の募集及び受領について定める部分は,地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であ

るとされた事例。

　本件告示の上記部分は,本件改正規定の施行前における募集実績自体を理由に,指定対象期間において寄附金の募集

を適正に行う見込みがあるか否かにかかわらず,指定を受けられないこととするものであるが,本件指定制度の導入

等を内容とする地方税法等の一部を改正する法律案が,上記のような取扱を行うことを明確に意識して審議可決さ

れたものとは言いがたいから,本件告示2条3号の規定が地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱するものであっ

て,その逸脱する部分は違法なものとして効力を有しないというべきであると判示した。

(22)最一判令和2年7月2日 裁判所HP

平成31年(行ヒ)第61号 通知処分取消等請求事件(破棄自判,取消請求棄却)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/089541_hanrei.pdf

　過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領の日が属する事業年

度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

」に従ったものとはいえないとされた事例。

　原判決は,過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に,当該過払金の受領が法律

上の原因を欠くものであったとして,当該受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,破産債

権者の利益に資するため合理性があるし,継続的な事業活動を予定しない破産会社においては許されるものとしたが,

最高裁判所は,企業会計原則は,過去の損益計算を修正する必要が生じても,過去の財務諸表を修正することなく,

要修正額を前期損益修正として修正の必要が生じた当期の特別損益項目に計上する方法を用いることを定めてい

るところ,破産会社であるからといってこれと異なる処理をすべき特別の根拠は見出せないとした。

(23)最三判令和2年7月14日 裁判所HP

平成31年(行ヒ)第40号 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件(原判決変更)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/089576_hanrei.pdf

　国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法

に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,

連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う(原判決は求償債務を分割して算定した)。

(24)東京高判平成30年12月5日 タイムズ1472号54頁

平成30年(行コ)第228号 難民不認定処分取消等請求控訴事件(控訴棄却,確定)

　難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消判決が確定しているスリランカ民主社会主義共和国国籍の外国

人男性Xに対し,法務大臣が当該不認定処分以降に本国情勢が改善したことなどを理由に,再度Xに対し難民認定を

しない旨の処分(本件再不認定処分)をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについてもこれを棄却する

決定(本件異議棄却決定)をしたため,Xは,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定

の義務付けを求めた。本判決は,難民に該当することを理由に,難民不認定処分の取消判決が確定している外国人
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は,当該処分時において難民条約の適用を受ける難民であることが公権的に確認され,法務大臣もこれに拘束される

のであるから,その後の事情変更を理由として難民認定をしない旨の処分をしようとする場合には,終止条項の規定

により難民条約の適用が終止するか否かを判断する必要があるところ,スリランカ当局等から「タミル・イーラム

解放の虎(LTTE)」の協力者であるとの疑いをもたれている具体的な可能性のあるXについては,本件再不認定処分

当時,終止条項に該当するとは認められず難民に該当するとし,Xの本件再不認定処分の取消し及び難民認定の義務付

けの請求を認めた(本件異議棄却決定の無効確認請求については,訴えの利益を欠くとして却下した)。

(25)東京地判平成30年8月30日 判例タイムズ1472号142頁

平成29年(行ウ)第424号 訓戒処分取消請求事件(訴え却下,控訴(後控訴取下))

　国家公務員として防衛省防衛研究所に所属し,安全保障等に関する調査研究に従事していた原告が,職務として

報告書を作成するに当たり盗用を行ったことを理由に,防衛研究所長から訓戒を受けたことについて,本件訓戒が

行政事件訴訟法3条2項に規定する行政庁の処分その他公権力の行使に当たることを前提に,本件訓戒が違法である

と主張して,その取消しを求めた。本判決は,本件訓戒は法令にその直接の根拠となる規定を有するものではなく,

行政機関の内部の訓令である訓戒等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第33号)2条1項の定める訓戒としておこな

