平成 28 年予備試験 商法
問題文
（
〔設問１〕と〔設問２〕の配点の割合は，３：７）
次の文章を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。
１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は，平成１８年９月に設立された株式会社
であり，太陽光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総
数は１０００株であり，そのうちＡが８００株，Ｂが２００株を有している。甲社
は，設立以来，ＡとＢを取締役とし，Ａを代表取締役としてきた。なお，甲社は，
取締役会設置会社ではない。
２．Ａは，前妻と死別していたが，平成２０年末に，甲社の経理事務員であるＣと再
婚した。甲社は，ここ数年，乙株式会社（以下「乙社」という。）が新規に開発し
た太陽光パネルを主たる取扱商品とすることで，その業績を大きく伸ばしていた。
ところが，平成２７年１２月２０日，Ａは，心筋梗塞の発作を起こし，意識不明の
まま病院に救急搬送され，そのまま入院することとなったが，甲社は，Ａの入院を
取引先等に伏せていた。
３．平成２７年１２月２５日は，甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金２００
０万円の支払日であった。かねてより，Ａの指示に従って，手形を作成して取引先
に交付することもあったＣは，当該代金の支払のため，日頃から保管していた手形
用紙及び甲社の代表者印等を独断で用いて，手形金額欄に２０００万円，振出日欄
に平成２７年１２月２５日，満期欄に平成２８年４月２５日，受取人欄に乙社と記
載するなど必要な事項を記載し，振出人欄に「甲株式会社代表取締役Ａ」の記名捺
印をして，約束手形（以下「本件手形」という。）を作成し，集金に来た乙社の従
業員に交付した。
乙社は，平成２８年１月１５日，自社の原材料の仕入先である丙株式会社（以下
「丙社」という。）に，その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
４．Ａは，意識を回復することのないまま，平成２８年１月１８日に死亡した。これ
により，Ｂが適法に甲社の代表権を有することとなったが，甲社の業績は，Ａの急
死により，急速に悪化し始めた。
Ｂは，Ｃと相談の上，丁株式会社（以下「丁社」という。）に甲社を吸収合併し
てもらうことによって窮地を脱しようと考え，丁社と交渉したところ，平成２８年
４月下旬には，丁社を吸収合併存続会社，甲社を吸収合併消滅会社とし，合併対価
を丁社株式，効力発生日を同年６月１日とする吸収合併契約（以下「本件吸収合併
契約」という。）を締結するに至った。
５．Ａには前妻との間に生まれたＤ及びＥの２人の子がおり，Ａの法定相続人は，
Ｃ，Ｄ及びＥの３人である。Ａが遺言をせずに急死したため，Ａの遺産分割協議は
紛糾した。そして，平成２８年４月下旬頃には，Ｃ，Ｄ及びＥの３人は，何の合意
にも達しないまま，互いに口もきかなくなっていた。

