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○川口  少し定刻より早いですけれども、金融

商品取引法研究会を始めたいと思います。 

本日は、同志社大学の森田先生からご報告をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○森田  本日は自由に話していいとのことです

ので、表題のような社会科学的な研究を目指して

学者になろうと思い立ってからどのようなことを

やってきたかという、私の学者生活を振り返るよ

うな感じになるかもしれません。 

 

Ⅰ．はじめに──制度論の研究者への道 

プライベートなことですが、中学・高校と同志

社におりまして、卒業後は神戸大学に進学しまし

た。そこで河本一郎先生に出会いました。気さく

で学生思いの先生で、ゼミ旅行にも参加されるし、

ご家庭にも呼んでいただきまして、先生が一生懸

命に育てられたバラの花を見せてもらったり、ご

趣味の写真集を見せてもらったり、ごちそうにな

ったりすることもありました。大変優しくしてい

ただきました。 

河本先生のゼミでは、３回生のときにソキエタ

スとコンメンダに関する経済学者の論文を輪読し
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ました。株式会社とは何かということでした。４

回生になると、ビジネス法務みたいな感じで、従

業員持株制度とか、そういう最新の実務的な制度

論のなかからどれか好きなことを選びなさいとい

うことで、私は「企業の社会的責任」というのを

選ばせてもらいました。 

私らの時代には大学紛争がありまして、学生ス

トライキのために休みが９か月間ぐらいありまし

た。そのときに、司法試験でも受けようかと思い

ましたが、ずっと書斎に引きこもって司法試験の

勉強をするのはちょっとなと思いまして、今何が

もめているのかと考え、クラス討論会に行ったわ

けです。クラス討論会に行ったら、あの頃流行し

た『都市の論理』（羽仁五郎著、勁草書房（1968

年））とかについて、活動家の学生がわあっと言

ってきましたが、こちらはさっぱり分からない。

そのとき、高校では社会科学といったことを全く

習わなかったのではないかと思いました。それで

私は、社会の有り様とか社会学、そういうのを勉

強してやろうと思って、社会学の本を一生懸命に

読みました。 

大学紛争のために正規の授業が遅れ、３回生の

終わりの頃になっても授業がまだ全然終わってお

らず、法律の勉強もまだ半分もしていなかったの

ですが、人気の高い会社から、ぜひうちに来てく

れという就職の話もあり、そのようなときに、河

本先生のところに、司法試験を受けたら合格でき

るでしょうかと進路相談に行きました。すると、

意外なことに、大学院に行かないかと言われまし

た。大学院に進学するのは真面目な秀才たちでし

ょう。私には関係ないなと思ったのですが、大学

の先生は週に何回かしか行かなくていいから楽な

商売だなとも思い（笑）、どこかの大学の法学の

先生をやりたいなということで、大学院に行くこ

とになりました。 

大学院での研究テーマについては、大学紛争の

経験から、修正資本主義のようなものが必要では

ないだろうかと考えていました。河本先生は会社

法や証券取引法などを研究されていましたが、修

正資本主義は資本市場とも関係するし、そういう

意味でも企業の社会的責任をテーマに研究したい

なと思いまして、これでよろしいでしょうか、た

だし経営学修士の論文みたいになるかもしれませ

んけれども、と言ったら、いいのと違いますかと

言われました。 

大学院に入ったら、河本先生は私のためにアメ

リカの法律学者が書いた社会的責任の論文を探し

てきてくださいまして、君はこれをやったらどう

かと言われました。私は先生が教えてくださった

文献をずっと丹念に読み、関連の論文も探してき

て、一生懸命に勉強をしました。そういうところ

から研究生活に入っていくことになりました。 

 

Ⅱ．企業の社会的責任 

１．問題意識 

私の研究歴は 43 年ですけれども、今から約 50

年前というと、日本も今の中国のようでした。煙

はたくさん出すわ、公害でたくさん患者が出るわ、

要するにダーティーな社会というか、資本主義が

発展しても何かいいことがあるのかという感じで

した。しかも大学紛争があって、ヒッピーとかが

出てきたでしょう。ベトナム戦争反対とか、人命

とは何かとか、こういうことが私らの問題意識と

して強かったので、企業はそのようなことに対応

していくべきではないかと思ったのです。これを

どのように議論していったらいいのかということ

で、河本先生が示された文献を手がかりに、ずっ

と調べていったわけです。 

そうしたら、バーリとドッドの論争に突き当た

りました。これは 1930年頃に論じられたものです。

1929年の大恐慌で大量の失業者が出たときに、バ

ーリは、ちょうど所有と経営が分離してきたとき

だから、経営者は株主利益の最大化こそを目的と

して経営すべきだと言うと、ドッドは、労働者が

たくさんあぶれているのを見なさいよ、この人た

ちを救うように経営者は経営するべきではないで

すか、と反論して、議論になったわけです。その

やりとりをいろいろとフォローしましたが、結果
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的には、ドッドの方が譲歩しました。それはなぜ

かというと、アメリカは労働立法をしたのですね。

皆さんご存じのように、労働立法によって団結権

やストライキ権を与えたら労働者には企業に対す

るパワーが付くから、例えば労働問題が生じても、

それを解決する役割は企業ではなく政府で、株主

利益の最大化こそが経営者の目標になるのだとい

うようなことを言ったわけです。 

フォード判決はその根拠付けのようなものです。

フォードとダッジは一時期業務提携をしていまし

たが、フォードが大衆のためにどんどんと工場を

作ってＴ型フォードを作っていくと言うと、ダッ

ジがこちらにもっと配当を回せと言ってきた、と

いうような話ですね。フォードが株主のダッジに

訴えられましたが、フォードが負けまして、株主

利益の最大化こそがアメリカの論理だということ

を示すものとなりました。 

他方、日本では八幡製鉄政治献金事件がありま

した。そこでは、企業は社会の一員だとか公共的

役割を担っているといったことが言われているの

ですね。だから、日本はどちらかというと、ドッ

ド的な考え方であると。それならば、例えば企業

の社会的責任という目的規定でも入れたらどうか

というと、ナチスがそのようなことをして大変な

ことになったから絶対にいけないというようなこ

とでした。結局、バーリとドッドの論争について

の私の研究は、日本はアメリカと違ってもともと

社会的責任を重視しているのかな、という感じで

終わったのですね。 

 

２．株主提案権 

次の研究が、私としては花が咲いたと思ったの

ですね。それは株主提案権の研究です。当時、ベ

トナム戦争でアメリカがナパーム弾を使いました

が、ナパーム弾というのは、一発落としたらきわ

めて広範囲を焼き尽くし、動物も子供も皆死んで

しまう。そういうものは非人道的な兵器だという

ことで、ダウ・ケミカル社で、例えば原野の開発

に要るかもしれないからナパーム弾を全く製造し

てはいけないとまでは言わないけれども、戦争の

目的のためには製造したり販売したりしてはいけ

ないというように定款変更をしましょうという株

主提案が、人権医学委員会という団体から出てき

ました。SEC はこのような株主提案は記載しなく

てもいいと言っていたのに対して、連邦高裁は載

せるべきだとしたわけです。要するに、企業に対

して新左翼のような人たちがいろいろと言いに行

くようなことが株主提案権でできるというような

ことが分かったわけです。 

これやと思いまして、これを日本にも導入すべ

きだと考えまして、わあっと言ったのです。言っ

たおかげで導入されたと本人は思っているのです

けれども、これは後からだんだんと分かってきた

のですが、森田章が言ったからといって入りませ

んよね（笑）。これは入れようと思う人たちが元々

いて、森田章も言い始めたし、そのようなものか

なと思う人がたくさん出てきて、それでできたの

だと思います。 

皆さんご存じのように、アメリカでは会社法は

州法だし、証券取引法は連邦法だし、連邦法の中

で株主提案権というわけですから、本当は株主提

案権は会社法とは無関係なのですね。それで、何

を委任状資料に記載すべきかについては、SEC が

イニシアティブを握っているという形のものでし

た。 

日本にも、委任状規制という同じような規制が

あるのですけれども、それより商法の方でいきま

しょうということでしたから、株主民主主義とい

うようなものの中で位置付けられて、株主民主主

義でこそ株主提案権を導き出せるのだというふう

になりました。それで役員の選任提案権も当然認

められ、株主権の最も中心的なものだという扱い

でした。 

ところが、アメリカには選任提案権はなさそう

でした。最初に私がアメリカの制度について調べ

ていた頃、SEC の通牒を見ていたら、選任提案権

は権利の濫用であると書いてありました。選任提

案は株主総会の一番大事な議題でしょう。それが



 
- 5 - 

株主提案できないというのです。何故なのかとず

っと思っていました。後になって、やるのならば

委任状争奪戦でやってください、ということがわ

かりました。つまり、会社の費用で全株主に対し

私が役員をやりますと言うのはセルフパーペチュ

エーションですけれども、それは企業の継続性が

あるから特典として経営者だけに認められている

という考え方なのです。その他の少数株主は、経

営者と違うわけだから、ほかの株主との間で争う

のならば、委任状争奪戦で争ってくださいという

ような形で、アメリカでは選任提案は委任状争奪

戦でいくというようなことだったのですね。それ

は大分後になってから分かりました。 

 