われたものであるとした上で,同訓令の定め等に照らして,同項に基づく訓戒は事実上の措置にとどまり,訓戒を受け

る隊員らに対して不利益な法的効果をもたらすものとはいうことができないとして,本件訓戒の処分性を否定し

て請求を棄却した。

(26)東京地判平成30年11月21日 判例タイムズ1472号134頁

平成29年(行ウ)第513号 削除不可決定処分取消等請求事件(請求棄却,控訴(後控訴棄却,確定))

　労働者派遣会社(本件派遣元事業主)に雇用され,東京都港区が運営する保育園に派遣されていた原告が,港区に対

し,原告が期間満了前に保育園を辞めさせられたこと等について理由の説明や謝罪を求める要求書を交付したとこ

ろ,港区がこれに対する回答書を原告に交付した。当該回答書には,港区個人情報保護条例に規定する自己情報が

記録されており,それは原告本人から直接収集されたものではなく条例の規定に反して収集されたものであるとし

て,原告は,港区長に対し,その削除請求等をしたが,港区長がこれらに応じない旨の決定をしたため,港区に対し当

該決定の取消等を求めて提訴した。本判決は,港区が本件派遣元事業主への事情聴取により原告にかかる情報を取得し

たことについて,同条例12条1項2号の「法令等に定めがある場合」及び同項4号の「公益又は区民福祉の向上のた

めに特に必要と認められる場合」に該当するとして,原告の請求を棄却した。

【社会法】

(27)最一判令和2年7月6日 裁判所HP

平成31年(行ヒ)第97号 公務員に対する懲戒処分取消等請求事件(破棄自判,取消請求棄却等)

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/089559_hanrei.pdf

　市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚

偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒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。

　原判決は,被害生徒の診療に実害が生じなかったこと(非違行為1関連)や,加害生徒を大会に出場させないように

指示した学校長命令に従わなかったこと(非違行為2)には被処分者である被上告人の心情に理解できる点もないでは

ないこと等を指摘したが,最高裁は,各非違行為の悪質性を指摘した上で,「本件懲戒条例の下では免職に次ぐ相当に

重い処分であり,また,処分の量定に関する上告人の主張には,個々の加重事由の考慮方法が形式的に過ぎるなど,直

ちに首肯し難い点もあるものの,前記のような一連の各非違行為の非違の程度等を踏まえると,被上告人に対する

処分について,県教委が停職6月という量定を選択したことが,社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではい

えず,県教委の判断が,懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできな

い。」として,処分者(懲戒権者)の量定を追認した。

【その他】

(28)東京地判令和元年11月11日 金法2140号70頁

平成30年(ワ)第24529号 損害賠償請求事件(請求認容)

　本件は,いわゆる地面師詐欺の事案であり,不動産業者であるXが,土地所有者になりすました者を所有者本人と誤認し

て土地を購入した際,法務局の調査により,所有者本人には登記申請意思がないことが判明し,土地所有権移転登記

を取得できなかったところ,「運転経歴証明書」等をもって本人の同一性確認をした司法書士であるYに対し,委任契
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約上の注意義務に違反したとして,Xの被った損害合計1億9037万1602円のうち2500万円の賠償を請求したもので

