Title
Sub Title
Author

Publisher
Publication
year
Jtitle
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre
URL

民事ノート (一一・一二) : 昭和二四年七・八月分
民事法ノート (一一・一二) : 民法、商法、民事訴訟法
田中, 實(Tanaka, Minoru)
高鳥, 正夫( Takatori, Masao)
伊東, 乾( Itō, Susumu)
慶應義塾大学法学研究会
1950
法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.23, No.1/3 (1950. 3) ,p.94- 107

Journal Article
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?ko
ara_id=AN00224504-19500301-0094

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または
出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守して
ご利用ください。
The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

民箏法ノート

・

二︶

昭和二四年七・八月分

民事ノート︵二
参考−

九四

︵九四︶

約ヲ爲シ叉ハ更新ヲ拒ムコトヲ得ズ﹂という場合の﹁賃貸借の

昭和一⁝年コ一月一八日最高到︵眼牒︑一藩︶は︑−これを否定し︑民

解約﹂とは︑民法五四一條にもとづぐ﹁解除﹂をふくむか︒1

法五四一條にもとづく農地の賃貸借契約の解除についでは農調

法九條三項の適用はなく︑農地委員会の承認は不要である︑と

セ

は︑軍に民法六一七條の解約に対赤る制限だけであうて︑同五

する︒すなわち︑昭和山二年の改正前においては︑農調法九條
ち

七月一日︵國鉄人員整理着手︶五日︵下山國鉄総裁事件︶八
一五日︵三鷹事件︶

四一條の解除に対する制限とはならない︑というわけである

一〇日︵蒋総統比島訪問︶

日︵國家公安委國警長官更迭の政府申入拒否︶八ー一〇日︵米
英加藏相会談︶

がふこれは︑かなり疑間ではないかと思われる﹃

何ら特定の理由を必要とぜず﹁何時ニテモ﹂自由になし弓るの

む
ヤ
当然に﹁解除﹂はふくまないのだともいえようし︑また解約は

もちろん︑考えようによれば︑軍に﹁解約﹂とあるかぎりは︑

＝ハ日︵フェイ台風︶一八臼︵國鉄左派中闘委解雇︶一二日︵米

八月三日︵法制審議会委員二三氏発令・集排委任務終了司令

上院北大西洋條約批准︶二八日︵各縣毘事部漸減司令部発表︶

部発表︶四日︵吉村隊事件池田隊長起訴ψ五日︵大学管理法案

し

セ

に反し︑解除は履行遅滞あることを︑要件とするとい5ような点
セ

一一日

からみれぼ︑解除を除外して軍に解約だけを制限すろとい5態

ち

ち

ち

ち

ヤ

し

︵嘱憔燃︶をなすことはできないが 相当の︵多くは数ヵ月の︶催

滞納した場合において︑地主は︑

と︑例えば︑小作農が何らか宥恕すべき事情によつて小作料を
ヤ
ち
一年の摘予期間をおく解約

ことに︑解約だけが制限されて解除は制限されないのだとする

い

それほどげんみつに圃別して使いわけているわけではないし︑

鳴肛︶︒しかし︑民法典自身が︑解約と解除というコ種の用語を

ち

革の展開過狸における農謁法の性格の漸進的壁化か︑指摘し︑第二次改華において︑
初めて﹁解約﹂の制限とならべて﹁解除﹂の制限の附加されるにい拠つ匁意義を論

度も︑或程度意味のあることだとも考えられる憲あろう︵翻鮨雌

ヤ

起草準備委員八氏決定︶六日︵米國対華関係白書発表︶

一五．六

二六日︵税

︵引揚政舎公布施行︶ 二一日︵渡米水泳六選手出発︶

日︵ジュディス台風︶二四日︵北大西洋條約発効︶

制改革シヤウプ勧告概要発表︶三一日︵キティ台風︶

例

昭和二一年法律第四二號による改正前の農地調整法九條

制

法

一項にいわゆる？⁝信義二反シタル行爲ナキ限リ賃貸借ノ解

1

一

民

告期間をおく解除︵煕磁裾︶をなすことはさしつかえない︑とい

との間の不均衡を

のであろう︒もとよりこの理によれば︑先にのべた解約と解除

懸すぐ5ことはできるにちがいない︒し

弓ことになつて︑結果の不均衡を生ザる︑とい5よ弓な不合理

かし︑解除についてかかる制限的解釈をなすよりは︑むしろ解
い

がおこるのである︒こ弓い弓わけで︑改正前の農調法九條にい

める乙と自鵤が︑すでに覇題だからである︒末弘嚴太郎﹁民法雑記帳﹂一六一頁以