３．対話の手段としての株主提案権 

私は、日本で対話の手段としての株主提案権を

導入すべきだと言っていろいろと制度提案をした

のですけれども、それは日本的な株主民主主義の

中に位置付けられてしまいました。 

そういう事例として、阪神電鉄が元町商店街に

建てようとしたビルに馬券売場を設置するという

話に対して、元町商店街の人たちが、馬券売場な

んか作られたらかなわんからやめてくれ、という

ことで株主提案権を使ったことがありました。そ

れを使ったら、会社側の有能な弁護士さん、最高

裁まで行きはった人ですけれども、その人は、こ

れは会社法の決議になるから、株主総会で業務マ

ターについて議論できるという定款変更をまず先

議すべきで、それが通ってから、馬券売場につい

てはどうするかを第２号議案で出すべきだと言わ

れて、そういう運動をしていた人たちもそれに乗

ったわけです。しかし、第１号議案の定款変更議

案が否決されましたから、馬券売場をどうするか

という議案は結局議題に上らず、審議されないま

ま終わってしまいました。 

ところが、その後、原子力発電に反対する株主

が株主提案権を大いに利用することになりました。

阪神電鉄の事例と同じような結果になるのではな

いかと思ったのですが、そのときに関西電力の実

務家は、「打たせて取る」、つまり、業務執行に

関する事項でもどうせ決議される可能性はないの

だし、議題に上げてもいいのではないかという方

針で対応されました。そのおかげで、原子力発電

反対株主が株主総会で関西電力に対し、あれやこ

れやと積極的に発言しました。しかも、大学紛争

をやっていたような頭のいい人がたくさんいまし

て、原子力発電についても専門的知識を持った人

が、細部のあそこはこうしたらあかんとか、ああ

したらあかんとか言って、株主総会で高度な技術

論争がなされることにもなっていました。 

そういうときに、電力会社の方からは恨まれた

かも分かりませんが、私としては、危険な原子力

を扱っている会社がそうして株主からのチェック

を受けるのは非常にいいことだなと思っていまし

た。 

私は一学者としてこういう株主提案権がいいの

ではないかと思いましたけれども、現実には違う

人たちの意見もありますし、そういう中でまた違

う展開にもなっていきますね。そういう意味では、

私としてはある意味では不満足ですね。でも、そ

れが「テクノクラートとしての学者」の役割だと

思うのです。政策の選択肢を示してあげるという

のが私らの仕事で、これを絶対にせよというよう

な政治家ではないのです。ですから、そういう意

味では致し方ないかなと思います。 

 

４．会社決議としての株主提案権 

最近では、伊藤忠商事がデサントに敵対的な公

開買付けをかけるということが議論になっていま

すね。あれを見ていたら、株主提案権制度がある

から、伊藤忠商事は役員選任提案を出すことが簡

単にできますよね。それは株主民主主義としてい

いのか悪いのか、難しい問題が残っているよね、

と思いながらも私は学者を辞めていくことになる

わけです（笑）。 

自分はこうした方がいいのではないかと考える

から、外国法も調べたうえで政策提言もしたので

すけれども、現実にはいろいろな要素で決まって
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いくことになるということですね。それでも、関

西電力の事例では、ある程度私の思っていたこと

が実現できてよかったかなと思っています。 

 

５．アメリカの株主民主主義の実態 

1978年に Yale Law School に留学しました。当

時は企業の不正支出問題が生じて、SEC のルール

の下でどの企業も、私たちが悪うございました、

何百万ドル違法支出しました、と開示しているの

ですよ。アメリカならば、株主代表訴訟がたくさ

ん起こって、どんどん責任追及されていくのでは

ないかと期待していたわけです。ところが、いつ

までたってもそういう話は出てこないし、しよう

がないので、授業が終わった後、取締役の責任の

研究で有名だと言われていたビショップ先生の研

究室に行って、なぜ株主代表訴訟が起こらないの

かと質問したわけです。すると、先生は私に、株

主代表訴訟で経営者の責任を問う事案は、ヘイの

中でニードルを探すがごとしや、と言われました。

牧草の山の中で針を探すがごとしということで、

そのようなことはほとんどないよと。それならば、

私が日本で習っていた話と違うではないかと。株

主代表訴訟で経営者の責任を是正するのだ、どん

どん責任追及をするのだ、それが株主民主主義だ

と聞いていたけれども、話が違いますねと思って、

がっくりして、よく分からないままに日本に戻っ

てきました。 

Yale Law School に留学して、会社法は勉強し

ても何ともならんなと思いまして、神戸学院大学

に助手として採用された大学院の５年目のときか

らこの研究会に――龍田先生を除くと今のところ

私は皆さんの中で誰よりも古いのですね――来て

いるわけです。そのときに SEC Rule 144 を訳せと

言われたのです。そんな難しいものを訳すなんて

大変だし、こちらも証券取引法をやる気はないよ

ねということでした。しかし、会社法の勉強を一

生懸命してもしようがないなと感じていたので、

それなら証券取引法の研究でもしようかと思って、

証券取引法の授業を一生懸命に聞くようにしまし

た。 

少し話が戻りますが、留学中、アメリカの実際

の株主代表訴訟が日本で言われているのとはちょ

っと違うということが分かりましたが、それに加

えて、ウインター先生の会社法の授業を受けてび

っくりしたこともありました。ご存じのように、

アメリカには 50 の州があって、その 50 の州が皆

会社法を持っています。「RACE FOR THE BOTTOM」

といって、どの州も皆自分の州で会社を設立して

ほしいものだから、うちの方に来たら多数決決議

は３分の２で結構ですよとか、うちは２分の１で

結構ですよとか、そんな決議は要りませんよとか、

特別決議は要りませんよとか、報酬は自分らで決

めても結構ですよとか、そのようにどんどんと規

制緩和をする競争に陥っているというのですね。

その「RACE FOR THE BOTTOM」で最も緩和したのが

デラウェア州だと。ところが、デラウェア州の企

業でニューヨーク証券取引所に上場しているとこ

ろがかなりあって、それが皆好成績を上げている

と。 

そうすると、それは規制緩和で何かずるくて悪

いことをたくさんしてもいいのではないかという

感じですから、いいのですかと言ったら、違うよ、

きちんと哲学があるよと言われる。それは「会社

を経営しやすくする会社法がいい会社法だ」と。

それはそうですね。あの物件を買いたいなと思っ

ても、総会決議が要りますよと言われたら、買い

にくいですよね。それならば、買いやすい方がよ

くて、規制緩和の方がいいのではないかというこ

とで、「RACE FOR THE BOTTOM」なりの哲学がきち

んとあると。規制緩和で一番底まで行ったら、そ

れはニューヨーク証券取引所に立派に上場されて

いる収益のいい会社だと。会社の経営をしやすい

ようにする会社法がいい会社法だと言うのですね。 

そういうことで、これは勉強していてもあかん

なと思いまして、それで証券取引法に行こうとい

うことになったわけです。 

 

Ⅲ．金融の証券化 
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１．有価証券概念の拡大 

学位論文を書いたけれども、次に何をしようか

なと考えていたのですが、そのときに、豊田商事

事件というのが起こったのですね。純金ファミリ

ー契約証券というものを販売して多数の者から金

銭を詐取した大きな事件でした。どうしてこんな

事件が起こるのかな、これを規制するとしたらど

のような方法があるのかなと思って勉強していた

ら、これは有価証券概念を広げたらいいのではな

いかというような話になったというか、そういう

考え方を見つけたのですね。それで、民商法雑誌

に原稿を出して校正していたら、ちょうどその頃、

河本先生の還暦記念論文集が出まして、そのとき

に竹内昭夫先生が同じような趣旨の「証券取引法

上の有価証券」という論文を出されまして、私の

思いとぴたっと一致していたのですね。あれえと

思って、がっくりしたのですけれども、とにかく

そういうことで、有価証券概念を広げるべきでは

ないかということに気がついたわけです。 

抵当証券の方でも被害者がたくさん出まして、

あれも抵当証書でやるから証券という裏付けもな

いというので同じような詐欺商法になっていたと

いうことで、そういう論文を書いたりしていまし

た。すると、大蔵省の企業財務課から話があった

ようで、調査視察団が結成され、それに私も呼ん

でいただきまして、SEC とか証券会社とか、アメ

リカの名だたるところの訪問ができました。SEC

の委員とそのスタッフ５、６人で対談したのです

けれども、そのときに印象的だったのは、投資内

容はハウ・スチューピッドでもかまわないと。ハ

ウ・スチューピッドでもディスクロージャーして

あったらそれでいいんやというような言い方をさ

れていたことですね。日本の大蔵省の考え方とえ

らい違いですよ。日本は社債でも安全なものしか

あかんとかと考えていたでしょう。ところが、そ

ういう言い方をされて、へえっと思ったりして、

いい体験をさせてもらいました。 

 

２．抵当証券業法 

竹内先生も有価証券概念を拡大したらと言って

いることだし、やったらいいのではないかと思っ

たのですけれども、世の中は動かないのですね。

どうしてかというと、業務分野の争いがあるわけ

です。その頃は、銀行がお客さんの抵当権付き債

権を売却したいと思っていたわけですが、有価証

券になったら、それを扱うのは証券会社になるの

ですね。銀行は扱えないことになるのです。生保

も扱えない。そんなことがあるか、ということで

すが、業務分野の争いが先行するわけですね。そ

れではあかんで、と私らは大きな声を出していた

のですけれども、そうしているうちに、行政の方

たちが中心になったと思うのですが、抵当証券業

法ができたわけです。我々がきちんと監視したら

抵当証券会社はきちんとした経営をする、きちん

と経営をしたら投資家は保護されるという論理の

保護法理で、抵当証券業法が作られたわけです。

そうしたら、どの業界も皆相乗りできるのですよ。

どこの証券会社も、銀行も、生保も扱えるから、

非常にハッピーだなということです。ただ、ディ

スクロージャーはありませんというようなことで

した。 

 

３．行政指導の限界 

抵当証券業法でやろうとしたのですけれども、

そうすると、証券会社や銀行の方々は立派な紳士

ですが、抵当証券業者の中にはそうとは言いにく

いような人もいまして、勝手なことをするのです

ね。それを、紳士たちばかりを扱ってきたような

人たちが指導しようと思っても全然言うことを聞

かないというようなことになりまして、とんでも

ない事件が起こりました。それが大和都市管財事

件です。これは『闇に消えた 1,100 億円』（今西

憲之著、花伝社（2012年））という本にもなって

います。それだけの大きな組織による抵当証券の

詐欺事件が起こったのです。 

私とすれば、こういうのは有価証券概念に当て

はめてディスクロージャーを徹底させて、しかも

規制も入れるというような形になるのが当たり前
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なのに、そうせずに抵当証券業法で対処すること

になりました。しかし投資家はどのような抵当証

券かわからないまま投資しているわけですから、

それは大変おかしいことではないかと。その行政

の失敗をとがめる被害者たちの訴訟がありまして、

そのときに私のところに頼みに来たわけです。何

とか鑑定意見書を書いてくれないかというのです

ね。大蔵省に対して「こらっ」と言うような鑑定

意見でしょう。そんなことを書いたら私は社会的

に抹殺されるなと思ったのです（笑）。しかし、

書きました。書いたら、すごかったですよ。20億

円ぐらいの国家賠償の控訴審で国は上訴しないと

いうことになって、20億円が返ってきました。私

は全然もらっていませんけどね。ただ、そういう

社会の法制度の不備を指摘するのが学者の仕事だ

と思うから、被害者救済ということで一生懸命に

努力しました。 

 

