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株式買取請求をめぐる近時の問題  

── 補正の要否に関する議論の整理と公正な手続に関する考察 

 

同志社大学 白井正和 

 

１．本日の報告の概要 

・ ジュピターテレコム事件決定（最決平成 28年 7月 1日民集 70巻 6号 1445頁） 

→多数株主と少数株主の間に利益相反関係が存在する企業買収の場面であっても、意思

決定過程が恣意的になることを排除するための措置（利益相反排除措置）が採られ、

手続の公正さが十分に確保できていると認められる場合には、原則として当事者間で

合意した買収条件を尊重する 

・ ジュピターテレコム事件決定後の非独立当事者間の企業買収の場面における公正な価

格の算定に当たって問題となりそうな内容 

・ 市場全体の株価の動向を考慮した「補正」の要否に関する問題 

・ 手続的な公正さを確保する上で講ずべき措置に関する問題 

（※）本日の報告では、マーケットモデル等を利用することで、価格算定の基準日まで

の間に生じた市場全体の株価の動向を考慮して公正な価格を算定することを指して、

補正という用語を用いる 

 

２．補正の要否に関する問題 

(1) ナカリセバ価格の算定と補正の必要性 

・ 日本の裁判所：企業価値を反映するものとしての株価に高い信頼を寄せている 

例：インテリジェンス事件決定（東京高決平成 22年 10月 19日判タ 1341号 186頁） 

「一般に、株式価格は、市場に参画した多数の投資者が、当該企業の資産内容、

財務状況、収益力及び将来の業績見通しなどに基づく企業価値を基礎とし、その

企業に関して有する情報やその時点における一定の偶然的要素に影響されながら

下した投資判断により、形成されるもの」である 

↓ 

・ 裁判所は、株式買取請求権が行使された会社が上場会社であって株価が存在するのであ

れば、公正な価格のうち、ナカリセバ価格の算定に当たっては、当該会社の株価を価格

算定の基礎とすることが一般的 

→問題となっている買収が企業価値を増加も毀損もしない場合：ナカリセバ価格として

価格算定の基準日（株式買取請求権の行使日）における当該会社の株価を用いる 

 例：楽天対 TBS 株式買取価格決定申立事件（最決平成 23 年 4 月 19 日民集 65 巻 3

号 1311頁） 
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→企業買収が企業価値を毀損する場合：買収の計画公表「後」の株価はナカリセバ価格

の算定に当たって用いることはできない 

→株価を参照するのであれば買収の計画公表「前」の株価を用いるしかない 

→しかし、買収の計画公表前の株価は、公表から価格算定の基準日までの間に生じ

た当該買収以外の事情を織り込んでいない（織り込む必要があるのでは？） 

 

(2) インテリジェンス事件決定 

・ 株式交換による株対価の買収の場面におけるナカリセバ価格の算定に当たって、株式交

換の計画公表前の買収対象会社の株価を基礎としつつも、回帰分析の手法により、これ

に価格算定の基準日までの市場全体の株価の動向を反映した一定の「補正」を行った最

初の公表裁判例 

Cf. 原決定（東京地決平成 22年 3月 29日金判 1354号 28頁）：補正をせず、株式交換

の計画公表前の買収対象会社の株価の終値の平均値をもってナカリセバ価格を算定 

 

 

(3) 補正の要否に関する判例の体系的な理解 

①問題の所在 

・ インテリジェンス事件決定：公正な価格の算定に当たり価格算定の基準日までの間の市

場全体の株価の動向を考慮した補正を行っており、このような算定の枠組みは、同事件

の許可抗告審に当たる最高裁の決定（最決平成 23年 4月 26日判時 2120号 126頁）に

より是認（裁判所の合理的な裁量の範囲内にある） 

・ 学説：同事件で最高裁が補正の余地を認めた点について賛成するものが少なくない 

↓↑ 



3 

 

