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質疑応答 

 

司会（久保田隆） 

 では最初に、憑先生に対するご質問の方から、ご紹介させていただきます。 

 まず最初は、アイシン精機の法務部の柴田さんから、憑先生のご講演に関連していただいたご

質問です。 

 「外国資本との合弁企業についての買収・合併に関しては、現在どのような規制があるのでし

ょうか」というのが質問の第一点です。第二点は、「将来はどのように変化していくのでしょうか」

ということです。では憑先生お願いします。 

 

報告者（憑）（通訳・羅大斌） 

 まず、買収と合併の主体について、質問者に確認させていただきたいと思います。ご質問され

ましたのは、合弁企業が主体となって、他の会社を買収することに関する質問でしょうか。それ

とも、普通の企業が合弁企業を対象にして買収を行う場合でしょうか。 

 

質問者(柴田) 

 後者についてです。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 その場合には、買収される合弁企業が、上場会社であるか、非上場会社であるかによります。

非上場会社であるならば、多くの場合に協議による買収という方式が採用されます。また、合弁

会社の設立については、いろいろな評価の手続きがありまして、たとえば、外資会社が設立され

る場合は、対外経済協力貿易省からの認可・許可が必要です。というのも、わが国においては、

外資系企業に対するのと、普通の国内の企業に対するのとでは、税制におけるいろいろな差があ

ります。買収、あるいは合併が終わった後、会社の性質が変わる場合がありますので、そのため

に、買収あるいは合併後のことについて、買収・合併が進められる前に、双方が十分な協議を行

う必要があります。たとえば合弁会社が買収、あるいは合併によって消滅し、新しい会社が、た

とえば中国系の企業、つまり国内の企業となった場合には、以前に受けていた税制上の優遇がな

くなる可能性があります。 

 合弁会社が上場会社である場合には、買収や合併は普通の方式によって行われます。 
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司会（久保田） 

 これに関しては、以上でよろしいでしょうか。 

それでは、次の質問をご紹介させていただきます。 

 次の質問は、名古屋大学の伊藤さんからいただきました。憑先生に対してです。「協議による買

収が主流とのことですが、実際、どのように行うのかを教えてください。誰と誰がどのような場

で協議するのか。それは、市場の外で行われるのでしょうか」という質問です。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 まず、お詫びしたいのですが、先ほどの報告の中で、私は、主な内容について簡単に紹介させ

ていただいただけです。そのために、報告の中では、協議による買収に関しては詳しく紹介しま

せんでした。申し訳ございません。 

 わが国においては、上場会社の株式構成、あるいは株主構成は、日本とはかなり異なっており

ます。私の推測ですが、日本の会社の場合はいったん上場をして、株式を公開した場合には、す

べての株式が証券取引所において売買されることになります。しかし、わが国においては、証券

市場が始まった頃から、株式に関しては国有株、法人株、個人株といろいろな種類の株式を区別

して規定を設けております。これらの株式の中には、流通させうる株式もありますし、流通させ

ることができない株式もあります。会社が株式を公開する前は、発行株式はすべて流通させるこ

とができない株式となっております。普通の個人の株主が持っている株式は、流通させうる株式

です。流通させることができない株式は、証券取引所では売買できません。ただし、流通させる

ことができない株式といっても、株式市場では流通させることができませんが、譲渡することは

できます。その場合の譲渡の方式は、流通させうる株式の譲渡の方式とは違います。この部分の、

つまり流通させることができない株式は、協議による譲渡という方式しか採用することができま

せん。すなわち、証券取引所の外で、買い手側と売り手側が協議を進め、売買・譲渡が行われま

す。協議、つまり話し合いによって合意が得られた場合には、双方が証券取引所で登記、つまり

届け出をします。 

 さきほどのご質問、つまり、誰と誰がどのような場で協議するのか、という質問に対する答え

は以上ですが、これでよろしいでしょうか。繰り返しになりますが、買い手側と売り手側が話し

合いを行い、話し合いが成立した場合に、この譲渡について証券取引所に報告します。この点も、

中国の証券取引所の一つの大きな特徴といえます。外国の方たちは、この点に関しておそらくご

存知ないかもしれません。 
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質問者(伊藤) 

