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１． サムライ債の債券管理会社と訴訟概要 
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【サムライ債の債券管理会社】 
 サムライ債は会社法の適用がないことから、社債権者保護の観点から、市場慣行として、管理委託契約書

及び債券要項に基づき、債券管理会社が設置されている。 
 債券管理会社は、会社法の社債管理者に係る関係条項に倣って、「債権者のために債券の元金及び利息

の支払を受け、または債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限
と義務」、「債権者集会を招集し、その決議を執行する権限」が管理委託契約書及び債券要項に規定されて
おり、同業務を行っている。 

 発行会社と債権管理会社との間の管理委託契約は、発行会社を要約者、債権管理会社を諾約者、債権者
を受益者とする「第三者のためにする契約」として構成されている。 

【訴訟概要】 
 原告：債券管理会社（銀行） 
 被告：アルゼンチン共和国 
 裁判所：東京高等裁判所 
 請求の趣旨：対象債券（＊）の元本、利息及び遅延損害金の支払を求めるもので、当該債券の利息請求権  
           が消滅時効にかかる可能性があることから、時効中断のために提訴 
           ＊デフォルト後に実施されたExchange Offer（2005年、2010年)に応じなかった債券 
 提訴日：2009年6月30日 
 第一審判決日：2013年1月28日  
 第ニ審判決日：2014年1月30日  
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 アルゼンチン共和国が日本で発行したサムライ債に関して、その債券管理会社がアルゼンチン共和国に対して
償還を請求した事件について、債券管理会社は任意的訴訟担当として当事者適格を有するかが争われた事案
である。 

 裁判所は、本件管理委託契約を「債券管理会社を諾約者、アルゼンチン共和国を要約者、債権者を第三者とす
る第三者のためにする契約」と認定したうえで、「第三者のためにする契約」により訴訟追行権を授与することは
可能と認めたが、主に以下の点に鑑みて、管理委託契約及び債券要項上の規定だけでは、当該債権者の受益
の意思表示があったとは言えず、債権者の明確な受益の意思表示があることが必要であると判示した。 
 

(1) 選択機会の不提供 
 控訴人らによる訴訟追行の結果、本件債券等保有者が償還等請求件を喪失するおそれがあることなど、

本件債券等保有者の立場からみて懸念すべき点があることも併せ考慮すれば、本件債券等保有者が控
訴人らによる訴訟追行を望むはずなどとはいえず・・（主論） 

 本件各回債の債権者が自らの意思により授権するか否かを選択する機会を与えずに任意的訴訟担当を
認めることになり、採用することはできない。（主論） 

 

(2) 利益相反の存在 
 管理委託契約において、債権者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うことを考慮しても、本件債券

等保有者と確実に利益を共通にする立場にあるとすることは困難 （注１）（主論） 
 これに加え、本件管理委託契約の規定は旧商法の社債管理会社に関する規定（注２）に比して、債権者

の保護に十分といえない （傍論） 
 

（注１）アルゼンチン債判決では、アルゼンチン債の債券管理会社と債権者の間の利益相反について、①発行体から手数料を受
領、②発行体への助言、③和解的要素を含むエクスチェンジオファーの事務の請負を挙げている。 

（注２）会社法707条に社債権者と社債管理者との利益が相反する場合、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人
を選任しなければならないといった社債権者を保護する規定が置かれている。 

２． 判旨 
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(3) 債券管理業務からの逸脱 
 仮に債券管理会社と債権者との間に債券管理を行う関係が形成されていたとしても、債権者の黙示の

受益の意思表示が認められるのは、債券管理業務（基本的には債券及び利札の調整と交付、元利金
の管理、債券原簿の作成管理、期限の利益の喪失宣言等）に留まる （主論） 

 
(4) 商慣習の不存在等 
 本件全証拠によっても、ソブリンのサムライ債につき債券の管理会社が償還等請求訴訟を自己の名で

追行する権限を有するとの商慣習が存在すると認めることはできない （主論） 
 また、本件授権条項が債券の裏面に明記されているものの、控訴人らの権限を示す「債権の実現を保

全するために必要な一切の裁判上・・・の行為をなす権限」との文言は抽象的であり、本件債券等保有
者が、控訴人らが独自の判断で訴訟追行できる権限を付与される旨を理解することは困難 （傍論） 

