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Ⅰ　問題の設定

1980年代中頃、豊田商事株式会社の純金の現物まがい商法による詐欺被害が社

会問題となり、大きく報道された（豊田商事事件1））。同事件は戦後最大の企業犯

罪の一つであり、これを機に、高利貸しや悪徳商法によるトラブルを「消費者問

題」として捉える認識が生まれるようになった2）。

同事件をはじめ、詐欺組織による消費者トラブルは後を絶たないが、このよう

な、組織代表、幹部による主導の下に、組織全体で行われた不法行為（民法709条3）、

以下、「組織的不法行為」と呼ぶ）の責任の所在はどこにあるのか。組織的不法行

為には、武装集団、暴力団、違法薬物密売組織などによる各種不法行為がその顕

著な例として挙げられるが、本稿では商品等の詐欺取引におけるものを扱う。

通常、組織的不法行為は無論のこと、構成員（従業員）4）の過失による不法行為
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でさえ、資力が豊富な使用者たる企業や法人を被告とすることが多く、従業員個

人に対してはあくまで 2次的な責任追及に留まる。しかしながら、後掲の金沢地

判昭和63年10月14日判時1209号29頁をはじめ、同事件関連の民事判例に共通する

一つの特徴として、従業員個人の責任を追及する判決が多く出たことが指摘でき

る。このように、とりわけ、取引における組織的不法行為は、被害者との接触も

強く、被害に比較的大きく寄与している状況が想定できる為、企業が推進した不

法行為であっても、実行した従業員にも一定の責任を問う余地は存するとも思え

る。不法行為上の論点では、被用者たる従業員の責任を使用者たる企業や法人が

負う使用者責任とその求償問題が論じられることが多いが、逆の問題として、組

織が起こした不法行為につき、従業員は責任を負うのか、そして、その範囲はど

こまでなのか、賠償を負担した従業員が団体に求償できるのか（逆求償の問題）、

従業員に対して責任を追及できるのはいかなる場面なのか、などといった組織的

不法行為での従業員の責任に関する問いに、明確に答える先行研究は十分とは言

えない。

豊田商法は現在にも引き継がれる詐欺手口の一つであり、同種事件の処理上、

参考とすべき点は多い。同事件の発生から30年以上が経過する今日においても、

単に事件史に名を残すだけではなく、大企業という社会的信頼の皮を被った組織

全体で不法行為を行った特異なケースであり、組織的不法行為研究の一つの重要

な題材となる。本稿では、同事件裁判例を主軸に、従業員の個人責任追及の可否

及び、従業員と企業は如何にして賠償額を分配するのか、という大きく二つの問

題を検討し、当該場面での責任分配の在り方について再考する。

Ⅱ　従業員の個人責任追及の可否

1　取引における組織的不法行為責任の主体性とその限界

（ 1） 従業員の不法行為主体性

まず、取引上の組織的不法行為における、責任の所在について考える。組織ぐ

るみで不法行為が成立している以上、その主体は専ら企業や法人であり、従業員

の行為は没個性的なものであるのだから、いわば手足に過ぎず、責任を負わせる

のは不自然であるように思われる。そもそも、従業員は企業との関係では、基本

的には履行補助者であり、契約締結場面では代理人（99条）となる。代理人は自

ら契約締結権原を有しており、個体としての不法行為が観念できるし、不法行為
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には、事実行為が含まれるから、意思の伝達や履行の手段として働くに過ぎない

使者や履行補助者も不法行為責任を負いうる。例えば、詐欺取引の意思表示をす

るために差し向けられた使者は、その意思表示内容が虚偽の事実であり、契約締

結によって損害を生じさせることを認識していた場合、相手方が後に契約を結ん

で損害を被った場合には、因果関係が肯定され、企業の幇助をした者との評価を

受けよう。よって、一般に従業員に責任の一端が存在する余地はあると言える。

では、次の段階の問題として、従業員の中でも、代表・幹部が責任を負うこと

は格別5）、直接的に営業活動や、一般事務に携わったような組織末端の従業員も

個別的に不法行為責任を負いうるのであろうか。無論、不法行為の 4要件を満た

していれば、それは成立するが、後述するように、形式的にはそのように論じ得

ない局面もあるのではなかろうか。具体的に責任を負う局面について、取引にお

けるセールス係のように、不法行為を実行した者の責任と、それ以外の、実行に

は携わらなかった従業員の責任について、分けて検討してゆく。

（ 2） 不法行為実行者の責任

まず、豊田商法の違法性内容としては、①取引の仕組みそのものと、②強引に

契約を結ぶ取引・勧誘方法の 2つが指摘される6）。具体的に行為として現れるの

は、①は、金の返還が不可能であることを認識しつつ取引を継続させた（した）

こと、②は、純金投資に関する虚偽の情報の告知や資料の不供与の他、住居への

長時間の居座りや、支店へ連れ出して契約締結まで帰宅させなかったことなどで

ある。これらの違法性は、他の多くの取引的な不法行為一般について言える。

不法行為を実行した者において、①を認識して取引をしたことで、不法行為は

成立するのか。組織が考えた商法を従業員に実践させている場合、その違法性を

認識せずに行っていれば、取引は不法行為とは言えない。専ら故意・過失要件が

成否を分けるように思われる。後掲の大阪高判でも過失を認定して不法行為を成

立させているように、要件に忠実に当てはめると、商品の違法性の認識を持ちつ

つ販売する行為は不法行為を構成するとも考えられる。しかし、このように知り

得た、または薄々知っていたというような状況で、常に不法行為責任を負わせる

のは形式的に過ぎ、不当ではなかろうか。例えば、商品の販売員が、販売会社内

で商品にある軽微な欠陥について知る（または、知りうる）状況にあった時、販

売が業務命令である以上、やむを得ずその欠陥を伝えず瑕疵のない完全な商品で

ある旨の詐術を用いて販売した場合、販売員に、業務命令に背き、退社すること
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までを結果回避義務として求め、故意過失と行為の違法性を認定して不法行為責