 大変よくわかりました。ありがとうございました。 

 

司会（久保田） 

 よろしいですか。では、他にも質問がございますので、先に進ませていただきます。 三つ目

の質問は、名古屋大学の芝さんからの質問です。「中国における買収・合併の制度が、株式上場制

度と密接に関係していることはよくわかりましたが、中国における上場の仕組みは、日本のそれ

とは随分異なっているようで、特に上場の枠に制限があると聞いています。上場枠の制限の趣旨、

具体的な運用方法、そして、今後ともこの制度は維持されていく見通しかについてお聞きしたい」

ということです。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 中国の株式市場は、発足して以来、時間が経っておりませんが、企業の株式を公開する意欲は

とても高いのです。しかし市場の規模は限られていますので、需要と供給のアンバランスが生じ

てしまいます。このアンバランスを解決するために、わが国においては、企業が上場するにあた

り、審査認可制が採用されています。株式公開は国のマクロ政策の一環でもありますから、当初

から株式上場に関しては、中国証券監督管理委員会と国家計画委員会が共同して、上場に関する

審査を行っております。 

 手続としては、まず、中国の証券監督管理委員会が毎年、上場できる枠を各地方に割り当て、

各地方の政府に報告をさせるという方式がとられてきました。つまり、この各地方においてどれ

ぐらい上場させたいか、株式を公開させたいか。そのような報告を、地方から受けます。株式上

場に関しては需給のバランスという問題もありますから、これを解決しなければなりません。長

い間続けらてきた計画管理という方式、つまり上場の枠を決めて、各地方に割り当てるという、

そのような制度は、かなり計画経済という色彩を持っています。そこで、このような上場枠の規

制は、市場経済の発展に伴い、今年になって廃止されました。 

 しかし、もちろんわが国の事情は、まだ日本とはかなり違っております。日本で株式公開しよ

うとする場合には、株式市場の上場基準を満たせば、上場できます。登録すればよいわけですが、

この点では中国は遅れており、登録してすぐ、というところまでにはまだ至っておりません。 

 現状にあっては、株式公開に関しては、上場しようとする会社は、会社法と証券法に定められ

ている条件を満たしているかどうかを、会社自身でまず判断し、満たしていると思えば、証券会
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社に対して申請を行います。証券会社がこの会社は上場基準を満たしているかどうかをチェック

します。この趣旨は、やはり証券会社が優良な、業績の良い会社をどんどん上場させるようにす

るということです。 

 

司会（久保田） 

 よろしいでしょうか。 

 

質問者（芝） 

 中国国内では上場せず、外国でだけ上場をすることは可能ですか。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 このようなケースはOKです。中国国内では全く上場していないのに、外国で上場する、という

ことはできますし、すでに多発しています。私の報告の中で、一つデータがありますが、中国の

会社が海外で上場したことによって、調達できた資金は173,86元になっております。 

 また、海外に上場している会社は、2種類あります。一つは、国内で上場していませんが、国外

で上場している会社、もう一つは、国内でも上場し、海外でも株式を公開している会社です。 

 

司会（久保田） 

 では、憑先生に対する最後の質問に参りたいと思います。二つありまして、一つは、「中国では

買収・合併を既存株主が嫌がる場合に、株主にはどのような保護があるのか」という質問です。

第二問は、「私有企業、外資企業にも、国有株の部分があるのでしょうか」ということです。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 まず一番目の質問に関しては、仮に既存の株主が合併・買収に反対する場合、既存株主は反対

に、自分の方から買収を行うことができます。そして、訴訟に持ち込むこともできます。 

 

