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序章 

 

一、問題の所在 

日本では、民事再生手続の利用率・成功率がかなり低く1、経営破綻した会社は民事再生

ではなく破産となり、法人格が消滅してしまう例が多い2。 

その主要原因として以下の３つが挙げられる。 

第一に、日本の再建型倒産手続にかかる時間が長く会社価値毀損のおそれが高いと懸念

されている。もっとも、近年は、再生事件先延ばしの解消を目指す努力が行われ、申立てか

ら開始決定までの期間はさほど長くなくなっており、問題が解決されつつあることが示さ

れている3。 

第二に、中小企業への融資は経営者保証に過度に依存しているため、経営者4が個人責任

を避けるように最後まで会社を延命する。会社の債権者は、実務上、経営者に対して会社債

務の個人保証契約を要求し、その保証責任を通して債権の回収を確保する。このことは、事

実上、経営者が会社の債務について、無限責任を負うことになる。倒産手続係属中に、事前

に経営者保証契約を締結した債権者のみは優先的に債権の回収を実現でき、債権者間の公

平が害される。それに加えて、経営者の悪意・善意を問わずに、倒産会社の債務が個人保証

を提供した経営者によって負担されるという実務は、問題が多い。とりわけ中小企業の場合、

それは、経営者が再建型倒産手続の申立てを躊躇させるという問題に加えて、起業者の投資

意欲と企業の活力を抑え、経営者の個人破産を連鎖的にもたらす可能性も高いという問題

がある。そのため、近時の倒産 ADR と、経営者保証をめぐるガイドラインの設定など、特

に中小企業が倒産した場合、経営者の責任のあり方が見直されつつある5。しかし、「経営

者保証に関するガイドライン」などは、ソフトローにとどまるので強制力がなく、問題の抜

本的な解決にはつながらない。 

第三に、再建型倒産手続が開始されても、役員責任査定手続により経営者の個人財産に責

任が及ぶ可能性がある。この責任追及は、破産の場合と同じであるため、再建型手続の早期

                                                   
1 2000 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までに、民事再生法の適用を申請した 7,341 社のうち、70.9％

（5,205 社）は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は 29.1％（2,136 社）に過ぎな

い厳しい状況が確認された。http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170113_07.html （2017 年検索） 
2 園尾隆司「法的整理と私的整理は今後どこに向かうのか―倒産事件現象の背景と将来の展望―」金法

2050 号（2016）13－14 頁。 
3 山本和彦＝山本研編『民事再生法の実証的研究』（商事法務・2014）35-37 頁。実証研究の統計データ

によると、近年、再生手続の所要期間は、全体で約 8 ヵ月となっている。園尾・前掲注（2）8－9 頁。 
4「経営者」という言葉については、本章二（一）で説明する。 
5 同ガイドラインについて、「個人保証制度見直しの背景――『経営者保証に関するガイドライン』の概要と

展望」事業再生と債権管理 144 号（2014）26 頁以下参照。 

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170113_07.html
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申立てのインセンティブに繋がらない。このことからも経営者の再建型手続の適時申立て

が阻害されていると考えることができる。 

ところでフランスでは、再建型倒産処理と清算型とを一本化した企業の裁判上の更生・清

算手続が 1985 年に創設された（詳細は本論文第一章第一節第 1 款参照）。この法律は、経

営者に厳格な倒産責任を課していた（この点につき詳細は本論文第一章第一節第 2款参照）

が、企業の再建を促進するのに成功したとは言えず、この背景の下で 2005 年の立法で支払

停止状態6に陥る前であっても利用できる企業救済法を新設した（詳細は本論文第一章第一

節第 1 款三参照）。そこでは、特別責任たる「経営者の倒産責任」は一切適用されないこと

となった。さらに、2005 年法による企業救済手続における責任の免除・停止と並びに、2008

年の立法（詳細は第一章第一節第 1 款二（二））においては、特に清算型の企業倒産手続に

おける経営者の財産上、職務上及び刑事上の責任を体系的に再構築した（商法典第 6 巻第 5

編）。 

これらの立法の結果、2005 年以前のフランスでは現在の日本と同様に会社再建の成功率

が低かったが、2014 年には再建型倒産手続の利用件数が、2006 年度の 3 倍以上になり、倒

産手続全体に占める割合も増加傾向にある7。つまり、2005 年以降フランス倒産法改正は一

応の成功を収めたということができる。 

このようにフランス法では、再建型倒産手続における大胆な責任軽減と、清算型倒産手続

における責任の再構築が行われた。これは、所謂、飴と鞭〔carrot and stick〕という政策

の法的実現であり、日本法を考える上でも参考となるものといえよう。 

しかし、フランス法と日本法の制度は、倒産法や会社法の基本構造が異なっており、それ

ぞれの法制度の基礎理論およびその政策的な考慮を検討する必要がある。にもかかわらず、

日本でもフランスでも、倒産に瀕した企業の経営者は自らの個人財産への影響を考慮して

倒産手続の選択をすることに変わりはなく、そこには経営者保証の問題も関係してくる。そ

のことが倒産手続の適時申立てに影響し、ひいては企業再建の成否に影響するという点で

も共通性がある。こうした点から、フランス法の経験は、日本法の経営者倒産責任のあり方

に参考となりうるものである。 

                                                   
6 フランス法において、1807 年ナポレオン商法典から、「支払停止」が破産開始原因とされている。しか

し、「支払停止」という概念の定義については、主に、判例・学説による解釈に委ねられている。倒産手

続法に関しては、長年にわたり、様々な改正がなされたため、「la cessation des paiements」の文言が変

わっていないが、裁判例では、「支払不能」あるいは「債務超過」に近い内容が述べられる傾向がみられ

る。フランスの「支払停止」という概念について、西澤英宗「フランス法における『支払い停止』概念の

『形成』と『変容』――『支払停止』概念の一側面」民事訴訟雑誌 25 号（1979）162 頁以下が詳しい。 
7 BILAN 2014 défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, l’analyse. 
http://www.altares.fr/etudes/defaillances-dentreprises-en-france-4eme-trimestre-2014/ 

（2017 年検索） 

http://www.altares.fr/etudes/defaillances-dentreprises-en-france-4eme-trimestre-2014/
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以下、本論文は、フランス法における経営者倒産責任を詳細に検討し、これを踏まえて日

本法のあり方を再検討することとする。 

 

二、本稿の対象 

（一）経営者の定義と範囲 

 経営者という言葉は、法律上でも、経営学上もよく使われている概念である。日本では、

「経営者」についての厳密な定義は存在していないが、広義では、会社の経営管理に関する

ことを決定・遂行する者を広く、経営者と呼んでいる。会社についていえば、合名会社や合

資会社の場合では、その代表社員および業務執行社員、株式会社・有限会社の場合では、代

表取締役・業務担当取締役（社長、副社長、専務、常務）などが経営者に当たる8。 

フランスでは、経営者の範囲は、会社の類型によって異なっている。通常は、高級経営層

〔top-management〕を指すことが多い。フランス語の dirigeant は広い意味では事実上の

経営者も含めて用いられるが、狭い意味では、会社の法定管理機関として指揮者を意味する

9。それ以外に、法律上の経営者（役員）ではないが、会社の実質の管理者として、会社の

運命を主宰していた者は、フランス法においては、事実上の経営者として位置づけられてい

る（後述する第一章第二節第１款一で詳しく検討する）。近年、日本においても、会社法上、

事実上の経営者に関して議論されている10。 

本稿では、日本の事業再生実務上よく用いられる「経営者保証」の概念と統一するために、

「経営者」という用語を用いる。その範囲は会社法における「役員」の範囲と同様であり、

取締役・執行役、監査役、会計参与、会計監査人などが含まれている。また、ここでいう「経

営者」はフランス語の dirigeant の意味とも近い。なお、日本法の「役員の損害賠償責任」

という名称と一致するために、場合によって、役員という語も用いる。 

                                                   
8 大隅健一郎ほか編『会社法務大辞典』（中央経済社・1984）276 頁。 
9 Lebas (Bernard), La responsabilité du dirigeant, PF, 2007, p.22.  

また、邦語文献では、奥島孝康「フランス新会社法における法人取締役と常任代表者制度」早稲田大学比

較法学 6 巻 2 号（1971 年）97-131 頁が、「dirigeant」を「経営者」と訳すが、佐藤鉄男『取締役倒産責

任』（信山社・1991 年）50 頁では、「dirigeant」を「理事」と訳している。本稿は、山口俊夫『フランス

法辞典』（東京大学出版会・2002 年）171 頁が、フランス法上の用語「dirigeant」を企業の上級管理者

（企業主〔chef d’entreprise 〕）とされていることに照らして「dirigeant」を会社の中に実質的な管理権

を有する「経営者」と訳すこととする。 
10日本法において、事実上の経営者に関する研究について、以下の文献が挙げられる。近藤光男「いわゆる

『事実上の役員等』」伊藤ほか編『経済社会と法の役割：石川正先生古稀記念論文集』（商事法務・2013）

761 頁以下。鳥山恭一「第三者に対する損害賠償責任を負う事実上の取締役」法セ 685 号（2012）119 頁。

中村信男「会社法 429 条 1 項の類似適用による『事実上の取締役』の損害賠償責任」金判 1379 号（2011）

5 頁。竹濱修「事実上の取締役の第三者に対する責任」立命館法学 303 号（2005）297 頁。中村信男「判

例における事実上の主宰者概念の登場」判タ 917 号（1996）108 頁。 

近時、日本では、事実上の取締役に対して、第三者に対する責任が認められた事例がある。大阪地判平成

23 年 10 月 31 日（金判 1413 号 2 頁）、大阪地判平成 23 年 7 月 25 日（判タ 1401 号 188 頁）。 
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（二）経営者の倒産責任について 

会社の経営が破綻11したときに、経営者はいかなる場合に、どのような責任を負うべきか

否かというのが、「経営者の倒産責任」12の問題である。 

この点で、日本法と異なり、フランス、ドイツ、イギリスでは、経営者の倒産責任に関す

る特別な規定がある13。なかでもフランス商法典第 6 巻第 5 編は、経営者の財産上、職務上

及び刑事上の責任を体系的に構築している点が注目される。 

フランスの経営者の倒産責任は、会社の積極財産の不足をもたらした行為、あるいは倒産

手続の進行を妨げる行為などによって生ずる特殊な手続上の責任として位置付けられてい

る。手続上特殊な取り扱いを受けるとともに、債権者の利益保護の色彩が強いことなどを理

由に、一般法上の責任〔responsabilité du droit commun〕14と峻別されている。経営者に

財産上の責任を課して債権者の債権の回収を保障することがその主たる目的であり、それ

と同時に、特定の行為を行った経営者に職務上の制裁と刑事制裁を科すという懲戒的な機

能も期待されている。また、フランスの 2005 年 7 月 26 日の法律第 2005-845 号（Loi n° 

                                                   
11 現代の倒産処理手続法には、清算型の手続のみならず、再建型の手続も設けられている。それゆえ、再

建見込みのある会社にとっても、「倒産」はもはや悪い結果ではない。後述では、「経営者の倒産責任」と呼

ばれるが、当該責任の真の目的は、倒産ではなく、経営者の過失による会社の破綻（すなわち、再生・更生

計画の失敗、法人の消滅、又は会社価値の毀損など）を防止することにある。 
12「責任」という用語は多義的なところがあるが、日本では、民事責任は民法 709 条の損害を賠償する責

任などを意味するが、刑事責任は刑罰を受けなければならない法的地位を意味する（高橋和之ほか編『法

律学小辞典（第５版）』（有斐閣・2016）772-773 頁）。本稿では、「責任」という用語をフランス法におけ

る「responsabilité」と同質なものとして理解する。山口・前掲注（9）520-521 頁参照。その上、一定の責

任が認められる者に加える填補的・懲罰的な措置を「サンクション」または「制裁」と称する。なお、本稿

では、先行研究と統一するために、「経営者の倒産責任」という表現を一般の理解に基づいて使用し、「制

裁」と「サンクション」に対しても語義上厳格な区分をしないものとする。 

また、ここでは、「経営者の倒産責任」に関する先行研究としては、谷口安平「倒産企業の経営者の責任」

鈴木忠一＝三ケ月章監修『新・実務民事訴訟講座 13 巻』（日本評論社・1981）241 頁以下。（再版）同『民

事執行・民事保全・倒産処理（下）〔民事手続法論集第五巻〕』（信山社・2013）109 頁以下所収、佐藤・前

掲注（9）、および山田泰彦「第三者に対する取締役責任の再検討－フランス法における取締役の責任制度

からの示唆を中心として」早稲田法学会誌 33 巻（1983 年）198-199 頁などがある。 
13 佐藤・前掲注（9）50 頁以下、中島弘雅「会社経営者の倒産責任の取り方に関する覚書き――イギリス倒

産法からの示唆」本間靖規＝中島弘雅ほか編『河野正憲先生古稀祝賀：民事手続法の比較法的・歴史的研

究―河野正憲先生古稀記念論文集』（慈学社・2014）461-499 頁、野村資本市場研究所 「各国の事業再生関

連 手続に ついて ― 米 英仏 独の比 較分析 －」（平成 23 年 2 月 4 日） 23-26 頁参 照。

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001739.pdf  (2017 年閲覧)。 
14 一般法〔droit commun〕という訳は、佐藤・前掲注（9）54 頁参照。「一般法上の責任〔responsabilité 

du droit commun〕」は、フランス民法 1382 条、1850 条にいう責任、および会社法に定められている経営

者責任（具体的には、株式会社〔SA：société anonyme〕の場合、フランス商法典 L.225-251 条、L.225-

256 条、簡易株式会社〔SAS: société par actions simplifiée〕の場合、同法典 L.227-8 条、有限責任会社

〔SARL：sociétés à responsabilité limitée〕の場合、同法典 L.223-22 条所定の責任である）を意味する。

なお、「droit commun」を「普通法」又は「共通法」と訳す先行研究もある。中村眞澄「会社債務にたいす

る取締役の責任――1940 年および 1953 年のフランス会社法を中心として」早稲田法学 38 巻 3・4 合併号

（1963)170 頁。マリー＝エレーヌ・モンセリエ＝ボン（片山直也訳）「充当資産の承認による個人事業者

の保護（翻訳）――フランスにおける有限責任個人事業者に関する 2010 年 6 月 15 日法」慶應法学研究 84

巻 4 号（2011）80 頁。 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001739.pdf
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2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises）（以下、「2005 年法」とい

う）15は、再建型倒産手続の申立てを抑制しないように、経営者保証人に対して、より一層

柔軟な規定を設けた。このように、フランスの経営者倒産責任法制は興味深い発展を遂げて

いる。そしてその中でも、フランス倒産法の枠内で、経営者責任の調整・加減による早期再

生へのインセンティブの機能が期待されているところは最も注目に値する。 

（三）問題意識（分析の視角） 

上記フランス法の新たな発展と同様に、日本でも、経営者に対する厳しい責任・制裁が、

経営者に再建型倒産手続の申立てを躊躇させるということ、及び再建型倒産手続の運用を

促進するために経営者の役割が重要であることが、経済学や、法と経済学の研究者によって

検証された16。これらの点から考えると、特に再建型倒産手続では、経営者が大きな役割を

果たすことが期待されていることは間違いない。 

まず、日本では、全ての倒産手続において、役員の責任査定手続が設けられている。そし

て、債務者会社の倒産手続が開始されると、経営者は、常に民法・会社法上の損害賠償責任

が追及されるおそれのある極めて不安定な地位に置かれている。これによって、経営者の再

建型倒産手続を適時に利用する意欲が抑えている。早期再生の機会を確保する倒産法の国

際的な潮流にてらしても、現行日本倒産法上の経営者責任制度には時代遅れの感を禁じ得

ない。また、各倒産手続の選択権が債務者等に付与されているのに、清算型倒産手続と再建

型手続とで経営者責任に特段の差異が設けられていないため、経営者にとっては、企業が危

機に瀕したとき、適切な倒産手続を選択するように誘導されていない。言い換えれば、無理

な資金繰りによって企業を延命されるよりは、もっと早く裁判上の再建手続を利用したほ

うが望ましいという方向へ誘導する立法が十分ではないところに問題がある。そこで、清算

型倒産手続と再建型手続とで経営者責任に差異を設けるように、役員責任査定手続に適用

される実体法上の責任を再検討する必要がある。 

また、経営者に対する非金銭的制裁に関して、多くの個別法の中に、破産者への資格制限

に関する規定があるにもかかわらず、倒産法においては復権規定のみが存在し、資格制限に

関する倒産法独自の規定が欠如している。こうした立法状況の下で、個人破産手続が開始さ

れるという事実によってのみ、取締役の善意・悪意を問わずに、資格制限が加えられるのは

非常に問題がある。また、企業倒産と同時に取締役が無資力となった場合、財産上の責任追

                                                   
15 2005 年法以降のフランス商法典における経営難の企業に関する法の条文訳については、小梁吉章『フラ

ンス倒産法』（信山社・2005 年）165 頁以下を参照。 
16 根本忠宣「倒産法の企業金融に与える影響」中小企業総合研究 3 号 (2006) 6-8, 10-12 頁。広瀬純夫=秋

吉史夫｢倒産処理法制改革による企業倒産処理効率化の検証--再建着手の早期化促進の効果を―財務データ

による実証分析によって検証―｣経済研究 61 巻 3 号 (2010)193-195 頁。 
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及はできなくなり、取締役の損害賠償責任を唯一の制裁手段とする立法には限界があると

考えられる。 

これらの点に関して、フランス法における経営者責任制度は、日本倒産法の参考となりう

るものである。 

本稿は、フランス法の紹介と考察を踏まえて、日本の役員の倒産責任の目的と方法に関す

る解釈の方向性を検討することを目的としている。 

 

三、本稿の構成 

フランス法上の経営者倒産責任が、倒産法上の特殊責任とされていることは、佐藤鉄男教

授により詳細に紹介されている（1967 年法の規定および 1985 年法の改正）17。しかし、そ

の後四半世紀を経て、フランス商法典には多くの改正が行われてきた18。それに伴い、経営

者の倒産責任の構造も変わってきており、その独特な理論と構造、及び評価基準など具体的

な問題について、改めて検討する必要がある。 

そこで、本稿では、まず、フランス倒産法改正の沿革を明らかにした上で、現行法におけ

る経営者の倒産責任の構造と運用を検討・検証する。具体的には、次のような順序で検討す

る。第一章の第一節では、フランス倒産法及び倒産時の経営者責任制度に関する法改正の歴

史を明確にする。第二節では、現行法における経営者の倒産責任制度に関して、財産上、職

務上、刑事上の三つの責任に分けて、紹介する。 

また、第二章の第一節では、フランスの財産上の経営者倒産責任たる積極財産不足責任に

関する学説、制度形成の政策的な原因と背景等を究明する。フランス法上の経営者倒産責任

が、特別責任として位置づけられたことの背景、学説等を実体法と手続法という二つの側面

に分けて検討する。そして、第二章第二節では、同責任の具体的な運用を明確にする。第三

節では、本稿の主要問題たる再建型倒産手続の魅力を向上するために、フランスの企業救済

手続における経営者に対する様々な優遇措置を明確にする。 

その後、第三章では、日本の民法・会社法・倒産法における役員の倒産責任の所在、およ

びそれに関する法解釈と運用を明らかにし、第四章では、フランス法の視角から、日仏の経

営者倒産責任の相違点を分析した上で、日本法における経営者の倒産責任に関する問題点、

                                                   
17 佐藤・前掲注（9）50 頁以下。なお、1967 年法における倒産責任について、霜島甲一教授によって紹介

されている文献に言及されている。霜島甲一「1967年のフランス倒産立法改革について」判タ 308号（1974）

2 頁以下参照。霜島甲一「1967 年のフランス倒産立法改革に関する法文の翻訳（1）（2）（3）」法学志林 68

巻 1・2 合併号（1971）88 頁、68 巻 3・4 合併号（1971）106 頁、69 巻 1 号 94 頁以下参照。 
18 改正後のフランス倒産法を一般的・網羅的に紹介したものとして、小梁・前掲注（15）、およびマリーエ

レーヌ・モンセリエ＝ボン（荻野奈緒＝齋藤由起訳）「フランス倒産法概説（一）（二）（三）」阪大法学 65

巻 4・5・6 号（2015-2016）157 頁以下、が挙げられる。 
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および改善の方向性を検討する。最後の第五章では、これらを踏まえて、日本の再建型倒産

手続の効率性・魅力性（容易に利用される）を改善するという問題意識を前提として、日本

法における経営者の、金銭的および非金銭的倒産責任のあり方を究明し、その上、倒産手続

の類型に即して（主要目的に合致しながら）、経営者責任の軽重に格差を設けるように法解

釈の方向性を導き出す。 

 

 

第一章 フランスの倒産手続における経営者責任  

 

第 一 節  経営者の倒産責任に関する法改正の歴史  

第 １ 款 フランス倒産法の歴史  

フランスでは、経済社会の変遷に従って、倒産法の内容も変化しつつある。本節では、ま

ず、経営者の倒産責任の歴史に先立ち、フランスにおける倒産処理手続法の発展を簡単に説

明する。 

一、商人破産主義時代の破産からの変容 

フランスの倒産法の歴史19は、1536 年のフランソワ 1 世のオルドナンス〔Ordonnances 

de François 1er en 1536〕、及び 1560 年シャルル 9 世のオルドナンス〔Ordonnance de 

Charles IX en 1560〕において、支払能力のない債務者の積極財産を譲渡する規則に遡る。

しかし、それらは全ての者に適用される債務処理の規則であり、商人の破産手続ではないと

考えられている20。次に、1667 年 6 月 2 日の「リヨン為替所規則」（Le 2 Juin 1667 : 

Règlement de la place des changes）（以下、「1667 年リヨン為替所規則」という）は、

初めて、フランスで破産〔faillite〕21に関する成文の規則を定めた22。この規則は、「破産

                                                   
19 本稿では、ローマ法と中世イタリアの慣習法の時代を経過した後の、フランスの倒産法の成文法の時代

から、その歴史を簡単にまとめる。それ以前の歴史については、ジャン・イレール（塙浩訳）「フランス破

産法通史」塙浩『フランス民事訴訟法史』（信山社・1992）、およびルノーマリー=エレーヌ（小梁吉章訳）

「フランス倒産法の歴史：債務者の清算と制裁から債権者を犠牲にした再生へ＜翻訳＞」広島法学 27 巻 3

号（2004）24 頁以下が詳しい。 
20 LE CORRE (Pierre-Michel), Droit et pratique des procédures collectives, 9e éd., Dalloz Paris 2016, 

n° 042.13. p. 23. 
21 理解の混乱を避けるために、倒産法の歴史に先立ち、「faillite」について説明する。1968 年以前では、

「faillite」は「破産」の伝統的な呼び方であった。 現代フランスにおいても、一方では、「faillite」は「破

産」であるという理解は経済・政治・社会等の領域で残されているが、法律上企業の破産手続としての意

味はすでになくなった。 1968 年以降、いわゆる倒産手続は「集団的債務処理手続〔procédures collectives〕」

となり、2005 年以降「経営難の企業に関する法〔droit des entreprises en difficulté〕」と改称された。他

方では、現代フランス法における「faillite」が使われる場合は二つある。すなわち、「個人債務処理手続

〔faillite civile〕」および、経営者に課す「個人破産の制裁〔faillite personnelle〕」（この点について、後に

詳述する）である。Guinchard (Serge) et Debard (Thierry), Lexique des termes juridiques (2015-2016), 

Dalloz, 2015, p.472. 
22 1667 年リヨン為替所規則の内容は、現行法にも重要な影響を与えている。例えば、当該規則の第 12 条
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〔faillite〕」を債務者の財団〔masse〕の処理に関する手続と位置づけた。ただし、当該規

則の適用は、リヨン地方に限られている。 

コルベールの 1673 年商事王令〔Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce〕23

は、1667 年リヨン為替所規則の影響で、その第 10、11 章において、破産手続に関する内

容を規定した。それにより、破産手続が初めてフランス商法に編入され、フランス全土で有

効となった24。その後、1807 年に公布されたナポレオン商法典〔code de commerce〕破産

編で定めている破産手続は、従前の手続の不完全な部分を多少修正するにとどまっており、

1673 年商事王令の内容を概ね受け継いだものとなっていた。商人破産主義であった当時の

フランス商法典では、破産者〔failli(e)〕とは、商人25たる自然人のことを指しており、その

ため、当時の破産手続〔faillite〕は、商人のみに適用される手続であった。 

七月王政の時期に、商業中産階級〔bourgeoisie commerçante〕の圧力の下で制定された

破産と破産罪に関する 1838 年 5 月 28 日の法律（Loi du 28 mai 1838 sur les faillites et 

banqueroutes）（以下、「1838 年法」という）は、破産者に柔軟な態度を示す法の時代が

到来したことを告げるものであった。1838 年法は、自然人である債務者に対する身体の懲

罰を軽減するとともに、手続の迅速化、裁判費用の節約に配慮しつつ、疑わしい期間〔période 

suspecte〕26の設定等の改正を施した。そして、1867 年 7 月 22 日の法律（Loi du 22 Juillet 

                                                   
で債権者間の平等〔égalité des créanciers〕、第 13 条で「疑わしい期間〔période suspecte〕」における行

為の無効〔nullité〕が規定されたほか、第 18 条では破産者〔failli(e)〕に適用する職務上の失権〔déchéances 

professionnelles〕も定められた。 
23 コルベールの 1673 年商事王令は、その起草者の名をとった「サヴァリ法典」（Code Savary）とも呼ば

れる。訳は、小梁吉章「17 世紀のリヨンの商事裁判―判決の域外執行と破産手続―」広島法学 37 巻 1 号

（2013 年）488 頁参照。 
24 コルベールの 1673 年商事王令は、かなり簡潔な法文によって構成された法律である。具体的には、第

10 章は善意の債務者に適用する「資産譲渡〔cession de biens〕」の制度等を規定し、第 11 章は破産〔faillite〕

と破産罪を 13にわたる条文によって規定した。その他に、債権者に対抗できる「猶予状〔lettres de répit〕」、

および王の許可による「追訴の一時停止〔suspension des poursuites〕」（6 ケ月）、債権者の和議〔concordat〕

などを定めた。しかし、当該王令は、支払停止〔cessation des paiements〕、破産手続の開始決定〔jugement 

d’ouverture de la faillite〕、疑わしい期間〔période suspecte〕、債権の検証と確認手続〔vérification et 

affirmation〕など、破産手続にとって必要不可欠の内容に触れなかったため、まだ不完全なものであると

指摘される。LE CORRE (P.-M), op.cit., n° 042.14, p. 24.  
25 フランスの商人は、手工業者、農業者、自由職事業者と区別されている。フランス法における「商人」

の概念は、非常に厳格である。具体的には、商人となる要件は大きく分けて、以下の三つがある、１）権利

能力要件。未成年者（親権を解除したかどうかを問わず）と成年障害者〔majeur incapable〕は商人にはな

れない。２）資格要件。 競業避止などの法律違反があり、あるいは個人破産の制裁（後述第二章第二節の

二参照）が科される者も商人にはなれない。３）行為要件。商人は一定の商事行為を遂行する者である。且

つ、自ら独立して商行為を常に行う者でなければならない。 
26「疑わしい期間」という訳は、ムスタファ・メキ（山城一真訳）「債務関係あるいは債務という概念（契

約法研究）（1）」慶應法学 20 号（2011）238 頁参照。「監視期間」という訳は、エレーヌ（小梁訳）・前掲

注（19）36 頁参照。「準備期間」という訳は、能登真規子「フランス倒産法における保証人の法的地位（１）」

彦根論叢 351 号（2005）151-152 頁参照。本稿では、「疑わしい期間〔période suspecte〕」という訳を採用

する。「疑わしい期間」は、支払停止日から経過する一定の期間（18 ヶ月を越えることができない）を意味

している。この期間内に、締結された契約又は個別的な弁済は無効〔nullité〕と判断されうる。「疑わしい

期間」については、1673 年商事王令の中に定められていないが、1667 年リヨン為替所規則において定め
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1867 relative à la contrainte par corps）（以下、「1867 年法」という）により、フランス

法における破産者の身体に直接関わる制裁が廃止された。 

フランス第二帝政以降、産業革命が進み、法人格を有する社団組織の企業が発達した。経

済的自由主義の影響で、破産の改正と立法に関する 1889 年 3 月 4 日の法律 (Loi du 4 mars 

1889 portant modification de la législation des faillites)（以下、「1889 年法」という）に

より、破産手続は自然人の商人のみならず、法人である会社にも適用できるようになった。

それにより、初めて自然人たる商人と法人たる会社の両方が破産手続の対象となった27。そ

して、1889 年法は破産手続のほかに、「裁判上の清算手続〔liquidation judiciaire〕」を

設けた。1889 年法は、会社の債務処理手続の多様化のために踏み出した一歩として、フラ

ンス倒産法の歴史において画期的な立法と考えられた。この法律によると、有過失かつ不誠

実〔fautif et malhonnête〕の債務者には、①「破産手続」が適用され、その反面、誠実な

〔honnête〕債務者に対しては、上述の②「裁判上の清算手続」が二次的な手段として適用

される。①の手続においては、管財人〔syndic〕は債務者を代表しながら債務を整理するが、

②の手続においては、管財人は債務者を援助することのみができる28。債務者は、債権者か

ら債権放棄の同意を得て、簡易な和議〔concordat simple〕を成立させることが②の手続の

利用条件とされていた。この段階において、破産〔faillite〕は単なる手続にとどまらず、悪

質な債務者に対するある種の制裁機能を有するようになり、債務者のモラルハザートを防

止するという制裁機能を重視する傾向は、第一次世界戦争中及びその後の 10 年間維持され

ていた。 

第一次世界戦争後、1929 年の大恐慌の影響を受け、不運な債務者〔débiteurs 

malchanceux〕に対する制裁を緩和することを支持する見解が現われてきた。国家干渉主義

の発展に従い、大手の企業を消滅させないように、倒産手続において経済政策的な措置がま

すます増加した。例えば、1935 年 8 月 8 日のデクレ・ロワ（以下、「1935 年デクレ・ロ

ワ」という）29は、破産と裁判上の清算手続の適用範囲を有限責任会社〔SARL：sociétés à 

responsabilité limitée〕に拡大した。また、和議〔concordat〕は裁判上の清算手続のみな

らず、破産手続にも適用できることとなった。さらに、商人と手工業者のための和解的整理

の承認に関する 1937 年 8 月 25 日のデクレ・ロワ（Décret-Loi du 25 août 1937,règlement 

                                                   
られた。 
27 LE CORRE (P.-M), op.cit., n° 042.32, p. 26. 
28 Jacquemont (André) et Vabres (Régis), Droit des entreprises en difficulté, 9e éd. LexisNexis Paris 

2015, n° 17, p.10.  
29 Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la 

législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer 

et d'administrer une société. 1935 年デクレ・ロワは主に個人破産又は破産罪の業務執行者〔gérant〕又

は取締役〔administrateur〕への適用に関する内容を規定している。  
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amiable homologué au profit des artisans et commerçants）も 1935 年デクレ・ロワと同

様の趣旨で不運かつ善意〔malheureux et de bonne foi〕の債務者企業に柔軟な措置を構築

した。 

1946 年から 1975 年までの栄光の 30 年間〔Les Trente Glorieuses〕で、高度経済成長期

に入ったフランス社会において、企業活動が社会の発展にとってますます重要な地位を占

めるに至った。まず、破産・裁判上の整理手続と復権に関する 1955 年 5 月 20 日のデクレ

第 55-583 号（Décret n°55-583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements 

judiciaires et à la réhabilitation）（以下、「1955 年デクレ」という）は裁判上の整理手続

〔règlement judiciaire〕30を定め、それによって従来の裁判上の清算手続を代替した。①不

運かつ善意の〔malheureux mais bonne foi〕債務者に対しては、裁判上の整理手続が適用

でき、②伝統的な破産手続〔faillite〕は無謀な〔indigne〕（無能力の）商人のために残さ

れた例外的な手続と位置づけられる31。①の手続を申し立てる権利は、債権者のみではなく、

債務者にも付与された。②の破産手続は二つの機能を有していた。1 つは、債務の清算であ

り、もう 1 つは、無能な商人を排除する社会淘汰である。この時期において注目に値するの

は、再建型手続とされている「裁判上の整理手続」が主たる手続となっていたことである。

その他、1955 年デクレは、手続の簡易性と効率性を目指して、裁判所の権限を拡大した。 

二、1967 年以降の集団的な債務処理手続 

裁判上の整理、財産の清算、個人破産の制裁および破産罪に関する 1967 年 7 月 13 日の

法律第 67-563 号（Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire、la 

liquidation des biens、la faillite personnelle et les banqueroutes）（以下、「1967 年法」

という）32は、商法の適用対象を自然人の商人から全ての私法人に拡大するとともに、自然

人の経営者と企業の「運命（sort）」を明確に区別する点で画期的であった。1967 年法は、

「財産の清算〔liquidation des biens〕」という手続を創設し、伝統的な破産手続〔faillite〕

を廃止した。さらに、1967 年 9 月 23 日のオルドナンス第 67-820 号（以下、「1967 年オ

ルドナンス」という）33は、「停止処分手続〔procédure de suspension des poursuites〕」

                                                   
30 裁判上の整理〔règlement judiciaire〕手続は、債務者と債権者との間で和議が成立した場合、会社の経

営権が失われないまま、債務を整理する手続である。1985 年 1 月 25 日の法律第 99 号で、裁判上更生・清

算手続により、裁判上の整理手続が改められた。 
31 LE CORRE (P.-M), op.cit., n° 042.34, p. 28.  
32 この法改正については、霜島・前掲注（17）（1974）2 頁以下参照。 
33 1967年オルドナンス（Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement 

économique et financier de certaines entreprises）およびそれと関連する条文の訳について、霜島・前掲

注（17）68 巻 1・2 合併号（1971）88 頁、68 巻 3・4 合併号（1971）106 頁、69 巻 1 号 94 頁以下参照。

同オルドナンスの第 40、41 条において、「停止処分手続〔procédure de suspension des poursuites〕」の

内容が規定された。一時停止の期間はおよそ３、４ケ月である。Salgado (Maria-Beatriz), Droit des 

entreprises en difficulté. Bréal 2007, p.11-12. 実際には、コルベールの 1673 年商事王令は、追訴の一時
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34を設けた。その結果、①企業の経営難が存在しているが、支払停止状態に陥っていない企

業に「停止処分手続」が適用され、②支払停止となったが、債権者との和議〔concordat〕

を通して、再建の余地がある企業に「裁判上の整理」手続を適用し、③会社財産の競売と譲

渡に関しては、「財産の清算」手続がされることになった。しかし、1967 年法における幾

つかの措置の利用率は、統計データによって低いと示されていた35。この状況の下で、1973

年のオイル・ショックに加えて、中小企業のみならず、多くの大型企業が破綻したために、

フランス倒産手続に対する新たな改革の必要性が認識されるようになった。 

1984 年 3 月 1 日の法律第 84-148 号（以下、「1984 年法」という）36は、裁判上の手続

のほかに、和解的整理手続〔règlement amiable〕と事前警告制度〔procedure d’alerte〕を

裁判外紛争解決手続として設けた。その後、1985 年 1 月 25 日の法律 85-98 号（以下、「1985

年法」という）37は、「企業の保護」、「事業と雇用の維持」、「負債の履行」（L.620-1 条）

という三つの目標を打ち立て、多くの改正を行った。1985 年法は、従前の裁判上の整理手

続を廃止した上で、裁判上の更生〔redressement judiciaire〕38という手続を創設した。裁

判上の更生手続によって解決不可能な場合にのみ、裁判所は新たな「裁判上の清算手続

〔liquidation judiciaire〕」39を宣告する権限を有する。裁判上の更生計画は営業の継続計

画〔plan de continuation〕と事業譲渡計画〔plan de cession〕の 2 つによって構成されて

いる。しかし、1985 年法もいくつの問題を有していた。まず、手続の効率性の面にはまだ

                                                   
停止の内容を定めた（前掲注（24）参照）が、1967 年オルドナンスは、その制度および同制度に関する実

務の経験を整理し、独立的な手続として定めた。 
34 訳は、小梁吉章「2008 年フランス債務整理法改正の意義」広島法学 33 巻 2 号（2009）280 頁を参照。 
35 LE CORRE (P.-M), op.cit., n° 042.42, p. 29. 佐藤鉄男＝町村泰貴「1985 年のフランス倒産法に関する

法文の翻訳（1）（2）（3）（4）」北大法学論集 38 巻 3 号 4 号、39 巻 1 号 3 号（1988）（1）の 163 頁参照。 
36 企業の経営難の予防および和解整理に関する 1984 年 3 月 1 日の法律第 84-148 号（Loi n°84-148 du 1er 

mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises）。同法につ

いて、鳥山恭一「企業経営難の予防（立法照会）」日仏法学 14 号（1986）87 頁以下、および大澤慎太郎「フ

ランスにおける保証人の保護に関する法律の生成と展開（1）（2・完）」比較法学 42 巻 2 号 3 号（2009）

62 頁以下で紹介がなされている。 
37 企業の裁判上の更生と清算に関する 1985 年 1 月 25 日の法律第 85-98 号（Loi n°85-98 du 25 janvier 

1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises）。当該法律の施行と同時に、

1967 年法は廃止された。1985 年法について、その後、様々な改正が行われたが、2001 年に、フランス商

法典が、1985 年法の主たる規定を引き継ぐこととなった。1985 年法については、佐藤＝町村・前掲注（35）

が詳しい。 
38 裁判上の更生手続においては、具体的には、企業の継続〔continuation de l’entreprise〕、または企業の

譲渡〔cession de l’entreprise〕が行われる。従前の裁判上の整理〔règlement judiciaire〕手続は、1985 年

1 月 25 日の法律第 99 号（企業裁判上更生・清算法）により、裁判上の更生手続に変更された。 
39 1985 年法における①新たな「裁判上の清算手続〔liquidation judiciaire〕」は、1967 年法における財産

の清算手続を基礎として、改正を加えた新たな手続である（「財産の清算」の呼称は廃止された）。それは、

1889 年法によって設けられた②旧「裁判上の清算手続〔liquidation judiciaire〕」と同じ名称を使用してい

る。しかし、両者の間には大きな違いが存在する。②は、厳格責任の時代に刑事制裁が支配された従前の

破産〔faillite〕と併存し、善意かつ不運な債務者に適用する債務処理手続である。①は、1967 年法におけ

る「財産の清算手続」と類似のもので、1985 年法において再建型の裁判上の更生手続と併存しており、債

務者は支払停止状態に陥って景気回復の見込みはない場合に適用される清算型の倒産手続である。 
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改善をする余地があった。そのため、企業困難の予防及び取扱いに関する 1994 年 6 月 10

日の法律第 94-475 号（Loi n°94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au 

traitement des difficultés des entreprises）（以下、「1994 年法」という）40は、催告を受

けなかった担保権者の保護を規定するとともに、また、手続の効率性を改善するために、全

ての営業を停止した再建可能性のない債務者に対して直ちに裁判上の清算手続が開始され

ることになった。加えて、1998 年 12 月 29 日のデクレ41と 2003 年 1 月 3 日の法律 (Loi n° 

2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce)も手続の効率性を

高めるために、手続機関とされる司法管財人〔administrateur judiciaire〕42と裁判上の受

任者〔mandataire judiciaire〕についての規定を改正した（現行商法典 L.811-1 条。以下、

条数のみ記載する場合には、現行フランス商法典の条文番号を意味し、法典名を省略する）。

また、1985 年法における倒産手続は、担保権者の裁判上の倒産手続期間内の権利執行を禁

止し43、担保権者に対して過酷な手続であったと批判されている。この批判を受けて、1994

年法は、同法 40 条所定の新たな債権を有する者の優先権〔priorité〕を定め、また、追及可

能の担保権〔sûretés traquées〕と追及不可の担保権〔crédit détraquées〕に分けて改正を

行った44。 

なお、2000 年 9 月 18 日のオルドナンス第 2000-912 号（Ordonnance n° 2000-912 du 18 

septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce）（以下、「2000 年

オルドナンス」という）により、1984 年法と 1985 年法は廃止され、その主たる条文は商

法典に編入された。 

しかしながら、2003 年の倒産処理手続開始申立件数のうち、68％の事件は裁判上の更生

手続を申し立てずに、裁判上の清算手続によって処理された45。このことから、会社が支払

停止状態に陥ったとき、当該会社の資産はほとんど枯渇した状態であることが明らかとな

る。そのため、当時の裁判上の更生手続の開始要件は、更生機会の時機を逸したものであっ

たと考えられた。 

                                                   
40 1994 年法については、西澤宗英「1994 年フランス倒産法改正について」青山法学論集 36 巻 2・3 合併

号（1995）189 頁以下が詳しい。 
41 Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif 

au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 

1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et 

experts en diagnostic d'entreprise 
42 「administrateur judiciaire」とは、従前の「syndic」に変わるものである。山本和彦『フランスの司法』

（有斐閣・1995）343 頁以下参照。 
43 1985 年法の下では、担保権者の個別的追行権は、裁判上の清算手続が開始されてから 3 ヶ月間、清算人

が担保の目的財産の清算に着手しなかった場合にのみ、行使されうる（1985 年法 161 条）。佐藤＝町村・

前掲注（35）の（2）421 頁。 
44 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n° 24, p.14. 
45 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°051.12, p. 51. 
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三 、経営難の企業に関する手続 

１．2005 年 7 月 26 日の法律第 2005-845 号 

2005 年法46は、フランス経済の復活、経営難の企業の問題をより効率的に解決すること

を目標としている。そのために、一方では、より早期に企業の経営難を発見できるように手

続を多様化し、裁判上の更生・清算手続以外に、新たな再建型手続とされる企業救済手続

〔procédure de sauvegarde〕を新設した。他方では、裁判上の倒産処理手続をより簡易で

迅速なものとした。 

2005 年法の中核となる企業救済手続は、経営難の企業が支払停止状態に陥る前であって

も、裁判上の倒産手続の利用を可能にするために設けられた手続である47。この法律は、裁

判所が企業の商業活動に介入する権限をより一層拡大した。 

また、伝統的な裁判上の清算手続の中の 1 つとして、2005 年法は商法典第 6 巻第 4 編第

4 章において、中小企業に限って適用可能な「簡易清算手続〔 liquidation judiciaire 

simplifiée〕」を設けている。簡易清算手続は、迅速性と経済性を重視して裁判上の清算手

続を効率的なものとする点で注目に値する48。 

その他、2005 年法は、従前の和解的整理手続〔règlement amiable〕を調停手続〔procédure 

de conciliation〕に変更した。これと同時に、特別代理人〔mandataire ad hoc〕の制度も

同改正によって導入された。その申立期間についても、支払停止状態に陥った時点から 45

日までに延長された。支払停止状態が基準とされることは変わらず、債務者は、基準時から

45 日までの期間で、調停手続と裁判上の更生の二つの手続のいずれかを選択することがで

きる。 

２．2008 年 12 月 18 日のオルドナンス 

2005 年法に創設された救済手続をより利用しやすく、より魅力的な手続にするために、

経営難の企業について法の改革に関する 2008 年 12 月 18 日のオルドナンス第 2008-1345

号49（以下、「2008 年オルドナンス」という）では、企業救済手続の不十分さを改善するた

                                                   
462005 年法（Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises）以降のフランス商法典

における経営難の企業に関する法の条文訳については、小梁・前掲注（15）165 頁以下を参照。 
47 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°042.71, p. 32.  
48 簡易清算手続は一般の裁判上の清算手続より簡易化された手続である。例えば、2005 年法の下で、簡易

清算手続は 3 ケ月以内に終結しなければならない。特定な事情がある限り、裁判所は特別な決定によって

手続の期間を延長しうる。 
49 2008 年経営難の企業に関する法の改革に関するオルドナンス（Ordonnance n° 2008-1345 du 18 

décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté）について、ピエール＝クロック

（野澤正充訳）「フランス法における保証と個人の過剰債務処理手続」立教法務研究 8 号（2015）77 頁以

下、およびピエール＝クロック（下村信江訳）「フランス倒産手続における担保の処遇」近畿大学法科大学

院論集 10 号（2014）170 頁以下で言及されている。また、小梁・前掲注（34）には関連内容の紹介がなさ

れている。 
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め、さらなる法改正を行った。 

注目に値する改正は、保証人に対する優遇措置である。企業救済手続の対象となった企業

の保証人が自然人である場合は、当該保証人の負担する債務は、企業救済計画の履行期間中、

最大 2 年間の利息停止〔arrêt du cours des intérêts〕（L.622-28 条 1 項）、及び返済猶予

〔différé de paiement〕（同条 2 項）を受けることができる。しかし、これらの優遇を全面

的に享受できるのは自然人の保証人のみである。簡易清算手続について、2008 年オルドナ

ンスは、さらに、①企業の財産に優良な不動産が含まれない、②手続が開始する６ケ月前に

企業の被用者が 1 人のみ又は 1 人もいない、③税金を控除した企業の売上げ〔chiffre 

d'affaires hors taxes〕が 3 万ユーロ未満、という 3 つの要件の中で１つでも満たすと、簡

易清算手続を必ず開始しなければならないと定める。その他に、被用者が 5 人未満の場合、

もしくは免税売上げが 3 万ユーロ以上、7.5 万ユーロ未満の場合、簡易手続の開始は、裁判

所の裁量によることとされている（L.641-2 条）。 

３．2010 年迅速金融再生手続と有限責任個人事業主〔EIRL〕への適用 

銀行及び金融機関の規制に関する 2010 年 10 月 22 日の法律第 2010-1249 号 ( Loi n° 

2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)（以下、「2010 年法」

という）は、アメリカ連邦倒産法のプレ・パッケージ型50取扱方法に示唆を受け、「迅速金

融再生手続〔SFA：sauvegarde financière accélérée〕」51を導入した。当該手続は、調停

手続がうまく進行しなかった場合、かつ、債務者は支払停止に至っていないが自力で経営的

困難を打開できない場合、一定の期間内に金融債権者52の多数決53によって、金融債権者の

権利変更のために開始する再建型倒産手続である（L. 628-1 条）。この手続においては、裁

判所が 1 ケ月以内に再建計画の認否を判断しなければならないという規定が設けられてい

るため、迅速性と簡易性を有する手続として位置づけられている。また、2010 年法におい

て、当該手続は金融債権者および社債権者のみを対象としたが、経営難の企業に関する法、

及び有限責任個人事業主〔EIRL：entrepreneur individuel à responsabilité limitée〕の過

重負債問題の処理手続に関する 2010 年 12 月 9 日のオルドナンス第 2010-1512 号（以下、

「2010 年オルドナンス」という）54により、当該手続の有限責任個人事業主への適用が可

                                                   
50 阿部信一郎＝粕谷宇史『わかりやすいアメリカ連邦倒産法』（商事法務・2014）182 頁以下参照。 
51 迅速金融再生手続〔SFA：sauvegarde financiere acceleree〕は、フランス商法典第 6 巻（困窮企業の債

務処理手続）、第 2 編（企業救済手続）第 8 章に導入され、2011 年 3 月 1 日から実施された手続である。

同手続の訳と詳細な内容については、山本和彦「フランス倒産法制の近時の展開―迅速金融再生手続

（sauvegarde financière accélérée）を中心に」本間靖規＝中島弘雅ほか編『民事手続法の比較法的・歴史

的研究：河野正憲先生古稀記念論文集』（慈学社・2014）503 頁以下参照。 
52 金融債権者の定義について、山本・前掲注（51）517 頁が詳しい。 
53 債権者の多数決については、山本・前掲注（51）518-519、532 頁で紹介されている。 
54  Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en 
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能になった55。 

４．2014 年オルドナンスと 2015 年マクロン法  

上述の様々な立法と改正の結果、現行フランス商法典における倒産手続は、極めて複雑か

つ鈍重なシステムになっている。2014 年 3 月 12 日のオルドナンス第 2014-326 号56（以下、 

「2014 年オルドナンス」という）、及びその適用に関する 2014 年 6 月 30 日のデクレ第

2014-736 号57、2014 年 9 月 26 日のオルドナンス第 2014-1088 号58は、手続の実用性を踏

まえて、より簡潔かつ効率的な手続を目指して現行倒産手続を整理した。例えば、2005 年

に創設された簡易清算手続における 1 年の手続期間（手続の開始から終結まで）は厳格で、

執行が非常に困難であると多くの裁判官から批判されていた59。2014 年オルドナンスは、

この点を改善するために、裁判官に手続期間を 3 ケ月間延長する一般的な権限を与える以

外に、L.641-2 条所定の場合に、手続終結の宣告を 6 ケ月に延長する権限を商事裁判所と商

事裁判所所長に付与した（ 2014 年オルドナンス 84 条、L.644-5 条 2 項）。また、司法管

財人の更生手続における株主総会の招集権と、「清算なき事業再生手続〔procédure de 

rétablissement professionnel sans liquidation〕」60という新たな手続を創設した。また、

同法は、迅速金融再生手続〔SFA〕の適用範囲を金融債権者に限定せずに、迅速保護手続

〔PSA : procédure de sauvegarde accélérée〕に改称し、全ての債権者に拡大した（L.611-

7 条 1 項）。 

2015 年 8 月 6 日に「経済の機会均等・経済活動・成長のための法律」（Loi n° 2015-990 

du 6 août 2015 pour la croissance,l'activité et l'égalité des chances économiques）が公布

された。同法は、当時の経済大臣マクロンによって提案された法律であるため、通称「マク

ロン法〔Loi Macron〕」とよばれる。マクロン法は、裁判所に強い権限を付与し、例えば、

                                                   
difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel 

à responsabilité limitée. 経営難の企業に関する法、および有限責任個人事業主の過重負債問題の処理手続

に関する 2010 年のオルドナンス第 2010-1512 号。 
55 それに合わせて、フランス商法典第 VI 編において、有限責任個人事業主〔EIRL〕の事業資産および個

人資産に関する処理制度および充当資産に関する新たな制度が挿入された（L.680-1 条から L.680-7 条参

照）。 
56 Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des 

entreprises et des procédures collectives 
57 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 

2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives 

2014 年オルドナンスとその適用に関するデクレは、杉本和士「企業倒産法制の改革―企業の経営難予防お

よび倒産手続の改正に関する 2014 年 3 月 12 日のオルドナンス第 326 号およびその適用に関する 2014 年

6 月 30 日のデクレ第 736 号」日仏法学 28 巻（2015）225-231 頁で紹介されている。 
58 2014 年 3 月 12 日のオルドナンスを改善するためのオルドナンス（Ordonnance n° 2014-1088 du 26 

septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention 

des difficultés des entreprises et des procédures collectives）。 
59 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°1078, p.615.  
60 本訳については、クロック（野澤訳）・前掲注（49）90 頁参照。なお、杉本・前掲注（57）では、「procédure 

de rétablissement professionnel sans liquidation」を「職人再生」と訳す。 
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一定の要件を満たす場合、強制譲渡命令を下す権限を定めている。マクロン法の影響で 

2016 年労働法典の改正案が大きな物議を醸しており、これと同様に、今後倒産手続法も新

たな変革を迎える可能性がある。 

 

第 ２ 款 経営者倒産責任制度の沿革  

フランスの企業倒産処理法は、前節で素描したように、社会情勢に応じて、その内容を大

きく変遷させてきたが、それに対応して、経営者の倒産責任も変わってきた。本節では、フ

ランスにおける経営者の倒産責任について、1985 年法以前の立法と、1985 年法の内容、そ

してその後の改正状況の段階に分けて説明する61。 

一 、1967 年前の立法と改正 

１．填補責任と手続の拡張 

1867 年法は、「取締役は、普通法の原則に従って、各別にまたは連帯して、各場合に従

い会社または第三者に対して、本法に定める諸規定の違反につき、あるいは業務執行におい

てなした過失につき、とくに架空の利益配当を行い、またはこれを異議なく行わしめること

につき責任を負うものとする」62と規定した。すなわち、原則として、経営者の責任は一般

法上の民事責任の基本原則に従う。後の有限責任会社に関する 1925 年 3 月 7 日の法律（Loi 

du 7 mars 1925 institution des sociétés à responsabilité limitée）（以下、「1925 年有限

責任会社法」という）も同趣旨である（同法 25 条 1 項）。 

その後、1933 年末に社会の衆目を集めたスタヴィスキー事件（L'affaire Stavisky）が発

生した。この事件では、経営者の盗難・詐欺行為によって自ら設立した信用金庫が倒産し、

それと関連する政治スキャンダルが露わになった。この事件を背景として、1935 年デクレ・

ロワは企業経営者責任を強化するために、当時の商法典（破産編）437 条 1 項に、「会社の

破産の場合において、会社の蔭に隠れて自己の行動を仮装し、個人的利益のために商行為を

行い、かつ会社の資本を自己のものとして事実上処分したすべての者に対して、破産を共通

に宣告することができる」63という内容を挿入した64。これは、いわゆる「裁判上の整理ま

                                                   
61 1985 年法は、1967 年法と比べると、大きな変化を遂げた。具体的には、1985 年法は初めて、より体系

的に、「填補責任」および「手続の拡張」を定めた。また、1967 年法では、それらの責任は裁判上の整理・

財産の清算手続の中の内容であったが、1985 年法では、「填補責任」および「手続の拡張」が、個人破産お

よびその他の禁止措置、破産罪その他の犯罪と並びながら、法人およびその理事に対する特則として単独

の編で定められた。その後の改正では、経営者に適用する責任と制裁の内容は、基本的に 1985 年法の構造

を承継している。それゆえ、本稿では、経営者の倒産責任につて、1985 年法を分水嶺とする。 
62 中村・前掲注（14）170 頁参照。 
63 中村・前掲注（14）350 頁参照。 
64 会社の財産が債権弁済に対して不十分である場合、債権回収の効率性確保と債権者利益の保護のために、

商事裁判所は、会社の破産宣告とともに、取締役個人に対しても破産手続の開始を宣告するという取扱い

（手続の拡張）はフランス裁判所の判例法として存在していたが、1935 年デクレ・ロワによってはじめて
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たは財産の清算の拡張〔extensions-sanction〕」（以下、「手続の拡張」という）65の原型

であり、1935 年デクレ・ロワはこれについて初めての正式な立法であるといえよう。とこ

ろが、1935 年の段階では、この規定は経営者責任を表したものではなく、単に法人格否認

の法理に相当するものと理解する論者も存在した66。この当時、株式会社〔SA：société 

anonyme〕の概念は、商業経済の発展に大きく貢献したが、株式会社として登記された会社

数の急増に従って、株主の有限責任原則を濫用するケースが頻発していたのである。 

ここで、特に本稿の問題関心との関係で重要なのは、株式会社に関する 1940 年 11 月 16

日の法律（Loi du 16 novembre 1940 sociétés anonymes）（以下、「1940 年株式会社法」

という）が、「会社の負債填補責任訴権〔action en comblement du passif〕」（以下、「填

補責任」という）を定めたことである67。すなわち、1940 年株式会社法によって、破産等の

手続における責任に関する規定の適用対象が、債務者たる会社のみならず、株式会社の取締

役にまで拡大された。これまでに、株式会社の取締役又は有限責任会社の理事が商人ではな

い場合、これらの経営者は填補責任の適用対象とはならなかった。しかし、同法の成立によ

って、商事裁判所は、会社債務の全部または一部の弁済を取締役に負担させることができる

ようになった。注目に値するのは、当該責任を追及する際に、会社財産の不足の事実があれ

ば足り、取締役の責任が推定されることである68。具体的には、1940 年株式会社法は「取

締役等がこの責任を免れようと欲すれば、会社業務の執行に際して有償の受任者としての

活動と注意をすべて尽したことを証明しなければならない」（同法第 4 条 5 項、6 項）とし

た69。同法は、当該責任の対象を株式会社（SA）の取締役のみに限定していたが、1925 年

法の改正と有限責任会社の創立に関する 1953 年 8 月 9 日のデクレ・ロワ（Décret n°53-

706 du 9 aout 1953 modifiant loi du 7 mars 1925 tendant à instituer des sociétés à 

responsabilité limitée）は、填補責任の適用範囲を有限責任会社〔SARL〕の業務執行者

〔gérant〕にまで拡大した。 

                                                   
成文化された。 
65 ここでいう「手続の拡張」とは、法人の裁判上の整理または財産の清算手続が開始された場合、会社の

利益を害した経営者に対して、個人の負債の他、法人の負債を加える制裁である。佐藤・前掲注（9）96 頁

以下で紹介がなされている。 
66 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°18, p.10.  

