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Ⅰ　問題の所在

民法761条1）は、夫婦間の日常家事に関する法律行為につき連帯責任を負う旨

を規定している。761条に関する論点としては、最高裁判所昭和44年12月18日判

決2）により確立した①日常家事債務における夫婦間の代理関係の存否、②日常家

事債務の範囲の基準、③日常家事債務の代理権を基本代理権とする表見代理（110

条）の適用の可否、を中心に多くの研究が行われてきた。同判決は、夫婦の代理

関係を認め、「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦

の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があ
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るときにかぎり」110条の趣旨が類推適用されるとして日常家事の範囲を狭めて

第三者保護の範囲を限定している3）。夫婦別産制を尊重するものとして評価をす

べき一方で、後述するように、761条の趣旨は第三者の取引安全を図るものであ

るところ、保護されなかった第三者の救済の可能性を、従来議論されてきた日常

家事の範囲の拡張（③の論点）ではなく、761条の構成要素である「夫婦」を柔軟

に解釈することで図れないかという疑問が生じる。

即ち、本稿で扱うのは夫婦別産制と第三者保護との調和を前提に、夫婦の日常

家事債務の連帯責任をどの範囲まで認めるかという問題であり、「夫婦」という

日常家事代理権の発生原因に関わる文言解釈の可能性を検討するものである。そ

もそも、761条は如何なる理由で夫婦の連帯責任を認めており、同条の趣旨を基

に「夫婦」という文言を如何なる男女関係（婚姻前、婚姻解消後の夫婦類似の関係）

に拡張・限定することができるのか。そして、同条が適用されない場合、夫婦で

ある事（日常家事代理権の存在）を第三者が信頼した時の、表見代理規定の適用可

能性（法律婚前に、日常家事代理権があるかのような外観を作出した時（109条）、婚姻

関係が終了して日常家事代理権が消滅した時（112条））について触れたい。そして、

従来の議論との比較を通じて本人たる配偶者と第三者の取引の調和を如何に図る

べきか、日常家事の範囲内であることへの信頼と夫婦であることへの信頼の範囲

をそれぞれ如何に拡張・縮小するべきか。夫婦の範囲を限定して第三者保護の余

地を小さくするか、逆に第三者保護に趣旨があるとすれば、日常家事の範囲を厳

格に解釈した分夫婦の範囲を緩やかに解釈すべきか。我が国の民法では、親族関

係につき多くの効果を規定するものの、家族や夫婦といった言葉を積極的に定義

していない。本稿を通して財産関係という視点において夫婦とは如何なる存在で

あるかを考える一つの視点を提供したい。

Ⅱ　761条の趣旨

まず、761条が夫婦に連帯責任を負わせる趣旨につき考える。同条は妻に夫の

代理権を認める旧民法434条 1項4）、明治民法804条を引き継ぐ条文とされるが、

明治民法と現行法ではその趣旨が異なる。

明治民法では、夫婦の財産管理権が夫に帰属し（別産夫管理制、旧801条 1項）、

妻が契約において無能力者として扱われていたことから、妻は本来的には自由に

契約を結べない立場にあった。その反面、妻は生活用品購入など日常的な法律行
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為を行う必要性があるため、夫に代行して家政処理を行わせるための「鍵の権限」

