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（要約）  
中国会社法における取締役の忠実義務に関する比較法的考察 

―日本法及び米国法との比較を通して― 
張 笑男 

 
本稿の問題意識及び構成 

本稿は、中国会社法における取締役の忠実義務について、母法の日本法及び米国法を手

掛かりに、どのような解釈が中国の社会背景と整合的であるかを考察することを目的とす

る。 
 本稿が取締役の義務、とりわけ忠実義務に注目し、焦点を当てているのは、以下の中国

に特有な事情による。 
 第 1 に、中国では、取締役の義務及び責任追及に関する規定が会社法に定められていな

がらも、実務においてあまり用いられておらず、その具体的な内容や法理論も明らかでは

ないという問題がある。これは、中国においての企業統治は行政が中心的な役割を果たし

てきたという独自の社会背景に起因すると考えられる。また、中国の会社法上、取締役の

義務に関する法理論が明らかでない理由として、会社法制定の際に、日本法及び米国法の

規定からそのまま取り入れたものが多く、日米のような理論の蓄積がないという背景にも

起因すると考えられる。 
 第 2 に、中国が国際資本市場において投資家の信頼を得るためには、行政による企業統

治ではなく、企業の自律的な統治あるいは投資家の判断にゆだねることが必要であると思

われる。取締役の民事責任の追及手段が確立していれば、投資家は、取締役の責任追及を

通じて、取締役に対して適切な経営を行うことを促し、自己もしくは会社の利益を守るこ

とができるため、株式等に安心して投資することができる。また、行政による課徴金及び

懲戒などの責任追及の方法は、取締役の不適切な行為を抑制し、適切な経営行為を行うこ

とを確保するという側面はあるものの、会社の損害の回復という機能をもたない。会社の

損害の回復という観点からは、取締役の会社法上の責任追及が有用な手段であるが、その

前提としての取締役の義務の内容を明らかにする必要がある。 
第 3 に、中国においては、会社法の関連分野の法整備により、行政を中心とする企業統

治が改善されつつあり、近年取締役の会社法上の責任を追及する事例が散見されるように

なったが、そのほとんどが忠実義務違反の責任が追及される事例である。そのため、中国

国内においては忠実義務に関する議論が活発になされるようになった。しかし、中国法は

忠実義務に関する法思想や判例理論が形成されてきた歴史はなく、忠実義務の規定には、

日本法及び米国法の双方から取り入れた規定が混在するため、その内容の理解は必ずしも

容易ではない。中国法の忠実義務に関する議論も、日本法や米国法での議論をそのまま中

国に当てはめたものが多く、中国独自の社会制度からの分析視点が欠けているように思わ

れる。 
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第 4 に、上場会社に関する近時の立法では、上場会社の取締役は、勤勉義務と忠実義務

