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２０１６年版発刊にあたって

本六法は、成年後見の実務にかかわる場合に必須となる法律・政令・省令

および通達・通知等を収録したものである。

成年後見制度は、２０００年４月に施行されたが、これは、同時期に施行され

た介護保険制度にみられるような福祉における「措置から契約へ」という流

れを、法律行為における判断能力の面で支えるものでもある。

そのような成年後見法は、従来の民法に代表される私法と、従前は行政法

的な色合いの濃かった福祉法が融合した新しい法分野といえるものであり、

関係する法令を網羅した携帯できる法令集がなかった。そのため、実務上必

要かつ十分な法令に焦点を絞った新しいハンディな六法が求められていたの

であり、本六法は、そうした期待に応えるべく刊行されたものである。

２０１６年版では、２０１６年４月に成立した「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」を新たに収録したほか、同月に成立した「成年後見の事務の円滑化

を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による民法お

よび家事事件手続法の改正を反映するなど、収録法令等の改正を反映し、最

新の法令等に改めた。なお、成年後見制度の利用の促進に関する法律の法的

性格および重要性に鑑み、法令編後見法について、新たにとして行政法

の項目を設け、主として行政にかかわる法令を収録した。

また、実務の指針として役立つと好評の裁判例編については、家事・民事

事件は、村田彰氏（流通経済大学教授）、熊谷士郎氏（青山学院大学教授）、清

水恵介氏（日本大学教授）に、刑事事件は、信太秀一氏（流通経済大学教授）

にご協力いただいており、２０１６年版における増補および見直しに関しては、

村田彰氏にご協力いただいた。

２０１６年版の発刊にあたっても、新井誠氏（中央大学教授）、上山泰氏（新潟

大学教授）、池田惠利子氏（公益社団法人あい権利擁護支援ネット理事・社会福祉

士）、小嶋珠実氏（公益社団法人あい権利擁護支援ネット代表理事・社会福祉士・

臨床心理士）から貴重なご助言をいただいた。ご協力をいただいた方々にこ

の場を借りて御礼を申し上げたい。

本六法が引き続き実務の現場で活用され、ひいては制度の健全な発展に資

することができれば幸いである。

２０１６年６月
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 民事法

〇民 法

明２９・４・２７法８９公布

平２８・４・１３法２７改正

第１編 総則

第１章 通則

（基本原則）

第１条 私権は、公共の福祉に適合しなければ

ならない。

②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠

実に行わなければならない。

③権利の濫用は、これを許さない。

（解釈の基準）

第２条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質

的平等を旨として、解釈しなければならな

い。

第２章 人

第１節 権利能力

第３条 私権の享有は、出生に始まる。

②外国人は、法令又は条約の規定により禁止さ

れる場合を除き、私権を享有する。

第２節 行為能力

（成年）

第４条 年齢２０歳をもって、成年とする。

（未成年者の法律行為）

第５条 未成年者が法律行為をするには、その

法定代理人の同意を得なければならない。た

だし、単に権利を得、又は義務を免れる法律

行為については、この限りでない。

②前項の規定に反する法律行為は、取り消すこ

とができる。

③第１項の規定にかかわらず、法定代理人が目

的を定めて処分を許した財産は、その目的の

範囲内において、未成年者が自由に処分する

ことができる。目的を定めないで処分を許し

た財産を処分するときも、同様とする。

（未成年者の営業の許可）

第６条 １種又は数種の営業を許された未成年

者は、その営業に関しては、成年者と同一の

行為能力を有する。

②前項の場合において、未成年者がその営業に

堪えることができない事由があるときは、そ

の法定代理人は、第４編（親族）の規定に従

い、その許可を取り消し、又はこれを制限す

ることができる。

（後見開始の審判）

第７条 精神上の障害により事理を弁識する能

力を欠く常況にある者については、家庭裁判

所は、本人、配偶者、４親等内の親族、未成

年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐

監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請

求により、後見開始の審判をすることができ

る。

（成年被後見人及び成年後見人）

第８条 後見開始の審判を受けた者は、成年被

後見人とし、これに成年後見人を付する。

（成年被後見人の法律行為）

第９条 成年被後見人の法律行為は、取り消す

ことができる。ただし、日用品の購入その他

日常生活に関する行為については、この限り

でない。

（後見開始の審判の取消し）

第１０条 第７条に規定する原因が消滅したとき

は、家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内

の親族、後見人（未成年後見人及び成年後見

人をいう。以下同じ。）、後見監督人（未成年

後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下

同じ。）又は検察官の請求により、後見開始の

審判を取り消さなければならない。

（保佐開始の審判）

第１１条 精神上の障害により事理を弁識する能

力が著しく不十分である者については、家庭

裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、

後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又

は検察官の請求により、保佐開始の審判をす

ることができる。ただし、第７条に規定する

原因がある者については、この限りでない。

（被保佐人及び保佐人）

第１２条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐

人とし、これに保佐人を付する。
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（保佐人の同意を要する行為等）

第１３条 被保佐人が次に掲げる行為をするに

は、その保佐人の同意を得なければならな

い。ただし、第９条ただし書に規定する行為

については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の

得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成

１５年法律第１３８号）第２条第１項に規定する

仲裁合意をいう。）をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割

をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、

負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付

遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第６０２条〔短期賃貸借〕に定める期間を超

える賃貸借をすること。

②家庭裁判所は、第１１条本文に規定する者又は

保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被

保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為を

する場合であってもその保佐人の同意を得な

ければならない旨の審判をすることができ

る。ただし、第９条ただし書に規定する行為

については、この限りでない。

③保佐人の同意を得なければならない行為につ

いて、保佐人が被保佐人の利益を害するおそ

れがないにもかかわらず同意をしないとき

は、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、

保佐人の同意に代わる許可を与えることがで

きる。

④保佐人の同意を得なければならない行為で

あって、その同意又はこれに代わる許可を得

ないでしたものは、取り消すことができる。

（保佐開始の審判等の取消し）

第１４条 第１１条本文に規定する原因が消滅した

ときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、４親

等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督

人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求に

より、保佐開始の審判を取り消さなければな

らない。

②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求によ

り、前条第２項の審判の全部又は一部を取り

消すことができる。

（補助開始の審判）

第１５条 精神上の障害により事理を弁識する能

力が不十分である者については、家庭裁判所

は、本人、配偶者、４親等内の親族、後見人、

後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官

の請求により、補助開始の審判をすることが

できる。ただし、第７条又は第１１条本文に規

定する原因がある者については、この限りで

ない。

②本人以外の者の請求により補助開始の審判を

するには、本人の同意がなければならない。

③補助開始の審判は、第１７条第１項の審判又は

第８７６条の９第１項〔補助人に代理権を付与す

る旨の審判〕の審判とともにしなければなら

ない。

（被補助人及び補助人）

第１６条 補助開始の審判を受けた者は、被補助

人とし、これに補助人を付する。

（補助人の同意を要する旨の審判等）

第１７条 家庭裁判所は、第１５条第１項本文に規

定する者又は補助人若しくは補助監督人の請

求により、被補助人が特定の法律行為をする

にはその補助人の同意を得なければならない

旨の審判をすることができる。ただし、その

審判によりその同意を得なければならないも

のとすることができる行為は、第１３条第１項

に規定する行為の一部に限る。

②本人以外の者の請求により前項の審判をする

には、本人の同意がなければならない。

③補助人の同意を得なければならない行為につ

いて、補助人が被補助人の利益を害するおそ

れがないにもかかわらず同意をしないとき

は、家庭裁判所は、被補助人の請求により、

補助人の同意に代わる許可を与えることがで

きる。

④補助人の同意を得なければならない行為で

あって、その同意又はこれに代わる許可を得

ないでしたものは、取り消すことができる。

（補助開始の審判等の取消し）

第１８条 第１５条第１項本文に規定する原因が消

滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、

４親等内の親族、未成年後見人、未成年後見

監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請

求により、補助開始の審判を取り消さなけれ

ばならない。

②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求によ

り、前条第１項の審判の全部又は一部を取り

消すことができる。

③前条第１項の審判及び第８７６条の９第１項〔補

助人に代理権を付与する旨の審判〕の審判を

すべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補

助開始の審判を取り消さなければならない。

（審判相互の関係）
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第１９条 後見開始の審判をする場合において、

