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2017年 4月 28日 

ＪＰＸ金融商品取引法研究会 

「近年の金融商品取引法に関する判例 

―インサイダー取引規制における『公表』概念に関する事例を中心に―」 

同志社大学 川口恭弘 

Ⅰ 「公表」概念 

東京地判平成 25年 6月 28日判時 2203号 135頁・資料版商事法務 393号 138頁 

東京高判平成26年12月15日資料版商事393号130頁（控訴棄却） 

最決平成28年11月28日最高裁判所刑事判例集70巻7号609頁・資料版商事法務393号129頁 

（上告棄却） 

１ 事実の概要 

被告Ｙ（経済産業省大臣官房審議官） 

   →金商法 166条 1項 3号「当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者」 

〔公訴事実第一〕（以下、甲事件） 

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社（Ａ会社）と株式会社ルネサンステクノロジ（Ｂ会社）の合併 

平成２１年 

３月 ６日 Ａ会社のＣ社長が次期社長Ｄと会談して、事業統合に向けた交渉開始の意思決定表明 

 →〔重要事実の発生？〕 

３月 ９日 Ａ会社のＥ専務の訪問（経産省）で、Ｙは上記事実（合併についての決定）を知る 

４月１６日 日本経済新聞による報道（後追い記事あり）【資料１】 

→〔①公表があった？〕 

Ａ社の適示開示（報道されたような事業再編について当社として決定した事実はない） 

→〔②公表があった？〕 

４月２１日―２７日 ＹによるＡ会社株式 5000株の買付け（代金合計 489万 7900円）（妻名義） 

４月２７日（午後３時）Ａ会社による適時開示（事業統合をする方向で協議を開始することを合意） 

→〔③公表があった？〕 

〔公訴事実第二〕（以下、乙事件） 

エルピーダメモリ株式会社（Ｆ会社）が日本政策投資銀行（Ｇ銀行）に対して第三者割当 

（産活法にもとづく出資の受入れ） 

平成２１年 

１月末 Ｆ会社のＨ社長が第三者割当の準備を進めることを決定（原告の主張） 

 →〔㋐重要事実の発生？〕 

２月 ４日 日本経済新聞などによる報道（改正産活法を使って資本増強する方向）【資料２】 

Ｆ会社の適示開示（当社から発表したものではありません。改正産活法が成立した場合

には、資本増強の選択肢の一つして、検討したい） 

→〔①公表があった？〕 
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２月 ６日 Ｆ会社の決算説明（報道機関向け、投資家・アナリスト向け）（選択肢の一つ。検討中） 

     →〔②公表があった？〕 

３月２６日 Ｈ社長がＦ会社の取締役会決議を得る（産活法に基づく増資を行うための準備を進める）

（全社的に進めるには取締役会の承認が必要と判断） 

     →〔㋑重要事実の発生？〕 

５月１２日 Ｆ会社の決算説明（２月６日のものと同様） 

     →〔③公表があった？〕   

５月１５日・１８日 ＹによるＦ会社株式 3000株の買付け（代金合計 305万 9000円）（妻名義） 

６月１５日 Ｆ会社の取締役会（産活法に基づく事業再編計画の認定申請の決議）（２２日申請） 

６月３０日 申請を認定（産活法） 

Ｆ会社の適示開示（種類株式発行にかかる覚書の締結） 

〔→④公表があった？〕 

 

 

２ 論点 

 

（１）重要事実の発生時期 

 

（甲事件） 

 重要事実＝Ａ会社がＢ会社と合併することについての決定（金商法 166条 2項１号ヌ） 

 「業務執行を決定する機関」＝Ａ会社のＣ社長？ 

 

（乙事件） 

 重要事実＝Ｆ会社がＧ銀行を割当先とする第三者割当増資を行うことについて決定 

      （金商法 166条 2項 1号イ） 

 「業務執行を決定する機関」＝Ｆ会社のＨ社長？ 

 

  発生時期＝㋐か㋑か？ 

 

（２）公表の時期 

 

（甲事件） 

（ａ）公表が①②の場合＝Ａ株式の買付けは重要事実の公表後の取引→合法 

（ｂ）公表が③の場合＝Ａ株式の買付けは重要事実の公表前の取引→違法 

 

