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１

本稿の目的

秀文

株主代表訴訟は損害回復機能と違法行為抑制機能を備え、会社役員らを監視、監督する制
度である。その立法趣旨は、取締役らが会社に損害を与えた場合、役員間の特殊関係から、
会社が積極的にその責任を追及しない場合もあり、それに対処するために株主が会社に代わ
って訴訟を提起することを認める点にある。したがって、株主代表訴訟制度は中小株主の利
益の保護を確保し、コーポレート・ガバナンスにおける重要な制度でもある。
中国においては、2005年の会社法改正で株主代表訴訟制度が導入された。新会社法では、
株主代表訴訟の原告適格に対して、持株要件および会社への提訴請求等といった基本的な規
定を明確に設けた。しかし、それらの規定が合理的であるかどうか、また、まだ規定されて
いない訴訟費用の算定、担保提供、和解等の問題について、これからの運用に当たって、い
かに構築すべきなのか、さらなる検討が待たれる。株主代表訴訟制度をいかに活用させるの
かについては、原告株主が最も重要な役割を果たしている。したがって、代表訴訟の原告適
格に対してより深く研究することが重要な意義を持つものと考える。
本稿では、中国会社法における株主代表訴訟制度の背景、経緯およびその必要性を紹介し
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た上で、原告適格に関する議論を述べる。そして、少数株主の権益を保護しながら、悪意に
より提起される訴訟をいかに抑制するかの観点から、原告適格およびそれに関連する制度の
あるべき姿を検討してみたい。
２

旧会社法におけるコーポレート・ガバナンスの実情

中国では、1978年からの改革開放政策により、中国経済に著しい変化がもたらされた。一
方、経済の担い手としての国有企業に数多くの問題も生じていた。国有企業の改革のため、
株式制度の導入は最も効果的なこととして認識された。そして、社会主義市場経済の概念が
憲法において明文化され、それを実現するための法制度整備の一環として、1993年に、中国
初の「中華人民共和国会社法」が制定された。会社法は、
「政企分離」を図るために、株式
1

会社の法的機関として、株主総会、取締役会、監査役会、執行役を設けた。しかし、国有企
業の財産の流失を防ぐために、国家という大株主が支配する仕組みになっていた。旧組織体
制が完全に廃止されたのではなく、会社は依然として共産党支配の下に置かれていた。会社
法で設けられた機関のほとんどが機能せず、監督・監視機能も形骸化されていた。
また、中国の上場会社における株式保有比率の構造を見ても、国有株 は圧倒的な割合を
2

示している。中国の上場会社の株主構成については主に国家、国内法人、国内個人とに分け
ることができる。ここで言う国内法人の株主のほとんどは国有法人株主である。すなわち、
中国の株式構造は、国家が直接株式を保有するか、国有法人を通じて株式を保有するかにな
っていた。しかも、国有株のほとんどは流通していない状況にあった。その目的は、国有企
業が株式会社への組織転換により国有財産を流失することを防ぐためであった。したがって
国家が依然として会社支配を確保する地位にあったのである 。
3

さらに、旧会社法の第63条では、
「董事（取締役）
、監事（監査役）
、経理（執行役）は、
4

会社の職務執行を行うにおいて、法律、行政法規または会社定款の規定に違反し、会社に損
害を与えた場合、損害賠償責任を負う」として役員の民事責任を規定していたが、国有企業
においては、役員と会社の関係は、行政的な関係であるため、企業の役員に負わせる責任も、
主に行政責任と刑事責任であった 。企業の役員が遂行した職務は、すべて法人の行為とみ
５

なされ、法律上生じた責任を法人が負うとしていた。このように、役員が責任を怠って、会
社に損害を与えたことで、個人の民事責任が問われるケースはほとんどなかったのである 。
6

以上に述べたように、1993年に制定された会社法は、国有企業の会社法人化を推進する法
的根拠として、積極的な役割を果たしてきたと言えるが 、国有企業の機関構成および株式
7

構造からみると、所有と経営の分離を目的として、株式会社制度に変換されても、国家によ
る会社経営への介入を防止することはできないはずであった。このようなガバナンスでは、
支配株主による会社利益の侵害、真の所有と経営の分離は実現できなかったのである。
国有企業におけるガバナンスの不備は、粉飾決算等による企業不祥事の一要因になってい
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た。また、近年、中国の経済発展につれて、企業形態が大きく変わってきている 。そのた
8

めに、国有企業のガバナンスの改革が求められるほか、会社役員の権利義務をより明確に規
定し、中小株主の権益を保護する目的として、不祥事により損害を被った株主の利益を救済
する方法として、株主代表訴訟制度を導入する声が高まったのである。そのような新たな社
会状況に応えるために、中国において会社法が大幅に改正された。新会社法が2005年10月27
日に全国人民代表大会常務委員会で可決され、同日に公布され、2006年１月１日から施行さ
れている。
３

新会社法の改正内容および強化されたコーポレート・ガバナンスの規定

新会社法は全体として13章、219条によって構成される。改正の主な内容は ①会社設立の
9

緩和（新会社法26条、81条）
、一人会社が設立できるようになり、会社形態の選択肢が増え
た（新会社法58条）
、②定款自治の拡大、法定代表者の資格に対する制限を緩和した（新会
社法13条）
、③支配株主に対する中小株主の保護、株主代表訴訟制度（新会社法150条、152
条）法人格否認の法理の導入（新会社法20条）
、④コーポレート・ガバナンスの強化、社外
取締役の導入（新会社法123条）
、監事会（監査役会）の権限の強化、董事等の役員の責任の
より明確化、⑤企業の社会的責任の規定（新会社法５条）
、⑥組織再編及び清算規定の充実
などである。
ここでは、改正の重要なポイントの一つであるコーポレート・ガバナンスとその強化され
た規定を概観する 。
10

まず、支配株主（新会社法217条２号）と実質的支配者（新会社法217条３号）の債務保証
および株主権の濫用について定め、そして、株主が株主権を濫用して、会社および他の株主
に損害を与えた場合には、責任を負わなければならないと明確に規定した（新会社法20条２
項）
。
次に、会社役員（董事、監事、高級管理職 ）に関する規定を拡充した。
11