本人が被保佐人又は被補助人であるときは、

家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は

補助開始の審判を取り消さなければならな

い。

②前項の規定は、保佐開始の審判をする場合に

おいて本人が成年被後見人若しくは被補助人

であるとき、又は補助開始の審判をする場合

において本人が成年被後見人若しくは被保佐

人であるときについて準用する。

（制限行為能力者の相手方の催告権）

第２０条 制限行為能力者（未成年者、成年被後

見人、被保佐人及び第１７条第１項の審判を受

けた被補助人をいう。以下同じ。）の相手方

は、その制限行為能力者が行為能力者（行為

能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）

となった後、その者に対し、１箇月以上の期

間を定めて、その期間内にその取り消すこと

ができる行為を追認するかどうかを確答すべ

き旨の催告をすることができる。この場合に

おいて、その者がその期間内に確答を発しな

いときは、その行為を追認したものとみな

す。

②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者

が行為能力者とならない間に、その法定代理

人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の

行為について前項に規定する催告をした場合

において、これらの者が同項の期間内に確答

を発しないときも、同項後段と同様とする。

③特別の方式を要する行為については、前２項

の期間内にその方式を具備した旨の通知を発

しないときは、その行為を取り消したものと

みなす。

④制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第

１７条第１項の審判を受けた被補助人に対して

は、第１項の期間内にその保佐人又は補助人

の追認を得るべき旨の催告をすることができ

る。この場合において、その被保佐人又は被

補助人がその期間内にその追認を得た旨の通

知を発しないときは、その行為を取り消した

ものとみなす。

亨準用 後

（制限行為能力者の詐術）

第２１条 制限行為能力者が行為能力者であるこ

とを信じさせるため詐術を用いたときは、そ

の行為を取り消すことができない。

第３節 住所

（住所）

第２２条 各人の生活の本拠をその者の住所とす

る。

（居所）

第２３条 住所が知れない場合には、居所を住所

とみなす。

②日本に住所を有しない者は、その者が日本人

又は外国人のいずれであるかを問わず、日本

における居所をその者の住所とみなす。ただ

し、準拠法を定める法律に従いその者の住所

地法によるべき場合は、この限りでない。

（仮住所）

第２４条 ある行為について仮住所を選定したと

きは、その行為に関しては、その仮住所を住

所とみなす。

第４節 不在者の財産の管理及び

失踪の宣告
そう

（不在者の財産の管理）

第２５条 従来の住所又は居所を去った者（以下

「不在者」という。）がその財産の管理人（以

下この節において単に「管理人」という。）

を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害

関係人又は検察官の請求により、その財産の

管理について必要な処分を命ずることができ

る。本人の不在中に管理人の権限が消滅した

ときも、同様とする。

②前項の規定による命令後、本人が管理人を置

いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利

害関係人又は検察官の請求により、その命令

を取り消さなければならない。

（管理人の改任）

第２６条 不在者が管理人を置いた場合におい

て、その不在者の生死が明らかでないとき

は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の

請求により、管理人を改任することができ

る。

（管理人の職務）

第２７条 前２条の規定により家庭裁判所が選任

した管理人は、その管理すべき財産の目録を

作成しなければならない。この場合におい

て、その費用は、不在者の財産の中から支弁

する。

②不在者の生死が明らかでない場合において、

利害関係人又は検察官の請求があるときは、

家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、

前項の目録の作成を命ずることができる。

③前２項に定めるもののほか、家庭裁判所は、

管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と

認める処分を命ずることができる。

（管理人の権限）
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第２８条 管理人は、第１０３条に規定する権限を

超える行為を必要とするときは、家庭裁判所

の許可を得て、その行為をすることができ

る。不在者の生死が明らかでない場合におい

て、その管理人が不在者が定めた権限を超え

る行為を必要とするときも、同様とする。

（管理人の担保提供及び報酬）

第２９条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及

び返還について相当の担保を立てさせること

ができる。

②家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その

他の事情により、不在者の財産の中から、相

当な報酬を管理人に与えることができる。

（失踪の宣告）
そう

第３０条 不在者の生死が７年間明らかでないと

きは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によ

り、失踪の宣告をすることができる。
そう

②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った

者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇し

た者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、
や

船舶が沈没した後又はその他の危難が去った

後１年間明らかでないときも、前項と同様と

する。

（失踪の宣告の効力）

第３１条 前条第１項の規定により失踪の宣告を

受けた者は同項の期間が満了した時に、同条

第２項の規定により失踪の宣告を受けた者は

その危難が去った時に、死亡したものとみな

す。

（失踪の宣告の取消し）

第３２条 失踪者が生存すること又は前条に規定

する時と異なる時に死亡したことの証明が

あったときは、家庭裁判所は、本人又は利害

関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さ

なければならない。この場合において、その

取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意

でした行為の効力に影響を及ぼさない。

②失踪の宣告によって財産を得た者は、その取

消しによって権利を失う。ただし、現に利益

を受けている限度においてのみ、その財産を

返還する義務を負う。

第５節 同時死亡の推定

第３２条の２ 数人の者が死亡した場合におい

て、そのうちの１人が他の者の死亡後になお

生存していたことが明らかでないときは、こ

れらの者は、同時に死亡したものと推定す

る。

第３章 法人

（法人の成立等）

第３３条 法人は、この法律その他の法律の規定

によらなければ、成立しない。

②学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益
し

を目的とする法人、営利事業を営むことを目

的とする法人その他の法人の設立、組織、運

営及び管理については、この法律その他の法

律の定めるところによる。

（法人の能力）

第３４条 法人は、法令の規定に従い、定款その

他の基本約款で定められた目的の範囲内にお

いて、権利を有し、義務を負う。

（外国法人）

第３５条 外国法人は、国、国の行政区画及び外

国会社を除き、その成立を認許しない。ただ

し、法律又は条約の規定により認許された外

国法人は、この限りでない。

②前項の規定により認許された外国法人は、日

本において成立する同種の法人と同一の私権

を有する。ただし、外国人が享有することの

できない権利及び法律又は条約中に特別の規

定がある権利については、この限りでない。

（登記）

第３６条 法人及び外国法人は、この法律その他

の法令の定めるところにより、登記をするも

のとする。

（外国法人の登記）

第３７条 外国法人（第３５条第１項ただし書に規

定する外国法人に限る。以下この条において

同じ。）が日本に事務所を設けたときは、３週

間以内に、その事務所の所在地において、次

に掲げる事項を登記しなければならない。

一 外国法人の設立の準拠法

二 目的

三 名称

四 事務所の所在場所

五 存続期間を定めたときは、その定め

六 代表者の氏名及び住所

②前項各号に掲げる事項に変更を生じたとき

は、３週間以内に、変更の登記をしなければ

ならない。この場合において、登記前にあっ

ては、その変更をもって第三者に対抗するこ

とができない。

③代表者の職務の執行を停止し、若しくはその

職務を代行する者を選任する仮処分命令又は

その仮処分命令を変更し、若しくは取り消す

決定がされたときは、その登記をしなければ
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ならない。この場合においては、前項後段の

規定を準用する。

④前２項の規定により登記すべき事項が外国に

おいて生じたときは、登記の期間は、その通

知が到達した日から起算する。

⑤外国法人が初めて日本に事務所を設けたとき

は、その事務所の所在地において登記するま

では、第三者は、その法人の成立を否認する

ことができる。

⑥外国法人が事務所を移転したときは、旧所在

地においては３週間以内に移転の登記をし、

新所在地においては４週間以内に第１項各号

に掲げる事項を登記しなければならない。

⑦同一の登記所の管轄区域内において事務所を

移転したときは、その移転を登記すれば足り

る。

⑧外国法人の代表者が、この条に規定する登記

を怠ったときは、５０万円以下の過料に処す

る。

第３８条から第８４条まで 削除

第４章 物

（定義）

第８５条 この法律において「物」とは、有体物

をいう。

（不動産及び動産）

第８６条 土地及びその定着物は、不動産とす

る。

②不動産以外の物は、すべて動産とする。

③無記名債権は、動産とみなす。

（主物及び従物）

第８７条 物の所有者が、その物の常用に供する

ため、自己の所有に属する他の物をこれに附

属させたときは、その附属させた物を従物と

する。

②従物は、主物の処分に従う。

（天然果実及び法定果実）

第８８条 物の用法に従い収取する産出物を天然

果実とする。

②物の使用の対価として受けるべき金銭その他

の物を法定果実とする。

（果実の帰属）

第８９条 天然果実は、その元物から分離する時

に、これを収取する権利を有する者に帰属す

る。

②法定果実は、これを収取する権利の存続期間

に応じて、日割計算によりこれを取得する。

第５章 法律行為

第１節 総則

（公序良俗）

第９０条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項

を目的とする法律行為は、無効とする。

（任意規定と異なる意思表示）

第９１条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序

に関しない規定と異なる意思を表示したとき

は、その意思に従う。

（任意規定と異なる慣習）

第９２条 法令中の公の秩序に関しない規定と異

なる慣習がある場合において、法律行為の当

事者がその慣習による意思を有しているもの

と認められるときは、その慣習に従う。

第２節 意思表示

（心裡留保）
り

第９３条 意思表示は、表意者がその真意ではな

いことを知ってしたときであっても、そのた

めにその効力を妨げられない。ただし、相手

方が表意者の真意を知り、又は知ることがで

きたときは、その意思表示は、無効とする。

（虚偽表示）

第９４条 相手方と通じてした虚偽の意思表示

は、無効とする。

②前項の規定による意思表示の無効は、善意の

第三者に対抗することができない。

（錯誤）

第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤が

あったときは、無効とする。ただし、表意者

に重大な過失があったときは、表意者は、自

らその無効を主張することができない。

（詐欺又は強迫）

第９６条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り

消すことができる。

②相手方に対する意思表示について第三者が詐

欺を行った場合においては、相手方がその事

実を知っていたときに限り、その意思表示を

取り消すことができる。

③前２項の規定による詐欺による意思表示の取

消しは、善意の第三者に対抗することができ

ない。

（隔地者に対する意思表示）

第９７条 隔地者に対する意思表示は、その通知

が相手方に到達した時からその効力を生ず

る。

②隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を
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発した後に死亡し、又は行為能力を喪失した

