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はじめに

定款等による代表権の制限があることを知って

はいたが，理事の言動などにより(例えば，偽造

の理事会の決議書を示す)， '理事が当該具体的行

為につき理事会の決議等を得て適法に漁業協同組

合を代表する権限を有する」と第三者が誤信した

場合について，最高裁昭和 60年 11月 29日第二小

法廷判決(民集 39巻 7号 1760頁)は，民法 54条

の適用はないが，民法 110条の類推適用によって

第三者は保護されうるものとした(以下この最高

裁昭和 60年判決の見解を民法 110条類推適用説

と呼ぶ)。

この判決についての判例評釈を見る限り，学説

は最高裁昭和 60年判決の理論構成及び結論に対

して好意的であり，民法 110条類推適用説は通説

であると評価してよいであろう。

しかし，この場合に民法 110条を類推適用する

のは理論的に正当であるとは言い難いし，法人と

取引をする第三者は，実際には，民法 54条及び民

法 44条(判例理論である外形標準説を前提とす

る)によって十分に保護されているのではないだ

ろうか。すなわち，民法 110条類推適用説がその

根拠として主張する取引の安全は，従来の民法の

基本的な構想、のなかで十分に保護されているので

はないだろうか。そこで，以下では，このような

視点から民法 110条類推適用説を批判的に検討す

ることとする。

第一章 最高裁昭和 6D年 11月29日判決と学説

による評価

一 【II最判昭和 60年 11月29日民集 39巻 7号

1760頁

く事実〉

Y漁業協同組合(水産業協同組合法 45条は民法

53条， 54条を準用する)の定款には「組合長(理

事)は，組合を代表し，理事会の決定に従って業

務を処理する j，'固定資産の取得または処分に関

する事項は理事会において決定する」旨の定めが

あるところ，同組合理事長Aは，理事会の承認を
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得ずに同組合を代表して組合所有の土地をXに売

り渡す旨の契約を結んだ。 XがY組合に対し上記

売買を原因とする所有権移転登記を求め，これに

対して， Y組合は，本件売買契約は理事会の承認

決議を経ていなし功〉ら無効であるとして争った。

一審でX敗訴。原審も，以下の理由により， X

の控訴を棄却した。'Y組合が水産業協同組合法に

より設立された漁業協同組合であることは弁論の

全趣旨により明らかなところ，同四五条は役員の

代表権に関し，民法五三条，五四条を準用してい

るから社団法人であるY組合は，その組合定款

又は組合総会の決議によって組合長理事の代表権

を制限することができ，この制限に違反してなし

た組合長理事の法律行為は無効であり，善意の第

三者に対してのみ無効をもって対抗することがで

きないこととなる j，'定款により代表権に制限を

加えられた代表者の代表行為は，もともと無効の

ものであるから，無効をもって自己に対抗し得な

いことを主張する第三者においてその善意を主張

立証すべきである。そして右にいうところの善意

とは，代表者の当該具体的な代表行為について代

表権の制限がなされていることを知らないことを

言うものと解される j，Y組合の定款の定めは組合

長理事の代表権に対する制限規定である， Xは，

理事会に諮って決める旨Aから告げられており，

定款上理事会の承認を必要とすることを認識して

おり民法 54条の善意とはいえない，また，理事会

の承認がなされAが権限を有するに至ったと信じ

るにつき正当な理由があったともいえない。そこ

で， Xが上告した。

く判旨〉上告棄却。

「漁業協同組合は，水産業協同組合法四五条の準

用する民法五三条，五四条の規定により，定款の

規定文は総会の決議によって特定の事項につき理

事が代表権を行使するためには理事会の決議を経

ることを必要とするなどと定めて理事の代表権を

制限することができるが，善意の第三者に対して

はその制限をもって対抗することができないもの

であるところ，右にいう善意とは，理事の代表権

に制限が加えられていることを知らないことをい



うと解すべきであり，また，右の善意についての

主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきで

ある。そして，第三者が右にいう善意であるとは

いえない場合であっても，第三者において，理事

が当該具体的行為につき理事会の決議等を得て適

法に漁業協同組合を代表する権限を有するものと

信じ，かつ，このように信じることにつき正当の

理由があるときには，民法一一O条を類推適用し，

漁業協同組合は右行為につき責任を負うものと解

するのが相当である。J(ただし，本件については，

Xには正当の理由がないとした)

ニ 【1リ】判決については，その重要性から，多く

の判例評釈.解説が出ているカが宝(九半判U旨の結論につ

いて反対する評釈は見当たらない(2幻叩}

が，定款等による代表権の制限があることを知っ

ていたが，理事の言動などにより，理事の当該具

体的行為につき代表権があると第三者が誤信した

場合に民法 110条を類推適用すべきであるとした

判断は新判断であり，この点については学説でも

従来論じられたことがなかったへ

三 【1】判決の示した理論の起源は，末弘厳太

郎・判例民事法大正 15年度 610頁(【 2】大判大

正 15年12月17日民集 5巻 12号862頁の評釈)

であろう(九末弘・同評釈 613頁以下は，法令によ

る代表権の制限の事例について民法 110条の類推

適用を認めるべきことを主張して，第三者を保護

しなかった判例を批判した。この末弘博士の見解

は，後に【 3】大判昭和 16年 2月28日民集 20巻

264頁，【 4】最判昭和 34年 7月 14日民集 13巻 7

号 960頁で認められ，判例理論となるに至った。

そして，法令による代表権の制限の事例について

民法 110条の類推適用を認める判例理論が，【 1】

判決によって定款等による代表権の制限の場合に

まで拡張されたのである。【 1】判決の意義は，こ

の点にあろう。

もっとも，末弘博士は，民法 54条の適用のある

場合については民法 110条の類推適用を想定して

いなかったと推測されることに注意が必要である

理事の代表権の制限

(第四章参照)。

四 【1】判決は，民法 110条類推適用説を採用す

るについて特に理由を挙げていない。これに対し

て，同判決についての判例評釈等では，民法 110条

の類推適用を肯定する理由として，以下の 4つの

理由が指摘されている。

(1) 民法 54条の「善意」とは，定款又は総会の

決議によって代表権が制限されていることを知ら

ないことであり，理事の代表行為がこの制限に違

反していることを知らないことは本条の「善意」

に含まれない。したがって，定款等による代表権

の制限を知っていた第三者が，理事の当該具体的

行為につき代表権があると誤信した場合，この第

三者を民法 54条の適用ないし類推適用によって

保護することはできないことになろう (6)。

しかし，定款等による代表権の制限は知ってい

たが，理事の言動などにより(例えば，偽造の理

事会の決議書を示す)，理事の当該具体的行為につ

き代表権があると第三者が誤信したような場合に

おいても，第三者が全く保護されないとするとそ

の保護に著しく欠けることになる (7)。この場合の

第三者を保護するために民法 54条とは別の理論

構成が必要である。これが民法 110条類推適用説

の出発点である。

(2)定款等による代表権の制限は知っていた

が，理事の言動などにより，理事の当該具体的行

為につき代表権があると第三者が誤信した場合，

「そのさいの状況は代理人の権限蹄越による表見

代理に酷似する}刊すなわち，民法 110条を類推

する基礎がある。

(3) 地方公共団体の長のように，その代表権の

範囲やそれに対する制限が法令によって定められ

ている場合じ定款等による代表権の制限の場合

とのバランス論が理由として指摘されている。す

なわち，判例は，法令の規定による代表権の制限

は知っているが，必要な手続がとられたと信じて

いる場合について民法 110条を類推適用する作)。

この場合について民法 110条を類推適用するなら

ば，定款等による代表権の制限があることを知つ
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ていたが，制限を解除する手続がふまれたため代

表権があると第三者が信じた場合についても，民

法 110条の類推適用を認めるべきである。前者の

処理と後者の処理との間で差を設ける合理的な理

由は，特に見当たらないと主張されている。推測

するに，民法 110条類推適用説の最大の根拠はお

そらくこれであろう(10)。

(4) 定款等による代表権の制限は知っていた

が，理事の当該具体的行為につき代表権があると

第三者が信じていた事例で，もし民法 110条の類

推適用が否定されると，定款による制限すら知ら

ない不注意な第三者が民法 54条で保護される一

方で，それを調べた上で，その要件が充たされた

と誤信した，やや注意深い第三者が保護されない

ということになり，バランスを失するのではない

か(11)。

以上の(I)~(4)が，【 1 】判決を支持する学説が指

摘する理由である。しかし，必ずしも説得的な理

由であると言えないことは，以下のとおりである

(第二章及び第三章参照)。

第二 章民法 11D条類推適用説の検討

第二章及び第三章では，【 1】判決を支持する学

説が指摘する理由(第一章四参照)について検討

してみたい。

本章では【 1】判決を支持する学説が指摘する

理由(1)(2X4)について検討する。なお，理由(3)につ

いては，その重要性に鑑み，章を改めて検討する

(第三章)。

一民法 53条及び 54条の規定によると，法人は

定款等によって理事の代表権を制限することがで

きるが，善意の第三者に対しては，これを対抗す

ることができない。

「理事が法人の目的の範囲内の行為をことごと

く単独で、代表できるという原則に対する制限は，

すべて」民法 54条の制限である(1九定款等による

代表権の制限の具体例としては I理事のうち特定

の者(理事長・会長)のみが代表権を有し，その

他の理事は一定の順序で，代表権を有する理事に
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事故がある場合に限ってその職務を代行する旨の

定款・寄附行為の規定J，I一定の法律行為につい

ては社員総会・理事会などの同意(決議)を要す

る旨」の定款・寄附行為の規定(判例としては，

【1]判決の他に，最判昭和 58年 6月21日判例時

報 1082号 45頁がある (13)) が挙げられる(1九さら

に Iいわゆる共同代表の定めも定款・寄附行為に

よる代表権の制限に当たる」とされる (1九

以上のような代表権の制限は，善意者には対抗

できないとするのが民法の立場である。

ニ民法 54条にいう「善意」の意義について，定

款に代表権の制限の定めがあることを知らないこ

とをいうのか，それとも代表者がこの制限に違反

していることを知らないことをいうのかが，問題

となりうる。

民法 54条の趣旨は，理事は原則として包括的代

表権を有するが(民法 53条本文)，特にこれを内

部的に制限した場合，法人と取引をする第三者は

代表権が制限されていることを知らないで理事と

交渉することが少なくなしこの場合に代表権の

制限を主張しうるとすると相手方に不利益とな

る，そこでこの制限をもって善意の第三者に対抗

しえないものとしたことにある(16)。したがって，

民法 54条の「善意」は，定款又は総会の決議によっ

て代表権が制限されていることを知らないことで

あり，理事の代表行為がこの制限に違反している

ことを知らないことではない。

民法の起草者のひとり梅謙次郎博士は I理事ノ

権限ニ制限アルコトヲ知ラサル第三者ノ、}171と記

述していることから，前説をとっていたことは明

らかである (18)。この点に言及する学説もことごと

く前説に与しており，民法 54条の「善意」を，定

款に代表権の制限の定めがあることを知らないこ

とであると解することについて異論はない(1九

三民法 54条の「善意」をこのように解すると，

定款等による代表権の制限は知っていたが，理事

の言動などにより，理事の当該具体的行為につき

代表権があると第三者が誤信した事例について，



民法 54条の適用ないし類推適用によって第三者

を保護することはできない。この事例で第三者を

保護しようとするのであれば(川，民法 54条とは

別の理論構成によらなければならない(第一章四

(1)参照)。そこで【 1】判決は，民法 110条の類推

適用という理論構成によって第三者(民法 54条の

悪意者)を保護すべきものとしたのであろう。

しかし，民法 110条の類推適用という理論構成

をとる以上は，民法 110条を類推する基礎がなけ

ればならない。この点について詳細な説明をした

判例評釈・解説は見当たらないので推測するしか

ないが，理事が与えられた代表権(定款等で制限

された代表権)の範囲を越えて当該具体的行為を

したこと，及び I第三者において，理事が当該具

体的行為につき理事会の決議等を得て適法に漁業

協同組合を代表する権限を有するものと信じ」た

(【 1]判決)ことをもって，民法 110条の「権限

撤越による表見代理に酷似する」という解釈があ

りうるであろう(第一章四(2)参照)。

しかし，この事例で第三者が信頼する対象は「理

事の代表権に対する制限を解除する手続が適法に

ふまれたこと」である。第三者は「当該具体的行

為につき理事が代表権を有すること」を信頼して

いるのではない。このことは，民法 110条類推適

用説が典型例として挙げる，理事が理事会の決議

書を偽造して第三者に示した場合を考えてみれば

わかるであろう。理事がこの決議書を第三者に示

した場合，第三者が信頼するのは「その決議書が

真正のものであること」である。決議書が真正の

ものであることを信頼するとは，その決議書の表

わす内容である「理事会の決議があったこと」を

信頼することである。したがって，第三者はその

決議警が表わす「理事会の決議があった」ことに

より，理事の代表権の制限を解除する手続が適法

にふまれたことを信頼するのである (21)。

この問題について，内田貴『民法 I 総則・物

権総論(第 2版補訂版)~ (平成 12年)245-246頁

の【 1】判決の紹介が参考になる。内田・同書 246

頁は，【 1】判決を「たとえ 54条の悪意者であっ

ても，理事会の決定が得られたと信じた第三者が，

理事の代表権の制限

そう信じるにつき正当の理由があるときには， 110

条を類推適用して，組合は契約上の義務を負う」

と紹介しており，第三者の信頼の対象が「理事会

の決定が得られたこと」すなわち「代表権の制限

を解除する手続がふまれたこと」であるように読

める。この叙述は，第三者の信頼の対象を正確に

とらえたものといえよう。

四 第三者の信頼の対象が【 1】判決の事例と民

法 110条の場合とでは異なるという批判に対し

て，民法 110条類推適用説は次のように反論する

かもしれない。理事会の決議により，理事の代表

権の制限を解除する手続が適法にふまれたなら

ば，理事が当該具体的行為について代表権を有す

るではないか，と。確かに，論理的にはそのとお

りである。しかし，文書に対する信頼で保護され

る(保護に値する)のは，その文書に表われてい

る内容に対する信頼だけであるのが原則であろ

う。決議書に表われている事実は「理事会の決議

により，理事の代表権の制限を解除する手続が適

法にふまれたこと」である。したがって，決議書

を見ただけの第三者(理事の言動を信じたに過ぎ

ない)が「当該具体的行為につき理事が代表権を

有すること」を信頼したとしても，民法 110条の

類推適用によってその信頼を保護することは困難

ではないだろうか。このような第三者には過失が

あるのが通常であることに注意が必要ではないだ

ろうか。

このように，第三者の信頼する対象が異なる以

上(この差異は重要ではないだろうか)，【 1】判

決の事例においては民法 110条を類推する基礎は

必ずしも十分とはいえないのではないだろうか。

民法 110条は，代理人の代理権の存在に対する第

三者の正当な信頼の保護を図った規定だからであ

る。

五定款等による代表権の制限があることを知っ

ていたが，制限を解除する手続がふまれたため理

事に代表権があると第三者が信じた事例につい

て，民法 110条の類推適用を否定すると I定款に
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よる制限すら知らない不注意な第三者」が民法 54

