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Ⅰ　はじめに

本稿は，企業グループにおける企業統治の健全性確保に関する諸問題に
ついての比較法的考察を行うものである

（ 1 ）

。筆者は，いわゆる多重代表訴訟
制度（会社 847 条の 3 第 1 項ないし 10 項）が導入された平成 26（2014）
年改正会社法を契機に，同制度に関連した会社法上の諸問題点として「持
株会社の運営と責任」，および，「子会社における少数派株主の保護の必要
性」について検討した雑駁な内容の論文を公表した

（ 2 ）

。
周知のとおり，「純粋持株会社」は，昭和 22（1947）年独占禁止法制定

以来，その「事業支配力の過度の集中を防止する必要性がある」という理
由から全面的に禁止されてきた。ところが，企業のグループ運営の合理化
を図るべく，平成 9（1997）年改正独占禁止法により純粋持株会社の設立が
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解禁された経緯がある
（ 3 ）

。経済産業省の実態調査をみると，平成 26（2014）
年度末における純粋持株会社の数は 485 社にまで上っており，とりわけ親
会社を有する純粋持株会社は 74 社（全体に占める割合 15.3％）となってい
る

（ 4 ）

。このように，企業のグループ運営において，純粋持株会社をグループ
のリーディング企業とする組織形態と業績管理システムを採用する企業グ
ループが増える傾向にある

（ 5 ）

。この場合におけるリーディング企業は，その
傘下の従属会社が発行する株式の 100％を保有することによって，グルー
プ傘下における完全子会社の事業をコントロールすることだけを目的とし
て創設されたいわゆるグループホールディングスとして位置づけられる場
合が一般的である。

学説上においては，企業グループ傘下の子会社に少数派株主が存在しな
い純粋持株会社の組織体系の下で，親子会社間の利益相反取引から子会社
に損害が生じた場合には，完全親会社の少数派株主の利益を保護する必要
性がある，という問題提起がなされていた

（ 6 ）

。このような問題点については，
平成 26（2014）年改正会社法により，企業グループにおいて会社法上の
一定の要件を満たす最終完全親会社等の少数株主は，対象子会社のために
同社の取締役等の責任を追及する訴えを提起できるようになり（会社 847
条の 3 第 1 項），これにより，最終完全親会社等の少数派株主の利益を保
護するための立法的課題は一応解決されたといってよかろう

（ 7 ）

。しかし企業
のグループ化が著しく進展している中で，自然人である大株主を含む親会
社等の多数派株主とその子会社の少数派株主および債権者との利益衝突を
事前に予防し，事後的にどのように問題解決をすればいいのか，という会
社法上の諸問題はまだ解決されていない重要な立法上の課題であるように
思われる

（ 8 ）

。
なお本稿は，株式交換や株式移転といった組織再編行為によって創設さ

れた完全親子会社関係における純粋持株会社を検討の対象とするのではな
く，純粋持株会社または事業持株会社（以下，「持株会社」という）の傘
下子会社に少数派株主が存在する場合における親子会社の規律関係を検討
の対象とするものである。
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注
（ 1 ） 会社法上では，「当該株式会社及びその子会社から成る」ものを指

して「企業集団」と呼んでいるが（会社 348 条 3 項 4 号・362 条 4 項
6 号・399 条の 13 第 1 項 1 号ハ・416 条 1 項 1 号ホ），本稿では「企業
グループ」という用語を用いる。

（ 2 ） 洪（筆者旧姓〔以下同じ〕）済植「支配株主の経営責任――持株会
社の運営と責任を中心に――」関西商事法研究会編『会社法改正の潮
流――理論と実務――』192 頁以下（新日本法規，2014 年）。

（ 3 ） 「持株会社解禁を図る独占禁止法改正案の国会提出」の内容につい
ては，商事 1452 号 2 頁以下（1997 年）を参照されたい。

（ 4 ） 経済産業省平成 27 年純粋持株会社実態調査――平成 26 年度実
績 ―― 調 査 結 果 の 概 要（https://www.meti.go.jp/stati　stics/tyo/
mochikabu/result-2/h27chousa.html〔最終閲覧日 2022 年 7 月 29 日〕）
参照。なお東京証券取引所の上場会社は約 3800 社あるが，そのうち
13％にあたる約 500 社が持株会社を採用している（2021 年 1 月現在）。

（ 5 ） 宮島英昭「グローバル企業のグループガバナンス――企業価値の向
上に向けて――」商事 2211 号 6 頁以下（2019 年）参照。

（ 6 ） 子会社の事業方針に関する決定は，その唯一の株主である純粋持株
会社の取締役が直接に関与することになる。この場合において，例え
ば親子会社間の利益相反取引から子会社に生じた損害に対する責任追
及を，親会社の取締役に期待するのはなかなか困難なことであるかの
ように思われる（畠田公明「純粋持株会社と株主代表訴訟」ジュリ
1140 号 16 頁（1998 年）参照）。

（ 7 ） すなわち，100 分の 1 以上の議決権（または発行済株式の 100 分の 1
以上の数の株式）を有する最終完全親会社等の株主であり（会社 847
条の 3 第 1 項），なおかつ当該株主が訴えを提起しようとする対象子
会社の株式の帳簿価額が親会社の総資産額の５分の１を超えていれば

（同条の３第４項），多重代表訴訟を利用できる（前田雅弘「親会社株
主の保護」ジュリ 1439 号 40 頁以下（2012 年），龍田節＝前田雅弘『会
社法大要〔第 3 版〕』190 頁以下（有斐閣，2022 年）参照。

（ 8 ） 大和正史「子会社の少数株主・債権者の保護」ジュリ 1140 号 22 頁
以下（1998 年），洪 済植「親会社等の経営責任」島法 61 巻 3・4 号
135 頁以下（2018 年）参照。
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Ⅱ　問題の所在

1　親子会社の定義について
企業グループにおいて，親子会社間の取引関係を規律するためには，ま

ずはその定義を明確にする必要がある。会社法上，どのような場合に親会
社・子会社の関係が認められるかという判定基準については，同法と法務
省令（会社法施行規則）の定義規定が詳細に定めている

（ 9 ）

。
会社法上，親子会社関係であるか否かに関する判定基準は複雑である。

なぜなら，会社法の下では，親会社・子会社に該当するか否かの判断につ
いては，会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を所有すると
いった株式保有の形式的な基準以外にも，「会社等」が「株式会社」の経営（＝
財務及び事業の方針の決定）を支配しているか否か，という経営支配的な
実質的側面を勘案して判定しているからである

（10）

。
（1） 子会社
会社法上，子会社とは，「会社が他の会社等の経営を支配している場合

における当該他の会社等をいう」（会社 2 条 3 号，会社則 3 条 1 項）
（11）

。ここ
にいう子会社の判定基準においては，議決権の過半数といった形式的な基
準だけではなく，「会社」が「他の会社等」の経営を実質的に支配してい
るか否かという実質的な要素を加味して判定しており，会社法 2 条 1 号の
会社（外国会社を含む）以外に，組合（外国における組合に相当するもの
を含む）その他これらに準ずる事業体も会社法上の子会社になり得る

（12）

。以
下本章では，便宜上 P 社が親会社，Q 社がその子会社となる場合を想定
して親子会社関係の定義について簡潔に説明する。

ここで特記すべきところは，会社が他の会社等の経営を実質的に支配し
ているか否かが親子会社関係に関する判定基準の法解釈上の重要なポイン
トになっている，という点である。P 社が自己の計算において Q 社の議
決権総数の 50％を超える議決権数を保有する場合は，原則として Q 社は
P 社の子会社になる（会社則 3 条 3 項 1 号）。しかし，たとい P 社がその
ような形式的な基準を満たす場合であっても，Q 社が破産裁判所により破
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産手続きの開始が決定されるとともに破産管財人のもとで法的な倒産処理
手続中であれば（会社則 3 条 3 項 1 号ハ），実質的な基準からすると P 社
は Q 社の経営を一手に掌握しているとはいえないから，そのような場合
には Q 社が P 社の子会社でないと判定する

（13）

。
これに対して，① P 社が Q 社の議決権の 40％以上を自己の計算で所有

し，かつ次のような一定の要件を満たす場合，すなわち㋐ Q 社の取締役
会等の構成員の過半数を P 社の役職員等が占めている（会社則 3 条 3 項 2
号ロ），㋑ P 社が Q 社の重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等
が存在する（会社則 3 条 3 項 2 号ハ），㋒ P 社の Q 社への融資比率（債務
保証等含む）が 50％を超えている（会社則 3 条 3 項 2 号ニ）場合のほか，
② Q 社の議決権総数に対する P 社所有等議決権数の割合が 50％を超えて，
かつ上記㋐ないし㋒等の要件のいずれかがある場合（会社則 3 条 3 項 3 号）
は，P 社は Q 社の経営を実質的に支配しているといえるから，Q 社が P
社の子会社であると判定する

（14）

。
なお会社法 2 条 3 号および会社法施行規則 3 条 1 項の定める子会社と，

同法上の会社でない外国会社が他の会社等の経営を支配している場合の会
社等と併せて，「子会社等」という（会社 2 条 3 号の 2）

（15）

。
（2） 親会社等
会社法は，「株式会社」の経営を支配している「会社等」に該当すれば，

当該会社等を親会社であると判定し，その親会社に該当する会社等とそれ
以外の者（法人を除く）とを併せて「親会社等」という（会社 2 条 4 号の 2，
会社則 3 条の 2 第 2 項参照）

（16）

。周知のとおり，平成 26 年改正会社法によっ
て特別支配株主の株式等売渡請求という制度が立法化されており，ここに
いう「特別支配株主」とは対象会社の総株主の議決権の 9 割（これを上回
る割合を定款で定めた場合はその割合）以上を有する者をいう（会社 179
条 1 項，会社則 33 条の 4 参照）と定義される

（17）

。しかし会社法およびその
施行規則 2 条（定義）の規定において，会社法上の「支配株主」という用
語に対しては明確にその意味を捉えるための法的概念を設けていない

（18）

。
前記の会社法上の親会社等という用語に対し，東京証券取引所（以下，「東
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証」という）の上場規則である有価証券上場規程では「支配株主」という
用語を用いる。同規程をみると，支配株主とは「親会社又は議決権の過半
数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう」と
定められている

（19）

。ちなみに，会社法上の「親会社等」という概念には会社
等以外の自然人である支配株主を含むものと解されるが，例えば Y（自然
人株主）が P 社（株式会社）の総株主の議決権の 49％を自己の計算で所
有する場合は，前記の会社法上の親会社等にならない。しかし，残りの残
余議決権が他の株主に広く分散している場合は，Y は P 社の経営を支配
している支配株主であるといえよう。この点，P 社に対して事実上の影響
力を有する Y が自己または第三者の利益を追求するために P 社の取締役
等に対して指図をすることによって，P 社と Q 社との間で利益相反取引
が行われた場合は，Y の責任をどのように追及すればよいかが問題となる

（20）

。

2　子会社の少数派株主の利益保護の必要性
会社法は，株式会社（以下，「会社」という）とその取締役等との間に

おいて利益が衝突する取引については，会社の利益を保護するために厳格
な規制を行っている

（21）

。すなわち取締役等は，競業取引を行い，または利益
相反取引を行う場合には，その取引につき重要な事実を事前に開示した上
で取締役会の承認を得る必要があり（会社 365 条 1 項），なおかつ当該取
引をした取締役等は取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締
役会に報告する必要がある（会社 365 条 2 項・976 条 23 号〔過料制裁〕）

（22）

。
しかも会社法は，会社とその取締役等との利益相反取引のうち，取締役

等が当事者として会社と直接取引をした場合（会社 356 条 1 項 2 号）にお
ける取締役等の会社に対する責任（会社 423 条 1 項）については無過失責
任，すなわち当該取締役等の責めに帰することができない事由による任務
懈怠であったときにも当該取締役等は会社に生じた損害を賠償すべき責任
を負うとしており（会社 428 条 1 項），かかる場合には責任の一部免除（会
社 425 条ないし 427 条）も認められていない（会社 428 条 2 項）

（23）

。
しかし「企業グループ」において，親会社等

（24）

とその子会社等との利益が
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衝突する場面での諸問題点にかんがみると，会社とその取締役等との間で
利益相反取引が行われる場合以上に，親会社等は，子会社等の経営方針を
決定し，または事実上の影響力を及ぼすことも可能であるから，親会社等
と子会社等との間の利益相反取引では子会社等の利益が害されるおそれが
ある

（25）

。
周知のように，日本の全国証券取引所における上場会社を対象とした親

子上場の推移をみると，親会社が子会社を新規に上場させることで親子会
社が共に上場会社となるいわゆる「親子上場」の形態が一貫して増加傾向
にあり，しかもかかる傾向は世界の証券取引市場においても顕著な現象と
して知られている

（26）

。近時，企業グループにおいて親会社が子会社を上場し
た後，東証において新たに親会社になった会社が当該子会社の少数派株主
の利益を侵害する事例が散見されており，かかる事例に照らして考えてみ
れば企業グループにおける企業統治の健全性（企業不祥事防止を含むコン
プライアンス体制）を確保することが求められているといえよう

（27）

。こうし
た事例の中においても，特に実態（親会社による企業グループ内での事業
機会や事業分野の調整・配分）が不明な事例があったとする指摘は，企業
グループ内における親子会社間の不公正取引から子会社の少数派株主およ
び債権者の利益を保護するための法制度上の方策を講じる必要性がある，
という証左ではなかろうか

（28）

。

3　検討対象
前述のように，親会社等は，資本多数決の原則に基づいて子会社等の「財

務及び事業の方針」の決定を支配できる力を有する存在として位置づけら
れる

（29）

。企業グループ内の取引において，親会社等が子会社等に対する支配
的影響力を行使することによって，特に第三者の利益を追求する蓋然性は
高いと考えられる

（30）

。このことは，会社経営を担う取締役等への事実上の影
響力を有する支配株主の会社または第三者に対する責任が問われた裁判例
からも裏付けられている

（31）

。
一般に企業グループ内における親子会社間の取引は，子会社等の経営に
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対する親会社等の指揮・管理のもとで取引が行われるのが通常である
（32）

。こ
の場合において，グループ本社として位置づけられる親会社等が子会社等
の株主総会等での議決権行使を通じて子会社等の経営方針に関与すること
は，企業グループにおける経営戦略上，グループとしての企業価値の最大
化を図る上で欠かせない合理的な経営判断として求められる事項でもある

（33）

。
本稿で検討の対象とするのは，企業グループにおける親子会社間の取引

において，親会社等がグループ企業全体の利益を図るよりも自己または第
三者の利益を図るために親会社等が子会社等の経営判断に不当に関与した
結果として，子会社等の利益を犠牲にすることでその会社の少数派株主お
よび債権者の経済的利益が害されるような場面である

（34）

。この点，企業グルー
プにおける親会社と下請子会社・関連会社との取引において，資本的支配
関係を利用した不当取引行為に関する事例（不合理かつ一方的な価格引き
下げなど）が一般的にみられることからすれば，経営支配的地位にある親
会社等の子会社等への不当な経営関与による利益侵害行為を防止し，企業
グループにおけるコーポレート・ガバナンスの健全性を図る必要性は十分
にあると考える

（35）

。

4　本稿の目的および順序
前述のように，本稿は，「純粋持株会社」を検討の対象とするのではな

く，子会社の株式を保有することによって企業グループを指揮管理する一
方，自らも事業活動を行う「事業持株会社」が親会社となる場合の親子会
社関係における法的諸問題を検討の対象としている。本稿のねらいは，企
業のグループ運営において，親会社等がその子会社の取締役等が行う経営
判断に対して不当に関与する行為（以下，「権限濫用行為」という）

（36）

から，
子会社の少数派株主および債権者の利益を保護し，少数株主の権利（以下，

「少数株主権」という）
（37）

に関する法制度上の諸問題を検討することにある。
企業のグループ運営において，子会社の少数派株主および債権者の利益

を保護するとともに，その権利を強化することによってグループ企業の健
全なガバナンス体制を確立するためには，会社法上の諸問題のうち，次の
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ような問題点を優先的に解決すべきであると考える。
第 1 に，会社法上，親会社等の権限濫用行為を規制するための法理に関

する諸問題を明らかにし，その問題点を改善するための法制度のあり方に
ついて検討する必要がある

（38）

。
第 2 に，企業のグループ運営において，親会社等の利益はもとより究極

的にグループ全体の利益を追求するためには，子会社等の企業価値を向上
させる必要があると考える

（39）

。
親会社等の子会社等に対する合理的な経営方針の決定について反対する

少数派株主が存在する場合には，特別支配株主に該当する親会社等（ただ
し，特別支配株主は 1 人または 1 社でなければならない）は株式等売渡請
求権（会社 179 条 1 項）に基づいたスクイーズ・アウトを実施することに
よって，企業のグループ運営の合理化を図りつつ，究極的には企業グルー
プ全体の利益を実現させるための経営判断を行う必要がある

（40）

。その理由は，
親会社等は，グループ傘下の子会社が行う一定規模以上の新規事業に関与
することによって，子会社の企業価値を向上させる必要性があるなど，企
業のグループ運営の多くの事案において迅速な経営判断が求められる場合
があると考えられるからである

（41）

。もっとも，筆者は，近時の会社法改正が
経営者中心主義的な立法傾向にあるなかで，グループ運営における企業統
治の健全性を確保するという観点からすると，親会社等の権限濫用行為を
牽制できる少数株主権を子会社の少数株主に与えることによって，少数派
株主の経営監視機能を高める必要があると考える立場である

（42）

。
本稿は，親会社等の権限濫用行為規制に関する法理論とその実証的な研

究を行うために事例分析を行う。事例分析においては，先行研究でみられ
なかった事案として，英米および日韓における親会社等の権限濫用行為に
関する主要裁判例を取り上げる。

本稿は，まずⅢで英国法における背後取締役の責任に関する主要裁判例
として Re Hydrodan （Corby） Ltd 事件，米国法における親子会社間の自
己取引に関する主要裁判例として Sinclair Oil Corp. v. Levien 事件を取り
上げ，検討する。その次に，Ⅳで日本法における事実上の取締役の責任に
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関する下級審裁判例（京都地判平成 4 年 2 月 5 日判例時報 1436 号 115 頁），
韓国法における業務執行指図人の責任に関する下級審裁判例（大邱地方裁
判所金泉支部 2009.5.1.，宣告，2008 ガハプ 1074，判決）を取り上げ，親
会社等の責任を基礎づける法理として法人格否認の法理と事実上の取締役
法理との違いについて検討する。Ⅴでは，会社法上，非取締役等のうちで
事実上の取締役として会社または第三者に対する責任を追及することが可
能な場合として，経営者の法的責任の枠組みについて検討する。最後に，
Ⅵでは本稿での論点に対する考えをまとめ，今後検討すべき課題について
述べる。

注
（ 9 ） 龍田＝前田・前掲（注 7）534 頁以下，江頭憲治郎『株式会社法〔第

8 版〕』8 頁（注 12）（有斐閣，2021 年）参照。
（10） 龍田＝前田・前掲（注 7）534 頁以下，江頭・前掲（注 9）8 頁（注

12）。
（11） 田中亘『会社法〔第 3 版〕』51 頁以下（東京大学出版会，2021 年）。
（12） 田中・前掲（注 11）51 頁，江頭・前掲（注 9）8 頁（注 12）。
（13） 龍田＝前田・前掲（注 7）534 頁参照。
（14） 江頭・前掲（注 9）8 頁（注 12）。
（15） 田中・前掲（注 11）53 頁。
（16） 田中・前掲（注 11）53 頁。
（17） 龍田＝前田・前掲（注 7）306 頁以下参照。
（18） 会社法および会社法施行規則 2 条参照。
（19） 有価証券上場規程 2 条 42 号の 2，施行規則 3 条の 2 参照。
（20） 田中・前掲（注 11）53 頁参照。
（21） 前田庸『会社法入門（第 13 版）』439 頁以下（有斐閣，2018 年）。
（22） 取締役会設置会社以外の会社においては，報告義務については規定

されていない（前田・前掲（注 21）441 頁）。 
（23） 江頭・前掲（注 9）498 頁参照。
（24） 企業グループにおいて，前述Ⅱ１（2）でいう親会社のほか，持株

会社または支配会社という用語が使われるが，持株会社は，会社法上
の用語でなく，独占禁止法上の用語である。前述のとおり，会社法上，
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P 社が Q 社の総株主の議決権の過半数を有するとき，P 社を Q 社の親
会社という（会社 2 条 3 号 4 号参照）。しかし，独占禁止法 9 条 4 項
1 号によれば，会社法上の親会社である P 社は Q 社の持株会社ともい
える。用語上の相違点としては，企業グループ全体の経営戦略の中に
おいて，グループ系列会社の中枢的な役割を担う存在として位置づけ
られる親会社が，①事業持株会社なのか，それとも②純粋持株会社な
のかによって，その指揮・管理を受ける子会社が独立した事業体であ
るか否かの違いがある。一般に子会社に独立した事業体としての事業
活動を求められるのは，②の場合であり，親子会社としての一体的関
係性が強いのは①の場合である（洪・前掲（注 2）195 頁以下参照。
なお持株会社に関する実務書として，發知敏雄ほか『持株会社の実務

〔第 9 版〕』4 頁（東洋経済新報社，2021 年）参照）。
（25） 関本正樹「支配株主・支配的な株主を有する上場会社における少数

株主保護――東証研究会「中間整理」の解説――」商事 2243 号 22 頁
以下（2020 年），高橋均『グループ会社リスク管理の法務〔第 3 版〕』
94 頁以下（中央経済社，2018 年），大和・前掲（注 8）22 頁以下，江頭・
前掲（注 9）464 頁参照。

（26） 宍戸善一ほか「親子上場をめぐる議論に対する問題提起〔上〕――法
と経済学の観点から――」商事 1898 号 40 頁〔図表 1〕（2010 年）参照。

（27） 上場子会社において利益相反取引が生じ得る具体的な場面について
は，経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針

（グループガイドライン）」122 頁（2019 年 6 月 28 日（https://www.
meti.go.jp/press/2019/06/20190628003/20190628003.html〔最終閲覧日
2022 年 7 月 23 日〕））参照。