４．金融制度改革の実現 

結局有価証券概念でいこうということになりま

して、金融制度改革が実現しました。ただ、業務

分野の関係で、一つの法律に持っていくことはで

きませんでしたが、それぞれの業法のところで適

合性原則を入れるというような形で解決するとい

うことになりました。 

今言ったように被害者の方のためにも努力しま

したけれども、前述のアメリカ視察の成果も『証

券化の理論と実務』（中央経済社（1992年））と

して、証券化の商品設計をどうしたらいいかとい

ったことを一生懸命に勉強したものをまとめてい

ます。私は、政治家ではなく学者として問題解決

のためにはどうしたらいいかということを提言し

ていく姿勢でずっとやっていますから、右へ行っ

たり左へ行ったりというような感じでやっている

ということです。 

 

Ⅳ．適合性の原則――レッセフェールの修正 

１．ワラント訴訟の問題の所在 

 ワラント訴訟というのが出てきました。ワラン

ト訴訟というのは、何が問題なのかよく分かりま

せんでしたけれども、これは言葉遣いがあまり適

切ではなかったのですね。ワラントというのは新

株引受権で、ワラント債は新株引受権付社債のこ

とです。また、ワラントだけを切り離した債券を

ポンカス債と言うなど、いろいろとややこしいの

ですけれども、言葉遣いとしては、ワラントとワ

ラント債というのは、「債」が付いているのかい

ないのかぐらいの感じで、今の皆さんに言っても

信じてもらえないかもしれませんけれども、ワラ

ント訴訟が起こったとき、1990 年のバブルの頃、

証券会社の人にワラントとワラント債の違いを知

っているかと聞いても、「え、何ですか、それ」

という感じでした。大卒の証券マンでも知らなか

った。それぐらいいろいろな金融商品が出てきた

のです。 

そういうわけで、悪気があったわけではないの

でしょうが、わけの分からんまま商品を売買して

いるということが起こりました。しかも、被害者

の会の弁護士が訪ねてきて話を聞いていると、日

本国内では分離型のワラント債を出せないのです

ね。ユーロやったらかまわんというわけで、ユー

ロで出させると。すると、英文で説明されている

ワラント債が還流して日本に返ってくる。返って

きたときに流通経路がないから、それがどこかの

手元にあって、それを売っているわけです。それ

で、ワラント債を買わされた人は、ワラントの証

券を持っていない。それで弁護士に出させたら、

英語で書いてある何やらが出てきますが、こんな

ものが主婦に分かるわけがない。それを売ってい

るのですよ。それを見て、日本もこんなことをし

ていたらあかんでと思って非常に怒りました。 

怒っても、訴訟したら皆負けるのですね。それ

はレッセフェールだからですね。レッセフェール

というのは自己責任原則でしょう。「あんたはそ

れでもうけようと思ったんでしょう」「はい、思

いました」「それで失敗したんでしょう」「はい、

失敗しました」「じゃあ、あんたの自己責任じゃ

ないですか」という論理ですね。しかし、聞いて
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みたら、国債の満期が来たときに、証券会社から

電話がかかってきて、「ワラントってごっついも

うかりまっせ。やらはりませんか」「それ、大丈

夫なの」「いや、いきましょ、いきましょ」でワ

ラントを買ったということもあったわけですね。

何の説明もないし、電話した人すら、ワラントっ

てよく分かっていなかった。それが電話して、と

にかく「もうかります」と。バブルで何でももう

かっていたのですね。それで、国債を買っていた

主婦がよく分からないままにワラントを買ってい

たということです。 

それで、ワラントというのは、皆さんもご存じ

のように、ワラントだけならば、安くてたくさん

のリスクがとれますけれども、行使期間が過ぎた

らゼロですね。ところが、株価は一回も権利行使

価格を上回らず、下がったまま。ずっと持ってい

たらそのうち上がるやろ、元本が返還されるやろ、

と思って皆待っていた。ところが、「元本はあり

ません」と。「え、あらへんのですか」という話

です。そういうことだったわけです。 

その頃日本でも顧客カードがありました。日本

証券業協会の方もよくここへ来られましたが、そ

の方と話をしたら、「顧客カードは一応あります」

と。見せてくださいと言ったら、全く詳しく書い

ていない。もっと投資意向みたいなものが書いて

いなければあかんのと違いますかというようなこ

とを言ったのですけれども、それがそうではなか

ったのですね。 

そういうこともあって、レッセフェールは修正

しなければいけないし、顧客カードでもっと顧客

のことを把握する必要もあるしと思って、何か上

手にレッセフェールを修正するような話はないの

かなと調べていたら、アメリカの会社法を勉強し

たときに名前を知ったイギリスのガウアーという

偉い先生の「ガウアーレポート」というのが出て

いて、それが 1986年の金融サービス法に向けてい

ろいろと立法論をしているという話に巡り会い、

早速イギリスに調べに行きました。 

イギリスは適合性原則で顧客カードなどをどの

ように扱っているかという実情を知らなければと

思いまして、某巨大生命保険会社のロンドンの人

にお願いしまして、森田さんは個人の適合性原則

問題を勉強していますから安心してください、と

いうふうに紹介してもらって、向こうの証券業者

のいろいろなところを回らせてもらいまして、ど

のようにやっているのかという話を聞きました。 

驚いたのですが、イギリスでは証券会社が電話

の会話内容を全部記録しているのですね。その頃

は、日本の証券会社は電話の記録はしていません

でした。記録しているのは被害者である投資家の

方で、証券会社にうそをつかれたという証拠を握

るためにテープを録っていただけです。向こうは、

証券会社が全部テープを録っている。なぜかとい

うと、あなたはリスクをテイクすると言ったでは

ないですか、というような証拠を取りたいという

わけですよ。日本は、嫌がっているところに「も

うかりまっせ、もうかりまっせ」と言って、投資

家は「ほんまですか」と言われるままに投資した

という話でしたからね。向こうは、投資したいか

したくないかはあなたの勝手ですよと。あなたが

投資したいと言ったのですねという証拠を取りた

いから、電話は全部記録していますというわけで

す。まずはそれに驚きました。今は日本でもそう

なっていればいいのですが。 

ガウアーレポートをよく読むと、レッセフェー

ルは修正されている、証券会社の側で投資勧誘を

する場合には、必ず相手の投資意向を確認すべき

だというようなことが書かれていました。そこで、

私はちょうど民商法雑誌の編集員をしていた関係

もあり、「証券会社の投資勧誘と自己責任原則」

という特集号（民商法雑誌 113 巻４・５号（1996

年））を組んだわけです。 

これが裁判所に与える影響は大きかったようで

して、そこからどんどんと勝訴判決が出てきまし

た。「先生、初めて増刷したんです」ということ

で、民商法雑誌も喜んでいました。それぐらいの

勢いで売れたのですね。それで日本でも、レッセ

フェールの修正型の判決が出てきたということで
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す。 

 

２．日本証券経済研究所証券取引法研究会の議論 

このように原告側に助言してきましたが、他方

で日本証券経済研究所証券取引法研究会でも同じ

ような話をしまして、「裁判外紛争処理制度の構

築と問題点」（2003 年）と題して報告しました。

ここでは、要するに顧客カードを作って、適合性

原則で、お客さんの意向で売り買いしたのでしょ

うというようなことを明確にするような制度にし

ておけば、損したからといって訴訟を受けなくて

もいいのですよという話をしたのです。そうした

ら、かなりヒットしました。それで、これのおか

げだと思いますが、今や皆さんが銀行に行かれた

ら、顧客カードの整備というか、投資意向の確認

をきちんとやっているでしょう。 

日本も今は投資の世界に入ってきましたけれど

も、それほど紛争は起こっていません。それは投

資意向の確認をしているから。それを、もうかり

ますよ、とだけ言っていたのでは、うそをついた

ことになりますから。そうではなくて、こちらと

しては情報をお渡しして、あなたはミドルリス

ク・ミドルリターンをとられるのですねとか、き

ちんと確認をしたうえで商売をするようになって

いるだろうということです。 

ですから、ここのところは、社会科学的研究を

して、その成果を発信していけば、スムーズに私

の言うのと同じように進んでいったという感じが

ありまして、これは案外政治力と関係のないとこ

ろでの話かなと思います。 

こういうわけで、投資家保護については、レッ

セフェールの修正というようなところでの法制を

見つけてきて、日本にもそれを広めていったとい

うように私は思っています。 

 

Ⅴ．開示規制 

１．ソフト・インフォメーションの開示 

 開示制度の専門家の皆さんがおられるというこ

とであまり詳しくは言わないつもりですが、アメ

リカで勉強したのは、ソフト・インフォメーショ

ンの開示ということです。ソフト・インフォメー

ションで、ハード・インフォメーションではあり

ません。これからこうしていくだろうという話な

のですけれども、アメリカでは投資家からもかな

り注目されていますので、もし開示内容の前提条

件が変わったりしたら、ソフト・インフォメーシ

ョンも修正しなさいというような規制がかなり厳

しく行われているようです。 

そういうことを勉強して日本に戻ってきたので

すけれども、それは日本ではあまり使われていな

いという感じですね。せっかく勉強したのに、と

思っています。 

 

２．アメリカのインサイダー取引禁止規定 

 今の問題とも少し絡むのですけれども、アメリ

カのインサイダー取引制度は、要するに詐欺禁止

というか、ミスアプロプリエーション・セオリー、

要するに不正流用理論というのですか、そういう

もので捕まえています。ところが、日本では司法

共助ができない。アメリカから、日本はインサイ

ダー天国かと言われてしまいました。仕方がない

ので、皆さんご存じのように、当時の証券取引審

議会では、日本の法律の条文ではインサイダー取

引を禁止することはできないというようなことを

言っていたのに、アメリカから「東京マーケット

は世界で２番目とか言っているけれども、インサ

イダー取引は自由か。天国か」と言われて、それ

で規制を作ったのですね。 

 

