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平成八年㈱第 二七〇号

野村証券損失補填株主代表訴訟上告審判決 ‑

商法 二六六条 一項 五号 にいう ｢
法令｣ の意義 ほ か

︻
事実の概要︼

鉄

男

A社 (
野村証券株式会社)は'有価証券 の売買 'そ の媒介 '取次ぎ及び代理'有価証券 の引受け及び売出し等を

目的とするわが国最大手 の証券会社 でありtYら (
被上告人'被控訴人'被告 )は'平成 二年 三月当時A社 の代表

上告人'控 訴人'原告 )はtA社 の株主 である｡
取締役 の地位 にあ った者 でtXら (

B社 (
東京放送株式会社 )はtA社 の大 口顧客 であり'A社は､昭和四八年三月からB社と有価証券 の売買等 に

よる資金運用 の取引を継続し'またtB社 の証券発行 に際しては主幹事証券会社 の地位 にあ って､多 額 の手数料収
入を得 ていた｡
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Ｂ社は、平成元年四月、Ｃ信託銀行との間で、Ｂ社を委託者、Ｃを受託者とし、期間を平成二年三月までとする

特定金銭信託契約を締結して一○億円を信託し、これに基づきＣがＡ社に取引口座を開設して、有価証券の売買に

よるＢ社のための資金運用が開始された。この特定金銭信託契約に基づく勘定を利用した取引（特金勘定取引）に

ついてＡ社は、投資顧問業者との間で投資顧問契約を締結しておらず、専らＡ社が委託者（Ｂ社）に代わってＣに

指図することにより運用される、いわゆる営業特金と呼ばれるものであった。このＢ社のための特金勘定取引口座
には、平成元年末ころ、約二億七○○○万円の損失が生じていた。

他の証券会社が大口顧客に対して一○○億円に上る損失補填をしていたなどと報道される中で、大蔵省は、平成

元年一二月、日本証券業協会長宛に通達を発し、法令上の禁止行為である損失保証による勧誘や特別の利益供与に

よる勧誘はもとより、事後的な損失補填や特別の利益供与も厳にこれを慎むこと、特金勘定取引について、原則と

して、顧客と投資顧問業者との間に投資顧問契約が締結されたものとすること等について、所属証券会社に周知徹

底させるべきものとした。日本証券業協会は、この通達をうけて、平成元年一二月二六日、同協会の内部規則であ

る公正慣習規則を改正し、「協会員は、損失保証による勧誘、特別の利益供与による勧誘を行わないことはもとよ

り、事後的な損失補填や特別の利益供与も厳にこれを慎む」ものとする規定を新設した。Ａ社を始めとする証券会

社は、大蔵省の通達の主眼が早急に営業特金の解消を求める点にあると理解し、株式市況が急激に悪化する中で顧

客との関係を良好に維持しつつ営業特金の解消を進めていくためには、損失補填を行うこともやむを得ないという
考え方が大勢を占めるようになった。

Ａ社では、Ｂ社の営業特金については、有価証券市場が好況であった当時から損失が生じており、将来のＢ社の

証券発行に際しての主幹事証券会社の地位を失うおそれがあることも考慮して、損失補填をする必要があると判断
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Lt平成 二年 三月 二 二日tYらが出席 したA社 の専務会 で､A社 ほか の顧客 に生 じた損失 に ついて総額 一六 一億円

の補填をす ること が了承された｡B社 に対す る損失補 填 は '平成 二年 三月 一四日tA社 が ルクセ ンナ ルグ証券 取引

所 に上場 されていた ワランー倍をB社 に売却 し'即 日買 い戻すと いう方法 で行わ れた｡ この結果 tF
E
3
社 は'三億 六

〇〇〇万円余 の利益を得 て'営業特金 による損失 が補填され'営業特金も解消された｡

こ の損失補填後 ､A社とB社と の取引関係 は維持 されtB社 が平成 四年 七月 に社債を発行 した際 tA社 は 'そ の
主幹事 証券会社と し て相当額 の収 入を得 ており '今後 も得られる見込 み であ る｡

