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評贋すべきものと考える︒むしろ︑從來のわが國において︑あまり

灌として構成しようというその見解は︑今日においても︑十分高く

略ながら︑きわめて率直・明快であり︑受託者の権利を掲自の管理

あり︑けつして新しい研究ではない︒しかし︑ノルトの研究は︑簡

ではない︒また︑嚢表されて以來すでに約三十年を痙過したもので

この論文は︑わずか四十籐頁のものであり︑けつして詳密な研究

民Φ琶︵5曽︶を︑抄諜的に紹介しようとするものである︒

論文・﹁受託者の罐利﹂ ≦巴＄同2霞9儀曽oo幻Φ9さq雷円同Φ仁げ甲

説であるがfを代表するとも見られている︑ワルター・ノルトの

正確にいえば︑管理権という撮自の物灌的椹利をみとめようとする

をひくものがある︒本稿は︑ドイッにおける最も端的な物樺論Ii

學説の動向1とりわけ︑その物横読には︑つよくわれわれの關心

る︒ここにおいて︑わが國と同じくローマ法系にぞくするドイツの

慶

實

利

ノルトに よる管理権の構成i

信託行爲によつて受託者はいかなる灌利をもつか︑その反面︑委託
心をなすものとして︑古くから論雫の的とされている︒英米法にみ

者ないし受盆者の地位はどうなるか︑という問題は︑信託法理の核
られるような普通法と衡李法との二重構造を知らないわが民法にお
いては︑周知のとおり︑この問題は委託者ないし受盆者の有する灌