任を負わせるのは、酷であるように思われる。販売員の結果回避義務違反の程度

と、被害者の被侵害利益の重大さを比較すると、被害者は、企業への賠償を求め

る余地があるのであるから、前者の方が軽いと言うべきではなかろうか。業務命

令であるから、それに背いてまで販売活動をやめるべきであったという行為の期

待可能性はなく、違法性は阻却されるべきである。一方で、やはり要件充足性を

忠実に検討すべきであり、不法行為は成立するとの批判も考えうる。

いずれの見解に立つにせよ、その商品が著しく悪質で、生命・身体・財産に多

大な危険をもたらすような虞がある場合（有毒性の強い食品の取引等）には、被侵

害利益が重要であるから当然に違法性を肯定すべきである。豊田商事の場合も、

大量の金融商品投資をさせて金銭を詐取しているのであるから、侵害態様や被侵

害利益は重大である。しかし、産地の偽装など、生命・身体の安全性に影響がな

く、莫大な財産的損失をもたらさない商品の場合には欺罔行為は違法性が弱く、

従業員個人の不法行為は構成しないというべきである。組織的不法行為における

従業員の不法行為要件の検討では、違法性の認識だけでは足りず、被侵害利益と

侵害態様の重大さの相関関係により（相関関係説）、軽度の違法性の場合にはなる

べく緩やかに解するよう再構成すべきである。

また、②の違法性に関しては、①の認識を欠いていたとしても、取引態様に違

法がある時は、その行為自体に不法行為が成立し得る7）。これについても、相関

関係説により、行為態様の重大さを見て、違法が軽度な場合には違法性要件を充

足させるべきではない8）。もっとも、取引態様で一定の線引きを加えるのは困難

である、との批判が妥当するが、セールス活動においては、売り込みの為、多少

の強引な手法は付き物であり、軽重全ての行為を違法として禁圧するのは無理が

あって、専ら詐欺取消など、契約法分野での救済に依るべきである。

よって、従業員は、要件を満たす限りは原則として不法行為責任を負う9）が、

故意・過失があることを前提に、違法性の程度は、相関関係説に立って強い侵害

態様や、重要な被侵害利益の損害がなければならないという厳格なものに設定し、

成立範囲を狭めるべきである。

尚、裁判例10）は、以下の通り、違法取引の認識と行為態様の違法性の総合判

断を行い、不法行為を認定しており、筆者が示した前項の基準に近接するものと

思われる。

セールス係の責任を肯定した大阪高判平成元年 3月31日判タ707号191頁（豊田
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商事事件）の事案の概要は次の通りである。加害者たる被控訴人は、控訴人宅に

て数時間に亘って金の財産的価値を説明し、執拗に購入を勧めて金の売買契約を

締結し、後日決済の為として支店に連れ出し、そこで、金を賃借料前払いで保管

する旨のファミリー契約11）を、なかなか帰らせてもらえず困惑したことと相まっ

て締結した。その結果、期日になっても金が返還されず、2000万円以上の損害を

被った。

原審では、組織的詐欺行為に加担した「加担責任」、及び違法に勧誘した「勧

誘責任」の両局面からの不法行為が問題となり、いずれも棄却された。一方で、

本判決では、主に加担責任の点が争われ、「豊田商事の商法を忠実に実践したも

ので、その一部を分担したものということができる」として、勧誘行為そのもの

の態様をも評価対象に含め、「豊田商事の経営実態を併せ考え」た上で、詐欺行

為としての違法性を肯定した（行為態様と経営実態の総合判断）。更に故意過失に

ついては、新聞報道、退社した者が相当数存在することから、契約締結時点では

「豊田商事の商法が違法なものであって顧客に被害を加えるであろうことを認識

していたものと推認することができ、仮にそうでないとしても、右のことを容易

に認識することができた筈である」として過失を認定し、不法行為を肯定した。

（ 3） その他従業員の責任

次に、直接には不法行為を行わず、その活動を助け、会社の内部で経営に携

わっていた従業員も責任を負うのか。違法性の認識があったにせよ、侵害態様の

強さの点で、契約締結に関与したセールス係には及ばないように思えるが、共謀

者や教唆・幇助者（719条 2項）12）として不法行為責任を認めるべきかが問題とな

る。以下に、参考となる裁判例を二つ示す。

まず、金沢地判昭和63年10月14日判時1209号29頁では、勧誘行為をした管理職、

セールス係に加え、電話係や、直接勧誘を行わず、社内における営業を行ってい

た総務課・管理課の従業員（以下、「一般従業員」）らも被告となった。裁判所は、

「セールス係と指揮命令関係にある管理職は、セールス係を指揮することで自ら

契約の勧誘をした者と同視することができ、そのほかの者についてみても、管理

課の従業員は契約の継続、トラブル処理という豊田商事が本件詐欺的営業を続け

ていくうえで必要な業務を担当したことにより、総務課の従業員は豊田商事が企

業として維持・存続するうえで必要な一般事務等を担当したことにより、テレ

フォン係の従業員は見込みのある客をセールス係に連絡するというセールス係の
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従業員が契約の勧誘を行うために必要な準備行為を行ったことにより、それぞれ

