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○黒沼  それでは、時間になりましたので、金

融商品取引法研究会を始めたいと思います。 

 本日は、前回に引き続いて関西学院大学の石田

先生にフェア・ディスクロージャー規制（以下「FD

ルール」という）についてご報告をお願いし、そ

の後討論したいと考えています。 

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ございます。前

回に引き続き FD ルールについてご報告いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

本日は、FDルールの適用除外と重要情報の範囲

についてご報告いたします。前回の内容と一部重

複するものがありますが、ご容赦ください。 

 

Ⅰ．公表が不要となる場合 

１．概要 

（１）FDルール 

FD ルールの基本的な内容は、上場会社等やその

役員等が取引関係者に重要情報を伝達した場合、

それが意図的な伝達であるときは同時に、意図的

でない伝達であるときは速やかに、上場会社等に

当該重要情報の公表を行う義務を課すものです

（金融商品取引法（以下「金商法」という）27 条

の 36第１項柱書本文、２項）。 

これは、投資家に対する公平かつ適時な情報開

示を確保して、全ての投資家が安心して投資を行

うことができるようにする目的を果たすために導

入された制度であり、投資者保護及び証券市場の

信頼確保といった観点から意義が認められるもの

です。 

その一方で、上場会社等又はその役員等が取引

関係者に伝達した情報が重要なものであれば、こ

れを常に公表しなければならないということにな

ると、当該上場会社等の事業活動に支障が生じる

おそれがある場合も考えられます。そこで、会社

及び株主の利益保護の観点から、上場会社等が取

引関係者に伝達を行った重要情報の公表を一定の
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場合には要求しないという適用除外を設ける必要

があることになります。 

 

（２）TF報告書の考え方 

この点に関して、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）は次のように述

べています。「発行者が行う様々な事業活動の中

においては、例えば、証券会社に資金調達の相談

をする場合など、本ルールの対象となるような情

報提供を正当な事業活動として行うことが必要な

状況が想定される。この際には、当該情報受領者

が発行者に対して、当該情報につき、第三者に伝

達しない義務（守秘義務）、及び投資判断に利用

しない義務を負っていれば、市場の信頼が害され

るおそれは少ないと考えられる。」（FDルールガ

イドライン問７回答の前半部分も同旨）。 

すなわち、情報受領者が発行者に対して、①第

三者に伝達しない義務、及び②投資判断に利用し

ない義務を負っている場合には、上場会社等は公

表を必要としないこととすることが適当である、

との提言がなされました（TF報告書４頁）。 

 

２．金商法 27条の 36第１項但書による適用除外 

これを受けて設けられたのが金商法 27 条の 36

第１項但書による適用除外です。そこでは、取引

関係者が、法令又は契約により、重要情報が公表

される前に、①当該重要情報に関する秘密を他に

漏らさない義務（守秘義務）、及び②当該上場会

社等の「上場有価証券等」に係る「売買等」をし

てはならない義務を負うときは、金商法 27 条の

36第１項本文の規定に基づく公表を要しないこと

とされています。条文上、①と②を合わせて「守

秘義務等」と言っています。 

この金商法 27 条の 36 第１項但書による適用除

外の制度は、TF報告書の提言に概ね従った内容と

なっていると言えます。 

 用語の定義は以下のとおりです。 

 

（ア）②の売買等をしてはならない義務を負う「上

場有価証券等」 

これは金商法施行令 14 条の 17 各号に規定が設

けられており、次のように定められています。 

 

・ 上場会社等の発行する社債券、優先出資法に

規定する優先出資証券、株券、新株予約権証券、

投資証券・新投資口予約権証券・投資法人債券（１

号） 

・ 外国の者である上場会社等の発行する証券・

証書のうち、上記の社債券、優先出資法に規定す

る優先出資証券、株券、新株予約権証券の性質を

有するもの、又は外国投資証券（金商法施行令 14

条の 15第２号に掲げるものを除く）で、金融商品

取引所に上場されているもの等（２号～４号） 

・ これらの有価証券のみを投資運用対象とする

投資信託、外国投資信託、投資法人、外国投資法

人に係る有価証券（５号、６号） 

・ これらの有価証券に係るオプションを表示す

る有価証券（７号） 

・ これらの有価証券に係る預託証券（８号） 

・ これらの有価証券を受託有価証券とする有価

証券信託受益証券等（９号） 

・ 当該上場会社等以外の会社の発行する社債券

で、これらの有価証券により償還することができ

る旨の特約が付されているもの（10号） 

・ 外国の者の発行するこの有価証券の性質を有

する証券・証書（11号） 

 

（イ）「売買等」 

②の「売買等」は、金商法 27 条の 36 第１項但

書で、次のものを意味すると規定されています。 

 

・ 売買その他の有償の譲渡又は譲受け（交換、

代物弁済、現物出資等を含む） 

・ 合併又は分割による承継 

・ デリバティブ取引 



 

 
- 4 - 

 

（ウ）「売買等」から除外される行為 

ただし、金商法 27 条の 36 第１項但書及び金融

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）３条において、「売買等」から除外され

る行為、すなわち、売買等の禁止義務の対象外と

なる行為として、次のものが規定されています。 

 

（ⅰ）上場有価証券等に係るオプションを取得し

ている者が、オプションを行使することにより上

場有価証券等を取得すること、その他重要情報の

伝達を受けたことと無関係に行うことが明らかな

売買、権利行使その他これに類する行為です。 

重要情報の伝達を受けたことと「無関係に行う

ことが明らかな売買」として、例えば、インサイ

ダー取引規制の適用除外として、金商法 166 条６

項 12 号に挙げられているところのいわゆる知る

前契約の履行又は知る前計画の実行として行う上

場有価証券等の売買等が該当すると考えられます

（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）59条１項参照）。 

 

（ⅱ）会社法 116 条１項による株式買取請求若し

くはこれに類する行為、又は法令上の義務に基づ

く行為です。「法令上の義務に基づく行為」とし

て、例えば、銀行業・保険業を営む会社による他

の会社の議決権の保有制限（独占禁止法 11条）に

違反する状態となった場合に行う株式の譲渡が挙

げられます。 

 

