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コーズの消失による贈与の失効

森

山

浩

江

ーベルギー破殿院判決を手掛かりとして一

はじめに

裁判例に現れる実際の事案の検討を通じて︑恵与のコーズ

概念を具体的かつ現実的な側面から考察すること︑それも

なるべく最近の重要判例を通してそれを行うことができれ

ばと考えていた︒本稿で紹介・検討するベルギー破殿院判

決︵以下︑本判決という︶は︑筆者のそのような望みに適う

ものである︒フランスの判例ではないが︑フランスとベル

ギーの民法典は共通の規定を多く持っており︑両者は相互

に影響し合う関係にある︒ベルギー民法は︑ベルギーがフ

ランスの領土であった時代に施行されたナポレオン法典が
ヨ

その後も維持され︑それに部分的に改正が加えられる形で

る

今日に至っているからである︒コーズ理論について定める

条文には全く修正が加えられておらず︑本件を両国の民法

く︑事案としても︑子の配偶者への贈与︑また相続税対策

討

一 本判決の事案および判決
二 検
おわりに

に共通するコーズ理論に関する具体例として引くことに大

きな問題はないものと思われる︒

本稿は︑ベルギー破高齢一九八九年一一月一六日判決を

の目的を持った贈与であるなど︑わが国の贈与にも共通し

本判決は恵与のコーズに関するものとしては比較的新し

手掛かりとし︑恵与におけるコーズ︵8⊆ωΦ︶概念を具体的

うる要素を持っており興味深い︒まず事案・判決を紹介

はじめに

な事例を通して検討することを目的とする︒

のコーズ概念については以前別学において取り上げたがふ

単に説明を加えた上で︑本判決の検討を通じて多少なりと

し︑前記拙稿と重複する部分もあるがコーズ概念につき簡
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も恵与のコーズ概念の具体的な像を明らかにすることを試
みる︒

一九八一年には︑妻Y側の有責原因によりY・Yの離婚

が言い渡された︒Aがその後まもなく死亡したため︑唯一

人の用益権者となったXは︑ YとYを相手どり︑虚有権の

Xは︑・﹁贈与の推進的かつ決定的なコーズ︵冨︒讐ωΦ

は不明︶︑リエージュ︵＝ασqo︶控訴院へ控訴した︒

ユイ︵＝ξ︶第一審裁判所へ訴えだが敗訴し︵第一審の内容

P︶ 沁ミミOミ鳶ミ§ミ適愚ミ§ミQbo鴨曹し㊤㊤ωもb雨G︒贈
2与の失効︵＄α￠oま︶あるいは撤回︵みく08鉱8︶を求め︑
ω・

︵2︶ 拙稿﹁恵与における﹃目的﹄概念ーコーズ理論を手
掛かりに一﹂九大法学六四号一頁以下︵一九九二年︶︒
︵3︶＝き︒・ω①拐︽い①8号9＜＝窪げ巴ひq凶εΦ︾忠ら︒魯ミ鵠

本判決の事案および判決
案

不法︑・不道徳な条件・負担に関する規定︶以下によって撤回

．て無効とはならないとしてむ︑民法︐九〇〇条︵贈与・遺贈の

のであり︑本件贈与が民法＝○八条二＝二一条によっ

Y・﹁Yが夫婦であるという条件によってのみ保たれ得たも

益が得られる時点すなわち贈与者の死亡時においてもなお

本件贈与の﹁推進的かつ決定的なコーズ﹂は︑納税上の利

されるべきであると主張した︒さらに予備的請求として︑

贈与は民法一＝二一条︵コーズに関する規定︶により無効に

なくなったYに対してはその効果を持ち得ないので︑本件

︵老

ワロ
ズはYとY
の婚姻の解消により相続税を払うべき地位にい

受贈者に適用されるようにすることであったが︑このコー

の納税において法律により定められた最も有利な税率が両

魯ごミ織ミミミ§ミ蕊NOQ◎へ−N℃ミト貯b︒し8ド℃マ①︒︒H2ω． 一葦℃曵匹くΦ①けα騨曾巨惹同声Φ︶﹂は︑贈与者の死亡時に相続税

事

︵4︶ 後述︑﹂七八頁訳注5参照︒

8

Xは︑一九七四年と一九七七年に計二つの不動産を購入

した︒その際︑不動産の用益権についてはXとXの妻Aの
名義とされ︑一方の配偶者が死亡した場合には生存配偶者
億先死配偶者の用益権の取涙権を持つと取り決めた︒そし
て同時に︑当該不動産の所有権︵用益権はX・Aに留保され

Aの息子である呂とその妻亀の名義とされた︒

ているので虚有権︵壼①も噌︒℃ユ騨伽︶である︶については︑

Kし
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1．生前の︑あるいは遺言による恵与のコーズは︑専ら処