（28） 関本・前掲（注 25）23 頁参照。
（29） P 社の自然人株主 X が自己の計算で Q 社の議決権総数の 50％超を

所有する場合，X は Q 社の「親会社」ではないが，法解釈上では「親
会社等」であると解される（会社法 2 条 4 号の 2，会社法施行規則 3
条の 2 第 2 項参照）。

（30） 江頭・前掲（注 9）498 頁注（7）参照。
（31） 岩原紳作編『会社法コンメンタール〔9〕』235 頁以下〔森本　滋〕，

402 頁以下〔吉原和志〕（商事法務，2014 年），大川済植「事実上の取
締役の法理に関する再考察」齋藤真紀ほか編『企業と法をめぐる現代
的課題（川濵昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生還
暦記念）』342 頁以下（商事法務，2021 年）参照。
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（32） 疋田正彦＝樋口周一「『グループ・ガバナンス・システムに関する
実務指針』（グループガイドライン）の解説〔上〕」商事 2204 号 18
頁以下（2019 年），武井一浩「上場子会社のガバナンス〔Ⅳ〕」商事
2208 号 28 頁以下（2019 年），高橋・前掲（注 25）95 頁参照。

（33） 疋田＝樋口（前掲・注 32）19 頁，武井・前掲（注 32）28 頁以下参照。
（34） 高橋・前掲（注 25）95 頁参照。
（35） 経済産業省・前掲（注 27）121 頁以下参照。
（36） 本文でいう親会社等の「権限濫用行為」とは，企業グループの親子

会社間の取引において親会社等が自己または第三者の利益を追求する
ためにその子会社等の経営に不当に関与する場合をいい，いわば非通
例的取引を意味する。

（37） 一般に講学上，会社の経営支配権を有する者を指して「支配株主」
といい，その対称的な概念として「少数株主」，「少数派株主」という
用語が併用されている。しかし会社法上では，用語の定義上の問題が
存在するので両者を使い分けるべきである。会社法上，「少数株主」は，
例えば公開会社の株主の株主総会招集請求権（会社 297 条 1 項，4 項）
のように株主がその持株（議決権の割合）を合算することによって「少
数株主権」の行使要件を満たした場合の当該株主を指す意味として使
われる用語である。これに対し，「少数派株主」は，会社の経営支配
をめぐる争いが生じる場合において，多数派株主への対称概念として
使われる用語である（洪 済植「支配株主等の法的責任と監視機能（一）」
八戸大学紀要 32 号 121 頁（注 3）（2006 年）参照）。

（38） 会社法上，親会社等の違法行為（例えば親子会社間の利益相反取引
など）を規律するための事前抑止的なルールとして，子会社の株主ま
たは監査役等の監査機関は同社の取締役等に対してその任務懈怠（会
社 423 条 1 項）を理由に違法行為の差止を請求すること（会社 360 条・
385 条・399 条の 6・407 条・422 条）が可能であり，かつ事後的には
同社に損害が生じた場合は株主代表訴訟を提起することも可能であ
る。しかしこれらのルールは，親会社等の非通例的取引から子会社の
少数派株主の利益を保護するためにその機能を十分に果たしていると
はいえないであろう（洪・前掲（注 2）207 頁以下参照）。

（39） 企業グループにおける親子会社間の経済的・経営的統合のメリットお
よびその必要性については，（津野田一馬「親子上場再考〔上〕――子
会社役員人事の視点から――」商事 2277 号 6 頁以下（2021 年）参照。

（40） 田中・前掲（注 11）635 頁以下，636 頁（コラム 9-8），639 頁以下参照。
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（41） 藤原雄三『支配株主の責任と少数者株主の保護』1 頁以下（北海道
大学図書刊行会，1992 年）参照。

（42） 洪・前掲（注 8）85 頁以下参照。
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Ⅲ　英米法

1　英国法における背後取締役の責任に関する裁判例
（1） Re Hydrodan （Corby） Ltd

（43）

ア　事案の概要 
企業グループの最終完全親会社である Eagle Trust plc（以下，「親会社 」

という）の傘下には，親会社の全額出資による子会社である Midland 
City Partnerships Ltd（以下，「MCP」という）とその MCP が全額出資
することによって設立された子会社である Landsaver MCP Ltd（以下，

「Landsaver19」という）があり，さらに Landsaver19 の全額出資による
子会社として Hydrodan（Corby） Ltd （以下，「子会社 Hydrodan」という）
があった

（44）

。
親会社の孫会社にあたる子会社Hydrodanには2人の法人取締役（corporate 

directors）が存在していた
（45）

。1986 年 3 月頃，親会社の two Channel Island 
companies で あ る Tuscan Investments Ltd お よ び Ithaca Investments 
Ltd は子会社 Hydrodan の法人取締役として選任されたが，子会社の取締
役としての職務を遂行しない名目的取締役にすぎなかった

（46）

。
本件は，企業グループにおいて，親会社の間接的完全所有子会社（a 

wholly-owned indirect subsidiary）である Hydrodan を整理清算する過程
において，同社の清算人（liquidator：以下，「X」という）によって訴え
が提起された事件である

（47）

。すなわち 1993 年 2 月頃，X（原告・被控訴人）
は，子会社 Hydrodan が破産し清算結了前に同社が不当に取引されていた
と主張し，親会社の取締役である Mr Thomas（以下，「Y₁」という）お
よび Dr Hardwick（以下，「Y₂」という）〔against two of the directors of 
Eagle Trust plc〕に対し，子会社 Hydrodan の業務と関連して子会社の事
実上の取締役（de facto directors）または背後取締役（shadow directors）
として 1986 年破産法 214 条（s214 of the Insolvency Act 1986）の定め
る不当取引（wrongful trading）に関する責任を負うべきであるとして，
Northampton County Court（州裁判所）に訴えを提起した（以下，「本件
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訴え」という）のが本件事案である
（48）

。
本件訴えにおいて，X は，子会社 Hydrodan の清算手続に関する申立書

（the winding-up petition）が提出された 1986 年 4 月頃から 1988 年 10 月
頃までの間に同社が不当に取引され，Y₁ らは親会社の取締役として選任
された 1987 年 4 月頃から子会社 Hydrodan の当該不当取引に対する責任
を負うべきであると主張した

（49）

。X から提訴された Y₁ ら（被告・控訴人）
は，争いのある事実につき，X は原裁判所で Y₁・Y₂ のうちいずれかが子
会社 Hydrodan の事実上の取締役（a de facto director）または背後取締
役（a shadow director）なのか，という主要事実を立証するために必要
な証拠を提示していないと主張した

（50）

。前記のように，子会社 Hydrodan に
は，2 人の法人取締役が有効に選任されてはいたものの，Y₁ らが子会社
Hydrodan の取締役として選任された，という間接事実は存しなかった

（51）

。 
そこで，X によって提起された訴えの内容を否認し，Northampton 

County Court の判決に不服した Y₁ らは，X の訴状に記載された請求の原
因を排斥させるために，原判決の取消しを求める事由を具体的に記載した
控訴状を原裁判所に提出した

（52）

。
イ　判決要旨
原裁判所から本件控訴状を送付された高等裁判所（the Chancery 

Division）は，大要以下のように述べて，Y₁ らの控訴に理由があると認め
（53）

，
Y₁ らの控訴内容を認容し原判決を取り消した

（54）

。
a　会社の取締役について

「会社の取締役には，（a）de jure directors（有効に選任された取締役）， 
（b）de facto directors（有効に選任されていないか，またはまったく選任 
されていないが取締役として行動することを想定している者），（c）shadow 
directors が存在する

（55）

。」
b　Y₁ らの責任について

「本件訴えにおける Y₁ らの責任に関する判断については，取締役選任
の有効性の可否をもって判断するのではなく，取締役としての責任を負う
べき者に対してはその責任を課すべきであるので，s214〔1986 年破産法
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（Insolvency Act 1986）214 条の不当取引（wrongful trading）〕の定める
責任の適用範囲に対しては前記の（a）（b）のみでなく，（c）にも及ぶ可能
性があることは明白である

（56）

。」
c　X の主張について

「X が本件で Y₁ らが前記（b）または（c）であるか否かを区別せずに（b）
または（c）として行動したとする主張は一理あるとはいえない。X は，Y₁
らが事実上の取締役であることを立証するためには，Y₁ らが取締役とし
ての役割を正当に遂行することを引き受けていた，という事実を立証する
必要がある

（57）

。」
「X は Y₁ らが背後取締役であったという主要事実を主張するためには，

第 1 に，前記（a）か（b）かを問わず，誰が子会社の取締役であるのかを
明らかにすること，第 2 に，Y₁ らが子会社の取締役に対して行ってきた
指図方法，および Y₁ らが取締役への指図を行った本人であること，第 3 に，
子会社の取締役がそのような指図に従って行動していたこと，そして第 4
に，子会社の取締役は指図に従って行動することに慣れていたことを立証
する必要がある

（58）

。」 
ウ　若干の検討 
本件は，前述のように，親会社の取締役である Y₁（Mr Thomas）お

よび Y₂（Dr Hardwick）に対し，子会社 Hydrodan の業務と関連して同
社の事実上の取締役（de facto directors）または背後取締役（shadow 
directors） と し て 1986 年 破 産 法 214 条 の 定 め る 不 当 取 引（wrongful 
trading）に関する責任を負うべきであるとした Northampton County 
Court（州裁判所）の判決に対し，Y₁ らが控訴審である高等裁判所（the 
Chancery Division）に原判決の取決しの申立てをした事案である。

ａ　Millett J の見解について
Millett J は，X は，法人（a body corporate）が会社の取締役である場

合，当該取締役が会社の法律上の取締役，事実上の取締役，背後取締役の
うち，いずれかの取締役に該当するのかを判定せずに，当該法人取締役は
子会社 Hydrodan の背後取締役であると断定して主張したことについて異
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議を述べた
（59）

。
すなわち Millett J は，本件において，子会社 Hydrodan には適正に選

任された取締役（two Channel Island companies）は存在していたものの，
同社でのこれらの取締役の役割は名目的（titular）であって，従って同社
の取締役としての権限はないと解されるから実際には親会社がその子会社
Hydrodan の背後取締役になる可能性はある，という間接事実についての
心証を形成していた

（60）

。しかし Millett J は，前記の X の主張に対し，Y₁ ら
が子会社 Hydrodan の名目上の取締役であると主張するだけでは十分では
なく，Y₁ らが子会社 Hydrodan の事実上の取締役または背後取締役のい
ずれかの取締役なのかについて明確な根拠をもって立証すべきであると判
示した

（61）

。
その上で，本件において Y₁ らが（親会社もその 1 人と仮定），親会社の

子会社 Hydrodan に対する指揮・指図関係において，背後取締役としての
責任を負うべきか否かという争点につき，Millett J は，Y₁ らが，子会社
Hydrodan の究極の持株会社の取締役会に参加し，議決権を行使するなど
の職務を遂行していたという間接事実だけでは Y₁ らを子会社 Hydrodan
またはその債権者に対して責任を負う背後取締役として認定できないと判
示した

（62）

。
その理由については，Millett J はそのような事実関係の状況の下にお

いては，Y₁ らは親会社の取締役として同社に対する義務を負っているた
め，Y₁ らと子会社 Hydrodan との間に関連づけられる法的関係が存する
ものではない，ということをその根拠としている

（63）

。
Millett J は， 本 件 に お い て， 親 会 社 の 個 々 の 取 締 役 は， 子 会 社

Hydrodan の取締役がその職務を遂行する上で慣れている個別的かつ個人
的な指図や指揮を行った場合にのみ，子会社 Hydrodan の背後取締役とし
ての個人的な責任を負うとした

（64）

。その意味において X は ，Y₁ らのどち
らの被告に対しても訴えを提起したとは考え難く，X の Y₁ らに対する不
当取引の請求は認められないと判示した

（65）

。 
ｂ　本判決の意義について 
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本判決において，Millett J は，背後取締役としての責任を追及するため
には，「（a）だれが当該（子）会社の取締役であるかを立証する必要があ
ること（ここでいう取締役には，法律上だけでなく，事実上の取締役も
含まれる），（b）法律上または事実上の取締役が担う会社の経営に関して，
背後取締役からの指図または指揮があったことを立証する必要があること，

（c）法律上または事実上の取締役が背後取締役の指図または指揮に従って
職務行為を行った事実について立証する必要があること，（d）法律上また
は事実上の取締役が背後取締役の指図または指揮に従って会社の経営を行
うのが通常であることを立証しなければならない」と判示した

（66）

。
このように，本判決は，法律上または事実上の取締役自らが取締役とし

ての裁量権限に基づいて経営判断を行うのではなく，背後取締役の指図か
指揮に従って会社を経営するきらいがあることを具体的に立証すべきであ
ると判示したのは注目すべきところである

（67）

。
英国会社法における事実上の取締役と背後取締役との違いは，前者は取

締役として有効に選任されていないにもかかわらず，会社の業務執行行為
を行うことによって取締役としての外観が形成されており，かつ会社から
も追認を受けている反面

（68）

，背後取締役の場合は，もともと取締役としての
有効な選任手続が存在するわけでもなく，本人も自分が取締役ではないと
強く否むことにある

（69）

。
本判決は，法律上の取締役または事実上の取締役が担う会社の経営に関

して，事実上の影響力を行使した者に対して背後取締役としての責任を問
うためには，前記（a）ないしは（d）のような要件事実を立証する必要があ
ると判示した画期的な判決であり，イギリスの裁判例のうち背後取締役の
責任に関するリーディングケースとしての意義がある

（70）

。

2　米国法における親子会社間の自己取引に関する裁判例
（1） Sinclair Oil Corp. v. Levien 事件

（71）

Sinclair Oil Corp. v. Levien 事件は，アメリカの企業グループにおける
親子会社間の利益相反取引に関する主要裁判例として，企業グループの内
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部取引トンネリング（internal-transaction tunneling in a corporate group）
という観点からアプローチし，「本質的公正性判断基準」（the intrinsic 
fairness standard）について再解釈するリーディングケースとして知られ
ている

（72）

。
ア　事案の概要
本件は，被告（the defendant）である Sinclair Oil Corporation（以下，

「Sinclair」という）が，その子会社が被った損害についての説明を求めた派
生訴訟（a derivative action）において，原審であるデラウェア州衡平法裁
判所（the Court of Chancery）が下した判決

（73）

に対して不服申立てを行った
上訴審である

（74）

。
Sinclair Venezuelan Oil Company（以下，「Sinven」という）は，ベネ

ズエラで事業を展開することを目的として親会社である Sinclair によって
設立された子会社である

（75）

。持株会社である Sinclair は，グループ傘下の子
会社である Sinven の発行済株式の 97％を所有し，Sinven 以外にも Sinclair 
International Oil Company（以下，「International」という）の発行済株
式の 100％を所有する完全親会社であった

（76）

。Sinclair は，Sinven の取締
役会の構成メンバーの全員，執行役員，使用人を選任するなど，同社の
経営陣に対し，支配株主としての事実上の支配的影響力を及ぼしており，
Sinclair は親会社としてその子会社 Sinven に対する信認義務（a fiduciary 
duty）を負う法的地位にあった

（77）

。
Sinclair は，自己の事業展開のために必要な資金を調達するため，1960

年から 1966 年までの 7 年間に亘り，子会社である Sinven に対し，その収
益（約 3,800 万ドル）を超える過当な利益（1 億 800 万ドル）を配当する
よう，請求した

（78）

。その結果 Sinven は，資金不足により，その期間中には
事業を拡大することができなかったのに対し，Sinclair は他の従属会社を
通じてオイル事業分野を世界各地に拡大する経営戦略を立てて推進し
てきた

（79）

。また Sinclair は，その傘下の子会社 Sinven と International を当
事者とする売買契約（Sinven はすべての原油と精製製品を特定の価格で
International に販売することに同意する内容の契約）を締結させた（以下，
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「本件取引」という）。
そこで，Sinven の発行済株式 120,000 株のうちで 3,000 株を所有してい

た少数派株主である原告 Francis S. Levien（以下，「Levien」という）は
（80）

，
Sinven の経営を支配し管理している Sinclair は Sinven の剰余金配当につ
いて Sinclair に有利な形で意思決定を行い

（81）

，または Sinven から会社の機
会を奪い

（82）

，特に Sinven の少数派株主（public （minority） stockholders）
の利益を侵害する権限濫用を行ったことは

（83）

，Sinclair の Sinven に対する
信認義務に違反するものであると主張した

（84）

。Levien は，Sinclair を相手に，
その子会社である Sinven の資産を浪費し，不適切な管理（＝ Sinclair へ
の過度な配当）を行ったことなどを理由にして Delaware Chancery に訴
えを提起したのが本件事案である

（85）

。
原審であるデラウェア州衡平法裁判所では，親会社である Sinclair の子

会社である Sinven に対する支配力（97％の株式所有とすべての取締役の
任命）という事実だけでは Sinclair に経営判断の原則を適用できないと判
示し，本質的公正性判断基準を適用して，当該利益配当を含む本件取引の
全般的な公正性について審査を行った

（86）

。その結果，被告である Sinclair に
有利な不公正性と傘下子会社間の本件取引についての契約違反があったと
判断し，原告勝訴の判決を下した

（87）

。
これに対し，被告である Sinclair は，完全親子会社関係にある場合の取

締役会での剰余金配当の決定について本質的公正性判断基準が適用される
のは適切ではないこと（上告理由①），親会社 Sinclair がその子会社であ
る Sinven と International との本件取引から生じた Sinven の損害に対す
る契約違反の責任を負うとするのは誤った判断である（上告理由②）とし
て，デラウェア州最高裁判所に上告した

（88）

。
イ　判決要旨
デラウェア州最高裁判所（Supreme Court of Delaware）は，Sinclair

の上告理由①を認め，上告理由②については上告を棄却し，大要以下のよ
うに判決した。

a　上告理由①について
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「親子会社間の取引関係において，親会社が，子会社との取引および取
引の具体的な条件についての事実上の支配的影響力を及ぼす状況におい
ては，当該取引における本質的公正性判断基準は，高い水準の公正性と
子会社との取引の客観的な公正性に対する立証責任が転換され，子会社と
の取引が客観的に公正であったことに対する立証責任は，親会社が負うと
判示した

（89）

。」
すなわち，「親子会社間の自己取引においては，親会社が当該取引をコ

ントロールし，その取引条件を修正する場合は，内在的公正性テスト（the 
test of intrinsic fairness）が適用され，親会社がその立証責任を負うと判断
したのである

（90）

。」なぜなら，「そのような本質的公正性判断基準が適用される
親子会社間の取引においては，親会社が子会社を排除し，または親会社が
子会社の費用をもって利益を得ることができるからである

（91）

。」
「本質的公正性判断基準は，親子会社を取引の当事者とする自己取引に

おいて，親会社の子会社に対する信認義務が伴う場合に限って適用される
（92）

。
親会社である Sinclair は，子会社である Sinven を支配しているから，支
配株主としての信任義務を負うといえるが，……Sinclair は Sinven の少
数派株主を排除しながら，利益を得たわけではないので，当該取引を自己
取引として断定することは困難である

（93）

。」
さらに，「取締役会の経営判断は，取締役会の健全な意思決定の下で行

われたと推定され，その意思決定が当該会社の合理的な事業目的を実行す
るためのものであったならば，経営判断の原則が適用されるというべきで
ある

（94）

。」
b　上告理由②について

「Sinclair が支配する傘下子会社間に本件取引売買契約を締結させた行
為は，親子会社間の自己取引に該当する。当該契約に従い，Sinclair はそ
の子会社である Sinven が生産した製品を仕入れることによって利益を得
た一方で，Sinven の少数派株主は当該製品からの利益を得ることができ
なかったのは自明である

（95）

。」
「仮に当該契約に違反した場合は，Sinclair は Sinven が生産した当該製品
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を受け取ることによって，Sinven の少数派株主に損害を与えることにな
る。本件取引において，支払いの時期と購入金額の両方に関して，Sinclair
が当該契約に違反したとする原審の判断は，是認することができる

（96）

」
ウ　若干の検討
アメリカにおける親子会社間の自己取引（parent-subsidiary transactions）

とその立証責任に関する事案において，経営判断の原則が適用された代表
的な判例として取り上げられるのが，デラウェア州最高裁判所の Sinclair 
Oil Corp. v. Levien 事件である

（97）

。本件では，親子会社間の自己取引と関連し
た 2 つの主要事実に関する争点として，①子会社 Sinven が親会社 Sinclair
に配当した剰余金が過剰分配（excessive dividends）であったのか否か

（98）

，
②グループ傘下の子会社 Sinven と International との間の本件取引が本質
的公正性テスト（the test of intrinsic fairness）に反するものであったの
か否かが争われた

（99）

。
本件裁判所（the Delaware Supreme Court）は，原告が，親会社の経営陣（取

締役，支配株主）の重大でかつ明白な越権（gross and overreaching）行
為を立証しないかぎり，持株会社がその傘下子会社を通じて事業を拡大
するという経営政策に対しては，経営判断の原則（business judgment 
standard）が適用されるべきであるとする見解を示した

（100）

。本件裁判所は，
本質的公正性判断基準を適用するためには，親会社（the parent）が子会
社（the subsidiary）を支配しているという事実関係だけでは足りず，親
子会社間の取引において，親会社が「特定の取引を支配した」という要件
を満たす必要があると判断した

（101）

。さらに本件裁判所は，自己取引とは，親
会社が子会社を支配することによって，子会社から一定の利益を受け取り，
または子会社の少数派株主を排除し不利益を与えるような形で子会社を行
動させる場合に自己取引が発生すると説示した

（102）

。
親会社が子会社の少数派株主を除外し，その利益を犠牲にすることに

よって利益を得た場合に限って親子会社間の自己取引が成立し，本質的公
正性判断基準が適用されるが，仮に裁判所が子会社の不利益をもって親会
社の利益が得られたという事実が発見できなかった場合には，経営判断の
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原則が適用されると判示した
（103）