下︐戒能通孝﹁借地借家法﹂新法學全集所政轟頁以下︑同﹁債椛各論﹂蕎版三鱈頁

ヤ

わゆる﹁解約﹂とは︑導然に﹁解除﹂をもふぐむものと解すべ

考えられるのである︵祝昆蔀r卿協砂輔罐咽綱鯉賄湖蘇助鱒鰍峨翫職轍林δ

約に解除をふくめて解する方が︑より簡明ではあるまいか︑と

ヒ境衛㌍源雄破壌施朝罐砕︶︒また︑そうでなければ︑耕作権の保護

ち

きだと思われるのである︵舞焔襯咽弔魁灘遡ヒ騒魂鷹讐諏融藍携無

ほ︑実際上十分の実効をもちえないからである︒

民法旧八五一條一號︵新八Oコ條一號︶にいわゆる﹁当

︵九四條︶の適用を要するか︒ー昭和

三年二一月≡一百最

疵のある場合を指すか︑また同條の無効については︑九三條

事者間に縁組をする意思がないとき﹂とは︑届出そのものに暇

2

離惚響破欝↓鑛魁雛囎讃山銀肥翫鰍︶︑

の点の疑問が解決されたことは︑周知のとおりである︵識鵠蜥謂

㍊町堺楠繊陀︶︒ともあれ︑昭和一コ年の農調法改正によつて︑こ

もともと右の点は︑農調法制定当時すでに見解の対立があ
り︑一部の有力な単説は︑右にのべたように﹁解約﹂の5ちに
一般には︑先にのべたよ弓な理由から解除を

﹁解除﹂をふぐめて解釈すべきだと主張していたが︵織鞭饗盤燗
轡パ蛎醐熾賄賭法︾

ふぐまないとい弓解釈がとられてきた︒そこで︑本件のような

る意思がないとき﹂とは︑﹁眞に養親子関係の設定を欲する

高到︵畷蝶一露︶は︑これをいずれも否定し︑第申に︑﹁縁組をす

問題がおこつたわけである︒原審判決に示された事実および理
由から判断して︑結果的にけ到旨を肯定してもよいよ弓に思わ

効果意思を有しない場合を指し﹂したがつて届出そのものにつ

れるげれども︑それは農調法九條三項の洪定の手続によつても

いて当事者め意思の一致があつても︑その縁組は有効とはなら

ない︑第コに︑右の効果意思がなければ縁組は絶対的に無効であ

は︑如上の疑間 を 感 ぜ ざ る を え な い の で あ る ︒

なお到旨は︑末段において︑民法五四一條の解除はなしうる

條但書の適用を要しない︑とする︒傳統的な到例・通読の立場

達捷・られうるはずであつて︑判旨のごとき形式的な理論づけに

にぜよ︑小作料滞納については︑小作人に宥恕すぺき事情あり
ち
も
や否やを考慮に入れるべきであるとして︑先にの︒へた解約との

で．ある︒身分行爲の特殊性よりみて︑当然の到旨であろう︒

3

九五

︵九五︶

罹災都市借地借家臨時処理法第コ條一項の︑賃借の申出

つて︑たとえ当事者が虚爲の意思表示たることを雫つても九三

間の不均衡を緩和しようとしている︒これは︑いわゆる継続的
契約関係における当事者間の密接な信頼関係を根拠にしている
民事法ノート

民事法ノート

による賃貸借の成立は︑右巾出あることによつて直ちに成立す

九六

︵九六︶

を否定し︑﹁賃貸借は︑右申出によつて直ちに成立するのでは

とである︒そのために︑この論雫の史的意義の評債が正しくな

の原因および商派の性格の考察がきわめて表面的・形式的なこ

げれども︑まだ問題の余地がありそ弓である︒例えぼ︑論争

激授多年の努力がよく窺われる︒

なぐ︑土地所有者がその申出を承諾するか叉は同條第コ項によ

にも考慮を梯つておられる︒しかし︑勲授の力点は何よりも両

され蹟こととなつている︒もとより教授も一鷹は政治的な背景

るのであるか1昭和コ四年コ月八日最高判︵覗喋賠巻︶は︑これ

りこれを承諾したものとみなされるときにはじめて成立する﹂

派の学閥的対立の描出におかれており︑その反面︑明治中期の

とする︒土地所有者にとつて︑三週閲とい5拒絶の意思表示を

なし5べき期聞がみとめられているのだから︑法文の解釈とし

され︵編野矯諜嘆騨舗磁犠鰐↑繕響かくて︑断痕

の敗因が十分に究明しっくされず︵翻鞭伽置礪駅繊族輪継匪燭而徽妙漸

日本肚会に匙げる︑その全機構的な性格の把握がほとんど看過

て判旨はもとより正当である︒けれども︑それほ︑ただ賃貸借成
う
立の時が三週聞ぐいちがつていたとい弓だけのこ乏であつて︑
献

星野通教授コ氏法吹論雫史﹂︵測酬︶ー・昭和一九年にも

交

結果的に原審到決をくつがえすべきものではないであろう︒

−

二

また︑この論雫の史的意義を︑たかだか﹁新立法への道を拓い

囎難誕嬉齢羅肇議鹸謝鰭錺誘塾遷︑したがつて

を指摘され︑そしてそ九に封する延．期振の非難が決定的蜜あつ牝かのごとく力説遷
れるo番ちろんそれ亀談りではるぢまいが︑なお粗雑な観察拠るを免れないであろ
らといちのは︑これは赦授御自身竜氣づいておられることだが︑延期振の非難がし
ばしば的は歩賎になつている乙と塗ある︒いくら勲狂のあまりの泥仕合とはいえ︑
當年一流の大家達が︑的はずれの論議赴得々とくりかえしているのは︑奇妙ではあ
るまいかo何かの事情が伏在しているよろに思われろ︒また︑本來断行振たるぺき