として、旧804条は夫の代理権を認めていた5）。つまり、日常家事代理権は夫婦

の生活共同体での不都合を救済するために技術的に利用されたものであったと言

える6）。しかし、現行法下では、戦後に昭和憲法24条 2項（家族生活における両性

の平等）より夫の管理権が否定され、妻の契約能力が認められたことから夫婦は

互いに別人格であり、原則として一方が結んだ契約は一方が負担するべきである

（762条 1項）。そうでありながらも761条が存する意義は、日常家事に関する法律

行為に関しては、第三者からは夫婦共同生活の維持の為のものであり、夫婦は互

いの為に行為をしていると見えるのが通常である故、それを信頼した法律行為の

相手方（第三者）の利益保護を図る点にある7）。つまり、761条は単に夫婦という

身分関係にある事を理由に、法律行為をしていない他方にも責任を負わせる性質

であった旧法を男女平等化した規定ではなく、法律行為が夫婦共同体維持の役割

を果たしていて、他方配偶者にも法的効果が及ぶと信頼した第三者保護の為の規

定である8）。更にこれを突き詰めると、第三者の保護の為には夫婦の片方よりも

双方が責任を負った方がそれに資するから、夫婦という身分関係とは独立して意

味を有するとする考え方ができる9）。

しかしながら、互いの為に行為をしていると見える夫婦とは如何なる存在が想

定されているかという問題が本稿で論じられる点であるが、その前提として、民

法が夫婦であるために連帯債務の法定責任を定めた理由を考察せねばならない。

先述のように、「夫婦は互いの為に行為をしていると見えるのが通常」だからと

いう理解は理由としては正確ではない。また同様に、共同生活を営むところ、共

同の家事が生じ、これに関する法律行為に関しては連帯してくれるであろうとす

る第三者の期待10）が存することや、夫婦双方が利益を受けておきながら分担し

ないことの不公平さ11）が理由として論じられる。しかし、そのような第三者の

期待や公平という観点からすれば日常家事に関する法律行為の債務は、契約に

よって利益を受けている者らに及ぶとして、共同生活をしている夫婦の親や子、

ひいては家族ではなくルームシェアをして共同生活する者らにも責任を負わせか

ねない。また、旧法下では夫婦団体を取引の主体たる家団と看做し、それを妻が

代表して取引をしているとする考え方12）も唱えられ、現行法においてもその論

理は妥当するが、そもそも、なぜ家団が擬制できるのか理由に乏しい。

連帯責任を認める実質的な理由として、752条に定められた夫婦の協力扶助義

務に由来する責任であると説明できる。そもそも、761条は、婚姻生活から生じ
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る費用を夫婦で分担する760条と並んで、共同の事務を行う存在であるとの想定

の上で第三者との外部関係を規律する規定である。そして、両規定は夫婦別産制

の例外、制約規定であると捉えることができる。この共同の事務を行うとする

760条の前提には、「夫婦は、精神的・肉体的・経済的の終生にわたる共同体であ

る」13）との価値観に立脚して、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定める752条の

規定がある為と言える。同条と760条の義務内容の関係については議論の蓄積が

あるが、判例・通説は、両者は夫婦間の扶養義務、婚姻費用の分担義務という形

で区別できるが、夫婦及び未成熟子を含めた婚姻共同生活を一体として維持し、

自己と同水準の生活を保障する生活保持義務として本質的には同一であるとされ

ている。よって、760条、761条が同じ目的で定められた条文である以上、761条

の連帯責任はこの義務の一内容という事ができ、夫婦として当然に要請されるこ

とであるといえる。

このように、761条は、第三者の取引安全を図る取引法的性格と、協力扶助義

務という道徳的義務を体現化する規定であり、752条の義務が生じるところに連

動して適用されてゆくべき条文であると言える。これを前提として、761条の「夫

婦」という文言の解釈につき、扶養義務適用の拡張・限定の可能性を踏まえつつ

次に検討する。

Ⅲ　761条の「夫婦」拡張の可否

法律婚外の夫婦類似の関係にも同条の適用を及ぼすためには、前章で述べた

761条の趣旨が妥当する必要がある。換言すれば、協力扶助義務を如何なる範囲

に拡張するかという問題である。具体的には、婚姻関係に入る前の婚姻予約状態

と婚姻関係終了原因である離婚後の、それぞれの状況下で男女の一方が行った日

常家事に関する法律行為につき、他方が連帯責任を負うか否か、両者を分けて検

討してゆく。

1　法律婚に先行する男女関係

法律婚に入る前の夫婦類似の男女関係には多様な種類があり、学説上類型化の

試みがなされてきた。代表的なものとして、婚姻予約有効判決14）を参考にⅰ準

婚（婚姻届を欠く事実上の夫婦）、ⅱ試婚（家の都合でいつでも離婚し得る未完成婚）、

ⅲ婚約、ⅳ非婚（単なる情交関係）の 4種類に分ける見解15）がある。しかし、本
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見解は婚約不当破棄の保護対象のみに関する分類であり、その他の保護に関して

は一般化できないという欠点がある16）。確かに、本稿では夫婦の財産関係を扱う

ところ、ⅱ試婚は通常の法律婚ないしⅰ準婚に含めて考えられるであろう。そこ

で、夫婦類似の男女関係と扱われるべきか否かを判断する要素を検討するに、第

一には夫婦らしく共同生活を営んでいることが一つの要素であろう。そして、夫

婦と夫婦類似の男女関係を分ける大きな要素が届出と婚姻意思という婚姻成立の

形式・実質要件を備えているかという点である。そこで、届出、婚姻意思、共同

生活の 3要素の有無により、表に掲げるような 8種類の男女関係に分類され、詳

細な分析が可能と思われる17）。以下、ケース毎に検討してゆく。

①の全要素を備えているものは有効な法律婚関係であり、一方で③の全要素を

欠いている男女関係には、協力扶助義務がない為761条の適用はない。②は婚姻

していながら別居をしている例であるが、この場合は一考を要する。学説上は単

身赴任などの正当な理由に基づく別居は弾力的に許容されることからすると、協

力扶助義務は当然に発生することが考えられている。しかし、この場合にも当然

に日常家事代理権があると言えるか。例えば、妻子が暮らす東京の家にある冷蔵

庫の修理代金が夫に請求された場合はどうか。妻の家の冷蔵庫は夫の生活には関

係がないから、修理費用は日常家事に関する債務とは言えず、夫には請求できな

いとも言えるが、夫婦には協力の義務があると共に子の養育義務がある。正当な

理由に基づき偶然居所を異にしているだけであり、東京の家の生活を扶助する義

務があるところ、その為の拠出には夫も連帯して責任を負う。一方で、夫が赴任

先で妻名義で日常家事に関する法律行為を行い、妻が請求されたときも、夫婦協

力義務から拒めないというべきであろう。また、学習教材を購入した事案（東京

地判平成10年12月 2日判タ1030号257頁）では、理由付けこそないものの、「本件契

約締結当時、被控訴人夫婦は同居していなかったものの婚姻関係が破綻していた

わけではないから、この別居は右判断〔学習教材の購入が日常家事に関する債務

にあたる事〕を妨げるものではない」としている。これに対しては、別居である

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

届出 ○ ○ × ○ ○ × × ×

婚姻意思 ○ ○ × × × ○ ○ ×

共同生活 ○ × × × ○ × ○ ○
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以上夫婦共同の日常家事に関する行為は観念できないとする反論もあろうが、い