。本件において，本件裁判所は，支配株主で
ある親会社のみではなく，その子会社である Sinven の少数派株主にも過
度な配当があったという事実認定を根拠として，本件配当は子会社の少数
派株主の利益を犠牲にするものであるとする原告側の主張を退き，経営判
断の原則を適用し，Sinclair の重大でかつ明白な越権行為があったのか否
かについて審査した上で，Sinclair に勝訴判決を下した

（104）

。
デラウェア州最高裁判所は，親子会社間の取引において，親会社が公正

義務（duty of fairness）を果たしているか否かについては，様々な状況下
で様々な基準によってテストされるべきであると判示した。すなわちデラ
ウェア州最高裁判所は，親子会社間の自己取引に関する最も厳格な検討基
準である本質的公正性判断基準は，自己取引に参加する企業内部者に立
証責任を課すものであり，企業内部者である Sinclair が当該取引に対して
Sinven の少数派株主に対して公正であったことを立証できる場合は，少
数派株主に対する責任を負わないと判断している

（105）

。
その反面，親会社の完全子会社とその他の系列子会社との間の契約に違

反し，親会社が当該子会社をして損害賠償を請求させないような場合には
親会社は子会社間との自己取引に参加したものと判示している

（106）

。なぜなら，
そのような場合は，当該取引における親会社の財政的関係はとても明白で
あり，子会社の少数派株主の利害関係を利用する機会が最も直接的である
と考えられるからである

（107）

。したがって，親子会社間の自己取引においては，
親子会社という事業体が取引関係を締結し，当該取引条件が親会社によっ
て決定される場合には，子会社にとって当該取引は「本質的に公正なもの」
でなければならないとしたことに本判決の意義がある

（108）

。

注
（43） [1994] 2 BCLC 180.
（44） Id.
（45） Id.
（46） [1994] 2 BCLC 180 at 181.
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Ⅳ　日本法と韓国法

1　日本法における事実上の取締役の責任に関する裁判例
（1） 事案の概要

（109）

 
訴外 Z₁ 社（以下，「Z₁ 社」という）は，昭和 51（1976）年 1 月頃，呉

服製造卸を営業目的として設立された資本金 1,000 万円の株式会社（以下，
「会社」という）である。Z₁ 社の代表取締役は Y₁，監査役は Y₂ であるが，
Y₂ は同社の完全親会社である訴外有限会社（以下，「Z₂ 社」という）の
代表取締役であった。

このような完全親子会社の関係を有する両社の対外的な企業取引の信用
関係等においては，完全親会社である Z₂ 社（以下，「親会社」という）が，
完全子会社である Z₁ 社（以下，「子会社」という）に対し，本社ビルの賃
貸，資金援助および物上保証をするなど，子会社の事業展開のためには親
会社の信用保証が欠かせない危機的な状況にあった。親会社の業務の執
行は子会社の監査役である Y₂ が担当しており，Y₂ は，子会社のために物
上保証の担保を設定する際には，親会社を代表して承諾を与えるとともに，
個人としても資金援助および物上保証をしていた。

また Y₂ は，子会社の赤字経営の立て直しを図っていた昭和 63（1988）
年 1 月頃から，同社の新社屋に出向き，同社の事業不振についての経営危
機感をもち帳簿類を調査するほか，後記の本件取引に関する帳簿を閲覧し，
同社の本件取引の担当者および Y₁ に対し，同社にとって利益の極めて薄
い本件取引によって同社が倒産するリスクがあり，それを回避する必要が
あるために善処して欲しい旨の意見を述べた。さらに Y₂ は，子会社の取
引先の社長から同社の Y₁ とその他の取締役，経理係従業員との関係改善
等へのアドバイスを聞き入れなかった Y₁ が同社の再建に向けて業務改善
を図るなどの企業努力を行うことが困難であることを知って，親会社の代
表者および個人名義の融資者として主要取引銀行に対し，以後子会社の手
形取引打切りの申し出をするなどの行動をとっていた。

このように経営苦境を深めていた子会社は，和装業界の不況，借入金利
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払いの肥大化および Y₁ の放漫経営に伴う融資の増加などの諸要因が重な
り，昭和 56（1981）年以降は毎年のように赤字決算の状態が続き，昭和
62（1987）年度決算期には 2 億 100 万円の累積赤字を抱えるまでに財務状
態が悪化していた。この頃の子会社は，その主要取引銀行からの借入金に
対する債務弁済は，同社の手元資金が枯渇していたため，同社の監査役で
ある Y₂ が代表取締役を務める親会社の保有不動産の売却資金で返済に充
てなければならないほど，企業倒産リスクが高まっていた。

このような中で子会社は，昭和 63（1988）年 1 月 26 日から同年 5 月 20
日までの間，同社と同様の呉服製造卸を営む会社（以下，「X」という）
から呉服類金 4,709 万 9,400 円で購入し，その代金債務を弁済するため満
期を 6 カ月先とする約束手形を振り出した（以下，「本件取引」という）が，
同社は満期日である同年 7 月 25 日に手形債務を決済する前にして同月 23
日，裁判所に自己破産の申立をなし倒産した。

そこで，X は，本件呉服類の売買代金債権ないしその支払いのための手
形債権が回収不能になったとして，①子会社の代表取締役 Y₁ に対し，代
金決済の見込みのない本件取引を行ったことに重大な過失があるとして，
また② Y₂ に対しては子会社の監査役および親会社の代表取締役であって
子会社を実質的に支配する事実上の取締役に該当するとして，第三者に対
する損害賠償責任を追及したのが本件事案である。
（2） 判決要旨
一部認容，一部棄却。
子会社の代表取締役 Y₁ および監査役 Y₂ の X に対する責任については

割愛し，ここでは本稿の表題と関連した争点である親会社の代表取締役
Y₂ の子会社の事実上の取締役としての対第三者責任に関する本件裁判所
の判断についてのみ言及する。
「Y₂ の言動と子会社の経営状況の浮沈との間には密接な対応関係がみら

れるのであって，Y₂ は，子会社の経営と相当深い関係をもっており，親
会社の代表取締役として，また，会社創設者である Z₃ の相続人で，子会
社の実質的所有者として，事実上子会社の業務執行を継続的に行ない，子
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会社を支配していたものであって，子会社の事実上の取締役に当たるとい
うべきであ（る）。……

Y₂ は子会社の事実上の取締役として，重大な過失により Y₁ の前認定の
任務懈怠行為に対する監視義務を怠ったものというべきであって，Y₂ は
これにより生じた X の損害を事実上の取締役の第三者に対する責任とし
て商法 266 条ノ 3 第 1 項（現行会社法 429 条 1 項）により賠償すべき責任
がある。」
（3） 若干の検討
本件は，子会社の監査役であり，かつ親会社の代表取締役でもある Y₂

に対し，子会社の業務の執行や職務の執行に関与した事実がないにもかか
わらず，事実上の取締役としての「監視義務」に違反したとして第三者に
対する責任を認めた下級審裁判例である

（110）

。
本件の意義は，親子会社関係において，親会社の代表取締役は，法律上

では子会社の取締役ではないものの，事実上の観点から子会社の取締役で
あると認定するために必要な具体的な事実を備えている場合は，子会社の
事実上の取締役に当たり得るとした点である

（111）

。
本件裁判所は，親会社の代表取締役である Y₂ が子会社の事実上の取締

役に該当するか否かについて，次の認定事実に照らすと，「Y₂ は，子会社
の経営と相当深い関係をもっており，親会社の代表取締役として，また，
親会社創設者である Z₃ の相続人で，子会社の実質的所有者として，事実
上同社の業務執行を継続的に行ない，同社を支配していたものであって，
同社の事実上の取締役に当たるというべきであり，…… 同社の事実上の取
締役として，重大な過失により Y₁ の任務懈怠行為に対する監視義務を怠っ
たもの」と認められるから，親会社の代表取締役である Y₂ は子会社の事
実上の取締役として第三者である X に対してその損害を賠償すべき責任
があると判示した

（112）

。
このような本件裁判所の判示につき，学説上，親会社の代表取締役であ

る Y₂ が，その子会社の事実上の取締役として第三者である X に対し責任
を負うためには，子会社の取締役に匹敵する権限を有し，子会社の運営・
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管理に係る対外的・対内的な重要事項について決定できる権限を行使した
か否かによって判断すべきであり，本件に係る前記の認定事実にかんがみ
ると，Y₂ を子会社の事実上の取締役として認めるべきではないと主張する
見解がある

（113）

。
本件事案において，Y₂ の子会社での業務の執行への関わり方に関する

認定事実の内容をみると，本件裁判所は，① Y₂ は親会社の代表取締役と
してないしは個人として子会社の対外的取引のための信用を提供していた
こと

（114）

，②同社の事業不振についての経営危機感をもち帳簿類を調査するほ
か，同社の本件取引に関する帳簿を閲覧し，本件取引の担当者と Y₁ の件
についての意見を述べていたことを根拠として，Y₂ は子会社の業務執行
に関与していたと判断している

（115）

。
このような業務執行への関与程度の事実を根拠に親会社の代表取締役で

ある Y₂ に対し，子会社の事実上の取締役としての責任があるとした本件
裁判所の判断については，子会社の取締役ではない者を，事実上取締役と
して認めるためには，㋐それに相応する権限をもって，㋑法律上取締役と
同程度の職務の執行または業務の執行を行い，㋒継続的に関与していたと
いう主要事実を具体的に主張・立証すべきであると考える。本件における
認定事実をみるに，Y₂ の子会社の事実上の取締役としての責任を裏付け
るための具体的な事実（㋐ないし㋒）があったとは考え難い

（116）

。
しかし別の視点に立って本件事案をみるに，完全親会社の代表取締役で

あり，かつその子会社の実質的所有者でもある Y₂ が，同社の本件取引の
代金債務を弁済するための約束手形を振り出す権限を有する Y₁ の当該業
務の執行への指図を行いつつ，本件取引に継続的にかかわっていた場合は，
親会社とその代表取締役である Y₂ の第三者に対する責任を追及するため
の法律構成として，法人格否認の法理または前述（Ⅲ 1（1））の背後取締
役の責任のいずれかによって問題の解決を図る実益はあると考える

（117）

。
親会社の代表取締役であり，かつ子会社の実質的な所有者である Y₂ は，

ⓐ親会社の子会社のための物上保証については親会社を代表して承諾を与
え，ⓑ個人としても子会社のために資金援助や物上保証をしていたという
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点においては，本件裁判所で認定された事実であって両者の財産的混用の
痕跡が全くみられない，というわけではない。しかし本件事案において，
Y₂ が X からの本件取引に対する手形債務を免脱するため，Y₂ が子会社の
法人格を濫用していたと認めるに足りる十分な証拠があるとはいえない

（118）

。
私見として，前記のⓐⓑの事実に加え，親会社が子会社の一人株主であ

り，同社の実質的な所有者が親会社の代表取締役 Y₂ でもあるということ
にかんがみれば，本件事案においては親会社の代表取締役である Y₂ を子
会社の事実上の取締役として理論構成しその責任を追及するよりも，子会
社の唯一の株主である親会社を本件取引に対する背後取締役として理論構
成する方がより合理的であるように思われる

（119）

。
しかし本件事案の認定事実にかんがみれば，本件は，完全親会社の代表

取締役である Y₂ がその完全子会社の代表取締役である Y₁ の行う業務の
執行への指図を行い，Y₁ が Y₂ の指図に従って業務を執行するのが常で
あった，という事実が見当らない

（120）

事案であるといえよう。

2　韓国法における業務執行指図人の責任に関する裁判例
（1） 事案の概要

（121）

金泉相互貯蓄銀行（以下，「本件銀行」という）は，1970 年 3 月 20 日
に 2011 年相互貯蓄銀行法改正（法律第 6429 号）前の旧相互信用金庫法に
より，信用賦金業務，預金および積立金の受付業務等を主な目的として設
立された株式会社である。

2003 年頃の本件銀行の経営状態は，破産リスクを抱えるまでに悪化し
ていた。本件銀行は同年 3 月 20 日金融監督院から営業停止処分を受けた
後，同年 10 月 27 日に大邱地方法院（以下，「裁判所」という）から破産
開始決定を受け，同日預金保険公社（以下，「X」という）が同銀の破産
管財人に選任された。

本件銀行の Y₁ は代表取締役，Y₂ は常勤監査役，Y₃ は営業部長（以上，
在任または在職期間は 2002 年 9 月 11 日から 2003 年 4 月 30 日まで）を，
概ね同時期において Y₄ は与信課長，Y₅ は与信担当主任を務め，Y₆ は貸
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金業を営む Z₁ 社の代表取締役，Y₇ は貸金業貸付媒介業を営む Z₂ 社の代
表取締役であり，Y₈ は同銀の最大株主（持分率 40.3％）であった。

Y₆ は，前記の Z₁ 社を設立し，全国に設置された 35 の支店で金融消費
者等を対象に融資を行う貸金業を営む一方で，2002 年 9 月頃には本件銀
行を買収するための必要な資金を同銀の最大株主である Y₈ から調達した
上で同銀の発行済株式のすべてを 37 億ウォンで買い取り，Z₁ 社の職員で
ある Y₁ ないし Y₅ を同銀の役職員として就任させた。そして 2002 年 9 月
頃の Y₆ は，Y₁∼₃ と共謀し，今後本件銀行から行われる多額の貸付金の実
質的な受領者を Y₆ 本人とする一方，その他方で Y₁∼₃ をして同銀の事務
室で後記貸付金に対する金銭債務を弁済する意思やその資力のない Y₇（名
義貸与者）および Z₃∼₆ を金銭消費貸借契約の相手方として合計 7 億 9,000
万ウォンの一般貸付をさせた。その頃から 2003 年 1 月中旬頃まで，Y₆ の
指揮の下，本件銀行の Y₁∼₃ は前記と同様の融資手法を使い，22 回にわたっ
て合計 26 億 9,000 万ウォン（以下，「本件貸付金①」という）の融資を行っ
た。その結果，Y₆ は本件貸付金①に相当する財産上の利益を取得する代
わりに，本件銀行には本件貸付金①による未回収貸付代金残高 3 億 2,000
万ウォン相当の財産上の損害を与えると同時に，同一人貸付限度額（基準
3 億 8,000 万ウォン）を超える貸付けを行うことにより，貸付業務に反す
る違法行為を行った。

また Y₆ は，前記のように自らが代表取締役を務めている Z₁ 社の職員
を本件銀行に派遣することによって同銀の行う与信業務の全般にわたって
掌握する傍ら，2002 年 9 月末頃 Y₆ は特定遊興飲食店営業者を対象に 1 億
8,000 万ウォンまで信用貸付を行う「スペシャルローン」という貸付商品

（以下，「本件商品」という）を企画し，同年翌月中旬頃には本件商品等
に関連する貸金業貸付媒介業務を行わせるための前記 Z₂ 社を設立した上
で前記 Z₁ 社を設立する前に自らが貸金業に従事していた際の部下職員で
あった Y₇ を代表取締役に就任させた。

同年 9 月末頃から 2003 年 2 月初旬まで Y₆ は，Z₂ 社の行う金銭貸付媒
介業務に対して一定の手数料を支払うこととし，訴外の同社職員が募集し
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た本件商品購買名義貸与者を本件銀行の職員 Y₄ ～ ₅ に媒介する形で本件
貸付金①と類似の融資手法を通じて本件商品に係る金銭消費貸借契約の名
義貸与者に対して 302 回にわたって合計 516 億 3,000 万ウォン（以下，「本
件貸付金②」という）の貸付けを行った。その結果，Y₆ は本件貸付金②
に相当する財産上の利益を取得する代わりに，本件銀行には本件貸付金②
による未回収貸付代金残高 455 億 7,600 万ウォン相当の財産上の損害を与
えると同時に，同一人貸付限度額を超える貸付違法行為を行った。なお
Y₆ は，Z₁ 社の職員を本件銀行に派遣し融資業務を掌握するとともに，前
記 Z₂ 社を設立して本件商品に係る金銭消費貸借契約の名義貸与者を募集
するなどの本件貸付金①②に関連する業務全般については同銀の支配株主
である Y₈ に随時報告をしていた。

そこで X は，本件貸付金①②によって本件銀行に生じた損害につき，
同銀の役職員・支配株主に対し，善管注意義務違反および違法行為に基づ
く損害賠償責任（Y₁ ～ ₅（㋐）），および債務不履行・不法行為に基づく損
害賠償責任（Y₆ ～ ₇（㋑）），ならびに不法行為または韓国商法 401 条の 2
第 1 項 1 号に基づく損害賠償責任（Y₈（㋒））を求めたのが本件事案であ 
る。以下では，本稿と関連して（㋒）に関する本件裁判所の判断について
のみ検討する。
（2） 判決要旨
控訴

（122）

「Y₁ ～ ₅ は，本件銀行の役職員として法令または定款に違反し，善良な
管理者としての注意義務を怠ることにより，Y₆ ～ ₇ は前記の Y₁ ～ ₅ と共
謀することによって同銀に損害を与えたため，債務不履行または不法行為
に基づく損害賠償責任を負う。また本件銀行の持分率 40.3％の株式を保有
した同銀最大の株主である Y₈ は，Y₆ が同銀を買収するために必要な資金
を支援することによって Y₆ が行った不法行為に共謀加担する一方，他方
では同銀の実質的な経営者である Y₆ を通じて同銀の役職員である Y₁ ～ ₅
に対して合計 516 億 3,000 万ウォン相当の不当な貸付け（本件貸付金②）
を行うよう指図し，その後当該不当貸付金を Y₆ が管理する口座に入金さ
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せることによって Y₈ に対する債務償還金等として使用することについて
は Y₆ から随時に報告を受けていた。これにより，前記のような不当貸付
によって本件銀行に未回収貸付代金残高 455 億 7,600 万ウォン相当の損害
を被らせたことは認定した事実のとおりである。事実関係がそうであれば，
Y₈ は本件銀行の業務執行指図人（韓商 401 条の 2 第 1 項 1 号）として法
令に違反して本件銀行に前記金額と同様の損害を与えたものと解するのが
相当である。それゆえ，Y₈ は本件銀行の代表取締役である Y₁ と連帯して
X に前記貸付による損害額 455 億 7,600 万ウォンおよびこれに対する遅延
損害金を支給する義務がある。これは Y₂ ～ ₇ の前記不当貸付による損害
賠償責任と同じ事実関係に基づくものとして不真正連帯債務関係にあると
判断すべきである。したがって，特別な事情がない限り，Y₈ は Y₁ ～ ₇ と
連帯して過失相殺金を除いて X が求める 60 億ウォンおよび訴訟促進等に
関する特例法所定の年 20％の割合による遅延損害金を支給する義務があ
る。」
（3） 若干の検討
本件は，韓国の下級審裁判例において，2006 年改正前英国会社法の定

めるシャドー・ディレクターに倣って立法化された 1998 年改正韓国商法
（以下，「韓国商法」という）401 条の 2 第 1 項 1 号の定める業務執行指図人
（以下，「背後取締役」という）の責任を認めた最初の裁判例としての意義
がある

（123）

。　　
本件裁判所では，X の Y₈ に対する損害賠償請求の内容が全面的に認め

られ，X が本件裁判所に求めた請求内容に対する Y₈ の抗弁は斥けられた。
本件は，本件銀行が被った損害の原因となった争点のうち，特に本件貸付
金②の貸付けを判断した同銀の役職員でない Y₈ がいわゆる背後取締役と
しての責任を負うのかが争われた裁判例として注目に値する事案である

（124）

。
韓国商法 401 条の 2 第 1 項 1 号の定める背後取締役は，会社法上株主総

会で適正に選任された取締役等でない者（以下，「非取締役等」という）
であるので，法解釈上どのような要件を満たした場合に背後取締役として
認定されるのかが問題となる

（125）

。同条文上では，その要件につき，「会社に
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対する自己の影響力を利用して取締役の業務執行に対して指図を行った
者」と定められている

（126）

。それゆえ，Y₈ を背後取締役としてみなし，取締
役等

（127）

と同様の責任を追及するためには，① Y₈ が本件銀行に対して「支配的
影響力」を有する者であるといえるか否か

（128）

，②本件銀行の代表取締役であ
る Y₁ らが執行した本件貸付金②に対して Y₈ はその支配的影響力を行使
していたのか否かについて，争いのある主要事実から証拠によって認定す
る必要がある

（129）

。
また韓国商法 401 条の 2 第 1 項 1 号の趣旨は，法律上取締役等が行う業

務の執行を規制するための規定ではなく，本件銀行の非取締役等である
Y₈ が，同銀の代表取締役である Y₁ らが行った業務（本件貸付金②）に関
して，「自己または第三者の利益を追求するために『指図』を行った」，と
いう主要事実が認定された場合に限って，事実上 Y₈ を同銀の取締役等と
同様の職務行為を行ったものとみなしその責任を追及することによって会
社の財産または第三者の利益を保護することにある

（130）

。
本件においては，前記〔判旨〕のとおり，非取締役等である Y₈ を本件

銀行の背後取締役としてみなし，同銀に生じた損害賠償責任を追及しよう
とする X の請求内容が全面的に認められているので，以下では，本件に
おける同銀の取締役等の業務執行への指図行為に係る要件事実について，
影響力行使者の判断基準，指図行為の相手方について検討する。

韓国商法 401 条の 2 第 1 項 1 号によると，背後取締役とは，「会社に対
する自己の影響力を利用して取締役等の業務執行に対して指図を行った
者」をいうと定められている

（131）

。法文解釈上，本件のように非取締役等を会
社の背後取締役として認定しようとする場合は，本号の定める次のような
2 つの要件を満たす必要がある。

第 1 に，非取締役等が「会社に対する影響力を有する者」，すなわち影
響力保有者として認められなければならない

（132）

。
この点につき，本件裁判所は，Y₈ に対し，「本件銀行を引き受けるため

に必要な資金を支援し，持分率 40.3％を保有した本件銀行の最大株主」で
ある点に着目し，Y₈ を本号の定める「影響力行使者」として判断している

（133）

。
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第 2 に，非取締役等が，会社の「取締役等の業務執行への指図を行った
者」でなければならない

（134）

。しかし，指図行為の相手方に関する法的問題点
としては，業務執行指図人が取締役等以外の登記していない役員，または
支配人もしくはその他の使用人が行う職務遂行に対して指図行為を行った
場合にも，背後取締役に関する責任の主体となり得るかが問題となる