条で保護される一方で Iそれを調べた上で，その

要件が充たされたと誤信した，やや注意深い第三

者が保護されないということになり，バランスを

失する」という指摘がなされている(第一章四(4)

参照)(22)。

しかし，この指摘(第一章四(4)参照)は，直ち

に【 1】判決を支持する理由とならないのではな

かろうか。なぜならば Iそれ(定款による制限)

を調べた上で，その要件が充たされたと誤信した，

やや注意深い第三者」を保護すべきか否かが正に

問題となるからである(第五章二三四参照)。

また，理論上も，この指摘(第一章四(4)参照)

には難点があると言える。すなわち，この指摘の

「定款による制限すら知らない不注意な第三者」と

いう考え方自体，起草者の構想、と異なっている。

梅博士は，民法 54条の立法趣旨を

「前条ニ於テ理事ハ原則トシテ法人ノ目的内

ノ事項ニ付テ概括ノ代表権ヲ有スルモノトセリ

故ニ第三者ノ、法人ト取引ヲ為ス場合ニ際シ疑念

ナク理事ト交渉ヲ為スコトヲ得スンハアルヘカ

ラス而シテ定款若クハ寄附行為ノ制限又ハ総会

ノ決議ノ如キハ第三者之ヲ知ラサノレコト稀ナリ

トセス故ニ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

ルモノトセハ第三者ノ、往往ニシテ意外ノ損失ヲ

蒙ムルコトアルへシ是レ本条ノ必要アル所以ナ

リ」

と説明する(問。この起草者の構想、は正当と評価す

べきではないだ、ろうか。

第三者は，理事の代表権が包括的であることを

信頼して行動してよいから，理事の代表権に制限

がないことをいちいち確認しなくても過失がある

とされなし山4)。それに加えて，代表権の制限は外

部から容易に認識することができない。民法上の

理事の代表権の制限はこれを登記する方法がない

からである (2九そうであるならば，第三者は自分

の相手が本当に理事かどうかについては調査する

必要があるが(2ヘ理事の代表権に制限があるかど
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うかについては調査しなくてもよい(第三者が理

事の代表権の制限の有無を調査しないことを答め

られる理由がない)ことになろう。したがって，

前記指摘には直ちに首肯することができない。

六民法 110条類推適用説は，取守|の相手方が，

定款等による代表権の制限があることを知ってい

る場合には，民法 54条による保護を受けることは

できないが，理事等の言動により「理事の当該具

体的行為につき代表権があると第三者において信

じていたときにおいても全く保護されないとする

と第三者の保護に著しく欠ける事態を招くものと

いえよう }27)と主張して，法人と取引をする第三

者の取引の安全の保護を強調する(第一章四(1)参

照)。しかし，取引の安全の保護を強調することは

「理事の包括的な代表権を制限したしりという法人

の利益をそれだけ制限することになる(28)。この利

益を無視すべきかが正に問題となる。民法 110条

類推適用説は，法人の利益について言及せずに取

引の安全を強調しており，一面的であって，説得

的ではないと評すべきではなかろうか。

【1】判決の示した理論(民法 110条類推適用説)

の起源であると思われる末弘博士の見解は，【 2】

判決を批判して民法 110条の類推適用を主張した

際に I大審院は法人代表者の専横行為に対して法

人従って総社員の利益を保護することのみに専念

せず，同時に法人の相手方たるべき人々の利害を

考慮する必要がある」と述べていることに注意す

る必要があろう (2九この叙述から，末弘博士は，

法人の利益を保護することのみに専念せず，法人

と取引をする相手方の利害も考慮せよと述べてい

るにすぎず，取引の安全が法人の利益よりも優先

すると主張しているわけではないことがわかるで

あろう。

七本章六と関連する問題であるが，法人に責任

を帰属させる理由が明確ではないことも，民法

110条類推適用説の問題として指摘できるであろ

う。法人に責任を帰属させる理由について具体的

に言及した【1]判決の評釈は見当たらないし，



法人の帰責事由について論じた[1】判決の評釈

も見当たらない。

【1】判決は「第三者において，理事が当該具体

的行為につき理事会の決議等を得て適法に漁業協

同組合を代表する権限を有するものと信じ，かつ，

このように信じることにつき正当の理由があると

きには，民法一一O条を類推適用し，漁業協同組

合は右行為につき責任を負う」というが，【 I】判

決のいう「正当の理由」は，民法 110条の要件の

「第三者カ其権限アリト信スへキ正当ノ理由ヲ有

セシ」ことであろう。したがって，法人に責任を

帰属させる理由は何か(法人の帰責事由は何か)

という問題は，民法 110条の「正当ノ理由」の要

件をどのように理解するかという問題に帰着する

であろう。

しかし，民法 110条を類推適用して法人に責任

を帰属させる「正当の理由J (民法 110条を類推す

る説が，これをどのように理解しているかは必ず

しも明確でないかに見受けられる)があるか，こ

れが問題であろう。起草者の理解からは，【 1】事

件のような場合に「正当の理由」を認めることは

理論上困難ではないだろうか(第六章で詳しく検

討する)。

八以上のように，【 1】判決を支持する理由(第

一章四参照)のうち(1X2X4)には問題があり，必ず

しも説得的な理由ではないと考える。理由(1)(2)(4)

に対する反論をひとことでいえば，民法 110条を

類推適用して民法 54条の悪意の第三者を保護す

る理由がないのではないか， ということに尽きる

であろう。

この問題は，結局，法令の規定による代表権の

制限の事例に民法 110条を類推適用する判例理論

(第一章四(3)参照)自体が抱える問題であると言え

よう(第五章参照)。第三章では，民法 110条類推

適用説の最大の根拠であると推測される理由(3)に

ついて検討する。

第三章 中田=能見説の検討

一 法令の規定による代表権の制限は知っている

理事の代表権の制限

が，必要な手続がとられたと第三者が信じている

場合と，定款等による代表権の制限があることを

知っていたが，制限を解除する手続がふまれたた

め代表権があると第三者が信じた場合とのバラン

ス論(以下では主な主張者の名をとって中田=能

見説とする)は，民法 110条類推適用説の最大の

根拠であると推測される(第一章四(3)参照)。

中田=能見説は，以下のように主張する。判例

(【 3]【 4】判決)は，法令の規定による代表権の

制限は知っているが，必要な手続がとられたと第

三者が信じている場合について，民法 110条を類

推適用して第三者を保護する。この判例理論を肯

定するならば，定款等による代表権の制限がある

ことを知っていたが，制限を解除する手続がふま

れたため代表権があると第三者が信じた場合につ

いても，民法 110条の類推適用を認めるべきであ

る。なぜなら，前者と後者の聞で差を設げる合理

的な理由はないからである， と。

しかし，中田=能見説には，以下の三つの問題

点があり(本章二・三・四)，その指摘は直ちに【 1】

判決を肯定する根拠とはならないのではないだろ

うか。

ニ 中田=能見説は，【 3】【 4】判決が示した判

例理論(法令の規定による代表権の制限は知って

いるが，必要な手続がとられたと第三者が信じて

いる場合について，民法 110条を類推適用して第

三者を保護する)が正しいことを当然の前提とし

ている。しかし，【 3】【 4]判決が示した判例理

論には少数説ながら有力な反対説が存在す

る(3九【 3】【 4]判決の示した判例理論には，検

討を要する課題が残されているのではなかろうか

(第五章参照)(31)。

中田ニ能見説を採用するには，【 3】【 4】判決

が示した判例理論の理解が不可欠であろう。すな

わち，法令の規定による制限の事例で民法 110条

を類推適用して第三者を保護する理由があるかど

うかを検討する必要があるであろう(第五章，第

六章，第七章参照)。
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三確かに，法令の規定による代表権の制限は

知っているが，必要な手続がとられたと第三者が

信じている場合と，定款等による代表権の制限が

あることを知っていたが，制限を解除する手続が

ふまれたため代表権があると第三者が信じた場合

とでは，代表権の制限を解除する手続がふまれた

ことを第三者が信頼しているという点では，第三

者のおかれた状況は同じである。その意味では，

前者と後者の間で差を設ける合理的な理由はない

とする中田二能見説は正しい。

しかし，第三者は当該具体的行為につき理事が

代表権を有することを信頼しているのではないと

いう【 1】判決に対する批判は，法令の規定によ

る代表権の制限は知っているが，必要な手続がと

られたと信じている場合についてもそのままあて

はまる。すなわち，法令の規定による代表権の制

限は知っているが，必要な手続がとられたと第三

者が信じている場合，第三者の信頼の対象は「代

表権の制限が法令の規定に従って適法に解除され

たこと」でトあって，.当該具体的行為について理事

が代表権を有していること」ではないであろう(第

二章三回参照)。この批判(第三者は当該具体的行

為につき理事が代表権を有することを信頼してい

限は知っているが，必要な手続がとられたと信じ

ている場合(判例は民法 110条を類推適用する)

がある。(ア)と(a)，付)と(b)がそれぞれ対応する。(対

と(a)の処理の差，すなわち， (7)で民法54条が適用

されるのに対して，(a)で民法54条が適用されない

理由は，法令の不知は保護されるべきではないか

らである，と説明される(34)。しかし， (b)の場合に

は，第三者は法令の規定による制限があることを

知っているから，この説明は当てはまらない。す

なわち， (b)と(イ)とで処理に差を設ける合理的な理

由はない。したがって， (b)について民法 110条の

類推適用があると解すべきだから， (b)と同様に，

(イ)の場合にも民法 110条の類推適用を認めるべき

である。

中田=能見説のこの分析は，一見説得的である。

しかし，この分析には大きな問題があるのではな

いだろうか。すなわち， (ア)と4イ)は民法 54条の適用

の有無の点で区別することができるが， (a)と(b)は

民法 54条の適用の有無からは区別できない(とも

に民法 54条の適用がなし))から，.ケ)と(a)，(イ)と

(b)がそれぞれ対応する」とは言えないのではない

だろうか。

るのではない)に対して，中田=能見説は答える 五本章四の中田二能見説への反論を，以下もう

ことができないであろう。 少し詳しく説明する。

四 中回二能見説の説明には，論理的にも難点が

あるのではなかろうか(32)。

中田=能見説には，定款又は法令の規定による

代表権の制限の場合で，相手方(第三者)の保護

が問題となる場合を，以下のように分析する(問。

定款による代表権の制限の場合には，第三者がけ)

定款に代表権を制限する定めがあることを知らな

い場合(民法 54条が適用される)と， (イ)定款によ

る制限があることは知っているが，理事会の承認

などがあるため当該具体的取引について代表者に

権限があると信じていた場合がある。同様に，法

令の規定による代表権の制限の場合としては，第

三者が(a)そもそも法令の規定を知らない場合(民

法 54条の適用はない)と， (b)法令の規定による制
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地方公共団体の長のように，法令の規定によっ

て代表権が制限されている場合は，所定の要件が

具備されない限り，はじめからこれらの者に代表

権は存在しないのであり，民法 54条の適用の余地

がない(異論なし)(向。言い換えれば，法令の規定

による代表権の制限は，民法 54条の「代表権ニ加

ヘタル制限」に当たらなし山ヘ

したがって，法令の規定による代表権の制限の

場合には，第三者がこの制限を知っていようと

知っていまいと，常に民法 54条は適用されない。

すなわち， (a)の場合も(b)の場合も，どちらも民法

54条の適用がない。このことは， (a)と(b)は民法 54

条の適用の有無からは区別できないことを意味す

る。結局， (a)と(b)は，判例理論である民法 110条

の類推適用があるか否かによって区別されている



にすぎない。

これに対して，(ア)と(イ)は民法54条の適用の有無

による区別である o したがって， (a)と(b)の区別の

基準じ(ア)と(イ)の区別の基準は異なるから，肘と

(a)， (イ)と(b)がそれぞれ対応する」とは言えない。

，(イ)と(b)が対応する」とは言えない以上， (b)の場合

について民法 110条を類推適用するという判例理

論(【 3】【 4】判決)は， (イ)の場合に民法 110条

を類推適用することを直ちに肯定する理由とはな

らない。

このことは， (b)について民法 110条を類推適用

する判例理論の起源である(【 l】判決の起源でも

ある)末弘博士の見解聞に明らかである。詳しく

は第四章で検討するが，末弘・同評釈は「民法の

公益法人については第五十三条及び第五十四条の

関係から善意の第三者は充分の保護を受ける結果

になっているけれども，かかる明文なき場合に於

て」民法 110条を類推適用して第三者を保護する

ことを主張する。この叙述から推測するに，末弘

博士は(乃と(b)が対応すると考えていたのではなか

ろうカ冶。

第四章末弘博士の見解

【1]判決の判例評釈は，【1]判決が，定款等

による代表権の制限があることを知っていたが，

理事の言動などにより，理事の当該具体的行為に

つき代表権があると第三者が誤信した場合に民法

110条を類推適用すべきであるとしたことは「新

判断であり J'この点に言及した学説は見当たらな

い}38)という。しかし，この問題が従来論じられた

ことがなかったのは，むしろ，民法 54条の保護で

十分で‘あり，【 1】判決のような第三者を保護する

必要はないと考えていたためではないだ、ろうか。

民法 110条類推適用説を最初に主張した末弘厳

太郎博士(第一章三参照)は，実は，民法 54条の

適用のある場合については民法 110条の類推適用

を想定していなかったのではないだろうか。以下

では，末弘・判例民事法大正 15年度 120事件(【 2】

判決)の評釈を紹介する。

理事の代表権の制限

判例民事法大正 15年度 120事件(【 2】判決)

く事実>x漁業組合の組合長Aは， x組合所有の

土地を売却するため，組合員総会を招集したが，

出席者は総組合員の 3分の 2に達しなかった。し

たがって，漁業組合令20条によって土地売却の決

議をすることができないにもかかわらず，強いて

決議の形式をとらしめた上，本件土地をYに売却

した。そこで， Xy聞の売買は実体上無効であると

いう理由により X組合がYに対して所有権移転登

記抹消を訴求したというのが，本件の事案である。

く判旨〉漁業組合令 20条により「漁業組合ノ理

事ハ……右ノ事項ニ関シテハ前記決議ヲ経タルト

キニ限リ其ノ職権ヲ行ヒ得ベキモノニシテ，理事

ノ同権限ノ、右規定ノ定ムル要件ヲ具備スルニ依リ

初メテ存在スルモノト謂フベク，従テ前記ノ規定

ノ、之ヲ以テ民法第五十四条ニ所謂理事ノ代表権ニ

力日へタル制限ト解スベキニアラズ」。したがって，

Xy聞の売買は「無権限ノ行為ニ出ヅル無効ノ行

為」であって， yは登記抹消の義務がある。

二末弘博士の評釈(39)

「漁業組合令第二十条によると，理事の代表権は

法律上当然組合事務の全部に及ぶ、ものではない，

同条列挙の事項については必ず総会の決議を経る

ことを要し，然らざれば理事に代表権がないので

ある。即ち民法が原則として理事の権限を絶対に

無制限のものとし，総会の決議も亦之を一種の「制

限』と考へてゐるのとは初めから立方が違ふので

ある。従って漁業組合令第三十五条によって漁業

組合の理事に準用されてゐる民法第五十四条が適

用されるのは，組合令第二十条に列挙せざる事項

について総会が一定の決議を為しその実行を理事

に要求してゐるやうな場合のみであって，同条列

挙の事項に関する総会の決議は『制限』ではなく

して，初めから法律の要求してゐる理事の権限発

生要件であると解すべきこと大審院の言ふ通りで

ある。」

「問題の総会決議は法律上無効であり，従って理

事長Aの不動産売買行為は無権限の行為なること

素より言ふを侠たない。然らぽー一大審院の言ふ
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が如く一一組合と Yとの聞に於ける売買契約は当

然無効であって， Yの善意悪意の知きは全然之を

度外視すべきものであらうか?