・ ジュピターテレコム事件決定：全部取得条項付種類株式の取得日までの市場全体の株価

の動向を考慮した補正をするなどして株式の取得価格を算定すべきであるとした原審

（東京高決平成 27年 10月 14日金判 1497号 17頁）の判断は是認することができない

（原則として裁判所の合理的な裁量を超えたものといわざるを得ない） 

・ 学説：ジュピターテレコム事件決定が示した以上の判断について、一般に広く支持を集

めている 

↓ 

・ 補正の要否に関して、ジュピターテレコム事件決定の内容とインテリジェンス事件決定

の内容は、どのようにすれば整合的に理解することができるのか？ 

  

②ジュピターテレコム事件決定の事案で補正に反対する理由 

・ 学説が補正に反対している理由：大きく次の２つの点 

・ 現金対価の買収におけるシナジー適正分配価格の算定が問題となったことを踏まえ

れば、全部取得条項付種類株式の取得日までの市場全体の株価の動向を考慮した補

正をする余地は通常は認められない 

・ 取引条件の公正さは、取引に関する意思決定の時点で存在する事情に基づいて

判断すべき 

→現金対価の買収におけるシナジー適正分配価格の算定が問題となる場合 

・ 公開買付価格が公正→当該価格が取得価格となる 

・ 公正でない→裁判所は公開買付開始時点における判断として公正な公開買

付価格がいくらであるかを算定し、それが取得価格となる 

→いずれにせよ、反対株主には、公開買付期間の終了後の市場全体の株価の動

向を考慮した補正を受ける利益が保障されることにはならない 

・ 仮に現金対価の買収の場面で補正を認めてしまうと、株主によるリスクのない投機

が可能になるという問題が生じうる（株主の機会主義的な行動の問題） 

・ 株主によるリスクのない投機が可能であるとすると… 

→株主には、買収者による公開買付けには常に応募せず、締出しを実現する株

主総会決議には常に反対するといった機会主義的な行動をとるインセンティ

ブが生じ、その結果として、買収のコストが高まることや、場合によっては、

企業価値を高める望ましい買収であっても実現が困難になってしまうことが

危惧される 

 

③インテリジェンス事件決定の事案の考察 

・ インテリジェンス事件決定は、株対価の買収におけるナカリセバ価格の算定が問題とな

った場面であるため、ジュピターテレコム事件決定の事案において学説が補正に反対し

ている理由づけは当たらず、むしろ補正を行うことが理論的には要請される 
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・ ナカリセバ価格の算定の場面：買収公表前の時点における買収対象会社の株価を算

定の基礎とするのであれば、理論的には、価格算定の基準日までに生じた市場全体

の株価の動向を考慮した補正を行うことが要請される 

・ 仮に株対価の買収の場面で補正を認めないとすれば、株式買取請求権制度を通じ、

株主による将来の株価下落に対するヘッジが（ヘッジの対価を支払うことなく）可

能になるため、政策的な観点からは適切ではないと考える余地もある 

→株主による将来の株価下落に対するヘッジの問題が生じるのは、株対価の買収に

おけるナカリセバ価格の算定の場面において 

 Cf. 株対価の買収の場面だがシナジー適正分配価格の算定が問題となる場合 

→当事会社間で合意した比率が公正ならば価格算定の基準日における買収対象

会社の株価をもって公正な価格とされ、比率が不公正ならば買収に関する意

思決定の時点における公正な比率を算定し、その比率に基づき、価格算定の

基準日における買収者および買収対象会社の株価を修正するなどして公正な

価格を算定する（市場全体の株価の動向は公正な価格に織り込まれる） 

・ 事案の違いに着目することで、ジュピターテレコム事件決定では補正が否定され、イン

テリジェンス事件決定では補正の余地が認められたことを整合的に説明できる 

→一見すると矛盾するようにもみえる両事件の決定だが、理論的な観点からは、ジュピ

ターテレコム事件決定では補正が否定され、インテリジェンス事件決定では補正の余

地が認められたことは、いずれも正当化することが可能 

 