組織として各セールス係の勧誘行為を援助し、それとともに著しく高額な給与、

歩合給の支給をうけることで結局各セールス係の勧誘行為を介して得た違法な対

価を受けていたものであり、個々の勧誘行為との具体的な関連性がなくとも、組

織体における各自の営業補助業務がなければ、個々の勧誘行為が成立しないとい

う関係が認められるから、それらの業務を分担した者も、少なくとも自己の属し

た支店又は営業所における各セールス係の勧誘行為を幇助したと言うことができ

る」として企業の一般事務を担当する一般従業員や客を勧誘してセールス係に報

告する電話係についても（共同）不法行為責任を肯定している（共同不法行為の成

否については次章で述べる）。

本判決では、「詐欺的な商法として行う営業活動を、各自の業務分担に応じて

担当することで、組織的に右営業活動がなされていることの共同認識を有してい

たものである」としつつ、「原告らに損害を生じさせることについての共謀まで

は認められない」とした。つまり、電話係や、一般従業員の行為は幇助に留まる

（719条 2項）という事である。

電話係の違法性については、「豊田商事は、パート女子社員をして不特定多数

の者に無差別に電話をかけさせ、金地金への投資を勧誘するなどという手段を

取っていたが、前記の通り本件「純金ファミリー契約」による投資は豊田商事の

資金運用力に期待する極めて投機性の高いものであったから、右のような方法に

よるときはこのような取引に適しない者を対象とする危険があったのに、あえて

そのような者を排除しようとせず（実際、取引の対象は大部分老人や主婦であった。）、

むしろ、そのような者に対し純金への投資が安全・確実な資産運用方法であるか

のように説いて勧誘していた」と認定されており、勧誘行為の侵害性や、欺罔行

為との関連性の強さが、電話係の違法性を基礎付けているものと言えよう。一方

で、一般従業員が勧誘・契約締結行為の幇助を認める具体的関連性は判旨中示さ

れておらず（むしろ、「個々の勧誘行為との具体的な関連性」はないとしている）、「各

自の営業補助業務がなければ、個々の勧誘行為が成立しない」という関係で、一

般業務活動（営業の存続、維持）を幇助としている。財産権への直接的な侵害態

様は弱いと言える一般従業員の違法性を認定するのは、困難なように思える。本

裁判例は、賠償責任者の範囲を極端にまで広げたとも評され13）、批判の向きも強

い。しかし、実行者たるセールス係と一般従業員は共に、具体的行為内容は異な

ると雖も、会社から与えられた、詐欺取引に向けられた業務を行っている点で、
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違法性としては同じである。共に、業務の違法性を認識し、監督者の指示を受け

て、各々の仕事を遂行せざるを得ない状況にあったのであるから、セールス係に

のみ責任を肯定して、一般従業員には否定するのは不均衡であるとも言える。前

項の規範に引き寄せるのであれば、違法性の認識があり、侵害態様は弱くとも、

取引内容の違法が強く、その相関関係で違法性が強いと判断されるであろう。端

的に言えば、行為態様の評価を上回るほどの被侵害利益の重要性があったと言え

る。そのように考えれば、支店従業員全員が連帯して共同不法行為責任を負う状

況は不当であるとは言えない。

そして、次に掲げる裁判例は、直接実行幇助者につき判断していないが、幇助

行為の限界について興味深い示唆をした。東京地判平成 2年11月26日判時1399号

88頁（投資ジャーナル事件）14）では、投資家を、投資指導を行うと称した会に入会

させ、入会した顧客には、市場価格より安く株式譲渡するという触れ込みの株式

分譲（実際に株式を保有していない）の代金や10倍融資（保証金の十倍までを融資し

て、その金で株式買付けをするもの）の保証金を騙取したとして、投資ジャーナル

の会長及びそれに次ぐ地位の者、そして、その指導の下にテレビ出演により株の

購入を宣伝した企業幹部にも、詐欺行為の機縁となることを認識していたとして

不法行為責任を肯定している。本件では、テレビ出演をした者が投資ジャーナル

幹部で、電話応対を担当する事務所の指揮監督者の地位にあったことから、首謀

者として責任主体性は当然に肯定されたと言えるが、出演者が管理職に就かない

従業員であった場合に、如何なる判断が下るかについては、不明である。このよ

うな問題について、以下、若干の考察を試みる。

単にテレビ出演をして不特定多数に宣伝活動をしただけだから、勧誘方法とし

ての違法性を見出すことはできないと解するか、テレビという信頼できる情報媒

体を通じて消費者を違法な取引に入らせる機縁を不特定多数の人に与えたから、

勧誘方法には強い違法性があるとするか。金沢地判の電話係が、特定の者に対し

て強く勧誘し、セールス係に連絡をして契約締結に向かわせる行為に比べれば、

テレビ勧誘の侵害結果の現実化の危険性は低く、違法性は弱いとの評価が可能で

あると思われる。しかし、侵害態様の違法性が弱い一般従業員に不法行為責任を

負わせている金沢地判の基準に鑑みると、対外的に宣伝をしている分、不法行為

が成立する程の違法であるとの評価も可能である。

両裁判例の責任範囲の判断基準は判然としないが、前項の基準に基づいて、裁

判例の考え方を理解すると、取引的な組織的不法行為においては、行為の内容や
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態様は関係なく、欺罔行為をしているといった違法性の認識の有無と損害との相

当因果関係を前提に、被侵害利益の大きさを重視して権利利益侵害の違法性要件

を認定していると言える。

以上、役職や行為態様などの比較を行ってきたが、組織的に取引が行われる以

上、従業員には個々に、事案ごとの特殊事情があると言えるから、結局は裁判例

のように、事情を総合衡量した上で、責任の有無を決する他はないように思われ

る。もたらされた損害が重大で、違法性が強いものであれば、従業員には広く不

法行為責任を負わせる余地がある。違法性の認識を持ちつつ活動するのであれば、

その団体の性質は、企業というよりも、暴力団や詐欺組織といった、組織構成員

全員が不法行為に携わることが予定された団体に近接してくるように思う。

2　被害者による直接請求の可否

従業員が責任を負うにしても、それは企業内の内部的責任であり、組織的不法

行為においては個人ではなく、企業のみが請求の相手方たり得ると考えることは

可能であろうか。被用者自身も不法行為要件を備えている以上、被用者への請求

を否定する理由はなく15）、使用者責任と共同不法行為責任のどちらの構成で請求

しても、使・被用者は不真正連帯債務の関係に立つとするのが通説である16）が、

反対説も存在する。

企業は従業員を用いて事業を行っている以上、その損得は全て享受すべきであ

るから対外的には企業が全てを負担し、従業員の責任は内部的関係に留めるべき

との論であり、被用者にとって求償権行使の方法を通じて損害負担の再分配を図

ることが困難になる17）といった論拠も存在する。具体的な理論構成としては、

使用者に資力があって取り立てが困難でない場合に、被用者に対して賠償請求を

することは権利濫用になるとする見解18）や、国賠訴訟において、国家賠償法 1

条 1項につき、被害者が公務員個人に請求できないという解釈が判例19）で採用

されており、これを及ぼすべきとの見解20）の他、被害者への全面的賠償義務は

なく、制限的に責任を負うとする責任制限法理21）もある。

尚、①被用者が企業の一員としてその指示に従った行為により他人に損害を発

生させた場合、②被用者の権利濫用、故意・重過失で第三者に損害を与えた場合、

③個人的使用関係のような被用者個人の行為を観念できる場合に分け、①の場合

のみ、被用者個人への賠償請求を否定するという、より類型化した議論もある22）
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が、それに対しては、①の場合であっても、使用者責任が従業員の代位責任であ