ときであっても、そのためにその効力を妨げ

られない。

（公示による意思表示）

第９８条 意思表示は、表意者が相手方を知るこ

とができず、又はその所在を知ることができ

ないときは、公示の方法によってすることが

できる。

②前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）の規定に従い、裁判

所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があっ

たことを官報に少なくとも１回掲載して行

う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、

官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町

村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲

示すべきことを命ずることができる。

③公示による意思表示は、最後に官報に掲載し

た日又はその掲載に代わる掲示を始めた日か

ら２週間を経過した時に、相手方に到達した

ものとみなす。ただし、表意者が相手方を知

らないこと又はその所在を知らないことにつ

いて過失があったときは、到達の効力を生じ

ない。

④公示に関する手続は、相手方を知ることがで

きない場合には表意者の住所地の、相手方の

所在を知ることができない場合には相手方の

最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

⑤裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予

納させなければならない。

（意思表示の受領能力）

第９８条の２ 意思表示の相手方がその意思表示

を受けた時に未成年者又は成年被後見人で

あったときは、その意思表示をもってその相

手方に対抗することができない。ただし、そ

の法定代理人がその意思表示を知った後は、

この限りでない。

第３節 代理

（代理行為の要件及び効果）

第９９条 代理人がその権限内において本人のた

めにすることを示してした意思表示は、本人

に対して直接にその効力を生ずる。

②前項の規定は、第三者が代理人に対してした

意思表示について準用する。

（本人のためにすることを示さない意思表示）

第１００条 代理人が本人のためにすることを示

さないでした意思表示は、自己のためにした

ものとみなす。ただし、相手方が、代理人が

本人のためにすることを知り、又は知ること

ができたときは、前条第１項の規定を準用す

る。

（代理行為の瑕疵）
か し

第１０１条 意思表示の効力が意思の不存在、詐

欺、強迫又はある事情を知っていたこと若し

くは知らなかったことにつき過失があったこ

とによって影響を受けるべき場合には、その

事実の有無は、代理人について決するものと

する。

②特定の法律行為をすることを委託された場合

において、代理人が本人の指図に従ってその

行為をしたときは、本人は、自ら知っていた

事情について代理人が知らなかったことを主

張することができない。本人が過失によって

知らなかった事情についても、同様とする。

（代理人の行為能力）

第１０２条 代理人は、行為能力者であることを

要しない。

（権限の定めのない代理人の権限）

第１０３条 権限の定めのない代理人は、次に掲

げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変

えない範囲内において、その利用又は改良

を目的とする行為

（任意代理人による復代理人の選任）

第１０４条 委任による代理人は、本人の許諾を

得たとき、又はやむを得ない事由があるとき

でなければ、復代理人を選任することができ

ない。

（復代理人を選任した代理人の責任）

第１０５条 代理人は、前条の規定により復代理

人を選任したときは、その選任及び監督につ

いて、本人に対してその責任を負う。

②代理人は、本人の指名に従って復代理人を選

任したときは、前項の責任を負わない。ただ

し、その代理人が、復代理人が不適任又は不

誠実であることを知りながら、その旨を本人

に通知し又は復代理人を解任することを怠っ

たときは、この限りでない。

（法定代理人による復代理人の選任）

第１０６条 法定代理人は、自己の責任で復代理

人を選任することができる。この場合におい

て、やむを得ない事由があるときは、前条第

１項の責任のみを負う。

（復代理人の権限等）

第１０７条 復代理人は、その権限内の行為につ

いて、本人を代表する。

②復代理人は、本人及び第三者に対して、代理

人と同一の権利を有し、義務を負う。

（自己契約及び双方代理）
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第１０８条 同一の法律行為については、相手方

の代理人となり、又は当事者双方の代理人と

なることはできない。ただし、債務の履行及

び本人があらかじめ許諾した行為について

は、この限りでない。

（代理権授与の表示による表見代理）

第１０９条 第三者に対して他人に代理権を与え

た旨を表示した者は、その代理権の範囲内に

おいてその他人が第三者との間でした行為に

ついて、その責任を負う。ただし、第三者が、

その他人が代理権を与えられていないことを

知り、又は過失によって知らなかったとき

は、この限りでない。

（権限外の行為の表見代理）

第１１０条 前条本文の規定は、代理人がその権

限外の行為をした場合において、第三者が代

理人の権限があると信ずべき正当な理由があ

るときについて準用する。

（代理権の消滅事由）

第１１１条 代理権は、次に掲げる事由によって

消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始

の決定若しくは後見開始の審判を受けたこ

と。

②委任による代理権は、前項各号に掲げる事由

のほか、委任の終了によって消滅する。

（代理権消滅後の表見代理）

第１１２条 代理権の消滅は、善意の第三者に対

抗することができない。ただし、第三者が過

失によってその事実を知らなかったときは、

この限りでない。

（無権代理）

第１１３条 代理権を有しない者が他人の代理人

としてした契約は、本人がその追認をしなけ

れば、本人に対してその効力を生じない。

②追認又はその拒絶は、相手方に対してしなけ

れば、その相手方に対抗することができな

い。ただし、相手方がその事実を知ったとき

は、この限りでない。

（無権代理の相手方の催告権）

第１１４条 前条の場合において、相手方は、本人

に対し、相当の期間を定めて、その期間内に

追認をするかどうかを確答すべき旨の催告を

することができる。この場合において、本人

がその期間内に確答をしないときは、追認を

拒絶したものとみなす。

（無権代理の相手方の取消権）

第１１５条 代理権を有しない者がした契約は、

本人が追認をしない間は、相手方が取り消す

ことができる。ただし、契約の時において代

理権を有しないことを相手方が知っていたと

きは、この限りでない。

（無権代理行為の追認）

第１１６条 追認は、別段の意思表示がないとき

は、契約の時にさかのぼってその効力を生ず

る。ただし、第三者の権利を害することはで

きない。

（無権代理人の責任）

第１１７条 他人の代理人として契約をした者は、

自己の代理権を証明することができず、か

つ、本人の追認を得ることができなかったと

きは、相手方の選択に従い、相手方に対して

履行又は損害賠償の責任を負う。

②前項の規定は、他人の代理人として契約をし

た者が代理権を有しないことを相手方が知っ

ていたとき、若しくは過失によって知らな

かったとき、又は他人の代理人として契約を

した者が行為能力を有しなかったときは、適

用しない。

（単独行為の無権代理）

第１１８条 単独行為については、その行為の時

において、相手方が、代理人と称する者が代

理権を有しないで行為をすることに同意し、

又はその代理権を争わなかったときに限り、

第１１３条から前条までの規定を準用する。代

理権を有しない者に対しその同意を得て単独

行為をしたときも、同様とする。

第４節 無効及び取消し

（無効な行為の追認）

第１１９条 無効な行為は、追認によっても、その

効力を生じない。ただし、当事者がその行為

の無効であることを知って追認をしたとき

は、新たな行為をしたものとみなす。

（取消権者）

第１２０条 行為能力の制限によって取り消すこ

とができる行為は、制限行為能力者又はその

代理人、承継人若しくは同意をすることがで

きる者に限り、取り消すことができる。

②詐欺又は強迫によって取り消すことができる

行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその
か し

代理人若しくは承継人に限り、取り消すこと

ができる。

（取消しの効果）

第１２１条 取り消された行為は、初めから無効

であったものとみなす。ただし、制限行為能

力者は、その行為によって現に利益を受けて

いる限度において、返還の義務を負う。

（取り消すことができる行為の追認）
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第１２２条 取り消すことができる行為は、第１２０

