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会社法と成年後見法の交錯問題（3）─ 
取締役の欠格条項削除に関する争点を中心に

上　山　　　泰
内　田　千　秋

５　2019年改正前の議論状況

2019年改正の立法作業の詳細の前に、まずは改正前の議論状況を簡単

に紹介する151。それまで、被保護者である会社役員152の能力153について、

151	 議論の詳細及び参考文献は、内田・前掲注5）「取締役の地位」500頁以
下参照。この問題に関する2019年改正前のフランス文献については、拙稿
で掲げたもののほか、Sylvie	 MOISDON-CHATAIGNIER,	 La	 gestion	 de		
l’entreprise	 familiale	 en	 cas	 d’altération	 des	 facultés	 du	 dirigeant,	 Revue 
juridique de l’Ouest,	No	Spécial	2012-2,	p.	221;	Marie-Hélène	MONSÈRIÉ-BON,	
Personnes	protégées：une	articulation	entre	droit	des	sociétés	et	droit	civil	
non	satisfaisante,	Revue Lamy Droit Civil	2013/103,	no	5068,	p.	61;	Annabelle	
PANDO,	Incapacité	du	chef	d’entreprise:	 les	solutions,	Petites Affiches	3	 juin	
2014,	 No	 110,	 p.	 9;	 Jean-Christophe	 PAGNUCCO,	 Le	 contrat	 de	 société,	 au	
service	 de	 la	 gestion	 dynamique	 du	 patrimoine	 du	 majeur	 protégé,	
Droit&Patrimoine	No	283	septembre	2018,	p.	43;	Sophie	SCHILLER	et	Didier	
MARTIN,	 Guide des pactes d’actionnaires et d’associés 2019–2020,	 Préface	 de	
Michel	GERMAIN,	LexisNexis,	2019,	nos	482	et	suiv.等がある。

152	 会社の役員は、会社を指揮する（diriger）ことから派生して《dirigeant》
（会社指揮者）と呼ばれる。業務執行権を有しない取締役は本来これに含ま
れない。他方で倒産法上の資産不足責任を定める商法典L.	 651-2条1項の

《dirigeant》には、取締役も含まれると解されている（Maurice	 COZIAN,	
Alain	 VIANDIER	 et	 Florence	 DEBOISSY,	 Droit des sociétés,	 33e	 éd.,	 Lexis	
Nexis,	2020,	no	861参照）。
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	 これに対して、《mandataire	social》（会社受任者）の語には、一層制株式会
社における取締役、取締役会会長、執行役員及び担当執行役員と、二層制
株式会社における執行役会構成員及び監査役会構成員が含まれる（鳥山恭
一「コーポレート・ガヴァナンスとフランス会社法（下）」監査役460号

（2002年）81頁参照）。しかし、これらの取締役等と会社の関係は、民法典
に定める委任ではないと解されてきた。取締役等が会社の名と計算におい
て行為をする以上は株主の受任者とはいえず、また、会社には固有の意思
がないため会社の受任者ともならないことから、取締役等は会社の機関で
あると説明されるわけである（G.	 RIPERT	 et	 R.	 ROBLOT,	 par	Michel	
GERMAIN	et	Véronique	MAGNIER,	Traité de droit des affaires, t. 2, Les sociétés 
commerciales,	 22e	 éd.,	 LGDJ,	 2017,	 no	 1667;	 Paul	 LE	 CANNU	 et	 Bruno	
DONDERO,	Droit des sociétés,	8e	éd.,	2019,	LGDJ,	no	698;	Philippe	MERLE	avec	
la	 collaboration	de	Anne	FAUCHON,	Droit commercial, Sociétés commerciales,	
24e	 éd.,	 Dalloz,	 2020	 no	 117;	 Anne	 CHARVÉRIAT	 et	 al.,	 Mémento pratique 
Sociétés commerciales,	Francis	Lefebvre,	2020,	nos	10000	à	10012等を参照）。
もっとも、各文献において《dirigeant》と《mandataire	social》とが、必ず
しも明確に使い分けられているわけではない。加えて、「会社指揮者」では
その意味する範囲が狭くなる可能性があるし、機関か受任者かの議論があ
る以上「会社受任者」という表現も混乱を招くと思われる。そこで本稿で
は、これらの者を総称して「会社役員」と呼ぶこととする。

153	 前掲注138）で、後見等の保護措置の対象者について、会社法の教科書
の中には依然として《Le	dirigeant	incapable》という表現を用いるものがあ
ることを指摘したが、同書の新版（33版）では、その表現が《Le	 dirigeant	
sous	 tutelle	 ou	 curatelle》に修正された（COZIAN,	 VIANDIER	 et	 DEBOISSY,	
Ibid.,	 no	 960）。こうした変化もある一方で、会社法はもとより民法の文献上
でも、依然として無能力《incapacité》ないし無能力者《incapable》という
用語を用いるものが散見される。この点を含め本稿で引用するフランスの
文献では、たとえばわが国の成年被後見人に相当する者について、「無能力
者」（incapable）、「被保護者〔被保護成年者〕」（personne	protégée〔majeur	
protegé〕）、「後見が開始された者」（personne	 placée	 en	 tutelle/personne	
placée	 sous	 tutelle）等、さまざまに表記されている。これらは実質的には
同一の者を指すため、特定の訳語に統一することも可能かもしれないが、
本稿では原則として元文献の原語に最も近い訳をそのままあてることとし
た。なぜなら、本稿が論じる領域においては、表記の選択そのものにも原
著者の成年後見制度に対するスタンス等が反映されていると考えられるか
らである。結果として生じた訳語の不統一感については、読者のご寛容を
願えれば幸いである。
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会社に関する普通法（民法典）と特別法（商法典）のいずれにも特段の定

めは置かれておらず、後見等の保護措置の対象者を会社役員に選任できる

かについては議論が対立していた。会社役員を会社の受任者（mandataire）

と見るか機関（organe）と見るかの伝統的議論とも関係するが、選任を肯

定する立場は、委任（mandat）に関する民法典1990条が未解放未成年

者154の受任者への選任を認めていることなどをその根拠とする。逆に否定

する立場は、会社役員は会社の受任者ではなく機関であるため委任の規定

は適用されないと解されることや、自己の名での財産管理が認められてい

ないのに会社の名で会社の財産管理を認めることはできないことなどをそ

の理由とする。「業務執行者及び取締役の候補者となること」を処分行為

とする2008年デクレ（五・3参照）が制定された以降もなお、後者の否定

説が優勢であった。

他方、在任中の会社役員に保護措置が開始された場合に関して、破毀院

商事部2009年9月29日判決155は、学説からの批判はあるものの、被保佐

人となった株式会社の取締役会会長は「自己が放棄していない取締役会会

長の職務を行うことを禁止されるわけではない。」として、その地位にと

どまることを許容している。また、破毀院第一民事部2012年7月12日判

決156は、「〔民事〕会社の業務執行者の職務に就いていた被保護者の後見人

は、会社を代理する権限を有しない」としている（なお2019年法律の当

初法律案の提出後となるが、破毀院第一民事部2016年4月7日判決157は、

154	 フランスでは、18歳未満の者は未成年者である（民法典388条1項）。ただ
し、婚姻した場合（民法典413–1条）、または、16歳以上で解放（émancipation）
がなされた場合（民法典413–2条）は、民事生活上のすべての行為について
能力が認められる（民法典413–6条1項）。

155	 Cass.	 com.,	 29	 sept.	 2009,	 no	 08–15.125,	 JCP	 E	 2009.	 2066,	 note	 Henri	
HOVASSE.

156	 Cass.	1re	civ.,	12	juill.	2012,	no	11–13.161,	Bull. civ.	I,	no	163.	同判決の評釈に
ついては、内田・前掲注5）「取締役の地位」注119）に掲げる文献参照。

157	 Cass.	2e	civ.,	7	avr.	2016,	no	15–12.739,	Bull. civ.	Ⅱ ,	no	849.	同判決の評釈に
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保佐に関して、「〔民事〕会社の業務執行者の職務に就いていた被保護者の

保佐人は、会社を補佐する権限を有しない」と判示した）。

こうした判例・学説の状況のもとで、後見等の保護措置の開始の前後に

おける対応策が検討されていた。保護措置が開始された会社役員が辞任し

ない場合、まずは株主総会等において当該役員を解任することが考えられ

るが（商法典L.	223–25条1項〔有限会社の業務執行者〕、L.	225–18条2項

〔株式会社の取締役〕等）、当該会社役員が社員（特に多数派社員）でもあ

る場合には解任が困難となる158。そのため、学説からは、少数派社員が多

数派の濫用（abus	de	majorité）法理を援用することや、裁判所に対し仮

の管理者（administrateur	provisoire）の選任を請求すること159などが示

唆されていた。また、会社（社員）側の事前対応として、定款に各種条項

を定めておくことが推奨されていた。たとえば、会社役員に保護措置が開

始された場合に当該会社役員の職務は自動的に終了する旨の当然辞任条項

（clause	de	démission	d’office）が典型である。他方、会社役員側の事前対

応としては、将来保護委任契約や管理信託（fiducie-gestion）の利用が考

ついては、内田・前掲注5）「取締役の地位」注123）に掲げる文献のほか、
RJPF	 2016/6,	 no	 17,	 obs.	 Stéphanie	MAUCLAIR;	 JCP	 N	 2016.	 1228,	 note	
Michel	STORCK;	RTD civ.	2016.	927,	2e	esp.,	obs.	Nicolas	CAYROL参照。

158	 被後見人の議決権は後見人が代理行使し、被保佐人の議決権は被保佐人
自身が行使できる。解任議案に関する議決権行使は管理行為に該当するの
で（2008年デクレ付則2–Ⅰ–2o参照）、後見人は単独で被後見人を代理し、
被保佐人は保佐人の補佐なく議決権を行使することができる。CHARVÉRIAT	
et	al.,	supra	note	152,	nos	46873,	46882	et	46883.	ただし、有限会社について
は業務執行者の裁判上の解任制度がある（商法典L.	223–25条2項）。

159	 仮の管理者は、会社の重大な危機の場合に例外的に選任される。判例法
上、会社機関の麻痺および急迫の危険の要件を満たすことが要求されてい
る。仮の管理者の任務の範囲は裁判所の決定により定められる。仮の管理
者は一時的に現職の会社役員に取って代わり、会社を脅かす危機を回避す
るのに必要な手段をとらなければならない。COZIAN,	 VIANDIER	 et	
DEBOISSY,	supra	note	152,	nos	664	à	675.
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えられる。また、精神障害を理由とする免責を認めない民法典414–3条が

会社役員の会社及び第三者に対する責任（商法典L.	225–251条1項〔株式

会社の取締役及び執行役員〕）にも及ぶと解されているため、会社役員民

事責任保険への加入も推奨されていた。

2019年法律の当初法律案の提出後には、2016年の債務法改正160によっ

て民法典に代理（représentation）161に関する通則が新設された。そのうち

民法典1160条は、「代理人の権限は、その者が無能力となり（s’il	est	

atteint	d’une	 incapacité）、又は禁止を課される場合には、終了する。」と

定める。本条の「無能力」は、司法救助、保佐、後見、親族代理権又は将

来保護委任のいずれかの保護措置に服していることを指すものとされてい

る。そこで、この債務法改正後は、会社代表権を有する会社役員に保護措

置が開始された場合には、同条が適用されるとの解釈も見られるように

なっていた。

160	「契約法、債務に関する一般的制度及び証拠を改正する2016年2月10日の
オルドナンス第131号」（JO	 11	 févr.	 2016,	 texte	 no	 26）による。これは、
2018年4月20日の法律第287号（JO	21	avr.	2018,	texte	no	1）によって追認
された。同法律の紹介として、馬場圭太＝荻野奈緒＝齋藤由起＝山城一真

「2016年債務法改正オルドナンスの追認─契約法、債務に関する一般的制
度及び証拠［法］を改正する2016年2月10日のオルドナンスを追認する
2018年4月20日の法律第287号」日仏法学30号（2019年）142頁がある。フ
ランスでは伝統的に委任は代理を伴うものと解されており、それまで代理
に関する通則が民法典に存在しなかった。

