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-.はじめに-問題の所在

1.民法は, ｢無能力者力能力者タルコトヲ信セシムル為メ詐術ヲ用ヰタル

トキ/､其行為ヲ取消スコトヲ得ス｣ (民法20条)と規定し,詐術を用いた無

能力者の取消権を排除している｡この規定の立法趣旨は,詐術を用いた無能

力者は保護に値しないということ(私的制裁),および相手方の救済･保護

にあるとされている｡もちろん相手方の救済手段として,相手方からの詐欺

による取消(民法96条),さらには詐欺を理由とする不法行為による損害賠

償請求(民法709条)なども可能である｡しかし,いずれの場合も相手方の

保護としてほ不十分であり,このような場合には,無能力者の取消権を奪っ
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てその行為を取消すことができないということにすれば,相手方の期待どお

り完全な行為が成立するから,問題はもっとも｢平明円満｣に解決される川｡

それでは,例えば,準禁治産者が保佐人の同意なしに相手方より借金する

際に,単に｢私は無能力者ではありません｣ (あるいは｢私は能力者です｣)

とだけいったことを相手方が信用したとか,あるいは,所属団体の理事の肩

書のある名刺を差し出しなから, (返済の方は) ｢心配いりませんよ｣といっ

たことをもって相手方が能力者と誤信したというような場合には,詐術を用

いた場合にあたるのだろうか｡また, (浪費者が)以前より数人から度々借

金を重ね,その使い道がどうもはっきりしないという状況のもとで一応能力

者らしく振る舞っているので,相手方はそれを信じた(浪費者かも知れない

という疑念をもたなかった)場合とか,契約締結に際して(あるいはその交

渉過程において),漢字の読み書きがまともにできず,利息などの計算にな

るとほとんどできないけれども,あれこれいいわけして能力者らしく振る舞

うので,相手方はそれを信じた(心神兼毛弱者かも知れないと疑うことをしな

かった)ような場合に,詐術を用いたとして,取引の安定を図り相手方を保

護すべきであろうか｡相手方がそのような状況のもとで能力者と信じたこと

が軽率であり,不注意であった評価されることはないのだろうか｡このよう

な場合に,無能力者が詐術を用いたといえるのであろうか｡これはほんの一

例にすぎないが,具体的事案において,詐術を認めるとすれば,その判断基

準をどこに求め,またどのような要件を必要とすべきか,まだ明らかでない

重要な問題がいくつか残されている｡本稿では,その主な問題点･疑問点を

取り上げ,検討･考察を加えながら詐術の意義に迫ってみようと思うo　ただ,

無能力者の詐術とはいっても,実際に問題となるのほ準禁治産者(それも浪

費者が多い)の詐術のケースであり,本稿も,その意味で,準禁治産者の詐

術に限定される｡なお,裁判例として重要な意味をもっていると思われる事

案の事実関係については,ある程度ていねいに触れた(ただし,把握が可能

な最近のものに限られるが)｡契約締結にいたるまで準禁治産者の採った行

動･言動が判決にどのような影響を与えたのかを明らかにするためである｡
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2.本稿におけるいくつかの問題点･疑問点を以下に掲げ,具体的な目的を

示しておこう｡

(1)詐術の意義とその要件緩和について

無能力者の詐術をどのように解釈するかは,前述のように,具体的事案に

おいて,無能力者の保護に重点を置くか,それとも取引の安全･相手方の保

護に重点を置くかという価値判断にかかわってくる問題であるが,古い時代

の判例は,無能力者の保護を重視する傾向をみせ,詐術とは,能力者たるこ

とを信じさせるために積極的な詐欺の手段(積極的術策)を用いた場合をい

うとして詐術の意義を厳格に解決していた(後述の裁判例①②③参照)｡し

かし,これに対して,学説では,取引の安全(相手方の保護)を重視する主

張が強くなり,判例もついにこれに倣い後述の裁判例④では｢積極的な詐欺

の手段｣という要件を外したのをきっかけに,以降の判例は,詐術の要件緩

和(詐術の意味内容の拡張)傾向を示しているといわれ,学説の多くは,判

例のこのような態度を支持しているとされている(2)0

ところで,加藤一郎教授は,かつてつぎのように指摘された｡すなわち,

大審院昭和2年11月26日判決(後述の裁判例(㊨)以後の判例が, ｢今日の学

説と同じ立場に立っているかどうかは,やや疑問の余地がある｡たしかに,

昭和2年以後の判例はいずれも詐術があったことを認めたものであって,そ

の態度は大正時代の判例よりもある程度緩やかに詐術を認めるもののように

思われる｡しかし,そこで出ているのは,いずれもかなり積極的な発言をし

ている例であって,これをもって直ちに学説と同じ立場に立つものとはいえ

ないであろう｡もっとも,これだけでは,学説と異なるともいえないことは

もちろんであって,もっときわどい事例が問題になった場合に,はじめて判

例の態度がどこまで動いたか明らかになるわけである｣(3)と｡実際,多くの

事案において,無能力者側にある程度の｢積極的｣な発言･行動がみられる｡

そこで,判例の態度として,詐術の要件を緩和しているというならば,実際

に,緩和された要件のもとで｢詐術｣を認めた事例があるのかどうか確かめ

なければならない｡加藤教授のいわれる｢きわどい事例｣において詐術を認
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めた事例があるかどうかという問題提起に対するはっきりした答えは,まだ

出ていないように思われ,この点を明らかにする必要があろう｡これが本稿

の第一の目的である｡

(2)浪費者の詐術と心神耗弱者の詐術

つぎに,無能力者の詐術とはいっても,実際,判例に登場してくる事案は,

主として準禁治産者,それも浪費者(あるいは浪費者と推測しうる)に関す

る事案が多い(4)｡詐術を肯定した裁判例は,すべて浪費者に関する事案であ

る(ただ,宣告原因の不明の裁判例⑫も詐術が肯定されている)｡

これに対して,詐術が否定されたのは,詐術を厳格に解した時代の裁判例

①②と,心神耗弱者あるいは浪費者かつ心神耗弱者に関する裁判例⑪⑩のは

かに,故意を認めるには十分でないとした裁判例⑮である｡このような裁判

例の態度につき,そもそも裁判所が詐術について浪費者と心神耗弱者とでは

その扱い方を異にし,とくに後者の場合には,詐術の判定についてきわめて

慎重であると評しうるならば,立法論として浪費者を準禁治産者として取り

扱うことには合理的理由がなく疑問があるとする立場とそれほど隔たりはな

く,むしろ同一方向にあるといってよいであろう(5)｡一般的に未成年者か準

禁治産者かによって詐術の判断基準は異なってもよいと思われるし(6),さら

に,準禁治産者といっても浪費者と心神耗弱者の間で詐術の判断基準が違っ

てもいいのではないか,いやむしろ別々な基準が設定されるべきだと考える

が,この点につき具体的な裁判例を踏まえて検討を必要とする｡これが本稿

の第二の目的である｡

(3)無能力者たることの黙秘と詐術について

詐術に関する事件は,だいたい無能力者たることを秘して,あるいは告げ

ないで取引に入ることから問題が起きてくるが,それでは,無能力者たるこ

とを｢黙秘｣していた場合,詐術となるのかどうかが問題となる｡この点に

ついて,後述の最高裁昭和44年2月13日判決(裁判例⑪)は, ｢単に無能力

者であることを黙秘していた｣という理由だけでは詐術があったとはいえな

いが,黙秘が｢他の言動｣と相侯って相手方の誤信を強めたものと認められ
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るときは詐術になると述べた｡それでは, ｢他の言動｣とはどのような内容

･程度のものであって,また,それは｢能力｣に関するものでなければなら

ないのであろうか｡この最高裁昭和44年2月13日判決は, ｢能力｣に関する

ものでなければならないと考えていたようであるが(7),能力とは直接関係の

ない｢他の言動｣で足りるという見解や(8),能力に関する内容でなければな

らないという必然性はないとする見解などもあり(9),検討を要する｡これが

本稿の第三の目的である｡

なお,上記の最高裁昭和44年2月13日判決は,黙秘も事情によっては詐術

に当たるという学説(10)に沿ったものであり,この意味では,これまでの要

件緩和の線上にあると解されるが,同時にまた,単なる黙秘があったという

だけでは詐術にはならないといし,詐術の意味内容の拡張化･要件緩和にも

限界があることを明らかにした点にも留意する必要がある(ll)0

(4)相手方の過失と準禁治産者の取消権との関係

相手方の不注意(過失あるいは重大な過失)は詐術の成否の判断に影響す

るだろうか｡従来,この間題については,あまりやかましくいわれてこなか

った｡ただ,判例においてほ,取引に際して能力者かどうか相手方は調査義

務があり,それをしないで能力者と誤信した場合には過失ありと考えられて

いたようだとされている(12)｡学説では,これを積極的に解する見解がいく

つかあるが(13),取引の安全(相手方の保護)が重視されるというならば,

なおいっそう相手方の無過失が要求されるべきではなかろうか｡例えば,職

業はどうか-当該取引を職業として行っている(専門家)かどうか,社会

的地位･経験･年齢･契約成立にいたるまでの経緯など具体的事情に応じて,

相手方に不注意(過失)の有無を問題とすべきであると思われるが検討を要

する｡これが本稿における第四の目的である｡

二.詐術の意義について

1.裁判例の動向および学説の見解

民法20条の取消権排除の効果を生じさせる｢詐術｣とは,いったいどのよ
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うな態様の行為をいうのであろうか｡今日の判例･通説に従えば,一般的･

抽象的には,無能力者が相手方を欺岡して,能力について相手方の誤信を誘

起しまたは誤信を強めた場合に｢詐術｣に該当するとされている(14)(15)｡そ

れでは,裁判例では,具体的に無能力者のどのような行為･言動が｢詐術｣

に当たると判断されているのか,これまでの裁判例をひろってみよう｡また,

詐術の判断に際して生ずる前掲の問題点およびそれに関連する学説の見解に

も言及することにしよう｡

【裁判例(彰】大判大正5年12月6日(民録22輯2359頁),抵当権設定登記抹

消請求事件〔浪費者-大阪控訴院における差戻判決(法律新聞1290号2338

頁)による｡準禁治産者であるとの事実を秘して告げず(黙秘),父の営ん

できた質屋を継続するために借金したい旨を告げた｡詐術･否定〕

準禁治産者が相手方より金員を借り受け抵当権を設定するに当たり,その

貸借を媒介した者を通して相手方に対し,自己が準禁治産者であることの事

実を秘し父の営んできた質屋営業を自ら継続するに要する資金として借用し

たい旨告げたという場合において,次のように述べて詐術を用いたとはいえ

ないとした｡すなわち,詐術を用いたるときとは,例えば, ｢戸籍謄本ヲ偽

造シテ無能力者タルノ事実ヲ隠蔽シ又-他人ヲシテ自己力能力者タルコトヲ

偽証セシムルカ如ク能力者力相手方ヲシテ其能力者タルコトヲ信セシムル為

メ積極的二詐欺ノ手段ヲ用フルコト｣をいうのであって, ｢金銭貸借ノ場合

に単-自己力無能力者こ非サルコトヲ債権者二通知シ又-無能力者クル事実

ヲ告ケサルカ如キ若ク-自己ノ営業資本-使用スルカ為メ借用スルモノナル

コトヲ明言スルカ行為-之ヲ以テ同条二所謂詐術卜称ス-キモノ-非ス何ト

ナレ/､無能力者力金銭ヲ借入レントスルニ当り自己力無能カニ非ス若ク-営

業資本トシテ使用スルモノナルコトヲ相手方二告クルカ如キノ､世間普通ノ状

態ニシテ此等二付テ-宜シク相手方-於テ注意ス-ク若シ斯カル行為アリタ

ルヲ理由トシテ取消権ヲ喪失セシムルカ如キコトアランカ無能力者ヲ保護ス

ルカ為メニ取消権ヲ与-タル法ノ精神-殆ソト全ク滅却スルニ至ルヤ明カナ

リ｣とした(破棄差戻)0
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なお,差戻しを受けた大阪控訴院は,相手方の懇意にしている第三者を選

んでこの者に父の営業を引受け継続している旨を明言させている点を指摘し,

積極的手段によって誤信させたとして詐術を認めた｡すなわち, ｢準禁治産

者が自己の準禁治産者たることを秘するのみならず,其父の営みたる質屋営

業を譲受け継続するに資金を要する旨特に債権者の懇意なる者を依頼し之を

明言せしめ｣たる行為は相手方に対して自己の能力者たることを誤信せしむ

る積極的手段としての詐術を用いたものと認定し,取消を認めなかった(16)｡

この裁判例①の判決の趣旨は,詐術を用いたというためには,例えば,戸

籍謄本を偽造したり,自己が能力者たることを他人に偽証させるような｢積

極的詐欺ノ手段｣を用いた場合をいうとしている｡そして,相手方に対して

自己が無能力者でないと告げたり,また無能力者たる事実を告げなかったり

(黙秘),もしくは｢自己の営業資本にしようするために借用するものであ

ること｣を相手方に言明するような行為は(これらの行為は,無能力者が金

銭を借り入れようとするに当たってほ｢世間普通ノ状態｣であり,これらに

ついては｢相手方-於テ注意｣すべきものであるとする),積極的な詐欺の

手段を用いとはいえず,詐術を用いたとはいえないとしている｡このような

立場は,能力を有することの陳述または明言(また,逆に無能力者たること

の否認)は含まれるべきではないとする立法者の意図に沿うものであり(17),

以下の裁判例②に踏襲されている｡

なお,この裁判例(丑に関して注意すべきは,無能力者が同意を得ずに取引

する際に自分の無能力を否定したり能力者たることを陳述･明言したりする

のは｢世間普通ノ状態｣であるから,これらについては｢相手方二於テ注

意｣すべきものであると判示している点である｡つまり,相手方は取引の際

にそれだけの注意が必要だということである｡この点に関連して,大判大正

10年12月9日(民録27輯2154頁)は,取得時効の要件たる無過失に該当する

かどうかが争われた事案であるが,準禁治産宣告後10年を経て,不動産の売

買契約が締結された場合, ｢能ク被上告人(準禁治産者-括弧内筆者)ノ

素性ヲ探究スル-於テ-其宣告ヲ知り得ラル-キ筋合ニシテ普通ノ店舗二於
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テ物品ノ購買ヲ為ス場合卜異ナリ苛モ不動産ヲ購求スル場合-於テ善良ナル

管理人タル者ノ須ラク講ス-キ手段タルヲ失-ス斯ノ如クニシテ尚且何等カ

ノ障擬二因り之ヲ知ルコトヲ得サリシ場合二於テ始メテ過失ナカリシモノト

謂フコトヲ得-シ･ ･ ･ ･ ･単-右ノ事実ノミ-依リテノ､上告人(相手方

一括弧内筆者)ニ於テ被上告人力保佐人ノ同意ヲ得スシテ結約シタルモノ

ナルコトヲ知ラサリシコトニ付過失ナカリシモノ｣ということはできないと

したが, ｢この頃までは,取引の相手方の能力について調査をするのが当然

であり,調査しないで相手方を能力者と誤信すれば過失ありと考えられてい

た｣とされている(18)｡これについては後述するが,相手方の無過失(ある

いは無重過失)を要件とすべきかどうかについて参考となる判決である｡

【裁判例(塾】大判大正6年9月26日(民録23輯1497頁),強制執行異議事件

〔宣告の原因は不明｡能力者である旨答えた｡詐術･否定〕

事実の詳細は明らかでないが大体以下のようである｡準禁治産者(金銭消

費貸借における借主)が,公証人役場において金銭貸借(金額不明)を締結

する際に,相手方の面前で公証人の訊問に対して,保証人および弁護士であ

ることを明言した者と共に自己が能力者であることを答えて公証人を欺き,

これによって公証人は契約の公正証書を作成することを承諾し,相手方も能

力に欠けるところがないものと誤信して契約を締結するに至った(その後,

借金を返済しなかったので強制執行を受け,それに対して異議を申し立てた

ものと思われる)という場合において,大審院は, ｢詐術ヲ用ヰタルトキト

ノ､積極的二詐欺ノ手段ヲ用-ルコトヲ謂フモノニシテ金銭貸借ノ場合二自己

力能力者二非サルコトヲ債権者二通知シマタ/､無能力者タル事実ヲ告ケサル

如キノ､同候(民法20条-括弧内筆者)ニ所謂詐術卜称ス-キモノニ非サルコ

トノ＼当院判例ノ示ス所ナリ(大正5年12月6日第3民事部判決)･ ･ ･ ･ ･

上告人-単二自己ノ能力者タルコトヲ述-若ク-他人ノ誤信ヲ知リナカラ自

己ノ無能力者タルコトヲ黙秘シタルニ過キス上告人力浅田外一名ヲシテ石井

公証人二対シ故ラニ上告人ノ能力者タルコトヲ答-シメ同公証人及ヒ被上告

人ノ誤信ヲ惹起サシムル手段二用ヰタルこそ非サレ-如上ノ事実/､未夕以テ
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積極的二詐欺ノ手段ヲ用ヰタルモノト謂フコトヲ得ス｣とし判決した(破棄

自判,上告人･借主,被上告人･貸主)0

この判決は,保証人および弁護士と明言した者とともに単に自己が能力者

であることを答え,もしくは他人(相手方)の誤信を知りながら自己の無能

力たることを黙秘したに過ぎない場合において, ｢末夕以テ積極的二詐欺ノ

手段ヲ用ヰタルモノト謂フコトヲ得ス｣として消極的に解した｡これは,能

力者たることの陳述または無能力者たることの黙秘があっただけでは積極的

な詐欺の手段を用いたとはいえないとする〔裁判例(∋〕の判例理論を｢再確

認し,これを踏襲｣(19)した一つの事例といえる｡無能力者が自分の身分を隠

す行為はよくあることであり,それだけでは｢不当性が弱い｣からだともい

える(20)｡もっとも,この事案では,準禁治産者は,保証人および弁護士と

明言している者を同伴してきているのであり,この事実をどう評価するかが

一つの問題であったように思われる｡この点につき,判決は,同伴してきた

者(他人)に自己が能力者であることを答えさせて相手方の誤信を惹起させ

たような場合でない限り,積極的な詐欺の手段を用いたものとはいえないと

した｡裁判例①を踏襲している以上,当然の結論ではあるが,当時において,

詐術が認められるための限界を明らかにしている点でそれなりの意味をもっ

ている｡

【裁判例③】大判大12年3月14日(新聞2136号19頁),約束手形金請求事件

〔浪費者か? -宣告の原因は明らかでないが,準禁治産者の上告理由に

｢狩猟免状ヲ受有シ遊猟三昧二日目ヲ徒消シ乍ラ高利ノ金ヲ借ルコトノ､浪費

青年ノ所為ナルコトヲ直覚セシムル事実ニシテ之ヲ有スルコト-反対二準禁

治産者-非ザルナキヤノ疑念ヲ生ゼシムべキ性質ノモノナリト言フコトヲ得

-シ｣とあることから浪費が原因ではないかと考えられる｡準禁治産者にあ

らざるものの如く装い,無能力者たることを黙秘した事案と考えられる(準

禁治産者の上告理由では,乗車券および狩猟免状を示しただけであって｢準

禁治産者二非ザル旨ノ陳述ヲ為シタルコトナシ｣と主張している)｡詐術･

肯定〕
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事案(約束手形金請求事件となっている)の詳細は不明であるが,上告人