(4) 現金対価の買収におけるナカリセバ価格の算定と補正の要否 

・ 現金対価の買収におけるナカリセバ価格の算定の場面で補正を認めるべきか？ 

・ ナカリセバ価格の算定→理論的には補正を行うことが要請される 

・ 現金対価の買収→補正を認めることで株主の機会主義的な行動が誘発される可能性

が生じないとはいえない（リスクのない投機をすることが一応は可能） 

・ 私見：補正を認めることでよいのではないか 

・ ナカリセバ価格の算定の場面である以上、理論的に考察するのであれば補正を認め

ることがやはり必要となる 

→それでは、株主の機会主義的な行動の問題はどう考えたらよいか？ 

・ ①現金対価の買収の場面のうち、ナカリセバ価格の算定の場合に限って補正

を認めるに過ぎない 

→株主が機会主義的な行動に出る可能性は必ずしも高いとはいえない 

 ∵ 買収を通じた企業価値の増加の有無は事前に明確には判断できない 

   株式買取請求権の行使には一定のコストがかかる 
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・ ②仮に株主が機会主義的な行動に出ることになったとしても、ナカリセバ価

格の算定の場面であるため、機会主義的な行動の弊害として指摘されてきた

企業価値を高める望ましい買収を阻害するという問題は起こりにくい 

・ ②の理由づけに関するさらなる考察 

・ 確かに、現金対価の買収におけるナカリセバ価格の算定の場面で補正を認める

ことで、本当は企業価値を高める望ましい買収であるにもかかわらず、株主が

誤って企業価値を毀損する買収であると考えて、リスクのない投機を目的に買

収に反対することも考えられないではない 

←→もっとも、この場合には、当該株主は主観的には企業価値を毀損する買収

であると考えている以上、たとえ補正が認められないとしても、当該株主が当

該買収に反対する可能性は高いのではないか 

・ 【以上の２(4)で述べた私見に関する議論の前提】従来、公正な価格の解釈として学

説上主張されてきた、ナカリセバ価格とシナジー適正分配価格のうちいずれか高い

方の価格での株式の買取りを認めるという考え方は、弊害が大きいので採用すべき

でないと考える 

・ 採用してしまうと、現金対価の買収の場面では、（私見のように）ナカリセバ価

格の算定の場合に限って補正を認めるに過ぎないとはいっても、事実上、企業

価値を高める望ましい買収の場合でも株式買取請求権制度を通じたリスクのな

い投機が可能になる 

 

３．手続的な公正さを確保する上で講ずべき措置に関する問題 

(1) ジュピターテレコム事件決定と手続面の審査を重視する傾向 

・ ジュピターテレコム事件決定（最決平成 28年 7月 1日民集 70巻 6号 1445頁） 

→多数株主と少数株主の間に利益相反関係が存在する企業買収の場面であっても、意思

決定過程が恣意的になることを排除するための措置（利益相反排除措置）が採られ、

手続の公正さが十分に確保できていると認められる場合には、原則として当事者間で

合意した買収条件を尊重する 

→買収の公正さを審査するに当たっては手続面を重視する姿勢を明確にした 

・ ジュピターテレコム事件決定が示される前の学説：MBO や支配株主による少数株主の

締出しなどの構造的な利益相反の問題が懸念される企業買収の場面では、裁判所は、公

開買付価格の形成過程における公正さを審査した上で、公正と判断される場合には当該

価格を尊重するとともに、不公正と判断される場合に限って、裁判所は独自に公正な価

格（シナジー適正分配価格）を算定すべきとする見解が多数 

→公開買付価格の形成過程における公正さを審査するに当たっては、同過程における利

益相反排除措置が有効に機能したかどうかに着目すべきとする見解が有力 
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→ジュピターテレコム事件決定は、多数株主と少数株主との間に利益相反関係が存在す

る企業買収の場面であっても、裁判所は主として公開買付価格の形成過程における手

続的な公正さを審査し、公正と判断される場合には原則として当事会社間で合意した

買収条件を尊重する点で、こうした学説上の多数説の見解とおおむね軌を一にするも

のといえる 

 