分者の恵与の意図︵一越Φ葺凶︒づ一一び騨巴Φ︶にあるのではなく︑

されるべきであると主張した︒

控訴院は︑贈与のコーズが納税上の理由にあること自体

は現実との齪館が生じたコーズになるほどまでには変質し

婚姻の破綻によって存在しなくなるほどまでには︑あるい

義務者ではなかったので︑本件贈与のコーズは︑Y・Yの

理由がなかったであろう状況を当該恵与と切り離しては考

て︑処分者を恵与に導き︑しかもそれなしには恵与の存在

の処分行為の文言自体あるいは処分者の意思解釈からし

的な理由が欠落すなわち消失するに至るときに︑もし︑こ

2．︑贈与者の意思とは無関係な出来事の結果︑贈与の決定

あるいは遺贈をするよう導いたものにある︒

動機のなかでも︑主に処分者の心を支配し︑処分者に贈与

凶耳Φ雫

は否定しなかったが︑Xの主張を退けた︒その理由は︑脇
は本件不動産の購入時には形式的名義人︵℃臼ω○唇Φ
ヨ

ておらず︑一一〇八条・＝三一︐条に基づく無効の問題で

えられない場合︑事実審の裁判官はこの恵与が失効してい

ロ︒ω0Φ︶であったが︑︑Aの死亡時にはすでに相続税の納税

はない︑ということである︒また︑贈与は婚姻関係の維持

ることを確認することができる︒

原判決は︑本件贈与のコーズは︑当事者に将来課される

憲法九七条違反をいう上告理由第一点について︑

ユ

原判決をみるに︑

﹁一九八七年一一月一八日にリエージゴ控訴院が下した

る︒

次に判決の全訳を記し︑関連条文は訳注において紹介す

という条件附でなされたという論拠による予備的請求につ
いては︑この解除条件が当事者によって意図されたもので

あったということが証明されないかぎり︑婚姻関係の停止
があったからといって贈与の失効を推定することはできな
いと判断した︒

Xは破殿院に上告し︑それについて判断を下したのが本
判決である︒

税上の動機に存在していたということを認めつつ︑それで

であろうと思われた相続税を軽減することを目的とする納

⇔

もなお︑贈与のコーズは︑Y軌Y間の婚姻の紐帯の破綻と

破穀院第一法廷一九八九年欄一月＝ハ日判決

本判決の要旨は︑以下の二点である︒
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いう事実により変質することはなかったとする︒その理由

えない︒したがって︑離婚がYの有責原因によって判決さ

れたからには︑贈与の際に贈与者によって望まれ追求され

た動機は︑脇のフォート︵雷撃Φ︶により︑その効果を欠く

は︑﹃昭は︑財産取俘の時には彼の母親Aの法定承継人
︵ω二〇〇ΦωωΦ霞慰ひqp︒一︶であり︑Aの死亡時には相続人︵冨亭

︵訳注3︶

に至る︒﹄したがっ．て︑︑原判決はXの申立に回答を与えて

2

えたユイとリエージュに在る不動産の虚有権の贈与は失効

Xは︑当時は夫婦で現在は離婚している昭らに対して与

おらず︑その判決を適切に理由付けていない︒

定Y
承は
継人
@﹃︶であったのに対し推︑
︑︵ω二〇〇Φωω一一∪一①︶

の配偶者という地位において︑財産購入時の形式的名義人

と推定されるにしても︑Aの死亡時にはすでにその地位に
︵訳注4︶
なかった︒したがって︑︵相続税法︶九条による擬制はこの

行為の締結時に追求された納税上の状況は︑全く逆に︑A

時に相続税の納税において法律により定められた最も有利

の贈与の﹃推進的かつ決定的なコーズ﹄は︑贈与者の死亡

︵8α⊆ρ二①ω︶したと申し立て︑第二審の主請求として︑こ

の死亡時には変質していなかった︒したがって︑本件贈与

な税率が両受贈者に適用されるようにするという納税上の

者にはすでに適用され得なかった﹄こと︑﹃それらの処分

は民法一一〇八条と一＝一＝条を根拠に無効でありかつ効

理由であったと主張した︒言い換えれば︑当該贈与のコー

︵訳注5︶

果のないものとは宣言されえない︒﹄ということである︒

ズをなすこの﹃納税上の理由﹄︑は︑Yらの婚姻という状態

を考慮してのみ理解し得るものであり︑したがって︑Yの

しかしながらXは次のように主張したのであって︑その
申立に対しては︑以上の判決理由によっても︑また原判決

この第一の抗弁について︑原判決は︑﹃このコーズは︑

有責原因によって認められた離婚の効果により︑そのコー

間に離婚がなされているため︑被告脇に対してば恵与の効

Y︐・Y間の婚姻による紐帯の破綻という事実により︑不存

の他のいかなる判決理由によっても︑回答されていない︒

果を決して生じさせない︒そして︑亀は︑自らが相続税の

在あるいは現実との齪館が生じたコーズとなる程までには

ズは消失したと主張していた︒

納税義務者となることはないし︑後髪財産︵p︒o￡⑪けω︶の持

変質しなかった﹄と判示する理由として︑﹃反証の無い限

すなわち︑﹃語の法的意味におけるこのコーズは︑受贈二

分権者としての資格によって納税義務者となることもあり
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される者は︑死者の相続人・受贈者・受遺者であるかまた

は︑その受益者︵℃9ωo毒①ひq轟素馨Φ︶または受益者と推定

り︑相続税法典九条による法定の擬制が適用されるために

る程に﹄変質することはなかった︑ということになる︒

離婚の効果によって﹃不存在あるいは現実との齪蠕が生じ

であったとXが主張する﹃納税上の理ユ由﹄が︑Y・Y間の

いう理由では︑贈与がなされた時点において贈与のコーズ

的名義人と推定されていたが︑A死亡の日にはもはやその

人の配偶者という地位において不動産購入時において形式

亡時には相続人であった︒他方︑本件の被告脇は推定相続

は不動産取得時にはその母親Aの法定承継人であって︑死

名義人とみなされる者でなければならず︑⁝本件の被告Y

に対して効果を生じ得なかったであろうということであ

贈与を支配していた﹃納税上の理由﹄は︑もはや決してY

の結果として︑ユイとリエージュに在る不動産の虚有権の

を原因とする相続税の納税義務者ではもはやありえず︑そ

て︑脇はいかなる資格においても︑元義母であるAの死亡

Xが控訴理由により主張していたのは︑この離婚によっ

︵訳注6︶

は民法典九一一条最終項及び一一〇〇条の意味での形式的

地位にはなく︑したがって︑相続税法九条の擬制はもはや

り︑したがって︑控訴院はその申立には回答を与えなかっ

上告理由の第一には根拠があると認める︒

脇には適用し得ないものであった︒だが︑それらの処分行

亡の際には変質しておらず︑したがって︑一九八六年七月

民法一一〇八条および一＝二一条違反︑および主に一︐○

たことになる︒

三日の控訴の申立において先に請求されていたように︑贈

八八条︑一五九二条︑一七二二条︑一七四一条︑一八六五

為の締結の際に追求された納税上の状況は︑全く逆に︑死

与は民法一一〇八条と＝三一条に基づき無効かつ効果の

条︑一八六七条により認められている︑法律行為のコーズ

によって制限的に列挙されているものとした︒﹃立法者

原判決は︑次のような理由で︑コーズの失効事由は法律

則の違反に関する︑上告理由の第二については︑

あるいは目的︵09①辞︶の消失の場合の失効に関する一般原

ないものとは宣言されえない﹄と言い渡した︒

この言明からすれば︑控訴院の評価によると︑要点を言

えば︑財産処分時には形式的名義人と推定されたYは︑X
の配偶者でかつ積の母であったAの死亡の日には︑この死
亡前に行われた離婚のためもはやその地位にはなかったと
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係から及び一定の側面から推測されるような贈与の︵失効