ある。

　本判決は,司法書士による本人確認およびこれに基づく本人確認情報の提供は,不動産登記法23条1項所定の事前通

知制度に代替できるだけの内容及び確度を備えなければならないから,司法書士は,本人確認情報を作成し,それを

登記官に提供して登記申請を行う場合であって,登記申請人である者と面識がない場合には,本人確認をするに際

し,本人確認書類の原本の外観,形状,体裁および記載内容を十分に検分し,偽造を疑うべき不審な点がないかどう

かに注意を払い,不審な点が認められる場合には,さらに調査を行うなどして,合理的な根拠に基づき本人確認を

遂げる義務を負うとした上で,Yは,上記不審な点がないかどうかに注意を払ったとはいえず,そのため,不審な点

を認め得ず,さらに調査を行うこともなく,一方,Yがさらなる調査として,不動産の所有者本人と面会したり,勤務先

の連絡先を調べて問合せをしたりすれば,本件売主が所有者本人と同一人ではないことがたやすく判明したと認め

られることによれば,Yは,一見して偽造を疑うべき不審な点を漫然と見逃し,その結果として,合理的な根拠に基

づき本人確認を遂げるに至らず,本件売主が登記名義人である所有者本人と同一人であると誤った判断をしたのであ

るから,司法書士の職責である確認義務を怠り,委任契約上の注意義務に違反し,Xに損害を与えたことが認められ,

仮に過失相殺があったとしてもXの請求額の範囲での損害賠償は優に全額認容されると判示した。

【紹介済み判例】

大阪地判平成31年4月11日 判例時報2441号45頁

平成29年(ワ)第7764号 損害賠償請求事件 一部認容,一部棄却(確定)

→法務速報217号21番で紹介済み

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/088622_hanrei.pdf

大阪高決令和元年7月3日 判例時報2442号71頁

令和元年(ラ)第620号 文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件(抗告棄却(確定))

→法務速報225号18番で紹介済み

最一決令和元年11月12日 判例時報2441号61頁

平成31年(あ)第506号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わ

いせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件 (上告棄却)

→法務速報223号15番で紹介済み

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/089039_hanrei.pdf

最一決令和元年12月10日 判例時報2441号62頁

平成30年(あ)第1409号 器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件

→法務速報224号17番で紹介済み

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/089092_hanrei.pdf
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2.令和2年(2020年)7月20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

該当法律なし
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3.7月の主な発刊書籍一覧　(私法部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

柴田寛子　有吉尚哉　森田多恵子/監修　西村あさひ法律事務所/編　商事法務　485頁 6,160円

債権法実務相談★

坂東総合法律事務所/編　新日本法規　282頁 3,960円

実務家が陥りやすい 交通事故事件の落とし穴

森　公任　森元みのり/編　新日本法規　353頁 4,950円

個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント

本橋美智子/著　日本加除出版　229頁 2,750円

判例に学ぶ 婚姻を継続し難い重大な事由

遠藤常二郎　冨永忠祐/著　三協法規出版　260頁 3,190円

遺言と任意後見の実務
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4.7月の主な発刊書籍一覧　(公法・その他部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

松下淳一　相澤光江/編集代表　きんざい　849頁 9,900円

事業再生・倒産実務全書

中村直人　山田和彦/著　商事法務　169頁 2,200円

弁護士になった「その先」のこと。

小鍛治広道/編　小山博章　湊　祐樹　町田悠生子/編著　中央経済社　408頁 4,180円

新型コロナウイルス影響下の人事労務対応Q&A

弁護士法人淀屋橋・山上合同/編　ぎょうせい　189頁 2,200円

Q&A 感染症リスクと企業労務対応

石嵜信憲/編著　平井　彩　石嵜裕美子　豊岡啓人　高安美保　田中朋斉/著　中央経済社　1101頁 7,920円

就業規則の法律実務(第5版)

山岡裕明　杉本賢太　千葉哲也/著　八雲法律事務所/編　中央経済社　134頁 2,640円

インターネット権利侵害者の調査マニュアル　SNS投稿者から海賊版サイト管理者の特定まで★
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5.発刊書籍<解説>

「債権法実務相談」

　改正債権法が網羅的に解説されている。実践的な内容で、改正債権法の一般的な解説本とは別に、さらに詳細

な問題を検討したい際に役に立つ本である。

「インターネット権利侵害者の調査マニュアル　SNS投稿者から海賊版サイト管理者の特定まで」

　権利侵害に関わった者を具体的に調査する方法が解説されている。インターネットの通信メカニズムに明るく

ない読者が理解できるように解説されており、この分野を取り扱う際に参考となる本である。

(C) Copyright 公益財団法人 日弁連法務研究財団   掲載記事の無断転載を禁じます。
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