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討論 

 

○黒沼  皆様おそろいのようですので、金融商

品取引法研究会を始めたいと思います。 

本日から２回にわたって、フェア・ディスクロ

ージャー規制について関西学院大学の石田先生に

報告をお願いしております。 

それでは、石田先生、よろしくお願いします。 

 

○石田  関西学院大学の石田です。よろしくお

願いいたします。 

 本日は、フェア・ディスクロージャー規制（１）

ということで、取引関係者のところまでご報告で

きればと思っております。 

 

Ⅰ．はじめに 

平成 29年の金融商品取引法（以下「金商法」と

いう）の一部改正（平成 29 年法律第 37 号）で、

投資家への公平な情報開示を発行者に義務づける、

いわゆるフェア・ディスクロージャー規制（以下

「FDルール」という）が、金商法 27条の 36から

27 条の 38 として新たに設けられることとなりま

した。FDルールは、上場会社等又はその役員等が、

取引関係者に対して重要情報を伝達する場合、当

該上場会社等は、原則として、意図的な伝達の場

合には同時に、意図的でない伝達の場合には速や

かに、当該重要情報を公表しなければならない旨

を定めています。そして、重要情報の伝達を受け

る取引関係者が守秘義務及び取引しない義務から

成る守秘義務等を負うときは、上場会社等は公表

義務を免れることとしています。 

FDルールは、重要情報という新たな包括的概念
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を採用していることのほか、情報伝達者や、取引

関係者と定義される情報受領者の範囲が限定され

ている点で特徴的です。また、重要情報の公表の

方法として自社ウェブサイトの利用を認めている

ことや、重要情報の伝達を受けた守秘義務者から

重要情報の漏洩があっても、公表することにより

会社に不利益が生ずる所定の事由のもとでは公表

を要しないということを明文でもって認めている

点も注目されるところです。 

アメリカでは 2000 年に定められた Regulation 

FD が、EUでは 2004年に定められた市場阻害行為

指令の内容を引き継いだ 2016 年の市場阻害行為

規則（Market Abuse Regulation）が、それぞれフ

ェア・ディスクロージャー規制を定めていまして、

日本でもこれらと同様のルールが整備されたこと

となります。 

なお、本研究会におきましては、森田章先生に

よる「フェア・ディスクロージャー －インサイダ

ー取引規制の再検討－」（日本取引所金融商品取

引法研究第３号（2016 年）175 頁）、飯田秀総先

生による「アメリカ SEC 規則 10b-5 に関する最近

の判例」（日本取引所金融商品取引法研究第６号

（2016年）43頁）で、アメリカの状況が詳細に分

析されています。 

 

Ⅱ．FDルール新設の経緯と背景 

 FDルール新設の経緯と背景について要約しなが

らご紹介します。資料①の１、２ページに抜粋を

載せています。 

 

（１）平成 17 年６月 28 日金融審議会金融分科会

第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グル

ープ報告【資料①の１頁】 

平成 17 年６月 28 日の金融審議会金融分科会第

一部会「ディスクロージャー・ワーキング・グル

ープ報告 －今後の開示制度のあり方について－」

におきまして、FDルールの意義は認識されていま

したが、証券取引所による適時開示制度の整備が

されていること、実際の決算数値への誘導などの

アナリストのガイダンス問題が顕著でないこと、

企業の情報提供の姿勢に対するマイナスの影響が

大きいことが指摘されて、結局は検討課題とされ

ました。 

 

（２）平成 28 年４月 18 日金融審議会ディスクロ

ージャーワーキング・グループ報告【資料①の２

頁】 

その後、平成 28 年４月 18日の金融審議会「デ

ィスクロージャーワーキング・グループ報告 －

建設的な対話の促進に向けて－」では、我が国に

おいても FD ルールの導入について具体的に検討

する必要があるという積極的な提言がなされまし

た。 

理由としては、次のような事柄が挙げられてい

ました。 

 

・ 公平・公正な情報開示は証券市場の健全な発

展に必要不可欠な要素であることから、企業が重

要な情報を正当な理由なく特定の者にのみ提供す

ることがあれば、市場参加者の信頼を損ね、ひい

ては証券市場の健全な発展を阻害することになり

かねない。 

・ 諸外国においても、企業が情報をタイムリー

に公表するためのルールとともに、公表前の内部

情報を特定の第三者に提供する場合に当該情報が

他の投資者にも同時に提供されることを確保する

ためのルールが設けられている。 

・ 適時開示前の内部情報を企業が第三者に提供

する場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供

されることを確保するルールは置かれていない。 

・ 近年、上場会社が証券会社のアナリストに未

公表の業績に関する情報を提供していたなどの問

題が発生している。 

・ 外国投資家などから、FDルールを導入する必

要があるのではないかとの指摘がある。 

 

cf. 発行者が証券会社のアナリストに未公表の業

績に関する情報を提供した事例 
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・ 平成 26 年 12 月頃、アナリストは、上場会社

Ａ社に対する取材において、公表前の四半期業績

に関する法人関係情報（Ａ社情報）を取得した当

日に、営業を担当する職員 21名及び１顧客に対し、

電子メール等によってＡ社情報を伝達した。そし

て、Ａ社情報の伝達を受けた職員のうち２営業員

が同日中に、少なくとも上記１顧客を含む３顧客

に対し、Ａ社情報をＡ社から公表される前に提供

してＡ社株式の売買の勧誘を行った。（平成 27年

12 月 15日金融庁プレスリリース参照） 

 

・ 平成 27年９月、アナリストは、上場会社Ｂ社

に対する個別取材において、公表前の半期連結業

績予想（営業利益）に関する法人関係情報（Ｂ社

情報）を取得した翌日に、営業員１名及び少なく

とも１顧客に対し、電話によってＢ社情報を伝達

した。そして、Ｂ社情報の伝達を受けた当該営業

員が同日中に、少なくとも 33顧客に対し、Ｂ社情

報をＢ社から公表される前に提供してＢ社株式の

買付けの勧誘を行った。（平成 28 年４月 25 日金

融庁プレスリリース参照） 

 

このように、平成 17年のディスクロージャー・

ワーキング・グループ報告から変わった理由の一

つは、上場会社が証券アナリストに未公表の情報

を提供した事例が生じたからかと思います。これ

ら２件の事例はいずれも、法人関係情報の適切な

管理義務違反と、顧客に法人関係情報を提供して

勧誘する行為があったとして、現在の金商法 38条

９号と金融商品取引業等に関する内閣府令（以下

「業府令」という）117条１項 14号の違反が認め

られ、アナリストの所属する証券会社が金融庁か

ら行政処分を受けたものです。事実関係は詳しく

紹介されていませんでしたが、アナリストが上場

会社から取材で得た決算情報を顧客の勧誘に用い

たというものです。そこで提供された情報が、恐

らくインサイダー取引規制の重要事実には該当し

ないものだったのではないかと思われます。 

 

（３）平成 28 年 12 月７日金融審議会市場ワーキ

ング・グループ報告【資料②】 

黒沼先生が座長をお務めになった平成 28 年 12

月７日の金融審議会市場ワーキング・グループ「フ

ェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォ

ース報告 ～投資家への公平・適時な情報開示の

確保のために～」（以下「TF 報告書」という）は、

FDルールの導入について次のような積極的な意義

があると述べています。 

 

① わが国の市場において投資家に対する公平か

つ適時な情報開示を確保し、全ての投資家が安心

して取引できるようにする。 

② 発行者側の情報開示ルールを整備・明確化す

ることで、発行者による早期の情報開示を促進し、

ひいては投資家との対話を促進する。 

③ アナリストによる、より客観的で正確な分析

及び推奨が行われるための環境を整備する。 

④ 発行者による情報開示のタイミングを公平に

することで、いわゆる「早耳情報」に基づく短期

的なトレーディングを行うのではなく、中長期的

な視点に立って投資を行うという投資家の意識改

革を促す。 

 

フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラ

イン（以下「FDルールガイドライン」という）（資

料⑦）問１の回答も、今述べました①②を FDルー

ルの趣旨あるいは意義として挙げています。 

これらのうち、投資家にとって不公平な結果と

なり、市場の信頼を損なう行為を防止すること、

すなわち①に FD ルールの主たる目的があるもの

と思われます。付言しますと、そもそも重要情報

は、投資判断に重要な影響を及ぼすものですから、

未公表の重要情報を知って取引することは有利な

はずです。FDルールは、重要情報が伝達されると

同時に公表を要求するものですから、公表してし

まえば、不公正な行為により受けるメリットを消

すことができる。そのように見ると、FDルールは、

不公正な行為の未然防止を図ることにも意義があ
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るのではないだろうかとも思われるわけです。 

ただ、これは後ほど述べますように、十分な予

防効果があるかというと、必ずしもそうではない

と考えられます。さらに、後で触れますように、

不公正な取引についての取引規制はどうなるのか

という疑問もあります。 

②の FD ルールにより早期の情報開示が促進さ

れるというのは、伝達時点で重要情報が開示ない

し公表されることになるという意味なのでしょう

か。ある弁護士の書かれた論説では、上場会社等

は、重要情報を不必要に長く内部で保持するので

はなく、公表できる段階になれば積極的に早期に

開示することが期待され、そのような豊富な情報

をもとに投資家との対話が促進されるという理解

が示されています（鈴木克昌他「日本版フェア・

ディスクロージャー・ルールの導入と資本市場へ

の影響」（商事法務 2145号（2017年）30頁））。 

③は、特にセルサイドのアナリストを意識した

ものと思われます。アナリストが顧客の求める重

要情報の受領と引き換えに、より高いレーティン

グを付けるといったような歪んだ分析・推奨が行

われるおそれがあるということかと思われます。

選択的開示により受けるメリットをなくしてしま

えば、そのような歪みが生じるのを防止できるこ

とになると思われます。 

④は、FDルールのもとでは、投資家は「早耳情

報」を取得し短期的な売買で収益を上げることが

できなくなるから、投資において中長期的な視点

を持つようにというメッセージになる、そういう

ことかと思われます。 

②や④は、平成 29年５月に改訂された日本版ス

チュワードシップ・コードで述べられている、建

設的な目的を持った対話を通じて機関投資家が顧

客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図

る責任を負うとする、スチュワードシップ責任の

目的と方向性を同じくしているものと言えます。 

 

（４）法令等の改正・新設など 

FD ルール導入に伴う金商法改正（資料③）は、

平成 30年４月１日に施行されています。これに伴

い、金商法施行令（以下「施行令」という）（資

料④）の改正や、金融商品取引法第二章の六の規

定による重要情報の公表に関する内閣府令（以下

「重要情報公表府令」という）（資料⑤）の制定

が行われ、さらに、金融庁総務企画局から FDルー

ルガイドラインが公表されています。 

なお、関連する自主規制として、日本証券業協

会が「協会員のアナリストによる発行体への取材

等及び情報伝達行為に関するガイドライン」を平

成 28年９月に制定しています。これは、特にセル

サイドアナリストの「早耳情報」を得る実務慣行

への対応を行うものであったと考えています。 

 

