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令

法﹁

昭和二五年三月ー六月分

民事法ノ璽卜

一民
−︑ 法

法律﹂︵に飯酷ん拠︶がそれで︑戸籍法第一〇二條なしし第一〇六條

内容的にみるノと︑奮規定第一〇四條一項・二項および第一〇五條一

が全面的に改められ︑四力條に整理されることとなつた︒もつとも︑

項は︑︑ほとんどそのまま︑それぞれ新規定第一〇コ條および第一〇

三條となり︑別に新第一〇四傑は︑新國籍法第九條の國籍留保り場

合について︑また新第一〇五條は︑官廃または公署が國籍喪失者を

いる︒新第一〇六條は﹁創除﹂とされている︒施行は七月一日︒

叢見した場合の︑本籍市町村長に封する報告義務につ㌧て︑定めて

が︑これが﹁勘同勺幻糊順﹂でもよいこととされたほか︑附録第七

は︑戸籍法施行規則第六條一項によると︑﹁い偽は順﹂とされている

戸籍法施仔規則の一部改正ー戸籍簿や除籍簿の記載順序

法第八五八條コ項中﹁︑叉は私宅に監置す﹂が創られた︒．この法律

號の戸籍記載例が︑主として國籍關係の鮎で董十あらためられた︒

4

は﹁精稗障害者の治療及び保護を行い︑且つ︑その叢生の豫防に努

六月一ご百法務府令七〇號︑七月一日施行︒

民法の一部改正ー−精神衛生法︵流蜜薯葬︶附則により︑民

めること﹂︵襯噛︶を主眼として制定されたもので︑精神衛生鑑定讐
の診察によつて馨療および保護のため入院の必要があるとみとめら

1

二︑判

1

れたものは︑原則として︑すべて都道府縣設置の精神病院︵襯四︶ま

地上灌を取得した者に封しその登記の欠敏をもつて封抗しうるかー

として表示されて㌧るにすぎない者は︑時効により右土地について

實質的には地上灌を有せず︑軍に登記簿上表見的に地上灌者

例

たはこれに準ずる施設に牧容し︑私宅監置をみとめないこととして
㌧る︵鵬細︶︒そこで禁治産後見人の職務から︑私宅監置が除かれたの

ー昭和コ四年九月コ七日最高到︵騒隔漏臨駝︶はnこれを否定し︑﹁上告人

である︒帥日施行︒︐

罹災都市借地借家臨時塵理法の準用の撞大11本年四月三日

は架塞の権利を有するものに過ぎないのであるから︑實腔上の権利

2

および＝一百におこつた熱海市の火災についても︑同法が準用され

のである﹂と到示している︒民法第一七七條にいわゆる﹁第三者﹂

を取得した被上告人に封しては︑その登記の欠敏を主張し得ないも

五三

︵四八鱒︶

である︒わが民法上︑登記には公信力があたえられておらず︑輩な

て制限的に解してきた到例の傳統的立場を︑そのまま受けつぐもの

を︑﹁登記の欠峡を主張するにつき正當の利釜を有する第三者﹂とし

ることとなつた︒︻︐罹災都市借地借家臨時威理法第二十五條の二の

戸籍法の一部改正ー新國籍法制定に感じて︑戸籍法の一部

その地匠を定めている︒帥︑日施行︒

災害及び同條の規定を適用する地匠を定める法律﹂︵浅観酷却馳︶が

3

が改められた︒﹁國籍法の施行に俘う戸籍法の一部を改正する等の
風事法ノ；ト

良事法ノート

費買契約書に﹁買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ費主二於

ているのだから︑判例の立場は正當ということができる︒

る物灌鍵動の封抗要件とせられ︑それに取引保護の機能が負わされ

2
テ没牧シ︑返却ノ義務ナキモノトス︒費主不履行ノ時ハ買主へ既牧

五四

︵四八二︶

ところで︑上告理由の指摘するところによれば︑右條項の記載あ

る契約書は︑一般民間に販費されている費買謹書を利用したもので

ぬとする積極的な合意があることはみられないぱかりでなく︑さら

あり︑そこには︑右手附をとくに蓮約手附とし︑解約手附たらしめ

ハヅキリした違約手附の特約とは理解していなかつた﹂弓に推測さ

に被上告人の訊問の結果では︑當事者自身右條項をもつて必ずLも

れる︒この黙について吉川氏の上告理由は綿密であり︑到旨が﹁要

手附金ヲ返還スルト同時二手附金ト同額ヲ違約金トシテ別に賠償シ

第五五七條の適用は排除せられるかーいわゆる手附契約の解縄に

があつたものとすることは出來ないのであつて⁝⁝﹂として原到決

するに原審の暴示した資料では前記民法規定の適用排除の意思表示

以テ各損害補償二供スルモノトス︒﹂としう條項があつた場合︑民法

これを消極的に解し︑﹁右︵契約書の︶第九條の趣旨と民法の規定と

3

罹災都市借地借家臨時虞理法第一四條の賃借の申出によつて

を破殿したのは︑全く當然の態度であろう︒

關する問題であるが︑昭和＝四年一〇月四日最高判︵騒隔覗牒駝︶は︑

は相容れないものではなく十分爾立し得るものだから同條はたとえ

でも・賃借灌者は貸主に野し︑賃借灌にもとづく建物の引渡を講求

賃借樫が設定された場合︑その建物が第三者に引渡されてしるとき

其文字通りの合意が眞實あつたものとしてもこれを以て民法の規定
に封する反封の意思表示と見ることは出來ない﹂と到示した︒すな

灌に基く被上告人の上告人に封する本件家屋引渡の講求を妨げ得な

これを肯定し︑かかる賃借灌は﹁優先的のものであるから︑右賃借

することがξゑ！昭蟄葦戸忍日書畿騙設︶は︑

わち︑手附について︑契約書に右のような條項があつたとしても︑

なお民法第五五七條の適用があり︑したがつて解除権の留保がある
る︑というわけである︒がんらい手附は︑鐙約手附・違約手附・解

い﹂と述べてしる︒この第一四條による醤借家人の先借権は﹁他の

のだから︑費主は︑いわゆる﹁手附倍返し﹂によつて解除をなしろ

約手附などに匠別されているが︑實はそれらは理論上一慮の匠別に

る﹂といろふうに︑つよい優先効が麦たえられているので︑事實上

しばしば土地所有者または借地人にとつて迷惑となることも少なく

者に優先して︑相當な借家條件で︑その建物を賃借することがでぎ