べきものである︒内容はコ部に分れ︑まず第一部﹁掴民法典﹂

大的に増補された︑いわぼ同教授の論孚史研究の総括ともい5

ないことにいたつている︒かくては︑旧民法にかわつて成立

のされた同名の旧著︵酬淋評︶を︑その後の新しい資料によつて大

においては︑旧民法典成立にいたるまでの編纂過程の概観に併
り
ぜて旧民法典の内容の紹介・批判をされ︑ついで第二部﹁民法

義をも十分に理解することはできないであろう︒

続両編の史的意義をも︑さらに︑ひいては今訳の民法改正の意

末川博博士﹁権利侵害論﹂︵翻淋評︶ー新著ではなぐ︑旧

著に若干の補訂を加えられた重版であるが︑わが國の権利理論

2

し︑それ以來五〇年にわたつて施行されてきた民法旧親族・相

た﹂︵疎唱甦︶というよ5な︑全く皮相的なところにしか見出しえ

は︑いうまでもなく後牛におかれているわげである︒旧著と比

典論孚史﹂においては︑いわゆる旧民法典をめぐる法典論箏を
克明に究明され︑その史的意義を論じておられる︑その電点

が︑資料の槍討・滲照は︑かなり豊富さ綿密さを加えており︑

較してみると︑教授御自身の論雫史観はほとんど変つていない

こに特記しておきたい︒考察の廣さといい︑論述の綿密さとい

に︑いろいろな考え方もあるけれゼも︑私肖身としては︑今日

だとい5見方もある︵激略淀脚鱗灘蔀旛甜栃酬蠣搬魁贈分︶というふう

あるだろうかと︑むしろ疑問にさえ考えている︒︑この点︑英法

の複雑な不法行爲理論を一元的に把握することが果して可能で

ならびに不法行爲理論において劃期的な名著であるだけに︑こ
い︑凋自の創見といい︑まことに債値高き労作であること︑す

いては過失責任が貫かれ︑制定法においては無過失責任がみと

系の不法行爲法■9︒名9目自畠は︑その澹革上︑鋼例法にお

でに定評あるところであろう︒ただ一つ疑問の点をのべるなら

ぽ︑もともと末川博士は︑不法行爲の成立要件としての権利侵

鋤蒲訴謝獅欝義︑霧鑛耀鶴蕪袴藻後

害ということを基点として立論され︑﹁許容的法規の主観的発
現形態である﹂という権利の定義を民法七〇九條にあてはめて

爲理論を損害賠償と損失填補との＝面に分け︑コ元的な構成を

みて︑その結果があまりに狭きに失するところから︑けつきよ

ぐ権利侵害という要件は︑行爲の違法性という概念をもつてお

も未解決の重要な問題が残ざれているようである︒なお︑この

試みられたことがゑ漿︵羅顯酵蓼雛蝦琶︑ここに

問題について︑石本雅男博士が︑賠償責任と不法行爲との分離

きかえられるべきだ︑という結論を導いておられるのである
な適法行爲による不法行爲︑すなわち蓮法性のない不法行爲の

し︑そこから共通の帰責條件としての法的批難原因を見出し︑

を一つの基点として︑適法行爲責任と不法行爲責任とを匠分

が︑これに対して︑近時一部の学者によつて指摘されているよう

問題をどう理解するかということである︵棚蟻試醸期眠椛灘欄︶︒

その上に團体主義的民事責任論の構成を試みておられること

この問題については︑一方では︑適法行爲そのものから︑とく
に損害を生ずべき客観的な事実状態の危瞼性をきりはなして︑

同博士﹁権利濫用の研究﹂︵離服丁末川博士の旧著﹁不

は︑注早べ婁あろう︵類鞭砺號讐熱韓転︶︑

それに終職後書かれたコ論稿を加えて︑あらためて一書に編ま
ヤ
れたもので︑博士のこの問題に関する研究の綜合ξもみられる

題﹂﹁凋例民法研究﹂などから権利濫用に関する論稿を選ばれ︑

法行爲並に権利濫用の研究﹂をはじめとして︑﹁民法上の諸間

3

それに違法とい5評偵をあたえるべきだどいう見方や︵蛛開菊吐
線にそつて理論亀襲展せしめておられるO ﹁民法及ぴ統制法の諸問題﹂一ニニ頁以
下︐二五三頁以下︐または後拐﹁権利濫用の研究﹂一二九頁以下︐二三Q頁以下饗