(準禁治産者)の乗車券および狩猟免状の提示が詐術に当たるかどうかが問

題となり,大審院は,つぎのように述べ詐術の成立を認めた｡ ｢民法20条二

詐術卜伝7-積極的二詐欺手段ヲ用フルノ意義ナルコト当院判例ノ認ムル所

ニシテ(大正5年(I)第626号同年12月6日判決参照)従テ準禁治産者ガ能力

者タルコトヲ信ゼシムル為メ積極的詐欺ノ手段ヲ用ヰ相手方ヲシテ錯誤二陥

ラシメタルトキ-其ノ為シタル行為ヲ取消コトヲ得ザルモノトス本件ニオイ

テ上告人-被上告人二対シ能力者タルコトヲ信ゼシムル為其ノ手段トシテ準

禁治産者こアラザルモノノ如ク装ヒテ南海鉄道株式会社大株主ノ乗車券及狩

猟免状ヲ示シ被上告人ヲシテ錯誤-陥ラシメタルモノニシテ上告人-於テ同

会社ノ多数ノ株ヲ有シ又狩猟免状ヲ所持スルノ事実-必ズシモ上告人ガ準禁

治産者二非ザル完全ナル能力者タルコトヲ信ゼシムル二足ラザルモノト云フ

ヲ得ザルヲ以テ原院二於テ被上告人ガ上告人ヨリ右ノ如ク大株主ノ乗車券並

二狩猟免状ヲ示サレクル為上告人ヲ準禁治産者二非ズト誤信シクリト認定シ

タル/､不法二非ズ｡｣ (上告棄却)｡

この判決は,準禁治産者たることを黙秘していたケース(21)であるが,戟

判例(彰を引用した上で,能力者たることを信じさせるために南海鉄道株式会

社大株主の乗車券及び狩猟免状を示したことについて,積極的詐欺の手段を

用いたものと判断した(なお,上告理由によれば, ｢南海鉄道ノ大株主ノ乗

車券｣とは,南海鉄道株式会社の株式300株以上を有する者を優待するため

に発行される無料乗車券とされ, ｢狩猟免状｣とは,これを請求し相当の納

税をすれば下附されるものと説明されている)｡しかしながら,この判決は

裁判例(むと比べると,詐術の解釈に関し,つぎの2点で変化している｡

第1点は, ｢南海鉄道株式会社大株主ノ乗車券｣および｢狩猟免状｣を示

したことが｢積極的詐欺ノ手段｣を用いたものと判断されたということであ

る｡この点,裁判例①で掲げられている｢積極的詐欺ノ手段｣の例として上

げられている戸籍謄本を偽造するとか他人に偽証させるというような行為と

比較すると,それらの行為は,必ずしも｢積極的詐欺ノ手段｣とはいい難く,
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行為の不当性や積極性の程度が緩くなっているといえる｡とはいえ,上記の

行為は,欺岡するために行われた行為であることに違いはない｡

第2点に,民法20条は,能力についての詐術を問題としているのであるか

ら,無能力者の術策も,本来ならは,能力者であることを信じさせるための

行為でなければならないはずである｡ところが,乗車券や狩猟免状の提示は,

社会的地位あるいは自己の資産力･経済力を前提にした支払(返済)能力に

対する信頼ないし信用を与えるという性質のものにすぎないともいえる｡そ

れは,また,取引の-当事者としての｢一般的な安全性ないし適格性の指摘

にすぎず,それが直接的かつ必然的に能力者たることについての誤信誘発に

客観的に結びつく性質のものではな｣い(22)とも評される｡しかしながら,

そのような言動は,能力とまったく関係がないかというとそうではなく,自

己の無能力を覆い隠し,そうすることによって間接的には能力者たることを

暗示し印象つげるという効果を伴っている｡こう考えると,無能力者の言動

が直接に能力に関係しなくとも(間接的にでもいいから,暗に能力者たるこ

とを匂わせるような言動･行動があれば)詐術となりうる場合もあることを,

この判決は示したものと理解することができる(23)0

要するに,この判決は,実質的には,上記の二重の意味で,裁判例①より

も詐術の要件を多少緩和した方向へ踏み出したものと理解しうるが,ただし,

前述のようにそれほど大きく緩和されているわけではない｡また,この判決

ほ,準禁治産者でない者のように装い,無能力について黙秘しているケース

において詐術を認めたという点においても重要な意味をもつ(裁判例①は詐

術を否定している)0

【裁判例④】大判昭和2年11月26日(民集6巻622頁),契約履行請求事件

〔浪費者か? -原因は明らかにされていないが,上告理由において,貸主

(相手方)は,借主(準禁治産者)がかつて｢放蕩｣をしたので,金銭貸付

の際に｢準禁治産ノ宣告ヲ受ケ居ルニ非ズヤト訊ネ｣たとあることから,宣

告原因は浪費ではないかと推測される｡相手方が能力について疑念をもち問

いただしたのに対して,これを否定し,市役所なり裁判所なり問い合わせよ
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といった｡詐術･肯定〕

大正9年に貸主(相手方)が金銭を貸付ける際に,借主がかつて放蕩して

いたことがあったものだから借主の能力に疑念を生じ,準禁治産者の宣告を

受けていないかと訊ねたところ,借主は当時既に寄留地たる岡山(岡山区裁

判所)において準禁治産宣告を受けていたにも拘わらずこれを秘し(この届

出をしたのは弁済期大正10年11月30日をすぎた大正14年1月14日であった),

相手方(貸主)からの問いを否認し,本籍地および住所のある丸亀市の市役

所及び裁判所-こちらの方で調べることを予知して-にて問い合わせよ

といって他の者にこれを問い合わせをさせたことが詐術に当たるかどうか争

われた｡原審は, ｢無能力者ナリト信セシム-キ詐術ヲ用ヒルト-無能力者

力自己ヲ能力者ナリト信セシム-キ積極的行為ヲ為スコトヲ要シ単二無能力

者タルコトヲ否定スルヲ以テ足ラサルカ故こ｣として詐術を否定した｡これ

に対して貸主が上告し,大審院は,つぎのように述べて原判決を破棄差戻し

た｡ ｢単二能力者ナl)ト陳述シタルノー事ヲ以テ-直チニ其取消権ヲ喪失ス

ルモノニ非スト伝7-其ノ消極的ノ意義ナリ其ノ詐欺ノ行為アリタル場合こ

於テ･ ･ ･ ･無能力者ヲシテ当然二其ノ取消権ヲ喪失セシムルコトニ依リテ

以テ相手方保護ノ方法トス是其ノ積極的ノ意義ナリ従ヒテ所謂詐術ノ､猶詐欺

ノ行為卜云フカ如シ別二特種ノ意義アルコト無シ他ヲシテ誤信二陥ラシムル

意思ノ下二為サレクル行為こ依リテ其ノ人ノ誤信ヲ惹起シタルトキノ､是即詐

術ヲ用ヒタルモノニ外ナラス故二例--他人/､其ノ能力ノ有無こ付疑ヲ挟メ

ル場合二其ノ能力者タルコトヲ信セシムル為之二対シ自己ノ能力者タルコト

ヲ確言シ(若クノ＼其ノ無能力者タルコトヲ否定シ)其ノ辞令卜其ノ態度卜能

ク他ヲシテ爾ク信セシムルニ至リタルトキ-是亦之二該当スルモノナルト共

二例--其ノ他人-始メヨリ能力者ナルコトヲ信シテ怪マス若ク-能力ノ点

二付キテ-全然無関心ナル場合二之二対シ自己ノ能力者ナルコトヲ告ケクリ

トテ這-個ヨリ以テ詐術ヲ用ヒタルモノト云フヲ得サルノミナラス唯此ノ一

事未夕以テ取消権喪失ノ結果ヲ生スル二足ラス｣｡上記のような事実ある以

上｢ソノ委曲ノ情況ヲ詳ニスルトキ-所謂詐術ヲ用ヒタルモノ-該当スル｣
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というべきである｡

この判決でもっとも注目すべき点は,裁判例(彰②がいう｢積極的詐欺ノ手

段｣という要件をとっていない-少なくともそのような表現がみられない

-ことである｡これは,それまでの判例に対する当時の学説の批判が影響

したものと考えられる｡つまり,昭和の年代に入ると,無能力者保護と取引

の安全(相手方の)保護との調和という思想が起こり,民法20条の立法趣旨

の沿革を越え(本稿二の注4参照),単なる能力者たることの言明または無

能力たることの否定もまた,相手方の誤信を誘起しまた誤信を強めた場合に

ち,詐術になると解するようになった(24)｡学説の多くは,この裁判例を引

用して詐術の要件が緩和されたと説明する(25)(26)｡確かに,判決は｢積極的

詐欺ノ手段｣という要件を置いていないのであるから,詐術の要件緩和に違

いないが,しかし,具体的事案における解決方法を検討すると必ずしもそう

とはいいきれない(27)o　この判決は,まず, (7)一般論として(傍論として)

-相手方が初めから能力者であることを信じで怪しまない場合や能力につ

いて全く無関心の場合において-単に自己の能力者たることを陳述しただ

けでは,取消権を喪失することはない(詐術にはならない)としつつも(こ

の意味で,裁判例①②と同旨),つぎに,川判決要旨として,他人を誤信さ

せる目的で自己の能力者たることを陳述することによってその目的を達した

ときは-例えば,相手方が能力につき疑念をもったことに対し,自分が能

力者たることを確言し,もしくは無能力者たることを否定して,その辞令と

態度が相手方を誤信させた-場合には,詐術を用いた場合に当たるとする｡

判決は,この事案を上記川の場合に該当するものとして詐術を肯定した｡つ

まり, ｢辞令｣と｢態度｣をもって能力者と誤信させたならば詐術に該当す

るというのであるから,つぎに,その｢辞令｣と｢態度｣が問題となる｡こ

の点,事実関係をみる限り(さらに,注28を参照),無能力者ではないかと

相手方が疑念をもち問い正したのに対して,無能力者がこれを否定し市役所

なり裁判所に問い合わせよといったのは, (上告理由をみる限りでは),問い

合わせても判明しないだろうとの十分な予測があってのことであり,そのた
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めの状況づくりと思われるような行動が前もってあったのである｡これらの

行動は,戸籍謄本を偽造するとか他人に偽証させるということに近いまさに

用意周到な｢積極的詐欺ノ手段｣であり,実質的には誤信させるための積極

的な術策があったと考えてもおかしくほない(28)｡この意味で,この判決を

もって,緩和された要件のもとで詐術の成立を認めたものと理解する立場に

は賛成できない｡

なお,前述したが,この判決は,傍論としてであるが,単に自己が能力者

と告げただけでは詐術にならないという態度をまだ崩していないことに留意

しておきたい｡

【判例例(9】大判昭和2年12月24日(民集6巻728頁),所有権移転登記手続

請求事件〔浪費者｡準禁治産者かどうかを調査しようとする相手方を阻止す

る行動をとった｡詐術･肯定〕

土地の売買契約に際して,売主(準禁治産者)が買主(相手方)と諸般の

事項を調査すべき日取りとして協定した大正11年12月28日に,相手方が浜松

市に到り契約の仲介人に依頼し同市役所より売主が準禁治産者でないのかど

うかの証明書の下附を得ようとしたが御用仕舞でできなかったため,その親

族のところへ行って調査しようとしたところ,売主は買主に対して,そこ-

ほ他の親族が来ているので訪問を見合わせてくれと告げてこれを差し止め,

さらに買主の求めにより自ら準禁治産者でない旨の証明書を作成し他人の手

を経て買主に交付したという場合,売主の行為が詐術に該当するかどうか争

われた｡原審は｢積極的二詐欺ノ術策ヲ用ヒタルモノト為スル足ラス｣とし

たが,買主(相手方)が上告した｡大審院は, ｢無能力者ナルヤ否ヤヲ調査

セムトスル相手方-対シ自己力無能力者タルコトノ発覚ヲ阻止スル目的ヲ以

テアル積極的手段ヲ用ヒ依テ相手方ヲシテ其ノ真実ヲ知ルノ機会ヲ失/､シメ

能力者トシテ其ノ行為ヲ為スニ至ラシメタルトキ/､･ ･ ･ ･詐術ヲ用ヒタル

トキ-該当｣するとして,売主の行為は詐術に当たるとした｡ (破棄差戻)｡

この判決は,能力につき疑いを懐き調査しようとした相手方に対して,無

能力者たることの発覚を阻止するため,訪問を見合わせるよう告げてこれを
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差し止め,また,自ら自己が準禁治産者でない旨の証明書を作成して相手方

に交付し積極的な術策を用いて相手方に能力者たることを信じさせたという

ものであり,詐術に該当するとした判決はもとより正当である｡詐術の一例

を加えたものといえる｡

【裁判例⑥】大判昭和5年4月18日(民集9巻6号398頁,新聞3147号13頁),

貸金請求事件〔浪費者か? -準禁治産宣告の原因は明らかにされていない

が, ｢一級ノ選挙権｣を有しているといって,相当の資産家であることを強

調しているのは,浪費者であることを隠すためだったのではないかと推測し

うる(29)｡詐術･肯定〕

相手方(貸主)は準禁治産者(明治39年5月4日に準禁治産宣告を受け,

この宣告は取り消されていない)に対し,大正12年1月4日に金500円を貸

与し,その後,元金および損害金の支払いを求めたが,準禁治産者は保佐人

の同意を得ていないからこれを取り消すと抗弁した｡この金銭消費貸借の際

に,準禁治産者である借主は,貸主に対して, ｢自分ノ､元準禁治産者ナリシ

モ父死亡後其ノ宣言/､取消サレ一級ノ選挙権ヲモ有シ居ルモノナレ/､必ス迷

惑-掛ケサル-シ｣と明言し,貸主はこれを信用して金員500円を貸与した

というものであった｡原審は詐術の成立を認めたが,借主(準禁治産者)上

告｡大審院は,原判決を支持してつぎのように述べた｡ ｢『詐術ヲ用ヒタルト

キ』ト-,無能力者力他人ヲシテ能力者タルコトヲ誤信セシムル為自己ノ能

力者タルコトヲ陳述シ困テ以テ其ノ目的ヲ達シタル場合ヲモ指称シ所論ノ如

ク積極的詐欺ノ手段トシテ相手方二或ル物ヲ示シ錯誤二陥ラシムル二足ル術

策ヲ講シタル場合ノミヲ指称スルモノト解ス-キニ非ス｣ (昭和2年11月26

日言渡本院判決参照とされている)と述べ,上記のような借主の言明は,本

件消費貸借を為すにつき能力者たることを信ぜしむるために詐術を用いたも

のにはかならないとした｡ (上告棄却)

この事案では,準禁治産者は詐術のためのとくに積極的な策を弄したとい

うわけではない｡ただ,自分は元準禁治産者だったが父の死後取り消され,

｢一級ノ選挙権｣を有しているといっただけである｡これに対して判決は,
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詐術を用いたときというのは自己の能力者たることを陳述し因ってその目的

を達成した場合をも指称するとし,必ずしも積極的詐欺の手段を講じた場合

のみを指称するものと解すべきではないとし,詐術について｢積極的詐欺ノ

手段｣という要件をはずした裁判例(彰(大判昭和2年11月26日)を引用した

上で,上記のような言明は,詐術を用いたときに当たると判断した｡すでに

みてきたように,裁判例④では, (刀相手方が初めから能力者と信じている場

合とか能力について無関心の場合に,自己が能力者たることを告げても詐術

にならないが, (j)相手方が能力についての疑念をもち問いただしたのに対し

て,これを否定し自己が無能力者たることを確言し,その辞令と態度が相手

を誤信させた場合には詐術となるとしていた｡この事案では,相手方が能力

について疑念をもったような事実は認定されていないようであるから,相手

方は初めから能力者と信じていたのであろう｡とすれば,裁判例④を踏襲し

ている以上-上記(i)を踏まえる以上一自己が能力者であることを告げた

だけでは詐術にはならないはずである(この点,裁判例①(参でも,単に能力

者であること告げたり,あるいは無能力者たることを否定したりしただけで

は,詐術にならない-無能力者が同意を得ずに取引する際に自分の無能力

を否定したり能力者たることを告げるのは｢世間普通の状態｣であるから

-としている)｡ところがこの判決は,能力者たることを陳述し困ってそ

の目的を達した場合も詐術になるとして詐術を認めた｡これは,はたして従

来の判例の態度を変えた新しい判断なのであろうか｡まず, ｢一級ノ選挙権｣

を有する旨の言動がどのような意味を有しているのか確かめる必要がある｡

思うに,これにはつぎの二つの意味が含まれている｡

(7)まず,大正12年当時, ｢市制･町村制･府県制･衆議院議員選挙法に

よると禁治産者のみならず準禁治産者にも選挙権が認められていなかっ

た｣(30)とされているが,そうであれば,上記のような言明は,実質的には,

準禁治産者宣告は取り消されたという発言とともに,能力者たることを表明

したものといってよく,この判決をもって｢能力者であると告げるのは詐術

になる｣としたものとして理解することもできる(31)｡その意味では,詐術
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の要件が緩くなっていることは否定できない｡しかしながら,この事案は,

単に能力者であると告げただけといえるのであろうか(これをもって詐術を

用いたと判断したのであれば,それは裁判例①②④の態度とは明らかに異な

る)｡ ｢一級ノ選挙権｣を有しているという言動のもつ意味は,単に能力者た

ることを告げたというにとどまらず,さらに,つぎの意味が含まれているこ

とに注意すべきである｡

(j)市町村会議員選挙における等級選挙に関してであるが,当時の一級の

選挙人はその市町村における多額納税者,いわば相当の資産家であり社会的

地位もあるということであり(32),さらに,等級選挙制そのものが, ｢全般的

にみて納税者の多い地主･ブルジョアほど,多くの議員を選出し,地方政治

-の発言権を大きくする制度であった｣(33)といわれるほどに,選挙人の有す

る地位は高かったのである｡そのような社会的状況のもとでの, ｢一級ノ選

挙権｣を有するから迷惑は掛けないという言動は,その社会的地位から導か

れる社会的信頼ないし取引当事者としての信用･安全をも意味し,そのこと

を介して無能力者を覆い隠す機能を十分果たすことになる(この点は,裁判

例(参でも取り上げた)｡当時の時代意識等を考慮すると,このような言明は,

｢戸籍謄本などの偽造に匹敵する欺岡手段と解すべき｣という指摘がある

が(34),これは傾聴に値する｡この判決が詐術の成立を認めたのは,その時

代としては,上記の言動を不当性の強さという点で非常に重く考えたものと

思われる(もっとも,そのような言動が戸籍謄本の偽造と匹敵するかどうか

難しいところである)｡要するに,この判決は,形式的には能力者であると

告げることが詐術になるというところまで｢詐術｣の要件を緩くしているが,

しかし,実質的には,発言内容が欺岡的手段として不当性の強い積極的なも

のであったという事情があり,このことが詐術の判断に影響を与えたともの

理解しうる｡

【裁判例⑦】大判昭和8年1月31日(民集12巻1号24頁),委託金等返還請

求事件一源太郎詐術事件) 〔浪費者? -宣告の原因は明らかでないが,

準禁治産者はもともと多くの不動産を所有していたところ(田7町5反余,
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畑1町3反余,宅地697坪,雑地1反6畝余計時価5万円前後とされている),