26

平成 28 年予備試験 商法 問題文

６．Ｂは，本件吸収合併契約について，Ｃ，Ｄ及びＥの各人にそれぞれ詳しく説明
し，賛否の意向を打診したところ，Ｃからは直ちに賛成の意向を示してもらった
が，ＤとＥからは賛成の意向を示してもらうことができなかった。
７．甲社は，本件吸収合併契約の承認を得るために，平成２８年５月１５日に株主総
会（以下「本件株主総会」という。）を開催した。Ｂは，甲社の代表者として，本
件株主総会の招集通知をＢとＣのみに送付し，本件株主総会には，これを受領した
ＢとＣのみが出席した。Ａ名義の株式について権利行使者の指定及び通知はされて
いなかったが，Ｃは，議決権行使に関する甲社の同意を得て，Ａ名義の全株式につ
き賛成する旨の議決権行使をした。甲社は，Ｂ及びＣの賛成の議決権行使により本
件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして，丁社との吸収合併の手続を進め
ている。なお，甲社の定款には，株主総会の定足数及び決議要件について，別段の
定めはない。
〔設問１〕
丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に，甲社は，本件手形に係る
手形金支払請求を拒むことができるか。
〔設問２〕
このような吸収合併が行われることに不服があるＤが会社法に基づき採ることが
できる手段について，吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお，こ
れを論ずるに当たっては，本件株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても，言及
しなさい。
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解説
第１ 設問１について
１ 「手形署名（記名捺印）の代行による手形行為の有効性」（出題趣旨）
手形法 82 条は，
「本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム」と定めており，記名
捺印の方法を許容している。また，本人に代わって他人が記名捺印の方式で署名を
代行することは一般に認められている（特に，本問のような代行の方法を，代理的
代行という。
）
。
しかし，本人による手形行為として有効となるためには，手形行為を行った者に
権限がなければならない。
本問では，甲社の経理担当者であるＣが本件手形を作成し，振り出しているが，
他人による手形行為として有効といえるか。
Ｃは，「Ａの指示に従って，手形を作成して取引先に交付することもあった」と
のことであるが，おそらく手形の振出権限までは与えられていなかったのではない
かと思われる。
そのため，本件手形は，Ｃが権限なく振り出していることになり，有効な手形行
為とはいえない。
そして，本件手形は，自らはその手形について債務負担の意思のないＣが，権限
なく他人名義の手形行為をしたことによって作成されたものであるから，偽造手形
ということになる。
２ 「被偽造者の手形債務の負担の有無」（出題趣旨）
⑴ 偽造手形については，本人は責任を負わないのが原則である（手形 77Ⅱ・
７）。
しかし，判例は，「本人から手形振出の権限を付与されていない他人が，手形
上に自己の名義を表示することなく，直接に本人名義の署名または記名捺印を手
形上にあらわす方式（いわゆる機関方式）により手形を振り出した場合に，第三
者において右他人が本人名義で手形を振り出す権限があると信ずるについて正当
な理由があるときは，本人は，右他人のなした手形振出についてその責に任ずべ
きものと解するのが相当である。けだし，前記の場合，機関方式による手形振出
は，その形式においては，本人から手形振出の権限を付与されていない他人が本
人の代理人としての資格を表示して自ら署名または記名捺印をする方式（いわゆ
る代理方式）による手形振出とは異なるけれども，右はいずれも無権限者による
本人名義の手形振出である点において差異はないところ，無権限者によりいわゆ
る代理方式による手形振出がなされた場合には表見代理に関する規定の適用を肯
定すべきものであるから，第三者の信頼を保護しようとする表見代理の制度の趣
旨から実質的に考察すれば，無権限者が機関方式により手形を振り出して本人名
義の手形を偽造した場合においても，右表見代理に関する規定を類推適用し，代
理方式による手形行為が無権限者によりなされた場合と同様の法律関係の成立を
肯定するのが相当であるからである。」と述べ，表見代理規定（民 110）の類推
適用を肯定している（最判昭 43.12.24【手形小切手百選 13】
，以下「昭和 43 年
判決」という。）
。
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本問でも，表見代理規定（民 110）の類推適用の可否について検討すればよ
い。
⑵ もっとも，昭和 43 年判決は，Ｙ・Ａ・Ｂを共同振出人とし，受取人をＸとす
る手形について，Ａが権限なくしてＹの実印を盗用して作成した偽造手形である
か否かが問題となった事案であり，原審は，①ＡがＣ信用金庫に約束手形を振り
出して金融を受けた際，これにＹが保証し，この手形の書換えの都度，ＹがＡに
実印を託し保証契約締結ないしは手形の振出しにつき代理権を与えていたもので
あること，②Ａの本件手形の偽造行為が，Ｃ信用金庫に対する手形の書換えのた
めに借り受けたＹの実印を使用してなされたものであること，③Ｘは本件手形以
前にも，Ａに対しＹの保証により手形貸付けの方法で金融をしたことがあるこ
と，④本件手形の振出し当時，ＹがＡのＣ信用金庫に対する借金の保証をしてい
ることを，Ｘが知っていたこと等の事実を認定し，Ａの偽造行為は，ＡがＹから
与えられたＣ信用金庫に対する手形振出し等の代理権の範囲を超えてなされたも
のであり，Ｘには，Ａに本件手形振出しの権限があると信ずるにつき正当な理由
があったと認められるとしている（昭和 43 年判決は，「Ａは，Ｙから本件手形振
出の権限を付与されていないのに，本件手形の振出人欄に直接にＹの名義を記載
して本件手形を偽造したが，右は原判示の経緯により……ＡがＹから付与された
……Ｃ信用金庫に対する手形振出等の代理権の範囲を越えてしたものであり，か
つ，ＸはＡにＹ名義で本件手形を振り出す権限があると信ずるについて正当な理
由があったというのであって，原審の挙示する証拠によれば，原審の右認定はこ
れを是認することができる。」として，これを是認）
。
本問と昭和 43 年判決とは，「Ｘには，Ａに本件手形振出しの権限があると信ず
るにつき正当な理由があったと認められる」という点が決定的に異なる。
本問において，乙社（代表取締役）は，Ｃが本件手形を作成したのかどうかす
ら知らなかったはずであるから，Ｃに本件手形振出しの権限があると信ずるにつ
き正当な理由は認められない。
しかし，これは，偽造の事案一般について言えることであって，手形の偽造は
第三者の面前で署名が行われない限り，行為者における代理権の存在に信頼すべ
き事情を通常見出し難く，表見代理の成立要件にかかる原則を強調すれば偽造手
形の取得者はほとんど救済されないという不当な結果に陥ると指摘されている。
このように見た場合には，昭和 43 年判決の事案が例外的な事案であったとみ
ることもできる。
⑶ 一方で，まさにそのような偽造の事案にかかる最判昭 39.9.15【手形小切手百
選 14】がある（以下「昭和 39 年判決」という。
）。
これは，単純化すれば，Ａ会社の従業員であるＢが権限なく，Ａ及びその代表
社員Ｃの各記名印と印章を作成し，これを使用してＡを振出人名義とする受取人
白地の約束手形を作成し，同手形は真正にＡによって発行されたものであると信
用したＸにこれを交付したというものである。
．．．．
この事案について，昭和 39 年判決は，これを無権代理であると性質決定しつ
つ，「本件において，原判決が判示するところによれば，Ｘは『本件手形は真正
にＡが発行したものであると信用し』，『本件手形を善意で取得し』たというだけ
であって，Ｂが代理人たる権限に基づいて署名代理の方法で本件手形を振り出し