九条)に逓 反 す

XらはtYらによ って行われた右 の損失補填は'取締役 の専管注意義務 (
商法二五四条三項'民法六六四条 )
､ 忠実

兵務 (
商法二五四条 の三)に速 反し'証券 取引法 (
平成三年改正前五〇粂 一項三'四号)
'独占禁止法

るも のであ るから tYらは'商法 二六 六条 一項 五号 により ' この法令違反行為 によ‑会社 が被 った損害 と し て'損

失補填額 に相当す る三億六〇〇〇万円を胎依す る安任 があ ると主張 し'そ のう ち 一億円を会社 に賠償 す るよう求 め
て訴えを捷起した ｡

第 一審判決 (
東京地判平成五年九月 一六日 ･判例時報 一四六九号二五頁)は '① 本件 損失補填を実施す る ことと し た Y

ら の経常判断は'そ の前捻と な った事 実 の認識 に不注意 な誤りがあ ると いう こと は できず 'また 'そ の意 思決定 の

過程 にお いても '当 時 の諸状 況 に照らすと ､これ が著 し‑ 不合 理 で許容 され る範 囲を逸脱したも のであ るとま で い

う こと は できず 'した が ってtYらが本件損失補 填を決定 し､実施 した ことをも って'取締役 の専管 注意義務 また

は忠実義務 に適反す る行為 であ ったと いう ことは でき な い｡② 平成 三年 の証券 取引法改正前 は'損失 保 証 の実行 に

当 たらな い事後的 な損失補填 に ついては'明文上 これを禁止す る規定 は存 在 しなか った のであ るから '本件損失補

填 は同法 に遠反す るも のではな い｡③ 本件 損失補填 は '独占禁止法 一九条 に違 反す るも のと いわなけ れば ならな い

1
5
8
琉大法学 第6
5
号 (
2
0
0
1
)

が'そ の違法性は ､行為自体を無価値 なも のと しなければならな いほど強 いも のではな‑'損失補 填 によ って会社

が被 った規書 を 認定す るに当た っては '損失補 填 のた め の支出額 のみならず 'それ によ って会 社 に生 じた 利益をも

総合考慮し て行う のが相当 であ る｡A社とB社と の関係等 '本件 の事 実関係を考慮 す ると ､本件 損失 補填 が独占禁

頁)は '① 本件損失補填 は '平成 三年 改正前 証券

止法 に適反す るも のであ っても '会社と の関係 にお いては 'これをも ってtXら が主張す る損害 が生 じたとは認 め
るに足りな いと した｡
第 二審判決 (
東京高判平成七年九月二六日 ･判例時報 一五四九号

取引法 に違反しな い｡大 蔵省 証券 局長通達を受 け て改正された証券業協会 の公正慣習規則九号 の八条 も '明確 に事

後的な損失補填を禁止す るも のとま では いえ な い｡⑧本件損失補 填は'独占禁止法 一九条 に違反す ると いう べき で

あ るが'同条 違 反が当然 に商法 二六六条 一項 五号 の法令違 反 に含ま れ ると解す る のは相当 でな い｡同号 の法令違反

に該当す るか に ついては '独占禁 止法 一九粂違 反 の行為 が ひ いては取締役 の専管注意義務 '忠 実裁務 に違 反す るか

否かが検討さ れなければ ならな い｡③損失補 填 を慎 む べき こととす る大蔵省 証券 局長 の通達 および証券業協会公正

慣習規則は' いず れも '証券取引法上 の禁止 行為 を定 めたも のではな‑ '証券会 社 の取締役 に対 し ' ｢公 の秩 序 ｣

萱 不すも のとも いえな い｡また '独占禁止 法 一九条 は戟争者保喪 の規定 であ るから '同条過反行為 が直 ち に証券会

社 の取締役 の当該会社 に対す る関係 にお いて違法と な るも のではな い｡そう す ると tA社 の取締 役 であ るYらが'

当時 の証券取引法 の規制 '独占禁 止法追 反 の故紙をも つま でには至 らなか った事情 '株式市 況 の暴落等 の状況 の下

にお いて'営業特金を解 消し tか つtB社と の取引関係を維持 し'ひ いてはA社 の利益 の維持を 図 る こと が急務 で

あ ると の方針を決定 し､そ の手段と し て結果的 には取引関係 の維持 により実損書 の生ず るおそれ のな い本件損失補

填を決定 ･実施 した こと は'経営上 の判 断と し て裁丑 の範 囲を逸脱 したも のと は いえず tA社 に対す る牌係 にお い
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て普管注意乗務 '忠実義務 に違反す るような違法行為とは いえな いとした｡

