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第一章　BGB 及び民法制定過程における組合財産の構造

　第一節　問題の設定

　本稿は、組合財産の法律関係について、BGB（Bürgerliches Gesetzbuch）

制定過程を中心に検討する。その目的は、ドイツ民法の合手理論が我が国

の組合の解釈にいかなる影響を与えたかを探ることで、我が国の組合財産

の法律関係を明らかにする一助とするためである。

　そもそも、組合財産の法律関係を明らかにするために BGB 制定過程を

研究する理由は、近時の組合に法主体性を認めた BGH（Bundesgerichtshof）
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2001年 1月 29日判決 1 の理由が、BGB 制定過程の議論の影響を暗に受け

ているからである。すでに別稿で研究した通り、前掲 BGH2001年 1月 29

日判決は、債務と責任との区別から組合に法主体性を認めるべきと判断し

た 2。詳細は後述するが、BGB の立法過程において組合財産が責任を負う

組合債務という概念を認めるかが議論されていたのであり、その議論では、

組合財産への執行の可否を債務名義とは別に、原因債権の種類によって制

限することは認められないとして、結論としてそのような組合財産への執

行と結びついた組合債務概念そのものを否定したのである。BGB の立法

段階の議論によれば、組合財産に対して執行できるかどうかの基準は、組

合債務かどうかではなく、組合員全員に対する債務名義を有しているかで

あって、債務と責任とを区別するという前掲 BGH2001年 1月 29日判決

と共通の土台の上に立っている。原因債権の種類によって債務名義を制限

しないならば、例えば、組合員全員に対して債務名義を有している組合の

業務とは無関係な債権者が組合財産に対して執行できることになり、組合

1 BGH (Urt. von 29.1.2001), BGHZ 146, 361.　この判決の紹介として、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）、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）、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頁（2013）頁及び拙稿「組合財産の責任関

係に関する一考察―組合の権利能力を認める BGH 判決を素材として―」駒

澤大学法学部研究紀要 74号 37頁（2016）がある。

2 BGH は、具体的には次のように述べた。「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。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、財産のまとまり（Vermögensmasse）
には関係しないからである」。
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財産の目的的拘束が弱まるという重大な問題も生じる。以上の BGB 制定

過程における組合債務についての議論を紹介することが、組合財産の法律

関係を理解することに資すると考え、本稿は組合債務と組合財産に関する

BGB制定前後の議論の展開を追うことにした。なお、BGB制定後において、

組合財産が責任を負う組合債務という概念を認めるべきという議論がなさ

れており、立法時の見解を変更する重要なものであるので、本稿ではその

議論を含めて紹介する。

　組合財産に関するこの議論は、我が国の解釈にも影響がある。周知の通

り、我が国の組合法は諸外国の法律を参照しており、その中には BGB 第

一草案と第二草案も含まれている。組合財産に関する規定については、い

くつかの条文において起草者自身が特にドイツ法を参考にした旨を明言し

ている（詳細は後述）。明らかにすべき重要な点は、BGB 制定過程の議論

がどこまで我が国の組合法に影響を及ぼし、法典調査会を経た後、組合の

財産関係に関する法律関係が、旧民法における法人ではない会社（現行法

の組合に相当）からどのように変化したかである。また、ドイツ法の議論

は我が国の民法制定後の学説にも継続的に影響を及ぼしており、そうした

経緯からすれば、BGB の組合法の基礎理論や BGB の組合についての規定

に関する解釈の変化を検討することは我が国の組合法にとっても重要であ

る。

　以下の検討は、組合の法律構成に関する争いの発端となり、BGB の組

合に関する規定に影響を与えたギールケの合手理論を紹介することから始

める。次に、ギールケの批判を受けて作成された BGB 第二草案と、その

審議の場である第二読会においてなされた、組合の財産関係を巡る議論を

紹介する。これは、組合財産の持分に関する規定、組合財産への強制執行

に関する規定と、組合員の固有財産の責任に関する規定を中心とし、組合

財産の法律関係の理解に必要な範囲でその他の規定を紹介する。ドイツ法

の紹介としては、最後に、BGB 第二草案の決定を原因として BGB 制定後

に引き続きなされた解釈上の争い、すなわち組合財産が責任を負う組合債
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務が認められるべきかという問題に関する学説を紹介する。立法時の議論

では組合財産が責任を負う組合債務を否定されたにも関わらず、結局、ギー

ルケの合手理論に基づき、そのような組合債務が解釈上認められたことが、

前掲 BGH2001年 1月 29日判決への布石になった。これらの組合財産に

関するドイツ法の紹介後、ギールケの合手理論と BGB 第二草案が我が国

の民法にいかなる影響を与えたかを検討する。特に、法典調査会において、

BGB 第二草案が参照されている規定を中心に、起草委員の見解や法典調

査会でなされた議論を踏まえて民法典起草時の組合財産の法的構造を明ら

かにする。なお、起草委員である富井博士と梅博士は民法典制定後に解説

書を著しており、起草者の見解を探る上で重要な資料であるので、それら

解説書も検討の対象とする。

　第二節　ギールケの合手理論

　

　ギールケがその有名な著書『ドイツ団体法論』で論じたのは、正確には

団体（ゲノッセンシャフト）、すなわち人的共同体関係一般であり 3、その

膨大な史的研究と解釈論・立法論すべてを紹介することは紙面の都合と能

力の限界により非常に困難である。ここでは、特に BGB の組合に関係す

るもののみを取り上げることに留める。

　ギールケは、1889年に「人的共同体と財産総体」を著して、組合の規

3 Gierke, Das deutsche Genossenschaftrecht; Rechtsgeschichte der deutschen 
Genossenschaft (1868); Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs (1873); Die 
Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in 
Deutschland (1881); Die Staats- und Korporationslehre der Neuzeit (1913). なお、第 1巻

「Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft」の訳として、オットー・フォン・

ギールケ著・庄子良男訳『ドイツ団体法論第 1巻　ドイツゲノッセンシャフト法

史    第一分冊』（信山社、2014）、同『ドイツ団体法論第 1巻　ドイツゲノッセンシャ

フト法史　第二分冊』（信山社、2014）、同『ドイツ団体法論第 1巻　ドイツゲノッ

センシャフト法史　第三分冊』（信山社、2014）、同『ドイツ団体法論第 1巻　ド

イツゲノッセンシャフト法史　第四分冊』（信山社、2015）がある。
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定に関する BGB 第一草案を批判した 4。第一草案の組合は、古代ローマ

法の組合そのものであって、単なる債務法的関係のものでしかないという。

実際、第一草案の組合法は、組合財産についての規定を全く欠いており、

組合の財産は組合員による単なる共有関係でしかなかった 5。ギールケは

次のように批判する。対外的に組合は存在しないも同然で、不可分債務で

はないならば、組合の債権と債務は各組合員に分割され、各組合員が割合

的に組合債権を訴求でき、組合の債権者は組合債務からではなく、各組合

員に割合的に請求できてしまい、このような組合の構成では、ドイツやプ

ロイセンで発展してきた共同体や結社が存続することではできないと 6。

この論文でギールケが批判したのは、社会生活を妨げ、ローマ以後に発展

してきた慣習法を抑圧することになる BGB 第一草案の「精神」であり、

具体的な改善提案は欠けていた 7。この論文の後、同年に公表された有名

な論考「ドイツ民法草案とドイツ法」においても、起草者らの社会実態を

軽視する考え方自体を批判する傾向は同じである。組合員は清算までは組

合財産の分割を請求できず、清算のときも組合員は持分に相当する金銭価

値を請求できるのみであり、脱退時も他の組合員に持分を譲渡することが

義務づけられる点から、組合財産が当然に導かれるにもかかわらず、組合

財産は迂遠なやり方でしか現れていないという。BGB 第一草案の規定は、

組合の破滅をもたらしかねず、ローマ法の組合を取引適合的に形成した「慣

4 Gierke, Personengemeinschaften und Vermögensinbegriff, von Becker und Fischer, 
Beiträge zur Erläuterung und Beurtheilung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches 
für das Deutsche Reich (1889), S. 95.
5 BGB 第一草案立法理由書によれば、BGB 第一草案の組合は、ソシエタス

（Sozietät）の概念と本質を基礎としており、完結した組合財産は存在せず、単

に各組合員の財産の中に共同に用いられる財産があるという（Mugdan, Die 
gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, 2. Band: 
Recht der Schuldverhältnisse (1899), S. 330）。ローマ法を模範とする債務法的な法律

構成は意図的に採用されたものであり、それゆえ、後述するようにギールケは

BGB 第一草案の精神を批判した。

6 Gierke, a. a. O. (Fn. 4), S. 95-97.
7 Gierke, a. a. O. (Fn. 4), S. 105.
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用」を承認するべきという 8。

　1895年に、ギールケは『ドイツ私法第 1巻・総則及び人法』9 を出版して、

合手共同体としての組合の法律構成をより具体的にした。それによれば、

合手共同体とは、その権利者が共同体的に結合した人的複多である共同体

法律関係であって、結合した者らが総じて共同活動領域の積極的な分かち

合いに任じられる人法上の共同体であると 10。ギールケはこのような合手

共同体の例として、家族共同体、相続共同体、商事会社（Handelsgesellschaft）

と並び、民法上の組合を挙げる 11。

　ギールケは、合手共同体に権利能力を認めるが、その表現は若干曖昧で

ある。すなわち、共同者は人的統一体を構成するが、それは、単独で（für 

sich）ではなく、共同者の結合において、すなわち「合わせて」又は「集

合的に」権利を与えられ又は義務を負うという。ドイツの共同体は共同体

的な特別法関係を含んでいたことに基づき、このような集合的な特有の特

別権利と特別義務が生じたという。合手関係により、結合した人的複多

体（verbundene Personenmehrheit）はそのようなものとして権利能力を有し、

結合した者と異なる社団人にも個別の共同者自体にも帰属しない権利と義

務を有すると 12。合手の客体が特別財産であるならば、持分は財産全体の

みを把握し、それに含まれる個別の権利と義務には分割されないとされ

る 13。さらに、合手者の一人として合手関係を代理する者は、自己と他の

合手者を代理するのではなく、権利者と表された人的統一体を代理すると

 8 Gierke, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Reich (1889), S. 
254-256.
 9 Gierke, Deutsches Privatrecht, Band 1: Allgemeiner Teil und Personenrecht (1895).
10 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 663-664.
11 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 669-672. 　なお、これらのほかにも、偶然の権利共同

体や権利と義務の合手関係や複数の代理権の合手共同体への委任などが挙げられ

ている（Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 673-674）。
12 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 676-677.
13 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 678. なお、ギールケはすでに 1887年には、合手者に

権利能力を認めるような見解をとっていたが、合手者が指している対象が曖昧で

あった（「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
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も述べられており 14、我が国で言えば代理ではなく代表にあたり、かなり