（乙事件） 

重要事実の発生時期 

  ・㋐の時点で発生 

   （ｃ）公表が①②③の場合＝Ｂ株式の買付けは重要事実の公表後の取引→合法 

   （ｄ）公表が④の場合 ＝Ｂ株式の買付けは重要事実の公表前の取引→違法 

  ・㋑の時点で発生 

   （ｅ）公表が③の場合＝Ｂ株式の買付けは重要事実の公表後の取引→合法 

   （ｆ）公表が④の場合＝Ｂ株式の買付けは重要事実の公表前の取引→違法 
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（３）重要事実の公知の評価 

   （ｂ）（ｄ）（ｆ）の場合も、取引段階で、重要事実が公知となっていれば、インサイダー取引

は解禁されるか？ 

 

 

３ 原審の判断 

 

（甲事件） 

論点（１）について 

「業務執行を決定する機関」＝Ｃ社長 

（事業統合の決定機関は取締役会であるものの、統合に向けての準備・調査はＪの決裁で可能） 

→その意思決定が外部に認識できるような形で表明されたことをもって「決定」があった 

  →３月６日のＤとの会談において「決定」がなされた 

 

論点（２）について 

「公表」＝売買を解禁する要件であり、客観的に明確である必要がある 

法の趣旨 

「公表が、会社の意思に基づき、会社の責任においてなされたものでなければ、その情報の信頼性が

担保されず、これを受け取った一般投資家においてその情報を信じてよいかどうかを判断できないた

め、公表の主体を限定することによりその責任を明らかにさせてようとするもの」 

＊日経の新聞報道は「公表」に当たらない（①は公表に当たらない） 

→情報源を明示しないいわゆるリーク情報の提供は、事実上取締役や担当者によってなされたもので

あるとしても「公表」にはならない 

＊Ｆの適時開示は「公表」に当たらない（②は公表に当たらない） 

→合併の決定を否定する内容であり、合併の決定を「公表」するものとは言えない 

 

 「公表＝③（したがって、（ｂ）の立場）」 

 

論点（３）について 

報道があったことは公知と言えるが、報道内容である事実は、決して公知とは言えない 

（適時開示は、事実を否定するものであり、また、新聞記事は信頼性に疑問が生じるもので、一般投

資家にとって確実な情報とはなり得ない） 

→内部者との間における投資判断に影響を及ぼす情報の格差は明らか 

 

 「報道内容は公知となっていない」 

 

 

（乙事件） 

論点（１）について 

「業務執行を決定する機関」Ｈ社長（３月２６日開催の取締役会）〔㋑の時点で重要事実の発生〕 

（㋐の段階では、具体的な産活法の内容が把握できず、制度の具体的適用を検討することは不可能） 
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論点（２）について 

適時開示や決算報告での発言は「公表」に当たらない 

・内容＝法律が成立した場合には申請するかどうかを検討したい（選択肢の一つ） 

→第三者割当の実施を決定したことについての決定をしたことを公表したことにならない 

   具体化された内容を含んでいない 

 （一般投資家は、第三者割当に向けて準備を開始したといった認識は持てない） 

→内部者との間に圧倒的な情報格差があることは明らか 

 

「公表＝④（したがって、（ｆ）の立場） 

 

論点（３）について 

社長の発言は公知であるとしても、その発言内容では（差活法に基づく公的支援を受ける可能性があ

るというもの）、増資の準備や検討の開始という事実が公知になったものではない。 

 

 「発言内容では、重要実が公知になったとは言えない」 

 

 

４ 最高裁決定 

（甲事件）に関し、職権で判断 

 

論点（２）について 

・「公表」の規定の趣旨（限定列挙の上詳細な規定を設けている） 

「投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報が、法令に従って公平かつ平等に投資家に開示されるこ

とにより、インサイダー取引規制の目的である市場取引の公平・公正および市場に対する投資家の信

頼の確保に資するとともに、インサイダー取引規制の対象者に対し、個々の取引が処罰等の対象とな

るか否かを区別する基準を明確に示すことにある」 

 

（趣旨） 

・公平かつ平等な情報の提供 

・処罰対象となるか否かの基準の明確化 

 

