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判例研究

商事判例研究
九州大学産業法城究会

約束手形所持人の手形金請求を正当な
経済的利益を欠くとして排斥した事例
昭和四七年九月二八日東京地裁判決痴肺細鰍一更藍批求︒瓢趣判例時

報六八七号九四頁

れに対しYは︑B会社−のA会社に対する代金支払債権がすでに

完済により消滅しているので︑B会社はその手形を所持する経

済的利益がないから︑A会社に当然返還されるべきものであ

り︑かりにXがB会社の地位を承継したものであっても︑Xの

請求は排斥されるべきこと︑また︑もし翼がA会社から割引依

頼のため手形を入手したものとしても︑割引金を交付していな

いから︑Xは手形上の権利を行使すべき実質的理由はないと抗
弁した︒

︹判旨︺棄却

は︑右の一二通のうち二通をB会社に引渡し︑他の四通をみず

Y振出︑受取人白地の約束手形＝一通を受取った︒そして︑X

した代金支払のための担保として︑A会社が所持していた被告

和四四年一二月二九日に︑B会社が蚕室A会社に自動車を売却

己の手量に存するのを奇貨として︑自己の形式的権利を利用す

はX︶が偶々手形を本来返還すべきなのにそれをせず手形が自

の地位を正当に代理ないしは承継していないもの︵亡Xひいて

を受け原因関係が消滅しているときは︑況んやその債権者︵B︶

ために約束手形を担保として受けとってもその後右債権の完済

﹁以上の事実に照らして考察すると︑自己の債権の支払確保の

から割引いて私用に供し︑残りの五通︵一通については不明︑

ることは︑特別の事情のないかぎりその手形の支払を受くべき

︹事実︺亡君亡Yは︑生前雲外B会社の営業課長をしていた昭

五通の手形の手形金額の合計八九万七五〇円︶を所持している

正当な経済的利益を有しないものといわざるをえないので︑振

出人から手形金の支払を求めようとするが如きは許さるべきで

間に死亡した︒

ところで︑B会社がA会社に売却した自動車の代金はすでに

ないのは当然である︒﹂

︹研究︺判旨の結論には賛成であるが︑理由には賛成し難い︒

完済されており︑しかも︑B会社は︑契がA会社から受取った
Y振出の約束手形＝一通のうち︑翼から引渡しを受けた二通の

幽

右のような経路でXに入手された約束手形を︑翼の相続財産

ため︑第一に︑たとい翼がBの地位を正当に代理していても︑

否定することで足りるようにも判断されるが︑本件判旨は念の

本件は︑Xの無権利を理由に︑その手形上の権利行使を

手形を除いては︑全く関知しなかった事実が認められている︒

管理人たる原告XがYに対し支払訴求したのが本件である︒こ
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る︒

四つぎに有因説の概要を検討する︒

O五四八頁︶は︑︐権利濫用を理由に︵︸般条項説︶︑YがX・の請

求を拒むことを認めた︵聖意綴錦箏捲霧勤総湘夢騰墾醐羅

無因理論を排除してこれを有凶行為であ必と解する考え方であ

手形における権利．譲渡行為ないしは交付行為につき﹂従来の

．︵大法廷︶・判決の判旨をそ．のまま踏襲しているのである︒層．

る︵鰍瀦剥鍵誓言醜磐羅櫟震謄鰻登森階観館嘲金︶のこ

幽脚長脚醐畷獣獄官麹並肉哨姻乱切酷頁︶︒そして本件判旨は︑この最高裁

主 この最高裁昭和阻三年一二月二五日︵大法廷︶．判決につ

れは手形理論におけるいわゆる鈴木町研膵畷謙翻御一汁賄崩口繕紬婿渦臆

させたものともいえるであろう︒

砺ぺ酸忌辰勲並早島艦齪旅鞭虫せ︶の理論的発展であり︑それを︸層徹底

て︿実質的に見れば債務負但行為と債権譲渡行為とに分けられる﹀︑前者は権利の存在に関す
る問題であるのに対し︑後者は権利．の所属に関する問題であるという性貿の差異があることか