法人に近い性質を有する団体が構想されている。

　共同者の結合体に権利能力があるという表現の曖昧さは、個別の共同者

の権利と義務に関する叙述においても現れている。ギールケは、合手共同

体において、合手的権利は、第三者に対して全員のみによって主張され、

合手的義務は第三者によって全員に対してのみ主張され、個別の共同者自

体は、積極的にも消極的にも訴訟適格性を持たないと述べる一方、人的統

一体という性格から、個別の合手者も合手的権利と義務に関し、部分的又

は全部的に請求でき、第三者から部分的又は全部的に請求されうるといっ

て、合資会社の無限責任社員と有限責任社員をその例として挙げている 15。

合資会社の無限責任社員の責任は明文の規定の効果である以上、各共同者

が結合性に基づき常に個別に責任を負うのか、それとも明文の規定がある

ときのみ責任を負うのかは明らかではない。

　なお、合手共同関係の権利能力は、法律行為能力だけではなく、訴訟能

力と不法行為能力にも及ぶ 16。対外的にも合手者が合手関係を代理し、合

手者によって権利者と表された人的統一体自体を代理することが認められ

るという 17。

　第三節　BGB制定過程の議論 18

　以上のようなギールケによる批判を受けて、BGB 第二草案は 19、組合

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」（Gierke, Die 
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung (1887), 343）。
14 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 687.
15 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 682-683.
16 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 685.
17 Gierke, a. a. O. (Fn. 9), S. 687.
18 BGB 第二草案と BGB の条文については、本稿「補遺　組合財産に関連する

条文の比較表（旧民法・BGB 第二草案・法典調査会案・BGB）」を参照。

19 BGB 第二草案は相続法を除き、大部分は 1894年に公表されており（Entwurf
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財産に関する規定を充実させた。ただし、プロトコル（Protokoll、議事録）

によれば、BGB 第二読会（zweite Lesung）は、ローマ法的組合理論やギー

ルケの合手理論を基本モデルとしながら、どちらかの理論構成を採りそこ

から演繹的に規定を定めるのではなく、立法によりローマ法的債務関係を

基盤とした学説と合手原則を基盤とした学説の対立に決着をつけることを

避け、各説に基づく規定の有用性からその規定の是非を判断するという手

法を採用した。第二読会の想定した基本モデルは次の通りである。

　BGB 第一草案の基礎となっている組合は、原則的に純粋な債務法的関

係であり、共同の目的は、組合員が互いに債務法的に特定の給付を義務づ

けられることによって追求され、本来の意味での組合財産は存在しないと

いう。したがって、形式的には、各組合員は、組合財産の構成部分を処分

し、組合財産へ強制執行を進める権限があり、各組合員が共同の目的のた

めに債権的に拘束を受けているだけであるとされる 20。

　それに対して、合手原則による関係の形態は、債務法的な効果と並び物

権的な効果を有し、共同状態になった財産部分は、それらから独立的した

組合財産が形成されることにより、直接的にその目的に用いられる。全て

の組合財産は、組合の負担と債務の償還に義務づけられる。組合財産の個

別部分の処分は、共同的にのみ可能であり、手続きの執行は、共同的にの

みなされ、組合財産の部分への強制執行は総組合員に対する執行可能な債

務名義に基づいてのみ行うことができる。清算時には、組合財産からまず

組合債権者が満足を受けるというものである 21。

　BGB 第二草案の注目すべき組合財産に関する規定は、まず組合員によ

る持分の処分の禁止と組合財産に属する債権についての相殺禁止である。

eines Büregerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich: 2. Lesung: Nach den Beschlüssen 
der Redaktionskomission, 1. bis 3. Buch Allgemeinr Theil-Recht der Schuldverhältnisse-
Sachenrecht, Auf amtliche Veranlassung (1894)）、正確には本文の「以上のような

ギールケの批判」は『ドイツ私法第 1巻・総則及び人法』を含んでいない。

20 Mugdan, a. a. O. (Fn. 5), S. 989.
21 Mugdan, a. a. O. (Fn. 5), S. 989-990.



三
四

73組合財産の法的構造に関する史的考察（1）（中田）

BGB 第二草案 658条 1項（BGB718条・719条）は、共同の目的物の持分

を処分できない旨と組合財産の分割禁止を定める。第二読会は、この規定

が BGB 第一草案の共有と合手所有権との違いを法律において適切な立場

で表現するという判断に矛盾していないといい 22、いずれかの法律構成に

依らないことを確認している。BGB 第二草案 658条 2項（BGB719条 2項）

の組合財産に属する債権についての相殺の禁止については、各組合員がそ

の持分の処分ができないことから、債権が組合財産に属することをその債

権の債務者が知らなかった限り（筆者注；BGB第二草案 658条 3項（BGB720

条）により債務者は債権が組合財産に属することを知らない限り相殺の制

限を受けない）、債務者になんらの不利益も生じないとして 23、確かに組

合の性質自体から結論を演繹することを避けている。ただ、組合財産に属

する債権の債務者が組合財産に属することを認識していることを要求して

いることは、さもなくば債権的構成からは説明しがたいという点で注目が

必要である。組合をあくまで債権関係として構成するならば、相殺の禁止

には両当事者の合意が必要で、債務者に組合の債務たる認識なく相殺が禁

止される構成はあり得ないからである。

　組合財産の法律関係に関する重要な議論は、BGB 第二草案 658条 4項

（ZPO（Zivilpozessordnung）736条）を巡ってもなされた。第二読会において

提案された修正案は、「組合財産に属する目的物への強制執行は、（組合債

務のために）総組合員に対して執行可能な債務名義に基づいてのみ行われ

る」というものであったが、第二読会はこの括弧書きを削除して残りを採

用した。その理由は、公開商事会社とは異なり、組合の存在と内部関係は

第三者に認識可能ではなく、組合財産が専ら組合債権者に対して責任を負

うという独立性は認められないというものである。また、組合財産への執

行が、債務、特に手形債務の基礎に組合の債務があることの証明に左右さ

れるというのは実務的な困難を生み出し、組合債務であることを債務名義

22 Mugdan, a. a. O. (Fn. 5), S. 992.
23 Mugdan, a. a. O. (Fn. 5), S. 993.
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において認識可能とすることはできないというものである。そもそも組合

財産は組合員の全員一致の意思により組合目的以外のことに使用できるの

であり、その意思は組合員全員への債務名義によって置き換えられうるか

ら、結論的に、組合財産への強制執行は総組合員の債務名義によることに

することが決議された。組合員の固有債権者の保護は、BGB 第二草案 663

条 1項（BGB725条）により各組合員の持分を差し押さえた債権者に組合の

解約を認めることによってなされるという 24。

　したがって、第二読会の想定した組合財産の法律構成は次の特徴を有

している。①組合財産への執行力は、組合の目的や業務とは無関係であ

る。例えば、A、B、C が甲組合と乙組合を作った場合、組合財産への強

制執行において債務の発生原因を考慮しないという考えを貫徹するなら

ば、甲組合の業務により A、B、C に対する債務名義を取得した債権者

は、乙組合の財産に対しても強制執行できる。この場合には、乙組合の

組合財産は、乙組合の目的外の責任を負ってしまうことになる。②他方、

BGB 第二草案は独立した組合財産を部分的に認めているが、それが責任

を負う「組合債務」は認めていない。BGB 第二草案 658条 4項の組合財

産への強制執行に関して「組合債務」という用語が避けられただけでは

なく、他の規定においても組合債務という用語ではなく「共同の債務（die 

gemeinschaftlichen Schulden）」の語が用いられている。例えば、組合財産

の清算に関する BGB 第二草案 669条（BGB733条）は、組合財産からまず

24 Mugdan, a. a. O. (Fn. 5), S. 989, 993-994.　なお、持分を差し押さえた債権者が組

合を解約すると、BGB 第二草案 671条 1項（BGB736条 1項）により組合が解散

するか、当該組合員が組合から脱退した扱いになり、持分の返還がなされる。し

たがって、債権者は組合財産上の権利のみの返還を受けるのではなく、BGB738
条により損失を控除した残額の返還を受けることになり、逆に言えば、組合財産

はまず組合の債権者への引当となるということである（BGB738条 1項　組合員

が組合から脱退するとき、組合財産の持分は他の組合員の手に帰する。他の組合

員は、脱退する者に対して、それが利用のために組合に委ねた目的物を、732条
の基準により返還し、共同の債務を免責させ、清算の場合に得られたであろうも

のを支払う義務を負う。共同の債務が未だ期限未到来ならば、他の組合員は脱退

する者を免責する代わりに担保を提供することができる）。



三
二

75組合財産の法的構造に関する史的考察（1）（中田）

清算されるべき債務を「共同の債務」と表現している。しかも、これはあ

くまで精算時の用語であって、清算前における組合財産の責任と結びつい

てるわけではない。それゆえ、BGB 第二草案における組合財産に執行で

きるか否かの分かれ目は、債務が組合の業務と関係性があるかではなく、

債務の発生原因たる法律行為について組合代理が成立するかである。例

えば、組合員が自己の（当該組合員の）名で組合の業務を執行したとする。

組合の解散時においてこの債務は組合財産から清算されるが 25、組合代理

は成立していないので、この組合員と取引した債権者は組合財産に強制執

行できない。この場合、組合財産は、清算前において組合の目的より狭い

範囲でしか強制執行の責任を負わないことになる。

　以上述べたように、組合財産が責任を負う「組合債務」という概念が否

定されたことにより、BGB 第二草案において、組合財産が目的的拘束を

受けるといっても、その拘束はかなり不完全なものに止まる。第二読会が

そのような不完全な拘束を意図的に選んだ理由は、組合財産の非公示性と

債務発生原因による債務名義の制限であった。組合財産が公示されず、第

三者に認識できないという理由付けは、合資会社のように組合員に無限責

任を負わすことや不動産の公示制度を整えることで解決できるので、組合

財産が組合債務に責任を負うことを否定する決定的理由にならない。そう

すると、実質的には組合債務か否かで組合財産へ強制執行できるかどうか

を判断することはできないという、後者の理由付けのほうが重要である。

組合財産への強制執行の可否を組合債務かどうかにより判断しないという

ことは、債務内容によって執行力に対する債務者の財産の責任は変わらな

いということであり、前掲 BGH2001年 1月 29日判決の「債務は常に主

体にのみ関係し、財産のまとまりには関係しない」26 という叙述と意味は

重なる。したがって、前掲 BGH2001年 1月 29日判決の結論は組合に権

25 Münchener Kommentar zum BGB-Schäfer, 6. Aufl . (2013), Bd. 5. § § 705-853, 
§ 733 Rn 6.
26 BGH2001年 1月 29日判決の内容については、前掲注 2を参照。
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利能力を認めるという画期的なものであるが、その理由付けが債務内容に

