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は じめに
問題の所在

今 日の取引社会 では、事業者―消費者間 における能力的に対等 とは言
1、
えない当事者間で契約 の締結 がなされる場面 も少なくな く それによ

り、消費者側 に多 くの損害 が発生す る可能性 が そもそも内在 してい ると
いわれる2。 そのような中で、民法 とりわけ消費者法 と呼ばれる分野 に
おいて、消費者被害 に関す る法的問題について さまざまな研究が行われ
てきた3。 例 えば、消費者被害が生 じた際の当該契約 の有効性や原状回
復的損害賠償 の可否、もう少 しいえば、契約時 における適合性原則、説
明義務・情報収集義務 といった研究が盛んに行われている。本論文では、
このような消費者被害が生 じた場合 における事業者 の損害賠償責任問題

1官 下修―

F消 費者保護 と私法理論―商品先物取引 とフランチャイズ契約 を素材 と
して一』(信 山社、2006年 )i頁 。
2大 村敦志 r消 費者・ 家族 と法』(東 京大学出版会、1999年 )20頁 以下では、消費者
と企業 との非対称性 とい う観点 か ら、消費者の自由の阻害、商品・ 契約 の不完全・
不公正、回復困難な消費者被害が生 じると指摘する。
3消 費者法研究の歴史的変遷 については、大村敦志 「契約法 か ら消費者法 へJ(東 京
大学出版会、 1999年 )8頁 以下参照。
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のうち、会社役員 (取 締役、監査役等)4の 責任 について検討す るもので
ある。 しかしながら、 どのような場合 に消費者被害が生 じると当該取引
担当者や会社の不法行為責任等が成立するのか、 といった問題 について
は本論文 の執筆者の能力を超えるものであ り、本論文では、取引担当者
及 び会社 の損害賠償責任の成立要件 については、一応、それを所与の前
提 として検討す ることとする5。
本論文 では、第一に、従来の会社役員の責任 が問題 とされた近時の事
例を紹介、検討 し、 どのような場合 に責任 が認められるのかを事案類型
毎 に見てい くこととする。第二 に、第一の検討を踏 まえて、会社役員に
対す る責任追及の背景について考察する。そもそも、消費者 としては取
引担当者及び会社の不法行為責任

(民 法709条 、715条

1項 )が 認められ

ることによって、被害回復を図ることができるようにも思われるのであ
るが、それにもかかわらず、なぜ会社役員 にまで責任 を追及することが
必要なのか、 とい う背景を検討する。
ところで、本論文 では上記 の通 り「消費者被害」 にお ける会社役員の
責任を考察するものであるが、ここでは事業者 と消費者 との間の取引 (消
費者契約法 2条 3項 参照)に よって消費者 に何 らかの損害 が生 じた事案
を包括的に消費者被害の事案 として検討する。従来の裁判例では、後述
するように、金融取引における消費者被害 が中心であるが、近時は消費
6、
7、
8等
者金融関連訴訟
食品安全関連訴訟
英会話学校関連訴訟
、従来

4会 社法423条 1項 括弧書 きで定める役員等をここでは会社役員 とする。
5な お、適合性原則違反や不招請勧誘に係 る消

費者被害 において、 どのような場合
に責任 が生 じるかについて検討 した近時の文献 として、宮下修― 「適合性原則違反
の判断基準 とその精緻化」松浦好治ほか編 『市民法 の新たな挑戦J(信 山社、2013年 )
115頁 、上杉め ぐみ 「金融取引における不招請勧誘 の禁止J同 175頁 参照。
6広 島地判平成20年 9月 26日 判時2048号 111頁 、横浜地判平成24年 7月 17日 判時2162
号99頁 。
7神 戸地裁姫路支判平成22年 ■月17日 判時2096号 H6頁 。
8大 阪地判平成24年 6月 7日 金判1403号 30頁 。
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の先物取引や証券取 引 といった金融取引 とは異 なる類型 の事案 も散見 さ
れ るため、 このような消費者被害 の事業 につい ても検討 に含 めるもので
ある。

第 2節

会社役員の責任追及の法文上の根拠

ここで、本論 に入 る前 に簡単 に会社役員 の責任追及 の根拠 について見
てお きたい。後掲す る裁判例 を概観 す ると、消費者 による会社役 員 に対
す る責任追及訴訟 においては、民法709条 や同715条 2項 、 お よび会社法
429条 1項 が適用法 条 として用 い られてい る。 しか し、後述す るように、
その適用 の仕方 に疑問 も存在す るところであ り、改めて ここで適 用法条
の要件等 について明 らかに してお きたい。
まず、民法 709条 である。本条 は、消費者 による損害賠償責任追及事案
において もっ とも用 い られて い るものであ り、不法行為責任 を定 めるも
ので ある。後述す るように、会社役員 自身 が直接的 に不法行為者 となる
ような場合 (例 えば、会社役員 が直接消費者 に対 して詐欺的 な取引を持
ちかけるような事案)に は、本条 に基 づ き不法行為 責任 が問 われ ること
となる。
次 に、民法715条 2項 の代理監督者責任 である。本条 は、使用者 に代 わ
り現実 に被用者等 を監督 して い たような場 合 には、 た とえ直接的 に不法
行為 を行 っていなかった としても監督義務違反 として責任 が問われ得 る
ものである'。 しか し、本条 によ り責任 が認 め られ る事案 は決 して 多 く
Ю
はない。 その背景 として、本条 につい て最高裁 は代理監督者 の意義 に

9消 費者訴訟 に関 して、本条 の責任 が問題 になった事案 として、カネ ミ油症事件 が
挙 げられ、同事件 において本条 の適用が認められてい る (福 岡地判昭和 52年 10月 5
日判時866号 21頁 、福岡地裁小倉支判昭和60年 2月 13日 判時H 号 18頁 )。
Ю最判昭和42年 5月 30日 民集21巻 4号 961頁 。
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「現実 に被用者 を監督 している者 Jと いった限定的な解釈 を行 っ
ついて、
てい るため、会社 内での被用者 の地位 が低 い場合 には、会社役員 は現実
に被用者 を監督 して い る者 とは言 いに くい側面 があるためと思われ る。
そして、最後 に会社法29条 1項 の役員等 の対第二者責任規定 が挙 げら
れる (な お、以下 では平成 17年 改正前商法266条 ノ 3第 1項 に基 づ く責任
については会社法429条 1項 責任 として統一する)。 以下で検討する裁判
例 の多 くで援用 されて い る条文 であるが、 その規定 の抽象性 の高 さによ
り、裁判例 において、 その要件 がかな り不明確 になっているよ うにも思
われ る。本条 について、最半J昭 和44年 H月 26日 民集23巻 11号 2150頁 の枠
組み によれ ,よ 「株式会社 が経済社会 において重要 な地位 を占めてい るこ
と、 しか も株式会社 の活動 はその機関 で ある取締役 の職務執行 に依存す
るものであることを考慮 して、第二者保護 の立 場 か ら、取締役 において

悪意または重大な過失 によ り右義務 〔
善管注意義務及び忠実義務一筆者
註〕に違反 し、 これによつて第二者 に損害を被 らせたときは、取締役 の
任務解怠 の行為 と第二者 の損害 との間に相当の因果関係 があるかぎ り、
会社がこれによつて損害を被つた場合 であるとを問 うことな く、当該取
締役 が直接に第三者 に対 し損害賠償 の責 に任ずべ きことを規定 したので
ある。
」 として、本条 の性質 は特別の法的責任であり、直接損害 (会 社 に
損害を与えず第二者 に損害を与えた場合)、 間接損害 (会 社に損害を与 え
た結果、会社 の取引先等債権者 に損害が生 じた場合)の いずれかを問 う
ことな く、悪意又 は重過失によって役員 の会社に対する義務違反 (任 務
憚怠)力 'あ った場合 には、第二者 に対 して損害賠償責任を負 うとされるn。
そして、会社法429条 1項 と民法709条 の適用 については別個独立 して適
用される。なお、会社法盤9条 1項 と民法709条 の要作については悪意 (故

H本 条 の学説上の争 いについて、三原園子 「取締役 の第二者 に対す る責任J奥 島孝
康先生古希記念論文集編集委員会編 『現代企業法学 の理論 と動態 (第 1巻・ 下篇 )』
(成 文堂、2011年 )667頁 以下参照。
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意 )又 は (重 )過 失 の対象が会社 に対す る義務違反 なのか、 それ とも第
二者 (被 害者 )に 対す る義務違反 であるかの違 い がある。 しか し、後述
す るように、従来 の裁判例 を見 ると、不法行為責任 が認め られ る場合 に
は当然 に会社法429条 1項 責任 が認 め られる とす るよ うな判示 も見 られ、
必ず しも上 記 の よ うな違 いが意識 されて い ない ことも少 な くない。

