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2019年 2月 22日 
会社法・金融商品取引法の社会科学的研究                    同志社大学大学院司法研究科教授 森田章 
はじめにー制度論の研究者への道  中高は同志社でしたが、大学は神戸大学法学部に進みました。そこで、河本一郎先生と
ゼミ生として出会いました。気さくで学生思いで、ゼミ旅行に参加されるは勿論、ご家庭

にもお呼びいただき丹精を込めたバラの花や写真を見せていただき、ごちそうにもなりま

した。ゼミでは、解釈学よりは、実証的にその仕組みの機能を考察するような指導をされ

ました。3 年生では会社制度の成立についてソキエタスとコンメンダの経済学者の論文を

輪読しました。4 年生になるとレポートのテーマは、当時の会社法務の最先端のもの（例

えば従業員持株制度）を選ぶように指導され、私は企業の社会的責任を選びました。進路

について、司法試験合格の可能性をお尋ねすると、思いもよらず、大学院に行かないかと

言われました。  研究テーマは、当時の大学紛争の経験から、修正資本主義が必要だと考えていましたの
で、経営学修士のようになるかもしれませんが、企業の社会的責任でどうですかと申し上

げると、いいでしょうと言われました。  先生は、同テーマに関するアメリカの法律学者の先駆的な論文を探してきて下さるなど、
丁寧にご指導いただきました。大学院でのご指導はとても厳しく、プロとしての自覚を強

調されました。おかげで法学博士論文をまとめることができました。神戸学院大学に大学

院の最終年度から就職しました。  Yale Law School に留学することができて、法と経済の在り方を学びました。その一

部については後述します。  同志社大学には、1991 年 4 月に採用されました。 ロースクールを設置する場所として

寒梅館に落ち着いたことについては、当時の学生部長として、学友会の幹部の協力を得な

がら学生会館を建て替えるなかで増床スペースに、LSを設置しました。そこは室町幕府の

花の御所の跡地であり、寒梅館と名付けました。ロースクール生が寒さにこらえて頑張っ

て花を咲かせてほしいという願いがありました。現在までに約 500名の法曹が生まれてお

り、喜ばしい限りです。  さて制度論の研究こそが社会科学的研究であると考えてきました。以下に具体例を述べ
させていただきたいと思います。  
１．企業の社会的責任 
①問題意識  巨大企業が社会を動かしているが、企業はステークホルダーの利益に配慮して行動すべ
きではないか、公害をまき散らすことなど言語道断である。そこで、企業の社会的責任を

喚起する法制度はないのかと思って、研究者の道に入った。その成果が「現代企業の社会

的責任」（商事法務 78年）である。  バーリとドッドの論争  フォード判決  八幡製鉄政治献金事件判決 
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②株主提案権   この研究の成果として株主提案権制度が導入された。アメリカでは、巨大企業が反体制
派とコミュニケーションを持つチャネルとして機能するようにという SEC 委任状規則上

の制度であったが、我が国では会社法の株主民主主義の一環として位置づけられた。論文

の問題意識であった社会的問題について、会社と株主が株主提案権によって対話する制度

を思い描いていたが、そのような企業との対話のための最初の株主提案は、阪神電鉄の元

町商店街の株主による「馬券売り場設置反対」であった。我が国では、株主提案は、株主

総会の法的決議になるのであるから、商法秩序に従わねばならず、そのような提案をする

のであれば、業務執行の問題を株主総会が決議できるという定款変更議案を提出し、その

後に馬券売り場設置反対の決議をすべきであるとの法的な調整がなされ、前者の議案の採

決が否決されたので、馬券売り場設置反対の決議はされなかった。勧告的提案として馬券

売り場反対の議案を採決すれば良かったのにと思った。 
③対話の手段としての株主提案権  その後は、原子力発電に反対する株主が大いに利用してきた。これらの株主提案もまず
業務執行について総会が決議できる旨の定款変更が先だって決議されるべきことになる

が、電力会社側は、どうせ可決されないから勧告的提案のように、「打たせてとる」とい

う方針で対話を重視してきた。このようにして、巨大企業が、その社会的側面について株

主と対話することができる制度が実現されたのは、大きな喜びであった。ソーシャル・チ

ェンジング・アトモスフィアへの会社としての対応のチャネルといえよう。  
④会社決議としての株主提案権  わが国では、会社の決議としての株主提案権の充実が図られて、しかも SECの関与もな