よって執行に対する責任を負う財産は変わらないという点では BGB 制定

時の第二読会の見解を踏襲しているのである。この議論から明かなことは、

組合財産と組合債務との関係が、債務と責任との関係をどう考えるかに強

く影響を受ける問題であり、組合財産の責任に関する法的構造を把握する

ためには、執行力の対象となるという意味での責任に関する議論を避けて

は通れないことである。

　それでは、なぜ BGH は最終的に制限的とは言え、組合に権利能力を認

める方向になったのだろうか。それを説明するためには、債務と責任とを

分離した結果として、組合債務が否定されたことが立法後にどうなったか

を見る必要がある。なるほど、第二読会は、ローマ法的組合か合手関係か

という理論的争いを避け、機能的観点から規定を設け、債務と責任との分

離を貫徹した点は目的を果たしたが、その結果、組合財産が執行上の責任

を負う債務と精算時に組合財産から弁済されるべき債務とを乖離させたこ

とは妥当な手段とは言い難かった。

　第四節　BGB制定後の「組合債務」を巡る議論

　BGB 制定後、組合財産が責任を負う「組合債務」を認めるかどうかが

議論になった。ガイラーによれば、起草者見解に忠実な代表者はゴルトマ

ンとリリエンタールの見解である 27。ゴルトマンとリリエンタールによれ

ば、ZPO736条により、組合員の固有債務に基づいても組合財産への執行

が可能であり、組合財産は組合債権者に対して組合債務の支払いに物権的

に結びつけられておらず、したがって、専ら組合債権者に対して責任を負

わせる基となる独立性は、組合財産に付与されていないという 28。

　ヴィントシャイトとキップも明確に「組合債務」を否定する。すなわ

27 Düringer-Hachenburg-Geiler, Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (mit 
Ausschluß des Seerechts), 4. Band 2. Abteilung, 2. Aufl . (1917), Anm. 148, S. 125.
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ち、第三者に対して組合員の権利と義務のみが妥当し、組合の権利と義務

は妥当せず、組合業務から生じた債務に対しても組合が責任を負うのでは

なく、組合員が責任を負うのであり、他の債務と同様に組合員の全ての財

産をもって責任を負い、そして組合は債権者を組合財産に限定することが

当然にはできないという 29。

　立法時には議論されなかった具体例で「組合債務」が採用されなかった

意義を説明する論者もいる。ヘルヴィヒは、合手共同体が権利主体の組織

においてその所有関係を持つというギールケの見解は、個々人と並び合手

共同体に独立した存在が付与されるというものであるが、それは BGB の

基礎となっていないと批判し 30、その違いを表す具体例として組合員の惹

起した損害賠償責任を挙げる。すなわち、各組合員が自己の名で組合業務

において契約した場合または共同の業務において損害を惹起した場合、そ

の組合員のみが責任を負うという 31。また、エックは、例えば、錯誤によ

り組合員に支払われた非債を受け取った場合（詳しくは書かれていないが、

おそらく組合の債務があると誤信して弁済したケースと思われる）、組合

員の不当利得に基づく債務などは、不当利得法に基づいて個別の組合員の

みが責任を負い、代理権限のない組合員による事務管理も、各組合員が一

般的原則により頭割りで責任を負うようにのみ、他の組合員を義務づける

とい、組合債務とは組合財産の消極部分ではなく、BGB が定めているの

はあくまで債権者に対して組合員に分割される共同の債務であるなどと主

張した 32。

28 Goldmann=Lilienthal, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Band 1 (Allgemeiner Theil und 
Schuldverhältnisse), 2. Aufl age (1909), S. 768.
29 Windscheid=Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Band, 9. Aufl age (1906), S. 787-
788.
30 Hellwig, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts (1968[1909]), S. 127.
31 Hellwig, Anspruch und Klagrecht: Beiträge zum Bürgerlichen und Prozessrecht 
(1967[1924]), S. 203. なお、ヘルヴィヒのこの著書は、1900年 4月 4日のデーン

ブルク（Dernburg）の博士 50周年記念として出版されたものをヘルヴィヒの死後

1924年に復刻したものをさらに再版したもので、最初の公表年は 1900年である。
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　このような第二読会に忠実な見解に対して、対外的効力を持つ組合債務

概念を肯定し、伝統的見解の基礎を構築したのはギールケである。1902

年の「新法による権利能力なき社団」は、権利能力なき社団についての論

文であるが、BGB54条が権利能力なき社団に組合の規定を準用すること

を定めていることから、組合の法律関係を説明し、それを権利能力なき社

団にあてはめているため、BGB 起草後のギールケの組合の法律関係に関

する見解も明らかなっている。それによれば、組合財産は構成員に合手的

に帰属する特別財産であり、独立した目的財産としての存立が認められて

いるという 33。組合債務は組合の業務執行または組合財産から生じた債務

として、組合財産の消極部分を構成すると 34。したがって、組合債務に対

し、組合員は合手的に組合財産によって責任を負い、それゆえ、債権者は

総組合員に対して有効な判決を取得し、それに基づいて組合財産に対して

強制執行できるという 35。ギールケは、BGB の規定に忠実であろうとし

ながらも、ここでは第二読会の見解とは異なる主張をしている。すなわち、

BGB は清算時における「組合員の共同の債務」しか定めてなく、組合財

産が執行上の責任を負うという意味での「組合債務」は否定したが、ギー

ルケによれば、組合の業務から生じた債務であれば、組合財産に執行でき

ることになり、立法時の見解に反することになる。ギールケは、組合財産

としての不動産登記ができないことから、公開商事会社とは異なって組合

（権利能力なき社団）に権利能力があるとは主張しておらず 36、また、権

利能力ある社団とは異なって、組合員（及び権利能力なき社団の社員）の

組合債務に対する人的特別責任を常に認めることから 37、以前ほどの組合

32 Eck, Vorträge über das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 1. und 2. Aufl . (1903), Bd. 
1, S. 555.
33 Gierke, Vereine ohne Rechtsfähigkeit nach dem neuen Rechte, 2. Aufl . (1902), S. 1, 21.
34 Gierke, a. a. O. (Fn. 33), S. 35.
35 Gierke, a. a. O. (Fn. 33), S. 36.
36 Gierke, a. a. O. (Fn. 33), S. 25.
37 Gierke, a. a. O. (Fn. 33), S. 37-38.
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の独立主体性を主張していないが、それでも合手理論に基づき、組合財産

が責任を負う「組合債務」の概念を主張した点は変わらなかった。

　組合財産が執行上の責任を負う「組合債務」を認めるべきとより明確に

主張したのはコザックである。コザックによれば、組合債務は組合財産に

対置し、組合財産は組合債務に対して全体として責任を負うという。組合

債務は、通常法律行為によって生じるけれども、総組合員又は業務執行す

る各組合員による組合業務の執行による不法行為から生じることもあり、

さらには事務管理や不当利得などによっても生じうるという。具体例とし

て、組合員がその業務執行において他人の特許権を侵害した場合を挙げ、

その侵害によって生じた損害賠償債務は組合債務であるという。また、そ

の他の例として、組合に出資されたが遺失されていた物を他人が見つけた

場合、発見者に対する遺失物拾得報労金債務も、遺失物がすでに組合に出

資されていた限り組合債務であると述べている 38。コザックは、このよう

な組合債務と組合財産に強制執行できる債務とを結合させ、組合債務に基

づいて、組合財産に属するあらゆる各権利に強制執行がなされるが、その

ためには総組合員に対する総組合員としての債務名義が必要であって、単

なる個人としてのものであれば全ての組合員に対する債務名義では十分で

はないという 39。したがって、コザックは債務名義を債務者の属性によっ

て限定する考えであり、債務原因によって債務名義を制限するという立法

時に否定された考えに実質的に同じである。

　コザックと比較すると折衷的な見解はエルトマンである。エルトマンは

組合の対外的な関係において、組合債務を完全かつ一義的に形成すること

はなされなかったと述べ、コザックやギールケほど組合債務を特殊なもの

としていない。ただし、組合と債権者とが責任を組合財産に制限する合意

がなされたときや、組合員の変動があったときにはなお、組合債務が観念

38 Kosak, Lehrbuch des deutschen bürgerlichen Rechts, 2. Band, 7. Aufl age (1913), S. 
445. 同旨、Seuffert, Kommentar zur ZPO, 2. Band, 11. Aufl age (1911), S. 367.
39 Kosak, a. a. O. (Fn. 38), S. 447.
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できるとしている。また、組合財産への執行について、組合債権者のみが

できるのか、組合員全員の固有債権者も執行できるのかという問題につい

てエルトマンは判断を留保しているけれども、問題の立て方自体、組合財

産が責任を負う組合債務を観念していると解釈しうる 40。エンネクチェル

スとレーマンの教科書も、組合員が組合員として責任を負う債権者だけで

なく、総組合員に対する債権に基づく債権者に対して組合財産は責任を負

うと、ZPO736条に従った解釈を述べる一方、組合のための事務管理や組

合財産の不当利得に基づく債務も組合債務であるという 41。組合の精算時

以外における組合債務を観念し、それと組合財産とを結びつける限りでは

ギールケやコザックと共通する。シュタインとヨナスによる代表的な民事

訴訟法コメンタールにおいても、債務名義が組合の業務執行から生じた組

合債務であるかどうかはどうでも良いとしながら、合手関係の本質が組合

財産を組合債務に対して物権的に責任を負わせることにあるから、組合債

務においては BGB733条の分割責任が考慮されないことに意義があると

述べて、組合財産に対する組合債務の物権的結合を肯定する 42。また、ク

ノケも、組合債務が総組合員又は執行権限のある組合員による法律行為に

よって生じ、組合財産がそれに対して責任を負うと述べる 43。ZPO736条

の規定は、総組合員が組合とは無関係になした行為により組合財産が責任

を負うことになるから、合手原則に適合しないというが、クノケは結局、

ZPO736条の規定の不備を認めつつ、解釈的にコザックの見解は根拠がな

いという 44。

40 Oertmann, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und seinen Nebengesetzen, 2. 
Buch, 5. Aufl age (1929), zu § 718, S. 1157.
41 Enneccerus=Kipp=Wolff=Lehmann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts 2. Band: Recht 
der Schuldverhältnisse, 15. Aufl age (1958), S. 751.
42 Stein=Jonas, Die Zivelprozessordnung für das Deutsche Reich, 2. Band, 14. Aufl age 
(1929), zu § 736, S. 516.
43 Knoke, Das Recht der Gesellscaft nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche 
Reich (1901), S. 79.
44 Knoke, a. a. O. (Fn. 41), S. 81-84.
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　ガイラーによれば、ほかにもゾイフェルト、ヨルゲス、ナクラー、マティ

アス、リンデマン、ミュラーなど、多数の学者が組合債務に対して肯定的

であるという 45。この状況を踏まえ、ガイラーは次のように述べて、今日

伝統的とされる見解を打ち出した。「組合債務とは、組合財産が（それの

みであるろうと、あるいは、組合員の他の財産とともにであろうと）それ

に対して責任を負い、かつ、清算に際して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債務である」46。ガイラーは、第二

