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昨年、平成２４年度中央新人研修の受講者に

対して、「司法書士としてどのような業務を
中心として行いたいか」というアンケート調
査を行った。それによると、第 １位が「不動
産登記」、以下、２位「成年後見等の財産管理」、
３位「商業登記」、 ４位「裁判」という結果
が出た。不動産登記と商業登記を合わせてそ

の割合を見ると、約６２％となる。

「アンケート結果に対して意外だと思われ
る会員も多いかもしれない。」と私は思った。
「新人の登記離れ」という言葉がここ何年
か前からよく聞かれるし、日司連も使ってい

たことは確かである。現在もその言葉を使う

会員はいるかもしれない。そして、「登記離れ」
という言葉には、新人が登記に対して距離を

置いている、少なくとも登記業務を中核の業

務と捉えていない、もっとストレートに言え

ば登記に対する思いが薄れている、というイ

メージを連想させるものがあるのだろうと考

えていた。

従って、主に取り組みたいと考える業務の

トップに登記業務が挙がったという結果に対

して、ちょっと意外だという感想を持つ会員

がいるのではないか、と私は思ったのである。

よく考えてみると、「登記離れ」について
統計的な検証を行ったわけでもないし、「登

記離れ」という言葉に対して共通認識があっ
たわけではない。先ほど述べた言葉のイメー

ジも私が勝手に想像したものでしかない。私

も使ったことはあるが、その言い回しが何と

なく語呂がいいということで、言葉だけが一

人歩きしているのではないか、という心の引

っ掛かりがどこかにあった。だから、最近は

その言葉は使っていなかったが、少なくとも

新人に対して、登記に対する思いが薄いとい

うイメージを持つのは、我々の態度としては

よろしくないであろうと思っている。

司法書士の業務が多様化しているのは間違

いない。登記事務、裁判事務、財産管理事務

という大きな柱となる事務があり、それぞれ

の事務についてはその範囲が広がりを見せて

いる。もちろん、例えば、登記事務には不動

産登記と商業登記、裁判事務には民事と家事

あるいは代理と書類作成、財産管理事務には

成年後見等裁判所から選任されて行うものと

契約による任意代理等、それぞれの事務でい

くつかの枝分かれがあり、それらの各事務に

おいてもさらに範囲が広がっている。業務範

囲が広がると、司法書士ごとに得意分野とい

うものができて、ある程度分化が進むことも

予想される。得意分野が生まれるのは、その

司法書士がたまたま置かれた環境によって経

日本司法書士会連合会副会長　今
いま

川
がわ

　嘉
よし

典
のり

司法書士業務の多様化についての雑感司法書士業務の多様化
についての雑感



3月報  司法書士 2013.11　No.501

験の積み重ねが違うことが要因となる場合も

あれば、単に好みの問題であることもあろう

が、得意分野は深化し、より専門性が増す。

医師に専門科ができるのと似ているとも言え

る。つまり、業務が多様化することによって、

司法書士の姿も多様化するということになる

のであろうと思う。それは、「市民の身近な
ところにいて、市民が抱える日常的な法律問

題に対応する暮らしの法律家」としての司法
書士の性格が変化していくということではな

く、そのような存在として活動するアプロー

チの仕方が多様化するということである。

冒頭のアンケートは、「登記、裁判、財産
管理という業務についてどのような比重（あ

るいはどのような優先順位）で業務を行いた

いか」を問うものではなく、「どの業務を中
心としたいか」である。したがって、登記業
務がトップに挙がったということは、登記事

務を自分の業務の中核としたいという新人が

一番多かったということになる。当然、登記

事務だけをやるという意味ではないであろう

から、言い方を変えると「登記事務の依頼だ
けは断らない」（受託義務の問題があるので、
「登記事務の依頼は積極的に受ける」と表現
すべきか。）、あるいは、「登記事務を積極的
に取りに行く」ということと考えられる。そ
して、アンケートに対して、「成年後見等の
財産管理」、あるいは「裁判業務」と回答し
た新人についても、同様の意識があると考え

てよいのであろう。そういう見方をすると、

先に「アンケート結果に対して意外だと思わ
れる会員も多いかもしれない。」と述べたが、
やはり「登記離れ」が進んでいると評価する
向きもあるかもしれない。これは感覚なので

何ともいえない。

司法書士の業務が多様化し、個々の司法書

士の姿も多様化していくことは、否定するも

のではない。しかし、司法書士という専門家

団体の総体としての姿を考えた場合に、アン

ケート結果に表れた順位のバランスが、今後

大きく崩れることがなければ良いが、と考え

たのであるが、皆さんはどうであろうか。

たった一つのアンケート結果によって、新

人司法書士の方々の行動様式まで読み取るこ

とはできないということは十分に理解をした

上で、感じたところを気ままに述べてきた。

アンケートに回答していただいた方の意識と

ずれがあるかもしれないことも予想される。

その場合はご容赦いただきたい。
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損害賠償の考え方

はじめに

債務不履行による損害賠償と不法行為によ
る損害賠償は、いずれも債権者または被害者
に生じた損害の賠償を目的とする点で共通し
ており、従って、これらの要件と効果も、可
能な限り同一の枠組みやルールに服すべきで
ある。これが、損害賠償法の基本構造を捉え
る際の伝統的な考え方であった。多くの判決
の中で採用されている解釈やルール、例えば、
債務不履行による損害賠償の場面での債務者
の責めに帰すべき事由を故意・過失等と読み
替えたり、不法行為による損害賠償にも民法
４１６条を類推適用したりする手法だけを見る
ならば、裁判実務もこの理解の影響下にある
と言うことができる。しかし、裁判実務がこ
うした解釈やルールの下で行っている実質的
な評価、上記の例で言えば、債務不履行領域
における債務者の責めに帰すべき事由の有無
の判断や、民法４１６条の（類推）適用に際し

ての具体的な考慮要素を検討すると、 ２つの
損害賠償の間には、本質的な相違が存在する
ようにも見える。言い換えれば、 ２つの損害
賠償を可能な限り同一の枠組みやルールによ
って規律しようとする方法は、必ずしも、裁
判実務の実態を反映し、紛争の本質を汲み上
げたものにはなっていない。
そのため、今日では、法形式と実態の乖離
を埋める意味も含めて、とりわけ、契約の場
面で問題となる債務不履行による損害賠償に
ついて、契約を考慮した形で解釈やルール化
が行われるべきであるとの提案がなされてい
る。また、民法（債権関係）の改正に向けた
議論の中でも、債務不履行による損害賠償に
おける契約的要素の重要性が明確な形で認識
されるに至っている。こうした動向は、債務
不履行による損害賠償と不法行為による損害
賠償の要件の相違や賠償範囲確定のあり方と
いった、本稿に与えられたテーマを考究する
際には、避けて通ることができないものであ
る。そして、実務家の立場からは、上記のよ

損害賠償法の基本構造
―債務不履行と不法行為の相違を起点とした素描―
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司法書士の業務に簡易裁判所における訴訟代理権、裁判所に提出する書類作成業務、それら
の事務について相談に応じる業務がある。訴訟遂行上、損害賠償請求をすることは多く、相談
の中で損害賠償請求を求める依頼者は多い。

民法の債務不履行による損害賠償、不法行為による損害賠償をはじめ、多くの条文で損害賠
償請求ができると明記されているが、その法律的な意味は何か、損害とはどういうものなのか、
損害の算定の基本となる考え方とはどのようなものなのかを知ることは執務を行う上で重要で
ある。精神的な苦痛に対する慰謝料をはじめ、日頃の業務の中で相談が多く見受けられる損害
賠償の事案について考えていきたい。
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うな議論の対立構図の中で、精神的損害の賠
償等の具体的問題が損害賠償の本質とどのよ
うに関わり、どのように規律されることにな
るのかといった疑問が生じてくるのではない
かと思われる。
本稿は、現在までの議論の到達点に留意し
ながら、債務不履行による損害賠償と不法行
為による損害賠償の要件＝成立の局面⑴及び
賠償範囲＝算定の局面⑵の枠組みを整理し、
それぞれについて両者の異同を明らかにする
ことを通じて、損害賠償法の基本構造を把握
することにより、損害賠償に関連した紛争の
解決・予防に直面した際の １つの基礎的資料
を提供しようとするものである。

１．成立の局面

一般的な理解によれば、民法７０９条の不法
行為による損害賠償の要件は、加害者の故意
・過失、権利・法律上保護される利益の侵害
（伝統的な立場では、違法性）、損害の発生、
因果関係（より正確に言えば、故意・過失と
権利・利益侵害との間の因果関係、権利・利
益侵害と損害との間の因果関係）の存在から
構成される。このうち、加害者の故意・過失
は、自らに生じた損害は自らが負担しなけれ
ばならないという損害の自己負担原則を前提
に、損害を加害者側へと転嫁することを法的
に正当化するための要素として位置付けられ
る。また、損害賠償責任の正当化事由として
故意・過失が採用された理由（過失責任原則
の基礎）については、理性を備えた法主体に
責任を課すことができるのは自律的な意思決
定が誤っていた場合に限られるとか、産業を
保護し市場経済の育成を図るためには故意・
過失がなければ責任を負う必要はないとのル
ールを設けておく必要があるといった、（そ
れぞれ意味は異なるが）行動自由の確保の要
請が挙げられてきた。更に、伝統的な理解は、
不法行為法の重心を個人から社会へと移行さ
せつつ、その本質を法ないし社会秩序の違反

に求めた上で、被害者の権利・利益侵害とい
う要件を違法性に組み替えたのであった。
伝統的な理解は、こうした枠組みを、ほぼ
そのまま債務不履行による損害賠償へとスラ
イドさせる。そこでは、債務不履行による損
害賠償の要件として、債務の存在、債務の不
履行、損害の発生、債務不履行と損害との間
の因果関係、債務者の責めに帰すべき事由が
挙げられ、前二者以外の要件については、不
法行為のそれと同じ位置付けが与えられたの
である。具体的に言えば、不法行為による損
害賠償の場面とは表現的に異なるはずの債務
者の責めに帰すべき事由が、不法行為法と同
じような形で、損害賠償責任を債務者に転嫁
するための要素としてのみならず、過失責任
原則に基礎付けられた債務者の故意・過失等
（正確に言えば、信義則上これと同視すべき
事由としての履行補助者の故意・過失を含む）
として定式化された。また、債務不履行の場
面で要件として明確に位置付けられることは
少ないものの、伝統的な理解は、民法７０９条
における権利・利益侵害から読み替えた違法
性という要件を、債務不履行の場面でも違法
性阻却事由（同時履行の抗弁権や留置権の存
在）という形で取り込もうとする。そして、
損害や因果関係に関しては、 ２つの損害賠償
の間で差異は存在しないと理解される。細部
に相違はあるものの、伝統的な理解では、債
務不履行による損害賠償と不法行為による損
害賠償の要件レベルにおける同一化が志向さ
れてきたと言うことができる。
しかし、上記の理解は、大きな理論的問題
を含んでいるだけでなく、必ずしも裁判実務
の現状に適合するものではない。
債務者の責めに帰すべき事由または過失に
ついて言うと、理論的な問題として、債務不
履行の場面においては、行動自由の確保を基
礎とする過失責任の原則は妥当しえない。契
約の領域では、約束は守られなければならな
いという契約の拘束力の原則が存在しており、
債権一般に関しても、およそ債権は履行され
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なければならないとの価値判断が共有されて
いるからである。こうした視点からは、債務
者の責めに帰すべき事由を故意・過失等と読
み替えることはできず、むしろ、約束や債務
を正確に履行しなかった以上は、原則として
その存在を認めることができるとの考え方が
導かれる。次に、判例上、債務者の責めに帰
すべき事由に関しては、その不存在につき債
務者が証明しなければならないとされている
が、この要素に不法行為法の故意・過失と同
じく損害賠償の要件あるいは根拠としての意
味付けを与えながら、両者の証明責任の所在
が異なる理由を理論的に説明することは困難
である。また、不法行為法において、過失は、
一般的に、予見義務に裏付けられた予見可能
性の存在を前提とする結果回避義務違反等と
して定式化され（客観的過失）、その有無は、
知識、職業、地位、経験、地域等において加
害者と同じカテゴリに属する、あるべき標準
的な人を基準として判断されている（抽象的
過失）。これに対して、債務不履行の領域に
おける債務者の責めに帰すべき事由の有無は、
裁判実務上、上記のような一般的かつ抽象的
な枠組みに依拠するのではなく、当該契約の
内容、性質、目的、契約締結へと至る経緯等
に即して、規範的に判断されているのである。
更に付言すれば、仮に不法行為法で権利・利
益侵害ではなく違法性という要件を立てると
しても、伝統的な理解が説く債務不履行領域
での違法性は、同時履行の抗弁権や留置権の
不存在と同義であり、これは不履行の有無に
関わるものであるから、この要件が債務不履
行による損害賠償で理論的な意味を持たない
ことは明らかである。
このような諸問題を踏まえると、債務不履
行による損害賠償と不法行為による損害賠償
の要件枠組みや、要件上の諸概念に読み込ま
れる意味は、根本的に異なるものとして把握
されるべきであり、その際には、それぞれの
制度目的が出発点とされなければならないと
言うことができる。

まず、債務不履行による損害賠償について
見ると、契約や債務の不履行の場面で最も重
要となるのは、言うまでもなく、当事者間で
どのような契約が締結され、どのような債務
が予定されたのか、また、当該契約の類型や
取引をめぐる状況等により、当事者の契約や
債務にどのような意味が付与されうるのか、
場合によっては、明示的に合意されたものと
は別に、当事者に対してどのような債務が課
されるのかという点を明らかにすること（＝
債務の存在）であり、その後に、こうした作
業を通じて確定された債務が正確に履行され
たのかを判断すること（＝債務の不履行）で
ある。これは、契約解釈（契約以外から生じ
た債務の場合には債務発生原因の解釈）の問
題であるが、そこでは、当事者が合意したこ
と、契約書に書かれていることの解明といっ
た狭い意味での契約解釈だけが問題となるの
ではなく、慣習、任意規定、信義則等による
契約の補充、更に、裁判実務に即して言えば、
（契約解釈と見ることができるのかについて
議論は存在するものの）契約からの排除や修
正といった作業も含む、広い意味での契約解
釈が行われる。こうして債務の存在・内容と
債務の不履行が確定され、その結果、債権者
に損害が発生したと評価されると、原則とし
て、債務不履行による損害賠償の請求が認め
られることになるのである。不法行為法とは
異なり、債務不履行の場面では、これに加え
て、債務者の故意・過失等の主観的態様、違
法性や権利・利益侵害の有無等を問う必要は
ない。
もっとも、債務不履行による損害賠償の場
合には、先行して存在する契約または債権の
履行請求との関係にも留意しておかなければ
ならない。判例によれば、債権者が履行に代
わる損害賠償を請求するためには、履行が不
能となるか、契約が解除されるか、あるいは、
債権者が相当期間を定めて債務者に履行の催
告をしその期間内に履行がないという状況が
必要であるとされており、これによると、債
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務者が履行期に債務を履行しなかったという
だけでは、債権者は填補賠償を請求すること
ができないからである。
とはいえ、債務の不履行があれば全てのケ
ースで債務者に損害賠償の支払いが義務付け
られるわけではない。債務の存在と不履行が
確定された後の段階で、債務者が自己の責め
に帰すことのできない事由の存在を主張・立
証して、損害賠償の支払いを免れることを試
みるプロセスがくるのである。ところで、裁
判実務の現状と債務不履行による損害賠償の
基本的な考え方を踏まえるならば、債務者の
責めに帰すべき事由の有無は、当該契約の内
容、性質、目的、締結過程、取引をめぐる状
況等（契約以外から生じた債務の場合には債
務発生原因の内容等）に照らして、債務不履
行が生じた場合に当事者間でどのように不履
行の損失を分配することが予定されていたと
見ることができるのかという視点から評価さ
れなければならない。もちろん、ここでは、
当事者の合意でどのような決定がなされてい
たのか、契約書にどのような記載があるのか
という点のみならず、取引の現状といった合
意に外在する客観的要素を加味した判断がな
される。時に誤解されているように、債務者
の責めに帰すべき事由の有無は、契約で決め
たことだけに依拠して判断されるのではない。
従って、債務不履行の場面における債務者の
責めに帰すべき事由は、不法行為法と同じよ
うな意味での債務者の故意・過失等ではなく、
上記の意味での損害賠償の免除原因として定
立されなければならないのである。
なお、民法（債権関係）の改正に向けた議
論の中では、現在の民法４１５条の規律について、
債務者が債務の履行をしないときは債権者は
損害賠償を請求することができるものとし、
債務が契約から発生したものである場合には、
債務の不履行が当該契約の趣旨に照らして債
務者の責めに帰すことができない事由による
ものであるときは、債務者は損害賠償の支払
いを免れるという形に改める旨の提案がなさ

れている（民法（債権関係）改正に関する中
間試案の第１０、 １ ）。これは、上記の理解を
前提としたものである。また、そこでは、前
述した履行に代わる損害賠償の要件の明文化
が提案されていることも付言しておく（同第
１０、 ３ ）。これらは、あくまでも改正提案で
あるが、現在の実定法においても、債務不履
行による損害賠償の場面では、債務内容の確
定と不履行の有無の判断が決定的に重要であ
り、また、債務者の責めに帰すべき事由につ
いても、実質的には契約に即した判断が行わ
れているということを再度強調しておく。
次に、不法行為による損害賠償に関しては、
不法行為法の基本理念からして大きな対立が
あり、相反する内容を持つ裁判例も多く存在
するために、冒頭で列挙した要件枠組みを超
えて、各要件の判断構造を一義的な形で定式
化することは困難である。とはいえ、不法行
為による損害賠償の成立の局面で大きな意味
を持つ、加害者の過失及び違法性または権利
・利益侵害については、最低限、以下のよう
に言うことができるだろう。
過失の有無は、基本的に、当該行為者の心
理過程や能力を問題にすることなく、一般的
かつ抽象的な形で、結果発生を回避するため
の行為義務違反が存在したかどうかについて、
社会の状況や変化を汲み取りつつ、同じカテ
ゴリに属するあるべき標準的な人を基準とし
て判断される。そのため、特定のカテゴリ、
とりわけ、人の生命や身体に関わる場面や専
門家の責任が問われる場面では、過失判断の
前提となる結果回避義務及びその基礎として
の予見義務の存否や強度は厳格に評価される。
つまり、場合によって、義務の内容が高度化
されるのである。医療に従事する者に対して
課されている、臨床医学の実践における医療
水準に基づき危険防止のために実験上必要と
される最善の注意義務は、その代表的な例で
ある（この義務の内容それ自体も、当該医療
機関の性格や所在地域の医療環境等に応じて
可変的である）。また、このことは、（製造物
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責任法制定以前の）製品や薬品の事故のケー
スにおける製造業者等の注意義務、生命や身
体に関わる公害紛争の場面における企業側の
注意義務等の中にも、明確な形で現れている。
なお、上記のように評価される過失判断の前
提としての結果回避義務の内容が、当該契約
の類型的要素や取引の実情等をも斟酌して評
価される債務不履行判断の前提としての債務
の内容と一致することがありうるのは、もち
ろんである。裁判実務に即して例を挙げれば、
医師の注意義務や安全配慮義務等がこれに該
当する。
権利・利益侵害あるいは違法性要件につい
ては、不法行為法の制度目的や故意・過失と
の関係も含めて多くの議論が存在するが、こ
こでは、さしあたり、かつては、不法行為法
の目的を社会における損害の公平な分担に求
め、被害者の権利・利益ではなく、法ないし
社会秩序の違反＝違法性に重きを置く考え方
が支配的であったが、今日では、被害者側の
権利・利益の要保護性を判断するための要素
として権利・利益侵害要件を捉えようとする
考え方が有力になっているという形で整理し
ておくことにする。こうした視点から眺める
と、裁判実務には、これら ２つの傾向のいず
れをも見出すことができるように思われる。
まず、裁判例の中には、侵害の対象となって
いる権利・利益が何であるのかを明確にする
ことなく、義務違反＝過失の存在だけで不法
行為責任を肯定しているように見えるものが
存在する。有形的な損失を伴わない純粋経済
損害あるいは被害者の総体財産を侵害するケ
ース、司法書士業務との関連で言えば、直接
の依頼者以外の者に対する責任が問題となる
場面等では、こうした裁判例が多い。次に、
とりわけ近年の裁判例においては、景観等の
環境利益も含め、人格に結び付けて主張され
る権利・利益が問題となる場合に、そもそも
当該権利・利益が法律上保護に値するものな
のかどうか、仮にそうであるとしても、これ
らの権利・利益の輪郭が明確でないことから、

当該権利・利益が加害者側の権利や自由との
関係でどの程度保護されるべきものなのかと
いう判断を、権利・利益侵害という要件の中
で意識的に行うものが存在するのである。

２．算定の局面

伝統的な理解によれば、損害賠償の額を算
定するためのプロセスは、以下のように把握
されており、裁判実務の多くも、そこで採用
されている解釈やルールを見る限りでは、こ
うした理解に従っているものと見ることがで
きる。
まず、損害の法的意味は、加害行為または
不履行がなければそうであったであろう財産
状態と現実の財産状態との金銭的な差額とし
て捉えられる（差額説）。従って、ここでの
損害は、死亡、負傷、物の滅失といった特定
の事実ではなく、金銭の形式で表現される。
また、損害の把握の仕方に関して、債務不履
行と不法行為とで差異は存在しない。更に、
差額説とは理論的に直結するものではないが、
裁判実務においては、差額の算定に際して、
財産的損害と精神的損害、前者については、
治療費、入院費、修理費等の積極的損害（被
害者に生じた財産の減少）と逸失利益を中心
とする消極的損害（被害者に生じたであろう
財産の増加の不発生）とに分けて、それぞれ
の損害項目ごとに財産的不利益の額を算出し
て合計する手法が採用されている（個別損害
項目積算方式）。
次に、不履行ないし加害行為と原因・結果
の関係にある損害の全てを債務者または加害
者に負担させることはできないから、これを
何らかの形で限定しておく必要がある。損害
賠償の範囲は因果関係の存否によって決定さ
れるため、この因果関係を相当な範囲に限定
すれば、つまり、当該行為が権利侵害ないし
損害発生にとって法的に相当と見られる条件
である場合にのみ、行為と権利侵害ないし損
害との間の因果関係を肯定すれば、損害賠償
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の範囲をも限定することができる。これが、
損害賠償の範囲を確定するための基本枠組み
となる。ところで、通常損害・特別損害の区
別と予見可能性による賠償範囲確定ルールを
規定している民法４１６条は、この相当因果関
係の内容を定めた条文である。従って、同条
を不法行為による損害賠償にも類推適用する
ことは可能である。これによれば、損害賠償
の範囲は、債務不履行によるものであっても、
不法行為による場合であっても、等しく相当
因果関係の有無＝民法４１６条の（類推）適用
によって決せられるのである。そして、当該
損害が通常損害・特別損害のいずれに該当す
るのかという点については、当事者の属性（事
業者・消費者、事業の内容等）、目的物の種
類・性質（不動産・動産、特定物・不特定物、
代替物・不代替物等）等、当該事案を取り巻
く様々な事情を考慮しつつ、規範的な評価も
入れて決定される。また、民法４１６条 ２ 項に
言う予見可能性の有無については、債務者の
不履行時における特別事情の予見を基礎とし
て、かつ、予見すべきであったかどうかとい
う形で規範的に判断される。付言すると、損
害が金銭的な差額として把握されることの帰
結の １つとして、ここでは、ある特定の事実
が損害賠償の対象となりうるのかという問題
＝賠償範囲確定の問題と、この事実をいつの
時点で金銭的に評価するのかという問題＝損
害の金銭的評価の問題が、いずれも相当因果
関係の枠組みの中で規律されることになる。
しかし、上記の理解、とりわけ、民法４１６
条と相当因果関係を結び付け、これを用いて
賠償範囲を確定する手法は、大きな問題を含
んでいるだけでなく、必ずしも不法行為によ
る損害賠償の場面での賠償額算定の裁判実務
に適合するものではない。
まず、繰り返し指摘されてきたように、民
法４１６条は相当因果関係の内容を定めた条文
ではない。理論的な説明としてだけならばと
もかく、日本の民法の構造上、債務不履行の
場面では、相当性という条文にはない概念を

用いて賠償範囲を規律する必要性は存在しな
いのである。次に、債務不履行による損害賠
償に固有の条文である民法４１６条を、不法行
為による損害賠償に対して類推適用すること
には、大きな困難を伴う。契約等の先存関係
で結合されている当事者間で予見可能性を問
題にすることはできても、多くの場合に何の
接触もない者の間で偶発的に生ずる不法行為
のケースにおいて予見可能性を問うことはで
きないからである。それにもかかわらず、不
法行為による損害賠償に対して民法４１６条を
類推適用するならば、ほとんど特別損害の賠
償を観念することができなくなるし、それを
回避しようとすれば、通常損害や予見可能性
を捏造することになってしまう。また、そも
そも、予見可能性という規範言明は、先存す
る契約や債権の価値的な実現という意味をも
含んでいるはずであり、こうした視点から見
ても、主として原状回復の理念に服する不法
行為による損害賠償には適合しない。従って、
不法行為による損害賠償の場面において、そ
の範囲を規律するための概念として予見可能
性を用いることは、適切さを欠くと言わなけ
ればならない。実際上の問題として見ても、
とりわけ下級審の裁判例においては、先例に
従って民法４１６条の類推適用に言及するもの
は存在するが、必ずしも、予見可能性が不法
行為による損害賠償の範囲を確定するための
規範として意味を有しているとは言えない状
況にある。ここでも、法形式と実態との間に
乖離が生じてしまっている。
このような問題を踏まえると、仮に、現在
の裁判実務で受け入れられている枠組み、す
なわち、差額説、個別損害項目積算方式、債
務不履行による損害賠償の場面で展開されて
きた民法４１６条の解釈論を保持するという態
度決定を前提とするにしても、不法行為によ
る損害賠償に対して予見可能性を中核とした
賠償範囲確定ルール＝民法４１６条の規範を用
いる手法は放棄されるべきであるし、最低限、
民法４１６条の文言にそのまま依拠した形で不
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法行為による損害賠償の範囲を確定する考え
方が実定法の立場であると理解することは慎
まれなければならない。もちろん、民法４１６
条を援用しない方向性を目指すとしても、不
法行為による損害賠償の場面で相当因果関係
の名の下に展開されてきた判断枠組みを解釈
論として維持することは、十分に可能である。
なお、民法（債権関係）の改正に向けた議
論においては、民法４１６条の規律を改め、実
定法の現状をルール化しつつ、これを契約に
即して記述する旨の提案がなされている。そ
こでは、契約による債務の不履行に対する損
害賠償の請求は、当該不履行によって通常生
ずべき損害、及び不履行の時に当該不履行か
ら生ずべき結果として債務者が予見しまたは
契約の趣旨に照らして予見すべきであった損
害の賠償をさせることをその目的とし、この
うち、後者については、債務者が契約を締結
した後に初めて当該不履行から生ずべき結果
として予見し、または予見すべきものとなっ
た場合において、債務者がその損害を回避す
るために当該契約の趣旨に照らして相当と認
められる措置を講じたときは、債務者は、そ
の損害を賠償する責任を負わないとのルール
が示されている（民法（債権関係）改正に関
する中間試案の第１０、 ６ ）。これは、上記の
ような基本認識を前提としたものとも見るこ
とができる。そして、このように、それぞれ
の損害賠償の制度目的を反映させた形で賠償
範囲を確定するためのルールを設けることは、
立法論としてのみならず、現在の実体法の実
質により即した枠組みを構築するという意味
でも有用であることを再度強調しておく。
最後に、本稿に与えられたもう １つの課題
である精神的損害の賠償の問題について、こ
れまで述べてきたことの実践という意味も込
めて、債務不履行による損害賠償と不法行為
による損害賠償の相違という視点を交えつつ
検討しておこう。
生命や身体の侵害、名誉、プライバシー、
自己決定権等の人格権侵害が行われた場合に

は、財産的損害の賠償だけでなく、被害者に
生じた精神的損害を賠償するための慰謝料の
支払いが命ぜられうる。これに対して、物損
のみが生じたケースでは、ペット等のように
愛着のある物が滅失・毀損した場合のように、
被害者の愛情利益や精神的平穏が強く害され
ていると言えるような特段の事情がない限り、
精神的損害の賠償は認められていない。この
場合には、財産的損害が填補されたことによ
って、精神的苦痛も慰謝されたものと見るべ
きだからである。また、慰謝料は、被害者に
生じた精神的損害を填補するためのものであ
るから、基本的には、自然人のみがこれを請
求することができ、法人による慰謝料請求は
認められないということになりそうである。
しかし、判例は、法人に対する名誉毀損が問
題となった事案で、無形損害という概念を用
いて、法人への慰謝料の支払いを肯定してい
る。
次に、慰謝料の算定について見ると、交通
事故や離婚・不貞行為等の日常的な紛争に関
しては、保険や裁判実務で定型的な金額やお
およその相場が形成されている。しかし、判
例が前提としている法律論については、以下
のような形で整理せざるをえない。まず、伝
統的理解の枠組みによれば、慰謝料の額も、
総体としての財産状態の差額＝損害を把握す
るための一要素（個別損害項目の １つ）とい
うことになるが、精神的損害について財産状
態の差を観念することは困難であるから、そ
の算定について差額説的な発想は馴染まない。
また、裁判官は、慰謝料を算定するに際して、
その額を認定するに至った根拠や考慮要素を
示す必要はなく、慰謝料の支払いを命ずる際
に斟酌すべき事情にも制限はない。そして、
裁判官は、全体としての損害賠償請求額の範
囲内であれば、原告が求めている慰謝料の額
を超えて、あるいは、原告が慰謝料の支払い
を請求していなくても、その賠償を命ずるこ
とができる。
こうした判例の状況を踏まえて、慰謝料に
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は、単なる精神的損害の填補という役割だけ
ではなく、ほかの損害項目に係る賠償額が低
額である場合にそれを補完する機能があると
言われる。更に、一部の理解によれば、慰謝
料は加害者への制裁や懲罰という機能を有し
ているとも評価されている。しかし、判例は、
加害者に対する応報、違法行為の抑止、加害
者が得た利得の吐き出し、被害者感情の満足
等の意味を持つとされる懲罰的損害賠償、制
裁的慰謝料の考え方を明確に否定している
（下級審裁判例の中にはこれを認めたものが
存在するが、例外である）。被害者に生じた
損害を超える額の賠償が不法行為法を介して
加害者から被害者へと支払われなければなら
ない理由が、明確ではないからである。従っ
て、現在の法状況を前提とする限り、制裁的
慰謝料の考え方を強調することには問題があ
る。
以上の議論は、主として不法行為による損
害賠償の場面で展開されてきたものである。
しかし、 ２つの損害賠償の基本構造を可能な
限り同一化しようとする伝統的理解によれば、
精神的損害の賠償の可否を、債務不履行、不
法行為という性質決定自体によって区別する
必然性は存在しないから、債務不履行の領域
でも、債権者に精神的損害が生じたと評価さ
れる限り、上記のルールの下での慰謝料の請
求が認容される。債務不履行の領域では財産
的損害のみが問題となることが多いため、実
際に慰謝料の請求が認容されたケースは、債
権者に身体的損害が発生したとか、債務者側
に故意等の悪質な主観的態様が存在した事例
に限られているが、これは、債権者に精神的
損害が生じたかという点の評価に関わるもの
であって、債務不履行による損害賠償である
ことを理由に慰謝料の請求が制限されること
を意味するものではない。これに対して、契
約や債権の実現という視点を中核に据えて債
務不履行による損害賠償の基本構造を捉える
ならば、被害者に生じた精神的損害の填補が
その領域から排除されてしまうようにも見え

る。しかし、契約や債権の中に債権者の精神
的な満足といったファクターを取り込むこと
ができる以上、債務不履行による損害賠償の
中身として、こうした要素を充足させるため
の慰謝料を観念することは十分に可能である。