い︐ては㍉すでに︑きわめて精緻に分析された大森評釈︵揃凋啓根舗
酢以○鴨四︶があり︑その結論はつぎのごとくである︒

手形行為ば手形の記載を意思表示の内容とする行為で︑記載
の単純性が要求されることから︑無因性が是認されるべきであ

を援用して︑XのYに対する権利行使を否定しうるのは︑裏書

については過度の擬制であるという反対説が多く︵激祉翫報髄細静勝

権利・義務が発生し︑それがともに記載者に属すると解する点

もっとも︑この鈴木説については︑記載行為のみで手形上の

・の原因関係が不法なために無効である場合にかぎられるべきで

ﾋ︶︑また︑権利譲渡行為を債務負担行為と切り離してこれ
︑につき無因性を認めないことについてもかなり反対．説がある

る︒したがって︑手形がYIAlXと流通した場合︑・一般条項

ある︐右．の場合には︑もし無因説をそのまま認めればXに権利

を行使させ手形金を受領させる結果を生じ︑公序良俗違反によ

らみが．ないとはいえな︐いであろうが︑手形の記載行為と交付行

煤E前掲手形研究八二号一〇頁︑小橋﹁手形の無因性﹂・講座一巻五八頁︑同・前掲時報三六巻二号九五頁以下︶︒なるほど︑擬制のヶ

し︑無因説の前提をとるかぎり︑本事案のような．単に原因関係

この必要のある範囲内で認めればよい

そこで︑手形の交付行為につき有因説をとつ．た場合の具体的

渦鯉翻魂呼彫灘靴雀溺鑛刑曙﹁艀彫︶︒

つくものであるから︑

・つ絶対的なものではなく︑・手形の流通を保護する必要にもと

要するに手形行為の無因性というものは︑手形に固有・の馬か

とは否定できないであろう︵鷺幽玉鴫麹一階彫¶論惚脇切財貌墜︒

為とでは︑おのずから別の法則に従うべき性質の差異がある・こ

る不法の行為の効果を実現させることとなるからである︒しか

人購

（服

消滅．の場合には︑権利濫用・信義誠実などいわゆる一般条項を

援用レてXのYに対する権利行使を許さないとする結論は無理
であゆ︑手形取引の安全性確保の見地からも困難な問題を残す
と考える︑とされる︒・

したがって︑．大森評釈によれば︑︑無因説を前提とするかぎ
り︑伝統的無因説の立場が妥当であり．︑きわめて特殊例外的な

場合にのみ一般条項の援用が認められるにすぎないこととな

147
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が通説によれば︑Cは手形上の権利者たるBから手形の裏書譲