た婚姻を考慮してその贈与がなされたということが人間関

条︶︒離婚の場合には︑後になって解消されることになっ

合の贈与の失効事由をはっきりと定めた︵民法一〇八八

解消されるものとみなされなければならない︒したがっ

事によって消失する時︑契約はそのコーズの失効によって

後に︑債務を負ヶ者の意思のみに依存することのない出来

契約締結の際に当事者の心を動かした動機が︑契約の形成

事者の決定的な動機として理解されるべきである︒また︑

第二に︑コLズは契約の本質的要素である︒︐コーズは当

の︶原因が︑この法規定に付加して演繹されるであろう︒

て︑婚姻という状態および将来ありうる相続税の徴収に婚

は︑贈与の後︑贈与を動機付けた婚姻が成立しなかった場

だが︑婚姻の紐帯の停止の場合に︑そのような贈与の失効

姻が及ぼす影響を考慮してなされた贈与は︑婚姻の紐帯の

停止の場合には失効することになる︒また︑原判決は︑婚

を推定することはできない︒﹄と︒

しかしながら︑第一に︑それ自体有効になされた法律行

により︑法律行為のコーズの消失による失効の一般原則を

贈与の失効の原因が演繹されるであろう﹄と判断したこと

がって原判決は︑﹃法規定に付加して︑離婚の場合には︑︑

められている︒これらの原則は贈与に適用される︒した

条︑一七四一条︑一八六五条および一八六七条によって定

う導いたものにある︵要旨第一点︶︒また︑贈与者の意思と

処分者の心を支配し︑処分者を贈与あるいは遺贈をするよ

者の恵与の意図にあるのではなく︑動機のなかでも︑主に

生前の︑あるいは遺言による恵与のコーズは︑専ら処分

本理由の全体に関して︑

︵上告理由第二に示された全ての規定の違反︶︒

姻を考慮してなされた贈与の効力は︑婚姻の紐帯の停止に

誤って解していることが分かる︵主に一〇八八条︑一五九

は無関係な出来事の結果︑贈与の決定的な理由が欠落すな

為は︑その締結の後にコレズが消失した場合に失効し︑こ

二条︑一七二二条︑で七四一条︑一八六五条︑一八六七条

わち消失するに至るときに︑もし︑この処分行為の文言自

より失われない︑とした判示の法的根拠を示していない

により定められている︑法律行為のコーズあるいは目的

体あるいは処分者の意思解釈からして︑処分者を恵与に導

の失効は︑主に民法一〇八八条︑一五九二条︑一七二二

︵o豆①け︶の消失による法律行為の失効の一般原則違反︶︒
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の裁判官はこめ恵与が失効しているこ七を確認することが

う状況を当該恵与と切り離して考えられない場合︑馳事実審

き︑しかもそれなしには恵与の存在理由がなかったであろ

例えば国もし婚姻が成立しなかった場合︑婚姻のため︑にな

当該行為に溶ける明示の約定︑あるいは法律による規定︑

これらの言明から︑控訴院の評価では︑贈与の失効は︑

八条の場合のような規定からしか生じ得ないとされている

されたあらゆる贈与は効力を失うと定めている民法一〇八

Xは︑第二審の予備的請求として︑贈与の維持は︑贈与

ように推測される︒したがって︑このような厳格すぎる言

できる︵要旨第二点︑傍線筆者︶︒

の後︑YとYの婚姻状態の持続次第であったとし︑贈与の

したがって︑上告理由の第二は理由があると認める︒

明によっては︑控訴院はその判断に法的な根拠を与えてい

oゴ費ひqΦω︶にかからしめることができ︑それらは必ずしも

以上の理由により︑破殿院は原判決を破棄する︒破棄さ

﹃撤回あるいは解除﹄を求めた︒

受贈者に課せられた給付である必要はないが︑その遵守が

れた原判決の欄外に本判決を記載するよう命ずる︒訴訟費

ない︒

契約法規によって課されるものであればよぐ︑そして︑当

用については︑事実審裁判官によって裁定されるべく︑こ

原判決は︑﹃贈与者は贈与を条件ないし負担︵oo琵琶菖︒昌ω−

該条件︵OO昌α山け一〇昌︶が不怯であ︑ると非難されえ噸い限り隅

れを留保する︒本件をブリュッセル控訴院に差し戻す︒﹂：

ベルギーの現在の税法については条文が手に入らず︑．

書中誉譜譜§勘ら帖蛇革い鳴追口ト︒︒・＜︒＝・

本判決文之本判決の評釈︵後掲︑八五頁注辛︶﹂を参考にし

N︒α9・H㊤爲︶の梢続税法忙関する部分︵昌︒ω①◎◎Φ件ω●︶︑及び

押・q①・ぎ鳶

の内容については下ウ・パージュの概説書︵＝①霞凶αΦ

お︑以下の検討において︑本件に関連する相続税法の条文

ここに引用できなかったことをご海容いただきたい︒な

︵1︶

特に︑離婚を理由として贈与を失効させるような約定は禁

じられていない﹄と述べた後︑Xの抗弁を次のような理由
で退けた︒﹃離婚の場合には︑後になつ︐て解消されること

になった婚姻を考慮してその贈与がなされたということが
人間関係から及び一定の側面から推測されるような贈与の

失効の原因が︑この法規淀に付加して演繹懲れるであろ
う︒馳だが︑婚姻の紐帯の停止の場合に︑そのような贈与の
失効は推定され得ない︒﹄
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た︒