xらは'第 二審判決 の①および② の判断 が違法 であ ると し て上告した｡

︻
判旨︼

一㌧｢二 )
'株式会社 の取締役 は'取締役会 の構成員と し て会社 の業務執行を決定 し'ある いは代表 取締 役 と し て

兼務 の執行 に当たるなど の職務を有す るも のであ って'商法 二六六条は'そ の聴許 の重要性 にかんがみ'取締役 が

会社 に対し て負う べき黄任 の明確化と厳格化を図るも のであ る｡本規定は'右 の趣旨 に基づき '法令 に違 反す る行

為をした取締役はそれによ って会社 の被 った損客を賠慣す る辞 めに任 じる旨を定めるも のであ ると ころ'取締役を

名あ て人とLt取締役 の受記者とし ての義務を 一般的 に定 める商法 二五四条 三項 (
民法六四四条)
､商 法 二五 四条 の

三 の規定 (
以下'併 せて ｢一般規定｣と いう )及び これを 具体化す る形 で取締役がそ の職務遂行 に際 し て遵守す べ

き義務を個別的 に定 める規定 が'本規定 に いう ｢
法令｣ に含まれることは明らか であ るが'さらに'商法 そ の他 の

法令中 の'会社を名宛人とLt会社がそ の業務を行う に際 し て遵守す べきす べての規定も これ に含ま れ るも のと解

す る のが相当 であ る｡けだし'会社が法令を遵守す べき ことは当然 であると ころ'取締役が'会社 の業務執行を決

定し'そ の執行 に当たる立場 にあ るも のであ ることからす れば '会社をし て法令 に過反させること のな いよう にす

るため'そ の職務遂行 に際し て会社を名宛人とす る右 の規定を遵守す ることもまた '取締役 の会社 に対す る職務上

の義務 に属す ると いう べきだ から である｡したが って'取締 役 が右義務 に違反Lt会社をし て右 の規定 に適反させ

ることとなる行為をしたとき には'取締役 の右行為 が 一般規定 の定 める義務 に違反す ること になるか否 かを聞うま

でもなく､本規定 に いう法令 に違反する行為をしたとき に紡当す ること にな るも のと解す べき であ る｡
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（二）そして、独占禁止法一九条の規定は、同法一条所定の目的達成のため、事業者に対して不公正な取引方

法を用いることを禁止するものであって、事業者たる会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定にほかならな

いから、本規定にいう法令に含まれることが明らかである。したがって、被上告人らが本件損失補てんを決定し、

実施した行為は、本規定にいう法令に違反する行為に当たると解すべきものである。」

二、「しかしながら、株式会社の取締役が、法令又は定款に違反する行為をしたとして、本規定に該当することを

理由に損害賠償責任を負うには、右違反行為につき取締役に故意又は過失があることを要するものと解される（最

高裁昭和四八年㈹第五○六号同五一年三月二三日第三小法廷判決・裁判集民事一一七号二三一頁参照）。

原審の適法に囲定したところによれば、（二被上告人らは、本件損失補てんが旧証券取引法あるいは本件通達

に違反するものでないかどうかについては重大な関心を有していたが、それが一般の投資家に対して取引を勧誘す

るような性質のものではなかったことから、独占禁止法一九条に違反するか否かの問題については思い至らなかっ

た、（二）被上告人らのみならず、関係当局においても、証券取引については所管の大蔵省によって証券取引法及

びその関係法令を通じて規制が行われるべきであるとの基本的理解から、証券取引に伴う損失補てんが独占禁止法

に違反するかどうかという問題は、本件損失補てんが行われた後一年半余にわたって取り上げられることがなかっ

た、（三）公正取引委員会は、第一二一回衆議院証券取引及び金融問題に関する特別委員会が開催された平成三年

八月三一日の時点においても、なお損失補てんが独占禁止法に違反するとの見解を採っておらず、公正取引委員会

が、本件損失補填てんを含む証券会社の一連の損失補てんが不公正な取引方法に該当し独占禁止法一九条に違反す

るとして、同法四八条二項に基づく勧告を行ったのは、同年二月二○日であった、というのである。

右事実関係の下においては、被上告人らが、本件損失補てんを決定し、実施した平成二年三月の時点において、

商法266条１項５号にいう「法令」の意義ほか（島袋鉄男）
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その行為が独占禁止法に違反するとの認識を有するに至らなかったことにはやむをえない事情があったというべき

