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Ⅰ　はじめに

1　研究の背景

日本経済のグローバル化が叫ばれて久しく、それに伴い、日本企業が直面する

法的リスクも様々に変化しつつある。また、2011年のオリンパス事件や大王製紙

事件などを契機に、企業統治に関する問題に注目が集まっており、改正会社法が

2014年 6月20日に参院本会議で可決されるまで、監査等委員会設置会社制度の新

設や、多重代表訴訟制度の導入など、日本におけるコーポレート・ガバナンスの

改革に関しても活発な議論が行われてきた。

こうした状況を背景に、日本企業の役員就任環境について見直す動きがある。

社外取締役設置の要請の高まりに加え、グローバルな状況下で、国籍を問わず、

多彩な人材を確保し、企業はその価値及び競争力の向上に繫げていかなければな

らない。実際に上場企業では社外取締役を複数設置する会社が増加しており、

2014年 9月 2日付の日本経済新聞によると、「主要100社を調べたところ、社外取

締役を 2人以上置く企業は85社と 8割を超え、 5年前の57社に比べ1.5倍に増え

た1）」という。

このように、日本企業における役員就任環境は、改革に向けて歩み始めている

ように思われる部分もあるが、一方で欧米に比べて議論が遅れている分野も見ら

れる。その一つが、役員責任の会社補償や、会社役員賠償責任保険（D&O保険）

に関する議論だ。上述の会社法改正による、多重代表訴訟制度の導入により、親

会社の株主が子会社の役員の責任を追及できるようになったことや、企業活動の

舞台がグローバル化するにつれ、海外での訴訟リスクや当局の調査など、役員の

抱える法的リスクが着実に大きくなっている。この状況を踏まえて、D&O保険

に注目が集まり、日本の損害保険各社も力を入れているという2）。

2　研究の目的

上述の背景から、昨今注目の集まる D&O保険であるが、会社法における議論

は停滞していると言える。弁護士の武井一浩氏も D&O保険について、「平成 5

年に株主代表訴訟制度の大改正があったころに D&O保険も含め活発な議論が行

われました。その後、大和銀行事件を踏まえた平成13年12月の商法改正の際に少

し議論がなされましたが、欧米の状況に比べますと、日本の法制的議論は歩みが
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遅い3）」と述べている。D&O保険が日本に導入され20年が経過した現在、この

保険はある程度定着したものと言うことができるが、上述の社外取締役設置の要

請や、日本企業及びその直面する法的リスクのグローバル化に伴い、この保険の

重要性は増していくものと思われる。また、日本の D&O保険の特徴として、

「D&O保険を役員の責任の範疇により基本契約と特約に分け、代表訴訟特約部

分については役員が保険料を負担している4）」という、他の国にはない特異な仕

組みをとっている点があげられる。加えて、その沿革を見てみると、「1993年の

D&O保険の導入は、代表訴訟のリスクが急速に高まる状況下で急ごしらえの保

険の仕組みの整備であった5）」と言える。以上を踏まえて本論文では、D&O保

険や役員責任の会社補償の制度の沿革及び現状について、欧米諸国との比較を交

えながら研究すると共に、日本の役員就任環境の整備のため、今後、D&O保険

はどうあるべきかを検討していきたい。

3　本論文の構成

まず、第Ⅱ章では会社役員賠償責任保険（D&O保険）の前提となる、取締役が

会社法上負っている責任についてまとめる。続く第Ⅲ章では、D&O保険とはど

ういったものであるかに触れ、導入以来の先行研究についてまとめていく。それ

らを踏まえ第Ⅳ章では現在議論されている D&O保険に関する論点を整理し、最

後の第Ⅴ章では、D&O保険は今後どうあるべきか、及び、日本企業の役員就任

環境整備のために何が必要か、といった点について私の意見を述べていきたい。

Ⅱ　取締役の責任

取締役は、職務遂行上、任務を怠ったことにより会社に損害を生じさせた場合

等には、それを賠償する責任を負う6）。その責任は会社に対する責任（対会社責任）

と、第三者に対する責任（対第三者責任）に大きく分けられる。

1　会社に対する責任（対会社責任）

取締役の対会社責任の責任原因は①任務懈怠（会社法423条 1項）、②取締役と

会社との利益相反取引（会社法423条 3項 1～ 3号）、③株主権の行使に関する利益

供与（会社法120条 4項）、④剰余金の配当等に関し分配可能額の超過・欠損が生

じた場合（会社法462条）、⑤出資の履行に瑕疵がある場合（会社法213条 1項・268
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条 1項、213条の 3第 1項・286条の 3第 1項）の 5つである7）。