（ⅲ）投資者を保護するための法令上の手続に従

い行う行為であって、上場会社等において、当該

行為以前に、取引関係者に対して重要情報を伝達

する合理的な理由があり、かつ、当該重要情報を

公表することができない事情があるものが挙げら

れています。 

 内閣府令等パブコメ 206 番回答によれば、「投

資者を保護するための法令上の手続に従い行う行

為」として、公開買付けに対抗するため上場会社

等の取締役会が決定した要請に基づき行われる、

いわゆる防戦買い（金商法 166 条６項４号）が想

定されています。 

 

（ⅳ）合併、分割又は事業の全部・一部の譲渡・

譲受けにより上場有価証券等を承継させ、又は承

継する行為です。 

 インサイダー取引規制では、組織再編の円滑化

の観点から、承継資産に占める上場株券等の割合

が「20％未満」という軽微な割合である場合には、

組織再編による上場株券等の承継を規制の適用対

象外としています（金商法 166 条６項８号、取引

規制府令 58条の２参照）。 

 これに対して FD ルールの売買等の対象外とさ

れる組織再編等による上場有価証券等の承継につ

いては、このような基準が設けられていません。

かなり極端な例を挙げますと、承継資産の 15％の

割合であろうと、30％や 40％の割合であろうと、

売買等をしてはならない義務の対象外となりそう

です。 

しかし、この点は、重要情報公表府令３条柱書

の「当該取引関係者が当該行為を行ったとしても

上場会社等に関する情報の開示に対する投資者の

信頼を損なうおそれが少ないもの」という要件が

かかってきますので、（ⅳ）だけではなく、（ⅰ）

～（ⅳ）までの行為が無条件に常に売買等から外

れるわけではないものと解されます。 

ところで、金商法 27 条の 36 第１項但書の立法

の背景には、証券会社に資金調達の相談をする場

合など、上場会社等・役員等が、重要情報の提供

を正当な事業活動として行う必要がある状況への

配慮がありました（TF報告書４頁の例示ケース）。

しかしながら、同項但書の規定の文言上は、守秘

義務等を負わせて公表義務を免れるようにする上

場会社等の事情は特に問われていません。そのよ

うな事情は、守秘義務等が守られなかった場合に

おける公表義務の免除の可否（同条３項但書）で

考慮されることとなっています。 
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 金商法 27条の 36第１項但書では、「守秘義務」

と「売買等をしてはならない義務」は「かつ」で

結ばれていますので、両方の義務を取引関係者が

負う場合に、上場会社等は公表義務を免除される

ことになります。一方、米国の FDルールでは、発

行者が公表義務を負わない場合として、伝達され

た情報の秘密保持につき明示的に合意（expressly 

agree）する者への情報伝達が規定されていますが

（§243.100(b)(2)(ⅱ)）、その情報に基づいて取

引をしない旨の合意までは要求しない立場である、

と SEC は表明しています。守秘義務の合意により

情報を得た情報受領者が証券取引を行えば、その

者にはインサイダー取引の責任が生じ得るという

のが SECの見解です。 

前回の報告で述べましたように、米国では FDル

ールとインサイダー取引規制の重要事実に区別が

ないので、取引規制はインサイダー取引との連続

性によってカバーされていると言えそうです。な

お、 EU の市場阻害行為規則（ Market Abuse 

Regulation）17条８項でも、情報受領者の守秘義

務（duty of confidentiality）を条件として非公

表を認めています。日本の FDルールでは、取引関

係者が守秘義務だけでなく、売買等をしてはなら

ない義務も負うことが公表義務免除の条件とされ

ている点で、特徴的であると言えます。 

TF報告書の提言と金商法 27条の 36第１項但書

との違いとしまして、TF報告書の「投資判断に利

用しない義務」という表現が、新設された条文で

は「売買等をしてはならない義務」という形で規

定された点を挙げることができます。黒沼先生に

よれば、アナリストが伝達を受けた重要情報に基

づいてアナリストレポートを作成・公表する行為

は、TF報告書が提案した「投資判断に利用しない

義務」に違反すると解することができたが、「売

買等をしてはならない義務」には該当しないもの

と解されると指摘されています。かかる行為は、

前述の①の「秘密を他に漏らさない義務」に違反

すると解することができるかが問題になると思わ

れます。 

それから、②の「売買等をしてはならない義務」

は、法令又は契約により負うものとされています。

論者の中には、重要情報のうちインサイダー取引

規制における重要事実に該当するものの伝達を受

けた場合、金商法 166 条１項・３項により有価証

券等の取引が禁止される、すなわち法令上売買等

をしてはならないとされているから、「売買等を

してはならない義務」を負う場合に該当すると主

張する見解があります（辰巳郁「フェア・ディス

クロージャー・ルールの導入に関する金融商品取

引法改正法案」（資料版／商事法務 397 号（2017

年）11頁））。 

米国では、守秘義務に関する明示的な合意──

口頭でも可能でありますが──があれば、発行者

は公表義務を負いません。SEC は、必ずしも情報

受領者への伝達の前に発行者が守秘義務の同意を

得なければならないわけではなく、情報受領者へ

の情報伝達の後であっても、当該情報受領者が当

該情報をさらに伝達し、又はその情報に基づいて

取引をする前に守秘義務の同意を得れば、FDルー

ル違反とはならないという立場をとっています。

このようにして発行者は、誤って重要情報の選択

的開示を行ってしまった場合に、その悪影響が生

じるのを防ぐ努力をすることができる、というの

が SECの見解です。 

日本でも、取引関係者から、伝達を受けた情報

が重要情報に当たるのではないかとの指摘を受け、

当該情報を現時点で公表するのが適当でないと判

断した場合のように、伝達後に守秘義務等の合意

がされることがあると予想されます（FDルールガ

イドライン問３の回答③）。このような場合、法

令上守秘義務等を課せられていなければ、上場会

社等の役員等は、当該取引関係者との間で守秘義

務等の合意を求めることになるでしょう。しかし、

応諾するかどうかは自由ですので、取引関係者が

合意の協力要請に応じないときは、上場会社等は

現時点での公表が適当でないと考えていても、当

該重要情報を速やかに公表（金商法 27 条の 36 第

２項）せざるを得ない事態もあり得るということ
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になります（吉川純「フェア・ディスクロージャ

