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上告 人) の祖 父 A が 所 有 し て いた も の で あ り ︑ A に は妻 B な ら

本 件土 地 お よ び そ の他 の土 地︑ 建 物 は X (
原 告 ︑控 訴 人 ︑被

[
事

そ の敷地 などをEが承継す ることを内容とす る協議 が成 立した︒

物 および その敷地な どをXが承継し︑賃貸 中 のアパートおよび

いて分割協議 がなさ れ︑本件土地ならび にA の住 居であ った建

かけ て相次 いで死亡 したため︑Dを中心とし てAらの遺 産 につ

頁)

び に 長男 C ︑ 次 男 D ︑ 他 の子 が お り︑ C には妻 E な らび に 長 男

そ の後︑ Dは︑E の依頼を受けて︑右協議 に基づく各登 記手続

実]

X お よび 長 女 F が いた ︒ A ︑ C︑ B と 昭 和 五 一年 か ら 五 二年 に
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して使用した）、また、Ｅの取得したアパートの管理をするな

を代行し この際、ＤはＥの印章を作り、印鑑登録して実印と

の事業資金の目的のためであって、ｘの生活資金等Ｘの利益の

の付記登記手続をした。Ｙはこれら根抵当権設定契約および極

ため使用されるものではないことを知っていた。一方、Ｇ会社

度額変更契約の締結において、Ｇ会社の借り受けが専らＧ会社

は登記後一旦Ｅに返還されたが、その後再びＤに預けられた）。

は、Ｙの保証により、Ｈ銀行から二五○○万円（昭和五八年一

ど諸事にわたってＥら母子の面倒をみていた（なお、Ｅの印鑑

ところで、Ｄは、Ｇ会社（建設業）を経営し、その代表取締

一月一一日）および一五○○万円（昭和五九年二月二五日）を

会社がその下請けの関係にあるＩ株式会社の運転資金に充てら

借り受けたが、その金員は、実際は、Ｄの同級生が経営し、Ｇ

務保証を受ける必要があり、その際、不動産を担保として提供

れ、その謝礼としてＤはＩ株式会社から額面一○○○万円の約

するため、Ｙ信用保証協会（被告、被控訴人、上告人）から債
することを求められていた。そこでＤは、昭和五八年一○月三

束手形を受領して換金したものの、これをＸの生活費等Ｘの利

役であったが、Ｇ会社がＨ銀行から事業資金の目的で借り入れ

一日、Ｙの担当職員とともにＥ宅に赴き、Ｅに対しＸの土地を

益のために使用することはなかった。

ＥがＸの親権者としてなした根抵当権設定契約は、Ｘにとって

以上のような事実関係のもとで、その後成人に達したＸは、

担保に入れることを求め、Ｅは当時未成年者であったＸの親権

託取引から発生する債務の担保として、債権極度額八四○○万

不利益なものであり、親権者の法定代理権の濫用に当たり無効

者として、本件土地につき、将来発生する求償権等信用保証委
円を最高限度額とする根抵当権を設定することを承諾した。つ

第一審（大阪地判昭和六二年五月一九日）は、右根抵当権の

である、として本件土地所有権に基づき、Ｙに対し、右根抵当

した上、根抵当権設定登記手続をした。その後、Ｅは、Ｙの申

設定がＸにとって不利益となることは明らかであるがへ単に本

いで、Ｄは、Ｅを代行して、昭和五八年二月九日、Ｙとの間

し出に応じて、右根抵当権の債権極度額を四五○○万円に増額

人たる未成年者に不利益となることのみをもって、法定代理権

権設定登記の抹消登記手続を求め、本訴を提起した。

変更することを承諾し、前回同様、ＤがＥを代行して、昭和五

の濫用となり無効であるとは解しえないとして、Ｘの請求を棄

で債権極度額を三○○○万円とする根抵当権設定契約書を作成

九年二月二五日、根抵当権変更契約書を作成し、根抵当権変更
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却した。