取締役の会社に対する任務懈怠の責任は、原則として、総株主（議決権のない

株主も含む）の同意がなければ、免除することができない（会社法424条）。取締役

が職務を行うにつき善意・無重過失であったときは、株主総会の特別決議（会社

法309条 2項 8号）、定款の定めに基づく取締役・取締役会の決定（会社法426条 1

項）、責任限定契約（非業務執行取締役の場合、会社法427条 1項）の締結により、損

害賠償の一部免除が可能である。この一部免除の規定については、「社外取締役・

社外監査役との間で締結することが認められた責任限定契約は、事前に責任の限

定額が確定する意味で実務的意義は大きかったが、株主総会特別決議又は定款規

定に基づく取締役会の決定による責任の一部免除については、株主の利益を考え

たときに、実際には免除の決定を行うことは容易ではないと考えられ」、この制

度はあまり利用されないとする見解もある8）。

会社法850条 4項により、取締役の責任追及に係る訴訟等の場合であっても、

和解は認められている。

取締役の対会社責任の追及方法としては、①株主の代表訴訟、②違法行為の差

止請求権の行使（会社法360条 1項）、③株式交換等完全子会社の旧株主による責

任追及訴訟（会社法847条 1項）、④最終完全親会社等の株主による特定責任追及

の訴え（多重代表訴訟、会社法847条の 3第 1項）があげられる9）。第Ⅰ章でも述べ

た④の多重代表訴訟は、2014年の会社法改正により導入された新しい制度であり、

「持株会社を頂点とする企業グループ等の場合、巨大な子会社の取締役によって

主要な業務執行の決定が行われているにも関わらず、子会社取締役の任務懈怠等

について、その唯一の株主である親会社が、同取締役との密接な関係のため同人

の責任追及等の訴えの提起を懈怠すると、親会社の株主は手を拱くほかないとの

懸念から、親会社株主の権限強化の一環として10）」作られたものであり、本論文

のテーマである会社役員賠償責任保険にもたらす影響も大きい。

2　第三者に対する責任（対第三者責任）

取締役がその職務を行うについて悪意または重過失があったときは、それに

よって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う（会社法429条 1項）。この第三

者に対する責任について、判例（最大判昭和44・11・26民集23巻11号2150頁）は「①

この責任の性質は、不法行為責任ではなく、第三者を保護するために定められた

特別の法定責任であり、第三者が役員等の不法行為責任を追及することも妨げら
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れない。②第三者は、任務懈怠について役員等の悪意・重過失を証明すればよく、

自己に対する加害について悪意・重過失を証明するまでもない。③役員等の任務

懈怠と第三者の損害の間に相当因果関係があるかぎり、間接損害・直接損害いず

れについても、役員等は責任を負う（両損害包含説）11）」と解している。

取締役が第三者に対して責任を負う際の責任事由は、間接損害と直接損害の二

つに大きく分かれる。間接損害とは、取締役の悪意・重過失による任務懈怠に

よって会社が損害を被った結果、第三者に損害が生じる場合のことである。株主

が損害を負う間接損害の事例においては、その救済は代表訴訟によるべきであり、

当該会社の株主は「第三者」には含まれないとするのが通説であるが、株主を「第

三者」に含め、損害賠償請求を認めうる場合もある12）。一方、直接損害とは、取

締役の悪意・重過失による任務懈怠によって、会社に損害は発生せず、第三者に

直接に損害が生じる場合のことをいう。直接損害の事例においては、その会社の

株主も「第三者」に含まれるとされる。

責任を負う取締役の範囲が問題となるのは、いわゆる「名目的取締役」や、「事

実上の取締役」、「登記簿上の取締役」などが存在する場合である。名目的取締役

の第三者に対する責任は、中小企業において、その監視義務違反による責任とし

て追及されることが多く、判例にはそうした名目的取締役の責任を認めたものも

あるが、報酬を一切受けない名目的取締役の場合には責任を否定するものも多

い13）。また、中小企業における事実上の取締役について、正式に取締役として選

任されていなくとも、事実上業務を執行していた者について、第三者に対する責

任を認めた判例もある。株主総会の選任決議を欠く登記簿上の取締役について、

判例はかつて、取締役として登記されることを承諾し不実の登記の出現に加功し

た者は、会社法908条 2項の類推適用により取締役でないことを善意の第三者に

対抗できず、第三者に対する責任を免れないとして責任を認めた判例がある（最

判昭和47・ 6・15民集26巻 5号984頁）が、「その後の下級審裁判例は、取締役とし

て登記されることを承諾したというだけでその者の責任を認めることには慎重で

ある14）」という。

Ⅲ　D&O保険概論

1　定義及び沿革

会社役員賠償責任保険（D&O保険、directors and officers liability insuranceの略）
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とは、「会社の役員（取締役および監査役）がその業務につき行った行為に起因し

