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2018.6.22 JPX金融商品取引法研究会 

 

逐条解説・金商法 167の 2 

 

報告者 神戸大学 行澤一人 

 

１ 規制の趣旨 

「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備

について（平成 24年 12月 25日）インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ（以

下、【WG報告】と記す）。 

「（1）情報伝達行為に対する規制  上場会社の未公表の重要事実に基づく取引が行われた

場合には、それを知らない一般投資家と比べ極めて有利であり、そのような取引が横行す

れば、そのような証券市場は投資家の信頼を失いかねない。こうした取引を助長する情報

伝達行為は、未公表の重要事実に基づく取引が行われる蓋然性を高めるとともに、内部者

に近い特別の立場にある者にのみ有利な取引を可能とする点等で、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、適切な抑止策を設ける必要がある。  

（2）取引推奨行為に対する規制   情報伝達行為を規制する場合には、未公表の重要事実

の内容は伝えず、その存在を仄めかし、又は未公表の重要事実を知り得る立場にあること

を示しつつ取引を推奨するなどの潜脱的行為が行われるおそれがある。また、内部情報を

知り得る特別の立場にある者が、内部情報を知りながら不正に取引推奨すれば、被推奨者

に取引を行う誘因が働き、未公表の重要事実に基づいた取引に結びついていくものと考え

られる。このような取引推奨が行われることは、証券市場の公正性・健全性に対する投資

家の不信感を惹起するおそれがあることを踏まえると、不正な取引推奨行為についても適

切な抑止策を設ける必要がある。」 

 （１）情報伝達行為禁止の趣旨‐それが、①一次情報受領者による禁止取引の蓋然性を

高める。②会社内部者（もしくは公開買付者等関係者。以下、会社関係者等と記す）に近

い「特別な者」を利する点で市場に対する投資家の信頼を損なう。 

 （２）取引推奨行為禁止の趣旨‐①会社関係者等による取引推奨は、被推奨者による取

引の蓋然性を高め、法規制によって抑止しようとしている「未公表の重要事実（もしくは

公開買付等事実。以下、重要事実等と記す）に基づく取引」を招く結果に結びつく。それ

は、情報伝達行為を禁止した（１）①の趣旨の潜脱となる（この場合、被推奨者による取

引は禁止取引に該当しない）。②取引推奨行為が行われているかもしれないという疑心は、

市場に対する投資家の不信感を惹起する。 

 

２ 規制の対象者 

 （１）会社関係者及び公開買付者等関係者 
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(i) 法 166条 1項に規定する「会社関係者」及び「会社関係者」でなくなった後一年以

内の者（本条第 1項）。法 167条 1項に規定する「公開買付者等関係者」及び「公開買付者

等関係者」でなくなった後六月以内の者（本条第 2項）。 

(ii) 情報受領者もしくは被推奨者は、本条の適用対象とはならない。その理由は、次の

ように説明される。①本条の規制の趣旨が、未公表の重要事実等を通常知り得る特別な立

場にある者による情報伝達・取引推奨行為は禁止取引が行われる蓋然性を高めるという点

にあるところ、情報受領者や被推奨者はそのような者には必ずしも該当しない。②金商法

は、そもそも第二次情報受領者による情報に基づく取引を禁止していないから、第一次情

報受領者もしくは被推奨者による情報伝達や取引推奨にはそもそも共犯的な違法性がない

（齋藤将彦他「公募増資に関連したインサイダー取引事案等を踏まえた対応」商事法務 2012

号 27頁参照）。 

（２）未公表の重要事実等を通常知り得る方法によって知った者   

(i) 法 166条１項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号によって知った者（本

条1項）。法167条1項に規定する公開買付等事実を同項各号によって知った者（本条2項）。 

(ii) このように規定された理由は、次のように説明される。「職務外の私的な関係等に

より通常知り得る契機以外によって未公表の重要事実を知った場合には、それは会社関係

者であるがゆえの特別な立場に基づくものとは異なる」からである（齋藤他 27 頁）。そも

そも、情報提供行為・取引推奨行為が禁止される趣旨として、それが「一般投資家の信頼

を損ないかねない状況を当該会社関係者自らが作り出している点で、当該会社関係者の行

為は、自らインサイダー取引を行うことに準ずる違法性のある行為である（下線報告者）」

（齋藤他 27頁）ことを強調するなら、本来、会社関係者等が取引を行っても禁止取引に該

当しないような場合において、当該会社関係者等による情報提供行為・取引推奨行為のみ

を禁止するのは、筋が通らないことになる。 

 