161	《représentation》及び《représentant》の語はそれぞれ、民法に関する文
脈では「代理」及び「代理人」、会社法に関する文脈では「代表」及び「代
表者」に訳し分けることとする。
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６　簡素化法律案の当初の検討

（1）当初の法律案

2019年法律の原型は、2014年8月4日にThani	MOHAMED	SOILIHI元老

院議員によって元老院に提出された「商法典の簡素化、明確化及び現代化

についての（議員提出）法律案（Proposition	de	 loi	de	simplification,	de	

clarification	et	d’actualisation	du	code	de	commerce）162」（以下、「簡素化

法律案」という）である。同議員は、「企業の活動の簡素化及び安定化を

政府に授権する2014年1月2日の法律第1号」（JO	3	janv.	2014,	texte	no	1）

審議時の元老院法律委員会報告者でもある163。簡素化法律案は、企業の法

的環境を簡素化する一連の立法に位置付けられる164。同法律案は商法典の

規定の簡素化、明確化及びアップデートを目的としており、5節からなる。

有限会社の業務執行者及び株式会社の取締役等に後見又は保佐が開始され

た場合に関しては、その第2節（民事会社及び商事会社に関する規定）で

取り上げられている。

162	 Proposition	de	 loi	de	 simplification,	de	clarification	et	d’actualisation	du	
code	de	commerce,	supra	note	150.	2019年法律は、同議員の名前から《Loi	
SOILIHI》などと呼ばれる。

163	 Exposé	des	motifs,	Sénat,	No	790（2013–2014）,	pp.	13–14.
164	 会社法の簡素化を目的とする近時の立法に関する紹介として、白石智則
「会社法の簡素化―法の簡素化および行政手続の軽減に関する2012年3月22
日の法律第387号」日仏法学28号（2015年）189頁、同「企業活動の簡素化
と安定性強化のための会社法改正―会社法に関する2014年7月31日のオル
ドナンス第863号」日仏法学28号（2015年）202頁、同「企業活動の簡素
化―企業活動の簡素化に関する2014年12月20日の法律第1545号」日仏法
学29号（2017年）249頁がある。



7法政理論第54巻第1号（2021年）

（ア）有限会社

商法典L.	223–27条は有限会社の社員総会の招集手続等に関する規定で

ある。法律案提出前の同条6項（当時）は、「唯一の業務執行者が死亡し

た場合には、会計監査役又はすべての社員は、業務執行者の交代を行う

（procéder	au	remplacement	du	gérant）ことのみを目的とする社員総会

を招集する。この招集は、コンセイユ・デタの議を経たデクレをもって定

める形式及び期間においてこれを行う。」と定めていた。法律案14条は、

有限会社の業務執行者に後見又は保佐が開始された場合を考慮し、当該業

務執行者の交代を定めるものであり165、商法典L.	223–27条6項（当時）第

一文の「死亡」の語の後に「又は後見若しくは保佐が開始された場合」の

語を挿入することを提案している。これを反映させると、「唯一の業務執

行者が死亡した場合又は後見若しくは保佐が開始された場合には、会計監

査役又はすべての社員は、業務執行者の交代を行うことのみを目的とする

社員総会を招集する。」（下線部が追加部分）となる。

165	 Exposé	des	motifs,	supra	note	163,	p.	12.

簡素化法律案14条

　同法典〔商法典〕L.	223-27条6項第一文において、《ou	de	placement	en	tutelle	ou	

curatelle》（「又は後見若しくは保佐が開始された場合」）の語は、《décès》（「死亡」）の語

の後にこれを挿入する。
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（イ）株式会社

法律案17条は、株式会社の会社役員に後見又は保佐が開始された場合

を考慮して、年齢制限に達した場合とのアナロジーにより、当該会社役員

の当然の辞任（démission	d’office）を定めることを目的とするものであ

る166。

商法典L.	225–19条（当時）によれば、定款をもって、取締役の全員又

はそのうちの一定の割合の者に適用する年齢制限167を定めなければならず

（同条1項）、定款に明文の定めがない場合には、70歳を超えた取締役の数

は在任中の取締役の3分の1を上回ってはならない（同条2項）。同条2項

に違反してなされた選任は無効とされ（同条3項）、また、定款又は法律

166	 Exposé	des	motifs,	supra	note	163,	p.	13.
167	 会社役員の年齢制限につき、奥島孝康『フランス企業法の理論と動態』（成

文堂、1999年）126頁以下、早稲田大学フランス商法研究会『注釈フランス
会社法第2巻』（成文堂、1977年）473頁以下、562頁以下、595頁以下、618
頁以下、鳥山・前掲注152）70頁以下参照。

簡素化法律案17条

　同法典〔商法典〕は、次のようにこれを改正する。

1号　L.	225-19条は、次のように起草される一つの項をもってこれを補完する。

　「後見又は保佐が開始された取締役もまた、当然に辞任したものとみなす。（Est	

également	réputé	démissionnaire	d’office	l’administrateur	placé	en	tutelle	ou	curatelle.）」

2号　L.	225-48条は、次のように起草される一つの項をもってこれを補完する。

　「後見又は保佐が開始された会長もまた、当然に辞任したものとみなす。」

3号　L.	225-54条は、次のように起草される一つの項をもってこれを補完する。

　「後見又は保佐が開始された執行役員又は担当執行役員もまた、当然に辞任したものと

みなす。」

4号　L.	225-60条は、次のように起草される一つの項をもってこれを補完する。

　「後見又は保佐が開始された執行役会構成員又は単独執行役員もまた、当然に辞任した

ものとみなす。」

5号　L.	225-70条は、次のように起草される一つの項をもってこれを補完する。

　「後見又は保佐が開始された監査役会構成員もまた、当然に辞任したものとみなす。」
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が定める年齢制限を超える場合には、原則として最高年齢の取締役は当然

に辞任したものとみなされる（同条4項）。法律案17条は、これらの規定

に加え、商法典L.	225–19条5項に「後見又は保佐が開始された取締役も

また、当然に辞任したものとみなす。」旨の規定を置くことを提案した（以

下、「当然辞任規定」という）。そこでは、該当する取締役が当然に辞任し

たものとみなされたのち、取締役会による後任取締役の仮の選任（商法典

L.	225–24条）等により取締役の交代が行われることが期待されていた168。

二層制株式会社の監査役会構成員の年齢制限についても、取締役と同様

の規定がある（商法典L.	225–70条）。また、一層制株式会社の取締役会会

長（商法典L.	225–48条1項）並びに執行役員及び担当執行役員（商法典L.	

225–54条1項）、二層制株式会社の執行役会構成員及び単独執行役員（商

法典L.	225–60条1項）については、定款に別段の定めがない場合には年

齢制限が65歳とされている。そのため、これらについても当然辞任規定

を置くことが提案された。

（2）元老院第一読会での検討

簡素化法律案の提出後、元老院第一読会で検討が始まったのは2年近く

経ってからである。2016年6月1日、André	REICHARDT元老院議員（委

員会報告者）提出の修正案169をもとに、元老院法律委員会はその検討を

行った。法律委員会は、法律案の名称を「会社法の簡素化、明確化及び現

代化についての（議員提出）法律案（Proposition	de	 loi	de	simplification,	

de	clarification	et	d’actualisation	du	droit	des	sociétés）」に変更した上で、

修正法律案170を採択した。同日付で、REICHARDT議員により委員会報告

168	 Exposé	des	motifs,	supra	note	163,	p.	13.
169	 修正案および修正の目的は、https://www.senat.fr/amendements/

commissions/2013-2014/790/accueil.html（最終閲覧2021年6月30日）で確
認できる。

170	 Texte	de	la	commission,	Sénat,	No	658（2015–2016）.
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書171が提出されている。

（ア）有限会社

REICHARDT議員の提出した修正案第15号（No	COM–15）は、商法典L.	

223–27条6項（当時）第一文を「原因のいかんを問わず会社が業務執行者

を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見又は保佐が開始された場合に

は、会計監査役又はすべての社員は、1人又は数人の業務執行者の選任を

行うことのみを目的とする社員総会を招集する。」との文言に修正するこ

とを提案した（下線部は簡素化法律案からの変更箇所）。原因のいかんを

問わず業務執行者を欠く場合172、又は、後見若しくは保佐が開始された場

合に、業務執行者の当然の交代の条件を明確化することを目的とする修正

である。同修正案は法律委員会で採択された。

なお、同議員の委員会報告書173は、簡素化法律案14条が、有限会社の

業務執行者に対して後見又は保佐が開始された場合にはこれを交代させな

ければならず、このために社員総会を招集しなければならないことを規定

するものであると述べた上で、このような規定を置く必要を以下のように

説明する。現在、有限会社の業務執行者に後見等が開始された場合につい

171	 Rapport	par	M.	André	REICHARDT,	Sénat,	No	657（2015–2016）.	同報告書
に「会社法の簡素化及び明確化のための50の措置の一覧（Liste	 des	 50	
mesures	de	simplification	et	de	clarification	du	droit	des	sociétés）」が掲載
されており、11番目の措置として「後見又は保佐が開始された有限会社の
業務執行者の交代の容易化」、14番目の措置として「後見又は保佐が開始さ
れた株式会社の役員の当然辞任」が挙げられている。

172	「唯一の業務執行者が死亡した場合」ではなく「原因のいかんを問わず会
社が業務執行者を欠く場合」に修正する旨の提案がなされたのは、民事会
社の業務執行者を欠く場合に関する民法典1846条5項の規定ぶりを採用し
て、会社が業務執行者を欠くすべての場合について有限会社の業務執行者
の交代を定めるのが有益であると考えられたことによる。Ibid.,	p.	47参照。

173	 Ibid.,	pp.	44–47.
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て定める特別の法律上の規定が存在しないので、一定の有限会社、特に家

族企業において難局（blocage）が生じる可能性があり、業務執行者の失

敗又は能力不足により企業が消失するリスクもある。保佐は、後見の場合

に裁判官の許可を要する行為について原則として保佐人の補佐を必要とす

る。被後見人は原則として、いかなる民事生活上の行為も単独で行うこと

ができず、財産管理に必要な行為に関して後見人により代理されることに

なる。被保佐人である業務執行者は原則として有限会社の業務執行行為を

単独で行う能力を有しないのに対し、被後見人である業務執行者は業務執

行行為を行う法的能力をもはや有しない。それにもかかわらず、被保護者

を代理することを任務とする後見人は、会社を代理することはできない

（前掲破毀院第一民事部2012年7月12日判決参照）。したがって、被保護

者を業務執行者の職務にとどめることはほとんど意味がなく、会社の活動

及び継続性に対する脅威になると考える。現行法上、社員は解任手続を開

始することしかできないが、解任手続は、多数決をもって行われる社員の

投票を前提とする（商法典L.	223–25条1項）。本法律案が推奨する解決方

法はより簡素であることが明らかであるし、したがって、より良く会社の

利益及び社員の利益を保護する。

また、同報告書は、業務執行者の責任を考慮すれば、本規定を後見の場

合に限定するのは適切でないように思われると論じている174。

法律委員会により採択された修正法律案は、以下の通りである。

174	 Ibid.,	p.	47.

（元老院第一読会の法律委員会採択後の）簡素化法律案14条

　商法典L.	223-27条の最終項より一つ前の項の第一文は、次のようにこれを起草する。

　「原因のいかんを問わず会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見

若しくは保佐が開始された場合には、会計監査役又はすべての社員は、1人又は数人の業

務執行者の選任を行うことのみを目的とする社員総会を招集する。」

＊下線部は当初の法律案からの変更箇所
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（イ）株式会社

REICHARDT議員の提出した修正案第17号（No	COM–17）では、取締役

に関する商法典L.	225–19条に追加予定の「後見又は保佐が開始された取

締役もまた、当然に辞任したものとみなす。」の項の後に、「3項に定める

無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる取締役が参加した決議の無効をもたらさな

い。」という項を加えることが提案された。

同修正案は、当然に辞任したものとみなされる会社役員が行った決議及

び決定の法的有効性を、特に第三者に対して担保することを目的としてい

る。年齢制限に違反した場合の選任の無効（同条3項）及び年齢制限を超

えた場合の当然辞任（同条4項）も対象である。

同修正案はさらに、商法典L.	225–48条「2項に定める無効並びに3項及

び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然に辞任したものと

みなされる取締役会会長が参加した決議の無効もその決定の無効ももたら

さない。」、商法典L.	225–54条「2項に定める無効並びに3項及び4項に定

める当然の辞任は、違法に選任され又は当然に辞任したものとみなされる

執行役員又は担当執行役員によりなされた決定の無効をもたらさない。」、

商法典L.	225–60条「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の

辞任は、違法に選任され又は当然に辞任したものとみなされる執行役会構

成員が参加した決議及び決定の無効も、違法に選任され又は当然に辞任し

たものとみなされる単独執行役員の決定の無効ももたらさない。」、商法典

L.	225–70条「3項に定める無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、

違法に選任され又は当然に辞任したものとみなされる監査役会構成員が参

加した決議の無効をもたらさない。」という規定（以下、「決議等の効力に

関する規定」という）の追加も提案した。法律委員会において同修正案は

採択された。
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委員会報告書175は、当然辞任規定の立法目的は保護措置の対象となる会