て株主代表訴訟によりまたは第三者から損害賠償請求を受けた場合に、会社役員

が被る損害を保険金として支払う保険15）」である。

その沿革を見てみると、もとはアメリカ合衆国で1940年代に初めて作られた保

険であり、以降その保険市場で急速な発展を遂げてきた16）。この背景には、アメ

リカ合衆国では役員の責任追及のための訴訟が頻繁に起こされていたことがあげ

られる。

日本においては、1970～1980年代から D&O保険導入に向けての議論がなされ、

1990年にアメリカ合衆国の約款の内容をほぼそのまま利用した英文約款が認可を

受け発売された。その 3年後、1993年の商法改正において、株主代表訴訟制度に

関する規定が改正されたことを契機として、日本でも代表訴訟が頻発するように

なった。結果、D&O保険が社会的に注目を浴びるようになり、和文約款が同年

12月に認可を受けた。その後、「特に平成12［2000］年 9月の大和銀行株主代表

訴訟第 1審判決（賠償額最高 7億7,500万 USドル）が社会的に大きな関心を集め、

これにより、D&O保険に新たに加入し、又はてん補限度額を上げる企業が急増

したと言われる17）」。

2　D&O保険の役割・必要性

D&O保険の約款 2条を見ると、「当会社が前条（当会社のてん補責任）の規定

によりてん補する損害は、次の各号に掲げるものを被保険者が負担することに

よって生じる損害に限ります。（ 1）法律上の損害賠償金（ 2）争訟費用18）」と

ある。つまり、被保険者である取締役が損害賠償責任を負った場合の賠償金及び

訴訟費用（弁護士費用等を含む）が保険により塡補されることになる。

企業が D&O保険を付保することのメリット及び必要性としては、主に以下の

6点があげられる。「① D&O保険があることにより役員は責任追及のリスクか

ら解放され、リスクも取る適正な業務執行ができるようになる。② D&O保険が

あることにより役員のリクルートをすることが容易となる。③会社補償条項の付

帯が一般化しつつあり、その場合には会社自身が D&O保険の利益を受けている

ことが明らかになる。④ D&O保険があることにより役員の
（ママ）

支払不能となって

も会社は損害の回収が確実にできることとなる。⑤会社が損害追及を受けた役員

に補償しなければならなくなり、さらには会社が第三者から責任追及を受けるな

どのリスクの累積問題を D&O保険により克服することができる。⑥ D&O保険
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の付保により役員の報酬を責任リスクに対応するように引き上げる必要がなくな

る19）」。多くの日本企業がグローバル化を遂げ、海外に進出している昨今におい

て、これらのメリットがもつ意味は非常に大きいと思われる。例えば、海外に子

会社を有する日本企業であれば、海外において第三者との訴訟に直面する可能性

もある。また、それぞれ事情の異なる海外での法令遵守には困難も多く、訴訟リ

スクは国内よりも高いと言える。加えて、国によっては D&O保険の整備が進ん

でいない国もあり、そうした場合には全世界で適用可能な日本の D&O保険の発

揮する価値は大きいと言える。また、海外においては、企業との交渉の一環、あ

るいはゆさぶり目的で、当該企業の取締役個人が訴えられるといった事例もあり、

訴訟対応におけるサポートが必要とされていると言える。国内の事例においても、

仮にこのような訴訟費用の補償等が認められていなければ、個人で訴訟費用を支

払うという取締役の負担はやはり重いと思われる20）。

このように、D&O保険が現在の社会において有する役割は非常に大きく、そ

の契約主体はこれまで大企業が中心であったが、中小企業にも拡大しつつあり21）、

この傾向はますます進み、D&O保険の社会における重要性は増していくと思わ

れる。

3　D&O保険の構造

第Ⅰ章でも述べたとおり、日本の D&O保険は、他の国にはない特異な形式を

採用している。現行の「会社役員賠償責任保険普通約款」は基本契約部分と特約

条項に分けられ、基本契約部分により、取締役の対第三者責任に基づく賠償責任

と訴訟費用、及び会社に対して負う損害賠償請求のうち、取締役が勝訴した場合

の防御費用が塡補される。そして、取締役が会社に対して賠償責任を負い、敗訴

した場合には、基本契約部分では免責となるが、株主代表訴訟担保特約条項によ

り塡補されることとなっている。このような複雑な形式を採用しているのは、先

に述べた D&O保険導入までの沿革に理由がある。日本がもともと D&O保険を

導入したのはアメリカ合衆国からであったが、アメリカ合衆国では、州法により、

「会社が D&O保険を付保できることが明文化されており、会社法上の適法性に

ついては特段の問題は生じない。（中略）米国の D&O保険は、基本的には会社法

上の会社による役員に対する補償（indemnification）制度（会社補償制度）を前提

に保険が組み立てられている22）」という。一方、日本の会社法は、会社補償を明

文では認めておらず、D&O保険導入の際には、日本の会社法、商法とどのよう
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にして調和を図るか、といった点で活発な議論がなされた。当時、「役員が会社

