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1．問題の所在 

 
組合の財産に関する法律構成は、長い歴史を有する争点であり、現在も

なお様々な議論がなされている。民法 668 条は、組合財産を総組合員の共

有と定めているが、通説は、組合財産の独立性（民法 676 条 1 項、同 2 項、

同 677 条）に基づき、我妻の包括的財産が組合員全員に合有的に帰属する

という構成を土台としている（詳しくは後述）。さらに、フランス法が組合

に法人格を認めており1、近時 BGH（Budesgerichtshof、連邦通常裁判所）

                                                        
1 フランス法の組合に関する近時の研究として、山田誠一「フランスにおける法人格の

ない組合」日仏法学 17 巻 105 頁（1991）、林良平・前田達明編『新版注釈民法(2)総則(2)』
（有斐閣、1991）47－60 頁〔山口俊夫〕、平野博之「組合と権利能力なき社団における
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が組合に権利能力を認めた判決2が現れたこともあってか、後述するように

組合に権利能力を認めるという見解も増えてきている3。 
本稿は、組合に権利能力を認めるべきか否かという問題を直接取り上げ

るのではなく、上述の BGH の判決を分析し、特に BGH が組合に権利能

力を認めた理由を詳しく検討することにより、組合の財産に関する法律構

成を明らかにすることを目的とする。すなわち、組合、組合員、組合財産

及び組合財産が責任を負う債務（組合債務）との関係を、特に財産の（掴

取力の対象であるという意味での）責任関係を中心として考察する。 
本論に入る前に手短に述べると、上述の BGH の判決が組合に制限的（あ

るいは部分的ともいう）権利能力を認めたのは、組合の権利能力を認めな

いまま、組合債務を、組合財産を引当とする債務と各組合員の個人財産を

引当とする債務に区分することが、債務と責任の秩序に反するとするとい

う理由である。その BGH 判決が依拠していると思われる、組合財産をそ

の責任の側面から考察して組合の義務主体性、さらにその反射として権利

主体性の承認を導くというアーダーホルトの見解に基づき、組合財産に関

する法律構成を明らかにし、我が国の組合の財産関係に関する示唆を得る。 
 
2．我が国の組合財産の責任関係に関する解釈論の現状4 

 
組合財産は特別財産であり、組合債務は組合財産から弁済されることを

                                                                                                                        
共有論の可能性――財産群法理と団体的拘束原理――」法学研究 84巻 12号 717頁（2011）
がある。1978 年のソシエテに関する改正前の研究としては、山本桂一「フランスにおけ

る組合法人論（1～3・完）」法学協会雑誌 56巻 4号 196頁（1938）、66巻 1号 25頁（1938）、
67 巻 2 号 134 頁（1938）が代表的である。 
2 BGH (Urt. von 29.1.2001), BGHZ 146, 361. 
3 最近のものとして、高橋英治「ドイツにおける民法上の組合の規制の現状と課題――

日本の債権法改正への示唆――」商事法務 2026 号 12、20－23 頁（2014）。 
4 組合の財産関係に関する議論を本稿で全て紹介するのは困難で、通説たる我妻説以降

に紹介を限定している。我が国における組合の議論の変遷については、鈴木祿彌編『新

版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）7－25 頁［福地俊雄］を参照。 

本筋とすることを判示した大審院判決5は、どのような理由に基づくかはと

もかく、現在一般に承認されている6。そのような、組合財産が責任を負う

組合債務を導く法律構成として、我妻の見解が支配的であろう。それによ

れば、組合が法人格を持たないから、組合財産は総組合員に合有的に帰属

し、組合債務も総組合員に合有的に帰属する7。そして、個々の組合財産の

上と並んで、組合に帰属する積極財産と消極財産を合わせた包括財産の上

に、各組合員は持分を有する8。各組合員に全額として帰属する組合債務は

組合財産を引き当てとするが、加えて組合員は保証的に分割的な個人責任

を負う（675 条）。後者の責任は団体の構成員の個人的色彩の現れであり、

別個の債務ではなく責任のみである。それゆえ、構成員が団体の運営に無

関係で、理事や役員のみが運営に参画している場合にはその事実上運営に

参画している者だけが個人責任を負担するべきこともあるという9。組合員

が組合債務を取得した場合に混同が生じない理由づけとして、組合財産を

責任とする債権の効力と各組合員の個人財産を責任財産とする効力とを区

                                                        
5 大審院昭和 11 年 2 月 25 日判決・民集 15 巻 281 頁。「組合財産ハ特定ノ目的（組合ノ

事業経営）ノ為メニ各組合員個人ノ他ノ財産（私有財産）ト離レ別ニ一団ヲ為シテ存ス

ル特別財産（目的財産）ニシテ其ノ結果此ノ目的ノ範囲ニ於テハ或程度ノ独立性ヲ有シ

組合員ノ私有財産ト混同セラルルコトナシ（民法第 676 条同第 677 条等皆此ノ趣旨ニ出

テタルニ外ナラス）サレハ組合財産ヨリ生スル果実若ハ組合ノ業務執行ニヨリテ取得サ

ルル財産ノ如キハ総テ組合財産中ニ帰属シ直接組合員ノ分割所有トナルコトナシ又之ト

同ク組合財産ニヨル債務（例ヘハ民法第 717 条同第 718 条等ニヨリテ組合ノ負担スル債

務）其ノ他組合事業ノ経営ニヨリテ生スル債務（所謂『組合債務』ニシテ広義ノ『組合

財産』ノ消極部分）ハ総テ組合財産ニヨリテ弁済セラルルヲ本筋トシ組合員ノ私有財産

ヨリ支弁セラルルハ常態ニアラス」。 
6 品川は、組合財産と組合員との関係を合有とする説が通説であり、また上記大審院判

例を紹介したうえで、組合固有の債務を認める見解が支配的であるとする（鈴木祿彌編

『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）65、82 頁［品川孝次］）。 
7 我妻榮『債権各論中巻 2（民法講義 V3）』（岩波書店、1962）800－801 頁。 
8 我妻・前掲注 7・801、814 頁。 
9 我妻・前掲注 7・809－810 頁。なお、少なくとも特約があれば組合員個人の責任を排

除しうることは明らかだが、我妻の考えは明示の特約がある場合に限らないように読み

取れる（同・810 頁）。 
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7 我妻榮『債権各論中巻 2（民法講義 V3）』（岩波書店、1962）800－801 頁。 
8 我妻・前掲注 7・801、814 頁。 
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取れる（同・810 頁）。 

組合財産の責任関係に関する（中田） 39



別する当然の結果といい、組合財産と各組合員の個人財産の区別を認めて

いる10。これは、「組合債務は一個の債務について二つの責任をもつもの」

と表現されている11。なお、組合員の個人財産に対する責任は、「債務なき

責任」の章を参照し、別個の債務がない責任のみとしている一方、組合員

が組合に対する債権者のとき各組合員の個人財産に対する効力は混同によ

り消滅するともしており、各組合員の個別財産を引当とする債権を観念し

ているようも見え、組合債務に関する争点の一つとなっている12。甲斐に

よれば、個人財産を引当てとする責任が組合員たる地位に関係なく組合か

ら脱退後も存続することから、同一の債務に対する二個の責任は無理であ

り、同一の組合員が一個の契約により二種の債務を負担すると構成すべき

とする13。上田も債務のない責任という構成は必要性がないとして、組合

員の負担部分について債務を認めるべきとする14。槇も、責任のみを組合

員個人に認めるのではなく、組合債務と表裏の関係にある別個の担保的意

味での債務を負担すると構成するのが適切という15。 
これに対して、合有債権・合有債務という用語は意味が必ずしも明らか

ではないという星野の有力な批判があるが、ただ、合有の特色として、合

有債権の権利行使は債権者全員がなし、合有債務は債務者全員に対してな

されること、合有債務はその責任財産が債務者個人の財産から一応分離独

                                                        
10 我妻・前掲注 7・811 頁。 
11 我妻・前掲注 7・813 頁。 
12 我妻・前掲注 7・810－811 頁。 
13 甲斐道太郎「組合の財産関係」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）121、
130 頁。 
14 上田徹一郎「組合と訴訟・執行」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）136、
145 頁。 
15 槇悌次「組合員の責任」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）155,167－169
頁。同時なのですべて紹介したが、これら甲斐・上田・槇らによって修正された我妻説

が、現在の通説であるとされる（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）
132 頁［品川孝次］）。 

立していることの 2 点は認めている16。結局、合有という用語は使わない

にせよ、組合員個人の債務ではない組合債務の存在を認め、組合債権者は

組合員全員に対して訴求し、組合財産に対して執行するとしており、法律

構成は明らかではないが、組合財産をめぐる法律効果は大きく異ならない17。

なお、我妻が包括的財産の上に持分が成立するとした点については、実際

上の必要性がなく、物の集合体を権利の客体と認めないという原則から、

それを認める必要性はないという批判がある18。 
組合財産をめぐる法律関係を、合有あるいは特殊な共有から説明するこ

れらの通説に対して、総組合員に権利主体性を認める見解もある。服部は、

ギールケの『団体論』を含むドイツ法の研究を取り上げつつ、抽象的単一

体（法人）への帰属か、個々人への帰属かの二者択一ではなく、人的結合

関係にある組合員の全体が権利主体であり、債権は合手的共同関係にある

組合員全員に全体的に帰属するとする19。もっとも、服部は共同関係者を

度外視した権利主体を認めず、抽象的単一体への帰属か個々人への帰属か

の二者択一ではなく、抽象的単一体ではない数人全体に帰属するという20。

そして、組合債務については組合財産の責任と組合員の個人財産による責

任が併存することから、合手的共同関係に債務に関する権利主体性がなく、

組合自体に帰属する組合債務は存在しないとする21。ただし、債務者が各

組合員というのであれば、なぜ各組合員とは別の権利主体たる組合に属す

                                                        
16 星野英一『民法概論 III（債権総論）』（良書普及会、1981）171－174 頁。 
17 星野英一『民法概論 IV（契約）』（良書普及会、1986）304－310 頁。品川も、合有や

特別財産性という概念ではなく、その具体的内容が重要であるとする（品川孝次「大判

昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選・債権〔第 3 版〕（1989）』151 頁）。 
18 鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）67－68、69－73 頁［品川孝次］。 
19 服部榮三「合手制（Gesamthand）と民法の組合」同志社法学 7 号 48、52－54 頁（1951）。 
20 服部・前掲注 19・53、54 頁。 
21 服部榮三「合手制（Gesamthand）と民法の組合（2・完）」同志社法学 8 号 59、61
頁（1951）。なお、来栖は、組合自身の財産を認めるが、服部と同様に組合債務は組合

員の債務に他ならないとし、当該法律関係に依存する法主体性があるとする（来栖三郎

『契約法』（有斐閣、1974）639－646、661 頁）。 

40



別する当然の結果といい、組合財産と各組合員の個人財産の区別を認めて

いる10。これは、「組合債務は一個の債務について二つの責任をもつもの」

と表現されている11。なお、組合員の個人財産に対する責任は、「債務なき

責任」の章を参照し、別個の債務がない責任のみとしている一方、組合員

が組合に対する債権者のとき各組合員の個人財産に対する効力は混同によ

り消滅するともしており、各組合員の個別財産を引当とする債権を観念し

ているようも見え、組合債務に関する争点の一つとなっている12。甲斐に

よれば、個人財産を引当てとする責任が組合員たる地位に関係なく組合か

ら脱退後も存続することから、同一の債務に対する二個の責任は無理であ

り、同一の組合員が一個の契約により二種の債務を負担すると構成すべき

とする13。上田も債務のない責任という構成は必要性がないとして、組合

員の負担部分について債務を認めるべきとする14。槇も、責任のみを組合

員個人に認めるのではなく、組合債務と表裏の関係にある別個の担保的意
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されること、合有債務はその責任財産が債務者個人の財産から一応分離独

                                                        
10 我妻・前掲注 7・811 頁。 
11 我妻・前掲注 7・813 頁。 
12 我妻・前掲注 7・810－811 頁。 
13 甲斐道太郎「組合の財産関係」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）121、
130 頁。 
14 上田徹一郎「組合と訴訟・執行」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）136、
145 頁。 
15 槇悌次「組合員の責任」『契約法大系 V 特殊の契約(1)』（有斐閣、1963）155,167－169
頁。同時なのですべて紹介したが、これら甲斐・上田・槇らによって修正された我妻説

が、現在の通説であるとされる（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）
132 頁［品川孝次］）。 

立していることの 2 点は認めている16。結局、合有という用語は使わない

にせよ、組合員個人の債務ではない組合債務の存在を認め、組合債権者は
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ギールケの『団体論』を含むドイツ法の研究を取り上げつつ、抽象的単一

体（法人）への帰属か、個々人への帰属かの二者択一ではなく、人的結合

関係にある組合員の全体が権利主体であり、債権は合手的共同関係にある
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16 星野英一『民法概論 III（債権総論）』（良書普及会、1981）171－174 頁。 
17 星野英一『民法概論 IV（契約）』（良書普及会、1986）304－310 頁。品川も、合有や

特別財産性という概念ではなく、その具体的内容が重要であるとする（品川孝次「大判

昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選・債権〔第 3 版〕（1989）』151 頁）。 
18 鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）67－68、69－73 頁［品川孝次］。 
19 服部榮三「合手制（Gesamthand）と民法の組合」同志社法学 7 号 48、52－54 頁（1951）。 
20 服部・前掲注 19・53、54 頁。 
21 服部榮三「合手制（Gesamthand）と民法の組合（2・完）」同志社法学 8 号 59、61
頁（1951）。なお、来栖は、組合自身の財産を認めるが、服部と同様に組合債務は組合

員の債務に他ならないとし、当該法律関係に依存する法主体性があるとする（来栖三郎

『契約法』（有斐閣、1974）639－646、661 頁）。 
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る財産がその債務の引き当てとなるのか、説明が必要であろう。 
組合の権利能力をより一般的に認めるのは三宅である。法人以外の団体

が権利義務の帰属主体となることは民法 33 条 1 項で否定されていないと

して、財産の団体への帰属を肯定し、客観的な事柄に即し平明な理論を構

築すべきという22。合有説に対しては、個人としての対外的地位と一定の

程度の団体との複合、処分の制限される個別持分と一体的な組合財産上の

包括持分との重畳帰属という、「理解に難渋する異質の物権関係」をいうも

のと批判する23。組合は組合員の結合であるが、結合自体として組合員と

別個独立に存在するとして、組合の債権も債務も団体としての組合に帰属

し、組合が債務者になる24。もっとも、民法 675 条に基づく各組合員の責

任については、「組合員間の直接の共同関係に媒介されるという組合の団体

性の特質に基づき」、組合債権者が各組合員に権利行使できるとする。すな

わち組合債務は単一の組合が債務者であり、民法 675 条は債務者ではない

組合員の責任を規定したものであるという25。 
他に組合の法主体性を認める見解として、鈴木は、組合財産全体が複数

の組合員に共同に帰属する特殊な共有で、組合債務については組合財産が

一体のままで引当てとなるなど、組合の法律関係全体を検討した上で、組

合財産が組合員の固有財産から切離され、それが組合なるものに帰属し、

かつ組合自体の負担である組合債務の引当てとなっているようにみえ、組

合の代表者によりその財産の変動が生じていることから、「ある意味では法

                                                        
22 三宅正男『契約法（各論）下巻』（青院書院、1988）1143 頁。 
23 三宅・前掲注 22・1149 頁。 
24 三宅・前掲注 22・1155－56 頁。組合の団体性の根拠として、三宅はフランス民法とド

イツ民法上の組合を指摘する（同・1143－44 頁）。 
25 三宅・前掲注 22・1157、1160 頁。組合員の責任の根拠として、三宅はフランス民法

の組合における組合員の補充責任を指摘する（同・1158 頁）。なお、三宅の主張する組

合の特徴として、出資を下回る利益配当や財産の分割を認めず、資本維持を図っている

ことが挙げられる（同・1168－1170 頁）。 

主体性が認められている」という26。 
上谷は、合手的結合に権利能力を認める立場である。組合の財産関係を

合有としても、持分は実質を失っている以上、持分を認めない合手的結合

関係と変わらず、共同事業を営む関係は合手的結合と言える27。そして、

権利帰属主体として把握できる団体関係について、一本化された合有債

権・合有債務を問題にすべきする28。 
以上をまとめると、合有関係を柱とする我妻説に対しては合有という内

容の不明瞭さから批判があり29、組合に法主体性を認めて組合の財産関係

を説明する見解が増えてきている。ただ、その場合であっても、抽象的単

一的ではない帰属主体を観念したり、組合財産の共有関係をなお認めたり

するなど、組合が法主体ではないという側面を残しており、やはり組合の

財産関係の複雑さは否定しえない。それゆえ、組合に法主体性を認めた後

述 BGH 判決を分析し、そこから組合の財産関係を明らかにすることはな

お有用であろう。 
  

                                                        
26 鈴木祿彌『民法総則講義』（創文社、1990）58－69 頁）。 
27 上谷均「債権債務の合有的帰属という構成の有用性はどのように考えるべきか」椿寿

夫編『講座・現代契約と現代債権の展望 2・債権総論(2)』（日本評論社、1991）217、224－228
頁。 
28 上谷・前掲注 27・228－230 頁。 
29 合有論については、各組合員が分割された個人的責任を併存的に負担することの法的

性質が不明確であり、その個人責任と組合債務が分割されずに全額として各組合員に帰

属し、それは組合財産を引当てとすることとの関係について十分な回答がないという批

判がある（金子敬明「大判昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選 2 債権〔第 7 版〕』142、
143 頁（2015））。上谷は、合有と説明するか否かは必ずしも本質的な問題とはいえない