ー・ルールに関する実務対応」（資料版／商事法

務 410号（2018年）79頁））。 

 弁護士、公認会計士、税理士等が取引関係者で

ある場合、それぞれの法令で定められた守秘義務、

例えば弁護士法 23条で言えば、その職務上知り得

た秘密を保持する権利を有し義務を負うといった

守秘義務が、先ほどの①の要件を満たすと考えら

れます。この点に関して、例えば弁護士が、金融

商品取引業者等の行う金融商品取引業に関して代

理人として職務を行う場合において、上場会社等

から重要情報の伝達を受けるときは、金融商品取

引業者等の「役員等」に代理人も含まれますので

（金商法 27 条の 36 第１項１号、同条第１項柱書

本文）、当該弁護士は取引関係者に該当すること

になります。内閣府令等パブコメ 218 番回答によ

りますと、この場合、当該弁護士の守秘義務に加

え、金融商品取引業者等にも守秘義務が課せられ

ることが金商法 27 条の 36 第１項但書の適用を受

けるために必要とされ、売買等をしてはならない

義務も両者に求められるとされています。 

一般に、契約中に守秘義務とあわせて情報の目

的外利用の禁止条項があれば、守秘義務等の要件

は満たされると言えそうです。もっとも、TF報告

書４ページの注１では、例えば銀行や投資銀行業

務を行う証券会社など、法令や別途の契約などに

より発行者に対して守秘義務等を負う場合につい

ては、改めて守秘義務契約を書面で締結する必要

はないとの見解が示されています。FDルールガイ

ドライン・パブコメ 28番回答でも、金融機関が上

場会社等との間で黙示の合意や商慣習等により守

秘義務を負う場合、改めて守秘義務契約を締結す

る必要はないとの見解を示しています（FDルール

ガイドライン・パブコメ 24 番回答も参照）。 

この点に関し、FDルールガイドライン問７の回

答は、法令上、法人関係情報の管理体制が適切に

整備されている証券会社の投資銀行部門（金商法

38条８号・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 16号、金商法 40

条２号・業府令 123 条１項５号）や信用格付業者

（金商法 66条の 33第１項・業府令 306条１項 12

号）への重要情報の伝達について、当該重要情報

の公表が行われなくても、市場の信頼が害される

おそれは少ないとして、金商法 27 条の 36 第１項

但書の適用が認められると述べています。法令に

より売買等をしてはならない義務を負う例として、

FD ルールガイドライン・パブコメ 28 番回答は、

前述の諸規定・条文を挙げています。 

なお、投資銀行業務の遂行のため、重要情報の

伝達を受けた取引関係者が、業務上必要な範囲で

関係会社へ当該重要情報を伝達する場合、当該取

引関係者の関係会社が守秘義務等を負っていると

きは、適用除外に当たるとされています（FDルー

ルガイドライン・パブコメ 23番回答）。 

 

Ⅱ．守秘義務等が守られなかった場合の対応 

１．概要 

取引関係者が守秘義務等を負う場合、上場会社

等は公表義務を負わないこととされていますが、

その後、取引関係者に守秘義務等の違反があった

ときの上場会社等の対応について、TF報告書４ペ

ージは次のように述べています。 

「……情報受領者が、守秘義務に違反して当該

情報を他者に伝え、その伝達の事実を発行者が把

握した場合、EUでは、情報の秘密性が保たれてい

ないことを理由として、発行者に情報の公表義務

が課されている。一方、米国では、そのような場

合に、発行者には情報の公表義務は課されていな

い。 

 本ルールが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ことを踏ま

えれば、上記（３）に掲げる者（補注：取引関係

者）への情報提供を行った際にはこの情報受領者

が守秘義務を負うことから公表を行わなかったが、

その後、この情報受領者が守秘義務に違反して、

上記（３）に掲げる者に該当する守秘義務等を負

わない他者に情報を伝達したことを発行者が把握

した場合には、本ルールに基づき発行者に情報の
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公表を求めることが考えられる。」 

 以上のように、TF報告書は、EU型の規制、つま

り上場会社等に公表を求める方向を提言しました。 

 

２．金商法 27条の 36第３項の規定 

この提言を受けて、金商法 27条の 36第３項は、

まず同項本文で、上場会社等は、取引関係者が、

法令又は契約に違反して、重要情報が公表される

前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係

者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券

等に係る売買等を行ったことを知ったときは、速

やかに当該重要情報を公表しなければならないと

定め、同項但書で、やむを得ない理由により当該

重要情報を公表することができない場合その他の

内閣府令で定める場合は、この限りでないとしま

した。 

 