この大部分を他に売却して相手方との取引当時それらの不動産は準禁治産者

の所有に属しておらず,資力はむしろ債務超過の状態であったとされており,

浪費が原因となったのではないかと思われる(35)｡準禁治産者たることを隠

蔽する目的で,自分は相当の資産信用を有するから安心して取引せられ度き

旨の陳述をした｡黙秘に関する例｡詐術･肯定〕

準禁治産者が,相手方に対し東京米穀取引所における定期米売買の委託を

なしこの証拠金として金300円及び証拠金代周品として債券(その種類･数

量とも不明)を交付したが,後に保佐人(妻)の同意を得ていないことを理

由に当該契約を取消の意思表示をした｡準禁治産者が死亡し,その家督相続

人が上記証拠金および債券の返還を求めた｡これに対して相手方(証拠金･

債券の受取人)は,上記取引をなすに当たり準禁治産者が相手方に(その店

員を通して) ｢自己/､相当ノ資産信用ヲ有スルヲ以テ安心シテ取引セラレ度

キ旨｣を述べたのは能力者と信じさせるために詐術を用いたものと主張した｡

原審は,このような陳述は詐術に当たらないとしたが,相手方が上告｡大審

院は,原判決を破棄し以下のように判決した｡すなわち,詐術を用いたると

きとは, ｢無能力者力他人ヲシテ能力者タルコトヲ信セシムル為自己ノ能力

者タルコトヲ陳述シ困テ以テ其ノ目的ヲ達シタル場合ヲモ指称シ積極的詐欺

ノ手段トシテ相手方-或ル物ヲ示シ錯誤二陥ラシムル二足ル術策ヲ講シタル

場合ノミヲ指称スルモノニ非ス｣と大審院昭和5年4月18日判決(裁判例

㊨)の要旨を引用した上で, ｢従テ準禁治産者力他人卜或ル法律行為ヲ為ス

こ当り無能力者タルコトヲ隠蔽スル目的ヲ以テ相手方二対シ自分/､相当ノ資

産信用ヲ有スルヲ以テ安心シテ取引セラレ度キ旨ヲ陳述シ以テ相手方-対シ

其ノ無能カニ付疑念ヲ生セシムルコトヲ防止シ因テ其ノ目的ヲ達シタル場合

ノ如キノ､均シク詐術ヲ用ヒタル場合二該当スルモノト解スルヲ妥当トス蓋準

禁治産者-相当ノ資産信用ヲ有スルモ安心シテ取引ヲ為シ得ルモノニ非サル

ヲ以テ叙上ノ如キ陳述-即自己力取引ノ相手方トシテ完全ナル資格ヲ有スル

コトヲ意味スルモノニシテ之-因り相手方/､其ノ資産信用能力等二関スル疑
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ヲ一掃シ準禁治産者ヲ以テ取引ノ相手方トシテ完全ナルモノト信スルに至ル

-キコト自己ヲ以テ能力者ナリト確言シ又-能力者二非スト陳述シタル場合

卜宅モ異ナル所ナケレ-ナリ｣として,準禁治産者の上記の陳述は, ｢其ノ

無能力者タルコトヲ隠蔽スル目的ヲ以テ為サレクルモノナルコト-之ヲ推認

ス/レ-足ルヲ以テ｣相手方に対し詐術を用いたものと認められるとした｡

(破棄日刊)

この事案では,無能力者たることの否定ないし能力者たることの陳述はな

く, ｢能力｣に関しては,いわば黙秘しているケースとみてよい(一審判決

および原判決では｢準禁治産者たることを黙秘し｣と認定されている)0

判旨によれば,無能力者たることを隠蔽する目的で,相手方に対して｢自

分ノ､相当ノ資産信用ヲ有スルヲ以テ安心シテ取引セラレ度キ旨｣の陳述(そ

れによって,無能力者についての疑念を生じさせることを防止しその目的を

達したる場合)は,詐術を用いた場合に該当するものであり,なぜなら,そ

のような陳述は,自己が｢取引ノ相手方トシテ完全ナル資格ヲ有スルコトヲ

意味スルモノ｣であり,これにより相手方はその｢資産信用能力等｣に関す

る疑を一掃し準禁治産者を以て｢取引ノ相手方トシテ完全ナル者｣と信ずる

に至ったときには,自己をもって能力者なりと確言し,又は能力者に非ずと

陳述したる場合と｢竜モシ異ナル所｣がないからであるとの論理構成をとる｡

ここでの陳述そのものは, ｢能力｣に直接かかわる内容を含んでいない

(能力者たることを陳述したわけではない)(36)｡ただ,その陳述は,取引当

事者としての安全性･信頼性を示すにすぎず,いわば間接的に能力者を暗示

するものといえる(裁判例③(参も同様の発言があった)｡その限りでは,詐

術の要件緩和にみえるのであるが,しかし,具体的事案(上記の陳述がなさ

れた背景･前後関係)を検討すると,これもまた実質的な要件緩和のもとで

詐術が認められたと理解するには疑問がある｡つまり,この判決は上告理由

を入れて破棄日刊したが-その意味で,上告理由は実質的に容認されたも

のと思われる(37)-上告理由において,準禁治産者は法律を非常によく知

っておりその知識を悪用することによって当該取引をなしたもので,能力者
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と誤信させるために極めて巧妙な術策に出たもの等々主張されているからで

ある｡この点に関して,無能力者の取消の制度の｢反信義的利用｣ (悪用)

を図ったものと評すべきであり, ｢能力者たることの陳述のみで詐術にあた

ると判示した判例と評すべきではない｣(38)との指摘があるが,まさにそのと

おりであると思われる｡

【裁判例⑧】大阪高判昭和27年12月20日(下民集3巻12号1830貢),約束手

形金請求事件〔浪費者｡無能力について黙秘し,公職を保持して交渉し自己

が従前通り完全なる能力者であるが如く装った｡詐術･肯定〕

準禁治産者は,宣告を受ける以前の昭和23年7月頃より嘱託として他の一

般職員と同一の給与待遇の下に大阪府統計課に勤務し,昭和25年5月24日に

浪費を理由に準禁治産の宣告を受けたにも拘らずこれを秘して同府庁ににお

ける勤務を継続していた｡その間昭和24年秋頃相手方から依頼され,同人外

1名所有の山林を天理教会に売込む仲介をしたが不成功に終わり,相手方が

支出したその運動費の約半額25万円を準禁治産者において負担することを承

認し,その支払いのため本件約束手形(金額5万円)を振り出した(その外

3通の約束手形を振り出したとされている)のであるが,振出の際自己が準

禁治産者の宣告を受けたが如き言動を示さないで従来通りの交渉をし同府庁

内で手形を振出し,相手方はまったく準禁治産の宣告があったことを感知し

なかった｡相手方の手形金の支払請求に対して準禁治産者は保佐人の同意の

ないことを理由に手形行為の取消を主張｡準禁治産者の手形振出に際して詐

術があったかどうかが争われ,原審は詐術を認めた｡準禁治産者が控訴｡大

阪高裁は, ｢準禁治産の宣告を受けた控訴人は,本件手形の振出に当り,右

宣告の事実を秘し法令上勤務を許されない公職を保持して被控訴人と交渉し,

自己が従前通り完全なる能力者であるが如く装って同人を誤信させたもので

あるから,民法20条に所謂詐術を用いた場合に該当するものと解するを相当

とする｣とした｡ (控訴棄却)

この事案は,手形振出に当たり,準禁治産宣告を受けたことを秘し｢法令

上勤務を許されない公職を保持し｣て相手方と交渉したことが詐術を用いた
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場合に該当するとされたものである(39)D　無能力者たることを否定する言明

あるいは能力者たることの陳述はないが,準禁治産宣告があったにも拘らず

公職に就いている(府庁勤務)ということは,無能力者たることの否定(舵

力者たることの肯定)を直接に示すものであり,誤信させるための積極的な

術策ということができ(40),その結論は正当である｡詐術の一例を加えた事

案であるといえる｡

【裁判例⑨】東京高判昭和28年4月20日(下民業4巻4号536頁),保証金返

還請求事件〔浪費者｡準禁治産者を黙秘し,学生自立協会の肩書のある名刺

を差し出し, ｢自分は学生自立協会の理事をしているが, ･ ･ ･ ･ ･利益は

同協会の資金に当てたい｣と述べ,契約保証金106万円を支障なく納付した｡

詐術･肯定〕

昭和25年1月に国(相手方)が木材45,885石を入札による売却に際して,

準禁治産者(浪費者として昭和2年2月に準禁治産宣告を受けた)が1,058

万円で落札した後,当時の特別調達庁に出頭し,木材の係官に対して学生自

立協会の肩書のある名刺を差し出し｢自分は学生自立協会の理事長をしてい

るが,今回はかねてから念願としていたものが落札となり感激にたえない｡

この木材は他-転売し,それによって得た利益は同協会の資金にあてたい｡｣

との趣旨を述べ,終始自己が準禁治産者であることについては黙秘していた｡

そのため同係官は,買主が相当の年配者(明治16年2月17日生まれ)でもあ

り,かつ前示協会の理事長の職にあって本件木材は同人が他-転売し,その

利益をもって協会の資金にあてるものと信じ,同人が準禁治産者であること

はとうてい思いもよらず,むろん能力者であると信じ,契約保証金(106万

円)の納付を得て,同年2月に売買契約書を作成するにいたった｡その後同

年10月に準禁治産者は木材売買契約につき保佐人の同意を得ていないことを

理由にこれを取消す旨の意思表示をしたが,この準禁治産者の上記の言動が

詐術に当たるかどうか問題になった｡東京高裁は原判決を支持し,つぎのよ

うに詐術を用いたものと認めた｡すなわち,落札後契約書作成前における準

禁治産者(控訴人)の言動は, ｢特に相手方をあざむくために積極的な術策
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を用いたとまではいえないとしても,たんに無能力者たることを秘したに止

まるものではなく,前記のような言動と相当多額と認められる契約保証金

106万円も支障なく納付したことをあわせて考えると｣,準禁治産者の所為は,

｢本件契約の相手方である被控訴入国の機関である特別調達庁の当該係官を

して｣,準禁治産者が｢本件法律行為をするについて能力者であると信ぜし

むるに足りる所為であったとみるのが相当であり,詐術を用いたものと解す

べきである｣と判示した(41)0

この事案は,黙秘のケースであるが,この取引に際しての準禁治産者の言

動,すなわち,学生自立協会の肩書のある名刺の提示, ｢自分は学自立協会

の理事長をしている･ ･ ･ ･ ･ ･得た利益は同協会の資金にあてたい｣旨の

陳述,契約保証金106万円を支障もなく納付したことなどを勘案すると, ｢単

に無能力者たることを秘したに止まるものでな｣く,これは詐術に該当する

とされた｡この判決は,無能力者たることを黙秘した場合における準禁治産

者の取引の際の行為と相手方の誤信との関連性をはっきりと打ち出し,これ

が裁判例⑩に繋がっていくのである｡もっとも,これらの行為は,直接に能

力に結びつぐ性質のものではないが,名刺を差し出し,保証金が支障なく納

付されたという点は,取引当事者としての安全性ないし信頼性を示すもので

あり,無能力を覆い隠す効果をもち,よって能力者たることを間接的に暗示

するものといってよい｡ただ,上記の言動が,詐術のための積極的な言動と

も思われないし,詐術に該当するかどうかは,裁判例③⑥⑦との比較におい

て実に｢きわどい事例｣のようであり,微妙な｢ボ-ダーライン上のケー

ス｣(42)との指摘もある｡

【裁判例⑩】大阪高判昭和43年11月28日(金融･商事判例142号2頁),土地

建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件〔浪費者｡不動産の売却に際して,

自己が準禁治産者であることを秘し,登記簿閲覧証明を自ら進んで提示し,

かつ自己に不動産の処分権があることを告げた｡詐術･肯定〕

準禁治産者(昭和12年浪費を理由に準禁治産宣告を受けた)は,大正15年

以来家屋を賃貸してきた相手方(賃借人)から保佐人(秦)の承諾のもとに
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賃料の取り立てをしていたが,昭和28年頃から相手方より借金するようにな

り,昭和29年6月頃には金20万円位に達した｡相手方がその返済を求めたと

ころ,準禁治産者は,自ら進んでその所有する土地建物についての司法書士

の登記簿閲覧証明を持参呈示し, ｢これらの不動産は自分所有のものであっ

て,抵当権もついていない｡これらを担保に入れてもよいし,又売渡しても

よいから,安心してもう10万円程貸してほしい｣旨述べたので,これを信用

した相手方は,さらに10万円を貸与し,その貸金額は計30万円位に達した｡

準禁治産者はその土地建物を金37万4900円(土地台帳価格と同額)で相手方

と売買する旨の契約を締結し(｢代物弁済的意味合においてこれを売買した｣

とされている),その所有権移転登記は,準禁治者が相手方の印鑑を預かっ

た上,司法書士に依頼して済ませた｡相手方は,土地建物の売主(賃貸人)

が準禁治産者であることは全く知らなかった｡準禁治産者の死亡後,その相

続人が,この土地建物の売買契約につき保佐人の同意がなかったとしてこれ

を取消し,抹消登記手続を請求したのに対して,相手方は,売買についての

民法20条の詐術があったとして争った｡大阪高裁は,つぎのように述べて詐

術を用いた場合に当たるとした-審判決を支持した｡ ｢民法20条にいう『詐

術ヲ用ヰタルトキ』の概念につき,例えば無能力者が偽造の戸籍謄本を相手

方に示す等積極的客観的な術作を弄した場合がこれに入ることは明らかであ

るが,同条がそもそも無能力者と取引した相手方を保護するための規定の-

であり･ ･ ･ ･自己を能力者と誤信させることにつき,前記客観的術策を弄

した場合に限らず,普通に人を欺くに足りる方法により相手方の誤信を誘起

又は助長せしめたような場合をも,前叙『詐術ヲ用ヰタルトキ』に包含せし

めるのが相当である｡ ･ ･ ･ ･自ら進んで能力者たる所以を詳細に説明し或

いは相手方の能力に関する質問に明確に応答する等能力の点に関して積極的

主観的言辞を用いた場合は勿論のこと,むしろ能力者と誤信せしめるために

は黙秘的状況こそ最も効果的であることに思いを致すと,単に能力者なりと

告知したにすぎない場合や,能力の点につき黙秘していたにとどまる場合で

も,当該取引に関する種々の具体的状況から判断して,少なくとも当該準禁
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治産者に相手方の誤信を利用する意図があり,しかも取引に関するその種々

の言動から普通人ならばこれを能力者なりと誤信するが如き状況の存すると

きには,これをも前叙誤信を誘起助長せしめた場合として『詐術ヲ用ヰタル

トキ』に該ると解するのが相当である｡｣本件における準禁治産者が被控訴

人(相手方)に対し, ｢積極的な術策まで弄した事実は認められないけれど

も,前記処分権の告知等ほ,自己の能力の点に関し恰も積極的な言動を行っ

たと同一に評価し得るのみならず,仮にそのようには解せられないとしても,

前判示の諸点に照らすと｣,本件における準禁治産者の能力に関する黙秘は,

｢単なる黙秘ににとどまらず,上述の諸事実と相侯ち｣,準禁治産者には｢少

なくとも被控訴人の誤信を利用する意図があり,そのため自己が無能力者た

ることを秘し,相手方のかねてからの誤信に乗じ,更に前示処分権の告知や

積極的登記行為等によりこれを助長し,新しい借財を為し又は借財の返済を

免れるため本件売買の締結に至らせたものと優に評価することが出来｣,氏

法20条の詐術を用いたるときに該当する｡

この判決は,黙秘の場合であっても準禁治産者の取引に際しての言動によ

っては詐術となりうるとするこれまでの裁判例(裁判例(彰⑦⑧(勃)の態度を

踏襲しつつ,とくに論理構成の上で,単なる黙秘の場合と,単なる黙秘に止

まらない場合とを区別した裁判例(勤を受けているが,さらに,単なる黙秘に

止まらず詐術を用いた場合に該当するとの判断材料としての無能力者の言動

等に言及している｡すなわち,単に能力者たることを告げた場合のみならず,

能力について黙秘していた場合であっても,取引に関する種々の言動から

｢普通人ならばこれを能力者と誤信する｣ような状況があるときには,普通

に人を欺くに足りる方法により相手方の誤信を誘起助長せしめた場合として

｢詐術ヲ用ヰタルトキ｣に該当するとした上で,本件における準禁治産者は

契約締結に際して,能力について黙秘し,その他相手方に登記簿閲覧証明を

自ら進んで提示し,自己に不動産の処分権があることを告げる等の言動と相

侯って,相手方のかねてからの誤信に乗じて売買契約の締結に至ったという

事情のもとで,この裁判例⑩では,詐術を用いたものと判断されたのである｡
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こうしてみると,この判決は,実質的にはつぎの最高裁昭和44年2月13日判

決(裁判例⑪)の先駆をなすものと評することができる(43)｡なお,この事

案における準禁治産者の言動(発言)は,多少積極的なところもあるが,し

かし,詐術のための策を弄したとまではいえない｡ボーダーライン上のケー

スとみられる裁判例(勤の事案との比較において,この事案もやはり詐術の成

否に関する｢きわどい事例｣であったように思われる｡

【裁判例⑪】最判昭和44年2月13日(民集23巻2号291頁),土地所有権移転

登記抹消登記手続請求事件〔宣告の原因は明らかでないが,心神耗弱者とし

ての性格が強い事案である(44)｡準禁治産者であることを黙秘し,売買代金

決定の交渉･土地所有権移転の仮登記および本登記関係書類の作成･農地転

用許可申請などについての積極的行動,売買仲介人に対して｢自分のものを

自分が売るのに何故妻に遠慮がいるか｣と答えた｡詐術･否定〕

知能の程度が低く尋常小学校4年中退で学業を故郷し,早くから悪友に誘

われて茶屋遊びを覚え,賭博,競輪の賭事に耽り,これらの資金を得るため

に伝来の相続財産を次々に処分し,ついにはこれを放尽するおそれがあった

ので昭和12年5月に準禁治産宣告を受けるに至った者(妻が保佐人)が,予

てより顔見知りであったAに借金方斡旋を依頼し,その所有する土地(畑)

に抵当権を設定して貸主より15万円を借受けたが,その利息を支払えなかっ

たため,昭和30年1月22日に上記土地の一部(宅地に地目変更･ 100坪)を

貸主の子(買主･相手方)が買受けその代金の一部をもって貸付元利金の清

算をすることになり,当該土地を41万2500円で売渡す契約が成立し,同年7

月に所有権移転登記を経由した｡その後,準禁治産者(売主)は,保佐人の

同意がなかったことを理由に上記売買契約を取消し,所有権移転登記の抹消

を求めたが(準禁治産者は控訴中に死亡し,相続人が訴訟を承継),相手方

は,この売買契約に際して,終始自己が準禁治産者であることを黙秘し,売

買代金額の決定の交渉,土地所有権移転の仮登記および本登記関係書類の作

成,知事に対する農地転周の許可申請などに関してある程度積極的に行動し

たことなどをあげて準禁治産者が詐術を用いたと主張した｡一審は詐術を認
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めたが,原審は詐術を否定し,つぎのように判示した｡売買契約に当たって

