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Ⅰ.  全人代レベル 

 

1. 「民法典物権編（草案二次審議稿）」 

（原文「民法典物权编（草案二次审议稿）」） 

全人代常務委員会 2019 年 4 月 26 日公布 

 

2017 年 3 月 15 日、第 12 期全国人民代表大会第 5 回会議で「民法総則」が可決さ

れ、同年 10 月 1 日に施行された（本ニュースレターNo.248（2017 年 3 月 17 日発行）

及び No.249（2017 年 3 月 31 日発行）をご参照ください。）。その後、全国人民代表

大会常務委員会は、民法典の各則の編纂を開始し、2018 年 9 月 5 日に民法典各則（草

案）を公布した（本ニュースレターNo.287（2018 年 10 月 17 日発行）をご参照くだ

さい。）。そして、2019 年 4 月 26 日に民法典物権編（草案第二回審議稿）（以下「本

草案」という。）を公布し、2019 年 5 月 25 日までの期間で意見募集を行った。 

本草案は、現行の物権法をベースとしており、その構成に大きな変更はなく、物権

の一般規定、所有権、用益物権、担保物権、占有の規定によって構成され、20 の章

及び 253 の条文により構成される。現行制度と本草案の重要な相違点は以下のとおり

である（なお、本草案は、意見募集の段階であり、正式な法令として制定されたもの

ではない点に留意されたい。）。 

 

（1） 建築物の区分所有者の権利保護の強化 

本草案は、建築物の区分所有者の権利の保護を強化し、共有部分の利用は区分所

有者が共同で決定することを明確化した。また、物件管理において区分所有者間の

共同決定が困難となることを回避するために、一部の事項に関する決議要件を引き

下げた（73 条）。さらに、共有部分の収益を区分所有者全体で共有することが明確

にされた（77 条）。 
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（2） 居住権の規定の新設 

これまで、とりわけ高齢者が住宅を使用することに対して法的保護を与えるべき

であるという社会的要請があった。そのため、本草案では、居住権を明確に規定し、

居住権の成立と消滅及び居住権者の権利の内容等を規定している（159 条から 162

条）。居住権とは、居住権者が契約に基づき、生活居住の需要を満たすため、他人の

住宅に対して占有及び使用できる権利である（159 条）。また、居住権は、登記する

ことにより無償で設定できるものの、譲渡や継承を行うことはできない（159 条、

160 条）。 

 

（3） 動産抵当及び権利質の規定の整備 

本草案は、動産抵当及び権利質に関する規定を整備し、抵当権と質権の弁済順位

を明確化している。担保法適用の若干問題に関する解釈（以下「担保法司法解釈」

という。）79 条によれば、同一の財産に、法定登記されている抵当権と質権が並存

している場合、抵当権者は質権者に優先して弁済を受けるとされているが、本草案

では、登記と引渡の先後により弁済順位が決せられることとなる（206 条）。 

また、本草案では、抵当財産の代金債権に設定される担保権に対して、優先弁済

権が与えられている。具体的には、動産抵当の主債権が抵当財産の代金であり、目

的物が交付されてから 10 日以内に抵当登記を行う場合、当該動産抵当権の抵当権者

は留置権以外の担保権利者より優先して弁済を受けることができる（207 条）。 

 

2. 「民法典人格権編（草案二次審議稿）」 

（原文「民法典人格权编（草案二次审议稿）」） 

全人代常務委員会 2019 年 4 月 26 日公布 

 

全人代常務委員会は、2018 年 9 月に、民法典各則（草案）（以下、「前草案」という。）

を公布した（本ニュースレターNo.287（2018 年 10 月 17 日発行）をご参照。）。前草

案では、人格権について「人格権編」という独立した編が設けられ、6 章に分けて、

現行の民法総則 110条及び 111条に定める各種の人格権について詳細な規定が置かれ

ていた。 

前草案の意見募集及び修正が行われた後、全人代常務委員会は、2019 年 4 月 20 日

に民法人格権編（草案二次審議稿）（以下「本草案」という。）について審議し、同月

26日に本草案を公布し、同日から 2019年 5月 25日までの期間で意見募集を行った。

本草案の主な内容及び前草案からの変更点は以下のとおりである（なお、本草案は、

まだ意見募集の段階であり、正式な法令として制定されたものではない点に留意され

たい。）。 

 