（１）守秘義務等の違反により速やかな公表が必

要となる場合 

金商法 27 条の 36 第３項に規定する守秘義務等

の違反があった場合の対応は、TF報告書の提言に

沿う規定内容となっています。すなわち、重要情

報の守秘義務又は上場有価証券等の売買等をして

はならない義務のいずれかの違反があり、これを

上場会社等が知ったときは公表義務が生じるとさ

れています（辰巳・前掲 12頁等）。ただし、取引

関係者が守秘義務に違反したことや、売買等を行

ったことを上場会社等が知り得る状況というのは

事実上限られているかもしれません。上場会社等

は、守秘義務等の違反を「知ったときは、速やか

に」公表をすればよいというものです。 

この制度で注目される点は、TF報告書の段階か

ら、公表義務が生じる場合において、取引関係者

が秘密を漏らす相手方を「他の取引関係者」とし

ていた点です。金商法 27 条の 36 第３項本文も同

様の仕組みを採用した内容となっています。例え

ば、上場会社等の役員等が取引関係者に重要情報

を伝達し、当該取引関係者が、取引関係者である

適格機関投資家に重要情報を漏らしたときは、公

表義務があることになり、取引関係者でない当該

上場会社等の有価証券の非保有者に重要情報を漏

らしたときは、公表義務はないことになるかと思

います。どちらの場合も、もはや情報の秘密性は

確保されていない状況ですが、同項の規定によれ

ば、取引関係者から取引関係者への情報遺漏があ

った場合についてのみ、公表義務が課せられると

いうことになっています。 

取引関係者の範囲を確定する際の基本的な考え

方は、証券市場に対する信頼の確保という観点か

ら、規制対象となる情報伝達の相手方を「有価証

券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される」

者に限定するというものでありました。２回目の

伝達、つまり取引関係者から秘密の重要情報を受

ける者の範囲も同様の考え方に基づくものであり

ましょうか。 

 

（２）やむを得ない理由がある場合 

金商法 27 条の 36 第３項但書では、やむを得な

い理由により当該重要情報を公表することができ

ない場合その他の内閣府令で定める場合は、取引

関係者に守秘義務等の違反があり、上場会社等が

それを把握したとしても、同項本文の規定による

公表を要しないと規定されています。 

この趣旨について、立案担当者の解説によれば、

進行中の M&A 等に関する情報が取引関係者から漏

れた場合など案件の進捗度合いによっては、上場

会社等が当該情報を公表することが困難な場合が

あり得るためであると述べられています（大谷潤

ほか「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）９頁））。また、守秘義務等の違反に

よって、上場会社等には非がないのに公表義務を

課せられるので、重要情報を公表しないことにつ

いての上場会社等の利益も考慮することにしたも

のとされるとも説明されています（黒沼悦郎「フ

ェア・ディスクロージャー・ルールの制定──内

閣府令案・ガイドライン案を中心に──」（資料

版／商事法務 405号（2017 年）10頁））。 
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 やむを得ない理由により当該重要情報を公表す

ることができない場合、その他の内閣府令で定め

る場合として、重要情報公表府令９条は次のよう

に定めています。 

 

（ア）９条１号 

［ａ］取引関係者が受領した重要情報が、上場

会社等若しくはその親会社・子会社又は上場投資

法人等の資産運用会社が行い、又は行おうとして

いる次に掲げる行為、すなわち、①合併、②会社

の分割、③株式交換、④株式移転、⑤事業の全部

又は一部の譲渡又は譲受け、⑥他社株公開買付け

又は自社株公開買付け、⑦子会社（子会社が行う

場合は孫会社）の異動を伴う株式又は持ち分の譲

渡又は取得、⑧破産手続開始、再生手続開始又は

更生手続開始の申立て、⑨資本又は業務上の提

携・提携の解消に係るものであって、［ｂ］当該

重要情報を公表することにより、当該行為の遂行

に重大な支障が生ずるおそれがあるとき、です。 

なお、内閣府令等パブコメ 223 番回答では、上

場会社等が公開買付け等の対象会社となっている

場合は、上記⑨の資本又は業務上の提携に該当し

得るとされています。これは、公開買付け等の対

象会社において公開買付け等に係る情報が重要情

報に該当し得ることを前提としていると言えます

（鈴木克昌ほか「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）33頁－34 頁））。 

 

（イ）９条２号 

［ａ］取引関係者が受領した重要情報が、上場

会社等の優先出資証券、株券、新株予約権証券、

投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券、

外国投資証券の募集若しくは売出し又はこれに類

する行為に係るものであって、［ｂ］当該重要情

報を公表することにより、当該行為の遂行に重大

な支障が生ずるおそれがあるとき、を規定してい

ます。 

 この免除理由について、内閣府令等パブコメ 221

番回答は、公表すれば、投機的売買等によって有

価証券の価格が変動し、当初予定していた資金調

達が行えなくなるおそれがあるような有価証券の

募集・売出し等を規定したものであり、そのため

社債は除かれていると述べられています。 

 米国の FDルールの一般的な適用除外として、有

価証券の登録募集（registered public offering）

が規定されています（§243.100(b)(2)(ⅲ)）。日

本では、守秘義務等が破られた場合に、やむを得

ない理由、すなわち価格変動による資金調達の実

現可能性に支障が生じ得るため、公表義務の例外

として規定されているのですが、これに対して米

国では、勧誘規制との関係で適用除外とされてい

るようです。 

つまり、証券募集については 1933年証券法５条

において情報開示規制が定められており、選択的

開示を行う機会が制限されているから、FDルール

の対象としなくてよいと考えられたようです。も

し FD ルールの対象とすれば、FD ルールに基づく

公表が申込み（offer）に該当するかもしれないた

め、届出前の売付け申込みや買付け申込みを禁止

する 1933 年証券法５条ｃ項の勧誘規制に抵触す

るのでは、との懸念が規則提案のパブコメで示さ

れていました。適用除外とされたので、登録募集

に係るロードショーや販売のための活動が対象外

となったと言われています。 

公表と勧誘規制との関係で言えば、日本では、

企業内容等開示ガイドライン２-12-④で「法若し

くは法に基づく命令又は取引所の定款その他の規

則に基づく情報の開示」については、取得勧誘又

は売付け勧誘等に該当しない行為と解されていま

す。このガイドラインに従えば、FDルールに基づ

く公表は、法に基づく開示に当たるとして、勧誘

規制に反しないと解してよいことになりそうです。 

ところで、金商法 27 条の 36 第３項但書とこれ

を受けた重要情報公表府令９条では、やむを得な

い理由がある場合を包括的に規定する方法は採用

されませんでした（内閣府令等パブコメ 224 番・

225 番回答）。「次に掲げるやむを得ない理由に
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より重要情報を公表することができないとき」と