のほか、さらに会社に対して誠信義務を負うものとされている。誠信義務の具体的内容は、

法文上明らかにされていないが、米国の誠実義務に関する判例法理を導入したと推測され

る。米国においては、誠実義務は忠実義務の一要素であると位置づける判例法理が確立し

ている。そこで、米国法を参考にした中国法における誠信義務が、忠実義務とどのような

関係にあるかについても明らかにする必要がある。 
 本稿の第一章では、取締役の会社に対する一般的義務に関する中国国内の議論を整理し

た上で、日本の議論を中心に、役員と会社との関係、及び勤勉義務と忠実義務の関係等、

取締役の一般的義務の内容に関する考察を行う。第二章では、忠実義務に含まれる個別具

体的な義務の内容を、中国の裁判例を踏まえて考察する。第三章では、上場会社の誠信義

務を考察する前提として、米国法の誠実義務に関する判例法理の展開を概観する。第四章

では、上場会社の取締役の誠信義務について、米国法の議論を手掛かりに、忠実義務との

関係、及び中国の社会制度の下ではその内容につきどのように解釈すべきかを検討する。 

 
第一章 中国会社法における役員の一般的義務 
 この章においては、中国国内の議論を整理した上で、日本法との比較を中心に、役員と

会社との関係、及び勤勉義務と忠実義務の内容を明らかにする。 
 
第 1 節 中国会社法の変遷 

 中国会社法は 1993 年に制定され、いくつかの小規模な改正を経て、2005 年に大規模な

改正が行われ現在に至る。現行法の規制対象は、中国会社法によって中国国境内に設立さ

れた有限責任会社及び株式会社である。 
2005 年改正中国会社法は、役員の一般的義務として、「忠実義務」と「勤勉義務」を定め

ている。勤勉義務は、日本法における善管注意義務に相当する。 
 

第 2 節 中国会社法における会社の機関構成 

 有限責任会社と株式会社の機関構成は基本的に同じ構造を持ち、日本の伝統的な機関構

成と類似する。本稿は株式会社を念頭におく。株式会社では、株主総会、取締役会、監査

役会を必ず設置しなければならない。日本法と異なる点としては、日々の業務執行は経理

という機関によってなされる点や、監査役会の中に従業員代表を含めなければならない点

が挙げられる。 
 
第 3 節 中国会社法における役員の一般的義務 

会社法上役員と会社の関係についての定めはない。これまで学説は、中国法は日本法と

同じ大陸法であるという理由から委任関係とする多数説と、米国法にならって信任関係と

する説が対立してきた。しかし、委任関係及び信任関係に関する法理はどちらも会社法が
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制定されるまでは、中国に存在しなかった。 
 1999 年に中国において契約法が制定され、そこでは委任契約に関する規定が置かれた。

中国法の委任契約は日本法の委任契約とはほぼ同様の規定になっている。中国の会社法上

に役員と会社との関係は明らかでないが、委任契約の規定と会社法上の取締役の職務内容

を比較すれば、委任契約に類似する性質をもつことがわかることから、役員と会社の関係

は委任と解するほうが適切である。 
役員の一般的義務としての勤勉義務と忠実義務の関係について、かつて日本において忠

実義務と善管注意義務との関係が議論されたように、中国においても議論されている。 

中国でも、忠実義務と勤勉義務の関係について、大別すると、忠実義務と勤勉義務は全

く異なる性質をもつものであるとする異質説と、忠実義務は勤勉義務より導きだされるも

のとして、両者は異なる性質のものではないとする同質説がある。議論の枠組みは、日本

における善管注意義務と忠実義務の関係についての議論を導入したものが多い。 

しかし、中国会社法の下では、勤勉義務と忠実義務はその内容が異なっていると考える

べきである。第 1 に、役員の一般的義務の土台となる法理がない以上、会社法が並列的に

規定している勤勉義務と忠実義務は、委任法理によって、ただちに同質であるとはいえな

い。第 2 に、中国会社法の定める忠実義務は監事（監査役）にも適用されるため、日本の

ように両者を同質のものであると捉えなければならない必然性がない。第 3 に、忠実義務

違反の行為には、取締役の得た利益を会社に移転するという独自の救済方法が予定されて

いる。 

 

第 4 節 まとめ 

 以上により、中国においては、役員と会社との関係は委任関係であり、勤勉義務と忠実

義務とは異なる性質の義務であると考えるべきである。勤勉義務と忠実義務を異質の義務

ととらえるのであれば、その内容はアメリカ法における注意義務（duty of care）と忠実義

務（duty of loyalty）とパラレルに解することが合理的である。 
 

第二章 中国会社法における忠実義務の個別的義務 
 この章においては、会社法上の忠実義務に包摂される個別的義務の具体的な内容を検討

する。これらの検討を通して、忠実義務が問題となるのは、取締役と会社との間に利害関

係がある場合に、取締役の行為によって会社の財産が流出し、かつ、取締役が会社の当該

財産を得ているもしくは会社の財産の流出先から何らかの利益を得ている場面を想定して

いることを確認する。 

 
第 1 節 個別的禁止事項 

忠実義務の個別的義務に関する中国会社法 149 条 1 項各号の規定は、日本法を参考にし

た規定（利益相反取引及び競業取引に関する規定）、米国法を参考にした規定（商機の奪取
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に関する規定）及び独自の規定（会社資金の流用などに関する規定）がある。 