読会の採用した、組合員全員への判決があれば組合財産に執行できるとい

う見解は、目的的に拘束された組合財産という構造に反していると批判し、

ギールケの見解も修正して、組合財産である限りそれは組合の目的に拘束

され、実際の組合債権者による執行のみに服すると。それゆえ、ZPO736

条は、組合員がその組合員たる性質のみ負担する債務か、組合関係に基づ

く債務を念頭に置いていると主張した 47。ガイラーは組合債務を三種類に

分ける。①一つ目は、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

て制限された場合である。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。②二つ目は、組合財産と並んで、独りまたは複数の、

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。③三つ目は、組

45 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O. (Fn. 27), Anm. 148, S. 125.　もっとも、ガ

イラーの評価が必ずしも正当とは思われない。マティアスは、組合財産への執

行は総組合員に対して執行可能な債務名義が必要であり、組合債務だけではな

く、総組合員に対する債務でも良いと述べるだけである（Mattias, Lehrbuch des 
bürgerlichen Rechts, 4. Aufl age Band 1 (1900), S. 629）。確かに、総組合員に対する債

務とは別の債務を観念はしているが、何がそれにあたるか示されなく、単に組合

の業務として行った法律行為を想定しているだけの可能性もあり、その場合は組

合財産が責任を負う組合債務が観念されているとは言い難い。

46 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O. (Fn. 27), Anm. 148, S. 125.
47 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O. (Fn. 27), Anm. 149, S.126.
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合債務とは、それに対して組合財産と並び、総組合員がその固有財産によっ

て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、組合員は組合財産だけではなく組合員の固有財産によって

も責任を負う。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 48。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、それについて別の根拠を求めていることである。ガイ

ラーの見解は、組合の権利能力を認めていないという点で BGB 起草後の

ギールケの見解に基づいており、ただし、組合が合手関係であることをよ

り貫徹して組合財産が責任を負う「組合債務」概念を確立した点でギール

ケの見解を発展させている。このガイラーの考えが、伝統的見解として評

価されていた 49。

　結局、ドイツ法において、ギールケの合手理論が 2つの流れに分かれて

残ったことになる。一方は、BGB の制定前の合手理論であり、組合員の

人的結合体である側面を残しながらも、組合の権利能力を承認するもので

ある。もう一つは、BGB 制定後に公表された同じくギールケによる合手

理論であり、組合の権利主体性は認めないものの、組合財産が責任を負う

組合債務を観念するというものである。伝統的通説も、合手理論を否定す

るものではなく、その意味では組合に権利能力を認めるか否かは、合手理

論をどこまで貫徹するかという問題でしかなかった。第二読会の方向性で

ある、組合財産の執行上の責任と組合債務とは完全に分離するという見解

は、債務名義の制度を尊重する法技術的には優れたものだったかもしれな

いが、解釈的な支持は長続きしなかった。

48 Düringer-Hachenburg-Geiler, a. a. O. (Fn. 27), Anm. 151-154, S.128-130.
49 ガイラーの説が伝統的見解であることは、シェーファーの評価である

（Münchner Kommentar zum BGB-Ulmer/Schäfer, 6. Aufl . (2013), § 705 Rn. 296）。
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　第五節　組合財産に関する我が国の民法と BGB第二草案 50

　周知の通り、我が国の民法典は諸外国の法典を参考にしており、BGB

第一草案と第二草案からも強い影響を受けている。上述のように、BGB

の組合財産を巡る法律関係は、かなり難解な上、立法後の解釈によって第

二読会の見解に大幅な修正が加えられた。組合財産と組合債務との関係を

中心に、BGB 第二草案の規定が我が国の組合法にいかなる影響を与えた

かを検討していく。ただし、法典調査会では、組合を「会社」と呼んでい

たため、本節において我が国の組合を論じる場合のみ、組合の意味で「会

社」の語を、組合員の意味で「社員」の語を、組合財産の意味で「会社財

産」の語を用いる。なお、旧民法の規定は、我妻栄編『旧法令集』（有斐閣、

1968）、法典調査会案の規定は、法典調査会『民法議事速記録 4　第 85回

－第 110回』（商事法務、1984）、法典調査会『民法議事速記録 5　第 111

回－第 136回』（商事法務、1984）に依る。なお、関連条文の変遷は、本

稿の「補遺　組合財産に関連する条文の比較表（旧民法・BGB 第二草案・

法典調査会案・BGB）」を参照。

　まず、法典調査会の会社財産に関して、①旧民法に由来する規定と、②

BGB 第二草案の影響を受けた規定と、③法典調査会の独自性が強い規定

と、④旧民法と BGB 第二草案のうち、法典調査会で採用されなかった規

定とを区別する。

50 組合に関する民法典の編纂過程の先行研究として、大賀祥充「『社団・財団・

組合』管見 1～ 3・完―主としてわが国の実定法における「社団」概念の展開

とその背景の考察をもとに、社団・財団・組合の理解の仕方とその相互関係を考

える―」法学研究 46巻 8号（1973）904頁・46巻 9号（1973）1098頁・46巻 10
号（1973）207頁（特に立法研究としては 46巻 9号を参照）があるが、団体制度の

相互関係を検討したものである。ほかに、相本宏「民法上の組合について―編纂

過程を中心に―」佐賀大学経済論集第 9巻 1・2・3合併号（1977）373頁がある。

これは BGB の条文との比較も行っているが、条文毎の検討であり組合財産の法

的構造を把握しようとするものではなく、本稿と目的に違いがある。
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　①旧民法に由来する規定

　法典調査会案を検討すると、業務執行に関して各社員が単独で執行で

きる常務が定められていること（旧民法財産取得編 124条、BGB 第二草案

649条、法典調査会案 677条）、会社代理の規定がないこと（BGB 第二草

案 653条）、持分の処分が無効ではなく会社に対して対抗できないと定め

ていること（旧民法財産取得編 142条、BGB 第二草案 658条、法典調査会

案 684条）は、明らかに旧民法に由来する。

　② BGB 第二草案の影響を受けた規定

　これに対して、会社の成立に営利（利益配当）を目的とする必要はない

こと（旧民法財産取得編 115条、BGB 第二草案 645条、法典調査会案 674条）

（営利性は会社財産に直接関係する性質ではないが、社員の責任の軽重で

考慮されるので検討に含めた）、業務執行者に委任の規定を準用するがそ

の辞任と解任に常に正当事由（ただし BGB 第二草案では重大な理由）が必

要なこと（旧民法財産取得編 126条、BGB 第二草案 653条、法典調査会案

678・同 679条）は旧民法を BGB 第二草案により若干修正したと言えよう。

これに対して、旧民法には相当の規定がなく、BGB 第二草案を受けたと

思われる規定は、社員が会社財産の分割を請求できないこと（BGB 第二草

案 658条 1項、法典調査会案 684条 2項）、会社の債務者が社員に対する

債権によって相殺できないこと（BGB 第二草案 658条、法典調査会案 685

条）であり、これらは BGB 第二草案の影響を強く受けた規定である。

　③法典調査会の独自性が強い部分

　そして、会社財産が社員の共有とする明文の規定を置いたことは、旧民

法財産取得編 143条の前提だったとは言え、旧民法にも BGB 第二草案に

相当する条文はなく独自である（法典調査会案 675条）。また、社員が会

社の債権者に対して分割的に債務を負担するということは、社員の連帯債

務を定める旧民法と清算時の欠損額について社員の割合的負担を定めるド

イツ法の折衷である（旧民法財産取得編 143条、BGB 第二草案 670条、法

典調査会案 683条）。
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　④旧民法と BGB 第二草案のうち、法典調査会で採用されなかった規定

　配当を剰余金に限る（蛸配当の禁止）という旧民法の規定は削除され（旧

民法財産取得編 137条 3項）、同様に配当規制を定めない BGB 第二草案

に近い。逆に、組合員の債権者による持分差押えとそれによる組合員の強

制脱退・出資の返還を認める BGB 第二草案の規定は導入されず（BGB 第

二草案 663条・同 671条）、また、総組合員に対する債務名義に基づく組

合財産への強制執行を認める規定も導入されなかった（BGB 第二草案 658

条 4項）。したがって、これらは旧民法の状態を維持したことになる。

　このように見ると、会社の財産関係は、必ずしもドイツ法だけの影響を

受けたわけではなく、旧民法、その修正、BGB 第二草案、法典調査会独

自案という様々な規定の集合体となっている。以下では、BGB 制定過程

の議論を念頭に置きつつ、会社の財産の構造について検討する。

　法典調査会案 675条は、会社財産の権利関係を共有と定めている。これ

について、富井博士は、旧民法では明示されていないものの共有と認める

精神であったことは明らかであり 51、諸外国でも大抵はこうなっているよ

うだと説明していて 52、BGB 第二草案で前提とされた、共有かそれとも

合手所有かという議論を避けるという意識には欠けている。岸本委員が、

会社が法人成りしたときにもなお共有とされるおそれから規定が不要では

ないかと疑義を呈したところ、富井博士は、共有と法人とは両立し得ない

からその疑いはないと回答していて、BGB 第二読会のように債権的構成

か合有的構成かの議論の余地を残しておくという配慮はされていない 53。

BGB 第二草案 658条が参照になっているが、BGB が共有という表現を避

51 会社が法人ではない場合に共有になることについては、Boissonade, Projet de 
Code Civil pour l’Empire de Japon accompagné d’un Commentaire, Tome 3, Tokio, 1888, 
P 557を参照。相本・前掲注 50・404頁にすでに指摘されている。また、井上操

『民法〔明治 23年〕詳解　取得編之部中巻』（信山社、2002[1892]）166-167頁でも、

旧民法財産取得編 143条の説明において、会社が法人ではないならば、会社財産

と言ってもそれは社員間の共有に他ならないとされている。

52 法典調査会『民法議事速記録 4　第 85回－第 110回』（商事法務、1984）850頁。

53 法典調査会・前掲注 52・851頁。
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けて共同の目的物という表現を採ったことの趣旨が伝わっていない可能性

がある。さらに、法典調査会案 684条 2項は、会社財産の分割請求を禁じ

ているが、これは共有の通則である共有物分割請求が会社の性質上でき

ないことが十分明らかではないため規定した旨の富井博士による説明が

ある 54。これについても BGB 第二草案 658条が参照されており、性質上

の分割請求の制限が合有的性質を指す可能性はあるが、債権的構成によっ

ても分割請求の排除は可能であり、会社財産の法律構成についての手がか

りにはならない。また、共有分割請求の排除に関して、法典調査会の議論

は、富井博士からの説明以外、社員全員が分割を承諾した場合にはそれが

可能であることの確認だけである 55。

　また、法典調査会案 675条が「会社ノ利益」としていたのを「会社財産」

と変更した箇所の議論では、独立した財産が存在しないことが繰り返し強

調された。磯部委員が「利益」では狭すぎるので「会社ノ財産」としては

どうかと修正を提案したところ、富井博士、梅博士、穂積博士が揃って、

その文言では法人があるかのように見えると反対した。特に梅博士は、財

産は人に属するものであって「会社ノ財産」という表現は認められず、た

だ「会社財産」と言えば、会社の用いている財産という意味になるので、「ノ」

を取って「会社財産」とするように主張した。穂積博士も「会社ノ財産」

といえば、会社が主格であるように思えるという 56。起草者たちは、会社

に法人格を認める解釈になる可能性を強く危惧しており、また、会社財産

を共有であるとしたことからも、会社財産は社員の財産から独立した財産

ではなく、社員の財産のうち会社のために用いられる部分のまとまり以上

のものではない。

　会社財産については、法典調査会案 684条 1項が持分の処分の制限を定

めている。この規定は、富井博士によれば、旧民法財産取得編 142条を基

54 法典調査会・前掲注 52・897頁。

55 法典調査会・前掲注 52・897-898頁。

56 法典調査会・前掲注 52・852-859頁。
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本的に引き継いだものであり、同条のわかりきった部分を割愛しただけで