に対して責任を負う場合にまで会社の保険料負担で役員に保険による保護を与え

ることは、会社の損害賠償請求権の事前かつ一般的放棄に当たり違法とする有力

な見解があった23）」ことから、上述したように、対会社責任の一部については特

約で塡補し、当該特約部分にかかる保険料は、取締役個人が負担することとされ

た。なお実務においては、当該特約についての保険料分は、会社法上報酬と評価

されるという考え方を前提として、その保険料相当額を報酬に上乗せする形が取

られている。

4　請求事故方式

D&O保険の大きな特徴として、「請求事故方式（クレームズ・メイド・ベース）」

がとられていることがあげられる。これは、「問題となる役員の行為がいつ行わ

れたかを問わず、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に、これを保険事故

として扱う24）」という方式であり、弁護士賠償責任保険や会計士賠償責任保険と

いった、いわゆる専門家責任保険の分野では広く採用されている方式である。一

般の賠償責任保険において多く採用されている発生事故方式ではなく、この方式

が採られているのは、以下のような理由がある。「専門家責任においては、責任

を生ぜしめる加害行為や過失が当該専門家の行為からかなり時間が経過してから

判明することが少なくないから、発生事故方式の問題点が顕著に現れやすい。ま

た、専門的業務は一定期間継続して行われることが多いから、損害賠償責任を基

礎づける行為が保険期間中になされたかどうかを確定することがしばしば困難と

なり、ことに専門家の不作為が問題となる場合は右の判断がきわめて困難となる。

これに対して、請求事故方式では保険期間中に損害賠償請求がなされたものだけ

が保険金の支払対象となるから、専門家責任が問題となる場合でも正確なリスク

算定が可能となり、その結果、発生事故方式の場合よりも安価に保険を提供でき

ることになるといわれる25）」からである。

5　免責事由

D&O保険にはいくつか免責事由が定められており、これに該当すると、保険

者は保険金の支払いを免れる。かつて損害保険各社は同一の約款を使用していた

が、現在は商法改正や会社法、保険法の制定を契機として各社が約款を改定し、

それぞれ異なるものを使っている。一般的な約款に基づき、免責事由として定め
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られている事項についてまとめる。

第一に、被保険者の違法行為等に起因する損害賠償責任の免責（約款 5条）が

あげられる。一例として、東京海上日動火災保険の D&O保険約款の 5条を見て

みると、「当会社は、被保険者に対しなされた次の損害賠償請求に起因する損害

に対しては、保険金を支払いません。なお、次に記載されている事由または行為

が、実際に生じまたは行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるもの

とし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。26）」と

ある。この条文に述べられている「次に記載されている事由または行為」として

は、一般に以下の内容が規定されている。

「（ 1）被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する

損害賠償請求

（ 2）被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成

等によって刑を科せられなかった行為を含みます。）に起因する損害賠償

請求

（ 3）法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断

できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起因する損害

賠償請求

（ 4）被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたことに起因する損害

賠償請求

（ 5）被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等

の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求27）」

これらはいずれも、被保険者の違法な行為に起因する損害賠償請求について免責

を規定したものであり、そもそも保険保護を与えることが社会的相当性を欠くも

の28）が免責事由としてまとめられていると言える。

第二に、約款 6条に定められる免責事由について述べる。この条文に定められ

ている免責事由はそれぞれ趣旨の異なるものだが、それらをまとめると以下のよ

うになる。

「㋐保険の対象となる損害賠償請求の発生可能性が高まった後の保険加入や

保険金引き上げを防ぐもの
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㋑特殊な危険や巨大な損害になりうるものや、他の保険の引受対象となる

もの

㋒支配下にない記名子会社の役員の行為、関係者の慣れ合い訴訟及び内輪

もめの訴訟を対象外とするためのもの29）」

これらの免責事由の有無に関しては、約款 5条に定められているものとは異なり、

全ての被保険者に適用される。

第三に、約款 7条には、株主代表訴訟等に敗訴し、損害賠償責任を負った際の

保険者の免責について規定されている。これは、第Ⅲ章 3節で既に述べたように、

商法の規定の趣旨との兼ね合いで免責とされているが、株主代表訴訟担保特約条

項によって塡補される。

第四に、当該会社において合併、全資産の譲渡、子会社化などがあった場合の

免責が規定されている（約款 8条）。

Ⅳ　D&O保険の現在の問題点

1　序　論

これまでの D&O保険に関する議論を見ると、役員責任の会社補償の是非に関

する問題を取り上げたものが多い。上述したとおり、日本の D&O保険実務は、

代表訴訟担保特約部分に該当する保険料については、役員の個人負担とすること

で、会社法の趣旨に反することを回避してきたため、その前提となる会社補償に

関しては種々の議論が尽くされてきた。しかし、甘利教授の述べるとおり、「す

でにアメリカ合衆国や英国では同様の問題について州法や会社法の改正により立

法論的に解決したのであり、この点についてもはや議論する価値はあまりないも

の30）」と言うこともできる。そこで私は、会社補償の是非の議論よりも、現状の

D&O保険実務において生じている弊害や、今後起こりうるであろう問題につい

ての議論が重ねられていくべきであると考える。故に本章においては、現時点で

D&O保険が抱える、会社補償の問題以外の問題点を中心的に取り上げ、今後の

D&O保険のあるべき姿を考える上での検討材料としていきたい。

2　代表訴訟担保特約部分の個人負担の会社負担化

上述のとおり、現時点では役員の個人負担とされている代表訴訟特約部分の保
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険料を、会社の負担にすることができるか否か、という議論について述べる。こ

