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事実の概要

　投資に関するシステム開発等を業とするＺ株式
会社は、HFT（超高速取引）の運用等に要する資
金の調達のために、平成 24 年 3 月 23 日から平
成 27 年 11 月 20 日までの間、第 1回から第 203
回までの社債の発行として、募集総額、社債の金
額、社債の利率、社債の償還方法及び期限、利息
の支払方法及び期限等の事項を定めて募集をし
た。その際、1回の募集当たり社債を引き受ける
者は 1名とされ、その金額及び利息の利率は各
回ごとに異なっていた。Ｚ社は、上記社債の発行
により、延べ人数として 200 人を超える者から、
資金を受け入れたが、ほとんどのもので利息制限
法所定の上限を超える利率とされており、年利が
90％を超えるものもあった。
　Ｙ株式会社（被告・被控訴人）は、上記社債の
募集に応じて引受けの申込みをした者として、平
成 24 年 5 月 10 日頃に 1000 万円を、平成 25 年
3 月 21 日頃に 500 万円を支払って、それぞれ社
債の割当てを受け、Ｚは、平成 24 年 6 月 20 日
から平成 25 年 5月 20 日までの間及び平成 25 年
5 月 20 日から平成 26 年 4 月 21 日までの間、Ｙ
に対し、上記各社債の利息及び償還として、金銭
を支払った。
　Ｚは、平成 28 年 4 月 13 日、東京地方裁判所
において破産手続開始の決定を受け、Ｘ（原告・
控訴人）が破産管財人に選任された。Ｘは、Ｙが
Ｚに対し、社債購入名下に、1000 万円及び 500
万円をそれぞれ貸し付け、いずれも利息制限法

所定の上限を超える約定金利で弁済を受けたと
主張して、Ｙに対して、不当利得返還請求権（民
法 704 条）に基づき、利息制限法所定の上限を超
える利息相当額等の支払いを求める訴えを提起し
た。第一審（東京地判令元・6・13 金判 1573 号 34 頁）
は、利息制限法の適用を否定して、Ｘの請求を棄
却したため、Ｘがこれを不服として控訴した。

判決の要旨

　「本件金銭債権が会社法の規定する社債に当た
ることは当事者間に争いがない……以上、……本
件金銭債権を貸付債権と同視することはできない
……。また、本件金銭債権については、Ｚがその
利率や返済期間等の条件を定めた上で、会社法上
の手続を経て社債として適法に発行されたもので
あり、社債権者であるＹが一方的に社債の発行条
件を定めたなどの特段の事情はもちろん、ＹがＺ
よりも優越的な地位にあったことをうかがわせる
事情も見当たらないことに照らすと、本件金銭債
権をあえて貸付債権と取り扱うことにより利息制
限法を適用する必要性も見い出し難い。」
　「社債と金銭消費貸借とでは法律上の規律を異
にすることはもとより、社債発行会社は、資金調
達の必要性や引受けの見込み等の諸般の事情を踏
まえ、利率を含めて自ら社債の内容を設定するこ
とができること、社債に利息制限法が適用される
とすると社債発行会社の自由な資金調達が阻害さ
れるおそれがあること、法務省昭和 29 年 12 月
24日付民事甲第 2625号民事局長回答においても
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社債に対する利息制限法の適用については消極に
解するとされており、長年の実務において社債に
利息制限法が適用されていることをうかがわせる
証拠もないことからすれば、……社債権者が一方
的に社債の発行条件を定めたなどの特段の事情が
ない限り、社債には利息制限法が適用されないと
いうべきであ」る。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、公刊物掲載裁判例として初めて、社
債の利息に利息制限法は適用されない旨を判示し
た東京地判令元・6・13（金判 1573 号 34 頁）の
控訴審判決である。本判決も、第一審判決と同様
に、社債に対する利息制限法の適用については、
消極の立場をとるが、第一審判決が「会社法の規
定する社債に当たると認められる以上、事実関係
の如何により利息制限法の適用の有無が左右され
ることはな〔い〕」と画一的に判示しているのに
対し、本判決は、「社債権者が一方的に社債の発
行条件を定めたなどの特段の事情がない限り」と
いう留保を付して、社債であっても、例外的に、
利息制限法が適用される場合がありうることを明
示する点に若干の違いがみられる。