であって、右認識を欠いたことにつき過失があったとすることもできないから、本件損失補てんが独占禁止法一九

条に違反する行為であることをもって、被上告人らにつき本規定に基づく損害賠償責任を肯認することはできな
い。」

【評釈】

『問題の所在証券会社が特定の大口顧客に対して多額の損失補填をしていたという事実は、世間の注目と非

難の的になった。それは、損失補填を明文で禁止する証券取引法の改正をもたらした。わが国を代表する証券会社

の取締役を相手に損害賠償責任を問う本件は、社会的に非難の的になった行為に対して、会社法の規定に基づいて、

いわば会社の内部からその責任を問うものである。それは、大企業の非行がいろいろと明るみにでる中で、非行を

行った会社の最高責任者の責任を問うもので、非行に対する制裁・抑止という効果も期待される。しかし、そのこ

とがまさに、そのような効果・機能を、会社という営利を目的とする私企業をめぐる利害調整を図ろ会社法に期待

すべきか、あるいは、それが会社法の下でどこまで可能なのかという問題を提起することになった。損失補填を行っ

た当時の状況からして、損失補填がやむを得ない経営判断の結果であり、現に損失補填を上回る利益が会社にもた

らされたという事情もあるということが、問題を複雑にする。会社のあらゆる非行に対して経営者は損害賠償責任
を負はねばならないのかという疑問・懸念もある。

会社の非行に対して、事後的に経営者の責任を追及する手段としては、取締役の会社に対する損害賠償責任を定

めた商法二六六条があり、特に同条一項五号が根拠となりうる。本件も同条項に基づいて取締役の責任が追及され
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たものであるが、本件第一審判決は、損失補填行為が独占禁止法に違反するということを認定しながら、損失補填

もやむを得ないとした判断は、経営判断の範囲内だとして取締役の責任を否定した。しかも、当該損失補填は、そ

のために支出した金額を上回る利益を会社にもたらしたのだから、取締役の責任とされるべき損害は会社に生じて

いないとした。このことは、会社（経営者）は、利益をあげるためにはある種の違法行為を行うことも許されるの

かという素朴な疑問を生ぜしめ、法理論的には、いわゆる経営判断原則といわれるものは、違法行為についても妥
当するのかという問題を提起した。

商法二六六条一項五号は、「法令」に違反する行為を取締役の会社に対する損害賠償責任の原因として掲げる。

したがって、法令違反行為があれば、それは直ちに損害賠償責任原因があるとされるわけで、責任成立のための他

の要件（故意・過失、損害の発生）の存否はともかく、責任原因そのものの存否を争う余地はない。そこでもし、

そこでいう「法令」の意味を文言通りすべての法令と解すると、すべての法令違反行為について取締役は損害賠償

責任の危険に晒されることになる。それは取締役に酷であり、取締役の会社に対する損害賠償資任を定める商法二

六六条の趣旨からしてもおかしいという立場から、当然に損害賠償責任の原因となる同条項の「法令」の意味を限

定し、それ以外の法令違反行為については、取締役の一般的な義務のなかで判断すべきだという見解が示されるこ

とになる。その場合、同条項の「法令」に含まれるか否かの基準はどうなるのか。商法の規定が含まれるのは当然

として、それ以外の場合はどうか。本件で、独占禁止法違反という点ではほとんど異論のない損失補填行為が問題
とされることによって、「法令」の意義が重要な争点になった。

二、判例取締役の贈賄行為が問題になった東京地判平成六年一二月二二日（判例時報一五一八号三頁、ハザマ株

主代表訴訟判決、評釈、川村正幸・金融商事判例九七二号四○頁、中村一彦・判例タイムズ八七九号七五頁）は、「商法二六
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六条一項五号にいう〈行為〉は、それが法令又は定款に違反する行為であることからしても、取締役の固有の権限

に基づく行為に限られるものではなく、取締役の地位にある者が会社の業務に関してした行為であれば足りると解

すべきである。」「会社が企業活動を行うに当たって法令を遵守すべきであることはいうまでもないが、とりわけ贈

賄のような反社会性の強い刑法上の犯罪を営業の手段とするようなことがおよそ許されるべきでないのは当然であ

る。それにより会社に利益がもたらされるとか、慣習化し同業者がやっているため贈賄をしないと仕事をとれない

おそれがあるという理由で、営業活動としての贈賄行為を正当化しうるものではない。したがって、贈賄行為は、

たとえ会社の業繍の向上に役立ち、会社のための営業活動の一環であるとの認識の下に行われたものであったとし

ても、定款の目的の範囲内の行為と認める余地はなく、取締役の正当な業務執行権限を逸脱するものであり、かつ、

贈賄行為を禁ずる刑法規範は、取締役が業務を執行するに当たり従うべき法規の一環をなすものとして、商法二六
六条一項五号の《法令〉に当たるというべきである」と述べている。

