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第74回法学のアントレ

【テーマ】基礎法 × 判例

西洋法制史と裁判事例
上智大学教授

松本尚子
MATSUMOTO Naoko

　筆者は以前，『ヨーロッパ史のなかの裁判事
例』（U・ファルクほか編著〔小川浩三ほか監訳〕・
ミネルヴァ書房，2014 年）という訳本の編集に
携わったことがある。そこで，同書掲載のケー
スをごく一部ながら紹介し，西洋法制史におい
て裁判例を扱う面白さをお伝えできたらと思う。

狼にくわえられた豚

　本書のなかでおそらく最も牧歌的なケースを
見よう（フィンケナウアー〔芹澤悟訳〕・前掲書
Case 4）。舞台はうららかな牧畜風景が広がる
古代ローマ。農場に忍び込んだ狼が，不運な豚
を一匹くわえて逃げていく。牧人が必死に後を
追うが，捕まえられない。狼が逃げおおせたか
にみえたとき，さっそうと現れたのが隣の農場
の小作人だ。小作人は飼い犬と（狼がくわえた）
豚を追いかけ，救出に成功した！
　問題はここからである。牧人は豚の引渡しを
求めるが，小作人はこれに応じるべきか。つま
り豚はこの時点で誰のものか。狼から救出した
小作人のものか，それとも元々の持ち主であ

（り牧人に豚の管理を任せてい）る農場主のもの
なのか。
　小作人に与する主張はこうだ。確かに豚は
さっきまで農場のものだったが，今は違う。陸
や海に住む生き物は，捕獲されてもまた本来の
自由を取り戻したとたん，捕獲者のものではな
くなる。それと同じで，野生動物が人間から
奪った物は，その野生動物が追跡から逃れた時
点で元の所有者のものではなくなる。狼が首尾

よく奪い去った豚は，狼の口から解放された時
点でこれを最初に手にした者，つまり小作人の
ものだというのである。
　さてこの事例，ぱっと見の印象はどうだろう
か。所有権云々の前に，実際的な解決方法はな
かったのか，と思う人もいるかもしれない。そ
もそも牧人はこの勇敢な隣人に大いに感謝し，
豚が虫の息ならば間髪入れず殺処分して山分け
にでもすればよかったのじゃないか。何だった
ら，新鮮なうちに丸焼きにして 2 人でご近所一
帯に配ってもよかっただろう。そしてボス（農
場主）には，豚が一匹，狼にやられた（ので適
宜対処した）と報告の一本でも入れておけば，
八方まるく収まったのではないか。
　しかし，牧歌的社会にふさわしい（？）おお
らかな対処は本件では明らかになされず，命の
危険もいとわず豚を解放した小作人に，牧人は
豚の引渡しを請求した。なぜだろう。もしかす
ると，牧人の目からすれば隣の小作人は善意で
も何でもなく，狼がくわえた豚をただただ横取
りしようと追っただけであり，首尾よく豚を狼
から奪ったあとはしれっと持ち去るところだっ
たのかもしれない。牧人がこれを見とがめて引
渡しを迫った，といったところだろうか。

史料とケース思考

　なんだかはっきりしない言い方だと思うかも
しれないが，じっさいその通りである。本件は

「ローマ法大全」の一節を紹介したものだが，
事件の情報はここに書かれたこと以外は基本分
からない。これが現在の判例研究ならば，事実
関係や権利関係を整理し，関連条文を参照し，
過去の判例や条文解釈を並べ，最後に私見を述
べたりするのだろう。が，歴史は史料に書かれ
たことがすべてだ。捏造はできない。ただ，
色々な史料をつき合わせて「こういうことだっ
たんじゃないか」ということはできる。じっさ
い，ローマ法の研究者たちはあの手この手を
使って「ローマ法大全」に残された記述を再構
成してきた。ローマ法研究の一つの醍醐味は，
この「じつはこうだったんじゃないか劇場」を
構築するところにあるといっていいだろう。
　一方，法学を学ぶみなさんにはまず，理屈抜
きに事例を楽しんでほしい。「ローマ法大全」
は事例の宝庫で，一つの事例に対してまるで連
想ゲームのように関連する例が豊富に提供され
ている。その連想の豊かさをぜひ味わってもら
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学校を

ホウガクする
1時間目

多様性
──性的マイノリティと学校

学習院大学教授

尾形　健
OGATA Takeshi

Ⅰ.  はじめに

　性的マイノリティ（この意味はⅡで整理する）
を取り巻く社会環境や人々の意識は，現在大き
く変わりつつある。同性婚を認めない現行法制
や「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関
する法律」（以下「特例法」）上の要件の合憲性
をめぐる裁判など1），法律学でも関心が高まっ
ている。
　 あ る 調 査 に よ る と， 性 的 マ イ ノ リ テ ィ

（「LGBTQ+」。これもⅡで後述する）層に属する
と回答した人は，8.9% であった2）。100 人中
10 名弱なので，中学校の 1 クラス 40 名でいえ
ば，何らかの形で，性的マイノリティに属する
生徒が 3 ～ 4 名程度はいることになる。社会の
動きと併せて考えると，これはまさに私たち自
身の問題として考えなければならないだろう。
この授業では，性的マイノリティとされる人々
の多様なありように注意しながら，小・中学校
における法的な問題を考えてみよう。

Ⅱ.  「性的マイノリティ」とは？ 
──その概念と法的意味

　議論を始める前に，まずそもそも，「性的マ
イノリティ」とは何だろうか？

1.  ことばの整理

　「性」は多様な要素から成り立っているとさ
れ，①生物学的性と②社会的性とが区別され
る。①は，性染色体（男性型が XY，女性型が
XX）や内性器・外性器の解剖，そして男性ま
たは女性ホルモンなどの性ステロイドホルモン
などから決まる。②は，物心ついた頃から現れ
る性の自己認識（性自認）や男性・女性として
果たす役割といった性役割，そして性的指向

（性的魅力の対象となる性別）などが含まれる。
その人の「性」は，これらの組合せで構成され
る。実際にはまさに多様なのだが，一応次のよ
うな整理ができる3）。
A レズビアン（Lesbian）：①生物学的性が女性
で②性自認・性的指向が女性。
B ゲイ（Gay）：①生物学的性が男性で②性自
認・性的指向が男性。
C 性同一性障害（Gender Identity Disorder）：①
生物学的性が女性で②性自認が男性／①生物学
的性が男性で②性自認が女性。もともと精神疾
患名であり，性同一性障害の脱医療化に向けた動
きなどから「トランスジェンダー（Transgender）」
とされるようになった（今日のアメリカ精神医学
会の診断基準では「性別違和（Gender Dysphoria）」
とされる）。
　A・Bは，性自認と性的指向が同じ性なので
同性愛となる。Cの場合，性的指向は男性・女
性いずれでもありうるので，同性愛または異性
愛となる（したがって性同一性障害と同性愛は概
念が異なる）。A～Cいずれでも，性的指向が
男性・女性双方となる場合，バイセクシュアル

　 1 ）　同性婚について札幌地判令和 3・3・17 判時 2487
号 3 頁，大阪地判令和 4・6・20 判時 2537 号 40 頁，東京
地判令和 4・11・30 LEX/DB 25593967，特例法について
最決平成 31・1・23 判時 2421 号 4 頁，最決令和 2・3・11 
裁判所 Web，最決令和 3・11・30 判時 2523 号 5 頁など。
このほか同性カップルの法的地位をめぐる裁判も相次いで
いる（在留資格について東京地判令和 4・9・30 裁判所
Web，犯罪被害者等給付金の支給要件に関して名古屋地判
令和 2・6・4 判時 2465・2466 合併号 13 頁，名古屋高判令
和 4・8・26 LEX/DB 25572344 など）。
　 2 ）　電通広報局「NEWS RELEASE 電通，『LGBTQ+

調 査 2020』 を 実 施 」（2021 年 4 月 8 日 ）（https://www.
dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2021023-0408.pdf）

（2023 年 3 月 30 日閲覧）。
　 3 ）　三成美保編著『教育と LGBTI をつなぐ』（青弓社，
2017 年）第 2 章［中塚幹也］，日本学術会議法学委員会

（社会と教育における LGBTI の権利保障分科会）「提言　
性的マイノリティの権利保障をめざして」（2017 年 9 月 29
日）23-29 頁，葛西真記子編著『LGBTQ+ の児童・生徒・
学生への支援』（誠信書房，2019 年）第 3 章［片桐亜希］
など参照。
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　本年度の特集の共通テーマは，「理論や
実務で進展があった学習上の重要テー
マ」です。学界や実務では関心の的とな
ってはいても，授業には授業の流れがあ
るので教員が一言触れて終わらせざるを
えないことがあるだろう。それらについて，
専門家の丁寧な解説を読む――これが本
年度の特集の趣旨だと理解しています。
　憲法分野の特集は６本の解説からなり
ます。
　同性婚の問題は，法の世界化をも背景
として，議論が活性化していますが，授
業のどこで扱われるのかはさまざまかも
しれません。西村論文は，憲法24条につ
いて理解を深め，この問題を考えるきっ
かけになります。
　所管官庁の自制に任されている番組編
集準則の運用は，官邸主導の下で政治の
影響も受けやすい状態にあります。鈴木
論文は，近時，統治機構の問題でもある
ことが改めて意識させられた，この問題
の構造を考える契機となります。
　著作権・著作者人格権，商標権，パブ
リシティ権などの保護は，表現の自由と
緊張関係に立つことがあります。大日方
論文は，まだ授業では扱われないことも
多いであろう，この問題を，豊富な事例

を通じて，分かりやすく伝えます。
　旧国立大学を想定した，教科書の大学
の自治に関する叙述を，現在の大学に当
てはめるには工夫を要します。松田論文
は，この点を分かりやすく解説し，現在
の学問共同体が直面する苦境に説き及び，
自省の機会を提供します。
　安保法制から昨年末の防衛政策の転換
へと至る近年の法状況は，否が応でも平
和主義への関心を高めます。齊藤論文は，
授業では駆け足になりがちな，日本への
武力攻撃が発生していない状況での諸問
題にも光を当てて，これを論じます。
　憲法の授業でも外国との比較がなされ
るでしょうし，比較憲法の授業が別に提
供されている大学も多いかと思います。
塚本論文の示唆する通り，比較の作業と
統治システムの改革提案との関係は，複
雑です。皆さんが比較政治の授業も受講
する際には，選挙制度改革やデュヴェル
ジェの扱い方が，塚本論文と同じか違う
かを考えてみても面白いかもしれません。
　各分野の第一人者の著者による解説が，
必ずや，授業の一歩先での皆さんの学習
を支えるものと考えております。

（小島慎司)
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Ⅰ

家族と憲法
──同性婚という家族の始点から

関西大学教授

西村枝美
NISHIMURA Emi

　同性婚という家族の始め方を法的に公認する
法制度が日本にはない1）。男女については婚姻
という法制度があり，結婚するときには役所に
婚姻届を提出することは誰でも知っている。他
方，同性カップルの婚姻届は受理されない。こ
れが憲法上問題ないかについて検討することを
通じて，家族と憲法の関係を考えてみよう。

出発点の確認
1.	何が問題？

⑴ 法律婚できない
　同性カップルの婚姻届は受理されないことの
何が問題か。まず「法律婚できない」という答
えがあり得る。ただ男女でも，例えば夫婦別氏
を希望する場合，「法律婚できない」という事
態は生じ得るが，この場合とは意味が違う。こ
こをもう少し言語化してみよう。