るとする（通説見解）ならば、被用者は不法行為者であることに変わりはないの

であるから請求を不可とするのは実質的に評価矛盾であるという批判23）が妥当

する。

不法行為法学は被害者保護に重点を置いている。その観点からすれば、被害額

が甚大で、企業が破産必至で多重債務を抱えている場合には、「ない袖は振れな

い」という状況も多分に存在し得るのであるから、直接の加害者個人に賠償を求

める手段も確保されるべきではなかろうか。そのような被害状況では、組織の構

成員自体が高額の報酬を被害額から得ている可能性もあり24）、従業員個人の不法

行為性は強いのであるから、被用者保護を論じるまでもなく請求は可能である。

その上、原則として被用者への請求を認めたとしても、被害者が、正当な理由が

ないのに、あえて十分な資力を持たない従業員に全額請求した場合には、権利濫

用を認めることも可能である25）。

被用者も組織的不法行為の一端を担う以上、被用者が使用者への（逆）求償額

を回収できないリスクと比較すれば、被害者が賠償額を回収できないリスク26）

が軽減されるべきであるから、原則として請求を肯定し、被用者に賠償額を直接

請求すべきではない場合は個別具体的に見極めてゆくべきである27）。

本章では、責任の存否について、多くの段階に分けて検討してきた。従業員は

不法行為の主体たり得るのか、主体たり得たとして、客観的には不法行為要件を

満たしていても不法行為者にならない者はいるのか、不法行為者になったとして

被害者からの直接請求を受けない者もいるのか、と幾つかの段階で、責任を免れ

させる機会を与えているが、不法行為の成立自体を制限してゆくか、不法行為を

広く認めて、請求を制限するか、それとも請求の制限はしないのか、それぞれの

方法によって、被害者救済への幅が大きく変わってくる。詐欺取引における従業

員の責任を幅広く認めた裁判例は、被害者救済手段を広げた点、評価に値するも

のと言えよう。

Ⅲ　企業と従業員の責任分配

前章では、被害者と従業員という「対外的関係」を論じてきた。従業員（被用者）

が不法行為責任を負うとしても、自らを雇用し、不法行為を指導した使用者には
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どの範囲で責任分担を求めることができるのか（逆求償の可否とその範囲）。逆に、

企業などの組織（使用者）に責任追及が及び、被害者に賠償した場合には、被用

者はどの範囲で使用者からの求償に応じねばならないのか（求償の可否とその範

囲）。本章では、使用者（企業）と被用者（従業員）の「対内的関係」における、

求償関係について論じる。

不法行為責任の追及で、企業が被告とされる場合には 3つの法的構成が考えら

れる。一つは、715条 1項に基づき、被用者による不法行為について企業に使用

者責任を追及するもの、二つ目は、企業と従業員の共同不法行為責任（719条）

を追及するもの、三つ目は、特定の被用者による不法行為の立証が困難な場合に

一つの企業を加害者として責任（企業責任）を追及するものである。以下、順次

検討してゆく。

1　使用者責任における求償

組織的不法行為は、企業が不法行為を主導している場合である。本来であれば、

後節で述べる構成で責任追及するのが通常と思われるが、使用者責任の要件が積

極的に使用者の不法行為につき指摘していない以上、この構成も成り立ち得る28）。

715条 1項は被用者による事業執行上の不法行為について、使用者が損害賠償

責任を負担する旨定め、後に直接の加害者たる被用者に対して求償することが認

められている（同条 3項）。使用者責任の性質については、自己責任論と代位責任

論の 2つの理解がなされてきた。使用者責任は、使用者の、被用者の選任・監督

の過失に由来するとする前者によれば、求償することができないように思えるが、

被用者は雇用契約上、使用者に損害を与えてはならない義務を負っているところ、

その使用者に賠償を負わせれば被用者の債務不履行が生ずるとして 3項を認めて

いるという説明がなされる29）。一方、使用者は被用者の代位責任30）を負っている

に過ぎないとする後者によれば、使用者は被用者に求償できてしかるべきである。

民法起草者は前者の思想を前提にしたとされているが、被用者の選任・監督に過

失がない場合には責任を負わないとすれば、不可避的に伴う損害危険（交通事故

等）を、被用者を用いることで回避できてしまう31）、といった批判を浴び、判例・

通説は後者とされる。

しかし、使用者の求償権については、いずれの考えに立つにせよ、使用者は被

用者を用いて経済活動の範囲を広げて多大な利益を上げており、最終的な負担を

全て被用者に負わせるのは相当ではないとして、制限すべきとする議論が起こっ
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てきた32）。判例（最一小判昭和51年 7月 8日民集30巻 7号689頁〔166〕）も、被用者