司会（久保田） 

 これでよろしいでしょうか。 
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質問者 

 株主の株式買取請求権が、中国の会社では認められているのか、という質問なのですが、どう

なのでしょうか。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 わが国の証券法の中には、具体的で詳細な規定がないのです。現在、上場会社の買収に関する

規則を作っている最中ですが、その中では、株式買取請求権を明確に盛りこむ予定です。 

 第二のご質問に関してですが、わが国においては、企業の性質に関し、企業の所有構造によっ

て企業を分類しています。私有企業とか、外資企業の中にも、可能性としては国有株が存在する

かもしれませんが、ごく低い割合に留まるでしょう。国有株がごくわずかの割合しか占めていな

いからこそ、私有企業、外資企業と呼ばれるのです。もし仮に国有株が高い割合を占めていれば、

やはり、国有企業やそれに近い感じの名前で呼ばれることとなり、私有企業、外資企業という名

前は絶対に使われません。 

 

質問者 

 私が言いたいのは、私有企業は国のものではなく、また 100%の外資企業も国のものではないは

ずだということです。しかも先ほどのご講演の中で、国有株は上場前にすでに成立した株であり、

上場後も、取引所では売買できないとありましたが、どうしてこのようなことが起こるのかわか

らないのです。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 質問の趣旨を確認しますが、ケースとしては、会社が上場する前に、100%の私有企業と 100%の

外資企業、これらについてのご質問ですね。 

 

質問者 

 その通りです。このような企業が上場した後に、なぜ国有株が入る余地があるのでしょうか。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 このような企業が上場した後に、一応協議をして株式を譲渡することができます。株式市場に

おいては、譲渡ができないのですが、株式市場以外での譲渡は認められます。譲渡が可能ですか
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ら、譲渡によって株の性質が変わってきます。 

 

質問者 

 ということは、要するに、国有株が 100%ない可能性もあるということですね。つまり、株さえ

譲渡しなければ、国有株がないということも十分ありうるのですね。 

 

報告者(憑)（通訳・羅） 

 もちろん、上場した後も、株式を国家に譲り渡すこともできますが、特に強制的に買収したり

することはありません。 

 

司会（久保田） 

 活発な議論を、有難うございました。 

 では次に、中東先生の方にも四つばかり質問がきておりますので、続けていきたいと思います。 

 まず、豊田工機の鈴木さんからのご質問です。「入札方式の公開買付を実施する場合、公開買付

者には買付価格の上限のみを開示させるとありますけれども、株主としてはより高い値段で買っ

て欲しいという意識が働くのが当然であり、皆上限で応募してしまうのではないでしょうか。買

付総額を開示する方式にしても、部分的公開買付を禁止するのであれば、総額の上限を発行済み

の株式数で割った価格で応募する力が働き、結局、現行の買付価格を開示する方式とあまり結果

が異ならないのではないかという感覚がありますが、いかがでしょうか」ということです。 

 第二問目ですが、「強制買取を採用した場合、残った 10%の株主の株を最高価格で買い取ること

とすると、皆残存株主になりたがってしまい、抱え込みの問題は解消されないと思うのですが、

いかがでしょうか」ということです。 

 以上二問です。補足はありますか。 

 

質問者（鈴木） 

 企業としては、もちろん買収する場合に、より低い値段で買えればそれはそれで嬉しいと思い

ます。買取上限価格の決め方についてですが、個人的には、このようにする方法もあると思いま

す。つまり、買付者はもちろん買付上限価格を決めておく必要がありますが、例えば SEC のよう

なところに封印して渡しておきます。買付期間が終了した段階で、それを開いてみて、買い付け

ようと思った価格よりも入札価格が高かったら、買付はしないことにして、買付上限価格で入札
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がなされたら買付を成立させる、とするのは問題があるのでしょうか。 

 

報告者(中東) 