かもしれないが、組合の法主体性をどのように法律構成するかということが重要な課題

であるという（上谷均「大判昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選 2 債権〔第 6 版〕』

138、139 頁（2009））。 
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る財産がその債務の引き当てとなるのか、説明が必要であろう。 
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22 三宅正男『契約法（各論）下巻』（青院書院、1988）1143 頁。 
23 三宅・前掲注 22・1149 頁。 
24 三宅・前掲注 22・1155－56 頁。組合の団体性の根拠として、三宅はフランス民法とド
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25 三宅・前掲注 22・1157、1160 頁。組合員の責任の根拠として、三宅はフランス民法
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権利帰属主体として把握できる団体関係について、一本化された合有債

権・合有債務を問題にすべきする28。 
以上をまとめると、合有関係を柱とする我妻説に対しては合有という内

容の不明瞭さから批判があり29、組合に法主体性を認めて組合の財産関係

を説明する見解が増えてきている。ただ、その場合であっても、抽象的単
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お有用であろう。 
  

                                                        
26 鈴木祿彌『民法総則講義』（創文社、1990）58－69 頁）。 
27 上谷均「債権債務の合有的帰属という構成の有用性はどのように考えるべきか」椿寿

夫編『講座・現代契約と現代債権の展望 2・債権総論(2)』（日本評論社、1991）217、224－228
頁。 
28 上谷・前掲注 27・228－230 頁。 
29 合有論については、各組合員が分割された個人的責任を併存的に負担することの法的

性質が不明確であり、その個人責任と組合債務が分割されずに全額として各組合員に帰

属し、それは組合財産を引当てとすることとの関係について十分な回答がないという批

判がある（金子敬明「大判昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選 2 債権〔第 7 版〕』142、
143 頁（2015））。上谷は、合有と説明するか否かは必ずしも本質的な問題とはいえない

かもしれないが、組合の法主体性をどのように法律構成するかということが重要な課題

であるという（上谷均「大判昭 11 年 2 月 25 日判批」『民法判例百選 2 債権〔第 6 版〕』

138、139 頁（2009））。 
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3．組合の権利主体性30を認める BGH2001 年 1 月 29 日判決31 

 
判決の検討に入る前に、ドイツ法における民法上の組合について、基本

的な説明をしておきたい。ドイツ法における民法上の組合は、契約で定め

た方法により共通の目的の達成を求める義務を組合員が相互に負うという

契約によって成立する。組合の業務を執行するためには、原則的に組合員

全員の同意が必要であるが（BGB（Bürgerlichesgesetzbuch）709 条）、

業務執行組合員を選任する場合もある（BGB710 条）。業務執行組合員は、

業務執行について他の組合員を第三者に対して代理する権限を有する

（BGB714 条）。出資や組合業務で取得したものによって構成される組合

財産について、各組合員は組合財産の持分も、組合財産に属する個別の目

的物の持分も処分できず、分割を求めることもできない（BGB719条 1項）。

また、組合財産に属する債権の債務者は、個別組合員に対して有する債権

をもって相殺できない（BGB719 条 2 項）。個別目的物の処分に対する制

                                                        
30 本稿は、組合と法人の峻別論を論じるものではないので取り扱っていないが、ドイツ

法における組合の権利能力に関する争いは、福田清明「日独における社団と組合の峻別

論の発展――民法上の組合の権利主体性を中心に――」法学研究 72 号（明治学院論叢

667 号）1 頁（2001）においてまとめられている。それによれば、ドイツ法は団体を構

成員の複多性を離れて単一性を有する社団組織体（Körperschaft）と構成員の総合とい

う複多性のある合手的共同関係（Gesamthandsgemeinschaft）に分け、前者にのみ法人

格（当然に権利能力）を付与したという経緯があったとされる（同・2－14 頁）。組合の

権利能力に関する議論を紹介するものとして、福瀧博之「権利能力と法人格について・

序説」関法 53 巻 1 号 1 頁（2003）及び福瀧博之「ドイツ法における民法上の組合の法

人性――Thomas Raiser の見解――」関法 53 巻 3 号 1 頁（2003）がある。 
31 BGH (Urt. von 29.1.2001), BGHZ 146, 361.この判決は、福田によってすでに紹介さ

れており（福田・前掲注 29・29－30 頁（2001））、さらに福瀧により全文が詳しく紹介さ

れている（福瀧博之「ドイツ法における民法上の組合の権利能力(1)――BGH の判決と

Karsten Schmidt の見解――」関法 54 巻 1 号 1 頁（2004））。ただし、本稿の検討対象

について紙面の都合か前者では省略されているので、本文の訳は後者を参考にしている。

この判決については、後藤の論文でも言及がある（後藤元伸「法人における有限責任と

組合型団代における無限責任」政策創造研究 6 号 187、210 頁（2013））。 

限は、組合員の固有債権者にも妥当する32。我が国の組合法との大きな違

いは、組合員の個人責任（民法 675 条）に関する規定がないことである。

なお、ドイツ法においては、外部組合と内部組合の区別があり、前者は対

外的に組合が現れていて、そのための組織があることとされる33。BGB は

この外部組合を通常事例としており、後述の BGH 判決により権利能力が

認められたのも、この外部組合である。 
事実関係は次の通りである。原告は、手形訴訟において、手形引受人た

る被告 1、すなわち民法上の組合の法形式をとる建築業の事業共同体及び

その組合員たるかつての被告 2 及び被告 3 に対して、9 万マルクの手形金

支払いにその従たる債権を加えて提訴した。手形債権に対する被告 4 の責

任を原告は権利外観責任の見地より導いている。地方裁判所は、被告らに

対して要求通り連帯して支払いの責任があると判示した。高等裁判所は、

被告 1 及び被告 4 につき、控訴に基づいて訴えを棄却した。原告の上告は

これに反対しており、それにより地方裁判所の判決に戻ることが求められ

ている。 
                                                        
32 Münchner Kommentar zum BGB-Schäfer, 6. Aufl. (2013), §719 Rn. 8.「共有者に

共同で帰属する権利の観念的持分を識別でき、持分権者に 747 条によりこれについての

分割された処分が認められる共有の場合とは違って、合手所有権は、718 条において挙

げられた目的物の統一的な特別財産への統合と構成員共同体あるいは合手者グループへ

の包括的な帰属の原則に基づいている。それゆえ、BGB719 条 1 項、ZPO859 条 1 項 2
文における誤解を招く定式化とは反対に、特別財産の個別目的物への合手者の持分を認

める余地はない。したがって、組合員の組合土地への「持分」を土地担保権によって負

担付けたり、合手債権をそのときの組合持分に相応する部分の限度で組合員の処分の対

象としたり、組合員の固有債権者の執行的掴手に服さしめることは排除される」。もっと

も、このような持分の不存在だけが組合員の固有債権者から組合財産を独立性させる理

由とはなっていない。ラーレンツは共通の目的のための特別財産であることも理由とす

る。「組合財産は、全ての組合財産に『合手的に』帰属するので、特別財産として組合員

の一人の他の財産から区別される。この分離よって達成されるのは、個別の組合員とそ

の債権者が処分や差押えによって他の組合員や組合目的の不利になるように共通の目的

に用いられる財産に侵害することができないことである」（Larenz, Lehrbuch des 
Schuldrechts II Besonderteil, 7. Aufl.  (1965), 300）。 
33 Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl., §705 Rn. 254. 
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3．組合の権利主体性30を認める BGH2001 年 1 月 29 日判決31 

 
判決の検討に入る前に、ドイツ法における民法上の組合について、基本

的な説明をしておきたい。ドイツ法における民法上の組合は、契約で定め

た方法により共通の目的の達成を求める義務を組合員が相互に負うという

契約によって成立する。組合の業務を執行するためには、原則的に組合員

全員の同意が必要であるが（BGB（Bürgerlichesgesetzbuch）709 条）、

業務執行組合員を選任する場合もある（BGB710 条）。業務執行組合員は、

業務執行について他の組合員を第三者に対して代理する権限を有する

（BGB714 条）。出資や組合業務で取得したものによって構成される組合

財産について、各組合員は組合財産の持分も、組合財産に属する個別の目

的物の持分も処分できず、分割を求めることもできない（BGB719条 1項）。

また、組合財産に属する債権の債務者は、個別組合員に対して有する債権

をもって相殺できない（BGB719 条 2 項）。個別目的物の処分に対する制

                                                        
30 本稿は、組合と法人の峻別論を論じるものではないので取り扱っていないが、ドイツ

法における組合の権利能力に関する争いは、福田清明「日独における社団と組合の峻別

論の発展――民法上の組合の権利主体性を中心に――」法学研究 72 号（明治学院論叢

667 号）1 頁（2001）においてまとめられている。それによれば、ドイツ法は団体を構

成員の複多性を離れて単一性を有する社団組織体（Körperschaft）と構成員の総合とい

う複多性のある合手的共同関係（Gesamthandsgemeinschaft）に分け、前者にのみ法人

格（当然に権利能力）を付与したという経緯があったとされる（同・2－14 頁）。組合の

権利能力に関する議論を紹介するものとして、福瀧博之「権利能力と法人格について・

序説」関法 53 巻 1 号 1 頁（2003）及び福瀧博之「ドイツ法における民法上の組合の法

人性――Thomas Raiser の見解――」関法 53 巻 3 号 1 頁（2003）がある。 
31 BGH (Urt. von 29.1.2001), BGHZ 146, 361.この判決は、福田によってすでに紹介さ

れており（福田・前掲注 29・29－30 頁（2001））、さらに福瀧により全文が詳しく紹介さ

れている（福瀧博之「ドイツ法における民法上の組合の権利能力(1)――BGH の判決と

Karsten Schmidt の見解――」関法 54 巻 1 号 1 頁（2004））。ただし、本稿の検討対象

について紙面の都合か前者では省略されているので、本文の訳は後者を参考にしている。

この判決については、後藤の論文でも言及がある（後藤元伸「法人における有限責任と

組合型団代における無限責任」政策創造研究 6 号 187、210 頁（2013））。 

限は、組合員の固有債権者にも妥当する32。我が国の組合法との大きな違

いは、組合員の個人責任（民法 675 条）に関する規定がないことである。

なお、ドイツ法においては、外部組合と内部組合の区別があり、前者は対

外的に組合が現れていて、そのための組織があることとされる33。BGB は

この外部組合を通常事例としており、後述の BGH 判決により権利能力が

認められたのも、この外部組合である。 
事実関係は次の通りである。原告は、手形訴訟において、手形引受人た

る被告 1、すなわち民法上の組合の法形式をとる建築業の事業共同体及び

その組合員たるかつての被告 2 及び被告 3 に対して、9 万マルクの手形金

支払いにその従たる債権を加えて提訴した。手形債権に対する被告 4 の責

任を原告は権利外観責任の見地より導いている。地方裁判所は、被告らに

対して要求通り連帯して支払いの責任があると判示した。高等裁判所は、

被告 1 及び被告 4 につき、控訴に基づいて訴えを棄却した。原告の上告は

これに反対しており、それにより地方裁判所の判決に戻ることが求められ

ている。 
                                                        
32 Münchner Kommentar zum BGB-Schäfer, 6. Aufl. (2013), §719 Rn. 8.「共有者に

共同で帰属する権利の観念的持分を識別でき、持分権者に 747 条によりこれについての

分割された処分が認められる共有の場合とは違って、合手所有権は、718 条において挙

げられた目的物の統一的な特別財産への統合と構成員共同体あるいは合手者グループへ

の包括的な帰属の原則に基づいている。それゆえ、BGB719 条 1 項、ZPO859 条 1 項 2
文における誤解を招く定式化とは反対に、特別財産の個別目的物への合手者の持分を認

める余地はない。したがって、組合員の組合土地への「持分」を土地担保権によって負

担付けたり、合手債権をそのときの組合持分に相応する部分の限度で組合員の処分の対

象としたり、組合員の固有債権者の執行的掴手に服さしめることは排除される」。もっと

も、このような持分の不存在だけが組合員の固有債権者から組合財産を独立性させる理

由とはなっていない。ラーレンツは共通の目的のための特別財産であることも理由とす

る。「組合財産は、全ての組合財産に『合手的に』帰属するので、特別財産として組合員

の一人の他の財産から区別される。この分離よって達成されるのは、個別の組合員とそ

の債権者が処分や差押えによって他の組合員や組合目的の不利になるように共通の目的

に用いられる財産に侵害することができないことである」（Larenz, Lehrbuch des 
Schuldrechts II Besonderteil, 7. Aufl.  (1965), 300）。 
33 Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl., §705 Rn. 254. 
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 主文では、被告 1 に対する原告の上告が認められ、被告 1 の控訴は退け

られた。すなわち、原告の上告に基づき、2000 年 3 月 12 日のニュルンベ

ルク高等裁判所第 12 民事部判決は費用の点における進行中の上訴の却下

において及び被告 1 に対する訴えの棄却に関して破棄され、同時に 1999
年 11 月 26 日のアンスバッハ地方裁判所の商事事件部の留保判決に対する

被告 1 の控訴は、被告 1 が被告 2、被告 3 と並んで連帯債務者と同様に責

任を負うという条件で棄却されるという。 
争点は、A．民法上の組合は当事者能力を有するか否か、B．組合に権利

能力がある場合、組合員は組合債務に対してどのように責任を負うか、C．

被告 4 は表見組合員として責任を負うかという 3 点に大きく分かれ、A．

はさらに、Ⅰ．実体法上、組合に権利能力が認められるか、Ⅱ．実体法上

の権利能力に基づく訴訟法上当事者能力を肯定することは訴訟法上妨げな

いかという論点に分かれる。この判決はすでに福瀧により全訳されている

ので、ここでは、A．のⅠ．と B．につき、組合の財産関係の法律構成に

重要と思われる範囲で紹介する。 
BGH は、BGB 立法過程において、組合の合有関係につきその内容を明

確にしきらなかったという不完全さを指摘し34、組合の限定責任能力を肯

定するギールケの見解が、フルーメによって学説において広範に認められ

るようになったとしたあと、次のように組合の法律関係に関する詳細な検

討に入っている。 
組合法上の合手共同体の法的性質をこのように理解することは、法律

（BGB718 条から 720 条）によって意図された組合財産と組合員の固有財

産との間の法的な分離に対する実用的で一般に矛盾のないモデルを提供す

る。これに対して、専ら各組合員を組合に関係する権利及び義務の帰属主

体とみなす、いわゆる伝統的な見解は、構想的な弱点を持っている。

                                                        
34 ドイツ法の組合に関する立法過程の研究として、上谷均「ドイツ民法典の組合契約に

おける合有制――717 条・718 条・738 条の立法過程を中心に――」石部雅亮編『ドイ

ツ民法典の編纂と法学』（九州大学出版会、1999）385 頁がある。 

BGB427 条に従って組合債務を単に組合員の共同債務と考えるならば、こ

れは合手原則に違反している。各組合員は、債務を負う目的物が組合財産

中にあるならば、BGB719 条に基づき給付を連帯債務者として単独でなす

ことができない。これは、伝統的な見解の主張者も組合債務と組合員債務

との間で区別を認めなければならないことに行き着く。「組合」のために締

結された債務の場合には、一方で合手財産に関し、他方で組合員の人的財

産に関する二重の効果を伴う単一の債務が問題となっている。しかし、こ

れは債務と責任との間の境界を曖昧にさせる。なぜなら、債務は常に主体

にのみ関係し、まとまりとしての財産（Vermögensmasse）には関係しな

いからである。 
BGH は引き続き、外部組合に権利能力を認める有用性やそれと軌を一

にするような法律（HGB105 条、HGB124 条、InsO12 条 2 項 1 号など）

を取り上げ、組合に権利能力がある根拠とする。そうすると、各組合員は

組合債務の債務者ではないので、被告 2、3、4 の各組合員の責任の根拠を

改めて論じる必要があるが、BGH は次のようにのべて、付従理論により

各組合員の無限責任を肯定する。 
組合員の責任を法的に組み込むことに関する問題は、民法上の組合の制

限的権利能力を承認する結果において、組合債務に対する組合員の付従的

責任（eine akzessorische Haftung）の意味で判断される。したがって、

組合員が組合の債務に対しても人的に責任を負う限り、組合債務のその時

の残高が人的責任に対しても決定的である。したがって、その限りで組合

の責任と組合員の責任との関係は、合名会社（OHG）における HGB128
条以下に従った組合員の付従的責任の場合の法的状態と一致する。 

BGH は、以上のようにヒュックとツェルナーの伝統的見解35を批判し、

                                                        
35  BGH は 伝 統 的 見 解 と し て ヒ ュ ッ ク （ Hueck, Drei Fragen zur 
Gesamthandsgesellschaft, Festschrift für Wolfgang Zöllner zum 70. Geburtstag, 
Band 1 (1998), 273 ） と ツ ェ ル ナ ー （ Zöllner, Rechtssubjektivität von 
Personengesellschaften?, Festschrift für Joachim Gernhuber zum 70. Geburtstag 