（135）

。
思うに，法文上における指図行為の相手方は，取締役等となっているが

会社の業務執行に対する組織体系にかんがみると，法的な指揮体系および
監督体系により指図行為が行なわれるのが一般的であろう。したがって，
会社における業務執行の指揮体系にかんがみれば，指図行為の相手方の主
体範囲としては，取締役等のみに限定するのではなく，その指揮 ･ 監督下
にある者（例えば，部長，課長などのように会社の事業にかかわる使用人）
に対する指図行為をも含むべきであると解するのがより合理的であるよう
に思われる

（136）

。

注
（109） 京都地判平成 4 年 2 月 5 日判例時報 1436 号 115 頁。
（110） 江頭・前掲（注 9）538 頁（注 8）。
（111） 判時 1436 号 120 頁参照。
（112） 判時 1436 号 120 頁参照。
（113） 神崎克郎「判批」商事 1405 号 39 頁（1995 年），井上健一「判批」ジュ

リ 1081 号 121 頁（1995 年），吉本健一「判批」リマークス 1994・上
131 頁（1994 年）参照。

（114） 判時 1436 号 117 頁（事実の認定（9）（10））。
（115） 判時 1436 号 118 頁（事実の認定（17））。
（116） 井上・前掲（注 113）121 頁，吉本・前掲（注 113）131 頁。
（117） 高橋英治＝洪済植「韓国法上の業務執行指図人等の責任」法雑 58

巻 2 号 21 頁以下（2011 年）参照。
（118） 青木英夫「判批」金商 916 号 51 頁参照。
（119） See supra note 59.
（120） See supra note 66.
（121） 大邱地方裁判所金泉支部 2009.5.1.，宣告，2008 ガハプ 1074，判決。
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（122） 控訴審判決（大邱高等裁判所 2009.12.23.，宣告，2009 ナ 4924，判決）は，
本件第一審判決を引用し，Y₈（控訴人）の控訴請求の内容を棄却した。

（123） 現在のところ，韓国商法第 401 条の 2〔業務執行指図人等の責任〕
が適用された裁判例の数は 14 件に上るが，本件下級審裁判例は同条
の 2 第 1 項 1 号の責任を認めた最初の裁判例である。なお本判決に
対する Y₈ の控訴請求に対し，控訴裁判所は原判決が正当であるとし
た上で控訴棄却の判決を下した（大邱高等裁判所 2009.12.23.，宣告，
2009 ナ 4924，判決）（韓国法法制処国家法令情報センター（https://
www.law.go.kr/joStmdInfoP.do?lsiSeq=224883&joNo=0401&joBr
No=02〔最終閲覧日 2022 年 7 月 18 日〕参照）。

（124） 本件裁判所の認定事実（チャ）ならびに X の Y₈ に対する請求
および判断内容（韓国法律情報データベース LAWnB（https://
academynext.lawnb.com/Info/ContentView?sid=C00079CF68816D1E

〔最終閲覧日 2022 年 7 月 18 日〕）参照。
（125） 高橋＝洪・前掲（注 117）12 頁。
（126） 高橋＝洪・前掲（注 117）9 頁。
（127） 韓国の執行役員設置会社の執行役員に対しても背後取締役の規定

（韓国商法 401 条の 2 第 1 項 1 号）が準用される（同法 409 条の 8）。
したがって執行役員設置会社において，非取締役等が執行役員の業務
の執行を指図した場合，当該指図した業務に関しては，非取締役等は
背後取締役として執行役員と同様に会社または第三者に対する損害賠
償責任を負う（編代권순일『注釈商法〔第六版〕』573 頁〔이원석〕韓
国司法行政学会，2021 年）参照。

（128） 高橋＝洪・前掲（注 117）13 頁参照。
（129） 高橋＝洪・前掲（注 117）10 頁参照。
（130） 高橋＝洪・前掲（注 117）12 頁参照。
（131） 編代권・前掲（注 127）568 頁。
（132） 編代권・前掲（注 127）576 頁。
（133） 前掲（注 132）参照。
（134） 編代권・前掲（注 127）577 頁。
（135） 編代권・前掲（注 127）577 頁，鄭勝旭「業務執行関与者의責任」

商事法研究第 17 巻 2 号 278-279 頁（1988 年）参照。
（136） 鄭・前掲（注 135）278 頁参照。
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Ⅴ　経営者の法的責任の枠組みについて

ここでは，会社法上において会社に対する義務と責任を負う取締役等で
ない者，すなわち非取締役等のうち事実上の取締役として会社または第三
者に対する責任を追及することが可能な場合について検討する。

1　会社法上の経営判断の主体について
会社法は，会社の「業務執行の決定」（いわゆる経営判断）にいたるま

での手続きや，その権限に関するルールについては，公開会社に対しては
「所有と経営分離の原則

（137）

」，それに加えて公開大会社がモニタリング・モデ
ルとして指名委員会等設置会社（または監査等委員会設置会社）を選択し
た場合は「業務執行と監督分離の原則」という会社法学独自の理論に基づ
いた詳細な規定を置いている

（138）

。すなわち会社法においては，法文上会社の
経営判断に関する権限については取締役会に与えるとともに（会社 362 条
1 項・2 項 1 号，369 条 1 項，399 条の 13 第 1 項ないし 3 項〔対比〕，416
条４項〔対比〕），会社の経営に関与する者として「取締役等」に限定して
いるのである（会社 362 条 1 項，363 条 1 項 1 号・2 号，399 条の 13 第 5
項〔対比〕，418 条〔対比〕）

（139）

。
このように会社法上では，会社の経営を担う者は「取締役等」であると

明定されている
（140）

。その一方で，非取締役等は会社の経営に関与してはなら
ないとする禁止規定や

（141）

，非取締役等のうち例えば親会社（またはその支配
株主）がその子会社の取締役等が行う会社経営に関与した場合における責
任の所在を明らかにするための明文上の規定が存するわけではない

（142）

。この
点，会社の経営をめぐる経営者の責任所在が問われた場合における法解釈
上の法的安定性が問題となる

（143）

。

2　取締役等の経営関与行為
会社法上，公開会社は，株主総会で適法に選任された 3 人以上の取締役の

全員をもって取締役会を設置する必要があるが（会社 327 条 1 項 1 号，331
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条 5 項，362 条 1 項）
（144）

，取締役会の経営陣として「職務の執行」
（145）

にあたる個々
の取締役の地位は会社の機関ではない

（146）

。そのような意味においては，日本会
社法上の取締役会の構成員たる取締役は，ドイツ法やスイス法上の事実上
の機関にはあたらないとみたほうが合理的であるように思われる

（147）

。代表
取締役が単独で決定できる経営事項（いわゆる常務に属する事項）を除
き，会社経営に係る重要な事項については取締役会の専決事項となってお
り（会社 362 条 4 項各号および柱書）

（148）

，取締役会での決議を経た経営事項
のうち対外的なものについては包括的代表権を有する代表取締役がいわゆ
る「経営機関」として業務の執行にあたる（会社 363 条 1 項 1 号・349 条
4 項 5 項，420 条 1 項 3 項〔対比〕））

（149）

。ただし，取締役が業務執行取締役（会
社 363 条 1 項 2 号）または使用人兼務取締役として代理権に基づいた業務
の執行にあたる場合は会社の経営機関として位置づけられるから（会社
404 条 3 項後段〔対比〕）

（150）

，かかる場合にはドイツ法やスイス法上の事実上
の機関とも相いれないわけではないといえよう

（151）

。
このように解すると，ドイツ法上の「固有の意味での事実上の機関」に

含まれる取締役・業務執行者・監査役会構成員のうち，会社の事業活動に
従事しない監査役会は取締役の業務執行を監査する機関であり

（152）

，かつその
構成員においても日本法における従来の一層制モデルではなく，指名委員
会等設置会社の二層制モデルのように同一人物による業務執行と自己監督
を禁じている点にかんがみれば（ドイツ株式法 105 条 1 項）

（153）

，後記 3（2）
イにいう「事実上の取締役」にはあたらないと解したほうが合理的である
ように思われる

（154）

。

3　非取締役等による経営関与行為
（1） 経営関与への誘因
会社の経営一般に係る重要な事項に関する取締役会の判断次第によって

は，当該会社の親会社等の財産形成または経営支配権に大きな影響を及ぼ
しかねない

（155）

。このような場合において，非取締役等である親会社等は，法
律上会社経営に従事する職務上の権限がなくても，定款の絶対的記載事項
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である会社の目的，すなわち子会社等が営む具体的なビジネスに係る業務
〔事業計画の立案，資金調達，事業活動（製品の製造・販売，サービスの提供）
などの業務〕執行の決定に間接または直接的に関与することへの誘因は高
くなるものと考えられる

（156）

。
（2）非取締役等の態様
ア　裁判例における非取締役等の法的責任
会社法においては，会社の経営陣や，経営幹部らの会社または第三者に

対する損害賠償責任を追及するための要件事実としては，明文上その対象
者が「取締役等の地位にあること」が求められている

（157）

。
しかしながら判例法上では，法律上取締役の地位にあるとはいえない

ものの，いわゆる①登記簿上の取締役，②表見的取締役に対して平成 17
（2005）年会社法制定前商法 266 条ノ 3 第 1 項（会社 429 条 1 項）の責任
を認めた裁判例がある

（158）

。前者には二つのタイプ（㋐適正な選任手続を欠く
取締役

（159）

と㋑辞任登記未了の取締役
（160）

）があり，後者には，㋒会社の業務執行
にも積極的に関与した実質的経営者に事実上の代表取締役としての責任を
認めた裁判例がある

（161）

。前記①㋐のケースは，株主総会での適正な取締役選
任手続を欠く者であるにもかかわらず，商業登記簿上に取締役として登記
がなされた事案である

（162）

。
しかし商業登記制度は，株主総会での適正な選任手続を経た取締役が登

記されることを前提にした公示制度であることにかんがみれば，前記①㋐
のケースでは法律上取締役とはいえず，この場合においては会社によって
不実登記がなされた「登記簿上の取締役」にすぎない

（163）

。また前記①㋑のケー
スにおいても，同様の筋道を立てて考えてみるならば，会社に辞任を表示
した後は取締役の地位にあるとはいえず，取締役としての職務執行上の問
題を論ずる余地はなくなるわけであるから

（164）

，やはり辞任登記の遅延による
「登記簿上の取締役」に過ぎない

（165）

。
これに対して前記②㋒の場合は，そもそも取締役でもなく，また前記①

㋑のように取締役としての就任登記もされておらず，もって法律上では取
締役の地位にないが，会社経営の主宰者として業務執行の決定に自ら深く
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（場合によっては直接的に）関与していた会社の実質上の経営者に対し，「事
実上の代表取締役」としての対第三者責任が認められた事案である

（166）

。しか
し，かかる事案では，会社経営の主宰者の会社経営への関与のし方が間接
的でなく，法律上取締役等と同様に会社経営に直接かつ継続的に関与して
いたところに着目してみれば，事実上の取締役として理論構成するよりも，
むしろ既存の民法上の表見法理を借用して「表見的取締役」としてみなし
たほうが合理的であるように思われる

（167）

。
イ　上場会社実務上みられる執行役員について
前述のように，一般に上場会社においてみられる執行役員は，会社法上

の機関ではなく，それについて直接に定める規定もない
（168）

。しかし，特に上
場会社の実務上では，肥大化した取締役会の構成員である取締役の員数を
減らす一方，その他方で執行役員に使用人兼務取締役と同様の業務執行の
役割を果たすことが可能である執行役員制度を活用している会社が多い

（169）

。
非取締役等である執行役員にも代理権に基づく業務執行権が与えられて

いることや，執行役員兼務代表取締役社長名称の肩書も上場会社において
は珍しくない

（170）

。たとい役付きのない執行役員であっても，代表取締役や使
用人兼務取締役などのように会社経営に直接に関与している点にかんがみ
ると，ドイツ法上の「固有の意味での事実上の機関」または日本判例法上
の「事実上の取締役」として理論構成してその責任を追及することは可能
であるように思われる

（171）

。

注
（137） 野村修也「機関設計――現行法の整理と問題提起〔Ⅰ〕」商事 2271

号 10 頁（2021 年），田中・前掲（注 11）16 頁，伊藤靖史ほか『会社法〔第
5 版〕』132 頁（有斐閣，2021 年）参照。

（138） 神田秀樹『会社法〔第 24 版〕』197 頁（弘文堂，2022 年），江頭・前掲（注
9）578 頁以下参照。

（139） 龍田＝前田・前掲（注 7）71 頁参照。ただし指名委員会等設置会社
の場合は会社法 415 条・416 条 1 項 1 号 2 項 4 項・418 条〔対比〕，監
査等委員会設置会社の場合は会社法 399 条の 13 第 1 項・363 条 1 項〔対
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比〕を参照されたい。
（140） 高橋英治偏『設問でスタートする会社法』85 頁以下〔洪 済植〕（法

律文化社，2016 年）参照。
（141） 江頭・前掲（注 9）313 頁以下参照。
（142） 江頭・前掲（注 9）133 頁，452 頁参照。
（143） 大川・前掲（注 31）342 頁以下参照。
（144） 江頭・前掲（注 9）426 頁以下参照。
（145） 取締役会の経営陣のうち，会社の「業務の執行」を担う経営幹部ら

も取締役としての「職務の執行」にあたる者である。ここにいう取締
役の職務上の権限において，経営に関する判断や監査・監督行為は業
務執行には含まれないので，用語概念上では前者のほうが狭い。ただ
し会社法 362 条 4 項各号及び柱書の「その他の重要な業務執行」に関
する意思決定は取締役会経営陣の職務の執行に該当するものであると
解されるから，会社法 362 条 2 項 2 号の定める「監督」の射程対象に
ついては取締役等の「職務の執行」とするよりも「業務の執行」とし
たほうが合理的でありかつ合目的的であるように思われる（神田・前
掲（注 138）240 頁以下，伊藤ほか・前掲（注 137）180 頁参照）。

（146） 江頭・前掲（注 9）310 頁（注 2）参照。
（147） 高橋英治＝大川済植「事実上の機関の法制の比較研究――事実上の

機関の法理が日本の親子会社法制に与える示唆について――（一）」1
頁以下（2019 年）参照。

（148） 会社法 362 条 4 項各号および柱書以外にも，法令の各所に取締役会
の権限と明示された事項がある（江頭・前掲（注 9）426 頁以下参照）。

（149） 久保田安彦『会社法の学び方』55 頁以下（日本評論社，2018 年）参照。
（150） 久保田・前掲（注 149）59 頁以下参照（指名委員会等設置会社にお

いても使用人兼務執行役は認められている（ 江頭・前掲（注 9）599 頁））。
（151） 指名委員会等設置会社における執行役は会社の機関であるが，上場

会社においてみられる「執行役員」の地位は執行役と同様に業務執行
権が与えられているものの，法的には会社の機関ではなく，一種の重
要な使用人（会社 362 条 4 項 3 号）として位置づけられている（江頭・
前掲（注 9）431 頁（注 6）参照））。しかし非取締役等である執行役
員にも代理権に基づいた業務執行権が与えられていることや，執行役
員兼務代表取締役社長名称の肩書も上場会社においては珍しくないと
いうことなどにかんがみれば，たとえ役付きのない執行役員であって
もドイツ法上の「固有の意味での事実上の機関」または日本判例法上
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の「事実上の取締役」として理論構成してその責任を追及することは
可能であると考える（倉橋雄作「『執行役員社長』の登場と実務対応」
商事 2132 号 15 頁以下（2017 年）参照）。

（152） 高橋英治『ドイツ会社法概説』143 頁，163 頁以下（有斐閣，2012 年）
参照。

（153） 小宮靖毅「ドイツの株式会社法制とモニタリングモデル〔Ⅲ〕」商
事 2271 号 25 頁（2021 年）参照。

（154） 高橋＝大川・前掲（注 147）2 頁以下参照。
（155） 江頭・前掲（注 9）311 頁以下参照。
（156） 東京地方検察庁特捜部は，日興証券 SMBC の経営幹部らは，その

大株主である大正製薬ホールディングス（HD）から買い取った保有
株を投資家に転売する「ブロックオファー」を巡り，当該取引の違法
性を認識しながら不正取引を継続していたとみて捜査を進めている反
面，起訴された幹部らは当該保有株の買い支えで株価を安定させる目
的（相場操縦）はなかったなどと起訴内容を否認しているという（2022
年 3 月 28 日付日経新聞朝刊 47 頁参照）。

（157） 会社法 423 条 1 項ないし 3 項，429 条 1 項・2 項 1 号，430 条参照。
（158） 大川・前掲（注 31）342 頁以下参照。
（159） 藤田友敬「いわゆる登記簿上の取締役の第三者責任について」『米

田實先生古稀記念・現代金融取引法の諸問題』15 頁以下（民事法研究
会，1996 年）参照。

（160） 藤田・前掲（注 159）27 頁以下参照。
（161） 吉本健一「判批」法セ 445 号 140 頁（1992 年），落合誠一「判批」ジュ

リ 1063 号 129 頁以下（1995 年）参照。
（162） 藤田・前掲（注 159）15 頁以下参照。
（163） 藤田・前掲（注 159）18 頁。
（164） 春田博「判批」商事 1140 号 26 頁（1988 年）参照。
（165） 春田・前掲（注 164）13 頁参照。
（166） 落合・前掲（注 161）129 頁以下参照。
（167） 大川・前掲（注 31）345 頁以下参照。
（168） 近藤光男ほか「執行役員制度に関する法的検討〔上〕」商事 1542 号

4 頁以下（1999 年）参照。
（169） 近藤・前掲（注 168）6 頁。
（170） 通商産業省産業政策局産業組織課「企業運営の実態把握・商法の課

題把握に係るアンケート結果」商事 1575 号 11 頁（2000 年）。
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（171） 高橋＝大川・前掲（注 147）2 頁以下，大川・前掲（31）342 頁参照。



企業グループにおける企業統治の健全性確保　　45

Ⅵ　おわりに

本稿では，親会社等がその子会社の経営に不当に関与した場合における
子会社の少数派株主および債権者の利益保護に関する諸外国の法制度なら
びに主要裁判例について検討してきた。

前述のⅢ 1（1）で検討したイギリスの Re Hydrodan （Corby） Ltd 事件
において，本件裁判所は，①親子会社間の取引における親会社は子会社の
背後取締役になり得ること，また②原告側は，法律上または事実上の取締
役自らが取締役としての裁量権限に基づいて経営を判断するのではなく，
背後取締役の指図か指揮に従って会社を経営するきらいがある，という事
実を立証すべきであると判示した点が注目に値する。

周知のとおり，日本法では，英国会社法や韓国商法の定める背後取締役
の責任に関するルールは存しないものの，判例法上確立されてきた事実上
の取締役の法理に基づいて非取締役等の対第三者責任を認めた下級審裁判
例が相当数にまで上っている。その中で，本稿において検討した前掲・京
都地判平成 4 年 2 月 5 日判決に対しては，親会社の代表取締役が子会社の
ために行った事実行為（資金援助や物上保証等）を事実上同社の取締役と
して継続的に業務を執行した行為とはいえないとして同法理の適用に否定
的見解がある

（172）

。しかし，親会社等を子会社の事実上の取締役として理論構
成すること自体について積極的に反対する見解はみられない

（173）

。
前述のとおり，韓国の下級審裁判例は，金融機関の支配株主を背後取締

役として認めている
（174）

。その上で，最高裁判例は，自然人である支配株主だ
けでなく，法人である支配会社も含まれるとして親会社等が子会社の背後
取締役になり得ると判断しており

（175）

，学説も肯定的である
（176）

。
私見として，日本において，親会社等の権限濫用行為を規制する場合に

は，前述のⅢ 2（1）で検討した Sinclair Oil Corp. v. Levien 事件から明ら
かになったように，グループ運営における親会社等の指揮・管理の役割の
重要性にかんがみれば，グループ企業の全体の利益を図ろうとする親会
社等の合理的な経営判断を担保する必要性があると考える。そのような
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意味において，「親会社等の責任」という形で規制するよりも親会社等が
自己または第三者の私益を図る親子会社間の自己取引に限定し，親会社
等を子会社の事実上の取締役としてみなした上で，その責任の追及を認
める方法を採用した方がより合理的であるように思われる

（177）

。
企業のグループ運営において，親会社等の権限濫用行為を規制するため

の法理としては，民法上の不法行為責任（民 709 条）をもって規制すべき
であると主張する見解がある

（178）

。この点，不法行為に基づく損害賠償責任を
追及する場合においては，子会社の少数派株主または債権者は，親子会社
間の自己取引における親会社等の権限濫用行為を明らかにし，それを立証
する責任を負うが，子会社の少数派株主または債権者がそれを立証するの
は容易なことではなく，企業グループにおける企業統治の健全性（企業不
祥事防止を含むコンプライアンス体制）を確保するという観点からすれば，
既存の不法行為責任との選択的請求権競合の関係を認める方向で立法化を
再検討することが望ましい。

※本稿は日本学術振興会科学研究費基盤研究（C）（課題番号 JP19K01371）
の研究成果の一部である。

注
（172） 神崎・前掲（注 113）37 頁，井上・前掲（注 113）119 頁，吉本・前掲（注

113）128 頁，青木・前掲（注 118）45 頁，春田博「判批」法セ 3817
号 53 頁（1993 年）。

（173） ただし親子会社関係において，親会社（または取締役）が子会社の
業務執行に関与しなかったことを理由に同社の債権者に対する責任を
基礎づける本件判断についての批判的見解がある（江頭・前掲（注 9）
538 頁（注 8））。

（174） 大邱地方裁判所金泉支部 2009.5.1.，宣告，2008 ガハプ 1074，判決。
（175） 韓国最高裁判所 2006.8.25.，宣告，2004 ダ 26119，判決（高橋＝洪・前