くら同居をしていようとも、夫婦の共同生活維持の為に使われないものも存在す

る（夫の長期出張の間の妻の食費など）し、子への監護・教育義務の達成に必要と

認められるものであれば、日常家事債務とは必ずしも夫婦の役に立つものではな

く、子どもの為に寄与する債務をも含むと考えられる。そのことを考慮すると、

夫婦の片方がその利益を享受しなくとも日常家事の範囲内にあたるものもありう

ると考えるべきであろう。

④は仮装婚姻と呼ばれるものであるが、婚姻意思を欠いているために婚姻は無

効となり（742条）、③と同様に取り扱うべきである。⑤の婚姻意思はないが、届

出と生活実態がある場合は、一方によって勝手に届出を出されてしまったケース

が想定できるが、これも婚姻無効となる。しかし、永続的な共同生活を前提とし

ている場合に後述する⑧と同様に扱うことができると思われる。

また、⑥の単に婚姻意思があるのみの婚姻予約状態では、現実の夫婦的結合や

共同生活がないだけではなく、婚約解消の蓋然性も一定程度ある。婚約が解消さ

れたときに、契約をしていない他方配偶者への請求が行われることは酷であるか

ら、連帯責任は負うべきではないと思われる。

残るのは、⑦の婚姻意思を有する共同生活と⑧の婚姻意思を有さない共同生活

関係である。共に婚姻届を出さずに夫婦同様の共同生活を送っている男女関係で

あり18）、内縁と呼ばれるが、内縁の成立要件を如何に捉えるかという点が問題と

なる。一般に内縁とは、Ⅰ婚姻意思とⅡ共同生活の実体が必要であるとされてい

る19）が、Ⅰの要件について、夫婦共同生活を営む意思ではなく届出意思まで必

要とするか否かで裁判例は分かれており20）、そもそもこの要件自体不要であると

する学説もある21）。Ⅰ要件を不要とすると、意識的に法律婚を回避した共同生活

関係である事実婚は内縁の一類型とされるが、 2要件を必要と解すると事実婚を

内縁と区別して考えることになり、内縁という言葉は⑦にのみ妥当する。本稿で

は両者を区別する為、便宜的に⑦を内縁、⑧を事実婚と呼ぶことにする。

多くの学説は、準婚理論として内縁に761条の類推適用を認めており22）、近い

将来の法律婚を見越して実質的な夫婦の協力扶助義務がある故にこの見解は支持

されるべきであろう。問題となるのは、この理論が事実婚にも拡張されるかとい

う点である。そもそも、準婚とは、「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻

ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合である

という点においては、婚姻関係と異なるものではない」23）関係であるところ、事
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実婚も準婚と呼ぶに値する。そして、事実婚も安定的で継続的なものである限り