利がーとくに受盆灌を中心としてみて1物椹であるか．債灌で
は當初より︑いわゆる債灌説が支配的であつたが︑近時にいたり︑

あるかという形で提起されるのが︑常である︒從來の學説．到例で

中

権

信託關係の本質にマッチLた・より合理的な構成を試みよ5という

池

の

努力から︑從來の債権読にたいする反省が求められているようであ
受託者の樒利

内 田

者

信託をめぐる基本的な棒利關係ーすなわち︑具膿的にいえば︑

ま

受

四六

︵四五〇︶

さもなければ通読は︑委託者が﹁脛濟的に﹂灌利者であるとは読か

合致するものでないことは︑通説みずからも否めないところである︒

受託者の椹利

にも無親されすぎてきたのではなかろうか︒彼のこの研究は︑小研

受託灌は︑その性質上︑決して所有灌ではない︒これは︑操とん

じく取扱うような結論には至らないはずだからである︒

ないであろうし︑さらに︑委託者の法的地位を所有灌者のザてれと同
︵評詫破︶

ながら︑いわぽ︑まさに信託法關係の古典の一つともいうべきもの
であり︑こんご信託をめぐる椹利關係を研究するために︑逸するこ

とのできない基礎的文献でもあろう︒われわれが︑おくればせなが
ら︑ノルトの研究をとりあげた理由は︑ここにある︒

に方法が知られていなかつたばかりに採られた窮蝕の策である︒そ

れならば︑受託灌は︑その性質上︑何であろうか︒それは管理灌

ど雫う餓地がない︒債務的拘束をともなう完全灌という構成は︑他

く段巧巴εbσq臼9耳なのである︒自己の名において信託財産を管

ノルトの本論文は︑前後二部に分けられ︑第一部においては︑主

税封象としての信託財産の分析がなされており︑これらの批到的考

理する灌利なのである︒眞正の信託關係は︑委託者の財壼の一部分

としてドイッにおける從來の學説・判例の槍討︑および︑とくに課

論構成が試みられている︒理論的興昧の上から︑本稿においては︑

が︑アソグロサクソソ諸國における霞β辞8の役割である︒この

をその他の財産から分離して管理する目的で設定せられる︒これ

察にもとづき︑第二部において︑受託者の椹利をめぐる彼濁自の理

三二頁以下︶︒第一部の内容は︑課註および解題において︑簡輩に

とくに第二部に焦黙をおいて課出・紹介してみたいと思︑︶︵原著の

の同じ役割たりうる︒そしてまた︑これは︑今日ドイツですでに多

概念が認識されているなら︑これはドイッにおいてもまた︑受託者

籔存在している特定目的のための受託者の役割である︒自己名義で

なお︑原著の閲讃については︑畏友・川村泰啓教授の御好意によ

ふれるに止める︒

り︑中央大學圓書館所戴のものを利用させていただいた︒ここに特

不動産を登記している家屋ブロ！カー寓㊤垢琶巴昌霞︑億権者にた

理灌である︒問題となるのは︑實定法上もこのように受託灌を構成

かくて受託椹は︑その理念にしたがえば︑輕濟的にも法的にも管

ければならない︒

であつて︑雫ある時には︑この形態は︑その構成部分に分解されな

割と混合する場合がある︒この場合には一個の混合形態を生ずるの

捲保に際してよく見られるように︑受託者自身の利盆に奉仕する役

の受託者たる抵當椹者を想起せられよ︒受託者のこの役割は︑譲渡

いする辮濟のための會計槍査人切ぎ富昌9︑駐8︑建築業者のため

記して︑あつく御禮を申しあげるしだいである︒
︵一九五八年五月︶

管理灌としての受託者の権利
通説は︑受託者の灌利を完全灌＜o一マ9耳とみなし︑したがつ

て物についての受託者をその物の所有椹者︑債灌についての受託者
をその債灌者であるとする︒しかし︑かような見解が信託の性質に

できるか否かということである︒この構成が從來行われなかつた理

る︒﹁受託者﹂として規定が設けられているのは︑抵當銀行法匡ヤ

受託者なる名構を附し︑あるものには他の名構を附して規定してい

法律OΦ器言象霞＆Φ酸9Φ旨βσqq霞切即旨o旨Φ岩β晩曾脇ω9

︒Φ欝謬器鴇抄および建築債擢の捲保に關する
宕窪Φ一畠目冨巳おΦo

ω︒である︒抵當銀行受託者にたいしては︑その折々の抵當護雰債灌

して︑この構成が不可能だとはいわれていないのである︒管理権が
何であるかは︑すべての法律家には周知のことがらである︒つぎの

由は︑今まで誰もこのことを考えなかつたからにすぎない︒だから

ような法的類型を想起されよi遣言執行者︑夫︑父︑後見人︑保

いしては︑建築資金供與渚および建築債僅者の利盆のため︑管理権

者の利盆のため︑

としての法的地位が認められているのである︒この者は︑課せられ

が譲渡される︒この者には︑實定法の規定により︑管理人剛山Φ㎎霞

一定の管理椹が譲渡される︒建築債灌受託者にた

て︑﹁管理すること﹂昌く霞巧巴審目をその任務とする︵民法第二

護人蜀留㎎霞︑清算人︑破産管財人︑遣産管理人︒これらはすべ
二〇五條︑第二二七四條︑第一六二七條︑第一七九三條︑第一九一

た義務の履行につき︑すべての關興者にたいして責任を負う︒すな

四條︑第一九八五條︑商法第二二九條︑第二九八條︑破産法第六
條︶︒これらの﹁管理人﹂の中で︑特に受託者に類似しており︑ま

わち︑彼は掲自の灌利として管理灌を持つのであり︑すべての關與
者f建築資金供與者︑不動産所有者︑建築債灌者︑當該不動董に
ロ

一つある︒それは遺言執行者であ

た本來は受託者であるものが︑

る︒沼革上も︑これは受託者たる獅法のω巴日餌目から嚢したも
げ即β画

￠ロq

ついての物灌者ーにたいして︑猫立した地位に立つのである︒更

冨β鵬oげ即a富号Φ

円お

旨お

のである ︵の9巳Nρ

Qoげ巳身Φ屋︒ξΦまqロ的Φロ第一
騎ΦgΦ一胡曽e害﹈W霧一言霞＜obo

にまた︑債灌謹書の一般占有者に關する法律 O⑦＄欝冨時●島Φ
いずれにも

q9毛騨b臼q巨σqN9膚霧冨目Φロ叶警o房珪Φ〇一登β磯︶︒

條︑第一四條により︑債灌者集會から選任された二般代理人﹂

せよ︑これらの管理人は︑すべて實定法により規定されている︒疑

間となるのは︑法律の知つていない一個の管理人を︑更にこれらに

Φ9Φ一塁即9霞く霞霞雲霞があげられる︒そして︑とりわけ注目

よび同法施行規則第一〇三條以下に規定せられている・保瞼金請求

に債するものは︑再評贋法卜鼠巧需ε目鴨晩霧Φ言第六〇條以下お

加えることができるかということである︒これらの法定の﹁管理