 貴重な質問を有難うございました。 

 価格の上限のみを開示させる方法にすれば、それがいわば目安となって、皆その値段に向かっ

て株を提供あるいは応募をするのではないかと、こういう質問ですが、確かにそういう懸念があ

るかもしれません。最終的には実証研究によるほかないと考えておりますが、次のような例で私

自身の現時点での判断をお話したいと思います。 

 日本でどうなっているか私はあまり存知上げないのですが、アメリカの反トラスト法におきま

して、いわゆるプライス・フィクスィングが禁止されております。この価格協定、プライス・フ

ィクスィングでございますが、皆で集まってこれ以上の値段にしようではないかと、これを故意

に定めるとこれは当然違法とされております。それと異なってですね、皆で最高この値段までに

しようではないか、皆これより下の値段で売らなければいけないと、こういう形でのプライス・

フィクスィング、価格協定もございまして、これも、アメリカでは違法であると考えられており

ます。これは鈴木様がご指摘になられましたように、その値段が目安になるからでございます。

「皆でこの値段以下で」ということは、要するに「その値段で売ろう」と含意がされているとい

うことです。こういった形での価格協定と、公開買付が同様に考えられるかという問題であると

思うのですが、これについては私は否定的です。つまり、プライス・フィクスィング、価格協定

の場合には、これは行為者のコーディネーション、協調的な行動が期待できますが、公開買付は、

株主が非常に広範に及びますので、株主間で事実上の協定をすることが不可能であると考えるか

らです。ですから、最終的には実証研究によるほかないと思いますが、現時点での私の判断とし

ては、最高価格を提示しても、それに向かって皆が足並みを揃えるということは、考えられない

ことではないかと思っています。 

 関連した質問として、価格の具体的な条件を決めることが、メッセージを送ることになるのな

らば、買付総額を開示すればどうか、ということを示唆されており、それもやはり割り算してし

まえばわかることだけのことではないか、このようなご指摘ですが、これはさきほど申し上げま

したことと同じことが当てはまりますので、これについても私は楽観的でいます。 

 二番目の点ですが、強制買取制度、これは私かねがね採用すべきということを提唱しているわ

けですが、産業構造審議会等でも提言されているところでございます。残った10%の株主の株を最

高価格で買い取るという提案を私はしているわけですが、そうしますと、皆残りたい気持ちにな
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って、抱え込みの問題が生じてしまうのではないか、こういうご指摘でございます。これについ

ては次のような対処が可能であると思っております。 

 会社が強制買取を行うということになれば、株主が念頭に置く価格は、強制買取の価格が主に

なると考えます。株主としては、自分が残った10%に入れば、確かに最高価格で買い取ってもらう

チャンスがあるかもしれません。ただ、会社側が残りの10%を放置するという行動に出たときには、

もはやその期待は裏切られるわけでございます。残った株主が自分から離脱する際の価格につい

ては、買付価格の加重平均を目安に裁判所が公正な価格を決定すると提案しています。株主とし

ては、そういったリスクを負った上で残るという決断をしなければいけません。この限りでは、

抱え込みの問題は解消されるのではないかと考えております。 

 最後の点でございますが、価格の上限を決めても、私自身問題がないという意見ですが、仮に

問題があるとした場合に、上限を定めるにしても、それをSEC、証券取引等監視委員会等にこそっ

と上限だけ知らせておくと、こういった形でちゃんと公的に、上限は確保されているけれども、

対象会社の株主には知らされない、という形の対応は可能ではないかというご指摘です。価格の

上限を定める形で開示しても大丈夫というのが私の意見ですが、これについても少し、簡単にコ

メントさせていただきます。 

 公開買付をするに当たりまして、これだけの株は買いたいのだと、そのためにちゃんとこれだ

けの資金を用意しているのだと、ということをちゃんと開示しなければ、安心してそれに応募す

ることができません。その意味で、これだけお金を予定していますということは、しっかりと開

示しなければいけないわけでして、貴重なご指摘かと思いますが、全部をシークレットにすると

いうわけにはいかず、買付総額は最低開示して、それに引当となるような資金の当てがあると、

いうことは示さなくてはいけませんし、それをやれば、鈴木様の理論によれば、買付価格は決定

されていく、ということです。完全にシークレットにするのは難しかろう、というのが私の意見

でございます。 

 