なしのであるが︑借家人の保護のためには︑やむをえなしというべ

すぎないのであつて︑事實上ある手附が何れの種類の手附にぞくす
には多くの共通性がふくまれ︑したがって如上の匠別は輩に翻念的

るかは︑識別するに困難な場合が多い︒というよりも︑むしろそこ

なものにすぎない︑ともいえよう︒してみれば︑手附をもつて一感

借家法第一條の一匠しわゆる﹁正當ノ事由﹂の有無は︑貸家

人・借家人双方の事情の比較考量によるべきか︑また︑その際︑借

4

きであろ弓︒到旨正當︒

必要とするであろう︒

除権の留保をしない旨のとくに明らかな意思表示または取引慣習の

解約手附なりとして㌧る第五五七條の適用を排除するためには︑解

存在を

家人が他に家を捜す努力をしなかつたとし弓事實は︑右正當事由判

失い⁝⁝業務上多大の支障を來すこと﹂よりも重要である︒何故な

人等が﹁何等責むべき事情もないのに︑永年すみなれたその住居を

ばならないであろう﹂から⁝⁝という理由が最も基本的なものとさ

ら﹁これによつて被る個人の損害は多衆の利釜のため容認しなけれ

断の資料たりうるかー昭和コ五年ご月一四日最高判︵櫨端鳩醸四︶の

れ︑これに︑借家人側で移韓先を捜さなかつたとい弓不誠意などが

前段は︑これらをいずれも肯定し︑いわゆる正當事由は︑當事者双
方の必要の程度を比較して決すべぎである︑となし︑また︑その際︑

ここで注意しなければならないのは︑﹁個人の損害は多衆の利釜

附加されて︑﹁正當事由﹂が認定されているのである︒

のため容認﹂すべきだという漠然たる論理である︒まことにそれは

いでがんぱつているのはしけない﹂︒したがつて﹁既にニカ年の日

時を経過tて居るのに其間に家を捜す等の協力をした形跡は少しも

抽象的にはもつともなことであるだけに︑かえつて危験な論理でも

借家人の方は﹁㌧くら住宅難だからといつてそれだけで捜しもしな

譲の精紳︶が疑われる︑旨を判示している︒

ない︒爾者の利害の質こそ問題なのではあるまいか︒そうしてみた

あるりー1問題は︑﹁個人﹂か﹁多衆﹂かという軍なる量の比較では

認められない﹂ような場合は︑借家人側の誠意︵判例のいわゆる互

借家法の解羅蓮用について︑貸家人・借家人双方の事情を比較到

この意味において︑ただ漢然と﹁多衆の利釜﹂とい5ごとき形式

果して重いといいうるもので兆ろうか︒

が︑生活の根嫁地をうばわれ業務上支障を來すという損害よりも︑

場合︑時折上京するインド人が宿泊・集會しうるという便宜の方

蜥すべきだとすることは今日の通読であり︑本判旨第ご段の趣旨は
一般的には︑もとより當然のことであるにしても︑原審判決・上告

正嘗といえるであろ5︒しかしながら︑第一段の趣旨は︑抽象的．

理由に示された具膿的事情から考えてみるときは︑その結果の當否

垂という非難を免かれえないであろう︒したがつて︑上告を棄却し

的な理由づけを用いた原審の態度は︑不當であり︑少くとも審理不

は大いに疑わしいといわなければならない︒間題は︑原被告双方が

當事由﹂をみとめうるかとい5ことi−すなわち個別的な判断1

の爲めには上告人は個人の損失を忍バで本件家屋を明渡すべきであ

た本到決は正當といいえない︒むLろ︑﹁原判決は漫然多衆の利釜

學示した具盟的事情を綜合的に比較考量した場合︑原告の側に﹁正
なのであつて︑一般的・抽象的に判噺をいかになすべきかという見

ると断じたことは未だ充分其審理をつくさず⁝⁝﹂という長谷川裁

方や取扱いの方法の問題ではないからである︒この瓢において︑本
到決は︑全く綿密さを敏いており︑不親切であるとさえいわれざる

借家法第三條の解約申入には︑必ず︑豫め六ヵ月の猶豫期間

到官の少敷意見を支持すべきものと考えたい︒

5

を得ないであろう︒

ところで︑原審判決をみるに︑本件家屋使用の目的たる﹁多敷の

し︑豫め六ヵ月の猶豫期間を附さないからといつて︑その解約申人

を附さなけれぱならないか1前掲最高到の後段は︑これを否定

︵四八三︶

等の多くは貿易業者で︑日本再達に關係の深い人々だから︶︑借家

五五

在日インド人のため宿泊並びに集會の場所を提供することは﹂︵彼

民事法ノ書ト

風導決ノ璽↑
腺無効なのではなく︑申入後六ヵ月を経過すれば解約の効力を生ず

五六

︵四八四︶

古山興事の﹁借家法﹂およびコつのコンメンタールは︑判例その

には必ずLも豫あ法定の猶豫期間を附することは必要でない︑と解

保護のための一手段にすぎないと考えられ︑tたがつて︑解約申入

灌法論﹂︵旛姻駒翻法︶が刊行されたほか︑川島武宜・來栖三郎．磯田

法1﹂︵醐騨︶︑中村宗雄博士﹁民法﹂︵鰍交︶︑今泉孝太郎教授﹁新物

つぎに教科書として︑中川善之助教授﹁民法大要f親族法・相績

という意昧で︑解羅法學の一つの極黙を示す力作といつてよい︒

他の費料を克明に蓼照しつつ︑法規の意味内容の確定を試みている

してよいであろう︒判旨正當︒

﹁家族法講話﹂は︑内容がよくこなれており︑この種の通俗啓蒙書と

進諸教授共著の﹁家族法講話久翻嚇評︶が世におくられた︒ことに

ると解すべきだ︑とする︒かかる猶豫期間を定めた趣旨は︑解約申
入という意思表示そのものの要件とする意味ではなく︑箪に借家人

輩行著書

1

雑誌論文

ク・ネシアの身分相績は母系型であり︑しかもそれが綻びを生

の中川善之助教授﹁ミク・ネシア身分相績法﹂︵雛瑚號四︶ーミ

學の没政治性を強調せられる︒

ω尾高朝雄博士﹁私法の私法性﹂︵鰍翻財八︶ー私法ないし私法

多敷あるので︑簡輩に内容を要約するに止める︒

2

しては︑たしかに成功したものの一つであろう︒

三︑ 女 献 ・ 姿 料
特殊なものとして︑谷口知平教授﹁ソヴィェト民法の理論﹂︵罧鰍
囲飴︶︑古山宏到事﹁借家法し︵獣鮮︶が出たほか︑珍らしくも二つの
註程書︑中川善之助教授編﹁註縄親族法︵上︶﹂︵鮪斐︶︑我妻榮・有泉