者との関係で形式的名義人とみなされる者の名義とざれ︑

不動産が取得されたにもかかわらず︑推定相続人や︑その

の行為が偽装贈与と推定されることが︑ここにいう﹁九条

︵2︶ Yは︑Xの相続人ではないので︑本来相続税の納税義

形式的名義人︵本件ではYの配偶者︑七八頁注3参照︶と
−いう地位において納税義務者となりうる︒後述︑七八頁訳

による擬制﹂であろう︵

用溢権のみが財産取得者のもとに留保され売場合もそれに

注4参照︒

︵訳注5︶

務者ではないが︑本件のような場合︑Yとの関係における

︵3︶ 本判決においては︑相続税法との関連で︑民法九一一

三条はコーズに関する条文であるが︑フランス民法一一〇

ひミ

︐コ︒ω①︒︒簿ω・︶︒

ベルギー民法＝○八条及び一＝一＝条〜一＝二

原文及び邦訳を掲げておく︒なお︑邦訳は﹃現代外国法典

叢書︵一六︶佛蘭西民法﹇m﹈財産取得法﹁︵二︶﹄︵田中周

1
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含まれ︑贈与税ではなく︑相続税の課税の対象となる︒こ

条・一一〇〇条︵訳注6参照︶における意味での形式的名

八条及び一＝一＝〜一＝二一二条と全く同じである︒以下に

︽↓o暮甘σq①ヨ①暮①ω叶

義人である︵UΦ℃餌oqρ愚・ミ←昌︒︒︒十二鵠︶︒

﹀昌．㊤メ08ω簿￠鉱︒昌げ2αq①

友執筆部分︑有斐閣︑一九五六年︶による︒

注１︶

旨︒賦く0・＝㊦ω辞冒8§鼠①昌碧陛魯8εび一圃ε①●︾

9

︽O轟嘗︒8＆三8ωω︒暮①器σ謬ユ2︸Φω℃9二餌

﹀辱目O︒︒

く巴置一階血．⊆謬①60恥く①昌鉱Oコ

一m

い①8湯Φ三①ヨ①簿9一帥冒①﹁ユ①ρ三ω．oぴ一一ひq2

ho﹃ヨ①

ω偶＄切8津0α08葺﹁β︒9Φコ

8コ鋤営ρ巳

↓§融噺︑ §§§鳶§概§導§︑重曹蓉．リレ逡ρづ︒目︶︒本

o倉造

d昌

一︑①ロoq鋤oq①ヨ〇三王

＜o貯①￠2づ

含︑oげ一茜的ユ8ω雪ωo碧ωρ〇二ω霞量oh窪沼①

d器︒窪ωΦ一惹9α碧ω一．oげ一一σq鋤ユ8●︾

﹀暮﹂一ω一

①哺2●︾

8二ω①ザ︒賃ω霞￠器8￠器凶一＝6凶け①性器需三

︵訳注4︶ ベルギーの相続税法は︑相続による権利移転のみ

︾唇一一ωb︒∴︽U四〇8＜〇三八8コ

︐

ならず︑相続を見越して行われるが贈与税の対象には入ら

εo凶ε巴mop︒二ωΦロ︑2ωo搾忘ω①×嘆冨伽①セ

含p︒8信連8二一一一︒凶件ρρ§鼠巴①①ω6﹁︒露9①

①ω件9ωヨ︒ぎω＜巴①三ρ

ないようなある種の生前行為による権利移転も対象として

︾注目ω︒︒

．

おり︑本件のように︑被相続人とな．るべき者の出損により

含む︵H︶⑦℃①︑σq①︾愚・ら帖︑こ件●Q◎噂くO一●H℃口︒刈切︶︒

︵訳注3︶ ︽ω⊆8Φ霧凶巳Φ︾とは︑相続人︑受遺者︑受贈者を

使われていると思われるゆ

状況の変化の可能性を見込んだ︑推定相続人に近い意味で

判決文における︽ω⊆08︒︒ωΦ霞籏σq巴︾は︑相続開始までの

を含み︑倉巴ユ興︾よりも広い意味を持つ︵UΦ勺①σqρ

受遺者︵観ぴq自︒欝蹄Φ︶︑例外的承継人︵ω鋸8Φωω2ユ旨①oq巳凶臼︶

︵訳注2︶ ︽ω98器①9︾という言葉は︑相続人︵げ財置臼︶へ

、（

コーズの消失による贈与の失効（森山）

冨二巴9ρ§民巴Φ①ω梓8三邑﹁①き×9§①ωヨ8自お︒億
