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共犯者の認定 

―貸し手内部の共同正犯の判決例の検討― 

  
片野 達也1 
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1 預金保険機構法務統括室総括調査役。本稿の執筆は個人の資格で行ったものであり、意見に渡る部分は

筆者個人の見解であって、預金保険機構の見解を示すものではない。 



2 
 

第 1 序 文  

これまで、預金保険機構は、自らあるい

は整理回収機構と連携して、信用秩序維持

の一環として、破綻金融機関の旧役員に対

する責任追及を民事・刑事両面にわたって、

精力的に行ってきた。刑事上の責任追及に

おいて、これまで中心だったのは、旧役員

について、不良貸付による背任罪（本稿に

おいては、特に断らない限り、商法違反の

特別背任罪を含む意味で使用する。）の犯罪

事実で捜査機関に告発することであり、平

成 10 年以降の金融機関旧役員に係る背任

事件の判決の多くは、預金保険機構・整理

回収機構が告発した事案のものである。 

預金保険機構による責任追及業務は、平

成 12 年の預金保険法改正の際、恒久措置と

して本則業務に取り入れられたものであり

（預金保険法 83 条 2 項）、今後も、金融機

関が破綻した際には、預金保険機構におい

て所要の措置を行った上で、破綻金融機関

の不正融資に関わった旧役員や融資を受け

た側の企業の役員等を背任罪として告発す

ることが想定される。 

不正融資をめぐる背任事件は、単独犯で

はなく、組織犯罪として、共同正犯の形態

で行われるのが通例であるが、不正融資を

巡る背任の共同正犯の問題においては、不

正融資を実行した金融機関の役職員間にお

ける共同正犯の成否の問題と、融資を受け

た側の企業の役員等について金融機関の役

職員との共同正犯が成立するか否かの問題

があり、後者については、解釈論上、背任

罪の処罰範囲の問題として熱心に議論され

ている2が、本稿では、前者について事実認

                                                  
2 学説、判例の状況については、山口厚教授編著

定上の問題をとりあげる。 

共同正犯という概念自体多分に評価的概

念であって、もとより構成要件が抽象的な

背任罪の場合は、なおさら難解なものとな

るため、被告発者の選定は重要であるとと

もに難解な作業であり、また、捜査機関や

訴追機関からしても事件の着手及び最終処

理の局面で、何者を対象とするかは困難な

作業であろう。 

以上から、本稿では、今後の預金保険機

構による責任追及業務において、不正融資

をめぐる金融機関の役員間の共犯者の認定

について、参考となる判決例を取り上げ、

検討を試みるものである。 

 
第 2 共同正犯性の認定について  

1 共同正犯の成立要件 

(1) 共同正犯が成立するためには、共同実

行の意思及び共同実行の事実が必要で

あり、そのいずれもが問題となる。 

共同実行の意思は、二人以上共同して

（相互に協力して）、特定の犯罪構成要

件に該当する事実を実現しようとする

意思であって、ある犯罪を行うに際して、

各行為者が相互に依存し、協力して犯罪

を実現しようとする意思であり、単に、

他人の犯行を傍観しているだけでは足

りない。また、共同実行の意思は、人間

の内心の状態であるから、これを認定す

るためには、本人の自白を除いては、謀

議行為等他の証拠から推認するほかな

い。 

(2) 共同実行の事実は、二人以上の者が共

同して実行行為を行うことをいうが、必

                                                                      
「クローズアップ刑法各論」313 頁以下参照。 
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ずしも実行行為そのものの分担が必要

とされるのではなく、睡眠薬を飲ませた

上、頭部を殴打するなどして被害者を殺

害した場合において、睡眠薬を飲ませる

行為のみを分担しても殺人の実行共同

正犯とされるのであって3、実行行為そ

のもののみならず、実行行為に密接した

行為を分担した場合も含む。 

 
2 共同正犯性の認定 

(1) どのような場合に共同正犯性が認めら

れるかという議論をするには、複数のア

プローチが考えられるが、共犯事件にお

いては、犯行への関与の程度に差がある

ことが多く、関与の程度が小さいかにみ

える行為者に対する共犯者の認定の問

題は、実務上は、共同正犯・幇助犯のい

ずれが成立するかという形で顕在化す

ることが多く、実際に、不正融資による

背任事件の公判において、その旨の主張

がされた事例もある4。 

共同正犯性を否定され、幇助犯と認定

された場合には、法律上の必要的減軽事

由となり、刑の長期が法定刑の半分以下

となることから5、量刑上重大な問題と

なるだけでなく、正犯として処罰される

か、幇助犯として処罰されるかは、社会

的な意味合いにも相当の違いがあると

思われる。 

下記に取り上げる各事件では、幇助犯

と認定された被告人はいないが、共同正

犯と幇助犯の区別基準は、共同正犯認定

                                                  
3 大阪高判昭和 53.5.11 
4 後記の新潟中央銀行、信用組合弘容の各事案 
5 刑法上の背任罪であれば 2 年 6 か月以下の懲役。

特別背任罪であれば 5 年以下の懲役。 

の最低限のラインを画するものであっ

て、共同正犯成立の範囲を画する基準と

して一般的に有用と考えられる。 

共同正犯と、幇助犯を含む狭義の共犯

の区別については、学説上議論があり、

分類については、論者によって多少ニュ

アンスが異なるが、概ね 

① 共同意思主体説 

実行行為を担当するのが、共謀に

よって構成された共同意思主体の一

部の者に過ぎなくても、その実行行

為が共同意思主体構成員全員の行為

とみなされるとする。狭義の共犯も

共同意思主体に含まれるが、共同正

犯とは、役割の軽重によって区別さ

れるとする。 

② 主観説 

自己の犯罪を行う意思で行為した

者を正犯とする。 

③ 形式的客観説 

構成要件に該当する実行行為を行

った者を正犯とする。 

④ 実質的客観説 

正犯性を決定する基準を、構成要

件該当行為の一部分担を前提としつ

つも、行為支配の概念を媒介として

実行概念を規範的・実質的に理解し

ようとする。 

 

の各説に分かれている6。 

この議論は、共同正犯の成立範囲を画

するものであって非常に重要ではある

が、本稿では深入りすることはせず、基

本的に判例が拠っていると考えられる

                                                  
6 分類は、大コンメンタール第二版第 5 巻 114 頁

～115 及び後掲の小林充教授の論文によった。 
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主観説7を前提とする。 

形式的客観説については、共謀共同正

犯を否定するものであるから、本稿のテ

ーマとする裁判実務上の共同正犯性認

定の議論をする際の前提としては取り

がたいこと、共同意思主体説については、

近代刑法の個人責任の原理と矛盾する

こと、実質的客観説については、主観説

においても、被告人の行為の客観面・主

観面を総合考慮することによって正犯

意思を認定するため、同じ間接事実を事

実認定の問題として考慮するか、法律要

件論の問題として考慮するかの違いで

あって、実務上、結論に差異が現れてく

ることは考えにくいように思われるこ

と等からである8。 

(2) この点、小林充北海学園大学教授9執筆

に係る「共同正犯と狭義の共犯の区別－

実務的観点から－」10では、共同正犯と

幇助犯の区別基準について、主観説を前

提とした上で、各種判決例、研究者及び

                                                  
7 後掲小林教授の論文 14 頁、松本時夫教授「共

謀共同正犯と判例・実務」（刑法雑誌 31 巻 3 号

313 頁）各参照。 
8 小林教授は、「実務上の基準としては」「主観説

に従うのが相当と思われる」としながらも、伝

統的な主観説（自己のためにする意思をもって

行為するか、他人の犯罪を行う意思を有するに

止まるか）を、「自己の犯罪を行う意思というの

は規範的ないし総合的概念であり、客観的事情

も行為者の認識している範囲内においては判断

の基礎となると考えられるし、また行為者が認

識していないものについても判断の基礎となる

とすることは不当と思われる」として、主観面

及び客観面を総合して判断するのを相当とされ、

「自己の犯罪を行うか、他人の犯罪を行うか」

を正犯か狭義の共犯かの区別の基準とするとし

て、修正を加えられているところ、共同正犯性

が問題となった事案の判決の大勢は、行為者の

主観面及び客観面の総合判断を行っているもの

と思われる。 
9 元仙台高等裁判所長官 
10 法曹時報 51 巻 8 号 1859 頁 

実務家による各論稿上の見解等から、裁

判実務上の「自己の犯罪を行う意思」の

判断基準を 

a 犯行の際行った行為の内容 

b 他の行為者との共謀の有無ない

しその経過・態様 

c 他の行為者との主従等の関係 

d 犯行の動機 

e 犯行に対する積極性の有無 

f 犯罪の結果に対する利害関係の

有無、程度 

g 犯罪の準備及び犯行後の犯跡隠

蔽・利得分配等において果たした

役割 

等と整理され、これらの観点からの積極

要素、消極要素の総合評価により、共同

正犯性の認定を行うべきであるとされ、

積極要素がいずれも認められない場合

には、共同正犯性の認定は困難になると

されている（逆に、共同正犯性認定に当

たり、これらの事情のすべてが必要なわ

けでもない）。 

上記論文において、a は、担当した行

為の内容（実行行為であるか否か、否の

場合は実行行為との密接性があるか否

か）、程度（実行行為の全部か一部か）

等、b は、謀議の際の合意成立への寄与

の度合い等（必ずしも相談等外形を伴う

行為を意味するものではない）、c は、共

謀者と実行者の間の人的関係が、上下、

主従、対等等のいずれであるかといった

点、d は、関与するに至った事情、犯罪

事実全部の実現にどの程度関心があっ

たか等、e は、犯行に向けて自ら進んで

行った行為があるか否か、あるとした場
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合にその程度等、f は、犯行による利益

を現に享受したあるいは享受すること

になっていたか等、g は、犯行の前後に

おいて果たした役割をそれぞれ指すも

のと考えられ、このような基準は、これ

までの実務において肯認されており、か

つ、主要な要素は網羅されているものと

考えられ、事案によっては、一つの事実

がこれら a～g の要素の複数に該当する

場合もある。 

以上は、基本的に各罪種にまたがる一

般論であり、以下、この一般論に照らし

て、背任の判決例の検討を行い、このよ

うな一般論が金融機関役員らの背任事

件の事実認定において、どのように適用

されているか否かを検討する。 

なお、本稿は、小林教授の整理を出発

点として、本職の独断的な見解を述べた

ものであるため、多くの指摘を得たいと

考えている。 

 
第 3 判決例の検討 

金融機関における不正融資をめぐる背任

事件の公判手続において、任務違背行為の

有無、図利加害目的の有無が主要な争点と

なることは多いが、被告人の共同正犯性が

主要な争点として正面から争われた例は少

ない。 

これまでの不正融資をめぐる背任事件の

判決の一群において、共同正犯性が主要な

争点となり、一定程度詳細な判断が示され

た事案として、本職が知り得たものは 

1 大光相互銀行事件 

2 和歌山県商工事件 

3 国民銀行事件 

4 コスモ信用組合事件 

5 新潟中央銀行事件 

6 信用組合弘容事件 

の 6 件であるので、これらの判決を検討対

象とする。 

 
1 大光

たいこう

相互銀行事件（最決 H2.11.19、控訴

審東京高判 S62.12.8、一審新潟地判

S59.5.17） 

(1) 事案の概要 

本件は、株式会社大光相互銀行（現「大

光銀行」。以下「大光相銀」という。）の代

表取締役 A（主犯）、常務取締役 B 及び常務

取締役 C が、自己保身と取引先の利益を図

る目的で、担保不足であり、回収の見込み

がないまま、共謀の上、多数回にわたって

総額約 142 億円の不良貸付等を行い、同額

相当の財産上の損害を大光相銀に加えたと

いう特別背任の事案11である。 

本件では、大光相銀が、大光相銀の実質

的な子会社である D 社等の実質的な破綻状

態で倒産必至の融資先に対し、担保不足の

まま融資を継続した点を背任行為ととらえ

ている（C については、D 社の関係のみ）。 

3 名の被告人は、特別背任についていず

れも全面的に争い、任務違背、図利加害目

的及び共謀を否認したが、主犯ではないた

め、本稿との関係で問題となるのは、B 及

び C である。 

本稿では、共謀について詳細に判示して

いる一審判決を検討することとし、かつ、D

社に対する貸付に係る部分を検討対象とす

る。 

大光相銀における D 社に対する融資手続

                                                  
11 A に対してのみ証券取引法違反、相互銀行法違

反の公訴事実もある。 
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は、昭和 51 年 1 月ころ、「イ号会議」と称

する秘密裡の幹部会議12を開くようになっ

たのを境に変わっている。 

すなわち、大光相銀では、常勤取締役で

構成され、頭取が議長を務める常勤役員会

が最終かつ最上位の決裁権（全員一致で決

定するが、一致しない場合には、議長であ

る頭取が裁定する）を有するとされており、

昭和 51 年 1 月ころ以前は、一定金額以上の

融資案件は、常勤役員会で審査・決定され

ていたが、昭和 51 年 1 月ころ以降は、D 社

等問題のある融資先に対する貸付について

は常勤役員会には付議されなくなり、イ号

会議によって決定されていた。 

このことから、本件の D 社に係る犯罪事

実は昭和 50 年 3 月 20 日から昭和 51 年 2 月

20 日までの間の融資、昭和 51 年 8 月 24 日

から昭和 53 年 1 月 26 日までの間の融資に

分かれており、本項では、前者について検

討し、後者については項を改めて検討する

（便宜上、前者については犯罪事実 1 とし、

後者については犯罪事実 2 とする）。 

裁判所は、B が、イ号会議が開かれるよ

うになった時期の前後の背任行為のいずれ

にも関与し、C は、イ号会議が開催される

ようになった時期以降の背任行為のみに関

与したと認定されたものである。 

そこで、本稿では、B に限定して検討を

行うこととする。 

本判決は、B の共同正犯性の前提となる

任務について、常勤役員たる常務取締役と

                                                  
12 大蔵省銀行局 OB である取締役の目を避けて

秘密裡に開催し、同省に対して隠蔽している大

量の不良債権及び裏保証への対応を協議するも

の。A、B、C、常勤取締役の E 及び F 取締役社

長室長の 5 人が構成員。なお、E は、A の側近

の一人であったが、昭和 54 年 6 月 19 日自殺。 

して大光相銀の業務全般を統括し、本件各

取引先に対する融資案件を初めとする問題

のある融資案件の処理を担当業務としてい

たものであって、融資の決定及び実行に当

たって、法令を遵守し、同行の諸規定に従

って、正規の融資手続を履んだうえ、顧客

の信用状態等について調査を尽くし、十分

な担保を徴求するなどして融資金の確実な

回収を期し、回収困難な債権を生ぜしめる

など同行に対し損害を与えることのないよ

うにすべき任務を負っていたものと認定し

ている。 

本判決は、B らの共同正犯性について、

非常に詳細かつ丁寧に判示しており、実務

上の参考になると思料される。 

 

 (2) 犯罪事実 1 について 

① 被告人・弁護人の主張 

実質的な融資決定は A と F（昭和 54 年 9

月 26 日病死。本判決において A の第一次逮

捕が同年 9月 29日と記載されていることか

ら、強制捜査開始直前に死亡したと思料さ

れる。）との間でなされたものであり、B は、

形式的な融資手続に関与したに過ぎないの

で、共謀は成立しない旨主張した。 

 

② 裁判所の判断要旨 

新潟地裁は、B について、量刑事情とし

て、犯行当時の大光相銀において、A の強

力なワンマン体制が確立されていたこと、B

が A に対して追従的な立場にあり、概ね A

の決断に従っていたことを認定しつつも、

下記の a～g の事実を考慮して、積極的に本

件に関与していたとして、共謀を認定して、

A 及び F との共同正犯が成立するとした。 
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下記では、判決書に挙げられている要素

を上記の小林教授が整理された基準に沿う

形で一覧表にまとめることとするが、身分

犯である背任罪の実行行為である任務違背

行為は、行為者が負う具体的な任務を前提

とするものであり、任務が特定されないま

ま、上記の整理を行うことは不可能である

ため、上記の小林教授の基準に関係する要

素の記載の前に、判決が認定した任務につ

き「行為者の身分・任務」として記載して

おくこととした（他の各事件についても同

様とする）。

 
 

大光相互銀行事件 犯罪事実 1 

要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 
行為者の身分・任務  取締役ないし常務取締役として業務全般を統括するとともに、とりわけ、融

資担当役員として、融資案件の審査等の業務を統括する立場。 

 D 社の営業状態、資産状態等が著しく悪化し、同社に対しては、昭和 50 年

2 月末現在で既に貸付金及び支払承諾の残高が約 48 億 4,000 万円に達し、そ

のうち約 42 億円以上が保全不足の状態にあったため、同社に対しこれ以上融

資をしても、その確実な回収の見込みがなかったのであるから、ひたすら同銀

行の利益を図り、同社に対する貸増しを直ちに停止し、適時担保物件を処分す

るなどして、既存の融資金を回収し、たとえ既存の貸付金等の債権を保全する

ため融資をする場合においても、必要最小限度に絞り、かつ、確実十分な担保

を提供させるなど万全の措置を講ずべき任務があった。 

a 犯行の際行った行為

の内容 
 

●1 D 社に対する融資は、同社に資金の必要が生じると、G（大光相銀から

D 社に送り込まれ、同社の代表取締役専務）が F に資料を送付し、F の了解

を得たうえ、融資申込書を取扱支店に提出する扱いになっていたところ、G

から前記の資料の送付等を受けた F は、逐一その内容を A に報告して同人

と協議し、融資額、時期等を決定した上、その結果を B に伝えて同人の承

認を得るとともに、同人に対し、取扱支店から当該 D 社の融資申込書が上

がってきた場合に融資部において所要の手続をとることを依頼し、これを受

けて、B は、昭和 51 年初めころまでには概ね常勤役員会付議の手続をとっ

た上、また、それ以降は右の手続もとらずに、部下行員にその旨指示して融

資を実行させるという取扱であった。 

 （上記事実中、融資額、時期等を決定したのが、A 及び F であることは、B

にとって、○1 となる側面がある。） 

b 他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 

●2 B は、D 社等に対する不良債権の処理、解消を図るため融資第二部長に

就任し、部下から回収不能見込額を含めて D 社について詳細な説明を受け

ており、同社への貸付には回収見込がないことを十分認識していた。 
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●3 昭和 50 年 3 月初めころ、A 及び F においては、D 社の経営が破綻し、

実質上倒産状態にあるものの、同社が A の発案により設立された大光相銀

の子会社であるうえ、同社の経営が破綻したのは、A 自らの意向により G

の前任者に D 社において不動産関係の事業を大々的に行わせたところ、そ

れがいずれも失敗したことによるものであったことなどから、同社を倒産さ

せるわけにはいかないとして、同社の倒産を回避するため今後も融資を続行

する方針を決めており、一方、B も、同年 2 月初めころに部下らから D 社

の経営内容等について説明を受け、あるいは F から同社の実態を打ち明けら

れるなどするうち、A 及び F が右のような方針を決めていることを知り、こ

れに同調する意思を固めていた。 

c 他の行為者との主従

等の関係 
○2 A は、業務全般について専断的な力を及ぼすようになり、また、人事面

においても、自己の方針や意思に沿わない取締役を降格させ、他方、B、F

ら一部の者を側近として重用し、ワンマン体制を確立していた。 

○3 B は、もともと A の抜擢を受けて取締役に就任し、その後も厚遇された

ということから、A に対してはおのずから追従的な立場であった。 

d 犯行の動機 ●4 B においては、D 社の倒産回避という A の方針に反対することは、その

ことのみによっても、A から降格、左遷等の身分上の不利益を受けることに

もなりかねないことから、その地位を失うことをおそれ、自己保身を図るた

めに本件各融資を行ったものと認められる（自己図利目的に関する判示部

分）。 

e 
 

犯行に対する積極性

の有無 
上記●1 

 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

上記●4 

 

 

 

g 
 

犯罪の準備及び犯行

後の犯跡隠蔽・利得

分配等において果た

した役割 

特になし。 
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③ 検討 

裁判所は、B につき、取締役ないし常務

取締役として、業務全般を統括している者

として、ひたすら大光相銀の利益を図り、D

社に対する貸増しを直ちに停止し、適時担

保物件を処分するなどして、既存の融資金

を回収し、たとえ既存の貸付金等の債権を

保全するため融資をする場合においても、

必要最小限度に絞り、かつ、確実十分な担

保を提供させるなど万全の措置を講ずべき

任務があったと認定している以上、上記●1

において、B が、このような任務を負って

いるにもかかわらず、大光相銀に財産上の

損害を加えないための万全の措置を一切講

じないまま、F から、D 社に対する融資の

予定額、時期等について、同人が A と決定

した内容を伝えられると、これを承認した

上、「昭和 51 年初めころまでには概ね常勤

役員会付議の手続をとった上、また、それ

以降は右の手続もとらずに、部下行員にそ

の旨指示して融資を実行させ」てきた行為

は、任務違背行為の一部を分担したものに

ほかならず、上記●1 以外の要素も認めら

れることから、実行共同正犯と認定したも

のと解される。 

なお、上記表において、●1 は、a と b に

またがる事実として整理したものであるが、

それは、F が A と協議して決定した内容を

伝えられた B が、これを承認する行為は、

任務違背行為の一部を分担したと同時に、A、

F との順次共謀を遂げたとみるべき要素と

して有力な間接事実であるからである。 

 

(3) 犯罪事実 2 について 

① 被告人・弁護人の主張 

犯罪事実 1 と同じく、B は、形式的な融

資手続に関与したに過ぎないとして、共謀

不成立を主張した。 

 

② 裁判所の判断要旨 

新潟地裁の共謀の有無に関する判示を、

下記のとおり整理した。 

 
 

大光相互銀行 犯罪事実 2 
要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 
行為者の身分・任務  犯罪事実 1 に同じ。 

a 犯行の際行った行為

の内容 
●1 昭和 51 年 3 月 6 日ころ、A、B、C、F らが出席して開かれたイ号会議

において、F から D 社の経営実態等について報告がなされた後、大光相銀の

同社に対する大口不良債権を隠蔽するため、新会社 3 社を設立して、D 社の

資産及び負債を新会社 3 社に分割し、D 社の倒産回避のため今後も同社に融

資を続けるという案が説明された上、A から、「D 社を倒産させるわけには

いかないので、右の案に沿って協力して何とかやってほしい」旨の要請があ

り、B らがそれぞれこれを了承し、D 社倒産回避のため融資を続行すること

が決められたこと 

b 他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 
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●2 B が、昭和 50 年 1 月に融資第二部長に就任して以降、D 社等の大光相銀

の大口不良債権の処理を主な担当業務とし、自ら A に提案して不銀交渉13を

行っていたこと 

●3 B が、昭和 50 年末ころからは、A の側近の役員としてイ号会議の一員と

なり、裏保証、不良債権の処理等の重要な問題の協議、決定に積極的に加わ

っていたこと 

●4 B においては、昭和 50 年 1 月以降、融資各部の担当役員として、一貫し

て D 社の融資案件の審査等の業務を統括する立場にあったこと 

●5 昭和 50 年 10 月ころからは、B は、A の指示により F とともに D 社の管

理、指導を直接担当することとなり、以後 G から同社の詳細な業況報告を

受けるようになったほか、D 社の取引先の処理方針を検討する会議を主宰し

たり、D 社の欠損補填のため種々の方策を立案し、あるいはその実現に努め

るなど実際にも同社の管理、指導に深く関与していたこと 

c 他の行為者との主従

等の関係 
犯罪事実 1に同じ。 

d 犯行の動機  犯罪事実 1 に同じ。 

 

e 犯行に対する積極性

の有無 
上記●1、●2 

 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

 犯罪事実 1 と同様（自己保身）のほか、上記●2、●3、●4、●5 のとおり、

大光相銀の不良債権処理に深く関与し、積極的にその対応に当たっていたも

のであるから、D 社が倒産したり、同社に対する大量の不良債権が公になれ

ば、担当取締役として、その責任を追及され得る地位にあったと認められる

であろう。 

g 犯罪の準備及び犯行

後の犯跡隠蔽・利得

分配等において果た

した役割 

 特になし 

備考  犯罪事実 1 に同じ。 

 

                                                  
13 大光相銀が抱えていて，大蔵省銀行局に秘匿している多額の不良債権の処理について，B が，日本不

動産銀行（日債銀の前身）に支援を依頼する交渉をしたもの。 
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③ 検討 

犯罪事実 2 につき、●1 の事実は、任務

違背行為の一部分担であるだけでなく、共

犯者が一堂に会した会議の場で遂げられた

直接的な謀議行為といえ、この点が犯罪事

実 1 と異なる。 

また、同事実は、A が、イ号会議の参加

メンバーである、B、C、E 及び F に対し、

融資継続を働きかけ、それに対し、B ら全

員が了承したというものであるが、それに

とどまらず、A がこのような働きかけを B

らに行うこと自体、A の独断では D 社に対

する不良貸付継続を決定・実行できず、B

ら他の幹部の了承が必要不可欠だったこと

を端的に窺わせるものであり（そうでなけ

れば、このような場で B らに了承を求める

必要はなく、A がトップダウンで B らに実

行させれば済むことである）、この場で、A

が、B らに了承を求め、B らが、A の働き

かけに応じたことは、共同正犯性の認定上

非常に重要というべきである。 

そして、●2～●5 の事実は、B が、日頃、

自己の職責として、大光相銀が保有する不

良債権の管理（特に D 社に対する債権）に

深く関与していたことを示すものであり、

直接本件犯行の内容をなすものではないが、

D 社に対する貸付継続について、B が無関

係・無関心でいられるはずがない（他人事

ではなく、自分のこと＝自己の犯罪）こと

を示す事実である。 

当時の大光相銀において、貸付を断絶す

ることにより、D 社を倒産させた場合、こ

れを契機として、それまで大蔵省銀行局に

ひた隠しにしていた多額の不良債権や簿外

保証（D 社だけではない）が一挙に発覚し、

不適正な業務運営の実態がすべて露見する

とともに、大光相銀は多額の債権償却を行

わざるを得なくなって一挙に赤字に転落し、

その結果、そのような事態を招来した A、B

らが内外から厳しい経営責任の追及を受け、

取締役ないし常務取締役の地位を失う結果

を必然的にもたらすものであったのである

から、これらの●2～●5 の事実は、犯行の

動機に関係する事実としても重要な事実で

あったといえるだろう。 

 
2  和歌山県商工事件 （和歌山地判

H17.5.25） 

(1) 事案の概要 

和歌山県商工信用組合(以下「県信」とも

いう)の理事長である H、非常勤理事である

I及び常勤理事（審査部門担当）である Jが、

飲食業やゴルフ場を営む K 社グループ（当

時既に経営破綻状態）の代表者 L と共謀し、

返済見込みがないにもかかわらず、不十分

な担保を徴しただけで（※）、県信から K

社グループ内の 1 社に対し、平成 7 年 4 月

28日ころから同年10月2日ころまでの間、

5 回にわたり、合計 9 億 1,000 万円もの高額

の貸付を実行し、県信に損害を与えた事案。 

※  ① K 社グループは、日債銀からの借入が

あったが、平成 5 年ころ、街金融からの

借入が発覚したため、日債銀から新規融

資を受けられなくなった。 

② 県信では、I が中心となって、K 社グ

ループから日債銀へ返済をさせるため、

平成 6 年 10 月 13 日、K 社グループに 5

億円を貸し付けた(無担保)。 

③ K 社グループは、県信からの借入金の

5 億円で日債銀への返済をした結果、担

保として預託していた登記済証（ゴルフ
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場用地等）を日債銀から返してもらった。 

④ 県信は、（実質的に代位弁済なので）

日債銀が K 社グループに返却した登記

済証を前記 5億円の担保に徴すべきであ

ったがそれをせず、さらに、K 社グルー

プに新規融資することを企てて、その担

保に前記登記済証を徴したのみで（不動

産鑑定士が評価した担保価値合計は約

3.8 億円）、それ以外の担保はとらずに平

成 7 年 4 月 28 日ころから同年 10 月 2

日ころまでの間 5 回にわたり合計 9 億

1,000 万円を貸し付けた。 

 

(2) 被告人・弁護人の主張 

被告人らは、いずれも、共謀否認も含め

無罪を主張したものであり、H は理事長、J

は審査部門担当の理事であったため、比較

的、共同正犯性が認められやすい立場にあ

った者といえるが、I は、非常勤理事である

上、融資に関する一般的な決裁権限を有し

ていなかったとして共謀を争ったものであ

るため、本稿では、I に限定して検討するこ

ととする。 

I は、平成 6 年 5 月に専務理事を退任して

非常勤理事となった後は、K 社グループに

対する貸付関係につき何らの権限も有して

おらず、本件の 5 回の融資がなされたこと

も知らないし、他の被告人や融資先と共謀

したこともなく、自己又は K 社グループの

利益を図り、県信に損害を加える目的も有

していなかったと主張した。 

非常勤理事であって、一般的な融資決裁

権限を持たない I は、判決書を見る限り、

各不正融資の稟議手続にも関与していない

ようであり、その点で特徴的な事案である。 

 

(3) 裁判所の判断要旨 

裁判所は、I が、一般的な融資決裁権限を

有していなかったことを認めつつも、下記

の事実から、I が、K 社グループとの貸金に

関する交渉については一般的な特命を受け

ていたものであって、同グループに対する

貸付及び貸付金の保全、回収等の業務を担

当していたと認定し、H らとともに、「その

任務に違背して、共同して背任行為に及ん

だものと認められる。」と判示した。

 
和歌山県商工信用組合事件 

要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 

行為者の身分・任務  理事として、K 社及びその系列会社に対する貸付及び貸付金の保全、回収等

の業務を担当し、貸付に当たっては、法令及び定款の規定を遵守するのはもち

ろん、貸付先の経営成績及び財政状態並びに貸付金の使途等を精査して貸付の

当否を慎重に検討し、十分な担保を徴するなど、貸付金の保全、回収を確実に

するための適切な措置を講じて、県信に損害を加えることのないよう誠実にそ

の職務を遂行すべき任務を有していた。 
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a 犯行の際行った行為

の内容 
 
 
 
 
 
 

●1 I が 

・  平成 6 年 10 月初めころに L から、登記済証を K 社グループで保管する

という要請を受け、同要請に従い、資金繰りの苦しい K 社グループにお

いて、更に貸付を受ける必要が生じたときの担保として利用させるため、

引き続き K 社グループで保管させることを J に伝え、J の了承を得、その

ことを J から伝えられた H からも了承を得た。 

・ I が、平成 7 年 3 月初めころに L から本件融資を求められた。 

・ I が、同月 20 日ころに H、J とともに本件の融資に関して L と面会し、

H らが L に対し融資に関し承認した（裁判所は、ここをもって、H、J、I

及び L の間の共謀が成立したと捉えている）。 

・  I が、同年 4 月 20 日過ぎころにＬから本件の 1 回目の融資の申込を受

けた。 

・ I が、L と申込金額の調整をするとともに、融資事務を取り扱う和歌山

支店長に対して融資稟議書の作成を指示した。 

などしていたが、これらの行為は H からの個別の特命を受けることなく行

っていたものと認められること。 

●2  I が、H から、「K 社グループ関係については非常勤理事になってから

も交渉を担当して欲しい」旨要請されてそれを了承し、H の計らいで（株）

県信ビル（判決中に説明はないが、名称から県信の関連会社と推察され

る。）の役員となって、K 社グループの関係について、平成 7 年 5 月末ま

で L と交渉を続けた。 

b 他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 
●3  H が、I に従前からの K 社グループとのつながりもあったからとして、

L らと交渉して K 社グループから不良債権の回収を図る任務を果たすよ

う I に指示していた。 

c 他の行為者との主従

等の関係 
○1  I は非常勤取締役 

上記●3 

d 犯行の動機 ●4  K 社グループの利益を図る目的、県信に損害を加える目的に加え、K 社

グループに対して、ゴルフ場開発資金の名目で、運転資金を貸し付けるこ

とより、同グループの倒産を先送りすることによって、自分たちの関与等

によって、それまでに発生していた県信の K 社グループに対する巨額の

不良債権の存在が世間の明るみに出るのを阻止し、自分たちに対する民

事、刑事の責任追及を回避することによって、自分たちの利益を図るとい

う自己保身の目的をも有していた。 
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e 犯行に対する積極性

の有無 
上記●1、●2 

 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

上記●4 

 

g 犯罪の準備及び犯行

後の犯跡隠蔽・利得

分配等において果た

した役割 

上記●2 

 

備考  【求刑】  H 及び I  懲役 5 年 

J   懲役 4 年 

【判決】  いずれも  懲役 3 年 

H 及び I  執行猶予 5 年間 

J   執行猶予 4 年間 

I は、非常勤理事に過ぎず、貸付に関する一般的な権限を有していないが、

量刑では、H と同格であり、審査部担当の理事の J よりその責任は重いと評価

されたものである。 

 
(4) 検討 

本件で、I は、非常勤理事であって、一般

的な融資決裁権限を有さず、本件貸付の稟

議等のライン上にはおらず、正式な決裁手

続には一切関与していないようであるが、

裁判所は、●1～●3 の事実から、I につき、

理事長 H からの特命により、K 社グループ

に対する貸付、貸付金の保全、回収等につ

いて権限・任務を有し、その任務違背があ

ったと認定している。 

●1 の事実から、K 社グループに対する貸

付の決裁ルートは、実質的なルートと、形

式的なルートの 2 本が存在し、形式的なル

ートは和歌山支店→本店というものである

が、実質的なルートはそれに先立つ I→J→H

というものであったことが認められ、かつ、

内容については、I が L と決めた内容が、J

及び H によってそのまま承認されており、

県信としての意思決定に強い影響力を及ぼ

していたことが認められ、K 社グループへ

の融資を主導したとも評し得る。備考欄記

載のように、求刑及び量刑において、I は、

H と同格に扱われており、一般的な融資決

裁権限を有する J よりも重いとされている

が、任務・権限について、実質的な理解を

示した本件判旨は妥当といえよう。 

また、●1 の事実のとおり、I は、K 社グ

ループとの貸金に関する交渉について、一

般的な特命を受けていたため、H からの個

別の特命を受けずに、融資金額の調整等ま

で行っていたことから、K 社グループに対

する貸付は、I の任務にほかならず、つまり、

I にとっては他人事では決してなく、正に自

己の犯罪というべきものであって、共同し

て任務に違背したものといえるだろう。 
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加えて、H は代表理事ではあるものの、

