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JPX金商法研究会                      2016年 10月 28日 

平成 27 年金商法の改正（２）－プロ向けファンドの見直し（２）、インサイダー取引規

制の適用除外の見直し 

                           早稲田大学 黒沼 悦郎 

 

Ⅰ 前回の宿題 ― 欠格事由に該当する届出者の地位 

 ① 63条 1項は一定の行為について金融商品取引業の登録を要しないとしているので、

特例業務の欠格事由に該当する者による当該行為も登録を免除されており、無登録営

業に該当しないのではないか。 

② この場合の欠格事由該当者の行為は、無届営業として処罰の対象になるのではない

か。 

↓ 

63条の構造 第 1項：一定の行為を、届出の有無に拘わらず登録の対象から除外 

第 2項：当該行為（適格機関投資家等特例業務）を行う者に届出義務を課す。 

第 7項：欠格事由に該当する者は適格機関投資家等特例業務を行ってはならない。 

→ 罰則なし 

 

 無届営業：63条 2項による届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または添付書類に虚

偽記載をする行為 → 5年以下の懲役・500万円以下の罰金（197条の 2第

10号の 8） 

  届出または添付書類の虚偽の記載をして欠格事由に該当しないかのように装って届出

をした場合には、これに該当する。 

そのような虚偽記載がない場合に、欠格事由に該当するから届出の効力がなく、届出

がないものと評価して、無届営業とみるのは難しい。 

← 欠格事由に該当する者は本来、特例業務を行うことができないのだから、届出を

していないから処罰するとはいえない。 

 

・ 欠格事由に該当する者の行為 

→ その者は届出の有無に拘わらず適格機関投資家等特例業務を行うことができない。 

→ 63条 1項の効果が発生せず、第二種金融商品取引業または投資運用業の無登

録営業となる。 

・ 欠格事由に該当せず、届出をすれば特例業務を行うことができる者が届出をせずに特

例業務を行った場合 

→ 無登録営業には当たらず、無届営業として処罰の対象となる。 

 

・ 欠格事由に該当する者が行為規制の対象になるか。 
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← （前回の報告）行政処分の対象にならないのではないか。 

→ 特例業務の届出者に行為規制を課し、行政処分の対象としている。 

特例業務届出者＝「63条 2項の規定による届出をした者」29条の 4第 1項 1号ロ

(4)） 

→ 欠格事由該当者も届出をしている限り行政処分の対象になる。 

無登録営業として処罰の対象にもなる。 

  

Ⅱ 特例業務の出資者の範囲 

１ 改正の経緯 

金融庁が平成 26年 5月にパブリックコメントに付した改正案（「パブリックコメント案」）

は、次のもの（49名以内）を出資者の範囲と提案していた。 

・上場会社 

・資本金５千万円超の株式会社 

・上場会社等の子会社・関連会社 

・年金基金（投資性金融資産〔株式、債券（国債を含む）等の有価証券が主であり、預

貯金や住宅といった資産は含まない〕を 100 億円以上保有する厚生年金基金・企業年

金基金） 

・富裕層個人投資家（投資性金融資産を１億円以上保有する個人投資家） 

・資産管理会社 

・ファンド運営業者の役職員等 

 これらに当たらない一般個人投資家の出資は認めない。 

 

 ＷＧ報告 

投資者の範囲は「投資判断能力を有する者および特例業務届出者の密接に関連する者」

にすべきであるとしたうえで、審議で出てきた意見を集約する形で、パブリックコメント

に付された改正案に対し、次のように出資者の範囲を拡大する修正を加えるとした（６頁、

括弧内は注書）。 

 ① 株式会社について、資本金のみならず、純資産も基準とすること。また、株式会社

に加えて、その他の法人についても、同様の基準とすること（法人格を持たない海外

機関投資家等による出資についても妨げられないよう配慮すべきである）。 

 ② 適格機関投資家等特例業務の届出者（特例業者）と密接に関連を有する者として、

以下のような者を含めること。  

・当該特例業者の親会社等、子会社等、運用委託先、投資助言者  

・当該特例業者の親会社等、子会社等、運用委託先、投資助言者の役員、使用人、その

親族（3親等内） 

③ 政府・地方自治体を対象とすること。 
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２ 改正法の内容 

（１）金商法 63条 1項 

適格機関投資家等＝適格機関投資家＋それ以外の者で政令で定める者（49人以下に限る）

「政令で定める者」 

「適格機関投資家以外の者」 

↓ 

適格機関投資家以外の者であって、私募・私募の取扱いの時点で次の各号のいずれか

に該当する者（施行令 17条の 12第 1項）。 

 1号 国  

  2号  日本銀行  

  3号  地方公共団体  

  4号  金融商品取引業者等  

  5号  特例業務届出者 

 6号 特例業務届出者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者  

 7号 上場会社 

 8号 資本金の額が 5,000万円以上の法人  

 9号 純資産の額が 5,000万円以上の法人  

 10号  特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人  

 11号  資産流動化法 2条 3項の特定目的会社  

 12号  内閣府令で定める要件に該当する企業年金 

 13号  外国法人  

 14号  財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人  

 15号  前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 

（２）内閣府令：「投資判断能力を有する者」 

上記 1号から 5号、7号から 14号に、15号の内閣府令で定める者を加えたもの 

・金商業府令 233条の 2第 4項。 

 1号 議決権の 4分の 1以上を国もしくは地方公共団体が保有する公益社団法人または拠

出金額の 4 分の 1 以上を国もしくは地方公共団体が拠出している公益財団法人であ

って、地域の振興または産業の振興に関する事業を公益目的事業とするもの  

 2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、保有資産が 100億円以上であると

見込まれる存続厚生年金基金 

 3号 外国の法令上企業年金基金又は 2号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況

その他の事情から合理的に判断して、保有資産が 100 億円以上であると見込まれる

者  
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 4号 次のいずれかに該当する法人 

イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、資産が１億円以上であると見

込まれること。 

   ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に

判断して、業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が一億円以

上であると見込まれること（業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。）。 

 ５号 次に掲げる者の子会社等または関連会社等 

イ 金融商品取引業者等である法人 

   ロ 上場会社 

   ハ 資本金の額が 5,000万円以上である法人 

   ニ 純資産の額が 5,000万円以上である法人 

 6号  取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、イの金額に対す

るロ・ハの合計額の割合が 70％以上であると見込まれる会社であって、代表者（個

人出資者の要件を充たす者に限る）のためにその資産を保有し、または運用するも

の 

イ 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 

     ロ 当該一の日における次に掲げる資産（8 号において「特定資産」という。）の帳

簿価額の合計額 

   （１）有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式または持分以外のもの 

   （２）当該会社が現に自ら使用していない不動産（不動産の一部分につき現に自ら

使用していない場合は、当該一部分に限る。） 

   （３）ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利（当該会社の事業の用に供するこ

とを目的として有するものを除く。） 

   （４）絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石

（当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。） 

   （５）現金および国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産 

ハ 当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同

族関係者に対して支払われた剰余金の配当等および給与のうち法人税法の規定に

より当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないことと

なるものの金額 

 7号 外国出資対象事業持分の発行者（当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象

事業持分の発行者、施行令 17条の 12第 1項 1号から 14号に掲げる者または前各号

もしくは次号に掲げる者である場合に限る。）  

8号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額

に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれ

る会社であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、または運用するもの 
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（３）内閣府令：「投資判断能力を有する者」－個人 

金商業府令 233条の 2第 3項（14号の個人の財産要件） 

 1号  次のイ・ロのいずれにも該当する個人 

イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が

１億円以上であると見込まれること。 

    ロ 当該個人が金融商品取引業者等（外国の法令上これに相当する者を含む。）に有

価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して

１年を経過していること。 

 2号 業務執行組合員等（外国の法令に基づくこれらに類する者を含む）であって、取引

の状況その他の事情から合理的に判断して、業務執行組合員等としてその保有する

資産の合計額が１億円以上であると見込まれる個人であること（業務執行組合員等

として取引を行う場合に限る。） 

 

（４）「特例業務届出者の密接関連者」 

金商業府令 233条の 2第 1項 

 1号 特例業務届出者（ファンド資産運用等業者）の役員または使用人 

 2 号 ファンド資産運用等業者の親会社等もしくは子会社等または当該親会社等の子会

社等 

 3号 運用委託先 

 4号 投資助言者または投資助言者に対し投資助言を行う者 

 5号 2号～4号の役員または使用人 

 6 号 ファンド資産運用等業者、1 号、3 号～5 号に掲げる者の配偶者・三親等以内の血

族・姻族 

 

３ 検討 

（１）投資判断能力を有する者の範囲 

 ・ＷＧ報告の内容に沿ったものである。 

施行令 17条の 12第 1項 

1号・2号：適格機関投資家ではないが、金商法上、機関投資家と同列に扱われている。 

4号：金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業または投資運用業を行う者のみが適

格機関投資家であることから、それ以外の者をここに含ませるもの 

3号：特定投資家でさえないのに、「投資判断能力を有する者」に含められた。 

議論なし。「準ずる者」の 1号の定めからみると、地域振興や地域産業の振興を目的

とするファンドへの地方公共団体の出資を可能にする趣旨であろう。 

 10号：いわゆる特殊法人 
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内閣府令（「準ずる者」） 

4号：ＷＧ報告には記載されていないが、個人投資家の資産要件が 1億円であるから、水

準を合わせたものであろう。 

「資産」←金商業府令 233条の 2第 2項「資産（62条 2号イからトまでに掲げる

ものに限る。次項 1号イおよび 2号ならびに 4項 2号から 4号までに

おいて同じ）」 いわゆる「投資性金融資産」 

5号ニ：純資産額を基準とする。中小優良企業には、資本金の額が小さくても純資産額が

積みあがっている会社が多いことを考慮したもの。 

8号：グループ企業のために投資運用を行う会社。小資本であるが、グループ企業の親会

社が投資適格を有しておれば、専門的能力に欠けるところはないと判断された。 

 

・「取引の状況その他の事情から合理的に判断して」： 出資者の自己申告のみで判断する

のではなく、顧客が任意に提出した資料（たとえば取引残高報告書または預金通帳の写し

等）を活用して、全体として合理的に判断する必要がある（監督指針Ⅸ－１－１(1)①イ）。 

「私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において」満たしていれば良い（施行令 17

条の 12第 1項）。 

→ 権利の取得後に要件を充たさなくなっても、届出者は、引き続き、当該出資者から

すでに出資を受けた資産の運用を行うことができる（古角壽雄ほか「平成 27年改正

金融商品取引法の係る政府令等の改正の解説（下）－適格機関投資家等特例業務の

見直し等」商事 2096号（2016）37頁）。 

 

（２）個人投資家の財産要件 

 1号：私募または私募の取扱い時に投資性金融資産 1億円以上と見込まれ、かつ 1年以上

の有価証券投資またはデリバティブ取引の経験があること 

Cf. 特定投資家への移行が可能な個人投資家の要件（金商法 34条の 4第 1項 2号、金商

業府令 62条 2号 3号）: 投資性金融資産が 3億円以上 

→ 特定投資家に移行できない一般投資家も特例業務への出資が認められる。 

 

２号：組合の業務執行者となっている個人についての要件 

Cf. 特定投資家への移行が可能な個人投資家の要件（金商法 34条の 4第 1項 1号、金商

業府令 61条 2項 1号）: 

     組合契約に基づく出資の合計額が 3億円であることと組合員全員の同意 

 

2号：組合員の同意を要せず、業務執行者としての出資金額が 1億円以上 

 ← 組合員全員の同意を得ていれば組合財産全部を基準として良いように思われる
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し、法人の投資性金融資産が 1億円以上ある場合には、代表者の法人に対する出資

額を基準とせずに、当該法人は出資者の要件を充たすのであるから、同じように、

業務執行組合員に投資権限が与えられているのであれば、業務執行組合員個人の出

資額を基準とする必要はないようにも思われる。 

 

 6号：個人の資産管理会社 

 

（３）密接関連者 

・ＷＧ報告に沿うものであるが、ファンド運営業者の役職員等としていたパブリックコメ

ント案からは、かなり拡がった。 

 

・ここに含まれる個人： ファンド資産運用等業者、その親会社等、その子会社等、その

親会社等の子会社等、運用委託先、投資助言者、投資助言者の投資助言者を中核として、

これらの者の役員または使用人、および役員または使用人の配偶者・三親等以内の血族・

姻族 

 

・これらの者もプロ向けファンドに出資しているという実態を踏まえたもの（古角ほか（下）

36頁） 

← 密接関連者は、ファンド資産運用等業者と一蓮托生であり、要保護性が欠けるから、

投資判断能力を有するか否かにかかわらず、出資を認めるという趣旨？ 

ただし、密接関連者のうちファンド資産運用等業者の支配下にある者の出資が 2 分の 1

以上となる場合は、特例業務として認められない（金商業府令 234条の 2第 1項 2号、

2項 2号）。 

 

Ⅲ ベンチャーファンドの特例 

１ 経緯 

 パブリックコメント案に対するベンチャー・キャピタル・ファンド（「ベンチャーファン

ド」）からの反対 

 → ＷＧにおいて議論の上、ベンチャー・キャピタル・ファンドについては、 

・相応の訂正が整備されることを前提に、 

・「投資判断を有する者」としての出資者の範囲を拡大する（ＷＧ報告 7頁）。 

 