いので濫用事例もあるようでその防止対策の会社法改正が議論されている。しかし、ごく

最近の伊藤忠商事のデサントに対する敵対的公開買付のような事例では、取締役の選任競

争が経営者と平等の手段でなされることになっている。これは行き過ぎた株主民主主義で

はないかとも思われる。 
⑤アメリカの株主民主主義の実態   委任状争奪戦  株主総会の実情調査  ウインター教授の主張 RACE FOR THE BOTTOM  
２．金融の証券化 
①有価証券概念の拡大 豊田商事事件 
②抵当証券業法 業務分野の争い  「投資者保護の法理」日本評論社 1990年 
③行政指導の限界 大和管財事件 
④金融制度改革の実現  投資者保護水準の振り分け 
⑤企業財務制度研究会編「証券化の理論と実務」 
（編集代表岩原=小野=森田）1992年中央経済社  
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３．適合性の原則 レッセフェールの修正 
①問題の所在 ワラント訴訟  
②レッセフェールの修正 ガウアー教授の報告書  「証券会社の投資勧誘と自己責任原則」民商法雑誌の特集号 113巻４・５号 1996年 
③日本証券経済研究所証券取引法研究会の議論  「裁判外紛争処理制度の構築と問題点」2003年 
④顧客カードの整備  
４．開示規制 
①ソフト・インフォメーションの開示 
②アメリカのインサイダー取引禁止規定 
③日本のインサイダー取引規定の改正の必要性  毎日新聞時代の目 1989年 3月 28日参照 
  「インサイダー取引」講談社現代新書 1991年  
④証券市場への開示方法の多様性  取引所の適時開示政策 
⑤レギュレーション FD  情報開示の原則自由の確認の必要性 
⑥21条の 2を見直して、①を強化する  
５．公益事業会社のコーポレートガバナンス 
①Takingsの問題 公益事業の独占料金  アメリカでは、修正第５条の Takings 条項の問題を生じさせるので、電力会社の株主の

利益は確保されなければならないと考えられている（拙稿同志社法学 53巻 9号 2002年「電

力会社のコーポレート・ガバナンス」、「同再論」NBL953 号 26 頁）。そこで紹介した

Hope 判決は、料金決定が投資者と消費者との利益をバランスさせることが必要であると

し、正当な投資者の利益には、規制を受ける会社の財務上の健全性が含まれる。 
②原子力発電事業者  竹内昭夫先生が、賠償義務履行のため「原子力事業者に著しい負担を負わせる」ことに
なってはいけないといわれていた。 
③株主の財産権  日本経済新聞経済教室 2011年 7月 12日  具体的にいえば、上記の政府のスキームにおける機構は、政府の機関として原子力損害
賠償の支払い責任を負うことを宣言して、原子力事業者の無限責任を解放すべきである。 
 

６．取締役の善管注意義務 
①善管注意義務による法の実現  アメリカでは、 株主代表訴訟という手段で私人による法のエンフォースメントの活用に
ついて否定的な考え方が主流である。  米国法律協会のコーポレートガバナンス第Ⅶ部第一章における派生訴訟の規定について
の導入的注記において、次のように述べられている（AMERICAN LAW INSTITUTE 
PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE ：ANALYSIS AND 
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RECOMMENDATIONS Ⅶ Chapter 1,The Derivative Action ,Introductory Note: 1994 ）。

「派生訴訟は、19世紀中葉に英国およびアメリカで認められたものであり、株主が適切な

場合に会社を代表して派生的に訴訟を提起することを法が許す制度である。いかなる事例

が適切な場合に当たるのかが大きな問題である。一方では、経営者の株主に対する義務が

潜在的な法を形成する場合には、法的救済が必要である。・・・他方では、会社内の取引

は、意見の違いによって影響されないことは殆どないし、裁判所の絶対に正しい判断もな

い。それゆえ、もしも取引等がせいぜい一人の株主の判断によって多額の責任を負わされ

かねないというのであっては、取締役は、自らが事件にさらされた地位にいると考えるの

ももっともなこととなる。 
これらの間のバランスをとるためには、派生訴訟は、経営者の不当行為に対しての株主

への主要な保護を与えるものと認識されるべきではない。会社役員が責任あるようにさせ

る多様な社会的および市場における圧力が機能している。経営者の専門的水準、社外取締

役の監督、市場の制裁的な力、株主の議決権などのメカニズムであり、それに政府機関の

規制権限が、私的訴訟がなくても重要な保護を提供している。・・・ 
  派生訴訟の社会的有益性は、より大きな政府規制との選択肢との関係で判断される。・

・・長年にわたり、私的訴訟による法の強制の利用可能性が、公的な強制および会社行動

に対する官僚的監督の必要性を減少させるものとされてきた。・・・しかしながら、派生

訴訟による私人による法の強制は、理想化されてはならない。会社内部の訴訟に伴う社会

的コストが、それによる利益を上回るという経験をしてきた。概括的にいえば、善管注意

義務に違反した場合の民事責任の虞は、経営者がリスクテイクしようとするインセンテイ

ブを減少させることとなり、その結果株主および経済一般に損失を生じさせることにな

る。」として、株主代表訴訟制度が果たすべき役割の限界を指摘している。 
②債権者のための責任追及 
  中小の会社で、社長から請われるままに名目だけだと思って取締役に就任した取締役が、