29

たと信じたかどうかは解明していないが，代理人がその権限を踰越して署名代理
の方法で本人名義の手形を振り出した場合において，相手方が，本人が真正にこ
．．
れを振り出したものと信ずるにつき正当の事由があるときは，民法
110
条の類推
．．
適用により，本人がその責に任ずべきものと解するのが相当である。」（傍点は担
当者）と判示した。
判例は，無権代理と偽造の区別を本人のためにする意思（代理意思）の存否に
求めていると評されることがあり，昭和 39 年判決はこれに従ったものであると
も解される。
無権代理であると性質決定しつつ，なぜ「類推適用」としたのかについては議
論があるが，昭和 39 年判決の担当調査官は，本件手形がＢの代理・代行によっ
て振り出されたものであるとＸは認識せず，Ａ本人によって真正に振り出された
と信じたにすぎないのに，当該事実をもって代理権の存在への信頼にかかる正当
な理由と同視すべき事由があると認定されたことによると解説している。
しかし，通説は，手形行為の書面行為性に照らし，代理の旨の表示を欠く他人
名義での手形行為は代理ではなく機関方式による手形行為であって，それが無権
限者により行われた場合は全て偽造に当たるとし，昭和 43 年判決もそのように
認定している（もっとも，昭和 43 年判決の事案は，代理意思が存在しないとも
み得る事案であった。）
。
そうすると，昭和 39 年判決を善解すれば（昭和 39 年判決の事案では，第１審
よりＸが 109 条，110 条の適用を主張していたようであり，代理構成を前提とし
て争われていたものと解される。昭和 39 年判決も，
「論旨中本件……の手形が偽
造のものであるとの事実を前提として原判決を論難する部分は，原判示に添わな
い主張であって，その前提において失当である。」と説示している。），同判決の
事案は，通説や昭和 43 年判決の立場からは偽造であると性質決定されることに
なり，その場合には，正当理由（善意無過失）は，「本人が真正にこれを振り出
したものと信ずるにつき正当の事由」と解釈されることになろう。
本問に即していえば，乙社（代表取締役）は，真実甲社代表取締役であるＡに
よって本件手形が振り出されたと信じるにつき「正当な理由」があれば，110 条
の類推適用は認められることになる。
⑷ 乙社に表見代理規定の類推適用が認められる場合には，乙社が取得した手形上
の権利を丙社が取得することになるから，甲社は，本件手形に係る手形金支払請
求を拒むことができない。
一方で，乙社に表見代理規定の類推適用がない場合，丙社について，表見代理
規定の適用があるか否かも問題となるが，表見代理規定によって保護される「第
三者」には転得者は含まれないと解するのが判例である（最判昭 36.12.12【手形
小切手百選 10】
，ただし，直接の第三者と転得者との区別は実質的に行われる。
）
から，これは認められない。
第２ 設問２について
１ 出題趣旨にもあるとおり，吸収合併の効力発生前においては株主総会決議取消し
の訴え（831Ⅰ①）
，合併の差止請求（784 の２）を，吸収合併の効力発生後におい
ては合併無効の訴え（828Ⅰ⑦）を検討することになる。
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２