つて︑自己の名において行使される管理灌を持つ・法律行爲により

人﹂にたいする制限條項βq目霞琶o置垢畠があるとか︑したが

さいごに︑民法第一一八九條にしたがつて︑無記名または指圓債

椹再許贋のための﹁受託者﹂である︒

債権者のために選任される﹁代理人﹂があげられる︒この﹁代理人﹂

灌讃書による債灌につき設定された抵當灌の實行に際して︑現時の

四七

︵四五一︶

は︑實務上は一般に受託者と呼ばれている︒この實務上の名稻は正

律行爲により定立せられた・自己の名において行使される管理灌を

受託者の椹利

法律は二︑三の場合に︑かような︑管理的受託者を︑あるものには

持つ管理人にほかならないのである︒

張は︑今迄のところ見當らない︒受託者こそは︑まさしく︑この法

定立される管理人を更に附加することはできないとかいうような主

oq

受託者の椹利

四八

︵四五二︶

要件とされているのである︒かくして法律は︑ここで登記簿による
取引になんらかの障碍が生ずることを防止するため︑登記能力及び

判例・學読も︑或場合については︑明瞭に同じ言葉は用いないと

定した民法上の受託者が存在する︒この﹁代理人﹂が代理人ではな

當なものである︒この場合には︑法律が或る特殊の場合のために規

しても︑かかる管理人たる受託者を認めている︒債権が委任者に残

の一般的な登記能力を認める可能性が明らかとなるのである︒

この者は︑現時の債灌者のために選任される︒すなわち彼は︑そ

存しているにもかかわらず︑第三者がその債灌を自己の名において

登記義務すらある受託者を設けたのであり︑このことから︑受託者

の財産を︑財産がぞくする者個人とは全く猫立して管理するのであ

くて受託者であるということは︑つぎのような法的特徴から明らか

る︒それ故︑彼の爲した庭分は︑その後の債灌者すべてのために︑

ている︒これは灌利の﹁行使のための授灌﹂国困目ぎ騨蒔5bσqN霞

行使し得るような形で︑債灌を第三者に譲渡できることは認められ

となる︒

また封して︑効果を及ぼす︒彼の庭分は︑その固有の灌利にもとづ

のΦ詳Φ目qヨ餌9gβ臓

く︒のみならず︑法律は︑明文をもつて︑このことを規定している︒

けだし︑民法第一一八九條二項によれば︑所有者は代理人にたいし

にしたがえば︑契約自由の原則である︒このことは︑類似の灌能を

㈱ωOGo臣口8●目O︶︒このような授椹が認められる根振は︑大審院

訴訟外たるとを問わず封抗できるのであつて︑このことは疑いもな

立委附により︑差押債権者にたいし︑自己の名において債務者の債

された債灌を取立てる質灌者の灌利に關する民法第一二八二條︑取

許容している法規の中に︑その確詮を見出す︒すなわち質灌の設定

︵甲函・ρおる8 ω蜜βげ

て庭分に着手することを請求できるーすなわち所有者は︑代理人

く︑受託者が獅自の地位に立つている場合にのみ可能なのである︒

とよばれている

自身にたいして︑より正確には受託者自身にたいして︑訴訟上たると

したがつて︑法律により代理人に認められている抵當灌の實行も︑

うな自己の名において爲す灌利行使のための授椹を許容するのは︑

権を取立てる椹能を與える民事訴訟法第八三五條︑九三六條︒かよ

︒8︶により原告において保護に儂
一つの新到例︵輿国●O●O一．ω．o

また︑ここにいわゆる代理人の固有の灌利から護するのである︒そ

訴を自身で提起する︒したがつて︑彼は當事者の役割をも果すので

されていない︒この授権は︑本質的には︑被授椹者を本稿に説く意

する利盆の存在する場合に限定されたけれども︑原則としては排斥

の性質上當然である甘ρq毘詫碧oρロ四にもせよ︑このものは︑

は︵彼が個人的に責を負わぬ限り︶︑その管理下にある財産に限定

とはならない︒その効果はただ︑授灌者︵すなわち︑われわれの意

﹁譲渡は存在しない︒被授灌者は︑形式的にも實質的にも債灌者

プは︑この選任の効果を︑つぎのように述べている︒

昧での管理人たる受託者に選任することにほかならない︒シュタウ

あり︑敗訴した場合には訴訟費用を負推させられるが︑負捲の範園
される︒これは︑破産管財人や遺言執行者の場合となんら異ならな

この﹁受託者﹂について特殊な馳は︑これが不動産登記簿に登記

い︒

されることであり︑このものの選任には︑不動窪登記簿への記載が

昧での委託者︶が︑第三者︵すなわち受託者︶の債権行使を︑あた

以上のようにシュタゥプは読いている︒これもまた︑信託という名

に︑取立委任裏書ぼ一︷器︒αo目帥目鼠註b画8鶏巨Φ9という承認され

において管理する灌能をともなつた信託的譲渡なのである︒さら

ている形式も︵それにまた︑持滲人批謹雰の場合の︑箪なる所持人

櫓は附されていないにもせよ︒現行法上認められている・自己の名

にも及ぶ︒被授灌者破産の場合には︑債灌者は取戻権を持つ︒債灌

たる資格も同じ︶︑これに厨する︒このことは︑債灌者にたいして取

かも授権者みずからが爲したのと同じに扱わなければならないこと

者は民事訴訟法第七七一條により異議の訴を起すことができる︒債

立委任裏書の効果がどんなに搬張されても︑全然關係ない︒けだし︑

である似第三者による訴が棄却されれば︑その到決の効力は債灌者

して︑この場合には︑本稿で主張する法律行爲による信託關係がき

務者は︑債椹者にたいして有する抗辮灌だけを主張できる︒﹂かく

では一致しているからである︒もちろん︑指圖謹雰においても︑持

完全灌を移韓する意思がないのにもかかわらず︑資格が移軸する馳

しかしこの現象は︑理論上も實際上も︑債灌についてだけに限

わめて明瞭に現われているのである︒

要素として特殊なモメソトが加わつているのであるから︑その結

参人携謹雰においても︑指圖約款や持参人梯約款の中に︑その構成

果︑この現象が他の信託の場合と完全には同じでないことは︑これ

定されるものではない︒しばしば論じられている株式の資格護渡
︵＜屯・幹雪げ吻認b︒︾eド一︒︶︒資格譲渡の効果は管理灌である︒

■Φ嘘江9暮δ匿評Φ濤声磐冒礪は︑これと同じ現象を含んでいる

を認めなければならない︒

選任されるか︑あるいは少なくともなんらかの方法で官聴に登録さ

上述した財團のために選任された管理人は︑いずれも官廉により

︵課詫3︶

この管理灌は財産権的灌能ばかりでなく︑人格灌的椹能すなわち議
