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Abstract:
This paper discusses the duties of controlling shareholders under the 

Brazilian Corporate Law of 1976 (the “BCL”) which has been in force for 

36 years. It is the unique feature of the BCL to stipulate the duties of 

shareholders, especially those of controlling shareholders. First, Article 

115 of the BCL mentions that each shareholder should exercise the right 

to vote in the interest of the corporations. According to Article 115, it shall 

be deemed as abusive if the voting right is exercised with intent to cause 

damage to the corporation or to the other shareholders, or of obtaining 

an advantage for the shareholder or for a third party. Second, Article 116 

of the BCL defines duties of controlling shareholders. It also states that 

controlling shareholders should use their power in order to make the 

corporation accomplish its purpose and performs its social role, and shall 

have duties and responsibilities for the stakeholders of the corporation. 

Finally, Article 117 of the BCL states that controlling shareholders should 

be liable for any damage caused by the abusive conduct of their power in 

the corporation. An example of such abuse which the BCL illustrates is to 

guide the corporation towards an objective other than in accordance with 

its corporate purpose clause or harmful to national interest, or to induce 

it to favor another corporation to the detriment of the other shareholders’ 
interest or of the Brazilian economy. Under the BCL, it is believed that 

corporations have their proper interests which are distinct from the 

interests of shareholders, and the controlling shareholders should guide the 
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ブラジル株式会社法における支配株主の義務

corporations towards their proper corporate objectives. This principle was 

founded based on the German theory of “unternehmen an sich”. In contrast, 

shareholders in other jurisdictions, including Japan, are not obliged to 

exercise their rights in the interest of corporate objectives. The controlling 

shareholders, including foreign shareholders, should fully recognize their 

duties under the BCL in exercising their power as controlling shareholders 

of Brazilian corporations.

はじめに

株式会社法は、会社とそのステークホルダー間の利害を調整し、会社行動を規
律すると共に、その経営の効率化を図り、競争力向上を図ることを目的とする。
株式会社の主要なステークホルダーの一つが株主であるが、ブラジルの 1976年
12月 15日付法律第 6404号 1（以下「ブラジル株式会社法」という）のもとで
は株主の権利のみならず義務が明文をもって規定されている。しかし、日本を含
む他国の株式会社法のもとでは、原則として株主は義務を負担しないと考えられ
ていることから、株主の義務規定はブラジル株式会社法において特徴的な規定で
あるといえる。
我が国の株式会社法のもとでは、株主の責任は、株主による株式引受価額を限
度とすると規定され（日本国株式会社法第 104条）、これ以外に株主に義務は存
在しないと考えられている（龍田 2007）。また、株主の権利行使にはその権利
の性質による一定の制約があるとされ、例えば特別利害関係を有する株主が議決
権を行使したことによって、著しく不当な決議がなされた場合は、他の株主は株
主総会決議の取消しの訴えを提起することができる（同法第 831条 1項 3号）。
しかし、こうした制約によって、株主はもっぱら会社自体の利益のためにその権
利を行使しなければならないという意味での積極的な義務を負担するものとは考
えられておらず、それぞれの株主は議決権を自由に行使することが可能である 

（松田 1962）2。したがって、我が国の株式会社法では、支配株主が株主総会で思
うままの決議を成立させることを抑制する方法は見当たらないと考えられている
（村治 2011）。
また、アメリカ各州の株式会社法のもとでも、一般的に株主は議決権を行使す
るにあたって会社または他の株主に対する信認義務は負わないと考えられている
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が、支配株主は単なる株主ではなく、自己の支配権を利用して自己の利益を図
り、少数株主を不公正に取り扱うことが可能であることから、少数株主の締出
し（squeeze out）のような不当な仕打ちをしない義務を負担している（Pinto & 

Branson 2004）。少数株主に対する支配株主の信認義務は、上記の場合の他、少
数株主を除外しての支配権譲渡の事例など、少数株主保護にかかわる限定された
局面で議論されている。
日本やアメリカの株式会社法とは対照的に、ブラジル株式会社法は、株主およ
び支配株主の義務規定をおいている。まず、同法第 115条本文は、「株主は、株
式会社の利益において議決権を行使しなければならない」と規定する。同法第
116条は、支配株主を定義したうえで、「支配株主は、株式会社にその目的を達
成せしめ、かつその社会的機能を履行せしめる目的をもって、その権力を行使し
なければならない」と定めている。そして、第 117条は、「支配株主は、権力の
濫用により生じた損害について責任を負う」と定めると共に、支配株主による権
利濫用の具体例を例示している。上記の第 115条～第 117条の規定（以下「支
配株主義務規定」と総称する 3）は、利害関係を有する株主の議決権行使につい
て利害調整を図るにとどまらず、支配株主の株式会社等に対する広範囲にわたる
義務を規定している。支配株主義務規定は、ブラジルにおける株式所有の高い集
中度を背景として制定されたと考えられるが、これは会社と委任関係にある管理
役員としての義務ではなく、支配株主の義務規定であることから、外国企業がブ
ラジル企業に出資し、支配株主としてこれを経営・管理する場合にも適用される。
以下において、ブラジル株式会社法の特徴の一つである支配株主義務規定につい
て、その歴史的背景と政策的意図を中心に検討を行う。