・公表の方法 

「報道機関が行う報道の内容が、同号所定の主体によって公開された情報に基づくものであることを、

投資家において確定的に知ることができる態様で行われることを前提としている」 

            ↓ 

「情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は、たとえその主体が同号

に該当する者であったとしても同号にいう重要事実の報道機関に対する『公開』には当たらない」 

 

（本件事実への当てはめ） 

「本件報道には情報源が明示されておらず、報道内容等から情報源を特定することもできないもので

あって、仮に本件報道の情報源が施行令 30 条 1 項 1 号に該当する者であったとしても、その者の報

道機関に対する情報の伝達は情報源を公にしないことを前提としたものであった」 

       ↓ 

「報道機関に対する「公開」はなされていないものと認められ、法 166条 4項による重要事実の『公



5 

 

表』」があったと認める余地もない」 

 

  

 

 

 

論点（３）について 

「重要事実の存在を推知させる報道がなされた場合に、その報道内容が公知になったことにより、イ

ンサイダー取引の効力が失われると解することは、当該報道に法 166条所定の『公表』と実質的に同

一の効果を認めるに等しく、かかる解釈は、公表の方法について限定的かつ詳細な規定を設けた・・

法令の趣旨と基本的に相容れない」 

 

 

 

 

 

５ 検討 

（１）重要事実の決定（論点１） 

  →下級審判決での論点 

 

・「業務執行を決定する機関」の意義 

（甲事件）Ｃ社長 

（乙事件）Ｈ社長 

  →下記の最高裁判決の立場を踏襲 

 

「商法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思

決定を行うことのできる機関であれば足りる」 

（日本織物加工事件最高裁判決（最判平成 11年 6月 10日刑集 53巻 5号 415頁）） 

 

（甲事件） 

「業務執行を決定する機関」の認定が甘いとの批判（地裁判決の評釈） 

（丹羽繁夫・ＮＢＬ1010号 76頁、唐津恵一・ジュリ 1473号 93頁） 

  

日本織物加工事件最高裁判決 

「『業務執行を決定する機関』は、・・・実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決

定を行うことができる機関であれば足りると解されるところ、甲社長は、乙社の代表取締役

として、第三者割当を実施するための新株発行について商法所定の決定権限のある取締役会

を構成する各取締役から実施的な決定を行う権限を付与されていたものと認められるから、

『業務執行を決定する機関』に該当するものということができる」 

     

上記の批判 

本件では、このような取締役会からの権限付与が認定されていない 

 

 

報道機関への「公開」がなされていない→「公表」もなかった 

 

公知によって規制が解除されるという考えを否定 
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批判の背景 

     社長の内心にある決定案の外部への発露が自動的に「業務執行を決定する機関」による決

定とされるとすれば、処罰の範囲が広がりすぎる 

     

  松井秀征・商事 2018 号 9 頁「丁寧に論ずるのであれば、Ａ会社代表取締役Ｐ（本報告では

Ｃ）がＡ会社内部で実質的な決定を行う権限が与えられており、トップ会談で本件事業統合

に向けた交渉に関する合意を行えば、Ａ会社では当該合意に従って業務が遂行されることに

なっていたといった説明があってもよかったかもしれない。」 

 

（批判への対応？） 

      控訴審判決 

「事業統合の決定権限は取締役会にあるが、統合に向けた準備、調査はＣ社長の決裁に

より可能とされていた」 

     

   （乙事件） 

 「業務執行を決定する機関」＝Ｈ社長→異論はない？ 

     しかし、「取締役会に諮ったのは、全社的に計画を進めていくためには、取締役会の承認が

必要であった」（とのＨの供述） 

       →「業務執行を決定する機関」＝Ｆ社の取締役会では？ 

 

     Ｈ社長であれＦ社取締役会であれ、重要事実の決定日は３月２６日（後述） 

      →結論に影響はない 

 

 

・重要事実の発生時期 

  （甲事件）Ｃ社長とＤ次期社長の会談で、本件事業統合に向けた交渉を進めることについて合意 

    控訴審判決 

「決定」があったというためには、意思決定が外部に認識できるような形で表明された

ことが必要（決定権者が単独体の場合） 

 

   ＊日本織物加工事件最高裁判決 

     「今回は是非実現したいので、よろしくお願いします」との発言→「決定」を認定 

      →社長が内心において既になしていた第三者割当増資についての決断を外部にわかる形

で表明したもの（三好幹夫・最高裁判例解説（刑事編）平成 11年度 90頁） 

 