破棄を求めた。

［判旨］破棄差戻

「１親権者は、原則として、子の財産上の地位に変動を及ぼ

これに対し、原審（大阪高判平成元年二月一○日）は、親権
者が自己又は第三者の利益を図るために子の財産の処分行為を

四条）ところ、親権者が権限を濫用して法律行為をした場合に

おいて、その行為の相手方が右濫用の事実を知り又は知り得べ

す一切の法律行為につき子を代理する権限を有する（民法八二

理行為を行うとの親権者の意図を知り又は知りうぺかりし場合

かりしときは、民法九三条ただし書の規定を類推適用して、そ

した場合には、民法九三条但書を類推適用して、その取引の相

に限り、右代理行為は無効であって、その行為の効果は本人た

の行為の効果は子には及ばないと解するのが相当である（最高

手方において、親権者が自己又は第三者の利益を図る目的で代

る子には及ばないと解するのが相当であるとしたうえで、Ｅが

裁昭和三九年（オ）第一○二五号同四二年四月二○日第一小法

２しかし、親権者が子を代理してする法律行為は、親権者

廷判決・民集二一巻三号六九七頁参照）。

るＧ会社の利益を図るものであるから、未成年の子たるｘの利

と子との利益相反行為に当たらない限り、それをするか否かは

これに基づく本件根抵当権設定契約は、いずれも専ら第三者た
益に反するものとして、親権の濫用に該当し、Ｙもこの事情を

子のために親権を行使する親権者が子をめぐる諸般の事情を考

Ｘを代理してなしたＹに対する本件土地の担保差入の承諾及び

知っていたから、無効であるとして、Ｘの請求を認容した。

な債務を負担した場合のように、極めて未成年者にとって苛酷

のであるから、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利

者の債務の担保に供する行為は、利益相反行為に当たらないも

る。そして、親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三

となるような行為に限定されるべきで、本件のように単に第三

益を図ることのみを目的としてなされるなど、親権者に子を代

慮してする広範な裁量にゆだねられているものとみるべきであ

者のために未成年者の土地を担保に供する行為までも一律に親

理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特

Ｙは上告し、親権者の行為を法定代理権の濫用として無効と

権の濫用であるとすれば、取引関係に入った第三者の利益すな

段の事情が存しない限り、親権者による代理権の濫用に当たる

するのは、親権者が自己のために未成年の子の名をもって莫大

わち取引の安全は完全に阻害されるなどと主張して、原判決の
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者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に

と解することはできないというべきである。したがって、親権

ける本判決の特徴はつぎのとおりである。

的な事項についても重要な判断を示している。これら全体にお

理権濫用の判断基準について判示したものであるが、その前提

襲した。

し、利益相反性の判断について従来の形式的判断説の立場を踏

の債務の担保に供する行為は利益相反行為に当たらないと判示

第一に、親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者

供する行為について、それが子自身に経済的利益をもたらすも
のでないことから直ちに第三者の利益のみを図るものとして親
権者による代理権の濫用に当たると解するのは相当でない。

３そうすると、前記－１の事実（［事実］第一段落の事情
Ｉ筆者注）の存する本件において、右特段の事情の存在につい

第二に、利益相反性が否定され、特別代理人の選任がなされ

第三に、親権者の法定代理権行使の制限法理として任意代理

て検討することなく、同一５の事実（Ｇ会社がＨ銀行から合計

における代理権濫用法理が直接的に採用され、行為の相手方が

ない場合において、子の利益保護の観点から、親権者の法定代

かったという事実Ｉ筆者注）のみから、Ｅがｘの親権者として

ないこと、また、ＸとＧ会社との間には格別の利害関係はな

権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条

四○○○万円を借り入れたが、その使途はＧ会社の事業資金の

本件各契約を締結した行為を代理権の濫用に当たるとした原審

ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子に及ば

理権行使の制限の必要性が認識された。

の判断には、民法八二四条の解釈適用を誤った違法があるもの

ないものとされた。

目的のためであってＸの生活資金等ｘの利益のための使用では

というべきであり、右違法が判決に影響することは明らかであ

第四に、親権者において子所有の不動産を第三者の債務の担

［評釈］

る。」として、裁判官全員一致で原審に差し戻した。

反すると認められる特段の事情がない限り代理権の濫用に当た

保に供する行為は親権者に代理権を授与した法の趣旨に著しく

準が示され

らないと判示し、代理権濫用の判断基準としてかなり厳格な基

一本判決の特徴

本判決は、直接的に煙第三者の債務のために親権者がなし
た子の所有不動産への担保権設定行為に関する親権者の法定代

(熊法82号'95）７２
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以上のような諸特徴を挙げることができるが、これらの内、