内縁関係と認めるべきであるとする主張24）もあるが、内縁関係との差を設けて

保護する見解もある。確かに事実婚は、届出意思が欠如している点で内縁よりも

法律婚から遠い段階であるとも捉えられるが、何らかの事情で婚姻届は提出しな

いものの共同生活の当初から法律婚の夫婦と同様に振舞おうという意思が現れて

いる点で、内縁よりも夫婦としての意識が相対的に強いとも考えられる。近年で

はむしろ、準婚理論は明治民法下の試婚目的の内縁や男子がいない家の長女と他

家の長男が法律婚を果たせない場合の内縁（「強いられた内縁」）に用いるべきも

のであり、意図的に届出を出さない事実婚に法が介入することに疑問が呈されて

いる25）。確かに、761条は第三者の信頼を保護するものではあるが、事実婚にお

いて連帯債務から逃れたいという当事者らの期待も存するところである。しかし、

より実質的に考えると、将来婚姻届を出すか否かによって第三者の信頼には影響

がなく、途中で婚姻意思が発生した場合にそれに左右された不安定な法の適用が

なされるべきではない。よって、事実婚にも内縁と同様に761条が適用されると

考えるべきである。

以上より、③④⑥以外は適用を認めるという結果となったが、適用が排除され

る状況に共通するのはいずれも共同生活を欠いているという点である。これに

よって、761条が適用される状況は、第一に扶助義務があり、仮にそれがなくとも、

共同生活の実体があることが最低条件であると言える。

2　法律婚終了後の男女関係

婚姻関係の終了には、離婚によるものと配偶者の死亡によるものがあるが、後

者につき、夫が契約時に死亡していた場合であっても、その債務は相続されて妻

を含む相続人らが連帯して債務を負うことになる為、761条適用における問題は

生じない26）。以下、離婚による婚姻終了について検討する。

離婚届の提出により婚姻関係が終了（764条、739条 1項）すると、協力扶助義

務が消滅する以上、当然に761条の適用はない。確かに、別々の生活を歩むこと

を予定している者らに連帯して責任を負わせるべきではないが、離婚した後も一

定期間同居をしており27）、事実上夫婦と相違ない共同生活を営んでいた者らには

責任を負わせられないか。前節の論理からすれば、認められるようにも思える。

長期に亘る同居を経て、再度内縁状態に入った場合は第 1節で述べたように761

条が適用されるであろう。しかし、予め一定期間の同居であるという場合は「夫
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婦としての生活を営む結合」であるため、準婚理論と同様に扱うことはできず、

拡張の余地はないように思われる。

では、離婚届は出されていないが事実上の婚姻破綻（以下、事実離婚）に陥っ

ている夫婦（「外縁」と呼ばれる）も連帯責任を負うのだろうか28）。法律婚主義を

前提に、離婚は届出を以て効力を生じる制度であることを貫けば事実離婚によっ

て離婚の効果は発生しない（消極説）のが原則であるが、事実婚主義を強調して

離婚の効果を発生させるべきとする見解（積極説）もある。判例・多くの学説は

一般的には消極説であるとされるが29）、日常家事代理権のケースでは学説・多く

の裁判例30）では761条適用を否定する。共同の家事の崩壊を理由とするもの31）、

別居後相当期間の経過、別の内縁関係の発生などがあった時に限定するもの32）、

婚姻が破綻した夫婦の婚姻費用分担においても生活保持義務の程度が減じられる

とする裁判例33）との整合性を根拠とするもの34）など多様である。未成熟子の養

育に関する債務について限定的に適用を認めるべきとする折衷的な見解35）もあ

り、子の扶養義務の程度は婚姻の事実状態に応じて減じられないとする理解と思

われる36）。

夫婦が別居により共同の事務を行っていないと評価されるような場合にまで杓

子定規に連帯責任を負わせるのは夫婦の財産的独立の要請に反するが、761条の

趣旨がその例外として第三者の保護を図る点にあるならば、婚姻効果の終期を遅

く捉えてなるべく「夫婦」を広く解するのが、文言上当然の解釈であると言える。

そして、離婚の多くは婚姻破綻を経るところ、離婚届の役割が実質的に報告的届

出となってしまうことから事実離婚によって離婚の効果を及ぼすべきではない。

また、事実上の婚姻関係は当事者の明確な意思の合致なく段階的に自然消滅して

ゆくこともあり得、夫婦から見ても婚姻破綻した時期の特定は困難である37）た

め、消極説によって離婚届の存否を以て明快に761条の適用を分けるべきである。

この結論は、761条の基礎に扶助義務があるとする自説を前提とすると、相手が

離婚訴訟を提起してきた後に扶助請求権を行使しても権利の濫用とはならないと

する裁判例（福岡高判昭和32年 4月30日高民10巻 3号194頁）とも整合的である38）。

もっとも、最判昭和39年 9月17日民集18巻 7号1461頁では、婚姻破綻における扶

助義務を否定しているが、これは夫の DVを恐れて妻が家を出たことが悪意の遺

棄に該当するかが争われた事案であったが、「婚姻関係の破綻について主たる責

を負うべきであり」、扶助が受けられない状況を夫「自らが招いたもの」であっ

たという特殊な事情が存するため、そのような事情がない限り、扶助義務は事実
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離婚後も継続し、それに伴って761条の適用を認めるべきであろう。尚、学説上