Ⅲ．エンフォースメントの方法 

１．アメリカのレギュレーション FD 

アメリカでは、SECはレギュレーション FD制定

に際し、発行者に生じ得る萎縮効果をかなり懸念

していました。FDルールの規制実施に伴う副作用

を抑えるため、次のような規定を設けています。 

 

・ 意図的でない伝達については、知ってから速

やかに開示すればよい（§100(a)(2)、101(d)） 

・ FD ルールの違反は、発行者の SEC 規則 10b-5

違反の責任を生じさせない（§102） 

・ 情報提供者を役員や投資家とのコミュニケー

ションを行う一定の従業員等に限定するとともに、

その情報をもとに取引を行う蓋然性が高い者への

伝達に限り規制対象とする（§100(b)(1)、101(c)） 

・ 発行者への信用・信頼の義務に違反して情報

を伝達した役員等を適用除外とする（§101(c)） 

 

最後の信用・信頼の義務に違反して情報提供を

した者というのは、英語で言うところの on behalf 

of an issuer、すなわち発行者にかわって情報提

供を行った者とはいえないことから、発行者に公

表義務を課さないものとしたということです。 

SEC は、FD ルール違反に関して、特に SEC 規則

10b-5 に基づく発行者に対する私的訴訟の提起が
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萎縮効果を招くおそれがある点を指摘していまし

た（SEC, 65 Fed. Reg. at 51,726.）。これまで

のところ件数で 10件余り、SECの排除命令又は比

較的少額の民事制裁金によるエンフォースメント

が行われているようです。 

 

２．日本の FDルールの実効性確保 

日本ではエンフォースはどうなのかといいます

と、制定作業の当初から厳しい罰則を設けること

は考えられていなかったようです。アメリカ同様、

上場会社等の情報提供の姿勢や投資家との対話に

萎縮効果が生じないようにしようとする配慮があ

ったものと思われます。 

TF 報告書では、「行政的に指示・命令を行う」

方法が提言されていました（TF報告書３頁）。 

新設された FD ルールは、TF 報告書の提言を受

けて、違反した上場会社等や意図的に重要情報を

伝達した役員等に対して直接的に刑事罰を科すも

のではなく、以下のように、まずは金融庁長官の

指示・命令で対応し、これに違反があるときに罰

則が科せられる仕組みをとっているところに特徴

があります。すなわち、公表義務が果たされてい

ない場合、（１）内閣総理大臣は、公表されるべ

き重要情報が公表されていない場合、重要情報を

公表すべき者に対し、①重要情報の公表その他の

適切な措置をとるべき旨を指示することができ、

②この指示を受けたにもかかわらず、正当な理由

なくその指示に係る措置をとらなかったとき、そ

の指示に係る措置をとるべき旨を命令することが

できます（金商法 27 条の 38。金融庁長官への委

任は同法 194 条の７第１項）。（２）重要情報を

公表した者、公表すべき者、上場会社等の役員等

や取引関係者といった参考人に対する報告聴取、

立入検査の権限なども規定されました（金商法 27

条の 37。証券取引等監視委員会への委任は同法

194 条の７第１項・３項）。（３）罰則としまし

ては、報告・資料提出命令の違反、虚偽の報告・

資料提出（金商法 205 条５号）、検査拒否等（同

条６号）、上記（１）②の命令違反が対象となり

（同条６号の５）、６月以下の懲役若しくは 50万

円以下の罰金又はこれらの併科が定められていま

す。 

 

Ⅳ．適時開示制度等との関係 

１．証券取引所の適時開示制度 

証券取引所の適時開示制度は、対象となる情報

について、「直ちに」その内容の開示を行うよう

要求しています（東京証券取引所（以下「東証」

という）有価証券上場規程 402 条）。実務におい

ては、例えば決定事実については、原則として決

定があった当日中に開示することが要請されてい

るようです。 

適時開示の対象情報は、インサイダー取引規制

の重要事実を含むものとされていますが、株式無

償割当て（有価証券の取引等の規制に関する内閣

府令（以下「取引規制府令」という）49条１項２

号イ、東証・有価証券上場規程 402 条１号 f）の

ように、適時開示制度では軽微基準が設けられて

いない事項もあります。また、人員削減等の合理

化（東証・有価証券上場規程 402 条１号 ab）や、

行政庁による法令違反に係る告発（同 402 条２号

f）のように、重要事実として規定されていない事

項も適時開示制度では対象情報とされていること

もあります。 

証券取引所においても、これまで公平な開示の

要請がされてきました。例えば期初に「次期の業

績予想」を開示していない場合でも、社内におい

てこれに相当する情報を有しているときは、選択

的開示が行われるリスクを管理するよう要請した

り（東京証券取引所上場部編『東京証券取引所 会

社情報適時開示ガイドブック（2017 年３月版）』

418－419頁）、説明会での決算補足説明資料等の

内容が投資者への公平な情報提供となるよう努力

義務を定めたりしているようです（東証・有価証

券上場規程 452条）。 

適時開示義務の違反には、特設注意市場銘柄へ

の指定（東証・有価証券上場規程 501 条１項）、

改善報告書・改善状況報告書の提出の要求（同 502
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条・503 条）、公表措置（同 508 条）、上場契約

違約金の徴求（同 509 条）といったペナルティー

が定められています。 

 

２．臨時報告書 

適時な開示を要求する法定の制度として、臨時

報告書の制度があります。これは、重要な事象が

発生した場合に「遅滞なく」臨時報告書の提出を

義務づけるものです（金商法 24条の５第４項、企

業内容等の開示に関する内閣府令 19条２項）。 

上場会社には、臨時報告書の提出義務と証券取

引所の適時開示義務が課せられるところ、有価証

券報告書提出会社のうち、上場会社以外の会社に

あっては、重要な事象の適時な開示が臨時報告書

で行われることとなります。 

臨時報告書の制度の実効性確保のため、その不

提出や虚偽記載等については民事・刑事の責任が

法定されています（金商法 21 条の２、24 条の５

第５項（22 条準用）、197 条の２第６号、200 条

５号）。 

なお、手形・小切手の不渡り又は手形交換所に

おける取引停止処分（施行令 28条の２第６号）や

新製品又は新技術の企業化（金商法 166 条２項１

号カ）のように、インサイダー取引規制の重要事

実とされているけれども、臨時報告書の提出事由

とはされていないものも少なくないと言えます。 

 

３．適時開示制度等との関係 

ア）立案担当者の解説：FDルール制定前の状況の

問題点として 

ところで、これらの適時開示制度や臨時報告書

制度と FDルールとの関係についてですが、立案担

当者の解説によると、FDルール制定前の状況の問

題点として、「発行者による適時の情報開示を求

めるルールとして、金商法による臨時報告書制度

及び証券取引所による適時開示制度が整備されて

いるが、発行者が、未公表の決算情報などの重要

な情報を証券アナリストなどに提供する場合、他

の投資家にも公平に情報提供することを求めるル

ール（中略）は置かれていない」と述べられてい

ます（田原泰雅他「平成 29年改正金商法の解説（２）

フェア・ディスクロージャー・ルール」（商事法

務 2140号（2017年）20頁））。 

 

イ）従来の学説の指摘 

この点、従前の学説では、未公表の重要な情報

を特定の証券アナリストや一部の機関投資家に伝

達することは、取引所の適時開示の規制ないし要

請に違反するものであるという指摘がなされてい

ました。確かに、適時開示の対象情報に該当する

場合、上場会社は「直ちに」開示することが求め

られるのであるから、適時開示すべき対象情報を

特定の者に提供する行為は、適時開示の義務に違

反すると言えます。言い方を変えると、少なくと

も適時開示の対象情報に関しては、FDルールの公

表義務が発動される前に、適時開示の義務違反が

生じている場合があり得ることになろうかと思い

ます。 

だからといって、FDルールをこのような情報に

適用することに意味がないわけではなくて、適時

開示を怠っている情報につき、誰かへの選択的開

示を行うのであれば、その情報は公表されなけれ

ばならないことを法で義務づけて、投資家間の公

平性を確保することができるという意義があると

考えられます。 

 

ウ）適時開示の対象情報ではないが重要情報であ

るもの 

一方、適時開示制度は、対象情報を直ちに開示

することを求めていますが、実務では会社の機関

決定があるまでは情報が開示されることはなく、

情報の選択的開示が可能な状態であったと言われ

ています。そういった情報が投資家の投資判断に

重要な影響を与えるものであるならば、FDルール

が適用されることには大きな意義があると思われ

ます。ただし、それは、そういった適時開示の対

象情報ではないが、重要情報であるものを一般的

に開示させるというルールではなく、誰かに選択
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的開示をしたら、それを公表せよ、ということで

あります。 

 

Ⅴ．「重要情報」の概要 

ア）諸外国の状況 

諸外国では、インサイダー取引規制と FDルール

の対象となる情報に区別はないと言われています。

例えばアメリカでは、重要な未公表情報の定義と

して判例法で確立した用語の意味、すなわち、合

理的な投資家であれば投資判断を行う際に当該情

報 を 重 要 で あ る と 考 え る 相 当 な 蓋 然 性

（substantial likelihood）があることを基準と

して採用しています（ SEC, 65 Fed. Reg. at 

41,721）。 

 

イ）日本の FDルール 

日本の FD ルールでは、対象となる情報は「重

要情報」とされています。金商法 27 条の 36 第１

項柱書本文の規定によれば、重要情報とは、「当

該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表

されていない重要な情報であって、投資者の投資

判断に重要な影響を及ぼすもの」とされています。 

規定の仕方として、会社関係者のインサイダー

取引規制における重要事実を個別具体的に規定す

る金商法 166 条２項及びその軽微基準・重要性基

準を定める取引規制府令 49 条以下の規定とは定

義方法が大きく異なり、FDルールは包括規定のみ

である点に特徴があると言えます。 

内容としては、重要事実の包括条項である金商

法 166 条２項４号では、「前３号に掲げる事実を

除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関

する重要な事実であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの」とされているのに対し、FD

ルールの重要情報は「著しい影響」ではなく、「重

要な影響」という文言を用いています。「著しい」

の方が「重要な」よりも高い程度を表わすものと

考えられますので、FDルールの重要情報は、イン

サイダー取引規制の重要事実よりも広いと解する

ことができます。 

この点について TF報告書は、「インサイダー取

引規制の対象となる情報の範囲と基本的に一致さ

せつつ、それ以外の情報のうち、発行者又は金融

商品に関係する未公表の確定的な情報であって、

公表されれば発行者の有価証券の価額に重要な影

響を及ぼす蓋然性があるものを含めること」とす

ると提言していまして（TF 報告書３頁）、重要情

報の定義は、TF報告書の提言に沿うものとなって

います。 

また、同報告書では、インサイダー取引規制の

重要事実と一致させると、証券会社への行政処分

事例のようなケースに対応できないことが問題視

されていました（TF報告書２頁）。そのような問

題意識を反映して、重要事実より広い範囲の情報

を対象としている点にも特徴があると言えます。 

もっとも、前述のように、投資判断に重要な影

響を及ぼす情報に基づいて行う取引は不公正であ

るという評価ないし立場をとるのであれば、その

ような行為に対する取引規制に空白部分が生じて

いるのではないかという疑問があります。もちろ

ん、重要事実に該当するのであれば、インサイダ

ー取引規制がかかります。しかし、投資判断に重

要な影響を及ぼすものであっても、軽微基準や重

要性基準でインサイダー取引規制の対象から外れ

る場合は、取引を行った者に対する取引規制はか

からない。このことは、開示規制についても言え

るかもしれません。つまり、投資判断に重要な影

響を与えるというのであれは、それは本来開示さ

れるべき情報なのではないか、それとも、そこま

では要しないのかということであります。このあ

たりの整理が十分できておらず、ご教示いただけ

れば幸いです。 

 