し、その場合には特別代理人の選任を要するものとされている

の子の財産的保護を図るために親権者との利益相反行為を禁止

この民法八二六条は、本来は民法一○八条と同じ理念に立ち、

第三（第二を含む）、第四は最高裁判所の初めての判断として

このように、本判決は、判例法上重要な意義を有するもので

親子問の自己契約および双方代理行為だけを禁止するもので

（同八二六条）。

あるが、それだけに種々の論点を含んでいる。以下においては、

あったが、同条の旧条項（旧八八八条）と併せて提案された代

注目され、「裁判事項」、「裁判要旨」として掲げられている。

利益相反性の判断のあり方および親権者の法定代理権の濫用に

理権行使の一般的制限条項草案（草案八九九条）の削除という

（２）

ついて、「子のための親権法」の観点から若干の検討を加えた

（１）

立法的経緯を踏まえ、広く親子間の利益相反行為一般をも禁止

（３）

い◎

するものとして理解されている。また、当該規定の運用におい

ては、親権者が子を代理して第三者となす行為により親子間に

二利益相反性の判断

（１）親権者は未成年の子に対し身上監護とともに財産管理の

の不利益によって子が利益をうるような行為は除外されるもの

利益相反の結果が生じる場合も含まれるとされ、逆に、親権者

と解されている（判例、通説）。

れの側面においても、親権者は未成年の子の利益、福祉の保護
を図るべく親権行使することが求められる（親権の義務性）。

（２）利益相反性の判断基準に関しては、形式的判断説（判例、

責務を負うものとされており（民法八二○、八二四条）、いず

財産管理親権に関しては、親権者は未成年の子の財産管理方法

る。

形式的判断説は親権者による代理行為自体を外形的・客観的

従来の通説）と実質的判断説（近時の支配的見解）の対立があ

を行使することとされている（同八二四条）。そして、親権者

に考察して判断する立場で、親権者の利益と未成年の子の不利

として事実行為によるほか、法律行為として、原則として、子

の法定代理権の適正行使の担保措置としては、｜般的には親権

益とが法形式の外形上結合しない限り利益相反性はないとする。

の財産上の地位に変動を及ぼす一切の法律行為について代理権

の濫用等の不適正な親権行使に対応すべく親権喪失制度が設け

これに対し、実質的判断説は子の保護の実効性確保の観点から

（４）

られているが（同八三四、八三五条）、さらに具体的に未成年
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れらの事情を問題にしていたのでは取引の安全を害する、行為

形式的判断説は第三者は親権者の意図、動機等を知りえずそ

果、背景などのすべての事情を考慮して判断すべきものとする。

親権者による代理行為の動機、意図、目的、必要性、実質的効

利益相反性の有無を実質的に判断すべきであるとする立場で、

おいては本人と第三者の利益調整が問題となるが、代理行為は

りとして特別代理人を選任すべきであろう。また、事後判断に

り、それが、実質的に期待しえない場合はすべて利益相反性あ

判断においては親権の適正行使をいかに確保するかが重要であ

力如何の判断（事後判断）の二つのレベルで問題となる。事前

判断（事前判断）および親権者によってなされた代理行為の効

（８）

い」と判示するが、これは第三者ＹおよびＧ会社の利益と子ｘ

第三者の債務の担保に供する行為は利益相反行為に当たらな

（３）本判決は「親権者が子を代理して子の所有する不動産を

（５）

の外形からのみ判断すれば第三者も利益相反性の有無の判断が

無権代理として無効とし、第三者保護の問題は民法二○条の

（７）

する。しかし、この説によれば、親権者が自己の債務のために

可能であるとして、基準の明確性、取引の安全の保護を根拠と

表見代理の問題として解決すべきであろう。

に対し、親権者が子の法定代理人として子の名義で借財し、子

の不利益は外形上結合しているが、親権者Ｅの利益と子Ｘの不

子の不動産に担保権を設定する行為は利益相反行為とされるの

の不動産を担保にするというテクニークを用いればもはや利益

利益は外形上結合していないとの判断に基づくものというべく、

を考慮して判断し、未成年の子の不利益において親権者が利益

あり、その制限についても行為の形式・外形よりも実質的事情

して、本来、未成年の子の利益保護のために行使されるべきで

の法定代理権は、代理権の必然性、包括性、親権の義務性から

の物上保証の依頼にもすぐ応じているのであるが、Ｅとしては

るのである。それがゆえにＥはＤ経営のＧ会社の債務について

面倒をみてきており、，。Ｅ間には密接な人的関係が認められ

Ｅが承継したアパートの管理など、諸事にわたってＥら母子の

件においてはＤは遺産分割協議の調整、相続登記手続の代行、

従来の形式的判断説の立場を踏襲したものである。しかし、本

（６）

の潜脱を許し、未成年の子の保護に欠ける結果となる。親権者

相反性は否定されることになり、これでは容易に民法八二六条

を得ることを防ぐべきである。その意味で実質的判断説を妥当

Ｄの依頼を断り切れず、また、Ｄの計算を優先せざるをえな

とする。

利益相反性の有無の判断は、実際、特別代理人選任の要否の

(熊法82号'95）７４
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る。こうしてみると、，。Ｅ間にはいわば相互依存的な利益共