具体的には、①新会社法では、董事長（取締役会長）の権利濫用を抑制し、董事会（取締
役会）の意思決定機能を強化した。また、董事の報酬開示、職務内容、金銭貸出の禁止等を
定めた（新会社法48条、110条２項、111条２項、116条、117条）
。
②監事会、監事の権限が強化されたことはもう一つの注目される特徴である。旧会社法で
は、監事、監事会の監査機能がほとんど発揮できなかった。その状況を改善するため、新会
社法は、董事会または執行董事が株主会、株主総会の招集職責を履行できない、またはしな
い場合に、監事会、監事にそれらを招集、主宰する権限を与える（新会社法41条２項、102
条２項、52条３項、118条３項、54条１項４号、119条１項）
。そして、董事、高級管理職を
解任する提案権（新会社法54条１項２号、119条１項）
、株主会、株主総会に対する提案権
（新会社法54条１項５号、119条１項）
、訴訟を提起する権限（新会社法54条１項６号、119条
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１項）、董事会の決議事項に対する質問および提案権（新会社法55条１項、119条１項）
、監
事会の臨時会議を招集する提案権（新会社法56条１項、120条１項）
、監査費用の請求権（新
会社法55条２項、57条、119条２項）を規定する。さらに報酬開示の要求、会社から金銭貸
出の禁止、監事会会議は少なくとも年１回を招集することを要求した（新会社法116条、117
条、56条）。
③会社役員については、忠実義務と勤勉義務の規定が盛り込まれたほかに（新会社法148
条１項）、会社が董事、監事、高級管理職に対する質問権（新会社法151条１項）
、董事、高
級管理職が監事に対する資料提供（新会社法151条２項）
、競業避止義務（新会社法149条１
項５号）等も規定した。さらに、会社役員の会社に対する賠償責任を定めた（新会社法150
条、153条）。
④上場会社においては独立董事制度を導入するほか、董事会に秘書役を設置することも義
務付けられた（新会社法123条、124条）、また、上場会社の利益を保護するために、会社の
取引と関連する関係を有する董事の議決権行使を禁止すると定めた（新会社法125条）
。
最後に、⑤新会社法では、少数株主の権利を保護するために、株主権も強化された。
具体的には、株主の情報収集権（新会社法34条、98条）
、反対株主の持分、株式買取請求
権（新会社法75条、143条１項）
、株主による株主会、株主総会の招集権、主宰権（新会社法
41条３項、102条２項）、株主の提案権と質問権（新会社法103条２項、151条）
。株主の訴訟
提起権（新会社法150条、152条、153条）等を詳細に定めた。
Ⅱ

株主代表訴訟制度の導入背景および法的構造

１

株主代表訴訟制度を導入した背景

以上に述べたように、国有企業に株式制度が導入されても、国有株が最も大きな割合を占
め、国家が最大の株主なのであった。したがって、国家が株主総会において実際的な支配権
を握ることになる。しかも、国家を代表して株主権を行使するのは国有資産管理委員会によ
り派遣された代表であり、その行為に対して義務を負う可能性はそれほど期待できないと考
えられる。少数株主の経営に対する積極性を促進させるためには、大株主の行為を有効に監
督し、会社および少数株主の利益を保護しなければならない。取締役会、取締役、支配人、
従業員および会社以外の第三者が会社（株主）の利益を損なう行為をした場合に、会社がそ
れに対する権利行使を怠ったときには、株主が自己および会社の権益を保護するために、株
主代表訴訟はその株主権の行使を実現できる最も重要な手段であると実務界から指摘されて
いた。国有企業の改革を単に形式のみで終わらせるのではなく、経営者に対する損害賠償責
任を追及できる法制度の整備、特に上場会社においては、健全なコーポレート・ガバナンス
の構築を促進させるためにも、株主代表訴訟制度を導入する声が高まっていたのである。
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また、実務では、株主代表訴訟が数多く提起されていたが、株主代表訴訟に関する明確な
規定がなかったために、裁判所は積極的に受理する事案が少なかった。その中で、受理さ
れ、かつ原告株主の提訴権を認めた代表的な事案は、無錫不動産会社VS恒通集団株式会社
（1998年）、張家港市涤纶長丝工場VS香港吉雄有限会社（1994年）、蘇州新発展衮矿VS宏
12

13

達集団（2004年） 、元利源不動産開発有限会社VSアモイ新達利有限会社（1996年）等であ
14

15

る。これに対して、三九医薬の事案は人民法院が原告は不適格として訴訟を受理しなかった
事案 であった。このように、実務においても、明確なる株主代表訴訟制度の構築が必要と
16