Ｄが株主としての権利を行使することの可否
※ そもそも論として，共同相続人が相続株式の権利を行使する前提として，相続
による株式移転を会社に対抗するため，名義書換を要するのではないかという問
題がある。しかし，130 条１項は，株式の「譲渡」に関する規定であること，相
続は包括承継であることからすれば，名義書換は不要と解すべきであろう。

判例（最判平 2.12.4【会社法百選 10】
，最判平 3.2.19，以下それぞれ「平成２年
判決」「平成３年判決」という。）は，権利行使者の指定・通知をしていない者は，
会社側に信義に反する行為が認められる「特段の事情」がない限り，原告適格を欠
くとしている。
「特段の事情」について，判例が明確に定義しているわけではない。
平成２年判決は，準共有株式が「会社の発行済株式の全部に相当し，共同相続人
のうちの１人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてその旨登記され
ている本件のようなときは，……特段の事情が存在」すると判示している。
また，平成３年判決は，「共同相続人の準共有に係る株式が双方又は一方の会社
の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併契約書の承認決議がされたことを
前提として合併の登記がされている本件のようなときは，……特段の事情が存在」
すると判示している。
その理由としては，「商法 203 条２項〔注：現 106 条，以下同じ。〕は，会社と株
主との関係において会社の事務処理の便宜を考慮した規定であるところ，本件に見
られるような場合には，会社は，本来，右訴訟において，発行済株式の全部を準共
有する共同相続人により権利行使者の指定及び会社に対する通知が履践されたこと
を前提として株主総会の開催及びその総会における決議の成立を主張・立証すべき
立場にあり，それにもかかわらず，他方，右手続の欠缺を主張して，訴えを提起し
た当該共同相続人の原告適格を争うということは，右株主総会の瑕疵を自認し，ま
た，本案における自己の立場を否定するものにほかならず，右規定の趣旨を同一訴
訟手続内で恣意的に使い分けるものとして，訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則
に反して許されないからである。
」（平成２年判決）
，「商法 203 条２項は，会社と株
主との関係において会社の事務処理の便宜を考慮した規定であるところ，本件に見
られるような場合には，会社は，本来，右訴訟において，株式を準共有する共同相
続人により権利行使者の指定及び会社に対する通知が履践されたことを前提とし
て，合併契約書を承認するための……株主総会の開催及びその総会における……決
議の成立を主張・立証すべき立場にあり，それにもかかわらず，他方，右手続の欠
缺を主張して，訴えを提起した当該共同相続人の原告適格を争うということは，右
株主総会の瑕疵を自認し，また，本案における自己の立場を否定するものにほかな
らず，同法 203 条２項の規定の趣旨を同一訴訟手続内で恣意的に使い分けるものと
して，訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反して許されないからである。」（平
成３年判決）と説明されている。
本問は，平成３年判決と類似の事案であり，「特段の事情」を認めてよいだろう
（本問では，106 条違反がある点についても，決議の有効な成立を妨げる事情とな
り得る。）
。
３ 瑕疵の内容について
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⑴ 生前のＡの株式は，Ｃ，Ｄ及びＥに相続され，遺産分割協議が済んでいないの
で，法定相続分に応じて，それぞれ２分の１，４分の１，４分の１ずつの準共有
状態（民 900①，898，264）となる（最判昭 45.1.22 など）
。
⑵ 株式が共有されている場合には，共有者は，会社に対して，権利行使者を指定
して通知する必要があるとされているが（106 本文），本問ではこれがなされて
いない（なお，判例は，権利行使者の指定は共有物の管理行為に当たるとして
（民 252 本文），持分の過半数をもって決定すべきであるとしている（最判平
9.1.28【会社法百選 11】
）
。
）。
ただし，招集通知は，株式共有者のうちの１人に対してなせば足り（126Ⅲ，
Ⅳ），この点は違法とならないから，Ｃのみに招集通知を送っている点は瑕疵を
構成しない。
⑶ 一方で，Ｃに議決権行使をさせた点は，106 条本文に反する。
しかし，Ｃの議決権行使について，甲社の同意があるため，「株式会社が当該
権利を行使することに同意した場合」（106 ただし書）に当たり，適法とならな
いか。
この点について論じたのが，出題趣旨で指摘されている最判平 27.2.19【会社
法百選 12】である。
最判平 27.2.19【会社法百選 12】は，「会社法 106 条本文は，