照︶︑あるいは︑行爲そのものには違法性はないが︑発生した損
害を賠償しないことが公序良俗に反するとい5意味で︑なお違

㌍粉墾顯︶︑また他方では︑実は権利侵害を行爲の違法性におき

法性の理論を貫きうるという見方もあり︵繊灘循懸嚇締灘野鍵

︵九七︶

が︑ひろくこの問題の理論づけの発展の跡がうかがわれて興昧

九七

かえる必嬰はないのであつて︑むしろ権利の概念を拡張すべき
民事法ノート

九八

︵九八︶

て︵一︶﹂︵撤掘鶴諭雛誌︶︑柚木馨教授﹁代表機関の行爲に対する法

民事法ノート

人の責任﹂︵眠嫡鰍畷踊︶︑大竹緑氏﹁契約の目的に関する一考察﹂

民法余話M﹂︵翻︶︑川島武官薮授﹁民法典の﹁親族概念﹂につい

4 東季彦・野津務両博士共編﹁新法律辞典︵民法篇︶﹂︵鰍道︶

︵鶴瀬騎輝塑ハ︶などがある︒谷口教授の二論稿は通読に対する批

深い︒

宜を得た公刊である︒丙容は︑かなり充実し︑座右において便

ー法律学の祉会化ないし民衆化の最も要望せられる今日︑時

8

資料として﹁到例研究﹂コ巻コ號︵㈱斐︶が刊行された︒

到として︑とぐに注目に便しよう︒

5 末弘嚴太郎博士﹁続民法雑記帳﹂︵翻淋評丁前著﹁民法

利であるが︑誤植の散見することは遺憾である︒

る同居の到決︑および登記法上の所有名義者と眞実の所有権者

下級審の到決ながら注目すべき︑貸家明渡訴訟におけるいわゆ

とが異なつた場合の農地買牧の効力に関する到決の評釈が牧め

を今度一本にまとめられ︑それに附鍛コ篇をそえたものであ

られている︒後者はとくに重要な間題である・研究会同入の問

雑記帳﹂と同じように︑かつて法律時報誌上に蓮載されたもの

ること︑すでに定評あるところであろ弓︒

数読を支持したぐ考える︒

中

實

條に実現された財産分與の間題について︑示唆するところ少な

ほ職箏中に敵産管理法で処分した財産の中で︑土地家屋等の不

件施行規則﹂︵一監豊噌蓋︶が施行されているが︑これらの諸法令
雛︶︑同﹁民法六三〇條の適用﹂︵融灘伽剛脇︶︑我妻巣教授﹁改正

還等に関する件﹂︵︑一薪軌甑ル陀︶︑﹁蓮合國財産の返還等に関する

﹁蓮合國財産の保全に関する件﹂︵﹄鮎凱κ㏄︶︑﹁蓮合國財産の返

公布された︒連合國財濠の返還に関する法令としては︑既に

﹁連合國財産である株式の回復に関する政令﹂︵夢記鉱ポ︶が

田

︵昭利二四・九．二六︶

でも見解が対立したようであるが︑私白身としては︑むしろ少

る︒充実した論説ではないが︑各所にすぐれた示唆の見出され

6 中川善之助教授監修﹁註解親族法﹂︵灘文︶ー東北大学
作で︑珍らしくも註釈書である︒そのため︑統一的理論のやや

法学部の新進の方々が中川教授監修のもとに試みられた共同労

乏しいことは物足りないが︑かえつて実際にあたつて便利であ
り︑また︑さすがに綿密な考察がゆきとどいており︑敬意を表

維誌論文としては︑大阪谷公雄博士﹁アメリヵに於ける

いえよらQ

tたい︒今のところ︑改正親族法について最も充実した交献と

7

法

ぐないであろう︒その他︑谷口知準教授﹁母の認知﹂︵翻鋼臓騰

離婚扶助料﹂︵嘱晒鶴灘蹴︶が最も貴重なもの︒わが民法新七六八

商

動産あるいは家具調度等の動産の返還を対象として制定された

翼求に懸える政令であるため︑從來の返還に関する諸法令とは

なッているが︑前述むたように株式の保全と回復という特別の

を附記しよう︒

貞体の保全と回復と解せられ易く︑持分権としての﹁株式﹂と

の保全と回復は︑持分権の保全と回復であるとい弓見地から︑

をあげることができよう︒印ちω連合國財糞としての﹁株式﹂

種々の点で異ワている︒そこでこの政令の特色として次の諸点

この政令は七章四十三條に及ぶ極めて複雑な技術的規定から

によれば︑﹁株式﹂の保全と回復ということは直ちにその﹁株券﹂

もので︑企業体叉は株式等の返還の場合にほその性質上の差異
のため必ずしも適切なものではなかった︒例えばこれらの法令

いう観念をいれる余地は少なかりた︒そこである特定の﹁株

のであることを要しないとした︵除︶︒③原株券の追求を原則と

持分権を表示する﹁株雰﹂は必ずしも開載時のものと同︼のも

式﹂を返還するためには︑市場に軽韓流通する原﹁株券﹂を追
は極めて因難であり特に唐賓新株の場合には殆んど不可能のこ

引き続き所有するもの︑その他國叉は持株会肚整理委員会が現

るもの︑旧敵産管理人からの第一取得者叉はその一般承継人が

して特定できるもの︑帥ち旧敵産管理人が引き続き管理してい

求して提出させる方法をとることになるが︑このことは実際に
とであった︒その上失権手続等の方法によってこれを嚴格に途

等の不適当な点をもっていた︒そこで去る二月には企業体と株

在所有している株式等に限定した︵慨︶︒⑧原株式に割り当てら

行するとすれば︑漸く緒についた証雰取引の圓滑さをも害する
式の返還に関する特定のケースを処理するために︑﹁ジエとア

れた増資新株は︑たとえ第一取得者が現に所有していても追求

ろう︒㈲追求しない原株式及ぴその株式に割り当てられた増資

得の効果を一切否定されるということはなくなワた︵働︶︑これ
らのコ点は株式取引の安全感を確保するために役立つものであ

しないこととした︒これによって第一取得者は旧敵産株式の取

ンド・ピー・コゥッ・リミテッドに対する財産の返還に関する
政令︵．霜蹴黙バ︶が公布された︒けれども旧敵産管理法で処分さ

が準備されていることが傳えられたが︑各方面との密接な交渉

約ヨ百批に及ぶため︑その後株式の返還に関する一般的な政令

及び株主全体の負担で行うこととした︒そのための措置として

新株に相当する株式の回復は︑蓮合國人株主を除いた当該会肚

れた蓮合國財漆である株式は約コ百五十萬株︑関係発行会批は

を経て漸く生れてきたものが今回の政令である︒この政令の制

九九

︵九九︶

確保するために︑商法の規定に拘らず肖己株式の取得ができる︒

次の特例を設けている︒＠発行会肚は回復に必要な数の株式を

定に直接根拠を與えたものは︑蓮合國人の所有する株式に割り
当てられろ新株引受権に関すろ件︵二荒︒五．︶︑蓮合國財淺株式の
回復に関する政令に関する件︵︑一函．八．︶の二つの指令であること