Ｅとしても、有形、無形の利益を享受することにもなるのであ

，。Ｅ関係を一層親密なものとさせ（Ｄの面倒見の充実など）、

かつたということであろう。しかし、他方で、『そうすることが、

いて未成年の子の保護の観点から更に検討を要するというべき

成年の子Ｘの不利益をもたらす場合に当該代理行為の効力につ

について利益相反性を否定する立場を採るとしても、それが未

る。しかし、本判決のように、たとえ嶺麹植者Ｅの本件代理行為

であることから、・本件代理行為の効果はＸに及ばないことにな

権代理として無効と解き処Ｘの追認もなく、また、Ｙも悪意

であろう。この点については、既に学説においてその必要性が

通関係があるといいうるであろう。そこで、このような事情を

利益を得ており、親権者Ｅが直ちに利益をうるといえないとし

指摘され、利益相反行為に当たらない行為について代理の一般

考えれば、形式的には子Ｘの不利益においてＹおよびＧ会社が
ても、実質的にはそれがＧ会社の経営者ＤとＥとの関係の親密

理論（代理権濫用問題）による未成年の子の保護の可能性が示

ている点に鑑みれば、間接的な利益であるとしても利益「相反

先させた不適正な親権行使によりＸに多大な不利益を生じさせ

Ｅは直接的利益をえていないのであるが、Ｄの意向・計算を優

種々の問題点が含まれている。

し代理権濫用法理の法的構成や要件、効果のあり方については

の点において本判決は種極的に評価されるべきであるが、しか

権濫用法理の適用がありうることを初めて認めたのである。こ

（ｕ）

化を通じて親権署Ｅの利益をもたらすといいうるのであり、結

一般論として、利益相反行為に当たらない行為についても代理

されていたのであるが、本判決もこのことをようやく認識し、

性」は認められるべきであろう。なお、ＸもＥと同様の利益を

（２）まず、判例は、従来、代理権濫用問題を民法九三条但書

（９）

というべきであろう。たしかに、利益「相反性」という点では、

局は親権者Ｅの物上保証の代理行為は利益相反性が認められる

受けうるが、被る不利益の方がはるかにそれを上回るであろう。

人の代表機関、商業使用人、任意代理人の事例において確立さ

類推適用により解決する立場を採っており、この判例法理は法

（１）本件における親権者ＥによるＧ会社のための物上保証の

れたものであるが、本判決はこの法理を法定代理人であるや秘権

三親権者の法定代理権の濫用

代理行為について利益相反性を肯定する立場に立てば、特別代

者の権限濫用にもストレートに適用すべきことを明擢にした。

（皿）

理人を選任せずしてＥ自身によってなされた本件代理行為は無

7５（熊法82号'95）

究本判決では任意代理人の権限濫用事案に関する先例である最判

柵昭和四二年四月二○日を引用していることから、法定代理権の
判濫用を任意代理権の濫用と別異に解すべき合理的根拠はないも

自身に経済的利益をもたらすものでないことから直ちに第三者

の利益のみを図るものとして親権者による代理権の濫用に当た

本判決は親権者の法定代理権の濫用について、いかなる場合

ると解するのは相当でない、と判示した。

に濫用に当たるかの判断基準を初めて示したものであり、この

（皿）

のと考えているといえる。しかし、法定代理人は代理人の選任

点に関する学説上の議論もなく、その意義は大きい。しかし、

ク配分（本人と相手方の利益調整）に関しては両者の異同を十

り、したがって法定代理人たる親権者の代理権濫用によるリス

がないこと等、任意代理の場合とは重要な相違が存するのであ

「易であること、代理人の選任、監督に対する本人の関与の余地

親権者との利益相反性がない限り「広範な裁量」に属する行為

判断されるので、たとえ未成年の子に不利益を与える場合でも

あるが、判例の立場では利益相反性の有無は形式的・外形的に

ず第一に、親権者の代理権行使の「広範な裁量」性についてで

基準内容や本件における具体的判断については疑問である。ま

（巧）

の明確性から相手方にとって代理行為の濫用の有無の判断が容

が本人の保護の必要性上必然的であること、代理権の存在理由

分に踏まえ、未成年者の保護に重点を置いた代理権濫用法理を

れている、との認識を前提に、（巳親権者に子を代理する権

は利益相反行為に当たらない限り親権者の広範な裁量に委ねら

本判決は、（イ）親権者は包括的な代理権をもち、代理行為