・特例を認める理由 

① 日本再興戦略に掲げられている「ベンチャーの加速」による成長分野の牽引を支援

する役割を担っており、その役割に配慮していく必要があること、 

② 米国および欧州において特例が認められていること（ＷＧ報告 7頁、逐条解説 2015
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年 34～36頁）。 

 

・ＷＧで出された議論 

③ ベンチャーファンドはその出資者がベンチャーの経営にも関与する点で共同事業に

近く、ほかの投資ファンドとは異なる。 

  ← ベンチャーファンドが共同事業性を有するという意見に対しては疑問や批判も 

 

④ ベンチャー企業への投資はプロでなくてもできるのに、ベンチャーファンドへの投

資はプロでないとできないというのはバランスを欠く。 

  ← 株式会社では株主の利益を守る仕組規制が整備されているのに対し、組合には

厳格な仕組規制がないので業規制をかけているのだ。 

 ・ ベンチャーファンドの多くは投資事業有限責任組合であり、詐欺事例の出ている多

くは匿名組合 

 

・ベンチャーファンド以外 

 風力発電・太陽光パネルなどの再生エネルギー事業などを支援する市民出資ファンドに

ついても、共同事業型のファンドとして出資者の範囲を拡げて欲しい（広い層の市民の

参加を認めて欲しい）との意見（第 4回討議資料 5）。 

← クラウドファンディングでもできないことを届出制で認めるわけにはいかない。

市民ファンドは、プロ向けだから登録は不要というプロ向けファンドの規制理念

の対極にある。 

 

・現行のベンチャーファンドと金融庁のパブリックコメント案との関係 

Cf. 「独立系ベンチャーキャピタリスト等有志」の内部調査 

調査対象となった従来の 17本のファンドのうち、パブリックコメント案が施行されて

いたら出資できなかったエンジェルや中小企業等の投資家が存在したファンドが 13 本

（76.5%）あり、出資できなかっただろう投資家の出資割合は、ファンド総額の 20.1%で、

これらの者の属性は、上場会社役員・元役員、企業財務等の実務経験者、弁護士・公認

会計士・税理士・司法書士、親戚・知人、それらの資産管理会社等であった（第 3 回会

合討議資料２ 12頁）。 

↓ 

 ベンチャーファンドについてのみ、他よりも出資者の範囲を拡大する特例を認めること

になった。 

 

２ ベンチャーファンドの定義 

 金商法 63条 1項 1号 → 施行令 17条の 12第 2項各号・金商業府令 233条の 4各号 
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① 出資者の出資総額から現金または預貯金の額を控除した額の 80％を、株券・新株予約

権証券・新株予約権付社債券（外国の者が発行するものを含み、投資した時点において

内外の金融商品取引所に上場されていないものに限る）に対して投資を行うものである

こと（施行令 12条の 12第 2項 1号イ、金商業府令 223条の 4第 1項～3項）。 

 

② ファンドにおいて借入れまたは第三者の債務の保証をしないこと。ただし、短期（20

日以内）の借入・債務保証またはファンドの投資先に対する債務保証（当該投資先への

投資額を超えないもの）であって、当該借入れおよび債務保証額の合計がファンドの出

資総額の 15％を超えない場合は除く（施行令 17条の 12第 2項 1号ロ、金商業府令 233

条の 4第 4項）。 

 

③ やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができ

ないこと（施行令 17条の 12第 2項 2号）。 

 

④ ファンド持分に係る契約の締結までに、出資者に対し、当該ファンドが①から③の要

件に該当する旨を記載した書面を交付すること（施行令 17条の 12第 2項 4号）。 

 

（解説） 

 ①：非上場企業のエクイティ投資が出資総額の 80％以上であること 

②：レバレッジをかけないこと 

③：ファンド持分の途中償還がないこと 

④：ベンチャーファンドとしての性質を説明すること 

← 米国や欧州の例を参照したものであり（逐条解説 82頁（注 1））、またＷＧ報告に沿

う（ＷＧ報告 7頁）。 

 

①の要件 

発行者の子会社等が上場している場合は定義から外れるが、発行者の親会社等が上場し

ている場合は、親会社が会社法上の大会社である場合に限って定義から除外している。 

→ ベンチャーファンドの中には、上場企業等の一事業部分を切り離して独立させ、そ

こに投資を行う、スピンアウトベンチャーに対する投資を行う者もあることから、上

場会社である親会社が大会社でない場合には特例が適用されるベンチャーファンドの

定義に含めた（古角ほか（下）41頁（注 6）、パブリックコメントに対する考え方No.106）。 

 

・施行令 17条の 12第 2項 3号：ベンチャーファンドの定義というよりも、ベンチャーフ

ァンドが特例を受けられるための追加要件 
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３ ベンチャーファンドの出資者の範囲 

（１）改正法の内容 

 出資者の範囲：金商業府令 233条の 3各号に列挙する次の者に拡張する。 

 1号 上場会社の役員 

 2号 資本金または純資産額が 5000万円以上であって、有価証券報告書を提出している

会社の役員 

 3号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、保有する投資性金融資産の合計額

が 1億円以上と見込まれるファンドの業務執行組合員である法人の役員 

 4号 私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5年以内に 1号～３号のいずれかに該

当していた者 

 5号 私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5年以内に、４号または５号に該当す

るものとして、同一の特例業務届出者等が発行するファンド持分を取得した者 

 6号 私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5年以内に、取引の状況その他の事情

から合理的に判断して、保有する投資性金融資産の合計額が 1 億円以上と見込まれ

るファンドの業務執行役員である法人であった者 

 7号 会社の役員もしくは従業員（特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠く

ことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る）またはコンサルタン

トとして、会社の設立、増資、新株予約権の発行、新規事業の立上げ、企業買収、

株式上場に関する実務、経営戦略の作成、企業財務、株主総会または取締役会の運

営に関する実務に、私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5 年以内に 1 年以

上従事した者 

 8号 私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5年以内に、有価証券届出書（新規上

場時のもの）の上位 50名までの株主として記載されている者 

 9号 私募または私募の取扱いの相手方となる日前 5年以内に、有価証券届出書（新規上

場時以外のもの）または有価証券報告書の上位 10名までの株主として記載されてい

る者 

 10号 認定経営革新等支援機関 

 11号 1号から 10号（6号を除く）に該当する個人が支配する会社等 

 12号 1号から 10号に該当する会社等の子会社等または関連会社等 

 

（２）解説・検討 

・ＷＧ報告（7頁）にほぼ沿ったもの。 

・ベンチャー企業投資について投資判断能力を有する者として定型的に選び出された者 

 ＷＧにおいては、投資判断能力（洗練された投資者であるか否か）について、投資者の

自己申告に委ねるとか自己申告に加えて弁護士から意見書をとるという案も。 
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← 登録制と違い行政監督の行き届かない届出業務については、投資者の範囲をでき

るだけ明確に規定することが望ましい。 

 

・出資者の資格の確認時期：私募または私募の取扱いの相手方となる時点 

４号から 9号の該当性：その時点でさらに 5年前の状況について判断する。 

４号：１号から３号の法人の役員は役員を辞めてから５年間は出資適格を有する。 

→ さらに、その者は、５年のインターバルを空けずに、同一の特例業務届出者等が

発行するファンド持分を取得していれば、いつまでも出資適格を有する。 

 ← 元役員が高齢化したときは、適合性の原則で対処する。 

 

・7号：会社の役員、従業員、コンサルタントなどとして新規事業、ベンチャー的な業務の

立ち上げにかかわった者、経営戦略の作成、企業財務、投資業務などにプロとして

かかわった者が投資できるようにするため。 

 → 職業上の経験から投資判断能力が認められるため、過去 5 年以内に 1 年以上の経験

が必要であり、同一の業者からファンドを取得する場合であっても、出資適格性の 5

年ごとの更新はない。 

 ← 職業上の経験による適格を設けた背景： 投資性金融資産を基準として範囲を画す

るとすると、該当する投資家が限られてしまう。全資産を基準とすることも検討され

たが、資産が多いことは必ずしも自己責任を問える前提とならない。 

 

 専門的な能力を発揮して当該業務に従事したかどうかの確認：自己申告のみで確認する

のではなく、当該顧客が従事した職務の内容などの要件に関する事実（たとえば、会社

が作成した職歴証明書等）を十分に確認する必要がある（監督指針Ⅸ－１－１(1)①ロ）。 

 ← 顧客が虚偽の申告をしていないかを確認する手段にとどまり、顧客が真実を申告し

た場合でも、「特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないも

のを発揮して当該業務に従事した者」に該当するかどうかの判断には、届出業者の大

きな裁量が入り込む余地がある。 

 

・8号・9号：有価証券届出書・報告書上の大株主： 

「独立系ベンチャーキャピタリスト等有志」のリスト（第 1回会合資料３ 14頁） 

ほとんど議論がなされずにそのまま残った。 

投資性金融資産に着目したものなのか企業経営の経験に着目したものなのか。 

範囲が明確であるというメリットはある。 

 

・10号：当初は、弁護士、公認会計士等の士業が挙げられていた。 

→ 士業に就いている者を一律に出資者の範囲に含める根拠が弱い。 
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→ 税務、金融、企業財務に詳しい者を認定する経済産業省の制度である経営革新等

支援機関の認定を受けている者に限定することにした。 

← 経営革新等支援機関の認定を受けるのに、弁護士、公認会計士等である必要はな

い（中小企業等経営強化法第 21条第 1項に規定する経営革新等支援業務を行う者

の認定等に関する命令）。 

  

４ ベンチャーファンドの相応の体制整備 

（１）趣旨 

 出資者の範囲を特別に拡大する以上、ファンド側にも相応の体制整備が求められる。 

ＷＧ報告（７頁） 

① ガバナンスの確保 

② ファンド契約書類の提出 

③ 総会開催・決算情報の（投資家への）開示 

④ 財務諸表の会計監査と公認会計士名等の公表。 

 

（２）改正法の内容 

 ①：持分に係る契約において、業務の適正を確保するために必要なものとして金商法 63

条 9 項に規定する内閣府令で定める事項が定められていることが、ベンチャーファ

ンド特例の要件とされた（施行令 17条の 12第 2項 3号）。 

金商業府令 239条の 2第 1項各号 

 1号 ファンド持分の名称 

 2号 ファンドの事業の内容 

 3号 ファンドの事業を行う営業所または事務所の所在地 

 4号 出資者およびファンド資産運用者の名称等 

 5号 出資者が出資等をする金額 

 6号 ファンド持分に係る契約の契約期間 

 7号 ファンドの事業年度 

 8号 ファンド資産運用者が、ファンドの事業年度ごとに財務諸表等を作成し、公認会計

士等の監査を受けること 

 9 号 ファンド資産運用者がファンドの事業年度終了後相当の期間内に、出資者に対し、

財務諸表等および監査報告書の写しを提供すること 

 10 号 ファンド資産運用者がファンドの事業年度終了後相当の期間内に、出資者を招集

して、出資者に対し出資対象事業の運営および財産の運用状況を報告すること 

 11 号 ファンドにおいて有価証券等に対する投資を行う場合に、ファン資産運用者が出

資者に対し、その投資の内容を書面により通知すること 

 12 号 正当な事由がある場合、出資者の有するファンド持分の過半数（これを上回る割
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合を定めた場合、その割合以上）の同意を得て、ファンド資産運用者を解任できる

こと 

 13 号 ファンド資産運用者が退任した場合において、すべての出資者の同意により、新

たなファンド資産運用者を選任できること 

 14 号 ファンド持分に係る契約の変更（軽微な変更を除く）をする場合において、ファ

ンド持分の過半数（これを上回る割合を定めた場合、その割合以上）の同意を得な

ければならないこと 

 

（解説） 

・投資事業有限責任組合モデル契約を参考にしたもの（逐条解説 80頁） 

ガバナンス事項：8号から 14号 

10号・11号はＷＧ報告の③に対応し、8号がＷＧ報告④に対応する。 

 

 ②：上記契約の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない（金商法 63条 9項）。 

← 契約内容の適正を確保するため（逐条解説 36頁） 

契約内容に変更があったときは、遅滞なく、変更後の契約内容を届け出る（63 条 10

項）。 

・ファンド持分に係る契約に上記事項が定められていないとき：業務改善命令 

契約書の写しを提出せず、または虚偽の契約書を提出した場合：罰則（198 条の 6第 13

号の 2）。 

なお、契約書の写しは公衆縦覧の対象とはならない。 

 

 ④：監査人の氏名等の公表 

財務諸表等の監査を行う公認会計士等の氏名・名称を特例業者の届出事項とし（63 条 2

項 9号、金商業府令 238条 2号ヘ）、 

届出者および内閣総理大臣における公衆縦覧事項とする（63条 5項 6項、金商業府令 238

条の 4・238条の 5・別表 20号の２）。 

 

← 違法な業務を行うファンドでは監査を行う公認会計士等を見つけることができない

ことに着目して、公認会計士等の任用を義務づける（氏名等の公表はその証拠となる）

ことにより、詐欺的なファンドを排除することを狙ったもの 

 

Ⅳ 適格投資家向け投資運用業の出資者の範囲 

１ 改正の内容 

 適格投資家向け投資運用業 

平成 23年改正 
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緩和された要件で登録できる投資運用業（金商法 29条の 5第 1項） 