⑵ あっちだけ法制度がある
　同性カップルにはそもそも婚姻制度がない。
異性カップルに対してだけそうした法制度があ
る。同性カップルも当事者間で契約締結して法
律婚的なことをすればいいじゃないかという意

ⅠⅠ

見もあるかもしれないが，異性カップルの婚姻
制度には，当事者間で締結する契約と異なる要
素がある。婚姻により包括的な法的効果が発生
すること（夫婦同氏，扶養義務，相続権，夫婦財
産の管理方法，嫡出推定など），その法的効果の
うちには，契約では実現困難なものがあること

（遺留分のある相続権，公法領域での在留資格付与
や租税の控除など），期限の定めがないこと，そ
してその合意方法は方式自由ではなく，届出書
での届出により戸籍が作成され，その合意が公
示される機能も有すること，などである2）。
　ライフスタイルが多様化しているとはいえ婚
姻という排他性と永続性をもったこの社会の単
位は日本の社会に根付いている。そうした日本
の社会の意識を共有しているからこそ，同性
カップルも，同じく排他性と永続性のある二人
の合意を「婚姻」として認めてほしいと思うだ
ろう。しかし異性カップルではないという一点
で公認対象とならない。

⑶ 「それも含めてわたしなんです」
　ここで異性カップルと同性カップルの取り扱
いを区別している要素は性的指向である。性的
指向やそれに基づく人間関係は私的な領域に属
する。多数派とされる異性愛者の場合，その性
的指向やそれに基づくパートナーの存在が日ご
ろの言動からうかがえても特に問題にならな
い。しかし，同性愛者の場合はその点について
周囲にわかること，自ら告げることは慎重さと
相手への信頼を必要とする。私的領域が私的領
域として機能するのは，それがないものとして
無視されていることではなく，それが分かった
うえで尊重されている場合に限られる。同性愛
者はその性的指向も含めて自分自身なのに，そ
の尊重が自動的に得られない。「それも含めて
わたしなんです」ということが無視されてい
る。国家との関係では同性婚を認める法制度が
ないことがその象徴としてある。

2.	何を問題にする？

　では，何を問題にするか。同性カップルに対
しては婚姻届を受理しない根拠規定（「夫婦」

　 1 ）　地方公共団体によっては同性カップルの宣誓を証
明する制度はあるが，婚姻制度と異なり，それに伴う特定
の法的効果は規定されていない。

　 2 ）　大村敦志『家族法〔第 3 版〕』（有斐閣，2010 年）
239 頁など参照。
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放送と憲法

慶應義塾大学教授

鈴木秀美
SUZUKI Hidemi

放送の自由と番組編集準則

　放送には，同じマス・メディアでありなが
ら，新聞や雑誌などの印刷メディアと異なり，
放送法と電波法による特別な規制が課されてい
る。「放送の自由」は，憲法学において放送規
制の合憲性を議論するための概念である。
　放送の中で最も多くの人が視聴している地上
放送（地上に設置された送信所から電波を送信し，
各家庭に放送を届ける方式）をするためには，電
波法に基づいて総務大臣の免許を受ける必要が
ある（参入規制）。放送局という放送施設の設
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置と運用（ハード）についての免許を受けた事
業者は，番組編集という放送業務（ソフト）も
することができるようになる（このような事業
形態を「ハード・ソフト一致」1）という）。また，
放送法 4 条 1 項に規定された番組編集準則は，
地上放送に限らず，ケーブルテレビや衛星放送
などすべての放送の番組編集にあたって，政治
的に公平であることや，報道は事実をまげない
ですることなどを求めている（内容規制）2）。こ
の他にもいろいろな放送規制3）があるものの，
表現の自由との関係で最も議論されてきたのが
番組編集準則の合憲性である。内容規制は表現
の自由の一般法理では原則として許されない
が，放送には内容規制が課されている。従来，
憲法学においてその正当化根拠とされてきたの
が，放送のために利用できる周波数が有限希少
であることと，放送には印刷メディアにはない
特殊な社会的影響力があるということだった4）。
　番組編集準則について学説には倫理的規定に
すぎないという合憲限定解釈による合憲説と違
憲説がある。これに対し，総務省は番組編集準
則に法的拘束力があることを前提として，違反
の場合，総務大臣は電波法 76 条5）に基づいて，
放送局の運用停止（電波停止）を命じることが
できると考えている6）。ただし，ラジオやテレ
ビの放送を一時的とはいえ総務大臣が停止させ
るという行政処分は，放送事業者に対する厳し
い制裁となるため，総務省もこの権限の行使に
ついては極めて慎重な姿勢を貫いてきた。総務
省は，番組編集準則違反の場合，「注意」「厳重
注意」「警告」などの行政指導を行っている7）。

　 1 ）　2010 年の改正以来，放送法は，すべての放送事業
者に「ハード・ソフト分離」の事業形態を拡大したが，地
上放送局は「ハード・ソフト一致」を維持している。これ
に対し，衛星放送においては，スタート時からハードとし
ての衛星放送会社と，ソフトとしての番組制作会社は分離
されている。鈴木秀美 = 山田健太編著『放送制度概論──
新・放送法を読みとく』（商事法務，2017 年）3 頁以下参
照［山田］。
　 2 ）　鈴木 = 山田編著・前掲注 1）103 頁以下［西土彰一
郎］参照。
　 3 ）　西土彰一郎『放送の自由の基層』（信山社，2011
年）1 頁以下，山田健太『法とジャーナリズム〔第 4 版〕』

（勁草書房，2021 年）168 頁以下，鈴木秀美「放送制度の
仕組み」法セ 768 号（2019 年）16 頁以下参照。
　 4 ）　芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法〔第 7 版〕』（岩波
書店，2019 年）191 頁以下，渋谷秀樹『憲法〔第 3 版〕』

（有斐閣，2017 年）389 頁，松井茂記『日本国憲法〔第 4
版〕』（有斐閣，2022 年）453 頁，市川正人『基本講義　憲
法〔第 2 版〕』（新世社，2022 年）141 頁，長谷部恭男『憲
法〔第 7 版〕』（新世社，2018 年）225 頁，赤坂正浩『憲法
講義（人権）』（信山社，2011 年）77 頁，毛利透ほか『憲

法Ⅱ〔第 3 版〕』（有斐閣，2022 年）251 頁［毛利］，渡辺
康行ほか『憲法Ⅰ基本権』（日本評論社，2016 年）253 頁

［宍戸常寿］，安西文雄ほか『憲法学の現代的論点〔第 2
版〕』（有斐閣，2009 年）404 頁以下［齊藤愛］。
　 5 ）　電波法 76 条 1 項によれば，「総務大臣は，免許人
等がこの法律，放送法若しくはこれらの法律に基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反したとき」，3 か月以内の
期間を定めて無線局の運用の停止を命じることができる。
また，同 4 項によれば，総務大臣は，免許人が正当な理由
がないのに，無線局の運用を引き続き 6 か月以上休止した
ときや，1 項の規定による命令又は制限に従わないとき（3
項）などに免許を取り消すことができる。また，「ハー
ド・ソフト分離」の場合，総務大臣は放送法 174 条に基づ
き放送法違反を理由に 3 か月以内の期間を定めて放送の業
務停止を命ずることができる。
　 6 ）　金澤薫監修・放送法制研究会編著『放送法逐条解
説〔新版〕』（情報通信振興会，2020 年）44 頁以下。なお，
同書による解説の文責は執筆者個人が負うもので，同書に
示された放送法の解釈は「政府の解釈ではない」と「まえ
がき」にあるが，実際には同書により総務省の解釈が示さ
れていると考えられる。
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知的財産権と憲法

熊本大学教授

大日方信春
OBINATA Nobuharu

総論
1.	知的財産権とは
⑴ どのような権利のことか
　人間の知的創作活動の成果のことを「知的財
産」といい（発明，著作物など），知的財産を無
断利用（模倣）から保護するための法律のこと
を「知的財産法」という（特許法，著作権法な
ど）。また，営業上の識別標識（商品名や商品の
ロゴなど）を無断利用から保護するための法律

（商標法，不正競争防止法）も知的財産法に含め
て理解されてきている。したがって，知的財産
の客体はいまでは「知的なもの」に限られてい
ない。
　知的財産法で保護される特許権・著作権・商
標権などの権利のことを「知的財産権」とい
う。また，Ⅳで見るパブリシティ権のように明
文根拠のない知的財産権もある（不法行為法に
よる保護を受けている）。

2.	どこに憲法上の問題があるのか

⑴ 国家による行為規制である
　知的財産は公共財の性質をもつ無体物であ
る。公共財は，そのままでは，ある人の使用が
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別の人の使用を排除することができない。これ
では知的財産の創作はなされないと考えられる
ので，国家は法律を制定して，知的財産の使用
を発明者・創作者等に独占させている。した
がって，知的財産法で保護される権利は国家に
よる行為規制である1）。
　この点，有体物に対する所有権も同様の性質
をもつ。ただし，同権利は物理的な存在を客体
としているので，その範囲にも明確な限定があ
る。ところが知的財産権は国家による行為規制
であるのにその外延は不明瞭である。不明瞭な
行為規制である点に憲法上の問題がある。とく
に萎縮効果の弊害が指摘される表現の自由との
関係は注視されるべきである。

⑵ 法形成過程に少数派のバイアスがある
　法形成過程に，本来は少数者であると考えら
れる権利者・利益者団体の利益が強く反映さ
れ，多数者であると考えられる消費者・一般市
民の意見が反映されていないことを「少数派の
バイアス」という。
　知的財産法により保護される知的財産権は，
上で述べたように，不明瞭な行為規制である。
しかも，当該行為規制をもたらしている知的財
産法には少数派のバイアスがある，言い換える
と，権利者保護的傾向をもつことが指摘されて
いる2）。知的財産法は，一般市民の行為を規制
し過ぎているのではなかろうか。法律による行
為規制が過剰ならここにも憲法上の問題がある。

⑶ 調整規定により調整済か
　知的財産権と憲法上の価値については既に調
整済であるといわれることがある。
　たとえば，著作権による行為規制が思想独占
につながらないように，著作権の客体は思想・
アイディアそれ自体ではなくそれが表された一
定の表現形式であるとする「思想／表現二分
論」がある（著作 2 条 1 項 1 号）。特許権の客体
も「技術的思想」に限定されている（特許 2 条
1 項）。自然法則それ自体ではない。
　また，著作物利用者の行為類型のうち保護さ
れるべきものは個別規定により著作権を制限し
ている（著作 30 条以下）。特許法には「試験使
用例外の法理」が規定されている（特許 69 条 1

　 1 ）　参照，田村善之「蜘蛛の糸──『知財の哲学』『知
財の理論』からみた『知財の正義』」田村善之 = 山根崇邦
編著『知財のフロンティア──学際的研究の現在と未来

［第 1 巻］』（勁草書房，2021 年）3 頁〔29 頁〕。
　 2 ）　著作権法について，参照，南野森編『ブリッジブッ
ク法学入門〔第 2 版〕』（信山社，2013 年）226 頁［小島立］。
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学問の自由と 
大学の自治

成城大学教授

松田　浩
MATSUDA Hiroshi

はじめに

　憲法 23 条の学問の自由条項は必然的に大学
の自治を伴うものとして解釈されてきたが1），
さまざまな形の「大学改革」やより広く国の学
術・科学技術政策の変化等を受けて，憲法 23
条の保障内容の理解は動揺を来しているのが現
状である。憲法の教科書・概説書から読み取れ
る標準的な憲法法理は，この領域での最高裁判
例の蓄積が（諸外国の憲法判例2）と比較すると）
顕著に滞っている
4 4 4 4 4 4 4 4