単に準禁治産者であることを告げなかったという消極的な態度は,その黙秘

が具体的状況のもとで詐術としての積極的意味をもつものと評価すべき特段

の事由がある場合には別として一般的には詐術に該当しないと解するのが相

当である｡何となれば,無能力者が,同意を得ずして法律行為をなす場合,

自己が無能力者たることを黙秘するのは,いわば世間普通の状態であり,ち

し単なる黙秘が詐術になるとすれば,無能力者であることを善意の第三者に

対抗し得ないというのとほとんど同じ結果になるからである｡また,また売

買に当たっての準禁治産者の上記のような積極的な行動につき,これは準禁

治産者が｢これまでにもたびたび所有不動産を他へ処分した経験を持ってお

り,その手続きについても明るかったものと推認されので,自己の秘密の借

銭の始末をつけるための本件の売却に当ってみずから売主として積極的にそ

の手続きを進めたからといって別に不自然でなく,特に同人において自己を

能力者であると信じさせる目的でこれらの行動をしたものと認めるに足りる

証拠のない本件においてほ,直ちにこれをもって詐術を用いたものというに

は当たらないというべきである｣とし,また,売買取引の仲介者が, ｢畑

(本件土地)は奥さんも作っているのに相談しなくてもよいか｣と質問した

のに対して,準禁治産者は｢自分のものを自分が売るのに何故妻に遠慮がい

るか｣と答えているが,これは準禁治産者の｢能力に関しての言辞ではない

ことが認められるのみならず｣,相手方が仲介者から｢この事実を聞知した

のは本件訴訟が提起された後｣であるから,上述のような準禁治産者の返答

をもって詐術を用いたほいえないとした｡相手方(買主)上告｡

最高裁は,つぎのように判示して原判決を是認した｡ ｢『詐術ヲ用ヰタルト

キ』とは,無能力者が能力者であることを誤信させるために,相手方に対し

積極的術策を用いた場合にかざるものでなく,無能力者が,ふつうに人を欺

くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し,または誤信を強めた場合を

も包含すると解すべきである｡したがって,無能力者であることを黙秘して

いた場合でも,それが,無能力者の他の言動などと相侯って,相手方を誤信
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させ,または誤信を強めたものと認められるときは,なお詐術に当たるとい

うべきであるが,単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもっ

て,右にいう詐術に当たるとするのほ相当ではない｣と述べ,本件における

土地売買に際して準禁治産者は, ｢終始自己が準禁治産者であることを黙秘

していたというのであるが,原審の認定した右売買にいたるまでの経緯に照

らせば,右黙秘の事実は詐術にあたらないというべきである｡ ･ ･ I ･そし

て詐術に当たるとするためには,無能力者が能力者であることを信じさせる

目的をもってしたことを要すると解すべきであるが,所論上村伝兵衛(準禁

治産者)が黙秘していたことから,同人に自己が能力者であることを信じさ

せる目的があったと認めなければならないものではない｣とし,原判決挙示

の証拠関係に照らせば,準禁治産者が相手方(買主)に対して｢自分のもの

を自分が売るのに何故妻に遠慮がいるか｣と答えたことは,右禁治産者の

｢能力に関しての言辞ではない旨の原審の認定判断は肯首するに足りる｣と

した(括弧内筆者)｡ (上告棄却)

(a)この判決は,単に黙秘していたことだけを理由にして詐術に当たると

いうことはできないとして詐術の成立を否定した最高裁では初めての事案で

ある(45)｡単なる黙秘が常に詐術に当たるとすれば,無能力をもって善意の

第3者に対抗できない結果となり,解釈論としてほ無理があるという従来の

学説が影響しているといってよい(46)｡もっとも,一般論ないし抽象論とし

て,黙秘の場合であっても,無能力者の｢他の言動と相侯って｣相手方を誤

信させ,また誤信を強めたと認められるときは,詐術に当たるとしている

-このような構成の仕方は,直接的には上記裁判例⑩ (⑨も同旨)に見出

すことができた(ただ,この部分は判決の結論に直結しておらず傍論といっ

てよい(47り　が,判決全体の趣旨は,これまでの判例･通説の集大成(詐術

の判断基準の緩和化ないし詐術の範囲の拡張化)であると同時に, ｢黙秘ケ

ースでの『詐術』の認定の拡張化に限界があることを示した｣(48)ものと評さ

れる｡その意味で,その後の詐術に関する判例の判断基準を提示したものと

いえる(49)｡
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(b)この事案で詐術が否定されたのは,準禁治産者の売買にいたるまでの

経緯に照らし合わせると,黙秘の事実は詐術に当たらないとした原審の認定

判断を是認できるからだとされている｡つまり,実質的には,無能力者の売

買にいたるまでの事情,すなわち,黙秘以外の｢他の言動｣をも考慮に入れ

た上での判断であり,単純に無能力者たることを黙秘していたに過ぎないと

いう理由で詐術が否定されたわけではない｡この点,判決要旨と具体的判断

とは首尾一貫しておらず,両者の間には｢多少のずれがある｣(50)との批判も

ある｡しかしながら,私は,つぎのように理解する｡すなわち,契約の締結

にいたるまでに,無能力者であることを黙秘していたということのほかに,

常に何らかの言動(｢他の言動｣)が伴うはずであり,その｢他の言動｣が相

手方を誤信させあるいは誤信を強めたと認められないときには,それは｢単

に無能力者であることを黙秘していた｣場合に含まれ,その場合には詐術に

当たらないともいえるわけである｡このように理解してこそ,この最高裁の

判決要旨と具体的結論とは首尾一貫するし,また,取引の実際に則した解釈

のようにも思われる｡

(C)ところで,我妻栄博士は,詐術について, ｢偽造文書･ ･ ･ ･を用い

たり,他人に偽証させるなど不正手段を弄するのほもとより詐術に該当する

･ ･ ･ ･｡しかし, -単に能力者だと告げるだけでは,本条に入らないで

あろうが-いやしくも普通に人を欺くに足りる方法によって相手方の誤信

を誘起し,または誤信を強めた場合には,本条の要件を充たすと解すべきも

のと思う｣(51)と説明された｡これと同様に,この判決も, ｢詐術ヲ用ヰタル

トキ｣というのは, ｢･ ･ ･ ･無能力者が,ふつうに人を欺くに足りる言動

を用いて相手方の誤信を誘起し,または誤信を強めた場合をも包含すると解

すべきである｣と述べた上で,これを黙秘の場合にも当てはめ, ｢したがっ

て,無能力者であることを黙秘していた場合でも,それが無能力者の他の言

動となどと相侯って,相手方を誤信させ,または誤信を強めたものと認めら

れるときは,なお詐術に当たるというべきである｣としている｡しかし,こ

の点について多少の疑問がある｡というのは,無能力者が能力について黙秘
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するというのは,相手方が初めから無能力者を能力者と誤信していた場合に

おいてなされる｡したがって,その際に,黙秘と｢他の言動｣が,相手方の

｢誤信を強めた｣ということはあっても, ｢誤信を誘起した｣ (または｢誤信

した｣)ということはありえないはずである-すでに誤信しているのであ

るから｡そうすると,この判決要旨も,黙秘の場合に関する言及としてほ,

｢黙秘が無能力者の他の言動と相侯って,相手方の誤信を強めたものと認め

られるときは,なお詐術に当たるというべきである｣とした方がより適切だ

ったのではないかと思われる｡

(d)なお,黙秘の場合に関して,この判決(裁判例⑪)でも触れているが,

(7)具体的にどのような｢他の言動｣があれば詐術に当たるといえるのか, (i)

詐術(欺岡)の故意は何をもって判断するのか-ある程度,詐術のための

積極的な行為があれば,その故意は認め易いと思われるが,黙秘の場合,故

意の判定は難しいものとなろう-, (ラ) ｢他の言動｣能力に関する内容のも

のでなければならないか,について問題となるが(52),これらについては,

後で改めて検討していこうと思う(後述の四を参照)0

(e)最後につけ加えると,この事案は心神耗弱者のケースであるという点

で特徴的であり,これまでみてきた浪費者(もしくは浪費者と推測しうる)

の事案と異なる｡この心神耗弱者という事案の特質が,具体的な結論にどの

ように影響したのか,あるいはまったく影響していないのか,判決は明確に

していない｡ただ,詐術の故意について消極的に解しているあたりに,心神

耗弱者の場合,浪費者と比べて詐術の意図(故意)を認定することの困難さ

-したがって,詐術を肯定することの困難さ-が現れているように思わ

れてならない(なお,この点に関しては,本稿三および四の1で触れる)0

【裁判例⑫】東京地判昭和58年7月19日(判時1100号87頁),売買代金等請

求事件〔宣告の原因は不明(ただ,信用限度額についての発言をみると自己

の経済的信用を示す内容であり,これまでの裁判例を参考にすると浪費者に

特有な発言のように思われる)｡連帯保証契約を締結する際に準禁治産者た

ることを黙秘し,株式会社の取締役副社長の肩書のある名刺の交付し,かつ
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｢信用限度額1500万円でよいのか,もっと多くしておく必要がありはしない

か｣等の発言をした｡詐術･肯定〕

昭和55年10月頃,売主(相手方)は買主に対して建築材料を継続的に売り

渡し,その代金債務につき連帯保証契約を締結したとろ,この連帯保証人は

準禁治産者(昭和33年に準禁治産宣告を受けたが,その理由は不明)であっ

たが,この者は連帯保証契約締結に際し,買主とともに相手方の所-訪れ,

その席上で相手方に対して株式会社の取締役副社長の肩書を記した名刺を交

付し(なお,昭和56年法74号によって準禁治産者は取締役の欠格事由とされ

た),また,相手方の面前で,買主に向かって｢信用限度額1500万円でよい

のか,もっと多くしておく必要がありはしないか｡｣との趣旨の発言をし,

自己が準禁治産者であることを一言も口にしなかったという場合において,

東京地裁はつぎのように述べて詐術の成立を認めた｡すなわち,準禁治産者

が買主と一緒に相手方を訪れる目的(用件)が,買主の連帯保証人となるた

めで,そのためには自身が能力者でなくてほ目的を達し得ないことを充分に

認識していたはずであり,同時に,相手方が自己を能力者であると信じたこ

とも容易に認識し得たはずである｡準禁治産者の前記発言や名刺の交付の績

莱,相手方が能力者たることへの信頼を強めこそすれ,減殺するものではな

く,同席している準禁治産者はその効果を分からないはずもない｡それにも

拘わらず, ｢本件保証契約の締結にあたり,自身が準禁治産者であることを

口に出さずにいたのほ,被告(準禁治産者)において,これを伝えることに

より原告(相手方)の浜野店を訪れた右の目的(用件)が達せられなくなる

危険を回避し,且つ,浜野店店長の被告の能力-の信頼を利用しようとの考

えがあったからと推認させるものであって,その推認を妨げる証拠はない

(なお,前示名刺に表示された被告の肩書である『取締役』に,その当時

(昭和56年法74号による改正前の商法の下で)一般に,無能力者が就任する

ことができるとしても,本件で,その肩書が被告を能力者と信頼させる効果

をもたらせたことは前示のとおりであるから, 『取締役』の被選任資格(能

力)一般により先の判断を異にしなければならないものではない)｡そうす
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ると,本件における被告の右不作為(準禁治産者であることの不告知)は,

その客観的な状況･主観的な意図からして,民法20条にいう『詐術』を用い

たことに該当するというべきである｣とした｡

この判決は,裁判例⑪を実質的に踏襲している｡すなわち,事案は,準禁

治産者であることの｢不告知｣とされ,いわゆる｢黙秘｣のケースであり,

準禁治産者の不告知(黙秘)は,その｢客観的な状況｣ (能力について相手

方を欺岡するような言動･行為があったこと)と｢主観的な意図｣ (能力に

ついて欺岡する意図詐術の｢故意｣があること)を積極的に解して｢詐術｣

を認めた｡つまり,無能力者であることを黙秘していたが,取締役副社長の

肩書を記した名刺を交付し, ｢信用限度額1500万円でよいのか,もっと多く

しておく必要がありはしないか｣との発言等の積極的な言動が,相手方の誤

信を強めたものと判断され,詐術が認定されたものである｡裁判例⑪の一般

論に沿った判決はまだ現れていないとされているが(53),この判決は,まさ

にその一般論を適用して詐術を認定した事例ではないかと思われる(後述の

裁判例⑭⑮もこの流れに沿ったものであり,また,この判決以前の裁判例⑨

⑩も基本的には同じ論理構成をなすものであることはすでに触れた)｡ただ,

発言の内容だけで,あるいは名刺の交付だけで詐術に当たるとほ思われず,

この発言と名刺の交付という行為の総合的判断のもとに詐術が認められたも

のと解すべきであろうが,微妙なきわどい事例であるといえる｡

【裁判例⑬】名古屋高判昭和61年1月30日(判時1191号90頁),所有権移転

請求権仮登記抹消登記手続事件〔心神耗弱｡準禁治産者であることを黙秘し,

運転免許を呈示し,登記簿謄本,公図写,印鑑登録証明書を持参し,売買代

金額の決定交渉,仮登記および本登記の関係書類作成,農地転用許可申請等

を行った｡詐術･否定〕

平仮名は読めるものの漢字の読み書きはできず,自己の住所を漢字で書く

のが精一杯で,簡単な足し算はできるが少し複雑な四則計算はできず,また

気前がよくお人良しの性格を有し, 8-9歳程度の知能で中等度痴愚級の精

神薄弱であり,その社会的責任能力は不安定で,特に財産管理能力は殆ど薄
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弱である旨の鑑定され,心神禾毛弱を理由として準禁治産宣告を受けた者(売

主)が,相手方(買主)と売買契約を締結する際に,自己が準禁治産者たる

ことを黙秘し,相手方に運転免許を呈示して自己紹介をし,また,登記簿謄

本,公図,印鑑証明書等を持参し,売買代金額を(1300万円)定めて売買契

約書を作成し,同契約書および代金領収書に署名したという場合において詐

術が成立すかどうかが問題となったが,準禁治産者は以前知り合ったA ･ B

の関与のもとに金融業者から借金したことがあったが,この事件では, Aが

融資を受けたいために準禁治産者をそそのかして借金させたという経緯があ

る(54)｡名古屋高裁は,特段の事由なき限り,準禁治産者が詐術を用いたと

認める余地はないとして,次のように述べた｡ ｢知能が低く漢字の読み書き

もできず,自己の住所も書けず,社会的責任能力も不安定な控訴人(準禁治

産者-括弧内筆者)にとって,自己の同一性を表示するためには,運転免

許証を利用することが最も簡単にして有効な生活方法であることを体験的に

知り,これを活用してきたものであることが認められ･ ･ ･ ･運転免許証を

捉え,これを詐術の一要素とするのは相当でないというべきである｡｣また,

売買契約書に記載されている不動文字による条項および特約条項,領収書2

通中の1通は,本人がさきに相手方より借り受けていた代金を含んだ金額の

領収書であることについて,準禁治産者が｢これらの事柄を理解して署名し

たものであるのかどうかは･ ･ ･ ･疑問であるといわざる得えない｡また,

･ ･ ･ ･控訴人は右署名に際し, 『自分は以前,石屋をしていて手がふるえ

てしまう』とか『事業に失敗して借財をつくってしまった』とか言っていた

ことが認められるが,このことは自己の字が余りに下手であることに対する

弁解の言辞であると推認され,控訴人の用いた詐術の一つであるとまでは認

めることはできない｡｣ ｢更に控訴人は本件売買契約締結のために,印鑑登録

証明書,登記簿謄本等を呈示したことは前述のとおりであるけれども, ･ ･

･ ･控訴人は過去に不動産売買にかかわった経験があり,売買関係書類とし

てそれが必要であるとのそれなりの知識は有していたとみられるので,あな

がち不自然ではない｡ ･ ･ ･ ･右登記簿謄本等の呈示をもって,到底,詐術
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と認めることはできない｡｣

この事案は,心神耗弱者に関するものであり,かつその者が他人からそそ

のかされて契約締結にいたったという側面に着目し,詐術の成立を否定し,

無能力者の保護を図ったものと評価できる｡裁判例⑪の事案の無能力者の行

動と似通ったところがあり,それとの対比からしても結論は妥当といえる｡

心神耗弱者の場合には,実際的にもその要保護性は高いであろうし(心神耗

弱の程度の問題もあるであろうが),浪費者と同一次元で処理することは適

当でなく,むしろ,禁治産者に近い処理の仕方を考えるべきであろう(注54

参照)｡ただ,心神耗弱者のケースにおいて,詐術の故意(意図)があった

のかどうかが問題とされるべきではなかったろうか｡心神耗弱者のケースで,

故意について言及している裁判例⑪があるのだから,なおさらその感を強く

する｡

ところで,この判決は,心神耗弱者をそそのかしたり心神耗弱者たること

に付け込んで相手方が財産的利益を得ようとする行為に対して厳しい態度を

とったといえる｡このような態度は,未成年に付け込んで利益を得ようとす

る者についても同様である｡例えば,茨木簡判昭和60年12月20日(判時1198

号･ 143頁)の事案において,満18才の女性Ⅹが,通行中にYl化粧品会社の

従業員であるセールスマンから化粧品販売の勧誘(いわゆるキャッチセール

ス)のため声をかけられ,付近の事務所に赴き代金16万5,000円でYlとの間

で化粧品購入契約を,また,支払いについてはY2信販会社との間で代金立

替払契約を締結した｡その際,セールスに当たっていたYl従業員から年令

を聞かれたので,昭和40年1月26日で満18歳であると答えたところ,同従業

員から契約書類には生まれた歳を昭和38年(すなわち,満20歳に達している

年月日)と記載するよう指示されたので,そのように記載したという場合に

おいて,契約書類へのこのような真実と異なる生年月日の記載の事実が詐術

に当たるかどうか争われたが,茨木簡裁は, Ylにつき, Ⅹは真実の年令,

生年月日を告知したのに対してYl従業員は真実と異なる生年月日を指示し

て記載させたのであるから詐術を用いたことには当たらないとし,また,
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Y2がXを成年者と信じたとしても,それは立替払契約の締結に関する事務

を代行させているYlの従業員の指示にもとづくものであるから, Ⅹの上記

のような記載をもって詐術に当たるというのは相当でないとし,詐術を否定

した｡この茨城簡裁昭和60年12月20日の事案は, ｢無能力者の行動を見越し,

これを巧みに誘導して自らは直接手をくだすことなく無能力者に不実の書類

等を作成準備させて財産的利益を得,後日右書類等の存在に薄口して取消権

行使を免れようとする者が少なくない折柄,無能力者制度の在り方を考察す

る上で｣,この判決(裁判例⑬)と共に参考となるものである(55)｡未成年者

が成年者だと信じこませるという例は稀であるが(56),今後,この事案のよ

うに,未成年者がそそのかされたり,または誘導されて契約を締結するとい

ったケースも起こりうるであろう｡その際に, ｢未成年者保護の必要性と契

約成立の形態を考慮すると,詐術の認定には慎重を要するものと思われ

る｣(57)との指摘は,準禁治産者,ことに心神耗弱者にとっても重要である(58)｡

【裁判例⑭】名古屋高判平成4年6月25日(判時1444号80頁,判タ801号172

頁),根抵当権設定登記抹消登記手続請求控訴事件〔浪費者｡準禁治産者で

あることを黙秘して金銭を借入れる際,借入や担保提供等の行為は取消うる

ことを経験的に知っており,また準禁治産者であることを相手方に知られな

いように慎重に対処し,権利証は紛失したと偽り,借入の申込書に虚偽の記

載があった等々その他以下に記したような言動があった｡詐術･肯定〕

準禁治産者(浪費者) Ⅹが貸金業者Aから借金し,その所有する土地に根

抵当権を設定したが,保佐人である妻が契約を取り消した｡ Aの紹介により

Bを貸主に切り替え, Bから借金の精算を求められたため,今度はBから貸

金業者(相手方) Yを紹介してもらい3000万円を借入れ,その担保としてⅩ

所有の土地に根抵当権を設定した｡その後Ⅹは準禁治産者を理由に根抵当権

設定契約を取消したうえ,根抵当権設定登記の抹消を求めた｡これに対して

YはⅩの以下のような行為は詐術に当たり取消は許されないといって争った｡

XはYから借り入れるに際して, Yの指示･説明にもとづき,不動産の登記

簿謄本(これには,従前の根抵当権の設定,変更の状況のほか,その以前に
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も数回根抵当権が設定されていたことが記載されていた),運転免許,印鑑