する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段

第二に、本判決は法定代理権の濫用といいうるためには「代理

内においてであるという内在的制約を伴うというべきであろう。

性から無制約ではなく、未成年の子の利益保護に合致する範囲

として有効とされてしまう。親権者の代理権行使が「広範な裁

限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情

の事情」を要するとして、法定代理権の濫用の成立にかなり厳

構築する必要が血秘。

が存しない限り代理権の濫用に当たらない、との判断基準を示

しい要件を課し、結果として、法定代理権の濫用の成立範囲を

量」に属するといっても、法定代理権の存在理由、親権の義務

し、（○親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者

不当に狭める恐れが強い。加えて、この「特段の事情」の立証

（３）つぎに、代理権濫用の判断基準が問題になる。

の債務の担保に供する行為について、原審のごとく、それが子

(熊法82号'95）７６

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と
親権者の法定代理権の濫用の有無

民法九三条但書類推適用の立場ともあいまって、余りにも取引

用事例における対処とバランスを失するのみならず、さらには

判決の態度は、同じ包括代理権である法人の代表機関の権限濫

のであろう。しかし、このような「特段の事情」要件を課す本

を前提にすることから、その制限である濫用認定を厳しくする

る。本判決としては、親権者の代理権行使の「広範な裁量」性

責任が未成年者側に課せられるとす糺馳、なおさらのことであ

断は不要であろう。

あり、もはや本判決がいう意味での「特段の事情」の存否の判

らかであって、まさに法定代理権の濫用に当たるというべきで

が未成年の子Ｘに多大な不利益を与えうるものであることは明

担を負わせられたのである。この親権者Ｅによる本件代理行為

Ｘはそれにより極度額が四五○○万円にも達する根抵当権の負

社の事業資金の調達を目的としてなされたものであり、他方、

の子Ｘの不動産への根抵当権設定行為は、専ら第三者たるＧ会

（Ⅳ）

の安全の保護に偏しているといえよう。むしろ、法定代理権の

（４）親権者による物上保証の代理行為が法定代理権の濫用と

本判決は、任意代理権の濫用に関する従来の判例法理を踏襲し、

（卯）

存在理由、親権の義務性からすれば、未成年の子の利益保護が

（リスク配分）はいかにあるべきであろうか。この点に関し、

された場合、その代理行為の効力、本人と相手方の利益調整

合には原則として法定代理権の濫用に当たると解すべきであり、

民法九三条但書類推適用の立場を採っている。学説上は、代表

（皿）

反性が否定されるとしても、未成年の子に不利益をもたらす場

優先されるべきであって、親権者の代理行為が、たとえ利益相

逆に、それを否定するためにこそ「特段の事情」を要するもの

的なものとしては、民法九三条但書類推適用説の他、権利濫

益のみを図るもの」として代理権の濫用を認定した原審判断を

に経済的利益をもたらすものでないことから直ちに第三者の利

存否を検討することなく親権者による本件代理行為が「子自身

権代理（有効）となる。権利濫用・信義則違反説では本来的に

善意・有過失の場合にのみ無効とされるから、原則としては有

ある民法九三条但書類推適用説によれば、相手方の悪意または

まず、法定代理権濫用行為の効力については、判例・通説で

．（四）

というべきであろう。したがって、第三に、本判決は本件にお

用・信義則違反説、民法一一○条適用説、等の諸説がある。

「民法八二四条の解釈適用を誤った違法がある」として否定し

有権代理であり、相手方が悪意または善意・重過失の場合はそ

（皿）

ける法定代理権濫用の具体的判断について、「特段の事情」の

たのであるが、その判断は問題である。親権者Ｅによる未成年

７７縮法82号'95）
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に対し不利益を与えるものであり、したがって、かかる本件代