1．ブラジル株式会社法制定の背景

ブラジルの株式会社法は、現在までに数次の改正を経ているが、その中でも
次の 3つの法令、つまり 1891年 7月 4日付政令第 434号、1940年 9月 26日
付法規政令第 2627号 4および 1976年 12月 15日付法律第 6404号が重要であ
る。上記の法令は、各々がその時代の要請に呼応する規律を定めてきた（Borba 

2010）。以下、1940年株式会社法から現在効力を有する株式会社法である 1976

年株式会社法の制定に至る経緯と背景について検討を行う。
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（1）1940 年株式会社法について
1940年株式会社法は、1891年会社法に代わる近代的株式会社法の制定を企
図して、1930年代に法案作成作業が開始された。1939年に作成された株式会
社法案は、1940年 9月 26日に法規政令第 2627号として成立し、同年 10月 1

日に公布された。しかし、小規模な閉鎖会社を想定した 1940年株式会社法は、
1950年代からブラジル経済が発展し、大規模な株式会社組織が必要になるにつ
れて、次第に充分な役割を果たすことが困難となっていった。1964年 12月 31

日付法律第 4595号によって国家通貨審議会（CMN）およびブラジル中央銀行
が創設され、現在の金融制度の基本的枠組みが形成され、さらに 1965年 7月
14日付法律第 4728号（資本市場法）によって資本市場の法的枠組みが定めら
れた。この法律第 4728号によって 1940年株式会社法を改正する形で授権資本
株式会社が認められるようになり、さらに中央銀行の 1968年 12月 11日付決
定第 106号により公開資本株式会社が認められた。しかし、前述の通り 1940年
株式会社法は、もともと小規模な閉鎖会社を主たる規律対象として制定された株
式会社法であったことから、株式会社組織の大規模化への対応が困難となり、そ
の抜本的改正の必要性が次第に認識されていった。

（2）1976 年のブラジル株式会社法の理念と政策的意図
1970年にサンパウロ工業連盟（FIESP）とサンパウロ大学法学部は共同で

株式会社法の改正を提案した。これを受けて、1971年にはガイゼル大統領の
提唱でブラジル政府は会社法改正作業に着手し、1974年には改正株式会社法
案に関する主要改正点の理由開示書（Exposição Justificativa das Principais 

Inovações do Projeto：以下「改正理由開示書」という）を公表した（Filho 

1996）。また、1976年 6月 24日には、財務省が改正株式会社法案の立法趣意書
（Exposição de Motivos n° 196/76 do Ministério da Fazenda：以下「改正趣意
書」という）を公表している。 1976年のブラジル株式会社法の制定の主目的に
ついては、改正趣意書に次のような記載が見出される 5。
「本法案は、基本的には当国の資本市場の強化を目的とし、その法的な枠組み
を定めるものである。資本市場の強化は、現在当国がおかれた状況において私企
業が存続するために必須の課題である。また、産業に資本が自主的に投入される
ためには、少数株主を保護する制度が必要であり、明確で公平な基準を保証する
制度が必要である。それらは商業的活動を停滞させることなく、利益を生み出し
安全を保障するものでなければならない。」
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このように改正趣意書には、国民経済の発展のために資本市場を発展させる必
要性がうたわれており、そのためには少数株主の保護が図られなければならない
との認識が示されている。しかし、ブラジル政府は、1973年のオイルショック
の後、石油の輸入と資本財の海外依存度の高さを国民経済上の重要問題と認識
して、1975年からエネルギーおよび資本財の国産化を柱とする第二次国家開発
計画（PNDⅡ- Segunda Plano Nacional de Desenvolvimento）に着手してお
り、ブラジル株式会社法は、PNDⅡに立脚した経済政策の実現を意図していた
（Teixeira e Guerreiro 1979）。つまり、政策的には強大な経済力を有する企業
グループ形成が急務 6であり、それらの国内での資金調達のために、資本市場の
強化は重要であると認識されていた（Simonsen e Campos 1979）。ブラジル株
式会社法の制定に際しては、理念的には民主的な株式会社組織の基盤形成を目的
としつつも、むしろ現実的には支配株主によるグループ支配力強化に重点が置か
れていたのである（Salama e Prado 2011）。