46



 主文では、被告 1 に対する原告の上告が認められ、被告 1 の控訴は退け

られた。すなわち、原告の上告に基づき、2000 年 3 月 12 日のニュルンベ

ルク高等裁判所第 12 民事部判決は費用の点における進行中の上訴の却下

において及び被告 1 に対する訴えの棄却に関して破棄され、同時に 1999
年 11 月 26 日のアンスバッハ地方裁判所の商事事件部の留保判決に対する

被告 1 の控訴は、被告 1 が被告 2、被告 3 と並んで連帯債務者と同様に責

任を負うという条件で棄却されるという。 
争点は、A．民法上の組合は当事者能力を有するか否か、B．組合に権利

能力がある場合、組合員は組合債務に対してどのように責任を負うか、C．

被告 4 は表見組合員として責任を負うかという 3 点に大きく分かれ、A．

はさらに、Ⅰ．実体法上、組合に権利能力が認められるか、Ⅱ．実体法上

の権利能力に基づく訴訟法上当事者能力を肯定することは訴訟法上妨げな

いかという論点に分かれる。この判決はすでに福瀧により全訳されている

ので、ここでは、A．のⅠ．と B．につき、組合の財産関係の法律構成に

重要と思われる範囲で紹介する。 
BGH は、BGB 立法過程において、組合の合有関係につきその内容を明

確にしきらなかったという不完全さを指摘し34、組合の限定責任能力を肯

定するギールケの見解が、フルーメによって学説において広範に認められ

るようになったとしたあと、次のように組合の法律関係に関する詳細な検

討に入っている。 
組合法上の合手共同体の法的性質をこのように理解することは、法律

（BGB718 条から 720 条）によって意図された組合財産と組合員の固有財

産との間の法的な分離に対する実用的で一般に矛盾のないモデルを提供す

る。これに対して、専ら各組合員を組合に関係する権利及び義務の帰属主

体とみなす、いわゆる伝統的な見解は、構想的な弱点を持っている。

                                                        
34 ドイツ法の組合に関する立法過程の研究として、上谷均「ドイツ民法典の組合契約に

おける合有制――717 条・718 条・738 条の立法過程を中心に――」石部雅亮編『ドイ

ツ民法典の編纂と法学』（九州大学出版会、1999）385 頁がある。 

BGB427 条に従って組合債務を単に組合員の共同債務と考えるならば、こ

れは合手原則に違反している。各組合員は、債務を負う目的物が組合財産

中にあるならば、BGB719 条に基づき給付を連帯債務者として単独でなす

ことができない。これは、伝統的な見解の主張者も組合債務と組合員債務

との間で区別を認めなければならないことに行き着く。「組合」のために締

結された債務の場合には、一方で合手財産に関し、他方で組合員の人的財

産に関する二重の効果を伴う単一の債務が問題となっている。しかし、こ

れは債務と責任との間の境界を曖昧にさせる。なぜなら、債務は常に主体

にのみ関係し、まとまりとしての財産（Vermögensmasse）には関係しな

いからである。 
BGH は引き続き、外部組合に権利能力を認める有用性やそれと軌を一

にするような法律（HGB105 条、HGB124 条、InsO12 条 2 項 1 号など）

を取り上げ、組合に権利能力がある根拠とする。そうすると、各組合員は

組合債務の債務者ではないので、被告 2、3、4 の各組合員の責任の根拠を

改めて論じる必要があるが、BGH は次のようにのべて、付従理論により

各組合員の無限責任を肯定する。 
組合員の責任を法的に組み込むことに関する問題は、民法上の組合の制

限的権利能力を承認する結果において、組合債務に対する組合員の付従的

責任（eine akzessorische Haftung）の意味で判断される。したがって、

組合員が組合の債務に対しても人的に責任を負う限り、組合債務のその時

の残高が人的責任に対しても決定的である。したがって、その限りで組合

の責任と組合員の責任との関係は、合名会社（OHG）における HGB128
条以下に従った組合員の付従的責任の場合の法的状態と一致する。 

BGH は、以上のようにヒュックとツェルナーの伝統的見解35を批判し、

                                                        
35  BGH は 伝 統 的 見 解 と し て ヒ ュ ッ ク （ Hueck, Drei Fragen zur 
Gesamthandsgesellschaft, Festschrift für Wolfgang Zöllner zum 70. Geburtstag, 
Band 1 (1998), 273 ） と ツ ェ ル ナ ー （ Zöllner, Rechtssubjektivität von 
Personengesellschaften?, Festschrift für Joachim Gernhuber zum 70. Geburtstag 
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組合が制限的権利主体であることを認めつつ、付従説36により組合員の無

限責任を導くという構成を採用した。問題は、二重の効果を伴う単一の義

務論がいかに債務と責任の関係を曖昧にさせるのかという点である。次節

で伝統的見解の法律構成を見てみるが、その前に、組合に権利能力を認め

ることが、組合としての不動産の登記、さらには権利能力なき社団として

の不動産登記との関係でいかなる意味を持つかを明らかにするため、先に

組合の登記について補足する37。 
組合の登記ついて、旧土地登記法（GBO）は組合の権利能力を否定する

従来の見解に基づき、もちろん規定をおいていなかった。BGH の上記判

決は、組合の権利能力を制限的（beschränkte）と表しているので、組合

の登記が可能かどうかを争う余地があった38。この問題は、「組合の土地登

                                                                                                                        
(1993), 563）を取り上げる。この両者は、コメンタールでも近時の代表として取り上げ

られている（Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl. (2013),§705 
Rn. 296）。 
36 なお、付従説の問題として、業務執行者による組合業務執行に関する不法行為が生じ

た場合、組合及び組合員の責任を基礎づけにくいという点がある。これについて、

BGH2003 年 2 月 24 日判決（BGHZ 154, 88; NJW 2003, 1445）が、法人代表者の不法

行為による法人の責任を定める BGB31 条を適用し、さらに次のように述べて組合員の

責任を肯定した。「法定債務への拡張を債権者保護の思想が擁護する。法律行為による責

任の根拠付けの場合とは異なり、法定債務の債権者はその債務者を選ぶことができない。

そうすると、ますますもって約定債務の場合のように組合員の固有財産が責任財産とし

て自由な処分になければならない。これに加えて、法定債務に対する例外のない責任が

付従的責任のモデルに設計されている。それなくば、民法上の組合の権利主体性は不完

全なままである。組合員の不法行為に対する責任は、それが BGB31 条により組合に帰

属させられる限り、他の組合員にも要求しうる。なぜなら、組合員は通常、組織構成員

の選任及び業務に決定的な影響力を有しているからである」。この判決は、西内康人「団

体における契約性の異議と限界（6）――ドイツにおける民法上の組合の構成員責任論を

契機として――」法学論叢 166 巻 2 号 1、8－10 頁（2009）及び高橋英治「ドイツにおけ

る民法上の組合の規制の現状と課題――日本の債権法改正への示唆――」商事法務 2026
号 12、19 頁（2014）でも紹介されている。 
37 これについては、高橋・前掲注 34・14－15 頁が詳述している。 
38 なお、組合の権利能力は、「部分的（Teil-）」とも呼ばれる（例えば、Krüger, Die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und das Grundbuch – causa infinita, NZG 2010, 
801）。 

記簿能力（Grundbuchfähigkeit ）」という名で呼ばれ、BGH2006 年判決

39により不動産に関する登記が認められ、最終的に、BGH2008 年 12 月 4
日決定40によって、組合の名での土地登記簿能力を認めるという結論で決

着がついた41。そして、この決定は、別のテーマで進行していた登記法の

改正手続きに取り込まれ、最終的に ERVGBG42による土地登記法の改正に

結びついたが、その立法者はできる限り旧来の法状態を維持しようとした

とされる43。実際に土地登記法（GBO）47 条 2 項として挿入された組合の

規定は、「民法上の組合のための権利が登記されるべき場合、その組合員も

土地登記簿に登記される。権利者に対して妥当する規定は、組合員に対し

て準用する」というものである44。したがって、組合員の共有関係を登記

していた旧来の登記と、実務的な視点からはほとんど変わっていない。立

法理由書によれば、「権利者として組合のみが登記される。それと並んで組

合員の登記は二重の機能を有している。一つには、それが民法上の組合の

                                                        
39 BGH, Urt. v. 2006, NJW 2006, 3716. 
40 BGH, Urt. v. 4.12.2008, BGHZ 179, 102; NJW 2009, 594.この判決では、「実体的か

つ法的に存在する民法上の組合の所有権は、形式的にも登記可能である」という（NJW 
2009, 596）。 
41 Krüger, Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und das Grundbuch – causa infinita, 
NZG 2010, 801. 
42 Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen 
Akte im Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- 
und kostenrechtlicher Vorschriften（土地登記簿手続きにおける電子的法取引と電子的

行為の導入及び新たな土地登記簿法、登録法、費用法の規定の変更に関する法律）（2009
年 8 月 11 日、BGBl. Ⅰ, 2713）の略称である。 
43 Krüger, a. a. O., 801. 
44 土地登記法の条文訳は、石川清・小西飛鳥『ドイツ土地登記法』（三省堂、2011）439
－472 頁に紹介されている（47 条の紹介は 450 頁）。ただし、組合としての登記能力を有

していないから、個々の組合員が権利者として登記されるという（同・156 頁）。これは

立法理由書の理由づけに反しており、組合の登記能力を認めることがいかに実務家の反

対を受けているかをうかがわせる。組合の権利の登記については、そもそも法人登記の

ない組合においてどのように組合員を登記手続において確認するかなど疑問点がある。

どのような議論を経てこのような「旧来の法状態」に戻ったのかについては、今後検討

していきたい。 
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39 BGH, Urt. v. 2006, NJW 2006, 3716. 
40 BGH, Urt. v. 4.12.2008, BGHZ 179, 102; NJW 2009, 594.この判決では、「実体的か

つ法的に存在する民法上の組合の所有権は、形式的にも登記可能である」という（NJW 
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年 8 月 11 日、BGBl. Ⅰ, 2713）の略称である。 
43 Krüger, a. a. O., 801. 
44 土地登記法の条文訳は、石川清・小西飛鳥『ドイツ土地登記法』（三省堂、2011）439
－472 頁に紹介されている（47 条の紹介は 450 頁）。ただし、組合としての登記能力を有
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同一性確認（Identifizierung）を保証する。もう一つには、組合員の登記

は実体法的および手続法的な結果を伴う登記内容である」45。立法理由を

見る限り、組合の組合員が変わった場合、厳密には組合のアイデンティテ

ィが維持されていないことになる。確かに、組合は法人登記されるわけで

はないので、例えば名や住所といったその人格的な要素が不安定であり（ア

イデンティティを判断する基準は何であろうか）、組合の権利能力を認めれ

ば組合の登記の方法や手続きが直ちに定まるわけではない。我が国でも組

合の権利主体性を認める議論や権利能力のない社団の権利登記を認める議

論を展開するならば、どのような登記を認めるべきかも検討を要すること

であろう46。 
 
4．BGH2001 年 1 月 29 日判決前までの通説（二重の責任を伴う単一の債務

論） 

 
組合財産に関する権利関係のテーマに戻り、BGH が批判するヒュック

とツェルナーの「二重の効果を伴う単一の債務」の見解を取り上げる。ヒ

ュックの二重の効果を伴う単一の債務というのは、伝統的な考えである二

重の義務づけ説を修正した（あるいは表現だけを変えた）ものである。 
伝統理論として代表的なガイラーの組合財産に関する説を紹介しよう。

ガイラーは、組合債務を次のように定義する。「組合債務とは、それに対し

て組合財産が（それだけでであろうと、組合員の他の財産を含めてであろ

うと）責任を負い、分割に際してそれが考慮されなければならないという

効果を伴って組合財産を負担づける、組合員の債務である」47。「これは組

                                                        
45 BT-Drucks 16/13437, 23－24. なお、組合の権利の具体的な登記は「Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts bestehend aus A, B und C」のようになるという。 
46 この点につき、組合としての不動産登記の問題について検討せず、権利能力を認める

べきという高橋の主張（高橋・前掲注 34・23－25 頁）には賛成できない。我が国におい

ては、それが権利能力のない社団で論じられてきた重大テーマだからである。 
47 Düringer-Hachenburg-Geiler, HGB II 1, 3. Aufl. (1932), Anm. 148, 149a. 

合の合手的性質の結果として、組合員と組合員の合手関係との債務関係は

実に十分に有りあることだろう」48。すなわち、組合財産が責任を負うこ

とが組合財産の必要条件であり、組合員の固有財産が責任を負うことは必

須ではない。したがって、ガイラーは組合債務を三種類に分ける。一つ目

は、組合財産のみが責任を負う債務である。これは、組合員が債務を組合

財産のみによって義務づけられるように代理行為において特約された場合

である。また、組合財産が受け取った不当利得に基づく債務もこれにあた

る49。二つ目は、組合財産と並んで、単独のまたは複数の、ただし全てで

はない組合員がそのその他の財産によって責任を負う債務である。組合員

が交代した場合、新しい組合員は加入前に生じた債務について責任を負わ

ないため、このような債務が生じるという50。三つ目の組合債務とは、そ

れに対して組合財産と並んで総組合員がそのその他の財産によっても責任

を負う債務である。代理権の範囲内で組合員の名で締結された法律行為に

よって、存在する組合員は組合財産だけではなく組合員のその他の財産に

よっても責任を負う。組合員の責任は補充責任ではない。相違のある 2 つ

の債務が問題となるわけではなく、1 つの債務が存在するという。ガイラー

はこれを組合債務の通常事例という51。ガイラーの組合財産に対する組合

債務の特徴は、原則的に組合財産のみが組合債務の引当てとなり、組合員

の固有財産が責任を負う場合には、それを対する別の根拠を求めているこ

とである。 
このような考えは最近のコメンタールでも伝統説見解とされている。す

なわち、組合員の共同財産を特別財産として民法上の組合の目的のために

結合し、各組合員とその固有債権者の掴取から保護するという合手関係の

法的形態の機能に合致して、外部的民法上の組合を契約的な基礎に基づく

                                                        
48 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 149a. 
49 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 151. 
50 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 152. 
51 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 153. 
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45 BT-Drucks 16/13437, 23－24. なお、組合の権利の具体的な登記は「Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts bestehend aus A, B und C」のようになるという。 
46 この点につき、組合としての不動産登記の問題について検討せず、権利能力を認める

べきという高橋の主張（高橋・前掲注 34・23－25 頁）には賛成できない。我が国におい

ては、それが権利能力のない社団で論じられてきた重大テーマだからである。 
47 Düringer-Hachenburg-Geiler, HGB II 1, 3. Aufl. (1932), Anm. 148, 149a. 

合の合手的性質の結果として、組合員と組合員の合手関係との債務関係は

実に十分に有りあることだろう」48。すなわち、組合財産が責任を負うこ

とが組合財産の必要条件であり、組合員の固有財産が責任を負うことは必

須ではない。したがって、ガイラーは組合債務を三種類に分ける。一つ目

は、組合財産のみが責任を負う債務である。これは、組合員が債務を組合

財産のみによって義務づけられるように代理行為において特約された場合

である。また、組合財産が受け取った不当利得に基づく債務もこれにあた

る49。二つ目は、組合財産と並んで、単独のまたは複数の、ただし全てで

はない組合員がそのその他の財産によって責任を負う債務である。組合員

が交代した場合、新しい組合員は加入前に生じた債務について責任を負わ

ないため、このような債務が生じるという50。三つ目の組合債務とは、そ

れに対して組合財産と並んで総組合員がそのその他の財産によっても責任

を負う債務である。代理権の範囲内で組合員の名で締結された法律行為に

よって、存在する組合員は組合財産だけではなく組合員のその他の財産に

よっても責任を負う。組合員の責任は補充責任ではない。相違のある 2 つ

の債務が問題となるわけではなく、1 つの債務が存在するという。ガイラー

はこれを組合債務の通常事例という51。ガイラーの組合財産に対する組合

債務の特徴は、原則的に組合財産のみが組合債務の引当てとなり、組合員

の固有財産が責任を負う場合には、それを対する別の根拠を求めているこ

とである。 
このような考えは最近のコメンタールでも伝統説見解とされている。す

なわち、組合員の共同財産を特別財産として民法上の組合の目的のために

結合し、各組合員とその固有債権者の掴取から保護するという合手関係の

法的形態の機能に合致して、外部的民法上の組合を契約的な基礎に基づく

                                                        
48 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 149a. 
49 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 151. 
50 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 152. 
51 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O., Anm. 153. 
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組合員の債務関係として判断する。組合財産は、組合に結びついた合手的

構造によって客体として合手的に組合員に帰属する。したがって、民法上

の組合のために活動する業務執行者はあらゆる組合員の代理人とみられ

（BGB714 条）、組合財産は組合員に（組合それ自体にではなく）共同の

財産として帰属する（BGB718 条 1 項）。組合のための法律行為による取

引は、BGB421、427 条により原則的に組合員の連帯責任を発生させ、し

かもその固有財産だけではなく組合財産による52。 
ヒュックはこれを二重の債務を発生させるものではなく、あくまで二重

に生じるのは責任だけであると修正する。組合代理は組合財産を引当てと

する債務と各組合員の固有財産を引当てとする債務を発生させるのではな

く、組合財産と組合員の固有財産との分離を前提にし、「組合の名における、

したがって組合員の名で締結された法律行為から、組合員は連帯債務者と

して、厳密に言えば組合財産とその固有財産によって責任を負う、つまり

二重の効果を伴う単一の債務である」とする53。 
ツェルナーは、この二重の効果を伴う単一の債務論の弱点である、法定

債務、特に不当利得に対する組合員の個人財産による責任の問題について、

不当利得目的物が組合財産から組合員の固有財産に渡されたときや、さら

に引き渡しが不能で、価格賠償の債務を負うときなどの場合に、組合員に

対する不当利得請求を基礎づけられず、そのような場合に組合財産のみが

責任を負うことになるという問題がありうることを認めた上で、次のよう

に述べる。債務を法律行為によって根拠づける場合とは違って 421 条以下

の要件に依拠できないとしても、組合員が「組合」の損害賠償債務と同様

に共同の価格賠償債務の債務者であることは、私には退け得ないように思

える。組合員自身が組合財産の担い手であるならば、そこに置かれている

あらゆる要件はまさに担い手として人的に組合員にあてはまる。したがっ

                                                        
52 Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl. (2013),§705 Rn. 296. 
53  Hueck, Drei Fragen zur Gesamthandsgesellschaft, Festschrift für Wolfgang 
Zöllner zum 70. Geburtstag, Band 1 (1998), 275, 293. 