 
 

 
 

２． 判旨 
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３ 社債管理人（案）業務との関係 
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 社債総額での債権届出（「受益の意思表示」が問題となる業務） 

アルゼンチン債判決を踏まえた「受益の意思表示」の考え方 
 
  ① アルゼンチン債判決において、「明示的な受益の意思表示」が必要と判示された行為は、「任意的訴訟 
     担当」という当事者になり代わり、自身の裁量に基づいて他人の権利を左右することが可能な行為 

  （受益者の利益を害する可能性がある行為）である。この点、判決では、「本件債券等保有者の債権譲受     
      行為をもって、控訴人らに対し、通常の債券の管理を委ねる趣旨と解することはできても」と判示されて 
   いるので、通常の債券管理の委託については、「黙示の受益の意思表示」が容認される可能性がある。 

 

② 社債管理人が行う業務は、社債権者集会の招集に係る裁判所への手続き等、基本的に個々の社債権  

  者から委任を受けるものである。一方で、社債管理人による社債総額での債権届出は、個々の社債権   

  者から委任を受けず行う業務であるが、当該届出は保存行為であり、アルゼンチン債判決において「明 

  示的な受益の意思表示」が必要と判示された「任意的訴訟担当」とは異なり、第三者の利益を害する可 

  能性がない行為と考える。 

 

③ 「第三者のためにする契約」における受益の意思表示は、一般的に、受益者に負担を強いることのない 

  行為については「黙示でもよい」というのが確立した判例通説である。そのような点を考慮しても、「受益 

  の意思表示」の方法については、付与される代理権の内容、第三者に与える負担の程度によって差が 

  認められ得ることは明らかである。 

 



©  Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 

３ 社債管理人（案）業務との関係 
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④ 社債総額での債権届出は、社債要項等の定めにより「黙示の受益の意思表示」を受けるものであり、そ 

      の内容、第三者に与える負担の程度を踏まえても問題なく、アルゼンチン債判決が判示した考え方の射 

   程外であるとの考えることもできるのではないか。 

 
   ⑤  社債管理人による社債総額での債権届出については、社債権者から「黙示の受益の意思表示」があっ 
      たものとし、一旦社債総額で届出を行ったのち、最終的には個別の社債権者の委任を受けることで「明 
             示的な受益の意思表示」を受けるため、問題ないのではないか（確認が必要）。 
 
     ⑥  他方、アルゼンチン債判決において、債券の管理業務について、「基本的には債券及び利札の調整と交 
       付、・・・期限の利益の喪失宣言等にとどまる」と判示されたことを踏まえると、社債管理人による社債総 
            額での債券届出業務について、債券の管理業務に留まらないとし、「明示的 な受益の意思表示」が必要 
            とされる可能性もあるのではないか。 
 
   ⑦  上記⑤について確認が取れない場合には、社債管理人は個別の社債権者から委任を受け、社債権者を 
      代理して、個別の債券届出を行うこととしてはどうか。 
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４ 債券管理会社を設置したサムライ債への影響 
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債券管理会社は、サムライ債のデフォルト時のリテール投資家保護の役割を果たす
べく設置されている。ところが、判決によれば、このような役割の重要な一部がなし得
ないこととなり、リテール向けのサムライ債の発行実務に影響を及ぼすおそれがある。 

１．訴訟追行権の授与 
  判決は「債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上・・・の行為をなす権限」という債 
 券要項の文言は抽象的であり、この文言によって本件債券等保有者が債券管理会社に訴訟追 
 行権を授与したとは認められないと判示している。 
  
２．債権者の特定 
  判決は、債券の管理会社が本件債券等保有者を具体的に特定し得ず、個別の債券の帰属に 
 ついて把握していない状況では、任意的訴訟担当を許容する合理的必要性は認めがたいと判 
 示している。 
 
３．受益の意思表示 
  判決は、訴訟追行権の授与について本件債券等保有者の受益の意思表示が債券管理会社 
 に対して明示的になされることを要求している。 
 

【判決で示された課題】 
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４ 債券管理会社を設置したサムライ債への影響 
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４．債券管理業務 
  判決は、管理委託契約の内容から、債券管理業務を債券及び利札の調整と交付、元利金の 
 管理、債券原簿の作成管理、期限の利益喪失宣言等に限定して解釈している。この解釈によ  
 れば、債券の管理会社は、デフォルト宣言後の債権届出、訴訟追行、判決に基づく元利金の  
 受領等ができなくなるおそれがある。 
 