1976年のブラジル株式会社法の政策的意図としての支配株主のグループ支配
力強化と資本市場の基盤強化のための少数株主保護を柱とした株式会社制度構築
への取組みとは、相互に相容れない要素を含んでいる。例えば制定当時は、優先
株式（無議決権株式）については、株式総数の 3分の 2まで発行が認められており、
企業支配のためには議決権株式の過半数（最大限優先株式が発行されている場合
には、株式総数の 6分の 1を超える株式数）によって支配権が維持可能な仕組
みが構築されていた。その一方で、支配株主義務規定によって支配株主の権利濫
用を抑制する仕組みも同時に構築されていたのであり、複合的意図をもって制定
されたブラジル株式会社法は、支配株主による実効的な経営支配の便宜を図ると
ともに、その権利の濫用を明確な規定により抑制するという、相反する二つの要
素の緊張関係のうえに構築された法律である。以下、支配株主義務規定に焦点を
あてて検討を進める。

（3）支配株主の責任と義務
ブラジル株式会社法における支配株主の責任と義務について、改正理由開示書
は次の通り説明している。
「本法案は、企業（それは多くの場合、会社支配権の保持者として、市場経済
を起動する母体として社会的評価に値するものであるが）に対して株主、その活
動するコミュニティーおよびブラジル国家に対する責任と義務を定めた。支配権
は、その経済的影響力が大きいために市場価値を有するものであるが、そういっ
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た価値を伴う権限には、それに比例する義務が随伴するものである。支配に伴う
義務の法思想は、現代の世界的な法思想に既に浸透している考え方である。また、
改正法案は、外国株主と国内の株主とは同等の義務を負うべきであるという前提
に則り作成された。大企業は、その勢力を拡大し無数の関係者と関わりブラジル
経済に重大な影響力を有している。支配株主は、海外の株主であれ国内の株主で
あれ、社会における重要な役割を果たしており、支配株主に権利が認められると
共に社会的責任に関する特定の義務が課されるのである。それが改正株式会社法
案における支配株主の責任と義務に関する規定である。」
上記を解説すると次の通りとなる。まず、経済の現実を直視し伝統的な株主有
限責任理論に拘泥せず、会社の支配株主の義務と責任に焦点をあてた考え方が採
用されている。支配株主が選出する管理役員は、現実には支配株主の利益を代表
している。そのような状況のもとでは、管理役員の会社に対する責任を規定する
のみでは不充分であり、支配株主の法的責任を明確にする必要があったと推測さ
れる。次に、支配株主が経済社会において巨大な権力を有する事実を前提として、
「権力は義務を伴う」という明解な思想を基礎にそれに見合う義務を負担すべき
であるとしている。権利の濫用禁止を基本原則とする現代法思想は既に浸透して
いる（Filho 1996）という認識を基礎として、支配株主の義務が正当化され得
ると考えられている。さらに、改正理由開示書は、大規模な株式会社の企業活動
が、少数株主、従業員、債権者や地域コミュニティーなど多くの利害関係を有す
る事実と、その活動がブラジル経済にまで影響を与えるという認識を前提として
いる。ここでは、世界有数の外国企業が直接投資を通じてブラジル市場に進出し、
それを支配してきた事実も考慮する必要があろう。これらのブラジル子会社を実
質的に支配する海外の株主に対して、ブラジル株式会社法の定める法的義務を認
識させることも重要な目的であったと判断される。

2．実定法規定の検討（1976 年株式会社法第 115 条～第 117 条）

ブラジル 1940年会社法と比較した場合の 1976年株式会社法の特徴の一つと
して、支配株主の概念を規定し、会社を実質的に支配する大株主または株主グルー
プの責任を法定化している点があげられる（中川 1994）。しかし、支配株主の
義務・責任規定は、1940年法との比較にとどまらず、上述の通り世界各国の会
社法制との比較においても特徴的な規定である。
まず、株式会社法第 10章「株主」第 3節「議決権」のうち株主の義務に関す
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る第 115条の検討を行う。同条は、支配株主のみならず少数株主を含むすべて
の株主が議決権を行使する際に適用される義務規定である。この一般原則として
の株主の義務を基礎として、第 116条および第 117条は支配株主の責任と義務
を規定していることから、第 115条の解釈について、判例の紹介も含め検討を
行う。

（1）株主の議決権濫用を禁止する第 115 条について
①規定の意義と特徴
ブラジル株式会社法第115条本文は、株主による議決権行使の濫用を禁止する。
同条は、まず「株主は、株式会社の利益において議決権を行使しなければならない」
という義務を基礎にしつつ、「株式会社もしくは他の株主に損害をもたらす目的
をもって、または自己もしくは他の者のために利益をもたらす目的をもって行使
される議決権の行使は濫用とみなす」と規定する。また、議決権の濫用に関する
責任について、「議決権の濫用により生じた損害につき責任を負担する」（同条 3