損失補填を問題にした東京地判平成九年三月一三日（判例時報一六一○号一一頁、日興証券損失補填損害賠償訴訟差戻

後第一審判決、評釈、大武泰南・金融商事判例一○二二号四三頁）は、損失補填行為が独占禁止法一九条に違反するもの

であるとしたうえで、同条が商法二六六条一項五号の「法令」に含まれるかを検討する。まず、この「法令」の範

囲を会社財産の保護を直接・間接の目的とする法令、あるいは会社及び株主の利益保護を考えている商法の規定と

当該会社の取締役にとって公序となる規定に限定する見解について検討し、「会社も一個の社会的存在であって法

令の範囲内で事業を行うべきであり、取締役には法令遵守義務がある（商法二五四条の三の〈法令〉には、すべて

の法令が含まれると解される）」という観点に立てば、「法令」の範囲を、会社財産の保護を直接・間接の目的とす

る法令にまで限定するのは適当でなく、また、当該会社の取締役にとって公序となる規定という限定は、範囲が必
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ずしも明確でなく、独占禁止法一九条がこれに含まれるのかどうかという問題があるが、独占禁止法は、経済法と

して最も重要な地位を占める基本的法規であり、同法一九条に定める不公正な取引方法の禁止は、三条の私的独占

又は不当な取引制限の禁止等とともに、同法の柱の一つであるから、上場大企業の取締役ともなれば、常に念頭に

置くべき法令であるといって差し支えないとする。そのうえで、「これらの点を総合して考えてみると、あらゆる

法令が例外なく商法二六六条一項五号にいう〈法令》に含まれるかと解すべきかどうかはともかく、少なくとも、

独占禁止法一九条は、日興証券の取締役にとって同条項の《法令》に当たると解するのが相当である」とする。つ

ぎに、損失補填行為が独占禁止法に違反するものであるということに対する被告らの認識について検討し、被告ら

が損失補填等を決定し実施した当時において、それが独占禁止法に違反するという認識を被告らが持つに至らなかっ

たとしても、やむをえない事情があったというべきであり、右認識を欠いたことについて被告らに過失があるとま
でいうことはできないとして、被告らの会社に対する責任を否定した。

同じく損失補填を問題にした東京地判平成一○年五月一四日（判例時報一六五○号一四五頁、野村柾券損失補填株主

代表訴訟別件、評釈、芳賀良，金融商事判例一○四八号五五頁）は、損失補填行為は、独占禁止法一九条に違反するとし

たうえで、当該損失補填が独占禁止法一九条に違反する行為であっても、会社の利益を図ってなされたものである

から、商法二六六条一項五号にいう法令違反の行為には当たらないとする被告らの主張に対して、「なるほど株式

会社は、商行為を業とするものであって営利法人としてその営利活動によって得た利益を株主に分配することを目

的とするものであるが、もとよりその活動は法令の範囲内においてのみ許されるべきであり、その機関としての取

締役には、商法一一五四条の三に明記するとおり、法令を遵守すべき義務がある。したがって、取締役が違法である

ことを認識しながらあえて法令違反行為をして会社に損害を与えた場合において、当該行為が会社の利益を図ろ目
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でなされたことだけをもって取締役の損害賠償責任を否定するのは、相当ではない」とした。ただし、「取締役が

法令に違反したとして商法二六六条一項五号の規定により損害賠償責任を負うには、右違反行為について故意又は

右違反行為が法令に違反するとの認識を欠いたことに過失があることを要する（最高裁昭和五一年一一一月二三日判決・

裁判集民事第一一七号二三一頁）」とし、当時の事情からすれば、被告らが問題になった損失補填を決定し、実施した

当時、それが独占禁止法に違反するという認識を有するに至らなかったとしても、やむを得なかったというべきで

あり、商法二六六条一項五号の規定により損害賠償の責任を負うに足る過失があるとまでいうことはできないとし

た。その上でさらに、損失補填を決定・実施した被告らの経営判断が取締役の善管注意義務又は忠実義務の僻怠に
なるかを検討し、僻怠なしとした。

｜｜｜、学説従来、商法二六六条一項五号の「法令」の意義については、それが商法二一○条や二六四条のような

具体的な規定ばかりでなく、取締役の一般的な注意義務や忠実義務を定める規定（商法二五四条三項、民法六四四条、

商法一一五四条ノ三）をも含むかという点で議論され、商法以外のすべての法令が含まれるかについては、意識的な

議論はなされなかったように思われる。ただし、そのことは、商法以外の法令が含まれないということでもなく、

「法令」という文言から、漠然と法令一般を意味すると解されていたように思われる（吉原和志「法令違反行為と取締

役の責任」法学六○巻一号一七頁）。それに対して、取締役の責任を追及する代表訴訟が頻繁に提起されるようになっ

てから、「法令」の意義を、商法以外にどのような法令がこれに含まれるのかという観点から検討し、これを限定
的に解しようとする見解（限定説）が表明されるようになった。