大審院は民法第五十四条の適用を除外すること

から直に右の結論を導いてゐるけれども，かくの

知きは未だ早計なり……。何となれば，仮りに全

然総会の決議なく従って決議録の添付なきに拘ら

ず，買主これに気付かずして売買を締結したので

あれば，漁業組合令第二十条を知らざるものとし

て法律の保護に値しないかも知れないけれども，

本件の如く形式上ともかくも総会の決議があり，

唯それが内部的事由の為めに無効であるに過ぎな

い場合に，局外の第三者がその無効を知り得ざる

ことあるべきは極めて当然である。而してかくの

如き善意者は条理上尚大に保護の価値あり」。

「成程民法は此種の場合に処すべき伺等直接の

規定を設けてゐないけれど，表見代理に関する民

法第百十条『代理人ガ其権限外ノ行為ヲ為シタル

場合ニ於テ第三者ガ其権限アリト信ズベキ正当ノ

理由ヲ有セシトキハ前条ノ規定ヲ準用ス』との規

定は少くも此場合に類推適用せらるべき実質的理

由が充分ある。殊に，民法立案者が法人機関の代

表関係と普通の代理関係との区別について明確な

る観念を有せざりしこと明なる民法の下に於て

は，代理に関する規定を性質の許す限り法人の代

表関係に準用すべき根拠は充分に存在するのであ

る。此故に，私は大審院が単に第五十四条の適用

を排斥したるを以て止まり更に一歩を進めて第百

十条の準用ありや否やを考慮せざりしことを大に

遺憾とするのである。此種の問題は独り漁業組合

についてのみならず性質上すべての法人に関して

起り得る事柄である。幸にも民法の公益法人につ

いては第五十三条及び第五十四条の関係から善意

の第三者は充分の保護を受ける結果になっている

けれども，かかる明文なき場合に於て若しも大審

院のとってゐるやうな論法のみを以て進むときは

法人と取引する第三者の危険は計り知るべからざ

るものがある。大審院は法人代表者の専横行為に

対して法人従って総社員の利益を保護することの

みに専念せず，同時に法人の相手方たるべき人々
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の利害を考慮する必要がある。」

三 【2】判決の評釈における末弘博士の構想を以

下で紹介する。

民法上の公益法人など民法 54条の適用がある

場合には I善意の第三者は充分の保護を受ける結

果になっている J(州。

これに対して，漁業組合の理事のように，法令

の規定(漁業組合令 20条)によって代表権が制限

されている場合は，所定の要件が具備されない限

り，はじめから代表権は存在しないのであり，民

法 54条の適用の余地がない。

しかしながら，【 2】事件のように「形式上とも

かくも総会の決議があり，唯それが内部的事由の

為めに無効であるに過ぎない場合」は I局外の第

三者がその無効を知り得ざることあるべきは極め

て当然である。而してかくの如き善意者は条理上

尚大に保護の価値あり }4九そこで，民法 110条の

類推適用によってこの第三者を保護すべきである

と主張した。これが末弘博士の構想である。

四 この末弘博士の構想、の特徴として，次の二点

を指摘することができる。

(1) 末弘博士が民法 110条の類推適用を主張し

たのは，民法 54条の適用のない法人代表関係

についてである。

(2) 末弘博士は，民法の公益法人の場合につい

ては民法 54条の適用によって善意の第三者

は十分に保護されると考えていた。

以上のことはJ此種の問題は独り漁業組合につ

いてのみならず性質上すべての法人に関して起り

得る事柄である。幸にも民法の公益法人について

は第五十三条及び第五十四条の関係から善意の第

三者は充分の保護を受ける結果になっているけれ

ども，かかる明文なき場合に於て若しも大審院の

とってゐるやうな論法のみを以て進むときは法人

と取引する第三者の危険は計り知るべからざるも

のがある}42)という部分から読み取ることができ

るであろう。

以上の(lX2)から判断して，末弘博士は，民法 54



条の適用ある法人代表関係については，民法 54条

で保護されない第三者を民法 110条の類推適用に

よって保護することを想定していなかったと言っ

てよいであろう。ここまでは異論がないものと思

われる。

それでは，民法 54条の適用がある法人代表関係

について，第三者が民法 54条で保護されない場合

でも，民法 110条の類推適用で第三者が保護され

る， と末弘博士の見解を拡張することができるで

あろうか。これが問題となる。

五 この問題の解決には，末弘博士が民法 54条の

適用のない法人代表関係において第三者を民法

110条の類推適用で保護しようとした理由を考え

るのが有益で、あろう。

末弘博士は，民法上の公益法人の場合について

の民法 54条による善意者の保護に対応するもの

として，民法 54条の適用のない法人代表関係につ

いて民法 110条を類推適用して第三者を保護しよ

うとしたのではなかろうか。

末弘博士は r幸にも民法の公益法人については

第五十三条及び第五十四条の関係から善意の第三

者は充分の保護を受ける結果になっているけれど

も，かかる明文なき場合に於て……}州と言って，

民法 54条の適用のない法人代表関係において，民

法 110条の類推適用を主張している。これは，民

法 54条の適用のない法人代表関係において，民法

54条による善意者の保護に対応するものとして，

すなわち，第三者を民法 54条の適用があるのと同

じように保護しようとしたものではなかろうか。

このように末弘博士の構想を理解するのが，前

述の本章四(1)(2)からは理論的かつ素直な解釈であ

るように思われる。

六 末弘博士は，民法上の公益法人の場合につい

ての民法 54条による善意者の保護に対応するも

のとして，民法 54条の適用のない法人代表関係に

ついて民法 110条を類推適用して第三者を保護し

ようとしたものと思われる。

そうであるならば，民法 54条の適用がある法人

理事の代表権の制限

代表関係では，民法 110条を類推適用する必要は

ないことになろう。なぜなら，法令の規定による

制限の場合に民法 110条を類推適用することは，

あくまでも民法 54条の保護に対応するもので

あって，民法 54条の適用のある法人代表関係で

は，民法 54条によって善意の第三者は十分に保護

されるからである。

したがって，民法上の公益法人のように民法 54

条の適用がある法人代表関係において，第三者が

民法 54条で保護されない場合でも，民法 110条の

類推適用で第三者が保護される，と末弘博士の見

解を拡張することは博士の構想に適合するとは直

ちに言えないであろう。すなわち，末弘博士の見

解から，定款等による代表権の制限があることは

知っていたが，当該具体的行為につき理事に代表

権があると信じた場合に，民法 110条を類推適用

して第三者を保護するという説を導くことはでき

ず，したがって， [1】判決は末弘博士の構想にあ

わない判決なのではなかろうか。

第五章 高橋説の紹介

第四章では末弘博士の見解を紹介した。次に本

章では，末弘博士の見解がそもそも正当かどうか

を検討したい。末弘博士の見解が正当でないとす

れば，【 1】判決の示した理論もまた正当ではない

ことになるからである(第一章三及び四(3)，第三

章二参照)。

末弘博士の見解は【 3】【 4】判決の示した判例

理論と同じであると考えられる。そこで，【 3】【 4】

判決の示した判例理論に反対する学説を紹介す

る。

一 【1】判決の示した理論を支持する見解は，

【3】【 4】判決の示した判例理論が正当であるこ

とを当然の前提としている(第一章四(3)及び第三

章二参照)。

しかし，【 3】【 4】判決の示した判例理論に対

しては，少数説ながら有力な反対説がある。高橋

説がそれである。
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ニ高橋三知雄『代理理論の研究~ (昭和 51年)

288-290頁は r地方公共団体の長が法令に定め

る手続に違背してなした越権行為に民法一一O条

が適用(準用)されることについては，現在，ほ

とんど異論をみない」ことを認めながらも，以下

のように【 3】【 4】判決の示した判例理論に反対

する (44)。
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「およそ公法人には表見代理規定の適用の余

地がないかと問われるならば，全面的にこれを

排除すべき理由はないといわざるを得なし〉。公

法人といえども私法上の取引に際し一般人より

も優遇されるべき理由はないからである。しか

し，基本権限と相手方の善意・無過失があれば

『正当理由Jが認められるのではなしそのため

には自称代理人の行為を本人または権限ある機

関が容認していることを要する。私人(自然人，

私法人)においては代理権の授与につき法律は

特別の形式を定めていないから，自称代理人の

行為を本人や権限ある機関がこれを知りつつ放

任していれば表見代理が成立する。公法人につ

いても，地方公共団体の権限ある機関が特別の

形式を要せずに代理権を授与しうる範囲におい

ては表見代理の規定は適用される。しかしなが

ら，議会が正規の手続をなすことなく黙示的に

首長の行為を容認するということはありえな

い。議会の決議を経るべき事項については，議

会の授権があった範囲においてのみ長が代理権

を有すると解するかぎり，議決が全く存在しな

い場合はもとより， (@ (引用者注【 3】)のよう

に決議範囲を逸脱したケースでも同様である。

表見代理法理の助けによって公法人や役所の任

務と権限範囲を拡大することは許されない。我

妻博士は，代理権の範囲が法律で一定されてい

る場合でも，それが一一O条の適用を否定し取

引の安全を犠牲にする趣旨でないのは，私法の

領域ではすでに確定されたことだといわれる

が，その理論的根拠はいかなるものなのであろ

うか。

ここでもまた取引の安全のため』というの

は理由とはなりえない。まさにそこまで取引の

安全を保護すべき根拠があるか否かが問われて

いるのである。しかも，一一O条の適用を肯定

する判例も，首長の権限が法定されていること

に顧み，容易に相手方の善意・無過失を認めず，

学説もまた，一般の私的取引の場合よりも『正

当理由』の認定を厳しくすべきだという立場か

ら『無過失で誤信したというような場合がかり

にあるとしたら』とか何等かの特殊の事情の

存在が示される場合には』というだけで，いか

なる場合に無過失が認められるのかという具体

的な例をほとんど示していない。一一O条の適

用の可能性を肯定しながら一般の私法取引の場

合よりも『正当理由』の認定を厳しくするとい

う理論にも矛盾を感ずるのだが，いずれにせよ，

無過失の認められる場合がほとんど考えられな

いのならば，一一O条の適用の可能性を肯定し

てもいわば画餅に等しい。かつて存在した適用

否定説を理論的に克服したとはいい難いし，た

いしてホ取引の安全汐に資するものではない。

、取引の安全かは万能薬でないばかりか，問題の

法理論的解明になんらの手がかりも与えない。」

三 高橋説は，次の三つの見解から構成されてい

るといえよう。

(1) 基本権限と相手方の善意・無過失があれば

民法 110条の「正当理由」が認められるので

はなく r正当理由」が認められるためには自

称代理人の行為を本人または権限ある機関が

容認していることを要する。

(2) r取引の安全のため」というのは，【 3】[4】

判決の示した判例理論を肯定する理由とはな

りえない。まさにそこまで取引の安全を保護

すべき根拠があるか否かが問われているので

ある。

(3) 無過失(判例・通説における「正当ノ理由J)

が認められる場合がほとんど考えられないの

ならば，民法 110条の適用の可能性を肯定し

でも([3】【 4】判決の示した判例理論を採

用していいわば画餅に等しし大して「取



引の安全」に資するものではない。

私見によれば，高橋説が正当であると考える。

以下でその理由を述べることとする(本章四

~七)。

四 高橋説の指摘する本章三(2)は正鵠を射た意見

であるというべきであろう。「まさにそこまで取引

の安全を保護すべき根拠があるか否かが問われて

いる }45)のであるから，取引の安全を強調してみ

たところで【 3】【 4】判決の示した判例理論を肯

定する理由とはならない。【 3】【 4】判決の示し

た判例理論を肯定するためには Iそこまで取引の

安全を保護すべき根拠」を説明する必要がある。

すなわち，民法 110条を類推適用する場合の法人

の帰責事由は何かを説明する必要があるであろ

フ。

五 高橋説・本章三(3)もまた卓見であるというべ

きではなかろうか。民法 110条の適用の可能性が

ある(適用の余地がある)ということと，民法 110

条が実際に適用されて第三者が保護されることと

は異なる。したがって，【 3】【 4】判決の示した

理論によって第三者の取引の安全が保護されると

主張するためには，民法 110条の適用の可能性に

ついて検討するだけではなく I正当ノ理由」が認

められる具体的な事例について説明する必要があ

ろう。しかし I正当ノ理由」が認められる具体的

な事例について説明せずに，民法 110条の適用の

可能性があるというだけで第三者の取引の安全が

保護されると軽々に速断する(あるいは，そのよ

うに読める)叙述が多いのではなかろうか。

六高橋説・本章三(2)(3)に対して，【 3J【4】判

決の示した判例理論を支持する見解は，おそらく

効果的な反論をすることができないであろう。「正

当ノ理由」を認めた判例が少ないからである。(判

例が「正当ノ理由」をどのように考えているのか

については第七章で検討する)。

高橋説・本章三(1)については，一般的な理解と

は異なるという批判があるかもしれない。確かに，

理事の代表権の制限

民法 110条の「正当ノ理由」は相手方の善意・無

過失と同義で、あり，かつ I正当ノ理由」ありとい

うためには本人の作為・不作為を要しないと一般

に理解されている。

しかし，このような一般的な理解は，実は起草

者の「正当ノ理由」の理解とは明らかに異なって

いる。「正当ノ理由」の解釈は難問であり，起草者

の理解についても慎重な検討が必要とされるが，

むしろ高橋説の理解のほうが起草者の「正当ノ理

由」の理解に近いのではないだろうか。起草者は

「正当ノ理由」を単なる相手方の善意・無過失とは

区別していたように思われるし，起草者が「正当

ノ理由」が認められる場合として例示した事例は

いずれも本人の作為・不作為がある事例だからで

ある(以上につき，詳しくは第六章参照)。

七 【1】判決の示した理論とは異なり，高橋説・

本章三(1)では法人の帰責事由が明らかにされてい

るといえよう。高橋説における法人の帰責事由と

は，法人の権限ある機関が容認していることであ

る。高橋説は，理事又は市町村長の専横行為(越

権行為)と相手方の善意・無過失だけでは民法 110

条の「正当ノ理由」が認められるものではなく，

自称代理人の行為(理事又は市町村長の専横行為)