享爾教授﹁民法綴則・物樒法﹂︵舗淋瀟︶が刊行された︒
谷口 教授の新著は︑ストウチュカの﹁民⁝法教程﹂第一巻巳晒⁝法理論

かつて法學論叢に載せられた奮稿﹁ソヴィエト蓮邦民法第一條の意

序設の部分の要約的紹介を試みられたもので︑これに附録として︑

⑧谷田貝三郎教授﹁相績法上の行爲の性質﹂︵齪鏑雛五︶ー相績

じ︑父系型に轄化しはじめていることを論詮される︒

ており・したがつて民法縄則の規定の適用は︑個々の行爲につい

法上の行爲は︑一般的にいえば﹁身分と財産との誉兀性﹂をもつ

あるが︑慾をいえぱ︑ストウチュカの理論に封する綜合的な解説と

義﹂がそえられている︒われわれにとつて︑まことに貴重な文献で

批到とをつけ加えていただきたかつたと思われる︒何故なら︑編島

その學説がいかにして生まれ︑また現在どうなつているかとい弓法

蜷四︶1抵當灌にもとづく物上代位は︑わが國では一般に︑艮法
第三〇四條その他の法文の解繹上︑いわば法定債擢者として構成

㈲鈴木巌彌氏﹁抵當灌に基く物上代位制度について︵︼︶﹂︵眠鏑

て個別的に判蜥すべきである︒

氏もいわれているよ5に︵熾囎騨刻脇︶︑ソヴィエトのように學説の蛋

學史上の地位づけをあたえておかないと︑正しい意昧で學読の把握

されているが︑これに封して︑不動産金融の圓滑という實際上の

展ないL攣動のめまぐるしい所では︑學読の内容的紹介と同時に︑

いからである︒

もできないし︑また讃者をして不測の誤りに陥らLめるおそれも多

Lての理論づけを示しておられる︒法文に拘泥されないで︑あえ

考慮から︑ドイッ民法やスイス民法におけるごとく法定債纏質と

性の自然性に鵡とづくものである︑と指摘される︒

姻形態は︑むしろ普邊的なものであり︑それは窮極的には人間理

スキー一派のいわゆる機能學派の見地によりつつ︑一夫一嬌制婚

なものとしての形態をもつてあらわれてはいるものの︑實質的に

が︑要するに︑日本市民赴會における契約は︑襯念的には近代的

⑨川島武宜教授﹁契約の封建性︵離鰍︶1標題は逆読的である

て統一的な理論構成を試みられる努力は︑注目すべきであろう︒

1改正民法の實施についての實態調査︵標題はまぎらわしい

は封建的な構造をもつものである︑ど論誰される︒

⑤宮崎孝治郎教授﹁新民法の實施性に關する研究︵一︶﹂︵甑嫡肱五︶

が︑世論調査の．こときものであるらしい︶の報告である︒事實婚

氏が・まだ個人的呼繕としての性格を貫きえていない︑と指摘さ

⑯外岡茂十郎教授﹁氏の性格﹂︵榊歌催五︶ー改正民法における

主義よりも法律婚主義を可とする意見の多いことが示されてい
る︒

⑥舟橋諄一教授﹁物的捲保の機能的考察﹂︵憔鰍舗慨號︶f從來︑

肛9同教授﹁改正民法と親権者ー特に子の氏との關蓮についてー﹂

れゑ糟響斜叛毯喰詫髪蒜ヨ

ているかということを概観されりつ︑子の氏の定め方について︑

︵理味配艇巻︶﹂改正民法において︑親権者はいかにして定められ

だ必ずしも十分な理論構成はなされていない︒それは︑轄質や敷

輔質や敷金の法律的性質については︑いろいろと論雫があり︑ま
金が澹保の作用を捲つていることを看過しているからだ︑として︑

なお奮﹁家﹂思想にとらわれたところがある︑といわれる︒

㈹高野竹三郎氏﹁均分相績制と農業資産相績特例法案﹂︵碑舷イ

ほんらい澹保物灌の設定は︑﹁債務の辮濟があつたならば當然に

物的澹保の機能的考察の必要を指摘される︒この見地において︑