第
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消費者 関連 訴訟 にお ける会 社役 員 の 責任
一 従 来 の裁 判例 の 概 観

そこで、平成期2の 消費者関連訴訟 において会社役員 の責任 が追及 さ
れた事案 について、 どのような場合に、会社役員 の責任 が追及 されて き
たのか、 とい うことを見てい くこととする。その際、会社役員の責任追
及の背景 を検討するために、 い くつかの類型毎に整理 した。す なわち、
①会社役員 の直接的な不法行為の事案、②会社役員 に会社 に対する義務
違反があったとされた事案、そして、後者を(1陰 社 自体 が倒産 している
場合 と、121会 社 自体 は倒産 していない場合 とに分けて見 てい くこととす
る。 なお、会社役員の直接的な不法行為の事案で、会社 自体 が倒産 して
い る場合 については、① に分類 した。

第 1節

会社役員の直接的な不法行為 とみ られる事業

まず、消費者関連訴訟 において会社役員 の責任 が追及 される類型 とし
て挙 げられ るのは、会社役員 自身が直接的に不法行為に関与又 は指示・
教唆等を行 つている場合 である。 この類型 においては、当然のことなが
2な お、昭和期及 び平成初期 の投資取弓に限って裁判例 を検討 したもの として、山

田泰弘 「投資取引 にお ける従業員の不当勧誘に関する取締役の第三者責任J立 命館
法学299号 (2005年 )513頁 。
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ら、会社役員 自身 の不法行為責任 が問われ てお り、 さほ ど問題 は生 じな
いよ うに思われる。 この類型 は本論文 で検討す る裁判例 の うち、最 も多
い類型 で ある (な お、 この類型 は、 一般 的 に後述す る 「直接損害類型」
にも含 まれると思われるが、 議論 を複雑化 させ ないために、別類型 とし
て位置付 けた)。
まず、大阪地判平成 5年 3月 29日 判 夕831号 191頁 は、 むつ小川原地区
開発 によ り値 上が りが見込 まれ る として無価値 の原野 を売却 した行為 が
詐欺商法 (い わゆる原野商法)に 当 た り、売 りつ けた会社 の取締役及 び
営業社員 に対 して損害賠償 を求 めた事案 である。本件 では、取締役 につ
いて 当該営業社員 を指揮監督 して原野商法 を主導又 は共謀 して い た とし
て会社法429条 1項 に基 づ く損害賠償責任 が認 め られた (被 告取 締役 1人
だけ民法709条 及 び719条 1項 に基 づ く責任 が認 められて い る)。 このよ う
に違法 な商取引を主導 していた とか共謀 して い た取締役 の責任 が認 め ら
れた事例 は少 な くない。例え ば、名古屋地 判平成 6年 5月 27日 判夕878号
235頁 では、本件ダイヤモン ド販売 がマル チ商法、無限連鎖講 に当たると

され 、代表取締役 がそれ を遂 行 して い た もの として民法 709条 、会社法
429条 1項 、民法719条 責任 が認 め られて い る。 また、東京地判平成 6年
7月 25日 判時1509号 31頁 は、破産 した抵 当証券会社 の詐欺 的商法 (発 行

を受 けた抵当証券 に表象 された抵当権 の被担保債権額 を超 える多額 のモー
ダージ証書 を販売するいわゆる多重売 り)が 問題 とされた事案で、被告
会社 の代表取締役 が不法行為責任 を負 うとされた (な お、他 の取締役 は
名 目的取締役 とされ任 務 解怠 と損害 との間 の因果関係 がない として会社
法429条 1項 責任 が否定 されて い る)。 また、公序良俗 に反する よ うなFX
取引を行 ったとして、大阪地判平成 17年 11月 18日 判時 1927号 148頁 や東京
高判平成 18年 9月 21日 金判 1254号 35頁 は、前者 では違法行為 を主導的に
行 った取締役及 び代表取締役 の地位 にあった被告取締役 に会社法429条

1

項責任 が認 められ、後者 では当該違法取 引を知 っていた代表取締役等 に
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つい て 同 じ く会社法 429条 1項 責任 が認 め られて い る。 そ して、違法 な
フ ァン ド取引を直接行 って い た として、代表取締役等 が不法 行為責任 を
負 うとされた東京高判平成 23年 12月 7日 判 夕1380号 138頁 がある (た だ
し、一部取締役 は監視義務違反が認め られ会社法429条 1項 責任 が認 め ら
れて い る)。 他 に、東京 地判平成 11年 3月 26日 判時1691号 3頁 は不 適 正な
ゴル フ会員権 の大量募集行為 を行 つた として、代表取締役箸 の会社法429
条 1項 責任 を認 めて い る。 また、近時 は違法 な未公開株取 引の類型が増
加 して い・
る 。未公開株取 引の類型 としては、東京地判平成 18年 12月 26
日Dl Lan・ 28131570(会 社法429条 1項 責任 )、 東京地判平成 19年 11月 30
日判時1999号 142頁 (会 社法429条 1項 責任 )、 東京地判平成 22年 6月 28日
判時2088号 97頁 (不 法行為責任 )、 東京 高判平成 23年 9月 14日 金半J1377号
16頁 (会 社法429条 1項 責任 )に おい て取締役 の責任 が認 め られている。

一 方 で、実際 に直接未公 開株取引 を勧誘 したわ けではないが、小規模
な会社 で従業員 らが未公開株取引 を行 っている ことを認識 しなが ら、あ
えてそれを放置 して いた類型 も見 られ る (東 京地判平成 19年 5月 22日 Dl
Law28131572、 名古屋地裁岡崎支判平成 19年 10月 25日 Dl Law28140224は

いずれ も組織 ぐるみ の違法 行為類型。 また、他 の詐欺行為 の類似 事案 と
して、名古屋地判平成 10年 6月 22日 判時1727号 126頁 がある。同事件 は営
業社員 が投資 に関 して入会金 及 び株式購入代金 名 目で顧客 に現金ゃ株券
を送付 させ た行為 が詐欺行為 に当たるとされた事案)。 これ らの金 融取引
は従来 か ら問題点 が指摘 されてお り、勧誘方法等 に違法性 がある場合、
勧誘 した従 業員 や使用者 である会社 が不法行為責任 を負 うとされて いた
が̀、 実際 に、勧誘 を行 ったのが会社役員 の場合、従業員 の場合 と同様
お 実際 に、全 国 の消費生活 センターに寄せ られた未公開株取引に関する相談件数も
2012年 は、2008年 のおよそ 2倍 以上 となってお り、増加 して い るとの ことで ある
ukal html)(201を 軍5
(arallable at http:か nntkokusen gOjp/soudan toPics/data/m勲

月 17日 間覧 )。
И清水俊彦 『投資勧誘 と不法行為J(判 例 タイムズ社、1999年 )5頁 以下参照。
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に損害賠償責任 を負 う点 で、違 いはない (主 体 が異 なるだけで行為態様
に大 きな差 はない)。
他方、金融取引以外で問題 となったもの として、 マ イ ン ドコン トロー
ルによる勧誘行為 によ り取締役 の会社法429条 1項 の責任 が認 められた東
京地判平成 19年 2月 26日 判時 1965号 81頁 がある。本作 は、消費者 に対 し
て、癒 しの商品やサ ー ビス を提供す るような会社 で あるかのよ うに装 い、
悩み等 を聞 き出 した上 で、 マ イ ン ドコ ン トロール を施 し、 セ ミナー参加
を強制 し、高額 なセ ミナー料金 ゃ商品代金等 を支払わせ た従業員 を指揮
命令 して い た代表取締役 の責任 を認 めた。 マ イ ン ドコン トロール とは、
社会心理学上の概念 で、 一般 に、操作者 が望 む方向 に相手方 を説得誘導
も
する行為であ り 、 それ による勧誘行為 が不公正 な取 引方法 に該 当すれ
ば、不法行為責任 が生 じることが指摘 されている
・ 。
そ して、近時話題 になったのが、消費者金融 にお いて貸金返還請求 と
受領行為 が代表取締役 の不法 行為 を構成す るとした横浜地判平成 24年 7
月 17日 判時2162号 99頁 が ある。 この判決 は、平成21年 最高裁判決 17が 「̲
般 に、貸金業者 が、借主 に対 し貸金 の支払 を請求 し、借 主 か ら弁済 を受
ける行為 それ 自体 は、 当該貸金債権 が存在 しない と事後 的 に判断 された
ことや、長期 間 にわた り制限超過部分 を含 む弁済 を受 けた ことによ り結
果的 に過払金 が多額 となった ことのみ をもって直 ちに不法行為 を構成す

るとい うことはで きず、 これが不法行為を構成す るのは、上記請求ない
し受領 が暴行、脅迫等 を伴 うものであった り、貸金業者が当該貸金債権
が事実的、法律的根拠を欠 くものであることを知 りながら、又 は通常の
貸金業者であれば容易 にそのことを知 り得たのに、あえてその請求をし