こともあって，それだけで現
実の動向を有効・適切に分析可能にする切れ味
を維持しているとはいいがたい3）。本稿では，
このギャップを少しでも埋めるべく，最近の学
説状況を踏まえて重要な現代的論点の所在を確
認し4），学問の自由の原理的基礎に定位した理
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論的解決の方向性を探ってみたい。

大学の自治の多層構造

　まず，大学の自治については，国立大学が国
の行政機関であった時代に形成された判例・通
説の「大学」像から実態が大きく乖離してきて
いるため，mutatis mutandis に内容を読み替え
る必要が生じている。例えば，1963 年の東大
ポポロ事件・最大判は「大学の学長，教授その
他の研究者が大学の自主的判断に基づいて

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

選任
される（傍点・引用者）」と認めていたが，ここ
でいう大学

4 4

は実質的に教員団組織（教授会・評
議会）を指しており，任命権者（文部大臣）が
その人事決定に拘束される謂である，と理解さ
れていたはずである5）。また，この憲法解釈
は，当時の教育公務員特例法（以下，教特法）

（および学校教育法〔以下，学教法〕）が定める人
事の法構造と平仄を合わせていた（なお 2022 年
度現在 10 校ある公立大学〔非法人化〕に適用され
る教特法 3 条 1 項・同条 2 項・同条 5 項・10 条 1
項は，この法構造を維持している）。
　ところが 1990 年代末以降，とりわけ 2004 年
に始まる国（公）立大学法人化とともに，こう
した教員団の自治権が次第に法律上の根拠を
失っていく6）。法人化に伴って非公務員化した
大学教員は教特法の適用対象外となり，教授会
の審議事項を規定した国立学校設置法も廃止さ
れた。残された法律上の規定として教授会に

（国公私立大学の）「重要な事項を審議する」権
限を与えていた学教法 93 条も 2014 年に改正さ
れ，教授会は学長が一定の事項（教員人事は明
示的に含まれない）について「決定を行うに当
たり意見を述べる」機関となった（同条 2
項）7）。こうして教員団の権限が縮小されるの
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　 1 ）　芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法〔第 7 版〕』（岩波
書店，2019 年）173 頁以下。参照，最大判昭和 38・5・22
刑集 17 巻 4 号 370 頁（東大ポポロ事件）。
　 2 ）　独・仏・米における学問の自由関係判例の概観と
して，羽田貴史ほか編『学問の自由の国際比較──歴史・
制度・課題』（岩波書店，2022 年）（とりわけ第 1 章～第 3
章・第 8 章）を参照。
　 3 ）　参照，曽我部真裕「学問の自由」法教 495 号（2021
年）70 頁以下，堀口悟郎「学問と統治」片桐直人ほか編

『憲法のこれから』（日本評論社，2017 年）126 頁以下。
　 4 ）　筆者は 2011 年のコンメンタールで学説整理をして
いるので（芹沢斉ほか編『新基本法コンメンタール憲法』

〔日本評論社，2011 年〕205 頁以下［松田浩］），ここでは
主にそれ以降の事象と学説の展開に注目したい。本稿の
ベースとなる基礎理論については，松田浩『知の共同体の
法理──学問の自由の日米比較』（有信堂高文社，2023 年）

の参照を乞う。
　 5 ）　ただし，この大学（≒教員団）の自治は憲法に基
づくのか，それとも憲法外の「伝統」にすぎないのか，今
や学説による判例理解さえ揺れている。参照，堀口悟郎

「『教授会自治』と『教授の独立』」法学政治学論究 103 号
（2014 年）37-38 頁。
　 6 ）　詳しくは，齊藤芳浩「わが国における大学の自治
制度の経緯について」初宿正典先生古稀祝賀『比較憲法学
の現状と展望』（成文堂，2018 年）679-695 頁を見よ。
　 7 ）　参照，松田・前掲注 4）『知の共同体の法理』第 8
章。この法改正につき運用次第では違憲となる可能性を表
明ないし示唆する学説は少なくない。小山剛「学問の自由

（2・完）・生存権⑴」法セ 723 号（2015 年）86 頁，渡辺康
行ほか『憲法Ⅰ基本権』（日本評論社，2016 年）210 頁

［松本和彦］，長谷部恭男編『注釈日本国憲法⑵』（有斐閣，
2017 年）489 頁［長谷部］など。



030 法 学 教 室  / MAY 2023 / No.512

SPECIAL FEATURE 

Ⅴ

平和主義

北海道大学教授

齊藤正彰
SAITO Masaaki

憲法9条の条文解釈

　戦争放棄に関する学説として，Ⓐ自衛戦力合
憲説（限定放棄説），Ⓑ遂行不能説（1 項 2 項全
面放棄説），Ⓒ峻別不能説（1 項全面放棄説）が
知られる。Ⓐ説やⒸ説には条文解釈として無理
があり，多くの学説も政府見解もⒷ説を採用し
ているから，この点で学説の対立を論じる実益
は小さいが1），条文の構造と解釈の要点を把握
するために，学説を瞥見する。
　理解の要目は，❶不戦条約以来の侵略戦争放
棄との関係（「国際紛争を解決する手段としては」
という文言と不戦条約の結びつきを認めるか），❷
侵略目的の戦争・武力行使と自衛目的のそれと
の区別の可能性（国家が武力行使するときには自
衛を唱えるのではないか），❸国連憲章の武力行
使禁止原則における「戦争」概念の否定や，国
際法における自衛行動への必要性・均衡性の要
求との整合性，である。❶を強調して自衛戦争
は放棄されていないとするのがⒶ説である。し
かし，❸が問題となる。❶を 9 条の目的として
承認しつつ，その達成手段の選択において❷の
峻別困難を考慮するのが，Ⓑ説である。それに
対して，❷の峻別困難を強く掲げて❶を否定

ⅠⅠ

（超越）しようとするのがⒸ説である。Ⓑ説も
Ⓒ説も，❸で問題が生ずることはない。
　Ⓐ自衛戦力合憲説は，憲法 9 条 2 項の「前項
の目的を達するため」という文言を手がかり
に，戦力不保持は 9 条 1 項の侵略戦争放棄の目
的に限定される（自衛目的の戦力保持は許され
る）とする。しかし，「目的を達するため」が
限定の意味を有すると解釈できるか。また，戦
力は保持するが侵略戦争は行わないということ
ならば 9 条 1 項だけで足り，2 項は不要となら
ないか（自衛戦争は行うのに，殊更に戦力不保持
や交戦権否認を規定する意味があるのか）。Ⓐ説
は，「芦田修正論」とも呼ばれる。しかし，衆
議院の帝国憲法改正小委員会委員長であった芦
田均による当初の修正提案は別な形であり，小
委員会で挿入された「前項の目的を達するた
め」という文言は芦田の意図が実現されなかっ
た結果である。❸をめぐって，自衛目的の戦争
に限界を設定しないⒶ説では，武力行使に対す
る規律が国際法よりも緩くなってしまい，9 条
は無意味化する（国連憲章下の制約だけを考えれ
ば足りることになる）2）。近年のⒶ説は解釈上の
工夫によって武力行使が許される範囲を限定し
ようとしているが，それでは自衛のための軍事
力の合憲性を条文の文言から論理的に導き出せ
るというⒶ説の意義が損なわれそうである（し
かも，導かれる結論はⒷ説に立つ政府見解と変わら
ない。そして，政府はⒶ説の採用を拒否してきた）。
　Ⓒ峻別不能説は，侵略と自衛は峻別できない
とし，憲法 9 条 1 項が侵略戦争（のみ）を放棄
したと解することを拒否する。そのため，「国
際紛争を解決する手段としては」の規範的意味
を希薄化し，不戦条約（侵略戦争放棄という国
際的要請）との接続を否定してしまい，9 条の
出発点ないし繋留点が見失われる。また，「前
項の目的を達するため」も軽視して 1 項と 2 項
の構造的関係の説明が十分でない。条文の文言
を 2 か所も等閑視する一方，Ⓒ説が終戦直後の
軍の不存在と国民の厭戦感情に根ざすものなら
ば，時の経過に耐えられるのか懸念される。
　Ⓑ遂行不能説は，「自衛のための戦争を容認
した不戦条約により阻止し得なかった第二次世
界大戦に対する反省に立って……，侵略戦争の

　＊　本稿の内容に関して，詳細は，齊藤正彰『多層的立
憲主義と日本国憲法』（信山社，2022 年）第Ⅲ部参照。学
説史について，後述のⒶ説に親和的なスタンスからの紹介
である，鈴木敦 = 出口雄一編『「戦後憲法学」の群像』（弘
文堂，2021 年）第 7 章［鈴木］を併せて読まれたい。

　 1 ）　憲法 9 条の解釈において重要なのは，その先の問
題である。なお，9 条の法規範性を限定するならば，あと
は憲法解釈ではなく政策の合理性の問題だけになる。
　 2 ）　阪田雅裕編著『政府の憲法解釈』（有斐閣，2013
年）75-76 頁参照。
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比較憲法の	
学習の面白さ

香川大学教授

塚本俊之
TSUKAMOTO Toshiyuki

　個人的な経験から始めることをお許しいただ
きたい。筆者は 25 年前初めての海外留学でフ
ランスに行った。フランス憲法を比較研究の対
象として選んでいたからである。見るもの聞く
ものすべて新鮮で，貴重な経験であった。そこ
でまず印象に残ったことは，フランス人も個人
としてみれば──喜怒哀楽など感情面でも，生
活習慣のルーズさでも──日本人とほとんど変
わらないことだ。当たり前といえばその通りだ
が，それまで海外の知人も外国居住の経験もな
かったので，このことは真っ先に印象に残った。
　しかし，それとは対照的に，彼ら彼女らの行
動様式は日本人のものとずいぶん異なってい
た。特に印象に残っていることを 2 つ挙げる
と，一つはよく喋ること。個人差はあるが，比
較的静かなフランス人でもおしゃべりな日本人
より多く喋るのではないかと思ったほどであ
る。もう一つは，個人の意見に対する尊重であ
る。日本では自分の意見が他の人に受け入れら
れるかを気にする人が多いと思われるが，フラ
ンスではとても意見を言いやすいと感じた。十
分理解できなかったらさらに説明を求めるなど
して意見を理解しようと努めてくれるし，肯定
的であれ否定的であれきちんと反応が返ってく
る。まさに「個人として尊重される」ことを実
感した。
　ところで，日本もフランスも政治制度の基本
は民主主義である。他人の意見を尊重し，自ら
も多くの言葉を使って自分の意見を説明しよう

とするフランス人の行動様式は，民主的な政治
制度を運営していくために好都合なものではな
いか。それと比較すると，日本人の行動様式は
民主主義とは相性が悪いのではないか。これ
が，留学を通じて筆者に巣くった疑問であった。
　以上のことは，個人的な印象であって学問的
内容を構成するものではない。しかし，研究の
端緒としてならば悪いこともないだろう。そも
そも，標題の「面白さ」自体，客観的に論じる
ことはとても難しい。面白さは人によって異な
るであろうから。