されていたのである。
２

株主代表訴訟の制度化の経緯

中国では、2005年の会社法が制定される前に、単行法において、監事、監事会に董事に対
する違法行為の是正権を有すると規定されていた。例えば、1992年に上海市人民政府により、
「上海市株式会社暫時規定」
（以下暫時規定とする）が制定され、第92条（六）において、
「董事、執行役の行為が会社の利益と衝突するときに、監事会が会社を代表して、董事、執
行役と交渉し、または董事、執行役に対して提訴する権限を有する」と規定した。そして、
同年、国家体改委でも、
「株式会社規範指針」
（以下規範指針とする）を制定した。その中の
第65条（六）において「監事会が会社を代表し、董事と交渉し、または董事を提訴する権限
を有する」と規定した。そして、旧会社法第126条３項においても、監事の権限について「董
事および支配人の行為が会社の利益に損害をもたらした場合、監事が董事、執行役を是正す
る権限を持つ」と規定した。しかし、以上の規定はすべて監事が会社を代表して董事に対し
て、提訴権を有するとのみ規定していたのであり、それは株主代表訴訟の制度ではなかった。
特に、監事による是正がそれほど効果をもたらさない場合は、いかなる方法でこれに対応す
るのかが規定されていなかったのである。
以上の状況を踏まえ、中国会社法を改正するに際して、まず、2002年７月に商法学界にお
いて、王保樹教授を始めとする会社法改正研究グループを形成して、2004年５月に「会社法
改正草案建議稿」の編纂を完成させた。それは、中国会社法改正草案建議稿とそれに対する
理由説明および参考立法例の二つの部分から成り立っている。そこには、条文内容、改正前
の元条文、立法理由、関連する法律、法規および政府部門の規定、司法解釈、海外立法例な
どが含まれている。株主代表訴訟に関しては、原告株主の提起資格、会社への請求手続、訴
訟担保、訴訟費用等の規定とその立法理由について述べられている。
それに続いて、2003年11月に最高人民法院は、会社をめぐる訴訟件数の増加に伴い、より
会社に関する紛争を正確に審理するために、
「会社紛争案件の審理に関する若干問題の規定
（一）」を発表して（以下は意見募集稿という）
、社会各界における意見を募集しようとした。
意見募集稿の第43条から第47条において、株主代表訴訟に関するものも規定された。
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条文の内容については、具体的に、以下のように規定されている。
①第43条では、
「会社の董事、監事、経理等高級管理職が忠実義務に違反し、または支配
株主がその地位を利用し、会社の利益に損害を与えた場合、株主が株主代表訴訟を提起した
場合には、人民法院はそれを受理しなければならない」という。ここでいう支配株主とは実
際に会社の経営に参加し、会社の戦略活動に影響力を持つ株主を指す。
②第44条では、
「株主代表訴訟を提起した株主は以下の条件を満たさなければならない。
すなわち、（ⅰ）会社の損害行為が発生したときに、会社の株式を保有し、かつ継続的に所
有しなければならない。（ⅱ）株式会社の株主については、会社の１%以上の株式を保有し
なければならない」という。
③第45条では、
「株主が代表訴訟を提起したときは、以下の事実が、少なくとも一つ存在
することを証明しなければならない。
（ⅰ）原告株主が２ヵ月前に会社への提訴を請求した
が、会社がそれに応じることなく、提訴をしていなかったこと、
（ⅱ）関連する財産が移転
され、もしくは、関連する権利の行使期間または訴訟時効がもうすぐ超過してしまうこと、
（ⅲ）その他の緊急状況で、直ちに訴訟を提起しなければならないこと」という。
④第46条では、
「原告株主が代表訴訟を提起した後、第44条の規定を満たした他の株主が
同様な理由で訴訟参加を請求したときに、共同原告として訴訟に参加することを許可しなけ
ればならない。ただし、他の株主は請求の数を増やす場合には、それらの株主に対して、改
めて提訴することを告知しなければならない。そして、原告株主が訴訟を提起したときに、
関連する取引の相手方または第三者をも被告とした場合に、人民法院がそれに同意しなけれ
ばならない。さらに、代表訴訟が提起された後、人民法院は会社が第三者として訴訟への参
加を通知しなければならない」という。
⑤第47条では、
「代表訴訟が提起された後、被告が答弁期間内に原告株主の悪意を証明し
た場合は、訴訟費用の担保の提供を申請したとき、人民法院はそれを許可しなければならな
い。担保金額は被告が訴訟に参加する場合に発生しうる費用に相当する」という。
以上のように、会社法改正に当たって、実務で起こっている問題を解決するために、商法
学者、最高人民法院がそれぞれの動きを示した。そのような過程を経て、2005年の新会社法
において、株主代表訴訟制度がようやく規定された。代表訴訟制度の成立は、経営者の権利
濫用行為を抑制し、経営に対する監督の機能強化により、会社および少数株主の利益を確保
できるようになる。そして株主地位を強化することにより、よりコーポレート・ガバナンス
を改善するのに重要な意義を有するのである。
３

会社法および証券取引法における株主代表訴訟に関する規定

会社法および証券取引法における、株主代表訴訟に関する規定は以下のような内容である。
会社法の第152条に代表訴訟の規定が置かれているが、それと関連する条文は148条 、149
17
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条 と150条 である。
18

19

第148条と第149条は代表訴訟が提起される事由であり、第150条は代表訴訟が提起される
根拠である。
まず、会社法の第152条の具体的な内容は、
「董事、高級管理職に本法第150条に定める事
由がある場合、有限責任会社の株主、連続180日以上単独でまたは合計で会社の１％以上の
株式を保有する株式会社の株主は、書面により監事会または監事会を設けない有限責任会社
の監事に人民法院への訴えの提起を請求することができる。監事は本法第150条に定める事
由がある場合、上記株主は、書面により董事会または董事会を設けない有限責任会社の執行
董事に人民法院への訴えの提起を請求することができる。
監事会、監事会を設けない有限責任会社の監事、もしくは董事会、執行董事が前項に定め
る株主の書面による請求を受領した後、訴訟の提起を拒否する場合、または請求を受領した
日から30日以内に訴えを提起しない場合、または状況が緊急であり、直ちに訴えを提起しな
ければ会社の利益に回復しがたい損害をもたらしうる場合、前項に定める株主は会社の利益
のため、自己の名義により人民法院に直接的に訴えを提起する権利を有する。
他人が会社の適法な権益を侵害し、会社に損失をもたらした場合、本条第１項に定める株
主は、前２項の規定に基づき、人民法院に訴えを提起することができる」である。
その内容からみると、日本法の規定と最も大きな違いは、いわゆる「他人」の違法行為に
20

対しても、訴訟を提起できる点であろう。
次に、証券取引法上の規定を述べる。
新証券取引法の第47条の規定では、
「上場会社の董事、監事、高級管理職、上場会社の５
％以上の株式を保有する株主が、保有する株式を購入後６ヶ月以内に売却または売却後６ヶ
月内に再び購入することにより、得た利益は会社に帰するものとし、会社の董事会はその取
得した利益を回収しなければならない。ただし、証券会社が買取販売にあたって購入した株
式が売れ残り、これにより５％以上の株式を保有した場合は、当該株式の売却については６
ヶ月の時間的制限を受けない。
董事が前項の規定に従って執行しない場合、株主は董事会に対して30日以内に執行するこ
とを要求する権利がある。会社の董事会も上述の期間内に執行しなかった場合、株主は会社
の利益のため、自己の名義で直接人民法院に対して提訴することができる。董事会が第一項
の規定に従って執行しない場合は、責任を負うべき董事が連帯責任を負わなければならない」
とする。
このように日本法と同様に、原告株主が直ちに代表訴訟を提起するのではなく、提訴する
前に、会社に提訴を請求し、会社に提訴するか否かを考慮する機会を与えなければならない。
会社への提訴請求の法的要件は以下のような内容である 。
21