原権利者たる携保権設定者に復蹄するという意味で︑解除條件的

を槍討し︑﹁農地を所有させること︑維持することだけによつて︑

ー同法案の内容概略と︑それに封する戒能教授・杉田氏等の批到

從來以上の成果をあげることは大して期待が持てない﹂ことを明

に︑交換償値についての支配権能が移韓されるということなので

債擢澹保とい弓機能的性質をもつものであり︑その法律的構成

らかにされ︑けつきよく﹁本法案は・農地の細分化防止という黙

ある﹂︵︸猷︶︒そこで︑この理をあてはめて考え︑輔質や敷金は

は︑それぞれ客膿の解除條件附移韓・あるいは停止條件附返還債

五セ

︵四八五︶

とその法規的展開f﹂︵伽嚇聾六︶1婚姻自由の實現を阻むもの

⑬高梨公之教授﹁婚姻自由の肚會的基礎についてー婚姻の實態

難を甘受しなければならないであろう﹂︵↑箆︶と結論される︒

る︑という黙については︑農業政策的槻黙から妥當を敏くとの批

について︑憲法違反という攻撃を免れず︑農業経誉の安定を圖

ω青山道夫教授﹁改正民法と子の監護﹂︵難融蘭丁家族丙にお

務を俘う客騰の移鱒として把握すべきである︑と読かれる︒

ける親子關係④制度的永績性という人閲性にもとづいて︑改正民

⑧同教援﹁一夫一婦制家族の肚會的基礎﹂︵講灘︶ーーマリノウ

法における子の監護の 諸 問 題 を 論 ぜ ら れ る ︒

民事法ノート

屍事法ノート

は︑今日においては︑封建的なものの残存であるよりも︑むしろ

五八

︵四八六︶

り︑解繹法學の超脱をめざす野心的な借家法論といえよう︒

⑬今泉孝太郎教授﹁婚姻の範疇論﹂︵雛蠣鑑︑︑一︶1民法上婚姻關

立てられ︑これによつて︑賃借人死亡後︑その同居家族︵ことに

とするその家團との間に成立するものである︑とい弓理論構成を

の賃貸借は︑その實際の使用關係上︑賃貸人と︑賃借人を代表者

㈹古山宏判事﹁家屋賃借権の相績について﹂︵劇綱嫁劉︶fi家屋

係を設定する行爲は︑一般にいわれているごとく一種の契約と解

資本制批會自瞭の矛盾の激化による経濟的要因である︒

すべきではなく︑箪なる合意とみるべきである︒

についての試論﹂の一論稿と︑﹁最近における住宅及び宅地の實

﹁借地借家關係資料︵二︶﹂︵踊騙服︶が︑高島良一氏﹁家屋の韓貸借

3

料

されつつーとくに明渡期限・いわゆるケース貸契約・解約と正

ー戦後いちじるしく深刻さをましてきた借家問題を重黙的に摘録

状﹂・﹁借地借家關係事件統計表﹂の二資料をおさめているほか︑中

資

當事由i︑分配の衡李の達せられるために︑法解羅の一層進展

川教授﹁改正民法に封する世論調査﹂︵糀蝿蹄四︶i﹁新民法に封す

相績人が別にある場合︶の居住の安定を圖られる︒

すべきことを論ぜられる︒衡平の精神を某調とする借家法運用理

働柳川眞佐夫判事﹁験後の借家問題と法解羅︵一︶﹂︵雛塒監二︶ー

論の展開は︑ひろく今後の法原理の動向にも一つの示唆をあたえ

る世論の支持は相當彊い﹂と結論づけられるー︑有泉・藤田・幾代

三氏共同執筆の﹁住宅實態調査報告ー嚢東匿竹町の場合i﹂︵雛塒艦︑一︶

るものとして注目されよう︒

があり︑また︑判例タイムズ一號・コ號には︑それぞれ最高裁およ

ぴ下級審の新判例の紹介・研究が多敷みえている︒とくに︑そのコ

⑯渡邊洋三氏﹁家主の解約申入権についてー借家法第一條ノコ
との關連ー﹂︵融購︶ーわが國の借家關係が︑表見に近代的契約
として粉飾せられてはいるが︑實は封建的構造の上に立つもので