比較憲法の生態学

　「日本もフランスも政治制度の基本は民主主
義である」と書いた。これには憲法上の根拠が
ある。日本国憲法は前文で「〔主権の存する〕日
本国民は，正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動」すると宣言して，具体的に
は，国民の代表者である国会議員の選挙につい
て普通選挙を保障し（15 条 3 項），さらに代表
者によらない行動だが，憲法改正に関する国民
投票を規定している（96 条）。フランス現行憲
法は，2 条 5 項で「共和国の原理は，人民の，
人民による，人民のための統治である」，3 条 1
項で「国の主権は人民に属し（La souveraineté 
nationale appartient au peuple），人民は，その代
表を通じて，および，人民投票の方法によっ
て，主権を行使する」としたうえで，3 条 3 項
で普通，平等，秘密選挙を保障し，89 条で憲
法改正手続における人民投票を規定している

（ただし，日本と違い，憲法改正に必ず人民投票が
必要というわけではない）。
　日本とフランスの憲法典（成文憲法）を比較
するかぎり，基本原理は共通であることがわか
る。このように憲法典の条文（テクスト）レベ
ルで類似性を確認することも重要な比較の作業
であるが，類似のテクストのもとで展開される
政治の実態（憲法運用）もまた，比較憲法の対
象である。政治の実態の比較はいろいろな観点
から可能であるが，ここでは一例として，政権
交代という観点からみてみよう。
　なぜ政権交代かというと，民主主義を国民

（有権者）の多数派の支持を受けた政策体系の実
現として考える立場からみると，国民の選択が
意味あるものとなるためには，単に普通選挙権
が保障されているだけでは足りず，実施可能な
政策体系とその政策体系を実行する政権を担い

ⅠⅠ
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日米の解雇規制と 
日本における外資系企業 

による解雇
──Twitter社等の 

大規模人員削減を契機として

山形大学講師

日原雪恵
HIHARA Yukie

はじめに

　2022 年末から 2023 年初めにかけて，Twitter，
Amazon，Meta，Google 等のアメリカの大手
企業が相次いで大規模な人員削減を行う旨が報
道された。日本と海外の雇用慣行の違いへの関
心等から，この問題は日本でも注目されている。
　この問題を契機として本稿に与えられたテー
マは，「海外と日本の解雇規制」である。もっ
とも，以下でみるように随意雇用原則の下で解
雇自由を原則とするアメリカ合衆国の解雇規制
は，欧州諸国とは大きく異なり，解雇規制につ
いて「海外」をまとめて論じることは困難であ
る。そこで，本稿は以下の 2 つの問題を取り上
げる。すなわち，アメリカの解雇規制は日本と
どのように違うのか（Ⅰ）1），及び，日本にお
ける外資系企業の解雇にはどの国の法が適用さ
れ，どのように解雇の効力が判断されるのか

（Ⅱ）である。

Ⅰ.  日米の解雇規制の違い

　諸外国における解雇規制は，①予告等の解雇
手続規制，②解雇禁止規制（差別的事由による
解雇禁止等，一定事由による解雇を禁止する規
制），③正当事由規制（解雇に正当事由を要求す
るような一般的解雇規制）の 3 つに整理するこ
とができる2）。以下，この枠組みに沿って，日
本とアメリカの解雇規制を概観し（1，2），日
米の相違を確認する（3）。

1.  日本の解雇規制の概要 3）

　民法上，期間の定めのない雇用契約は，各当
事者がいつでも解約の申入れをすることがで
き，申入れから 2 週間が経過することによって
終了する（民 627 条 1 項）。しかし，解雇（使用
者による雇用契約の解約）は労働者の生活に関
わる重大な問題であるため，立法や判例が修正
を加えている。
　まず，①解雇手続規制として，使用者は，原
則として，解雇の少なくとも 30 日前に解雇を
予告するか，解雇予告手当（30 日分以上の平均
賃金）を支払わなければならない（労基 20 条 1
項）4）。
　次に，②解雇禁止規制として，大きく 3 つの
ものがある。第 1 に，労基法 19 条により，㋐
労働者が業務上負傷し，又は疾病にかかり療養
のために休業する期間及びその後 30 日間，㋑
産前産後休業の期間及びその後 30 日間は，原
則として解雇できない5）。第 2 に，国籍・信
条・社会的身分（労基 3 条），組合所属・正当
な組合活動等（労組 7 条），性別（雇均 6 条 4
号），女性の婚姻・出産・産前産後休業等（雇
均 9 条），障害（障害雇用 35 条）等を理由とす
る差別的な解雇が禁止される。第 3 に，法令違
反の申告6）や法律上の権利行使7）等に対する報

　 1 ）　アメリカ以外の国については，菅野和夫 = 荒木尚
志編『解雇ルールと紛争解決─ 10 ヵ国の国際比較─』（労
働政策研究・研修機構，2017 年）を参照。
　 2 ）　荒木尚志『労働法〔第 5 版〕』（有斐閣，2022 年）
333 頁，菅野 = 荒木編・前掲注 1）446 頁以下［荒木尚志］。
　 3 ）　日本法については概要のみを述べるため，詳細は，
荒木・前掲注 2）331 頁以下，水町勇一郎『労働法〔第 9
版〕』（有斐閣，2022 年）158 頁以下，山川隆一編『プラク
ティス労働法〔第 3 版〕』（信山社，2022 年）193 頁以下等
を参照。
　 4 ）　例外として，天災事変その他やむを得ない事由の

ために事業の継続が不可能となった場合，労働者の責に帰
すべき事由に基づいて解雇する場合（行政官庁の認定が必
要）がある（労基 20 条 1 項ただし書）。
　 5 ）　例外として，天災事変その他やむを得ない事由の
ために事業の継続が不可能となった場合（行政官庁の認定
が必要），㋐の場合に使用者が労基法 81 条の打切補償（平
均賃金 1200 日分の支払）をした場合がある（労基 19 条 1
項ただし書）。
　 6 ）　労働保護法規違反の申告等，公益通報，派遣法違
反の申告，個別労働紛争解決促進法上の助言・指導等の申
請，紛争解決の援助・調停等の申請等。



046 法 学 教 室  / MAY 2023 / No.512

講
座

LECTURE

憲法事例分析の技法

第14回

学習指導要領と教育の自由
岡山大学准教授

堀口悟郎
HORIGUCHI Goro

Case

　高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）は，
「地理総合」の「内容の取扱い」欄において，「竹
島や北方領土が我が国の固有の領土であることな
ど，我が国の領域をめぐる問題も取り上げるよう
にすること。その際，尖閣諸島については我が国
の固有の領土であり，領土問題は存在しないこと
も扱うこと」と記している（以下「本件記述」と
いう）。
　2022 年の教員採用試験に合格し，2023 年 4 月
に Y 県立 A 高校へ着任した教諭 X は，同年度の

「地理総合」の授業において，上記の政府見解に
ついて説明したうえで，「日本政府はこのように
断定しています。ただ，領土問題は歴史的な経緯
もあって複雑ですから，色々な見方ができますよ
ね。たとえば，竹島については，日本固有の領土
といえるか疑問だという見解もあります。また，
尖閣諸島に領土問題は存在しないという主張につ
いては，領土問題の定義が曖昧なまま，ただ問題
自体が存在しないと述べるだけでは建設的な議論
にならないのではないか，という見方もできそう
です。みなさんも，ただ政府の見解を暗記するの
ではなく，ぜひ様々な本を読みながら，自分自身
の頭で考えてみてください」と述べた（以下「本
件授業」という）。
　本件授業を受けた生徒 B は，自身の Twitter で，

「今日の授業で先生が，竹島は日本固有の領土と
断定してよいか微妙だとか，尖閣諸島について領
土問題がないと主張するのは建設的じゃないとか
ほざいてた。マジで左翼教師は有害でしかない。
Y 県立 A 高校の X 先生，ちゃんと正解を教えら

れないなら，教師辞めてください！」とツイート
した。当該ツイートを発見した Y 県議会議員 C
は，それをリツイートするとともに，「こんな偏
向教育をする先生がいまだにいるとは・・・この
問題はきっちり追及します！」とコメントした。
そして，直ちに Y 県教育委員会を訪ね，B の上
記ツイートを提示して，「A 高校の X という教員
が学習指導要領に違反した授業をしています。教
育委員会として，責任をもって X に重い懲戒処
分を下してください」と伝えた。
　また，C は，後日 A 高校を訪ね，校長室にお
いて校長立会いのもとで X と面会し，本件授業
の内容を確認したうえで，「呆れたね。ちゃんと
正しい知識を教えてくださいよ。学習指導要領に
違反した授業をするなんて，教師失格でしょう。
竹島が韓国の領土かもしれないなんていっちゃう
左翼教師に教えられたら，立派な日本人が育つは
ずないよ」などと発言した（以下「本件発言」と
いう）。また，Y 県教育委員会は，X に対して，本
件授業に関する事情聴取をしたうえで，学習指導
要領に違反したことを理由として，減給 1 月の懲
戒処分を下した（以下「本件減給処分」という）。
　X は，Y 県を相手どって訴訟を提起し，①本件
発言は教育基本法 16 条 1 項が禁じている「不当な
支配」にあたり違法であると主張して，国家賠償
法 1 条 1 項に基づく損害賠償を請求するとともに，
②本件授業は学習指導要領に違反するものではな
いと主張して，本件減給処分の取消しを請求した。
　X の上記各主張は認められるか。関連する判例
や想定される反論を踏まえて論じなさい。

Ⅰ.  問題の所在

　本問のテーマは，教師の教育の自由である。
教育の自由と聞いて，真っ先に思い浮かぶ判例

は，当該分野のリーディングケースである旭川
学力テスト事件判決（最大判昭和 51・5・21 刑集
30 巻 5 号 615 頁）であろう。同判決は，「普通
教育の場においても，例えば教師が公権力に
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事例で学ぶ

行政法ゼミナール

第2回

行政法の基本原理
──外国籍公務員管理職試験受験拒否事件

早稲田大学教授

岡田正則
OKADA Masanori

Ⅰ.  行政法ゼミ

　5月。西北大学キャンパスの緑は日ごとに濃
くなっていた。
　「おはようございます」──行政法ゼミの時
間帯は午後だが，学生のあいさつは「おはよ
う」である。ゼミ生は3年・4年が各 10名。担
当の緒方准教授は，あいさつに少々困惑してい
る博士課程留学生のバウアーとともに，3年生
の報告者 2名の傍に着席した。
緒方「今日のテーマは行政法の基本原理で，題
材は 2005 年の外国籍公務員管理職試験受験拒
否事件最高裁大法廷判決（以下「本判決」）で
す。担当の鏑木さんと日枝君，報告をお願いし
ます」
鏑木「最初に事案の概要を説明します。韓国籍
の特別永住者である X（原告，被上告人）は，Y
（東京都＝被告，上告人）に保健婦として採用さ
れ，1994 年度に管理職選考試験を受験しよう
としたところ，日本国籍を有していないという
理由で受験申込書の受取りを拒否され，1995
年度の試験については，選考実施要綱が日本国
籍の保有を受験資格として明記したことを理由
として，受験が認められませんでした。このた
め Xは，95 年度・96 年度の受験資格の確認と
受験拒否についての慰謝料請求の訴えを提起し
ました。第 1審判決は確認請求については訴え
を却下し，慰謝料請求については棄却しまし
た。これに対して控訴審判決は，慰謝料請求の
一部を認容し，《Xには憲法 22 条 1 項・14 条 1
項の保障が及ぶにもかかわらず，統治作用に関
わる程度が弱い管理職への任用について Yが
Xからその機会を奪った措置はこれらの規定に

違反する》と判示しました1）。Yが上告。争点
は，受験拒否の措置が労働基準法 3条（国籍等
による差別的取扱いの禁止）・憲法 14 条 1 項（法
の下の平等）に違反するか否かです」