の業務内容、労働条件、勤務態度、行為態様など「諸般の事情に照らし、損害の

公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」求償できる

としたが、制限の理論構成としては、主にⅰ）権利濫用説、ⅱ）過失相殺説、ⅲ）

共同不法行為説が提唱されている33）。ⅰ）は、多大の利益を占める使用者が、資

力に乏しい被用者に対して全て求償するのは信義に反するとするものである。

ⅱ）は、使用者の雇用環境が不法行為に導いたとも言えるから、その過失と相殺

する形で求償権が制限されるとし、ⅲ）は、被用者の不法行為は使用者・被用者

間の共同不法行為であり、相互の求償権がどれだけ認められるべきか34）、という

形で問題を解決すべきとする。対外的には使用者が被害者に対して責任を負い、

被用者は内部的関係のみで責任を負うのを理想とすれば、ⅱ）、ⅲ）がそのよう

な構成に積極的であると言える35）。

しかし、本節冒頭の記述と関連するが、組織的不法行為は単純に使用者責任と

同様に考えることはできない。使用者責任の本質が自己責任か、代位責任かとい

う議論があったように、715条は使用者の意思とは無関係に、従業員が不法行為

責任を負った状況が想定されており、使用者が従業員をして積極的に加害行為を

行わしめる状況は使用者責任の前提に適合しない。組織的不法行為を使用者責任

で論じるのであれば、通説の代位責任論よりも、違法性の根源である使用者（企

業）の自己責任論を採用すべきではなかろうか。この考えによれば、先述の通り、

被用者の使用者に対する債務不履行を理由に求償ができるとする故、組織的不法

行為では被用者はむしろ使用者の命令に従ったのであるから債務不履行はないこ

とになる。そのような状況下で、企業が求償できるとするのは不自然であり、求

償を認めてしまうと、逆に首謀者は多くを負担しないで、実行者たる従業員に大

部分を負わせることになり、不当である。それでもなお、被用者が不法行為責任

を負う以上、被用者の過失は認められ、ⅱ）とは逆に、被用者が違法性を認識し

つつ企業活動に参加したことの過失相殺の意味合いで、大きく制限はされても求

償は免れないと解するのか、被用者の不法行為責任は被害者に対して負うもので、

指示をしておきながら、求償することは信義則に反するとして禁止されると解す

るかで見解が分かれるであろう。前者は、使用者と被用者の関係と言うより、従

業員の違法性の認識や行為態様から、共同正犯に近い企業ぐるみの共同不法行為

であったのであるから、求償権行使は制限されるにしても、共同不法行為として、

寄与度に応じた求償は免れないと考える。筆者は、不法行為の主導をして従業員
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に実行させておいた反面、被用者の不法行為成立を利用して求償できることに疑

問を感じる点、後者に魅力を感じるが、被用者が法外な報酬によって被害額を

「食い潰す」ような状況があったならば、その歩合報酬契約自体が公序良俗無

効36）であり、本来は企業にあるべき財であるから、求償は認められると考えら

れる。被用者が企業の指導を逸脱した不法行為があった場合も同様である。

組織的不法行為においては、最も責任を負うべきは企業であるから、従業員の

不法行為を原則を強調して、過失相殺や、過失割合での制限をしようとするⅱ）

やⅲ）よりも、使用者の求償を一般条項から制限するⅰ）の方が妥当であると思

われる。

2　逆求償の可否

不真正連帯債務では、被害者は被用者に対しても請求ができる。被用者が損害

賠償をした際には、使用者（企業）に求償すること（逆求償）ができるかが問題

となる。逆求償という概念は、先述の求償権制限が容認されるのであれば、使用

者・被用者のそれぞれに賠償請求をした時の両者の均衡から、被用者からの求償

を認めるべきとする考えに基づく。逆求償の可否を巡っては、最高裁判例がなく、

学説も対立している。

否定説は、そもそも資力に乏しい被用者に対して請求されることはなく37）、そ

のような事情が存することは被用者に重大な過失があるなどの事情がある時であ

るから、むしろ逆求償の必要性は乏しい38）などとして前提を欠くと批判する。

しかし、前掲の裁判例が示すように、被用者に請求される事はあり得ない訳では

なく、逆求償の手段すら与えないのは使用者による求償制限の趣旨と整合的では

ないし、報償責任の原理からも妥当であるとは言えない39）故、逆求償は肯定す

べきである。

肯定説の理論構成としては、過失の程度や寄与度に応じて求償することができ

るとする不真正連帯債務説40）、被用者と使用者は相互に保証された分割債務を

負っているから、使用者の監督不十分が寄与している因果関係の割合に応じて求

償権行使ができるとする相互保証説41）、被用者が加害行為を余儀なくされること

のないように配慮する義務を使用者に課すことで逆求償の根拠を求める安全配慮

義務説42）などが挙げられるが、通説的見解はない。

企業主体の組織的不法行為においても、積極的に逆求償を認めねば、前章で被

用者の責任を制限的に解釈した趣旨と整合的ではない。ここで問題となるのは、
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どの範囲で肯定するかという点である。前項の議論と並行して、法文で使用者の

求償が認められている以上、全額逆求償はできないとするか、それとも、使用者

の求償が禁止される立場から、当然にそれも容認されると見るか、見解対立の余

地がある。筆者は、被用者も不法行為を構成する以上、損害発生に寄与した過失

の責を負うべきであるから、寄与分に関しては逆求償できないと解する。

もっとも、これに対しては、被用者に請求するか、使用者に請求するかで結果

が矛盾するし、求償の場面では、企業の責任主体性を論じておきながら、逆求償

の場面では被用者の責任を論じるのは結論の整合性が取れないとの批判があり得

るが、原則として、共に不法行為責任を負うが、使用者が求償することが信義に

反すると認定するものであり、整合性は取れており、結果の矛盾も甘受すべきで

ある。また、被用者に不法行為責任を認定しておきながら、一切負担を負わない

とすると、不法行為認定の意味が形骸化すると共に、結局は企業に全責任を負わ

せることになり、多くの被害者救済に資さなくなるから、全額逆求償は認めるべ

きではない。不法行為に加担した被用者の側から使用者に逆求償することが信義

に反するかという点については、寄与分の多くは圧倒的に企業にあると言え、被

用者が全額を負担すべきではないから、被用者が故意に使用者の指示を誘ったよ

うな特段の事情がない限り、信義に反するとは言えないというべきである。

以上のような立場に立つと、逆求償の理論構成としては、損害発生の寄与度に

応じて債務を負うことを強調する点では、不真正連帯債務説や相互保証説を採用

すべきと考えられる。

3　共同不法行為の成否

双方が被告となり、共に不法行為要件を充足しているときには、企業と従業員

との共同不法行為の成否が問題となるが、組織的不法行為においてはこの構成を

採り得るか。

共同不法行為責任は、個人責任の原則の修正であると言え、その効果として、

各加害者に不真正連帯債務を負わせる強度な責任であるから、広くこれを認める

べきではない。組織的不法行為においては、この点が被用者保護に関わってくる。

成立には、複数の加害者が不法行為の要件を満たしていることと、それらが関連

共同性を有していることが必要であり、後者については、通説に依れば、両者の

行為に客観的関連共同性があれば足りるとする43）。金沢地判が、セールス係、電

話係、一般従業員と企業に共同不法行為を認めたように、組織関連性に基づいて
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これを肯定すると、企業組織内の従業員間に広く認められ、酷であるようにも思