ウ）インサイダー取引の防止効果 

FDルールのもとでは、重要情報を伝達したとき

は、原則として同時公表が求められます。そのた

め、重要事実の伝達を受けた者によるインサイダ

ー取引が行われる前に公表すれば、インサイダー

取引とはならないので、未然防止に役立つと言え
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そうです。なお、インサイダー取引の防止規定で

ある重要事実の伝達等の禁止を定める金商法 167

条の２第１項で要件とされている他人に利益を得

させる目的の要件は、FDルールでは要求されてい

ません。 

もっとも、FDルールが発動するのは、会社関係

者ではなく情報伝達者が重要情報を伝達する場合

であって、情報受領者は取引関係者に限られてい

ますので、インサイダー取引の予防効果には限定

が付くものと思われます。 

 

エ）法人関係情報 

金融商品取引業者等は、発行者の法人関係情報

を提供して勧誘する行為や自己の計算において法

人関係情報に基づいて売買等を行うことが禁止さ

れています（金商法 38条９号、業府令 117条１項

14 号・16号）。この規制は、顧客への情報提供や

自ら情報利用する金融商品取引業者等及びその役

職員を規制対象とするのに対し、FDルールは、発

行者又はその役員等による情報提供を規制するも

のであります。 

ここにいう法人関係情報とは、「上場会社等の

運営、業務又は財産に関する公表されていない重

要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼす

と認められるもの」とされており（業府令１条４

項 14 号）、包括的に定義する点で FD ルールと共

通しています。 

一方、法人関係情報は、重要事実の定義におけ

る「投資判断に著しい影響を及ぼす」ものでもな

く、FDルールの重要情報の定義における「投資判

断に重要な影響を及ぼす」ものでもない、「投資

判断に影響を及ぼす」ものと規定されている点で、

重要事実と重要情報のいずれとも異なっています。 

 

Ⅵ．公表義務を負う者及び公表方法 

１．公表義務を負う者（金商法 27 条の 36 第１項

柱書本文） 

FD ルールは、公平かつ適時な情報開示に対する

市場の信頼を確保するためのものであるから、そ

の有価証券が市場で広く取引されており、かつ発

行者自身に関する情報がその価額に影響を及ぼす

ものとすることが適切であるというのが立案担当

者の解説です（田原泰雅他・前掲 22頁）。 

FDルールの規制対象者、つまり公表義務を負う

者は、「上場会社等」とされています。ここにい

う上場会社等とは、以下の発行者です。 

 

ａ）社債券（金商法２条１項５号） 

（施行令 14 条の 15 第１号、重要情報公表府令

２条１項に規定するものを除く） 

ｂ）優先出資法に規定する優先出資証券（同項７

号） 

ｃ）株券、新株予約権証券（同項９号） 

ｄ）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債

券、外国投資証券（同項 11 号）であって、 

ア）金融商品取引所に上場されているもの 

イ）店頭売買有価証券に該当するもの 

ウ）取扱有価証券（施行令 14 条の 16 第 1 号）

（これはフェニックス銘柄のことかと思われま

す。） 

エ）上記ａ）～ｄ）を受託有価証券（ア～ウを

除く）とする有価証券信託受益証券で、ア～ウに

該当するもの（施行令 14条の 16第２号） 

オ）指定外国金融商品取引所に上場されている

有価証券を除く、これらと同様の性質を有する外

国の者が発行する証券・証書 

 

ｄ）の投資証券等に関しては、①資産の総額の

100 分の 50 超の額を、不動産、不動産の賃借権、

地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設

等運営権等の不動産等資産に対する投資として運

用することを規約に定めた投資法人で、②最近営

業期間において資産の総額のうちに占める不動産

等資産の価額の合計額の割合が 100分の 50を超え

る投資法人、③これらに類する外国投資法人（施

行令 14 条の 15 第２号、重要情報公表府令２条２

項・３項）が該当することとされています。 
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２．公表方法（金商法 27条の 36第４項） 

（１）４つの公表方法 

上場会社等は、公表を要しないものとされてい

る場合を除き、意図的な伝達の場合は伝達と同時

に、意図的でない伝達の場合は速やかに、重要情

報を公表しなければなりません。 

公表の具体的な方法は内閣府令に委任されてい

て（重要情報公表府令 10条）、そこでは、次の４

つの公表方法が認められています。 

 

①公衆縦覧書類（金商法 25条１項）を提出する方

法／EDINET 

②２以上の報道機関に公開する方法（公開時から

12 時間経過した場合） 

③金融商品取引所に通知する方法／TDnet 

④上場会社等が自社のウェブサイトに掲載する方

法 

 

④の場合は、自社ホームページに重要情報が集

約されており、掲載時から少なくとも１年以上投

資者が無償かつ容易に重要情報を閲覧できるよう

にされていることが要求されています。 

④が採用されたことには、発行者による速やか

な公表や個人投資家等のアクセスの容易性に配慮

した TF報告書の提言（４頁）が反映されています。

これは、インサイダー取引規制の重要事実の公表

方法としては認められていないものであります

（金商法 166条４項、167条４項、施行令 30条１

項１号・２号、同条２項、取引規制府令 56条）。 

①と③は「公衆の縦覧に供された場合に限る」

（重要情報公表府令 10条１号・３号・４号）とさ

れていて、④は掲載すること（同条５号）が公表

の要件とされています。一方、インサイダー取引

の文脈でも問題視される点ですが、②は２以上の

報道機関への公開と周知のために必要な 12 時間

の経過を要求するものであり、実際に報道された

ことは条件とはされていません。内閣府令等パブ

コメ（資料⑥）228 番のコメントで述べられてい

るように、12 時間経過の要件を FD ルール上の公

表の場面で求める意義はよくわからないところで

す。 

また、Facebookや Twitter 等の SNSは公表方法

として認められないということが、内閣府令等パ

ブコメの 230番から 232番までの回答にあります。 

なお、公表の内容は重要情報です（金商法 27条

の 36第１項「当該重要情報を公表しなければなら

ない」）。当該重要情報について選択的開示を行

ったことや、いつ、誰に選択的開示を行ったのか

について公表を求めるものではありません。行政

機関への通知等も要求されていません。 

細かい点ですが、東証の有価証券上場規程 413

条の２（開示前における自社のウェブサイト等で

の会社情報の取扱い）では、「上場会社は、第 402

条から第 411 条の２までの規定に基づき開示が求

められる会社情報についてインターネットを利用

して公衆による閲覧ができる状態に置こうとする

ときは、次条の定めるところにより当該会社情報

が開示された時以後にこれを行うものとする。」

と規定されていますが、対象となる会社情報につ

いては、自社ウェブサイトへの情報掲載より先に

TDnet を利用して開示することが求められている

とする本もあります（久保幸年『適時開示の理論・

実務』（中央経済社（2018 年）263頁））。 

適時開示の対象情報は TDnet で開示し、適時開

示の対象でない情報は、自社ウェブサイトだけで

もいいと。閲覧先によって掲載情報が異なると、

投資家にとって情報の取得先がわかりにくくなら

ないのか、気になるところであります。 

最後に、「同時に」の意味です。金商法 27条の

36 第１項柱書本文では「当該伝達と同時に」と規

定されています。これは厳密な意味で同時の公表

を求めるのか、会合や対話の場が終わったときで

も構わないのか。つまり、対話や説明会がなされ

ている間に公表すると、対話の相手方や説明会の

参加者以外の者はすぐに取引できるということに

なって、有利・不利の問題が出てくるのではない

かと思うところです。 
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（２）「公表されていない」重要情報との関係 

金商法では、FDルールの規制対象となる情報は

「公表されていない」ものとされています（金商

法 27 条の 36 第１項柱書本文）。内閣府令等パブ

コメの 234 番回答によると、「公表されていない

重要な情報」の「公表」の有無を判断する基準と

して、インサイダー取引規制の公表概念に限らず、

重要情報公表府令 10 条に定める方法が含まれる

との解釈を示しています。例えば業界紙への記事

の掲載やテレビ局の独占インタビューでの発言な

どによって、情報が公知となることはあり得ると

思われます。金商法 27 条の 36 第１項における、

公表されていないという場合の公表とは、前述（１）

①～④の方法（重要情報公表府令 10条）を用いた

場合に限定されるのか、あるいはそうでないのか、

明らかではないように思われます。 

この点は、アメリカでも未公表、non-publicの

意味について必ずしも明らかではなく、考え方が

分かれているようです。広く一般に認められた配

信方法を通じて証券市場全般に到達することが想

定される方法で発信され、発信の形態や情報の複

雑さなどに応じて投資家にその後合理的な期間が

与えられたことをもって public になるとの見解

（In re Certain Trading in the Common Stock of 

Faberge, Inc., 45 S.E.C. 249（1973））がある

一方で、公表がなくても、数名に知られた情報が

それらの者による取引によって市場価格に織り込

まれたならば、その情報は取引利益を生み出さな

いので悪用されることはないとする見方もありま

す（U.S. v. Libera, 989 F.2d 596, 601（2d Cir. 