元々は和歌山県職員であり（最終は、知事

公室長）、県信において K 社グループに対す

る貸付債権の扱いが深刻になった以降の平

成 5 年 5 月に県職員を辞して県信の代表理

事に就任したものであって、他方、I は、K

社グループを担当するようになった経緯は

不明であるが、H が代表理事に就任する以

前からの K 社グループの担当者であったた

め、H からすれば、県信において K 社グル

ープ案件について詳しい I を頼りにせざる

を得なかったことから、I 自身が非常勤理事

になってからも、特命として K 社グループ

案件の取扱いを行わせていたものと考えら

れ、そのことからしても、I にとって、K 社

グループに対する貸付は I 自身の任務にほ

かならないと考えられる。 

なお、I は、合計 5 回の本件犯行中、3 回

目の融資が行われてから 4 回目の融資が行

われるまでの間に、事実上、県信との関わ

りを持たなくなったものであるが、裁判所

は、4 回目以降の犯行についても、I が被告

人 H らに対し、融資を阻止する等の行為に

出なかったことを捉えて、共犯関係からの

離脱が認められないと認定している。 

本件の犯罪事実は、平成 7 年 4 月 28 日こ

ろから同年 10 月 2 日ころまでの間、5 回に

わたり、K 社グループに対して合計 9 億

1,000 万円を貸し付けたというものであり、

5 回にわたる各貸付は、いずれも同年 3 月

20 日ころ、H、J、I 及び L の間に成立した

融資の合意の実行としてなされたものであ

って、同合意が、5 回にわたる各貸付の全

部について因果性を有しているのであるか

ら、I が、3 回目の融資が行われた以降、県

信との関わりを持たなくなったとしても、I

が、自らの行為の、共犯者による将来の犯

罪結果への因果性の解消を一切行っていな

かった以上、共犯関係からの離脱の一般論

からして、当然の判断である。 

 
3 国民銀行事件(東京地判 H14.8.30) 

(1) 事案の概要 

頭取である M・副頭取である N が、共謀

の上、平成 9 年 7 月 31 日から同 10 年 6 月

1 日までの間、20 回にわたり、O1 社及び被

告人両名等の利益を図る目的で、O1 社に対

し、合計 90 億 5,100 万円の不良・不当貸付

を行ったもの。 

本判決は、黙示の共謀を認定した点に特

徴がある。 

 
(2) 被告人・弁護人の主張 

M・N とも無罪主張をし、M の弁護人は、

包括的にも個別的にも共謀はなかった旨主

張した。 
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(3) 裁判所の判断要旨

国民銀行事件 
要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 
行為者の身分・任務 【M】 代表取締役頭取として、同銀行の業務全般を統括（融資に関しても最

終決裁権限者） 

【N】 代表取締役副頭取として、M を補佐して同銀行の融資業務等を統括（審

査担当取締役として融資に関する業務の監督等を中心職務としてお

り、頭取の諮問機関である融資審議会や O1 社融資案件のプロジェク

トチームの検討会において中心的な役割を担い，これらを主導する立

場） 

【両 名】 銀行資金の貸付けを行うに当たっては，あらかじめ貸付先の営業

状態，資産等を精査するとともに，確実にして十分な担保を徴するな

どして貸付金の回収に万全の措置を構ずべき任務を有していた。 

a 犯行の際行った行為

の内容 
 
 
 
 
 
 
 

●1 本件に先立つ平成 9 年 2 月末の融資（不良貸付）を行うか否かを決する

ため、N が指示して同月 10 日に開催させた融資審議会（当該融資審議会に

M は不出席）において、本店営業部審査部長らから融資継続を反対する意見

が具申されたばかりか、背任行為であり、刑事責任が問われる可能性がある

旨まで指摘されたにもかかわらず、一人 N が融資継続を主張してその場で

同会としての結論を保留にさせ、その後、N が、M に以上の審議会での状

況を説明したところ、M が N に融資継続を指示し、これを受けて N が融資

継続を本店営業部に指示し、稟議書作成を指示した。 

●2 その後、本店営業部審査役が、融資継続が背任行為に当たる旨記載した

書面（「融資審議会議案」との表題）を稟議書とともに N に渡して、N や担

当役員から決裁印を受け、M にも伺ったところ、M が、審査役に対し「大

蔵や日銀の考査に見つかったらどうするんだ。背任に当たるだの、背信だの

と書いて大蔵や日銀に見られたら困るだろう。」などと怒鳴って差し替えを

命じ、稟議書にのみ決裁印を押捺した。 

●3 上記平成 9年 2 月 10 日開催の融資審議会以外の各種会議等においても，

M・N 両名が周囲の反対意見に対して，「今，O2 社や O1 社を倒産させるこ

とはできない。大きな不良債権を表面化させることはできない。」旨述べて，

融資継続を指示した。 

●4  M 及び N から O 1 社に対する融資を継続する旨の経営判断が明確に示

されたことから、それ以降は、両名のその意思に従って、事務処理が進めら

れるようになり、融資審議会においても、関係者らが一様に M らの意向を

承知した結果、積極的な意見の開陳が行われなくなっていった。 

b 他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 
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c 他の行為者との主従

等の関係 
●5 Ｍは代表取締役頭取 

●6 N も代表取締役副頭取  

d 犯行の動機 ●7 貸付先会社の利益を図る目的及び自己が責任追及を受けるのを回避する

目的（図利加害目的に関する判示部分） 

e 犯行に対する積極性

の有無 
上記●1、●2、●3、●4 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

上記●6 

 

 

g 犯罪の準備及び 
犯行後の犯跡隠 
蔽・利得分配等に 
おいて果たした 
役割 

特になし 

備考  個々の犯罪事実に係る個別の謀議行為は見いだせない（ただし、各融資につ

いて、それぞれ M・N 両名が稟議において決裁したことは窺われ、それをも

って、個々の融資について順次共謀があったと解する余地はあると考えられ

る。）。 

 
裁判所は、「被告人両名の公判供述からは、

被告人両名が、本件各貸付について具体的

に意思や方針を相談し合うなどしていた状

況は窺えない。」として謀議行為の存在は消

極に解しつつも、上記の各事実から、国民

銀行にとって O1 社に対する融資を継続す

るか否かは、その経営の根幹をも揺るがし

かねない極めて重要な事項であったにもか

かわらず、M 及び N が、「具体的かつ明示

的に融資実行について両者間での話合いや

相談をしなかったというのは、むしろ、被

告人両名が、暗黙のうちに O1 社への融資の

継続を意図していたことを相互に認識し、

共通の理解としていたからであると認めら

れる。」とした上、「平成 9 年 2 月の時点に

おいて、被告人両名は、それ以外の者が融

資継続に反対意見を有する中、それぞれ融

資実行の意思を有していることを互いに認

識するに至っており、その後特段の事情変

更もなく、かえって O1 社に対する貸付が毎

月 10 日と月末に取り決められた手続に沿

って定型的に繰り返されていたのであるか

ら、本件各貸付において、その状況に変化

がないことも相互に認識していたものと認

められ、被告人両名には、証拠上具体的か

つ明示の共謀までも認められないものの、

少なくとも、本件各貸付当時において、そ

の実行につき黙示の共謀があったと認める

のが相当」と結論付けている。 
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(4) 検討 

本件判決書の記載上は、本件各貸付当時、

M 及び N がいかなる行為を行っていたかは

記載されていないが、平成 9 年 2 月に M が

N を介するなどして融資継続方針を宣明し

た以降は、国民銀行内部で、O1 社への融資

について、問題となることはなく、日常の

業務として決められた手続に従って定型的

に処理され、実行されていたところ、M 及

び N は、その任務・権限からして、各貸付

の実行の都度、それぞれ決裁を行っていた

はずであり、個々の融資の際には M・N 間

に、謀議行為らしきものが認められなかっ

たことから、平成 9 年 2 月の融資審議会及

び直後の状況（●1～●4 の事実）を総合考

慮して、各貸付の決裁の都度、黙示の共謀

があったものと認定したと思われる。 

O1 社への融資継続について、平成 9 年 2

月の融資審議会の場では、本店営業部は、

一様に強く反対したものであるが、その後、

M が N を介するなどして、融資継続方針を

宣明した以降は、特に反対は起こらずに、

日常業務として、定型的に融資が継続され

ていったものであるから、M の影響力が、

国民銀行内部において大であったのにほか

ならない。 

また、副頭取である N も、代表取締役副

頭取という重責を担う立場であり、とりわ

け審査担当取締役として融資に関する業務

の監督等を中心職務としており、頭取の諮

問機関である融資審議会や O1 社融資案件

のプロジェクトチームの検討会において中

心的な役割を担い，これらを主導する立場

であったことからは、O1 社への融資継続は

自己の犯罪といえるであろう。 

本件判決書中、量刑の理由部分の判示で

はあるが、N が M とともに、O1 社への融

資に反対する者に対し、前記各種の審議会，

検討会等において，「今，O1 社を倒産させ

ることはできない。大きな不良債権を表面

化させることはできない。」などと述べて，

その意見を封じて融資継続を指示したこと

などから、両名が、任務違背行為を共同し

て行ったと見るのがごく自然であるといえ

る。 

 
4 コスモ信用組合事件 

（東京地判 H13.2.20） 

(1) 事案の概要 

コスモ信用組合において、平成 4 年 1 月

28 日から同 5 年 1 月 13 日までの間、代表

理事理事長 P、代表理事副理事長の Q 及び

R、専務理事ないし常務理事の S が、グルー

プ会社を救済する目的で、返済能力のない

ペーパーカンパニーである有限会社 8 社に

対して、グループ会社の不良資産を買い取

る資金として、153 億 65 万円もの巨額の不

正融資を行わせた事案。 

本件各犯行は、理事長 P が終始主導した

ものであり、本稿では、共同正犯性が問題

となる Q、R 及び S の 3 人（以下、「Q ら 3

名」ともいう。）について検討する。 

Qら 3名は、審査委員会の構成員であり、

コスモ信用組合において、同委員会は、大

口の融資についての最終決裁権限を有する

機関であって、単なる代表者の諮問機関で

はなく、本件各犯行に係る不正融資は、同

委員会によって決裁されたものであって、

代表者 P 自身は決裁そのものには関与して

いないようである。 

また、本件では、融資先であるグループ
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会社の経営者である T も共同正犯として起

訴されているが、借り手の責任については

本稿の目的ではないので、割愛する。 

 

(2) 被告人・弁護人の主張 

弁護人は、背任の成立を全面的に争い、

そのうち主要な主張は、いわゆる母体行責

任ゆえ任務違背が成立しないとする点であ

るが、共謀も否認している。 

 
(3) 裁判所の判断 

コスモ信用組合事件 
要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 
行為者の身分・任務  Q 代表理事副理事長として理事長を補佐して業務を執行し、平成 2 年 10

月 1 日から同 4 年 3 月 31 日までは同信用組合の行う貸付けを審査し、

同年 4 月 1 日から同 7 年 7 月 31 日までは同信用組合の行う貸付け業務

全般を統括していたものであり、審査委員会構成員として大口の融資案

件の稟議に関与 

 R 同信用組合の代表理事副理事長として理事長を補佐して業務を執行し、

平成 3 年 5 月 24 日から同 4 年 3 月 31 日まで同信用組合の行う貸付け業

務全般を統括していたものであり、審査委員会構成員として大口の融資

案件の稟議に関与 

 S 同信用組合の専務理事及び常務理事として理事長及び副理事長を補佐し

て業務を執行し、同年 4 月 1 日から同 7 年 7 月 31 日まで同信用組合の

行う貸付けを審査していたものであり、審査委員会構成員として大口の

融資案件の稟議に関与 

P 及び上記 3 名は、いずれも顧客に組合資金を貸し付けるにあたっては、関

係法令並びに同信用組合の定款及び貸出規定等の定めを遵守するはもとより、

予め貸付先の営業状態、資産等を精査するとともに、確実にして十分な担保を

徴して貸付金の回収に万全の措置を講ずるなど同信用組合のため職務を誠実

に遂行すべき任務を有していた。 
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a 犯行の際行った行為

の内容 
●1 本件各融資はコスモ信用組合の担保基準からすると大幅な担保割れとな

り、かつ、融資先は営業活動のないペーパーカンパニーであることは明ら

である上、グループ会社自体の経営状況も既に述べたとおり、いずれも多

額の借入金を抱えるなど苦しい経営を続けていたものであって、本件各融

資を返済し得る状況にはなく、本件各融資により、コスモ信用組合に損害

を発生させることになることも明らかであり、被告人らもこれらの事情を

認識していた。  

  そして、P は、本件各融資を立案し、コスモ信用組合の融資基準を無視

した各融資をグループ各社に指示してコスモ信用組合に申し込ませた上、

融資担当者に命ずるなどしてこれらの融資申込みに対して貸出稟議を決

裁させて各融資を実行させたものであって、P には本件犯行の故意が認め

られる。  

  Q、R 及び S は、いずれも審査委員会のメンバーとして本件各融資の貸

出稟議に関与して、融資基準を無視した大幅な担保割れ融資であることを

十分に知りながら P の意向に同調して決裁して、各融資を実行させた。 

b 他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 

c 他の行為者との主従

等の関係 
○1 本件各不正融資は、P が自ら中心となって計画した上、Q らを巻き込ん

で本件各融資を実行させたものであって、コスモ信用組合の幹部である Q

らが、本件各融資を計画・立案した P の強い意向に異を唱えることが困難

な側面があったことは否定できない。  

d 犯行の動機 ●○2 本件各融資の目的は、コスモ信用組合のグループ会社に対する救済と

いう第三者の利益を図る目的でなされたものであるが、Q、R 及び S が、

各人の立場から、グループ会社救済について、どの程度利害関係があった

かは判示しておらず、不明である（責任追及回避、人事上の不利益回避等

の自己保身も考え得るが、判示されてはいない）。 

e 犯行に対する積極性

の有無 
上記●1 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

上記●2 

 

 

g 犯罪の準備及び犯行

後の犯跡隠蔽・利得

分配等において果た

した役割 

特になし 
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(4) 検討 

本件判決は、Q、R 及び S について、P に

対して従たる立場にあること、各融資実行

に関して、強い動機ないし利害関係が窺わ

れないとの消極事情を認めつつ、融資の最

終決定機関である審査委員会構成員として

大口の融資案件の稟議に関与しており、い

ずれも顧客に組合資金を貸し付けるにあた

っては、関係法令並びに同信用組合の定款

及び貸出規定等の定めを遵守するはもとよ

り、予め貸付先の営業状態、資産等を精査

するとともに、確実にして十分な担保を徴

して貸付金の回収に万全の措置を講ずるな

ど同信用組合のため職務を誠実に遂行すべ

き任務を有していたところ、本件各融資に

ついて、各グループ会社が返済し得る状況

にはなく、コスモ信用組合に損害を発生さ

せることになることを認識していたにもか

かわらず、P の意向に同調して決裁して、

各融資を実行させたことをもって、共謀の

成立を認めている。 

コスモ信用組合における審査委員会は、

大口の融資案件について、融資を行うか否

かを最終的に決定する機関である以上、審

査委員会に所属して融資決裁権限を持つ Q

ら 3 名が回収困難と認識していながら融資

を承認したのであるから、消極事情がある

ものの、実行行為そのものを分担したもの

といえ、積極性も認められ、共同正犯性を

認めることは自然であったものと考えられ

る。 

 
5 新潟中央銀行事件（新潟地判 H14.7.2） 

(1) 事案の概要 

既存融資先（U 社の商号が変更された U’

社を中心とする U 社グループ各社）に対し、

平成 10 年 7 月 23 日ころから同 11 年 7 月 23

日までの間、前後 9 回にわたり、合計 30 億

4,348 万 8,358 円の不良貸付を行った事案

（一部は、関連会社を借入名義人とする迂

回融資を利用）。 

被告人 V は、平成 10 年 6 月 16 日から同

年 8 月 24 日まで、新潟中央銀行（以下「新

潟中銀」ともいう。）の資金証券部担当の専

務取締役、同月 25 日から同 11 年 8 月 24 日

までの間代表取締役頭取の地位にあった者

である。 

V に対する公訴事実は、専務取締役であ

った時期の不良貸付と代表取締役頭取に就

任した後の時期の不正融資に分かれるが、V

が代表取締役頭取に就任した以降の不良貸

付については、V 本人について共同正犯性

は問題とならないため、本稿では、V が専

務取締役であった時期の不良貸付に限定し

て検討する。 

専務取締役時代の V は、資金証券部担当

の専務取締役であって、新潟中銀の資金繰

りの適正及び健全性について責任を負う地

位にはあったが、融資担当の取締役ではな

かった。 

もっとも取締役時代の V は、新潟中銀に

おいて、一定の重要案件について開催され

る経営会議の構成員であって、専務取締役

時代の本件各不正融資を行うか否かについ

ても、それぞれが案件として上程された経

営会議に参加して関与したものである。 

当時の新潟中銀では、日常の業務執行に

関し，取締役会の下に一定の重要事項に関

する協議決定機関として経営会議が設置さ

れており，常勤の取締役以上の役員がその

構成員とされ，その過半数以上が出席して
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融資案件等を協議し，適宜意見を述べ，そ

の協議をした結果に基づいて頭取が最終的

にその案件の可否を決することになってい

たが、頭取以外の取締役の意見が頭取の決

定を拘束するものではなく、諮問機関に過

ぎなかったものである。 

また、V の専務取締役当時の代表取締役

頭取は、W（V の前任の代表取締役頭取）

であり、新潟中銀について強い支配力を及

ぼしていた創業者の家系の者であって、W

自身も、自己の意向に沿わない者に対して

は降格等の制裁人事を行うなどして新潟中

銀を支配していた。 

 

(2) 被告人・弁護人の主張 

V は、専務取締役当時の本件各不正融資

について、反対の意見を有しており、平成

9 年 12 月 9 日に開催された経営会議におい

て、W による融資案件に対する融資をスト

ップすべきである旨発言してそれ以後の融

資について明示的に反対したが、それ以後

の各融資が上程された各経営会議では、明

示的に反対の意見を表明しなかったので、

W の本件各融資に対する承認決定を容易に

したという幇助犯の成否はともかく、W ら

との共謀共同正犯が成立する余地は全くな

い旨主張した。 

 

(3) 裁判所の判断要旨 

裁判所が、V の共同正犯性認定の要素とした事実は、下記のとおりである。 

新潟中央銀行事件 
要 素 判示（●有罪認定積極事情 ○有罪認定消極事情） 

行為者の身分・任務  専務取締役として，代表取締役頭取 W を補佐して業務を掌理していたもの

で，代表取締役 W 及び同銀行の融資業務を担当していた常務取締役らととも

に，融資を行う場合には，関係法令並びに同銀行の定款及び貸出権限規程等に

従い，あらかじめ，融資先の営業状態，資産等を精査するとともに，確実にし

て十分な担保を徴求して融資金の回収に万全の措置を講じ，同銀行に損害を与

えないよう忠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものであり、本件の

回収の見込のない W による融資案件承認という任務違背行為を阻止すべき法

律上の義務があった。 

とりわけ、資金証券部担当役員として，同銀行の資金繰りの適正を保持する

ため，W による融資案件承認という任務違背行為を阻止すべき法律上の義務が

あった 

a 犯行の際行った行為

の内容 
○1 判決書の記載上、本件各不正融資は、経営会議による承認の範囲内で，

個別の融資稟議の度に融資業務の担当役員である常務取締役の決裁でそ

れぞれの融資が実行されたとのことであり、V は個々の決裁手続には関与

してはいないようである。 
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●1 V は，U 社グループに対する当初の融資のころから，常務取締役として

その融資案件の審査に携わり，事業計画や融資返済計画等が杜撰で，新潟

中銀が U 社に融資を行っても，その回収が危ぶまれる状態にあったこと，

この U 社グループに対する融資は確実な担保等の裏付けがないままに実

施されたものであることを熟知しており，この融資案件を承認した W の

行為は，同銀行の取締役としての任務違背であることを他の取締役ともど

も認識していたこと，したがって，V が，取締役として，本件第 1 の各犯

行に係る融資案件が審議された経営会議の場で，とりわけ，同銀行の資金

証券部担当役員として，同銀行の資金繰りの適正を保持するために，W に

よる融資案件承認という任務違背行為を阻止すべき法律上の義務があっ

たことは明らかである。 

それにもかかわらず，V 及びその他の経営会議に参加した役員らは，当

該融資案件が上程された経営会議において，何らその融資に反対意見を表

明することすらなく，その経営会議で頭取が承認した場合には，経営会議

の機関としての決定になり，その融資が実行されることが確定することを

認識しながら，それを容認した。 

b 
 

他の行為者との共謀

の有無ないしその経

過・態様 

c 他の行為者との主従

等の関係 
○2 専務取締役として、新潟中銀の No.2 の地位にあるが、本件は、代表取締

役頭取の W が、強大な人事権を握るなどした上で，いわば独断的な経営

を行う状況下において実行されたものであり、W の影響が強固な同銀行に

おいてその取締役の地位を維持するためには同人に表立って反対するこ

とはできなかったことにはその立場上無理からぬ事情もあった。 

一方で、W の方針に反対すれば，W から同銀行内において，人事上不

利益な扱いを受けることなどを危惧する余り自己保身のため，取締役とし

て忠実にその任務を遂行せず，不正融資を続けたとも指摘しており、逆に、

図利加害目的の認定につながっている。 

d 犯行の動機 ●2 U 社グループ、W、自己の利益を図る目的（反対した場合には W の不興

を買い，左遷されるなどの不利益を受けるおそれがあったことから，これ

を回避する目的で異議をとどめず，経営会議に出席していた他の役員らと

ともに賛成したもの。） 

e 犯行に対する積極性

の有無 
○3 各融資の審議を行った各経営会議以外の場において、W 主導の大口融資

案件に対して、直接かつ明確ではないまでも反対の意向を示したことがあ

る。 

f 犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程

度 

上記●2  
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g 
 

犯罪の準備及び犯行

後の犯跡隠蔽・利

得分配等において

果たした役割 

上記○3 

 

 

V の弁解について、裁判所は、「もっとも、

被告人は、本件第 1 の各犯行の各融資の審

議を行った各経営会議以外の場において、

W 主導の大口融資案件に対して、直接かつ

明確ではないまでも反対の意向を示したこ

とがあることは弁護人指摘のとおりである

が、前記のとおり、新潟中銀における日常

の業務執行に関する重要事項を審議決定す

る場である本件各融資案件が上程された経

営会議でこれに明確な反対意見を表明しな

かった以上、結局のところ、回収の見込み

のない貸付は行わないという銀行の経営に

携わる者としての任務に背いていたことは

明らかであり、弁護人が指摘する上記の事

情が被告人の当該犯行への関与の程度等そ

の情状を判断する際に考慮し得るものでは

あるとしても、その任務違背を左右するも

のではない。」として退けた。 

 
(4) 検討 

本件の問題としては、第 1 に、本件各不

正融資が案件として上程された融資審議会

において、反対の意見を述べなかったこと

が任務違背と認められるか否かとの点と、

第 2 に、過去の融資審議会において、当該

融資先への融資について反対意見を述べて

いたこと（上記○3）をどう評価するかとい

う点に分かれるものと考えられる。 

第 1 の点につき、V の共同正犯性認定の

決め手となっているのは、上記●1 の事実

であり、裁判所は、V が、経営会議の場に

おけるWによる当該融資案件に対する承認

が任務違背行為であって、その融資が実行

されることが確定する旨認識していながら、

反対意見を表明せず、容認したことをもっ

て、V の任務違背が認められるとした。 

そして、V は専務取締役として，上記の

V 自身の任務において、本件の回収の見込

のないWによる融資案件承認という任務違

背行為を阻止すべき法律上の義務があった

ととらえる以上、諮問機関に過ぎないとは

しても、W の融資案件承認を阻止する機

会・場面として、一つの重大なポイントで

あることは疑いない経営会議の場において、

阻止する行動に出ることなく、当該融資を

容認する態度を示した以上は、任務違背が

認められると解される。 

W が、自らの意向に沿わない役職員に対

して制裁人事も辞さないワンマン経営者で

あって、仮に、V 一人が経営会議の場で、

反対意見を貫いたとしても、経営会議が諮

問機関に過ぎない以上、W の融資承認を阻

止できなかった可能性も否定できないが、

少なくとも、V が、当該融資が上程された

経営会議の場で、融資阻止に向けた行為を

何ら行わなかった以上は、任務を尽くした

とは評価できないため任務違背は否定され

ず、実行行為を一部分担したと評価される

であろう。 

この点、前記論文において、小林教授は、

実行行為を一部分担した者は、「原則として
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意思面での共同も推認し得るから」として、

おおむね正犯とし、共犯者との人的関係、

犯行の動機ないし犯行の結果との関わり合

いの事情によって、乙が幇助犯とされるこ

ともあろうとされているように、本件にお

いても、V が実行行為を一部分担した以上

は、原則として共同正犯と認定すべきで、

最終的には他の要素との兼ね合いで決せら

れるものと考えられる。 

そして、本件の消極事情としては、上記

○1（融資担当取締役ではなく、決裁には関

与していないこと）、○2（当時、W のワン

マン体制下であったこと）の各事実が認め

られ、裁判所は、いずれも V の共同正犯性

を否定するに足りないと判断したものであ

り、V の任務を上記のように解し、上記●1

から任務違背性が認定される以上は、○1

の事実があろうとも共同正犯性認定に影響

はなく、○2 にしても、犯罪の成否のレベ

ルの問題ではなく、情状のレベルにとどま

る問題であろう。 

次に、第 2 の問題として、同じ融資先に

対する融資について過去の経営会議で反対

意見を述べたことがある点（上記○3）をど

う評価するかであるが、最終的には、融資

を実行するとの W の意向に反対せず、賛成

とみられる態度を示した以上は、任務を尽

くしたとはいえず、任務違背が認められ、

背任罪の共同正犯が成立すると考えられる。 

ところで、仮に、以上の事実関係とは異

なり、V が、各融資案件が議案として上程

されたいわば本番の経営会議において、反

対意見を貫いたものの、W の決定により、

本件各融資案件が実行された場合には、V

と W の間に共同正犯が成立するだろうか。 

この点について、直接参考になる判決例

は知り得ず、一般論として述べるのは困難

であるが、取締役が、反対の意見を貫いた

ことに加えて、代表者が不正融資を行おう

としていることを、取締役に対する違法行

為差止請求権を有する監査委員ないし監査

役に対して報告すれば、通常は、任務違背

性は否定されると解されると思われが、そ

れにまで至らない場合でも、当該金融機関

の実情等を踏まえたケースバイケースの判

断で任務違背性が否定される場合もありう

ると思われる。 

この点について、上司ないし自分よりも

権限の強い者の意向ないしそのような者に

よる実質的な機関決定に対し、反対の意思

を表示しつつも、最終的に従った場合の背

任罪の成否については、次項の信用組合弘

容事件との関連で改めて検討する。 

なお、本判決は、V について「共謀によ

る共同正犯」としており、これが共謀共同

正犯を指しているか否かは、必ずしも定か

ではないが、共謀共同正犯を指していると

すれば、経営会議において反対意見を示さ

なかったという V 自身の行為をもって任務

に背いていたと認定しながら、共謀共同正

犯というのは筋が通らないと考えられる。

共謀はしたが、実行に及んでいない（任務

違背に及んでいない）場合が一般的な共謀

共同正犯の理解のはずであり、本件は、本

稿の他の事例同様、実行共同正犯の事案で

あると思われる。 
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6 信用組合弘容事件（最決 S60.4.3、控訴

審大阪高判 S57.3.29、一審大阪地判

S56.3.19） 

(1) 事案の概要 

信用組合弘容において、特別融資部担当

の専務理事である X が、理事長らと共謀し、

多数回にわたりその任務に背いて総額約 12

億円の不良貸付をして組合に損害を与えた

事案である。 

主犯は、理事長である Y1 であり、一審裁

判所は、Y1 について「強大な発言権を有し

ていたいわゆるワンマン理事長」と認定し

ており、控訴審裁判所も主犯が Y1 であるこ

とを前提としている。 

X は、第一審では、貸付について決定権

限を有しておらず、背任罪の主体となるべ

き身分がなかった旨主張したが、第一審裁

判所は、X が貸付の決定権限を有していな

いことを認めつつも、融資先から融資の要

請があった都度、特別融資部担当専務理事

として Y1 や Y2 副理事長と協議してその決

定に関与し、貸付決定後は、稟議書に Y1

らとともに決裁印を押捺していること、同

信用組合の定款・職制規程14を根拠に、本件

各貸付に関し一定の包括的、裁量的事務に

携わっていたものであって、単に機械的な

事務の担当に止っていたものとは到底いえ

ず、また背任罪が成立するためには必ずし

も単独の意思で処理する権限（いわゆる決

裁権）のある事務に関し任務違背行為のあ

ったことを要しないとして、背任罪の主体

たる身分を認めて、背任罪の成立を認めた。 

                                                  
14 職制規程では、「理事長・副理事長を補佐して

業務を執行し、必要があれば業務全般について

理事長に意見を具申する」とされている。 

控訴審において、X は、「本件各融資につ

き、理由を付して反対ないし消極的意見を

述べたから、専務理事、特別融資部担当と

して理事長・副理事長に対する補佐の責務

を十分に果たしていたものであって任務に

違背していない」との主張を加えた。 

しかし、控訴審裁判所は、X が、本件各

融資のほとんどについて Y1 理事長・Y2 副

理事長に対し反対あるいは消極的意見を具

申したことを認めつつも、融資先経営者、

Y1 及び Y2 との背任の共同正犯が成立した

ものと認定するとともに、代表者に対する

消極的意見の具申と任務違背行為の関係に

ついて判断を示したものであり、その点に

ついて限定して検討することとする。 

 

(2) 被告人・弁護人の主張 

控訴審において、X の弁護人は、X につ

いて、本件各不正融資について決定権限を

有していなかったことを前提に 

本件各融資につき背任罪が成立する

とすれば、理事長・融資先間の約束の時

点において同罪が成立しているのであ

って、その後 X が理事長の意を承けて行

った現実の融資事務の手続はせいぜい

その幇助犯を構成するにすぎない。 

とした上で、公訴事実記載の各融資につい

て 

担保が全くとれず、債権の保全ができ

ないから、貸付に極力反対したが、既に

Y1 理事長において貸付決定ずみという

ことで Y2 副理事長から、その実行を押

しつけられた。 

等として、任務違背行為はしていないと主

張した。 
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(3) 控訴審裁判所の判断要旨 

控訴審裁判所は、背任罪の主体たる身分

について一審と同趣旨の判断を示した上で、

X につき、信用組合弘容の専務理事であっ

て特別融資部を担当し、日常業務を処理し

ていたものであるが、理事長・副理事長の

指揮を受けるとともに、理事長・副理事長

の行う職務を補佐し、必要があれば、業務

全般について理事長に意見を具申する権限

をも有すると認定して、背任罪の主体たる

身分を認めた。 

その上で、控訴審裁判所は、犯罪事実と

なる各貸付について、いずれも回収が困難

であり、かつ無担保あるいは大幅な担保不

足であるから、基本的には内心反対であり、

そのほとんどについて Y1 理事長・Y2 副理

事長に対し反対あるいは消極的意見を具申

したものの、いったん同人らが承認を決定

するや、やむをえないと考え、あえて少な

くとも特別融資部担当を辞する等進退出処

を決することもなく、右決定を承け、融資

先経営者、Y1、Y2 とそれぞれ順次意思相通

じ、当該各貸付実行の手続をとったと認定

し、融資先経営者、Y1 及び Y2 との背任の

共同正犯が成立したものと結論付けた。 

そして、控訴審裁判所は、X が、Y1 らに

対し、各貸付に際し、反対あるいは消極的

意見を具申した点については、「本件各貸付

に至る経緯に照らし被告人の犯情において

憫諒すべきふしがあり、量刑上考慮される

べきものがあるにしても、その罪責は背任

罪の共同正犯と断じるになんら妨げがなく、

これを所論のように同罪の幇助犯にすぎな

い、あるいは各貸付について反対ないし消

極的意見を具申したことを理由に右罪責を

免れるべきであるとはとうていいえない」

とした。 

これに対し、X の弁護人は「原判決は」「各

貸付実行の手続をとったことをもって任務

違背ありとしているが、特別融資部担当を

辞することは専務理事をも辞すること、即

ち失職につながることになり、これこそま

さに難きを強いるものというべきである。」

「かかることまで期待し、その期待に反す

るとして刑罰を科するようなことはまさに

非情苛酷であって法の所期する以上のもの

といわねばならない」などと主張して、上

告した。 

上告審は、X の上告に対し 

弁護人の上告趣意は、事実誤認、単な

る法令違反の主張であって、刑訴法 405

条の上告理由にあたらない。 

なお、本件の事実関係のもとにおいて

は、信用組合の専務理事である被告人が

自ら所管する本件貸付事務について、貸

付金の回収が危ぶまれる状態にあるこ

とを熟知しながら、無担保であるいは十

分な担保を徴することなく貸付を実行

する手続をとった以上、それが決裁権を

有する組合理事長の決定・指示によるも

のであり、被告人が右貸付について組合

理事長に対し反対あるいは消極的意見

を具申した事情が存するとしても、所論

のように任務違背がないとはいえない

と解すべき 

として控訴審の判断を維持した。 

 

(4) 検討 

① 本件は、前記の新潟中銀と同様の争点

について判断がされた事案であるが、新

潟中銀の場合と異なり、被告人が、貸付

の実行に関与している点が異なる。 
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本件控訴審裁判所が、X に背任が成立

すると判断した骨子は、回収が困難であ

ることを認識しているにもかかわらず、

融資決裁権限を有する理事長あるいは

副理事長からの指示を受けて、融資部担

当専務理事として、融資実行の手続を執

り行ったことをもって任務違背を認め

るというものである。 

すなわち、X は、本件の各不正融資に

ついて、最終的な決定権限を持っていな

かった者であるが、控訴審は、背任罪の

成立には、最終的な決定権限までは必要

とされていないとした上、X が特別融資

部を担当する専務理事であって、大口取

引先等に対する融資に関する事務を掌

理していた者であり、理事長・副理事長

の指揮を受けるとともに、理事長・副理

事長の行う職務を補佐し、必要があれば、

業務全般について理事長に意見を具申

する権限をも有する以上、X が、回収が

危ぶまれることを認識していたにもか

かわらず、本件の不良貸付の実行の手続

を現に執り行ったことは、X 自身が負っ

ている任務に違背する行為であって、実

行行為の一部分担を行ったものといえ

ると考えられる。 

② そして、X が、各貸付をすることに消

極的意見を理事長らに具申していたと

いう点をどう評価するかであるが、この

点について、上告審・控訴審のいずれに

おいても、現に X が融資の実行を執り行

った以上15、背任罪の正否に当たって障

害になるものとはしていない。 

                                                  
15 この点が、頭取の諮問機関である経営会議で消

極的に賛意を示したにとどまり、決裁には関与

しておらず、実行にも関与しなかった新潟中銀

の V とは異なるであろう。 

金融機関に対して一定の任務を負う

者が従わなければならないのは、あくま

で本人たる金融機関に対してであって、

代表者等上司の命令ではなく、本人たる

金融機関と代表者の利害が相反する場

合には、本人たる金融機関の利益を優先

させて考えなければならないのである

から、最終的にでも任務違背行為に及ん

だ以上は、その過程において代表者等上

司の命令に従ったとしても、原則として

は、背任罪の成否のレベルの問題ではな

く、検察官の訴追裁量や求刑、裁判所の

量刑のレベルの問題であろう。 

この点、松尾邦弘当時法務省刑事局参

事官が、本件の最高裁決定について、「本

質的には情状論に属すべき問題が、『任

務違反』の成否の問題として混同される

惧れもあることから、最高裁（第二小法

廷）は『なお書き』としてあえて前記の

とおり判示したものであろう。」とされ

るように16、不良貸付をしない任務を負

っていながら、不良貸付となる融資の実

行を行った以上は、原則として任務違背

が認められ、反対意見を具申したとの事

情は、検察官の求刑や裁判所の量刑の判

断において考慮されるべきものと考え

られる。 

現に、本件の X の場合、一審の量刑（上

告審においても維持されている）におい

て、1 年 6 月の懲役刑に付された執行猶

予期間が 2 年間に過ぎないものであり、

反対意見を具申したという事情が有利

に評価された結果と考えられる（求刑に

                                                  
16 「背任罪における任務違背（機械的事務処理か

否かの認定及び決裁権を有する上司の決定・指

示に反対する意見を具申した場合の背任罪の成

否）」警察学論集 37 巻 8 号 149 頁 
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ついては知り得なかった）。 