  （乙事件）第三者割当の実施には株主総会の定款変更が必要であり（種類株式の発行）、事前に取

締役会の承認が必要と考え、その準備、検討を報告（反対意見なし、事実上承認） 

    控訴審判決 

      決定事実がある程度具体的な実体を備えた事柄でなければそれを「決めた」ということ

にならない 

 

   ＊日本織物加工事件最高裁判決 

     「右決定をしたというためには、右機関において株式の発行の実現を意図して行ったこと

を要するが、当該株式の発行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しない」 
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   ＊村上ファンド事件最高裁決定（最決平成 23年 6月 6日刑集 65巻 4号 385頁） 

     「『決定』をしたとは、上記のような機関において、公開買付け等の実現を意図して、公開

買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨を決定したことをいうもの

であり、公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない」 

 

  →本件控訴審判決と上記最高裁判決・決定との関係？ 

   （芳賀良他・ビジネス法務 2015年 9月号 91頁参照） 

    

   ・最高裁判決・決定の立場＝決定したことが、具体的に現実に実現するかどうかを問題にする 

    （第三者割当の実施は決定→ただし、その実現可能性は問わない（ゼロの場合は例外）） 

   ・本件控訴審判決の立場＝決定する事実が具体的な（確実な）ものであるかを問題にする 

    （改正産活法に基づく第三者割当の実施の決定 

      →改正法の内容が明らかでない状況で、このような決定はできない） 

      

    「決定された事柄の実現可能性」と「『決定』という判断自体の可能性」は区別されるべき 

    （三好・前掲 108頁（日本織物加工事件に関して）） 

    （久保田安彦・ジュリ 1479号 116頁）（本件控訴審判決に関して）   

 

    最高裁判決・決定の立場を本件に当てはめてみると 

     「改正産活法に基づく第三者割当を決定したが、それが首尾よく行かない可能性がある場

合でも重要事実となる」 

    

  

（２）「公表」の意義（論点２） 

 

金商法 166条 4項 

「・・公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それが当該各号に定める者により多数の

者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと・・をいう」 

 

金商令 30条 1項 1号 

「・・上場会社等・・を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員（・・）若しくは当該取締役、

執行役若しくは執行役員から重要事実等（・・）を公開することを委任された者・・・が当該重要

事実等・・を次に掲げる報道機関の２以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された

重要事実等・・の周知のために必要な期間が経過したこと」 

 

金商令 30条 2項 

「少なくとも２の報道機関に対して公開した時から 12時間とする。」 

 

金商令 30条 1項 2号 

「・・上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所（・・）の規則の定めるところ

により、当該上場会社等・・が、重要事実等・・を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知

された重要事実等・・が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で

公衆縦覧に供されたこと」 
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   有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 56条 1項 

   「重要事実等（・・）の通知を受けた金融商品取引所（・・）は、電磁的方法により、当該通

知を受けた重要事実等・・を公衆の縦覧に供するものとする。」 

   同 2項 

   「前項に規定する電磁的方法は、金融商品取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受け

る者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する方法

であって・・」 

 

（法が定める「公表」概念） 

 

 

              重要事実の公開          12時間経過 

 

      ＊重要事実が報道されなくても、（12時間経過で）公表されことになる 

       →報道されない場合、情報の非対称性は残る？ 

        「投資家が情報を確定的に知ることができることができる態様で行われることが前

提」（現行法の「公表」の意義についての本件最高裁決定の立場）との整合性？ 

        

         しかし、現実に報道されたことを要件とすることは困難 

 

 

 

           重要事実の通知             公衆縦覧 

 

      ＊重要事実が公衆縦覧されなければ公表されたことにはならない 

       （ただし、取引所が通知を受けて、公衆縦覧に供しないことは通常考えにくい） 

      →取引所の適時開示システムで情報が開示される 

 

 

（甲事件） 

 報道機関によるリーク報道（情報源を明らかにしない報道）で「公表」があったと言えるか 

 

 ◇21条の 2第 3項の「公表」について 

  公表の主体となり得る者による情報発信であっても、情報源が明らかでないリーク報道は単なる

噂との区別が困難であり、当然「公表」に当たらない（ライブドア事件・東京地判平成 20年 6月 13

日民集 66巻 5号 2064頁） 

 