あるという 57。BGB 第二草案 658条 1項では、持分を処分できないとし

ているのに対して、旧民法財産取得編 142条も法典調査会案 684条 1項も

持分の処分を対抗できないとしていることからも、BGB 第二草案の影響

は見あたらない。法典調査会では、岸本委員から法典調査会案 684条 1項

の対抗について疑問が呈されているが、この問いはほとんど議論なくすぐ

に原案を了承しており、会社財産の法律構成にとって重要な議論はなされ

ていない 58。

　次に、会社の債務者が社員に対する債権と相殺することを禁じる法典調

査会案 685条を見てみる。この規定は、BGB 第二草案 658条 2項だけを

参照条文としており 59、ドイツ法からの影響が明かである。しかし、BGB

第二草案 658条の「組合財産に属する債権の債務者」という表現を、法典

調査会が「会社ノ債務者」と表現したのは、会社が法主体になる危険性を

避けるという前述の議論からすると、迂闊なことに見える。というのも、

会社が法主体ではない以上、債権の主体は本来相殺の可否の基準にならな

いはずだからである。会社の債務者はつきつめれば社員全員に対する債務

者であり、会社業務とは全く無関係に生じた社員全員の債権の債務者から

の相殺を禁じる趣旨ではないはずである。さらに、富井博士はこの条文の

必要性について曖昧な態度を取っている。すなわち、この条文がなければ

会社の債務者は無論相殺をすることができると思う、あるいは会社の性質

から相殺できないという説があるかもしれないが、疑義があるのでこの条

文を定めたという。しかし、他方で会社契約の性質から規定がなくても実

際には相殺ができないとも述べていて 60、会社財産を共有だと断言とした

ときほどの明確さはない。BGB 第二草案のみを参考にしていることから、

57 法典調査会・前掲注 52・897頁。

58 法典調査会・前掲注 52・898頁。

59 法典調査会・前掲注 52・898頁。

60 法典調査会・前掲注 52・898頁。
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富井博士の言う会社の性質から相殺できないという説はギールケの合手理

論を指しているように思える。そうだとすれば、富井博士はここで合手理

論を肯定しつつも確信できなかったのではなかろうか。もちろん、第二読

会の議論で述べたように、相殺を制限するためには必ずしも合手理論を採

る必要はなく、理論構成を曖昧にしたまま相殺制限の規定を置いたこと自

体に問題はない。しかし、BGB 第二草案が組合に属する債権の善意の債

務者の保護規定を置いていたのに対して、それに相当する条文を我が国で

は設けなかった点には注意を要する。本来相殺できるのをあえて会社の保

護のために制限したというのであれば、なぜ会社の債権であることの認識

のない債務者による相殺までが制限されるのか根拠が必要であろうし、少

なくとも組合債務につき善意の債務者保護規定を定めない理由、例えば会

社の債務者が自己の負う債務が会社の債務か否かを誤って認識する可能性

はないなど、を説明すべきであった。この条文について、法典調査会は、

逆に会社の債権者が社員の債務と相殺することの是非を論じるのみであ

り、検討内容に乏しい 61。

　また、会社財産がいかなる債務に対して執行上の責任を負うかについて

は、法典調査会でなんら議論されておらず、BGB 第二草案 658条 4項が、

組合財産への強制執行に関して定めていたことと対照的である。確かに、

同項の内容は手続的なものであるが、我が国においても履行の強制につい

ては実体法である民法に原則的とは言え手続規定を設けたのであって、執

行力に対する会社財産の責任についての原則規定程度ならば、それを設け

ても体系に反しなかったはずである。

　会社財産上の責任に関するものではないが、会社債務に対する責任につ

いては、法典調査会案 683条の会社に対する各社員の責任に関する規定も

注目に値する。BGB 第二草案では、組合存続中における組合員の固有財

産上の責任に関する規定はなく、あるのは組合の清算後においてなお弁済

61 法典調査会・前掲注 52・898-899頁。
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されない組合員の共同の債務に対する各組合員の責任だけである。法典調

査会案 683条に関する富井博士の説明によれば、旧民法が会社債権者に対

する社員の連帯責任を定めていたところ（旧民法財産取得編 143条）、誰

が社員か不明な以上連帯主義にしても信用力が増すわけではなく、他方、

各社員が第三者に対して連帯無限責任を負うのでは、民事会社は使われな

くなるというおそれがあるので、フランス民法に習って分割責任としたと

いう 62。旧民法財産取得編 143条が適用されるのは、「会社資本ノ不十分

ナル場合又ハ訴追債権者ニ其資本ヲ示ササル場合」であって、社員の補充

責任における連帯主義を採っているのに対して、法典調査会案 683条は補

充性を喪失させているが、それについての説明はない。参照に挙がってい

る BGB 第二草案 670条 2項も、補充責任の規定である。分割責任を定め

ることに対しては、岸本委員がなぜ契約によって連帯責任が合意できない

かを尋ねた。富井博士は、会社契約により反対のことが定められてそれが

有効だとなっては第三者の保護に欠け、他方、業務執行者が第三者と契約

するときに連帯責任を定めたならば、それは権限を越えることになるとい

う 63。梅博士はこの分割責任を強固に主張しており、土方委員と岸本委員

より出された「均一部分ニ付キ」を削除すべしという提案に対して、民事

会社は営利だけではなく、例えば法学協会は非営利であるが、その会員が

連帯して責任を負うことになるのは疑問であり、広く信用を得たいのであ

れば商事会社を設立すれば良いと反論した 64。梅博士は、法学協会が利益

を挙げる目的で新聞発行を行って逆に損失を出した場合でもそれを幹事に

負わせるべきではないとも述べている 65。

62 法典調査会・前掲注 52・893頁。

63 法典調査会・前掲注 52・894頁。

64 法典調査会・前掲注 52・896頁。

65 法典調査会・前掲注 52・897頁。果たして、梅博士が組合の商行為に対して

も常に民法 675条を適用して分割債務とする意図であったかは不明だが、判例は

商行為については商法 511条により各組合員の連帯債務が生じるとしており（最

三判平成 10年 4月 14日民集 52巻 3号 813頁、大判明治 32年 11月 16日民録
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　このように、社員の責任について補充責任の性質を喪失させておきなが

ら、分割責任を定めたことによって、起草者らはむしろ会社を法人である

かのように扱っている。確かに、旧民法財産取得編 143条 2項は、本来会

社が法人である場合の規定であり、それを会社が法人ではない場合にも適

用する構造ではあるが、内容は会社が法人ではないことと矛盾しない。例

えば、社員の業務執行者が各社員が分割債務を負う契約を締結したとして

も、会社財産が会社債務の弁済に不足する場合には各社員が連帯債務を補

充的に負うと考えれば、旧民法上、会社債務はあくまで各社員の債務であ

ると説明できる。会社が法人ではないならば、会社が負う債務は各社員の

債務であって、各社員がどのような債務を負担するかは会社債務の発生原

因で決まるはずである。法典調査会は、意図にではないだろうが、各社員

が負う責任内容を債務の発生原因から切り離してしまった。それゆえ会社

債務は各社員の債務ではなく、それに対してまず会社のみが債務を負い、

さらに各社員が法定の債務を負っているとも解釈できる表現になってい

る。その意味で、「会社ノ債権者」という表現は、会社は法主体ではなく

独立した財産を持たないことに固執していた起草三博士の立場からは迂闊

な表現であった。

　法典調査会案 683条は、会社財産の責任についても検討の手がかりにな

る。というのも、「会社ノ債権者」が会社財産には執行できず、社員の財

産のみに執行できるとは考えられず、また、同条の前身である旧民法財産

取得編 143条は、1項で法人における会社債務に対する会社財産の責任を

定め、同条 2項で社員の固有財産の責任を定め、会社債務が会社財産に執

行できるのが前提となっているからである。そして、法典調査会案 683条

と旧民法財産取得編 143条 1項を比較すると、会社債務の定義が変更さ

れたかどうかという疑問が生じる。同項は、業務端執行者が顕名で行為し

た場合に加え、「会社ノ営業ノ為有効ニ負担シタル義務」について会社資

5輯 10巻 69頁）、現在の解釈としては常に各組合員が分割責任しか負わないわ

けではない。
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本の優先的責任を定めているのを受け、同条 2項が「会社ノ義務」と表現

しており、非顕名であっても、会社の業務に関する有効な義務は、会社財

産が責任を負うことになる。対して、法典調査会案では、「会社ノ債権者」

になる基準が明確ではない。法典調査会案 677条で「業務ノ委任」という

表現があり、同 678条で委任の規定を準用していることからすると、業

務執行者の法律行為の帰属は、委託された業務に含まれる代理権で処理さ

れるというのが妥当な解釈であろう。そうすると、代理の顕名主義（民法

100条）により、旧民法財産取得編 143条 1項の非顕名の会社債務はあり

えないことになる。ただし、会社が法主体ではないならば、顕名される本

人とは会社ではなく社員全員の名のことであって会社の業務であることが

示されるわけではないので、会社債務であるか否かは顕名主義の問題では

ないとも考えられる 66。法典調査会案 683条は、第三者が各社員に対して

どのような責任を追求できるかについての規定であって、いかなる第三者

が会社財産に対して執行できるのか、逆に言えば、会社財産はいかなる債

務に対して執行上の責任を負うかは明確にされていない。もちろん、会社

債務は会社が顕名された場合に有効に生じた債務に限るという解釈自体が

間違いとはいえない。組合財産の責任を組合員全員に対する債務名義の有

無とする BGB 第二草案の基準は強く批判されたのであって、それを採用

しなかったことに問題はない。しかし、旧民法財産取得編 143条や BGB

第二草案 658条 4項は、会社財産や組合財産がいかなる債務に対して責任

66 BGB 第二草案 654条も、業務執行権限が与えられている組合員が第三者に対

して「他の組合員」を代理することを定めており、代理される本人は組合ではない。

それゆえ、組合であること示さずとも組合代理は成立しうるのであり、総組合員

への債務名義で組合財産に強制執行できるとする BGB 第二草案 658条 4項とも

平仄が合っている。なお、判例上、組合の代表者名義をもって振り出された手形

については、各組合員も共同振出人として義務を負うが、この判例は、この場合

に「各組合員の氏名が表示された場合と同様」と表現しており、原則的には組合

代理の成立には組合員の名を示すことが必要であると認めている（最二判昭和 36
年 7月 31日民集 15巻 7号 1982頁）。この判例が引用する大審院判例も、同様に「組