おわりに

債務不履行による損害賠償と不法行為によ
る損害賠償は、裁判実務上、同一の枠組みに
基づいて構想されているように見えるが、仔
細に検討してみると、両者の間には、それぞ
れの制度目的に由来する看過しえない相違が
存在した。まずは、このことを正確に認識し
ておかなければならない。もっとも、民法（債
権関係）改正に向けた議論で中心的なテーマ
となっている債務不履行による損害賠償だけ
ではなく、社会の変容を反映し動態的な様相
を呈している不法行為による損害賠償も、流
動的な状態にあることを看過すべきではない。
こうした状況の下では、民法（債権関係）の
改正に向けた議論の動向にも目を配りつつ、
２つの損害賠償の本質を踏まえながらそれぞ
れの要件枠組みや賠償額算定のあり方を把握
していくことこそが、学理的にも、実務的に
も必要となるはずである。

〈注記〉本稿では紙幅の都合により文献を十分に

引用することができなかった。債務不履行によ

る損害賠償に関わる問題の詳細及び関連文献に

ついては、拙著『契約不履行法の理論』（信山
社・２０１３年）を参照。
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１　離婚、不貞における損害賠償の
請求とは

婚姻関係は、一夫一婦制が原則であり、対

等な男女が互いに貞操義務を負っている。不

貞行為によってこの貞操義務を要求する権利

を侵害した場合に、慰謝料の問題が生じる。

慰謝料とは精神的損害、精神的苦痛を慰謝す

るものと位置づけられている。精神的苦痛は

金銭では埋められないと思われる向きもおあ

りであろうが、そこはそれ、最低限、苦痛を

補うものとしての金銭支払いが予定されてい

る。したがって、精神的苦痛が大きければ大

きいほど、慰謝料の額が高いことになる。

ところが精神的苦痛は苦痛を受ける人によ

り様々だから、その苦痛の大きさの客観的な

判定は難しい。けれどもある程度の指標によ

り、公平性、統一性を保つように判断されて

きた。この最終的な判断を担保するのは、裁

判所であり、それが示されるのが判決だとい

うことになる。仮に訴えを起こし、判決の前

に和解で終わる場合でも、通常の場合（芸能

人等特に高額な場合を除き）、判決だったら

この程度の額であるということが前提となっ

て、双方が合意できる額が模索される。協議

離婚での慰謝料も、裁判で得られるであろう

額がひとつの目安になるという意味で同様で

ある。

２　裁判での慰謝料請求は

というわけで、裁判での離婚、不貞行為の

慰謝料が問題になるけれども、それはどのよ

うに決められているのだろうか。

裁判所が統一的な基準をあらかじめ示して

いるわけではない。したがって、それまでに

出されている判決を調べて、大体裁判所はこ

のように考えているらしいと推測するほかな

い。その場合、個々の事件は様々だから、い

ろいろな条件を考慮して結果を検討する必要

がある。その条件とは、①婚姻年数、②不貞

の年数、③離婚までの経過、④有責性、⑤当
事者の経済状態、等であり、しかもその他一

切を総合的に判断すると言われている。

しかし、実際の協議離婚の場では、離婚の

慰謝料は財産分与の金額とまとめて、離婚に

伴う金銭問題というくくりで扱われやすくな

っている。ひとつには慰謝料という名目だと、

どちらかの有責性がはっきりしてしまうため、

支払うべき当事者が拒否反応を示し、その結

果財産分与と一緒にした形式を取ってしまう

ことがある。裁判所は、両者を分けて判断す

る建前ではあるが、客観的に判断しやすい財

産分与と異なり、判断の難しい要素のある慰

謝料については、全体的な金銭の移動を重視

し、やはりその補完的なものとして慰謝料を

判断するという傾向がないわけではない。

離婚、不貞における損害賠償の請求

東京銀座法律事務所
弁護士

味
あじ

岡
おか

　康
やす

子
こ
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３　不貞行為とは

慰謝料は、精神的損害に対する慰藉を意味

するものなので、不法行為によって精神的損

害が与えられた場合に問題となる。不法行為

というわけだから、違法行為による侵害行為

があることが前提で、この有責性のある行為

には、不貞行為、暴力（物理的・精神的・経

済的）、悪意の遺棄、過度な浪費・借金、性

的交渉の拒否などが該当する。

不貞行為は、この有責性ある行為の典型的

なものの一つで、婚姻における貞操義務を侵

害したものである。それでは、貞操義務を侵

害したと言える不貞行為とは具体的には何を

指すのだろうか。

判例は、不貞行為とは、配偶者以外の異性

と反復継続して肉体関係を結ぶこととしてい

る。したがって、愛人との性交渉がこれにあ

たることは問題がない。では、同僚に誘われ

て、夫がいわゆる風俗に一回だけ行ったとい

う場合はどうだろうか。不貞行為が成立する

ためには、性交渉が反復継続して行われるこ

とが必要だから、本当に一回だけであれば、

不貞行為とはならない。また、妻の方も、そ

れだけで不貞行為による慰謝料を請求したり、

離婚を請求したりはしないだろう。問題は、

一回だけとは夫が言っているだけであり、本

当は特定の人と継続して肉体関係がある場合

である。それは立証の問題となるから、いか

に複数の継続した関係の証拠を集めることが

できるかというステージになる。また、最終

的な性交はなくても、性交類似の性的関係を

持った場合は直接の不貞行為とはならなくて

も、不貞類似行為として貞操義務を侵害した

行為となり、慰謝料の対象となるし、婚姻を

継続しがたい重大な事由として離婚原因とな

る。

４　慰謝料を請求する相手とは

それでは、慰謝料とは誰に対して請求する

ものであろうか。

勿論、不貞行為の相手に請求したいのが一

番かもしれない。けれども、この慰謝料は不

貞行為を行った配偶者にも請求できるのであ

る。

つまり、この不貞行為とは、配偶者，たと

えば夫と第三者とが共同して妻に対して不法

行為を行ったと構成するものなのである。こ

れを共同不法行為という。そうして、配偶者

と第三者の立場は妻に対して不真正連帯債務

を負う関係だとされている。どういうことか

というと、仮にこの共同不法行為の不貞行為

によって受けた精神的損害を慰謝する額が

２００万円だとする。妻は、自分の配偶者にも

２００万円を請求できるし、第三者にも２００万円

を請求する権利をもつことになる。また、自

分の配偶者に５０万円、第三者に１５０万円を請

求することもできる。しかし、最終的に妻が

得ることができる金額は２００万円を超えるこ

とはできない。４００万円を獲得することはで

きない。通常は、自分の配偶者に請求するよ

りも、憎い相手である第三者に２００万円を請

求することが多いだろう。

５　離婚慰謝料と離婚原因慰謝料

上の例で、仮に妻が夫の不貞相手から慰謝

料を２００万円獲得したあとに、夫と離婚する

とする。妻は、夫に対し、財産分与のほかに

さらに慰謝料を請求できるだろうか。

上でみたように、妻は夫にも夫の不貞相手

に対しても２００万円を請求できるけれども、

４００万円を得ることはできないということだ

った。それでは夫にはもう慰謝料は請求でき

ないのだろうか。
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ここでは、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝

料という概念が問題になる。離婚原因慰謝料

とは、離婚を招いた個々の有責行為から生じ

る精神的苦痛の慰謝料をいい、離婚自体慰謝

料とは離婚それ自体から生じる精神的苦痛の

慰謝料をいう。妻が先に得た２００万円は、夫

の不貞行為から生じた精神的苦痛の慰謝料で

ある。つまりこれは離婚原因慰謝料といえる。

しかし、妻に離婚自体慰謝料を請求する余地

がまだ存在していれば、夫からその慰謝料を

もらえる可能性があるのである。

それでは、離婚自体慰謝料とは何であろう

か。それは、ひらたく言うと、妻の座を手放

さざるを得なくなったことに対する精神的損

害に対するものである。日本の社会は、まだ

まだ離婚に対して厳しい目を向ける傾向があ

り、個人的にも、社会的にも、離婚をしたこ

とによるダメージは厳然と存在している。中

には離婚したことを隠しているケースもある

であろう。それらは、離婚したという事実の

もつ重さを表しており、離婚を経験せざるを

得なくなった妻の精神的負担を表している。

その妻の精神的損害を慰謝しようというもの

である。

ただ、その慰謝料額については、その額自

体の確たるスケールがあるわけではなく、先

に得た２００万円が妻の婚姻年数や年齢に勘案

して低いと考えられるときは、さらに離婚自

体慰謝料として慰謝料の上乗せがなされるこ

とが多いといえる。

６　離婚裁判の提訴

さて、離婚の協議が進展せず、調停を申し

立てても不調となった場合、離婚の裁判を提

起することになる。離婚調停は、相手方居住

地の家庭裁判所に申し立てることになるが、

離婚裁判は自分の居住地の家庭裁判所にも提

訴できる。この管轄の点については、全体の

方針を考えるときに頭のすみにおいておく必

要がある。双方とも同じ管轄内に居住してい

るのであれば問題はないが、こちらは東京な

のに、相手方は九州の実家に帰ってしまって

いるという場合などは、調停は九州の家庭裁

判所へ申し立てなくてはならない。争いが長

期になる可能性が高いのであれば、交通費等

の関係もあり、調停はさっさと切り上げて（語

弊があるがテクニックが必要だ）東京で本訴

を起こすように最初から組み立てる必要があ

る（最近は調停も電話会議が使えるが）。

７　立証責任と証拠

離婚裁判を提起する場合、原告には立証責

任があるから、不貞行為の証拠を集めておく

必要がある。仮に夫が浮気をし、妻がそれに

耐えきれずに離婚裁判を提起したとする。

⑴　不貞行為の一番決定的な証拠は、夫とそ

の相手Ａとが夜ホテル等に入り、翌朝ホテル

等から一緒に出てきた写真を撮ることだ。そ

れが一回限りでは証拠力は弱いともいえるが、

その他の関連証拠も合わせて、一本となるだ

ろう。その写真を撮るには、前提として夫ま

たはＡまたは双方の尾行が必要となるので、

それらは調査会社に頼むことになろうが、調

査料は安くはない上に、仕事内容が良心的で

はない業者も散見されるので、調査を頼む上

では吟味が大切となるかもしれない。

⑵　昨今では、ＰＣやスマホや携帯電話の文

面の写真を提出することも多くなった。しか

し、夫の方も逆に注意をするようになったの

で、必ずしも有利な証拠が確保できるとは限

らないことや、偽造についても留意しよう。

⑶　あらかじめ録音テープを用意しておき、

夫との会話の中で、不貞を認めさせることが

できれば、それを反訳してテープとともに証

拠として提出しよう。

⑷　夫の親しい友人の中で、事情を知ってお
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り、妻の味方になってくれる人がいれば、陳

述書を書いてもらい、証拠とする。その人が

裁判所で証人尋問に立ってくれればベターだ

が、負担も大きいのでそこまではお願いでき

ないことが多いだろう。妻の親しい友人で事

情を知っている人がいれば、その人の陳述書

をも提出する。ただ、妻側の友人ということ

では、その陳述書の証拠力が低くなる場合も

あるが、もっとも内容次第ではある。

⑸　ホテルの領収書やクレジットカードの明

細なども役に立つことがある。

８　婚姻関係の破綻とは

不貞行為を理由とした損害賠償請求や離婚

請求で必ず出てくる論点は、不貞行為があっ

たときにすでに婚姻関係が破綻していたかど

うかという争いである。つまり、不貞行為と

いうのは夫婦の貞操義務を侵害するものだか

ら、たとえ、籍の上では夫婦であっても、実

質的に夫婦関係が破綻しているのであれば、

守られるべき貞操義務は存在していないこと

になる。すなわち、違法な男女関係とは言え

ないことになる。したがって、不貞行為を問

われた相手方は、まず不貞行為があったか否

かを争い、不貞行為などしていない、してい

るというのならそちらで証拠を出せと主張す

るだろう。そこで不貞行為の証拠となる写真

等を突きつけられたとすると、相手方は、次

に、男女関係があった事実は認めざるをえな

いけれども、そもそも婚姻関係はすでに破綻

していたのだから違法性はない筈だと論点を

移すだろう。

婚姻関係が破綻しているとはどういうこと

だろうか。

破綻というのは、婚姻生活が実質的に破綻

していることをいう。しかし婚姻生活は外部

からは破綻しているか否か簡単には判断でき

ない。破綻が外部からみて一番はっきりして

いるのは、別居の有無である。夫婦は同居義

務があるから、同居をせずに別居を開始すれ

ば通常は破綻と認定される。この場合、裁判

で重要視されるのが別居開始にいたる経過で

ある。別居と言っても、夫の単身赴任がこれ

に当たらないことはあきらかである。では、

実は単身赴任ではないのに、妻と別居したと

いう既成事実を作りたい夫が、単身赴任だと

妻をだまして別居した場合はどうだろうか。

妻は単身赴任だと思っているわけだから、離

れていても食事や洗濯、掃除などの心配もし、

時には赴任先に出かけたり、手紙や写真を送

ったりもするかもしれない。だから、この場

合も破綻を示す別居ではない。その意味で別

居開始に至る経過が吟味されるというわけで

ある。

また、別居はしたものの、妻との協力、扶

助義務は果たしており、かつ妻との間の男女

関係もあった場合などは、たとえ別居の事実

があっても、婚姻関係が「完全に」破綻して
いるとは認定されない。破綻とは「修復不可
能な状態」をいう。
一番難しいのは、別居はしていないけれど

も同居していて家庭内別居状態だという場合

などである。破綻を主張する方からは、当人

達の意思、日常生活の状態などを具体的に検

討して、やむを得ず同居はしているが、修復

不可能な別居状態であると立証できるかが問

題となる。破綻していないと主張する方から

は、その反対の立証が必要となる。例えば、

夫の食事を作っている、夫の上着や下着を洗

濯している、夫の部屋を掃除している、一緒

に旅行に行った、冠婚葬祭に夫婦で出席して

いる等の事実を証拠を付けて主張することが

大切だ。

同居をしていると、破綻が認められる可能

性は低く、あるいは難しくなることは事実で

ある。
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９　損害賠償額について

損害賠償額の算定については、裁判所の側

にはなんらかのスケールがあると言われてい

るが、請求する方はそれが分かるわけではな

いから、既出の判例から自分達のケースと類

似しているケースをさがして推測をするしか

方法はない。いろいろな個別的事情があるし、

判例の出た時期も裁判所もまちまちだから、

確実なことはわからないのは事実である。ま

た、判例を調べられるのは判決にいたったケ

ースであり、裁判を提起しても途中で和解を

して終了したケースは調べることができない。

たとえば、芸能人のケースだと、高い金額が

出ることが多いが、ほぼ和解で終了している。

これはスキャンダルになるのを防ぎ、早期解

決を目指すという当事者の意向が強いからで

ある。かように和解になる事例には判決で得

られるより高い金額でまとまる場合がある。

これらの事情を念頭においた上で、離婚に

おける不貞行為の損害賠償の判例を検討する

ことが必要である。

⑴　婚姻生活は１５年、妻は家業の手伝い、子

供 ３人。夫は父の家業で働き、将来は父の

後を継ぐ。夫が愛人を作り、１３年目から別

居。妻から離婚請求し、夫に２００万円、愛

人に１００万円の慰謝料支払が認められた。

（水戸地裁昭和５１年 ７ 月１９日）

⑵　婚姻生活１０年、共働き、別居 ３年。夫の

度重なる不貞行為。夫に対し３００万円の慰

謝料支払が認められた。

（浦和地裁昭和６１年 ８ 月 ４ 日）

⑶　婚姻生活は５５年、妻は専業主婦、別居期

間１７年。夫は社長、愛人に子供が生まれ夫

は認知。愛人宅に１７年住む。

夫に１０００万円、愛人に５００万円の慰謝料

支払が認められた。

（東京高裁昭和６３年 ６ 月 ７ 日）

⑷　婚姻生活４８年、子供なし、夫は複数の会

社経営。夫は女性と交際し、その女性と３６

年間同居、子供 ２人が生まれ、夫は認知。

夫に対し１５００万円の慰謝料支払が認めら

れた。

（東京高裁平成元年１１月２２日）（判時１３３０

－４８）

⑸　約 ２年間の不貞行為、離婚請求、夫に

２００万円の慰謝料支払が認められた。

（東京高裁平成 ３年 ７ 月１６日）（判時１３９９

－４３）

⑹　婚姻生活約 ４年、子供 ２人。夫は職場の

部下と不貞行為をしたが、期間は １年未満。

妻からの慰謝料請求の内容証明郵便により

相手は謝罪し、職場を退職し、実家に帰っ

た。その後妻は不貞行為の相手に提訴。相

手に５０万円の慰謝料支払が認められた。

（東京地裁平成 ４年１２月１０日）

⑺　婚姻生活３７年間、子供有。夫は１８年目か

ら愛人と同棲し、子供をもうけた。愛人に

対し、２００万円の慰謝料支払が認められた。

（東京高裁平成１０年１２月２１日）
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１　はじめに

⑴　自転車事故と高額の損害賠償

今年 ８月、平成２０年に発生した自転車事故

の地裁判決が、新聞やテレビなどで報じられ

話題となった。判決は事故の加害者である小

学 ５年生（事故当時）の少年の母親に、合計

約９５００万円の損害賠償を命じるものであり、

賠償金額の大きさとともに、少年の母親に支

払いを命じる判決であった点が衝撃を与えた。

報道によると、事故は平成２０年 ９ 月の夕方、

神戸市内の住宅街の坂道を、ライトを点灯さ

せたマウンテンバイクで下っていた少年が、

知人と散歩していた６０代の女性に正面から衝

突し、突き飛ばされた女性が転倒し、頭を強

打したものである。女性は一命を取り留めた

ものの意識が戻らず、現在も寝たきりの状態

が続いている１）。

判決では、少年の母親に監督責任を認め、

将来の介護費用３９４０万円、逸失利益２１９０万円、

後遺症に対する慰謝料２８００万円の合計約

９５００万円を認め、女性側に対して約３５００万円、

女性に保険金を払った保険会社に対して約

６０００万円を支払うよう命じている２）。

⑵　自転車事故の発生件数

警察庁の統計によると、交通事故の発生件

数は、平成１６年の年間約９５万件をピークに、

平成２４年には６６万件にまで減少している。そ

の中で、自転車と歩行者の事故は年間約２５００

件から３０００件の間で推移しており、交通事故

に占める割合は年々大きくなっている。警察

に届け出がされていない暗数を含めると、か

なりの件数が発生しているのではないかと思

われる。

その原因としては、スマートフォンや携帯

電話を触りながら運転していたり、イヤホン

で音楽を聴きながら運転していたりする人が

増え、前方や周囲に注意をしていない運転者

が増えていることが考えられる。また、自転

車自体の性能が良くなり、自動車に匹敵する

ほどのスピードを出すことができるような自

転車が多くなっていることも一因であろうと

思われる。

２　自転車事故の特徴

⑴　自転車事故と道路交通法

道路交通法は第 ２条 １項に定義規定を置い

ており、 ８号の「車両」の中に軽車両が含ま
れることを定めている。そして同条１１号にお

いて、「軽車両」の中に自転車が含まれるこ
とを定めている。したがって、自転車にも道

路交通法の適用があり、同法による規制の対

象となっている。

自転車による交通事故における
損害賠償の請求

大阪司法書士会

谷
たに

　嘉
よし

浩
ひろ
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一旦停止義務や信号遵守義務、追い越し方

法の指定（道交法２８条）、酒気帯び運転の禁

止（道交法６５条）などは、自転車を運転する

際にも適用される。また、原則として車道を

走行する義務があり（道交法１７条 １ 項）、道

路の中央より左側を走行する義務もある（同

条 ４項）。

ただし、自転車は軽車両であることから、

自動車や単車とは異なる規制がされているこ

とがある。先述のように、自転車は原則とし

て車道を走行しなければならないが（道交法

１７条 １ 項）、道路標識等によって歩道を通行

することができる場合や（道交法６３条の ４第

１項 １号）、運転者が児童・幼児等の場合（同

２号）、車道又は交通の状況に照らして当該

普通自転車の通行の安全を確保するため、歩

道を通行することがやむを得ないと認められ

る場合（同 ３号）などは、歩道を通行するこ

とが許されている。

⑵　運転者の特殊性

以上のように、自転車も道路交通法などに

よる規制の対象となっているが、自転車や単

車などの場合と違って免許制はとられていな

い。そのため、幼児や児童を含めて誰でも運

転をすることが可能であり、免許停止や取消

などの行政処分のペナルティーも科せられて

いない。運転をするための講習も予定されて

いないことから、法律を初めとする交通ルー

ルを理解していない運転者も多い。

また、自転車には、自動車損害賠償責任保

障法の適用がなく、自動車損害賠償責任保険

（自賠責保険）のような、保険の強制加入制

度はない。そのため、事故が発生し、被害者

から加害者に対して損害賠償が請求されても、

加害者の側に損害を填補するだけの資力がな

い場合も多い。

したがって、自転車による交通事故（とり

わけ自転車同士もしくは自転車と歩行者の場

合）の相談を受けた場合は、通常の自動車等

の交通事故に関する知識を前提としつつも、

自転車の特殊性を考慮したアドバイスが必要

となる。

３　交通事故の基本的な考え方

⑴　交通事故の法的性質

交通事故に関する訴訟の主たる訴訟物は、

不法行為に基づく損害賠償請求である。事故

自体が加害行為であることと、事故当事者に

過失が存在すること、事故によって何らかの

損害が生じていること（因果関係）は、ほと

んど全ての交通事故に共通している。したが

って、多くの交通事故の場合、損害の発生と

その額、事故当事者間の過失割合を巡って紛

争になる。

⑵　損害の範囲と額

物損事故の場合、車体の修理費用もしくは

車両の交換価値、代車費用、休車損、牽引費

用や保管料等の諸経費などが損害となる。一

方、人身事故の場合は、治療費、受傷に伴う

休業損害、後遺症もしくは死亡による逸失利

益、慰謝料（傷害・後遺症・死亡に基づくも

の）などが損害となり、それぞれの額を算定

して全体的な損害賠償の額を確定することと

なる３）。

人身事故の場合、一定の範囲内の損害に対

しては自賠責保険が適用され、事故による被

害者に生じた損害が填補される。しかしなが

ら、自賠責保険が保障する金額に上限があり、

それを超える部分については加害者が直接支

払うか任意保険を使って支払うことになる

（ただし、契約内容によって全額が支払われ

るとは限らないので注意を要する）。

これに対し、物損事故の場合は自賠責保険

の適用がないため、加害者が任意保険に加入

していない場合は加害者本人が損害補償の負

担をすることになる。
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⑶　過失割合

物損事故、人身事故のいずれの場合でも、

事故当事者に発生した損害の額の算定と共に、

過失割合を考えなければならない。一方が完

全に停止している所に、後方から車両が追突

したような事例であれば、追突した側に１００

％の過失を認めることができる。しかしなが

ら、双方が走行中の事故の場合は、追突や衝

突を受けた側も、前方注意義務や左右確認義

務を怠っていることが多く、一定の過失が認

められることが多い。

過失割合を算定するに当たっては、事故発

生に至るまでの当事者の態様が問題となる。

事故がどのような経緯で発生したのかを客観

化した上で、発生した事故に対して事故当事

者の過失がどれだけ影響を及ぼしていたのか、

事故への寄与の割合を算定することになる。

自動車や単車等による事故の場合、事故の

態様ごとに類型化されて基準が定められてい

る。したがって、ほとんどの事案において、

発生した事故を定型化されたモデルケースに

当てはめて、基本となる過失割合を出すこと

ができる。そのうえで、個別の事情を考慮し

ながら修正をして、当該事故における当事者

間の過失割合を算定することになる。

実務的には、東京地方裁判所が基準化した

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基
準」（別冊判例タイムズ１６号　東京地裁民事
交通訴訟研究会編）が利用されており、この

基準の中から、発生した事故の態様に最も近

いものを当てはめて基本の割合を認定し、当

該事案における特殊事情を加味することにな

る４）。

たとえば、追越直進車が追い越しのために

センターラインを越えて前走車の前に出よう

としたところ、前走車が右折しようとしたた

めに接触したような場合、基本過失割合は、

追越車９０対前走車１０となる。そのうえで、前

走車について著しい過失や重過失があった場

合に１０～２０の修正、追越車に著しい速度違反

があった場合に１０の加算などといった修正要

素を加味して最終的な過失割合を算出する

（別冊判例タイムズ１６号１６８頁の【８８】のケ

ースを参照）。

事故当事者に発生した損害の額に、過失割

合を乗じたものが、それぞれの最終的な損害

額であり、当事者（もしくは保険会社間）で

互いに賠償をするか、合意のもとに対等額で

相殺をして解決を図ることになる。

４　自転車事故の特殊性

⑴　道路交通法による特別な取扱い

自転車にも道路交通法が適用されることは

既に述べたところであるが、自転車はその性

質から、自動車や単車等と完全に同一に扱う

ことは相応しくなく、道路交通法も自転車に

特別の規定を置いている。

自転車は、原則として車道を通行しなけれ

ばならないが（道交法１７条 １ 項本分）、自転

車道がある場合は自転車道を通行しなければ

ならない。また、一定の事情がある場合には、

路側帯や歩道を通行することができる。

信号についても、「歩行者自転車専用」と
表示されている人の形の記号の信号がある場

合はそれに従う。横断歩道を通行する場合も、

同じく人の形の記号の信号の灯火に従うこと

になるが、それ以外の場合は車両信号に従う

ことになる（道路交通法施行令 ２条 ４項）。

最高速度についても、道路標識がない限り

自転車には規制がない（自動車には６０キロの

規制がある（道交令１１条））。ただし、歩道を

走行する場合は原則として徐行義務がある

（道交法６３条の ４第 ２項）。

このように、同じ車両といえども、専用の

道路と専用の信号をもって規律されている自

動車の事故と、まだまだ専用道路が整備され

ておらず、独自の信号がない自転車に、同じ
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基準で過失割合を当てはめることは現実的で

はない。また、そもそも自転車には免許制度

がないため、運転者の交通法規の理解が薄い

ということを考慮すると、自転車事故独自の

検討が必要と考えられる５）。

たとえば、自動車同士の事故であれば、信

号のない交差点で出会い頭の衝突事故を起こ

した場合（ただし、双方に一時停止や優先道

路の交通規制がないことが前提）、左方優先

の原則が働き、自らの左側から出てきた左方

車を優先させる義務が右方車に存在する（道

交法３６条 １ 項 １ 号）。そのため、過失割合は

右方車４０対左方車６０となる。

しかしながら、この左方優先の原則は、右

方車の方が左から交差点に進入してくる自動

車をより早く認識するはずであることから定

められたものであり、自転車同士の事故の場

合にこの原則を考慮する必要性は乏しい。よ

って、過失割合を５０対５０と考え、自転車事故

独自の基準を用いている裁判例も多い。

⑵　過失割合の定型化の試み

このように、自転車同士もしくは自転車と

歩行者の事故については、自動車の場合とは

異なる特別の事情を考慮して過失割合を考え

る必要があるが、現在のところ、自転車事故

独自の過失割合を完全に定型化して基準化し

たものはない。そのため、裁判例の集積とそ

の内容の検討によって、基準を示そうという

試みもおこなわれているが、事案の数が限ら

れているため、完全な類型化がなされている

わけではない６）。さらなる事案の集積が期待

される。

実務における対応としては、自動車等の事

故の基準を基本に考えながら、これまでの自

転車事故の裁判例とその分析を参考にしたう

えで、さらに事案の独自性を斟酌して判断を

することになるであろう。

５　責任の主体

⑴　訴訟における当事者

自動車等の事故で損害賠償請求訴訟を提起

する場合、物損事故であれば自動車等の所有

者が原告となり、加害者が被告となる。人身

事故であれば被害者（受傷者）が原告となり、

加害者が被告となる７）。保険会社が被害者に

保険金の支払いをしている場合は、保険法２５

条の保険代位により、保険会社が原告となる

こともある。また、交通事故が事業の執行の

最中に発生したものである場合は、民法７１５

条の使用者責任に基づき、その加害者の使用

者に対しても責任を追及することができる。

自転車事故も自動車等の場合と基本的に同

じであるが、自転車には免許制度がないため、

加害者が児童や幼児であることも少なくない。

また、児童や幼児でない場合でも、加害者が

未成年者で賠償資力に乏しければ、親権者に

まで責任の主体を拡大して賠償請求をするこ

とも考えられる。

⑵　親権者に対する損害賠償請求

未成年者による事故で親権者に対して責任

を問う場面には、 ２つのパターンがあるとい

うことに注意を要する。すなわち、子の責任

能力の有無により、親権者の責任の内容が異

なる。子に責任能力がない場合、子は損害賠

償責任を負わない（民法７１２条）。そのため、

親権者に対して、子の監督義務者としての損

害賠償請求を行うことになる（民法７１４条 １

項）。

これに対し、子に責任能力が認められる場

合は、子に対して民法７１５条の不法行為に基

づく損害賠償請求を行うが、親権者の監督義

務違反と子の不法行為によって生じた結果と

の間に相当因果関係が認められるときは、監

督義務者についても民法７１５条の不法行為が



21月報  司法書士 2013.11　No.501

損害賠償の考え方

成立すると考えられるので（最例昭和４９年 ３

月２２日民集２８巻 ２ 号３４７頁）、親権者に対して

も独自の不法行為責任を問うことができる。

そして、子の不法行為による損害賠償責任と

親権者の不法行為による損害賠償責任は、共

同不法行為の関係であると解され、不真正連

帯債務になるとされている８）。

⑶　民事における未成年者の責任能力

未成年者の責任能力の有無については、一

般的に遅くとも１２歳ぐらいになれば責任能力

が備わっていると考えられているが、必ずし

も画一的に決まるものではない９）。不法行為

の内容や未成年者の精神的発達の度合いを考

慮しながら判断することになる。

したがって、実務においては予備的請求を

するなどして、未成年者に責任能力が認めら

れる場合と認められない場合のいずれにおい

ても、親権者に対して民法７１４条 １ 項若しく

は７１５条の責任が認められるように工夫する

必要がある。

６　自転車事故と保険について

⑴　自転車事故と保険の種類

最後に自転車事故と保険の関係について触

れておく。自転車には自賠責保険の適用がな

い。そのため、運転者の資力が乏しい場合な

どは、自転車総合保険に加入しているか否か

が被害回復のための大きなポイントになる。

もっとも、自転車総合保険の加入率はまだ

まだ低く、自動車保険のように一般的ではな

い。しかしながら、事故当事者が自転車総合

保険に加入していない場合でも、加害者側が

個人賠償責任保険を契約している場合や、被

害者側が損害保険を契約している場合には、

それらの保険を利用できる可能性がある。

⑵　個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、個人が日常生活の中

で第三者の生命、身体、財産に対して損害を

与えた場合に、その賠償責任によって生じた

経済的損害を填補するための保険である。し

たがって、加害者側が個人賠償責任保険に加

入しているか否かがポイントになる。

個人賠償責任保険は他の保険の特約として

販売されていることが多い。単体の保険とし

て契約していない場合でも、自動車保険、火

災保険、傷害保険などに特約として付加され

ている場合があるので注意をする必要がある。

また、個人賠償責任保険は、生計をともにす

る家族や別居している未婚の子などが被保険

者となっている場合が多いので、加害者本人

だけでなく、その家族が加入している可能性

も含めて調査する必要がある。

加害者が個人賠償責任保険の適用を受ける

ことができる場合には、被害者に対する金銭

的賠償の支払い以外に、保険会社による示談

代行サービスや、弁護士費用の負担の特約を

受けられる場合もある。特に弁護士費用に関

する特約については、司法書士を代理人にす

る場合にも適用されることが多いので、事件

を受任する際に保険会社に連絡をして確認を

しておくことが望ましい。

⑶　傷害保険

傷害保険は、被保険者が自己によって身体

に傷害を受けた場合に、その被保険者に対し

て保険金が支払われるというものである。し

たがって、被害者側が保険に加入しているか

否かがポイントになる。

傷害保険には、傷害総合保険、普通傷害保

険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファ

ミリー交通傷害保険、国内旅行傷害保険、海

外旅行傷害保険、自転車総合保険、こども総

合保険などの種類があり、その保障の範囲や

内容も様々である。

傷害保険によって支払われる保険金は、死

亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手
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術保険金、通院保険金などがあるが、被保険