限定説は、商法二六六条一項五号の「法令」とは、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

および公序にかかわる規定であり、それ以外の規定については、原則として、「法令」に入らないとするもの（近
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藤光男・取締役の損害賠償責任一二頁、九九－一○○頁、一一○－一一一頁）、会社の財産の健全性を確保することを直接

または間接の目的とする法令を意味すると制限的に解することが合理的なのではないかとするもの（森本滋・会社

法［第二版］二五三頁）、会社法の諸規定や会社の財産を保護する刑事上の規定とするもの（加藤一昶「取締役の会社に

対する責任事例に関する若干の考察－株主代表訴訟の観点から」神奈川法学三○巻二号四二頁）、会社および株主の利害に関

係する商法およびそれに依拠する法令に限るとするもの（新谷・後掲参考文献・金融商事判例九八七号四一頁）、実質的

な会社法規定のほか、善管注意義務、忠実義務などの一般規定が含まれるにすぎないとするもの（伊勢田道仁「法

令違反行為と取締役の善管注意義務」金沢法学三九巻一号三一七頁）等がある。限定説によると、「法令」に含まれない
規定の違反は、善管注意義務等の一般規定の問題として処理されることになる。

商法二六六条一項五号の「法令」の意義に関する新しい問題提起をふまえて、なお、これは、法令一般を意味す

るとする見解（非限定説）も主張され、これに賛同する者も少なくない。（吉原・前掲・法学六○巻一号四一頁、川村

正幸・「贈賄行為と取締役の法令違反責任」判例タイムズ九四八号一五○頁、中村・前掲・判例タイムズ八七九号七七頁以下、

土田・後掲参考文献・ジュリスト一○九六号一一一一二頁、飽田・後掲参考文献・商事法務一四五四号三一頁、清水・後掲参考文献・

ジュリスト一一四三号一二八頁、大武・前掲・金融商事判例一○二二号四九頁）。筆者も、そのように主張した（拙稿・後掲
参考文献・私法判例リマークスニ四頁）。

非限定説に対しては、何故にこれらの法令に違反することが取締役の会社に対する損害賠償責任を生ずることに

なるのか、会社に対するどのような義務に違反したといえるのかということについて十分な説明ができるのかとい

う疑問と、それは、取締役に過酷な責任を課すことにならないかという懸念が提起される。これに対して、非限定

説からは、会社自身が自然人と同じく法令を遵守すべきであるという社会規範の下にあり、会社の機関である取締
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役は、会社に対する注意義務の一内容として法令を遵守すべき（あるいは会社をして法令を遵守させる）義務を負っ

ている（吉原・前掲・法学六○巻一号四二頁）、企業は健全な市民としてのみ存在しうる社会的存在であり、当然に法

令に従った合法的な企業活動によってのみ利益を追求すべきという法令遵守義務をおっており、これは、当然に取

締役の義務としても当てはまる（川村・前掲・判例タイムズ九四八号一四九頁）、あるいは、企業の社会的責任の理念

から説明することが適当である（中村・前掲・判例タイムズ八七九号七七頁）と説明される。筆者も、会社は、営利法

人とはいえ、その行為はあくまでも法の許す範囲内に限られるべきであり、経営の責任者たる取締役は、会社が違

法行為を行わないように細心の注意をはらう義務を会社に対して負っており、そのことは、会社と取締役の間の委

任契約の内容からも導くことができると考える（拙稿・後掲参考文献・私法判例リマークスニ四頁）。

取締役に過酷な責任を課すことにならないかということについては、「法令」違反が直ちに取締役の責任を生ず

るのではなく、そのた些
るのではなく、そのためには、他の要件、なかでも取締役の故意・過失の認定の面で取締役の責任が否定される場

合があることを認める。

四本判決の意義本判決は、商法二六六条一項五号の「法令」には、取締役を名あて人とする規定のほか、

「商法その他の法令中の、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定」も含ま

れるとする。そしてその理由について、会社が法令を遵守すべきことは当然であり、取締役が会社をして法令に違

反させることのないようにするため、職務遂行に際して会社を名宛人とする規定を順守することもまた、取締役の

会社に対する職務上の義務に属するからであるとする。最高裁のこのような見解は、前述のハザマ、日興証券およ

び野村証券別件判決の線にそい、その趣旨をより明確にしたものであり、非限定説を採ったものと解される。とく

に、取締役がこの法令遵守義務に違反し、会社をして法令に違反させることとなる行為をしたときには、取締役の
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行為が一般規定の定める義務に違反することになるか否かを問うまでもなく、商法二六六条一項五号にいう玉褒巴