①新会社法152条第１項の規定により、有限責任会社の株主、連続180日以上単独で又は合
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計で会社の１％以上の株式を保有する株式会社の株主は、代表訴訟を提起する権利を有す
る。訴訟を提起する株主の資格としては、個別株主は本条の訴訟権利を利用し、董事、監
事、高級管理は訴訟に対応するのに時間がとられ、会社事務の管理、監督に集中できなくな
り、会社の生産経営活動に影響を及ぼす状況を防止するため、代表訴訟を提起する株主の資
格を制限する必要がある。
②代表訴訟を提起する前提条件について、新会社法152条第２項の規定に基づいて、董事
会または董事会を設けない有限責任会社の執行董事、監事会または監事会を設けない有限会
社の監事は法定の会社機関であり、会社を代表して訴訟を提起する権利を持つ。董事、監
事、高級管理職が法定義務に違反し、会社の利益を害したときは、株主はまず上記の会社機
関に対して、人民法院への訴訟の提起を請求する。会社機関がその職責の履行を拒否又は怠
った場合、株主は会社の利益のために人民法院に代表訴訟を提起することができる。それは
法定の手続に合致すると同時に、訴訟の提起を適法に制限し、濫訴の防止もできる。そのた
め、新会社法152条では、董事、監事、高級管理職に会社法第150条が定める事由がある場合
には、監事会または監事会を設けない有限責任会社の監事、董事会または董事会を設けない
有限責任会社の執行董事が人民法院への訴えの提起を請求することができる。
監事会、監事または董事会、執行董事は152条第１項に定める株主の書面による請求を受
領した後、訴えの提起を拒否する場合、または請求を受領した日から30日以内に訴えを提起
しない場合、または状況が緊急 であり、直ちに訴えを提起しないと会社の利益に回復しが
22

たい損害が発生しうる場合、152条第１項に規定する株主は自己の名義で人民法院に直接に
訴えを提起する権利を有すると規定した。
③訴訟事由に関しては、株主代表訴訟は、董事、監事、高級管理職の会社に対する忠実義
務および勤勉義務の違反、それにより会社に損害をもたらす行為に対して提起される訴訟で
ある。そして、董事、監事、高級管理職以外の他人が会社の合法的な権益を侵害し、会社に
損害をもたらした場合も、株主は、会社に代わって人民法院に訴えを提起することができる。
Ⅲ

原告適格に関する議論

１

原告株主の持株要件

新会社法では、原告株主の持株数と保有期間について規定した（新会社法152条）
。中国の
実情から考えて、現在の持株要件の規定に合理性があるのかについて検討してみる。
（１）持株数要件
有限会社については特に制限がなく、一株あれば提訴できるとするが、株式会社に関して
は、単独または合計して１%の株式を保有しなければならないと規定する（新会社法152条）
。
このような規定に対して、学者の意見は分かれている。
「有限会社の株主に５%の株式を要
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求されると規定し、株式会社に１%の持株要件が合理的な規定である」とする意見が存在す
「会社および株主の合法的な権益を保護し、会社経営に対する監督を確保するた
る 。一方、
23

めには、原告株主の提訴権を単独株主権とすべきである。濫用訴訟の防止には、ほかの法定
要件の整備により解決すればよい」という意見もある 。そして、王保樹教授が主編した『中
24

国会社法改正草案建議稿』においても、持株数の要件に対して規定していなかった。その理
由としては、各国（韓国、台湾など）とも今後の会社法改正の中で株主代表訴訟の持株数の
最低規定を廃止する趨勢にあるからであると述べている 。
25

私見によれば、有限会社において、一株以上の株主であれば提訴できるという規定が妥当
だと考えるが、株式会社の原告株主に１%の持株数の規定は厳しい要件であると言えよう。
すでに述べた通り、中国の株式会社はほとんど国有企業から変換されたもので、国有株によ
って絶対的な割合を占められている。そして流通株も分散されているからである。現在の状
況では、多くの株主が持株要件を満たさないと考えられる。例えば、宝鋼会社の場合には、
その株式資本は125億元であるが、持株比率が２番目株主でも0.45%しか持っていない 。ま
26

た、中国聯通会社においても、196億元以上の株式資本に対して、持株比率が２番目の株主
でも0.44%だけであるという状況がある 。
27

アメリカ、日本とも、原告株主の持株要件は単独株主権としているが、中国では、代表訴
訟が導入されてまもなく、濫用訴訟を考慮して、少数株主権として規定したと考えられる。
しかし、中国の実情に合わせて、少数株主の権益の保護し、代表訴訟を活用させるためには、
提訴株主の持株数の規定は改めて単独株主権にすべきである。濫用されるおそれがあると考
慮するならば、担保提供等の規定を設けることにより抑制すべきであろう。
（２）株式保有期間の要件
株式保有期間に関しては、有限会社にはその制限がなく、株式会社に対しては連続180日
間以上保有しなければならないとされている。この180日間が、どのような方法に基づいて
計算されるのかについて検討する。
日本法では、
「株主代表訴訟で原告となることができるのは、６ヶ月前から引き続き株式
を保有する者である」
（日本会社法847条１項）とする。ここで言う「６ヶ月」は、判例、学
説とも、
「株式を取得して、株主名簿の書換から６ヵ月を経過したこと、または、取締役に
対して、損害賠償を請求するような株主が会社に請求する時点から逆算して６ヶ月前より株
主であることを要求する」という見解が示されている 。
28

2006年４月28日に最高人民法院で発表された『
「中華人民共和国会社法」に関する若干問
題の規定（一）
』の第４条において、
「会社法が第152条で規定している180日間以上の連続持
株時間とは、株主が人民法院に提訴するときに、すでに180日間を保有している」こととす
る。180日間の規定も濫用訴訟に対応するために設けたのである。すなわち、原告株主が単
なる株の売買をする投資家ではなく、会社と持続的利益関係を有する株主であることを要求
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する 。
29