の﹁正當事由﹂のみとめられる場合︑その認定の標準時期を︑一鷹︑

號に紹介さ九ている東京地裁到快︵蝿肋配凹年︶が︑借家法第一條のコ

解約申入後六ヵ月の法定期間脛過時融におきーLたがつてその當

あることを分析され︑借家法上みとめられている家主の解約申入
る︑とされ︑だから間題の窮極的解決のためには︑市民法原理の

灌こそ︑封建的なものと近代市民法原理との妥協を示すものであ

しかも更に︑口頭辮論終結時までにおける事情の攣動を考慮すべき

時に正當事由が具備されれぱ︑解約は効力を生ずることとなるー︑

だー但し︑家主・借家人の利害と事情の比較考量においては︑借

貫徹を期すべきであり︑﹁立法論としては︑第一條の二の規定の前
た﹄︑また﹁解繹論としては﹂賃貸人の家族や親族が使用を必要と

段﹁自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合﹂は削除すべきであつ
する場合までを﹁正當ナ事由﹂のうちに含ましめるべきではない

のそれよりも嚴格に考えねばならぬーとなしていることは︑借家

法蓮用の動向を示するものとして︑注目してよい︒

家人側に明渡義務不履行の責任があるのだから︑その事情は家主側

的事態にとらわれていない馳で︑論断はきわめで直戴・鮮明であ

︵狂㈹頁︶と論結される︒裁判官その他の實務家の．ことく現實の表面

なお︑民商法雑誌ご五巻三︑四︑五號には︑﹁大阪家庭裁判所家
︵五〇・七・二四︶ 田 中

實

事審到部決議集﹂︵一四︶︑︵一五︶︑︵一六︶が蓮載せられている︒

民事訴訟塗
令

イ︑下級裁判所の設立及び管轄遜域に關する法律の一部を改正す

一︑法

る法律︵三月三一日・法三八︶四月一日施行
ロ︑裁判所法等の一部を改正する法律︵四月一四日．法九六︶一

部帥日一部五月四日施行

ハ︑裁判所職員の定員に關する法律の一部を改正する法律︵四月
一四日・法九七︶施行全前

二︑最高裁判所におげる民事上告事件の審判の特例に關する法律
︵五月四日・法＝︸天︶六月U日施行︵施行期間満二年︶

ホ︑弁護士法第五條第三號に規定する大學を定める法律︵五月一

八日・法一八八︶即日施行

へ︑判事補の職権の特例等に關する法律の一部を改正する法律
︵五月︸ご日日・法一九五︶帥日施行

即日施行一部遡及適用

ト︑裁判官弾劾法の一部を改正する法律︵五月ニニ日．法一九六︶
チ︑司法書士法︵五月一ご一日・法一九七︶七月一日施行

政二八︶即日施行遡及適用

リ︑執行吏國庫補助基準額令のU部を改正する政令︵三月九日．

民事法ノート

ヌ︑最高裁判所裁到官國民審査法施行令の一部を改正する政令

︵四月三〇日・政一〇五︶五月一日施行

ル︑一般職たる裁判所職員の勤務時問に關する規則の隔部を改正

する規則︵三月一一日・規七︶帥日施行遡及適用

則︵三月三一日・規八︶四月一日施行

ヲ︑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規

規＝一一︶即日施行

ワ︑最高鍮判所事務総局規則等の一部を改正する規則︵五月一日・

日施行

力︑家事審判規則の幅部を改正する規則︵五月八日・規一四︶即

即日施行

ヨ︑特別家事審判規則の一部を改正する規則︵五月八日・規一五︶

即日施行

タ︑静岡地方裁判所熱海出張所設置規則︵五月一︼日・規コハ︶

一六日・規一七︶即日施行

レ︑外國弁護士質格者承認等規則等の一部を改正する規則︵五月

する規則︵六月一日・規一八︶即日施行

ソ︑裁判官以外の裁判所職員の任免等に關する規則の一部を改正

を改正する規則︵六月一四日・規二〇︶即日施行

ツ︑外國弁護士賛格者承認等規則等の一部を改正する規則の一部

ネ︑裁判所書記制度調査委員會規則の一部を改正する規則︵六月

最高裁到所の上告事件については︑裁到所

一ご一日・規二一︶即日施行

︵一︶上告の制限

︵四八七︶

は︑憲法蓮反もLくは判例砥鯛の主張︑あるひは自ら法令の解繹に

五九

章の二として生活保護法に規定する事件︵コOの二ないし六︶を加

置といふ交字を削る︒ヨは第コ章創除の跡仕末的整理のほか︑第四

︵四八八︶

ぱ足りることになつた︒最高裁到所の負搬輕減のため已むことをえ

關する重璽な主張を含むと認める上告理由に基づいて︑調査をすれ

へ︑第五章を精紳徳生法に規定する事件と改稗する︒ソはロに慮じ

穴Q

ない當座の感急措置︵前掲二︶︒短期の施行期間を豫定した輩行立
二︑判

る小改正︒

疑事洩ノ聖ト

法としたのはそのためで︑提起せられた多くの問題がある︒中村宗

例

雄博士﹁最高裁判所の負捲輕減と民事訴訟制度の改革﹂早法コ五巻

聞いたとし︑あるひはXYの封話に同席して聞いたとして供述した

︹一︺控訴人X申請の誼人がXからばかりでなく被控訴人Yからも

︵コ ︶ 書 記 官 研 修 所 の 設 置 ・ 警 察 官 史 の 出 動 ・ 等