投資者の範囲：特定投資家概念を基準としつつ、投資運用業者と密接な関連を有する

者を含め（29条の 5第 3項）、申出によって特定投資家に移行した一般投資

家を除外して定める（34条の 2第 5項・8項。34条の 3第 4項・6項）。 

 

・投資運用業と適格機関投資家等特例業務の中間 

後者における出資者の範囲が拡大されると、一部、適格投資家向け投資運用業よりも広

くなってしまう。 

→ 出資者である適格投資家の範囲が、従来の範囲では狭いと考え、規制緩和の観点か

ら（古角ほか（下）40頁）、適格投資家の範囲に入る「密接な関連を有する者」の範囲

（施行令 15条の 10の 7第 4号、金商業府令 16条の 5の 2）および「特定投資家に準

ずる者」の範囲（金商業府令 16条の 6）を拡大した。 

→ 適格投資家向け投資運用業における出資者の範囲と適格機関投資家等特例業務にお

ける出資者の範囲がほぼ一致することになった。 

 

２ 検討 

 ＷＧにおける審議の過程で、適格投資家の範囲と特例業務の届出者の範囲は常に意識。 

but 両者が逆転しないようにという配慮はなされなかったし、適格投資家の範囲を拡大

すべきであるという議論もなかった。 

 

 適格投資家向け投資運用業 

小規模な投資運用業への参入を促すために設けられた。 

業者の資本金・純資産要件は 5000万円以上から 1000万円以上に緩和される。 

→ 業者の資力・信用に限界があるため、業者の運用財産の総額は 200億円を限度とす

る（29条の 5第 1項 2号、施行令 15条の 10の 5）。 

 

・このような制度の出資者の範囲がどうあるべきかは、理論的に決まる問題ではなく、平

成 23年改正が特定投資家概念を利用したことに理論的根拠があるわけではない。 

 

・改正前の金商業府令 16条の 6 

保有資産 100億円以上の存続厚生年金基金・企業年金基金、 

保有する投資性金融資産が 3 億円以上と見込まれる法人または個人（個人の場合は１

年以上の取引経験が必要） 

ファンドの業務執行組合員等として保有する投資性金融資産が 3 億円以上と見込まれ

る法人・個人 

↓ 
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改正後の金商業府令 16条の 6第 1号 

適格機関投資家向け特例業務の出資者の範囲を定める施行令 17条の 12 第 1項から各

号を拾う（拾っていない号は、その者がすでに適格投資家だから） 

16条の 6第 2号 

ベンチャーファンドの出資者の範囲を定める金商業府令 233条の 3各号を拾う 

 

 → 適格投資家の範囲は、ベンチャーファンドの出資者とほぼ等しい範囲まで拡大 

   適格投資家向け投資運用業は、もはや特定投資家制度を利用したものとはいえない 

 

 

Ⅴ インサイダー取引規制の適用除外の見直し 

１ 経緯 

 インサイダー取引規制に関するワーキンググループ報告（平成 24年 12月 25日） 

インサイダー取引の適用除外となる「知る前契約」「知る前計画」について、取引の円滑

を確保する観点から、より包括的な適用除外の規定を設けるとともに、ガイドライン等に

より法令の解釈を事前に示していくことを求めていた（ＷＧ報告 11頁） 

→ 府令改正（平成 27年 9月） 

 

・ＷＧ報告の提言は、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（取引規制府令）59 条

1項または 63条 1項の 1号から 13号に列挙されている、金商法 166条 6項 12号または金

商法 167条 5項 14号に係る適用除外を廃止し、包括的な適用除外規定を設けたうえで、個

別規定に当たるものをガイドラインで定めるものではなかったか？ 

but 従来の 1号から 13号を存置し、包括的な性質を有する 14号を設けた。 

 

 知る前契約・計画の活用方法（船越涼介「取引規制府令および金商法等ガイドライン一

部改正の解説」商事 2079号 39頁） 

役職員等の個人による利用 

 ① 役員・従業員持株会の新規加入、拠出額の増額、持株会退会時の単元未満株式の売

却等 

 ② 累積投資の新規開始、拠出額の増額等 

 ③ 役員就任時の自社株の買い増し 

 ④ ストックオプションの行使等により取得した自社株の売却 

 ⑤ その他、自社・関連会社・業務提携先・取引先等の株券の売買等 

 上場会社等の法人による利用 

 ① 資本・業務提携に伴う相手方株式の取得 

 ② 担保株式の売却 
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 ③ 取得条項付新株予約権の取得条項による取得 

 ④ 株主還元率達成のための自己株取得 

 ⑤ その他、自社・関連会社・業務提携先・取引先等の株券の売買等 

 

２ 改正府令（取引規制府令 59条 1項 14号）の内容およびその解説 

（１）重要事実を知る前に書面によって締結された契約の履行、または書面による計画の

実行として有価証券の売買等を行うこと 

 

・書面による契約・計画を求めた理由： 第 2 の要件である確認措置をとりやすく、また

ねつ造しにくいことに着目したものと思われる。 

・口頭での契約・計画や電磁的記録による契約・計画は認められない（船越 33頁）。 

← 電磁的記録を排除する理由はなにか？ 

 

・「重要事実を知る前に締結され、または知る前に計画された」 

書面が作成されただけでは足りず、契約当事者による当該契約を履行する旨の意思表示

や計画当事者による当該計画を実行する旨の意思表示が必要である（船越 33頁）。 

従業員持株会については、持株会規約が作成されたのみでは足りず、個々の従業員によ

る入会の申込みの意思表示が必要である（同前）。 ← 新規加入時を想定 

 

複数の期日に分けて行う売買等を計画しておき、都合の良い取引のみを実行する。 

→ 計画決定の時点において当該計画を実行する意思がないから「知る前計画」には

当たらないと解することができる。 

 

・重要事実を常に入手し続けるような地位にいる者 

→ 知る前計画を決定した時点で知っている重要事実については、適用除外を受ける

ことはできないが、決定後に知った重要事実について適用除外を受けることができ

る（金融庁「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」問５（平成 27年 9月 2日改訂））。 

 

（２）確認措置 

 次の３つの確認措置のうち、いずれかが採られることが必要 

① 証券会社による提出日の確認（14号ロ(1)） 

 「知る前計画」の写しを、重要事実を知る前に、証券会社に提出し、提出日について確

認を受ける。 

← 知る前計画の事後的なねつ造防止のため（船越 34頁） 

 

・確認を受けるのは提出日のみであり、投資者が「重要事実を知る前に」提出したことは
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投資者が適用除外を受ける要件ではあるが、証券会社が確認する対象ではない。 

← まだ特定されていない重要事実を知らないことを確認することは不可能に近い。 

 

Cf. 証券会社は、インサイダー取引規制に違反するおそれがあることを知りながら取引を

受託することを禁止されているから（金商業府令 117条 1項 13号）、売買等の受託等を

するに当たっては、重要事実に基づく取引でないことについて確認する必要がある（同

前）。 

← 証券会社の規制としてはその通りであるが、当該規制から導かれる確認の程度は

相当に低いであろう。 

提出日を確認する証券会社は、投資者が取引を委託する証券会社でなくても良い。 

 

・証券会社が、知る前計画の共同決定者であるときは、別の証券会社に提出日を確認して

もらうか、②③の確認措置を採る必要がある。 

 

・証券会社は、計画の決定日を確認する必要はない（同前）。 

 証券会社が当該投資者から売買等を受託するときも、その売買等が「知る前計画」記載

のとおりの内容になっていることを確認することまでは求められない（同前）。 

← 投資者が適用除外を受けるための要件であり、確認の対象ではない。 

 

 ② 「知る前計画」に確定日付を得ること（14号ロ(2)）。 

・知る前計画の決定時期を明確にできる点で①と同様の効果をもつ。 

 

・②の利用は、証券会社が知る前計画の共同決定者であり、①の方法を利用できない場合

に限られる。 

 ← 確定日付を受けた契約・契約が公証人役場等で保管されないことから、複数の契約・

計画を準備して確定日付を得たうえで有利な契約・計画のみを実行するような濫用事

例に、確定日付が利用されやすい（船越 36頁）。 

← ①の方法も、複数の証券会社を利用することにより濫用事例であることを隠ぺい

できるから、利用されやすいかどうかは程度問題 

← 証券会社が「知る前計画」の当事者であっても、他の証券会社の確認を受けるこ

ともできるから、②の利用要件が濫用防止の観点から十分なものであるかどうか、

検討の余地はある。 

 

 ③ 「知る前計画」の公衆の縦覧（14号ロ(3)） 

 ← 公衆縦覧の事実があれば、事後に計画をねつ造することができない 

「166条 4項に定める公表の措置に準じ公衆の縦覧に供されたこと」限定。 



18 

 

 ： 法定開示書類への記載と公衆縦覧（166条 4項） 

取引所の適時開示（施行令 30条 1項 2号～5号）をいう。 

・2 以上の報道機関への伝達：「公開されたこと」には該当するが「公衆の縦覧に供された

こと」には当たらない（船越 37頁）。 

← 報道機関が当該事実を公表するとは限らない。 

・自社ＨＰによる公表も「知る前計画」の公表方法としては使えない（同前） 

→ ③を利用できる者は限られる。 

 

 cf. アメリカでは、rule10b5-1 計画は Form8-K（臨時報告書）で任意に開示されること

がある。SECは、rule10b-5計画を Form8-Kの開示項目に含める提案をしたが、実現

せず。 

・日本： 発行者の役職員や発行者による「知る前計画」は臨時報告書に臨時報告書の開

示項目ではなく、取引所の適示開示規則上も開示が必要な事項ではない。 

→ 臨時報告書や適時開示において、発行者がその役職員のために任意の開示を

することができるのか？ 

 

（３）知る前計画の実行として行う売買等につき、売買等の別、銘柄および期日、当該期

日における売買等の総額または数（デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項）

が、当該計画において特定されているか、当該計画においてあらかじめ定められた裁量の

余地がない方式により決定されること（14号ハ）。 

  

 ← 有価証券の売買等は重要事実を知った後に行われるので、売買の実行時時の裁量を

極力排除しておかないと、適用除外規定が脱法的に利用されてしまう。 

① 要件 

 ・売買等の別：売付け、買付け、売付け・買付け以外の有償譲渡、合併による承継取得

といった別 

 ・期日：売買等を行う特定の日。期間を定めるのではだめ。 

・当該期日における売買等の総額または数が、知る前計画において特定されているか、 

裁量の余地がない方式によって決定されていること。 

 

・ 裁量の余地のない期日の特定方式 

「計画の決定の後、東京証券取引所における終値がはじめて○円を超えた日の翌日」を期

日とするなど、本人の裁量によらない条件の成就により自動的に期日が定まる方式である

ことを要する（船越 37頁）。 

→ 決算発表日の翌取引日に売却する 

： 売却者が決算発表について裁量を有する場合には裁量の余地がない方式とは
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いえない。 

持株会規約において、入会資格喪失時に端株を売却することを定める（パブコ 26④） 

→ 取締役に就任すると従業員持株会の入会資格を喪失する。 

取締役に就任するという条件の成就は本人の裁量によらないとはいえない。 

but 具体的な就任の日時の決定について本人に裁量があるわけではない。 

→ 適用除外の対象とすべき？ 

 

・ストックオプションの行使により取得した株式の売却期日（パブコメ 28①～⑨） 

 権利行使をした場合に株式入庫の翌営業日に売却するといったように権利行使の期日と

売却の期日が関連付けられている場合、取引者が権利行使の期日について裁量を有する場

合には売却期日についても裁量を有することになるから、14 条の適用除外を受けられない

（金融庁）。 

← ストックオプションの行使による株式の取得は適用除外（166条 6項 2号） 

行使期日を左右することによって売却期日を変えられる場合は、売却取引について

14号の適用除外を受けられないこともやむを得ない。 

 

・証券会社等に売買等の期日を一任することにより、売買等を行う本人の裁量により期日

が決まらないようにする方法も認められる。 

 

・期日ごとの売買等の総額または数 

一定期間における総額または数を定めたり、上限と下限を定めるだけでは足りない。 

 

② 売買等の額・数が予定に満たない場合 

 当日の市場の状況等により、予定より少ない額・数の売買等しか行えなかった場合 

→ 売買等が計画の実行として行われたか否かという 14号イの要件充足性の問題 

外部的な事情により、やむを得ず予定に満たない取引しか行えなかったときは 14号

イの要件を充足している（船越 38頁）。 

売買等の執行できなかった分を翌取引日に執行することは認められない。 

 

← 売買等を一日で執行できないことが予想される場合 

連続する複数の期日に売買等を行うことができるよう「知る前計画」を定めておく。 

期日ごとの売却の数が総売却数を超えるように計画を定めることも認められてよい

のでは？ 

 

③ 知る前計画の不実施 

 いったん定めた計画を実行しないことは、基本的にインサイダー取引規制に違反しない
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（船越 38頁）。 