もっとも、本件の最高裁判所判例解説
17が、「当該貸付が正当な冒険的取引とし

て許容される限度をわずかに超えた場

合など貸付の不良性が低い場合であっ

て、行為者が一応の反対にとどまらず真

摯に反対し続けながら、代表者の指示に

抗しきれずに結局は貸付を実行したと

いうような場合であれば、本人に対する

背信性が微弱であるとして任務違背を

否定しうる余地を残しているのではな

いか」、「理事というような重大な職責を

有する立場になく、その地位が低い場

合、」「反対意見を具申し一応の抵抗を示

すにとどまる場合であっても、任務違背

がないとして背任罪の成立を否定し得

る場合もありうるであろう。」と指摘さ

れているように、行為の危険性や、任務

遵守を求められている度合い等との総

合評価により、任務違背が認められない

場合もありうるとは考えられる。 

しかし、取締役や理事のように金融機

関と委任関係にある者は、雇用関係にあ

る使用人より責任が重くとらえられ、任

務違背が否定される場合は限局される

であろう。 

本件の X の場合は、上記のように、特

別融資部を担当する専務理事であって、

大口取引先等に対する融資に関する事

務を掌理するとともに、理事長・副理事

長の行う職務を補佐し、必要があれば、

業務全般について理事長に意見を具申

する権限をも有するなど重い責任を負

っていた上、真摯に反対し続けたような

                                                  
17 最高裁判所判例解説刑事編昭和六十年度 56 頁

～67 頁（仙波厚裁判官執筆） 

事情も認められない以上は、任務違背行

為を認定するのは当然であったと考え

る。 

そもそも銀行であっても、その他の金

融機関であっても、役員は、代表者の専

横を防止することを期待されているの

であるから、反対意見を退けられたから

といって、不正行為に加担した場合には、

任務違背が問われるのは当然であろう。 

③ さらに、X の弁護人は、上告審におい

て「原判決は」「各貸付実行の手続をと

ったことをもって任務違背ありとして

いるが、特別融資部担当を辞することは

専務理事をも辞すること、即ち失職につ

ながることになり、これこそまさに難き

を強いるものというべきである。」「かか

ることまで期待し、その期待に反すると

して刑罰を科するようなことはまさに

非情苛酷であって法の所期する以上の

ものといわねばならない」と主張してお

り、このような場合、責任阻却の次元で

適法行為の期待可能性の問題も考えら

れる。 

これも負っている任務の内容・任務遵

守を求められている度合いとの兼ね合

いもあるであろうが、本件の Y1 らの貸

付指示のように違法な職務命令につい

ては、従う義務はないのであり、適法な

行為を選択することが不可能とはいえ

ないであろう。 

そもそも、金融機関役員についても、

一定限度身分保障がされている。 

すなわち、信用金庫とその役員、ある

いは信用組合とその役員との関係は、本

質的には民法上の委任関係であるが、役

員の解任については、それぞれの根拠法
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令に特別の定めがあり、民法 651 条（無

理由解除）は適用されず（最高裁判決。

信用金庫につき H16.10.26、信用組合に

つき S41.1.28。）、信用金庫及び信用組合

の役員は、法令違反・定款違反ではない

場合で、かつ、全役員に対して一挙に解

任請求する場合以外は、解任の理由を記

載した書面を総会に提出するとともに、

審議の対象となる役員に総会の場にお

いて、弁明する機会を与えなければなら

ないとされ、一定限度の身分保障がなさ

れている18。 

また、銀行の役員の場合は、会社法

339 条 （旧商法 257 条）において、い

つでも解任できるが、解任にあたっての

正当事由がなければ損害賠償義務があ

る。 

このように、銀行、信用金庫及び信用

組合のいずれにおいても、代表者の一存

で解任することはできないのが法の建

前である。 

④ もっとも、現実の金融機関組織におい

て、代表者による強固なワンマン体制が

構築されているような場合には、代表者

やその側近の役員らが、その意に添わな

い役員に対して、有形無形の圧力をかけ

るなどして、辞任に追い込むことが考え

られ、本件のように、代表者が不正融資

を行おうとしている際に、役員が、正当

にもこれを拒否しようとする場合にも、

そのような目に遭うことが考えられる。 

このような場合であっても、役員は、

本件において、あくまで本人である当該

金融機関の存立目的に沿った行動をす

                                                  
18 信用金庫につき信用金庫法 35 条の 8、信用組

合につき中小企業等協同組合法 42 条。 

る法的義務を負っているのであり、代表

者の利益のために行動してはならない

のであるから、役員の地位にある限りは、

少なくとも融資実行を拒否する義務が

あるであろうし（定款等権限規程の内容

次第では、自分が拒否するだけではなく、

代表者の行為を阻止する義務が認めら

れる場合もあるであろう。）、また、拒否

したことゆえに役員の地位が危うくな

った場合においても、自己保身のために、

不正融資実行を承認することは許され

ず、法令に従って自己の正当性を主張す

べきであろう。 

⑤ 役員の期待可能性については、民事の

判例ではあるが、いわゆる蛇の目ミシン

代表訴訟事件の最高裁判決19が参考にな

る。 

同判決は、蛇の目ミシンの代表者らが、

同社の株式を大量に保有するに至った

仕手筋の者からの脅迫に屈して 300 億

円を供与したことについて、同社の株主

が同代表者らを相手取り、同社へ 300 億

円を返還する（旧商法 266 条 1 項 5 号）

よう請求した代表訴訟に係るものであ

り、原審である東京高判平成 15 年 3 月

27 日は、代表者らの仕手筋の者に対す

る 300 億円の供与行為につき、「取締役

として、少なくとも 300 億円の融資の形

を取った利益供与行為を行ったことに

ついて、外形的には忠実義務違反、善管

注意義務違反があったということがで

きる。」「しかし、株式会社の取締役が、

法令又は定款に違反する行為をしたと

して、商法 266 条 1 項 5 号の規定に該当

                                                  
19 平成 18 年 4 月 10 日第二小法廷判決。判例タ

イムズ 1214 号 82 頁 



31 
 

することを理由に損害賠償責任を負う

には、右違反行為につき取締役に故意又

は過失があることを要するものと解さ

れ」、「この点は、忠実義務違反（商法

254 条の 3）、善管注意義務違反（商法

254 条 3 項、民法 644 条）においても同

様と解される。 そこで、進んで被控訴

人らの故意又は過失の有無について判

断するに、前記認定の事実関係に照らし、

被控訴人らの故意を認めることはでき

ないところ、」とした上で、「会社の経営

者としては、より毅然たる態度をもって

臨むことが期待されるべきであるが、本

件における前認定のごとき Z の狡猾か

つ暴力的な脅迫行為を前提とした場合、

当時の一般的経営者として、被控訴人ら

が上記のように判断20をしたとしても、

それはまことにやむを得ないことであ

ったとみざるを得ない。」として、職務

遂行上の過失も認められない旨判示し

た。 

このような控訴審の判示については、

適法行為の期待可能性を過失の一内容

としてとらえた上、期待可能性の欠如を

理由に免責を認めたとも考えられると

評されており21、行為の客観面から義務

違反を認めた上で、行為の主観面で責任

を否定したものと考えられる。 

                                                  
20 仕手筋の者の要求を放置すれば、蛇の目ミシン

の優良会社としてのイメージが崩れ、多くの企

業や金融機関からも相手にされなくなり、会社

そのものが崩壊すると考えたことから、そのよ

うな会社の損害を防ぐためには、300 億円とい

う巨額の供与もやむを得ないとの判断を指して

いる。 
21 松原正至・判例評論 578 号 31 頁（判例時報

1956 号 201 頁）山口和男・平成 18 年度主要民

事判例解説（判例タイムズ臨時増刊 1245 号 150
～151 頁）参照。 

これに対し、最高裁は、代表者の取締

役としての善管注意義務違反の有無が

問題のひとつとなったものであり、「警

察に届け出るなどの適切な対応をする

ことが期待できない状況にあったとい

うこともできない」等と判示して期待可

能性の欠如を否定して過失を認め、責任

を肯定したものであり、取締役の責任を

重くとらえた判決といえる。 

同事件において、代表者らが、度重な

る執拗な脅迫を受けたことによって著

しく憔悴していた事実は窺われるが、最

終の脅迫を受けてから実際に 300 億円

を供与するまでの数日間に、メインバン

クの頭取ら幹部に相談したり、他の役員

らと対応を協議した末に 300 億円の供

与を決定していたとの事実関係からは、

代表者らの期待可能性が否定されるほ

どの差し迫った状況は存在しなかった

と考えられ、最高裁の判断は妥当なもの

と考えられる。 

同判決は民事の判決とはいえ、取締役

としての任務を全うしたか否かの問題

についてのものであって、背任罪の任務

違背についての考え方もこれと基本的

に同じものではないかと考えられ、本件

においても、期待可能性が否定されるよ

うなことにはならないであろう。 

また、本件のような場合で、たとえ一

時的に反対しようとも、最終的に代表者

の意を受けて不正融資に加担したよう

な場合は、役員に対する責任追及の訴え

の対象ともなりうるのであり22、金融機

                                                  
22 会社法 847 条。同条は、信用金庫には信用金

庫法 39 条の 4 により、準用。また、信用組合に

は協同組合法 39 条により、準用。 
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関役員としては、安易に考えるべきでは

ない。 

     
第 4 総 括 

以上 6 つの判決例を検討したが、なにぶ

ん判決の数自体が少ないため、そこから金

融機関役員による不正融資を巡る背任事件

の共同正犯性認定について、一般的な法則

を導き出すことは困難である。 

ただし、6 つの判決例において、共同正

犯性認定の基準として有用と思われる 

a 犯行の際行った行為の内容 

b 他の行為者との共謀の有無ないしそ

の経過・態様 

c 他の行為者との主従等の関係 

d 犯行の動機 

e 犯行に対する積極性の有無 

f 犯罪の結果に対する利害関係の有無、

程度 

g 犯罪の準備及び犯行後の犯跡隠蔽・

利得分配等において果たした役割 

の 7 つの基準のうち、最も重要なのは a 及

び b であって、行為者本人が、融資実行の

意思決定、融資実行手続に関与した度合い、

融資を決定するに至るまでの役員間におけ

る意思連絡の経過・態様等が各判決におい

て重く扱われているのは確かである。 

コスモ信用組合事件において、裁判所が、

Q、R 及び S といった融資決裁権限を持つ者

が、審査基準を無視した大幅な担保割れ融

資であることを十分に知りながら、稟議に

関与したことをもって共同正犯性を認定し

ているように、融資決裁権限を有する者が、

不正融資を決裁すれば、共同正犯性が認定

される可能性は高いであろう。 

言うまでもなく、これ以外の要素が重要

ではないとはいえないが、本稿で取り上げ

た例にしたがうと 

大光相銀事件 

新潟中銀事件 

コスモ信用組合事件 

信用組合弘容事件 

では、いずれも組織内部における代表者の

権力が強大であり、本稿で取り上げた者は、

いずれも代表者に対して従たる立場であっ

たことは間違いないが、それが共同正犯性

を否定する決め手とは評価されていない。 

また、犯行の動機や犯罪の結果に対する

利害関係の有無、程度については、そもそ

も背任が目的犯であるため、自己保身を含

め図利加害目的のいずれかを有していれば、

基本的には肯定されるものであり、これ自

体が共同正犯性認定を左右する争点にはな

らないであろう。 

一般に、共同正犯性の認定上、動機の有

無が重要な問題とされる事案の多くは、実

行行為を全く行っていないか、一部行った

としてもその程度が軽微である上、実行者

との意思連絡が微妙な事案であると思われ、

そのような事案だからこそ、動機の有無が

着目されると思われるが、本稿で見てきた

ような不正融資をめぐる背任事案で共同正

犯として起訴された者については、意思決

定への関与、貸付実行といった任務違背行

為を分担している者がほとんどと思われ、

捜査から訴追に至る過程で厳密にフィルタ

リングされていたものと思われる。 

結局、背任の共同正犯の認定においては、

当該役職員にとって任務違背行為があった

と認められるか否かが最重要であり、その

場合、金融機関に限ったことではないが、
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役員は、会社等委任者と委任関係にあり、

善管注意義務を負っている以上、厳しい責

任を負っているため、任務違背の有無につ

いても、厳格に判断がされることとなろう

（新潟中銀事件、信用組合弘容事件参照）。 

 

以 上 
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背任罪における自己保身目的を内容とする図利加害目的の捉え方 

－破綻金融機関の経営者に対する刑事責任追及－ 

 

北村 隆1 
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1 前預金保険機構法務統括室総括調査役。本稿中見解等にわたる部分は私見である。預金保険機構の公式

の見解等を示すものではない。 
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第 1 はじめに 

預金保険機構は、平成 3 年 7 月に破綻

した東邦相互銀行に対し、発足以来初の

資金援助を実施した。同銀行の破綻以後、

平成 15 年 11 月に特別危機管理開始決定

がなされた足利銀行の破綻に至るまで、

我が国における金融機関の破綻は合計

181 件に上る。 
この間、預金保険機構は、破綻金融機

関の経営者らの民事・刑事の法的責任の

所在を明らかにすることを目的として、

責任追及に向けて積極的な調査活動を行

った上、経営者らに対する損害賠償請求

あるいは刑事告発に努めてきた。 
破綻金融機関の経営者らが、背任罪あ

るいは商法の特別背任罪で起訴された事

案は 28 金融機関に上るところ、その多く

が、回収不能に陥った融資案件を問題と

したものである。そして、これらの背任

（あるいは特別背任）事件の多くは、捜

査及び公判において、その構成要件であ

る任務違背の該当性、図利加害目的の有

無が争点とされたところ、そのうち図利

加害目的に関しては、検察官において「自

己保身目的」を内容とした自己図利目的

を認定して起訴し、裁判所がそれを認定

して有罪判決を宣告した事案も多く認め

られる。 
本稿では、背任罪（特別背任罪）の自

己保身目的を内容とする図利加害目的に

ついて、上記 28 事案に係る主として刑事

第一審判決を分析することにより、その

考察を深めることとしたい。 
構成として、図利加害目的に関する解

釈上の主要な論点に対する裁判例や学説

を整理した後、図利加害目的の有無の認

定に関する破綻金融機関28事案の判決を

通覧する。その上で、裁判所が自己保身

目的を内容とする図利加害目的を認定し

た 17 事案を概観した上、否認事件 11 事

案における判断構造を検討することとす

る。この点、北海道拓殖銀行事件は一審

と控訴審とで結論を異にしたもので、同

種事案を検討する上で極めて意義深いも

のと思料されるため、判決内容の詳細に

立ち入って分析を行うこととしたい。 
なお、本稿では、最高裁、高裁及び地

裁の判決の原文を長文にわたって引用し

た箇所がある。本研究が判決分析を基軸

としたものであって、判決で用いられて

いる微妙な言葉の用い方や表現の意味を

看過できないと考えたためであり、筆者

が重要と考える箇所は長文を厭わずに引

用することとした。 
 

第 2 図利加害目的の意義、位置付

け、判断枠組について 

1 構成要件要素としての図利加害目的 

刑法は、背任罪につき、 
他人のためにその事務を処理する者

が、自己若しくは第三者の利益を図り

又は本人に損害を加える目的で、その

任務に背く行為をし、本人に財産上の

損害を加えたときは、5 年以下の懲役又

は 50 万円以下の罰金に処する（第 247
条）。 

と定め、平成 18 年 5 月 1 日施行の会社法

は、特別背任罪につき、 
次に掲げる者が、自己若しくは第三者

の利益を図り又は株式会社に損害を加え
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る目的で、その任務に背く行為をし、当

該株式会社に財産上の損害を加えたとき

は、10 年以下の懲役若しくは 1,000 万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
第 1 号 ・・・ 
第 2 号 ・・・ 
第 3 号 取締役、会計参与、監査役

又は執行役 
第 4 号 ・・・ 

（第 960 条第 1 項） 
と定める。 

この点、背任罪及び特別背任罪の構成

要件要素である図利加害目的に関し、「自

己又は第三者の利益を図る目的」は、構

成要件の客観的要素をこえる、主観的違

法要素としての狭義の目的であり、「本

人に損害を与える目的」は故意の特殊な

要件とみるべきであろう、などと理解さ

れている（大コンメンタール刑法・第二

版・第 13 巻 193 頁）。 
 

2 図利加害目的の意義 

図利加害目的における「利益」、「損

害」が財産上のそれに限るのかどうかに

ついては見解が分かれている。通説及び

判例は、必ずしも財産上のそれには限定

されないとする（大コンメンタール刑法

・第二版・第 13 巻 193 頁）。 
大審院時代の判例として、「刑法第二

百四十七条ハ明ニ本人ニ財産上ノ損害ヲ

加ヘタル事実アルコトヲ要求スルニ拘ハ

ラス自己若クハ第三者ノ利益ヲ図ル目的

又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的アルヲ以テ

足レリシ特ニ其利益又ハ損害カ財産ニ関

スルモノナルコトヲ要ス可キ旨ヲ明定セ

ス或ハ同条ノ罪カ財産ニ対スル罪種ナル

点ヨリ立論シテ当然財産上ノ利益又ハ損

害ノミヲ指称スト断定スル者ナキヲ保セ

スト雖モ既ニ同条ニ明定シタル如ク本人

ニ加ヘタル損害ハ財産上ノ損害ナルコト

ヲ要スルヲ以テ裕ニ其財産ニ対スル罪種

ナルコトヲ認ムルニ足ル可ク必スシモ其

目的トシタル利益又ハ損害モ亦財産ニ関

スルコトヲ要ス可キ理由ナキノミナラス

之ヲ刑法カ其第二百三十六条第二百四十

六条及第二百四十九条ニ明ニ財産上不法

ノ利益云云ト使用シタル用語例ニ徴スレ

ハ特ニ財産上ノ利益ト限定セサル場合ニ

於テハ之ヲ広義ニ解釈セサルヲ得ス之ヲ

要スルニ前示条項ニ所謂自己ノ利益ヲ図

ル目的トハ身分上ノ利益其他総テ自己ノ

利益ヲ図ル目的ナルヲ以テ足レリトシ必

スシモ其財産上の利益ヲ図ル目的ナルコ

トヲ要セス又同条ノ罪ハ所謂目的ヲ特定

シタル罪種ニ属シ従テ他人ノ為メ其事務

ヲ処理スル者カ其任務ニ背キタル行為ヲ

為シ本人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テモ

自己若クハ第三者ノ利益ヲ図ル目的又ハ

本人ニ損害ヲ加フル目的ニ出テサルトキ

ハ之ヲ罪ト為ル可キ行為ナリトセサルヲ

以テ若シ其目的ニシテ本人ノ利益ヲ図ル

ニ在リトスレハ之ヲ罰セサルモノト云ハ

サルヲ得ス」と判示している（大判大 3
・10・16 刑録 20・1867）。 

また、まさに銀行におけるずさん融資

が審理の対象とされた大光相互銀行事件

第一審でも、上記判例と同様の立場に立

った上で、「被告人らがあえて確実な回

収の見込みのない本件各融資を行ったの

は、融資を停止すれば融資先が倒産し、

そうなると被告人らが大蔵省銀行局に対
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し隠ぺいしていた多額の不良債権や裏保

証が発覚し、これらに関与していた被告

人らの不適正な業務運営の実態がすべて

露見するとともに、大光相銀は多額の債

権償却を行わざるを得なくなって一挙に

赤字に転落し、その結果、そのような事

態を招来した被告人らが銀行の内外から

厳しい経営責任の追及を受け、それぞれ

代表取締役社長等の地位を失うことにな

るのは必至の状況にあり、そこで、各自

その地位を失うことをおそれ、自己保身

を図るために本件各融資を行ったものと

認められる。」とし、自己及び第三者た

る融資先の利益を図る目的で行ったこと

は明らかとしており（新潟地判昭 59・5
・17 判時 1123・3）、自己保身目的が背

任罪（特別背任罪）における自己図利目

的の一内容をなすとの考え方は裁判実務

上、定着したものといえる。 
 

3 自己図利目的と第三者図利目的との

関係 

この問題について明確に解説した文献

等は見当たらなかったが、私見は以下の

とおりである。 
例として金融機関における融資事案を

前提とすると、経営者が特定の個人ある

いは企業等に対する融資決定を行って金

融上の利益を与える行為は正に当該融資

相手の利益を図るものであって、後述す

る研究対象 28 事案中にも、図利目的の内

容として第三者図利目的のみを認定して

起訴し、その限りにおいて判決で認定し

たものも散見される。 
しかし、この種の事案を検討する上で

更に踏み込む必要があるのは、金融機関

経営者としての任務に違背し、自己が経

営する金融機関に損害を加えてまで、第

三者、つまり当該個人あるいは企業等の

利益を企図した真の目的を解明すること

であり、突き詰めるとその場合には、単

に第三者の利益を図るだけではなく、融

資決定の背後には、経営者自らの経済的

利益その他の利益に対する思惑が潜み、

そのような個人的利益の実現を図るとい

う実態が明らかとなることが多いのであ

る。 
そして、そのような個人的利益が経済

的利益ではなく、自らの地位の保全や責

任追及の回避といった心理であるのであ

れば、それを自己保身目的という自己図

利目的の 1 つの典型として背任罪（特別

背任罪）における構成要件要素として取

り上げる必要性は極めて高い。 
さらに、第三者図利目的の認定に加え、

自己保身目的を含めて自己図利目的の内

容を正確に認定することは、5 で述べる、

図利加害目的の有無を決するため本人図

利目的との主従関係につき正当な判断を

行う上でも不可欠である。 
従来から、捜査機関が第三者図利目的

のみならず自己保身目的を含む自己図利

目的の有無の解明を目指してこの種の事

案を捜査し、裁判所が自己図利目的の有

無及びその内容について緻密な事実認定

を行ってきたことは、背任罪（特別背任

罪）における自己図利目的の位置付けを

重要視しているからこそであると言えよ

う。 
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4 認識、意欲の程度 

図利加害目的が未必的な認識で足りる

か否かなどの点をめぐって学説上の見解

が分かれている（①意欲説、②認識説、

③認識認容説、④確定的認識説、⑤本人

図利の動機がないことを重視する説等）

が、通説は、少なくとも単なる未必的見

解では足りないと解している。 
この点に関して、最高裁は、東京相互

銀行Ｇ支店の支店長であった被告人が、

共犯者甲の経営するＹ株式会社が同支店

に開設した当座に決済資金の不足が生じ

た場合には、不足分を同銀行において立

替払する過振りの便宜を図っていたとこ

ろ、Ｙ会社の資金状態が改善される見通

しのないことが明らかとなった後も、甲

及びＹ会社を利し同銀行を害することを

熟知しながら、同銀行の利益を図るため

ではなく、従前安易に行っていた過振り

の実態が本店に発覚して自己の面目信用

が失墜するのを防止するため、回収不能

のおそれにある過振りを長期間連続的に

行い、同銀行に財産上の損害を加えた事

案について、弁護人が「原判決は被告人

がことさら自己又は甲の利益を図り、銀

行に損害を与える意図で本件行為に出た

ものではないことはこれを認めるに難く

ないと認定しながら、図利加害目的の存

在を肯定しているが、これは商法 486 条

1 項の解釈を誤っている。図利加害目的が

あるというためには、図利加害の点につ

き、単に認識認容があるだけでは足りず、

意欲ないし積極的認容が必要と解すべき

である」旨主張して上告したのに対し、

「特別背任罪における図利加害目的を肯

定するためには、図利加害の点について

必ずしも所論がいう意欲ないし積極的認

容までは要しないと解するのが相当」と

判示した上で、被告人についての図利加

害目的の存在を肯定した（最決昭 63・11
・21 刑集 42・9・1251）（民商事と交錯

する経済犯罪Ⅰ〔横領・背任編〕157 頁）。 
 

5 本人図利目的との関係 

この点について、主要な文献等によれ

ば、以下のように解説されている。 

(1)  民商事と交錯する経済犯罪Ⅰ〔横領

・背任編〕（本江威憙監修） 
「自己若しくは第三者の利益を図る目

的」と「本人の利益を図る目的」とが併

存するような場合に、図利・加害の目的

があるといえるか否かという問題がある

が、この点については、目的の主従を論

じ、行為の決定的動機となった目的、行

為の究極的目的がいずれにあったかで決

すべきであろう。すなわち判例も、信用

組合の理事が組合員に対して貸付条件を

無視し、貸付限度を超え、かつ無担保で

貸し付けたほか、貸付けが許されない多

数の非組合員に対し不法に融資して第三

者の利益を図る目的がある以上、従とし

てその融資により本人の貸付金回収を図

る目的があっても背任罪を構成するとし

ている（最判昭 29・11・5 刑集 8・11・1675）。 

(2)  判例経済刑法体系第 3 巻「刑法」（佐

々木史朗編）（大阪府民信用組合事件

控訴審判決に関する評釈） 
被告人において、自己または第三者に

対する図利目的あるいは本人に対する加
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害目的があると同時に、本人の利益をは

かる目的（本人図利目的）が併存するこ

とも稀ではない。 
このような場合、判例は、図利加害の

目的が主たる目的であり本人図利の目的

が従たる目的であるときは、背任罪の成

立を妨げないとする（大阪貯蓄信用組合

事件＝最判昭 29・11・5、最決昭 35・8
・12）。 

本件（大阪府民信用組合事件）におい

て、弁護人は、被告人に協和の利益をは

かる目的があったことは必ずしも否定し

ないとした一方で、本件貸付けは大口債

権者の倒産を回避しかつ利息収入を増大

させるなど（大阪）府民信組の利益をは

かる目的でなされたと主張したが、これ

は、本人図利目的が主であり図利加害目

的は従であったことを主張して、結果的

に図利加害目的を否定しようとしたもの

であろう。 
しかし、一審判決は、本件貸付けが「回

収の客観的な見通しのないものであって

みれば、いわば現実的可能性に乏しい期

待ないし願望であるに過ぎない」として

「府民信組の利益を図る目的があった」

と評価することはできないと判示し、二

審判決も同旨判示した。このように、主

従論をとらず本人図利目的の存在を否認

する手法をとったものには大光相互銀行

の一審判決がある（新潟地判昭 59・5・
17 判時 1123・3）。 

もっとも、本件判決でも、「府民信組

の営業成績に寄与し、ひいてはコスモス

グループ等に対する不良債権の回収が図

られていることを期待していたふしも認

められなくはない」（一審）としている

ところからみれば、本人図利目的の存在

も一応は認め、図利加害目的との主従を

比較した結果、本人図利目的はあまりに

も微少であるとして「不存在」としたも

のということもいえるであろう。 

(3)  金融業務と刑事法（西田典之編） 
不良貸付は、貸付先の利益を図り、あ

るいは、既になされた不良貸付の発覚を

防ぐことにより自己の信用面目ないしは

地位を維持する目的でなされることが多

いが、さらに、既存の債権の回収の確保、

銀行等の対外的信用の維持という本人の

利益を図る目的があるときは、判例の考

え方によれば、いずれの目的ないしは動

機が主たるものであるかにより、背任罪

の成否が決せられるということになる。

・・・現実には、図利加害目的の有無は、

客観的事情を基礎として、当該行為が本

人の利益をもたらす可能性についての認

識が行為者にどの程度存在するのかを問

題として決せられることが多いように思

われる。 

(4)  最高裁判所判例解説・刑事篇・平成

10 年度 

 ①平和相互銀行事件最高裁決定要旨

（最決平成 10・11・25 刑集 52・8・
570） 

「以上の事実関係によれば、被告人及

びＡらは、本件融資が、太平洋クラブに

対し、有休遊休資産化していた土地を売

却してその代金を直ちに入手できるよう

にするなどの利益を与えるとともに、広

洋及びサン・グリーンに対し、大幅な担

保不足であるのに多額の融資を受けられ
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るという利益を与えることになることを

認識しつつ、あえて右融資を行うことと

したことが明らかである。そして、被告

人及びＡらには、本件融資に際し、太平

洋クラブが募集していたレジャークラブ

会員権の預り保証金の償還資金を同社に

確保させることにより、ひいては、太平

洋クラブと密接な関係にある平和相互銀

行の利益を図るという動機があったにし

ても、右資金の確保のために平和相互銀

行にとって極めて問題が大きい本件融資

を行わなければならないという必要性、

緊急性は認められないこと等に照らす

と、・・・それは融資の決定的な動機で

はなく、本件融資は、主として右のよう

に太平洋クラブ、広洋及びサン・グリー

ンの利益を図る目的をもって行われたと

いうことができる。そうすると、被告人

及びＡらには、本件融資につき特別背任

罪におけるいわゆる図利目的があったと

いうに妨げなく、被告人につきＡらとの

共謀による同罪の成立が認められるとい

うべきであるから、これと同旨の原判断

は正当である。」 

② 木口信之調査官による評釈の概要 

ア 学説整理 
Ⅰ 図利加害の点を認識していれば図利

加害目的は認められるとする見解（認

識説） 
Ⅱ 図利加害の点を認識することに加え

て、認容することを要するとする見解

（認識認容説） 
Ⅲ 図利加害目的の意義を、図利加害の

動機を要するとする趣旨に理解する見

解（動機説） 

Ⅳ 図利加害の点について確定的認識を

要するとする見解（確定的認識説） 
Ⅴ 図利加害の点を意欲することを要す

るとする見解（意欲説） 
Ⅵ 図利加害目的は本人の利益を図る目

的（本人図利目的）がないことを裏か

ら示す要件であるとする見解（消極的

動機説） 

Ⅶ 任務違背の要件を法規や内規等に違

反するという形式的なものと理解した

場合には、図利加害目的の内容として

は、本人にとって実質的に不利益な行

為を行うという認識が要求されること

になり、任務違背の要件を本人にとっ

て実質的に不利益な行為を行うという

実質的なものと理解した場合には、図

利加害目的の意義は、行為者が任務違

背を基礎づける事実を未必的に認識し

ていたとしても、違法性がない（任務

違背には当たらない。）と判断する場

合に背任罪の成立を否定する点にあ

り、これは任務違背という刑法上の概

念に関する違法性の錯誤の場合である

という。 

イ 本決定の意義 
（特別）背任の正否が問題にされる事

例の中には、自己又は第三者の利益を図

る目的（自己・第三者図利目的）と本人

図利目的とが併存しているとされる場合

がある。そして、このような場合につい

て、従来から判例は、目的の主従を判断

し、自己・第三者図利目的が主目的であ

れば、従として本人図利目的があっても、

（特別）背任罪の成立は妨げないとして

きた。この点については、学説上も格別
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の異論がない。 
・・・ 

本決定は、事例判断を示すにとどまる

ものではあるが、その意義は、第三者図

利目的と本人図利目的とが併存してい

て、そのいずれもが、従来理解されてい

たような意義における決定的な動機とは

必ずしもいい難いと考えられる場合であ

っても、特に、前者の内容が第三者の利

益に関する認識と（積極的認容には至ら

ない程度の）認容にとどまる場合であっ

ても、前者の目的が主目的に当たるとし

て、特別背任罪の成立を肯定した点にあ

るといえよう。 
・・・ 

本決定は、第三者の利益に関する認識

と認容の存在のほかに、本人の利益を図

る動機が本件融資の決定的な動機ではな

かったという事情を併せて指摘した上

で、図利目的の存在を肯定するという説

示の仕方をしている点に留意すべきと考

えられる。 
・・・ 

本決定は、事例判断を示すにとどまる

ものとはいえ、第三者の利益に関する認

識と認容が認められる一方、本人の利益

を図ることが任務違背行為の 1 つの動機

となっているとしても、決定的な動機で

はないと考えられる場合に、最二小決昭

和 63 年 11 月 21 日の趣旨を前提にしつ

つ、具体的に第三者図利目的と本人図利

目的との主従関係の判断をして（特別）

背任罪の成立を肯定したという点で、事

例判断としても新しい側面を取り上げて

いるということができ、図利加害目的の

解釈に当たり、理論的にも、また実務上

も、意義がある判例であると考えられる。 
 

6 小括 

金融機関の経営者らに対し、背任（特

別背任）の刑事責任を問うた行為態様の

典型は融資事案であり、しかも、貸付金

の回収が困難な状況下で敢えて融資に及

んだ事案が圧倒的多数であって、かかる

融資先に対して他の金融機関が融資を行

うことは通常考えられず、本人加害目的

の存在は比較的容易に認定することがで

きよう。 
問題は、図利目的の有無の認定である

ところ、前記のとおり、自己図利あるい

は第三者図利は、本人図利との関係にお

いても検討する必要があり、裁判例や通

説的な見解は、両者が併存している場合

もあり、その場合には、その主従によっ

て図利加害目的の有無を認定すべきとし

ているところ、この考え方は、金融機関

の経営者らにおける背任（特別背任）の

成否を検討する際にも当然妥当する。 
確かに、金融機関が行う融資は、当該

融資を決定した経営陣において多種多様

な思惑の下で行われる場合が多く、その

目的を一義的に断じることが困難な事案

も多く認められるのであって、自己・第

三者図利と本人図利が排斥し合う関係に

あって、いずれかが認められれば直ちに

いずれかが否定される、との考え方は、

実際の事案を分析する上で形式的に過ぎ

ると思われるし、少しでも本人図利目的

が認められれば図利加害目的が否定され

ることになって、処罰範囲を不当に狭め

ることになってしまう。 
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したがって、背任（特別背任）の自己