に違反する行為をしたときに該当すると解すべきだとしたことは、会社の法令遵守義務と会社をしてその義務を履

行させるべき取締役の義務、および、その義務違反がそれ自体で商法二六六条の定める損害賠償責任原因になると
いうことを明確にしたものとして重要な意義を有する。

河合伸一裁判官は、補足意見のなかで、法廷意見の法理上の根拠について、商法二六六条の規定に基づく取締役

の責任は、会社に対する債務不履行責任であるところ、同条項は、取締役が法令に違反する行為をしたときは、当

然に、民法四一五条所定の「債務ノ本旨二従ヒタル履行ヲ為ササル」との要件を充足すると定めるものであって、

その意味で民法四一五条に対する特則を成すという見解を示される。この点は、非限定説のなかで、取締役の法令

遵守義務の根拠を「取締役と会社・株主との委任契約に直接依拠する善管注意義務・忠実義務と異なり、公的秩序・

公的規制の遵守が株主の意志・利益に合致するとの理念的な前提の下で、取締役に課せられる義務である」とする

見解（川村・前掲・判例タイムズ九四八号一四九頁）や企業の社会的責任の理念に求める見解（中村・前掲・判例タイム

ズ八七九号七七頁）とは異なり、また、「法令に違反する行為があったとしても、それだけで直ちに取締役としての

〈債務の本旨に従わない履行》と評価すべきではなく、その行為について善良な管理者の注意を尽くさなかったと

認められる場合にのみ、そうした評価をすべきであろう」とする立場（吉原・前掲・法学六○巻一号四二頁）からも

異論があるかもしれない。取締役には、業務執行に当たり、会社をして法令を遵守させる義務があることを前提に

する以上、会社に法令違反の行為がある場合には、商法二六六条の定める損害賠償責任原因としての法令違反行為

があったと解してよいのではないか。ただし、それについて取締役の損害賠償責任が認められるためには、他の要

件（故意・過失および損害の発生）が満たされる必要があることは当然である。会社が遵守すべき法令、会社をし
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て遵守させるべき法令というレベルで考える限り、取締役の義務の内容に軽重はないのではないか。会社が守らな

ければならない法令、したがって、その遵守について取締役が意を用いなければならない法令に、会社の業務執行

の実際において軽重があることは事実であるが、それは、取締役に損害賠償の責任を負わせるかの判断、すなわち、

取締役の故意・過失の面で考慮すればよいと考える。その意味で、筆者は河合補足意見に賛成したい（拙稿・後掲
参考文献・私法判例リマークスニ四頁）。

限定説、非限定説に結果において大きな違いはないというのは、従来から指摘されており、河合補足意見が示す

ところである。しかし、会社の法令遵守義務、法令を遵守させる取締役の義務が、本判決のような形で明確に述べ

られることには、法令遵守という会社の基本的な行為規範が会社の利益増進というもう一つの会社の基本目的との

関係で明確にされたという重要な意義がある。会社の利益のためには多少の違法行為もやむを得ないというのは許

されないのである。これは、なにも会社に特別な義務を課すものではない。市民や個人商人でも同じである。利益

を優先させて違法行為を行った場合に、個人の場合にはその個人が違法行為について制裁を受ける以外に、個人の

内部でその行為を答めるものは、その個人の良心・価値観以外にない。しかし、会社の場合には、取締役に業務を

委任した株主が会社の内部からその行為は委任の趣旨に反するとして、その責任を追及することが可能である。株

主代表訴訟は、まさにそのような機能を果たす。その時に、貴方のために、貴方の利益のために違法行為もやむを

得なかったという弁明は、違法行為をしてまで利益を図ってくれとは頼まなかったという株主には通用しない。会

社の内部から法令遵守という国民の守るべき規範に違反したことをチェックしようとするときに、それは、会社外

（国家）でやるべきことだからといってその動きを封ずろ理由はない。その意味で、法令遵守義務を強調した本判

決の意義は大きい。勿論、最近の代表訴訟に見られる取締役の過重な損害賠償額には、河合補足意見で示されてい
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るょうに、検討しなければならない問題が多い。しかし、それは、あくまでも、本判決で示された会社（取締役）
の法令遵守義務を前提にした上でなされるべきことである。