条に規定する者が追認したときは、以後、取

り消すことができない。ただし、追認によっ

て第三者の権利を害することはできない。

（取消し及び追認の方法）

第１２３条 取り消すことができる行為の相手方

が確定している場合には、その取消し又は追

認は、相手方に対する意思表示によってす

る。

（追認の要件）

第１２４条 追認は、取消しの原因となっていた

状況が消滅した後にしなければ、その効力を

生じない。

②成年被後見人は、行為能力者となった後にそ

の行為を了知したときは、その了知をした後

でなければ、追認をすることができない。

③前２項の規定は、法定代理人又は制限行為能

力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場

合には、適用しない。

（法定追認）

第１２５条 前条の規定により追認をすることが

できる時以後に、取り消すことができる行為

について次に掲げる事実があったときは、追

認をしたものとみなす。ただし、異議をとど

めたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得

した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

（取消権の期間の制限）

第１２６条 取消権は、追認をすることができる

時から５年間行使しないときは、時効によっ

て消滅する。行為の時から２０年を経過したと

きも、同様とする。

第５節 条件及び期限

（条件が成就した場合の効果）

第１２７条 停止条件付法律行為は、停止条件が

成就した時からその効力を生ずる。

②解除条件付法律行為は、解除条件が成就した

時からその効力を失う。

③当事者が条件が成就した場合の効果をその成

就した時以前にさかのぼらせる意思を表示し

たときは、その意思に従う。

（条件の成否未定の間における相手方の利益

の侵害の禁止）

第１２８条 条件付法律行為の各当事者は、条件

の成否が未定である間は、条件が成就した場

合にその法律行為から生ずべき相手方の利益

を害することができない。

（条件の成否未定の間における権利の処分等）

第１２９条 条件の成否が未定である間における

当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処

分し、相続し、若しくは保存し、又はそのた

めに担保を供することができる。

（条件の成就の妨害）

第１３０条 条件が成就することによって不利益

を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨

げたときは、相手方は、その条件が成就した

ものとみなすことができる。

（既成条件）

第１３１条 条件が法律行為の時に既に成就して

いた場合において、その条件が停止条件であ

るときはその法律行為は無条件とし、その条

件が解除条件であるときはその法律行為は無

効とする。

②条件が成就しないことが法律行為の時に既に

確定していた場合において、その条件が停止

条件であるときはその法律行為は無効とし、

その条件が解除条件であるときはその法律行

為は無条件とする。

③前２項に規定する場合において、当事者が条

件が成就したこと又は成就しなかったことを

知らない間は、第１２８条及び第１２９条の規定を

準用する。

（不法条件）

第１３２条 不法な条件を付した法律行為は、無

効とする。不法な行為をしないことを条件と

するものも、同様とする。

（不能条件）

第１３３条 不能の停止条件を付した法律行為は、

無効とする。

②不能の解除条件を付した法律行為は、無条件

とする。

（随意条件）

第１３４条 停止条件付法律行為は、その条件が

単に債務者の意思のみに係るときは、無効と

する。

（期限の到来の効果）

第１３５条 法律行為に始期を付したときは、そ

の法律行為の履行は、期限が到来するまで、

これを請求することができない。

②法律行為に終期を付したときは、その法律行

為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

（期限の利益及びその放棄）

第１３６条 期限は、債務者の利益のために定め

たものと推定する。

19

民法（１２２条～１３６条）





裁 判 例 編

家事・民事事件 村田彰（流通経済大学教授）・熊谷士郎（青山学院大学教

授）・清水恵介（日本大学教授）

●法定後見 …………………………………………………………………………５９５

Ⅰ 新法施行に伴う経過措置 ……………………………………………………５９５

東京高判平成１２年９月２８日判時１７３１号９頁（改正民法附則

２条本文の意味内容）………………………………………………………５９５

Ⅱ 後見開始の審判等の申立て …………………………………………………５９５

１ 後見開始の審判 ……………………………………………………………５９５

 東京高決平成１８年７月１１日判時１９５８号７３頁（後見開始と精

神上の障害）…………………………………………………………………５９５

 大阪高判平成２５年１０月１７日消費者法ニュース９８号２８３頁（後

見開始審判の申立てと契約解除）…………………………………………５９６

２ 保佐開始の審判 ……………………………………………………………５９７

 東京家審平成１５年９月４日家月５６巻４号１４５頁（保佐開始と

本人の鑑定拒否）……………………………………………………………５９７

 大阪高決平成１８年７月２８日家月５９巻４号１１１頁（保佐開始の

必要性の有無）………………………………………………………………５９８

３ 補助開始の審判 ……………………………………………………………５９８

 札幌高決平成１２年１２月２５日家月５３巻８号７４頁（補助開始と

同意①）………………………………………………………………………５９８

 札幌高決平成１３年５月３０日家月５３巻１１号１１２頁（補助開始と

同意②）………………………………………………………………………５９９

４ 市区町村長申立て …………………………………………………………６００

 大阪家審平成１４年５月８日家月５５巻１号１０６頁（市区町村長

申立てと費用負担①）………………………………………………………６００

 東京家審平成１４年５月１４日家月５５巻１号１０８頁（市区町村長

申立てと費用負担②）………………………………………………………６００

 東京高決平成２５年６月２５日判タ１３９２号２１８頁（市区町村長申

立てと後見開始の要件）……………………………………………………６００

Ⅲ 後見開始の審判等の申立ての取下げ ………………………………………６０１

 東京高決平成１５年６月６日判例集未登載〔判タ１１６５号６７頁

参照〕（審判申立取下げの可否①）………………………………………６０１

 東京高決平成１６年３月３０日東高民時報５５巻１～１２号７頁・

判時１８６１号４３頁・金商１１９６号２６頁（審判申立取下げの可否②）………６０２

Ⅳ 成年後見人等の選任に対する不服申立て …………………………………６０２

 東京高決平成１２年４月２５日家月５３巻３号８８頁・判時１７２３号

５６頁・判タ１０９１号２７７頁（審判の申立人が即時抗告をすること

の可否、成年後見人選任の審判に対して独立して不服申立て

裁

判

例

編



れ、家事審判官に成年後見人の監督に違法・

過失があるとされた事例（広島高判平成２４年

２月２０日判タ１３８５号１４１頁・金商１３９２号４９頁

（損害賠償請求控訴事件））

（事実）

平成１３年１２月２６日にＸ（原告・控訴人）が交

通事故で障害を負ったので、同１５年１２月１

日、Ｘの姪Ａは自己を後見人候補者として広

島地裁福山支部にＸの成年後見開始の審判を

申し立てた。Ａは、昭和５２年１０月に軽度精神

薄弱症と診断され、障害程度Ｂの療育手帳の

交付を受けていた。Ｇ調査官は平成１５年１２月

１９日にＡおよび同席したＡの母親Ｄ（中程度

精神遅滞）に対する面接調査をし、Ｆ担当家事

審判官は、Ｇの調査報告どおり、Ｘについて

後見を開始し、Ａを成年後見人に選任した。

その後、Ｅ保険会社から、同年１１月１日にＡ

名義の普通預金口座に計４８００万円余が入金さ

れた。

平成１７年２月の第１回の後見監督事件で、