て、不当利得目的物の引き渡しが不能で、組合員の利得が、たとえ組合財

産中においてとしても、存在するならば、全員が価格賠償の債務を負う。

この債務が、全員のみが共同してかつ合手財産のみから履行する義務を負

うという意味での合手債務であるべきことはどこにも存在しないという54。 
ヒュックやツェルナーの見解は、「2．我が国の組合の財産関係に関する

解釈論の現状」で取り上げた、本来の我妻説に非常に類似している。それ

ゆえ、なぜこの二重の責任を伴う単一の債務論が BGH により否定された

のかを探ることは、通説である我妻説との関係で有意義であろう。以下で

は、BGH が依拠したと思われる、アーダーホルトの見解を詳しく取り上

げていく55。 
 
5．アーダーホルトによる通説批判56 

 
アーダーホルトの研究の目的は、合手原則によって形成された民法上の

組合の債務モデルを構築することである。上記ツェルナーの主張するよう

に、法定債務、特に不当利得債務について伝統的見解は弱点を有しており、

アーダーホルトは、それについての学説の錯綜状態の原因を、不当利得債

                                                        
54 Zöllner, Rechtssubjektivität von Personengesellschaften?, Festschrift für Joachim 
Gernhuber zum 70. Geburtstag (1993), 563, 573－574.なお、二重の義務づけ説及び二重

の責任を伴う単一の債務説のもう一つの重要な問題として、業務執行組合員の代理権に

制限を加えることによって、各組合員の固有財産から責任を負うという無限責任を排除

し、組合財産のみを組合債務の引当てとすることができるかという論点がある。これに

ついては、後藤元伸「法人における有限責任と組合型団代における無限責任」政策創造

研究 6 号 187、207－208 頁（2013）及び西内康人「団体論における契約性の意義と限界

(7) ――ドイツにおける民法上の組合の構成員責任論を契機として――」法学論叢 166
巻 3 号 1 頁（2009）を参照。 
55 なお、BGH が伝統的見解に対する批判として依拠した文献は、アーダーホルトのほ

か、アーダーホルトの見解を引き継いだとされるダウナー＝リープの論文（Dauner-Lieb, 
Die BGB-Gesellschaft im System der Personengesellschaft, in: Reform des 
Handelsstandes und der Personengesellschaften (1995), 95）がある。 
56 Aderhold, Das Schuldmodell der BGB-Gesellschaft (1981). 
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組合員の債務関係として判断する。組合財産は、組合に結びついた合手的

構造によって客体として合手的に組合員に帰属する。したがって、民法上

の組合のために活動する業務執行者はあらゆる組合員の代理人とみられ

（BGB714 条）、組合財産は組合員に（組合それ自体にではなく）共同の

財産として帰属する（BGB718 条 1 項）。組合のための法律行為による取

引は、BGB421、427 条により原則的に組合員の連帯責任を発生させ、し

かもその固有財産だけではなく組合財産による52。 
ヒュックはこれを二重の債務を発生させるものではなく、あくまで二重

に生じるのは責任だけであると修正する。組合代理は組合財産を引当てと

する債務と各組合員の固有財産を引当てとする債務を発生させるのではな
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したがって組合員の名で締結された法律行為から、組合員は連帯債務者と

して、厳密に言えば組合財産とその固有財産によって責任を負う、つまり

二重の効果を伴う単一の債務である」とする53。 
ツェルナーは、この二重の効果を伴う単一の債務論の弱点である、法定

債務、特に不当利得に対する組合員の個人財産による責任の問題について、

不当利得目的物が組合財産から組合員の固有財産に渡されたときや、さら

に引き渡しが不能で、価格賠償の債務を負うときなどの場合に、組合員に

対する不当利得請求を基礎づけられず、そのような場合に組合財産のみが

責任を負うことになるという問題がありうることを認めた上で、次のよう

に述べる。債務を法律行為によって根拠づける場合とは違って 421 条以下

の要件に依拠できないとしても、組合員が「組合」の損害賠償債務と同様

に共同の価格賠償債務の債務者であることは、私には退け得ないように思

える。組合員自身が組合財産の担い手であるならば、そこに置かれている

あらゆる要件はまさに担い手として人的に組合員にあてはまる。したがっ

                                                        
52 Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl. (2013),§705 Rn. 296. 
53  Hueck, Drei Fragen zur Gesamthandsgesellschaft, Festschrift für Wolfgang 
Zöllner zum 70. Geburtstag, Band 1 (1998), 275, 293. 

て、不当利得目的物の引き渡しが不能で、組合員の利得が、たとえ組合財

産中においてとしても、存在するならば、全員が価格賠償の債務を負う。

この債務が、全員のみが共同してかつ合手財産のみから履行する義務を負

うという意味での合手債務であるべきことはどこにも存在しないという54。 
ヒュックやツェルナーの見解は、「2．我が国の組合の財産関係に関する

解釈論の現状」で取り上げた、本来の我妻説に非常に類似している。それ

ゆえ、なぜこの二重の責任を伴う単一の債務論が BGH により否定された

のかを探ることは、通説である我妻説との関係で有意義であろう。以下で

は、BGH が依拠したと思われる、アーダーホルトの見解を詳しく取り上

げていく55。 
 
5．アーダーホルトによる通説批判56 

 
アーダーホルトの研究の目的は、合手原則によって形成された民法上の

組合の債務モデルを構築することである。上記ツェルナーの主張するよう

に、法定債務、特に不当利得債務について伝統的見解は弱点を有しており、

アーダーホルトは、それについての学説の錯綜状態の原因を、不当利得債

                                                        
54 Zöllner, Rechtssubjektivität von Personengesellschaften?, Festschrift für Joachim 
Gernhuber zum 70. Geburtstag (1993), 563, 573－574.なお、二重の義務づけ説及び二重

の責任を伴う単一の債務説のもう一つの重要な問題として、業務執行組合員の代理権に

制限を加えることによって、各組合員の固有財産から責任を負うという無限責任を排除

し、組合財産のみを組合債務の引当てとすることができるかという論点がある。これに

ついては、後藤元伸「法人における有限責任と組合型団代における無限責任」政策創造

研究 6 号 187、207－208 頁（2013）及び西内康人「団体論における契約性の意義と限界

(7) ――ドイツにおける民法上の組合の構成員責任論を契機として――」法学論叢 166
巻 3 号 1 頁（2009）を参照。 
55 なお、BGH が伝統的見解に対する批判として依拠した文献は、アーダーホルトのほ

か、アーダーホルトの見解を引き継いだとされるダウナー＝リープの論文（Dauner-Lieb, 
Die BGB-Gesellschaft im System der Personengesellschaft, in: Reform des 
Handelsstandes und der Personengesellschaften (1995), 95）がある。 
56 Aderhold, Das Schuldmodell der BGB-Gesellschaft (1981). 
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務の債務主体が確定していないことにあると考えた。債務主体が確定しな

いかぎり、給付関係であるのか法的基礎がないことであるのかも回答でき

ないからであると57。この問題を解決するためには、単に債務主体だけを

検討すればよいのではなく、組合の債務構造、例えば合手債務の組合債務

の関連性も明らかにする必要があり、その債務モデルとは、「債務主体・債

務形式・責任財産の一般的かつ解釈的描写」であり、それにより民法上の

組合の構成と機能的価値・有用性が示されると解され、民法上の組合と債

務法と間の構成的関係と機能的もしくは価値的有用性を示しうるものであ

るという58。 
アーダーホルトの研究の特徴は、組合の債務主体と責任財産という「消

極 的 側 面 」（ Passivseite ）、 す な わ ち 組 合 の 義 務 能 力

（Verpflichtungsfähigkeit）に注目していることである。それまでの研究

が、組合の「積極的側面（Aktivseite）」、すなわち合手的権利の法律構成

をどのように解するかをテーマとしていたが、積極的側面で主体性がない

とすれば、当然に消極的側面の主体性も否定されてきたという。また、フ

ルーメの研究59については、組合の法主体性を所与のものとしており、法

主体性の解釈上の必要性を証明していないと批判した60。それゆえ、アー

ダーホルトは、民法上の組合の典型である外部組合を念頭に61、消極的側

面から組合の標準的債務モデルを構築しようとしたのである。 
アーダーホルトは、このような視点から民法上の組合について、①組合

                                                        
57 Aderhold, a. a. O., 18－19. 
58 Aderhold, a. a. O., 19. 
59 Flume, Gesellschaft und Gesamthand, ZHR 136 (1972), 177; Flume, Schuld und 
Haftung bei der Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, Festschrift für Harry 
Westermann (1974), 119. フルーメは、組合を「結合状態にある組合員ら」と表現し、

合手結合の集団は、それ自体として権利能力があり、結合状態にある集団の構成員らと

いうが、権利能力の根拠は判然とせず、ギールケに依拠しているようである（Flume, 
Gesellschaft und Gesamthand, ZHR 136 (1972), 177, 189）。 
60 Aderhold, a. a. O., 20. 
61 Aderhold, a. a. O., 19. 

の法主体性を認めず、かつ各組合員の連帯、分割又は個別債務

（Einzelschuld）62を認めるモデル、すなわち、組合財産と組合員財産を

分けないもの、②組合の法主体性を認めず、特別な組合債務もしくは合手

債務を認めるモデル、すなわち、組合財産が引当てとなる組合債務と組合

員の固有財産が引当となる組合員債務を分けるもの、③組合の法主体性を

認めるモデルに分けて検討している。 
①組合の法主体性を認めず、組合の債務を各組合員の連帯債務等とする

モデルについては、我が国の今日では主張されておらず、詳論する必要は

乏しいが、合手関係についてのアーダーホルトの考え方が示されているの

で、その点だけ紹介する。 
アーダーホルトによれば、合手関係のルールに関する多様な学説を検討

することは困難であり、また特にアーダーホルトがテーマとしている債務

の帰属に関しては、全ての学説に法律構成と体系性に欠点があるため、合

手関係のルールを確定するのではなく、法律上の形態を有している合手原

則に根ざすべきとする。法律における合手原則の組織的ルールが本質的に

その帰属ルールとして一義的に形成されたことが確定され、通常、共同的

な管理権及び処分権の組織的ルールが合手原則の核であると一致して認め

られるという。すなわち、合手的権利の構成にかかわらず、あらゆる合手

者が合手財産の目的物への個別的権限を持たず、存在する権限が共同の組

織のルールのみにより行使されることが法律的ルールから読み取れ、それ

ゆえ、総組合員の代わりに受任者として合意された組織状態に基づき行動

する場合を除き、個別の合手者は組合財産の目的物を処分できないと63。 
したがって、合手財産の目的物は、法人の財産への帰属と同様、組合財

                                                        
62 不当利得返還請求に対する組合員の個別債務とは、組合員が不当利得目的物への持分

のみを返還する義務を負うという見解である（Aderhold, a. a. O., 59－62）。 
63 Aderhold, a. a. O., 33－35, 59, 72. アーダーホルトは組合員の連帯債務などを生じさ

せるモデルにつき、他にも様々な検討をしているが、不当利得の要件など、本稿のテー

マから外れるため、本稿では扱わない。 
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務の債務主体が確定していないことにあると考えた。債務主体が確定しな
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ないからであると57。この問題を解決するためには、単に債務主体だけを

検討すればよいのではなく、組合の債務構造、例えば合手債務の組合債務

の関連性も明らかにする必要があり、その債務モデルとは、「債務主体・債

務形式・責任財産の一般的かつ解釈的描写」であり、それにより民法上の

組合の構成と機能的価値・有用性が示されると解され、民法上の組合と債

務法と間の構成的関係と機能的もしくは価値的有用性を示しうるものであ

るという58。 
アーダーホルトの研究の特徴は、組合の債務主体と責任財産という「消

極 的 側 面 」（ Passivseite ）、 す な わ ち 組 合 の 義 務 能 力

（Verpflichtungsfähigkeit）に注目していることである。それまでの研究

が、組合の「積極的側面（Aktivseite）」、すなわち合手的権利の法律構成

をどのように解するかをテーマとしていたが、積極的側面で主体性がない

とすれば、当然に消極的側面の主体性も否定されてきたという。また、フ

ルーメの研究59については、組合の法主体性を所与のものとしており、法

主体性の解釈上の必要性を証明していないと批判した60。それゆえ、アー

ダーホルトは、民法上の組合の典型である外部組合を念頭に61、消極的側

面から組合の標準的債務モデルを構築しようとしたのである。 
アーダーホルトは、このような視点から民法上の組合について、①組合

                                                        
57 Aderhold, a. a. O., 18－19. 
58 Aderhold, a. a. O., 19. 
59 Flume, Gesellschaft und Gesamthand, ZHR 136 (1972), 177; Flume, Schuld und 
Haftung bei der Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, Festschrift für Harry 
Westermann (1974), 119. フルーメは、組合を「結合状態にある組合員ら」と表現し、

合手結合の集団は、それ自体として権利能力があり、結合状態にある集団の構成員らと

いうが、権利能力の根拠は判然とせず、ギールケに依拠しているようである（Flume, 
Gesellschaft und Gesamthand, ZHR 136 (1972), 177, 189）。 
60 Aderhold, a. a. O., 20. 
61 Aderhold, a. a. O., 19. 

の法主体性を認めず、かつ各組合員の連帯、分割又は個別債務

（Einzelschuld）62を認めるモデル、すなわち、組合財産と組合員財産を

分けないもの、②組合の法主体性を認めず、特別な組合債務もしくは合手

債務を認めるモデル、すなわち、組合財産が引当てとなる組合債務と組合

員の固有財産が引当となる組合員債務を分けるもの、③組合の法主体性を

認めるモデルに分けて検討している。 
①組合の法主体性を認めず、組合の債務を各組合員の連帯債務等とする

モデルについては、我が国の今日では主張されておらず、詳論する必要は

乏しいが、合手関係についてのアーダーホルトの考え方が示されているの

で、その点だけ紹介する。 
アーダーホルトによれば、合手関係のルールに関する多様な学説を検討

することは困難であり、また特にアーダーホルトがテーマとしている債務

の帰属に関しては、全ての学説に法律構成と体系性に欠点があるため、合

手関係のルールを確定するのではなく、法律上の形態を有している合手原

則に根ざすべきとする。法律における合手原則の組織的ルールが本質的に

その帰属ルールとして一義的に形成されたことが確定され、通常、共同的

な管理権及び処分権の組織的ルールが合手原則の核であると一致して認め

られるという。すなわち、合手的権利の構成にかかわらず、あらゆる合手

者が合手財産の目的物への個別的権限を持たず、存在する権限が共同の組

織のルールのみにより行使されることが法律的ルールから読み取れ、それ

ゆえ、総組合員の代わりに受任者として合意された組織状態に基づき行動

する場合を除き、個別の合手者は組合財産の目的物を処分できないと63。 
したがって、合手財産の目的物は、法人の財産への帰属と同様、組合財

                                                        
62 不当利得返還請求に対する組合員の個別債務とは、組合員が不当利得目的物への持分

のみを返還する義務を負うという見解である（Aderhold, a. a. O., 59－62）。 
63 Aderhold, a. a. O., 33－35, 59, 72. アーダーホルトは組合員の連帯債務などを生じさ

せるモデルにつき、他にも様々な検討をしているが、不当利得の要件など、本稿のテー

マから外れるため、本稿では扱わない。 
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産の目的決定の実現のために集団の組織規範によりその権限を持っている

者のみがそれを処分できることになり、組合債務を連帯債務、分割債務ま

たは個別債務とする見解はすべて合手原則に違反することになる。 
それでは、本稿の中心的テーマとして、②組合の法主体性を認めず、特

別な組合債務もしくは合手債務を認めるモデル、すなわち伝統的見解であ

る二重の責任を伴う単一の債務論に対するアーダーホルトの批判を紹介す

る。 
特別な組合債務という理論の問題は、組合債務を客観的な統一体に独立

した特別財産たる組合財産の負担から演繹できるかである。②のモデルで

は、組合債務は、合有関係の義務主体性を欠き、組合員の特定の債務以外

のなにものも表すべきではないので、組合債務をその他の組合員債務から

区別する境界画定基準は、この構成を解釈的に正当化することに対する決

定的な意義がある。組合債務の負担という基準によって、「組合債務」とい

う特別な債務形式が正当化されるか否かの問題は、特別財産として組合財

産を独立させることが、合有的目的拘束で基礎づけられるのか、それとも

組合に解釈的な法主体性を認める必要があるかという問題と、権利主体的

独立性を同時に承認することなしに特別な債務形式を認めることを根拠づ

けることに用いられうるかという問題が設定されるが、後者をまず検討す

べきであるとする64。 
ここで、アーダーホルトは、「組合債務による組合財産の負担

（Belastung）」という表現が、組合債務を組合財産の構成部分として性質

決定することと、単に組合財産の責任に対する表示と理解することを意味

する可能性があるが、債務が財産の構成部分であるということは、責任に

関しては妥当しないとし、現在の解釈としては、「債務は負担として財産に

対峙しており、およそ構成部分として組み込まれない」ので、その表現の

意味は「組合債務が組合財産から清算される、したがって、組合財産が組

                                                        
64 Aderhold, a. a. O., 80－81. 

合債務に対して責任を負う」ということであり、責任（Haftung）と組合

財産の負担は同一であるとする。したがって、組合財産の責任こそが、組

合債務と組合員債務の境界画定基準であり、それが、組合財産に対して責

任を負わない、他の組合員債務から区別される特別な債務への帰結を容認

するかどうかが検討される65。 
問題解決の前提として、アーダーホルトは債務概念と責任概念を整理す

る。責任（Haftung）は、過責（Verschulden）や履行補助者の責任、損

害賠償責任などの二次的義務など様々な意味があるが、組合債務に関して、

責任とは「債務者の財産が執行的掴取66に服していること」を意味する。

そして、責任は、実体的法律関係、すなわち債務の執行に相関的な進展段

階と評価され、判決手続きに相関する権利保護の保証である訴求可能性か

ら、責任は機能的に区別される67。そして、次にように述べて、アーダー

ホルトは債務者を責任の基準とみる。「ここで検討されている債務と責任に

ついての決定的な解釈は、今日一貫して統一的に判断されている。したが

って、債務がさらなる創設行為なしに債務者の無制限な財産的責任を結果

として伴うことについては見解の一致を見る。債務者自身はもはや責任の

客体ではなく、責任の主体、すなわち責任を負っている財産の担い手であ

る」68。 
そして、債務と責任は通常一致するのでその相違の意味は表に出ていな

いが、無制限の財産的責任の例外、たとえば自然債務や有限責任の場合に

解釈的意義が生じる。この有限責任債務は、金額的な有限責任と客体によ

る有限責任とに区別される。責任の金銭的な、すなわち量的な制限は、法

理論上すでに債務の制限と認定されるが（出資限度までの責任、例えば

                                                        
65 Aderhold, a. a. O., 81－83. 
66 原文は Vollstreckungsbegriff であり、その訳は執行概念になるが、意味が通らないの

で、Vollstreckungszugriff として訳した。同・87 頁では債権者の掴手を「seinem Zugriff」
と述べているので、「-zugriff」の間違いであると推測した。 
67 Aderhold, a. a. O., 83－84. 
68 Aderhold, a. a. O., 85. 