５．利益相反 
  判決は、債券管理会社が、発行会社から諸手数料を受け取り、建て替え費用の払い戻しを 
 受けていること、また過去のエクスチェンジオファーの事務を取り扱っていることを理由に、債券  
 管理会社が本件債券等保有者と確実に利益を共通にする立場にあるとすることは困難と判示 
 している。  
  



【アルゼンチン債判決 2014年１月 30日 第二審判決】 

争点に対する判断について 

本事件の性質に鑑み、争点（１）（主権免除の許容性）に対する判断に先立ち、争点（２）

（控訴人らの原告適格の有無）について検討する。 

 
（１）旧商法上の規定の類推適用について 

  控訴人らは、本件各回債の発行の仕組みが公募社債に関する旧商法の規定に

倣ったものであり、また投資家保護を図る必要性において本件各回債と公募社

債と変わりがないこと等から、旧商法309条１項及び309条の５を類推適用し、

控訴人らの原告適格を認めるべきであると主張する。 

  しかしながら、控訴人らの援用する旧商法の社債に関する規定は、株式会

社の資金調達の手段として、株式会社が国内法の規制に服することを前提に

設けられているところ、本件各回債は、商人たる株式会社とは質的に異なる

外国国家を発行体とし、発行体が国内法の規制に服することもない点で社債

と前提を大きく異にする。しかも、旧商法は、社債管理会社について、特別

代理人（309条の４）、裁判所による解任（313 条）、辞任の制限や事務承継（312

条、314条）等についての定めを置き、社債権者の利益のために権限を行使す

ることを担保しつつ、適切な権限行使を可能にするため発行会社の業務及び

財産の調査権を付与し（309 条の３）、さらに社債管理会社が社債権者のため

発行会社から弁済を受けた場合に備え、公告・通知や社債権者の支払請求に

ついて定め(309条２項及び３項)、社債権者の利益が不当に害されないように

配慮しているところ、このような手続き的な保障が制度上講じられておらず、

しかも本件管理委託契約においてもこれらに代わるような措置が設けられて

いないのであるから、直ちに控訴人らを社債管理会社と同列に論じることは

困難である。 

  以上の諸点を勘案すれば、本件各回債が債券を発行する公募債であること

を考慮しても、旧商法 309 条１項及び 309 条の５を類推適用することにより

控訴人らの原告適格を認めることはできない。 

 
（２）任意的訴訟担当（訴訟追行権の授与）について 

 
 ア．任意的訴訟担当の可否 

  訴訟における当事者適格を財産権上の請求における原告に関してみると、訴

訟物である権利又は法律関係について管理処分権を有する権利主体が当事者

適格を有するのが原則であるが、そのような権利主体でなくとも、直接法律の

定めるところにより一定の権利または法律関係につき当事者適格を有するこ
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とがあり、また、本来の権利主体からその意思に基づいて訴訟追行権を授与さ