← インサイダー取引は重要事実を知って有価証券の売買等を行う行為であり、有価証

券の売買等を思いとどまる行為は処罰の対象とされていない。 

知る前契約・計画を実行しない裁量を有することは、期日ごとの売買数量等があらかじ

め定められているという 14号ハの要件充足性を否定するものではない（同前）。 

← どういう意味か？ 

  cf. 期日における取引数量を意図的に少なくした場合には 14 号イの要件を充足しな

い。 

 → 期日における売買等を全部実行しないときはインサイダー取引規制に違反しないが、

意図的に一部を実行しないときは、適用除外を受けられず、実行した残部について

インサイダー取引が成立する可能性がある？ 

  but たとえば、重要事実を知って売却を思いとどまるのは、株価を押し上げる良い情

報を知った場合であろうから、そのような場合に、計画の一部を売却する行為は、

166条 6項 12号の「特別の事情に基づく売買等」としての適用除外を受けられる

はずであり（後述Ｑ＆Ａ問３ 参照）、また全部の売却を思いとどまった場合より

も悪性は低い。 

 

④ 濫用的な計画の不実施 

・あらかじめ複数の計画を準備したうえで、有利な計画のみを実行し、不利な計画を実行

しない場合、形式的には別個の計画であっても、全体としてみれば「売買等の別」や「期

日」等について特定されまたは裁量の余地のない方式により決定されているとは認めら

れないときは、14号ハの要件を満たさない（船越 38頁）。 

 

ex.) 同一人が同一の期日を含む株式の購入計画と売却計画と決定し、期日までに良い情

報を知った場合には、購入計画のみを実施し売却計画を実施せず、悪い情報を知った

場合には、売却計画のみを実施し購入計画を実施しない。 

→ ある期日に着目すると、売買等の別について裁量が与えられていると見ることが

できるし、一方の計画に着目すると、複数ある期日のうち特定の期日にのみ取引

を行う裁量が与えられていると見ることができる。 

 

・複数の期日に分けて売買等を行うことを内容とする計画を準備した上で、有利な期日の

売買等のみを行い、不利な期日の売買等を行わないこととするなど、全体としてみれば

当該計画の実行として売買等を行っていると認められないときは、14 号イの要件を満た

さない（同前）。 

 

 ex.) 長期に亘る複数期日の株式購入計画を決定し、良い情報を知った場合には購入を行
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い、それ以外の期日には購入計画を実施しない場合 

 

⑤ 知る前計画の変更 

 「知る前計画」を変更するときは、変更時点で、上記（１）から（３）の要件を充足す

る必要がある。 

変更とは、14 号ハに規定する事項―売買の別、銘柄、期日、各期日における売買等の総

額または数、これらが方式によって決定されているときは当該方式の内容―に変更があ

る場合に限られる（船越 39頁）。 

 

３ 「知る前契約・計画」に係る包括的適用除外規定の位置づけ 

・取引規制府令 59条 1項 14号は、同府令 1号から 13号に該当しない場合に、知る前契約・

計画の種類を問わず適用される―包括的適用除外規定 

 

・14号の要件はかなり形式的。 

知る前計画について証券会社の確認手続を受けずに、当該計画に基づく有価証券の売買

等を行った場合、14号に基づく適用除外を受けることはできない。 

cf. 金商法 166条 6項 12号 

「知る前契約・計画」に基づく売買等に準ずる特別の事情に基づく売買等であることが

明らかな場合：内閣府令に列挙されたもの以外であっても、インサイダー取引規制の適

用除外となる。 

→ 上記の売買等も、重要事実を知る前に決定された計画に基づいて裁量のない方式で行

われたのであれば、「特別の事情に基づく売買等」の適用除外に該当すると解される。 

・真の包括的適用除外規定は、166条 6項 12号にいう特別事情に基づく売買等 

 

・14 号： 形式的な要件を満たした場合に、投資決定が重要事実を知ったことと無関係に

行われたか否かを問うことなくインサイダー取引の罪に問わないセーフ・ハーバーで

ある。14 号の規定する内容は厳格すぎるように思われるが、そのこともセーフ・ハー

バーであると考えると理解しやすい。 

 

・金融庁は、投資決定が重要事実を知ったことと無関係に行われた場合を、「知る前契約・

計画」とは別の、解釈上の適用除外規定と考えているよう。 

① 「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」問１（平成 20年） 

上場会社が自己株式の取得を外部委託して実行する場合にインサイダー取引に当たらな

いための条件 

← Ｑ＆Ａに従った自己株式の取得は、解釈上、インサイダー取引に当たらないと解さ

れるのであり、「知る前契約」に係る適用除外に該当することを根拠としてインサイダー



22 

 

取引規制に違反しないと考えるものではない（パブリックコメントに対する考え方 No.4）。 

・ 実質は特別事情に基づく売買等の適用除外ではないか？ 

 

② Ｑ＆Ａ問３（平成 26年 6月） 

重要事実を知っている上場会社の役職員が、株式を売買等を行った場合であったとして

も、「重要事実」が、その公表により株価の上昇要因となることが一般的に明白なときに、

当該株式の売付けを「重要事実」の公表前に行っている場合や、「重要事実」を知る前に、

証券会社に対して当該株式の買付けの注文を行っている場合など、取引の経緯等から「重

要事実」を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、インサイダー取引規制

違反とならない。 

 

・ インサイダー取引規制の解釈は実質化してきており、今回の府令改正を契機に、包

括的適用除外規定の解釈が柔軟に行われることを望む。 

 

４ 「対抗買い」に係る適用除外規定の解釈の明確化 

（１）経緯 

 対抗買い： 重要事実または公開買付け等事実の情報受領者が、公開買付け等に対抗す

るため被買付企業の取締役会が決定した要請に基づいて行う株券等の買付け等（金商

法 166条 6項 4号、167条 5項 5号） 

・「公開買付け等」に該当する事実が存在するかどうか、被買付企業が確実に把握すること

が難しい。 

・対抗買いの要請の決定が金融商品取引所の適時開示事項とされているため、対抗買いを

行い難い。 

 

→ 「対抗買いに関する適用除外規定（金商法 166 条６項４号、167 条５項５号）につい

ても、実務面で利用し難いとの指摘があることを踏まえ、解釈の明確化等を図っていくこ

とが適当である。」（平成 24年インサイダー取引規制に関するワーキンググループ報 10頁） 

 

→ 金融商品取引法等ガイドラインが平成 27年 9月 2日に改正され、166－1・166－2と

167－1が新設された。 

「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」に問４が加えられた。 

 

（２）改正ガイドラインの内容 

・166－1・167－1 

 対抗買いの要請が、 

① 公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること、および



23 

 

② 公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものである場合には、 

仮に実際には公開買付け等が存在しなかったとしても、適用除外を認める（船越 41頁）。 

 

◆「公開買付け等がある」：公開買付けに係る決定、5％以上の株式買集めについては、そ

れに係る決定があり、かつ買集め行為により株券等所有割合が 5％を超えている場合を

いう（Ｑ＆Ａ問４答（１））。 

◆「合理的な根拠に基づく」：公開買付けについて具体的な提案を受けたこと、報道がなさ

れたこと、買集め行為については具体的な大量保有報告書で確認したこと、通知を受

けたこと、報道がなされたこと等（Ｑ＆Ａ問４答（２）） 

 

・①②は、「対抗買いの要請」の要件の解釈 

 ← 刑事罰： 要請を受けた者が「対抗買いの要請」がないのにそれがあると判断して、

重要事実を知りつつ対抗買いの取引をしたときは、事実の錯誤として故意が

阻却されるのはないか。 

課徴金： 違反者の故意過失を問わずに課される。 

 

◆「対抗買いの要請」を受けた者は、対象会社が行う当該重要事実等の公表等に基づき、

当該要請が、公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであり、か

つ、公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであるかにつき、適切に判断す

る必要がある（Ｑ＆Ａ問４答（３））。 

 

・適時開示として公表される「対抗買いの要請」に、①②の要件充足性を基礎づける情報

が示されていればそれに依拠してよい。 

cf. 「対抗買いの要請」の開示項目：決定の理由、概要、今後の見通し（有価証券上場規

程施行規則 402条の 2第 1項 1号） 

→ 開示事項だけでは合理的な根拠の有無等が分からない場合、要請を受けた者は対象

会社に問い合わせて、「対抗買いの要請」の要件充足性を確認する必要があろう。 

 

◆「対抗買いの要請」を受けた者が、公開買付け等がないことを知りながら株券等の買付

け等を行うことは、適用除外の対象にならない（ガイドライン 166－2）。 

 ← 悪意者の買付け等は対抗買いの要請に「基づいて」するものに当たらないという構

成（船越 41頁）。 
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コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 

凡 例 

本「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」においては、以下の略称を用いています。 

正 式 名 称 略 称 

金融商品取引法 金商法 

金融商品取引法施行令 金商法施行令 

金融商品取引業等に関する内閣府令 金商業等府令 

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 取引規制府令 

金融商品取引法等に関する留意事項について 金商法等ガイドライン 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