３．日本のインサイダー取引規定の改正の必要性 

「時代の目」という記事（毎日新聞 1989年３月

28 日朝刊４面）を見てください。インサイダー取

引規制を急いで作った 1989 年頃の話です。下から

２段目の左側に、「大蔵省は「重要事実」が投資

家に平等、公平に伝達されるように、また罪刑法

定主義によって禁止規定の内容をできるだけ明確

にするために、「公表」の要件として「複数の報

道機関に公表されてから 12 時間後とした」、そし
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て特ダネもあきませんというようなことにしまし

たと書いています。私のところに新聞社の人が来

て、これはどうしたらいいのでしょうか、書いて

ください、と言われて書いたのがこの記事です。 

インサイダー取引規制を作ることによって、詐

欺とかの概念とは無関係に、とにかく重要情報を

出してしまったら犯罪になると、情報の伝達がし

にくくなりますよねということで、そういうこと

にならないように、副作用が生じないような運営

をしてくださいね、ということぐらいしか言えな

かったのですね。 

 

４．レギュレーション FD 

レギュレーション FDに関しても、最初に情報開

示の自由というところを確認する必要があるので

はないかと思います。取引所もちょっと耳が痛い

かもしれませんが、取引所の適時開示制度も法律

ではないのですね。ですから、行き過ぎたことに

なっているときにはこれを出しなさいというのは

いいのですけれども、それ以外はまあまあいいか

なという感じぐらいの方がいいのですね。それが、

取引所も非常に厳しいし、臨時報告書の提出要件

もかなり厳しいし、とにかく規制が厳し過ぎると

いうようにすると、自由な開示がされないという

ことになります。 

 

５．金融商品取引法 21 条の２を見直して、ソフ

ト・インフォメーションの開示を強化 

他方、これもあまり言うと怒られるかもしれま

せんが、金融商品取引法 21条の２も見直した方が

いいだろうと思います。そのときには、ソフト・

インフォメーションの開示の規制をもっと考えて

いただいて、民事責任ではなくて、おかしくなっ

たらすぐに修正しなさいというような規制に変え

て、もっと企業内容の開示が実質的に促進される

ような政策が望まれると思います。 

これは過去形ではなくて、これからの課題がい

ろいろと入っていますから、私は今言ったような

方向性だけを述べて、これで終わらせてもらいま

す。 

 

Ⅵ．公益事業会社のコーポレートガバナンス 

 コーポレートガバナンスの研究をいろいろと続

けていましたけれども、一体公益事業会社という

のはどうなっているのかと思って昔調べてみたこ

とがあります。2002年に「電力会社のコーポレー

ト・ガバナンス」という論文を書きました（同志

社法学 53巻９号）。皆さんご存じの原子力事故が

起こったとき、誰がどのように言ったか知りませ

んが、NBL の編集者から、あれをもう一回書いて

くれと言ってきました。もう一回書いてくれとは

どういうことかというと、原子力発電と絡めて書

いてくださいということです。それで書いたわけ

ですが、一方で竹内先生は、ジュリストに原子力

事業者に著しい負担を負わせてはいけませんとい

ったことを書かれていました（「原子力損害二法

の概要」（ジュリスト 236 号（1961年）））。し

かし、この事件が起こった当時は、東京電力、そ

して政府も責任をとらなければいけないというこ

とでしょうけれども、とにかく東京電力を破綻さ

せよという議論になっていました。 

それで、「経済教室」（日本経済新聞 2011年７

月 12 日朝刊 27 面）には、東京電力を破綻させる

べきではないと書きました。その当時、日本航空

が赤字で破綻した後、再生処理というか、100％減

資を行って既存の株主権を全部ゼロにしたのです

ね。東京電力も同じように株主権をゼロにせよと

いう議論があったのですね。 

私が同志社法学に載せた論文の趣旨はどういう

ことかというと、電力会社は利益最大化ができな

いのですね。例えば発電施設は売ってはいけない

とか、いろいろな規制があるからです。その代わ

りに独占料金で補償しているというのですね。そ

れは独占料金によって憲法上の私有財産権に対す

る補償を与えるという考え方のようです。例えば

利益率が５％か、10％か、20％かというように、

いろいろな算定の仕方がありますね。それは大抵

十数パーセントで、20％ぐらいでもオーケーとい



 

 
- 12 - 

うホープ判決がありまして、電力会社は公益性の

ために自分たちの財産の有効利用は制限されてい

るけれども、その代わりに独占料金で賄ってもら

えているという論理だったのです。 

そういう論理で原子力発電という相当リスキー

なものをやりなさいと言われて、それならばもし

ものときは何かきちんとしてもらえるのでしょう

なという感じになり、それが原子力損害賠償法と

いう法律になっていたのですが、その財源が思っ

ていたよりも大きくなってしまって、保険金もあ

ったのですけれども、それでも不足することにな

って、それならば、もう破綻させろということで

した。 

 ちょっとさかのぼりますと、2000年頃には、電

力の自由化をしたらどうかという議論もあったの

です。そのときに、例えば中部電力は、電力の自

由化はオーケーですが、それならば浜岡原発をや

めさせてくださいと言っていたのです。原子力発

電をやっていたら自由競争はできませんというこ

とで、原子力は堪忍してくださいと言ったわけで

す。そうするとお上は、原子力発電をやめられる

と困るので、自由化の方はお茶を濁すような感じ

でやっていたわけです。それが今回の事件で原子

力の損害金というのはものすごいからといって、

会社を破綻させるのは株主の財産権の没収ともい

え、私としては、破綻処理よりは株主権を残して

ほしいというように考えた。そうでないと、資本

主義の根本が公用徴収されているようなものです。

日本航空のときは、私はバタバタしていて気がつ

かないうちに終わってしまいましたけれども、東

京電力のときはきちんと気がついていましたから、

そんなことはするなよと思っていまして、そうい

うことを新聞に書かせてもらったわけです。 

この記事のタイトルは「原発賠償支援法 残さ

れた課題」にプラスして「上」と書いてあるでし

ょう。何で「上」なんやと思ったら、この記事が

出た翌々日ぐらいに今度は破綻処理をしろという

人の記事が「下」で出たわけです。私自身は社会

科学的やと言っているけれども、新聞社にしてみ

れば、それは実はもう政治的ですわと、こうなる

んですね。結果として、新聞では両方の見解が示

されたということです。 

本人はそう思っておらず、社会科学的と言って

も、時に政治的になったりしますよね。結局政府

がお金を出して大株主になるということで、ある

意味では政府支配の会社みたいになりました。そ

こまでは私も想像できていなかったし、一学者と

しての公益事業会社の在り方についての立場とか

見方だけでは、現在のような政治決着というよう

なところは読めないという、そんな感じです。限

界はあるということです。 

 

Ⅶ．取締役の善管注意義務 

本日皆さんにお配りした本『取締役の善管注意

義務 コーポレートガバナンスの法的構造論』（有

斐閣（2018年））の話です。要するに、結局、善

管注意義務というと、個人のレベルでの話でしょ

う。ところが、コーポレートガバナンスというの

は企業のレベルでの話なのですね。そうすると、

善管注意義務で法人としての義務を言うのはおか

しいのではないかということが結論です。これま

では役員の善管注意義務で処理していたことが、

実はもう、株主総会制度を持っていたり、監査役

制度を持っていたり、取締役会制度を持っていた

り、それから内部統制を持っていたりという形で、

個別具体的に法人の制度として構築されてきてい

るのではないかと。例えば私も今、ある大きな会

社の社外監査役をしていますけれども、私がそこ

の社長になって、会社のことを全部善管注意義務

で認識せよと言われても、絶対にできませんよ。

組織が大き過ぎるから、とてもできません。そう

いうことも体験できましたので、まあ言うたら経

営判断原則を日本に入れろというようなことです

けれども、その理論的根拠として、組織体制の整

備というコーポレートガバナンスの進展というも

のがあったのではないかということだと思います。 

もう一つは、債権者保護ではなくて、リスクテ

イクして利益の最大化を図るというふうになって
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きているから、要するにリスクコントロールさえ

すれば、失敗するようなことをしても仕方がない

というようになっていくと。それを結果的に善管

注意義務違反で論難するのはおかしいのではない

かというようなことが大まかな趣旨です。 

結局、本日報告したかったのは、ここにおられ

る皆様、若い方々が勉強されるときに、例えばロ

ースクールで要件効果論を教えられますね。それ

で学者は終わりかということを言いたいのですよ。

それだけでは困るなと。やはり社会の問題を見つ

け出して、それに対してはどういう法制で対応す

べきなのかということを考えてもらって、外国法

制を調べて、それで日本ではこうしたらいいので

はないかと発言する。それを私もやってきたので

すけれども、それはそのとおりにならなかったり、

歪んだりするし、あるいは採用されなかったりす

るかもしれませんけれども、それでもこれが学者

の仕事ではないかと思っています。 

ですから、この事件を処理するためにどの条文

を使ったらいいのかというだけならば、それは単

なるテクニックの話で、学者の話ではないなと思

うのです。ですから、そういう意味で、私の言っ

ているような勉強をしてほしいと。河本先生は、

気がついたことがあれば新聞記事を切り抜いてフ

ァイルされていました。今はインターネットがあ

って、そのようなことをしなくても情報を集めら

れるかもしれないけれども、それを河本先生は自

分で作っていて、私もそれをまねしました。例え

ば豊田商事事件の話でも、こういう被害があった

という新聞記事をたくさんファイルしていました。

何がどうなってこのようになっているのかという

現実認識をするには、そうやって社会情勢に関す

る情報を収集・整理しておかないといけないです

ね。そうでないと問題が見えてきません。私は幸

いなことに河本先生からそういうノウハウを習い

ました。そして、問題意識を持ってアンテナを張

っておかないと、情報はどんどんと流れていきま

す。 

結局、学者の思考方法は「起承転結」だと思っ

ているのです。「起」で問題を提起して、それは

どのように処理されてきたのかということを「承」

で勉強する。「転」は、外国法を調べてみて、変

える方法はないだろうかと。それで当てはめてみ

たら、このようにしたらどうかという「結」とし

ての立法論になると。起承転結だと思うのですね。

「起」が一番難しいです。「承」も結構難しいし、

「転」も制度や外国法をすぐにぱっと細かいとこ

ろまで調べられるという能力が要りますけれども、

一番難しいのはやはり最初の問題提起のところで

すね。 

ですから、レギュレーション FDの話でも、例え

ば証券アナリストにインタビューして「どうです

か」と聞いてみて、ああ、そこが問題なのかとい

うことを実際に理解したうえで書いてほしいです

ね。そんなことをせずに、これはこうであるべき

だとばかり言っていたのでは何ともなりません。

だから、前述のようなことをやってほしい。 

この研究会は、実務家の人もよく呼んでいまし

た。この前も東京証券取引所の上場部長が来られ

ていろいろな議論をすると、「ああ、そうですか」

と問題意識を共有できますね。そのようにして、

こういう研究会を、問題意識を深く持って社会の

問題を解決していこうとするものにすることが大

事です。それをやってほしいと思うから、最終回

はこういうテーマでやらせてほしいと言ったわけ

です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○川口  ご報告をありがとうございました。森

田先生の 43 年間の研究生活の集大成というお話

をお聞かせいただきました。 

内容は多岐にわたりますが、どこからでも結構

ですので、ご質問、ご意見をお願いします。 

 