（1） 第一章・一般規定 

本章では、まず、人格権により生じる民事関係を調整するという人格権編の目的

が冒頭で明確にされている（773 条）。また、774 条以下において、人格権を侵害し
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た場合の民事責任（778 条）や人格権侵害行為の差止め（780 条）等が規定されて

いる。 

さらに、本草案では、婚姻、家庭関係等により生じる身分的権利の保護について

も人格権編の関連規定を参照適用することが新たに定められた（782 条の 1）。 

 

（2） 各種人格権についての規定 

（a） 第二章：生命権・身体権・健康権 

本章では、まず、生命権、身体権、健康権についてそれぞれの権利内容が冒頭

に定められている（783 条～785 条）。また、臓器売買の禁止（788 条）、セクハラ

の防止（790 条）等が規定されている。 

さらに、本草案では、前草案と比べ、薬品、医療機器、予防・治療方法全般の開

発の際に行う臨床実験についての規制に係る規定が修正された（789 条）ほか、ヒ

トゲノム、ヒト胚に関する研究活動について法令遵守等を求める規定（789 条の 1）

が新設された。 

 

（b） 第三章：氏名権・名称権 

本章では、まず、自然人は氏名権（792 条）、法人・非法人組織は名称権（792

条の 1）を有すると規定されている。また、氏名若しくは名称の決定、使用、変更、

譲渡又は他人への使用許可等その具体的な権利内容が詳細に規定されている（792

条～797 条）。 

 

（c） 第四章：肖像権 

本章では、自然人は自己の肖像を製作、使用、公開又は他人に使用許諾するこ

とができると定められている（798 条）。 

また、本草案では、前草案と比べ、情報技術手段を利用して、他人の肖像権を

侵害することを禁止する規定（799 条 1 項）が追加されたほか、自然人の音声につ

いての保護も、本章の規定を参照すると新たに規定された（803 条）。 

 

（d） 第五章：名誉権・栄誉権 

本章では、民事主体は名誉権（804 条）及び栄誉権（810 条）を有すると明記さ

れている。名誉権については、新聞報道、世論による権力監視等の行為によって、

他人の名誉に影響をもたらした者は、原則として民事責任を負わないが、事実をね

つ造・歪曲した場合や合理的な調査義務を果たさなかった場合等には例外的に民事

責任を負うとされている（805 条）。 

さらに、本草案では、前草案と比べ、新聞、インターネット等のメディアの報道

内容が他人の名誉権を侵害するものであった場合、被害者は、メディアに対して当

該報道内容の修正又は削除を求めることができ、メディアが速やかに報道内容の修

正又は削除を行わない場合、裁判所に対して、当該メディアに一定期間内に報道内
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容の修正又は削除を命じるよう請求できる旨が新たに規定された（807 条の 1）。 

 

（e） 第六章：プライバシーと個人情報の保護 

本章では、プライバシーの侵害行為の類型が列挙されている（812 条）。また、

個人情報については、その収集、使用の際に従わなければならない原則及び条件

（814 条）等が規定されている。 

さらに、本草案では、前草案と比べ、未成年等後見人がいる場合、その個人情報

を収集、使用する際には、当該後見人の同意が必要である旨が新たに規定された

（814 条 1 号）。また、国家機関及びその職員は、職務を履行する際に知り得た自

然人のプライバシー及び個人情報について秘密を保持し、当該プライバシー及び個

人情報を漏えい又は違法に他人に提供してはならない旨が新たに規定された（817

条の 1）。 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

 

1. 「国務院 2019 年立法業務計画」 

（原文「国务院办公厅关于印发国务院 2019年立法工作计划的通知」） 

国弁発[2019]第 18 号、国務院弁公庁 2019 年 5 月 1 日公布、同日施行 

 

国務院弁公庁は、本通知により 2019 年の立法計画を公表した。2019 年の立法計画

のうち、主要な法令の制定・改正は下表のとおりである。 

     