える。しかし、不法行為責任を負う要件を満たしている以上、共同不法行為成立

を妨げるものはなく、前章で述べた通り、損害への寄与度が著しく低く、個別の

事案で、責任を負わせるべきではない従業員に被害者が請求をすることは信義則

で禁圧することができるから、成立の余地を認めるべきである。

学説中には、強い関連共同性と弱い関連共同性に分け、後者の関係にある行為

者と、前者の中でも「著しく小さな寄与」しかしていない者は寄与度を理由とし

て減責を許すとする理論がある44）が、その線引きは不明である。また、会社組

織という歯車の一枚に過ぎない一般職の従業員同士に共同不法行為を認めるには

「相互に密接な関係」を有していなければならないとの見解もある45）。この言葉

の意図は明確ではないが、結果認識をしており、かつそれぞれの行為と結果に強

い因果関係が認められねばならないという事であろうか。

いずれの考えにせよ、組織的不法行為においては、組織構成員のそれぞれの行

為の関連性が問題となるため、通常は、共同関連性は肯定されるものと言えよう。

また、共同不法行為となれば、不真正連帯債務となり、使用者が賠償した場合

には、使用者から従業員に対して、過失割合（過失割合）に応じた求償を求めら

れることとなる。しかし、使用関係にある場合には、使用者責任と同様に、信義

則上、求償を制限ないし禁止すべきとの、同様の議論も考えられる。逆に、被用

者が賠償した場合には、逆求償の可否やその範囲と同様の問題が生じる。しかし、

社員も共謀して計画を進めていたと認められるような場合には、詐欺組織や暴力

団に性質が近接してゆくのであるから、通常の共同不法行為の解釈通り、寄与度

に応じた責任を負わせるべきである。

4　企業責任

使用者責任、共同不法行為責任では、使用者と被用者双方を被告とすることが

前提とされる。しかし、例えば、ある商品から損害を被った場合に、その商品の

作成に携わった者を特定して不法行為を立証し、使用者責任を問うことが困難で

ある事が多く、その困難さの解消の為に、企業全体を加害者と捉えて不法行為を

追及する、企業責任と呼ばれる構成がある。被用者の不法行為責任を立証せずと

も、直接企業に責任を問い得る点で、明快な賠償請求方法であると思われ、また、

この構成によれば、被用者が求償を受けることがなく46）、「企業主体への責任集

中」47）により被用者保護に資する点で、有力に主張されている。
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もっとも、私法上の責任では、一般法人法78条が代表者を介した責任を用意し

ているように、法人は機関を通じて行為する存在として見られているから法人の

行為及び責任は予定されていないとし48）、715条の枠内で解決し、被用者保護の

為には求償権制限で対抗すれば十分である、との反論が成し得る49）。

企業責任構成からは、企業が従業員との共同不法行為の成立を立証できれば、

従業員への求償を認めることができ、求償が制限についての議論は先述の通り、

見解が分かれる。個人のみが責任追及された場合にも、同様に共同不法行為を立

証すれば企業への逆求償は可能になる。

求償関係で問題となるのは、被請求者の無資力リスクをどのように回避するか

という点と、使・被用者双方の金額分配をどのように図るかという点である。

前者の問題回避の為には、 1次的には企業が賠償責任を負うべきである。しか

し、従業員も実質的に被害額の大部分の金額を得ていた場合には、その資力に応

じて賠償額を負担すべきであるから、使用者による求償の制限はその範囲内で受

け逆求償も総額から負担額を差し引いた限度でできる。後者の問題については、

本来は寄与分に応じて分配をするべきであるが、企業が請求を受けたときには、

被用者が、使用者の指示の範囲を逸脱した行為をしたと認められない限り、原則

として全額を負い、求償の余地はないと考える。

Ⅳ　総　括

最後に、本稿を総括したい。

Ⅱ章で触れた、対外的な責任所在については、行為態様に違法がある場合は無

論の事、決定的に違法性を基礎づけるのは、被侵害利益の大きさなのではないか

という結論に至った。そして、被用者への直接請求も、被害者救済の為に原則と

して全てを認めるべきである。もっとも、Ⅲ章で述べたように、対内的関係では、

被用者保護を図るべきである。そのために、使用者からの求償を信義則に照らし

て原則禁止とし、共同不法行為でも、その論を及ぼすべきであると考えた。もっ

とも、逆求償については、被用者も不法行為責任を負う以上、寄与分を除いた額

に制限されるというべきである（制限されるにしても、末端従業員が負うのは、わず

かな寄与分であろう）。また、本稿では、被害者と被用者の保護をどのように均衡

を図るかという問題意識が根底にあり、被用者の保護に関する制度として、逆求
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償、求償制限、被害者からの請求否定、責任制限論の 4つを挙げたが、被害者の