Ⅱ.  本判決の要旨

鏑木「次に本判決の要旨ですが，主文は原判決
破棄，Xの請求を棄却するとの判断です。以
下，本判決の法廷意見を，⒜制度の趣旨解釈，
⒝判断基準，⒞認定事実のあてはめ，⒟結論に
整理して説明します」

本判決の抜粋：最大判 2005（平成 17）・
1・26 民集 59 巻 1 号 128 頁

⒜地方公務員制度の趣旨：「国民主権の
原理に基づき，国及び普通地方公共団体
による統治の在り方については日本国の
統治者としての国民が最終的な責任を負
うべきものであること（憲法 1条，15 条
1 項参照）に照らし，原則として日本の
国籍を有する者が公権力行使等地方公務
員〔地方公務員のうち，住民の権利義務
を直接形成し，その範囲を確定するなど
の公権力の行使に当たる行為を行い，も
しくは普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い，またはこれらに参画
することを職務とするもの〕に就任する
ことが想定されているとみるべきであ
り，我が国以外の国家に帰属し，その国
家との間でその国民としての権利義務を
有する外国人が公権力行使等地方公務員

　 1）　東京地判 1996（平成 8）・5・16 判時 1566 号 23 頁，
東京高判 1997（平成 9）・11・26 判時 1639 号 30 頁。
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Ⅰ.  はじめに

　会社法の株主総会に関する規定は，295 条に
始まり 325 条の 7まで続く。このうち，種類株
主総会に関する特別な規律をひとまず措くと，
その大半は，招集から決議に至るまでの会議体
としての株主総会に関する規定である。
　会議体としての株主総会に関する規定のう
ち，招集手続に関する規定，そして議決権行使
や決議要件等の決議に関する規定は，ある意思
決定が会社としての意思決定であることを正当
化するためにどうしても必要な規定である。そ
の意味するところは，偶然的な株主の集合体が
何らかの判断をしても──たとえば株主 5名の
会社で，その 5名がたまたま会社の食堂で一緒

になって，昼食をとりながら何か話し合って了
解がなされたとしても──それは当然には会社
としての意思決定にはならない，ということで
ある。つまるところ，会社法の定める厳格な招
集手続を経たもの，そして決議要件と手続を満
たしたものだけを会社意思決定として認めるこ
とで，会社意思決定の安定性を確保するという
機能を果たしているわけである1）。
　会議体としての株主総会のプロセスは，事前
の招集，会議当日の議事，そして決議という流
れをたどる。招集手続や決議要件等に関する規
定の意義は上記の通りであるが，議事に関して
も，それが公正に行われなければ，最終的にな
される決議の正当性に疑義を生じさせることに
なる。そこで会社法の議事にまつわる規定も重
要な意味を持つのだが，わが国の当該規定は，
わが国の株主総会が背負ってきた独特の歴史，
すなわち総会屋の存在なしには語ることができ
ない。
　総会屋と呼ばれたいわゆる特殊株主も，今で
はすっかり歴史的な存在となった。しかし，会
社法の株主総会に関する規定，とりわけ昭和
56 年商法改正で導入された一連の規定は，総
会屋が存在したころの株主総会を念頭に置いた
仕様となっている。果たして総会屋が姿を消し
た今，当該規定をどう解釈し，どう運用すべき
なのか。今回は，このような問題意識からいく
つかの規定を検討する。

　本連載の第 2回は株主総会，特にその会議体と
しての側面を扱う。会社法の株主総会に関する規
律は，大きく分けると，株主総会が会社意思決定
事項の何を決定するのかといった権限に関する側
面（いわゆる「組織体としての株主総会」の問
題）と，その意思決定のために株主を集め，会議
を開いてこれを行うという側面（いわゆる「会議
体としての株主総会」の問題）とがある。
　会議体としての株主総会に関する規律を見る場
合，会社法の時計は，1970 年代から 1980 年代前
半，1990 年代後半，そして 2010 年代に合わせる
ことになる。特に 1980 年代前半の商法改正，す
なわち昭和 56（1981）年商法改正をしっかり理
解することが議論の出発点である。

　 1）　その例外は，株主 1名だけのいわゆる「一人会社」
である。そもそも一人会社の場合，株主総会としての合議
のプロセスを経るまでもなく，当該株主が株主総会決議事
項について何らかの判断をすればそれで決定できる（特に
家族経営の小企業で，当該株主が代表取締役の地位にある
ような場合はそうであろう）。そこで判例上も，一人会社

の場合，会社法の定める招集手続を経ていなくても，株主
総会は成立するものとしている（最判昭和 46・6・24 民集
25 巻 4 号 596 頁）。もちろん，正式の招集手続を経ること
が排除されるわけではないので，一人会社であっても，会
社法の正式な手続を経ている例は多々存在する。
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笠井正俊
KASAI Masatoshi

Ⅰ.  今回取り上げる事項

　前回まで，第一審の民事訴訟手続の流れを
追って，訴えの提起から人証の集中証拠調べま
での説明をしてきた。人証の集中証拠調べの後
は，裁判所が口頭弁論を終結して終局判決（民
訴 243 条。以下，民事訴訟法の条文を引用する際
には，特に必要がある場合を除いて，法律名を省
略する）をすることが想定されるが（〔1〕法教
499 号 60 頁），実際の訴訟においては，裁判所
からの打診や当事者からの申出により，訴訟上
の和解の可能性を探る機会が設けられることも
多い。訴訟上の和解については，処分権主義や
第 1回口頭弁論期日での事件の進行の「振り分
け」等との関連でこれまでも言及している
（〔1〕法教 499 号 54 頁・56 頁・57-58 頁，〔4〕法
教 502 号 89 頁）。そこでも述べたように，訴訟
手続のどの段階でも裁判所が和解の勧試（和解
の試み）をし（89 条 1 項），和解が成立すること
があるが，いよいよ口頭弁論を終結して判決に
向かうかどうかという段階で，裁判所が当事者
双方に和解に向けて話し合いをする意向がある
かどうかを尋ね，その結果，和解が成立して終
了する訴訟が少なくない。また，訴訟上の和解
は訴訟を終了させる当事者の訴訟行為の代表例
であるが，訴訟を終了させる当事者の訴訟行為
のうちその他のものも重要な意味をもつ。
　そこで，今回は，訴訟上の和解等の訴訟を終
了させる当事者の訴訟行為を取り上げることと

する。以下，Ⅱでこれらの訴訟行為の概要を示
し，Ⅲで訴訟上の和解の手続や内容（和解条
項）の具体例を説明し，Ⅳで成立した和解等の
効力について述べる。
　今回も，前々回（〔12〕法教 510 号 98 頁）や
前回（〔13〕法教 511 号 97 頁）と同様に，【X株
式会社（原告）は，Y（被告）に対し，Xを売
主，Yを買主として令和 4年 5月 2日に締結さ
れた中古自動車（甲自動車）の売買契約（本件
契約）に基づいて代金 150 万円を支払うよう求
める訴えを提起した。Yは，本件契約の成立は
認めたものの，「本件契約の際の Yの意思表示
には甲自動車の性能に関する重要な事項（寝泊
り可能なキャンピングカーに改造できること）に
ついて錯誤があり，その内容は契約の際に表示
されていたので，その意思表示を取り消した」
と主張した。Xは，Yの錯誤に関する事実を否
認した。】という〔事例〕を用いる（以下，そ
の展開や変形を【　】で囲んで示す）。

Ⅱ.  訴訟を終了させる当事者の 
訴訟行為の概要

1.  総論

　訴訟を終了させる事由は，原則として訴訟の
主体である裁判所又は当事者の訴訟行為であ
り，そのうち裁判所の訴訟行為としては裁判で
ある1）。裁判によって訴訟が終了する時点は，
その裁判が確定した時である。他方，訴訟を終

　 1）　訴訟行為とは，訴訟の主体が行う行為であって，
訴訟法上の効果を発生させるものである（〔2〕法教 500 号
71 頁参照）。訴訟を終了させる裁判の典型は本文Ⅰのとお
り終局判決であり，他に，訴状却下命令（〔2〕法教 500 号
76 頁）等がある。本文の「原則」に対する例外として，
訴訟が，訴訟行為によらずに，当然に終了する場合があ
る。例えば，相続や合併で一方当事者が他方当事者の権利
義務を承継した場合（〔1〕法教 499 号 57 頁参照），訴訟物
が一身専属的な権利に係るものである訴訟の原告が死亡し

た場合（最大判昭和 42・5・24 民集 21 巻 5 号 1043 頁〔い
わゆる朝日訴訟〕），地方自治法 242 条の 2に基づく住民訴
訟の原告が死亡した場合（最判昭和 55・2・22 判時 962 号
50 頁），人事訴訟において当事者が死亡した一定の場合
（人訴 27 条）である。ただし，当然終了の効果が認められ
るか否かについて裁判所が判断を示す必要がある場合に
は，上記の判例のように，裁判所が終局判決で「本件訴訟
は，原告の死亡により終了した」といった宣言をすること
になる。
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殺人罪における未必の故意
──最判令和3・1・29刑集75巻1号1頁

福岡大学准教授

大庭沙織
OBA Saori

Ⅰ.  判例の紹介
1.  事案の概要

　被告人は，平成 29 年 2 月 5 日午後 0 時頃か
ら同日午後 1 時頃までの間に，勤務先の老人
ホーム事務室で，睡眠導入剤数錠をひそかに混
入させたコーヒーを同僚 A に飲ませ，意識障
害等を生じさせた。A は，被告人に帰宅するよ
う促され，自ら自動車の運転を開始したが物損
事故を生じさせた。その後被告人は，事務室に
戻って眠り込んでいた A を起こし，自動車を
運転して帰宅するよう仕向けた。A は再び同車
の運転を開始して間もなく仮睡状態に陥り，同
車を対向車線に進出させ，B 運転の対向車に衝
突させた。これによって A は死亡し，B は全
治約 10 日間の左胸部打撲の傷害を負った（以
下，「第 1 事件」とする）。
　被告人は，同年 5 月 15 日午後 1 時頃から午
後 1 時 30 分までの間に，同老人ホーム事務室
において，睡眠導入剤数錠をひそかに混入させ
たお茶を同僚 C とその夫 D に飲ませ，意識障
害を生じさせた。そして，体調が悪化し休んで
いた C と D を起こし，自動車を運転して帰宅
するよう仕向けた。D は C を助手席に乗せて
自動車の運転を開始したが，仮睡状態に陥って
同車を対向車線に進出させ，E 運転の普通貨物
自動車と衝突させた。これによって C は全治
約 1 か月の両側ろっ骨骨折の傷害を，D は全
治約 10 日間の全身打撲傷等の傷害を，E は加
療約 3 週間の頸椎捻挫等の傷害を負った（以
下，「第 2 事件」とする）。
　第 1 審（千葉地判平成 30・12・4 刑集 75 巻 1
号 83 頁参照）は，被告人には「死亡事故を含む
あらゆる態様の事故を引き起こす危険性」の認
識があったとして，運転者や同乗者と事故の相

手方の区別をせずに殺人の未必の殺意を認め，
A に対する殺人罪，B，C，D，E に対する殺
人未遂罪を認めた。
　被告人側が控訴し，控訴審（東京高判令和
元・12・17 前掲刑集 102 頁参照）は，第 1 審判
決の破棄・差戻しを言い渡した。控訴審は，本
件被告人が A らにひそかに睡眠導入剤を摂取
させ自動車を運転するよう仕向けた行為（以
下，「本件行為」とする）は「人が死亡する危険
が高いとはいえない」として，このような場合
に殺意を認めるためには，結果発生の危険性の
認識のほかに「期待」という意思的要素が必要
であるとし，事故の相手方である B，E の死を
被告人が期待していたとはいえないから，B 及
び E に対する殺意は認められないとした。
　検察官も被告人側も上告した。