   ＊21条の 2の「公表」の定義 

   「当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者に

より、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項または誤解を生じさせないために必

要な重要な事実について、第 25 条第 1 項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数

の者の知り得る状態に置く措置がとられたこと」 

 

会社の取締役等 報道機関 

上場会社等 金融商品取引所 
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 ◇立案担当者の見解（インサイダー取引規制における「公表」について） 

・「いわゆるスクープは、その取材源が明らかでないものも多く、発行会社の判断と責任において発

表した事実の報道とは限らないことから、いわゆるスクープをもってインサイダーによる取引の

禁止を解除することは適当でないといわざるをえない。」（横畠裕介・インサイダー取引規制と罰

則 134頁） 

・情報源が明確でないものは、記事に正確性、情報の全体性（一部）において様々であり、公表と

するには適当でない（三國谷勝範編著・インサイダー取引規制詳解 110頁） 

 

 ◇学説（久保田・前掲 116頁） 

リークによる報道によって決定内容がどれほど株価に反映されるかが重要 

       ↓ 

すべて株価に反映されるのであれば、内部者が利得することはない→規制は不要 

しかし、報道内容が真実ではないリスクがある 

→完全に決定事実を織り込んだ株価形成がなされない→規制が必要 

 

  ☆リーク報道や決算説明、適時開示で株価は変動したか？ 

 

（Ａ社の株価の推移） 
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（Ｆ社の株価の推移） 

 

 

 

＊本件最高裁決定 

  報道機関に対する「公開」はなかった→「公表」もなかった 

 

 「公開」の意義（法律上の定義なし） 

◇立案担当者の見解（横畠・前掲 141頁） 

   ・「公開」は単なる情報の伝達とは異なる。情報を伝達するだけでなくその情報を一般にオープ

ンにするという要素が加わったもの（オフレコは、含まない） 

・共同記者発表が典型であるが、資料配布、ファックスによる送信などでもよい。 

   ・記者の取材に応じて公開するということもあり得る 

 

   本件＝情報源は会社（役員等）である可能性 

   最高裁決定 

・「たとえその主体が同号（施行令 30条 1項 1号）に該当する者であったとしても・・・」 

   ・情報源が会社であっても、情報源を公にしない情報の伝達は、重要事実の公開に当たらない

（情報源を明らかにしない情報の伝達では、情報の非対称性は解消されていない） 
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   ＊情報源の明示（特定可能）は不可欠か？ 

 

    ・情報源を明らかにしない買収報道がなされた後、買い手側によって当該報道が確認される

など、情報の非対称性が実施的に解消される場合が考えられる 

（湯原心一・商事 2131号 7頁） 

 

  投資者の側で報道が真実であるという確認ができた場合＝情報の非対称性は解消 

   →規制の解除も可能？ 

    しかし、事実を確認できない投資家がいる場合は、規制は必要？ 

 

「公表」の規定の趣旨（本件最高裁決定） 

・公平かつ平等な情報の提供 

・処罰対象となるか否かの基準の明確化 

     →インサイダー取引規制の構成要件が詳細に規定されていることと整合的 

 

       ☆「重要事実」の包括条項が規定されていることとの関係？ 

        （基準の明確化の原則は一部崩れている？） 

 

    ☆代表取締役が報道機関１社の取材に応じて、重要事実を公開し、情報源を明らかにした上

で、報道がなされた場合（得だね）、公表はあったのか？ 

       

      ◇立案担当者の見解（横畠・前掲 139頁） 

      「複数の報道機関に対する公開を要求したのは、報道機関相互の競争により、会社によ

り公開された重要事実等が実際に報道されることの担保としと考えられたことによる」 

      →１社に重要事実を公開し、それが報道されれば規制の趣旨は果たされた？ 

     

    ☆「会社関係者への取材で明らかになった」という報道は「公表」に当たるか？ 

 

 

（乙事件） 

 適示開示・決算説明（会社が情報源であることは明白）で「重要事実」の「公表」があったと言え

るか 

  

・決算説明は公表か？ 

松井・前掲 11頁 公表に当たらない（法律が定めたものではない） 

白井真・金法 1988号 19頁、黒沼悦郎・金法 2001号 70頁 公表に当たる 

  →２以上の報道機関に対する情報公開 

   