コ口︑oaお腰要ρ︾

＝○八条 ﹁次ノ四条件ハ合意ノ有効性二対スル本質的
ナルモノナリ

︽ω20簿﹁9暮①①ω臥蚕餅弓臼︒︒8器巴昌§・

器ヨ＄冨巨︒・︾

≧件﹂さO

§碧嘗Φ

層︒ωひ①ωし①ωαo爵け凶8ωユ①一︑§α①ω92×き×2富三ω3鋤

iα①ω魯貯暮ωα①一︑鋤9話．9︒莫奮諺α

一Φ

αO営poけ①￠﹃

僧二×

O鋤﹃①づ蒔ω

ヨ鋤﹃一pραq①︾Φ件

℃帥﹁

義務ヲ負フ当事者ノ承諾

α8二︑き需Φ90黄ωΦ鑓ほ捧剛①﹁箕⑪ωo難事訂εog自巴鋤

津①ω

其ノ契約締結ノ能力

αOづ引け一〇舌触Φ旨OO﹁Oρ二①6①亀①b晶晶①﹁昌層二一け噂O凶昌樽ω＝﹁︿OO口餅のO昌

一〇八八条は婚姻のためになされた生前贈与に関

規定であり︑文頭の含︾は価格︵Oコ×︶を指す︵一五九
一条参照︶︒一七ニニ条と一七四一条は賃貸借契約

する規定︑一五九二条は売買における価格の決定に関する

︵訳注7︶

冨お暮αo融琶﹁ρ︾

O①＝Oωh

拘束ノ内容ヲ構成スルモノノ確定セル対象
債務関係二診ケル適法ナル原因﹂

一＝一＝条﹁原因無キ︑或ハ虚偽ノ原因二基キ︑或ハ不
法ノ原因二基ク債務関係ハ︑何等ノ効果ヲモ有スルコトヲ
得ズ﹂

＝三二条 ﹁合意ハ︑仮令其ノ原因が之二表示セラレザ

六五条︑一八六七条は組合の終了原因に関する規定であ

︵oo三寸併O①一〇爵σqΦ︶の目的物の滅失に関する規定︑一八

一＝三二条 ﹁原因ハ︑法律曲率リテ禁ゼラレタルモノナ

る︒後二者を除いては︑フランス民法の同条と全く同じで

ルトキト錐モ︑有効ナルコトヲ減ゼラルルコトナシ﹂

ルトキ︑善良ナル風俗又ハ公ノ秩序二反スルモノナルトキ

コOヨ

α①

倉需旨︒8Φ昌紆三書巴争訟麗姿．費葺♂︒q︒

?ユΦ﹁碧ω＝2尋ω器く①葺8器℃2瓜蹄巴︑①ω甑ヨ餌二β

﹀﹁件﹂切㊤・︒

ωΦ冨8含ρ￠ρの＝Φヨ巴鋤伽q①口︒︒︒．①昌ω葺冨ω●︾

︽↓︒暮︒α8讐一8霞け①窪融く①霞含ヨ碧一鋤oq①

ある︒以下に原文を紹介する︒

一①

≧け﹂O︒︒︒︒

ハ︑不法ナリ﹂

︵訳注6︶ ベルギー民法九︐＝条及び一一〇〇条も︑フラン

ス民法九＝条︑一一〇〇条と全く同じである︒以下に原
文を紹介する︒

b辱O＝⁝︽↓o旨①島ωboω凶一曲8鍵只︒津臨︑巷ぎ＄冨巨①

ω〇二ω

ω①鑓口邑ρ8律ρ⊆︑8冨ほαq巳ωΦω8ω富8円日Φα．§

し

OO昌叶﹁四神 O旨0﹁⑦口×博 ωO潔 ρに︑O昌 一m hpoωω①
コ

需﹁ωo昌器ωヨ8壱︒ω①①︒D．
QD①﹁O昌叶吋仙冒二θ①ωO①﹁ωO昌昌①ω一づ梓①弓Oω仙Oω一Φωづα﹁①①梓
ヨα﹁①噂一Φω①口胤po昌辞ω①梓匹ΦωO①昌α鋤づ什ρ①け一匹①冒O⊆×ユ①剛鋤℃①﹁ωO口︒

︽Q︒押冨白きけ一二︒含融①含げ①間こ鋤︒ぎω①一〇忌Φ

＝昌︑︽鋤b︒巨αΦ＜︒葺①．︾

≧け﹂謁N

①ωθα伽樽﹁二律①Φ口什O件簿＝再Ob①﹁O節ωhO昌9一戸一〇ぴ鋤凶一①ωけ﹃0ω一一凶0

α①覧①宣曾︒津旧ω口曳①旨①ω同町爲巳8ε︑2冨三①﹂①

b﹁①昌①二﹁娼①⊆戸ω＝曰く鋤づけ一①ω6一NOO昌ωけ電路O①ρ匹①ヨ自︒口αO﹃O口二昌①
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＆邑妻鉱8臼凛ヌ︒⊆一鋤み巴貯江8ヨ⑪ヨ①曾げ巴一．