て︑まさにあらゆる黙で資格譲渡が行われているのである︒シュタ

決擢ω菖巨筥おo巨を行使する灌利をも含むのであり︑したがつ

は︑法的取締の上から見て望ましいか否か︑との疑問が生ずるかも

れている︒このような財壼管理人を官聴の協助なしに選任すること

知れない︒かりにこのことが個々の財産の管理人には差麦えないと

ウプは︑かかる譲渡について︑もしも法學がこの取引現象を許容さ

果さないことになろう︑と論ずる︒この場合は︑眞正の譲渡ではな

その任務上︑原則として時の渦ぎるうちには︑嘗初の財産にたいし

しても︑全財趨あるいは集合財産の管理人についてはーこの者は

れないものと宣言しなければならないとすれば︑法學はその使命を
い︒けだし︑眞正の譲渡には︑所有椹移鵜の意思がともなうからで

とも見られよう︒かような私的受託者を設定することは︑法的取引

て補償財遼国嶺鉾N＜臼犀α鴨目を取得するからー望ましくない

ある︒當事者の意欲した内容は︑取得者が到外的には椹利者として
委雷し︑その権利を眞實の灌利者にかわつて行使することである︒

この法現象は︑我法では隅れられていない

この當事者の意思を實現する法的行爲を許容されないものとする理

由が︑何庭にあるか！

のような懸念は︑理由がない︑と私は考える︒遣言執行者もまた・

︵四五三︶

の不明瞭・不安定を助長するとの主張がなされるかも知れない︒こ

四九

けれども︑だからといつてその理由から許容されぬものではない︒

受託者の椎利

受託者の禮利

一個の私的受託者である︒これを邊任するのは被相績人であり︑官

五〇

︵四五四︶

條︶︒遺産裁到所も︑遺言執行人の申請により︑その選任について

して表示されねばならないのは︑もちろんである︵民法第二二〇二

際にかなりの資本が信託管理に委ねられる程度にまで︑この制度が

まず信託管理が私法上の特殊な一分野として承認され︑それから實

においても︑かかる監督は存在しない︒監督の問題が生ずるには︑

ドイッでは︑畏期にわたるかような監督は不必要と思われる︒銀行

アメリカの霞q終8目葛巳霧では︑このことが起つている︒

だろう︒

の謹明書を附與しなけれぽならない︵民法第二三六八條︶︒しかし︑

臆はなんら關與しない︒遺言執行者の就任受諾が遣産裁到所にたい

このことは︑潰言執行者の逞任が被相績人の純然たる私的行爲であ

通読にともな︶大きな難馳1これは形式的所有椹と實質的脛濟

利用されなければならないであろう︒

ある程度まで認めることが何故に不都合であるか︑理解に苦しむと

ることを少しも妨げるものではない︒ヨ生存者間の遣言執行者﹂を

ことにより︑直ちに解消するであろう︒果して︑また︑どんな場合

的所有灌との封立にあらわれるーは︑管理灌として受託挫を見る

に委託者は取戻灌と異議灌を持つか︑受託者は委託者の債椴者に封

ころである︒この職務の就任は︑委託者が生きているのだから︑官

とも︑生存者間の他の法律行爲の場合と同じである︒個別財産・集

よう︒委託者は依然として所有者であり︑したがつて所有者として

していかなる灌利を持つか︑というような難問は︑すべて解決され

聴にたいして表明する必要はない︒同時に特殊な誰明書の不要なこ

を︑官聴の介入なしに第三者にたいして譲渡出來るのと同じく︑か

の諸梅利を持つ︒受託者の債灌者は︑受託者にたいする債椹のため

の諸灌利を持つ︒受託者は管理人であり︑したがつて管理人として

合財産・全財産について所有灌・萱渡推保灌︑質灌その他の灌利
かる資本を第三者にたいして信託的に譲渡することも許される︒こ

もとより︑受託者の管理灌の内容︑範園︑その法律効果を構成す

に信託財産に手をつけることはできないのである︒

のような譲渡に︑取引上混飢を來さないような法的形式と法的効果
の任務なのである︒

とを賦與するのが︑裁判の任務であり︑また緊急の場合には︑立法

て︑容易に明らかとなるだろう︒大部分の場合に適用出來る典型が︑

一つある︒それは︑遣言執行者に關する規定である︒上述した債灌

ることは必要であろう︒この構成の詳細は︑實際上の適用に際し

の行使のための授椎においても︑ある特定の場合についての原則

信託的財産管理の螢業活動を︑より廣範園に公的監督下におく必

には私法上の保瞼契約と保険業者の公法的監督との間におけると同

である︒この問題は︑信託關係の私法的本質とは關係がない︒ここ

見出されている︒

が︑未だ充分に展開されてはいないが︑すでに到例︑學読によつて

要があるか︑というようなことは︑上に述べたことと全く別の問題

じ關係がある︒保瞼が取引において廣大な領域を占めるに及んで監

委託者の債灌者が信託財蓬にたいして執行できるか否か︑この問

督の下に置かれるにいたつたのと同檬に︑信託管理も︑管理される

資本がそれを必要とする場合には︑監督の下に立つことがあり得る

て︑完全権を取得せぬというような主張の爲されることは避けなけ

題は特に重要な意義がある︑と思われる︒これは︑原則として肯定

ればならないからである︒

記簿上の取引の安全のためには︑登記簿を信頼した第三者にたいし

の占有を失つているから︑果してこの執行が個々具豊的な場合に實

ら︑信託財産は原則と委託者の債務を負澹する︒委託者は信託財産

というような附記による﹁受託者﹂の登記は︑一個の簡軍な新法規

灌たる受託灌は︑灌利庭分の資格を與えるし︑またおよそ不動灌登

際上可能であるか︑という馳がAまた問題となる︒この可能性がな
の
いならば︑委託者の受託者にたいする請求灌だけが執行の封象たり

當権については特殊の場合︵民法第一一八九條︶に︑かかる規定が

を設けることによつてのみ可能となろう︒ただし︑前述のように抵

されるべきである︒委託者は依然として信託財産の所有者であるか

得よう︒受託者の管理に服する灌利は︵民法第二二二二條と逆に︶

権者のための受託者の登記能力に關する裁到において︵園Φo算碧h

設けられている︒高等法院国帥琶Φ彊Φ匡o耳は︑明示されない債

現在のところ︑﹁受託者選任﹂とか﹁受託者として何某選任さる﹂

受託者だけでなく︑委託者も裁到上主張しうるのが原則である︒委
託者はまた︑自分に残存している灌利を庭分することもできよう︒
般に受託者にたいしても．委託者にたいしても︑主張されえよう︒