の現行の制度の問題点は、以下のような場合に現れる。第一に、子会社を親会社

と同一の保険契約で補償範囲に含めている場合だ。例えば、国内の子会社に上場

子会社がある場合や、少数株主がいる子会社が存在する場合に、当該会社の役員

が株主代表訴訟で敗訴する可能性が想定できるとすれば、親会社の役員だけでな

く、その子会社の役員も個人で保険料を負担するのか、といったことが実務で問

題になっているという31）。第二に、役員の個人負担があることが、D&O保険の

日本における発展の障害となっている、という議論がある。山下丈氏は、「保険

料の天引きに
（ママ）

について役員から問い詰められることが多いというのです。非役員

の調達担当者に向けて、たとえば特約の付いたもっとよい保険ができましたと

いっても、とにかく聞きたくない、しかられるのは自分だからというのです。役

員にリスク意識を持っていただくためには、D&O保険の存在を知っていただく

のはよいことで、一番よい機会はこの保険料の天引きということになるのですけ

れども、むしろマイナス面で作用している面がかなりあると思います32）」と述べ

ている。

3　会社提訴の免責規定

次に、会社提訴の免責規定に関する議論について述べる。第Ⅲ章 5節で述べた

とおり、D&O保険の標準約款において、関係者の慣れ合い訴訟や、内輪もめの

訴訟を補償の対象から外すため、会社提訴に関する免責が規定されている。会社

の監査役による役員提訴の場合には、約款上免責とされるが、代表訴訟の場合に

は免責とされない、といった点について、その合理性を疑問視する意見もある。

この免責規定は、先に述べたように、社外取締役や独立取締役の重要性が高まっ

ている昨今において、その機能に大きく影響しうるものである。というのも、こ

の免責規定があるため、「独立役員や社外取締役の監視が重要といいながら、会

社から訴えられるところまで会社と対立してはいけませんというのが現行の

D&O保険なのです。（中略）社外の役員に期待する、しかし社内の経営陣と、あ

るいは会社自体と訴訟するまでやったら、D&O保険の保護も奪われてしまうと

いう仕組み33）」になってしまっていると言える。

関連して、被保険者間訴訟が起きた場合に生じる問題についても議論がある。

第一に、支払限度額に関する問題だ。被保険者である役員同士の間で訴訟が起き

た際、「Ａ役員がＢ役員を訴えて、反訴でＢ役員がＡ役員を訴えたら、両者が補
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償の対象になって支払限度額が減っていくという問題34）」が生じる。第二に、過

去に任務懈怠があった役員について、その退任後に会社が訴えた場合に、当該退

任役員も D&O保険の補償の対象となるといった問題が想定されうる。

これらの問題に対しては、実務において「被保険者訴訟一部担保特約条項」な

どの特約による修正の動きが見られるが、残されている課題も多いと思われる。

4　総支払限度額の分配に関する利益相反

まず、会社対役員間の総支払額の分配について、実務において問題が生じる

ケースがある。契約で定められた支払限度額を上回る費用がかかり、それを役員

と会社がそれぞれ負担した場合に、保険金はどのように配分するのか、という事

例が起きた場合だ。こうした事例の場合には、保険金支払順序（order of 

payments）の問題と、配分（allocation）の問題が議論の対象となる。「役員と会社

の双方が保険カバーされる場合は、保険金支払順序（order of payments）の問題と

いわれ、通常、役員が先に保険金を受け取り、その後、会社が保険金を受け取れ

ることになっています。また、役員の保険カバーがあり、会社の保険カバーがな

い場合、責任の割合によって役員の受け取る保険金の額が異なってきますが、こ

れが配分（allocation）の問題といわれます。一般的に、当事者が誠実に協議して

責任割合を決めるとか、 8対 2とか 7対 3などというように役員と会社間の責任

の配分を事前合意する約款があります。（中略）歴史的に、この配分の問題を解

消するために、Side Cという会社の保険カバーが開発された経緯がありますが、

今度は、会社への保険金支払いで支払限度額が費消してしまい、役員個人のカ

バーが手薄になる問題35）」が生じてきているという（Side A、Side B、Side Cにつ

いては次の本章 5節でも述べる）。

次に、親会社・子会社間の総支払限度額の分配に関する問題について触れる。

既に本章の 3節で述べたとおり、親会社と子会社が互いに訴訟当事者になった場

合などに、双方の間での総支払限度額の分配が問題となりうる。こうした事例の

場合には、当事者が別個の D&O保険に加入することで、両者の利益相反を回避

することができるが、現実には親会社の D&O保険によってカバーされている子

会社も多く、この点も改善の余地があると言える。

なお、アメリカ合衆国においては、D&O保険を契約した会社が破綻した場合

にも問題を生じるという。「Side Cは会社のカバーですので、会社が破綻したと

きに、D&O保険は会社財産だということで、アメリカに自動停止（automatic 
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stay）という制度がありますが、保険金請求しても使えなくなってしまうという