(2) 手続的な公正さの審査の枠組み 

・ ジュピターテレコム事件決定：手続的な公正さを確保する上で講ずべき措置として、独

立した第三者委員会や専門家の意見を聴取することや、公開買付けに応募しなかった株

主の保有する株式も公開買付価格と同額で取得する旨が明示されることを挙げる 

→ただし、これらの措置はあくまで例示 

→どの程度の措置を講じることが必要となるかについては、最新の実務動向等を踏まえ

つつ、個別の事案ごとに検討する必要がある 

・ 学説：MBO や支配株主による少数株主の締出しなどの構造的な利益相反の問題が懸念

される企業買収の場面において、裁判所が当事者間で合意した買収条件を尊重すること

を正当化するためには、独立当事者間の取引と同視できるような公正な手続を経ている

と評価できることが必要である 

→単に第三者委員会を設置したという外形的な事実だけでは十分ではなく、利益相反排

除措置が「実質的に」機能したことが必要であるとする見解が有力 

Cf.（先行評釈）MBOの場面にも、ジュピターテレコム事件決定の考え方は原則として

同様に妥当すると考えられる 

（この問題に関するかつて公表した論文における私見） 

・ 第三者委員会が実質的に機能したかどうかを判断するに当たっては、同委員会が、①取

引に重大な利害関係を有しない者によって構成されているかどうか、②当該取引に関し

て十分に情報を得るための全ての合理的な手順を踏んでいるかどうか、③独立した財務

および法務に関するアドバイザーと直接に連絡を取ることができるかどうか、④取引の

審査、分析および交渉の過程において十分な権限を有し、積極的な役割を果たしている

かどうかといった要素を総合的に考慮することが望ましい 

→中でも、④の要素のうち、第三者委員会による検討または交渉等の活動の実質面を重

視し、取引の過程において同委員会が現実に果たした役割について詳細な検討をする

ことが望まれる 

 

(3) MBOにおけるマーケットチェックの活用という視点 

①サブラマニアン教授の見解 

・ 以上の第三者委員会を中心とした利益相反排除措置に関する議論に加えて、近年の米国
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では、とりわけ株式買取請求権（appraisal rights）が行使される際の公正な価格（fair 

value）の算定に関して、MBOの場面では、市場における他の潜在的な買収者の有無の

調査・検討を内容とするマーケットチェックの十分な実施という要素を重視すべきであ

るとする見解が有力に主張 

Cf. 近年の米国：株式買取請求権が行使される事例・金額は年々大幅に増加 

→Subramanian (2017)：「株式買取請求権を行使した株式の数×買収対象会社の株式 1

株当たりの実際の買収対価」で表される表面上の金額（face value）は、2009年・2010

年頃はごくわずかに過ぎなかったが、2011年以降は毎年 70％程度の累積的な成長を

遂げ、2015年・2016年頃になると年間で 20億ドル程度の金額にまで増加 

・ Subramanian (2016)：株式買取請求権が行使される際の公正な価格の算定に当たって

裁判所が当事会社間で合意した買収対価を尊重するための要件として、買収者との間で

独立当事者間の交渉と評価できるような実質的な交渉が行われることに加えて、意味の

あるマーケットチェック（meaningful market check）が行われることを挙げる 

→MBO の場面において「意味のあるマーケットチェック」であるといえるためには、

当初の買収者とマーケットチェックを通じて登場する潜在的な買収者との間で平等

な競争の場（level playing field）が確保されている必要がある 

↓ 

・ そのためには、例えば、買収に関する契約締結「前」の段階における買収対象会社

の第三者委員会（が雇用する財務アドバイザーなど）による潜在的な買収者に対す

る積極的な買収の勧誘行為をこれまで以上に重視する必要があることや、最終的に

取締役会がマーケットチェック等を通じて買収者を選定するまでは、MBO に参加

予定の経営陣が自らの雇用や報酬、出資に関するアレンジメントについて PE ファ

ンドと事前に協議することを禁止する必要があることなどが指摘 

∵ MBOの場面でオークションの仕組みを通じた効果的な価格発見機能を活用 

 

②Dell事件決定 

・ 近年では、米国のデラウェア州衡平法裁判所による価格決定の裁判例の中にも、MBO

の場面では意味のあるマーケットチェックの実施の有無という要素を重視するものが

観察され始めている 

Cf. デラウェア州の裁判所による公正な価格の算定：取引の過程が適切であれば、実際

の買収対価をもって公正な価格の最善の証拠であると判断する姿勢が示されている 

・ Dell事件決定（In re Appraisal of Dell Inc., Civ. A. No. 9322, 2016 WL 3186538 (Del. 