項）ものとし、会社の利益と相反する株主により採択された決議は無効とする一
方、このような株主は会社に生じた損害につき責任を負う旨を定めている（同条
4項）。なお、第 115条のもとで、議決権とは支配株主の議決権行使に関するも
のに限定されず、少数株主を含むすべての株主の議決権に共通する義務が観念さ
れている（Carvalhosa 2009）。第 115条本文が掲げる議決権行使の濫用とは、
具体的には次のような場合であり、これらは利益相反の事例のみならず、より広
範囲に適用される可能性がある。

a）会社または他の株主に損害を与える目的で議決権を行使した場合。
b）自己または他者に不当な利益をもたらす目的で議決権を行使した場合。
c）会社または他の株主に損害が発生する（またはその可能性のある）議決権
の行使。
上記の株主の議決権行使に関する義務規定は、ブラジル株式会社法第 116条

および第 117条に規定する支配株主の権利濫用禁止規定の基礎となる理論であ
り、同国株式会社法を理解する上で重要な規定である。また、議決権は株式会社
の利益において行使すべきとする理念は、1976年会社法全体を通じて、強く根
付いている。その理論的基礎は、ドイツ会社法思想における企業自体の理論に
あると説明されている（Carvalhosa 2009）が、この点は、第 116条および第
117条とも関連するので本稿 2（2）②において解説する。



―8―

ブラジル株式会社法における支配株主の義務

②関連判例の紹介
第 115条に関連する判例はあまり多く見出せないが、リオデジャネイロ州高

等裁判所の 1993年 10月 5日判決 7は、第 115条の解釈について裁判所が判断
したリーディング・ケース（指導的判例）である。本判決において裁判所は、第
115条の適用の認定については基本的に株主と総会における議題との利害関係の
有無が重要であると判断した。そして、利害関係にない株主が、その個人的利益
を追求するために議決権を行使することは、会社の利益を侵害しない限り法的問
題はないと判断しており、第 115条の解釈の指針となる判例といえる。
この事件は、閉鎖会社の少数株主が、実質的経営を掌握する支配株主等の議決
権行使が権利濫用にあたるとして、同社の支配株主（被告 1）、取締役（被告 2）
および被告 2の配偶者で同社の 11％の株主（被告 3）に対して損害賠償請求を行っ
たものである。原告である少数株主は、被告等に対して、a）損害賠償の請求、b）
報酬および民事責任に関する取締役による議決権行使の無効、および c）株主総
会における取締役の議決権行使禁止の仮処分を求めた。最も議論になったのは被
告 3による株主総会での議決権行使であり、被告 3は被告 2の配偶者であった
ことから、原告は被告 2に対する会社による責任追及の訴に関する総会決議に
ついて、被告 3は利益相反関係にあると主張した。
裁判所は、ブラジル株式会社法第 115条はそれぞれの株主本人にとっての利

益相反を問題とするものであって、被告 3の配偶者（被告 2）が会社との関係に
おいて利益相反関係を有するという理由のみでは、被告 3にとっての利益相反
を構成するものではないと判断した。裁判所は、被告 3が会社と利益相反の関
係になく、その個人的利益に基づいて議決権を行使することは、会社の利益侵害
とならない限り違法とはいえないと判断した。しかし、裁判所はさらに、本件に
ついて問題となるのはむしろ被告 1を含めた支配集団による支配権の行使であ
り、この点については第 117条に照らして判断すべきであると判示した。    

（2）支配株主の責任と義務を規定する第 116 条および第 117 条について　
①規定の意義
支配株主とは、「自然人もしくは法人、または一致した意思によって結合し、

もしくは共通の支配下にある集団で、総会決議における多数票を選任する権限を、
長期にわたり確保し得る権利を有し、さらに会社活動を支配し、会社機関の業務
を指示するためにその権限を行使し得るもの」であると規定されている（第 116

条本文）。支配株主は、その権限を会社がその目的を実現し、その機能を果たす
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ために用いなければならず、さらに他の株主、従業員、会社が活動する地域社会
に対して義務を有し責任を負担することから、支配株主は、これらの権利・利益
を忠実に尊重し考慮しなければならない（同条単項）。
また第 117条は、「支配株主は、権力の濫用により生じた損害について責任を
負う」と規定している（同条本文）。また、支配株主による権力濫用の場合、こ
れらの行為を実行した管理役員は、支配株主と連帯して責任を負担する（同条 2

項）。具体的には、次のような行為が支配株主による権力濫用の例とされる（同
条 1項）。

a）少数株主に対する会社利益の分配を妨げる行為。
b）ブラジルの国益を侵害する行為。
c）ブラジル経済に損害を及ぼす行為。
d）他の株主、従業員、債権者等の損害において会社を清算する等の行為。
e）少数株主や会社債権者等に損害を与える定款変更や株式・社債の発行等。
f）不適切な管理役員または監査役の選任。
g）管理役員または監査役に違法な行為を行わせること。
h）法令または定款に違反する行為について株主総会の採決を強行する行為。
i）会社との利益相反取引で会社に損害を与える行為。
j）不適切な会社決算書類の承認または決算に関する不正行為の黙認。
k）会社の目的と無関係な財物をもってする現物出資行為。
なお、上記 b）は、「国益の侵害行為」（ato lesivo ao interesse nacional）を
具体的権利濫用の態様の一つとして掲げる。国益の侵害行為とは、公序に関する
法規範の違反行為を意味する。例えば、株式会社の利益の不当な対外送金、オー
バー・インボイスやアンダー・インボイスによる不正送金、戦時における敵対
国との交易、独占禁止法違反、その他不当な通商行為がこれに含まれる（Filho 