・第三者図利目的の存在を認定するため

には、自己図利あるいは第三者図利と本

人図利の具体的内容を緻密に認定した

上、それらの程度の大小、主従関係を比

較検討する必要があろう。 
この点、特に自己保身目的については、

それが財産上の利益とは異なって、目に

見える形で利益の内容や程度が明らかと

されるものではないため（財産上の利益

の場合には数字による説明がある程度可

能である。）、一般には、融資を決定し

た経営者らの属性、当該金融機関あるい

は経営者らと融資先との関係、融資の経

緯・規模・態様など様々な見地からの検

討により、その有無や程度を判断すべき

ものと考えるが、さらに、本人図利目的

が併存していると見ざるを得ない場合、

自己保身目的と本人図利目的との主従関

係を判断するためには、より厳密な判断

基準を打ち立てる必要があろう。 
 

第 3  28 事案の通覧 

1 裁判所が認定した 28事案の図利目的

の有無、内容 

以下、研究対象 28 事案について事案内

容を簡潔に紹介し、裁判所が判決中の「罪

となるべき事実」などで認定した、被告

人の図利目的の内容を明らかとしたい。 
特に、自己図利目的についてはその具

体的内容を判決文から引用することとす

る。 
この点、①から○28の整理番号の右に記

した数字は、預金保険研究第四号・破綻

金融機関情報一覧表中での整理番号であ

り、金融機関名の右に記した（ ）内は

当該事件の中心となった被告人（経営者）

の仮名及び犯行当時の役職である。 

①6－1 
東京協和信用組合（Ａ…代表理事） 
東京地裁：平成 11 年 10 月 5 日判決 

○ ゴルフ場開発会社等合計 9 先に対

する総額約 221 億円の融資事案（同

時に起訴された安全信用組合分を含

む。） 
○ 図利目的→自己経済的図利目的、

第三者図利目的 
○ 自己経済的図利目的の具体的内容 

融資した資金を被告人関連の債務

の返済や債務の付け替えなどに使用

するため。 

②6－2 
安全信用組合（Ａ…代表理事） 
東京地裁：平成 9 年 3 月 27 日判決 

○ ゴルフ場開発会社等合計 5 先に対

する総額約 287 億円の融資事案 
○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 
○ 自己保身目的の具体的内容 

迂回融資された資金を、本件融資

先等が同信用組合に対して負担する

債務の弁済に充てさせ、不良債権を

回収したとの体裁を整えて、被告人

の経営責任の追及を免れること。 

③9 
コスモ信用組合 
（Ａ…代表理事・理事長） 
東京地裁：平成 13 年 2 月 20 日判決 

○ 合計 8 先（いずれもペーパーカン
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パニー）に対する総額約 153 億円の

融資事案 

○ 図利目的→第三者図利目的（同信

用組合のグループ会社の救済のた

め。） 

④14 
大阪信用組合（Ａ…理事長） 
大阪地裁：平成 9 年 9 月 29 日判決 

○ ア：金融会社１先に対する１億円

の融資及び イ：貸出金の質権を設

定していた定期預金 3 億円の解約に

よる担保解放の各事案 

○ 図利目的→自己経済的図利目的、

自己保身目的、第三者図利目的 

○ 自己図利目的の具体的内容 

本件融資先である被告人の個人会

社の債務に対して個人保証をしてい

た保証責任の追及や、同社に対する

ずさんな融資についての同信用組合

の経営者としての責任追及などを恐

れてのこと。 

⑤15 
木津信用組合（Ａ…代表理事・理事長） 
大阪地裁：平成 11 年 3 月 25 日判決 

○ ア：不動産業者等 2 先に対する総

額 74 億円の融資及び イ：貸出金の

質権を設定していた定期預金約 17

億円の解約による担保解放の各事案

（その他、詐欺罪も起訴され、有罪

認定） 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

本件融資先の倒産という事態を回

避して、被告人らの同信用組合にお

ける地位や社会的地位を保とうとの

意図。 

⑥16 
三福信用組合（Ａ…理事長） 
大阪地裁：平成 10 年 12 月 28 日判決 

○ 建築請負業者 1 先に対する総額 1

億 2,500 万円の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

本件融資先が倒産した場合の経営

責任等の追及をおそれ、倒産を回避

させる目的。 

⑦20 
阪和銀行（Ａ…代表取締役頭取） 
和歌山地裁：平成 11 年 3 月 30 日判決 

○ 土地開発業者 1 先に対する 2 億

3,000 万円の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

同銀行頭取の地位を守るという自

己の利益を図る目的。 

⑧22 
東海信用組合（Ａ…理事長） 
岐阜地裁：平成 11 年 1 月 19 日判決 

○ 協同組合 2 先に対する 4,950 万円

の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

本件融資を断ることにより上記協

同組合を主体とする墓地公園事業が

完全に頓挫し、これまでの融資の焦
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げ付きが表面化して同信用組合の破

綻が明らかになるという事態になっ

た際の自己の経営責任が追及される

ことを回避するという自己保身のた

め。 

⑨31 
北海道拓殖銀行 
（Ａ…Ｈ1・4～Ｈ6・6 代表取締役頭取）

（Ｂ…Ｈ6・6～Ｈ9・11 同上） 
○ 不動産開発等を営むソフィアグル

ープ傘下の会社に対する総額約 85

億円の融資事案 

○ 一審（無罪）－札幌地裁：平成 15

年 2 月 27 日判決 

   被告人両名につき図利加害目的の

存在を否定し、無罪。 

○ 控訴審（有罪）－札幌高裁：平成

18 年 8 月 31 日判決 

（被告人Ａ） 
・ 図利目的→自己保身目的、第三

者図利目的 
・ 自己保身目的の具体的内容 

ホテル建設資金のずさん融資や農

地法違反等の問題の発覚、これに伴

って生じる自己の社会的地位や信用

の失墜、あるいは、自己に対する社

会的・道義的責任、民事・刑事責任

等の追及を恐れ、それを回避すると

いう自己保身の目的。 

（被告人Ｂ） 
・ 図利目的→自己保身目的、第三

者図利目的 
・ 自己保身目的の具体的内容 

ずさん融資や違法融資の表面化に

より、自らそれに関与してきたこと

も含め、同銀行の最高責任者として

の自己保身目的。 

⑩41 
静岡商銀信用組合（Ａ…副理事長） 
（理事長Ｂは、平成 9 年 11 月 15 日死亡） 

静岡地裁：平成 12 年 3 月 22 日判決 
○ パチンコ業者 1 先に対する 8,500

万円の融資事案 

○ 図利目的→第三者図利目的 

⑪42 
湘南信用組合（Ａ…代表理事・理事長） 
横浜地裁：平成 13 年 5 月 17 日判決 

○ Ｓ社に対する総額 6 億円の融資事

案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 
違法不当な融資を実施していた結

果、同信用組合の経営危機を招いた

ことに対する自己への責任の追及を

免れるため。 

⑫51 
埼玉商銀信用組合（Ａ…理事長） 
さいたま地裁：平成 14 年 5 月 7 日判決 

○ ア：建設工事業の共同受注等を目

的とする協同組合に対する 2 億

4,000 万円の融資及び  イ：根抵当

権の抹消による担保解放の各事案 

○ 図利目的→第三者図利目的 

⑬55 
和歌山県商工信用組合（Ａ…理事長） 
和歌山地裁：平成 17 年 5 月 25 日判決 

○ 飲食店経営、ゴルフ場開発・経営

等を業とするＢグループ傘下の会社
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に対する総額 9 億 1,000 万円の融資

事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 
本件融資先グループの倒産を先送

りすることによって、それまでに発

生していた同信用組合の同グループ

に対する巨額の不良債権の存在が世

間に明るみに出るのを阻止し、自分

たちに対する民事、刑事の責任追及

を回避することによって、自分たち

の利益を図るという自己保身の目

的。 

⑭63 
総武信用組合（Ａ…非常勤理事・会長） 
東京地裁：平成 11 年 3 月 1 日判決 

○ 被告人自身に対する約 1 億 6,000

万円の融資事案（その他、詐欺罪等

も起訴され、有罪認定） 

○ 図利目的→自己経済的目的 

○ 自己経済的図利目的の具体的内容 

本件貸付金をすべて取得し、所得

税の支払に充てており、個人的利得

を得るため。 

⑮72 
三重県信用組合（Ａ…理事長） 
津地裁：平成 12 年 5 月 2 日判決 

○ 不動産賃貸業者等 2 先に対する総

額 2 億 3,500 万円の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

同信用組合の理事であり、理事長

らに対して相当の影響力を持つ被告

人Ｂの融資の要請を断れば、理事長

の地位を失うと考え、自己の地位の

保全を図るため。 

⑯79 
国民銀行（Ａ…代表取締役頭取） 
東京地裁：平成 14 年 8 月 30 日判決 

○ カラオケ店舗の営業等を営む会社

1先に対する総額 90億 5,100 万円の

融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 
自己が頭取の地位にある時に同銀

行の破綻を招くことによって、自ら

の経営責任が明らかになる事態を免

れ、同銀行の大株主であるＢ興業を

始めとする関係各方面から破綻の責

任の追及を受けることを免れようと

する目的。 

⑰83 
北兵庫信用組合（Ａ…理事長） 
神戸地裁：平成 16 年 9 月 27 日判決 

○ 不動産業及び自動車整備販売業を

目的とする会社及びその代表者個人

に対する総額 1 億 800 万円の融資事

案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 
同融資先が倒産することにより従

前の不正融資が露見し、理事長とし

ての責任追及と地位の失墜を免れる

という自己の利益を図る目的。 
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⑱88 
なみはや銀行（本件当時は福徳銀行） 
（Ａ…代表取締役頭取） 
大阪地裁：平成 13 年 3 月 28 日判決 

○ いずれも貸出金が不良債権化して

いた会社 3 社の各代表者をしてそれ

ぞれ設立させた会社 3 先に対する総

額約 81 億円の融資事案 

○ 図利加害目的の存在を否定して無

罪 

「被告人両名は、福徳銀行を存続

させるためには、特定合併を実現す

る必要があると判断し、流動化スキ

ームを多数実行して、融資金の一部

が回収困難となっても、特定合併を

実現することで、公的資金の導入や

信用状態の改善がもたらされること

から、福徳銀行は新銀行として存続

できるとの認識を持って、同行の利

益を図る目的で、あえて本件各融資

を実行したと解することが可能であ

って、被告人がそのような認識を抱

いていたとしても、それを極めて実

現可能性が乏しい、被告人両名らの

単なる期待、願望に過ぎなかったと

断ずることはできない。」 

⑲89 
幸福銀行（Ａ…代表取締役社長） 
大阪地裁：平成 15 年 3 月 19 日判決 

○ 同銀行のグループ会社であり、宅

地建物取引業等を営む会社 2 先に対

する総額約 93 億円の融資事案（その

他、強制執行妨害罪も起訴され、有

罪認定） 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 
○ 自己保身目的の具体的内容 

本件融資先の事業の失敗や同銀行

の同社へのそれまでの貸付けの失敗

が表面化することを一時的に防ぎ、

問題を先送りし、貸付けの失敗につ

き問題となる被告人の経営責任をも

免れさせ、あるいは同銀行等を経営

するＡ’家の当主である被告人の体

面を保つという効果を有していたこ

と。 

⑳92 
日南信用金庫（Ａ…代表理事） 
宮崎地裁：平成 13 年 11 月 28 日判決 
（調書判決のため詳細な判示無し。） 

○ 公訴事実 

不動産の売買、斡旋等を目的とす

る会社に対する 3,000 万円の融資事

案 

○ 図利目的→公訴事実によると第三

者図利目的 

○2194 
新潟中央銀行 
（Ａ…Ｈ1・5～Ｈ11・8 代表取締役頭取）

（Ｂ…Ｈ11・8～Ｈ11・10 同上） 
新潟地裁：平成 14 年 7 月 2 日判決（被告

人Ｂについて） 
○ ゴルフ場開発等を営む会社 1 先に

対する総額約 30 億円の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

同銀行の経営を司る役員としての

各種経営責任等の追及を避けるとい

う自己保身及び本件実質融資先の当
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面の延命という利益を図ることが主

たる目的ないしは動機。 

○22 99 
信用組合高知商銀（Ａ…理事長） 
高知地裁：平成 12 年 5 月 17 日判決 

○ パチンコ店経営会社に対する

3,000 万円の融資及び高知県庁職員

個人に対する約 5 億円の融資の事案 

○ 図利目的→第三者図利目的（本件

融資先である会社及び個人の利益を

図る目的。） 

○23 104 
朝銀愛知信用組合（Ａ…理事長） 
神戸地裁：平成 14 年 7 月 23 日判決 

○ 個人名義に 3 億 4,000 万円を貸し

付ける処理をした上、そのうち 3 億

3,481 万 3,973 円を出金して朝銀大

阪職員に交付した事案 

○ 図利目的→第三者図利目的（上部

団体である朝信協からの要請を受け

て、同じ朝信協傘下の朝銀大阪等に

対する破綻処理に支障が出ることを

回避するために協力する必要がある

等として、本件犯行に及んだもの。） 

○24 126 
大阪第一信用金庫 
（Ａ…代表理事・理事長） 
大阪地裁（被告人死亡による公訴棄却決

定） 
○ 公訴事実 

被告人自身に対する総額 1 億

3,400 万円の融資事案 

○ 図利目的→公訴事実によると自己

経済的図利目的 

○25 154 
信用組合関西興銀（Ａ…代表理事会長） 
大阪地裁：平成 15 年 3 月 24 日判決 

○ ゴルフ場経営会社 1 先に対する約

51 億円の融資事案 

○ 図利目的→第三者図利目的（被告

人自らも経営に関与していた本件融

資先の整理に躊躇し、これを救済し

たいがため。） 

○26 171 
永代信用組合（Ａ…代表理事会長） 
東京地裁：平成 17 年 5 月 11 日判決 

○ 被告人自身が実質的に経営し、抵

当証券業、貸金業等を営む会社が所

有する 10 先に対する貸付債権（簿価

金額合計 78 億 5,564 万円）を簿価で

譲り受けた事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

被告人自らの個人会社であったＢ

社を支援・救済し、さらには、被告

人に対する経営責任の追及を回避す

ることを主たる目的。 

○27 173 
朝銀近畿信用組合（Ａ…Ｈ9・5～Ｈ10・5
朝銀大阪理事長 Ｈ10・6～在日本朝鮮信

用組合協会会長） 
神戸地裁：平成 15 年 3 月 3 日判決 

○ 個人名義に16億8,000万円を貸し

付けるなどの処理をした上、そのう

ち約13億7,800万円を出金して朝銀

大阪職員に交付した事案（朝銀兵庫

分、朝銀愛知分及び朝銀京都分） 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者
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図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

朝信協会長として、多額の不良債

権の存在を表面化させることはでき

ないとの目的。 

○28 180 
石川銀行（Ａ…代表取締役頭取） 
金沢地裁：平成 20 年 2 月 20 日判決 

○ ゴルフ場経営等を目的とする会社

1 先に対する 57 億円の融資事案 

○ 図利目的→自己保身目的、第三者

図利目的 

○ 自己保身目的の具体的内容 

同銀行が早期是正措置を受けて経

営が行き詰まることで、これまで行

ってきた不良融資など石川銀行の経

営実態が明らかにされて、金融当局、

株主、マスコミ等から経営責任を追

及され、自らの地位、名誉や財産的

基盤が危うくなることをおそれ、こ

うした実態を回避すべく、Ｂ社に対

する不良債権の償却・引当額の増額

を免れるなどのため本件融資を実行

する必要に迫られたもので、自己の

地位や名誉等を維持するためとい

う、自己の利益を図るために出たも

の。 

 

2 小括 

28 事案中、裁判所が図利加害目的の内

容として自己保身目的を明確に認定した

と見られるのは、以下の 17 事案である。 

②6－2 安全信用組合（Ａ…代表理事） 
④14 大阪信用組合（Ａ…理事長） 

⑤15 木津信用組合（Ａ…代表理事・理

事長） 
⑥16 三福信用組合（Ａ…理事長） 
⑦20 阪和銀行（Ａ…代表取締役頭取） 
⑧22 東海信用組合（Ａ…理事長） 
⑨31 北海道拓殖銀行（Ａ…Ｈ1～Ｈ6・6

代表取締役頭取）（Ｂ…Ｈ6・6～Ｈ9
・11 同上） 

⑪42 湘南信用組合（Ａ…代表理事・理

事長） 
⑬55 和歌山県商工信用組合（Ａ…理事

長） 
⑮72 三重県信用組合（Ａ…理事長） 
⑯79 国民銀行（Ａ…代表取締役頭取） 
⑰83 北兵庫信用組合（Ａ…理事長） 
⑲89 幸福銀行（Ａ…代表取締役社長） 
○2194 新潟中央銀行（Ｂ…Ｈ11・8～Ｈ8

・10 代表取締役頭取） 
○26171 永代信用組合（Ａ…代表理事・会

長） 
○27 173 朝銀近畿信用組合（Ａ…Ｈ9・5

～Ｈ10・5 朝銀大阪理事長  Ｈ10・6
～在日本朝鮮信用組合協会会長） 

○28 180  石川銀行（Ａ…代表取締役頭取） 

このように、裁判所が破綻金融機関の

経営者らに対して背任罪（特別背任罪）

の成立を肯定するに当たり、自己保身目

的を内容とする自己図利目的を捉えた事

案は多数みられ、この種事案の特徴の 1
つということもできる。 

そして、自己保身目的について判決で

用いている表現は多様であるが、裁判所

が自己保身目的の具体的内容として捉え

たところは、概ね、①経営者としての地

位やその他社会的地位、名誉の保全、自
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己の信用の失墜の回避、②経営責任の追

及の回避、③民事、刑事の法的責任追及

の回避、といったものである。 
 

第 4 17 事案の概要 

1 問題の所在 

研究対象 28 事案のうち、裁判所が自己

保身目的を内容とする図利加害目的を認

定した事案は 17 件とみられるところ、こ

れらの事案については当該金融機関の沿

革・経営の特殊性、当該金融機関内にお

ける被告人の地位、自己保身目的を抱く

に至った背景事情などの見地からの分類

が可能であり、この分類作業を行うこと

によって、破綻金融機関の経営者らが自

己保身目的で背任（特別背任）の犯行に

及んだ土壌の一端を窺い知ることができ

る。 
以下、これら 17 事案につき、事案内容

に基づく分類及び事案概要の整理を行

い、自己保身目的についての考察を深め

たい。 
 

2 分類及び事案概要 

裁判所が自己保身目的を内容とする図

利加害目的を認定して有罪を宣告した 17
事案を分析すると、概ね、かねてから自

らが行っていたずさん融資等による自己

への責任追及等を回避する目的で更なる

融資等に及んだ事案（第Ⅰ類型）、隠然

と君臨する実力者がおり、経営者である

被告人がそのような実力者の意向に反す

ることができずに融資等に及んだ事案

（第Ⅱ類型）、被告人が経営者に就任す

る前から当該金融機関でずさん融資等が

行われており、被告人が新たに経営者に

就任して更なる融資等に及んだ事案（第

Ⅲ類型）、その他特殊な事情が認められ

る事案（第Ⅳ類型）という 4 類型に分類

することが可能である。 

第Ⅰ類型：かねてから自らが行ってい

たずさん融資等による不良債権の顕在化

等を防止して自己への責任追及等を回避

する目的で更なる融資等に及んだ事案 

ア：絶大な権力を有するワンマン経営

者が犯行に及んだ事案 

＜融資事案＞ 

②6－2  安全信用組合 

被告人Ａの専権的な放漫経営の結果、

Ｂの関連企業等に対する巨額の不良債権

を抱えて同信用組合の経営状況が悪化し

た。東京都からも不良債権の早期回収と

上記企業等への新規貸付の抑制を厳しく

指導されるに至っていた。被告人Ａは、

法令や都の指導を潜脱してＢの関連会社

等に資金を回すため、Ｂとの間で迂回融

資を計画して本件融資の犯行に及んだ。 

④14  大阪信用組合 
約30年の長きにわたって同信用組合の

理事長の地位にあった被告人Ａが、自己

が実質的に掌理していた金融会社に対し

て融資を続けていたところ、バブル経済

の崩壊とともに、平成 3 年ころから同社

への融資金の大半が不良債権となって悪

化した。被告人Ａは、同社の破綻を先送

りして同社の債務に対して個人保証をし

ていた保証責任の追及や同社に対するず

さんな融資についての同信用組合の経営
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者としての責任追及などを回避するた

め、同社に資金を回すべく、本件担保解

放や融資の犯行に及んだ。 

⑤15 木津信用組合 
長きにわたって経営の実権を握って同

信用組合を支配的に経営していた被告人

Ａが、ほしいままに大口融資先に対して

法令等の規制を無視した巨額の貸出を継

続し、その貸出債権が不良債権化した後

も利貸しをするなどしてそれを隠蔽し、

大阪府から大口信用集中を是正するよう

指摘されていた。被告人Ａらは、自己が

増大させた不良債権が顕在化すれば経営

責任を追及されると慮り、同融資先とは

関係のない企業に見せかけたトンネル会

社に対して正常な取引を装い、しかも、

その際、虚偽の事業計画書等を作成して

担保物件の価値を仮装するなどの工作を

行って本件融資の犯行に及んだ。 

⑥16  三福信用組合 
昭和50年ころから取引を開始した建設

会社に対する融資を繰り返し、平成 3 年

以降は法令で定められた貸付限度額を増

加させた上、平成 5 年ころからは、同社

が再建の展望もないままに行う当座の資

金繰りのための融資依頼に対し、十分な

担保を徴収したりするなどの債権の保全

・回収のための必要な措置を講じること

なく安易に融資を繰り返していた。被告

人Ａらは、同社が倒産した場合の経営責

任等の追及をおそれ、トンネル会社を利

用して本件融資の犯行に及んだ。 

⑪42  湘南信用組合 
平成元年にそれぞれ同信用組合の理事

長、専務理事に就任した被告人Ａらが、

貸付限度額超過融資などの違法不当な融

資を繰り返し、その後、バブル経済の崩

壊に伴い、同信組が多額の不良債権を抱

えるに至り、平成 5 年度の神奈川県の検

査の結果、決算承認指定組合に指定され、

翌平成 6 年度の検査では同信用組合の有

する不良債権の額が80億円以上にものぼ

ることが明らかとなって業務停止も検討

される事態に至った。被告人Ａらは、同

信用組合の経営危機を招いたことに対す

る自己への責任追及を回避するため、同

信用組合の子会社に対する増資の形をと

って同社から不良融資先へ資金を回して

実質的な不良債権の付け替えを行うこと

を計画し、本件融資の犯行に及んだ。 

⑯79  国民銀行 
同銀行は、筆頭株主であるＢ興業（株）

の代表取締役によって役員人事が左右さ

れるなど経営の実権を握られていたが、

被告人Ａは、Ｂ興業（株）から厚い信任

を得ていたことなどを背景に権勢を振る

って事実上のワンマン経営を行い、本件

各融資先に対し、ずさん融資を繰り返し

ていた。その中で、被告人Ａらは、大口

融資先を倒産させて不良債権を顕在化さ

せるならば筆頭株主であるＢ興業（株）

から経営責任を追及されると慮り、実質

的に経営が破綻していた本件融資先の倒

産を先送りするため、背任罪に問われる

可能性があるなどとして融資の中止を求

める同銀行内部の意見を一顧だにするこ

となく、本件融資の犯行に及んだ。 

⑲89  幸福銀行 
同銀行の代表取締役社長及び創業家で
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あるＡ’家の当主としてワンマン経営を

行っていた被告人Ａらが同銀行に対する

支配力を背景として、自らが実質的に経

営・支配していたＡ’家の同族会社とも

いうべきグループ会社が実質的に破綻し

たのに伴い、これまで同グループ社に進

めさせた事業の失敗やこれに対する貸付

けの失敗の表面化を避けてその延命を図

るため、本件融資の犯行に及んだ。 

○28 180 石川銀行 

長年、同銀行の頭取かつ大株主として

君臨し、銀行内部に対する支配力が絶大

であった被告人Ａが、本件の実質融資先

を中核とする企業集団をはじめとする特

定の企業集団を不良債権の付け替え先と

して利用した上、その企業集団に次々と

融資を行うとともに、融資が焦げ付くと

グループ内で債権の付け替えをするなど

の不良債権隠しを行って問題を先送りす

ることを指示あるいは容認し、同銀行の

経営を悪化させ、その挙げ句、こうした

過去の不良融資などに対する責任追及を

免れ、自己の保身を図る目的等で本件融

資の犯行に及んだ。 

＜債権譲渡事案＞ 
○26171 永代信用組合 
長年にわたって代表理事組合長として

同信用組合の経営をワンマン支配してい

た被告人Ａが、同信用組合をして、被告

人Ａ及びその一族による私的個人企業に

対し、多額の融資あるいは不良債権の肩

代わり等の種々の支援策を講じており、

東京都からも公私混同の経営が指摘され

ていた。こうした中で、被告人Ａは、同

企業の破綻を回避して延命を図り、自ら

の経営責任の顕在化を回避する目的で、

理事会決議による承認が得られたかのよ

うな偽装を行うなどして同企業が有する

10 社に対する貸付債権を簿価で譲り受

けるという本件債権譲渡の犯行に及ん

だ。 

イ：積極的な融資拡大路線を取ってい

た都市銀行において、新興企業に対する

融資を増加させたところ、同企業が破た

んの危機に瀕したため、融資を継続して

きたなどに対する責任追及等を免れる目

的で犯行に及んだ事案 

⑨31  北海道拓殖銀行（控訴審） 
都銀中最下位行に甘んじていた北海道

拓殖銀行（以下「拓銀」という。）は、

他行との競争力を付けることなどを目的

として昭和 59 年 7 月の組織改編で、営業

と審査を一体化させた業務本部制を採用

し、リスク管理の弱体化の一方で、営業

部門の強化や迅速な融資の実現を図り、

バブル経済の影響もあって道内中堅・中

小企業を中心に貸出額を大幅に増加させ

た。 

その中で、それぞれ業務本部及び同本

部法人部のトップであったＣ、Ｄとソフ

ィアグループを営む被告人Ｅとの関係が

深まり、拓銀と同グループの取引が拡大

した。 

被告人Ａは、頭取就任後の平成元年 8

月、「たくぎん 21 世紀プロジェクト」を

発足させ、都銀最下位からの脱却を模索

するとともに、新興企業育成に対し、積

極的な融資の拡大を図ったところ（後に

「インキュベーター路線」といわれた。）、

ソフィアグループもその 1 つであり、拓
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銀の指示を受けて系列ノンバンクである

たくぎんファイナンスサービスが同グル

ープに対し、同グループが展開する茨戸

開発事業に関する農地買収資金の融資を

継続した。 
拓銀は、平成 2 年 10 月、従来の業務本

部制を廃止し、これまで業務本部の中に

置かれていた審査部門を独立させてその

強化を図る一方で、収益重視の観点から、

不動産開発事業及びインキュベーター機

能の発揮が重点施策と位置づけられ、こ

れまでの業務本部法人部の主な機能と顧

客を継承し、当該分野の営業推進及び審

査を一体化する部門として札幌に「総合

開発第一部」、東京に「総合開発第二部」

をそれぞれ設置して機動的な融資に対応

できる体制とした。 
インキュベーター対象企業の筆頭は、

カブトデコムグループであったが、ソフ

ィアグループも有力なインキュベーター

対象企業とされ、拓銀の全面的な支援を

受けた。 

拓銀は、ソフィアグループに対し、巨

額のテルメホテル建設資金を融資する一

方、たくぎんファイナンスを通じて茨戸

開発用地の買収資金の融資も継続した

が、同グループの経営・財務状態は年々

悪化し、平成 5 年 5 月末の時点では実質

破綻状態に陥っていた上、同グループが

行った茨戸開発事業の農地買収方法が農

地法等に違反するものであり、被告人Ａ

もやがてかかる事実を認識するに至っ

た。 
このような経緯の中、被告人Ａ及びそ

の後頭取を引き継いだ被告人Ｂは、テル

メホテル建設資金のずさん融資、さらに

は、茨戸開発絡みで被告人Ｅによる農地

法等に違反する土地買収に関して拓銀が

たくぎんファイナンスを通して融資を行

い、農地法違反等の違法行為に加担した

ことなどが明らかになれば、これに関わ

った拓銀経営陣、なかんずく頭取である

被告人Ａ及び同Ｂの経営責任が問われる

ことを慮り、これを避けるという自己保

身の気持ちから、平成 6 年中から平成 9

年中にかけて、実質破たん状態のソフィ

アグループ各社に対し、実質無担保で総

額 85 億円を超える不正融資を繰り返し

て本件犯行に及んだ。 
なお、本件融資を含めソフィアグルー

プに対する融資は、拓銀が破綻する直前

の平成 9 年 3 月期において総額 750 億円

を超えた。 

第Ⅱ類型：当該金融機関において、経

営者とは別に絶大な権力をもって隠然と

君臨する実力者がおり、経営者がその実

力者からの融資の要請を受けてその意向

に反することができずに犯行に及んだ事

案 

⑧22  東海信用組合 
同信用組合は、その設立当初から設立

者であるＢが実権を握り、被告人Ａらが

理事長等に就任した後も、理事会等が機

能しないままＢの独断による運営がなさ

れていたところ、Ｂは、自らが実質的に

経営する 2 協同組合によるＣ事業等の事

業への同信用組合の融資を決定し、これ

が同信用組合の経営を大きく圧迫して、

岐阜県からも同債権の早期回収、大口融

資の是正等を求められていた。被告人Ａ

らは、Ｂから 2 協組に対する更なる融資
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を要請され、Ｃ事業が頓挫すればこれま

での融資の焦げ付きが表面化して同信用

組合が破綻することにより自己の経営責

任が追及されることをおそれ、本件融資

の犯行に及んだ。 

⑮72  三重県信用組合 

同信用組合では、被告人Ａが平成 3 年 6
月、有価証券投資の失敗の責任を取り常

務理事を辞職した後、平成 6 年 7 月被告

人Ｂの強い働きかけにより理事長に就任

した経緯、被告人Ｂの理事長らに対する

融資や人事についての働きかけなどか

ら、被告人Ａら役員を含め職員は、被告

人Ｂの影響力をおそれていた。被告人Ａ、

被告人Ｃ、被告人Ｄは、同信用組合の三

役として貸付に当たり厳正な審査を求め

られているのに、被告人Ｂの要請を断れ

ば、理事長、専務理事、常務理事の地位

を失うと考え、被告人Ｂから融資の要請

を受けた企業に対する本件融資の犯行に

及んだ。 

第Ⅲ類型：前の経営者が不良債権を増

大させるなどして経営を悪化させていた

金融機関において、新たな経営者となっ

た者がその不良債権の存在を隠蔽するた

め、犯行に及んだ事案 

⑬55  和歌山県商工信用組合 
前の理事長による放漫経営のために財

務内容が甚だしく悪化している状況にお

いて、知事の要請で同信用組合を建て直

すため県から送り込まれて就任した被告

人Ａが、結局、巨額の不良債権が顕在化

するならば自己の面目が立たないなどと

考えて、かねてより不良債務者となって

いた同信組の最大の大口貸出先である企

業グループへの回収見込みのない本件融

資の犯行に及んだものであり、被告人Ａ

らは、監督官庁である和歌山県から上記

企業グループへの融資を差し控えるよう

厳しく指示されていたにもかかわらず、

それを無視し同企業グループへの貸出し

を続け、その際、その貸出金の使途につ

いて和歌山県に対して虚偽の説明をする

など不正を隠蔽すべく画策するにも及ん

でいた。 

⑰83  北兵庫信用組合 
同信用組合は、平成 7 年 8 月から、取

引先の建設会社が手形の不渡りを出した

ことで、その不良債権を隠蔽するため、

同社の債務を実質的に肩代わりさせるた

め本件融資先である建設会社に融資を行

うようになった。平成 2 年に当時の兵庫

銀行から同信用組合に出向し、その後、

正式職員を経て平成 11年 4月に理事長に

就任した被告人Ａは、上記建設会社に対

する不良債権が顕在化し、あるいは本件

融資先が倒産することにより不正融資が

露見し、経営責任が追及され、自己の地

位を失墜することをおそれ、本件融資の

犯行に及んだ。 

○21 94  新潟中央銀行 
同銀行は、長きにわたって創業一族出

身であるＡが代表取締役頭取を務め、事

業方針、運営方針、役員人事等業務全般

についてＡが支配しており、その中で、

Ａ自身が実質的に支配し、資金繰りに苦

しんでいる一企業に対し、実質的にはそ

の運転資金を融資するため、他の会社を

利用した迂回融資を繰り返していた。被
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告人Ｂは、専務取締役から代表取締役頭

取に就任したものであるが、専務時代に

おいては、Ａの意向に反対すれば、業務

を統括し人事権を握る同人から同銀行内

において、人事上不利な扱いを受けるこ

となどを危惧するという自己保身のた

め、更に、Ａが取締役を退任し、自らが

後任の頭取に就任した直後にも、それま

で不正な融資を行ってきたこれらの会社

を倒産させると、同銀行の信用問題に発

展し、ひいては自らの経営責任が問われ

かねないとの思惑から本件融資の犯行に

及んだ。 

○27 173 朝銀近畿信用組合 
被告人Ａは、平成 9 年 5 月に朝銀大阪

理事長に就任したが、その際、朝銀大阪

の抱える債務者を架空人等とする多額の

不良債権の存在の報告を受けた。被告人

Ａは、同不良債権を隠蔽するため、朝銀

兵庫、朝銀愛知及び朝銀京都に働きかけ

て同 3 信用組合の資金を朝銀大阪の不良

債権の回収分に充てさせ、さらに、平成

10 年 6 月に在日本朝鮮信用組合協会会長

に就任した後、朝銀愛知の上記出金の存

在を隠蔽するため、朝銀近畿に働きかけ

て同信用組合の資金を朝銀愛知の上記出

金の回収分に充てさせ、本件犯行に及ん

だ。 
第Ⅳ類型：その他の特殊事情が認めら

れる事案 
銀行内の勢力争いにより、代表取締役

頭取としての地位に固執した経営者が犯

行に及んだ事案 

⑦20  阪和銀行 
同銀行の頭取であった被告人Ａが、副

頭取Ｂを適切にコントロールすることを

得ず、その結果、副頭取Ｂとつながりの

あった暴力団関係者に銀行経営への介入

を許すこととなり、その挙げ句、その暴

力団関係者から融資を求められ、それを

拒むならば副頭取Ｂとの間に争いを生じ

させて自らが頭取の地位から追われると

恐れ、同暴力団関係者が経営に関与して

いる会社を形式的な借主として、実質的

には同暴力団関係者に対する本件融資の

犯行に及んだ。 
 

3 小括 

自己保身目的を認定した17事案につい

て事案内容の点から分類したところ、圧

倒的多数を占めるのは第Ⅰ類型であり、

自ら決定したずさんな過剰融資等から生

じた多額の不良債権の存在や融資等に伴

って行われた違法行為などが社会に明る

みに出ることによる自己の社会的・道義

的責任、民事及び刑事の法的責任の追及

を回避し、当該金融機関における自己の

地位を保全することを主たる目的として

更なる融資等に及んだというものであ

る。 
これらの事案で各被告人が及んだ犯行

は、自己が経営する金融機関をやがて破

綻へと導く一因ともなったものであり、

かかる行為は言うなれば、安全性の原則、

経済性の原則など金融機関の経営者とし

て当然遵守すべき原理原則を看過あるい

は無視し、金融機関に損害を転嫁するこ

とによって、本来であれば自ら責任を負

わなければならない失策や違法行為等の

粉塗を図ったものであって、バブル期及
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びその崩壊期の象徴といえるべき行為で