　二　社債の定義――社債と金銭消費貸借による
　　　貸付債権の区別
　社債の本質的特色として、古くより、大量性、
集団性、対公衆性、長期性等が挙げられてきた
が１）、会社法制定以前より、私募債など、そのよ
うな性質を必ずしも有さない債券も社債として発
行されるようになっていた。旧商法は、社債の定
義規定を有していなかったが２）、会社法では、金
銭債権のうち社債に該当するものとそうでないも
のとを区別し、社債に関する規定の適用関係を明
確化するため３）、社債とは「この法律の規定によ
り会社が行う割当てにより発生する当該会社を債
務者とする金銭債権であって、第 676 条各号に
掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
をいう」（会 2条 23 号）とする定義規定が置かれ
た。この定義については、会社が会社法の規定に
よる「社債」を発行すると決めたものが社債、そ
うでないものは社債でないと規定したに等しいと
いわれ４）、「ある金銭債権……を社債とするかど

うかは、会社法の規定による割当ておよび償還の
定めをするかどうかを通じ、会社自身が選択でき
るとするもののようである」と説明されている５）。
　本件のＺが発行した各社債は、投資家 1名ごと
に異なる利率で100万円から1億円程度まで様々
な額の社債として発行されたもので、借入期間も
1年と長期にわたるものではないなど、従来の一
般的な社債とは異なる特徴を有するものである。
Ｘは、実態としては、利息の約定のある金銭消費
貸借契約と変わらないとして、これを民法上の金
銭消費貸借として取り扱うべき旨を主張したが、
本判決は、本件金銭債権が社債であることは当事
者間に争いがなく、会社法上の手続を経て社債と
して適法に発行されたものであることから、本件
金銭債権をあえて貸付債権と扱う必要性はないと
する。社債の定義規定の立法経緯とこれに関する
上記の説明に従えば、本件においても、Ｚが社債
として発行したものである以上、本件金銭債権は、
社債であると解するほかないであろう。

　三　社債の利息に対する利息制限法の適用の
　　　有無
　１　適用肯定説と適用否定説の論拠
　利息制限法は、「金銭を目的とする消費貸借に
おける利息契約」について、約定利率を一定限度
に制限し、その制限を超える部分について私法上
の効力を否定する（利息 1条）。社債の利息に利
息制限法の適用があるか否かについては、古くよ
り争いがある。旧商法下における肯定説は、社債
に利息制限法が適用されるのは、いわば当然のこ
とと解していたようである６）。これに対して、旧
商法下における否定説は、社債の発行は、利息制
限法が保護の対象としている経済的弱者の金銭借
入れとは性質を異にすることをその論拠としてい
た７）。実務は否定説に立っていたようである８）。
会社法下の学説をみてみると、肯定説には、社債
の法的性質を諾成的金銭消費貸借契約と解し、社
債の利息は利息制限法にいう「金銭を目的とする
消費貸借における利息」に該当すると解するもの
がある９）。否定説は、①社債は必ずしも消費貸借
とはいえないこと、②利息制限法は債務者保護の
要請に基づく法であるが、社債は一般消費者が債
権者となりうる金融商品であり、通常の消費貸借
契約とは経済実態が異なること、③利息制限法の
適用を肯定すると発行会社の自由な資金調達が阻
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害される可能性があることを理由とする 10）。
　第一審判決は、会社法下の否定説と同様、①社
債と金銭消費貸借契約による金銭債権とでは法的
性質を異にすること、②社債発行会社は、利息制
限法が保護の対象とする経済的弱者とはいえない
こと、③社債に利息制限法が適用されると会社に
よる自由な資金調達を阻害するおそれがあること
を主たる理由として、社債の利息に対する利息制
限法の適用を否定した。この第一審判決に対して
は、同判決が金銭消費貸借契約との相違点として
挙げた社債の法的特徴（債務の成立に払込みを要し
ないこと、分割払込みも認められていること、額面
未満発行も認められること、社債権者集会が存在す
ることなど）は社債への利息制限法の適用が不必
要または不適切とするようなものなのかという疑
問が呈され 11）、また、利息制限法は債務者が商
人であっても適用されるのであるから、経済的弱
者の保護を超えて規律を設けていると解するのが
自然であるとか 12）、社債発行が大企業に限られ、
かつ公募債が中心であったかつての状況とは異な
り、近時は中小企業を中心に私募債が活用されて
いること、会社法下では、持分会社にも社債発行
が認められ、零細企業も社債発行会社になりうる
ことに照らすと、社債発行会社が類型的に経済的
弱者でないとは言い切れない 13）との批判がなさ
れていた。本件判旨は、第一審判決とほぼ同様の
理由により社債の利息に対する利息制限法の適用
を否定しつつ、特段の事情が認められる場合に同
法の適用の余地を認める旨を判示した。