項目 法令名
1
 担当部門 

全人代常務

委員会によ

り制定予定

の法律案 

（全 13 件） 

契税法草案 財政部、税務総局 

暗号法草案 暗号局 

輸出規制法草案 商務部 

税収徴収管理法改正草案 税務総局、財政部 

著作権法改正草案 版権局 

治安管理処罰法改正草案 公安部 

制定・改正

予定の行政

法規 

（全 42 件） 

不法資金収集処置条例 銀行保険監督管理委員会 

汚染物質排出許可管理条例 生態環境部 

ビジネス環境最適化条例 
発展改革委員会、商務部、財政部、

市場監督管理総局 

企業名称登記管理条例 市場監督管理総局 

消費者権益保護法実施条例 市場監督管理総局 

外国人永久在留管理条例 公安部 

重要情報インフラ安全保護条例 
インターネット情報弁公室、工業情

報化部、公安部 

外資銀行管理条例（改正） 銀行保険監督管理委員会 

企業所得税法実施条例（改正） 財政部、税務総局 

                               
1 本立法計画において、制定が予定されている法律には、全て「草案」と付記されている。これは、法

律は、全人代又は全人代常務委員会において審議の上、制定する必要があり、国務院は法律の草案を作

成することができるのに留まるためと考えられる。 
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民営教育促進法実施条例（改正） 教育部 

失業保険条例（改正） 人材資源社会保障部 

食品安全法実施条例（改正) 市場監督管理総局 

医療機器監督管理条例（改正） 市場監督管理総局、薬品監督管理局 

化粧品衛生監督条例（改正） 市場監督管理総局、薬品監督管理局 

その他 

（4 件） 

外商投資法関連法規
2
 - 

政府職能転換及び「行政簡略化と権限

委譲、権限委譲と管理の併用、サービ

ス最適化」の改革、ビジネス環境の最

適化等に関連する法律法規整理項目 

- 

 

なお、2018 年の立法計画では、58 件の法令（草案を含む）の制定・改正が公

表されたが、そのうちの 14 件の法令が 2018 年度中に、実際に制定・改正された。 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1．「ネットワーク安全審査規則（意見募集稿）」 

（原文「网络安全审查办法（征求意见稿）」） 

国家インターネット情報弁公室、2019 年 5 月 21 日公布、 

意見募集期限 2019 年 6 月 24 日 

 

2016 年に公布された「ネットワーク安全法」により、重要情報インフラ3の運営者

は、インターネット製品又はサービスを調達する際に、国の安全に影響を与えるおそ

れがある場合は、国家安全審査（以下「ネットワーク安全審査」という。）に合格し

なければならないとされた（35 条）。 

このネットワーク安全審査の実施細則として、2017 年 5 月、「インターネット製品

及びサービス安全審査規則（試行）」（以下「試行規則」という。）が公布されたが、

内容が不明確であるとの指摘がされていたため、試行規則に代わるものとして、2019

年 5 月 21 日、「ネットワーク安全審査規則（意見募集稿）」（以下「本意見募集稿」と

いう。）が公表された。 

本意見募集稿は、現時点でまだ意見募集稿であるため、内容は修正される可能性が

あり、正式に公布・施行されるまでは法的拘束力を有しない。 

試行規則からの主な変更点は以下のとおりである。 

 

 

 

                               
2
 中国の中央人民広播電台のニュースサイトである「央広網」で掲載されるニュースによれば、「外商投

資法関連法規」には、2019 年版の外資参入ネガティブリスト、「外商投資を奨励する産業の目録」等が

ある。http://finance.cnr.cn/gundong/20190610/t20190610_524644625.shtml 
3
 公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子行政等の重要な業

界及び分野、並びにその他の機能が破壊され、喪失し、又はデータが漏えいすると国の安全、国の経済

と人民の生活、公共の利益に重大な危害が及ぶおそれがあるインフラ（ネットワーク安全法 31 条 1 項）

をいう。 

http://finance.cnr.cn/gundong/20190610/t20190610_524644625.shtml
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（1） ネットワーク安全審査が必要となる場合 

試行規則では、ネットワーク安全審査を受ける必要のある場合が不明確であり4
 、

ネットワーク安全審査の対象が過大となるおそれがあるとの指摘がされていた。 

本意見募集稿は、①重要情報インフラの全体あるいは主要な機能が正常に運行で

きない場合、②大量の個人情報及び重要なデータが流出、紛失、破壊又は国外に移

転される場合、③重要情報インフラ運行の維持、技術的サポート、アップデート等

が脅威にさらされる場合、④その他重要インフラの安全性に重大な危害を加えるリ

スクがある場合の 4 つの場合にインターネット安全審査が必要となることを明確に

した。 

 