●取引規制府令 

 ▼改正取引規制府令第 59 条第 1項第 14 号イ・第 63 条第 1項第 14 号イ 

1 

 第 14 号イの「知る前に決定された計画」の

「決定」とは、会社内の権限分掌規程に基づい

て決定がなされていれば足り、取締役会その他

会社法所定の機関による決定を経由する必要は

ないと理解して良いか。 

 個別事例ごとに実態に即して判断すべきもの

ではありますが、法人が「知る前計画」を決定

する場合には、基本的に、当該法人における権

限分掌規程等に基づき決定していれば足り、必

ずしも取締役会における決定に限定されるもの

ではないと考えられます。 

2 

 第 14 号イの「知る前に決定された計画」に

係る適用除外規定が、個人に適用される余地は

あるか。 

 適用される余地がある場合、どのような行為

があれば、個人が知る前に計画を決定したと評

価できるか。買おうという意思のもと、計画を

書面で作成すればよいか。 

 「知る前計画」に係る適用除外は、法人が決

定したもののみならず、個人が決定したものに

ついても適用され得ると考えられます。 

 どのような場合に個人が計画を「決定」した

と言えるかは、個別事例ごとに実態に即して判

断すべきものではありますが、計画を、当該計

画を実行する意思のもと、書面により作成すれ

ば、通常、計画を「決定」したと言えると考え

られます。 

3 

 本改正案の主旨が、より包括的な適用除外の

規定を設けることなのであれば、「業務等未公

表の重要事実を知る前」についてはより厳格な

規定が必要になると考える。 

 特に「重要事実」のうち、「業務執行を決定

する機関が決定をしたこと」、について、例え

ば、業務執行を最終決定する機関が取締役会で

ある場合、取締役会で決議される数週間前に、

常務会や経営会議において取締役会へ付議する

ことを決定した事実を知った役員がその直後に

「知る前契約」「知る前計画」がなされた場

合、には合法的な抜け道となってしまう恐れが

あるのではないか。 

 「業務執行を決定する機関」（金商法第 166

条第 2 項第 1 号柱書）は、会社によって、ま

た、決定する事柄によって異なり、当該会社に

おける意思決定の実情に照らして個別に判断さ

れるため、必ずしも取締役会のみが「業務執行

を決定する機関」に該当するとは限らないと考

えられます。 

 個別事例ごとに実態に即して判断すべきもの

ではありますが、ご指摘のようなケースでは、

役員が取締役会への付議を知った時点では、既

に「業務執行を決定する機関」による決定がな

されている場合も多いと考えられ、その場合に

は「知る前」に該当しないと考えられます。 
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4 

 「知る前契約」は、買付行為者がインサイ

ダー情報を知った場合であってもインサイダー

取引規制の適用除外となる場合を定めたものだ

が、情報遮断された信託方式による自己株取得

は、インサイダー情報がない状態で信託契約を

締結した後に情報遮断された買付行為者がイン

サイダー情報を有していない状態で買付するも

のであり、「知る前契約」には該当しないと理

解しているが、その整理でよいか。 

 ご指摘のようなケースでは、一般に、会社関

係者が重要事実を知って売買等を行う場合に該

当しないと考えられることから、基本的にイン

サイダー取引規制に違反しないものと考えられ

ており（「インサイダー取引規制に関する

Q&A」問 1 参照）、「知る前契約」に係る適用

除外に該当することを根拠として、インサイ

ダー取引規制に違反しないと考えるものではあ

りません。 

5 

 契約締結・計画決定時点で、未公表の重要事

実を保有していたとしても、契約等に基づく売

買実施までにかかる重要事実が公表又は消滅し

ている場合には、契約等に基づく売買が可能で

あることを明確にすべきである。 

 その上で、業務等に関する重要事実を逐次入

手する立場の者が、契約・計画時点で知ってい

た重要事実 A について、売買等を行う前に公表

され、契約締結・計画決定後に知った重要事実

B については当該売買等を行う時点において未

公表となっている場合には、B に関する「知る

前計画」になり、当該売買等を行うことができ

ることを明確にすべきである。 

 ご指摘を踏まえ、契約の締結又は計画の決定

の時点において重要事実を知っている場合にお

ける「知る前契約・計画」の考え方について、

「インサイダー取引規制に関する Q&A」におい

て整理することとします。 

6 

 「知る前契約・計画」の書面の書式について

は何ら限定はなく、例えば、会社内の権限分掌

規程に基づき作成された稟議許可書などの社内

書類でも認められると理解して良いか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

7 

 「書面による契約」、「書面による計画」に

ついては、電磁的記録により作成されたものも

含まれると理解して良いか。 

 電磁的記録により作成されたものは、「書面

による契約」又は「書面による計画」に該当し

ないと考えられます。 

 ▼改正取引規制府令第 59 条第 1項第 14 号ロ・第 63 条第 1項第 14 号ロ 

  ▼証券会社に対する提出 

   （証券会社による受け入れ及び確認） 

8 

 第 14 号ロ(1)（パブコメ案同号ロ(3)）の金

融商品取引業者は、実際に買付けの注文を行う

相手方となる証券会社以外の証券会社であって

もよいのか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

9 

 第 14 号ロ(1)（パブコメ案同号ロ(3)）の

「金融商品取引業者による確認」とは、提出さ

れた計画の日付を、金融商品取引業者が認識す

ればよいのか。それとも、金融商品取引業者か

ら、提出の日付について確認した旨の発言又は

書面が必要なのか。 

 「金融商品取引業者による確認」の方法につ

いては、法令上、特段の定めはありません。 

10

 証券会社が確認するのは「契約締結日」では

なく、あくまでも「証券会社に提出した日」を

確認・管理するものであることを確認したい。

 基本的にご理解のとおりと考えられます。た

だし、インサイダー取引規制に違反すること又

は違反するおそれのあることを知りながら売買

等の受託等をする場合には、金商業等府令第

117 条第 1項第 13 号に規定する禁止行為に該当

することとなると考えられます。 
11

 証券会社は、提出された「契約・計画の内

容」及び「契約書の真正性」の確認義務は負わ

ないことを確認したい。例えば、当該契約・計

画の写しに日付を押印し、顧客が封筒に入れて

封をした上で提出してもらう方法も可能と考え

る。 
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12

 「当該契約又は計画の写しが、金融商品取引

業者に対して提出され、当該提出の日付につい

て当該金融商品取引業者による確認を受けたこ

と」とあるが、これは、証券会社が「当該契約

又は計画の写し」の提出を受ければ足り、当該

写しの原本の確認義務は負わないという理解で

よいか。 

13

 証券会社が「当該契約又は計画の写し」の提

出を受けて「当該提出の日付」のみを確認・管

理していれば、結果的に顧客による株式等の売

買が第 14 号の各要件を満たさずにインサイ

ダー取引に該当したとしても、証券会社は原則

として責任を問われないという理解でよいか。

14

 「知る前契約」又は「知る前計画」に基づく

発注を行う責任は投資家にあり、証券会社に

は、提出された「知る前契約」又は「知る前計

画」に定められた執行方法を遵守しているかど

うかの確認義務はないことを確認したい。 

   （契約を締結した相手方又は計画を共同して決定した者） 

15

 「当該金融商品取引業者が当該契約を締結し

た相手方又は当該計画を共同して決定した者で

ある場合」について、単に株式売買等の委託契

約を締結した相手方が金融商品取引業者である

ときは、当該場合に含まれないとの理解でよい

か。すなわち、「知る前契約」とは別に金融商

品取引業者と顧客との間で株式売買等の委託契

約があっても、第 14 号ロ(1)（パブコメ案同号

ロ(3)）の適用を受けることができると考えて

よいか。 

 例えば、顧客が株式を市場で一定期間継続的

に売買することを予定する場合、これに関する

決定を書面化したものを「知る前計画」として

証券会社に提出して確認を受ければ、当該証券

会社との間で上記売買注文の執行を内容とする

株式売買委託契約（株式を市場で一定期間継続

的に売買する注文の執行を委託する契約）を締

結していたとしても、第 14 号ロ(1)（パブコメ

案同号ロ(3)）の適用を受けることが可能と考

えてよいか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

 「当該金融商品取引業者が当該契約を締結し

た相手方又は当該計画を共同して決定した者で

ある場合」とは、金融商品取引業者が「知る前

契約」を締結した相手方又は「知る前計画」の

共同決定者である場合のことであり、「知る前

契約」の履行又は「知る前計画」の実行として

行う売買等の委託契約を締結した相手方である

場合のことではないと考えられます。 

16

 第 14 号ロ(1)（パブコメ案同号ロ(3)）の

「共同して決定」について、例えば、証券会社

から一定の銘柄について勧誘を受け、それを受

けて特定の有価証券の購入を決定した場合も、

この「共同して決定」に該当することになるの

か。 

 「計画を共同して決定した者」には、「契約

を締結した相手方」と同等の当事者性が必要と

考えられます。 

 証券会社が一定の銘柄について勧誘したり、

売買執行方法の決定等に関与したのみでは、基

本的に、「共同して決定」に該当しないと考え
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17

 「当該金融商品取引業者が・・・当該計画を

共同して決定した者である場合」とあるが、金

融商品取引業者が「知る前計画」を共同して決

定した場合という意であり、金融商品取引業者

が売買執行方法の決定等に関与したことだけで

は当該場合に含まれず、本号本文の適用を受け

ることができると考えてよいか。 

 証券会社が顧客と株式売買委託契約を締結す

るにあたり、一定の裁量をもって注文を執行す

る取引一任勘定取引を行う場合であっても、

「当該計画を共同して決定した者」に該当しな

いと考えてよいか。 

られます。 

18

 証券会社を相手方とする「知る前契約」を締

結した場合又は証券会社と共同して「知る前計

画」を策定した場合であっても、当該「知る前

契約」又は「知る前計画」につき確定日付また

は公表措置をとることで、第 14 号ロの要件を

満たすと考えてよいか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

  ▼確定日付 

19

 あらかじめ複数の契約又は計画を準備した上

で、有利な契約又は計画のみを履行又は実行

し、不利な契約又は計画を履行又は実行しない

こととする場合でも、「知る前契約・計画」と

して適用除外の対象となるのか。 

 例えば、次のような方法で実質的にインサイ

ダー取引が可能になってしまうのではないか。

・ 同条件で「買いの契約」と「売りの契約」

を締結 

・ 契約締結後、意図的にインサイダー情報を

入手 

・ インサイダー情報に基づき、不利な契約を

解除 

・ 有利な契約のみを履行 

 この点、確定日付の付与を受ける措置につい

ては、実行しないこととした契約又は計画を隠

匿することが容易であり、事実上規制をすり抜

けることができるので、第 14 号ロに規定する

他の措置に比べて実効性が低いのではないか。

 ご指摘を踏まえ、パブコメ案第 14 号ロ(1)を

修正し、「当該契約又は計画に確定日付が付さ

れたこと」の措置は、証券会社が当該契約を締

結した者又は当該計画を決定した者である場合

に限ることとします（第 14 号ロ(2)）。 

 なお、あらかじめ複数の契約又は計画を準備

した上で、有利な契約又は計画のみを履行又は

実行し、不利な契約又は計画を履行又は実行し

ないこととする場合、形式的には別個の契約又

は計画であっても、全体として見れば売買等の

別や期日等について特定され又は裁量の余地が

ない方式により決定されているとは認められな

いときは、第 14 号ハの要件を満たさず、行っ

た売買等について適用除外を受けられないと考

えられます。 

 また、複数の期日に分けて売買等を行うこと

を内容とする契約又は計画を準備した上で、有

利な期日の売買等のみを行い、不利な期日の売

買等を行わないこととするなど、全体として見

れば当該契約の履行又は計画の実行として売買

等を行っているとは認められないときは、14 号

イの要件を満たさず、実行した売買等について

適用除外を受けられないと考えられます。 

20

 委託者指図型投資信託約款の内容は、投資信

託法で当局への届出が義務付けられていること

から、当局への届出日をもって第 14 号ロ(2)

（パブコメ案同号ロ(1)）の確定日付とみなす

ことができ、改めて投資信託契約書等に公証人

による確定日付を取得する必要はないと考える

がどうか。 

 「知る前契約・計画」については様々な形態

のものが考えられますが、適用除外の要件とし

ては、個別の事情によらず、第 14 号ロに規定

する措置を求めることとしています。 

 したがって、約款が当局に届け出られている

ことのみをもって、確定日付の取得を不要とす

ることはできませんが、例えば、「官庁又ハ公

署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ

記載シタルトキ」（民法施行法第 5 条第 1 項第

5 号）に該当する場合等には、当該日付が確定

日付となります。 
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  ▼公表 

21

 「知る前契約・計画」は、重要事実と異な

り、報道機関に対して公開しても、必ずしも報

道されるものではないと思料するが、そのよう

な措置を認めても問題ないと考えられるのか。

 ご指摘を踏まえ、パブコメ案第 14 号ロ(2)を

修正し、「知る前契約・計画」の公表措置を、

「法第 166 条（第 167 条）第 4 項に定める公表

の措置に準じ公衆の縦覧に供されたこと」に限

ることとし、「法第 166 条（第 167 条）第 4 項

に定める公表の措置に準じ公開されたこと」

は、「知る前契約・計画」の公表措置として認

めないこととします（第 14 号ロ(3)）。 

 したがって、報道機関に対して公開する措置

及びホームページ上に公開する措置は、「知る

前契約・計画」の公表措置としては認められま

せん。 22

 パブコメ案第 14 号ロ(2)の「公開」とは、買

付を行う者のホームページ上における公表で足

りるか。 

23

 第 14 号ロ(3)（パブコメ案同号ロ(2)）の

「又は公衆の縦覧に供されたこと」には、知る

前契約の履行又は計画の実行を行う者が大量保

有者（5％ルールの開示義務者）である場合

（かつ、1％以上の契約等の場合）、当該契約

又は計画の内容を大量保有報告書の「当該株券

等に関する担保契約等重要な契約」欄に開示す

ることも含まれるか。 

 パブコメ案第 14 号ロ(2)を修正し、「知る前

契約・計画」の公表措置は、「法第 166 条（第

167 条）第 4 項に定める公表の措置に準じ公衆

の縦覧に供されたこと」に限ることとしますが

（第 14 号ロ(3)）、金商法第 166 条（第 167

条）第 4 項の規定において、大量保有報告書の

公衆の縦覧は、公表の措置に含まれていないこ

とから、これに準ずる「知る前契約・計画」の

公表措置としても認められないと考えられま

す。 

 ▼改正取引規制府令第 59 条第 1項第 14 号ハ・第 63 条第 1項第 14 号ハ 

  ▼期日 

24

 例えば 3 か月や 1 年といった一定の期間を定

める場合でも、その始期と終期が特定されてい

る限り、「期日」が特定され又は裁量の余地が

ない方式により決定されているとの理解でよい

か。 

 「期日」とは 1 日のことであり、「3 か月」

や「1 年」といった、1 日を超える「期間」を

定めるのみでは、「期日」が特定され又は裁量

の余地がない方式により決定されているとは言

えないと考えられます。 

25

 例えば 5 年後や 10 年後といった遠い将来の

期日を設定した場合でも、「期日」が特定され

ているとの理解でよいか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

26

 売買等の実行条件を設ける場合でも、「期

日」が特定され又は裁量の余地がない方式によ

り決定されていると言えるか。例えば、次のよ

うなケースはどうか。 

① 計画において、市場価格が一定の価格以上

になった日に売却することを定める 

② 計画において、決算発表日の翌取引日に売

却することを定める 

③ 計画において、業績予想を達成した旨の決

算発表がなされた日の翌取引日に売却するこ

とを定める 

④ 持株会規約において、入会資格喪失時に端

株を売却することを定める 

 実行条件の成就の期日に関して裁量を有する

場合には、売買等の「期日」に関しても裁量を

有することとなるため、売買等の「期日」が特

定され又は裁量の余地がない方式により決定さ

れているとは言えないと考えられます。 

 実行条件の成就の期日に関して裁量を有しな

い場合には、売買等の実行条件を設ける場合で

も、基本的に、売買等の「期日」が裁量の余地

がない方式により決定されていると考えられま

す。 

 実行条件の成就の期日に関して裁量を有する

か否かは、個別事例ごとに実態に即して判断す

べきと考えられます。 

27

 決算公表後や M&A 公表後に売買を行うという

ような業績や決定事実の公表を条件とした「知

る前契約・計画」の場合、当該法人や役職員な

どの関係者にとっては、公表のタイミングをコ

ントロールできる可能性があるため、売買のタ

 ある事実の公表の期日と売買等の期日が関連

付けられている場合、公表の期日の決定に関し

て裁量を有する者については、売買等の期日に

関しても裁量を有することとなることから、売

買等の期日が特定され又は裁量の余地がない方
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イミングに恣意性があると見做されるおそれが