1993））。 

 

３．意図的でない伝達が行われた場合 

重要情報の伝達が意図的でない場合、上場会社

等は、当該伝達が行われたことを知った後、速や

かに当該重要情報を公表する義務を負います（金

商法 27条の 36第２項、重要情報公表府令８条）。

「速やかに」の時間的な目安は示されていません。 

速やかに公表しなければならないのは、次の場

合です。 

 

①取引関係者に重要情報の伝達を行ったときにお

いて、伝達した情報が重要情報に該当することを

知らなかった場合 

②取引関係者に意図せず重要情報を伝達した場合 

③重要情報の伝達を行った時において、その相手

方が取引関係者であることを知らなかった場合 

 

①の反対解釈をすると、伝達者が伝達時点にお

いて重要情報であることを知っていた場合は、同

時公表が必要になると言えます。 

②の状況としては、FDルールガイドライン問８

で、役員等がたまたま話の流れで伝達してしまっ

た場合が挙げられています。重要情報であること

は知っていたけれど、つい話の流れで言ってしま

った場合は、「意図せず」に当たるのかというと、

これは①から見て同時公表が求められそうです。

当初は重要情報を言うつもりはなかったが、相手

との話の流れの中で言うことにしようと決めたと

きは、重要情報であると知りつつ伝達したので、

意図的であるということになり、②には該当しな

いと言えそうです。 

 

Ⅶ．情報伝達者（情報の提供者） 

１．概説 

前述のように、インサイダー取引規制では、情

報を伝達する者が会社関係者とされているのに対

して、FDルールではその範囲が狭くなっている特

徴があります。これは上場会社等に公表義務を課

すルールであるから、上場会社等による情報発信

と同視できるものに限定しようとしたのでしょう

か。この点について TF 報告書は、FD ルールは発

行者に対して公平かつ適時な情報開示を求めるも

のであり、情報提供者の範囲は、発行者の業務遂

行において情報提供に関する役割を果たし、それ

に責任を有する者に限定すべきであること、具体

的には、発行者の役員のほか、従業員、使用人及

び代理人のうち、情報受領者へ情報を伝達する業
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務上の役割が想定される者に限定するのが適当で

あるという提言をしていました（TF報告書３頁）。 

また、重要情報の伝達は、情報伝達者が「その

業務に関して」行った場合が適用対象とされてい

ます（金商法 27条の 36第１項柱書本文）。 

立案担当者の解説によると、FDルールが上場会

社等に情報の公表義務を課すものであることを踏

まえると、上場会社等の業務と無関係に重要情報

が伝達された場合にまで、当該上場会社等に公表

義務を課すことは適当ではないとの考えに基づく

という理由が述べられています（齋藤馨＝田原泰

雅監修『逐条解説 2017年金融商品取引法改正』（商

事法務（2018年））64頁）。したがって、プライ

ベートの会話、例えば家庭内での会話で重要情報

を伝達した場合、「その業務に関して」とは言え

ないため、適用対象外となると解されています（大

谷潤他「平成 29年改正金商法に係る政府令改正等

の解説（２）フェア・ディスクロージャー・ルー

ルに係る政府令・ガイドライン等」（商事法務 2162

号（2018年）８頁））。 

TF 報告書や立案担当者の解説を読むに、なぜ情

報提供者の範囲を限定的に規定しているのかとい

う問いに対しては、FDルールが上場会社等の業務

遂行における情報提供のあり方を規制するもので

あるから、というのが理由のようであります。 

 

２．規定の内容 

（１）情報伝達者の三つの類型 

情報伝達者としては三つの類型が規定されてい

ます。 

 

①上場会社等 

②上場投資法人等の資産運用会社 

③上記①②の役員（会計参与が法人であるときは

その社員）、代理人、使用人、その他の従業者─

─これらの者を「役員等」としています。 

 

②に関しては、資産運用に関連する事実に関す

る情報は、資産運用会社が取得・運用・管理して

いるため、情報伝達者に含まれるとされています。

インサイダー取引規制では、人員、ノウハウ、投

資対象物件の提供等で重要な役割を果たすスポン

サー企業（特定関係法人）の役員等も会社関係者

に含まれていますが（金商法 166 条１項１号、同

条５項）、FDルールのもとでは情報伝達者に該当

しないようです。 

③の役員は、金商法 21条１項１号によれば、取

締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれ

らに準ずる者です。文献の中には、これらに準ず

る者としては相談役等が該当するとの解釈を示し

たものがあります（松戸陽太郎＝熊谷直樹『企業

内容開示制度解説』（税務研究会（1978 年）274

頁））。 

粉飾決算の民事責任に関する下級審裁判例では、

これらに準ずる者として、「会社の全般について

の業務執行決定及び業務執行の監督を行う取締役

会の一員である取締役とほぼ同等の地位や権限が

与えられていることを要する」という基準が示さ

れていて（東京地判平成 21 年５月 21日判時 2047

号 36頁）、これに従うとかなり範囲が絞られるこ

とになりそうです。 

代理人については、当該会社の業務に関する代

理権を与えられた者であり、例えば支配人や業務

に関する一定の代理権を与えられた弁護士等が該

当すると言われています（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）36頁））。 

③のその他の従業者に関しては、金商法 166 条

１項１号の文言への該当性が争われた事件で、「現

実に当該上場会社等の業務に従事している者を意

味し、当該上場会社等との委任、雇用契約等に基

づいて職務に従事する義務の有無や形式上の地

位・呼称のいかんを問わない」という基準が示さ

れています（最決平成 27 年４月８日刑集 69 巻３

号 523 頁）。法人から指揮命令を受けて職務に従

事する派遣社員やアルバイト社員など非正規労働

者も広く含まれると一般に解されています（神田

秀樹他編著『金融商品取引法コンメンタール４』
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（商事法務（2011 年）116 頁［神作裕之］））。

また、顧問や相談役も含まれるとの解釈もありま

す（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）56 

頁））。 

 

（２）役員等による伝達について 

役員が情報伝達者である場合は、重要情報の伝

達は常に規制対象となり、代理人、使用人、その

他の従業者が情報伝達者である場合は、金商法 27

条の 36第１項柱書本文括弧書きにより、上場会社

等又は上場投資法人等の資産運用会社において、

「取引関係者に情報を伝達する職務」を行うこと

とされている者が行う重要情報の伝達に限って規

制対象とされています。 

「取引関係者に情報を伝達する職務」という限

定から、一般に IR・広報部門の担当者である代理

人、使用人、その他の従業者に限られるというこ

とになろうかと思われます。ガイドライン・パブ

コメ（資料⑧）の 27番回答では、決算説明会での

財務担当者の説明も「取引関係者に情報を伝達す

る職務」との解釈が示されています。 

執行役員、相談役、顧問は、「これらに準ずる

者」に該当するのか、それとも「その他の従業者」

に該当するのか。その者の実質的な地位や権限を

検討しないと判断はできませんが、前者であれば、

業務に関して伝達すれば、常に会社に公表義務が

生じ、後者であれば、「取引関係者に情報を伝達

する職務」を行うこととされている者に該当して、

業務に関して伝達する場合に限って、会社に公表

義務が生じる、という違いがあると指摘できます。 

 

Ⅷ．取引関係者（重要情報の受領者） 

１．考え方 

前述のとおり、FDルールは、重要情報の選択的

開示の相手方が誰であっても、公表義務が生じる

わけではありません。TF報告書では、FDルールは、

発行者による公平かつ適時な情報開示に対する市

場の信頼を確保するためのルールであり、また、

金商法が資本市場にかかわる者を律する法律であ

ることを踏まえると、相手方は「有価証券の売買

に関与する蓋然性が高いと想定される」者とする

ことが適切であるという方向性が示されました

（TF報告書３頁）。このような考え方のもと、メ

ディアなど報道機関は取引関係者に含まれないと

いうのが一般的な理解です（内閣府令等パブコメ 

235 番回答）。有利な情報を得れば、投資家であ

ろうと、そうでない者であろうと、有価証券の売

買を行う動機は多少なりとも生じるわけで、情報

受領者の範囲を広く設定する選択もあり得たかと

思います。 

EU では、情報受領者の範囲を第三者（to any 

third party ） と し て い て （ Market Abuse 

Regulation 17 条８項）、報道関係者への重要な

未公表情報の提供も規制対象とされているようで

す。アメリカでは、規則案の段階では情報受領者

の範囲を発行者の外部の者というように広く定め

ていましたが、顧客やサプライヤー、戦略的パー

トナー、政府機関などとの通常の事業過程におけ

るコミュニケーションが不当に妨げられるとの批

判を受けました。そこで SEC は、選択的開示のコ

アな問題に対応するとして、合理的に見て当該情

報に基づき取引を行い、又は他の者に助言を与え

ると予想される者に範囲を限定するよう最終規則

で修正を加えたという経緯があります。 

 

２．取引関係者の範囲（金商法 27 条の 36 第１項

各号） 

取引関係者の範囲ですけれども、それは次の（１）

と（２）のグループに分けられます。 

 

（１）１号に定める者（重要情報公表府令４条） 

①金融商品取引業者 

②登録金融機関 

③信用格付業者その他信用格付業を行う者 

④投資法人 

⑤専門的知識及び技能を用いて有価証券の価値等

又は金融商品の価値等の分析及びこれに基づく評
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価を行い、特定の投資者に当該分析又は当該評価

の内容の提供を行う業務により継続的な報酬を受

けている者 

→ 金融商品取引業者等から独立しているアナ

リストが該当する（内閣府令等パブコメ 209 番回

答）（大谷潤他・前掲７頁）。 

⑥高速取引行為者 

⑦上記①～③⑤⑥と同種の業務を行う外国の者、

外国投資法人 

⑧上記①～⑦の役員等 

 

⑧の役員等については、重要情報の適切な管理

のために必要な措置を講じている者において、金

融商品取引業に係る業務に従事していない者を除

くとされています。 

立案担当者の解説によると、金融商品取引業以

外の業務も行っている登録金融商品取引業者では、

金融商品取引業以外の業務を行う部門から金融商

品取引業を行う部門への重要情報の伝達がなされ

ないような適切な措置が講じられていれば、金融

商品取引業に従事していない役員等が重要情報の

伝達を受けたとしても、市場の信頼が害されるお

それは少ない、というのが理由のようです。 

 

（ⅰ）重要情報の適切な管理のために必要な措置

（重要情報公表府令５条） 

金融商品取引業を行う以外の業務を遂行する過

程において伝達を受けた重要情報を、その公表前

に金融商品取引業において利用しないための的確

な措置と規定されています。FDルールガイドライ

ン問５とガイドライン・パブコメ 18番回答による

と、「的確な措置」として、社内規則等の整備、

当該社内規則等を遵守するための役員等に対する

研修その他の措置が挙げられていて、金融商品取

引業者等については、日本証券業協会の法人関係

情報管理規程（社内規程モデル）を参照した社内

規則等があり、適切な情報管理が行われていれば、

新たな整備は不要である、との見解が示されてい

ます。 

なお、伝達相手が適切な管理のために必要な措

置を講じていると考えて重要情報を伝達したとこ

ろ、実際には必要な措置が講じられていなかった

場合については、内閣府令等パブコメ 220 番回答

によると、重要情報公表府令８条２号の伝達時に

おいて相手方が「取引関係者であることを知らな

かった場合」に該当し得るとの解釈が示されてい

ます。 

 