を法人の権限ある機関が容認していることを要す

ると解しているからである。

法人の帰責事由をこのように解する高橋説は，

法人の利益と第三者の取引の安全のバランスを考

慮すると，正当であると評価できょう(第二章六

参照)。

八 高橋説は，そのまま末弘博士の見解に対する

批判となろう。

(1) 末弘・判例民事法大正 15年度 120事件を読

む限り，末弘博士は法人の帰責事由について言及

していない。

(2) 末弘博士は「取引の安全」という言葉こそ

使っていないが Iかくの如き善意者は条理上尚大

に保護の価値あり J(46)，I民法第百十条……は少く

も此場合に類推適用せらるべき実質的理由が充分
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ある}4九「大審院は法人代表者の専横行為に対し

て法人従って総社員の利益を保護することのみに

専念せず，同時に法人の相手方たるべき人々の利

害を考慮する必要がある }48)という。これは，取引

の安全のために民法 110条を類推適用するのだと

いうに等しいであろう。しかし rw取引の安全の

ため』というのは理由とはなりえない}49)。した

がって，なぜ【 2】判決の事例で民法 110条を類

推適用することができるのかを，末弘博士は説明

していない。

(3) 末弘博士は，具体的にどのような場合に「正

当ノ理由」が認められて民法 110条が類推適用さ

れるのかを説明していない。

末弘博士は，【 2】事件の如く「形式上ともかく

も総会の決議があり，唯それが内部的事由の為め

に無効であるに過ぎない場合」は r局外の第三者

がその無効を知り得ざることあるべきは極めて当

然である。市しでかくの如き善意者は条理上尚大

に保護の価値あり }50)として，【 2】事件の第三者

に民法 110条が類推適用される余地があるとす

る。

しかし，上記の末弘博士の説明は r正当ノ理由」

が認められる具体的な例を明らかにしたとは言い

難いのではなかろうか。例えば，決議が物理的に

存在しない場合は，民法 110条の類推適用がある

のか。決議の手続的暇庇が著しいため，決議が法

律上存在するとは認められない場合はどのように

解するか。【 2】事件の事例で，決議録が添付され

たところ，実は内部的事由のため決議が無効であ

ることが後で判明した場合と，理事が勝手に決議

録を偽造した場合とは，どちらも等しく民法 110

条の類推適用で保護すべきか，などが直ちに問題

となるのではなかろうか。

以上(l)~(3)のように，末弘博士の見解及び【 3 】

【4】判決の示した判例理論の正当性には，疑問が

あると言えよう。

したがって，【 3]【4】判決の示した判例理論

の正当性を当然の前提とする【 1】判決の理論も

また正当ではないと言うべきではなかろうか。
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九高橋説は「議会が正規の手続をなすことなく

黙示的に首長の行為を容認するということはあり

えないJ(51)とするから，正規の組合員総会の決議

のない【 2】判決の事例では民法 110条の「正当

ノ理由」を認めないであろう。高橋説は，【 2】判

決は正当で、あると解するものと思われる(第四章

一及び第三章五参照)。

なお，高橋説は【 1】判決の事例でも民法 110条

の類推適用を認めないであろう。確かに，高橋説

は「私人(自然人，私法人)においては代理権の

授与につき法律は特別の形式を定めていないか

ら，自称代理人の行為を本人や権限ある機関がこ

れを知りつつ放任していれば表見代理が成立す

る}聞とする。しかし，定款で代表権を制限した

【1】判決のような場合には，定款で代理権の授与

につき特別の形式を定めたと見るべきであろう。

したがって，権限ある機関(【 1】判決では理事会)

は定款に定めた手続をふまないで黙示的に理事の

行為を容認することはないのが原則であると理解

するべきではなかろうか。ただし，議会の場合と

は異なり，理事会の場合は構成員全員の賛成があ

れば，理事会を開催してなされた正規の決議が存

在しなくても，理事会が理事の行為を承認したと

解してよいであろうと思われる。定款に定めた手

続が遵守されたものと解されるであろう。した

がって，理事会の決議のない【 1】判決の事例で

は，民法 110条の「正当ノ理由」は認められない

であろう。

第六章民法 54条による保護で十分か

第二章から第五章において，【 I】判決の示した

理論(民法 110条類推適用説)を批判的に検討し

た。しかし，【 1】判決の示した理論を否定すると，

取引の相手方の保護は民法 54条に頼ることにな

る。

末弘博士は，民法 54条によって善意の第三者は

十分に保護されると考えていたが(日)，民法 54条

があれば第三者の保護は十分なのであろうか。そ

れとも，民法 110条類推適用説が主張するように，

民法 54条の悪意者といえどもなお保護に値する



のであろうか。本章では，この問題について民法

110条の趣旨をふまえて検討する。

一理事の包括的代表権を定款等で制限した場

合，法人としてはこの制限に反する理事の行為は

無効としてもらわないと制限した意味がないこと

は言うまでもなしが刷。しかし，定款等による代表

権の制限は必ずしも外部から容易に認識すること

ができないものであるから，民法 54条は理事の包

括的代表権に対する善意者の信頼を保護すること

で，法人の利益と取引の安全とのバランスを取っ

たのである。

定款等による理事の代表権の制限は，これを解

除する手続が適法にふまれていない場合に，理事

の代表行為が無効となることにその存在意義があ

る。したがって，当該具体的行為について理事の

包括的代表権の制限を解除する手続が適法にふま

れたという民法 54条の悪意者の信頼を，一般的に

保護する必要はないのではないだろうか。仮にこ

れを保護すると，民法 54条が定めた法人の利益と

取引の安全とのバランスが崩れてしまうであろ

う。すなわち，民法 54条の保護を越えて第三者の

取引の安全が保護される結果，理事の代表権を制

限した法人の利益が必要以上に害されるであろ

う。民法 110条類推適用説は，民法 54条による法

人の利益と取引の安全とのバランスを崩してまで

悪意者を保護するが，それだけの理由があるのだ

ろうか，言い換えれば，法人の帰責事由が何かあ

るのだろうか。これが問題である。

二 法人が理事の専横行為について民法 110条の

責任を負う理由があるということは，第三者カ其

権限アリト信スへキ正当ノ理由」がある(民法 110

条)ということに他ならないであろう。

【I】判決は「第三者において，理事が当該具体

的行為につき理事会の決議等を得て適法に漁業協

同組合を代表する権限を有するものと信じ，かつ，

このように信じることにつき正当の理由があると

きには，民法一一O条を類推適用し，漁業協同組

合は右行為につき責任を負う」という。しかし，

理事の代表権の制限

【1】判決は具体的にどのような場合に「正当の理

由」が認められるのかについては角虫れていないし，

【1】判決の評釈にも法人の帰責事由について具体

的に言及したものは見当たらなしユ。

したがって，法人の帰責事由は伺かという問題

は，民法 110条の「正当ノ理由」の要件をどのよ

うに理解するかという問題によって解決すべきこ

とになろう(第二章七参照)。

三 「正当ノ理由」とは何か

民法 110条の「正当ノ理由」の要件は，一般に

次の(1)(2)のように理解されている。

(1)'第三者カ其権限アリト信スヘキ正当ノ理

由」があるとは，相手方の善意・無過失と同

義である(問。すなわち，相手方が代理人に代

理権があると信じかっそう信じたことに過失

がないことである。

(2) 正当の理由があるとするためには，相手方

に誤信を生ぜしめた事情が本人の過失や作

為・不作為に基づくものであることは不要で

ある (56)。

本人の過失や作為・不作為とは，本人の帰責事

由に他ならないであろう。したがって， (2)は，正

当ノ理由」が認められるためには本人の帰責事由

は不要であると言っているのに等しい。

民法 110条類推適用説は，正当な理由が認めら

れる場合として，理事が巧妙に理事会の決議録を

偽造して相手方に提示した場合を考えているよう

であるが(57)，これは「正当ノ理由」を(1)(2)のよう

に理解することに基づくものと思われる。

「正当ノ理由」を(1)(2)のように理解すれば，とり

わけ(2)を額面通りに受け取れば(問(5刊理事が巧妙

に理事会の決議録を偽造した場合は，【 1】判決が

いうところの「第三者において，理事が当該具体

的行為につき理事会の決議等を得て適法に漁業協

同組合を代表する権限を有するものと信じ，かつ，

このように信じることにつき正当の理由がある」

と認定される蓋然性が高いものと思われる。巧妙

に偽造された理事会の決議録を提示された相手方

は，理事会の決議が得られたと信じたことにつき
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過失はなかったとされるであろうし，相手方が誤

信したことについて本人たる法人の過失ないし作

為・不作為は必要ない(法人の帰責事由は必要な

い)からである。

しかし，-正当ノ理由」についての(lX2)のような

理解は，起草者の理解とは異なるのではなかろう

か。民法の起草者のひとり富井政章博士は，民法

110条について次のように説明している (60)。すな

わち

「此規定ノ、畢寛第三者ヲシテ不測ノ損害ヲ被

ラシメサル趣旨ニ外ナラス然リト雄モ本来権限

外ノ行為ニ代理上ノ効果ヲ生セシムノレ点ニ於テ

ハ一大異例ニシテ本人ノ為メニ甚危険ナルモノ

ト謂ハサルコトヲ得ス故ニ立法者ノ、厳重ニ其要

件ヲ定メ単ニ第三者カ善意ナリシコト即チ権限

アリト信シタルノミヲ以テ足レリトセス尚客観

的ニ其権限アリト信スルニ足ルヘキ正当ノ理由

アルコトヲ必要トセリ J (傍点富井)

「此規定ノ¥便宜上ノ理由ニ基ケルーノ変例ナ

ルカ故ニ其条文及ヒ立法ノ目的以外ニ之ヲ適用

スルコトヲ得ス……『権限アリト信スルニ足ル

へキ正当ノ理由』トアルカ故ニ単ニ相手方カ過

失ナクシテ権限外ノ行為タルコトヲ知ラサリシ

場合ニ於テハ代理人ニ対シテノミ其権利ヲ行フ

コトヲ得ルモノト解スへシ(一一七条)J

この説明によると，起草者は民法 110条の「正

当ノ理由」を単なる善意・無過失とは区別してい

たと理解する余地があるのではないだろう

カボ61)。

そして，-正当ノ理由」が単なる善意・無過失で

はないとすれば，-正当ノ理由」が認められるため

には，相手方に誤信を生ぜしめた事情が本人の過

失や作為・不作為に基づくものであることが必要

となるのではないだろうか。

四起草者の見解(回)

「正当ノ理由」が単なる善意・無過失ではないと

すれば，-正当ノ理由」が認められるためには，相
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子方に誤信を生ぜしめた事情が本人の過失や作

為・不作為に基づくものであることが必要となる

であろうと思われる。起草者は，-第三者カ其代理

権アリト信スヘキ正当ノ理由」があることという

要件をどのように考えていたのだろうか。

民法の起草者のひとり梅謙次郎博士は，その著

作『民法要義(巻之ー総則編)~ (初版明治 29年)