あるが、この場合であっても、恣意性があると

考えられるのは発行会社及び親会社並びにそれ

ぞれの業務執行決定機関の構成メンバーに限る

と考えて良いか。 

式により決定されているとは言えないと考えら

れます。 

 どのような者が公表の期日の決定に関して裁

量を有するといえるかは、個別事例ごとに実態

に即して判断すべきものであり、必ずしも発行

会社及び親会社並びにそれぞれの業務執行決定

機関の構成メンバーに限るとは言えないと考え

られます。 

28

 ストックオプションの権利行使により取得し

た株式を売却する旨の「知る前契約」の締結又

は「知る前計画」の策定にあたって、以下の旨

の定めがあれば、第 14 号ハの要件の一つであ

る「期日」が特定されている又は裁量の余地が

ない方式により決定されていると考えられるか

確認したい。 

① 予め定められた期日に権利行使し、株式が

入庫された翌営業日の寄付き（始値）で売却

する旨（役職員に行使の履行及び売却の実行

に関する選択の余地はなく、必ず権利行使の

履行及び売却の実行をするものとする） 

② 予め定められた期日に権利行使し、権利行

使日以降で終値が○○円以上（設定価格）と

なった日の翌営業日に売却する旨（設定価格

があらかじめ定められているものとする。価

格に達しない場合は売却せず、株式で継続保

有。） 

③ 権利行使を行うかどうかの選択は役職員が

行うが、権利行使した場合は、株式入庫の翌

営業日に売却する旨（1 年に 1 回～数回の権

利行使期間が設定されるものとし、権利行使

しなかった者は次回の行使期限を待つことと

なる） 

④ 権利行使を行うかどうかの選択は役職員が

行い、権利行使日以降で終値が○○円以上

（設定価格）となった日の翌営業日に売却す

る旨（1 年に 1 回～数回の権利行使期間が設

定されるものとし、権利行使しなかった者は

次回の行使期限を待つこととなる。株価が設

定価格に達しない場合は売却せず、株式で継

続保有。） 

⑤ 権利行使を行なえる日は一定の期間が設定

されており、役職員は当該期間の中の任意の

日に権利行使できるが、権利行使後の株式売

却は、株式入庫の翌日に売却する旨（設定さ

れる期間が、数日間の場合と数週間・数か月

の場合で考え方は異なるか。） 

⑥ 権利行使を行なえる日は一定の期間が設定

されており、役職員は当該期間の中の任意の

日に権利行使できるが、権利行使後の株式売

却は、予め定めた期日に行う旨（売却日は、

例えば決算発表日の翌営業日の寄付き等を想

定） 

⑦ 権利行使を行なえる日は一定の期間が設定

 個別事例ごとに実態に即して判断すべきもの

ではありますが、ご指摘のケースについて言え

ば、①、②及び⑨については、ストックオプ

ションの権利行使の期日と売却の期日が関連付

けられていますが、基本的に、権利行使の期日

の決定に関して裁量を有しておらず、売却の期

日に関しても裁量を有しないこととなるため、

売却の期日が裁量の余地がない方式により決定

されていると考えられます。 

 ③～⑤及び⑦については、権利行使の期日に

関して裁量を有しており、かつ、権利行使の期

日と売却の期日が関連付けられていることか

ら、売却の期日に関しても裁量を有することと

なるため、売却の期日が特定され又は裁量の余

地がない方式により決定されているとは言えな

いと考えられます。 

 ⑥については、基本的に、権利行使の期日と

売却の期日が関連付けられていないことから、

権利行使の期日に関して裁量を有するとして

も、売却の期日については特定されていると考

えられます。 

 ⑧については、権利行使の期日と売却の期日

が関連付けられていることから、「あらかじめ

定めた特定の条件」の成就の期日に関して裁量

を有する場合には、売却の期日に関しても裁量

を有することとなるため、売却の期日が特定さ

れ又は裁量の余地がない方式により決定されて

いるとは言えないと考えられます。「あらかじ

め定めた特定の条件」の成就の期日に関して裁

量を有しない場合には、基本的に、売却の期日

が裁量の余地がない方式により決定されている

と考えられます。 
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されており、役職員は当該期間中の任意の日

に行使できるが、権利行使後の株式売却は、

権利行使後で終値が○○円以上（設定価格）

となった日の翌営業日に売却する旨 

⑧ 役職員の地位を喪失した場合、役員に就任

した場合または役員の役位が昇格した場合な

ど、予め定めた特定の条件が達成されたとき

から予め定めた期間経過後に権利行使し、株

式が入庫された翌営業日の寄付き（始値）で

売却する旨（役職員に行使の履行及び売却の

実行に関する選択余地はなく、必ず行使の履

行及び売却の実行をするものとする） 

⑨ 株価（終値）が○○円以上（設定価格）と

なった日の翌営業日に権利行使し、株式が入

庫された翌営業日の寄付き（始値）で売却す

る旨（役職員に行使の履行及び売却の実行に

関する選択余地はなく、必ず行使の履行及び

売却の実行をするものとする。） 

  ▼売買等（買付け等又は売付け等）の総額又は数 

29

 契約又は計画において、一定期間における売

買等の総額又は数を定めた場合には、「数」が

特定され又は裁量の余地がない方式により決定

されているとの理解でよいか。 

 パブコメ案第 14 号ハにおける「数、価格及

び期日」との文言を「期日並びに当該期日にお

ける売買等の総額又は数」との文言に修正しま

す。これにより、「期日並びに当該期日におけ

る売買等の総額又は数」が、特定され又は裁量

の余地がない方式により決定されている必要が

あることとなります。 

 「売買等の総額又は数」については、「期

日」単位（1 日単位）で特定され又は裁量の余

地がない方式により決定されている必要があり

ます。「当該期日における売買等の総額又は

数」と規定されているとおり、一定期間におけ

る売買等の総額又は数を定めるのみでは、「当

該期日における売買等の総額又は数」が特定さ

れ又は裁量の余地がない方法により決定されて

いるとは言えないと考えられます。 

30

 計画において、一定の「数」を定めたもの

の、約定が成立しないなどやむを得ない事由に

より、当該数に満たない数の取引しか行えな

かった場合でも、第 14 号ハの要件を満たすと

いう理解でよいか。 

 「売買等の総額又は数」については、「期

日」単位（1 日単位）で特定され又は裁量の余

地がない方式により決定されている必要があり

ます。 

 個別事例ごとに実態に即して判断すべきもの

ではありますが、計画のとおりに売買等を行わ

なかったことは、「数」が特定され又は裁量の

余地がない方式により決定されているか否かの

問題ではなく、売買等が「計画の実行として」

行われたと言えるか否かの問題となると考えら

れます。外部的な事情により、やむを得ず計画

に満たない数の取引しか行えなかったことは、

基本的に、売買等が「計画の実行として」行わ

れたことを否定するものではないと考えられま

す。 
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31

 計画において、想定よりも少ない数量の売買

等しか成立しない事態を想定して、「最大○

株」と定めた場合でも、「数」が特定され又は

裁量の余地がない方式により決定されていると

の理解でよいか。 

 「数」の上限又は下限を定めるのみでは、特

定され又は裁量の余地がない方式により決定さ

れているとは言えないと考えられます。 

  ▼その他 

32

 「価格」が特定され又は裁量の余地がない方

式により決定されていると評価されるために

は、どの程度の具体的な内容を定める必要があ

るのか。 

 パブコメ案第 14 号ハにおける「数、価格及

び期日」との文言を「期日並びに当該期日にお

ける売買等の総額又は数」との文言に修正しま

す。このため、「価格」が特定され又は裁量の

余地がない方式により決定されている必要はあ

りません。 

33

 「あらかじめ定められた裁量の余地がない方

式により決定されること」とは、契約又は計画

の当事者（売買等を行う主体）にとって裁量の

余地がない方式という趣旨と理解してよいか。

この場合、証券会社が重要事実を知らないこと

を前提に、売買執行タイミングや価格を証券会

社に一任するような執行方法の定めは認められ

ると考えてよいか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

34

 インデックスファンドの運用として行う売買

等について、投資信託約款に定める運用方針に

則り、予め特定された運用モデル等に従って売

買している場合は、銘柄選択に運用者の裁量が

排除されていることから、第 14 号ハに該当す

ると考えてよいか。 

 インデックスファンド等の投資信託の運用者

も、第 14 号に規定する適用除外の対象となり

得ますが、同号ハの要件を満たすためには、

「売買等の別、銘柄及び期日並びに当該期日に

おける売買等の総額又は数」について、運用者

の裁量が排除されている必要があります（パブ

コメ案第 14 号ハを修正）。 

 したがって、銘柄選択について運用者の裁量

が排除されているのみでは足りないと考えられ

ます。また、売買のタイミングについては、

「期日」の単位まで裁量が排除されている必要

があるため、期日選択の裁量を有する場合に

は、要件を満たさないと考えられます。 

35

 第 14 号ハに規定する「当該契約若しくは計

画においてあらかじめ定められた裁量の余地が

ない方式」とは、具体的にどのような方法を想

定しているのか。例えば、一般的なインデック

スファンドのように売買は指数構成銘柄であ

り、売買タイミングは追加設定・解約や指数構

成変更に伴うリバランス等で運用者の恣意が排

除されている場合は、これに該当すると考えて

よいか。 

36

 「知る前契約」「知る前計画」に係るインサ

イダー取引規制の適用除外について、包括的な

適用除外規定の前提となっている考え方には、

いわゆるインデックスファンド等のパッシブ型

投資信託も対象範囲に含まれるという理解で良

いか。 
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37

 「知る前契約・計画」に基づく売買等を行う

前に当該契約・計画を撤回するなどして、一旦

締結又は決定した「知る前契約・計画」を履行

又は実行しないことは、売買等がない以上、イ

ンサイダー取引規制に違反しないことを明確に

すべきである。 

 また、「知る前契約・計画」を履行又は実行

しないことについて裁量を有していたとして

も、第 14 号ハの要件を満たすという理解でよ

いか。 

 証券会社は、「知る前契約・計画」を受け入

れた後、顧客より売買等の中止の指示を受けた

際は、中止できるか。 

 一旦締結又は決定した「知る前契約・計画」

を履行又は実行しないことは、基本的にインサ

イダー取引規制に違反しないと考えられます。

また、「知る前契約・計画」を履行又は実行し

ないことについて裁量を有することは、基本的

に、第 14 号ハの要件を満たすことを否定する

ものではないと考えられます。 

 ただし、あらかじめ複数の契約又は計画を準

備した上で、有利な契約又は計画のみを履行又

は実行し、不利な契約又は計画を履行又は実行

しないこととする場合、形式的には別個の契約

又は計画であっても、全体として見れば売買等

の別や期日等について特定され又は裁量の余地

がない方式により決定されているとは認められ

ないときは、第 14 号ハの要件を満たさず、

行った売買等について適用除外を受けられない

と考えられます。 

 また、複数の期日に分けて売買等を行うこと

を内容とする契約又は計画を準備した上で、有

利な期日の売買等のみを行い、不利な期日の売

買等を行わないこととするなど、全体として見

れば当該契約の履行又は計画の実行として売買

等を行っているとは認められないときは、14 号

イの要件を満たさず、実行した売買等について

適用除外を受けられないと考えられます。 

38

 計画の実行の段階になって、当該計画を実行

した場合に損失を被る（又は利益を逸する）こ

とが想定される情報を知った後、当該計画の実

行を一旦中止し、当該計画を修正して実行する

ことは容認されないとの認識でよいか（例えば

売却計画実行直前に、株価の大幅上昇が見込ま

れる情報を入手したので、計画の実行を一旦中

止し、当該情報の公表により株価が上昇した後

に、改めて計画を修正して売却を行うな

ど。）。 

 契約又は計画を修正する場合には、新たに契

約又は計画を締結又は決定する場合と同様、当

該修正の時点で改めて第 14 号の要件を充足す

る必要があると考えられます。 

 ▼改正取引規制府令第 59 条第 1項第 14 号・第 63条第 1項第 14 号全般 

39

 第 14 号については、同号イ～ハを満たす限

り、特定有価証券等に係る売買等が、金融商品

取引所の取引所金融商品市場において行われる

場合、及び取引所金融商品市場外において行わ

れる場合のいずれにも適用されるとの理解でよ

いか。 

 ご理解のとおりと考えられます。 

40

 第 14 号の措置を利用する際に、同号ハに規

定する内容以外の事項も含む契約又は計画を締

結・決定することは妨げられず、かつ、そのよ

うな場合において、上記内容以外の事項につい

て変更等が生じたときでも、本規定の適用を引

き続き受けるために、あらためて同号ロに規定

する措置を講じる必要はないという理解でよい

か（例えば、持株制度においては、持株会の規

約と会員からの入会申込書を知る前契約・計画

とした場合に、当該規約等において、同号ハに

 ご理解のとおりと考えられます。 
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規定する内容以外の事項について変更等があっ

たときでも、本規定の適用を引き続き受けるた

めに、あらためて同号ロに規定する措置を講じ

る必要はないという理解でよいか。）。 

41

 金融商品取引業者若しくはその親法人等が上

場会社等である場合、当該金融商品取引業者等

の役員若しくは使用人が、当該上場会社等の特

定有価証券等（いわゆる自社株）に係る売買

を、予め知る前契約・知る前計画の措置を講じ

た状況の中で、重要事実を入手しその後に契約

に基づき取引が実行された際は、金商業等府令

第 117 条第 1 項第 16 号の禁止行為である法人

関係情報に基づく売買には該当しないという理

解でよいか。 

 「知る前契約・計画」の履行又は実行として

行われる売買等については、基本的に、法人関

係情報に「基づいて」行われる売買等に該当し

ないと考えられます（金商業等府令第 117 条第

1項第 16号）。 

●金商法等ガイドライン 

42

 金融商品取引法等ガイドライン第 1 章 166-

1・167-1 は、「対抗買い」に係るインサイ

ダー取引規制の適用除外規定について、被買付

企業の取締役会が決定した要請が、①公開買付

け等があることについての合理的な根拠に基づ

くものであり、かつ、②当該公開買付等に対抗

する目的をもって行われたものであることを要

件としているが、①②自体が被要請者にとって

他者情報であることからすると、被要請者が当

該要請についてこれらを検証することは、必ず

しも容易ではないと考えられる。 

 そこで、被要請者としていかなる確認を行え

ば適用除外の対象となるのか、具体的な基準や

指針を示されたい。 

 上場会社等の取締役会が決定した要請が、公

開買付け等があることについての合理的な根拠

に基づくものであり、かつ、当該公開買付け等

に対抗する目的をもって行われたものであるか

否かは、個別事例ごとに実態に即して判断され

るべきものであり、被要請者がいかなる行為を

行えば適用除外の対象となるかについて具体的

な基準等を設けることは困難と考えられます

が、ご指摘を踏まえ、「インサイダー取引規制

に関する Q&A」において、考え方を整理するこ

ととします。 
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（２）被買付企業の取締役会等が決定した要請が「合理的な根拠 