2.  判旨

　破棄自判，控訴棄却。
　「第 1 審判決は，殺意の有無を検討するに当
たり，巻き込まれた第三者を死亡させる事故を
含むあらゆる態様の事故を引き起こす危険性の
認識について説示している。このような説示で
は，被告人が死亡事故発生の危険性をどのよう
に認識していたのかが明確にならず，いささか
措辞不適切であるといわざるを得ない。しか
し，判文全体を通覧すると，被告人の行為は，
交通事故を引き起こす危険性が高い行為であ
り，事故の態様次第で A らのみならず事故の
相手方を死亡させることも具体的に想定できる
程度の危険性があると評価したものと解され
る。第 1 審判決は，その上で，被告人は，この
ような自己の行為の危険性を認識しながら A
や D に運転を仕向けており，事故の相手方で
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Ⅰ.  はじめに

　今回の問題は，公判手続に関わる訴訟主体
が，訴訟における権限をどのように分配され，
誰がイニシアティブを有する仕組みになってい
るかという訴訟運営のための基本原則に関わ
る。「訴訟の基本構造」というほうが，刑訴法
では一般的であるが，実質的に関心事は同じで
ある。刑事訴訟で想定される訴訟主体は，訴訟
において審判を行う「裁判所」，原告である

「検察官」，被告である「被告人」の三者であ
り，原告と被告のことを指して「当事者」とい
う。「訴訟運営」という表現は，主として「裁
判所」の視点から整理したものである。裁判所
が審理の上で心証を形成し，決断を下さなけれ
ばならない主体であることを前提に，最終的な
目的にたどり着くまで，どの訴訟主体の権限等
を，どのように踏まえて訴訟を進行させるのか
ということを表現したものである。すなわち，
裁判所が当事者の請求や申出を待ってはじめて
動くのか否かが手がかりとされる。これに対し
て，裁判所の視点を離れ，訴訟主体間の関係性
をやや俯瞰的に表現したものが，「訴訟の基本
構造」であると理解しておけばよい。
　さて，【問】につき，現行法は当事者主義を
採用し，旧法での職権主義を否定したと説明さ
れるのが一般的である。やや大づかみな言い方
をすれば，旧法下の訴訟運営とは異なり，現行
法下の裁判所は，当事者のイニシアティブのも
とに訴訟運営しなければならない仕組みとなっ

たということを意味する。そのこと自体，現在
ではもはや疑いようもないが，刑訴法自身は明
文化していないだけに，なお多義的である。今
回は，そのような当事者主義の内容を確認し，
現行法がどのように職権主義からの転換をは
かったのか，そしてこの訴訟運営のための原則
を発展させてきたフレームワークと課題をなが
めておく。

Ⅱ.  当事者主義の内容
1.  現行法制定当初

　旧法から現行法への移行に伴い，職権主義か
ら当事者主義への転換が語られる場合，その説
明の中核にあるのは当事者追行主義の採用であ
る。つまり，訴訟手続の中身に関わる部分（結
論に影響を及ぼす部分＝訴訟追行過程）を当事者
のイニシアティブに委ねることをもって理解さ
れている。その際，審判対象に関わる訴因（そ
の明示・特定，及び変更）の過程と，公判手続
における証拠調べの過程が念頭に置かれてい
る。これに対して，訴訟追行過程につき裁判所
がイニシアティブを有する原理は，職権審理主
義と呼ばれている。
　もちろん，訴訟における訴訟主体による行為
は，訴訟追行に関わるものだけではない。裁判
所自身の心証形成の過程もあれば，原則として
訴訟進行にのみ関わり，結論に直接は影響しな
い過程もある。このうち前者については，事柄
の本質として専ら裁判所で完結する。後者につ
いては，法律解釈はもちろん，それをもとに行
われる事実認定に関わるものであっても，従
来，訴訟追行行為には分類されないものとさ
れ，裁判所のイニシアティブに委ねられるべき
ものとして理解されてきた。そのことは職権審
理主義の下であろうと，当事者追行主義の下で
あろうと変わりがない1）。

【問】　捜査手続から切断された公判手続は，どの
ように運営されうるか。この点について，わが国
では，当事者主義に基づいて訴訟運営されている
と説明されるが，これはどのような意味か。
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公判手続その4
──公判期日②

東京地方検察庁検事・前東京大学教授

唐木智規
KARAKI Tomonori

法務省矯正局参事官・前東京大学非常勤講師

煙山　明
KEMURIYAMA Akira

Case

前回までの事例については本誌ウェブ
サポートからご覧いただけます。右
QRコードからアクセスしてください。

【第1回公判期日から第2回公判期日──証人尋問】
　掛村検事らは，7月 19 日の第 1回公判期日で，

冒頭手続から検察官請求証拠（甲号証）の取調べ
までを終えました（以上前号）。同日午後には警
備員V及び目撃者Wの証人尋問が，翌 20 日午
前にはミリタリーショップβ店長（以下「β店
長」という）の証人尋問がそれぞれ予定されてい
ます。

Ⅰ.  解説① 
── 証人尋問の意義，事前準備の 

重要性等について

1.  証人尋問とは

　証人尋問は，請求した証拠書類が不同意とさ
れた場合，当該証拠書類を証拠請求した者が，
その供述者等の証人尋問を請求して行われるの
が一般的です。証人尋問では，実務上，まず当
事者が尋問し，その後に裁判長（裁判官）が補
充的に尋問をするという交互尋問方式（規則
199 条の 2参照）が採られています。
　証人尋問では，一定の場合には，書面や図面
等を利用して尋問することが認められており
（規則 199 条の 11・199 条の 12），証人の法廷で
の様々な言動を適切に証拠化しています1）。こ
こで重要なのは，刑事訴訟規則が具体的な尋問
のルールを定めている（規則 199 条の 2 ～ 199

条の 13）ということです。もし，これに違反す
る尋問を行えば，証拠調べに関する異議（法
309 条 1 項）が申し立てられたり，裁判長から
尋問を制限されるなどして2），尋問の流れが悪
くなったり，獲得すべき証言を引き出すことが
できなくなってしまうなど立証にマイナスにな
る可能性があります。

2.  事前準備の重要性

　証人尋問は，証人から証言を獲得するために
行われる証拠調べの 1つです。そのため，事件
の争点や証拠構造を踏まえて，「この証人に
よってどのような事実を立証するのか」という
ことを十分に検討しなければなりません。
　また，証人は，自己の記憶に基づき証言をし
なければならず3），そのため，尋問者は，証人
が答えやすい発問方法や発問順序を事前に考え

　＊　年を明示しない限り日付は全て令和５年とする。ま
た，略称については前号までに用いたものを使う。
　 1）　例えば，①証人が法廷で行った動作を尋問者が言
語化する，②証人が再現した状況を撮影した写真をあらか
じめ準備しておき（例：目撃者が立ち会って作成した実況
見分調書から抜粋する），証人の証言を得た後に，供述明
確化（規則 199 条の 12 参照）を理由に同写真を証人に示
すという方法が考えられる。①の方法は，証人が法廷で再

現を行った後に，尋問者が，「今，証人は，両手を体の前
方で交差するような姿勢を取り，その後に……」などと尋
問することによって，証人が行った動作を言語化・証拠化
する方法である。②の方法については，本文Ⅰ 4で詳述
する。
　 2）　規則 199 条の 3第 5項・199 条の 4第 4項参照。
　 3）　規則 199 条の 3第 3項 3号・199 条の 11 参照。
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演演
習

行政法
立命館大学教授

田中良弘
TANAKA Yoshihiro

設問
　公立中学校の卓球部に所属する生徒 Xは，部活動
中，卓球部が練習場として使用していた中学校校舎 3
階の教室（以下「本件教室」という）の窓から転落
し，10メートル下の地面に衝突して，全治6か月の骨
盤骨折等の重傷を負った（以下「本件事故」という）。
　当該事案において，国家賠償法 1条 1項に基づく損
害賠償責任が認められるか。以下の事実関係を前提
に，教諭Aの注意義務違反の有無について検討せよ。

《事実関係》
⑴　本件教室には，上下 2段に分かれた引き違い窓が
設置されており，上段の窓の下端は床面から 2メー
トルの高さに，下段の窓の下端は床面から 1メート
ルの高さにあり，いずれの窓も，窓枠の寸法は，縦
90 センチメートル，横 170 センチメートル，幅
（奥行）20 センチメートルであった。
⑵　本件教室には，窓に手すりや転落防止柵は設置さ
れておらず，また，上段の窓を開閉するための踏み
台等の器具も設置されていなかった。
⑶　卓球部では，熱中症になるのを防ぐため日頃から
上段の窓を開けた状態で練習を行っていたが，10
年以上前から，顧問の教員が練習場に来る前に部員
が上段の窓を開けておくのが伝統となっていた。
⑷　卓球部の部員らは，本件教室の上段の窓を開閉す
る際，日常的に，下段の窓のレール部分（下枠）の
上に立って，上段の窓を開閉していた。その際，部
員らは，下段の窓を閉めたまま下段の窓のレール部
分に上ると足の踏み場が狭くバランスを崩しやすい
ことから，下段の窓を開けてから下段の窓のレール
部分に上っていた。なお，卓球部では，ピンポン球
が窓から外に出るのを防ぐため，練習中は下段の窓
を閉めており，部員らは，上段の窓を開閉するとき
のみ，下段の窓を開けていた。
⑸　Ａは，2年前に卓球部顧問に就任し，放課後に本
件教室で練習の指導等を行っていたが，Aから部員
に対し，窓を開ける作業について指示や注意をした
ことは一度もなかった。
⑹　事故当日，Xは，本件教室の上段の窓を開けるた
めに下段の窓を開けてレール部分に上ったところ，
足を滑らせて，開いていた下段の窓から外側に滑り
出るようにして転落した。

〔参照条文〕
〇国家賠償法（抄）
第 1条 1項　国又は公共団体の公権力の行使に当る公
務員が，その職務を行うについて，故意又は過失に
よって違法に他人に損害を加えたときは，国又は公
共団体が，これを賠償する責に任ずる。