た到決理由は︑採謹の法則に蓮反するか︒

誰言を︑Xからの傳聞謹言であつて探用に値しないと言つて排斥し

三・四合併號︑参照︒

到所書記官所修所を設けるため︑裁到所法に一四の；五六のコ・五

前揚・は︑裁

六の三を加へ︑同四一亙・四二15・等々および槍察臆法一九13・

一九四九・九・六︑小法廷判決︑破棄差戻︒

最高民集三巻三八三頁︵一〇號︸頁︶︒

ところが︑AとBとはYからも聞いたところだと言つて誼言してゐ

訴人からの傳聞謹言であつて探用に値しない﹂といつて排斥した︒

控訴審はX申請の謹人A・B・Cの謹言を﹁これらはいずれ菊控

長谷川︵長︶・井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

弁護士法五2・等に所要の改正を施す︒また︑裁七一の二を加へて︑

の裁判官が警察官吏の派出を要求し弓る旨を明示し︑同六一の三の

法廷の秩序の維持のため合議制の場合の裁到長または一人制の場合

新設その他により︑少年保護司を塵して少年調査官を置き同調査官
イは管轄匠域の小改訂︒ホは︑弁護士法五

るのであり︑CはXYの取引に同席關與したと構してゐるのであ

︵三︶その他の法律

補を設ける等の改正を規定した︒

3が五年以上大學の學部・專攻科・大學院において法學の教授・助

の読示が不親切であつたことは認めなければならない︒しかし︑X

からの傳聞讃言にすぎぬとい弓表現が︑この場合︑形式的にABC

る︒この馳をとらへXから上告︒最高裁は上告を容れた︒ー原審

學院の置かれてゐるもの叉は奮大學令による大學と指定する︒へは

のYとの不接鰯を表示しようとしたものかどうか︑些か疑はしい︒

教授の職にあつた者に弁護士たるの資格を認めてゐろのを受けて︑

國會の構成の攣更に俘ふ規定の整理︒トは裁到官弾劾裁判所を裁判

全文を通讃し︑上告理由に摘示せられたA・B・Cの謹言を併せ考

謹明の封象はXY間の贈與契約の存否であるが︑原到決の理由欄の

同號にいはゆる大學を︑學校教育法による大學で法學を研究する大

ヌは公職選學法の成立に俘ふ規定の整理︒ヲ

は管轄匠域の小改訂︒カは︑五六のコを加へて財産分與に關する審

つたか否かにつき︑A・B・CはXの説明によるほか諒解しえない

へると︑むしろ此庭では原到決は︑實質的に︑Yの意思が贈與にあ

︵四︶政令と規則

官揮劾裁判所と改欝する等の小改正︒チは司法書士法の全部改正︒

到の申立について臨時の必要な庭分ができるものとし︑八八1の監

關係にあつたものと認め︑その謹言に措信しえない旨を表現した趣
︹コ︺統制法規に違反する契約の當事者であつても︑假庭分取潰の

旨と︑理解せられるので は あ る ま い か ︒
特別事情を主張できるか︒
一九四九・九・一〇︑小法廷判決︑棄却︒

最高民集三巻四〇九頁︵一〇號二七頁︶︒

霜山︵長︶・栗山・小谷・藤田︑全員一致︒

原審において上告人は︑被上告人の主張する契約が統制法規に違
ための特翼事情存在の主張に封抗したが︑原審はこの瓢を審理する

反し犯罪にあたる行爲であることを理由として︑その假庭分取漕の
ことなく︑金銭的補償の適性と被上告人の異常の損害とのみを認定

一九四九・一〇・四︑小法廷判決︑破殿自判︒

長谷川︵長Y井上・河村・穗積︑全員一致︒

原審はこれを肯定する見解をとり︑理由の當否を到断した上︑控

訴を棄却して︑假庭分申請却下の原判決を維持Lた︒上告入は同法
附則1を根族とLて︑本件については一〇狂の適用なく︑民訴法に

よる假庭分が許されるべきであると主張する︒判旨はいづれの見

解にも與せず︑原到決と第一審判決とを︑ともども破殿すると共
に︑假庭分の申請を却下する︒i假庭分事件係馬中に行訴法の施

行があつたとき同法附則の適用がないことは︑最近に先例が明かに

した所である︵騒幅義讐淀雛牝鰍猫噸〜涼︶︒假庭分の制度と行訴一〇1の

から︑前諸を後者と看倣して裁到することも無謀である︒到旨が正

執行停止の制度とは︑要件も手績も敷果も異る全く別の制度である

︹四︺宅地および家屋六件を一括して四萬圓で費買したにつき︑一

當Q

して︑假威分取消の第一審到決を維持した︒上告人は犯罪にあた
る場合の．こときは特別事情存在の主張を許すべきではないといつて

最高民集三巷四八五頁︵︸一號一頁︶︒

OO圓で費買せられたものと認定できるか︒

ニに當ると陳述し︑相手方がこれを璽はなかつたとき︑右件は八八

方の當事者がそのうちの某件は時償八八OO圓で四萬圓の百分のニ

孚ふ︒判旨は・實豊上の権利について審理するべ轡ではないこと
を理由として︑この上告を斥けるものである︒ー特別事情による
假庭分の取清について被保全権利の存否を到蜥するべきものでない
といふことは先頃の判決が判示したばかりである︵糧編嘱諜鶴捲四切舘獺