は原則として事実離婚に離婚の効果は及ばないが、夫婦が相手方の悪意を立証し

た時には効果が及ぶとするものがある39）。

3　小　括

法律婚に先行する男女関係においては、一次的に協力扶助義務の存否で決定し、

二次的には共同生活関係の存否を以て761条の適用を決し、法律婚終了後の夫婦

は、原則として適用ができず、婚姻破綻に陥った夫婦については未だ届出がない

為に適用を認めるべきである。

Ⅳ　日常家事代理権を無権代理とする表見代理の成否

1　法律婚に先行する法律行為

次に問題となるのは761条の「夫婦」という文言に含まれない婚姻前の男女関

係（前掲の表にいう③④⑥）の一方が日常家事の範囲内の法律行為をしたときに、

表見代理を適用して第三者保護を図ることの可能性である。この節では、婚姻前

の夫婦の一方が取引において第三者に夫婦であることの表示により代理権を与え

た旨の表示を行った場合への109条の適用による処理の可否を検討する。

例えば、A女は別居中の Y男と婚姻予約状態にあったが、夫の（日常家事債務の）

代理人であると称して日常家事に必要な物品を Xから買い受け、Xは、Yに代金

を請求して Yから Aの無権代理を主張された際に、表見代理（109条）を主張で

きるか。

まず、761条の代理権は法定代理権であると解されているところ、109条を法定

代理に適用できるかが問題となるが、判例・通説は、109条は本人による代理権

授与を前提としていて、本人が選任しない法定代理において本人の表示に法的意

味を見出し得ないとする（否定説）40）。これに対して、肯定説は代理が法定か任意

かは限界的場面において判断がつかない、適用否定は本人保護に資する一方で、

第三者の信頼保護が図られず利益衡量上問題があり、善意無過失規定によって第

三者保護に偏らないから均衡を失さないとする。否定説が想定しているのは主に

制限行為能力者についてであり、761条には配偶者の代理権授与表示に代わる「配

偶者であることの表示」が観念し得、性質としては任意代理に近いから、少なく

とも761条の代理権への適用の可能性はあると思われる。
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しかし、前章より明らかなように、婚姻に至る前の男女関係は多くの場合に

761条の夫婦として拡張解釈される。本来法律婚上の夫婦ではない男女関係に拡

張解釈した上で、更にそこから漏れるものを表見代理で拾い上げる必要があるの

か。

その上、婚約中の男女の一方が、他方と既に夫婦であることを表示した上で他

方が第三者と法律行為をするケースは想定し難く、むしろそのような表示に積極

性が認められれば、本人は代理の責任を負って当然であるといえる。強いて表示

の具体例を挙げるのであれば、婚約別居中の男女において婚姻届を出す前に女が

自己所有不動産の登記名義を新姓に変更し、男が不動産を日常家事債務として売

却した場合が挙げられ、女は夫婦であることの表示をしたと言える（このケース

は不動産の売買という日常家事債務の範囲内であるとは言い難い例であり、109条、110

条の重畳適用によって解決されるものとも思われる）。

また、実務的に表見代理を主張する際にも、まずは日常家事代理権ではなく、

任意代理権授与表示を模索するのではないか。即ち、761条の「夫婦であること

の表示」と、「夫婦として任意代理権を与えたことの表示」の区別は微妙な場面

もあり（夫婦である旨を何らかの形で表示して取引に及んだ場合）、代理権の存否を

争う際には任意代理権の表見代理を主張した方が賢明であると思われ、この理論

の実用性はあまり高くないと考えられる（否定説を採用する判例・実務においては

解釈され難く、迂遠で実用的な解釈とは言えない）。ただし、立証の面では夫婦であ

ることを何らかの形で表示していればよい日常家事代理権の信頼の方が容易かと

思われる。

2　法律婚終了後の法律行為

前章で見たように、離婚に伴う日常家事代理権が消滅した後には、もはや761

条は適用されない。そこで、第三者の保護手段として表見代理112条の適用可能

性が問題となる。

（ 1） 要件論

前節の議論とは異なり、法定代理への112条の適用については多くの学説で肯

定されており41）、761条への適用を妨げる事情はないと思われる。112条の成立要

件は、①代理権の消滅、②法律行為が代理権限内であること、③相手方の善意無

過失である42）。本人の帰責性は要件ではないものの、112条も表見代理の一類型
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として権利外観法理に基づくものであるとすれば、その要否を問題とせねばなら

ない。つまり、（a）本人の帰責性がなければ、112条は適用できない、（b）帰責

性を問わず112条の適用を認めた上で、第三者の過失を考慮して本人の保護を図

る、という、 2通りの考え方が成り立つ43）。

そもそも112条適用場面における本人の帰責性は、代理権が消滅したにもかか

わらず、委任状を回収しない等いつでも元代理人が無権代理を行いうる状況を放

置することにあるが、夫婦の場合は夫婦であるかのような表示を継続することに

ある。しかし、日常家事代理権については委任状を取り戻すなどの具体的な予防

ができず、仮に離婚直後に身分関係書類を全て変更したり、第三者の存在を予測

して通知する等の行為義務を課したとしても一方の配偶者に帰責性を問うのは酷

である。そして、（b）を採用した時に第三者が契約相手方の婚姻解消につき知

るべき過失があったと認定される場合は想定し難く、常に第三者保護に傾きやす

い故、112条の適用にあたっては（a）の考え方を採用し、本人保護を図るべきで

ある。例えば、一方の配偶者と第三者との法律行為において、それに先行した継

続的な取引があり、婚姻解消後の第三者との取引を予測し得る時、本人たる配偶

者は第三者に代理権消滅を通知すべきであると言え、本人の帰責性が存すると言

える44）。尚、Ⅲ章第 2節末尾で述べた、善意の第三者には内部的な婚姻破綻を主

張して761条の適用排除ができないとする見解に立つと、善意の他に無過失を要

求し、更に本人の帰責性を問う（自説）112条との比較では、第三者の保護に厚

い結果となる。

（ 2） 裁判例

前節では、表見代理の可能性につき想定場面が限定的で裁判例も見当たらな

かったが、このケースでは幾つかの裁判例が存在する。以下に、それらを見てゆく。

東京高判昭和49年 4月24日金法729号37頁は、家財道具に対する火災保険契約

を夫 Xと保険会社 Yの間で締結し、X宅が罹災した後、妻 Aが保険金を請求し

たが45）、その後 Aは Xから離れて離婚を前提とした別居状態に入り、保険金は

Aの請求によって A方に支払われたところ、Xは Aへの支払いの無効を主張し、

Xへの保険金支払いを Yに請求したというものである。本件では、保険会社の保

険金支払いによる債務の滅失が争点となり、A、Xが事実上の離婚状態であった

ことから、761条に言う「夫婦」としての状態の存在、即ち日常家事代理権の存

否が問題となった。
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裁判所は Xと Yの間に保険契約が有効に成立していることを確認し、「夫婦の