民事法ノート

民事法ノート

働発行会紅は同様の目的で壇資した場合に商法の規定に拘らず

一〇〇

︵一〇〇︶

の規定にかかわらず︑回復を受けた株式については独占禁止法

金額が支沸われる︵伽七︶︒㈲独占禁止法の適用除外に関する法律

が適用され︑当該株式の所有叉は処分に関する報告書を公正取

その一部を自ら引き受けることができる︒この場合には発有会

肚は彿込を要しないから︑実質的には授権資本制度に類似の制

引委員会に提出しなければならない︵伽︑﹃︶︒

提出しなければならないことにな9た︵鰍︶ため︑九月中には外

された日︵級ル︶から四十五日以内に︑所要の報告を大藏大臣に

かくして原株式叉は塘資新株の発行会杜は︑この政令の施行

度を採用したことになる︵畷四鰭︶︑⑥発行会肚が㈲働の方法で必

増資することを命令することができる︵臨Q︶︑㈲追求された原

要な株数を保留しないときには︑大藏大臣は壇資叉は減資して

株券は発行会肚に集中して保管させるが︑回復の命令があるま

きは注目されることになった︒ここで注意しなければならない

國会泣との提携復活もかなり具体化する可能性が強く︑その動

一部を公募し叉は縁故割当を行うことがしぼぐあり︑そのた

ことは︑我國においては糟資の場合に株主総会の決議で︑その

では現在の株主は從來通り株主権を行使することができる︒た
の引受権は與えられない︵鮎盤翫︶．㈲回復詩求権者は回復時に

だこの政令の施行された後は株金の沸込は摘予され叉培資新株
おいて︑発行会肚の資本が開戦時の資本と同額若しくはそれ以

こで株式の回復の場合原株式とそれに現実に割り当てられた増

め從來の株主の持分率に変動を生ずることがある点である︒そ

資新株のみを返還すればよいか︑或は割り当てられる筈であっ

下である場合には︑開戦時における彿込金額若しくは沸込金額

た糟資新株までも含むか︑いいかえれば開戦当時における外資

の総沸込金額に対する同一比傘の額までは︑無償で株式の譲渡
る場合には︑回復請求擁者は割当をらける榊資新株相当額のう

を受けることができる︑けれども発行会社の資本が塘加してい

株の比率まで回復する必要があるか否かという点が問題とな

叉は原株券に相当する株券を返還したものに対しては︑大藏大

極めて將來性に富むものであるならば︑回復し得る最大限まで

れている︒この場合外國会杜は︑ぞの投資の対象である企業が

住友電氣工業等にとって︑企業に重大な影響を與えるものとさ

り︑特に外資株の比率の大きかりた東京芝浦電氣︑日本電氣︑

ち無償譲渡の銀度を超える部分については︑当該株式の引受償

臣から当該株式の当初の処分代金が支彿われる︒但し企業再建

額相当額を大藏大臣に支彿わなければならない︵医O︶︒ω原株券

叉は確定損を負担する場合には︑その損失相当額が支擁金額か

整備法叉は金融機関再建整備法等によワて当該株式が特別損失

てられた壇資新株のみで満足するであろう︒叉発行会批が外國

要求する可能性があり︑ 反対に不安定な企業に対しては割り当

ら控除される︵雛四︶．叉糟資新株に対しては当該株式の梯込株

会肚との提携を望む場合には︑その最大限の回復を要望するで

︵法學研量喜一露配．一二轍︶の二回に互つて解説して來た︒本稿は

︵二四・九・一〇︶高鳥距失

それらと併読されれば一暦よく理解できよう・

令

一〇一

︵一〇一︶

る規則︵八月四日・最高規二一・八月五日施行︶

チ︑地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正す

日・最高規一七・印日施行︶

卜︑最高裁剣斯事務総局規則の一部を改正する規則︵七月一

へ︑最高裁列所図書館規則︵七月一日・最高規⁝六・即日施
行︶

規一五・即日施行︶

ホ︑司法研修所規則の一部を改正する規期︵七月⁝日・最高

る規則︵七月二日・日取高規一四・即日施行︶

二︑地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正す

る等の規則︵七月一日・最高規二一一・即日施行︶

裁判宮以外の裁判肝職員の分限事件処理規則等を廃止す

の整理等に関する規則︵七且一日・最高規一二・即H施行︶

裁判所書記官及び裁判所書記官補の設置に作う関係規則

イ︑弁護士会登記令︵八月一二日・政弓二・九月一日施行︶

﹁法

民事訴訟法

あろうし︑逆に國内株主に與える影響を重親するならば︑公募
叉は縁故割当による旧株主の持分率の減少を当然であると主張
に︑具体的には発行会肚と外國会肚との個別的交渉が行われ︑

するであろう︒これらの衡立する種々の嬰講を調整するため

の政令ではこれらの点について指令による要求かあウた場合に

叉日本政府と総司令部との話し会いが行われるわけであり︑こ
は︑大藏大臣は原株式に割り当てられる筈でありながら公募さ
れ叉ほ縁故割当の行われた株式を︑矯資新株として指定するこ
とにして︑その最絡決定を直接交渉に委ねている︒このように

この政令は蓮合國財産である株式の回復に備える意昧をもつも
のであり︑外資株の回復の請求のあった場合にはいつでもこれ
に感ずることのできるように︑斯要の株式を確保し保留するこ

とを狙いとするものである︒そこで注目されていた外資株の比

資に関する株主総会を開催したが︑蓮合國人旧株主のための保

率の大きかった会就のうち︑先ず東京芝浦電氣は九月七日に増

て︑二十六億に増資することに決定し︑住友電氣工業も現在そ

留分を含むため︑最初の矯資目標二十億に保留分の六億を加え
の重役がアメリカに渡り外資復活の交渉を行っているなど︑そ
の動きは活濃になってきている︒

連合國財産の返還については︑既に民事法ノート︵六︶︵七︶

附記

民事法ノート

口、
ハ、

に

毘事法ノート
曇に公布せられた弁護士法︵淋剛︶が︑弁護士会および日本弁

護士蓮合会の登記手続の細目の規定を政令に委任してゐるのを
めた政令か作られた︒弁護士法と同時に施行せられることにな

受けて︵一涌㎝︶︑管轄登記所・申請の方式・等︑必要な事項を定

ってゐる︒前掲イ︒ー六月の裁到所法改正によって裁到所書
記官および同書記官補が設けられたのに感じ︑法令中書記とあ

法廷判決・却下

一〇二

︵一〇二︶

ロ︑最高判集二巻国四號四〇頁・昭二三年二噌月二四日・小

ハ︑最高判集三巻二號一耳・昭二四年二月一日・小法延剣決・
棄却

IO

︵一︶書証は提出者の不利釜には到断せられ得ない亀のか

には到断せず︑却って相手方乙の利釜に到断した︒Aは甲の提

甲は控訴審で書証κを提出したが︑裁到所はこれを甲の利釜

ーl

規則中には読替を以てしては足らず書記官に並べて書記官補の

れ︑乙の利釜︵甲の不利釜︶に到断することは違法である︑と

出にかかるものであるから︑甲の利釜にこそは到断し得べけ

るものは書記官と読替へられることになワてゐたが︵螺欄垢捌鯛︶︑

文字を加へなければならぬものもあるので︵日諏瑞臓礒關繍輸鞭魍醐糊

であるから其判断にして経験則に反しない限り何等違法とはな

り取捨到断は事実審たる原審の自由裁量にまかせられているの

いふのが甲の上告理由である︒最高裁到所は﹁証拠は共通であ

剛匙鮮盤ガ講懲瀟腰魏魔離臨虹瓠鑑欝徽篠需委︶︑
この機会に関係規則全部に所要の改正を施すことになワた繍細
に示す竜ののほか︑人身保護規則九旺・四四匪︑刑事訴訟規則︑刑事訴訟規則施行
規則︑少年審剣規則︑執行吏任命規則︑家事審剣規則︑首席書記に關する規則︵題