56



産の目的決定の実現のために集団の組織規範によりその権限を持っている

者のみがそれを処分できることになり、組合債務を連帯債務、分割債務ま

たは個別債務とする見解はすべて合手原則に違反することになる。 
それでは、本稿の中心的テーマとして、②組合の法主体性を認めず、特

別な組合債務もしくは合手債務を認めるモデル、すなわち伝統的見解であ

る二重の責任を伴う単一の債務論に対するアーダーホルトの批判を紹介す

る。 
特別な組合債務という理論の問題は、組合債務を客観的な統一体に独立

した特別財産たる組合財産の負担から演繹できるかである。②のモデルで

は、組合債務は、合有関係の義務主体性を欠き、組合員の特定の債務以外

のなにものも表すべきではないので、組合債務をその他の組合員債務から

区別する境界画定基準は、この構成を解釈的に正当化することに対する決

定的な意義がある。組合債務の負担という基準によって、「組合債務」とい

う特別な債務形式が正当化されるか否かの問題は、特別財産として組合財

産を独立させることが、合有的目的拘束で基礎づけられるのか、それとも

組合に解釈的な法主体性を認める必要があるかという問題と、権利主体的

独立性を同時に承認することなしに特別な債務形式を認めることを根拠づ

けることに用いられうるかという問題が設定されるが、後者をまず検討す

べきであるとする64。 
ここで、アーダーホルトは、「組合債務による組合財産の負担

（Belastung）」という表現が、組合債務を組合財産の構成部分として性質

決定することと、単に組合財産の責任に対する表示と理解することを意味

する可能性があるが、債務が財産の構成部分であるということは、責任に

関しては妥当しないとし、現在の解釈としては、「債務は負担として財産に

対峙しており、およそ構成部分として組み込まれない」ので、その表現の

意味は「組合債務が組合財産から清算される、したがって、組合財産が組

                                                        
64 Aderhold, a. a. O., 80－81. 

合債務に対して責任を負う」ということであり、責任（Haftung）と組合

財産の負担は同一であるとする。したがって、組合財産の責任こそが、組

合債務と組合員債務の境界画定基準であり、それが、組合財産に対して責

任を負わない、他の組合員債務から区別される特別な債務への帰結を容認

するかどうかが検討される65。 
問題解決の前提として、アーダーホルトは債務概念と責任概念を整理す

る。責任（Haftung）は、過責（Verschulden）や履行補助者の責任、損

害賠償責任などの二次的義務など様々な意味があるが、組合債務に関して、

責任とは「債務者の財産が執行的掴取66に服していること」を意味する。

そして、責任は、実体的法律関係、すなわち債務の執行に相関的な進展段

階と評価され、判決手続きに相関する権利保護の保証である訴求可能性か

ら、責任は機能的に区別される67。そして、次にように述べて、アーダー

ホルトは債務者を責任の基準とみる。「ここで検討されている債務と責任に

ついての決定的な解釈は、今日一貫して統一的に判断されている。したが

って、債務がさらなる創設行為なしに債務者の無制限な財産的責任を結果

として伴うことについては見解の一致を見る。債務者自身はもはや責任の

客体ではなく、責任の主体、すなわち責任を負っている財産の担い手であ

る」68。 
そして、債務と責任は通常一致するのでその相違の意味は表に出ていな

いが、無制限の財産的責任の例外、たとえば自然債務や有限責任の場合に

解釈的意義が生じる。この有限責任債務は、金額的な有限責任と客体によ

る有限責任とに区別される。責任の金銭的な、すなわち量的な制限は、法

理論上すでに債務の制限と認定されるが（出資限度までの責任、例えば

                                                        
65 Aderhold, a. a. O., 81－83. 
66 原文は Vollstreckungsbegriff であり、その訳は執行概念になるが、意味が通らないの

で、Vollstreckungszugriff として訳した。同・87 頁では債権者の掴手を「seinem Zugriff」
と述べているので、「-zugriff」の間違いであると推測した。 
67 Aderhold, a. a. O., 83－84. 
68 Aderhold, a. a. O., 85. 
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HGB128 条、161 条 2 項、171 条 1 項による有限責任社員など）これらの

場合にはすでに給付義務の制限が存在し、責任の制限ではないという。限

定された給付義務に対して、債務者は、原則的にその全財産をもって無制

限に責任を負うからである69。 
このように、アーダーホルトは真正の有限責任債務を客体により制限さ

れた責任の場合と限定し、この場合において、債務者の給付義務は制限さ

れず、債権者の掴取に服する責任の対象の範囲が制限されるという。例と

して、法律により継続する財産共同体の分配もしくは財産分割（BGB1480
条、同 1504 条、同 1498 条）の場合、生存配偶者による財産共同体の継続

（同 1489 条 2 項）、不服を申し立てられた受遺者の責任制限の場合の、遺

産への相続人の責任の制限（同 2187 条）及び財産譲受人の譲受け財産へ

の責任制限の場合（同 419 条 2 項）を挙げる。同様の責任制限は法律行為

によっても設定でき、債権者が特定の目的物に執行せず、その結果特定の

財産が債権者の掴取からはずれ、したがって客体による責任制限が達成さ

れるということを義務付けられるいわゆる執行制限契約の許容は、性質と

効果につき多様な見解はあるが、今日では一般的に認められているという

70。債務概念と責任概念を以上のように整理し、アーダーホルトは組合財

産の責任から組合債務を導くことができるかという問題に回答する。 
アーダーホルトは伝統的理論の組合債務を「混合した組合債務」という

が、組合財産と組合員個人の個人財産の同時的責任を有する単一の債務と

同じであり71、この見解について、「組合財産の責任を特別な債務とまさに

結びつけていないことを明らかに認識させる」と指摘する。「さもなければ、

その主張者は、『混合した組合債務』を区別可能な義務に区分する、すなわ

ち、組合財産が責任を負う一つまたは複数の債務に区分しなければならな

                                                        
69 Aderhold, a. a. O., 85－86. 
70 Aderhold, a. a. O., 86－87. 
71 アーダーホルトは「混合した組合債務」の説明において、上述のガイラーの見解を引

用しており、二重の義務を伴う単一の債務は同じものである。 

いはずである。むしろ、BGB 組合における義務状況の通常事例を意味する、

組合財産と組合員の個人財産の同時的責任を有する債務という見解は、財

産の担い手の債務に対する無制限の財産責任という叙述された通常事例に

合致する。『混合した組合債務』の唯一認められた債務主体たる組合員は、

この義務に対して（それらが常に細部で建設的な性質を有するであろうよ

うに）通常その全財産によって、すなわち個人財産と、組合員が結局組合

財産の権利の担い手として考えられるので、組合財産によって責任を負う」

72。アーダーホルトによれば、組合財産だけではなく組合員の固有財産も

責任を負うというのであれば、主体で区別できない組合債務は、責任の内

容でも区別できず、結局、組合員の債務と区別できないことになる。 
この結論は必ずしも理論的でないようにも見える。アーダーホルト自身、

組合員の単なる固有債権者が組合財産に執行できないことを認めている73。

合手原則は、個別の合手者は組合財産の目的物を処分できないことであり、

また、BGB719 条は、組合財産全体と個別の目的物への持分の処分の両方

を制限しており、組合員の固有債権者は個別目的物に対して執行すること

ができないことは条文上の根拠もある。したがって、組合債務に対して組

合財産と組合員の固有財産の両方が責任を負うとしても、組合員の固有債

務に対して組合財産が責任を負わないという点で、なお組合債務の区別の

可能性は残っており、それは法律から導き出せる通説的効果である。端的

に言えば、組合債務は組合債務の特性からではなく、組合債務ではない組

合員の債務の特性から基礎づけられうる。しかし、アーダーホルトが問題

としているのは、組合債務と組合財産の責任を債務主体を介さずに直接結

びつけることであり、その意味で、二重の責任を伴う単一の債務説は、組

合債務と組合財産の責任との関係を説明できていないということになる。

別の言い方をすれば、二重の責任を伴う単一の債務説は、組合財産が責任
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HGB128 条、161 条 2 項、171 条 1 項による有限責任社員など）これらの

場合にはすでに給付義務の制限が存在し、責任の制限ではないという。限

定された給付義務に対して、債務者は、原則的にその全財産をもって無制

限に責任を負うからである69。 
このように、アーダーホルトは真正の有限責任債務を客体により制限さ

れた責任の場合と限定し、この場合において、債務者の給付義務は制限さ

れず、債権者の掴取に服する責任の対象の範囲が制限されるという。例と

して、法律により継続する財産共同体の分配もしくは財産分割（BGB1480
条、同 1504 条、同 1498 条）の場合、生存配偶者による財産共同体の継続

（同 1489 条 2 項）、不服を申し立てられた受遺者の責任制限の場合の、遺

産への相続人の責任の制限（同 2187 条）及び財産譲受人の譲受け財産へ

の責任制限の場合（同 419 条 2 項）を挙げる。同様の責任制限は法律行為

によっても設定でき、債権者が特定の目的物に執行せず、その結果特定の

財産が債権者の掴取からはずれ、したがって客体による責任制限が達成さ

れるということを義務付けられるいわゆる執行制限契約の許容は、性質と

効果につき多様な見解はあるが、今日では一般的に認められているという

70。債務概念と責任概念を以上のように整理し、アーダーホルトは組合財

産の責任から組合債務を導くことができるかという問題に回答する。 
アーダーホルトは伝統的理論の組合債務を「混合した組合債務」という

が、組合財産と組合員個人の個人財産の同時的責任を有する単一の債務と

同じであり71、この見解について、「組合財産の責任を特別な債務とまさに

結びつけていないことを明らかに認識させる」と指摘する。「さもなければ、

その主張者は、『混合した組合債務』を区別可能な義務に区分する、すなわ

ち、組合財産が責任を負う一つまたは複数の債務に区分しなければならな

                                                        
69 Aderhold, a. a. O., 85－86. 
70 Aderhold, a. a. O., 86－87. 
71 アーダーホルトは「混合した組合債務」の説明において、上述のガイラーの見解を引

用しており、二重の義務を伴う単一の債務は同じものである。 

いはずである。むしろ、BGB 組合における義務状況の通常事例を意味する、

組合財産と組合員の個人財産の同時的責任を有する債務という見解は、財

産の担い手の債務に対する無制限の財産責任という叙述された通常事例に

合致する。『混合した組合債務』の唯一認められた債務主体たる組合員は、

この義務に対して（それらが常に細部で建設的な性質を有するであろうよ

うに）通常その全財産によって、すなわち個人財産と、組合員が結局組合

財産の権利の担い手として考えられるので、組合財産によって責任を負う」

72。アーダーホルトによれば、組合財産だけではなく組合員の固有財産も

責任を負うというのであれば、主体で区別できない組合債務は、責任の内

容でも区別できず、結局、組合員の債務と区別できないことになる。 
この結論は必ずしも理論的でないようにも見える。アーダーホルト自身、

組合員の単なる固有債権者が組合財産に執行できないことを認めている73。

合手原則は、個別の合手者は組合財産の目的物を処分できないことであり、

また、BGB719 条は、組合財産全体と個別の目的物への持分の処分の両方

を制限しており、組合員の固有債権者は個別目的物に対して執行すること

ができないことは条文上の根拠もある。したがって、組合債務に対して組

合財産と組合員の固有財産の両方が責任を負うとしても、組合員の固有債

務に対して組合財産が責任を負わないという点で、なお組合債務の区別の

可能性は残っており、それは法律から導き出せる通説的効果である。端的

に言えば、組合債務は組合債務の特性からではなく、組合債務ではない組

合員の債務の特性から基礎づけられうる。しかし、アーダーホルトが問題

としているのは、組合債務と組合財産の責任を債務主体を介さずに直接結

びつけることであり、その意味で、二重の責任を伴う単一の債務説は、組

合債務と組合財産の責任との関係を説明できていないということになる。

別の言い方をすれば、二重の責任を伴う単一の債務説は、組合財産が責任
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を負う組合債務と、組合員のその他の財産が責任を負う組合債務を分けて

いるが、そもそも、組合財産のみが責任を負う組合債務はどう根拠づけら

れているのかが問題になる。それゆえ、「純粋な組合債務」が次に問題にな

る。 
アーダーホルトは、ガイラーの言う組合財産のみが責任を負う組合債務

を「純粋な組合債務」と呼び、このような組合財産への責任制限が「純粋

な組合債務」といわれる特別な債務への推論を許容するかどうかの問題を

検討する74。アーダーホルトによれば、組合財産からの給付が義務づけら

れる債務を認める限り、責任の客体を制限するという意味の有限責任を用

いる余地はなく、「純粋な組合債務」をそのような有限責任から導くならば、

債務自体としては責任の客体が特定の範囲に確定される債務を前提として

いないことになるという75。 
より重要なのは、組合財産のみが責任を負う組合債務を認めれば、責任

秩序と著しく矛盾するという指摘であろう。債務主体の責任が責任客体の

一定の範囲に限定されることは法秩序も認めているが、責任制限は債務形

式に影響せず、責任制限の効果は執行手続きで生じるという。債務は責任

制限によって影響を受けず、例えば相殺禁止特約のない限り、債務は例え

ば合意された責任客体の範囲に属さない債務者の債権に対する相殺への反

対債権として用いることができる76。それゆえ、債務の領域における実体

的効果は、特別な債務形式によるのではなく、義務主体の違いによって達

成され、「この場合、構成として判断すれば、債務に対する責任の制限は存

在せず、むしろ、債務主体が通常そのすべての財産によって責任を負う。

債務と責任の上述の体系性は、維持されるままである」。「これらの解釈か

ら、債務主体性の一定の判断における債務形式の領域における構成のみに

よって客体的な責任秩序を根拠づけられないことが判明する。債務概念は、

                                                        
74 Aderhold, a. a. O., 88. 
75 Aderhold, a. a. O., 88－89. 
76 Aderhold, a. a. O., 89. 

それに債務者の『給付義務』についての命題だけではなく、責任主体の異

なる範囲の『責任負担義務』についても帰せられるのであれば、過大な要

求をされているであろう。債務と責任との間の上述の解釈的に重要な境界

は、完全に恣意的に変更されるまたは放棄されることになろう」77。この

表現は、上述 BGH 判決の、「債務と責任との間の境界を曖昧にさせる」と

いう叙述のオリジナルに相当すると思われる。そうすると、BGH は、債

務概念の中に責任負担義務を入れ込む考え方を否定したということになろ

う。 
続けて、アーダーホルトは財産の責任によって債務を区別する考えに反

対し、債務と責任との関係についてさらに言及を重ねる。「すなわち、債務

主体である者のみが、給付義務にさらされ、その財産への債権者の掴取を

許容しなければならず、したがって、責任主体である。したがって、組合

債務のそれに相応する特別な債務への責任から推論されることは、債務と

責任との法律において明示されている関係を否定している。有限責任の債

務の可能性が認められる限り、客体的に制限された財産範囲の責任を確定

することから、この責任を解放する債務について確実な言明は主張できな

い。債務の決定的結合点は、財産責任ではなく、債務者の人格である」78。

アーダーホルトの見解は、責任の範囲を確定する場合に、まず債務者を確

定させ、その債務者の（消極財産を含まない）財産に責任を負わせる考え

であり、財産から見ると、責任財産の帰属主体である者を債務者とする債

権に対して、財産は責任を負うというものである。それゆえ、債務者が誰

であるかを考えずに、債務と責任範囲を直結させることに反対したのであ

る。 
「要約すれば、組合債務の概念によって根拠づけられた構成に対して、

以下の疑念が主張されるべきである。組合債務の概念、義務主体及び責任

                                                        
77 Aderhold, a. a. O., 90. 
78 Aderhold, a. a. O., 91. 
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を負う組合債務と、組合員のその他の財産が責任を負う組合債務を分けて