共同生活関係は消滅したのであるから、Aが本件保険金を受領することは、「日

常の家事」に属しないことになった」として代理権を否定した。その一方で、Y

が「このことを知っていたと認めるに足る証拠はな」く、「知らなかったことに

ついて、過失があったとするに足る事実を認めるべき証拠もない」とした（尚、

保険金の支払が Xではなく A方での支払いであったとしても Yの過失はないと補足し

た）。本件では判決理由中に「112条」の文言は存在しないが、Yの代理権不存在

に関する善意無過失を認定し、「本件保険金を受領することは、民法七六一条に

いう「日常の家事」に属するものと解するのが相当」として保険金受領の代理権

を認めていることから実質的に112条の適用を行っているように思われる46）。そ

して、Xの帰責性については言及されておらず、本判決は前述（a）よりも幅広

く第三者保護を図ったと言える。

しかし、本判決の評釈47）を執筆した山下孝之弁護士は、本件を112条適用の問

題とは捉えず、夫婦の破綻状況を日常家事の範囲内であるか否かの問題と見た。

本判決は、昭和44年判決では日常家事の範囲の問題につき客観的に定めるべきで

あるとしていたところを一歩進めて「第三者が当該夫婦の個別事情を知っていた

か知りうべきであったときは、その第三者を保護する必要がないとしたもの」と

解している。つまり、善意無過失は表見代理の要件ではなく、日常家事にあたる

か否かの判断を覆す要件として捉えた。確かに判決理由を注意深く見ると、共同

生活の消滅により保険金受領行為が「「日常の家事」に属しないこととなった」

という文言は、夫婦の代理権を全て否定したというよりも、日常家事代理権は存

在するが、婚姻破綻によって保険金受取の代理権が否定されたものと読むことも

できる（婚姻破綻が日常家事に属する債務を属しない債務に変えた）。婚姻の効果か

ら生じる代理権を否定しない点で、この構成は事実離婚の夫婦に761条を適用す

る消極説と親和的な見解であると言える。

別の事例を見てみる。東京地判昭和53年11月 1日判タ378号118頁は、婚姻破綻

に陥った夫婦において、妻のサラ金（控訴人）からの借金について夫（被控訴人）

が日常家事債務の連帯責任を負うかが問題となった事案である。本件では、「被

控訴人は、昭和四七年頃から甲野花子と離婚を前提に別居し、月々の生活費を同

人及び甲野一郎に仕送りしていたこと」を日常の家事の範囲に属さないことの事

情として挙げ、妻が連帯借用書に夫の名義で署名押印したなどの「事実は、そも

そも、本件金員の借入が被控訴人夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に
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属すると控訴人が信じるにつき正当な理由とはなりえない」として夫は連帯責任