一部破殿差戻︒

長谷川︵長Y井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

一九四九・一一・八︑小法廷列決︑

曙跡蜘鵬↑︶︒同じ理由から假庭分債務者の實豊上の灌利についても審

理するべきでない︒統制法規蓮反の有無を審理するが．こときは實膣

右の陳述から分ることは某件の時債だけである︑それが四萬圓の

上の権利の問題である︒上告を斥ける到旨は正當︒

︹三︺行政威分の執行停止を求める假庭分申請事件の第＝審係馬中

い︑時償と費買代金とは一致するとは限らない︑殊にそのものにつ

百分の一コ一に當るといふことは算敷上當然のことを言つたにすぎな

ふハ一

︵四八九︶

いて統制慣格があるときは簡輩に統制贋格を超える費買を推断する

に行政事件訴訟特例法が施行せられたときは︑これを同法一〇1の
最高民集三巻四五四頁︵一〇號七二頁︶︒

執行停止の申講として裁到するべきか︒

民亭法ノート

最高民集三巻五〇七頁︵二一號一頁︶︒

︵四九〇︶

一九四九︒二嶋二輔O︑小法廷判決︑破棄肉判︒

六二

ベきでない︑從つて右の陳述のみから費債八八OO圓と認定した原

長谷川︵長︶・島・河村・穂積︑全員一致︒

民事法ノ聾ト

到決には︑理由不備の違法がある︑到旨はかやうに言つている︒ー

のに外ならぬことを論じ︑かや弓な訴について日本の裁判所は裁判

は被上告人の請求がアメリカの國籍を有することの確認を求めるも

の確認を求めるに露することを主張して原判決の當否を争ふ︒判旨

指摘して確認の利釜を肯定Lたが︑上告人︵國︶はそれが過去の事實

保有しうる關係から色々の特権を享けることができるに至る結果を

原審︵疎埋吐雛鱒渤︶は如上の確認によつて原告がアメリカの國籍を

1原審はこれに反し四萬圓の百分のニコに當るといふ陳述を費買代
債としての比率を言つたものと見たのである︒問題は︑時慣から費
たことの當否にあらう︒そこに上告を許すべき底の纏験法則蓮背が