Ch. May 31, 2016)） 
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（事案） 

・ パーソナル・コンピュータの開発・製造等を業とする Dell社の創業者であり同社の

株式の約 16％を保有する Michael Dell 氏が、PE ファンドと組んで同社に対する

MBOを実施 

・ Dell社に設置された第三者委員会による買収者（＝Michael Dell氏と組むことにな

る PEファンド）との間の激しい交渉を通じて、2012年 12月 4日の段階では 1株

当たり 12.70ドルであった買収対価が、最終的には 2013年 7月 31日に 13.75ドル

（特別配当まで含めれば 13.96ドル）にまで引き上げられた 

・ Dell事件で買収者との間で締結された買収に関する契約には go shop 条項が盛り込

まれており、Dell 社は、契約締結後 45 日間は他の潜在的な買収者に対して買収の

勧誘をし、当初の買収者（買収に関する契約を締結した相手方）による買収提案に

優越する内容の提案を引き出そうとすることが認められていた 

↓ 

・ Dell事件では、①Dell社に設置された十分な権限を有する第三者委員会による買収

者との間の長期にわたる激しい交渉が行われ、②当該交渉を通じて買収対価の上乗

せが行われ、③買収に関する契約の締結後に、go shop 条項に基づき、第三者委員

会が雇用した財務アドバイザーによる（全部で 60社を超える数の）潜在的な買収者

に対する買収の勧誘が行われたといえる 

（Dell事件決定） 

・ 買収に関する契約の締結前の段階では PE ファンド２社に対する勧誘しか行われて

いなかったことなどを問題視した上で、「Dell 社の売却の過程は価格発見のツール

として不十分にしか機能していない」と判示し、実際の買収対価（13.75 ドル）を

重視することはせず、DCF法に基づき、同価格にさらに 28％を上乗せした額（17.62

ドル）をもって公正な価格と判断 

（Subramanian (2017)：Dell事件決定に賛成の見解） 

・ Dell事件では、Dell社が設置した第三者委員会が契約締結「前」の段階ではかなり

限られたマーケットチェックしか行っていなかった点に問題がある 

・ 買収対象会社である Dell 社の経営陣が引き続き同社の経営を担うことが取引

において重要な価値を有するとともに、経営陣が約 16％もの Dell 社の株式を

事前に保有していたなどの Dell事件の事案の下では、買収に関する契約締結後

の勧誘では締結前の勧誘に十分に代替することはできない 

→Dell 事件で契約締結後に go shop 条項に基づき買収の勧誘が行われたとして

も、そこでは平等な競争の場は確保されていなかったことからすれば、Dell

事件では意味のあるマーケットチェックは行われていなかった 
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(4) 小括 

・ MBOの場面で意味のあるマーケットチェックの実施の有無を重視するという視点 

→日本の裁判所による公正な価格の算定の場面、中でも手続の公正さを審査する場面に

おいて、一定の有益な示唆を与えてくれる可能性がある 

・ 日本ではマーケットを通じたオークションの仕組み以外の仕組みによる価格発見機

能が米国よりも高いとはいえない（むしろ第三者委員会に与えられる権限等の面か

らして、日本では米国ほどは利益相反排除措置としての同委員会が有効に機能して

いないとすら考える余地がある） 

→オークションの仕組みを通じた効果的な価格発見機能を活用する必要性は、日本

の企業買収の場面では米国の企業買収の場面と比較して低いとは考えにくい 

→第三者委員会の活動を実質的に評価する際に、MBO の場面で第三者委員会（が

雇用する財務アドバイザーなど）による意味のあるマーケットチェックの実施の

有無を考慮要素の１つとして位置づけることは、理論的には一考に値する 

 ←→ただし、そもそも第三者委員会に財務アドバイザーを雇用する権限を与える

こと自体稀な日本の現在の実務（＊）からすれば、ハードルが高いという問題は

確かにありうる 

 （＊）2006年 12月 13日～2013年 12月末日までの間に日本で開始された公開

買付け（全部で 487 件）のうち、第三者委員会が設置されたものは 80 件

あるが、第三者委員会に財務アドバイザーの選任権限を付与したものは、

そのうちのわずか 3件に過ぎない 

 

４．おわりに 
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