焔随飴励鷹翻趾㎞嗣軌判敏幽姻瀬蛋謂建鵜餌娼鄭帽輩轍研︒︶︒前掬ロ﹁

否いづれかでなけれぼならぬし︑訴訟において到断せらるべき

らない﹂と言って︑書面審理で上告を棄却した︒ーi事実は眞

事実は両当事者にとって一である︒事実が一でなければ凡そ争

分限法の整理により︵諌繭鋤咽︶これに対慮する規則が二三不要に

廃止し︑ついでに裁鋼官の分限事件手続規則を改正して︑分限

の成立っ筈がなく︑一の事実については人は眞否を同時に確信

帰したので︑これ︵囑盟継麟漸鎖響講難腿囎錨購規︶を
事件裁到の官報掲載を命じた︵馳灘︶︑前掲ハ︒ーほかに︑二と

者のために有利に事実を証明し得ないといふことは︑無意昧も

することは出來ない︒一方当事者の提出した証拠が︑その当事

立当事者の有利を証明すると云ふことである︒証拠方法は提出

しくは無関係の資料なのでない限り︑その限度で反比例的に対

チとは管轄およぴ事務分配の小修訂︑ホ・へ・トは官署機構の
例

小変動に関する︒

二︑剰

法廷判決・棄却

イ︑最高判集二巻一四號三一頁・昭二三年ご一月二一日・小

者の有利にのみ用ゐらるべきだとする建前は︑強いて探用しよ

し

な関係から事実上相手方に右利な心証が形成せられてしまふ以

弓とするならば探用の不可能な建雨でもあるまいが︑右のやう

七月二八旦冒渡の控訴審到決が八月コ一日に当事者甲に邊蓮

手続は中断するかサ︒

るから︑執れの当事者の提出にかかるとを問はず︑証拠方法は

良識に信頼もて眞実の発見を庶幾する態度を示してゐるのであ

丙の代理権は乙の死亡によっても消滅しないから︵淋︶︑丙は終

対する感訴の権能をも有するに至ったものである︒また︵3︶

上告提起の権限を與へられることによって丙は相手方の上告に

授権を得てゐるのだから上告提起の権限を有し︵覗噺八︶︑︵2︶

継の申立と共に上告を提起した︒けれども︑︵1︶丙は特別の

せられたが︑相手方乙は七月三一日に死亡してゐた︒乙には上

すべて当然に︵㎜唇嚇紛搬︶両当事者のために証拠方法たるものと

始乙の代理人であったことになる︒さ弓して︵4︶訴訟代理人

上︑裁鋼官に反肖然的な心理操作を命ずる無理を敢てしなけれ

考へなければならぬ︵証拠共通の原則︶︒なほ且つ問題にする
ノ
者があるとすれぼ︑処分権主義・弁論主義との関係からこの取

がある間は当事者が死亡しても訴訟手続ほ巾断しないのである

より訴訟手続は中断したものと考へ︑九月七臼︵翻融蜷擁淋勘雛︶受

扱に疑を挾むものであらう︒併し︑判断の対象および範囲を規

から︵一巧弘︶︑上告期閲の進行も停止する謂はれがない︵二一叫︶︒

告提起の特別授権ある訴訟代理人丙があるが︑甲は乙の死亡に

定し訴訟資料の顯出に取捨を加へ5ることは︑さや5にして定

受継の申立は失当であり︑同時にこの上告は上告期聞経過後の

ば︑この建前を貫くことは出來ない︒さうした建前を示唆する

まる対象と資料とにつき相手方と共通の地盤に立ってのみその

規定は存在しないのであるし︑却って政訴一八五條は裁判官の

眞実の成立を納得崎．しめ弓るこキ．と︑決して矛盾するものでは

上告となるから︑不適法として却下を免れない︒これが到決の

一〇三

︵一〇竃M︶

だけから翁断し響い︵雛隠講震請輩鯉鷲紮諺
囎麗談欝慰轟擶難齪欝灘蝦騒麗鰯霧論議鰹酔

やうに示すからである︒どちらに誤があるのか︑到例集の記載

達の前になるのに︑後者は︵帽傾弊獄︶これを邊達の後であるかの

は喰違ってゐる︒前者によれば︵揃椴膿伝︶当事者の死亡は到決逡

要旨である︒ー−判決の本文と判例調盗会の掲げる判決要旨と

ない︒ー立証の趣旨を超えて他の事実に関してまで証拠方法
とな2るか否かの点につき孚があるのを別にすれば︵隙灘礁

％罫硝腿い．︾藍共通の原則︵謬訪難醐蕪鐘に関し謙
に異論はないや弓であり︵殖札襯舳鑛瞭謀︶︑到例も舞に伺趣旨に確

正当︒

立してゐる︵翻姻鉦蜘廻幽セ舩嘱螺卿悔減順矧辞︶︒ー前掲イ︒判旨は

︵二︶上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人あ るとき︑第
二審判決邊達後上告期間満了前の当事者の死亡によって︑訴訟
斑事法ノート