司会（久保田） 

 よろしいですか。 

 では第二問目にいきたいと思います。名古屋大学の久田さんからですが、少し時間が押してお

りますので、三問質問をいただいているうちの、一問に絞らせていただきたいと思います。 

 「現実の買付開始公告においては、米国居住者は公開買付に応募できない旨の条項が設けられ

るのが一般的であるということですが、先生ご自身はこのような条項は合法である、というふう
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に考えておられますか。株主平等の原則との関係でお教えください。また、これに関して、閉鎖

会社において、米国居住者に株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する、との条項を定

款に設ける、ということについてはいかがでしょうか」という質問です。 

 

報告者(中東) 

 ご質問ありがとうございます。この前半のご質問についてですが、株主平等の原則との関係に

つきましては、私はグレー、限りなく黒に近いグレーだと思っております。違法行為というまで

のことではないけれども、適法だと大手を振るってやっていただいていいとも思わない、という

ことであります。グレーである、というだけ言っておりますと、要するに何なんだということに

なりますので、もう少し踏み込んで、申し上げたいと思います。 

 同じ公開買付といいましても、買付者が発行会社である場合と、そうでない場合と、分けて考

えることができるのではないでしょうか。公開買付の主体が発行会社であるということは、これ

は自己株式取得を意味しております。報告でも申し上げましたが、自己株式取得の場合には、（平

成 13 年改正前）商法 210 条ノ 2 の第 10 項によりまして、株式の買取を公告して行いなさい、と

いっているわけでございます。ここで、公告の意味が問題となるわけですが、単に知らせるだけ

で、何のリアクションもできない、ということですが、これは公告の実態が備わっていないと考

えるべきところです。つまり、公告とは、皆が応募しようと思えば応募できるということを確保

した形で、ということを意味していると考えますので、発行会社が公開買付会社となる場合、つ

まり自己株式取得の場合に、米国居住者を排除する条項を設けること、これは違法であると考え

ております。 

 

司会（久保田） 

 次に、華東政法学院の顧先生から質問をいただいておりますが、私は中国語ができませんので、

訳していただけますか。 

 

質問者(顧）（通訳・羅） 

 三つの質問があります。まず一つ目です。中国の証券法においては、協議による買収という規

定が設けられておりますが、日本ではこのような制度はありますでしょうか。株式を譲渡するこ

とと株式を買い付けることの、この二つのことは、法律上どのように区別されているのでしょう

か。 
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報告者(中東) 

 ご質問ありがとうございます。 

市場外の相対取引、市場での買い付け、公開買付の違いと申しましょうか、どのような法制度

のもとで、どのように用いられているかについてのご質問かと拝察いたします。 

例えば、会社に既に支配株主が存在していて、支配を伴う株式の譲渡が相対取引でなされたと

いたしましょう。支配株式の取得にあたっては、株式の市場価格を上回る金額が支払われるのが

通常です。問題は、少数株主に対しても、支配プレミアムの分配を受ける機会を与えるべきであ

るかです。機会を与えるとするなら、実現方法の一つは、買収者に公開買付を義務付けることで

す。この点、わが国の証券取引法は、買付予定数を超える応募があったならば、買付者は按分比

例方式で応募株主と受渡をしなければならないこととしていまして（証取27条ノ13第5項）、さ

らに、別途買付が原則として禁止されています（証取27条ノ5）。これを協議による買収と申しま

すならば、法律上、若干の制約が課されていることになります。 

他方で、株式の所有が分散していて、特定の者から株式を譲り受けるだけでは、支配を獲得で

きない状況にありましたら、買収者は、証券取引所などの市場で、対象会社の株式を買い集めて

いくこともできます。買収が進みますと、株価がだんだんと上がっていきます。果てに買収予定

株数を取得できずに資金が尽き、買収が失敗に終わることが明らかになりますと、株価は一気に

下落して、大量に取得した株式が処分できずに残ってしまいます。市場での買い付けでは、この

ような危険を覚悟しなければなりません。 

この点、公開買付を用いますと、買付者は、一定数の株式の提供を受けることを条件とするこ

とができますから、予定の資金で買付ができない場合にも、大きな損失だけを抱えて終わってし

まうという事態を避けることができます。公開買付を通して特定の者から株式を買い受けること

ができるかにつきましては、既に申し上げた通りです。 

 