6村 本武志 「いわゆるマイン ドコン トロールによる勧誘行為の違法性」廣瀬久和 ほ
か編 F消 費者法判例百選』(有 斐閣、2010年 )242頁 。
お例 えば、広島高裁岡山支判平成 12年 9月 14日
判時1755号93頁 。
r最 判平成21年 9月 4日 民集63巻 7号 1445頁 。
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た りしたな ど、 その行為の態様 が社会通念 に照 らして著 しく相 当性 を欠
く場合 に限 られ るもの と解 される。Jと 判示 した ことを踏 まえて、平成21
年最高裁判決 が 出 されて 4ヶ 月以降 は 「貸金業者 が 当該貸金債権 が事実
的、法律 的根拠 を欠 くものであることを知 りなが ら、又 は通常 の貸金業
者 で あれ 路 易 にその ことを知 り得 たのに、 あえてその請求 をした りし
たJと して、代表取締役 の不法 行為責任 を認 めて い る̀。
以上 の裁判例 を概観す ると、多 くが会社法429条 1項 に基 づいて責任追
及 して い ることがわかる。 もちろん、民法 709条 (民 法719条 1項 )に 基
づいて責任 が肯定 された事案 も少 な くない ものの、重畳的 に適 用 されて
い る。 この うち、不法行為責任 の適用 については一般不法行為法 の問題
として処理 して い るように見えるが、 これ らの裁判例 を見 ると、民法709
条責任 が認 められる =会 社法429条 1項 責任 が認 め られ るとい う構図 が見
られ る。 そ うす ると、両者 の責任根拠 と要作事実が明確 に区別 されない
Ю
ままに責任 が認 め られて い るよ うにも考 え られ る 。

第 2節

直接損害類型

次 に、従来 の会社法 429条 1項 責任 で問題 とされて きた、いわゆ る 「直
接損害類型Jを ここで概観 す る。すなわち、 ここでの検討対象 は、会社
の破綻 が予見可能 だったにもかかわ らず、消費者 と取引 を行 い消費者 に

郎本件 では、本来 であれば消費者金融会社 たる法人の不法行為責任 が問題 となのだ
ろうが、当該会社が会社更生手続中であって、会社ではな く代表者 を訴えた事案で
ある。法人の不法行為責任 について民法709条 責任 を間 うことがで きる立場であれ
は 代表者の不法行為責任 と法人の不法行為責任 とは一応別個 に考 えることができ
るかもしれないが、他方で、あ くまで法人には不法行為能力がな く、従業員又 は法
人代表者による不法行為 が成立 してはじめて法人の不法行為責任 を問えるとい う立
場 であれ は 本判決 の考 え方 はあ り得な くはないよ うにも思われる。
B片 木晴彦「取締役の第二者 に対する責任 と不法行為責任」法学セ ミナー696号 (2013
年)17頁 参照。
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サー ビスの提供等を行 わなかったとして会社役員の責任 が追及された事
案である。
まず、東京地判平成 3年 2月 27日 判時1398号 119頁 がある。本件 は、家
庭教師派遣業を営むA社 と原告 らが家庭教師に関す る契約を締結 し、入
会金及び契約金を支払ったところ、A社 が札幌から東京への進出によっ
て経営状態が悪化 し倒産 したことによって原告 らに対 して家庭教師サー
ビスの提供をできなくなっていたことから同社 の代表取締役 らに対 して
損害賠償 を求めた事案で、代表取締役 らの責任 が肯定されている。すな
「(家 庭教師派遣契約締結当時)に は、当時のA社 の経営規模・経
わち、
営状態・ 資産状態並びに同社の倒産時期等に照 らせ ば、同社 は近い将来
倒産 に至 り、ひいては前記 『個人指導等 に関す る契約』を履行 できない
ことが十分予想 しえたところ、それにも拘わらず、被告 は、同社の代表
取締役 として」会社法429条 1項 に基づ き責任 が肯定されている。
次 に、東京地判平成17年 12月 22日 判夕1207号 217頁 が挙 げられる。本作
は、テレビ・ 文字放送受信表示器等を組み合わせた機器 の リース契約に
ついて、当該契約 が詐欺的商法で、早晩破綻することが必至であり、結
局破綻 したため契約 した消費者 に損害が生 じた事案 では、当該事業開始
当初から破綻が予見できていたにもかかわらず、消費者 と取引関係に入 っ
たことについて会社法429条 1項 に基づ く責任 が認められた。
また、 この類型では建築請負会社の取締役が、既に破綻状態であった
にもかかわらず消費者 と取引した静岡地判平成24年 5月 24日 半」
時2157号
110頁 がある。本件 は、破産 した建築会社 が多額 の債務超過 にlaHり 工事を

完成す ることが不可能な状態であるのに、粉飾経理 によってその事実を
隠蔽 し、工事未完成のまま、原告から請負代金 の前払 い金 を受領 した後
すぐに破産 したことについて、代表取締役 らに対 して損害賠償を求 めた
「被告取締役 は、原告 らとの間で、会社が請負工
事案である。本件では、
事を完成させ る可能性 が極 めて低 い ことを知 りあるいは容易 に知 ること

-
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がで きた にもかかわ らず、原告 らの前払代金 を運転資金 の不足分 に充 て
ることで一時的 にも会社 の資金繰 りの逼迫 を解消 しようとして、 あえて
請負代金 を受領 した」行為 が任務 解怠行為 とされ、会社法429条 1項 責任
20。

が肯定 された

これ らの判決 は破綻間近又 は破綻 してい ることを秘匿 して、取引関係
に入 った取締役 らの責任 が認 め られてい るが、 この類型 にお いて も会社
法429条 1項 責任 が認 め られて い る。 これ らの事案 は、会社法429条 1項
責任 における 「直接損害類型」 と位 置 づ け られ よ う。 この直接損害類型
においては、会社 に対す る任務憚怠 を どの ように把握す べ きかについて
争 いが見 られ る。例 えば、会社 の社会的信用 を傷 つ けることが任務解怠
になる とかa、 破綻間近 にお い ては取締役 は早期 に倒産手続 に入 るべ き
22も

義務 が あるが、 それ に反 した ことが任務解怠 と位置 づ ける立場

有力

である。 しか し、 このような類型 にお いて も会社法429条 1項 責任 を認 め
るべ きかは疑間 が呈 されて い る。す なわち、従来の最高裁判例 によって
る
も 、積極 的な欺同行為 があった とまで言 い難 い場合 であって も、決済
資金 がない ことや破綻 の可能性 が高 い ことを認識 しなが ら新 たな債務 を
負担 した場 合 に、不法行為責任 が生 じることを認 めて い ることか ら、必

なお、名古屋地判平成22年 5月 14日 判時2112号 66頁 も類似の建築請負契約の事案
で取締役 の責任 が追及 されている。本件 は、注文 した住宅が欠陥住宅 であったが、
同社代表取締役 の横領行為 により会社 が破綻 したため、損害 を受けたとして損害賠
償 を求めた事案 である。本件 は、代表取締役 の任務憮怠 (横 領行為)に より会社 が
倒産 した事案で、静岡地判平成24年 5月 24日 とは事情が異なる。 また、名古屋地裁
判決 は、破綻間近 に弁護士に注文者 か らの請負代金の一部の受領は犯罪で はないか
と相談 したが、弁護士から 「今後の集金 は別口扱 いにするので 自然体 で集金 を継続
する ようにJと 言 われて、破産手続 の準備段階で注文者からの代金を集金 している。
四 上柳克郎 「両損害包含説」
『会社法・ 手形法論集』(有 斐閣、 1980年 )120頁 。
22江 頭憲治郎 『株式会社法 (第 4版 )J(有 斐閣、20■ 年 )471頁 。
23最
判昭和47年 9月 21日 判時684号88頁 、最判平成23年 4月 22日 民集65巻 3号 1405頁
参照。
?。
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ず しも会社法429条 1項 によらな くて もよい と考 える余地 が ある24。

第 3節

会社役員の 「会社」 に対する義務連反 による場 合

第 1款

会社 自体 が倒産 して い る場合

次 に、会社 が倒産 して しまってお り、被害者 で ある消費者 が会社 か ら
被害弁償 を受 ける ことがで きない場合 に、会社 に対す る義務違反 が あっ
た会 社役員 の責任 を追及 してい る場合 を紹介す る。 この類型 は、会社 に
対す る義務違反 (任 務解怠 )を 理 由 に、第 三者 に対す る責任 を肯定 する
ものである。
第 一 に、 この類型 の特徴 としてあげられるのは、取締役 の監視義務違
反類型 が多 い ことで ある。 そして、 その監視義務違反類型 も、ある特定
の従業員等 の不法行為 に対す る監視義務連反 と社内体制 の不備 を捉 える
25。