者が無免許運転や酒酔運転をしている時に生

じた傷害については保険金を支払わないなど

といった免責事由が定められているので、受

傷の過程に問題がある場合は約款で確認をし

ておく必要がある。

⑷　自転車総合保険

自転車総合保険は、被保険者が自転車事故

によって損害賠償責任を負った場合に保険金

が支払われる賠償責任保険と、自転車事故に

よって傷害を受けた場合に保険金が支払われ

る損害保険がセットになっている保険である。

近年自転車総合保険を商品として販売するこ

とをとりやめる保険会社が増えていたが、最

近の自転車事故における損害賠償額の高額化

を受けて、加入者数が増加しているようであ

る。

自転車総合保険の賠償責任保険や傷害保険

の内容は、先に紹介した賠償責任保険や傷害

保険とほぼ同じであるが、商品によって被保

険者の範囲や支払われる保険金の内容に差異

があるので、実際に事件を扱う場合には、保

険会社に保険の適用の可否を確認するべきで

ある。

⑸　ＴＳマーク付帯保険

保険会社が販売する保険以外に、自転車独

自の保険としてＴＳマーク付帯保険というも

のがある。ＴＳマークとは、公益財団法人日

本交通管理技術協会が実施する自転車安全整

備技能試験に合格した自転車安全整備士が、

点検整備基準に基づいた点検や整備を実施し、

道路交通法令に定められた大きさ、構造、性

能等の基準に適合した安全な普通自転車であ

ることが確認された場合に、その自転車に貼

付するマークのことである１０）。

ＴＳマークの有効期間は １年であるが、点

検整備は何度でも受けることができるので、

期限内に点検整備を受ければ、再度ＴＳマー

クが与えられる。

点検整備が完了して貼付されたＴＳマーク

には、賠償責任保険と傷害保険が一体となっ

た、ＴＳマーク付帯保険が自動的に付与され

ている。このＴＳマーク付帯保険は、公益財

団法人日本交通管理技術協会が損保会社と団

体契約をしているものであり、ＴＳマークが

貼付された自転車に搭乗している人が保険の

対象者となる。

ＴＳマークには、第一種点検整備済ＴＳマ

ーク（青色ＴＳマーク）と第二種点検整備済

ＴＳマーク（赤色ＴＳマーク）の二種類があ

り、賠償責任補償の額と傷害補償の額に差が

ある。もっとも、いずれの補償も、一般的な

保険と比べると限度額がかなり低いため、死

亡事故や重度の後遺障害が残るような事故に

ついて、ＴＳマーク付帯保険だけで対応する

ことは難しいと思われる１１）。

７　おわりに

本稿で述べているように、自転車による事

故は、自動車や単車による事故と比べて特別

な考察が必要である。しかしながら、基本的

な考え方自体は自動車等による事故と変わる

ところはない。通常の交通事故に関する基本

的な知識があれば、十分対応することは可能

である。

最近、高額な損害賠償額が認められた自転

車事故ばかりがクローズアップされているが、

実際には損害額がそれほど高額ではない事故

の方がはるかに多い。そういう意味でも、自

転車事故に関する紛争は、司法書士が取り扱

いやすい紛争類型であると同時に、積極的に

関与していくことが期待されている分野でも

ある。

自転車事故を含む交通事故訴訟の分野は、

司法書士の一般民事事件への取り組みに活性

化をもたらす可能性を秘めている。損害保険

会社も、簡裁の事物管轄の範囲内の事件につ
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いては、司法書士を積極的に活用する向きも

あり、継続的な事件の依頼につながっている

ケースも増えているようである。

継続的に事件を受託するほどではなくても、

保険の弁護士特約を利用することによって一

定の報酬を確保できる場合も多く、原告被告

いずれの代理人に就いても、やり甲斐のある

分野であるといえる。

交通事故訴訟に取り組む司法書士が増える

ことによって、裁判の分野における司法書士

の評価も格段に上がるはずである。本稿がそ

の起爆剤になれば幸いである。

１）２０１３．７．１３付けＭＳＮ産経ニュースwest「母
親驚愕「息子の自転車事故の賠償金９５００万円」
の“明細”は…」
２ ）本件訴訟は、被告が控訴をしており現在も係

争中である。

３）人身事故における損害額の算定については、

大きな論点をいくつも含んでいるが、紙幅の関

係で本稿では扱わない。

４）「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」（東
京三弁護士会交通事故処理委員会・日弁連交通

事故相談センター東京支部共編）や、「交通事
故損害額算定基準」（日弁連交通事故相談セン
ター編）なども参考となる。

５）自転車と歩行者の事故の場合、自転車に対し

て「優者危険負担の原則」が働くことになると
考えられている。すなわち、自転車と歩行者（人）

を比べた場合、自転車の方が「優者」に当たる
ため、過失をより重く考えることになる。

６）ぎょうせい「自転車事故過失相殺の分析」（財
団法人日弁連交通事故相談センター東京支部過

失相殺研究部会著）第 ６章（９７頁以下）に裁判

例の紹介と詳しい解説がされている。

７）民事法研究会「わかりやすい物損事故紛争解
決の手引」（園部厚著） ６頁。
８）ぎょうせい「自転車事故過失相殺の分析」（財
団法人日弁連交通事故相談センター東京支部過

失相殺研究部会著）４４頁。

９）青林書院「裁判実務体系⒃（山口和男編）『未
成年者の不法行為に対する監督者の責任』（太
田剛彦）」２８８頁。
１０）詳しくは、公益財団法人日本交通管理技術協

会のホームページで確認していただきたい。

http://www.tmt.or.jp/safety/index2.html

１１）傷害補償については、死亡・重度後遺障害（ １

～ ４級）の場合に第一種点検整備済ＴＳマーク

で３０万円、第二種点検整備済ＴＳマークで

１００万円を上限として支払われる。賠償責任補

償については、死亡・重度後遺障害（ １～ ７級）

の場合に第一種点検整備済ＴＳマークで１０００万

円、第二種点検整備済ＴＳマークで２０００万円を

上限として支払われる。
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１　はじめに

パワーハラスメント（以下、「パワハラ」
という。）に関する相談が近年急速に増加し

ている。パワハラに関する相談は、全国の総

合労働相談センターに寄せられる民事上の個

別労働紛争に係る相談のうち「いじめ・嫌が
らせ」の類型に属するところ、平成１４年度に
は約６，６００件であったものが、平成２４年度に

は ５万１，６７０件となり、これまで一番多かっ

た「解雇」に関する相談を上回り、最も多い
相談類型となっている（厚生労働省平成２５年

５ 月３１日発表）。

また、最近 ５年間の都道府県雇用均等室に

寄せられるセクシャルハラスメント（以下、

「セクハラ」という。）に関する相談は、約
１万件から １万３０００件の間で推移し、全体の

約半数を占め、依然として高い水準を維持し

ている。

そこで、本稿では、近年、職場のパワハラ

やセクハラに関する相談が増加傾向にあるこ

とに鑑み、パワハラ・セクハラを受けたとさ

れる者（以下、「被害者」という）がその行
為をしたとされる者（以下、「加害者」という）
及び使用者に対し損害賠償を請求することを

念頭に、どのような場合に損害賠償が認定さ

れ得るのか、賠償額の算定はどのように考え

たらよいか、必要な立証は何か等を、裁判例

などを基にできるだけ実務的な視点で述べて

みたい。

なお、その前提として、事案の性質上、本

来は手続選択上の留意点やパワハラ・セクハ

ラの定義などについても検討すべきであろう

が、本稿では、紙幅の都合上、割愛させてい

ただくこととする。

２　損害賠償請求をする際の法的構成

パワハラ・セクハラの被害者が加害者及び

使用者に対し民事上の責任を追及する場合、

加害者本人に対する不法行為責任（民法７０９

条）や使用者に対する使用者責任（民法７１５条）

もしくは職場環境配慮義務違反による債務不

履行責任（民法４１５条）、加害行為が会社ぐる

みや代表者自身の行為と評価され得る場合の

企業自身の不法行為責任（民法７０９条、会社

法３５０条）などを求めることになる。以下、

法的な構成に関してポイントのみを述べるこ

ととする。

⑴　不法行為構成

①加害者の不法行為
パワハラ・セクハラが個人の人格権ないし

人格的利益（例えば、名誉やプライバシー、

行動の自由、性的自由、雇用の継続及び働き

やすい職場環境で働く権利・利益など）の侵

害にあたることについては、今日、学説・裁

判例も異論をみない。

また、加害者の故意または過失については、

パワハラ・セクハラにおける
損害賠償の請求

静岡県司法書士会

鈴
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木
き

　修
しゅう

司
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実務上、加害行為の態様や手段、方法などか

ら客観的に判断されることになるため、故意

または過失の有無を判示することなく、行為

の違法性を端的に判断し、損害賠償を認めて

いる事例が多い。一方で、業務命令等の人事

権行使の外形をとるパワハラに関しては、た

とえ、使用者が個人的な感情や自己の意に沿

わないことへの報復など不当な目的で人事権

を行使しているように見えても、その意図が

明確でなく、正当な職務の範囲内にあれば、

加害者の故意・過失を認めることは困難とい

える。一般的に、上記の行為態様における故

意・過失の認定は、一定の職業ないし地位に

置かれた者が人事権を行使するうえで要請さ

れる注意義務に違反しているか否かで判断さ

れることになる。

なお、実務上は、ほとんどのケースにおい

て、①加害行為の有無と②当該行為の違法性

の ２点が争点となると考えられるため、いか

に、加害行為の違法性を基礎づける具体的な

事実を主張・立証できるかが重要な鍵となる。

そして、加害行為の違法性が認定されれば、

損害の発生（一定の慰謝料）が認められるこ

とになり、あとは加害行為の態様や被害者の

置かれた状況等によって、慰謝料の額とそれ

以外の損害（逸失利益等）との因果関係及び

その額等が問題となるのである。

②使用者責任
パワハラ・セクハラなどの加害者の事実的

不法行為が「事業の執行」を契機として、こ
れと密接な関連を有するものと認められる場

合、使用者は不法行為責任を問われることに

なる（最判昭４６・ ２ ・２２民集２５巻 ４ 号５６６頁）。

この「事業の執行」については、非常に広く
解されており、外形上、職務に関連して行わ

れていれば、使用者の責任は、比較的肯定さ

れやすいものと思われる。

実務上、「事業の執行」が問題となるのは、
多くが勤務時間外や職場外におけるセクハラ

について、それが職務の延長と合理的に考え

られる状況下であったか否か、そして、その

状況下に被害者の自由意思があったか否かな

どが争点となる事案である。

⑵　債務不履行構成

使用者は、労働契約上の付随義務として職

場環境配慮義務を負っており、当該義務に違

反した場合、契約上の債務不履行責任を負う

と解され、近年、この配慮義務違反に基づき

債務不履行責任を認めた裁判例が現れている。

職場環境配慮義務違反は、判例において労

働者の職種や地位、及び配慮義務が問題とな

る具体的な状況等によって異なることから、

原告が同義務の内容を特定し、かつ義務違反

に該当する事実を主張・立証する必要がある

とされている（最二小判昭５６・ ２ ・１６民集３５

巻 １ 号５６頁）。このため、債務不履行構成に

おいても、基本的には不法行為構成と同程度

の主張・立証責任が課せられることとなる。

同構成は、客観的な義務違反が存在すれば

足りるため、業務命令権に基づくパワハラな

どにおいて、加害者の不当な動機や目的を立

証することが困難なケースや加害者が誰であ

るか特定できない環境型のセクハラのケース

などでは特に有効な構成となる。

なお、不法行為と債務不履行の法律的構成

は、競合関係にあることから、実務上は主位

的予備的で主張される場合が比較的多いもの

と思われる。

３　加害行為の違法性の判断基準

⑴　パワハラについて

どのような行為であれば、加害行為の違法

性が認定され、損害賠償請求が認められるか

については、一概にはいえないものの、裁判

例には、他人に心理的負荷を過度に蓄積させ

る行為は、原則として違法となるが、その判
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断に際しては、平均的な心理的耐性を有する

者を基準として客観的に判断されるべきであ

るということを一般論として示したうえで、

例外的にその行為が合理的理由に基づいて、

一般的に妥当な方法と程度で行われた場合に

は、正当な職務行為として、違法性が阻却さ

れる場合がある、と判示したものがある（海

上自衛隊事件・福岡高判平成２０年 ８ 月２５日判

時２０３２号５２頁）。

したがって、この判断に従うと、パワハラ

の被害者がいかに強いストレスを感じたとし

ても、通常人であれば、過度に心理的負担を

負うとはいえないような言動であれば、違法

とまでは評価されず、損害賠償は認められな

いこととなる。

もっとも、仮に通常そのような言動では心

理的負荷が過度に蓄積することはないと考え

られるような言動であっても、これを受けた

被害者が特別にストレスに弱い事情や精神的

な持病を抱えており、これを加害者が知って

いるか、あるいは知り得たにもかかわらず行

った場合には、違法と判断されることはある

だろう。

過去の裁判例をみると、加害行為について

は、概ね①業務上の必要性に基づいていない

こと、②社会的にみて不当な動機・目的でな

されていること、③労働者が通常甘受すべき

程度を著しく超えて不利益を与えること、の

いずれかに該当すれば違法と判断しているも

のが多い。

具体的には、上司から部下への業務上必要

がない単なる私的目的に基づく指示・命令（参

考として、ダイエー事件・横浜地判平成 ２年

５ 月２９日労判５７９号３５頁）や業務上必要のあ

る人事権の行使であっても、それが退職強要

・仕事外しなど不当な動機・目的に基づくも

のなどは、違法と判断されている（参考とし

て、松陰学園事件・東京高判平成 ５年１１月１２

日判時１４８４号１３５頁、国際信販事件・東京地

判平成１４年 ７ 月 ９ 日労判８３６号１０４頁）。

また、優越的地位にある上司等の発言やメ

ールの内容が業務上の注意・叱責の目的であ

っても、その表現の内容、頻度、態様などか

らみて、社会的に通常甘受すべき程度を超え

ていると評価できる場合は、労働者の名誉や

人格的利益を侵害し、違法となる（参考とし

て、三井住友海上火災保険事件・東京高判平

成１７年 ４ 月２０日労判９１４号８２頁）。

なお、実際に損害賠償を請求するにあたっ

ては、当然のことながら、個別具体的な事情

等により違法性の判断も微妙に異なるものと

なることから、過去の裁判例をもとに「行為
者が誰か」、「いつ、どこで、どのような理由
で、どのような行為があったのか」「パワハ
ラによって、どのように傷つき、また、どの

ような不利益を受けたのか」、「使用者はその
ことを認識していたのか」、「使用者の対応は
どのようであったか」等々の事実を丁寧に聴
取しながら、当該行為の違法性を見極めるこ

とが必要となる。

⑵　セクハラについて

セクハラの評価について、行政通達は、受

け手の不快感や嫌悪感といった主観性を前提

としつつも、「平均的な女性（男性）労働者
の感じ方」を基準とし、また、労働者が明確
に意に反することを示しているにもかかわら

ず、さらに行われる性的言動は職場における

セクハラと解され得る、という基準を示して

いる（平成１８年１０月１１日雇児発１０１１００２号）。

また、違法性の判断要素につき、判例は、「職
場において、男性の上司が部下の女性に対し、

その地位を利用して、女性の意に反する性的

言動に出た場合、これがすべて違法と評価さ

れるものではなく、その行為の態様、行為者

である男性の職務上の地位、年齢、被害女性

の年齢、結婚歴の有無、両者のそれまでの関

係、当該言動の行われた場所、その言動の反

復・継続性、被害者女性の対応等を総合的に

みて、それらが社会的見地から不相当とされ
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る程度のものである場合には、性的自由ない

し性的自己決定権等の人格権を侵害するもの

として、違法となる」（金沢セクハラ事件・
最判平成１１年 ７ 月１６日労判７６７号１４頁）と判

示している。

具体的には、刑罰法規に違反するような行

為が違法となるのは当然として、身体的な接

触等の直接的な行動があった場合は、違法性

が肯定されやすい。これに対して、加害行為

が単に性的な言動にとどまる場合、その言動

について、内容や性質、行為者の職務上の地

位、当該言動の行われた状況、反復・継続性

等を具体的に検討して、それらを総合的にみ

て社会的見地から不相当とされる程度のもの

であるときに、はじめて違法と評価されると

解される。

４　損害の額と範囲について

⑴　慰謝料の額

パワハラ・セクハラ行為に対する損害とし

て認められるものは、基本的には慰謝料であ

り、特別な事情がある場合に、治療費、逸失

利益（休業の場合は休業損害）も相当因果関

係のある損害となり得る。

過去の裁判例を分析すると、パワハラの慰

謝料額は、概ね ５万円から２００万円未満のも

のが比較的多いが、パワハラ行為後に被害者

が精神疾患を患ったり、自殺したりしたケー

スにおいて、両者の因果関係が肯定された場

合には、高額な慰謝料が認定されている。ま

た、セクハラ事案の慰謝料額においても、

５万円程度のものから３００万円を超えるもの

まで様々である。

慰謝料額の算定方法について一定の基準を

示すことは難しいが、慰謝料額に影響を与え

る要素としては、概ね①加害行為の悪質性（加

害者の数や程度など）、②行為の継続性、③

休職、退職、自殺、精神疾患等の発症、④被

害者側の要因や対応などが考慮されているよ

うである。

例えば、法人の労働組合を脱退しユニオン

に参加した被害者を非難する意図で会議を進

行し、会議の参加者らを誘導して会議の席上

で被害者を非難・糾弾した事案につき、多数

の人物から誹謗中傷を受け、これにより新た

な精神疾患を発症し、その症状が現在も継続

していることを慰謝料の斟酌事由とし、

５００万円の慰謝料を認めている（名古屋地判

平成１７年 ４ 月２７日労判８９５号２４頁、ただし、

逸失利益を慰謝料算定において考慮してい

る）。また、加害者が被害者を応接室に呼び

出して ２人きりになり、２０分近く怒鳴り続け、

別の日に被害者が拒絶したにもかかわらず、

伸びていたひげを被害者に抜かせた事案につ

き、不法行為が ２回であること、被害者が勤

務していた期間等を考慮して、５０万円を認容

したものなどがある（東京地判平成１８年 ７ 月

２６日判例秘書０６１３２９５４）。

なお、業務に重大な変更・停止を伴う事案

における慰謝料額は、５０万円程度が基準であ

ると分析し、嫌がらせ行為が長期間にわたっ

て継続的に行われた場合、「５０万円程度を基
準として、５０万円×嫌がらせが継続した年数

という判断があるのではないか」との指摘も
なされている（千葉弁護士会編『慰謝料算定
の実務　第 ２版』５１頁　ぎょうせい）。また、
同一の態様によるパワハラの行為が長期間に

わたって継続する事案での慰謝料の算定にお

いては、当該行為の態様や被害の程度などを

考慮して、まず １年当たりの基準を算出した

うえで、それに年数を乗じるという考え方も

有用である、との見解も示されている（同上

　５１頁）。

一方、セクハラの事案では、 ３回にわたり、

車内において、手を握ったり、自らの手を被

害者の太腿の上に置いたりした事案につき、

１２０万円の慰謝料を認めている（さいたま地

判平成１７年 ９ 月１６日判タ１２３０号１８４頁／身体
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的な接触があり、行為も １回ではないが、退

職していない事案）。慰謝料額は、身体的な

接触がないものから身体的な接触のあるもの、

さらにそれが悪質なものになるにつれ、また、

１回限りの行為より複数回に及んだ行為のほ

うが高額となる傾向にある。

慰謝料の額を幾らに設定するかについては、

被害者の置かれた状況等によってもかなりの

幅が出てくるものであり、悩ましいところで

はあるが、被害者の意思を尊重しつつ、過去

の裁判例の中で事案に類似したものがあれば、

そこで認定された慰謝料額を一定の目安とす

るのが妥当な選択ではないかと考える。

⑵　逸失利益

パワハラ・セクハラ行為により被害者が退

職を余儀なくされた場合には、慰謝料のほか

に逸失利益が因果関係のある損害として認め

られることがある。

参考となる裁判例として、転勤義務がない

にもかかわらずあるかのように誤信させて退

職届を提出させたり、定年まで勤務する意思

のある労働者らを、虚偽、弾圧的な言動や執

拗な退職強要・嫌がらせによって退職に至ら

しめた事案で、「使用者は労働者に対し、労
働者がその意に反して退職することがないよ

うに職場環境を整備する義務を負い、また、

労働者の人格権を侵害する等違法・不当な目

的・態様での人事権の行使を行わない義務を

負っているものと解すべき」として、慰謝料
に加えて ６か月分の賃金を逸失利益として認

めたものがある（エフピコ事件・水戸地下妻

支判平成１１年 ６ 月１５日労判７６３号 ７ 頁）。

これまでに現れた裁判例をみると、逸失利

益は ３か月～ ６か月分程度の賃金相当額とす

るのが一般的といえる（東京セクハラ事件・

東京地判平成１１年 ３ 月１２日労判７６０号２３頁、

Ｏ法律事務所事件・名古屋高判平成１７年 ２ 月

２３日労判９０９号６７頁参照）。その算定根拠は必

ずしも明かではないが、原告労働者の経歴や

年齢、性別から通常であれば再就職に必要と

なる期間の賃金相当額が賠償されるべき損害

であるとしているものもあり、参考となる（日

鯨商事事件・東京地判平成２２年 ９ 月 ８ 日労判

１０２５号６４頁）。

もっとも、被害者が退職に至る事情は、加

害行為以外にも複数の要因が混在していると

考えられるため、実際に当該行為と退職との

間に法的な因果関係を認めた事例は多くはな

いのが実情である。

５　主張・立証上の留意点

パワハラ・セクハラ事案における使用者側

の態度の際立った特徴として、パワハラ・セ

クハラの事実そのものを全面的に否定するこ

とが挙げられる。パワハラ行為はそれを目撃

している同僚等の証言が期待できず、セクハ

ラ行為は密室で行われることが多いため、い

ずれの行為に関しても被害者側の主張を裏付

ける証拠が重要となる。

加害行為の事実を立証するための証拠とし

て考えられるものには、当事者間のメール、

被害者のメモやノート、録音媒体、陳述書、

診断書等がある。このうち、当事者間のメー

ルや録音媒体は、客観的な証拠として被害者

本人の供述を補強し得るものとなる。また、

被害者が同僚や友人等にメールで相談をして

いたような場合、その日時や第三者の関与が

明確となるため、一般的にメモやノートなど

と比較すると証拠価値は高いといえる。

この点、メモやノートについては、毎日の

出来事等が記載されたものではなく、また、

被害者が当時ほかにも悩んでいた問題がある

のにそれらに関する記載がほとんどないこと

や複数の日の記述の外見的な印象が似通って

おり、これらを同一の日にまとめて記載した

可能性を排斥できないことなどを指摘して、

その信用性を否定した裁判例もあることに留

意しておきたい（福岡高判平成１９年 ３ 月２３日
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判タ１２４７号２４２頁）。

また、録音媒体については、相手方に無断

で録音したとしても、反社会的な方法を用い

て収集されたものでなければ、証拠能力が否

定されるものではないと解されているが、被

害者側が証拠固めのために、あえてパワハラ

・セクハラ行為を誘発するような言動をしつ

つ録音したような場合は、証拠能力にも問題

が生じ得るだろう。

パワハラの事案は、行為自体の認否よりも

かかる行為の違法性が問題となることが少な

くないため、個々の言動だけでなく、行為の

反復・継続性、行為が行われた経緯、場所、

加害者の地位、業務範囲など、違法性を基礎

付ける具体的事実を主張・立証することが求

められる。

また、身体的な接触を伴うセクハラの事案

は、密室で行われることがほとんどであるか

ら、その立証は相当難しいものとなる。この

際、日時や場所、その状況下に至った経緯、

行為者の職務上の地位、両者の関係などを的

確に主張・立証することになるが、仮に外形

的に客観的事実があったり、加害者が被害者

に対して送ったメールなどの客観的な証拠が

あれば、被害者の主張する事実を推認させる

重要な証拠となる。

なお、主張・立証にあたっては、加害行為

の違法性の軽重にかかわらず、被害者の供述

をもとに個々の行為を羅列的に主張し、それ

をすべて陳述書にまとめるのではなく、客観

的な証拠の有無などを踏まえ、主張・立証の

中心とすべき加害行為を適切に選択するなど

して、メリハリのある立証活動を展開するこ

とを心掛けるべきである。

６　最後に

パワハラ・セクハラの相談は、刑罰法規に

直接該当するような悪質なものから、パワハ

ラ・セクハラがあったとしても直ちに法的責

任を問えないものまで様々である。また、法

的責任を追求できる事案であっても、相談者

が重篤な精神疾患を発症し、尋問手続などの

立証活動に耐えられないことから、現実に裁

判手続を選択することが困難なケースが多々

ある。

しかし、「困難な事案だから」と一口に片
付けてしまっては、相談者も司法書士もそこ

から先へ進むことができなくなってしまう。

当然のごとく、事案に応じた適切な対応が求

められることになる。

まずは、個々の司法書士が、パワハラ・セ

クハラの被害者の感情に配慮した面談技法を

学び、労働関連法規や判例などの最低限の基

礎知識を習得し、必要に応じて他士業や関係

機関などを紹介できるように準備しておくこ

とが必要となろう。
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ペットにまつわるトラブル
と損害賠償の請求 東京弁護士会

弁護士

渋
しぶ

谷
や

　寛
ひろし

１　はじめに

ペットブームが続き、ペットの数は子供の

数を上回っている。ペットとかかわる生活の

場面が増えたことにより、ペットをめぐるト

ラブルも増えた。ペットにまつわるトラブル

から生じる損害をどのように賠償するべきか

の検討が必要となる。

ペット、例えば犬が人に咬み付いて怪我を

させることがある。この場合の損害は、不法

行為として交通事故の損害賠償論を参考に考

えることができよう。これとは逆に、人また

は他人が飼っているペットにより、自らが飼

養しているペットが死傷するに至った場合、

被害を受けたペットやその飼い主の損害をど

のように加害者に請求すべきなのか｡ どのよ

うな損害が生じたと考え、どれほどの金額の

賠償をすればよいのか、この場合にはペット

特有の損害賠償の問題が生じる。

２　ペットをめぐる損害賠償の考え方

⑴　ペットに対する法律的な取扱いは通
常の「物」に対する扱いと全く同一と
はいえない

ペットは、生き物であるが、権利の客体と

しての「有体物」（民法８５条）であることに
かわりなく、「動産」としての「物」に含ま
れる。しかし、ペットは、自動車や時計など

の通常の動産と全く同じに取り扱われている

わけではない。同じ「物」の中でも、損害賠
償の場面では特別な取扱いを受けている。す

くなくとも、次の ２つの場面で損害賠償論の

原則が修正を受けている。

一　物的な損害賠償の場面における「時価を
超えてまで賠償する必要はない」という原則
の修正。

怪我をしたペットの治療費が、そのペット

の時価額よりも高額な場合、時価よりも高額

な治療費を請求できるかという問題がある。

不法行為の事例における名古屋高裁平成２０

年 ９ 月３０日判決（ＬＬＩ／ＤＢ　０６３２０５２４）

は、「一般に、不法行為によって物が毀損し
た場合の修理費等については、そのうちの不

法行為時における当該物の時価相当額に限り、

これを不法行為との間に相当因果関係のある

損害とすべきものとされている。しかしなが

ら、愛玩動物のうち家族の一員であるかのよ

うに遇されているものが不法行為によって負

傷した場合の治療費等については、生命を持

つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相

当額に限られるとするべきではなく、当面の

治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠

なものについては、時価相当額を念頭に置い

た上で、社会通念上、相当と認められる限度

において、不法行為との間に因果関係のある

損害に当たるものと解するのが相当である。」
との判断を示した。ペットの時価を超える治

療費が生じたとき、一定の場合にその治療費

が損害賠償の対象となりうるとの修正を受け

ることになる。

二　「物」が損害を受けたときその所有者に
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対して慰謝料の賠償をする必要がないという

原則の修正。

ペットが死亡した場合に、時価評価の賠償

の他に、飼い主のために慰謝料を支払う必要

があるかという問題がある。

①　民法７１０条は、財産権侵害の場合にも慰

謝料の請求が許される旨を規定している。と

ころが、ペット以外の通常の「物」の場合に
は、時価相当の賠償を受けた場合は、そのこ

とにより精神的苦痛は慰謝されたとみなされ、

慰謝料の賠償が認められることは極めて稀で

ある。ところが、ペットが損害を受けた事例

では、飼い主の慰謝料請求が多くの事例で認

められている。

例えば、ペットを里親として無償で譲り受

けていた場合、一般家庭において飼育中のペ

ットに関する市場は存在しないので、時価は

無いに等しいことになるであろう、仮に時価

を算定したとしても賠償額は僅かとなる。極

僅かな時価賠償金を受け取っただけでは、ペ

ットとして愛情を傾けてきた飼い主の精神的

苦痛は慰謝されない。そうであれば慰謝され

たと看做すこともできない。そこで、民法

７１０条の原則に立ち戻って、財産的損害の賠

償とは別に慰謝料の支払を認める必要性が生

じると考えられているのである。

遡ると昭和３６年の裁判事例ですら、ペット

の飼い主の慰謝料を認めている。東京地裁昭

和３６年 ２ 月 １ 日判決（判タ１１５号９１頁、判時

２４８号１５頁）は、原告の飼育する愛猫（三毛猫）

が、散歩中で紐が解かれていた被告の飼育す

るシェパードにかみ殺された事案で、「侵害
された財産と被害者とが精神的に特殊なつな

がりがあって、通常財産上の価額の賠償だけ

では被害者の精神上の苦痛が慰謝されないと

認められるような場合には、財産上の損害賠

償とは別に精神上の損害賠償が許される」と
し、「家庭に飼われている猫が、飼い主との
間に高度の愛情関係にあることは通常のこと

であるから、加害動物の占有者がその間の事

情を知ったと知らないにかかわらず」慰謝料
請求が認められるとした。そして、原告の愛

情の注ぎ方や精神的苦痛等を考慮し、夫婦各

１万円の慰謝料の請求を認めた。

東京高等裁判所昭和３６年 ９ 月１１日判決（東

京高等裁判所判決時報民事１２巻 ９ 号１８０頁、

判タ１２４号３７頁、判時２８３号２１頁）は、「時と
して単に財産的損害の賠償だけでは到底慰謝

され得ない精神上の損害を生ずる特別の場合

もあり得べく、他人が深い愛情を以て大切に

育て上げて来た高価な畜犬の類を死に致らし

めたようなときは正にこの例であって、被害

者は仮令畜犬の価額相当の賠償を得たとして

もなお払拭し難い精神上の苦痛を受けるのは

当然であり」「死亡により蒙った精神上の損
害に対する慰謝料をも支払うべき義務ありと

いわなければならない」として金 ３万円の慰
謝料の請求を認めた。その後も飼い主の慰謝

料を認めた裁判例は多く、半世紀ほど以前か

らペットの死亡事例において、飼い主に対す

る慰謝料が認められてきたといえる。

②　ペットが死亡せず、傷害を負ったに過ぎ

ない場合にも、飼い主に対する慰謝料の支払

が裁判例上認められている。

名古屋高裁平成２０年 ９ 月３０日判決は、犬を

自動車に乗せて走行していたところ、後続車

に追突され、犬が怪我をした事例で、裁判所

は、「近時、犬などの愛玩動物は、飼い主と
の間の交流を通じて、家族の一員であるかの

ように、飼い主にとってかけがえのない存在

になっていることが少なくないし、このよう

な事態は、広く世上に知られているところで

もある（公知の事実）。そして、そのような

動物が不法行為により重い傷害を負ったこと

により、死亡した場合に近い精神的苦痛を飼

い主が受けたときには、飼い主のかかる精神

的苦痛は、主観的な感情にとどまらず、社会

通念上、合理的な一般人の被る精神的な損害

であるということができ、また、このような

場合には、財産的損害の賠償によっては慰謝
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されることのできない精神的苦痛があるもの