社役員を会社の利益において自動的に終任させることにあると述べた上

で、株式会社において会社役員が在任中に保護措置の対象となるケースは

上場会社では（ありえないとはいえないが）ありそうにないものの、非上

場会社ましてや家族企業でははるかにありそうであること、後者のような

会社で生じうる難局は当該会社役員の解任によってのみ克服しうるが、そ

のためには総会の招集が必要になること（商法典L.	225–18条2項）、この

ような状況は非執行取締役（administrateur	non	exécutif）にもPDG

（président–directeur	général）にも関係することを指摘して、株式会社の

すべての役員について当然辞任規定を設けることにしたと説明している。

また、法律案に保佐の場合が含まれる点について、同報告書176では、被

後見人が株式会社の役員であることは思いもよらないことであるし、原則

として重要な決定において保佐人による補佐を必要とする被保佐人が会社

役員であることも同様に理解しがたいと述べられている。

決議等の効力に関する規定については、同報告書177は、保護措置の言渡

しから当然辞任が確認されるまでの期間を考慮して、被保護者が当然辞任

までに参加しえた決定の法的有効性を懸念する者もいたこと、本問題は年

齢制限の超過を理由とする当然辞任に関しても当然辞任は遅れて確認され

うるという問題が同様に提起されること、法令または定款上の年齢制限に

違反して選任された会社役員が参加しえた決定についても同様であること

を指摘した上で、法的安全へのこうした懸念に対応し、第三者に対するす

べての法的リスクを排除するため、決議等の効力に関する規定を置くこと

を提案する修正案第17号を採択したと説明している。

なお、この規定は、当時、「取締役会及び監査役会における女性及び男

175	 Ibid.,	p.	50.
176	 Ibid.,	pp.	50–51.
177	 Ibid.,	p.	51.
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性の均衡ある代表並びに職業上の平等に関する2011年1月27日の法律第

103号」（JO	28	 janv.	2011,	 texte	no	2）により導入された男女の均衡ある

代表の規範に照らして取締役会又は監査役会の構成が違法である場合に同

様の規定が置かれていたことに着想を得たものである178。

法律委員会により採択された修正法律案は以下の通りである。

178	 Ibid,	p.	51,	footnote	1.

（元老院第一読会の法律委員会採択後の）簡素化法律案17条
　商法典第2編第2章第5節第2款は、次のようにこれを改正する。
1号　L.	225-19条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。
　「後見又は保佐が開始された取締役もまた、当然に辞任したものとみなす。」
　「3項に定める無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然
に辞任したものとみなされる取締役が参加した決議の無効をもたらさない。」
2号　L.	225-48条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。
　「後見又は保佐が開始された会長もまた、当然に辞任したものとみなす。」
　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然
に辞任したものとみなされる取締役会会長が参加した決議の無効もその決定の無効もも
たらさない。」
3号　L.	225-54条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。
　「後見又は保佐が開始された執行役員又は担当執行役員もまた、当然に辞任したものと
みなす。」
　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然
に辞任したものとみなされる執行役員又は担当執行役員によりなされた決定の無効をも
たらさない。」
4号　L.	225-60条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。
　「後見又は保佐が開始された執行役会構成員又は単独執行役員もまた、当然に辞任した
ものとみなす。」
　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然
に辞任したものとみなされる執行役会構成員が参加した決議及び決定の無効も、違法に選
任され又は当然に辞任したものとみなされる単独執行役員の決定の無効ももたらさない。」
5号　L.	225-70条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。
　「後見又は保佐が開始された監査役会構成員もまた、当然に辞任したものとみなす。」
　「3項に定める無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然
に辞任したものとみなされる監査役会構成員が参加した決議の無効をもたらさない。」

＊下線部は当初の法律案からの変更箇所
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７　SAPIN 2法律案のもとでの審議

（1）元老院第一読会

簡素化法律案の元老院第一読会での審議とほぼ同時期に、「透明性、反

腐敗及び経済活動の現代化に関する法律案（Projet	de	 loi	relatif	à	 la	

transparence,	à	la	lutte	contre	la	corruption	et	à	la	modernisation	de	la	

vie	économique）」（以下、「SAPIN	2法律案」という）の審議が国会で開始

された179。同法律案は2016年6月14日に国民議会第一読会で採択され

た180。元老院第一読会では、議員からの修正案181をもとに同月21日に法律

委員会で検討された（REICHARDT議員からは、簡素化法律案（元老院第

一読会の法律委員会が採択したもの）の内容を盛り込んだ修正案が提出さ

れた）。同月22日付で、François	PILLET元老院議員による委員会報告書182

が作成されている。政府等の修正案183をもとに本会議の審議が行われ184、

同年7月8日に元老院第一読会は修正法律案185を採択した。

179	 SAPIN	 2法律の紹介として、白石智則「腐敗防止と経済活動の現代化─
透明性、腐敗との闘いおよび経済活動の現代化に関する2016年12月9日の
法律第1691号」日仏法学30号（2019年）183頁、松井智予「改正『透明性・
反腐敗・経済近代化法』（Loi	 Sapin	 2）の成立」金融法研究33号（2017年）
161頁がある。

180	 Projet	de	loi	adopté	par	l’Assemblée	Nationale,	Sénat,	No	691（2015–2016）.
181	 修正案および修正の目的は、http://www.senat.fr/amendements/

commissions/2015-2016/691/liste_depot.html（最終閲覧2021年6月30日）
で確認できる。

182	 Rapport	par	M.	François	PILLET,	Sénat,	No	712（2015–2016）.
183	 修正案および修正の目的は、http://www.senat.fr/amendements/	

2015-2016/713/liste_depot.html（最終閲覧2021年6月30日）で確認できる。
184	 本会議の議事録は、http://www.senat.fr/interventions/crisom_pjl15-

691_1.html	（最終閲覧2021年6月30日）で確認できる。
185	 Texte	adopté,	Sénat	No	174（2015–2016）.
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（ア）有限会社

REICHARDT議員の提出した修正案第39号（No	COM-39）は、SAPIN	2

法律案42条の後に42条の2を新設し、商法典L.	223–27条6項（当時）第

一文を「原因のいかんを問わず会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一

の業務執行者に後見が開始された場合には、会計監査役又はすべての社員

は、1人又は数人の業務執行者の選任を行うことのみを目的とする社員総

会を招集する。」（下線部は元老院第一読会の法律委員会採択後の簡素化法

律案からの変更箇所）に修正することを提案した。この修正は、有限会社

に関する簡素化法律案の規定（元老院第一読会の法律委員会が採択したも

の）を盛り込むものであるが、保佐が開始された業務執行者の交代義務は

除外している。同修正案は法律委員会では特に異論なく採択された。

その後、本会議に先立ち、政府から、《procéder》（「行う」）の語の後に、

《,	le	cas	échéant,	à	la	révocation	du	gérant	unique	et,	dans	tous	les	cas,》

（「場合により唯一の業務執行者の解任、及び、いずれの場合においても」）

の語を挿入することを提案する修正案第637号（No	637）が提出された。

同修正案は、後見が開始された業務執行者の交代の場合について、規定を

明確化することを目的としており、実際に社員総会は、新たな業務執行者

を選任する前に、後見が開始された業務執行者を解任しなければならない

と説明する。同修正案は本会議で特に異論なく採択された。
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元老院第一読会において採択された修正法律案は、以下の通りである。

（イ）株式会社

REICHARDT議員の提出した修正案第43号（No	COM-43）は、SAPIN	2

法律案46条の2において、株式会社に関する簡素化法律案の規定（元老院

第一読会の法律委員会により採択されたもの）等を盛り込むものである。

同修正案は、商法典L.	225–19条5項に「後見が開始された取締役もまた、

当然に辞任したものとみなす。」（下線部は元老院第一読会の法律委員会採

択後の簡素化法律案からの変更箇所）、同条6項に「3項に定める無効並び

に4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然に辞任し

たものとみなされる取締役が参加した決議の無効をもたらさない。」の二

項を追加することを提案しているが、保佐が開始された取締役については

これらの規定から除外している。取締役会会長（商法典L.	225–48条）、執

行役員及び担当執行役員（商法典L.	225–54条）、執行役会構成員及び単独

執行役員（商法典L.	225–60条）並びに監査役会構成員（商法典L.	225–70

条）についても、同趣旨の二項を置くことが提案されているが、取締役の

場合と同様に保佐の場合は除外されている。同修正案は法律委員会では特

に異論なく採択された。

その後、本会議に先立ち、政府から、SAPIN	2法律案46条の2の一部を

削除する修正案第638号（No	638	rect.）が提出された。同修正案は、商法

（元老院第一読会採択後の）SAPIN	2法律案42条の2

　商法典第2編第2章第3節は、次のようにこれを改正する。

2号　	（1号と）同じL.	223-27条の最終項より一つ前の項の第一文は、次のようにこれを起

草する。

　「原因のいかんを問わず会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見

が開始された場合には、会計監査役又はすべての社員は、場合により唯一の業務執行者

の解任、及び、いずれの場合においても1人又は数人の業務執行者の選任を行うことのみ

を目的とする社員総会を招集する。」

＊	下線部は（元老院第一読会の法律委員会採択後の）簡素化法律案からの実質的な変更

箇所
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典L.	225–19条6項を「3項に定める無効及び4項に定める当然の辞任は、

違法に選任され又は当然に辞任したものとみなされる取締役が参加した決

議の無効をもたらさない。」（下線部は法律委員会採択後のSAPIN	2法律案

からの変更箇所）に修正し、後見開始による当然辞任の場合を対象から外

している。取締役会会長（商法典L.	225–48条）、執行役員及び担当執行役

員（商法典L.	225–54条）、執行役会構成員及び単独執行役員（商法典L.	