３ 目的要件 

（１）主観的違法要素であると解される。 

当該業務等に関する重要事実について同項（法 166条 1項）の公表がされたこととなる

（同条 4 項）前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該

他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的（本条 1項）。 

 当該公開買付け等事実について同項（法 167条 1項）の公表がされたこととなる（同条 4

項）前に、同項（同条 1 項）に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあ

っては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、又は同項（同条 1 項）に規

定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株

券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の

発生を回避させる目的（本条 2項）。 

（２）目的要件が置かれた趣旨 
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「上場会社では、例えば業務提携の交渉や投資家向け説明（いわゆる「ＩＲ活動」）など、

様々な場面で情報のやりとりが行われており、情報伝達・取引推奨行為全般を規制対象と

した場合には企業の通常の業務・活動に支障が生じるとの指摘がある。こうした企業の通

常の業務・活動の中で行われる情報伝達・取引推奨に支障を来たすことなく、他方で、未

公表の重要事実に基づく取引を引き起こすおそれの強い不正な情報伝達・取引推奨行為を

規制対象とするため、立証可能性にも留意しつつ、『取引を行わせる目的』等の主観的要件

を設けることが適当である。」【WG報告】。なお、この点につき、平成 25年 9月 12日金融

庁「情報伝達・取引推奨規制に関する Q&A（以下、Q&A と記す）」（問１）及び（問３）

参照。 

 「企業の正当な業務行為以外であっても、たとえば、家族に対し世間話として自己が取

り組んでいる業務内容について話をするような場合もあり得るが、こうしたケースを規制

対象とすることは家庭生活等に対する公権力の過度な介入となり得る。」（齋藤他 28 頁）。

なお、Q&A（問２）参照。 

（３）行為者の認識 

(i)「単に、他人が重要事実の公表前に売買等を行う可能性や当該売買等に起因した利益

を得る可能性があることを認識していたということではなく、結果発生に対する積極的な

意思が認められる場合に限り、目的の存在が認められるものであることを示しているもの

と解される。」単なる未必的な認識では、「それにより、証券市場に対する一般投資家の不

信感を惹起するおそれはな」いと解されるからである（齋藤他 28頁）。 

(ii)「公表前に売買等（買い付け等又は売り付け等を含む。以下、同じ。）をさせることに

より」利益を得させ、損失を回避させることを意図する必要がある。これには「取引から

生じる経済的利益を指すものと解され」、たとえば証券会社の営業担当者による情報伝達等

を受ける「投資運用業者がファンドの計算で売買等をすることにより得られる利益も含ま

れる」と解されている（齋藤他 28 頁）。ただし、人事評価や社会的評価などの身分上の利

益・損失については、「重要事実等の公表前に売買等をさせることにより」得させるものと

は関係ないので、目的要件の「利益」には当たらないと解される（木目田裕・鈴木俊裕「情

報伝達・取引推奨規制における若干の解釈論―目的要件・氏名公表措置―」商事法務 2036

号 7頁）。 

  (iii) 適用除外規整との関係 

 禁止取引の適用除外となるべき取引類型に該当する場合における情報伝達行為は、刑事

責任及び課徴金については免責される（法 197 条の 2 第 14 号・15 号／法 175 条の 2 第 1

項・２項）が、法 167条の 2の違反自体は免れないように見える（Q&A（問６）参照）。 

(a)クロクロ取引（法 166 条６項７号、法 167条 5項 7号）に関して、Q&A（問 7）は、

まず、「会社関係者が、資金調達を目的として未公表の重要事実を伝達した上で保有株式を

売却するような場合において、情報伝達に当たり、単に、情報の受領者が当該売却に起因

した利益を得る可能性があることを認識していたというだけでは、通常の場合、『他人に利
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益を得させる』という目的要件を満たさないと考えられる」（下線報告者）という。ここで、