合名義ヲ以テ表示セラレタル場合ニ於テハ寧ロ其ノ実質上ノ権利者タル総組合員

ヲ表示スルモノ」という（大判大 14年 5月 12日民集 4巻 256頁）。
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を負うのかを明確にしようとしていたのであり、理由を説明せずに基準を

示す規定を削除したのは、会社は登記がなく不完全なものであっていくら

規定しても第三者を保護するに足らずむしろそのような会社と取引する者

が悪いとまで富井博士が述べていたことも合わせると 67、会社債権者の軽

視であり、適切な判断ではない。また、顕名主義により会社債務かを決す

ることは、むしろ会社を法主体と扱うことにつながる。

　以上のように検討すると、BGB 第二草案の規定を一部採用したからと

いって、必ずしも合手理論を会社の法律関係の基礎としたわけではないこ

とが明らかである。そもそも、第二読会は、組合が債権的関係か合手関係

かという議論についての立場表明を回避しながら、有用性の観点から規定

を設けたのであり、必ずしも合手的組合関係を定めたわけではなかった。

それゆえ、会社の債務者からの相殺の制限規定や社員の持分の処分制限規

定は合手理論の現れとは言えない。問題は、起草者が第二読会の慎重な姿

勢を十分に理解していなかったことにある。その姿勢を理解していれば、

会社財産の共有規定が会社の債務者から相殺を性質上できないと述べるこ

とと矛盾することが分かったはずであり、また、第三者に対する会社の責

任を定める規定で「会社ノ債務」と表現することも避けたはずである。会

社の債務者からの相殺の制限について債務者が会社の債務であることを認

識しているか否かを問わなかったことは、単なる過誤であった疑いはある

が、会社財産を共有とする債務法的関係の会社という構成とは相容れず、

むしろ会社財産の独立性を前提としている。全体としてみると、一方で会

社をあくまで社員の債権的関係、会社財産を共有関係とする構成と、他方

で会社債務を会社自体の債務とし、会社財産を社員から独立した財産とす

る構成とが併存している状態になっている。第三者との関係で「会社ノ債

権」や「会社ノ債務」という表現を用いた点は、むしろ、BGB 第二草案

よりも法主体性を認めた合有論的構成に近いとさえ言える。

67 法典調査会・前掲注 52・832, 839頁。
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　第六節　民法典制定後における起草者らの見解

　以下では、前節の「会社」を「組合」に、「社員」を「組合員」に、「会

社財産」を「組合財産」に、「会社債務」を「組合債務」に戻して叙述す

る 68。法典調査会において組合の規定について基本的説明を担当していた

富井博士は、その教科書『債権各論・完』において、BGB の組合を紹介

しながら組合財産について詳しく述べている。

　富井博士は、まず、組合財産について我が国の民法典の主義が明らかで

はないことを認めており、組合財産を認めない組合を債権関係とするロー

マ法的組合と、法人ではないが恰も法人であるかのような一種共同の所有

権が成立する関係があるという。後者は単なる債権関係ではなく、各組合

員の持分はあるとしてもそれを処分するためには共同一致が必要であり、

組合の権利と組合員の権利とを区別し、組合の目的を保護しつつ組合債権

者の地位を強固にする制度であると。富井博士は、BGB の組合に法主体

性があるとは述べていないので、おそらくは BGB 起草後のギールケの合

手関係論に組すると思われる 69。

　富井博士は続けて、単にドイツ法の合手関係を我が国の組合法にあては

めることはせず、あくまでドイツ法を参考にしつつ我が国の条文から組合

の法律構造を把握しようとする。組合財産については、組合財産が組合員

の「共有ニ属ス」（民法 668条）という語句には疑問があるとし、組合財産・

組合の債権者・組合の債務者という語句があること、持分の処分を禁じて

はいないが組合に対抗できないとしていること、清算前における組合財産

68 法典調査会案の「会社」を「組合」に変更することは、起草者らの意図した

ことではなく、第 9回帝国議会衆議院民法中修正案委員会の決定したものであ

る。中島又五郎委員は、会社といえば商事会社のような法人に使われているの

が社会の実情であるとして組合と修正すべきと主張し、梅委員らの反対があっ

たが、修正動議が可決された（明治 29年 3月 13日第 9回帝国議会衆議院民法

中修正委員会速記録第 11 号 149-150頁（http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/
syugiin/009/7268/main.html（2016年 10月 31日）））。

69 富井政章『債権各論・完〔復刻版〕』（信山社、1994[1914]）274-275頁。
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の分割を許していないこと、組合の債務者の相殺を制限していることを総

合すると、どのような主義かは明らかではないが、組合員の財産と組合財

産とを区別し、組合の債権者を保護し、組合の目的を達成するために便宜

が図られているとしている 70。

　さらに、富井博士は、組合が法主体ではないことから組合の債務者・債

権者はあくまで組合員の債務者・債権者であるというが、各組合員が組合

の債権者に対して無限責任を負い、可分債務か不可分債務か連帯債務かは

それぞれの場合の債権関係により異なり、ただ一般原則として民法 675条

により債権者が負担割合を知っていればその割合で、知らなければ均一の

部分について各組合員に権利行使できると述べる 71。組合の債権者が組合

員の債権者であるならば、組合の債務は、発生原因により組合員の債務と

区別されることになるが、その基準は示されていない。各組合員の負う債

務については、なるほど、民法 675条はデフォルト・ルールを定めたのみ

であると解することで、組合の債務とは各組合員の債務であるという考え

を貫徹しているが、法典調査会において業務執行者が連帯債務を発生させ

ることが権限を越えると主張してときとはかなり態度が異なる。

　法典調査会の時とは異なり、富井博士は組合財産に対する組合の債務の

特殊性を強調する。すなわち、組合の債権者と各組合員の固有債権者とは

地位が異なり、組合員の固有債権者が組合財産について弁済を受けること

ができないことは、持分の処分を対抗できないとする民法 676条の主旨

に徴して疑いはないという。すなわち、組合の債権者は組合財産に優先権

を持ち、組合員の固有債権者は組合財産から配当を受ける権利を差し押さ

えられるだけであると 72。これにより、富井博士は、組合財産はまず組合

債務に対して責任を負うという BGB と同様の結論であるが、組合員の固

有債権者の保護に関しては BGB とは比較にならないほど弱い。というの

70 富井・前掲注 69・275-276頁。

71 富井・前掲注 69・276頁。

72 富井・前掲注 69・276-277頁。
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も、BGB719条 1項は確かに持分の処分を禁じているが、BGB725条及び

BGB736条により組合員の債権者は組合員の持分を差押え、組合員を脱退

させ、それによって組合員の持分を換価できるからである。組合の解散ま

で組合員の固有債権者が配当しか差し押えられない富井博士の見解とは大

きく異なっている。

　起草者のもう一人である梅博士は、富井博士とは異なり、ドイツ法

の組合をそれほど重視していないようである。ローマ法のソシエタスと

BGB の組合に言及しているも、それは組合を営利に限らないというだけ

であり 73、法典調査会の説明と同様、組合財産が共有であるのは当然とい

う 74。組合債務に対する組合員の責任についても、組合員間に連帯がない

ので、原則として各組合員の損失分担の割合に応じ、例外的に債権者が損

失分担の割合を知らない場合には均一の部分について責任を負うと、債権

の発生原因を考慮することなく分割責任とする法典調査会の説明を繰り返

している 75。共有持分権の処分については、組合の目的に反するとして共

有物分割請求権の制限を肯定しており、組合が存続する間、組合財産は組

合の債権者からの権利行使を受けるという 76。それに対して、組合員の債

権者が組合財産に対して権利行使できないのは、債権者が組合員の有して

いない権利を行使できないからであるという 77。この説明は、組合財産が

共有関係であるという説明に反しているし、持分処分の制限を債権的なも

のか物権的なものかを区別していない上、その根拠を債権者代位権の規定

（民法 423条）としており、説得的ではない。債権者が組合員の持分を差

押えて競売することができるというのも 78、組合員がそもそも持分の処分

を制限されているという説明と合致しない。他方、梅博士は、組合の債務

73 梅謙次郎『民法要義　巻之三債権編〔復刻版〕』（有斐閣、1959[1912]）780-781頁。

74 梅・前掲注 73・785-786頁。

75 梅・前掲注 73・802-803頁。

76 梅・前掲注 73・803-804頁。

77 梅・前掲注 73・804-805頁。

78 梅・前掲注 73・805頁。
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者からの相殺の制限について、それを許せば事業のために用いられるべき

組合財産が一組合員の為に用いられる結果になるということから制限を正

当化している 79。

　富井博士とは違って、梅博士は組合財産をめぐる法律関係を構造的に把

握しようとしておらず、規定毎の説明に終始している。もっとも、その個

別的な説明も十分とは言い難く、特に組合員の固有債権者が組合財産に対

して権利行使できないことは法典調査会で触れられなかった強い効果であ

るが、明確な根拠が示されたとはいえない。組合財産を構造的に把握して

いないことは、梅博士の述べる組合財産に関する効果をまとめてみれば明

瞭になる。組合財産は組合員の共有になるが、各組合員は組合財産を処分

できず、組合財産に対する強制執行は組合の債権者しかできず、組合員の

固有債権者は配当と清算を受ける権利にのみ執行できると言えば、これは

明らかに組合財産が各組合員の財産から独立することを認めるものであっ

て、組合を法人とし組合財産を法人財産としているのと同じ効果が認めら

れている。これを持分の処分が制限された共有であるという説明は実体に

適合しないものであろう。

　民法典制定時における議論と制定後の起草者の見解をまとめると、我が

国の組合財産の法律関係の構造的把握に欠けていることが問題である。た

しかに、BGB の立法過程においても、債権的構成の組合か、合手関係に

基づく組合かという理論的な争いを避け、機能的側面から規定を設けたの

であり、理論的な争いについて立法によって決着を付ける必然性はなかっ

た。しかし、BGB の立法過程では、債権的構成の組合と合手関係に基づ

く組合のモデルを作成し、それぞれの法律構成によってどのような法的効

果が導かれるかを示していた。それによって、理論的な争いの原因なるよ

うな規定や表現を避けようとした。例えば、組合財産の権利関係が果たし

て共有か合手的所有関係（合有）かは示されておらず、組合財産が責任を

79 梅・前掲注 73・806頁。
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負うという意味での組合債務という用語は避けられた。確かに、組合財産