1996）。これらの行為に対しては、これを行った支配株主および管理役員に対し、
刑事制裁および民事責任が課されることになる。支配株主自体が、このような公
序に違反する行為を行っていない場合であっても、支配株主によって会社が不法
な目的に指揮された場合は、当該支配株主は責任を負担することになる。ブラジ
ル株式会社法第 246条は、被支配会社の株主に被支配会社および当該株主がこ
うむった損害の賠償を求めて支配株主を訴える権利を付与している。

②思想的背景
支配株主の義務と責任に関する規定の背景には、ドイツ法理論である企業自体
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の理論が存在する（Carvalhosa 2009）。企業自体の理論とは、「企業は、その社
会的制度としての機能においても、その把持者の会社法的拘束力の点からいっ
ても、独立の法益として特殊の保護に値する」（大隅 1962）とする法思想であり、
ドイツの法学者により企業自体（unternehmen an sich）の思想の名が与えられた 8。
企業の普遍的な形態の一つである株式会社を考えるについて、株主が営利の目
的を達する手段としてのみ株式会社を理解する場合、株式会社はそれ自体として
存在の意義を有しない。その場合は、株主の利益が株式会社の価値に優先するこ
とになり、株式会社と株主との利益が対等の地位において対立することがないか
らである。しかし、株式会社において所有が経営より分離する程度がはなはだし
いときには、株主とは無関係な組織体として、株式会社固有の機能を果たすこと
になり、種々の社会的、経済的エネルギーの複合体としてそれ自体が社会的価値
を有し、機関構成者、使用人、従業員がこれと関わってくる。この場合、それは
単に株主が自己の利己心を達する手段としてのみ考えることはできず、一連の公
の性格を帯びるようになる（田中 1955）。この思想は、その後の株式会社法の
研究に大きな影響を与えており、多数株主の横暴に対してのみならず、少数株主
または個々の株主の権利濫用に対して会社の理事者の立場を弁明する根拠を与
えた（田中 1955）。そして、ブラジル株式会社法は、ドイツの 1937年会社法第
70条に規定する公益優先の“führerprinzip”（指導者原理）を採用したとされ
るが、ただ一点異なるのは管理役員または理事の責任の部分を支配株主の責任に
変更した点である（Carvalhosa 2009）。その根拠は、改正理由開示書の以下の
記載に見出される。
「会社法改正法案が採用した支配株主の権利に関する原則、かつ支配株主の行
動の評価基準は、その権利行使が、会社の本来の目的を達成するために行使され
ること、かつ会社がその社会的な役割を履行する目的で行使されること、さらに
は支配株主がその他のステークホルダー（従業員、少数株主、一般投資家やコミュ
ニティーのメンバー）の利益を誠実に尊重することである。それらの条件を満た
した場合にのみ支配株主による権利の行使は適法である。」
ブラジル株式会社法の特徴を理解するためには、ドイツにおいて展開された企
業自体の理論が 1976年のブラジル株式会社法の基礎理論となっている事実を認
識する必要がある。つまり、ブラジル株式会社法においては、支配株主の権利濫
用理論をはじめとする「株主の義務」概念が重要視されている。ブラジルにおけ
る大企業の特徴は、外国企業を含む支配株主による経営支配の過度の集中にあり、
それら大資本のコントロールを規制しつつ、少数株主の保護が図られなければ、
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国内資本市場の育成を図ることは不可能となり、また巨大資本による経済力の濫
用を抑止することは困難であるという現実がある 9。ブラジル株式会社法におい
て株主、特に支配株主は、権利の主体としてのみならず、責任や義務の主体とし
て重要な役割を果たしている。この「株主の義務」は、企業の社会的責任論とも密
接に関連しつつ、ブラジル株式会社法における重要な概念として発展を遂げた 10。