 
第 2 節 会社法 149 条の性質と適用対象 

 忠実義務の個別的義務について定めた現行法 149 条 1 項各号は、絶対的に禁止されてい

る事項と一定の機関の承認を得れば行うことのできる事項に分類することができる。絶対

的に禁止されている行為は、刑事罰の対象にもなる。 
 現行法 149条 1項各号は取締役等のみを対象にしており、監査役には直接適用されない。 
 
第 3 節 利益相反取引規制 

日本法と同様に、中国会社法でも、利益相反取引により会社の利益が損なわれることを

防止するために、直接取引及び間接取引に関する規定がおかれている。直接取引に関する

規定は、会社と取締役等が契約を締結すること及び取引をすることを規制する。日本法と

異なるのは、会社から取締役等への貸付けは絶対的に禁止され、株主（大）会や取締役会

の同意があっても禁止は解除されない点にある。間接取引に関する規定は、会社財産の流

出を防止する趣旨であるため、日本法とは異なり、取締役のための保証契約のみならず、

第三者のための保証契約の締結や担保の提供もこの規定の規制対象に含まれる。 

 
第 4 節 競業取引の規制 

競業取引に関する規定は、日本法とほぼ同様の規定になっている。異なる点としては、

日本法では、取締役が会社の事業の部類に属する取引を行うことを規制しているのに対し

て、中国会社法では、取締役が会社と同種の事業を行う他の企業の意思決定、運営に参加

することを規制している。そのため、会社と同種の事業を営む会社の取締役・経理に就任

する行為も「経営」に含まれると考えられる。 
商機の奪取に関する規定は、米国法にならって、取締役が職務上の便宜を利用して会社

の商機の奪取を禁止している。中国法のいう会社の機会は、米国法律協会の「コーポレー

ト・ガバナンスの原理：「分析と勧告」」（以下「分析と勧告」という。）の 5.05 条（b）に

定める会社の機会と共通する。「分析と勧告」と異なるのは、「分析と勧告」においては、

取締役と上級執行役員とで異なる規制をしているのに対して、中国会社法は取締役と上級

執行役員に相当する経理とで規制内容を区別していない。また、会社の機会にあたるか否

かの判断については、「分析と勧告」は取締役に高度な情報開示義務を課し、情報を提供さ

れた会社が判断すべきであるとしているのに対して、中国法においてはどのように判断す

るかは規定されていない。これらの点に関しては、「分析と勧告」の規定が参考になると思

われる。 

 

第 5 節 まとめ 

 中国法における利益相反取引及び競業取引に関する規制は日本法、商機の奪取に関する
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規制は米国法を参考にしていることが確認された。中国会社法の忠実義務に包摂される個

別的な義務の特徴は、取締役及び会社との間に何らかの利益相反関係が存在する場面を想

定している点、及び会社の財産の流出を規制することに特に重点をおいている点にある。 
 

第三章 米国法における取締役の誠実義務 
 この章においては、中国の上場会社の取締役の誠信義務を検討するために、米国デラウ

ェア州における誠実義務に関する判例法の変遷を概観し、考察する。 
 
第 1 節 誠実義務が登場した背景 

米国においては、取締役が会社に対して負う信認義務の内容は、注意義務と忠実義務の 2
つによって構成されるというのが伝統的な認識である。Smith v. Van Gorkom 判決（以下

「Van Gorkom 判決」という。）以前、デラウェア州において、注意義務違反が肯定された

事例はあまりなかったため、取締役の注意義務もあまり注目されることがなかった。 
ところが、Van Gorkom 判決では、デラウェア州最高裁判所は、取締役たちは合併の承