掲（注 117）28 頁以下を参照されたい）。
（176） 高橋＝洪・前掲（注 117）15 頁以下，編代권・前掲（注 127）576 頁，

鄭・前掲（注 135）278 頁，李哲松『商法講義〔第 11 版〕』596 頁（博
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英社，2010 年）。
（177） See supra note 71, at 721-22，大川・前掲（注 31）348 頁。
（178） 松井秀征「親会社の子会社に対する責任」商事 1950 号 4 頁以下（2011

年）参照。
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＜判例研究＞

保護責任者不保護罪の成立要件
最高裁平成 30 年 3 月 19 日第二小法廷判決を手がかりに

江  　藤  　隆  　之

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　事実の概要および最高裁の判断
Ⅲ　不保護の保護法益および客観的構成要件要素
Ⅳ　不保護の主観的構成要件要素
Ⅴ　おわりに

キーワード：保護責任者遺棄，不保護，準抽象的危険，潜在的危険，行為の認識

Ⅰ　はじめに

刑法 218 条後段に定める不保護による保護責任者遺棄の成立にとって，
具体的にいかなる行為が求められ，その故意の内実はどのようなものであ
るのかについて，必ずしも明快に一致した見解があるわけではない。もち
ろん，本稿が素材とする最高裁平成 30 年 3 月 19 日判決がいうような「刑法
218 条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は，同条の文言及び趣旨
からすると，『老年者，幼年者，身体障害者又は病者』につきその生存のた
めに特定の保護行為を必要とする状況（要保護状況）が存在することを前
提として，その者の『生存に必要な保護』行為として行うことが刑法上期
待される特定の行為をしなかったこと」という程度の一致はある。しかし，
その「要保護状況」とは具体的にどのような状況をいうのか，「『生存に必
要な保護行為』として行うことが刑法上期待される特定の行為」は具体的
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にどのようなものなのか，行為者に故意を認めるためには行為者が何をど
の範囲で認識していればいいのかについては細かい点でなお争いがある。

本稿は，保護責任者不保護の行為と故意が問題となった最高裁判所平成
30 年 3 月 19 日判決を手がかりにして，保護責任者不保護の行為と故意を
明確化することを試みる。なお，同判決は訴因変更にかかる訴訟法上の争
点を含んでいるが，その点は割愛する

（ 1 ）

。

Ⅱ　事実の概要および最高裁の判断

・最高裁判所平成30年3月19日第二小法廷判決（平成28年（あ）第1549号）
・保護責任者遺棄致死（予備的訴因重過失致死）被告事件
・破棄自判（控訴棄却）
・刑集 72 巻１号１頁
【事実の概要】（小見出しおよびその番号は適宜評者が振り直した。また，
後の参照の便宜のため丸カッコ入りアルファベット小文字付きの下線を引
いた。１審および原審の経緯については最高裁による認定を引用した。）

１．公訴事実
「本件公訴事実（訴因変更後のもの）の要旨は，『被告人は，Ａ（平成

22 年生）の実母であり，平成 25 年 4 月 15 日に婚姻し，同月 24 日にＡと
養子縁組をした夫と共に親権者として自宅でＡを監護していたものであ
るが，夫と共謀の上，平成 26 年 4 月頃，自宅等において，幼年者であり，
かつ，先天性ミオパチーにより発育が遅れていたＡに十分な栄養を与える
とともに，適切な医療措置を受けさせるなどして生存に必要な保護をする
責任があったにもかかわらず，その頃までに栄養不良状態に陥っていたＡ
に対して，同年 6 月中旬頃までの間，十分な栄養を与えることも，適切な
医療措置を受けさせるなどのこともせず，もってその生存に必要な保護を
せず，よって，同月 15 日，自宅において，Ａを低栄養に基づく衰弱によ
り死亡させた』というものである。」
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２．認定された事実関係
「（1） Ａは，平成 22 年 8 月 11 日に出生し，その当初から筋力が弱く，

嚥下障害等があり，経鼻チューブを用いて胃に栄養を注入するなどの入院
治療を受けていたが，同年 12 月，筋力が弱く，運動能力の発達が遅れる
病気である乳児重症型先天性ミオパチー（以下単に「ミオパチー」という。）
と診断された。

Ａは，平成 23 年……4 月 21 日には，居住する市から身体障害者１級の
認定を受けた。Ａは，月に１回程度の通院を続けていたが，平成 25 年１
月（当時 2 歳 5 か月）から，主治医の判断により，経鼻チューブを外して
食物のみから栄養を摂取するようになった。

Ａは，平成 25 年 4 月頃……被告人及び被告人の夫（Ａの養父。以下「夫」
という。）と同居し始め，同月 30 日にＡの弟が生まれ，以後，被告人，夫，
Ａ，Ａの弟の 4 人で生活していた。Ａは，同年８月（当時 2 歳 11 か月）
には，自ら食事ができ，独立歩行もできるようになり，その頃，Ａを診察
した主治医は，被告人に対し，今後は相談事があるときに診察を受ければ
よく，定期的な診察は必要ない旨告げた。

被告人は，平成 26 年 2 月 27 日（当時Ａは 3 歳 6 か月）……以後は，Ａ
に医師の診察を受けさせておらず，Ａの健康状態等に関して医師に助言を
求めるなどもしていなかった。
（2） Ａは，出生時から体重が平均より軽く，その後も同年代の女児の

平均体重を総じて下回っていたものの，身長は順調に伸びており，平成
25 年 10 月の検査では，身長 94cm，体重 11.4kg になっていた。ところが，
平成 26 年 5 月 23 日に撮影された動画（以下「本件動画」という。）にお
けるＡの姿は，平成 25 年 10 月 14 日に撮影されたＡの写真と比べて明ら
かに手足が細く，ふくらはぎの骨や膝の関節の形状を見てとれるような状
態であった。さらに，死亡後の平成 26 年 6 月 16 日に行われた測定では，
身長は前年 10 月から 7cm 増加して 101cm であったが，体重については
約 3.4kg 減少して約 8kg になっており，その遺体の外見も，胸部には肋骨
が，背部には肩甲骨や背骨がそれぞれ浮き出ているほか，腰の周りや臀部
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も骨や関節が浮き出ており，頬がこけ，手足は骨や関節の形が分かるほど
極端に細くなっていた。

被告人は，Ａの体重を測っておらず，その体重を正確には把握していな
かったものの……入浴などの機会を通じて，Ａの体格に関する客観的な状
態を認識していた。
（3） Ａの食生活は不規則なことが多く，丸１日食事をしなかった日が

あったり，１日 2 食や１食になったりすることがあったほか，平成 26 年
４月頃から死亡するまでの 2 か月余りの間，夜中を含む食事以外の時間帯
に，四，五回にわたり，炊飯器の米飯や冷蔵庫のアイスクリームを勝手に
食べるなどし，また，ニンニクチップを勝手に大量に食べたこともあった。
被告人は，このようなＡの食生活を認識していた。
（4） Ａは，平成 26 年 2 月 20 日から同月 22 日まで，祖母方に宿泊した

……。Ａは，同年 3 月以降も，被告人の友人や夫の親族らとは会ったこと
があり，その者らと一緒に食事をするなどしていた。同年６月以降の時期
においても，被告人とＡは，同月１日に，夫の母及び弟妹等と一緒にラー
メン店で食事をしたほか，被告人の友人が同月 10 日に，夫の弟が同月 13
日に，それぞれ被告人方を訪問してＡに会っていた。
（5） Ａは，平成 26 年 6 月 15 日（当時 3 歳 10 か月），低栄養に基づく衰

弱により死亡した。」

【第１審および原審の経緯】
１．第１審当事者の主張
「検察官は，Ａの体格の変化や体重の減少は外見上明らかで，異食等か

ら食事量の不足も明らかであって，被告人は，Ａの体格や体重，食事量の
異変，空腹の状況を認識していたなどと主張し，被告人と夫には，より十
分な栄養を与えたり医療措置を受けさせたりしなければＡが健康を害する
かもしれないという程度の認識があったから，故意が認められると主張し
た。

これに対し，（a）被告人は，平成 26 年 3 月以降にＡの手足が細くなっ
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ていると思い，不規則な食生活の問題も関係していると考えて食生活を改
善させようと試みたものの，うまくいかなかった，Ａが食事を取らない
日の翌日にはたくさん食事を取るなどし，2 日続けて何も食べない日はな
かったので，十分な栄養が摂取できていないとは考えていなかったと弁解
した（以下「本件弁解」という。）。」

２．第１審判決
「第１審判決は，本件は，被告人らにおいて，Ａに対して意図的に食事

を与えていなかったとか，意図的に少量の食事しか与えていなかったとの
立証がされた事案ではないとした上，被告人はＡの体格等を認識してお
り，Ａの体格等の変化や痩せ方に関する事実は，通常であれば，Ａが十分
な栄養を与えられていない状態にあり，健康に問題が生じかねない状況に
あると認識させる事実であるとしつつも，本件においては，（b）〈1〉Ａは，
ミオパチーにり患していたため筋肉が付きにくく，出生時から体重が平均
より軽かったから，そのような前提知識がある者とそうでない者との間で
は，痩せ方の異常性に関する認識が異なってしまう可能性があること，〈2〉
平成 26 年 3 月から同年 6 月までにＡと会った親族，知人等の中には，Ａ
の体格等から健康上の問題を被告人や夫に指摘した者がいないこと，〈3〉
人の体格や体重については，日々少しずつ変化していくため，毎日Ａと接
している場合には気付きにくい面があること，〈4〉Ａの身長は比較的順調
に伸びていたこと，〈5〉衰弱のためにＡの運動能力に明らかな変化があっ
たとの立証がないこと，〈6〉被告人と夫との間で，Ａが２日以上食事を取
らなかったら病院に経鼻チューブをもらいに行こうと話していたとの事実
は，被告人らにおいて，Ａが経鼻チューブを必要とするほどの健康状態で
はないと考えていたことを示すとも評価できること，〈7〉被告人と夫は，
同年 6 月に至るまで友人や夫の親族にＡを会わせており，そのような行動
は，Ａが十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していた者の行
動としては合理的ではないこと等を指摘し，本件においては，Ａの体格等
の変化や痩せ方に関する事実のみでは，本件弁解を直ちに排斥できず，検
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察官が主張する事実を総合してみても，被告人において，Ａが生存に必要
な保護として，より栄養を与えられるなどの保護を必要とする状態にある
ことを認識していたというには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡
した。検察官控訴。

３．原判決
（c）「原判決は，Ａが顕著に痩せるという体格や体重の変化が生じたこ

とと，そのようなＡの外見等の状況を被告人も認識していたことから，遅
くともＡの痩せ方が顕著となっていた平成 26 年 5 月下旬頃には，特段の
事情がない限り，被告人において，Ａが生存に必要な保護として，より栄
養を与えられるなどの保護を必要とする状態にあると認識していたと強力
に推認できるとし，Ａの体格等の変化や痩せ方は，Ａがミオパチーにり患
していることを考慮しても異常であるとした上で，Ａがミオパチーにり患
しているため筋肉が付きにくく，その体重が平均より軽いといった知識を
被告人が有していることは，Ａの体格等の変化や痩せ方の異常性を被告人
が認識する可能性を阻害するものではなく，記録上，上記推認を妨げる特
段の事情はうかがえない」。
（d）「〈1〉Ａと会った夫の親族や友人らの中にＡの健康上の問題を指

摘した者がいなかったとの事実は，Ａに接したり観察したりする時間や回
数，Ａに対する関心の度合い，Ａの生育状況についての知識等が被告人と
は大きく異なり，その者らの認識と被告人の認識を同列にみることができ
ないから，Ａの状態についての被告人の認識に関する判断を左右するもの
ではない，〈2〉Ａの体格等の変化や痩せ方は，それだけでＡの栄養が足り
ていないことを十分に認識させるものであるから，Ａの運動能力等に異常
が見られなかったとしても，Ａの状態についての被告人の認識に関する判
断を左右するものではない，〈3〉被告人と夫がＡを会わせていた夫の親族
や友人は，Ａの生育状況を知らない者らにすぎず，Ａの養育に出生時から
関与していた祖母については，平成 26 年 2 月 22 日を最後にＡと全く会わ
せていないことからすれば，被告人らを非難しそうな者だけを遠ざけてい
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た可能性もあり，被告人の行動は不作為犯の故意がある者の行動として不
合理ではない，〈4〉被告人と夫が，Ａが 2 日以上食べない場合には経鼻
チューブをもらいに行くと会話したことについては，経鼻チューブによる
栄養摂取も考えなければならない事態に陥ったこと自体が，被告人におい
てＡの栄養摂取に一定の問題があると認識していたことをうかがわせる事
情である，〈5〉食事以外の時間帯に米飯やアイスクリームを勝手に食べた
り，ニンニクチップを食べるなどというＡの行動を全体としてみれば，当
時，Ａが空腹を感じる状況に継続的に置かれていたことを客観的に推認さ
せる特異な事情といえ，Ａの体格等の変化や痩せ方とＡの行動全体を認識
すれば，通常は，Ａの個々の食事の状況如何にかかわらず，Ａには栄養不
足の問題が生じていることを認識するものといえる」などと判示し，第１
審判決には事実誤認があるとして破棄差し戻した。これに対して被告人が
上告した。

【最高裁判所の判断】
「（1）刑法 218 条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は，同条

の文言及び趣旨からすると，「老年者，幼年者，身体障害者又は病者」に
つきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況（要保護状況）が
存在することを前提として，その者の「生存に必要な保護」行為として行
うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解す
べきであり，同条が広く保護行為一般（例えば幼年者の親ならば当然に行っ
ているような監護，育児，介護行為等全般）を行うことを刑法上の義務と
して求めているものでないことは明らかである。

……変更後の訴因によれば，本件の実行行為として，平成 26 年 4 月頃
から 6 月中旬頃までの間，〈1〉（ア）十分な栄養を与えるとともに，（イ）
適切な医療措置を受けさせるという保護行為を行う義務があるのにこれら
の保護行為を行わなかったことが主張されていると解されるのであり，これ
らの保護行為を必要とする状況として，〈2〉被害者が幼年者であって，ミオ
パチーにり患し，発育の遅れ，栄養不良状態があることが公訴事実に記載さ
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れ，更に痩せ具合や体重変化，異食等も主張されていたものであり，必ずし
も訴因の特定がされていないというわけではなく，事案によっては，この
程度に特定された訴因ないし主張をもって，審理判断ができる場合も十分
あると考えられる。しかし，上記〈１〉は，かなり広範な保護行為を含み
得るところ，本件では，第１審判決が判示しているように，被告人及び夫
がＡに対して食事を与えなかったとか，十分に栄養が摂取できないような
少量の食事しか与えていなかったなどといった不保護行為が立証されてい
るとは認められない。また，被告人において，ミオパチーにり患した子の
特性に応じてＡの食生活を改善するための知識を十分に持ち合わせていた
のに，その改善を試みなかったといった不保護行為が立証されているもの
でもない。したがって，このような本件においては，いかなる要保護状況
を前提に，どのような保護行為を行うべきであったと主張されているのか
自体が不明確になっているといわざるを得ない。そこで，前記２記載の認
定事実により，本件の要保護状況と行うべき保護行為の内容を検討すると，

（e）Ａは，本件動画が撮影された平成 26 年 5 月 23 日には，客観的に重度
の栄養不良状態にあったことが明らかであり，ミオパチーにり患している
ことを前提としても，遅くともその時点までには，監護者において，適切
な栄養摂取方法について医師等の助言を受けるか又は適切な医療措置をＡ
に受けさせることが，Ａの生存に必要な保護行為であったと認められ，（f）
Ａの監護者である被告人及び夫は，いずれもそのような保護行為（以下「本
件保護行為」という。）を行っていなかったと認められる。

そこで，本件では，本件保護行為を行っていなかったという実行行為に
係る故意の問題として，Ａが生存に必要な保護として本件保護行為を必要
とする状態にあることを被告人が認識していたか否かが検討されるべきと
ころ，第１審判決は，前記のとおり，ミオパチーにり患している等のＡの
特性に関する前提知識がある者がＡを見た場合にどのように認識され得る
のかという観点からみると，Ａの体格等の変化や痩せ方に関する事実のみ
では，本件弁解を直ちに排斥することはできず，検察官主張事実を総合し
てみても，被告人において，Ａが本件保護行為を必要とする状態にあった
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と認識していたと合理的疑いなく推認することはできないとの判断を示し
たものと解される。

したがって，このような判断を示して被告人を無罪とした第１審判決の
事実認定が論理則，経験則等に照らして不合理であることを具体的に示さ
なければ，第１審判決に事実誤認があるということはできない……。
（2）原判決が被告人が A の体格等の変化や痩せ方の異常性を認識する

可能性は妨げられていなかったとした上掲下線部（c）について，「確かに，
……A の体格等の変化や痩せ方は，客観的には明らかに異常なものであっ
たと認められる。しかし，本件では，被告人が，Ａの体格等の変化や痩せ
方について，それまで被告人の認識していたＡの特性に照らし，さほど異
常ではないと誤解していた可能性の有無が問題とされているのであり，原
判決が，Ａの特性に関する被告人の知識を踏まえても被告人がＡの体格等
の変化や痩せ方を異常と認識する可能性は阻害されないと判断した根拠は，
Ａの体格等の変化や痩せ方の異常性の程度が著しいという点と，被告人が
実母としてＡに毎日接していたという点に尽きていて，他に，その可能性
が阻害されないとする十分な理由は示されていない。結局，原判決は，上
記の点を考慮してもなお，Ａの体格等の変化や痩せ方の異常性の程度につ
いて被告人が誤解していた可能性を認める余地があるとした第１審判決の
評価が不合理であるとするだけの説得的な論拠を示しているとはいい難
い。」

さらに，原判決の上掲下線部（d）について「（g）上記〈１〉については，
平成 26 年 6 月以降にＡと会った夫の親族らは，異常なほど痩せているＡ
の姿が撮影されている本件動画とほぼ同様の外見であったと推認されるＡ
と会い，そのようなＡの外見を認識していたと認められるにもかかわらず，
その中にＡの健康上の問題を指摘した者はいない。このことは，Ａが病気
のために痩せていると認識していた者らにとっては，Ａの栄養不良の状態
に気付くことが容易ではなかったことをうかがわせるとも評価できる。そ
うすると，このことを本件弁解を排斥できない根拠の一つとした第１審判
決の判断は，不合理とはいえない。
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上記〈2〉についても，被告人がＡの体格等の変化や痩せ方の異常性の
程度を誤解していた可能性があるという第１審判決の評価を前提に考えれ
ば，運動能力等に異常がなかったとの事実は，その誤解の可能性を強める
ものと評価できる。

上記〈3〉については，Ａを夫の親族らには会わせる一方，祖母に会わ
せていなかったという被告人の行動の意味については様々な可能性が考え
られることから，この点をもって，第１審判決の不合理性を指摘できてい
るとはいえない。

上記〈4〉についても，被告人と夫は，平成 26 年 6 月に至るまで親族ら
とＡとで外食したり，友人にＡを会わせたりしており，Ａの姿を外部から
隠そうとしていた様子はうかがわれず，医療機関を受診させることをあえ
て避けていたことをうかがわせる事情も見当たらないことからすれば，第
１審判決が判示するように，経鼻チューブをもらいに行くことを話してい
たにもかかわらず，結局医療機関を受診させていないのは，被告人らがＡ
の健康状態が本件保護行為を必要とするほどには至っていないと誤解して
いたためとみる余地もある。そうすると，上記の会話をもって，被告人に
本件保護行為の必要性に関する認識がなかったことを示す事情にもなり得
るとした第１審判決の評価にも相応の合理性がある。

上記〈5〉についてみると，Ａの体格等の変化や痩せ方の異常性の程度
を誤解していた可能性があるとの第１審判決の評価を前提にしてみれば，
夜中に米飯を勝手に食べることが複数回あり，ニンニクチップ等を勝手に
食べることがあったというＡの行動を被告人が認識したからといって，そ
れだけで直ちにＡが継続的に栄養不良状態にあると被告人が認識すること
に結び付くとまではいい難い。

そうすると，上記〈1〉から〈5〉までの点に関する原判決の判断は，第
１審判決とは別の見方もあり得ることを示したにとどまっていて，これら
を総合考慮しても，原判決は，Ａが本件保護行為を必要とする状態にある
ことを被告人が認識していたとするには合理的な疑いがあるとした第１審
判決の判断が不合理であることを十分に示したものとはいえない。
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（3）以上のとおり，本件保護行為を行わなかったという不保護による保
護責任者遺棄致死罪の故意に関し，Ａが本件保護行為を必要とする状態に
あることを被告人が認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告
人を無罪とした第１審判決について，原判決は，論理則，経験則等に照ら
して不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができな
い。そうすると，第１審判決に事実誤認があるとした原判断には刑訴法
382 条の解釈適用を誤った違法があり，この違法が判決に影響を及ぼすこ
とは明らかであって，原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと
認められる。

そして，上記の検討によれば，被告人を無罪とした第１審判決に論理則，
経験則等に照らして不合理な点があるとはいえない。」

Ⅲ　不保護の保護法益および客観的構成要件要素

１．保護法益
遺棄の罪の保護法益が生命の安全であるか生命および身体の安全であ

るかについては争いがある
（ 2 ）

。かつては後者が通説であるとされてきたが，
その評価には疑問がある

（ 3 ）

。すくなくとも保護責任者不保護については条文
に「その生存に必要な保護をしなかったとき」と定められている以上，求
められる行為は「生存に必要な保護の不履行」であるから，生命に対する
危険犯と考えられる。そして，不保護と遺棄とで法益を区別する理由は
ないから，遺棄の罪全体として保護法益は生命であると解するのが妥当で
ある

（ 4 ）

。

２．客体
保護責任者不保護罪の成立を認めるためには，客体が 218 条に定める「老

年者，幼年者，身体障害者又は病者」にあたらなければならない。これら
客体は単に形式的に 218 条に該当するだけでは足りず，217 条のいう「扶
助を必要とする」という要件がかかると解されるため，保護法益を生命で
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あると解する立場からは，生命の安全を図るためには扶助が必要な客体で
なくてはならない