のなかで(訂正増補第 6版の 248-249頁)，民法

110条の「正当ノ理由」が認められる場合について

次のように説明する。すなわち，

「例へノ¥代理人カ従来同種ノ法律行為ヲ為シ

タル場合ニ本人ハ之ヲ是認シ嘗テ其履行ヲ拒ミ

タルコトナク又ハ慣習上同種ノ代理人ガ皆其権

限ヲ有スノレ場合ノ如キ即チ是ナリ

或ハ目ハン右ノ場合ニ於テハ第三者ハ其権限ア

リト信スル正当ノ理由アリトスルモ是レ固ヨリ

自己ノ疎漏ニ出ツルモノナリ蓋シ代理人ト法律

行為ヲ為ス者ノ¥必ス先ス其権限ヲ調査シ然ル後

法律行為ヲ為サスンハアルヘカラス然ルニ此場

合ニ於テハ第三者ノ、其調査ヲ為ササル過失アル

者ナリ之ニ反シテ本人ハ敢テ過失アル者ト認ム

ルコトヲ得ス然リ而シテ其過失アル第三者ヲ保

護シテ却テ過失ナキ本人ヲ保護セサルハ頗ル権

衡ヲ得サルカ知シト日ク然ラス第三者カ代理人

ト法律行為ヲ為ス毎ニ一一其権限ヲ調査スルカ

如キハ実際其煩ニ堪へサル所ナリ故ニ前ニ例示

セル場合ノ如キハ第三者カ代理人ニ権限ナキコ

トヲ知ラサリシヲ以テ其過失ト認ムルコト能ハ

ス之ニ反シテ本人ハ権限ヲ守ラサルカ如キ不誠

実ナル代理人ヲ選任セルノ過失アリト云ブコト

ヲ得へシ故ニ寧ロ第三者ヲ保護シ本人ヲシテ責

ヲ負ノ、シメ以テ取号|ノ安全ヲ欲シタルナリ」

この梅博士の見解からは，以下の三つのことを

読み取ることができるであろう。第一は，代理人

と法律行為をしようとする者は必ず先ずその権限

を調査するべきであるが，-前ニ例示セル場合ノ如

キハ」相手方が代理人と法律行為をするごとにい

ちいちその権限を調査するのは実際その煩に堪え



ないので r正当ノ理由」があるとして民法 110条

で保護するということである。

第二は，起草者は，本人が「不誠実ナル代理人」

を選任したことをもって「正当ノ理由」があると

解しているのではないということ，すなわち，選

任監督上の本人の過失があるときは「正当ノ理由」

が成立すると考えていたのではないし r正当ノ理

由」の根拠を選任監督上の過失に求めていたわけ

でもない，ということである問)。

第三は，起草者のひとり梅博士が例示した事例

は，いずれも本人の作為ないし不作為がある場合

ではないだろうかということである酬。

五本章四の第二と第三については，あるいは説

明を要するかも知れない。便宜上，第三から説明

する。

梅博士の挙げる二つの事例のうち，前者につい

て本人の作為ないし不作為があることは明らかで

あろう。これに対して，後者の「慣習上同種ノ代

理人カ皆其権限ヲ有スノレ場合」については r本人

には，ある人を代理人に選んだという以上に作為

も不作為もないのではないか」との疑問がありう

るであろう。以下で，この点について検討するこ

ととする。

「↑貫習上同種ノ代理人カ皆其権限ヲ有スル場合」

がどのような場合かは必ずしも明らかとはいえな

いが，梅博士の『民法原理(総則編巻之二)~ (明

治 37年)498頁以下は，民法 110条の適用がある

場合について，

「庖頭ニ在ル番頭，手代ハ大抵商品ノ代金ヲ受

取ル権限ヲ有スルコト一般ノ慣習ナルニ或j吉舗

ニ於テハ主人自ラ金銭ノ出納ヲ為シ番頭，手代

ハ其権限ナキモノトスlレ場合ニ品物ヲ買ヒタル

客カ其事情ヲ知ラス番頭又ハ手代ニ代金ヲ支払

ヒタルトキハ縦令其番頭又ハ手代カ受取リタル

代金ヲ主人ニ渡サスシテ費消シタルトキト雄モ

其代金ノ支払ヲ無効ナリトスルトキハ品物ノ代

金ヲ払フニ付テモ頗ル危険ナリト謂ハサルヘカ

ラス」

理事の代表権の制限

という説明をしている。梅博士の挙げる二つの事

例の後者は，この説明の例に該当するものと推測

される。この推測が正しいとすると，後者にも，

本人には「商品ノ代金ヲ受取ル権限ヲ有スルコト

一般ノ慣習ナル」地位・名称を認めた作為ないし

不作為があると言えるであろう(現在では，多く

の場合，商業使用人に関する商法 43条ないし 44

条の問題となろうか)。

このように，梅博士の例示した二つの事例がい

ずれも本人の作為・不作為のある場合であると考

えられる(第三)ことから，次のような推測が可

能ではないだろうか。すなわち，民法 110条の「正

当ノ理由」は単なる「選任監督上の本人の過失」

ではない，と起草者は考えていたということであ

る(第二)。

梅博士は r正当ノ理由」イコール「権限ヲ守ラ

サルカ如キ不誠実ナル代理人ヲ選任セルノ過失」

である，とは書いておられないことからも，この

ように推測できるのではなかろうか。

仮に r正当ノ理由」イコール「権限ヲ守ラサル

カ知キ不誠実ナル代理人ヲ選任セルノ過失」であ

るとすると，それは結局，基本代理権の付与に本

人の帰責事由を求めることに他ならないであろ

う。しかし，基本代理権の付与に本人の帰責事由

を求めることに対しては，高橋三知雄・前掲『代

理理論の研究~ 269頁が

「基本代理権の付与に本人の帰責事由を求め

る説も有力である。権限を撒越するような代理

人を選任した本人に落度があるというわけであ

る。しかし，……代理権の授与は同時にその濫

用の危険をも生ぜしめるが，それだけで義務違

反とみるならば，代理という必要な制度の利用

そのものを非難することになる」

と批判するが，正当であろう。

この本人の帰責事由の問題を考えるについて

は，高橋・前掲「代理理論の研究~ 272頁 1-5行

が参考になる。とりわけ「ひとくちに『帰責事由』

といっても，その意味はそれぞれの分野で相違す
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る。とにかくどこか本人の落度を発見すればよい

というものではない」との指摘は至言と言うべき

であろう。

六本章四の起草者の民法 110条の理解{阿を前

提とすると，民法 54条の悪意者であっても「当該

具体的行為につき理事の包括的代表権に対する制

限を解除する手続が適法にふまれたこと」を信じ

た場合に，民法 110条の類推適用によって保護さ

れると解するのは困難である。

起草者は，相手方が代理人と法律行為をするご

とにいちいちその権限を調査するのは実際その煩

に堪えない場合に「正当ノ理由」があるものとし

て，代理人の権限を調査しなかった相手方を保護

すべきものと説明している。しかし，民法 54条の

悪意者には代表権の制限が守られているか否かに

ついての調査を期待してよいし，いちいちこれを

調査するのはその煩に堪えないとはいえない。な

ぜなら，この場合は理事の包括的代表権に対する

信頼がすでに失われているからである。

起草者は，本人が「不誠実ナル代理人」を選任

したことをもって「正当ノ理由」があると解して

いるのではなし功ミら，これを前提とすると，法人

が「理事会の決議書を偽造するような理事を選任

したこと」をもって「正当ノ理由」があるとする

ことはできないであろう。したがって I理事会の

決議書を偽造するような理事を選任したこと」を

もって法人の帰責事由とすることはできない。

起草者が「正当ノ理由」があると例示した事例

をみる限り I正当ノ理由」が認められるためには

相手方の善意・無過失では足りないのであり，こ

の他に本人の作為・不作為があることが必要であ

ると起草者は考えていたのではないだろうか。そ

うであるならば，理事が巧妙に偽造した決議録を

提示したという事実だけでは I正当ノ理由」は成

立しない，したがって法人が責任を負う理由はな

いことになるであろう。

七代表に代理の規定が準用ないし類推適用され

るであろう。法人の代表者の行為について，民法
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110条の適用がありうるであろう。問題は，この場

合における「正当ノ理由」如何である。起草者の

「正当ノ理由Jについての理解を前提とすると，法

人代表関係の場合(本人が法人である場合)にお

ける，法人の作為・不作為(法人の帰責事由)と

は何か，という問題と言い換えることができる。

この点についての起草者の理解は，必ずしも明

確ではない。そこで I正当ノ理由」の理解の点で

起草者の見解と共通するところが多いと推測され

る高橋教授の説(第五章六参照)を紹介する。「正

当ノ理由」の理解の点において，起草者の見解と

高橋説の主張が全く同一であるとは断言できない

であろう。しかし，基本的な点における共通性な

いし類似性に着目すると，法人代表機関の場合に

おける「正当ノ理由」についての理解も共通する

ものと推測して紹介することとした。

高橋・前掲書 289頁は「基本権限と相手方の善

意・無過失があれば「正当理由」が認められるの

ではなしそのためには自称代理人の行為を本人

または権限ある機関が容認していることを要す

る。私人(自然人，私法人)においては代理権の

授与につき法律は特別の形式を定めていないか

ら，自称代理人の行為を本人や権限ある機関がこ

れを知りつつ放任していれば表見代理が成立す

る」としているが，私見はこの理解が正当ではな

いかと考える。すなわち，法人の権限ある機関が，

自称理事の行為(理事でない者が理事の職務を

行っている場合。商法 262条参照)を容認してい

ること，又は，これを知りつつ放任していること

が本人たる法人の作為・不作為である(法人の帰

責事由である)と言うべきではないだろうか。

なお，理事が理事会の同意書を偽造して，これ

を民法 54条の悪意の相手方に提示した場合にお

いて，他の理事がそれを知りつつ放任したときに，

民法 110条の類推適用を肯定すべきであるという

理解がありうる。断定は控えるべきであるが，判

例が民法 110条の類推適用を肯定する場合とは，

実は，このような場合であるとも解釈しえないで

はない。

しかし，この場合には理事の相手方は「理事会



の同意があること」を信頼したのであって i当該

具体的行為につき理事が代表権を有すること」を

信頼しているのではない(相手方の信頼の対象が，

理事会の同意書を提示した事例と民法 110条の場

合とでは異なる)から，民法 110条を類推適用す

ることは困難であるというべきではなかろうか

(第二章三回参照)。

もっとも，他の理事全員が「知りつつ放任」し

たのであれば，理事会の同意があったと構成しう

るであろう。このような場合であれば，民法 110条

の類推適用を認める必要がないことに注意が必要

であろう。しかし，理事の多数 全員ではない

が知りつつ放任した場合は，理事会の同意が

あったと構成することはできないであろう。理事

会を開催した場合，反対する理事の説得によって

理事会の結論が変わる(不同意となる)可能性が

あるからである。

八起草者が，法人と取引をする第三者の保護は，

民法 54条があれば十分であると考えていたこと

は疑いない。民法 54条の保護を越えて，民法 54条

の悪意者を民法 110条を類推適用して保護するこ

とを，起草者は想定していなかった。したがって，

民法 54条の悪意者を民法 110条を類推適用して

保護するかどうかは解釈の問題となろう。

しかし，起草者の構想によれば，民法 54条の悪

意の第三者を現実に民法 110条の類推適用によっ

て保護することは理論上困難である。起草者の構

想、からは，むしろ，民法 54条の悪意の第三者を，

民法 110条の類推適用によって保護することはで

きないという結論が導けるのではないだろうか。

第七章判例の検討

第六章では，起草者の「正当ノ理由」について

の理解を紹介したが，判例は実際には「正当ノ理

由」をどのように考えているのだろうか。本章で

は，判例が考える「正当ノ理由」の要件について

検討する。

ー 「定款等による代表権の制限があることを

理事の代表権の制限

知っていたが，制限を解除する手続がふまれたた

め代表権があると第三者が信じた場合」について

の判例は，【 1】判決(ただし i正当の理由」が

ないとした)のほかには見当たらないようである。

これに対して i法令の規定による代表権の制限

は知っているが，必要な手続がとられたと信じて

いる場合」については，民法 110条の類推適用を

認める判例が 8つある(大審院判例【 3】，最高裁

判例【 4】~【 8】，下級審判例【 9】【10】)(刷。い

ずれの事例も，市町村長の代表権限と議会の議決

による制限に関連する事例である。

【3】大判昭和 16年 2月28日民集 20巻 264

頁(問

く事実>Y村の村長Aが，村会で金 1千円の借入

決議をしたのを奇貨として，金 7千円借入の決議

の知く決議書を偽造してX銀行から金員を編取し

た事件である。原審は i村長ガ村会ノ議決ヲ経ス

シテ新ニ予算外ノ義務ヲ負担スルコトアルモ其ノ

行為ハ村長ノ権限超越ノ代理行為ニ属セザルヲ以

テ其ノ行為ニハ民法第百十条ノ規定ノ適用ナキモ

ノ」としTこ。

く判旨>i民法第一一O条ノ規定ニ則リ本人タル

Y村ニ於テ其ノ責ヲ負ブベキモノトスルX銀行ノ

本訴請求ヲ排斥センニノ¥須ク X銀行ガY村村長

Aニ右借入ノ権限アリト信ズルニ付正当ノ理由ア

リタルニハアラザルカニ付審理判断ヲ免ルベカラ

ザルニ拘ラズ，原審ガ『村長ガ村会ノ議決ヲ経ズ

シテ新ニ予算外ノ義務ヲ負担スルコトアルモ，其

ノ行為ノ、村長ノ権限超越ノ代理行為ニ属セザルヲ

以テ其ノ行為ニハ民法第百十条ヲ適用スベカラザ

ルモノナリ』ト倣シ，轍ク X銀行ノ本訴請求ヲ排

斥シタルハ民法第百十条ノ解釈適用ヲ誤リ審理不

尽ノ違法アルニ帰」するとした(破棄差戻)。

【4] 最判昭和 34年 7月 14日民集 13巻 7号

960頁(68)

く事実〉村議会が借入決議をしたのを受けて，現

金出納権限のない村長が，村上席書記を帯同のう

え，貸主Xに前記決議書抄本を提示して金員を借
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り入れた事件でおある。原審は， Xにおいて村長に

前記借入金を受領する権限があると信じたことに

つき正当の理由があるとした第一審判決を支持し

た。

〈判旨>I村の現金の出納事務は該村収入役の専

権に属し，村長はその権限を有しないことが法令

の規定上明らかである以上J，第一審判決が，たん

に村上席書記の帯同及び借入決議の決議書抄本の

提示の事実を判示しただけで「何等特殊の事情の

存在を判示することなしたやすく，貸主Xは，

Y町の前主村の村長が前示金員を受領する権限あ

りと信じたことにつき正当な理由があると判断し

民法一一O条を類推適用してY町の前主村の責任

を認めたことは失当である」とした(破棄差戻)。

【5】 最判昭和 35年 7月 1日民集 14巻 9号

1615頁(69)

く事実〉村長が無権限で(議会の議決を要すると

ころ，議決書謄本を偽造した)振り出した約束手

形の受取人Xが，村に対して手形金の支払を詰求

した事案である。

く判旨>I本件において代理権ありと信ずべき正

当の事由ありや否は，村長の本件手形振出につき

村議会の議決があったか否かの点について問題と

なるのであるが，原判示によればXは偽造と認定

された作成名義人の調印なき議事録謄本(甲四号

証)を示され不審を抱きながら右議決の有無の点

につき特に調査した形跡はないというのであるか

ら， Xに過失ありと認めた原判決は正当であ」る。

【6】最判昭和 39年 7月 7日民集団巻 6号

1016頁(70)

く事実>Y町がZに本件土地を売却した。 Y町の

住人Xらはこの Y2聞の売買契約が正規の手続を

経ていないとして，その無効確認を求めて Y2を

被告とする納税者訴訟を提起した。

く原審〉請求棄却(大阪高裁昭和 36年 12月4日)

本件売買契約は町条例によれば議会の特別議決

を要するものであったところ，原審はこれについ

て議会の特別決議があったとは認定できないとし
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た。したがって，本件売却行為は，町長がその権