いるが、そもそも、組合財産のみが責任を負う組合債務はどう根拠づけら

れているのかが問題になる。それゆえ、「純粋な組合債務」が次に問題にな

る。 
アーダーホルトは、ガイラーの言う組合財産のみが責任を負う組合債務

を「純粋な組合債務」と呼び、このような組合財産への責任制限が「純粋

な組合債務」といわれる特別な債務への推論を許容するかどうかの問題を

検討する74。アーダーホルトによれば、組合財産からの給付が義務づけら

れる債務を認める限り、責任の客体を制限するという意味の有限責任を用

いる余地はなく、「純粋な組合債務」をそのような有限責任から導くならば、

債務自体としては責任の客体が特定の範囲に確定される債務を前提として

いないことになるという75。 
より重要なのは、組合財産のみが責任を負う組合債務を認めれば、責任

秩序と著しく矛盾するという指摘であろう。債務主体の責任が責任客体の

一定の範囲に限定されることは法秩序も認めているが、責任制限は債務形

式に影響せず、責任制限の効果は執行手続きで生じるという。債務は責任

制限によって影響を受けず、例えば相殺禁止特約のない限り、債務は例え

ば合意された責任客体の範囲に属さない債務者の債権に対する相殺への反

対債権として用いることができる76。それゆえ、債務の領域における実体

的効果は、特別な債務形式によるのではなく、義務主体の違いによって達

成され、「この場合、構成として判断すれば、債務に対する責任の制限は存

在せず、むしろ、債務主体が通常そのすべての財産によって責任を負う。

債務と責任の上述の体系性は、維持されるままである」。「これらの解釈か

ら、債務主体性の一定の判断における債務形式の領域における構成のみに

よって客体的な責任秩序を根拠づけられないことが判明する。債務概念は、

                                                        
74 Aderhold, a. a. O., 88. 
75 Aderhold, a. a. O., 88－89. 
76 Aderhold, a. a. O., 89. 

それに債務者の『給付義務』についての命題だけではなく、責任主体の異

なる範囲の『責任負担義務』についても帰せられるのであれば、過大な要

求をされているであろう。債務と責任との間の上述の解釈的に重要な境界

は、完全に恣意的に変更されるまたは放棄されることになろう」77。この

表現は、上述 BGH 判決の、「債務と責任との間の境界を曖昧にさせる」と

いう叙述のオリジナルに相当すると思われる。そうすると、BGH は、債

務概念の中に責任負担義務を入れ込む考え方を否定したということになろ

う。 
続けて、アーダーホルトは財産の責任によって債務を区別する考えに反

対し、債務と責任との関係についてさらに言及を重ねる。「すなわち、債務

主体である者のみが、給付義務にさらされ、その財産への債権者の掴取を

許容しなければならず、したがって、責任主体である。したがって、組合

債務のそれに相応する特別な債務への責任から推論されることは、債務と

責任との法律において明示されている関係を否定している。有限責任の債

務の可能性が認められる限り、客体的に制限された財産範囲の責任を確定

することから、この責任を解放する債務について確実な言明は主張できな

い。債務の決定的結合点は、財産責任ではなく、債務者の人格である」78。

アーダーホルトの見解は、責任の範囲を確定する場合に、まず債務者を確

定させ、その債務者の（消極財産を含まない）財産に責任を負わせる考え

であり、財産から見ると、責任財産の帰属主体である者を債務者とする債

権に対して、財産は責任を負うというものである。それゆえ、債務者が誰

であるかを考えずに、債務と責任範囲を直結させることに反対したのであ

る。 
「要約すれば、組合債務の概念によって根拠づけられた構成に対して、

以下の疑念が主張されるべきである。組合債務の概念、義務主体及び責任
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の個別解釈見解は、異論のない、体系に適合した、構成として追認しうる

債務モデルを組み立てられない。組合債務と義務主体の他の債務とを構成

的に区別するために用いられる組合財産の負担という基準は、不適当であ

ると証明される。それによって、解釈次第で、債務と責任を負う積極財産

の否定されるべき混合か、解釈的に分けられるべき債務概念と責任概念の

混同が生じる。これは、債務法の総体系と概念構造における矛盾を結果と

して伴うだけではなく、責任秩序の法律的技術との矛盾も無限財産責任の

原則の受け入れられない、根拠づけられない制限に行き着く」79。 
 さらに、合手債務を組合債務の指標とする見解にも反論している。まず、

合手債務を「その債務に対して共同的に、すなわち合手として帰属する特

別財産の主体として合手者のみがこの特別財産によってのみ責任を負う債

務である」と定義する80。アーダーホルトは合手債務について誰が履行権

                                                        
79 Aderhold, a. a. O., 110. 
80 Aderhold, a. a. O., 113. ギールケにおいてはこのような合手債務の責任を合手財産

に限定するという考えは明確ではない。ただ、「『合手』が共感され、許されることによ

って、連結状態の、すなわち法的拘束によって結合された集団としての多数者が権利を

有し義務を負っているという見解が明らかになる」として、集団としての合手者に権利

と義務を帰属させているようである（Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die 
deutsche Rechtsprechung (1887), 343）。権利義務が組合に帰属するのであれば、組合

財産のみが組合債務の引当てとなるのは当然である。レーマンには合手債務の責任は合

手財産である旨の表現が見られる。「それに全く一致して、合手債務とは、合手財産に関

与する者が共同の財産によって責任を負う債務だけである」（Enneccers-Lehmann, 
Recht der Schuldverhältnisse, 14.Bearbeitung (1954), 347）。旧版のシュタウディン

ガー・コメンタール（カドゥク担当）では、合手債務とは、「それに対して、合手者が自

己に合手的に帰属する共同の特別財産の主体としてのみ、かつ、その特別財産によって

のみ責任を債権」であると定義される（J. v. Staudingers Kommentar zum BGB-Kaduk, 
10./11. Aufl. (1978), Einleitung vor §420ff. (6. Abschnitt) Rn.106）。しかし、新しい版

（ルーシェルダース担当）では、ドイツ法に合手債務はないという。「オーストリア法と

は違って、合手債務はドイツ法にはない。その概念がドイツの判例と学説において見い

だされる限り、それによってたいてい合手債務者（例えば相続人）がその特別財産（分

割されていない遺産）によって責任を負うことが表される。しかし、例外的に合手債務

者の全財産が責任を負わず、合手的に結合した特別財産に責任が制限されるという状況

は、多数債務者の固有のカテゴリーを正当化しない。義務が全ての債務者の共同作業に

限を有しているか明らかではないことを指摘するが81、責任との関係では、

次のように責任制限の根拠に対して疑問を投げかける。「組合財産に責任を

制限することや個人財産と組合財産とに潜在的に責任的に分離することは、

特別財産として合手財産の独立性を指摘することによって根拠づけられな

い。責任秩序の法律的技術との矛盾を回避するため、債務主体たる合手者

が無制限の財産責任の原則に反して特別財産に責任法的関連性が付与され、

一定の場合に責任がそれに制限されるならば、特別な理由が必要である」。

そして、約定債務については制限された代理権を認める余地があるが、法

定債務の領域においては、合手財産の責任的分離に対する解釈的根拠が欠

けており、したがって、責任的な分離は組合財産の合手関係の基礎にある

権利主体的独立性に還元されるべきであるという82。 
以上により、組合の法的能力を認めずに構築された債務モデルを否定し

たアーダーホルトは、組合の法的能力を義務能力から導こうとする。まず、

アーダーホルトは、組合員が債務の帰属主体であるか、それとも、民法上

の組合自体が債務の帰属主体であるかという選択を回避するような解決を

批判し、「合有的結合状態の組合員」という表現を「器用な逃げ口上」と言

う。合手的結合状態の組合員の単なる集合的な統一体が多数性の方向で弱

められ、二等の準統一体と判断されることより、その選択を回避すべきで

                                                                                                                        
おいてのみ履行される限り（アウフラッスングの場合の協力）、共同の債務が考慮される」

（ J. v. Staudingers Kommentar zum BGB-Looschelders, Neuarbeitung (2012), 
Vorbemerkung zu §420－432, Rn. 72）。したがって、合手債務と責任財産との関係性は

薄れており、ただ、必要的共同であるかという義務履行の共同性に力点が置かれるよう

になっている。これに対して、ミュンヘナー・コメンタール（ビドリンスキ担当）は合

手債務を維持しているが、「債権者はこの場合にまず特別財産、すなわち合手財産からの

満足を指示され、それと並んでしばしば個別債務者の人的責任が存在する」として、補

充関係を認めつつも、債務者の人的責任を当然視している（Münchner Kommentar zum 
BGB-Bydlinski, 7. Aufl. (2015),§705 Rn. 8）。合手債務は、その履行について全合手者

の共同が必要であるが、その責任財産との結合関係が薄れてきているのは間違いない。 
81 Aderhold, a. a. O., 126－127. 
82 Aderhold, a. a. O., 128－129. 
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の個別解釈見解は、異論のない、体系に適合した、構成として追認しうる
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81 Aderhold, a. a. O., 126－127. 
82 Aderhold, a. a. O., 128－129. 
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はない。「帰属主体と性質決定するならば、統一性は区分されない。統一性

が存在するところ、複多性はもはや存在しえない。多数の独立した法主体

の、統一体として同時に法主体である多数という観念は論理的に不可能で

あると思える」という83。 
アーダーホルトは、組合債務の債務主体の観点から検討しているが、組

合が義務主体であることを肯定すれば、それは権利主体であることを認め

ることになるという。というのも、その場合に権利主体性を認めないなら

ば、債務者と判断される合手関係の義務が何らの責任も引き起こしえない

ことになり、また、権利と義務の担い手の同一性の原則が妥当するからで

あると。そして、組合の法的能力を肯定するという債務モデルが、合手理

論と適合的であり、BGB714 条と 718 条の文言に反せず、法人と異なるも

のとして合手関係の法的能力を肯定できると結論づける84。 
アーダーホルトの債務モデルは、合手関係に基づく組合の貫徹であり、

「組合債務に対して組合財産が責任を負い、組合員債務に対してそれぞれ

の固有財産が責任を負う」という表現に表れているように、通常の法律行

為においては業務執行者が組合だけではなく組合員も代理するが、組合財

産のみが責任を負うことは、債権者との特別な責任制限合意なくとも、組

合のみを代理する意思が相手方に認識されれば可能であり、一般的に付従

責任を認めることもない85。 
  

                                                        
83 Aderhold, a. a. O., 146－147. 
84 Aderhold, a. a. O., 151－161. 
85 Aderhold, a. a. O., 259－260. それゆえ、アーダーホルトの見解は、後藤の言う、「集

合体説および二重の義務づけ説」、すなわち、組合に法人格を有する場合に、法律行為に

基づく組合債務について、組合自体が債務者となり組合財産が責任を負う債務が発生す

るとともに、各組合員が債務者となりその固有財産を引当てとする債務も発生される見

解にあたる。これは、独立した権利主体である組合と組合員に同時に組合債務を義務づ

けるというものであり、2 つの組合債務が生じることになる。詳しくは、後藤・前掲注

30・201－202 頁を参照。 

6．組合財産の責任関係に関するドイツ法からの示唆 

 
アーダーホルトの見解は、組合財産の責任関係について、債務主体の観

点から法律構成を構築しようとするものであり、非常に興味深い。債務主

体を明確にするという観点からすると、合手関係にある組合員が債務を負

うというような表現は逃げ口上にすぎないという批判は、我が国において

も傾聴すべき箴言に思える86。民法上の組合は独立の人格を有しないから、

それ自体として固有財産を有せず、理論上組合債務というものが独立して

存在し得ないことはかねてより明確に指摘されていた87。合手関係にある

組合員が債務の主体であるのか、義務の主体であるが権利能力がないとい

うのであれば、その中間的関係の内容や根拠を明らかにする必要があるは

ずである。また、合有関係や合手関係という用語から演繹して法律構成を

するのではなく、主として条文から導かれる組合財産に関する法律効果か

ら帰納して民法上の組合の法律構成を明らかにしようとした点も、評価す

べき研究方法である88。 
ある債務につき、どの財産が責任を負うかという問題について、まず、

債務主体が誰であるかを考え、その主体に帰属する財産が責任を負うとい

                                                        
86 品川は、組合の権利主体性を否定しながらも、組合債務は、総組合員に共同的に帰属

するとしている（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）58、84 頁［品

川孝次］）。ほか、権利主体性のない組合に 1 個の債務が帰属するものとして、平野裕之

『コア・テキスト民法 V 契約法』（新世社、2011）318－324 頁がある。 
87 梅謙次郎『民法要義巻ノ三債権編』（有斐閣、1897）802頁、岡松参太郎『民法理由』

（有斐閣、1897）361-362頁、鳩山秀夫『日本債権法各論』（岩波書店、1922）685頁、

戒能通孝『債権各論』（巌松堂書店、1946）345－347頁など。 
88 なお、アーダーホルトは義務主体性と権利主体性を一体的とするため、前者と並び後

者も認めているが、必ずしも一体的に扱わなくとも良い可能性はある。すでに述べたよ

うに、服部は組合の権利主体性を肯定しながら義務主体性は否定している。権利主体性

がなければ、組合債務の責任財産がなくなるという問題は、組合財産を一つの集合財産

とみて、その上に組合債務に対する責任を負担させるとみれば、責任財産を発生させる

ことができる。もっとも、組合の財産関係が複雑になるだけで今のところ認める実益は

ない。 
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合が義務主体であることを肯定すれば、それは権利主体であることを認め

ることになるという。というのも、その場合に権利主体性を認めないなら

ば、債務者と判断される合手関係の義務が何らの責任も引き起こしえない

ことになり、また、権利と義務の担い手の同一性の原則が妥当するからで
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者も認めているが、必ずしも一体的に扱わなくとも良い可能性はある。すでに述べたよ

うに、服部は組合の権利主体性を肯定しながら義務主体性は否定している。権利主体性
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ない。 
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う原則にも賛成できよう。ただし、この原則を認めることは、ドイツ法に

おける民法上の組合とは異なって、我が国の組合に権利能力と認めるべき

という結論に必然的に行き着くわけではない。その原則に反しているのは、

特定の債務について特定の財産上の責任を結びつけることであり、組合債

務を組合財産のみが責任を負う債務と考えることである。ドイツの伝統的

見解は、常にこの結びつきを前提としており、たとえ、二重の責任を伴う

単一の債務説で、組合債務が組合財産と組合員の固有財産の全てを引当て

としても、それは組合財産を引当てとする効果と組合員の固有財産を引当

てとする効果が複合した結果に過ぎない。それゆえ、組合債務の発生原因

により、組合財産のみが責任を負う事態が生じるわけである。つまり、合

手関係に基づき、組合債務は組合財産のみを引当てとするという命題89を

維持するかどうかが根本問題であり、それを維持するのであれば権利能力

を認めるべきということである。 
我が国の組合に関する規定から、この命題が導かれないことは確かであ

る。なるほど、各組合員は組合財産の持分を処分できず（民法 676 条 1 項）、

その効果は各組合員の債権者にも及び、組合債権の債務者は各組合員に対

する債権と相殺できないので（民法 677 条）、組合財産は各組合員の固有

財産からの独立性を有している。しかし、各組合員の組合債務に対する分

割責任の規定がある以上（民法 675 条）、組合債務は組合財産のみを引当

てとする債権であるという命題は成り立たない。組合の権利能力を認めな

い以上、組合債務も組合員に対する債務であり、組合員の有する全ての財

産がそれに対して責任を負う90。組合債務が各組合員の他の債務と異なる

                                                        
89 この命題が我が国において一般的に承認されているかははっきりしない。例えば、星

野は合有者の責任は無限であるとしながらも、合有とは責任財産としての団体財産を認

めることだけをいうとも表現している（星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』につ

いて」『民法論集第 1 巻』（有斐閣、1970）228、308、310 頁）。 
90 上述の通り、服部は組合の権利主体性を認めるが、義務主体性を認めない。それゆえ、