しかしながら、正式にそのような繋がり（すなわち、自然人である経営者は法人たる会社の倒産責任を負

うこと）が法律の規定として認められる嚆矢は、1967 年法であった。Renaut (Marie-Hélèene), La 

déconfiture du commerçant, du débiteur sanctionné au créancier victime, RTD com. 2000. 
67 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°042.33, p. 27.  

なお,「填補責任」の効果などについて、後述第一章第一節第 2 款二（一）参照。 
68 従前は、倒産会社の財産によって債務を弁済できない場合について、1867 年法は、会社の破綻をもたら

した取締役の責任追及を認めていた。しかし、その立証責任は原告側にあったため、現実に、債権者が勝

訴できることは多くなかった。この問題を解決するために、1940 年法は、責任の推定の構造を定めた。 
69 中村・前掲注（14）351 頁参照。 
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２．会社管理の資格剥奪と破産罪 

個人破産の制裁〔faillite personnelle〕70という制度（後述第二章第二節の二）は、破産

者に対する商業活動の禁止などの制裁を意味する。厳格責任法制の時代に、「破産した商人

〔failli(e)〕」に対するサンクション71として、実務上存在していた72。1935 年デクレ・ロ

ワは、経営者の過失が軽過失である場合、あらゆる会社を管理する権利の喪失という制裁を

創設した73。1940 年から 1945 年までの間に実務上頻発した背信行為〔abus〕などは、商業

などの浄化〔assainissement〕と粛清〔épuration〕74の動機を与えた。商工業の浄化に関す

る 1947 年 8 月 30 日の法律第 47-1635 号（Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à 

l'assainissement des professions commerciales et industrielles）は、破産罪の刑事制裁を

加えられた経営者に対する単純な商業活動の禁止〔Interdiction pure et simple d’exercer le 

commerce〕を付加刑とした。その出発点は、世界で高く評価されているフランス商人の信

義・誠実という重大な名誉を維持するため、商工会議所及び商事裁判所〔chambres de 

commerce et des juridictions consulaire〕の構成員から商業環境を浄化することが要求さ

れたことにある75。1955 年デクレはさらに、「不誠実な債務者は、商業活動から除外する」

と明確に規定した。 

破産罪〔banqueroute〕は、倒産手続における刑事制裁として長い歴史を有しており、英

語の「倒産処理〔bankruptcy〕」とともに、ルネサンス期、イタリアの町の成文法〔statut 

des villes italiennes〕における「破壊された店台〔Banca rotta〕」にその由来がある76。 

フランス法における破産罪は、1560 年シャルル 9 世のオルドナンス〔Ordonnance de 

Charles IX〕によって創設された77。当時の刑事制裁について、破産罪は一般破産罪（単純

                                                   
70 霜島・前掲注（17）の（1）45-46 頁、および、佐藤＝町村・前掲注（35）の（2）414 頁では、「faillite 

personnelle」を「個人破産」と訳したが、日本法における「消費者破産・個人破産」の表現と混乱しない

ように、本稿は、当該制度の主要内容に照らして、「faillite personnelle」を「個人破産の制裁」と訳す。 
71 なお、フランス法における「サンクション」の概念と限界について、酒巻修也「一部無効の本質と射程

（１） : 一部無効論における当事者の意思の意義を通じて」北大法学論集 66 巻 4 号 977 頁以下参照。 
72 フランス倒産法では、1673 年王令の時代は、倒産者に対する厳格責任としての刑事制裁が支配的であっ

た一方、職務上の制裁も実務上よく用いられた。倒産手続が開始すると、倒産者には厳しい制裁が課せら

れ、商行為も禁止され、それまでの公職（参事官・商事裁判官）も禁じられ、為替取引から除外される。具

体的には、エレーヌ（小梁訳）・前掲注（19）152 頁参照。 
73 Matsopoulou (Haritini), Réflexions sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer、D.2007, p.104. 
74 「épuration」という用語は、フランスの公衆衛生〔santé publique〕の領域から由来した言葉である。

Richard (Édouard), Delville (Jean-Paul), Droit des affaires : Questions actuelles et perspectives 
historiques, PUR 2005, n°1271, p. 580. 

特に、第二次大戦後の対独協力者にも用いる。山口・前掲注（9）207 頁。 
75 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°042.33, p. 27. 
76 山本和彦『倒産処理法入門（第 4 版）』（有斐閣・2012）4 頁。LE CORRE (P.-M), op.cit., n°932.11 p. 

2893. 
77 LE CORRE (P.-M) op.cit., n°932.11 p. 2893. 
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破産罪）〔banqueroute simple〕と詐欺破産罪〔banqueroute frauduleuse〕78とに分けら

れていた。 

二、1967 年法以降の倒産責任 

１．填補責任と手続の拡張 

1967 年法は、経営者の倒産責任を「第 6 節 法人及びその経営者についての特則」にお

いて体系的に定めたという点で79、フランス倒産法の歴史上重大な意義を有する。 

まず、同法は経営者責任の適用範囲を、「会社の自然人の経営者又は法人経営者の常任代

表者」と明確に統一した（同法 98 条）。次に、会社の債務に対する経営者の「填補責任」

について、「法人の裁判上の整理または財産の清算が積極財産の不足を明らかにするときは、

裁判所は、管財人〔syndic〕の申立てによって、または職権によっても、法人の負債は法律

上もしくは事実上の、公表されもしくは公表されない、有給または無給の、法人の全ての経

営者またはその一部の者によって全部またはその一部について、連帯してまたはしないで、

引き受けることを裁判することができる」80と規定した（同法 99 条 1 項）。この点につい

て、その後の改正は、経営者の身分についての公表及び報酬の有無という評価基準を削除し

たが、基本的に 1967 年法の規定を承継している。また、「填補責任」は責任推定の構造を

採り81、会社の積極財産の不足が明らかである場合、自らの「勤勉」（「自己が法人の事業

の管理のために、必要なすべての活動と精勤を怠らなかったこと」82）を主張・立証できな

い経営者は有責と認められることとなった。1967 年法は、1935 年デクレ・ロワを引き継い

だ上で、①填補責任を問われたのに履行しなかった場合に、「手続の拡張」がなされるもの

とするとともに、新たに②法人に対して一定の詐害行為83があった場合にも、「手続の拡張」

が課されるものとした（同法 101 条）。 

「填補責任」と「手続の拡張」について、1985 年法は基本的に、1967 年法の規定に基づ

き、「填補責任」と「手続の拡張」に二分化された構造を維持した。また、対象企業の範囲

について、「経済的事業を営む私法上の法人」に限定した（1985 年法 179 条）84。 

                                                   
78 1985 年法前の「一般破産罪」は、経営者に 1 ケ月から 1 年間の拘禁を加える。「一般破産罪」が制裁す

るのは、過度な個人支出、会社財産の投げ売り、会社帳簿書類の不当保存、破産の開始手続に関する違反

など経営者の偶然の行為である。この点で、一般破産罪は、行為の常習性を強調する詐欺破産罪と区別さ

れていた。Richard (Édouard), Delville (Jean-Paul) op.cit., n°1253, p.574-575. 
79 霜島・前掲注（17）（1971）の（1）48 頁参照。 
80 条文の訳は、霜島・前掲注（17）（1971）の（1）48 頁参照。同様の内容が佐藤・前掲注（9）74-76 頁

で言及されている。 
81 填補責任の「責任の推定の構造」について、佐藤・前掲注（9）79-78 頁参照。 
82 佐藤・前掲注（9）74 頁。 
83 一定の詐害行為とは、「法人の財産を自己の財産として処分した」、「自己の陰謀を隠す法人の衣の下で個

人利益において商行為を行った」、および「個人利益において、法人の支払停止しかもたらし得ないような

赤字経営を、濫用的に追行した」ことである（1967 年法 101 条）。 
84 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.11, p. 2761-2762. 
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「填補責任」について、一方では、1985 年法は経営者を「自然人または法人たる経営者、

ならびにその法人たる経営者を常任で代表する自然人」と規定した。当該責任が認められる

要件として、会社の積極財産の不足が明らかになったという事実、及び会社の積極財産の不

足をもたらした経営上の過失〔faute〕が定められている。ただし、1985 年法は、填補責任

の従来の責任の推定の取扱いを廃止し、民事責任の一般原則に近づく構造を踏まえて、改正

を行った85。他方では、手続上、填補責任訴権は、会社の裁判上の更生・清算の開始を宣告

した裁判所の管轄下にあり、申立権者には、管財人、債権者の代表者、計画実施監査人、清

算人、共和国検事が含まれた。その他、裁判所の職権によって係属することもありえた。填

補責任の追及は、更生計画の確定判決・清算を宣言する判決から 3 年以内に訴訟を提起し

なければ、消滅時効が完成する。控訴期間は判決送達日から 15 日以内である（同法 179 条、

180 条、181 条）。会社経営者が「填補責任」に関する判決を履行しない場合には、181 条

と 190 条によって、裁判所は同経営者に対して「手続の拡張」、「個人破産」、及び「個人

破産の制裁に代わる禁止措置」（同法 192 条）といった制裁を加えることとされた。 

1985 年法の下で、「手続の拡張」の適用範囲は、填補責任とは異なり、裁判上の更生手

続が開始された場合に限定される。そして、1985 年法は 1967 年法に定められた四つの事

由の他に、三つの拡張事由を追加した86。裁判上の更生手続が開始された会社の経営者が、

1985 年法 182 条に定められている 7 つの行為のうち、どれか一つを犯した場合、裁判所は

当該経営者に対して、更生手続を開始することができる。 

２．個人破産の制裁とその他の禁止措置 

1967 年法は、不誠実〔malhonnête〕な債務者のみならず、会社の経営者〔dirigeant〕に

も適用しうる制裁として、個人破産の制裁とその適用対象、構成要件、制裁方法などについ

てより明確に定めた（1967 年法第 106-109 条）87。従来の破産〔faillite〕という概念（法

                                                   
1985 年法は制裁対象の範囲について、初めて「経済的事業を営む私法上の法人の経営者〔Les dirigeants 

de personnes morales de droit privé ayant une activité économique〕」と規定した。1994 年 6 月 10 日法

は、「経済的事業を営む」という条件を削除した。したがって、1994 年から 2005 年法改正まで、商法典所

定の経営者責任とその制裁は全ての法人の経営者に適用できるようになっていた（佐藤＝町村・前掲注（35）

の（2）416 頁）。 
85 佐藤・前掲注（9）112 頁。 
86 1967 年法と 1985 年法の下での手続の拡張と填補責任の具体的な要件と適用については、佐藤・前掲注

（9）77-83 頁、97 頁、111、112 頁が詳しい。追加された事由は、1985 年法 182 条「法人の財産又は信用

を、法人の利益に反し、個人目的のため、あるいは自己が直接又は間接に関与する他の法人に資するため

に使用したこと」（3 号）、「虚偽の会計を行い、または法人の会計文書を棄滅させ、あるいは法定の規則に

則った会計を行うことを怠ったこと」（5 号）、および「法人の積極財産の全部ないし一部を流用又は隠匿

し、あるいは法人の債務を詐害的に増やしたこと」（6 号）の 3 つである。 
87 霜島・前掲注（17）（1971）の（1）40-46 頁参照。 

個人破産の制裁の構成要件を簡単に整理すると、1967 年法 106 条において、商人の債務者に適用できる要

件として、（1）企業財産の流用・債務の増加、（2）法人格濫用行為、（3）財産の混同、（4）詐欺和議行為、

（5）商業の規定・慣習の重大違反の五つを定めた。商業の規定および慣習の重大違反と推定されることに
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律用語）は二つのことを内包している。一方では、債権者の債権を回収するための執行手続

であり、他方では、債務者に職務上の失権（déchéance）を加える手続である。1967 年法の

重要な意義は、初めて、伝統的な破産手続〔faillite〕から離れて、職務上の失権等に、「faillite 

personnelle」という名称を付与したことにある。言い換えれば、1967 年法の下での「個人

破産の制裁」は「faillite」という用語を引き続き採用したが、それはもはや破綻した商人に

のみ適用される債務処理手続ではなく、倒産した商人、手工業者、農業者、および会社の経

営者に加える制裁の一種となったのである。いわゆる、個人破産の制裁およびその他の禁止

措置は、債権者及び企業自身ともに不正な経営危機を回避するために、「競争力のない、危

険、不誠実、不良な」主体を排除することによって、商業界を浄化して健全な商業環境を作

るという目的を有する。 

ただし、1967 年法の時代においては、個人破産の制裁を課された経営者が判決に違反し

て、禁止された商業行為を行ったとしても、刑事制裁が加えられることはなかった。そのた

め、それは制裁としては、まだ不十分なものであった。1985 年法は、さらに、制裁の効果

について、①指揮、経営、管理、監査行為の禁止（1985 年法 186 条 1 項）、②1968 年 1 月

1 日以前の破産〔faillite〕の状態を届けられた者に適用される禁止・資格剥奪（同法 186 条

2 項）、③公職遂行の禁止効（同法 194 条）、といった三つの効果を設ける。しかし、個人

破産に代わるその他の禁止を科される経営者に対しては、上記①と③の効果のみが与えら

れうる。 

個人破産の制裁を科すための要件については、1967 年法における要件を整理して五つの

要件が定められている（同法 189 条）。1985 年法は、それに加えて、手続の拡張の構成要

件となる行為の一つを犯した場合にも、個人破産の制裁を併科することができると定めた

（同法 188 条）88。 

なお、手続上、消滅時効、管轄等については財産上の責任と同様である。すなわち、申立

権者は、管理人、清算人、債権者の代表者、又は共和国検事と定められており、裁判所の職

権によっても訴訟が係属しうる（同法 191 条）。制裁期間についての判断は、基本的に裁判

官の裁量にゆだねられている。特別な規定がなければ、最低 5 年間89の個人破産の制裁を言

                                                   
ついて、さらに 107 条によって具体的に解釈されていた。すなわち、①法令違反業務執行行為、②会計不

法行為、③支払停止の確定を遅延させることを意図した低価転売・不採算の運営行為、④過度経費、⑤投

機取引、⑥利益相反行為、⑦赤字経営の七つがある。また、債務者または法人の理事に適用される帰責事

由について、108 条では、（1）フォートの行為者又は無能力者、（2）支払停止申告怠慢行為、（3）財産清

算・裁判上の整理の状態にある者の自己和議、の三つを定めた。 
88 1985 年法における六つの要件は、①182 条の更生手続の拡張の要件を満たした場合、②法令禁止に違反

すること、③裁判上の倒産手続の回避を意図した、低価転売・不経済運営行為、④不正契約行為、⑤偏頗弁

済、⑥支払停止状態申告怠慢行為である。 
89 制裁期間は最低 5 年間とされたが、経営者の年齢によって 5 年間の内に定年を迎えた場合は例外であ
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い渡すが、控訴審では、裁判官は当該期間を延長することができないとされている。 

３．破産罪およびその隣接犯罪 

職務上の制裁によって科された禁止・資格剥奪に違反して職務を遂行した場合、刑事制裁

が科される（同法 216 条）。破産罪について、1985 年法は、1967 年法における一般破産罪

〔banqueroute simple〕と詐欺破産罪〔banqueroute frauduleuse〕の区分を廃止するとと

もに、破産罪及びその隣接犯罪（infractions voisines)という構成を設け、破産罪は経営者

に対する主たる刑事制裁となった。また、1985 年法は、1967 年法に定められた偏頗弁済行

為〔paiement préférentiel〕、支払停止の申告怠慢行為、偶発的な取引で会社の財産を費消

する行為、会社財務状況に反する無対価契約行為、といった四つの行為を削除し、詐欺によ

って犯した重大な犯罪行為のみ刑事制裁の中に留保した（1985 年法 197 条）90。1985 年法

における経営難の企業に関する手続の条文は、2000 年 9 月 18 日の法律 2000-912 号によっ

て、商法典に挿入された。 

三 2000 年フランス商法典再編以後 

１．填補責任と手続の拡張 

（１）填補責任から積極財産不足の責任へ 

経済の活性化に関する 2003 年前後の法改正によって、個人起業者は事業活動に参加する

ことが容易になると同時に、財力と信用力の弱い中小企業は経営破綻に陥る事例がますま

す増えてきた。したがって、事業が危機状態に陥るおそれがある場合、早期に、その防止・

回避を図る必要があるため、積極財産の不足をもたらす行為を抑止する必要性が徐々に表

面化してきた。 

これに応じて、2005 年法は、填補責任を削除した。1985 年法における填補責任の主たる

内容と趣旨が、「積極財産不足の責任〔responsabilité pour insuffisance d’actif〕」91によ

って承継されている。経営者の同責任が認められるためには、次の 3 つの要件を充たすこ

とが必要である。すなわち、①会社の積極財産の不足が明らかであること、②経営者は会社

の積極財産の不足に対して経営上の過失があること92、及び、③上記の①と②の間の因果関

係を証明することである。これは、伝統的な一般法上の民事責任の原則と一致するように思

われる。その適用範囲については、積極財産不足の責任は裁判上の清算手続にのみ適用でき

ることとした。また、倒産手続の開始に従って、会社財産のみならず、経営者の個人財産に

                                                   
る。また、195 条により、裁判上の清算判決に伴う選挙による公職の遂行不能の存続期間は 5 年とする。 
90 破産罪の主観的要件について、当事者の主観的故意が要求されているため、ただ破産罪を犯す傾向があ

るにとどまる場合は、破産罪として刑に処せられない。 
91 これは、積極財産を不足させた行為に対する責任である。当該責任については後に詳しく紹介する。 
92 ここでいう「経営上の過失」は、経営上の錯誤〔erreur〕、軽率〔inprudence〕、又は法令違反など「経

営上のフォート〔faute de gestion〕」である。具体的には、後述本章第二節第 1 款の二の２で詳述する。 
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責任を及ぶおそれは、経営者が再生型の倒産手続（救済手続）を申し立てる意欲を阻害する

と立法者は指摘している93 。それゆえ、2005 年法で創設された企業救済手続においては、

経営者の積極財産不足の責任は免除される。調停手続においては、債務者の申立てにより、

裁判所は 2 年を越えない期間で、有責経営者の債務の返済猶予を認容できる。なお、2010

年オルドナンスにより、裁判上の清算が言い渡された有限責任個人事業主に積極財産不足

の責任を適用できるようになった。 

（２）手続の拡張の廃止と支払停止の寄与責任 

2005 年法は、債務者に対して柔軟な態度を示しており、会社の負債に無限責任を負う自

然人と連帯責任者である自然人に対する手続の拡張というサンクションを廃止した。その

代わりに、会社債務に対する責任〔obligation aux dettes sociales〕が設けられた。会社債

務に対する責任は、積極財産不足の責任の内容と重複しており、且つ性質上両責任は、会社

財産と個人財産の各自の一体性（独立性）〔unité〕を守らない行為にサンクションを加え

るという趣旨が共通していたので、2009 年 2 月 12 日のデクレ第 2009-106 号94110 条によ

り、商法典第６巻５編２章、及び３章の内容は削除された95。それによって、手続の拡張、

会社債務に対する責任は最終的に廃止された。 

2005 年以降、積極財産不足の責任の適用範囲は裁判上の清算手続のみに限定されている

ため、裁判上の更生手続の進行中に、不誠実な経営者が不法行為をなすことを防止するため

に、2012 年 3 月 12 日の法律第 2012-346 号（以下、「2012 年 Petroplus 法」という）96

は、商法典第 6 巻において、裁判上の更生手続中に、債務者たる会社の事実上又は法律上の

経営者に対する「支払停止の寄与責任〔responsabilité pour contribution à la cessation des 

paiements〕」（後述、本章第二節第１款三で詳述する）を定めた（L.631-10-1 条）。 

２．個人破産の制裁と経営禁止の制裁 

（１）個人破産の制裁 

2005 年法では、個人破産の帰責事由〔faites répréhensibles〕をより一層縮減し、「支払

                                                   
93 Rapport n°2095 par Xavier de Roux, Doc. Assemblée Nationale, au nom de la commission des lois 

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi 

(n° 1596) de sauvegarde des entreprise, 2005,p.202.（以下、Rapp. Xavier de Roux, n°2095 という）。 
94 2008 年オルドナンスの適用に関する 2009 年 2 月 12 日のデクレ（Décret n° 2009-160 du 12 février 

2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du 

droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution 

du prix d'un immeuble）。 
95 PÉTEL(P), Le nouveau droit des entreprises en difficulté, JCP E 2005, 1509, n°18, p. 1730 et s.  
96 Loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de 

sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet. 当

該法律は倒産処理手続における保全措置の運用に関する法律である。同法 3 条は、商法典に L.631-10-1 条

を挿入した。それによって、裁判上の更生手続においても、経営者の倒産責任を追及することが可能にな

った。 
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停止状態の申告怠慢行為」という事由に対する、「個人破産」制裁の適用を廃止し、同行為

については、「経営禁止の制裁〔interdiction de gérer〕」97の適用のみが残されることとな

った98。その代わりに、①倒産手続の進行を著しく妨げたこと、および、②執行機関に協力

する意思が欠けている、といった新たな要件が設けられた。また、制裁措置から復権するこ

とを容易にするために、個人破産制裁の期間について、上限のない最低 5 年という従来の

規定を改正し、15 年を越えない範囲で制裁期間を定める。 

2008 年オルドナンスは、破産罪の対象となる事実が個人破産制裁の事実と同じものでな

ければ、破産罪と個人破産制裁とを二重に言い渡すことができると改正した。同一の事実に

よって民事・商事裁判所の終局裁判が下された場合でない限り、刑事裁判所も、個人破産制

裁と経営禁止について管轄がある。 

（２）経営禁止の制裁 

2005 年法は、個人破産の制裁と共に、経営禁止の制裁の効果として、裁判所によって、

経営者が所有する会社の株式又は持分に対する強制譲渡命令（L.653-9 条）を創設した。ま

た、同法は L.653-8 条 3 項として、債務者たる法人の経営者に支払停止状態の申告義務を

課した。すなわち「債務者たる会社の支払停止状態から 45 日以内に、裁判上の更生又は清

算手続の申立てを怠った場合、L.653-1 条所定の全ての者に対し、経営禁止の制裁を宣言す

ることができる。但し、既に企業救済手続を申し立てた場合は別である」（L.653-8 条 3 項）。 

３．破産罪とその他の犯罪 

1985 年以降の法改正は、基本的に 1985 年法における刑事制裁の骨組みを維持し、微細

な部分のみを調整した。例えば、1994 年法は、破産罪に帰責事由を一つ追加したのみであ

り99、その内容は 2000 年オルドナンスによって商法典 L.654-2 条に編入された。2005 年法

                                                   
97 ここでいう「経営禁止の制裁」は、1967 年法における「その他の制裁〔autres sanctions〕」〔霜島・前

掲注（17）（1971）の（1）43-46 頁の訳参照〕であった。当時の法文に鑑みると、その制裁は個人破産の

制裁に付随する効果のみであった。1985 年法では、同制裁が「個人破産の制裁に代わる禁止措置〔autres 

mesures d'interdiction〕」と称された（佐藤＝町村・前掲注（35）の（2）412 頁の訳参照）。1985 年法 192

条は、当該制裁の個人破産の制裁から切り離す端緒を開いた。1985 年以降、当該制裁が徐々に拡充され、

個人破産の制裁から独立するものとして形成されている。現行法の第 6 巻第 5 編第 3 章が 1985 年法の

「autres mesures d’interdiction」という名称を引き継いだが、経営難の企業に関する法のコンメンタール

〔LE CORRE (P.-M), op.cit., n°911.10-90, p. 2700-2724〕には、L.653-8 条所定のサンクションを

「interdiction de gérer」と称し、個人破産の制裁と並べて単独の章で説明する。したがって、本稿は、現

行法における同制裁を「経営禁止の制裁〔interdiction de gérer〕」と称する。 
98 Avis n°337 par Christian Gaudin, Doc. Sénat, au nom de la commission des Affaires économiques et 

du Plan (1) sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale après déclaration d’urgence、de 

sauvegarde des entreprises,2005,p.93.（以下、「Avis n°337」という）。2005 年改正法案では当該行為を

個人破産の制裁原因の中に維持する意思がみられるが、「フランス元老院経済問題委員会〔Commission des 

affaires économiques du Sénat〕」は、当該責任に対して「個人破産の制裁は経営者の財産に対する影響は

重すぎると考えて、申告義務の偶然的な不履行の場合、経営禁止の制裁は適切である」と指摘したため、

2005 年法改正によって削除された。 
99 L.654-2 条 5 号 法規定に関連する明らかに不完全、不正な会計を行った場合。 
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は、刑事制裁に対して大きな改正を行わなかった。2008 年オルドナンスにより、まず、L.654-

2 条は、裁判上の更生のみならず、清算手続の開始を回避しまたは遅らせる意図がある場合

にも、破産罪を科すこととした。また、L.654-5 条 2 項において、破産罪と併科されるその

他の隣接犯罪の範囲も拡大されるに至った。 

第 ３ 款 小 括 

1807 年ナポレオン商法典は、商人破産主義の破産手続を法典化した。1889 年法は、倒産

手続を自然人の商人のみならず、法人100である会社にも適用できるようにした。また、1889

年法を始めとして、フランスにおける会社の倒産処理手続の多様化が進んでいた。こうして、

フランスの倒産法制は、徐々に、単一の破産手続〔faillite〕から「集団的債務処理手続

〔procédures collectives〕」101に転換した。 

その後、1967 年法は伝統的な破産を廃止した上で、裁判上の整理と財産の清算とを分け

ながら倒産手続を構築した。1967 年法の下では、「faillite」という用語がもはや手続では

なく、不誠実な経営者に加える個人破産の制裁〔faillite personnelle〕として用いられてい

る。1985 年法では、倒産手続が裁判上の更生・清算に二分される一方、倒産責任について

も、填補責任の構造に従来の責任の推定ではなく、民事責任の一般原則に近い構造が採られ

た点で重要な意義を有する。 

2000 年に、企業の集団的債務処理手続に関する規定が法典化された後に、企業の保護と

その再出発を重視する傾向がますます強くなり、2005 年法ではフランスの企業倒産処理法

が「経営難の企業に関する法〔droit des entreprises en difficulté〕」102と称された。同法

により、倒産手続の適用範囲は独立して事業活動を営む自由職事業者〔profession libérale 〕

103にまで拡大された（L.620-2 条 1 項）。また、2010 年オルドナンスにより、商法が有限

責任個人事業主〔EIRL〕にも適用されることとなっている。 

このように、フランス商法典における倒産処理手続法の適用対象の範囲は徐々に拡大さ

                                                   
100 商事会社に関する 1867 年 7 月 24 日の法律（Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales）

（以下、「1867 年法」という）は、株式会社〔SA〕と株式合資会社〔SCA : société en commandite par 

actions〕などの会社の形態を規定した。その後も、会社法人に関する法整備は着実に行われた。 
101 直訳すると、「procédures collectives」は「集団的手続」である。その包括的に執行する様態から、個

別的に行われる「執行手続」と対立する概念である。Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n° 2, p.2. な

お、モンセリエ＝ボン（荻野＝齋藤訳）・前掲注（18）の（一）1123 頁では、「集団的手続に関する法」と

訳す。 
102 本訳は、モンセリエ＝ボン（荻野＝齋藤訳）・前掲注（18）の（一）1123 頁参照。 
103 本訳は、モンセリエ＝ボン（片山訳）・前掲注（14）66 頁参照。「自由職事業者〔professionnels libéraux〕」

については、法律の簡易化と行政管理負担の軽減に関する 2012 年 3 月 22 日の法律（Loi n° 2012-387 du 

22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives）の

29 条によって定義されている。簡単に言えば、自由職事業者とは、自らの責任において、専門的な資格を

有し、顧客又は公衆の利益を実現するために、職業倫理にかなった民事的サービスを提供している者をい

う。例えば、自ら薬局を経営している薬剤師、診療所を開いている医者、弁護士事務所を開設した弁護士

などがある。 
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れてきた。現代倒産法は、もはや単なる自然人の商人の破産手続に関する法ではなく、法人、

及び有限責任個人事業主を含めた独立事業者等に適用可能な倒産企業の債務処理手続法と

なっている。それと同時に、企業救済手続の創設によって、倒産手続を通して司法権が企業

と債権者の私人間の法律関係に介入する時的限界も債務者の支払停止前に拡大された。 

破産債務者を懲戒することは、フランスの古典的意義の破産〔faillite〕の主要趣旨であっ

た。しかし、商業社会の発展に従い、倒産手続法の主要目的は、徐々に、債権者の利益保護

に傾くことに発展していく。さらに、有限責任制度の誕生に従い、経営者が会社に代わって

債権者に賠償責任を負う場面が重視されてきている。1940 年 9 月 18 日の法律は初めて、

フランスの倒産手続において、刑事責任と職務上のサンクションの他に、財産上のサンクシ

ョンを追加した。当初、大恐慌の時代に、会社の倒産によって債権が回収できない債権者の

集団的利益を保護するために、債権者が被った損害を優先的に填補するために、立法者は政

策的な考慮に基づいて、倒産法における特別な倒産責任として填補責任（財産上のサンクシ

ョン）を設けた。そして、財産権理論等の発展に従い、経営者の倒産責任の懲戒的色彩が弱

体化されるとともに、財産上の責任が経営者の主たる倒産責任となった。 

現行法における倒産手続は、基本的に 2005 年法の内容を基礎としている。また、経営者

の倒産責任・制裁に関しては、経済の現代化に関する 2008 年 8 月 4 日の法律第 2008-776

号（Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie）（以下、「2008 年法」

という）74 条 10 号において、「倒産手続における金銭的制裁、職務上の制裁及び刑事制裁

に関する体制の一貫性を明確・現代化・強化する」104とされた。これらを踏まえて、第二節

では、経営者の倒産責任を三つに分けて説明する。 

 

 

 

第 二 節  現行法における経営者倒産責任 

現行フランス商法典は、第 6 巻第 5 編第 1 章において、積極財産不足の責任、個人破産

の制裁とその他の禁止措置、及び破産罪とその隣接犯罪を定めている。 

これらの責任と制裁は、各々の性質によって、それぞれ被害填補、又は一般予防の機能が

認められ、責任ごとにその作動するメカニズムも異なっている。本節では、学説の位置づけ

にしたがって、経営者の倒産責任を財産上の責任、職務上の責任及び刑事責任に分類した上

で、それぞれ責任制度の全体構造、及びその手続上の特色と実務上の運用について紹介する。 

                                                   
104 規定の原文は：10° Préciser、actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires、

professionnelles et pénales en cas de procédure collective. 
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第 １ 款 財産上の責任                                        

一、  財産上の責任の一般論 

１．責任の性質と機能 

財産上の責任〔responsabilité patrimoniale〕とは、講学上の概念であり、経営者の個人

財産に直接に課されるサンクションをいう。倒産手続が開始された会社の財産が不足して

いる場合、債権者の正当な利益を侵害されており、経営者の財産上の責任が認められると、

裁判所は判決によって、経営者が個人財産で会社財産の不足部分を補完することを命じる

ことになる。そのため、この責任は、経営者の過失に対するサンクションの機能〔fonction 

sanctionnatrice〕、及び倒産会社の弁済原資を増殖する財政上の機能〔 fonction de 

financement〕を有する105。財産上の責任は、実務上、金銭的なサンクション〔sanctions 

pécuniaires〕とも称されている。 

財産上の責任は、その適用範囲から以下の二種類がある。すなわち、①裁判上の清算手続

において、経営者の過失行為が、会社の積極財産の不足に寄与した場合の、積極財産不足の

責任〔responsabilité pour insuffisance d’actif〕」（本款後述二）、②裁判上の更生手続にお

いて、経営者の経営上の過失が法人の支払停止に寄与した場合の、「支払停止の寄与責任

〔responsabilité pour contribution à la cessation des paiements〕」（本款後述三）である。 

前者は、2005 年以降の倒産手続における財産上の責任の中心的地位を占めるものとなっ

ている。後者は、裁判上の清算手続以外に、経営者の倒産責任制度の空白を埋め合わせるた

めに、裁判上の更生手続のみ（L.631-10-1 条）に適用できる責任訴権〔action en 

responsabilité〕である。 

２．責任の対象 

（１）法律上の経営者 

A. 定義と特徴 

法律上の経営者とは、法人の定款に従って会社を管理する職務を有しており、且つ法人を

代表している者である。すなわち、法律上の経営者と認められるために、法人に対する①管

理する権限〔pouvoir de gestion〕と、②法人を代表する権限〔pouvoir de représentation〕

を同時に有しなければならない。ただし、代表取締役を選任した株主総会の決議に瑕疵があ

ることは、経営者が倒産責任を負わない理由にならない106。法律上の経営者とは、具体的に

                                                   
105 Saintourens(Bernard) et Saint-Pau (Jean-Christophe), La responsabilité du chef de l'entreprise en 
difficulté, Cujas, 2013, p. 31. 
106 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.13, p. 2763.  

佐藤・前掲注（9）76 頁が、同じ内容について言及している。 
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は、取締役会の議長〔PCA: président du conseil d’administration〕又は合名会社〔SNC: 

société en nom collectif〕の取締役等を指している。その他、財産上の責任はこれらの最高

経営責任者の補佐人〔adjoints〕又はそれが法人である場合、その代表者にも適用できる。

ただし、専門的な職務を執行する者を除くので、技術開発の責任者〔directeur technique〕

などはその範囲に含まれない。 

B. 退任した会社経営者の責任 

実務上、倒産手続が開始された日に経営者が退任していた場合でも、支払停止状態が在任

中の行為によって引き起こされた場合には、たとえ退任した時点で、支払停止状態になって

いないとしても、その経営者に責任を負わせることができる107。裁判所は経営者の管理行為

が支払停止をもたらしたことを認定した以上、経営者の退任が公示されるかどうかは責任

追及に大きな影響を与えない108。なぜなら、その職務停止に関する法定公示〔pubilicités 

légales〕の有無は、対第三者関係で対抗要件にすぎないため、公示の欠如は会社財産の不足

に対する責任を阻却する理由にならないからである。 

C. 法人経営者 

フランスでは、法人も経営者となること〔personnes morales dirigeantes〕が認められて

いる109。L.651-1 条は、経営者が法人である場合、当該経営者の財産上の責任を、当該法人

の常任代表者〔représentant permanent〕110に課している。その他、公法上の法人も経営

者となることが考えられる。たとえば、市町村〔commune〕111や政府〔État〕112が経営者

となる場合である。 

（２）事実上の経営者 

A. 定義と特徴 

                                                   
107 Cass. com. 27 févr. 2007, n°05-20038, Non publié au bulletin(NP). 

   Cass. com. 14 oct. 2008, n°07-19000, NP. 
108 なお、1967 法と 1985 年法の下における経営者の退任に関する内容について、佐藤・前掲注（9）76 頁

参照。 

近時の判例について、Cass. com., 14 oct. 2008, n°07-19.000, JurisData n°2008-045428. Dr. Société 2008, 

p.19. note Legros.が挙げられる。 
109 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.14, p. 2764．フランスでは、1966 年 7 月 24 日の法律第 91 条によ

り、法人は経営業務の責任者となることが認められている。 
110 フランス会社法における常任代表者制度は、商事会社に関する 1966 年 7 月 24 日の法律第 66-537 号

（Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, sur le société commerciales）によって創設されたものである。「法人

は取締役として選任される場合、常任代表者を指名しなければならない。常任代表者は自己の名において

取締役である場合と同一の条件および義務に従い、同一の民事責任および刑事責任を負う。ただし、この

者が代表する法人の連帯責任を妨げない」。これは、日本法における代表取締役の代表権から生じる第三者

に対する損害賠償責任（日本会社法 350 条）と比べると、相違点が若干存在している。フランスの常任代

表者制度について、奥島・前掲注（3）97-131 頁。  
111 T. confl. 2 juill. 1984, D. 1984. 545, note. Derrida. 
112 Cass. com. 16 févr. 1993, n°90-18389. D.1981, obs. Vasseur. 
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事実上の経営者とは、直接に又は介在人〔personne interposée〕113を通して、積極的に

会社の経済活動を行う者、又は法人の取締役会から独立している機構で、法人の法定代理人

〔représentants légaux〕の代わりに経営を行う者である。事実上の経営者として認定する

には、①積極的な指揮行為〔actes positifs de direction〕を行った者であり、②その指揮行

為が独立性〔indépendance〕を有することという二つの要件を同時に満たさなければなら

ない114。 

B. 親会社が子会社の経営を支配している場合 

親会社が子会社の経営活動など重要事項を指揮・決定する場合、または子会社の株式を所

有することで、自ら経営者を派遣した場合、そのような親会社が子会社の事実上の経営者と

なるか否かが問題になる。特に、最近、親会社が外国企業であり、破産した子会社の環境責

任などを怠る事件が、フランスで注目されている115。 

実務上、親会社の事実上の経営管理行為は、介在会社〔société interposée〕116または持

株会社〔holding〕の子会社に対する干渉行為の存在によって認証される。ただ単に子会社

の 99％の持分を持っている事実だけでは、事実上の経営者であると認めるのに足りないと

いう裁判例がある117。しかし、これに対して、子会社が、なんらの自主的な経営権限もなく、

全て親会社によってコントロールされている場合、親会社が事実上の経営者であることが

認められる118。 

C. 有限責任個人事業主 

有限責任個人事業主はその企業の経営者として擬制できるため、有限責任個人事業主に

経営者責任を課すことができる。有限責任個人事業主の財産は、充当資産〔patrimoine 

                                                   
113 山口・前掲注（9）303 頁参照。 
114 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.21, p. 2766 et s．具体的に、どんな者が事実上の経営者として認め

られるかについて、判例ごとに、裁判所は事実と裁量によって判断する。 
115 2003 年 3 月の Métaleurop Nord 社の清算事件〔L'affaire de la liquidation de Metaleurop Nord〕は、

多くの議論を引き起こした。事件の顛末を簡単に説明すると、Métaleurop Nord は非鉄金属の取扱いをす

る会社であるとともに、スイスにあるその親会社は子会社の倒産事件の後に、子会社の土壌汚染などの問

題を無視していた。大審裁判所は、Métaleurop Nord 社の清算人が主張した親会社に対する「手続の拡張」

（2005 年前の民事責任訴権について、前述第 1 章第 2 節参照）の請求を棄却したが、破毀院は、事実上の

経営者とみなされる親会社に対する責任訴権を認めた。この裁判例において、破毀院は、積極財産不足の

責任における事実上の経営者の理論に基づき、土壌汚染の責任を追及する突破口を開いたとされる（破毀

院判決：Cass. com., 19 nov. 2013, n°12-28367, NP.）。立法者は、その責任訴権をここにいう「財産上の責

任訴権」に統合しようとしていたが、以下の二点で経営者の財産上の責任と異なっているので、批判され

ている。すなわち、①この責任の目的は債権者への弁済ではなく、環境責任の負担を親会社に課すことに

ある。②責任の制裁対象は一般の経営者ではなく、筆頭株主など実に子会社を指揮権のある親会社である。

LE CORRE (P.-M), op.cit., n°925.09, p. 2872． 
116 フランス語の〔interposer〕は、人の介在を意味している。山口・前掲注（9）303 頁参照。したがって、

「介在会社〔société interposée〕」とは、他の会社の経営・管理に介在又はそれを代行する〔intérimaire〕

会社である。 
117 Cass. com., 2 nov 2005, n°02-15895, NP. 
118 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.21, p. 2766-2768. 
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d’affection〕119の制度によって、充当資産（事業資産）と非充当資産（個人資産）に分離さ

れる。しかし、債権者に弁済できる充当資産に不足がある場合、裁判上の清算手続が開始さ

れる前に、この充当資産の不足に有限責任個人事業主の過失が認められた場合、裁判所は、

その非充当資産によって債務の全部又は一部を負担することを命じることができる120。 

３．手続上の問題 

（１）管轄 

倒産手続の管轄集中原則〔principe de concentration du contentieux des procédures 

collectives〕により、積極財産不足の責任訴権の管轄権は、倒産手続の開始決定を言い渡し

た裁判所に属する（R.662-3 条）。もっとも、会社の倒産手続の前に、会社経営者に対する

個人名義の倒産手続が既に開始されていた場合、管轄権は、係属中の個人の倒産手続が係属

している裁判所に属する121。 

法律上の経営者と事実上の経営者の区別を必要とするとき、倒産手続の開始を言い渡し

た裁判所のみが「事実上の経営管理行為」を認定する権限を有する。 

債務者が私法人であるが、地方公共団体〔collectivités territotiales〕又は市町村などの公

法人によって経営・管理されている法人である場合、その経営者の責任に関する訴えの管轄

権は司法裁判機関〔ordre judiciaire〕と行政裁判機関〔ordre administrative〕のどちらに

付与するのかについては、一般的に、権限裁判所〔tribunal des conflits〕がその公法人の

行為の性質によって判断する122。 

（２）申立権者 

現行法では、積極財産不足の責任訴権の申立権者は、原則として清算人〔liquidateur〕と

検察官のみである（L.651-3 条 1 項）123。清算人の不作為がある場合、債権者の多数決によ

                                                   
119 訳は、モンセリエ＝ボン（片山訳）・前掲注（14）65 頁以下参照。マリーエレーヌ・モンセリエ＝ボン

（荻野奈緒＝齋藤由起 訳）「目的充当資産―フランス法における大きな革新―」阪大法学第 65巻 2号（2015）

では、同制度を「目的充当資産」と訳す。簡単に言えば、充当資産の制度は、特に有限責任個人事業主など

の場合、会社の事業資産と企業主〔chef d’entreprise〕の個人資産を分離することを意味している。倒産手

続が開始されたときは、本文で述べた行為がない限り、原則として、充当資産のみによって破産債権を弁

済することになる。 
120 モンセリエ＝ボン（片山訳）・前掲注（14）80 頁。モンセリエ＝ボン（荻野＝齋藤訳）・前掲注（119）

653-654 頁。 
121 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.34, p. 2781-2782． 
122 基本的には、法律に明文の規定がある場合、権限裁判所はそれに従って判断する。その他に、破毀院の

見解によると、①公法人〔Établissement public〕が会社又は社団を管理するとき、その行為の性質が工業・

商業の特徴〔caractère industriel et commercial〕を有する場合、②その業務資金を自ら調達した場合、③

公法人が混合経済会社（地方公共団体一般法典〔Code général des collectivités territoriales〕L.1524-5 条）

を管理する事実上の経営者とみなされる場合など、司法裁判機関に管轄権がある。それに対して、公法人

が運営している会社又は社団は、社会公共福祉手当などによってサポートされている場合、または、経営

者の過失行為には公共サービス事業のために行われたところが明らかである場合、経営者責任訴権の管轄

は行政裁判機関に与えられる。LE CORRE (P.-M), op.cit., n°921.35, p. 2782-2783． 
123 フランスでは、再建型倒産手続（企業救済手続または裁判上の更生手続）において、裁判上の受任者
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って選定された監査委員〔contrôleurs〕に訴訟を提起することができる（L.651-3 条 2 項）

124。新たな支払停止の寄与責任訴権は特別な制度であり、その係属は、司法管財人・裁判上

の受任者の請求がある場合、裁判所の職権によって決められる。 

また、裁判所の職権による積極財産不足の責任訴訟の係属は廃止された。その理由は、人

権保護と手続の公平性を考慮する EU 人権条約〔CEDH：Convention Européenne des 

Droits de l'Homme〕第 1 節第 6 条所定の「公平な裁判を受ける権利の保護」に照らして、

不適切であるからということにある125。しかしながら、この点については、会社の経営者自

身が、早期に倒産手続の申立てをしなかった場合、裁判官も財産上の責任訴訟の係属を決断

することができないため、その廃止は不合理であるとしばしば指摘されている126。 

（３）時効 

財産上の責任訴権の時効は 3 年であり、責任に関わる事実の発生時からではなく、裁判

上の清算手続のされた時点から起算される（L.651-2 条 3 項）。たとえ当事者が清算手続の

開始決定に不服を述べたとしても裁判上の清算手続の開始日から起算する。 

責任の対象となる経営者が数人である場合、これらの経営者の間で連帯責任が認められ

る場合を除き、経営者の倒産責任訴権の時効は経営者ごとに決められる。 

（４）裁判所の裁量 

会社の積極財産の不足をもたらした行為の主観的態様の程度（錯誤〔erreur〕、軽率

〔imprudence〕127又は法令違反〔violation des règles légales〕）128に基づいて、どの経営

者に、会社債務についていかなる金額で責任を負わすか、及びいかなる期間内に責任を履行

すべきか等についての判断は、裁判所の裁量に委ねられている129。具体的には、積極財産の

                                                   
〔mandataire judiciaire〕の選任は強制的である。これに対して、司法管財人〔administrateur judiciaire〕

の選任は、被用者 20 人以上、かつ年間売上高（CA：chiffre d’affaire）は 3,000,000 ユーロを上回る会社

の再建型倒産手続にのみ強制的ではあり、その以外の場合、任意的である（L.621-4 条第 3 項 4 項、L.631-

9 条 1 項、R.621-11 条）。再建型倒産手続から裁判上の清算手続に移行する場合、裁判上の受任者

〔mandataire judiciaire〕は自動的に清算人〔liquidateur〕になることもあり得るが、裁判所は裁判上の

受任者以外の者を清算人として選任することも可能である。現行法の下で、積極財産不足の責任は裁判上

の清算手続にのみ請求される。それゆえ、その責任訴権の申立人は清算人および検察官と限定される。 
124 具体的には、催告があるにもかかわらず、コンセイユ・デタのデクレに定める期間および条件の下で、

清算人が同条に定める訴権を提起しない場合、債権者の過半数の同意によって選定された監査委員も裁判

所に申立てをすることができる。 
125  Rapport n°335 par Jean-Jacques HYEST, doc. Sénat. au nom de la commission des Lois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) 

sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, 

de sauvegarde des entreprises (2005), p.53, p.455. 
126 Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.411. 
127 軽率〔imprudence〕は不法行為責任または刑事責任の発生原因ともなり、故意によらない非行〔faute 

non-intentionnelle〕の一種である。軽率は本人の発意性・率先的行為を前提としている点で「怠慢

〔négligence〕」と区別されている。 
128 Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 31-32. 
129 佐藤・前掲注（9）74 頁。LE CORRE (P.-M), op.cit., n°922.41, p.2833. 
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不足によって生じる損害の範囲及び責任の額を評価する場合、事実審の裁判官は、債務者た

る会社の債務状況のみならず、経営者の財務状況も考慮に入れながら検討しうる。また、経

営者が幾つかの会社債務に対して個人的な保証を提供している場合、その個人保証も一つ

の特別な要素として評価される130。なお、破毀院は、会社の積極財産の不足を招致した幾つ

かの経営上の過失がある場合、それぞれの過失の程度を勘案した上で、比例的に・均衡的に

〔principe de proportionnalité〕131判断すべきであると指摘している。 

 

二、   積極財産不足の責任 

１．責任の特徴 

積極財産不足の責任は、従来の填補責任と会社債務に対する責任の内容を引き継いだも

のである。その追及が、一般法上の責任〔responsabilité du droit commun〕より優先とさ

れている132。しかし、破毀院は、倒産手続が開始されても一般法上の責任追及が認められる

いくつかの例外を設けた。具体的には、倒産法上の財産上の責任が認められない場合133、手

続開始後に行われたフォートに基礎づけられる場合134、一般法上の責任による訴えは受理

されうる。 

積極財産の不足を理由とする経営者責任の訴えを設ける目的は二つある。一つは経営上

の過失を犯した経営者への非難であり、もう一つは会社財産の補填である 。倒産手続にお

いて、会社財産を確保する経済的・補償的な効用は、積極財産不足の責任を設ける最も重要

な趣旨である。 

２．責任の構成要件 

積極財産不足の責任は、L.651-2 条 1 項に定められている。この実質的な要件は、従来の

「填補責任」と「会社債務に対する責任」における責任推定の構造とは異なり、一般法上の

責任の伝統的な構造に回帰する傾向を有する。 

まず、要件の一つとして債務者たる会社の積極財産が会社債務を弁済するために不足し

                                                   
130 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°922.51, p. 2834-2836. フランスにおける過大な保証を防ぐための規制

については、能登真規子「保証人の『過大な責任』:フランス保証法における比例原則」名古屋大学法政論

集 227 巻（2008）371-395 頁、大澤・前掲注（36）2 号 47-90 頁、3 号 25-73 頁、イブ・ピコー（斎藤由

起訳）「フランスにおける個人保証人の保護」阪大法学 63 巻 63 巻 2 号（2013）627－651 頁、が詳しい。 
131 Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 31.  

Cass. com., 15 déc 2009, n°08-21906, JurisData n°2009-050876. JCP. 2010, n°6, 155 p.285, note, 

Roussel Galle. 
132 Gaël (Couturier), Droit des sociétés et des entreprises en difficulté, LGDJ 2013, n°703.p.409-410. 

Cass.com., 28 février 1995, D. 1995. I.R., p.84. 
133 積極財産の不足が証明されない場合、会社法上の規定による請求が受理される事例が挙げられる。

Cass.com., 28 mars 2000, JCP E 2000, chr.p.1566, obs. P.PETEL;Cass.com., 27 juin 2006 JCPE 2006. 