（2） ネットワーク安全審査の手続について 

試行規則では、ネットワーク安全審査の手続について明確に規定されていなかっ

たが、本意見募集稿は、これを全面的に規定した。 

本意見募集稿によれば、ネットワーク安全審査は、初歩的審査と特別審査に分け

られ、初歩的審査の期間は原則 30 日、特別審査の期間は原則 45 日とされている（9

条、13 条）。 

 

（3） インターネット製品又はサービスの提供者における留意点 

重要情報インフラの運営者は、インターネット製品又はサービスの提供者との間

で、提供（調達）契約等において、提供者がネットワーク安全審査に協力すること、

ネットワーク安全審査に合格しなければ契約が発効しないことを合意する必要があ

る（7 条）とされているため、重要インフラの運営者にインターネット製品又はサ

ービスを提供する場合には留意する必要がある。 

 

上記のほか、本意見募集稿は、ネットワーク安全審査の際の審査の重点、提出書

類、国家ネットワーク安全審査弁公室等の審査所管部門の設置等について規定した。 

 

 

 

 

 

                               
4
 試行規則では、2 条、10 条において概括的な定めのみが置かれていた。 

第 2 条 

国の安全に関わるネットワーク及び情報システムのために調達する重要なネットワーク製品及びサービ

スは、ネットワーク安全審査を受けなければならない。 

第 10 条 

公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子政務等の重要業種及

び分野、並びにその他の基幹情報インフラの運営者がネットワーク製品及びサービスを調達するにあた

り、国の安全に影響が及ぶおそれがある場合、ネットワーク安全審査に合格しなければならない。製品

及びサービスが国の安全に影響を及ぼすか否かは、基幹情報インフラ保護業務部門がこれを確定する。 
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2．「データ安全管理規則（意見募集稿）」 

（原文「关于《数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知」） 

国家インターネット情報弁公室、2019 年 5 月 28 日公布、 

意見募集期限 2019 年 6 月 28 日 

 

2019 年 5 月 28 日に、国家インターネット情報弁公室は「データ安全管理規則（意

見募集稿）」（以下「本意見募集稿」という。）を公布した。本意見募集稿は、2017 年

6 月 1 日に施行された「ネットワーク安全法」5を踏まえ、ネットワーク運営者及び監

督管理部門の個人情報の安全管理及びデータの安全管理について規定した。本意見募

集稿の主な内容は以下のとおりである。なお、本意見募集稿は、2019 年 6 月 28 日ま

で意見募集期間中であるため、正式に公布・施行されるまで法的拘束力を有しない。 

 

（1） 個人情報の安全について 

（a） 個人情報の収集 

「ネットワーク安全法」41 条において、個人情報の収集の際には情報収集対象

者の同意が必要とされているところ、ネットワーク運営者6がサービスの改善など

を理由として、個人情報主体7の意思に反して同意させることを禁止した（11 条）。

また、ネットワーク運営者が、個人情報主体を強要し又は誤導して個人情報の収集

について同意させる行為を禁止した（11 条）。 

 

（b） 個人情報の使用 

本意見募集稿 23 条において、ネットワーク運営者が収集した個人情報を利用し

て、個人情報主体にニュースや広告などを自動的に発信する場合、明文で一定の文

字8を表示しなければならないと規定した。また、ネットワーク運営者は個人情報

主体が上記情報の停止を望む場合、自動的な発信を停止しなければならないと規定

した。 

 

（c） 個人情報の第三者提供 

「ネットワーク安全法」42 条において、個人情報を第三者に提供する際には情

報収集対象者の同意が必要とされていることを踏まえ、本意見募集稿においても、

原則的に、個人情報主体の同意がない限り、ネットワーク運営者が収集された個人

情報を第三者に提供できないと規定した。但し、個人情報が匿名化処理された場合

や、国の安全、社会公共の利益又は個人情報主体の生命の安全を保障することに個

                               
5
 本ニュースレターNo.238（2016 年 11 月 25 日発行）をご参照ください。 

6
 「ネットワーク運営者」とは、ネットワークの所有者、管理者及びネットワークサービス提供者をい

う。（本意見募集稿 38 条 1 項 1 号） 
7
 「個人情報主体」とは、個人情報を表示し、又は個人情報と関連する自然人をいう。（本意見募集稿

38 条 1 項 4 号） 
8 「定推」 
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人情報が必要となっている場合等は例外として、事前同意を得なくともネットワー

ク運営者が第三者に個人情報を提供することができる（27 条）。 

 