登録証明書,登録印鑑等をYに持参し, Yの使用する定型的な借入申込書に

住所,氏名,家族等を記入し,勤め先の欄に｢農業　宅配業｣,年収欄に

｢450万円｣等の記入し, Yの問いに対してパート従業員2名雇っている旨

答えたが, Xの勤め先,年収等の実際は必ずしも申込書の記載通りではなく,

宅配関係の仕事を一時やったことがあっただけであり,年収も記載した程で

はなかった｡ ⅩはYに対して,名古屋市内の喫茶店の営業権を近いうちに買

い受けたいと思っているとか,株の取引をしているので株券をも担保にいれ

てもよいかとか,更には,ゴルフの会員券も持っているなどと,いずれも真

実味のない言辞を弄していた｡ Yが本件不動産の登記済証(権利証)につい

て尋ねた際, Ⅹは,真実は妻に取り上げられていたのに(Ⅹの妻は,それま

でも幾度となくⅩの浪費癖によってⅩ名義の不動産を失ってきたことから,

これ以上Xの浪費癖によってその財産を失うことのないように, Ⅹ名義の不

動産を妻や子供名義に変えたほか,本件不動産の登記済証(権利証)をⅩか

ら取り上げてしまった),これを秘し,紛失したなどと偽った上,そのため

いわゆる保証書でもって従前から担保権の登記が経由されている旨,及びそ

の保証書はBに預けてある旨答えた｡ Yは不動産の売却時に同居人が知らな

いと実行が困難になるので, Xに対して妻も承知しているかどうかを確認し

たところ, Ⅹが真実は妻の承諾を得ていなかったにもかかわらず承知してい

る旨答えたので,この回答内容に従って前記申込書の該当欄にチェックをし,

その後不動産, Ⅹ宅の状況, Ⅹの他の借入状況等を調査したうえ3000万円を

貸し渡し, XはこれによってBに対する債務を返済し, Bとの間の根抵当権

設定契約を解除して保証書の返還を受け,その抹消登記手続きをした上で,

右保証書によりYに対する根抵当権設定登記を経由した｡その際, ⅩほYに

対して自己が浪費癖を理由とする準禁治産者である旨は,終始これを黙秘し

ていた｡

一審(名古屋地裁)判決は,準禁治産者Xが自己の無能力を黙秘したこと

を認め,その他の言動に関し, C7)Xが, Bの債務の返済を目的として借入れ
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を申し込んだことは,返済を主な目的として借り代えることを示すものであ

るから, Ⅹの信用ひいては行為能力の推定を強めるものとはいえず,単なる

借入の理由たる事実の告知にすぎない, (i)借入申込書に記載した事項は,い

ずれもY方で金融をうける際に通常求められる事柄について記載したものに

すぎず,記載内容もⅩの行為能力の存在を誤信させるようなものではなく,

また,その際の職業などに関する説明も行為能力を暗示するものではない,

(ウ)土地登記簿謄本に従前の金融取引状況が記載されていたことは, Yが融資

する判断をした上で影響したとしても,右登記簿謄本によれば従前の根抵当

権の極度額が頻繁に変更されていることが判明し,これは,むしろ, Xの信

用,融資金の使途等に疑いを抱かせる事情ということができる, (I)Ⅹが, Y

の要求する土地の登記簿謄本,印鑑証明書,登録印鑑等を持参したことも,

借入に通常必要な行為をしたものにすぎず,また,権利証がなく保証書で登

記しているとの事実は, Ⅹの行為能力に疑いを抱かせる方向に働くべき事情

である,帥Yは, Ⅹに対し,その妻が事情を了解していることを確認してい

るが,それは不動産を担保に融資する際に,その実行の際に問題を生じない

ようにしたことであり,これに対するⅩの回答も保佐人の同意を誤信させる

ものとはいえないし,黙秘と相侯って能力につき誤信をさせ,あるいは強め

させる事情でもないとして,根抵当権設定契約の締結当時のⅩの言動などは,

Yから金融を得るために当然必要な事実の告知あるいは所要の書類等の提出

に過ぎず,それ以上に行為能力の存在を誤認させるような行為がなされてい

るものとは認められないから, Ⅹの能力に関する黙秘は,その他の言動など

と相侯って, Yを誤信させ,あるいはその誤信を強めさせたものと認めるこ

とはできないと述べた｡ Yの控訴対し,名古屋高裁は以下のように判示して

詐術を肯定した｡

｢民法20条にいう『詐術』に当たるというためには,無能力者が能力者で

あることを単に黙秘することのみでは足らないが,その黙秘が,無能力者の

他の言動と相まって,相手方をして無能力者を能力者であるかのように誤信

させ,またはその誤信を強めたものと認められるときは,右の『詐術』に当
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たるということができるものと解される(最高裁判所第一小法廷昭和44年2

月13日判決,民集23･ 2 ･291参照)0 ･ ･ ･ ･本件根抵当権設定契約の締結

当時における諸事情について検討すると, ･ ･ ･ ･Ⅹとしては,是が非でも

･ ･ ･ ･ Yからの借入れによってBに対する債務を精算する必要に迫られて

いたものと推認され,その上, Ⅹは当時,自己が準禁治産者であること及び

その法律的な効果がどのようなものであるか,即ち,保佐人である妻花子の

同意のない借入れや担保の提供等の行為は取り消し得るものであることを,

経験的に十分知っていた･ ･ ･ ･ことが明らかであるから,相手方であるY

に対して自己が準禁治産者であることを知られないよう,慎重に対処したで

あろうこともまた容易に推認できるところである｡そのため, Xは, Yに知

れることによって融資を断られる虞のあるような事情は可能な限りこれを隠

蔽するなどして, Yからの借入れが実現できるようにひたすら努めたものと

認められる｡｣本件土地の登記済証(権利証)についてはこれを紛失したな

どと偽ったり,本件借入れ及び本件根抵当権設定契約の締結に関して妻の承

諾は得られていると事実でないこと述べたり,借入申込書-の記載内容のう

ち, Ⅹの勤め先,年収等は必ずしも実際どおりではなく,さらに,株券やゴ

ルフ会員券も担保に入れることができるなどと真実味のないことを話してい

たこと等は,いずれもその現れということができる｡ ｢ところで,一般に金

融等の取引に当たって,当事者は,当該取引が後に至って取り消されること

となるなどの虞のない有効なものとして成立すると信じて取引に臨むのが通

常であり,特に,本件のような多額の金員の貸付及びこれに伴う担保契約の

締結に際しては,貸主としては,右の契約が完全に有効なものとして成立す

ると信じて取引に臨むのは極めて自然なことであり,借主がはたして能力者

か否かの点について特に疑問を抱かせるに足りるような状況でもない限り,

借主が準禁治産者であったとして後に至って取り消されるに至るなど,その

取引に係る契約が環庇あるものとして成立するなどということには到底思い

至らないものというべきであって,現に,本件の場合においても, Yが, X

の当初からの言動等にその能力者であることについて特に疑問をさしはさむ
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に足りるような状況もなかったところから, Ⅹを完全な能力者と信じていた

ことは,先に見た経緯に徴しても,明らかである｡そして,本件借入れ等に

際して採られたⅩの前記虚偽を交えた積極的な言動によって, Yのその思い

(Xが能力者であるとの思い)は強まりこそすれ,減退することはなかった

ものと認められ(Yにおいて, Ⅹから提出された本件各土地の登記簿謄本を

検討した結果, Xには従前から頻繁な金融取引が行われていたことを認識す

ることができたことは,右の思いを特に強めることとなったと推認される｡),

他方, Xは,右のような経緯によりYがⅩの行為能力について何らの疑念も

抱いていないことに乗じ,その錯誤を利用して, Yから本件借入れを行い,

併せて, Yから本件借入れに伴う担保契約を締結するに至ったものと認めら

れる｡ ･ ･ ･ ･右の契約等の締結に際してXの採った前記の言動は, (自己

が準禁治産者であることを進んで告知せず,かえってこれを秘匿していたこ

とと相まって), Yをして, Ⅹが能力者であると誤信させ,またその誤信を

強めるに足りるものであったと認めるのに十分であり,したがって,右の契

約等の締結に際し, Xは民法20条にいう『詐術』を用いたものというべきで

ある｣として,原判決を取消しⅩの本訴請求を棄却した(59)0

この判決は,黙秘のケースについて,裁判例⑪ (最判昭和44年2月3日)

の一般論にそって,詐術の成立を認めた事例ではあるが,一審では逆の結論

が出ている｡注目したいのは,一審が詐術を否定した理由として,無能力者

の言動につき,金融を得るための当然のものでり,それを超えて行為能力に

ついて誤信させるようなものではないという内容のものと(上記の(7)(i)(*)),

むしろ無能力者の行為能力について相手方に疑問を抱かせる方向に働くとい

う内容のもの(同じく(り糎),したがって,そのような場合には,能力者か否

か調査するのが当然である)との2つの要素が含まれている｡とくに,後者

の内容(9)(工)については,取引の相手方に対して,事情によっては編されない

ように注意すべきだという意味での注意義務ないし調査義務を認めるかどう

かにかかわる興味深い問題である｡いいかえれば,相手方が誤信したことに

ついて｢無過失｣ (｢無重過失｣)を要件として考えるかどうかの問題である｡
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名古屋高裁のこの判決は,上記のとくに(ウ)に関する事情につき,一審の判決

とは逆に,とくに疑問をさしはさむに足りるような状況はないとの前提に立

って,能力者であるとの思いを強めたと評価し,詐術を認める一要素と捉え

ている｡見方を変えれば,かりに能力について疑問をさしはさむ状況があっ

たなら,結論が違ってきたかも知れないともいえる｡私は,相手方が誤信す

るについて｢過失(重過失)｣がなかったことを要件とすべきだと考えてい

るが,この裁判例は,その可能性を示している｡この点については,後であ

らためて検討しよう(後述五参照)｡

なお,この事案において,無能力者に詐術(欺岡)の故意が存在したこと

は疑いないであろう｡問題は,黙秘における｢他の言動｣の評価である｡こ

の場合の無能力者は自己が能力者であると明言しているわけではないが,

｢準禁治産者であることを悪用｣して｢相手方から金員を借用したともいえ

る｣事案であるといえる(60)｡つまり,準禁治産者制度及び自己の行為が取

消し得ることを熟知して,これを計画的に悪用して借金し,その際,無能力

者たることは黙秘しつつも,自己が準禁治産者であることを知られないよう

に慎重に対処し,権利証は紛失したと偽り,妻の承諾を得ていると事実に反

することを告げ,申込書に勤め先,年収等について虚偽の記載をし,殊券や

ゴルフの会員券も担保にいれることができる等の真実味のないことを話して

いたことなどの言動など積極的な行動がみられ,詐術の認定は正当であろう

-問題は,上記のように,相手方の重大な過失をどのように評価するかで

ある｡

【裁判例⑮】名古屋地判平成4年10月7日(判時1450号114頁,判タ813号

234頁),貸金請求控訴事件〔浪費者｡準禁治産者であることを告げず(黙秘

して),消費貸借契約を申し込み,月収は手取り20万円あり,勤務年数も長

く,他に借金もあるが一度も遅れたことはない,貴社の支払いは毎月7日に

する等述べた｡詐術･否定｡〕

浪費者であることを理由として準禁治産宣告を受けた者(借主)が,自己

が準禁治産者であることを告げずに貸金業者(貸主･相手方)から5万円を
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借り受けたのであるが,この消費貸借契約締結の際,借主は, (7)自らの意思

で貸主に対し消費貸借契約を申し込んだものであり,この申込に当たり,借

入申込書を自筆で作成した上,居住地の証明として住民票謄本を提出し,ま

た,収入の証明として社会保険証を提示してその写しを提出した,用申告し

た勤務先である会社に自己が在籍していることを貸主に確認させるために同

社に架電した, (77)貸主が同業他者からの借入件数をおよびその金額,勤務及

び収入の状況等を間いたのに対して, ｢月収は手取20万円あり,勤務年数も

長い｡他に借金もあるが,一度も遅れたことはない｡貴社の支払いは毎月7

日にする｡｣と述べたことなどが詐術を用いたときに当たるかどうかにつき,

原判決(愛知中村簡裁)は詐術を用いたものと判断したが,名古屋地裁は,

原判決を取消し,詐術に当たらないとしてつぎのように述べた｡ ｢民法20条

にいう『詐術ヲ用ヰタルトキ』とは,無能力者が能力者であることを誤信さ

せるために,相手方に対し積極的に詐術を用いた場合に限るものではなく,

無能力者が無能力者であることを黙秘していた場合でも,それが,無能力者

の他の言動と相侯って,相手方を誤信させ,又は誤信を強めたものと認めら

れるときは,なお詐術に当たるというべきであるが,単に無能力者であるこ

とを黙秘していたことの一事をもって,右にいう詐術にあたるというのは相

当ではない｡そして,ある行為が詐術に当たるとするためには,無能力者が

能力者であることを信じさせる故意をもって当該行為をしたことを要すると

解すべきである｡ I ･ ･ ･控訴人(借主-括弧内筆者)は本件消費貸借契

約を締結する際,自己が準禁治産者であることを告げず･ ･ ･ ･そのため被

控訴人(貸主-括弧内筆者)において控訴人が準禁治産者であることを知

りえなかったこと,もし仮に被控訴人において控訴人が準禁治産者であるこ

とを知っていれば本件消費貸借契約を締結しなかったであろうことが認めら

れる｡｣しかし,上記(7)～(ウ)のような言動は, ｢専ら借金に対する自己の弁済

意思及び弁済資力の存在を強調しようとするものであって,ただちには,控

訴人の黙秘の態度と相侯って控訴人が能力者であるとの誤信を誘起し,又は

誤信を強める内容の行為であると言うことはできない｡また･ ･ ･ ･控訴人
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は,準禁治産者の宣告を受けた後にあっても,保証人の同意を得ることなく

借財したときはこれを取り消すことができるということを十分認識していな

かったことが窺われ,そうすると,控訴人としては,本件消費貸借契約締結

の際,自己が準禁治産者であることをことさら秘匿する必要性があることを

自覚していたともただちには言い難いので,控訴人の右言動が控訴人を能力

者であることを信じさせる故意をもってなされたと認めるには十分でない｡｣

｢したがって,本件においてほ,控訴人が自己が準禁治産者であることを単

に黙秘していたに過ぎないものというべきであり｣,控訴人(借主)の上託

した｢言動をもって能力者たることを信じさせるための詐術に当たるという

ことはできない｡｣

この判決では,裁判例⑪の一般論･抽象論を念頭に置いた上で,準禁治産

者の言動(いわゆる｢他の言動｣)は, ｢専ら借金に対する自己の弁済意思及

び弁済資力の存在を強調しようとするものであって｣,黙秘と相侯って能力

者であるとの誤信を誘起したり,誤信を強めたりする内容のものではないと

する｡直接に能力にかかわる内容の言明ではないにせよ,それが取引当事者

としての安全性･安心感･適格性(それらは,間接的には能力者と信じさせ

る,あるいは能力者として印象づける効果を有している)を示すような事案

について,例えば,裁判例(身の｢南海鉄道ノ大株主ノ乗車券｣と｢狩猟免

状｣を示した場合や,裁判例⑥の準禁治産者宣告は取り消されたと述べ,か

つ｢一級ノ選挙券ヲ有シ居ルモノナレ/､必ス迷惑-掛ケサル-シ｣と言明し

た場合は,いずれも詐術に当たるとされた｡また, ｢ボーダーライン上のケ

ース｣(61)と思われる裁判例⑨ (学生自立協会の肩書のある名刺を差し出し,

得た利益は同協会の資金に当てたい旨の言動), ⑩ (登記簿閲覧証明を進ん

で提示し,自己に不動産の処分権のあることを告げた), ⑫ (取締役副社長

の名刺を交付し, ｢信用限度額1500万円でよいのか,もっと多くしておく必

要がありはしないか｣と述べた)も詐術が肯定されている｡これらの事案と

比べると,この裁判例の事案における無能力者の言動(月収は手取り20万円,

勤務年数も長く,借金は一度も遅れたことがない旨の言動)は,単なる事実

- 41一一一　　　　　　信州大学法学論集　創刊号



民法20条における｢詐術｣について

を告げただけであり,少なくとも無能力を覆い隠し能力者たることを印象づ

けるものとしての行為とみるにもやや難しい微妙なケースであったといえ

る(62)｡

もっとも,この事案では,能力者であることを信じさせる｢故意｣をもっ

て当該行為をしたかどうかが,詐術の成否判断の決め手になっている｡つま

り,保佐人の同意のない借財は取り消すことができるということを十分に認

識していなかったことが窺われるとされ,したがって,自己が準禁治産者で

あることをことさら秘匿する必要性があることを自覚していたともいい難い

わけであり,詐術の故意をもってなされたと認めるには十分でないという結

論に結びつく｡その判断は妥当なものであるが,ここでは,故意があったか

どうかの判定は無能力者の言動･行動の評価と密接に関連していることに注

目しておきたい｡

2. ｢きわどい事例｣としての裁判例と詐術の基準

これまでみてきた裁判例において,詐術を否定したのほ裁判例(彰② (この

2例は｢積極的な詐欺の手段｣を要するとした時代の判決),および裁判例

⑪⑬ (この2例は心神耗弱者に関する事案)であった｡また,きわどい事例

として裁判例⑮も詐術が否定されたが,これは故意の不十分さが決め手にな

っていた｡つぎに,詐術を肯定した裁判例のなかで,準禁治産者に積極的な

行動があるのほ裁判例(参⑤(参⑭ (なお, (参は｢積極的詐欺ノ手段｣を要する

とされた時代の判例であった)であった｡同じく,詐術を認めた裁判例のな

かで,準禁治産者の具体的発言を捉えて詐術があったと判断されたものとし

て裁判例④(昏⑦がある｡ただ,これらの具体的事案をよく検討してみると,

その言葉･発言がかなり重大な意味を有していたり,あるいはそれがかなり

積極的な行為によって基礎づけられていたということについてはすでに指摘

したとおりである｡これに対して,詐術に当たるかどうかボーダーライン上

のきわどいケースと思われるものとして,裁判例⑨⑩⑫をあげてきた(上記

のように, ⑮もきわどいケースであったが,詐術は否定された)｡これらは,

準禁治産者が自己の能力者たることを告げたというわけでもなく,また詐術
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を弄したといえるほどの積極的な言動があったわけでもないが,しかし,無