ものがある

まず、前者 のもの として挙 げられ るのは、東京地判平成 2年 1月 31日
金判858号 28頁 、東京地半U平 成 11年 3月 26日 判時 1691号 3頁 、東京 高判平
成 18年 9月 21日 金半U1254号 35頁 、東京地判平成 22年 4月 19日 判 夕1335号
189頁 、東京高判平成23年 9月 14日 金判 1377号 16頁 がある。東京地判平成

11年 3月 26日 は、適正会員数 を大幅 に超過 した ゴル フ会 員 の大量募集行

為 の不法行為性 が認め られた上で、被告代表取締役 につい て、取締役会

24ま た、
中原太郎 「取締役の第二者 に対する責任 と不法行為責任」法学セ ミナー696

号 (2013年 )12頁 も 「会社債権者全体の損害防止が個々の債権者 の損害防止の論理
的前提 として置かれてい るところ、最終的 な損害結果を生 じさせ る前段階における
「一般不法
行為義務を観念することは不法行為法上妨げられるわけではない」 とし、
行為責任 の枠組み によって も純粋理論的には可能」 と述べ る。
26こ の
分類 については、前掲註12・ 山田566頁 参照。
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を一度 も招集 しない な ど、代表取締役 としての任務 を全 く履行 せ ず、違
法 な大量募集行為 を行 った代表取締役 の不法行為 を放置 してお り、他 の
取締役 について も、 その不法行為 を放置 して い た ことな どを理 由に責任
が肯定 されて いる。東京 高半U平 成 18年 9月 21日 は、FX取 引が公序良俗違
反 の取引 で ある ことを前提 に、同取引を行 っていた代表取締役 らに対 し
て損害賠償責任 を追及 した事案であるが、代表取締役以外 の取締役 につ
いて、営業実態や営業規模 か ら代表取締役 による公序良俗違反 のFX取 引
が行われ て い ることを知 っていた と推認 され、同取引 を止 めるよ うに求
め、取締役会 を通 じて同取 引を中止す る処置 を とらなかった ことか ら任
務解怠 があるとして取締役 の責任 が肯定 されて い る。 またFX取 引関連 の
事案 として挙 げられ るのは、東京地判平成 22年 4月 19日 で、FX取 引業者
が その関連会社 と充分 な証拠 金預託 を預 けず にFX取 引を行 った ことで、
その関連会社 が顧客 に対 して証拠金 を返還 で きな くな った事案 で、 当該
関連会社 の取締役 らに対 して損害賠償 責任 を求めた事案がある。 本件 で
は、取締役 には監 視監督義務 として 当該関連会社の代表取締役 による取
引を止 めさせ 、 その後 も当該取引を行 わせ ない よ うにす る義務 を負 って
い た とし、 当該義務違反 を理 由 に責任 が肯定 されて い る。 そして、東京
高判平成 23年 9月 14日 は未公開株取 引 について証券業登録 を受 けていな
い会社 が原告 にそれ を売却 した ことについて、同社 の取締役 らを訴 えた
事案 で、違法 な未公 開株取引 を行 っていた代表取締役 に対 す る監視義務
に違反 した として責任 が肯定 されて い る。 なお、東京地判平成 2年 1月
31日 については、従業員 による、 パ ラジウムの先物取引 の勧誘の際 に強

引 かつ執拗 に甘言 を弄 した手法 で、必ず儲 か るとの詐欺的言辞 と積極的
な預金通帳預 か り及 び解約行為 を行 った事案 で、取締役 らの監 視義務違
反 による責任追及 がなされたが、名 目的取締役 であった ことを理 由に責
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る
任 が否定 されて い る 。 これ らの裁判例 の うち取締役 の責任 が認 め られ
た事案 を見 ると、特定 の不法行為者 がいることを前提 に、 それに対する
監視義務違反 として処理 されて い る。
一方 で、社 内体制 の不備 を捉 えて取締役 の会社 に対す る義務違反 を認
定す るもの として、東京地判平成 15年 2月 27日 判時 1832号 155頁 、大阪地
判平成21年 5月 21日 判時2067号 62頁 、 そして大 阪地判平成 23年 10月 31日
判時2135号 121頁 が挙 げ られ る。まず、東京 地判平成 15年 2月 27日 は、証
券会社 の販売員 が外 国債券 の購入 の勧誘 に当た り説明義務違反 が あ った
ことを前提 に、証券会社 の取締役 らに対 して損害賠償責任 を追及 した事
「被告代表取締役 は、販売員 が説明義務 を十分 に尽 くす とい う販売
案 で、
体制 を構築す る職責 を有 していた とい うべ きであ り、 かつ 、少 な くとも
販売体制 が適切 なものであるかを常時監視 し、 それが顧 客 に対す る説明
義務 を全 うす るには足 りない ものであつた ときには、 これ を是正するべ
「多数 の販売員
き職責 を有 していた とい うべ きである。Jと 述 べ た上 で、
が説明義務 を尽 くさないで販売す るようなず さんな販売体制 を構築 した
ものであ り、 一・多数 の販売員 が説明義務 に違反す る勧誘 を行 うよ うな
体制 を是正するための措置 をとらなかった」 として責任 を肯定 して い る。
なお、本作控訴審判決 (東 京高判平成 16年 1月 28日 Dl―

L卸 28091260)

もほぼ同 旨の判示 によ り、控訴 を棄 却 した。大阪地判平成 21年 5月 21日
は、商品先物取引会社 の未登録外務員 による先物取 引の勧誘 について、
適合性原則違反年の違法があった ことな どを理 由 に取締役 らの責任 を追
及 した事 案 で、代表取締役副社長 の責任 につい て 「投資家 の利益 よ りも

%従 来か ら名 目的取締役については、たとい監督義務 を尽 くしてもフンマン社長の
業務執行を是正するのは不可能性 で あったとの理由で任務憚怠 と第二者 の損害 との
間の因果関係 を否定する裁判例 がある (前 掲註22・ 江頭夕 3頁 )。 しかし、現在では、
取締役会の設置 は任意 であ り、取締役 も1名 でよい とい う制度があることを前提と
すれは 今後 は名 目的取締役 であることを理 由に責任 が否定される可能性 は低 いよ
うにも思われる。
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手数料収入 を重視 した過 当営業 を容認又 は促進す るような制度 を構築 し
た」 ことな どを理 由 に責任 が肯定 されてい る。 そ して、大阪地判平成23
年 10月 31日 は、破産 した会社 の従業員 が先物取引 の経験 がない顧客 を執
拗 に勧誘 して先物取引 の仕組みや危険性 につい て適切 な説明をせず、儲
けが確実 であることや安全性 の高 い取引であることを強調 して取引 に引
き入れたな ど、適合性原則違反、説明義務 違反、断定的判断の提供、過
当取引があ つた ことを前提 に、取締役 らに対 して損害賠償 を求 めた事案
で ある。本件 で も、取締役 には 「事実上 の取締役 として、 …・役員及 び
従業員 による過 当営業行為 を防止す るための社 内体制 の構築 その他適切
な措置 を講 ずべ き職務上 の義務 を負 って い た」 として当該義務違反 によ
り責任 が肯定 されて いる。 これ らの裁判例 は、従業員等 による不法 行為
を防止す るため社内体制 を構築すべ き義務 を認 めて、 それに違反 した こ
とによって第二者責任 が認 め られて い る。取締役 は会社 に対 して、善管
注意義務 の一 つ としていわゆ る内部統制 システム構築義務 (法 令遵守体
制構築義務 )を 負 うと解 さで

7、

また会社法 にお い て も、大会社 につい

て適切 な社 内体制 の構築 が任務 として認 め られて い ると考 え られて い る
(会 社法348条

3項 4号 、362条 4項 6号 、416条 1項 1号 ホ参照)こ とか

らすれば、会社 に対す る当該義務連反 を理 由 に消費者 の取締役等 に対 す
る損害賠償責任 を肯定 してい るもの と思われ る。
これ ら二つの手法 については、前者 は特定 の不法行為 を軸 にそれを防
止す るための方策 を検討する ことに対 し、後者 は特定 の不法行為 が成立
して い な くとも、販売体制 の瑕疵 そのもの を捉 えることによって責任 を
28。

認め ることがで きる

また、営業 自体 や一 連 の営業活動 が違法 な場合

で あ る場合 には、前者 の構成 が問題 を認識 し解決 す るのにふ さわ しい と
27内

部統制 システム構築義務 については、拙稿 「企業不 祥事 と取締役 の民事責任
3号 (2010年 )10頁 以下参照。
28前
掲註 12・ 山田567頁 。
北大法学論集61巻
(一 )一 法令遵守体制構築義務 を中心に」
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いえ、販売体制 の瑕疵 を問題 とするのは、同種 の問題 を抱 える保険会社、
銀行 な ど投 資商品 の販売 における説明義務違反 が問題 となる事案 にふ さ
わ しい と考 えられている