2241, p.1433.  
134 Cass. com., 14 mars 2000. D .2000, act. Jurispr. p.187, obs. A.LIENHARD; JCP E 2000, p.1527, note 

D. Poracchia. 
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ている状態が明確でなければならない。この要件が欠けると、訴えは認められない。すなわ

ち、終局判決で認定される責任の金額が、積極財産の不足分を超過しえないという限界があ

る以上、不足している状態が確かであることが必要である。なお、積極財産の不足は裁判上

の清算手続の開始日を基準として確定される。ここで、注意を要するのは、倒産手続が開始

される前に存在していた会社債務のみが考慮要素に入れられることである。ただし、賃金債

務の場合は、倒産手続の開始後に発生したとしても、賃金債務の原因となる労働行為が倒産

手続開始前に存在しているならば、ここでいう会社債務に算入できる。 

また、経営上の過失となる行為について、商法典では詳しく定義されていないが、それは、

事実審の裁判官によって、通常の経営者として期待される合理的な行為と比較しながら評

価されるものである135。実務上、これは広く解釈されており、単なる経営上の過失のみなら

ず、管理・代理上の過失、無謀な決定、及び不当な融資又は過度な投資の行為なども含まれ

る。前述した会社債務と同様に、過失は倒産手続の開始決定が言い渡される前に存在してい

なければならない。なお、有限責任個人事業主〔EIRL〕の場合は、資産が充当されたとき

に、財産の混同行為、L.526-6 条 2 項に定められた法定充当資産の創出〔constitution〕136

に違反した場合、又は L.526-13 条所定の経済活動の明示義務の不履行があれば、ここでい

う経営上の過失を構成する（L.621-2 条 3 項）。 

 最後に、原告は経営者の経営上の過失が債務者たる会社の積極財産の不足に寄与したこ

とを証明しなければならない。その証明が欠けている場合、請求は認められない137。これは

いわゆる過失、損害〔préjudice〕と因果関係〔lien de causalité〕によって形成される実質

上の構成要件と同じように見えるが、立法者は、「引き起こす〔causer〕」という法的因果関

係を表す用語ではなく、「寄与〔contribuer〕」という表現を用い、法的因果関係より一層緩

やかな制度を設ける。すなわち、経営上の過失が積極財産の不足をもたらした幾つかの原因

の中の一つであると、因果関係を認容することができ、他の原因があっても当該因果関係の

構成を阻却しない138。これは、すなわち民法上の因果関係理論における「条件等価説」

〔équivalence des conditions〕139である。 

                                                   
135 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°1123, p.655. 
136 訳は、モンセリエ＝ボン（荻野＝齋藤訳）・前掲注（119）643 頁参照。 
137 Cass. com., 25 fév 2004, n°01-11862. NP. 
138 Cass.com., 11 oct. 2011, n°10-20423, NP; Cass.com., 21 Juin 2005, n°04-12087, D. 2005, AJ 1805, 

obs. Lienhard.  
139 フランス民法上の因果関係理論には、近因理論〔théorie de la proximité des causes〕、条件等価説

〔théorie de l'équivalence des conditions〕、適切因果関係説〔théorie de la causalité adéquate〕、および

因果関係の継続説（théorie de l'empreinte continue du mal〕の四つがある。ここでいう「条件等価説」

は、たとえある事実が主要な原因でないとしても、損害の結果をもたらした原因の一つであれば因果関係

を認める。これは、いわゆる日本法における「条件説」と類似している。山口俊夫『概説フランス法（下）』

（東京大学出版会・2004）170-171 頁参照。 
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３．認容判決の効果 

（１）責任財産の帰属 

現行法は、債権者集団〔groupement de créanciers〕には法人格がないとの理由で、判決

によって被告の経営者が賠償する金銭を、債務者たる会社の財産〔patrimoine du débiteur〕

に帰属させるという従来の取扱いを維持している140。非常に興味深いところは、当該金額は

債権者の間で、優先弁済の順位を問わずに、比例的に〔au marc le franc〕配当すべきとさ

れているところである（L.651-2 条）。 

2008 年オルドナンスにより、商法典の L.651-2 条 3 項に「会社の経営者は、有責判決に

よって支払った資金の債権者分配に参加することができない」という内容が挿入された。そ

の結果、有責経営者自身は、賠償金の分配利益を受けることができないとされている。その

理由は、有責経営者が同時に会社債務の保証人であることが多いことから、代位弁済した後

の、求償権と倒産責任との相殺を防止するという考慮にある。2010 年に責任の主体を有限

責任個人事業主に拡張したことによって、積極財産不足の責任を負う有限責任個人事業主

も、配当に参加できないことになっている。 

しかし、給付判決が言い渡された後に、その具体的な執行が実現しにくい事例が多く存在

していた。そこで、2012 年 Petroplus 法によって、会社の支払不能のリスクが明らかであ

り、且つ経営者が支払不能〔insolvabilité〕の状態になるおそれがある場合に、保全措置の

利用が認められることとなった。 

（２）責任の不履行に対する制裁 

 現行法では、有効な判決により所定の財産上の責任が加えられたにもかかわらず、その

判決を履行しない経営者に対し、L.654-14 条により、刑事制裁を科すことができる。また、

裁判上の清算の言渡し判決から 3 年を経過してもなお、経営者が判決を履行しない場合、

個人破産の制裁〔faillite personnelle〕（後述本節第 2 款参照）を言い渡すことができる

（L.653-6 条）。 

なお、経営者自身が債務の支払停止状態に陥った場合で141、当該債務が職務上の債務

〔dette professionnelle〕である場合、経営者は個人多重債務処理手続〔procédure de 

surendettement〕の申立てをすることができない142。 

                                                   
140 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°922.61, p. 2839. 佐藤・前掲注（9）84-85 頁。 
141 Rapp. Xavier de Roux. n°2095, p.418. 
142 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°922.64, p. 2841-2842. 

自然人たる経営者にとっては、個人債務の蓄積によって、経営者が支払停止となった場合、個人多重債務

処理手続を利用することができるが、その債務は必ず、職務上の債務以外の非職務上の債務でなければな

らない。なお、多重債務処理手続について、町村泰貴「フランス消費者倒産の実務（上）（中）（下）」商学

討究 47 巻 2・3 号 253 頁以下、および後藤巻則＝野澤正充＝町村泰貴＝柴崎暁「フランスの消費者信用法

制」（クレジット研究・2002）88 頁以下参照。 
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三、  支払停止の寄与責任 

１．責任の特徴 

裁判上の更生手続の中で、債務者たる会社の事実上又は法律上の経営者の過失〔faute〕

が債務者の支払停止に寄与した場合には、司法管財人・裁判上の受任者の申立てにより、裁

判所所長がその経営者が所有している財産を勘案した上で、経営者の財産に保全措置を下

すことができる。支払停止の寄与責任は、裁判所が保全措置によって経営者に追及する財産

上の責任である（L.631-10-1 条）。 

原則として、支払停止の寄与責任の適用は、裁判上の更生手続に限定されている。しかし、

裁判上の更生計画が解除され、会社の支払停止状態が存続しており、裁判上の更生手続から

清算手続へ移行する場合、裁判所所長は、経営者の財産に対して、適切な保全措置を維持す

ることもできる（L.651-4 条 2 項）。また、債務者が有限責任個人事業主〔EIRL〕である場

合、立法者は、個人財産と事業財産の混同がある場合を考慮し、新たな L.621-2 条 4 項によ

り、ここでいう保全措置の適用範囲を救済手続における債務者たる事業主の財産にまで拡

張した。 

２．責任の構成要件 

（１）賠償されうる損害 

支払停止の寄与責任訴権が裁判上の更生手続に限定される以上、裁判所が認容できる損

害は更生計画の範囲内で認定されるべきである143。そして、当該責任は、一般法上の責任理

論と合致しているので、損害は賠償されうる損害〔préjuice réparable〕でなければならな

い144。もっとも、実務上、その損害の確定については不明確な点が多い。例えば、裁判所が

更生計画を実施し、計画通りに弁済された場合、債務は消滅するが、その場合に、会社の支

払停止をもたらした過失のある経営者が負担すべき責任の額は、どのように計算すべきか

などの問題については、いまだ決着が付いていない。 

（２）支払停止に寄与した過失 

ここでは、積極財産不足の責任における、「条件等価説」による因果関係の認定が同様に

適用〔mutatis mutandis〕される。経営上の過失は、支払停止をもたらした主要な原因で

なくても構わない。すなわち、支払停止となった原因の一部であっても、保全措置を利用す

るための要件を満たす。 

支払停止の寄与責任は、一般法上の責任構造によるものではなく、独特〔sui generis〕の

                                                   
143 山口俊夫『フランス債権法』（東京大学出版会社・1986）98 頁以下参照。すなわち、企業がこうむる損

害には、確実性、直接性、および正当な保護法益を備えており、賠償されうる損害である。 
144 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°926.22, p. 2878. 
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特徴を持つ。責任を申し立てた原告は、経営者の経営上の過失が債務者たる会社の支払停止

に寄与したことを証明しなければならない。経営者の過失と支払停止との間、厳格な因果関

係ではなく、積極財産不足の責任と同様に、その過失は支払停止に寄与した原因の一つであ

ると言えれば、当該責任が認容される。 

３．保全措置について手続上の取扱い 

まず、2012 年 Petroplus 法 4 条 1 項は、保全措置の運用について規定した。すなわち、

「財産に対する保全〔conservation〕または保管・占有〔détention〕のため費用が生じる場

合、もしくは、財産の価値が下落する可能性がある場合、主任裁判官〔juge-commissaire〕

は、司法管財人（選任された場合）・裁判上の受任者、又は清算人に、決められた価値と条

件によって財産譲渡の権限を付与することができる。また、財産譲渡によって得られた対価

は、直ちに預金供託金庫にある預金帳簿及び供託金に算入される」（L.663-1-1 条１項）。

R.631-14-1 条によって、保全措置の対象となる財産の範囲については、「原告が主張する損

害賠償の金額を超えない」とされている。 

また、2012 年 Petroplus 法 4 条 2 項は譲渡所得の用途を定めた。すなわち、「債務者の

処分可能な財産が不十分である場合、財産所有の環境および会社責任を守ることを確保す

るために、財産所有者の経営を管理する目的で、主任裁判官〔juge-commissaire〕は、譲渡

所得を、司法管財人・裁判上の受任者、または清算人が費やした費用に充当する〔affectation〕

権利を付与することができる。」145。 

しかし、支払停止の寄与責任を認容した判決の不履行に対して、どのようなサンクション

を与えるべきであるか、保全措置の範囲など具体的な問題については、いまだ明らかになっ

ていない。 

４．位置づけ 

支払停止の寄与責任が、商法典の経営者の責任及び制裁と同じ箇所（商法典第 6 巻第 5

編）ではなく、商法典第 6 巻第 3 編（裁判上の更生）に設けられている。積極財産不足の責

任と比べて、その目的は、債権者の損害を填補することではなく、主に手続に必要となる費

用に充当するためである。この意味で、支払停止の寄与責任は、伝統的意味における実体法

上の責任と峻別され、手続法上の責任として帰結されるだろう。なお、欧州人権裁判所

〔CEDH〕が作成した議定書〔protocole〕の第 1 条にいう財産権〔droit de propriété〕に

関する基本原則を害するおそれがあることから、支払停止の寄与責任の正当性を批判する

                                                   
145 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°926.41-42, p. 2878 et s.  

債務者が必要な財産を所有していない場合、財産の売却によって得られる資金を財産管理のための報酬に

充当することは、受命裁判官によって授権されることができる。 
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見解もある146。支払停止の寄与責任については、判例の蓄積にしたがって、さらに検討する

余地があるといえよう。 

 

第 ２ 款 職務上の責任 

一、  職務上の責任の一般論 

１．責任の位置づけ 

 （１）職務上の責任の性質 

L.653-1 条が規定するのは、経済界から不良企業・商人（すなわち、無能な

〔incompétentes〕・不誠実な〔malhonnêtes〕商事主体）を排除することにより、健全な商

業環境を作り、債権者及び企業・商人を不良企業との取引にともなうリスクから保護するた

めに設けられている職務上の制裁〔sanctions professionnelles〕である。それゆえ、職務上

の制裁は、浄化・追放措置〔mesures d’assainissement et d’élimination〕とも呼ばれる147。

現行法では、個人破産の制裁〔faillite personnelle〕と経営禁止の制裁〔interdiction de gérer〕

が「職務上の制裁」を構成している。これらの差異については、後述する。職務上の制裁の

法的性質は、一般の民事制裁でもなく、刑事制裁でもない。この制裁は、「失権〔déchéance〕」、

経営の禁止などの手段を用いるため、制裁の方法と効果から見ると典型的な民事責任たる

財産上の責任の違反に対する制裁ではないと考えられている148。しかも、この制裁は、個人

利益ではなく、集団的な職務上の利益保護と関連しているものであるから、民事制裁とする

のは不適切である。他方、経営者が破産罪に問われた場合、公職、職業活動、または会社で

勤務することが一切禁止されることとなること（L.654-5 条）に鑑みると、職務上の制裁は

刑事的な制裁と類似している。しかし、実務上、罪刑法定主義〔principe de la légalité des 

délits et des peines〕という重要な刑事原則の適用が認められないこともある149。 

なお、破毀院商事部により、独自の構造・目的を有する職務上の責任は、刑事制裁ではな

く、「公衆の利益〔intérêt public〕」を保障し、職務上の浄化という目的を実現する公共的な

制裁措置と位置づけられている150。また、フランスの倒産法に関する一般的な文献を参照す

ると、当該制裁を民事責任の一環の非金銭的な制裁として、金銭的な制裁と並べて紹介して

いる例もたしかに存在するが、職務上の制裁と財産上の制裁、刑事制裁と並んで説明する例

                                                   
146 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°926.43, p. 2881. 
147 Pérochon (Françoise), Entreprises en difficulté, 10e éd, LGDJ 2014, n° 1725, p.74. 
148 Matsopoulou (Haritini), op.cit., p.104. 
149 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°911.11, p. 2700-2701. 
150 Cass. Com., 9 déc. 2006, pourvoi n°05-19088. Bull 2006 IV n° 259. 

Cass. Com., 16 oct. 2007, pourvoi n°06-10805. Bull 2007 IV, n° 219. 
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もみられる151。 

（２）職務上の制裁の機能・法的意義 

フランス法における職務上の制裁の重要性は、EU 共同体裁判所においても肯定されてい

る。具体的に、EU 加盟国の会社法に関する J.WINTER 報告書において、「会社の経営者の

財政的・非財政的な情報開示に関する責任を強化するために、適切なサンクションによって

補佐されなければならない」152と指摘されている。また、刑事責任、民事責任、及び経営者

所有の株・ストックオプションの譲渡・売却による収益の差押えなどを補助する制裁手段と

して、意義がある。第一節で述べた財産上の制裁が EU 加盟国の間に執行する際に、様々な

困難が生じる。執行は遅延されている間に、経営者はその財産を転売したり、隠匿したりす

るので、経営者にとっては十分の抑止・威嚇〔dissuasive〕の効果は果たしていない。それ

に対して、特殊な制裁手段とされている「権利行使の禁止〔interdiction d’exercer〕」は、

より容易に執行され、一定の威嚇力があるため、非常に有用な制裁であると評価されている。

同レポートは、職業の制裁をすべての EU 加盟国で試用すべきと提案した。少なくとも、会

社に関する財政情報の詐欺、または会社に極めて不利の財政建言などの経営行為〔mauvais 

gestion〕がある場合、経営者の勤務禁止という制裁を一般化することを提言している。欧

州（共同体）司法裁判所（当局）〔instance européenne〕において、職務上の制裁の採用は

未だに検討の段階にとどまっているが、商工界の環境を改善するために、故意・重過失のあ

る経営者に対して厳格に制裁する方針が示されている。 

２．制裁の対象 

（１）自然人の債務者 

現行法では、職務上の制裁が、自然人であるすべての商人、手工業者、農業者、または独

立事業者〔professionnel indépendant〕153に適用できるようになった154。2008 年オルドナ

ンスは、L.653-1 条 1 項 1 号所定の独立事業者の登記要件を廃止し、「法的地位に服し、そ

の名称が保護されている自由職を含む独立して事業活動を営むあらゆる自然人」と改正し

た。ただし、個人債務者が死亡した場合、職務上の制裁は適用されない。その理由は、死亡

した人が商業行為から離れたため、制裁の必要がなくなったからというものである。 

（２）経営者 

法人の自然人たる法律上または事実上の経営者は、職務上の責任の制裁対象となってい

                                                   
151 LE CORRE (P.-M), op.cit.,; Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., ; Pérochon (F), op.cit. 
152  Rapport Jaap.WINTER, Un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des 

sociétés(Bruxelles), 4 nov. 2002, p.82. 
153 訳について、モンセリエ＝ボン（片山訳）・前掲注（14）66 頁参照。 
154 ここでいう独立事業者〔professionnel indépendant〕とは、自らの計算で労働する者である。山口・前

掲注（9）283 頁参照。 
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る。法律上の経営者と事実上の経営者の認定について、前述した財産上の責任と同様に処理

する。経営者が法人である場合155、職務上の制裁がその自然人たる常任代表者に課される。

また、現行法では、実際に事業活動がない法人156であっても、経営者に個人破産又は経営禁

止の制裁が課されうる。 

ただし、L.653-3 条の 1 項と L.653-5 条所定の帰責事由は、独立に職務を営み、その名で

懲戒規則〔règles disciplinaires〕に服している自然人又は法人の経営者に適用しないとさ

れている（L.653-1 条１項）157。 

（３）有限責任個人事業主 

L.653-3 条の 2 項において、有限責任個人事業主に適用する個人破産の制裁の帰責事由が

規定された。すなわち、①手続により示された責任財産に属する財産を、他の責任財産に充

当帰属するものとして、処分したこと（同項 1 号）。②自己の陰謀を隠して手続に示された

経営活動の外見の下で、その活動とは会社の利益以外にある目的で別の利益のために取引

行為を行ったこと（同項 2 号）。③手続により示された企業の財産または信用について、個

人の目的のため、または自己が直接もしくは間接に利害関係を有する法人もしくは企業を

利するために、当該企業の利益に反する使用を行ったこと（同項 3 号）、の三つである158。 

また、この制裁を免れるために、個人事業者は自らの勤勉な経営・管理〔gestion 

rigoureuse〕、充当資産の創出義務の遵守を証明しなければならないとされている。 

３．手続上の問題 

（１）管轄 

経営者に対する職務上の制裁は裁判上の更生・清算手続にのみ適用される。それに対して、

企業救済手続は、支払停止になる手前で、企業債務者の債務を整理し、その再出発を目指し

ており159、職務上の制裁を課すことは企業救済手続の趣旨と矛盾する。そのため、企業救済

手続には、職務上の制裁は適用されない。 

原則として、民事・商事裁判所は職務上の制裁を言い渡すことができる。しかし、刑事制

裁を科すことを前提とした上で、さらに職務上の制裁を付加的なサンクション〔sanction 

                                                   
155 フランスでは、会社の経営者は自然人ではなく、法人である場合も存在している。この内容について、

本文第二章第一節 2 の（3）制裁の対象を参照。 
156 2005 年法以前の法制の下では、個人破産又は経営禁止の制裁の対象は事業活動のある会社の経営者に

限定されていた。この限定条件は、元老院法制審議会による修正で廃止された。 
157 このただし書所定の適用除外は、自然人の自由職事業者を指している。例えば、同様に自由職事業者で

あるが、診療所の医者は自由職の自然人であるため、但し書所定の責任免除を適用できるが、商業登記を

した薬局の経営者は、商人であるため、責任免除の対象とはなれない。関連判例としては、CA Paris, 3e ch. 

A, 23 sept. 2008, JCP E 2008. 2436. n°10, note Cerati-Gauthier. が挙げられる。 
158 これらの要件は、それぞれ、日本法会社法における取締役の帰責事由と類似的な特徴を有する。具体的

には、①は「資本充実義務」、②は「法人格の否認」、③は「利益相反取引」と相当する。 
159 Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.442 et 443. 
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complémentaire〕として言い渡す場合、刑事裁判所も職務上の制裁を言い渡す権利を有す

る。 

（２）申立権者 

個人破産と経営禁止という制裁は、2005 年法以降、裁判所はもはや職権で開始すること

ができなくなった。現行法の下で、職務上の制裁の申立権は、裁判上の受任者、清算人又は

検察官に属している。 

従来、裁判上の受任者が申立権を獲得するには、職務上の制裁を正当化できる事実を共和

国検事又は主任裁判官に通知することが条件とされていた。現行法では、代わりに検察官に

通知することが前提条件となり、この通知の手続は L.653-8 条所定の経営禁止の制裁を申

し立てる場合も同様である160。 

その他、積極財産不足の責任における取扱いと一致させるために、債務者が自由職事業者

である場合を除き、申立権者の不作為があるときに、債権者委員会〔comité des créanciers〕

161で債権者の過半数の同意によって指名された監査委員〔créanciers contrôleurs〕にも申

立権が認められている（L.622-1 条 2 項）。しかし、上述した通り、監査委員の当該権利は、

裁判上の受任者の申立権の怠慢がある場合にのみ用いられるため、従属的な権利である。ま

た、債務者会社からかけられる圧力を避け、債権者の集団的な利益を保障するために、少な

くとも二人の監査委員を選任することとされている162（2005 年 12 月 28 日のデクレ 324

条、商法典 R.653-2 条）。 

（３）時効 

2005 年法は、個人破産及び経営禁止の制裁のための訴権の時効を積極財産不足の責任と

同様に３年と定めた（L.653 条 2 項）163。手続が裁判上の更生手続又は企業救済手続から清

算手続に移行した〔conversion〕場合、先行手続の終結裁判は後行手続の開始裁判と同義で

あると認識されており、時効は後行手続の開始日から起算される。訴訟承継〔succession〕

の場合、企業救済手続と更生清算手続との承継において、手続の開始裁判が二つ存在するこ

                                                   
160 これが、2009 年 2 月 12 日のデクレ第 2009-160 号（Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour 

l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des 

entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un 

immeuble）の 111 条によって規定される。 
161 フランスでは、債権者委員会〔comité des créanciers〕が、2005 年法によって創設され、2008 年オル

ドナンスでさらに改正が加えられた。債権者委員会については、杉本・前掲注（57）28 頁において言及さ

れている。 
162 LE CORRE (P.-M) op.cit., n°911.31, p. 2705-2707． 
163 佐藤＝町村・前掲注（35）の（2）413 頁。Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.439. 

1985 年法 188 条では、裁判所は倒産手続中のいつでも個人破産の制裁を言い渡すことができると定める。

責任訴権の時効は、2005 年法の改正案においては、5 年とされていたが、詐欺破産罪、積極財産不足の責

任訴権、会社債務に対する責任訴権と一致させるために、最終的に、2005 年法は 3 年と改正した。 
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ととなるが、その場合は後の開始決定から時効を起算する164。 

（４）制裁期間 

L.653-11 条 1 項では、従来の最低 5 年という期間が廃止され、職務上の制裁期間が、上

限 15 年に限定されている。この背景として、一方では、憲法解釈に整合させて、刑事罰の

個別化〔individualisation〕と比例的な均衡性〔proportionnalité〕の要求に応えるととも

に、他方では、刑法典改正の沿革に従い、最低刑期という概念が廃止されたことが挙げられ

る165。その結果、15 年以下の範囲で制裁期間を決める裁量権が裁判官に付与された。 

また、L.653-10 条により、経営者会での投票権の行使不能の制裁と、個人破産の制裁が

同時に言い渡された場合、裁判官が決めることのできる具体的な制裁期間は、5 年以下に限

定されている。この制裁期間は、判決が言い渡された日から起算される。 

（５）復権 

復権とは、経営者に下された職務上の制裁による失権・禁止が失効するとともに、その本

来の権利が回復することを意味している。具体的には、一定の要件に基づいて復権が自然に

発生する当然復権と当事者の申立てに基づく裁判による復権の二種類がある。 

A. 当然復権 

まず、 L.653-11 条 1 項によると、失権、禁止および選挙による公職遂行の不能等の制裁

（後述の脚注 178 で詳述）は、15 年間の制裁期間が満了した場合、判決の言渡しを要せず

に、職務上の制裁が終了し、当然に復権する。 

また、同条 2 項によると、債務の消滅、又は言い渡された有責判決に基づいて債務を履行

した後、有限責任個人企業主、又は債務者会社の経営者の権利は回復する。 

B.申立てによる復権 

復権訴訟は、当事者又は検察官〔ministère public〕の申立てによって提起される。復権

を申請する当事者は、自らが会社債務の弁済に十分に寄与したことを証明しなければなら

ない。当事者は自らが会社債務の弁済に一部のみ寄与した場合、職務上の制裁を一部免除す

ることを請求できる（L.653-11 条 3 項）。 

 

二、  個人破産の制裁 

１．責任の特徴 

個人破産の制裁とは、裁判上の更生・清算手続が開始された場合、一定な行為を行った経

営者に、企業の指揮・経営・管理・監査を禁止するなどの効果を有する制裁である。個人破

                                                   
164 Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.425 et 426.  
165 Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.440. 
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産の制裁は、職務上の制裁の主たる部分である。この制裁についての実体上・手続上の取扱

い方は独特であり、それはその特別な性質から導かれる。まず、個人破産の制裁は財産上の

制裁と併科する〔cumulativement〕ことができる。また、刑事制裁の付加刑〔peine 

complémentaire〕として言い渡すこともできる。2008 年オルドナンスは、2005 年法で創

設された会社の債務に対する責任を廃止したと同時に、当該責任が課される幾つかの帰責

事由を個人破産の制裁の下に編入した（L.653-4 条）。かつて 1967 年法の下では、個人破産

の制裁は宣告の方法により、「裁量的個人破産〔faillite personnel facultaive〕」と「強制的

個人破産〔faillite personnelle obligatoire〕」の二つに分けられたが166、現行法においては、

個人破産の制裁に関する規定はすべて裁量的な〔facultaive〕規定であり、帰責事由があっ

たとしても、裁判所は経営者に個人破産の制裁を言い渡さないことも可能である。 

２．帰責事由 

個人破産の制裁について、商法典は、帰責事由を適用対象によって分けている。すなわち、

ア、有限責任個人事業主に適用できる事実（L.653-3 条 2 項）、イ、法人の経営者のみに適

用できる事実（L.653-4 条）、および、ウ、L.653-1 条１項所定の全ての主体に適用できる事

実（L.653-3 条の 1 項、L.653-5 条）の三種類である。これらの帰責事由の内容は一部重複

しており、その特徴に従って整理すると、以下の八種類の帰責事由が存在する167。 

（１）会社財産に対する処分行為 

経営者が、会社の財産を不当に処分した場合、裁判所は会社の経営者に個人破産の制裁を

加えることができる。具体的には、①経営者が会社の財産に対する管理権を有さないのに、

会社の積極財産を自己所有の財産として処分した不当行為168（L.653-4 条 1 号）。②会社の

積極財産の全部もしくは一部を流用・移転・隠匿した行為または法人債務者の不利益に債務

を負担させる行為（L.653-4 条 5 号）、の二種類が存在する。②の事由は破産罪の構成要件

ともなりうる。 

有限責任個人事業主に適用できる帰責事由の中には、①の帰責事由に類似している事由

がある。倒産手続において、裁判所によって責任財産として決められた財産を、他の財産に

充当・処分した行為、いわゆる不正な「財産の充当行為」である（L.653-3 条 2 項 1 号）。 

（２）個人又は第三者の利益のために会社の利益と経営を害する行為 

①利益相反行為。これは、経営者が自己または経営者と直接もしくは間接に関連している

第三者のために、会社の財産または信用を債務者たる会社の不利益に処分した行為（L.653-

                                                   
166 福井守「フランス新破産法における企業と企業指揮者との分離」駒澤大学法学論集 6 巻（1969）225 頁。 
167 なお、このように帰責事由を分類するのは、各事由の特徴に基づいて、筆者が整理したものである。 
168 この行為は、「会社財産と個人財産の混同」と類似な効果を有すると思われている。 
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4 条 3 号）を指す。有限責任個人事業主についても、L.653-3 条 2 項の 3 号に同様の内容が

定められている。 

②濫用的な赤字経営行為：法人の経営者が個人利益のために、会社が支払停止に至るよう

な濫用的な赤字経営〔exploitation déficitaire〕を行った結果、会社財産の不足をもたらし

た場合は、個人破産の制裁が加えられる（L.653-4 条 4 号）169。 

（３）法人格の濫用 

会社の経営者が、経営活動の外見の下で、個人の陰謀を隠して会社の利益を図ること以外

の目的で取引行為を行った場合も制裁される（L.653-4 条 2 号）170。有限責任個人事業主に

ついては、同法典 L.653-3 条 2 項の２号に同様の内容が定められている。 

なお、（２）および（３）は、会社の財産及び取引を不正に取り扱った行為（処分・使用・

流用・隠匿・経営）であるという点において１．と類似するように思われるが、２、３の帰

責事由は、原告が行為者のそれぞれの主観的態様を証明しなければ成立しないという点に

おいて１と区別される。また、１から３の帰責事由は、自然人である独立事業者の経営者を

除いて、すべての経営者に適用できる。以下の事由は自然人の独立事業者の経営者を含めて

すべての経営者に適用される。 

（４）法令規定又は有責判決に対する違反 

現行法は、従来の 1985 年法 189 条 1 号の規定を踏襲した171。具体的には、L.653-5 条 1

号は、法定の経営等の禁止を無視して、商業、手工業もしくは農業の活動または法人の経営

もしくは管理職務を行った場合、個人破産の制裁が課されると定めている。さらに、当事者

が経営者である場合、従前下された経営禁止の決定（本款三、参照）を遵守しなかった者に

対し、個人破産の制裁が言い渡される可能性もある172。 

そのほかに、積極財産不足を原因とする有責判決が下された場合、損害賠償責任を履行し

ない経営者に対しても職務上の制裁を加えることができる。これは、財産上の制裁の効果を

保障するためである（同法典 L.653-6 条）。 

（５）契約上の詐害行為 

また、第三者と契約を締結する時に、対価を得ないで署名した場合、かつ会社もしくは法

                                                   
169 赤字経営の行為が経営者の責任を追及する根拠として主張される場合に、原告は、赤字経営の事実のみ

ならず、経営者の当該行為がその個人利益に資することを証明しなければならない。不当な経営を行い、

会社の支払不能をもたらした場合、個人利益は経営者に対して責任を負わせるために、必要不可欠な要件

である。判例：Cass. Com. 3 mai 2011, n°10-16.709, NP。この反面、例えば、休眠会社の場合、会社の経

営が既に停止されているため、支払停止が経営者の利益の下でもたらされたわけではないので、経営者は

制裁を免れる。関連判例：CA Paris, 3e ch. A, 5 févr. 2008, Dr. Sociétés 2008, n°205, note Legros. 
170 これは、いわゆる日本法における法人格否認の法理が適用される場面と類似する。 
171 佐藤＝町村・前掲注（35）の（2）413 頁。1985 年法 189 条参照。 
172 CA. Rouen, civ et com., 15 sept. 2011, RG n°10/01152, JCP E 2012, n°1247, note Dalattre. 
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人の状況に照らしてそれが極めて重要な契約と認められる場合、その署名した者（法人の経

営者に限らない）には制裁が加えられる（L.653-5 条 3 号）173。 

（６）偏頗弁済行為 

次に、L.653-5 条 4 号は、会社が支払停止となった後に、経営者は債権者間の平等を害し

て会社財産を特定の債権者に弁済した場合、その者は職務上の制裁を受けることと定める。

この場合、原告側は、不正な弁済をした経営者の故意・過失を証明しなければならない。例

えば、経営者は、受益債権者から利益を受けている事実等による証明がある174。 

（７）倒産手続の進行を確保する独特な帰責事由 

まず、L.653-5 条 2 号は、裁判上の更生もしくは清算手続の開始を回避または遅らせる意

図で、低額転売のために買い入れ、または不経済な手段によって資金を手に入れた行為を帰

責事由としている。 

次に、同条 5 号により、裁判所は、倒産手続の諸機関への協力を意図的に差し控え、手続

の良好な進行を妨げた経営者に対し、個人破産の制裁を加えることもできる。この帰責事由

は、経営者の故意・過失が明らかに存在していることを要求している。同様の行為は、刑事

制裁の帰責事由にもなっている。 

また、同条 7 号は、債権者の名を名乗り、虚偽の債権を申告した詐欺行為を定めている。

なお、当該規定は 2014 年オルドナンスによって追加された帰責事由である。法文上、刑事

制裁の部分においても、類似の記述がある175。 

（８）違法な会計行為 

最後に、会計上の違法行為は、会計の権限を有する者が、会計文書を滅失し、又は法律に

よって義務付けられている会計を行わない場合、虚偽・不完全・不正な会計帳簿を提出した

場合176、会計帳簿の提出をしなかった場合等に成立する（L.653-5 条 6 号）。 

この帰責事由は、破産罪の帰責事由とも構成でき、同時に併科することも可能である。 

３．制裁の効果 

個人破産の制裁効果は、大きく分けると二つある。まず、１）主たる効果として、L.653-

１条に定められている全ての事業主体に対する指揮、経営、管理又は監査することの禁止効

（L.653-2 条）があり、また、２）補充効果として、個人破産の制裁を言い渡された経営者

                                                   
173 この会社の利益に反する契約の締結行為は、いわゆる日本民法上の詐害行為に相当すると思われる。 
174 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°912.17, p. 2734. ただし、調停手続のために行われた個別支払行為は、そ

れの限りではない。 
175 L.654-9 条 2 号  会社救済手続、裁判上の更生または清算手続において、他人の名を名乗り、または

仲介者を通して、詐欺によって虚偽の債権を申告した場合（試訳）。 
176 Cass. Com., 10 mai 2012, n°10-28.689, NP. 
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に対する、株主総会での議決権又は取締役会での投票権を失う「失権効」177（L.653-9 条）、

又は公職遂行の不能〔incapacité d'exercer une fonction publique élective〕（L.653-10 条）

178がある。 

これらに加えて、裁判所は、経営者が所有する株式もしくは持分を強制的に譲渡すること

ができる。会社の債務を経営者が負担している場合に限り、強制譲渡によって得られた売却

代金をその会社債務の弁済に充当することを定めている（L.653-9 条）。また、L.643-11 条 

3 項 1 号によると、倒産手続が終結した後に、債権者が債務者に対して個別的に請求するこ

とはできないが、個人破産の制裁が加えられている自然人の債務者に対してはその限りで

はない。したがって、これらの制裁効果を見ると、個人破産の制裁に財産上の制裁の効果が

全くないとはいえないと思われる。 

 

三、  経営禁止の制裁 

１．責任の特徴 

職務上の義務違反を抑止するために、立法者は個人破産と経営禁止の二つの制裁手段を

設けているが、その相違点は性質上の差異であるというより、むしろ制裁の程度の差である

ことに注意を要する。 

経営禁止の制裁は第二位の制裁手段として、個人破産の制裁の小型版〔diminutif〕であ

ると考えられている179。また、個人破産の制裁と比べると、経営禁止の制裁は異なる財産上

の効果を持っている。例えば、上述した通り、「個人破産の制裁」が言い渡された経営者に

対し、裁判上の清算手続が終結したとしても、債権者は積極財産不足を理由として個別的な

追行ができるとされている（L.643-11 条 3 項 1 号）。一方で、「経営禁止の制裁」が言い渡

された経営者に対しては、裁判上の清算手続の終結後は、積極財産不足の責任による個別的

な追行ができない。 

２．制裁の事由 

（１）個人破産に代わる禁止措置 

L.653-3 条から L.653-6 条に定められた場合において、裁判所は、個人破産に代えて経営

禁止を言い渡すことができる。経営禁止の制裁が個人破産の制裁と異なる点は、必要に応じ

て効果を定めることができる点である。会社の経営者に経営禁止の制裁を課すべきかどう

                                                   
177 失権効を受けている経営者の代わりに、裁判所が指名した特別代理人〔mandataire ad hoc〕によって、

株式総会又は取締役会での議決権が行使される。 
178 「公職遂行の不能」の翻訳は、佐藤＝町村・前掲注（35）の（2）412 頁を参照。その効果は、具体的

には、選挙法典〔Code électoral〕199 条所定の選挙による公職遂行の不能をもたらすことを指す。この選

挙は、国会議員の選挙、市町村レベルの地方選挙、および EU 欧州議会議員の選挙を含む。 
179 Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 36. 
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かについての法的評価は、経営者の不誠実性・不運・無能力に応じて、裁判官によって判断

される。すなわち、裁判官は経営者の行為によって、特定の分野における経営活動の禁止を

言い渡すことができる。例えば、近時の裁判例では、経営者が大規模商事会社での管理活動

を禁止されたが、個人事業主〔auto-entrepreneur〕180としての活動は許容された例が存在

する181。 

（２）独自の帰責事由 

A. 情報提供義務の不履行 

裁判所は、司法管財人、会社清算人、もしくは清算人に対して、倒産手続の開始日の翌月

中に L.622-6 条により提供する義務のある情報を悪意によって提供しなかった者、または

L.622-22 条 2 項に定められた情報提供義務182を故意に履行しなかった者について、経営禁

止の制裁を言い渡すことができる。 

このような情報提供の欠如は、ほとんどの場合、会計帳簿の隠滅や、詐欺等の不正の会計

行為によって行われるため、裁判所は、倒産手続の諸機関への協力意図の有無を確認した上

で、個人破産の制裁か、経営禁止の制裁かについて判断しなければならない。 

B.支払停止状態の申告怠慢 

L.653-8 条 3 項は、債務者たる法人の経営者の支払停止状態の申告義務を定めている。当

該義務は、1994 年法によって創設された。1985 年法 189 条 2 項 5 号所定の「15 日以内」

という申告期間は 2005 年法によって「45 日以内」に延長された、また、2005 年改正法で

は、怠慢行為に対する「個人破産」制裁の適用を廃止し、「経営禁止の制裁」のみが残され

ることとなった183。 

なお、上述の個人破産の制裁における経営等の禁止も含むすべての職務上の禁止措置は、

全国データベース〔fichier national〕184に登録・公布することによって実施する185。 

 

                                                   
180 「個人事業主」は、EU の small business プロジェクトの推進にしたがって、経済を活性化するため

に、2008 年法によって導入された新しい法人形態である。個人が容易に起業できるように、個人事業主を

成立するために、資本金要件と登記要件が免除されているほかに、軽減税率のオプションも与えられた。

Lexique des termes juridiques (2009), 17éd, Dalloz.2010, p.75. 
181 CA Paris, 7 sept. 2010, n°RG 10/00299, JurisData n° 2010-029722 ; RJDA 2011/01, n° 70, p. 66. 
182 L.622-6 条によると、情報提供義務は、債権者リスト、債務額、主たる契約および訴訟に関する情報を

倒産手続の機関に提出しなければならないことを内容とする。L.622-22 条 2 項所定の通知義務は、債務者

は倒産手続が開始されてから 10 日以内に、債権者に通知しなければならないことを内容とする。 
183 2005 年改正法案は当該行為を「個人破産」の制裁原因の中に維持しようとしたが、フランス元老院経

済問題委員会〔Commission des affaires économiques du Sénat〕は、当該責任に対して「個人破産の制裁

は経営者の財産に与える影響が重すぎると考えられ、申告義務の偶発的な不履行の場合、経営禁止の制裁

のみで適切である」と指摘する。 

Avis n°337. Christian Gaudin, op.cit., p.93. 
184 訳は、後藤＝野澤＝町村＝柴崎・前掲注（142）94 頁以下参照。 
185 Pérochon (F), op.cit., n°1727, p.795. 
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第 ３ 款  刑事責任 

一、  刑事責任の一般論 

１．責任の性質と機能 

現行法では、倒産手続における刑事制裁は、破産罪及びその隣接犯罪によって構成されて

いる。 

刑事制裁の機能は、二つの側面から解釈できる。一方では、刑事制裁は詐欺によって債権

者の利益を侵害する行為を一般的に抑止するという目的に基づき、債権者の利益を保障す

る機能がある。他方では、刑事制裁は、企業救済計画を妨害するおそれのある破産犯罪行為

を行った経営者を制裁する目的を有しているため、会社の再建の機会を保障する機能があ

る。 

２．制裁の対象 

刑事制裁の適用範囲は、職務上の制裁と同様に、自然人債務者（商業および手工業、農業

活動を行っている自然人）、会社の経営者及び法人経営者の常任代表者を含んでいる（L.654-

1 条）。特に、刑事制裁が法人にも適用できるのはフランス倒産手続における刑事制裁に独

自のものである（L.654-7 条）。また、職務上の制裁と同様、刑事制裁は企業救済手続に服

している企業の経営者に対しては適用されない。しかしながら、企業の救済計画が取り消さ

れた後に、支払停止状態になった場合に限って、裁判所は破産罪を言い渡すことができる186。 

３．手続上の問題 

（１）時効 

フランス刑事訴訟法典第 8 条によると、軽罪の場合、犯罪行為が終わった時から 3 年間

を経過した時に、公訴権の消滅時効が完成する。しかし、救済手続、裁判上の更生・清算手

続の開始判決が言い渡された場合、その時効は倒産手続の開始時から起算される（L.654-16

条）。また、犯罪行為が倒産処理手続の開始決定後に発生した場合、その時効はやはり通常

通りに行為の発生時から起算される。 

（２）申立権者 

破産罪及びその隣接犯罪の本質は刑事的な制裁であるため、裁判所は検察官の公訴権申

立て（起訴）によって審理を開始する。もっとも、裁判所は、裁判上の受任者、被用者代表、

計画実施監査人の請求によって審理を開始することもできる。また、積極財産不足の責任訴

権と同様に、裁判上の受任者が同条に定める訴権を行使しない場合、債権者の集団的な利益

                                                   
186 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°932.21-22, p. 2896-2898. 詐欺破産罪の制裁対象は、L.654-1 条所定の内

容通りであるが、隣接犯罪の場合、L.654-8 条から L.654-15 条までは、債権者、管財人、清算人ないし破

産者の親族（身分犯）に適用する規定がある。 
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を踏まえて、債権者の過半数の賛成によって選任された監査委員が裁判所に申立てをする

ことができる。 

（３）職務上の制裁との競合 

詐欺破産罪を言い渡された経営者に対して、個人破産の制裁を言い渡すことができるか

どうかが問題となった。破毀院刑事部が、破産罪以外に、8 年の個人破産の制裁187、15 年

の経営禁止の制裁188をそれぞれ言い渡した裁判例がある。裁判所は、L.653-11 条 1 項所定

の制裁を付加刑としての認識を踏まえて、それと破産罪と併科することができると指摘し

ている。2008 年オルドナンス 142 条により、このような取扱いが商法典の L.654-6 条に編

入された189。 

 

二、 破産罪 

１．特徴 

破産罪は、刑事制裁の中心である。2005 年法は、1985 年法の脱刑罰化〔dépénalisation〕

の改革をより一層発展した。その結果、一般破産罪が廃止され、その構成要件が詐欺破産罪

の構成要件と統一され、現行法における破産罪となった。現行法における破産罪の構成要件

のなかには、個人破産の制裁に類似する内容もある。しかし、破産罪は刑事制裁であり、個

人破産の制裁と比べると、そのサンクションの程度が比較的重いため、特別な主観的要件を

満たす場合のみ、裁判官は裁量によって刑事制裁を科すことができる。 

２．構成要件 

（１）会社を不正に存続させる行為 

個人破産の制裁の帰責事由にならって、破産罪の構成要件を類型化すると、次の三つに分

類される。一つ目は、裁判上の更生・清算手続の開始を回避または遅延させる意図で、低額

で転売するための買い入れをなし、あるいは資金を入手するために破滅的な手段を用いた

行為である（L.654-2 条 1 号）。ただし、破産罪が科されるには、当事者の具体的な故意が

証明されなければならない。 

（２）会社財産を害する行為 

二つ目は、積極財産を減少させたり、会社債務を不当に増加させる行為である（L.654-2

条 2 号 3 号）。つまり、会社財産を害する行為である。処罰の根拠は、当該行為が、債権者

                                                   
187 Crim., 8 nov 2006, n°05-85.922. D. 2007. AJ 10, obs. Lienhard. D. 2007. Pan.1630, obs. Mascala; 

JCP E 2007. Chron. 1450, n°16, obs. Pétel. 
188 Crim. 8 nov 2006, n°06-81.862, Bull crim 2006, n° 280, p. 1015. 
189 破産罪を認容・宣告した刑事裁判所は、民事・商事裁判所によって個人破産・経営禁止の制裁が宣告さ

れない場面において、その者が L.653-8 条所定の個人破産制裁か、経営禁止の制裁の帰責事由を犯した場

合、後者を同時に下すことができる（L.654-6 条）。 
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の利益を害し、会社財政を悪化させ、会社の再建の機会を妨げる点にある。 

この行為者の主観的要件として、「債権者の利益を害する」190意図を有することが要求さ

れている。近年、財産の横領行為がある場合、経営者の主観的要件を満たしていると見なさ

れ、債権者の利益を損なう意思の証明は不要であると指摘する裁判例がある191。 

（３）不当な会計行為 

最後に、会社の帳簿に関する不正行為である。法文は、会社または法人の虚偽の会計を行

い、または会計文書を紛失させ、あるいは法定の会計義務を怠ったこと及び、法規定に照ら

して明らかに不完全、不当な会計を行った場合を構成要件として規定している。当該行為を

列挙する立法目的は、債権者の監督をさけるために、債務者の会計帳簿で不実な記載をする

という行為を抑止することにある。 

３．罰則 

破産罪が科された者は、一般的に、5 年間の拘禁および 75000 ユーロの罰金が科せられ

る（L.654-3 条）。これに加えて、制裁対象の自然人、法人、法人の経営者によって異なる補

充的な懲罰が付け加えられる。具体的には、特に、投資サービス事業の経営者の場合、7 年

間の拘禁および 10 万ユーロの罰金に処せられる（L.654-4 条）。法人の場合、フランス刑法

典 131-38 条所定の罰金及び活動の禁止、および同法典 131-39 条に定められた罰則、公開

市場調達活動制限〔exclusion des Marchés Publics〕等の懲罰を受けることがありうる

（L.654-7 条）。また、制裁の対象が個人である場合、刑法典における失権、職務上の制裁

が課されていない限り、最長 5 年の社会活動の禁止なども定められている（L.654-5 条）。 

 

三、 破産罪の隣接犯罪 

１．特徴 

破産罪の隣接犯罪〔infractions voisines de la banqueroute〕192は、詐欺破産罪の他に、

それと関連している軽罪〔délit〕によって構成されている罪である。隣接犯罪の制裁の効果

について、破産罪の刑と比べると、立法者は、相対的に軽い刑を設けるが、場合によって、

破産罪と同様の刑も科されうる。その制裁対象は広く、破産罪の制裁対象のほかに、手続の

機関とされている司法管財人、裁判上の受任者、清算人、または計画実施監査人、及び破産

罪を犯した者の親族なども制裁の対象となりうる（L.654-10 条）。本稿では、経営者に適用

されるいくつかの帰責事由を整理する。 

                                                   
190 CA Toulouse, 16 mars 2005, Rev. Société 2005, p.186, obs. Salomon. 
191 Cass. Crim., 8 nov. 2006, pouvoi n° 05-85.271, D.2007, p.1626, note. Mascala. 
192 Saintourens (B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 43. 



50 

 

２．構成要件 

（１）一般的な構成要件 

手続の期間内などを問わずに、上述の第二章第三節一の２所定の刑事制裁の制裁対象に

含まれている全ての者に適用される一般的な構成要件が存在する。L.622-7 条に違反して株

式の譲渡、又は不正な弁済行為〔paiements irréguliers〕を行った場合、2 年の拘禁および

3 万ユーロの罰金に処せられる（L.654-8 条 1 号）。また、前述の職務上の制裁（L.653-2 条

と L.653-8 条）、すなわち職務活動又は公務活動の禁止、失権又は失格に関する判決に違反

して職務的な活動を行った場合、2 年の拘禁および 37 万ユーロの罰金に処せられる。 

（２）企業救済計画・裁判上の更生計画・事業譲渡計画を阻害する行為 

会社が存続するために必要不可欠な財産について、企業救済計画又は裁判上の更生計画

に定めた債務の弁済方式に違反する弁済・処分行為があった場合、会社の再出発の機会が奪

われるため、フランス商法典では、会社の再建と継続の目標を達成するために、統一的な刑

事制裁を設けている。すなわち、観察期間内193、又は企業救済・裁判上の更生計画の実施期

間内の、不正な弁済行為〔paiements irréguliers〕もしくは不正な処分行為があった場合、

上記１．と同様の刑に処される（L.654-8 条 2 号 3 号）。 

また、事業譲渡の履行期間中、譲渡不可能な財産194を処分する場合も、同様の刑に処され

る。ここでの制裁対象は、譲渡計画の履行期間中になされた違法行為である。その立法趣旨

は、譲受会社の経営活動の続行を保障するために、必要な財産が消滅することを回避するこ

とである（L.654-8 条 4 号）。 

（３）破産罪に準じる制裁 

破産罪に準じる制裁、いわゆる準破産罪の制裁の立法主旨は、破産罪を犯す共同の故意

〔concert frauduleux〕の立証が困難な場合でも、当事者の行為に鑑みると、破産罪を犯す

おそれのあるため、破産罪と同様の制裁を加えることにより、その不正な行為を防止するこ

とにある195。 

具体的には、以下の二つの構成要件を満たす場合に、L654-3 条から L654-5 条に定めら

れている破産罪の刑に処せられる。①財産又は手続に関わる財産の処分行為。すなわち、法

人の経営者が自分の動産・不動産の全部または一部を隠匿・減少した場合、もしくは有限責

任個人事業主が手続に係属している財産を隠匿・減少する場合（L.654-9 条１号）196である。

                                                   
193 観察期間内は、連帯賠償債権又は劣後債権、個人債務者の生活に必要的な財産と関連している債権、お

よび扶養関係の債権を除き、全ての債権に対する弁済が禁止される。 
194 L.642-10 条によると、裁判所は、譲渡計画において、譲渡不可の財産を調整することができる、調整は

譲渡財産の全部又は一部を対象として、確定期間内に実施しうる。 
195 Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 45. 
196 本文に述べている①のすべての場合は、フランス刑法典 121-7 条の適用を妨げない。 



51 

 

②虚偽な債権の申告。すなわち、企業救済手続、裁判上の更生・清算手続において、他人の

名を名乗りまたは仲介者を通じて、詐欺によって虚偽の債権を申告した場合（L.654-9 条 2

号）である。 

（４）責任の負担を回避する故意がある場合 

フランス商法典は、L.654-14 条で経営者のみに適用される構成要件を定めた。その後、

2010 年オルドナンスにより、同条は有限責任個人事業主にも適用できるようになった。倒

産手続が開始された場合、以下の経営者に、破産罪と同様の懲罰が加えられる。すなわち、

①法人、及び法人の株主、債権者の追及から、自らの責任を免除させる目的で、法人の財産

の全部ないし一部を詐取ないし横領し、もしくは減少させた行為があり、又はこれらの行為

をする傾向がある経営者、あるいは②法人が負担すべきではない負債を詐害的に同意した

経営者、に対して隣接犯罪を科すこととなった。当該隣接犯罪は前述の隣接犯罪と同じく財

産を処理する行為を対象としているが、経営者が責任の追及を回避する重大な悪意

〔mauvaise foi〕のあるところが、他の罪と異なる点である。 

 

 

第 三 節   小  括 

倒産企業の経営者の責任は、従来から倒産法の難問である。会社の債務を経営者に負担さ

せることを容易にし、経営者の責任と制裁を重く規定すると、企業の活力が失われるおそれ

があり、倒産手続の申立てに対するインセンティブを過度に減殺する事態を招く。その反面、

経営者倒産責任の要件を限定すると、経営者のモラルハザードが生じる可能性があり、会社

が倒産に瀕した時期に、法人格の濫用、弁済原資の不足による債権回収の困難などの問題も

生じる。倒産手続は、債権者、債務者、経営者、さらに会社の将来性、被用者の生活保護な

ど、さまざまな利益が交わっている法律分野であるので、利益の均衡性を維持しながら、実

務上の問題を解決する必要がある。 

フランスでは、職務上の責任と刑事責任の関係からみると、1967 年法において、刑事制

裁の対象として規定する偏頗弁済行為〔paiement préférentiel〕、支払停止の申告怠慢行為、

取引で会社財産の不正費消行為、会社財務状況に反する無対価の契約行為などは詐欺破産

罪の帰責事由からは削除され、現行法における職務上の制裁の帰責事由となった。これは、

脱刑罰化〔dépénalisation〕の方針に従っていることの現れであり、伝統的な経営者の職務

上の道徳違反を厳しく制裁する傾向は徐々に弱まっていることも示している。 

フランス倒産法における経営者責任の立法経緯を俯瞰すると、その責任制度の変遷は、繁

雑から簡略へ、刑罰主義から民事制裁へ、道徳違反の懲罰手段から再建機会の保障手段への
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プロセスを辿った。経営者に会社の債務を負担させる手続上の条件はやや厳しくなり、職務

上の制裁と刑事的制裁は軽減されているので、近時の改正は多くの債務者に再出発の機会

を保障する傾向を示しているといえる。これは、アメリカ連邦倒産法第 11 章の影響もある

が、2005 年法に創設された再建型の企業救済手続と一致する方向で、経営者の裁判上の更

生・清算手続の申立てを躊躇することを防止しようとする意図もあると考えられる。 

以上の中で最も関心を惹かれるのは、企業救済手続（再建型）が開始される場合、上述様々

な責任の追及が禁止される改正であり、それに加えて、経営者保証人に対しても柔軟な対処

規定も設けていることである。逆に、裁判上の清算手続（清算型）においては、経営者の財

産上、職務上および刑事責任が維持されている。これらは、所謂、飴と鞭〔carrot and stick〕

という政策の法的実現であり、日本法にとっては極めて参考とする意義があるものといえ

よう。 

このようなフランスの立法上の取捨選択は、どのような政策的・理論的考慮に基づいて決

められたのかについて、次の章で詳しく検討していきたい。 
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第 二 章  フランスの財産上の経営者倒産責任に関する理論と実践の発展 

本章は、集団的被害を救済するフランス経営者の財産上の倒産責任制度の理論を精察し、

また、その制度形成の政策的な原因と背景を究明する。さらに、フランスの現行法において

は、経営者の責任と制裁の全ては裁判上の清算手続に限定されているため、本章にいう経営

者責任は清算型倒産手続における財産上の責任に焦点を当てて検討を行っていく。 

 

第 一 節  経営者倒産責任に関する学説の展開 

 前述のように、現行フランス商法典第 6 編（経営難の企業に関する手続）においては、

企業倒産時における、経営者の責任に関する内容が設けられている。経営者と債権者との関

係で、経営者に課される責任について、一般法上の責任（民法典 1382 条不法行為責任、お

よび商事会社や経済利益団体に適用される経営者の法人および第三者に対する責任〔商法

典第２編〕）のほかに、特別責任として位置づけられている経営者の倒産責任が挙げられる。

この倒産責任と一般法上の責任との関係は、現行法の下で、如何に解するべきであろうか。

どのような政策的な考慮の結果、フランス法上の経営者倒産責任が、特別責任としての位置

づけに辿り着いたのかを究明するために、その法改正の背景、学説上の議論、および、特別

責任としての具体的な実体法・手続法上の取扱い等を明確にしなければならない。 

本節では、この問題を実体法と手続法という二つの側面に分けて検討する。 

 

第 １ 款 経営者倒産責任に関する実体法の側面 

一、財産上の倒産責任の位置づけ（従来の議論） 

１．一般法上の対債権者責任の弱体化 

会社の経営者が、第三者との関係で追及される責任は、原則として、フランス民法典 1382

条所定の不法行為責任が基本である。また、商事会社に関する 1966 年 7 月 24 日の法律第

66-537 号（以下 1966 年「商事会社法」と称する）が制定されて以来、債権者は、経営者に

よる法令もしくは定款の違反、もしくは業務執行に関する過失につき自己に生じた固有の

損害の賠償を同法 244 条197（商法典の再編成により、同条の内容が L.223-22 条、L.225-251

条、L.227-8 条に組み込まれた）によって、経営者に請求できるとされる。 

まず、請求しうる「損害」とは、賠償されうる損害〔dommages réparables〕でなければ

                                                   
197 1966 年法 244 条は以下のような内容である（試訳）： 

取締役は、会社または第三者に対し、株式会社に適用される法令の規定もしくは定款の違反につき、も

しくは業務執行に関する過失について、単独でまたは連帯して責任を負う。 

数人の取締役が共同して同一の行為をしたときは、裁判所は、損害賠償における各人の負担部分を決定し

なければならない。 
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ならない198。債権者の損害は経営者のフォートによって直接に受けた損害でなければなら

ない199。さらに近年では、司法秩序を維持するために、株主または債権者による個別訴訟の

過大な増加〔inflation du contentieux〕を抑止し、個人損害に対する評価を厳格に解する態

度を採る傾向が徐々に強まっている。 

また、経営者のフォートについて、EU 法の影響により、1966 年商事会社法は、ドイツ

法における「機関説〔philosophie institutionnelle〕」の理論を大きく受け入れた200。機関

説によると、経営者は会社の機関とされ、その第三者に対するフォートがその権限を越えな

い限り、損害賠償責任が追及されない。すなわち、第三者は、個別的に責任を追及するとき

に、原因事実たる経営者の加害行為がその「職務内容と分離されたフォート〔 faute 

personnelle détachable/séparable des fonctions〕」によって行われた行為であることを証

明しなければならない201。この点について、従来の判例における「職務内容と分離されたフ

                                                   
198 いわゆる賠償されうる損害は、以下の条件を具備しなければならない。すなわち、弁済期が到来した債

権の回収不能〔né〕、現に存在する〔actuel〕、合法性〔licite〕、正統性〔légitime〕、確実性〔certain〕、個

人性〔personnel〕、直接性〔direct〕のある損害である。Viney (Geneviève), Jourdain (Patrice), Carval 

(Suzanne), Les conditions de la responsabilité, 4e éd., L.G.D.J. 2010, n°.275. p.119, n°288, p.164 et s. 
199 山口・前掲注（144）222 頁。フランス法では、原則として、間接損害に対する賠償は認められないと

しているが、極めて例外的に認められる反射・波及損害〔préjudice par ricochet ou réfléchi〕が意味して

いるのは、被害者が死亡した場合、当該被害者から養育・扶養を受けていた親族が被る独立損害〔préjudice 

autonome〕である。反射・波及損害について、山口・前掲注（144）99 頁参照。François Terré, Philippe 

Simler, Yves Lequette, Les obligations, 11e éd., Dalloz 2013, n°711. Bourassin ( Manuella), Droit des 
obligations : La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd. Archétype 82, 2014. n°105, p.71.  