問題があります。役員個人が Side Aを使いたいのだと、私が使いたいのは Side 

Cではなくて Side Aなのだと主張しても、これは会社財産なのでもう使えませ

んということになります36）」という。日本ではこの自動停止の制度はないが、

「Side Cという会社に被保険利益がある保険カバーが含まれている保険契約は、

破産財団に属するとみなされれば類似の問題は日本でも起こるかもしれ37）」ない

と指摘されている38）。

5　欧米との仕組みの違い

（ 1） 欧米におけるD&O保険

日本の D&O保険が抱える問題点を検討する上で、最後に、欧米における

D&O保険との仕組みの違いについて触れておきたい。日本では代表訴訟担保特

約部分については役員の個人負担とするという形をとっており、これが日本独自

の形態であるということは、第Ⅰ章及び第Ⅲ章において既に述べた。実際に、欧

米における D&O保険の運用について、保険先進国であり、日本が D&O保険を

導入してきたアメリカ合衆国と、日本と同時期に D&O保険を導入したドイツに

ついてまとめておく。

（ 2） アメリカ合衆国におけるD&O保険

まず、アメリカ合衆国においては、前提として、役員責任の会社補償が広く認

められている。「役員の職務上の義務違反によって生じた損害賠償額や和解額、

防御費用を会社が補償することを認める立法が、1941年のニューヨーク州法を皮

切りに次々と制定され、現在では全州で役員の職務上の義務違反による損害賠償

額等に対する会社補償が認められています。具体的には、①役員が勝訴した場合

の防御費用と②定款・By-Laws・就任契約に規定された補償内容については、会

社側に補償義務があります（mandatory indemnification）。そして大半の上場会社

の By-Laws、日本でいう社内規程において、①を超えた補償規定が置かれて

い39）」るという。ニューヨーク州など、一部の州法によっては、開示規制をかけ

るなどの制限が課されているとはいえ、アメリカ合衆国では会社補償及び D&O

保険によるカバーが広く認められていると言ってよい。

こうした広い範囲での会社補償を前提としてアメリカ合衆国の D&O保険は作

られているため、日本におけるそれとは根本的に構造が異なる。契約の構成とし
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ては、一般に Side A、Side B、Side Cと呼ばれる三つに分かれる。Side Aは、役

員自身が被る損害をカバーするものであり、役員自身が被保険者となる。Side B

は、会社が損害を補償したことによって被った損害を塡補するものである。Side 

Cは、会社が第三者に対して損害賠償責任を負った際の損害をカバーする内容の

ものである。

また、保険の付保の仕方についても日本とは異なる点がいくつかある。第Ⅲ章

で述べたとおり、役員の責任を追及する民事訴訟が頻発し、さらにその賠償額も

高額になりやすいアメリカ合衆国においては、 5億円あるいは10億円といった金

額を支払限度額として設定することが多い日本とは異なり、支払限度額をかなり

高額に設定し、D&O保険を付保する場合が多い。また、アメリカ合衆国の企業

はリスクの一元管理を好む傾向にあり、一つの保険証券で、できるだけ広い範囲

のカバーを得ようとする動きが強い。故に、親会社と子会社が同一の D&O保険

によってカバーされているケースも少なくないが、上述の支払限度額をかなり高

額に設定することによって、既に本章 4節で述べたような、総支払限度額の分配

に関する問題を回避していると思われる。

（ 3） ドイツにおけるD&O保険

ドイツにおいても、初めは、アメリカ合衆国の保険会社によって D&O保険の

引き受けが行われていたが、役員の責任が問題となり、訴訟が増加するにつ

れ、日本と同様に D&O保険に注目が集まるようになった。その後、「1997年に

ドイツ保険連盟（Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.GDV）

のモデル約款（Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung von Aufsichtsra
（ママ）