Ｉ調査官は、出席したＡＤにＸの預金全額を

Ａ名義の口座からＸ名義に移すことなどの指

導をし、Ａは即日「Ｘ後見人Ａ」名義の口座

を開設して入金した。そこで、Ｆ担当家事審

判官は、I調査官の意見に基づき、１年後の

後見監督事件を決定した。平成１８年の第２回

後見監督事件で、Ｘの預金が費消されて３６００

万円を超える使途不明金のあることが発覚

し、I調査官は、ＡＣを審問して第三者後見

人としてＫ弁護士に後見事務を分掌させるべ

きだ、と意見を述べた。その結果、担当家事

審判官は、同年７月１４日にＫをＸの後見人に

選任し、同年１０月１７日にＡを成年後見人から

解任する審判を行った。そこで、現在の成年

後見人ＫがＸを代理して、知的障害で財産管

理能力を欠くＡを成年後見人に選任したこと

およびその後のＡに対する監督について家裁

調査官・家事審判官に違法性ないし職務上の

過失があり不法行為が成立するとして、国賠

法１条１項に基づき国（被告・被控訴人）に損

害賠償を請求した。原審（広島地福山支判平成

２２年９月１５日訟月５７巻３号６２６頁・金商１３９２号５８

頁）はＸの請求を棄却。そこで、敗訴したＸ

は控訴。

〈一部変更・一部控訴棄却〉「成年後見の制度

（法定後見）の趣旨、目的、後見監督の性質に

照らせば、成年後見人が被後見人の財産を横領

した場合に、成年後見人の被後見人に対する損

害賠償責任とは別に、家庭裁判所が被後見人に

対し国家賠償責任を負う場合、すなわち、家事

審判官の成年後見人の選任や後見監督が被害を

受けた被後見人との関係で国家賠償法１条１項

の適用上違法となるのは、具体的事情の下にお

いて、家事審判官に与えられた権限が逸脱され

て著しく合理性を欠くと認められる場合に限ら

れるというべきである。そうすると、家事審判

官の成年後見人の選任やその後見監督に何らか

の不備があったというだけでは足りず、家事審

判官が、その選任の際に、成年後見人が被後見

人の財産を横領することを認識していたか、又

は成年後見人が被後見人の財産を横領すること

を容易に認識し得たにもかかわらず、その者を

成年後見人に選任したとか、成年後見人が横領

行為を行っていることを認識していたか、横領

行為を行っていることを容易に認識し得たにも

かかわらず、更なる被害の発生を防止しなかっ

た場合などに限られるというべきである」。

「ＡらがＸの預金から金員を払い戻してこれ

を着服するという横領を行っていたにもかかわ

らず、これを認識した担当家事審判官（Ｆら）

がこれを防止する監督処分をしなかったこと

は、家事審判官に与えられた権限を逸脱して著

しく合理性を欠くと認められる場合に当たり、

国家賠償法１条１項の適用上違法になるという

べきであり、また、担当家事審判官（Ｆら）に

過失があったことも明らかである」。

「以上の次第で、Ｙは、Ｘに対し、国家賠償法

１条１項に基づき、Ｘが被った損害２３１万円を

支払うべき義務がある」。

評釈：第一審のものとして、藤原正則・実践成年

後見４０号９２頁（２０１２年）、同・成年後見法研究

９号２２６頁（２０１２年）。第二審のものとして、藤

原正則・実践成年後見４３号９３頁（２０１２年）、周

作彩・実践成年後見４６号７５頁（２０１３年）、村重

慶一・戸籍時報７０５号９８頁（２０１３年）

 【成年後見人の監督に対する後見監督人の

責任・国の責任②】 成年後見人らによる成年

被後見人の預貯金の着服横領につき、後見監

督人の損害賠償責任を認め、当該成年後見人

の選任・監督に当たった家事審判官に対する

国家賠償責任を否定した事例（大阪地裁堺支
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判平成２５年３月１４日訟月６０巻４号７３８頁・金商

１４１７号２２頁（損害賠償請求事件（甲事件）、保険

金請求事件（乙事件）））

（事実）

Ｘ（原告）の当時の成年後見人であったＡら

がＸの預貯金を払い戻して横領したことにつ

いて、後見監督人であったＹ１（被告）に対し

ては、後見監督人としての善管注意義務に違

反したとして、債務不履行に基づき、また、

Ｙ２（国・被告）に対しては、家事審判官によ

る後見事務の監督に違法があったとして、国

賠法１条１項に基づき、損害賠償を求めた。

〈一部認容・一部棄却〉「Ｙ１は、本件裁判所に

よりＸの後見監督人に選任されたのであるか

ら、被後見人のために、善良なる管理者の注意

をもって、後見人の事務を監督するなどの職務

を負担していた（民法８５１条１号、８５２条、６４４

条）。〔改行〕しかるに、Ｙ１は、前記認定のとお

り、後見監督人に選任された後、一件記録の謄

写をしただけで、成年後見人らによるＸの財産

管理の状況を把握せず、その間にＡらによって

多額の金銭が横領されたものであるから、上記

監督義務を怠ったものと認められる」。

「後見監督に関する家事審判官の職務行為の

内容、特質に鑑みると、家事審判官による後見

事務の監督について、職務上の義務違反がある

として国家賠償法上の損害賠償責任が肯定され

るためには、争訟の裁判を行う場合と同様に、

家事審判官が違法若しくは不当な目的をもって

権限を行使し、又は家事審判官の権限の行使の

方法が甚だしく不当であるなど、家事審判官が

その付与された趣旨に背いて権限を行使し、又

は行使しなかったと認め得るような特別の事情

があることを必要とするものと解すべきであ

る」。

「担当家事審判官らの不作為について、家事

審判官の職務上の権限の趣旨に背いて権限を行

使しなかったと認め得るような特段の事情があ

るとは認められない。〔改行〕したがって、Ｙ２

（国）は、Ｘに対して国家賠償法１条１項に基づ

く損害賠償責任を負わない」。

評釈：宮下修一・民事判例Ⅶ１１０頁（２０１３年）、平

田厚・リマークス４８号７０頁（２０１４年）、西島良

尚・成年後見法研究１１号１３０頁（２０１４年）、同・

実践成年後見５４号６９頁

 【成年後見人の監督に対する国の責任③】

成年後見人の選任・監督に当たった家事審判

官に対する国家賠償責任が否定された事例

（東京地判平成２６年３月１１日判例タ１４１２号１８２

頁（損害賠償請求事件））

（事実）

Ｂ（明治４４年生、平成１６年死亡）とＢの妻Ａ

との間には、長女Ｘ（原告）、長男Ｃ（幼少時

に死亡）、二男Ｄおよび三男Ｅ（平成２０年死亡）

の４人の子がいた。また、Ｅとその妻Ｆとの

間には長女Ｇと二女のＨがいる。Ｘは、叔母

Ｉから、Ｂに対する預託金を含む一切の財産

につき遺贈を受けたと主張して、平成１８年２

月２日、Ｂの相続人であるＡ、ＤおよびＥを

相手に、上記預託金の返還を求める訴えを提

起した。第一審ではＸの請求は棄却された

が、控訴審ではＡに対して２４２０万円の支払を

命じるなどの一部認容判決が出された。Ｘ

は、同１９年１１月３０日、Ｘは、家庭裁判所に対

し、Ａについて後見開始の審判を申し立て、

同事件を担当した家庭裁判所の担当家事審判

官は、同２０年１月１６日、Ａについて後見を開

始するとともに、その成年後見人にＪ弁護士

を選任する旨の審判をした。Ｊ弁護士は、同

２１年１１月９日、横浜銀行Ｋ支店にＡの成年後

見人名義の頭金口座を新たに開設し、同月１０

日から同２２年４月１５日にかけて、Ａの預金口

座から成年後見人口座に順次預金を移動させ

た。Ｘは、同２２年５月１１日、別件高裁判決の

正本を債務名義として、横浜地方裁判所に対

し、Ａの預金口座等の預金債権に対する債権

差押命令の申立てをし、横浜地方裁判所は、

同月１３日、債権差押命令を発令したが、Ａ名

義の預金債権の残高は存在しないか又は少額

であったため、上記強制執行は不奏効に終

わった。

Ｘは、担当の家事審判官及び担当の担当書

記官に対し、成年後見人が調査したＡの財産

には誤りがあること、Ａの遺言執行者であっ

たＮ司法書士の遺言執行業務がずさんであっ

たため、Ａの財産が散逸されていること、Ａ

の財産をＥ及びＦが不当に利得しているこ

と、成年後見人ＪがＸの強制執行を妨害した

ことを伝え、成年後見人ＪがＡの財産を調査

し、その職務が適正に行われるよう裁判所と

して監督することを要望した。同２３年４月１５
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日、横浜家庭裁判所に対し、本件後見開始申