定代理権の存在理由や親権の義務性の要請に反して未成年の子

定代理権の濫用とされている以上、親権者の本件代理行為は法

代理の問題であることを重視する必要があろう。前提として法

は無権代理と対照的であるが、この問題においても本件が法定

法定代理権濫用行為の効力について、前二者は有権代理、後者

意・無過失の場合にのみ有効とされるにすぎない。このように、

とから、法定代理権濫用行為は無権代理であり、相手方が善

一○条適用説は、代理権濫用と権限輸越とを統一的に捉えるこ

の有効を本人に対抗できないにすぎない。以上に対し、民法一

善意・無過失の立証責任を負うことにもなろう。

用の有無の判断について高度の注意義務が要求されるとともに

生かされるべきであり、したがって、相手方は法定代理権の濫

における相手方の注意義務の高度化は民法二○条適用説にも

る有権代理的構成自体に賛同できない。しかし、この法定代理

の重視という点では全く同感できるものの、その説の前提であ

意義務を課すべきだとする考え方が一示されているが、法定代理

の特殊性に注目し、任意代理におけるよりも相手方に高度の注

護を優先すべきであろう。なお、前二者においても、法定代理

濫用行為を無権代理とする立場から、，後者のごとく、本人の保

て前二者と後者で対照的であるが、上述のように、法定代理権

四小括

（犯）

理行為は親権者としての正当な代理権限を逸脱Ⅱ超越するもの
というべく、無権代理行為として処理するのが妥当であろう。

以上において、法定代理制度の趣旨の尊重、「子のための親

つぎに、法定代理権濫用に伴う本人と相手方の利益調整（リ

この意味で民法二○条適用説が妥当である。

として保護されることになる。これに対して民法二○条適用

反説では相手方の悪意または善意・重過失の場合に本人が例外

の悪意または善意・有過失の場合に、また権利濫用・信義則違

そして、その立場から、親権者ＥとＤとが密接な関係にある実

らえ、前記立脚点に照らし、実質的判断説の立場を妥当とする。

性の有無の判断については、いわゆる事後判断の問題としてと

第一に、親権者Ｅによってなされた本件代理行為の利益相反

きた。以下、簡単に私見を整理しておきたい。

権法（親権の義務性）」を立脚点として本判決の検討を行って

説では相手方が善意・無過失の場合に相手方が例外的に保護さ

態を踏まえ、未成年の子Ｘの不利益（極度額四五○○万円の根

スク配分）については、民法九三条但書類推適用説では相手方

れるにすぎない。ここでも法定代理権濫用のリスク配分につい

(熊法82号'95）７８

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と
親権者の法定代理権の濫用の有無
実質的にはＧ会社の経営者であるＤとの関係深化を通じて親権

抵当権の負担）において形式的にはＧ会社が利益を得ているが、

為として処理し、善意・無過失の相手方は民法二○条により

る。また、法定代理権の濫用行為の効力についても無権代理行

民法八二六条が未成年の子の財産的保護において果たす役割

最後に、立法論に触れておきたい。

保護すれば足りる。

代理行為は利益相反行為に当たるものと判断する。したがって、

者Ｅの利益をもたらすことになるものと考え、親権者Ｅの本件

本件では、特別代理人を選任せずして親権者Ｅ自身によってな

に照らし、未成年の子の保護に重点を置いた「法定代理権」濫

従来の任意代理権濫用法理をそのまま適用するが、前記立脚点

開には問題が多い。本判決は本件法定代理権濫用問題について

ける議論の必要を認めないが、一般論としても本判決の論理展

第二に、法定代理権濫用問題については、私見では本件にお

草案が削除されたことに起因するのである。したがって立法論

て提案された子に不利益を与えうる代理行為の一般的制限条項

ように、民法八二六条の旧条項の立法過程において同条と併せ

そもそもそのような対応を余儀なくされるのは、冒頭で触れた

うな対応の必要性は実質的判断説では若干緩和されるものの、

定代理権濫用法理を展開せざるをえなかったのである。このよ

現実に不利益を受ける未成年の子の財産的保護の論理として法

は大きいが、本件事例はまさに同条による対処の限界を示した

用問題として捉える必要がある。したがって、親権者の包括的

された本件代理行為は無権代理となり、Ｘの追認もなく、また、

な代理権は未成年の子の利益保護のために行使されるべきであ

としては、民法八二六条の本来的適用とともに、併せて、借財、

ものといえよう。本判決は親権者のなした本件代理行為は利益

るという内在的制約を伴うというべく、たとえ利益相反性が否

保証、不動産の売却といった重要な財産的行為に関する代理行

Ｙも悪意であることから、無効であり、本件代理行為の効果は

定されるとしても、親権者の代理行為が未成年の子に不利益を

為については、利益相反性の有無を問わず、家庭裁判所の許可

相反行為に当たらず、民法八二六条の適用がないとしつつも、

与える場合には原則として法定代理権の濫用に当たると解すべ

を要するものとすべきであろう。なお、民法八二六条に関して

Ｘに及ばないものとして処理すべきであったと解する。

きである。本判決のように「特段の事情」要件による厳しい濫

も、その運用上特別代理人の選任手続の形骸化が指摘されてい

（羽）

用認定の立場を採るべきではなく、むしろ原審判断を妥当とす
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（鰹）