を免れた。本件では、要件の文言からして110条が類推適用されたと思われる事

案であったが（明示はしていない）、この事案でも婚姻破綻は代理権の有無ではな

く、日常家事の範囲内であるかを左右する事情となっている。

つまり、昭和49年、昭和53年判決は、共に婚姻破綻に至っても日常家事代理権

が存在しているのである。そうであるならば、761条を適用すべきようにも思え

るが、判例の論理では婚姻破綻によって代理権が消滅するのではなく、代理権の

範囲が狭められるとするのである。それ故に表見代理を適用する。両事案は婚姻

破綻に陥った夫婦のうち、妻が行った（準）法律行為の責任を夫が負うかが問題

となる類似の事案であり、夫婦の日常家事代理権の存在は認めつつも、理論構成

（それぞれ、112条、110条の適用）は異なる。昭和49年判決においては、本来的に

存在する保険金受取の代理権が婚姻破綻によって消滅し、それによって112条の

適用を行ったのに対して、昭和53年判決においては婚姻破綻によって消滅したの

は借金返済の代理権であるが、日常家事の基本代理権を観念して110条の類推適

用を行っている。そして、昭和49年判決の事案においても、先述のように日常家

事代理権を認める余地があると捉えれば基本代理権は認められ、110条を類推適

用し得た筈である。このように婚姻破綻の夫婦における表見代理の適用は下級審

裁判例においてはかなり曖昧であり、錯綜していると言える。婚姻破綻のケース

だけでも①112条の適用、②110条の類推適用、③日常家事の範囲の問題と捉えて

第三者の善意無過失を見る（山下弁護士解説）、④761条適用の問題と見る（自説）、

という 4通りの理論構成があることになる。

この時に問題となるのが、適用する表見代理の理論構成が異なることによって

両事案は結論が異なっていることである（昭和49年判決は第三者保護、昭和53年判

決は本人保護）。これは112条の通常の要件が110条の類推適用の要件よりも緩やか

であることを示しており、（a）のように解することで適用条文の違いによる結論

の差異が生じにくくなると思われる。また、山下解説のように婚姻破綻を日常家

事代理権の範囲の問題として捉えることが妥当であるかは次章で述べたい。

3　小　括

本稿の主要な問題点は第三者を保護するにあたって761条と表見代理のどちら

を適用してゆくかという点に収斂される。法律婚前の法律行為については、表見

代理の主張は可能であるが、実用頻度は少なく、法律婚終了後の法律行為には、
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表見代理の適用は、本人が代理権消滅の通知をすべきであったと認められる状況

で適用可能と思われる（本人の帰責性を要件として成立範囲を狭める）。つまり、表

見代理の適用には謙抑的であるべきで、婚姻破綻状態や広い範囲で婚姻に先行す

る男女関係に761条の適用を及ぼしてゆくべきであると思われる。そして、以上

に述べたように裁判例の論理は釈然とせず、婚姻破綻後の一方配偶者の法律行為

への表見代理の適用を論理明快に整理してゆく事が今後の課題となろう。

Ⅴ　761条をめぐる従来の議論との関係

761条をめぐる問題点を再度整理すると、昭和44年判決の評価を中心とする従

来の議論では、夫婦の一方が行った取引行為が日常家事の範囲か否かという「第

三者の保護の範囲の問題」であったが、本稿で扱ってきた問題は、夫婦であるか、

つまり取引の相手方の配偶者が日常家事代理権を有しているかという「第三者を

保護するかの問題」である。冒頭で触れたように、昭和44年判決の表見代理の規

範は、前者の問題につき限定的に解釈して夫婦別産制との調和を図っている。

これらの二つの問題には、第三者の代理権確認義務の度合いについて違いがあ

るように思われる。日常家事債務の範囲に対する信頼については、法律行為の内

容によってはその線引きは決して明確ではないため、取引の相手方は本人に代理

権の存在を確認する必要性が高い。しかし、本研究のように、夫婦を形成してい

る関係であるかという点への信頼を問題とするときには、頻繁に行われる日常家

事の範囲内で行う契約では、契約相手方が本人たる配偶者が真正な配偶者か否か

を調査するのは煩雑であり、そのような注意義務は期待できず、第三者の代理権

確認懈怠の過失度合いは下がると考えられる48）。そのような評価に立脚すると、

夫婦関係にあることへの信頼は日常家事債務の範囲内であることへの信頼よりも

むしろ保護されねばならないとも考えられ、二つの表見代理成立の厳格性に如何

に差異をつけるか、検討の余地がある。

そんな中で先の二つの裁判例（昭和49年判決、昭和53年判決）では、婚姻破綻の

夫婦の一方の法律行為においては、婚姻破綻要素が日常家事の範囲内であるかと

いう問題の中で考慮されており、日常家事代理権の範囲と存否の問題が融合して

いるような印象を受ける。そもそも、婚姻破綻をしているという夫婦の実態は日

常家事の範囲を決定する要素たりうるのか。日常家事の範囲内であるか否かの判

断は、昭和44年判決においては「単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部
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的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに

客観的に、その法律行為の種類性質等をも十分に考慮して判断すべき」とされ、

客観説と主観説を折衷的に採用している。婚姻破綻の事情は個別的事情に分類さ

れるが、事実離婚の法的効果に関する積極説的立場によると婚姻が破綻した時点

で761条の適用が排除される為、当該行為が日常家事の範囲外と看做されうるだ

ろう。一方で消極説的立場では、婚姻破綻では当然に離婚の効果が発生しないた

め日常家事の範囲には影響しないことになる。そもそも日常家事の範囲の判断で

参考にされる内部的事情とは、職業、社会的地位、資産、収入といった財産的な

事情であり、婚姻破綻しているという事は債務の性質や目的とは何ら関係がない。

確かに、婚姻破綻に至っても夫婦の日常家事代理権を包括的に認め、数ある日常

家事債務の中から一定の債務につき代理関係を解消しようとする姿勢は夫婦の生

活実態に適応させようとする点で評価されるべきであるが、上記理由から、婚姻

破綻後にも通常通り日常家事代理権が発生すると解するべきである。

そして、これまでの考察からすると、夫婦であることに対する表見代理の成立

範囲はかなり狭くなっていると言えるが、日常家事の範囲の問題と比較した時に

如何にあるべきか。両者の整合性を採るために狭く解釈して第三者保護に限定を

かけるか、むしろ緩やかにして均衡を図るかが問題となる。Ⅰ章で述べた通り、

第三者への引き締めがあれば緩和を以て調和するのが理想的なようにも思われる

が、前章第 2節で述べたように、類似の事案で110条、112条の双方の条文が適用

し得る事案において適用条文の差異による結論の不均衡を是正するために112条

の要件を第三者にとって厳しくして、両者を引き締める必要があると思われる。

これは、先に第三者の確認義務の度合いから、夫婦であることに対する信頼につ

いては相対的に第三者の保護に厚くあるべきと述べたことと矛盾するように思え

る。しかし、761条そのものは第三者保護に手厚い規定であるべきであるが、表

見代理については権利外観法理における本人の帰責性要件を尊重して、責めに帰

すべき事由がない本人たる配偶者を保護するべきと考える。

Ⅵ　結論と今後の課題

以上の検討から、日常家事代理権の存在については、「夫婦」の文言を協力扶

助義務に基づいて解釈することで、761条の趣旨を全うし、表見代理の成立を厳

格にすることで夫婦の財産的独立の要請に応えるべきとの結論を導いた。最後に
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検討したように、婚姻破綻後の日常家事債務への表見代理の適用にあたり、裁判

例は、日常家事の範囲内であるか否か、夫婦であるか否か（代理権があるか否か）

を曖昧にして「夫婦生活の中での日常家事債務性」という括りで漠然と利益衡量

をしているように思われる。そして、昭和44年判決は第三者保護に消極的な規範

と見れば、夫婦である事への信頼についてはより第三者保護に傾いても良いと思

われるが、理論的には761条と表見代理の規定の趣旨は分けるべきである為、む

しろ、112条の適用に際しては要件を厳格に解釈するべきである（第三者の過失を

問うのではなく本人の帰責性まで明確に要件化する）。

本稿の問題意識は、夫婦の財産をどこまで一体と看做して責任を負わせられる

かという点であるが、第三者との利益衡量を論じるだけでは不十分であり、求償

関係に関する問題も検討されねばならない。例えば、離婚後112条の適用により

本人たる配偶者が第三者に債務を負った場合に、無権代理を行った配偶者に対す

る責任追及の問題が挙げられる。第一に不法行為責任を追及することが想定され

るが、夫婦が財産分与前である時には、それを考慮して分与がなされるのか、そ

れを除いて不法行為責任一本で責任を問うのか、両者で如何なる違いが生じるか

も検討材料となろう。

また、最後に、本稿では詳細に検討できなかった一つの現代的な課題を示した

い。即ち、本稿では男女関係の幅に焦点を当てたが、同性パートナーシップ制

度49）が一部自治体で行われているように、婚姻的結合の多様化がどのような夫

婦財産関係を生むのかという問題である。婚姻が異性間である必要性を民法は積

極的に明示していないが、憲法24条 1項の規定から通説は同性婚を否定しており、

婚姻が子を育てることを目的として共同生活を送ることであるとする見解と相

まって同性婚を法的に認めることはできないとされる50）。同性婚の可否は性同一

性障害の治療後の同性間の婚姻の可否などの点で顕在化する問題であり、同性婚

の認否に関わらず761条をはじめ夫婦財産関係については何ら影響を受けない問

題であろう。しかし、同性婚を法律婚として認めないという現状において、同性

夫婦を準婚理論で説明するか51）、同性の者同士で夫婦類似の生活を営む契約（以

下、同性婚契約）の存在で説明するか52）によって財産的関係に変化が生じる。前

者においては内縁と同様に扱うのであるから761条は適用されても、後者のよう

に解すると契約の内容によっては761条の適用を排除することも可能となる。例

えば、Y男と A男が同性婚契約を締結していることを知る第三者 Xが Yと日常

家事に関する契約を締結した時に、同性婚契約で761条の適用が排除されていた
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場合、110条の適用を根拠に契約を結んでいない他方に債務の履行を求めること

はできるか。

これは夫婦財産契約（755条）によって761条の適用を排除することができるか

という問題と関係してくる53）。仮に、夫婦財産契約の登記があるために排除可能

であるとしたら、このような擬似同性夫婦間の契約内容は第三者に対抗できない

ために同性婚契約においては排除不可能であると説明されることになる。また、

同性婚契約は婚姻関係のような債務を負うのであるから当然第三者との関係でも

夫婦財産関係が及ぶ故に連帯責任を負うと考えることもできるが、そのように捉

えることが同性婚契約の内容として一般的か否かは判断に窮する。他方で、法律

上同性婚が認められていない以上同性夫婦に当然に連帯関係が生じるという第三

者の信頼は保護に値しないという考え方もあり得る。あるいは、婚姻関係を捨象

して、Yと Aの間の契約によって代理権限の授与表示があったと看做して通常の

無権代理の問題と見ることもでき、現段階では理論的に最も簡明であると思われ

るが、夫婦財産契約をした法律婚夫婦と異なる運用に甘んじることとなる。

このように、同性婚の可否についてはますます議論が高められてゆくべきであ

るが、それと並行して、現段階における同性夫婦を如何なる範囲で、如何なる理

論構成で婚姻秩序の中に入れるべきか、につき熟慮すべきである54）。
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