質問者(顧）（通訳・羅） 

 二番目の質問ですが、強制買取制度を導入するように提案されていますが、その理由について、

具体的にまとめていただけませんか。 

 

報告者(中東) 

 強制公開買付を認めることについては、まず必要性の問題が考えられるわけでして、対象会社

の株式の100%を取得したい、という企業側のニーズがまずあるわけでございます。これはですね、
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例えば90%の株を取って、残った10%がどんな株主かということを考えますと、だいたい経営者に

対して敵対的であったり、あるいはどこにいるのかわからない株主ということで、非常に迷惑な

株主で、これは排除する必要性があるわけです。 

 あるいは、連結納税制度の導入が今検討されていますが、アメリカで80%、イギリスでは75%の

持株要件が課されていますが、日本では 100%の親子会社関係に限って連結納税を認めるという方

針で現在進んでおります。その意味でも、100%にする必要性がまずあるわけです。このようなも

のを認めてよいかということでありますが、資本市場の機能を害しないかという観点から見た場

合に、害しない、というのが私の結論であります。中間省略登記ではありませんが、時間の関係

で、途中は割愛させていただきます。 

 

質問者(顧）（通訳・羅） 

 三つ目の質問ですが、公開買付の主な目的としては、対象会社の支配権を獲得することにあり

ますが、なぜ先生は部分的公開買付を禁止すべきだと主張なさっているのでしょうか。 

 

報告者(中東) 

 100%取得するだけの資金を準備した上で、買い付けるのが原則だと考えております。 

 部分的公開買付を禁止するのは、一つは、部分的にしか買い取ってもらえないということにな

ると、それは駆け込まないといけない、早く応募しなければいけない、と思うからであります。

さらにはですね、かねてから指摘されていて、こちらの方が大事だと思うのですが、支配プレミ

アム、支配権の移動に伴う、市場価格を上回るプレミアムについては、対象会社の株主皆が分け

合う機会を受けるべきである、という実質的な判断をしているからです。 

 

司会（久保田） 

 よろしいですか。 

 

質問者(顧）（通訳・羅） 

 おっしゃっている意味はわかりますが、細かいことについて、やはり先生と議論を行いたいと

考えております。ただし、皆様の夕食の時間がありますので、時間がとれませんので、後で個人

的に議論したいと思いますが。 
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報告者(中東) 

 よろしくお願いします。 

 

司会者（久保田） 

 他にも議論されたい方は沢山いらっしゃると思いますが、夜は長いですから、みなさんも是非

チャレンジしてください。 

 中東先生宛の最後の質問に行く前に、先ほどの久田さんの質問に対して、中東先生から補足が

あるということです。中東先生お願いします。 

 

報告者(中東) 

 申しわけございません。質問が読み上げられたのにもかかわらず、答えるのを忘れてしまって

いました。久田さんが最後におっしゃっているかと思うのですが、閉鎖会社については、米国居

住者に株式を譲渡してはいけないと、譲渡するには取締役会の承認を得る、との条項を定款に入

れてもよいかと、いう質問でございます。これは私も適法であると考えております。 

 

司会（久保田） 

 では、最後の質問にいきたいと思います。大堀さんからいただいております。私の消化能力が

いまひとつなので、大堀さん自身にこのご質問を説明していただいてよろしいでしょうか。 

 

質問者(大堀) 