限を超えてなしたものである。しかし，原審は，

「町長が町条例により一定された権限を超えて，第

三者に町有財産を売却する私法上の契約を締結す

る場合でも，当該第三者の側において町長に契約

締結権限があるものと信ずる正当の事由あるとき

は，取引安全保護の見地から，民法 110条の表見

代理の規定が類推適用される」として，以下の諸

事実を認定判示した。

本件契約は出席議員全員の申合せによる全員協

議会及び特別委員会で承認されたが，全員協議会

や特別委員会は「全く非公式な話し合いの場にす

ぎないが， Y町の理事者や町議会の議員は……全

員協議会という形式で腹蔵のない意見を交換し合

って，そこで……全員一致の結論がえられさえす

れば，それを町議会の議決のあったものとして取

り扱うことについて，別段疑念をさしはさまなか

ったJoY町及び町議会当局は，前記各申合せに基

づいて，本件契約が「町議会において全員一致で

議決されたものとして取り扱い，町議会では，議

会書記がその旨の町議会会議録を作成し，議長ほ

か議員二名が認証してこれに署名する一方J，町当

局はZに対して本件契約が「町議会で議決された

趣旨の書面を交付した。しかし， 2は，その議決

が前述のような経緯でなされたことを知らなかっ

た。」

「これらの事実関係に照らしてみると， 2および

その代理人は， Y町の町議会が本件売買契約の締

結について適法な議決をなし，したがって，契約

当時，同町長Aが町を代表して本件売買契約を締

結するものと信じ，かつ，かく信ずる正当の事由

があったと認定するのが相当である」とした (Y2

が勝訴した)0xが上告した。

く判旨〉上告棄却。

最高裁判所は I普通地方公共団体の長たる村長

がなした代表権限蹄越の行為についても民法一一

O条の適用があり得るとすることは，すでに当裁

判所の判例」であるとして，【 4】判決を引用して，

「本件町長の場合も右と異ならなしユ」とした。そし

て，原審が前示のような諸般の事実関係を認定判



示した上で民法 110条の「信スヘキ正当ノ理由」

ありとした結論を支持した。

【7】 最判昭和 40年 12月14日最高裁判所裁判

集民事 81号 455頁

く事実〉原審の認定によれば，町長が何かの手違

いで，町議会において売却を議決した土地の範囲

(1910坪)を超えて係争地を含む町有地 (2977坪)

を売却した事件である。町議会の議決には r約二，

000坪」と表示されていた。

原審は，約二000坪と表示した議会の議決は

「町議会の客観的議決の内容としてはむしろ前記

一七六番のー宅地一，九一O坪を対象としていた

ものと解するのが相当で、，該議決をもって本件係

争地を含む売買全部を認容する趣旨であったとは

解し難い」。然りとすれば，町長が「何かの手違い

で……元来町議会の議決としては一七六番のーに

ついてのみ議決されたに過ぎないのに，その客観

的範囲を超えて本件係争地を含む売却処分をなし

たものと認める外はない」。前記売買の相手方であ

るK会社としては「既に前記の如く約二， 000

坪と表示した議会の議決がなされている以上，更

にその後において議決書附属図面をまで仔細に検

討し，その暇庇のないことは確認すべき注意義務

があったとなすことはできなPJ し，また「前記

売買代金は町議会において議決された正規の代金

額四八万円の外，更に二万円が追加支払われてい

るが，これとても収入役において収納している以

上，右金員の授受の事実を捉えてK会社に不正な

意図があったものとなし，又は I町長の無権限行

為につき悪意乃至これを知らざるにつき過失があ

ったとなすことを得ない」ので r結局K会社とし

ては当時 I町長において前記一七六番のーの土地

のみならず，本件係争地三筆をも売渡す権限あり

と信ずべき正当の理由があったものとみるのが相

当である」とした。

く判旨>r本件売買にあたって買主たる K会社に

おいて前示町長に本件係争地をも売却する権限が

あると信ずべき正当の理由があったとする原審の

判断は，その認定判示の事実関係のもとでは首肯

理事の代表権の制限

できる」

【8】 最判昭和 41年 9月 16日判例時報 459号

45頁

く事実>X市市長Aが自己個人の金融を得る目的

で，無権限で(市議会の議決を経ることがないな

ど，当時の地方自治法の制限に違反して)約束手

形を振り出した。 X市はこの手形の受取人Yに対

して手形金債務不存在確認請求訴訟を起こした事

案である。

く判旨〉市長の手形振出については地方自治法に

よる制限があるのであるから， Yが当該手形の取

得に際しての調査にあたっては，当該手形振出の

事情についての「調査を当然行なうべきものであ

り，その調査はX市吏員あるいはX市議会等に確

かめることにより容易に行ないえたはずで、あるか

ら， Xがこの調査を怠り， Aの言により右各手形

が正当の手続で適法に振り出されたものと信じた

としても，その信じたことには過失があるから，

民法一一O条にいう正当の理由を欠くものとし

て，同条を類推適用することができない」

【9) 仙台高判昭和 37年 2月27日判例時報 312

号 26頁(確定判決)(71) 

く事実〉【 4】の差戻後の高裁判決である。

く判旨〉借入についての議決書謄本の提出は「村

長が借入の交渉をする正当な権限を有すると信ず

る根拠となることはあっても，……公法の明文上

村長固有の権限外とされる現金収受行為が本件の

場合にかぎり村長にその権限があるものと信ずる

につき正当の理由となるものではない」また，村

上席書記が貸主との聞に金銭の授受をしたことの

あった事実を認めるに足りる証拠はないから「村

長が…・・・同書記を帯同したからとて……村のため

に右金員を受領する権限があるものと信ずるにつ

き正当の理由となるものではない」

【10】 熊本地判昭和 46年 7月 10日判例時報 648

号 90頁(確定判決)

く事実>XはY市に対し，都市公園設計等委託契
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約の履行として報酬等を請求し，予備的に前記契

約が地方自治法の制限(支出負担行為は法令又は

予算の定めるところに従いこれをしなければなら

ない)に反するとしても， X-y市市長A聞に結

ばれた前記契約は民法 110条の要件を備えている

旨主張した。裁判所は， xの第一次の主張は認め

なかったが，正当の理由」があったとして表見代

理の成立を肯定した。

く判旨>AのY代表権の存在について 'xに疑念

を生じさせるに足りる事情は事も看取されなかっ

たこと，右設計委託自体についてはY市議会の都

市公園対策委員会等においてもこれを了承して

おったこと， xはY市々長等執行部ならびに右都

市公園対策委員会委員長等から右設計依頼につい

ては岡市議会方面においても了承済みであるから

早急に実施設計を作成してもらいたい旨要請さ

れ，かっしっかりとやってもらいたい旨激励され

て」いたこと，当時のY市議会は 'A支持の与党

派議員が多数で一般的に執行部提出の議案ないし

予算案可決の可能'性が強かったこと等の情況的事

実の存在に徴すると……Xが当時Aに右設計作成

の委託契約をなす権限があるものと信じたことに

ついては正当の理由があり，かっ過失の責むべき

ものもなかった」として，民法 110条の適用を認

めた。

ニ 【1】判決以外は，すべて法令による制限の事

例であることに注意する必要がある。

【1]【 3】~【10】判決のなかで，民法 110条の

「正当ノ理由」が認められる要件について説明した

ものは見当たらない。そこで，【 1】【 3】~【10】

判決を総合的に検討することによって，どのよう

な事情があれば裁判所は「正当ノ理由」を認める

のかを考えてみたい。

三 【1】[3】~【10】で，正当ノ理由」がある

と認めた判決は【 6J【7】【10】判決の三つであ

る。しかし，【 6】【7J【10】判決はいずれも，正

当の理由を認めた判決としては特殊な判決である

と評価すべきではなかろうか。

108 

(1) 【7】判決は，町長が何かの手違いで，町議

会において売却を議決した土地の範囲を超えて係

争地を含む町有地(上告理由によれば，面積は

2977坪となる)を売却した事件である。原審は，

約二000坪と表示した議会の議決がある以上，

買主においてさらに議決書附属図面まで仔細に検

討し，その暇庇のないことを確認すべき注意義務

はなく，買主が町長に当該係争地をも売り渡す権

限ありと信じたことには正当の理由があったとし

た。最高裁判所は，この原審の判断を是認した。

事実関係が詳らかではないが(アヘ【 7】判決の先

例としての価値には疑問の余地があると評価すべ

きではないだろうか。

原審は結局，約二000坪と表示した議会の議

決がなされていること，すなわち，当該係争地を

含めた坪数を表示した議会の議決があることを

もって正当の理由があると認めたものと解される

(しかし，上告理由では， 2977坪は「常識的用語で

は約三千坪とは云っても約二千坪とは云わぬ」と

いう指摘がなされている)。

この議会の議決は町長に当該係争地の売却につ

いての代理権を認めた議決であるはずである(こ

の議会の議決が当該係争地の売却について代理権

を認めた議決ではないとすれば，原審及び最高裁

判所がこの議決があることをもって「正当ノ理由」

があると認めたことは明らかに不当であろう)。

しかし，この議会の議決(当該係争地を含めた

坪数が表示されている)が町長に当該係争地の売

却について代理権を認めた議決であるならば，町

長は越権行為をしていないことになるはずであろ

う。したがって，民法 110条の類推適用は問題と

ならない。そうであれば，正当ノ理由」を論じた

原審は誤りであって，原審及び最高裁判所は町長

の手違いの問題(代表者の錯誤の問題)として処

理すべきであったということになろう。

要約すると，【 7】判決が原審の判断 「正当

ノ理由」があるとした判断 を維持した点につ

いては，先例としての価値という観点からは，疑

問がないではないであろう。

(2) 【6J判決については，これを納税者訴訟で



あるから特殊な事例であるとする見解があ

る(問。しかし，【 6]判決の特殊性はむしろ， Y町

町議会が全員協議会及び特別委員会の承認を正式

な議決として取り扱っていたという事情にあると

見るべきであろう。すなわち，【 6】判決の事例は

「形式上は議会の特別議決を経てはおらぬけれど

も，出席全議員の申合で，これに代るものとされ

た全員協議会，特別委員会の諒承を得ているので，

実質的には町長の代表権の制限は解かれていると

見てよく売買は有効と解するのが妥当であ」

る(74)(75)。

したがって， YZ聞の売買契約は有効であった

(町長の越権行為ではなかった)のではなかろう

カミ。

(3) 【10】判決はどうであろうか。私見では，【10】

判決が「正当の理由」ありとしたことは比較的甘

い認定なのではなかろうかと考える。【10]判決は，

(確かに議決はないが)議決をすれば予算案が通っ

た蓋然性が高いことから「正当の理由」を認めた

ものの，それだけでは説得的ではないので(76弘前

記の諸事実をあわせて指摘したように思えてなら

ない。

四以上の【 6】【 7】【10】判決からは，定款又

は法令による代表権の制限の場合について，判例

が「正当ノ理由」の要件をどのように考えている

のかを定式化することは難しいと思われる。

それでは i正当ノ理由」を否定した判決で i正

当ノ理由」の定式化の参考となる事例はないであ

ろうか。

【1】判決は i原判決は……Xが，本件土地の

売却につき理事会の承認があり組合長Aが本件売

買契約締結の権限があるものと信じたとしても，

そう信じるにつき正当の理由があるとはいえな

い，と認定判断しているのであるから，原判決に

所論の違法はない」としたものであって i正当ノ

理由」の定式化の参考とはならないであろう。

【4】判決，及び【 4】判決の差戻後の高裁判決

【9】判決も，定式化の参考とはならないであろう。

【4】判決の事例では，村長に借入金を受領する権

理事の代表権の制限

限が与えられていたと相手方が信じるにつき「正

当ノ理由」があるかどうかが，まさに問題となる。

しかし，村上席書記の帯同及び借入決議の決議書

抄本の提示の事実は，村長に借入金受領権限があ

ることを示すものではないから，相手方に明らか

な過失がある。過失があれば「正当ノ理由」がな

いとされることは争いがない(第六章三参照)。

【5】判決も，第三者に過失が認められるから定

式化の参考とはならないであろう。

【3】判決はどうであろうか。【 3】判決は， X

銀行が村長Aに借入の権限があると信ずるにつき

正当の理由を有したか否かを原審が審理しなかっ

たのは違法であるとして原判決を破棄して差し戻

したものであり，やはり「正当ノ理由」の定式化

の参考とはならないといえよう。「正当ノ理由」が

あるかどうかについて判断していないからであ

る。

五 【8]判決の調査義務は i正当ノ理由」の定

式化の参考となりそうである。これは，調査を当

然行うべき事項がある(調査義務が認められる)

場合で，かつ，その調査が容易に行えるものであ

る場合には，これを怠った第三者には過失がある

としたものである。

しかし i正当ノ理由」があるとされるためには

善意・無過失が少なくとも要求されることは明ら

かであるから，第三者の調査義務は「正当ノ理由」

が認められる具体的な事情を判断するために役立

つとまではいえないであろう。

六結局，【1]判決の示した理論(【 3】【 4】判

決の示した判例理論を含む)における「正当ノ理

由」の要件は，判例の検討からは必ずしも明確で

はないというべきではなかろうか。したがって，

【1】判決の示した理論(民法 110条類推適用説)

は直ちに第三者の保護に資するとはいえないか

ら，民法 110条を類推する実質的な理由は必ずし

も明確ではないと評価すべきではないだろうか。
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第八章結 論

以上のとおり，定款等による代表権の制限があ

ることを知っていたが，理事の言動などにより，

理事の当該具体的行為につき代表権があると第三

者が誤信した場合について，民法 110条の類推適

用によって第三者を一般的に保護することは，理

論上正当で、はないであろう。

第二章，第三章及び第五章で説明したように，

民法 110条類推適用説は理論的に正確ではない

し，判例の「正当ノ理由」の要件も必ずしも明確

ではない(第七章)から，【 1】判決の示した理論

によって第三者を十分に保護できるかどうか疑わ

しいと言うべきではないだろうか。民法 110条類

推適用説を最初に主張した末弘博士は，実は，民

法 54条の適用のある場合については民法 110条

の類推適用を想定していなかったことに注意が必

要である(第四章参照)。

「理事の包括的代表権を制限したい」という法人

の利益と法人と取引をする第三者の取引の安全と

の調和を民法 54条で図るというのが，民法の基本

的な構想であろう。すなわち，法人と取引をする

第三者の取引の安全の保護としては民法 54条が

あれば十分である，定款等による代表権の制限を

解除する手続が適法にふまれたことに対する第三

者の信頼は民法 54条の枠を越えるものであって

保護に値しない，というのが起草者の考えではな

いだろうか(第六章参照)。第三者が被った損害を

どうするかという問題が残るが，理論上は，それ

は理事の不法行為の問題として処理されるべきこ

とになる (77)。

すなわち，【1]判決の事案においては，理事A

が不法行為責任(民法 709条)を負うことには問

題がない。それでは， Y組合は民法 44条 1項の責

任を負うであろうか。民法 44条 1項の「其職務ヲ

行フニ付キ」の解釈について判例はいわゆる外形

標準説を採っているから，これを前提とすると，

Y組合は民法 44条 1項の責任を負う余地があり

うる。以上が本稿の結論である。 Y組合と相手方

Xの聞の過失相殺(民法 722条 2項)によって，
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YX聞の衡平が図られるべきであろう。

在

(1) 【1】判決の判例評釈等としては，以下のもの

がある。中田昭孝「時の判例J (以下「判例J)