（ 5 ）

。
すなわち，客体には老年者，幼年者，身体障害者または病者のいずれか

に該当するという形式的要件と，誰かが扶助しなければ自ら生命の安全が
図れないという具体的要件とが求められていることになる。ただし，客体
の存否の判断としては客体の形式的要件を独立して判断すれば足り，具体
的要件の具備判断は後述の危険判断に解消することが思考経済に資すると
いえよう

（ 6 ）

。
本件においては，客体が幼年者かつ身体障害者に該当することに疑いは

ない。

３．潜在的危険としての危険
遺棄の罪が危険犯であることについては争いがない。これがいかなる危

険犯であるかについてはなお対立しうるが，具体的危険の発生までを要求
する具体的危険犯説

（ 7 ）

は今や支持を失っている。むしろ，本罪を抽象的危険
犯であるとしつつ，本罪における抽象的危険を単なる危険の擬制ではなく
一定の現実的危険性を要する危険（いわゆる準抽象的危険

（ 8 ）

あるいは実質的
に解釈された抽象的危険

（ 9 ）

）と捉えて，具体的危険ほどではないが現実に一
定程度の危険が認められる場合を処罰対象とする見解が通説的であるとい
える

（10）

。
そこで，準抽象的危険とはいかなるものであるのかについて検討を加え

なくてはならない。その主唱者である山口厚は，モノグラフィ『危険犯の
研究』において，ホルスト・シュレーダーの「抽象的・具体的危険犯」が
存在するという指摘およびそれに対する批判的検討を加えたガラスの研
究に示唆を得て，「従来抽象的危険犯として一括されてきた犯罪の中には，
法文上『危険』の発生が要求されてはいないが，処罰の対象となる構成要
件に該当する行為が行われたと認めるためには――何らかの結果事態に関
する，ある程度具体的な――実質的危険の発生が必要と解されるものが存
在するのである」

（11）

といい，これを「『準抽象的危険』と呼ぶこととしよう」
（12）
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と提案した。その後，教科書においてもこの立場は維持され，準抽象的危
険犯を具体的危険犯と抽象的危険犯の「中間形態」

（13）

に位置づけ，「構成要
件的行為へのあてはめ評価においてすでにある程度実質的な危険判断が要
求される」，「抽象的危険犯の場合であっても，当該犯罪の解釈によりその
要件と解される危険が，具体的な特殊事情のために発生していない場合に
は，たとえ法文上規定された一般的には危険な行為が行われたとしても，
その成立は否定されるべきである」

（14）

と説明している。
この「準抽象的危険」という概念にはいくつかの批判を向けることがで

きる。まず，そのネーミング自体が不明確かつミスリーディングであるこ
とを指摘しなくてはならない。概念への名づけ自体を批判することは，形
式的批判にすぎないと思われるかもしれないが決してそうではない。「準
抽象的危険」という名における「準」とはどういう意味であり，現実の危
険の発生が求められるのになぜなお「抽象的危険」と呼ばれるのかが判然
としないため，「抽象的危険に準じた危険」というラベルは漠然としてお
り，そのようなカテゴリ形成は，カズイスティシュな区分への道を拓くこ
とになりかねない

（15）

。またそのネーミングの漠然性は，内容理解の困難さに
も通じる。わずかでも現実に危険が発生していることを要求するのであれ
ば，――山口自身は別のタイプの危険犯にその語を当てている

（16）

が――準具
体的危険とも呼ぶことができ，むしろそう呼ぶのが適切であろう。現実的
な危険発生が必要な具体的危険犯と不要な抽象的危険犯とに区分し，その
中間形態にわずかであっても危険発生を要求するカテゴリを置くのであれ
ば，それは抽象的危険犯というよりもむしろ具体的危険犯の亜種（弱めら
れた具体的危険犯，軽くなった具体的危険犯）である。そうであるにもか
かわらず，これを「準抽象的危険犯」と呼ぶのは，抽象的危険犯理解を危
うくしかねない。もちろん，この「準抽象的危険犯」というカテゴリが，
歴史的に抽象的危険犯に分類されてきた罪の成立要件を検討するにあた
り，それらの罪にもある程度は具体化された危険が要求されるのだという
修正を加えたことによって成立したため，「やや具体的な方向に修正され
た」「抽象的危険犯（とかつて理解されてきたもの）」という意味合いを有
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していることは理解可能であり，「準抽象的危険犯」というカテゴリの提
案が，ここ数十年の日本刑法学の発展に寄与してきたことの意義は認めら
れなければならない。しかし，すでに一定の犯罪については単純に行為の
みを問題とする抽象的危険犯ではないという認識が定着した現在，より適
切なカテゴライズが摸索されるべきであろう。また，山口の分類法は危険
犯を結果犯として捉えようとする前提があるが，事態に関連すれば何もか
もを「ある意味における結果」として把握することはかえって結果概念を
毀損しかねないため

（17）

，結果犯における結果概念の純粋性を守りつつ危険犯
においては行為の危険性を判断する枠組みもまた維持すべきであるとする
私見からは，山口の分類に賛同することはできない。そこで，山口説とは
異なる危険犯のカテゴライズを行う必要がある。このとき参考になるのは，
危険犯を 3 分類するスペイン刑法学の知見である。本稿は以下に，スペイ
ン刑法学における議論を参考に具体的危険と抽象的危険の中間の危険とし
て「潜在的危険」

（18）

のカテゴリを提唱する。
スペイン刑法学において，危険犯は，「法益に対する事実上の危険な状

況を惹起したことを構成要件が要求する」
（19）

または「法益に対する直接また
は近接の現実的危険を既遂のために要求する」

（20）

と説明される具体的危険
犯（delitos de peligro concreto）と「具体的事案において事実上の具体的
な危険の創出を構成要件が要求してはいないが，法益に対する侵害を惹起
し得ると統計的に示されている状況にかかる」

（21）

または「当該危険が現実に
発生したことの証明の必要なく，単に行為を行ったことのみで危険である
とみなされる」

（22）

と説明される抽象的危険犯（delitos de peligro abstracto）
に加えて，その中間に「行為が法益に対して具体的な危険を惹起したこと
の証明は不要であり，それゆえ具体的危険犯ではないが，しかし侵害に対
して適切性を有するすなわち法益にとって具体的な危険を惹起することが
可能であった」

（23）

または「法益の具体的危険の発生を要求しないが，法益侵
害が可能であるつまり一般的に（引用者注：法益侵害のために）適切な行
為を行った」

（24）

と説明される潜在的危険犯（delitos de peligro potencial）の
3 種に分類される

（25）

。
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この危険犯の 3 分類には一定の理論的利点がある。第 1 に，従来の具体
的危険犯と抽象的危険犯理解に変更を加える必要がないことである。第 2
に，潜在的危険は，具体的危険よりも程度の低い危険が現に発生したとい
う漠然とした量的基準によって判断されるものではなく，現実的な危険の
発生の証明を不要としつつ，当該行為によって危険発生がありえたという
質的基準を用いることでその外延が明確化されていることである。これに
より，明快な結論を導き出せるようになる。第 3 に，潜在的危険は，結果
の危険ではなく行為の危険であることが明確な点である。

このように，具体的危険は現実の事案における現実の危険発生を指し，
潜在的危険は個別の事案において実際に行為者が採用した行為の危険を指
し，抽象的危険は具体的事案を離れて立法時に想定される統計的・類型的
危険を意味すると解することには利点がある。本稿は，この危険の 3 区分
法を採用し，遺棄の罪のカテゴライズを試みる。

まず，遺棄の罪は具体的危険犯ではないことを確認する。被害者の生命
に対する具体的危険の惹起の認識を保護責任者遺棄の故意とすると，殺人
罪の故意との区別は困難になる

（26）

。また，遺棄の罪を具体的危険犯であると
解すると遺棄により被害者たる要扶助者の保護状態を極端に悪化させたと
しても，事案の状況によっては危険が発生していなければ遺棄の罪は成立
しないことになるが，結論において妥当ではない。そもそも，遺棄の罪が
要扶助者の生命に対する具体的危険を発生させる罪なのであれば，その罪
の違法性および責任の重さは殺人未遂に近いものであるはずだが，法定刑
に鑑みるとそのように解することは困難である。要扶助者の保護状態を悪
化させる遺棄が行われた時点で被害者を保護する必要性および行為者に対
して介入する必要性が認められるから，遺棄の罪を具体的危険犯として捉
えることはできない。

続いて，遺棄の罪が抽象的危険犯ではないことを確認する。ここでいう
抽象的危険犯は，前述の 3 区分に従ったものであり準抽象的危険犯概念は
含んでいない。すなわち，抽象的危険犯とは，立法者が定めた統計的・類
型的に危険とされる行為を行うことを内容とする犯罪であり，現に危険が
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発生したことを要せず，単に行為が行われたことのみによって処断するも
のである。このような犯罪は，交通法規あるいは公害犯罪の規制のように，
立法者がその行為状況ないし行為態様を一般的な状況を念頭に指定してい
るものがあてはまる。遺棄罪は，行為者と被害者あるいは扶助者との個別
具体的な関係によってはじめて遺棄したまたは生存に必要な保護をしな
かったといえるのだから，具体的な被害者の生命との関連づけが検討され
なければならない罪である。たとえば，病院が設置し乳幼児の安全に配慮
されたいわゆる「赤ちゃんポスト」に親が自らの乳児を置いて立ち去る行
為は，形式的には遺棄行為であるが，刑法における遺棄の罪を成立させる
遺棄行為であるとはいえない。なぜならば，この場合は，扶助者を親から
病院に変える行為に過ぎず，当該乳児の生命に危険を発生させるために適
切な行為であるとはいえないからである。それゆえ，具体的事案に応じた
判断を要する遺棄罪は抽象的危険犯でもない。

したがって，遺棄罪は潜在的危険犯と解するのが妥当であることになる。
もちろん，これには単なる消去法のみではなく，積極的な理由づけも行い
うる。保護責任者不保護罪において立法者が選択した「その生存に必要な
行為をしなかった」との文言は，その実行行為判断において，行為者が被
害者の生存に必要な行為を行わなかったか否かの検討を要求する。それは，
具体的な状況に置かれた具体的な被害者の生存すなわち生命法益との関係
においてのみ理解可能であり，そこではすくなくとも各事案において被害
者の生命が現に危険に晒される可能性のある行為を行為者が行ったのかと
いう判断がなされざるをえない。この判断は，「現に危険が発生したか否
かまでは関知しないけれども，危険が発生する可能性があったか否かにつ
いては検討対象とする」という潜在的危険判断に他ならない。

かくして，遺棄の罪は潜在的危険犯であると解される。潜在的危険犯た
る遺棄の罪の危険判断は，①事態が被害者の生命に関連している（法益関
連性）

（27）

，②前記法益関連性を前提として問題となっている作為または不作
為が被害者の生命にとって危険な状態を惹起する一般的可能性がある行為
であった（一般的危険発生可能性）

（28）

の 2 要件により判断される。
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本件においては，下線部（e）の認定によれば，客観的には生命に関連
する危険の状況が存在したことが認められ，下線部（f）の認定とあわせ
て行為の潜在的危険が認められる

（29）

。
 

４．作為義務および保護責任
不作為犯が成立するためには行為者に作為義務が認められなければなら

ない。また，218 条の罪が成立するためには，行為者に要扶助者に対する
保護責任が認められなくてはならない。作為義務と保護責任との関係をど
う解するかについては，とりわけ 217 条と 218 条の関係理解如何にもとづ
いて様々な立場が考えうるが，保護責任が一般的な作為義務よりも限定さ
れたものであることについては広く受け入れられている

（30）

。私見も，ある罪
の不作為犯の成立を基礎づける作為義務よりも，それに加えてさらに重い
処罰を基礎づける保護責任の方がより重い義務・責任であることを認める
べきであるから，作為義務に比して限定された場合にのみ保護責任が発生
すると解する。また，保護責任と作為義務の同一性ないし類似性に着目す
る従来の通説的見解においても，不作為の遺棄の成立は 218 条の場合に限
定するように解釈されており

（31）

，判例も不作為による単純遺棄を認めていな
い。したがって，ここでは保護責任がいかなる根拠から発生するかを検討
すれば足りる。

保護責任を発生させる根拠は，「その者に法益の維持・存続が具体的か
つ（ある程度）排他的に依存しているという関係」を前提として「法令（た
とえば，民法），契約（たとえば，雇用契約），引受け，先行行為，所有者・
管理者としての地位ないし支配領域性，（登山のパーティ等の）危険共同
体の存在する場合」に限定する見解

（32）

や「すでに存在する要扶助者の生命の
危険を支配しうる地位にある者に限定される」とする見解

（33）

，「家族のよう
な親密な生活共同体関係にある場合のほか，保護の引受けがあり，要扶助
者の安全をその者の行為に排他的に依存させて良い場合」

（34）

に限定する見解
などがある。

いずれの見解に立っても，本事案においては，満 4 歳に満たない乳児重
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症型先天性ミオパチーの被害者と同居し養育する母親たる被告人に被害者
の生存に必要な保護をする責任があったと認められる。判例もこれを前提
としており，私見からも異論はない。

５．不作為としての不保護行為
遺棄についても不保護についても，場所的離隔の概念は不要である。こ

の点，本判決が場所的離隔について特に触れていないことは正当である。
不保護とは，保護責任者が要扶助者を保護できる状態にありながら保護し
ないこと，換言すれば保護責任者たる行為者と要扶助者たる被害者とがた
だちに扶助可能な接続（扶助アクセス）を現に有しているにもかかわらず，
その扶助を行わないことをいう

（35）

。本判決の下線部（e）ならびに（f）の認
定は，潜在的危険のある不保護の存在を正しく認定している。

Ⅳ　不保護の主観的構成要件要素

１．客体の形式的要件の認識
行為者に不保護の故意を認めるためには，客体が条文に列挙されている

幼年者，老年者，身体障害者または病者に該当することの認識を行為者が
有していることが必要である。たとえば病者の病気を認識しておらず，健
康人であると誤認しているならば故意はない。

さらに，上記形式的要件の認識を前提として，その者が，生命の安全を
自ら図ることができない者であることの具体的な認識も必要である。たと
えば，客体が老年者であることを知っていたとしても，自ら生命維持が可
能な程度に健康であると誤信していた場合は故意に欠ける。ただし，この
判断は，客観面における客体の具体的要件を危険判断に解消したのと同じ
く，危険の認識に解消すれば足りるため，ここでの認定は客体の形式的要
件の認識の有無のみにとどめる。

本件行為者に，客体が幼年者かつ身体障害者であるという認識に欠ける
ところはない。
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２．危険の認識
客体の形式的要件の認識を前提として，個別の事案における潜在的危険

の認識が求められる。この危険はすでに述べた通り，抽象的危険に法益関
連性を求める程度のものであるから，具体的危険よりも抽象的な「被害者
の生命に危険が発生する可能性のある所為の認識」で足りる。より詳細に
述べれば，潜在的危険のうち法益関連性の認識は，所為状況と法益との関
係の認識で足り，一般的危険発生可能性の認識は，客観的に問責対象となっ
ている行為と法益との関係の認識で足りる。

これまでの判例や学説においては，故意の対象として危険の基礎となる
事実の認識で足りるか，それとも危険そのものあるいは要保護性それ自体
を認識する必要があるかということがしばしば争点となってきた

（36）

。すでに
検討したように，本罪における危険が具体的危険ほどの実在性を要求して
いない以上，現に危険が発生していない場合にも処罰対象となるのであっ
て，危険それ自体の認識を求めるのは過度の要求である。また，具体的事
案における危険の認識まで求めるとそれは殺人の故意との区別が困難にな
る点で問題を有する。現に被害者が死亡する現実的な危険を認識しながら
なお作為義務に違反して被害者を救助しないのは，生命侵害の結果発生ま
でを未必的に認容していると評価することになりかねない

（37）

。
したがって，本事案においては，被害者が先天的ミオパチーであり，扶

助しなければ死亡の危険があるという事実の認識にプラスして，死亡前の
被害者の栄養摂取状況が不良であることの認識さえあれば潜在的危険にお
ける法益関連性の認識に欠けるところはない。一般的危険発生可能性の認
識判断についても，客観的に問責行為とされている不作為が被害者の生命
に対して具体的に危険であるということの認識までは要求されず，それが
一般的に被害者の生命に影響を及ぼし得るものであるという認識で足りる。

では，本件における危険の認識をどのように認定すべきか。この点につ
いては原判決との対比において第１審が排除せず最高裁も肯定する行為者
による本件弁解を詳細に検討する必要がある。

原判決は，ある程度の強度の危険の認識を肯定した。原判決下線部
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（c）は「遅くともＡの痩せ方が顕著となっていた平成 26 年 5 月下旬頃に
は，特段の事情がない限り，被告人において，Ａが生存に必要な保護とし
て，より栄養を与えられるなどの保護を必要とする状態にあると認識して
いた」という。ここでは，被害者が痩せていった状況の認識に加えて，保
護の具体的な必要性の認識まで認めている。この事実認定を前提とすれば，
潜在的危険の認識は優に認められる。さらに進んで具体的危険の認識ない
し結果に対する未必の故意までをも認めかねないものである。

これに対して下線部（a）の本件弁解は，「平成 26 年 3 月以降にＡの手
足が細くなっていると思い，不規則な食生活の問題も関係していると考え
て食生活を改善させようと試みたものの，うまくいかなかった，Ａが食事
を取らない日の翌日にはたくさん食事を取るなどし，2 日続けて何も食べ
ない日はなかったので，十分な栄養が摂取できていないとは考えていな
かった」というものである。第１審はこれを排除せず，最高裁もその判断
を認めている。そこで，この本件弁解を前提としたときの，危険の認識の
認否が問題となる。

本件弁解を分析すれば，これが 3 つの異なるカテゴリにまたがった主張
であることがわかる。それは，①客体が先天性ミオパチーを有する幼年者
であることを前提に「手足が細くなっている」，「不規則な食生活の問題も
関係している」という健康状態に関する事実の認識があったこと，すなわ
ち事態が客体の生命に関連しうることの前提となる事実の認識があった旨
の主張と，②「食生活を改善させようと試みたものの，うまくいかなかっ
た」という自らの行為如何によっては客体の生命に一般的な影響を及ぼし
うることの認識があった旨の主張と，③「十分な栄養が摂取できていない
とは考えていなかった」という具体的事案における現実的危険の不認識の
主張である。換言すれば，本件弁解は，①事態が被害者の生命に関連する
こと，②行為者の作為ないし不作為が被害者の生命に影響を与えうること
の 2 点の認識は肯定し，③本件具体的行為（不作為）によって被害者が死
亡する危険についての認識は否定するものである。そうであれば，潜在的
危険の認識は，現実的な危険を認識する必要なく，被害者の生命に危険が
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発生する可能性のある事実状況の認識および自らの行為が危険に一般的な
影響を与えるという程度の認識で足りるから，本件弁解を容れたとしても，
潜在的危険の認識を認めることができる

（38）

。
では，本件弁解における「十分な栄養が摂取できていないとは考えてい

なかった」との危険不認識の主張は危険認識の判断に影響を与えないため
故意判断にとって無意味な弁解であろうか。決してそうではない。この点
については，後に「自らの行為の意味の認識」という観点から改めて検討
する。

３．保護責任を発生させる人的関係の認識
本件において，自らが客体に対する保護責任を有していることを行為者

自身が認識していたことについては疑いがない。

４．扶助アクセスが存在していることの認識
不保護罪の行為を認めるためには，自らがただちに客体に介入しその扶

助を行うことができる状態にあること，すなわち行為者たる自己と要扶助
者との間に扶助アクセスが存在していることの認識が必要である。

本件行為者は客体と同居の親であるため，扶助アクセスが存在している
ことの認識に欠けるところはない。

５．自らが行為していることの認識
不保護においてこれまであまり論じてこられなかったのが危険の認識そ

れ自体とは原理的に区別される「自らが行為していることの認識」である。
たとえば，親権者が嬰児に対してミルクを十分に与えている認識がある場
合，たとえそれが客観的には不十分なミルクの量であったとしても，自ら
が不作為行為を行っている認識がなく，それゆえ故意を否定せざるをえな
い。一般に，生後間もない嬰児と同居する親は，これまで述べてきたすべ
ての客観的要件および主観的要件を充足する。嬰児は生後数日の間に生理
的体重減少を伴うため，親は嬰児の体重減少を認識するのが通常である。
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もちろん，一般的な親は，嬰児は保護がなければ死亡してしまうことも，
自らの作為ないし不作為が嬰児の生命の安全に影響を及ぼすことも知らな
いはずがない。しかし，その事実をもって不保護の故意に十分であるとい
うことはできない。当該親が十分な量のミルクを与えるなどの保護をして
いると認識しているかぎり，その不保護の故意を阻却するほかない。これ
は危険の認識でも状況の認識でもなく，自らが構成要件該当行為を行って
いることの認識が欠けるからである。

ところで，このように考える私見に対しては，危険概念において具体的
危険を否定しておきながら，故意においてあたかも具体的危険の認識を要
求するかのような要件を課しており，結局のところ具体的危険犯説に帰着
するのではないかとの疑問が向けられよう。しかし，このような批判は当
たらない。たとえば私見の立場も潜在的危険犯である現住建造物等放火罪
において，放火行為が放火行為であると認識している行為者について，具
体的危険の発生を要求することなく犯罪の成立を認めることができる。こ
れと同時に，危険発生可能性の一切ない放火事案における犯罪の不成立を
導くことができる。遺棄罪においても，自らの行為が遺棄であることを認
識している者の遺棄行為については，具体的危険の発生を要求することな
く，その成立を肯定することができる。

このような帰結は，作為犯においては構成要件に該当する作為が存在す
るが，不作為犯においては法的に求められる一切の作為を行わない完全な
不作為の場合と作為義務を果たそうとして作為を行ったつもりだがその作
為が不十分である不完全な作為の場合とが考えられることに起因する。作
為犯と完全な不作為犯の場合には，潜在的危険およびその故意認定はほと
んどの場合に前提事態の認識で足りる。故意作為犯が行為の認識を欠くこ
とはありえず，完全な不作為の場合には前提事実の認識と不作為の認識が
あることによって行為の認識が認められるからである。しかし，不完全な
作為が行われた不作為犯の場合，行為者が作為義務を履行していると誤認
することで不作為の認識を欠き，故意を否定せざるをえない場面が生じう
る。本件事案においても行為の認識を欠くとせざるをえないのは，本件行
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為者が被害者を養育するという作為を行為者なりに行っているつもりの不
完全な作為による不作為犯であることが，第１審判決の下線部（b）およ
び最高裁判決の下線部（g）における丁寧な認定の結果として明らかとな
り，行為者が自らの不作為を不作為であると認識していなかった合理的な
疑いが生じているからである。