225–60条）並びに監査役会構成員（商法典L.	225–70条）についても、同

趣旨の修正が提案されている。

同修正案の目的は以下のように説明されている。被後見人である会社役

員が行った決議及び決定は無効とならない旨を定めるのは、民法典の規

定、特に被後見人の行為を法律上当然に無効とする民法典465条1項3号

と矛盾する。同条の適用除外を定めることは、被後見人である会社役員の

思いつきの（fantaisiste）決定が取り消されることを望むであろう会社の

利益にはならないであろう。他方で、この論理は年齢制限の超過による当

然辞任には当てはまらないので、これに関しては、決議等の効力に関する

規定は決議及び第三者との関係を安定させる要請において維持される。

本会議において同修正案は否決され、法律委員会で採択されたのと同じ

法文が元老院第一読会で採択された。
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（2）その後の審議経過

元老院第一読会の採択した修正法律案が同数委員会で2016年9月14日

に否決されたのち、国民議会で再度法律案が検討されることとなった。国

（元老院第一読会採択後の）SAPIN	2法律案46条の2

Ⅰ．商法典第2編第2章第5節は、次のようにこれを改正する。

1号　L.	225-19条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された取締役もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「3項に定める無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる取締役が参加した決議の無効をもたらさない。」

6号　L.	225-48条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された会長もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる取締役会会長が参加した決議の無効もその決定の無効もも

たらさない。」

7号　L.	225-54条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された執行役員又は担当執行役員もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる執行役員又は担当執行役員によりなされた決定の無効をも

たらさない。」

8号　L.	225-60条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された執行役会構成員又は単独執行役員もまた、当然に辞任したものとみ

なす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び4項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる執行役会構成員が参加した決議及び決定の無効も、違法に選

任され又は当然に辞任したものとみなされる単独執行役員の決定の無効ももたらさない。」

10号　L.	225-70条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された監査役会構成員もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「3項に定める無効並びに4項及び5項に定める当然の辞任は、違法に選任され又は当然

に辞任したものとみなされる監査役会構成員が参加した決議の無効をもたらさない。」

＊	下線部は（元老院第一読会の法律委員会採択後の）簡素化法律案からの実質的な変更

箇所



20 会社法と成年後見法の交錯問題（3）─
取締役の欠格条項削除に関する争点を中心に　（上山・内田）

民議会の法律委員会では、より掘り下げた審議が必要であるとして186、簡

素化法律案に由来するSAPIN	2法律案42条の2や46条の2等の削除が提案

された（修正案第191号〔NoCL191〕、第196号〔NoCL196〕等）。これら

の修正案を受け入れる形で、国民議会新読会は同月29日に修正法律案187

を採択した。これに対して、元老院新読会の法律委員会では、簡素化法律

案に由来するSAPIN	2法律案42条の2や46条の2等の規定を元に戻すこと

が提案され（修正案第64号〔No	COM-64〕、第69号〔No	COM-69〕）、元

老院新読会は、同年11月3日に、これらの規定を元に戻した形で修正法律

案188を採択した。

国民議会最終読会は、元老院新読会で採択された若干の修正規定を加え

る形で、国民議会新読会の採択した法文を採用した。こうして制定された

SAPIN	2法律（「透明性、反腐敗及び経済活動の現代化に関する2016年12

月9日の法律第1691号」189では、後見が開始された会社役員に関する規定

も含め、簡素化法律案に由来する規定の多くが採用されなかった。

186	 同じく簡素化法律案に由来するSAPIN	 2法律案41条の2（会社法総則及び
民事会社に関する規定）の削除を提案する修正案第189号（NoCL189）の概
要説明（exposé	 sommaire）の中で本文のように説明されている。修正案及
びその概要説明は、http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amende
ments/14#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=34814&idExamen=6380
&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idA
rticle=&idAlinea=&sort=&sousReserveDeTraitement=&dateDebut=&date
Fin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nb
r e s = 1 0& f o rm a t = h tm l& r e g l eT r i = o r d r e _ t e x t e& o r d r eT r i =	
croissant&start=1（最終閲覧2021年6月30日）で確認できる。

187	 Texte	adopté,	Ass. Nat.,	No	818.
188	 Projet	de	loi,	Sénat,	No	174（2015–2016）.
189	 Loi	 no	 2016–1691	 du	 9	 décembre	 2016	 relative	 à	 la	 transparence,	 à	 la	

lutte	contre	la	corruption	et	à	la	modernisation	de	la	vie	économique,	JO	10	
déc.	2016,	texte	no	2.
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８　簡素化法律案の審議の再開

（1）元老院第一読会（審議再開）

元老院では、2016年6月1日に元老院第一読会の法律委員会が採択した

簡素化法律案に基づき、同法律案の検討作業が再開された。本会議におい

て議員らの提出した修正案190が検討され、その結果を踏まえて、元老院第

一読会は2018年3月8日に修正法律案191を採択した。

（ア）有限会社

簡素化法律案14条についてREICHARDT議員（委員会報告者）が提出し

た修正案第41号（No	41）では、商法典L.	223–27条8項（当時）に関し、

《procéder》の語の後に、《,	 le	cas	échéant,	à	 la	révocation	du	gérant	

unique	et,	dans	tous	 les	cas,》の語を挿入することが提案されている。同

修正案は、SAPIN	2法律の審議の際に元老院第一読会が採択した表現を採

用することにより、簡素化法律案の内容を修正することを目的とする。

しかし、政府は、本会議192において、仮の管理者の選任等、すでに他の

規定が業務執行者の無能力を救済しておりそれで十分であるとして、同修

正案の撤回を提案した。REICHARDT議員は、修正案の表現は、SAPIN	2法

律案の審議当時の政府の同意を得て元老院により採択されたものであると

発言し、票決の結果、同修正案は採択された。SAPIN	2法律案（元老院第

一読会で採択されたもの）と異なり、保佐の場合も対象となる。

190	 修正案および修正の目的は、https://www.senat.fr/amendements/	
2015-2016/658/liste_depot.html（最終閲覧2021年6月30日）で確認できる。

191	 Proposition	de	loi,	Sénat,	No	73（2017–2018）.
192	 本会議の議事録は、Séance	du	8	mars	2018	（compte	rendu	 intégral	des	

débats）,	 https://www.senat.fr/interventions/crisom_ppl13-790_1.html（最
終閲覧2021年6月30日）で確認できる。
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元老院第一読会により採択された修正法律案は以下の通りである。

（イ）株式会社

簡素化法律案17条に関する修正案は提出されなかったため、元老院第

一読会で採択された修正法律案は法律委員会で採択されたものと同一であ

る。法律案14条と同様に、被保佐人である取締役等も当然辞任規定等の

対象とされている。

（2）国民議会第一読会

国民議会第一読会では、2019年3月20日に法律委員会で検討が行われ、

同日付でTyphanie	DEGOIS国民議会議員（委員会報告者）により委員会報

告書193が提出された。本会議において政府等の修正案194に基づく検討が行

われ、同月27日に国民議会第一読会は修正法律案195を採択した。

（ア）有限会社

法律委員会では特に修正案は出されなかったが、本会議に先立ち、複数

193	 Rapport	par	Mme	Typhanie	DEGOIS,	Ass. Nat.,	No	1771.
194	 修正案及びその概要説明は、http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/

dossiers/simplification_actualisation_code_commerce?etape=15-AN1（最終
閲覧2021年6月30日）で確認できる。

195	 Texte	adopté,	Ass. Nat.,	No	250（2018–2019）.

（元老院第一読会採択後の）簡素化法律案14条

　商法典L.	223-27条の最終項より一つ前の項の第一文は、次のようにこれを起草する。

　「原因のいかんを問わず会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見

若しくは保佐が開始された場合には、会計監査役又はすべての社員は、場合により唯一

の業務執行者の解任、及び、いずれの場合においても1人又は数人の業務執行者の選任を

行うことのみを目的とする社員総会を招集する。」

＊	下線部は（元老院第一読会の法律委員会採択後の）簡素化法律案からの実質的な変更

部分
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の修正案が提出された。そのうち政府が提出した修正案第40号（No40）は、

簡素化法律案14条から《ou	curatelle》の語を削除することを提案した。

同修正案の概要説明は、被保護成年者の代理の制度である後見制度とは異

なり、保佐は法的には補佐の措置に相当することを考慮すると、被保佐人

の権利の行使にもたらされうる侵害は個別化されるべきであること、保佐

において、裁判官が特別の決定により業務執行者の活動について代理の措

置を命じる必要があると評価しなかったにもかかわらず、法律が補佐を受

ける業務執行者の職務を自動的に終了させうるのは不均衡であると思われ

ること、保佐の状況での当然辞任は、包括親族代理権196又は将来保護委任

のような保護制度と比べて生じうる取扱いの差を考慮すれば異論が出るで

あろうこと、すべての利害関係人がその請求をなしうる仮の管理者の選任

等により業務執行者の無能力を救済する手段がすでに存在すること、保佐

の場合の規定は、能力制限のない措置（mesures	non	incapacitantes）を促

進する共和国大統領の意図に反することを提案の理由として掲げている。

本会議197においてDEGOIS議員は、後見及び保佐の法的効果には差があ

るため両者を理論的に区別することは首肯できるものの、保佐が開始され

日常生活上の行為を行うに際し補佐を受ける者が、会社の業務執行者の職

務を完全に行うことができるとは思われないこと、業務執行者の責任はそ

のすべての能力の十全かつ完全な制御を前提とするため、定義上、被保佐

196	 親族代理権制度には、代理事項が特定されている特別親族代理権
（habilitation	 familiale	 spéciale）と包括的な代理権が与えられる包括親族代
理権（habilitation	 familiale	 générale）がある（民法典494–6条）。親族代理
権制度については、石綿はる美「家族による財産管理─フランスの後見・
夫婦財産制・家族権限付与」法学83巻4号（2019年）18頁、同「フランス（シ
ンポジウム　家族による財産管理とその制度的代替）」比較法研究81号

（2019年）31頁で検討されている。
197	 本会議の議事録は、Compte	 rendu	 intégral	 Deuxième	 séance	 du	

mercredi	 27	 mars	 2019,	 http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-
2019/20190198.asp（最終閲覧2021年6月30日）で確認できる。
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人の場合とは異なること、業務執行者に保佐が開始された場合に会社が被

りうるリスクと後見が開始された場合のリスクは完全に同じであることを

述べた上で、この規定から被保佐人を除外するのは妥当でないと反論した。

結局のところ、政府提出の同修正案が支持されたため、国民議会第一読

会が採択した修正法律案では、以下のように保佐の場合が削除されている。

（イ）株式会社

法律委員会では特に修正案は提出されなかったが、決議の無効等に関す

る規定の表現を若干変更した上で、簡素化法律案17条を採択した（例え

ば商法典L.	225–19条について、「5項」を「最終項より一つ前の項」に変

更するなど）。

本会議に先立ち政府から提出された修正案第32号（No32）は、取締役

等の当然辞任規定から《ou	curatelle》の語を削除することを提案した。

同修正案の概要説明では、簡素化法律案14条の修正案第40号と同様の提

案理由が述べられている。本会議においてDEGOIS議員が反対意見を述べ

たものの、修正案第32号は採択された。

（国民議会第一読会採択後の）簡素化法律案14条

　商法典L.	223-27条の最終項より一つ前の項の第一文は、次のようにこれを起草する。

　「原因のいかんを問わず会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見

が開始された場合には、会計監査役又はすべての社員は、場合により唯一の業務執行者

の解任、及び、いずれの場合においても1人又は数人の業務執行者の選任を行うことのみ

を目的とする社員総会を招集する。」

＊下線部は（元老院第一読会採択後の）簡素化法律案からの変更箇所
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国民議会第一読会により採択された修正法律案は以下の通りである。

（国民議会第一読会採択後の）簡素化法律案17条

　商法典第2編第2章第5節第2款は、次のようにこれを改正する。

1号　L.	225-19条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された取締役もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「3項に定める無効並びに4項及び最終項より一つ前の項に定める当然の辞任は、違法に

選任され又は当然に辞任したものとみなされる取締役が参加した決議の無効をもたらさ

ない。」

2号　L.	225-48条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された会長もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び最終項より一つ前の項に定める当然の辞任は、違法に

選任され又は当然に辞任したものとみなされる取締役会会長が参加した決議の無効もそ

の決定の無効ももたらさない。」

3号　L.	225-54条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された執行役員又は担当執行役員もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び最終項より一つ前の項に定める当然の辞任は、違法に

選任され又は当然に辞任したものとみなされる執行役員又は担当執行役員によりなされ

た決定の無効をもたらさない。」

4号　L.	225-60条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された執行役会構成員又は単独執行役員もまた、当然に辞任したものとみ

なす。」

　「2項に定める無効並びに3項及び最終項より一つ前の項に定める当然の辞任は、違法に

選任され又は当然に辞任したものとみなされる執行役会構成員が参加した決議及び決定

の無効も、違法に選任され又は当然に辞任したものとみなされる単独執行役員の決定の

無効ももたらさない。」

5号　L.	225-70条は、次のように起草される二つの項をもってこれを補完する。

　「後見が開始された監査役会構成員もまた、当然に辞任したものとみなす。」

　「3項に定める無効並びに4項及び最終項より一つ前の項に定める当然の辞任は、違法に

選任され又は当然に辞任したものとみなされる監査役会構成員が参加した決議の無効を

もたらさない。」

＊下線部は（元老院第一読会採択後の）簡素化法律案からの変更箇所
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（3）元老院第二読会・法律成立