贋を推断したといふことにではなく︑・右の陳述を費慣の表白と認め

︹五︺請求の一部について控訴審で請求の減縮があつた場合に︑残

あるかどうか疑問である︒

飴の部分につき第一審の判決を攣更する理由がないときは︑控訴棄

権をもたぬと断じて︑原判決を破棄︑訴を不適法として却下する︒

最高民集三巷四九五頁︵一一號＝頁︶︒

却ができるか︒

る我國の通読・到例の見解は︑本件の．こときに適用するについても︑

fi法律關係の過去における存否の確認請求を許すべきでないとす

控訴を棄却すると原到決主文の全部が維持せられることになるか

事實の確認を求める眞意は︑アメリカ國籍保有の確認を得ようとす

同復によるかといふことは箪なる事實に過ぎない︒かやうな過去の

別に除外例を認めるべき必要を見ない︒いはんや出生によるか國籍

ら︑當事者が申立てない事項について裁到したに露する︑原判決の

に服するべきでないこと到旨のいふとほりである︒判旨正當︒

るにあること疑ない︒さうしてさや弓な講求は我國の裁到所の裁劃

長谷川︵長Y井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

一九四九・︑一一・八︑小法妊判決︑棄却︒

攣更をするべきだ︑といふのが上告人の主張である︒到旨は原審の

︹七︺上告審へ邊付する訴訟記録には控訴審判決の原本を添附する

控訴棄却を支持して上魯を棄却︒ー訴の取下にあたれば訴訟繋驕
の遡及清滅により︑諸求の拗棄にあたれば確定到決に代はる調書の

最高民集四巻一一頁︵一號一一頁︶︒

べきか︑正本で足りるか︒

一九五〇・一・二六︑小法廷判決︑棄却︒

Lめ︑控訴は残飴の部分に封するものとなるから︑控訴棄却が第一

敷力により︑請求の減縮はその部分について當然に原到決を失敷せ
審判決の全部を維持する結果になることはない︒判旨正嘗︒以前か

斎藤︵長Y澤田・眞野・岩松︑全員一致︒

の間題に關しないこと︑本條にくらべ三六九は正本で足る旨を規定

民訴三九ごは判決原本の終局的保管の問題に關し上訴の際の邊付

らの到例の踏襲︒

︹六︺原告の有する日本の國籍が出生によるものであつて國籍の同
復によるものでないことの確認を求める訴は適法か︒

してゐないこと︑等を理由として︑上告人は︑上告審へ邊付せられる

︹一〇︺法律事務取扱取締法第コ條にあたらぬ一例︒

であ．らう︒

最高民集四巷九三頁︵二號七一頁︶︒

訴訟記録には控訴審判決の原本を添附するべきものと主張する︒判

一九五〇・二・二八︑小法廷判決︑棄却︒

旨は確定の先例に從つてこれを否定するものである︒i條文の形

紛雫のある土地であることを知りながら︑最初から訴訟手段によ

長谷川︵長︶・井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

い︒既を献て亡論じる程のことではなく︑實務の便宜に從ふがよい︒

つて濯利を實行する考でこれを買受け︑買受と同時に訴訟の準備を

ても原本閲覧の途がある以上︑當事者の利釜を侵害することはな
︹八︺特定の松材の引渡を命じる到決の主文に松材を特定するに足

L︑早くも十一日目には假庭分の申請をしたといふ事情にあり︑し

式的な解羅としては原本添附読が相當であら弓︒しかし正本を用い

る表示がないときは・判決理由に徴し主文表示の松材が特定の松材

かも右の買受にはいはゆる事件屋が關與してゐたからといつて︑必

ずしも同法同條にあたる買受とは言ひえない︵判旨︶︒この法律は辮

べ

を指すものであることが明白であつても︑判決は違法であるか︒
最高民集四巻六〇頁︵二號三八頁︶Q

護士法九コによつて慶止せられ︑右條はその七三に引纈がれてゐる
ことに注意︒

兼子一教授の﹃到例民事訴訟法﹄弘文堂は民事法判

一九五〇・二・一四︑小法延判決︑棄却︒
長谷川︵長︶・井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

到旨はこれを否定する︒主文掲記の判断の意昧内容が理由の記載

︵一︶文献

三︑その他

︹九︺刑事判決において存在の認められた債灌について︑不存在の

に照らして決定せられるべきこと當然︒︵判決は全一︶︒

一巻﹄弘文堂の再刊とともに︑教授の理論を知るのに便利である︒

例研究會で捲當せられた判例研究を集めたもの︑﹃民事法研究・第

雑誌論文では︑同じ入の﹁上級審の裁判の拘束力﹂法協六八巻五號

認定を す る こ と は ︑ 蓮 法 か ︒

最高民集四巻七五頁︵二號五三頁︶︒

と︑中村宗雄博士の前出早法コ五雀の論文とが目立つ︒併せて︑宮
崎澄夫教授の﹃刑事訴訟法﹄評論肚法律學杢書は訴訟法の基礎理論

長谷川︵長Y井上・島・河村・穗積︑全員一致︒

として重要なものを含み︑今泉孝太郎教授﹃新物灌法論一帝國到例

一九五〇・二・二八︑小法廷判決︑棄却Q

目的と構造したがつて資料との相建から認定の喰蓮ひは不可避で

ち

ヤ

も

ち

ヤ

ち

ち

民事訴訟法學會は三月三〇日中央大學で研究会を開

︵コ︶學會
し

法規出版肚は訴訟法との交錯に留意した優れた民法書である︒

も

あり︑また憂慮に及ばぬ︒差支へがないとする判旨は正當であるが︑
ち

ぎ︑中村宗雄博士の報告を中心として上告制限の間題を討議したほ

ち

﹁刑事判決で存在するものと認められたとい5ことはただその判決

か︑五月六日・六月コ四日爾日kも研究會を催した︒この間︑五月

︵四九一︶

したかど5かは別問題である﹂︵傍霜筆者︶といふのは︑いかがなもの

六三

をした裁到官がそう思つたというだけのことで︑果して眞實に存在

民事法ノート

民亭決ノ馨ト
コO・一＝爾日に慶照義塾大學で日本私法學會︑一二日夕には中央
︵三︶誤到事件懲戒決定

六月コ七日の官報によると︑最高裁判

大學で民事訴訟法學會の絡會が開かれた︒

所大法廷は六月＝四日︑誤判事件につき︑昭和コ五分第一號事件と
して決定を下し︑問題の四人の裁到官は最高裁到所判事としての職

義務に蓮反したものにあたるとし︑裁分限法コにより︑それぞれを

務の途行に必要な注意を敏いたもので︑裁四九にいはゆる職務上の

過料一萬圓に庭した︒前同にも力説したやうに︑本件のごときに政
ら︑ここに正道を踏んだ塵置がつけられたことを︑大きな慶びとし

治的解決を企圖するのは嚴戒するべき邪道である︒遅ればせなが
なければならぬ︒右の決定については少敷意見があり︑田中・塚崎・

澤田の三裁到官は戒告を相當と論じ︑眞野裁判官は分限法を蓮憲と
由が附せられてゐないから︑司法部の威信を損じた鮎むしろ過料が

断じて申立を却下するべしと述べた︒戒告を相當とする意見には理
ふさはLい・と反論して置くほかない︒眞野裁判官が裁到所規則に

は︑本欄が早くから主張してゐることで︑双手を撃げて賛成する

法律をもつてしても侵しえない固有の分野を認めるべLと論じる馳
が︑懲戒が全部的に規則の分野にはいるといふ所論は疑問である︒
ともあれ︑前同本欄︵㌫礪監︑二︶に自叢的善慮を求めた慮置を非難しで

伊

盲㊥

乾

の態度が改．められるに至り︑今同あたかも本欄主張のとほりに結末

懲戒を主張したところ︑そのご長官の交替を機縁として最高裁判所

︵一九五〇・七・二六稿︶

のつけられたことを︑深く満足に思はざるを得ない︒

六四

︵四九出︶