しかし、原告株主が人民法院に提訴する前に、会社への提訴請求をしなければならない。
最高人民法院の『
「中華人民共和国会社法」に関する若干問題の規定（一）
』の第４条に規定
された「人民法院に提訴をする時点で、すでに180日間を保有していなければならない」に
よれば、会社に提訴するときに、すでに150日間を保有すれば足りると解釈されるおそれが
ある。この司法解釈にしたがうと、以下のことを想定できる。すなわち、
「原告株主は会社
に提訴を請求するときに、仮に、その持株期間が後30日で180日になる場合には、被請求者
は請求者が法定要件に満たさない理由で拒否することができることになるだろう。しかし、
被請求者が30日間の経過により180日に達してから訴訟を提起するときには、人民法院は代
表訴訟を受理しなければならない。つまり、その場合に、請求者は再び会社への請求をする
ことなく、人民法院に訴訟を提起することができる。それは会社法に規定されている180日
間の持株期間を30日間短縮させることになる」とされる 。この司法解釈は、会社に提訴す
30

る請求者と訴訟を提起する原告株主を混同させることを招きかねない 。というのは、訴訟
31

を提起する原告株主は必ずしも会社への訴訟の提起を請求する者とは限らないからである。
確かに、会社法に規定されている180日間の計算基準は、通常の原告株主が会社への請求
する時点から逆算して180日間とすれば、会社の30日間の考慮期間に合算すると、人民法院
に提訴するときは、原告株主の持株時間は合計で210日間になる。しかし、この司法解釈 に
32

したがうと、会社法152条に規定されている180日間より30日を短縮させることになり、実務
上、混乱を生じさせるおそれがある。したがって、この「180日間」は日本法に規定されて
いるように、原告株主が会社に請求する時点から逆算して６ヶ月であることと理解すべきで
あろう。また、承継、贈与、会社合併といった強制的に執行された場合に、両株主の持株時
間を通算しうると考える 。そして、会社が設立して180日たっていない場合は、設立してか
33

ら会社の株式を継続的に保有していれば、提訴する資格がある。
日本においても、
「６ヶ月」の保有要件は濫用的な提訴を防止する趣旨である。しかし、
違法行為が発見された後でも、訴訟目的で株式を取得した者も６ヶ月待てば提訴しうる。そ
のような問題は、代表訴訟の濫用の危険性を生む余地があると指摘されている。６ヶ月の株
式保有には濫訴防止の機能がそれほど働かない場合もあり、また、会社に回復しがたい損害
が発生するおそれがあるときに、直ちに提訴できるとした場合でも、株式取得後６ヶ月を要
件とすることは問題を残していることになる 。中国会社法における180日間の保有要件は、
34

おそらく日本法を参考しながら導入された規定と考えられる 。このような問題を念頭に置
35

きながら、実際に代表訴訟が運用されて行くなかで、
「180日間」の規定が合理的であるかど
うか、今後さらなる検討がなされるべきであろう。
（３）名簿上の株主であることの要否
中国会社法130条には、
「会社が発行する株券は、記名株券とすることも、無記名株券とす
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ることもできる」と規定している。そのため、152条に規定された代表訴訟を提起する株主
には、記名株主も、無記名株主も含まれる。
日本法では、株主代表訴訟で原告となることができるのは、名簿上６ヶ月引続き株式を保
有する株主に限定している。会社が成立して６ヶ月に満たない場合は、会社が成立した後に
引続いで株主名簿上の株主であれば足りるとする。アメリカ法においては、原告株主は名簿
上に記載されている株主であるという限定をしない 。中国会社法においても、特に名簿上
36

の株主に限定する規定がなく、司法解釈の中においても、説明されていない。しかし、近年、
海外投資家が増えつつある状況の中、提訴株主の範囲を拡大すべきであるとする主張があ
る 。つまり、名簿上の株主に限らず、実質上の株主も代表訴訟の対象者に含まれる。株主
37

名簿に記載がなく、または登記機関に登記の手続を済ませていない株主が代表訴訟を提起す
るときには、自己が実質上の株主であることを証明できれば十分である。持株の種類に関し
ては、普通株主のみならず、種類株主、特に無議決権の株主も提訴の資格を奪われない 。
38

少数株主権と規定している以上、代表訴訟の機能を強化させるために、提訴資格は名簿上の
株主に限定する必要がないと考える。また、濫訴の防止という点から、株主名簿上の株主に
限定することはそれほど意味はないと思われる。株主名簿上の書換の意味は、代表訴訟が、
株主の会社に対する権利主張ではなく、取締役に対する監督是正権の行使であることから総
合的に考えるべきである 。提訴資格を名簿上の株主に限定することは、株式を譲り受けた
39

が名義書換の手続をまだ済ませていない株主に提訴権を認めないことになるおそれがあるの
である。
２

継続的株式保有要件

継続的株式保有の要件は、アメリカ法と日本法においても明確な規定がない。しかし、実
際に代表訴訟を運用するに当たって、原告株主が訴訟を提起してから、判決が出されるまで
引続き株式を所有していないと、訴えが却下されることになる。
立法の段階では、
「原告株主は裁判が出すまで継続的に株式を所有する」としていたが 、
40

会社法は、それに関して明確に規定していない。2006年12月26日に「山東省高級人民法院は
会社紛争案件の審理に関する若干問題の意見」を発表した。その中の第75条第２項におい
て、「原告株主が訴訟係属中に株主の資格を失われた場合には、訴えを却下すべき」である
としている。しかし、これはあくまで山東省の範囲内で会社紛争案件を審理する際の指導意
見である。具体的には、今後の司法解釈に委ねられることになる。原則として、原告株主は
判決が出されるまで株式を保有することが要求されているが、原告株主自ら株式を放棄した
場合に、原告適格を失うと解するのは当然である。しかし、合併など自己の意思に基づくの
ではなく、会社の都合で当該会社の株主でなくなったときには、訴訟の継続は否定できない。
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３

行為時株主原則

行為時株主原則とは、被告取締役が訴訟の原因となる行為が発生した時点で、原告株主が
すでに会社の株式を所有している、又は相続等、法の作用によって、その時点で株式を所有
していた株主より株式を譲り受けた者に限定されるという法理である 。株式同時所有の原
41

則（contemporaneous ownership rule）とも言う。行為時株主原則は、訴訟を起こすために
株式を購入することを阻止する目的である。この原則により原告株主が会社の株価が下がっ
たときに株を購入して、代表訴訟により取締役の責任を履行させ、不当な利得を得ることを
防止することができる。アメリカのほとんどの州では、行為時株主原則を採用している 。
42