【日本航空の株主権】 

○川口  それでは、皆さんに考えていただいて
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いる間に、私から、一つ質問させていただきます。

最後のほうで、民間企業の破綻の話をされていま

した。公益性のある株式会社を政府が救ってよい

かというのは重要なテーマですが、先生はどちら

のお立場でしょうか。日本航空は、民事再生で処

理したのですが……。 

○森田  あれは破綻させるべきではありません

でしたよ。日本航空は、優待券をくれますし、日

本の優良な投資家の皆さんが持っていた株だった

じゃないですか。その株券がゼロになってしまう

なんて……。 

私もちょっとおぼろげですが、あのときの論理

は、日本航空の決算は大赤字ですから、もう株主

の権利はありません、ゼロですというのですね。

何を言うてんねや。世界中に日本航空のタラップ

があるやんか。それらを換算したらものすごい金

額ですよ。それに全く触れずに決算だけ見て、も

う赤だから株主権利ゼロですって、そんなことが

あるはずがない。 

ダイエーも長いこと赤字でしたよ。でも、ずっ

と上場して値が付いていましたよ。ネットワーク

があるし、そういう力を持っていたのですよ。そ

れなのに、日本航空の持っている力を正当に評価

せずに、赤字やからもう株主権ゼロです、文句あ

りまへんやろと言うて、倒産処理みたいなことを

したのですね。 

それに、もともとあれも公益事業でした。する

と、どんなことが起こったか。例えば、東京・大

阪間はよくもうかります。ところが、政治家が我

が県にも飛ばせ、ローカル空港にも飛ばせと言う

わけですよ。それを国土交通省に言って、国土交

通省もそうですねと言うことになって、ローカル

空港にも飛ばすわけです。そうしたら、当然赤字

が出ます。その赤字は独占料金で何とかせえとい

うわけです。独占料金のときはそれでよかったん

ですよ。ところが、世界の飛行機運賃が皆自由化

されていったと。初めは国際線だけでしたが、だ

んだんと国内線も自由化されていった。そうした

ら、飛行機はそんなローカル空港には飛ばせない

ですね。それでやめようと言うと、やめたらあか

んと。ほんなら、赤字はどんどん膨らんでいきま

す。そうしておいて、赤字になると、株主責任だ

と言うなんて、そんなこと、とんでもない話です

よ、と私は思っています。 

○川口  今のお話は、日本航空の資産価値の算

定方法がまずかったということでしょうか。しか

し、裁判所の関与のうえで、民事再生手続は適正

に行われたのではないでしょうか。他方で、政治

家が関与して、赤字路線を飛ばされたにもかかわ

らず、その経営悪化の責任を株主に押し付けるの

はおかしいということでしょうか。 

○森田  いや、それはね、見たところは赤です

よ。でも、その原因は政府にあって、株主責任だ

と言うのはおかしい。 

○川口  そうですか。後者の話ですね。 

 

【公益事業の財産権の補償】 

○久保  一般化できるような話なのかというと

ころはちょっと……。 

○森田  だからね、公益事業やから難しいです

けどね。もちろん、ホテルを建て過ぎたりしたと

いう点もあると思います。ですから、全部が全部

お上が悪いわけではないですけれども、基本的に

は、飛行計画への干渉が、独占料金が崩れた後も

ずっと続いていったというところがやはり大きか

ったのと違いますか。 

○久保  つまり、一般化すると、公益事業的な

性格を持っているビジネスに対して株主がどれほ

ど責任を負わなければいけないのかという、そう

いう話につながってくるということなのですかね。 

○森田  私は逆で、株主は飛行機を自由に飛ば

したいと思っているのに、ここは飛ばしたらあか

ん、ここは路線を作れ、タイムスケジュールを出

せ、というのはお上の規制です。何で私の自由な

使い方を妨害するんですか、それならその分を賄

ってくださいねってことになるでしょう。憲法の

私有財産権ですよ。公共の福祉のためにやって、

それでそれは政府が補償すると書いてある。 
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○松尾  長い間日本航空がそういう会社だとい

うことは、それこそ開示されていましたから、私

は乗るのは J 社、株を買うのは A 社と思っていま

した（笑）。投資家としては、長い間それを信じ

て持っていたのがおかしいのではないかとは思い

ますけどね（笑）。 

○森田  そやけど、既存の株主権をゼロにする

ことはなかったと思います。今の東京電力も、既

存株主の持分はかなり低くなりましたよね、政府

も出資するし。そやけど、ゼロにしたらあかん。 

○片木  ネットワーク事業というのは、実は鉄

道もそうですし、電話もそうでしょうし、公益事

業というのは全部一種のネットワーク事業で……。 

○森田  そうですね。 

○片木  だから幹線のところは非常にいいのだ

けれども、それ以外では赤字になりやすいと。純

粋の幹線のところだけとっていいのかというのが

いつでも問題になるわけですね。では、そのとき

にこれを本当に純粋に、今おっしゃる株式会社の

仕組みによって一切そこを規制してはいけない、

あるいは自由にすべきで、最大の利益だけを考え

てやるべきだと言ったら、一番いいのは切り捨て

ていくことであって、北海道なんかはやめるのが

一番正しい経営判断という気もするわけです。 

ただ、それでいいのかというと、やはり政治議

論もあるわけで、そうすると、そこをどうやって

いくのかというのが非常に難しいのだろうと思う

のですけれども、そこはどう考えるのでしょうか。 

○森田  アメリカで飛行機の料金の自由化が実

施されたとき、どこかの空港には飛ばなくなった

という話ばかりでしたね。競争原理だけではどう

してもそうなるでしょう。それが嫌やったら、じ

ゃあどうするのですかという話で、それはマーケ

ットメカニズムの話ではないと。 

○片木  だから、会社は考えなくていいと。ほ

かで考えてもらおうと。 

○森田  そうですね。 

○片木  そこが非常に難しいのではないかなと。 

○森田  だから、できるだけのことはしてあげ

てもいいかもしれんけれども、できないものはで

きないと。 

○片木  多分私が一番田舎に住んでいるから

（笑）、よく分かっているだろうと思うのですけ

れども、今実際に岡山の某バス会社でそれが非常

に問題になっています。岡山一帯を一応きちんと

バス事業としてやっておられる会社が１社あるわ

けですが、新規参入を認めたら、一番効率のいい

幹線事業だけに低料金で入ってきたバス会社があ

るわけです。そんなものを認めるのならば、地方

路線を全部切り捨てると、もとのバス会社が言い

出したものですから、今、大問題になっています。 

 また、岡山とか広島ですと離島が多いわけで、

実はその離島にも電話が通っているわけですね。

電話網もあるし電線もあるわけです。恐らく離島

に電線を引くのはものすごい大赤字になっている

のではないかと思うのですけれども、実はそうい

う地域の広域的サービスのネットワークをどう維

持するのかという、そこの議論になってくるのだ

ろうと思うのです。 

これは確かに、私たちが会社法という仕組みの

中で議論するにはあまりにも大きな議論であろう

とは思います。そうすると、やはり公益事業を全

て株式会社でやるのは間違いだ、全て公益事業体

といったものでやるべきだというふうにやってい

くと、どちらかというとイギリスの左派とか、そ

ういったところの議論みたいになっていくわけで

すけれども。 

○森田  大阪では、地下鉄は皆会社に変えた方

がいいとか言っているし、どちらが効率的か分か

りませんね。 

○片木  効率性の問題の意味で難しいわけです、

何をもって効率性と言うのか。やはり赤のところ

を黒のところで補うというやり方でネットワーク

をやると。一方で、例えばヤマト運輸は、あえて

離島であろうが何であろうが、赤字でも何でも出

すというネットワークにして、全国どこへでも一

律にお届けしますという理屈を作ることで、事業

として非常に大きな強みを持たせている部分もあ
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ります。 

 それはそういうタイプの事業だからできること

で、電力事業などの公益事業になると、インフラ

整備なので、ちょっとそこは違うのだという議論

になる可能性があります。 

○森田  ですからね、飛行機はちょっと分かり

ませんけれども、電力は、自由化してもいいと思

うんですね。また、そこら辺の大きな工場でした

ら、自分のところの余剰電力もあるみたいですか

ら、そういうのを分けてもらうようなこともある

し、それはいろいろとあると思うのです。ただ、

原子力発電という重荷をかけておくと、イコール

フッティングにはなれないですね。ですから、そ

ういう問題もあって、原子力発電はまた特殊な問

題がいろいろとあると思いますね。ものすごくコ

ストがかかりますから。 

それを、何か知りませんけれども、日本はやっ

てきたわけですよ。ですから、それで事故が起こ

ったときに、政府は責任がないというわけにもい

かないというのが前提ですよね。ですから、今先

生がおっしゃったようなことは、JRが走らすのは

嫌やからと言って、丹後鉄道になって動かしてい

るとか、日本でもいろいろとやっていますね。 

○川口  郵政民営化のときも同じような話でし

たね。 

○森田  そうですね。 

 