ジュリスト 855号 94頁，中田昭孝「最高裁判所

判例解説」法曹時報 41巻 6号 138頁，鎌田薫・

法学セミナー377号 110頁，安永正昭・法学教室

77号(判例セレクト 86)21頁，上柳克郎・民商

法雑誌 95巻 3号 96頁，石田喜久夫・判例評論

331号 20頁，山崎敏彦・判例タイムズ 613号 54

頁，森泉章・昭和 61年度重要判例解説 58頁，

能見善久・民法判例百選 1 (第 4版)74頁，堀

内仁・手形研究 382号 65頁，東法子・手形研究

424号 10頁。

判例評釈ではないが，中川良延・法学教室 83

号 97頁，山本豊・法学教室 182号 96頁でも，

【1】判決について検討がなされている。

体系書では，内田貴『民法 I 総則・物権総

論(第 2版補訂版)~ (平成 12年)245-246頁が

【1】判決を詳しく検討している。その他【1]

判決を解説した体系書として，石田穣『民法総

則~ (平成 4年)184頁，近江幸治『民法講義 I

(第 2版補訂版)~ 112頁，北川善太郎『民法総則

(民法講要1)~ (平成 5年)74頁， 189頁，田山

輝明『民法総則(第 2版)~ (平成 2年)73頁，

森泉章『有斐閣双書 民法(1)総則[第4版]~ (平

成 8年)98頁がある。

(2) ただし，【 1】判決が，民法 54条の「善意に

ついての主張・立証責任は第三者にある」とし

たことについては批判がある。

民法 54条にいう「善意」の主張・立証責任に

関する判断を除いた，その他の判旨について

【1】判決に賛成するのは，能見・前掲評釈(注

1) 75頁，石田・前掲評釈(注1)21頁，安永・

前掲評釈(注 1)21頁，内田・前掲書(注1)

246頁，石田・前掲書(注 1)184-186頁であ

る。これらは，相手方が悪意であることを法人

の側が立証すべきであるとする見解であり，有

力説であると思われる。中川・前掲解説(注1)



97頁も同旨であろう。

民法 53条で，理事は包括的代表権を有するの

が原則であるから，第三者は理事の代表権が包

括的であることを信頼してよし第三者のこの

信頼を保護したのが民法 54条である(第二章参

照)ことを考えると，有力説が妥当であろう(石

田・前掲評釈(注1)22頁，安永・前掲評釈(注

1) 21頁，内田・前掲書(注 1)246頁)。

(3) なお， Xの上告理由は，最判昭和 40年 9月22

日民集 19巻 6号 1656頁を引用して原判決を判

例違反と論難しているが，【 1】判決は「所論引

用の判例は，事案を異にし，本件に適切でない」

としてこれを退けている(上柳・前掲評釈(注

1) 100頁は，【 1】判決の民法 110条類推適用

説には「相当な説得力がある，と一応いえよう」

とする一方で，特に理由を述べずに事案が異な

るとした点を批判する)。

最判昭和 40年 9月 22日は，株式会社の定款

上，重要事項が取締役会の決議事項となってい

たのに，代表取締役が前記議決を欠いたまま会

社の製材工場一式を処分した事案につき，-代表

取締役は，株式会社の業務に関し一切の裁判上

または裁判外の行為をする権限を有する点にか

んがみれば，代表取締役が，取締役会の決議を

経てすることを要する対外的な個々的取引行為

を，右議決を経ないでした場合でも，右取引行

為は，内部的意思決定を欠くに止まるから，原

則として有効であって，ただ，相手方が右議決

を経ていないことを知りまたは知り得べかりし

ときに限って，無効でトある」とした。この判決

は民法 93条を類推適用したものである。最高裁

判所は，公益法人の場合と株式会社の場合とで

相手方保護の理論構成を異にしているといえる

(この点につき，中田・前掲「解説J (注 1)149 

頁は「その理由を推察するのに，株式会社は営

利を目的とするものであるのに対し， Y組合は

公益法人であるとの点をも考慮、して事案を異に

するとされたものであろう」とする。しかし，

上柳・前掲評釈(注 1) 100~105 頁，石田・前

掲評釈(注 1)23頁は，漁業協同組合の場合と

理事の代表権の制限

株式会社の場合とで理論構成を変えることに反

対する)。

しかし，私は最判昭和 40年 9月 22日が誤り

であり，理論上，株式会社の場合も公益法人と

同じく民法 54条によって相手方保護が図られ

るべきものと考える。代表取締役の代表権につ

いても民法 54条が準用されているからである

(商法 261条 3項， 78条 2項)。この問題につき，

山田贋己・会社判例百選(第 6版)91頁参照。

(4) 中田・前掲「判例J (注1)95頁は，-この点

に言及した学説は見当たらなしりという。同じ

指摘をするものとして，能見・前掲評釈(注 1) 

75頁，中川・前掲解説(注1)97頁がある。

(5) 中田・前掲「判例J (注1)95頁は，【 1】判

決は「法令によって理事の代表権が制限されて

いる場合との第三者保護のバランスをも考慮し

たものであろう」と指摘して，【 4】最判昭和 34

年 7月14日民集 13巻 7号 960頁，【 5]最判昭

和 35年 7月 1日民集 14巻 9号 1615頁， [6】

最判昭和 39年 7月7日民集 18巻 6号 1016頁

を引用する。法令によって理事の代表権が制限

されている場合に，民法 110条を類推適用して

第三者を保護する最高裁の判例理論のリーディ

ングケースは【 4】であるが，その起源は【 4】

判決が判旨で引用する【 3】大判昭和 16年 2月

28日民集 20巻 264頁である。そして，【 3】判

決は末弘厳太郎・判例民事法大正 15年度 610頁

を受けて出された判決であると考えられる(}JI

島武宜・判例民事法昭和 16年度 79頁参照)。

(6) 能見・前掲評釈(注1) 75頁，内田・前掲書

(注 1)246頁参照。

(7) 中田・前掲「解説J (注 1)147頁。

(8) 石田・前掲評釈(注1) 21頁。

(9) 【4]【 5】【 6]判決などを参照。

(10) 中田・前掲「判例J (注1)95頁は， [1】判

決は「法令によって理事の代表権が制限されて

いる場合との第三者保護のバランスをも考慮、し

たものであろう」と指摘している。同様の指摘

をするものとして，中田・前掲「解説J (注 1) 

147~148 頁，能見・前掲評釈(注1) 75頁，森
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泉・前掲「解説J (注1)59頁，安永・前掲評釈

(注 1)21頁，山崎・前掲評釈(注1)56頁が

ある。また，堀内・前掲評釈(注1)66頁は，

第三者が民法54条の善意者ではない場合でも，

「判例は，定款や株主総会の決議により代表権が

制限されている場合において，民法 110条を類

推適用して第三者の保護をはかることにしてい

る」として，法令による代表権の制限の場合の

判例【 3】【 4】【 6】を引用するが，これは【 1】

判決と【 3]【 4】【 6】判決を同列に扱うもの

であって，中田・前掲「判例J (注1)95頁と同

じ趣旨であるといってよいであろう。本件の判

例評釈を執筆した 10人のうち 6人がこの点を

根拠として指摘する。

(!D 内田・前掲書(注 1)246頁。

(12) 我妻栄『判例コンメンタール I 民法総則~ (昭

和 38年)84頁。

(13) 最判昭和 58年 6月21日判例時報 1082号 45

頁は，学校法人がその寄附行為で定めた「借入

金をするにつき評議員会の議決を要する旨及び

理事の三分の二以上の同意がなければならない

旨の規定」を，理事の代表権に加えた制限であ

るとした。この判決の評釈として，山田誠一・

民商法雑誌90巻 2号 136頁がある。

(14) 藤原弘道『新版注釈民法(2b (平成 3年)377

378頁参照。

(15) 藤原・前掲書(注 14)377頁参照。

(16) 中川・前掲解説(注1)97頁。梅謙次郎『民

法要義巻之ー総則編(訂正増補第 6版)~ (初版

明治 29 年。以下『要義~) 107頁は，民法 54条

の起草理由を「定款若クハ寄附行為ノ制限又ハ

総会ノ決議ノ如キハ第三者之ヲ知ラサルコト稀

ナリトセス故ニ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコト

ヲ得ルモノトセハ第三者ハ往往ニシテ意外ノ損

失ヲ蒙ムルコトアルへシ是レ本条ノ必要アル所

以ナリ」と説明する。

(17) 梅・前掲『要義~ (注 16)109頁。

(18) 民法第一議案で民法54条に付された起草理

由の説明のなかでも，.其制限アルヲ知ラスシテ

取引ヲ為シタル者即チ善意者ニ対抗シテハ之ヲ
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無効トシ」となっている。民法 54条の善意をこ

のように解することについて起草者の間では異

論はなかったようである。法典調査会「民法主

査会議事速記録J(商事法務研究会，日本近代立

法資料叢書 13(昭和 63年)所収)527-529頁

を参照。

(19) 我妻・前掲書(注 12)85頁は「善意の第三者

とは，理事の代表権に制限が加えられたことを

知らない者である」とする。岡松参太郎『註釈

民法理由(上巻総則編)~ (明治 29年)104頁も，

民法 54条の「善意」を「制限ヲ知ラサル」こと

だとする。ほかに，藤原・前掲書(注 14)378頁，

四宮和夫『民法総則(第4版)~ (昭和 61年)103

頁，森泉・前掲『総則~ (注1)99頁，内田・前

掲書(注 1)245頁，北}II・前掲書(注1)74頁

などを参照。この点につき異論がないことを指

摘するものとして，中田・前掲「解説J (注1)

146頁がある。すなわち，.民法学者は，前者の

説であり，後者の説は見当たらない」。

(瑚 ただし，私見によれば，この事例の第三者を

保護する必要はないと考える。第二章六及び七，

第五章，第六章で後述する。

(21) この議論は，手形偽造と表見代理規定の類推

適用の問題と類似しているのではないだろう

カ冶。

無権限者が機関方式(他人が本人の記名捺印

を代行する)による手形行為をした場合を手形

の偽造というが(通説)，手形の偽造の場合に表

見代理の規定を類推適用して相手方を保護でき

るかという問題がある。類推適用を否定する見

解は，偽造手形を受け取った相手方が信頼した

のは記名捺印が真正だということであって，代

行者が本人の記名捺印を代行する正当な権限を

有することを信頼したのではないという。すな

わち，.表見代理が成立するためには，無権代理

行為の相手方に，その手形行為は代理人によっ

て行われたとの認識があり，そして，その代理

人が代理権を有していると信じていたことが必

要である。しかし，機関方式の手形行為の場合

には，相手方には，むしろ，このような認識も



信頼もないことが多いであろう。考えられるの

は，記名捺印は誰がしたか知らないが，とにか

く真正であろう，と信じたということである(本

人が真正に手形行為をしたという信頼)J (大塚

龍児=林靖=福瀧博之『商法III(手形・小切手)~

(平成元年)76頁)。

(22) 内田・前掲書(注 1)246頁。

(23) 梅・前掲『要義~ (注 16)107頁。

(24) 梅・前掲『要義~ (注目)109頁は「理事ノ権

限ニ制限アルコトヲ知ラサル第三者ノ¥普通ノ原

則ニ依リ理事ハ知何ナル事項ニ付テモ法人ヲ代

表スル権限アルモノト信シテ是ト取引ヲ為スハ

固ヨリ当然ニシテ敢テ過失アル者ト認ムルコト

ヲ得ス」という。

(25) 藤原・前掲書(注 14)378頁。理事の代表権

の制限を登記事項としなかった(民法 46条参

照)理由について，梅・前掲『要義~ (注目)107

108頁は「法人ト取引ヲ為サント欲スル第三者

ノ、必ス予メ登記簿ヲ閲覧スルコトヲ要スルモノ

トセハ其不便実ニ言ブへカラスシテ遂ニ其実際

ニ行ハルコトヲ期スヘカラス」という。

(26) 理事の氏名及び住所は登記事項である(民法

46条 1項 8号参照)。

(幻) 中田・前掲「解説J (注 1)147頁。

(28) 法令による代表権の制限の場合に，法人の利

益について言及する学説として，美濃部達吉・

国家学会雑誌 55巻 8号 96頁(【 3】判決の判例

評釈)，谷口知平・民商法雑誌、 41巻 6号 99頁

(【 4】判決の判例評釈)がある。美濃部・前掲

評釈 97頁は，民法 110条の類推適用を認めた判

旨に反対する理由のーっとして，美濃部達吉・

国家学会雑誌 54巻 9号 119頁を引用して，-法

律が町村の起債文は一時借入金に付き特別の制

限規定を設けて居るのは，町村の財政の安全を

保護する為にして居るもの」であることを指摘

する。谷口・前掲評釈 103頁は，-町村というよ

うな地方公共団体においては，その財政の堅実

な維持のために，公共団体がその吏員殊に団体

長の職権濫用的行為によって責任を負わしめら

れないようにしなければならぬという要請と，

理事の代表権の制限

他方，公共団体の名において団体長が行なった

行為について，団体が責任を負うものと考えて

交渉する一般の取引相手方の利益いわゆる取引

安全の保護の要請とを，どのように調和せしめ

るか」が問題であることを指摘する(ただし，

民法 110条の類推適用を認める判旨については

賛成する)。これらの指摘は正当であり，地方公

共団体だけではなく，法人一般に妥当するので

はないだろうか。

(29) 末弘・前掲評釈(注 5)615頁。

(30) 高橋三知雄『代理理論の研究~ (以下『研究~)

(昭和 51年)288-290頁，高橋三知雄・民法判

例百選 1(第 1版)78頁(【 4】判決の判例評釈)

参照。

側詳論を控えるが，【 3]【4]判決の示した判

例理論に反対する少数説(注 30参照)が正当で

あると考える。

(32) ただし，私見では【 3】【 4】判決の示した判

例理論に反対する少数説が正当であると考える

から，以下の(3)の反論を持ち出すまでもなく中

田=能見説に賛成することはできないと言うべ

きであろう。

(33) 能見・前掲評釈(注1)75頁。

(34) 四宮・前掲書(注目)107頁参照。

(35) 【2】判決，大判昭和 9年 3月30日民集 13巻

5号 400頁。藤原・前掲書(注 14)382頁，林

良平『注解判例民法・民法総則~ (平成 6年)211 

頁参照。

なお，法令の規定による代表権の制限の場合

は民法 54条の適用の余地がないと解した場合，

商法 260条 2項をどのように解するかが問題と

なりうる。

しかし，商法 260条 2項の事項について取締

役会の決議がない場合は，やはり民法 54条(商

法 261条 3項， 78条 2項)の適用があると解す

べきであろう(注 3参照)。商法 260条は 1項

で取締役会が株式会社の業務執行の意思決定機

関であると定め 2項で重要な業務執行につい

ては代表取締役に意思決定を委ねてはならない

と定めている。すなわち，商法 260条 2項は株
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式会社の業務執行の方法を定めた条文である。