いった規定の文言から見て、重要情報公表府令９

条は限定列挙しているものと解されます。 

もっとも、同条に列挙された行為に係る情報以

外のものであっても、例えばある製品市場への新

規参入に係る情報は、同業他社に知られると何ら

かの事業遂行上の支障が生じるかもしれず、これ

を公表すれば会社の価値が下がることもあり得ま

す。「新製品又は新技術の企業化」「新たな事業

の開始（新商品の販売又は新たな役務の提供の企

業化を含む）」（東証・有価証券上場規程 402 条

(1)(o)・(w)）などは、競争上の不利益が生じるお

それのあるものと言えますが、列挙事項には含ま

れていません。重要情報公表府令９条の内容は抑

制的に定められていると評価されているところで

す（黒沼・前掲資料版／商事法務 405号 10頁）。 

その一方で、金商法 27 条の 36 第３項但書は、

一定の事情に限定されてはいますが、重要情報を

公表することにより上場会社等の事業遂行上支障

が生じるおそれがある場合、上場会社等が公表（情

報開示）を遅らせることを許容している点で注目

されます。 

前述のように、適時開示制度のもとでは、投資

家への迅速な情報開示を行わせるため、対象情報

を「直ちに」開示することを要求しています（例

えば決定事実につき、東証・有価証券上場規程 402

条１号）。これに対し FDルールは、公表すれば事

業遂行上の重大な支障が生じるおそれがある場合

に、重要情報の公表を遅らせることを許容してい

ます。前者は投資者の保護を図る目的を有するも

のであるのに対し、後者は会社・株主の利益保護

の観点を重視するものであると言えます。 

FD ルールの新設により、両制度のもとで矛盾が

生じているとは言えないか。そうであれば、両制

度の間で調整が必要となるのではないかと思われ

ます。 

 

Ⅲ．重要情報の範囲 

１．概要 

規制の対象となる重要情報は、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定義されています（金商法 27

条の 36第１項柱書本文）。 

重要情報の範囲につき、TF報告書は、インサイ

ダー取引規制の重要事実と完全に一致させるので

はなく、インサイダー取引規制の対象となる情報

の範囲にプラスして、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

を提言していました。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

できないとの懸念があるからと指摘されています。 

重要情報の範囲に関して、黒沼先生はご論稿で

次のような指摘をされています。まず、公表直前

の決算情報であれば、取締役会における承認のよ

うな正式な機関決定に至っていない情報や軽微基

準を超えない情報であっても、投資者の投資判断

に影響を及ぼす重要な情報となる場合があり得る

ことが、FDルールの重要情報の範囲をインサイダ

ー取引規制の重要事実よりも広くした根拠とされ

るということです（TF報告書２頁）（黒沼悦郎「イ

ンサイダー取引・情報提供規制の展開」（ジュリ

スト 1512 号（2017 年）55 頁）、黒沼・前掲資料

版／商事法務 405号７頁）。 

また、対象となるのは事実に限られず、情報で

あるから、確定的な将来情報も含まれる、「確定

的な情報」とは、EUのプライス・インセンティブ・

インフォメーションの考え方を参照したものであ

る、と述べられています（黒沼・前掲資料版／商

事法務 405号７頁）。 

従来から、一律の軽微基準により重要事実の範

囲を画定する方法には批判的な見解があります。

すなわち、会社の規模、業種などの企業特性によ

って投資者の投資判断への影響は異なり得ること

から、軽微基準で重要事実から外れても、包括規

定で拾わなければ規制漏れが生じるおそれがある

という指摘がなされています（前田雅弘「インサ
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イダー取引規制のあり方」（商事法務 1907号（2010

年）28頁））。 

包括規定のみによる定義方法を採用した FD ル

ールのもとでは、上場会社等の企業特性に応じた

重要情報の範囲を規制対象とすることができると

言えます（黒沼・前掲資料版／商事法務 405 号７

頁）。 

 重要情報の範囲に関して TF 報告書は次の２点

を提言しました（２頁）。 

 

（ａ）発行者が FDルールを踏まえて適切に情報管

理をすることが可能となるようにすること。 

（ｂ）情報受領者も、発行者から伝達される情報

が FD ルールの対象となるかどうかの判断が可能

になるようにし、対象となると思料する場合には

発行者に対して注意喚起できるようにすること。 

 

これらを通じて、発行者と投資家の対話の中で

何が重要な情報であるかについてプラクティスを

積み上げることができるようにすることが望まし

い、と述べています。 

 

２．情報管理の範囲 

（１）どのような情報を管理すればよいか 

上場会社等がどのような情報を管理すればよい

かということについて、FDルールガイドライン問

２の回答は、事業規模や状況に応じた重要情報の

管理方法について例示しています。このガイドラ

インは、前述の TF報告書の提言（ａ）を受けたも

のと思われます。内容としましては、 

 

① 諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価

値に重要な影響を及ぼし得る情報か独自の基準を

設けて IR業務を行っているグローバル企業は、そ

の基準を用いて管理する。 

② 現在のインサイダー取引規制に沿って IR 業

務を行っている企業については、当面、インサイ

ダー取引規制の対象となる情報及び決算情報（年

度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報）で

あって、有価証券の価額に重要な影響を与える情

報を管理する。 

③ 仮に決算情報のうち何が有価証券の価額に重

要な影響を与えるのか判断が難しい企業について

は、インサイダー取引規制の対象となる情報と、

公表前の確定的な決算情報を全て管理する。 

 

②が最低限の情報管理の範囲とされています。

①は EU のプライス・インセンティブ・インフォ

メーションの考え方を採用するもの、②と③は重

要事実等を基本として決算情報を加えたものであ

り、②は決算情報のうち有価証券の価額に重要な

影響を与えるものに限定するのに対して、③はこ

のような限定なしに全てを対象とするものと整理

されています（吉川純「フェア・ディスクロージ

ャー・ルールにおける重要情報の範囲をどう確定

するか」（資料版／商事法務 409号（2018年）66

頁））。 

FDルールガイドライン・パブコメ５番回答によ

れば、②や③の方法により情報を管理する場合、

組織再編などに関する情報のうち、インサイダー

取引規制における軽微基準に該当する情報につい

ては、当面、重要情報として管理しないことも考

えられ、取引関係者から重要情報に該当するので

はないかとの指摘を受けたときは、両者の対話を

通じた対応（FD ルールガイドライン問３の回答）

をとることが考えられるとしています。 

軽微基準に該当する情報については、当面、重

要情報として管理しないと考えられるというのが

適当な最低ラインなのか、若干疑問があるところ

です。 

 