（ⅱ）金融商品取引業に係る業務に従事していな

い者（重要情報公表府令６条） 

次に、役員等については、金融商品取引業に係

る業務に従事していない者、これは、金融商品取

引業等以外の業務に従事する者が金融商品取引業

等以外の業務を遂行する過程において重要情報の

伝達を受けた場合における当該者と定義されてい

ますが、この者を除くとされています。 

これは、立案担当者の解説によれば、例えば融

資業務に関連して行われる融資担当者への定期的

な決算情報等の報告を受ける銀行の融資担当者な

どが想定されているようです（大谷潤他・前掲７

頁）。また、立法担当者の解説では、金融商品取

引業等と金融商品取引業等以外の両方の業務に従

事する者も、金融商品取引業等以外の業務に従事

する者に含まれると述べられていますが（大谷潤

他・前掲７頁）、金商法 27 条の 36 第１項１号の

規定の文言や、先ほど紹介しました立案担当者の

述べる規定の趣旨に沿うものか、疑問であるとこ

ろです。 

 

（２）２号に定める者 

２号では、上場会社等の投資者に対する「広報

に係る業務に関して」重要情報の伝達を受け、当

該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場

会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然

性の高い者と規定されていて、その具体的内容は、

重要情報公表府令７条の規定が以下のように定め

ています。 
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①当該上場会社等が発行した上場有価証券等の保

有者（上記（１）①～⑦に該当する場合、「金融

商品取引業に係る業務に従事していない者」に限

る） 

②適格機関投資家（同上） 

③有価証券に対する投資を行うことを主たる目的

とする法人その他の団体（外国の者を含む） 

④上場会社等の運営、業務又は財産に関する情報

を特定の投資者等に提供することを目的とした会

合の出席者（当該会合に出席している場合に限る） 

 

④は内閣府令等パブコメ 212 番・214番回答に

よれば、例えば決算説明会など、企業内容を理解

してもらうことを通じて投資を促す IR 目的の会

合がこれに当たるとのことです。 

２号にいう「投資者に対する広報に係る業務」

とは、株主や投資家に対して投資判断に必要な情

報を伝達する業務を意味するので、①～④の者に

ついては、一般に重要情報の伝達が IRや広報の担

当部署の役員等によって行われた場合が規制対象

となると解するというのが立案担当者の立場です。 

具体的に適用の有無が問題となりそうなケース

としては、以下のものが挙げられています。 

 

・ 生命保険会社の営業担当者が上場会社等の投

資家に対する広報と関係しない形で保険募集や融

資営業の過程において重要情報の伝達を受けた場

合、取引関係者には該当しない（内閣府令等パブ

コメ 211番回答）。 

・ 上場関係等の親会社に対して行う重要情報の

伝達は、企業グループの経営管理のために行われ

るものであるから、「投資者に対する広報に係る

業務」に関して行われるものとは言えず、規制対

象外と考えられる（FDルールガイドライン問６）。 

・ 「株主総会において、広報に係る業務として

情報が提供される際」も規制対象とされる見解が

示されている（ガイドライン・パブコメ 26番回答）。

株主総会での説明・回答において重要情報の伝達

があれば、公表義務に該当することになる。 

 

本日用意しましたのは以上です。よろしくご指

導のほど、お願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○黒沼  石田先生、どうもありがとうございま

した。それでは、討論に移りたいと思います。本

日ご報告のあった範囲内でご質問、ご意見をお出

しいただければと思います。 

 

【情報伝達者に会社が含まれることの意義】 

○前田  12ページのところで、情報伝達者の範

囲が、インサイダー取引規制の会社関係者よりも

限定されているというお話でした。ただ、他方で、

この情報伝達者の中には、会社自身が入っている

のですね。インサイダー取引規制の場合の会社関

係者のほうは、会社自身は含んでいませんね。会

社の行為というのは、全てひいては役員等の従業

者の行為になるはずですので、特に会社自身を情

報伝達者に含める必要はなかったようにも思うの

です。少し細かな点で恐縮ですが、いかがでしょ

うか。 

○石田  会社として特定の者に情報を提供しま

すよと、そういうことでしょうか。役員が行えば

役員が行ったことになるでしょうけれども。 

○前田  そうですね、これはどういう効果に結

びつけるかという問題にかかわってくると思うの

です。情報伝達があれば、どうせ公表義務は会社

が負うのですね。ですから、会社自身を情報伝達

者にすることにどのような意味があるのかです。

ご報告の中で石田先生がおっしゃったように、せ

っかく、役員の場合と、代理人、使用人、その他

の従業者の場合とで伝達に該当する場合を書き分

けているのに、大きく会社自身を情報伝達者にし

てしまったのでは、誰が伝達したかで区分して規

制する意味も乏しくなってしまうのではないかと

思ったのです。 
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○森田  今のご質問ですけれども、情報開示と

いいましても、インサイダー取引は情報開示では

なくて取引なのです。本日のお話は情報開示です。

ですから、会社が開示するわけです。それは会社

が証券取引所を通して開示したりするし、金融庁

に届け出たりもする。だから、その意味で、規制

対象が会社になるというのは当たり前だと思いま

す。代表権が誰にあるのかという話になると、ど

こまでどうなのかという問題はあるかもしれませ

んが。 

本日のお話で一番聞きたかったのは、結局、従

来のインサイダー取引規制では会社のディスクロ

ージャーが促進されないのではないかという疑い

がありましたが、FDルールによってそれがどうな

ったのかということです。機関投資家もアナリス

トもいろいろと聞きたいのに、という話でした。

そのときに、会社としては、インサイダー取引規

制があるからしゃべれません、と言っていたわけ

です。それで、アメリカではインサイダー取引規

制と違う概念、フェア・ディスクロージャーとい

う概念で、会社による開示の促進を考えていると

いうことだったと思います。 

ただ、本日のご報告では、全てインサイダー取

引規制との距離感のお話ばかりなのですね。そう

すると、インサイダー取引規制をさらに厳しくし

ましょうとも受け取れるけれども、石田先生もお

っしゃったように、FDルールは罰則等の点ではイ

ンサイダー取引規制より緩い規制になっていると

いうことですね。ということで、本来的には会社

のマーケットへの情報開示の促進を図りたいとい

うことだったと思うのです。ですけれども、本日

のご報告からは、それがあまりよくわかりません

でした。 

具体例でいくと、決算情報は、決算短信という

形で報告していますと。それで有価証券報告書を

提出するのはもっと後かもしれませんというよう

な形で、情報開示は進んでいますと。ところが、

証券アナリストなどの人たちは、もっと早く情報

を知りたいと。今年はもうかっているのではない

ですかと尋ね、会社が、プラスにはなるでしょう

ねと言ったときに、日本のインサイダー取引規制

では、要件該当性が必要ですから、そういう要件

に該当した情報でなければ言ってもいいという解

釈でいけば、FDルールなど設けなくてもよかった

と言えます。それが、さらに厳しく、インサイダ

ー取引規制が FD ルールとの関係で議論され出し

たら、今までマーケットに伝わっていた情報まで

伝わらないようになるのではないかと、私の当初

考えていたものとは全く違うような事態になるの

ではないかということが実務界で心配されている

ように思うのですけれども、この点についていか

がでしょうか。 

○石田  前半の話ですけれども、ちょっと私の

説明の仕方が悪かったかもしれませんが、公表義

務を負うのは上場会社等です。前田先生からご質

問を頂戴しましたのは、重要情報を誰かに漏らす

という伝達行為をするのは誰かというとき、そこ

に会社自身が入っているのではないか、そこの意

義をどう捉えたらいいのかということで、私もわ

かりませんけれども、例えば会社名でファックス

を送るなど、もう会社がやったとしか評価できな

いような場合もあり得るので、規定しているのか

なと……。 

○森田  だから、そういう意味では、それは役

員でなくてもいいわけですね。 

○石田  そうですね。従業員でも構わないとい

うことですね。 

○森田  そうそう。そういう意味で情報が下り

てくるのではないですかという話ですね。 

 

【インサイダー取引規制との関係】 

○石田  それはおっしゃるとおりです。森田先

生は、どちらかというと、インサイダー取引規制

との連続性を持たせるのはよろしくないというお

考えですか。 

○森田  そのような感じですね。私が本研究会

で報告させていただいたときのテーマは、インサ

イダー取引規制の再検討といったものでした。本
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日の石田先生のご報告に対してこういうコメント

を申し上げるつもりはあまりないのですが、今問

われているから答えますけれども、インサイダー

取引規制というのは、もともとは、SEC規則 10b-5

で捕まえますということ、日本法ではこのような

一般条項で捕まえますということはとてもできま

せんねというところから来ていたのですね。とこ

ろが、SEC は、日本からインサイダー取引の実行

行為をしている人が多いから、司法共助で捕まえ

たいけれども、司法共助を使って日本でやってい

る人を捕まえようと思ったら、日本にインサイダ

ー取引規制がなければできないと言われたと。そ

こで SEC は、日本はインサイダー天国なのですか

というようなことを言ってきて、あわてて大蔵省

などがインサイダー取引規制をつくったのですね。

今から思うと、よくそんなことをやるなあという

気がしますけれども、その効果は抜群でして、今、

皆さんは、インサイダー取引は悪いのだとお考え

のようです。当時の日本では、それは役得だとか、

何かそういう感じがまだあったのですね。 

ですから、とりあえず日本にインサイダー取引

規制を入れましょうというふうにしましたから、

SEC 規則 10b-5 では無理ですと言ってきたわけで

すね。無理は無理のままにしておきまして、ある

一定の行為者が一定の重要情報を、というふうに

構成要件を明確にした上で、罰則で捕まえますと。 

何で悪いのかというのがわからなかったのです

ね。何で悪いのかといったら、証券市場の公平性

や信頼性に対する侵害というように、公の秩序を

法益にしたのですね。その代わりに、要件に該当

すれば絶対に捕まると。これは交通法規と同じで

すから、例えば駐車違反をしたら絶対に捕まりま

すね。それと同じような規制で、ザル法というか、

ザルに引っかかったらもう逃れられないと。しか

し、ザルに引っかかるような人はいないだろうと

いうようなところから始まったと思うのです。で

すから、初めはものすごく罪も軽かったですね。 

それが日本の国民の法意識の向上に役立ったの

でしょうね。今では罰則も重くなっていますし、

ここにおられる皆さんは、インサイダー取引は当

然悪いのだという感じでおっしゃっているのです

けれども、アメリカでもなぜ悪いかというのは議

論に議論を重ねているのですね。結局は信認義務

違反だと、あるいは窃盗罪だというようなところ

で、やはり根拠はあるのだということを今でもア

メリカでは議論されていますね。日本はそこまで

行っていない。相変わらず交通法規のようにやっ

ているから、本当に悪い者を捕まえるというよう

なことがなかなかできていないということですよ

ね。ですから、それを今やってほしいと思います。 

それをやると同時に、会社の不正を暴くために

ディスクロージャーしたときに、それで取引して

もいいのではないかというようなルールがアメリ

カにはあって、日本も同じようにいってほしいな

と思っていて、そしてこの FDルールで何とかそれ

をしてもらったらいいのになと思うのだけれども、

根本のインサイダー取引規制のザル法をそのまま

ずっと使っていて、それをまた尊重するのだとな

ると、当初の目的がなかなか達成しにくいのでは

ないかと思っています。 

ちょっと長口舌になりましてすみませんでした。 

○石田  ありがとうございます。 

○黒沼  ほかはいかがでしょうか。 

 