『株式が二以上の
者の共有に属するときは，共有者は，当該株式についての権利を行使する者１人
を定め，株式会社に対し，その者の氏名又は名称を通知しなければ，当該株式に
ついての権利を行使することができない。』と規定しているところ，これは，共
有に属する株式の権利の行使の方法について，民法の共有に関する規定に対する
『特別の定め』（同法 264 条ただし書）を設けたものと解される。その上で，会
社法 106 条ただし書は，
『ただし，株式会社が当該権利を行使することに同意し
た場合は，この限りでない。』と規定しているのであって，これは，その文言に
照らすと，株式会社が当該同意をした場合には，共有に属する株式についての権
利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されるこ
とを定めたものと解される。そうすると，共有に属する株式について会社法 106
条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使
された場合において，当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったもので
ないときは，株式会社が同条ただし書の同意をしても，当該権利の行使は，適法
となるものではないと解するのが相当である。
そして，共有に属する株式についての議決権の行使は，当該議決権の行使をも
って直ちに株式を処分し，又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情
のない限り，株式の管理に関する行為として，民法 252 条本文により，各共有者
の持分の価格に従い，その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」
として，会社の同意がある場合には，民法 252 条本文により，各共有者の持分の
価格に従い，その過半数で決することを明らかにした。
本問では，Ｃは２分の１の持分しか有せず，過半数を有していないので，甲社
がＣを権利行使者として認めたとしても，権利行使は無効となる。
※ 「特段の事情」の内容について，同判決は，「当該議決権の行使をもって直
ちに株式を処分し，又は株式の内容を変更することになるなど」と判示してい
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るが，どのような場合がそれに当たるのかは明らかではない。ただ，いずれに
しても，Ｃは単独で持分価格の過半数を有しないから，議決権の行使が保存行
為にでも当たらない限り，結論に影響を与えない。
※ 持分の価格に従いその過半数により決せられるという場合に，過半数を有す
る者の意思に合致していれば足りるのか，あるいは，共有者間での協議（話合
い）を要するのかなどという問題も将来に残された課題であるとされている
が，本問ではＣは持分価格の過半数を有しないから，この点も結論に影響を与
えない。
⑷ Ｃの権利行使が無効となると，そもそも定足数を満たさない株主総会決議とな
り，瑕疵が生じる（以下「本件瑕疵」という。
）。
４ 効力発生前について
⑴ 株主総会決議取消しの訴えについて
本件瑕疵は，「決議の方法」の「法令」「違反」（831Ⅰ①）に当たるため，取消
事由に当たる。重大な瑕疵に当たるので，裁量棄却も認められない（831Ⅱ）
。
⑵ 合併の差止請求（784 の２）について
ただし，株主総会決議に瑕疵があることが，「法令……に違反する場合」（同
①）に当たるのかについては，それ自体が法令違反に当たるとする見解と，瑕疵
があったとしても取消判決が確定するまでは株主総会決議が有効として取り扱わ
れるため，法令違反に当たらないとする見解がある。
しかし，後者の見解をとった場合には，株主総会決議取消しの訴えを提起し
て，判決が確定するまでの間に合併の効力が生じてしまうから，実際には，この
訴えと差止請求の双方を本案として，仮処分の申立てを行うことができるとする
立場が有力である。
※ 出題趣旨には明記されていないが，360 条に基づく差止めを認める見解もあ
る。
甲社は，取締役会設置会社ではないから，非公開会社であり（327Ⅰ①参
照），したがって，360 条の差止請求に当たって，株主の保有期間要件は不要
である（同Ⅱ）。そのため，Ｄは，これを行使することができる。
もっとも，本件吸収合併により，甲社に「著しい損害が生ずるおそれがあ
る」か否かは明らかではない。
５ 効力発生後について
効力発生後は，合併無効の訴えによることになる。
無効事由は法定されていないが，法定安定性の要請から，重大な手続上の瑕疵が
ある場合に限られると解されている。
もっとも，決議取消事由の存在は，無効事由に当たると解されている。
なお，株主総会決議取消しの訴えとの関係では，無効の訴えの一本化されると考
えるのが通説である（ただし，決議の日から３か月という主張期間の制限がかか
る）。