「当該売却に起因する利益」とは何を指すのかが良く分からない。もし、これを情報受領

者による公表後の転売利益を指すと考えれば、単に「利益を得る可能性があることを認識

していたというだけでは」目的要件には該当しないという意味に読める。 

次に、Q&A は、「クロクロ取引が市場価格よりも割り引いた価格で行われるような場合

には、取引の相手方は取得価格と市場価格との差額の利益を得ることができる可能性があ

ります。しかしながら、情報伝達・取引推奨規制の目的要件を満たすか否かについては、

単に市場価格よりも割り引いたという事実があったか否かによってではなく、他人に対し、

特に『重要事実の公表前に』売買等を行わせ、『それに起因した』利益を得させる目的があ

ったか否かによって判断されることとなります。」と説明するが、この趣旨についてはどう

解すべきか。ここで一次情報受領者がクロクロ取引によって市場価格よりも安値で取得し

たことによりどのように利益を上げることができるかを考えると、まず、当該重要事実等

が公表される前の時点における転売によって得られる利益のことを指しているとは考えに

くい。なぜなら、そもそも、クロクロ取引の適用除外に該当するためには「当該売買等を

する者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項（第一項）

又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを」知らない場合（法 166

条 6 項 7 号）及び「当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等に

ついて、更に同項（第 1 項）又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなる

ことを」知らない場合（法 167条 5項 7号）でなければならないので、もし情報提供者が、

情報受領者に公表前の転売利益を得させることを認識していたなら、そもそも当該売買自

体が規制取引に該当するからである。では、当該重要情報等の公表後についてはどうか。

そもそも当該重要事実が、当該発行会社の企業価値を上げるような積極情報である場合に

は、それが未公表であることによって形成されている情報伝達時の市場価格はおよそ低く

見積もられているはずであるから、別に売却価格が「市場価格よりも割り引いた価格」で

あろうがなかろうが、情報受領者は公表後に転売利益を得る可能性がある。あるいは、当

該重要事実が、当該発行会社の企業価値を下げるような消極情報である場合には、市場価

格よりも割り引いた価格で売却されるからといって、それが必ずしも情報受領者に公表後

の転売利益を得させ得るものとは言えない。いずれにしても、「公表後に転売利益を得る可

能性」を認識しているだけでは、目的要件を満たさないことは前述の通りである。 

 もし Q&A（問７）が以上のようなことを述べているに過ぎないのであれば、およそ目的

要件の意義について論じておけば足りることである。 

 そこで、クロクロ取引に当たる場合に固有の理解としては、そもそも売買当事者間に情

報の偏在が存在していないのであるから、そこで約定される売買価格はそれ自体「正しい

価格」であって市場価格に比して高いとか安いとかいうことは考える必要がない。ゆえに、

情報伝達者に相手方に利益を得させる目的はおよそ認められないという見解も主張されて

いる（木目田裕他 10 頁）。しかし、情報に偏在がないことと、約定価格が「正しい価格」
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かどうかは別の問題であろう。これについては、他に、本条の「利益」とは、インサイダ