信託財産にたいする請求灌は︵民法第二ニコニ條と一致して︶︑一

抵當灌者として登記されうることを認めた︒これによつて︑實は受

gOσ臼置且Φ詔霞・蜀属︒︶︑﹁信託的﹂旨身母舘駐魯にもせよ
受託者に﹁附託﹂目・富冨ロされている債権について︑受託者は

託者の登記能力が肯定されたのである︒何となれば﹁附託﹂浮器

現行法上は︑遣言執行者の灌利に比して︑受託者の灌利には︑たし
権を登記簿に登記するのが不可能なことである︵不動産登記法第五

魯曾は決して自己固有の灌能を意昧するものでなくーさもなけ

かに一つの制限がある︒それは遣言執行者の登記にたいして︑受託
三條︶︒ここに法律を塚てのみ能く救いうる難融がある︒しかし受

は︑灌利行使のための授灌の場合と同じく︑ある特定の人との結付

るからである︒しかしここで明らかとなることは︑債椹において

きが︑はなはだ弱くかつ浮動的であるところから︑明瞭な理論上の

ればこの言葉は用いられなかつたであろうー信託的灌能を意昧す

登記されている場合には︑この灌利は到外的には完全権たるの資格

託槽を管理灌と見ることは︑登記された灌利についても無意昧なわ

目Φ阻註日即註昌を與えるけれども︑蜀内的には信託的管理椹たる

認識︑確謹なしに二重の灌能∪εbΦぎΦお9註讐β的が認められて

けではない︒受託灌として設定さるべき灌利が︑不動産登記簿上に

に過ぎない︒何となれば︑物灌的合意は︑この場合には軍に受託権

いることである︒

反の行爲は刑法第二六六條第二號により可罰的であるか︑という馳

ここに主張するように受託灌を見ると︑間題なのは︑信託義務違

︵謬註4︶

の設定だけに關しているからである︒かくしてこの灌利は︑個々の

は︑この第三者がその灌利の性質が受託権であることを知つていた

場合には物灌的臼冒旭一9に制限される︒第三取得者にたいして

︵四五五︶

である︒この規定は︑しかしながら︑委ねられた財産を故意に委任者

五一

場合でも︑この物権的制限は主張さるべきではない︒けだし︑管理
受託者の椹利

五二

︵四五六︶

ができる︒軍に信託的管理灌だけの問題であるのにかかわらず︑當

受託者の椹利
の不利盆に庭分した﹁任意代理人﹂切Φ＜o一一日ぎげ試讐Φのみに關す

を受ける場合には︑この契約が良俗に反し︑かつ債椹者加害の目的

事者が完全椛を移韓する意圏をもち︑これによつて債擁者が不利盆

で行われたことは明らかである︒したがつて債灌者加害を目的とす

る︒われわれの意味における受託者が任意代理人にきわめて類似し
い以上は︑刑法第二六六條第二號によつて受託者を庭罰することは

こととなる︒どんな理由から︑信託的管理灌自膿のかわりに完全灌

る儒装信託關係に過ぎない護渡は︑後になつてその効力を奪われる

ているにもせよ︑爾者は同じものではない︒刑法上類推が許されな

できないであろう︒しかし︑これは︑法の不備と思われる︒﹁任意

灌者から奪う結果となる限りでは︑このことは︑主としてかかる表

捲保が︑推保の目的に役立つことなく︑軍に辮濟の引當たる物を債

が譲渡されたのか︑という黙は︑常に間われるべきであろう︒譲渡

代理人﹂という表現は︑狭きに失するもので︑これを蟹張するか︑

もしも實務上︑受託灌が管理灌として受容れられるなら︑一般に

あるいは﹁受託者﹂の概念を附加して規定を補完すべきであろう︒

信託的灌利移樽は︑その實臨に即して︑本灌の移韓をともなわない

見的譲渡澹保についても問題となろう︒

譲渡さるべきものが受託灌であるか︑それとも債務的拘束をとも

管理椹の移轄に過ぎないものと理解できるし︑實務上も︑このよう

なう完全権であるか︑というのが個々の場合に疑問なことがある︒

に理解されるだろう︒何となれば︑ここには法律行爲の内容に合致

し︑かつ封外的にも・到内的にも一貫した性格を持つ︑庭分の一形

るのに公的認可を必要とする︒この認可を受ける手績を同避するた

たとえばハンブルグにおいては︑外國人が不動産の所有灌を取得す

めに︑家屋ブローカーあるいはその他の仲介人が︑かかる外國人の

式が存在するからである︒しかし︑このことは︑個々の信託關係にお

ではない︒もちろん︑これは當事者の自由である︒その灌利を特定−

いて當事者がなお完全灌を移軸する意欲を持つことを排斥するもの

り︑官聴にたいして隠蔽されたりはしない︒受託者はまさしく形式

る︒この手績は許容さるべきものと見られているので︑黙秘された

的所有者であり︑それで公法規定は充たされているのである︒この

受託者として︑自分の名前で取得することが︑しばしば行われてい

ことは︑すべての場合を通じて︑意思解繹の問題であろう︒使用さ

の方法でのみ行使するという債務をともなつた完全権の移縛を行う

れた女言は︑無條件に解繹の基準となるものではない︒文言の上か

なう完全灌か︑ということが問われるであろう︒この場合は受託者

場合に當事者が意圖したのは︑信託的管理椹か・債務的拘束をとも

可能性は︑なお存在する︒當事者にいかなる意圖があつたかという

らは所有椹・債権が譲渡されていると見える場合でも︑實はそれに

なる意思だけが︑私法上の關係において存在しうるからであ6︒

れ自膣が認可の前提となるのであり︑公法上の關係にとつて前提と

が完全権を取得したものと︑私は考える︒何となれば︑灌利取得そ

よつて︑ただ箪に信託的管理槽能だけを譲渡する意圖に過ぎないこ
とが︑ありうる︒

當事者の意思が某準となるとしても︑當事者の脱法的意圖は︑信
託的管理権を承認することにより︑きわめて容易に挫折させること

﹁會杜債灌者を害する意圖を︑被告人がどこから引出そうとする

計検査人に關してであつた︒控訴院は次のように答える︒

のかは︑明らかでない︒當該契約の目的および内容は︑むしろ適法

その性質共信託的譲渡にぞくする行爲としては︑會計槍査人
にたいする破産的辮濟を目的とし︑これによつて浦足されない債灌

ωま冨旨Φ︿冨8にたいする全資産の譲渡があるが︑これは債灌者

にその割合に懸じて分配するという當該契約において原告に課せら

かつ合理的である︒原告の地位および人格は︑會肚財産を債灌者間

れた任務の途行を︑保詮するものである︒原告自身の言に從えば︑

を冤除する内容のものである︒この和解は︑溝算和解目︵唱置暮一−

債権者全騰は︑債務者の提案にもとづく當該契約の實行における方

o屋く臼胆99とよばれている︒この手績は︑近時︑以前にまして
ない︒これは︑債椹者にたいしてすべての現存財産を與えるけれど

多く利用されるようになり︑これがある長所をもつことは否定でき

あり︑したがつて︑

が︑所有者軍濁による清算もしくは破毒手績におけるよりも有利で

いずれにせよ不利盆を受けないであろうこと

も︑將來に向つては債務者の勢働力を再び自由にする︒他面︑この

いる︒すなわち︑合名會肚︵かかるものが問題となつた︶の全財産

ところが︑それにもかかわらず︑擦訴院は異議の訴を棄却して

が︑認められる︒﹂︐

手績は受託者が絶封に信頼できることを前提とする︒そして受託者
に充分信頼がおける場合であつても︑なお果して受託者にたいして

したか︑算定された費用額が相當であるか等々の問題が︑個々の場

に該當する︵これには民法第三一一條による公正謹書は不要であつ

もしくはほぼ全財産の譲渡は︑民法第三二條の意味での財産譲渡

實際に全財産が譲渡されたか・受託老がそれを實質的に李等に分配