立事件の記録のうち、「後見人の調査した財

産、責任追及しないと判断した書類（証拠）」

について、閲覧・謄写の申請をしたところ、

担当家事審判官は、同年６月１３日、これを認

めない旨の判断をした。そこで、Ｘは、①Ａ

に対する債権を回収できなくなったのは、Ａ

の成年後見人であるＪ弁護士の任務聯息を適

正に監督しなかった横浜家庭裁判所の担当家

事審判官の監督義務違反によるものである、

②同家事審判官は、ＸがＡの後見開始申立事

件の記録についてした閲覧・謄写の申請を不

当に拒否してＸに精神的苦痛を与えたと主張

して、国であるＹ（被告）に対し、国賠法１

条１項に基づく損害賠償として、上記債権相

当額２４２０万円および上記精神的苦痛に対する

慰謝料１５０万円の合計２５７０万円とこれに対す

る民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求めた。

〈棄却） ①について。「 裁判官がした争訟

の裁判につき国家賠償法１条１項の規定にいう

違法な行為があったものとして国の損害賠償責

任が肯定されるためには、上記裁判に訴等の訴

訟法上の救済方法によって是正されるべき根庇

が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法

又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判

官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

てこれを行使したものと認め得るような特別の

事情があることを必要とするものと解される

（最高裁判所昭和５７年３月１２日第二小法廷判決・

民集３６巻３号３２９頁）。〔改行〕ところで、家庭裁

判所による成年後見人の後見事務の監督の目的

は、家庭裁判所が成年後見人の行う事務が適正

にされているか否かを監督することにより、成

年後見人の不相当な後見事務を早期に発見し、

後見事務を適正なものへと是正し、適正な財産

管理及び身上監護を実現することにあるとこ

ろ、家事審判官は、この日的を達成するために、

必要に応じて、いつでも、成年後見人に対し、

後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を

求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産

の状況を調査することができ（民法８６３条１項、

同２３年法律第５３条による廃止前の家事審判法

〔以下、「家事審判法」という。〕９条１項甲類２１

号、家事審判規則８８条１項、３項）、また、被後

見入の財産の管理その他後見の事務について必

要な処分を命じることができるほか（民法８６３条

２項、家事審判法９条１項甲類２１号）、後見人に

不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に

適しない事由があるときは成年後見人を解任す

ることができる（民法８４６条、家事審判法９条１

項甲類１６６号）など、成年後見人に対する広範な

監督権限が認められている。〔改行〕このような

家事審判官による後見事務の監督は、成年後見

人の選任又は解任の審判や家庭裁判所調査官に

対する調査命令の発令等、裁判の形式をもって

遂行されるものから、質問権の行使のように裁

判以外の事実行為をもって遂行されることもあ

るが、いずれも、独立した判断権を有し、かつ、

独立した判断を行う職責のある裁判官たる家事

審判官の職務行為として行われるものであるこ

とにかんがみると、家事審判官による成年後見

人の監督について、職務上の義務違反があると

して国家賠償法上の損害賠償責任が肯定される

ためには、争訟の裁判を行う場合と同様に、家

事審判官が違法又は不法な目的をもって権限を

行使し、又は家事審判官の権限の行使の方法が

甚だしく不当であるなど、家事審判官がその付

与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

使し又は行使しなかったと認め得るような特別

の事情があることを必要とするものと解するの

が相当である。〔改行〕Ｘは、家事審判官の成年

後見人に対する監督は、争訟事件の裁判とは異

なり、むしろ民事行政としての性質を有するも

のであるから、行政の規制権限の不行使に基づ

く国家賠償責任の場合と同様に、家庭裁判所の

家事審判官の権限の不行使が、その付与された

権限の趣旨に照らして許容される裁量の限度を

逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき

は、国家賠償法上達法と評価すべきである旨主

張する。しかし、Ｘの主張は、後見事務の監督

に関する家事審判官の上記のような職務行為の

内容、特質に照らし、採用することはできない。

そこで次に、かかる観点から、担当家事審判

官による成年後見人の監督について、家事審判

官の職務上の義務違反があったか否かについて

検討する。

 まず、Ｘは、Ｊ弁護士がＤ又はＥによるＡ

の資産の不正取得の有無について何ら調査せ

ず、その責任追及をしなかった点について、担

当家事審判官に監督権の行使を怠った違法があ
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る旨主張する。〔改行〕しかし、成年後見人が行

う被後見人の財産管理は、あくまで被後見人本

人のために行われるものであり、本人の心身の

状況や財産の状況に照らして必要性や相当性に

乏しければ、成年後見人において、積極的に過

去の行為にまで遡って被後見人の財産について

ざれた処分行為の当否を調査し、関係者の責任

を追及する義務はなく、その判断は、成年後見

人の裁量的判断事項であるというベきであり、

家事審判官としても、成年後見人の判断に裁量

権の逸脱、濫用がうかがわれるような場合でな

い限り、基本的に被後見人保護の見地から成年

後見人の判断を尊重することになる。本件にお

いて、担当家事審判官は、Ｘから平成２１年１月

２１日に提出された書面を受けて、Ｊ弁護士に対

し調査報告を求め、Ｊ弁護士から同年２月２３日

に．①Ｘから様々な書類を受け取ったが、Ｅら

がＡの資産を横領したことを裏付ける明白な証

拠があるわけでなく、かかる状況下でＸの主張

を鵜呑みにしてＥらの責任を追及することは妥

当とは思われないこと、②Ｘは、Ａ及びＥらを

被告として別件訴訟を提起しているが、Ａのた

めを思い、Ａの利益を図ろうとする者がＡを被

告として訴訟を提起するとは息えず、Ｘが後見

開始の申立てをしたのは、真にＡの利益を図る

ためというより、自己の利益を図るためではな

いかとの疑問を払拭し得ないこと、③したがっ

て、仮にＥらがＡの資産を横領した事実がある

としても、過去（後見開始の審判以前）の問題

については踏み込まず、現在の財産管理を行う

に止めた方が妥当であると思料することを記載

した意見書を受領したことから（……）、それ以

上Ｊ弁護士に対し調査を命じあるいはＥらに対

する責任追及を求めなかったことがうかがわれ

るのであり、このような担当家事審判官の判断

を直ちに不合理ということはできないし、まし

てや担当家事審判官が違法又は不当な目的を

もって権限を行使し、又は家事審判官の権限の

行使の方法が甚だしく不当であり、家事審判官

がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて

権限を行使し又は行使しなかったと認め得るよ

うな特別の事情があったものとは認められな

い。

 また、Ｘは、Ｊ弁護士がＸの強制執行を妨

害する目的でＡの預金口座から成年後見人口座

に資金を移動したことを看過した点は、監督権

限の裁量の限度を明らかに逸脱するものである

旨主張する。しかし、上記認定のとおり、Ａ敗

訴の別件高裁判決が確定し、Ｘがそれに基づい

て債権差押命令を申し立てたこと、それ以前に

Ａの預金口座の預金を成年後見人口座に移動し

ていたことは、Ｘの強制執行が不奏効に終わっ

た後の平成２２年５月２８日の報告書で初めてＪ弁

護士から担当家事審判官に報告されたものであ

り（……）、それ以前においては、平成２１年１１月

１６日の報酬付与申立書に添付された財産目録

で、当初報告されていたＡの預金口座のほかに

成年後見人口座が開設されたことしか担当家事

審判官にはわからなかったのであるから

（……）、担当家事審判官がかかる預金の移動に

つきＸの強制執行前に何らの措置をとらなかっ

たことについて、家事審判官に付与された権限

の避旨に明らかに背いて権限を行使し又は行使

しなかったと認め得るような特別の事情がある

とは認められない。また．強制執行妨害罪に当

たるか否かについては、事実認定や構成要件の

解釈等をめぐって判断が分かれ得るものであ

り、一義的に明白なものではないから、平成２２

年５月２８日の報告書を受領した後も担当家事審

判官が何らの措置をとらなかったからといって

家事審判官に付与された権限の趣旨に明らかに

背いて権限を行使し又は行使しなかったと認め

得るような特別の事情があるとは認められな

い。〔改行〕そして、他に担当家事審判官による

Ｊ弁護士の後見事務の監督について、家事審判

官の職務上の権限の趣旨に明らかに背いてこれ

を行使し又は行使しなかったと認め得るような

特別な事情があることを認めるに足りる証拠は

ない。

 以上によれば、担当家事審判官によるＪ弁

護士の後見事務の監督について、家事審判官の

職務上の権限の趣旨に明らかに背いて権限を行

使し又は行使しなかったと認め得るような特別

の事情があるとは認められないのであって、家

事審判官の監督義務の違法を理由とする損害賠

償請求には理由がない」。

②について。「 家事審判規則１２条１項は、

家庭裁判所は、事件の関係人の申立てにより、

これを相当であると認めるときは、記錨の閲

覧・謄写を許可することができると規定してお

り、家事事件記録は、原則として非開示とされ、

家事審判官が許可をした場合にのみ、その限度
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で閲覧・謄写が認められる。家事審判官は、家