認に関して、十分な情報を取得していなかったとして、重大な過失があると認定した。そ

の結果、取締役は経営判断の原則による保護を受けることができないと判示した。当該判

決は、取締役の責任が加重されたものとして、当時の実務界および保険業界を震撼させた。

その後、デラウェア州では、公開会社の社外取締役の再任の拒否や辞任が相次ぐようにな

り、取締役の責任保険の保険料も大幅に引き上げられた。この判決を契機として、デラウ

ェア州一般会社法（Delaware General Corporation Law, 以下「DGCL」という。）が改正

され、102 条（b）（7）が新設された。同条は、会社は定款によって、取締役の信認義務違

反を原因とする、会社または株主に対する金銭上の損害賠償責任を消滅させること、また

は制限することができると定める免責条項である。その後、デラウェア州のほとんどの会

社は、定款において、同条の免責条項を採用するようになっている。 
 DGCL102 条（b）（7）は、いくつかの例外を除いて、取締役の信認義務違反による賠償

責任を免除する。同条に定められている免責できる場合の例外として、①会社もしくは株

主に対する忠実義務違反、②誠実でない作為もしくは不作為、意図的な不正行為、または

故意の法令違反が挙げられている。このように、取締役がその意思決定の過程において、

適切な注意を怠ったことによる注意義務違反の責任は、同条によって、実質排除されるこ

ととなった。そのため、取締役と会社との間に経済的な利益相反関係がない場合に、原告

株主は、取締役の意思決定が誠実になされたものではないと主張することによって、信認

義務違反を基礎づけるようになった。 
 
第 2 節 デラウェア州の裁判例 

従来、取締役が誠実に行動すべきことは、制定法を含め様々な文脈で述べられてきた。

しかし取締役の一般的義務としての誠実義務は、デラウェア州法を含め、アメリカの制定
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法上登場しない。Van Gorkom 判決以降、独立の義務としての誠実義務について裁判所が

初めて言及したのは、1990 年代の Cede＆co. v. Technicolor 判決判決である。しかし、そ

こでは、誠実義務については具体的な判示がなされなかった。その後、株主が取締役の誠

実義務違反を主張してその信認義務違反を追及した裁判例が数多く現れ、誠実義務に関す

る議論も盛んになされた。 
このような状況の中で、取締役の誠実義務違反の責任が追及された 2006 年の Stone v. 

Ritter 判決において、デラウェア州最高裁判所は、①会社をして故意に法に違反させる行

為及び知られた義務の完全な懈怠が不誠実な行為を構成すること、②誠実義務に違反する

忠実義務違反の行為であるとし、忠実義務は利益相反のある場面に限られないこと、③誠

実義務は独立の義務ではないことを明言して、誠実義務に関する議論に終止符を打った。

その後の誠実義務に関するデラウェア州の裁判例も Stone v. Ritter 判決の立場を踏襲して

いる。 
 

第 3 節 誠実義務に関する学説 

 誠実義務に関して独立の義務であるとする代表的な学説である Eisenberg 教授は、忠実

義務が問題となる場面を利益相反のある場面に限定したうえで、誠実義務を独立の義務と

とらえている。 
Eisenberg 教授は、誠実義務が独立の義務として扱われるべき実質的な根拠として、主に

以下の 2 つを挙げる。第 1 に、注意義務と忠実義務は、経営者による全ての経営上の不正

行為をカバーしない。第 2 に、誠実義務に違反する行為は、経営判断の原則等のルールの

適用を受けるべきではない。 
 Eisenberg 教授の見解とデラウェア州最高裁判所の立場は、忠実義務の適用場面を、取締

役と会社との間に利益相反関係がある場合に限定するか否かという決定的な違いがあるも

のの、誠実でない行為を注意義務違反から切り離されるべきとする考え方、及び誠実義務

違反と考えられる行為の類型には、両者の間に共通点があるといえる。 
 
第 4 節 まとめ 

 米国において誠実義務が登場した背景には、取締役の責任を免除する免責条項の立法が

あったことを確認した。DGCL において免責条項が制定されたことによって、原告株主は

取締役の注意義務違反の責任を事実上追求しえなくなったので、免責条項の適用を受けな

い誠実義務違反もしくは忠実義務違反の行為の存在を主張することによってしか、取締役

の信認義務違反を追及するができなくなった。 
 デラウェア州の裁判所は、免責条項が適用されない誠実義務違反の行為について、三つ

の方向性を示して論じたうえで、典型的な例としては故意に会社をして法に違反させる行

為及び著しい義務の懈怠を挙げた。そして、忠実義務は取締役と会社との間に利益相反関

係がある場合に限られないことを宣言し、誠実義務を忠実義務の一要素として位置づけた。 
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第四章 中国会社法における上場会社の取締役の誠信義務 
 この章においては、中国国内における誠信義務に関する立法がなされた背景及び取締役