ポイント
　❶問題の所在を把握する。❷規範を定立する。❸具
体的事実をあてはめる。❹結論を導く。

解説
①	何が問題となっているのかを把握する
　連載の第 1回である前回は，生活保護法 63 条に基
づく返還決定がなされた事案を題材に，個別法の仕組
みの理解の方法について解説しましたが，今回は，国
家賠償請求の事案を題材に，事実のあてはめの手法に
ついて解説します。実際の試験では，事実のあてはめ
の前提として，国家賠償法 1条 1項に基づく損害賠償
責任の成立要件を論じる必要があるため，同項の解釈
に関する判例や学説をしっかりと押さえておかなけれ
ばなりませんが，今回の設問では，Aの注意義務違反
の有無について検討せよ，と明記されていますので，
他の要件については検討する必要はありません。な
お，国家賠償責任の成立要件については，第 11 回で
取り上げる予定です。
　さて，本問では，何が問題となっているのでしょう
か。事実関係を一読して問題の核心を理解できた人も
いると思いますが，何が主たる論点なのかが分からず
戸惑った人も多かったと思います。そのような人は，
前回の解説でも述べたように，まずは当事者の立場に
立って，設問の事実関係について考えてみましょう。
具体的には，注意義務とは何かという法的な論証に入
る前に，当事者の視点から，具体的な事実関係の下
で，どうすれば本件事故を防ぐことができたのかにつ
いて考えてみることが重要です。
　Xは，卓球部の部活動中に，本件教室の窓から転落
して重傷を負っています。もちろん，Xが，下段の窓
を開けた状態で当該窓のレール部分の上に立つという
危険な行為（以下「本件原因行為」という）をしなけ
れば，本件事故は発生しなかったといえますが，Xや
その保護者の立場からすれば，部活の顧問であるA
が，部員がそのような危険な行為をしないようしっか
りと指導してくれていれば，本件事故は起こらなかっ
たと言いたくなるのではないでしょうか。これに対し，
Aの立場からは，そのような指導をすべき義務はない
といった反論や，仮に指導をしたとしても本件事故を
防ぐことはできなかったという反論が考えられます。
　しかし，Aは中学校の教諭なのですから，一般論と
して，生徒が危険な行為をしないよう指導すべき義務
があることを否定することは難しいと思われます。ま
た，本問の事実関係を見る限り，仮に指導をしたとし
ても本件事故は避けられなかったという事情はうかが
われません。そうすると，Aの立場からは，一般論と
しては，生徒に危険な行為をしないよう指導する義務
があるとしても，本件の具体的事実関係の下では，転
落の危険のある行為をしないよう部員らに指導する具
体的な義務はなかったと主張するほかありません。
　では，どのような事情があれば，上記の主張が認め
られるでしょうか。前述のように，Aには生徒が危険
な行為をしないよう指導する一般的な義務があると考
えられますが，およそ認識しえないことまで未然に防
止する義務を課すことはできないため，部員らが危険
な行為をしていることをAが認識できなかったので
あれば，それを止めるよう指導する具体的な義務はな
かったといえます。したがって，本問では，部員らが
危険な行為をしていることをAが認識することがで
きたか否かが，問題の核心になります。
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演演
習

商法
慶應義塾大学教授

柳　明昌
YANAGI Akimasa

設問
　Y は貸しビル業等を目的とする株式会社（以下，Y
社）であり，A は Y 社の代表取締役である。Y 社の定
款上，株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の
定めが設けられている。次の（事実 1）・（事実 2）に
おける Y 社の措置に対し，X らおよび X が効力発生
後に救済を求めるための法的主張とその当否について
説明しなさい。（それぞれ独立の事実である。）

（事実 1）　令和 4 年 9 月 4 日時点における Y 社の主な
株主は，創業者 A が 3542 株（51.7％），A の弟 B が
933 株（13.6％）（以上，A ら），元取締役 X が 1010
株（14.7％），その子 C が 424 株（6.2％），C の妻 D が
45 株（0.7％），そして B の知人 E が 100 株（1.5％）

（以上，X ら）であった。これまで A と X らとの間に
敵対関係が生じており，経営の意思統一が図られない
ばかりか，会社の存亡に関わりかねないことを理由と
して，同日，Y 社は，設立以後，順調に成長を続け，
将来的にも順調な増収が見込まれる状況の中で，株主
総会の議決権および剰余金の配当に関して株主ごとに
異なる規定を新設する定款変更を行う旨の臨時株主総
会決議を行った（招集手続の瑕疵はないものとする）。
その内容は，議決権は A が 1 株につき 100 個，B が 1
株につき 200 個，X らは 1 株につき 1 個の議決権を有
するものとし（その結果，持株比率は，A が 58.97％，
B が 34.12 ％ に 増 加 す る 一 方，X が 0.17 ％，C が
0.07％，D が 0.01％，E が 0.02％に減少する），剰余
金の配当も X らのみ他の株主の 100 分の 1 まで低下
させるものであった。

（事実 2）　A およびその妻 B と B の姉の子 X との間
には株主権の行使をめぐって度々争いがあり，Y 社に
おいて，X が将来，Y 社の円滑な意思決定を妨げ，
もって Y 社の安定的な経営を阻害することを案じて
いた。令和 4 年 9 月 4 日，Y 社は，臨時株主総会にお
いて株式 1569 株を 1 株に併合する旨の決議を行った。
Y 社の発行済株式総数 4 万株のうち 1500 株を保有し
ていた X は，持株数が 1 株に満たなくなり X だけが
株主としての地位を失った。Y 社が株式の併合を行う
理由は，「株式の併合に関する事前開示事項」（書面）
において，次のように説明された。「当社は，非上場
会社であり，経済情勢が悪化していくことが予想され
るなか，意思決定の迅速性を確保することが，今後変
化する経営環境にスピーディーに対応していくうえで
必要と考えております。このようななか，意思決定の
迅速性を確保するために，一定の株式数を保有する株
主の方に株主を限定し，株式の管理を簡易にすること
を目的として，本件株式併合を実施することといたし
たいと存じます」。なお，招集手続は瑕疵なく行われ，
X は臨時株主総会に先立って反対する旨の通知をして
おらず，臨時株主総会に出席もしなかった。

ポイント
　非公開会社（いわゆる閉鎖会社）では社員・会社間
および社員相互間の関係が密接な人的会社としての性
質を帯びる。そこで，株主の属性に着目した取扱いが
認められる一方で，特定の株主が既存の関係から不当
に排除されまたは抑圧される事態が起こりうる。多数
派による抑圧的な措置や不当な目的による締出し

（キャッシュアウト）に対して，少数派の株主は，い
かなる範囲でどのような法的救済を求めることができ
るかが問題となる。

解説
①	属人的な定めとその法的限界（事実1）
⑴ 属人的な定め
　Y 社は株主の移動が乏しく，株主相互の関係が緊密
と考えられる非公開会社であり（会社 2 条 5 号），剰
余金の配当を受ける権利，残余財産の分配を受ける権
利および株主総会における議決権（会社 105 条 1 項各
号）について，株主ごとに異なる取扱いを定款で定め
ることができる（会社 109 条 2 項・309 条 4 項〔特殊
決議（頭数要件に注意）〕。株主が有する株式は内容の
異なる種類株式とみなされるが，登記は不要〔会社
109 条 3 項〕）。この定めは，現経営者（社長）が後継
者に株式を譲渡後もその経営者が支配権を維持するた
め，あるいは株主が提供・出資する財産の内容・性質
の違いを残余財産の分配に反映させるため（東京地判
平成 27・9・7 金判 1492 号 50 頁参照）等に利用され
る。本問の（事実 1）は，議決権の個数と剰余金の分
配を A らに有利に，X らに不利に変更して株主ごと
に異なる取扱いを実現する内容となる。
⑵ 属人的な定めと株主平等原則
　会社法 109 条 2 項は，同条 1 項（厳密には「株式平
等の原則」）の適用を排除する。つまり，会社法が株
主ごとの差別的な取扱いを許容しており，属人的な定
めは，形式的には会社法の具体的な定め（強行規定）
に違反せず，株主平等原則の例外と位置づけられる。
しかし，小規模閉鎖会社における株主ごとの異なる取
扱いは，本来想定される利用方法を逸脱して，少数派
株主を不当に抑圧する手段として濫用的に用いられる
可能性があり，株主平等原則への挑戦という意味を持
ちかねず，運用次第では無秩序状態を招きかねない

（山下友信編『会社法コンメンタール⑶』158 頁［上
村達男］）。とりわけ非公開会社では，株式の譲渡制限
のために株主の退出の機会が制限され，「飼い殺し」
や「置き去り」といった事態が生じ，少数株主の締出
しの場面で問題となる金銭的な調整規定（後掲 2 ⑴）
は用意されておらず，はるかに深刻な事態を生じうる

（鈴木隆元「株主平等原則と属人的定めの限界につい
て」岡山法学会雑誌 68 巻 3・4 号 1 頁・10 頁参照）。
そこで，法的に許容される属人的な定めの範囲をどの
ように画するかが問題となる。
　裁判例によれば，株主ごとの異なる内容の定め方に
もすべての団体に共通する正義・衡平の理念に基づく
限界があり，具体的な法令違反のみならず，差別的な
取扱いが合理的な理由に基づかず，目的の正当性を欠
く場合や特定の株主の権利を実質的に奪うものなど，
当該株主に対する差別的取扱いが手段の必要性や相当
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演演
習

民事訴訟法
中央大学教授

秦　公正
HATA Kimimasa

設問
　数年前にAと婚姻したXは，将来，注文住宅を建て
ることを目標に少しずつ資金を蓄えていた。ところが，
令和 4年秋になり，コロナ禍からの経済回復，ウクライ
ナ戦争によるエネルギー価格の高騰，円安の進行などに
よる急激な物価上昇が起こった。この状況を背景に，同
年末ごろから金融機関が住宅ローン金利を引き上げ始
めたため，Xは，早期に土地を確保して，借入金をもと
に住宅建築を始める必要があると考えるようになった。
　Xが土地を探し始めたところ，市街地からやや離れ
た緑豊かな場所に1000万円で売りに出されている更地
B（Y所有）を発見した。この土地を気に入った Xは，
早速，Yに対し，住宅建築のために土地を探している
旨を伝え，B地の購入を申し入れると，Yはこれを承
諾した。売買代金の支払は，令和 5年 3月 25 日，B
地の所有権登記の移転と同時に行うことになった。
　ところが，後日，Xが B地の登記簿をあらためて
確認したところ，同地は農地法により売買等に制限が
ある土地で，住宅建築が困難である可能性が高いこと
が判明した。この事実を知った Xは，令和 5年 3月 1
日，錯誤を理由に売買契約を取り消す旨を Yに伝え，
期日を過ぎても売買代金を支払わなかった。これに対
し，Yは，取消しは認められないと反論した。Xは契
約取消しにつき理解を求めたが，Yは代金全額の支払
を繰り返し求めている。
　以下の問いに答えなさい。なお，各問は独立している。
〔問 1〕Xは，契約取消しを理由に，1000 万円の代金
支払債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起
した。この訴えにつき，確認の利益は認められるか。
〔問 2〕Xは Yに対し，1000 万円の代金債務不存在
確認の訴え（本訴）を提起した。それに対し Yは，
即座に Xに対して代金 1000 万円の支払を求める反訴
を提起した。Yの提起した反訴は重複訴訟の禁止（民
訴 142 条）に反するか。また，本訴は最終的にどのよ
うに処理されるか。

ポイント
　❶債務不存在確認訴訟で注意すべき確認の利益の判
断基準。❷同一債務の履行を求める反訴が重複訴訟の
禁止に反しない実質的根拠。❸債務不存在確認訴訟と
同一債務の履行を求める反訴との紛争解決機能の相違。

解説
①	訴えの利益
　訴訟要件の 1つに「訴えの利益」がある。訴えの利
益とは，原告の請求につき本案判決を下すことが紛争
解決にとって必要かつ有効適切であるかを問う概念で
あり，司法資源の有効活用や不必要・不適切な訴えを
提起される被告を保護することにその趣旨がある。訴
えの利益（狭義）は，一般に訴えの類型（給付・確

認・形成）ごとに考察され，このうち確認の訴えの利
益（確認の利益）は，とくに問題とされる。というの
も，確認の対象は，定義上，限定がなく（ただし，法
律上の争訟〔裁 3条 1項〕との制約はある），また，
請求認容判決が確定しても執行力は付与されず，紛争
解決手段として迂遠だからである。以上のような観点
から，〔問 1〕は，Xが提起した代金債務不存在確認
の訴えの確認の利益を問うものである。確認の利益が
どのような場合に認められるかの判断基準を明らかに
したうえで，確認対象が消極的確認であることに即し
て結論を導くことが必要である。