すくなくとも，被告人による本件弁解を容れる以上，「十分な栄養が摂
取できていないとは考えていなかった」ことを前提とせざるをえず，そう
であれば被告人は自らの行為が不保護行為であると認識していないことに
なる。したがって，本件被告人は不保護の故意を欠く。

Ⅴ　おわりに

以上の検討により，本判決が行為者の弁解を容れて故意阻却を認めた結
論については正当であるが，理由づけについては問題があることが明らかに
なった。本罪が具体的危険犯でないことを前提とすれば，本件行為者には危
険の認識を認める程度の客観的状況の認識があったといえる。本件におい
て故意阻却されるのは，客観的な危険の認識がなかったからではなく，不
作為犯の行為者が自らが行為していることの認識を欠いていたからである。

最後に，「死ぬとは思わなかった」弁解について一言述べておきたい。
遠藤聡太は，「不保護が疑われる事案では，行為者が事態の深刻さを十分
に認識していない場合が少なくない」としたうえで，保護の必要性がある
という評価すなわち保護の必要性それ自体の認識を不要とする立場の背後
には「『死ぬとは思わなかった』等の弁解を封じ，要保護状況にないと軽
信した者が不保護の罪状を免れる事態を避ける狙いがうかがえる」と指摘
する

（39）

。本稿の立場に対しても「死ぬとは思わなかった」弁解が行為認識が
なかったとして故意を阻却することにつながりかねず，その具体的適用に
おける妥当性が問題とされることになろう。この点については，保護責任
者不保護罪が故意犯である以上故意の要求をするのは当然であり，また，
本罪は重い刑の予定されている罪であり，被害者が死傷した場合は「傷害
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の罪と比較して，重い刑により処断する」ものであるから，そのような運
用となることは仕方がないというほかない。そもそも，真実「事態が被害
者の生存に関係していると思わなかった」のであれば故意を否定すべきで
ある。訴訟上の都合から実体要件を操作し，故意のない者までも処罰しよ
うとするのであれば，それは冤罪を正面から肯定する趣旨であり，到底賛
同することができない。死ぬと思っていたか思っていなかったかはすぐれ
て事実認定の問題であり，実体要件を操作するような問題ではない。本件
においても，本件弁解が容れられたのは，単に「死ぬとは思わなかった」
と被告人が述べたからではなく，第１審判決が下線部（b）において，そ
して最高裁判決が下線部（g）において認めた客観的な諸事情があるから
である。たしかに，このような客観的事情からの認定が困難な事案も現実
には多く存在するが，そのような場合には，重過失致死傷罪を予備的訴因
に加えることで対処するほかないであろう。

（了）
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切な危険』とも呼ばれる」とされている。）が，「潜在的危険」という
表現が邦語として適切であると考えたため，「潜在的危険」の語を採
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発生していなくても発生することも考えることができる」といったも
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の語が当てられることがあり，この否定語 ”inidoneidad”（不適切性）は，
不能犯の「不能性」という意味にも使われている。したがって，――
不能犯における不能性がドイツ語において ”Untauglichkeit” であるこ
とに鑑みると――この「適切な」はドイツ語の ”tauglich” に対応する
語感として捉えてよいものと思われる。

（26） 井田・前掲注（2）97 頁。
（27） なお，このような現実的法益関連性が求められるのは，そのような

関連性がなければ立法者が用いた「遺棄」または「生存に必要な保護
をしなかった」という言葉に当てはまらないからである。

（28） 生命に関連する遺棄ないし不保護であっても，具体的事情によりお
よそ危険の発生しえない安全な場所への遺棄などはこの要件により排
除される。反対に，現に具体的危険が発生したことまでは必要ないか
ら，一般的に危険であるとされる場所に要扶助者を遺棄したが，遺棄
直後の偶然の要素により被害者が保護されたため，現にはまったく危
険が発生しなかった場合でも，その遺棄行為自体に具体的危険発生の
可能性，すなわち潜在的危険を認めることができる。この判断は，行
為時の一般人判断である。

（29） 現に不保護に帰属されうる致死の結果が発生している事案において
は，客観的な危険の程度そのものについて詳細に議論する実益に乏し
く，故意認定のためにその対象を画するという故意規制との関連での
み意味を持ちうる。客観的な危険の程度がとりわけ単独で問題となる
のは，致死傷の結果が発生しなかった事案においてである。

（30） 高橋・前掲注（2）36 頁，山口『刑法各論』前掲注（2）36 頁など。
（31） 団藤・前掲注（2）453 頁，大塚・前掲注（2）59 頁，前田雅英『刑

法各論講義』第７版（東京大学出版会，2020 年）64 頁など。
（32） 井田・前掲注（2）104 頁。
（33） 西田・前掲注（2）34 頁。
（34） 中森喜彦『刑法各論』第 4 版（有斐閣，2015 年）44 頁参照。
（35） 江藤・前掲注（4）125 頁。
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（36） 池田・前掲注（1）198 頁以下参照。
（37） 中森・前掲注（34）42 頁参照。
（38） 冨髙・前掲注（1）35 頁が，「遺棄罪を基礎づける危険の内容は，要

保護者の生命に対する高度の危険と理解する必要はないのであるか
ら，行為者の認識もこのようなもので十分である。本件では，A の身
体的状況を考慮すればなおさら，体重減少という生命に対する抽象的
危険を基礎づける事実の認識をもって故意としては足り，十分な栄養
を与えられていない状態（より栄養を与えられるなどの保護を必要と
する，生命に対して高度の危険のある状態）の認識までは不要であっ
たと思われ」るとするのは，――行為者の行為の認識としては別論―
―危険の認識については正当な論評である。

（39） 遠藤・前掲注（1）21 頁。
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＜判例研究＞

同意殺人罪と同意に基づく
傷害致死罪の関係について

――札幌高裁平成 25 年 7 月 11 日判決を参考に――

河  　野  　敏  　也
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　 1．法定刑の不合理とその処理
　 2．違法性阻却事由の錯誤の成否
　 3．小括
Ⅲ　嘱託傷害致死類型と嘱託殺人罪の関係
　 1．同意殺人罪が殺意をもたない類型を含むとする解釈とその問題
　 2．処断刑の差が不合理か否か
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札幌高裁平成 25 年 7 月 11 日判決
傷害致死（原審認定罪名：嘱託殺人）被告事件
平成 25 年（う）19 号
破棄自判
出典：高等裁判所刑事裁判速報集平成 25 年 253 頁，D1-Law 文献番号

28230736 など

【事実の概要】

被害者 V は，被告人に嘱託した行為によって自らが死亡することを認
識し，死んでも構わないと考えて，被告人に，V の頸部をバスローブの帯
で絞め付けた上，その顔面を，口や鼻から気泡が出なくなるまで浴槽の水
の中に沈めるよう嘱託した。被告人は，その嘱託を傷害の嘱託であると理
解し，V が死亡することはないとの認識のもと，平成 23 年 8 月 21 日午後
8 時頃，ホテル客室内において，浴室に設置された浴槽内に仰向けに横た
わった状態の V に対し，その頸部を 2 回にわたり，備え付けのバスロー
ブの帯で合計約 2 分半絞め付けた上，浴槽の水中にその顔面を沈める暴行
を加え，よって，その頃，同所において，V を頸部圧迫による窒息又はこ
れと溺水による窒息の複合により死亡させた。本件は，以上により被告人
が傷害致死罪で起訴され，裁判員裁判により審理判断されたという事案で
ある。

【判旨】

札幌高裁は，原判決を破棄し，次のように自判した。
1　刑法 202 条後段の解釈等について

原判決は，「嘱託傷害致死類型は，文理上，刑法 202 条後段が定める『人
をその嘱託を受け…殺した』場合に該当するから，同条が適用される。『殺
した』との文言は，日常用例に照らし，殺意がない場合をも含みうるも
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のであって，同様の文言使用例として，刑法 204 条が，傷害の故意があ
る場合のほか，傷害の故意がなく暴行の故意にとどまる場合も含めて『人
の身体を傷害した』と規定していることが想起されるべきである」と説
示する。

しかしながら，刑法は，「第二十六章　殺人の罪」に殺人罪と並んで嘱
託殺人罪を規定し，同じ「人を殺した」との文言を用いており，他方，傷
害致死罪については，「第二十七章　傷害の罪」の中に規定し，「人を死亡
させた」との文言を用いているのであって，このような各規定の体系的位
置や文言（刑法は，殺意がなく人を死亡させた場合については「人を死亡
させた」（刑法 205 条，210 条など）との文言を用い，刑法 199 条及び同
法 202 条後段所定の「人を殺した」との文言と明確に区別している）から
みても，刑法 202 条後段の「人を殺した」との文言は，同法 199 条と同じ
く，殺意のない場合を含まないと解すべきことが明らかである。

そして，「殺した」との文言は日常用例に照らし，殺意がない場合をも
含み得るという原判決の説示部分は，許容される拡張解釈の限界に関し，
言葉の可能な意味の範囲に含まれるか否かの検討において考慮される事項
であり，仮にこの意味において肯定されたとしても，刑法の解釈として許
容される拡張解釈ということにはならない。

また，刑法 204 条の「人の身体を傷害した」との文言に暴行の故意のみ
しかなく傷害の故意がない場合を含むと解されていることを解釈根拠に挙
げる原判決の説示部分についてみると，検察官及び弁護人の所論が指摘す
るとおり，同法 208 条が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった
ときは」と規定していることから，同条の文理解釈として暴行の故意をもっ
て人に暴行を加え人に傷害を負わせた場合は「人の身体を傷害した」との
構成要件に該当すると解されているのであるから，同法 202 条後段の「人
を殺した」との文言についての原判決の解釈根拠とすることは妥当でない。

そうすると，刑法 202 条後段所定の「人を殺した」に殺意のない場合を
含むという原判決の法令解釈は同条の体系的位置や文言に反するといわざ
るを得ない。
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２　処断刑の不合理の有無等について
（1）　まず，嘱託殺人罪と傷害致死罪の法定刑の上限を比較すると，嘱

託殺人罪のその上限が懲役７年であるのに対し，傷害致死罪のそれは懲役
20 年であり，傷害致死罪の方が格段に重いのであるが，傷害致死罪の構
成要件に被害者による殺害行為の嘱託がない傷害致死行為が含まれること
は争いのないところであり，その中で特に違法性及び責任が重いものを処
罰することを予定して法定刑の上限が定められていると解されるから，傷
害致死罪の法定刑の上限が嘱託殺人罪のそれより重いことは何ら不合理と
はいえない。
（2）　問題は，傷害致死罪については犯罪の情状により酌量減軽をして

も処断刑の下限を懲役１年６月までしか下げることができず，懲役又は禁
錮６月である嘱託殺人罪の法定刑の下限より重いという点である。

しかしながら，この点も原判決がいうような不合理があると直ちにはい
えない。

すなわち，当審で取り調べた捜査報告書添付の量刑資料（嘱託殺人（既
遂））によれば，平成 22 年から平成 24 年までの３年間における嘱託殺人
既遂 27 事例において，懲役６年に処せられた事例がある一方，懲役２年
の実刑や懲役２年６月，５年間執行猶予に処せられた事例があり，嘱託殺
人罪においても事案に応じて量刑に相当の差があり，傷害致死罪と比べて
一概に量刑が軽いとはいえない。そして，上記量刑資料によれば，実兄に
繰り返し殺害を依頼されてやむなく殺害に及んだ事例や，交際中の女性か
ら強く殺害を依頼されて殺害に及んだ事例であっても，遺族が厳罰を希望
しているなどの情状が認められる場合は，懲役３年ないし４年の実刑に処
せられており，夫の介護に尽くしてきた妻が，精神的に追い詰められた状
況下で，夫からの嘱託を受けて殺害に及んだ事例など動機，経緯に相当酌
むべき事情があり，遺族も処罰を望んでいないなど刑を軽減する事情が他
に存在するような事例ですら，執行猶予が付されているとはいえ，懲役２
年 6 月ないし 3 年の刑に処せられていることが認められ，懲役１年６月を
下回る量刑がなされた事例は見当たらない。



同意殺人罪と同意に基づく傷害致死罪の関係について　　81

もとより，上記量刑資料は最近３年間の量刑資料に過ぎないが，嘱託殺
人既遂の量刑傾向をうかがい知ることはできるのであり，少なくとも嘱託
殺人既遂において，懲役 1 年６月を下回る量刑が相当である行為類型は例
外的であるということはできる。

どのような行為類型がこれに当たるかを具体的に述べることは容易では
ないが，例えば，検察官が所論で指摘するように，不治の病に冒され耐え
難い肉体的苦痛に苦しむ近親者から真意に基づく殺人の嘱託を受け，同人
のやむにやまれぬ状況を理解しても対処のしようもなく，その苦痛を除去
するために殺害を実行したような事例など真に同情すべき動機，経緯に基
づく行為類型が考えられる。このような行為類型においては，殺意がある
から違法性が高く責任が重いと単純に評価することはできず，行為の社会
的相当性の逸脱の程度が小さく行為者に対する責任非難の程度も相当弱い
と評価することができる場合もあり得るから，このような限られた行為類
型について，懲役 1 年 6 月を下回る量刑が相当とされることもあり得ると
考えられる。嘱託殺人罪には，このように，例外的に違法性及び責任が相
当軽いと認められる行為類型が含まれており，刑法 202 条後段は，そのよ
うな行為類型をも含む罪の法定刑として，その下限を懲役又は禁錮６月と
定めたものと解される。
（3）　以上検討したとおり，本件行為も含めて，被害者による殺害行為

の嘱託が存在する場合に，暴行又は傷害の故意で嘱託された行為に及び被
害者を死亡させたという行為類型が傷害致死罪に含まれると解したとして
も，当該事案の情状に鑑み酌量減軽をして当該行為の違法性及び責任の程
度に見合った適正妥当な刑を導くことができるのであり，傷害致死罪につ
いて酌量減軽をしても処断刑の下限を懲役１年６月までしか下げることが
できないことが原因で，嘱託傷害致死類型のうち，嘱託殺人罪に該当する
行為と比較して違法性及び責任の程度が明らかに軽い行為を，より重い刑
で処罰せざるを得なくなるといった処断刑の不合理があるとはいえない。
なお，以上の説明するところからして，傷害致死罪を定める刑法 205 条は，
その法定刑に照らすと，被害者が自らの殺害行為を嘱託した場合を想定し
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ていないと考えられるという説示部分は，文理解釈上はもちろん，嘱託殺
人罪の法定刑の上限が懲役７年であることや嘱託殺人既遂の前記量刑傾向
に徴すると合理的な理由となるものではない。

したがって，「殺意がない場合の方が，殺意がある場合よりも，かえっ
て重い法定刑を前提として処罰されることとな」り，「酌量減軽をしても
なお処断刑が重いという不合理が解消されな」いとの原判決の理由付けは
合理的なものとはいえない。

【検討】

Ⅰ　序論

本件は，原審の認定によれば，被害者には「被告人に依頼した本件行為
によって自らが死亡することを認識しており，死んでも構わないという気
持ちで，被告人にそれを嘱託した」として死についての真意に基づく承諾
があるものの，行為者は，被害者が「死亡するとは思っておらず，あくま
で」被害者を「気絶させるつもりであった」として，殺意を否定して傷害
の故意に基づいて被害者を死亡させたと判断した。したがって，客観的に
は嘱託殺人罪であるが，主観的には同意に基づく傷害罪（結果的加重犯と
しての傷害致死罪）を行っており，適用条文が――法定刑の不均衡として
――問題となった。本件および原審に関しては，多くの評釈がある

（ 1 ）

が，そ
れは，原審たる札幌地裁平成 24 年 12 月 14 日判決

（ 2 ）

が，「嘱託傷害致死類型」
を指摘し，その法定刑の不均衡から，たとえ行為者に殺意がなくとも嘱託
殺人罪（刑法 202 条）が成立すると判示したことにある。

そこで本稿では，札幌地裁平成 24 年 12 月 14 日判決の論理を確認した
上で（Ⅱ），嘱託傷害致死類型が嘱託殺人罪に包摂されるかを検討する

（Ⅲ）。その後，同意論における示唆を得て（Ⅳ），本判決の評釈をまとめ
ていくことにする（Ⅴ）。
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Ⅱ　札幌地裁平成 24 年 12 月 14 日判決の論理

1.　法定刑の不合理とその処理

原審が指摘した法定刑の不合理とは以下のようなものである。すなわち，
嘱託殺人罪が刑法 202 条により 6 月以上 7 年以下であるのに対し，傷害致
死罪は嘱託による減軽類型が存しないことから，205 条により 3 年以上で
あり，酌量減軽をしても 1 年 6 月以上 10 年以下となり，殺意がない場合
の方が殺意ある場合よりも処断刑が重いというものである。これは，弁護
人から，嘱託殺人罪との刑の均衡という観点から傷害致死罪は成立せず，
刑法上，本件に適用すべき適切な罰条は規定されていないから，被告人は
無罪であるとの主張がなされたことによる。

そこで，原審は，「傷害致死罪を定める刑法 205 条は，その法定刑に照
らすと，被害者が自らの殺害行為を嘱託した場合を想定して」おらず，「被
害者が自らの殺害行為を嘱託していないこと」を書かれざる構成要件要素
と解した。加えて，「嘱託傷害致死類型は，文理上，刑法 202 条後段が定
める『人をその嘱託を受け…殺した』場合に該当するから，同条が適用さ
れる。『殺した』との文言は，日常用例に照らし，殺意がない場合をも含」
むとして，所謂「嘱託傷害致死類型」

（3）

には，205 条が適用されず，202 条
後段が適用されるとした。

そして，「被告人は，重い傷害致死罪の故意で，客観的には軽い刑法
202 条後段の罪に該当する事実を実現した」ことから，抽象的事実の錯
誤として，「適用されるべき罰条は，軽い刑法 202 条後段のみである」と
した。

なお，嘱託傷害致死類型を嘱託殺人罪に含まない場合には，訴訟準備及
び訴訟進行においても不都合があるとしている。その一つは，嘱託殺人罪
で公訴が提起された場合に，「弁護人は，被告人の否認に従って殺意を争
うと，訴因変更を条件とはするものの，被告人を傷害致死罪として重く処
罰される危険にさらすことになる。かといって，殺意を争わないと，弁護
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人としての真実義務に違反する」というものである。もう一つは，傷害致
死罪で公訴が提起され，裁判所が被告人には殺意があり嘱託殺人罪が成立
するとの心証をいただいた場合，「裁判所は，訴因変更を促すか命じるこ
とになろうが，重い傷害致死罪の適用を求めて公訴を提起した検察官がこ
れに応じないと，裁判所は，訴因には殺意が含まれていないため嘱託殺人
罪を適用することはできず，かといって，心証形成した嘱託殺人罪よりも
法定刑の重い傷害致死罪を適用することもできないから，被告人に対して
無罪の言渡しをするほかなくなる」というものである。

2.　違法性阻却事由の錯誤の成否

被告人は，どのような事情を根拠に，V が死亡しないと考えたのか。被
告人が考えていた事情が実際に存在するとした場合，被告人の犯罪事実
記載の行為は，社会常識に照らして罪に問うべきものといえるかも争点
になっており，これについても判示した。そこでは，一方で，「被告人は，
V によって追い詰められた心理状態の中で，V の嘱託を受けて本件行為に
及んでいるのであるから，本件の違法性は相当失われていた」とした。他
方で，V の嘘を信じた「被告人は，本件行為により V が死亡するとは思っ
ておらず，あくまで V を気絶させるつもり」の認識であったとしても，「被
告人には，本件行為は，上記のような救命態勢が必要となるほどの，一歩
間違えれば V の生命を脅かす可能性がある危険性の高い行為であるとい
う認識があった」ことを認めた。そこで，「V が本件行為を嘱託した経緯
を十分考慮しても，さらには，被告人が誤信・認識していた救命態勢等が
実際に存在するとしても，生命を保護するという刑法の目的に照らし，本
件行為は違法と評価せざるを得ない。したがって，本件について違法性阻
却事由の錯誤による故意の阻却は認められない」と判示し，被告人に懲役
1 年 2 月，執行猶予 3 年の有罪判決を言い渡した。
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3.　小括

原審は，嘱託傷害致死類型を 202 条に包摂するというこれまでにない判
断をした。その解釈の根拠の一つは，真意として死を望んでいる被害者に
対する傷害致死罪が酌量減軽を含めても 1 年 6 月が下限であるのに対して，
同意殺人罪の場合には，法定刑が 6 月以上 7 年以下であるという不合理に
ある。二つ目の根拠は，202 条の「殺した」という文言が日常用語におい
ては殺意を持たない場合も含み得ることである。さらには，「弁護人とし
ての真実義務に違反」することおよび心証形成によっては訴因変更がなさ
れない場合に無罪の言渡しをするほかないという訴訟準備及び訴訟進行上
の不都合も根拠としてあげられていた。以下では，この点に関する本判決
の判断を基に検討していくことにする。

Ⅲ　嘱託傷害致死類型と嘱託殺人罪の関係

本判決および多くの評釈によって正当にも指摘されたのは，刑法 202 条
に傷害の故意をもって行為した場合を含めることが妥当ではないというこ
とである。

1.　同意殺人罪が殺意をもたない類型を含むとする解釈とその問題点

本判決は，「許容される拡張解釈の限界に関し，言葉の可能な意味の範囲
に含まれるか否かの検討において考慮される事項であり，仮にこの意味に
おいて肯定されたとしても，刑法の解釈として許容される拡張解釈という
ことにはならない」として，刑法 202 条に傷害の故意は含まれないと判示
した。評釈等においても，日常用語における「殺した」の文言には殺意が
ない場合も含むことは認めながらも