【株主提案権と経営裁量】 

○川口  ほかはいかがでしょうか。別のところ

でも結構です。 

○飯田  取締役の義務、責任に関して、経営裁

量を大事にされていると思うのですけれども、そ

れとの関係で株主提案のところでは、割と株主の

声を大にするというか、社会的責任ということな

のかもしれませんが、やや経営裁量を制約するよ

うなチャンネルを重視することも大事だというこ

とをおっしゃったと思います。その両者には矛盾

がないのか、あるいは以前のご見解とその後の研

究で変わったのかというような点について教えて

ください。 

○森田  当初から、会社法上の総会決議として

のとしての株主提案になったら業務執行の侵害に

なるのと違うかという話はもうずっとあります。

ですから、私は、そうならないような「勧告的提

案」という言葉も提示しまして、業務執行マター

は取締役会にありますと規定されているから、決

議しても、総会決議としての法的効力は生じてい

ないというように考えますと言っていたんです。

そしたら上柳先生から「そんなもの、あるんです

かね」と質問されて……（笑）。ずっと最初から、

私はもう業務執行権は株主総会にはないと思って

いますから。でもね、決議したらあかんのじゃな

くて、してもいいと。でも、それは遵守しなくて

もいい決議やというような位置付けでずっと考え

ています。 

○飯田  対話させるということに価値があるけ

れども、そこは経営裁量の侵害になってはいけな

いというところに線が引かれているということで

すか。 

○森田  そうです。ですから、アメリカで例え

ば敵対的防衛策は採用するなというような株主提

案が出たら、可決されてしまうんですよ。そやけ

ど、全然知らん顔して相変わらず防衛策を入れる

とか、そういうのはたくさんありました。アメリ

カには、そのような決議を無視し続けた会社が倒

産した事例もありましたけどね（笑）。それはそ

ういうのに対応しなかったら、そういうのが事実

上起こるかもしれんけれども、法的にはやはり業

務執行権はないところでの話ではないかと思って

います。 

○飯田  そうすると、拘束力はないけれど対応

させるということの実質的な目標というか、先生

の構想の中で、そこで対話するというのは、何か

情報を出させるというようなところで、真の狙い

はそこにあると。 

○森田  そうですね、情報を出させるというと

ころがありますね。ですから、原子力に反対の株

主が「あの設備のこの点がおかしいで」と言えば、
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「それは大丈夫でございます」と資料で説明する

でしょう。そういうのがいいのと違うかと。 

○飯田  では、ある意味、株主提案である必要

は実はなくて、ディスクロージャーの中でそうい

う項目を開示せよということであっても……。 

○森田  いいです。ですから、偶発債務の開示

がそれなのですよ。偶発債務の開示というのは、

どれだけ重要性があるかどうか分からなくても、

例えば訴訟があったら書けというのですよ。そう

したら、こんなことを抱えているよということが

開示されるでしょう。偶発債務はそういう哲学で

すね。 

 

【経営の効率性確保】 

○白井  ご報告の中で、経営裁量を尊重するア

メリカの考え方が紹介され、それが企業の好業績

に結びついているというご指摘がございまして、

私も説得力のあるご指摘だと感じています。しか

し、同時に、私の理解が誤っていたら恐縮ですけ

れども、アメリカの会社法のモデルの中では、例

えば業績が悪い CEO をある程度自由に解任するこ

とが可能になるような社外取締役が過半数を占め

る取締役会があったり、業績連動型の報酬スキー

ムが導入されていたり、さらには、経営者自身が

経営者マーケットにおける自らの評判を気にする

といったことがあったりして、経営者に努力のイ

ンセンティブを与えたり結果が問われたりするよ

うな仕組みというものが強固に備わっていて、そ

の裏返しとして経営裁量を尊重するということが

あるようにも思うのです。先生のお考えのように

経営裁量を確保し、それを業績に結びつけていく

べきだという点は私も同感ではあるのですけれど

も、そのような施策を推し進めていく場合、併せ

て日本でも何らかの形で経営者に努力のインセン

ティブを強く与えたりとか、もしくは結果が問わ

れたりするような仕組みというものを用意しない

といけないのではないかとも考えています。その

ような仕組みのうち、日本の会社経営者にもなじ

みやすい仕組みとしては何か考えられるだろうか

と考えたこともあるのですけれども、質問として

は、そのような仕組みがそもそも必要かどうか、

もし必要であるということであればどういったも

のが日本ではなじみやすいと考えられるかといっ

たことについて、先生のお考えをお聞かせいただ

けるとありがたいのですが、お願いできますか。 

○森田  私も全然知らんことで言ってしまうの

はあれなのですが、例えば武田薬品工業は今すご

いことをしていますね。経営者の収入もすごいで

すよね。何億円と違いますか。そうなってくると、

成果がどうだと問われることになると思います。

真のグローバル企業、武田薬品工業並みのところ

は、報酬水準がかなり上がりますね。世界中から

優れた経営者を呼んでこないとあかんから、そう

すると水準がかなり上がるのですね。白井先生の

おっしゃるようにどれだけ成果を出したかという

こととつながりますからね。 

ところが、私が今関係している会社は、日本古

来のやり方といいますか、それでやっていますか

ら、ものすごい目標は絶対立てませんよね。です

から、10％ほど、せいぜい 15％か 20％でも上げた

らいいよねというレベルの経営努力ですよね。で

すから、打って出て一丁やったろかというような

ことは、日本のエスタブリッシュメント的なとこ

ろはなかなかやりにくいのと違いますか。そうい

う意味で、日本は非常に穏やかな経営になってい

るわけですね。それでいて着実にちょっとずつ存

在感を増していっているというのが、どちらかと

いうと日本の経営だと思います。例えば最近の日

産自動車の事件でも、会長だけが何で 100 億円も

もろてんねんという話は、日本ではものすごく浮

いて見えますね。 

そういうところで、まずリスクテイクとか業績

評価とかいうときに、日本では積上げ方式みたい

なものが業績につながっているのと違いますか。

トップダウンでああせい、こうせいというんじゃ

なくてね。そうすると、皆一体になってもうけま

しょうという感じになってくるし、それは消えて

いないように思いますね。武田薬品工業とかを除
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くと、日本のエスタブリッシュメントと言われて

いる企業の多くは、それほど激しいグローバル化

というのは求めていないのかもしれませんね。 

ですから、ある企業は、海外の子会社の社長の

方が日本の社長より給料が高いのと違うかという

ことが言われていますよ。海外では高額報酬は要

ります。日本は、それをしたら根幹が崩れてしま

うから我慢しているということが今も見受けられ

るようですよ。 

だから、本当はリスクテイクをもっとしてほし

いと思いますね。今の日本では、別に倒産までい

かなくても、例えばアパマン事件のように何億円

かの損害が生じたから責任をとれとかいうのは、

善管注意義務の行き過ぎだと思います。そういう

意味で言っている程度でして、日本では、多少の

損害は生じてもいいからできるだけ大きなことを

やってくださいというようなことにはなかなかな

らないと思いますね。 

 

【グローバルな展開】 

○川口  ほかはいかがでしょうか。 

○山下  本日はありがとうございました。 

 森田先生は私より４歳上で、ちょうど学者にな

られたのは日本が一番成長して上り坂の頂点に達

していた頃だったかなと思います。その頃に培わ

れた問題意識というのが本日のお話にもいろいろ

と反映してきているのでしょうか。ただ、その後

だんだんと右肩下がりになりまして、出てくる問

題も様変わりしてくると、森田先生はその都度、

起業者的な精神でそれぞれの問題に取り組んでこ

られたと思います。 

先ほどからの話で、まさに日本が下り坂になる

中で、なかなか日本流の制度ではうまくいかなく

なっているという面があるわけですね。制度的に

も、学問のレベルでも、非常にグローバルなトレ

ンドが顕著になってきているかなと思います。そ

ういう中で、武田薬品工業のようなグローバル企

業とそうでない日本流の企業というのは少し話が

違うのかな、というお話だったかと思います。し

かし、なかなかそういうことを言っていられない

時代になっているのかなという気もするのですが、

その辺り、日本のこれからの普通の会社の在り方

ということを考えたときに、やはりグローバルな

流れに乗っていくのがいいのか、それとも何か違

う路線があるのか、どういうお考えでしょうか。 

○森田  私はよく分かりませんけれども、日本

はマーケットがどんどんとシュリンクして人口が

減っていきますよね。そうすると、海外へ行かざ

るを得ないと思います。海外へ行くのですけれど

も、行き方ですよね。そこで例えば一発どんとも

うけて「はい、さいなら」と帰ってくるかという

と、そうではなく、日本の企業ならば、向こうで

もきちんとした、じっくりした経営、長く生き残

る経営をしたいなというふうになっていくと思う

のです。そうすると、やはり日本的な経営の仕方

でいくのではないかと思いますね。 

 ですから、例えば東南アジアとかいろいろな国

を旅行しますと、中国や韓国の企業は開発にすぐ

に来てくれるというのですね。日本の企業は来て

くれないと言いますね。なぜかというと、リスク

が大きいからです。日本の企業がそういう国でも

きちんとした経営をしてもうけようとすると、と

てもしんどいなということになってきて、なかな

か新興国への進出も難しいと。 

でも、やはり新興国へ行かざるを得ないという

ことになりますよね。そのときに失敗もするから

──私の言っている失敗というのは、今 100 の金

を持っている日本の企業が、10落としてしまうよ

うな感じです、それぐらいのことはどんどんとや

ったらいいと思うのです。100 しか持っていない

のに 300 のものを買いに行くとかは、ちょっと日

本的ではないなと思いますけどね。 

ですから、私は、リスク管理などの内部統制を

きちんとしていれば、善管注意義務ではなくて経

営判断原則を採って、リスクのあるところは三つ

のうち一つ成功したらいい、二つ失敗してもいい

という前提で投資できるようにする方がいいかと

思います。 
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○川口  山下先生のご質問は、ドメスティック

な企業はどうなのかというお話だと理解したので

すけれども。海外に進出できない企業はどうすれ

ば良いのでしょうか。 

○森田  ドメスティックな企業はもしかすると

前途多難かもしれませんね（笑）。人口はどんど

んと減っていきますし。 

○山下  そうすると、やはり国際的にならざる

を得ないと。 

○森田  ならざるを得ないと思いますね。 

○山下  国際的な流れに乗っていかざるを得な

い。 

○森田  そうですね。ただ、乗り方をどうする

かですよね。アメリカは毎年 100 万人弱の外国人

が入ってくるのですかね。トランプ大統領はそれ

を止めたいと言っているのでしょう。しかし、100

万人入ってくるからアメリカは景気を継続できる

という面もありますよね。日本は人口がどんどん

と減っていくわけですから、これからは外国人が

入ってくるとはいっても、それだけでは大変かも

しれませんね。 

 日本の企業はこれから海外へ行かざるを得ない

と思います。行かざるを得ないけれども、リスク

もあるし大変だというときに、失敗するかもしれ

ない、善管注意義務で追及されるかもしれないと

思ったら、もう日本人は行くのが嫌になりますか

らね。そういう気にはならないでほしい。失敗す

ると 100の内 10ぐらい落としてしまう程度のリス

クがある投資であれば、それはもうオーケーと。 

 