事事件記録について閲覧・謄写の申請がされた

場合には、申請人の立場、申講の目的、閲覧・

謄写の必要性、個人の秘密や調査源の秘密を保

護する必要性等を比較衡量して、閲覧・謄写の

許否及び範囲を判断するのであり、その判断

は、独立した判断権を有し、かつ、独立した判

断を行う職責を有する家事審判官の職務行為と

して行われるものである。したがって、家事審

判官による記録の閲覧・謄写の許否の判断につ

いて、職務上の義務違反があるとして国家賠償

法上の損害賠償責任が肯定されるためには、争

訟の裁判を行う場合と同様に、家事審判官が違

法又は不当な目的をもって権限を行使したな

ど、家事審判官がその付与された権限の趣旨に

明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう

な特別の事情があることを必要とするものと解

するのが相当である。

 Ｘは、Ａの長女であり、本件後見開始申立

事件の申立人でもあるから、Ｊ弁護士のした財

産調査の内容を知る権利は当然認められるベき

であり、また、ＸのＡに対する債権の回収が不

能となった経緯に照らせば、当該記録の閲覧に

Ｘが多大な利害関係を有していることは明らか

であり、開示の必要性は大きかった一方、Ｘが

閲覧・謄写を求めたのは、「後見人の調査した財

産、責任追及しないと判断した書類（証拠）」

であり、特段秘密性が高いものとはいえないの

であるから、Ｘがこれを閲覧・謄写することの

相当性は十分認められたはずであると主張す

る。〔改行〕しかし、Ｘの主張するところは、結

局、本件閲覧謄写拒否処分に至った担当家事審

判官の判断内容を論難するものにすぎず、上記

特別の事情を主張するものとはいえない。そし

て、他に、本件閲覧謄写拒否処分について、担

当家事審判官がその付与された権限の趣旨に明

らかに背いて権限を行使したと認め得るような

特別の事情を認めるに足りる証拠はない。

 以上によれば、本件閲覧謄写拒否処分につ

いて国家賠償法上の違法性は認められないので

あり、本件閲覧謄写拒否処分の違法性を理由と

する損害賠償請求には理由がない」。

評釈：金法２０１０号７２頁、金判Digest（第１０４回）

 【検察官の義務違反】 検察官に義務違反は

ないとされた事例（大阪地判平成２７年２月２７

日判例集未登載〔判例体系ID２８２３１００５参照〕

（検察官の義務違反））

（事実）

Ｘ（原告）は、平成２３年３月１０日、交差点

において、対面信号が赤であるにもかかわら

ず東方面から南方面に左折したため、折から

青信号に従って北方面から南方面に直進して

きた車両と接触する事故を起こした。Ｘは、

同年２月１３日までに運転免許証の有効期間の

更新手続を行う必要があったがこれを怠り、

本件事故当時は、運転免許が失効していた。

Ｘは、道路交通法違反（無免許運転）の罪で罰

金に処する旨の略式命令を受け、罰金を納付

しなかったため５０日間にわたって労役場に留

置されたことについて、略式命令の時点でＸ

が重度の認知症であったにもかかわらず、検

察官が略式起訴したこと、労役場留置を執行

したこと、刑務所長が検察官に対し労役場留

置の執行を停止するよう通報しなかったこと

等は違法であるとして、損害賠償を求めた、

なお、Ｘは、同年５月３１日、成年後見人をＡ

弁護士とする後見開始決定を受けている。

〈棄却〉 争点１（Ｘを略式起訴したことの違法

性）中のＸが略式起訴に必要な同意能力を欠い

ていたことについて。「Ｘは、本件略式起訴時

において、略式手続と通常手続の違いを理解

し、略式手続によることに異議がない旨の意思

を表示する能力を有していたものと認められる

のであって、略式起訴に必要な同意能力があっ

たものと解される」。

争点２（強制執行を行わずに労役場留置を執

行したことの違法性）について。「労役場留置の

執行要件は満たされており、強制執行を行わず

に労役場留置を執行したことは適法である。こ

の点に関するＸの主張は理由がない。

争点３（事理弁識能力等を欠くＸに対し、労

役場留置を執行したことの違法性）について。

「Ｘは、平成２４年２月２７日に堺区検察庁に引致

された際、Ｍ事務官から大阪刑務所に留置され

る旨の説明を聞き、刑務所に入るのは嫌だ、Ｌ

に連絡をとってほしいと述べるなど、自己の置

かれた状況を認識してそれに対処しようとして

いたことからすると、労役場留置の執行時点に

おいても、Ｘは一定の事理弁識能力を有してい

たというべきであり、刑訴法４８０条にいう心神

喪失状態、すなわち、裁判によって自由刑の執
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行を受けていることを認識し得る能力を欠如

し、自由刑の執行の趣旨を理解し得ない状態に

あったとはいえない。〔改行〕そして、他に、本

件労役場留置の執行時点で、Ｘが心神喪失の状

態にあったことを認めるに足りる証拠はない。

「また、Ｘは、労役場留置の執行に当たっては、

納付義務者において執行手続や財産管理につい

ての事理弁識能力が備わっていることが必要で

ある旨主張するが、刑訴法上、上記能力を有す

ることが執行の要件であるとする規定は存在し

ないし、労役場留置は自由刑の執行に極めて近

い性質を有するもので、その執行により何らか

の債務を負担するものではないから、執行を受

けるものに財産管理能力が必要であると解すべ

き理由もない。上記主張はＸ独自の見解であっ

て採用することはできない」。

争点４（原告に対する労役場留置の執行を停

止しなかったことの違法性）について。「検察官

は、自由刑の言渡しを受けた者又は労役場留置

の執行を受けた者（以下「受刑者ら」という。）

が心神喪失の状態にある場合、その状態が回復

するまで刑の執行を停止する義務を負うが（刑

訴法５０５条、４８０条）、その前提として、上記執行

停止事由の有無を判断するための事情を把握す

ることが必要である。〔改行〕もっとも、検察官

が受刑者らの状況を常に把握することは不可能

であるから、刑事施設の長において、受刑者に

刑の執行を停止すべき事由があると思料すると

きは、検察官にその旨を通報することとされて

いる（刑事施設及び被収容者の処遇に関する規

則９１条）。

 前記認定事実のとおり、Ａ弁護士は、平成

２４年４月９日に本件意見書を堺区検察庁に提出

しているところ、本件において、それまでにＸ

の執行停止事由に関する通報が大阪刑務所長か

ら検察官にされたとは認められないから、本件

意見書が提出されるまでの間に、検察官がＸの

労役場留置の執行を停止しなかったとしても、

それが職務上尽くすべき注意義務に違反したこ

とになるとは解されない。〔改行〕また、……、

ａａ検事は、本件意見書の提出を受けた翌日

に、大阪刑務所長に対し、刑訴法５０７条に基づい

て本件照会書を送付したが、同照会書に対する

回答がされたのはＸの出所後であり、結局、労

役場留置期間満了までに執行停止事由の存否に

ついて把握することができなかったのであるか

ら、同期間満了までの間に、ａａ検事が労役場

留置の執行を停止しなかったことに注意義務違

反があるとも考えられない」。

６ 争点５（大阪刑務所長が検察官に対する通

報を怠ったことの違法性）について。「Ｎ医師が

平成２４年４月２日にＸを診断した時点では、思

考緩慢が顕著で注意・判断力の低下、日時の見

当識障害、近時記憶障害、作業記憶障害等が認

められており、相当程度認知症が進んでいたと

考えられるが、同時点においても意思疎通は可

能で、場所の見当識はあり、近親者の識別など

も可能な状態であったこと、大阪刑務所に入所

する際のＲ看守による聴き取りでは、Ｘは自覚

症状として高血圧があり、精神神経疾患の既往

歴はないなどと答えていたこと、入所中、指示

された作業は実施しないものの、食事、運動及

び入浴などの生活行動に問題はなく、収容継続

に支障を来すような異常行動はなかったことな

どを併せ考慮すると、Ｘが上記時点において刑

訴法４８０条にいう心神喪失の状態にあったと評

価することは困難であって、大阪拘置所長が、

Ｘに刑の執行を停止すべき事由があると判断し

なかったことに違法性があるとは考えられな

い」。「大阪刑務所長は、本件照会書に対する回

答書を平成２４年４月１９日にａａ検事に送付して

いるところ、Ｘの収容及び就労状況を把握する

ためには、担当の看守らから事情を聴取し、ま

た、Ｘの生活状況を観察するなど、一定期間の

調査が必要であると解される。本件において、

回答までに８日間を要したことが国賠法上、違

法であるとまでは解されない」。

ⅩⅧ 認知症の高齢者に対する監督責任

【認知症者の人身事故における事実上の後

見人の監督責任・JR東海事件】 線路内に立

ち入って轢死した認知症者の遺族に対する鉄

道会社の損害賠償請求につき、介護に関与し

た長男に対する民法７１４条の責任および妻に

対する同７０９条の責任を認められないとされ

た事例（最判平成２８年３月１日裁時１６４７号１

頁・金商１４８８号１０頁（損害賠償請求事件））

（事実）

鉄道会社であるＸ（原告・被控訴人・被上告人・

上告人）が、その運行する路線の駅構内を列車

が通過する際、高齢の男性Ａ（当時９１歳）が

線路に立ち入ったため、同列車とＡが衝突
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し、列車に遅れが生じるなどして損害を被っ