れること（以下、権利主体による訴訟追行権の授与を単に「授権」ということ

がある。）により当事者適格が認められる場合もある。この後者の任意的訴訟

担当は、民事訴訟法 54 条１項が訴訟代理人を原則として弁護士に限り、また

信託法 10 条が訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託を禁止している

趣旨に照らし、一般に無制限にこれを許容することはできないが、当該訴訟担

当が上記のような法による制限を回避、潜脱するおそれがなく、かつ、これを

認める合理的必要がある場合には、これを許容するのが相当である（最高裁判

所 昭和 45年 11月 11日判決、民集 24巻 12号 1854頁参照）。 

  ところで、本件は、訴え提起時において原判決別紙記載の債券又は利札を

保有する者（以下「本件債券等保有者」という。）の被控訴人に対する償還等

請求権を訴訟物として提起されているから、控訴人らによる任意的訴訟担当

を認めるためには、まず本件債券等保有者から控訴人らに対する償還等請求

訴訟に係る授権が認められなければならない。控訴人らよる任意的訴訟担当

を認める場合、その訴訟の結果は本件債券等保有者に及び（民事訴訟法 115

条１項２号）、仮に控訴人らが授権を受けた請求権に関する実体上の理由によ

り敗訴すれば本件債券等保有者の償還等請求権を失わせる結果となることも

あり得るところ、本件債券等保有者が自ら授権したのでない限り、このよう

は結果を甘受させるべき根拠に欠けるからである（最高裁判所 昭和 60 年 12

月 12日判決 裁判集民事 146号 339頁）。 

 
イ．第三者のためにする契約 

（ア）受益の意思表示 

  控訴人らは、本件管理委託契約を第三者（本件各回債の債権者）のためにす

る契約と解した上で、本件各回債の債権者は、特に受益の意思表示をしなくて

も、同契約の利益を享受し、同契約に含まれる本件授権条項により控訴人らに

対する授権が認められると主張するけれども、控訴人らの主張によれば、本件

債券等保有者が自らの意思により授権するか否かを選択する機会を与えずに

任意的訴訟担当を認めることになるになるので、先に説示したところに照らし、

採用することはできない。 

  なお、控訴人らは、控訴人らによる任意的訴訟担当により、本件債券等保

有者は、利益を受ける一方で不利益を受けることはないから、控訴人らによ

る訴訟追行を望むはずであるとして、本件債券等保有者が個別に受益の意思

表示をする必要はないとも主張する。 

  しかしながら、本件管理委託契約においては、控訴人らは、被控訴人から

同契約に定められた手数料を受け取るものとされている一方（第 18条（1））、
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被控訴人は、同契約に係る不履行や控訴人らの善意による作為等に基づき控

訴人らに生じた損害等を補償し、かつ、控訴人らに損害を被らせないものと

されており（第 10条（４））、また、控訴人らは、本件各回債に関する事項に

ついて、期限到来までの間、被控訴人に対して随時助言を与えることとなっ

ているところ（第２条（５））、期限到来後においても、控訴人らが債券管理

会社として通常予想される職務を超える職務を行う場合もあり、それに対し

て被控訴人が手数料を支払うことも予定されており（第 18 条（１）（ⅱ））、

さらに、債券の管理に関し控訴人らが立て替えた費用は一定の要件の下で被

控訴人が負担することとされている（第 18 条（２））。そして、本件訴訟の提

起後、控訴人らは、本件管理委託契約の上記条項に基づいて、被控訴人に対

し、本件訴訟の追行に要した弁護士報酬を請求しているのであって（乙 18の

１～乙 20）、控訴人らは、被控訴人の費用負担の下に、債権者のために本件訴

訟を追行しているとみることができる上、控訴人三菱東京ＵＦＪ及び同新生

は、被控訴人の委託を受けて、被控訴人のために、本件各回債の債権者との

間で、和解的要素を含む平成 22年エクスチェンジ・オファーの事務を取り扱

っているという点も軽視できない。これらの諸点に照らせば、控訴人らが本

件各回債の債権者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うこと（本件管理

委託契約第２条の（２）、（３））を考慮しても、控訴人らが本件債券等保有者

と確実に利益を共通にする立場にあるとすることは困難 である。これに加え、

先に説示したように、本件管理委託契約の規定は旧商法の社債管理会社に関

する規定に比して債権者の保護に十分といえないこと 、控訴人らによる訴訟

追行の結果本件債券等保有者が償還等請求権を喪失するおそれもあることな

ど、本件債券等保有者の立場から見て懸念すべき点があることも併せ考慮す

れば、本件債券等保有者が控訴人らによる訴訟追行を望むはずであるなどと

はいえず、受益の意思表示を不要と解する理由にはならないというべきであ

る。 

  なお、控訴人らは、本件債券等保有者の信頼を保護すべきであると主張す 

 るけれども、そのことから直ちに具体的な授権が不要とするのは論理の飛躍 

があり、手続き的な措置を講ずることなく、不利益な結果をもたらすこともあ 

り得る法律効果（訴訟追行権の授与）を生じさせるには十分な根拠とはいえな 

い。さらに、控訴人らは、本件管理委託契約の中に、本件期限の利益喪失の特 

約など直ちに本件各回債の債権者に適用すべきものが存在することを理由に、 

受益の意思表示を要することなく控訴人らと本件各回債の債権者との間に本 

件管理委託契約を適用する必要を指摘するが、償還等請求訴訟の追行を認める 

ことと期限の利益喪失の措置を講ずることを同列に論じ得ないことは明らか 

であることから、これを理由に授権を不要と解することはできない。 
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（イ）本件債券等保有者による明示的な受益の意思表示及び授権 