ten, Vorständen und Geschäftsführern, 

Musterbedingungen des GDV: AVB-AVG）が定められ、以後、広く普及するに至っ

た40）」という。

契約の構成に関しては、日本のように、基本契約と特約部分について分けて規

定する、といった形はとっておらず、一つの契約によって構成されている。ドイ

ツでも日本と同様に、株式法等の明文規定に D&O保険の補償が反するのではな

いか、という議論はあったという。例えば、「取締役の報酬に関する上記株式法

87条 1項と異なり、監査役の報酬に関する株式法113条 1項では、保険料を含め

て何が報酬に含まれるかの明文の言及がない。D&O保険の保険料が、これらの

株式法の規定にいう取締役および監査役の報酬に該当するとする見解は、現在で



107

もなお有力に主張する者があるが、少なくとも実務的には報酬に該当するもので

はないとすることで決着がついている41）」という。このように、日本とほぼ同じ

時期に D&O保険が導入されたにもかかわらず、日本のような形態をとらずに

D&O保険が普及してきた背景には、ドイツにおける議論の中では、会社に圧倒

的な利益があることを理由に、D&O保険の付保を正当化する主張が強くなされ

てきたことがある。日本とは全く異なった視点からの議論であると言える。

Ⅴ　D&O保険の今後

1　個人 D&O保険の開発の提言

これまで、D&O保険を取り巻く環境とその変化、D&O保険の構造及びその

問題点について検討してきた。これらの議論を踏まえた上で、今後の D&O保険

のあるべき姿を考えたとき、私は、個人 D&O保険の開発を進めることが、上述

の問題点を解決する上でも、有効なのではないかと考える。

個人 D&O保険とは、会社ではなく、役員個人が直接保険会社と契約し、自身

の個人財産を保護するために契約する形式の保険の D&O保険であり、保険料も

当然に役員個人の負担となる。その補償対象は、第Ⅳ章 5節で述べた、いわゆる

Side Aの保険がカバーする内容にあたる。現在、日本における D&O保険は、あ

くまで会社が加入する企業向けの保険であり、会社が契約する保険によって役員

個人の資産が守られている側面があるため、これまでに述べたような種々の問題

を引き起こすことになっている。アメリカ合衆国では会社法・州法により、役員

責任の会社補償が認められているため、D&O保険も、会社と役員個人、双方の

資産を保護する、といった形をとっているが、そもそもこの形態に関しても、そ

の合理性について疑問を感じないではない。また、第Ⅰ章に述べたとおり、社外

取締役等の機能に注目が集まり、その設置も事実上の義務化の方向にある昨今の

情勢を鑑みても、個人 D&O保険の開発によって得られるものは大きいと考える。

故に、以下、個人 D&O保険開発のメリットを検討していきたい。

2　個人 D&O保険開発のメリット・必要性

（ 1） 会社補償の是非の問題の回避

D&O保険のうち、役員個人の資産の保護を目的とする、いわゆる Side Aの部

分に関しては、個人 D&O保険として、役員自身が契約者となり保険料を負担す
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ることで、D&O保険の導入以来長年議論の焦点とされてきた、会社補償の是非

の問題を回避することができる。現在は代表訴訟担保特約を設けることにより商

法、会社法との衝突を避けることができている、といった主張もあるかもしれな

いが、こういった欧米にはない特異な形態を採用していることで、例えば外国人

の社外取締役を設置しようとした場合、実務において多くの障害があると考えら

れる。また、この形態をとりながら役員個人の保護を充実化することは難しいと

思われるため、役員の就任環境の整備の重要性が高まっている中で、この問題を

回避することができるメリットは大きいはずである。

（ 2） D&O保険改善への貢献

第Ⅳ章 2節において、役員が保険料を個人負担していることにより、保険会社

がより良い内容の保険や特約を開発し、提案したとしても、保険担当の非役員が

難色を示すため、D&O保険の改善が進まない、という意見があることを取り上

げた。だからこそ、役員個人ではなく、保険料を会社負担にすべき、という声も

あろうが、それでは現在の日本の D&O保険が抱える問題の根本的な解決にはな

らない。むしろ、欧米諸国に比べて役員責任の補償が薄い日本において、上述の

ような理由で D&O保険の改善が進まないのであれば、それは被保険者である役

員の、D&O保険についての知識・関心の薄さが原因であるとも言える。個人

D&O保険の開発・普及により、企業の役員がそれぞれ、D&O保険に加入する

ことになれば、現状の保険カバーの及ばない点や、D&O保険を付保するメリッ

ト等についても、より積極的に関心を寄せるであろう。加えて、会社が契約者と

なっていることで、補償の充実化が困難であった部分に関しても、契約者のニー

ズに合わせて、柔軟な対応を図ることができ、日本における D&O保険のさらな

る発展に大きく寄与することになる。この点について、山下丈氏も、「外国資料

を見ると、D&O保険の内容は毎年のように新たな需要に合わせて改定されてい

る。日本の市場での改良が遅いことについては、需要家側の認識不足もあると思

われる42）」と指摘している。こうした状況も、個人 D&O保険の開発により改善

しうると考える。

（ 3） 会社提訴の免責規定から生じる弊害の回避

第Ⅳ章 3節において、会社提訴の免責規定があることにより生じる弊害につい

て触れた。特に、社外取締役や独立役員が会社と対立した際に保険の保護を受け
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られなくなる可能性があることを問題視する意見があったが、この点は社外取締