能力者たることを覆い隠し,よって相手方に対して暗に(間接的に)能力者

たることを印象づける,あるいは無能力者ではないかとの疑念を抱かせない

ような言動ないし発言があるのであり,そのことが詐術を肯定するための要

素となった｡いわゆる｢きわどい事例｣ (本稿｢問題の所在｣を参照)にお

いて詐術を認めたものといってよい｡こうしてみると,実際に緩和された要

件のもとで詐術が認められたという事例は,時期的にそれほど古くなく,前

述のように,裁判例(9 (東京高裁昭和28年4月20日判決)以降の3件という

ことになる｡その件数こそ少ないが,裁判所の態度として,たしかに詐術の

要件の緩和傾向を示していることは否定できない｡この点において,裁判例

の態度は,取引の安全(相手方の保護)を重視すべきだする学説の主張に沿

ったものといってよい(なお,心神耗弱者の場合は異なる-本稿の三を参

照)0

ところで,詐術の認定に関してであるが,無能力者の抽象的言語的表明に

限定されるべきでなく,無能力者の契約締結に付随する言動全体を総合的に

評価して｢積極的術策｣があったと認められる場合にはじめて｢詐術｣をな

したものと解すべきであり,その結果,能力に関する言明がなく, ｢積極的

術策｣があったと認められない場合でも,無能力者制度の欠点を認識しつつ,

それを反信義的に悪用したと判断できるならば,信義則違反ないし権利濫用

の法理で処理すべきであり, ｢『詐術』概念を空洞化してしまう,安易な『緩

和』は厳に戒めるべきであろう｣との主張がある-例えば, ｢資産信用が

あるから安心してくれ｣ (裁判例(ラ)とか｢学生自立協会理事長の肩書のあ

る名刺を提示した｣ (裁判例(9)などであるとされる(63)｡たしかに,私も,

無能力者の個別具体的事案における行動･言動全体(行為や言葉の背後に控

えている詐術的意図やその言動の不当性なども含めて)をとおして,詐術の

判断をなすべきであると考えるし,また,ここでもそのような立場から裁判

例に現れた詐術の判断基準を探ってきた｡その結果,いくつかの｢きわどい

事例｣において詐術が肯定されているということが分かったが,それは,上

- 43 -　　　　　　信州大学法学論集　創刊号



民法20条における｢詐術｣について

述のように,詐術概念の緩和化を示すものに違いない｡そして,それが無制

限な詐術概念の｢安易な緩和｣につながるならば確かに問題であろう｡しか

し,裁判例をみると,異体的事案における紛争解決の判断に際し,少なくと

ち,詐術を肯定するためには無能力者を覆い隠すような言動(暗に能力者た

ることを示唆する程度の言動)を必要とされ,この基準ないし要件を満たさ

なければ詐術は認められないのであり,したがって,詐術の概念がまったく

空洞化しているわけではない｡また,裁判例(彰のケースにおいては,信義則

違反ないし権利濫用の法理を適用すべきといっても,その適用をめぐっての

判断基準の問題はやはり残る｡もちろん,詐術を用いた無能力者は,信義則

上保護に値せずその行為を取消すことはできないという構成は十分成り立つ｡

しかし,民法20条は,詐術を用いて相手方をだますような無能力者は保護に

値しないということをとくに明文で定めた-民法20条の背後には信義則が

控えている-のであるから(64),なおさら無能力者の取消権の喪失に関す

る問題は,民法20条における｢詐術｣の要件･基準の問題として考えていく

べきであろう｡

≡.浪費者の詐術と心神耗弱者の詐術

無能力者の詐術について,実際に裁判例に登場してくる事案は準禁治産者

に関するものがはどんどであり(65),それも浪費者に関する事案が多い(裁

判例(∋⑤⑧⑨⑭⑮)｡なお,準禁治産の原因が明らかにされていない事案も

あるが,すでに述べたように事実関係からして浪費者と推測しうる事案とし

て裁判例③(㊨(砂(丑があり,まったく不明のものとして裁判例(∋⑪がある｡こ

れらのなかで,詐術を認めたものは裁判例(診④⑤⑥⑦⑧⑨⑫⑭であり,宣告

原因がまったく不明な裁判例⑫を除いては,すべて浪費者に関するものであ

る｡詐術が否定されたのは,詐術を厳格に解した時期(いわゆる厳格期)の

裁判例(彰②と,故意を認めるには不十分とされた裁判例⑮ (浪費者)であっ

た｡これに対して,心神耗弱者あるいは浪費者かつ心神耗弱者に係わる裁判

例⑪⑬のいずれも詐術は否定されており,心神耗弱者の詐術を認めた事例は
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見当たらないようである｡

このような判例の態度をみると,浪費者については,一般的には,詐術の

要件の緩和という傾向を否定することはできないが,しかし,心神耗弱者に

ついてもほ必ずしもそうはいいきれないことがわかる｡換言すれば,心神耗

弱者の場合,判例は-もっとも,これに関する事例が2つと少なく,断定

的なことはいえないが,裁判例として登場した限りでは-詐術を容易に認

めず,きわめで慎重な態度を示しているといえるのではなかろうか｡その意

味において,判例は,浪費者の場合には,取引の安定･相手方の保護を重視

するが,心神耗弱者の場合には,特別の事情がない限りこの者を保護すると

いう価値判断を前提にしているといえるかも知れない｡ただし,心神耗弱者

の場合には,後述するが,詐術の故意(欺岡の意図)の認定が困難であると

いう事情が,詐術を否定する要素となりうることにも留意しておく必要があ

る｡

そもそも,未成年者･禁治産者･準禁治産者の三種類の無能力者について,

取消権剥奪という効果をどのような要件のもとに与えるべきかそれぞれ差異

があってもよいと思われる(66)｡おそらく,禁治産者の詐術は,実際にはほ

とんどありえないであろうから,これは別にするとしても,少なくとも,未

成年者か準禁治産者かによって詐術の判断基準は異なっていいはずでめ

り(67),さらに,準禁治産者のなかの心神耗弱者と浪費者との間で詐術の認

定に差異があってもよいと思う｡心神耗弱者の要保護性は,浪費者のそれよ

りも高くてしかるべきものと思われる｡従来,学説では立法論として浪費者

を準禁治産者として取り扱うことには合理性がないという主張があるが(68),

詐術に関する判例の態度は,浪費者に対してほ厳しいものがあり,その意味

で,学説の主張と同一方向にあるとみてよく,評価すべきものと考える｡

四.無能力者たることの黙秘について

1.黙秘と｢他の言動｣について

学説では, ｢相手方がすでに誤信している場合には,単なる沈黙も,事情

- 45 -　　　　　　信州大学法学論集　創刊号



民法20条における｢詐術｣について

によっては,詐術になる｣と主張されていたが(69),裁判例でも,黙秘のケ

ースにおいて,準禁治産者の行動･発言を捉えて詐術ありとしたものとして

(診(∋(身(9⑩⑭⑫があった｡そして,準禁治産者の黙秘と｢他の言動｣の関連

が言及されたのは裁判例(卦⑩あたりからで,最判昭和44年2月13日(裁判例

⑪)は,これの判例の態度を,一般論として集約したのであった｡問題は,

黙秘の場合における｢他の言動｣の程度･内容についてである｡この点につ

き,上記の裁判例を通していえることは,無能力者であることを黙っていて

も,自己の無能力を覆い隠し,間接的に能力者たることを暗示し印象づける

ような言動-自己の経済力･弁済能力などを示して,取引当事者としての

安全性･適格性などを信頼させることもこれにつながる-があれば詐術を

認めるという基準があったように思われる｡少なくとも,その程度は必要で

あろう｡

ところで,最判昭和44年2月13日(裁判例⑪)は,結論としては詐術を認

めなかった｡この判決を支持する立場として,例えば,準禁治産者の言動は

売買当事者として当然の義務を果たしただけであるから,この程度では単な

る黙秘にすぎないとする見解(70),あるいは,黙秘に加えて取引当事者とし

ての一般的な安全性ないし適格性を相手方に信じさせるに足りる言動が存在

しないから詐術にはならないとする見解(71),また,心神耗弱者の特性に着

目し無能力者の保護を図ったもの(72)とする見解などがある｡

これに対し,単なる黙秘だとして消極的判決をしたことついて｢何か割り

切れない気持ちが残る｣とする見解(73)辛,また｢無能力者であることの黙

秘が,詐術に当たりはしないかとの臭味も残る｣とする見解(74)がある｡

さらに,この判決の結論につき,準禁治産者が｢自分のものを売るのにな

ぜ妻に遠慮がいるか｣などと開き直った事情につき,これは準禁治産者でな

いことを｢明示的に表示したとさえ解されると思われる｣ので疑問があると

する見解や(75),また,故意に関連してであるが,準禁治産者の取引行為-

の積極的に参加により,詐術の故意を推定してもよいとして疑問を提示する

見解もある(76)0
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こうしてみると,この事案は,詐術かどうか見解が分かれる微妙な事案だ

といもいえるが(なお,注(72)を参照),私見によれば,この事案を単に準禁

治産者のケースとみるか,あるいは具体的に浪費者のケースとみるか,それ

とも浪費者であり心神耗弱者でもあるケースとみるかによって,相手方保護

(取引の安全)か無能力者保護かの判断基準が異なってくるものと思われる｡

本稿の三で触れたことでもあるが,判例の背後には,この事案を単に浪費者

としてよりも,心神耗弱者としての性格が強いという認識があって,それが

詐術の否定につながった(あるいは影響した)のではないかと考える(上記

の新井教授のいわれる無能力者の保護を重視したのである)｡加えて,黙秘

ケースでしかも心神耗弱者の場合には, ｢他の言動｣を通して詐術の故意を

認定するにはかなり困難を伴うのではなかろうか(故意については,以下の

2を参照)｡この点,裁判例⑪において,詐術の故意を認めるに足りる証拠

がないとされているが,事実認定の段階での困難さが伺える(77)｡今後,浪

費者かあるいは心神耗弱者かの違いは,詐術の認定にとって重要な要素にな

ってくるものと思われる｡判例の動きを注目したい｡

2.詐術(欺岡)の故意について

つぎに,詐術を用いたというためには,無能力者が相手方に自己が能力者

であることを信じさせるための故意がなければならない(78)｡詐術をなした

無能力者より相手方を保護するのは,無能力者の｢反信義性を根拠とするも

の｣(79)であり,無能力者に欺岡の故意がなければ反信義性ということもあり

えないからである｡

ところで,裁判例⑪では,黙秘していたことからただちにその故意があっ

たと認めなければならないものではないとしており,故意の有無は｢他の言

動｣との関連において判断されるべきことを示唆している｡故意が詐術行為

(欺岡行為)の態様と密接に関連するものであることを考えると,このこと

はいっそう強調されてよい｡一般的にいえば,詐術の｢態様が積極的であれ

ばあるはど故意の認定も容易であろうし,反対に態様が消極的なものにすぎ

ない場合には,特別の事情が備わらないかぎり故意の認定も困難であろうと
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推測される｡｣(80)｡ただ,黙秘の場合は,黙秘それ自体が極めて消極的な行

為であるから,この判決(裁判例⑪)のとおり,黙秘していたということか

ら詐術の故意を認定するのは困難である｡とすると, ｢他の言動｣との関連

において故意を判断する以外ないわけである(81)｡

なお｢他の言動｣が取引手続の上で多少積極的であっても,必ずしも詐術

の故意が認定されるとは限らない｡例えば,裁判例⑪ (この事案は心神耗弱

者であることに注意すべきである)では,無能力者の土地売却に関する積極

的行動(代金額の決定,登記関係書類の作成,農地の所有権移転及び転用に

ついての知事に対する許可申請)があったが, ｢自己の秘密の借銭の始末を

つけるため｣土地の売却にあたって自ら売主として積極的にその手続きを進

めたからといって別に不自然ではなく,とくに自己を能力者と信じさせる目

的でこれらの行動をしたものと認めるに足る証拠はないとした原判決の認定

判断を是認している｡もっとも,この点につき先程触れたが(上記注(75)の箇

所を参照),森島教授は,取引行為-積極的に参加しているのだから詐術の

故意を推定してもよいとされる｡また裁判例⑮ (この事案は,浪費者のケー

スである)では,消費貸借契約に際して,借入申込書を自筆で作成し,住民

票や社会保険証の写しを提出したり,月収手取り20万円,勤務年数長く,他

にも借金あるが一度も遅れたことはなく支払いは7日にすると述べたりした

ことが,相手方を能力者たることを信じさせる故意をもってなされたと認め

るには十分でないとされた｡これらは要するに,契約締結に関する無能力者

の行動が積極的であっても,それが契約を締結に関係する手続きとなると,

詐術の故意を認めるのはなかなか困難を伴うということであり,結局は,そ

の他の言動を総合的に評価して詐術の故意の有無を判断するはかない｡

3. ｢他の言動｣と能力との関係

黙秘の場合における｢他の言動｣とは能力に関する内容を要するか否か｡

この点について,裁判例⑪では,無能力者に｢自分のものを自分が売るのに

何故妻に遠慮がいるか｣との言動があったが,それは,無能力者の｢能力に

関しての言辞ではない｣とした原審の認定判断を是認している(そして,罪
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術の成立を否定している)｡つまり, ｢他の言動｣とは,能力に関する内容の

ものであることを要するという解釈になっている(82)｡この解釈に従えば,

無能力者であることについては黙秘していたが, ｢他の言動｣のなかに能力

に関する内容が含まれていて相手方がこれにより能力者と誤信した場合には

詐術となる,ということになる｡ただ,その場合でも, ｢他の言動｣が明確

にまた直接に能力に関する内容であるときには,それは無能力者であること

を黙秘したという場合には属さず,むしろ端的に能力者であることを告げた

場合,あるいは無能力者であることを否定した場合に属することになる(戟

判例④(参(訂参照) ｡

この点に関して,例えば,石田喜久夫教授は,つぎのように批判される｡

すなわち,民法20条の詐術は,たしかに, ｢能力｣に関して用いられたこと

を要件とするが, ｢だからといって『他の言動』もまた能力に関するそれで

なければならないとい,という結論は論理必然ではなかろう｡黙秘プラス

『他の言動』を基準として法律行為を解釈し,能力に関して相手方の誤信を

誘発させる意思ありとみられるときは, 『詐術』あり,と判断して一向さし

支えないからである｣(83)と｡この見解は,無能力者の行動全体を評価の対象

として詐術を判断するという立場に立つものといえる｡しかしながら,裁判

例⑪のいうように,黙秘したというだけでは詐術に当たらないとし,また,

黙秘していたことから詐術の故意があったと認めなければならないものでは

ないという前提に立つ限りは,詐術があったかどうかの判断は,結局, ｢他

の言動｣にその決め手を探し出すほかはない｡とすれば, ｢他の言動｣が,

何らかの形で｢能力｣にかかわりを持っているということは,必要不可欠と

いうことになる｡

こう考えてくると,つぎに, ｢他の言動｣は能力とどの程度の関わりをも

たなければならないかという問題にたどり着く｡ ｢他の言動｣が能力を直接

に明確に示す内容のものであれば,それはもはや黙秘の場合ではなく,能力

者たることの言明･陳述の場合となってくるから,これは別問題である｡私

紘,この点について,たびたび触れてきたが,間接的に能力者たることを暗
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示しているという程度の｢他の言動｣があればよいのではないかと考える｡

｢他の言動｣が間接的にせよ能力者らしいと推測させる内容,または無能力

者であること隠すような言動であればそれでよいと思われる｡

このように, ｢他の言動｣については,能力に関する内容のものと制限す

るほうが,民法20条の文言に忠実であろうし,また,実際の適用に際しては,

この能力に関する内容を緩く解釈することによって妥当な解決が図られるも

のと思われる｡もっとも,このように考えても,結論的には,石田喜久夫教

授のいわれる｢他の言動｣を能力に限定しないとする見解とそれほど異なる

ものではない｡

五.相手方の過失と準禁治産者の取消権との関係一･一結びに代えて

民法20条の文言によれば,相手方が無能力者を能力者と信じたことについ

て,相手方の過失の有無を問題としていない｡しかしながら,解釈論として

ほ,相手方にそのような過失がなかった場合にのみ,取消権の排除を主張し

うると考えることも十分成り立つ｡詐術の要件を厳格に解釈していた裁判例

①は,無能力者が同意を得ずに取引する際に自分の無能力を否定したり能力

者たることを陳述･言明したりするのは｢世間普通ノ状態｣であるから,こ

れらについては｢相手方二於テ注意｣すべきものと言及している(裁判例(塾

ち,裁判例(彰を踏襲している)｡つまり, ｢取引の相手方の能力について調査

をするのほ当然であり,調査しないで相手を能力者と誤信すれば過失ありと

考えられていた｣(84)といえる｡これに関連する判例として,すでに触れた大

正10年12月9日判決(これは,すでに裁判例①に関連して引用した)があ

る(85)｡

学説において,かつて,加藤一郎教浮は,無能力者かどうかについて相手

方は確かめるべき場合があり,それをしないで能力者と誤信してもそれは軽

率だといわれても仕方がなく,また相手方が当該取引の専門的知識をある程

度有する者という事情も準禁治産者の詐術性を弱めることになるであろうと

指摘され,相手方の過失について考慮すべき余地があることを示唆され
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た(86)｡例えば,以前に準禁治産者の宣告があったことを相手方が知ってお

り,その後宣告が取り消されたと単に告げられ,それを何らかの方法で確か

めることなくそのまま信用した場合には,過失ありといえよう(87).あるい

は,契約締結にいたるまでの交渉過程において,それまで数人の者から度々

借金を重ね,その融資金の使途に疑いを抱かせるような事情(後述するが裁

判例⑭の-審判決がこのことを指摘している)がある場合には,一応浪費癖

を疑ってみるのが普通であろうし,不注意でそれを確かめず能力者と思い込

んだ場合にも過失ありといえよう(とりわけ,相手方が貸金の専門業者の場

合にはなおさらである)｡さらに,例えば,裁判例⑬にみられるような心神

菜摘弓者の状態(平仮名は読めるが,漢字の読み書きはできず,簡単な足し算

はできるが,少し複雑な四則計算はできず,自己の住所氏名を苦くのが精一

杯一9歳程度の中等度痴愚級の精神薄弱で,とくに財産管理能力を殆ど有

しない)からして,そもそも相手方が能力について何ら疑念を抱かなかった

こと自体軽率であり過失ありといわれても仕方がなく,このような場合の相

手方は保護されない(取消権行使の排除の主張を認めない)と考えるべきで

あろう(もっとも,裁判例⑬は,準禁治産者の行為が詐術を用いた場合には

当たらないとして,心神耗弱者を保護している)0

なお,相手方が当該取引についての専門家かどうかという事情のはか,敬

引の種類･内容も,注意義務(ないし調査義務)の程度や過失の判断に影響

を与えるであろう｡動産取引の場合には,自分の取引相手が能力者かどうか

いちいち調査･確認するということは通常ほとんど期待できないけれども,

不動産取引の場合は動産よりもかなり慎重に行われるのが普通であるから,

動産の場合よりも重い注意義務を課しても不当とはいえないし,その取引が

専門家(例えば,不動産業者や貸金業者など)によるものである場合には,

さらに厳格な注意義務を認めてもいいであろう(88)｡その義務に違反した相

手方は20条による保護を受けない｡ただ,すべての不動産取引において,相

手方にこのような注意義務を課するのも現実的でない｡実際には,当該取引

に際し,当事者が置かれた状況･具体的事情によって,調査すべきであった
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かどうかが決まってこよう｡詐術を用いた無能力者とそれによってだまされ