合に残つているのである︒ちなみに︑この間題については冤除和解

たろう︶︒したがつて民法第四一九條により會計検査人の責任が存

が財産分配と結びついているか否かとの匠別は︑無關係である︒
﹁受託者﹂の介入なしには︑この手績は︑自ずから不可能である︒

差押えられた物の返還を請求することはできない︒以上が︑擦訴院

在する︒會計楡査人はその債灌についてなお責任を負うのだから︑

の理由とするところである︒これにたいし高等法院は︑この契約は

けだし分配の公正を保謹するものが全くないし︑また債務者にたい

る資壼の譲渡は︑從來は完全槽の移轄たる効果を有した︒個別執行

する個別執行は︑もちろん可能だからである︒會計槍査人にたいす

者もこの加害を認識しているのだから︑この契約は取潰しうべきも

手綾に同意せぬ債灌者にたいする加害を含むものであり︑契約締結

のであると︑読いている︵ω雷号ピo・ooα窃囚四唐目霞鵬Φ民9富旨

にたいして︑會計槍査人は異議の訴を提起した︒このような異議の

している︒この異議の訴にたいして︑差押債権者は︑この譲渡が債

訴について︑多くの場合に擦訴院○冨巳き盆茜Φ民o冨が裁判を下
灌者加害の意圏を以て行われたと抗辮した︒ハンブルグ擦訴院は︑

五三

︵四五七︶

理解されることになろう︒このことが利害關係人にまず與える利鮎

信託的管理灌を認めれば︑この契約は︑かかる灌利の根櫨として

q魯目仁︒一〇b︒O●G︒名謡㎝一枯㎝︶c

︵国魯房Φ暮駐昌ΦOΦ鼠9富N9ξ目的鰯

bΦぎ一●這鐸2いe︶︒問題となつたのは︑ひろく信用のある會

加害の意圖を否認している

受託者の椹利

は︑この理由から契約は無効であるか︑もしくは取消しうべきもの

能性を確保する目的で︑受託灌の代りに完全灌が譲渡された場合に

︵四五八︶

は︑債務者が法的主膿たる地位に腕して會計槍査人が法的主豊たる

であろう︒故に會計楡査人は︑財産を自らの手中に納めて差押を現

五四

地位に就くことにともなう︑實質上・形式上・税務上の錯綜が消え

實には一懸不可能とした場合も︑場合によつては︑取浴の理由から

受託者の椹利

ることである︒しかし︑この場合にもなお︑債務者および受託者に

ら信頼するに足ると見られるか否かの匠別ーこれは決して望まし

たいする關係で︑債灌者たる地位がいかに到噺さるべきかという問

いことではあるまいー︑果して双方の側に全き公正があつたか・

ば︑更に個々の場合について︑果して當該の會計槍査人が裁到所か

きる場合には︑もくろまれた清算を排除しうるのである︒しかし︑

實質的に破産の場合のように正しい手績の實施が行われたか否かの

その物を再び庭分しなければならないことがある︒そうでなけれ

受託者が全財産を取得してしまい︑それらがすでに受託者名義とな

匠別ーこれは至難のことであろうーをしなければならないこと

題がある︒同意せぬ個々の債灌者には︑上述のように︑個別執行が

つている場合には︑個別債灌者はこの財蓬に執行できないであろ

許されなければならない︒したがつて個別債灌者は︑財産に執行で

う︒この時には︑債構者は︑受託者にたいする債務者の請求灌のみ

になろう︒

のみが信託的に譲渡せられた場合でも︑全債灌者が同意している

私の考えでは︑この手績の實行が可能であるのは︑契約で管理構

々の場合について爲されようと︑常に公的機關の協力のもとでのみ

だし︑その場合の受託者の選任は︑それが一般的に爲されようと個

る特定の目的のために適當かつ實際的に利用することであろう︒た

にすることは︑望ましいものであろう︒これは︑管理的受託者をあ

つて債灌者に封し資塵を清算的に分配するというこの手績を︑可能

しかしながら立法論としては︑和解の有無を間わず︑受託者によ

を差押えることができよう︒ただし受託者は︑かかる請求灌が個々

の債灌者に割當てられる分け前の限度でのみ存立する旨の抗辮を出

か︑または少なくとも執行庭分を度外覗している場合に限る︒受託

すことになろう︒

者にたいする資産の移軸は︑全債灌者の同意を前提として行われ

二六年六月上程され︑目下審議に付されている破産圖避のための和

者がすべての關係人にたいして責任を負うのは當然であろう︒一九

り︑ちなみに︑この手績においては裁到所はなんら關與せず︑受託

これはすでに存在するのだから1箪に信託手綾に關するのであ

ないならば︑この手績は個々の債椹者にたいする加害を含むことと

加害とは見ないことを前提とする︒債椹者達がこの黙で一致してい

解に關する法案は︑かかる可能性を規定していない︒これは︑遺憾

決定されるべきであろう︒もちろん︑問題は破産手績ではなくー

なる︒ここにおいて︑高等法院の裁到は︑結論的に是認されなけれ

る︒債穰者の意思を無覗して行われる清算的辮濟のためには︑破産

ばならない︒譲渡されたものが管理灌であろうと完全灌であろう

なことである︒債務者が責任を負い決算の義務を負うべき相手は︑

手繧がある︒したがつてこの契約の有効性は︑債椹者がこの手績を

と︑このことは︑なんら異ならない︒ただし差押を冤れ︑異議の可

における監査人と同様な監査人に過ぎない︒このような監査人が無

規定されていない︒この法案に規定されている仲介者は︑螢業監査

この場合にはある一定した目的に奉仕し︑かつ一定の公椹的協力と

ある！

ら︑しかもなお債務者がその財産の露分灌能を保有するというので

いう特殊性をもつ管理的受託者を採用する必要があることを示すも

この論議は︑立法にたずさわる機關にたいして︑ともかく

意昧なことは︑世なれた企業家の常識であり︑また管業監査の脛瞼
がこれを實謹している︒この監査人が存在しても︑和解實行の間に

のである︒

適用するなら︑おそらくは修正されうるものであり︑この場合は無

更にいま一つの目下上程されている法案は︑信託の観念を正しく

財産が債灌者の不利盤に減少するのを防ぐことはできない︒それ故
に︑このものの存在によつては︑けつしてその間の債務者の不信は

5巳OΦ員︶が︑これである︒登録質の公示性は債務者の信用を害

用の法案となろう︒登録質の實施に關する法案︵ぎ霞㊤的国Φ日響げ

排除されないのである︒

債灌者にたいする辮濟と和解の實現のため︑裁到所の協力のもと

として綾行されるとするのである︒しかるに︑手練開始の申立に際

ところが︑それにもかかわらず︑法案によれば︑個別執行は依然

それにより根本的に解滑する︒しかしここに主張する見解に從うな

る︒もしも裁剣がこの濫用を庭理できるなら︑登録質の必要性は︑

質を求める彊い要請は︑まさに譲渡捲保の濫用から生じたものであ

の登録質にたいしては有力な現實論が反封している︒しかし︑登録

するから︑實務家は皆この制度を忌避するであろうとの理由で︑こ

に受託者が選任さるべき場合には︑債務者が受託者とともに和解を

實現すべき一定の短期間︑個別執行は︑もちろん保留されなければ

して債務者は︑債灌者過牛数の書面による同意および債権額の過牛

の物が債灌を超過する範園では︑軍なる受託者たるに過ぎない︒し

ら︑この濫用は大部分塵理できるのである︒捲保物の所有者は︑そ

なるまい︒

たることを提示Lなければならない︒少なくともその三〇パーセン
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︵四五九︶