（２）取引関係者からの指摘 

FDルールガイドライン問３の回答で、取引関係

者から伝達を受けた情報が重要情報に該当するの

ではないかとの指摘を受けた場合、両者の対話を

通じて次の①～③の対応をとることが考えられる

としています。これは、先ほどの TF報告書の提言

（ｂ）を受けたものと考えられます。 
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① 当該情報が重要情報に該当することに同意し

て、速やかに公表する。 

② 当該情報が重要情報に該当しないとの結論に

至ったときは、当該情報の公表を行わない。 

③ 重要情報に該当するものの、公表が適切でな

いと考えるときは、公表できるまでの間、取引関

係者に守秘義務等を負ってもらって、公表を行わ

ない。 

 

両者の間で重要情報の該当性につき見解の相違

がある場合、財務局等も含めた検討を行う方法が

考えられるとされています（FDルールガイドライ

ン・パブコメ９番回答）（大谷ほか・前掲６頁）。 

ここに言う両者の対話を通じて重要情報への該

当性を判断するというのは、実際にはどのような

やりとりがなされるのかイメージしにくいところ

があります。ある投資家との対話では重要情報に

当たらないとの結論に至り、別の投資家との対話

では重要情報に当たるとの結論に至ることもあり

得るのでしょうか。この点に関し、論者の中には、

伝達した情報が重要情報に該当するか否かは、上

場会社等と取引関係者との合意で決まるものでは

なく、あくまで当該情報が重要情報の要件を満た

すかどうかであると主張する見解もあります（有

吉尚哉「フェア・ディスクロージャー・ルール ガ

イドラインの概要と実務対応」（ビジネス法務 18

巻５号（2018年）47頁））。 

FD ルールガイドライン・パブコメ９番回答の前

段もこのような見解と同じ立場を示しています。 

 

（３）確定的な決算情報 

インサイダー取引規制上、決算変動に関して、

上場会社等の売上高（増減額 10％以上）、経常利

益（増減額 30％以上かつ差額が前事業年度末日に

おける純資産額と資本金の額のいずれか少ない金

額の５％以上）、純利益（増減額が 30％以上かつ

差額が前事業年度末日における純資産額と資本金

の額のいずれか少ない金額の 2.5％以上）、剰余

金の配当（増減額 20％以上）、上場会社等の属す

る企業集団の売上高、経常利益、純利益につき、

公表された直近の予想値（予想値がないときは公

表された前事業年度の実績値）と比較して、会社

が新たに算出した予想値又は当該事業年度の決算

において一定の重要基準を満たす差異が生じたこ

とをもって、重要事実とされています。 

インサイダー取引規制における決算情報は通期

の売上高等・配当に係るものと解されていますが

（金商法 166条２項３号、取引規制府令 51条各号

「当事業年度の決算」）、FDルールでは四半期の

決算情報も含まれていると考えられます。また、

FD ルールガイドライン・パブコメ４番回答によれ

ば、決算に関する定量的な情報のみならず、順調

であるとか増収見込みである旨などの定性的な情

報も決算情報に該当すると解され、一方、月次の

売上等の数値については、一般的にそれ自体では

決算情報に該当しないと解されています。ただし、

月次の数値から容易に年度又は四半期の数値を推

測できる場合は、重要情報への該当性が否定され

ないという指摘があります（吉川・前掲資料版／

商事法務 409号 71頁）。 

従来、立案担当者の解説では、「会社が新たに

算出した予想値」は、会社の判断として確定され

たものであることが必要であり、当該会社の業務

執行を決定する機関において報告・了承された数

値ということになろうと述べられていましたが

（横畠裕介『逐条解説インサイダー取引規制と罰

則』（1989 年）119 頁）、近時は、予想値や決算

の確定手続は各上場会社等によって異なることか

ら、個々の会社の運営手続に則して具体的に判断

する必要があるとする見解が有力です。例えば、

一経理部員による試算の段階では上場会社等の判

断として実質的に確定していないと見るが、取締

役会等の業務執行機関において正式な報告・了承

がなくても、数値の算出に責任を持つ役員や部長、

課長が予想値等を確認したのであれば、実質的に

確定した段階になる可能性があると主張されてい

ます（木目田裕＝上島正道監修『インサイダー取
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引規制の実務（第２版）』（2014 年）235 頁［八

木］）。 

経理担当者が当初算出した数値であっても、大

幅な変更なく CEO の了承が得られる可能性が高い

ような場合には、確定的と言えるとする見解もあ

ります（吉川・前掲資料版／商事法務 409号 71頁）。

証券取引等監視委員会による近年のインサイダー

取引に関する勧告事案では、代表取締役・担当役

員など会社法所定の決定機関（取締役会等）以外

の者が予想値の算出主体として認定されており、

この算出主体の了承等をもって「当該上場会社等

が新たに算出した」と認定されているようです（鍜

冶雄一ほか「業績予想等の修正に関するインサイ

ダー取引規制」（商事法務 2148 号（2017 年）９

頁））。FDルール上重要情報となる確定的な決算

情報についても、前述のように実質的な判断がな

されるべきであると考えます。 

 

３．FDルールガイドライン問４（具体的なケース） 

FDルールガイドライン問４は具体的なケースを

挙げています。ここでは、次の（１）～（３）は、

一般的にはそれ自体では重要情報に該当しないと

されています。 

 