ー情報を知らない者との間の情報格差によって生じる利益のみを意味すると解する見解

（宮下央「金商法改正によるM&A 実務への影響―インサイダー取引規制の改正を中心に」

金法 1972 号 9 頁）、あるいは当該情報伝達は「当事者間で売買するにあたり情報格差を解

消しようとすることが目的であって、・・・未公表の重要事実があるところで取引を行わせ

ること『により』いずれかの当事者に利益を取得させまたは損失を回避させることを目的

としているわけではない」と解する見解（中村聡「インサイダー取引規制の平成 25年改正

と実務上の諸問題」商事法務 1998 号 30 頁）などが披歴されている。もっとも、このよう

な見解によっても、情報伝達者において、情報受領者が公表後の転売利益を得ることを積

極的に意識していた場合には、本条の目的要件を満たすことは否定されないのではないか。 

  (b) 公開買付け等に対する応援買い（法 167 条 5 項 4 号）や対抗買い（同条 5 項 5 号）

の場合、「公開買付者等の要請」（4号）や「当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者

の取締役会が決定した要請」（5 号）を受けて当該上場等株券等の買付け等をする者は第一

次情報受領者となり、したがって公開買付者等（4号）や発行者（5号）は法 167条の 2第

2項における「情報伝達者」となる。もっともこれらの「買付け等」は、投資行為の判断形

成自体が情報面での優位性を利用してなされたものではないとの理由で禁止取引の適用除

外とされる。この点を本条との関係でどのように解するかにつき、議論がある。基本的に

は、これらの類型においては、情報受領者は、公開買付等事実が公表されないうちに、市

場価格で買い付けて、公表後、高値で（応援買いの場合には公開買付者等に対して）売却

することが可能であるため、情報提供者において情報受領者に当該買付け等により利益を

得させる目的があったのではないかが疑われるわけである。 

 そもそも応援買いが適用除外とされる理由は、「公開買付者等本人の行為と同視できる限

りにおいては、証券市場の公正性と健全性に対する投資家の信頼を損なうこともないと考

えられ」たからである（木目田裕・上島正道監修「インサイダー取引規制の実務（第 2版）」

（商事法務、2014年）468頁）。つまり、情報提供者が情報受領者から当該上場等株券を買

い付けることによって情報受領者に提供されるべき利益は、公開買付者等に代わって応援

買いを行うことに伴い支弁されるコストの償還とも言えるのではないだろうか。それゆえ、

私は、かかる売買差益は、本条における「利益」には該当しないと解すべきと考える。 

 次に対抗買いについてであるが、この場合、応援買いのように情報提供者（発行者）が、

情報受領者が買い付けた当該上場株券等を後に購入するということは想定されていないの

で、応援買いと同様の理屈で目的要件を満たさないという理屈は取れない。もっとも、対

抗買いを要請する情報提供者においては、情報受領者が後に高値で売却して利益を得る可

能性を認識してはいるが、対抗買いを行う者がしばらくは発行会社の支配権を維持してく

れることを期待しているのが通常であろうから、情報受領者に利益を得させる積極的意思

があるということにはならない、というべきであろうか。なお、発行者の取締役会の決定

による対抗買いの要請は、それ自体が重要事実とされている（施行令 28 条 10 号）こと
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からも、投資者の投資判断に影響を及ぼし得る事実として適時開示の対象となると考える

べきである（黒沼悦郎・金法 1980 号 26 頁）とすると、発行会社が適時開示を行う限り

において、本条における利益を得させる目的がないことを認定する（セーフハーバーとし

て）と解する方法もあるかもしれない。 

（４）立証の問題 

「情報伝達・取引推奨を行った者と情報受領者（金商法 166条 3項・167条 3項）・被取

引推奨者との関係性、具体的な情報伝達・取引推奨の状況、情報受領者によるインサイダ

ー取引への情報伝達を行った者の関与の状況、その他情報伝達・取引推奨を行った者の供

述等を総合考慮」（志村聡他「情報伝達・取引推奨規制に関するインサイダー取引規制等」

商事法務 2150号 9頁）することによって目的の有無が認定される。 

 