   控訴人らは、本件債券等保有者は、本件各回債を譲り受けた際、控訴人

らに対し、本件授権条項を含む債券の要項を承諾する旨の受益の意思表示

をし、あるいは控訴人らとの間で授権につき合意したと主張する。 
   しかし、本件債券等保有者が本件各回債を取得するに当たって行った譲

受行為の相手方は控訴人らではないから、控訴人らに対して何らかの意思

表示をしたとみるのは困難であるばかりでなく、譲受行為に伴ってされた

という受益の意思表示の内容がいかなるものであったかという点について

も証拠上明らかではないから、本件債券等保有者が本件授権条項について、

明示的に受益の意思表示をしたものと認められないことは明らかである。 
 
（ウ） 本件債券等保有者による黙示の意思表示による受益の意思表示 

  a  控訴人らは、仮に本件債券等保有者による明示の受益の意思表示や授

権の合意が認められなくとも、本件債券等保有者が本件各回債を譲り受

けた行為は、債権の管理権限を控訴人らに授与し、その行使の結果を享

受する黙示の意思表示等に該当すると主張する。 

先に説示したとおり、任意的訴訟担当を許容するためには本件債券等保

有者による授権が不可欠であるところ、本件債券等保有者の債券譲受行為

をもって、控訴人らに対し通常の債券の管理を委ねる趣旨と解することは

できても、管理にとどまらない側面を持つ訴訟追行権の授与まで含むもの

とみるのは通常の意思解釈としては困難 であり、授権の効果を認めること

はできない。したがって、本件債券等保有者の債券譲受行為をもって債券

の管理を委ねる趣旨と解し得るかを一般的・抽象的に検討するのでは足り

ず、具体的に償還等請求訴訟につき授権する意思が表示されたとみること

ができるかを検討する必要がある。 

 

    b この点に関し、控訴人らは、訴訟担当を認めるに足りる実体関係が存

在する場合には、明確な授権がなくとも訴訟担当を許容すべきであると

主張する。 

   しかしながら、本件各回債は債券又は元利金領収書と引き換えに被控訴

人（元利金支払い事務取扱い者）から元利金の支払を受けるという個別

の債権であり、債権相互に特段の関連性はなく、債権者全体に共通の利

害関係のある事項は期限の利益喪失宣言が考えられる程度 である。本件

管理委託契約の定める控訴人らの事務も、基本的には債券及び利札の調

整と交付、元利金の管理、債券原簿の作成管理、期限の利益の喪失宣言

4 
 



等にとどまり、本件債券等保有者との関係も具体的ではなく、弁論の全

趣旨によると、控訴人らは本件債券等保有者を具体的に把握していない

ものと認められる。そうすると、仮に控訴人らが本件債券等保有者のた

めに債券管理を行う関係が形成されたとしても、本来個別の償還等請求

権の行使である本件訴訟において、控訴人らが、本件債権等保有者と同

じ程度あるいはそれ以上に当事者たるに適した立場にあると認めること

は困難 であるから、上記関係の存在を仮定しても、直ちに訴訟担当を認

めるべき実体関係が形成されているとすることはできない。 

 