したがって、債権者が会社倒産によって被った損害は、会社損害から独立している損害として見なされ

ないため、フランスでは、民法・会社法上の一般理論により、第三者たる債権者の債務者企業の倒産で被

った間接損害により、損害賠償を求めることが極めて困難である。 
200 Didier (Philippe), De la représentation en droit privé, L.G.D.J.2000, n°63, p.40. Didier (Philippe)の

論述によると、当時ドイツ法における学説は、行為の帰責〔imputation〕を再定位する機能のある純粋な

「代理」と、当事者の行為を定義する「契約関係」を峻別することに基礎づけられている。従来フランスの

学説に鑑みると、取締役の会社に対する関係について学説の対立がある。 

（１）機関説を支持している学者は、経営者が「会社の法定機関」あるいは会社の「道具〔institution〕」

であると解している。Ripert (Georges), Traité de droit commercial,3e éd., L.G.D.J 1989 , n°671, p.513-

514, n°1027, p.771. 

（２）委任説を支持する学者として、 

Royer (Copper), Traite des sociétés anonymes, Dalloz 1931, T. 4, 4e éd., n°638 ,p.273;  

Pic (Paul), Traité général théorique et pratique de droit commercial, T 3, Des sociétés commerciales ,2e 

éd., A. Rousseau 1926 , n°1529, p.234.などが挙げられる。早稲田大学フランス商法研究会『注釈フランス

会社法（第１～３巻)』(成文堂・1976 年) 1240 頁、山田・前掲注（12）197 頁、203 頁以下参照。 
201 フランスでは、このような取り扱いは、行政裁判によって先に採用された。TC, 30 Juillet 1873, Pelletier, 

D.1874, 3, p.5, David (C.). Degoffe (M.), L’action en responsabilité des communes contre leurs élus, JCP 

1997, I, n° 4032. 

しかし、もともと公法上（行政裁判）の取り扱いが民事裁判においても援用される正当性について、見

解が分かれている。反対見解： VUDAL (D.), La responsabilité civile des dirigeants sociaux, in Colloque 

les dirigeants sociaux, Toulouse 17 nov. 2000, JCP E 2001, suppl. n° 3, p.16. 

Chazal (J.-P.) et Reunhard , RTD com. 2003, p.523. 

Descorps Declere (F.), Pour une réabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, RTD com 

2003, p.25. 

肯定見解： 

Cass.soc, 11 mars 2003, D. 2003, act. Jurispr., p.976. 

Cass. soc., 4 mars 1997, D.1998, somme. p.186, obs. HALLOUIN (J.-C.).  
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ォート」に対する定義は極めて曖昧的であったが、2003 年の破毀院判決はその定義を明ら

かにした202。すなわち、「通常の会社職務と比べると著しく不適切なフォート」203（試訳）

である。破毀院商事部の裁判例の推移に鑑みると、「職務と分離されたフォート」に対する

解釈と認定は徐々に拡大されてきている傾向が示されている。例えば、会社のリスク管理体

制を整備せずに投資を行った場合、或いは、会社の利益に反する経営管理行為を行った場合

に経営者のフォートが認められる204。やや特殊な例となるが、2010 年 9 月 28 日の破毀院

判決205は、建築会社の経営者が強制保険〔assurance obligatoire〕206に加入することを怠っ

ていた場合、当該保険の未加入が会社の経営目的・利益〔objet social〕に反するとして、上

記の「職務と分離されたフォート」に相当すると解釈し、商法典 L. 223-22 にいう対第三者

責任が適用されることとした207。 

最後に、経営者の第三者に対する損害賠償責任が認められるには、法定因果関係理論によ

って、経営者のフォートと債権者が被った損害との間の因果関係を証明しなければならな

い。 

したがって、一般法上の規定により経営者の責任を追及することは、より困難を極める状

況となっている。これらの規定により有限責任会社の経営者の加害行為を予防する効果は

十分果たされていないのである。それゆえ、倒産処理手続において、倒産法独自の理論と政

策論によって、経営者の責任制度を設計する必要が生じている。 

２．倒産責任の創設とその特別責任の地位に関する議論 

一般法による個別的な責任追及の限界を解決するために、1967 年法は「責任推定」の構

造を採用し（第一章第一節第 2 款二参照）208、それにより「填補責任」は「一種の危険責

任」として捉えられるようになった209。当時、この制度設計の出発点は、商業社会の経済性

                                                   
202 Cass.com., 20 mai 2003. n° 99-17092, D.2003, n° 22, p.1502. note A.Lienhard.  

その後の破毀院判決も同様の傾向を示している。Com. 7 mars 2006, n°04-16536, D.2006. 857, obs. 

Lienhard. 
203 すなわち：une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions 

sociales.  
204 Cass.com., 27 mai 2014, n°12-28.657. Juris-Data n°2014-011476.両会社の経営を兼任している者が、

一方の会社の資金を用いて他方の会社の債務を弁済した事案。Cass.com., 24 juin 2014. n°13-50050. Juris-

Dara n°2014-021732. Dr.Sociétés nov. 2014, comm. 164, note M.Roussille.経営者は刑事手続に係属して

いることにより、倒産手続の開始を遅延した〔dilatoires〕事例。 
205 Arrêt : Cass.com., 28 septembre 2010, n° 09-66255.  
206 フランスでは、1954 年に、交通事故、および建築等の作業で発生する事故によって生じる損害（第三

者または労働者）を補償するために、強制保険制度が設けられた。 
207 Cass.com., 18 mai 2010. JCP E 2010, 1793, note M. Roussille.  

Cass.com., 6 décembre 2016. n° 14-25626 NP. 
208 佐藤・前掲注（9）79 頁。すなわち、管財人などが経営者の過失に対する十分な立証ができなくても、

裁判官が責任の追及を認容しうる責任である。 
209 佐藤・前掲注（9）74 頁。フランス民法上、過失責任主義は、民法理論上長い歴史を持っている。しか

し、経済・技術の発展と交通事故の増加に伴い、フランスでは、過失責任主義の適用は実務上様々な齟齬
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と効率性を追求するために、倒産手続において債権者の利益の保護を優先することにあっ

た。また、1967 年法の下での「填補責任」は、その機能と構成要件などから、すでに特別

責任とみなされていたことが十分に推測される210。 

ところが、1985 年法では、伝統的な「負債の履行」の目的を優先させる傾向を変え、「企

業の保護」、「事業と雇用の維持」、「負債の履行」という三つの目標を重視することを確定し

た。そうすると、従来の「填補責任」は時代に取り残された。1985 年法の目標実現を妨げ

る制度となったと批判された211。その批判を受けて、1985 年法は、填補責任の二重推定の

ルートを廃止した。その後、民事責任制度の簡潔化を目的に、経営者の倒産責任を一般法上

の責任と統一する傾向は徐々に強まってきている。2005 年法の改正によって設けられた「積

極財産不足の責任」も、単に財産上の損害と経営者の過失のみならず、損害と過失との間の

因果関係の証明が要求されるようになった。 

それに従い、経営者倒産責任の特別責任としての位置づけをめぐる議論が活発化してき

ている212。現在において、新たに設けられた「積極財産不足責任」は一般法上の責任と区別

された特殊な責任制度〔régime particulier〕であるとの見解が比較的有力である213。具体

的には、１）債権者の被害を集団的に補償する機能、および２）経営者の行為および賠償責

任の金額などに対する評価・判断につて、裁判官に大きな裁量権を与えていることから、制

度自体の公平性・合理性がある214。なお、これらのことから、一般法上責任を超越した特別

な措置である特徴がみられる。 

 

                                                   
を生じていた。それ故、近代民法理論における無過失責任主義と危険責任の理論〔théorie du risque〕の運

用が、民法およびその他の法分野で徐々に発展してきた。山口・前掲注（144）93-94, 96 頁。 
210 R.Rodiere, L’action en comblement du passif et le trésor, JCP 1981, I, 3002. 
211 Project de loi n° 1596, Sauvegarde des entreprises, Doc. AN (Assemblée Nationale), mai 2004, 

Exposé des motif, p.5.12. 13. 
212 （１）一般法上の責任と区別する特別責任とする観点： 

B.SOINNE, Traité des procédures collectives, 2éme éd., Litec, 1995, n° 2586, p.3139.  

GUYON (Yves.), Notion de faute séparable des fonctions justifiant la mise en cause personnelle d’un 

dirigeant par un tiers. JCP E 1998, Juris. p.1258. 

Delebecque(Ph.) et Germain (M.), Traité de droit commercial, T2, 17e éd., L.G.D.J, 2004, n° 3283. 

 （２）民事責任の一種とする観点： 

Derrida (Fernand), Godé (Pierre), Sortais (J.-P.), Redressement et liquidation judiciaires des 
entreprises : cinq années d'application de la loi du 25 janvier 1985. 3ème éd. Dalloz 1991. n° 581. p.441.  

LE CORRE (P.-M), Lucas (F.-X.), Droit des entreprises en difficulté, (juillet2014-juillet 2015). D.2015. 

p.1979. Lucas (F.-X.) 
213 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit.,, n°1103, p.644-645. 
214 この見解は、主に、憲法上の財産権保障により「積極財産不足責任」の合憲性が疑われる際に、それを

批判（対抗）する立場から、裁判官の裁量によって責任の合憲性ないし公平性が補われるという論述から

導かれる。Cons. Const., 26 sept 2014, n°2014-415. Juris-Data: 2014-021639. 
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二、 積極財産不足の責任の実体法上の理論根拠（近時の議論） 

１．債権者の集団的利益 

フランス倒産手続法において、「債権者の集団的利益保護〔la défense de l’intérêt collectif 

des créanciers〕」というのは、もっとも基礎となる概念である。これは、裁判上の受任者

〔mandataire judiciaire〕もしくは清算人〔liquidateur〕の権利内容ないしその独占的な

〔monopole〕権限の根拠である215。倒産手続における経営者財産上の倒産責任（積極財産

不足責任）に関する訴訟は、この利益を実現するための訴訟の一つである。2005 年法以前

の裁判例を見ると、「債権者の集団的利益」についてそれほど多くの言及はされておらず、

この点から出発する学説上の議論も活発とはいえない状況であった216。しかし、2005 年法

改正以降、LE CORRE 教授の倒産手続大コンメンタールにおいて、この訴訟に対する定義

付けが行われた217。その後、他の倒産法学者の著作および最高裁判決においても、債権者の

集団的利益〔l’intérêt collectif des créanciers〕という呼称がしばしば見られるようになっ

てきている218。 

 フランス法においても、これまで集団的利益に関する訴訟は、主に消費者団体訴訟、も

しくは環境訴訟などに限定されたものという認識が強く、さらには、債権者の集団というも

の自体の外縁があいまいなため、そもそも債権者の団体というものを認める正当性がある

かどうか、疑問が呈されている。債権者団体としてその集団性が認められるには、すべての

債権者の集団的利益の一致性に注意をしなければならないことが指摘されている219。具体

的には、その債権者の範囲は、企業救済手続における債権の個別的行使が同様に禁止された

こと、同一経営者に対する損害賠償請求であること、等により判断される。しかし、例えば、

債権者の一人が単独で経営者と個人保証の契約を締結した場合、あるいは不動産の抵当権

者などの場合には、経営者の債権者に対する責任を集団的紛争処理手続において包括で処

理することについて、より具体的な分析をすべきであろう。 

なお、このような理解は、下記本節第 2 款で論じる手続上の問題とも関連している。 

                                                   
215 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°497, p.311.  

2005 年法以降、債権者の多数決によって選定された監査委員〔contrôleurs〕に補助的な権利のみが付与

されている。すなわち、債権者の集団的な利益を救済するために経営者の積極財産不足の責任を追及する

実質的な権限は、清算人のみに属されている。 
216 Derrida (Ferdinand). Intérêt collectif et intérêts individuels des creéanciers dans les procédures de 
redressement ou de liquidation judiciaires. Levallois-Perret F. Lefebvre cop. 2002. p.147. 

 S. Le Normand, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire à l’épreuve des évolutions 

récentes. JCP E 2012, 1337.  
217 LE CORRE (P.-M), op.cit., n°611.30-36.p.1875-1884 
218 Saint-Alary-Houin(Corinne), Droit des entreprises en difficulté. 10e éd. L.G.D.J 2016. n°853. 

p.549-550. 

 Cass. com., 13 mars 2012, n°11-15438. 

  Cass.com., 23 avr. 2013, n°12-16035. 
219 LE CORRE (P.-M) et Lucas (F.-X.). op.cit.,.p. 1975. (Le Corre). 
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２．債務者の財産による債権の担保 

フランスにおいては、「債権者の一般担保権〔gage commun〕」（現行フランス民法典 2285

条）220という概念があり、これは、もともと契約当事者の一方の無担保債権者は債務者の総

財産に対して一種の包括的な担保権があるというものであり、無担保債権者の利益を保護

するために設けられた制度であった221。しかし、債権の差押え（支払差止め）〔saisie-arrêt〕

など保全・強制執行制度の発展に従い、gage commun制度自体の不確定性等の欠陥により、

その民法における必要性が徐々に後退してしまう。 

しかしながら、近時、倒産法の分野で gage commun に関する新たな議論が現れてきてい

る。2015 年破毀院商事部は、解雇された従業員の行為によって生じた損害は「債務者の財

産に対する債権者の一般担保権〔gage commun〕」を損なったこととは異なり、「債権者の

集団的利益を保護する訴訟ではないため、救済計画の執行者たる監査役〔commissaire〕は

損害賠償を請求する権限がない」と判示した222。すなわち、債権者の集団的利益を保護する

訴訟の目的は、民法上、古典的な債権者の「一般担保権」を維持することと同様に解される。 

破毀院商事部の上記判決には、実務上具体的な取扱い方法などについては明示されてい

ないためやや曖昧にみられるが、これにより倒産法におけるさらなら解釈の余地が残され

ている。当判決の最も重要な意義は、破毀院は初めて債権者集団的利益保護のための訴訟を、

「債権者の一般担保権」の保護と結びつけたところである。このような理解は、積極財産不

足の責任自体の文言からも容易に導くことができる可能性はあるが、当該判決によって、倒

産債権者の団体が会社に対して債権を有し、且つその債権に付従している財産の担保が損

なわれた債権者の「集団」であることが直接明示されたことに重要な意義があると解される

223。  

その上、Lucas 教授は、一般法上の責任と同一責任という学説を支持している。彼の見解

によると、経営者の積極財産不足責任と一般法上の責任との関係について、両者間の相違点

は手続上の違いであり、実体上の違いは 1985 年法以降（1985 年法による改正について、

上記一２．参照）ほとんど見えなくなっている。上記の破毀院の判決を踏まえて、実体上積

極財産不足責任が一般法上の責任に統一されると、手続上「gage commun」に基づいて、

債権者が請求している損害賠償が、包括的に処理すべき集団的利益として認められると、倒

                                                   
220 山口・前掲注（9）246 頁において、「共通の担保」と訳されているが、本稿は、瀬川信久「『資産

（patrimoine）』理論は日本民法学にとってどのような意味をもつのか —横山報告へのコメント」早稲田

大学比較法研究所編『日本法の中の外国法 : 基本法の比較法的考察』（成文堂・2014）84 頁の訳を採用

する。 
221 平井宜雄『債権総論（第 2 版）』（弘文堂・1994）256-257 頁。 
222 Com. 2 juin 2015, n°13-24.714, D 2015.1205, obs. A.Lienhard． 
223 LE CORRE et Lucas. op.cit., p. 1975.(LE CORRE). 
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産手続に吸収すべきであるという取り扱いが実務上容易に執行される224。 

本稿では、上記１．で述べた「債権者の集団的利益保護」のための訴訟を、実体法上如何

に定義すべきであるか、あるいは債権者の団体は如何なる共通の利益によって形成されて

いるのかなどの問題を明確するために、「gage commun」に関する上記の裁判例に意義があ

ると考えている。 

なお、「gage commun」の制度は、下記 2 款に述べるフランス古法から由来した「債権者

代位権」の本来の責任財産を保全する趣旨、および積極財産不足責任の賠償金が優先性のな

い比例的に配当されることとの関連性も見受けられる。 

３．裁判上の受任者・清算人等の法的地位と職権 

フランスでは、裁判上の受任者等は、債権者の団体の代理人〔représentant〕として位置

づけられている。 

その背景として、1985 年法以降、破産財団という概念が廃止されたが、債権者の集団的

利益・共同利益〔intérêt commun〕を保護するために、裁判上の受任者の権利行使の正当

性を維持する必要性は変わらなかった。そのため、裁判上の受任者等に対して債権者集団の

代表者としての役割が強調されることとなった。1994 年法では、当時の商法典 L.621-39 条

により「裁判所が選任した裁判上の受任者のみが、債権者の名義で債権者の利益の範囲内に

権利行使をすることができる」と初めて定められた。そして、同規定の趣旨は、2005 年法

によっても踏襲されている225。具体的には、現行フランス商法典 L.622-20 条 1 項において

「裁判所選任の裁判上の受任者のみが、債権者の名義で債権者の利益の範囲内に権利行使

をすることができる」と明記されている。また、裁判上の更生手続の場合、L.631-14 条 I 項

にも同様の内容が定められており、裁判上の清算手続の場合、L.641-4 条 3 項により裁判上

の受任者の独占権は、清算人によって代替されることとなっている。 

この独占の権利に関しては、破毀院判決において、訴えが全ての債権者の利益に関するも

のでなければ、裁判上の受任者は独占の権利を有しないと強調されている226。例えば、裁判

上の清算手続の開始決定が宣告された後に生じた損害を賠償する請求は、個別の債権者の

ための権利行使であるため、裁判上の受任者等が代理権を有しないこととなる。 

また、フランスでは、清算人が経営者倒産責任を追及しなかった場合、債権者の多数決に

よって選定された監査委員〔contrôleurs〕（すべての債権者の中から選任された二人）に訴

                                                   
224 LE CORRE et Lucas. op.cit.,p. 1981. (Lucas).このような観点は、現在日本法の状況と合致している

ため、日本法における役員責任査定制度のさらなる改善にとっては、参考に値する。 
225 Saint-Alary-Houin (Corinne), op.cit.,. n°851. p.548. 

もともと、フランス法は、ドイツで誕生した「ライン資本主義〔capitalisme rhénan〕」の影響を受

け、債権者、特に金融債権者の利益保護が重視されている。 
226 Cass.com., 13 mars 2012, n°11-15438.  
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訟を提起する権利が付与される（L.651-3 条 2 項）（第一章第二節第 1 款一、３．（２）参

照）。言い換えれば、清算人の代わりに、予備的に、他の債権者団体の代理人に訴えの権利

を留保することによって、債権者の利益を保障している227。 

 

 

第 ２ 款 経営者倒産責任に関する訴訟法の側面 

一、訴訟法上の学説と理論の展開 

１．会社訴権の個別行使の法理 

フランスでは、会社の資産〔fond social〕を確保・再構築するために用いられる、会社が

被った損害を賠償する目的の訴権は、「会社訴権〔action sociale〕」と称されている228。会

社が自ら「会社訴権」を行使することが会社訴権の本来的行使229であるが、その行使の効率

性と利便性を向上するために、平常時にそれが株主に付与されたり、会社が無資力

〔insolvable〕となった時に裁判上の受任者〔mandataire judiciaire〕に付与されたりする

ことがあり得る。前者は、株主代表訴訟（フランス民法典 1843-5 条230、商法典 L.223-22

条、L.225-252 条）であり、後者は本稿の対象である裁判上の受任者等による経営者の倒産

責任の追及訴訟となっている。その両者ともに、フランス法においては「会社訴権の個人的

〔ut singuli〕行使」231と呼ばれている。 

したがって、倒産手続の機関によって提起される経営者の財産上の責任訴訟（本章第二節

で論じた積極財産不足責任と支払停止の寄与責任に関する訴訟）は、会社が被った財産上の

被害を回復する機能を有し232、会社訴権の行使である。 

                                                   
227 これに対して、日本では、破産管財人が役員に対して損害賠償責任の追及を怠った場

合、善管注意義務違反として破産管財人の損害賠償責任が追及される（破産法 85 条 2

項）。すなわち、破産管財人の任務懈怠がある場合、債権者の利益を保護するために、フ

ランス法においては、債権者の訴訟上の権利が保護されているが、日本法においては、実

体法上の損害賠償によって債権者の債権利益が保護されている。 
228 「action sociale」とは、会社又は組合資産の侵害に関する会社（または社員/組合員）による損害賠償

請求訴権・訴訟である。山口・前掲注（9）15 頁。訴権というのは、フランス法上特有の概念であり、日本

法における取締役責任に関する訴えを請求する権利と相当する。 
229 場合によって、「action sociale ut universi」が「会社訴権の全体的行使」と称される。会社法人が自ら

行使することを強調するために、本稿では、「会社訴権の本来的行使」という意訳を採っている。 
230 フランス民法典 1843-5 条は、業務執行者に対して責任を追及する会社訴権〔action sociale〕を、会社

の社員に付与すると定めている。 
231古川朋子「フランスにおける会社訴権の個人的行使制度の展開―株主の会社訴権行使権限を中心として

―」早稲田法学会誌 51 巻（2001）338 頁。内田千秋「フランスにおける会計監査役の対会社責任（１）」

法制理論 44 巻 4 号（2014）181 頁を参照。山本桂一「フランスにおける会社訴権の株主による個人的行使

について―会社訴権と個人訴権の対立に関する一考察―」法学協会雑誌 68 巻 6 号（1950）77 頁。 
232 Guyon (Yves.), Droit des affaires. T.1, 9e éd., Economica 2003. n° 444, p.98. 
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２．株主・債権者による会社訴権の個別行使 

フランス法における株主代表訴訟に関する研究は枚挙にいとまがないが、その中でも本

稿の関心からまず注目すべき点は、株主代表訴訟の訴訟法上の構成に関する内容である。フ

ランスでは、上記の会社訴権の個別的行使の理論に鑑みると、実質的にはアメリカ法におけ

るクラス・アクションではなく、会社訴権の代位行使によって株主代表訴訟の制度が解釈さ

れているところに、日本法と類似している点が見られる233。代表訴訟の係属中においても継

続して株主資格を有し且つその株式が 2 年以上登録されており、議決権の 5％以上を保有

する株主は、自ら株主代表訴訟を提起することができる（L225-120 条）234。また、株主代

表訴訟には、会社の訴訟参加が要求されている235。 

上記のように、フランスでは、会社訴権は株主によって代位行使されるが、その他債権者

によっても行使可能であろうか。この点フランスでは、条文上、一身専属性があるものを除

けば、債権者による会社訴権の行使が可能とされているが、学説の見解は分かれている。肯

定説は、債権者代位権〔action oblique〕の理論236に従い、債務者たる会社が会社訴権の行

使を怠った場合、代位訴訟を起こす権限は債権者に開放されるべきだとする237。これに対し

て、多数説である否定説は、会社と株主の利益を保護するために、債権者による任意の会社

訴権の行使は禁止されるべきと考えている238。裁判例では、カタラ草案によってフランス民

法典 1166 条2392 項に追加された内容と同様に、債権者による会社訴権の代位行使が一定の

制約条件の下で受け入れられるとしている。具体的には、一身専属の損害賠償請求権という

従来の除外要件のほかに、以下の二つ場合を条件とされた。すなわち、（１）会社の損害が

現実に有効であること（会社債権の弁済期が到達していること）、（２）有形の金銭損害であ

                                                   
233 中島弘雅「株主代表訴訟における訴訟参加」小林秀之＝近藤光男 編『（新版）株主代表訴訟大系』（弘

文堂・2002）247-254 頁。日本法における株主代表訴訟の立法過程に鑑みると、日本の同訴訟が、株主が

会社のために、会社の取締役に対する権利を代位行使するための訴訟であるという論説も多いようにみえ

る。 
234 比較的に便利な当事者適格の認証方法として、商法典 R.225-169 条は、資本の 20 分の 1 以上にあた

る株式を保有する株主の団体に、原告適格を認めることができると定めている。 
235 古川朋子「フランスにおける会社訴権の個別的行使と訴訟引込」『奥島孝康教授還暦記念第１巻 比較会

社法研究』（成文堂・1999 ）529 頁以下。 
236日本の債権者代位権制度の母法としての存在であるフランスの債権者代位制度について、工藤祐巌「フ

ランス法における債権者代位権の機能と構造（一）（二）（三）―わが民法における解釈論の再検討に向けて

─」民商 95 巻 5 号 671-705 頁、民商 96 巻 1 号 33-65 頁、2 号 208-231（1987）参照。 
237 J. Hemard, F. Terre, P. Mabilat, Sociétés commerciales, T 2, Dalloz 1974, n°1193, p.950. 
238 Dekeuwer (Alain), Les intérêts protégés en cas d’abus de biens sociaux, JCP E 1995, I, 500. p.428-

429.  
239 フランス民法典 1166 条 （訳文 債権法改正） 

債権者は、債務者の名において、一身専属するものを除き、債務者のすべての債権および訴権を行使す

ることができる。 

（カタラ草案追加条文：２項）債務者の権利不行使が債権者を害することを証明したときにのみ、その権

利行使の利益は正当化される。 
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り、精神的な損害ではないこと、の三つである240。 

しかし、フランス古法に遡ってみると、集団的清算手続に入ると、債務者が行使を怠って

いる権利・訴権に代わって、各債権者は会社訴権を行使しうるが、このような債権者代位権

の本来の趣旨は、代位権を行使した債権者にのみ受益させることではなく、債権の担保であ

る債務者の資産に充当することにより、すべての債権者に受益させることにある、と解され

ている241。 

したがって、フランスの債権者代位権の行使においては、集団的効果が含まれており242、

この集団的損害を救済するためには、債権者代位権の行使よって実現されていたが、現行法

の下で、倒産手続における特別訴権によって債権者救済の目的を達成することが多いと指

摘されている243。 

二、清算人の訴権の行使と集中審理原則 

１．倒産手続の集中審理の原則 

債権者間の平等を確保するために、フランス倒産法は集中審理の原則〔Principe de 

concentration du contentieux des procédure collective〕を採用している。債権者の損害に

は、個人性/特別性・直接性は不十分な場合、会社倒産による受けた集団損害に含まれてお

り、特別な損害ではないと評価されるため、倒産処理手続における経営者の損害賠償責任に

吸収されることとなっている。したがって、企業が支払停止状態に陥った後に、債権弁済と

かかわっている損害賠償請求は、ほとんど倒産を機に生じる紛争であり、できるだけそれを

倒産手続の中で、一括に解決することは、フランス倒産法上一般的な原則である244。 

会社倒産時、株主と経営者は自分の会社に対する経営管理の権限を失うため、会社訴権は

清算人等によってのみ代理されることとなる（フランス民訴法典 31 条）。そのため倒産手

続における清算人に与えられる代表権は独占的〔exclusif〕であり、全ての株主・経営者に

よる補助参加を排除している。このことが前提となり、清算人等による経営者責任の追及は、

株主・債権者による経営者に対する追訴より優先性があることが明らかにされている。 

                                                   
240 Terré(F.), Simler(Ph.), Lequette (Y.), Droit civil:Les Obligations, 11e éd. Dalloz.2013, n°1143-1144, 

p.1189-1194. 

Fages (B.), Droit des obligations, 5e éd. L.G.D.J. 2015, n°521-522, p.414-416. 
241 Terré(F.), Simler(Ph.), Lequette (Y.), Droit civil:Les Obligations, 11e éd. D.2013, n°1142.p.1189. 山

口・前掲注（144）260 頁。フランス古法において、債権者代位権は保全の機能を有すると指摘されてい

る。 
242 Fages (B.), Droit des obligations, 5e éd. L.G.D.J. 2015, n°524, p.416. 
243 Mazeaud(Henri), Théorie générale : Obligations, T 2, 6e éd, Montchrestien 1985. n°979. p.1036. 
244 フランス倒産法における集中審理の原則〔displine collective〕は、実際に、古典の Vis attractiva 

concursus という問題とも関係している。これについて、佐藤鉄男「わが国の Vis attractiva concursus に

関する一考察--倒産関連紛争をどこで解決するか」同志社法学 62 巻 6 号（2011）21 頁以下に詳しい。 
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２．清算人等による会社訴権の行使 

経営者の責任に対する追訴権は、債権者による個別訴権〔action individuelle〕、及び清算

人による集団的な訴権〔action collective〕に分類される。集団的訴権が基礎となる積極財

産不足の責任に関する訴訟と、上述の個別的訴権が基礎となる株主代表訴訟・債権者集団の

代位訴訟とに共通している点として挙げられるのは、その有責判決の効果である。両者とも

損害賠償金は、直接に株主・債権者自身の財産に帰属するのではなく、会社財産もしくは破

産財団に帰属することとなる。 

裁判上の受任者などが提起する積極財産不足の責任訴訟の目的が、債務者会社の資本を

充実するために、経営者に対して提起したものであると理解すると、当該訴訟は、株主代表

訴訟と類似的なものだと考えられる。また、有責経営者が支払った損害賠償金の帰属結果か

らみると、清算型倒産手続において、経営者に財産上の責任を負担させる理由は、第三者た

る債権者の利益を保護するためにある。それゆえ、清算人等が行使しうる経営者の倒産責任

に関する訴権は、集団的債務処理手続の利便性・効率性を考慮した上で、債権者の代位訴訟

を提起する権利が包括的に倒産手続の機関に移転されたものとして理解できる。このこと

は、商法典 L.622-20条 1項において、商事裁判所によって選任された裁判上の受任者等は、

債権者の集団的利益を実現するために、債権者の代わりに責任訴権を行使することができ

るということが定められている点からも明らかであろう。 

直接損害と保証義務がなければ、債権者が経営者に対して直接に弁済を求めることはあ

り得ず、また、会社の財務状況が良好な時期に、会社債務の弁済は会社に求めることが通常

であろう。これに対して、会社が無資力となり、且つ経営者に経営上のフォートが存在して

いる場合には、債権者は経営者の責任を積極的に追及しようとすることとなる245。それゆ

え、企業倒産もしくは事実上の倒産に陥ったような場合には、債権者による経営者責任追及

の事案は非常に多くなる。 

債権者が倒産を機に被る損害は、同時期に同一原因によって多数の者が受ける損害とい

う性質上、個人損害であることよりむしろ集団損害である場合が多い。そのため、当該損害

賠償を求める訴訟は、集団的に解決すべきことになる。また、倒産手続が開始されると、会

社の管理処分権はすべて清算人等に移転されている。清算人等（前述する司法管財人、裁判

上の受任者および検察官などを含む）は、フランスの商事裁判所の下で会社の名義で全ての

訴権を行使することができ、株主のみならず、第三者たる債権者及び経営者に対して全ての

責任を追及できる。したがって、倒産を原因として生じる株主・債権者の損害賠償責任に関

                                                   
245 Guyon (Yves.), Notion de faute séparable des fonctions justifiant la mise en cause personnelle d’un 

dirigeant par un tiers. JCP E 1998, juri. p.1258. 
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する全ての訴訟は、倒産手続における清算人等によって提起される訴訟に吸収すべきこと

になる。 

要するに、フランスの経営者倒産責任、いわゆる積極財産不足の責任は、清算人という中

立の倒産機関によって追及する責任であり、集団的被害を救済するために設けられた制度

であることを前提にして、手続上特別な取扱いが設けられている。 

 

 

 

第 二 節  特別責任としての積極財産不足責任 

第 １ 款 積極財産不足責任における実体法上の特色 

一、責任適用の時的範囲 

まず、フランスの積極財産不足責任が追及される時的範囲（適用範囲・手続範囲）から、

特別責任の特徴が明らかにされている。2005 年法の立法案過程において、「手続の開始に

よって、経営者の個人財産に責任が及ぶ可能性があることは、経営者が企業救済手続を申し

立てる意欲を阻害し、企業救済の趣旨と矛盾する」と立法者によって批判されている246。そ

れゆえ、2005 年法以降、積極財産不足責任の追及は、裁判上の清算手続にのみ限定され、

再建型たる企業救済手続および裁判上の更生手続において、経営者は非常に優遇され、積極

財産不足の責任のみならず、保証責任などの追及も禁止されるとされている。 

また、責任の発生時について、当該責任が必ず裁判上の清算手続開始前に行われた経営者

のフォートによって基礎づけられている点から、財産上の倒産責任の制裁対象がかなり限

定されていると考えられる。 

二、帰責事由の範囲 

上記の制限に対して、積極財産不足責任の帰責事由は限定的ではなく、いわゆる経営者の

「経営上の過失」という原因事実が、判例法理によって広く解釈されている（第一章第二節

第 1 款二の２．参照）。また、一般法上の責任と比べると、積極財産不足責任が規制する経

営者の行為には、その職務内容と分離されたフォート行為という条件が要求されていない

ゆえ、その範囲は比較的広くなる。 

 例えば、管理・代理上の過失、財産の混同行為、無謀な決定、及び不当な融資又は過度

な投資の行為なども含まれる。 

 

                                                   
246 Rapp. Xavier de Roux, n°2095, p.442-443. 
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第 ２ 款  積極財産不足責任訴訟における手続上の特殊性 

一、証明責任の負担 

1967 年法所定の「填補責任」は、債権者の損害を填補する効果のみならず、悪質な経営

者に対するサンクションの機能も期待されていた247ため、責任の推定〔présomption de 

responsabilité〕のメカニズムに従って設けられた。その構造は、因果関係の推定および過

失の推定を指している（「二重推定〔double présomption〕」とも称されているため、以下

「二重推定」と称する）。具体的には、会社資産の不足という状態が確認されれば、経営者

のフォート事実が存在する場合、両者間の因果関係が推定され、過失に対する証明も不要で

あり、経営者の責任が認容されることとなる。当時は、金融スキャンダルから膨大な損害を

受けていた被害者の利益を保護する社会的な価値があるゆえに、填補責任の立証が無過失

責任の構造したがい設けられたものと考えられる。 

しかし 1980 年頃より、経営者が担当している職務の内容は極めて複雑であり、不確定性

〔imprécise〕と危険性〔l’aléa〕を有することから、経営者の様々な民事責任を統一する傾

向が徐々に強まってくる。そのため、こうした流れの中において 1985 年法は、填補責任の

二重推定のルートを廃止することとなる。これに従って、破毀院の裁判例においてもその二

重推定の廃止効が確認された248。その結果、1985 年法以降、フランスの経営者の財産上の

責任（積極財産不足責任を含む）が求められる場合は、原告側の証明責任が厳格化され、こ

れにより、経営者の倒産責任がやや軽減されている249。 

このような証明責任に関する様々な改正について、積極財産不足の責任は、一般法上の責

任が従う過失責任主義の伝統的な構造に再帰〔retour〕したように考えられるとする見解が

存在する250。それに対して、その責任を主張する際には因果関係の証明が要求されるが、一

般法上の責任とは異なり「条件等価説」に準じているなどの点から、一般責任と区別する特

別責任として位置づけられる余地があるという見解もある251。 

                                                   
247 Rodiere (R), L’action en comblement du passif et le trésor, JCP 1981, I, 3002. 
248 Cass. com., 9 février 1988, JCP E 1988, I, 17225. 

すなわち、新法の遡及効〔la rétroactivité in mitius〕により、二重推定の原則は、1985 年法の発効日（1986

年 1 月 1 日）前に申立てられた手続にのみ適用できると判示した。 
249 しかし、現行法の下での積極財産不足責任は、その因果関係の確定、および責任の効果などから、やは

り、一般法上の責任とは区別されている（第一章第二節第 1 款参照）。 
250 François (F.). « Commentaire sur le Décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre (Responsabilité du 

dirigeant pour insuffisance d’actif ) » 2014, p.2 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2014415QPC2014415qpc_ccc.pdf 

 (2017 年検索) 
251 Guyon (Yves.), Droit des affaires, T.2, 9e éd., economica, 2003, n° 1375, p.419.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014415QPC2014415qpc_ccc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014415QPC2014415qpc_ccc.pdf


66 

 

二、不競合原則とその例外 

１．不競合原則の概要 

倒産手続開始後に、清算人が「積極財産不足の責任」を経営者に追及する際、これと「一

般法上の責任」との関係については、1995 年破毀院判決による「不競合原則〔non-cumul〕

252が適用される。したがって、裁判上の更生・清算手続が開始されると、「特別法は一般法

を破る〔specialia generalibus derogant〕」253という法理に従い、倒産手続係属中、積極財

産不足の責任が優先的に適用され、債権者による個別な損害賠償請求の訴えは同時にある

場合、原則として後者が却下される。つまり、裁判上の更生・清算手続が開始されると、債

権者の損害を集団的に填補する機能は、「積極財産不足責任訴権」のみによって実現される

ことになった254。 

２．その例外 

倒産手続が開始されるた際、先行する債権者の個別的な責任追及訴訟は中止されるとい

う取扱いは、日仏法に共通のところである。しかし、倒産手続開始後に、積極財産不足の責

任の請求が受理されているところ、破毀院は、債権者による個別訴権の行使が許される幾つ

かの例外を認めている。 

ア、個別訴権の請求対象〔objet〕255が積極財産不足責任訴権の請求対象と異なる場合、

債権者は別訴を提起することができる256。すなわち、債権者が自ら主張している損害は、積

極財産不足責任による集団的な賠償の対象と異なっているものであれば、別訴提起と個別

救済の価値が認容されるため、二重起訴とはならずに債権者による一般法上の責任に基づ

く訴えは受理されることとなる。 

イ、責任原因となる過失行為〔fait fautif〕が手続開始後に行われた（発生した）場合257、

倒産手続が開始されたとしても一般法上の責任による追及が認められる。というのは 2005

                                                   
252 1967 年法第 99 条所定の填補責任は、一般法上の責任との競合〔concours〕が認められていた。旧法下

での管財人〔syndic〕は両責任を同時に申し立てることもでき、順次的に〔successivement〕提起するこ

ともできるのであった。Cass.com., 21 juillet 1987, Bull. Joly sociétés 1987,§ 271, p.642.  

これに対して、1985 年法が発効された後に、「不競合原則」を確立した典型的な裁判例として、以下の

二つが挙げられる。 

Cass. com., 28 févr. 1995, D.1995, p.390, note. Derrida.  

Cass. Com., 26 mai 1999, Bull. Joly Sociétés 1999, p.962, note Menjucq. 
253 吉原達也＝西山敏夫＝松嶋隆弘『リーガル・マキシム: 現代に生きる法の名言・格言』 

（三修社・2012）78 頁以下。この法格言は、古くはローマ法学者パピ二アヌスの『質問録』に遡り、「後

法は前法を破る」、「上位法は下位法を破る」とともに、制定法相互間の優劣についての三原則を示してい

る。中世イタリアにおいて注釈学派が発展させたいわゆる条例理論は、法の抵触問題の解決を図り、法原

則をきわめて一般的なかたちで個別の事案に適用してみせた。 
254 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°1104, p.645. 
255 「請求対象」という訳は、本間学「ヨーロッパ民事訴訟法における核心理論について―ドイツ法の視点

からその素描―」立命館法学 6 号（2005）275-277 頁参照。  
256 Cass. com., 27 nov.2001, Act proc. coll. 2002-2, n°29, obs. Régnaut-Moutier (C.).  
257 Cass. com., 14 mars 2000. JCP E 2000, p.1527, note Poracchia (D.). 
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年法以降、フランス法所定の経営者倒産責任の請求範囲はかなり限定されており、倒産手続

開始後に生じる事由による積極財産不足責任の主張が認められないこととなっているから

である。 

すなわち、債権者による個別訴権の行使が許される例外は、支払停止後に行われた過失行

為、もしくは積極財産不足の責任請求対象〔objet〕と異なる行為による請求である。 

三、事実審の裁判官による均衡的判断 

2009 年 12 月 1 月の破毀院判決258は、個人破産の制裁に関する事例において、経営者の

行為に準じて、裁判所は比例的に裁量を加えなければならないと明らかに示した。その後、

破毀院は、さらに、会社に積極財産の不足を招いた経営上の過失がある場合、それぞれの過

失の程度を勘案した上で、均衡的に判断するルール〔principe de proportionnalité〕に従っ

て判断すべきであると指摘している。 

経営者のフォート行為の重さ〔gravité de la faute〕により均衡的に判断するという取扱

いは、経営者の過失の不確定性という問題を解決するために設けられたフランス法特有な

制度である。その意義は、事実審の裁判官に広汎な裁量権を付与したことにある。事実審の

裁判官は、責任を軽減する権限のみならず、経営者のフォートを確証できない場合、経営者

の免責を決定する権限も有する。この原則は、積極財産不足の責任訴訟にあった不平等を矯

正する機能を有すると指摘されている259。 

また、証拠調べの手続を機能化するために、裁判所は専門家を選任することができる。専

門家は、具体的な事実に対する確証を提供する。この費用は債務者に負担させることとなる

が、財産が不足している場合、L.663-1 条 2 項によって、国庫立替支払を申請することがで

きる260。 

四、損害賠償金の帰属――比例的な配当 

非常に興味深いのは、積極財産不足の責任の賠償金は、最終的に、優先弁済の順位を問わ

ずに債権者の間で、比例的に〔au marc le franc〕配当すべきとされているところである

（L.651-2 条 3 項）。これについて、立法者の考えは、以下となる。 

フランスの裁判上の清算手続は、裁判上の債務処理手続であり、裁判所の主導的な役割が

                                                   
258 Cass. com., 15 déc.2009, n°08-21906, JurisData n°2009-050876. JCP 2010, n° 6, 155, p.285., note. 

Galle (Roussel). Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 31.  280. また、C.MASCALA

教授により、ここで所謂「均衡的に判断するルール」は、元々フランス憲法裁判所の創造であり、従来は

証券取引委員会〔Commission des opérations de bourse (COB)〕と競争委員会〔conseil de la 

concurrence〕によって用いられている原則であったと指定している。 

類似裁判例：Cass. com., 1 février 2011, n° de pourvoi: 09-72695; Cass. com., 3 mai 2011 n° 10-16709; 

Cass. com., 11 octobre 2010, n° 10-20423; Cass. com.,15 février 2011, n° 09-70496; Cass. com., 15 juin 

2011, n° 10-20253;Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-22140.  
259 Pérochon (F), op.cit., n° 1704. p.784.  Saintourens(B) et Saint-Pau (J.-C), op.cit., p. 31.  
260 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n°1104, p.645. 
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重視されている。特別責任としての経営者の倒産責任は、本来回収できない債権を裁判所職

権の干渉によって経営者の個人財産から一部回収することにより全額弁済を受けない一般

債権者の利益を保護するために設けられた、例外的な配当〔l’affectation dérogatoire〕であ

る261。それゆえ、集団的利益に立脚している特別な政策的な考慮を勘案しながら、積極財産

不足の責任の賠償金を配当する際には、担保権者などの優先弁済の地位は考慮されるべき

ではない。 

このような特別な取扱いは優先権者の利益を侵害している、と批判されている。当該批判

に応じて、2014 年 6 月 11 日の破毀院判決により、比例的〔au marc le franc〕配当の運用

は、L.651-2 条所定の場面にのみ限定すべきと判示されている262。 

また、責任金額の範囲について、経営者に積極財産不足の責任が認められる場合、責任の

金額は、会社の積極財産が不足している分を上回ることはできない。 

 

第 三 節 再建型倒産手続に対するインセンティブ 

第 １ 款 再建型倒産手続の実効性を改善する背景 

一、国際背景 

一国の民事商事の法律は、投資家にとって魅力的な規定でなければ、国際投資ないしリス

クの見積書にも反映され、投資市場の低迷をもたらしかねない。それゆえ、グロバール化の

背景の下では、経済の実力のみならず商事法律自体もその国の競争力の評価対象となるた

め、再建型倒産手続についての制度設計を検討する際に、その経済的側面も検討しなければ

ならない263。フランスの場合、長年にわたり、アングロ・サクソン（英米）倒産法とドイツ

倒産法、さらに EU 共同体法の影響の下で、法改正が重ねられている。倒産処理法〔loi 

d’insolvabilité〕264に関する 2000 年 5 月 29 日の EU 規則（以下、「2000 年の EU 規則」）

265では、EU 加盟国の破綻処理法（倒産法）を調和するように整える政策が明記されている。

2005 年国際連合国際商取引法委員会〔UNCITRAL〕倒産立法ガイド〔Le guide législatif 

de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité〕（以下、「UNCITRAL 倒産立法ガイド」と

称する）においては、倒産手続の効率性〔efficace et effectivé〕の改善が提唱されている266。 

                                                   
261 Pérochon (F), op.cit.., n°1657, p.765. 
262 Cass. com., 11 juin 2014, n°13-12658. 
263 André Tunc, La responsabilité civile, Economica 1989, n°165.  
264「insolvabilité」を「支払不能」と訳すことについて、ミッシェル・グレゴアール、平野裕之〔訳〕「2013

年大陸法財団寄付講座：担保と倒産手続（ベルギー法）」慶應法学 30 号（2014）202 頁参照。なお、場合

によって、「insolvabilité」を倒産として理解することもありえる。ここでは、日本法上の倒産手続法と一

致するように、意訳的に「倒産」という意味を採っている。 
265  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33110&from=FR  (2017

年月検索) 
266 「UNCITRAL 倒産立法ガイド」 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33110&from=FR
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それらの倒産法ガイドに伴う、早期再生の機会を確保する倒産法の新たな流れは、EU 全

土を席巻し、倒産法研究者の注目を集めた267。当該潮流に伴い、フランス 2005 年法は、再

建型倒産手続の魅力性・効率性の向上を目指して、企業救済手続における経営者の責任軽減

措置などによる多様な改革が進められている268。 

二、現実背景 

フランスでは、2005 年法による改正前には、経営難に陥った企業の 70%は簡易清算手続

（迅速）によって処理された269。経営者が裁判上の手続の申立てを怠ってきたことが、再建

型倒産手続の利用率低下の重要な原因の一つと考えられる。また、当時のフランス倒産法に

おいて、職権による倒産手続の係属に関する規定が設けられたが、当該規定は、EU 人権条

約第 1 節第 6 条（Titre I – Droits et libertés）に違反しているとの批判が強かったため、

2005 年法によって全面的に廃止された270。倒産手続の適時の利用が裁判所の職権によって

実現できないとすると、債務者または債権者の申立てに頼らなければならなくなる。しかし、

経営者の倒産責任が過重なまま維持されると、債務者側による倒産手続の積極的な利用が

なかなか難しいことになる。したがって、早期再生を促す国際的な倒産法の潮流の中、倒産

手続自体の魅力性を向上するために、2005 年以降のフランス倒産手続法改正が、どのよう

に対応していったのかについて考察する。 

 

 

第 ２ 款 企業救済手続における責任追及の禁止 

一、再建型倒産手続における責任軽減 

１．倒産手続の類型 

倒産手続において、経営者に損害賠償責任を課す目的は、手続の類型によって異なる。再

建型倒産手続では、主に債務者たる会社再建の機会を保障するために、会社財産を増やすこ

                                                   
https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/05-80723_Ebook.pdf  （2017 年検索） 

日本では、この倒産立法ガイドに関する先行研究として、荻野佐織「『UNCITRAL 多国籍結合企業におけ

る国際倒産の容易化に関する立法案（仮訳）』と、『UNCITRAL 国際倒産モデル法』および『UNCITRAL

倒産立法ガイド』との比較」摂南法学 51・52 号（2016）75－120 頁参照。また、フランス学者の「UNCITRAL

の倒産立法ガイド」に対する観点に関して、以下の文献が挙げられる。J.-L. Vellens, Le guide législatif de 

la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité : vers une harmonisation du droit de la faillite?.D.2004, p.2420. 

n° 2. 
267 佐藤鉄男「倒産手続の目的論と利害関係人」田原睦夫先生古稀記念論文集『現代民事法の実務と理論』

（きんざい・2013）46 頁。 
268 したがって、2005 年法改正によって創設された「企業救済手続」は本文にいう「2000 年の EU 規則」

の第 1346/2000 の付録 A に登録されている。デンマークを除いて、ほとんどの EU 加盟国は「2000 年の

EU 規則」に服すと承認した。 
269 Rapp. AN n° 2095, X. De Roux, p.19. 
270 Le Corre. op.cit.,n°921.31, p.2777. 

https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/05-80723_Ebook.pdf
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とが目的となる。それに対し、清算型倒産手続においては、手続終結後に法人格は消滅する

ため会社の利益を考慮する必要はほとんどなく、債権者に弁済する原資を増殖することが

経営者責任の主要目的となる。 

しかし、企業救済手続が利用できる段階では債務者たる企業の財産がまだ残されている

ため、直接に業務執行者たる経営者に責任を追及することは、その説得性を欠くものとなる。

また、特に中小企業の倒産事件においては、企業主は企業の所有者であるとともに企業の経

営者としての役割を担っている場合が多く、再建段階で経営者の倒産責任を厳しく追及す

ると、企業の回復する機会が奪われ、再建型倒産手続の実効性が損なわれることになりかね

ない。 

２．任意手続における責任軽減の必要性 

フランスでは、裁判上の清算手続は強制手続〔procédures subies〕として位置づけられ

ている。その申立権者は、債務者のみならず、検察官も含まれている（L.640-5 条）。また、

調停手続が利用されていない場合、債務者は支払停止後 45 日以内に、裁判上の清算手続を

提出しなければならない（L.640-4 条）。 

これに対して、企業救済手続は、任意的手続〔procédures choisies〕として位置付けられ

ている。2005 年で法は、実質上、企業再生手続により司法機関の商業紛争解決に関与・介

入する権限の時的範囲が、債務者の支払停止前にまで拡張された。本来、債務者が自ら債権

債務紛争を解決できない場合でも、企業救済手続の申出があるときに初めて、裁判所に対し

て私人間の紛争を解決する管轄権が生じる。それゆえ、清算型手続とは違い、再建型倒産手

続の利用は強制されるべきではない。こうした任意的手続の在り方からみると、再建型倒産

手続の利用は、債務者側の経営者の主観意思に委ねられている。立法者が経営者責任軽減の

方策を採用した理由は、主たる申立人である経営者の主観意思を重視していることにある

271。 

二、制度自体の位置づけ 

再生手続の魅力を高めるために、フランス 2005 年法の立法者はかなり工夫を巡らしてい

た。まず、企業救済手続の新設により、経営者は、支払停止には至っていない状況であって

も自らの判断によって適時に企業救済手続の申立てをすることができるようになった。ま

た、当該手続においては、経営者倒産責任の追及が一時的に禁止されている。 

このようにフランス法が経営者の行動を予測しながら責任制度を考えたのは、非常に興

味深いところである。民事責任における伝統的な抑止と制裁の機能は、長年にわたり、多く

                                                   
271 Le Corre (P.-M.), Premier regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°2005-845 du 26 

juillet 2005). D.2005, p.2299, sp. n°13 et s. 
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の研究者によって論じられているが、フランスの 2005 年法の改正において、経営者の責任

の濃淡によって倒産申立てのインセンティブを図る立法趣旨も、明らかにされている。この

ような民事責任のインセンティブの機能272は、フランスでは、法経済学の分析に基づいて論

じられている273。2005 年法においても、経営者の心理に対する予測に大きく依存している

ところが指摘されている274。  

法経済学は、経営者が善管注意義務を履行し、慎重に経営管理を行えば、会社経営のリス

クを減らすことができると考えている。それゆえ、経営者が将来の損害に対する合理的かつ

十分な注意を配る担い手として想定され、その会社の経営悪化を予防する責任を負うこと

より、会社の倒産リスクが減少し、債権者が損害を被るおそれも少なくなると考えられる。

また、経営者にとって、清算型倒産手続における事後的な損害填補のコストが、再建型倒産

手続における事前予防のコストより高い場合、経営者は予防を重視する。このことは、会社

の経営リスクを分担する機能も有する275。 

このような企業救済法上の政策的な技術は、アメリカの連邦倒産法チャプター11 に示唆

を与えられたものであるとよく指摘されるが、フランス法の歴史を遡ってみると、自国法に

おいてもその法源を見つけることができる。まず、1967 年法においては、経営者に適用さ

れる「責任追及の一時停止」という制度が設けられた276。さらに、金融通貨法典〔Code 

                                                   
272経営者の民事責任には抑止と制裁というフランス民事責任の伝統的な機能については、廣峰正子『民事

責任における抑止と制裁―フランス民事責任の一断面―』（日本評論社・2010）に、詳しく検討されている。 
273 Martineau-Bourgninaud (Véronique), Les remèdes à la souffrance du chef d’entreprise en 

difficulté. D 2016., chron, p. 2529 et s. 
274 LE CORRE (P.-M.), Premier regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°2005-845 du 26 

juillet 2005). D.2005, p.2299, sp. n° 13 et s. 
275 経営者の民事責任に関する立法は、様々なコストを予想しながら制度設計をすべきであると考えられ

ている。まず、回避できるリスクに直面した場合、経営者にとっては、合理的な予防措置によって損害を

回避するコストが被害補償のコストより低い場合、おのずから予防措置を選択することは一般的である。

回避できないリスクに直面した場合、予防のコストが事後に損害賠償を払うためのコストより上回ってい

る際には、事故の発生を手放すことは予防することより有利である。このようなメカニズムは、コストの

最小化により、経営者の選択を想定することによって作動するものである。このメカニズムを適用するこ

とを通して、経営者の謹慎あるいは勤勉を励ます目標が実現できると考えられている。Soraya MESSAI-

BAHRI, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, IRJS 2009 n°906-908, p.300-301. 
276 下記フランス法改正の歴史に対する分析を通して、企業救済手続における経営者責任追及の「一時的な

停止」は、必ずしもアメリカチャプター11 の影響ではないとする見解も存在する。 

Ph. Roussel Galle, La procédure de sauvegarde: Quand et pourquoi se mettre sous la protection de la 

justice. JCP E 2006, 2437, p.1680. 同論文に引用された下記の文献において、上記一時的な停止をフラン

ス特有な制度として強く主張している：Ph. Métais, Le projet de réforme n’est pas un Chapter 11 à la 

français. Banque Magazine, n° 655, févr. 2004. p.26.  