（あ）

る現状に鑑みて、特別代理人制度の再検討が必要である。

（１）本判決については既に次のような多数の評釈、解説があり、本稿

》淫
はこれらを参考にさせていただき、若干の論点整理をしたものであ
る。

田中豊・ジェリスト一○二○号一○二頁、福永礼治・法学教室一

ト

一不動産又ハ重要ナル動産二関スル和解又ハ仲裁契約ヲ為スコ
｜相績ヲ拡棄スルコト

ー遺贈又ハ贈與ヲ拒絶スルコト

家族法・第４巻』）四六～四七頁、松尾・前掲一三七頁。立法的経

（３）有地亨「親子の利益相反行為の成否の判断基準」「講座・現代

緯の詳細については、沼正也「利益相反行為について」『現代家

族法体系３」二五九頁以下参照。

一六八四、大判昭一一・六・一一一一民集六・三四七、最判昭三七・一○

（４）判例は大審院以来一貫している（大判大七・九・一三民録二四・

五三号二二頁、右近健男・ジェリスト一○二四号（平成４年度重

要判例解説）九二頁、犬伏由子・法学セミナー四六三号四二頁、田

。一一民集一六・一○・一一○五九、最判昭五七・一一・二六民集一一一六

尾桃二・ＮＢＬ五二五号五一頁、磯村保・金融法務事情一三六四号

四八頁、吉田邦彦・判例評論四一六号三九頁、道垣内弘人・民商法

・一一・二二九六、など）。

族法』五二六頁、阿部徹「親子間の利益相反行為（一一）」（民商法

の利益相反行為」（『家族法体系ｖ己七一頁、中川善之助『新訂親

（５）中川淳『親族法逐条解説』三七○頁、後藤清「民法八一一六条

門』二八九頁、鈴木祗弥『親族法講義』一五四頁、など。

学説として、我妻栄『親族法』三四二頁、島津一郎『家族法入

雑誌一○八巻六号一一三頁、田中豊・法曹時報四五巻一七七頁、渡
邊知行・法政論集一五二号五三一頁、松尾知子・産大法学二七巻四
野・

号一二六頁、石田富久夫・法律時報六六巻三号一一三頁、辻正美・

私法判例リマークス１９９４〈上〉一四頁、米倉明・法学協会雑誌
一二巻三号一○六頁、福永礼治・ジュリスト一○四八号九八頁。

親権ヲ行う父又ハ母力子二代ハリテ左二褐ケタル行為ヲ為シ又ハ

（２）草案八九九条は次の如し。

（６）阿部・前掲（二）四一四頁、有地・前掲五一頁、など。

（親族・相続）〔増補版〕』）二八九頁、など。

雑誌五七巻三号）四一四頁、谷口知平「利益相反行為」「判例演習

｜借財又ハ保證ヲ為スコト

子ノ之ヲ為スコトニ同意スルニハ親族曾ノ認許ヲ得ルコトヲ要ス

いては推測の域を出ず利益相反性の実質的判断は無理であるとの批

（７）実質的判断説に対し、事前判断においては代理行為の結果等につ
為ヲ為スコト

｜不動産又ハ重要ナル動産二関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行

(熊法82号'95)８０

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と
親権者の法定代理権の濫用の有無

が疑わしい場合に予防的に特別代理人の選任をなしうるものと解さ

べきであろう。なお、家庭裁判所の審判実務としても、利益相反性

できなくとも利益相反性の疑いがある場合には特別代理人を選任す

判がなされているが（吉田・前掲二○三頁、他）、結果の見極めが

六四号）四九頁、米倉・前掲二六頁、がある。

性を認めえないとするものとして、磯村・前掲（金融法務事情一三

し、本件は形式的判断説、実質的判断説の何れにおいても利益相反

同旨、福永・前掲（ジュリスト一○四八号）一○一頁）。以上に対

無効とできたようにも思われる、とされる（吉田・前掲二○四頁、

（四宮和夫『民法総則（第四版）』二四一頁、福永・前掲（二）（上

えて要件、効果を考えるべきとする有力説が近年唱えられており

、）代理権濫用法理の適用において法定代理と任意代理の異同を踏ま

（週）田中・前掲（法曹時報）’八四頁。

参照。

に関する一試論（一）」（上智法学論集二二巻二号）一一一一一一一頁以下、

（、）代理権濫用に関する諸判例については、福永礼治「代理権の濫用

百選・第三版）’三五頁。

（、）我妻栄『親族法』三一一一五、一一一四二頁、磯村・前掲（家族法判例

反行為の効力」（家族法判例百選・第四版）一四○頁）。

来、判例として定着した。これが通説でもある（門坂正人「利益相

が、最高裁昭和四六年四月一一○日判決が無権代理行為説を採って以

（Ⅷ）従来、絶対的無効説、取消権説、無櫓代理行為説の対立があった

れている（谷口他『新版注釈民法（妬）』一五三～四頁（中川厚）、
阿部・前掲（三四○九頁）

（８）中川良延「利益相反行為」（『演習民法（親族相続』）三○○頁、

一三五頁、角紀代恵「連帯保証と利益相反行為」（家族法判例百選

磯村保「連帯保証と利益相反行為」（家族法判例百選・第三版）
・第四版）二五頁。

（９）同旨、松尾。前掲一三六～七頁。右近教授はＥはＤの「ワラ人
形」にすぎないとの実態認識から「利益相反行為または権利濫用が
成り立つ余地は大きい」とされる（右近・前掲九三頁）。また、道