あり、この時期の金融機関の経営者のモ

ラルの減退や金融機関内の内部統制の欠

如を如実に示すものといえよう。 
 

第 5 否認事件において、自己保身

目的を内容とする図利加害目的

を認定した証拠関係（認定の基

礎となる間接事実）の検討 

1 問題の所在 

自己保身目的を内容とする図利加害目

的を認定して有罪を宣告した 17 事案中、

判決書による限り、公判廷で被告人が否

認し、図利加害目的の有無が争点となっ

たと思料されるのは、以下の 11 事案であ

る。 

⑤15  木津信用組合 
⑦20 阪和銀行 
⑧22  東海信用組合 
⑨31  北海道拓殖銀行 
⑬55  和歌山県商工信用組合 
⑯79 国民銀行 
⑰83 北兵庫信用組合 
⑲89 幸福銀行 
○2194 新潟中央銀行 
○26171  永代信用組合 
○28180  石川銀行 
多くの判決が自己保身目的の認定に当

たって、背景事情や犯行に至る経緯につ

き詳細な事実認定を行っており、判断の

過程や重視する証拠関係や間接事実にお

いて共通点も認められる。 

以下、裁判所が、自己保身目的の存在

を如何に認定しているか、自己・第三者

図利目的と本人図利目的の主従関係を如

何に判断しているかとの観点で、上記各

事案の判決書を分析し、その判断構造や

重視した証拠関係を検討する（ただし、

北海道拓殖銀行事件は一審と控訴審とで

結論を異にしたなどの事情があるため、

第 6 で別途検討する。）。 

 

2 判断構造の検討 

(1)  公判段階で図利加害目的の有無が争

われ、裁判所が自己保身目的を内容と

する図利加害目的を認定して有罪を宣

告した 10 事案の判決書に基づき、その

判断構造や証拠関係を検討するとこ

ろ、概ね、自己保身目的の認定に当た

っては、供述証拠（具体的には被告人

の捜査段階の自白）を重視したと思わ

れる事案と、間接事実の積み重ねによ

る被告人の主観的事情の推認を重視し

たと思われる事案とに二分することが

可能である。 
(2) この点、被告人の捜査段階における

自白を重視したと見られる事案とし

て、阪和銀行（⑦－20）、東海信用組

合（⑧－22）、和歌山県商工信用組合

（⑬－55）の 3 事案があり、これら 3
事案は、自己保身目的の存在を認めて

いた捜査段階の自白の信用性を肯定し

た上、同自白の存在からほぼ直接、自

己保身目的の存在を導いたものと捉え

ることができる。 
そしてこれら 3 事案では、各被告人

側がいずれも公判において捜査段階の

自白を翻し、自己保身目的を否認して

本人図利目的の存在を主張し、具体的

には、阪和銀行事件においては「同銀
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行内に紛争を生じさせることなどによ

る同銀行の信用低下を避ける目的」、

東海信用組合事件においては「Ｃ事業

を進展させることなどにより同信用組

合の利益を図る目的」、和歌山県商工

信用組合事件においては「ゴルフ場開

発資金に充てさせるつもりでの融資で

あって、専ら同信用組合の利益を図る

目的」があった旨主張したが、これに

対し、裁判所は「本件融資により同銀

行に対し具体的な経済的不利益が生じ

ることが予想できた。」（阪和銀行事

件）、「融資の対象となったＣ事業は

事業遂行上の難点が幾つもあって、本

件当時も事業が進展する見通しはな

く、被告人両名もこのことを十分に認

識していた。」（東海信用組合事件）、

「ゴルフ場開発資金に充てさせるつも

りでの融資だったとは到底考えられ

ず、回収が著しく困難となることが明

白な貸付けをすることが何ら同信用組

合の利益にならないことは明らかであ

る。」（和歌山県商工信用組合事件）

旨判示して、いずれも各被告人の主張

を排斥した。 
これらの判決によれば、各裁判所が、

被告人が融資を決定した主たる目的が

自己保身目的か本人図利目的のいずれ

にあるかを決する事情として、当該金

融機関に及ぼす経済的損失の認識、言

い換えれば貸付金の回収可能性及びそ

の点に関する被告人の認識に着目して

いることが明らかで、特に、東海信用

組合事件の判決は、「被告人が右のよ

うな期待を持っていたとしても、それ

は現実的可能性に極めて乏しい単なる

願望に過ぎない・・・」と判示して、

回収可能性の認識と回収に対する期待

・願望を明確に区別している。 

このように、各裁判所は回収に著し

い危険性があって被告人自身もそのこ

とを認識していたような融資について

は、当該金融機関の利益を図る目的を

肯定することや過大視することはでき

ないとして、回収可能性及びその認識

の点を「（主として）本人図利目的だ

った。」との被告人の主張を排斥する

上での最も決定的な事情であることを

示したものと理解することができよ

う。 

また、和歌山県商工信用組合事件で

は、被告人が「本件融資先であるＢグ

ループの倒産によって同信用組合に生

じる信用不安を回避する目的もあっ

た。」などと主張したのに対し、裁判

所は、「（貸付けの事実を和歌山県側

に意図的に秘匿するなど）同信用組合

側の同県側に対する極めて不誠実な対

応は、同信用組合の信用不安を回避す

るなどという公的な目的に明らかに矛

盾する。」として、同主張を排斥した。 

これは、真に本人図利目的の判断の

下に行われた融資、つまり何らかの意

味において当該金融機関の利益を図る

という積極的な動機に基づき行った融

資であるのであれば、それは公的な意

味を有しているのであるから、その事

実を対外的に隠蔽したり、虚偽の説明

を行ったりする必要は乏しい、との判

断を前提に、その実行に関して隠蔽工

作を施したような融資については、本

人図利目的を否定し、自己保身目的を
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推認する 1 つの事情となり得ることを

示したものといえよう。 

(3)  次に、残り 7 事案の判決を検討する

に、これらはいずれも法廷に顕出され

た関係証拠に基づいて緻密な事実を認

定し、それらの事実からの合理的な推

認という手法によって図利加害目的の

有無を検討しており、被告人の捜査段

階の自白等についてはむしろ補強的に

用いたものと捉えることができる。 
そして、債権譲渡を起訴の対象とし

た永代信用組合事件を除く、木津信用

組合（⑤－15）、国民銀行（⑯－79）、

北兵庫信用組合（⑰－83）、幸福銀行

（⑲－89）、新潟中央銀行（○21－94）、

石川銀行（○28－180）の 6 事案はいずれ

も追加融資の事案であり、各判決の認

定事項を見るに、各裁判所がほぼ共通

して詳細な検討を行っている事項とし

て 
① 当該金融機関の沿革、支配関係、

経営状態及び財務状況 
② 当該金融機関内における融資手

続、内規の内容、融資決裁権限 
③ 被告人が当該金融機関の代表者

等に就任した経緯 
④ 当該融資先の性格（暴力団との

関係等を含む。）、経営状態、財

務状況 
⑤ 当該金融機関あるいは被告人と

当該融資先との関係 
⑥ 当該融資先に対する従前の融資

の経緯、規模、法令及び手続履践

の有無、貸付金の回収状況 
⑦ 起訴対象となった融資の経緯、

規模、法令及び手続履践の有無 

⑧ 融資の目的、貸付金の実質的帰

属先（迂回融資を行ったものか否

かを含む。）、貸付金の使途 
⑨ 担保の徴求の有無、担保の実質

的価値や融資対象事業の採算性、

融資先の再建可能性に照らした貸

付金の回収可能性 
⑩ 回収可能性についての被告人の

認識内容、認識の程度 
⑪ 当該金融機関の利益を図るため

に当該融資が唯一の手段だったか

否か 
⑫ 当該融資を実行しなかった場合

に被告人及び当該金融機関にそれ

ぞれ及ぼす影響及びその程度 
⑬ 貸付金の回収状況（回収に向け

た取組の状況） 
⑭ 当該融資に関する監督機関によ

る指導状況 
といった点が挙げられる。 

各裁判所は、上記の点を検討し、起

訴対象となった融資のみならずその融

資が実行された背景事情を徹底して検

証することにより、第 1 に、被告人が

自己保身目的を有するに至った事情、

自己保身目的の具体的内容を認定す

る。そして、この点、上記 6 事案につ

いてはいずれも共通して過去の融資か

ら生じた不良債権が明るみに出ること

やそれが原因で当該金融機関の破綻を

招くことに関し、自己に責任追及が及

ぶことを回避するという目的を自己保

身目的と捉えたものである。 

金融機関経営者は、その根幹業務で

ある融資を行う上で、預金者の存在に

留意して安全性、経済性の原則に十分
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に配慮することが求められるところ、

判断の誤りや意図的なずさん融資の結

果生じる不良債権の存在によってもた

らされる影響は極めて重大かつ深刻で

あって、不良債権問題を主要な要因と

する金融機関の相次ぐ破綻などによっ

て経営者らに対する責任追及の要請が

高まり、実際に民事・刑事の法的責任

追及をはじめとする数々の責任追及が

なされたことは公知の事実である。 

そして、経営者らのずさんな判断の

下に決定・実行された融資につき、そ

の回収が滞り不良債権化した場合、そ

れを決定した経営者らに対しては当該

金融機関内での経営責任の追及はもと

より厳しい社会的責任、法的責任の追

及がなされて然るべきであって、かつ、

経営者自身もそのことを当然に承知し

ているものと考えられ、既に既存の債

権が不良化している融資先に対して追

加融資が行われた場合には、そのこと

自体が不良債権の顕在化による責任追

及の回避という自己保身目的の存在を

窺わせるものとあろう（この点、民事

責任の有無の点からの許される追加融

資と許されない追加融資の区別につい

ては第 6・3 で述べる。）。 

さらに、追加融資によって従前のず

さん融資によって生じた不良債権の顕

在化を回避しようとする姿勢は、当該

不良債権の存在のみならず、前記①～

⑭で述べた事情、つまり不良債権の規

模、自らが経営者を務める金融機関の

財務状況、当該金融機関あるいは経営

者個人と当該融資先との関係や従前か

ら行ってきた融資の恣意性、適法性、

手続の履践の有無、監督機関からの従

前の指示・指導状況などの諸事情が作

用することによって一層その度合いが

強まるものと考えられ、具体的には、

貸付金額が大口貸出規制を超えるもの

であったこと、当該融資先が経営者の

個人企業等であったり、暴力団など反

社会的勢力が関係する企業等であるな

ど特殊な属性を有していたこと、融資

に当たって正式な決議を経ることな

く、経営者が独断で決定していたこと、

融資に伴って何らかの違法行為や脱法

行為が行われていたこと、融資が監督

機関の指示や指導を無視するものであ

ったこと、融資を行うに当たって別の

法人や個人を名目上の融資先とした迂

回融資を行っていたこと、その他工作

を弄して融資自体を隠蔽していたこ

と、といった事情は自己保身目的の下

で行われた融資であったことを更に強

く推認させる事情となるといえよう。 

この点、幸福銀行事件判決では本件

融資先であるＢ社及びＣ社が実質的に

は被告人の経営する会社であったこと

を認定し、また「本件貸出手続は、本

部職務権限規定に違反するものであっ

たことに疑問の余地はない。」などと

判示して同銀行の内部手続に違反して

いたことなどを認定した上、Ｂ社やＣ

社の事業の失敗が表面化することを回

避することによって、同各社や同銀行

の経営者である被告人の経営責任の追

及を回避する目的であったことを結論

付けており、これらの点に照らすと、

被告人と融資先との関係や当該融資に

おける手続履践の有無を重視している
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ことが明らかである。 

また、木津信用組合事件判決では「Ｂ

グループに対し法令等の規制を無視し

た巨額の貸付けを行い、・・・。Ｃグ

ループに対して法令等の規制を無視し

た巨額の貸付けを行い、・・・。」な

どと判示していることなどに照らし、

当該融資先に対して過去に行ってきた

融資が法令等に違反したものであり、

これを隠蔽する形での融資が行われた

ことを自己保身目的認定の事情として

重視したものとみられる。 

さらに、石川銀行事件判決では被告

人が本件の実質融資先を含む特定の融

資先に対し、融資先グループ内での債

権の付け替えを繰り返していたとこ

ろ、起訴に係る融資に関しても、融資

先が形式上は別法人となっていたとは

言え、実質的には迂回融資であって、

前記融資先を救済する目的を有してい

たことなどの事情を重視していること

が窺われる。 

(4)  第 2 に、各裁判所は、上記で認定し

た自己保身目的との関係で、本人図利

目的つまり自己が経営する当該金融機

関の利益を図る目的の有無及びその程

度、主従関係を検討する。 
この点各判決をみると、国民銀行事

件では被告人が自ら進退伺を提出して

いた事実、被告人の役員賞与が減額さ

れ、退職金も支給されなくなっていた

事実などから「専ら」自己の地位保全

という目的を「積極的」に有していた

とまでは認められない旨判示しながら

も「新たに貸付をすれば当該融資金の

回収が極めて危ぶまれるＢ社に対し

て、あえて本件各融資を行ったことか

らすると、その主たる目的は同銀行の

利益を図ることではなく、・・・」と

判示し、北兵庫信用組合事件では「同

信用組合に貸倒れの危険を生じさせる

ことを認識、認容しながらあえて貸付

けをしたという点で、・・・自己の利

益を図る目的で行ったものと認められ

る。」と判示し、幸福銀行事件では「回

収が著しく困難な貸付けを継続してい

たのは、結局破綻の時期を先延ばしに

し、・・・被告人両名には・・・同銀

行の利益を図る目的があったとは認め

られない。」と判示し、新潟中央銀行

事件では「この段階で融資をしても回

収可能性はなく、同銀行の不良債権が

増大するに過ぎないことを熟知してい

たことは明らかであり、・・・何ら根

本的な解決とはならないことは承知の

上で同融資案件を承認したものといわ

ざるを得ない。」と判示し、石川銀行

事件では「本件融資は、Ｃ社を介して

Ｂ社に対する債権の一部が回収される

ことになる反面、約 28 億円の資金は他

に流れることになる結果、結局、石川

銀行の不良債権が 28 億円増加する結果

となり、したがって、本件融資をする

ことで償却・引当額の増額が一時的に

は回避できたとしても、早晩、本件融

資が焦げ付き、同銀行は更なる償却・

引当を求められることになるであろう

ことは容易に予想されたのであるか

ら、本件融資は、同銀行の経営破綻を

先送りするだけのいわば一時しのぎの

措置でしかないものであったし、被告

人もこのことは十分に認識していた。」
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と判示しており、多くの事案において

裁判所は回収に危険性があること、あ

るいは回収見込みが乏しいことを認識

していたにもかかわらず、敢えて融資

を実行した場合、当該融資先の当面の

破綻を先延ばしにする意味しか有して

いないのが通常で、結局、そのような

延命だけを目的とした融資は被告人が

当該金融機関の利益を図るためではな

く、主として自己の地位の失墜を免れ

ること、社会的・法的な責任追及を回

避することを念頭に置いて行ったもの

と認めるのが自然である、旨結論付け

たものとみることができる。 

貸付金の回収可能性は通常任務違背

性の判断において重要な要素であると

ころ、上記の各判決によると、裁判所

は図利加害目的の有無の判断において

も、本人図利目的の内容やその程度、

自己・第三者図利目的との主従関係の

認定に際して、当該融資を実行した場

合とこれを行わなかった場合に当該金

融機関に及ぼす経済的影響及びその程

度を検討している。具体的には、当該

融資先の返済能力や当該貸付金を用い

て行われる事業による採算性などの点

などからあらためて客観面としての貸

付金の回収可能性及び主観面としての

その点に関する被告人の認識に言及

し、回収に危険性があることなどを認

識して行った融資については、本人で

ある金融機関の図利目的を否定ないし

減少させる事情と捉え、結果、主目的

が自己保身目的であったとの認定に達

したものと理解することができる。 

金融機関ましてや経営状態が逼迫し

ている金融機関において、客観的見地

から検討して回収に危険性があること

を承知しながら敢えて追加融資を実行

することは、従前の債務に加えて当該

金融機関の経済的損失を更に増加させ

る性格を有し、効果としてはせいぜい

当該融資先の延命ひいては当該金融機

関の経営破綻の先送りをもたらすだけ

に過ぎないのは誰の目から見ても明ら

かであって、当該金融機関の信用低下

の回避といったいわば抽象的・主観的

な事情において当該金融機関の利益を

図る目的が認められるとしてもそれを

過大視することは到底許されないもの

と思われ、上記各裁判所の下した判断

は極めて合理的といえる。 

そして、以上の一連の判断は、自己

及び第三者図利目的と本人図利目的と

の主従関係の比較において、必ずしも

自己図利や第三者図利が積極的な認容

とまでは至らないと考えられる一方、

本人の利益を図る動機が当該融資の決

定的な動機ではないと考えられる場

合、貸付金の回収可能性及びその点に

関する被告人の認識を重要な要素とし

た主従の判断を行って、図利加害目的

を肯定したものと理解することがで

き、基本的な枠組としては、前記第 2

・4 で触れた平和相互銀行事件最高裁決

定（最決平成 10・11・25 刑集 52・8・

570）の立場に立脚したものとみること

ができよう。 

(5)  以上の点を整理すると、これまで検

討した事案はいずれも図利加害目的の

有無が争点となった融資事案である

が、裁判所の多くが被告人の捜査段階
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の自白、あるいは様々な間接事実を総

合考慮することによって、自己保身目

的の内容及びその程度を認定し、その

上で、当該融資に回収の危険性があり、

しかも被告人自身がそのことを認識し

ていたという事情が認められる場合に

は、本人図利目的は決定的な動機とは

なり得ず、結局は否定されるか、ある

いは従たるものにすぎないものと認定

して主として自己保身目的を内容とす

る自己図利目的から当該融資が行われ

たものと認定したものとみることがで

きるのであって、裁判所は図利加害目

的の有無の判断においても貸付金の回

収可能性とその認識という当該金融機

関に与える具体的な経済的損益の点を

決定的な判断要素と捉えているといえ

よう。 
この判断構造は、弁護人が「金融界

には母体行が他の債権者よりも重い負

担をするという『母体行責任』の考え

方が存在する。」という点を根拠とし

て、任務違背性や図利加害目的を争い、

幸福銀行の利益を図ることが主たる目

的でなされた融資である旨主張した幸

福銀行事件においても基本的に同様で

あり、裁判所は母体行責任について

「（母体行責任の考え方によると）母

体行は、その関係する会社の債務につ

いて、法律上負担している金額以上の

責任を負うことになるのであるから、

銀行の信用維持の要請に反する要素が

ある以上、これを果たすには、それだ

け財務状況の裏付けを欠かすことはで

きないのであり、その妥当範囲には自

ずから限界があるといわなければなら

ない。」旨述べた上、図利加害目的の

有無の判断として、前述したとおり、

「被告人両名において、回収が著しく

困難な融資を継続していたのは、結局、

破綻を先延ばしにし、認定したとおり

の図利加害目的を達成するためであっ

て、被告人両名には前記のような趣旨

で同銀行の利益を図る目的があったと

は認められない。」旨判示し、他の事

案と同様、回収可能性及びそれに関す

る被告人の認識の点を理由の中心に挙

げて本人図利目的の主張を否定し、自

己保身目的を内容とする図利加害目的

を認定した。 

(6)  次に、永代信用組合（○26－171）の

事案について検討する。 
本件は、永代信用組合（以下「永代

信組」という。）が、被告人の私的個

人会社であるＢ社から多額の不良債権

を簿価で譲り受けたという事案であ

り、公判において、弁護人は、「その

譲渡当時、永代信組がＢ社の母体行と

しての立場にあり、一般に銀行（本件

においては信用組合）の系列ノンバン

クの経営が悪化した場合には、その親

銀行が、体力の許す限り全面的に責任

を持って単独支援を行うことにより、

その系列ノンバンクの破綻を極力回避

し、当該ノンバンクに融資をしている

他の金融機関に迷惑を掛けないように

するという、当時の金融慣行としての

母体行責任の考え方が存在した。」旨

主張し、この点を理由の 1 つとして任

務違背性や図利加害目的の点を争っ

た。 

これに対し、裁判所は「被告人が、
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Ｂ社に対する支援策を施すことによ

り、永代信組の信頼維持を図り、ひい

ては同信組の利益を図る意図をも有し

ていたことを否定しさることはできな

い。」と判示して本人図利目的の存在

を一応肯定した上、自己又は第三者の

図利目的と、本人図利の目的のいずれ

が主たる目的であったかにつき詳細に

検討している。 

本件はこれまでに述べた他の事案と

では図利加害目的を認定した判断構造

や証拠関係をやや異にするところ、そ

れは他の事案が融資事案であって、当

該融資を行うことによる当該金融機関

の利益の点が問題となるのに対し、本

件は永代信組の系列会社であるＢ社を

資金的に救済することによる永代信組

の利益の点が問題となるため、図利加

害目的の有無を判断するに当たっては

譲り受けた債権の回収可能性やその認

識等の点からだけでは永代信組の利益

の有無・程度を全てにわたって判断す

ることは困難であって、永代信組とＢ

社との関係等について踏み込むことが

不可欠だったからであると思料され

る。 

そこで、裁判所の判断構造を検討す

るに、まず、裁判所は母体行責任の点

について、Ｂ社の性格や永代信組にお

ける被告人の影響力を詳細に検討した

上、「Ｂ社は、そもそも、被告人の個

人的な利益を上げるために設立された

会社であり、しかも、人的、資金的結

びつきを深めるようになったのも、永

代信組における被告人の個人的指導、

支配の影響下に為されたものである。

このような場合、一見、経営形態の一

体化が存在するかのような外観は存在

するが、当該会社の設立経緯、当該会

社を支援するに至った事情に照らす

と、母体行責任の根拠たる経営の一体

化はなかったものと認めるのが相当で

ある。すなわち、被告人が個人的利益

の獲得を目指して開始したサイドビジ

ネスの会社が、経営困難となって、被

告人が自ら組合長を務める永代信組か

ら資金的、人的な援助をその影響力を

行使して自ら決めて実施し、人的、資

金的結びつきを強めたとしても、永代

信組の立場からすれば、母体行責任を

果たす義務はなかったものと言わざる

を得ない。」と判示し、Ｂ社との関係

では母体行責任の考え方は及ばないと

する。 

その上で、本件債権の第三債務者に

対する回収可能性につき詳細に検討

し、いずれも回収可能性が極めて低か

ったことを認定した上、「延滞トレー

ス等の結果報告を受け、自らも回収可

能性の評価を行うなどしていた被告人

においても、・・・回収可能性は低か

ったと認識していた。」と判示し、こ

のような回収可能性が極めて低い本件

各債権を簿価で永代信組に買い取らせ

た行為が任務違背に当たる旨判示し

た。 

次に、図利加害目的の有無の検討に

入り、前述したとおり「被告人が、Ｂ

社に対する支援策を施すことにより、

永代信組の信頼維持を図り、ひいては

同信組の利益を図ることをも否定しさ

ることはできない。」と判示して一応
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本人図利目的の存在を肯定した上、本

件債権譲渡の位置付けが、かねてより

東京都から永代信組のＢ社に対する融

資について法定限度を超える法令違反

であって単なる大口信用集中隠し・延

滞隠しであるとの指摘を受けていたと

ころ、法定貸出限度額の規制を潜脱す

べく、債権の売買の方式に藉口して脱

法的に実施されたＢ社に対する資金援

助としての性格のものだったこと、Ｂ

社の財務状況などに照らし、永代信組

単体でその支援を行い同社を再建する

ことが可能であったとするには疑問で

あること、被告人においてはＢ社は永

代信組単体では再建不能であり本件債

権譲渡によってもＢ社を延命させる効

果しかないとの認識を有していたこ

と、永代信組が、被告人の個人会社た

るＢ社、Ｃ社に対して巨額の融資を行

い、これがＤ社に迂回融資されて被告

人の個人会社が多額の利益を上げてお

り、Ｂ社やＣ社が破綻するような事態

に至れば被告人に対する経営責任の追

及の可能性が生じることは必定と言う

べき状況にあったこと、本件債権譲渡

について理事会決議を経ておらず、し

かも本件債権譲渡を承認する理事会決

議があたかも為されたかのように偽装

して敢えて虚偽の理事会議事録まで作

成させていること、などを認定し、さ

らには永代信組自体もＤ社に多額の融

資残高があり、Ｄ社に融資を行ってい

たＢ社の破綻により、Ｄ社の経営が深

刻化して破綻するに至れば永代信組に

とっても債権の焦げ付きが生じ、多額

の損失が生じる状況にあったことが認

められるものの、本件債権譲渡に至る

までの内部検討の過程に照らし、Ｂ社

が破綻した場合のＤ社や永代信組に与

えるであろう具体的影響やその程度の

検討がなされておらず、そもそも本件

債権譲渡の性格が従前からのＢ社に対

する支援策の一環であったことなどか

ら被告人において本件債権譲渡がＤ社

への危機波及を回避する認識を有して

いたとは認められないこと、などを認

定し、結論として本件債権譲渡が「被

告人自らの個人会社であったＢ社を支

援・救済し、さらには、被告人に対す

る経営責任の追及を回避することを主

たる目的」としていたと判断して自己

及び第三者の利益を図る目的を主たる

目的としていたと判示した。 

このように、裁判所は、被告人とＢ

社との関係、永代信組とＢ社との関係

を緻密に検討してＢ社が被告人の私的

個人企業であるとの性格を認定し、か

ねてからのＢ社に対する不当な融資や

資金的支援の結果、本件債権譲渡を行

わずにＢ社が破綻した場合、真っ先に

問題となるのが被告人に対する経営責

任の追及の可能性であるとの点を認定

して自己保身目的の存在を導いてい

る。 

この点、前述したとおり、金融機関

の貸出債権の巨額の不良化、しかも監

督機関から厳格な指摘を受けている中

で、経営者自身の個人会社ともいうべ

き債務者に対して法定貸出限度額を超

えてまで行っていた融資の不良債権化

については、その経営者に対し、厳し

い非難や経営責任追及、法的責任追及
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が向けられるのが当然であることに照

らし、自己保身目的を肯定した裁判所

の判断は合理的である。 

その上で、裁判所は、永代信組のＢ

社に対する債権の回収可能性、端的に

はＢ社の再建可能性に着目し、Ｂ社の

再建は困難であり、被告人自身もその

ことを認識していたことを認定し、こ

れを理由の中心に掲げてＢ社に対する

支援による同信組の利益を図る目的が

主たる目的だったとの弁護人主張を排

斥したもので、前に検討した融資に関

して判断した裁判例と同様に、当該金

融機関に与える経済的損益による主従

関係の判断を行ったものである。 

ところで、本件で裁判所は、本件債

権譲渡の決定に至るまでの過程におい

てそれを決定した被告人及び部下役職

員の間において議論・検討された事項、

その程度を検討し、同過程でＢ社を支

援しなかった場合にＤ社の破綻による

永代信組にもたらす影響などはほとん

ど議論・検討されていなかったとの事

実を認定し、本件債権譲渡が間接的に

永代信組の利益を図るためであったと

の認定を否定する理由の 1 つとした。 

この点は、融資事案に関しても同様

に当てはまるものと思われ、問題とな

る融資が主として自己又は第三者図利

であったか、本人図利目的であったか

を判断するための 1 つの要素として、

その決定の過程において決定者らにお

いて何が議論・検討されたか、当該金

融機関の利益を目的とするものであれ

ば議論・検討されて然るべき事項が取

り上げられていたか否かに着目するこ

とも必要である。 

以上検討したところによれば、永代

信組事件で裁判所が示した判断は融資

事案に関する従来の裁判所の判断構造

から逸脱・飛躍したものではなく、従

来の判断構造を維持したままさらにそ

れを緻密化するとともに債権譲渡とい

う非典型事案特有の判断構造を示した

ものといえよう。 
 

第 6 拓銀事件判決の判断構造の検

討（両判決の比較検討） 

1 問題の所在 

拓銀事件は同銀行が平成 9年 11月に破

綻するに至るまでの最後の 2 代の頭取で

あったＡ及びＢに対し、その頭取在任中

に決定した融資（追加融資）について特

別背任の罪責を問うたものである。 
拓銀が都市銀行初の破綻であり、都市

銀行の頭取が決定した融資について初め

て特別背任が立件されて刑事責任追及が

行われたことや刑事立件の対象となった

事案がカブトデコムグループとともに拓

銀を破綻に導いた主要な原因の 1 つとも

言われていたソフィアグループに対する

融資案件であったことなどから、本裁判

に対しては強い社会的関心が寄せられて

いた。 
そして、注目されていた一審判決及び

控訴審判決は全面無罪と実刑有罪という

形で結論が正反対に分かれたもので、共

同正犯の刑事責任を問われたソフィアグ

ループ代表者のＥを含めた被告人 3 名が

上告しており、最高裁判所の最終判断が

待たれるところである。 
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特別背任罪の成否に関する一審判決と

控訴審判決の判断の大枠をみると、一審

は任務違背性は肯定したものの、図利加

害目的の点で自己図利目的あるいは第三

者図利目的が融資の主目的であったとは

認められないとして無罪の理由としたの

に対し、控訴審は任務違背性を肯定した

のはもとより、図利加害目的の点につい

ても自己保身目的による自己図利目的及

び第三者図利目的が主目的であったこと

を認定して有罪の結論を導いており、一

見すると図利加害目的の有無の判断だけ

が結論を左右したかのように見える。 
しかしながら、2 つの判決は同様に任務

違背性を肯定しながらも、そこで着目す

べきは任務違背行為として認定した行為

の具体的内容であって、この点で一審判

決と控訴審判決は必ずしも同様の結論を

下したものでないと思われ、その違いが

図利加害目的の判断にも強く影響してい

ると思料される。 
そこで、本件については任務違背性の

認定の問題を避けて通ることはできない

と思料されるため、図利加害目的の判断

構造等の検討を行う前提として任務違背

性の点から検討することとしたい。 
 

2 任務違背行為 

(1) この点、一審裁判所は、任務違背行為

の内容として、まず、被告人Ａにつき、 
「被告人Ａら拓銀経営陣が、平成 5

年 7 月経営会議において、（ソフィア）

グループの取組方針を議論するにあた

り、融資打ち切りを念頭に置かなかっ

たり、融資を打ち切った場合と融資を

継続した場合の回収額の多寡等を明確

には議論しなかったからといって、直

ちに同被告人がその任務に違背したも

のと断じることはできない。」 

とした上、 
「（ソフィア）グループの経営状況

等に照らせば、追加分の融資も回収不

能となる危険があったのであるから、

これらの融資を行うためには、債権回

収に向けた最善の方策を検討したり、

できる限り債権保全策を講じるなど、

債権回収に向けて真摯に取り組むこと

が強く要請されていたというべきであ

り、前記のとおり、被告人Ａは、融資

継続の前提であり、審査第 1 部から、

その必要性を強調されたソフィアグル

ープの分離再編について、これを十分

に検討しないで継続審議とした上、そ

の後も同グループに対する基本的な取

組方針の検討を、審査第 1 部や担当役

員に指示することもないまま、漫然と

融資を継続したものである。このよう

な被告人Ａら拓銀経営陣の融資判断

は、真摯な取組の下になされたものと

認めることはできず、拓銀頭取として、

同被告人が負担している任務に違背し

たものと認めるのが相当である。」 

と判示した。 
また、被告人Ｂについて、 

「拓銀では、被告人Ｂが頭取在任中

の経営会議において、終始、融資を打

ち切った場合と融資を継続した場合の

損失額や回収額の多寡、融資を継続し

て回収を図ることの確実性、ソフィア

グループに対する債権保全措置等、融

資継続方針を採る場合に当然検討しな
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ければならない事項について十分な検