【企業の社会的責任】 

○梅本  先ほど山下先生がおっしゃったように、

先生が研究者として最初に取り組まれたテーマが

「企業の社会的責任」で、その頃は日本経済はま

だ右肩上がりで、同時に資本主義のひずみが生ま

れてきて、それをどうにかしたいというお話だっ

たと思うのですけれども、今、企業の社会的責任

というのを論ずるとすると、どうなるのでしょう。 

 というのは、今は経済が右肩下がりで、むしろ

稼ぐ力が弱くなっているから、効率的に資産を使

わなければいけない、社会的責任云々よりもむし

ろ企業の利益、株主、これを大事にしろという時

代になっているのではないかと。ただ、他方、ESG

投資ですとか、公共的な側面も重視すべきだとい

う議論もあるのですが、今先生が企業の社会的責

任というものを論ずるとすると、どういった点に

着目されるのでしょうか。 

○森田  まあ、SDGsとか、そういうものではな

いですか。人権の保護なども大事ですね。それは

企業イメージにもかかってくるし、それから生産

性にもかかってくるしということで、前から言い

古されてきた、やはり従業員が大事ということが

必要なのではないですか。 

ただ、例えば東南アジアに出ていきました、同

じものを作るのに、日本ではコストが 20かかると

ころ、向こうではコストが 10で済みますとなった

ら、20出すのは嫌ですわな。でも、10でいけるん

やないかということになれば、日本の労働者が困

りますわな。それはね、よく分かりませんけれど

も、私が考えるべき問題ではなくて、経営者が考

えるべき問題です。 

例えば、ベンツの場合、Ｓクラスはドイツで作

って、Ｃクラスは南アフリカ連邦などの外国で作

っているのですね。Ｃクラスはモジュール化して

安い、Ｓクラスは手づくりによるところがあって

高いと。そうやってドイツの労働者を保護しよう

としていますね。そのようにいろいろと経営で考

えていかないとしようがないことでしょう。私が

どうしたらいいということではなくてね。 

○川口  企業の社会的責任といった場合、昔は

公害問題や商社の買占め問題が背景にありました。

今はそういう状況はありません。梅本先生のご質

問は、そうした状況のもと、現代の社会的責任論

をどのように考えればよいかということだと思い

ますが。 

○森田  まだ人権問題は残っていますね。それ

から、パワハラやセクハラも残っていますよね。 

 日本は、例えば製品の安全性にも一生懸命に取
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り組んでいるし、社会的責任についてしっかり考

えていると思います。日本はもともと「三方よし」

の経営をずっとやっていますから。 

○前田  法律問題として企業の社会的責任につ

いて考えるときには、やはり基礎になるのは、も

う随分昔になりますけれども、少しお話にありま

した八幡製鉄政治献金事件の最高裁の考え方です

よね。あの考え方は今もずっと生き残っていて、

その内容も不合理とは言えない。森田先生も基本

的にはそのような考え方に立っておられるという

理解でよろしいですか。 

○森田  そうですね。だから、それに基づく裁

量権もあると言っていますね。 

○前田  ええ、会社の利益と結びついていなく

てもいいけれども、ただし相応な範囲内でなけれ

ばならないと。 

○森田  そうです。 

○前田  この考え方を示した最高裁判決は、も

う 50年近くも前のものですけれども、この考え方

は今も生き残っているのでしょうね。 

○森田  そうですね。だから、その辺になって

くると、もう国民性とかと違いますか。私らが習

った鈴木竹雄先生とか大隅健一郎先生とかの教科

書には、会社の任務の一半は社会貢献のためにあ

る、大企業は皆社会的な制約のもとに生きている

といったことが書いてある。それが日本のずっと

昔から言われている企業観と違いますか。ところ

が、今やプライベートなものやというふうに言わ

れていますけれども。 

 もうないかもしれませんけれども、皆さんも鈴

木先生とか大隅先生の本を見てくださいよ。必ず

「公共性」と書いてありますわ。 

○松尾  今のお話の続きなのですけれど、先ほ

ど梅本先生がおっしゃったように、最近は投資家

の方も ESG ですとか、持続性とか、そういうこと

を投資の判断の基準に入れてくるようになってい

ます。昔は、社会的責任や公共性と営利性とは別

次元というか、ともすれば対立するような考え方

だったと思います。株主の利益と社会的責任は対

立するという考え方になりがちだったのが、今は

投資家、株主の方もそういうことを考えるので、

持続性を考えた事業の展開は株主の利益にもかな

うという意味で一致してきていると考えることは

できないでしょうか。 

○森田  ですから、私は、それは経営者の考え

方を聞かれているのではなくて、法律制度として

どうあるべきかということを聞かれていると思い

ますね。そうすると、監査役というのは企業の中

で法令を遵守していますかということは徹底的に

チェックするわけです。東南アジアの子会社に往

査に行ったら、そこで法令遵守していますかとい

うことを必ず聞いています。だから、法令遵守を

することで、社会的責任は遂行できると思います

ね。ですから、そういう形で、コーポレートガバ

ナンスとしては日本の監査役制度こそが企業の公

共性を守る上で重大な役割を果たしていると思っ

ています。 

どうするか、こうするかというのは経営者の話

ですから、私はよく分かりません。ですが、社会

制度というか法律制度としては、監査役制度が優

秀だと思います。 

アメリカには監査役がいないんですよ。法令遵

守をどないしてるんやというと、アメリカは法人

がすぐに処罰されるようになっていて、両罰規定

なんか要らない。従業員が悪いことをしたら、法

人が悪いことをしたというところにすぐ行きます。

そして、センテンシング・ガイドラインで内部統

制をきちんとしたかと言って、していなかったら

罰金は３倍ぐらいいくよと、そういう別な仕組み

で法令遵守はやっていますね。だから、アメリカ

の企業は監査役がおれへんから法令遵守していな

いかといったら、そうやない。そんなことをした

らえらい目に遭うからというので、きちんと法律

は守っていると思いますね。 

日本は、監査役がきちんとしていますかという

ことを調べに行っていて、それで法令遵守させて

いると。それによって、社会的な存在としての会

社の品格を保つようにしていると思いますね。 
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【監査等委員会設置会社】 

○北村  監査役の話になりましたので関連して

お伺いします。日本では、上場会社で監査等委員

会設置会社が増加し、近年特にアメリカ型の委員

会を選択する動きが見られます。監査役の権限と

監査等委員会や監査委員会の権限は、独任制かど

うかは別として、比較的似ているところがあるの

ですけれども、先生は、監査役会型と委員会型を

選択する制度についてはどのようにお考えでしょ

うか。たとえば、委員会型は日本の今までの監査

役制度のメリットを減退させるというような印象

をお持ちでしょうか。 

○森田  本当はそのことを報告すべきでしたが、

今の私の考え方では、ガバナンスでやらなあかん

ことは三つあると思っています。一つは財務諸表

の信頼性の確保、もう一つが法令遵守、もう一つ

が効率性の追求です。日本の監査役制度は、財務

諸表の信頼性の確保、それから法令遵守というと

ころについては、監査報告書を書いて一生懸命に

やっている。抜けているのは効率性。効率性の監

査は法律で位置付けられていない。 

ところが、監査等委員会設置会社という制度で

は、取締役の報酬と選任について株主総会で意見

が言えるとしている。あれは、監査報告書で意見

を書きますよというのと同じ値打ちがあると思う。

伝家の宝刀ですね。抜いたらあかんで、抜いたら

あかんけれども、もしかすると抜くでと、それが

あると思う。監査役会設置会社にはそれがないか

ら、今後の方向としては、それを監査役会設置会

社に付けてあげるかということかと思います。付

けてくれへんねやったら、もう監査等委員会設置

会社に移行した方がいいと思いますね。 

○北村  そういうことなのですね。 

○森田  監査等委員会設置会社に移行したら、

常勤監査役がおれへんというのだけが難点です。

だから、常勤監査役をつけなあかんけどね。 

○北村  常勤の監査等委員がいる会社も……。 

○森田  ありますからね。今、法令的には強制

してないんやね。 

○久保  今のお話は、ちょっと古い議論の仕方

になるのかもしれませんけれども、監査役に対し

ても一定の効率性監査の権限を与えるべきだとい

う考え方につながっていくのですか。今までの議

論だと、監査役というのは適法性監査だけをして

効率性というのは取締役会の方に委ねるという議

論をしてきていたわけですけれども、森田先生の

お考えだと、監査役も効率性について一定の権限

というか発言権を与えられるべきなのだというこ

とですか。 

○森田  そうです。ただ、違うのは、それの決

定権限はないことです。決定権限はないけれども、

評価権限はあるということですね。 

○久保  その最終的な評価の落着は株主総会に

委ねるという……。 

○森田  委ねるというか、そこで意見を言うと

いうところで、まあ玉虫色の解決やな。 

しかし、指名委員会で次の社長はあなただと決

めるのは、カリスマ性がなくなってしまいますか

ら、それはどうかと私は思っています。 

ただ、武田薬品工業みたいな会社だったら、そ

うしたらいいかもしれませんよ。 

○川口  監査役は財務報告をきちんとチェック

しているという話でしたけれども、本当にそのよ

うな能力を備えている人ばかりではないですよね。 

○森田  いや、会計監査人にやらせていますね。 

○川口  確かに、会計監査人設置会社では、監

査役の役割は、二次的なものでよいとされていま

す。しかし、専門家の会計監査に異論を唱えるこ

とは難しいですよね。 

○森田  もちろん、そうですよ。でも、往査に

行ったときとかは照合とかもしていますし。だか

らね、常勤監査役は要ると思いますね。 

○川口  分かりました。 

 

【勧告的提案】 

○洲崎  私は森田先生とは、この研究会の前身

である大証証券取引法研究会や京都大学商法研究
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会で 30 年以上もの長いおつき合いをさせていた