  公開の対象となる報道機関（金商令 30条 1項 1号） 

・国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社およ

び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社 

・国内において産業および経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする

新聞社 
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・日本放送協会および基幹放送事業者 

 

  →「株式関係の新聞記者等の報道関係者」（東証の兜クラブ）が上記に該当するか？ 

    翌日の朝日新聞・産経新聞で決算発表の内容が報道されている 

     →一般紙への公開があったと考えて良い？ 

 

 ・「重要事実の公表」のためには、どの程度に事実が開示される必要があるのか？ 

 

◇立案担当者の見解（横畠・前掲 130頁） 

「投資者の投資判断に影響を及ぼすべき当該事実の内容がすべて具体的に明らかにされていなけ

ればならない」 

「〇〇社と合併することを決定した、という発表をしたとしても、その合併の相手方となる会社

の内容や合併の条件等が具体的に明らかにされなければ、その発表を受けた一般投資家において

会社関係者等といわば対等の立場で投資判断を行うことができるとはいえない」 

 

  本件控訴審判決 

   資金調達の一つとして公的支援の申請が考えられるというにとどまる 

→それ以上に具体化された内容を含んでいない 

＊本判決は、「期待」「検討」の開示では足らず、決定した事柄であると一義的に理解できる表

現をもってその事柄を会社の方針として前向きに推進する姿勢を示すことを求めるものとの

評価（白井・前掲 21頁）（実務上の示唆となる） 

 

  ◇学説   

  ・検討中（決算説明など）（選択肢の一つ）という発言は「増資の準備を会社として行う」と同じ 

（唐津・前掲 94頁） 

  ・検討中は、会社としての当該事項の検討を開始したことを含んでおり、産活法に基づいて出資

を受けることについて投資者に投資判断上の重要情報を与えるもの（黒沼・前掲 70頁） 

 

  本件控訴審判決（５月１２日の決算内容について） 

   Ｈ社長の発言内容 

    「公的資金を申請するかどうかっていうのは、我々、今。・・・経済産業省からガイドライン

が出てきて、それはまだ、今の時点ではまだ検討中です。」 

    本件地裁判決 

     Ｈ社長は重要事実を公表したという認識はないと供述 

 

    「まだ検討中」をどのように評価するか？ 

      ・未定？ 

      ・検討している？ 

 

（３）公知による取引の解禁（論点３） 

 

本件控訴審判決＝公知により取引が解禁されるかは明らかにせず 

事実が公知となっていなかったと判断 
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本件最高裁決定＝公知になったとしても、取引は解禁されず 

      「公表」と実質的に同一の効果を認めるに等しい 

       →公表の方法について限定的かつ詳細な規定を設けた法の趣旨に反する 

  

◇学説 

・事実が公知となり市場価格に反映されて、もはや投資家の判断に著しい影響を及ぼさない場合に

は、重要事実性を喪失する（黒沼悦郎・金法 1866 号 53 頁）（同旨・大庭沙織・法時 87 巻 7 号 114

頁） 

 

 ・具体的にいかなる場合であればこれに該当するかという点を明確にすることは困難 

（白井・前掲 21頁） 

    ＊本件最高裁決定の立場 

情報の非対称性の解消に加えて、処罰対象となるか否かの基準の明確化が必要 

 

・重要事実に該当したとしても、取引について違法性が阻却される（可罰的違法性がない） 

（川崎友巳・判例評論 671号 169頁など） 

情報が株価に反映されていれば、内部者に利得はない 

 

・インサイダー取規制を形式犯または抽象的危険犯であると考える場合、違法性を問う可能性

は残されている（湯原・前掲 9頁） 

 

・「スクープ記事その他によって法令に定める重要な事実が相当多くの人に知られている場合は、会社

関係者等においても、その事実が会社によって公開されていないものであるとは認識していないの

で、故意に内部者取引をしたものとして処罰されることはない」（神崎克郎・金法 1194号 16頁） 

 

＊本件では、Ｙの故意がないという主張を一蹴 

   ただし、神崎説を否定したものではない 

 