４ 規制の対象となる行為 

（１） 情報伝達・取引推奨の相手方 

「他人」には、自然人及び法人が含まれる（齋藤他２８頁）。 

なお、本条の規定ぶりによれば、情報伝達・取引推奨された「他人」と、利益を得させ、

損失の発生が回避されることが企図された「当該他人」とが同一であることが前提である。

そこで、会社関係者等が、個人に対して伝達・推奨を行ってはいても、当該個人が所属す

る法人に利益を得させる目的を有していたような場合が問題となり得る（この点について、

中村３２頁参照）。この点、立法担当者の解説によると、「情報伝達・取引推奨の相手方は、

情報伝達・取引推奨を行う者の意図、態様等から実質的に判断されるものと解される」（齋

藤他２８頁）とあるから、このような場合には、法人を「情報受領者」と解するべきであ

る。また、情報伝達・取引推奨された者が、第三者の計算で売買を行う場合には、目的要

件における「利益」の中には「投資運用業者がファンドの計算で売買等をすることにより

得られる利益も含まれる」（齋藤他 28 頁）から、当該情報伝達・取引推奨された者（投資

運用業者）において「利益」を得させる目的、という解釈が成り立つと解される。 

（２） 情報伝達行為  

 口頭、書面等により重要事実の内容を伝えることである（齋藤他 28頁）。この点、法 166

条 3項、167条 3項における情報の一次受領者の意義についての議論が妥当することから、

「会社関係者に重要事実を伝達する意思がない場合には、会社関係者から重要事実を知っ

たとしても、伝達を受けた者に当たらない」と解されている（梅澤拓「情報伝達・取引推

奨行為に関するインサイダー取引規制の強化と実務対応」金法 1980号 48頁）。例えば、メ

ールの宛先を誤って送信してしまったというような場合は、伝達そのものがないと解され

る（梅澤 48 頁）。また、情報伝達者において、情報受領者が「当該重要事実等を知った」

ことについて未必的な認識があれば足り、確定的な認識は必要ないと解されている（梅澤

48頁）。  

情報受領者においても「情報提供者が会社関係者であり、その立場・職域等によって情
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報を知ったこと、伝達された事実が重要事実であること、伝達された重要事実が未公表で