29。

そ して、機能的 には前者 は民法715条 2項 の

責任 を拡張するものであ り、後者 は被害者 の範囲 を拡張するもの と考 え
られて い る30。 なお、 これ らの責任 が共通 して認 め られ るような特徴 と
して、複数 の被害者 が発生 して い るような場合、す なわち問題 のあるよ
うな取引が継続的 に複数 の消費者 との間 でなされてい るような場合 であ
るように思われ る。
次 に、会社 に対す る義務違反が法令違反 の場合 が挙 げられる。取締役
が法 令 に違反 して会 社 を倒産 させ た結果、消費者 に損 害 が生 じる場合 が
ある。 この よ うな事例 として、東京地判平成 19年 5月 23日 金判 1268号 22
頁や東京地判平成 19年 7月 25日 判 夕1288号 168頁 が挙 げ られる。これ らの
裁判例 はいずれ も商品先物取引会社 の取締役 につ き、法令違反 (分 別管
理義務違反 )が 認 め られ、責任 が肯定 された。取締役 は会社 に対 して法
令遵守義務 を負 っている (会 社法355条 )a。 また、最判平成 12年 7月 7
日民集54巻 6号 1767頁 は取締役 の会社 に対す る責任 が問われ た事案 では
あるものの、 一般論 として、取締役 が、会社 が遵 守す べ き法令 に違反 し
た場合 であって、 それによって会社 に損害 を与 えた ときには、取締役 は
それ によって生 じた損害 を賠償す る責任 が発生す る旨判示 してい ること
か ら、 これを対第二者責任 について も拡張 したもの と考 え られる。 これ
らの裁判例 か らは、法令違反 を行 って会社 に損害 を与 えた結果、会社が
29前 掲註 12・ 山田568頁
。
30前
12・
568頁

掲註
山田
。
譴会社法制定以前は平成 17年 改正前商法266条 1項 5号 に「法令」違反類型が挙げら
れてお り、学説上、当該法令 にすべての法令 が含 まれるのか、それ とも限定すべ き
かの議論が存在 した。 いわゆる限定説は会社や株主の利益 を保護することを意図 し
て立法された規定、公の秩序に関する法規定に限定すべ きであると説 く (近 藤光男
「法令違反 に基づ く取締役 の責任」森本滋 ほか編「企業の健全性確保 と取締役 の責
任J(有 斐閣、 1997年 )287頁 以下参照)。
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倒 産 した場 合 につ いて責任 が問 われ る ことが あ り得 る ことを示 す。 なお、

上記 二判決 はいずれ も放漫経営 も認定 されて い る。

第 2款

会社 自体 は倒産 していない場合

最後 に、会社 が倒産 して い ない場合 に、会社 自体 ・ 不法行為者 とは別
に追加的 に、会社 に対 する義務違反 があった として会社役員 の責任 を追
及 して い る事例 を取 り上 げる。前款で は、会社 が既 に倒産 して しまって
いる状況 で、会社 の責任 を追及 しても実質的 に意 味 がない よ うな事案類
型 を概観 したが、数 は少 ない ものの、会社 自体 も倒産 してい ない場合 で、
かつ会社役員 自身 が不法行為 に関与 してい ない類型 も存在す る。 この類
型 に該 当す るもの として は、千葉地判平成 22年 1月 28日 判 時2076号 144
頁、名古屋高判平成23年 8月 25日 半U時 2162号 136頁 、名古屋高判平成 25年
3月 15日 判時2189号 129頁 が挙 げられ る。
まず、 千葉地判平成 22年 1月 28日 は、商品先物取 引会社 の代表取締役
が 「従業員 が違法 な営業活動 を行 うことのない よう指導 監督す る義務 を
負 ってお り、 これを認識 して い たにもかかわ らず被告担 当者 の営業活動
の実態 を十分把握す ることもせず、指導監督 を怠 って い たJと して、 ま
た代表取締 役 の執務状況、営業担当者 の不法行為 の違法性 の性質及 ι母
程
度 に照 らして、具体的 な認識 はな くて も、損害発生 の予 見可能性 があっ
た として不法 行為責任及 び会社法429条 1項 責任 が認 め られて い る。
次 に、名古屋高判平成 23年 8月 25日

32は

、監査役 の責任 が問題 とされ

た事例 で、会社 の違法 行為 を助長 しこれを加 担 し、預 か り金 の費消 を漫
然 と放置 した として損害賠償責任 を追及 された事業 である。 2名 の監査

υ ただし、本判決 は会社 自体 の責任 はあ ま り問題 とされてお らず、実質的には倒産
状態 にある会社の可能性 も充分あ り得 る。
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役 の うち、1名 は違法行為 を行 っていた代表取締役 に協力 していた とし
て平成 17年 改正 前商法 280条 2項 (会 社法429条 1項 )責 任 が認 め られ、
他方 の監査役 は弁護 士 として代表取締役 の違法行為 について経理 に通 じ
てい な くとも認識で きた として同条の責任 が認 められて い る。
そして、名古屋高判平成25年 3月 15日 は、以下 の ように述 べ て先物取
「従業員 が
引 の勧誘 にお ける事案 で、取締役 の責任 を認めた。す なわち、
適合性原則違反 な どの違法 行為 をして委託者 に損害 を与 える可能性 が あ
ることを十分 に認識 しなが ら、法令遵守 のための従業員教育、懲戒制度
の活 用等 の適切 な措置 を執 ることな く、 また、従業員 による違法行為 を
抑止 し、再発 を防止す るための実効的 な方策や、会社法及 び同法施行規
則所定 の内部統制 システムを適切 に整備、運営す ることを怠 り、業務 の
執行又 はその管理 を重過失 によ り憚怠 した」 として、責任 が肯定 された。
本判決 は、前款 で述 べ た社 内体制 の不備、 つ ま り、内部統制 シス テム構
築義務違反 を理 由 に責任 が認 め られて い る。
以上の三判決 はいずれも会社 力準」
産 して い るとい う認定がな く、特 に
千葉地判平成 22年 1月 28日 及 び名古屋高判平成 25年 3月 15日 については
会社 の責任 も追及 して い る中で会社役員 の責任 も追及 して い る点 が特徴
で ある。 このよ うな類型 を見 ると、民法 715条 2項 では認 め られに くい責
任

33を

会社法429条 1項 の責任 で補完 してい るよ うにも思 える。 なお、 こ

れは会社の責任 も認 め られなかった事案 であるが、神戸地裁姫路支判平
成22年 11月 17日 判時2096号 H6頁 も同様 の ことが指摘 で きよう。

33民 法715条 2項 の代理監督
者責任 が認 められるには、前掲最判昭和42年 5月 30日 は

客観的 に見 て使用者 に代わ り現実 に事業 を監督する地位 にある者 でなけれ ばならな
い としてい るため、不法行為者 の直属 の上 司等 でなければ責任 が認められ に くい構
造 となってい る (神 田孝夫「不法行為責任 の研究』(一 粒社、 1988年 )147頁 以下参
照)。
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第 4節

Jヽ

括

以上、簡単 に従来の消費者訴訟 にお ける会社役員 の責任 が追及 された
事案 を見 て きたが、 い くつ か指摘 で きる。第 一 に、会社役員 自身 が直接
不法行為者 となってい る場合 には、民法 709条 に基 づ く不法行為責任 も認
め られ、特 に不法 行為法 一般 の考 え と基本的 に差異 はない とい うこと、
第 二 に、会社役員 自身 は直接不法行為者 となってはいない が、会社 が倒
産 した ことによって被害者 たる消費者 が被害弁償 を受 ける ことがで きず、
不法行為者 である従業員 だけではな く、資産 を有 して い る可能性 がある
会社役員 の責任 を追及 して い るとい うこと、第 二 に、近時、会社 自体 は
倒産 して い ないに もかかわ らず―会社 の民法 715条 1項 又 は709条 に基づ
いて責任 が認 め られ、損害 の回復 を受 ける ことがで きる場合一、追加的
に会社役員 の責任 を追及 して い る場合 があることがわかる。
まず、第 一の点 については、そもそも民法709条 の不法行為責任 の問題
として処理 で きたにもかかわ らず、会社法429条 1項 に基 づ く責任 を追及
して い る点 に特徴 が あると思われ る。 また、実際 の判決文 か らも、不法
行為 の成立 か ら会社法429条 1項 の責任 を肯定するとい うような形 で半」
断
が 出され てい るものもしばしば見 られ、 その要 件 があい まい なまま処理
されて い るとい う懸念 がある。
次 に、第二 の点 については、悪質 な投資勧誘 な どの事例 では、被害者
救済 の要請 が強 く、 それ に関与 した役員 に対 して責任 を認 めな けれ ば、
34、