に基づく」場合とは、どのような場合でしょうか。 

（３）要請を受けた者が買付け等を行うに当たっては、 

どのような点に留意する必要があるでしょうか。 

（４）同 166－２において、要請を受けた者が、公開買付け等が 

ないことを知りながら買付け等を行う場合についての留意事項 

が記載されているのに対し、同 167－２が存在しないのは、 

どのような理由によるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（問５）上場会社等に係る業務等に関する重要事実を逐次入手し続ける 

立場にある者は、いわゆる「知る前契約・計画」を活用することが 

できないのでしょうか。すなわち、契約の締結又は計画の決定の時点 

において何らかの重要事実を知っている以上、当該契約又は計画は、 

「知る前契約・計画」とはいえないのでしょうか。・・・・・・・・・７ 
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平成 20 年 11 月 18 日 

（最終改訂：平成 27 年９月２日） 

金融庁 

証券取引等監視委員会 

インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ 

（問１）上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場 

合において、インサイダー取引規制に違反しないためには、どのような   

配慮が必要でしょうか。 

（答）

金融商品取引法第 166 条においては、「会社関係者」であって、上場会社に係  

る業務等に関する「重要事実」を知った者は、その事実が公表された後でなけ

ればその会社の有価証券等の売買等をしてはならない旨が規定されていま

す。 (インサイダー取引規制)

上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場合、実 

際には第三者である信託銀行等が買付主体となるところ、上記の会社関係者が 

重要事実を知って売買等を行う場合に該当するかどうかが問題となります。

この点については、例えば、

(1) 信託契約又は投資一任契約の締結・変更が、当該上場会社により重要事実

を知ることなく行われたものであって、 

(2) ① 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行わない形の契約であ 

      る場合、 

又は、

② 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行う場合であっても、 

指示を行う部署が重要事実から遮断され、かつ、当該部署が重要事実を 

知っている者から独立して指示を行っているなど、その時点において、 

重要事実に基づいて指示が行われていないと認められる場合、

においては、一般に、上記の会社関係者が重要事実を知って売買等を行う場合

に該当しないと考えられることから、基本的にインサイダー取引規制に違反し

ないものと考えられます。 
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(問２) 現在、一部の上場会社において、「役職員について、持株会を通じる方

法以外での自社株式取得を禁止する」という社内ルールが設けられている

例があるが、年末まで又は年度末までなど一時的にこの社内ルールを解除

し、インサイダー規制に反しない限り役職員が自社株式を取得してよいこ

ととしたいと考えますが、インサイダー取引規制との関係で問題がありま

すか。

（答） 

インサイダー取引規制違反が生じないように、上場会社各社においてその実

情に応じた社内ルールが整備されることは重要なことですが、同時に、社内ル

ールが過剰な内容になり、結果として自社株式売買を萎縮させることがないよ

うな配慮が必要です。

御指摘のような、持株会を通じる方法以外での自社株式取得を禁止するとい

う社内ルールは法令上求められるものではなく、各社の判断でこれを解除する

ことは、インサイダー取引規制に抵触するものではありません。
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（問３）上場会社の役職員が、自社や取引先の株式を売買する場合、それらの

会社に係る未公表の重要事実を職務等に関し知っていれば、取引の経緯等

から重要事実を利用する意図がないことが明らかであったとしても、イン

サイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の対象となるのでしょう

か。 

（答） 

 金融商品取引法第 166 条においては、上場会社の役職員等の「会社関係者」   

であって、上場会社に係る業務等に関する「重要事実」を知ったものは、その   

事実が公表された後でなければその会社の有価証券等の売買等をしてはならな 

い旨が規定されています。（インサイダー取引規制） 

 上場会社の内部情報を知り得る特別の立場にある「会社関係者」が、未公表  

の「重要事実」を知って売買等を行うことは、一般の投資家と比べて著しく有  

利となって極めて不公平であり、そのような売買等が横行すれば、証券市場の  

公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうおそれがあります。インサイダ  

ー取引規制は、このような投資家の信頼を確保する観点から、「会社関係者」に  

よる一定の売買等を禁止しているものと考えられます。 

しかしながら、投資家の信頼の確保という観点からは、「会社関係者」が未公  

表の「重要事実」を知った後に売買等を行ったとしても、当該売買等が「重要   

事実」を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、それにより証  

券市場の公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうおそれは乏しく、イン  

サイダー取引規制によって抑止を図ろうとする売買等には該当しないものと考  

えられます。 

このため、自社や取引先の未公表の「重要事実」を知っている上場会社の役  

職員（注１）が、それらの会社の株式を売買した場合であったとしても、例えば、      

『「重要事実」が、その公表により株価の上昇要因となることが一般的に明白な  

ときに、当該株式の売付けを「重要事実」の公表前に行っている場合』や『「重要

事実」を知る前に、証券会社に対して当該株式の買付けの注文を行っている   

場合』など、取引の経緯等から「重要事実」を知ったことと無関係に行われた   

ことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の  

対象とされることにはならないものと考えられます。 

なお、いずれにしても、上場会社においては、役職員がインサイダー取引に  

関与することのないよう、社内において相応の情報管理態勢の確保に努めるこ 

とが求められます。（注２）

 （注１）「重要事実」を知らない役職員については、単に重要事実を知り得る  
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立場にあることをもって、その売買がインサイダー取引規制違反となる 

ことはないものと考えられます。 

 (注２)日本証券業協会が運営し、上場会社の役員情報を管理・登録する仕組  

みである Japan-Insider Registration & Identification Support System

（J-IRISS）への登録は、上場会社の役職員によるインサイダー取引を防  

止するためのいわば「アラームシステム」としての機能を有しており、   

上場会社における法令遵守態勢の整備に資するものであるため、J-IRISS

の登録が促進されることが強く望まれます。 
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（問４）「金融商品取引法等に関する留意事項について」（金融商品取引法等ガイ

ドライン）第１章 166－１、166－２及び 167－１について、 

（１）「公開買付け等がある」とは、どのような状態のことをいうのでしょ

うか。 

（２）被買付企業の取締役会等が決定した要請が「合理的な根拠に基づく」

場合とは、どのような場合でしょうか。 

（３）要請を受けた者が買付け等を行うに当たっては、どのような点に留意

する必要があるでしょうか。 

（４）同 166－２において、要請を受けた者が、公開買付け等がないことを

知りながら買付け等を行う場合についての留意事項が記載されている

のに対し、同 167－２が存在しないのは、どのような理由によるのでし

ょうか。 

（答） 

（１） 原則として、公開買付者等が公開買付け等を行うことについての決定をし

た事実があれば、公開買付け等があることとなると考えられます。 

ただし、当該事実が、公開買付者等が公開買付けに準ずる行為（金融商品

取引法施行令第 31 条に規定する公開買付けに準ずる行為をいいます。以下こ

の問４において同じ。）を行うことについての決定をした事実であって、かつ、

当該公開買付者等が被買付企業の株券等の買集め行為（金融商品取引法施行

令第 31 条に規定する買集め行為をいいます。以下この問４において同じ。）

を開始する直前における当該公開買付者等の株券等所有割合（金融商品取引

法施行令第 31 条ただし書に規定する株券等所有割合をいいます。以下この問

４において同じ。）が 100 分の５未満である場合には、公開買付者等が公開買

付けに準ずる行為を行うことについての決定をした事実に加え、買集め行為

により当該公開買付者等の株券等所有割合が 100 分の５を超えている事実が

あれば、公開買付け等があることとなると考えられます。 

被買付企業の取締役会等が公開買付け等に対抗するための要請を決定する

に当たっては、上記の各事実があることについて、合理的な根拠に基づき判

断する必要があると考えられます。 

（２） 公開買付者等が公開買付け等を行うことについての決定をした事実がある

ことについて「合理的な根拠に基づく」場合としては、例えば、被買付企業

が当該企業以外の者から公開買付け等を行うことについての具体的な提案

を受けた場合や、当該企業以外の者が公開買付け等を行うことについての決

定をした事実を裏付ける具体的な報道が行われた場合が考えられます。 

また、買集め行為により公開買付者等の株券等所有割合が 100 分の５を超

えている事実について「合理的な根拠に基づく」場合としては、例えば、被

買付企業が、当該企業以外の者から大量保有報告書が提出されたことを確認
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した場合のほか、当該企業以外の者から株券等所有割合が 100 分の５を超え

たことについての具体的な通知を受けた場合や、当該企業以外の者の株券等

所有割合が 100 分の５を超えた事実を裏付ける具体的な報道が行われた場

合が考えられます。 

（３） 被買付企業の業務執行を決定する機関が公開買付け等に対抗するための要

請を行うことについての決定をしたことは、被買付企業の業務等に関する重

要事実であり、金融商品取引所における適時開示事項となっています。被買

付企業の取締役会等の要請に基づいて、要請を受けた者が買付け等を行う際

には、要請元である被買付企業が行う当該重要事実の公表等に基づき、当該

要請が、公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであ

り、かつ、当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであるか

につき、適切に判断する必要があります。 

（４） 金融商品取引法第 167 条第１項、第３項の規定によるインサイダー取引規

制は、公開買付け等があることを前提とする規制です。したがって、要請を

受けた者が、公開買付け等がないことを知っている場合には、公開買付け等

がない以上、同条第１項、第３項の規定によるインサイダー取引規制の適用

の前提を欠き、当該規制の対象になりません（そのため、同条第５項第５号

の規定による適用除外の対象になるか否かは問題になりません。）。 
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（問５）上場会社等に係る業務等に関する重要事実を逐次入手し続ける立場にあ

る者は、いわゆる「知る前契約・計画」を活用することができないのでしょ

うか。すなわち、契約の締結又は計画の決定の時点において何らかの重要事

実を知っている以上、当該契約又は計画は、「知る前契約・計画」とはいえな

いのでしょうか。 

（答） 

 売買等を行う時点において未公表の重要事実を知っていたとしても、「知る前契

約」の履行又は「知る前計画」の実行として当該売買等を行う場合には、当該重

要事実を知ったことと無関係に行われる売買等であることが明らかといえること

から、インサイダー取引規制の適用除外とされています（金融商品取引法第 166

条第６項第 12 号）。 

 このような趣旨を踏まえると、金融商品取引法第 166 条第６項第 12 号に規定す

る「知る前に締結された」又は「知る前に決定された」とは、「売買等を行う時点

において知っている未公表の重要事実を知る前」に締結又は決定されたことを意

味すると考えられます。 

 具体例として、契約の締結又は計画の決定の時点において知っている重要事実

Ａが売買等を行う前に全て公表又は中止され、また、当該契約の締結又は当該計

画の決定の後に知った重要事実Ｂが当該売買等を行う時点において未公表となっ

ている場合を想定します（なお、当該契約の締結又は当該計画の決定の時点から、

当該売買等を行う時点までの間において、重要事実Ａ及びＢのほかに知っている

重要事実はないものとします。）。 

 ここで、売買等を行う時点において重要事実Ｂは未公表の重要事実ではありま

すが、契約の締結又は計画の決定は重要事実Ｂを知る前に行われていることから、

当該売買等が適用除外の要件を全て満たせば、「知る前契約・計画」に係る適用除

外の対象となると考えられます。一方、重要事実Ａとの関係では、その公表又は

中止の後に売買等が行われているため、そもそもインサイダー取引規制上、問題

は生じません。 

 このように、例えば、契約の締結又は計画の決定の時点において何らかの重要

事実（上記例では重要事実Ａ）を知っていたとしても、当該重要事実が全て公表

された後に売買等を行うことを内容とする契約又は計画を締結又は決定すること

により、売買等を行う時点において知っている他の重要事実（上記例では重要事

実Ｂ）との関係で、「知る前契約・計画」として活用することができると考えられ

ます。 

 なお、以上については、金融商品取引法第 167 条第５項第 14 号の規定による「知

る前契約・計画」についても同様に考えられます。 
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資料３ 関連条文２ 

 

 金融商品取引法施行令 

（金融商品取引業者と密接な関係を有する者）  

第十五条の十の七   法第二十九条の五第三項 に規定する金融商品取引業者（法第二十九

条 の登録を受けようとする者を含む。）と密接な関係を有する者として政令で定める者は、

次に掲げる者とする。  

一   当該金融商品取引業者の役員（法第二十九条の二第一項第三号 に規定する役員をい

う。）  

二   当該金融商品取引業者の使用人  

三   当該金融商品取引業者の親会社等（第十五条の十六第三項に規定する親会社等をい

う。）  

四   前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 

 

（適格機関投資家等特例業務）  

第十七条の十二   

２   法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合

には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以

外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて

投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。  

一   当該権利を有する者（以下この項において「出資者」という。）が出資又は拠出をし

た金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。 

イ 出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百

分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券（投資を行つた時

点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。）

に対する投資を行うものであること。 

ロ 投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合

を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。 

二   やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることがで

きないこと。  

三   当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項 に規定する内閣府令で定める事

項が定められていること。  

四   当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する

旨を記載した書面を交付すること。 
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金融商品取引業等に関する内閣府令 