討がなされなかった・・・。被告人Ｂ

は、ソフィアグループに対する融資判

断を行うにあたり、最も考慮すべき回

収可能性を含めた拓銀の経済的損失に

ついて十分な検討をせず、スキャンダ

ルの表面化の回避といった事情を過大

に考慮していたと認められるから、こ

のような融資判断が合理的根拠に基づ

いたものということはできず、拓銀頭

取として、同被告人が負担している任

務に違背したものと認めるのが相当で

ある。」 

と判示した。 
思うに一審における被告人Ａ及び同

Ｂの任務違背に関する判断は、被告人

両名がソフィアグループに対する本件

追加融資を決定したこと自体を任務違

背行為と捉えたものではなく、追加融

資を決定する過程で、ソフィアグルー

プに対する基本的な取組方針の検討を

真摯に行っていなかったこと、検討し

なければならない事項について十分な

検討をせず、合理的根拠に基づかない

融資判断を行ったことを捉えて任務違

背行為を捉えたとみることができる。 

しかし、これに対して控訴審裁判所

は、被告人Ａにつき、 

「本件融資に先立つ平成 5 年の時点

ですでにソフィアグループは債務超過

に陥っており、被告人Ａの頭取在任中

もその額は増加し、同グループは大幅

な借入金を有し、拓銀グループからの

借入金については大幅に担保割れの状

態であった上、ソフィアグループ各社

の事業はすべて赤字で、拓銀以外から

の融資が見込めないなど、その債務返

済能力がないことは明らかであった。

そして、そのような財政・経済状態の

ソフィアグループに対し、漫然と実質

無担保の融資を続けることが頭取の任

務に違背することは明らかであり、・

・・」 

「（ソフィアグループに）現実に債

務返済能力が回復していない以上、ソ

フィアグループに実質無担保で更なる

融資を継続し拡大することは、拓銀に

新たな損害を発生させるもので、頭取

としての任務に違背することは明らか

である。」 
と判示し、被告人Ｂについても、 

「被告人Ｂは、・・・被告人Ａ以上

に、融資による新たな損害発生を防止

するに足りる措置を講じない限り、ソ

フィアグループに対する無担保融資が

許されないことを認識できたはずであ

り、本件融資中被告人が最初に関わっ

た本件融資 5 番号 1 が始まる前までに

はそれが頭取の任務に違背することを

十分に認識していたといえる。」 

「被告人Ｂは、被告人Ａが行ってき

たソフィアグループに対する融資路線

をそのまま継承し、・・・。しかも、

被告人Ｂは、平成 6 年大蔵省検査にお

いて、・・・検査官から『Ⅲ分類先に

追加融資をすることは客観的にみると

背任行為に当たる。』旨言われたとの

報告を受けながら、なおも実質無担保

の融資を続けたのであって、このよう

な結果が頭取の任務に違背することは

明らかであり、・・・」 

と判示した。 
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これらの判示によれば、控訴審裁判

所は、追加融資を決定する過程での十

分な検討を行わなかったことや合理的

根拠の乏しい判断を行ったとの点に任

務違背性の根拠を置いた一審裁判所と

は異なって、端的にソフィアグループ

に対する本件融資を決定したこと自体

を任務違背行為と捉えたものといえ

る。 

(2) このように両裁判所が任務違背につ

き下した結論の違いは次の 2 点に由来

していると考えられよう。第 1 は、控

訴審裁判所が正面から指摘していると

おり、融資に関する銀行頭取の任務の

内容についての一般的判断である。 

この点、一審裁判所は、 

「融資の可否を判断する場合、回収

の確実さが最も重視されるべき要素で

あることは当然であるが、他方で、銀

行の有する公共的な使命、現に、拓銀

が道内におけるリーディングバンクの

地位にあったことを考慮すると、当該

融資を打ち切ることによって生じる地

域経済への影響についても、一定程度

考慮することも許されるというべきで

ある。」 

と判示したのに対し、控訴審裁判所

は、 

「銀行の公共性は、もともと預金者

保護や信用秩序の維持を中核としてい

る上、拓銀の貸出業務取扱規程に、貸

出業務が信用秩序及び国民経済に対し

て広く深い関係を持ち、多彩な影響を

与えることから、経済性の原則を維持

しながら公共的使命の達成に努めなけ

ればならないとあるように、経済性の

原則、中でもその中心である安全性を

無視することは絶対に許されないので

あって、公共の名の下に回収見込みの

ない融資が許されることにはならない

のであり、また、融資の打ち切りによ

って当該取引先が倒産し、それまでの

貸付金が回収できず、あるいは、その

従業員が失職し、さらには、当該取引

先の取引企業等にも影響を及ぼすこと

は避けられないところ、それを理由に

回収見込みのない融資をしても通常は

破たんを先延ばしするに過ぎないか

ら、結局は、上記のとおり、破たん先

企業への融資が許されるのは、その融

資による新たな損害発生を防止するに

足りる措置を講じ、近い将来における

破たん先企業の再生が十分に見込ま

れ、その結果、より多くの貸付金の回

収が可能となる場合に限られる。」 
と判示した。 

2 つの判決は共通して「銀行の公共

性」に言及しているため、公共性の意

味するところについて検討するに、ま

ず銀行法は第 1 条で「この法律は、銀

行の業務の公共性にかんがみ、信用を

維持し、預金者等の保護を確保すると

ともに金融の円滑を図るため、銀行の

業務の健全かつ適切な運営を期し、も

って国民経済の健全な発展に資するこ

とを目的とする。」と定める。 

この点、同規定で述べられた銀行の

公共性の意義については、第 1 に、銀

行業務が複数の、かつ膨大な信用組織

で結ばれているため、そのどこかで破

綻が起きると連鎖反応により影響が広

範に及ぶという点で、その制度ならび
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に業務運営の適否は、一国の信用秩序

の維持ひいては一国の経済運営に重大

な影響があること、第 2 に、銀行の主

たる債権者が預金者、つまり一般公衆

であり、預金者の利益を法的に保護し

ていくことは、突き詰めていえば国民

の預金という形態での個々の財産ない

し資産形成に関し、当該財産の預り主

である銀行のまったくの自由意思に委

ねることはせず、法律のもとで、政府

が最小限度必要な監視・介入を行って

いくということ、第 3 に、銀行の資金

供給面における機能が一国の経済活動

全体にとって大きな意義を有してお

り、銀行は国民が汗して蓄積した資産

である預金の集積を、国民経済発展に

資するよう融資していくという機能を

有していること、などと説明されてい

る（詳解・銀行法 51 頁・小山嘉昭著）。 

一審及び控訴審が、上で述べたよう

な銀行法第 1 条の規定及びその解釈を

どこまで念頭に置いているのか判決文

のみからは明確ではないが、思うに一

審裁判所は銀行の公共性について上記

の第 3 の意義を強調して、融資業務に

関する安全性の原則をその対立概念の

如く捉え、相対的に同原則への配慮を

緩やかにしたものと捉えられるとこ

ろ、かかる考え方は銀行の業務運営の

不適切さが信用秩序、経済秩序に及ぼ

す影響や銀行債権者が一般企業とは本

質的に異なる預金者であることに由来

する上記第 1 及び第 2 の公共性の意義

を看過あるいは軽視するものと言わざ

るを得ない。 

これに対し、控訴審裁判所は「銀行

の公共性の中核が預金者保護や信用秩

序の維持にある。」と判示しているこ

とから窺われるとおり、公共性の概念

が経済性の原則や安全性の原則と抵触

するものではないとの理解を前提とし

たものである。 

そして、融資に関する銀行頭取の任

務につき控訴審裁判所が示した見解

は、金融機関とりわけ銀行が行う業務

の本質に言及して融資に関する経済性

の原則、安全性の原則の絶対性を強調

し、安全性を無視した融資が「絶対に」

許されないものと明言した上、敢えて

破たん先企業に対して追加融資を行う

ことができるのは、担保の有無、その

価値、融資先の再建可能性、事業の採

算性などを考慮し、「追加融資の結果、

より多くの貸付金の回収が可能となる

場合に限られる。」という必須の条件

を提示したものであって、これまでの

同種事案に対する裁判所の判断を踏ま

えた一般原則を明示したものと考えら

れ、極めて重要な意義を持つ判断であ

ると考えられよう。 

(3)  第 2 は、事実認定の問題として、両

裁判所が本件各融資の回収可能性に関

する判断を異にしている点である。 

この点、一審裁判所は、 
「ソフィアグループの経営状況、同

グループの経営改善の可能性、茨戸開

発の実現可能性や採算の見込みなどに

照らせば、平成 5 年 7 月経営会議当時、

ソフィア及びホテルシステムに対し、

新たに赤字補填金を無担保で融資した

場合、その回収が不能となる危険性を

有していたと認められる。」 
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「本件第 1 及び第 2 の各融資当時に

おいては、平成 5 年 7 月経営会議当時

と比べ、ソフィアグループの経営状況

には、特段の改善が見られなかった上、

借入残高及び保全不足額も増加する一

方で、茨戸開発の実現性についても、

不透明さが増したものであって、平成 5

年 7 月当時と比べても、その赤字補填

金に係る無担保融資が回収不能となる

危険性は一層大きくなったと認められ

る。」 

と判示し、被告人Ｂが決定した各融

資についても、 

「ソフィアグループの経営状況、茨

戸開発の実現可能性や採算の見込みな

どに照らせば、平成 6 年 6 月ないし平

成 7 年 1 月当時、ソフィアグループに

対し、新たに赤字補填金を無担保で融

資した場合、これが回収不能となる多

大な危険性を有しており、まして、そ

の後の融資は、更に大きな危険性を有

していたものと認められる。」 

と判示しているとおり、被告人両名

が決定した各融資が回収不能となる危

険性があった、との判断を行っており、

この点が任務違背性を肯定した主要な

要因であることは明らかである。 

しかし一審裁判所は、回収可能性に

ついて上記のとおり認定しながらも、

他方で関係者の証言などに基づき、ソ

フィアグループには一定の経営改善の

余地、茨戸開発事業の実現の見込み、

採算の見込みなどがあったことなどを

肯定した上、拓銀の審査部門等が直ち

に融資を打ち切ってソフィアグループ

を破綻させるよりも、融資を継続した

方が拓銀の利益になると考えていたの

は合理的であった旨認定し、被告人両

名が本件各犯行当時追加融資を決定す

るに当たって、より多額の回収を期待

できると認識していた、との結論を導

いている。 

これに対して控訴審裁判所は、 

「任務違背や自己又は第三者図利目

的の有無を判断するためには、回収可

能性の有無を検討することが必要であ

る。」 

と述べた上、ソフィアグループの債

務返済能力を同グループの貸借面及び

損益面から詳細に検討し、その結果、 

「平成 5 年 5 月末時点におけるソフ

ィアグループは、少なくとも 69 億円に

も達する大幅な債務超過額を抱え、償

却前営業利益の段階でも膨大な赤字で

あったから、同グループが実質破たん

状態であり、自力の債務返済能力など

全く存在しなかったことは誰の目から

見ても明らかであった。」 

「（平成 6 年 3 月期以降も）ソフィ

アグループに債務返済能力がなかった

ことに変わりはない。そればかりか、

拓銀から赤字補填資金の融資を受けな

ければ経営そのものが成り立たない状

況にあった。」 

「以上検討したように、ソフィアグ

ループの財政・経営状態は、被告人Ａ

が決定した本件融資第 1 及び第 2 の時

期、さらに、被告人Ｂが決定した本件

融資第 3 ないし 5 の時期においても変

わらなかったばかりか、上記のとおり、

その債務返済能力はますます悪化を続

けたと認められる。」 
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と判示し、本件各犯行当時、ソフィ

アグループには債務返済能力がなかっ

たものと明確に認定した。 

控訴審判決は、回収可能性を判断す

るに当たって、ソフィアグループの財

政・経済状態を決算期ごとに数値化し、

詳細な比較検討を行ったもので、この

ような客観的数値によって裏付けられ

たソフィアグループの破たん状態を一

審判決よりも重く受け止めたものと推

測される（特報・拓銀特別背任事件控

訴審判決・解説・判例タイムズＮｏ．

1229 に同旨。なお、民事判例で示され

た回収可能性の判断基準については最

判平成 20・1・282）。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2 (1)  最高裁第二小法廷平成 20 年 1 月 28 日判

決（判例時報 1997 号）は、銀行取締役の追加融

資に関する善管注意義務違反の有無の判断に関

し、「本件追加融資に応じるとの判断に合理性

があるとすれば、それは、本件追加融資の担保

として提供される本件不動産について、仮に本

件追加融資後にその価格が下落したとしても、

その下落が通常予測できないようなものでない

限り、本件追加融資を確実に回収できるような

担保余力（以下、このような担保余力を「確実

な担保余力」という。）が見込まれる場合に限

られるというべきである。したがって、拓銀の

取締役であった被上告人らとしては、本件不動

産について、総額 20 億円の本件追加融資の担保

として確実な担保余力が見込まれるか否かを、

客観的な判断資料に基づき慎重に検討する必要

がある。」（拓銀栄木事件）、「エイペックス

事業が完成した後に独立して採算を得られる見

込みが十分にあったとすれば、第 3 融資を実行

してでもエイペックス事業を完成させ、そこか

ら債権を回収することによって、短期的には損

失を計上しても中長期的には拓銀にとって利益

になるとの判断もあながち不合理なものとはい

えない。・・・エイペックス事業自体の採算性

に大きな疑問があり、中長期的にも、エイペッ

クス事業を独立して継続させることにより第 3
融資に見合う額の債権の回収が期待できたとい

うことはできない。」（拓銀カブトデコム事件

第 3 融資）と判示しており、回収可能性につい

ては客観的かつ十分な資料により厳格かつ慎重

な判断を行わなければならないことを明らかに

このように一審判決と控訴審判決は

本件貸付金の客観的回収可能性の程度

及びそれに対する被告人両名の認識に

ついて判断を異にしたものであり、一

審裁判所は回収可能性を必ずしも全面

的には否定せず、そのことから被告人

両名が回収可能性に対してある程度肯

定的な認識を有していたことを肯定す

ることによって、ソフィアグループに

対する本件追加融資の決定自体ではな

く、融資決定の過程に検討の不十分さ

があったことなどを任務違背行為と認

定したのに対し、控訴審裁判所は客観

的回収可能性を全面的に否定すること

によって回収可能性のない本件追加融

                                                                           
したものと理解することができる。 

(2)  岩原紳作教授は、銀行取締役の融資決定

に関する経営判断原則の学説の整理として、

「我が国において妥当する経営判断原則につい

ては、経営判断当時の状況に照らし合理的な情

報収集・調査・検討等が行われたか、およびそ

の状況と取締役に要求される能力水準に照らし

不合理な判断がなされなかったかを基準に、善

管注意義務違反か否かを判断する原則として理

解する学説が支配的である。・・・一般的な学

説・判例は、経営判断の前提になる情報収集・

分析・検討に関しては、合理的なレベルでなさ

れることを要求し、判断内容についても、少な

くとも明らかに不合理なものではないことを要

求している・・・」と述べた上、取締役の責任

を否定した拓銀カブトデコム事件控訴審判決に

対して、「これと比較して第二審判決は、いず

れかについて杜撰・利益相反といった経営判断

が不誠実になされた事情があったときにのみ責

任が認められるとして、経営判断過程と経営判

断内容の両面において大幅に注意義務の内容を

緩和している。」と評釈している（銀行融資に

おける取締役の注意義務〔下〕－カブトデコム

事件を中心として－商事法務Ｎｏ．1741）。 
前記最高裁判決は、上記控訴審判決を破棄し

て取締役の責任を肯定したものであって、金融

機関における融資に関する経営判断の中でも最

大の要素である貸付金の回収可能性の判断基準

についてそれまでの支配的な学説や裁判例をふ

まえた上での統一的な見解を示したものといえ

よう。 
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資を決定したこと自体を任務違背行為

と認定したものと思われる。 

このように一審裁判所と控訴審裁判

所は被告人両名の任務違背性の捉え方

について判断を異にしており、この点

は両裁判所の図利加害目的の有無の判

断にも影響を与えたものとみることが

できる。 

 

3 図利加害目的 

(1) この点、一審及び控訴審の各裁判所

は、図利加害目的の有無を判断するに

際して前記第 5・2 で述べた①～⑭など

の点につき詳細な検討を行った上、ほ

ぼ共通して、 

ア：自己保身目的の有無に関連して、

拓銀が本件融資の前に行っていたテ

ルメホテル建設資金等の融資のずさ

ん性、茨戸開発事業の事業地買収に

絡む農地法違反等の問題に関する被

告人両名の認識と心理状態 

を検討し、さらに控訴審裁判所は、

アの検討において自己保身目的の存在

を肯定した上、さらに拓銀の利益を図

る目的の有無及び程度、自己及び第三

者図利目的との主従関係について 

イ：ソフィアグループに対する融資を

打ち切った場合と逆にこれを継続し

た場合の拓銀の損失の極小化の程度 

という枠組を用いた判断を行ったと

みることができる（一審裁判所は、む

しろ任務違背性を判断する前提として

イの点を判断しているように思われ

る。）。 

(2) そこでアの点についてみるに、一審

裁判所は被告人Ａにつき、 
「遅くとも、本件第 1 及び第 2 の各

融資を実行した時点においては、総合

開発部所管当時に行ったソフィアグル

ープに対するテルメホテル建設資金等

の融資がずさんであったことを認識し

ていたと認めるのが相当であるもの

の、融資を決定した被告人が同ホテル

の先行きに思いをはせるのは当然であ

るし、分離再編案を継続審議としたこ

とも、もうしばらく経営状況の推移を

みようとしたためと考えることができ

るのであって、ずさん融資の表面化を

殊更おそれていたと認定するにはなお

合理的な疑いが残る。」 

「遅くとも、本件第 1 及び第 2 の各

融資を実行する時点においては、ソフ

ィアグループの茨戸開発事業地の買収

方法に農地法違反等に絡む問題が内在

しているとの認識を有していたものと

認められるものの、農地法違反等に関

するマスコミ報道に重大な関心を示し

ていたとは言えないこと、ソフィアグ

ループの違法行為が拓銀自身のスキャ

ンダルとして議論された形跡もうかが

われないことなどの事情に照らすと、

この問題が表面化することを殊更おそ

れていたと認定するには合理的な疑い

が残る。」 

「殊更に株主代表訴訟に関心を抱

き、これによる損害賠償責任の追及を

おそれていたと推認することはでき

ず、自らの刑事責任の帰趨について関

心を寄せていたことをうかがわせる証

拠はない。」 
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などと判示し、被告人Ｂについても、 

「遅くとも、本件第 3 ないし第 5 の

各融資がなされた時点においては、総

合開発部所管当時に行ったソフィアグ

ループに対する融資がずさんなもので

あったことを認識していたと認められ

るが、その実態を深刻に考え、その表

面化を殊更におそれていたと認めるに

は合理的な疑いが残る。」 

「農地法違反等の問題の重要性を認

識し、その表面化をできれば回避した

いと考えていたと認められるが、被告

人Ｂの茨戸開発事業資金融資に係る関

与は間接的で、その程度は低いものに

過ぎず、また、農地法違反等の表面化

が被告人Ｂらの経営責任らと絡めて協

議がなされた形跡もないことなどか

ら、農地法違反等の問題が表面化した

場合の社会的、道義的な経営責任を深

刻に考え、これを重要な判断要素とし

て、ソフィアグループへの取組方針を

検討していたと認めるには合理的な疑

いが残る。」 

「株主代表訴訟の可能性を具体的、

深刻に認識していたと認めるには合理

的な疑いが残り、刑事責任を追及され

るおそれもなかった。」 

などと判示した。 

このように、一審裁判所は、本件各

融資を決定した当時、被告人両名がず

さん融資や農地法違反等の問題を認識

していた事実自体は肯定したが、被告

人両名に対して責任追及等が行われる

切迫した事情はなく、被告人両名がそ

れを回避したいと考える心理状態にも

なかったとの評価を行って、自己保身

目的を否定する結論を導いた。 

ところで、一審判決は、図利加害目

的の有無の認定に当たって「・・・を

殊更おそれていたと認めるには合理的

な疑いが残る。」という表現を多用し

ている点に特徴が見られるところ、思

うに、一審裁判所はこの「殊更」とい

う文言を用いることによって、被告人

両名の自己保身目的を裏付ける主観的

事情が強度なものではなく、その他の

事情と比較して優先的な関係にあった

ものではないことを強調して、自己保

身目的の不存在を結論付けたものと考

えられる。 

このような一審裁判所の判断構造

は、図利加害目的における認識・意欲

の程度に関し、「意欲ないし積極的な

認容までは要しないと解するのが相

当」とする最高裁決定（最決昭 63・11

・21 刑集 42・9・1251）と矛盾すると

考えられる上、前記第 5・3 で述べたよ

うに多くの裁判例が基礎にしていると

思われる平和相互銀行事件最高裁決

定、つまり自己・第三者図利目的と本

人図利目的につき、そのいずれもが必

ずしも決定的な動機となっているとは

言い難い場合、回収可能性とその認識

の有無を中心的要素として緻密な主従

の判断を行って図利加害目的の有無を

判断するという枠組とは明らかに異な

っており、「殊更」という認定をし得

るほど自己保身目的を強度に推認させ

る事情がなければ、結果として自己図

利目的あるいは第三者図利目的を否定

するといういわば独自の枠組を採用し

たものと見ることができるのであっ
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て、前記平和相互銀行事件最高裁決定、

さらにそれまでの同種事案に関する裁

判所の基本的な枠組とは一線を画した

ものと言わざるを得ない。 

これに対し、控訴審裁判所は一審裁

判所と同様に本件各融資を行う以前か

らソフィアグループに対して行ってい

たテルメホテル建設資金等のずさん融

資や茨戸開発事業地の買収に絡む農地

法違反などに対する各被告人の認識の

点を自己保身目的の有無を判断するた

めの検討項目として取り上げていると

ころ、被告人Ａに関しては、 

「北東公庫及び日本長期信用銀行

が、テルメホテル建設資金等の融資に

ついて採算性の見込めない融資である

と判断し、拓銀からの協調融資の要請

を謝絶したこと、立地条件や自己資金

の低さに起因する同ホテルの採算性の

見込みが厳しいものであり、同ホテル

建設資金等の融資の回収可能性を十分

に認識していたこと、被告人Ａが、平

成 5 年 7 月 5 日の経営会議で、『㈱ホ

テルシステムは赤字続きで、このまま

ではホテル経営は成り立たない。』と

の報告を受けたときから、自らの融資

決定を後悔し、いらだちの感情を示し

ており、自己の決定が誤りであったこ

とを自覚せざるを得ない状況に置か

れ、深い憂慮の気持ちを表すようにな

っていたことなどに照らし、遅くとも

本件融資 1 及び 2 がなされる前までに

は、ホテル建設資金やそれに関連する

融資がずさんな融資であり、経営責任

を追及される案件であったことの認識

を有に認めることができる。」 

などと判示し、さらに、 

「平成 3 年のたくぎんファイナンス

サービスを利用したバックファイナン

スの際、農地法等に違反する事業地買

収のための資金であることを認識しな

がらソフィアグループに対する融資を

決定したこと、平成 5 年 3 月には、当

時の函館市長の実兄が農地法違反の容

疑で逮捕されたことが報道され、被告

人Ａもそれを新聞報道で知っていたこ

と、などに照らし、遅くとも平成 5 年 3

月の新聞報道のころには、茨戸開発用

地の取得に関する農地法違反等の問題

を明確に認識し、その発覚を危惧する

状況にあったものであり、さらに、平

成 5 年 7 月 5 日の経営会議において、

審査第一部から、ソフィアグループに

対する融資の危険性が指摘され、ソフ

ィアグループの分離再編案が提案され

ていたにもかかわらず、被告人Ａは、

『そんな条件を付けたらＥ社長が納得

するわけないだろう。』と発言し、分

離再編案を不承認としてソフィアグル

ープに対する融資だけを決定したこと

は、Ｅの猛反発が予想される同案を承

認することにより、同人からテルメホ

テル建設資金等のずさん融資の実態や

茨戸開発の農地法違反等の問題が明る

みに出ることを恐れたためである。」 

などと判示した。 

また、被告人Ｂについては、 

「平成 3 年のバックファイナンスで

は、当該融資の可否を決定する審査第

一部の担当取締役であったにもかかわ

らず、鉛筆書きの方法により審査を通

過させた上、持ち回りの投融資会議で
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融資を『可』としていたこと、平成 5

年 7 月 5 日の経営会議では、審査第一

部と事前に打ち合わせをして分離再編

案を付議したにもかかわらず、分離再

編案を承認しないとの議事進行を行う

など、被告人Ａほどではないにしても

取締役としての責任を追及されれば、

民事責任を避けられない立場にあった

もので、頭取に就任した後も、ソフィ

アグループに対する分離再編案を再検

討する必要性を抱きながらも、漫然と

融資を継続したことなどに照らすと、

ずさん融資や違法融資の表面化によ

り、自らそれに関与してきたことも含

め、拓銀の最高責任者として、その経

営責任が追及されることを回避するた

め、自己保身目的からソフィアグルー

プに対する融資を継続したものと認め

られる。」 

などと判示した。 

このように、控訴審裁判所は、一連

の経営会議の内容や推移の点に加え、

テルメホテル建設に関する被告人Ａら

の日頃の態度・発言、日本長期信用銀

行等による協調融資の不実現、函館市

長の実兄が農地買収の件で逮捕された

との記事を被告人Ａが目にした事実の

有無、平成 5 年 7 月経営会議に付議さ

れたソフィアグループの分離再編案に

対する被告人両名の対応などの諸点に

つき、時系列に沿って詳細な事実を認

定し、それらの事実を積み重ねてその

分析・検討や被告人両名の内心を推認

することによって被告人Ａ及び同Ｂの

本件追加融資決定の思惑となった主観

的事情を認定する。そして、被告人両

名において徐々にソフィアグループに

対する融資実態の顕在化を回避したい

との心理状態が高まっていったことを

認定し、ずさん融資や農地法違反等の

点につき単に「認識があった。」と判

示するにとどまった一審裁判所の認定

を否定して、被告人両名において単な

る認識ではなく、ソフィアグループの

破綻により、ずさん融資や農地法違反

等の問題が表面化することによる経営

責任や法的責任の追及を回避しようと

する意図を有していたことを論証し、

被告人両名に自己保身目的が存在して

いたことを結論付けたものである。 

自己保身目的の有無を判断するため

の検討事項については、第 5・2 で①～

⑭として整理したところ、控訴審裁判

所はこれらの事項はもとより本件追加

融資決定前後の時期における被告人の

発言や当該融資に関連する事項につい

ての社会情勢や報道の存在（本件で言

えば農地法違反の問題）といった点に

ついても併せて検討を加え、より緻密

な判断を行っている。 

ところで、このように控訴審裁判所

の判断は自己保身目的の有無に関する

事実認定自体が一審裁判所の認定とは

異にしているところ、加えて着目すべ

きは控訴審裁判所が一審裁判所が繰り

返し判決で用いた「殊更・・・」とい

う表現を一切用いることをせずに、 

「遅くとも本件融資 1 及び 2 がなさ

れる前までには、ホテル建設資金やそ

れに関連する融資がずさんな融資であ

り、経営責任を追及される案件であっ

たことの認識を優に認めることができ
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る。」 

などと判示していることからも認め

られるとおり、自己保身目的を導く事

実の認識を有していたこと自体を重要

視しており、自己保身目的を肯定する

に当たって、「殊更」という評価をす

るほどの強度な主観的事情を要求して

いない点である。 

思うに、控訴審裁判所は、図利加害

目的における認識・意欲の程度につき、

「意欲ないし積極的認容までは要しな

い。」と判断した最高裁決定（最決昭

63・11・21 刑集 42・9・1251）と同様

の立場に立脚したものといえよう。 

控訴審裁判所の判断は、自己保身目

的の有無に関する事実認定の結論に一

審判決との違いがあるだけではなく、

被告人Ｂに関する判断において、 

「同被告人に融資の継続により拓銀

の信用低下を回避しようとの心情があ

ったとしても、それは本件融資を行う

際の決定的な動機ということはでき

ず、主として自己の経営責任の追及を

回避しようとの自己保身目的をもって

行われたというべきである。」 

旨判示していることからも端的に導

かれるとおり、図利加害目的の認定に

関する基本的な判断の枠組自体が一審

判決とは明らかに異なるものであっ

て、自己・第三者図利目的と本人図利

目的が共に存在し、そのいずれもが決

定的な動機とは言えない場合であって

も、図利加害目的が認められる場合が

あることを明らかとした平和相互銀行

事件最高裁決定に基礎を置くものと言

えよう。 

(3)  次に、イの点について、一審裁判所

は、被告人Ａの任務違背性についての

判断で、 
「融資を打ち切った場合よりも融資

を継続した方が 100 億円程度上回る回

収を期待することが可能であったとの

Ｆ証言は十分信用できることや平成 5

年 7 月の経営会議資料には、茨戸開発

の実現性や採算性が否定されるような

決定的な事情が記載されていなかった

ことなどから、ソフィアグループに対

する融資を打ち切ることが同グループ

に対する貸付金の回収方法として最善

の方策であったと断定することはでき

ない。」  

旨判示して、ソフィアグループに対

する融資を打ち切るよりもそれを継続

した方が回収額を増加させた可能性が

あったことを示唆しているところ、か

かる判断は、前述したとおり、一審裁

判所が事実認定として茨戸開発事業の

実現可能性や採算性を必ずしも否定し

ておらず、ソフィアグループからの債

権の回収可能性を危険視はしつつも、

完全に否定したわけではない点に由来

すると思われる。 

これに対し、控訴審裁判所は図利加

害目的の有無に関する判断の中で、自

己・第三者図利目的と本人図利目的の

主従の判断を行うため「融資の継続は

拓銀の損失の最小化を図るためか否

か。」との検討項目を設け、 

「被告人Ａに拓銀の損失の極小化を

図る目的があったか否かは、茨戸開発

の実現可能性及びその採算性、そして、

被告人Ａが、この点につき、どのよう
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な認識をもっていたかによることとな

る。」 

などとした上、被告人Ａ及び同Ｂが

各融資を決定した時点における茨戸開

発事業の実現可能性、採算性及びその

点に関する被告人両名の認識について

詳細に検討したもので、これまでにも

論じてきた同種裁判例と同様、回収可

能性及びその点に関する被告人の認識

を図利加害目的の有無の認定のための

決定的要素として捉えたものと言うこ

とができる。 

そして控訴審裁判所は、 

「茨戸開発の実現可能性は、客観的

にみて極めて乏しいものであった上、

被告人Ａは、その先行きに大いなる不

安を抱いていたにもかかわらず、その

不安要素に目を背け、実現可能性を慎

重に検討することなく、とにかく茨戸

開発事業を押し進めなければならない

との結論ありきの立場から茨戸開発を

押し進めたと言える。」 

「被告人Ａの頭取在任中はもとよ

り、被告人Ｂが頭取在任中の時代も、

茨戸開発の採算性が向上するような事

情は全く認められず、かえって、時間

の経過とともに茨戸開発の実現可能性

がより低くなっていったのであるか

ら、結局、茨戸開発の採算性は認めら

れず、被告人Ａ及び同Ｂとも十分それ

を認識していたことが認められる。」 

旨判示し、茨戸開発事業の実現可能

性及び採算性を否定して被告人両名も

そのことに対する十分な認識を有して

いたことを認定した。 

さらに控訴審裁判所は、 

「被告人両名において融資の継続が

より多額の融資金の回収につながるこ

とを想定することは不可能であった。」 

というあくまでも拓銀に与える経済

的な損益の観点から、被告人Ａ及び同

Ｂの本人図利目的を否定した。 

このように控訴審裁判所は、銀行の

公共性に対する理解を前提として銀行

頭取の任務に関し、安全性の原則、経

済性の原則を徹底すべきとする見解を

明言したことに由来し、追加融資に関

する「回収可能性の有無」の点につい

てはより具体的に「追加融資を行うこ

とによって、従前の融資分を含めた当

該融資先からの債権回収をどの程度図

ることが可能だったか。」という見地

から判断することを明らかにしたもの

と思料される。 

そして、図利加害目的の有無につい

ても、控訴審裁判所は、自己・第三者

図利目的と本人図利目的との主従判断

において、銀行の経営者において「新

たに融資を行うことが、より多額の融

資金の回収につながることを想定する

ことが可能だったか否か。」との非常

に明快な判断の指針を提示し、とりわ

け当該追加融資を実行する場合に融資

先が行おうとする事業の実現可能性及

び採算性、その認識を詳細に検討する

ことによって、より多額の回収を想定

することが不可能であれば本人図利目

的は否定ないし軽視されるべきものと

判断したものであって、図利加害目的

の有無を判断する際に最も決定的な要

素と捉えるべきである回収可能性及び

その点に関する被告人の認識の意義を
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より明確化したものといえよう。 

なお、控訴審裁判所のかかる判断の

枠組は、破綻金融機関の経営陣に対し

善管注意義務違反による損害賠償責任

を追及した民事訴訟において、多くの

裁判所が善管注意義務違反の有無につ

き許される追加融資と許されない追加

融資を区別するために用いた判断枠組

と共通性を持つと思われる3。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3 ① 北海道拓殖銀行カブトデコム事件 

○一審（札幌地裁平成 14 年 12 月 25 日判決） 
追加融資である第 3 融資に関し、「延命のた

めの追加融資をすることによって、追加融資額

を超える銀行の利益を得ることが具体的かつ確

実に見込まれる場合に限り、追加融資のうち、

銀行側の利益が追加融資額を超える限度におい

て、善管注意義務違反を免れるものというべき

である。」 
○最高裁判決（平成 2０年 1 月 28 日判決・判

例時報 1997 号） 
第 3 融資に関し、一般論の判示はないが、善

管注意義務違反を否定した原判決を破棄し、

「第 3 融資はその大部分につき当初から回収の

見込みがなかったことは明らかである。・・・

エイペックス事業自体の採算性に大きな疑問が

あり、中長期的にも、エイペックス事業を独立

して継続させることにより第 3 融資に見合う額

の債権の回収が期待できたということはできな

い。」などとの点を理由として本件の善管注意

義務違反を肯定しており、回収可能性のない融

資は許されないとの判断を前提としたものと捉

えられよう。 
北海道拓殖銀行ソフィア事件（札幌地裁平成

16 年 3 月 26 日判決） 
追加融資である第 2 融資に関し、「追加融資

を行うことによって、これを行わない場合と比

較して、より多くの回収を確実に図ることがで

きる場合に限定され、このような特段の事情が

ない限り、銀行の取締役としては、融資を差し

控えなければならず、これに反して行われた融

資は、基本的に合理性を欠くと言わなければな

らない。」 
③  日本長期信用銀行ノンバンク事件（東京

地裁平成 16 年 3 月 25 日判決） 
「支援をしない場合と支援を行う場合に見込

まれる損失を幅広く情報収集・分析、検討した

上で、後者が前者よりも小さい場合、すなわち

支援により負担する損失を上回るメリットが得

られる場合にのみ、支援を行うことが許される

ものというべきである。」 

ところで、一審裁判所は、 

「インキュベーター対象企業の代表

格として拓銀が積極的に支援してきた

カブトデコムに対する融資を打ち切っ

た際、厳しい社会的非難にさらされて、

信用の低下や預金の流出を招いたこと

から、融資を打ち切ってソフィアグル

ープを倒産させた場合には、またも信

用の低下を招いて、たくぎんファイナ

ンスや拓銀自身の経営不安を招来する

おそれもあった。」 

旨判示しており、ソフィアグループ

に融資を継続することによる拓銀の図

利目的を肯定する事情の 1 つとして、

「当該金融機関に対する信用低下を防

止する目的」を重要視しているものと

みられる。 

これに対し、控訴審裁判所は、 

「拓銀の信用低下を防止しようとす

る心情と自己の経営責任を回避しよう

とする心情は併存するものである。」 

旨判示して、自己図利目的と本人図

利目的とが併存することもあり得ると

の理解を当然の前提として、拓銀に対

する信用低下を防止する目的の存在自

体は肯定しているが、結果的には図利

加害目的を肯定したものであって信用

低下の防止の点を決して重視してはい

                                                                           
④ 日本債券信用銀行ＮＴＦ事件（東京地裁

平成 16 年 5 月 25 日判決） 
「本件融資計画を策定することは、これを前

提に本件各融資を実行した場合と実行しなかっ

た場合との利害特質を比較して、前者の方が銀

行にとってより大きな利益が得られると判断さ

れ、その判断に合理的理由があるなどの特段の

事情が認められない限り、取締役としての善管

注意義務等の違反の責めを免れないものと解さ

れる。」 
 



79 
 

ない。 

思うに、控訴審裁判所は、追加融資

に関して自己・第三者図利目的と本人

図利目的との主従関係を判断する上

で、前記のとおり金融機関に与える経

済的損益の点及びその認識の点、つま

り貸付金の回収可能性及びその点に関

する被告人の認識を最大の判断要素と

捉え、信用低下を防止しようとする心

情のような不明確かつ抽象的な利益で

あって、必ずしも具体的にその有無を

認定することが容易ではないものを不

当に重用視することは許されないとの

判断を行ったものと考えられよう。 

 