あること」についての認識が必要と解される（三國谷勝範「インサイダー取引規制詳解（資

本市場研究会、1990年）26頁参照）が、情報伝達者に本条の「目的」があったことまでを

認識している必要はないと解される（梅澤 49頁）。 

  なお、立法担当官の解説によれば、「必ずしも重要事実の内容のすべてを伝えるものであ

る必要はなく、その一部を伝えることも含まれる。」（齋藤他 29頁）とされる。この点、「い

くつかの課徴金事例では、具体的な内容の一部の伝達でも重要事実や公開買付け等事実の

伝達があったものと認定しているが、実際に伝達された情報が単体でも重要事実・公開買

付等事実に該当すると判断することができた事例と考えられる」（梅澤 49 頁）と評価する

見方もある。 

 情報受領者が、既に当該重要事実等を知っている場合でも、会社関係者等による当該重

要事実等の伝達は、本条に該当すると考えられる。それは、「さらに情報伝達者から重要事

実の伝達をうけたことにより、重要事実に基づく取引が行われる蓋然性をより高め」るこ

とになるからである（梅澤 50頁）。 

（３） 取引推奨行為 

 「明示的に売買等を勧める場合のみに限られるものではなく、売買等を勧める行為を行

ったか否かは、行為者の言動等によって実質的に判断される。」（齋藤他 29頁）。「他人に対

し、早期の、または一定期間内の売買等を促すような言動等を行った場合には、規制違反

に該当する可能性がある」と解されている（齋藤他 29頁）。なお、Q&A（問５）「上場会社

等の未公表の重要事実を知っている証券会社の営業部門の役職員が、顧客から当該上場会

社等の評価を求められた場合、明示的に取引推奨を行わなければ取引推奨規制の違反とな

らないのでしょうか。」に対する答えにおいて指摘されているように、「一般に証券会社等

については、上場会社等の法人関係情報を提供して勧誘する行為が禁じられており（金融

商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 1 項第 14 号）、証券会社等においては、上場

会社等の内部情報が、本来知る必要のない営業部門の役職員に伝わることのないよう適切

に情報管理することが求められ」ていることに留意すべきであろう。 

 当該取引推奨時点において、被推奨者が、取引推奨者が会社関係者等であることの認識

を有していたことは必要であると解される（佐伯仁志「刑法から見たインサイダー取引規

制」金法 1980号 15頁。なお、同脚注（30）参照）。 

取引推奨者において、「（未公表の重要事実）の存在を仄めかし、又は未公表の重要事実

を知り得る立場にあることを示しつつ取引を推奨するなど」（WG報告）の行為は必ずしも

必要ではないと解される（梅澤 50 頁）。もし、そのような事情もなく、当該取引推奨者が

匿名掲示版やブログなどにおいて完全に匿名で売買を推奨するような場合には、被推奨者

において当該取引推奨者が会社関係者等であることの認識を持つことは容易ではないし、

情報伝達行為規制の潜脱となる恐れは小さいと思われるため、本条を満たさないと解され

る（梅澤 51頁〔注 45〕参照）。 
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５ 刑事罰 

 （１）取引要件 

法 197 条の２第 14 号・15 号は、本条 1 項・2 項違反に対して、それぞれ刑事罰を規定

している。法定刑は、インサイダー取引罪と同じ（5年以下の懲役若しくは 500万円以下の

罰金）である。ただし、刑事罰が科せられるためには、本条の要件が充足されることに加

えて、情報受領者もしくは被推奨者が「当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をし

た場合」（14号）、「当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合」（15号）

（以下、当該取引と記す）に該当することが必要である（取引要件）。この取引要件の法的

性質については、客観的処罰根拠説と構成要件的結果説が対立し得るが、後者であると解

すべきである（佐伯 14頁）。すなわち、情報伝達者・取引推奨者において、「当該取引が行

われること」についての故意が必要であり、さらに当該情報伝達・取引推奨行為と当該取

引の間に相当因果関係がなければならない、ということである（当該違反「により」）。も

っとも、「具体的には、情報伝達・取引推奨を受けたことが決め手となって取引が行われた

というほどの強い関連性を必要とするものではなく、一つの考慮要素となった程度の関連

性があれば満たされるものと解される。」（齋藤他 29頁）。 

なお、刑事罰を科すために、わざわざ取引要件を加えた趣旨は、平成 25年改正以前にお

いて、インサイダー取引罪における情報提供者の行為が処罰され得るのは、教唆犯、ある

いは共同正犯としてであり、情報受領者において同罪の実行行為がなされることが必要と

解されていたこと、「実際に、重要事実を知った者が取引を行うことが、証券市場の公正性

及び健全性に対する投資家の信頼を害するものであるから、それ以前の単なる重要事実の

伝達行為については、これを直ちに処罰するまでの必要性は乏しい」（横畠裕介「逐条解説

インサイダー取引規制と罰則」（商事法務研究会、1989年）127頁）とされていたこと、そ

して、このような説明（可罰的違法性に乏しい）は平成 25年改正時点においても妥当であ

ったと考えられること（佐伯 9 頁）が挙げられよう。この点、WG 報告においても、次の

ように指摘されていた。「情報伝達・取引推奨行為に対する規制は、不正な情報伝達・取引

推奨によって未公表の重要事実に基づく取引を引き起こすことを防止しようとするもので

あり、情報伝達・取引推奨されたことが投資判断の要素となっていない場合にまで制裁等

の対象とする必要性は必ずしも高くない。また、情報伝達・取引推奨が行われたのみで直

ちに処罰・課徴金の対象にすると本来制裁等を課すべきでない通常の業務・活動に影響を

与えてしまうおそれがあることも踏まえ、不正な情報伝達・取引推奨が投資判断の要素と

なって実際に取引が行われたことを要件とすることが適当である。」 

 

（２）適用除外取引  

法 197条の２第 14号・15号は、当該取引が法 166条 6項各号及び 167条 5項各号にお

ける適用除外に該当する場合には、構成要件該当性が阻却されると規定されているところ、
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当該情報伝達・取引推奨行為の時点で、適用除外取引に該当することを認識していれば、

不可罰という結論が導かれる。したがって、刑事責任との関係に関して言えば、たとえば、

クロクロ取引を行わせる目的で未公表の重要情報等について伝達したところ、情報受領者

が適用除外に該当しない取引を行ってしまったという場合に、当該情報伝達者を不可罰と

するために、前述のように、目的要件、特に「利益」の意義についての難しい議論をする

までもないということになる（佐伯 12頁）。 

  

（３）共犯との関係 

 不正な情報伝達を行った場合、情報伝達規制の違反とインサイダー取引の教唆・ほう助

のいずれの罪についても成立要件が満たされる場合には、後者は前者に吸収され、一罪と

評価されるものと解される（齋藤他 30頁）。それは、「両罪ともに、証券市場の公正性・健

全性に対する一般投資家の信頼という保護法益を同じくするものである一方、情報伝達規

制は、重要事実の伝達による違反類型について特に禁止規制を設けていること等に鑑み」

て、と説明される（齋藤他 30頁）。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成 25 年 9 月 12 日 金融庁  

情報伝達・取引推奨規制に関する Q&A （金融商品取引法第 167 条の２関係）  

  