渓事法ノート

による中噺の有無をしきりに問題にしてゐる論法は︐事貸が蜜は塗蓬後の死亡にか

する從來の判例の態度に照らして︑この剣決が途濯による中断の有無をでなく死亡

監躍轡融器で︶︒そのいづ染あるとしても︑代理人に特
論は正当である︒問題はその理由づけにある︒論旨の前掲四段

別授権のある限り手続の中断を生ずることなしとする到決の結

の推論は余りにも形式的であらう︒たとへ代理入が終始代理人

たる地位を保持してゐたとしても︑審級の間隙に作用する代理

権は原審のそれであるのか上級審のそれであるのか︑また︑代

一〇四

︵一〇四︶

に或は傍論に︑先例が一貫して示してゐる態度である︒本件は

こと億︑旧法新法を通じ各種多数の事件にわたって︑或は到旨

從って︑新しいものを示す判決ではないが︑與件が典型的な点

で︑償値のある一事例を加へたことになるであらう︒ーー前掲

︵三︶起訴ののち挙証者自身の作成した文書ほ証拠能力を持

・．判旨舞︵簸観騒鵬雛灘届瓢耐︶︒

最高裁到所は今般これを全面的に肯定した︒﹁訴訟提起後に︑

つかド︒

当事者自身が︑係孚事実に関して作成した文書で．あっても︑そ

は自由の心証をもつて︑かかる書類の形式的︑実質的証拠力を

れがために︑醜然に︑証拠能力をもたぬものではない︒裁判所

理権の有無と中断の有無とは直接の囚果関係にたつのか︵呪鯉襯
則監畿岬砺即糺ゆ蝸抑鋤縫姓呼筋︶︒特別授権のない場合と統一的に

いふのが判示の要旨であるが︑その積極的な態度が注目を惹

判断して︑これを事実認定の資料とすることができる⁝⁝﹂と

説明し得んがためには︑そこまでの理論を示す必要がある︒到
1・3・4の三段ほそれぞれの條文の翠純な適用にすぎないか

旨の展開する限りの理論についても︑前掲四段の命題の5ち︑

のと見るべきであらう︒法廷の室氣からする圧迫感や記憶違ひ

を免れうる反面︑作成の状況が直接には全く裁到所に明かでな

ぐ︒1実質的に言へば︑書証は人証に比して証明力の劣るも

第二段は問題になる︒さやうな所見には賛成であるが︑有力な

るための方法である以上︑抽象的にいふ限り︑書証は人証の補

いから￡る︵膝錨朧鑛がの舞．証拠輩実の眞爲を齪す

ら問題はないとして︑特別授権を與へられなければ鷹訴の権限

反対論があるのだから︑当然・肖明のこととして断ずぺきでは

もないといふことをその反面の意味として予定してゐるやうな

ない︒ただし︑事案は代理人に特別授権ある場合に関するた

碗翻渤鱈坊軌乱励赫碑第脾燃ぺ認⑳磯欝棚縣働筋び拭灘覗鳩帖初敏硲︶︒けれど

も︑具体的には︑個々の証拠方法はみな異った償値をもち︑人

足手段に止まることが望ましい︵寵嫡鞭縣螺ゆ尊熔獅闇糺鶴駿曙櫛離献那

証と書証と分間にも証明力の無限の交錯がある︒証明力を抽象

め︑如上すべての問題︑いづれも結論を左右しないから︑しば

の前であったにせよ後であったにぜよ︑上訴の特別授権ある訴

らぐ到旨の形式的な論法に満足して置く︒ー死亡が到決邊達
訟代理人の存する限り︑訴訟手続が中断することはないといふ

作成にか﹄る嬉のは第三者の作成にか﹄る奄のほど問題にせられ匁わけPはなかつ
拠が︑護線能刀楚認めるのを原則とするやうになつてから偽︑何らかの形で留保を

定させることほ︑却つて形式的眞実に甘んずる愚挙たるに帰

的に予定し︑またその定型化としての証拠能力を杓乎定規に固

を認め亮のは︑新制司法部が旧態に捉はれなかったことを示す

鮒鱒駒螂樋︶︒最高裁到所が頗る明快に︑正面から留保なしにとれ

もので︑意義が大きい︵藷護雛蝶盤藪翻臨霧

し︑時によりては証明の途を杜絶せしめる虞がある︒法が一八

五條のやうな規定を置くのは︑かや5な趣旨から︑証拠の形式
的規制を撒廃しようとの立法精紳を宣明するものであり︑從っ

と明言する乙とを避けてその意を言外に譲ると共に﹁別段疑念ノ生ズベキ事情之ナ
キニ於テハ﹂といふ暖蘇な交享を読示中に加へるととによりて意義をや︑不透明に

識のもとに論議せられることにでもなれば牧穫である︵鯛罐聖魁

乱都︶︑この到決を轄機として︑この種の問題が︑向後︑証拠能
力の問題でなぐ証拠判断の合理性の問題であることの明確た意

て︑同條自体は証明力にのみ関するが︵免碩壇ひ瑠彫弘碑肋糖卿調潤匪

のない限り一切の制約が存在しないものと解すべきである︑か

囑雛コ構螺燗階韮躰謎︶︑証拠龍力に関しても︑他に別段の規定

ぐて先づ判示のや5な文書もその顯出信決して蓮法でない︒然

齢残矯蠣灘罐繋︑繍︶．1判旨奪︒前掲ハ．

性が皆無だ︑とは言へない︒訴訟上は︑同じ文書が却ワて相手

ン・法廷の廣さ・等について裁判官側と押問答をして開廷を逞

鉄労組員ら約二〇〇名と被告人とが︑傍聴券・マイク・フォ

かかる第一回公到が横浜地裁で開かれたが︑その際︑傍聴の國

八月二三日︑去る六月一〇日の人昆電車事件の四七被告人に

件

らば︑顯出せられた資料走して︑裁判所がこれに採証すること

三︑事

せられ得べかりし條件下に顯出せられたわけであるから︑寧ろ

た議長が濫に裁判長席に就κ︑等の事件が生じた︵臥糊膿端騒︶︒

新聞の記事からは明かでないが︑審理中にも傍聴人席から放恣

らせ︑また︑休憩中には法廷で傍鼎人大会が開かれ︑選出され

文書だからといふだけでは資料とすることを禁止する理由にな

な発言があったもののや5である︒これらの事情にして眞実と

何らかの眞実を示唆することが多からう︒取捨と参酌の程度と

らぬ︑問題の申飛書といふものがどういふ物瓶分らぬから︑取

よび國会が眞創にこの問題をとり上げたことは︑当然であると

すれば︑裁到の紳聖を汚す未聞の不祥事であって︑最高裁判所お

一〇五

︵一〇五︶

言警捧餐お︵齢嫉色翫︑麺い︶︑あ種の事件畠っ

捨が要当にせられたか否かは批評の限でないが︑そこは最高裁
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やうな文書について︑とかく証拠能力を疑ひがちであった︵鯨曝