二、本判決は、会社を名宛人とする法令の違反がそれだけで商法二六六条一項五号により取締役の会社に対する損

害賠償責任原因になるとするが、取締役の責任が成立するためには、取締役に故意・過失があることを要するとす

る。その上で、被告らが損失補填行為が独占禁止法に違反するという認識を欠いたことについて過失があったとは

いえないとして、被告らの損害賠償責任を否定している。ここでは、行為の違法性の認識についての過失が問題と

される。商法二六六条一項五号の責任の要件として、取締役の故意・過失を必要とするというのは、本判決が引用

する最高裁昭和五一年一一一月一一三日判決（裁判集民事一一七号二三一頁、金融法務事情七九八号一一一六頁）以来の判例・通説

である。確かに、同判決は、「株式会社の取締役が法令又は定款に違反する行為をしたとして、商法二六六条一項

の責任を追及するには、右違反行為につき取締役の故意又は過失を必要とするものと解するのを相当とする」とし、

買取引受をさせた行為について取締役である被告らに「故意はもとより、右行為が法令違反になるとの認識を欠い

たことに過失がなかったから」損害賠償責任がないとした原審の判断に違法はないとする。ただ、これが、「違法

な行為」に対するのと明確に区別された「行為の違法性」に対する認識についての故意・過失をそれとして論じて

いるのか、そして、通説がそれを前提に支持しているのかは、従来、必ずしも明確ではなかったように思われる。

本判決は、「行為の違法性」に対する認識についての故意・過失を問題にしており、その意味で、最高裁昭和五一

年判決に新たな意味づけをした、あるいは、潜在的に含まれた意味を顕在化させたという意義があると言うべきで
ある。

違法行為に対する故意・過失は、通常は、行為に対するそれであり、行為の違法性に対するものではない（「法

商法266条１項５号にいう「法令」の意義ほか（島袋鉄男）
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律の不知は恕きず」である。昭和五一年判決の評釈である木内宣彦・法学新法八三巻四・五・六号一二二頁は、そのような立場

から、同判決の故意・過失を事実についてのそれであると解している）。しかし、社会が高度化し、複雑化してくると、あ

る行為が違法か否かの判断もまた複雑・高度化する。また、刑罰の対象としてではなく、取締役の会社に対する損

害賠償責任の存否に関する判断に関わる場合には、違法性の認識そのものについての取締役の故意，過失を問題に

してよいのではないだろうか。しかしそのことは、取締役が違法性の認識を有しない場合には常に免責されるとい

うことではなく、当時の当該行為の違法性に対する一般の認識や違法性の判断について取締役がとった措置等が具

体的に検討されるべきである。企業が社会に及ぼす影響が大きくなればなるほど、会社（取締役）の法令遵守義務

の重要性も増してくるという事実も忘れるべきではない。取締役の法令違反行為の違法性に対する故意・過失は、

単に違法であることを知っていた．知らなかったという取締役の心理状態ではなく、そのような状態にいたる過程
こそが問題にされるべきである。

本判決では、損失補填行為の独占禁止法違反についての取締役の認識が問題とされている。独占禁止法違反に関

する限り、当時の状況からして本判決の判断は正当であろう。もっとも、本判決のように、法令違反それ自体が取

締役の損害賠償責任原因になるとして、会社の法令遵守義務を位置づけると、損失補填行為が独占禁止法に違反す

るか否かについて、被告らが法律家等の専門家の意見を聴することをしなかったという本判決自身の事実認定から

すると、問題がないわけではない。仮に専門家の意見を聞いたとしても同じであったであろうという当時の状況を

前提として、本判決の判断を是認すべきあろう。損失補填については、むしろ、大蔵省の通達や証券業協会の公正

慣習規則等を含めた広い意味での証券取引法の下での違法性の認識こそが重要な問題であると思うが、この点につ

いて本判決では、原判決の判断を正当とし最高裁の独自の判断は示されなかった。しかし、法令違反行為それ自体
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が損害賠償責任原因だとする本判決の立場をとると、賢任原因の認定や違法性の認識についての判断にどのような

違いがでてくるのかは、今後、十分に吟味してみる必要のある問題である。
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