被害者 は事実上泣 き寝入 りす る可能性 が高 く

それ を防 ぐためにも会

社役員 の責任 が肯定 されて きた きらい が見 られ る。

シ そもそも消費者問題 (消 費者被害)は 被害者 が泣 き寝入 りを余儀 な くされること
が多 い事例 であ り (日 本弁護士連合会編「消費者法講義 (第 4版 )』 〔
斎藤雅弘執筆〕
(日 本評論社、2013年 )3頁 参照)、 そのような被害者救済のためにも責任 を広 く認
めるべ きであるとい う発想があるように思われる。
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最後 に、第二の点 については、従来 の会 社法429条 1項 で問題 とされた
事例 とはやや毛色の違 うもののように思われ る。す なわ ち、会社法429条

1項 は債 権者 の保護法制 の一つ として、会社が倒産 して しまった場合 に、
債権者保護 のために会社役員 につい ても責任 を追及 し、賠償 を受 けるた
め と考 え られて きた節があるが、 この点 については、 そうではな く、会
社 に賠償資力 があった として も、 それ に加 えて追カロ的 に会社役員 の責任
を追及 す る場合 であって、従来、学説等 が検討 して きた事例 とはやや異
質 のもののように思われ る。
そこで、以上の点 を踏 まえて、次 に、会社役員 に対 する責任追及 の背
景 を明 らかに しようと思 う。

第 3章
第 1節

会社役 員 に対 す る責任 追及 の 背景
類型毎の把握

第 2章 において、消費者関連訴訟で会社役員 の責任 が追及されてきた
事案を見 てきたが、い くつかのことが指摘できた。すなわち、第一 に、
会社役員 自身が直接不法行為者 となっている場合 (第 1類 型)に は、民
法709条 責任も認められてお り、特 に不法行為一般 の考 えと差異 はないと
い うこと、第二に、会社役員自身 は直接不法行為者 となってはいないが、
会社 が倒産 したことによって被害者 たる消費者 が被害弁償 を受けること
ができず、不法行為者 である従業員等 だけではなく、資産 を有 してい る
可能性 がある会社役員 の責任 を追及 していること (第 2類 型)、 第三に、
会社自体倒産 していないにもかかわらず―会社の民法715条 1項 又 は709
条責任 により損害の回復を受けることができる場合―、追加的に会社役
員 の責任 を追及 している場合 (第 3類 型)が あることがわかる。
そこで、以上のことを踏 まえて、会社役員に対する責任追及の背景 を
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考 えてみたい。
まず、第 1類 型 について は、 これ は不法行為法 一般 の問題 として考 え
れ ばよいのであつて、検討す る必要 は他 の類型 に比 べ てあま りない と考
35。

え られ る

そ こで、 よ り重要 な第 2類 型及 び第 3類 型 における責任追

及 の背景 を考 えてみたい。

第 2節

必要性 の観点

第 2類 型 については、会社役員 の責任追及 の背景 はどの ように考 える
べ きか。従業員等 による不法行為 によって消費者 が被害 を受 けた場合 に、
その損害の回復 を受 けるために、民法 709条 に基 づ き当該不法行為者及 び
民法715条 1項 に基 づ きその使用者 に対 して責任追及す るのが最 もシ ン プ
ルである。 この ような場合、 まず、従業員 である不法行為者 に資力 が乏
しく、損害 の回復 が受 け られに くい。 そ こで他人 を使用す ることによっ
て事故 の社会 的活動領域 を拡張 し利益 を収 める可能性 を享受 して い る者
は、 その事業活動 に関連 して他人 に与 えた損害 については賠償 すべ きで
あ り (報 償責任 )、 また人 を使用 して活動領域 を広 げて い る者 はそれだ け
社会 に対 し危 険性 を増大 させ てお り、 その危険性 の現実化 に責任 を負 う
べ き (危 険責任 )、

との発想 か ら

36、

使用者責任 が認 め られ る。 そ して、

使用者責任 が認 め られ るもう一つ のlE由 として、decp pocket、

すなわち

使用者 の方 に資力 があることが挙 げ られる。そ うす ると、民法 715条 1項

もちろん、 どのような行為 が行われた場合 に不法行為が成立す るのかも重要 な検
討対象 であるが、本稿 では、 はじめにで述 べ たように消費者訴訟 における不法行為
成立要件 につ いては検討 を割愛 し、それを所与の前提 として扱 う。 なお、消費者訴
斎藤雅弘執
訟 における不法行為責任 については、前掲註34・ 日本弁護士連合会編 〔
筆〕 113頁 以下参照。
吉村良一『不法行為法 (第 3版 )J(有 斐閣、2005年 )187頁 。
3。
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に基 づ き会社 (使 用者 )の 責任 を追及す ることで損害 の回復 を図る こと
がで きるはずである。 しか し、す べ ての会社 の資力 が充分 で あるわ けで
はない し、 それ に加 え、 そもそも多 くの会社 は株式会社 であって、 た と
え、使用者責任 が認 め られた としても間接有限責任 の原則 の下 、会社 が
倒産 する ことによって事実上被害者 である消費者 は泣 き寝入 りしなけれ
ばな らな い状況 になる37。 したがって、会社 の倒産 によって消費者 は誰
か らも充分 な賠償 を受 け ることがで きな くなる可能性 が高 い。 そこで、
会社 の利害関係者 の うち会社役員 の責任 を追及す ることによって、消費
者 の損害 を回復す ることがで きることか ら、資力 のない従業員や倒産 し
た会社ではな く、会社役員 に対 して責任 を追及 してい ると考 え られ る。
では、 この点 につい て、 どの よ うに考 えれば良 いのか。 もともと会社
法429条 1項 (平 成 17年 改正前商法 266条 ノ 3第 1項 )が 、倒産会社 に関
わった不幸 な第 二者 に とって 「地獄 の地 蔵」 とまで言われて きたことか
らす れば38、 強 ち不 自然 ではない よ うに思われ る。 そ うす ると、会社倒
産時 にお いて、消費者 か らの会社役員 に対す る責任 追及 は、消費者保護
「必要」 な方策 で ある よ うにも考 え られ る (必 要
の観点 か ら、ある意味、
性 の観点)。
次 に、 この必要性 の論理 は正当化 で きるのだろうか。 この ことは、伝
統的 に、株式会社 における株 主 有限責任 の原則 との関係 で議論 がされて
きた。す なわ ち、株式会社 は有限責任 であ ることか ら

39、

3'逆 に、

会社債務 につ

合名会社や合資会社 の場合、合名会社社員及 び合資会社 の無 限責任社員 は
会社債権者 に対 して無限責任 を負わなければならないのであるか ら (会 社法580条 1
項)、 あまり問題 とはならない。他方、合同会社 については、株式会社 と同 じ問題 が
生 じうる (会 社法580条 2項 参照)。
38上 柳克郎 ほか編 『新版注釈会社法6)株 式会社の機関
2)J〔 龍田節執筆〕(有 斐閣、
1987年 )301頁 。
④ 株式会社の有限責任制度のメ リットについては、金本良嗣 ―神田秀樹 「株主の有
限責任 と債権者保護J三 輪芳郎 ほか編 『会社法のIfk済 学』(東 京大学出版会、1998年 )
194頁 〜195頁 参照。
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いて株主 は原則 として 、責任を負わない。そのため、株主 の利益には
なるが社会にとっては望 ましくないような経営が行われる可能性 もある
J。
つ ま り、過度の リスク・ テイキング とい う問題が存在する°。 そうす
ると、会社債権者を害す るような場合が有限責任制度ゆえに発生するの
である。そ こで、 このような有限責任制度 との関係 から、会社債権者を
保護す る必要性が出て くる。例えば、企業内容の開示を要求 した り、会
社財産を維持するために資本制度を設けた り、配当規制等 といったもの
が挙 げられる°。 しか し、自由な契約 によ り債権債務関係 で生 じる場合
(任 意債権者)で あればまだしも 、不法行為債権者 (非 任意債権者)の

場合 にはよ り先鋭的 な問題 として表れて くる。
しかし、 ここで一つの疑間が呈される。消費者被害の場合、多 くは会
社 との契約 によって発生 してお り、伝統的な有限責任 の弊害で語 られる
よ うな非任意債権者 ではないようにも思える。 そもそも消費者には契約
をしない 自由があるため、そのような関係 に入 ること自体消費者側 に拒
否権が認められているからである。 ところが、消費者法分野 において語