︒二9b①幕

ω8鄭0・︾

ベルギー民法典が︑契約の有効要件を定める＝・○八条

e︑まず︑コ凋ズ理論につき簡単に説明する︒

r

いて学説が相互に引用されており︑議論状況に大きな違い

︵3︶

フランス・ベルギ﹂の一般的な学説に﹂よれば貸コーズ理

論は次のように説明される︒．民法＝○八条により︑．コー

．冨ω8鄭ひ6ω鼠αq幕ヨ①昌＆凶ωω︒暮Φα睾ω榊8ω剛①ω8ω

9︐﹁冨ωg圃霰冨ヰ巷℃︒再鋤辞2巴①ω9ωω8酵．
@

9・ψ①α︒葺．三嘆︒9ひ融①α曾黙鋤

宮忌︒餅冨

@§圃ω冨§凶黙ゴ ①ω榊冨ψ8暑g冨ユ趙臨け＆①冨

∋ 巴5ユ①一︑垂垂oo猷ω・

コーズ概念はふその機能において二面的に説明される︒一

至る原因すなわち目的︵び9︶である七考えられている︒

様々書．募薯れるが︑疲逃︑当事者が契約かをす歪

巳ω①g8ヨ昆p①ε器鼠b﹃8垂直Φ器ω貫①縁巴①づω冨 ズは契約の有効要件の一つとさ．れる︒ユレズの定義として

B＝趙貧一団 ︒g︒ω① 巨ωε①亙︒巳馨g①ωΦ⊆竃鼠芯

T

い︒コーズは複雑な沿革を持つ概念であるが︑民法の歴史

︵1︶

ことにつ・いては︑フランス民法典といささかの違いもな

一＝一＝条〜一・＝壬二条によりコーズについて定あている

oO耳鈷9臼︶・目的︵09Φけ︶の3つに加えてコーズを挙げ︑

において承諾︵OO5ωΦ口けOヨ①昌け︶・契約締結能力︵o巷鋤︒凶鼠α①

U雪巴．§Φ二．鍵qΦ8ω﹄昌︑団巴凶2助p︒二〇§ほαo§ヨ鋤ひqΦー

．﹀昌﹂躍⁝︽いΦ8葺妙巳①喜鋤ぴqΦω①勢︒⊆ε

ヨ窪什・︾

︾

︑

α①す90ω巴︒融ρ簿冨ユ①ユひ︷薮＝①呂①oユh臼σ巴一2﹃①け

臼只窪2＆Φおヨ旨二①広議窪αq四αq§Φ霧

﹀凹目︒︒①臼︽冨ω8凶⑪融h一葺導

H︒︐霊二︑①×且﹁巴8含8ヨ℃ω宕霞一8⊆三巴①鋤伽鼠
℃

OO9轟O鼠Φ．
卜︒︒譲二︑①×門口＆自血巴⇔︒ぎωρ〇二一鋤8霧︒ヨヨ9︒辞δ口

鳥巴鋤忌ひqoo冨二〇三

︒︒︒℃鋤二①Bo昌爵ε﹁Φ＝Φα①ρ器δ二︑巨9ω餌沼○︒敏2
曽

§︒・Φ巳8覧⊆匹①霞ωΦ×二四Φ簿

︐

討

を共有するフランスとベルギーの間では︑コーズ理論につ

ら︒℃帥二．ぎ8a律鉱88冨鼠8コ津山⑦α巴︑鐸昌匹︑2×・
切︒霊亀鋤く98鼠ε

@α2．⑪幕暑ω窪 ω 8 堅 0 6 ︾

検
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四爵暮ε巴鋤aωΦΦロωo律σ跨Φ9鼠ρε春里鋤．臼ωω9︐鼠8 はない．とみてよさそうであ︵都．・

魯83ヨ§訂肩8忌鼠α．§①畠駐p冨三二①ω二冥①壼①

≧け﹂︒︒①ゴ︽い︒おε巴︑彗α①ω器ω︒︒酵ロ︒胃σ巨︒︒匹①ヨ①葺①

@

@
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相手方のなす反対給付を得るという目的がコ﹁ズである︒

ので︑契約の種類により定まるっ双務契約を例にとると︑．

つは︑︑客観的コ斗ズ︵あるいは抽象的コ・ーズ︶と呼ばれるも

在する限り必ず存在するからである︒

与の承諾︵OO昌ωΦ昌叶Φ目PΦ昌什︶と違いがなく︑承諾は恵与が存

存在意義をほとんど持たない︒恵与の意図は︑実際上︑恵

したがって恵与においては︑他の法律行為の場合と比

役割を果たすことになる︒つまり︑コーズの不法性あるい

もう一つは︑主観的コーズ︵あるいは具体的コーズ︶．と呼ば

な動機︵ヨ︒窪①冒b巳ω咤Φけ鼠8﹁邑き導︶・である︒前者

は不道徳性が問われる時のみならず︑コ可ズの存在が問わ

べ︑﹁推進的かつ決定的な動機﹂たるコーズがより大きな

によっては当事者間の衡平が︑後者によっては契約の合法

れる場合にも﹁推進的かつ決定的な動機﹂の概念は広げら

れるもので︑︐契約の種類にかかわらず︑推進的かつ決定的

性・道徳性が担保される︒

れ︑恵与のコーズは恵与の意図だけでは説明で惑ないもの

と認められてきたつベル﹁ギーでは本判決により困判例上初
ア
めて恵与のコ﹂ズが明確な言葉で定義された9すなわち︑

コーズ理論は︑条文では契約についてのみ定められ

とが学説6判例により認められているゆしかし︑無償行為

恵与のコーズは恵与の意図のみにあるのではなく︑﹁主に

⇔

たる恵与の客観的コーズに関しては︑畳め法律行為の場合

処分者の心を支配し︑処分者を贈与あるいは遺贈をするよ

ているが︑遺贈など契約以外の法律行為にも適用されるこ

とは異質な問題が存する︒−有償双務契約における債務者と

う導いたところの動⁝機︵ヨ︒げ＝①ρ⊆＝げ甘ω且み冒貯︒昼巴①・

る

異なり︑恵与における債務者は反対給付を受けることなく

ヨΦ三9ρζ二︑僧08α巳け助αo昌昌Φ﹁og帥辰讐O﹃︶﹂にあると

ら

して債務を負うからである︒︐双務契約においては反対給付

本事案において贈与のコーズとされたものは具体的

明確に示されたのである︒

日

とされる客観的コーズは︑恵与においては︑恵与の意図
︵一︼P什Φb﹁樽一〇﹈P一型り伽﹃鋤一Φ︶︑つまり対価を受け取らずに相手方に

Xがコーズとして主張するのは︑﹁﹁贈与者の死亡時に相

には何であったのか︑検討してみることにする︒

義億︑かつてのコーズ不要論者による指摘のとおり︑コー

続税の納税において法律により定められた最も有利な税率

財を与える意思であると一般に説明される︒しかしZの定

ズの存在・不存在が問われるような場合において実質的な
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が両受贈者に適用されるようにするという納税上の理由し