セ

される︒他の場合には︑その物が債灌の浦足に不必要な範園で執行

なければならない︒もしかかる事實が疏明されなければ︑執行は許

ち

この法案は︑その理由においても︑規定の上でも︑清算和解の可

が許される︒

む

能性を考えていることは明らかである︒この實行は︑受託者が介入

してのみ可能である︒かかる受託者を抜きにして行う和解の貸行

託椹のもとにおくのが自然であるし︑また︑そうするなら各場合に

五五

實際上よく行われている信託財産の特殊な事例は︑管理椹たる受

を︑この法案がどう考えているのかは︑不明である︒債灌者が債務
者の財産の分配にたいして残額を放棄する旨の和解をしていなが
受託者の槽利

受託者の椹利

適富した規制が生まれるであろう︒慈善︑公盆等の目的で行う﹁寄
は疑ない︒しかしまた︑寄附者がその所有灌を放棄しようとしてい

附募集﹂を想起されよ︒この寄附金が募集者の所有に移らないこと
ることも明らかである︒募集者が受託者であり寄附金を管理する任
は︑その本質上︵混合が生じない限り︶︑管理人たる受託者がこれを

務をもつということから︑この問題は解決される︒故に︑所有灌
再議渡するまでは︑寄附者に残つているのである︒募集者は横領の

非猫立的財團︑すなわち︑みずから特に法人を形成することな

責任を負うことがありうる︒

く︑臨存の法人格に依存する財團においても︑事情は異ならない︒
別段の規定がない限り︑この場合の法人格も管理的受託者である︒

したがつて︑この法人格は︑前述の募集者と同じ立場にある︒原則
として募集者は所有者ではないけれども︑募集者は更に譲渡するこ

とによつてのみ他人を所有者にできるのであり︑かつそうする義務

ドイッの通説は︑わが國におけると同じく債椹説であり︑

を負うのである︒

註

五六

︵四六〇︶

いしては委託者に異議の主張︵民訴法七七一傑︶をみと

めるにたいして︑委託者の破産の揚合には︑受託者に別除椹を

みとめる等︑實質的に委託者を所有樺者とほぽ同様に扱つてい

幻①︒耳幹H︵這呂︶ψ爵㎝二﹃魯目弩♪2鴨旨Φ首霞．㌧Φ一一

る︒国目①8段拐2甘窓畿Φざ冨ぼ宮号畠の窪頗Φ岳g臼

ω巴9習Bは︑ゲルマン法における受託者の原型とされる

︵一〇器︶ω6器ご国．即・Q●まooO●O♪ooO刈●お︾一曽娼の名●

もので︑フランク末期から中世にわたり行われた一種の財産管

︵2︶

理人である︒その主たる制度的目的は︑遺言禁止の同避にあつ

ランゴバ

即ΦOザ♂o
o鵬ΦooOげ叫騰叶一ざ﹃Φ

㎝︒この制度は︑

た︑といわれている︒ω冨げΦ目ダU騨oo

ルト法において︑遺言執行者の制度に獲展したが︑ドイッ民法

B目Φ9げ㊤口山＜Φ目げ鋒叶b駐︵一〇ωo
o︶ψ

上も︑遺言執行者は一種の受託者たるものとみられているρ

﹁信託行爲と信託i法律行爲による信託關係1﹂︵二︶法學

国甘マOo冒鱒国目再g騨︵一3㎝︶㈱旨o︒H目なお︑四宮和夫・

ここでは︑遺言執行者・夫・父・後見人・清算人・破産管

協會雑誌五九巻二號三一頁以下滲照︒

財人・遺産管理人等を指している︒

︵3︶

︵4︶⇒Φ昌弩眞Φ零匡眸と困倉母胃駐昌霧O窃9餌陣と

に由來し︑このローマ法の制

信託行爲により受託者は委託者から完全な椹利を取得するので

ロ！マ法のゆq50宣

の信託を田山9母遭駐魯Φ日お循げゆロαとよび︑これにたいして︑

を有していたところから︑ドイッ法上も︑とくにかような内容

度が僅利行使上の債務的拘束をともなう完全灌の移韓たる性質

恩曽目は︑

は︑ドイツ法上︑しばしば同義に用いられているが︑もと閨一−

︵破産法四三條︶をみとめ︑また受託者の個別債樺者による差

利者であるとして︑受託者の破産にさいしては委託者に取戻椹

について︑受託者は法的椹利者であるが︑委託者は紹濟的に灌

受けるにすぎない︑と論く︒しかるに︑他方︑通論は信託財産

あつて︑信託目的に從い受託者は委託者にたいし債務的拘束を

︵1︶

羅

押にさ

かしこの説は︑條件に親しまない行爲については適用できず︑條件

委託者の地位の強化をはかつた最初の努力として注目に贋する︒し

ω●H︵一〇巽︶ω●躍bo・

ソ法固有の信託を法制史的に究明し︑現行法上も受託者にかような

文﹁ランゴバルト信託と遣言執行に至るその攣遷﹂においてゲルマ

理的信頼關係たる本質的性格を無覗するものであることは︑シュル
︵2︶
ツェみずからも︑認めるところである︒Lかしシュルツェがその論

まる等の難黙があり︑さらに︑條件という構成それ自瞠が信託の倫

成就以前の委託者の地位は軍なる期待灌としての保護をうけるに止

の巴9帥巨や目Φ辞P目Φβ審く巳ざ霞Φ9霞を典型とする制限

題

OΦo
ロΦ言げβoげ

る︒＜σq一︒ωげ帥q島b騎Φ5国O﹈β﹈BΦ目σ即目凶讐βげ郎H騎Φ緊ばOげΦb

げ㊤bq︵曽ΦげΦ同甘鉾鉾O●ω︒boお︶とよんで匠別する論があ

︼β㊤目︸勲鉾O︒ω●器一yあるいは自Φ9叶のOげ目ΦOプ菖ざげΦ目HΦ午

物椹的椹利移韓の内容の信託を︑O崩Φb8目お5げ9ロ画︵■Φ﹃

解

果して︑シュルツェの研究を契機として︑ドイッの學界では︑委
託者ないし受盆者に本來の所有者たる地位を認め︑その反面︑受託

の大きな功績といわなければならない︒

制限物灌的な灌能を賦與し得る可能性あることを指摘したのは︑彼

ゲルマン法との蜀立・抗雫の過程に注目しなければならない︒とい

者には軍なる管理灌能のみを與えんとする︑信託關係の再構成が︑

ドイツの信託法理論におけるノルトの位置を知るためには︑何よ

うわけは︑現行法上︑受託者の地位をいかに理解するかという問題

これである︒資格授與読は︑権利腱分のための抽象的な資格形式

家々と試みられた︒すなわち︑資格授興読︑授檬読︑管理灌詮が︑