4 小括 

拓銀事件において任務違背行為の内容

や図利加害目的の有無に関する一審判決

と控訴審判決の結論の違いは、単に回収

可能性や自己保身目的の有無について事

実認定の結論が異なったことだけに由来

するものではなく、そもそもその背景に

は銀行の任務についての見解の違いがあ

り、さらに特に図利加害目的の判断につ

き判断枠組や判断に当たって重視する事

項が異なっていることなどにも由来する

ものと言えよう。 
この点、控訴審裁判所は、追加融資に

関する銀行頭取の任務の内容につき、そ

れまでの同種事案に関する裁判例の蓄積

を踏まえた上で、安全性の原則を絶対視

する判断を示し、それと関連して客観的

に債務返済能力を欠く融資先に対する融

資が頭取の任務に違背する行為であるこ

とを明言した。次いで、背任罪の図利加

害目的の認定につき、まず責任追及回避

などの自己保身目的の有無及びその具体

的内容を認定するため、時系列に沿って

個別の具体的事実を認定してその意味付

けの作業を行い、次に主たる目的が、自

己又は第三者図利目的と本人図利目的の

いずれであったかを判断する上で、融資

打ち切りの場合と融資継続の場合の当該

金融機関が被る損失の違いを取り上げ、

その中で、新たに追加融資を行うことが

より多額の貸付金の回収につながること

を想定することが可能だったかという経

済的損益の点を詳細に検討して、貸付金

の回収可能性と被告人におけるその認識

の有無を判断するという判断方法を採用

したものである。 
同判決は、図利加害目的に関する平和

相互銀行事件最高裁決定などの枠組を維

持し、かつ、前記第 5 で検討した融資に

関する 9 事案及び債権譲渡に関する永代

信用組合事件の判断構造とほぼ同様の考

え方に立った上、さらに判断基準や判断

方法の体系化、精密化を図ったものとい

え、現時点では、同種背任事件における

図利加害目的の判断方法等を示した裁判

例の到達点にあるものと考えられよう。 
 

第 7 終わりに 

以上、破綻金融機関の経営者らに対し、

背任（特別背任）による刑事責任追及を

行った事案につき、自己保身目的を内容

とする図利加害目的の有無の判断という

観点から裁判例の分析を行った。 
本稿の前半でも述べたとおり、金融機

関において融資を決定する経営者らの主
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観的事情は単純に認定し得るものではな

く、背任罪（特別背任罪）における図利

加害目的の認定に当たっては当該融資決

定の背景にある諸事情を解明した上、解

明した事実を総合的に考慮するという作

業が不可欠である。 
そして、この種の事案に関する刑事裁

判例が多数積み重ねられ、現時点までに

到達した裁判理論を敷衍すれば、自己保

身目的を内容とする図利加害目的の有無

が問題となる事案については、自己・第

三者図利目的と本人図利目的のいずれも

が決定的な動機とは言えない場合であっ

ても図利加害目的が肯定される場合があ

ることを判示した平和相互銀行事件最高

裁決定を大前提の枠組として基礎に置い

た上、以下のＡ及びＢの点を吟味するこ

とが必要と思われる。

 
 Ａ 

自己保身目的の内容及びその程度 

→融資を決定した経営者らの自己保身目的を推認させる事情の抽出（第 5・2 で述べた

①～⑭の検討） 

 さらに、融資決定当時の経営者らの日頃の発言、融資に関連する事項についての社会

的情勢、マスコミ報道等 

＋ 

 Ｂ 
自己保身目的と本人図利目的の主従関係 

→融資決定時点における回収可能性及びその認識の有無 

特に、追加融資の場合、融資を打ち切った場合と逆にこれを継続した場合の当該金融

機関の損失の極小化の検討（融資の継続による当該金融機関のメリット及びデメリット）

①客観的見地から、追加融資を実行することがより多額の融資金の回収につながるか否

か。 

②新たな融資がその他本人（＝当該金融機関）の利益となる事情があるか。 

③融資決定を行った経営者自身が①、②の点をどのように認識していたか。 

 

 

この点、任務違背性とともに図利加害

目的の有無を判断するためには、結局、

融資決定当時における貸付金の客観的回

収可能性を正確に認定することが不可欠

であって、担保の徴求の有無や実質的価

値はもとより融資先の経営・財務分析や

事業の実現可能性・採算性の分析を客観

的資料に基づいて徹底して行うことが求

められる。 
金融情勢がますます複雑化するととも

に、広く世界的な金融動向の中で我が国

の金融機関における業務を考察するとい

うことが求められる今日、今後我が国で

発生する金融機関の破綻に際し、経営者
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らに対する刑事責任追及に従事するに当

たっては、会計基準の変更に伴った決算

処理の在り方や複雑な証券化商品に対す

る投機などの金融界が抱える新しい問題

点に直面する可能性も大いにあり得るも

のと思料され、刑法（会社法）の背任（特

別背任）のみならず会社法や金融商品取

引法などに設けられた様々な罰則付き法

令の適用にも目配りするなどして従来に

増して刑事法令を一層横断的に駆使する

という見地から、実態に即した刑事責任

追及を行う必要性がある。 

しかし、現行の刑事法制上、破綻金融

機関の経営者責任を直接問うための手段

として背任罪（特別背任罪）を適用する

意義や必要性は依然として高く、その際

特に争点とされる可能性が高い図利加害

目的の有無の判断については、これまで

に構築された判例や裁判例の枠組、判断

基準を念頭に置くべきであり、本稿がそ

の点に関して少しでも参考となれば幸い

である。 
以 上
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1 前預金保険機構法務統括室総括調査役。 
2 前預金保険機構参与。 
なお、本稿の執筆は筆者らが個人の資格で行ったものであり、意見にわたる部分は筆者ら個人に属し、

預金保険機構の公式見解を示すものではない。 
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第 1 はじめに 

2007 年夏、欧州および米国において、信

用力の低い借入人に対する住宅ローン（サ

ブプライムローン）問題が表面化して以降、

世界の金融・資本市場での証券化商品の価

格急落や株安、そして世界的な金融危機へ

とその影響が広がり、各国の金融当局がそ

れぞれに又は連携して対策を講じているも

のの、2009 年初の時点においても問題の終

着点は未だ見えていない。 
この間、震源地の米国で住宅価格の大幅

下落と担保住宅の差押えの急増が急速な景

気後退をもたらしているだけではなく、金

融・証券市場の枠を超えた経済の混乱が、

バブル的な金融行動があまり見られなかっ

た我が国を含め、世界全体に拡大している。

金融の混乱が製造業、非製造業の生産・流

通活動や勤労者の生活に対して悪影響を及

ぼすことは、これまでも見られたものであ

る。しかし、今回の悪影響の強さとその広

がる速度は、従来の景気後退のイメージを

超えたものであり、バブル的な経済行動と

無縁な人々の生活が直接脅かされている。 
今次危機は、第 2 でやや詳しく述べるよ

うに、以下の諸点において、我が国の 80
年代のバブルとその様相が大きく異なり、

我が国における今後の責任追及のあり方や

「信用秩序の維持」を支えるための司法の

役割に対する新たな示唆を含んでいる。 
1）米国では住宅金融のウェイトが我が

国よりはるかに高い。従って、住宅金

融が不健全になると、金融システム全

体の不健全化につながり易い。 
2）米国では、住宅ローンの過半が証券

化されている。我が国では、民間金融

機関及び住宅金融支援機構（旧・住宅

金融公庫）が供与した住宅ローンの大

半が当該金融機関及び住宅金融支援

機構3に残っている。 
3）米国における住宅ローンの証券化は、

従来は連邦政府の強い関与の下で、健

全な住宅ローンを選んで原資産とし

ていたものの、今次危機に先立つバブ

ル期4には、サブプライムローンその

他のリスクの高い住宅ローンが民間

業者によって大量に証券化されて世

界各国の投資家に販売された。これに

対し、我が国のバブルにおいては、商

業用不動産等を担保とする融資が不

良債権の中心であって住宅ローンは

比較的健全であり続けた他、不良債権

は不健全な貸し出しを行った金融機

関及びその系列ノンバンクに残った。 

責任追及の観点から重要なことは、不健

全な住宅ローンが証券化されてしまうと、

当該ローンが不良化しても、当該ローンを

供与した金融機関には損失が生じない（む

しろサービシング・フィーが入る）ことで

ある。従って、金融機関経営者が非常にハ

イリスクと知りつつ住宅ローンを供与した

としても、当該住宅ローン債権を証券化業

者に売却できるという合理的な見込みがあ

                                                  
3 住宅金融支援機構は、ここ数年、証券化支援事

業等を推進しているが、その規模は拡大の途上

にあり、我が国の住宅金融の全体像を変えるほ

どの規模には、まだ達していない。 
4 米国では、2003 年頃から住宅価格の上昇が加速

した。2006 年中に住宅市場の変調が指摘され始

めたが、2007 年前半までは、金融・資本市場の

混乱は起きなかった。欧州（英国、スペインな

ど）でも、概ね同じ時期に住宅ブームと銀行信

用の拡大、住宅ローン等を原資産とする資産担

保証券の発行急増が見られた。米国や欧州で組

成されたハイリスクの金融商品は、世界各国の

金融機関や機関投資家の投資対象となり、バブ

ル崩壊後には大きな損失をもたらしている。 
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った場合には、当該経営者が会社（金融機

関）に損失を与えたとは、一概には言えな

いこととなる。 
このように、証券化が行われる場合には、

金融機関経営者の責任が変質する。更に、

融資の現場において、借入人と金融機関の

間に独立のブローカーやアプレーザー（資

産価値の鑑定人）が介在する場合には、我

が国とは異なる責任関係の下での融資がよ

り広範に行われることとなる。この場合、

破綻金融機関における経営者に対する責任

追及のあり方が変化を迫られる可能性があ

る。 
米国の FinCEN （ Financial Crimes 

Enforcement Network: 金融犯罪取締ネッ

ト ワ ー ク 。 詳 細 は 後 述 。） に よ る

SAR(Suspicious Activity Report: 疑わし

い取引報告。詳細は後述。）の収集・分析は、

元来は反テロ・反マネーロンダリング等が

目的であって、金融機関が不良債権を創出

しているか否かを監視することは直接の目

的ではない。しかし、既に FinCEN では、

“Mortgage Loan Fraud”と題する報告書

を 2006 年 11 月と 2008 年 4 月に公表し、

金融危機を招いた不健全な住宅ローンの横

行の一面を、詐欺的行為の観点から、全米

の金融機関からの数万の SAR をもとに分

析している。 
こうした情報・分析は、金融機関の信用

供与の現場の姿を生々しく伝えるものであ

って、金融機関の破綻を未然に防ぐ金融機

関監督においてはもちろんのこと、金融機

関が破綻した後の経営者の責任追及を行う

上でも、少なからず有用であろう。特に、

従来型の、不健全な信用供与が会社に損害

を与えたことをもって経営者の責任を追及

するというモデルをさらに拡張する必要が

あるのか否かの評価を行う上では、SAR の

ような現場情報へのアクセスは貴重である。 
サブプライムローン及びこれに端を発す

る金融危機が、日本の金融機関にも損失や

収益力低下をもたらしていることが報道さ

れるなどし、サブプライムローン問題の背

景とその影響のほか、サブプライムローン

問題の中に潜むであろう犯罪行為の形態や

捜査手法にも興味を持った5。 
サブプライムローン問題が表面化してか

ら約半年が経過した 2008 年 2 月に、

FinCEN や米国司法省（Department of 
Justice）等への調査出張に赴く機会をいた

だき、まさに進行中の問題への対応につい

て、貴重なお話をうかがうことができた6。

近年、米国で多発しているという住宅ロー

ンをめぐる詐欺事案は、短期間、かつ比較

的簡易な手段で、莫大な利益が得られる類

型であり、模倣性が高いであろうとの印象

を受けたほか、事案の解明と摘発に当たり、

金融機関等から提出される SAR と、

                                                  
5 住宅ローン詐欺に関する米国における関心の高

さを示す一例として、2008 年 5 月の米国上院・

司法委員会において、FBI 長官が、「Mortgage 
Fraud」の項目を設け、住宅ローン詐欺の捜査

が 2006 年度に比べて 50 パーセント増加したこ

と、FBI が司法省や他の法執行機関や取締機関

と共に、住宅ローン詐欺対策のワーキンググル

ープを立ち上げたこと等について言及している

ことが挙げられる。 
6 司法省におけるヒアリングでは、①複数の詐欺

行為者が共謀し、実際の住宅の価値よりも、は

るかに高い金額で売買するかのように装うこと

で、金融機関から高額の融資を引き出す事案の

紹介を受けたほか、②ここ数年で、捜査機関が

取り扱う住宅ローン詐欺事案が急激に増えてい

たことから、捜査機関は、さらなる増加に対す

る懸念を強めていたこと、③金融業界において、

詐欺行為に関する情報を共有できる仕組みを作

ろうとする動きがあることなどについて説明を

受けた。   
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FinCEN によるその分析、法執行機関によ

る的確な情報の利用は、有効な手段になり

得るだろうと感じた。 
我が国においても、いずれ類似の犯罪が

発生するおそれは否定できず、米国におけ

る取組の中に参考とすべき点があると思わ

れるので、米国での住宅ローン詐欺事案の

類型とともに、FinCEN の役割や SAR 制

度を紹介したい。その際、我が国における

犯罪収益移転防止管理官制度と疑わしい取

引報告制度と対比することが有用と思われ

るので、我が国の制度についても併せて紹

介する。 
 

第 2 米国の住宅金融における不良

資産大量発生の仕組みと証券化 

1 今次危機に先立つ米国住宅バブル下

の住宅金融の特徴 

サブプライムローンは、信用度の低い借

入人に対する住宅ローンであり、古くから

存在したが、2003～2004 年頃からの住宅

ブーム期には急拡大した。また、この時期

には、サブプライムローン以外にも、不健

全な住宅金融が見られた。 
この時期の米国の住宅金融の特徴のうち、

その後の金融危機、あるいは本稿の議論と

関連の深いものをあげれば、以下の通りで

ある。 
① 住宅ローン債権の証券化7がより広範

に行われるようになった。 
―― 住宅ローンの証券化の基本イメー

                                                  
7 住宅ローンの証券化自体は、有用な金融技術で

あり、その健全な発展が強く期待されるものであ

る。ただ、バブル環境下では、リスクの高い、あ

るいはリスク管理の困難な金融商品を生み出し

てしまったことも事実である。 

ジは、以下の通りである。 
ⅰ） 住宅ローンを供与する者（オリジネ

ーター）は、基本的には、我が国同様、

金融機関あるいはノンバンクである。 
ⅱ） オリジネーターは、住宅ローン債権

を証券化業者に売却する。この際、住

宅ローン借入人の信用リスクは、基本

的には、証券化業者に移転する。ただ

し、売却後直ちに延滞したり、借入人

に関する情報に瑕疵があった場合

（misrepresentation）には、証券化

業者が金融機関に売戻し可能な契約

が多い。 
ⅲ） 証券化業者は、買い取った債権を集

めてプール（原資産）を作り、そこか

ら上がるキャッシュフロー見合いの

証券を発行し、投資家に売却する。こ

こでできる証券が住宅ローン担保証

券（モーゲージ・バックト・セキュリ

ティ＜MBS＞）である。 
多くの場合、オリジネーターがサ

ービサーを務める。すなわち、借入

人は、債権が売却された後も、自分

が借入れた相手の金融機関やノンバ

ンクに元利払いを続ける。サービサ

ーは、収受した元利金をプールの管

理者に渡し、これが住宅ローン担保

証券の元利償還の原資になる。 
最も基本的な住宅ローン担保証券

においては、借入人による元利払い

がそのまま住宅ローン担保証券の元

利償還になる。従って、例えば我が

国の利付国債のように、一定の日に

決まった利息が支払われて満期日に

元本全額が一度に償還されるのでは

なく、利払いの滞った借入人がどれ
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だけいるかで住宅ローン担保証券の

利息は変動するし、元本も徐々に償

還される。 
このように、戻ってくるキャッシ

ュフローには予測し難い要素が残る。

仮に、ある証券の裏付けとなってい

る住宅ローンの集合において、経済

の混乱や天災等によって借入人のデ

フォルトが多発すれば、当該証券の

収益率は低下する。あるいは、金利

が急激に低下して多くの借入人がよ

り金利の低い住宅ローンに借換える

と、既存の住宅ローンは期前返済さ

れるから、住宅ローン担保証券も元

本償還が早まり、実質的により短期

の証券になってしまう。 
住宅ローン担保証券には、投資家

が嫌うキャッシュフローの変動リス

クがある。このため、キャッシュフ

ローを安定化させたい（そのために

は利回りの低下を受け入れる）投資

家や、キャッシュフローの変動は我

慢してでも利回りを求める投資家の

ニーズによりきめ細かくこたえるた

めに、サービサーから送られるキャ

ッシュを証券の元利償還に充当する

際に、一種の優先劣後構造を設ける

ことがある。 
例えば、キャッシュフローの最初

のAドルで元利払いが賄われるシニ

ア部分（シニア・トランシェ＜キャ

ッシュフローはおおむね予測可能

＞）、その次の B ドルで賄われるメ

ザニン部分（メザニン・トランシェ）、

（A+B）ドルを超えた場合にのみ元

利が支払われるエクイティ部分等に

輪切りにされることがある。あるい

は、証券化業者が借入人のデフォル

トリスクを取る（保証する）ことも

ある。 
―― 2002 年頃までは、証券化される住

宅ローンは、もともと連邦政府の保証

機関の保証が付いている、あるいは買

い取る証券化業者が連邦政府との関

係が深い先（連邦住宅抵当公庫＜ファ

ニーメイ＞、連邦住宅金融抵当公庫<
フレディマック>）であって、個々の

住宅ローンのデフォルトについては

保証を提供するものが主であった8。 
このように、公的な機関が借入人

のデフォルトのリスクを取る以上は、

借入人の信用度や担保について、あ

る程度の範囲を定めることは当然で

ある。例えば、借入人の信用力スコ

アに下限を設け、また、借入金額が

住宅価格の例えば 80％以内という

ような担保に関する制約も設けてい

る。このような制約をクリアしなけ

れば、ファニーメイやフレディマッ

クは住宅ローンをオリジネーター

（金融機関、ノンバンク）から買取

らない。従って、オリジネーターは、

ファニーメイやフレディマックの定

                                                  
8  わが国では、第二次大戦後から高度成長期の住

宅難に対する政府の対応としては、住宅公団等が

公営住宅を大量に提供したほか、住宅金融公庫が

財政投融資計画における借入金等を原資に住宅

貸付を個人に対して行うことが、主であった。こ

れに対して米国は、大恐慌期に民間金融機関によ

る住宅金融を促進するために、連邦政府機関が住

宅ローン借入人のデフォルトリスクを負担する

保証や、住宅金融を個人に提供した金融機関にバ

ックファイナンスを提供する（住宅ローン債権を

担保に貸付を行う）ことによる住宅金融支援が拡

大した。 
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める基準9を自らの審査基準にも反

映させて、「売れる」住宅ローンを組

成しようとした。 
なお、いわゆるサブプライムロー

ンは、上記基準を満たしていないか

ら、証券化される際には民間の証券

化業者（投資銀行等）に買い取られ

ていった。 
② バブル環境下では、住宅ローン債権

に対する需要が増加した。 
―― 今次危機に先立つ数年間のバブル

期には、インフレ率が低位にとどま

る中で金利も低下、国債その他の安

全資産の利回りが低くなった。この

ため、米国や国際金融市場の投資家

は、少しでも高いリターンを躍起に

なって求め（search for yield）、国

債等よりも利回りの高い住宅ローン

証券化商品に対する需要が増加した。 
こうした状況下、2003～2004 年

頃から、純民間の証券化業者による

原資産（住宅ローン債権）に対する

需要が拡大した。 
③ 住宅ローンを「売るために作る」ビ

ジネスモデルが一段と広まった。 
―― 銀行等の間接金融機関は、貸付を

行うと、それを満期まで管理し、元

利を回収することが基本的な姿であ

る。 
しかし、証券化技術の発展ととも

に、「売るために（貸付債権を）作る」

すなわち「貸付実行後はすぐに売っ

てしまって、借入人の破綻のリスク

は負わない」ビジネスモデルが広ま

                                                  
9 連邦政府機関の買取等に適合した住宅ローンを

コンフォーミング・ローンという。 

った（“originate to distribute”ま

たは OTD モデルと言われることが

ある）。 
―― 金融機関の財務諸表でも、貸付金

を「販売目的貸付金」と「投資目的

貸付金」に分けて計上する。 
④ 住宅ローンの審査基準が著しく緩く

なった。 
―― 住宅ローン債権を「売るために作

る」ことを業とする金融機関にとっ

ては、買い手がいる限りにおいては

住宅ローンの審査基準を緩めてより

多くの住宅ローンを供与して売るこ

とが合理的行動となった。 
このため、借入人の信用度が低い

（サブプライム）、あるいは所得等を

証明する書類の提出を求めないため

に信用度の確認・検証がそもそも行

われない住宅ローン10すら珍しくな

くなった。すなわち、金融機関の現

場では、住宅ローンの審査基準が著

しく緩いものになっていった11。 
⑤ 証券化商品の投資家がリスクを点検

する機能を一部失い、住宅金融の仕組

み全体の健全性確保に不可欠な規律

が失われた。この「つけ」が、住宅価

格の下落によって一気に表面化した。 

                                                  
10 各種の書類の提出を求めないローンを“no 

document loan”、所得について借入人の言うこ

とをそのまま受け入れる（検証しない）ものを

“stated income loan”ということがある。極

めて審査基準の緩い住宅ローンの俗称として

「ニンジャローン」（“NINJA loan”）がある。NINJA

は、“No Income No Job, Asset”の頭文字であ

る。 
11 審査基準が緩くなったのは、「売るための住宅

ローン」ばかりではなかった。リスクが過小評

価されていたバブル環境下では、住宅ローンを

多く供与して量を拡大する金融機関経営も多く

見られた。 
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―― 証券化は、オリジネーターである

金融機関にとって、住宅ローン業務

に伴う信用リスクを証券化業者に

「パス」できる仕組みであり、証券

化業者は、証券化商品として投資家

にやはり「パス」できる。このよう

な仕組みにおいて、最後のリスクの

受け手である投資家がリスク感覚を

失うと、住宅金融のプロセス全体が

「箍」（たが）の外れた状態となる。

ハイリスクの住宅ローンがどんどん

組成・販売・証券化され、金融シス

テムのあちこちに堆積していった。 
―― バブル期には、住宅価格の上昇継

続が、多くの金融行動において前提

とされた。しかし、住宅価格の上昇

は 2006 年にはピークを迎え、2007
年秋以降は下落テンポが速まった。 

―― サブプライムローンには、借入期

間の最初の 2 年や 3 年の間だけ低い

金利が適用されて、2 年目、3 年目

に金利が跳ね上がる仕組みのものが

少なくなかった。こうしたローンは、

①2 年目、3 年目に他のローンに借

換えて、再度、2 年間、3 年間の低

い金利を享受すること、あるいは②

その間に住宅価格が上昇して担保価

値が上がることでより有利な住宅ロ

ーンに借換えられることを、前提と

していた。 

従って、ひとたび住宅価格上昇が

止まると、多くの借入人が、借換が

ままならないまま金利の跳上がりに

直面し、延滞から差押えのプロセス

に陥っていった（サブプライムロー

ンの 30 日以上の延滞の比率は、バ

ブル期には 10％弱であったところ、

2008 年後半以降は 30％を大きく超

えている）。 
また、延滞・差押えの増加は、サ

ブプライムローンだけではない。よ

り信用度の高い住宅ローンにおいて

も、住宅価格上昇の頭打ち、更には

下落（大都市ではピーク比 2 割以上）

は、融資規律の弛緩等の欠陥を露呈

させ、延滞率は、通常は数％のとこ

ろ、2008 年末には 2 桁の領域に達

した。 
 

2  米国の住宅金融の重要性と我が国と

の比較 

① 米国における住宅金融の重要性の高さ 

米国の住宅ローン残高は、名目 GDP や

預金量対比で、日本よりもかなり多い。 
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（表 1） 日米の住宅金融の規模 

   
   
 
 
 
 
 

注 1 2008/12 月末残高（原計数）。米国連邦準備制度（FRB）資金循環統計、“Flow of Funds”（2009.3.12、

L.218）。 

  2 2008/9 月末、日本銀行資金循環統計（「金融資産・負債残高表」「家計」「民間金融機関貸出・住宅

貸付」＋「公的金融機関貸出金・住宅貸付」）。 

 3  2008/10-12 月期、季節調整済み年率（米国商務省）。 

  4  2008/7-9 月期、季節調整済み年率（内閣府）。 

  5  2008/4Q、FDIC 加盟金融機関ベース“Domestic office deposits”（FDIC, “Quarterly Banking 

Profile”）。 

  6  2008/9 月末「国内銀行」「実質預金」（日本銀行・金融経済統計月報）。 

 

 

表 1 からは、米国の人口や経済規模は、

概ね日本の 2.5 倍程度であるのに対して、

住宅ローン残高は 5 倍以上と、住宅ローン

の経済に占めるウェイトの大きいことがま

ず分かる。また、米国の住宅ローン残高が

預金量よりもはるかに多いことも、日本と

比較した際の米国の際立った特徴である。 
 
② 住宅ローン債権保有の分布 

そこで、住宅ローンの資金源泉を探るた

めに、住宅ローン債権保有の分布を比較す

ると、以下のように、米国においては金融

機関よりも証券化主体の方がより多くの住

宅ローン債権を保有している。これは、1
で述べたような、住宅ローン債権証券化の

進展の結果である。 
しかも、米国の証券化主体を公的部門

（“Agency- and GSE-backed mortgage 
pools”）と民間（“ABS issuers”）に分けて

両者のウェイトを比較すると、後者のウェ

イトがバブル期に急激に上昇していること

が分かる。

 米 国 日 本 
住宅ローン残高 (a) 11 兆 302 億ドル注 1 188兆 2,893億円注 2 

名目 GDP (b) 14 兆 2,003 億ドル注 3 505兆 9,703億円注 4 
(a)/(b) 77.7% 37.2% 

金融機関預金 (c) 7 兆 4,964 億ドル注 5 552 兆 830 億円注 6 
(a)/(c) 147.1% 34.1% 
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（表 2）最近の住宅ローン債権保有の分布 

 
 米 国 

（2008 年末）

（億ドル） 

 日 本 
（2008/9 末） 

（兆円） 

 

構成比 
（％） 

構成比 
（％） 

住宅ローン総額 110,302 100.0 188.29 100.0 
金融機関 32,646 29.6 181.49 96.4 
証券化主体 66,494 60.3 6.80 3.6 
その他 11,162 10.1 --- --- 

注 1．「住宅ローン総額」は表 1 と同じ。 

2．金融機関保有は、米国は“Flow of Funds”の commercial banking, savings institutions, credit 

unions の合計。日本は、証券化主体保有に関する包括的な統計がないため、証券化主体保有額を「住

宅金融支援機構」の「貸付債権担保債券」発行残高（20/3 末）で表すこととし、金融機関保有は残差

とした。このため、日本については、厳密な計数にはなっていない。 

3．米国の証券化主体保有は、“Flow of Funds”の“Agency- and GSE-backed mortgage pools”と“ABS 

issuers”の合計。 

 

（表 3）米国の住宅ローン総額に占める証券化主体の保有比率（年末・％） 

 
 

このような変化は、金融機関において作

られた住宅ローン債権がより多く民間の証

券化業者（投資銀行等）に買い取られてい

ったことを示している。 
 

③ 米国における住宅ローンブローカー

の存在 

我が国においては、住宅ローンを供与す

る金融機関は、住宅販売業者が購入者を金

融機関に紹介するケース等を除くと、自ら

の営業活動によって顧客を獲得することが

普通であり、独立したブローカーに手数料

を払って顧客の紹介を受けることは少ない。

これに対して米国では、多くの独立したブ

ローカーが、住宅取得意欲を有する潜在顧

客に対して様々な住宅ローンの営業活動を

行い、成約すれば金融機関から手数料を得

る。 
金融機関が供与した住宅ローンを長期に

わたって自ら保有し、借入人のデフォルト

リスクにさらされる場合には、金融機関に

はブローカーが持ち込む案件を精査するイ

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
公的部門 47.6 44.4 39.4 36.4 35.6 38.8 43.6 
民  間 8.4 9.2 12.6 17.2 20.4 19.4 16.7 
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ンセンティブが働く。 
これに対し、売却してしまう場合には、

そうしたインセンティブは弱まる。ただ、

正常な時期には、住宅ローン債権の品質の

低い金融機関は次第に販路を失うこととな

るから、金融機関には、不良案件発生を防

ぐためにある程度厳しく審査するインセン

ティブがある。しかしながら、バブル期に

は、そうしたインセンティブが後退するか

ら、ブローカーの持ち込み案件に詐欺的な

要素が含まれていても、有効なチェックを

受けずに証券化の流れに入ってしまう確率

が高まる。この点は、我が国のバブル期に

もなかった要素であろう。 
 

第 3 米国における住宅ローンに関

する違法行為の分析・摘発におけ

る、SAR の活用状況 

米国において、SAR が犯罪の摘発に役立

てられた事例は数多く報告されており、い

ずれも興味深い事例であるが、金融・経済

情勢を常に注視していることが求められる

預金保険機構の職員として、今般の世界同

時不況の引き金とされる米国のサブプライ

ムローン問題に関する報道や論評の中でし

ばしば目にする、住宅ローンをめぐる違法

行為の横行に強い興味を抱いた。住宅ロー

ン債権の証券化による流通システムを含め、

住宅ローンをめぐる違法行為が頻発する背

景、違法行為の頻発が経済情勢に与えた影

響、法的責任を問われるべき者は誰か、違

法行為を防止するための規制のあり方など、

検討対象となり得る事項は多い。 
例えば、長期にわたる経済の好調から社

会全体に楽観的な見通しが支配的になった

場合における金融機関内部のガバナンスの

確保は、大きなテーマである。今次バブル

期、米国金融当局は住宅市場のブームをか

なり早くから見越し、短期金利を引き上げ

ていたが、住宅ローン金利を左右する長期

金利が短期金利上昇に反応しない（長期金

利が上昇しない）という、想定外の現象に

戸惑ったとも言われている。このような、

新たな経済環境における企業内のガバナン

ス確保は、大きな検討課題であろう。 
あるいは、金融監督当局による検査、監

督において、いかなる指導や規制を行うこ

とが当時の環境下で最も有効であったので

あろうか。上述のような新たな金融環境や、

証券化その他の新たな金融技術の普及の下

での金融監督の在り方も、解決済みのテー

マとは言い難い。 
しかし、これらすべての事項についての

研究を行って成果を示すことは、決して容

易なことではない。そこで、今回は、まず、

SAR制度が設けられた経緯や、日米のSAR
制度につき概観した後、米国において、

SAR が住宅ローンをめぐる違法行為の分

析や摘発に役立てられている状況を紹介す

ることとしたい。 
 
 1 マネーロンダリング12対策・テロ資

金供与対策としての SAR 制度の構築 

SAR 制度は、犯罪収益規制方策の一つと

して立ち上げられた制度である。犯罪収益

規制への国際的な取組は、1988 年 12 月に

採択された「麻薬及び向精神薬の不正取引

                                                  
12 犯罪等によって得た金・資産につき、様々な操

作を通じて、合法的に得たものであるかのよう

な外観を作ったり、隠匿したりすること（岡田

薫「マネーロンダリングとマネーロンダリング

対策の基礎（1）－国際的潮流と我が国の対応

－」・捜査研究 669 号）。 
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の防止に関する国際連合条約」に始まった。

この条約は、薬物の不正取引による収益の

隠匿・収受を処罰することや、取締りにあ

たって国際協力を促進することなどを締約

国に求める内容であった。 
そして、1989 年のアルシュ・サミット経

済宣言を受けて、金融活動作業部会

（Financial Action Task Force on Money 
Laundering: FATF)が設立された。1990 年

に、FATF は、マネーロンダリング対策の

国際基準である「40 の勧告」13において、

金融機関への顧客の本人確認及び疑わしい

取引報告の義務付け等を提言した。 
1995 年 4 月に、マネーロンダリング対

策 に 取 り 組 む 各 国 FIU 14 (Financial 
Intelligence Unit)間の情報交換、専門知識

に関する協力等を目的として、欧州主要国

及び米国の FIU を中心メンバーとした国

際フォーラムである、エグモント・グルー

プが発足した（発足当初は非公式なフォー

ラムであったが、現在では公式機関として

                                                  
13 FATF 勧告の性格については、「FATF 勧告は条

約ではなく、その履行の必要性について疑問の

声もあり、国会審議においても議論された。し

かし、FATF はＧ7首脳レベルの合意で設置さ

れたものであり、「40 の勧告」は各国代表が

FATF の会合で議論し、関係団体からのヒアリ

ングや一般からの意見募集も行った上で策定し

たものである。また、近年では、サミット財務

大臣会合や 7 か国財務大臣・中央銀行総裁会議

声明において、FATF との協力関係・FATF 勧告

の履行確保について連続して言及されているな

ど、FATF 勧告は加盟国の枠を超えて、マネー

ロンダリング及びテロ資金供与対策の世界基準

となっている。」旨の解説がある（警察庁刑事局

組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官付 淡

路恵介・西尾慎二郎「犯罪による収益の移転防

止に関する法律について」（捜査研究 672 号））。 
14 資金情報機関のことであり、「マネー・ローン

ダリング情報の受理・分析・提供を行う単一の

政府機関をいう」とされる（警察庁刑事局組織

犯罪対策部 江口寛章 「犯罪収益移転防止法 

マネー・ローンダリング対策、テロ資金対策と

して」（「時の法令」1790 号）） 

国際的に認められている）。 
FATF は、1996 年 6 月に「40 の勧告」

を改訂し、マネーロンダリング罪の前提犯

罪の範囲を薬物犯罪からそれ以外の重大犯

罪に拡大すべきとした。2001 年には、米国

同時多発テロ発生を受け、FATF はテロ資

金対策にも取り組むこととなり、テロ資金

供与に関して「8 の特別勧告」を発表し、

テロ資金供与の犯罪化やテロ関係の疑わし

い取引報告の義務化を提言した（なお、

2004 年に、現金等支払手段の輸出入に関す

る項目が追加されたため、「9 の特別勧告」

となった）。2003 年には、非金融業者（不

動産業者、宝石商等）及び職業的専門家（法

律専門家等）に対する適用を盛り込んだ新

たな「40 の勧告」を発表した。 
  

2 各組織の沿革 

次に、疑わしい取引報告を取り扱う、米

国と日本の各機関について紹介する。 
 

(1)  米国 

FinCEN は、1990 年に、政府全体の金

融情報分析ネットワークを確立して法執行

機関を支援するための組織として、米国財

務省によって設置された。その後、1994
年に、財務長官が FinCEN の長（Director）
に対して、銀行秘密法15（Bank Secrecy 

                                                  
15  33USC5311－5332。銀行秘密法施行規則は、

31CFR103．11－103．187。「銀行秘密法」の語

は、訳語としては一般的であるが、「この法律の

主たる目的は、銀行取引の秘密保護を強化するの

ではなく、むしろそれを制限することにあること

にかんがみれば、『銀行秘密法』というタイトル

は誤解を招きやすい。」との指摘がある（岡田薫

「マネーロンダリングとマネーロンダリング対

策の基礎（２2）－国際的潮流と我が国の対応－」

（捜査研究 6670 号）。また、出張時のヒアリン

グにおいて、FinCEN の担当者から、「BSA は、
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Act: BSA）の施行を委任し、さらに、