【再び、情報伝達者に会社が含まれることの意義】 

○梅本  先ほどの前田先生のご指摘に戻るので

すけれども、上場会社等を入れたというのは、次

のような理由が考えられないでしょうか。例えば、

役員は自分からはしゃべれない、広報担当者もし

ゃべれないけれども、特定の従業員や主力工場の

工場長、あそこに聞きに行けと。つまり、規制対

象以外の従業員等に情報伝達をさせるなど、会社

として情報伝達されていると評価できる場合があ

り得るので，それも含めて規制対象にする趣旨か

なと、先生のお話を聞いていて感じました。「上

場会社等」も入れるというのは、もしかしたら、

かなりよく考えて入れたのかなと思ったのですが、

いかがでしょうか。 
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○石田  つまり、それだと規制の対象が随分と

広くなるというか、カバーしやすくなると、そう

いうことになりますね。 

○梅本  そうですね。 

 

【「広報に係る業務に関して」の要件について】 

○北村  情報伝達者のところで議論が出てきま

したので、少し細かいことをお伺いしたいと思い

ます。13ページの情報伝達者のうち役員には監査

役が含まれています。そうすると、監査役が業務

に関して伝達すればこの規定の適用があるという

ことになりそうですが、恐らく監査役は、金商法

21条１項１号のほうで定義されているからたまた

ま入っていて、普通は FDルールで問題になること

はないのかなと、そういうイメージを持っていま

した。 

ところが、最後のページで書かれておりますけ

れども、「株主総会での説明・回答において重要

情報の伝達があれば公表義務を負うことになる」

という部分では、監査役も情報伝達者になり得る

のかとも思いました。 

ただ、ここの部分は、そのページの上の方にあ

りますように、「広報に係る業務に関して」とい

う限定が入っています。監査役が広報をすること

は一般的にはないように思います。そこで、監査

役が役員として情報伝達者となることはあり得る

のかということと、株主総会の説明であっても、

広報を業務としてする場面でなければ問題になら

ないのかということの２点についてお伺いしたい

と思います。 

○石田  ここについては、実は私も「業務に関

して」という要件と「広報に係る業務」という二

重の要件がかかってきているというのがちょっと

わかりにくいという気がします。監査役を含めて

いるところについては、恐らく決算内容などは、

監査役がかなり早い時点で把握することができる

と思うので、監査役から情報伝達がなされる可能

性というのは大いにあり得ると。そういうことか

らすると、監査役をここの役員等に含めておくの

は意味のあることだと思いました。 

株主総会に関しては、先生のおっしゃるように、

反対解釈というのがあり得るのか、広報に係る業

務として提供されない株主総会での説明や回答と

いうのはあり得るのかと言われると、全て投資判

断のためになされているものであるというふうに

捉えれば、全て含まれるということになりそうで

す。ここはちょっと私はよくわからないところで

す。 

○北村  株主は全て上場有価証券等の保有者で

はありますけれども、株主総会における説明等が

当然に「広報に係る業務」になるというところに

少し引っかかりました。この点は、パブコメでも

そのように言われているようですので、少し考え

たいと思います。 

○黒沼  今の点は異論もあり得るのではないか

と思いますが、皆さんのご意見はいかがですか。 

○北村  私は、この部分のご報告をお聞きした

とき、株主総会の機会を利用して会社側が何らか

の広報活動をする場合を想定していました。ただ、

株主総会での役員の報告・回答は、広い意味では、

会社に関する事柄を年に一回株主に理解してもら

おうとして行われるものなので、広く解釈すると

「広報に係る業務」に含まれるという考え方も成

り立ち得るのかなとも思います。ただ、この規制

の趣旨から考えて、そこまで広くしていいのかな

というのが疑問ではあります。 

○松尾  「広報に係る業務に関して」の解釈で

すけれども、これが設けられた趣旨は、親会社に

対する情報伝達の阻害がものすごく懸念されるの

で、広報に係る業務に関してなされたときにだけ

上場有価証券等の保有者に対する情報伝達を規制

しますということだと理解しています。そうする

と、取締役が単発的に一部の株主に、いい情報が

出るから売らないように、持っておいたほうがい

いよと言ったような場合は、規制対象から外れて

くることになってしまうと思うのですけれども、

今回のルールの趣旨からするとそれは外れてしま

っても仕方がないものなのか、それとも、この「広
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報に係る業務に関して」というのはかなり広く捉

えてもいいのか。それについてはどうなのでしょ

うか。 

○石田  そうですね、ここの「広報に係る業務」

というのを立案担当者はかなり広い意味で捉えて

いて、投資判断に必要な情報を伝達する業務だと

言ってしまうと、かなり広くなると思います。そ

うすると、いまのケースでは、親会社に対して説

明をすれば、それは親会社の投資判断に対して行

われているものであると言える気がするのですね。

つまり、子会社をどうするのか、グループ会社を

どうするのかを考えるときの投資判断にかかわる

情報を伝達しているとも言えそうなのです。 

 

【「業務に関して」の要件の意義】 

○黒沼  今の点に少し関係する質問ですけれど

も、役員等の場合は、業務に関して重要情報を伝

達した場合に問題になりますよね。アメリカでは

例外とされているように、信認義務に違反して情

報を伝達した場合は、「業務に関して」に当たる

のでしょうか。 

○石田  アメリカ法の信頼・信用に反して提供

したという場合は、会社を一種の被害者と見てい

るような感じがするわけです。つまり、それでも

なお会社に公表義務が生じるのか、法律違反が生

じるのかと言われたら、それはやはりやり過ぎだ

ということで、規制から外しています。それと同

じように日本も見てみると、先生がおっしゃった

ような疑問が湧いてくるわけですけれども、条文

上はそのような区別はしていない。意図していた

か、意図していなかったかの２種類しかないです

から、義務に違反して情報伝達をした、意図して

伝達したということになると、やはり条文上は会

社に公表義務が生ずると言わざるを得ないのかな

と考えています。 

○黒沼  ありがとうございます。 

○伊藤  私も、この「業務に関して」という要

件が付されている理由や内容についてよくわから

ないところがあります。この規定で問題になる情

報伝達の主体として、上場会社等、役員、そして、

使用人などの従業者という、大きく分ければ三つ

があるのですけれども、「業務に関して」につい

ては、それぞれによって考えていく必要があるの

かなと思いました。 

例えば、上場会社等が主体の場合は、そもそも

「業務に関して」という要件はあまり意味がない

のですね。会社の行為というのは全て業務ですか

ら。他方で、従業者の場合は、その従業者がさら

に情報伝達の職務を行うとされている者なので、

彼らがそのような職務について行うことを「業務

に関して」行われたものと考えればよいでしょう。 

問題は、役員の場合に、「業務に関して」とい

う言葉をどこまで広く解釈すべきかということな

のだろうと思います。例えば、役員がいて、どこ

かのアナリストと個人的なつき合いがある。その

個人的なつき合いがあるアナリストと個人的にご

飯を食べたときに情報を漏らした。その場合に、

それが「業務に関して」と言えるのかどうかが気

になっています。日本の FD ルールの趣旨との関係

で解釈を決めるべきことだろうと思うのですけれ

ど、これはどちらになるのでしょうか。 

○石田  役員の場合には「業務に関して」とい

う要件しかかかってこないということで、会食で

情報伝達されたというような事例は実際にアメリ

カでもありました。ですので、日本でもそういう

ケースは十分に想定されるということで、ご指摘

のとおりかと思います。 

しかし、それは業務に関して行っているのかと

いう点については、そういうケースが外れるなら、

規制範囲がかなり限定されてしまう、業務が終わ

ってから話そうかという場合が対象外となると、

役員からの情報伝達は規制漏れがかなり多くなっ

てしまうと思います。 

○森田  その場合、例えば食事を一緒にしたと

きにたまたま聞いたといっても、社外取締役の場

合と社長の場合とでは全然違うようにも思うので

すけれども、それはどうですか。 

○伊藤  いや、そこが私もわからなくて……。 
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○黒沼  石田先生ばかりに答えていただくので

はなくて、皆さんそれぞれご意見があるでしょう

から、どうぞご自由におっしゃってください。 

○伊藤  この規定をつくったときに、そこは議

論されなかったのかどうかをむしろ私は伺いたい

のですよ。 

○黒沼  いや、そこまで議論はしていないと思

います。（笑） 

○伊藤  そういうことなのですか（笑）、わか

りました。森田先生がおっしゃったように、役員

の地位で分けるというのは一つの考え方かもしれ

ないと思います。それによって、会社に公表義務

を負わせるべきかどうかも恐らく変わってくるか

と思いますので。 

 