と見るべきであるから、財産的損害に対する

損害賠償のほかに、慰謝料を請求することが

できるとするのが相当である。」との判断を
示し、飼い主二人の合計４０万円の慰謝料請求

を認めた。この裁判例は、重い傷害を負い死

亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受け

たときだけに慰謝料が認められるように読め

る。しかし、そのように限定することなく、

死亡した場合に近いとはいえない程度の場合

でも、飼い主が精神的苦痛を感じているので

あれば、慰謝料請求が認められるべきであろ

う。

⑵　飼い主の慰謝料額の算定根拠

飼い主の精神的苦痛の損害賠償としての賠

償額をどのように算出すべきかという問題が

ある。

ところで、同じく動物が死亡した事例であ

るにもかかわらず、飼い主の慰謝料請求が認

めなかった裁判例がある。大阪地裁平成 ９年

１月１３日判決（判タ９４２号１４８頁、判時１６０６号

６５頁）は、原告が所有する猫（アビシニアン

種）の出産にあたり、被告獣医師が猫に対し、

陣痛促進剤を二回にわたって注射したところ、

容態が急変し、猫及び二匹の胎児が死亡した

事案で、獣医師に過失があるとして、財産的

損害の賠償を認めたものの、原告の猫の飼育

が愛玩用ではなく商品用であったことから、

精神的損害の賠償を認めなかった。

それでは飼い主の慰謝料額を認めるか否か、

認めるとしてその額を算出する根拠はどこに

あるのだろうか。飼い主の慰謝料額の算出方

法については、取得価格を基準にすべきとの

見解もある。しかし、この考え方に従うと、

飼い主が愛情を注いだペットの死に際し同じ

く精神的苦痛を味わっても、ペットショップ

で高額なペットを買った場合には高額な慰謝

料が認めれる反面、里親など無償で譲り受け

た場合には慰謝料額を認めることができなく

なり不均衡であろう。飼い主がペットに対し

どれだけ愛情を持って接してきたか、飼い主

の精神的苦痛がどれだけ大きいか（取得の動

機、室内飼いか否か、毎日のように写真を撮

ったり日記をつけたりしてきたかどうか、絶

えず行動を共にしてきたかどうか、ペットの

死傷に接しペットロス症候群になったか、ど

れ程甚大な苦痛を被っているか等）を具体的

に考慮して判断するのが妥当と考える。

特段の愛情がなく商品用として飼養してい

た場合には、精神的苦痛はなく慰謝料を認め

る必要もなく、先の裁判例と同様の結論が導

かれる。

⑶　ペットの飼い主の慰謝料額の増加傾向

前述した昭和３６年の裁判例は、飼い主であ

る夫婦それぞれに各 １万円の、合計 ２万円の

慰謝料の支払を命じた。その後、ペット死亡

時の飼い主に対する慰謝料額は数万円という

裁判例が相次いだ。

東京地裁平成１６年 ５ 月１０日判決は、いわゆ

る日本スピッツ犬の真依子ちゃん事件におい

て、夫婦各３０万円、合計６０万円の慰謝料の請

求を認めた。この判決を契機に、飼い主に対

する慰謝料の高額化が進んだようだ。慰謝料

額が数万円といわれる時代は終わり、数十万

円の時代に移行している。

３　類型別損害賠償の検討

以下、ペットをめぐるトラブルにおいて、

実際にどのように損害賠償の請求が認められ

ているのかについて検討する。

⑴　咬傷事件の場合

一　ペットのトラブルで最も件数の多いのは

咬傷事件、特に犬による咬みつき事件であろ

う。ここでは、不法行為に基づく損害賠償の

請求が問題となる。
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二　民法７１８条（ １項本文）

民法は７１８条で、不法行為の一般的な規定

（７０９条）とは別に、動物の占有者に重い責

任を科している。ペットにより人が被害を受

けた場合には、比較的高額な賠償が認められ

ることになる。

名古屋地方裁判所判決平成１４年 ９ 月１１日判

決（判例タイムズ１１５０号２２５頁）は、犬に咬

まれたことにより被害者がいわゆるＰＴＳＤ

を発症した事例において、ＰＴＳＤによる逸

失利益金５６９万円、通院慰謝料金１５０万円等総

額金７８９万円の損害賠償を認めた。

咬傷事件ではないが散歩中の事例で、横浜

地方裁判所判決平成１３年 １ 月２３日判決は、散

歩中の飼い犬が歩行者の背後から一声ワンと

吠えたため、歩行者が驚愕して路上に転倒し

て負傷した事案において、付添看護料３６万円、

休業損害２９６万円、慰謝料１７０万円などの損害

を認め、先天的股関節脱臼という疾病に基づ

く身体的特徴により、原告の損害を拡大させ

たと捉えて ２ 割の過失相殺をし、総額金

４３８万円の損害賠償を認めた。

平成１８年名古屋地裁判決（判時１９３５号１０９

頁）は、飼育していたミニチュア・ダックス

犬（ ５歳）が、散歩中、飛び出してきた日本

犬（既咬傷歴有の雑種）に襲われ、ダックス

は死亡し、飼い主は転倒して顔面を負傷した

事案で、民法７１８条に基づき損害賠償請求を

求めたのに対し、被告が７７歳になる女性であ

り、その飼犬が ３～ ４歳の日本犬であること

から、このような犬を鎖に繋ごうとする際に

は、飼い犬が手を潜り抜けるようなことは予

測可能な範囲内にあり、他人に危害を加える

ことは想定できる範囲内であるので、相当の

注意をしたとはいえないとして免責を認めず、

ミニチュア・ダックスフントの流通価額は購

入額の ３分の １の ５万円、慰謝料は、飼い主

３０万円その他の家族 ２名それぞれ１０万円であ

るとして、総額約６７万円の損害賠償を認めた。

三　７１８条（ １項但書）

同条の但書は「動物の種類及び性質に従い
相当の注意をもってその管理をしたときは」
免責される旨を定めている。

最高裁判所第 １小法廷判決昭和３７年 ２ 月 １

日判決は、民法７１８条 １ 項但書について、「通
常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な

事態に対処しうべき程度の注意義務まで課し

たものでないと解すべき」であるとして基準
を具体化した。

大阪地裁昭和４５年 ５ 月１３日判決（判タ２５３

号２８９頁）は、袋小路に面した玄関先の支柱

に繋いでおいた犬が、親が目を離した隙に自

ら近づいてきた ２歳弱の子供の右耳の一部を

咬み千切った事案で、通常人が咬まれること

は考えられず異常な事故だとして、相当な注

意があったと認めて免責を認めた。

もっとも、免責事由を認めた裁判例は極僅

かであり、免責が認められることは難しく、

動物の咬みつき事故のほとんどの事例で不法

行為責任が肯定されているといえよう。

四　過失相殺

裁判では、動物占有者の責任を認めつつも、

被害者にも落ち度があるか否かを考慮し、過

失相殺の規定（民法第７２２条第 ２ 項）を柔軟

に適用して当事者間の損害の衡平な分担を図

っている。

広島高等裁判所松江支部平成１５年１０月２４日

判決（ＬＬＩ／ＤＢ　判例秘書登載）は、小

学生が飼い犬に咬まれ上口唇部挫創等の傷害

を負った事例で、事故原因は、飼い主が咬む

癖を有する犬に遮蔽等の措置を講じなかった

こと、小学生が咬む癖を有する犬であること

を知りながら犬に近づいたことが認められ、

小学生と飼い主の過失割合は ５対 ５であると

して、傷害慰謝料２０万円、後遺障害慰謝料

６０万円の合計８０万円の損害を認めつつ半額の

金４０万円の損害賠償を認めた。

東京地方裁判所平成１８年１１月２７日判決（判

タ１２３８号２４３頁）は、被告がリードを離した

ことは相当な注意を怠ったといえるとして、
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通院慰謝料２５万円、後遺症慰謝料１５万円等損

害額４３万円を認めつつ、原告らが公衆が通り

かかる可能性のある場所（広場）でリードを

放して遊ばせていたことに注意義務違反があ

り、過失の程度は飼い犬を放していた飼い主

らのほうが大きいとして、飼い主に ６割の過

失を認め、総額１９万円の限度で損害賠償を認

めた。

因みに、交通事故の事例ではあるが、飼い

主が犬用シートベルト等を装着させていなか

った事例において、交通事故による損害の １

割を過失相殺した裁判例がある（名古屋高裁

平成２０年 ９ 月３０日判決　ＬＬＩ／ＤＢ　判例

秘書登載）。

⑵　交通事故の場合

犬との散歩中に、犬が自動車に轢かれる事

例も多い。外飼いしている猫が轢かれること

もある。他人の所有物を損壊したことになる

から、物損事故として扱われる。ここでも、

ペットと飼い主の損害をどのように評価した

らよいか、特に市場のないペットの価値をど

の様に評価するかが問題となる。

盲導犬という特殊な事例であるが、死亡し

た盲導犬の逸失利益として比較的高額な損害

賠償が認められた事例がある。名古屋地方裁

判所平成２２年 ３ 月 ５ 日判決（判時２０７９号８３頁）

は、視覚障害者の男性と盲導犬が大型貨物自

動車に跳ねられ、盲導犬が死亡し、犬を貸与

していた盲導犬協会が、大型貨物自動車の運

転手らに対して損害賠償請求した事例におい

て、盲導犬協会は、盲導犬一頭を育て上げる

ためにかかった経費を根拠にして約４００万円

の交換価値があると主張した。これに対し、

加害者側は、無償貸与であるから交換価値は

ないに等しいせいぜい２０万円が限度であると

反論した。裁判所は、時価を算定することが

難しいとしながら、盲導犬には社会的価値が

あり、その価値は育成に要した費用を基礎に

考えるべきであるとした上で、盲導犬が事故

に遭わなければ活動できた残りの期間を基に、

賠償額を算出した。盲導犬一頭を育て上げる

ためにかかった経費を基本として、盲導犬と

して働ける残りの期間を勘案し、さらに「本
件事故当時のサフィーの盲導犬としての技能

は貸与当初と比較して一般的、客観的にも向

上していたと評価し得るから、本件事故当時

のサフィーの客観的価値は、盲導犬としての

能力を発揮することのできる上記残余期間を

基礎に、一般的、客観的な技能の向上も考慮

し」２６０万円という賠償額を算出した。難し
い時価評価に積極的に向った裁判例として評

価できる。

⑶　ペットショップでのトラブルの場合

ペットショップでの売買に関するトラブル

も多い。買って自宅で飼い始めた後すぐに病

気で死んでしまった等。

売買の場合、特定物売買か種類物売買かで

その後の法的効果が異なる。ペットとしてメ

ダカを購入したのであれば、個性に対する着

目はないから、種類物売買になる。これに対

し血統書付の毛並みのよい愛嬌の良い犬を購

入する場合には、他には代替物がなくペット

の個性に着目したといえるから特定物売買に

なる。これらの中間の例えば、可愛い柴犬が

欲しい場合、種類物になるのか、特定物にな

るのか、最終的には当事者の合理的意思解釈

の問題となろう。特定物の場合には、無過失

責任の瑕疵担保責任を追及できるが、いわゆ

る信頼責任の範囲に止まるとされており、賠

償の範囲は極めて限定されてしまう。販売時

から病気を患っていた場合、患っているもの

として販売した場合の価格との差しか賠償請

求できないことになろう。多額の治療費がか

かった場合や、他の動物や人間に病気がうつ

った場合には、売主の注意義務違反を主張し

て債務不履行責任を追及したり、故意または

過失を主張して不法行為の責任を追及するこ

とになる。
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損害賠償の考え方

裁判例として、横浜地裁平成 ３年 ３月２６日

判決（判タ７７１号２３０頁、判時１３９０号１２１頁）

では、手乗りインコの雛二羽を被告経営の大

型店舗内のペットショップから購入して買主

ら家族で飼育していたところ、インコのうち

少なくとも一羽がオウム病クラミジアに感染

していたことにより、買主らが次々とオウム

病に罹患し、そのうちの一人が特に重篤なオ

ウム病性肺炎を発症して死亡したという事案

において、「一般に、売買契約の売主は、買
主に対し、売買の目的物を交付するという基

本的な給付義務を負う他に、信義則上、これ

に附随して、買主の生命、身体、財産上の法

益を害しないように配慮すべき注意義務を負

っており、瑕疵ある目的物を買主に交付し、

その瑕疵によって買主の右のような法益を概

して損害を与えた場合には、積極的債権侵害

ないし不完全履行として、民法４１５条により

損害賠償義務があるというべきである」との
基準を立て、逸失利益、慰謝料など総額約

２５００万円の損害賠償を認めた。

横浜地裁川崎支部平成１３年１０月１５日判決

（判時１７８４号１１５頁）では、ペット等の販売

業者が、パルボウィルスに罹患した犬を購入

してしまったことにより、同ウィルスがすで

にいた飼い犬に罹患して死亡などした事案で、

買主の売主に対する契約の解除および損害賠

償の請求に対して解除を認め、拡大損害につ

いても「パルボの伝播力からすると十分な予
見可能性があった」として、犬の売買代金、
感染した犬の代金、消毒代、犬 ５匹の治療・

入院代、犬の汚物によって廃棄した布団代・

洋服代、廃棄した犬舎（ ４個）代金、廃棄し

たペットヒーター（ ８台）代、葬式（ ５匹）

代の合計約１０３万円の損害賠償を認めた。

⑷　医療過誤の場合

動物病院とのトラブルも多い｡ 簡単な手術

だからと説明を受けて同意したが、手術後に

様態が回復せず死亡してしまった事例。他の

獣医師に相談したところ、誤診や手術ミスが

判明した事例。不必要な手術を行った事例な

ど様々である。また、料金が極めて高額だと

の苦情もある。死亡率の高い手術とわかって

同意したのであれば、死亡しても飼い主の精

神的な衝撃は少ない。しかし、死ぬとは思っ

ていなかった簡単な手術で、突然死亡したと

きの飼い主の苦痛は甚だしい。ペットを亡く

した飼い主は、獣医師に騙された、獣医師が

憎い、真相を知りたい、ペットに申し訳ない

などの感情を抱く。

東京地裁平成１６年 ５ 月１０日判決（判時１８８９

号６５頁、判タ１１５６号１１０頁）は、日本スピッ

ツ犬愛称真依子ちゃんが、糖尿病に罹患した

ことが判明し主治医としてきた獣医師に対し

て適切な治療を求めたにもかかわらず、イン

シュリンの投与が行われず死亡に至るという

事案で、獣医師の獣医療過誤を認める判断を

示した。治療費の一部、葬儀費用の半額、慰

謝料と弁護士費用の一部の総額約８１万円の損

害賠償を認めた。

４　まとめ

ペットをめぐるトラブルにおける損害賠償

に対する考え方は、原則論の応用で対応可能

である。時価評価の特殊性、慰謝料の算定の

必要性などに配慮すれば通常の損害賠償と同

様に考えてよかろう。ペットが被害を受ける

トラブルの損害賠償額は、数十万円にとどま

ることが多く、獣医療過誤事件は地裁の管轄

になることが多いと思われるが、それ以外の

事案では簡易裁判所を管轄とすることが可能

である。基本的な法律である民法の知識で訴

訟活動を行えるので、新たな職域として参入

し易い分野ではなかろうか。
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はじめに

東日本大震災及び福島第一原子力発電所の
事故発生から ２年半以上が経過した。東日本
大震災の被害はもとより、これに端を発した
福島第一原子力発電所の事故も、広範な地域
にわたり甚大な被害をもたらした。この事故
を、損害賠償という観点から見れば、被害者
数やその額からも日本史上類を見ない法律問
題が発生したと言えるだろう。
そして事故は未だに収束したと言える状態
にはなく、被害は拡大し続け、その全容を解
明できる状態には至っていない。それ故、こ
の損害賠償問題の全容を把握し、総括するに
は今後長い年月と専門家の絶え間ない努力が
必要になるだろう。
現在も、福島第一原子力発電所事故の賠償
手続きは続いており、東京電力（株）が主導す
る賠償手続きのみをとっても、賠償項目や請
求書の種類は多岐にわたり、手続は日を追う
ごとに複雑化している。
そんな中、平成２５年 ３ 月末、東京電力（株）
による不動産に関する賠償手続がようやく開
始された。
これについては、不動産登記を業とする司
法書士業務にも密接にかかわってくる賠償項
目であることから、今回から ４回にわたり、
特にこの個人の不動産賠償に焦点を当てて原
発賠償を見ていきたいと思う。

手続の詳細や高尚な法律構成や理論立ては
他所に譲るとして、ここでは不動産賠償の問
題点を通して、今回の原発賠償における加害
者側の底流にある考え方や認識、被害者側の
現状や動向を少しでも感じていただければ幸
いである。

区域再編と不動産賠償

不動産賠償の本題に入る前に、今回の不動
産賠償における政府や東京電力（株）の根本的
な考え方、推し進めている方向性について触
れておかなければならないと思う。残念なが
らこれまで進められている不動産賠償は、被
害の実態と被害者の思いからは遠く掛け離れ、
大きな隔たりがあると言わざるを得ない。そ
の原因は何なのか、どこからその乖離が生じ
たのか、その元凶を手繰っていくと平成２３年
１２月１６日の事故収束宣言に辿り着く。
福島第一原子力発電所が冷温停止状態にな
ったとして当時の野田首相によって発表され
たこの事故収束宣言は、当時被害者の多くは
時期尚早であるとしてこれを冷ややかに受け
止めた。
しかしそんな被害者の反応とは裏腹に、こ
れによって世間一般的には原発事故の収束ム
ードが広がり、風化が加速していった感は否
めない。そしてこの事故収束宣言を機に、不
動産賠償を含めた賠償手続きが一気に動き出
すことになる。

原発賠償　不動産賠償
の問題点１

｜短｜期｜集｜中｜講｜座｜

福島県司法書士会

渡
わた

辺
なべ

　和
かづ

則
のり
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事故収束宣言から僅か１０日後の平成２３年１２
月２６日、政府は「ステップ ２の完了を受けた
警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する
基本的な考え方及び今後の検討課題につい
て」を公表し、ここで初めて公に区域再編の
話が持ち出される。
区域再編とは、これまで設定されていた警
戒区域の指定を解除し、避難指示区域を放射
線量に応じた ３つの区域に再編することによ
って、避難指示区域の見直しを図るという政
府が打ち出した方針である。その内容は避難
指示区域を、帰還困難区域（年５０mSv 超と
される区域）、居住制限区域（年２０mSv 超～
年５０mSv 以下とされる区域）、避難指示解除
準備区域（年２０mSv 以下とされる区域）、の
３つの区域に再編するものであった。
そしてこの区域再編が同年 ３月末を目処に
実施されることを前提に、平成２４年 ３ 月１６日
の原子力損害賠償紛争審査会において、不動
産賠償の総論とでも言うべき大枠が策定され、

中間指針第 ２次追補という形で公表されるに
至るのである。次いで、この流れに沿う形で
平成２４年 ７ 月２０日、経産省資源エネルギー庁
から、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基
準の考え方について」という不動産賠償の各
論というべき方針が公表され、更にこれを踏
襲する形で、同年 ７月２４日に東京電力（株）は
不動産の賠償基準の詳細を公表するのである。
（東京電力（株）の不動産賠償基準自体は、経
産省資源エネルギー庁の基準とほぼ同様の内
容である。）
こうして事故収束宣言を機に政府による区
域再編の方針が打ち出され、この区域再編と
不動産賠償とが関連付けられることによって、
不動産賠償の対象地域の範囲と額が決められ
ていった。この関連付けによって、実質的に
不動産賠償対象地域の範囲が狭められ、賠償
額が減額圧縮されたことになる。福島第一原
子力発電所の実態を対外的に矮小化させた事
故収束宣言は、結果的に被害者の不動産賠償

避難指示区域の概念図
再編前再編後

帰還困難区域
凡例

居住制限区域
避難指示解除
準備区域
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警戒区域

計画的避難区域
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範囲とその賠償額をも矮小化させていくこと
になる。※
そしてこれらが多くの被害者の関知しない
ところで進み、一方的に被害者に賠償基準結
果のみが伝えられ手続が推し進められたこと
が、現在行われている不動産賠償と被害者の
実態や被害者の思いとの間に隔たりを生じさ
せてしまった原因と言えるだろう。

※　この再編結果の区分によって賠償額の
算定が異なる。帰還困難区域については、
全損扱いとして事故発生前の価値の全額
が賠償される。居住制限区域、避難指示
解除準備区域については、事故時点から
６年（７２ヶ月）で全損とし、それぞれの
解除見込み時期に応じた割合分（居住制
限区域は事故時点から ３年とされ全損の
額の ２分の １、避難指示解除準備区域は
事故時点から ２年とされ全損額の ３分の
１）が賠償される。
居住制限区域や避難指示解除準備区域
について、実際に避難指示解除の時期が
伸びれば追加で賠償金を支払うとしてい
るが、その詳細については明らかにされ
ていない。
なお、自治体独自の解除見込み時期の
決定が優先され、この区分に関わらず賠
償されているところもある。（例えば、
富岡町、大熊町、浪江町では ５年間帰還
しない旨の宣言をしたため居住制限区域、
避難指示解除準備区域については、全損
額の ６分の ５の賠償割合とされている。）

基準策定の問題点

今回の福島第一原子力発電所の事故による
賠償の基準は、本来原子力損害賠償に関する
法律に基づき、文科省内に設置される原子力
損害賠償紛争審査会（平成２３年 ４ 月１１日付で
制定された原子力損害賠償紛争審査会の設置
に関する政令に基づき同日設置）によって策

定されたる指針によって示されるのが本来の
道筋である。（原賠法１８条）
これが法に則った本来の辿るべき賠償基準
の策定過程であり、これまでも第一次指針、
第二次指針、第二次指針追補、中間指針、中
間指針第一次追補、中間指針第二次追補と策
定、公表され、これに基づき東京電力（株）が
独自に賠償基準を作成して被害者から賠償請
求を受け付け、または原子力損害賠償紛争解
決センターの和解基準のベースとなり、ある
いはこの指針の基準が訴訟においても重要な
判断材料となる。
しかし不動産をはじめとする財物の賠償基
準の策定過程は、これまでの賠償基準の策定
過程が無視され、突如として経産省がその主
導権を握ることになる。
平成２４年 ７ 月２０日経済産業省資源エネルギ
ー庁より「避難指示区域の見直しに伴う賠償
基準の考え方」が発表された。経産省が本来
の基準策定機関である文科省、あるいはその
下部組織である原子力損害賠償紛争解決セン
ターを差し置いて、突如基準を発表したので
ある。経産省はその経緯について、「今回の
賠償基準は、避難指示区域の見直し及び今後
の被害者の方々の生活再建に密接に関わるも
のである。政府としては、その策定を東京電
力（株）任せにせず、被害を受けた自治体、住
民の方々の意見や実情を伺い、それを可能な
限り賠償基準に反映すべく東京電力（株）と調
整を進めてきたところである。これまで関係
市町村等と頻繁に意見交換を行い　～中略～
　避難指示区域の賠償基準の考え方について
取りまとめを行うに至ったことから、これを
公表するものである。」と説明している。（経
産省ＨＰより）
この策定過程については多くの学者からも
批判のあるところで、ここで詳細に検証する
ことは避けるが、区域再編を主導してそれを
不動産賠償と関連づけた経産省がその主導権
を握り、莫大な資金注入により実質国有化さ
れた東京電力（株）の窮状を鑑み、賠償の範囲
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と額を最小限に留めようと急いだ結果ではな
いだろうか。
法に基づかない策定過程を経て、これを受
けて東京電力（株）が賠償基準を作成したこと
から、これによる基準の効力自体が後々問わ
れることになり、原子力損害賠償紛争解決セ
ンターや訴訟でのこの基準の位置付けが曖昧
になってしまうのではないだろうかと危惧す
るところである。

理不尽な線引き

東京電力（株）による不動産賠償の対象とな
っている地域は、福島第一原子力発電所から
主に半径２０キロ圏内に位置している現在帰還
困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備
区域に指定された地域である。
それ以外の地域は、東京電力（株）の直接請
求による賠償手続きから除外されている。福
島第一原子力発電所から主に半径２０㎞～３０㎞
圏に位置する旧緊急時避難準備区域等の地域
においては、帰還して居住できる事が前提で
あるため、東京電力（株）の直接請求による不
動産賠償手続きからは除外されている。あく
までも当然に帰還して居住できることが前提
であるため、帰還した際の住宅の補修・清掃
費用として原則定額３０万円が支払われるだけ
ある。（東京電力（株）ではこれを上回る場合は、
証拠の提出を求め実損額に基づいて支払うと
している。）
旧緊急時避難準備区域は、平成２４年 ９ 月３０
日に解除されたことによって精神的損害賠償
をはじめとするほとんどの賠償が打ち切られ
た。そしてこの期が帰還時期と位置づけられ、
打ち切りと同時にこの「住宅等の補修・清掃
費用にかかる賠償金」の支払い手続きが開始
されたのである。
しかも「住宅等の補修・清掃費用にかかる
賠償金」は、自ら請求書を東京電力（株）に送
付するよう求めなければならない。多くの請
求対象者がこの請求が可能であること自体に

も気付かず、その支払いの機会が与えられな
いまま現在に至っているのではないかと推測
される。
現在でも旧緊急時避難準備区域等地域の住
民の帰還は思うように進んでいない。旧緊急
時避難準備区域等の中にも、 １年半以上管理
不能であったことから全損状態になっている
不動産は多い。しかし、区域再編という理不
尽な線引きによって東京電力（株）の賠償対象
区域から外されてしまった。
現在、帰還困難区域、居住制限区域、避難
指示解除準備区域に指定された地域以外のこ
れらの地域では、東京電力（株）の不動産賠償
手続きにおいては門前払いの状態である。結
果、原子力損害賠償紛争解決センターによる
ＡＤＲ、若しくは訴訟による賠償請求という
手段しか残されていない。
また、この理不尽な線引きによって、不動
産賠償においても地域や住民間に不平等感を
生み、格差を生み、紛争と分断を招く結果と
なっている。

遅滞の原因

福島第一原子力発電所事故によって強制的
に避難させられている被害者住民にとって、
生活の根幹といえる不動産賠償は当初から最
大関心事であった。　　　
この日本史上最大の不動産賠償は福島県の
面積の約 ５％、東京２３区とほぼ同じ面積がそ
の対象になるといわれ、建物だけで少なくと
も ３万５０００戸、賠償額は６０００億円を超えると
も言われている。
不動産の賠償基準はまず最初に平成２４年 ３
月１６日原子力損害賠償紛争審査会の中間指針
第二次追補で公表されるが、ここでは大枠だ
けしか示されていない。

中間指針第二次追補で不動産賠償について示

した概要

⑴　帰還困難区域の不動産は、本件事故発生
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直前の価値を基準として本件事故により

１００％減少（全損）したものと推認できる

こと。

⑵　居住制限区域内および避難指示解除準備

区域内の不動産に係る財物価値について

は、避難指示解除までの期間等を考慮して、

本件事故発生直前の価値を基準として本件

事故により一定程度減少したものと推認で

きること。

⑶　居住用の建物は再取得価格を考慮するな

ど合理的に評価すべきこと。

続いて平成２４年 ４ 月２５日、東京電力（株）よ
り「避難指示区域の見直しに伴う賠償の検討
状況について」が発表されるものの内容は抽
象的で、現実的な賠償基準として実感できる
ものではなかった。そして平成２４年 ７ 月２０日、
経産省により公表された「避難指示区域の見
直しに伴う賠償基準の考え方」によって初め
て具体的に不動産賠償基準が示され、それを
受けて平成２４年 ７ 月２４日、東京電力（株）から

「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施に
ついて」が発表され、ようやくその内容が見
えてくることになる。
しかしその後しばらく、多くの被害者に不
動産の賠償金が支払われることはなかった。
何度もその開始時期が延期され、中間指針第
二次追補の公表から １年以上経過した平成２５
年 ３ 月２９日、ようやく東京電力（株）から「宅
地・建物・借地権等の賠償に係るご請求手続
きの開始について」が発表され、相談専用ダ
イヤルが設けられ、一応は手続きが開始され
る運びとなった。
しかし実際に個々の被害者住民が自己の不
動産の賠償を実感出来たのは、更に後の平成
２５年 ７ 月中旬頃、実際に東京電力（株）から賠
償金額が記載された請求書用紙が送られてき
てからだろう。被害者によって進捗状況は異
なるが、最も手続が進んでいる被害者でさえ
事故から実に ２年 ４ヶ月以上、中間指針第二
次追補から １年 ４ヶ月以上経過してからのこ

とである。

平成２４年 ３ 月１６日　原子力損害賠償紛争審査

会　中間指針第二次追補公表

平成２４年 ４ 月２５日　東京電力（株）プレスリリ

ース２０１２年「避難指示区域の見直しに伴う賠
償の検討状況について」公表
平成２４年 ７ 月２０日　経済産業省「避難指示区
域の見直しに伴う賠償基準の考え方」公表
平成２４年 ７ 月２４日　東京電力（株）プレスリリ

ース２０１２年「避難指示区域の見直しに伴う賠
償の実施について」公表
平成２５年 ３ 月２９日　東京電力（株）プレスリリ

ース２０１３年「宅地・建物・借地権等の賠償に
係るご請求手続きの開始について」公表

そこまで不動産賠償が遅れた原因は何なの
か、大きく ２つの原因があると言われている。
まず １つは個人情報の壁である。これまで
の賠償手続の開始に際し、東京電力（株）は各
自治体から委託を受けて対象住民の住民票を
一括取得して対象者を確認したという実績が
あった。しかし今回必要とする固定資産課税
台帳については、同様の方法で東京電力（株）
が各自治体から委任を受けて一括取得するこ
とができなかった。不動産賠償額の算定基準
となる固定資産課税台帳は自治体が保有する
住民の個人情報であり、住民の同意を得ない
まま一民間企業である東京電力（株）に提供す
ることは問題があり慎重に扱うべきだと総務
省から反対を受けたのである。
結局ほとんどの自治体で市町村からまず対
象所有者へ固定資産課税台帳を送付し、それ
を対象者自らが東京電力（株）に送付して、受
け取った後に東京電力（株）が対象者に請求書
を送付するという迂遠な手続を踏まざるを得
なかったのである。このことが手続きの遅れ
の原因の １つとなったと言われている。
２つ目は不動産登記情報の所有者と市町村

が発行する固定資産課税台帳上の所有者とが
異なり、賠償金の支払いを受ける所有者が確
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定できないという問題が発生したことである。
東京電力（株）が賠償対象となる１１市町村の約
６万件の不動産登記情報を独自に入手して調
べた結果、実際に所有者と一致していること
が確認できたのは約 ３割にとどまり、約 ４万
件 ３万 ５千世帯が確認できず支払いを受けら
れないことになった。その不一致の主な要因
は遺産分割協議、相続登記をしていない不動
産が大量に有り、 ３分の ２にあたる ２万件以
上の不動産が亡くなった者の名義になったま
まであったためである。もちろん不動産登記
の権利の登記についてそれらの手続きは義務
ではない。しかし賠償金を支払う側の東京電
力（株）は、登記簿上の所有者と固定資産課税
台帳上の所有者が一致しない不動産に対して
は、賠償の対象所有者が確定できないとして
態度を保留してしまったのである。
これらは当初から不動産賠償を見据えて綿
密な準備をしていれば容易に想定できたはず
の事態であり、準備が極めて不十分だったと
言わざるを得ないだろう。