（１）今後の中長期的な企業戦略・計画等に関す

る経営者と投資家との建設的な議論の中で交わさ

れる情報（回答①） 

ただし、中期経営計画の内容として公表を予定

している営業利益・純利益に関する具体的な計画

内容などが、それ自体として投資判断に活用でき

るような、公表されれば有価証券の価額に重要な

影響を及ぼす蓋然性のある情報であって、その計

画内容を中期経営計画の公表直前に伝達する場合、

重要情報に該当する可能性があると回答されてい

ます。計画ですから、事実ではなく、将来に関す

る情報ですが、重要情報に含まれ得るとしている

点で留意が必要です。計画の公表直前に伝達する

ことにより、確定的な情報の提供と見ることがで

きると指摘されているところです（黒沼・前掲資

料版／商事法務 405号８頁）。 

一般的に経営に関する仮説や選択肢への言及は、

確定的な情報とは言えないから、重要情報には当

たらないというのが、FDルールガイドライン・パ

ブコメ 13番回答です。 

 

（２）既に公表した情報の詳細な内訳や補足説明、

公表済みの業績予想の前提となった経済の動向の

見込み（回答②） 

ただし、補足説明等の中で、例えば企業の業績

と契約済みの為替予約レートの関係に関する情報

であって、その後の実際の為替レートの数値と比

較することで容易に今後の企業の業績変化が予測

できるような情報は、重要情報に該当する可能性

があると回答されています。 

また、FD ルールガイドライン・パブコメ 15 番

回答では、為替や市況関連ヘッジの有無、またそ

のおおよその比率、外貨取引における調達通貨と

いった情報も、その後の実体経済の数値と比較す

ることで容易に今後の企業の業績変化が予測でき

るものであれば、重要情報に該当する可能性があ

るとされています。 

これらは、細目を示すことにより、新たにそれ

自体で投資判断上の重要な価値が生じる場合を示

したもので、ブレイクダウン情報と呼ばれるよう

です。 

米国においても、追加的に提供される情報が重

要なものでない限り、発行者が公表済みの業績予

測を確認（confirm）することは許されるものの、

例えば四半期末に近い時期において発行者が収益

予測を確認することは、実際の業績についての情

報を提供しているものと解されると、SECの FDル

ール Q&Aガイドラインは述べています。 

 

（３）工場見学や事業別説明会で一般に提供され

るような情報など、他の情報と組み合わせること

で投資判断に活用できるものの、その情報のみで

は、直ちに投資判断に影響を及ぼすとは言えない

情報（いわゆる「モザイク情報」）（回答③） 
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TF 報告書３ページにおいて、モザイク情報は FD

ルールの対象外とすることが適当であると提言さ

れていました。対象とする場合には、幾つかの問

題が出てくると考えられます。 

第１に、そもそも取引関係者がどのような情報

を有しており、それがどのようなモザイク情報の

追加によって投資判断に重要な影響を及ぼす情報

となり得るのかについて上場会社等が把握するこ

とは、通常容易ではないということです。 

第２に、あるモザイク情報が重要情報かどうか

は、取引関係者ごとに個別的に判断する必要も出

てくるといった問題もあります。 

第３に、ある取引関係者にとって重要情報とな

るモザイク情報を公表したとしても、他の投資家

にとっては果たしてどれほど投資判断材料として

有益であるのか、という疑問も出てきます。 

第４は、対話の材料が限られてしまうのではな

いかという問題です。 

第５に、投資家・投資専門家の情報収集のイン

センティブが低下するのではないかという点が挙

げられます。 

現在のところ、日本では、モザイク情報の取得

については、積極的な評価がなされているようで

す。例えば、アナリストは、モザイク情報を収集・

分析して投資判断に価値のある情報を発信するこ

とが使命であり、アナリストへのモザイク情報の

伝達は、市場における適正な価格形成を促進する

観点から奨励されるとする黒沼先生の見解があり

ます（黒沼・前掲資料版／商事法務 405号８頁）。 

 FDルールガイドライン・パブコメ 17番回答は、

販売件数と平均単価のどちらか一方のみの情報を

伝達する場合で、その情報のみが公表されても有

価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性がある

とは言えない情報は、重要情報に当たらないが、

当該情報と過去に提供されたその他の情報とを一

体として見れば当該企業の業績を容易に推知でき

る場合は、重要情報に該当する可能性があると述

べています。 

米国では、インサイダー取引違反の事例の中に

モザイク概念に言及するものがありますが、明確

に論じた裁判例はほとんどないと言われています。 

SECは FDルールの採択リリースの中で、モザイ

ク理論が FD ルールにおいても妥当するとの立場

を採りました。すなわち、発行者はたとえ「発行

者が知らずに（unbeknownst to the issuer）」、

重要でない一つの情報が組み合わされることで重

要な情報のモザイクの完成に役立つものであった

としても、そのような重要でない情報をアナリス

トに開示することは禁止されない、と述べていま

す。また、SECの FDルール Q&Aガイドラインにお

いても、アナリストが提示するモデルに対してこ

の種の情報を提供して批評したりコメントしたり

することは許容されるという立場をとっています。

ただし、このガイドラインでは、「発行者が知ら

ずに（unbeknownst to the issuer）」というフレ

ーズは含まれていないので、発行者の認識の有無

がどう影響するかは明らかではありません。発行

者の役員等は、モザイクの完成に当該情報が重要

であることを知っていたならば、その情報の選択

的開示が許されないとする見解も見られるところ

です。もっと極端な例で言いますと、例えば発行

者が重要な未公表情報を意図的に重要でない情報

に分解して選択的開示を行う場合、個々の情報は

重要でないモザイク情報とはいえ、これもモザイ

ク理論で違法でないという結論になるのかは、別

途検討が必要かと思います。 

そもそも米国では、重要性の判断において合理

的投資家を基準とするので、ある情報がアナリス

トにとって重要であったとしても、合理的投資家

にとって重要でなければ、選択的開示を行っても

FD ルール違反にはならないと考えられており、ア

ナリストは、重要な結論に到達するために通常の

投資家にとって重要でない情報を引き出して、価

値あるサービスを提供することができ、FDルール

によりこのようなアナリストの活動を妨げる意図

はない、というのが SECの見解です。 

日本では、インサイダー取引規制に関して、投

資者の投資判断に影響を及ぼすべき重要事実の内
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容の一部の伝達を受けた場合も、重要事実の伝達