③関連判例の紹介
ブラジル株式会社法第 117条に関連する判例は比較的多く見出される。下記

の（i）判決は、金融機関の少数株主が会社を代位し支配会社を相手取って権利
濫用に基づく損害賠償を請求した事件に関するものであり、本件は支配株主の責
任規定に関する法的性格につき裁判所で議論された初めての事件でありリーディ
ング・ケース（指導的判例）と位置付けられる。ブラジル株式会社法第 116条
および第 117条が具体的にあげる濫用行為は、「違法な」行為類型である。支配
株主の利益を図ることは、それ自体は違法ではないが、このような利益のみを追
求するために他の株主、従業員や地域社会の利益を損ねることは禁止されている。
その意味で支配株主は、ステークホルダーとの利害調整を図る義務を負担してい
るといえる。また、下記の（ii）判決は、第 117条違反の際の支配株主による主
観的意図の要否について裁判所の判断が示されており、また損害の立証について
の裁判所の指針が示されている。ただし、第 117条が例示する支配株主の権力
濫用の具体例の中で最も特徴的といえる「国家の利益を損なう目的」に会社を導
く行為や、「国家経済の負担において」外国法人を含む他の株主の利益を図る行
為についての判例は、現在のところ見出すことができない。

（i）1988年 5月 3日最高裁判所判決 11

Banco Nacional S.A.（以下「ナシオナル銀行」という）は、ブラジル大手
の商業銀行（公開会社）であるが、その 1％未満の株主である Distribuidora 

Guanabara de Vehículos Ltda.（以下「原告」という）は、ナシオナル銀行
の支配株主である Companhia Brasileira de Participações（以下「本持株会
社」という）が本持株会社の関係会社と共にナシオナル銀行の支配会社たる地位
を濫用し損害を与えたとして、ブラジル株式会社法第 246条に基づき原告がナ
シオナル銀行に代位し、本持株会社およびその関係会社 2社を相手取って民事
損害賠償訴訟を提起した。なお、本持株会社の関係会社とは、Companhia Sul 

Brasil de Seguros Marítimos（本持株会社の約 98%出資先）およびNacional 
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Companhia de Seguros（本持株会社の過半数出資先）である。
第一審（リオデジャネイロ州民事第一法廷）において原告は敗訴した。原告は、
リオデジャネイロ州高等裁判所に控訴したが、控訴審においても原告の請求は退
けられたために、原告は最高裁判所に特別上告した。ここで、原告の主張する被
告等による支配権濫用とは、a）被告等は被支配会社の商号 NACIONAL（ナシ
オナル）およびそのロゴを使用し、同グループの構成会社であるかの外観を装っ
て、被告会社への投資の勧誘等に利用したこと、b）被告等はナシオナル銀行を通
じて被告等が扱う保険を販売したが、この保険販売より生じる利益をナシオナル銀
行に還元していないこと、および c）被告等は、自らが営む保険業の利益保護のた
めに、ナシオナル銀行をして意図的に保険業に参入させず、よってナシオナル銀行
は保険業を行っていれば得ることができたであろう利益を逸失したことである。
最高裁判所は、まずブラジル株式会社法が規定する支配株主義務規定について
は、特定の株主に損害が生じる場合、および自己の利益のみ実現を図る場合に、
適用されるべきであると判断した。また、本事件については、少数株主の損害に
おいて会社の事業目的とは無関係の目的に株式会社を仕向ける行為、および不平
等な条件で株式会社と契約する行為が問題になり得ると裁判所は指摘する。前者
については、ナシオナル銀行が保険業に進出すべきであったか否かは会社経営方
針の問題であり、リスクを覚悟して保険業に進出するか、銀行業に専念すべきか
否かは高度な経営判断であって、支配株主の権利濫用がこの点において存在した
とはいえないと裁判所は判断した。後者に関しても契約は双方にとって平等な契
約内容となっており、この点支配株主の権利濫用があったとは認められないと裁
判所は判断した。また、商標使用に関しても、そもそも当該商標は被告等が使用
していたものであり、後に被告等がナシオナル銀行に使用を許諾したものである
から、不正使用の主張は認められないとして、裁判所は原告の主張すべてを退けた。

（ii）2007年 2月 6日連邦高等裁判所判決 12

レアル銀行の支配株主である Real S/A Participacões e Administracão他
（被告・支配株主）は、レアル銀行の 95%超の株主であったが、Vale Refeicão 

Ltda.他（原告・少数株主）は、1995年から 1998年の間に支配会社およびレ
アル銀行の管理役員が、支配株主の利益を図り、レアル銀行および少数株主に
損害を与えたとして損害賠償請求訴訟を提起した。具体的には、a）レアル企業
グループの損失をレアル銀行に転嫁する違法な操作が行われたこと、b）レアル
企業グループの経費をレアル銀行が負担するという違法な会計処理が行われたこ
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と、c）レアル銀行が正当な対価を得ること無く他のレアル企業グループに商標
の使用を許可したほか役務を提供したこと、d）レアル銀行が支配株主の個人的
経費を肩代わりしたこと、および e）実質的レアル銀行の利益配分とも捉えられ
る異常に高額な役員報酬が支払われたことなどである。原告は、ブラジル株式会
社法第 117条に基づき、レアル銀行および原告がこうむった損害の賠償を請求
したが、原告は訴訟提起の段階では上記違法行為を具体的に特定することができ
ず、これを本件訴訟手続きにおいてレアル銀行の経理書類およびその他の関係を
精査するなど鑑定手続きを経て証明して行く方針であった。
サンパウロ州裁判所は、ブラジル株式会社法第 159条本文は、「会社は予め総