であり︑控訴院は︑コーズが﹁当事者に将来課されるであ
ろうと思われた相続税を軽減することを目的とする納税上
の動機に存在していた﹂と認めた︒

Xは︑自分の出掲で購入した二件の不動産につき︑用益

上の動機﹂とは︑この考慮を指す︒坦坦院も︑控訴審のこ

のようなコーズの認定については特に問題としていない︒

このような形で認められたコーズであるが︑．それが消失

したかどうかについては︑控訴院と破殿院で判断が分かれ
る︒

るこの所有権設ユ
定が︑Y・Y夫婦への虚有権の贈与とされ

Y・Yの名義とした︒X名義の登記を経なかったと思われ

不動産の推定相続人であるYの配偶者という地位を失う︒

よりY・Yの離婚が言い渡され︑それによって︑Yは本件

ては設定より七年後の可能性もある︶に︑ぬの有責原因に

虚有権設定の四年後の一九八一年中第一の不動産につい

る︒相続税法九条により︑このような生前行為は相続税の

従って︑本件贈与によってY・Yに課される税額を減らそ

権についてはX夫婦に留保し︑所有権については息子夫婦

課税対象となるようであるが︑もし贈与税率の方が相続税

うという目論見も︑少なくとも協に関しては意味のないも

しかし原判決は︑コーズである﹁納税上の理由﹂は︑

ワ

率より高いのであれば︑通常の贈与を行うよりも虚有権贈

のとなった︵呂については税法の規定によっては依然とし

が︑相続税法一二条によって︑用益権が被相続人により実

Y・Yの婚姻の破綻によって存在しなくなるほど︑あるい

ワの

与にした方が︑納税義務者にとっては有利である︒いずれ

て利益がある場合も考えられるが定かではない︶︒

際に享受されていたことが立証されると相続税の課税額算

は現実との齪酷が生じたコーズになるほどまでには変質し

お

にしても相続が開始すれば相続税は課税されることになる

出の基礎が減額されるため︑実質的にはこの利益が贈与者

なかったとする︒その理由はあまり明確とはいえないが︑

りの

の念頭にあったようである︒・いずれにしても︑本件虚有権

ロ
要するに︑Y・ワY
が負担すべき相続税の軽減を図ることが

続税の納税義務者たる地位をのがれるのであるから︑そも

コーズであるならば︑Y・Yの婚姻の破綻によってYは相

ユ

ユ
の生前贈与は︑納税に
おけるYワ
・ロYの利益を考慮しての処

分であったとみられ︑Xがコーズとして主張する﹁納税上
の理由﹂︑及び控訴審によってコーズと認められた﹁納税
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そも脇の負担を軽減するという意味でのコーズは︑存在し

ては特に︑債務負担の合理的な理由を個別具体的な事情に

これを本件について見れば︑コーズとされた﹁納税上の

見出だす他はないが︑それは︑恵与の背景となった事情の

これに対して破殿院は︑原判決はXの主張に回答を与え

理由﹂は相続税の負担軽減という受贈者の利益であるか

なくなるか︑あるいは現実との齪酷が生じたものになるほ

ておらず︑その判断を法律上正当化していないとし︑本件

ら︑それだけでは贈与者XがY・Yに対してなぜ見返りも

全てがコーズすなわち﹁推進的かつ決定的な動⁝機﹂となり

との関連では︑婚姻という状態および将来ありうる相続税

なく債務を負ったかということの合理的な説明にはなら

ど︵つまり税負担が軽減されないか︑逆に増加するなどの

の徴収に婚姻が及ぼす影響を考慮してなされた贈与は婚姻

ず︑本件贈与の背景となった事情の一つではあってもコー

うるということではないのである︒・

の紐帯が停止した場合には失効することになる︑と判断を

ズとは言えない︒コーズの本来の意味に立ち戻り︑債務負

状態にまでは︶変質しなかった︑と考えるのであろう︒

示した︒結果的に︑索出院は本件贈与のコーズの消失を認

うつながりが︑Xの債務負担を説明しうるであろう︒そし

担の合理的な理由を考えてみると︑Yに対しては親子とい

しかしながら︑本件でコーズとされた﹁納税上の理

めたことになる︒

四

て︑Yについて︑判決中に現れる限られた事実関係からX

れは亀がXの子積の配偶者であるという人的な紐帯であ

由﹂は︑コーズ概念の本来の意味に合致する﹁推進的かつ

そもそもコーズは︑概念の歴史的な展開から鑑みるに︑ド

る︒脇にその地位を通じてしかXとのつながりがなかった

の債務負担の意思を支えうる事実を見出だすとすれば︑そ

法律行為を行う者がなぜ債務を負うかということを合理的

とすれば︑XはYがYの配偶者であるからこそYを受益者

決定的な動機﹂たりえるのであろうか︒

・に説明するものである︒したがって︑﹁推進的かつ決定的

に加えたことは客観的に明白であるし︑脇が離婚によりそ

の地位を失った時︑Xが自分がなした恵与の効果が生じる

な動⁝機﹂という言葉もその脈絡において理解されるべきで

あり︑安易に動機という言葉に重きをおいて意味を拡げる
り

ことに不合理さを感じるのは当然であろう︒
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したがって︑債務者Xがなぜ債務を負ったかを合理的に

へ

甲に贈与を決意させるような事情が存しない限り︑丙が甲

の子乙の配偶者であるという人的な紐帯があるからこそ甲

ヘ

説明するべき本件贈与のコーズは︑脇に関して︵拠︑警分配
ヘ

は丙に対して債務を負担したことは明らかであるし︑その

ヘ

認めることも困難ではない︒本件のように相続を見越して

ヘ

る︒コーズ概念の本来の意味をふまえた上で本件の解決を

贈与がなされ︑相続税の軽減や︑その他登記手続の簡略化

ヘ

ユ
ワの
図るならば︑このコー
ズがY・
Yの離婚により消失し︑そ

などの目的があったとしても︑それはコーズではなく︑贈

ヘ

の結果として贈与が効力を失うという構成をとるべきであ

与の背景となった一事情にすぎないことに注意すべきであ

ヘ

偶者の地位にある脇に不動産の虚有権及び相続税の支払い

場合乙と丙との離婚によりそのようなコーズが消失すると

り︑それは本件の事実関係から見ても︑コーズを﹁納税上

ろう︒

へ

においての利益を得させるということであったと考えられ

の理由﹂とするより説得力のある解決であろう︒

前述︑七八頁訳注5参照︒

ある具体的な事案において︑多種多様な事情の中で
︵1︶

ベルギー古法はスランス古法と起源を同じくしていた

㈲

何がコーズであるのか︑言い換えれば︑恵与をするよう恵

︵2︶

︑Oら

ら帖︑

℃

●

●︶︒このことか

ため︑ナポレオン法典がベルギーに持ち込まれた時にも混

与者を導いた数々の要因の中で何が﹁推進的かつ決定的な

乱はなかったとされる︵頃9Ω口のω①昌の

ら︑ナポレオン法典以前のコーズ理論の展開も両国に共通

動機﹂と言える程のものであるのかを見極めるのは︑往々
にして困難である︒しかし︑コーズ概念の沿革に基づいた

しているものと思われる︒

フランスの学説については前掲拙稿第一章第一節参

づ︒︑ミ一2

︵4︶℃●＜雪Oヨヨ①ω訂αqげρ︽Oぴω①辱巴8ωω二﹃冨けほ9a①

ミ●

ω∴幻①鼠UΦ犀冨︻ρ︑愚ら蹄重代こ糠9蝕軌︑曾曹トNレリ♂B︒

S§帖載§鳴§ミ軌ミ§織こ騨9ミNひ三曹蒋﹄レ㊤ω仁

照︒ベルギーの学説につき以下の文献を参照︒O①℃鋤σqρ

︵3︶

本来の意味に立ち戻り︑恵与者がなぜ見返りもなく債務を
負ったかということを合理的に説明するものが恵与のコー

ズであると考えれば︑コーズとその他の諸事情との区別
は︑自ずと明らかになろう︒
本件のような事例を単純化して親︵甲︶から子︵乙︶の配偶
者︵丙︶への贈与の場合を考えても困他に甲と丙との間に︑
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う人的な紐帯が存続することについ．ても相続税負担の軽減