に対する組合員の固有債権者からの強制執行は制限されることは単なる債

権的構成からは説明できないが、それは独立した組合財産を承認すること

から説明されている。これに対して、我が国の立法過程では、組合の法律

構成のモデルを構築しておらず、一方で債権的構成に依拠し、組合財産を

組合員の共有と定め、かつ、独立した組合財産の存在を否定したにもかか

わらず、他方で組合財産に対する組合員の固有債権者への執行を排除して

組合財産の独立性を認めるという両立しがたい解釈がなされている。さら

に、組合が法主体ではないことから組合の財産という表現を避けたにもか

かわらず、組合の債務や組合の債権という組合が組合員とは別の権利主体

であるかのような表現をとっている。結果的に、組合財産が組合員の財産

から独立したものであると解釈する余地が残された。

　BGB の組合の問題は、組合財産が責任を負う債務について全く定めず、

組合財産は組合員全員に対する債権に対して責任を負うとしたことであ

る。債権者に対して執行上の責任を負う債務と清算時において組合財産か

ら支払われるべき組合員の共同の債務が全く異なるという BGB 第二読会

の判断は、立法後しばらくして否定され、組合財産が責任を負う「組合債

務」の概念が解釈上承認されるに至った。第二読会の方針と立法後におけ

る組合債務の承認との対立、すなわち、組合債務が組合員の債務であれば、

組合員の債務に対して組合財産のみが責任を負うことを基礎づけることが

できるかという問題に対して答えたのが前掲 BGH2001年 1月 29日判決

であった。

　それに対して、我が国では民法の規定に組合の債務、組合の債権という

表現が組み込まれており、組合債務を認めることになんら差し支えはな

い。しかし、組合財産の負う責任や、組合財産に対する執行のあり方を議

論していない結果、組合が 1個の債務を負うという組合が権利義務の主体

であるかのような説明がある一方、組合財産が独立していると述べつつ、

組合財産が組合員の共有であるという。合有関係に基づく組合の法律構成
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が、矛盾をはらむ形で規定や解釈に入り込んできてしまっている 80。また、

組合債務の定義はなく、BGB と同様、組合財産が責任を負う債務の基準

は明らかではない 81。

　以上の研究から想起される問題は次の 2点である。第一点、富井博士の

説明に現れているように、不分明ながら合手理論に基づく効果が我が国の

組合法に導入され、少なくとも組合財産の独立性が承認されたが、その後、

合手理論は我が国の解釈に継続的にどのような影響を与えたのか。これは、

ドイツ法において組合の権利主体性を承認した前掲 BGH2001年 1月 29

日判決が我が国に対していかなる影響を有するかという問題設定の一部で

ある。第二点、組合財産が責任を負う組合債務の基準が我が国でも BGB

でも立法時は明らかにされていなかったが、組合財産が責任を負う債務は

80 相本は、組合の規定について起草者の見解と異なる解釈がなされていること

を指摘するが（相本・前掲注 50・440頁）、その原因はそもそも条文にこのような

矛盾や不足があったからではないか。

81 組合債務の定義がないことは、我が国では主に組合業務に関して行われた組

合員の不法行為に対して他の組合員が責任を負うかという問題に現れている。例

えば、青森地判昭和 38年 5月 7日（下級裁判所民事裁判例集 14巻 5号 884頁）では、

町内の食料飲食店業者 40名余が業務の便宜を図るために結成した「浪岡町料飲

組合」が民法上の組合とされ、その組合長が組合のために自動車を購入し運転手

を雇っていたところ、組合の書記の指図により運転手が運転中に傷害事故を起こ

したというものである。原告は被害者であり、被告組合長に対して、主に重い後

遺障害の賠償を求めた。判決は、民法 719条の趣旨を及ぼし、被告は自動車の保

有者の一員として他の組合員とともに、不真正連帯債務として自賠法 3条の損害

賠償責任があるとされた。取引関係より生じた組合の債務とは異なり、被害者は

損失分担の割合や組合の内容を知りうべきものではないから、民法 675条の規定

を適用すべきではないという。また、鹿児島地判昭和 48年 6月 28日（判例時報

720号 86頁）は、建設事業の JV「わかさ建設共同企業体」に雇われていた大工

が、JV の組合員である企業の代表者であり、わかさ建設の現場監督職の不注意

で死亡した事件について、旧「民法 44条の類推適用によってわかさ建設がその

損害賠償債務を負」うとし、かつ、「各構成員は建設工事の請負契約の履行に関し、

連帯して責任を負うものとする」という規定の効力により、各組合員たる企業の

不真正連帯債務になるとした。同時に、この事故はわかさ建設の他の従業員の不

注意でもあるとして、わかさ建設は使用者責任も負うとされている。これらの不

真正連帯債務の債権者が、民法 675条の組合の債権者の債権に該当するのか、し

ないとすればどのような関係に立つのかは判然としない。
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どのようなものか、またドイツ法と我が国それぞれどのように議論がなさ

れてきたのか。組合債務と組合財産が結びつく以上、組合債務自体も組合

財産の法律構成を探る上で重要な要素である。次回ではこれらの問題に焦

点を当てて検討していきたい。
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補遺　組合財産に関連する条文の比較表
（旧民法・BGB第二草案・法典調査会案・BGB）

旧民法 BGB 第 2草案 法典調査会案 BGB

成
立

財産取得編 115 条
会社ハ数人カ各自ニ
配当ス可キ利益を収
ムル目的ニテ或ル物
ヲ共通シテ利用スル
為メ又ハ或ル事業ヲ
成シ若クハ或ル職業
ヲ営ム為メ各社員カ
定マリタル出資ヲ為
シ又ハ之ヲ諾約スル
契約ナリ

BGB 第 2草案 645 条
組合契約によって、
組合員は、約定の方
法で共同の目的を達
成することを促進す
る義務、特に合意さ
れた出資を履行する
義務を相互に負う。

法典調査会案 674 条
会社契約ハ各当事者
カ共同ノ目的ヲ達ス
ルニ必要ナル出資ソ
ノ他ノ事項ヲ約スル
ニ因リテ其効力ヲ生
ス出資ハ労務ヲ以テ
其目的ト為スコトヲ
得

BGB705 条
組合契約によって、
組合員は、約定の方
法で共同の目的を達
成することを促進す
る義務、特に合意さ
れた出資を履行する
義務を負う。

法
人
化

財産取得編 118 条
①民事会社ハ当事者
ノ意思ニ因リテ之ヲ
法人ト為スコトヲ得

業
務
執
行

財産取得編 124 条
①会社契約ヲ以テ社
員中ヨリ一人又ハ数
人ノ業務担当人ヲ選
任シタルトキハ其各
員ハ受任ノ権限ヲ踰
ユルコトヲ得ス
②権限ノ定マラサル
業務担当人ハ共同又
ハ各別ニテ通常ノ管
理行為ヲ為スニ止マ
ル
③又業務担当人ハ会
社ノ目的中ノ重要ナ
ル行為ニ付テハ共同
ニテノミ之ヲ為スコ
トヲ得但異議アル場
合ニ於テハ其行為ヲ
中止シ総社員ノ過半
数ヲ以テ之ヲ決ス
財産取得編 125 条
会社契約ヲ以テ業務

BGB 第 2草案 649 条
①組合の業務執行
は、あらゆる業務に
対して総組合員の同
意が必要であるよう
に共同に帰属する。
②組合契約により多
数決で決しなければ
ならないならば、疑
わしい場合には多数
は組合員の数により
算定される。
BGB 第 2草案 650 条
①組合契約において
業務の執行が一人若
しくは複数の組合員
に委ねられていると
き、他の組合員は、
業務を執行できな
い。
②業務執行が複数の
組合員に委ねられて

法典調査会案 677 条
①会社ノ業務執行ハ
社員ノ過半数ヲ以テ
之ヲ決ス
②会社契約ヲ以テ業
務ノ執行ヲ委任シタ
ル者数人アルトキハ
其過半数ヲ以テ之ヲ
決ス
③前 2項ノ場合ニ於
テ会社ノ常務ハ各社
員又ハ各業務執行者
之ヲ専行スルコトヲ
得但其結了前ノ他ノ
社員又ハ業務執行者
カ異議ヲ述ヘタルト
キハ此限ニ在ラス

BGB709 条
①組合の業務執行
は、あらゆる業務に
対して総組合員の同
意が必要であるよう
に共同に帰属する。
②組合契約により多
数決で決しなければ
ならないならば、疑
わしい場合には多数
は組合員の数により
算定される。
BGB710 条
①組合契約において
業務の執行が一人若
しくは複数の組合員
に委ねられていると
き、他の組合員は、
業務を執行できな
い。
②業務執行が複数の
組合員に委ねられて
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業
務
執
行

担当人ヲ選任セサル
場合ニ於テ総社員ノ
一致ニテ之ヲ選任セ
サル間ハ社員ノ各自
ハ前条ニ規定シタル
行為ヲ其条件ニ従ヒ
テ為ス権ヲ有ス
財産取得編 128 条
①右ノ外会社定款ノ
執行ニ関スル総テノ
処分ハ亦社員ノ過半
数ヲ以テ之ヲ定ム
②定款ニ反スル行為
又ハ定款外ノ行為ニ
付テハ総社員ノ一致
ヲ得ルヲ必要トス
③本条ハ定款又ハ法
律ノ之ニ反スル規定
ヲ妨ケス

いるときは、649 条
の規定が準用され
る。
BGB 第 2草案 651 条
組合契約により業務
の執行が全ての又は
複数の組合員に、各
自が単独で行為する
ことができるように
権限を与えられてい
るとき、それらの各
組合員は他の組合員
による業務の実施に
異議を述べることが
できる。異議の場合
には、業務は中断さ
れなければならな
い。

いるときは、709 条
の規定が準用され
る。
BGB711 条
組合契約により業務
の執行が全ての又は
複数の組合員に、各
自が単独で行為する
ことができるように
権限を与えられてい
るとき、それらの各
組合員は他の組合員
による業務の実施に
異議を述べることが
できる。異議の場合
には、業務は中断さ
れなければならな
い。

執
行
者
の
法
律
関
係
・
辞
任
・
解
任

財産取得編 126 条
①会社契約ヲ以テ業
務担当人ニ選任セラ
レタル社員ハ正当ノ
原因アルトキ又ハ其
承諾及ヒ総社員ノ同
意ヲ得タルトキニ非
サレハ委任ノ期限内
ニ之ヲ解任スルコト
ヲ得ス
②会社設立以後ノ契
約ヲ以テ選任シタル
業務担当人ハ之ヲ選
任シタルト同一ノ方
法ヲ以テ其承諾ヲ要
セスシテ之ヲ解任ス
ルコトヲ得

BGB 第 2草案 653 条
業務執行組合員の権
利及び義務は、組合
関係から別のこと
が生じない限り、委
任に対して妥当する
595 条乃至 601 条の
規定により定まる。
BGB 第 2草案 652 条
①組合契約によって
組合員に委ねられた
業務執行権限は、重
大な理由が存在する
とき、他の組合員一
致の決議又は、組合
契約によって多数決
により決すべきなら
ば、他の組合員の多
数決により剥奪され
うる。そのような理
由は、特に重大な義
務違反又は通常の業