ず︑AはCに対し手形の返還請求ができることになる︒ところ

148

あることを知っていたのであるから手形の善意取得は認められ

場合において︑原因関係が無効・取消されたときは︑有因説に

渡を受けたのであるから︑〃︑のかぎりでCは手形上の権利者と

・148）

結果を検討して見よう︒

よれば︑Aの裏書における交付行為は．原因関係の消滅により遡

認められるのでAはCに対し手形の返遠請求はできないことに

事案の場合を例にとると︑AがBに約束手形を裏書譲渡した

って効力を失う︒したがって︑手形債権は存在すうとしてもそ

なる︒しかし︑この場合Cを保護する実質的理由はなく︑この

（1

いても手形上は無権三者となるから︑すべての債務者はBの手

らAに返さなければならない︒同時にBは第三者との関係にお

因説によれば︑Bは無権利者であるからそれを知らずにBより

点で有因説が妥当な結果をもたらすことになる︒口の場合は有

権利者であることを知らなかったかぎり重大な過失の有無が決

裏書を受けたCについては善意取得が問題となり︑CはBが無

さらに︑A・B間の原因関係が消滅したが手形を返さないで

ってもCは振出人Yに対し手形債権を行使できることになる︒

め手になる︒通説によれば︑この場合は手形法︸七条但書の悪

B間の原因関係の消滅を知り︑かつBがAに手形を返さなけれ

この点︑あるいは有因説によれば︑Cの保護に欠けるようにも

所持しているBから︑たとえば︑さらに裏書を受けたCの地位

ばならないことをも知りながら︑なおBから．手形を譲り受けた

思われるが︑善意取得における﹁重大な過失﹂は判例のように

意の有無の間題となるから︑悪意がないかぎり重大な過失があ

場合には︑振出人YはCの請求に対し手形法一七条但書の抗弁

真実に悪意でないならば重過失を問題にすべきでないと解する

広範囲に認めるべきではなく︑むしろ﹁悪意﹂の挙証の困難性

いことは知らず︑A・B間の関係は別に決済されBの所持する

ならば︑通説に比べてとくにCの保護に欠けることにはならな

をもって対抗できることになる︒口もしCがA・B間の原因関

手形はそのまま流通におくことについてAの諒解があると信ず

いであろう︒さらに︑A・B間の特約により実際上BのAに対

を救う意味において﹁重過失﹂が付加されているものと解し︑

るにつき充分な埋由がある場合には︑Cは手形法一七条但書の

手形上の権判者であるから︑Bから手形の裏書を受けたCは手

し︑A・B間では別な決済方法がとられている場合には︑Bは

これを流通におくことをAが諒解

する手形返還が免除され︑

ところで有因説によればのの場合には︑CはBが無権利者で

ことになる︒

悪意者に該当しないので振出人Yに対し手形債権を行使できる

係の消滅を知っていても︑BがAに手形を返さなければならな

について見れば︑通説︵伝統的無因説︶によれば︑日CがA・

形による請求一7一対して対抗できることになる︒

れは当然にAに復帰し︑Bは手形を占有している理由がないか

40
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形上の権利を取得するものであることは︑もちろん有因説をと
る場合も否定されるものではない︒

五 以上の考察によれば︑本件のような場合について︑残さ
れた問題があることも事実であるが︵勒卵断瑚輔鏑剥噸詔醜鉦黙︶︑判旨

のように一般条項説によるよりも有因説によってXのYに対す
︵新海兵衛︶

る権利行使を許さないとする結論の方が︑直戯的で妥当である
ように思われる︒
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人格なき社団の登記能力
大津地判昭和四七年一〇月一六日︵控訴審︑大津地裁昭和四
六︵レ︶五号︑同四七︵レ︶三号︑一審︑八日市官幣昭和四六