33

〔出題の趣旨〕
本問は，他人による手形振出の効力，株式の共有者に対する会社からの通
知，株式が共有されている場合における株主権の行使方法，株主総会の決議の
瑕疵を争う訴え，合併の差止請求，合併無効の訴え等についての基本的な知
識・理解等を問うものである。
解答に際しては，設問１については，手形署名（記名捺印）の代行による手
形行為の有効性及び有効でないとした場合における被偽造者の手形債務の負担
の有無を，設問２については，株主総会の招集通知についての会社法第１２６
条第４項の規定の適用及び株式の共有者のうちの一人による議決権の行使につ
き会社が同意した場合（会社法第１０６条ただし書）に当該議決権の行使が適
法とされるための要件（最高裁平成２７年２月１９日判決・民集６９巻１号２
５頁参照）を前提に，吸収合併の効力発生前においては株主総会の決議の取消
しの訴え（会社法第８３１条第１項第１号）の可否及び合併の差止請求（会社
法第７８４条の２）の可否等を，吸収合併の効力発生後においては合併無効の
訴え（会社法第８２８条第１項第７号）の可否等を，それぞれ事案に即して整
合的に論述することが求められる。
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模範答案
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１

第１ 設問１について
１ Ｃは，Ａの指示に従って，手形を作成して取引先に交付することもあ
ったが，手形の振出権限までは与えられていなかったと考えられる。
したがって，本件手形は，Ｃが権限なく，署名（記名捺印，手形法８
２条）の代行によって振り出したものであり，偽造手形である。
２ 偽造手形については，本人たる甲社は責任を負わないのが原則である
（手形法７７条２項，７条）。
しかし，その方式は異なるものの，無権限者によって手形が振り出さ
れ，それに対する第三者の信頼を保護する必要がある点では，無権代理
と異ならないから，表見代理に関する規定が類推適用されると解する。
本問では，民法１１０条の類推適用が考えられるが，その際の「正当
な理由」の対象は，真実甲社代表取締役であるＡによって本件手形が振
り出されたと信じることである。偽造の場合，偽造者の署名が手形面上
に現れないからである。
まず，Ｃは，甲社の経理事務員であるから，経理に関する「権限」
（基本代理権）はあり，本件手形の振出しは，無権限で行われているか
ら，「その権限外の行為」に当たる。また，乙社（代表取締役）は，特
段の事情がない限り，真実甲社代表取締役であるＡによって本件手形が
振り出されたと信じるであろうから，「正当な理由」が認められる。
したがって，乙社は甲社に対して手形金支払請求をなし得る手形上の
権利を取得し，丙社は裏書譲渡によってその権利を取得する。
３ 表見代理において「第三者」は直接の相手方に限られるから丙社はこ