如 例外 として、法人格否認 の法理が挙 げられる (最 判昭和44年 2月 27日 民集23巻 2
号511頁 参照)。
痢 伊藤靖史 ほか 『 リーガルクエス ト会社法 (第 2版 補訂)]〔 田中亘執筆〕(有 斐閣、
2012年 ) 74頁 。
42前 掲註39・ 金本 一
神田196頁 。
43弥 永真生 「 リーガルマイン ド会社法
(第 12版 )』 (有 斐閣、2009年 )19頁 。
江頭憲治郎 『会社法人格否認 の法理』(東 京大学出版会、 1980年 )151頁 は、アメ
リカにお ける議論 として 「会社償権者は有限責任 から生ずる危険 に対 して 自衛すべ
きであるとい う思想が、底流 として根強 いのである。すなわち、会社の有限責任制
度 から生 ずる債権回収不能の リスクは、契約締結の時にその リスクを反映 した金利
を約定 し、人的・物的担保 を確保 し、もしくは、契約書中に会社の財務制限条項 を
挿入す ることによる、 また、契約締結時 の リスクの変動 に対処 す るためには、定額
償還 の義務 をかす (amortized loan)等 の手段 による債権者 の 自助 による解決― いい
かえれば当事者 の 自由な合意 による解決― にゆだね られるべ き問題」 と指摘する。

‑163(444)一

法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )
られて い るように、消費者 と企業 との非対称 性 が大 きい45。 っ ま り、第
一 に、消費者 は充分 な商品情報 をもとにして的確 な判断 を下す ことがで
きない とい う問題 がある。 そ して、消費者取引における情報の非対称性
に加 え、情報提供 だけで も消 費者 の 自由が確保 され るわ けではない。第
二 に、企業間取引 (B to B)の よ うな場合 で あれ ば、交渉力 が比較 的均
衡す るものの、企 業 と消費者 との取引 (B to C)は 交渉力 の差 が あま り
にも大 き く、商品 の仕様・ 価格・ 契約条件 などについて交渉の余地 が乏
しいる。 したがって、交渉 コス トが極 めて高 く事実上不可能 な場合 で あ
り、消費者取引によって生 じる損害賠償債権 を有す る消費者 は非任意債
権者 もしくは、 それ と類似 の債権者 で あるようにも思われる。
この ことを前提 に考 えれば、株式会社法 で伝統的 に語 られて きた有限
責任制度 と不法 行為債権者保護 の議論 はここで も同様 に現 れて くるよう
に思われ る。 そ して、従来 の消費者関連訴訟 にお い て、会社役員 の責任
を追及 して きた背景 の一 つ として、有限責任制度 を有する株式会社の倒
産 か ら消 費者 (不 法行為債権 者 )を 保護す る とい う観点 が挙 げられ る。
この ような観点 か ら、従来 の裁判例 を見 てみ ると、 そ ういった非任意債
権者保護 としての会社役員の責任が認められてきた可能性 が示唆 される

47。

̀従来、 とりわけ金融商品の販売が、詐欺的な取引であったとされる場合も少 な く

ないが、詐欺 を構成 しない場合 でも、金融商品の販売のように圧倒的な情報格差が
あるときには、売主は買主に対 して商品の リスク等について適切 に説明す ることや、
買主 の意向が実情 に明 らかに反するよ うな勧誘 を行わないことが求められ、 これ ら
の義務 に反 したときには、不当な勧誘 を行った者 に不法行為責任が認め られてきた
(前 掲註 19・ 片木 16頁 )。
48前
掲註 2・ 大村20頁 以下参照。
4'例 えば、
前掲註39・ 金本 ‐神田210頁 参照。 また、会社の倒産に伴 う不法行為債権
者保護 として、会社役員の責任 を認 める理 論 として、T饉 odly P Gヶ nn,・Bり。″″
υη
″滋″暉 "S滋 ″″θ
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α
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Vand L R 329(2004)た だし、経営者 と支配株主 が異なる場合 "滋
に経営者
̀りにのみ責
任 を課す と両者の選好が乖離 して交渉 コス トが増加するとい う問題があると指摘さ
れている (後 藤元『株主有限責任制度の弊害 と過小資本による株主の責任J(商 事法
務、2007年 )570頁 )。 なお、株主有限責任制度 と不法行為債権 の問題 について、日
中亘編 『数字 でわかる会社法』〔
後藤元執筆〕(有 斐閣、2013年 )45頁 以下も参照。
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第 3節

抑止の観点

では、第 3類 型 で ある会社 は倒産 してい ないに もかかわ らず、従業員
で ある不法行為者及 OC使 用者 だけではな く、追加的 に会社役員 の責任 を
慇
追及す る場合 は どうであろ うか 。 この場合 には、第 2類 型 で検討 した
ような、会社 は倒産 してい ない以上、基本的 に、株主有限責任制度 との
49。
そ ぅす る と、 なぜ会社役員 の
関係 は問題 とな りに くい と考 え られ る

責任 まで追及す るのだろうか。一つは、会社 自体 の責任 が追及 されて も、
会社 を清算 して しまい、改 めて別 の会社 を設立 して被害 が繰 り返 され る
とい う場合 があ り得 る。 その よ うな場合 に対す る一つ の方策 として、取
50。

締役個人 に対す る損害賠償責任追及 を行 うことが挙 げ られる

ただ し、

このような会社 の場合 には、新会社 を設立 した場合 には、その新会社 に、
他方、支配株主 がい た場 合 には、当該支配株 主等 に対 して法人格否認 の
法理 によ り責任追及 し得 ると思われ る。 そ うす ると、 もう一つ考 え られ
Ы
るのが、抑止 とい う観点 であろ う 。す なわ ち、会社 に資力 があった と
して も、請求があった場合 には 自らが賠償金 を支払 わ なけれ ばな らず、

侶 消費者訴訟 に限 らず、会社 が倒産 していない場合 であって も、会社役員 の責任 が
追及 される事例 が増えているとの指摘がある (近 藤光男 「役員 の対第二者責任 の事
例 における最近の動向 と今後 の展開」企業会計62巻 7号 (2010年 )79頁 参照)。 他
方、会社 が倒産 してお らず、会社に十分な資力がある場合 には、対第二者責任規定
における損害 自体 が発生 しておらず、取締役の賠償責任は存 しない とする見解 とし
て、前鳴京子 「取締役の対第二者責任J甲 南法学49巻 1 2号 (2009年 )10頁 。
6も ちろん、判決文からは会社 が被告 になっている場合や会社力判 産 していない と
い うことまではわかるが、実際 には会社資産が乏 しく、被害弁償 を受 けられない こ
とを見越 して、会社役員 の責任 を追及 して い るとい うことは充分考 え得 る。
m前 掲東京地判平成19年 5月 22日 、前掲名古屋地裁岡崎支判平成19年 10月 25日 参照。
■ 森田果 =小 塚荘 一郎 「不法行為法 の目的― 『損害補填』 は主要 な制度 目的かJ
NBL874号 (2008年 )10頁 、藤田友敬 「サ ンクションと抑止の法 と経済学Jジ ュ リス
ト1228号 (2002年 )26頁 以下参照。前掲註38 龍田323頁 は、取締役 の違法行為 に
よって第二者が直接 に損害 を受 けた以上、会社 の資力 とは無 関係 に取締役に対する
請求を認 めてはいけない理由はな く、取締役 の違法行為を抑止する機能 も期待で き
るとする。
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後 に求償 で きるとして も、会社 の資産 が乏 しい場合 に、 その リスク を負
担す ることになる。加 えて、会社役員 自身 が損害賠償請求 を受 ける こ と
自体不名誉 なことで、会社 の不法行為 を抑 止す るイ ンセ ンティプを有す
るよ うになるよ うに思われる (抑 止の観点)。 例 え lよ 名古屋高判平成25
年 3月 15日 は、会社 自体、行政当局等か ら適合性原則違反等繰 り返 し指
摘 されて業務 の改善 を求め られてお り、 また、 日本商品先物取 引協会 か
ら過去三度 にわたって過怠金 を含 めた制裁 を受 けていた上 、主務省 か ら
受託業務停止処分及 び業務改善命令 を受 けるに至 っていた こと、そして、
依然 として顧客 との間 で多数 の苦情、紛争、訴訟が発生 し続 けていたに
もかかわ らず、責任者 は担当者 に対する指導 について それほ ど行 ってい
なかった ことが認定 されて い る。 このよ うに何度 も社 内 で問題 が生 じて
い た ことに鑑み ると、今後 この ようなことが繰 り返 されない ためにも取
締役 らの責任 を追及 した と見 ることもできよう。
このよ うな観点か ら見 ると、従前の会社 3429条 1項 にお ける判例及 び
通説 の特徴 が この点 に現 れて くるように思われ る。す なわち、判例及 び
通説 は、会社 に対す る義務違反 (任 務解怠 )が あ って も、会社 に損害 を
与 えず、第 二者 に対 してのみ損害 を与 えるような類型 2に 対 して会社法
429条 1項 責任 を拡張することがで きる点 に他 の学説 とは異 なる特徴 を有