したがって，商法 260条2項については，.初め

から法律の要求してゐる理事の権限発生要件で

あるJ (末弘・前掲評釈(注 5)613頁)から民

法 54条の適用の余地がない，という論は成り立

たないのである。

(36) 法令の規定による代表権の制限は，民法 54条

の「代表権ニ加ヘタル制限」に当たらないから

第三者がこの制限を知っていようがいまいが，

常に民法 54条は適用されない。したがって， (a) 

の場合に民法 54条の適用がない理由として能

見・前掲評釈(注1)75頁が引用した四宮・前

掲書(注 19)107頁の「相手方の法令の不知を

保護すべきでないから，民法 54条による保護を

与えるのは適当ではない」との説明は正当では

ないでトあろう。

「相手方の法令の不知を保護すべきでない」と

いう説明は，末弘・前掲評釈(注 5)613-614 

頁に由来するものであろう。しかし，末弘・同

評釈 613-614頁は，(a)の場合とは異なって(b)の

場合は保護に値するのだという(a)と(b)の処理に

差を設ける理由を説明したものであって， (a)の

場合に民法 54条の適用がない理由を説明した

ものではない。すなわち，.仮りに全然総会の決

議なく従って決議録の添付なきに拘らず，買主

これに気付かずして売買を締結したのであれ

ば，漁業組合令第二十条を知らざるものとして

法律の保護に値しないかも知れないけれども，

本件の如く形式上ともかくも総会の決議があ

り，唯それが内部的事由の為めに無効であるに

過ぎない場合に，局外の第三者がその無効を知

り得ざることあるべきは極めて当然でトある。而

してかくの如き善意者は条理上尚大に保護の価

値あり」。

(37) 末弘・前掲評釈(注 5)613頁以下。

(38) 中田・前掲「判例J (注 1)95頁。

(粉末弘・前掲評釈(注 5)612-615頁。

棚末弘・前掲評釈(注 5)614-615頁。

臼1) 末弘・前掲評釈(注 5)614頁。

仰) 末弘・前掲評釈(注 5)614-615頁。
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仰) 末弘・前掲評釈(注目 614-615頁。

凶 高橋説については，高橋・民法判例百選 1(第

1版)78頁も参照する必要がある。

防) 高橋・前掲『研究~ (注 30)289頁。

例) 末弘・前掲評釈(注 5)614頁。

仰) 末弘・前掲評釈(注 5)614頁。

側末弘・前掲評釈(注 5)615頁。

仰) 高橋・前掲『研究~ (注 30)289頁。

(50) 末弘・前掲評釈(註 5)614頁。

(51) 高橋・前掲『研究~ (注 30)289頁。

(52) 高橋・前掲『研究~ (注 30)289頁。

(53) 末弘・前掲評釈(注 5)614-615頁。

(54) 梅・前掲『要義~ (注 16)108頁は，理事の代

表権の「制限ハ一切之ヲ以テ第三者ニ対抗スル

コトヲ得サルモノトスル」と「第三者ヲ保護ス

ル点ニ於テハ固ヨリ間然スル所ナキカ如シト雄

モ此ノ如クンハ理事ノ、専横ヲ逗ウスルコトヲ得

テ定款，寄附行為ノ制限又ハ総会ノ決議モ実際

ニ其効力ヲ見ルコト能ハス為メニ法人ノ目的ヲ

シテ充分ニ貫徹スルコト能ハサラシムルノ虞ア

リ」とする。

(55) 高森八四郎=高森哉子「表見代理理論の再構

成~ (平成 2年)47頁は「正当理由=善意・無過

失と表現したのは鳩山(秀夫)博士が最初であ

る」という。鳩山秀夫博士は，.代理権アリト信

スルニ付キ正当ノ理由アリシコトヲ要ス即チ第

三者ノ善意ノ¥過失ニ基カサリシコトヲ要スルナ

リ」とする(鳩山秀夫『法律行為乃至時効~ (初

版明治 45年)328頁以下)。

(56) 最判昭和 28年12月3日民集 7巻 12号 1311

頁，最判昭和 34年 2月5日民集 13巻 1号 67

頁，椿寿夫『注釈民法(4)[初版]~ (昭和 42年)

147-150頁参照。

(57) 石田・前掲評釈(注 1)21頁，安永・前掲評

釈(注1)21頁，中田・前掲「判例J (注 1)94 

頁，山本・前掲解説(注1)96頁など参照。

(58) 椿・前掲書(注 56)150頁は，.通説および現

在の判例によれば，本人の過失や作為・不作為

は本条(民法 110条)適用の要件ではない。し

かし，そのことと，本条の表見代理が成立する



か否かを判断する際それらを考慮すべきかどう

かということとは別問題である。学説には，十

分考慮すべきである(於保不二雄)，上掲最高裁

(前掲最判昭和 28年 12月3日，前掲最判昭和

34年 2月5日)が真に過失や作為を問題にして

いないかは疑問であり，本人の有責性の程度は

必然的に正当理由の成否へ影響する(石田喜久

夫)，と注意する見解があるが，そのとおりであ

る」という。

(59) r正当ノ理由」が成立するためには本人の過失

はもちろん作為・不作為も不要で予あると最初に

主張したのは鳩山博士(鳩山秀夫「民法第百十

条ノ適用範囲」法学協会雑誌34巻 1号 107頁)

のようである(高森=高森・前掲書(注 55)49-

50頁参照)。しかし，鳩山博士が「正当ノ理由」

がある場合として例示したものは，いずれも本

人の作為・不作為のある事例であることに注意

が必要であろう。すなわち，鳩山・前掲『法律

行為乃至時効~ (注目)329頁は r委任状ニ示

シタル代理権ヨリ狭障ナル代理権ヲ与へタル場

合ノ如キハ之ニ属スヘシ白紙委任状ノ受領者カ

檀ニ権限ヲ記入シテ第三者ト法律行為ヲ為シタ

ル場合ニ本条ヲ適用シタルハ(三十五年五月十

二日大阪地方裁判所判決法律新聞-0二号)正

当ナリト信ス其他平常代理人ノ行為ヲ黙許シテ

履行ヲ拒マサリシニ代理人ニ対シテノミ爾後其

事項ヲ禁スル旨ヲ言渡シタルカ如キ亦之ニ属ス

ヘシ」とするが，本人に作為・不作為があると

言えよう。高森=高森・前掲書(注 55)50-52 

頁参照。

(60) 富井政章『民法原論(第一巻総論)~ (初版明

治 36年)514頁， 515頁。

(刊高橋・前掲『研究~ (注 30)267-268頁， 272 

頁は，富井博士は「正当理由」と相手方の善意・

無過失とを明確に区別されている，という。

高森=高森・前掲書(注 55)47頁は r梅・

富井両博士は正当理由が成立するときは，あら

かじめ代理権限の有無を調査しなかった相手方

に過失はないと表現しているが，正当理由ニ善

意・無過失とは説明していない。起草者はむし

理事の代表権の制限

ろ一一O条の正当理由を，単なる善意・無過失

とは区別していたように思われる」という。

舵) 以下は，高森=高森・前掲書(注55)37-47 

頁によるところが大きい。

(帥 高森二高森・前掲書(注 55)42頁は，梅博士

は r前ニ例示セル場合」のように正当理由が成

立する場合には「権限を調査しなかった相手方

には過失がなしむしろあえていえば，権限を

守らないような不誠実な代理人を選任した本人

には過失がある(過失がないとは必ずしもいえ

ない)と，相手方の無過失との対比で本人の過

失に言及したにすぎないと思われる」とする。

この指摘は正当であろう。梅・前掲『要義~ (注

16)はこのように読み取れるであろう。

制梅・前掲『要義~ (注 16)284頁が言う「慣習

上同種ノ代理人カ皆其権限ヲ有スル場合」が，

具体的にどのような場合であるかについては，

後述の第六章五に引用の梅謙次郎『民法原理(総

則編巻之二)~ (明治 37年)498頁以下参照。

もうひとりの起草者である富井博士が例示し

た事例(注 65参照)も，梅博士と同じく，本人

の作為・不作為のあるケースと言えよう。以上

について，高森=高森・前掲書(注 55)50-52 

頁， 59頁 12-18行及び66頁参照。

防) 富井博士も，梅博士と同じ見解に立っている。

すなわち r例へハ代理人カ平常同種ノ法律行為

ヲ為シ来タリタルニ本人ニ於テハ嘗テ其履行ヲ

拒ミタルコトナキカ如キ或ノ、委任状ヲ訂正セス

シテ委任事項ヲ制限シタルカ如キハ此規定ノ適

用ヲ見ルヘキ場合ナルへシ若此等ノ場合ニ於テ

第三者ハ代理人ト法律行為ヲ為サントスル毎ニ

予メ其権限ノ有無ヲ調査セサルヘカラサノレモノ

トセハ実際其煩ニ堪ヘサルノミナラス難キヲ責

ムルモノト謂ハサルコトヲ得ス寧ロ自己ノ権限

ヲ厳守セサル如キ不注意者ヲ選定シタル者ノ過

失ニ帰スルヲ至当トスヘキナリ J (富井政章『民

法原論(第一巻総論)~ (初版明治 36年)514頁)

制法令の規定による制限を知っていたが，必要

な手続がとられたと信じた場合と，定款等によ

る代表権の制限を知っていたが，制限を解除す
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る手続がふまれたため代表権があると第三者が

信じた場合とで，相手方保護の点で異なる処理

をする理由はないと民法 110条類推適用説が考

えていることについては既に述べた(注 10を参

照)。

航) 【3】判決の判例評釈として，川島武宜・判例

民事法昭和 16年度 18事件，美濃部・前掲評釈

(注 28)96頁，末川博・民商法雑誌 14巻 2号 143

頁があるo

(68) 【4】判決の判例解説・評釈として，鈴木潔・

最高裁判所判例解説民事篇昭和 34年度 49事

件，谷口・前掲評釈(注 28)99頁，我妻栄・法

学協会雑誌 78巻 2号 217頁，山中康雄・判例評

論 22号 7頁，遠田新一・続判例百選 100頁，高

橋三知雄・民法判例百選 1 (第 1版)78頁，辻

正美・民法判例百選 1 (第3版)74頁，道垣内

弘人・民法判例百選 1 (第 4版)70頁，平野克

明・法学セミナ-254号 106頁，佐藤英善・行政

判例百選 1 (第4版)14頁がある。

側 【5】判決の判例解説・評釈として，川添利起・

最高裁判所判例解説・法曹時報 12巻 9号 70頁，

原龍之助・民商法雑誌 44巻 2号 262頁，柳瀬良

幹・法学 27巻 3号 262頁，芝池義一・地方自治

判例百選(第 2版)80頁がある。

(70) 【6】判決の判例解説・評釈として，安倍正三・

最高裁判所判例解説・法曹時報 16巻 9号 92頁，

谷口知平・民商法雑誌 52巻 3号 53頁，阿部泰

隆・法学協会雑誌 85巻 12号 96頁がある。

仰 【9]判決の判例評釈として，谷口知平・法律

時報 35巻 3号 90頁がある。

(72) 【7】判決の事実関係と原審判決理由について

は，辻正美・民法判例百選 1 (第 3版)75頁で

簡単に紹介されている。

間) 岡孝『分析と展開民法 1 (補正版)~ (平成 4

年)29頁，須永醇・法学教室 36号 90頁は，【 6】

判決は納税者訴訟という特殊な事案であって，

「市町村と取引相手方との聞の訴訟ではないこ

とに注意すべきであるJ (岡・前掲書 29頁)と

いう。

さらに，谷口・前掲評釈(注 70)57頁は，表
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見代理が問題となりうるのはYとZとが売買の

効力を争う場合…ーであり，本件のように売買

当事者でないしかも直接に利害関係のない第三

者Xより無効を主張する場合には表見代理を認

めてその主張を却けることは問題とならぬので

はなかろうか」と【 6】判決を批判する。

しかし，仮に上記批判が正当であるとしても，

法令の規定による代表権の制限について悪意の

場合に，ひいては定款等による代表権の制限に

つき悪意の場合に，第三者が民法 110条類推適

用で保護されるためにはどのような事情が必要

だと最高裁判所が考えているかを知る資料とし

ての【 6】判決の価値は損なわれるものではな

し)0

(74) 谷口・前掲評釈(注 70)59頁。これと同じ趣

旨であると解されるのは，阿部・前掲評釈(注

70) 100頁である。阿部・同評釈 100頁は，【 6】

判決の事案は「正当理由ありとみるほかあるま

い。むしろ全員協議会方式による議決も正式の

議決と見ることも可能であろう」とする。しか

し，全員協議会も特別委員会も正式の機関では

ないから，正式の議決があったと見るのは行き

過ぎであり，正式の議決があったと実質的には

評価できる」という趣旨ではないだろうか。

(花) 高橋・前掲『研究~ (注 30)289頁は「議会が

正規の議決をなすことなく黙示的に首長の行為

を容認するということはありえない」とするが，

【6】判決の町議会が全員協議会及び特別委員会

の承認を正式な議決として取り扱っていたとい

う事情の下では，高橋説(第五章)も実質的に

みて町議会の議決があるとするのではないだろ

うか。

(76) 【10]判決の事案は，少なくとも高橋説(第五

章)の「基本権限と相手方の善意・無過失があ

れば『正当理由』が認められるのではなしそ

のためには自称代理人の行為を本人または権限

ある機関が容認していることを要するJ'議会が

正規の手続をなすことなく黙示的に首長の行為

を容認するということはありえないJ (高橋・前

掲『研究~ (注 30)289頁)という見解では，市



議会の議案ないし予算案可決の事実のない【10】

判決で「正当ノ理由」があるとは認めないであ

ろう。。7) 理事に対する不法行為責任(民法 709条)の

ほか，判例のいわゆる外形標準説によれば法人

に対して民法 44条 1項の責任が認められる余

士也もありうるであろう。

この議論は，手形行為の無権代理と偽造の場

合の議論に類似する(大塚=林=福瀧・前掲書

(注目)78-79頁参照)。すなわち，手形の「無

理事の代表権の制限

権代理や偽造は，本人や被偽造者の使用人に

よって行われることが多いので，判例は，本人

または被偽造者に民法七一五条の使用者責任

(不法行為責任)を負わせることによって，表見

代理の適用(類推適用)できない場合にも，そ

のような手形の第三取得者の保護をはかること

が少なくなしり。

(さいとう あきつぐ

北海道大学法学研究科修士課程修了)
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