の責任追及に関する法制度の問題点明らかにしたうえで、米国法の議論から示唆を得て、

中国における誠信義務の意義や忠実義務との関係をどのようにとらえるべきかを、中国の

社会背景との整合性に配慮して考察する。 
 
第 1 節 誠信義務の立法経緯と支配株主問題 

上場会社に関する近時の立法では、上場会社の取締役は、勤勉義務と忠実義務のほか、

さらに会社に対して誠信義務を負うものとされている。誠信義務の具体的内容は、法文上

明らかにされていないが、米国の誠実義務に関する判例法理を導入したと推測される。 
中国において上場会社の取締役の誠信義務の規定は、当初独立取締役のみをその適用対

象としていたが、その後上場会社の全ての取締役に敷衍した。そして、独立取締役の誠信

義務の立法は、上場会社において深刻化した支配株主問題に対処する一連の法改革の中で

なされたものであった。中国では、これまでの支配株主の行為を直接規制する法制度から、

取締役の誠信義務という行為規範を通して、支配株主の影響力を間接的に抑制する法制度

に移りつつある。独立取締役の誠信義務について定めた規定の内容も、支配株主を意識し

た規定ぶりとなっており、独立取締役が支配株主の影響を受けないで独立して職務の執行

を促している。 
 
第 2 節 取締役の責任追及に関する現行法の問題点 

 様々な理由により、現在のところ誠信義務は実効力のある行為規範として機能せず、そ

の導入の目的を果たしていない。その原因として、取締役の誠信義務の具体的な内容に関

する議論がほとんどなされていないという理由もあるが、中国においては、取締役の会社

法上の責任を追及するには、行政による企業統治に関する問題、訴訟を提起する主体に関

する問題、責任追及の実効性の問題、及び裁判所の審査能力に関する問題等多くの障害が

存在することが挙げられる。そのため、現在の状況を前提とすれば、忠実義務以外の義務

違反を追及することは現実的ではなく、取締役の行為規範としての一般的義務のうち、取

締役が適切な経営を行うことを保障する仕組み並びに会社の損害回復の手段として、実際

に機能しているのは、忠実義務だけである。 
 
第 3 節 米国法の議論からの示唆 

 このような状況の中で、中国において誠信義務の導入された経緯に照らし、誠信義務を

実効力のある行為規範として機能させるためには、その内容を米国の判例法理のように、

「著しい義務の懈怠」として構成することは中国において有用であると考える。なぜなら、

上場会社においては、独立取締役が全くその職務を果たさず、行政処分によって責任が追
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及される事例が多数存在する。会社の損害回復の観点からは、行政処分よりも民事責任を

追及することが望ましいと考えらえる。著しい義務の懈怠は、中国法における忠実義務違

反の行為の類型には属さないため、忠実義務違反として追及することはできないが、勤勉

義務違反として構成することはできる。しかし、第 2 節において述べたような、様々な原

因により、取締役の勤勉義務違反の責任を追及する事例は現在、中国においてみられない。

取締役の著しい義務の懈怠を誠実義務違反として構成し、取締役の会社法上の責任を追及

することが可能になれば、取締役の適切な経営行為の促進（不正行為の抑止）及び取締役

の会社の損害回復の双方から有用であると考える。取締役の義務の著しい懈怠が存在する

場合には、株主が取締役の履行すべき義務の存在、及び義務を全く履行していない事実を

立証すれば、裁判所が取締役の誠実義務違反を認定し、会社に対する損害賠償責任を認め

るという枠組みをとることが、取締役の責任追及の実効性のあるものにならしめる。なお、

米国の判例理論では、誠実義務を忠実義務の一要素とし、独立の義務ではないとされてい

るが、中国では、誠信義務導入の背景が米国と異なるため、米国のように誠実義務を忠実

義務に含める必要は必ずしもないと考える。 
 
第 4 節 まとめ 

 中国の上場会社法制において誠信義務が導入されたのは、上場会社の支配株主問題に対

処するためであった。しかし、様々な原因により、現在のところ誠信義務は実効力のある

行為規範として機能せず、その導入の目的を果たしていない。中国において誠信義務の導

入された経緯に照らし、誠信義務を実効力のある行為規範として機能させるためには、そ

の内容を米国の判例法理のように、「著しい義務の懈怠」として構成することは中国におい

て有用であると考える。 
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