 伺いたいことは、自社株の公開買付の場合なのですけれども、その場合、株主、すべての株主

に有利・不利が発生するのではないか、ということが聞きたいのです。例えば二つも場合を想定

しまして、一つはですね、市場で買った場合より、高い価格で公開買付してしまった場合ですね、

公開買付してもらった株主は有利に終わったのですけれども、逆に残った株主に不利に働いてい

るのではないでしょうか。あと、あの単位株など、かなり少ない株しかもってない人は、結局、

按分比例方式で買付を行った場合、買われる確立が低い、とか、ここちょっとまたお聞きしたい

んですけど、単位株をさらに割って、1000 株のところを 400 株だけ買ってもらった場合、600 残

るのですが、そうすると議決権がなくなってしまいますね。その点で少数株主に不利になってし

まうのではないか、その二点をお聞きしたいと思います。 
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報告者(中東) 

 ご意見をありがとうございます。 

おっしゃるように、結果的に公開買付に応募した方が得だった、損だった、ということはあり

得ると思います。ですから、もしそれを重要視するのであれば、同じ余剰資金を返すという場合

でも、自己株式取得という形ではなくて配当という形を取るべきであると、いうことになるのか

もしれません。配当と自己株式取得を比べた場合に、ファイナンス理論上は同じ性格のものであ

ると言われていますが、自己株式取得は、個々の株主の個別的判断が尊重されるという点で、優

れた点があるわけでございます。この点を重視しますと、結果的に損得があれば、応募の機会が

均等に与えられていたということをもって満足するということになります。自己株式取得のため

の公開買付に応募するかどうかという時点で、必ず得をすると限ったわけはありませので、値下

がりのリスクを割った上での話しであるので、それはそれで筋がとおるのではないかと思います。

まとめますと、個別的な判断を尊重しようという立場に立つのであれば、結果的に損をしたり得

をしたりということがあっても、機会が平等である、という点をもって満足をするということに

なると思います。 

按分方式を実施する場合にですが、不公平がでると言うことは従来からあったことでありまし

て、10%買ってもらえればいいと、例えば1万株を買い取ってもらえればいいと思って、多分10%

ぐらい買いとってもらえることになるだろうと、いうことで10万株、実は1万株しか売る気がな

いのに応募する、ということすら行われてきたわけですから、それはおっしゃるような疑意は生

じると思います。単位未満株の問題につきましては、詳しくは承知しておりませんが、単位未満

株が発生しないように、抽選等を行うはずですので、その限りで機会は均等に与えられた、と言

うことになるのではないかと思います。 

 

司会（久保田） 

 よろしいですか。 

 

質問者（大堀） 

 金庫株解禁問題に関連して質問させていただきました。ありがとうございました。 

 

司会（久保田） 

 どうもありがとうございました。 
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 では、もうレセプションの時間が迫ってはおりますけれども、最後の最後に、中東先生から憑

先生の報告に関してコメントを一言、憑先生から中東先生の報告に対してコメントを一言、それ

ぞれ一言ずつお願いしたいと思います。 

 

報告者(中東) 

 大変興味深く拝聴しました。が、何でこんなこと中国ではするんだろう、何でこれはいけない

んだろう、ということも多々ありました。後ほどのレセプションでは私は司会をすることになっ

ておりますが、先ほど久保田先生がおっしゃいましたように、レセプションの折りに、司会をし

ながらもなお、議論させていただきたいと思っております。ありがとうございました。 

 

報告者（憑） 

 中国の法制度は、日本の法制度とかなり異なっています。日本の証券市場は中国の証券市場よ

りも早く発達してきたのですから、したがって、中国が証券市場に関する法整備を進める上で、

日本の経験を参考にしなければなりません。私は中東先生の報告を拝聴しましたところ、かなり

啓発を受けました。どうも有難うございました。 

 

司会（久保田） 

 両先生、それに会場の皆様、どうも有難うございました。ここで、両先生に盛大な拍手をお願

いします。それでは、これで第 2 セッションを終わらせていただきます。この後レセプションが

ございますので、よろしくお願いします。 

 