手続きの流れ

前述のように、東京電力（株）が一括して固
定資産課税台帳を取得することが難しくなっ
たことから、まず各市町村から対象不動産所
有者へ固定資産課税台帳が送られ、それを被
害者自身が東京電力（株）に提出するというと
ころから手続きは始まることになる。（自治
体によっては委任状を住民から取り付け、自
治体が東京電力（株）に提出するところもあっ
た。）
東京電力（株）は、『当社に、各市町村から

発行される「平成２２年度固定資産税情報」ま
たは「固定資産課税台帳記載情報の取得に関
する委任状」を提出いただいた方につきまし
ては、平成２５年 ３ 月２９日より「賠償金ご請求
書⑴所有資産確認用」を順次発送させていた
だき、受付を開始いたします。』と案内して
いる。被害者がこの固定資産課税台帳を自ら

提出しなければ不動産賠償手続きは開始しな
い仕組みとなっている。
固定資産課税台帳を手にした被害者は、東
京電力（株）からの案内に従い、その台帳と確
認書を東京電力（株）へ提供し手続きは進んで
いく。
これを提供した被害者へは、東京電力（株）
からまず「ご請求書①」が送付される。この
書類は、東京電力（株）が被害者から提供され
た固定資産課税台帳の内容と東京電力（株）自
らが取得した不動産登記情報を対照し、これ
らの不動産の所有に間違いがないか被害者本
人に確認させる書類である。被害者は自己の
賠償対象不動産を確認し、間違いなければそ
の不動産の情報をこの「ご請求書①」に記入
して返送することになる。
ここで印字された固定資産課税台帳と不動
産登記情報の内容が一致していれば問題なく
先の手続へ進むことになるが、そうでなけれ
ば何らかの立証書類を求められ遅滞していく
ことになる。
この「ご請求書①」を提出した被害者に対
しては続いて「ご請求書②」が送付されてく
ることになる。この書類には東京電力（株）が
算定した不動産の賠償金額が印字されている。
多くの被害者はここで初めて自己の不動産の
具体的な賠償提示額を知ることになる。
そしてこの「ご請求書②」は、算定方法（定

型評価、個別評価、現地評価の ３つ）を選択
する書類でもある。定型評価とは、東京電力
（株）の算定方法と提示された金額をそのまま
了承する選択肢である。個別評価とは、東京
電力（株）が算定した定型評価よりも高額にな
るはずだとして、工事請負契約書等の証拠書
類を提出して再度算定するよう求めていく方
法である。更にそれらに不服があり、または
証拠書類も提出困難である不動産所有者には
現地評価という選択が用意されている。これ
は、原則補償コンサルタント等の専門家が東
京電力（株）の社員に同行して現地に赴き、改
めて評価し直し算定する方法である。
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個別評価を選択すれば定型評価よりも時間
がかかり、現地評価を選択すれば手続が据え
置かれ、更に時間がかかることとなる。被害
者の多くは、煩雑で時間がかかる手続を嫌い、
金額に納得できないながらも定型評価の選択
に流れているのが現状のように見える。
また、問題となっているのは、現地評価を
選択した場合、その結果定額評価や個別評価
より低額になったとしても、もはや遡及して
それらを選択することを認めていないという
点である。東京電力（株）としては、すべての

不動産について現地評価を選択されては手続
きに時間とコストがかかるということである
が、それでも被害者の選択意志に委ねるのが
被害者に寄り添った賠償であろうし、この不
遡及の取り扱いが実質的に被害者の選択を阻
み、批判を受けているところでもある。
こうしてそれぞれの選択によって算定され
た金額に納得できれば、ようやく合意書が送
られ、署名して返送し賠償金が振り込まれる
ことになる。

原発事故避難２００人アンケート　平成２５年 ９ 月１１日付　読売新聞より

不動産賠償を申請していない　３１％

申請したがまだ受け取っていない　３２％

受け取った　１３％	 賠償額に満足している　 ８％

	 不満である　６６％

	 どちらともいえない　２６％

賠償金額のお支払

現地調査をご選択の場合

賠償金ご請求書①

被害者が所有している資産を確認

東京電力被害者

返送された「ご請求書①」をもとに、
定型評価による賠償金額を算定

専門家と共に、現地評価等を実施し、
賠償金額を算定（別途案内するとし、
保留）

被害者が選択した算定方法に基づき、
賠償金額を確定

固定資産課税情報を提供した被害者の
みの「ご請求書①」を送付

定型評価／個別評価をご選択

賠償金額を確認の上、「合意書」に署
名し返送

賠償請求ご請求書②

賠償金額算定方法の選択（定型評価／
個別評価／現地評価）

「ご請求書②」「不動産一覧」の送付

固定資産課税情報の提供

（東京電力（株）　賠償金ご請求書②（算定方法選択用）解説と記入例　よりアレンジ）

「合意書」の送付

賠償対象資産を確認し、所有している
不動産の情報を「ご請求書①」にご記入
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四．対内直接投資

１．外国投資家

外国投資家とは、次に掲げるもので、対内
直接投資を行うものをいう（法第２６条第 １項
各号、対内直接投資等に関する政令（以下「直
投令」という。）第 ２条第 １項、第 ２項）。
①非居住者である個人
②外国法令に基づいて設立された法人その他
の団体又は外国に主たる事務所を有する法
人その他の団体（以下「外国法人等」とい
う。）
③本邦の会社で、非居住者である個人又は外
国法人等により直接に保有されるその議決
権の数と、本邦の他の会社（非居住者であ
る個人又は外国法人等が直接に保有する当
該他の会社の議決権の数が当該他の会社の
総株主又は総社員の議決権の数に占める割
合が１００分の５０以上であるものに限る。）に
より直接に保有されるその議決権の数とを
合計した議決権の数が当該会社の総株主又
は総社員の議決権の数に占める割合が１００
分の５０以上に相当するもの
④本邦の法人その他の団体で、非居住者であ
る個人がその役員（取締役その他これに準
ずるものをいう。）又は役員で代表する権
限を有するもののいずれかの過半数を占め

るもの
なお、外国投資家以外の者（法人その他の
団体を含む。）が外国投資家のために当該外
国投資家の名義によらないで行う対内直接投
資に相当するものについては、当該外国投資
家以外の者は外国投資家とみなされる（法第
２７条第１３項、第５５条の ５第 ２項）。

２ ．対内直接投資とは

対内直接投資とは、外国投資家が日本法人
との間に永続的な経済関係を樹立するために
行う日本の会社への出資、金銭の貸付や外国
法人等である外国投資家による在日支店等の
設置等をいう。なお、外為法令上、正確には、
事業目的の変更を含めて、「対内直接投資等」
という用語が使用されているが、本稿では、
便宜上、単に「対内直接投資」と表記する。
対内直接投資は、具体的には、外為法にお
いて、以下のとおり定義されている（法第２６
条第 ２項各号、直投令第 ２条第 ９項各号）。
なお、株式の取得や金銭の貸付けについて
は、資本取引の定義に該当する場合でも、対
内直接投資に該当するときは、資本取引から
除かれている（法第２０条かっこ書）。
①非上場会社の株式又は持分の取得
上場会社等（金融商品取引所に上場されて
いる株式又は店頭売買につき売買値段を発表
するものとして登録され若しくは指定されて
いる株式を発行している会社をいう。以下同
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じ。）以外の国内の会社（以下「非上場会社」
という。）の株式又は持分の取得（法第２６条
第 ２項第 １号、直投令第 ２条第 ３項）。ただし、
他の外国投資家からの譲受けによるものを除
く。
なお、他の外国投資家からの譲受けのうち、
居住者である外国投資家と非居住者である外
国投資家との間で行われるものは、資本取引
に該当する（法第２０条第 ５号）。
②非上場会社の株式又は持分の譲渡
外国投資家のうち非居住者である個人が非
居住者となる以前から引き続き所有する国内
の非上場会社の株式又は持分（取得の時期が
昭和５５年１２月 １ 日以降のものに限る。）を他
の外国投資家に対して譲渡すること（法第２６
条第 ２項第 ２号）。
③上場会社等の株式の取得
国内の上場会社等の株式の取得であって、
当該取得の後において所有することとなる当
該上場会社等の株式の数が当該上場会社等の
発行済株式の総数に占める割合が１００分の１０
以上となるもの（法第２６条第 ２項第 ３号、直
投令第 ２条第 ５項）。所有する株式の数には、
当該株式を取得した外国投資家との間に株式
の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係
その他これらに準ずる特別の関係にある外国
投資家（詳細は直投令第 ２条第 ４項を参照。
以下「特別の関係にあるもの」という。）が
所有する株式の数を含む。
なお、上記の割合が１００分の１０未満である
場合において、居住者と非居住者との間で行
われるときは、当該取得は資本取引に該当す
る（法第２０条第 ５号）。
④会社の事業目的の実質的な変更に関し行う
同意
外国投資家が国内の会社の事業目的の実質
的な変更に同意すること（法第２６条第 ２項第
４号）。ただし、当該会社が株式会社である
場合は、当該株式会社の総株主の議決権の ３
分の １以上の割合を占める当該株式会社の議
決権の数を有する外国投資家の行う同意に限

る。
⑤本邦における支店等の設置等
非居住者である個人又は外国法人等が本邦
における支店、工場その他の事業所（営業活
動を行わない駐在員事務所を除く。以下「支
店等」という。）を設置し、又は本邦にある
支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変
更を行うこと（法第２６条第 ２項第 ５号、直投
令第 ２条第 ６項）。
ただし、次に掲げる事業に係る支店等に関
するものを除く。外国投資家が本邦において
これらの事業を行うためには、それぞれの法
律に基づき、許認可等が必要とされるため、
外為法により重ねて規制する必要はないため
である。
ⅰ）銀行業（銀行法第 ２条第 ２項）
ⅱ）外国保険会社等（保険業法第 ２条第 ７項）
の事業
ⅲ）ガス事業（ガス事業法第 ２条第１０項）
ⅳ）電気事業（電気事業法第 ２条第 １項第 ９
号）
ⅴ）第一種金融商品取引業（金融商品取引法
第２８条第 １項）又は投資運用業（同条第 ４
項）を行う者の事業
ⅵ）外国信託会社（信託業法第 ２条第 ６項）
の事業
ⅶ）資金移動業（資金決済に関する法律第 ２
条第 ２項）
⑥本邦に主たる事務所を有する法人に対する
金銭の貸付け
本邦に主たる事務所を有する法人に対する
期間が １年を超える金銭の貸付けであって、
次のいずれにも該当するもの（法第２６条第 ２
項第 ６号）。
ただし、金融機関がその業務として行う貸
付け及び居住者である外国投資家（上記 １．
③又は④に掲げるもの）が行う本邦通貨によ
る貸付けを除く（法第２６条第 ２項第 ６号かっ
こ書き、直投令第 ２条第 ８項）。
ⅰ）金銭の貸付け後における当該外国投資家
の当該法人に対する金銭の貸付けの残高が
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１ 億円に相当する額を超える場合（直投令
第 ２条第 ７項第 １号、対内直接投資等に関
する命令（以下「直投命令」という。）第
２条第 １項）

ⅱ）金銭の貸付け後における当該外国投資家
による当該法人に対する金銭の貸付けの残
高と、当該外国投資家が所有する当該法人
が発行した社債の残高の合計額（当該外国
投資家と特別の関係にあるものが行った金
銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の
合計額を含む。）が当該金銭の貸付け後に
おける当該法人の負債の額として定める額
の１００分の５０に相当する金額を超える場合
（直投令第 ２条第 ７項第 ２号）
上記の社債は、国内の会社の発行する社債
であって、その募集が外国投資家のうち特定
のものに対してされるものに限り、次のいず
れかに該当するものを除く（直投令第 ２条第
９項第 １号、直投命令第 ２条第 ３項、第 ４項）。
ａ．金融機関がその業務として取得した社債
ｂ．居住者である外国投資家（上記 １．③又
は④に掲げるもの）が取得した本邦通貨を
もって表示される社債
ｃ．取得の日から元本の償還の日までの期間
が １年以下である社債
ｄ．取得の後において所有することとなる当
該会社の社債の残高が １億円に相当する額
以下である社債
また、当該法人の負債の額として定める額
とは、金銭の貸付けを行った日の属する事業
年度の直前の事業年度末の貸借対照表（当該
直前の事業年度がない場合にあっては、直前
の貸借対照表）の負債の部に計上した額と当
該金銭の貸付けの金額とを合算した額をいう。
ただし、貸借対照表を作成していない場合
にあっては、金銭の貸付けを行った日の属す
る事業年度の直前の事業年度末の財産目録
（当該直前の事業年度がない場合にあっては、
直前の財産目録）の負債の総額と当該金銭の
貸付けの金額とを合算した額とする（直投命
令第 ２条第 ２項）。

なお、金融機関がその業務として行う貸付
けの場合又は上記ⅰ若しくはⅱのいずれにも
該当しない場合若しくはいずれかに該当する
場合において、居住者と非居住者との間で行
われるときは、当該金銭の貸付は、資本取引
に該当する（法第２０条第 ２号）。
⑦会社の発行する社債の取得
国内の会社が発行した、取得の日から元本
の償還の日までの期間が １年を超える社債で、
その募集が外国投資家のうち特定のものに対
してされるものの取得であって、次のいずれ
にも該当するもの（法第２６条第 ２項第 ７号、
直投令第 ２条第 ９項第 １号）。
ただし、金融機関がその業務として行う社
債の取得及び居住者である外国投資家（上記
１．③又は④に掲げるもの）が行う本邦通貨
をもって表示される社債の取得を除く。
ⅰ）社債の取得の後において当該外国投資家
が所有することとなる当該会社の社債の残
高が １億円に相当する額を超える場合（直
投令第 ２条第 ９項第 １号ニ⑴、直投命令第
２条第 ３項）

ⅱ）社債の取得の後において当該外国投資家
が所有することとなる当該会社の社債の残
高と、当該外国投資家による当該会社に対
する上記⑥の金銭の貸付けの残高の合計額
（当該外国投資家と特別の関係にあるもの
が取得した社債の残高と行った金銭の貸付
けの残高の合計額を含む。）が当該社債の
取得後における当該会社の負債の額として
定める額の１００分の５０に相当する金額を超
える場合（直投令第 ２条第 ９項第 １号ニ⑵）
当該会社の負債の額として定める額とは、
社債の取得を行った日の属する事業年度の直
前の事業年度末の貸借対照表（当該直前の事
業年度がない場合にあっては、直前の貸借対
照表）の負債の部に計上した額と当該取得し
た社債の金額とを合算した額をいう（直投命
令第 ２条第 ４項）。
なお、金融機関がその業務として行う社債
の取得の場合又は上記ⅰ若しくはⅱのいずれ
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にも該当しない場合若しくはいずれかに該当
する場合において、居住者と非居住者との間
で行われるときは、当該社債の取得は、資本
取引に該当する（法第２０条第 ５号）。
⑧特別の法律により設立された法人の発行す
る出資証券の取得
日本銀行や特定目的会社など特別の法律に
基づいて設立された法人の発行する出資証券
の取得（法第２６条第 ２項第 ７号、直投令第 ２
条第 ９項第 ２号）
⑨上場会社等の株式への一任運用
国内の上場会社等の株式への一任運用であ
って、次に掲げる要件を満たすもの（法第２６
条第 ２項第 ７号、直投令第 ２条第 ９項第 ３号）。
なお、株式への一任運用とは、投資一任契約
その他の契約に基づき、他の者から委任を受
けて株式に運用すること（その指図をするこ
とを含む。）をいう（直投令第 ２条第１０項。
以下同じ。）。
ⅰ）当該上場会社等の株式に投資をするため
に必要な権限及び当該上場会社等の株主と
しての議決権その他の権利を行使する権限
が一任運用をする外国投資家に委任され、
かつ、当該委任により、委任者が当該権利
を行使できないこと。
ⅱ）当該株式への一任運用の対象とされる当
該上場会社等の株式の数（当該一任運用を
する外国投資家と特別の関係にあるものが
する株式への一任運用（ⅰに掲げる要件を
満たすものに限る。）の対象とされる当該
上場会社等の株式の数を含む。）が当該上
場会社等の発行済株式の総数に占める割合
が１００分の１０以上となること。

３ ．対内直接投資に対する規制

⑴　対内直接投資に対する規制の概要

外国投資家は、対内直接投資を行う場合、
手続が不要とされるものを除き、財務大臣及
び事業所管大臣に対して、対内直接投資を行
う前に届出（以下「事前届出」という。）をし、

又は、対内直接投資を行った後に報告（以下

「事後報告」という。）をしなければならない。
事業所管大臣とは、対内直接投資の対象と
なる本邦の法人の営む事業又は本邦に設置す
る外国投資家の支店等の営む事業を所管する
大臣をいう（直投令第 ７条）。なお、国内の
会社（特別の法律により設立された法人を含
む。）の株式若しくは持分の取得若しくは譲
渡若しくは株式への一任運用、発行する社債
の取得又は事業目的の実質的な変更を行う場
合において、当該会社の子会社（会社法第 ２
条第 ３号に規定する子会社をいい、本邦にあ
るものに限る。以下同じ。）又は完全対等合
弁会社（当該会社又はその子会社がその総株
主又は総社員の議決権の数の１００分の５０に相
当する議決権の数を保有する他の会社（子会
社を除き、その株主又は社員の数が ２人であ
るものに限る。）をいう（直投令第 ３条第 ２
項第 １号、直投命令第 ３条第 ４項）。以下同
じ。）が事前届出を要する業種（以下「事前
届出業種」という。）に属する事業を営んで
いるときは、当該事業の所管大臣を含む。
各大臣が所管する具体的な事業は、日本銀
行「外為法Ｑ＆Ａ（対内直接投資編）」の参
考資料 １「各事業所管大臣の所管事業一覧」
を参照されたい。

⑵　事前届出及び事後報告が不要である対内
直接投資

外国投資家が行う対内直接投資のうち、次
に掲げる行為に該当するものについては、事
前届出及び事後報告のいずれの手続も不要で
ある（法第２７条第 １項かっこ書き、第５５条の
５第 １項かっこ書き、直投令第 ３条第 １項各
号、直投命令第 ３条第 ２項各号）。
①相続又は遺贈による会社の株式又は持分の
取得
相続又は遺贈により、外国投資家が国内の
会社の株式又は持分を取得した場合（直投令
第 ３条第 １項第 １号）
②合併による非上場会社の株式又は持分の取
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得
非上場会社の株式又は持分を所有する法人
（消滅会社）の合併により、外国投資家であ
る合併後存続する法人（吸収合併存続会社）
又は新たに設立される法人（新設合併設立会
社）が当該株式又は持分を承継して取得する
場合（直投令第 ３条第 １項第 ２号）。
なお、消滅会社の株主である外国投資家が
合併の対価として交付される吸収合併存続会
社又は新設合併設立会社の株式又は持分を取
得する場合は、対内直接投資に該当する。
③会社分割による非上場会社の株式又は持分
の取得
非上場会社の株式又は持分を所有する法人
（分割会社）の分割により、外国投資家であ
る分割後新たに設立される法人（新設分割設
立会社）又は事業を承継する法人（吸収分割
承継会社）が当該株式又は持分を承継して取
得する場合（直投令第 ３条第 １項第 ３号）。
なお、分割会社である外国投資家が分割の
対価として交付される新設分割設立会社又は
吸収分割承継会社の株式又は持分を取得する
場合は、対内直接投資に該当する。
④出資比率１０％未満の非上場会社の株式又は
持分の取得
事前届出の対象とならない非上場会社の株
式又は持分の取得であって、当該外国投資家
が当該取得の後において所有することなる当
該非上場会社の株式の数又は出資の金額（当
該外国投資家と特別の関係にあるものが所有
する当該非上場会社の株式の数又は出資の金
額を含む。）が当該非上場会社の発行済株式
の総数又は出資の金額の総額に占める割合が
１００分の１０未満であるもの（直投令第 ３条第
１項第 ４号）。
他方、事前届出の対象となる非上場会社の
株式又は持分の取得については、数量を問わ
ず、事前届出が必要となる。
⑤上場申請中の非上場会社の株式の取得
事前届出の対象となる非上場会社の株式の
取得のうち、金融商品取引所への上場又は店

頭登録の申請中に行われる募集又は売出しに
係る株式の取得であって、当該外国投資家が
当該取得の後において所有することなる当該
非上場会社の株式の数（当該外国投資家と特
別の関係にあるものが所有する当該非上場会
社の株式の数を含む。）が当該非上場会社の
発行済株式の総数に占める割合が１００分の１０
未満であるもの（直投令第 ３条第 １項第 ４号、
直投命令第 ３条第 １項）。上場申請中の非上
場会社の株式の取得については、上場会社等
の株式の取得に準じて取り扱う趣旨である。
⑥株式の分割又は併合による株式の取得等
株式の分割又は併合により発行される新株
の取得又は当該新株に係る株式への一任運用
（直投令第 ３条第 １項第 ５号）
⑦上場会社等による株式又は持分の取得等
上記 １．③の外国投資家のうち国内の上場
会社等であって、当該上場会社等の株主であ
る特定の非居住者である個人若しくは外国法
人等又は本邦の他の会社（非居住者である個
人又は外国法人等が直接に保有する当該他の
会社の議決権の数が当該他の会社の総株主又
は総社員の議決権の数に占める割合が１００分
の５０以上であるものに限る。）が直接に所有
する当該上場会社等の株式の数（当該株主と
特別の関係にあるものが所有する当該株式の
数を含む。）が当該上場会社等の発行済株式
の総数に占める割合が１００分の１０未満である
ものが行う上記 ２．①、③、④、⑥、⑦、⑧
又は⑨に掲げる行為（直投令第 ３条第 １項第
６号、第 ２条第 １項）
⑧組織変更による株式又は持分の取得
組織変更前の会社の株式又は持分を所有す
るものによる当該株式又は持分に代わる組織
変更後の会社の株式又は持分の取得（直投令
第 ３条第 １項第 ７号、直投命令第 ３条第 ２項
第 １号）
⑨相続又は遺贈による債権等の取得
相続又は遺贈により、外国投資家が本邦法
人に対する貸付金債権、国内の会社の社債又
は特別の法律により設立された法人の発行す
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る出資証券を取得した場合（直投令第 ３条第
１項第 ７号、直投命令第 ３条第 ２項第 ２号）
⑩事前届出業種に該当しない会社の事業目的
の実質的な変更に関し行う同意
上記 ２．④の国内の会社の事業目的の実質
的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に
係る変更後の事業目的が、事前届出業種に該
当しない会社の事業目的の実質的な変更に関
し行う同意（直投令第 ３条第 １項第 ７号、直
投命令第 ３条第 ２項第 ３号）。具体的には、
変更前の事業目的にかかわらず、事前届出業
種に該当しない事業目的を追加する場合及び
事業目的の一部を削除する場合である。
⑪事業目的が事前届出業種に該当しない本邦
における支店等の設置等
上記 ２．⑤の支店等の設置のうち、当該設
置に係る支店等の事業目的が、事前届出業種
に該当しない支店等の設置（直投令第 ３条第
１項第 ７号、直投命令第 ３条第 ２項第 ３号の
２）
⑫事業目的が事前届出業種に該当しない本邦
における支店等の種類又は事業目的の実質
的な変更
上記 ２．⑤の支店等の種類又は事業目的の
実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後
の事業目的が、事前届出業種に該当しない支
店等の種類又は事業目的の実質的な変更（直
投令第 ３条第 １項第 ７号、直投命令第 ３条第
２項第 ４号）。具体的には、変更前の事業目
的にかかわらず、事前届出業種に該当しない
事業目的を追加する場合及び事業目的の一部
を削除する場合である。
⑬株式無償割当てによる株式の取得等
株式無償割当てにより、株主である外国投
資家に割り当てられる株式の取得又は株式へ
の一任運用（直投令第 ３条第 １項第 ７号、直
投命令第 ３条第 ２項第 ５号）
⑭取得条項付株式等の取得の対価として交付
する株式等の取得
取得条項付株式又は取得条項付新株予約権
に係る取得事由の発生により、その取得の対

価として株主である外国投資家に交付される
株式、持分、社債若しくは出資証券の取得又
は株式への一任運用（直投令第 ３条第 １項第
７号、直投命令第 ３条第 ２項第 ６号）

⑶　事前届出の対象となる対内直接投資

外国投資家は、対内直接投資のうち、次の
いずれかに該当するものを行おうとするとき
は、上記⑵の事前届出及び事後報告が不要で
ある場合を除き、あらかじめ、当該対内直接
投資について、事業目的、金額、実行の時期
その他の事項を財務大臣及び事業所管大臣に
届け出なければならない（法第２７条第 １項、
直投令第 ３条第 ２項）。
①次のいずれかに該当する業種として財務大
臣及び事業所管大臣が定める業種に係る対
内直接投資（上記 ２．①、②、③、④、⑦
及び⑨の対内直接投資にあっては、当該対
内直接投資の対象となる上場会社等その他
の会社の子会社及び完全対等合弁会社が当
該業種に属する事業を営んでいる場合を含
む。）（直投令第 ３条第 ２項第 １号、直投命
令第 ３条第 ３項、第 ４項）
ⅰ）国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨
げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すこ
とになるおそれがある対内直接投資に係る
業種
ⅱ）我が国が経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
の資本移動の自由化に関する規約第二条ｂ
の規定に基づき留保している対内直接投資
に係る業種
具体的な業種は、財務大臣及び事業所管大
臣の告示（対内直接投資等に関する命令第 ３
条第 ３項の規定に基づき財務大臣及び事業所
管大臣が定める業種を定める件（平成２０年 ３
月３１日内閣府、総務省、財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省告示第 １号））により、主に
以下のような業種が指定されている。詳細は、
日本銀行「外為法Ｑ＆Ａ（対内直接投資編）」
の参考資料 ３「業種を定める告示別表第一・
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別表第二・別表第三およびイランの届出に係
る対内直投を定める告示に定める「イランに
よる投資禁止業種」（イランによる投資禁止
業種を定める告示より）」を参照されたい。
ａ．「国の安全」に係る業種
武器、航空機、原子力、宇宙開発に関連す
る製造業等
ｂ．「公の秩序」に係る業種
電気業、ガス業、熱供給業、通信事業、放
送事業、水道業、鉄道業、旅客運送業
ｃ．「公衆の安全」に係る業種
生物学的製剤製造業、警備業
ｄ．我が国固有の事情により資本移動の自由
化を留保している業種
農林水産業、石油業、皮革・皮革製品製造
業、航空運輸業、海運業
②直投命令別表第一に掲げる国・地域（以下

「掲載国」という。）以外の国・地域の外
国投資家により行われる対内直接投資（上
記 １．③又は④に該当する外国投資家によ
り行われる対内直接投資を除く。）（直投令
第 ３条第 ２項第 ２号、直投命令第 ３条第 ５
項）
我が国との間に対内直接投資に関する条約
その他の国際約束がない国・地域の外国投資
家により行われる対内直接投資について、相
互主義の観点から、事前届出の対象とするも
のである。現在、直投命令別表第一において、
世界１６６の国・地域が掲載国に指定されている。
事前届出の対象となる掲載国以外の国・地域
には、例えば、アフガニスタン、イラク、カ
ザフスタン、北朝鮮、セーシェルなどがある。
なお、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島、
バミューダなどの英国海外領土については、
英国の一部として掲載国の扱いとなる。
③財務大臣の許可を受けなければならない資
本取引（外為令第１１条第 １項）に当たるお
それがあるものとして財務大臣及び事業所
管大臣が定める対内直接投資（直投令第 ３
条第 ２項第 ３号、直投命令第 ３条第 ６項）
国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁

措置として、財務大臣及び事業所管大臣の告
示（対内直接投資等に関する命令第 ３条第 ６
項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣
が定める対内直接投資等を定める件（平成２２
年 ８ 月 ３ 日内閣府、総務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省告示第 １号））により、
以下の対内直接投資が指定されている。
ⅰ）上記 ２．①又は③のうち、イラン関係者
が行うイランによる投資禁止業種に属する
事業を営む会社の株式又は持分の取得
ⅱ）上記 ２．⑨のうち、イラン関係者が行う
イランによる投資禁止業種に属する事業を
営む上場会社等の株式への一任運用
ⅲ）上記 ２．②のうち、非居住者である個人
が非居住者となる以前から引き続き所有す
る非上場会社（イランによる投資禁止業種
に属する事業を営む会社に限る。）の株式
又は持分のイラン関係者に対する譲渡
なお、イラン関係者とは、外国投資家のう
ち、イラン政府、イラン国籍を有する自然人、
イランの法令に基づいて設立された法人その
他の団体（当該法人その他の団体の外国にあ
る支店、出張所その他の事務所を含む。）若
しくはイラン以外の地域に主たる事務所を有
する法人その他の団体のイラン内の支店、出
張所その他の事務所又はこれらのものにより
実質的に支配されているものをいう。
また、イランによる投資禁止業種とは、核
技術等に関連するイランによる投資を禁止す
る措置の対象となる業種として外務大臣が定
めるものをいう。詳細は、日本銀行「外為法
Ｑ＆Ａ（対内直接投資編）」の参考資料 ３「業
種を定める告示別表第一・別表第二・別表第
三およびイランの届出に係る対内直投を定め
る告示に定める「イランによる投資禁止業種」
（イランによる投資禁止業種を定める告示よ
り）」を参照されたい。

⑷　対内直接投資の事前届出の手続

外国投資家は、事前届出の対象となる対内



75月報  司法書士 2013.11　No.501

直接投資を行おうとするときは、上記⑵の事
前届出及び事後報告が不要である場合を除き、
当該対内直接投資を行おうとする日前 ６か月
以内に、対内直接投資の区分に応じ、所定の
様式による届出書を、日本銀行を経由して財
務大臣及び事業所管大臣に提出しなければな
らない。提出すべき届出書の通数は、当該事
業所管大臣の数に ３を加えた通数である（法
第２７条第 １項、直投令第 ３条第 ３項、直投命
令第 ３条第 ７項）。
事前届出をしなければならない外国投資家
が非居住者である個人又は外国法人等である
場合は、当該外国投資家は、居住者である代
理人（当該届出に関して財務大臣及び事業所
管大臣から送達される文書を受理する権限を
有するものに限る。）により当該届出をしな
ければならない（直投令第 ３条第 ４項）。
対内直接投資について事前届出をした外国
投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該
届出を受理した日から起算して３０日を経過す
る日までは、当該届出に係る対内直接投資を
行ってはならない（法第２７条第 ２項本文）。
この期間を「不作為期間」という。
財務大臣及び事業所管大臣は、事前届出が
あった場合において、当該届出に係る対内直
接投資が国の安全等に係る対内直接投資に該
当しないかどうかを審査する必要があると認
めるときは、当該届出に係る不作為期間を、
当該届出を受理した日から起算して ４か月間
に限り、延長することができる（法第２７条第
３項）。財務大臣及び事業所管大臣は、不作
為期間を延長した場合において、審査をした
結果、事前届出に係る対内直接投資が国の安
全等に係る対内直接投資に該当すると認める
ときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴
いて、当該対内直接投資の届出をしたものに
対し、当該対内直接投資に係る内容の変更又
は中止を勧告することができる（法第２７条第
５項）。関税・外国為替等審議会の意見を聴
く場合には、関税・外国為替等審議会の申出
により、当該届出に係る不作為期間を、当該