元老院第二読会では、2019年6月26日に法律委員会で審議されたのち、

本会議を経て、同年7月10日に最終的な法文が採択された198。同月19日に

2019年法律が審署されたが199、法律案提出から法律制定まで実に5年もか

かっている。2019年法律は、第1節（営業財産に関する規定）、第2節（民

198	 Texte	adopté,	Sénat,	No	131（2018–2019）.
199	 2019年改正の解説文献のうち本稿に関係する部分を取り上げるものとし

て、Bull.	Joly Sociétés	2019,	§120c5;	Nouvelle	 loi	de	simplification	du	droit	
des	sociétés,	Defrénois Flash	2019,	No	35,	p.	1,	§151y8;	Remplacement	des	
dirigeants	 sous	 mesure	 de	 protection,	 AJ Famille	 2019.	 434;	 Antoine	
TADROS,	La	loi	de	simplification	du	droit	des	sociétés	et	la	direction	de	la	
société	 anonyme,	 D.	 2019.	 2311;	 Arnaud	 LECOURT,	 Simplifier,	 clarifier	 et	
actualiser	 le	 droit	 des	 sociétés	 :	 les	 minoritaires	 sacrifiés	 sur	 l’autel	 du	
libéralisme?,	RTD	com.	2019.	903;	Arnaud	REYGROBELLET,	Droit	des	sociétés:	
ce	que	modifie	la	loi	du	19	juillet	2019,	JCP	N	2019.	1263;	Bruno	DONDERO,	
La	 loi	 de	 simplification,	 de	 clarification	 et	 d’actualisation	 du	 droit	 des	
sociétés,	 JCP	 E	 2019.	 1479;	 Caroline	 COUPET,	 Loi	 du	 19	 juillet	 2019	 de	
simplification,	de	clarification	et	d’actualisation：miscellanées	de	droit	des	
sociétés,	 Bull. Joly Sociétés	 2019,§120e1;	 Célia	 MAYRAN,	 Isabelle	
PRODHOMME	 et	 Cécile	 SOMMELET,	 La	 loi	 de	 simplification	 du	 droit	 des	
sociétés	dite	 loi	Mohamed Soilihi:	décryptage	des	principales	mesures,	Gaz. 
Pal.	 mardi	 17	 déc.	 2019,	 No	 44,	 p.	 53,	§365x9;	 Philippe	 EMY	 et	 Bernard	
SAINTOURENS,	Les	dispositions	de	la	loi	du	19	juillet	2019	relatives	à	toutes	
les	sociétés,	aux	sociétés	civiles	et	aux	SARL,	Rev. Sociétés	2019.	655;	Yves	
BROUSSOLLE,	Les	principales	dispositions	de	la	loi	no	2019–744	du	19	juillet	
2019	 de	 simplification,	 de	 clarification	 et	 d’actualisation	 du	 droit	 des	
sociétés,	Petites Affiches	9	mars	2020,	No	49,		p.	7,	§150t1を参照した。本改
正は、会社法の教科書等だけでなく、成年後見法の体系書であるNathalie	
PETERKA	 et	 Anne	 CARON-DÉGLISE,	 Protection de la personne vulnérable, 
Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs,	5e	éd.,	Dalloz,	2021
でも言及されている。また、本改正後にこの問題に焦点を当てる論文とし
て、Jean-François	 HAMELIN,	 Incidences	 de	 la	 mise	 sous	 tutelle	 d’un	
dirigeant,	Droit des sociétés	2019,	No	10,	no	168;	Nathalie	PETERKA,	Incapacité	
du	majeur	en	tutelle	d’exercer	un	mandat	social,	JCP	N	2020.	1042がある。
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事会社及び商事会社に関する規定）、第3節（会計監査役に関する規定）

並びに第4節（その他の規定）の4節からなる200。

９　2019年改正に対する評価

（1）有限会社の業務執行者に関する改正

（ア）規定の概要

2019年改正後商法典L.	223–27条8項第一文は、「原因のいかんを問わず

会社が業務執行者を欠く場合、又は、唯一の業務執行者に後見が開始され

た場合には、会計監査役201又はすべての社員は、場合により唯一の業務執

行者の解任、及び、いずれの場合においても1人又は数人の業務執行者の

選任を行うことのみを目的とする社員総会を招集する。」と定める。すな

200	 2019年法律の立法紹介として、内田千秋「会社法の簡素化、明確化及び
現代化の2019年7月19日の法律第744号」日仏法学31号（2021年刊行予定）
参照。また、2019年法律を含む近時の改正を反映したフランス会社法の翻
訳として、加藤徹＝小西みも恵＝笹川敏彦＝高田尚彦＝出口哲也「〈翻訳〉
フランス会社法・補遺（1）」法と政治71巻4号（2021年）105頁がある。

201	 これまでも有限会社では、一定の基準を満たす場合にのみ会計監査役の
選任が義務づけられていたが、「企業の成長及び変革に関する2019年5月22
日の法律第486号」（JO	23	mai	2019,	texte	no	2）（「PACTE法律」と呼ばれ
る）によりその基準が引き上げられた。同法律改正後は、貸借対照表総額
400万ユーロ、税引後売上高800万ユーロ又は従業員数50人の3つの基準の
うち2つを超える場合には、会計監査役を選任しなければならない（商法典
L.	223–35条2項、D.	223–27条、D.	221-5条）。同法律はさらに、会計監査役
の選任が義務づけられない会社等において、会計監査役による小企業法定
監査を選択することも認めた。この場合、会計監査役の一定の任務（商法
典L.	 223–27条に定める総会の招集も含む）が免除される（商法典L.	 823–
12–1条2項）。同法律の紹介として、石川真衣「企業の成長及び変革に関す
る2019年5月22日の法律第2019－486号（PACTE法）」比較法学54巻2号

（2020年）91頁がある。
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わち、死亡、辞任、解任等202により業務執行者が不在となった場合には、

業務執行者の選任を行うための社員総会を招集することだけが問題とな

る。これに対して、唯一の業務執行者に後見が開始された場合には、その

解任及び新たな業務執行者の選任を目的として社員総会が招集されること

になるわけである203。

本改正までは、会計監査役又は社員による総会招集は、業務執行者の死

亡の場合にのみ定められており（改正前同条8項）、他の場合に総会を招

集できたのは会計監査役のみであった（同条2項第二文によれば、社員総

会は業務執行者がこれを招集するが、業務執行者が招集をしないときは、

会計監査役が存する場合には会計監査役がこれを招集する）。総会が招集

されなかった場合は、社員は業務執行者の裁判上の解任を請求するほかな

かった（商法典L.	223–25条2項）。これに対して2019年改正は、唯一の業

務執行者に後見が開始された場合に、社員による直接の総会招集を認めて

いる。同年法律はこの点で、その名称の通り真の簡素化を実現してい

る204。

ところで、後見裁判官による後見開始決定の公示は、民法典444条に定

める要件に従って行われる。同条によれば、後見開始決定を第三者に対抗

できるのは、原則として本人の出生証書の欄外への記載の2ヶ月後である

が、個人的にその旨を知った第三者には例外的に直ちに対抗できる。この

例外から、総会を招集するには、誰か1人の社員が業務執行者の後見開始

を知ったことで足りると解されている205。実際、有限会社、ましてや家族

経営の有限会社であれば、社員はすぐに事情を知ることができるであろ

う。総会の招集は原則として総会開催の15日前に行われる必要があるが、

202	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	32314.
203	 EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	nos	55	et	57.
204	 COUPET,	supra	note	199,	p.	46.
205	 PETERKA,	 supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	 supra	note	199,	

no	355.42.
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商法典L.	223–27条8項に定める総会の招集は、総会開催の8日前からに短

縮されている（商法典R.	223–20条1項）。このように、後見開始決定と総

会招集の間には時間差が存在する206。

（イ）解任義務の有無

業務執行者の選任（商法典L.	223–18条2項）及び解任（商法典L.	223–

25条1項）は、社員総会又は書面協議において、会社持分の過半数にあた

る社員の決定によりなされる（商法典L.	223–29条1項：ただし解任の場

合、定款で多数決要件を加重できる（商法典L.	223–25条1項））。解任に

正当な理由（juste	motif）がない場合には、解任対象者は会社に損害賠償

を請求することができる（同項）。後見開始は、唯一の業務執行者の解任

事由にあたると解されている207。

簡素化法律案では当初、「後見（又は保佐）が開始された場合に、…業

務執行者の交代を行うこと」を総会の招集の目的としていたが、その後、

交代の条件を明確にするため「1人又は数人の業務執行者の選任を行うこ

と」に変更され208、さらに「解任、及び、…選任を行うこと」に変更された。

この趣旨は、社員総会を招集し、新たな業務執行者を選任するために、後

見が開始された業務執行者をまずは解任しなければならないと説明されて

いる209。この考え方を支持して、無能力の業務執行者に有限会社のトップ

を任せることは考えられないから、招集は、解任を前提に業務執行者の交

代を目的として行われると説明する文献がある210。

206	 Rapport	par	REICHARDT,	supra	note	171,	p.	46.
207	 PETERKA,	 supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	 supra	note	199,	

no	355.42.
208	 Rapport	par	REICHARDT,	supra	note	171,	p.	44.
209	 SAPIN	 2法律案の元老院第一読会で政府が提出した修正案第637号の修正

目的を参照。
210	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	915.
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これに対して、解任決議を経ることになる以上、当該業務執行者が解任

されない可能性もあることを指摘する見解も見られる。たとえば、社員総

会は被後見人である業務執行者を解任しなければならないのか、当該業務

執行者が解任されずにその職務にとどまる場合であっても新たな業務執行

者を選任しなければならないのかといった問題提起をしつつ、商法典L.	

223–27条8項の文言解釈上は、解任の有無は社員総会の評価に委ねられて

いると思われるとする見解がある211。また、同項の解釈として、社員及び

会計監査役は業務執行者の解任を判断するために総会を招集する義務212を

負う一方で、解任を強制されているわけではないから、被後見人である業

務執行者をその職務にとどめることができるし、他方で当該業務執行者の

解任の有無に関わらず、1人又は数人の新たな業務執行者を選任しなけれ

ばならないとする見解がある213。これによれば、被後見人である業務執行

者が解任された場合には後任者との交代が生じ、解任されない場合には新

たな業務執行者が当該業務執行者とともに会社を取り仕切ることになる。

このほか、業務執行者が社員でもある場合には解任決議が成立しない可

能性があることを指摘して、当初の法律案を修正して解任手続を加えた改

正法を批判する見解がある214。この見解は、同項は会社の決定を介在させ

ずに終任を導く株式会社の当然辞任規定とは異なるものであり民法典

1160条が示す原則に反するとして、将来的には株式会社と有限会社の両

制度を統合すべきことを示唆する。

211	 PETERKA,	supra	note	199.
212	 総会の招集について、招集しなければならないと説明する文献がある一

方で（BROUSSOLLE,	supra	note	199;	HAMELIN,	supra	note	199,	p.	26）、招集
することができると説明する文献もある（REYGROBELLET,	 supra	 note	 199,	
no	23;	EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	no	59,	CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	
note	152,	nos	12442,	32312	et	32314;	DONDERO,	supra	note	199,	no	32）。

213	 HAMELIN,	Ibid.
214	 EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	nos	59	et	62.
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解任対象となる業務執行者が社員である場合、法律上別段の規定が存在

しないため、当該業務執行者は社員総会の投票に参加することになる215。

このため、当該業務執行者が会社持分の過半数を保有しているような場

合、その解任は困難となる。解任決議が成立しない場合には、社員は裁判

上の解任を請求せざるをえない。なお、解任が認められるには正当な原因

（cause	légitime）が必要となる（商法典L.	223–25条2項）216。

（ウ）業務執行者が複数いる場合

複数の業務執行者がおり（商法典L.	223–18条1項）、そのうちの1人に

後見が開始された場合は、商法典L.	223–27条8項は適用されないと解さ

れている217。この場合、他の業務執行者が、無能力制度の下に置かれた業

務執行者を解任するために社員総会を招集すればよいからである218。業務

執行者の1人の無能力が会社を害することなしに、他の業務執行者が効果

的に業務を引き継ぐであろう219。なお、複数いる業務執行者がすべて被後

見人である場合（互いに年をとり、業務執行者である配偶者双方に保護措

置が課された場合など）にはどのように解すべきかなどの疑問が示されて

いる220。

215	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	31154.
216	 Rapport	par	DEGOIS,	supra	note	193,	pp.	41–42.	一般に、「正当な理由」と
「正当な原因」はほぼ異ならないものと解されている。CHARVÉRIAT	 et	 al., 

Ibid.,	no	31157;	COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	1606.
217	 EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	no	60;	HAMELIN,	supra	note	199,	p.	