た相手方との｢利益調整の見地から,相手方に重過失(相手方の職業,地位,

年齢,経験,そのケースの具体的事情等を総合的に考慮して重過失の成否を

決めることになる｡ほんの一挙手一投足の労をとれば気づくところを,その

労をとらないで誤信に陥った場合とか,故意と紙一重の場合といってよいで

あろう)があった場合には,無能力者は取消権を失わないというべき｣(89)で

あるといえる｡具体的事情のもとで,相手方が無能力者かどうか確認すべき

とされる場合に,著しい不注意(重大な過失)によってそれをしなかったと

きには,相手方は保護されず取消権を排除できないと考える(90)｡軽い不注

意によって相手方は保護されないとすると, 20条は無意味に近くなるからで

ある｡このように考えると,民法20条の要件の一つとして,無能力者を能力

者だと信じたことについて｢無重過失｣を要求してもよいと考える｡

ところで,近江幸治教授は, ｢善意かつ無過失｣を要求すべきと主張され

る(9㌔　すなわち,民法20条は,相手方が無能力者を能力者と｢信じた｣こ

とを要件の一つとするが, ｢この『信じた』とは,一般に『善意』と解され

よう｡しかし,これは,能力者であることを『信じた』こと自体を保護する

規定であることは明らかである(一種の外観信頼保護規定)｡そうであれば,

まさか,その信じたことにつき過失のある者(ちょっと注意すれば真実がわ

かりえたという場合)までも保護することは,規定の趣旨に反するのである｡

したがって,この『信じた』とは,相手方の『善意かつ無過失』を意味する

ものと解すべきである｡取引の相手方が無能力者なのだから,普通の成人と

は違った態度･外観があれば,そのくらいの注意を払ってしかるべきであろ

う｣(92)といわれる｡この見解によると,無能力者だと相手方が分かっている

(鳶意の)場合には, 20条による保護を受けないということになる｡ところ

で,相手方が,自分の取引相手が無能力者だと分かっていてなおかつ契約を

締結するようなことはあるのだろうか｡この点につき,近江教授は,つぎの

ように指摘される｡すなわち, ｢一般にキャッチ･セールスは,街頭で高校

生や20歳前後の若者を狙って,その法律的無知につけ込んで強引に契約･ ･
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･ ･を締結させてしまうものである｡この場合に,未成年者が年齢を詐称し

たときは, 『詐術』に当たるのか否か｡判例は,そのセールスマンの指示に

従って成年月日を偽って記入した場合は, 『詐術』に当たらないとしたが

(茨城簡判昭和60年12月20日)(93),妥当である｡このように,判例が『詐

術』の認定に憤重なことは,未成年者の保護にも役立つであろう｡ ･ ･ ･ ･

では,その指示がなかった(未成年者が勝手に記入した)という場合はどう

か(キャッチ･セールスではほとんど考えられないが)｡このような場合に

は,言葉の概念からしても『詐術』に該当すると解するはかはないであろう｡

確かに,詐術の認定を慎重にすることによって未成年者を保護することも一

つの方法ではあるが,しかし,それでは, 20条の本来の趣旨を生かせない｡

そこで,私は･ ･ ･ ･相手方の善意かつ無過失を要求することによって無能

力者の保護を考えるべきであると思う｡未成年を相手とするキャッチ･セー

ルスマンが,街頭で若者を契約に誘い込む時に,外見からして未成年者前後

であることがわからないはずがないから,それを身分証明書や親に対する電

話等で確認しなかった以上は過失があり,もはや20条で保護すべき範囲では

ない｣(94)といわれるのである｡

このような悪意の相手方を排除しようという考えは,未成年者の場合のみ

ならず準禁治産者の場合においても妥当するものと思われる｡その意味で,

私は,基本的には,近江教授の説を支持したい-ただ,私見としてほ,準

禁治産者について限定していえば,準禁治産者であることについて相手方は

善意であり重大な過失がない場合に限り20条によって保護されると考える

(準禁治産者の取消権を排除できる)｡いずれにせよ,この見解に立てば,

相手方が悪意ないし重大な過失(これは悪意に近い)があるときには保護を

与えず,取消権行使の排除を主張できない｡例えば,心神耗弱者であること

をいいことにして(これは浪費者よりも心神耗弱者において生ずる可能性が

ある),これをそそのかしたり誘導したりして契約締結にいたった相手方は,

悪意であるから保護を受けないことになる｡かくして,具体的事案において,

その個別的事情に応じて,無能力者と相手方との｢利益調整｣やバランスの
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とれた解決が可能になるのではなかろうか｡

ただし,以上のような考え方にも問題がないわけではない｡特殊な場合で

あるが,例えば,契約の相手方以外の第三者によって準禁治産者がそそのか

され,誘導されて相手方と契約を締結し,その際に詐術的な行為があったと

いう場合である｡準禁治産者が保佐人の同意のないことを理由に取消し,相

手方は詐術を理由に取消権行使の排除を主張したとき,相手方は善意･無過

失であれば保護されることになる｡しかし,場合によっては準禁治産者を保

護すべきだとされることもあろう｡裁判例⑬ほ,まさに心神耗弱者が相手方

以外の第三者による使族誘導によって契約を締結したという事情があった

(ただ,この事案では,詐術を用いた場合には当たらないとして心神耗弱者

が保護された)｡つまり,このような特殊なケースでは,相手方の主観的事

情を問題にして解決することはできず,むしろ詐術を用いたと評価されるだ

けの行為･言動があったかどうか(客観的事情)を問題とするか,あるいは,

心神耗弱者の場合には,とりわけ詐術(欺岡)についての故意が認められる

かどうか(心神耗弱者の主観的事情)を問題とするはかない｡ただ,詐術の

故意については,よほど特別な事情が備わらない限り,それを認めることは

困難であろう思われる(95)0

ところで,前述のように,裁判例⑭の原審判決は,相手方の過失の前提と

なる調査義務ないし注意義務に関して言及し,つぎのように指摘する｡すな

わち, ｢登記簿謄本によれば従前の根抵当権の極度額が頻繁に変更されてい

ることが判明し｣ている事実について, ｢これは,むしろ原告の信用,融資

金の使途等に疑いを抱かせる事情ということができる｣と評価し,また,

｢権利証がなく保証書で登記しているとの事実｣につき,これは｢原告の行

為能力について疑いを抱かせる方向に働くべき事情である｣と評価している｡

つまり,上記のような状況のもとでは,普通,相手方は(無能力者の)信用

や融資金の使途,並びに行為能力について疑念を抱くのが普通なのに-そ

して調べれば無能力者たることが判明したであろうはずなのに-それをし

なかったのは,詐術の成立について消極的な要素になるというのである｡こ
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れは,まさしく取引相手方の調査義務とか注意義務を前提にし,この義務違

反は無能力者と信じたことについて過失ありということになり,保護を受け

ないという論理構成を示すものである｡もっとも,控訴審(名古屋高裁)で

は,それらの事実については,まったく逆に,能力者であることの思いを強

めたものと評価し,詐術に当たるとした理由の一部になっているのであるが,

しかし,裁判例⑭ (厳格にいえば,その原審判決)は,相手方の調査義務あ

るいは注意義務について問題提起をしたものとして評価すべきものであろう｡

最後に,相手方の過失という要件をまったく否定するものではないが,こ

れを別個独立に詐術の要件とする必要性は乏しいとする立場に触れておこう｡

これは, ｢『詐術』の要件は当該事件の具体的諸事情を考慮した柔軟な判断を

許すものであるから,誤信したことについての相手方の主観的事情も, 『詐

術』の成否判断の中で実質的に考慮されているともいえるのではないか｡い

いかえれば,詐術に当たるとする判断は,同時に,当該事情のもとで相手方

が無能力者の能力について誤信することにも理由があるとする判断を含むと

考えられる｡そうだとすれば,相手方の主観的態様は-客観化された形で

-『詐術』の要件の中にすでにとりこまれて｣(96)いるから,相手方の過失

を独立の要件とする必要性に乏しいというのである｡しかし,これまでの検

討をとおして,過失という主観的態様は,まさに客観化された形で認識する

ことができるものと考えられるし,そうであるならば,それを民法20条の要

件の一つ(善意かつ無重過失)として構成をすることの方が明確である

し(97),また,無能力者の保護か相手方の保護(取引の安全)かという｢利

益調整の見地｣からしても,その方がむしろ有用でありまた機能的でもある

との主張をもって,結びに代えたい｡

注

(1)例えば,我妻『新訂民法総則』 (1971･岩波書店) 91頁,他に梅謙次郎『民法要義

巻之1総則編』 54貢以下,米倉『民法講義総則(1)』 (1984 ･有斐閣) 140頁以下なども
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参照｡

(2)例えば,我妻･前掲92頁,川島『民法総則』 (1973･有斐閣) 185頁以下,星野英一

『民法概論1 (序論･総則)逮 (1976･良書普及会) 111頁以下,泉久雄『民法講義1

総則〔改訂版〕』 (五十嵐･泉･鍛冶他編, 1981･有斐閣) 69頁以下,幾代通『民法総

則(第2版)』 (1984･青林書院新社) 78頁,石田穣『民法総則』 (1992･悠々社) 135

頁以下,川井健『民法概論1民法総則』 (1995･有斐閣) 52頁,四宮和夫『民法総則

第4版』 (1996･弘文堂) 67頁など｡

(3)加藤一郎｢無能力者の取消と詐術｣谷口-加藤『民法演習1総則』 (1958･有斐閣)

前掲25貢,なお,この点は,高森八三郎｢無能力者の詐術-判例の分析を中心に

｢｣ 『法律行為論上の基本的諸問題』 (1990 ･関西大学出版部) 1頁以下でも指摘さ

れている｡

(4)妻に関する事案,および未成年者に関する事案については,本稿二の裁判例⑬以下

および裁判例⑬の注(43)を参照o

(5)本稿三の注(4)で掲げた文献を参照されたい｡

(6)加藤一郎･前掲25頁参照｡

(7)於保不二雄･最判昭和44年2月13日の｢判例批評｣民商法雑誌61巻6号1057-1058

頁,なお石田喜久夫･昭和44年2月13日の判例解説･別冊ジュリスト『民法判例百選

総則･物権(第3版) 19頁参照｡

(8)於保･前掲1057貢参照｡

(9)石田喜久夫･前掲判例解説19頁参照｡

(10)例えは,於保不二雄『民法総則講義』 (1956･有信望) 65頁｡

(ll)須永醇｢無能力者の詐術｣新版判例演習民法1総則(1981 ･有斐閣) 42頁,同｢金

員借入れに際しての準禁治産者の詐術｣ (裁判例⑭の判例批評)私法判例リマークス

1994年〔上〕 8頁｡なお,金山正信･最判昭和44年2月13日の判例研究･同志社法学

113号93頁は, ｢本件事案における判決要旨この判決要旨としては『無能力者であるこ

とを黙秘していた場合において,それが,無能力者の他の言動などと相侯って,相手

方を誤信させまたは誤信を強めたものと認められないときは,詐術に当たらない』と

してよかったのではないか,と思う｣とされている｡

(12)例えば,大判大正10 ･ 12 ･ 9民録27輯2154貢がある(本稿五の注(2)を参照)｡なお,

中山信弘･法学協会雑誌87巻845頁(裁判例⑪の判例研究参照)o

(13)中山･前掲｢判例研究｣ 87-88頁,加藤一郎･前掲25-26頁,米倉･前掲142頁

(同頁において,米倉教授は｢この間題は従来あまり論じられていない問題であり,

私としても今後さらに再考してみたい｣とされている),近江幸治『民法講義1民法
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総則』第2版補訂版(1996･成文堂) 58頁など｡

(14)例えは,最高裁昭和44年2月13日判決(本稿裁判例⑪),我妻･前掲『民法総則92

頁,山主･磯村『新版注釈民法(1)』谷口･石田編集(1991･有斐閣) 137頁などを参

照｡

(15)詐術が成立するための要件として,条文の構成から一般的に, ①無能力者が詐術を

用いたこと, ②詐術が能力に関して用いられたこと, ③詐術の故意があること-舵

力につき欺岡する意図を有していること, ④詐術により相手方が誤信したことを必要

とするとされている｡例えば,山主･磯村『新版注釈民法(1)』 327頁以下参照｡

(16)大阪控訴院判決大正6年7月日法律新聞1290号2339頁｡なお,須永醇･前掲｢無能

力者の詐術｣ 40頁参照｡

(17)民法20条は,フランス民法1703条(｢未成年者ノ為シタル単ナル成年ノ宣言-其取

消ヲ妨ゲナイ｣),同1310条(未成年者ノ＼不法行為又-準不法行為ヨリ生ズル債務ヲ取

消スコトヲ得ズ｣)の流れをくんだ旧民法財産編第549条(｢未成年者が成年なりと陳

述したるのみにして成年たることを信ぜしむる為め自ら詐術を用ヰさるときは其無能

力又は欠損に因る錦除訴権を妨げず｣ ( 1項), ｢此他の無能力者の虚偽の陳述に付い

て亦同じ｣ (2項))に字句の修正を加えた民法草案28条(｢無能力者ガ能力ヲ有スル

旨ヲ明言シタルノミニシテ之ヲ信ゼシムル為メ自ラ詐術ヲ用ヰタルに非ザレバ其無能

力こ困リテ其行為ヲ取消スコトヲ妨ゲズ｣)に由来するとされ｡例えば,山主政幸

『注釈民法(1)』 (旧版) 239頁,於保不二雄･民商法雑誌61巻6号1054頁,須永醇･前

掲｢無能力者の詐術｣ 39頁などを参照｡

(18)中山信弘･前掲｢判例研究｣ 844頁参照｡

(19)高森･前掲7貢｡

(20)石田穣･前掲『民法総則』 135頁参照｡

(21)須永･前掲私法判例リマ-クス1994上7頁も黙秘の事例と捉えているo

(22)須永･前掲私法判例リマークス1994上7頁.

(23)須永･前掲私法判例リマークス1994上7頁以下も同旨｡ただし,平野義太郎｢民法

の変遷-総則編における若干の問題｣ 『日本資本主義の機構と法律』 (1948 ･明善書

房) 115頁以下では,日本の判例･学説において,昭和の初めまでフランス民法1307

条の解釈論に従い, ｢詐術｣とは,積極的な術策が必要であると解していたと指摘す

る｡なお,山主『注釈民法(1)』 (旧版) 238-239頁参照｡

(24)於保･前掲｢判例批評｣ 1054頁も参照｡学説の詳細については,小池隆一｢無能力

者の詐術について｣法学研究第9巻第2号2百の注1を参照-因みに,同論文にお

いて,積極的手段を要するとするものとして冨井,松本,中島,松岡,鳩山,山下,
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岩田の各氏を,これに反対する立場として三猪,我妻,穂積の各氏を掲げている｡な

お,この判決に対する評釈において,宮崎孝次郎｢民法二〇条に所謂詐術を用ひたる

場合｣によれば,具体的事案の解決としては判旨は正当と思うとされながらも, ｢然

し乍ら唯遺憾に思ふのは･ ･ ･ ･従来の判例通説に拘泥して単に能力者なりと陳述を

した一事を以てほ其の取消権を喪失するものに非ずと一般的に判旨の所謂『民法二十

条の消極的意義』を言明して居る事である｣とされる(判例民事法(昭和2年度)氏

事法判例研究会, 451頁)｡

(25)例えば, ｢言葉や態度で能力者であることを信じさせた場合｣ (我妻･前掲『民法総

則』 92頁,同旨･川井･前掲『民法概論1民法総則』 52頁)とか, ｢相手方が行為能

力について疑念をもって問いただしたのに,之に対して自己の能力者たることを確言

するのほ詐術になると解｣した(川島･前掲『民法総則』 185頁)とか,あるいは

｢判例は,積極的術策を用いなくとも,相手方を自分が能力者であると誤信させる意

思が『無能力者でない』といった｣ (星野･前掲『民法概論1』 111頁)としてこの判

例がが引用されている｡また,準禁治産者でないかと問いただしたのに対してこれを

否認し, ｢裁判所なり市役所なりに問い合わせよといった場合を『詐術』になる｣と

いった説明がなされる(幾代･前掲『民法総則』 78頁,山主･磯村･前掲『新版注釈

民法(1)』 329頁,加藤･前掲24頁など｡

(26)なお,須永醇･小林秀文｢未成年者の不法行為責任に関する一考察-とくに取消

権との関係において-｣薬師寺米寿記念論集(1977) 65頁では,裁判例④⑥の事案

に関して, ｢これらの判決が準禁治産者制度そのものについての立法論的批判の強さ

を反映して準禁治産者についてのみ相手方保護の要請を強調したもの(したがって未

成年者への軽々しい額椎を許さぬ)とみる余地をなくはないであろうが,少なくとも

･ ･ ･ ･未成年年者(詐術･詐欺が問題となる以上相当の年齢に達していることが前

提とされるから,準禁治産者程度の精神能力はこれをもっていることのほうが多いで

あろう)については,相応の類推が許される,と思われる｣とされる｡

(27)同旨,高森･前掲11-12頁参照｡

(28)大正9年11月16日に400円,同年12月8日に850円の金銭消費貸借契約(いずれも弁

済期を大正10年11月30日とする)を締結したが, 850円の貸与の際,貸主は借主の能

力について疑念を生じたので訊ねたところ,これを否認し,さらに貸主および他の人

をして市役所および裁判所にて取調べよと言明した｡借主は当時丸亀市に本籍･住所

を有しており(この金銭消費貸借契約締結の際の住所も同住所としていた),市役所

なり裁判所について取調べよといえば丸亀市の市役所なり裁判所で調べることを予知

しながらこれを調べさせた｡ところが,借主はそれ以前の大正9年9月20日に寄留地
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だった岡山区裁判所ですでに準禁治産者の宣告を受けており,この届出は弁済期が過

ぎた大正14年1月14日まで秘しておいたというものである｡原判決は, ｢単に能力者

たることを否定する｣だけでは詐術を用いたとはいえないとしたが,貸主は上告して,

このような｢証拠歴然タル積極的詐術ヲ何等ノ説明ナク且ツ排斥スべキ証拠ナクシテ

漫然被告ノ此ノ行為ヲ積極的行為ニアラストシテ原告ノ再抗弁ヲ排斥シクル-失当｣

であると主張し,大審院は,この上告理由をいれて破棄差戻したのである｡)｡この点

につき, ｢無能力者が単に能力者と信じさせるため,積極的術策を用いたという以上

に,無能力者制度を熟知して,その欠点を利用し,制度自体を反信義則的,詐欺的に

利用した事案とでも評すべきであ｣り,上記裁判例(丑②の｢理論を継承し,この理論

を無能力者の詐術があったとして無能力者と取引した相手方が契約履行を求めた事案

に適用して内容を豊かならしめたものと評すべきであろう｣との指摘がある-高森

･前掲12頁参照｡

(2g)高森･前掲14頁も同旨｡

(30)須永･前掲｢無能力者の詐術｣ 39貫｡

(31)川井･前掲『民法概論1民法総則』 52頁｡

(32)井ケ田良治･山中永之佑･石川一二夫『日本近代法史』 (1982･法律文化社)