年七月二〇日︶判例時報六九六号二二〇頁

いない︒⁝⁝登記請求権については︑それが抹消登記を求める

ものであるとしても︑かかる登記能力を欠く権利能力なき社団

には︑これを認めるべき理由もない﹂︒

判旨第二点︑現総代Z︵当事者参加人︶がYに対し持分移転

人格なき社団は︑不動産登記手続上︑登記能力を有

登記を請求したのに対し︑裁判所はこれを認容した︒
︹研究︺

するか︒登記実務ではこの点に関し︑一貫して代表者の個人名

︹事実︺控訴人X︵原告︶は住民二五一世帯からなる部落共同
体であり︑共有財産などの維持管理を目的とし︑規約によれば

羅講讐坐讃即野欝欝寒月墾叢書議鶴雛瀞蓋置欝︶︒

義による登記しかみとめず︑社団名義あるいは代表者肩書を冠

得し．たが︑社団名義で所有権の移転登記ができないため︑総代

判例には︑かつては︑登記官吏が誤まってなした人格なき社団

総会︑代表者︑担当役員を有し︑実際上もそのように組織︑運

Cおよび農事総代Dの共有名義で登記した︒Dが部落構成員で

名義の登記を無効とするもの︵疎鯨賄瑚糊加肚蒜︸胡霞八︶︑あるいは人

した個人名義の登記を否定している︵瀾錦彫朧脚厭工面㌔自県解騨が酬

なくなったのち︑Xは土地をH町に売却し︑Dに移転登記を求

格なき社団の登記請求をみとめ︑登記による公示は代表者肩書

営されていたものである︒Xは訴外A︑Bからプール敷地を取

めたが︑Dはこれに応ぜず︑登記名義人であることを奇貨とし

によるのがのぞましいとするものもあったが︵畷孫購懸子型嶽鄭肛﹄

㈹恍ﾜ伽禰馳駿雌薦礁訊都響皇霊地軸千成︶︑最高裁は昭和三九年一〇月

て被控訴人Y︵被告︶に共有持分の移転登記をしてしまった︒

そこでXはYに対し︑土地共有持分移転登記の抹消登記を請求

した︒なお︑本件では︑Xの現総代Zが当事者参加し︑Yに対
して持分移転登記を求めている︒
︹判旨︺一部棄却一部認容 第．一点 XがYに対し持分移転登

記の抹消を求めたのに対し︑裁判所は次のようにのべて請求を

一五日判決において︑傍論ではあるが代表者個人名義説の立場

を示唆し︵蝦糠﹄船騰醐齢伽琳馳断願脚岬括帯施測覗豊島鰍欄諏↓竜胴山城甦︑つい

で︑昭和四七年六月二日の判決において︑代表者個人名義説にた

つことを明らかにしている︵醐棚卸腹心靴灘誤配頒が墨銀麟醐一瓢舗判膳↓oな

墾嘉薩蒲雛麗記号肇邸翻︶︒とれは︑被圭︒人x︵原

告の訴訟承継人︑留日華僑北省同郷連合会の現代表︶が︑上告

棄却した︒﹁不動産登記法は︑登記申請書につき法人格なき社団

蹴に関する規定替︑法人格なき社団では袋者の廣を登記簿

︵被告︑連合会の旧代表︶に対しYの代表資格喪失を理

由に︑不動産移転登記を請求した事案に関するものであって︑

人Y

糊抄本などで公証しえず︑また右社団の印鑑証明を認める法規も
ないので︑同法は権利能力なき社団自体には登記能力を認めて
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半」伽1百丹二．ノ

当恥該社団の豊記請求権につき﹁桁硝能力かき社団の資産は︑そ

みとめるべき︐んとするもの︵第一説︶ ︵於保不二雄の法律関係﹂癬噸騨紅型四脚難

いと・Fれば︑僕力︑者η︑陣を冠し津国入逆疫︵バい．表者肩書説︶・し

と．呂

ノ

㎝﹂．．ほ

︒イ琵
5ーソレ♪！﹂

れ．よ
．、1こ

分けられる．︑いず．れも︑霞フ者訓人名義説に対すろ批判としが

巻場したもの．であって︑基志的には︑人格なき社団の財．産所皆

という．呉実．の権利関係と︑登記簿上の．公小とをできるだ＋一み

させようというにあるから︑その日量は大略入通している︒ふ．

なわち︑ω個人∵名義とン︑﹂れるし．﹂︑代表者が自己の名載を奇責し

して第三爵に玄室を処分し︑登記名義︑所有権の帰属をめぐ︵

て紛争を生ず9おそれがあ．る︒O︑個人名義とすると︑細雪者個

人の債格者により社団憶い﹂︑峨が差押えられるおそれがある．．的駄

団債権け百が社団に対して債・拐ρL義をえ．て6︑︐佳団﹁財晴．が個人〃

義であると斗．賢愚登記が却下︑ごれるおそれがあろ︒扇蟹−凶名義許．

．一

◎民訴法L︑

みとめると︑架空社団名器︑．ほ用のわそれ︑があるというか︑他−

臼義︑法人名．﹂によるム．触用も同様．に考えられる

人格なき社団の当事者能力がみとめられ︑実際界．︑﹂も代喪粁

濫が．承認されている︵一二仔預．金︶などがこれである．．

さて昭額四七雫レ六﹃弓二目口の最一肩裁の．論理は︑人智なき社園喫

実体法上の雁︑朝憲改目でないか・︐汽λ記能力がないとするもので︑

る︒人馬な 社■に裕租・﹁．．亡レゆをみとめるべきかどうかは︑々
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の社団の構成﹂全員に徳有的に帰属しているの﹂であ引︑て︑社団

が社

藤・﹁灘三朔認謬鍛電路ハ．．幣顧臨嫉笹身じ勾平日︶とげ

㎝配即燦影丁静置唖瀞画工腕蕊制加堕胎階駅伽舐指引僻目簾魯︑社団名〜︑我にレ

てい

社

自身が私法⊥の権創義誘の椎体となることはないから︑社団の

実質ヒ︑
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る73昆記はみとめないが︑代判者肩書説によるべきだとふ︑うも小

柑媛媚i驚港振；暫与謬漉脳泌

資産たる不動産についても︑社団はその．恥絹⊥体となり得るも
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その理
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条は︑人棺

吸にし久な印．鑑証崩がかかる社団にみ

説的

団を権例者
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いのあるところであり︑近時これを積極に解する説が有力とな
最
近の学説の動向につき︑鍛治良聖ほかく法人格なき社団Vシンポジウム
りつつある私
︵法
三〇号三頁以下︑星野﹁権利能力なき社団︑財団﹂八法入論Vシンポ