②	確認の利益の判断基準
　どのような訴えであれば確認の利益が認められるの
かを一般的に定めた規定は存在していない。ドイツ法
（ドイツ民訴 256 条参照）の議論などを参考に以下の
3つが判断基準として挙げられてきた。まず，⒜確認
の対象が適切であること（対象選択の適否）。より具
体的には，確認の対象が，原則として現在の権利・法
律関係の積極的確認であること。次に，⒝原告の権利
又は法的地位に現に危険・不安が生じており，その除
去のために被告に対して確認判決を得ることが必要か
つ有効適切であること（即時確定の利益）。そして，
⒞確認の訴え以外により適切な救済方法（給付，形
成）がないこと（方法選択の適否）である。各要件の
考察にあたっては，確認判決をする必要性，有効・適
切性があるかを事案に即して考えねばならない。
　まず，⒜を見る。Xの訴えは現在の権利・法律関係
の確認であるが，上記基準に照らすと「債務不存在」
（消極的確認）を求めている点に疑問を生ずる。ただ，
積極的確認が要求される趣旨は，たとえば，ある目的
物の所有権の帰属が問題となるケースで，「被告に所
有権がない」ではなく「自己に所有権がある」との請
求を立てるべきことを指している（前者の請求では，
所有権が原告に帰属することが既判力で確定されず，
紛争解決にならないため）。これに対し，債務不存在
確認は，XY間の債務（債権）の存否が既判力で確定
され，紛争解決につながるため適切と言える。次に⒝
はどうか。Xは Yから繰り返し代金支払を要求され
ており，Xの法的地位に現に危険・不安が生じてい
る。また，代金債務は XY間の法律関係であり，Yと
の間で代金債務の不存在が確認されれば，Xの危険・
不安が取り除かれることになる。最後に⒞では，Xか
ら Yに対し，債務不存在確認以外に給付や形成の訴
えを提起できるかが問題になる。たとえば，設問で仮
に Xが売買契約に基づく目的物の引渡しを要求して
いて，にもかかわらず，給付ではなく目的物引渡請求
権の存在確認を求めているような場合は問題となりう
る。しかし，Xは契約の錯誤取消による債務不存在を
前提とし（それを前提に不当利得の返還等を求めてい
るわけでもない），Yに対して権利を主張する方法は
なく，債務不存在確認以外に適切な方法は存在しない。
　ところで，債務不存在確認の訴えには，いわゆる先
制攻撃的機能（債務者からの提訴でも主張立証責任の
所在は変わらないので，準備不足の債権者が立証等に
不利益を被ること）があるため，一定の場合に債務不
存在確認の訴えは確認の利益を欠くとする議論がある
（この可能性を判示する裁判例として東京高判平成
4・7・29 判時 1433 号 56 頁）。これは主に交通事故の
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演演
習

刑事訴訟法
一橋大学教授

緑　大輔
MIDORI Daisuke

設問
　警察官Kは，「Aが居宅内で都道府県知事の許可な
く大麻草を栽培して大麻草や大麻の種子を売買してい
る」という嫌疑を抱いた。しかし，捜索差押許可状を
裁判官に請求するにあたって，甲アパートのAの居宅
に対して捜索を行うだけの嫌疑を十分に疎明できない
と考えた。そこで，Kは麻薬探知犬を連れて，アパー
トのAの居室の玄関前に赴いた。K自身は，Aの居室
の玄関前でも何ら臭気を感じなかったが，同所で麻薬
探知犬に臭気を確認させたところ，当該麻薬探知犬は，
玄関前で大麻草の臭気を感じ取った旨の動作を行った。
当該麻薬探知犬は，Aの居室の隣のB宅，C宅ではそ
のような反応を示さなかった。以上の麻薬探知犬の臭
気選別結果をKは捜査報告書として作成するととも
に，これを含めてさらに収集した各種の情報に基づい
て疎明資料を作成した。Kはこれら疎明資料を用いて，
捜索場所を甲アパートのAの居室，差押対象物を
「大麻草およびその種子，その他大麻草の栽培に関係す
る一切の物件」として，大麻取締法違反を被疑事実と
する捜索差押許可状を請求した。裁判官は，請求どお
りの捜索場所および差押対象物を記載した捜索差押許
可状を発付した。KがAの居宅において捜索差押えを
執行したところ，大麻草の鉢植え 5つおよび種子，乾
燥させた大麻草の葉を発見したため，これらを差し押
さえた。その後，Aは大麻取締法違反で起訴された。
　Aの弁護人が大麻草等の証拠能力を争うために，下
線部の手続の適否に関してどのような主張をすること
が考えられるか。それに対して，検察官からはどのよ
うな反論が考えられるか。

ポイント
　❶検証と強制処分性。❷被制約利益がプライバシー
である場合の強制処分性。

解説
①	検証許可状の要否
　下線部では，令状請求のための疎明資料を作成する
にあたって，Kが麻薬探知犬を用いてAの居宅から
大麻の臭気を探知しようとした行為が問題となってい
る。Kは五感の 1つである臭覚に関して，麻薬探知犬
を通じてA宅の玄関前の状態を認識したといえる。
この行為が，五官の作用を用いて場所の状態を認識す
る点で，強制処分たる「検証」に該当すれば，検証許
可状が必要だったことになり，違法となる。
　そこで，弁護人としては下線部のKの行為が強制
処分たる検証だったとして，令状主義違反（刑訴 218
条）を主張することが考えられる。これに対して，検
察官としては，強制処分たる検証には該当せず検証許
可状は必要ではないとして，適法だったと主張しうる。

②	閉鎖された私的領域からの情報取得か
　過去の判例を踏まえて，弁護人はどのような主張を
なしうるか。Kは外形的にはA宅の玄関前の状態を
認識したにとどまるように見えるが，Aの居宅内の臭
気を把握しようとした点で，本設問で実質的に制約さ
れている利益はAの居宅内のプライバシーだと主張
することが考えられる。
　このようにプライバシーが被制約利益とされた上で
強制処分性が検討された事例として，例えば判例は，
通話当事者の承諾を得ないまま捜査機関が検証許可状
で電話を傍受したことについて，「電話傍受は，通信
の秘密を侵害し，ひいては，個人のプライバシーを侵
害する強制処分」だとしている（最決平成 11・12・
16 刑集 53 巻 9 号 1327 頁）。この事案では，強制処分
性を認定する際に，通話時間や通話内容の傍受の程度
等の具体的な事情は考慮されていない。
　また，宅配便業者の運送過程下にある荷物について，
捜査機関が，捜査目的を達成するため，荷送人や荷受
人の承諾を得ることなく，これに外部からエックス線
を照射して内容物の射影を観察した行為について，「そ
の射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい
知ることができる上，内容物によってはその品目等を
相当程度具体的に特定することも可能であって，荷送
人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく
侵害するものであるから，検証としての性質を有する
強制処分に当たる」と説示して，検証許可状を要する
旨を説示した（最決平成 21・9・28 刑集 63 巻 7号 868
頁）。この事案では，強制処分性を認定する際に，当該
エックス線機器の性能については具体的に認定している
ものの，当該事案の射影において宅配便小包の中身が
どの程度具体的に写っていたのかは認定されていない。
　そして，捜査機関が，対象車両に使用者らの承諾な
く秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索して
把握した行為の適否が争われた事例においては，判例
はGPS捜査の特徴を「対象車両の時々刻々の位置情
報を検索し，把握すべく行われるものであるが，その
性質上，公道上のもののみならず，個人のプライバ
シーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも
含めて，対象車両及びその使用者の所在と移動状況を
逐一把握することを可能にする」点だとした上で，
「個人の行動を継続的，網羅的に把握することを必然
的に伴うから，個人のプライバシーを侵害し得るもの
であり，また，そのような侵害を可能とする機器を個
人の所持品に秘かに装着することによって行う点にお
いて，公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影
したりするような手法とは異なり，公権力による私的
領域への侵入を伴う」と説示した。以上の特徴を踏ま
えて，「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器
をその所持品に秘かに装着することによって，合理的
に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入
する捜査手法であるGPS捜査は，個人の意思を制圧
して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものと
して，刑訴法上，特別の根拠規定がなければ許容され
ない強制の処分に当たる」とした（最大判平成 29・
3・15 刑集 71 巻 3 号 13 頁）。この説示の読解は難し
いが，少なくとも判例はこの事案でGPS捜査の強制
処分性を認定する際に，使用期間や位置情報取得の頻
度等の個別具体的な事実を認定していない。
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判例
セレ
クト

Mon
thly

2021年10月の衆議院議員総選挙における投票価値較差の合憲性……… 毛利　透　 p.113
（最大判令和5・1・25）

プロバイダ責任制限法と改正後省令の効力発生時期… ………………… 米田雅宏　 p.114
（最判令和5・1・30）

精神科病院設置者の説明義務……………………………………………… 山城一真　 p.115
（最判令和5・1・27）

取締役会による取締役退任慰労金の減額支給決定に対する
損害賠償　………………………………………………………………… 田澤…元章　 p.116
（福岡高宮崎支判令和4・7・6）

子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが
権利の濫用に当たらないとした事例… …………………………………… 堀　清史　 p.117
（最決令和4・11・30）

詐欺幇助罪の成立が認められた事例……………………………………… 十河太朗　 p.118
（広島高判令和4・7・27）

任意同行中に，弁護人との電話連絡を制限したことに弁護人依頼権を
侵害する違法があるとされた事例… …………………………………… 丸橋昌太郎　 p.119
（札幌地判令和4・4・27）

憲法

行政
法

民法

商法

民訴
法

刑法

刑訴
法
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SUBSCRIPTION

定期
購読

定期
購読

『法学教室』を毎号確実にご入手していただくために
お得な定期購読をおすすめします。

・ お申込みフォームへご入力いただきました住所へ，御請求書をお送りいたしますので，
　郵便局または銀行にてお振込み下さい。
　※2022年１月17日より郵便振替にかかる料金加算分はお客様負担となります。
　※銀行振込手数料はお客様負担となります。
・ ご購読の終了は購読スタートより1年定期12冊，2年定期24冊満了時となります。
・ 途中解約は基本的にお受けできません。ただし「弊社都合の場合」は，お支払いいただいた購読料のうち，
　未配送分相当額を返金させていただきます。

お問い合わせ：有斐閣サービスセンター「定期購読」係
〒351-0014 朝霞市膝折町4-9-7
電話 048-465-8321／FAX 048-465-8300
e-mail e-order@yuhikaku.co.jp
営業時間　月曜日～金曜日　(9時15分～17時15分）

お支払いについて

各種カード・コンビニ・銀行決済は，『雑誌のオンライン書店・株式会社富士山マガジンサービス』の
お取り扱いとなります。　お問い合わせは Fujisan.co.jp まで。

クレジットカード，コンビニ振込をご希望の場合

税込・送料サービス

『法学教室』定期購読のご案内

28,900円39,600円
通常定価 定期購読 ：

法学教室
 2年〈24冊〉 27

%
OFF

税込・送料サービス

14,850円19,800円
通常定価 定期購読

法学教室
 １年〈12冊〉 25

%
OFF

※お支払いは「前金」となります。
※諸般の事情により料金が変更になる場合もあります。
※ ｢最新号」からお送りいたします（開始号の希望は承っておりません）。

※お申込みは， 小社ホームページ
「法学教室ー定期購読のご案内」をご覧ください。