当該会社が倒産したときに、その会社の債権者から損害賠償請求を受け、裁判所がその請

求を認めるという判例が少なからず存在してきた。このような判例を代表する最高裁判所

の判示は、次のようである（昭和 48年 5月 22日民集 27巻 5号 655頁）。すなわち、「取

締役は、会社に対し、取締役会に上程された事項についてのみならず、代表取締役の業務

執行全体についてこれを監視し、必要があれば代表取締役に対し、取締役会を招集するこ

とを求め、または自らそれを招集し、取締役会を通じて業務の執行が適正に行われるよう

にすべき職責を有する」としている。この最高裁判所判例の事例では、取締役会や株主総

会がほとんど開催されないという状況であった。 
③銀行取締役の責任追及  バブル期の銀行の破綻については、監督当局の護送船団方式による行政指導の責任こそ
が問われるべきかもしれない（服部泰彦「拓銀の経営破綻とコーポレートガバナンス」立

命館経営学 41巻 5号 31頁 2003年）。  それなのにわが国の債権者保護法制は、銀行取締役の任務懈怠責任によって破綻銀行の
債権者保護を図るという査定という制度がある。これは、言語道断である（拙著日本の資

本主義と会社法 97頁 中央経済社 2014年）。銀行の与信リスクは、監督当局の銀行法上

のリスク管理規制によって解決されるべき事柄であるといえよう。 
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 リスク管理は内部統制によるべきであって、善管注意義務による調査ではない。 
 

７．善管注意義務の水準を用いない方法の立法提言  最高裁判例  八幡製鉄政治献金事件  アパマン事件   以上のことから、会社法 355条第 2項及び第 3項の立法を提言したい。 
会社法 355条第 2項 
「上場会社（監査役会を設置するものを除く）の取締役は，次の各号を満たすときは、前

項の職務の忠実な遂行がみなされる。 
1 号 経営判断対象に利害関係を有しないこと 
2 号 経営判断対象に関し，当該取締役が当該状況下で適当であると合理的に信ずる程度
に知識を有したこと、かつ 
3 号 当該経営判断が会社の最善の利益の合目的根拠を有したこと」 
会社法 355条 3項 
「監査役会を設置する上場会社の取締役は、前項各号を満たすときは第１項の職務の遂

行がみなされる。」   355 条第 2 項の提言は、取締役の善管注意義務についての裁判所の審査を回避しようと

するものである。我が国においては、アメリカにおける妨訴抗弁のような制度がないので、

推定規定よりも、みなし規定のほうが機能しやすいと考える。  355条第 3項の提言は、上記第 2項に加えて、取締役の「法令及び定款」の遵守につい

ても裁判所の審査を回避するものである。監査役会を設置する上場会社にあっては、法令

遵守の履行を確実ならしめる制度が整備され、取締役の善管注意義務という抽象的な概念

の果たすべき機能は、コーポレートガバナンスの整備によって限定的なものになっている。

取締役会においては、監査役が意見を述べるだけでなく、社外取締役が存在して監督を行

うようになっている。これに加えて、常勤監査役の往査も期待できるからである。 
このことによって、グローバルな資本主義社会の展開において、リスクテイクへの促進

が期待される。 
 

８．善管注意義務のインフラ整備 
取締役の善管注意義務は、コーポレート・ガバナンス（法人の管理機構）の整備によっ

て、その機能の枠組みの設定が可能となった。内部統制の普及である。法的インフラとし

てリスクテイクすることにともなう民事責任の追及からの回避が喫緊の課題である。 
拙著「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」は、取締役の監

視義務が善管注意義務の履行によってなされるのではなく内部統制システムによって行わ

れるべきこと、経営判断には裁量権が原則として認められるべきことを主張し、取締役の

任務遂行は、原則として適法になされることとして、善管注意義務の直接適用の場面がき

わめて限定的となることを提言している。 
なお、岩原教授も、内部統制についての銀行役員の善管注意義務については、信頼の法

理を認めるような指摘をされている。上記立法がなされることを強く期待する。 
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