いて．公証手段を有せず．︑したがって私的証明によるほかないわ

けである︵規約︑役員選任の総会議事録︑役員会による代表権の証朋︶︒法人の不動産登記は︑法人

の名義のみで登記されるが︵淡施行細則五一条︶︑もし人格なき社団名義の

きなくなる︒裁判所の審理をへた社団は︑登記申請の段階では社

駒↓ユ醜鷹稽三︶︒積極説にたっとしても︑権利能力をみどめるべき

磁器㎜瀬旭ど銅酌罵咽卿一難バ鵬臓ゼ捌嗣礪係︶︑またいかなる点に権利主休

団︑代叢者の存在︑主戦権につき公証されうるがその後それら

登記をみとめると︑公証一7伴もとつく法人登記と登記簿上区別で

性をみとめるのかについて学説も分れている︵星野﹁前掲﹂私法三三号一四頁︶︒し

の存続についての公証手段は存しない醸臥燃ゲ磁瓢搬創璽騒猟鎧謬︒

社団の範囲につき議論があり繍駄温欄躍御恩職籏臨腸晒℃獺慰暇断劇倣臨戦

かし少なくとも︑社団法人と全く同一の団体につき︑その財産

それゆえ人格なき社団名義の登記はみとむべきでない︒

纒¥者肩書説は︑実体法上の権利主翼の登記手続法

記千続上はA個人が名盤人である場合として取扱えば足りる

表Aの形式をとるが︑登記能力を有するのはA個人であり︑登

そこで私は代護者肩書説を妥当と考える︒この説はX社団代

所有関係を考えるならば︑団休財藤は団体有と解するのがもっ
とも妥当と思われる︵三島﹁前掲﹂法律時報四四巻＝言77一四四頁︶︒

そうだとすれば︑実体法上︑権利主体性をみとめ．られる人格

なき社団が︑登記手続法上︑登記能力をみとめられるかどうか
が次に問題となる︒社団名義説のもっとも大きな障害は︑登記

法人登記簿の謄抄本により︑社団︑代表者の存在および代表権

合︑代蓑者の代幾権限を証す．るものとして︑会社登記簿その他

れるおそれがあることである︒法人が不動産登．記を申請する場

実であることは同様である︒そこでかような肩書を冠しても法

ても︑前述のごとく社団︑知事︑者の存在︑代議権が一般に不確

他の名称︵博士など︶はみとめられない︒ところで肩書であっ

ﾎ蠣蝦薄恥蕨贈︶︒これらの例外をのぞぎ︑．一般に人

遠ｷ

それでは代蓑者肩書はいかなる法的音ハ義を有するか︒私は抗

然性はなりたたないので︑登記の推定力はないと解せられる︒

性が高いためである︵遡醗知酬掲︶︒しかし代夷者肩書にはかかる蓋

よる手続︑帳簿の管理から︑登記どおり．の権利関係存在の蓋然

（1

．
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うとの推定をうける︒これは厳柊な登記手続および公の機関に

的には無意義であるとの批判が向けられる︵矯訓諭墾燈配研︶︒通

への反映なのであるから︑社団代表の肩書しか許されず︑その

j。

を抽選することができる︵不登法三五条︸項五号︑浦野︒新不動産登記経木︸四五頁︶︒しかし人格な

官吏が実質的審査権限をもたないため︑架空社団名義で登記さ

ﾐ、

常の登記事項は︑登記あるところ登記の記載事項は真正であろ

ｺ融

＼

（㎎

き社団についてはかかる公証羊段がないσ例外として不動産登

ﾇ喚
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記請求が裁判によりなされた場合︑裁判所の審理を通じてそれ
らは明らかとなる︵鍛治﹁いわゆる．権利能力なぎ社団と不動産登紀﹂中川・兼子監修・登記︿不動産法大系W＞五五頁︶︒また社

ﾟ笹

団名義で課税されるどき︑紡税厳明書が社団の公証といえよう
（細

格なぎ社団は︑社団および代表者の存在ならび17川代表権限につ

．

判例研究

弁の問題であると考える︒すなわちX社団代表A名義で登記さ
れ︑社団債権者が社団に対する債務名義をえて強制執行する場

合︑Aは善意の第三者に対し︑実はその財産が社団財産ではな
いとの抗弁をなしえない︒Aは臼ら社団財産であるとして登記
しておきながら︑その登記に反した主張は許されないからであ
る︵補夢駆︶︒もっともその財産が︑真実A個人の財産であるとき

は︑A個人の債権者はその旨を霊張して第三者異議の訴を提起
することができる︒架空の社団名義による登記は︑公正証書等

︵河村博文︶

不正記載罪︵刑法一五七条一項︶として刑法上の規制により防止をはかるほ

かはない︒

なお︑本件は目下上告中である︒
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