※インサイダー取引規制には、会社関係者を対象とした規制（金融商品取引法第 166 条）

と公 開買付者等関係者を対象とした規制（同法第 167条）があります。これを踏まえ、情

報伝達・ 取引推奨規制についても、会社関係者を対象とした規制（同法第 167 条の２第

１項）と公開買付者等関係者を対象とした規制（同条第２項）があります。本 Q&A では、

会社関係者を対象とした情報伝達・取引推奨規制について解説をしていますが、公開買付

者等関係者を対象とした情報伝達・取引推奨規制についても同様の考え方となるものと考

えられます。  

  

（問１）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、業務上の必要から取引先

等 に重要事実を伝達することは情報伝達規制の対象となるのでしょうか。また、社内で重

要事実を伝達することも当該規制の対象となるのでしょうか。  

  

（答）情報伝達・取引推奨規制（金融商品取引法第 167 条の２）の対象となる行為は、上

場会社等の重要事実を職務等に関し知った会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公

表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」 

（目的要件）をもって情報伝達・取引推奨を行うことです。  

  情報伝達の相手方となる「他人」については、特に限定はなく、会社関係者が会社内の

役職員を含む他人に対して重要事実を伝達することが規制の対象となります。なお、会社
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関係者の所属する上場会社等の他の役職員も会社関係者であり、金融商品取引法第 166 条

第 1 項第 1 号の「職務に関し」は広く解釈されるため、会社内で会社関係者から 重要事

実の伝達を受けた他の役職員（注）が、他人に対して重要事実を伝達することも規制の対

象となり得ます。 （注）業務上正当な行為として伝達を受けたものでない場合も含まれ得

ると考えられます。  

 一方、目的要件を満たさない情報伝達は規制の対象ではなく、業務上必要な社内外での情 

報交換や情報共有は、通常の場合、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に

利益を得させる」等の目的をもって行うものではないと考えられるため、基本的に規制対

象とはならないものと考えられます。  

  

（問２）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、家族や知人に対し世間話

と して重要事実を話してしまった場合には、情報伝達規制の対象となるのでしょうか。  

  

（答）情報伝達・取引推奨規制の対象となる行為は、上場会社等の重要事実を職務等に関

し知った会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより

他人に利益を得させる」等の目的をもって情報伝達・取引推奨を行うことです。  

このため、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」等の

目的を有していなければ、日常会話の中で重要事実を話したとしても、基本的に規制対象

とは ならないものと考えられます。  

 ただし、上場会社等の未公表の重要事実を、業務とは関係のない他人に話すことは、イ

ン サイダー取引が行われるおそれを高めるものであり、また、上場会社等の社内規則に違

反す るおそれもあるため、情報管理に留意する必要があると考えられます。また、日常会

話の中 で重要事実を聞いた家族や知人が重要事実の公表前に取引を行えば、当該家族や知

人はイン サイダー取引規制の違反となることにも留意する必要があります。  

  

（問３）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、ＩＲ活動を行うことは取

引 推奨規制の対象となるのでしょうか。  

  

（答）上場会社等では、ＩＲ活動として、投資家等との間で自社の経営状況や財務内容等

に関する広報活動が一般的に行われているものと考えられます。  

 こうした活動の一環として行う自社への投資を促すような一般的な推奨については、通

常の場合、他人に対し、特に重要事実の公表前の売買等を行わせ、それに起因した利益を

得させるためのものではなく、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益

を得させる」等の目的を欠くと考えられるため、基本的に規制対象とはならないものと考

えられます。  
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（問４）証券会社等において、一部の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を知ってい

た としても、チャイニーズウォールにより営業部門の役職員がそれを知らなければ、当該

営業部門の役職員が顧客に取引推奨することは可能でしょうか。  

  

（答）証券会社等の一部の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を知っていたとしても、

取引推奨を行う営業部門の役職員がそれを知らない場合には、当該取引推奨行為は基本的

に規制違反とはならないものと考えられます。  

  

（問５）上場会社等の未公表の重要事実を知っている証券会社の営業部門の役職員が、顧

客 から当該上場会社等の評価を求められた場合、明示的に取引推奨を行わなければ取引推

奨規制の違反とならないのでしょうか。  

  