届出を受理した日から起算して ５か月間まで
延長することができる（法第２７条第 ６項）。
対内直接投資に係る内容の変更又は中止の勧
告を受けたものが、財務大臣及び事業所管大
臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか通
知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しな
い旨の通知をした場合には、財務大臣及び事
業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、
当該対内直接投資に係る内容の変更又は中止
を命ずることができる（法第２７条第１０項）。
他方、財務大臣及び事業所管大臣は、不作
為期間の満了前に当該届出に係る対内直接投
資がその事業目的その他からみて審査が必要
となる対内直接投資に該当しないと認めると
きは、当該期間を届出を受理した日から ２週
間を経過した日まで短縮することができる
（法第２７条第 ２項ただし書、直投命令第１０条
第 ２項）。さらに、外国投資家の完全子会社
の設立による株式の取得などのグリーンフィ
ールド投資案件、過去に届出をした案件と同
じ株式を同じ取得目的、同じ経営関与の方法
で取得するなどのロールオーバー案件、株式
の取得に伴う経営関与の方法において発行会
社に関して重要提案行為等を行わないなどの
パッシブ・インベストメント案件については、
財務大臣及び事業所管大臣が特に審査に時間
を要すると判断したものを除いては、届出書
を受理した日から ４営業日を経過した翌営業
日までに短縮するよう努めることとされてい
る。

⑸　事前届出に係る行為をした場合の報告
（いわゆる「実行報告」）

事前届出をした外国投資家が、不作為期間
の経過後に、次に掲げる行為をした場合には、
当該行為の区分に応じ、所定の様式による報
告書を、当該行為を行った日から３０日以内に、
日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大
臣に提出しなければならない。提出すべき報
告書の通数は、当該事業所管大臣の数に １を
加えた通数である（法第５５条の ８、直投令第
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６ 条の ５、直投命令第 ７条第 １項）。
①当該届出に係る株式若しくは持分（特別の
法律により設立された法人の発行する出資
証券を含む。）の取得又は株式への一任運
用
②当該届出に係る株式若しくは持分の取得又
は当該株式への一任運用をした後における
当該株式又は持分の全部又は一部の処分
③当該届出に係る金銭の貸付け又は社債の取
得
④当該届出に係る貸付け又は社債の取得をし
た後における当該貸付け又は社債の元本の
全部又は一部の返済金又は償還金の受領
（期限前返済又は期限前償還を受けた場合
を含む。）
⑤当該届出に係る支店等の設置の中止（財務
大臣及び事業所管大臣による中止の勧告の
応諾又は中止の命令による中止を除く。）
又は当該支店等の廃止

⑹　事後報告の対象となる対内直接投資

外国投資家は、対内直接投資を行ったとき
は、上記⑵の事前届出及び事後報告が不要で
ある場合及び上記⑶の事前届出を要する場合
を除き、当該対内直接投資の内容、実行の時
期その他の事項を財務大臣及び事業所管大臣
に報告しなければならない（法第５５条の ５第
１ 項）。事後報告の対象となるのは、次のい
ずれにも該当する場合である。詳細は、日本
銀行「外為法Ｑ＆Ａ（対内直接投資編）」の
参考資料 ３「業種を定める告示別表第一・別
表第二・別表第三およびイランの届出に係る
対内直投を定める告示に定める「イランによ
る投資禁止業種」（イランによる投資禁止業
種を定める告示より）」を参照されたい。
①対内直接投資の対象となる本邦の法人（上
記 ２．①、②、③、④、⑦及び⑨の対内直
接投資にあっては、当該対内直接投資の対
象となる上場会社等その他の会社の子会社
及び完全対等合弁会社を含む。）が行う事
業のすべてが上記⑶①の事前届出業種に該

当しない場合
②掲載国の外国投資家又は上記 １．③又は④
に該当する外国投資家が対内直接投資を行
う場合
③上記⑶③のイラン関係者が行うイランによ
る投資禁止業種に属する事業に係る対内直
接投資に該当しない場合

⑺　対内直接投資の事後報告の手続

外国投資家は、対内直接投資を行ったとき
は、上記⑵の事前届出及び事後報告が不要で
ある場合及び上記⑶の事前届出を要する場合
を除き、対内直接投資を行った日の属する月
の翌月１５日までに、対内直接投資の区分に応
じ、所定の様式による報告書を、日本銀行を
経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出し
なければならない。提出すべき報告書の通数
は、当該事業所管大臣の数に １を加えた通数
である（法第５５条の ５第 １項、直投令第 ６条
の ３第 １項、直投命令第 ６条の ２）。
事後報告をしなければならない外国投資家
が非居住者である個人又は外国法人等である
場合、当該外国投資家は、居住者である代理
人により当該報告をしなければならない（直
投令第 ６条の ３第 ２項）。
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Ｑ　登記原因の日よりも前に委任状に署名押
印をもらう事がよくあります。その場合委
任状の日付は、空白にしてもらったり、原
因日を書いてもらったりしていますが、委
任を受けた日を記入した委任状だと、問題
があるのでしょうか。
Ａ　登記原因よりも前の日付で委任を受けた
場合でも、条件付委任・始期付委任として
委任は有効です。空白の日付の委任状の場
合は、その補充権を与えられているものと
して、司法書士が日付を補充することに問
題はないでしょう。
【解説】
委任状の日付が登記原因の日付より以前の
ものであった場合の取扱いについてですが、
過去においては、各司法書士会と法務局との
協議・合意事項等によって受理されていたよ
うです。この問題は平成 ３年 １月１９日に開催
された「登記実務研究会質疑応答　不動産登
記パネルディスカッション（回答者　揖斐　
潔　法務省局付検事、川内　紀章　法務省大
臣官房司法法制調査部調査統計課長、板巻　
豊　法務省民事局第三課補佐官、寺島　健　
法務省民事局不動産登記第一係長）」でも取
り上げられ、その内容が月刊登記先例解説集
（社団法人　民事法情報センター、販売　株
式会社きんざい）に掲載されました。原因日
よりも前の日付の委任状に関する部分は平成
３年１２月２５日発行の第３６１号（３１巻１２号）７８
～７９頁で、下記のような内容です。

質疑 ３　登記原因を「平成 ３年 １月１９日
売買」とする所有権移転の登記申請書に
添付する委任状の日付がこれよりも前で
あるときは、却下事由に相当するか。委
任状の記載が「平成 ２年１１月２０日付け不

動産売買契約書に基づく所有権の引渡し
および売買代金の授受並びにこれに伴う
平成 ３年 １月１９日売買を原因とする所有
権移転登記申請に関する一切の件」とな
っているときはどうか。

この質疑に対する回答は、「前段のように、
ただ移転原因（よりも委任状の日付）が前だ
からといって直ちに却下という話にはならな
いだろうと思っております。」「後段の部分に
つきましては、この『平成 ３年 １月１９日売買
を原因とする』ということをどういうふうに
解釈するかですが、これが実体的に所有権を
移転する日であるということであれば、これ
でもまったくさしつかえない。当事者間でこ
の日に所有権を移転するという契約であると
考えれば、平成 ２年１１月２０日ぐらいに委任さ
れたという委任状であったとしても、特段さ
しつかえないと思っております。」というも
のです。
この質疑応答により、登記原因日より前の
日付による委任状が問題になることはなくな
りました。ただしこの委任状が登記原因証明
情報の記載を援用したものの場合は、この質
疑応答の対象ではありません。まだ登記原因
証明情報が作成されていない時点で事前に委
任するということは考えられないからです。
すべての登記事項が委任状に記載されている
場合の取扱いと考えるべきでしょう。また商
業・法人登記においては、上記のような明確
な回答がないことから、不動産登記と異なり
登記原因よりも前の日付の委任状の取扱いは
統一していないようです。

委任状の日付と原因日
日司連不動産登記法改正等対策部
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Ｄ裁判官：今日も引き続きマンション法関係
の勉強になりますね。前回は、「共同の利
益に反する行為」という点についてまで勉
強しましたので、その続きということにな
ります。前回、Ｃさんは、管理費等の不払
なども、「共同の利益に反する行為」であり、
「債権関係における義務違反行為」に当た
るという分類をしてくれました。この点の
理由付けをもう少し詳しく説明していただ
きましょう。
Ｃ書記官：管理費等の不払が「共同の利益に
反する行為」に当たるかどうかについてで
すが、マンションは複数の区分所有者が居
住し、その複数の区分所有者によって維持
・管理がなされているわけですから、個々
の区分所有者の管理費等の支払義務はマン
ションの管理に関する最も基本的な義務で
あるといえます。そういう観点からみます
と、やはり、管理費の不払は「共同の利益
に反する行為」になると考えられます。
Ｄ裁判官：そのように考えられますね。とい
うことで、管理費等の不払についての話に
入りましょう。管理費にどのようなものが
含まれるのかについては、マンションの規
模、設備、管理体制、管理内容によってそ
の内容が異なってきます。ところで、「管
理費」に並んで大きな金額は「修繕積立金」
ですが、「管理費等」といった場合は、「修
繕積立金」も含めてのことということで話
を進めましょう。私たちがマンションに関
する訴訟で １番多く経験するのは、「管理
費等請求事件」ですが、前回紹介した「平
成２０年 ３ 月・マンション管理の新たな枠組
みづくりに関する調査検討報告書」により

ますと、「管理費等の滞納者の増加」の問
題として、「管理組合アンケートにおいて
約 ４分の １の組合が問題としてとりあげて
おり」とあります。Ｂさん、管理組合とし
ては、管理費等の不払者に対して、管理費
等を確保するためにどのような方法が考え
られますか？
Ｂ事務官：任意の支払がなされない場合には、
支払督促や訴訟などの裁判上の手続によっ
て確保することになると思います。それか
ら、区分所有法 ７条に先取特権の規定があ
りますので、この規定の適用が可能と思い
ます。
Ｄ裁判官：先取特権というのは、民法３０３条
以下に規定されていますが、法律で定めら
れた一定の債権を持っている者が、債務者
の総財産又は特定財産から、他の債権者よ
りも優先して、自己の債権の弁済を受ける
ことができる権利をいいますね。先取特権
についての詳しい説明は省略しますが、区
分所有法 ７条にも規定されていて、簡単に
いえば、区分所有者に未払管理費等がある
場合、その債権は先取特権により、滞納区
分所有者に対する他の債権者に優先して、
弁済を受けることができるということで
す。Ｃさん、その先取特権による権利の実
現はどのような手続になりますか？
Ｃ書記官：先取特権による権利の実現は、民
事執行の手続によることになります。具体
的には、民事執行法１８１条以下の規定によ
ります。先取特権の客体は、滞納区分所有
者の区分所有権と建物に備え付けた動産と
いうことになりますが、まず動産の先取特
権から実行しなければなりません（民法

マンション法関係編（その３）

ある日の｜簡｜易｜裁｜判｜所｜
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３３５条 １ 項）。
Ｄ裁判官：そうですね。先取特権については
簡単にそのくらいにしておきましょう。そ
れでは、Ｂさん、裁判上の手続による場合
はどのような方法がありますか？　
Ｂ事務官：裁判上の手続としては、①支払督
促、②少額訴訟、③通常訴訟、④民事調停
などの方法が考えられます。
Ｃ書記官：民事調停の申立ては １番穏やかな
方法のような気がします。支払督促での請
求も多いですね。支払督促に異議申立てが
あって、訴訟になってくる例も結構ありま
すが、多くの場合の異議申立ての理由は、
支払義務を認めて、分割支払の方法を求め
るというものです。
Ｄ裁判官：Ｂさんが挙げてくれた各手続にお
いて、管理組合が主張しなければならない
事実は共通していますね。そこで、Ｃさん
に「管理費等請求」の要件事実を述べても
らいましょう。
Ｃ書記官：「管理費等請求」の要件事実は次
のようになると思います（参考・岡田基一
著「第 ２版・要件事実マニュアル下巻」
１１７頁以下）。
①原告が当該マンションの管理組合又は管
理者であること
②被告が区分所有者であること
③管理費等支払に関する管理規約又は決議
があること
④被告が管理費等の支払を怠っていること
⑤遅延損害金の利率及びその管理規約又は
決議があること

Ｄ裁判官：ありがとう。論点は前後しますが、
管理費等の支払請求権は、管理組合が法人
である場合には管理組合法人に帰属し、法
人でない場合は権利能力なき社団としての
管理組合に帰属するということになりま
す。Ｂさん、訴状と同時に管理組合の資格
証明書としてどのようなものを提出しても
らっていますか？
Ｂ事務官：管理組合が法人の場合には、登記
がなされていますので、登記事項証明書を
お願いしています。法人でない場合には、
理事長が組合を代表する定めがあるのかを
確認するために管理組合規約の写しと当該

理事長の選任が総会でなされている場合に
は総会議事録の写しを、理事会での互選に
よる場合には理事会の議事録や理事連名に
よる理事長であることを証明する書面など
を提出してもらっています。
Ｄ裁判官：ありがとう。それらのものが提出
されないと当事者適格の審査ができません
からね。それから、管理組合規約の写しは、
遅延損害金の利率や弁護士費用（司法書士
費用）などの約定がどのようになっている
のかなどの疎明資料にもなりますね。とい
うことで、ここから「管理費等請求」の個
別の問題に入りましょう。例えば、マンシ
ョンが夫と妻の共有名義となっている場
合、未払管理費等については、それぞれの
持分に応じて請求しなければならないの
か？という問題です。Ｂさん、どうですか？
Ｂ事務官：以前、訴状の提出があったときに、
担当書記官から不可分債務とお聞きしたよ
うな記憶がありますので、共有者に対して、
持分に応じてではなく、未払分全額を請求
することができると思います。
Ｄ裁判官：そのとおりですね。管理費等は金
銭債務ですから、持分に応じて分割できま
すが、性質上の不可分債務と考えられてい
ますので、各共有者は管理費全額について
の債務を負うことになりますね。判例集に
未登載ですが、東京高裁平成２０年 ５ 月２８日
判決は、「区分所有権を共有する者が負う
管理費等の支払債務は、性質上の不可分債
務ととらえるのが相当である。」としてい
ます。また、東京地裁平成２２年１１月３０日判
決は、「区分所有建物の １つの専有部分の
区分所有権を共有する者らが管理組合に対
して負担する管理費等の支払義務は、専有
部分の財産的価値、利用価値の維持・向上
という各持分権者が共同不可分に受ける利
益を得るための費用負担であることに照ら
せば、管理規約においてこれと異なる定め
をするなど特段の事情がない限り、金銭債
務であっても不可分債務であると解するの
が相当である。」としています。
Ｂ事務官：管理費等の支払債務が不可分債務
とされる理由がよく分かりました。
Ｄ裁判官：それでは、区分所有者が管理組合
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に対して金銭債権を持っていた場合に、そ
の金銭債権を自働債権として管理費等の支
払債務を受働債権とする相殺は可能です
か？この問題はＣさんに答えてもらいまし
ょう。
Ｃ書記官：管理費等というのは、区分所有者
全員がマンションの維持管理のために負う
支払義務と考えますので、一人の区分所有
者が管理組合に対する債権があるからとい
って、それを自働債権としての相殺の主張
はできないように思いますが。
Ｄ裁判官：そうですね。やはり相殺は認めら
れないでしょうね。参考のために東京高裁
平成 ９ 年１０月１５日判決（判例時報１６４３号
１５０頁）を紹介します。区分所有者全員の
利益のために樹木の枝を剪定したことによ
る費用償還請求権を自働債権として、管理
費等を受働債権として、相殺することがで
きるかどうか争われたケースですが、「マ
ンションの維持管理は区分所有者の全員が
管理費等を拠出することを前提として規約
に基づき集団的、計画的、継続的に行われ
るものであるから、区分所有者の一人でも
現実にこれを拠出しないときには建物の維
持管理に支障を生じかねないことになり、
当該区分所有者自身を含む区分所有者全員
が不利益を被ることになるのであるし、更
には管理組合自体の運営も困難になりかね
ない事態が生じ得る。このような管理費等
拠出義務を受働債権として相殺し管理費等
の現実の拠出を拒絶することは、自らが区
分所有者として管理組合の構成員の地位に
あることと相容れないというべきであり、
このような相殺は、明示の合意又は法律の
規定を待つまでもなく、その性質上許され
ないと解するのが相当である。」と判示し
ています。
Ｃ書記官：区分所有者が、自分を含めた区分
所有者全体の利益のために、管理費等の支
払いをするのだと納得してくれてはいるも
のと思いますが、それでもなお、裁判を通
して見る限りにおいては、様々な理由を述
べて支払をしない人もいますからね。この
間も時効期間が争われたものがありました
が、時効については、最高裁の判決によっ

て一応解決されたと考えてよろしいのでし
ょうね？
Ｄ裁判官：そうですね。それは最高裁第二小
法廷の平成１６年 ４ 月２３日判決（判例タイム
ズ１１５２号１４７頁、判例時報１８６１号３８頁、金
融法務事情１７１８号６６頁）ですね。この判決
要旨を紹介してください。
Ｃ書記官：「本件の管理費等の債権は、前記
のとおり、管理規約の規定に基づいて、区
分所有者に対して発生するものであり、そ
の具体的な額は総会の決議によって確定
し、月ごとに所定の方法で支払われるもの
である。このような本件の管理費等の債権
は、基本権たる定期金債権から派生する支
分権として、民法１６９条所定の債権に当た
るものというべきである。」
Ｄ裁判官：それでは、Ｂさん、民法１６９条の
条文を読んでください。
Ｂ事務官：「年又はこれより短い時期によっ
て定めた金銭その他の物の給付を目的とす
る債権は、 ５年間行使しないときは、消滅
する。」
Ｄ裁判官：管理費等の請求権は、 ５年の消滅
時効にかかるということですね。ちなみに、
この事案の原審は、「管理組合が区分所有
者に対して管理費等の納入を求めることが
できる権利は、基本権たる定期金債権の性
質を有するものではなく、本件の管理費等
の債権についても、基本権たる定期金債権
から発生する支分権としての性質を有する
ものとはいえず、民法１６９条所定の定期給
付債権には該当しないから、同条所定の短
期消滅時効の適用はないと解すべきであ
る。」としていましたね。それから、最高
裁判決における福田博裁判官の補足意見も
参考になりますので、補足意見をＣさんに
読んでもらいましょう。
Ｃ書記官：「マンション等の区分所有建物に
おいては、経常的な経費を賄うために徴収
される通常の管理費とは別に、共用部分の
経年劣化等に対処するための修繕費用は必
ず必要となるものであって、これを区分所
有者全員で負担しなければならないことは
いうまでもない。（省略）このような修繕
積立金は、区分所有建物の資産価値を維持
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保全するためのものであり、究極的には個
々の区分所有者の利益に還元されるもので
あり、また、区分所有関係を維持していく
ために必要不可欠の負担ということもでき
る。修繕積立金のこのような性質にかんが
みると、短期消滅時効の適用により、不誠
実な一部の滞納者がその納付義務を容易に
免れる結果とならないようにするための適
切な方策が、立法措置を含め十分に検討さ
れるべきものと考える。」
Ｄ裁判官：ありがとう。福田博裁判官の補足
意見は、マンションというものの性格を考
えた場合、重要な示唆を含んでいるものと
考えられますね。それでは、消滅時効とは
逆に将来の管理費等を請求できるかどうか
の問題に入りましょう。管理費等を滞納し
ている区分所有者に対して、不払分に含め
てこれからの管理費等を請求することがで
きるかどうかですが、いかがですか？
Ｂ事務官：実は、この間、このような将来請
求も含めた管理費等請求の申立てがなされ
てきました。受付の段階では判断できませ
んでしたので、受理して担当係に配てんし
ましたが、その結果が気になります。
Ｃ書記官：私の隣の係が担当した事件ですね。
担当書記官は悩んでいましたが、担当裁判
官は将来請求が可能になる場合もあるとい
う説明をしてくれたと言っていました。
Ｄ裁判官：そうですね。私も、将来請求がす
べて認められないというわけではないと考
えます。参考判決として、東京地裁平成１７
年１２月２０日判決がありますので、判決の理
由を読んでみます。「将来の給付の訴えは、
あらかじめその請求をして給付判決を得て
おく必要のある場合に限り認められるとこ
ろ、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告
の管理費等の支払義務は継続的に月々確実
に発生するものであること、被告は不動産
業者であること、被告の管理費等の負担額
は本件マンション全体の管理費等の総合計
額の ８％程度の額を占め、被告の管理費等
の滞納によって、原告はその運営や財政に
相当程度の支障を来すおそれがあることが
認められ、また、本件において、被告は、
口頭弁論終結まで ２回にわたる本件口頭弁

論期日にも出頭せず、この間、平成１７年 ８
月分から同年１１月分までの ４か月分の管理
費等の支払をも怠っていることからすれ
ば、被告は今後も滞納管理費等を支払う意
思がないということができ、原告には、あ
らかじめその請求をする必要があるという
ことができる。」
Ｂ事務官：将来請求については、すべての場
合認められるわけではなく、認められる場
合と認められない場合があると理解してよ
ろしいのですね。ということは、窓口段階
においては、将来請求がなされている場合
であっても、そのまま受付けをして担当係
に配てんすればよいということになるので
すね。
Ｄ裁判官：そうなりますね。裁判官の判断事
項になりますからね。それでは、管理費等
未納者甲の特定承継人乙が、管理費等未払
のままその区分所有権を丙に譲渡した場
合、その特定承継人乙は管理費等の支払義
務を負うことはなくなるかどうかという問
題ですが、どのように考えますか？
Ｂ事務官：管理費等が未納のまま、区分所有
権が、甲から乙、乙から丙に移転した場合
の問題ですね？甲の未払分もあれば乙自身
が区分所有者であった時の分もあります
が、例え、乙は区分所有者でなくなったと
しても、甲の未払分についても支払義務を
免れることはできないと思いますが。
Ｄ裁判官：そのように考えられていますね。
乙は甲の未払部分を免れることはできませ
んね。ちなみに大阪地裁平成２１年 ７ 月２４日
判決（判例タイムズ１３２８号１２０頁）は、「マ
ンションの管理組合が元の区分所有者に対
して有していた管理費等の債権について、
その区分所有者の特定承継人として区分所
有法 ８条により債務の履行責任を負うこと
になった者は、その区分所有権を第三者に
譲渡した後であっても、その支払義務を負
う。」と判示しています。
Ｃ書記官：私も区分所有者ですので、区分所
有者には管理費等の支払義務を尽くしてい
ただきたいと思います。ところで、管理費
の中には、町内会費や自治会費を含めて徴
収しているマンションもあるようですが、
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もし、町内会や自治会には入りたくないと
いう区分所有者がいた場合、問題はないの
でしょうか？
Ｄ裁判官：町内会や自治会は、一定地域に居
住する住民を会員として、会員相互の親睦
を図ることなどを目的として設立されてい
る任意団体ですね。私も輪番制の町内会の
班長を １年間やったことがありましたが、
町内会に入らない人や辞める人の対応につ
いて、役員会の議題になったことがありま
した。入会を強制することができませんの
で、頭の痛いところですね。私個人として
は、町内会や自治会は、会員相互の交流、
防災活動、防犯活動、ゴミ問題など地域の
活性化等に多くの成果が得られていると思
いますので、存在意義はあると考えていま
す。しかし、入会を強制することはできま
せんので、町内会や自治会には入りたくな
いという区分所有者に対して、管理費の中
に町内会費や自治会費を含めて請求するこ
とはいささか疑問があるということになる
のでしょうね。この点に関して、入居者が
当然加入することとされている県営住宅の
自治会を退会できるかどうか争われた訴訟
での最高裁第三小法廷平成１７年 ４ 月２６日判
決（判例タイムズ１１８２号１６０頁、判例時報
１８９７号１０頁、金融・商事判例１２３２号４０頁）
がありますので、Ｂさんに判決要旨を読ん
でもらいましょう。
Ｂ事務官：「県営住宅の入居者によって構成
され、権利能力のない社団である自治会の
会員は、当該自治会が、会員相互の親睦を
図ること、快適な環境の維持管理及び共同
の利害に対処すること、会員相互の福祉・
助け合いを行うことを目的として設立され
たものであり、いわゆる強制加入団体でも
なく、その規約において会員の退会を制限
する規定を設けていないという事情のもと
においては、いつでも当該自治会に対する
一方的意思表示により退会することができ
ると解するのが相当である。」

Ｄ裁判官：ありがとう。事案は県営住宅の入
居者による自治会ですが、町内会も強制加
入団体ではないということですね。
Ｃ書記官：分かりました。マンション住まい

をしていると、つい、マンションの管理組
合や自治会の方に目は向きますが、町内会
とのつながりが希薄のように感じてしまう
のは私だけではないような気がします。防
犯・防災対策などで地域間の活動が重要視
されていることでもありますので、私自身
町内会に対する認識を新たにしたいと思い
ます。
Ｄ裁判官：若い人と年齢を経た人とでは、町
内会に対する考えが違うというのも分かる
ような気がします。ところで、管理費の徴
収に関しての問題です。各戸に対してイン
ターネットサービスを提供するためにイン
ターネット接続回線が設置されているマン
ションを想定した場合、インターネットの
利用費をその利用の有無にかかわらず請求
できるかどうかというものですが、Ｂさん
はどのように考えますか？
Ｂ事務官：単純に考えれば、インターネット
を利用していない人には請求できないと思
いますが、そうではないということでしょ
うか？
Ｃ書記官：この問題については、確か、平成
２４年に広島地裁で判決がなされていたと記
憶しています。事案は、インターネットを
利用していない区分所有者が、インターネ
ットの利用料金の支払義務はないと争った
ものですが、判決の結果は、インターネッ
トの利用の有無にかかわらず請求できると
規定した規約は適法であるとしていますの
で、支払義務を負うということになります
ね。
Ｄ裁判官：さすがＣさんは区分所有者ですね。
よく記憶していましたね。広島地裁平成２４
年１１月１４日判決（判例時報２１７８号４６頁）で
すが、判断理由も参考になりますので、Ｃ
さんに該当箇所を読んでもらいましょう。
Ｃ書記官：「本件マンションの各戸に対して
インターネットサービスを提供するために
提供されたインターネット接続回線契約や
プロバイダ契約に基づき発生する費用は、
インターネットを実際に利用していない者
にとって負担すべき根拠がないように思え
る。しかし、そのようなサービスが本件マ
ンションの全戸に一律に提供されていると
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いうことは、本件マンションの資産価値を
増す方向で反映されるから、これらに要す
る費用についても、本件マンションの資産
価値の維持ないし増大に資するものとい
え、その観点からは、各区分所有者が、本
件インターネットサービスの利用の有無に
かかわらず、その費用支出による利益を受
けているといえる。（省略）これらの事情
を総合すれば、本件インターネットサービ
スの利用の有無を考慮することなく一律に
インターネット利用料金の支払を負担すべ
き旨規定している本件管理規約は区分所有
法３０条 ３ 項の趣旨に照らしてみても、区分
所有者間の利害の衡平が図られていない故
に無効であるとまではいえない。」
Ｄ裁判官：ありがとう。前に申し上げました
が、管理費にどのようなものが含まれるの
かについては、マンションの規模、設備、
管理体制、管理内容によってその内容が異
なってきますので、そのことを念頭におい
て考えていくことになりますね。
Ｂ事務官：マンションの １階に住む住民が、
エレベーターを使用することがないのに、
エレベーターの保守管理費用を負担させら
れるのは納得できないといってきた場合、
どのように説明すればよいのでしょう
か？あまり明確に答えることができなかっ
たものですから。
Ｃ書記官：エレベーターを使用しないのに、
エレベーターを使用する人と同じように保
守管理費用を負担させられる不満は分かる
ような気がします。しかし、マンションは
多数の区分所有者が住む集合住宅ですか
ら、共用部分の管理において、階層等によ
って維持管理にかかる経費の格差化が生じ
ることはエレベーターばかりの問題ではな
いと思います。 １階に住む人も最上階に住
む人も、マンションの総体的な共有部分の
管理費用を、区分所有権の割合に応じて負
担する必要があるのではないでしょうか。
Ｄ裁判官：そうでしょうね。そのへんのとこ
ろは、区分所有者であるＣさんにとっては
身近な問題ですからね。著しく不公正、不
公平である場合を除いては、エレベーター
も含めて、その共有部分の使用頻度に関係

なく、区分所有者は共有部分の保守管理費
用を負担しなければならないということに
なりますね。札幌地裁平成１４年 ６ 月２５日判
決は、「区分所有建物が １階にあるからと
いってエレベーターの保守管理等に要する
費用を負担しないでよいとなるものではな
い。」と言い切っていますね。ところで、
管理費の内容について長くなってしまいま
した。管理費等請求訴訟で、しばしばその
率や額が争われる遅延損害金や弁護士費用
（司法書士費用）の問題に入りましょう。
管理規約に「組合員が前項の期日までに納
付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○○
パーセントの遅延損害金と、違約金として
弁護士費用（司法書士費用）並びに督促及
び徴収の諸費用を加算して、その組合員に
対して請求することができる。」と定めら
れている場合を想定して、まず、遅延損害
金についてはどのような点が争われます
か？
Ｃ書記官：遅延損害金については、その利率
ですね。年１４．６パーセントを超える利率の
遅延損害金を定める管理規約は消費者契約
法に違反するという主張がなされることが
あります。　
Ｄ裁判官：そうですね。消費者契約法 ９条 ２
号は、年１４．６パーセントの割合を乗じて計
算した額を超える部分については無効と定
めていますので、年１４．６パーセントの割合
を超えて請求してくる場合が問題になりま
すね。Ｂさんはその点についてどのように
考えますか？
Ｂ事務官：消費者契約法は、事業者と消費者
との間で締結される契約に適用されるもの
ですので、管理組合規約が消費者契約法の
適用を受けるかどうかの問題だと思いま
す。私は、消費者契約法の適用はないので、
管理組合規約が年１４．６パーセントを超える
定めをしていたとしても、その定めは有効
ではないかと考えます。
Ｄ裁判官：そうですね。管理組合規約は、区
分所有者相互の対等当事者で構成された団
体の規約ですから、事業者と消費者という
非対等当事者間の「消費者契約」には該当
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しないと考えられますので、年１４．６パーセ
ントを超える定めでも有効になるというこ
とですね。それでは、違約金としての弁護
士費用（司法書士費用）の問題に入りまし
ょう。
Ｃ書記官：違約金としての弁護士費用（司法
書士費用）の定めがあったとしても、請求
は認められないという主張がなされてきま
す。
Ｄ裁判官：そうですね。金銭債務の不履行に
よる損害賠償は、原則として法定利率の範
囲に限られるから弁護士費用（司法書士費
用）には及ばないと考える立場もあります
ので、その考えに基づいて争ってきますね。
しかし、管理費等滞納の事案によっては、
弁護士や認定司法書士に依頼する場合もあ
り、依頼すれば相応の費用がかかることに
なりますので、その費用を違約金として管
理規約に定めることについては合理性があ
るとして、請求が認められてもよいのでは
ないかという考えもありますね。私も管理
規約に定めがあれば認められてもよいので
はないかと考えています。
Ｃ書記官：請求が認められるということにな
りますと、次のステップとして、認容され
る額が問題になってくると思います。
Ｂ事務官：交通事故に基づく損害賠償請求等
の場合は、特殊な場合は別として、認めら
れた損害額の １割相当額が認容されている
のが実情のようですね。同じように考えら
れないでしょうか？
Ｄ裁判官：その点については、Ｂさんが言う
ように １割相当額が妥当だと考える立場も
あれば、管理規約に定められた額をそのま
ま認めるという立場もありますね。例えば、
１割相当という考えに立つと思われる判決
としては、東京地裁平成１９年 ８ 月２７日判決
は、認容管理費等３４６万１３３９円に対して、
弁護士費用として３１万５０００円（請求金額
５０万４０００円）が相当であるとしていますし、
管理規約の定めに従って認めた判決とし
て、同地裁平成１７年 ３ 月２９日判決は、「弁
護士費用として経済的利益の額に対して ８
パーセントに相当する着手金及び１６パーセ
ントに相当する報酬金を支払うべきであ