26;	LECOURT,	supra	note	199,	p.	915.
218	 EMY	et	SAINTOURENS,	Ibid.
219	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	915.
220	 HAMELIN,	supra	note	199,	p.	26.
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（2）株式会社の取締役等に関する改正

（ア）当然辞任規定

2019年改正は株式会社に関して、まず、後見が開始された会社役員は

当然に辞任したものとみなすとの規定（当然辞任規定）を置いた（商法典

L.	225–19条5項〔取締役〕、L.	225–48条4項〔取締役会会長〕、L.	225–54

条4項〔執行役員又は担当執行役員〕、L.	225–60条4項〔執行役会構成員

又は単独執行役員〕、L.	225–70条5項〔監査役会構成員〕）。株式会社では

法人も取締役又は監査役会構成員となれるが（商法典L.	225–20条1項、L.	

225–76条1項）221、簡素化法律案の提案理由では、法人取締役等の代表者に

も自動的に当然辞任規定が適用されるであろうと述べられている222。

取締役の終任事由には、任期満了、辞任、解任等があり223、辞任は「任

意辞任（démission	volontaire）」と「強制辞任（démission	 forcée）」（＝

démission	d’office：当然辞任）に区別される。強制辞任という用語は、解

任との区別のために用いられているものである。この強制辞任（当然辞

任）は、年齢制限を超えた場合（商法典L.	225–19条4項）、他の会社の会

社役員との兼任規制違反（商法典L.	225–94–1条4項）、資格株規制違反（商

法典L.	225–25条2項）、会社の解散又は組織変更、株式会社の一層制から

二層制への変更等から生じる224。また、通常総会はいつでも取締役を解任

221	 法人取締役制度については、奥島孝康「法人取締役理論とフランス会社
法」早稲田法学会誌19号（1969年）1頁、同「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」比較法学	6巻2号（1971年）97頁参照。法人
が取締役に選任された場合、当該法人は常任代表者（représentant	
permanent）を選任しなければならない（商法典L.	225–20条1項）。

222	 Exposé	des	motifs,	supra	note	163,	p.	13.
223	 2019年改正により株式会社の会社役員の当然辞任規定が新設されたこと

を受けて、会社役員の終任事由に従い会社役員の有する会社持分の買取価
格を変動させる条項を作成しておくことが推奨されている。PETERKA,	
supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	supra	note	199,	no	355.42.

224	 LE	CANNU	et	DONDERO,	supra	note	152,	no	730;	MERLE,	supra	note	152,	no	
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できる（商法典L.	225–18条2項）。通常総会は、議決権のある株式の少な

くとも5分の1を保有する株主が出席し（定款で引上げ可能）、有効票の過

半数をもって決定する（商法典L.	225–98条2項、3項）。解任に正当な理

由は要求されていないが、解任が濫用にあたる場合は、解任対象者は損害

賠償を請求できると解されている225。

株式会社においても後見が開始された会社役員の存在は会社にとって重

大な障害の要因と認識されており226、株式会社に関する改正内容は肯定的

に受け止められている227。当然辞任規定は、会社役員の解任時期を早め、

解任に関するコストを減らすものであり228、会社役員の職務を終了させる

ために会社の決定（株主総会又は取締役会等）229を介在させない点で、よ

り民法典1160条に合致するという230。また、当然辞任規定が適用される結

果、取締役の交代が迅速に行われることが期待されている231。

取締役は原則として通常総会で選任されるが（商法典L.	225–18条1項）、

死亡又は辞任により取締役に欠員が生じた場合等には、取締役会が仮に取

締役を選任し、次の通常総会でこれを追認するという例外的な選任が認め

434;	CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	nos	39720	et	39726.
225	 CHARVÉRIAT	et	al., Ibid.,	nos	39722.
226	 DONDERO,	supra	note	199,	no	36.
227	 COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	859	は、歓迎すべきこ

とに（de	 façon	 bienvenue）、2019年法律は当然辞任規定を定めていると述
べる。

228	 TADROS,	supra	note	199,	no	7.
229	 取締役会会長、執行役員又は担当執行役員の解任は取締役会による（商

法典L.	 225–47条3項、L.	 225–55条1項〔担当執行役員の解任は執行役員の
提案に基づき行われる〕）。執行役会構成員又は単独執行役員の解任は、株
主総会又は定款の定めがある場合には監査役会により（商法典L.	 225–61条
1項）、監査役会構成員の解任は通常総会により（商法典L.	 225–75条2項）
行われる。

230	 EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	no	62.
231	 Exposé	des	motifs,	supra	note	163,	p.	13.
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られている（商法典L.	225–24条）。解任の場合と異なり、当然辞任の場合

ではこの仮の選任制度を用いることができる232。

当然辞任のタイミングも議論されている。民法典444条は、後見開始決

定は出生証書への記載から2か月後に第三者に対抗しうること、及び個人

的にその旨を知った第三者については直ちに対抗しうることを定めてい

る。しかし、2019年法律の目的は、被後見人である会社役員を責任追及

から保護し、不適切な業務執行から会社を保護することにあるとして、同

条の適用を排除して後見開始決定によって当然辞任が生じると解すべきと

する見解がある233。さらにこの見解は、当然辞任が商業・会社登記簿に公

示されれば、第三者に対抗できると指摘する（商法典L.	123–9条1項、L.	

210–9条2項）。

会社に生じうる難局は非執行取締役でもPDGでも変わらないとして、

株式会社のすべての役員について統一的な規定が置かれている234。しかし、

合議機関の構成員（取締役、執行役会構成員、監査役会構成員）の1人を

当然に辞任したものとみなす場合には、他の構成員が残るのでその影響は

さほど大きくないのに対し、単独で会社を指揮する執行役員を当然に辞任

したものとみなす場合には、その影響が非常に大きくなる。そうした影響

の差に着目して、すべての会社役員を対象とする統一的なルールが置かれ

たことに疑問を呈する見解も見られる235。

（イ）当然辞任取締役が参加した決議等の効力

会社関係者は後見開始決定より遅れて当然辞任を確認することになる

232	 LE	CANNU	et	DONDERO,	supra	note	152,	no	703,	footnote	19.
233	 PETERKA,	 supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	 supra	note	199,	

no	355.42.
234	 Rapport	par	REICHARDT,	supra	note	171,	p	51.
235	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	917.	また、HAMELIN,	supra	note	199,	p.	26も

影響の相違を指摘する。
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が、当然に辞任したものとみなされる会社役員がその間、任務を継続する

おそれがあるため、当該役員の行った行為の有効性が問題となる236。そこ

で2019年法律は、法的安定性を重視し237、後見開始から当然辞任が確認さ

れるまでの間に当然辞任取締役が参加した取締役会決議（商法典L.	225–

19条6項）、当然辞任取締役会会長が参加した取締役会決議及び行った決

定（商法典L.	225–48条5項）、当然辞任執行役員又は担当執行役員が行っ

た決定（商法典L.	225–54条5項）、当然辞任執行役会構成員が参加した執

行役会決議及び行った決定又は単独執行役員が行った決定（商法典L.	

225–60条5項）、当然辞任監査役会構成員の参加した監査役会決議（商法

典L.	225–70条6項）は無効にならないとした。この改正も、学説からは

好意的に受け止められている238。

決議等の無効をもたらさないというこのルールは、もともと2011年1月

27日の法律第103号によって導入された取締役会又は監査役会における

クォータ制239に着想を得たものである240。クォータ制が導入された当初、

商法典L.	225–18–1条2項は、「1項に違反するすべての選任及び取締役会

の構成の違法性を解消する効果を有しないすべての選任は無効である。こ

236	 Rapport	par	REICHARDT,	supra	note	171,	p.	51.
237	 Rapport	par	DEGOIS,	supra	note	193,	p.	46のほか、HAMELIN,	supra	note	

199,	p.	26.
238	 COUPET,	supra	note	199,	p.	40;	LECOURT,	supra	note	199,	p.	917.
239	 取締役会等のクォータ制については、鳥山恭一「取締役会における男女

均衡	─取締役会および監査役会における女性および男性の均衡ある代表な
らびに職業上の平等に関する2011年1月27日の法律第103号」日仏法学26
号（2011年）197頁、服部有希「フランスにおける取締役会等へのクォータ
制の導入：ポジティブ・アクションによる職業上の男女平等」外国の立法
257号（2013年9月号）3頁、松井智予「フランス企業における女性取締役
とクォータ」金融法研究34号（2018年）166頁等がある。PACTE法律改正
後の同制度については、石川・前掲注201）119頁以下がある。

240	 Rapport	par	REICHARDT,	 supra	note	171,	p.	 51,	 footnote	1;	Rapport	par	
DEGOIS,	supra	note	193,	pp.	46–47.
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の無効は、違法に選任された取締役が参加した決議の無効をもたらさな

い。」と定めていた。監査役会構成員についても商法典L.	225–69–1条2項

が同様の規制をしていた。しかし、2019年5月22日の法律第486号

（PACTE法律）はクォータ制の実効性を強化するため、この2つの条文か

ら2項第二文を削除した。その結果、クォータ制違反の場合と、商法典L.	

225–19条6項等に定める場合（年齢制限違反、年齢制限超過、後見開始の

場合）とで、反対のルールが置かれることになったわけである241。

なお、逆にいえば、このルールの適用が求められるまでの間は、会社役

員は有効に会社を拘束する決定を行い又は合議機関の決議に参加し続ける

ことができることになる。この間の報酬や責任等をどう位置づけるかが問

題となるが、2019年法律は会社役員が参加した決議等に関する妥協案の

みを定めたに過ぎず、他の問題については、後見開始決定以後の被保護成

年者を会社役員と考えることはできないと指摘する見解がある242。

10　2019年改正の対象となっていない事項

（1）会社役員の在任中に保佐等が開始された場合

（ア）評価

簡素化法律案では当初、保佐が開始された場合を含めていたが、国民議

会第一読会において、保佐の場合を除外する政府提出修正案（第32号、

第40号）が採用された。同修正案の概要説明では、被保佐人の権利の行

使にもたらされうる侵害は個別化されるべきであること、法律が補佐を受

ける会社役員の職務を自動的に終了させうるのは不均衡であること、保佐

241	 COUPET,	supra	note	199,	p.	40.	クォータ制において2項第二文が削除され
た点を批判するものとして、LE	CANNU	et	DONDERO,	supra	note	152,	no	708.

242	 TADROS,	supra	note	199,	no	12.	報酬の問題は、COUPET,	supra	note	199,	p.	
40でも指摘されている。
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の場合にのみ当然辞任規定等を適用すると包括親族代理権又は将来保護委

任等との取扱いの差から異論が出るであろうことなどの理由が挙げられて

いた。

保佐の除外に賛成する見解は、上記の政府提出修正案が挙げる理由を支

持する243。さらに付加的な理由として、破毀院第一民事部2018年12月6日

意見244において「いかなる法文も被保佐人が営業を行うことを禁止してい

ないが、被保佐人は、この活動の実施に必要な処分行為を行うためには保

佐人の補佐を受けなければならない。」と述べられたことを挙げる文献も

ある。これによれば、被保佐人が個人として営業活動を行えるとすれば、

会社でもこれに相当する活動を行えるといえ、したがって会社を指揮でき

るのではないかと示唆されている245。

これに対して、保佐の除外を批判する見解もある。保佐は基本的には成

年者を保護するための司法的措置であって、自ら行為できる状態にあると

はいえ、民事生活上の一定の行為において助言または監督を受ける必要が

あるのであって、こうした補佐の必要性は通常の会社の職務の遂行とは両

立しにくいと思われると指摘する246。

また、親族代理権の除外について、後見と包括親族代理権とで能力の減

退の大きさに差はないとして、これを批判するものがある247。

司法救助の除外については、保佐の除外に賛成の立場から、保佐につい

ていえることは、個人の権利に関しより制限的ではない司法救助について

243	 TADROS,	Ibid.,	no	8.
244	 Cass.	1re	civ.,	avis,	6	déc.	2018,	no	18–70.011,	Dr. famille	2019,	no	64,	note	

Ingrid	MARIA;	JCP	2018.	1338,	note	David	NOGUÉRO.