日本では、６ヶ月の株式保有要件は濫用訴訟に対応するのに不十分であるとしながらも、行
為時株主原則を採用していない。
中国においては、立法の段階では最高人民法院の「会社紛争案件の審理に関する若干問題
の規定」（意見募集稿）の第44条第１項において、
「損害行為が発生したときに、すでに会社
の株式を保有、かつ連続保有していること。
」という、いわゆる行為時株主原則が要求され
ていた。会社法はこの原則を取り入れていないが、損害行為発生後の株主にとっては、低価
額で株式を購入することができたため、取締役の違法行為により損害を受けていないという
合理的理由から、導入すべきだという意見が多く存在している 。
43

しかしながら、訴訟の原因となった時点は、どの時点かについて明確にされていない。つ
まり、株主自身が原因事実を知った時点なのか、または、違法行為が公になった時点かにつ
いての明示がない 。また、代表訴訟が会社に対する損害回復の観点からみると、取締役の
44

責任を追及するための株主の訴権は、いつの時点においても発揮できるものである 。実際
45

に、ALIとカリフォルニア会社法とも行為時株主原則の適用要件を緩和した 。
46

日本では、６ヶ月の株式保有は濫訴に十分に対応できないと懸念されるため、2001年の商
法改正に当たり、行為時株主原則を導入するか否かに関する議論が盛んに行われていた。行
為時株主原則は、一定の濫用訴訟に対応できると考えるが、それにも増して６ヶ月の持株要
件の規定の方がより適切であるとする学者の主張が多く存在している。その具体的な理由と
しては、会社不祥事の発覚は、通常は相当な時間が必要とされる。したがって、行為時後に
よる提訴は、認められないのは不合理であり、直ちにそれは濫用訴訟であると判断するのも
危険である。また、濫訴であるか否かは訴訟の内容によって、判断すべきであり、行為時で
あるか否かというような形式的なものによるべきではない。行為後の株主にも提訴を認める
のは会社利益の救済にとって適切である 。しかも不法行為が発生した時点のすべての株主
47

が不正行為に関与しまたは訴訟を提起しない場合に、その後の株主に訴訟を起こす資格がな
いなら、会社の利益を保護することができなくなるだろう。
以上において述べた通り、株式会社の原告株主についての１%の持株数要件は、現在の中
国の実情では、かなり厳しい要件であり、それにプラスして行為時株主原則を採用するなら
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ば、株主代表訴訟の利用が非常に困難になるに違いない。
４

原告株主の公正かつ適切な代表性

株主が会社に代わって、取締役の会社に対する責任を追及する訴えを提起する株主代表訴
訟制度の特徴から、その判決の効力は会社及び非提訴株主に対しても及ぶものである。原告
株主が公正かつ適切な代表者でなければ、その他の株主の利益、ひいては、会社の利益をも
害されることにもなる。そして、詐害訴訟ではない限り、他の株主が同一の訴えを提起する
ことは認められないから、原告株主の公正かつ適切な代表性が要求されることは重要である。
（１）米国法
アメリカでは、原告株主の代表の適切性は、訴訟が提起される初期の段階だけでなく、訴
訟追行のすべての段階で要求されている。
まず、連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure ）23.1条では、原告株主の適
切な代表性に関する規定は、代表訴訟は、その原告が会社または法人格なき社団の権利を行
使するにあたり、同様な状態にある株主、または構成員の利益を公正かつ適切に代表しない
と認められるときは、遂行することができない」と定めている。ALI（アメリカ法律協会、
The American Law Institute）の7.02条（a）項（４）号においても、
「原告と同様の状態に
ある者のクラスを公正かつ適切に代表することが可能なとき」と原告株主の適切な代表性を
明確にした。そして、MBCA（模範事業会社法、Model Business Corporation Act）の7.41
条では、原告株主が「会社の利益を公正かつ適切に代表する」と規定する。すなわち、
MBCAと連邦民事訴訟規則およびALIとの違いは「会社の利益」を対象とするか、
「原告以
外の株主の利益」を対象とするかの違いである 。しかし、アメリカの多くの判例は、原告
48

株主を株主の代表者としている 。
49

アメリカの判例において、原告株主が、公正かつ適切な代表者であるか否かの考慮する際
の要素としては、①原告株主と非提訴株主との間に経済的利害対立の有無、②原告株主と非
提訴株主との間に救済方法選択における利害対立の有無、③原告株主が会社や非提訴株主以
外の者の利益のために訴訟を行っているか否か、④原告株主が代表しようとしている他の株
主から得られるサポートの程度、⑤原告株主が訴訟に通じていないことや、事件の事実につ
いて無知であるか否か、⑥原告株主と被告取締役との間で係属中の他の訴訟の有無、⑦原告
株主の提訴が報復心などの動機によるものであるか否か、などがあげられている 。
50

（２）日本法
アメリカ法は、原告が株主を公正かつ適切に代表する実質要件を課しているのに対して、
日本法が定めているのは、形式的な要件であり、訴訟の代表性を見逃していると前から批判
されている 。2005年の会社法改正においても、株主の公正かつ適切性の要件の設定を求め
51

ていなかったが、当該責任の追及が株主自身もしくは第三者の不正な利益を図りまたは会社
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に損害を加えることを目的とする場合は、訴訟を終了させると規定した（会社法847条但書）
。
その立法理由は、濫用訴訟を防止すると同時に、裁判所はより実体的な訴訟終了事由とする
具体的な形を支持するからであるといわれている 。また、会社法では、非提訴株主を保護
52

する手続として、①提訴株主による会社への訴訟の公知、及び会社による公告または株主へ
の通知（日本会社法849条３項、４項）
、②訴訟参加（日本会社法849条１項）
、③詐害再審
（日本会社法853条１項）という三つのスキームを用意した。しかし、非提訴株主が訴訟を参
加する機会を与えられても、不都合により継続的に訴訟を追行できなくなる可能性も考えら
れる 。このように、代表の適切性は、濫用訴訟、不適切な訴訟を防止するのに役立つ要件
53

であり、現行会社法の規定されている会社や非提訴株主への公告・通知あるいは訴訟参加だ
けでは十分でなく、原告株主がそれらの利益を適切に代表すべきことを求めるべきである 。
54