り、前記遅延損害金１３２万０７３９円に対する
合計２４パーセントに相当する３１万６９７７円の
支払義務を負ったことが認められる。」と
しています。判断をしなければならない立
場としては、なかなか悩ましい問題ですね。
さて、ここまで「共同の利益に反する行為」
としての管理費等不払の問題を取り上げて
きましたが、次に「義務違反者に対する措
置」に関して簡単に触れておきましょう。
Ｃさん、「共同の利益に反する行為」を行
う区分所有者に対して、どのような措置が
考えられていますか？
Ｃ書記官：区分所有法第 ７節、５７条から６０条
まで規定されていますが、第 １段階として、
訴訟によらない差止請求があります（法５７
条 １ 項）。また、集会の決議によって訴訟
を提起して差止請求をすることができます
（法５７条 ２ 項）。この差止請求で目的が達
成できない場合は、第 ２段階として、訴え
をもって、その区分所有者による専有部分
の使用禁止の請求をすることができます
（法５８条）。それでも、まだ目的を達成す
ることができないときは、第 ３段階として、
その区分所有者の区分所有権及び敷地利用
権の競売を請求することができます（法５９
条）。
Ｄ裁判官：「共同の利益に反する行為」を行
う区分所有者に対しては、第 １段階から第
３段階まで順を追って請求することができ
るということですね。参考事案になります
が、法５７条に基づく差止請求に関して、管
理組合の役員らを誹謗中傷する内容の文書
を配布するなどの行為が「共同の利益に反
する行為」に当たるかどうか争われた事案
について、最高裁第三小法廷平成２４年 １ 月
１７日判決（判例タイムズ１３６６号９９頁、判例
時報２１２４号２６頁）がありますので、その要
旨をＢさんに読んでもらいましょう。
Ｂ事務官：「法５７条に基づく差止等の請求に
ついては、マンション内部の不正を指摘し
是正を求める者の言動を多数の名において
封じるなど、少数者の言動の自由を必要以
上に制約することのないよう、その要件を
満たしているか否かを判断するに当たって
慎重な配慮が必要であることはいうまでも
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ないものの、マンションの区分所有者が、
業務執行に当たっている管理組合の役員ら
を誹謗中傷する内容の文書を配布し、マン
ションの防音工事等を受注した業者の業務
を妨害するなどの行為は、それが単なる特
定の個人に対する誹謗中傷等の域を超える
もので、それにより管理組合が業務の遂行
や運営に支障が生ずるなどしてマンション
の正常な管理又は使用が阻害される場合に
は、法 ６条 １項所定の「区分所有者の共同
の利益に反する行為」に当たるとみる余地
があるというべきである。」
Ｄ裁判官：原審は、以上の行為について、被
害を受けたとする者それぞれが差止請求又
は損害賠償請求等の手段を講ずれば足りる
ので、法５７条に規定する他の区分所有者の
全員のためにその差止を請求することはで
きないと判断した事案ですね。時間の関係
で、ちょっと駆け足になってしまいました。
第 ８節に規定されている「復旧及び建替え」
については、各自勉強するということにし
ましょう。それから、「マンション建替え
円滑化法」と「マンション適正化法」につ
いても触れたかったのですが、時間の関係
がありますので、両法律の目的だけをＣさ
んに説明してもらって、囓ったことにしま
しょう。
Ｃ書記官：「マンション建替え円滑化法」は、
マンション建替組合の設立、権利返還手続
による関係権利の返還、危険又は有害な状
況にあるマンションの建替えの促進のため
の特別の措置等マンションの建替えの円滑
化等に関する措置を講ずることにより、マ
ンションにおける良好な居住環境の確保を
図り、もって国民生活の安定向上と国民経
済の健全な発展に寄与することを目的（同
法 １条）として定められた法律です。「マ
ンション適正化法」は、土地利用の高度化
の進展その他国民の住生活を取り巻く環境
の変化に伴い、多数の区分所有者が居住す
るマンションの重要性が増大していること
にかんがみ、マンション管理士の資格を定
め、マンション管理業者の登録制度を実施
する等マンション管理の適正化を推進する
ための措置を講ずることにより、マンショ

ンにおける良好な居住環境の確保を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健
全な発展に寄与することを目的（同法 １条）
として定められた法律です。
Ｄ裁判官：ありがとう。最後に、前回にも引
用していますが、東京都都市整備局作成の
「東京のマンション２００９」の中の「第 １章
・都内マンションの現状」によれば、「マ
ンションの高経年化の実態を見ると、築年
数を経過したマンションは年々増加を続
け、 ５年前の２００３年には ２万 ６千戸であっ
た築４０年以上のマンションが、２００８年には
５万 ４千戸に増加し、このまま推移すれば
１０年後の２０１８年には４．５倍の２４万 ５ 千戸に、
１５年後の２０２３年には ８倍の４２万 ８ 千戸に到
達する見込みであり、マンションの高経年
化が加速的に進んでいる状況である。」とし、
その課題として、「今後、高経年化マンシ
ョンの全体に占める割合が、急速に増加し
ていく状況において、経年によるマンショ
ンの老朽化を抑制し、適切な維持管理や改
修、建替えによる再生を図っていく必要が
ある。」と解説しています。増え続けるマ
ンションの良好な住環境の形成や築年数が
経過したマンションの耐震化の促進や建替
えの円滑化など、マンションには多様な課
題がありますね。ということでマンション
法関係の勉強はここまでとして、次回は、
Ｂさんから要望があった「時効」について
の勉強ということでよろしいですか？
Ｂ事務官：民法改正の中間試案では「消滅時
効」も改正点として挙げられているようで
すが、まず、現行の規定をしっかり勉強し
ておきたいと思いますので、よろしくお願
いします。
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オスのほうがメスより 
美しく華やか⁉

フランス革命で共和政府に捕えられ、処刑

を待つフランス貴族を外国に逃亡させる、大

胆不敵なイギリス人一味『紅はこべ』。子ども
の頃、イギリスとフランスを舞台に、恋と友

情と、正義と男気の、この物語を読み、胸を

ときめかされた方も多いのではないだろうか。

その『紅はこべ』をもとに作られたミュー
ジカル『スカーレット・ピンパーネル』の中
に『男とお洒落』というちょっとおもしろい
歌がある。

「～♪クジャクで羽を広げるのはどっち？
　オスだけ。ライオンでたてがみがあるのは

どっち？　オスだけ。動物はみな、オスの方

が美しく華やか。神様はお洒落をするように

男をつくりたもうたァ♪～」
といったような内容を、紅はこべ団のリー

ダー、パーシー・ブレイクニーがユーモアた

っぷりにダンスしながら歌う。

その心は、お洒落なカフス、襟元のフリル、

派手なネクタイ、華やかなリボンで飾り立て

て伊達男・ヤサ男・根性ナシの軟弱男と見せ

かけ、革命軍の目をくらまし、油断させて、

目的を遂行しようというものなのだけれど。

男性用化粧品の市場が近年、急成長してい

ると知って、頭に鳴り響きはじめたのがこの

『男とお洒落』の歌だった。
実際、若い男性向けの雑誌を手に取ってみ

ると、男性用化粧品の記事、広告が目白押し。

スーパーの化粧品売り場を見れば、男性用化

粧品の棚が大きくなっている。

泡状洗顔料、化粧水、美容クリーム、洗顔

シート、さらにＵＶカットの日焼け止めクリ

ームがずらりと並ぶ棚の前でたたずむのは、

１０～２０代の男性が多い。その母親世代が購入

しているケースも少なくない。夫のため？　

いや、生き生きとした表情で、逡巡している

様子から慮るに、やはり愛する息子のために

選んでいると思われる。

若い男性が毎日シャンプーし、朝晩シャワ

ーを浴びるようになってから、約１０年。脱毛

サロンに男性がちらほら来るようになったと

いわれて ３、 ４年。ついにここまでスキンケ

アなどが浸透したのである。

洗顔クリームの泡をたっぷりつくり、優し

く顔の汚れを落とし、すっきりさせた後は肌

に潤いを与える化粧水を含ませたコットンで

肌をパッティング。その後、肌に栄養を与え

るクリームをまんべんなく伸ばす。朝は加え

て、日焼け止めクリームを塗り……その上、

ジェルやムース、ワックスでヘアをスタイリ

ングして、やっと、いざ外へＧＯとなるわけ

だ。顔洗って、歯磨きをして、手櫛で髪をな

でつけて、それだけでよかった時代とは雲泥

の差だ。

最近では、若い世代のみならず、ミドルエ

イジ用の保湿力のある男性用スキンケア商品

も続々と発売されているらしい。

ニッチ市場、男性スキンケアが今、元気！
作家　五十嵐　佳子

第８回毎日を輝かせる処方箋
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毎日を輝かせる処方箋

さりげなくさわやかに 
江戸時代の与力のように。

イギリス貴族のパーシーのクジャクやライ

オンの歌を持ちだすまでもなく、日本には実

は男も化粧をしてお洒落をしてきたという歴

史がある。

平安貴族は男女とも自分の眉を毛抜きで抜

き、おしろいで顔を真っ白にして、眉墨で麻

呂眉を描いていた。

平氏の武者もまたおしろいをぬり、唇には

紅をさしていた。一の谷の戦いに、一番乗り

の功名を果たした源氏の熊谷直実（こちらは

荒くれスッピン）に、平氏の若き平敦盛は首

を撃たれるのだが、あまりの美しさに熊谷が

敦盛を殺すのをためらったというエピソード

も残っている。当時、敦盛は１６歳、その端正

な顔に薄化粧をほどこし、美しさが際立って

いたのだという。

桶狭間で織田信長に滅ぼされた今川氏、豊

臣秀吉に小田原城を包囲されて滅ぼされた北

条氏も、化粧顔だった。戦国武士に関しては、

化粧している＝旧勢力＝弱い、すっぴん＝新

興勢力＝強いという図式になる。

時代が変わり、江戸時代になると、庶民の

間にもお洒落が流行り出す。初期には髭がト

レンドとなり、つけひげも生まれた。中ごろ

には、細い眉“かったい眉”が大流行し、い

なせな男性は先を争って眉を抜いたり剃った

りした。毛はこの時代の男のお洒落の大問題

で、ツルツルの肌が女性に好まれるため、体

毛やすね毛を抜く男性も少なくなかった。

そして江戸の伊達男、与力は、毎朝風呂に

入り、日髪日剃りで粋な八丁堀髷に結いあげ、

着流しに黒羽織で街をさっそうと歩いた。モ

テモテだったのもうなずける。

だが、明治に入り、明治天皇が平安時代か

ら続いていた男化粧をやめ、富国強兵の時代

に。男のスキンケア・化粧はなりをひそめ、「男
はマッチョに、女はしとやかに」が望ましい

とされる世の中に変わった。

こうしてみると、男性が皮膚を整えたり、

化粧したりするのは、日本社会が平和である

証拠なのかもしれない。

きれいな肌を目指して日本人男性たちが行

動しはじめたのは、進化したのか先祖がえり

なのか。だが、男性の皮膚も、女性と同様、

加齢により皮脂量も水分量も減少して、バラ

ンスが崩れることに変わりはない。そのバラ

ンスをとり、肌を健やか状態に整えるのは、

白い歯を目指して、歯磨きに時間をかけるの

と同じレベルのことのようにも思える。

いずれにしてもこれからさらに身だしなみ

に気遣い、スキンケアに時間をかける男性が

増えていくことだろう。確かに肌がガサガサ、

脂でねっとりの男性より、健やかな肌の男性

のほうが女性にとっても魅力はある。だが、

グルーミング命の「僕ってきれいでしょ」的
ナルシストは、やっぱりいただけない。男性

には、きれいであればきれいであるほど、さ

りげなく爽やかにふるまっていただきたい。

〈五
い が ら し

十嵐佳
けい

子
こ

プロフィール〉
山形県山形市生まれ。お茶の水女子大学文

教育学部卒業。『ゆうゆう』（主婦の友社）、『ク
ロワッサン』（マガジンハウス）など女性誌
を中心に活躍。『八重の桜』『ゲゲゲの女房』
（共にＮＨＫ出版）、『つや姫―１０万分の １
の米―』（角川学芸出版）、『ひまわりと子犬
の七日間』『こども小説ちびまるこちゃん』
（共に集英社・こども未来文庫）など著書

多数。趣味は観劇。劇場に頻繁に出没中。

７月末に「八重の桜」第三巻、１０月はじめ
に「八重の桜」第四巻（共にＮＨＫ出版）
を出版。１１月に「こども小説ちびまるこち
ゃん」の ８巻目を出版予定。どうぞご一読を。
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平成２５年度司法書士の日記念事業「一日司法書士」

皆さん、こんにちは。茨城司法書士会の荘
原と申します。この度「高校生の一日司法書
士」を実施いたしましたので、報告します。
本事業は、毎年 ８月 ３日の「司法書士の日」
の記念事業です。司法書士制度が始まって
１４０年余、制度を発展維持してきた先達に敬
意を表し、改めて個々の会員が制度の発展を
期する契機にするとともに、残念ながらまだ
まだ認知度が高いとは言えない司法書士の仕
事を広く市民の皆様に知っていただき、ます
ます利用価値の高い法的職能になることを目
的としております。
本事業はその名のとおり、高校生を一日司
法書士に任命し、司法書士の仕事や職場体験
をすることで、これからの社会の担い手とな
る高校生に、司法書士が深く関わってきた登
記、裁判等の制度や社会的活動を理解し、今
後の社会生活の一助にしてもらい、職業選択
のきっかけにしてもらうことを狙いとしてい
ます。
前置きが長くなってしまいましたが、茨城
司法書士会で本年実施した事業について報告
します。今年は、暦の関係で ８月２８日（水）
の開催としました。茨城県内の県立、私立高
校の全校に募集案内を送付し、応募を募りま
した。募集定員を１５名と設定したところ、最
終的な参加人数は県内 ６校、１３名となりまし
た。男子 ５名、女子 ８名です。貴重な夏休み
を意欲的に活用しようと申し込んでくれた高
校生に少しでも有意義な体験をしてもらおう
と、実行委員 ５名で様々な検討や準備を進め
ました。
いよいよ迎えた当日。朝 ９時半の集合時間
より前にぞくぞくと高校生たちが集まってき
ます。受付を済ませ、全員が「一日司法書士」
のたすきを肩からかけ、記念バッヂを着用し
て体験会スタートです。開会式で鯉沼和義会
長から委嘱状を受け取ると、まずは司法書士

業務の紹介をしました。口頭で説明しても理
解が難しいので、日司連作成のＤＶＤ「滝沢
家の人々」を利用しました。このＤＶＤは架
空の家族からの相続相談を司法書士が受け、
物語の中でその他の会社設立や成年後見、裁
判といった司法書士の扱う業務の相談が次々
と舞い込むというものです。視聴後、ＤＶＤ
に登場した相続登記の依頼を一日司法書士た
る高校生が受けたという設定で、相続登記申
請書類の作成体験をしました。戸籍や住民票、
登記事項証明書などの必要書類は委員渾身の
オリジナル作品です。高校生たちはグループ
にわかれ、各チューターの委員の説明を受け、
四苦八苦しながら、申請書類を作っていきま
した。大人でさえ、あまり日常的に触れない
戸籍謄本の読解や、「所有権」といった法律
用語、登録免許税の計算など参加者は一生懸
命に理解に努め、全員無事に申請書を組み立
てることができました。
その後は、バスに乗り込み、水戸地方法務
局の見学です。法務局では広報担当の係官に
よる法務局業務説明の後、申請窓口にて先ほ
ど自分で作成した相続登記の申請書を提出し
ます。単なるバーチャル体験にとどまらず、
本物の登記窓口で申請し、法務局受付印を押
してもらいます。「一日司法書士」として代
理人作成した申請書を提出する参加型体験は
高校生にとって、新鮮かつ貴重な体験になっ
たと思います。続いて、乙号（証明書）取得
体験をしました。自らの通う学校法人の法人
謄本や、㈱オリエンタルランドやＬＩＮＥ㈱
など著名会社の謄本や自分の学校や周辺公共
施設の不動産謄本を取得しました。高校生は、
紛れもなく本物の登記事項証明書を興味深く
見ていました。
法務局体験の後は、司法書士会館に戻って
ランチミーティングです。午前中の体験を終
え、徐々に緊張が解け、仲良くなってきた先

２０１３．８．２８　茨城県・水戸市内
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ほどの書類作成体験グループでお弁当を食べ
ながら、各委員が「どうして司法書士になっ
たか」などの質問に答える中で、ぐっと参加
者と引率委員の距離が縮まりました。ちなみ
に、この時間帯で、地元ラジオ茨城放送のイ
ンタビュー生放送があり、私と高校生がイン
タビューに応じました。この様子は後日いば
キラＴＶというネットＴＶにアップされてお
り、当日の模様を見ることができます。
昼食の後は、高校生たちのお待ちかね裁判
所見学です。水戸地方裁判所にて、刑事裁判
の傍聴をおこないました。司法書士業務とい
う意味では、民事裁判が適当ですが、期日進
行の様子が高校生たちには理解しづらいとの
配慮から刑事裁判を選択しました。該当事件
は、薬物使用事案で、冒頭手続きから証拠調
べ、弁論手続の全てで、約 １時間の傍聴です。
長丁場ですが、実際に罪を犯した被告人を前
に、被告人母の証人尋問や、検察官の論告求
刑など、緊張感の連続する審理に、高校生た
ちは圧倒された様子でした。その後、当該事
件の裁判官及び検察官に残っていただき、高
校生に事件の説明や進行のレクチャーをして
もらい、貴重な裁判傍聴の機会となりました。
傍聴後は別法廷に移動して、参加者全員が法
服を着用しての写真撮影タイムです。めった
に着れない法服を着て、法壇に誇らしげに立
つ高校生たちの姿が印象に残っています。
体験会終了時に行った参加者アンケートで
は、「普段なじみがなく、興味があったわけ
ではなかったが、今回の体験で人の権利を守

る、とても身近で重要な仕事だとわかり、自
分も将来そのような仕事に就きたいと思うよ
うになった」「最初は、司法書士のことをあ
まり知らず、弁護士や検事の方がかっこいい
と思っていたけれど、自分たちの生活を身近
に助けてくれる職業なのだと思った。司法書
士も将来の選択肢の一つとして考えてみた
い。」など本事業を評価するコメントが多く
寄せられました。
本事業には地元メディアも徐々に関心を示
してくださり、翌日の茨城新聞朝刊に掲載さ
れたり、先述のラジオで放送される等しまし
た。私は一日司法書士を広く一般に広報する
ことで、市民の皆様にもっと司法書士の仕事
を知ってもらう契機にして欲しいと思ってい
ます。私たち司法書士の業務範囲は、登記や
裁判書類作成といった従来業務に加えて、近
年は簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見、さ
らには預貯金等の遺産整理といった財産管理
業務など広がりを見せています。こうした業
務を司法書士が扱えるという事実をもっと多
くの市民の皆様に広報し、困りごとを相談す
る相手が分からず、結果泣き寝入りしたり、
大変な思いをしている多くの「眠れる依頼人」
に手を差し伸べることができれば幸いです。
司法書士が、より身近で、市民にとり利用価
値の高い存在になるために、今後も本事業を
継続していきたいと思っております。

（茨城司法書士会　荘原直輝）
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平成２5年度第2回全国会長会平成２5年度第2回全国会長会

平成２５年１０月 ２ 日・ ３日にわたり、日司連
ホールにおいて、平成２５年度第 ２回会長会が
開催された。齋木賢二日司連会長から開会の
挨拶の後、議長に青森県会・西澤会長、副議
長に鹿児島県会・上前田会長及び札幌会・猿
田会長が選任され、議事録署名人に佐賀県会
・嘉村会長が指名された。

【 １日目】

≪報告≫

１　一般報告
以下の事項につき執行部より報告がなされ
た。
⑴　平成２５年度の執行体制及び統合災害対策
本部及び ３対策部の活動方針について
⑵　租税特別措置法などに対する平成２６年度
税制改正要望と政策要望の内容について
⑶　サイバー法人台帳ＲＯＢＩＮＳで司法書
士が事業者掲載の確認者となることについ
て
⑷　消費税率改定に伴う表示価格の仕方など
を定めた消費税転嫁対策特別措置法につい
て
⑸　東京家庭・簡易・地方裁判所合同庁舎に
おいて司法書士バッジか会員証（東京司法
書士会のみ）を示せば、金属探知機の検査
が不要となった警備体制変更について
２　戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請
求書を紛失した場合に、日司連のＨＰにて
請求書の番号を公表する取り扱いの説明が
なされた。
３　司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の範

囲に関する訴訟の進行状況の報告が行われ
た。
４　司法書士業務賠償責任保険の全国統一化
に対し、保険会社 ３社の契約内容が紹介さ
れた。
５　各司法書士会での税理士との合同（相続）
相談会の開催要請がなされた。
６　民事法律扶助業務等の各業務細則が改定
されたことに伴い、申込書等の記載や提出
期限などの変更内容につき説明がなされた。
７　連合会及び司法書士会が連携協力・強化
すべき諸機関を検討するために、各司法書
士会で連携協力関係にある団体に関するア
ンケートの実施のお願いがされた。
８　各部門からの報告について
以下の事項につき各部門より報告がなされ
た。

総務部門：⑴「事務所の名称の登録」の廃止
⑵各司法書士会から日司連への照会事項を他
の司法書士会に公表すること

財務部門：平成２５年 ９ 月２０日現在の予算執行
状況及び会館借入金の返済状況

企画部門①：⑴法テラスとの連携への取り組
み⑵司法過疎対策⑶法教育の推進内容⑷不動
産法改正・民事法改正に対する対応

企画部門②：⑴インターネット取引被害や自
死問題に関するシンポジウムの開催⑵法人破
産手続き・奨学金問題などの検討内容⑶ＡＤ
Ｒや未成年後見事件の受任の推進対策⑷経済
的困窮者や犯罪被害者等の支援

研修部門：ｅラーニングシステムの受講状況
及び今後のコンテンツ追加予定、その他研修
会の案内

２０１３．１０．２－３　東京・日司連ホール
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広報部門：⑴「一日司法書士」の実施状況⑵
市民公開シンポジウムの開催⑶司法書士アク
セスブックの作成
９　その他
兵庫県会にて発生した成年後見業務の不祥
事事件の概要の報告が執行部よりなされた。

≪議事≫

１　懲戒申立てにかかる調査の全件委嘱につ
いて
調査委託について、調査報告期間は ６ヵ月
程度を標準とし、調査を委託した法務局等に
対して各司法書士会は相当と考える量定の意
見を付して報告すること。また量定意見につ
いては日司連に照会を行い、日司連はその照
会に回答するための外部委員を含めた組織を
設けること及び各司法書士会の綱紀調査委員
に対しては研修を実施するなど、現在予定し
ている内容につき執行部より説明がなされた。
２　日司連役員選挙規則の一部改正について
選挙管理委員会より提言された①会長・ブ
ロック推薦・指名理事に対する採決の必要性
②立会演説会の選挙管理委員会主導の実施な
どの「日司連役員選挙規則」の一部改正案に
つき執行部より解説がなされた後、各司法書
士会会長に対して上記採決の必要性及び副会
長選挙のくじ引きの実施について賛成・反対
の意見が聞かれた。
３　綱紀案件等に関する（公社）成年後見セ
ンター・リーガルサポートから司法書士会
への情報提供について
連合会とリーガルサポート同士にて情報提
供の要請を行う旨について執行部より説明が
なされた後、会員から同意書をもらって情報
提供を行ったり、苦情処理委員会にお互いの
メンバーを入れているなどの各司法書士会の
対応状況につき意見交換がなされた。

【 ２日目】

４　司法書士法改正について
司法書士法改正要綱策定に係る意見募集、

司法書士法改正に向けた意見交換会・研修会
等の開催依頼につき執行部より説明がなされ
た。
併せて、法曹養成制度検討会議の取りまと
めが出された旨およびその内容、その後は法
曹養成制度改革推進会議が開催され、法曹養
成制度改革の推進のために講ぜられる施策に
係る重要事項について検討し、意見を求める
ため、同推進会議の下に法曹養成制度顧問会
議が開催される旨が執行部より報告された。
５　東日本大震災への対応について
東日本大震災による被災者の住宅再建に係
る給付措置に関する会長声明、復興庁の「被
災者生活支援等施策の推進に関する基本的な
方針（案）」に対する意見の提出、 ８月およ
び ９月に実施された東北 ３県の視察について、
執行部より説明がなされた。
また、東日本大震災の被災地における相続
登記困難事例等の情報提供方についてのお願
いにつき執行部から説明がなされ、岩手県、
宮城県、福島県の各司法書士会会長から現況
等につき報告、説明がなされた。
６　不動産登記法改正について
登記原因証明情報制度および本人確認情報
提供制度についての改正の必要性および改正
の方向性等につき執行部より説明がなされ、
これに関する質疑応答がなされた。その他、
登記未了問題、登記原因証明情報の閲覧制度
の改善等についても執行部から説明がなされ
た。
７　司法書士会が抱える問題について－司法
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書士会会長相互の意見交換－
議題は次のとおり。
・法テラスにおける初期相談の無料化につい
て
・法務局等の長に対する報告義務について
・財産管理人名簿の作成について
・連合会役員選挙理事候補者に対するブロッ
ク会の選挙運動の適否について
・破産事件の予納金について
・道路等の登記未履行解消に対する対応につ
いて
・日司連役員選挙規則の見直しについて
・登記手続きにおけるコンビニ発行証明書の
取扱いについて
・本人申請増加と法務局、マスコミ等対応に
ついて
・司法書士会が行う告発について
・事件記録の保存期間について
・司法書士に対する家事事件の代理権付与に
ついて
・「土地所有者が所在不明等の場合の用地取
得の迅速化への協力について（依頼）」の
対応について
・定時総会の日程（議事進行）などの見直し
について
・行政書士の非司行為に対する対策について
・成年後見業務の事実上の受任制限について
・単位会とリーガル支部との苦情案件に関す
る情報共有について
・空き家問題対策に関する取組みについて
・報酬及び広告の自由化がもたらした影響に

ついて
・死亡した会員または退会した会員が、会則

「依頼者等の本人確認等」の規定に基づい
て保管していた記録の取扱いについて
・組織改革について
・司法書士インターンシップについて、全国
の司法書士会で実施しているところがある
かどうか、ある場合どのように実施してい
るか、教えて頂きたい
・一般社団法人として公共嘱託登記司法書士
協会が新たに設立されている現状に対し、
今後、司法書士会がどのように関わってい
くべきか。また、これに関し、法改正や会
則基準の見直しを検討すべきではないか。
・越境サービス貿易交渉に対する連合会の対
応及び各会の業務支援体制について
・会員の退会届等の支部経由廃止の可否につ
いて
・ ５号相談への職務上請求書（ １号様式）の
使用について
・東日本大震災・東京電力福島第一原子力発
電所事故による被災者・被害者支援活動に
ついて
・裁判書類作成業務のための住民票等の職務
上請求について
・財産管理業務、司法書士法施行規則第３１条
業務推進について
・広島県警察本部からの要請に関連する連合
会の対応について
・弁護士法人のＨＰにおける司法書士業務に
関する表現について
・綱紀事件の調査における代理人弁護士の権
限について
なお、昼食後に全司協の山田会長より全司
協の現況等につき説明および報告がなされた。
午後 ３時過ぎに議事のすべてが終了し、齋
木会長がまとめの挨拶をした後、閉会した。

（月報発行委員会　堀田珠紀　

尾原祥之）
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第４２回全青司旭川全国研修会第４２回全青司旭川全国研修会

平成２５年１０月１２日と１３日の ２日間にわたっ

て、第４１回全青司旭川全国研修会が、北海道

旭川市の旭川大雪クリスタルホールにて開催

された。

今回のテーマは「大樹」。わたしたち司法
書士ひとりひとりを、北海道の厳しい風雪の

中で屹立する １本の大きな樹に例え、地域社

会という「大地」にしっかりと根を張り、依
頼者の真のニーズに応えるべく豊富な知識と

信念のもと、努力を積み重ねていく存在であ

りたい、という願いが込められている。

＜全体会＞

１ 日目の第一部の全体会 １においては、今

回のテーマである「大樹」と「大樹」に基づ
いて企画された分科会をつなぐ架け橋として、

依頼者や地域の人々の身の上に起こりうる問

題に対して司法書士としてどのようにアプロ

ーチし、かかわっていくべきかについて、寸

劇を通して各参加者に問いかけるという内容

で行われた。例年の全青司全国研修会におい

ては全体会として学者や著名人による基調講

演が行われていたが、今回は、企画、脚本、

演出から寸劇の出演に至るまで、すべて旭川

全国研修会実行委員会のメンバーのオリジナ

ル作成という全く新しい試みである。

寸劇は全部で ３幕。第 １幕は「自分に限界
をつくっていないか」というテーマ。旭川市
内で開業する若手司法書士が依頼者の求める

法的サービスにどこまで司法書士として対応

できるかという問題設定のもと「やったこと
がない、自信がない」からやらなくてもよい
のか？「司法書士の職務範囲外」だからやら
ないでよいのか？「できる・できない」と自
分で線引きをするのではなく、依頼者のため

にできることについて自分に何ができるのか

を探求する姿勢が必要なのではないか？そこ

から新しい何かがはじまるのではないか？と

いうことを各参加者に問いかける構成になっ

ていた。

第 ２幕は「誰かを置き去りにしていないか」
というテーマ。簡裁代理権の行使や成年後見

人としての代行決定が依頼者（被後見人）を

置き去りにするばかりではなく本来の目的を

も置き去りにしてしまいやすいのではないか

という疑問をもった若手司法書士が「忍び寄
る黒い影」という謎のキャラクターとの会話
の中から、依頼者（被後見人）を取り巻く世

の中の仕組みや制約への疑問に対して声をあ

げる、行動に移すことの大切さについて問い

かけるというストーリーであった。

第 ３幕は「深化してこそ進化がある」とい
うテーマ。農業法人設立の相談を受けた後輩

司法書士との会話を通じて、未知の分野に取

り組み依頼者のニーズに応えようとするのは

いいが、依頼者が本当にそれを必要とする環

２０１３．１０．１２―１３　旭川・大雪クリスタルホール
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境下にあるのかを考えずに、やれることを単

純に考えてやってしまってよいのか？という

問いかけを通して「業務に精通する」とは一
体何なのだろうかということを参加者に考え

させるという内容だった。

取材者だけでなく参加した多くの司法書士

にとっては「耳が痛い」内容だったかもしれ
ないが、それだけ司法書士には可能性がある

とともに自らその可能性を切り開いていくこ

とが重要であると感じた。

＜分科会 １日目＞

第 １日目は、以下の分科会が開催された。

第 １分科会：実践‼司法書士旭川（あさひ

かわ）大樹（だいき）の家事事件簿、第 ２分

科会：初心者のための商事契約入門～司法書

士が行う会社支援～、第 ３分科会：中小企業

から見た債権法改正～トラブル対応から債権

法改正を斬る！～、第 ４分科会：ソリューシ

ョン・フォーカスト・アプローチ～未来を向

いた解決への架け橋～

このうち、取材者が受講した第 ４分科会を

報告する。

旭川全国研修会実行委員会が担当した第 ４

分科会は、「ソリューション・フォーカスト
・アプローチ（ＳＦＡ）」という新しい対人
援助方法についての基礎知識の習得と司法書

士執務での具体的実践方法を参加者全員で考

えることを目的として開催された。

カウンセリングホーム「みみずく」主宰の
相場幸子氏と北海道教育大学准教授の龍島秀

広氏を講師に迎え、まずにＳＦＡとは一体何

かというところから解説がなされた。人は問

題を解決するために当該問題の原因を追及し

て、その原因に対応するという方法をとりが

ちであるが、社会問題への対応や機械の修理

などとは異なり、相談者のかかえる問題の固

有性や原因との複雑な絡み合いから、この方

法がかえって問題の解決どころか増殖につな

がってしまうおそれがある。ＳＦＡは、こう

した相談者のかかえる問題そのものやその原

因それ自体にこだわらず、相談者が解決と思

う具体的状況（ウエルフォームド・ゴール）

を相談者にイメージさせ、その状況にたどり

つくための相談者の有する利用可能な資源

（リソース）を相談者自身が見つけ出すのを、

主に会話によって支援、援助する方法だとさ

れ、セラピーやカウンセリング、コーチング

などで成果を出しているという。

本研修では、このＳＦＡを司法書士実務に

おいても活用することができないかというこ

とで、参加者全員が複数のグループに分かれ、

用意された相談事例をもとに、グループ毎に

相談のロールプレイングを実施し、ＳＦＡを

活用した相談技法を体験した。体験を終えた

参加者からは、ＳＦＡについて法律相談のみ

ならずいろいろな場面に使えるといった意見

が出るなど大好評だった。

このＳＦＡの最大のメリットについて、援

助される側（相談者）の持つ能力を最大限に

活用するという徹底した未来志向・プラス志

向であるがゆえに「誰も傷つかない解決方法」
だと相場氏が述べていたのが非常に印象的だ

った。できるだけ多くの司法書士会員がこの

手法を知って実務に活かしてもらえればと思

えた研修会であった。

＜分科会 ２日目＞

２ 日目は、以下の ４つの分科会、全体会 ２

及び閉会式が開催された。第 ５分科会：裁判

業務を駆使して、市民に寄り添い、地域に根

付いた法律家とならん、第 ６分科会：「でき
ない理由を考えるのではなくできる方法を考

える」相続・遺産承継業務と規則３１条を考え
る～生まれたばかりの萌芽を大樹へと育て上

げるために～、第 ７分科会：原発事故被害者

支援～全国の司法書士がつながり、各地の被

害者・支援者とつながろう～、第 ８分科会：
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６ 次産業化を支援してみませんか‼～農林水