245	 HAMELIN,	supra	note	199,	p.	26.
246	 LECOURT,	 supra	 note	 199,	 p.	 916.	 Rapport	 par	 REICHARDT,	 supra	 note	

171,	pp.	45–46,	50–51も参照。
247	 PETERKA,	 supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	 supra	note	199,	

no	355.42.
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もいえると説明されている248。他方、保佐の除外に反対の立場からも、司

法救助は本人が一定の行為に関して代理を受けるとはいえ、保佐とは異な

り自己の権利の行使を保持する短期間の法的保護措置にすぎないため、除

外は理解しうると述べられている249。

このほか、無能力の場合一般（司法救助、保佐、後見、親族代理権及び

将来保護委任が発効した場合）を代理人の権限の終了事由とする民法典

1160条をモデルとする規定を置くべきであったとして、2019年改正が後

見のみを対象としたことを批判するものがある250。

（イ）民法典1160条との関係

有限会社及び株式会社には後見開始以外の場合に関する規定がないた

め、民法典1160条との適用関係が議論されている。代理人の権限の終了

事由を定める同条は、委任の終了事由を定める民法典2003条（「委任は、

受任者の解任、受任者による委任の放棄、及び、委任者又は受任者の死亡、

成年後見又は破産によって終了する。」）から着想を得た規定であり、委任

固有の解決方法を代理全体に適用したのに加えて、代理人の権限の終了事

由をすべての無能力の場合に拡張するものである。代理の開始後に生じた

無能力は、本人にとって状況を著しく変更すると考えられるためであ

る251。

民法典1153条によれば、代理の通則は、法律による代理、裁判による

代理および合意による代理に適用される。他方で、会社契約は民法典に定

める典型契約（contrats	spéciaux）の一つであるから、会社法に特段の定

248	 TADROS,	supra	note	199,	no	8.
249	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	916.
250	 COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	960.
251	 Olivier	DESHAYES,	Thomas	GENICON	et	Yves-Marie	LAITHIER,	Réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,	2e	éd.,	Lexis	
Nexis,	2018,	p.	294.
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めが置かれている場合は、代理の通則の適用が排除される（民法典1105

条3項）。学説は、2019年改正で新設された規定は、有限会社及び株式会

社に関して会社役員の無能力について定めるものであり、普通法の適用を

除外する特則にあたると解している252。したがって、保佐等が開始された

場合には、有限会社及び株式会社の会社役員に対して商法典L.	223–27条8

項（有限会社）及びL.	225–19条5項・6項等（株式会社）の規定は適用さ

れず、民法典1160条の適用も排除されるとの解釈が導かれることにな

る253。

こうした解釈を前提に、在任中に保佐等が開始された場合を想定した当

然辞任条項を事前の手当てとして定款に定めておくことが推奨されてい

る254。また、会社役員に保佐等が開始された場合に当該役員が辞任しない

ときには255、総会による解任、裁判上の解任請求（有限会社の場合のみ）、

仮の管理者の選任等の手段をとりうることが指摘されている256。

252	 LECOURT,	supra	note	199,	pp.	915	et	917;	TADROS,	supra	note	199,	no	14;	
PETERKA,	supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	supra	note	199,	no	
355.42;	CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	12442.

253	 2016年債務法改正後2019年改正前は、会社代表権を有する会社役員にい
ずれかの保護措置が開始された場合に民法典1160条が適用されるとの解釈
が見られたが（五・5参照）、2019年改正後は、有限会社及び株式会社では
保佐等の場合には、会社代表権の有無にかかわらず同条が適用されないと
いう結論になる。

254	 PETERKA,	 supra	note	199;	PETERKA	et	CARON-DÉGLISE,	 supra	note	199,	
no	355.42;	COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	960.

255	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	12442は、保佐等が開始された場合
には当該会社役員は辞任すべきであり、その拒絶は、解任の正当な理由に
該当するであろうと指摘する。

256	 EMY	et	SAINTOURENS,	supra	note	199,	no	61;	REYGROBELLET,	supra	note	
199,	 no	 24;	 PETERKA,	 supra	 note	 199;	 PETERKA	 et	 CARON-DÉGLISE,	 supra	
note	199,	no	355.42.



40 会社法と成年後見法の交錯問題（3）─
取締役の欠格条項削除に関する争点を中心に　（上山・内田）

（2）他の会社形態において会社役員の在任中に後見等が開始された場合

（ア）批判

民事会社257及び他の商事会社（合名会社258、合資会社259、株式合資会社260、

略式株式会社261）の会社役員に保護措置が開始された場合については、国

257	 民事会社では、定款又は社員の決定により、社員又は社員外から1人又は
数人の業務執行者が選任される（民法典1846条1項）。

258	 合名会社では、定款に別段の定めがない限りすべての社員が業務執行者
であるが、定款又は社員の決定により、社員又は社員外から1人又は数人の
業務執行者を選任することができる（商法典L.	 221–3条1項）。業務執行者
は会社の代表権を有する（商法典L.	 221–5条1項）。合名会社の社員は商人
資格を有するため（商法典L.	 221–1条1項）、営業能力を有している必要が
ある。民法典509条3号において、後見人は後見裁判官等の許可を得たとし
ても、被後見人の名において営業を行うことはできないと定められている
ことから、被後見人は合名会社に入社し又は社員としてとどまることがで
きないと解されている（PETERKA	 et	 CARON-DÉGLISE,	 Ibid.,	 no	 355.41;	
CHARVÉRIAT	et	al.,	 supra	note	152,	no	21102）。保佐その他の保護措置が開
始された者も、これまで合名会社の社員になることができないと解されて
きたが（COZIAN,	 VIANDIER	 et	 DEBOISSY,	 supra	 note	 152,	 no	 1732;	
CHARVÉRIAT	et	al.,	nos	370	et	21102）、前掲破毀院第一民事部2018年12月6
日意見では「いかなる法文も被保佐人が営業を行うことを禁止していない」
と述べられている。

259	 合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる（商法典L.	 222–1条）。
無限責任社員は商人資格を有する。すべての無限責任社員は、定款に別段
の定めがない限り業務執行者であるが（商法典L.	 222–2条、L.	 222–6条、L.	
221–3条）、1人又は数人の業務執行者を無限責任社員又は社員外から選任す
ることができる。

260	 株式合資会社は無限責任社員と有限責任社員（株主）からなる。無限責
任社員は商人資格を有する（商法典L.	 226–1条1項）。通常総会により、無
限責任社員又は社員外から、1人又は数人の業務執行者が選任される（商法
典L.	 226–2条2項〔加えて、無限責任社員全員の同意も必要〕）。監査役会は
少なくとも3人の株主から構成される。監査役会構成員は通常総会により選
任される（商法典L.	226–4条）。

261	 略式株式会社は社長により代表される（商法典L.	 227–6条1項）。定款の
定めにより会社指揮者や合議制の機関を置くのも自由である（商法典L.	
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会の審議でも特に取り上げられなかった。株式合資会社及び略式株式会社

には株式会社に関する規定を準用する規定があるが（それぞれ商法典L.	

226–1条2項、L.	227–1条3項）、株式会社の会社役員の当然辞任規定等は

準用対象とされていない262。

有限会社及び株式会社の会社役員の後見開始の場合だけが改正対象とさ

れた点について、いくつかの観点から批判が見られる。まず、2019年法

律の他の規定が民事会社又は略式株式会社さらには会社の普通法の改正を

行っている点である（同法律第2節参照）263。なかでも略式株式会社が除外

された点が疑問視されている264。2019年改正の発想自体は中小企業を満足

させるものであり、多くの中小企業は有限会社又は株式会社の形態をとっ

ているが、今日では有限会社に代えて、略式株式会社形態がますます用い

られるようになってきているためである265。

また、保護措置による会社役員の能力制限に関するルールを会社の普通

法に導入すべきであったと批判されている。会社形態及び会社規模がどう

であれ、バルネラブルな会社役員の状況は類似するので、横断的な原則を

置くべきであったという主張や266、民法典1160条をモデルにした全ての会

社に適用される普通法上の原則を定めるべきであったという主張が見られ

る267。このほか、会社形態及び会社役員のタイプごとに会社役員の精神的

227–5条、L.	227–6条3項）。
262	 TADROS,	supra	note	199,	no	7.
263	 HAMELIN,	supra	note	199,	p.	25.
264	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	915.	HAMELIN,	Ibid.は、略式株式会社におけ

る定款上の自由（商法典L.	227–5条「定款は、会社が指揮される条件を定め
る。」）を尊重するためではないかとしつつも、そのような説明では完全に
は納得できないとする。

265	 フランスでは、有限会社が一番多いものの、略式株式会社の設立件数が
増大傾向にあることは、本稿（2）前掲注137）でも指摘した。

266	 LECOURT,	supra	note	199,	pp.	915	et	916.
267	 COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	960.



42 会社法と成年後見法の交錯問題（3）─
取締役の欠格条項削除に関する争点を中心に　（上山・内田）

能力の減退への対応が異なりうるので、普通法上の原則を置くことはこう

した会社の多様性にそぐわないものの、会社役員の人的状況の多様性に配

慮するため、定款に別段の定めがある場合を除き無能力に至った会社役員

は当然に辞任したものとみなすと規定するのが望ましいという主張も見ら

れた268。

（イ）民法典1160条との関係

これらの会社形態では会社役員の無能力に関する規定がないため、民法

典1160条との関係が議論されている。株式会社及び有限会社における会

社役員に後見が開始された場合にのみ、その任務を自動的に終了させるべ

きであると立法者が評価したのだとみれば、他の会社形態では普通法（民

法典1160条）の適用も排除されると解する余地もあるが269、学説の多くは、

他の会社形態に関する特則はないので普通法が適用されると解してい

る270。つまり代理人の権限は、代理人が無能力に至った場合を含め終了事

由が生じたときには法律上当然に終了し、それにより会社の法定代表者の

268	 HAMELIN,	supra	note	199,	p.	25.
269	 TADROS,	 supra	 note	 199,	 no	 15参照。このような考え方とは別に、

HAMELIN,	supra	note	199,	p.	24は、会社役員を受任者と解する立場から、被
保佐人が取締役会会長の職務にとどまることを認めた前掲破毀院商事2009
年9月29日判決の解決方法は、委任の終了事由について定める民法典2003
条と異なるものであり、このように同条が排除されるとすると、同条を一
般化した民法典1160条も当然には会社代表者にも適用されないこととなる
と指摘した上で、有限会社及び株式会社を除き同判決が維持されると考え
られるため、他の会社形態では後見等が開始された会社役員の職務は終了
しないとする。

270	 COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	 supra	note	152,	no	960;	REYGROBELLET,	
supra	 note	 199,	 no	 12.	民法典1160条が適用されるとした場合、民事会社で
は、業務執行者を欠く場合の業務執行者の選任手続（民法典1846条5項）
に進むことになろう。PETERKA,	 supra	 note	 199;	 PETERKA	 et	 CARON-
DÉGLISE,	supra	note	199,	no	355.42.
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地位も終了することになる271。

いずれに解するにせよ、定款において、当然辞任条項を置くなど、無能

力の場合の会社役員の処遇を定めておくのが慎重な対応であると指摘され

ている272。また、事後的には、正当な理由に基づく社員総会等での解任（民

法典1851条1項〔民事会社〕、商法典L.	221–12条4項〔合名会社〕、L.	