保護の観点からは、企業での対内的責任分担である前二者のみを肯定すべきであ

ると思われる。

以上のように、一応の結論を出したものの、被用者が責任を負う局面について

の基準は筆者独自の思考の域を出ない。また、被用者への直接請求が信義則上制

限されるような場面も具体的な判例が存在せず、これらの被用者の責任限度につ

き、基準を示す最高裁判例の登場を待ちたい。本稿では、論じ得なかったが、過

失割合を具体的にはどのように算定するかという点も、寄与度が複雑に折り重

なった組織的不法行為では重要な問題となる。

詐欺取引における不法行為のケースを扱ってきたが、被害額が莫大で、企業も

自転車操業覚悟での経営であることが多く、債権回収が困難であることから、被

害者救済の政策的判断として広く末端の人物にまで責任を認めたものと見られる

かもしれない。また、それだけではなく、特に豊田商事事件の場合には、企業全

体のあらゆる立場の被用者に、詐欺行為を知らなかったとは言わせられない程、

強度な違法性が広く周知されていたという、確信的故意もあったからとも言える。

そのような状況下で、契約責任では追及できない時に請求原因を作りだす不法行

為は、企業が賠償を支払えない時に、従業員にも賠償を求められる手段として重

要な意味を持つ。消費者問題においては、契約法の特別法を制定することで対応

をしてきた50）経緯があるが、組織で複雑に行為が絡み合っている場合に、不法

行為主体性をどのように認定するかという問題にも着目されるべきである。そし

て、刑法における共犯論との比較も興味深い。本件のように、不法行為上の教唆

や幇助にあたっても、刑事処罰範囲は極めて狭く51）、刑法の謙抑性からは当然と

も思えるが、民事責任の広さとの比較では責任範囲の相違に不自然さを覚える。

このように、多くの疑問を掲げてきたが、最近は豊田商事のように、企業ぐる

みで、構成員の多くがその違法性を認識しながら不法行為を行ったという事例は

多くはない。しかし、再度あのような事件が起きたときに、どのような責任追及

問題が発生するか、更に議論を積み、妥当な理論構成を考えておくべきであろう。

本稿が、その議論のきっかけとなれば幸いである。

1） 豊田商事は、「純金ファミリー契約証券」なる架空の純金引換手形を、経済知識
に疎い主婦や高齢者を対象に強引に販売した。そして、盗難の危険性があるから
会社が保管するとして、純金の現物引渡しは行わずに多額の利息を客に前払いす
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ることによって安心させたが、純金返済の計画を持たず、次々に負債を抱えて
いった。

2） 宇都宮健児『弁護士、闘う　宇都宮健児の事件帖』（岩波書店、2009年）、45頁。
3） 以下、法令名を冠しない条文は民法とする。
4） ここに言う「構成員」は会社法上の株主の意味ではなく、組織を構成する者と
いう意味で、一般的意味の従業員と同じである。

5） 職務執行につき悪意・重過失の役員（代表や幹部）は、一般法人法78条（代表
理事、その他代表者）、117条（役員等）、198条（一般財団法人の理事、監事ら）、
会社法429条（役員等）より、被害者（第三者）に不法行為責任を負う旨が定め
られている。また、豊田商事裁判例は、支店長にも不法行為責任を認めているが、
セールスマンを指揮監督する立場にあるから、取引の詳細の認識可能性が高く、
法に明文はなくとも、責任の度合いは幹部に近接してゆくであろう。

6） 松本恒雄「現物まがい商法と国の責任」（『法学セミナ―』470号、1994年、89頁）。
尚、秋田地本荘支判昭和60年 6月27日判時1166号148頁では、契約内容を金の売
買と準消費寄託の混合契約と捉え、準消費寄託は要物契約（587条、666条）であ
るところ、金の引渡がないので全体として無効であり、これを仮装して金員の預
入れを受ける本件契約は出資法 2条 1項で禁止される業としての預り金であると
して、法令違反としての違法性を認めたとされる。

7） 現在では、消費者契約法 4条 3項 1、 2号によってこれらの行為は取消の対象
となるから当然に違法性が認められる。

8） 神戸地判昭和62年 4月30日判タ661号210頁は、先物取引勧誘方法の違法性につ
いて、「商品先物取引について投機性など重要事実の説明を欠いた勧誘（商品取
引員の受託業務に関する取引所指示事項10）、利益保証・断定的判断の提供によ
る勧誘（商品取引所法九四条一号、二号、受託契約準則一七条一号・二号）は禁
止されているところであり、これに違反した勧誘はその程度方法により違法又は
不当なものと解すべきであるが、不当又は違法な勧誘はこれらに限られるべきも
のではなく、虚構の事実の告知など詐欺的方法による勧誘が違法なことは勿論の
こと、社会通念上右に類する方法程度に事実を不当に誇張・歪曲した言辞を弄し
たり、あるいは利益提供（受託契約準則一七条三項）などの方法による勧誘も右
同様に違法又は不当なものと解さざるをえない。勿論、この種取引の勧誘にはあ
る程度の誇大・強調はつきものであり、それらの言動が総て違法又は不当な行為
となるものではない。多少誇大・強調にわたる勧誘があつたとしても、その方法
程度が社会通念上一般に許容される範囲内のものであれば法的責任を生ずべき問
題とはいえないが、その範囲を逸脱し行き過ぎた不当な勧誘方法を行つた場合に
は、その行為は違法性を帯び不法行為を構成するものと解するのが相当である」
として、社会通念上許容されるかという不明確な基準で判断している。

9） もっとも、請求額につき、消費者被害に関する判例では、儲かると信じた原告
の軽率さを考慮して過失相殺がなされることが多いという（『法律新聞』（1990年
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7月 7日）安彦和子「豊田商事事件と被害救済」）が、契約の意思なく困惑等に
よって契約を締結した場合にはその余地はないというべきである。

10） 本文に掲載したものの他に、大阪高判昭和62年 6月30日判タ650号197頁がある。
11） 前掲・注 1）を参照。
12） 起草者の意図とされたのが、719条 2項は 1項前段の確認規定ではなく、教唆・
幇助行為は 1項前段に言う「共同の不法行為」にあたらないからこそ、類型とし
て設けられたものであるとの理解であったが、現在では、確認規定に過ぎないと
される（潮見佳男『不法行為法Ⅱ（第 2版）』（信山社、2011年）、173頁）。しかし、
京阪電車置石事件（最判昭和62年 1月22日民集41巻 1号17頁）で、実行行為者と
の事前談合に参加した者（現場に赴いたものの、具体的行為への認識共謀はなく、
見張りすらしなかった）につき、幇助の共同不法行為ではなく、709条の単独不
法行為（事故回避措置義務違反）の構成により損害賠償を認めたように、行為と
結果の因果関係があれば、不法行為が認められるのであるから、法技術的には、
幇助の構成を採る意味は大きくはなく、むしろ一般の不法行為とも構成し得る。

13） 島袋鉄男「投資ジャーナルの民事責任」森島昭夫・伊藤進編『消費者取引判例
百選』（有斐閣、1995年）、151頁。

14） 本件では、会長夫人も被告となったが、本件との具体的なつながりを否定され
た。前掲・島袋は、夫人の役割が、騙取した財産管理という消極的役割であって
も、「詐欺的計画からあがる利益に与っているという状況等が認められる場合に
は、共謀者あるいは幇助者の範疇に取り込む余地がある」と考える。

15） 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』（日本評論社、1937年）177頁、加藤
一郎『不法行為（増補版）』（有斐閣、1974年）、188頁など。

16） 野村好弘ほか『経営法学全集18　企業責任』（ダイヤモンド社、1968年）、45頁。
17） 橋本恭宏『損害賠償法』（信山社、2003年）、103頁。次章で述べるように、逆求
償を認めればこの批判は当たらないが、企業の無資力のリスクを被用者が負担す
ることとなる。