（2） データ安全について 

本意見募集稿において、重要データの範囲をより明確にし、「漏洩した場合に、国

家の安全、経済の安全、社会の安定、公共の健康と安全に直接影響を及ばすデータ」

と規定した。（38 条 1 項 5 号）。 

本意見募集稿 15 条において、ネットワーク運営者がビジネス上の目的をもって重

要データ及び機微な個人情報を収集する際に、当地ネットワーク情報部門に届出を

行わなければならないと規定した。また、届出の内容について、データ収集規則並

びにデータの収集や使用の目的、方法、範囲、類型及び期限と規定された。 

なお、本意見募集稿 17 条において、ビジネス上の目的で重要データ及び機微な個

人情報を収集するネットワーク運営者はデータ安全責任者を新たに設置しなければ

ならないと規定された。 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1．「『会社法』適用の若干問題に関する規定（五）」 

（原文「关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（五）」） 

法釈[2019] 7 号、最高人民法院 2019 年 4 月 28 日公布、2019 年 4 月 29 日施行 

 

「会社法」適用の若干問題に関する規定は、会社法の解釈を明確にし、より正確に

会社法を適用するために最高人民法院が公布する規定であり、これまでに四度公布さ

れている。2019 年 4 月 28 日、最高人民法院は、株主の利益保護等の紛争における法

律適用を明確にするため、五番目の解釈規定として「『会社法』適用の若干問題に関

する規定（五）」（以下「本規定」という。）を公布した。本規定の主要な内容は以下

のとおりである。 

 

（1） 関連取引に関する救済の強化 

会社法は、会社の支配株主、実質的支配者、董事、監事及び高級管理職（以下「支

配株主等」と総称する。）が関連関係の地位を利用した取引により会社の利益を損な

った場合、支配株主等は損害賠償責任を負うと規定している（会社法 21 条9）。上記

の取引につき、これまでは会社法や定款などの規定10に従って株主総会や董事会の決

                               
9
 「会社法」21 条（支配株主等の地位濫用の禁止） 

会社の支配株主、実質的支配者、董事、監事、高級管理職はその関連関係の地位を利用して会社の利

益を損なってはならない。 

前項の規定に違反し、会社に損害をもたらした場合は、賠償責任を負わなければならない。 
10  例えば、関連関係を有する支配株主等は決議に参加してはならないとされている（会社法 16 条、124

条）。 
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議がなされた場合に支配株主等が会社への損害賠償責任を免れることができるのか

が明確ではなかった。 

この点について、本規定は、被告（すわなち支配株主等）が、当該取引について

情報開示を行った上で、株主総会や董事会の同意を得たことを理由に損害賠償責任

を免れることを主張したとしても、人民法院はこれを支持しないと規定している（1

条 1 項）。すなわち、支配株主等が会社法や定款の規定に従って決議を得たとしても

損害賠償責任を免れることはできないことを明らかにした。 

また、支配株主等が関連関係の地位を利用した取引により会社の利益を損なった

にもかかわらず会社が契約の無効確認又は取消し請求をしない場合に株主が会社を

代表して契約の無効確認又は取消し請求を行うことができるかについても、会社法

上規定がなく11、契約法 54 条12においては契約の取消しを請求できる主体は契約当

事者に限定すると規定されていたため、明らかではなかった。 

この点についても、本規定は、会社法 151 条 1 項13に定める条件に合致する株主

は、会社法 151 条 2 項と 3 項14の規定に基づき人民法院に訴訟を提起できるとし（2

条）、株主が会社を代表して契約の無効確認又は取消し請求を行うことができること

を明らかにした。 

 