　２　社債の法的性質
　旧商法のもと、社債の法的性質については、(a)
通常の消費貸借契約であるとする見解、(b) 消費
貸借契約に類似する無名契約であるとする見解、
(c) 債券（社債券）の売買であるとする見解、(d)
原則として消費貸借契約に類似する無名契約であ
るが、金融債等において認められている売出しの
方法（売出発行）をとるときは例外として債券の
売買であるとする見解などが主張されていた 14）。
会社法下における学説には、社債券の発行を伴う
売出発行を含めて、社債発行は、その発行形態に
かかわらず、諾成的金銭消費貸借契約であると解
するもの 15）、金銭の消費貸借契約に類似する無
名契約であると解するもの 16）などがある 17）。
　社債の法的性質を諾成的金銭消費貸借契約また

は金銭消費貸借類似の無名契約と解する立場によ
る場合、社債が利息制限法にいう「金銭を目的と
する消費貸借」に当たると解する余地は十分にあ
る 18）。一方で、原審判旨や本件判旨が指摘する
ように、社債と通常の金銭消費貸借には、多くの
相違点があることを踏まえると、ただちに、社債
にも利息制限法の適用があると解さなければなら
ないわけでもないであろう。そうであるとすると、
社債の法的性質論から一義的に、利息制限法の適
用の有無を決められるものではなく、結局のとこ
ろ、社債の利息に利息制限法を適用すべきか否か
の判断は、利息制限法の趣旨に照らして行うほか
ないように思われる。

　３　利息制限法の趣旨
　利息制限法の趣旨については、国会における同
法の法案の審議に当たり、政府委員より、消費貸
借においては債務者の地位が極めて弱く、経済的
弱者である債務者の窮状に乗じて非常な高利率が
定められる可能性があることから、債務者保護の
ため、国家権力により強制的に取り立てうる利息
に制限を設ける趣旨の社会立法であるとの説明が
なされている 19）。
　利息制限法が、消費生活のための借入れ（消費
信用）における債務者保護を目的とするものであ
ることについては、異論はない。他方、生産活動
のための借入れ（生産信用）については、債務者
は、借入金による生産活動を通じて得た利潤から
利息を支払うことができ、得られる利潤が合理的
な利息決定の基礎となるのであるから、その利息
が利潤の範囲内における相当額である限り、制限
超過の利息だからといって経済的には不合理な高
利とはいえないとの考え方もありうるところであ
り 20）、「生産信用における利息の調整は、国家の
金融政策にまつべき問題であり、その金融政策な
いし規整する法制が整備されつつある段階では、
生産信用の利息は、私的自治にまかせればよい」
とする意見もみられた 21）。しかし、消費信用と
生産信用との明確な区別は困難であるうえ、生産
信用であっても、債務者が極端な高利を強いられ
健全な生産活動の継続ができなくなる場合はあり
え、利息の制限が無用であるとはいい難いことか
ら、従来、利息制限法は、生産信用における利息
についても、これを抑制する目的をもつものと解
されてきた 22）。
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　以上に照らして、社債の利息に対する同法の適
用について考えてみると、まず、社債は、本来的に、
生産信用に該当するものであり、「消費信用と生
産信用との区別の困難性」は当てはまらない。ま
た、利率を含めた社債の発行条件は、債務者であ
る発行会社が自ら決定できるものであることから
すると、社債は、「債務者が極端な高利を強いら
れる」というようなものでもない。そうであれば、
利息制限法の趣旨の観点からは、典型的な「生産
信用」である社債に対して、一般的に利息制限法
を適用すべき積極的な理由は、見当たらないよう
に思われる。実際上も、自らの自由な意思で高利
の社債の発行を決定して社債の引受けを募集しつ
つ、他方で、利息制限法の適用を主張して、同法
の定める利率の上限を超える部分について無効を
主張することを認めるべきではないように思う。