到所の審理に信頼して置きたい︒i大審院は︑從來︑問題の

は裁判官の良識に委ねられなければならぬのであって︑かxる

方の有利を証明することも出來︑反証や牽連証拠の提出も期待

雫事実に関して・作成した文書であっても︑常に叉は概ね眞実

は︑経験法則に反ナるか︒否︑起訴の後に・当事者官身が・係

唖

イ
て來るところほ廣く深いものがあり︑多ぐの間題が併せて考へ

い︒牧める所は︑一に日く︑訴と請求の意義並にその相関々

全珊修訂の筆が茄へられてあり︑新禿に添加せられた章節も多

ぜられなければならぬ︑旧稿三篇の集録で︑新稿ではないが︑

︵一〇δ

られなけれほならないが︑ここでは一の点だけを指摘して置く︒

係︒二に日〜︑訴訟の開始特に訴の提起による私法上の敷果︑

一〇六

といふのは︑二の事件において秩序の麗乱者が労組員であった

さうして︑三に日く︑裁到の敷力殊に既判力︒曇に出た薗訴訟

事法ノ ー 手

事実の持つ意味て．ある．︑由來わが國の裁判官は峻嚴といふには

民

の即錬︒喋騨む萄醜欄跡激禦翫
所側︵蝋欄姥鱒輝晦駆臨峨撹滋↑に燗肪蘇脚脳め

遠い善良な人柄を以て定評があるが︑この事件に示された裁判

の挙は︑重大且つ根本の諸問題に正面から取組んだ努力の一成

法学と実体法学﹄に併せ︑ここに博士の主要労作かすべて手頃
ヤ
な形で滲照せられ5る事になったわけであるが︑それ以上︑今回

はあるまい︒反動の批許を恐れるインテリが労働組合の名の前

跡として︑またモノグラフといふものに乏しいわが國訴訟法学

ロ齢穐櫨所︶の弱さは︑かやうな李常の人柄ぼかりから來たもので

に謂はれなき惰伏を覚えた爲の弱さとこの出來事を解し︑何よ

い︒因難な出版事情と潭薄な流行とを考へるとき︑一般の需要

界が殆ど八年ぶりに受げる贈物として︑その意義は非常に大き

から遠いこの種の書籍を思ひきりて刊行した出版肚の誠意に

りも裁到官の思想的立場の確立が急務であることを強調したい

献

と私は考へる︑

四︑交

との綜合の場をなし︑訴訟現象の全面的把握には︑実体法訴訟法

も︑讃詞が贈られなけれぼならぬ︒ーー訴訟は実体法乏訴訟法

の双面からする考察が必要である︒片面的な從來の法学︑殊に

ロ︑中村宗雄蔭改正民事訴訟法﹄敬交堂
ハ︑伊藤正己居 裁判所侮辱の諸問題﹄有斐閣

訟の本質を誤認するものと言はなけれぼならぬ︒異質の体系を

訴訟を純梓に訴訟法的に考察する今日の支配的訴訟法学は︑訴

イ︑中村宗雄︒ ︑ 訴 と 請 求 並 に 既 判 力 ﹄ 乾 元 杜

こ︑斎藤秀夫﹁労働筆議と仮処分1﹂法律タイムズニニ号

きか︒基本的な諸概念を捉へ︑かやろな立場からかやうな問題

その由︑って來るところは奈何︑さうしてこれを如何に補訂すべ・

二元的立場に出でなけれぼならぬ︒從來の学読の誤謬は奈何︑

ら︑正しい考察は両者を嚴密に匠別しつつこれを関聯せしめる

なす実体法と訴訟法とは直ちに綜合せられることは出來ないか

ホ︑高柳賢三﹁國政調査権問題﹂同右

へ︑質料・國政調査権問題の行方・時報二三〇号

中村宗雄博士が訴訟法の基礎理

以上・敬称略

ト︑最高裁判所刊行物一覧表・裁判所時報三九号

︵一︶訴訟法の根本問題

論を纒めて示されたこと︵前掲イ︶は︑︑近來の牧穫として特記

り︑論旨の紹介にさへ紙面の足りぬ本欄のことでもあるから︑

を討究・痛論し︑独自の体系を展關せられるのが︑本論集の丙
ふし
容である︒−〜不敏にしてな壕蓑者の鍾意を理解しえぬ節もあ
是非の研究はすべてこれを他日に譲る︑規模の大いさ︑引照の

︵二︶その他の 著 作

同じ中村博士が︑從來廣ぐ行はれて

詳しさ︑今はこの堂々の論篇々．得た後進の悦びを陳べる︒

來た教科書と別に︑小型のテキストを刊行せられた︵前掲ロ︶︒

ない憾みはあるが︑僅々三〇〇頁の5ちに︑人事訴訟・家事審

読明簡略のため︑殊に︑諸制度の立法理由や適用場面が明かで

判・行政事件訴訟までをも含めつ︑︑一慮博士の独自の立場を

も閲明せられて︑要を墨ぐした好著であり︑索引まで附せられ

乾

てゐる︒ー伊藤正已助教授の裁判所侮辱の研究︵前掲ハ︶も︑
︵昭和二四・九・ニミ稿︶ 伊 粟

時宜を得て︑大き な 功 績 を 記 録 す る ︒
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︵一〇七︶