（金融商品取引業者と密接な関係を有する者）  

第十六条の五の二   令第十五条の十の七第四号 に規定する内閣府令で定める者は、次に

掲げる者とする。  

一   当該金融商品取引業者の子会社等（令第十五条の十六第三項 に規定する子会社等を

いう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第三十号、第十

項及び第十一項、第百二十五条の七第二項第二号並びに第六節において同じ。）又は当該金

融商品取引業者の親会社等（令第十五条の十六第三項 に規定する親会社等をいう。第百二

十三条第十項及び第十一項、第百二十五条の七第二項第二号並びに第六節において同じ。）

の子会社等  

二   当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託

を受けた者  

三   当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象とな

るもの（以下この号において「取引対象」という。）の価値等（取引対象の価値、オプショ

ンの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。）若しくは

価値等の分析に基づく投資判断（投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の

別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。）

に関し、口頭、文書（新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし

て発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。）その他の方法

により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約

する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法に

より助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者

と締結している者  

四   令第十五条の十の七第三号 及び前三号に掲げる者の役員又は使用人  

五   令第十五条の十の七第一号 及び第二号 並びに前三号に掲げる者の親族（配偶者並

びに三親等以内の血族及び姻族に限る。） 

 

（特定投資家に準ずる者）  

第十六条の六   法第二十九条の五第三項 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる

者とする。  

一   令第十七条の十二第一項第三号 から第五号 まで、第八号、第九号、第十二号、第

十四号又は第十五号に掲げる者  

二   その取得する出資対象事業持分（法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利

をいう。以下同じ。）に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三

各号に掲げる者 
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（適格機関投資家等特例業務の相手方）  

第二百三十三条の二  

３   令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号の

いずれかに該当することとする。  

一   次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。 

イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円

以上であると見込まれること。 

ロ 当該個人が金融商品取引業者等（外国の法令上これに相当する者を含む。）に有価証券

の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過して

いること。 

二   業務執行組合員等（組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿

名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務

の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこ

れらに類する者をいう。以下この号及び次項第四号ロにおいて同じ。）であって、取引の状

況その他の事情から合理的に判断して、当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事

業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執

行組合員等としてその保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれる個人である

こと（業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。）。 

４   令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。  

一   その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が国若しくは地方公共団体

により保有されている公益社団法人又はその拠出をされた金額の四分の一以上の金額が国

若しくは地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であって、地域の振興又は産

業の振興に関する事業を公益目的事業（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（平成十八年法律第四十九号）第二条第四号に規定する公益目的事業をいう。）とする

もの  

二   取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億

円以上であると見込まれる存続厚生年金基金（改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第

四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、平成二十五年

厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正

前厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものに限る。）  

三   外国の法令上企業年金基金又は前号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況

その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見

込まれる者  

四   次に掲げる要件のいずれかに該当する法人 

イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が
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一億円以上であると見込まれること。 

ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断し

て、組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれ

らに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する資

産の合計額が一億円以上であると見込まれること（業務執行組合員等として取引を行う場

合に限る。）。 

五   次に掲げる者の子会社等又は関連会社等（令第十五条の十六第四項に規定する関連

会社等をいう。次条第十一号及び第十二号において同じ。） 

イ 金融商品取引業者等である法人 

ロ 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 

ハ 資本金の額が五千万円以上である法人 

ニ 純資産の額（貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。次条第

二号において同じ。）が五千万円以上である法人 

六   取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、次のイに掲げる

金額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれる

会社であって、代表者（令第十七条の十二第一項第十四号に掲げる者に該当する者に限る。

以下この条において同じ。）のためにその資産を保有し、又は運用するもの 

イ 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 

ロ 当該一の日における次に掲げる資産（第八号において「特定資産」という。）の帳簿価

額の合計額 

（１） 有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式又は持分以外のもの 

（２） 当該会社が現に自ら使用していない不動産（不動産の一部分につき現に自ら使用

していない場合は、当該一部分に限る。） 

（３） ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利（当該会社の事業の用に供することを

目的として有するものを除く。） 

（４） 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石（当

該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。） 

（５） 現金及び国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産 

ハ 当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同族関係

者に対して支払われた剰余金の配当等（株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当

をいう。）及び給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）のうち法人税

法（昭和四十年法律第三十四号）第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事

業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 

七   外国出資対象事業持分の発行者（当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象

事業持分の発行者、令第十七条の十二第一項第一号から第十四号までに掲げる者又は前各

号若しくは次号に掲げる者である場合に限る。）  
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八   取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額

に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれる会社

であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、又は運用するもの 

 

（投資に関する事項について知識及び経験を有する者） 

第二百三十三条の三   令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、そ

の取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、

次の各号のいずれかに該当する者とする。  

一   金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員  

二   資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項

の規定により有価証券報告書（同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同

じ。）を提出しているものの役員  

三   前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員  

四   当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のい

ずれかに該当していた者  

五   当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当

する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得

した者  

六   当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲

げる要件に該当する法人であった者  

七   次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者（特に専門的な能力であ

って当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限

る。）又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支

払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であ

って、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日まで

の期間が五年以内である者 

イ 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動

（会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役

務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の

導入その他の新たな事業活動をいう。）の実施に関する業務 

ロ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の

株式若しくは持分の取得に関する業務 

ハ 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務 

ニ 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは

取締役会の運営に関する業務 

八   当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出
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書（金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。）において、

株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者  

九   当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出

書（前号に規定するものを除く。）又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位

までの株主として記載されている者  

十   認定経営革新等支援機関（中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第二

十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。）  

十一   前各号（第六号を除く。）のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当す

る会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。

以下この号及び次号において「会社等」という。） 

イ 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等（当該会

社等の子会社等及び関連会社等を含む。） 

ロ 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会

社等 

十二   第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等 

 

（投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特

例業務を行うための要件）  

第二百三十三条の四   令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額

は、現金及び預貯金の合計額とする。  

２   令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲

げるものとする。  

一   株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券  

二   外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの  

３   令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に

対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行して

いる場合における当該有価証券とする。  

一   当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商

品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿（法第六十七条の十一第一項

の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。）に登録されているもの 

イ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 

ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの 

二   当該有価証券の発行者（会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。）

の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場

に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの  

三   当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取
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引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登

録されているもの  

４   令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号の

いずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と

保証債務の額との合計額が、出資者（同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二

第一項において同じ。）が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超え

ない場合とする。  

一   弁済期限（弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。）が百二十

日を超えない資金の借入れ  

二   保証期間（保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。）が百二十

日を超えない債務の保証  

三   出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券（投資を行った時点において金融

商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。）の発行者の債務の保証

（当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。） 

 

（契約書の写しの提出の手続等）  

第二百三十九条の二   法第六十三条第九項（法第六十三条の三第二項において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。  

一   出資対象事業持分の名称  

二   出資対象事業の内容  

三   出資対象事業を行う営業所又は事務所の所在地  

四   出資者及び当該出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う者

（以下この項において「ファンド資産運用者」という。）の商号、名称又は氏名及び住所  

五   出資者が出資又は拠出をする金額（金銭以外の財産を出資又は拠出の目的とすると

きは、その内容及び価額）  

六   出資対象事業持分に係る契約期間がある場合においては、当該契約期間  

七   出資対象事業の事業年度  

八   ファンド資産運用者が、出資対象事業の事業年度ごとに、当該事業年度の財務諸表

等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。  

九   ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資

者に対し、財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写しを提供すること。  

十   ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資

者を招集して、出資者に対し出資対象事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。  

十一   出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて有価証券その他の資

産に対する投資を行う場合において、ファンド資産運用者が出資者に対し、その投資の内
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容を書面により通知すること。  

十二   正当な事由がある場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数（こ

れを上回る割合を定めた場合には、その割合以上）の同意を得て、ファンド資産運用者を

解任することができること。  

十三   ファンド資産運用者が退任した場合において、全ての出資者の同意により、新た

なファンド資産運用者を選任することができること。  

十四   出資対象事業持分に係る契約の変更（軽微な変更を除く。）をする場合において、

出資者の有する出資対象事業持分の過半数（これを上回る割合を定めた場合には、その割

合以上）の同意を得なければならないこと。 

 

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 

（重要事実に係る規制の適用除外）  

第五十九条   法第百六十六条第六項第十二号 に規定する上場会社等に係る同条第一項 

に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券

等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項 に規定する業務等に関す

る重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の

実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 ・・・ 

十四   前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合 

イ 業務等に関する重要事実を知る前に締結された特定有価証券等に係る売買等に関する

書面による契約の履行又は業務等に関する重要事実を知る前に決定された特定有価証券等

に係る売買等の書面による計画の実行として売買等を行うこと。 

ロ 業務等に関する重要事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。 

（１） 当該契約又は計画の写しが、金融商品取引業者（法第二十八条第一項 に規定する

第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第

十項 に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。）を行う者に限る。

（２）並びに第六十三条第一項第十四号ロ（１）及び（２）において同じ。）に対して提出

され、当該提出の日付について当該金融商品取引業者による確認を受けたこと（当該金融

商品取引業者が当該契約を締結した相手方又は当該計画を共同して決定した者である場合

を除く。）。 

（２） 当該契約又は計画に確定日付が付されたこと（金融商品取引業者が当該契約を締

結した者又は当該計画を決定した者である場合に限る。）。 

（３） 当該契約又は計画が法第百六十六条第四項 に定める公表の措置に準じ公衆の縦覧

に供されたこと。 

ハ 当該契約の履行又は当該計画の実行として行う売買等につき、売買等の別、銘柄及び

期日並びに当該期日における売買等の総額又は数（デリバティブ取引にあっては、これら
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に相当する事項）が、当該契約若しくは計画において特定されていること、又は当該契約

若しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定されること。 

 

（公開買付け等に係る規制の適用除外）  

第六十三条   法第百六十七条第五項第十四号 に規定する公開買付者等の公開買付け等

事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け

等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公

開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又

は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

 ・・・ 

十四   前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合 

イ 公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け

等若しくは売付け等に関する書面による契約の履行又は公開買付け等事実を知る前に決定

された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の書面による計画

の実行として買付け等若しくは売付け等を行うこと。 

ロ 公開買付け等事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。 

（１） 当該契約又は計画の写しが、金融商品取引業者に対して提出され、当該提出の日

付について当該金融商品取引業者による確認を受けたこと（当該金融商品取引業者が当該

契約を締結した相手方又は当該計画を共同して決定した者である場合を除く。）。 

（２） 当該契約又は計画に確定日付が付されたこと（金融商品取引業者が当該契約を締

結した者又は当該計画を決定した者である場合に限る。）。 

（３） 当該契約又は計画が法第百六十七条第四項 に定める公表の措置に準じ公衆の縦覧

に供されたこと。 

ハ 当該契約の履行又は当該計画の実行として行う買付け等又は売付け等につき、買付け

等又は売付け等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における買付け等又は売付け等の総額

又は数（デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項）が、当該契約若しくは計

画において特定されていること、又は当該契約若しくは計画においてあらかじめ定められ

た裁量の余地がない方式により決定されること。 

 

金融商品取引法等に関する留意事項について（金融商品取引法等ガイドライン） 

金商法第 166 条（会社関係者の禁止行為）関係 

（公開買付け等に対抗するための上場会社等の要請に基づく買付けその他の有償の譲受け

を行う場合） 

166－１ 上場会社等の取締役会（これに相当するものとして金商法施行令第 31条の２で定

める機関を含む。167－１において同じ。）が決定した要請（監査等委員会設置会社にあっ

ては会社法第 399 条の 13 第５項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第６項
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の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した

要請を含み、指名委員会等設置会社にあっては同法第 416 条第４項の規定による取締役会

の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。167－１において同じ。）が、

公開買付け等（当該上場会社等の株券等（金商法第 27 条の２第１項に規定する株券等をい

う。）に係る同項に規定する公開買付け（同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。）又

はこれに準ずる行為として金商法施行令第 31 条で定めるものをいう。166－２において同

じ。）があることについての合理的な根拠に基づくものであり、かつ、当該公開買付け等に

対抗する目的をもって行われたものである場合には、当該要請は、金商法第 166 条第６項

第４号の規定による要請に該当することに留意する。 

 

166－２ 166－１の要請を受けた者が、公開買付け等がないことを知りながら行う買付けそ

の他の有償の譲受けは、金商法第 166 条第６項第４号の規定による買付けその他の有償の

譲受けに該当しないことに留意する。 

 

金商法第 167 条（公開買付者等関係者の禁止行為）関係 

（公開買付け等に対抗するための上場等株券等の発行者の要請に基づく買付 

け等を行う場合） 

167－１ 上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請が、公開買付け等（当該上場等

株券等の金商法第 27 条の２第１項に規定する公開買付け（同項本文の規定の適用を受ける

場合に限る。）又はこれに準ずる行為として金商法施行令第 31 条で定めるものをいう。）が

あることについての合理的な根拠に基づくものであり、かつ、当該公開買付け等に対抗す

る目的をもって行われたものである場合には、当該要請は、金商法第 167 条第５項第５号

の規定による要請に該当することに留意する。 
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