ｃ そこで、続いて、本件債券等保有者の債券譲受行為をもって償還等請求

訴訟に係る授権と認め得るかを検討するが、控訴人らは、本件商慣習の存

在と本件授権条項が債券に明記されていることを根拠に、本件債券等保有

者は、償還等請求訴訟の訴訟追行権が控訴人らに付与されていることを知

った上で本件各回債の譲受けを選択したのであるから、控訴人らに授権す

る意思を表示したに等しいと主張する。 

  しかし、本件全証拠によっても、ソブリンのサムライ債につき債券の管

理会社が償還等請求訴訟を自己の名で追行する権限を有するとの商慣習

が存在すると認めることはできない。もっとも、控訴人らは、他のソブリ

ンのサムライ債における管理委託契約でも本件授権条項と同様の規定が

多く定められていること（甲 88の１ないし 11）を指摘するけれども、こ

れのみで上記商慣習の存在を基礎づけることはできない。また、前記引用

に係る原判決の摘示する前提事実のとおり、本件授権条項が債券の裏面に

明記されているものの、控訴人らの権限を示す「債権の実現を保全するた

めに必要な一切の裁判上・・・の行為をなす権限」との文言は抽象的であ

り、本件債券等保有者が、本件授権条項から、本来は自己の有する償還等

請求権につき控訴人らが独自の判断で訴訟追行できる権限を付与される

旨を理解することは困難 である。そのような理解は、本件授権条項が旧

商法 309条１項と同一の文言であり、同条により社債管理会社が償還請求

訴訟を提起できると考えられていることを踏まえて可能になるのであっ

て、一般投資家に期待できるとはいい難い。 

さらに、原判決別紙記載の債券の多くを占める登録債については、本件

債券等保有者が本件授権文言を目にしたかどうかも明らかではない。 

  したがって、大手保険会社担当者の供述（甲 107の陳述書）を踏まえて 

も、本件債券等保有者が控訴人らの訴訟追行権につき具体的に控訴人らに

おいて償還等請求権を訴訟物とする訴訟を提起することがあり得ると理

解した上で本件各回債を譲り受けたと推認することは困難であるから、控
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訴人らの主張は前提を欠き採用できない。 

   なお、仮に、控訴人らが本件債券等保有者のために債券の管理を行う関

係が形成されたとしても、先に説示した関係にとどまり、これにより本件

債券等保有者が控訴人らの訴訟追行権につき理解していたと推認するこ

とはできないから、この点は上記判断に影響しない。 
 
(エ) 本件元引受会社による受益の意思表示又は授権 

   控訴人らは、本件元引受会社は、元引受契約の締結等をする際、本件授権

条項を含む本件管理委託契約につき受益の意思表示をし、あるいは上記元引

受等の行為が受益に係る黙示の意思表示等に該当することにより、控訴人ら

に対し授権したと認められ、本件元引受会社の取得した控訴人らに訴訟追行

を求める権利が、従たる権利として本件各回債に随伴し、本件債券等保有者

に移転すると主張する。 
しかし、本件元引受会社が本件授権条項の適用を受け、かつ、本件授権条

項につき控訴人らに対して受益の意思表示をしたと考えるとしても、本件元

引受会社が控訴人らに対する関係で取得したという「訴訟を追行させる権利」

が債券の譲渡と共に当然に新債権者に移転すると解することはできない。ま

た、新債権者が、本件元引受会社が上記の受益の意思表示により訴訟の結果

いかんでは重大な不利益を被るおそれを伴う授権をしたことや、これにより

控訴人らと本件元引受会社との間で権利義務関係が発生したことを認識して

いたことについては、これを認めるに足りる証拠はない。控訴人らの主張は、

本件債券等保有者が本件各回債を譲り受ければ、当然に本件元引受会社の上

記権利を承継し、授権が認められるというものであるところ、本件債券等保

有者の訴訟追行権はそれぞれに固有のものであって、各人に選択権があり、

本件元引受会社の意思決定に従うべき理由はないから、その余の点を判断す

るまでもなく、控訴人らの主張は失当である。 
 
ウ．信託的授権 

控訴人らは、本件元引受会社の元引受行為は、訴訟追行権を含む債券の管理

権限を信託的に授与する黙示の意思表示等に該当し、本件債券等保有者は、本

件各回債の従たる権利として信託的受益権を取得したから、本件債券等保有者

による授権が認められる旨主張する。 
控訴人らのこの主張は、本件元引受会社が、商慣習及び債券の要項に基づき、

控訴人らに対し訴訟追行権を含む債券の管理権限が付与されている旨を熟知し

た上で、元引受契約を締結したのであるから、元引受行為をもって、訴訟追行

権を含む管理権限を信託的に授権する黙示の意思表示等に該当することを前提
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とするが、債券の管理権限が付与されていることと管理権限が信託的に授権さ