たと主張して、Ａの相続人であるＡの妻Ｙ１

（被告・控訴人・上告人・被上告人）、Ａの長男

Ｙ２（被告・控訴人・上告人・被上告人）、Ａの二

男Ｙ３（被告）、Ａの二女Ｙ４（被告）、Ａの三女

Ｙ５（被告）に対して、監督義務違反が認めら

れる、または事実上の監督者に該当するとし

て、民法７０９条ないし７１４条に基づき、損害賠

償等を求めた。

第１審（名古屋地判平成２５年８月９日判時２２０２

号６８頁・金商１４４５号２４頁）は、Ａ自身の責任無

能力（民法７１３条）を前提に、Ｘの請求を、長

男Ｙ２および妻Ｙ１に対してのみ全額認容し、

その余のＹに対する請求は棄却した（棄却部

分は確定）。長男Ｙ２については、「本件事故

当時のＹ２は、社会通念上、民法７１４条１項の

法定監督義務者や同条２項の代理監督者と同

視し得るＡの事実上の監督者であったと認め

ることができ、これら法定監督義務者や代理

監督者に準ずべき者としてＡを監督する義務

を負い、その義務を怠らなかったこと又はそ

の義務を怠らなくても損害が生ずべきであっ

たことが認められない限り、その貴任を免れ

ないと解するのが相当である」とし、妻Ｙ１に

ついては「Ａから目を離さずに見守ることを

怠った過失があり、かつ、仮にＹ１がこれを

怠っていなければ本件事故の発生は防止でき

たものと考えられ、Ｙ１の過失と本件事故の

発生との間には相当因果関係があるといえる

から、Ｙ１には、民法７０９条により、本件事故

によるＸの損害を賠償する責任がある」とし

て、Ｙ１Ｙ２に対して各自７１９万円余をＸに支

払うように命じた。

そこで、Ｙ１Ｙ２が控訴したところ、名古屋

高等裁判所（名古屋高判平成２６年４月２４日判時

２２２３号２５頁・金商１４４５号２４頁等）は、Ｙ２につい

ては、民法７１４条の監督義務者ではないとし、

かつ民法７０９条の責任も認められないとして

その責任を否定した。Ｙ１については、７１４条

の監督義務者の責任を認めたが、７０９条の責

任は否定した。その賠償額については、７１４

条が責任無能力者の代位責任的側面を有する

ことから、７２２条２項の過失相殺該当性を超

えた「同項に体現されている不法行為におけ

る損害の公平な分担の精神」に基づき、原告

側の諸事情と被告側の諸事情とを総合的に衡

量し、原告の請求額の５割である３５９万円余

をＸに支払うように命じた。Ｘ、Ｙ側はとも

に上告。

〈Ｘの上告棄却・原判決中上告人敗訴部分破棄・

同部分につき第１審判決取消し〉「ア 民法

７１４条１項の規定は、責任無能力者が他人に損

害を加えた場合にはその責任無能力者を監督す

る法定の義務を負う者が損害賠償責任を負うべ

きものとしているところ、このうち精神上の障

害による責任無能力者について監督義務が法定

されていたものとしては、平成１１年法律第６５号

による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律２２条１項により精神障害者に対する

自傷他害防止監督義務が定められていた保護者

や、平成１１年法律第１４９号による改正前の民法

８５８条１項により禁治産者に対する療養看護義

務が定められていた後見人が挙げられる。しか

し、保護者の精神障害者に対する自傷他害防止

監督義務は、上記平成１１年法律第６５号により廃

止された（なお、保護者制度そのものが平成２５

年法律第４７号により廃止された。）。また、後見

人の禁治産者に対する療養看護義務は、上記平

成１１年法律第１４９号による改正後の民法８５８条に

おいて成年後見人がその事務を行うに当たって

は成年被後見人の心身の状態及び生活の状況に

配慮しなければならない旨のいわゆる身上配慮

義務に改められた。この身上配慮義務は、成年

後見人の権限等に照らすと、成年後見人が契約

等の法律行為を行う際に成年被後見人の身上に

ついて配慮すべきことを求めるものであって、

成年後見人に対し事実行為として成年被後見人

の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動

を監督することを求めるものと解することはで

きない。そうすると、平成１９年当時において、

保護者や成年後見人であることだけでは直ちに

法定の監督義務者に該当するということはでき

ない。

イ 民法７５２条は、夫婦の同居、協力及び扶助の

義務について規定しているが、これらは夫婦間

において相互に相手方に対して負う義務であっ

て、第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作

為義務を課するものではなく、しかも、同居の

義務についてはその性質上履行を強制すること

ができないものであり、協力の義務については

それ自体抽象的なものである。また、扶助の義

690

裁判例編



務はこれを相手方の生活を自分自身の生活とし

て保障する義務であると解したとしても、その

ことから直ちに第三者との関係で相手方を監督

する義務を基礎付けることはできない。そうす

ると、同条の規定をもって同法７１４条１項にい

う責任無能力者を監督する義務を定めたものと

いうことはできず、他に夫婦の一方が相手方の

法定の監督義務者であるとする実定法上の根拠

は見当たらない。〔改行〕したがって、精神障害

者と同居する配偶者であるからといって、その

者が民法７１４条１項にいう「責任無能力者を監督

する法定の義務を負う者」に当たるとすること

はできないというべきである。

ウ 第１審被告Ｙ１はＡの妻であるが（本件事故

当時Ａの保護者でもあった（平成２５年法律第４７

号による改正前の精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律２０条参照）。）、以上説示したとこ

ろによれば、第１審被告Ｙ１がＡを「監督する法

定の義務を負う者」に当たるとすることはでき

ないというべきである。〔改行〕また、第１審被

告Ｙ２はＡの長男であるが、Ａを「監督する法定

の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠

はないというべきである。

ア もっとも、法定の監督義務者に該当しな

い者であっても、責任無能力者との身分関係や

日常生活における接触状況に照らし、第三者に

対する加害行為の防止に向けてその者が当該責

任無能力者の監督を引き受けたとみるべき特段

の事情が認められる場合には、衡平の見地から

法定の監督義務を負う者と同視してその者に対

し民法７１４条に基づく損害賠償責任を問うこと

ができるとするのが相当であり、このような者

については、法定の監督義務者に準ずる者とし

て、同条１項が類推適用されると解すべきであ

る（最高裁昭和５６年第１１５４号同５８年２月２４日

第一小法廷判決・集民１３８号２１７頁参照）。その上

で、ある者が、精神障害者に関し、このような

法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否か

は、その者自身の生活状況や心身の状況などつ

いては、とともに、精神障害者との親族関係の

有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触

の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況

などその者と精神障害者との関わりの実情、精

神障害者の心身の状況や日常生活における問題

行動の有無・内容、これらに対応して行われて

いる監護や介護の実態など諸般の事情を総合考

慮して、その者が精神障害者を現に監督してい

るかあるいは監督することが可能かつ容易であ

るなど衡平の見地からその者に対し精神障害者

の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観

的状況が認められるか否かという観点から判断

すべきである。

イ これを本件についてみると、Ａは、平成１２

年頃に認知症のり患をうかがわせる症状を示

し、平成１４年にはアルツハイマー型認知症にり

患していたと診断され、平成１６年頃には見当識

障害や記憶障害の症状を示し、平成１９年２月に

は要介護状態区分のうち要介護４の認定を受け

た者である（なお、本件事故に至るまでにＡが

１人で外出して数時間行方不明になったことが

あるが、それは平成１７年及び同１８年に各１回の

合計２回だけであった。）。第１審被告Ｙ１は、

長年Ａと同居していた妻であり、第１審被告

Ｙ２、Ｂ及びＣの了解を得てＡの介護に当たっ

ていたものの、本件事故当時８５歳で左右下肢に

麻ひ拘縮かあり要介護１の認定を受けており、

Ａの介護もＢの補助を受けて行っていたという

のである。そうすると、第１審被告Ｙ１は、Ａの

第三者に対する加害行為を防止するためにＡを

監督することが現実的に可能な状況にあったと

いうことはできず、その監督義務を引き受けて

いたとみるべき特段の事情があったとはいえな

い。したがって、第１審被告Ｙ１は、精神病者で

あるＡの法定の監督義務者に準ずべき者に当た

るということはできない。

ウ また、第１審被告Ｙ２は、Ａの長男であり、

Ａの介護に関する話合いに加わり、妻ＢがＡ宅

の近隣に住んでＡ宅に通いながら第１審被告

Ｙ１によるＡの介護を補助していたものの、第

１審被告Ｙ２自身は、横浜市に居住して東京都

内で勤務していたもので、本件事故まで２０年以

上もＡと同居しておらず、本件事故直前の時期

においても１箇月に３回程度週末にＡ宅を訪ね

ていたにすぎないというのである。そうする

と、第１審被告Ｙ２は、Ａの第三者に対する加害

行為を防止するためにＡを監督することが可能

な状況にあったということはできず、その監督

を引き受けていたとみるべき特段の事情があっ

たとはいえない。したがって、第１審被告Ｙ２

も、精神病者であるＡの法定の監督義務者に当

たるということはできない。

５ 以上によれば、第１審被告Ｙ１の民法７１４条
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