（答）一般に証券会社等については、上場会社等の法人関係情報を提供して勧誘する行為

が禁じられており（金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 1 項第 14 号）、証券

会社等においては、上場会社等の内部情報が、本来知る必要のない営業部門の役職員に伝

わることのないよう適切に情報管理することが求められます。こうした情報管理態勢が適

切に確立されていれば、証券会社の営業部門の役職員について、ご指摘のような場面が生

じるおそれは低いものと考えられます。  

  証券会社等の営業部門の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を職務等に関し知っ

ている場合でも、一般論としていえば、投資判断を示すものではない一般的な会社の評価

に触れることは差し支えありません。しかしながら、取引推奨規制の違反に該当するのは

明示的に取引推奨を行う場合だけに限られるものではなく、規制違反に該当するか否かは

行為者の言動等によって実質的に判断されることに留意が必要です。したがって、仮に明

示的に取引推奨を行わなかったとしても、顧客に対して早期の、又は一定期間内の売買を

促すような言動等を行った場合には、規制違反となるおそれがあると考えられます。  

  いずれにしても、証券会社の営業部門の役職員は、仮に未公表の上場会社等の重要事実

を職務等に関し知っている場合には、より慎重な対応を行うことが求められるため、顧客

が取引推奨をされたと受け止めることのないよう、言動等に十分留意する必要があります。  

  

（問６）情報伝達や取引推奨を行った者は、情報伝達や取引推奨を受けた者がインサイダ

ー 取引等を行わなかった場合でも、情報伝達・取引推奨規制の違反になるのでしょうか。  

  

（答）  情報伝達・取引推奨規制に違反した者が処罰や課徴金の対象となるのは、当該違

反により情報伝達・取引推奨を受けた者が、重要事実の公表前に売買等をした場合に限る

こととされています（注）。  

（注）なお、重要事実の公表前にした売買等がインサイダー取引規制の適用除外に当たる
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場合についても、処罰や課徴金の対象から除外されています（金融商品取引法第 175 条の

２、第 197 条 の２第 14 号・15 号）。  

  しかしながら、他人に対し「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益

を得させる」等の目的をもって情報伝達・取引推奨を行うことは、インサイダー取引等を

引き起こすおそれの強い不正な行為であり、結果的に重要事実の公表前の売買等が行われ

なかったとしても、（処罰や課徴金の対象にならないものの）、規制違反に該当することと

なります。  

  このため、金融商品取引業者等がこのような行為を行った場合には、行政処分の対象と

な 

り得るほか、上場会社等の役職員がこのような行為を行った場合には、上場会社等の社内

規 則に違反することとなり得ます。  

  

（問７）会社関係者が、保有株式を売却して資金調達するため、他人に対し、未公表の重

要 事実を伝達した上で、インサイダー取引規制の適用除外となる、いわゆるクロクロ取引 

（注）を行った場合、（１）情報伝達を受けた者は重要事実の公表により利益を得ることも

あり得ますが、会社関係者がその可能性を認識しながら情報伝達した場合には、（取引要件

を欠くため処罰や課徴金の対象にならないものの、）情報伝達規制の違反になるのでしょう

か。   （２）当該クロクロ取引が市場価格よりも割り引いた価格で行われた場合には、「重

要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」目的があることにな

るのでしょうか。 （注）金融商品取引法第 166 条第６項第７号  

  

（答）情報伝達・取引推奨規制は、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に

利益を得させる」等の目的があることが要件（目的要件）として必要であるとされていま

す。  

  このため、（１）会社関係者が、資金調達を目的として未公表の重要事実を伝達した上で

保有株式を売却するような場合において、情報伝達に当たり、単に、情報の受領者が当該

売却に起因した利益を得る可能性があることを認識していたというだけでは、通常の場合、 

「他人に利益を得させる」という目的要件を満たさないと考えられるため、基本的に規制

違反とはならないものと考えられます。  

（２）クロクロ取引が市場価格よりも割り引いた価格で行われるような場合には、取引の 

相手方は取得価格と市場価格との差額の利益を得ることができる可能性があります。しか

しながら、情報伝達・取引推奨規制の目的要件を満たすか否かについては、単に市場価格

よりも割り引いたという事実があったか否かによってではなく、他人に対し、特に「重要

事実の公表前に」売買等を行わせ、「それに起因した」利益を得させる目的があったか否か

によって判断されることとなります。  

 