役等に最も期待される監督機能の一つが、有効に働かなくなる可能性がある点で

重要な問題である。役員個人が独自に加入する形式の個人 D&O保険が存在すれ

ば、こうした弊害を回避することができる。被保険者間訴訟が起きた際に、支払

限度額を費消してしまうケースについても同様のことが言えよう。また、第Ⅳ章

3節において、退任役員にも保険のカバーが適用されることで生じる問題を取り

上げたが、この点に関しても、個人 D&O保険があれば、会社が契約した保険で

はないため、先に述べたような問題は生じない。

（ 4） 総支払限度額の分配に関する利益相反

会社対役員間の総支払限度額の分配や、親会社・子会社間の総支払限度額の分

配に関する利益相反の問題について、第Ⅳ章 4節で述べた。前者のケースに関し

ては、会社・役員間で事前に責任割合を協議しておく場合もあるが、損害の発生

後に両者の合意によって決する場合もある。しかし、D&O保険の補償が必要と

されるタイミングにおいて、必ずしも役員と会社の関係が良好であるとは言えず、

こうした当事者の合意に委ねる手法は妥当であるとは言い難いように思える。こ

のような事例において、総支払限度額を費消してしまうことで、役員個人の保護

が薄くなってしまう事態が想定されており、今後、役員の訴訟リスクが高まると

見られている中で、個人 D&O保険に加入しておくことで得られるものは大きい

はずだ。

（ 5） 役員就任環境整備のために

最後に、日本における役員就任環境を整備する上で、個人 D&O保険の開発が

有効であるということを述べておきたい。日本において、コーポレート・ガバナ

ンスに関する議論が進み、社外取締役の設置が推進されていることや、グローバ

ル化が進む現代において、企業の競争力を向上させていく上で、国籍を問わない、

グローバルな人材の確保が極めて重要な課題であることは、既に触れたとおりで

ある。こうした状況を背景に、独立役員や、複数の会社の社外取締役を兼任する

役員も増加していくことが予想される。日本経済新聞の調査においても、「社外

取締役の導入が広がることで、 1人が複数企業の社外取締役を兼務するケースも

増えている。主要100社の社外取締役300人のうち、37人が 2社以上を兼務し、 5

年前の18人から倍増した。一橋大学の伊藤邦雄教授は、三菱商事やセブン＆ア
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イ・ホールディングス、東京海上ホールディングスなど上場 7社を兼務する。元

経済財政相の大田弘子氏はみずほフィナンシャルグループやパナソニックなどを

兼務する43）」とされている。

このような事情を背景に、役員が直面する法的リスクは増加傾向にあると言え

ることに加え、それぞれの役員によっても、抱えるリスクやニーズが大きく異

なってくることが予想される。役員個人が契約するポータブルな D&O保険があ

れば、そういった需要にも柔軟に対応することができるであろう。加えて、外国

人が日本の会社において役員に就任する際、実務においてもまず、保険の補償内

容に関する質問が寄せられるという44）。欧米諸国においては、会社補償の内容等

に関する契約書が交付されることが一般的であるが、日本ではそのような慣習は

ないため、役員として負うリスクが明確でないことからこういった状況が生じて

いると思われる。外国人取締役のリクルートの際にも、個人 D&O保険の加入と

いう選択肢が用意されていることで、その不安を払拭し、日本企業における人材

のグローバル化に貢献しうると考える。

個人の負担として保険に加入するのであれば、保険料負担があるため、役員に

とっては負担の増加になるのでは、という意見もあるだろう。しかし、従来の

D&O保険ではカバーしきれない事例が多数想定されることは既に述べたとおり

であり、また上述の時代の動きも相まって、日本における役員責任の補償は十分

であるとは言い難く、そういった不確定なリスクを負っている現在の潜在的な負

担の方が大きいと考える。また、個人 D&O保険の開発・普及が進むことによっ

て、その保険料の相場が分かれば、企業も役員報酬を決定する上で、そうした要

素も考慮に入れることができる。以上の考えから、個人 D&O保険の加入は、役

員にとってそれほどの負担にはならず、むしろそのメリット及び必要性の方がは

るかに大きく、また、日本の今後の役員就任環境を考える上でも、非常に有効で

あると考える。

Ⅵ　おわりに

これまで D&O保険の現状及び今後の展望について、従来の議論や、欧米諸国

における状況、弊害を生じる個別具体的なケースや、昨今におけるコーポレー

ト・ガバナンス強化の動き等を交えながら検討してきた。その中で私は、現在の

日本の D&O保険は、アメリカ合衆国から導入された際に、時間のない中で構築
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された制度であり、時代の変化と共に種々の弊害を生じながらも、無理を重ねな

がら小さな修正を繰り返して維持されてきたが、導入後20年が経過した今日に至

るまで、抜本的な制度の改善が行われずにきてしまった、という印象を受けた。

個人 D&O保険は、ビジネス化したとしても市場が大きくないのではないか、

といった懸念も指摘されている45）が、私はそうは思わない。D&O保険自体に注

目が集まり、契約数も増加傾向にある中で、個人向けの D&O保険にも十分な需

要があるのではないかと考える。上述したとおり、日本における役員就任環境の

整備及び役員の抱える法的リスクの見直しは喫緊の課題であると言え、法的な面

でも、また今後の日本の経済の活性化を考える上でも、個人 D&O保険の開発推

進を提案したい。

D&O保険は企業向けの商品であることから、支払事例等も公開されておらず、

一般に明らかにされていない部分も多い。だからこそ、D&O保険に携わる損害

保険会社や、企業、会社役員には、強い関心をもってこの保険に向き合ってほし

いと考える。

グローバル化に伴い、欧米諸国と異なるルール・制度を有するが故に生じる弊

害は数多く存在する。コーポレート・ガバナンスの議論においても、D&O保険

のように、会社法等の明文の法規には直接の規定はなくとも、社会において重要

な役割を担う制度に関して、今以上に関心が向けられ、議論が尽くされることを

願っている。
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