りも︑彼にいたるまでの學論の推移と︑その底に流れるローマ法と

は︑けつきよく︑ゲルマン法の土壌に育てられた信託制度が︑近代

この意味において︑ノルトの理論的系譜をたずねてみると︑まず

本灌が同時に移韓すると否とを問わず︑他人に一定の庭分灌能を生

国89巴一Φ鴨鮭唐餌註目が存在する場合は︑この資格の移軸により︑

ローマ法の蚕一的・形式的合理性と︑どの程度にまで調和できるか

の提

いては抽象的資格形式と實質的灌能とを蔵然と分離するところか

ずると読くもので︑その根族を指圖謹雰における裏書︑所持人梯謹
ハ ロ
雰の所持︑動産の占有︑不動産の登記等に求めている︒この読にお

という問題に露漕するからである︒

唱による解除條件説であろう︒彼の基本的立場を要約すれば︑受託
解除條件として︑受託者は信託財莚上に権利を有するのであり︑こ

ら︑受託者の實質的固有の灌能を読明できないとの非難があり︑形

指摘しなければならないのは︑シュルツェト回陸包ω9菖器

者による信託義務違反の露分・債灌者の執行・信託目的の漕滅等を

ち︑ドイッ民法第一八五條によれば︑非灌利者の爲した庭分は権利

式的資格に實質的裏付けを興えんとする授灌読に稜展する︒すなわ

︵1︶

の條件の成就により︑権利は當然に委託者に蹄馬する︑とい︑︶ので

五七

︵四六一︶

者の同意国甘＆霞讐目鵬を得て有効とされる︒したがつて非樺利

ある︒この読は︑時期的にも・また理論的にも︑從來の通誘到例が

固執するμーマ法的構成の国倉母胃駐9Φ宙話g冨目qにたいして
受託者の椹利

︵四六二︶

るように︑彼の引用する法定的管理人は︑いずれも登記登録等︑な

五八

ない管理人が︑果して彼の読くように容易に認められ得るものかど

受託者の湛利

者の立場よりみれぽ︑灌利者のかかる同意の表示は︑自己の名にお
いて他人の灌利を庭分し得る法的権能の賦與を意昧することにな

故に︑−公示は必要でないと読くけれども︑公示が必要か否かは取引

ノルトはこの疑問に答えて︑遣言執行者の選任は私的行爲なるが

んらかの方法で公示せられているのであり︑かかる公示方法を持た

る︒ただし民法第一八五條は︑本來の灌利者に庭分権能あることを

うか︑なお多分に疑問とせざるをえないのである︒

︵鰐︶

前提とするから︑授灌読の立場よりすれば︑灌利者と同意を受けた
が︑これは信託關係における受託者の排他猫立の槽能に適合しない

の行爲かとの匠別と直接に關係するわけではない︒受託者の灌利を

上の要請の間題であつて︑管理人選任行爲が公法上の行爲か私法上

非灌利者との双方に灌利行使の灌能あることを認めざるを得ない
結果となる︒かくて民法第一八五條によりながら︑より一般的に︑

以て一種の制限物権と見る立場に封して︑ノルトは物灌法定主義に

灌利の存在それ自膿ωΦ暮魯曾と灌利の行使灌能卜霧ま＝β騎と

反すると攻撃し︑それは管理灌であつて物槽ではないと主張するけ

パちレ

場する︒ノルトの立場は︑これにぞくするものといえよう︒

を峻別し︑行使灌能の譲渡を以て管理灌の設定とみる管理灌説が登

をえないσまた︑信託違反の庭分による悪意の第三者の構利取得

上︑ノルトの非難は︑かえつてノルト自身にも當るものといわざる

を︑ノルトは︑管理灌の存在それ自騰が灌利移斡の資格■Φ鴨註目甲

れども︑信託的管理灌を以て本灌に到する﹁物槽的制限﹂とみる以

の灌利は︑ノルトの説くような法律行爲により設定される管理灌と

試○βとなるとして︑これを肯定しているが︑

纏濟的には委託者ないし受盆者の利盆代理人H暮臼霧器ロ︿霞霞−

い5構成で︑一感の解決に達したかのごとくである︒たしかに受託

9霞でありながら︑法的にはこれと稿立した地位を占める受託者

者の脛濟的地位に印した構成こそ︑ノルトの最も努力を梯つたとこ

き管理灌と云う構成の敏馳を資格授與誘で補おうとするもので︑管

ノルト

このことは︑公示な

ろであり︑特に課税の蜀象としての信託關係をとりあげて受託者の

ゆる馳で疑問の飴地を残さぬほどには明瞭でないことにある︒すな

しかし問題は︑ノルトの主張する管理灌の内容が︑必ずしもあら

は彼の立場は︑むしろ授灌詮に接近しているかのようにも見られ

は何であるか︑この酷は必ずしも明らかとされていない︒この黙で

えれば受託者の管理灌に封鷹して委託者に﹁残存する灌利﹂の内容

認めるが︑この委託者みずからの灌能は何に由來するのか︑いいか

は︑受託者の管理下にある槽利について委託者の槽利行使の灌能を

理灌説の不徹底を示すものにほかならない︒さらにまた︑

わちノルトは︑管理槽の内容はすべての法律家にとつて自明のこと

器Φ巳ゆ的Φを明らかとした馳は︑高く評償されなければなら

の實例としてあげ︑とりわけ遣言執行者を現行法の認める典型的受

要するに︑管理権の内容を自明のものとして前提Lながら︑その

であるとし︑後見人︑破産管財人︑遺言執行者等を現行法の管理人

託者として彼の理論的根按とする︒しかし︑ノルトみずからも認め

る︒

ない︒

ぼ審器

の理論の難黙と︑そしてその護展性がある︑ということができるで

前提に實は未解決のものがふくまれているというところに︑ノルト

右に摘記したようなノルトにたいする多少の疑問も︑管理灌なる

あろう︒

ものの本膿がむしろ今後の研究にまつべき未開拓の分野たるところ
の仕事は︑それだけでも︑没すべからざるものではあるまいか︒と

から生ずるもので︑この庭女地に一つの新しい道標を打ち立てた彼

のもとに再び機能的に分解してゆくゲルマン法の思想的潮流を︑わ

もあれ︑いわばローマ法的箪一絶蜀の所有灌を︑﹁契約自由﹂の名
れわれは︑ノルトの管理灌という構成のうちに感得するのである︒
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︵四六三︶