FinCENの業務が拡大された。FinCENは、

1995 年のエグモント・グループの設立時の

メンバーであった。 
2001 年には、米国愛国者法の改正により、

BSA の適用範囲が拡大されるとともに、

FinCEN の権限と責任が付加され、財務省

内の局として組織された。2004 年に、

FinCEN は、財務省内のテロリズム金融情

報局の一部となった。なお、同局は、テロ

対策、金融犯罪、無法国家に対する経済制

裁を担当する部署として、新たに設置され

たものである16。 
 

(2）日本 

日本では、1990 年 6 月に、大蔵省等が

金融機関等に対して顧客の本人確認実施に

関する通達を発出し、1992 年 7 月には麻

薬特例法（国際的な協力の下に規制薬物に

係る不正行為を助長する行為等の防止を図

るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例

等に関する法律）により金融機関等に薬物

                                                                      
銀行が持つ秘密を解除し、政府が取得できるよう

にする法律である。」旨の説明を受けた。 
16 本稿における FinCEN 及び BSA に関する記述

は、次の資料に基づいている。 
①「Financial Crimes Enforcement Network's 
Annual Report for FY 2004～2007」(FinCEN の

年報) 
②SAR Activity Review-By the Numbers（SAR
に関する統計資料） 
③SAR Activity Review,Trends,Tips and 
Issues(SAR に関する分析、解説、法執行事例の

紹介などが掲載されたもの) 
④警察庁企画分析課 小林雅彦・神原悠介「諸外

国における FATF 勧告実施状況について（上）」

（警察学論集第 59 巻第 10 号）、同「諸外国にお

ける FATF 勧告実施状況について（下）」（警察学

論集第 59 巻第 11 号） 
⑤出張時の FinCEN 担当者からのヒアリング 
※上記①～③は、FinCEN のウェブサイト上で閲

覧できる。 

犯罪収益に関するマネーロンダリング情報

の届出を義務付ける「疑わしい取引の届出

制度」が開始された。しかし、このときに

は、情報を一元化して捜査機関等に提供す

る仕組みは設けられなかった。 
その後、2000 年 2 月には、組織的犯罪

処罰法（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律）によって、届出の

対象となる犯罪を一定の重大犯罪に拡大し、

金融庁長官（特定金融情報室）に、マネー

ロンダリング情報を集約・整理・分析して

捜査機関に提供する権限が付与され、日本

初の FIU としての役割を果たすこととな

り、同年、エグモント・グループに加盟し

た。 
さらに、2002 年 6 月に成立したテロ資

金供与処罰法（公衆等脅迫目的の犯罪行為

のための資金の提供等の処罰に関する法

律）の施行により組織的犯罪処罰法が一部

改正され、届出の対象となる犯罪に、テロ

資金供与罪が追加された。2003 年 1 月の

金融機関等本人確認法（金融機関等による

顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正

な利用の防止に関する法律）の施行により、

金融機関等による顧客等の本人確認、本人

確認記録・取引記録の作成・保存が義務付

けられた。 
2007 年 3 月に、犯罪収益移転防止法（犯

罪による収益の移転防止に関する法律）が

成立し、同法の一部施行により、同年 4 月

から、FIU 機能が金融庁から国家公安委員

会に移管された。そして、同法の施行に関

する事務を処理する機構として、警察庁刑

事局組織犯罪対策部に JAFIC（Japan 
Financial Intelligence Center：犯罪収益

移転防止管理官）が設けられた。2008 年 3
月の同法全面施行により、金融機関等本人
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確認法と組織的犯罪処罰法第 5 章（疑わし

い取引の届出）が廃止、削除されるととも

に、本人確認、本人確認記録・取引記録の

作成・保存が義務付けられる対象業者が拡

充された17。 
  

3 各組織の構成 

（1）米国 

FinCEN には 2007 年度末で 290 名の役

職員が在籍している。各部門に分かれてお

り、このうち、「分析調整部門（Analysis and 
Liaison Division）」では、BSA に基づいて

収集されたデータ（BSA データ）や他の情

報を分析して、国内の法執行機関、諜報機

                                                  
17 本稿における日本のマネーロンダリング対策、

FIU、疑わしい取引報告及び犯罪収益移転防止法

に関する記述は、次の資料に基づいている。 
① 警察白書（平成 18 年版・平成 19 年版・平成

20 年版） 
② 岡田薫「マネーロンダリングとマネーロンダ

リング対策の基礎（1）（2）（3）（4）」（「捜査研

究」669 号～672 号） 
③警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止

管理官付 淡路恵介・西尾慎二郎「犯罪による収

益の移転防止に関する法律について」（「捜査研

究」672 号） 
④警察庁企画分析課 小林雅彦・神原悠介「諸外

国における FATF 勧告実施状況について（上）

（下）」（「警察学論集」第 59 巻第 10 号・第 59
巻第 11 号） 
⑤警察庁組織犯罪対策部長 米田壯「資金情報の

充実と反社会的勢力の封圧－犯罪による収益の

移転防止に関する法律の施行に当たって－」（「警

察学論集」第 60 巻第 7 号） 
⑥警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官 

永井達也「新 FIU の発足と今後の犯罪収益対策

について」（「警察学論集」第 60 巻第 7 号） 
⑦警察庁刑事局組織犯罪対策部 江口寛章「犯罪

収益移転防止法 マネー・ローンダリング対策、

テロ資金対策として」（「時の法令」1790 号） 
⑧「JAFIC 年次報告 平成 19 年」

（http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index
.htm） 
⑨城祐一郎「マネー・ローンダリング罪の理論と

捜査」（立花書房） 

関、外国の FIU を支援するような分析結果

を出したり、国内の法執行機関や外国の

FIU との調整をしたり、各機関に BSA デ

ータへのアクセスを提供するといった業務

を行っている。「規制方針プログラム部門

（ Regulatory Policy and Programs 
Division）」では、規則や解釈基準を制定し

たり、州や連邦の機関が金融機関の BSA
遵守状況を調査するのを支援したり、BSA
違反の金融機関に対する措置を採るなどの

業務を行っている。また、「法務室（Office 
of Chief Counsel）」では、法律家らが

FinCEN の職員に対して、業務に関する法

的助言をしている。 
 
（2）日本 

JAFIC には、犯罪収益移転防止管理官の

下、約 40 名の職員が在籍している18。「外

国 FIU、国際機関等との国際連携・協力を

担当する部門」、「疑わしい取引の届出の集

約・分析・提供を担当する部門」、「制度・

施策の立案、調査事務、国民の理解の促進

を担当する部門」等に分かれて業務が行わ

れている。 
 

4 各組織の役割 

（1） 米国 

FinCEN の役割は、BSA を運営管理する

こと、金融情報を共有・分析することによ

って、法執行機関、諜報機関、監督機関を

援助すること、世界の FIU と協力すること

等である。 
BSA は、資金洗浄とテロリズムに対抗す

るために施行された法律であり、同法は、

                                                  
18 「JAFIC 年次報告 平成 19 年」17 頁 
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財務長官に対して、銀行その他の金融機関

に金融犯罪を予防するための対策（反マネ

ーロンダリングプログラムを作ることや、

犯罪・税金・取締りに関する調査、訴訟、

諜報活動、反テロリズム活動にとって役立

つ報告をすること）を求める規則を発する

権限を付与している。そして、FinCENは、

財務長官から BSA の施行について委任を

受けて、①規則の制定や解釈、②BSA 上の

規定遵守の促進、③他の連邦機関19に委任

された、法令順守状況の調査に関するデー

タの分析、④BSA データの収集・蓄積と利

用者への提供等、⑤政策立案者、法執行機

関、諜報機関、金融業界に役立つ分析であ

る。 
また、FinCEN は、米国の FIU として、

犯罪収益、テロ資金供給、資金洗浄に関す

る情報を収集、分析して、関係機関に提供

している。 
 
（2）日本 

JAFIC は、疑わしい取引に関する情報の

集約・整理・分析・捜査機関等への提供、

外国 FIU に対する情報提供、特定事業者に

よる措置を確保するための情報の提供や監

督上の措置の補完、マネーロンダリング対

策の法制度や犯罪収益対策推進要綱など各

                                                  
19 連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance 

Corporation: FDIC）、連邦準備制度理事会

（Board of Governors of the Federal Reserve 
System）、通貨監督庁（Office of the Comptroller 
of the Currency: OCC）、内国歳入庁（Internal 
Revenue Service: IRS）、貯蓄金融機関監督局

（Office of Thrift Supervision: OTS）、全国信用

組合保険庁（National Credit Union 
Administration: NCUA）、証券取引委員会

（U.S.Securities and Exchange Commission: 
SEC）、証券先物取引委員会（Commodity 
Futures Trading Commission） 

種施策の立案・調査、マネーロンダリング

対策に関する国際的な規範策定への参画等

の役割を果たしている。 
 

5 各組織における情報収集の方法 

（1）米国  

BSA が、報告を義務付けている業種は、

①銀行・消費者信用組合・貯蓄金融機関な

どの預金取扱機関、②株式売買業者、③投

資信託会社、④先物取次業者や商品の取次

ブローカー、⑤マネーサービス業者（送金

業者、トラベラーズチェック等の発行者・

販売者・買い戻し業者、通貨取引業者、両

替業者、小切手現金化業者等）、⑥カジノや

カードクラブ、⑦保険会社、⑧貴金属や宝

石の取扱業者である。 
BSA によって求められる報告としては、

通 貨 取 引 報 告 (Currency Transaction 
Report: CTR)、疑わしい取引報告（SAR）、

通 貨 の 国 際 輸 送 報 告 （ Report of 
International Transportation of 
Currency or Monetary Instruments: 
CMIR ）、 マ ネ ー サ ー ビ ス 業 の 登 録

（ Registration of Money Services 
Business）等がある。このうち、通貨取引

報告とは、金融機関を通じ又は金融機関に

対して行われる現金の預け入れ、引き出し、

両替、振込などで、1 万ドルを超える通貨

の取引に関する報告であり、犯罪収益の合

法化を防止することを目的とする。 
そして、SAR とは、金融機関等が、違法

行為に関係していると知っているか、疑っ

ているか、確信する理由がある取引につい

て行う報告である。SARのための様式20は、

                                                  
20 FinCEN のウェブサイト上の書式集中の
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5 つのパートに分かれており、それぞれの

パートで記載が求められる事項は次のとお

りである。 
パート 1 では、報告を行う金融機関に関

する情報を記載することになっている。具

体的には、金融機関名、所在地、監督機関、

当該取引が行われた支店の所在地、使われ

た口座の番号と、それが閉鎖されたか否か、

などである。 
パート 2 では、疑わしい取引の行為者に

関する情報である。対象者の氏名、住所、

住居や職場の電話番号、職業、生年月日、

身分確認証の種類（運転免許証、パスポー

ト、外国人登録証、その他）及びその身分

確認証の番号、金融機関との関係（会計士、

代理人、鑑定人、弁護士、借り手、ブロー

カー、顧客、管理職、従業員、役員、株主、

その他）、金融機関との関係は内部関係か否

か、もし、内部関係であれば、現在も勤務

しているか、停職・解雇・辞職か、その時

期などの項目を記載することになっている。 
パート 3 は、疑わしい取引に関する情報

であり、その取引が行われた時期、その取

引の総額、その取引の概要（資金洗浄、贈

収賄、小切手詐欺、カラ小切手、商業融資

詐欺、コンピューター違法侵入、消費者ロ

ーン詐欺、小切手偽造、クレジットカード

やデビットカードの偽造、クレジットカー

ドやデビットカード詐欺、横領、虚偽報告、

地位悪用や自己取引、住宅ローン詐欺、テ

ロリスト融資、身分窃盗、その他）、損失額、

回復額、法執行機関は電話や書面その他に

よって既に通知を受けているか（麻薬取締

                                                                      
「Suspicious Activity Report by Depository 
Institution」 
(http://www.fincen.gov/forms/bsa_forms/index.
html#SAR)  

局〔Drug Enforcement Administration〕、
連 邦 捜 査 局 〔 Federal Bureau of 
Investigation〕、内国歳入庁〔 Internal 
Revenue Service〕、郵政監察〔 Postal 
Inspection〕、シークレットサービス、税関、

その他連邦・州・地方機関）、法執行機関の

連絡先の人の氏名と電話番号などを記載す

る形式となっている。 
そして、パート 4 には連絡先を、パート

5 には疑わしい取引の説明を記載すること

となっている。 
 
（2）日本 

疑わしい取引の届出を義務付けられてい

る者の範囲は次第に拡大されてきているが、

2008 年 3 月以降は、金融機関（銀行、信

用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組

合、漁業協同組合等）、保険会社、信託会社、

貸金業者、両替業務を行う者、ファイナン

スリース事業者、クレジットカード事業者、

宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事

業者、郵便物受取サービス業者、電話受付

代行業者等である。 
疑わしい取引の届出事項は、①届出を行

う事業者の名称、所在地、②疑わしい取引

の届出の対象となる取引（対象取引）が発

生した年月日及び場所、③対象取引が発生

した業務の内容、④対象取引に係る財産の

内容、⑤対象取引に係る顧客等又は代表者

等の氏名・名称及び住所・居所、⑥疑わし

い取引の届出を行う理由、⑦その他主務省

令で定める事項となっている。これらの事

項を記載するための様式21が定められてお

                                                  
21 様式は JAFIC のウェブサイト上で入手できる

（http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/inde
x.htm）。 
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り、「取引に関する事項」を記載する様式に

は、当該取引の成立・未成立の別、当該取

引の取扱店、当該取引に関する情報（取引

形態、業務内容、決済方法、取引金額、通

貨単位、手形・証券、金地金等の動産の種

別と番号、不動産の種別と地番等）、預貯金

口座・クレジットカードを利用して行われ

た場合の情報（（被）仕向先の氏名、銀行・

クレジットカード会社等の種別と名称、営

業店・代理店等の名称、口座・クレジット

カード等の種類と番号、送金先（元）国名、

取引目的）、当該取引の際に使用した通称・

異名等の欄が設けられている。 
 

6 情報活用の方法   

（1） 米国 

BSA に基づく報告を義務付けられた金

融機関等は、FinCEN と提携している内国

歳入庁のエンタープライズ・コンピューテ

ィング・センターに報告を提出することと

なっている。2007 年度に提出された BSA
に基づく報告は約 1,790 万件で、このうち

通貨取引報告が約 1,600 万件、疑わしい取

引報告が約 115 万件であった。 
疑わしい取引報告による情報を利用でき

る法執行機関としては、 
内国歳入庁捜査部門（Internal Revenue 

Service-Criminal Investigations 
Division） 

入管・税関（U.S. Immigration and 
Customs Enforcement） 

麻 薬 取 締 局 （ Drug Enforcement 
Administration） 

連 邦 捜 査 局 (Federal Bureau of 
Investigation) 

社 会 保 安 局 （ Social Security 

Administration） 
環境保護庁（Environmental Protection 

Agency） 
郵 政監 察庁 （ United States Postal 

Inspection Service） 
シークレットサービス（United States 

Secret Service） 
海 軍 犯 罪 捜 査 庁 （ Naval Criminal 

Investigation Service） 
陸 軍 犯 罪 捜 査 庁 （ Army Criminal 

Investigations Division） 
司法省 

等がある。 
疑わしい取引報告による情報が犯罪の摘

発に役立った事例は数多く紹介されており、

その種類は、薬物犯罪に関するマネーロン

ダリング、小切手詐欺、融資詐欺、クレジ

ットカード窃盗、銀行の元役員による横領、

イランやイラクへの違法送金、脱税など、

多岐に渡っている22。 
 
（2） 日本 

2007 年に届出のあった疑わしい取引は

約 15 万件であり、捜査機関等への提供を

行った情報を含む届出の件数は、約 10 万

件であった。 
疑わしい取引の届出に係る情報を利用で

きるのは、検察官、検察事務官、司法警察

職員、収税官吏、税関職員、徴税吏員、証

券取引等監視委員会の職員であり、国家公

安委員会において、所定の犯罪に係る刑事

事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると

                                                  
22 各事例は、FinCEN のウェブサイト上の目次で

検索することができる。 
（http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/reg
_sar_index.html）。 

 



 

99 
 

認めるときに提供する（犯罪収益移転防止

法第 11 条）。また、国家公安委員会は、外

国の機関に対しても、疑わしい取引に関す

る情報を提供できる（同法第 12 条）。 
疑わしい取引に関する情報を端緒とした

事件検挙数は、2007 年で 99 件（ただし、

警察庁把握分）であり、罪名としては詐欺

が大部分（81 件）を占め、その他は貸金業・

出資法違反、文書偽造等、入管法違反、銀

行法違反となっている。 
 

7 米国と日本の疑わしい取引報告制度

における相違点 

（1）所管官庁 

米国では、FinCEN は、財務省によって

設立され、現在は財務省内の一つの部局で

ある。 
日本では、当初、金融庁に FIU が設置さ

れた。その後、犯罪収益移転防止法が、マ

ネーロンダリングの防止措置を講ずべき事

業者の範囲を、従来の金融機関等から拡大

することに伴い、疑わしい取引に関する情

報の範囲も拡大されることとなった。その

ため、情報の処理や分析を中心とする FIU
の機能は、金融機関を監督する金融庁では

なく、届出情報の全般を捜査や組織犯罪・

テロ対策に活用する警察が担当することが

適当であるとの認識から、警察庁刑事局組

織犯罪対策部に JAFIC が設けられるに至

った。  
 
（2）疑わしい取引の届出先 

米国では、届出義務を負う事業者は、

FinCENに届出をすることになっているが、

日本では、事業者は所管行政庁に届出をし、

行政庁は主務大臣に通知をし、行政庁又は

主務大臣が国家公安委員会に通知すること

となっている（犯罪収益移転防止法第 9 条）。 
 
（3）届出までの期間制限 

米国では、SAR の対象となる事実が発見

されてから、原則として 30 日以内に報告

を行うよう、規則23で定められている。 
日本では、疑わしい取引が行われてから

届出までの期間制限についての規定は設け

られていない。 
 
（4）報告義務違反についての制裁 

米国では、SAR 義務違反に対して、民事

制裁金が課される。 
日本では、報告義務違反を直接の理由と

する制裁措置は定められていない。ただし、

所管の行政庁が、当該事業者の営業所等に

立ち入り、書類等の検査や質問をすること

や、指導・助言・勧告をすること、さらに、

是正措置を命ずることができる旨の規定が

置かれている（犯罪収益移転防止法第 14
条ないし 16 条）。 

 
（5）金融機関の内部者による疑わしい取

引の届出に関する規定 

米国では、金融機関内部者による疑わし

い取引については、金額を問わずに報告す

べきものとして定められている。 
日本では、金融機関内部者による疑わし

い取引の届出義務についての法律上の規定

はない。なお、所管省庁が、届出義務を負

う事業者の業種ごとに、「疑わしい取引」の

                                                  
23 例として、FDIC の 12C.F.R.353.3（ｂ）「Time 
for reporting」。 
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判断の判断基準として用いられるべき「疑

わしい取引の参考事例」24（通称「届出ガ

イドライン」）を定めている。預金取扱い金

融機関向けの「疑わしい取引の参考事例」

は、「第 1 現金の使用形態に着目した事

例」「第 2 真の口座保有者を隠匿している

可能性に着目した事例」などといった 8 つ

の分類からなり、判断の参考となるべき具

体的な要素が示されている。このうち、「第

8 その他の事例」の中に、「38 自行職員

又はその関係者によって行われる取引であ

って、当該取引により利益を受ける者が不

明な取引。」「39 自行職員が組織的な犯罪

の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第 10 条（犯罪収益等隠匿）又は第 11 条（犯

罪収益等収受）の罪を犯している疑いがあ

ると認められる取引」との判断要素が示さ

れている。 
 
（6）疑わしい取引の届出基準額に関する

規定 

米国では、上記（5）の金融機関内部者

による取引以外については、場合を分けて、

「5,000 ドル以上」「2 万 5,000 ドル以上」

などとして、届出対象の取引を金額により

規定している。 
日本では、疑わしい取引の届出義務につ

き、金額的な基準は法定されていない。ま

た、「疑わしい取引の参考事例」においても、

例えば、「1 多額の現金又は小切手により、

入出金を行う取引。」「2 短期間のうちに

頻繁に行われる取引で、現金又は小切手に

よる入出金の総額が多額である場合。」「16 
                                                  

24 対象事業者向けに各所管省庁によって作成さ

れた「疑わしい取引の参考事例」が閲覧できる   

（http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todo
ke/gyosei.htm）。 

通常は資金の動きがないにもかかわらず、

突如多額の入出金が行われる口座に係る取

引。」などの記載はあるものの、具体的な金

額は示されていない。 
 

8 住宅ローン詐欺に関する、SAR の分析

結果 

FinCEN が SAR の分析を行った結果、

住宅ローン詐欺には以下のような類型のも

のがあることが明らかになっている25。 
 
① 収入・資産・負債の不実告知 

雇用や収入に関する不実告知や他に不動

産を所有していることを申告しないことに

よって、本来なら実行されない融資を得る

ものである。 
 
② 偽造・不実記載文書 

虚偽の納税申告・預金証明・賃貸料証明・

信用報告書を提出したり、収入・資産を証

明するための書類を偽造するものである。 
 
③ 使用目的の偽り 

より有利な貸付金利を得るために、主た

る住居用として不動産を使用すると偽るも

のである。 
 
④ 査定の偽り 

不動産評価額を水増しする目的で、不適

切な比較対象不動産を利用したり、瑕疵や

                                                  
25 Mortgage Loan Fraud – An Update of Trends 

based Upon an Analysis of Suspicious Activity 
Reports April 2008）
（www.fincen.gov/news_room/rp/files/Mortgag
eLoanFraudSARAssessment.pdf） 
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修理の必要性を隠すなど、不正確な記述を

したり、不動産鑑定士の資格番号を盗用し

たり、不動産鑑定士の署名を偽造したりす

るものである。 
 
⑤ ID の偽り 

他人の社会保障番号（Social Security 
number: SSN）の不正使用や、発行されて

いない社会保障番号を使用するものである。

内国歳入庁は、社会保障番号を持たない者

や社会保障番号の取得資格のない者に対し

て個人用納税者番号（Individual Taxpayer 
Identification Number: ITIN）を付与して

いるが、社会保障番号を使用して融資を受

けた後に、個人用納税者番号の付与を受け

た例も報告されている。 
 
⑥ 住宅ローンからの救済を持ちかける

方法 

住宅ローン債務の不履行により、担保が

実行されて自宅を失う危険にさらされてい

る債務者に対し、「権利放棄証書に署名すれ

ば、ローンの返済を行わなくても住宅に住

み続けることができる。借り換え融資を受

けることができた時点で、権利が戻る。」と

持ちかけて、権利放棄証書に署名させ、こ

の証書を利用して住宅を他に売却するもの

である。 
 
⑦ 借り手資産の水増し 

融資を受けられる体裁を整えるため、既

存の預金口座にローン申請者の名義を付け

加えることによってローン申請者の資産を

一時的に水増し、金融機関による口座資金

の証明がなされた後に、口座名義から借り

手の名義を削除する例や、ローン申請者の

知人やブローカーが、ローン申請者に融資

を受ける資格を得させるため、一時的に、

申請者名義の銀行口座に資金を預け、融資

が認められると資金を引き出す例がある。 
 
⑧ 虚偽の信用報告書 

信用調査機関の職員が信用報告書のマイ

ナス情報を削除し、プラス情報を追加する

改ざんをすることで、信用状態を引き上げ

るものである。 
 
⑨ 不動産の窃取 

売り主に終身不動産権を認めることを約

束して売買された不動産について、登記が

なされる前に証書が改ざんされ、終身不動

産権が削除されて、転売される事例や、相

続人や遺言執行者より早く立ち回ることで、

死者の名義でローン申請を行う事例がある。

また、不動産所有者の ID を盗み、所有者

に無断で、共犯者（別の人物の ID を窃取

した者）に売却した形を取り、共犯者がな

りすました別人名義で借り入れた住宅ロー

ンで、既存の住宅ローン（真の所有者が返

済義務を負っていたもの）を返済していき、

犯人達が、この住宅の売却価格と住宅ロー

ン返済費用の差額を利得する事例も報告さ

れている。 
 

9 SAR が捜査において有効に活用され

た事例 

FinCEN と FBI は、双方が SAR から構

築したデータの分析結果を共有し、協力し

て活動しており、FBI は SAR を通じて、

多くの住宅ローン詐欺事件の捜査を開始し
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ている26。 SAR が、摘発に役立った事例

としては、次のようなものがある。 
 
① 虚偽の査定を用いたローン申請や転

売により、多額の利得をした事案 

金融会社の融資担当者として勤務してい

た者が、住宅の仮装取得者のために、資産

購入用ローンの申請をし、銀行から不当に

高いローン貸付をさせた。このローンの申

請の際には、共犯者に、住宅の価値に関す

る内容虚偽の報告書を作成させた。共犯者

は、査定人の免許を持っておらず、実在す

る査定人の氏名と免許を悪用して報告書を

作成した。そして、この住宅を、不当に高

い査定額で売却することで多額の利益を得

ていた。 
犯人は、このスキームによって 500 万ド

ルを超える利得を得て、贅沢な生活をし、

共犯者らに金を払い、計画を継続するため

の資金を支出した。対象となった 32 件の

物件のうちのほとんどで、住宅ローンは債

務不履行となり、銀行は物件を売却したも

のの、ローンの額には足らず、銀行には 500
万ドルを超える損失が残った。 
この事案は、FBI によって捜査が行われ、

犯人は裁判で、銀行詐欺・有線通信詐欺・

マネーロンダリング等の罪により有罪とな

り、24年を超える懲役、3年間の監察処分、

150 万ドルを超える損害賠償を命じられた。 
一連の犯行に関し、金融機関は、犯人に

関する異常な取引を把握して SAR を行っ

た。SAR は、対象ローンの大部分において

                                                  
26 Federal Bureau of Investigation
「FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE 
PUBLIC FISCAL YEAR 2007」
（http://www.fbi.gov/publications/financial/fcs
_report2007/financial_crime_2007.htm 

借り手が同一であること、ローンには同じ

売り手や査定人が関与していること、利得

された資金は犯人が管理する会社に送金さ

れていたこと、犯人が関わるローンのいく

つかで損失が出たこと、犯人が他人の ID
を盗用して、車を数台購入していたこと等

を示すものであり、捜査において有用であ

ったとされている27。 
 
② 通貨取引報告の対象となるのを避け

る取引が行われた事案 

BSA に基づく、取引記録保存義務や取引

報告義務の対象となることを避ける取引で

ある「Structuring」の罪に問われた住宅ロ

ーンブローカーの事例である。このブロー

カーは、通貨取引報告の対象とならぬよう

に、報告対象金額より若干少額の 9000 ド

ルから 1 万ドル未満に分割して、自己の銀

行口座に現金を預け入れたり、複数人名義

の為替を預け入れたりした。 
犯人は、「Structuring」で有罪となり、

自宅拘禁、保護観察、罰金刑等の判決を受

けた。 
この犯人に関して提出された SAR は、

犯人が短期間で複数の個人口座及び法人口

座を使用していたこと、犯人が利用してい

た多数の為替に署名された筆跡が同一人の

ものと見られること、犯人が多額の銀行小

切手を購入しており、取引関係の明らかで

ない者らへ支払えるようになっていたこと、

犯人が住宅ローン詐欺や小切手詐欺に関与

していた疑いがあること等を示すものであ

り、これらは調査にあたって重要な役割を

                                                  
27 「SAR Activity Review-Trends,Tips & Issues 

Issue 12」（October 2007） 
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果たしたとされる28。 
 
③ 住宅ローンへの投資を勧誘した詐欺

事案 

SAR により、犯人の口座への異常で多額

の入金と異常な引き出しがなされたことが

分かり、FBI が捜査したところ、犯人は投

資家（被害者）たちを住宅ローンへの投資

に勧誘し、340 万ドルを受け取っていたこ

とが明らかになった。さらに、犯人はこの

金を旅行、住宅、オートバイなどの個人的

な用途のために費消していたことが分かっ

た。合計 6 万ドルを超える口座とオートバ

イが押収、没収された。 
犯人は、電信詐欺29とマネーロンダリン

グの罪で、46 か月間の禁固刑と 260 万ド

ルを超える、被害者への損害賠償を命じら

れた。 
この捜査中に、犯人が開設した口座に関

する追加の SAR が提出された。これによ

り、この犯罪で利用された別の口座を確認

することができ、捜査に役立った30。 
 

第 4 おわりに 

今回、米国 FinCEN への調査出張（2008
年 2 月）の成果と、出張後の時期を含めた

世界の金融・資本市場の混乱と金融システ

                                                  
28 「SAR Activity Review-Trends,Tips & Issues 

Issue 14」(October 2008) 
29 詐欺の計略を遂行する目的で電信を利用する

行為について成立する犯罪である。「詐欺」の対

象が幅広く、具体的な被害者の存在を前提としな

いこと等から、米国の経済事犯の摘発において適

用場面の多い罪名であるとされる。 
30 Federal Bureau of Investigation
「FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE 
PUBLIC FISCAL YEAR 2007」 

 

ムの動揺、更にはこれらがもたらす我が国

を含めた各国での実体経済の急速な収縮を

踏まえつつ、FinCEN という組織・制度の

他、米国捜査当局における住宅ローンを巡

る詐欺事案への対処やそこにおける SAR
という情報収集ツールの機能を概観する機

会を得た。 
米国のサブプライムローン問題に端を発

する世界同時不況の影響は、今なお深刻で

あり、その原因分析やあるべき対策の検討

は、今後、各分野で行われていくものと思

われるが、少なくとも、従来型の金融機関

監督あるいは金融・資本市場の監視だけで

は政策的な枠組みとして不十分というコン

センサスはありそうである。他方、これを

補うものとして何があり得るかについての

議論はまだまだ全貌を確認することはでき

ないものの、司法の関わりをいかに金融業

の実像に適合させていくか、という問題意

識が強く求められていることは、おそらく

間違いではなかろう。 
今回の金融危機を特徴づけるものの一つ

に、証券化という金融技術が従来以上に幅

広く応用される際に、証券化という金融技

術の弱点が露呈したという事実がある。住

宅ローンが証券化されなければ、債権は金

融機関の中に止まり続ける。これに対し、

証券化されると、いくつもの主体の間で原

資産となっている住宅ローンの質等につい

ての情報が行き渡らない場合には、金融機

関による住宅ローンの供与から投資家によ

る証券化商品の購入までの証券化の長いプ

ロセスのどこかで偏った（経済合理性のな

い）金融取引上の判断が下される。そうす

ると、経済環境の変化（例えば住宅価格の

上昇持続の前提の破綻）によってその矛盾

が表面化し、信用の流れが途切れたり、金
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融機関の破綻が起きたりすることとなりか

ねない。 
同時に、最も肝心な原資産の質に関する

情報が行き渡らないということは、種々の

詐欺的な行為の温床がそこにあるというこ

とでもあり、社会正義と整合的な金融技術

の高度化という課題の存在を示唆するもの

でもある31。また、そもそも人類や経済の

歴史を振り返ってみると、一般論として、

金融や金融技術の発達は資本主義や市場経

済の進化・進歩の象徴とも言え、この意味

で証券化という金融技術や市場型間接金融

（Shadow Banking）という金融手法を初

めから否定・排除することは、交通事故を

恐れて自動車の利用を拒み、輸送手段を専

ら牛馬や大八車に頼ることと似た誤りとな

る恐れがある。証券化や市場型間接金融の

将来については、当面は、米国司法当局が

どのようにこの問題に立ち向かい、米国民

がどのような評価を与えるかが焦点となる

であろうし、学界等からも、100％オフバ

                                                  
31 金融当局における研究でも、住宅ローンの証券

化の各段階で情報が行き渡らない場合に、いか

なるメカニズムで種々の問題が生じるかが分析

されている。 
例えば、“Understanding the Securitization of 

Subprime Mortgage Credit”（Adam B. Ashcraft 
and Til Schuermann, ニューヨーク連邦準備銀

行スタッフレポート 318, March 2008）では、借

入人と金融機関（オリジネーター）の間では「相

手を食い物にする貸付」（predatory lending）が

行われ、金融機関と証券化業者の間では「相手を

食い物にする借入」（predatory borrowing）が行

われるとし、後者が本稿で言う住宅ローン詐欺と

ほぼ重なる（上記論文でも、住宅ローン詐欺の増

大の事実を SARs や FinCEN に言及しながら指

摘している＜Appendix 2＞）。 
また、上記論文では、証券化のプロセスの他の

部分、例えば、証券化業者と他の金融業者の間あ

るいはサービサーと借入人の間でも、情報の行き

渡りが困難である場面では、何らかのルールまた

は健全なプラクティスの創出が必要となるメカ

ニズムを整理している。 

ランス化した証券化がもたらした弊害に鑑

み、欧州で多用されているカバード・ボン

ド（原資産の一部はオリジネーターが保有

し、以てモニタリング機能を全うさせる）

を推奨・模索する動きもあるようである。

我が国における証券化や市場型間接金融の

動きはここ数年の間目覚ましく進展してい

るが、40 年近い歴史のある米国と比較すれ

ば緒についたばかりとも言える。今次の世

界的危機をもたらしたような金融行動に将

来陥らないよう、我が国自身の 1980 年代

後半からのバブルとその後の平成金融危機

は勿論のこと、今次の米国の教訓を「他山

の石」としつつ、資本主義の重要な要素で

ある、金融仲介及び金融技術・市場の健全

な発展が図られるよう期待したい。 
当機構のような、金融・経済の動きと業

務が密接な関係を持ち、それゆえに、各分

野の専門家から多くの知識を獲得できる職

場で仕事をする機会を得た法律家が、経済

に悪影響を与えかねない違法行為への司法

の関わり方についての研究を続けることに

よって、有益な成果を生み出すことは可能

であろうと考える。 
本稿が、そのための最初の一歩となれば

幸いである。 
 以 上 