（ 4 ）

，「同条が予定する解釈の範囲を越え
た許されざる拡張解釈で，新たな罪を作出するに等しく，罪刑法定主義に
違反する」

（5）

など，刑法の解釈問題としては無理があるとされているのであ
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る
（ 6 ）

。原審の論拠とされているのが，原審が刑法 204 条傷害罪において「人
の身体を傷害した」との規定から，「傷害の故意がある場合のほか，傷害
の故意がなく暴行の故意にとどまる場合も含めて」いることから，「殺した」
の解釈に敷衍している点である。

204 条が「傷害した」について傷害の故意にとどまらず暴行の故意を含
めているのは，傷害罪が故意犯であることに加えて，208 条が「人を傷害
するに至らなかったときは」と規定していることから暴行罪の結果的加重
犯であると解されていることにその理由がある

（ 7 ）

。また，「殺した」に傷害
の故意を含めたとしても，刑法上は，199 条と 202 条において「殺した」
が使われている。199 条において「人を殺すとは，殺意をもって，人を死
亡させることである」

（8）

として殺意が要求されているのであるから，202 条
も同じ「殺した」との規定である以上，殺意が要求されることになる。こ
こで，199 条と 202 条で「殺した」の意義が異なるとすれば，202 条にお
いてのみ傷害の故意も含めるという「拡張の許容性に関して積極的に説明
する必要があるが，…説得的な説明がなされたものとはいえない」と指摘
されている

（ 9 ）

。
この点については次のことも言えるであろう。故意とは，未必の故意に

おいて認容説と認識説・動機説の対立があるものの，「犯罪事実の認識」
が必要である点で一致が見られる

（10）

。そして，故意規制機能は客観的構成要
件が担っている

（11）

ので，認識対象たる犯罪事実は，同意殺人罪においては，
同意殺人罪の「構成要件に該当する客観的事実」

（12）

であり，「行為・結果・
因果関係を含む構成要件要素に該当する事実の全体に認識が及んでいなけ
ればならない」

（13）

のである。そうすると，死亡結果について少なくとも認識
する必要があることから，202 条において，死亡結果を認識していない傷
害の故意を含めることは，故意犯の前提条件を覆すことになる。一つの規
定の不都合を解消するためにすべての故意犯に妥当する原則を変えること
は目的と手段が比例しない。したがって，202 条に傷害の故意を含むため
には，204 条が故意犯のみならず暴行罪の結果的加重犯であることと同様
に，202 条が故意犯と結果的加重犯の両方を含む規定であると解すること
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にその根拠が求められよう。
結果的加重犯は，「基本となる犯罪の構成要件を実現した後に，その行

為からさらに一定の重大な結果が発生した場合に，元の犯罪よりも重く処
罰される犯罪をいう」

（14）

と定義されている。そうすると，基本犯が必要とな
るが，202 条の基本犯は，204 条が担うことになろう。そして，原審が指
摘したように，204 条の結果的加重犯は，通常 205 条であるが，「被害者
が自らの殺害行為を嘱託していないこと」を書かれざる構成要件要素であ
るとして，被害者の自らの殺害行為を嘱託がない状態で傷害から死亡した
場合には 205 条が適用され，当該嘱託がある状態で傷害から死亡した場合
には 202 条が適用されるということになる。しかし，この考えは，さらに
解釈上の問題を誘発する。例えば，基本犯たる傷害罪は，「被害者が自ら
の殺害行為を嘱託」の有無いずれの場合も含むにもかかわらず，なぜその
結果的加重犯においては「被害者が自らの殺害行為を嘱託」したか否かで
適用条文が変わるのかを説明することが解釈上困難であることが挙げられ
よう。また，「元の犯罪よりも重く処罰される」ところにも結果的加重犯
の特徴があるところ

（15）

，上限が 15 年の 204 条と上限が 7 年の 202 条が基本
犯と結果的加重犯の関係にあると言えるのかにも疑問がある

（16）

。そして，「殺
した」という条文が結果的加重犯を含んだものと考え得るのかにも疑問が
出てこよう。204 条が「傷害した」という規定ながら結果的加重犯を含ん
でいるのは，前述の通り 208 条との関係がある。

このように見てくると，本件の「刑法 202 条後段所定の『人を殺した』
に殺意のない場合を含むという原判決の法令解釈は同条の体系的位置や文
言に反する」との指摘は正当なものであろう。

この点，240 条は，「死亡させた」という文言から強盗致死罪と強盗殺
人罪を含めている解釈を基礎として「殺した」にも傷害の故意が含まれる
と解する余地が指摘されている

（17）

。これは，240 条が強盗致死罪のみを処罰
し強盗殺人罪を殺人罪と強盗罪にした場合に，殺意のある場合の方が殺意
のない強盗致死罪よりも下限において刑が軽くなり均衡を失することによ
る

（18）

。語義の包摂関係の問題も指摘されるが
（19）

，原審の議論の出発点も法定刑
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の不均衡の問題であることから，以下では，同意殺人と同意に基づく傷害
致死の法定刑の不均衡を検討していくことにする。

2.　処断刑の差が不合理か否か

原審が指摘したのは，嘱託殺人罪が刑法 202 条により 6 月以上 7 年以下
であるのに対し，傷害致死罪は被害者の同意があっても 205 条により 3 年
以上（酌量減軽をしても 1 年 6 月以上 10 年以下）になるという法定刑の
差である。この点につき，通説・判例は，傷害罪における被害者の同意を
違法性阻却事由として議論してきたのであるから

（20）

，傷害罪や傷害致死罪は，
被害者の同意がある場合もこれがない場合も構成要件内に包摂されている
ことになる。以上の点から傷害致死罪は，その法定刑が 3 年以上とされて
いるのである

（21）

。本判決が指摘する通り，「傷害致死罪の構成要件に被害者
による殺害行為の嘱託がない傷害致死行為が含まれることは争いのない
ところであり，その中で特に違法性及び責任が重いものを処罰することを
予定して法定刑の上限が定められていると解されるから，傷害致死罪の法定
刑の上限が嘱託殺人罪のそれより重いことは何ら不合理とはいえない」ので
ある。

これに対して，202 条が普通殺人罪より減軽されている根拠は，被殺
者の死への同意にある。そこでは，「通常の殺人罪よりも違法性が少なく，
また，期待可能性も乏しいことが多い」

（22）

として違法・責任減少事由とす
る見解，同意による法益性の減少すなわち違法性の減少とする見解

（23）

，自殺
関与罪と同意殺人罪で説明を分けて「同意殺人罪は，被殺者の嘱託・承諾
があることによって，普通殺人罪の違法性が減少する」

（24）

とする見解などが
ある。このように見解の相違はあるものの，違法性（および責任）の減少
が認められることから，6 月以上の下限が設定されている。

傷害致死罪において酌量減軽を含めた下限が 1 年 6 月であるのに対して，
同意殺人罪においては下限が 6 月以下となっている。この差が不合理かに
ついて，本判決では，直近の平成 22 年から平成 24 年までの３年間におけ
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る嘱託殺人既遂 27 事例を比較することで明らかにした。近時の量刑傾向
としては，「夫の介護に尽くしてきた妻が，精神的に追い詰められた状況
下で，夫からの嘱託を受けて殺害に及んだ事例など動機，経緯に相当酌む
べき事情があり，遺族も処罰を望んでいないなど刑を軽減する事情が他に
存在するような事例ですら，執行猶予が付されているとはいえ，懲役２年
６月ないし３年の刑に処せられている」と指摘し，「少なくとも嘱託殺人
既遂において，懲役１年６月を下回る量刑が相当である行為類型は例外的」
と解される。この例外に該当する事例として終末期状態の者に対する同意
殺人罪になる場合を挙げ，この場合は「殺意があるから違法性が高く責任
が重いと単純に評価することはできず，行為の社会的相当性の逸脱の程度
が小さく行為者に対する責任非難の程度も相当弱い」といえ，1 年 6 月を
下回ることがあり得るとされた。実際に過去の当該類型の事例にあっては，
1 年 6 月を下回るものがあることが指摘されている

（25）

。これは，傷害致死罪
においては通常妥当しない事情であることから，205 条の下限との差も不
合理ではなく合理的に説明が可能であると評価されている

（26）

。
したがって，205 条が適用されることにつき，不合理は認められないこ

とになる。

3.　訴訟法上の不都合

原審では，被告人を傷害致死罪で起訴したことから，裁判員裁判として
公判前整理手続に付され，「ア　被害者，被告人に依頼した行為によって，
自ら死亡することを分かっていたか。さらに，死を望んでいたか，イ　①
被告人は，どのような事情を根拠に，被害者が死亡しないと考えたのか。
②被告人が考えていた事情が実際に存在するとした場合，被告人の公訴
事実記載の行為は，社会常識に照らして罪に問うべきものといえるか」と
の争点整理がなされたとされる

（27）

。
原審は，「嘱託傷害致死類型について，検察官が傷害致死罪で公訴を提

起したのに対し，裁判所が被告人には殺意があり，嘱託殺人罪が成立する
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との心証を形成した場合にも不都合が生じる可能性がある。この場合，裁
判所は，訴因変更を促すか命じることになろうが，重い傷害致死罪の適用
を求めて公訴を提起した検察官がこれに応じないと，裁判所は，訴因には
殺意が含まれていないため嘱託殺人罪を適用することはできず，かといっ
て，心証形成した嘱託殺人罪よりも法定刑の重い傷害致死罪を適用するこ
ともできないから，被告人に対して無罪の言渡しをするほかなくなる」点
に不都合があり，これも 202 条に嘱託傷害致死類型を含める論拠として示
されている。

この点，「認定すべき事実が訴因に対しこれに完全に包摂される縮小的
構成要件の関係にある場合は，訴因変更を必要としない」

（28）

ことは多数の判
例が認めているところである。関連するものとして，殺人と同意殺人（最
決昭和 28 年 5 月 29 日刑集 7 巻 9 号 1868 頁），殺人未遂と傷害（最決昭和
28 年 11 月 20 日刑集 7 巻 11 号 2275 頁）が挙げられる

（29）

。ただし，傷害致
死と同意殺人が「完全に包摂される」関係かと問われれば，殺意の有無の
違いから完全な包摂にあるとは言い難い。その意味で縮小認定として同意
殺人を認定することは不告不理の原則に違反することになる。

そして，当事者主義の観点からは，検察官に訴因設定権限がある以上，
検察官が訴因変更をしない限り，当該訴因の事実に関する心証が得られな
かった場合は，たとえ他罪の心証を得たとしても，当該訴因の証明がない
のであるから無罪判決をするほかない

（30）

。その意味で仮に裁判所が訴因変
更命令を行ったにもかかわらず検察官が応じなかった場合には，「それに
従って裁判所が対処することになる」という本判決の指摘は正当と言えよ
う。なお，同意殺人と被害者の同意に基づく傷害致死は，殺意の有無がこ
れを分けるが，不告不理の原則から傷害致死罪で起訴されているのであれ
ば，その限度で故意が認められるかを認定することになると思われる。

Ⅳ　同意論への示唆

1.　傷害致死罪における同意の有効性
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所謂嘱託傷害致死が構成要件上，傷害致死罪の問題として扱われるとし
ても，通説・判例において傷害罪における被害者の同意は違法性阻却事由
として扱われているのであるから，傷害致死罪においても違法性阻却事由
として検討をすることになろう。リーディングケースである最判昭和 55
年 11 月 13 日刑集 34 巻 6 号 396 頁は，「被害者が身体傷害を承諾したばあ
いに傷害罪が成立するか否かは，単に承諾が存在するという事実だけでな
く，右承諾を得た動機，目的，身体傷害の手段，方法，損傷の部位，程度
など諸般の事情を照らし合せて決すべき」としており，同意の正当化根拠
は学説において要保護性の欠如や自己決定に求められていることから批判
が多いもの

（31）

の，同意の有効性は社会的相当性も併せて判断することが判例
の立場であると解されている

（32）

。
また，傷害致死罪における被害者の同意に関しては，大阪高判昭和 29

年 7 月 14 日裁特 1 巻 4 号 133 頁が，「相手方の要求もしくは同意を得てい
る以上，違法性を阻却するものとして暴行罪成立の余地なきものというべ
く，ただその場合相手が傷害を受けて死亡したとき，嘱託による殺人罪を
構成するが如く，たとえ相手方の同意があつてもこれを不問に附し得ない
のであるが，本件のように被告人が屡々アグリとの性交に際し同女の首を
締めたことがあり，いずれも同女が死亡するに到らなかつた場合には致死
につき不確定犯意又は未必の故意があつたということはできず，単に危険
の発生を防止すべき義務を尽さなかつた点において過失致死罪に問擬すべ
き」としたものはあるもの，それ以後の類似事例である大阪高判昭和 40
年６月７日下集 7 巻 6 号 1166 頁は，首を紐で締めて窒息死させた「暴行
は仮令相手方の嘱託ないし承諾に基くものといつても社会通念上許される
限度を越えたものと言うべく，従つて違法性を阻却するものとは解せられ
ない」としたのである。この点については，傷害罪における同意の限界と
して，生命に危険のある行為への同意を無効する見解が多数

（33）

であることか
らも基礎づけることができる。

したがって，例え被害者が同意していたとしても，生命に危険のある傷
害については有効な同意をなし得ないのであり，刑法 205 条が成立すると
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した高裁の判断は，これまでの判例を踏襲したものと解することができる。

2.　合意および同意の区別と各要件の相違

同意の有効性に関しては，原審も――正当化事情の錯誤の判断において
ではあるが――「被害者が死の結果をもたらす行為を嘱託した場合に違法
性が阻却されるか否かは，単に嘱託が存在するという事実だけでなく，嘱
託した行為の生命侵害の危険性の程度，被害者が行為者を行為に及ばせた
経緯など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであ」るが，本件につい
てみるに，「被告人には，本件行為は，上記のような救命態勢が必要とな
るほどの，一歩間違えれば被害者の生命を脅かす可能性がある危険性の高
い行為であるという認識があった」ことから，「被害者が本件行為を嘱託
した経緯を十分考慮しても，さらには，被告人が誤信・認識していた救命
態勢等が実際に存在するとしても，生命を保護するという刑法の目的に照
らし，本件行為は違法と評価せざるを得ない」としている。このことから，
被害者の同意による違法性阻却を否定したものと解されている

（34）

。本件では，
生命に対する危険な同意ゆえに傷害致死の同意を有効としていないのであ
るが，他方で，同意殺人罪の構成要件該当性においては同意の有効性につ
き社会的相当性の見地から検討されていない。一見すると，「自殺ごっこ」
として誤信させているのであるから，「承諾を得た動機・目的」が社会的
相当性を有しているとはいえず，同意殺人罪における同意としても無効と
することもあり得るように思われる。

同意論においては，同意の効果について，構成要件該当性阻却的「合意」
と正当化的「同意」とを区別するゲールズの見解を出発点として，両者の
要件に差異を設けることがドイツにおいては考えられている

（35）

。しかし，日
本においては，「正当化事由としての承諾で論じられた要件はいわゆる『合
意』にも援用される」のである

（36）

。確かに，「日本における承諾論の総論的
検討でとりわけよく用いられる犯罪論体系上の地位に関する記述」

（37）

によ
れば，同意殺人罪における被害者の嘱託・承諾は，「刑の減軽事由とされる
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にすぎないもの」
（38）

，「刑の減軽事由となり派生的構成要件を生じさせるもの」
（39）

であり，構成要件該当性を失わせる合意とは別のものとされている。そう
すると，同意の要件は合意に援用されているのであって，同意殺人罪にお
ける同意の有効性は別論のように見える。しかし，違法性阻却事由として
の被害者の同意の有効性を議論する枠組みの中で，偽装心中事例（最判昭
和 31 年 11 月 21 日刑集 12 巻 15 号 3519 頁）を挙げ，被害者に動機の錯誤
がある場合に一般的に同意が有効かを検討するのが通説となっているので
ある

（40）

。錯誤に基づく同意において「殺人に限らず，より一般に被害者の同
意が問題となる場合について同じように考えることができる」

（41）

とされてい
ることからも，正当化的同意の要件論は，すべての被害者の承諾に共通し
て解されているといってよい

（42）

。
この前提からは，判例も，同意殺人において「承諾を得た動機，目的，

身体傷害の手段，方法，損傷の部位，程度など諸般の事情を照らし合せて」
当該同意が有効か否かを判断していると評価されることになるはずであ
る。昭和 55 年判決を基にすれば，保険金目的で同意殺人を行った場合には，
同意は無効であり，「当然同意殺人罪が成立する事例について，殺人罪が
成立しかねない」

（43）

との批判も正当化的同意の要件を敷衍することからなさ
れたものである。とはいえ，昭和 55 年決定は「身体傷害を承諾したばあい」
の判断なのであるから，合意や同意殺人罪に当該要件が及ぶかは疑問の余
地が残る。社会的相当性が正当化事由の一般原理に置かれることから，傷
害罪の同意の要件にのみ及ぶと考えることもできる。他方で，社会的相当
性が構成要件該当性を否定する方向にも働くと解せば

（44）

，合意や同意殺人罪
の要件にも及び得る。

ただし，学説においては同意殺人罪では――判例の有無が大きいとはい
え――錯誤に基づく同意の真意性が主な論点となっている。傷害罪におけ
る同意において社会的相当性を要求する見解でも，同意殺人罪では「承諾
を得た動機，目的」といった事情を考慮するとは述べられていないのであ
る

（45）

。さらに「同意殺の場合には，動機・目的を問わないということが同意
傷害の違法性判断において動機・目的を考慮してはならないということに
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はならない」と同意殺人罪と傷害罪の同意で有効性判断が異なるとする見
解もある

（46）

。
本件において，事実認定として被害者の嘱託が認定されており，不合理

とされた処断刑の検討をしている点に鑑みれば，殺意があれば同意殺人罪
が成立していた，すなわち同意殺人罪としての同意（本件は嘱託）は有効
と解しているようにみえる。原審において，被害者 V が真意に基づく同
意であったのかのみを検討し，「被告人に依頼した本件行為によって自ら
が死亡することを認識しており，死んでも構わないという気持ちで，被告
人にそれを嘱託した」と有効な嘱託があることを認定している。これに対
して，違法性阻却事由の錯誤の場面では，「単に嘱託が存在するという事
実だけでなく，嘱託した行為の生命侵害の危険性の程度，被害者が行為者
を行為に及ばせた経緯など諸般の事情を照らし合せて決すべき」とされ，
本決定も「『自殺ごっこ』をするという動機，目的でなされた本件行為が，
首を絞め，顔を水中に沈めるという行為態様に照らし，社会的相当性の範
囲内の行為であるといえない」

（47）

としている。このことから，多くの学説と
は異なり，傷害罪と同意殺人罪では有効性判断に関する要件を別個のもの
として判断していると言い得る。

犯罪の規範的な側面を考慮すれば，法の理念によって判断されるべきな
のであるから

（48）

，正当化的同意の要件がただちに他罪に妥当するということ
はなく，より規範的に分析がなされなければならない。

3.　違法性阻却が認められる場合との対比

傷害致死罪の同意は，行為がもつ生命の危険性から無効とされるが，「医
療事故で患者を死に致してしまった場合，通常は刑事責任を問われない」

（49）

こととの関連が問題となる。すなわち，死亡する危険のある手術に患者が
同意し手術したところ，危険が現実化して死亡した場合には，手術行為が
もつ生命の危険性から患者の無効になるはずであるが，極端な医療ミスの
場合にのみ刑責が問われるとされる

（50）

。
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4.　嘱託は傷害致死罪の書かれざる構成要件か

被害者の同意は，正当化的同意を構成要件該当性阻却的合意に含め，す
べて構成要件の問題とする一元説があり得る

（51）

。原審は，不同意であること
を書かれざる構成要件として位置づけており，同意殺人罪に包摂するとい
う点で減軽類型としての同意と解したものと言い得る。一元説からは支持
され得る

（52）

ところ，本判決では，傷害致死罪の法定刑の重さについて「傷害
致死罪の構成要件に被害者による殺害行為の嘱託がない傷害致死行為が含
まれることは争いのない」ものであり，「被害者による殺害行為の嘱託が
存在する場合に，暴行又は傷害の故意で嘱託された行為に及び被害者を死
亡させたという行為類型が傷害致死罪に含まれる」とした。したがって，
同意がある場合もない場合も傷害致死罪の構成要件該当性が充足されるこ
とになり，傷害罪における同意を違法性の問題としているこれまでの判例
を踏襲している。学説上もその多くは――厳格責任説に立たなければ合意
と同意の区別に実益はないという消極的理由からであるとしても――傷害
罪における同意を違法性阻却の問題としており，本判決の判断が支持され
ることになる。

Ⅴ　結論

本稿は，所謂嘱託傷害致死類型は，傷害致死罪に包摂されるということ
を明らかにした。これは，本判決以下多数の評釈，従来の見解を支持する
点では，これまでの評釈類と変わるものではない。これに対して，本件が
同じ事実でありながら，一方で有効な同意を前提とする同意殺人（嘱託殺
人）罪としながら，他方で無効な同意を前提とする傷害致死罪となると考
えていることを見た。この相違は，単なる生命への危殆化を伴う傷害への
同意が無効という点のみならず，嘱託殺人罪の有効性判断において「承諾
を得た動機，目的」といった要素を考慮していない点も含んでいる。これ
は，多くの学説とは異なるものである。したがって，各犯罪において，判
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例が被害者の承諾の有効性要件をどのように解しているか明らかにするこ
とが今後の課題となる

（53）

。

注
（ 1 ） 本件および原審の評釈等として例えば，門田成人「判批」法セミ

706 号（2013）113 頁，久木元伸「判批」研修 786 号（2013）17 頁以下，
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159 頁以下，菅沼真也子「判批」法学新報 121 巻 5・6 号 425 頁以下，
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批」平成 26 年度重判解（2015）163 頁以下，三代川邦夫「判批」学習
院大学大学院法学研究科法学論集 23 号（2016）1 頁以下，前田雅英「判
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（ 4 ） 例えば，前田・前掲注（1）38 頁，田中・前掲注（1）広法 85 頁など。
（ 5 ） 川瀬・前掲注（1）83 頁。
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