18） 澤井裕『テキストブック　事務管理・不当利得・不法行為（第 3版）』（有斐閣、
2001年）、314頁。

19） 最判昭和30年 4月19日民集第 9巻 5号534頁。
20） 前掲・野村ほか、45頁。
21） 土居俊平「使用者責任における求償関係―逆求償を中心に―」（『関西大学大学
院法学ジャーナル』65号、1996年、110頁）。

22） 四宮和夫『不法行為』（青林書院、1987年）、708頁、前田達明『民法Ⅵ 2（不法
行為法）』（青林書院、1980年）、151頁、吉村良一『不法行為法（第 3版）』（有斐
閣、2005年）、220頁にニュアンスを感じ取れる。

23） 前掲・潮見、46頁。
24） 豊田商事事件では、ある社員は 5か月で6000万円にも上る高収入を得ていたと
いう（前掲・松本）。ところで、これに関連して、大阪地判昭和62年 4月30日判



47

タ651号85頁は興味深い指摘をしている。「本件歩合報酬契約は、前示のとおりの
極めて違法性の強い本件商法を推進することに対して対価を支払う旨の契約であ
り、その推進にとって必要不可欠なものであり、かつ、その原動力になっていた
うえ、客からの受入金を食い潰すという実質を有していたというべき」だから、
公序良俗違反（90条）で無効であるとしたのだ。これにより、破産管財人は元従
業員の報酬債権を差し押さえて被害額の回収に成功した。本件では、歩合報酬契
約の無効としているが、仮に雇用関係の無効までを意味するとすれば、使用者責
任を問う余地がなくなり、純粋な共同不法行為となる。

25） 前掲・注12）の見解に比べ、権利濫用の成立範囲を狭く解する点、区別される。
使用者からの塡補容易性のみで被用者への損害賠償請求権行使を遮断することに
は慎重になるべきである（前掲・潮見、45頁）。

26） 大規模な消費者問題では、多くの被害者が企業への責任追及に殺到する為、企
業を相手に請求することが確実な回収手段とは言えない局面もある。

27） 最初から請求の客体から外すのではなく、保証契約における、検索の抗弁（453

条）のように、被用者が、先ずは使用者に対して請求するように抗弁を立てるこ
とも認めるべき構成も考え得る。しかし、保証人は債務者ではなく、不法行為者
間で不真正連帯債務を負う原則に立ち戻れば、保証人の補充性を示す同抗弁は妥
当しない。その上、被害者の請求をたらい回しにするような抗弁は認めるべきで
はなく、被害者の中には、企業よりもセールスマン個人からの被害意識が強い場
合もあり、その意思は尊重に値する。

28） 使用者責任構成を示した豊田商事判例につき、前掲・注 6）秋田地本荘支判判
決がある。

29） 内田貴『民法Ⅱ債権各論（第 3版）』（東京大学出版会、2011年）、497頁。
30） この考え方には、危険責任（人を使用して活動範囲を広げれば、社会への加害
の危険は増大するから、その支配者として責任を負うべき）、報償責任（利益の
あるところに損失も帰せしめるべき）の二つの原理の片方ないし双方を根拠とす
る見解がある。判例は報償責任を根拠に説明しているとされる（橋本佳幸ほか
『Legal Quest 民法Ⅴ　事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣、2011年）、262頁）。

31） 前掲・Legal Quest、261頁。
32） 前掲・橋本、99頁、前掲・潮見、48頁　ほか。
33） 前掲・橋本、99-101頁、前掲・土居、98-99頁。
34） 前掲・加藤、109頁。 

35） 前掲・橋本、103頁。
36） 708条本文は、不法な原因でされた給付は、その返還を請求できないとしている。
この点、被用者に移った報酬を損害賠償の為の補填を目的に求償することが、返
還の請求となるのか。実質的に考えると、同条の趣旨は、ものの引き渡し請求に
裁判所が手を貸すことができない（クリーンハンズの原則）という点にあるが、
被害者救済の為であれば、従業員への求償を裁判所も妨げないのではないだろう
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か。形式的には、給付した報酬ではなく寄与分を求償しているとすれば、問題は
生じない。かつて、豊田商事破産管財人が元従業員の報酬債権を差押えて債権回
収をしたことに鑑みると、認められるべきように思う。

37） 四宮和夫『事務管理・不当利得・不法行為　下巻』（青林書院新社、1981年）、
712頁。

38） 淡路剛久『連帯債務の研究』（弘文堂、1975年）、302頁。代位責任論を前提とす
ると逆求償はできないように思える。しかし、求償制限を自己責任論に立っても
認める以上は、実質的に使用者は一定額を負担する関係にあるのであるから、
715条の性質論は逆求償に影響しないと言うべきである（前掲・土居、120頁）。

39） 前掲・土居、108頁。
40） 椿寿夫「判批」（『判例評論』116号、1968年、23-24頁）。
41） 浜上則雄「損害賠償法における「保証理論」と「部分的因果関係の理論」」（『民
商法雑誌』66巻 5号、1972年、55-56頁）。

42） 森島昭夫「使用者責任（一）」（『法学教室』14号、1981年、39頁）。
43） 前掲・潮見、155頁　ほか。
44） 前掲・潮見、171頁。
45） 𠮷川栄一「判批」（『ジュリスト』988号、1991年、96頁）。
46） 前掲・内田、504頁。
47） 前掲・Legal Quest、263頁。
48） 前掲・Legal Quest、263頁。717条（工作物責任）では、法人の責任（無過失責任）
主体性を肯定しており、これを使用者責任としても類推すべきとする見解も存在
する（前掲・橋本、103頁）。この見解は、企業に無過失責任を認める点で、判例
が715条 1項但書（使用者免責規定）の適用に消極的であるという現在の実務の
方向性に合致する。

49） 前掲・Legal Quest、263頁。
50） 豊田商事事件の後、昭和61年 5月に現物まがい商法を規制する「特定商品等の
預託等取引契約に関する法律」が制定された。

51） 従業員を利用した間接正犯としての、幹部らによる詐欺罪の共同正犯が認めら
れている（大阪地判平成元年 3月29日判時1321号 3頁）。