（2） 董事の解任に伴う補償原則の明確化 

会社法において、董事の任期は会社定款の定めによる15と規定されているが、董事

の解任及び補償についての規定は存在しない。 

本規定は、董事が任期満了前に株主会又は株主総会の有効な決議によって職務を

                               
11

 但し、「会社法」21 条及び 151 条により、株主が当該第三者に損害賠償責任を請求できるとされてい

る。 
12

 「契約法」54 条（契約の変更・取消） 

 以下に規定する契約については、当事者の一方は人民法院又は仲裁機構に対し変更又は取消を請求す

る権利を有する｡ 

（1）重大な錯誤により締結された契約 

（2）契約締結時において明らかに公平を欠く契約 

 一方当事者が詐欺、脅迫の手段を用い又は他人の危急につけこみ、相手方を真実の意思に背かせる状

況の下で締結した契約について、損害を受けた者は、人民法院又は仲裁機関に変更又は取消を請求する

権利を有する。 

 当事者が変更を請求する場合、人民法院又は仲裁機関は取消をなすことはできない。 
13

 「会社法」151 条（株主代表訴訟） 

董事、高級管理職に本法第 149 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

独で又は合計で会社の 1 パーセント以上の株式を保有する株式会社の株主は、書面により監事会又は監

事会を設けない有限責任会社の監事に人民法院への訴訟の提起を請求することができる。監事に本法第

149 条に定める事由がある場合、上記株主は、書面により董事会又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訟の提起を請求することができる。 
14

 「会社法」151 条（株主代表訴訟） 

監事会、監事会を設けない有限責任会社の監事、又は董事会、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、又は請求を受領した日から 30 日以内に訴訟を提

起しない場合、又は情況が緊急であり、直ちに訴訟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訴訟を提

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、人民法院に訴訟を提起することができる。 
15

 「会社法」45 条 
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解除された場合に、訴訟等において当該解除は法的効力が発生しないと主張したと

しても、人民法院はこれを支持しないと規定した（3 条 1 項）。もっとも、これまで

も実務上は株主会が任意に董事を解任することは可能と解されており、本規定はこ

れを確認したに過ぎない。 

また、本規定によれば、董事がその職務を解除された後、その補償について会社

と紛争が生じて訴訟を提起した場合、人民法院は法律、行政法規、会社定款の規定

又は契約の約定に基づき、解除の原因、残りの任期、董事の給与等の要素を総合的

に考慮した上、補償の要否及び合理的な補償金額を確定すると規定された（3 条 2

項）。 

 

（3） 利益配当期間の制限 

本規定によれば、利益配当に関する株主会又は株主総会の決議が可決された後、

会社は当該決議に記載された期間内に利益配当を完了しなければならない。期間に

ついて決議していない場合、会社定款の規定に従わなければならない（4 条 1 項）。

決議及び定款のいずれにも期間が定められていない場合、又は期間が 1 年を超える

場合、会社は当該決議が可決された日から 1 年以内に利益配当を完成しなければな

らない（4 条 1 項）。 

また、本規定は、決議に記載された利益配当の完了期間が会社定款に定める期間

を超えた場合、株主が会社法 22 条 2 項16の規定に基づき人民法院に当該決議におけ

る当該期間に関する規定を取り消すよう請求することができると規定した（4 条 2

項）。 

 

定款 決議 利益配当の完了 

規定なし 

規定なし 1 年以内 

1 年超 1 年以内 

1 年未満 決議に従う 

1 年超 

規定なし 1 年以内 

1 年超 1 年以内 

1 年未満 決議に従う 

1 年未満 

規定なし 定款に従う 

1 年超 1 年以内。但し取消し可能。 

定款で定める期間より長く、

1 年未満 
決議に従う。但し取消し可能。 

定款で定める期間より短い 決議に従う 

 

（4） デッドロックの解消方法の例示 

会社法は、株主間で重大な意見対立（いわゆるデッドロック）が生じた場合の解

消方法に関する規定を設けていない。本規定は、人民法院が株主間のデッドロック

                               
16

 「会社法」22 条（決議等の法律違反） 

株主会、株主総会又は董事会の会議招集手続又は議決方式が法律、行政法規又は会社定款に違反する

場合、又は決議の内容が会社定款に違反する場合は、株主は決議が出された日から 60 日以内に人民法

院に取消を請求することができる。 
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に関する事件を審理するとき、調解を重んじなければならず、当事者が、次に掲げ

る方法でデッドロックを解消することを合意し、かつ当該合意が法律、行政法規の

強制的な規定に違反しない場合、人民法院はこれを支持しなければならないとした

（5 条）。 

①会社が一部の株主の持分を買い戻すこと 

②他の株主が一部の株主の持分を譲り受けること 

③第三者が一部の株主の持分を譲り受けること 

④会社の減資 

⑤会社分割 

⑥意見の相違を解決し、会社の正常な経営が回復し、会社の解散を回避できるその

他の方法 
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及び行政許可法の改正」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.47 No.6（2019 年 6 月 15 日発行） 

著者    鈴木 幹太、高 玉婷 
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