組合財産と責任と組合員の固有財産の責任を併存させる。「財産中心に考へるならば、権

利主体としての組合員全員に帰属する組合財産の責任と個々の組合員に帰属するその私

点は、各組合員の他の債務が組合財産を引当てにできないことにあり、す

なわち、組合債務とは、組合財産も責任を負う債務である。民法 675 条は、

組合員の固有財産に対する債務を創設する規定ではなく、その責任を分割

責任とするという制限規定である（それゆえ、分割債務ではない）91。 
そうすると、債務者の財産を 2 つに区分し、債務者に対する債権を、債

務者の特別財産と固有財産の両方が責任を負う債権と、債務者の固有財産

のみが責任を負う債権に分けるという法律構成は、我が国では信託法が採

用するモデルであり、債務と責任との体系に違反するものではない。すな

わち、受託者は、信託により管理又は処分すべき信託財産（信託法 2 条 3
号）と、信託財産に属さない固有財産（同条 8 号）を有する。信託財産責

任負担債務は「受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負

う債務」と定義されているが（同条 9 号）、実際には、特に信託財産のみ

                                                                                                                        
的財産の責任とが併存しており、債務中心に見るならば、組合財産及び私的財産の両者

が責任を負ふところの組合員の債務が存する」（服部・前掲注 21・61 頁）。組合債務の

責任については私見と同じであるが、なぜ、組合員に帰属していないはずの組合財産に

対して組合員に対する債務によって執行できるのか判然としない。 
91 抵当権者は優先弁済を受けられない範囲でしか他の財産から弁済を受けられないこ

とや（民法 394 条）、相続財産の分離において、相続財産の分離を請求した者に対して相

続人の固有財産は補充責任になることからすると（民法 948 条）、特定の範囲の財産につ

いて優先弁済権を有した債権者は他の財産について補充責任しか追及できないという考

えも成り立つが、分割補充責任とすると、組合債務の債権者の保護が弱すぎるから補充

性はないという説明は可能であろう。なお、債務ではなく、責任を一定の範囲に制限す

ることは執行制限の一種となろうが、組合員の固有財産からの執行が制限を超える場合

には請求異議として処理すれば、実現できうる。私見の結論は、平野の「財産群」法理

を組合に適用した場合に類似するところがあるが、相違もある。「財産群」は、集合物に

類似してその帰属する総構成員に一つの包括的財産権があり、各構成員には包括的財産

の持分と個別財産の持分が成立するという。組合債務に対する各組合員の責任は、「一つ

の債務として総組合員に帰属するが、責任については分割責任であると考えればよい」

とし、責任のみを分割するという点は同じであるが、各組合員が債務を負っているよう

には思われない。また、組合債務を財産群を構成する財産としており、責任を論じる限

り、債務を消極財産として財産に含めない私見とはこの点も異なる（平野裕之「組合と

権利能力なき社団における共有論の可能性――財産群法理と団体的拘束原理――」法学

研究 84 巻 12 号 743－746、759 頁（2011））。 
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う原則にも賛成できよう。ただし、この原則を認めることは、ドイツ法に

おける民法上の組合とは異なって、我が国の組合に権利能力と認めるべき

という結論に必然的に行き着くわけではない。その原則に反しているのは、

特定の債務について特定の財産上の責任を結びつけることであり、組合債

務を組合財産のみが責任を負う債務と考えることである。ドイツの伝統的

見解は、常にこの結びつきを前提としており、たとえ、二重の責任を伴う

単一の債務説で、組合債務が組合財産と組合員の固有財産の全てを引当て

としても、それは組合財産を引当てとする効果と組合員の固有財産を引当

てとする効果が複合した結果に過ぎない。それゆえ、組合債務の発生原因

により、組合財産のみが責任を負う事態が生じるわけである。つまり、合

手関係に基づき、組合債務は組合財産のみを引当てとするという命題89を

維持するかどうかが根本問題であり、それを維持するのであれば権利能力

を認めるべきということである。 
我が国の組合に関する規定から、この命題が導かれないことは確かであ

る。なるほど、各組合員は組合財産の持分を処分できず（民法 676 条 1 項）、

その効果は各組合員の債権者にも及び、組合債権の債務者は各組合員に対

する債権と相殺できないので（民法 677 条）、組合財産は各組合員の固有

財産からの独立性を有している。しかし、各組合員の組合債務に対する分

割責任の規定がある以上（民法 675 条）、組合債務は組合財産のみを引当

てとする債権であるという命題は成り立たない。組合の権利能力を認めな

い以上、組合債務も組合員に対する債務であり、組合員の有する全ての財

産がそれに対して責任を負う90。組合債務が各組合員の他の債務と異なる

                                                        
89 この命題が我が国において一般的に承認されているかははっきりしない。例えば、星

野は合有者の責任は無限であるとしながらも、合有とは責任財産としての団体財産を認

めることだけをいうとも表現している（星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』につ

いて」『民法論集第 1 巻』（有斐閣、1970）228、308、310 頁）。 
90 上述の通り、服部は組合の権利主体性を認めるが、義務主体性を認めない。それゆえ、

組合財産と責任と組合員の固有財産の責任を併存させる。「財産中心に考へるならば、権

利主体としての組合員全員に帰属する組合財産の責任と個々の組合員に帰属するその私

点は、各組合員の他の債務が組合財産を引当てにできないことにあり、す

なわち、組合債務とは、組合財産も責任を負う債務である。民法 675 条は、

組合員の固有財産に対する債務を創設する規定ではなく、その責任を分割

責任とするという制限規定である（それゆえ、分割債務ではない）91。 
そうすると、債務者の財産を 2 つに区分し、債務者に対する債権を、債

務者の特別財産と固有財産の両方が責任を負う債権と、債務者の固有財産

のみが責任を負う債権に分けるという法律構成は、我が国では信託法が採

用するモデルであり、債務と責任との体系に違反するものではない。すな

わち、受託者は、信託により管理又は処分すべき信託財産（信託法 2 条 3
号）と、信託財産に属さない固有財産（同条 8 号）を有する。信託財産責

任負担債務は「受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負

う債務」と定義されているが（同条 9 号）、実際には、特に信託財産のみ

                                                                                                                        
的財産の責任とが併存しており、債務中心に見るならば、組合財産及び私的財産の両者

が責任を負ふところの組合員の債務が存する」（服部・前掲注 21・61 頁）。組合債務の

責任については私見と同じであるが、なぜ、組合員に帰属していないはずの組合財産に

対して組合員に対する債務によって執行できるのか判然としない。 
91 抵当権者は優先弁済を受けられない範囲でしか他の財産から弁済を受けられないこ

とや（民法 394 条）、相続財産の分離において、相続財産の分離を請求した者に対して相

続人の固有財産は補充責任になることからすると（民法 948 条）、特定の範囲の財産につ

いて優先弁済権を有した債権者は他の財産について補充責任しか追及できないという考

えも成り立つが、分割補充責任とすると、組合債務の債権者の保護が弱すぎるから補充

性はないという説明は可能であろう。なお、債務ではなく、責任を一定の範囲に制限す

ることは執行制限の一種となろうが、組合員の固有財産からの執行が制限を超える場合

には請求異議として処理すれば、実現できうる。私見の結論は、平野の「財産群」法理

を組合に適用した場合に類似するところがあるが、相違もある。「財産群」は、集合物に

類似してその帰属する総構成員に一つの包括的財産権があり、各構成員には包括的財産

の持分と個別財産の持分が成立するという。組合債務に対する各組合員の責任は、「一つ

の債務として総組合員に帰属するが、責任については分割責任であると考えればよい」

とし、責任のみを分割するという点は同じであるが、各組合員が債務を負っているよう

には思われない。また、組合債務を財産群を構成する財産としており、責任を論じる限

り、債務を消極財産として財産に含めない私見とはこの点も異なる（平野裕之「組合と

権利能力なき社団における共有論の可能性――財産群法理と団体的拘束原理――」法学

研究 84 巻 12 号 743－746、759 頁（2011））。 
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から履行すべきことが定められた債権を除き（信託法 21 条 2 項）、信託法

21 条 1 項で定義される信託財産責任負担債務は、信託財産に属する財産と

受託者の固有財産に属する財産がともに責任財産となる92。特別財産の目

的的拘束は、特別財産に関係する債権者以外の者からの執行を排除する力

が認められるが、特別財産に関する債権者の掴取の対象を特別財産に限定

する力は当然に発生しない。アーダーホルトの述べるように、その場合に

は、特別な責任制限の合意、信託法で言えば、限定責任信託の要件（信託

行為における定め、限定責任信託の登記、取引相手方への明示など、信託

法 216 条以下）の充足が必要である。また、個人財産への執行を受けた債

務者は業務に関する限り、組合財産や信託財産から償還を受ければ良い（信

託法 48 条 1 項）。 
以上により、我が国の組合財産の責任関係を説明するのに、組合の権利

能力を認めることは必ずしも必要ではないという結論になる。組合の権利

能力を認める必要があるかどうかは、組合債務に対する各組合員の固有財

産の責任を認めるか否かという観点か、あるいは取引関係の明確化などの

責任とは異なる次元の問題から検討するべきである。前者の点について、

ドイツの民法上の組合に関する現在の議論は参考にならない。組合に権利

能力を認める効果は、組合債務は組合財産のみを引当てとするという命題

の維持、すなわち、各組合員の固有財産の責任を排除する点にあるのに対

して、その後の BGH の判例は「債権者保護の思想」という観点から結局

各組合員の固有財産の責任を導くという、価値判断として矛盾する態度を

取っているからである。各組合員の固有財産の責任はない、としておきな

がら、やはりある、とするのが二重の効果を伴う単一の債務論であり、そ

の矛盾はツェルナーに明確に現れている。すなわち、不当利得債務として

                                                        
92 寺本昌広『逐条解説新しい信託法〔補訂版〕』（商事法務、2008）83 頁。また、「信託

の対外的取引によって債務が生じた場合には、信託財産が責任を負うだけではなく、受

託者個人も債務と責任を負い、かつ、受託者の個人的責任は無限責任であるというのが

信託の原則である」とされる（同・88 頁）。 

の価格賠償について、不当利得の要件からは組合員の固有財産の責任を導

けないと判断すると、急に、組合員が価格賠償債務の債務者であり、組合

財産の担い手であるという93。組合債務の責任を組合財産に限ろうとする

のか、それとも組合員の固有財産にも及ぼそうとしているのか、態度が明

確ではない。判例も学説も一貫した態度とは言い難い。 
もっとも、我妻が、組合債務を組合財産のみが責任を負う債務と法律構

成しているのではなく、組合債務には組合員の全ての財産が責任を負い、

ただ、各組合員の固有財産上の責任は分割されると構成していて、そもそ

も私見の批判は見当違いである可能性がある。組合債務が全額として各組

合員に帰属し、組合財産を引当てとすると言いつつ、これと並んで各組合

員は個人財産を負担とする個人責任を負担するというとき94、組合財産の

みの責任と固有財産のみの責任の 2 つが発生し、それらが足し合わされて

結果的に債務者のすべての財産が責任を負うという趣旨か、それとも債務

者の全財産が責任を負うという原則の表れかは判然としない。ただし、混

同の例外として、「組合財産を責任財産とする債権の効力と各組合員の個人

財産を責任財産とする効力」という表現があること95、運営に参加してい

る組合員と参加していない組合員がいるような場合には前者のみに固有財

                                                        
93 これについては、「4．BGH2001 年 1 月 29 日判決前までの通説（二重の責任を伴う

単一の債務論）」を参照。後藤は、二重の義務づけ説には、当事者の擬制的意思に基づく

という批判があるほか、組合員の責任を代理という法律行為に基づかせながら、権利外

観法理を用いて代理権の制限を排除するのは法律行為に基づきながら一般的議論に帰着

し、結局は法的責任を問題にしていることになると指摘する（後藤・前掲注 30・203－208
頁（2013）頁）。同様の批判は二重の責任を伴う単一の債務論にもあてはまる。福瀧の

紹介するフーバーによれば、組合が第二級の法人のような観念や部分的権利能力という

曖昧な言葉と結びついて組合員は自己の債務を根拠づける根拠（二重の義務づけ）が必

要になったが、それは組合とその構成員全体が同じと考えると崩れ去るという。ただし、

フーバーは最終的に組合の権利能力を肯定する（福瀧博之「権利能力と法人格について・

序説」関法 53 巻 1 号 1、18、35－40 頁（2003））。 
94 我妻・前掲注 7・810 頁。 
95 我妻・前掲注 7・809 頁。 
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から履行すべきことが定められた債権を除き（信託法 21 条 2 項）、信託法

21 条 1 項で定義される信託財産責任負担債務は、信託財産に属する財産と

受託者の固有財産に属する財産がともに責任財産となる92。特別財産の目

的的拘束は、特別財産に関係する債権者以外の者からの執行を排除する力

が認められるが、特別財産に関する債権者の掴取の対象を特別財産に限定

する力は当然に発生しない。アーダーホルトの述べるように、その場合に

は、特別な責任制限の合意、信託法で言えば、限定責任信託の要件（信託

行為における定め、限定責任信託の登記、取引相手方への明示など、信託

法 216 条以下）の充足が必要である。また、個人財産への執行を受けた債

務者は業務に関する限り、組合財産や信託財産から償還を受ければ良い（信

託法 48 条 1 項）。 
以上により、我が国の組合財産の責任関係を説明するのに、組合の権利

能力を認めることは必ずしも必要ではないという結論になる。組合の権利

能力を認める必要があるかどうかは、組合債務に対する各組合員の固有財

産の責任を認めるか否かという観点か、あるいは取引関係の明確化などの

責任とは異なる次元の問題から検討するべきである。前者の点について、

ドイツの民法上の組合に関する現在の議論は参考にならない。組合に権利

能力を認める効果は、組合債務は組合財産のみを引当てとするという命題

の維持、すなわち、各組合員の固有財産の責任を排除する点にあるのに対

して、その後の BGH の判例は「債権者保護の思想」という観点から結局

各組合員の固有財産の責任を導くという、価値判断として矛盾する態度を

取っているからである。各組合員の固有財産の責任はない、としておきな

がら、やはりある、とするのが二重の効果を伴う単一の債務論であり、そ

の矛盾はツェルナーに明確に現れている。すなわち、不当利得債務として

                                                        
92 寺本昌広『逐条解説新しい信託法〔補訂版〕』（商事法務、2008）83 頁。また、「信託

の対外的取引によって債務が生じた場合には、信託財産が責任を負うだけではなく、受

託者個人も債務と責任を負い、かつ、受託者の個人的責任は無限責任であるというのが

信託の原則である」とされる（同・88 頁）。 

の価格賠償について、不当利得の要件からは組合員の固有財産の責任を導

けないと判断すると、急に、組合員が価格賠償債務の債務者であり、組合

財産の担い手であるという93。組合債務の責任を組合財産に限ろうとする

のか、それとも組合員の固有財産にも及ぼそうとしているのか、態度が明

確ではない。判例も学説も一貫した態度とは言い難い。 
もっとも、我妻が、組合債務を組合財産のみが責任を負う債務と法律構

成しているのではなく、組合債務には組合員の全ての財産が責任を負い、

ただ、各組合員の固有財産上の責任は分割されると構成していて、そもそ

も私見の批判は見当違いである可能性がある。組合債務が全額として各組

合員に帰属し、組合財産を引当てとすると言いつつ、これと並んで各組合

員は個人財産を負担とする個人責任を負担するというとき94、組合財産の

みの責任と固有財産のみの責任の 2 つが発生し、それらが足し合わされて

結果的に債務者のすべての財産が責任を負うという趣旨か、それとも債務

者の全財産が責任を負うという原則の表れかは判然としない。ただし、混

同の例外として、「組合財産を責任財産とする債権の効力と各組合員の個人

財産を責任財産とする効力」という表現があること95、運営に参加してい

る組合員と参加していない組合員がいるような場合には前者のみに固有財

                                                        
93 これについては、「4．BGH2001 年 1 月 29 日判決前までの通説（二重の責任を伴う

単一の債務論）」を参照。後藤は、二重の義務づけ説には、当事者の擬制的意思に基づく

という批判があるほか、組合員の責任を代理という法律行為に基づかせながら、権利外

観法理を用いて代理権の制限を排除するのは法律行為に基づきながら一般的議論に帰着

し、結局は法的責任を問題にしていることになると指摘する（後藤・前掲注 30・203－208
頁（2013）頁）。同様の批判は二重の責任を伴う単一の債務論にもあてはまる。福瀧の

紹介するフーバーによれば、組合が第二級の法人のような観念や部分的権利能力という

曖昧な言葉と結びついて組合員は自己の債務を根拠づける根拠（二重の義務づけ）が必

要になったが、それは組合とその構成員全体が同じと考えると崩れ去るという。ただし、

フーバーは最終的に組合の権利能力を肯定する（福瀧博之「権利能力と法人格について・

序説」関法 53 巻 1 号 1、18、35－40 頁（2003））。 
94 我妻・前掲注 7・810 頁。 
95 我妻・前掲注 7・809 頁。 
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産の分割責任を認めるべきという主張をしていること96、民法 675 条によ

る各組合員の責任を保証のようにとらえる学説が多いことからすると、我

妻の組合財産と組合債務との関係は不明瞭であり、法律構成を明確にした

という意義はあるだろう97。ただし、組合債務の性質をどう説明するかは

難しい。私見は組合員の固有財産への執行も組合債務の掴取力とらえてい

るので、債務の履行に組合員全員の協力が必要とは必ずしもいえない。た

だし、組合員全員に共有あるいは準共有で帰属する財産に執行する場合、

個別持分の処分を禁じている以上、全員への債務名義が必要であろう。た

だし、組合員の固有財産に執行する場合には、当該組合員への債務名義で

も足りよう。我妻の言うように、分割可能であっても、組合債務は分割債

務となるのではなく、組合員全員に総額として帰属することになる。ただ、

どの財産に対して執行するかにより、全員の債務名義が必要な場合と各組

合員の債務名義が必要な場合に分かれる98。 
                                                        
96 我妻・前掲注 7・810 頁。 
97 合有の法律構成の不明確さは川島の「合有者の現実的総体をこえた統一体としての団

体は存しないのであり、合有者は常に多数者 Vielheit として『手をつないで』そのまま

主体者なのである」という表現に表れている（川島武宜『所有権法の理論』（岩波書店、

1949）205 頁）。椿によれば、組合債務を 1 個の債務とするのは我が国において甲斐に

はじまるようである（西村信雄編『注釈民法(11)債権(2)』（有斐閣、1965）17 頁［椿寿

夫］）。甲斐は、組合財産を引当てとする債務は、全組合員が一体として「合手的」に負

担するものであるから、1 個と解すべきと言う（甲斐・前掲注 13・130 頁）。品川は、組

合の債務は総組合員に共同に帰属し、総組合員の共同（財産）たる組合財産をその引当

とするとしながら、組合員の個人責任を問題とする場合には、「組合債務は団体債務であ

るといっても、団体構成員の権利主体性が失われない団体の債務であることを考慮し、

かつ、組合債務と組合員の個人的責任との間の具体的な諸関係を説明するには、債務と

解する方が無難」であるといい、組合債務と組合員の債務につきどのような構成を採っ

ているかわからない（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）84、132
頁［品川孝次］）。 
98 これと類似した状況は、信託法 83 条 2 項における、受託者間の分掌の定めがあり取