【意図的でない伝達について】 

○川口  伝達した情報が「重要情報」に該当す

ることを知らなかった場合は同時の公表義務が免

除されるという点ですが、「知らなかった場合」

というのは、過失があった場合も含まれるという

ことでしょうか。条文では、過失・無過失の区別

はないようなのですが。 

○石田  アメリカの場合だと、Recklessではな

いという条件がついているのですが、日本の条文

ではそういうのがないので、過失は問題にならな

い。つまり、知るべきであったというようなこと

は問われないということになって、どちらかとい

うと、伝達者側に有利な内容になるのではないか

と思います。 

○川口  日本の場合は、過失があっても、同時

公表義務の対象にならないということですね。 

○石田  はい、対象にならないのではないでし

ょうか。 

○川口  いずれにせよ、「重要情報」が伝達さ

れたことを知った後には、「速やかに」公表する

必要があるわけで、同時公表の場合は、少し大目

に見てやるということですかね。 

○石田  そうですね。 

○川口  ところで、同様に、「重要情報の伝達

と同時にこれを公表することが困難な場合として

内閣府令で定める場合」も同時公表義務が免除さ

れます。内閣府令（重要情報公表府令８条１号）

では「取引関係者に意図せず重要情報を伝達した

場合」が規定されていますが、ここにいう「意図

せず」というのはどういう意味でしょうかね。金

商法 27条の 36第２項では、「知らなかった場合」

と「同時公表が困難な場合」が並列的に規定され

ているので、後者に含まれる「意図しなかった場

合」というのは「知らなかった場合」とは違う概

念として規定されていることになりますね。 

先ほど、石田先生からは、「重要情報であるこ

とは知っていたけど、つい話の流れで言ってしま

った場合」というのがこれに当たるか、という問

題提起がなされていました。 

○石田  はい。 

○川口  しかし、この場合、「知っていた」段

階で、同時公表義務の免除を受けることはできな

いので、あえて、「意図しなかった場合」として

検討する必要がないように思うのですが……。 

○石田  そうですね、なるほど。話の流れの中

で、後になってあれは重要情報だったと気づいた

ということは、つまり知らなかったということで、

レジュメ 11ページの①で処理ができるという、そ

ういうご意見ですね。 

レジュメ 12ページの②の「意図せず」というの

は、重要情報であるということを知らないことが

やはり前提になっているという、そういう理解な

のですけれども、それはどうなのでしょうか。 

○川口  そうですね。条文では①と②は「又は」

でつながれているので、両者は違う概念なのでは

ないでしょうか。重要情報であることを知らなか

ったけれども、意図せずに重要情報を伝達してし

まった場合というのは、どのような場合を言うの

か、ということですね。 

○石田  そうですね。 

○黒沼  レジュメでは、「重要情報であること

を知っていたけれど、つい話の流れで言ってしま

った場合は、「意図せず」に当たるか？」と書い
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てあって、石田先生はご報告で、①から「意図せ

ず」には当たらないと言われたように思うのです

が、この場合は、知っていたわけですから、知ら

なかった場合には当たらないけれども、内閣府令

で定める場合、これはガイドラインによるとたま

たま話の流れで伝達してしまった場合は「意図せ

ず」に当たるということになりますので、「意図

せず」に当たることになるのではないでしょうか。 

○石田  なるほど。 

○黒沼  川口先生がおっしゃった、これが「又

は」でつながっているというのは、そういうご趣

旨かなと私も思っていたのですけれども。 

○松尾  重要事実であることを知りながら、し

かも発言しておきながら、それを意図していない

と言える場合があるのかというのが、多分石田先

生のご疑問かと思うのですけれども。 

○石田  そうですね。重要事実とわかっていて

言っている……。 

○松尾  これが許されると、ほとんど許される

かと思います。（笑） 

○石田  そうですね。後でごめんなさいという

話で済まされてしまう。事後の速やか開示で済ま

されるケースというのが随分と多くなりそうです

ね。 

○黒沼  「即時の開示」と「速やかな開示」を

分けている基準については、何も手がかりはない

のですけれども、伝達をしたときに、義務違反に

ならないように公表することができるかどうかで

分けているのではないかと思うのです。つまり、

重要情報であると知らなければ、公表の準備をせ

ずに伝達することもあり得るだろうし、相手方が

取引関係者であると知らなければ同じようなこと

が生じる。でも、同じ意味でうっかり話してしま

った場合には、うっかりは未然に防止できないこ

とですから、その場合には速やかな開示でよい、

そういう趣旨ではないかと私は考えています。 

そうすると、知っていた場合、相手方が取引関

係者であり重要情報に該当することを知っていた

場合であっても、うっかり話してしまった場合に

は、速やかな開示でよいということになるのでは

ないのかと思います。 

○石田  ありがとうございます。事前に発表内

容なり発言内容を用意しているようなケースであ

れば、同時公表はできる。一方、そうでないよう

なケースでは、突然しゃべられても同時公表は無

理だから事後の速やか開示でよいという、そうい

う考えでしょうか。 

○黒沼  そうですね。 

○石田  よくわかりました。 

 

【伝達と同時の公表】 

○片木  FDルールは既にアメリカでは施行され

て実施されていますが、アメリカでは、同時公表

というのは具体的にはどのようにしてなされてい

るのですか。 

○石田  FDルールに従って同時公表する情報で

す、というような出し方がなされていないので、

具体的に同時公表をされている情報を特定できな

いです。ただ、公表方法としては、Form 8-Kが一

般的だと文献には書いてありました。 

○片木  したがって、例えばアナリストとの会

合を開始した時点で Form 8-Kを出すのですか。 

○石田  それは厳密な理解ですね。ちょっとそ

こはわかりませんね。同時にプレスリリースを出

すとかということでしょうかね。 

○加藤  今のご質問は、レジュメの 11ページの

上の箇所にあります「伝達と同時に」は厳密に同

時の公表を求めるのか、会合や対話が終わったと

きに公表することで構わないのかという論点にか

かわると思います。この論点の考え方は、選択的

開示を禁止すべきなのかという点と関連すると思

います。選択的開示であっても、同時に行えばい

いというのは、何か矛盾を抱えているような気も

して、FDルールはそもそも会合や対話の場で選択

的開示を行ってはいけないという発想のもとにつ

くられていると思います。仮にそうだとすると、

厳密に同時の公表を求めるということになるのだ

と思います。 
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つまり、閉鎖的な会合や対話の場で選択的開示

をしてもよいという発想が FD ルールと整合的な

のか、という疑問です。先に述べたように FDルー

ルを理解することが正しいのであれば、会合など

の席上で選択的開示をする場合は、会合などを行

う条件として、会合が終わるまでは外部に伝達し

ないという守秘義務を負うことを求めるという方

法が望ましいように思います。 

○石田  なるほど。選択的開示をするのがそも

そも問題であるけれども、会合で選択的開示が行

われるかもしれない。実務の対応としては多分、

その会議終了までは公表しないというのが投資家

をフェアな立場に置く方法として望ましいのかな

という気はいたします。 

○森田  ですから、IRやコミュニケーションを

しましょうという感じだと私は思うのですね。そ

うすると、アナリストにそろそろ利益が出るでし

ょうと聞かれて、実は来期に出ると思うと答えて

しまったと。会社と投資家との間でコミュニケー

ションが活発になると、ついつい本音を出さざる

を得なくなるというか、鋭い質問がやはり来たり

すると思うのですよ。そのようなときに、そうい

う会合を尊重する立場と、それを否定する立場を

考えたとき、否定する立場では、FDルールをつく

る意味がもうほとんどないように私は思うのです

けどね。 

○川口  投資者の立場からすると、自分では手

に入らない重要情報を使って取引をすることがけ

しからんという話ですよね。そうすると、会合中

にアナリストがスマートフォンを使って、秘密裏

に注文を出すような場合は別として、会合中には

取引はなされないというのであれば、その間は別

に情報の不平等は生じていないのですね。ですか

ら、公表は、会合が終わってからでいいように思

いますが……。すなわち、会合終了後「同時に」

に公表するというのでよいのではないでしょうか。 

○石田  そうなるのですか。 

○森田  ですから、それは速やかなのでしょう

か、同時なのでしょうか。 

○川口  それは同時です。 

○森田  同時になってしまうのですか。 

○川口  同時という解釈ですね。 

○石田  同時の意味として、まさにしゃべった

その直後ぐらいに公表しないといけないのかとい

う、それが会合の場所の外の投資家と中の投資家

とで違いが生じるのもちょっとおかしな気がする

なという、そういう問題意識でした。 

○川口  ですから、会合の時間の中では、確か

に情報の不平等は生じているけれども、取引はで

きないと考えれば、別に不平等は生じていないか

ら、取引ができる段階になってからきちんと公表

せよという話になるのかなと思ったのですが……。 

○石田  そうですね。ですから、平等になれば

いいので、同時にというのも、あまり厳格な意味

で理解すると問題が出てくるのではないかと考え

ていました。 

○川口  会合の後で開示というので、同時とい

う要件は満たされていると思います。 

○石田  厳密には同時ではないですが、それで

もいいのではないかということです。 

 

【公表の方法】 

○舩津  公表の方法に関して平等という話が出

てきたので、少し細かな点を２点ほどお聞きしま

す。 

まず、12時間ルールが適用されるということの

意義が判然としないと書いておられるのですけれ

ども、そもそもどう適用されるのかが私はよく理

解できていませんで、先ほどの「同時」の話から

すると、同時に 12時間経過していないといけない

という、そういう話になるということなのでしょ

うか。ちょっと 12時間ルールの意味がよくわから

ないというのがまず１点目です。 

それから２点目ですが、東証の有価証券上場規

程の趣旨からすると、自社ウェブサイトに掲載で

きるのは適時開示の対象情報に該当しない重要情

報だと。適時開示の対象情報に該当するものにつ

いては、TDnet での開示が強制されるのだと理解
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されているということですけれども、ものすごく

細かな解釈で申し訳ないのですが、自社ウェブサ

イトで開示してもいいのは開示された「以後」だ

ということであれば、これは同時でもいいのでは

ないかという気がしたのですが。 

これは意外と重要な論点のような気がしていま

して、要するに、適時開示の対象情報は全て TDnet 

で集約するのだということで、逆に言うと、自社

ウェブサイトなんかを参照しているやつはもう論

外だということまで含み得るわけですね。しかし

ながら、同時でも構わないとすれば、やはり自社

ウェブサイトだけを見ている人であっても、それ

は問題なさそうな気がしていて、媒体間における

機会の平等といったことを考えると、媒体間で優

劣をつけるというような話はむしろなじまないの

ではないかなという気がしました。 

○石田  最初の 12 時間ルールに関しましては、

私もちょっと意義がわからない。つまり、一定の

行為の禁止を解くとか一定の効果が生ずるのであ

れば、12時間経過することの意味は十分に理解で

きるわけですが、ここでは公表することですので、

12 時間待たせることの意味がわからない。 

先ほど言いましたように、未公表、non-public

の意味でこの公表の用語を使うことができるとい

うことになれば、この 12時間という意味は生きて

きますけれども、それは公表義務としての公表と

はまた違う場面の話ですので、先生のおっしゃっ

た公表義務の場面で 12 時間待たせるというのは、

私も意味がよくわからないというところです。 

あと、自社ウェブサイトと TDnet の関係ですけ

れども、先生のおっしゃったように同時でもいい

わけではなく、掲載対象となる情報については、

まずは TDnet に載せなければいけないことになる

という理解です。（補注（事務局）：TDnet 掲載

対象となる会社情報を、TDnet と同時に自社ウェ

ブサイトにも掲載することは可能。ただし、TDnet

での公表予定時刻よりも先に、自社ウェブサイト

等の公開ディレクトリに公表予定情報を保存する

ときには、予めパスワード管理等のアクセス制限

を行う必要がある。） 

情報がいろいろなところに散らかってわかりに

くくなるのではないかというのが懸念されること

です。投資家は、TDnet を見てもわからない情報

については、自社ウェブサイトを見ればわかるこ

ともあるということで、どちらも見ないといけな

いというようなことになる。便利なチャネルが増

えることはいいのですが、投資家としては、公表

手段が多くなっていくとわかりにくくなるのでは

ないかなという気はいたしました。 

○舩津  そうすると、一元化するとすれば TDnet

のほうがよいというご趣旨なのでしょうか。例え

ば、適時開示の対象情報ではなくても公表すべき

情報についても、まず TDnet に載せなさいという

お考えなのか。むしろ自社ウェブサイトのほうで

一元化してもいいのではないかとお考えなのか、

どちらなのでしょうか。 

○石田  ちょっとそこは判断がつきませんけれ

ども、適時開示の対象となっていない情報は、任

意開示を推奨するということにすれば、投資家に

とってみれば、TDnet を見れば大体情報は載って

いるということで、情報収集のしやすさというの

は従来と変わらないとは思います。ただ、一部の

情報は会社のウェブサイトに載っているよという

ことになると、そちらも見ないといけないのかな

ということになるので、それはどうかなと思いま

した。 

○伊藤  今おっしゃった 12 時間経過の意味で

すけれども、先ほど加藤先生のほうから、アナリ

ストなどに対する情報の選択的開示を行っている

ときに、守秘義務を課さなければいけないのでは

ないかという話が出てきたと思います。ここで同

時に公表されていると言えるために、もし守秘義

務を課さなければいけないのだとすると、この 12

時間経過を要する方法をとる場合は、守秘義務を

12時間ずっと課し続けなければいけないというこ

とになるのではないかと思うのですけれど。 

ただ、そもそも守秘義務を課さなければいけな

いのかどうかが私はよくわかりません。 
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○黒沼  守秘義務は適用除外の問題で、次回お