会の決議を得て、管理役員に対して、その会社財産に与えた損害についての賠償
請求訴訟を提起する権限を有する」と規定し、同条第 4項は、「総会がこの訴訟
を提起しないと決議した場合は、少なくとも会社資本の 5％を代表する株主がこ
れをなすことができる」と規定しているが、原告はレアル銀行の 5％未満の株主
であり、上記規定に基づき、会社が管理役員に対する責任追及の訴訟を提起しな
いことを決議した場合には、これを提起する権限を有しないと判断した。また、
裁判所は、原告は本件支配株主がブラジル株式会社法第 117条に基づく損害賠
償責任を負担すると主張しているが、その具体的事実を特定することができず訴
状の内容が不充分であるとして、原告の請求を却下した。
連邦高等裁判所は、ブラジル株式会社法第 117条に基づく損害賠償請求につ

いて、原告は支配株主の加害の意図を証明する必要はないこと、支配株主による
違法な行為が行われたであろう事実および被支配会社において損害が発生した事
実は原告により示されなければならない不可欠の要素であること（ただし訴訟提
起の時点でこれらを詳細に証明することまでは求められない）、および訴訟提起
の時点において損害額を特定することができない場合には、後の訴額決定手続き
においてこれが特定されれば足りると解すべきこと等を判示した。なお、第 117

条は支配株主の権力濫用について広範囲な義務を規定しており、第 159条の場
合に制限されないこと、ならびに同条 1項に例示された行為以外にも、権力濫
用をブラジル証券取引委員会（CVM）および裁判所が認定する権限を広く認め
ていると裁判所は判断している。

3．支配株主義務規定に関する問題点

2007年 2月 6日連邦高等裁判所判決（本稿 2（2）③（ii）参照）に示されている
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ように、支配株主の責任を追及する訴訟を提起するためには、原告は、支配株主
が会社または少数株主の損害のもとで自己または第三者の利益を得ようとする主
観的意図を証明することは必要とされず、また濫用行為の詳細について具体的に
特定することまでは求められない。原告は、基本的には濫用行為があったであろ
う事実を示し、またこれにより損害が発生した事実を証明することによって、支
配株主に対する責任追及訴訟を提起することが可能であり、その裁判手続きにお
いて会社の会計帳簿の鑑定を行い、その他の書類の証拠調べを実施することに
よって具体的な濫用行為を特定し、また訴訟が終結するまでに損害額を確定する
ことが認められている。さらに、ブラジル株式会社法第 117条 1項は支配株主
の権力濫用に関する例示規定であり、ブラジル証券取引委員会（CVM）および
裁判所は、個々の事例に応じて支配株主の権力濫用行為を認定する権限が賦与さ
れている。つまり、支配株主の意図とは別の次元で、当該会社の一定の行為に
よって、ブラジル経済や国益もしくは少数株主に損害が生じた場合に、広い範囲
で支配株主の権力濫用が認定される可能性が存在することから、国家が介入主義
的政策に転じた場合には、ブラジル株式会社法を根拠とした国家の市場経済へ
の介入の契機となる懸念を含んでいる。また、第 117条 1項にみられるように、
国家利益保護を優先指針と定めることは、国家が会社経営の外部から統制を行う
ことを意味し、またそれは本来自由な経済活動を保障するはずの会社法制の根幹
を破壊する原因になりかねない危険をはらんでいるとの問題が指摘されている
（Carvalhosa 2009）。
支配株主義務規定の思想的背景としてのドイツにおける企業自体の理論は、ド
イツ国内では、第二次世界大戦終了時まで、大株主による会社支配を徹底し、少
数株主の影響を排除するための理論的論拠として活用された事実が指摘されてお
り、また社会主義的色彩が強く私有財産制度に適合しない等との批判を受けてき
た（新津 2009）。そして、ドイツにおける企業自体の理論は、会社の公共性に
関する議論として、主に 1951年に制定され 1976年に適用範囲が拡大された労
使共同決定法の領域の議論に移行していった。これとは対照的に、ブラジル株式
会社法においては、企業自体の理論が支配株主義務規定の思想的背景となり、上
記のような批判を受けつつもブラジル株式会社法制定から 36年を経た現在にお
いても、株式会社法の実定規範として存続している事実は注目に値する。
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4．総　　括