する よ うに思われる。 この よ うな類型 に属す るのは、典型的 には取締役
の監視監督義務違反類型 が挙 げられ よ う。 とい うの も、従業員 が不法行
為 を行 って第 二 者 に損害 を与 えた場合 S、 取締役 が適切 に当該従業員 を
監督 して いれ ば当該行為 を防 げた ときには、 それだけでは会社 は直接的
鬱 ただし、塩田親文 ―吉川義春 F総
合判例研究叢書商法OJ(有 斐閣、1968年 )157
頁 は、 この類型 について会 社 に対 して民法715条 1項 に基ら く損害賠償債務が生 じる
ため抽象的な損害賠償債務 があるとし、会社 に対する義務違反 により会社に損害が
生 じる場合 として扱っている (間 接損害類型)。
3消 費者訴訟 に沿 って、 もう少 し具体的 にいえば、従業員が違法な勧誘行為を行 っ
て消費者 に損害を与 えた場合等 である。
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に具体的 な損害 を受 けてい ないため、取締役 の監督義務違反 とい う会社
に対す る任務解怠 はあるものの、会社 に損害 が生 じてお らず、第二者 に
のみ損害 が発 生 している と考 え られ る。 これを民法709条 の不法行為法 の
観点 か ら見 る と、取締役 の従業員監督義務 は あ くまで会社 に対す る義務
であって、不法行為被害者 に対す る義務 ではない ことか ら、理論的 にい
えば取締役 の不法行為責任 を間 うことはで きない よ うに思わ れ る'。 し
たがって、従業員 の不法行為 について、取締役 の不法行為責任 (監 督者
責任)を 措定 す ることがで きない ことか ら、 それを補完す る意図で もっ
て会社法429条 1項 が機能 して い たようにも思われ る。
しか し、上述 の ように、損害 の填補以上 に抑止 の観点 か らある程度 正
当化 され るとして も、 ど こまで責任 を負わせ るべ きか、 とい う問題 は残
る。会社法429条 1項 にお ける解釈 においては、会社 に損害 が生 じない場
合 に取締役 の行為 によって第 二者 が被 った損害 について一般不法行為責
任以上の救済 を与える必要がなぜ あるのかは不明であるとの指摘 もある 。
また、取締役 の責任 を会社法429条 1項 によ り拡張 させ るような場合 に
54未 成年者 による不法行為 について親権者等 の監督義務違反 に基づ く不法行為

責任

(監 督者責任 )の 場合 には、民法820条 に根拠 が求められ、 これを梃子に鶏権者 の被

害者 に対する監督義務が措定されている (平 井宜雄 『債権各論 II不 法行為1(弘 文堂、
2004年 )215頁 、前掲註36・ 吉村 181頁 。 また、松坂佐 ― 「責任無能力者 を監督す る
者 の責任」ガ1島 武宜編 『我妻先生還暦記念損害賠償責任 の研究 (上 )J(有 斐閣、1958
年)160頁 以下参照。なお、監督者責任の根拠 についての学説 の展 開 について は、林
誠司 「監督者責任の再構成 (一 )」 1ヒ 大法学論集55巻 6号 (2005年 )74頁 以下参照)。
通常、未成年者 に対する監督者責任 において、監督義務 は法律 の規定 (民 法820条 )、
契約又 は事務管理 から生ずるとされているが (前 掲註36 吉村181頁 )、 株式会社 に
お ける被害者 に向けられた取締役 の監督義務 はいずれの根拠 も有 しない とも考えら
れる。 しか し、その一方で、 いわゆる組織過失に基 づ く不法行為責任 とい う文脈 で
法人において人的・物的組織編成や システム構築についての権限を有 してい る自然
人 の過失 としても捉えうるともされ (潮 見佳男「不法行為法 I(第 2版 )』 (信 山社、
2009年 )315頁 )、 このように考 えることがで きるのであれば、取締役の不法行為責
任 を問 うこともで きるかもしれない。なお、最判平成21年 7月 9日 判時2055号 147
頁、前掲注 9 福岡地判昭和52年 10月 5日 、福岡地裁小倉支判昭和60年 2月 13日 も
参照。
%前 掲註43・ 弥永226頁 。
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法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )
は、監督 コス トの増大や過度 な報酬 とい う影響 も考 えな けれ ばな らない
と思 われる。 つ ま り、社会的 に最適 な抑止 となるか どうかの検討 が必要
と思われる 。
以上 に加 えて、 もし抑 止 の観点 か ら正 当化 され ると考 える として も、
それ を会社法429条 1項 の適 用範囲 として考 えるべ きか とい う問題 が生 じ
よう。すなわ ち、会社法429条 1項 はその主観的要件 として「悪意又 は重
過失 Jと 限定 して い る。 もし、広 く抑止 を図 るべ きであるな らば、民法
709条 や同715条 2項 による方法を模索 しても良いのではないかとも思われる5L

なお、 この点 と関連 して、例えば、会社法597条 では429条 1項 と同様の
文言で持分会社の業務執行社員 の対第二者責任 を規定 してい るが、 この
規定 について立案担当者 は間接損害 についてのみ適用される旨、述 べて
お り58、 会社の種類 (特 に、株式会社の場合 と合同会社 の場合)に よっ
て被害者保護の範囲が異 なる可能性 もあ り、検討すべ き余地 があろ う。

第 4章

結 びに代 えて

ここまでの議論をまとめると、多 くの消費者訴訟 において会社役員の
責任 が認められるケースが多いが、その多 くは、実 は会社役員自身 が直
接的な不法行為者 となっている事例 が多いのがわかる。本来 であれば、
そのような場合 には民法709条 による責任迫及 によればよいようにもかか
わらず、会社法429条 1項 による場合 もあり、議論がやや錯綜 しているき
前掲註51・ 藤田27頁 、前掲註51・ 森田 =小 塚 13頁 参照。
ア もちろん、 これに対 しては民法709条 の
故意・ 過失 (義 務連反)は 第三者 (不 法行
為被害者)に 対するものである一方、会 社法盤 9条 1項 の悪意 。重過失は会社に対す
るものであるから、後者の方が主張・ 立証 とい う観点 から見 て容易 ではないか との
反論 も考え得 る (前 掲註54参 照)。 ただ し、 もし、従来 の会社法29条 1項訴訟 は実
質的 に見 て被害者 に対する不法行為に当たるような場合 に認められてきたので あれ
ば (前 掲註21・ 上柳 120頁 参照)、 あま り差がないのかもしれない。
田 相澤哲 ほか「論点解説 新会社法一千間の道標
J(商 事法務、2006年 )578頁 〜579頁 。
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消費者被害 と会社役員の責任
らいが あ ったよ うに思われる。 しか し、 それに加 えて、直接的 に会 社役
員 が不法 行為 を行 って い ない場合 で あ っても、責任追及 がなされ、 かつ
認 められて きていることがわかる。例 えば、従 業員等 に対する監督義務
連反 であるとか、適切 な社内体制構築義務違反 を捉 えて、消費者 に対す
る損害賠償責任 が認 め られて きた ことがわかる。 そして、 この ような類
型 の 中で も、 数 は少 ない が会社が倒産せず、会社 自体 か ら賠償 を受 ける
ことがで きるにもかかわ らず、追カロ的 に会社役員 の責任 を追及 してい る
ケ ース も見 られ る。確 かに、会社 が倒産 して しまって、会社か ら賠償 を
受 けられ ない とい う事態 には、消費者保護 の観点 か ら会社役員 の責任 を
追及 し、 それが認 め られて きた と思われる。
しか し、今 度 は会社 に加 えて、追加的 に会社役員 の責任 を追及す る場
合 が問題 となってい ることについて、本 稿で は、抑 止 とい う観点 か ら説
明 を試みた。 しか し、不法行為 が成立 しない場合 でも、 それ以上 に責任
を会社役員 に負 わせ ることの妥 当性 (抑 止 とい う観点 だけで、 それ を説
明す ることが可能 か とい う問題 )、 それによる影 響 (社 会的 に最適 な抑止
となるか とい う問題 )、 責任追及 の根拠 をどうす べ きか (会 社法429条

1

59。
項、民法 709条 、同715条 )と い う問題 は残 る
本稿 で は、 それ らの点

に対 す る考察 を充分 に行 うことがで きなか った。今後 の課題 としたい。

"な お、近時民法学説から、単 に、会社法429条 1項 は、民法709条 責任 を補完 して

い ると考 えるのではな く、民法709条 の責任 の拡充 に対 する一つの限界をもたらすも
のとして捉え直すことができるとの見解 が提起されている (前 掲註24。 中原 13頁 )、
なお、中原太郎 「事業遂行者の責任規範 と責任原理―使用者責任 とその周辺問題 に
関す る再検討 (10・ 完)J法 協 129巻 10号 (2012年 )2459頁 以下 は、被用者等の個人
責任 に関 して内部的 な任務や権限 の考慮 を説 く)。
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