具体的に、フランスの 1967 年 9 月 23 日のオルドナンス 1967 年 9 月 23 日のオルドナンス第 67-820 号

（以下、「1967 年オルドナンス」という）は「追诉的一时停止〔suspension provisoire des poursuites〕」

を設けた。さらに歴史に遡ると、コルベールの 1673 年商事王令において、王の許可による「追訴の停止

〔suspension des poursuites〕」（6 ケ月）も債務者に有利な態度を示している類似的な制度と思われる。

Ph. Roussel Galle 教授は、これらの措置は歴史上一時的に有効していたものであることから、あまり利用

率が高くなかったと推測している。しかし、少なくとも、フランス倒産法の歴史の長い流れにおいて、失

敗した商人破産者に対して最終的なサンクションを科す前に、最後の自己救済の機会を与える手続が存在
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monétaire et financier〕L.613-26 条も、経営難の金融機関〔établissements de crédit〕の

特別手続として類似の内容を定めた。したがって、2005 年法で改正された取り扱いは、い

わゆる法律の原理原則上の革新ではなく、処理措置の手段および適用範囲に対するイノベ

ーションであることが指摘されている277。 

 

三、その運用の実効性 

2005 年再建型の企業救済手続の立法において注目に値するのは、フランスの経営者倒産

責任は、倒産手続の目的別によって設けられていることである。 

具体的には、当該改正後、経営者の倒産責任の適用範囲が大幅に縮小され、支払停止の寄

与責任を除き、特別責任たる経営者の倒産責任は、裁判上の清算手続にのみ追及されること

となった。言い換えれば、財産上の倒産責任を追及する訴えは、経営者の裁判上の清算手続

開始前に行ったフォート行為にのみ根拠づけられるのである。 

結局、企業救済手続においては、倒産責任の追及条件を満たす経営上のフォート行為があ

ったとしても、経営者は一時的に「免責〔immunité〕」を享受できることとなった。企業

救済計画が成功し、債権者が全額弁済を受けた場合、経営者の個人財産による会社債務に対

する弁済義務は免れられる〔échapper〕ことになる。仮に、企業救済計画が採用されず、も

しくは、救済計画が失敗して終結すると、清算型倒産手続において、経営者は積極財産不足

の責任を直面せざるを得ない状況に陥る。それゆえ、企業救済計画の成否は、経営者が自ら

免責を受ける最後のチャンスである。そのような飴と鞭の制度設計は、経営者に心理的な誘

導を行うことにより企業救済計画の設計に積極的に参加させ278、そして、経営者が救済計画

のために最善まで尽くすことが十分期待される。 

新法実施日から４ヶ月以降の統計により、これらの目的は、一定の成功を辿り着いたとい

えるであろう279。また、新法実施後 10 年間（2015 年までに）のデータから、特に、中小企

業の企業救済手続の利用は良好な態勢が維持されているといえる。 

表１ 企業救済手続の利用件数 2009-2017 

（出典：１）Analyse 1er trimestre 2014 défaillances et sauvegardes d’entreprises en 

                                                   
していたことは確認される。 
277 Philippe Roussel Galle, La procédure de sauvegarde: Quand et pourquoi se mettre sous la protection 

de la justice. JCP E 2006, 2437, n° 6, p.1680. 
278 例えば、L.622-1 条 I により、企業救済手続の観察期間に、経営陣に残された経営者に、企業のガバナ

ンスを行使する権限が付与されている。 
279 Montéran (Thierry), Loi de sauvegarde : Le palemarès des tribunaux de commerce, Gaz. Pal 2006, 

p.1453. 

実証研究のデータによると、2006 年 4 月 5 日まで、総計 900 件の倒産手続のなか、107 件の企業救済手続

が申し立てられた。2006 年 4 月 26 日まで、企業救済手続の利用件数は 139 件に上った。 
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France280 2）Etude – Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France 1er trimestre 

2017281 

(年) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

企業救済

sauvegardes 

329 340 322 343 411 412 445 350 356 

裁判上の更生 RJ 5042 5021 4966 4899 4641 4777 5204 4727 4509 

裁判上の清算 LJ 11490 11260 11160 11368 11258 11669 12487 11232 10802 

 

 

第 ３ 款 倒産手続における経営者保証人の責任 

一、優遇措置 

１．必要性・意義 

会社債務弁済の本来の担い手ではない経営者は、会社が無資力で破産したという極端な

状況の下で、債権者集団の債権の回収率を包括的に高めるために、補完的に登場する。本章

第一節第 1 款で述べているように、経営者の積極財産不足の責任は、「債務者の財産に対す

る債権者の一般担保権〔gage commun〕」の対象となる責任財産の充実を損なったことに基

礎づけられている。このような企業の財産による債権に対する担保と並びに、債権者は、債

権回収の確率を高めるために、事前に経営者による人的保証を要求することも可能である。

その場合、企業救済手続において、積極財産不足責任の追及が抑止されても、債権者が、な

るべく早く経営者の保証責任の追及を通して債権回収を確保する。それは、経営者が裁判上

の倒産手続の利用に躊躇する原因の一つといえるだろう。それゆえ、企業救済手続において、

経営者の特別な倒産責任の一時的免除と合わせて、フランス法には、保証人（特に、経営者

保証人）に適用する様々な優遇措置も設けられた。 

経営者の会社債権対する保証責任は実質上一般法上の責任の問題であるが、その軽減は

再建型倒産手続の利用に資する機能を有しているところから、本稿の問題を解決するため

に有用であるため、以下では、経営者保証人に対するいくつかの優遇措置、およびその具体

な運用をめぐって検討していく。 

２．再建計画の参加と利息停止 

（１）経営者による救済計画への提言 

2005 年法以前に、商法典旧 L.621-65 条により、非連帯責任の保証人のみが、企業更生計

画の提案などに参加することができた。連帯責任保証人と共同責任者たる保証人は、裁判上

                                                   
280 http://prixdesdelaisdepaiement.fr/wp-content/uploads/2014/04/defaillances-sauvegardes-france-T1-

2014.pdf (2017 年検索) 
281 http://blog.altares.com/etude-les-defaillances-dentreprises-reculent-de-39-au-1er-trimestre-2017/ 

(2017 年検索) 

http://prixdesdelaisdepaiement.fr/wp-content/uploads/2014/04/defaillances-sauvegardes-france-T1-2014.pdf
http://prixdesdelaisdepaiement.fr/wp-content/uploads/2014/04/defaillances-sauvegardes-france-T1-2014.pdf
http://blog.altares.com/etude-les-defaillances-dentreprises-reculent-de-39-au-1er-trimestre-2017/
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の更生計画を主張する〔se prévaloir〕ことはできなかった。これに対して、2005 年法は企

業救済計画の策定にあたって、法人の保証人を除き、すべての自然人の保証人は、自分で計

画案を提出することができるように定められた（L.626-11 条）。ただし、裁判上の更生手続

において、従前の保証人に対する計画提案権の制限は維持されている（L.631-20 条）。 

企業救済手続において保証人に救済計画提案権を認めた目的は、保証を提供した保証人

が自分の求償権を確保することができるようにするためである。 

自然人の保証人に適用されるこの優遇措置は、実は、自然人たる会社経営者のために設け

られているものであると考えられる。 

（２）利息停止と猶予期間 

企業救済手続において、個人保証人たる経営者は、物的保証の担保権者と同様の利息停止

の利益を有する（L.622-28 条 1 項）。 

1994 年法は、「自然人保証人に対しては、裁判所によって 2 年を限度に期限猶予が認め

られる」との期限猶予の規定を新設した282。具体的に、裁判所は、企業救済手続が開始され

ると、経営者の弁済義務に 2 年間の支払猶予又は再分割払いを付与することができる（現

行 L.622-28 条 2 項後半）。 

３．企業救済手続における一時的免責 

1994 年法の前に、再建型倒産手続（裁判上の更生手続）が開始された場合、保証人に対

する請求が禁止される規定は存在しなかったため、債権者が保証人に対して権利行使をす

ることは、主債務者の裁判上の更生手続によって影響されないと解されていた283。1994 年

法により、商法典旧 L.621-48 条（1985 年法 55 条）に第 2 項「主債務者と同様に、更生手

続の開始日から更生計画確定日または清算手続終結日までに、債権者が自然人保証人に対

して債務履行を請求できない」（請求禁止の規定）が追加された。 

現行法の下で、企業救済手続において、経営者保証人を含む自然人の保証人に対して、全

ての責任追及訴訟は受理しないとされている（現行商法典 L. 622-28 条 2 項、2008 年オル

ドナンスの 166-2 条によって編入された）284。ここでは、全ての訴訟というのは、保証人の

保証債務に関する訴訟のみならず、商法典第 6 巻第 5 編第 1 章に所定の全ての責任・制裁

を指している。また、商法典 L.631-14 条 1 項により、企業救済手続のために設けられた制

度が、裁判上の更生にも応用しうることが定められている。そうすると、企業救済手続のみ

                                                   
282 能登・前掲注（130）85 頁。 
283 能登・前掲注（130）84 頁。 
284 具体的には、企業救済手続開始の判決により、自然人である人的担保負担者に対し、救済計画の停止又

は裁判上の清算手続の開始決定までには、債権者の求償権が一時停止されることとなる。当該制度の立法

主旨ないし目的は、経営者に企業が経営困難な状態に陥る前に行動するようにさせるため、自然人である

経営者の担保負担者などに対して優遇している点にある（L.622-28 条 2 項）。 
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ならず、裁判上の更生計画の停止判決、もしくは裁判上の清算の開始判決が宣告される前

（観察期間中）には、自然人保証人に対する債務弁済を請求する訴訟がすべて禁止されてい

る。 

二、実務上の対処 

１．保証債務の付随性と債権者免責 

まず、民法上の保証の附従性にしたがい、債権者と保証人との関係は、債権者と債務者と

の関係を基礎として判断されることに根拠づけられる。主債務者の支払停止が証明されな

ければ、債権者が直接に保証人に賠償責任を追及することはできない。それゆえ、企業救済

手続の段階でも、主債務者たる企業が支払停止となっていない限り、原則として、債権者は

保証人に保証債務の弁済をするように求めることができない。企業救済手続および裁判上

の更生手続終結後に、清算の配当金により弁済されなかった部分の財産を限度としながら、

債権者が保証人に対して、保証債務の弁済を求めることができる。 

また、上述のように、企業救済（支払停止後 45 日以内）・裁判上の更生手続係属中、債務

者企業の支払停止があったとしても、債権者の保証責任を請求することが禁止されている。

加えて、2008 年法により、企業救済手続、裁判上の更生手続、または裁判上の清算手続が

開始された場合、「債権者は、合意された融資を行ったことにより生じた損害について責任

を負わない。」とされており、ただし、「詐害行為（fraude）を犯した場合、債務者の経営へ

明確に介入した場合、または、その融資の見返りとして求められた担保が当該融資と不均衡

である場合」は、この限りではない（商法典 L.650-1 条 1 項）285。すなわち、債権者は企業

救済手続の進行または救済計画の提案などを妨害した場合、軽過失に基づいて責任を追及

することができない。そうすると、債権者は、速やかに法的倒産手続を不正に終了させ、倒

産手続終結後に、個別訴訟を提起することが懸念される286。 

したがって、上記の問題を解決するために、破毀院は、一般原則の以外に、以下のように

特殊な規則を創設するようにかなり工夫した。 

２．保全措置と債務名義の取得 

倒産という債権の回収の危険性が高い場合、債権者が、債務者の代わりに保証人に対する

責任追及する緊要性が生じる。企業救済手続における一時停止があるゆえ、債権者の利益を

保障するために、保全措置が必要となっている287。したがって、上記経営者保証人の責任の

一時的停止と、L.622-28 条 3 項には、債権者の利益を保証するために、裁判上の更生期間

                                                   
285 訳は、大澤慎太郎「フランスにおける金融機関の融資取引に関する義務と責任（２・完）」早稲田法学

86 巻１号（2010）105 頁を参照。 
286 LE CORRE et Lucas. op.cit.,p. 1977.( Lucas ). 
287 Amiens. 1er ch. civ., 17 mars 2016, n°14-01959. 



76 

 

中の保全措置が定められている288。 

さらに、企業救済計画の進行を保障するために、破毀院は、企業救済手続係属中、保証人

の財産に対する強制執行はできないとした289。しかし、そうすると、債権者が非常に不安な

地位に置かれており、手続に協力することが期待しにくくなっている。フランス民訴法典

126 条は、「訴訟の不受理が、訴訟中に補正された場合、もしくは、訴訟係属中、不受理の

原因がすでに存在していない場合、訴訟が受理される（試訳）」と定めているので、商事裁

判所によって観察期間〔period d'observation〕の終了が宣告されれば、債権者が、新たな

訴えを提起することも不要で、保証債務に関する訴えが自動的に受理されることとなる290。

しかし、こうすると、制度自体が極めて複雑なものとなり、適用しにくくなる。 

これらを踏まえて、より利用しやすい制度を目指して、いろいろ調整を加えた結果、2015

年 7 月 1 日破毀院判決は、救済・更生計画実施中、債権者が保証人に対して訴訟追行をす

ることができ、勝訴判決により、債務名義を獲得することができるが、保証人の財産に対す

る強制執行はできない。すなわち、企業の救済・更生計画が実施されている際に、債権者が

取得した債務名義の執行力は一時的に停止し、企業救済・裁判上の更生手続、および観察期

間終結後に、その執行力が回復するものとした291。 

このような取扱いは、保証人による企業救済手続の濫用、企業財産の隠匿・転売を防止す

る機能を有するとともに、商法典における条文の本来の趣旨と合致している。また、このよ

うな対処を捻出した破毀院は、債権者の利益と企業救済手続の利益ともに考慮している一

方で、債権者による恣意に救済手続の終結を加速することが免れると評価されている292。 

三、経営者の保証責任と「比例原則」 

フランスでは、過大保証の規制方策として利用されている「比例原則」293という制度があ

り、経済主導のための 2003 年 8 月 1 日法律第 2003-721 号（以下「2003 年法」と称する）

は、比例原則を適用できる保証契約の範囲を経営者保証人にも拡大している。本稿は、比例

原則が経営者保証人に適用されることを中心に紹介する。 

                                                   
288 具体的には、上記保全措置が、民事執行法に従って執行される（R.622-26 条 2 項）。 
289 Com.2 juin 2015, n°14-10.673, D. 2015. 1270 obs. A.lienhard, 1970, obs. Le Corre (P.-M,).et 2205, 

chron. F. Arbellotm; D. 2016. 1279, obs. A. Leborgne. 
290 Com. 24 mai 2005, n°03-21.043. D. 2005. 1247, obs. P. Pétel, et 1860, obs. P. Delebecque et P. 

Simler. 
291 Com. 2 juin 2015, n°14-10.673, D. 2015. 1270, obs. A. Lienhard. 
292 LE CORRE et Lucas, op.cit., p.1977 (Le Corre). 
293「比例原則」という法律用語は、民法に限られる原則ではない。例えば、日本の行政法には、「警察比

例の原則」（日本警察職務執行法 1 条 2 項）という制度が設けられるように、各国の法律慣習によって比

例原則の所属が違うにもかかわらず、比例原則は法の一般原則として常に用いられている例が少なくな

い。本稿で考察する比例原則〔principle disproportionné〕とは、消費者法典第三編、第 4 部、保証人保

護のために、過大な保証を禁止するという規定である。 
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１．比例原則の概観 

（１）概念と定義 

フランス消費法典において、過大保証を規制するルール、いわゆる比例原則が設けられて

いる。具体的には、比例原則とは、「自然人が保証契約を締結する際に、明らかにその収入

及び財産と不均衡であったならば、保証人が保証義務を請求された時点で、保証人の財産が

その義務を履行することが可能である場合を除き、債権者が保証人に対して保証債権を主

張することができない」（現行消費法典 L.332-1 条、旧 L.341-4 条）というものである。 

比例原則は保証人の財産及び収入と保証債務との均衡への要請の下、「個人の過剰債務状

態の予防」の目的を有する制度である。比例原則の立法動機は、立法者が保証人を倒産等の

窮地に陥らせることがないようにすることを望んでいたことにある294。 

（２）意義と機能 

ア、過大保証の規制 

保証契約を締結する際に、債権者に注意義務を要求しており、比例原則の厳格なサンクシ

ョンは、過大な保証契約を利用して保証人の権利を侵害しようとする債権者に対して抑止

力を有するからである。加えて、保証人保護の規定のうち、主債務について契約締結時に債

権者に対して説明義務と情報提供義務を課すなどの規定が設けられるとしても、情宜的な

保証契約では、これらの保護対策には限界がある。それゆえに、比例原則の存在意義は、裁

判において、保証人の被害を防止するために、過重な保証を否定することができるという点

にある。民法の視点からは、不均衡な契約を締結した保証人の事後的救済を図る措置である。

倒産手続法の視点からは、主債務者が債務不履行になる場合に、債権者が保証人の財産に対

する追及を行い、場合によっては破産に追い込むおそれがあるため、比例原則の運用は、過

重与信を抑制する効果が期待でき、保証人の連鎖倒産を予防するために有効な対策である

と位置づけられる。 

イ、法律空白の填補 

フランス民法典 2295 条（旧 2018 条）、及び 2296 条（旧 2019 条）は保証人の支払能力

に関する要件を定めているが、これはただ債務者が保証人を提供する義務を負わされる場

合の規律にすぎず、保証人自身が当該条文を援用することはできない295。具体的な評価基準

もなく、違反しても債権者になんらの罰則もない点で問題であった。比例原則は、消費法典

                                                   
294 大澤・前掲注（36）（１）25 頁（２・完）47 頁。 
295 日本民法典第 450 条も同様に、債務者が保証人を供する義務がある場合の保証人の要件であり、主張

できるのは債権者側となっており、保証人は、契約締結時に、自分が弁済をする資力を有さないことを主

張できないジレンマが存在している。それゆえ、フランスの消費法典にある比例原則を検討することで、

日本民法の新たな改正に対していくつかの示唆が与えられる。 
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の範囲内で、法律の空白を填補したと考えられている。 

保証契約を締結する際に、債権者たる銀行は、保証人の財産と収入を調査したうえで、保

証人に付与する責任を保証人の弁済能力の範囲内に抑える責任を持つ。言い換えれば、契約

を締結する前に、債権者側が保証契約の適正性に配慮することを義務付けられる。しかし、

銀行は融資主体としてより多くの金銭を儲ける欲求を有しており、商事取引において保証

人の負担を適切に軽減する方策がなく、その結果、不均衡な契約を締結するケースは常に防

止しがたい。比例原則は、保証人又は主債務者が裁判において主張できるという点で、金融

機関である債権者側に対して配慮責任を課す機能を有する。 

（３）比例原則の経営者保証人への拡張の経緯 

比例原則の誕生と沿革296に関しては、1989 年 12 月 31 日法により追加される保証人保護

の規定 19 条 7 項および 22 条 6 項は、そのひな型であり、1993 年の消費法典を編纂する際

に同内容が L.313-10 条に組み込まれた。その後、同内容は実務上徐々に発展してきた。1997

年マクロン判決において、破毀院は、一般的な民事責任としての比例原則を用いて、債権者

たる銀行の責任を認めている。結果として、判決上では比例原則の適用範囲が拡大されてき

た。2002 年の「ナウーム判決」において、その適用範囲が一般法へ拡張され続けている傾

向に反して、「比例原則」を経営者保証の領域において適用しないものと解されている。 

2003 年 8 月 1 日法によって規定された L.341-4 条により、本原則の適用範囲を事業者た

る債権者と自然人たる保証人によって締結された全ての保証契約に適用できることとなる

297。具体的に、以下の図表によってまとめられる。 

表２． 比例原則の経営者保証人への適用沿革 

 経営者保証人への適用 債権者の資格 領域 

1989 年ネイエルツ法 会社の経営者を除く 金融機関 消費者信用・不動産

信用 

1993 年消費法典 L.313-10 条 会社の経営者を除く 金融機関 同上 

判決上の

比例原則 

1997 年マクロン判決 除外しない 制限なし298 同上 

2002 年ナウーム判決 会社の経営者を除く 同上 同上 

2003 年 8 月 1 日法律 L.341-4 条 除外しない 事業者 制限なし 

                                                   
296 法改正の沿革について、詳しくは能登・前掲注（130）371－395 頁参照。 
297 ピエール・クロック（野澤正充訳）「21 世紀初頭のフランス法における保証の展開」立教法務研究 6 号

（2013）148 頁参照。 

ただし、2006 年担保法改正の際に草案に想定されたのは、消費法典の L.313－10 条および L.341－4 条

を廃止した上で、民法典に 2305 条 を挿入するということであった。ところが、担保法改正に関する 2006

年 3 月 23 日のオルドナンス 346 号において、比例原則に関する草案の 2305 条は成立しなかった。なお、

本稿では 2016 年の消費法典改正前の条文で引用している。 
298 Olivier Cuperlier et Alain Gorny, « L’engagement disproportionné de la caution après la loi n°2003-

721 du 1er août 2003 sur l’initiative économique » JCP E 2004, 41, 1475, n°7.  
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2006 年担保法改正提案 2305 条

（未成立） 

会社の経営者を除く 事業者 同上 

 

要するに、2003 年法以来、比例原則を適用できる保証契約の範囲は 1993 年消費法典の

「比例原則」299より、かなり広くなり、債権者側は金融機関だけではなく、事業者でも比例

原則の適用がある。債務者側は、その適用が経営者保証人にも拡大されている。 

実際に、2003 年法改正前の比例原則というと、消費法典 L.313-10 条所定のものであり、

法文自体は「経営者保証人」への適用を除外することを明言していなかった。同法典 L.313-

10 条を援用する場合、「金融機関」と「自然人である保証人」によってなされた信用供与取

引に関して、かつ総額が 21500 ユーロを越えない保証契約は、比例原則の適用範囲であっ

た300。当時の判例法理の解釈には、経営者保証人を除外すべきという傾向は強かった。 

これに対して、マクロン判決は、画期的に経営者保証人（マクロン氏）にも、比例原則を

適用した。2003 年法によって規定された同法典 L.341-4 条は、本原則の適用範囲を「事業

者たる債権者」と「自然人たる保証人」によって締結された全ての保証契約に適用できるこ

ととしたため、経営者保証人も比例原則の保護範囲内に含まれている。要するに、経営者保

証人については、現行法では、比例原則の適用から除外されていない301302。 

２．比例原則の実務上の判断基準 

（１）債権者に対するサンクション―――失権効（déchéance） 

法文上、比例原則違反に対するサンクションは、「利用不能」（ne peut se prévaloir）とい

う表現によって債権者が保証債務の弁済請求権を失うことと解釈される。言い換えれば、保

証の効力を否定することができるものではなく、債権者が保証を主張することができない

ものに止まる。2003 年 8 月 1 日改正法以来、比例原則のサンクションは、現行消費法典

L.332-1 条によって「失権効」に統一されている303。法文所定の「失権効」というのは、債

権者が保証債務の弁済請求権を失うことである。つまり、保証の効力を否定することができ

るものではなく、債権者が保証を主張することができないものに止まる。 

                                                   
299 1993 年消費法典の成立によって設けられた L.313-10 条の適用対象となる保証は、消費信用又は不動

産信用について、金融機関を相手とする自然人が締結した保証契約である。 
300 2003 年法は、2004 年 2 月 5 日から施行されるため、2004 年 2 月 5 日以前に締結した保証契約は、消

費法典 L.341-4 条に準用されない。同法典 L.313-10 条所定の要件によって比例原則を適用するとされる。 
301 消費法典 L.332-1 条（旧 L.341-4 条）の文言によると、契約の締結時に、保証人の収入と資産を比べる

と保証債務額が明らかに不均衡であったが、保証債務を請求された時点で、保証人の経済状態が回復して

きた場合は例外である。 
302 また、判例法理によって、物上保証人の場合もその消費法典 L.332-1 条の適用例外である（破毀院第 1

民事部 2008 年 5 月 7 日判決）Cass, 1er civ. 7 mai 2008. D 2008, n°29, p.2036. その理由は、破毀院によ

れば、物的担保が、その物上保証人の資力と「必然的に均衡している」ものとみなされることにある。 
303 Aynès(Laurent) et Crocq(Piere), Les Sûretés, 2e éd, Defrénois, 2006. n°300, p.127-128.  



80 

 

2003 年 7 月 9 日破毀院判決は、「不均衡の場合に、保証人が提供可能な財産より超過し

た部分についてのみ、保証人が被った損害を固定するべきである」304と判示したが、2003

年法以降、破毀院商事部 2010 年 6 月 22 日判決によって確定したのは、失権効がオールオ

アナッシング（tout ou rien）のメカニズムをもたらしているということである305。いわゆ

る全面失権のサンクションである。すなわち、均衡している場合には、保証人は債務のすべ

てを負うが、不均衡である場合には、保証人は完全に免責される。このサンクションの根本

的な目的は、倒産予防のためにあらゆる不均衡な保証を排除することである。 

全面的な失権の根拠は、学説によると、以下のように整理できる。①厳格なサンクション

を採る根本的な目的は、倒産予防のためにあらゆる不均衡な保証を排除することである。②

不均衡な保証契約は保証制度の効率性を損なうため、保護する価値がない；③「腫瘍がある

時、病気を一々治療するより、むしろ腫瘍を完全に摘除するほうが根本的に治せる」306。 

これに対して、不均衡のサンクションについて、民法・担保法改正草案 2305 条は、失権

ではなく、超過範囲のみ責任を減縮しうるという法的効果を記載した307。しかし、担保法改

正に関する 2006 年 3 月 23 日のオルドナンス 346 号では採用されなかった。実務上、その

ような「部分失権効（est réductible）」に基づいて、保証人の収入と財産にもとづいて、保

証債務を履行できる範囲までに、不均衡な保証債務を減額する裁判上の実務がすでに存在

している308。 

（２）いわゆる「不均衡性」の判断基準 

消費法典L.313－10条及びL.332-1条の法文に定めているように、不均衡の比較対象は、

契約の締結時に、保証金額と保証人の収入及び資産である。「明らか」な不均衡という表現

を用いているが、いかなる場合に、不均衡と判断されるのかについては、必ずしも明らかで

はない。裁判上、不均衡性の有無への判断は、事実審の裁判官の権限に委ねられている309。

2002 年ナウーム判決により、不均衡の評価は、ただの数字上の比較だけではなく、当事者

の主観態様なども考慮し、柔軟な対応ができるように発展してきた。それに反して、2003

年法は、比例原則の判断基準がすべて客観基準に統一されている。 

具体的にどのような判断基準で行われたのかの問題に先立ち、保証人の収入と資産を算

定する方法、及び不均衡の評価時点などが前提となるため、本稿では、経営者である保証人

                                                   
304 Cass. 1er civ., 9 juill. 2003; Juris-Data n°2003-019916. JCP 2003, n°43-44, p1879. 

Arrêt similaire : Cass. 1er civ., 6 avril 2004:Bull.civ.I, n°110. 
305 Cass. Com., 22 juin 2010, n°09-67.814, FS P＋B＋I. D. 9 sept 2010, n°30, p 1985. 
306 Houtcieff (Dimitri). Quand tout ce qui est disproportion/deviant insignificant. D. 2010, n°30, p.1988. 
307 Simler(Philippe), Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 4e éd., Litec 

2008, n° 463. 
308 CA Colmar, ch. civ. 1, sect. A, 2 juill. 2008, JurisData n°2008-369552; JCP 2009, n°9, p.46, IV 1374.  
309 Cass.1re civ., 4 mai 2012. JCP 2012 n°23, p. 1126. 
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とかかわる下級審判決をめぐり、以下の三点でまとめる。 

ア、会社営業の成功可能性 

経営者保証人の場合であっても、会社の営業の成功可能性は不均衡を判断する基本要素

ではなく、経営者の財産と収入という基準を適用する際に、慎重な評価をするための補充要

素の一つにすぎないと判示した310。具体的に言うと、保証人の収入と財産が僅少又は不存在

であれば、会社の営業の成功可能性が高い場合に、保証人は保証債務を負担しない可能性も

ある。逆に、会社の営業の成功が不安定であれば、保証契約の締結日に、保証人の自分の責

任が免れる期待はなかった。そもそも、保証人が会社債務の弁済に足りる収入を有しなかっ

た場合、契約締結日に表れてきている営業の成功可能性というただ一つの理由で、債権者が

締結しようとする保証契約は均衡だと判断するのは不合理である。 

しかしながえら、保証人の経済状況と緊密に関連する会社の「営業の成功可能性」を一つ

の要素として考慮しないと、不均衡性を決断するのは非常に困難であり、将来の法改正と判

決において「営業の成功可能性」という判断要素を修正することが学説上期待されている311。 

イ、最低生活保障 

自然人たる保証人は、保証契約が実行される場合に、フランス民法典 2301 条所定の生活

留保を保障される（民法典 2024 条新 2 項）。消費法典にも、L.331-2 条 2 項は、過重債務

者の日常生活に必要な最低限の収入部分を「生活留保〔reste-à-vivre〕」として、債権者の

手中に優先的に留保しなければならないと定める。具体的な基準は、賃金差押不能部分(労

働法典 L.415-2 条)を参考にし、RMI より下回ることのないように定められる。 

破毀院 2012 年 1 月 31 日判決312は、保証人の最低限度の財産は保証債務の弁済請求に影

響されないと判示した。これと類似の裁判例は多数存在する313。これと同様に、保証人は非

納税義務者、または失業者である状況でも、裁判官の判断を左右する要素である。 

ウ、保証人の収入と財産について 

破毀院判決は、不均衡の主な評価要素が、契約締結日における保証人の財産および収入だ

けであるとする。消費法典 L.332-1 条（旧 L.341-4 条）を援用する場合、特にこのような制

限はない。特段の事情がない限り、1）保証契約に月賦払いの弁済方法を定めた場合、事実

審の裁判官は、保証月賦の金額が保証人の月収の 30%を超える場合、及び 2）月賦払いを定

めていない場合、保証債務は保証人の資産の二、三倍以上、もしくは、保証人の年収の 4 倍

                                                   
310 Cass.com.,17 déc.2003, JurisData n°2003-021627  
311 Cass.com.,17 déc.2003, JCP E 2004, n°30, J1100, p1202, note. Casey (Jêrome) « Cautionnement 

disproportionné et responsabilité du créancier ». 
312 Cass. Com. 31 janv. 2012, n°10-28.236. D 2012, n°7, p.428. 
313 CA Poitiers, 4 juin 2002: Juris-Data n°2002-195528；CA Bordeaux, 10 févr 2005 :Juris-Data n°2005-

273965; CA Nancy, 12 janv 2006 : Juris-Data n° 2006-308846. 
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以上であれば、明らかな不均衡を認める傾向がある。 

一方では、破毀院は保証人の収入と財産に対する客観的な評価書面の作成を要求してお

らず、他方では、保証人の債務状況を左右する特別な事情も記載されていないため、金融機

関は申告財産の正しさを確認することはできない。保証人の真実な収入と財産の情報であ

るか否かについて、債権者も峻別しにくい。この点から見ると、裁判官は保証人の収入と財

産に関する報告書への審査が必要であろう。 

３．制度評価 

能登論文314は、1997 年 6 月 17 日のマクロン判決では、保証人の属性を問わず比例原則

を当てはめる点で射程が広すぎること、及び保証を過度に脆弱なものとすること、そして、

会社の営業情報を容易に獲得できる経営者保証人までに拡大するのは、あまりにも不合理

であることから、批判している315。 

それに対して、2002 年 10 月 8 日のナウーム判決では、銀行の過度融資の責任を追及す

る経営者保証人の請求を拒否したのは、銀行が保証人の支払能力と取引の収益性に関して

熟知しており、保証人が何の情報も得ていない事実から判断したのである。したがって、「今

後もより具体的に、債権者の行為様態が問題とされることになる」と指摘している316。小出

教授は、経営者支払能力の評価も困難であるとともに、経営者保証の「モニタリング機能」

の喪失、及び会社融資の困難化を理由として、経営者保証に対して比例原則を適用すべきで

はないと指摘している317。 

フランス破毀院判決は、消費者責任を軽減するための 2003 年法改正の趣旨の下で、消費

法典 L.332-1 条（旧 L.341-4 条）は消費者たる個人保証人しか適用できないと指摘する318。 

要するに、2005 年法以降、個人保証人は、同時に債務者たる会社の経営者の身分を有す

る場合、極めて優遇される地位に置かれている。ここで、立法者が予想している効果は、企

業救済手続が早期に（適時に）利用され、債権者が高い比率で弁済を受けて満足させること

ができれば、債権者にとっては、経営者とどんな保証契約を締約したのかはさほど重要では

なくなるというウインウインの局面である319。 

 

 

                                                   
314 能登・前掲注（130）379 頁。 
315 能登・前掲注（130）379 頁。クロック（野澤訳）・前掲注（297）158 頁。 
316 能登・前掲注（130）380 頁。 
317 小出篤「経営者と『比例原則』」金商 1390 号（2012）1 頁。 
318 Cass. Com., 22 juin 2010, n°09-67.814, D 2010, n°30, p 1985. 
319 Ph. Roussel Galle, La procédure de sauvegarde: Quand et pourquoi se mettre sous la protection de 

la justice. JCP E 2006, 2437 , n°9. p.1680. 



83 

 

第 四 節  小括   

本稿の問題関心は、経営者の責任軽減による企業の早期再生へのインセンティブの政策

である。上記第３款で述べた経営者に対する責任軽減・免除は、裁判上の清算手続に限定さ

れている財産上・職務上・刑事の倒産責任と並んで、経営者による企業救済手続の申立てを

促進する効果が期待されている。このことが、序章で言及した飴と鞭の政策によるインセン

ティブの機能の反映として示されるところである。 

また、本章第一節第１款二の（二）に述べたように、フランス民法における債権者の一般

担保権の役割が後退しているにもかかわらず、その担保の機能と経営者の個人保証責任と

の関係はトレード・オフの関係である。企業倒産時、債権者の一般担保権の基礎となる債務

者の財産が不足している場合、債権者の債権が担保されなくなり、経営者の個人責任が強く

追及される。それゆえ、債務者の財産の再充実のために設けられた経営者の積極財産不足の

責任には、同様に無担保債権者の損害を救済する目的を有すると解されるだろう。そのうえ、

本稿では、経営者の積極財産不足の責任制度は、裁判により、過失のある経営者の責任のみ

が追及され、その賠償金が全ての債権者に配当されることとなっている、という点から、同

様に経営者の個人財産に責任が課される経営者の保証責任（経営者保証契約による会社債

務に対する人的担保）よりは、制度的に望ましいと考えられる。 

次の章では、日本の再建型倒産手続の効率性・魅力性（容易に利用される）を改善すると

いう問題意識を前提として、フランス法における経営者責任の分類方法に従い、日本法にお

ける経営者の、金銭的、および非金銭的倒産責任の実情を究明し、その後、日仏の法比較の

検討を行う。 
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第 三 章 日本倒産法における経営者責任 

厳密にいうと、日本の倒産法においては、倒産法独自のルールに従って経営者倒産責任が

定められているわけではないが、経営者の倒産責任と関連する法的規定が倒産法に散在し

ている。本章では、主に、日本の倒産手続における経営者責任追及の実態、実体法上の責任

に関する学説を明確し、その中から経営者倒産責任を再構築する基盤を探索する。 

 

 

第 一 節 倒産手続における経営者の財産上の責任追及 

日本では、谷口安平教授が、初めて「倒産責任」という用語を用いて、企業倒産時経営者

に負担させる損害賠償責任を定義した320。企業が無資力で倒産した場合、債権者は経営者の

善管注意義務違反を理由として個別に損害賠償責任を請求できる一方で、集団的債務処理

手続たる倒産手続においては、破産管財人、債務者企業もしくは債権者による経営者の財産

上の責任追及も可能である。本節では、倒産手続における役員経営者財産上の責任追及、及

びその責任範囲、立法趣旨、学説上の議論を検討する。 

第 １ 款  役員の責任査定手続の概観 

一、立法改正の経緯 

日本の役員の責任査定制度の立法経緯については、武田典浩教授によって整理されてい

る321が、本稿は、その制度趣旨など本稿の問題意識とかかわる問題に焦点を絞り、再度の整

理を行う。 

役員の責任査定制度は、まず旧商法上の会社整理、特別清算および旧会社更生法に定めら

れていた。責任査定制度を初めて創設した昭和 13 年商法は、会社財産の散逸を防ぎ迅速な

債権債務関係の処理を目指す会社整理の下で、損害賠償請求権の存否およびその額の確認

も迅速に行うことを立法趣旨としていた322。その理由は、通常訴訟によって被害の救済を図

ると時間がかかるためである。 

昭和 27 年の会社更生法制定の際に、GHQ は、査定手続の利用率が低い一方で、株主代

表訴訟が導入されたことを踏まえて、査定よりむしろ株主や債権者の個別行使に委ね通常

訴訟で行うべきとの理由で、査定制度の存在意義に疑問を呈した。これに対して日本側は、

①略式の手続が効率的かつ円滑に進行すること、②株主代表訴訟あるいは債権者訴訟の濫

用を防止する必要があることなどを理由として、略式手続の意義があると反論し、査定手続

                                                   
320 谷口・前掲注（12）。 
321 武田典浩「取締役の対第三者責任と役員責任査定との関係」飯田秀総ほか編『商事法の新しい礎石 : 

落合誠一先生古稀記念』（有斐閣・2014）294-296 頁。 
322 武田・前掲注（321）295 頁。 
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が維持されている。その後の、平成 11 年に民事再生法の制定、平成 14 年会社更生法の改

正、ないし平成 16 年の破産法改正において、査定について特に変らずに、三つの手続に採

用されることとなった。 

したがって、現行法における責任査定の制度は、基本的に旧法の内容を踏襲している。平

成 11 年に成立した民事再生法の中に、すべての法人に適用される制度として役員の責任査

定手続が設けられたほか、平成 14 年の会社更生法および平成 16 年の破産法制定の際にも

同様の手続が設けられた。 

二、査定手続の利用状況 

破産法 177 条以下（民事再生 142 条、会社更生 99 条以下等も同様323）では、役員の責任

査定手続が規定されている。具体的には、管財人等の申立てにより、または裁判所の職権で、

必要に応じて役員の責任の査定手続を開始することができるとされる。 

通常の民法・会社法の規定による役員への損害賠償責任の追及は、手続の時間や管財人の

事務的負担を増大させる可能性が指摘され324、また、手続開始の前後には、責任を負う恐れ

のある役員が自らの財産を隠匿する等の危険性も存在するため、民法・会社法による役員に

対する責任追及の実効性は欠けるものであると考えられる。そこで、集団的紛争解決手続で

ある倒産における各手続に、債権債務関係を迅速に処理し早期の配当や弁済を実現するた

めに、通常の民事訴訟より役員の責任追及を簡易かつ迅速に行うことを可能とする（下線筆

者）役員責任査定制度が設けられた325。 

しかしながら、破産手続における責任査定制度の利用率は年々減少している326。これに対

して、会社法 429 条 1 項による債権者の個別訴訟の件数は増え続けている。その原因とし

て、査定手続を通じた債権回収の成功率は低いこと、その代わりにいくつかの債権回収の手

段が多く存在していることが谷口教授によって十数年前に論じられていた327。近時の実証

                                                   
323 会社更生手続においては、役員の責任査定の対象は、経営者（取締役、会計参与、監査役、執行役、

会計監査人または清算人）の責任に基づく損害賠償請求権のほか、１）発起人の責任に基づく損害賠償請

求権、および、２）発起人等の役員（設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行

役、会計監査人又は清算人）に対する株金払込請求権または、株式会社の成立の時、現物出資財産等の価

額が当該現物出資財産等について定款に記載された価額に著しく不足するときは、その不足額の支払請求

権（会社法 52 条 1 項）も査定の対象となっている。破産、民事再生および会社更生、三つの倒産手続に

おいては類似規定が多いため、本節で同じ規定を言及する際には、主に破産法を代表例として、説明す

る。 
324 伊藤眞『破産法・民事再生法（第 3 版）』（有斐閣・2014）591 頁。 
325 岡伸浩＝嶋岡大雄「役員責任追及訴訟」島岡大雄＝住友隆行＝岡伸浩＝小畑英一『倒産と訴訟』（商事

法務・2013）214-215 頁。 
326 山本和彦＝山本研・前掲注（3）249 頁。 
327 谷口安平「損害賠償の査定」金判 1086 号（2000）106 頁。谷口教授の論文が発表された時期、当該制

度の利用率が低下していた。その原因は、責任を追及しても必ず弁済を受けることができなく、これに対

して、私財提供や権利放棄あるいは税金の還付などによって、ある程度同等の効果があるほか、手続遂行

のため役員の協力が必要であるのに責任追及によって関係を悪化させたくないことにあると指摘されてい
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研究によると、「役員責任査定制度は、東京地裁で平成 17 年 1 月から平成 23 年 12 月まで

に 35 件の申立てがあり、うち平成 23 年は 5 件の申立てがなされたにとどまり、平成 17 年

から平成 23 年 12 月までに申し立てられた法人破産事件の全体数が 2 万 445 件であること

と比べるとわずかな件数であるといえる。」328。すなわち、GHQ が批判していた利用率の

問題は、依然として残されているといえる。 

また、倒産手続が開始される際に、役員の個人破産手続も同時に開始された場合が多いた

め、無資力の役員に対して責任を追及することが無意味となることもその原因としてがし

ばしば指摘されている329。ここには、会社が倒産した場合にその役員、特に代表者が同時に

個人破産手続の申立てをせざるをえない原因として、「経営者保証」の濫用があること330に

注目すべきである。 

三、経営者の第三者に対する保証責任の問題  

 近年、日本では、破産手続における役員責任追及制度の不活発の反面、経営者保証人が

過度に利用されているようになっている。それゆえ、ここでは、経営者の第三者に対する責

任の問題と関連して、経営者保証責任の日本における実情と問題、およびこの問題を解決す

るために、ソフトローおよび制定法上の改正手がかりについて簡単に説明する。 

１．経営者保証の現実 

日本では、自然人の倒産予防制度が設けられている331が、同じ自然人である経営者保証人

の倒産予防は不十分である。倒産手続に入った主債務者が、一定の条件の下で債務負担を軽

減される場合でも債権者が保証人に対して有する権利には一切影響を与えないとする条文

が多数存在している（会社法 571 条 2 項、会社更生法 203 条 2 項、民再 177 条 2 項、民再

235 条第 7 号）。そのため、倒産手続における保証人の境遇はかなり憫然たる状況にある。

例えば、破産法 253 条 2 項は、「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他の

破産者と共に、債務を負担する者に対して有する債権及び破産者以外の者が破産債権者の

ために供した担保に影響を及ぼさない。」と定める。すなわち、倒産手続において、保証人

                                                   
る。 
328 岡伸浩＝嶋岡大雄「役員責任追及訴訟」島岡大雄＝住友隆行＝岡伸浩＝小畑英一『倒産と訴訟』（商事

法務・2013）215 頁。 
329 北村治樹「東京地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情 1941 号（2012）55 頁。望月

千広「平成 25 年の破産事件の概観を見る：東京地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情

1989 号（2014）32 頁。安達拓「大阪地方裁判所における破産事件の運用状況」同誌同号 51 頁。 
330 杉田薫「東京地裁破産再生部における破産事件の現状②法人破産事件」法律のひろば（2008 年 2 月号）

42 頁。近時の日弁連の調査（2000～2014 年）によると、多重債務に陥った個人破産の理由の中で、保証

債務の占める割合は、22.42％に上がっている（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2014 年破産事

件および個人再生事件記録調査」1-2 頁参照。）。したがって、少なくとも経営者保証人に関するガイドライ

ンが適用される以前は、企業倒産と同時に経営者の個人破産手続も開始されるケースが多く存在していた

といえよう。 
331 具体的には、貸金業法における「総量規制」などが挙げられる。 
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の責任は、民法 448 条に定める保証の「付従性」に反して、主債務者自身の負担を越えて存

続する。小規模個人再生には、再生債務者の継続的又は反復的収入を基礎として、再生債権

に対する分割弁済を通じて、経済生活や事業の再生を図ることを目的とするために、再生計

画において、担保や保証の提供について、保証人の同意を得ることなどが除外されている

（民再 238 条による同法 158 条、165 条 I 項の適用除外）。 

２．具体的な軽減策 

（１）ソフトローによる改善 

実際に経営者保証人が十分な支払能力を有するとすれば、代位弁済の手続に進んで行く。

しかし、破産手続においては、破産免責等によって債権の多くが縮減をやむなくされている

ため、経営者保証人の求償権が実現する可能性は低いものといえる。求償権が実現しにくく

なる保証人は、連鎖的に倒産する状況に至ることが多い。保証人の資力と不釣り合いな保証

債務を負担させないよう、その事前予防のために、債権者から経営者に対して保証契約によ

って過度な保証を強制することを規制する必要がある。この点について、前述の第二章フラ

ンスの過大な保証を規制する制度は参照に値するといえよう。 

日本では、平成 26 年 2 月 1 日から適用される「経営者保証に関するガイドライン」によ

って、ソフトローの形で経営者保証人の問題の改善が図られた。同ガイドラインは、法人の

早期事業再生を促進するとともに、円滑に代表取締役等個人の連帯保証債務を整理するこ

とを目的としている。その経済的な合理性は、同ガイドラインの活用によって早期の事業再

生が促されることになり、結果的に主債務者である法人からの弁済額が増え、総回収額が増

加するということに理由づけられている332。 

（２）制定法上の改正 

近年の法改正により、保証人の地位について柔軟に対応する新たな条文も規定されてい

る。まず、平成 16 年の民法改正では、保証についての規定に若干の見直しを行った333。こ

の改正によって、保証人ないし経営者保証人の地位は徐々に改善されてきている。民法 460

                                                   
332 藤原総一郎＝浅井大輔「事業再生の局面における役員責任」小林信明＝山本和彦編『実務に効く事業

再生凡例精選』ジュリスト増刊（有斐閣・2014）260 頁。三浦豪章「個人保証制度見直しの背景『経営者

保証に関するガイドライン』の概要と展望」事業再生と債権管理 144 号（2014）27 頁。 
333 具体的に、以下の四点で改正が行われている。すなわち、①保証契約は、書面でなければ、契約の効力

を生じないとする（446 条 2 項）手書き要件（要式契約化）、②包括的根保証制度の廃止；➂保証の極度額、

期限（元本確定期日を最大 5 年と制限する）、④元本の確定事由、という四つである。 
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条 1 項334は、保証人の事前求償権を定めるが335、委託を受けた保証人は、三つの状況（①

主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しな

いとき；②債務が弁済期にあるとき、ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に給与

した期限は、保証人に対抗することができない；③債務の弁済期が不確定で、かつ、その最

長期をも確定することができない場合において、保証契約の後 10 年を経過したとき）にお

いて、主債務者に対して予め求償権を行使することができる。また、民事再生法 203 条 1 項

においても「特別条項を定めた再生計画の効力は、住宅及び住宅の敷地に設定されている抵

当権、住宅資金貸付債権者の保証人、連帯債務者などに及ぶ。」と定め、さらに同法 204 条

1 項には、いわゆる再生手続の「巻き戻し」制度が設けられている。すなわち、債務者会社

が破産手続に入った場合、原則として主債務者の倒産は保証人の地位・弁済義務に影響を与

えないが、一定の状況の下で、上記の措置を利用することができるとされる。 

さらに、2017 年に公表された法務省民法改正草案第十九の六においても、個人事業主が

事業のために借り入れを行った際の事業のための保証問題が論じられている336。そして、

2017 年 5 月 26 日に可決された民法改正法において、第四百六十五条の六、第四百六十五

条の十により、上記の草案内容が認められた。すなわち、事業のために負担した貸金等債務

を主たる債務とする保証契約の効力が認められるために、公証証書、契約締結時の情報の提

供義務などが要求され、条件が厳しくされてきている。この点から、今回の民法改正法案に、

事業のための借り入れ等に保証を提供した者の利益を保護する傾向が示されている。 

 

 

第 ２ 款 他の役員の責任追及訴訟との関係 

日本の倒産手続においては、管財人による役員責任査定による損害賠償責任の訴えの優

先性が定められていない。倒産手続に入ると、管財人は自らの権限として、役員責任査定手

続における追及と会社法による通常責任の追及という二つの手段を選択することができる

                                                   
334 日本民法第 460 条 委託を受けた保証人の事前の求償権 

 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に

対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 

 １ 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 

 ２ 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証

人に対抗することができない。 

 ３ 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約

の後 10 年を経過したとき。 
335「民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台」では、460 条 3 号を削除することが提案されてい

る。 
336 第十九の六：事業のための借入れの際に個人が保証人となる場合、保証人が事前に公正証書を作成して

保証する意思を表示しないと、保証は無効となる。また、借入れをする主債務者は自らの財産状況を保証

人に情報提供しなければならず、事実と異なる情報提供があった場合、保証契約を取り消せる場合がある。 
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337。そこで、役員責任査定と他の役員責任追及訴訟との関係を究明する必要がある。 

一、株主代表訴訟との関係 

１．管財人が選任されている場合（管財型手続） 

（１）管財型手続の開始と株主代表訴訟 

まず、倒産手続開始後には管財人の選任によって、係属中の株主代表訴訟は中断すること

となる（破産法 45 条、民再 40 条）。株主は代表訴訟の当事者適格を失ってしまうことが最

高裁によって判断された338。裁判例において、中断の理由について、「株主代表訴訟は、債

権者代位訴訟とその性質を同じくするものであるため、同様に中断すべきである」339と判示

した（破産法 44 条）。このことから、日本法においても、管財人が法定訴訟担当として起こ

した役員責任査定の裁判は、株主代表訴訟および債権者代位訴訟と同様な特徴を有すると

解されているといえよう。 

また、それと同様な理由により、管財型倒産手続開始後、株主代表訴訟の提起は不適法で

ある340。民事再生手続においても管財人が選任される限り、株主代表訴訟の余地を否定する

学説は有力である341。ただし、会社更生手続の判例において、手続終結後には、株主は自ら

経営者に対して株主代表訴訟を提起することが認容されている裁判例が存在している342。 

（２）役員責任査定との関係 

管財型倒産手続において、係属中の株主代表訴訟が中断された場合、管財人は株主代表

訴訟を受継してもよいし、受継せずに役員責任査定の申立てをしてもよいと解されている

343。しかしながら、株主代表訴訟は会社の役員に対する責任追及訴訟とは別個・独立なもの

である立場から、株主代表訴訟と再生手続の目的と矛盾するものではない等を理由として、

                                                   
337 園尾隆司＝小林秀之『条解民事再生法（第３版）』（弘文堂・2013）771 頁〔中島弘雅〕。 
338 東京地判平成 7 年 11 月 30 日判タ 914 号 249 頁 
339 大阪高判平成 1 年 10 月 26 日判タ 711 号 253 頁 

この点に関して、一般的に日本では、昭和 25 年の商法改正において、代位訴訟の理論を用いることに

より、株主代表訴訟は株主が会社の権利を代位行使する訴訟であるとして設けられた。なお学説上は、日

本の株主代表訴訟は、アメリカと類似してクラス・アクションの一種として位置づけられている見解もあ

るが、代表訴訟の側面と代位訴訟の側面の両方を有するとする見解もある（鈴木竹雄＝石井照久『改正株

主会社法解説』（日本評論社・1950）181 頁。松田二郎『会社法概論』（岩波書店・1951）135 頁。中

島・前掲注（233）247－254 頁）。 
340 ①東京地判昭和 41 年 12 月 23 日（下民集 17 巻 11・12 号 1311 頁） 

②東京高判昭和 43 年 6 月 19 日（判タ 227 号 221 頁） 

③東京地判平成 7 年 11 月 30 日（判タ 914 号 249 頁） 

谷口・前掲注（327）102 頁。谷口教授は、倒産手続において、「破産や会社更生では、管財人が会社財産

の保全管理について専権を有すると考えられるので、株主の代表訴訟は不可能」としている。 
341 伊藤眞ほか編『注釈民事再生法』（きんざい・2002）404 頁〔松下淳一〕。高木新二郎ほか編『民事再生