1976年のブラジル株式会社法に描かれた株式会社の理念は、その後の数次に
わたる法改正にもかかわらず、現在も維持されている。その理念とは、ブラジル
社会における会社の果たすべき目的は、株主共通の利益とは独立した会社固有の
目的であり、会社はステークホルダーとの利害調整を図りつつ、社会・経済の発
展に寄与すべきであるとする考え方である。そして、会社はその本来的目的を実
現するために経営されなければならず、支配株主は当該目的に向けて会社を経営
する法的義務を負担しているという理念でもある。ブラジルにおいては、大企業
の株式所有集中度が極めて高く、さらに主要産業分野において外資の直接投資を
通じたブラジルへの進出割合が高い。これらの社会経済的事実を背景として、ブ
ラジルにおいて株式会社は、単に自由な経済活動のための私的組織体というより
も、同国の経済的発展ひいては国民生活の向上といった公共政策的役割を担う
組織体としてとらえられ、そのような目的をもって株式会社の利益（interesse 

social）と掌握されてきた株式会社観は、他国の株式会社法制との比較において
独特な性格を有する。
我が国をはじめとする株主有限責任論に立脚する伝統的な株主概念のもとで

は、議決権行使における株主の義務や支配株主の権力濫用禁止理論を正当化する
ことは困難である。また、株式会社の利益という曖昧な概念のもとで、この目的
に向けて議決権を行使すべき義務を定めることは、自由な経済活動を基礎とする
資本主義体制のもとで、それと矛盾する国家介入を株式会社法が自ら容認する結
果となりかねないとの問題が指摘される。しかし、現実には株式会社の利益に悖
る会社経営が行われた結果として、数々の不祥事が生じている。こうした株式会
社による暴走をどのように食い止めるべきかをめぐって様々な議論が展開されて
いるが、株式会社法のもとで株主に義務を認めない立場からは、株式会社の管理
役員による自発的な取組み以外に、不祥事の防止手段を期待することは困難であ
ろう。その意味ではブラジル株式会社法の支配株主責任規定は、株式会社法にお
ける実効的な経営の規律として有益な示唆を与えている。
会社の管理役員とは異なり、支配株主を含む株主は、原則として会社と委任関
係にはないが、ブラジル株式会社法のもとでは支配株主は、特別な義務が課され
ている。支配権は権力を伴い、また経済的価値を伴う。ブラジルの会社法学者の
一人は、ブラジルにおける株式会社の経営の主体は、経営者の手中にあるという
よりは支配株主の手中にあるという事実認識が重要であり、そのような権力を有
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する支配株主から利害関係者の利益を保護することが支配株主義務規定の使命で
あると指摘している（Eizirik 1987）。ブラジルにおいて事業経営を図る支配株
主は、ブラジル株式会社法の目的と理念を理解し、その精神を尊重しつつ健全な
株式会社の経営に臨む必要がある。

　　　　　　　　  　
注記
1 同法は 1976年 12月 17日に公布され、その 60日後から施行された（同法第 295条本文）。なお、

この公布日以降に新設された株式会社については直ちに同法が適用されている（同条本文）。
2 アルゼンチン会社法（Ley de Sociedades Comerciales, Ley 19.550）やメキシコ会社法（Ley 

General de Sociedades Mercantiles）においても、株主総会における利益相反株主の議決権行使を禁

止する規定がみられる。しかし、これらの法律のもとでも、株主が議決権行使について会社の利益の

ために行使すべき義務を定めた規定は存在しない。
3 厳密にはブラジル株式会社法第 115条は、株主全般にかかる義務であり、その意味では支配株主

の義務に限定されないが、同条は第 116条および第 117条が規定する支配株主の義務の基礎となる規

定でもあることから、本稿においては第 115条を含め支配株主義務規定と総称することにした。
4 同法は、1940年 10月 1日に公布され、その 60日後から施行された（同法第 178条）。なお、こ

の公布日以降に新設された株式会社については、直ちに同法が適用さている（同条）。
5 改正趣意書および改正理由開示書については Filho 1996（P.131-136）および Hoog 2009 （P. 

28-77）を参照して和訳した。
6 Capítulo Ⅳ do PND Ⅱ （Estratégias Econômicas: Opções Básicas. Fortalecimento da 

Empresa Nacional e Capital Estrangeiro）.
7 Apelação Civil No. 043/93 Rio de Janeiro（Revista de Direito, vol. 20 P. 262-269）.
8 企業自体の理論は、我が国では大隅健一郎によって紹介された（大隅 1962）。最近でも、本理論

の歴史的役割および我が国の会社法学に与えた影響が論じられている（新津 2009）。
9 1990年代を通じて経営支配の集中は分散化が図られつつあるという分析も存在する。しかし、こ

れをもってブラジル企業の経営の分権化が相当程度達成されたと判断することは時期尚早であろう

（Siffert 1999, Mourthé & Leal 2000）。
10 ブラジルの著名な会社法学者の一人は、「株主の義務」を基礎として均衡がとれたブラジル株式会

社法は、ブラジル資本主義経済推進の主体的役割を果たしているとの積極的評価を表明している（Wald 

1986）。
11 RE113446/RJ （13/10/1988）.
12 REsp 798264/SP （06/02/2007）.
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