話があると思いますので、またそこで議論をした

いと思います。 

○加藤  公表方法について２点、感想のような

ものを述べたいと思います。１点目は、既に石田

先生からご示唆があった気がしますが、TDnet に

掲載できる情報は適時開示の対象情報に限られる

のかということです。つまり、東証は企業が開示

したい情報を何でも TDnet に掲載してくれるので

しょうか。あと、EDINETについても、臨時報告書

に記載できる事項に制約があるのかもしれません。 

仮に TDnetや EDINETを通じて開示できる情報に

制約が存在するならば、公表方法を統合するとし

たら、自社ウェブサイトのほうが良いという結論

になるように思いました。 

２点目ですが、機関投資家の方から、機関投資

家は TDnet などではなく情報ベンダーを利用して

情報収集することが多いという話を聞いたことが

あります。つまり、情報収集を専門的に行う業者

がいるので、情報を利用する主体として機関投資

家を想定するのであれば、情報開示の媒体を統合

することのメリットは大きくはないということに

なるのかもしれません。つまり、情報開示の媒体

が多くても、機関投資家にとっては、情報ベンダ

ーの網にかかれば問題はないということです。こ

れに対して、情報を利用する主体として個人投資

家を想定する場合、情報開示の媒体を統合するな

ど公表方法を工夫することの重要性が増すように

思いますが、情報へのアクセスについて実質的な

平等を達成することは容易ではないと思います。

（補注（事務局）：東証は、有価証券上場規程に

基づく開示義務がある会社情報を開示する場合の

みならず、投資判断に有用と考えられる会社情報

（一定程度業績に与える影響が見込まれる情報、

決算に係る会社説明会資料、月次の業績速報、経

営計画に係る資料等）を任意で開示する場合にも、

より広範に投資者に周知する観点から、できる限

り TDnet を利用して開示するよう上場会社に要請。

一方、組織変更や人事異動、定例的な販売キャン

ペーンの開始といった、業績に与える影響がほと

んど見込まれない等、投資判断上の有用性が必ず

しも明確でない会社情報については、「適時開示

情報」ではなく「PR情報等」とするように要請（「PR

情報等」として TDnetに登録された場合には、「適

時開示情報閲覧サービス」には情報は掲載されず、

報道機関や情報ベンダーにのみ伝達）。なお、い

ずれの方法においても、他社との紛争又は見解の

相違が生じている場合における見解の表明等、投

資判断のための会社情報の周知という本来の趣旨

を逸脱する情報の登録は認めていない（「会社情

報適時開示ガイドブック 2018 年８月版」31 頁参

照）。） 

○石田  情報ベンダーを用いた機関投資家の情

報収集、そういうアクセスを増やしたほうがいい

という視点は持っておりませんでしたので、参考

になりました。ありがとうございます。 

○黒沼  もう一つ考慮しなければならないのは、

インサイダー情報に該当する場合です。インサイ

ダー情報に該当する場合、自社ウェブサイトに載

せてしまうと、それを見た人は情報受領者になっ

てしまうので、非常に問題がある。これは実務上

一番の問題であるかと思うのですけれども、そう

すると、TDnet に載せておくのが無難だというこ

とになりそうです。 

○石田  はい、そうですね。 

○梅本  情報公表の方法についてひとつお尋ね

したいのですけれども、自社ウェブサイトに掲載

する場合は文字情報でなければいけないのか。あ

るいは例えばカンファレンスコールだとか、そう

いった音声情報の録音、あるいは説明会の映像の

録画情報を載せてもいいのか。というのは、文字

情報のほうがぱっと見たところではわかりやすい

ということはあるのですけれども、実際の音声情

報やビデオ映像のほうがニュアンスがよく伝わる。

声の高低とかもわかるので、見聞きした人により

伝わりやすいというメリットもあるかと思うので

す。そういったものも情報の公表の仕方として認

められるのかどうなのかという点はいかがでしょ
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うか。 

○川口  どこかにありましたよね。 

○舩津  Q&Aの 232ですね。 

○石田  内閣府令等パブコメの 232 番のところ

ですね。 

○梅本  ありがとうございます。 

 

【インサイダー取引規制の公表との関係】 

○川口  レジュメの 11ページで、公知になる場

合、公表と同じかという議論をされているのです

が、石田先生ご自身はどのようにお考えなのでし

ょうか。すなわち、インサイダー取引の公表につ

いては、例えば新聞報道などで公知になっても、

必ずしも公表されたとは考えないというのが最高

裁の立場です。FDルールでの公表を考える上にお

いては、公知になった場合、公表されたと考えて

もよいとお考えですか。この部分は、インサイダ

ー取引の公表と異なるというお考えでしょうか。 

○石田  私は、公知の状況はあり得ると思って

います。その場合、公表されていなくても公表さ

れていると理解していいのではないかと思ってい

ます。つまり、第三者が発信したような情報です

と、これはちょっと真偽が怪しい。ところが、例

えばその会社の代表者がテレビ局の一社からイン

タビューを受けているような場合、信用できる情

報が一瞬にして広まって、証券市場価格もそれに

反応することになりますので、取引で利得できな

いはずであるというふうに考えたら、やはり公知

の場合は、もう公表されていると考えていいのだ

と思っております。 

○川口  そうであれば、インサイダー取引の公

表も同じように考えるべきという考えでしょうか。 

○石田  そこは平成 28年 11月 28日最高裁決定

（エルピーダメモリ事件）で触れられたように、

情報の信頼性が問題なのだとすれば、当該発行者

の代表者が発信した情報というのは信頼性がある

といえるので、取引禁止を解除する公表の意味と

しても、使える余地はまだあるのではないかと思

っております。 

○川口  インサイダー取引規制において、刑事

罰の適用の有無を判断する重要概念であるので、

公表は厳格に解するべきという議論があったと思

いますけれども、FDルールの場合は刑事罰の適用

は間接的なものですね。この点、FDルールの公表

概念を公知まで広げる場合の理由の一つになるで

しょうか。 

○石田  おっしゃるとおりだと思います。刑事

罰が間接的であるということから、少し緩やかに

解してもよいのではないかという、そういう理解

が可能であると思います。 

 

【取引関係者の範囲】 

○伊藤  14ページに書かれている取引関係者の

範囲の話ですけれども、これは立法論として一つ

問題になるところだと思います。日本の場合は結

局、情報受領者のほうで取引関係者という絞りを

かけたわけですけれども、その趣旨の説明が、TF

報告書の書き方では正直よくわかりません。結局、

実質的には、アメリカのように選択的開示のコア

な問題に対応するという趣旨で、このような絞り

がかけられたのだというふうに理解しておいて大

丈夫なのでしょうか。 

そして、そのことは、日本の FDルールの趣旨が、

そもそも EU に比べれば狭いということを意味す

るのだと思います。一般的に情報の公平を図りた

いというのではなく、要はアナリストにだけ情報

を伝達する行動を抑えたいルールだというふうに、

日本の FD ルールを理解しておけばいいというこ

となのでしょうか。そのあたり、ご感触があれば

教えていただきたいのですけれど。 

○石田  EUのように第三者という広い情報受領

者の概念を設けるという選択もあり得たと思いま

す。私はどちらかというと、取引の公正性、公平

性を考えれば、誰であっても取引のチャンスはあ

るわけなので、規制の網を広くかける方法が望ま

しいのではないかなと思っております。 

今回でき上がったルールがこういう形になった

理由はよくわからないところがありまして、資本
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市場にかかわるものを対象とすればそれで足りる

と考えたようですが、それがなぜこのように狭く

なってしまったのかなと、疑問に思っているとこ

ろです。 

○伊藤  ありがとうございます。 

○梅本  実際問題として、日本ではアナリスト

に対する選択的開示よりも、日本経済新聞に対す

る事前の情報漏洩が海外の投資家に問題視されて

いることが、ブルームバーグやフィナンシャル・

タイムズでも指摘されていたという背景があるの

で（追記：詳細については，Goetzmann, William N. 

and Hamao, Yasushi, Selective Disclosure: The 

Case of Nikkei Preview Articles (2015). 

Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2634714）、私もおっ

しゃるとおり、ここに報道機関が含まれないのは

とても問題だと思います。 

○石田  そうですね。 

○黒沼  別に TF 報告書を擁護するわけではな

いですし、もちろん議論は分かれるのですが、今

回の立法の考え方は、選択的開示が行われた情報

を利用して有価証券の取引が行われるということ

が一般の投資家にとって不公正であると捉えて、

報道機関はその情報を投資判断に用いるわけでは

ないので、適用範囲に含めなかった、そういう考

え方だと思います。 

ただ、報道機関に対する情報の伝達というのは、

発行会社が自ら情報を報道してもらおうと思って

伝達しているとも考えられるので、例えば報道さ

れた段階で適時開示義務が発生すると考えたり、

あるいは現行制度の解釈としてそれが無理である

としたら、適時開示制度を整備したりしていく可

能性があるのではないのかと思っています。 

研究会の予定した時間になりましたけれども、

もし特にご発言があればお願いします。 

それでは、次回も引き続きこのテーマで行いま

すので、本日の論点についても次回ご質問いただ

くということにしまして、本日はこのあたりで研

究会を終わりたいと思います。 

石田先生、どうもありがとうございました。 