についても︑コーズが消失したとは言い難いと思われる

冨8⊆ωΦα鋤諺一9甘ユω二二αΦ口8曾山雪巴ρα8窪づ①ヨ︒αΦ﹃・

口①︾

が︑ひとつの不動産につき夫婦二人に対する一つの贈与契

沁ミミらミ避§§冒親愛ミ譜§ミ富曹藁零ρ℃・ωωO．

︵5︶ 恵与のコーズについて前掲拙稿第二章第一節参照︒

約として考えたため︑実際上別々に扱うことが難しかった

肉偽§Qミミ孚

︵6︶戸倉象胃管︽ω仁8①器一〇器①二凶げ曾呂鼠ω︾

のであろうか︒

かつ決定的な動機﹂としての拡げられた役割を認めたとい

ついて検討を行った︒本判決は︑恵与のコーズの﹁推進的

以上︑本判決の具体的事案を通して恵与のコーズ概念に

おわりに

︑蔑乳貯§叙ミ糠9ミN℃一り○︒①博b・ω零脚Oo霞α①o鋤ωω鋤鉱︒コ

酔きO巴ωρ肩．Φo冨∋訂①〇三r＝ヨ巴這︒︒9肉愚鳴§ミ
b量ミ鉾一㊤︒︒9費什●ωω①︒︒①導口︒目8旧Oo霞9＄ωω簿δコ

げ︒碍①し．︒9餌ヨ耳ρHω8＜﹂㊤OP謁鳴ミ馬らミ鳶ミ§冒適輸
︑ミ§ミ偽曾曹藁ミρOb・ωb︒①虫ω∴Ooヨヨ尻ωδ嵩α①︒︒凶恥9︒一−

おωΦ霞︒冨g器ωα①一．d巳︒⇒ぎ8ヨ①鉱︒口巴Φα二8冨ユ二

づ︒

ミ職蕊●

ミbさ勘8愚自溝げドO●①ωN

三ユp沁禽§8§縞ミミ§貯§留8§ §砺ミト詠
bこ糠§誉§ミ帖§ミ野篭e
一◎◎S

れるが︑本件において具体的に認められた恵与のコーズに

︵7︶ω●鰍Z巳①ヨ巳ρ︽d器像8帥広8①ω9臣坤黒闇①αう
0点でベルギーの今後の判例に影響力を持つものと考えら
8α二〇凶菰眉霞一①臼ωb鋤ユ什δ口亀Φω鋤︒鋤⊆ωρω霞く㊦ロ⊆①℃oω融・

ついては︑コーズ概念の本来の意味からは外れたもので

あった︒しかし︑そのことにより︑却ってコーズとは何か

を考える素材となりえたようにも思われる︒本判決の批判

＜o一﹂も︒

ユ窪おヨΦ耳帥冨8g冨ω一〇コα￠8暮﹁碧噌︾肉冬§ら註肺鳶§
§冒慧ミ§遮聴9蒔鳴し㊤㊤ρb・◎︒一●

︵8︶ 前述︑七八頁訳注4参照︒
︵9︶奪ミ●も●刈P88︵b︒︶旧U①鯉σqρ§ミ．ト︒︒

的観点かちは︑コーズ理論のたどった沿革を考慮に入れな

響

胡●

いならば︑恵与のコーズ概念は歪められ︑恵与の背景と

︵10︶ 前掲拙稿第一章第二節・第三節参照︒

︵11︶ 昭についての問題は残るが︑控訴院も機殿院も︑積へ

なった事情を何でも含みうるようなものとされかねないと

いうことが理解されるからである︒逆にいえば︑コーズ概

の贈与とYへ．の贈与を分けて考えることはしておらず︑X

の訴えの内容からみてもYに対しては争う気はなかったよ

うである︒理論的には︑Yへの贈与は︑Xと親子関係とい
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てくる重要な問題であり︑恵与以外の様々な法律行為も広

問題があるが︑無効・取消など他の概念とも密接に関わっ

的な動機﹂たるコーズは︑単なる動機も含めた他の諸事情

く視野に入れて考える必要がある︒その検討は後の課題と

念の本来の意味に照らすことによって︑﹁推進的かつ決定

とは区別されうるということが︑少なくとも本件のような

し︑本稿の対象は恵与のコーズ概念の具体例に溶ける検証

本稿は民事法研究会︵一九九四年一月二九日︑

にとどめておくことにする︒

付記

州大学︶での報告をもとに執筆したものである︒

於九

事例については示されたと言えよう︒

この検討はフランスおよびベルギーに共通する民法理論
という土台の上で行ったものであるが︑事例としては︑相
続税対策としての贈与︑配偶者の子への贈与であるという
側面において日本にも共通した問題を含んでいる︵特に子
の配偶者への贈与は珍しくない︶︒ここで対象とした事例
は︑わが．国における議論との接点として︑前記拙稿で検討

した目的的恵与の一例として考えることができよう︒恵与
の効力を失わせるためのそめ他の理論構成︵負担附恵与︑

動機の錯誤︑忘恩行為による撤回︑黙示の解除条件︑受遺
欠格規定の類推適用︑事情変更の原則︶との関係を考える
に当た一っても︑興味深い事例である︒

本判決については︑コーズ概念自体についての検討を中

心としたが︑コーズ理論の枠内における問題は他にもあ
る︒主に︑コーズ消失の効果をどのように考えるべぎか
︵本判決では失効︶︑契約が成立した後のコーズ消失が契

約に与える影響力をどのように考えればいいのか︑という
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