104-105頁｡なお,明治21年の市制町村制では,市町村会議員の選挙について等級選

挙が採用され大正の終わりに廃止された(大正14年普通選挙法の公布)｡例えば,石

井良助編『法制史』 (1969 ･山川出版社) 298頁参照｡

(33)井ケ田･山中･石川･前掲『日本近代法史』 105頁｡

(34)高森･前掲14頁｡

(35)高森･前掲18頁も同旨｡

(36)高森･同上20-21も同旨｡

(37)高森･同上21百o

(38)高森･同上22-23頁｡

(39)因みに,地方公務員法における欠格条項としての16条1号に｢禁治産者及び準禁治

産者｣があげられている(なお,新しい成年後見制度が実施されてからは, ｢成年被

後見人又は被保佐人｣となっている)｡

(40)須永･前掲私法判例リマークス上7-8頁によると,この事案における準禁治産者

の行為は,取引の一方当事者としての一般的な安全性ないし適格性の指摘にすぎず直

接的かつ必然的に能力者たることにくいての誤信誘発に客観的に結びつぐ性質のもの

ではないという見方のようであるが,しかし,準禁治産者としてほ｢法令上勤務を許

されない公職を保持｣しての公職を利用して交渉している点で,能力に直接結びつく

術策であると考えるのが妥当であろう｡
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(41)この事件における上告審判決があるが,そこでは上告理由に応えて,国が当事者と

なって競争入札によって売買等の契約をするときは,落札者と決定した者とさらに契

約を結ぶことによって売買契約が成立するから落札後契約書作成前に準禁治産者が詐

術を用いたときは契約を取り消すことはできないとしている(最判昭和35年5月24日

民集14巻7号1154頁)0

(42)石田穣･前掲『民法総則』 136頁｡なお石田穣教授は,黙秘のケースにおいて,無

能力者の他の言動は能力者であることを信じさせるための意図をもつものでなければ

ならず,その意味で大判大正12年3月14日(裁判例(卦)の大株主の乗車券や狩猟免状

を示した場合に詐術になるとしたのは正当であるとされながら,他方,大判大正5年

12月6日(裁判例①)が詐術に当たらないとし,大判昭和8年1月31日(裁判例(令)

および裁判例⑨が詐術に当たるとしたが, ｢いずれもボーダーライン上のケースであ

るといえよう｣とされる｡ただ,私は,裁判例⑦については,事実関係からすると当

該箇所で述べたように相手方を誤信させるために(その意図で)積極的な術策を用い

たものとするのが妥当と考える｡なお,黙秘のケースにおいては,相手方を誤信させ

る意図,すなわち詐術の故意についての認定は困難な場合が多いと思われる(山主･

磯村･前掲『新版注釈民法(1)｣ 331貢参照)｡裁判例⑮は故意を認めるには十分でない

として詐術を否定している｡とくに,心神耗弱者のケースなどほ,故意の認定が難し

いであろう(裁判例⑪参照)｡なお,自分が準禁治産者である旨を告げて一旦は手形

用紙署名捺印することを拒んだという場合において,準禁治産者の振り出した手形の

効力が争われた事案につき,千葉地裁佐倉支判昭和38年6月18日は,つぎのように述

べて,準禁治産者に手形責任を負わせることはできないとした｡すなわち, ｢無能力

者が能力者たることを信ぜしめるための詐術を用いたと言い得るがためには,単に無

能力者なることを告知しなかったという消極的な態度だけをもってしては,事は未だ

不充分であって,相手方に対し無能力者なることが露見しないよう積極的に働き掛け,

恰も外観上能力者たることを誤信せしむるに足る作為的な動作に出でること,即ち術

策を弄することを必要とする｣と述べている(金融法務事情348号92-93頁)｡

(43)升田純｢成年後見制度をめぐる裁判例(5)｣判例時報1578号7頁参照｡

(44)米倉･前掲146頁では｢心神某毛弱者ではないかと思われる｣とされ,新井誠･前掲

19頁では, ｢本件は浪費者かつ心神耗弱者に関する事案であり,本判決ではとりわけ

後者の特性にに着目したうえで,詐術の成立を否定し,取消権を認め,無能力者の保

護を図ったものとして位置づけることができる｣とされている｡

(45)杉田洋一『最高裁判所判例解説』 21巻5号1056頁o

(46)加藤一郎･前掲24頁｡
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(47)米倉･前掲145貫｡

(48)須永･前掲私法判例リマークス1994上8頁,同･前掲｢無能力者の詐術｣ 42貢｡同

『新訂民法総則要論』 (1997 ･勤草書房) 66頁では,現在の判例は, ｢詐術の意味内容

の拡張ないし希薄化はほぼ限界点にまで達したといってよい｣とされる｡この点は,

本稿二の2を参照されたい｡

(49)米倉･前掲144-143頁,新井誠･前掲19頁｡

(50)金山･前掲92頁｡

(51)我妻･前掲『民法総則』 92頁｡

(52)須永･前掲私法判例リマークス1994上9頁｡

(53)四宮和夫『民法総則』第4版(1996･弘文堂) 60頁,石田喜久夫･前掲21頁,新井

誠･前掲19頁,近江･前掲56頁｡

(54)なお,この事案において,一･二番の判断が分かれたが, ｢準禁治産者たることを

知って積極的に使咲誘導して本契約締結に至らしめた者の存在に対する評価の影響も

少なからずあろう｣ (判時1191号91頁の｢解説｣参照)との興味深い指摘がある｡ち

なみに,この点に関する事実関係は,大体以下のとおりである｡本件における準禁治

産者(-売主,以下Ⅹという)は,昭和52年頃,土地を担保に高利貨より借金してこ

れを浪費したことがあり,これが原因となって準禁治産宣告を受けたが,昭和53-54

年頃には,喫茶店などて顔見知りとなったAやB (当時これらの者が正業についてい

たことは認められないとされている)らの関与のもとに,金融業者から借金し,とく

にCには多額の借金があった｡ AやBはXが準禁治産者であることを知っていたので

あるが, Aほ知人のY (本件における買主･相手方)から融資を受けようと考え,昭

和55年3月下旬頃, ⅩとBと同道してYを訪れ,同人に対し, ｢Xが高利黛に借金し

困っているので金を貸してほしい｣旨依頼した｡ Yは担保があれば黛してもよいとの

答え, Ⅹはその所有する田674平方メートルにつき同年4月3日,権利者をYとする

所有権移転請求権仮登記を了し, Yから金300万円(利息60万円を天引)を借受ける

に至った｡ X, A, Bの3名は同月上旬頃, Yに面談し, A, Bの両名は, Yに対し

｢Ⅹの相談に乗ってほしい｣旨いい残して帰っので, YはXに事情を尋ねたところ,

XはYに対し｢金が足りないので金800万円貸してほしい｣といって直接借金を申し

込んだ｡ Yはこれ以上金を貸すことはできないが,土地の売買なら応ずるとの態度を

示したところ, Ⅹは, ｢Aと相談してくる｣といって,一旦帰った｡同月10日頃, X

はY方を訪れ,土地を売ってもよいといって,本件土地の売買契約を締結に至ったも

のである｡その際,登録印鑑を保佐人である妻に取り上げられていたので, BやAの

いいなりに,住所の変更手続までしてあらためて登録印鑑ををつくったことが認めら
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れ,したがって,契約締結のための印鑑登録証明書,登記簿謄本等の書類の呈示も,

Xが自らの意思にもとづいてしたものとは認めがたいとされている｡また,本件売買

契約を締結するに至った動機及び受領した売買代金の使途について紘,必ずしも明ら

かではないのであって,これまでにもAのいうまま他から借り受けた金員はその大半

が高利賃に対する返済やAやBらの手に渡っているとされているこのことをも考慮す

ると, ｢右登記簿謄本等の呈示をもって,到底,詐術と認めることはできない｣とさ

れた｡

(55)判時1198号145頁の｢解説｣参照｡

価)未成年者の詐術が問題になった裁判例として,東京控判明治36･ 3 ･28新聞133･

9は,未成年者が年令を偽って成年者であるとの区長の証明を得,その証明書を相手

方に交付して相手方をして成年者と信ぜしめ,もって約束手形を振出した行為が詐術

に当たるとした｡

(57)山主･磯村･前掲『新版注釈民法(1)』 330頁｡

(58)なお,準禁治産者が無能力者であることは隠さず保佐人の｢同意書を偽造｣して同

意があったと信じさせた事案において,民法20条にいう｢能力者タルコトヲ信セシム

ル為メ詐術ヲ用ヰタルトキ｣に当たるとされた(新潟地半rl昭和44年10月31日判時586

号86頁)｡また,無能力者が能力者であるかのように装うことだけでなく,無能力者

であることは隠さず,法定代理人または保佐人の同意を得ていると信じさせることを

も含むと解されている(大判明治37年6月16日民録10･940,大判大正12年8月2日

民集2巻577頁),通説として,我妻･前掲『民法総則』 91頁,川島･前掲『民法総

則』 185頁,山主･前掲『注釈民法』 (旧判) 241頁等参照｡

(5g)上告棄却により,本件は確定したとされる-佐藤陽一(名古屋地裁判事) ･判例

タイムズ852号21貢(裁判例⑬の解説)参照｡

(60)判例タイムズ801号172頁の｢解説｣参照｡

(61)石田穣･前掲『民法総則』 136頁o

(62)能力者であるかのような印象を与える言動でもあり,その点, ｢詐術があったか否

かの判断は微妙であり,限界事例のようにも思われるが,無能力者の詐術の有無につ

いて, 1, 2審の判断が分かれた事例として参考になろう｣との解説がある(判タ

813号234頁｢解説｣参照)｡

(63)高森･前掲30-31頁参照｡

(64)川井健『説例民法学①民法総則』 (1990 ･一粒社) 32頁参照｡なお,須永･前掲私

法判例リマークス1994上9頁では,注(63)の高森説に対し, ｢信義則違反ないし権利濫

用と称してみてもそれだけで異体的事案の解決の指針までもが与えられるわけのもの
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ではなく黙秘ケースでの信義則違反等を認定するに際しては,結局は,無能力者の所

為自体の･ ･ ･ ･詐術の内容･程度等に着目しなければならなくなる･ ･ ･ ･そうだ

とするなら,黙秘ケースでの『詐術』は契約当事者としての一般的な安全性･適格悼

･ ･ ･ ･に関する『詐術』で足りると解しておき,その『詐術』の存否の判断に際し

て信義則に基づく具体的衡量が必要とされる｣と解する万が,高森提言に対してより

具体性のある建設的提言としての意義を与えることになるのではないかと述べられて

いる｡

(65)妻に関するものとしては,旧規定のもとでの妻の無能力に関し,金銭消費貸借の際

借主たる妻が能力者たることを信じさせるために相手方に対して夫のない旨を告げか

つ保険の外交員として保険の勧誘をなし独立して生活している旨述べて消費賃借をな

したという場合には,詐術を用いた場合に該当するとした(大判昭和8年10月13日民

集12巻2491頁がある｡未成年者に関するものとして,東京控判明治36年3月28日新聞

133号9頁(本稿二の裁判例⑬に関する注(56)を参照),茨城簡判昭和60年12月20日判時

1198号143頁がある(本稿二の裁判例⑬において引用したので,当該箇所を参照され

たい)がある｡なお禁治産者に関する事例は見当たらない｡

(66)米倉･前掲142頁｡なお,小賀野晶- ｢被保護成年者制度と取引安全｣須永醇編

『被保護成年者の研究』 (1996 ･勤草書房) 434頁参照

(67)加藤一郎･前掲25頁参照｡

¢8)中山･前掲｢判例研究｣ 846頁参照,新井誠･前掲｢無能力者であることの黙秘｣

19頁｡従前より,準禁治産者制度を廃止すべきとの意見はあった｡例えは,我妻･前

掲『民法総則』 63-64頁,同『民法案内2民法総則』全訂第一版･幾代通補訂(1988

･一粒社) 94頁,川島･前掲『民法総則』 187頁等を参照｡なお,鈴木-ツヨ『新版

注釈民法(1)』谷口･石田編集(1991 ･有斐閣) 302頁も参照｡

(69)於保･前掲『民法総則講義』 65頁,同･前掲｢判例批評｣ 1054頁参照｡

(70)山中･前掲｢判例研究｣ 847頁｡

(71)須永･前掲｢無能力者の詐術｣ 44頁｡

(72)新井誠･前掲19頁｡

(73)於保･前掲｢判例批評｣ 1055頁｡おな,同頁においては,裁判例⑪の事案を,黙秘

が事情によっては詐術となるか否かのボーダーラインにあるように見受けられるとさ

れる｡

(74)金山･前掲93頁｡

(75)石田喜久夫･前掲21頁｡

(76)森島･前掲11頁｡
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(77)なお,無能力者が｢自分のものを自分が売るのに何故妻に遠慮がいるのか｣といっ

たことにつき,原判決が詐術を用いたとはいえないとしたのは, (7)これは仲介人が無

能力者とその妻の夫婦円満を思って尋ねたことに対する答えとしてなされたものであ

るから能力に関しての言辞ではないということと, (イ)さらにこの言辞を相手方が聞知

したのほ提訴された後であるという事実認定にもとづくものであった｡ (イ)の場合に関

連する判例として,無能力者が仲介人に対して詐術を用いた場合,その詐術の効果が

相手方に及んでいなければ民法20条の適用はないとされている(大判昭和2年5月24

日民集6巻7号283頁)o　そうすると, (i)の場合には｢そもそも本発言は詐術と関係が

ない｣ (中山･前掲｢判例研究｣ 847頁)といわざるを得ないo最高裁は, (7)の部分,

すなわち無能力者の｢能力に関しての言辞ではない旨の原審認定判断は,首肯するに

足りる｣というだけであり, (i)の部分については何ら触れていないo　原判決を支持す

る以上は,無能力者の上記の｢発言は詐術と関係がない｣ということになろう｡ただ,

その妥当性については疑問がなくもない｡遠藤浩教授は,上記のような無能力者の発

言に関する原審の判断を｢気にかかる｣と指摘されつつ,仲介人でなくて,相手方が

問うて無能力者がこれに答えたとしたら, ｢『他の言動』の中に入れてもいいのではな

いかとも思うのだがどうであろうか｡仲介人だから,この判決を妥当だとしておこ

う｣とされる(遠藤浩『民法基本判例1総則』 (1995･信山社) 15-16頁参照)｡

(78)山主･磯村･前掲『新版注釈民法(1)』 331頁参照,須永･前掲私法判例リマークス

1994上9貢,金山正信｢無能力者であることを黙秘することと民法20条にいう『罪

術』｣同志社法学113号91頁,森島･前掲11貫｡

(79)山主･磯村･前掲『新版注釈民法(1)』 331頁｡

(80)山主･磯村･前傾F新版注釈民法(1)』 331頁｡

(81)金山･前掲91頁｡

(82)於保･前掲｢判例批評｣ 1058頁｡

(83)石田喜久夫,前掲21頁｡

(84)中山･前掲｢判例研究｣ 845頁｡

(85)なお,大判大正10年12月9日(民録27輯2154頁)以後,判例では,そこまで取引当

事者に要求するのは酷であるという取引の実情を考慮したのかどうか,相手方にこの

ような調査義務ないし注意義務を強調する考えは見られなかったが,本文で述べるよ

うに,裁判例⑭の原審において,この点が指摘されており,相手方の過失という問題

に関連してくることに留意すべきであろう｡

(86)加藤･前掲25-26頁｡また,小脇-海｢無能力者制度と取引の安全｣愛媛大学紀要

第4部社会科学第3巻第4号(1961) 19頁でも,無能力者の陳述以外に客観的な資料
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を求めなかったとすれば,注意不十分,努力不足の語りを免れないと指摘さる｡

(87)加藤･前掲25-26頁では,準禁治産の宣告を前に受けていることを知っている相手

方が,その宣告が取り消されたかどうか確かめようとして｢あなたは準禁治産者では

なかったですか｣と尋ねたのに対して,準禁治産者が｢いや,違いますよ｣答えた場

合を想定され,そのような場合には,相手方は自分で戸籍を調べるとか戸籍謄本を持

ってこさせるとかしてその点を確かめるべきであり,準禁治産者が｢いや,違います

よ｣と答えただけでは,相手方の疑いを打ち消すのに不十分であると説明される｡

(88)山中･前掲｢判例研究｣ 846-847頁参照｡なお,裁判例⑪の事案(判決は詐術を認

めなかった)につき, ｢売買の対象は土地であり,その点からも相手方は動産以上の

注意をなすべきであったと思われるし,判旨は正当であった｣と評される(山中･前

掲｢判例研究847-848頁)｡

(89)米倉･前掲142頁｡

(90)これは民法20条が無能力者の相手方の保護･取引の安全を目的としているのである

から相手方が保護されるためにはその者の無過失が要求されるのはむしろ当たり前で

はなかろうか｡またそうすることによって,具体的状況に応じた無能力者と相手方と

の利害の調整がやり易くなると思われる)0

(gl)近江･前掲『民法講義1 〔民法総則〕』 58頁o

(92)近江･前掲58貢｡

(93)この判決については,裁判例⑩に関連して引用してあるので参照されたいD

(94)近江･前掲57-58頁｡

(95)山住･磯村･前掲『注釈民法(1)』 331頁｡

(96)山主･磯村･前掲『新版注釈民法(1)』 331-332頁参照｡

(97)民法95条は,意思表示は法律行為の要素に錯誤があるときほ無効とするとし,ただ

し,表意者に重大な過失があるときほ,表意者みずから,無効を主張することはでき

ないと規定している｡この民法95条但吾は,相手方が重大な過失によって無能力者を

能力者と誤信した場合における問題の解決方法にとって,おおいに参考となろう(小

脇･前掲｢無能力者制度と取引の安全｣ 19頁参照)0

〔付記〕

本稿は,だいぶ前に執筆されたまま未発表になっていた｡この度ようやく

『信州大学法学論集』が刊行される運びとなり,本稿もこの創刊号誌上にて

陽の目を見ることができることとなった｡
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ところで,その間に｢成年後見制度｣の見直しが進められ,平成12年4月

より新制度が実施された｡この新しい成年後見制度によれば,従来の準禁治

産類型に相当する保佐類型は,心神耗弱者をその対象としており,浪費者で

あることを要件としていない｡ただ,浪費者のなかで判断能力の不十分な者

は,保佐または補助の各制度の対象となるとされている(例えば,小林昭彦

･大鷹一郎編『わかりやすい新成年後見法』 19頁(1999 ･有斐閣),小林明

彦･大門匡編著『新成年後見制度の解説』 23頁(2000 ･金融財政事情研究

会)など｡なお,附則第3条3項によれば,浪費を原因とする準禁治産の宣

告を受けた準禁治産者については,旧法が適用されることとなっている)0

本稿は,旧法下での浪費者を中心として,さらに,心神耗弱者にも関連しな

がら詐術の問題を考察したものである｡本来なら,新しい制度を視野に入れ

た上での整理･検討が必要なのかも知れない｡

しかしながら,本稿で取り上げた問題は,あくまでも｢民法20条における

詐術｣に関するものであり,したがって,この条文が変わらない限り,制限

能力者の詐術に関する民法20条の適用問題･解釈論はそれなりの意味がある

と考えている｡本稿は,このような経緯のもと,だいぶ前に執筆したものを

そのまま形で発表することにした｡そのため従来の禁治産者･準禁治産者･

無能力者･浪費者･心神耗弱者等の用語をそのまま使用していることを予め

ご了解願いたい｡皆様の厳正なご叱声を賜りつつ,さらに研究を進めていこ

うと思う｡

平成14年1月17日　　後藤泰-

-　66　-