引相手方がそれを認識して取引した場合であろう。この場合、取引した受託者以外の受

託者は信託財産のみをもって履行する責任を負うという。この場合に債権額が信託財産

のみの範囲に限定されるとは考えにくく、債権の責任が信託財産の範囲に限定されるの

ではないか。掴取力の客体により責任のみが変化しているように思える。 

組合財産の法律構成と信託財産の法律構成が債務と責任の点について類

似することは、解釈的にも意味を持つ。混同の例外を認めた大審院昭和 11
年 2 月 25 日判決99について、我妻は、前述のように、組合財産を責任財産

とする債権の効力と各組合員の個人財産を責任財産とする効力の違いから

の既決であると、混同を認めない判決を至当としている。しかし、甲斐の

批判するように、そう考えも個人財産が分担する分割債務については債権

者と債務者が同じ状態であり、混同を回避する理由にならない100。これは、

信託法 20 条 3 項 2 号の規定する状態であり、給付利益が各組合員に発生

するのに対して、給付の負担は最終的に組合財産にあって、混同によって

組合債権が部分的に消滅すれば、その範囲で各組合員は組合財産から償還

できなくなってしまうというまさしく大審院判例の説明する問題を避ける

ためである。組合における規定に欠缺があるならば、法律構成の類似性に

基づき、類推適用もあり得るのではないだろうか。また、信託法 18 条の

混和についても類推する余地があるように思われる。もっとも、債権法改

正において信託法 22 条の外観法理的な相殺の効力を認めることは意識的

に回避しており101、一般法と特別法の関係からしても、類推適用は法の欠

缺といえるような場合に限られる。ただし、結局は盛り込まれなかったと

はいえ、信託法の比較がなされていることは組合財産の法律構成を考える

上で、注目されるべきである。 
債権法改正との関係では、私見が法案に適合的ではない部分があるのは

確かである。民法改正法案（以下、法案という）675 条は、組合の債権者

                                                        
99 民集 15 巻 4 号 281 頁。 
100 甲斐・前掲注 13・130 頁。 
101 商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 1 集＜第 5 巻＞』（商事法務、2012）27
頁、商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 1 集＜第 6 巻＞』（商事法務、2012）
245 頁、商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 2 集＜第 8 巻＞』（商事法務、2014）
250－253 頁。相殺に関する信託法 22 条類似の規定が盛り込まれなかった理由として、

信託と異なって業務執行組合員の代理行為は顕名であることが議論の中心となっている

ように思われる。 
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産の分割責任を認めるべきという主張をしていること96、民法 675 条によ

る各組合員の責任を保証のようにとらえる学説が多いことからすると、我

妻の組合財産と組合債務との関係は不明瞭であり、法律構成を明確にした

という意義はあるだろう97。ただし、組合債務の性質をどう説明するかは

難しい。私見は組合員の固有財産への執行も組合債務の掴取力とらえてい

るので、債務の履行に組合員全員の協力が必要とは必ずしもいえない。た

だし、組合員全員に共有あるいは準共有で帰属する財産に執行する場合、

個別持分の処分を禁じている以上、全員への債務名義が必要であろう。た

だし、組合員の固有財産に執行する場合には、当該組合員への債務名義で

も足りよう。我妻の言うように、分割可能であっても、組合債務は分割債

務となるのではなく、組合員全員に総額として帰属することになる。ただ、

どの財産に対して執行するかにより、全員の債務名義が必要な場合と各組

合員の債務名義が必要な場合に分かれる98。 
                                                        
96 我妻・前掲注 7・810 頁。 
97 合有の法律構成の不明確さは川島の「合有者の現実的総体をこえた統一体としての団

体は存しないのであり、合有者は常に多数者 Vielheit として『手をつないで』そのまま

主体者なのである」という表現に表れている（川島武宜『所有権法の理論』（岩波書店、

1949）205 頁）。椿によれば、組合債務を 1 個の債務とするのは我が国において甲斐に
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夫］）。甲斐は、組合財産を引当てとする債務は、全組合員が一体として「合手的」に負

担するものであるから、1 個と解すべきと言う（甲斐・前掲注 13・130 頁）。品川は、組

合の債務は総組合員に共同に帰属し、総組合員の共同（財産）たる組合財産をその引当

とするとしながら、組合員の個人責任を問題とする場合には、「組合債務は団体債務であ

るといっても、団体構成員の権利主体性が失われない団体の債務であることを考慮し、

かつ、組合債務と組合員の個人的責任との間の具体的な諸関係を説明するには、債務と

解する方が無難」であるといい、組合債務と組合員の債務につきどのような構成を採っ

ているかわからない（鈴木祿彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』（有斐閣、1993）84、132
頁［品川孝次］）。 
98 これと類似した状況は、信託法 83 条 2 項における、受託者間の分掌の定めがあり取

引相手方がそれを認識して取引した場合であろう。この場合、取引した受託者以外の受

託者は信託財産のみをもって履行する責任を負うという。この場合に債権額が信託財産

のみの範囲に限定されるとは考えにくく、債権の責任が信託財産の範囲に限定されるの

ではないか。掴取力の客体により責任のみが変化しているように思える。 

組合財産の法律構成と信託財産の法律構成が債務と責任の点について類

似することは、解釈的にも意味を持つ。混同の例外を認めた大審院昭和 11
年 2 月 25 日判決99について、我妻は、前述のように、組合財産を責任財産

とする債権の効力と各組合員の個人財産を責任財産とする効力の違いから

の既決であると、混同を認めない判決を至当としている。しかし、甲斐の

批判するように、そう考えも個人財産が分担する分割債務については債権

者と債務者が同じ状態であり、混同を回避する理由にならない100。これは、

信託法 20 条 3 項 2 号の規定する状態であり、給付利益が各組合員に発生

するのに対して、給付の負担は最終的に組合財産にあって、混同によって
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できなくなってしまうというまさしく大審院判例の説明する問題を避ける

ためである。組合における規定に欠缺があるならば、法律構成の類似性に

基づき、類推適用もあり得るのではないだろうか。また、信託法 18 条の

混和についても類推する余地があるように思われる。もっとも、債権法改

正において信託法 22 条の外観法理的な相殺の効力を認めることは意識的

に回避しており101、一般法と特別法の関係からしても、類推適用は法の欠

缺といえるような場合に限られる。ただし、結局は盛り込まれなかったと

はいえ、信託法の比較がなされていることは組合財産の法律構成を考える

上で、注目されるべきである。 
債権法改正との関係では、私見が法案に適合的ではない部分があるのは

確かである。民法改正法案（以下、法案という）675 条は、組合の債権者

                                                        
99 民集 15 巻 4 号 281 頁。 
100 甲斐・前掲注 13・130 頁。 
101 商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 1 集＜第 5 巻＞』（商事法務、2012）27
頁、商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 1 集＜第 6 巻＞』（商事法務、2012）
245 頁、商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 2 集＜第 8 巻＞』（商事法務、2014）
250－253 頁。相殺に関する信託法 22 条類似の規定が盛り込まれなかった理由として、

信託と異なって業務執行組合員の代理行為は顕名であることが議論の中心となっている

ように思われる。 
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は、組合財産についてその権利を行使できると定めており、組合債務は組

合財産を引当てとしているように見える。民法（債権法）部会の議論でも、

法案 675 条は、債権の行使の観点からの規定であると説明されており102、

組合債権は組合財産に対する執行を本則とするように解釈できる。ただし、

改正法案 675 条 2 項に組合員の分割責任がなお維持されていることからす

ると、組合財産への権利行使と組合員の固有財産への権利行使の内容や方

法が異なることから分けて規定しただけであるとなお解釈する余地はある。 
私見の定義では、組合債務は、組合財産もその責任を負っている債務と

も定義される。通常これは業務執行組合員の代理権の範囲か、あるいは表

見代理が成立する範囲かどうかによって定まることになるが、組合財産を

引当てとできるかどうかという観点からすれば、必ずしも代理による効果

帰属の場合に限られず、組合財産が引当てになる場合も含みうる。例えば、

業務執行組合員が顕名せず、業務の範囲内で組合員の個人名で組合財産に

属する動産を譲渡する契約を締結した場合、法形式的には間接代理となっ

ているが、組合員は代理ではなく他の組合員に効果が帰属しないことを理

由に引き渡しを拒否できるだろうか。その契約が業務の範囲内であり、か

つ、業務執行組合員がそれを内部的に組合の事務として処理していれば、

引渡し請求を認めるべきだが、例えば相手方が履行不能の損害賠償請求権

を行使する場合には組合財産と間接代理を行った組合員の固有財産に無制

限に執行でき、他の組合員の固有財産を引当てにはできないと構成するの

が妥当に思える103。売買代金を組合財産としているなど、組合の事務処理

として行う必要はあるが、処分権が業務執行組合員に付与されていれば、

                                                        
102 商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第 2 集＜第 8 巻＞』（商事法務、2014）256
－257 頁。 
103 民法（債権法）改正の法制審議会では、道垣内幹事により、信託と同様に、組合にお

いても業務として行った否かにより組合財産が責任を負うかを判断するという仕組みが

ありうるかという問題が提起され、鎌田部会長により、それは法的に難しいと回答され

ているので、改正法案からは否定される見解かもしれない（商事法務編・前掲注 102・
253 頁）。 

それが代理として行使されることは組合財産に対する効果帰属に必ずしも

必要ではない。もっとも、本稿は組合の業務執行と組合代理との関係を研

究していないいため、とりあず、組合債務は、組合員全員が債務者となり、

かつ組合財産もその責任を負う債務と定義し、業務執行権に組合財産の処

分権が含まれるかついては、組合員の固有財産に対する分割責任（民法 675
条）や業務執行と組合代理を分けた改正案（改正案 670 条 3 項、670 条の

2）との関係も含め、今後の検討としたい。 
なお、合手関係により組合債務が組合財産のみを引当てにするという命

題を否定したが、これはギールケやフルーメを代表とする、組合の団体性

を強調する研究の意義を否定するものではない。民法 676 条 1 項は、組合

員による組合財産の持分の処分を制限するのみで、組合員の債権者による

持分の処分を制限するというのは規定の拡張解釈である。確かに持分の差

押えを認めない見解が多数ではあったが104、異論もあったのであり105、持

分の差押えを認めないことで学説が一致し、改正案でもその旨が定められ

ているのは、組合の団体的性格に由来するものであろう106。それゆえ、私

見は組合に権利能力を認める可能性を否定するものではない107。しかし、

                                                        
104 立法者の見解として梅・前掲注 84・804 頁を参照。 
105 末弘嚴太郎『債權各論〔第 5 版〕』（有斐閣、1920）832－833 頁。なお、民法（債権

関係）改正に関する法制審議会の議論においても、組合契約によって財産の分離が生じ

ること及びその明文化に対して委員より疑義が呈されているが、それに対しては現行民

法 676 条 1 項の解釈として定着していることを明文化したものであり、規律の不明確を

残すよりも明文化したほうが望ましいと他の委員より反論されている（商事法務編・前

掲注 102・254－258 頁）［三上委員］、反論［中田委員］）。 
106 山田によれば、民法制定当時では、組合の債権は各組合員の分割債権であり、組合の

債務は分割債務であったものが、共有・合有・総有の類型化を通じて、我妻により民法

典と乖離する考えが整理された定着したという（山田誠一「団体、共同所有、および、

共同債権関係」『民法講座別巻 1』（有斐閣、1990）285 頁）。 
107 なお、福田は組合員の脱退時の持分払戻しを組合の権利主体性を否定する根拠の一つ

としているが、現在の法人法体系においては根拠にできないと思われる。江頭によれば、

協同組合と相互会社においては、組合員の任意脱退と脱退した組合員の持分払戻請求が

認められており、出資の払戻しの禁止は、有限責任や（完全）法人の不可欠の前提では

ないという（江頭憲治郎「企業の法人格」『会社法の基本問題』（有斐閣、2011）104、
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は、組合財産についてその権利を行使できると定めており、組合債務は組
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権利能力を認めずとも現在の組合の財産制度を法律構成できる以上、法人

や組合が多様化し、設立も容易になった現代において、いなかなる理由を

もって組合に権利能力を認め、それによって現在と異なるどのような法律

効果が発生するか（例えば、組合員の固有財産上の責任をどうするか108、

登記簿に組合の権利の登記を認めるか、認める場合にどのような事項が必

要か）という、権利能力を認める意義や組合の団体法制度中の位置づけに

関してより明確にならなければ、にわかに賛成はできない。 
 
 

                                                                                                                        
113 頁、例として、中小企業等協同組合法 20 条、保険業法 34、35 条など）。江頭によ

れば、法人にしか認められない属性はもはや存在せず、法人が最小限度備えなければな

らない属性は、「その名において権利を取得し義務を負う」こと、「訴訟当事者能力」及

び「その名義の債務名義によってしか強制執行をうけない」ことであるとされる（同・

105－106 頁）。それゆえ、後者 2 つの条件は、権利能力を付与すれば同時に付与しうる属

性であり、組合に権利能力を認めることが現在の組合法において不可能には思えない。

清算前における組合員全員の合意による組合財産の分割のような処分を認めることにつ

いては、確かに法人では見られないが、判例（大審院大正 2 年 6 月 28 日判決・民録 19
輯 573 頁）によって認められたものであり、組合に権利主体性を認める場合に解釈を変

更する余地もあろう。 
108 組合に権利主体を認めれば、必然的に組合員の固有財産上の責任がなくなり、民法

675 条を削除することになると主張しているわけでもない。福田は、資本充実・維持の

原則の措置がない場合に有限責任を認めるべきではないとする（福田・前掲注 30・39－

40 頁）。江頭は有限責任の要件を、事業の開始にあたり合理的な出資がなされかつ維持

され、財務状況が合理的な方法で開示されることで必要・十分条件を充たすという（江

頭・前掲注 106・108－111 頁）。後藤は、団体により事業を拡大し財貨の獲得可能性を高

め、利益を配当し、かつ構成員が団体財産の設定と変更に影響を及ぼす限り、無限責任

が妥当するという（後藤・前掲注 31・226－227 頁）。また、民法改正に際しても、組合

員の無限責任の原則を明定すべきという（後藤元信「法人、組合などの団体に関する規

律の体系化とその内容的整備についてどう考えるか」椿寿夫・新美育文・平野裕之・河

野玄逸編『民法改正を考える』（日本評論社、2008）66、68 頁）。平野は、組合員の責

任につき、団体と契約したというよりも複数の個人と契約したという法意識により民法

675 条を適用するという（平野・前掲注 1・746 頁）。たとえ、組合に法人格を認めた場

合でも、組合員の責任は、組合財産をどこまで維持させる措置を講じ、債権者を保護す

る必要があるかという観点から、検討しなければならない。 

7．結語 

 
 本稿は、ドイツ法における組合財産に関する法律構成を、債務（者）と

責任との関係という視点から考察したアーダーホルトの見解を基に、組合

財産に関する法律構成を明らかにしようとした。アーダーホルトの見解は、

債務の責任は、義務主体（債務主体）を介して確定すべきであり、特定の

債務と特定の財産を結びつけることは体系に違反しているというものであ

る。そのような結合は法的能力を認めることで達成するべきであり、ドイ

ツ法においては組合に権利能力を認めるという方向に結びついた。しかし、

組合債務は組合財産のみが責任を負うという命題は、我が国では規定上の

根拠がなく、信託法が受託者の財産を固有財産と信託財産に切り分けてい

ることからすると、組合に権利能力を認めなくとも、組合財産の責任に関

する法律関係を説明できる。各組合員が負う組合債務に対して組合員の固

有財産と組合財産の両方が責任を負うが、団体的拘束により組合財産の個

別持分の処分が全て禁止されていことから、組合員の組合債務以外の債権

者（固有債権者）は組合財産に対して執行できず、組合債務の債権者は合

手的に組合財産に対して権利行使することになる。もっとも、この結論は

組合財産の責任の視点から検討したものであり、業務執行組合員による組

合代理の効果帰属を含めた組合債務の基準までも明確にしたものではなく、

一考察にとどまる。組合の権利能力を認める見解が増える中、民法改正法

案が組合の権利能力について定めなかったことの意義がどこにあるかを含

め、今後検討していきたい。 
 
※本研究は、平成 25、26 年度駒澤大学在外研究の成果の一部である。 
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有財産と組合財産の両方が責任を負うが、団体的拘束により組合財産の個

別持分の処分が全て禁止されていことから、組合員の組合債務以外の債権

者（固有債権者）は組合財産に対して執行できず、組合債務の債権者は合

手的に組合財産に対して権利行使することになる。もっとも、この結論は

組合財産の責任の視点から検討したものであり、業務執行組合員による組

合代理の効果帰属を含めた組合債務の基準までも明確にしたものではなく、

一考察にとどまる。組合の権利能力を認める見解が増える中、民法改正法

案が組合の権利能力について定めなかったことの意義がどこにあるかを含

め、今後検討していきたい。 
 
※本研究は、平成 25、26 年度駒澤大学在外研究の成果の一部である。 
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