法の実務』（ぎんざい・2000）82 頁〔佐藤鉄男〕。 
342 ④大阪高判平成元年 10 月 26 日（判タ 711 号 253 頁） 
343 通説。三ケ月章ほか編『条解会社更生法（上）』（弘文堂・1973）616 頁。松田二郎『会社更生法（新版）』

（有斐閣・1976）150 頁。伊藤眞ほか編『注釈民事再生法』（きんざい・2000）404 頁〔松下淳一〕。高木

新二郎ほか編『民事再生法の実務』（きんざい・2000）82 頁〔佐藤鉄男〕。 
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管財人が提訴を怠慢した場合には、株主代表訴訟の可能性を前面的に否定する必要はない

と考えられている344。 

２．管財人が選任されていない場合（DIP 型手続） 

（１）DIP 型倒産手続の開始と株主代表訴訟 

管財人が選任されない場合には、原則として、倒産手続の開始は、係属中の株主代表訴訟

に対して何らかの影響もないとされている。また、手続係属中に、株主による新たな代表訴

訟の提起が妨げられないと解されている345。 

（２）役員責任査定との関係 

殆どの会社法研究者は、株主代表訴訟の係属中に、再生債務者や再生債務者による役員責

任査定の申立てはできないという見解を支持している346。これに対して、倒産法研究者は迅

速な責任追及手続である査定のほうを優先させるべきであると考えているため347、前に先

行する株主代表訴訟は重複訴訟となるから禁止すべきであると解している（民訴 142 条）。 

要するに、日本では、管財型倒産手続において、先に係属中の株主代表訴訟が中断され、

管財人に株主代表訴訟の受継と責任査定の申立てを選択権限が付与されている。管財人が

提訴を怠った場合には、株主代表訴訟を認める余地がある。DIP 型倒産手続において、役員

責任査定と株主代表訴訟との関係について、見解が分かれている。そこで、本稿は、倒産手

続の効率性・集中審理の原則の立場から、倒産法研究者の意見を支持し、役員責任査定手続

に一定の優先性を付与することが望ましいと考える。 

 

                                                   
344 深山卓也ほか『一問一答民事再生法』（商事法務研究会・2000）186 頁。田原睦夫＝石井教文「取締役

等に対する倒産責任の追及と会社更生法 72 条」NBL 529 号（1996）18 頁。中島弘雅「倒産企業の経営者

に対する責任追及」『倒産法大系』（弘文堂・2001）112-113 頁。中島弘雅「役員責任追及訴訟と倒産手続」

島岡大雄＝住友隆行＝岡伸浩＝小畑英一『倒産と訴訟』（商事法務・2013）541－542 頁参照。 

 具体的に、上記の学者は、以下の 4 点から管財人が役員に対して責任追及を行わない場合には、株主に

よる代表訴訟の利用を認めてもよいと考えている。①株主と役員との馴合い訴訟を防ぐために、管財人は

被告取締役側に補助参加することを可能にして対処できる（会社法 849 条 1 項）。②役員の責任査定訴訟

による責任追及は会社再建の目的を有し、株主代表訴訟とは異なっている。③管財人が会社の業務執行権・

財産上の管理処分権を専有するようになっても、株主の代表訴訟を提起する権限を失う規定がない。④管

財人が、管財業務に取締役の協力を仰ぐ必要があるため、経営者の悪意が明らかに証明できる場合でなけ

れば追及しない傾向がある。 
345 谷口・前掲注（327）102 頁。佐藤・前掲注（破綻処理手続と代表訴訟）294 頁。 

民事再生手続においては、会社が債務超過であっても株主の権利が当然に抹消されることはなく、再建

が成功すれば、再び財産の価値が蘇る可能性がある。それゆえ、谷口教授は、民事再生手続において、管財

人が選任されないときは、新たな株主代表訴訟の申立てを認める余地があると指摘する。 
346 大森忠夫ほか編『注釈会社法 8-1〔増補版〕』（有斐閣・1980）172 頁〔五十部豊九〕。倉沢康一郎「会社

の取締役等に対する損害賠償請求権の査定」金判 885 号（1992）191 頁。 
347 高木新二郎ほか編『民事再生法の実務』（きんざい・2000）82 頁〔佐藤鉄男〕。伊藤眞ほか編『注釈民

事再生法（上）』（きんざい・2002）404 頁〔松下淳一〕。 
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二、第三者に対する責任訴訟との関係 

役員が支払った損害賠償金は、最終的に債務者たる会社の財団に帰属し債権者に対して

弁済されることとなるため、この責任訴訟は、債権者への弁済の原資を充実するための一定

の効果を果たしているといえる。そして、企業倒産時、役員責任査定手続における管財人に

よる損害賠償責任訴訟と、債権者の会社法 429 条 1 項による個別訴訟とが両立（競合）で

きるかについての検討を要する。この点につき、倒産手続において管財人による責任追及を

優先させる説と、まったく別個の責任である説とで、見解が分かれている。 

１．優先説 

従来の学説では、間接損害と直接損害を区別した上で、少なくとも間接損害に関しては、

管財人による損害賠償請求権の行使が優先し、査定手続における責任追及が行われている

ならば、個別訴訟の追及はできないとしている348。また、管財人による査定の裁判が開始さ

れると、先行する第三者たる債権者の損害賠償訴訟は中断すると解される349。さらに、佐藤

鉄男教授350は、倒産手続が集団的に債務を処理することを目的としていることに鑑み、会社

法 429 条 1 項所定の損害賠償請求が会社の倒産によって債権者が被ったすべての損害を填

補する機能を有することを重視して、会社が倒産した場合には、債権者の直接損害・間接損

害を問わずすべての損害に対して債権者による権利の個別行使は認められず、倒産手続の

中においては、専ら債権者平等の原則の下で集団的処理に服すべきであるとしている。個々

の会社の債権者が経営者責任の個別追及を行おうとすると、本来会社に帰属すべき債権を

優先的に自己の財産に資することが可能となる。このことは、債権者平等の原則に反するこ

ととなり、司法のコストを拡大する恐れも生じる。したがって、管財人による責任追及を優

先させる考えが、有力となっている（この学説の詳しい論説について、後述本章第二節第 2

款一、参照）。 

２．別個訴訟説 

名津井教授は、役員責任追及訴訟の係属中に、会社の法的倒産手続が開始された場合、ど

んな影響を受けるかの問題について、倒産手続を DIP 型と管財型に分けて、詳細に検討し

た。同教授の論文において、役員の対第三者責任と倒産手続における役員の責任との関係に

ついて、会社法 429 条１項に基づく役員等に対する損害賠償請求権が第三者のために特別

に法律によって認められた固有権であること、および直接損害の事例で生じる損害が第三

                                                   
348 谷口・前掲注（12）（1981）253－254 頁。霜島甲一『倒産法体系』（勁草書房・1990）362 頁。木下重

康「損害賠償請求権の査定」竹下守夫＝藤田耕三編『<裁判実務大系・3 巻>会社訴訟・会社更生法〔改訂

版〕』（青林書院・1994）562 頁。 
349 宮脇幸彦=山口和男=井関浩『注解会社更生法』（青林書院・1986）239 頁〔生田治郎〕。 
350 佐藤・前掲注（9）24、221 頁以下。 
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者に固有の損害であることを理由として、法的倒産手続が開始しても、係属中の対第三者責

任追及訴訟は中断しないと指摘されている351。 

 

 

第 二 節  経営者の倒産実体法上の責任に関する理解 

日本では、責任追及について、上記の特別な査定手続が設けられているが、そこで責任査

定の申立人が適用できる実体法上の責任については、一般的には、平常時にも適用される民

法・会社法の規定352を根拠とする。倒産法においては、役員責任査定の制度は単なる手続に

とどまっており、その適用範囲や責任の性質・対象、査定の対象となるべき損害の範囲等に

ついては明確に限定されていない。本稿で主に論じている経営者の倒産責任は、経営者の放

漫経営、粉飾決算、会社財産の流用によって企業が倒産した場合、倒産手続係属中、経営者

に負担させる責任を意味している。それは、役員の会社に対する責任のみならず、第三者に

対する責任に含まれる間接損害の問題ともかかわっている。本節は、経営者倒産責任を対会

社責任と対第三者責任に分けて、検討する。 

 

第 １ 款 役員の対会社責任と経営者倒産責任 

一、倒産責任を任務懈怠責任とする考え方 

通説によれば、一般に破産法および民事再生法における査定対象は、会社法 423 条等に

基づく経営者の任務懈怠責任が中心になると考えてられている353。 

商法・会社法の議論には、同条の責任を倒産責任と結びつけて論じられるものが少ないが、

吉原教授は、ドイツ倒産手続法における倒産申立責任から示唆を受け、会社の再建可能性や

倒産処理の方法などにつき慎重さをもって考慮検討すること、および会社の財産を維持す

ることは経営者の善管注意義務に含まれるべきとしている。そのなかに、「取締役の第三者

に対する行為は、会社の社会的・経済的信用を傷つけることになるという理由で会社に対す

る任務懈怠であると捉えられる」と理解される354。言い換えれば、一般法上の役員の善管注

意義務に倒産防止の義務が含まれるという見解である。 

                                                   
351 名津井吉裕「役員責任追及訴訟と法的倒産手続の開始」神作裕之ほか編『会社裁判にかかる理論の到

達点』（商事法務・2014）498－503 頁。 
352 民法の一般理論によると、会社と経営者との関係は使用者と被用者間の関係であり、このような役務

提供型契約所定の任務を履行する際に、経営者は民法 400 条の善良な管理者として善管注意義務を負うべ

きであるとされる（民法 644 条）。すなわち、経営者は自らの行為によって会社が損害を被った場合、法

律・定款、委任契約上の義務違反を理由とする債務不履行によって、損害賠償責任を負うこととなる。 
353 園尾＝小林・前掲注（337）765 頁。伊藤・前掲注（324）591 頁。 
354 岩原紳作 編『会社法コンメンタール（第 9 巻）』機関（3）（商事法務・2014）345 頁〔吉原和志〕。吉

原和志「会社の責任財産の維持と債権者の利益保護（3・完）」法學協会雑誌 102 巻 8 号（1985）1480 頁。 
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いずれにせよ、企業倒産という特別な事情を原因として役員に負担させる責任は、日本法

では特別責任とされず、会社法 423 条等に含まれるという理解である。 

二、査定の対象となる役員の任務懈怠責任 

１．会社法上の役員の任務懈怠責任 

（１）責任の内容 

会社とその役員との間の法的関係は委任契約を締結した委任者と受任者の関係となる

（会社法 330 条）。それゆえ、会社法 423 条所定の役員の対会社責任は、その任務懈怠・債

務不履行によって生じる契約責任である。また、これらの規定と類似しているものとして、

発起人責任（会社法 53 条、商法 193 条 2 項）と清算人責任（会社法 486 条）が挙げられ

る。 

旧商法 266 条 1 項所定の取締役の任務懈怠責任の基本内容は、会社法 423 条に踏襲され

ている355。その責任の構成について、会社法 423 条 1 項は役員の損害賠償責任の帰責事由

を包括的に定めている規定であると理解されているのが一般的である356。具体的には、①違

法配当行為（会社法 462 条、464 条、465 条）②利益供与行為（同法 120 条 4 項）③利益

相反取引（同法 423 条 2 項 3 項、356 条 1 項 2 項、および同法 419 条所定の他の執行取締

役の利益相反取引違反に関する報告義務違反行為も含まれる）、及び④法令又は定款に違反

した行為（同法 355 条）357、の四つによって構成されている。要するに、倒産手続が開始

されると、役員責任査定手続の申立人（管財型手続においては会社財産の管理・処分権を有

している管財人、DIP 型手続においては債務者または債権者）は、会社法 423 条、ないし

は会社法 462 条、464 条、465 条所定の任務懈怠責任に基づいて役員の損害賠償責任を追

及することができる。 

会社更生法においては、やや特別に、上記の内容に加えて、発起人の責任に基づく損害賠

償請求権、及び発起人、取締役または執行役に対する株金払込請求権または現物出資の目的

である財産、あるいは会社成立後に譲り受けることを約した財産の物価もしくは不足額の

支払請求権が、役員責任査定の対象となっている。 

（２）責任の主体 

原則として、上記具体的な任務懈怠行為を行った役員は、損害賠償責任を負うこととなる。

                                                   
355 旧商法 266 条 1 項において、その 1 号から 5 号まで、役員の会社に対する損害賠償責任を負う場合が

定めている。具体的には、①違法配当行為（同条 1 項 1 号）②株主権の行使に関する利益供与または、他

の役員に対する金銭貸付行為（同条 2 号）③利益相反取引（同条 3 号 4 号）④法令または定款に違反する

行為（責任限定可能、同条 5 号）、の四つに分けられていた。 
356 神田秀樹『会社法（第 19 版）』（弘文堂・2017）257 頁。江頭憲治郎『株式会社法〔第 6 版〕』（有斐

閣・2015）463 頁。 
357 ここでいう法令又は定款に違反した行為は、任務懈怠責任であるか、もしくは忠実義務違反につき負担

させる責任であるかについて、議論がなされている。最判平成 12 年 7 月 7 日（民集 54－6-1767）参照。 
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会社法 423 条 1 項所定の責任主体の範囲は、商法旧 266 条 1 項の時点で対象となっていた

取締役のみならず、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人等すべての役員までに拡張さ

れている。 

しかし、利益相反取引などがあった場合、当該役員の行為が取締役会等の決議に基づいて

なされた場合には、その決議に賛成した者も同一責任を負うこととなる（会社法 423 条 3

項 3 号、369 条 5 項）。この他、取締役会設置会社においては、取締役会は業務執行を決定

し、すべての取締役は、他の取締役の職務執行を監視する義務を負っている（会社法 357

条）。したがって、実際に自ら業務執行を行っていなくとも、監視義務違反につき平取締役、

監査役および会計監査人などは監督責任を追及され得る。また、健全な会社経営を行うため

に、一定規模以上の会社については、自らの特性に応じて内部統制システムを構築する義務

がある。同システムの構築があったために他の役員による違法行為があった場合、取締役の

善管注意義務・忠実義務違反が認められる358。 

なお、役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合に，他の役員も同様に損害

賠償責任を負うときは、これらの複数の責任者間は連帯して責任を負うとされる（会社法

430 条）。 

（３）証明責任の分担 

民法 415 条により、経営者の債務不履行責任は、過失責任の構造に即して追及されるの

が一般的である。平成 17 年会社法が制定される前に、資本維持・充実の要請から、上記（１）

において列挙した帰責事由のうち、①および②については取締役の無過失責任として捉ら

えていた。それが、取締役にとっては過酷であり、取締役の経営の萎縮がもたらされると批

判されていた。この問題を解決するために、平成 17 年に会社法は、役員（商法旧 266 条に

おける取締役）の会社に対する損害賠償責任の構造のみならず、それに関わる証明責任につ

いても改正を行った。 

改正後の現行会社法は、①と②を過失責任として一般化した。そのため、原告側は違法配

当の事実を立証し、被告側はその職務を行うについて注意を怠らなかったことを抗弁事由

として主張することができる。しかし、②の行為による役員の責任を追及する場合には、過

失行為を行った役員が自ら無過失の抗弁をすることができない。③については、会社法 423

条 3 項 3 号によると、経営者は利益相反取引を行い会社に対して損害を生じさせた場合に

は、任務懈怠が推定されることとなる。それに加えて、株主総会で承認を受けても、且つ責

                                                   
358 関連判例：大阪高判平成 27 年 5 月 21 日金判 1469 号 16 頁は、監査役に対し、会社の内部統制システ

ムを構築するよう助言又は勧告すべき義務を認めた。名古屋高判平成 17 年 5 月 18 日判時 1898 号 130 頁

は、「従業員に対する牛乳の再利用に関する教育・指導等を講じて、法令を遵守した業務がなされるような

社内体制を構築すべき職責がある」から、監査役の責任を認めた。 
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任限定契約と責任免除の内容が定款において定められている場合であっても、経営者は自

分のためにした取引に対して、一部免責または責任の軽減（会社法 425 条、426 条、427 条）

を求めることもできないことが定められている（会社法 428 条 1 項）。言い換えれば、現行

会社法においては、上記②利益供与行為と③利益相反取引を行った経営者にとっては、自身

が負担すべき損害賠償責任は無過失責任として解されているのである359。 

そのため現行法の下で、上記の場合を除き、査定申立人が基本的に過失責任の一般要件に

従った経営者の責任追及を行わせることとなっている。 

２．裁判例における具体的な帰責事由 

倒産手続における役員の責任査定に関する下級審の裁判例をみると、役員の任務懈怠責

任が肯定されたものは、具体的に以下のように区分される。すなわち、1）「違法配当」（会

社法 462 条、464 条、465 条）360、2）粉飾決算または粉飾経理361、3）リスク管理体制を

構築する義務違反（会社法 423 条）362、4）不当給付363である。その中、実証研究によると、

「不適切な経営」が指摘される事件はわずか 29 件（9.3%）であり、多くのは、上記の事由

のほか、このほか民事再生法 125 条 2 項所定の 5）「業務・財産状況報告書に不確実な記載」

が挙げられる364。 

これらの事由のなか、１）の「違法配当」は会社法 462 条、464 条、465 条により直接適

用されたものであるが、２）の「粉飾決算または粉飾経理」、３）「リスク管理体制を構築す

る義務違反」365、および「不適切な経営」は、会社法 423 条所定の「任務懈怠責任」につ

いて、判例法理によって解釈されてきた事由である。 

 

表３．近時の役員責任査定に関する裁判例 

 倒産手続 判決年月日 内容 

1 
会社更生 

（監査役） 

大阪地判平 27・12・14 判

時 2298 号 124 頁 

不当給付：親子会社間の業務委託料が不合理に

高額に過ぎる請求ではないため、更生会社の監

査役としての職務を懈怠したことを認められな

い。 

（商法旧 277 条：監査役の対会社責任） 

                                                   
359 神田・前掲注（356）258 頁。 
360 東京地判平成 17 年 6 月 14 日判時 1921 号 136 頁、東京地判平成 25 年 3 月 28 日（【事件番号】平成

23 年（ワ）第 32498 号）配当金返還請求事件 
361 東京地判平成 23 年 12 月 22 日（【事件番号】平成 21 年（ワ）第 41140 号）、東京地判平成 24 年 1 月

19 日（【事件番号】平成 22 年（ワ）第 3007 号/平成 22 年（ワ）第 13509 号） 
362 大阪地判平成 25 年 12 月 26 日判時 2220 号 109 頁は、どのように会社の内部統制システムを構築す

るかは経営判断原則の問題であると判示した。しかし、内部統制システムの構築について、経営判断の原

則が適用されるかどうかについて、学説上見解が分かれている。 
363 大阪地判平成 27 年 12 月 14 日判時 2298 号 124 頁 
364 山本和彦＝山本研・前掲注（3）249 頁。 
365 大阪地裁平成 12 年 9 月 20 日判タ 1047 号 86 頁の判決により、リスク管理体制を構築する義務違反が

会社法 423 条の中に解釈されている。 
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2 
破産 

監査役366 

大阪地判平 25・12・26 金

判 1435 号 42 頁 

いわゆるセレクト事件において、監査役に、リ

スク管理体制が構築する義務、取締役に対して

適切なリスク管理体制の構築を勧告すべき 

義務の存在を認め、その任務懈怠を肯定した。 

3 
会社更生 

（取締役） 

東京地判平 25・3・28【事

件番号】平成 23 年（ワ）

第 32498 号 

武富士株式会社更生事件   

違法な剰余金の配当（否定） 

調査委員会の経営責任調査手続において、中間

配当は、いずれも分配可能額の範囲内にあるこ

とから、取締役の責任を認めるのは困難である

とした。 

4 

民事再生 

（取締役） 

査定異議事件 

東京地判平 24・1・19【事

件番号】平成 22 年（ワ）

第 3007 号 

(原告は査定決定の 

取り消しを求めた) 

粉飾経理に基づく納税相当額の損害金より 

超える部分を取り消した、 

虚偽の決算書の作成が肯定された。 

5 

破産 

（取締役） 

査定異議事件 

東京地裁平 23・12・22

【事件番号】平成 21 年

（ワ）第 41140 号 

(原告は査定決定の 

取り消しを求めた) 

原告の善管注意義務・監視義務違反 

粉飾決算と会長の元妻と息子などに対する 

高額な報酬の支払いを認めた。 

6 

民事再生 

（債務者会社→ 

元代表取締役） 

 

東京地判平 17・6・14 判

時 1921 号 136 頁 

そごう株式会社再生事件 

肯定：売買を仮装した巨額融資が認められた 

（原因事実の発生時間：民再手続開始前平成元

年） 

7 

民事再生 

（債務者会社→ 

旧取締役ら） 

 

東京地平 16・9・28 

判時 1886 号 111 頁 

そごう株式会社再生事件 

否定：貸付行為 

連帯保証債務あり、経営判断原則による考慮 

 

しかしながら、企業倒産の場合、「粉飾決算または粉飾経理」、「リスク管理体制を構築す

る義務違反」と類似する、いわゆる倒産の原因となる役員の「放漫経営」等も「不適切な経

営」のように、任務懈怠責任の帰責事由としてどこまで解釈されるかについては、さらに検

討する必要があろう。 

経営者の放漫経営行為などについては、会社法 423 条によって判断された裁判例が存在

する。すなわち、福岡高裁宮崎支部平成 11 年 5 月 14 日の判決において、裁判所は、原審

の「経営判断の原則」の適用を否定した上で、企業が破綻の危険に瀕している場合、特に第

三者との関係においても、経営者はなるべく会社経営と債権者の損害を回避するため、事業

の縮小・停止のないように、場合によって破産申立てをすべきであると指摘した。その上で、

役員による代金の支払の見込みがないのに商品を仕入れた行為、投機的冒険的経営行為に

は合理性がないと判示した367 

 

                                                   
366大阪地判平成 25 年 12 月 26 日（一審）金判 1435 号 42 頁、大阪高判平成 27 年 5 月 21 日（控訴審）

金判 1469 号 16 頁、最判一決平成 28 年 2 月 25 日（上告審）【事件番号：平成 27 年（受）第 1529 号】 
367 福岡高宮崎支判平成 11 年 5 月 14 日判タ 1026 号 254 頁（損害賠償請求控訴事件）。類似の例として、

福岡高判昭和 55 年 10 月 8 日判時 1012 号 117 頁、高松高判平成 19 年 3 月 16 日資料版商事法務 310 号

260 頁（四国銀行株主代表訴訟事件）が挙げられる。 
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第 ２ 款 役員の対第三者責任と経営者倒産責任との関係 

一、倒産責任を対第三者責任とする考え方 

前述した通り、谷口安平教授は、企業倒産時の経営者に負担させる損害賠償責任について、

初めて「倒産責任」という概念を用いた368。教授は、倒産を機に生じる全ての責任を、１）

倒産とは無関係に生じた責任がちょうど倒産手続の前後に表面化した場合と、２）経営者の

放漫経営、粉飾決算、会社財産の流用によって生じた責任が会社の倒産と密接に関係すると

いう二つの場合に分類した。そして、倒産手続と対第三者責任との関係について、管財人は

債権者のために行動するという考え方から出発し、いわゆる会社法上議論されている「間接

損害」に対する賠償は、倒産手続において、先に会社の弁済原資として回収され、最終的に

清算ないし再建のための資金とされるべきものと理解されている369。倒産という集団的債

務処理手続、とくに管財型手続において会社の権利を行使すべき管財人がいる場合に、これ

と並んで第三者に権利行使を認めることは、多数の債権者が各自権利を自由に行使し、混乱

を招く結果となる。これでは、倒産手続の目的と矛盾することとなるため、管財人による権

利行使が優先し、第三者の請求権は管財人が権利行使をしない場合にのみ行使できるよう

に解釈すべきであると述べられた370。また、多数債権者の個別行使が債権者間の平等に反す

ること、混乱を招くことを理由として、特に間接損害は倒産責任の枠内で解決することが望

ましいという見解を示された371。 

その後の学説のうち、佐藤鉄男教授は、より明らかに倒産時の経営者責任を、民法・会社

法上の責任と区別するものとして捉えている。つまり、管財人による損害賠償請求権の行使

が優先し、個々の会社債権者は管財人が権利行使をしない場合にのみ権利行使ができると

解すべきであるとする372。そのうえ、「取締役が会社債権者に責任を負う受託者的地位は、

会社に支払能力があるうちは潜在的だが、支払能力を喪失すると顕在化する」373ことを指摘

し、会社倒産によって債権者が被った損害を填補する機能、および債権者平等の原則を重視

する観点から、商法旧 266 条ノ３に関する事例は個別的救済に止まるべきではなく、集団

                                                   
368 谷口・前掲注（12）（1981）。 
369 谷口・前掲注（12）（1981）253－254 頁。 
370 谷口・前掲注（12）（1981）254 頁。同論文の脚注 21 に引用された松田一郎判事、霜島甲一教授、宮

脇幸彦教授も同様な見解を持っている。 
371 谷口・前掲注（12）（1981）253 頁。 
372 佐藤・前掲注（9）24、218、221 頁。 
373 佐藤・前掲注（9）36－37 頁。 

また、佐藤教授は以下の内容も指摘している。すなわち、①債権発生後に会社が支払不能になった、②

債権発生前に会社が支払不能であった、という二つの場合によって、取締役責任追及訴権の帰属に関して

差異がある。とくに②の場合では、財産状態に関する虚偽に基づく取引などのように当該債権者につき考

慮すべき個別的な事情が多いと推測される、とする。 



98 

 

的処理にも服すべきと指摘した374。その他に、佐藤教授は、倒産手続の集中審理の原則を踏

まえて、会社の債権・債務関係を効率的・迅速的に処理するために、直接損害・間接損害を

問わずに財団財産に関わる訴えは全て倒産手続に吸収されるべきとする375。このような取

扱いは、倒産手続における役員責任査定手続の本来の立法趣旨と合致していると言えよう。 

また、比較法の視角から、アメリカの信認義務（企業価値最大化義務）376、イギリスの不

当取引責任377、およびドイツの倒産引延責任378、等諸外国の経営者倒産責任制度を勘案し

た上で、企業倒産時の経営者責任に関する解釈が再び検討されている。その中において、本

稿と同様にフランス法を比較対象としている山田教授の研究において、経営者が債権者に

より損害賠償責任を追及されるケースのなか、会社が倒産したり、倒産に瀕したりする場合

が多い点から379、フランス法から示唆を受け、特別法定責任として理解されている旧商法

266 条ノ３の適用は倒産の場面に限定する解釈は必要であると論じられた。さらに、同教授

は、日本法においても、旧商法 266 条ノ３は特別法定責任と解される以上、会社債権者の

個別的救済にとどまるべきではなく、会社債権の集団的生産に供せられると述べている。そ

の論述は、前述の佐藤説と同様に見えるが、当時の商法 266 条ノ 3 の条文解釈のみでは限

界があると指摘している380。また、近時、武田浩典教授は、会社法 429 条 1 項が、紆余曲

折を経た中で企業倒産時に債権者を救済する目的を果たす取扱いとなったことは、比較法

的には若干奇異であるとし381、かつての会社整理における査定制度の立法趣旨と導入経緯

を勘案した上で、終局的な権利保護を実現するためには、株主や債権者による個別請求は査

                                                   
374 佐藤・前掲注（9）24、221 頁以下。 
375 佐藤・前掲注（9）221 頁以下。 
376 武田典浩「取締役の債権者に対する信認義務―企業価値最大化義務の検討―」中央大学大学院研究年報

34 号（2005）175 頁以下。加藤哲夫「日米における『再生債務者・DIP』論の一断面 : 公平誠実義務と信

認義務をめぐる理論状況」民事訴訟雑誌 61 巻（2015）1-25 頁。 
377 中島・前掲注（13）461-499 頁。岩淵重広「倒産局面にある会社の取締役の義務―イギリス法における

不当取引と債権者の利益を考慮する義務を参考に―」同志社法学 67 巻 5 号（2015）257 頁以下、武田典浩

「イギリス倒産法における不当取引責任」丸山秀平＝中島弘雅＝南保勝美＝福島洋尚 編『企業法学の論理

と体系：永井和之先生古稀記念論文集』（中央経済社・2016）483 頁以下。金澤大祐「イギリスにおける取

締役の債権者に対する責任についての一考察」日本大学法学大学院法務研究第 14 号（2017）85－99 頁。 
378 武田典浩「ドイツ有限会社法六四条三文改正案をめぐって―欧州における倒産引延責任をめぐる近時の

発展をてがかりに―」法学新報 114 巻 11・12 合併号（2008）339 頁以下、武田典浩「EU 国際私法におけ

る倒産会社取締役の損害賠償責任(１・２完)ドイツ連邦通常裁判所二〇一四年提示決定の場合」法学新報

122 巻（2016）9・10 合併号 521-562 頁、11・12 合併号 145-194 頁。 
379 山田・前掲注（12）198 頁。同論文には、日本会社法制定前の旧法の下で「圧倒的判例が示唆する商

法二六六条ノ三の機能的実体は、会社が破産したか事実上破産した場合にその多くが限られているという

ことである。このことから、判例が採用したといわれる法定責任説は、実は、会社の破産または事実上の

破産という特殊な利害状況を前提にしてはじめて機能することが多いといえないであろうか」と指摘され

ている。なお平成 17 年会社法制定後の裁判例でも、同様な規律が示されている。例えば、東京地判平成

21 年 3 月 27 日金判 1322 号 61 頁（過払金返還請求事件）、大阪高判平成 26 年 2 月 27 日金判 1441 号 19

頁（英会話教室事件）等が挙げられる。 
380山田・前掲注（12）222－223 頁。 
381 武田・前掲注（321）286 頁。 
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定に吸収されるべきと解釈するほうが妥当であると指摘した382。 

倒産責任と会社法 429 条１項に所定の対第三者責任との関係を究明するには、さらに、

その立法背景、趣旨、商法・会社法上の学説の議論を明確にしなければならない。 

二、役員の対第三者責任（会社法上の議論） 

１．商法旧 266 条ノ 3 の立法背景 

商法旧 266 条ノ 3 条第 1 項により、債権者の利益保護の視点から取締役の第三者に対す

る責任が定められた。第一次世界大戦後の関東大震災、昭和初期の金融恐慌の背景の下で日

本経済は低迷期に陥り、多くの株式会社、特に大手の金融機関が倒産することとなった。こ

の時代、債権者は債権回収を実現するために、取締役に対して責任を追及する事例が大量に

発生した383。また、資力の弱い中小企業が倒産した場合には倒産会社の残存資金のみによっ

てしか債権者は弁済を受けられない事例が非常に多かった。これに対し、民法の一般理論の

みによっては債権者の利益を保障するのに必ずしも十分ではなかったために、商法におい

て取締役の第三者に対する責任を規定する機運が高まるのに乗じて、当該条文が立法化さ

れた。 

しかし、同規定の内容は非常に抽象的であったため、この責任の対象である損害の範囲、

責任の地位などについて、非常に激しい議論がなされていた（次の２を参照）。現行会社法

429 条 1 項は、その適用対象を取締役からすべての役員にまで拡大したところを除き、商法

旧 266 条ノ 3 条の基本内容を踏襲している。 

２．間接損害にめぐる従来の議論 

役員の第三者に対する損害賠償責任の範囲について、学説は長年にわたり、主に第三者が

被った損害が直接・間接どちらの性質を有するかについて分類した上での考察を行ってい

る。直接損害とは、会社が損害を受けたか否かを問わず、取締役の行為によって第三者が直

接的に被った損害であり、間接損害とは、第一次的に会社に損害が生じ、その結果、第二次

的に第三者が損害を被った場合の損害である384。このうち、経営者の放漫経営・利益相反取

引等により会社が無資力で倒産した場合の会社債権者が被った損害（債権の回収不能）が間

接損害385の典型であり、かつ本稿の研究対象たる経営者の倒産責任の原因となる損害であ

                                                   
382 武田・前掲注（321）294－297 頁参照。 
383 西川義晃「旧法下における取締役責任事例の分析――大規模公開株式会社取締役責任論への回帰」法学

研究 25 号（2000）35 頁以下。 
384 神田・前掲注（356）267 頁。 
385 江頭・前掲注（356）505 頁。 

また、間接損害について、森本滋教授は、判例研究を踏まえて、間接損害の場面を具体化するように検

討している。具体的に、間接損害が認証されるのは、経営者の放漫経営などの行為は、会社に損害を与え

るとともに、債権者との関係でも加害行為として違法性が認められる場合を意味している。森本滋「第三

者に対する責任の機能とその適用範囲の拡大（上）―最高裁の判決例を素材として―」金融法務事情 1212
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る。 

従来の学説は、第三者が被った損害に対して役員が損害賠償責任を負う範囲について、①

直接損害限定説、②間接損害限定説、および③両損害包含説（現在の通説）の三つに分かれ

ている。 

判例においては、昭和 44 年 11 月 26 日の最高裁大法廷判決386は、財政基盤の弱い中小企

業の破産と関連する金融機関の連鎖倒産に対する政策的な配慮に基づき、債権者保護の立

場から、③の両損害包含説387を採用した。ここで興味深いのは、この説によると、債権者が

証明すべきことは、経営者の任務懈怠についての悪意・重過失の存在であるが、直接に自分

の利益を害する悪意・重過失について証明する必要がないという点である388。それにより、

429 条 1 項所定の対第三者責任の範囲（損害賠償を請求する主体範囲）がかなり拡大され

た。 

また、①の直接損害限定説は、有力な少数説である。同説は、会社法 429 条 1 項による

役員の対第三者責任の追及について、債権者は間接損害を受けた場合、債権者代位権（民法

423 条）389、および株主代表訴訟（会社法 847 条）によって問題を解決することができる

ため390、直接損害のみに限定されるべきであるとする。②の間接損害限定説は、会社法 429

条 1 項の適用を間接損害に限るとするもので、直接損害に関する役員の責任は民法 709 条

によって解決すべきであり391、さらに 429 条 1 項に関する訴訟は、取締役の対会社責任を

債権者代位したり、差押えの上取立命令を得たり、株主代表訴訟によりその責任を追及した

りする場合と類似のものであると理解している392（下線筆者）。 

さらに、近時の学説には、429 条 1 項の対第三者責任の存在意義と必要性が疑われると指

摘した上で、429 条 1 項を廃止すべきという主張が注目されてきている393。その理由とし

                                                   
号（1989）9 頁以下参照。 
386 最大判昭和 44 年 11 月 26 日民集 23 巻 11 号 2150 頁。大法廷は、以下のように商法 266 条ノ 3（現行

会社法 429 条）の範囲を解釈した。すなわち、同条文は、「取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間

に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいては第三者に損害を生じた

場合であると、直接第三者が損害を被った場合であることを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に

対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである」。 
387 上柳克郎「両損害包含説」『会社法・手形法論集』（有斐閣・1980）116 頁以下。会社が被った損害と債

権者が被った損害が容易に区別できないところに立脚し、両損害包含説が提出された。 
388 神田・前掲注（356）265 頁。 
389 債権者の代位訴訟の基礎理論に関する先行研究としては、平井宜雄『債権総論〔第 2 版〕』（弘文堂・

1994）271–272 頁、松坂佐一『債権者代位権の研究』（有斐閣・1950）1 頁以下、林良平＝石田喜久夫＝

高木多喜男＝安永正昭『債権総論（第三版）』（青林書院・1996 ）165 頁以下等が挙げられる。 
390 直接損害限定説について、松田二郎『株式会社法の理論』（岩波書店・1962）285-286 頁、松田二郎＝

鈴木忠一『条解株式会社法（上）』（弘文堂・1951）308 頁参照。 
391 佐藤庸『取締役責任論』（東京大学出版会・1982）146-147 頁。 
392 岩原編・前掲注（354）343 頁〔吉原和志〕。 
393 田中亘『会社法』（東京大学出版会・2016）354-355 頁。 
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て、経営者のフォートが債権者に対して損害を招致した場合、直接損害が認められる場面で

は不法行為責任が追及されるが、間接損害の場面では経営者の対会社責任、並びに債権者代

位訴訟によって経営者に責任を負わせることができるため、問題が解決される（直接損害限

定説と間接損害限定説のそれぞれ一部の解決案を利用して問題解決が達成できる）との見

解である。 

そのほか、経営者の対第三者責任と一般不法行為責任との関係については、両損害包含説

と直接損害限定説のそれぞれ立場から対立がある。両損害包含説は、対第三者責任を特別法

定責任として位置づけているゆえ、「法定責任説」と呼ばれている394が、これに対し、昭和

44 年大法廷判決の反対意見（少数説）は、民法 709 条所定の不法行為責任と比較すると、

会社法 429 条 1 項が悪意・重過失がある場合にのみ（軽過失の場合は除く）経営者に責任

を負担させる点から、この責任を一般の不法行為責任の特則として位置づけ、直接損害限定

説に近い立場をとる395。法定責任説は、昭和 44 年最高裁判決の法廷意見と合致しており、

現在においても通説的な地位を占めている。法定責任説によると、会社法 429 条 1 項の対

第三者責任は、民法の不法行為責任と比べて、その責任の要件・効果・立法主旨が異なって

いる。それゆえ、会社法第 429 条 1 項所定の責任と一般不法行為責任とは競合する関係に

あるということになる。 

３．従来の学説における直接・間接損害に対する実質的な考慮 

松田二郎判事は、昭和 44 年最高裁判決を批判して直接損害限定説を提唱し、経営者の任

務懈怠により会社が倒産するに至った場合に債権者が被った損害の賠償を認めることは、

「会社の取締役に対する損害賠償請求権を債権者又は株主において分け取りして、会社資

産の充実を害することとなる」396と指摘している。このように考えた背景には、実際に会社

更生手続のような倒産手続を想定して導いた結論であることが容易に推測される。なぜな

ら、会社更生手続の場合、会社は再建計画を通して事業の回復の見込みが想定されるため、

会社の将来の発展可能性のために、会社資産の維持を考慮しなければならないからである。

                                                   
394 第三者に対する責任に関する商法学者による研究は多数存在しているが、特別法定責任とする考え方

として、以下の文献が代表的に挙げられる。石井照久『会社法（第 1 巻）』（勁草書房・1977）350 頁。河

本一郎『現代会社法（第 9 版）』（商事法務・2004）330 頁。 

具体的には、法定責任説は、役員の対第三者責任は政策的価値判断を法的に構成したものであると認識し、

その法的構成は一般の民事責任原則から離れており、その法的効果は法人格および会社代表の法理の例外

として理解されている。証明責任の分配については、過失責任のルールに従い、原告は役員の悪意・重大

な過失を証明しなければならない。また、この責任の消滅時効期間は民法上の不法行為責任の 3 年ではな

く、10 年とされているというところからも特別法定責任という位置づけが説明される。 
395 松田・前掲注（339）208 頁。松田・前掲注（343）147 頁。いわゆる不法行為特則説は、429 条 1 項は、

役員の悪意・重大な過失を構成要件として要求しているために軽過失が免責されることに鑑みると、実際

には経営者の対第三者責任が 429 条 1 項により軽減されていると指摘する。 
396 松田・前掲注（343）147 頁。 
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また、この見解は、大規模公開会社の社会的価値、およびその関連会社の連鎖倒産のおそれ

に配慮して導かれる立論だと考えられている397。以上のように大規模公開会社の更生手続

においては会社の再建を優先し、倒産に起因した債権回収不能の間接損害を経営者に負担

させないようにすべきであるという考え方が成り立つ。 

他方、間接損害限定説あるいは両損害包含説は、いずれも小規模で閉鎖的な株式会社を対

象とした清算型倒産手続における債権者の利益保護から発想した考え方である398。そのた

め、特に債務者企業が清算型倒産手続に入った場合、手続の円滑的な進行を保障するために、

管財人等は役員の損害賠償責任を追及することを通して債務者の弁済原資の増殖を図るこ

とが一般的である。 

要するに、役員の対債権者の責任に関する各学説は、以上のような、役員の第三者に対す

る責任に関する各学説の想定場面の相違を前提にしている。 

 

 

 

 

 

第 三 節 自己破産による職業・資格の制限と詐欺破産 

第 １ 款 自己破産による職業・資格の制限 

一、法改正の経緯と実務状況 

１．法改正の経緯 

日本では、古くは江戸時代から、倒産者の資格制限が見られた399が、フランス破産法を継

受した商法破産編においても資格制限・勤務禁止・公民権停止が定められていた。しかし、

旧々破産法（大正 11 年 4 月 25 日法律第 71 号）は、ドイツ法の非懲戒主義の理念を受け入

れ、上記の資格制限および勤務禁止などの規定を撤廃することとした。 

その後、旧商法の時代に、破産者であることを取締役の欠格事由とする改正がなされた

（旧商法 254 条ノ 2 第 2 号）。しかし、現行法である平成 17 年会社法が制定された際には、

政策的な見地から「破産手続開始決定を受け復権していない者」という文言が株主会社の取

                                                   
397 岩原編・前掲注（354）343 頁〔吉原和志〕。 
398 松井英樹「会社法 429 条責任の法的構造」丸山秀平＝中島弘雅＝南保勝美＝福島洋尚 編『企業法学

の論理と体系：永井和之先生古稀記念論文集』（中央経済社・2016）866 頁。岩原編・前掲注（354）342

頁〔吉原和志〕。 
399 園尾隆司『民事訴訟・執行・破産の近現代史』（弘文堂・2009）250 頁。 

この中には、例えば、江戸時代から主に大阪・東京で運営されていた手形交換所において、債務不払い

者に対する集団的取引停止処分制度がある（手形不渡しによる銀行取引停止処分）。 
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締役の欠格事由から削除された。 

２．法的規定と運用状況 

現行法の下では、企業破産は取締役の欠格事由とならない。もちろん、取締役個人に破産

手続が開始された場合は受任者としての地位を失うので退任しなければならず（民法 653

条 2 項）、代理権も失う（民法 111 条 1 項 2 号）。持分会社の社員の退社事由（会社法 607

条 5 項）の規定もこれと同旨である。また、詐欺破産罪が科された取締役は、刑の執行が終

わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者は、取締役と

して選任することができない（会社法 331 条）という制限はある400。しかし、詐欺破産罪

が実際に適用されることは、後に見るように少ないので、破産者が新たに取締役として選任

されるかどうかは、原則として株主総会の判断に委ねられ、法律上の制限はないこととなる。 

このほか、破産者に対する職業・資格の制限は、個別法が定めている。具体的には、破産

者で復権を得ていないものが役員等に含まれている法人等に対して、一定の認証、認可、指

定等をしないとする間接的な規制を置くものも多い401が、破産者で復権を得ていないこと

を欠格事由とする直接的な規制法令も、弁護士法、司法書士法、税理士法などの士業に関す

る法令、探偵業や風俗営業、運転代行業など登録や許可などを必要とする業法等、数多く存

在する。 

破産者で復権を得ていないものを欠格事由とする法令一覧 

・探偵業の業務の適正化に関する法律 3 条 

・市町村の合併の特例に関する法律 24 条（地域自治区の区長） 

・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 3 条 

・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 9 条 

・銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 23 条 

・弁理士法 8 条 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律 8 条 

・特定非営利活動促進法 20 条 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 56 条の 7 

・塩事業法 7 条 

・更生保護事業法 21 条 

・保険業法 265 条の 16 

                                                   
400 ここにおいて、なおフランス法にいう会社倒産時に、経営者に処せられる職務上の制裁（資格制限）

の片鱗が見られる。 
401 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 7 条、信託業法 5 条、85 条の 2、サービサー法 5 条、

商品先物取引法 15 条などである。 
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・港湾労働法 13 条 

・外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 10 条 

・鉄道事業法 6 条 

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 6 条 

・たばこ事業法 13 条、23 条 

・貸金業法 6 条、24 条の 27 

・建設労働者の雇用の改善等に関する法律 32 条 

・国土利用計画法 39 条（国土利用審査会委員） 

・動物の愛護及び管理に関する法律 12 条 

・警備業法 3 条 

・公害紛争処理法 16 条（公害紛争審査会委員） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 7 条（一般廃棄物処理業者） 

・地価公示法 15 条 

・社会保険労務士法 5 条 

・都市計画法 78 条（開発審査会委員） 

・通関業法 6 条 

・不動産の鑑定評価に関する法律 16 条、25 条 

・義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 18 条 

・商工会法 32 条 

・自然公園法 25 条 

・水道法 25 条の 3 

・警察法 7 条（国家公安委員）、39 条（地方公安委員） 

・日本中央競馬会法 8 条の 7 

・商工会議所法 15 条 

・酒税法 10 条 

・宅地建物取引業法 5 条、18 条（宅地建物取引士） 

・旅行業法 6 条 

・地方公営企業法 7 条の 2（管理者） 

・行政書士法 2 条の 2 

・土地収用法 54 条（土地収用委員） 

・税理士法 4 条 

・司法書士法 5 条 
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・土地家屋調査士法 5 条 

・質屋営業法 3 条 

・地方税法 407 条（固定資産評価員）、426 条（固定資産評価審査委員） 

・弁護士法 7 条 

・建設業法 8 条、25 条の 4 

・古物営業法 4 条 

・測量法 55 条の 6 

・公認会計士法 4 条、34 条の 10 の 10 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 4 条 

・船員職業安定法 56 条 

・競馬法 23 条の 21 

・国家公務員法 5 条（人事官） 

・職業安定法 32 条 

・陪審法 13 条 

 

ところで、フランスの会社経営者の責任としてのいわゆる職業上の制裁（資格制限）と対

比すべきは、倒産した企業の経営者であったことを理由とする資格制限であり、こうした制

度は経営者が詐欺破産罪に問われた場合を除けば、日本には存在しない。しかし、日本の実

務上、中小企業に融資する際には、ほとんどの金融機関が、経営者に対して企業の債務に個

人保証を提供することを要求している402。その結果、中小企業の破産手続が開始されると、

取締役自身の個人破産手続も同時に開始される例が多い。結局、条文上は企業の倒産を理由

とする経営者の資格制限規定はないが、実務においては、企業の倒産を理由とする経営者の

資格制限が、その保証責任を通じて生じている。 

もちろん、同意廃止、免責、および再生計画認可決定が確定した場合には、破産手続によ

って破産者に加えられた権利又は資格に対する制限は当然に解除される（破産法 255 条）

ので、ほとんどの場合は資格制限の制裁が課されないが、免責不許可事由に該当する行為を

行った破産者は、免責決定を得られずに資格制限を課されることがあり得る403。さらに、経

営者保証に関するガイドラインでも、経営者の行為が破産法上の免責不許可事由に該当す

                                                   
402『平成 24 年度個人保証制度に関する中小企業の実態調査 報告書』（2013）11 頁。 
403 竹下守夫ほか編『大コンメンタール破産法』（青林書院・2007）1081 頁。上記免責不許可事由たる破

産法 252 条 1 号と 6 号は、それぞれ詐欺破産罪（同法 265 条）、業務および財産の状況に関する物件の隠

滅等の罪（同法 270 条）に該当する行為である。両罪の犯罪主体は破産者に限られていないため、経営者

も行為主体となり得る。 
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ると、同ガイドラインが適用できないとされている404ため、財産上の保証責任が追及され、

個人破産に伴う資格制限と結びつくこととなる。 

以上要するに、日本法の下で会社経営者が会社の倒産を理由とする資格制限を受けるの

は、会社債務の保証責任を負っており、その弁済ができずに個人として破産し、しかも免責

が受けられない例外的な場合に限られる。資格制限の効果も、詐欺破産罪が科されたような

例外的な場合を除けば、営利会社の取締役の欠格事由とはならず、破産者自らまたは役員等

として関わっている場合に一定の認可、認証等を受けられないという間接的規制と、個別法

令で定める欠格事由とがあるというわけである。 

二、資格制限の要否に関する学説 

資格制限の理由として、最高裁は、かつて「破産者は破産財団の所属財産に関して管理処

分権を有しないのにかかわらず、会社の代表取締役となって会社財産の管理処分の権限を

有するに至るということは、到底是認し得ないところというべきである」とし、自己破産者

たる代表取締役は会社財産の管理処分権を有しないと判示した405。その後、これに基づい

て、商法に旧 254 条ノ 2 第 2 号の規定が設けられ、これにより破産者が会社の取締役とし

て選任される可能性が否定された。当時は、常に連鎖倒産に追い込まれた零細中小企業の利

益を保護する立場から、制裁を課すべき要件、手続、制裁期間等を経営者が経営意欲を損な

うことがないように限定しながら、悪質な経営者に対して資格制限を課す制裁を設ける意

義があるとする見解があった406。 

これに対して、破産債務者の経済的再生のためには、その職業保障の視点から、職業・資

格制限の制度は廃止すべきであるとの説が登場する407。また、制度上、全面的に廃止するの

が困難であれば、その制限は職業・地位の性質上必要最低限のものに限定すべきであるとす

る説も唱えられるようになった408。国民経済の発展を考慮する視点および取締役が免責決

定を得るまでには相当の期間を要していることから、早期に債務者に経済的再生の機会を

与える価値が高いことなどを理由として、会社法の制定過程において、職業・資格の制限を

廃止すべきという見解が徐々に強められてきていた409。それらの学説を受けて、現行倒産法

                                                   
404 「経営者保証に関するガイドライン」（平成 25 年 12 月経営者保証に関するガイドライン研究会）7 項

（１）、二）参照。 
405 最判昭和 42 年 3 月 9 日民集 21 巻 2 号 274 頁。 
406 酒井勇「倒産企業の経営者に対する法的・社会的制裁の必要性」NBL223 号（1980）22-24 頁。 
407 宮川知法『消費者更生の法理論―債務者更生法構想・各論 I』（信山社・1997）92 頁以下。しかしなが

ら、フランスとは異なり、日本では、取締役が負担する債務において個人債務と職務上の債務が区別され

ておらず、そのため会社の債務を負担した取締役が支払不能となった場合にも消費者倒産手続が適用され

ることとなる。 
408 西澤英宗「倒産者の地位」ジュリスト 1111 号（1997）169、170 頁。 
409 相澤哲編『一問一答 新会社法』（商事法務・2005）119 頁。 
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において、資格制限に関する規定が廃止された。 

なお、最近の研究では、イギリスの「資格剥奪」を対象とした比較法の視角から、制度の

導入には慎重さが求められるものの、企業の不祥事の再発および有限責任の濫用を防止す

ること、および公益保護の必要性などから、取締役の資格に一定の制限を設けるべきである

という見解が存在する410。 

これに加えて、上述のように、フランスにおいても、「職務上の制裁」が設けられており、

その意義は、EU 共同体裁判所によって肯定されている（第一章第二節第２款一、１（２）

参照）。 

 

第 ２ 款 詐欺破産 

一、概観 

現行破産法においては、会社倒産に関連して、詐欺破産罪（破産法 265 条）、業務及び財

産の状況に関する物件の隠滅等の罪（同法 270 条）、特定の債権者に対する担保の供与等の

罪（同法 266 条）という三つの罪がある。 

詐欺破産罪の犯罪主体が、特に限定がされておらず、すべての自然人に適用される。詐欺

破産罪の構成要件は、破産手続の開始前後に問わず、債権者を害する目的で、①債務者企業

の財産を隠匿・損壊したこと（破産法 265 条 1 項 1 号）、②財産譲渡又は仮装の債務を負担

させること（同項 2 号）、③ (現状改変)価値を減損させること（3 号）、もしくは他の不利益

処分（4 項）を行うことである（また、破産法 265 条 1 項 1 号と類似のものとして破産法

252 条 1 項 1 号では、債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、

損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

を、免責不許可事由として定めている）。 

なお、破産法 266 条所定の担保の供与等の罪の適用は、破産者に限定されているので、

本稿にいう経営者に適用される刑事制裁とはならない。 

二、実務上の利用状況 

下級審の判例を検索してみると、最も適用されているのは、破産法 265 条 1 号所定会社

財産の隠匿である。 

表４． 詐欺破産罪に関する裁判例 

判決日 事由 結論 

東京地判平成 16

年 9 月 29 日（判

時 1911 号 124

1.破産会社の財産を隠匿した 

2.支払停止に陥った破産会社の資産を取得

する行為 

不法行為 

認容 

詐欺破産  

否定 

                                                   
410 中村康江「英国における取締役の資格剥奪（二・完）」立命館法学 277 号（2001）924-926 頁。 
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頁） 

神戸地判伊丹支部

平成 23 年 12 月

21 日（判タ 1366

号 246 頁） 

1.破産法 252 条 1 項 1 号所定の債権者を

害する目的での破産財団に属する財産の隠

匿 

2.破産者が引渡命令を受けても履行しな

い、同項 11 号の破産者の義務違反行為 

免責不許可  

東京地判 

平成 26 年 6 月 18

日（金判 1492 号

25 頁） 

各破産財団に帰属すべき財産を費消したこ

と 

不法行為 

認容 

詐欺破産罪 

否定 

東京地判 

平成 26 年 6 月 24

日【事件番号】平

成 25 年（特わ）

第 1643 号平成 25

年（特わ）第 1780

号） 

財産の隠匿により詐欺破産 

確定申告書を提出せずに所得税を不正に免

れること、2 年間、事業の従業員に対する

給与から源泉徴収して納付すべき所得税を

納付しなかった所得税法違反した 

懲役 4 年及

び罰金

8000 万円 

詐欺破産罪

成立 

盛岡地判平成 28

年 1 月 19 日（【事

件番号】平成 26

年（わ）第 11 号）

（一審） 

業務上横領、債権者を害する目的で、財産

の隠匿 

懲役 2 年 6

月 

詐欺破産  

成立 

仙台高判平成 28

年 11 月 22 日（同

上） 

（控訴審） 

業務上横領、債権者を害する目的で、財産

の隠匿 

同上 詐欺破産  

成立 

 