２

れに含まれないが，上記のとおり，乙社の手形上の権利を取得するか
ら，甲社は，本件手形に係る手形金支払請求を拒むことができない。
第２ 設問２について
１ Ｄが株主として訴訟上の手段を行使することの可否
⑴ Ａの株式は，Ｃ，Ｄ及びＥ（以下「Ｃら」という。）に相続され，
各々２分の１，４分の１，４分の１ずつの準共有状態（民法９００条
１号，８９８条，２６４条）となる（以下「本件共有株式」とい
う。）。この場合，共有者は，会社に対して権利行使者の指定及び通知
をなす必要があるが（会社法（以下法令名省略）１０６条本文），Ｃ
らは，これをしていない。
⑵ Ｄが本件吸収合併契約の効力が生じることを防ぐためには，以下の
ような訴訟上の手段を用いる必要があるところ，これも会社に対する
権利行使の一種であるから，権利行使者の指定・通知がない場合は，
会社側に信義（民法１条２項）に反する行為が認められる特段の事情
が認められない限り，訴訟上の手段を用いることはできない。
⑶ 甲社の発行済株式総数は１０００株であるから，８００株の本件共
有株式は，その過半数を占める。吸収合併契約の承認には特別決議が
要求され（７８３条１項，３０９条２項１２号），特段の定款の定め
のない甲社においては議決権の過半数が定足数であるから（３０９条
２項柱書），本件共有株式にかかる議決権行使が適法になされない限
り，適法に成立しない決議がなされているにもかかわらず，甲社が権
利行使者の指定及び通知がないことを理由に訴訟上の手段をとること
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３

ができないと主張することは矛盾挙動に当たり，信義則に反する。
よって，特段の事情が認められ，Ｄは，訴訟上の手段を採り得る。
２ 効力発生前について
効力発生前については，株主総会決議取消しの訴え（８３１条１
項）
，合併の差止請求（７８４条の２）が考えられる。
⑴ 株主総会決議取消しの訴えについて
ア 上記のとおり，Ｃの議決権行使は１０６条本文に反するが，甲社
の同意があるため，「株式会社が当該権利を行使することに同意し
た場合」
（１０６条ただし書）に当たり，適法とならないか。
同条本文は，共有に属する株式の権利の行使方法について，民法
の共有に関する規定に対する「特別の定め」（同法２６４条ただし
書）を設けたものである。その上で，１０６条ただし書は，その文
言に照らすと，株式会社が当該同意をした場合には，「特別の定
め」である同条本文の適用が排除されることを定めたものである。
そうすると，当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったも
のでない場合は，株式会社が同条ただし書の同意をしても，当該権
利の行使は，適法とならない。そして，特段の事情のない限り，議
決権の行使は，株式の管理行為として，民法２５２条本文により，
各共有者の持分の価格に従い，その過半数で決せられると解する。
特段の事情が認められない本問では，甲社が持分価格の過半数を
有しないＣを権利行使者として認めたとしても，権利行使は違法・
無効である。
⑷

４

イ Ｃによる議決権行使が無効であると本件株主総会は定足数を欠く
ことになるため，承認決議には「決議の方法」の「法令」「違反」
という瑕疵がある（以下「本件瑕疵」という。）。本件瑕疵は重大で
あって，裁量棄却（８３１条２項）の余地もない。なお，Ｃのみに
招集通知を送っている点は瑕疵を構成しない（１２６条４項）
。
⑵ 合併の差止請求（７８４条の２第１号）について
合併の効力が生じるとＤは甲社の株主たる地位を失うことになるか
ら，「株主が不利益を受けるおそれがある」。もっとも，本件瑕疵があ
ったとしても，取消判決が確定しない限り，承認決議は有効に存続す
るから，直ちに「法令」「違反」が認められるわけではない。しか
し，それを待っていては，合併の効力が生じてしまい，株主の権利保
護に悖るから，上記訴えとそれが認容されることを条件とする本差止
請求の双方を本案（被保全権利）として，合併差止めの仮処分を求め
ることができると解する（民事保全法２３条２項）
。
３ 効力発生後について
⑴ この場合には，合併無効の訴え（８２８条１項７号）によって争う
ことが考えられる。
⑵ 無効原因については明文規定がないものの，取引の安全や法的安定
性を図るべく，重要な手続上の瑕疵に限定されるべきである。
株主総会決議は，吸収合併における手続の重要部分をなすから，本
件瑕疵は，重要な手続上の瑕疵に当たる。
⑶ したがって，上記訴えは認められる。
以 上
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