　４　社債の利息に利息制限法が適用されうる
　　　「特段の事情」
　第一審判決は、社債への利息制限法の適用を画
一的に否定するが、本判決は、「特段の事情」に
よる例外を認める。
　本件Ｚが発行した一連の社債に関しては、本件
以前に、ＸがＹとは別の者を被告として、本件
と同様の請求を行った訴訟が存在し（東京地判平
30・7・25 判タ 1470 号 208 頁）、そこでは、裁判所は、
社債一般に利息制限法の適用があるか否かは別と
しつつ、二で述べた当該社債の特殊性から、「本
件各社債は、社債という形式を採っているものの、
……利息の約定のある通常の金銭消費貸借契約と
何ら変わるところはない」として、利息制限法の
適用を認めている。本判決は、このような当該社
債の金銭消費貸借との近似性のみをもって、利息
制限法を適用すべき「特段の事情」に当たるとは
解しておらず、「特段の事情」としては、利息制
限法の趣旨に基づき、社債権者が自らの優越的な
立場を利用して、社債の発行を強いた場合や、社
債権者が一方的に社債の発行条件を定めた場合を
例示する。金銭の貸付けを行う者が、借主たる会
社に社債の発行という形式をとらせれば、利息制
限法による制限を潜脱できるというのは妥当でな
く、本件判旨のような「利息制限法の趣旨」に照
らした例外は認められるべきであろう 23）。

●――注

１）鴻常夫『社債法』（有斐閣、1958 年）9～10 頁。
２）解釈により、「社債とは、公衆に対する起債によって生
じた株式会社の多数の部分に分割された債務（債権）で、
これについて有価証券（債券）の発行されるもの」と定
義されていた（鴻・前掲注１）1頁）。

３）相澤哲＝葉玉匡美「社債」商事 1751 号（2005 年）13
頁、江頭憲治郎編『会社法コンメンタール (1)』（商事法務、
2008 年）52 頁［江頭憲治郎］。

４）江頭憲治郎『株式会社法〔第 7版〕』（有斐閣、2017 年）
723 頁注 10。

５）田中亘『会社法〔第 2版〕』（東京大学出版会、2018 年）
534 頁。

６）「利息制限法の適用があることはいうまでもない」（上
柳克郎ほか編『新版注釈会社法 (10)』（有斐閣、1988 年）
59 頁［上田宏］）、「利息制限法の適用があることは当然
である」（鴻・前掲注１）144 頁注 2）などと説明される。

７）馬瀬文夫「利息制限法適用の範囲」判タ 55 号（1956 年）
7頁。

８）昭和 29 年 12 月 24 日法務省民事甲第 2625 号法務省民
事局長回答（法務省民事局編『登記関係先例集・下』（帝
国判例法規出版社、1955 年）2504 頁）。

９）江頭憲治郎編『会社法コンメンタール (16)』（商事法務、
2010 年）22 頁［今井克典］。

10）長島・大野・常松法律事務所編『アドバンス新会社法〔第
3版〕』（商事法務、2010 年）628 頁。

11）弥永真生「原審判批」ジュリ 1540 号（2020 年）3頁。
12）弥永・前掲注 11）3頁。
13）森まどか「原審判批」ジュリ 1544 号（2020 年）105 頁。
田澤元章「原審判批」法教 476 号（2020 年）130 頁も
同様に指摘する。
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