 

 

 

 

第 四 節   小括  

論理的に考えると、経営者は会社法人の受任者であり、その善管注意義務違反は、まず会

社との関係で経営者に任務懈怠責任を負わせる理由となる。また、一定の条件を満たした場

合には411、それが、拡張的に第三者たる債権者が被った間接損害の原因と解釈される。さら

に倒産という極限状況になると、債権者の集団的被害を救済するために、この任務懈怠責任

は債権者の集団的被害の原因として理解される。任務懈怠責任の適用により、企業倒産時の

債権者の集団的被害を救済する現行法における取扱いには、実体法上大きな批判はできな

                                                   
411 森本滋「第三者に対する責任の機能とその適用範囲の拡大（上）―最高裁の判決例を素材として―」金

融法務事情 1212 号（1989）9 頁以下参照。森本滋教授は、違法性評価の視点から出発し、役員の第三者

に対する責任に関する従来の最高裁判決をまとめて「政策的に考慮しながら、取締役の会社の財産・株の

価値を減少させる結果、会社が無資力となり、会社債権者との関係で、取締役の行為の違法性が認められ

る」場合にのみ、経営者の責任が認められると解している。 
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いにもかかわらず、手続上役員責任査定による経営者の損害賠償責任を追及することが困

難である問題は依然として解決されていない。債権者の利益を保障するために設けられた

会社法 429 条 1 項の機能が、破産手続における役員責任査定の趣旨と一致しているように

みえる。 

しかしながら、本章で分析している役員の会社に対する責任、第三者に対する責任のいず

れも、会社、株主、もしくは債権者によって個別に追及されるものとして設けられた責任で

ある。本稿の研究対象となる経営者倒産責任は、倒産という極端の場面において管財人等に

よって追及される経営者の損害賠償責任に焦点を当てている。倒産手続の順調な進行を保

障するように、弁済原資の充実、ないし、経営者の手続への協力の促進という様々な趣旨を

兼ねて、経営者の財産上の倒産責任を設計する際に、民法・会社法の規定のみによって解釈

することには、限界がある。 
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第 四 章  日仏法における経営者倒産責任に関する比較 

 本章では、財産上の責任と非財産上の責任（非金銭的制裁）に分類した上で、第二章ま

でに紹介したフランス法の内容と比較しながら、日本法における経営者の倒産責任を考察

し、その問題点を抽出する。 

 

 

第 一 節  経営者倒産責任制度上の共通性 

 

第 １ 款 日仏経営者倒産責任の制度背景と趣旨  

一、倒産手続の類型と目的 

  フランス商法典により、2005 年以降、倒産手続が大まかに企業救済、裁判上の更生、清

算手続の三つに分かれている。特に企業救済手続は、新たな再建型倒産手続として、債務者

企業が支払停止になる手前で、その早期再生の機会を確保することを主要目的としている。

これと並びに、裁判上の清算手続（もしくは簡易清算手続）の主たる目的は、弁済原資を増

殖し、債権者間の公平な配当を実現することにある。これと同様に、日本倒産法にも、民事

再生・会社更生手続と破産手続が設けられている。具体的な紛争処理手段に多少の相違が見

られるにもかかわらず、倒産手続の全体像に鑑みると、実際に、両国の企業倒産手続が再建

型・清算型に分けられ、それぞれの役割分担と手続の趣旨にも共通点がみられる。 

そこで、経営者ないしは、企業主、手工業者、農業者に対して再出発の機会を重視されて

いるフランス倒産法の問題意識は、企業の再建を目的として制定された日本の民事再生法

と比較する価値があるものといえる。 

二、経営者倒産責任の背景 

フランスでは、特別責任として経営者の倒産責任（填補責任）が制定される以前は、民法

典 1382 条、および 1966 年商事会社法 244 条（現行商法典 L.223-22、L.225-251 条）のみ

によって経営者の責任を追及することは困難であった（前述第二章第一節第１款一、の１．

参照）。さらに、清算型倒産手続に入ると、債務者企業の資産も不足となり、債権者にとっ

ては事前に経営者と締結した個人保証契約が唯一の命網となっており412、倒産手続におい

ては債権者がかなり不利な地位に置かれた。これらのことから、重大な故意・過失による債

権者の利益を侵害する経営者の行為を防止・懲罰する当時の法的措置は、不十分なものであ

った。 

これと類似して、日本では、第一次世界戦争後の金融恐慌の最中、多くの会社が無資力で

                                                   
412 Jacquemont(A) et Vabres(R), op.cit., n° 1103, p.644. 
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破綻し、大手の金融会社も連鎖倒産に陥った。当時の日本で適用が可能であった民法理論の

みによって債権者の利益を保障することは、必ずしも十分といえるものではなかったため、

社会全体の利益を保護するための政策的な考慮として、取締役（役員）の第三者に対する責

任に関する判例法理の解釈が機運に乗じて定着されたのである。この問題背景は、フランス

法における積極財産不足の責任の立法背景と共通しているようにみえるが、日本では、集団

的債務処理のための倒産責任ではなく、第三者の個人利益を救済するための会社法上の責

任として運用されている。逆に、集団的債務弁済の効果を図る役員責任査定手続においては、

追及されるのが役員の任務懈怠責任に限られており、その利用率もかなり低下している。倒

産法における経営者責任追及の効率が改善されていないままにある。それと同時に、経営者

保証人の問題について、日本では、債権者が融資する際に、自らの債権を確保するために、

経営者に個人保証の提供を要求することが通例となっている413。 

したがって、かつてのフランス法上の制度問題・欠陥は、現在の日本法の解決しなければ

ならない問題ということもできる。 

三、債権者の利益保護という制度趣旨 

フランスの積極財産不足責任の趣旨は、倒産という危機状態の下で、連鎖倒産を防止する

ために、損害が拡大しないよう一般債権者の債権回収に資するというものである（第一章第

二節第 1 款一、１．参照）。これと関連して、日本の役員責任査定手続の趣旨は、弁済原資

を増殖し、債権者の利益を保護することにある。実体法上、会社法 429 条 1 項（商法旧 266

条ノ３）に関する判例法理の拡大解釈が、第三者たる債権者の被害を救済することを目的と

しており、その運用も常に企業破産の場合にあらわれている（第三章第一節参照）。すなわ

ち、日仏両国において、ほぼ同様の政策的考慮に基づいて、会社が無資力で倒産し、会社の

債権者が債権の回収を受けられない場合、経営者の特別責任が設けられている。ただし、フ

ランス法においては、倒産法独自のルールに従い、経営者倒産責任が債権者全体を救済する

特別責任として定められているが、日本法においては、倒産法ではなく、会社法上の解釈が、

債権者個人に対する個別的救済を規定するにとどまっている。 

ともあれ、フランスの経営者倒産責任制度は、日本の企業倒産時に行われる役員責任追及

と同様の制度趣旨を有している。 

 

 

 

                                                   
413「平成 24 年度個人保証制度に関する中小企業の実体調査 報告書」（2013）11 頁。 
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第 ２ 款   本稿の比較対象たる経営者の倒産責任と制裁 

一、財産上の責任 

フランス商法典 L.223-22 条、L.225-251 条において、経営者の会社・第三者に対する責

任が包括的に規定されている。それは、日本会社法 423 条および 429 条 1 項にそれぞれ定

めている役員の対会社責任と対第三者責任に相当する。 

日本では、昭和 44 年最高裁判決414は、会社法 429 条 1 項に基づく経営者の損害賠償責任

に、両損害包含説を採用し、経営者が、第三者との関係で、不法行為によって生じた直接損

害のみならず、任務懈怠によって生じた間接損害に対しても責任を負うと解した。比較法の

視角から、日本の判例法理によって解釈されている直接損害の部分は、フランス商法典

L.223-22 条、L.225-251 条の内容・趣旨と共通している。ところが、間接損害の部分は、フ

ランス商法典における従前の「填補責任」と「手続の拡張」（いわゆる、倒産責任であった

が、現行法にはそれが「積極財産不足責任」に改正された）と類似の機能を有する415。 

日本法において、「経営者の倒産責任」が学説にとどまっており、倒産法には定められて

いない。実務上、経営危機に陥った場合、管財人が会社の経営者の責任を追及しようとする

際に、役員責任査定の申立てが受理され、会社法上の任務懈怠責任に関する規定が適用され

ることとなっている。しかしながら、前章で述べているように、学説上、役員責任査定にお

いて、請求しうる経営者の倒産実体法上の責任は、会社法423条であるか、それとも429条1

項も含まれるのか、学説が分かれている。 

したがって、経営者の倒産責任の範囲および一般法上の責任と倒産責任との関係につい

て、日仏法の制度に違いが存在している。本稿では、財産上の責任の比較対象について、フ

ランス商法における積極財産不足の責任、および日本の役員責任査定手続に主張されうる

損害賠償責任を対象として検討を行う。  

二、非金銭的制裁 

フランス法における分類に従うと、経営者の倒産責任は、財産上、職務上、および刑事責

任に分かれる。そのうち、財産上の責任以外の職務上の責任（制裁）と刑事責任（制裁）は、

非金銭的制裁とも呼称されている。 

刑事制裁の典型となっている詐欺破産罪について、日仏法は、ほぼ同様な趣旨に従い、そ

                                                   
414 最大判昭和 44 年 11 月 26 日民集 23 巻 11 号 2150 頁。大法廷は、以下のように商法 266 条ノ 3（現行

会社法 429 条）の範囲を解釈した。すなわち、同条文は、「取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間

に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいては第三者に損害を生じた

場合であると、直接第三者が損害を被った場合であることを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に

対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである」。 
415 山田・前掲注（12）218－219 頁。山田教授の論文が発表された時期は、経営者の填補責任が責任推

定の形でとられていたにもかかわらず、その債権者権利保護の機能からすると現行法における積極財産不

足責任と共通しているといえる。 
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の構成要件を定めている。 

 制度上、やや異なっているのは、職務上の制裁たるフランス法における個人破産の制裁と

日本法における資格制限である。厳密に言うと、フランス法の企業倒産時に経営者に適用さ

れる職業上の制裁は、日本法には設けられていない。ただし、経営者保証の適用により、自

己破産に付随している資格制限から、フランスの職業上の制裁と類似の結果が生じている。 

したがって、本稿は、非金銭制裁について、フランス法における個人破産の制裁、および

日本法における資格制限の制裁を職業上の制裁の比較対象とし、詐欺破産罪を刑事制裁と

する。 

 

第二節  制度上の違いに関する比較 

 具体的には、フランス法上の経営者倒産責任制度は、次の点において、日本法における

企業倒産時の役員の損害賠償責任追及制度とは異なっている。 

第 1 款 倒産手続類型による区分有無とその意義 

フランスでは、2005 年法以降、それまで厳格責任として評価されていたフランスの填補

責任が、その呼称のみならず全体的に斬新な制度に変革された。新たな積極財産不足の責任

のみならず、職業上の制裁、刑事制裁も裁判上の清算手続においてのみ追及されるものとさ

れた。例えば、財産上の責任について、フランス法は、債務者企業の支払停止を倒産責任の

基準時としており、基準時後に、経営者によって債権弁済の必要性が顕在化されてきたため、

清算型倒産手続において特別に経営者の倒産責任があるとした。基準時前は、企業救済手続

の中で、経営者の立場が非常に優遇されている。 

これに対して、日本法の下では、破産手続のみならず民事再生・会社更生手続においても、

役員責任査定の手続が存在する。その結果、経営者にとっては、民事再生手続の申立てをし

ても、自分の個人財産が損害賠償責任の危険に晒されている状態となり、再生手続の申立て

に躊躇することとなる。理論的に考えると、債務超過に陥る前の民事再生手続の場合、会社

の財産がまだ存在しているにもかかわらず、役員責任査定の申立てを破産の場合と同様に

認容し、予備的な弁済の担い手とされている経営者の個人財産に損害賠償の負担を求める

ことは、もともと合理性が乏しいものである。また、民事再生手続において、経営者個人責

任の追及により、弁済の原資を増殖する目的を実現する制度設計は、経営者の手続への協力

意欲・積極性を抑え、民事再生手続の本来の目的とは合致しないといえよう。 

すなわち、日本法における査定制度は、再建型・清算型手続における経営者責任の軽重が

区別されておらず、経営者の民事再生手続の利用意欲を減殺させる一方で、破産手続におい

ては、損害填補の機能は十分果たせていない。その結果、倒産手続終結後に、債権回収を実
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現できなかった債権者による個別訴訟が増えてきている416。 

 企業が経営に行き詰った場合、無理やり企業を延命し、最終的に破産手続を通して法人格

が消滅するか、あるいは、より理性的に早い段階で再生申立てをして回復するかを選択する

ことは、経営者にとっては、難しい問題である。そのゆえ、本稿は、民事再生手続の魅力性

を向上するために、破産手続における倒産責任と区別するように、民事再生手続において経

営者に対する優遇措置を設けることに意義があると考える。 

第 ２ 款  清算型倒産手続における経営者責任に関する比較 

一、 財産上の責任 

１．帰責事由 

（１）平常時 

帰責事由に関して、日仏の財産上の倒産責任には若干相違点がみられる。フランス法にお

いては、倒産状態には至らない平常時において、株式会社の有限責任制度が徹底的に貫かれ、

債権者による個別的な経営者の責任追及はかなり制限されている。第三者たる債権者が、経

営者に対して責任を追及する際、経営者の「職務と分離されたフォート」を証明しなければ

ならない（第二章第一節第１款一１．参照）。すなわち、会社債務の責任を経営者に負担さ

せることは極めて例外的なこととされ、厳格な条件が定められている。これに対して、日本

では、昭和 44 年最高裁判決は、会社法 429 条 1 項に関して両損害包含説を採用した。それ

に従い、倒産手続の開始を問わずに、役員の対第三者（債権者）責任の帰責事由には、不法

行為のみならず、経営者の任務懈怠行為も含まれ417、役員の第三者に対する責任の帰責事由

の範囲が拡大された。 

ただし、近年、フランス破毀院商事部の判例によると、「職務と分離されたフォート」に

対する解釈がところどころに拡大されてきている。ここでいう経営者の職務418の内容は、一

般的に会社の定款において、経営者が会社の利益を実現するために包括的に執行すること

が任務として書かれている業務のことをいう。その職務と分離される行為として、法令ない

し会社の定款に違反した場合、会社の利益ないし目的と反する行為を行った場合（下線筆

者）、あるいはリスク管理体制を整備せずに投資を行った場合（第二章第一節第 1 款一の

                                                   
416 例えば、上記表４判例３ 武富士会社更生事件において、責任査定の申立と対会社責任の申立いずれ

も棄却された。倒産手続終結後に、武富士会社の取締役に対して、債権者（過払金返還債権など）の個別

追訴は多く行われている。①東京地判決平成 26 年 3 月 14 日判時 2254 号 63 頁、②東京地判平成 27 年 3

月 31 日（【事件番号】平成 24 年（ワ）第 271118 号） 
417 神田・前掲注（356）265 頁。 
418 フランスでは、平常時に、経営者の個人財産が保護される範囲は、会社と締結した委任契約に定めら

れている職務の範囲と等しく、経営者が委任契約で定められた職務の範囲内において経営行為を行う際に

は、たとえ過失があったとしても、債権者はその過失のある経営行為を不法行為として損害賠償責任を請

求することはできない。 
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（一））が挙げられる419。 

したがって、平常時における、債権者が個別に請求しうる経営者の損害賠償責任の帰責事

由については、不法行為以外には、フランス法では拡大解釈がなされているとしても、利益

相反行為ないし法令・定款に違反する行為に限定されていることに対して、日本法では経営

者の全ての任務懈怠行為420に解釈されている。また、帰責事由が同様に拡大されたにもかか

わらず、フランス法においては、経営者の職務内容を具体化し、職務と分離されたフォート

に対する解釈を通して帰責事由を拡大し、日本法においては、第三者が被った損害に対する

解釈によって、帰責事由を拡大したところから、解釈論のルートもやや異なっている。 

（２）企業倒産時 

従来、フランス商法典における積極財産不足責任（填補責任）は、債務を弁済するために、

会社の積極財産が不足しているという状態があれば経営者に責任を負担させるところから、

厳格責任として位置付けられている。このような取扱いは、経営者にとって過酷であるとの

批判が強かったため、1985年法をはじめとして、責任推定の構造が徐々に廃止されてきて

いおり、その要件は一般民事責任と統一する方向に傾いているといえる。現行の「積極財産

不足の責任」や「支払停止の寄与責任」も1985年以降の填補責任の要件を踏襲したため、一

般民事責任の構造に従って規定されている421。積極財産不足責任の帰責事由については、フ

ランス商法典において、明確に定められていないが、経営上の過失、管理・代理上の過失、

無謀な決定、不当・過度の融資または投資、有限責任個人事業主〔EIRL〕の場合は、財産

の混同、法定充当資産の創出〔constitution〕義務違反（第一章第二節第1款二、の２．参照）

などが、判例法理によって認められている。 

日本でも、経営の萎縮を導く危険性に対して考慮を配り、平成17年会社法制定時に無過失

責任の規定が大幅に廃止された。企業倒産時の経営者責任については、そもそも特別責任と

されておらず、役員責任査定手続において、会社法上の任務懈怠責任が適用されているため、

原則として、その責任の追及は民事責任の要件と同様のものであるとされている422。倒産時

                                                   
419 Cass.com., 27 mai 2014, n°12-28.657. Juris-Data n°2014-011476.両社の経営兼任する者が、一方の会

社の資金を用いて他方の会社の債務を弁済したこと。Cass.com., 24 juin 2014. n°13-50050. Juris-Dara 

n°2014-021732. Dr.Sociétés nov. 2014, comm. 164, note M.Roussille.経営者が刑事手続を係属していたこ

とにより、倒産手続の開始が遅延された〔dilatoires〕事例。 
420日本法では、いわゆる利益相反取引、リスク管理体制を整備義務違反の行為、法令又は定款に違反する

等の行為は、役員の会社に対する任務懈怠責任の帰責事由となっている。間接損害が 429 条 1 項に含まれ

るように解釈すると、第三者たる債権者による責任追及の際に、任務懈怠行為も帰責事由となっている。 
421 そこで、改正前の規定と比べると、1985 年法以降の填補責任ないし 2005 年法の積極財産責任にもっ

とも特徴づけられるのは、因果関係の証明の要否である（第二章第二節第 2 款一参照）。 
422 例外的に、任務懈怠責任の帰責事の中に、厳格責任が残されている。すなわち、役員が株主に対する

利益供与行為と自己のために利益相反取引を行った場合の損害賠償責任である。具体的には、自己のため

直接取引をした取締役は、無過失を立証して責任を免れることはできない（会社法 428 条 1 項 4 項、ま

た同法 103 条 1 項募集設立の際の財産不足額填補責任も同様である）。また、取締役が 428 条にいう加害
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の経営者損害賠償責任の帰責事由も、平常時の役員の対会社責任とはほぼ変わらないまま

にある。 

したがって、日仏法における財産上の倒産責任の要件など実体法上の構成は、非常に近づ

いてきており、道は異なるが、結局行き着くところが同じになるであろうと解される。 

２．責任の効果 

（１）損害賠償額の算定 

フランス法では、経営者の積極財産不足の責任が認められる場合、その責任の金額は、会

社の積極財産が不足している分を上回ることはできない。 

日本法における役員の責任査定手続の主要目的が、弁済原資を増殖し、手続の進行に資す

ることである。そして、理論的には、役員責任査定決定によって確定された損害賠償金の額

は、債権総額を上回ることができないという結論も導かれる。しかし、日本では、査定裁判

の根拠は役員の任務懈怠責任（会社法423条など）であり、経営者の過失行為によりもたら

された（会社が受けた）損害によって損害賠償金の額を決めるのが通常である。例えば、経

営者が第356条第1項、419条2項の規定に違反する競業取引をした場合、この取引から得た

利益の額によって経営者が負担する損害賠償の額が推定される（日本会社法423条2項）423。

下級審の裁判例を見ると、査定異議の訴えが提起された場合、適切な限度に損害賠償金を減

額する例がいくつか存在する424。しかし、具体的に、裁判所はいかなる基準によって減額を

決定したのか、損害賠償金の上限は債権総額までとすべきか等について、より詳細な検証が

必要であろう。この点について、前述のフランス法上の対応は、日本法の実務の発展にとっ

て参照に値するものといえる。 

（２）損害賠償金の配当 

フランスでは、積極財産不足の責任が認められる場合、経営者によって支弁する賠償金は、

優先権があるか否かを問わずに債権者間で比例的に配当されることとなっている（商法典

                                                   
行為の行為者であると主張される場合、連帯責任を負うほかの経営者は免責抗弁を主張することができる

が、行為者自身は一部免責または責任の軽減（会社法 425 条、426 条、第 427 条）を求めることもでき

ず、立証責任の転換も発生しない。しかし、任務懈怠がなかったことを立証して責任を免れることができ

るかどうかについては、会社法上学説が分かれている。神田・前掲注（356）235 頁。 
423 神田・前掲注（356）257 頁。 
424 例えば、東京地判平成 23 年 12 月 22 日（【事件番号】平成 21 年（ワ）第 41140 号）は、東京地裁平

成 27 年 10 月 14 日（【事件番号】平成 25 年（ワ）第 22938 号）の判決において、決められた 8867 万円

余の査定決定を、8217 万円に変更すると判断された。また、東京地裁平成 24 年 1 月 19 日の判決（【事

件番号】平成 22 年（ワ）第 3007 号/平成 22 年（ワ）第 13509 号）も、原告 X１に対する損害賠償請求

権の額を 2 億 2115 万 688 円、原告 X2 に対する損害賠償請求権の額を 1 億 8717 万 5088 円と査定する原

審決定のうち、被告の粉飾経理によって生じた損害金 388 万 7720 円と査定した部分を超える部分の取消

しを決めた。それと同様に、大阪地裁平成 25 年 12 月 26 日の一審判決金判 1435 号 42 頁においても、セ

レクト監査役責任査定異議の訴えが棄却されたが、管財人による監査役に対して請求した 8000 万円の損

害賠償請求権の額を 648 万円に減額された。 
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L.651-2 条 3 項）（第二章第二節第２款四参照）。このようなフランス法上の対応の合理性・

正当性につき、学説の見解は分かれている。賛成見解は、積極財産不足責任の損害填補の機

能に基づき、劣後債権者もしくは無担保債権者の利益を保護する立場から、このような特別

な配当が衡平性かつ包括性〔égalitaire et universelle〕を含めている配当として評価してい

る425。これに対して、反対見解は、基本的に民法・商法等により認められている債権の優先

性を尊重すべきと考えている。その理由は、裁判上の清算手続において、経営者の賠償金が

最終的に法人債務者の財産ではなく、債権者の個人財産ではなく、会社債務の弁済原資に帰

属すること、積極財産不足の責任に関する訴訟は、債権者団体訴訟〔action de mass〕であ

るという理解などに根拠づけられている426。また、比例的な配当が同条同項 L.651-2 条 3 項

前半に規定されている「弁済金が債務者の財産に充当する」という文言と矛盾していること

によっても根拠づけられている427。 

  日本法の下で、役員責任査定により得られた賠償金は、最終的に破産財団に帰属するこ

とはフランス法と同様であるが、その配当方法は破産債権の優先順位に従わなければなら

ない。そもそも、倒産手続における査定の対象は会社法 423 条所定の任務懈怠責任等であ

り、民事再生の場合、すべての債権者が再生計画に対して同意して手続が進行しているため、

フランスのように裁判所の司法権によって賠償金を比例的に配当することを正当化する余

地はないと考えられている。債権者間の実質的な平等を維持する立場から、優先順位に従っ

て弁済すべきとも解される。しかし、この問題は、破産手続において一般債権者・劣後債権

者の利益保護、破産手続終結後に債権者が行う自己の権利の個別的実現の問題ともつなが

っていくため、慎重に検討しなければならない。 

３．保証人の責任軽減 

すでに第二章第三節第 3 款で紹介したように、フランスでは企業救済手続において一時

的な保証責任の追及禁止が規定されている。加えて、保証一般について比例原則による責任

制限が確立している。そのうち、特に経営者保証人のケースは最も多いと示されている。こ

のようなフランス法における経営者の保証責任の軽減が、実際に企業救済の利用促進に結

びついている。 

これと類似して、日本の経営者保証に関するガイドラインにおいて、経営者の保証債務を

軽減する経済的合理性も、早期の事業再生が促されることになり、結果的に主債務者である

                                                   
425 Guyon(Yves). Droit des affaires, T.2, Entreprises en difficulté, redressement judiciaire, Faillite, 9e 
éd., Economica 2003.. n°1382.p.425 
426 G.Ripert et Roblot, par Delebecque(Ph.) et Germain(M.), Traité de droit commercial, T2, 17ème 
éd., L.G.D.J, 2004, n° 3282. 
427 Pérochon (F), op.cit.., n° 1716, p.789. 
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法人からの弁済額が増え、総回収額が増加するということに理由づけられている428。しか

し、日本法の下では、一般的な保証人保護の規定が民法改正によって行われたほか、いわゆ

るガイドラインを通じて、私的整理における保証責任の軽減が図られているにとどまる。 

こうした法状況の下では特に民事再生に限った保証責任の軽減を解釈論として展開する

ことは困難と思われる。もちろん従前の経営者が自ら再建の主導権を握る DIP 型の手続で

は、それが成功する限り、経営者の個人保証も含めて交渉による軽減がなされている可能性

はあるが、民事再生手続の申立てのインセンティブとして経営者の責任を軽減する必要性

を前提とするのであれば、なんらかの制度的な軽減が必要と考える。 

立法論としては、もちろん民事再生手続だけに限ったものではなく、現在ガイドラインが

カバーしている私的整理においても、あるいはもっと一般的に、平常時における保証のあり

方も含めて検討が必要である。これは本稿の考察範囲を大きく超えるので、この問題に関し

てここでは、ひとまず各筆し、他日を期したい。 

（なお、上記の日仏経営者倒産責任の比較研究に基づいて、その具体的な違いについては、

以下の表でまとめることができる。） 

表５．経営者の倒産責任の帰責事由についての日仏法比較 

 フランス 日本 

財産制裁 

 

積極財産不足の責任（清算のみ） 役員の損害賠償責任 

 債務者会社積極財産不足＋経営上

の過失 

 経営上の過失： 

 管理・代理上の過失 

 無謀な決定 

 不当・過度の融資または投資 

 有限責任個人事業主〔EIRL〕の場

合は、財産の混同、法定充当資産

の創出〔constitution〕義務違反 

不法行為責任・善管注意義務違反 

利益相反取引（無過失） 

競業取引 

粉飾決算 

違法配当 

虚偽の決算書の作成 

責任の軽減 

一時停止 

再建型手続 

 企業救済手続： 

すべての債権追及と倒産責任追及の停

止 

民事再生：  

なし 

 
 事業再生 ADR 

  債権者全員の同意によって決定され

る期間中、債権の回収、担保権の設

定または破産手続開始、再生手続開

始、会社更生開始もしくは特別清算

開始の申立てをしない 

                                                   
428 藤原総一郎＝浅井大輔「事業再生の局面における役員責任」小林信明＝山本和彦編『実務に効く事業

再生凡例精選』ジュリスト増刊（有斐閣・2014）260 頁。 
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二、 非金銭的制裁 

１．金銭的制裁と非金銭的制裁の役割分担 

財産上の責任との関係について、フランスの個人破産の制裁が科されている経営者につ

いては、手続終結後に債権者による個別の責任追及が認められている（L.643-11条3項1号）。

経営禁止の制裁が認められると、裁判上の清算手続が終結後に、債権者が個別に経営者に対

して責任を追及することは禁止されている。このようなフランス法の制度設計により、裁判

官に多様な選択が付与されている。また、上記のように、個人破産の制裁と第三者に対する

責任が併存することが可能となる理由は、両者の帰責事由の範囲がカバーされている部分

が多くて、個人破産の制裁が認められる場合、商法典 l.255-32条の損害賠償責任も認容され

る余地があるということにある。例えば、利益相反取引については、フランスでは、財産上

の責任のみならず職務上の制裁および刑事制裁によっても規制されている（第一章第二節

参照）。職務上の制裁および刑事制裁も機能していることが前提とされているゆえ、経営者

による企業救済手続の利用を促進するには、企業倒産時の経営者金銭債務の負担を軽減す

る必要があることから、財産上の責任の規制対象・適用範囲（帰責事由と時的範囲）が限定

されうる。 

これに対して、日本では、利益相反取引と相当する経営者の行為に対する制裁は、役員の

財産上の損害賠償責任が存在するのみである。それゆえ、日本の経営者倒産責任制度の再構

築、およびその制裁手段の充実の立場から、フランス法における非金銭的制裁の構造上の特

色が参照に値するといえよう。 

その他、実際の利用率に鑑みると、日本法では、破産法 255 条の復権がよく利用される

ため、実務上、ほとんどの場合、経営者の資格制限が科されていない状況にある（第三章第

三節第１款一、２．参照）。これに対しフランスでは、近時の統計によると、財産上、職務

上ないし刑事制裁のうち、最も利用されているのは、職務上の制裁の一種である「経営禁止

の制裁」となっている429。その理由は、経営者が借金や負債を放置したまま夜逃げした場

合、または海外に逃亡した場合に、財産上の制裁が裁判で認められても、それが執行不能と

なる可能性が高く、職業上の制裁を科すことによって再犯防止の効果および、一般予防の機

能が期待されているところにある（その他の機能について、第一章第二節第 2 款一、参照）。

この点に関して、日本は EU 域内と同様な国際的な商業背景を有するとは言えないにもか

かわらず、会社倒産とともに経営者の財産も枯渇している場合、経営者に対して財産上の責

                                                   
429 経営禁止の制裁の利用率は、85％に示されていることに対して、財産上の制裁は 5％しかない。職務

上の制裁のうち、経営禁止の制裁は、個人破産の制裁よりも優先採用されている。Jacquemont(A) et 

Vabres(R), op.cit., n° 1100, p.641. 
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任を課すことが無意味な場合は少なくない430。無資力となった取締役等に対しては損害賠

償責任が執行されておらず、手続が遅延されている間に、経営者は財産の転売ないし隠匿を

図るため、役員責任査定の威嚇効果431は十分果たされていないといえる。それゆえ、日本法

において、経営者の不正行為を防止するために、経営者の財産上の倒産責任のみならず、職

務上の制裁たる資格制限制度に関して再検討する必要がある。 

２．職業上の制裁の範囲 

企業が倒産した際、経営者に対していかなる場合に資格制限が加えられるべきかについ

て、フランス法においては、商法典 L.653-3 条～L.653-6 条により職務上の制裁の帰責事由

が限定されている。これに対し日本法は、昭和 25 年商法改正においてドイツ法の非懲戒主

義を採用し、企業倒産の場合、経営者の職務上の制裁に関する内容が様々な法令に残されて

いるにもかかわらず、倒産法には、経営者に公法・私法上の資格制限に関する内容を直接に

規定しないこととなった。しかしながら、企業倒産に陥った経営者の個人破産手続開始が同

時に宣告されると、略式の手続さえもなく個別法令における資格制限が自動的に発効し、経

営者の善意・悪意を問わずに職務上の資格制限が加えられることは、制度自体の合理性が疑

われるところである。 

上述の内容を踏まえて、本稿は、悪質な経営者を制裁するためには、故意・重過失で会社・

債権者に損害を与えた経営者を制裁する手段を充実するためには、職業上の制裁に関する

一般規定を設けることに意義があると考える。 

３．刑事責任 

破産罪について、立法の経緯からみると、現行フランス商法典においては、1985 年法以

来、従前の一般破産罪と詐欺破産罪の区分が廃止され、制裁範囲もかなり縮小されてきてい

る。隣接犯罪を除き、従前の破産罪の構成要件のうち、詐欺によって犯した重大な犯罪行為

のみが、刑事制裁の中に留保されている（1985 年法 197 条）。厳密にいうと、日本破産法所

定の詐欺破産罪の範囲もそれと同様である。また、日本の詐欺破産罪には、フランスの刑事

制裁の構成要件と共通している部分が多い。 

なお、フランス法における職務上の制裁および刑事制裁の帰責事由を列挙すると、日本法

の制度と比較していくつかの相違点ないし共通点が存在するため、以下の表でまとめる（第

一章第二節第 2、3 款、および第三章第三節参照）。 

 

                                                   
430 北村治樹「東京地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情 1941 号（2012）55 頁。望月

千広「平成 25 年の破産事件の概観を見る：東京地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情

1989 号（2014）32 頁。安達拓「大阪地方裁判所における破産事件の運用状況」同誌同号 51 頁。 
431 谷口・前掲注（12）（1981）251 頁 
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表６．個人破産及び詐欺破産罪の帰責事由・構成要件に関する日仏比較 

 項目・分類 フランス法の対応（商法典） 日本法の対応 

 職業上の制裁 詐欺破産

併科の場

合 

１ 会社財産に対

する処分行為 

①会社の財産を自己所有の財産

として処分した （L.653-4 条 1

号） 

 ・会社法 423 条、428 条（責任推定） 

・詐欺破産罪（破産法 252 条 1 項 4 号

前半） 

②会社の積極財産の全部もしく

は一部を流用・移転・隠匿した行

為（L.653-4 条 5 号） 

L.654-9

条 1 号 

・詐欺破産罪（破産法 265 条 1 項 1

号） 

・免責不許可事由（破産法 252 条 1 項

1 号） 

③会社債務を増やす行為 L.654-2

条 2 号 3

号 

・詐欺破産罪（破産法 265 条 1 項 4

号） 

・免責不許可事由：ギャンブルや浪費

による財産の減少（破産法 252 条 1 項

4 号後半） 

２ 個人又は第三

者の利益のた

めに会社の利

益を害する行

為 

①利益相反行為 

L.653-4 条 3 号 

L.653-3 条 2 項の 3 号 

 利益相反取引（会社法 423 条等、場合

によって債権者による 429 条 1 項の

適用も認められる）  

 

②濫用的な赤字経営行為（L.653-

4 条 4 号） 

 なし、判例法理による解釈される 

３ 法人格の濫用 個人の陰謀を隠して会社の利益

を図ること以外の目的で取引行

為を行った 

L.653-4 条 2 号 

L.653-3 条 2 項の 2 号 

 法人格否認の法理（財産上の責任） 

４ 法令規定又は

有責判決に対

する違反 

①法令違反 

L.653-5 条 1 号 

 定款・法令違反行為（会社法 355 条忠

実義務） 

②有責判決の不履行 

L.653-6 条 

 なし 

 

５ 詐害行為 会社もしくは法人の状況に照ら

してそれが極めて重要な契約を

締結する時に、対価を得ないで署

名した場合（L.653-5 条 3 号） 

 ・詐欺破産罪：債務者の財産の譲渡又

は債務の負担を仮装する行為（破産法

265 条 1 項 2 号） 

・免責不許可事由：詐欺的な借り入れ 

（破産法 252 条 1 項 5 号）：破産申立

前１年以内に、貸主に対して虚偽の所

得証明書を提出したり虚偽の身分証

明書を提示したりして、信用状態を偽

って借り入れを受けたような場合。 

６ 偏頗弁済行為 L.653-5 条 4 号 L.654-8

条 1 号 2

号 3 号 

・免責不許可事由（破産法 252 条 1 項

3 号） 

７ 倒産手続の進

行を確保する

独特な帰責事

由 

①倒産手続の開始を回避または

遅らせる意図で、低額転売のため

に買い入れ、または不経済な手段

によって資金を手に入れた行為

（L.653-5 条 2 号） 

L.654-2

条 1 号 

・倒産申立責任（明治 32 年商法 174

条 2 項 廃止） 

・免責不許可事由（破産法 252 条 1 項

2 号）として定められている。 

②倒産手続の諸機関への協力を

意図的に差し控え、手続の良好な

進行を妨げた 

（L.653-5 条 5 号） 

 ・破産管財人等に対する職務妨害の罪

（破産法 272 条） 

・免責不許可事由（破産法 252 条 1 項

8 号 9 号） 
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③債権者の名を名乗り、虚偽の債

権を申告した詐欺行為（L.653-5

条 7 号） 

L.654-9

条 2 号 

免責不許可事由（破産法 252 条 1 項 7

号） 

８ 違法な会計行

為 

虚偽・不完全・不正な会計帳簿を

提出した（L.653-5 条 6 号） 

L654-2

条 4 号 

・会社法 429 条 2 項 

・免責不許可事由（破産法 252 条 1 項

6 号） 

 

第 三 節  小 括 

本章においては、主に、フランスの企業倒産法における経営者の倒産責任制度と日本法と

の比較を試みた。 

日本法の下では倒産を理由とする特別の経営者の責任は存在しないが、財産上の責任と

しては、会社法 423 条が定める取締役責任が、破産法等の役員の責任査定手続を通じて倒

産責任として機能している。もっともフランス法と異なり、清算型手続である破産法と再建

型手続である会社更生・民事再生のいずれも同じ実体的要件の下で責任が生じる。加えて会

社法 429 条の定める第三者に対する取締役責任も、第三者たる債権者が直接損害のみなら

ず間接損害の賠償も請求できるとする通説判例に従うならば、会社の破産にとどまらず民

事再生により債権者に生じた金銭的損害を取締役が賠償しなければならず、倒産法の外で

倒産責任が追及される。さらに、会社経営者が会社債務に保証人となることが通常であると

いう実情を前提とすれば、会社の倒産により経営者は、過失の有無を問わずに、会社債務の

責任を負うこととなる。このように経営者の会社債務に対する責任は、破産の場合はもちろ

ん、会社更生や民事再生でも同じ要件の下で生じる。この点で、企業救済手続における経営

者の財産上の責任を、保証も含めて軽減したフランス法と大きく異なるところである。 

またフランスにおける職務上の責任としての資格剥奪に相当するものとしては、経営者

個人が破産した場合の個別立法による資格制限が挙げられる。やはり経営者保証が通例で

あることを前提とすると、会社の倒産により経営者個人の破産が連鎖的に生じ、結果的に一

定の資格制限が生じる。ただし、ここでは、まず会社の取締役となることに制限が生じない

ことや、ほとんどの個人破産が免責により復権し、資格制限も回復することから、フランス

法上の特に清算手続に伴う資格剥奪制度と比較して極めて緩やかということができる。 

さらに、倒産責任としての刑事責任は、フランスと日本のいずれも詐欺破産罪が用意され、

経営者に適用がある。もっとも、フランス法では裁判上の更生または清算手続の開始が要件

とされているので、企業救済手続の中で詐欺破産罪に相当する刑罰は適用されないが、日本

法には詐欺再生罪として破産の場合と同様の刑罰が再生手続の中で適用される。 

こうした日仏比較を踏まえて、次の章では、民事再生手続の利用促進を目的とする解釈論

を中心に、私見を述べたい。 
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第 五 章   日本における経営者倒産責任の在り方 

上記の内容を踏まえて、企業倒産との関係で、いかなる場合に経営者に財産上の責任を負

担させ、いかなる場合に資格制限が加えられるべきであろうか。本節は、日本法における経

営者倒産責任を再考し、経営者倒産責任を解釈する基本的な問題点の指摘と今後の方向性

に対象を絞り込んで検討を行っていく。 

 

第 一 節 経営者責任と倒産手続利用のインセンティブ 

 

第１款 経営者責任による早期申立ての促進 

本論文第三章冒頭のほか、随所で言及した谷口論文においては、倒産責任が、倒産原因責

任、倒産方法責任および道義的責任に分けられている。「倒産の方法に関する責任」におい

て、谷口教授は、早期に再建型手続の申立てができれば、再建の見込みが十分あると想定し

ており、この早期申立てを実現するために経営者の役割が重要であり、会社更生とは違い、

民事再生の場合、経営者の地位が必ず喪失するのではないため、経営者による早期の再生手

続の利用が期待されると指摘されている432。 

倒産手続の早期申立てを債権者に委ねるということも考えられるが、企業の財務内容の

把握に対しては情報の偏在があることから、倒産手続の申立てが債権者によって適切に行

われることは困難であり、倒産申立てのタイミングが企業側（特に企業の経営者）に大きく

委ねられているのが現実である433。 

このような裁判上の倒産手続（特に再建型倒産手続）の早期申立てを促進する目標を実現

するために、諸外国の経営者倒産責任の中で、ドイツ法とフランス法においては、経営者に

よる適時の申立促進と積極財産減少の防止のために、倒産申立義務の不履行に対する制裁

が設けられている434。これと類似して、日本旧商法の下では、倒産申立の義務を定めた時期

もあった435。しかし、昭和 13 年 4 月 5 日法律第 72 号による改正は「役員の破産申立義務」

                                                   
432 谷口・前掲注（12）（1981）259 頁。同論文において、経営者のこのような責任の取り方について、

問題が残されていると述べている。 
433 金本良嗣＝藤田友敬「株主の有限責任と債権者保護」三輪芳朗＝神田秀樹＝柳川範之『会社法の経済

学』（東京大学出版会・1998）197 頁。 
434 吉原・前掲注（354）1480 頁。 
435 明治 32 年商法第 174 条 2 項（明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号によって設けられ、昭和 12 年 8 月 14

日法律第 79 号によって廃止された）によって、倒産申立責任が定められていた。 

「会社カ其資本ノ半額ヲ失ヒタルトキハ取締役ハ遅滞ナク株主総会ヲ招集シテ之ヲ報告スルコトヲ要ス     

会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ取締役ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ

為スコトヲ要ス」 

なお、この申立て責任に違反した制裁として、同法 84 条 5 号では、申立てを怠った場合には役員に対し

て、50 万円以下の過料を課すことを定める。その他に、民法旧 70 条（明治 31 年 7 月 16 日から平成 20 年

12 月 1 日まで有効条文）においても、類似的に申立義務を定めた。「法人カ其債務ヲ完済スルコト能ハサ
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を定めた商法旧 174 条 2 項を廃止した。その理由は、取締役に自分の会社の破産申立てを

義務付けるのは酷であり、また債務超過の認定も容易ではないこと、および当該規定が空文

に帰しているという実質的な理由によって根拠づけられている436。この他、取締役の資格制

限（第三章第三節第 1 款一、参照）を廃止した437うえ、バブル崩壊後に、経営者の業務執行

の効率性・多様性及び活力を保護するために平成 13 年商法改正による責任免除制度を新設

し、平成 17 年会社法の制定により無過失責任が大幅に廃止されるなど、経営者責任の軽減

が進められてきた。倒産手続の利用に対するインセンティブを実現するためには、経営者に

重い責任と厳格な制裁手段を課すよりは、むしろ経営者責任軽減のほうが望ましいといっ

た意識が、すでに日本の学者・立法者によって共有されていたといえよう438。 

さらに、再建型倒産手続の実効性を高めるという本稿の問題意識からすると、経営者の倒

産申立義務によるより、むしろ当事者にとって魅力的な裁判上の再建型倒産手続（民事再生

手続）の構築439をまず考えなければならない。そのための一つの方策として、経営者の倒産

責任のあり方を再検討する必要がある。 

近時の研究において、高橋陽一教授が、会社法の視角から昭和 44 年最高裁判決を再考察

することにより、従前の直接損害限定説に部分的に賛同する立場から、現行法における会社

法 429 条 1 項に関する判例法理の解釈には問題が多いと強く批判した。特に、本稿の問題

関心ともつながっているのは、対会社責任の事例においては、経営判断を萎縮させないよう

に経営判断原則の利用が承認され内部統制システム構築義務に関しても広い裁量が認めら

れており、これと同様に対第三者責任の事例においても、取締役の責任を広く認めることに

は経営判断の萎縮や過剰な監視・監督を招くおそれがあると指摘したことである440。すなわ

ち、役員損害賠償責任の賠償対象は会社であれ第三者であれ、責任から生じる取締役の行動

への影響は同様である。そのため、経営判断原則の運用と同様に、第三者との関係での責任

                                                   
ルニ至リタルトキハ裁判所ハ理事若クハ債権者ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ破産ノ宣告ヲ為ス  

２ 前項ノ場合ニ於テ理事ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス」 
436 司法省民事局編『商法中改正法律案理由書（総則・会社）』（清水書店・1938）143 頁。 
437 しかし、一般法人法 215 条 1 項、会社法 484 条 1 項により、清算人の申立責任に関する条文が残され

ている。 
438 山本・前掲注（76）57 頁。園尾隆司「破産者への制裁の歴史と倒産法制の将来」民事訴訟雑誌 61 号

（2015）80-81 頁。 
439 消費者破産の問題であるが、本稿の問題意識ともやや関連して、『世界銀行の自然人の倒産（支払不

能）処理現状に関する報告』において、今後各国倒産法の最も重要な課題は、破産者を破産手続から排除

することではなく、如何に誠実かつ不運な債務者を倒産手続に招くことであると指摘されてい

る。 « Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons », The World Bank(2014 ) 

n°397 。

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/WBInsolvencyOfNaturalPersonsReport_01_11

_13.pdf (2017 年検索) 
440 高橋陽一「取締役の対第三者責任に関する判例法理は今後も維持されるべきか?（二・完）――両損害

包含説の問題性と直接損害限定説の再評価――」法学論叢 178 巻 2 号（2015）1-36 頁。 

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/WBInsolvencyOfNaturalPersonsReport_01_11_13.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/WBInsolvencyOfNaturalPersonsReport_01_11_13.pdf
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軽減についての再検討が必要である。また、岩淵重広研究員も、イギリスの不当取引責任に

関する制度を概観した上で、再建型倒産手続において経営者に厳格な責任を課すことは、か

えって清算を早める効果をもたらすおそれがあるゆえ、裁判官は、再建型倒産手続において

経営者の責任範囲を限定的に決定する必要があるとされていた441。 

本稿もこうした問題意識を共有するものである。 

 

第２款 経営者責任を倒産手続類型によって区別すべきか 

現在では、破綻企業の早期再生を促す国際的な倒産法の潮流（第二章第三節第 1 款参照）

に従い、会社の再出発の機会を保障する再建型倒産手続の意義がますます重視されてきて

おり、経営者に過重な責任を課すことはこういった傾向と相容れなくなってきている。 

清算型手続においては債権者の配当利益の向上がその主要目的とされ、経営者の個人財

産も必要性と正当性がある限り、その配当原資とすることが考えられるが、再建型倒産手続

はそれと同列には論じられない。債務者会社の経営者の個人財産の処遇についても、倒産手

続の主要目的に照らしてそれぞれ考えられるべきである。 

とりわけ、閉鎖型の零細企業においては、会社と企業主とは通常一体であり、そのような

小規模企業を対象としている日本民事再生手続において会社の再生可能性を高めるには、

会社の資産のみならず経営者の個人資産の保護も考慮しなければならない。日本の民事再

生手続は、会社を存続させながら、営業力の回復と再建を図ることが手続の目的とされ、債

務者の再建が債権者の債権回収より優先性があると解されている442。そこにおいて、会社の

機関として重要な役割を有する経営者の個人財産を保護することは、経営者の民事再生手

続申立ての大きなインセンティブとなることが予想される。 

しかしながら、日本では、各倒産手続において一律的に役員責任査定手続が設けられてお

り、査定の対象となる責任の範囲を定める実体的要件も、それぞれの場面において具体的な

限定が設けられていない。民事再生手続でも、破産の場合と同様に経営者の個人責任が追及

されるおそれがあるとすれば、経営者は非常に不安定な地位に置かれている。これでは経営

者が裁判上の再建型倒産手続を申し立てる意欲が阻害され、これは再建型倒産手続の趣旨

と矛盾するばかりか、危機に瀕している時期の経営判断にも、その手足が束縛されることと

なる。 

したがって、倒産手続の類型443によって経営者個人責任に段階を設けるようにして倒産

                                                   
441 岩淵・前掲注（377）257 頁以下参照。 
442 佐藤鉄男「倒産手続の目的論と利害関係人」田原睦夫先生古稀記念論文集『現代民事法の実務と理

論』（きんざい・2013）42 頁。 
443 役員責任追及訴訟と倒産手続における責任追及との関係に関して、「管理型の倒産手続」と「DIP 型」
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時の経営者責任を再構築することにより、日本の民事再生手続の効率性改善に資すること

が期待されるのである。 

 

第 二 節  日本倒産手続における経営者倒産責任のあり方 

役員責任査定の制度は、簡易かつ迅速的に債務者の債権債務関係を明確するために設け

られたもので、手続の効率性を向上させる役割があり、集団的債務処理手続と合致している

ことから、合理性が認められる。これに対して役員責任査定の対象となる実体法上の責任の

範囲については、適切な解釈によって調整が加えられるべきである。本節では、日本法にお

ける経営者の財産上の倒産責任、すなわち、役員責任査定の対象となる実体法上の責任の範

囲のあり方を、再生手続と破産手続とに分けて、一応の試論を提出する。 

 

第 １ 款 民事再生手続における役員責任の限定 

経営者保証人の責任軽減が制度的に導入されたとしても、それだけでは経営者の民事再

生手続申立てのインセンティブとして十分ではない。以下では、民事再生手続において、具

体的な経営者倒産責任の制限的な解釈を示す。 

一、既存する法定責任軽減 

 平成 17 年成立の会社法では、商法における経営者の責任の免除・軽減の規定が引き継

がれている。具体的には、まず、総株主の同意があれば分配可能額を限度として役員などの

責任を免除することができる（会社法 424 条、120 条 5 項、462 条 3 項）。また、423 条 1

項に基づいて役員に対し損害賠償請求がなされ、当該役員が職務を行うにつき善意かつ重

大な過失がないとき、その損害賠償責任を一定の限度に軽減することができる。この責任軽

減の議案を株主総会に提出する際には、事前に監査役全員の同意を得ることが要件とされ

ている（会社法 425 条）。さらに、「責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の

状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき」は、取締役会および株主総会における

過半数の同意によって、役員の責任軽減を定款で定めることができる（会社法 426 条）。 

その他、役員の中における社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の第 423 条第

1 項の責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと

きは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのい

ずれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができ

                                                   
を分けて検討する先行研究として、名津井・前掲注（351）462 頁以下が挙げられる。序章で述べた問題

意識と一致するように、本稿では、管理型・DIP 型の代わりに、倒産手続の目的により再建型・清算型手

続に分けて検討する点で、上記の先行研究とは若干異なっている。 
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る（「責任限定契約」会社法 427 条）444。 

しかしながら、会社法 428 条 1 項によると、経営者は利益相反取引を行い会社に対して

損害を生じさせた場合には、責任が推定されることとなる。その場合、株主総会で承認を受

けても、且つ責任限定契約と責任免除の内容が定款において定められている場合であって

も、自己のために利益相反取引を行った経営者に対して、一部免責または責任の軽減（会社

法 425 条、426 条、427 条）を求めることもできなくなっている。 

二、民事再生手続における特別な責任軽減制度の必要性 

上述のように、バブル経済崩壊後、経営者が経営意思を萎縮してしまうことに配慮し、役

員の無過失責任の廃止および責任軽減制度の整備によって、会社法の領域において経営者

の責任を大幅に軽減する傾向が示されている。それに加えて、現在では、個人破産者に再建

のチャンスを保障するために、個人破産手続の中には、自由財産の範囲の拡張、差押え禁止

財産など様々な立法措置が設けられている。個人破産手続における個人債務者に再出発の

チャンスを保障する傾向が徐々に重視されてきている445。 

企業倒産法の領域においても、事業再生 ADR など私的倒産手続が急速に発展・改善して

いるのに対して、法的再建型倒産手続において、中小企業の再生を促進する仕組みは不十分

のままである。日本では、小規模の閉鎖会社において会社と企業主が同体の場合が多く、会

社の再建可能性は経営者の資産に密接に関連している。それゆえ、民事再生手続において、

小規模の閉鎖会社の経営者の責任の軽減を適切に図ることは、この経営者による手続の適

時申立ておよび再生計画遂行への協力に、強いインセンティブの機能を有するといえる。ま

た、破産手続とは違い、民事再生手続あるいは会社更生手続が開始された場合は、手続終結

後に法人格が当然に消滅するわけではなく、その再建の目的との関係で経営者の個人責任

を制約する必要がある。 

三、民事再生手続における裁量的な責任軽減 

１．経営判断の原則 

会社に対する責任であれ、第三者に対する責任であれ、経営者が免責の抗弁をする場合、

                                                   
444 関連判例：大阪地判平成 25 年 12 月 26 日金判 1435 号 42 頁。 
445 伊藤眞＝古川秀樹＝瀬戸英雄「新破産法の基本構造と実務（第 21 回）」ジュリスト 1325 号（2006）

207 頁〔山本和彦発言〕。平成 16 年に新しい破産法が制定された際に、個人破産手続には、破産者の経済

的再建の機会を留保する必要性について議論がなされている。 
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「経営判断の原則」の適用可否が事案ごとに決められている446447。日本では、「経営判断の

原則」についての明文規定は存在しないが、理論的研究448や裁判実務上において様々な論究

や運用がなされている449。すなわち、取締役は、会社の経営管理について広汎な裁量権を有

しているが、商業社会における融資、市場価値の分析等に対する判断そのもの自身は、非常

にリスクの高い仕事であるといえる。会社の経営にかかわる判断が通常の経営者として著

しく不合理なものとはいえない場合、もしくは、経営者に対して過大な非難をすべきではな

い場合には、経営者はその責任を免れ得る。 

経営判断原則の適用を認めた上で経営者の責任を否定した裁判に鑑みると、「経営判断の

原則」とは、実に経営者の善管注意義務違反の責任を裁量的に軽減する判断基準として用い

られているといえる。すなわち、著しく不正な行為がなければ、裁判所は経営者の判断を尊

重ということである。 

本稿では、倒産手続中の査定裁判における裁量の判断基準として「経営判断の原則」が適

用されるかどうかが重要である。近時の裁判例を見ると、同原則が取締役の反論として主張

される事例が少なくない450。さらには、倒産事件を審理する裁判所が取締役の任務懈怠の有

無に対して「経営判断の原則」によって判断する事例も存在している451。東京地判平成 16

年 9 月 28 日（判時 1886 号 111 頁）の査定異議事件では、経営判断の原則によって民事再

生手続における役員の責任査定決定が取り消された。具体的には、「取締役の業務について

の善管注意義務違反又は忠実義務違反の有無の判断に当たっては、取締役によって当該行

為がなされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下に

                                                   
446 経営判断の原則に関する事例に関する平成 17 年会社法制定される前の裁判例について、いくつかが挙

げられる： 

東京地判平成 5 年 9 月 16 日判時 1469 号 25 頁、東京地判平成 14 年 4 月 25 日判タ 1098 号 84 頁、東

京地判平成 14 年 7 月 18 日判タ 1105 号 194 頁、東京地判平成 16 年 3 月 25 日判タ 1149 号 120 頁、東京

地判平成 16 年 12 月 16 日判時 1888 号 3 頁（ヤクルト株主代表訴訟）。 
447 平成 17 年会社法制定された後の裁判例： 

最判平成 20 年 1 月 28 日判時 9197 号 481 頁（北海道拓殖銀行事件）、最判平成 22 年 7 月 15 日判時

2091 号 90 頁、最判平成 25 年 2 月 28 日金判 1416 号 38 頁。 
448「経営判断の原則」に関する研究は多く存在するが、井口武雄＝落合誠一『経営判断ケースブック―取