法典調査会案 678 条
会社ノ業務ヲ執行ス
ル社員ニハ第 650 条
乃至第 656 条ノ規定
ヲ準用ス
法典調査会案 679 条
会社契約ヲ以テ一人
又ハ数人ノ社員ニ業
務ノ執行ヲ委任シタ
ルトキハ其社員ハ正
当ノ事由アル場合ニ
限リ辞任ヲ為シ又ハ
他ノ社員ノ一致ヲ以
テ之ヲ解任スルコト
ヲ得

BGB713 条
業務執行組合員の権
利及び義務は、組合
関係から別のこと
が生じない限り、委
任に対して妥当する
664 条乃至 670 条の
規定により定まる。
BGB712 条
①組合契約によって
組合員に委ねられた
業務執行権限は、重
大な理由が存在する
とき、他の組合員一
致の決議又は、組合
契約によって多数決
により決すべきなら
ば、他の組合員の多
数決により剥奪され
うる。そのような理
由は、特に重大な義
務違反又は通常の業
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執
行
者
の
法
律
関
係
・
辞
任
・
解
任

務執行の不能である。
②組合員は、重大な
理由が存在するなら
ば、自ら業務執行を
解約することができ
る。委任に対して妥
当する 602 条 2 項、
3 項の規定が準用さ
れる。

務執行の不能である。
②組合員は、重大な
理由が存在するなら
ば、自ら業務執行を
解約することができ
る。委任に対して妥
当する 671 条 2 項、
3 項の規定が準用さ
れる。

組
合
代
理

BGB 第 2草案 654 条
組合契約により組合
員に業務執行権限が
与えらている限り、
その組合員は、疑わ
しい場合、第三者に
対して他の組合員を
代理することも授権
される。
BGB 第 2草案 655 条
組合契約において、
第三者に対して他の
組合員を代理するこ
とが組合員に授権さ
れているならば、代
理権は、652 条 1 項
の措置に従っての
み、かつ、代理権が
業務執行権限と結び
ついてるならば、そ
の権限とともにの
み、剥奪される。

BGB714 条
組合契約により組合
員に業務執行権限が
与えらている限り、
その組合員は、疑わ
しい場合、第三者に
対して他の組合員を
代理することも授権
される。
BGB715 条
組合契約において、
第三者に対して他の
組合員を代理するこ
とが組合員に授権さ
れているならば、代
理権は、712 条 1 項
の措置に従っての
み、かつ、代理権が
業務執行権限と結び
ついてるならば、そ
の権限とともにの
み、剥奪される。
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持
分
割
合
・
配
当
と
損
失
負
担

財産取得編 137 条
①社員ハ其一人又ハ
数人ン持分カ利益及
ヒ損失ニ於テ同一ナ
ラサルヲ合意スルコ
トヲ得
②然レトモ利益ノミ
ヲ予見シテ右ノ持分
ヲ定メタルトキハ損
失ニ付テモ同一ノ定
方ヲ合意シタリトノ
推定ヲ受ク
③如何ナル場合ニ於
テモ受ケタル損失ヲ
控除シ会社ノ貸方ト
シテ残ル所ノモノニ
非サレハ配当ス可キ
利益ト看做サス又右
貸方ヲ竭シタル後借
方トシテ残ル所ノモ
ノニ非サレハ損失ト
看做サス
④然レトモ会社ノ存
立中ニ詐害ナクシテ
既ニ為シタル利益又
ハ損失ノ一部ノ配当
ハ之ヲ変更セス

BGB 第 2草案 659 条
①組合員は、組合の
解消後はじめて決算
と利益及び損失の分
配を請求できる。
②組合が長期にわた
るならば、疑わしい
場合には、決算と配
当は営業年度の終わ
りになされなければ
ならない。
BGB 第 2草案 660 条
①利益と損失の組合
員の持分が定まって
いないならば、組合
員はその出資の種類
と量を考慮すること
なく、利益と損失に
等しい持分を有す
る。
②利益または損失の
みの持分を定めたな
らば、疑わしい場合
にはその定めは利益
及び損失に対して妥
当する。

法典調査会案 682 条
①契約ヲ以テ会社ノ
損益分配ノ割合ヲ定
メサリシトキハ其割
合ハ各社員ノ出資ノ
価額ニ応シテ之ヲ定
ム
②利益又ハ損失ニ付
イテノミ分配ノ割合
ヲ定メタルトキハ其
割合ハ利益及ヒ損失
ニ共通ナルモノト推
定ス

BGB721 条
①組合員は、組合の
解消後はじめて決算
と利益及び損失の分
配を請求できる。
②組合が長期にわた
るならば、疑わしい
場合には、決算と配
当は営業年度の終わ
りになされなければ
ならない。
BGB722 条
①利益と損失の組合
員の持分が定まって
いないならば、組合
員はその出資の種類
と量を考慮すること
なく、利益と損失に
等しい持分を有す
る。
②利益または損失の
みの持分を定めたな
らば、疑わしい場合
にはその定めは利益
及び損失に対して妥
当する。

持
分
の
処
分
の
制
限

財産取得編 142 条
各社員ハ自己ノ持分
ニ第三者ヲ組合サシ
ムルコトヲ得又其持
分ヲ質入シ又ハ之ヲ
譲渡スコトヲ得然レ
トモ此等ノ行為ハ之
ヲ以テ会社ニ対抗ス
ルコトヲ得ス但会社
契約ヲ以テ社員ニ此
権利ヲ認許シタルト
キハ此限ニ在ラス此
場合ニ於テ会社カ社
員ノ譲渡サント欲ス

BGB 第 2草案 658 条
①各組合員は、組合
員の出資及び業務執
行に基づく取得に
よって共同となっ
た、債権を含めた目
的物（組合財産）の持
分を処分できない。
BGB 第 2草案 663 条
①組合員の債権者
は、組合財産への組
合員の持分の差押え
と転付をなしたなら
ば、解約期間を遵守

法典調査会案 684 条
①社員カ会社財産ニ
付キ其持分ヲ処分シ
タルトキハ其ノ処分
ハ之ヲ以テ会社及ヒ
会社ト取引シタル第
三者ニ対抗スルコト
ヲ得ス

BGB719 条
①組合員は、組合財
産への持分及びそれ
に属する各目的物の
持分を処分できない。
BGB725 条
①組合員の債権者
は、組合財産への組
合員の持分を差押え
をなしたならば、解
約期間を遵守するこ
となく、組合を解約
することができる。
ただし、債務名義が



三

104 組合財産の法的構造に関する史的考察（1）（中田）

持
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処
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の
制
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ル持分ヲ消却スル為
メ先買権ヲ留保シタ
ルトキハ自己ノ持分
ヲ譲渡サントスル社
員ハ会社カ先買権ヲ
行フカ抛棄スルカニ
付キ之ヲ遅滞ニ付ス
ルコトヲ要ス

することなく、組合
を解約することがで
きる。ただし、債務
名義が仮執行可能に
過ぎない場合はこの
限りではない。
BGB 第 2草案 671 条
①組合契約におい
て、組合員が解約又
は死亡した場合も組
合が他の組合員の下
で存続することを定
めているならば、そ
のような事実が生じ
た者たる組合員は、
そのような事実の発
生に際し、他の者に
おいて存続する組合
から脱退する。

仮執行可能に過ぎな
い場合はこの限りで
はない。
BGB736 条
①組合契約におい
て、組合員が解約若
しくは死亡した又は
その財産について倒
産手続きが開始され
た場合もなお組合が
他の組合員の下で存
続することが定めら
れているならば、そ
のような事実の発生
に際し、その事実が
生じた者たる組合員
は脱退する。

組
合
財
産
・
分
割
の
制
限

BGB 第 2草案 658 条
①各組合員は、組合
員の出資及び業務執
行に基づく取得に
よって共同となっ
た、債権を含めた目
的物（組合財産）の持
分を処分できない。
各組合員は分割を請
求できない。

法典調査会案 675 条
各社員ノ出資及ヒ会
ノ利益ハ総社員ノ共
有ニ属ス
法典調査会案 684 条
②社員ハ清算前ニ会
社財産ノ分割ヲ求ム
ルコトヲ得ス

BGB718 条
①組合員の出資と業
務執行によって組合
のために取得された
目的物は組合員の共
同財産となる（組合
財産）。
②組合財産に属する
権利に基づき又は組
合財産に属する目的
物の滅失、毀損若し
くは収用に対する補
償として取得された
ものも、組合財産に
属する。
BGB719 条
①組合員は、組合財
産への持分及びそれ
に属する各目的物の
持分を処分できない。
各組合員は分割を請
求できない。
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相
殺
の
制
限
・
組
合
財
産
へ
の
執
行

BGB 第 2草案 658 条
②組合財産に属する
債権に対して、債務
者は自己に帰属する
各組合員に対する債
権を相殺できない。
③債務者は、帰属に
ついての通知を得た
後はじめて、組合財
産に債権が属するこ
とを自らに対して主
張される。349 条乃
至 351 条の規定が準
用される。
④組合財産への強制
執行は、総組合員に
対して執行可能な債
務名義に基づいての
み認められる。

法典調査会案 685 条
会社ノ債務者ハ其債
務ト社員ニ対スル債
権トヲ相殺スルコト
ヲ得ス

BGB719 条
②組合財産に属する
債権に対して、債務
者は自己に帰属する
各組合員に対する債
権を相殺できない。
BGB720 条
債務者は、帰属につ
いての通知を得た後
はじめて、718 条 1
項によって取得され
た債権が組合財産に
属することを自らに
対して主張される。
406 条乃至 408 条の
規定が準用される。
ZPO§736
BGB705 条により結
成された組合の財産
への強制執行につい
ては、総組合員に対
して下された判決が
必要である。

組
合
員
の
責
任

財産取得編 143 条
①業務担当人カ会社
ノ名ヲ以テ又ハ会社
ノ営業ノ為メ有効ニ
負担シタル義務ハ会
社カ法人ヲ成セルト
キハ各社員ノ一身上
ノ債権者ニ先タチ会
社資本ヲ以テ之ヲ担
保ス
②会社資本ノ不十分
ナル場合又ハ訴追債
権者ニ其資本ヲ示サ
サル場合ニ於テハ総
社員ハ連帯シテ会社
ノ義務ヲ負担ス会社
カ法人ヲ成ササルト
キモ亦同シ

BGB 第 2草案 670 条
②組合財産が共同の
債務の清算と出資の
償還に不足している
とき、組合員は、負
担の基準となる関係
に基づき、欠損額に
対して補償しなけれ
ばならない。

法典調査会案 683 条
会社ノ債権者ハ社員
ノ損失分担ノ割合ヲ
知ラサリシトキハ各
社員ニ対シ均一部分
ニツイキ其債権ヲ行
使スルコトヲ得

BGB735 条
①組合財産が共同の
債務の清算と出資の
償還に不足している
とき、組合員は、負
担の基準となる関係
に基づき、欠損額に
対して補償しなけれ
ばならない。
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組
合
員
の
責
任

③右ノ場合ニ於テ社
員間ノ決算ハ第 136
条乃至第 141 条ニ規
定シタル貸方及ヒ借
方ニ於ケル各自ノ持
分ニ従ヒテ之ヲ為ス