222–2条〔合資会社〕）、正当な原因に基づく裁判上の解任の請求（民法典

1851条2項〔民事会社〕、商法典L.	226–2条4項〔株式合資会社〕）等の手

段もとりうる273。

なお、より厳密に、民法典1160条は会社代表権を有する会社役員に適

用されるのであり274、法定代表者ではない会社役員（株式合資会社の監査

役会構成員、略式株式会社の合議機関の構成員など）には適用されないと

指摘し、法定代表者ではない会社役員に関する当然辞任条項を定款に挿入

することを推奨する見解もある275。

（3）被後見人等を会社役員として選任することの可否

現行法上、成年者である会社役員の能力要件について定める規定は存在

しない。2008年デクレは引き続き「業務執行者及び取締役の候補者とな

271	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	12440.
272	 HAMELIN,	supra	note	199,	p.	25;	LECOURT,	supra	note	199,	p.	915;	TADROS,	

supra	note	 199,	 no	 15;	COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	 supra	note	 152,	 no	
960.

273	 HAMELIN,	Ibid.;	LECOURT,	Ibid.
274	 SCHILLER	et	MARTIN,	supra	note	151,	no	485	は、民法典1160条は、会社

役員が法定代表者、すなわち会社の名において行為することが認められる
法律上の会社役員か、授権を受けた合意による代理人に適用されると説明
する。

275	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	no	12440は、これらの法定代表者でな
い会社役員が無能力に至った場合には当該会社役員は辞任すべきであり、
その拒絶は、解任の正当な理由に該当するであろうと指摘する。
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ること」を処分行為と定めているものの、被保護成年者が会社役員の候補

者となることは机上の空論（hypothèse	d’école）であるとまでいわれてい

る276。平均余命の伸長により、会社役員の在任中に後見等が開始された場

合の問題は机上の空論ではなくなったという指摘が見られるようになっ

た277のとは対照的といえよう。

学説を見ると、2019年改正前と同様、被保護者を会社役員として選任

することに否定的な見解が多い。まず、自己の財産を単独で管理できない

者が他人の財産を有効に管理することはできないとか278、無能力者が一定

の条件のもとで受任者になることができる（民法典1990条）279としても取

締役は受任者以上のものであり、また、取締役は無能力者が負うことので

きない責任に対応できなければならないなど280、これまでと同様の理由付

けを示すものがある（五・5参照）。

次に、2019年改正により株式会社の会社役員について当然辞任規定が

置かれたことから、被後見人でない者という能力要件を遵守しなければな

らないとする見解281や、被後見人の選任は当然に辞任したものとみなされ

ることになるので違法であるとする見解282が見られる。これらの見解は、

276	 LECOURT,	supra	note	199,	p.	914.	HAMELIN,	supra	note	199,	p.	24も、候補
者となることはおそらくまれであるとする。

277	 COZIAN,	VIANDIER	et	DEBOISSY,	supra	note	152,	no	960.
278	 Ibid.	 そのうえで同文献は、被後見人は取締役等になることができないと

する（nos	 843〔取締役〕,	 897〔取締役会会長〕,	 924〔執行役員〕,	 943〔担
当執行役員〕,	1066〔執行役会構成員〕	et	1077〔監査役会構成員〕）。

279	 DESHAYES,	GENICON	et	LAITHIER,	supra	note	251,	p.	294は、未解放未成
年者も受任者として選任しうると定める民法典1990条の解決方法は全ての
無能力の場合に拡張されるとする。

280	 LE	CANNU	et	DONDERO,	supra	note	152,	no	707,	footnote	33.
281	 Bruno	DONDERO,	Droit des sociétés,	6e	éd.,	Dalloz,	2019,	no	871（監査役会構

成員）.	同文献のnos	763（取締役）	et	853（執行役会構成員）も同趣旨の記述
と思われる。

282	 TADROS,	supra	note	199,	no	9.
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既に被後見人である者が会社役員として選任された場合にも当然辞任規定

が適用されると解するようである。しかし、立法作業を見る限り（五・6

～8）、当然辞任規定は、在任中に後見が開始された場合を念頭において明

文化されたものといえる。

このほか、当然辞任規定の適用の有無に加えて、在任中に後見等が開始

された場合に民法典1160条が適用されるか否かの議論と関連付けて、被

後見人等である者を会社役員に選任することができるかについて述べるも

のがある。この見解は、株式会社については、被後見人を会社役員に選任

することが禁止されているわけではないが、このような選任は法的効力を

有しない（dépourvue	de	tout	effet	juridique）とし、後見以外の無能力の

措置のもとに置かれた成年者を選任することは妥当でないとする（株式会

社では、在任中に後見が開始された場合には当然に辞任したものとみなさ

れるが、後見以外の場合には同条は適用されない）283。有限会社について

は、無能力に至った成年者（司法救助を受けた成年者、被保佐人、被後見

人、親族代理権の本人、将来保護委任発効後の本人）を業務執行者に選任

することは妥当でないとする（有限会社には当然辞任規定はなく、同条も

適用されない）284。

また、この見解は、無能力に至った成年者等を、合名会社の社員でない

業務執行者、合資会社・株式合資会社の無限責任社員でない業務執行

者285、略式株式会社の社長・会社指揮者286又は民事会社の業務執行者287に

283	 CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	152,	nos	39140（取締役）,	42502（執行役員）,	
42643（担当執行役員）,	43572（執行役会構成員）	et	44280（監査役会構成員）.

284	 Ibid.,	no	31020.
285	 Ibid.,	 no	 22010.　既述のように被後見人はこれらの会社の無限責任社員等

となることができない。
286	 Ibid.,	no	60331.
287	 Bruno	 GOUTHIÈRE	 et	 al.,	 Mémento pratique Sociétés civiles ,	 Francis	

Lefebvre,	2020,	no	7040.
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選任することは、法的効力を欠くとする（会社代表権を有するこれらの会

社役員については、同条が適用される）288。これは、無能力に至った場合に

会社役員の権限が終了するからである289。もっとも、2016年債務法改正の

解説では、同条自体は、本人の危険において当初から無能力者を代理人と

して選任すること（民法典1990条参照）を禁じるものではないと説明さ

れている290。

（4）小括

2019年法律の改正の理念は、会社役員の能力に関する明確な規定がな

いなかで、有限会社及び株式会社において会社役員の在任中に後見が開始

された場合に生じうる困難を排除するために、当該会社役員の終任につな

がる仕組みを構築することにあった。すなわち、有限会社においては後見

が開始された業務執行者の解任及び新たな業務執行者の選任を目的とする

総会招集に関する規定、株式会社においては後見が開始された取締役等が

当然に辞任したものとみなされる旨の規定等が置かれたわけである。ただ

し、株式会社では後見が開始された取締役等の職務は自動的に終了すると

された一方で、有限会社では社員総会の決定しだいで後見が開始された業

務執行者がその地位にとどまる可能性を認めるものとなっている。

これに対して、有限会社及び株式会社の会社役員に保佐が開始された場

288	 この見解によれば、会社代表権を有しない会社役員（株式合資会社の監
査役会構成員、略式株式会社の合議機関の構成員等）の選任は、法的効力
はあるものの、妥当ではないことになろう。CHARVÉRIAT	et	al.,	supra	note	
152,	nos	11112	et	12440参照。

289	 GOUTHIÈRE	et	al.,	supra	note	287,	no	7040.
290	 DESHAYES,	GENICON	et	LAITHIER,	supra	note	251,	p.	294.	当初から無能力

者を受任者として選任する場合にも同様の説明がなされてきた。Alain	
BÉNABENT,	 Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux,	 13e	 éd.,	 LGDJ,	
2019,	no	652;	Philippe	MALAURIE,	Laurent	AYNÈS	et	Pierre-Yves	GAUTIER,	
Droit des contrats spéciaux,	11e	éd.,	LGDJ,	2020,	no	370参照。
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合については、立法作業における議論を経て2019年改正の対象から意識

的に除外されている。つまり、保佐の除外という結論は、後見開始を委任

の終了事由とする民法典2003条から導かれたわけではない。もっとも、

保佐等が開始された場合を想定した当然辞任条項を事前の手当てとして定

款に定めておくことが否定されているわけではないし、事後の対応策とし

て総会による解任、裁判上の解任又は仮の管理者の選任等が挙げられても

いる。

2019年改正の立法作業では、民法典1160条を前提とする議論はされな

かった。これは2019年の当初法律案が提出された時期によるものと思わ

れる。これに対して、改正後の学説の多くは、有限会社及び株式会社につ

いては特則が置かれたので同条は適用されないが、それ以外の会社につい

ては、会社役員が何らかの保護措置に置かれた場合（司法救助を受けた成

年者、被保佐人、被後見人、親族代理権の本人、将来保護委任発効後の本

人）に同条が適用されると解している。こうした解釈を認めるならば、

2019年改正により手当てがなされた有限会社及び株式会社よりも、それ

以外の会社形態の方が終任につながる仕組みが広く機能する（特により高

い判断能力を持つ者までが対象となる）ことになるが、このようなアンバ

ランスな状況が妥当かどうかについては、なお議論の余地があるように思

われる。

2019年改正及びその後の学説を見る限り、在任中に後見等が開始され

た場合に関しては当該会社役員を終任させる方向に目が向けられている。

被後見人等を会社役員として選任することについて学説は否定的であり、

立法資料や学説をみても、既に後見等が開始されている者を新たに会社役

員に選任するという事態はそもそも想定されていないように見受けられる

し、在任中に後見等が開始されたことで終任した会社役員を再任すること

すらほとんど考慮されていないと思われる。この点については、現実の運

用がどうなるかはさておくとしても、少なくとも理論的には終任後の再任

可能性が明確に意識されていた、わが国の法制審での議論とは対照的で
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あったといえるだろう。これは、単に両国の改正のベクトルが真逆であっ

たという理由からだけではなく、両国の議論の背景にも起因しているよう

に思われる。わが国の改正は、成年後見制度の利用促進という政策的な要

因と障害者権利条約12条の理念的な要請とを踏まえる形で、既存の絶対

的欠格事由の削除がある種の前提として進められた経緯がある。このた

め、法制審の議論でも可能な限りの社会的包摂を保障するという視点が意

識的に求められていたといえる。これに対して、フランスの議論は企業の

法的環境の簡素化を目的とした法改正の一環として行われたものであり、

そもそも立法資料の中に社会的包摂やノーマライゼーションという概念は

全く出てきていないし、障害者権利条約の存在に対する言及すら皆無で

あった。

こうした事情もあって、被後見人等である会社役員による業務執行の法

的な位置づけについては、改正前後で議論に特段の進展は見られない。

2019年改正及び民法典1160条の適用により後見等が開始された会社役員

がその地位にとどまる場面が相当程度減少することは確かであろう。しか

しながら、この可能性が完全に排除されたわけではないし、学説は否定的

であるとはいえ、被後見人等が新たに会社役員に選任される可能性も理論

的には残されている。また、既述のように判例によれば（五・5参照）、

会社役員の後見人は会社を代理する権限を有さず（前掲破毀院第一民事部

2012年7月12日判決、破毀院第三民事部2019年10月17日判決291）、会社

役員の保佐人は会社を補佐する権限を有しないことになる（前掲破毀院第

二民事部2016年4月7日判決）。そして、この一方で被保護成年者である

会社役員が会社の職務を行うことになるわけである（前掲破毀院商事部

291	 Cass.	3e	civ.,	17	oct.	2019,	no	18–16.823,	Defrénois	5	mars	2020,	No.	10,	no	
157x8,	 p.	 41,	 note	 Jacques	 COMBERT;	 Dr. famille	 2020,	 no19,	 note	 Ingrid	
MARIAは、2019年改正後に公表された破毀院判決であるが、破毀院第一民
事部2012年7月12日判決を踏襲するものである。
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2009年9月29日判決）。	 ［以上、本号］

＊	本稿は、科学研究費補助金（平成31年度～令和3年度基盤研究（C）（一

般）課題番号19K01366「欠格条項廃止に伴う会社法と成年後見法の理

論的交錯の解決を目指す民商法共同研究」（研究代表者上山泰））に基づ

く研究成果の一部である。