垣内助教授は形式的判断説に立ちつつも、「形式的にみて、子に不
すべて利益相反行為である、というべきである」とされ、本件はま

利益を課し、親権者が背後で利得する恐れのある行為については、

さにそれに該当し、利益相反行為であるとされる（道垣内・前掲一

二一頁）。さらに、吉田助教授は、ＥとＤとの間には利益共通関係

情）五○頁、福永・前掲（ジュリスト）一○一頁、吉田・前掲四二

ても多数がこの必要性を指摘している（磯村・前掲（金融法務事

智法学論文集一一二巻三号）二一一頁以下、参照）、本件評釈におい

性」に即して、Ｄをｘの復代理人と考え、ＤはＸと利益相反関係に

頁、他）。

という程のものは認めにくいとされつつも、「本件の事件の特殊
あるとして、民法八一一六条の適用ないし類推適用により本件行為を
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‐・０』。

囲自体が限定されることになるが、そうであればこそ、代理権濫用．

説に立つときは、実質的判断説に比して利益相反行為の成立する範

であ」る、とされ、「とりわけ、利益相反行為について形式的判断

にして、その後始末についての法的構成に集中してきたのであり、

（咽）米倉教授は、従来の学説は代理権の濫用に当たること自体は前提

本判決は「学説の盲点を衝いている」と指摘される（米倉・前掲四

理論を広く活用することによって、未成年者の利益保護を図ってい

情）五一頁）。

くべきではなかろうか」と主張される（磯村・前掲（金融法務事

一三頁）。

「親権者の代理権は、利益相反行為などの一定の例外を除き原則と

定）田中最高裁調査官解説によれば、本判決は主張立証責任に関し、

１』）二一一七頁以下、福永礼治・前掲（上智法学論集二一一巻二号）

（皿）諸説については、稲本洋之助「代理権濫用」（奥田他編『民法学

一一一一○頁以下、同「代理権の濫用と相手方保護（臣葛円言・｝一一一○

として代理権の濫用に当たるものということはできず、当該物上保

して一切の行為に及ぶのであるから、物上保証に供する行為が原則

いて「子のための親権」の趣旨に著しく反する特段の事情を主張立

証の効果が子に及ばないとされることによって利益を受ける側にお

ズ四三五号）一八頁以下、高森八四郎『法律行為論の研究』三○一一一

号）二四頁以下、松本恒雄「代理権濫用と表見代理」（判例タイム

（配）四宮博士は権利濫用・信義則違反説の立場から、本人保護の要件

以下、等参照。

証しなければならない、とする立場（Ｂ説Ｅを採用したことが明

らかである、とされる（田中・前掲（法曹時報）一八六頁）。

として、任意代理事案については相手方の悪意または重過失を要す

（Ⅳ）磯村・前掲（金融法務事情）五○～五一頁。
（咽）同旨、福永・前掲（ジュリスト）’○一頁。ｆ

（四宮・前掲二四一頁）。また、渡邊氏は民法九三条類推適用説の立

るが、法定代理事案については悪意または軽過失で足りるとされる

三九頁）。

場から相手方の積極的調査義務の必要性を主張する（渡邊・前掲五

るにかかわらず、それが民法八一（｜墓に違反しない代理行為であ

（、）この点に関し、磯村教授は「未成年に不利益を生じる代理行為で

るというためには、本判決とは正反対に、そのための特段の事情を

・前掲八三頁、等）。なお、外国の立法例としても、フランス法で

為についてのみ家庭裁判所の許可を要するとする意見もある（後藤

（別）我妻・前掲三四一頁、米倉・前掲四一五～四一六頁。利益相反行

必要とすると解すべきであ」る、と明言される（磯村・前掲（金融
法務事情）五一頁）。同旨、福永・前掲（ジュリスト）一○｜頁、
吉田・前掲二○五頁。

（別）磯村教授は「本件のような事案こそ親権濫用の典型例というべき

(熊法82号'95）８２

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と
親権者の法定代理権の濫用の有無

は利益相反制度と併せて重要な財産行為について後見裁判官ないし
家族会の許可を要するとされ（民法第三八九条の五、四五七条）、

ドイツ法でも後見裁判所の許可を要するものとされている（民法第
１一六四三条）。

ことができず、結局申立人（親権者等）の推薦者から選任しており、

亜）特別代理人の選任については、家庭裁判所が職梅で適任者を探す

特別代理人は、多くの場今只親権者の「影武者」、「ロボット」、「身
がわり」にすぎないという実態が見られることが種々指摘されてい

いての特別代理人選任に関する審
子「特別代理人選任手続」（判例タイムズ七四七号三一九二頁、等）。

判の実情と若干の問題点」（判例時報二七二号）五頁、平本美枝

法制審議会民法部会身分法小委員会「仮決定及び留保事項第四五

弱）特別代理人制度の再検討は従来からの課題である。’九五九年の
乙案、丙案」参照。

［付記］本稿は、一九九四年七月一百、熊本大学法学部において開催さ
れた熊本法律研究会での報告原稿を加筆・修正したものである。
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