産業こそ国の根幹～

取材者は、今、非常に注目されている業務

の １つである、いわゆる「規則３１条業務」を
テーマとした全国青年司法書士協議会　登記

・法務研究委員会　不動産部会が担当した第

６分科会を受講した。第 ６分科会は、 ３部構

成となっており、上記委員会・部会に所属す

る ３名の会員からの講義が展開された。第 １

部は、遺産承継業務～業務手順と論点～とし

て、須藤孝会員からの講義であった。業務の

イメージをつかむことを目的とした講義であ

り、須藤会員が実際に経験された、相続人が

１名である遺産承継の事例を基にして、講義

が進められた。まず業務の流れの説明があり、

各論として、各項目の解説が加えられた。講

義のなかでは、実際に事務所で作成された依

頼者への報告書や報酬基準等の紹介もなされ

た。続く第 ２部では、古谷理博会員から、司

法書士による財産管理業務・総論～任意遺産

承継業務とその法的根拠～と題した講義がな

された。司法書士法・司法書士法施行規則、

弁護士法、行政書士法、社会保険労務士法、

税理士法の関係条文を考察し、「規則３１条業
務」の法的根拠の解説がされた。また、自身
が経験された被相続人の預金解約のみの事例

を踏まえ、できないものを無理矢理やろうと

することはおかしいが、できない理由を考え

るのではなく、できる方法を考える姿勢が大

切だと強調していた。最後の第 ３部は小森谷

祥平会員から職務上請求書の不正使用による

懲戒事例の紹介や、またいくつかの取扱事例

の報告がなされた。結論は正しくとも、アプ

ローチの方法を誤ると懲戒という落とし穴が

待っていることを再認識させられた。そして、

締めくくりとして、全青司の上記委員会担当

副会長でもある中村勧会員から講義の総括が

行われ、第 ６分科会は幕を閉じた。

＜全体会 ２＞

分科会終了後には、全体会 ２として、各分

科会のまとめということで、各分科会の受講

者の代表者によるリレー形式での報告が行わ

れた。この各分科会のリレー報告は、新たな

試みということであったが、自分が参加でき

なかった分科会の雰囲気を知ることができ、

個人的には、非常に良い企画であったと感じ

た。最後に本研修会の実行委員長である木村

幸一会員の総括があり、地域の声を聴き、地

域に根付き、そして足元を見つめることの大

切さ、仮に司法書士の権限が拡充されたとし

ても、足元がしっかりしていないと砂上の楼

閣にすぎないという言葉が印象に残った。

司法書士の持つ可能性を感じるとともに、

自らの足元を見つめ直す契機となる研修会で

あった。

（月報発行委員会　上野裕一郎　

宮野尾昌平）
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平成２５年度業務研修会「登記法分野―倒産法と登記―」のご案内

１ ．はじめに

中央研修所では、司法書士業務が多様化し高度化する現状を踏まえ、会員の様々な要望

に応えることに力点を置き、司法書士業務の「基礎的知識の確認及びスキル向上」や特定
分野における「高度化・専門化」を目指し、また、司法書士が目指す方向を踏まえて、多
様なテーマによる「業務研修会」を開催してきました。今年度は、「訴訟法分野－民事弁
護編－」「登記法分野」「その他分野」からそれぞれテーマを選定し、「訴訟法分野－民事
弁護編－」「その他分野－法律文書作成の基本－」をすでに開催しました。本号では、「登
記法分野－倒産法と登記－」について紹介します。

２ ．実施要領

⑴　開催日時　平成２６年 １ 月１８日（土）午後 ０時３０分から午後 ６時まで

⑵　研修会場　日司連ホール

⑶　研修時間　 ４時間３０分

⑷　募集人数　１００名

⑸　参 加 費　６，３００円（消費税含む）

⑹　研修単位：合計４．５単位

３ ．研修内容

⑴　テーマ　　『倒産法と登記』
⑵　講　師　　第 １講　弁護士　　大川　治（大阪弁護士会）

第 ２講　司法書士　鈴木龍介（東京会）

第 ３講　司法書士　小野絵里（福岡県会）

第 ４講　第 １～ ３講の各講師

⑶　各講の講義内容

第 １講 　『倒産法　総論』　（１２０分）午後 ０時３０分～午後 ２時３０分
第 ２講 　『倒産法と登記⑴』（７５分） 午後 ２時４５分～午後 ４時００分
第 ３講 　『倒産法と登記⑵』（７５分） 午後 ４時１５分～午後 ５時３０分
第 ４講 　『質疑応答』　　　（２０分） 午後 ５時４０分～午後 ６時００分

⑷　企画趣旨

法的倒産処理の各手続きは、その立法目的に従って異なった内容となっており、それぞ

司法書士中央研修所　会員研修部
業務研修会「登記法分野」チーム
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れの手続きに関わる登記手続もそれに対応して異なったものとなっています。我々司法書

士は、登記業務の専門家として、これらの倒産処理手続きの流れの中で生じるさまざまな

登記関係手続の処理を依頼されることが多くあります。依頼された登記関係手続を適正に

処理するためには、これら倒産手続きの基本的な知識を習得し、それに関係する登記を体

系的に理解し、各手続きの特殊性に精通しておくことが求められます。そして、倒産法の

各手続の重要な部分を理解し、それと登記業務との結びつきを有機的に理解することは、

個人、法人を問わず経済的再生を目指す依頼者に対するより幅のある法的サービスを提供

することにつながり、ひいては、市民の司法書士職能に対する信頼を高めることにもつな

がっていくものと考えます。

そこで、倒産処理手続きの概要を体系的に理解し、各手続に対応する登記手続きについ

て、法人登記に関するもの及び不動産登記に関するものそれぞれを関連付けて整理し深い

知識を得ることを目的としてこの研修会を企画しました。

＊講義時間・内容等はいずれも予定であり、一部変更させていただく場合もありますので、

ご了承ください。

＊申込方法は、所属の司法書士会にお問い合わせください。

＊本研修会は、下記記載の司法書士会において、同時配信による集合研修として同日同時

間帯で開催されます。下記各司法書士会の会員は、所属会で開催される研修会を受講す

ることも可能ですので、本研修会の申込みをされる際はご留意ください。

なお、各司法書士会で開催する研修会の実施要領及び申込みの詳細は、所属の司法書

士会にお問い合わせください。

同時配信による集合研修会を開催する司法書士会は下記のとおりです。

函館会、宮城県会、茨城会、神奈川県会、長野県会、石川県会、奈良県会、岡山県会、

山口県会、熊本県会。
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■ information

� 平成２５年１１月

司法書士総合研究所登録研究員の募集について（お知らせ）
� 日本司法書士会連合会

� 司法書士総合研究所

日本司法書士会連合会では、司法書士を取り巻く環境の変化への対応に資する研究等を行うため、

司法書士総合研究所（以下「総研」という。）を設置していますが、総研の運営及び研究体制等を
見直し、平成２４年 ７ 月に司法書士総合研究所規則を一部改正しました。

今次の規則改正により、独自の研究テーマを持つ司法書士会員を登録研究員とし、定期的に情報

の提供をお願いし、必要に応じて同研究員に調査・研究を委嘱する登録研究員制度を創設しました。

この登録研究員制度は、司法書士界内における司法書士に関係する国内外の諸制度、法令等に関す

る研究などのさらなる発展を目指すもので、同研究に携わる人材の確保・活用、司法書士界内の組

織的な調査・研究と個人が行う調査等との有機的連携が図られることにより、時機に応じ、より充

実した研究等を効率的に進めていくことが可能になるものと考えております。

今般、以下のとおり登録研究員を募集いたしますので、興味・関心のある方は、要領に基づきご

応募ください。

【応募資格】

司法書士会員で、司法書士に関係する国内外の諸制度、法令等に関する独自の研究テーマを現在

持っている方

【募集人員】

１０名程度

【応募方法】

所属司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会あてに応募いただきます（※ １）。応募にあた

っては、適宜様式により、①氏名、②所属会、③登録番号、④現在の研究テーマ及び概要、⑤他の

研究経歴、⑥外国語能力（※ ２）を記入のうえ、応募書類としてご提出ください。

なお、司法書士会への応募書類の提出方法及び提出期限等については、司法書士会の指示にした

がってください。

※ １　司法書士会の推薦は不要です。

※ ２　外国語能力は必須ではありません。一定の外国語能力を有す方は、そのレベル（基礎知

識あり／日常会話レベル／ビジネスレベル／ネイティブレベル等）や保有する資格又は

スコア等をお教えください。

【選任及び結果通知】

選任は司法書士総合研究所において行います。結果につきましては、日本司法書士会連合会から

応募者本人に通知します。また別途、応募者の所属する司法書士会にも結果を通知します。なお、

登録研究員の委嘱は、日本司法書士会連合会会長が、司法書士総合研究所所長の推薦を受けて行う

こととなります。任期は委嘱した日司連会長の任期と同一です。

【本件に関する問合せ先】

日本司法書士会連合会事務局（企画第一課　諏訪）

〒１６０－０００３東京都新宿区本塩町 ９番地 ３　司法書士会館 ３階

TEL�０３－３３５９－４１７１（代表）FAX�０３－３３５９－４１７５　E-mail�jimukyoku@nisshiren.jp
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■ information

平成２５年度司法過疎地開業支援実施要領

日司連は、司法過疎対策・地域司法拡充事業の一環として、司法過疎地における開業を促進
するとともに当該地での定着を図るべく、以下のとおり司法過疎地開業支援を実施する。

【対象地域】
司法書士が ０名または １名程度しか存在しない市町村もしくはこれに準ずる地域で、連合会
が事業計画を遂行するに適当であると判断した地域
※特に、認定司法書士不在地域（ ０名）を主な支援対象とする。
【対　象　者】
上記地域において、
①　平成２５年 ４ 月 １ 日以降に開業または移転した司法書士会員（個人）及び設立または従た
る事務所を設置した司法書士法人

②　平成２６年 ３ 月末日までに開業または移転を予定している司法書士会員（個人）及び設立
または従たる事務所の設置を予定している司法書士法人

③　平成２６年 ３ 月末日までに開業予定の司法書士資格を有する者
※申込み時点において開業、移転、設立及び設置予定である場合は、支援決定後 ３ヵ月以内
に登録申請を行うこと。

【要　　件】
①　司法書士会員及び司法書士資格を有する者については、司法書士法第 ３条第 ２項に規定
する司法書士（いわゆる「認定司法書士」であること）、司法書士法人については認定
司法書士である社員（特定社員）が常駐すること

②　司法書士法その他関連法令等に違背した事実がないこと
③　 ５年以上は当該地において地域司法サービスに携わること
④　簡裁訴訟代理等関係業務、法律相談及び成年後見業務に積極的に取り組むこと
⑤　法テラスと民事法律扶助契約を締結し、民事法律扶助業務に積極的に取り組むこと
⑥　司法書士会及び総合相談センターの事業に積極的に協力し、さらに法テラスをはじめと
する地域の公的機関及び関係団体の要請にも積極的に応えること

⑦　はじめて交付を受けた年度から ５年間、年 １回以上、連合会が定めるところにしたがっ
て業務状況を報告すること

【支援内容】

摘要 個　人 法　人

開業貸付金 １８０万円以内 １８０万円以内

定着貸付金 ５４０万円以内※ １ ※ ２

※ １ 　定着貸付金（個人のみ）は、原則として １年目は年２４０万円、 ２年目以降は年収が
６００万円に満たない不足部分につき、一定の上限（ ２年目は１８０万円、３年目は１２０万円）
のもと交付する。
なお、「年収」とは、事業所得（売上［雑収入を含む］－経費）を示す。

※ ２　法人に対する定着貸付金の交付は行わない。
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【貸付金の返還及び免除等】
・貸付金は、原則として最初の貸付日から ４年経過後より、毎年分割により原則として ５年
以内に全額返還するものとし、具体的返還方法に関しては支援（貸付）契約に定める。た
だし、貸付金に利息は付さない。
・連合会は、貸付金のうち開業貸付金につき、貸付を受けた会員が当該地域に ３年を超えて
事務所を置いた場合には、当該会員が所属する司法書士会の意見を聴取の上、貸付金の一
部または全部の返還を免除できるものとする。
・連合会は、貸付を受けた会員にやむを得ない事由があるときは、定着貸付金の返還の猶予
または免除をすることができる。
※詳細については連合会ホームページ（http://goo.gl/iLPgO

オー・ケイ

k）より地域司法拡充基金設置
規則及び地域司法拡充基金運営細則をご確認ください。　

【募集期間】
平成２５年１２月 １ 日（日）から同年１２月３１日（火）まで
※上記締切日消印有効とする。
【申込方法】
所定の申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して日司連あて郵送にて直接申し込む
※申込書（申込様式 １）、誓約書（申込様式 ２）及び連帯保証誓約書（申込様式 ３）は、司
法書士会事務局または日司連ホームページから入手すること。

【決定方法】
連合会にて審査の上、申込者が事務所を開業、移転、設立または設置しようとする地域を管
轄する司法書士会の意見を聴取して決定する。
なお、現在所属する司法書士会または過去に所属した司法書士会等に対し、必要に応じて申
込者について照会（懲戒等の処分歴及び研修受講状況等）する。
支援決定時期は、平成２６年 ３ 月上旬を予定しており、結果は連合会から各申込者に対して通
知する。
【交付方法】
契約締結後、支援決定者もしくは法人に対して直接交付する
※交付時期は、平成２６年 ３ 月下旬を予定。詳細については追って通知する。
【添付書類】
・誓約書（申込様式 ２）
・連帯保証誓約書（申込様式 ３）
・住民票　※本籍の記載があるものとする。
・開業、移転、設立または設置に関する計画書
※適宜の様式による。すでに開業等している場合には、開業等の経緯及び現状に関する報告
書を提出する。
・登記事項全部証明書（法人のみ）
【その他】
申込み時点において、開業、移転、設立または設置予定である場合は、事後速やかに開業等
した旨を連合会へ報告すること。

☆　本件に関する問合せ先　日本司法書士会連合会事務局企画第一課　白洲　☆
〒１６０―０００３　東京都新宿区本塩町 ９ ― ３ 　TEL　０３―３３５９―４１７１／ FAX　０３―３３５９―４１７５
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平成２５年 ９ 月 ５ 日（木）中央大学駿河台記念館において自治体関係者の方々を対象としたリー

ガルサポート主催セミナー「市民後見人育成事業への取組み」が開催された。広報委員として本
セミナーの取材をさせて頂いたので、その報告をさせて頂く。

当日は、停滞する前線と台風の影響で不安定な天気にもかかわらず、全国の自治体から多くの

方々が来場されて２４０名以上の参加となり、満席となった会場は熱気に包まれた。セミナーは、

リーガルサポート理事長　松井秀樹氏による挨拶に始まり、前半は公益財団法人さわやか福祉財

団理事長　堀田力氏による基調講演が行われ、その後リーガルサポート市民後見人育成事業支援

委員会委員長　中村文彦氏による育成事業の立案・実施に向けての提案と既に事業を開始してい

る自治体による実施例報告が行われた。

まず基調講演「市民後見人普及の意義と自治体の役割」において、成年後見制度が未熟な制度
で市民後見人育成に関しても制度を「補っていく、正していく」ということが必要である、実施
主体となる市町村にとっては非常にやりがいある事業であるので心意気をもって取り組んで頂き

たい、との激励がなされた。また、この事業は申請主義という従来の行政のやり方では救いきれ

ないものであること、住民を保護するという行政の基本任務を果すためにアウトリーチ（手を差

しのべること）や、情報網をはった情報収集が必要であるとのお話を頂いた。最後に後見人の資

質とは財産管理のプロではなく「本人の立場でものを考えられる」ことであるとの言葉が印象的
であった。

次に「市民後見人育成事業の立案・実施に向けての提案」においては、市民後見人登場の背景、
育成事業における自治体の役割、リーガルサポートの考える市民後見人の定義について報告が行

われた。成年後見事件数は年々右肩上がりで増えていくのに対して、親族後見人割合は右肩下が

り、昨年はついに全体の半分以下となった昨今、制度の担い手として「本人と同じ地域住民であ
る市民」への期待を背景として市民後見人は登場し、老人福祉法第３２条の ２等による自治体の取
組み義務化によって、事業は行政（自治体）主体のもとに行われるべき公的事業と位置付けられ

たことが改めて確認された。また、育成事業を立ち上げる手順として、検討委員会の立上げ、実

施体制や養成講座の検討、候補者選定、受任後の支援・監督などについて具体的な説明があり、

リーガルサポートが事業に積極的に取り組む姿勢についてもあわせて語られた。

公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート

広報委員会　副委員長　常川　郁代

自治体向けセミナー「市民後見人育成事業への取組み」
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休憩をはさんでリーガルサポート相談役　芳賀裕氏をコーディネーターとして、鹿児島県薩摩

川内市、埼玉県志木市、大阪府より各々市民後見人育成に対する取組みについて報告が行われた。

いずれも市民後見人の重要性を認識され、積極的に取り組まれている様子が語られた。各々の報

告内容の一部を以下に紹介させて頂く。

【鹿児島県薩摩川内市】薩摩川内市高齢・介護福祉課高齢者福祉グループ� 梶原一将氏　　　

高齢化率（６５歳以上人口が総人口に占める割合）が２７パーセントを超え、日常生活自立支援事

業の契約件数も県内で群を抜いて多い状況において、平成２３年度からＮＰＯ法人に市民後見推進

事業を委託し養成講座を実施してきたが、２５年度からはリーガルサポートに委託し事業を推進中。

研修だけではなくその後の後見業務受任後の支援、家裁との連携が大事と感じている。リーガル

サポートに対しては豊富な実務経験を活かした講座、市民後見人への助言等のサポートを期待し

ている。

【埼玉県志木市】志木市社会福祉協議会　志木市成年後見センター　相談支援事業所

� 佐々木明子氏　　　

専門職・行政・社協役員を構成員とした「権利擁護推進事業委員会」を設置して従来より福祉
サービス利用援助、法人後見、相談支援を行っており、その実績が評価されて平成２４年志木市よ

り成年後見支援センター事業の運営を受託し、市民後見人育成事業を含めた後見支援を行ってい

る。市民後見人を支えるバックアップ機能として、受任調整会議、フォローアップ研修や情報提

供を行うための人材バンク、候補者推薦名簿、受任後の活動支援等、体制の充実を図っている。

現在、市民後見人を候補者とした申立の審理中であり、初めての市民後見人誕生を期待している。

【大阪府】大阪府社会福祉協議会　大阪後見支援センター　あいあいねっと� 堤添隆弘氏　　　

大阪府域という広域での活動について紹介。平成１８年度より市民後見人養成を開始して７０件以

上の市民後見人が誕生している大阪市のような自治体もあれば、単独では運営が難しい自治体も

ある。そこで自治体の規模に関わらず事業を推進していけるよう、複数市町村から大阪府が後見

支援事業を受託する方式で取り組んでいる。現在、この方式により１１市 ２ 町が市民後見人養成を

実施し、府、府社協、市（町）、市（町）社協が各々の役割を分担し連携している。被後見人に

とってはどの市町村においても同様の支援を受けることができ、市町村にとっては費用負担軽減

・省力化などメリットは大きく、いずれは府内全域へ展開することを目標としている。

報告を終えた登壇者に対し、家庭裁判所との事前協議の方法、業者に委託した際の養成講座の

委託内容・費用、候補者の選定基準など多くの質問が寄せられ、それぞれ実例を踏まえた実践的

なお答えを頂いた。来場された方々は終始真剣な表情でメモをとりながら最後まで熱心に耳を傾

けておられ、関心の高さを伺うことができた。最後にリーガルサポート副理事長　杉山春雄氏よ

り登壇者、来場者の方々へのお礼と閉会の挨拶がなされ、満場の拍手の中セミナーは閉会した。
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〔1〕『〈完全講義〉民事裁判実務の基
礎〔第 ２版〕（上・下）』
大島眞一著／Ａ ５判・上巻５８３頁・下巻４１２頁

／平成２５年 ４ 月２４日発行／㈱民事法研究会刊

定価　上巻４，７２５円・下巻３，６７５円（税込）
→頒布価格上巻４，２５３円・下巻３，３０８円
（税・送料込）

民事裁判実務の根幹を具体的事例を基にわ

かりやすさを追求して解説した １冊！事実認

定を大幅に加筆し、裁判の合議が体感できる

演習問題を収録した最新版！上巻では「基本
構造・訴訟物」と「要件事実」を、下巻では
「事実認定」と「演習問題」を収録！
◆〔１〕の申込先
㈱民事法研究会　朝倉

〒１５０―００１３

東京都渋谷区恵比寿 ３ ― ７ ―１６

０３―５７９８―７２５７

０３―５７９８―７２５８

〔２〕『不動産登記法概論－登記先例の
プロムナード』
山野目章夫著／Ａ ５判・３５４頁／平成２５年 ５

月２０日発行／㈱有斐閣刊

定価２，８３５円（税込）
→頒布価格２，６００円（税・送料込）

不動産登記法の基礎知識をまとめた。実際

の運用をうかがうことのできる重要な先例

（通達・回答）を豊富に引用し、さらに、私

たちの暮らしとのつながりや民法との関連な

どにも触れながら、散歩（プロムナード）す

るようにいきいきとした不動産登記法の世界

を解説。

◆〔２〕の申込先
㈱有斐閣　営業部　関本

〒１０１―００５１

東京都千代田区神田神保町 ２ ―１７

０３―３２６５―６８１１

０３―３２６２―８０３５

〔3〕『これだけは知りたい！一般社団
・財団法人の設立について』
公益財団法人公益法人協会編著／Ａ ５判・

１８２頁／平成２５年 ８ 月３０日発行／公益財団法

人公益法人協会刊

定価１，２６０円（税込）
→頒布価格１，１３０円（税込・送料２９０円）

社会貢献活動をしている個人や企業におけ

る一般社団・財団法人の設立、また、任意団

体、ＮＰＯ法人から一般社団・財団法人への

衣替えなど、法人設立をお考えの社会的・公

益的活動をしている方へ。公益法人協会の相

談室に寄せられた質問やニーズをもとに執筆

した、すぐわかる、コンパクトな役立つ一冊。

〔申込方法〕
①購入を希望される方は、「月報司法書士読者」と明記のうえ送付先住所・氏名（所属会）・電話番

号を記入し、直接、出版社あて必ず郵送かファックスでお申し込みください。
②出版社より直接、送本ののち、振替用紙等で代金を支払ってください。
③定価及び頒布価格につきましては、出版社により表示形態が異なりますので、ご了承ください。
④書籍の内容、発送に関するお問い合わせは、直接、出版社へお願いします。
⑤締切＝平成２５年１２月２０日（金）
　締切日以降のお申し込みについては、割引価格にならない場合があります。
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類型別定款例・設立登記資料等も掲載。

◆〔３〕の申込先
公益財団法人公益法人協会　出版担当　松野

〒１１３―００２１

東京都文京区本駒込 ２ ―２７―１５

０３―３９４５―９８７５

０３―３９４５―１２６７

〔4〕『第三者の許可・同意・承諾と登
記実務』
青山修著／Ａ ５判・３８６頁／平成２５年 ６ 月２５

日発行／新日本法規出版㈱刊

定価４，２００円（税込）
→頒布価格３，７８０円（税込・送料３４０円）

本書は、第三者の許可・同意・承諾を要す

る場合の登記実務について、先例や判例など

を詳しく解説するとともに、申請情報など実

務に役立つ書式を掲載したもので、権利の移

転や変更・更生、抹消のほか、制限行為能力

者の法律行為、農地の権利移動、会社との利

益相反取引など、許可・同意・承諾を要する

ケースを幅広く取り上げております。

◆〔４〕の申込先
新日本法規出版㈱　営業渉外部　平林

〒１６２―０８４２

東京都新宿区市谷砂土原町 ２ ― ４

ＫＳビル ２階

０３―３２６７―２８９８

０３―３２３５―１６５１

〔5〕『新しい家族信託－遺言相続、後
見に代替する信託の実際の活用法
と文例－』
遠藤英嗣著／Ａ ５判・５６０頁／平成２５年 ８ 月

２６日発行／㈱日本加除出版刊

定価４，９３５円（税込）
→頒布価格４，４４０円（税・送料込）

「自己信託」「福祉型信託」について具体
的事例を掲げ踏み込んだ初の書籍。これまで

に７０件近くの家族信託に関する相談に応じ、

「信託」に関する講演を多数重ねてきた著者
が、実際に相談を受けた事例の中から、汎用

性のある事例を中心に解説。自己信託の文例

６例、福祉型信託等の文例１３例について、具

体的なスキーム図を掲げて紹介。

◆〔５〕の申込先
日本加除出版㈱

営業部営業サービス課　櫛田

〒１７１―８５１６

東京都豊島区南長崎 ３ ―１６― ６

０３―３９５３―５６４２

０３―３９５３―２０６１

〔6〕『書式　家事事件の実務〔全訂九
版〕』
二田伸一郎・小磯治著／Ａ ５判・５８３頁／平

成２５年 ５ 月 ９ 日発行／㈱民事法研究会刊

定価５，２５０円（税込）
→頒布価格４，７２５円（税・送料込）

全訂九版では、新法の理念に基づいた実務

の考え方・手続の解説、新しい申立書様式・

記載例を豊富に収録！　面会交流と間接強制

に関する平成２５年 ３ 月２８日最決にも対応した

実務家必携の格好の手引書！

◆〔６〕の申込先
㈱民事法研究会　朝倉

〒１５０―００１３

東京都渋谷区恵比寿 ３ ― ７ ―１６

０３―５７９８―７２５７

０３―５７９８―７２５８
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第 ５回理事会（平成２５年１０月２３日－２４日）
〔審議議案〕

⑴司法書士会館改修工事について、鹿島建設㈱に発注することを承認した。
⑵司法書士会館改修工事における監理業務について、㈱佐藤総合計画に発注することを承
認した。
⑶日司連ハラスメントの防止に関する規則第 ６条第 ３項に基づく専門家相談員について、
㈱ハートセラピーと契約締結することを承認した。なお、字句の修正は会長に一任する
こととした。
⑷連合会ファイルサーバーを再構築すること及びその発注先を㈱大塚商会とすることを承
認した。
⑸司法書士法第１６条第 １項第 １号及び同第 ２号に該当する者の登録取消しを相当とし、登
録審査会に対して登録取消しの適否の審査を請求することを承認した。なお、登録審査
会開催日までに､「業務廃止届」等を提出した者については、同法第１５条第 １項第 １号
又は第 ２号の規定による登録の取消しをするものとし、登録審査会への審査請求は行わ
ないことを併せて承認した。
⑹司法書士電子証明書の発行手数料の変更について承認した。
⑺戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書に関する規程基準の一部改正について承認し
た。なお、字句の修正は会長に一任することとした。
⑻山形県司法書士会及び大分県司法書士会より申請された特別会費免除について承認した。
⑼インターネット取引被害シンポジウムの開催について承認した。
⑽消費生活相談セミナーの開催について承認した。
⑾未成年後見研修会の開催について承認した。
⑿第１３回特別研修講師資料検討会の実施について承認した。
⒀第１３回特別研修チューター説明会の実施について承認した。

〔協議議案〕

⑴日司連役員選挙規則の一部改正について協議した。
⑵「事務所の名称の登録」の廃止について協議した。
⑶綱紀案件等に関する（公社）成年後見センター・リーガルサポートから司法書士会への
情報提供について協議した。
⑷民法（債権関係）改正に関するシンポジウムの開催について協議した。
⑸非訟事件手続法に関する研修会の開催について協議した。
⑹第 ８回理事会の開催日程について次のとおり了承した。
○第 ８回理事会
①日　時　　平成２６年 ２ 月１３日（木）１３：００－１７：００

２ 月１４日（金）１０：００－１５：００
②場　所　　司法書士会館 ６階会議室

⑺その他
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■平成２５年１０月

１ （火）第 ３回常任理事会、第 １回日司連災

害対策室

２（水）～ ３（木）平成２５年度第 ２回会長会

３（木）第 ７回登録常務会

７（月）第 ２回法テラスとの連携推進委員会

８（火）研修所第 ２回新人研修部会

９（水）第 ３回全件委嘱検討ＰＴ会議

１０（木）第 ２回３１条業務検討委員会、第 １回

人権関係委員会相互連絡会議

１１（金）第 ２回民事法改正対策部、第 ２回月

報発行委員会

１５（火）第 ２回不動産登記法改正等対策部、

第 ２回自死問題対策委員会、第 ２回消費者

問題対策委員会、市民救援委員会第 ２回検

証企画ＷＴ（ＴＶ会議）

１７（木）第 ３回司法書士ＡＤＲ推進委員会、

全件委嘱検討ＰＴ第 ４回規則改正等ＷＴ、

市民救援委員会第 １回広報活動ＷＴ、総研

第 １回業務開発研究部会

１７（木）～１８（金）第 １回日司連財務調査室

１８（金）平成２５年度全国研修担当者会議、第

１回日司連統計室、第 ２回プロボノ活動推

進委員会、第 ２回執務問題検討委員会、第

２回総務部門会議

２１（月）第 ２回多重債務問題対策委員会、第

２回司法アクセス対応委員会、第 ２回子ど

もの権利擁護委員会、第 ２回犯罪被害者等

の支援を推進する委員会

２２（火）第 ３回広報委員会

２３（水）第 ８回登録常務会、研修所第 ２回研

修制度研究部会、総研第 １回企業法務研究

部会

２３（水）～２４（木）第 ５回理事会

２４（木）第 ３回企画部門会議

２６（土）～２７（金）平成２５年度業務研修会「そ
の他分野－法律文書作成の基本－」（於：
宮城）

２８（月）第 ５回全件委嘱検討ＰＴ規則改正等

ＷＴ

２９（火）司法書士執務調査室第 １回倫理部会、

第 ２回経済的困窮者の権利擁護委員会

３０（水）司法書士執務調査室第 １回執務部会、

第 ２回裁判事務推進委員会

３１（木）総研第 １回不動産登記制度研究部会

編 集 後 記
損害賠償の請求額で頭を悩ましたことはあ

りませんか。特に慰謝を含む賠償額は定型に

なじまないことが多いため、書籍にもそのま

まの事例、金額が載っていることが少ないと

思います。最近よく耳にする損害賠償事案に

ついて、各方面から執筆していただきました。

日頃の相談業務の一助になればと思います。

（月報発行委員会副委員長　川上明子）

乱丁・落丁はお取り替えいたします。
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