（３）中国法
中国会社法では原告株主の公正かつ適切な代表性の要件も規定していない。立法の段階で
最高人民法院「意見募集稿」の第41条の中で、
「株主が株主総会に参加し、かつ会議招集手
続に異議を申し立てない。または会議招集手続に対して異議を有するが、決議事項に賛成し
た。または反対したにもかかわらず、実際上、株主総会決議を履行した。それらの株主が訴
訟を提起し、株主総会の決議を取り下げまたは株主総会の決議を無効とする請求を人民法院
に提起した場合は、人民法院がその訴えを却下すべきである」と規定されただけであった。
しかし、これは原告株主の適切代表の要件ではない。中国会社法上では、原告株主に対する
担保提供の要求がなく、会社および非提訴株主に訴訟参加の機会も保障されていない。会社
および非提訴株主の利益を保護するために、公正かつ適切な代表性を要求すべきであろう。
しかし、原告株主が公正かつ適切な代表者であるかどうかについての裁量権は、裁判所が
持っている。ただし、裁判所の判断基準をどのように設ければよいのかが問題である。英米
法の立法を参考にすべきという見解も多い。具体的には、以下の三つの場合に、原告株主は
公正かつ適切に会社の利益を代表することを認められないとする。①原告株主が会社の利益
を害する、または他の株主の利益を図るため、②原告株主が不正行為に参加、許可または黙
認する、③原告株主が自己の利益を図る、ことである 。特に、不法行為に参加、許可また
55

は黙認した株主に訴訟の提起権を与えるべきではない、なぜならば、このような株主は原告
の資格を満たしていないだけでなく、実質上の被告であるというのが正しいからである。こ
のような株主は公正かつ適切に会社および他の株主の利益を代表することができないはずで
ある 。
56

５

会社への提訴請求

中国会社法においても、株主が代表訴訟を提起しようとするときには、その前に会社に対
して請求しなければならない。その目的は会社の意思を尊重し、訴訟を提起するか否かの判
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断の機会を会社に与えるべきということである。
（１）会社の考慮期間
新会社法152条の規定の中で、原告株主には代表訴訟の提起に際して、会社への提訴請求
の手続が必要とされている。具体的には、董事、高級管理職が会社の利益を侵害したときは、
提訴権を有する株主は、書面により、監事会または監事に対して人民法院への提訴を請求す
ることができる。監事が、会社の利益を侵害したときは、董事会または執行董事に対して提
訴を請求することができる。
「他人」が、会社の適法な権益を侵害し、会社に損害をもたら
したときは、董事会または監事会に対して提訴を請求することができる。ただし、その請求
を受領した日から30日以内に会社が訴訟を提起しない場合または直ちに提訴しなければ会社
の利益に回復しがたい損害が発生しうる場合には、原告株主は自己の名義により直接に人民
法院に提訴することができる。
このように、中国会社法は、会社への考慮期間を30日間とした。日本では、30日間は短か
いと批判されていたことから、2001年の商法改正で、60日までに延長した。確かに、取締役
が会社に損害を与えているか否かの事実を解明するのは、複雑な判断過程であり、30日間で
は、詳細に、適切な判断ができない場合が多いと考えられる。実務上、30日間以上にわたっ
て、結論が出せない場合も存在するだろう。中国でも、今後の代表訴訟の運用に当たって、
会社の考慮期間は30日以上に伸ばすべきとする主張も十分ありうるだろう。
（２）会社への提訴請求の相手方
152条の規定からみると、高級管理職、董事に対する訴えは、監事会、監事が被請求人と
なる。監事に対する訴えは、董事会、執行董事が被請求人になる。他人の場合は、監事会ま
たは董事会が被請求人になる。
董事、高級管理職が被告である場合に、会社法54条 、119条 によれば、監事、監事会の
57

58

権限および職務内容は主に董事および高級管理職の経営行為を監督する立場にあることから、
そのような規定は監事会の職務権限と合致し、合理的である。ただし、経営政策に関する問
題に及んだときには、監事会は当該違法行為と利害関係を有しない董事に意見を求めるべき
である 。
59

しかし、監事が代表訴訟の対象となる場合は、董事会が被請求者とされる規定には疑問を
感じる。なぜならば、監事の違法行為は董事および高級管理職が職務を遂行する際に生じた
違法行為を前提としている。監事に対する訴えにおいて董事会が被請求者となるときに、監
事が違法行為をして、監督される状況に置かれた董事はその被請求者になる可能性もあるか
らである 。被請求者の公正性を確保するために、監事が会社の利益に損害を与えた場合は、
60

董事会が臨時株主総会を招集し、株主は監事に対する提訴を提案し、そして、株主総会で授
権された董事会により提訴すべきであろう 。
61

また、
「他人」が会社に損害をもたらした場合について、
「他人」の範囲を董事、高級管理
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職、監事以外の者とする場合には、会社法第54条の第３号および第６号によれば、監事会の
提訴権限に当てはまらない。他人に対する訴訟の提起は、まず法定代表者に請求しなければ
ならないと考える。法定代表者が拒否した場合は、董事会に請求すべきである。董事会も拒
否したときには、監事会に提訴するしかない 。
62

（３）特別訴訟委員会
では、このような機関構成から見れば、中国会社法にアメリカ法に規定される特別訴訟委
員会を設ける必要性およびその可能性があるか否かについて検討してみる。
中国会社法は、会社への考慮期間の30日間内で、会社が不提訴とする場合には、原告株主
の提訴事由を調査し、裁判官に訴訟の不合理性を説明するための準備に着手すると考えられ
る。
実務上、裁判官は経営に関する知識が欠如する場合もあり、一方で、事案は決められた期
間で終わらせなければならないから、アメリカ法上のような特別訴訟委員会が設けられてい
れば、裁判官は特別訴訟委員会の構成員の公正性かつ独立性を審査し、訴訟を提起する妥当
性も判断できる 。
63