 （関連） 

平成 25年の改正（公表がない場合でも、情報が劣化すれば取引を解禁する） 

 公開買付け等事実が伝達され、相当の期間が経過した場合（6月が経過した場合）、情報受領者に

よる取引を解禁（金商法 167条 1項 9号）→適用除外を規定 

（理由）伝達を受けた情報の価値は劣化しており、情報受領者が過去に伝達を受けた公開買付け

等事実に基づいて投資判断をすることは想定されにくい（古澤知之他監修・逐条解説

2013年金融商品取引法改正 143頁） 

 

  ・公開買付け等の場合に特有の事情（情報の劣化が早い）？ 

  ・時間の経過による情報の劣化と情報の公知 

    

情報の価値の減少  

              情報の非対称性の解消 

 

決定事実が重要事実性を失う（黒沼悦郎他・商事 2012号 22頁） 
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☆本件最高裁決定のもと、「公表」がなく、情報が「公知」となる場合とは？ 

   「情報源を明示」＋「報道機関に公開」＋「報道なし」＋「一般投資家が情報を確知」  

  ・実際上そのような場合は少ない（久保田・前掲 116頁） 

  ・ほぼ想定できない（白井真・金法 2056号 1頁） 

   

                                 以上 



資料 

 

（新聞記事１） 

◇2009年 04月 16日日本経済新聞朝刊 11面 

「ルネサス  

ＮＥＣエレ統合 

半導体世界再編が加速 合従連衡で生き残り」 

ルネサステクロノジとＮＥＣエレクトロニクスが経営統合に向け最終交渉に入った。世界３位の半導

体メーカーが誕生することで、業界再編が加速するのは必至。世界同時不況に伴う半導体の需要減は

長期化が見込まれる。最先端半導体に必要な設備投資額は数千億円規模に膨らんでおり、合従連衡で

生き残りを目指す動きが広がりそうだ。 

 

（新聞記事２） 

◇2009年 02月 04日日本経済新聞朝刊 1面 

「公的資金 

 エルピータ、申請検討 

 数百億円の資本増強」 

半導体大手のエルピーダメモリは公的資金を使って一般企業に資本注入する新制度を活用する検討に

入った。日本政策投資銀行などに優先株を発行する形で、今春にも資本を数百億円増強する方向。エ

ルピータは高い技術力を持つが、世界同時不況の影響で業績が悪化している。企業による新制度への

申請検討が明らかになったのは初めて。公的資金で一般企業の財務基盤を強化する仕組みが日本でも

動き出す。 

 

・・・ 

（新聞記事３） 

◇2009年 04月 24日日本経済新聞朝刊 1面 

「ルネサス 

ＮＥＣエレ 

来春統合で合意 

合併軸に出資比率詰め」 

半導体国内２位のルネサンステクロノジと同３位のＮＥＣエレクトロニクスは 23 日、来年 4 月をメ

ドに経営統合することで基本合意した。統合形態は合併が有力で、27日にも発表する。両社合計の売

上高は 1兆 2千億円を超え、東芝を抜いて国内最大の半導体メーカーとなり、世界でも第 3位に浮上

する。 
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平成２７年（あ）第１６８号 金融商品取引法違反被告事件 

平成２８年１１月２８日 第一小法廷決定 

 

            主     文 

       本件上告を棄却する。 

            理     由 

 弁護人山本憲光ほかの上告趣意のうち，判例違反をいう点は，事案を異にする判

例を引用するものであって，本件に適切でなく，その余は，憲法違反をいう点を含

め，実質は単なる法令違反，事実誤認，量刑不当の主張であり，被告人本人の上告

趣意のうち，判例違反をいう点は，判例の具体的摘示を欠き，その余は，憲法違反

をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認の主張であって，いずれも刑訴

法４０５条の上告理由に当たらない。 

 所論に鑑み，第１審判決判示第１の犯罪事実（以下「本件犯罪事実」という。）

に関し，職権により判断する。 

 １ 本件犯罪事実の要旨は，次のとおりである。 

 被告人は，経済産業省大臣官房審議官として，経済産業大臣の命を受けて，同省

商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子，集積回路その他情報通信機

器等の部品等に関する事業の発達，改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画

し，関係事務を総括整理するなどの職務に従事していたものであるが，同職務上の

権限の行使に関し，半導体素子等の電子部品の開発及び製造等を業とし，東京証券

取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたＮＥＣエレクトロニクス株式

会社の業務執行を決定する機関が，株式会社ルネサステクノロジと合併することに

ついての決定をした旨の事実（以下「本件重要事実」という。）を，平成２１年３
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月９日頃に知り，法定の除外事由がないのに，同事実の公表前である同年４月２１