締役のグッドガバナンスの実践－』（商事法務・2008）、森本滋「経営判断と『経営判断原則』」『現代民事

法の実務と理論：田原睦夫先生古稀・最高裁判事退官記念論文集（上）』（きんざい・2013）654-685 頁が

挙げられる。また、アメリカ法上の「経営判断原則」に関する研究も多数存在する。春日博「アメリカ法

における経営判断の原則の一考察」早稲田法学会誌 35 巻（1985）343-374 頁。神崎克郎「注意義務と経

営判断の原則（アメリカ法律協会「会社運営の原理―分析と勧告（試案 2・3）」の研究）」証券研究 83 巻

（1988）55 頁以下。後藤元「取締役の債権者に対する義務と責任をめぐるアメリカ法の展開」金融研究

29 巻 3 号（2010）123-174 頁。 
449 最一判平成 22 年 7 月 15 日判時 2091 号 90 頁、東京地判平成 25 年 2 月 28 日金判 1416 号 38 頁 

東京地判平成 16 年 9 月 28 日判タ 1243 号 43 頁、東京地判平成 17 年 3 月 3 日判タ 1256 号 179 頁 
450 大阪地判平成 27 年 12 月 14 日金判 1483 号 52 頁、大阪高判平成 27 年 5 月 21 日金判 1469 号 16 頁 
451 東京地判平成 27 年 3 月 31 日（【事件番号】平成 24 年（ワ）第 27118 号）、東京地判平成 26 年 3 月

14 日判時 2254 号 63 頁、東京地判平成 24 年 9 月 7 日金法 1986 号 116 頁。 
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おいて，当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準とし

て、前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か及びその事実に基づく行為

の選択決定に不合理がなかったか否かという観点から、当該行為をすることが著しく不合

理と評価されるか否かによる」と判示している。 

経営者に会社の経営に関する一定の自由を付与する目的が、会社経営を萎縮させないよ

うにすることにあるという「経営判断の原則」の趣旨は、本稿の問題関心ともつながってい

る。解釈論としては、上記二、の分析を踏まえて、民事再生手続申立てという事情を上述の

経営判断の原則の一要素として考慮し、経営判断自体の不合理性が認められる場合でも、会

社再建のため適時に法的手段を尽くしたことをもって合理性を基礎づけることができると

考えられる。 

２．フランス法における判断方法からの示唆 

日本では、損害賠償が追及される役員に対する手続保障として、責任査定決定に具体的な

理由を付さなければならないこと、査定に関する裁判をする際の役員に対する審尋の必要

性（破産 179 条）、そして役員責任査定決定に対する異議の訴えの余地が定められている（同

法 180 条）。査定異議の訴えは、憲法 32 条および 82 条の規定に基づき、判決手続により審

理判断されなければならない452。これらの点により、役員責任査定手続は略式手続であって

も、日本の査定裁判において、当事者の裁判を受ける権利の保護が実現できると考えられて

いる453。 

この点に関して、フランスでは、積極財産不足責任に関する訴訟は、判決により判断され

る一般訴訟事件に従いながら審理される。そのため、経営者の倒産責任に関する裁判官によ

る謹慎な判断について、日仏法の制度における取扱いが共通しているといえよう。商事裁判

所は、経営者のフォートに対する認証について、事実審の裁判官に対し、広汎な裁量権を付

与している454。具体的には、経営者の経営能力に対する評価、経営者に対する職業上の制裁

の当否について、および制裁期間（最低期間・最長期間）についても、経営者のフォートの

重さによって明確的に決めなければならないとされている（第二章第二節第 2款三、参照）。 

これは、経営判断の原則に関する具体的な実務上の運用であるといえよう。このようなフ

ランスの判例法理によって確定された「事実審の裁判官による均衡的判断」の制度は、日本

                                                   
452 再生の場合には、民事再生法 143 条 3 項により、申立ての原因となる事実が疎明されるべきであると

定められている一方で、同法 144 条には、査定決定に裁判所が理由をつけること、および必要的な審尋

（同条１項）が規定されている 
453 この点に関しては、佐藤鉄男「倒産手続における裁判の手続原理」青山善充ほか 編『民事訴訟法理論

の新たな構築 : 新堂幸司先生古稀祝賀』（有斐閣・2001）573-574 頁、588-589 頁に詳しい。 
454 Rapport sénat n°335,J.-J. Hyest, T.1, préc., p.486. （職業上の制裁に関する裁判官の裁量権の当否に

関する議論） 
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法の経営者責任の裁判を改善するために、参照に値するものといえる。 

 

 

第 ２ 款 破産手続における役員責任追及制度の配合 

一、破産手続における経営者責任追及の効率性の要請 

１．経営者保証人の責任軽減との整合性 

日本法においては、前記フランス古法から由来した「債権者の一般担保権〔gage commun〕」

という法的概念は存在しないにもかかわらず、債務者の責任財産は無担保の債権者の債権

を担保する機能を有するという理解はフランス法と共通している。一般債権者（無担保債権

者、劣後債権者など）にとって、会社財産が債務の弁済に不足となっている場合、会社財産

による債権担保の機能が期待されなくなってしまい、この場合、債権者は、法的倒産手続の

利用とは別に、役員の対第三者責任又は保証責任を追及することを通して、債権の回収を図

ることとなる。日本の会社法における対第三者責任の追及は一般法上の過失責任の構造に

従って行われるために、その責任成立要件の主張立証が厳しく、そのため債権者は、債権回

収を確保するために、経営者保証人制度に対して依存しかねない。 

本稿の研究対象である経営者の倒産責任を経営者保証責任という純粋の契約上の責任と

対比するならば、経営者の倒産責任はいわば条件付き法定保証と考えることもできる。ここ

でいう条件とは経営者の会社財産を毀損する過失の有無を指している。現在、日本では、経

営者保証人制度の過度の利用と破産手続における責任追及制度の困難性が、相互に作用し

あって悪循環に陥っている。したがって、前述した早期の事業再生を促すために経営者保証

責任を軽減させるとともに、破産手続において債権者の利益が保障されるように放漫経営

などを行った経営者に対する責任追及の確実性を高めなければならない。 

経営者保証に関するガイドラインの活用により経営者保証人制度の利用が制限されると、

保証人保護や経営者の再起の保障という観点ではよいことだが、債権者にとっては物的担

保の十分ではない中小企業への融資を躊躇することになり、結局、社会経済の活力が喪失し

てしまうおそれが生じる。それゆえ、経営者保証の制限縮小に当たっては、少なくとも破産

手続において役員責任査定の実効性を高める必要が生じると解される。 

２．インセンティブの機能と弁済原資の充実 

まず、破産手続における役員責任査定制度の趣旨は、債権者の集団的被害を救済するため

に弁済原資の増殖を目的として、過失行為を行った役員の損害賠償責任を迅速に確定する

ことにより、手続の速やかな進行に資することにある。それゆえ、破産手続における役員責

任査定の対象は、企業倒産に起因した債権回収の不能という債権者の集団的損害に対する
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責任を含むという解釈があり得る。 

また、債務者の早期再生の機会を確保する倒産法の国際的な潮流と合わせて、経営者倒産

責任の調整による民事再生手続へのインセンティブの機能が重視されるべきである。日本

では、破産手続のかわりに、民事再生手続の早期利用を導く制度上の考慮が不十分であるた

め、民事再生手続と破産手続とで経営者責任に特段の差異を設けることにより、経営者に一

定の心理的刺激を与えることができる。 

さらに、破産手続において全額弁済を受けることができなかった場合、債権者が、手続終

結後、個別訴権によって債権回収を求める意欲はますます強くなる。日本法の下では、倒産

手続の開始を問わずに、債権者は会社倒産によって被られた損害の賠償を経営者に請求す

ることができる。それゆえ、中小企業が経営破綻に陥った場合には、債権者の個別訴訟の量

は膨大になる。これとは反対に、裁判上の債務処理手続たる破産手続における責任査定制度

の利用率は年々後退しつつあり、債権者平等原則の保護および訴訟経済の面からみると非

常に問題となっている。この状況に鑑みると、破産手続においては、同一経営者の同一過失

行為によって生じた債権者の損害賠償を包括的に処理する取扱いが望ましいと解される455。

企業の破産手続が開始される場合には、その法人格が消滅することが予想されるため、債権

者の集団的被害を救済するために経営者の倒産責任を追及する必要がある。破産手続が開

始されると、債権者にとっては債権回収の必要性が顕在化し、特に会社の財産では債務弁済

に足りないので、経営者の個人財産が債権回収のターゲットとなる。そしてすくなくとも会

社の清算処理（および債権者救済の立場から）との関係では、経営者責任を容易に追及する

必要性がある。 

これらのことから、役員責任査定の効率性を改善する現実の必要性があるといえよう。 

 

二、会社法 429 条 1 項に関する従来の学説の再考 

前述第三章で述べているように、日本倒産法学において、一般的に役員の責任査定の対象

は、会社法 423 条等の任務懈怠責任が中心となる。そこで、本稿は、民事再生手続の利用促

進のために、破産と再生手続における経営者責任の格差を設ける立場から、経営者の任務懈

怠によって生じた第三者の間接損害もここでいう任務懈怠責任に含まれると理解すると、

会社法 429 条 1 項の責任も役員の責任査定の対象とされる余地があるかもしれない。しか

し、企業破産時の役員責任査定手続において、会社法 429 条 1 項が実質的に運用されるか

どうかについて、第三章で述べた役員の対第三者責任を倒産責任とする議論を踏まえて、そ

                                                   
455 佐藤・前掲注（9）24、221 頁以下参照。この点に関して、本稿は佐藤説に賛成しているが、具体的な

解決方法については、本款の二、で検討する。 



132 

 

の解釈可能性と難点を検討する。 

１．会社法 429 条 1 項を倒産責任とする余地 

日本では、破産手続の場合、役員の責任査定決定で確定された損害賠償責任の効果として、

経営者個人の全部または一部の財産が破産財団に充当され、最終的に債権者に弁済するた

めに用いられる。この賠償金の用途に鑑みて、役員の責任査定手続の目的は、会社法 423 条

よりは、むしろ 429 条 1 項の立法背景・趣旨と共通しているといえよう。そうすると、管

財人の査定申立権は、破産管財人が破産財団の管理機構として、平常時に多数の債権者の経

営者に対する損害賠償請求権を集団的に行使することにあると解される。 

また、日本の会社法と倒産法における役員の損害賠償責任訴訟を分析すると、訴訟法上、

平常時に会社財産の価値を毀損しまたは隠匿した経営者に対しては、会社がその損害賠償

責任を追及することができるが、会社が責任追及を怠った場合、株主が代表訴訟によって経

営者の責任を追及することができ、また、債権者もその代位権によって役員の責任を追及す

ることができる。破産手続においては、管財人に破産財団の管理処分権が専属するため、破

産財団に関するすべての債権債務関係の訴訟を起こす権利は管財人に付与されている。経

営者の責任追及も、管財人が、役員の責任査定手続によって行われることとなる。破産手続

が開始される場合、株主代表訴訟はにおいては株主の提訴権利が管財人によって行使され

ることと同様に、係属中の債権者の代位訴訟は中断し、これを破産管財人が受継することも

可能である（破産法 45 条）。ここで、谷口教授は、役員の対第三者責任に関する間接損害限

定説（第三章第二節第 2 款二、参照）によって、会社法 429 条 1 項の責任は債権者代位権

を強化したものとして理解している456。そうすると、株主代表訴訟と同様に、会社法 429 条

1 項に基づく債権者の権利も、管財人に付与されると解釈する余地がある。 

本稿では、債務者会社が無資力となった場合、第三者たる債権者の被害は個別的な現象で

はなく、とりわけ清算型倒産手続において、同じ損害を受けている債権者の利益を迅速・包

括的に救済すること、もしくは弁済原資を増やすことが、役員責任査定手続本来の趣旨と合

致していると考える。 

２．429 条 1 項による解釈の困難性 

上記１．の分析は、主に、従前の間接損害限定説の立場から、会社法 429 条 1 項を債権

者代位の強化とする理解を前提としている。しかしながら、現在の通説たる両損害包含説の

理解の下で、会社法 429 条 1 項に含まれている間接損害の事例を倒産手続において具体的

に解決する際に、すくなくとも、以下の二つのはまず直面しなければならない難問である。 

（１）債権者の固有権 

                                                   
456 谷口・前掲注（12）（1981）252 頁。 



133 

 

日本法において、経営者の実体法上の倒産責任のあり方を再構築することがやや困難で

ある最も大きな原因は、会社倒産に起因した債権者の損害を救済するための取締役の損害

賠償責任が、倒産法上独自の責任制度として設けられておらず、民法・会社法の規定により、

役員査定手続を通して経営者に会社の経営悪化の結果を負担させることにある。 

近時の研究においては、名津井教授は、対第三者責任追及と倒産手続における役員の責任

追及との関係から分析を着手して、会社法 429 条１項に基づく役員等に対する損害賠償請

求権が第三者のために特別に法律によって認められた固有権であることを理由として、会

社法 429 条 1 項を倒産手続内で適用することに反対の見解を述べている457。具体的には、

現行日本会社法 429 条 1 項に基づく役員等に対する損害賠償請求権は、第三者（または、

債権者）のために特別に法律によって認められた固有権であり、特に直接損害の事例では、

役員等の任務懈怠から生じた損害も第三者に固有の損害であり、会社財産への影響はない

ゆえ、管財人は対第三者責任訴訟を受継する必然性はないと指摘されている458。このように

理解される以上、会社法 429 条 1 項に定められているのは、役員と債権者個人との間の債

権債務関係である。同条に所定の損害賠償請求権が、会社財産とのかかわりはないため、倒

産手続の機関としての管財人によって行使することができないと解される。 

下級審の裁判例459では、管財人等は役員の責任査定の申立てをし、役員の損害賠償責任が

査定決定で認容されたとしても、倒産手続終結後に債権者が会社法 429 条 1 項に基づき役

員に対して責任を追及することは妨げられないとする事例がある。その理由として、「民事

再生法 143 条に基づく損害賠償請求権の査定の申立てと会社法 429 条 1 項に基づく役員の

第三者に対する責任とは、立法趣旨も適用範囲も異なるし、民事再生法 143 条に基づく損

害賠償請求権の査定の申立てによって会社法 429 条 1 項に基づく損害賠償請求権の行使が

妨げられる旨の明文の規定もないから、両者は並存し得るものと解すべきである。」と判示

している。ここでは、役員の責任査定において追及される損害賠償責任と会社法 429 条 1

項の役員の対第三者責任は別個の責任であると認識されている。 

（２）債権者による役員責任追及訴訟との競合 

日本法においては、役員の対会社責任と対第三者責任が、会社法 423 条と 429 条 1 項に

別個に定められている。会社法 423 条は、会社の利益保護のために設けられた役員の損害

賠償責任であり、破産の場面で、会社・株主の代わりに管財人が責任査定手続において請求

することができる。現行法の下で、会社法 423 条によって下された責任査定決定の効力は、

                                                   
457名津井・前掲注（351）498－503 頁。 
458 名津井・前掲注（351）500 頁。 
459 東京地判平成 21 年 3 月 27 日金判 1322 号 61 頁（過払金返還請求事件）。 
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債権者の損害を賠償するための会社法 429 条 1 項に関する訴訟には及ばないものである。

そのため、倒産手続において十分弁済を受けられない債権者は、会社法 429 条 1 項により

役員の責任を個別に請求することが可能である。 

そこで、仮に、会社法 429 条 1 項に基づく請求権を管財人が行使できるとすると、それ

に基づいて下された責任査定決定の効力が債権者に及び（民訴 115 条 1 項 2 号）、それとの

関係で、債権者の損害賠償の訴えを提起する権利が侵害されるおそれがある460。また、現行

会社法の一般的な解釈によると、会社法 429 条 1 項の適用対象には、債権者が被った間接

損害のみならず、経営者の不法行為によって被られた直接損害も含まれるとされる。そのた

め、429 条 1 項に関する全ての事例を倒産手続において集団的に処理すると解する佐藤説

461によると、直接損害の場面もその中に含まれることとなり、直接損害を被った債権者の債

権利益が希釈されてしまう。 

要するに、本稿は、本款一で述べたところのみでは、会社法 429 条 1 項に関する全ての

事例を役員責任査定の対象とする正当性を証明するためには、不十分であると考えている。

現行法の下で、もっぱら個人債権者のために設けられたものと 429条 1項を理解する限り、

それを経営者の倒産責任として、破産手続における役員責任査定の対象になる解釈は極め

て困難である。 

３．会社・債権者が被った損害の同質性・互換性 

会社法 429 条 1 項に関する従来の諸説を再考した上で、会社法 423 条と比べると、429

条 1 項の意義は取締役の金銭責任を加重したのではなく債権者による責任追及の手段が増

やされたことにあると指摘されている462。また、特に、会社の財務が悪化した場合、株式会

社の財産の維持に関する取締役の義務に基礎づけられる、株主および債権者の損害賠償請

求権には共通性を有している。それゆえ、取締役の会社に対する責任は、第三者たる債権者

に対する信任義務違反の責任と同じものと理解される463。言い換えれば、会社法 429 条 1

項と 423 条による役員に負担させる責任の額は同様である。 

本稿は、さらに以下の二点により、特に破産手続において、役員責任査定の根拠とする経

営者の対会社・第三者責任の同質性が導かれると考えられている。 

                                                   
460 フランスでは、積極財産不足の責任が優先して適用されているにもかかわらず、債権者による個別追

及の機会を留保するために、幾つかの例外が認められている。このような立法経験が参照になれるだろう

（前述第二章第二節第 2 款二、）。 
461 佐藤・前掲注（9）24、221 頁以下。 
462 高橋陽一「取締役の対第三者責任に関する判例法理は今後も維持されるべきか?（一）――両損害包含

説の問題性と直接損害限定説の再評価――」法学論叢 177 巻 6 号（2015）16－17 頁参照。 
463 黒沼悦郎「取締役の債権者に対する責任」法曹時報 52 巻 10 号（2000）19-20 頁。また、会社が債務

超過となった場合には、平常時の対会社責任は対債権者責任に変化するという理解について、浜田宰「倒

産時における取締役等の対第三者責任」NBL 967 号（2011）31 頁参照。 
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ア、責任主体 

会社法 429条 1項の責任主体は過失行為を行った役員であり、間接損害の事例において、

会社法 423 条所定の任務懈怠責任の主体とはほぼ変わらない。 

イ、損害を被った目的物 

会社法 423 条所定の損害は、役員の任務懈怠により会社財産が被った損害であり、会社

法 429 条 1 項に含む間接損害は、経営者の放漫経営・利益相反取引等によって弁済原資の

減少から生じた損害である。したがって、破産手続において、会社法 423 条と 429 条 1 項

による損害賠償の対象は同一の破産財団（会社財産）である。 

会社法 429 条 1 項と 423 条の共通性から、役員責任査定手続において、管財人に会社法

429 条 1 項を行使する権限を付与しても、現行法の制度と比べて大きな変わりはない。さら

に、本稿の問題意識からみると、会社法 429 条 1 項を行使する権限を破産管財人に付与し

ても、破産財団を増殖する、および民事再生手続と破産手続における経営者責任の格差を設

ける目標が達成されないと考えている。 

したがって、会社法 429 条 1 項のみによる解釈は、本稿の問題を解決することができな

いという結論が導かれる。 

 

三、特別な倒産責任を構築する際の留意点 

上記の内容を踏まえて、現行法の下で、会社法 429 条 1 項の解釈には難点が多いゆえ、

債権者の債権回収の利益を確実に保障するために、本稿は、むしろ倒産法独自のルールに従

って経営者倒産責任を設けることによって、役員責任査定の効率性を改善する目標を達成

することがより望ましいと考えている。 

１．経営者倒産責任の申立権者 

特別な経営者倒産責任を構築すると、その申立権者は、債権者の代表もしくは破産管財人

のどちらになるであろうか。この点については、フランスの立法経験が参考となる。フラン

スでは、裁判上の受託者（管財人）が債権者の団体の代理人とされているが、積極財産不足

責任を追及する独占の権限、および倒産責任追及の優先性等が、すべて裁判上の受託者の上

記の法的地位に基礎づけられている（第二章第一節第 1 款二、３．参照）。 

日本法においては、まず、破産債権者の集合を法主体性のある破産債権者団体として認め

ないとするのが通説である。その理由の一つとして、債権者の利益は必ずしも共通とはいえ

ないことが挙げられる464。また、破産管財人の法律上の地位に関して様々な議論がなされて

いるが、現在の通説は破産財団管理機構説であり、管財人を破産財団の代表者、あるいは債

                                                   
464 伊藤・前掲注（324）216 頁。 
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権者集団の利益代表と位置づけるものではない。 

こられの点に関しては、会社の株主の利益も必ずしも共通とはいえないが、株主代表訴訟

を提起した株主は、株主全体の利益を代表・代位して訴訟を提起するものと解される。この

点からみると、破産手続において、管財人が債権者の集団的利益を代表していると解するこ

とも背理ではない。また、日本では、破産管財人が破産財団に関する訴訟について、破産者

の法定訴訟担当者として位置づけられているが、このことと債権者の集団的利益を実現す

るために破産法上の権限を行使することとは矛盾するものではない。さらに、フランスでは、

破産財団という概念が廃止されたため、裁判上の受託者に経営者倒産責任を追及する権限

が、債権者の集団的利益の代理人という解釈に根拠づけられる必要が生じた。日本では、破

産財団という概念が存在しており、破産管財人権限が破産財団のための権利行使によって

十分説得されると考えている。 

２．管財人による債権者利益保護の範囲 

具体的にどのような範囲で管財人の訴えの権利を認めるべきなのか、債権者の個別訴訟

と管財人による集団的責任追及とをどう区別すべきであろうかについては、より慎重に検

討しなければならない。 

債権者の損害が個別的な損害である場合、管財人が当該債権者の利益を保護するために、

役員の責任査定の申立てをする根拠はない。具体的には、債権者が当該役員の行為により直

接その権利を侵害される、いわゆる直接損害を被った場合である。この個別の損害賠償を求

める権利こそは、前述名津井教授論文に言及されている債権者の固有のものである465。その

ため、本稿は、佐藤説とはやや異なっている観点で、破産管財人が行使し得るのは、多数の

債権者の共通の損害を賠償する集合的請求権であり、間接損害の事例のみは責任査定手続

において処理すべきであると解される。責任査定決定の効果は、最終的に損害賠償金が破産

財団に充当されることとなるゆえ、会社法 429 条 1 項に含まれる直接損害の事例も役員責

任査定に含まれるとすると、直接に損害を受けた債権者の金銭的な利益が希釈されること

になってしまう。それゆえ、直接損害が発生した場合、倒産手続以外に、債権者の個別訴訟

による債務返済の権利・機会を保護するために、会社法 429 条 1 項には意義があると考え

られる。 

これに対して債権者が受けた間接損害の典型は、経営者の放漫経営・利益相反取引等によ

り会社が無資力で倒産した場合に、会社債権者にも与えた損害である。フランス法において

は、この類型の間接損害が集団的損害として位置づけられている（第二章第一節第１款二、

１．参照）。倒産事件と関連して考えると、このような間接損害（債権の回収不能）は、会

                                                   
465 名津井・前掲注（351）500-502 頁。 
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社倒産に起因して債権回収を成しえなかった債権者が被った損害であり、各々の損害額が

異なるという事情以外の、その損害の原因、債務不履行の時間、損害賠償を負担させる主体

等は共通している。言い換えれば、共通性のある間接損害のみが集団的損害に構成されうる。

間接損害は、債権者間共通の損害であり、その賠償を求める権利も、他の債権者と競合し、

原則として実体法の定める優先権のほか、債権者平等の下で債権額に比例して分配される

べきものと考えられる。従って、この部分（間接損害を中心とする事例）は、各債権者の個

別訴訟によるのではなく、管財人による役員責任査定手続によって、破産財団の増殖に当て

られるべきである。 

なお、その他に、破産時の役員査定手続において、債権者の債権回収を保障するために、

管財人が行使しうる経営者倒産責任の適用範囲、訴訟時効、申立権者、査定裁判の効力など

について、具体的に如何に倒産法独自のルールによって解釈するかに関して、日本法の視角

からさらに詳しく検討する必要がある。この点を筆者の今後の課題としたい。 

 

 

第  三  節  資格制限の一般規定の充実 

 

第１款 日本法の問題と非金銭的制裁の機能 

経営者に対する非金銭的制裁において、日本の倒産法では「資格制限」に関する一般規定

が設けられていないことについては、何かしらの立法によって補完すべきである。 

日本では、多くの個別法の中に、破産者への資格制限に関する規定が残されているにもか

かわらず、倒産法においては復権規定のみが存在し、資格制限に関する倒産法独自の規定が

欠如していることが問題となっている。具体的には、個人破産手続が開始されるという事実

によってのみ、取締役に資格制限の効果が生じるというのは、取締役に対する職務上の制裁

として合理ではない。また、取締役の善意・悪意を問わずに、職務上の資格制限も加えられ

るのは非常に問題がある。この点に関して、フランス法において、職務上の帰責事由は、商

法典 L.653-3 条-L.653-6 条によって立法化して特定する方法は、日本倒産法の参考となり

うるものである。 

前述の谷口論文において、「査定」制度は、実務では必ず利用されているわけではないが、

その存在自体は一種の威嚇的意味があると評価されている466。しかし、財産上の責任は唯一

の制裁手段ではなく、むしろ限界があると考えられる。現行法の下での査定手続による役員

の損害賠償責任は、その追及範囲が狭く、制裁手段も比較的単一であり、威嚇的機能が十分

                                                   
466 谷口・前掲注（12）（1981）251 頁。 
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果たされているかどうか疑問である。端的な例として、経営者も同時に無資力となった場合、

財産上の責任追及はできなくなる。しかし、会社ないし第三者の利益を害した経営者が再び

恣意的に経営活動を行うことが可能となれば、商業社会の全体の利益と効率性を損なうこ

ととなりかねない。このリスクを妨げるため、さまざまな制裁手段を設けているという点で、

フランス法における職務上の制裁には価値があると解される。 

また、フランス法における個人破産の制裁は、その種類に応じてさまざまな帰責事由を具

体的に定めている。そして、これらの事由に該当する行為がある場合にのみ職務上の制裁が

課される。したがって、制裁の範囲が一定の行為に限定されている点から、倒産手続法の中

にも、資格制限の一般（総合・具体的な）規定を設ける必要がある。例えば、経営者が会社

の財産を減少する故意・重大過失が証明できれば、個別法における資格制限が適用されると

いう規定である。 

 

 

第２款  具体的な対応 

経営者を完全に商業から追放する制裁は、経営者自身の再出発の機会を奪う。ある業界で

経営を失敗したことは、その分野での経営・管理の経験ともなりうる。失敗した経営者こそ、

初心者・素人より経営上リスクを回避する経験を持っていると予想されるだろう。したがっ

て、日本法において経営者の職業上の制裁を構築する場合、破産経営者に対する資格制限が

全ての破産者に適用されるのは不合理である。 

具体的には、資格制限の範囲、制裁期間、いかなる裁判手続を設計するのかなどについて、

経営者が行った経営上の過失によって、判断される仕組みを設けること、および経営者が自

然人である場合、その将来的な再生の機会を保障するために、個々の事案において、経営者

の主観状態、個人財産などに即して資格制限が適用されること、等を慎重に検討しなければ

ならない。 

また、本節冒頭で述べている問題意識を踏まえて、本稿は、民事再生手続（特に DIP 型

手続）においては、経営者はそのまま経営陣に残され、企業再生のために働くことが期待さ

れるため、民事再生手続においては、経営者の資格制限は必要ではないと考えている。 
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終章 

本稿は、日仏法における経営者倒産責任について、再建型倒産手続の魅力と効率性の向上

という視角から、比較法的に考察を行ってきた。 

 この問題に関して、序章では、まず、本稿の問題意識を確認し、研究対象とする経営者の

倒産責任とは何かを定義した。次いで、フランス法の近時の改正動向を簡単に紹介した上で、

新たな再建型倒産手続の創設および倒産手続全体の実効性を改善させるために行った経営

者倒産責任の再編成という 2005 年の法改正が、一定の成果を収めたことを明らかにした。

この改正は、日本法の経営者倒産責任の再構築に参考となりうるものであることから、この

ようなフランス法の改正の背景と趣旨を究明するために、五章に分けて検討してきた。 

第一章では、フランス法の制度を、歴史的沿革も踏まえて詳しく検討した。まず、第一節

では、経済社会の変遷に従ってフランス倒産法およびその経営者倒産責任の立法の変遷を

明らかにした。また、第二節では、学説上の分類にしたがい、経営者の倒産責任を財産上の

責任、職務上の責任及び刑事責任に分けて、経営者倒産責任制度の全体構造およびその実務

上の運用基準などを紹介した。結論として、フランスでは、再建型の企業救済手続に関して、

経営者に対する様々な倒産責任追及を禁止する改正および経営者保証人に対するさらなる

優遇措置が注目に値するものであることを明らかにした。また、裁判上の清算手続（清算型）

においては、再建型とは異なり、経営者の財産上、職務上および刑事上の責任が維持されて

いる。このような制度設計は、所謂、飴と鞭〔carrot and stick〕という政策の法的実現で

あり、参考に値する。 

第二章第一節では、積極財産不足に関するフランス法の理論とその新たな発展を検討し

た。とくに倒産法の分野で、債権者の一般担保権の意義、債権者の集団的利益および会社訴

権の個別行使に関する理論を究明した。また、第二節では、積極財産不足責任の制度に関し

て、それが特別責任として一般法上の責任と峻別されるという実体法・手続法それぞれの特

別の取扱いを明らかにした。第三節では、主に、再建型倒産手続の実効性を改善する趣旨を

めぐり、フランス商法典改正及び企業救済手続における責任の軽減・禁止の背景を検討した。

倒産手続の効率性改善を提唱している国際的な潮流の中にフランス法の倒産手続改革も位

置づけられることを明らかにした。 

第三章では、倒産法に役員の責任査定手続が整備されているものの、経営者の倒産責任が

特別責任として設けられていない日本法を検討した。まず第一節において、日本の倒産手続

における経営者責任追及の実態を究明し、また第二節では、経営者倒産責任を再構築する基

盤を探索するために、経営者倒産責任の実体法上の位置づけに関する学説を整理した。さら

に、第三節においては経営者に課される非金銭的制裁について検討した。非金銭的制裁は、

刑事制裁こそ詐欺破産罪として倒産法固有の条文を持っているが、フランスの職務上の責
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任に相当する各種の資格制限は、適用される法条文が倒産法の内外に散在していること、会

社の倒産により経営者個人に資格制限が課されるわけではなく、経営者が個人として破産

した場合に適用されるものであるが、経営者保証の一般化により、結局会社の倒産を原因と

する経営者個人の資格制限が帰結されることを明らかにした。 

第四章では、上記の内容を踏まえて、日仏比較研究を行った。まず、フランスの経営者倒

産責任制度は、日本法の倒産手続における役員責任査定制度と同様の制度趣旨を有してい

る。財産上の倒産責任の要件など実体法上の構成からすると、日仏法における経営者倒産責

任制度は非常に似通っているが、再建型手続と清算型手続とのそれぞれにおける経営者倒

産責任の有無が最も大きな差異として指摘できるほか、損害賠償額の算定、損害賠償金の配

当順位など手続上の取扱いは異なっている。この点から、破産手続における責任追及の効率

性を高めるために、日本の経営者倒産責任を再検討する必要性と方向性を導くことができ

る。また、日本では、資格制限の制裁の存在が認められるとしても、そのほとんどが経営者

個人の免責により復権することとなり、フランス法上の経営者の資格剥奪制度と比較して

極めて緩やかである。この点は、日本法において経営者に対する資格制限の制裁が有効でな

いと評価することができる。その反面、経営者個人に破産手続が開始されるという一事のみ

により、各種の資格制限が課され、そこに経営者の経営上の過失の有無が問われないという

ことは、制度自体の合理性が疑われるところである。また、詐欺破産罪に関しては、フラン

ス法では企業救済手続の中で適用されないが、日本法には詐欺再生罪として破産の場合と

同様の刑罰が再生手続の中で適用されていることも指摘される。 

第五章では、主に再建型法的倒産手続の利用促進を目的として、日本法における経営者の

倒産責任の在り方を検討した。まず第一節では、具体的な解釈方法として、財産上の責任に

ついては、倒産手続の目的に即して民事再生手続と破産手続を分けて経営者倒産責任を解

釈すべきであることを主張した。その上で、第二節では、経営者の財産上の倒産責任につい

て、再生手続においてはその実体法上の要件を制限的に解釈すべきであるが、破産手続にお

いては、債権者の利益保護を重視するために、管財人がより容易に責任を追及できる制度設

計が必要であるという結論に至った。また第三節では、自然人たる経営者の経済的再生の機

会を保障するために、経営者の主観状態により資格制限の範囲、制裁期間などを決めること

を提唱した。 

以上のように、本稿では、フランス法を参考しつつ、日本法における経営者倒産責任を再

構築する方向性を提唱した。 
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最後に、以上の検討結果につき、筆者の母国である中国における意義に言及して本稿を閉

じたい。中国でも、近年、企業倒産手続の運用・改革について、学説上、様々な議論がなさ

れている。その際の重要な政策課題として、企業再生によって経済窮境を解決する役割も重

視されてきている。 

倒産企業の経営者責任については、中国の企業破産法 125 条のみにより、定められてい

る。同条 1 項には、役員（企業の取締役、監査役、及びその他の管理職を務める者）の忠実

義務・勤勉違反により、自らの企業が倒産に至った場合、民事責任を負担することが規定さ

れている。しかし、具体的な如何なる民事責任を負担させるかについて、同企業破産法 128

条は、同法 31～33 条を援用して、損害賠償責任を定めている。具体的に、31 条は日本倒産

法にいう債務者財産を不正処分した行為の取消しに相当し、32 条は偏頗弁済行為の取消し

と類似しており、33 条は債務者財産を隠匿、移転、および虚偽申告する行為に対する否認

を定めている。破産法 31～33 条の立法趣旨に照らすと、その期待される効果は「原状回復」

のみにあり、役員の責任と制裁とは言えないが、日本法の管財人による否認権の行使と類似

的な特徴を有する。 

また、125 条 2 項には、1 項所定の民事責任が課された役員について、倒産手続終結後３

年以内に、いずれの企業の役員として働くことが禁じられている。条文自体は、非常に簡潔

な文言が使われており、解釈によって補う必要が多く残されていると考えられる。 

しかし、実務上、債権者もしくは破産管財人（管理人）はこの 125 条によって、役員に対

して、損害賠償を請求する事例は殆ど存在していない。その理由は、どのような民事責任を

負担させるか、役員の行為と債権者が被った損害との間の因果関係をどう証明するのか、い

かなる損害に対する賠償すべきか等について、具体化されていないからとされている。 

中国破産法における経営者倒産責任の具体化に際しては、フランス法の発展と到達点、日

本における法状況が極めて参考になる。本稿の日仏比較研究は、その意味で将来的に中国倒

産法に大きな示唆を与えることができる。この点を筆者の今後の課題としたい。 
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4. 町村泰貴「フランス消費者倒産の実務（上）（中）（下）」商学討究 47 巻 2・3 号 253 頁

以下 

5. 後藤巻則＝野澤正充＝町村泰貴＝柴崎暁「フランスの消費者信用法制」（クレジット研

究・2002） 

6. 山本和彦「フランス倒産法制の近時の展開―迅速金融再生手続（sauvegarde financière 

accélérée）を中心に」本間靖規＝中島弘雅ほか編『民事手続法の比較法的・歴史的研

究：河野正憲先生古稀記念論文集』（慈学社・2014） 

7. マリー＝エレーヌ・モンセリエ＝ボン（片山直也訳）「充当資産の承認による個人事業

者の保護（翻訳）――フランスにおける有限責任個人事業者に関する 2010 年 6 月 15 日

法」慶應法学研究 84 巻 4 号（2011） 

8. マリーエレーヌ・モンセリエ＝ボン（荻野奈緒＝齋藤由起訳）「フランス倒産法概説（一）

（二）（三）」阪大法学 65 巻 4・5・6 号（2015-2016） 

9. マリーエレーヌ・モンセリエ＝ボン（荻野奈緒＝齋藤由起訳）「目的充当資産―フラン

ス法における大きな革新―」阪大法学第 65 巻 2 号（2015） 

10. ピエール＝クロック（野澤正充訳）「フランス法における保証と個人の過剰債務処理手

続」立教法務研究 8 号（2015） 

11. ピエール・クロック（野沢正充訳）「21 世紀初頭のフランス法における保証の展開」立

教法務研究 6 号（2013） 

12. ピエール＝クロック（下村信江訳）「フランス倒産手続における担保の処遇」近畿大学

法科大学院論集 10 号（2014） 

13. 霜島甲一「1967 年のフランス倒産立法改革について」判タ 308 号（1974） 

14. 霜島甲一「1967 年のフランス倒産立法改革に関する法文の翻訳（1）（2）（3）」法学志

林 68 巻 1・2 合併号 68 巻 3・4 合併号 69 巻 1 号（1971） 
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15. 瀬川信久「『資産（patrimoine）』理論は日本民法学にとってどのような意味をもつのか 

—横山報告へのコメント」早稲田大学比較法研究所編『日本法の中の外国法 : 基本法

の比較法的考察』（成文堂・2014） 

16. 廣峰正子『民事責任における抑止と制裁―フランス民事責任の一断面―』（日本評論社・

2010） 

17. 鳥山恭一「企業経営難の予防（立法照会）」日仏法学 14 号（1986） 

18. 大澤慎太郎「フランスにおける金融機関の融資取引に関する義務と責任（１）（２・完）」

早稲田法学 86 巻１号（2010） 

19. 大澤慎太郎「フランスにおける保証人の保護に関する法律の生成と展開（１）（2・完）」

比較法学 42 巻 2 号 3 号（2009） 

20. 能登真規子「保証人の『過大な責任』 : フランス保証法における比例原則」名古屋大

学法政論集 227 巻（2008） 

21. 小出篤「経営者と『比例原則』」金商 1390 号（2012） 

22. 西澤英宗「フランス法における『支払い停止』概念の『形成』と『変容』――『支払停

止』概念の一側面」民事訴訟雑誌 25 号（1979） 

23. 西澤宗英「1994年フランス倒産法改正について」青山法学論集36巻2・3合併号（1995）

189 頁以下 

24. 奥島孝康「フランス新会社法における法人取締役と常任代表者制度」早稲田大学比較法

学 6 巻 2 号（1971 年） 

25. ジャン・イレール（塙浩訳）「フランス破産法通史」塙浩『フランス民事訴訟法史』（信

山社・1992） 

26. ルノーマリー=エレーヌ（小梁吉章訳）「フランス倒産法の歴史：債務者の清算と制裁か

ら債権者を犠牲にした再生へ＜翻訳＞」広島法学 27 巻 3 号（2004） 

27. 小梁吉章「17 世紀のリヨンの商事裁判―判決の域外執行と破産手続―」広島法学 37 巻

1 号（2013 年） 

28. 小梁吉章「2008 年フランス債務整理法改正の意義」広島法学 33 巻 2 号（2009） 

29. 杉本和士「企業倒産法制の改革―企業の経営難予防および倒産手続の改正に関する

2014 年 3 月 12 日のオルドナンス第 326 号およびその適用に関する 2014年 6 月 30 日

のデクレ第 736 号」日仏法学 28 巻（2015） 

30. 福井守「フランス新破産法における企業と企業指揮者との分離」駒澤大学法学論集 6 巻

（1969） 

31. 古川朋子「フランスにおける会社訴権の個別的行使と訴訟引込」『奥島孝康教授還暦記
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念第１巻 比較会社法研究』（成文堂・1999 ） 

32. 古川朋子「フランスにおける会社訴権の個人的行使制度の展開―株主の会社訴権行使権

限を中心として―」早稲田法学会誌 51 巻（2001） 

33. 内田千秋「フランスにおける会計監査役の対会社責任（１）」法制理論 44 巻 4 号（2014） 

34. 山本桂一「フランスにおける会社訴権の株主による個人的行使について―会社訴権と個

人訴権の対立に関する一考察―」法学協会雑誌 68 巻 6 号（1950） 

35. 工藤祐巌「フランス法における債権者代位権の機能と構造（一）（二）（三）―わが民法

における解釈論の再検討に向けて─」民商 95 巻 5 号、96 巻 1 号、2 号（1987） 

 

36. 吉原和志「会社の責任財産の維持と債権者の利益保護（3・完）」法學協会雑誌 102 巻 8

号（1985） 

37. 中島弘雅「会社経営者の倒産責任の取り方に関する覚書き――イギリス倒産法からの示

唆」本間靖規＝中島弘雅ほか編『河野正憲先生古稀祝賀：民事手続法の比較法的・歴史

的研究―河野正憲先生古稀記念論文集』（慈学社・2014） 

38. 岩淵重広「倒産局面にある会社の取締役の義務―イギリス法における不当取引と債権者

の利益を考慮する義務を参考に―」同志社法学 67 巻 5 号（2015）257 頁以下 

39. 金澤大祐「イギリスにおける取締役の債権者に対する責任についての一考察」日本大学

法学大学院法務研究第 14 号（2017） 

40. 武田典浩「イギリス倒産法における不当取引責任」丸山秀平＝中島弘雅＝南保勝美＝福

島洋尚編『企業法学の論理と体系：永井和之先生古稀記念論文集』（中央経済社・2016） 

41. 武田典浩「ドイツ有限会社法六四条三文改正案をめぐって―欧州における倒産引延責任

をめぐる近時の発展をてがかりに―」法学新報 114 巻 11・12 合併号（2008）339 頁以

下 

42. 武田典浩「EU 国際私法における倒産会社取締役の損害賠償責任(１・２完)ドイツ連邦

通常裁判所二〇一四年提示決定の場合」法学新報 122 巻（2016）9・10 合併号 521-562

頁、11・12 合併号 145-194 頁。 

43. 武田典浩「取締役の債権者に対する信認義務―企業価値最大化義務の検討―」中央大学

大学院研究年報 34 号（2005） 

44. 春日博「アメリカ法における経営判断の原則の一考察」早稲田法学会誌 35 巻（1985） 

45. 神崎克郎「注意義務と経営判断の原則（アメリカ法律協会「会社運営の原理―分析と勧

告（試案 2・3）」の研究）」証券研究 83 巻（1988） 

46. 後藤元「取締役の債権者に対する義務と責任をめぐるアメリカ法の展開」金融研究 29

巻 3 号（2010） 
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47. 荻野佐織「『UNCITRAL 多国籍結合企業における国際倒産の容易化に関する立法案（仮

訳）』と、『UNCITRAL 国際倒産モデル法』および『UNCITRAL 倒産立法ガイド』と

の比較」摂南法学 51・52 号（2016） 

 

◇日本法に関する文献  

1. 谷口安平「倒産企業の経営者の責任」鈴木忠一＝三ケ月章監修『新・実務民事訴訟講座

13 巻』（日本評論社・1981）241 頁以下、（再版）同『民事執行・民事保全・倒産処理

（下）〔民事手続法論集第五巻〕』（信山社・2013）109 頁以下所収 

2. 谷口安平「損害賠償の査定」金判 1086 号（2000） 

3. 武田典浩「取締役の対第三者責任と役員責任査定との関係」飯田秀総ほか編『商事法の

新しい礎石 : 落合誠一先生古稀記念』（有斐閣・2014） 

4. 名津井吉裕「役員責任追及訴訟と法的倒産手続の開始」神作裕之ほか編『会社裁判にか

かる理論の到達点』（商事法務・2014） 

5. 田原睦夫＝石井教文「取締役等に対する倒産責任の追及と会社更生法 72 条」NBL 529

号（1996） 

6. 佐藤鉄男「倒産手続における裁判の手続原理」青山善充ほか編『民事訴訟法理論の新た

な構築 : 新堂幸司先生古稀祝賀』（有斐閣・2001） 

7. 佐藤鉄男「倒産手続の目的論と利害関係人」田原睦夫先生古稀記念論文集『現代民事法

の実務と理論』（きんざい・2013） 

8. 中島弘雅「株主代表訴訟における訴訟参加」小林秀之＝近藤光男 編『（新版）株主代表

訴訟大系』（弘文堂・2002）247-254 頁 

9. 中島弘雅「倒産企業の経営者に対する責任追及」『倒産法大系』（弘文堂・2001） 

10. 中島弘雅「役員責任追及訴訟と倒産手続」島岡大雄＝住友隆行＝岡伸浩＝小畑英一『倒

産と訴訟』（商事法務・2013） 

11. 岡伸浩＝嶋岡大雄「役員責任追及訴訟」島岡大雄＝住友隆行＝岡伸浩＝小畑英一『倒産

と訴訟』（商事法務・2013）。 

12. 松井英樹「会社法 429 条責任の法的構造」丸山秀平＝中島弘雅＝南保勝美＝福島洋尚 

編『企業法学の論理と体系：永井和之先生古稀記念論文集』（中央経済社・2016） 

13. 酒井勇「倒産企業の経営者に対する法的・社会的制裁の必要性」NBL223 号（1980） 

14. 中村康江「英国における取締役の資格剥奪（二・完）」立命館法学 277 号（2001） 

15. 森本滋「第三者に対する責任の機能とその適用範囲の拡大（上）―最高裁の判決例を素

材として―」金融法務事情 1212 号（1989） 
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16. 西澤英宗「倒産者の地位」ジュリスト 1111 号（1997） 

17. 西川義晃「旧法下における取締役責任事例の分析――大規模公開株式会社取締役責任論

への回帰」法学研究 25 号（2000） 

18. 木下重康「損害賠償請求権の査定」竹下守夫＝藤田耕三編『<裁判実務大系・3 巻>会社

訴訟・会社更生法〔改訂版〕』（青林書院・1994） 

19. 加藤哲夫「日米における『再生債務者・DIP』論の一断面 : 公平誠実義務と信認義務を

めぐる理論状況」民事訴訟雑誌 61 巻（2015）1-25 頁。 

20. 園尾隆司「法的整理と私的整理は今後どこに向かうのか―倒産事件現象の背景と将来の

展望―」金法 2050 号（2016）13－14 頁。 

21. 園尾隆司「破産者への制裁の歴史と倒産法制の将来」民事訴訟雑誌 61 号（2015） 

22. 伊藤眞＝古川秀樹＝瀬戸英雄「新破産法の基本構造と実務（第 21 回）」ジュリスト 1325

号（2006）207 頁〔山本和彦発言〕。 

23. 森本滋「経営判断と『経営判断原則』」『現代民事法の実務と理論：田原睦夫先生古稀・

最高裁判事退官記念論文集（上）』（きんざい・2013） 

 

三、統計・調査報告等 

1. 野村資本市場研究所 「各国の事業再生関連手続について―米英仏独の比較分析－」（平

成 23 年 2 月 4 日） 

2. 北村治樹「東京地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情 1941 号（2012） 

3. 望月千広「平成 25 年の破産事件の概観を見る：東京地方裁判所における破産事件の運

用状況」金融法務事情 1989 号（2014） 

4. 安達拓「大阪地方裁判所における破産事件の運用状況」金融法務事情 1989 号（2014） 

5. 杉田薫「東京地裁破産再生部における破産事件の現状②法人破産事件」法律のひろば

（2008 年 2 月号） 

6. 藤原総一郎＝浅井大輔「事業再生の局面における役員責任」小林信明＝山本和彦編『実

務に効く事業再生凡例精選』ジュリスト増刊（有斐閣・2014） 

7. 三浦豪章「個人保証制度見直しの背景『経営者保証に関するガイドライン』の概要と展

望」事業再生と債権管理 144 号（2014） 

8. 司法省民事局編『商法中改正法律案理由書（総則・会社）』（清水書店・1938） 

9. 『世界銀行の自然人の倒産（支払不能）処理現状に関する報告』<Report on the 

Treatment of the Insolvency of Natural Persons>, The World Bank(2014 ) n°397  

10. 『平成 24 年度個人保証制度に関する中小企業の実態調査 報告書』（2013） 
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四、外国語文献 

Livre 

1. LE CORRE (Pierre-Michel), Droit et pratique des procédures collectives, 9e éd., 

Dalloz Paris 2016. 

2. Saint-Alary-Houin(Corinne), Droit des entreprises en difficulté. 10e éd. L.G.D.J 

2016. 

3. Jacquemont (André) et Vabres (Régis), Droit des entreprises en difficulté, 9e éd. 

LexisNexis Paris 2015.  

4. Pérochon (Françoise), Entreprises en difficulté, 10e éd, LGDJ 2014, 

5. Saintourens(Bernard) et Saint-Pau (Jean-Christophe), La responsabilité du chef de 

l'entreprise en difficulté, Cujas, 2013, p. 31. 

6. Soraya MESSAI-BAHRI, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, IRJS 2009. 

7. Richard (Édouard), Delville (Jean-Paul), Droit des affaires : Questions actuelles et 

perspectives historiques, PUR 2005 

8. Gaël (Couturier), Droit des sociétés et des entreprises en difficulté, LGDJ 2013. 

9. Guyon(Yves). Droit des affaires, T.2, Entreprises en difficulté, redressement 

judiciaire, Faillite, 9e éd., Economica 2003. 

10. Didier (Philippe), De la représentation en droit privé, L.G.D.J.2000. 

11. Delebecque(Ph.) et Germain (M.), Traité de droit commercial, T2, 17e éd., L.G.D.J, 

2004. 

12. B.SOINNE, Traité des procédures collectives, 2éme éd., Litec, 1995. 

13. Derrida (Fernand), Godé (Pierre), Sortais (J.-P.), Redressement et liquidation 

judiciaires des entreprises : cinq années d'application de la loi du 25 janvier 1985. 

3ème éd. Dalloz 1991.  

14. Ripert (Georges), Traité de droit commercial,3e éd., L.G.D.J 1989. 

15. Royer (Copper), Traite des sociétés anonymes, Dalloz 1931, T. 4, 4e éd.  

16. Pic (Paul), Traité général théorique et pratique de droit commercial, T 3, Des sociétés 

commerciales ,2e éd., A. Rousseau 1926. 

17. Terré(F.), Simler(Ph.), Lequette (Y.), Droit civil:Les Obligations, 11e éd. Dalloz 2013.  

18. Lebas (Bernard), La responsabilité du dirigeant, PF, 2007.  

19. Guinchard (Serge) et Debard (Thierry), Lexique des termes juridiques (2015-2016), 

Dalloz, 2015. 

20. André Tunc, La responsabilité civile, Economica 1989.  

21. Simler(Philippe), Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 
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4e éd., Litec 2008. 

22. Aynès(Laurent) et Crocq(Piere), Les Sûretés, 2e éd, Defrénois, 2006.  

23. G.Ripert et Roblot, par Delebecque(Ph.) et Germain(M.), Traité de droit commercial, 

T2, 17ème éd., L.G.D.J, 2004. 

24. Fages (B.), Droit des obligations, 5e éd. L.G.D.J. 2015,. 

25. Mazeaud(Henri), Théorie générale : Obligations, T 2, 6e éd, Montchrestien 1985. 

26. J. Hemard, F. Terre, P. Mabilat, Sociétés commerciales, T 2, Dalloz 1974. 

 

Article  

1. LE CORRE (P.-M), Lucas (F.-X.), Droit des entreprises en difficulté, (juillet2014-

juillet 2015). D.2015. p.1979 et s. 

2. Pilippe Roussel Galle, La procédure de sauvegarde: Quand et pourquoi se mettre 

sous la protection de la justice. JCP E 2006, 2437, n° 6, p.1680. et s. 

3. Le Corre (P.-M.), Premier regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (loi 

n°2005-845 du 26 juillet 2005). D.2005, sp. n°13. p. 2299 et s. 

4. GUYON (Yves.), Notion de faute séparable des fonctions justifiant la mise en cause 

personnelle d’un dirigeant par un tiers. JCP E 1998, Juris. p.1258. 

5. Matsopoulou (Haritini), Réflexions sur la faillite personnelle et l’interdiction de 

gérer、D.2007, p.104. 

6. PÉTEL(P), Le nouveau droit des entreprises en difficulté, JCP E 2005, 1509, n°18, 

p. 1730 et s. 

7. Descorps Declere (F.), Pour une réabilitation de la responsabilité civile des 

dirigeants sociaux, RTD com 2003. 

8. R.Rodiere, L’action en comblement du passif et le trésor, JCP 1981, I, 3002. 

9. J.-L. Vellens, Le guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité : vers 

une harmonisation du droit de la faillite?.D.2004, p.2420. n° 2. 

10. S. Le Normand, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire à l’épreuve 

des évolutions récentes. JCP E 2012, 1337.  

11. Rodiere (R), L’action en comblement du passif et le trésor, JCP 1981, I, 3002. 

12. Martineau-Bourgninaud (Véronique), Les remèdes à la souffrance du chef 
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