アメリカにおいては、特別訴訟委員会の構成員の要件は被告取締役と利害関係のない取締
役であるとされている。中国会社法の下で特別訴訟委員会を構築するとすれば、構成員の要
件はどのように制定されるべきなのか。会社法第152条から見ると、董事、高級管理職は代
表訴訟の対象となったとき、監事会が被請求人とされる。会社法第54条によると、監事会の
職務権限は「①会社財務の検査、②董事、高級管理職の会社職務執行に対する監督、並びに
法律、行政法規、会社定款または株主総会決議に違反する董事、高級管理職に対する解任の
提案、③会社利益に損害を与えた董事、高級管理職の是正請求」等の具体的な経営活動まで
及んでいるから、監事会は被告の行為が会社の利益に違反するか否かを適切に調査できると
もいえる。しかし、会社法第47条 の董事の会社に対する責任規定からみると、実際に会社
64

の利益が害されたことに対して、責任を負うのは董事である。すなわち、会社利益に損害を
与えるか否かの重大事項は、
「会社の経営計画と投資案を決定、会社の年度財務予算案、決
算案の作成、利益配当案と欠損填補案の作成、資本金の増加または減少案および社債発行案
の作成、そして、会社の合併、分割、解散または会社形態の変更案の立案」等である。それ
らはすべて董事の職務内容である。実際に損害賠償責任が生じたか否かを審理するのに、董
事の判断が必要になる。そのように、仮に董事、高級管理職が違法行為を行った場合でも、
適切に審査するために、特別訴訟委員会の構成員には監事のみならず、董事も入れる必要が
ある 。
65

しかし、このように構成される特別訴訟委員会のメンバーは公正であるとは思われない。
董事、監事とも株主総会により選任される。そうである限り、特別訴訟委員会はそれほど機
能することができないと考える。そして、もし董事、監事が同時に代表訴訟の対象者になる
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場合は、以上のような考えの下で、董事と監事から構成された特別訴訟委員会が会社役員
（董事、監事、高級管理職）に責任を問うことができるか否かについて、公正かつ適切な判
断を下すことは期待できないであろう。
中国会社法においても、特別訴訟委員会の要件をどのように設定すれば合理的であるのか
は難しいことであり、損害行為と利害関係を持たない特別訴訟委員会の構成員が審理するの
に時間が取られ、かえって、訴訟の遅延を招くことになりかねないと考える。
Ⅳ

今後の課題と提言

これまで述べた通り、中国会社法における株主代表訴訟制度は基本的な規定しか設けられ
ていない。訴訟手数料の算定、勝訴の場合の補償填補、担保提供、和解、会社の訴訟参加等
に関する規定が定められていない。
ここでは、中国で代表訴訟を提起する場合の手数料、および原告株主が勝訴した場合の補
償填補だけについて論ずる。
１

訴訟手数料

中国では、代表訴訟の手数料の算定方法は日本法上の規定とは異なり、非財産権の請求と
するのではなく、請求金額に基づきスライド制で算定している。株主代表訴訟において、原
告株主が勝訴しても、原告株主が直接利益を得られるのではなく、損害回復の利益は会社に
属するからである。そのため、代表訴訟を活用できるか否かは、訴訟手数料の算定と深く関
わっているのである。
代表訴訟がせっかく導入されたのに、財産権上の請求とする現状では、株主が訴訟を提起
する積極性を失い、株主による監督是正機能が損なわれるおそれがある。日本では、1993年
の日興証券損失填補事件控訴審判決の影響を受け、1993年の商法改正で、訴訟物の価額の算
定について、財産権上の請求でない請求とみなされ、訴訟手数料は8,200円となった（現在
は13,000円）
。代表訴訟の活性化を図るためには、中国会社法も日本法を参考にして、提訴
手数料は非財産権の請求とした上で、最高人民法院審判委員会の第411回会議で可決された
『民事訴訟徴収弁法』の規定により、訴訟手数料は10元から50元とすべきである 。訴訟手数
66

料の軽減により、濫訴の懸念も予想されるが、原告株主の資格および会社への訴訟提起の段
階で濫用訴訟を防ぐことは十分にできると考える。
２

費用補償

実務上、原告株主が勝訴した場合は、訴訟代理人弁護士への報酬は被告取締役からではな
く、会社に対して、請求できるという明文規定もない。原告株主は代表訴訟において、時間
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的、精神的に大きな負担を負うものである。勝訴した場合においても、高額な弁護士の報酬
まで自己負担とされるならば、株主が提訴するか否かを躊躇してしまう。このように、会社
および株主の権益を保護し、株主による会社経営を監督する積極性を促すために、原告株主
が勝訴した場合には、日本法の規定を参考にして、会社に対して、弁護士の報酬や実際に支
出した費用のうち、相当と認められる額を会社に対して請求できるとすべきである。これに
対して、原告株主が敗訴した場合については、原告株主に悪意があるかどうかにより判断す
るのは妥当であろう。無論、原告株主に悪意がなければ、会社に対して、責任を負うことも
ない。しかし、私怨、単なる個人的な嫌がらせを目的とする訴訟が提起されることもありう
るから、そのような場合に、会社が訴訟により被った損害は原告株主が負担しなければなら
ないと考える。
Ⅴ

おわりに

コーポレート・ガバナンスに関する議論が盛んに行われる中で、株主代表訴訟制度は、損
害回復機能と違法行為抑止機能により、会社の損害を回復するのみではなく、経営者の違法
行為をチェックし、会社の不祥事発生を防止するのに重要な役割を果たしているといえる。
中国における2005年の会社法改正では、中小株主の権益を保護し、経営者を監督する観点
から、株主代表訴訟制度を重要な措置として導入したことが大きな意義を有する。しかし、
少数株主権の要求は、株式会社の株主にとって厳しい要件である。訴訟手数料の計算基準も
設けていないため、裁判所は、財産権上の請求とするケースがほとんどである。このような
高額な訴訟手数料の請求は、代表訴訟の利用に大きな影響を及ぼしている。また、中国新会
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を監督する仕組みとして、重要な役割を担っていくものと考えられる。したがって、株主代
表訴訟の制度を中国で活性化させるためには、なによりも原告株主の提訴要件を過度に厳し
く制限すべきではないと考える。
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The Eligibility of Plaintiff of Representative Suit in
Chinese Company Law

LI, Xiu-Wen
Although in the company law legislation of china in 2005, shareholders deputy litigation
system is established, but rather provided. It is not feasible for practical use, and it
becomes hard for the plaintiff shareholders to exercise their rights. So this paper attempts
to introduced and compares the system of shareholder representative action of Japan.
Rest the reality in China, in order to complete the eligibility of the plaintiff.
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