日から同月２７日までの間，証券会社を介し，東京証券取引所において，妻名義で

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の株券合計５０００株を代金合計４８９万７９０

０円で買い付けた。 

 ２ 原判決は，前記１記載の株券購入時点では本件重要事実は公表されていなか

ったなどとして，本件犯罪事実を認定した第１審判決を是認した。 

 これに対し，所論は，①本件重要事実は，金融商品取引法（平成２３年法律第４

９号による改正前のもの。以下「法」という。）１６６条４項，同法施行令（同年

政令第１８１号による改正前のもの。以下「施行令」という。）３０条１項１号に

基づき，同号に規定されたＮＥＣエレクトロニクス社の代表取締役等が二以上の報

道機関に公開したことにより公表され，法１６６条１項による規制（以下「インサ

イダー取引規制」という。）の対象外となった可能性が高く，少なくともかかる方

法により公表されていないことにつき検察官が立証責任を果たしていない，②本件

重要事実は，平成２１年４月１６日付け日本経済新聞朝刊及びそれに引き続く一連

の報道（以下「本件報道」という。）により既に公知の状態となっており，法１６

６条所定の「重要事実」性を喪失し，インサイダー取引規制の効力が失われてい

た，などと主張する。 

 ３(1) 法１６６条４項及びその委任を受けた施行令３０条は，インサイダー取

引規制の解除要件である重要事実の公表の方法を限定列挙した上，詳細な規定を設

けているところ，その趣旨は，投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報が，法令

に従って公平かつ平等に投資家に開示されることにより，インサイダー取引規制の

目的である市場取引の公平・公正及び市場に対する投資家の信頼の確保に資すると
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ともに，インサイダー取引規制の対象者に対し，個々の取引が処罰等の対象となる

か否かを区別する基準を明確に示すことにあると解される。 

 (2) 施行令３０条１項１号は，重要事実の公表の方法の１つとして，上場会社

等の代表取締役，執行役又はそれらの委任を受けた者等が，当該重要事実を所定の

報道機関の「二以上を含む報道機関に対して公開」し，かつ，当該公開された重要

事実の周知のために必要な期間（同条２項により１２時間）が経過したことを規定

するところ，前記(1)の法令の趣旨に照らせば，この方法は，当該報道機関が行う

報道の内容が，同号所定の主体によって公開された情報に基づくものであること

を，投資家において確定的に知ることができる態様で行われることを前提としてい

ると解される。したがって，情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対す

る重要事実の伝達は，たとえその主体が同号に該当する者であったとしても，同号

にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらないと解すべきである。 

 本件報道には情報源が明示されておらず，報道内容等から情報源を特定すること

もできないものであって，仮に本件報道の情報源が施行令３０条１項１号に該当す

る者であったとしても，その者の報道機関に対する情報の伝達は情報源を公にしな

いことを前提としたものであったと考えられる。したがって，本件において同号に

基づく報道機関に対する「公開」はされていないものと認められ，法１６６条４項

による重要事実の「公表」があったと認める余地もない。 

 (3) また，所論がいうように，法令上規定された公表の方法に基づかずに重要

事実の存在を推知させる報道がされた場合に，その報道内容が公知となったことに

より，インサイダー取引規制の効力が失われると解することは，当該報道に法１６

６条所定の「公表」と実質的に同一の効果を認めるに等しく，かかる解釈は，公表
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の方法について限定的かつ詳細な規定を設けた前記(1)の法令の趣旨と基本的に相

容れないものである。本件のように，会社の意思決定に関する重要事実を内容とす

る報道がされたとしても，情報源が公にされない限り，法１６６条１項によるイン

サイダー取引規制の効力が失われることはないと解すべきである。 

 ４ 以上と同旨の理由により，本件犯罪事実を認定した第１審判決を是認した原

判断は正当である。 

 よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号により，裁判官全員一致の意見で，

主文のとおり決定する。 

(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 大谷直人 裁判官 小池 裕 裁判官 

 木澤克之) 
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