だいてきたということもあり、個人的な関心から

伺いたいことがあります。私が森田先生の研究報

告を初めて拝聴したのは、おそらくは京都大学商

法研究会における株主提案権の問題についてだっ

たのではないかと思います。 

先ほど飯田先生が質問されたこととも関係する

のですけれども、そのときの研究報告の全般的な

イメージとして、個々の経営に関わる問題につい

て株主に提案させるべきではなく、それはむしろ

勧告的提案として処理すべきではないか。勧告的

提案は認めて差し支えないが、本来の商法の提案

権の制度に乗せるべきではないのではないか。そ

ういう方向で報告をされたようなイメージがある

のですけれども、そういう理解でよろしいでしょ

うか。 

○森田  はい。 

○洲崎  ただ、商法の規定にはない形で提案す

ることを認めよと言われたので、当時の上柳先生、

それにおそらくは龍田先生もあまり賛同されなか

ったように思うのですが（笑）、その私の記憶は

正しかったのですね。 

○森田  そうです。 

○洲崎  でも、森田先生も、株主と経営者の対

話はあってしかるべきだと考えられていたのです

ね。 

○森田  そうですね。 

○洲崎  その後、例えば原発問題に関して、電

力会社の株主総会において、株主が株主提案によ

って直接的に定款変更を提案するようになった、

例えば当社では原発事業は行いませんという定款

規定を設けるよう提案し、会社側もそれを受けて

立つというか、適法な提案として取り上げて議論

し、採決しましょうということになったので、そ

れは結果としてよかったと。つまり、森田先生の

言われる勧告的提案ではなくて、商法の規定に基

づく定款変更提案なのだけれども、そこで株主と

経営者側の対話がなされるようになったので、結

果としてはよかったかと、そういう流れというふ

うに理解してよろしいですか。 

○森田  そうです。そうすると、何を議論した

らいいのですかという話で、究極的に何やろなと

思っていて、私、SEC の解釈通牒やらをずっと見

ていたら、SEC の結論はね、ソーシャル・チェン

ジング・アトモスフィアと言うんですね。例えば

LGBTを差別しないような会社にせいとか言うてき

たとき、それを排除していいかどうかというと、

ソーシャル・チェンジング・アトモスフィアによ

ると言っています。難しいけどね。要するに、社

会的な変化というようなものはやはり認めざるを

得ないのと違うかというスタンスですね。 

 ですから、何のためにやるのかと言われたら、

一番はガス抜きのためですわ。例えば、ナパーム

弾を作ったらあかんと主張して、それが受け入れ

られなければ、火炎瓶を工場へ投げるでという極

端なことになるよりは、総会でこんなふうにしゃ

べってやるほうがいいのと違うかという、優れた

統治技術的なエスタブリッシュメントの知恵やと

思いますわ。 

 

【法令遵守の意義】 

○加藤  企業の社会的責任と法令遵守の関係に

ついて、先生のご意見をお伺いしたいと思います。

先生のご見解には、会社は法令遵守だけしていれ

ばいいのではなくて、例えば ESGとか SDGs とか、

法令によって明確に禁止されたり何かを行動を起

こしたりすることが求められているわけでないけ

れども、地球環境や人権保護の観点から、企業は

より積極的に行動すべきだということも含まれて

いるような気がしました。 

その一方で、法令遵守といっても、法令による

対応は後追い的になりがちであって、合理性を欠

くような法令が残っているとか、新しい状況に対

して法制度が適切に対応できていないという問題

もあると思います。そのような場合、裁判では、

白かもしれないけれども黒かもしれない、といっ

た問題が生じることがあると思います。このよう

な問題に直面した場合、森田先生のおっしゃる経
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営裁量を重視する枠組みの下では、どのように経

営者は行動すべきということになるのでしょうか。 

○森田  それはリスク管理の問題やと思います

ね。例えば、ナイキのタイの子会社か孫会社の受

注先が婦女子に激しい労働をやらせていたことが

ありましたね。そしてあの運動靴を作っていたと。

それが発覚しまして、ナイキはものすごい不買運

動に遭いまして、売上げが相当減少したのです。

今日本でも問題になっていて、子会社管理をどこ

までするのかと言うてます。子会社どころやない。

子会社、孫会社、孫会社の取引先までそんなこと

をされたら、もうえらい目に遭うのですよね。で

すから、そういうリスクが生じないようにするた

めのリスク管理の問題やと思います。 

ですから、割り切ったら法令であるのかないの

かよく分かりませんけれども、要するに、とにか

く自分の製品を作っているところが婦女子に過酷

な労働をさせていたというようなことが発覚した

ら、えらい目に遭いますよということで、それが

経営やと思います。リスク管理やと思います。 

○加藤  後者の点はいかがでしょうか。最近の

教科書では、経営者は、法令違反を問われる可能

性があるかどうかを考慮することも経営判断とし

て許されると説明されることもあります。つまり、

会社にとって、ある行為が法令違反に問われる可

能性はあるがビジネスチャンスとして非常に重要

なものである場合、取締役は積極的にそういった

行動をすべきであって、結果として法令違反と評

価されても、責任は問われるべきでない、と説明

されることもあるのです。このような説明につい

て、森田先生はどのようにお考えでしょうか。 

○森田  それは未必の故意があるってことです

か。 

○加藤  私の理解が誤っているかもしれません

が、このような説明がされる場合、未必の故意に

言及されることはないような気がいたします。 

○森田  やはり未必の故意になるようなことは

あかんと思いますね。ですから、ずるい経営者や

ったら、それはやったらあかんよ、やったらあか

んよと言うておいて、何か事件が起こったら、そ

ういうふうに言うておいたということで責任免除

を言うね。でも、実際に世の中では、それをアキ

ューズする人が出てくるかもしれんね。それはし

ようがない。そのときは責任を負わんならんです

わ。 

○久保  加藤先生が今おっしゃったのは、野村

證券の事件みたいな場合を念頭に置かれていると

いうことなのですか。つまり、法的状態というの

が必ずしもはっきりしていない。ひょっとしたら

違法なのかもしれないけれども、適法なのかもし

れない。で、適法なのではないかなと思ってやっ

てみたら、実は後で違法だというふうにされまし

たと、そういうシチュエーションのことなのです

かね。未必の故意というか、違法だというのがは

っきりしているとか、そういう状況ではなくて…

…。 

○森田  ALI の「コーポレート・ガバナンスの

原理」の法令遵守の項目のところで、そういう議

論がされています。ですから、今まで一回も摘発

されたことがないのならば構わないのではないか

という議論はありますよ、確かに（笑）。そこに

はそう書いてあったと思います。 

○加藤  野村證券の事件は多分、未必の故意と

いうか、その当時は誰も違法だとはつゆ知らずと

いう、そういう事案だと思います。 

○森田  そうですね。 

○加藤  先ほどの私の質問も、事後的に違法で

はないと評価される可能性が相当程度存在する事

案を想定していたのですけれども。 

○森田  違法かもしれないということでやって

いいというのはないでしょう、それは（笑）。 

○加藤  なるほど。 

○川口  それこそ善管注意義務の範囲で議論す

るのではないですか。 

○久保  過失の有無のところで議論されるべき

話なのかなという気はいたします。この前、高橋

英治先生が民商法雑誌で書かれていたような（高

橋英治「リーガル・ジャッジメント・ルールと日
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本法――法状態が不明確な場合における経営判断

原則の適用可能性」（民商法雑誌 154巻３号（2018

年）421 頁以下））、ああいう話なのだろうと思

います。過失の有無の問題として考えればいいの

であって、違法かもしれないということでやっち

ゃったら全部アウトというふうにすると、逆にち

ょっと厳し過ぎるという議論もできるのではない

かとは思いますけれども。 

○森田  ちょっとシチュエーションはよく分か

りませんけれども、私は、それはないと思ってい

ます。つまり、法律の性質で、例えば誰も守って

いない法律とか、一回も検挙されたことがないと

か、そういうのは死んでいる法律ではないかとか、

そういうのはまだ分かりますけれども、きちんと

違法だというのが分かっているのならば、だめな

のではないですか。 

○久保  いや、たしか高橋先生が書かれていた

のは、違法かどうかが実はよく分からないから、

弁護士から意見書を取って、弁護士がゴーと言っ

てからやったのに、実はアウトでしたというシチ

ュエーションだったと思います。 

○森田  それは故意がないわけやね。 

○久保  故意がないというか、でも、違法の可

能性の認識はしているわけですね。そのときにア

ウトになるのか、セーフになるのかというところ

なのだろうと思うのです。この問題にはいろいろ

なバリエーションがあると思うのですけれども。

そのときに違法かもしれないという認識があれば、

もうその時点でアウトというふうにやると、萎縮

し過ぎるのではないですかという議論が一方であ

るのだろうと思うのです。 

 先ほどの森田先生のリスクは積極的に取るべき

だという話と、でも違法かもしれないと言ったら

ちょっとねという……。 

○森田  ですから、それは本日の私の一般的報

告ではなかなか答えにくい問題で、例えば不正支

出というのも、何で不正支出と言われているかと

いうと、クエスチョナブル・ペイメントと言われ

ているのです。クエスチョナブルということは、

違法性の判定について、合衆国法に基づいて違法

なのか、州法だけで違法なのか、それも本当に違

法なのかどうか、といったことです。あるいは、

ファシリテーション・ペイメントですか、賄賂を

渡さないと荷揚げしないと言われたら、渡さない

としようがないのではないかとか、そういう意味

で法令に違反しているのと違いますかと言われた

ら、それはそうかもしれません。だから、それは

個別の場面で検討していただきたいので、私が一

般的に答える問題ではないと思います。 

○久保  なるほど。それは違法とされている事

柄の性質によってもやはり変わってくるという…

…。 

○森田  そうですね。それは外国公務員贈賄罪

を規定した不正競争防止法を始めとする法令の解

釈でそれぞれ頑張ってもらうということでしょう。

私もこれから暇になりますからご意見を鑑定させ

ていただきますけど（笑）。 

○川口  本日は、森田ワールドをたっぷり聞か

せていただきました（笑）。また、それに対して

皆さんも積極的にご議論いただき、本当にありが

とうございました。 

それでは、本日の研究会を終了させていただき

たいと思います。 