れていることとは同一ではないばかりでなく、前判示のとおり、ソブリンのサ

ムライ債につき、債券の管理会社が債券の管理権限を信託的に授与されるとの

商慣習の存在は認められず、債券の要項にそのように読み取るべき記載もない

から、本件元引受会社の元引受行為等を上記信託的授与の黙示の意思表示等を

認める根拠を欠くので、控訴人らの主張は採用できない。 
また、控訴人らの上記主張は、本件債券等保有者が本件各回債を譲り受けたこ

とのみをもって、直ちに控訴人らへの授権を認めるに等しく、前項において説

示したのと同様にこの点においても採用することができない。 
 
エ．基本契約ないし複数の契約関係に基づく法律関係 

控訴人らは、本件元引受会社、控訴人ら及び被控訴人間において本件授権条

項を内容とする基本契約又は法的権利義務関係が成立し、本件元引受会社は、

控訴人らに対し自己のために訴訟を追行するよう求める権利を取得し、本件債

券等保有者は、本件各回債の従たる権利として同権利を取得したと主張する。 
しかし、本件元引受会社と被控訴人らの間に元引受契約が、控訴人らと被控

訴人の間に本件管理委託契約が成立し、それぞれが債券の要項を内容に含み、

かつ本件各回債の発行という同一目的のために締結されたことを勘案しても、

直ちに本件元引受会社と控訴人らとの間に契約関係ないしは法的権利義務関係

を認めることは困難である。 
また、控訴人らの主張は、本件債券等保有者が本件各回債を譲り受けたこと

のみをもって、直ちに控訴人らへの授権を認めるに等しく、先に説示したとお

りこの点においても採用することができない。 
 
オ．商慣習による授権 

控訴人らは、本件商慣習に基づき、本件債券等保有者の控訴人らに対する授

権を認めることができると主張するが、先に説示したとおり、ソブリンのサム

ライ債につき、債券管理会社が債権者の任意的訴訟担当として償還請求訴訟を

追行し得るとの商慣習の存在を認めるに足りる証拠はないから、控訴人らの主

張は前提を欠き、採用することができない。 
 
カ．信義則違反 

控訴人らは、被控訴人が控訴人らの原告適格を争うことが信義則に反する旨

主張するけれども、当事者適格の存否は本案判決をするに必要な訴訟要件であ

り、これを欠くときは、裁判所は、当事者の主張がなくても訴えを不適法とし

て却下しなければならないのであるから、控訴人らの主張は失当である。 
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キ．以上によれば、本件債券等保有者の控訴人らに対する本件訴訟の授権につ

いて、控訴人らが主張するところはいずれも採用できず、また、本件全証拠

によってもこのような授権を認めることはできない。 
 
（３）任意的訴訟担当（合理的必要性）について 

控訴人らは、場合により明確な授権がなくとも訴訟担当を認めるべきである

との主張をしていることに鑑み、任意的訴訟担当の合理的必要性について検討

すると、本件は、本件債券等保有者の被控訴人に対する償還等請求権を訴訟物

として提起されているから、本件各回債に基づく償還等請求債権の存否と共に、

当該債権の帰属が明らかにされなければならないと考えられるので、控訴人ら

は、本件債券等保有者を具体的に特定し得ず、個別の債券の帰属について把握

していないのであるから、本件訴訟物につき何人に訴訟を追行させ、本案の判

決をすることが必要かつ有意義であるかとの観点に基づき、控訴人らによる任

意的訴訟担当を許容する合理的必要性は認め難いといわなければならない。そ

して、以上に加えて、本件各回債の券面額は必ずしも少額ではなく、訴訟コス

トとの関係で訴えの提起を妨げる事情とはなり得ないこと、不特定かつ多数の

本件債券等保有者の権利保護を図るためには、控訴人らが自ら訴訟提起するの

ではなく、これらの者の訴訟提起を容易にする方策を控訴人らが講ずることも

可能であること、全判示のように控訴人らと本件債券等保有者との間の利益相

反のおそれは否定し難いことなどを併せ考慮すると、控訴人らの主張を採用す

ることはできない。 
 
２ 結論 

以上の次第で、原判決は相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないので、

これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 
 

以  上 
 
（注）本資料は、日証協事務局が裁判所において当該判決文を、閲覧・メモのうえ作成し

たものである。 
下線は日証協事務局。 
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