に含まれると一般に解されています（横畠・前掲

123 頁）。例えば「大きな合併をする」「画期的

な新製品を発売する」といったように、具体的な

合併相手や合併の規模、新製品の企業化による売

上高の増加見込額などを聞いていなくても、情報

受領者となり得るとの見解があります（木目田＝

上島・前掲 90頁［山田将之＝八木浩文］）。 

一方、ある一部の事実だけでは投資判断に重要

な影響があるとは言えない場合には、インサイダ

ー取引規制の対象とはならないと解されています。

FD ルールにおいても、投資判断に重要な影響を及

ぼすものでなければ重要情報とはなりません。こ

こで気になるのは、前述の FD ルールガイドライ

ン・パブコメ 17番回答の後段の考え方です。ここ

では、他の情報と組み合わせることによって業績

を「容易に推知できる」場合は、当該情報が重要

情報に該当する可能性がある、すなわちモザイク

情報が重要情報となり得ることを肯定する立場が

示されている、と解することができるのではない

でしょうか。この考え方に従えば、上場会社等は、

過去に伝達した情報に留意しておかなければなら

ず、今回の伝達情報がどういう影響をもたらすか

についても検討しなければなりません。 

なお、17番回答で述べられている状況は、アナ

リストや投資家が自ら努力して情報収集・分析を

した結果として既に得ている情報と新たに伝達さ

れた重要でない情報を組み合わせて重要情報を知

るに至ったような場面とは、かなり異なると言え

ます。17 番回答の考え方を限定的に捉えるのか、

それとも活用の場面をもっと広げていくのかは、

その境界を定めていく上で重要な課題かと思われ

ます。 

 

４．投資家との対話と FDルール 

コーポレートガバナンス・コード基本原則５で

は、上場会社は、株主との間で建設的な対話を行

うべきとされ、スチュワードシップ・コード指針

１－１、４－１、４－５では、スチュワードシッ

プ責任として、機関投資家は、建設的な目的を持

った対話（エンゲージメント＝中長期的視点から

投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その

持続的成長を促すことを目的とした対話）を通じ

て、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されています。 

学説上、FDルールは、スチュワードシップ活動

を促進することを一つの目的として導入されたも

のであるから、活動を萎縮させたり抑制したりす

ることがないような制度設計及び解釈・運用がな

される必要があるとの主張がなされています（神

作裕之「フェアディスクロージャー制度の導入と

スチュワードシップ活動」（商事法務 2135号（2017

年）27頁））。 

こうした投資家との対話は、TF報告書４ページ

において、「……発行者による早期の情報開示を

促進し、ひいては発行者と投資家との建設的な対

話を促進するとの意義が果たされるような環境整

備を行っていくことが重要である」と述べられて

います。 

FDルールの萎縮効果が生じると、上場会社等は

投資家との対話に消極的になります。上場会社等

が伝達した重要情報の公表に積極的になると、FD

ルールの積極的効果の一つである重要情報の早期

開示が行われるようになります。 

しかし、対話した情報が重要情報に該当すると

して全て公表されるようになると、対話を求め、

情報を収集・分析して投資成果を得ようとする投

資家のインセンティブを低下させるのではないか、

それによって逆に投資家は対話を求めなくなるの

ではないか、とも考えられるわけです。 

実務家からは、「公表する」か「誰にも言わな

い」かの二択ではなく、「聞かれたら答えてよい

が公表までは不要」という中間領域の情報がなく

ては、建設的対話の観点から支障が生じるという

指摘がなされていました（奥村俊次ほか「座談会

フェア・ディスクロージャー・ルールについて」

（証券アナリストジャーナル 55巻２号（2017年）

33 頁［武井一浩発言］）、武井一浩「フェアディ
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スクロージャーを踏まえた実務対応上の諸論点」

（商事法務 2137 号（2017年）35頁））。 

この点について、日本 IR協議会の「情報開示と

対話のベストプラクティスに向けての行動指針」

（2018 年２月 18 日）は、上場会社等の発信する

情報を、以下の３つのカテゴリーに分類し、Ｂ領

域の情報が基本的に投資家との対話で活用し得る

情報であると位置づけており、参考になる考え方

であると思っています。 

 

① Ａ領域（全ての人々に開示する情報） 

② Ｂ領域（投資家等との対話で活用する情報＝

モザイク情報等） 

③ Ｃ領域（法令や規則等に違反しない限り開示

しない情報＝機密情報等） 

 

 本日用意しました内容は以上です。ご指導のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【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、ただいまの報告につきまして、

どの点からでも結構ですので、ご意見、ご質問を

賜れればと思います。ご自由にご発言をお願いし

たいと思います。 

 

【守秘義務契約について】 

○片木  レジュメの５ページの開示を要しない

場合について、弁護士や公認会計士が取引関係者

に該当する場合はあまり多くはないと思うのです

けれども、仮に該当する場合、弁護士との顧問契

約とか公認会計士との契約では、情報を漏らして

はいけないという守秘義務については規定してい

るし、法令上ももちろんあるわけですが、売買等

をしてはならない義務まで普通入っているものな

のでしょうか。 

○石田  それは別途締結が必要になるのではな

いでしょうか。法令を見たところ、守秘するとい

う義務内容でしたので、売買等をしてはならない

義務までは当然には含まれていないと見ています。

したがって、別途合意が必要になるのだと思いま

す。 

○片木  契約を締結しておかないと、例えば会

社の顧問弁護士に重要情報が入ってきたとき、金

商法 27 条の 36 第１項但書に該当しない人となっ

て、会社は当然にその情報を公表する必要が出て

きますよね。しかも、相手方が違約したわけでは

ないので、「やむを得ない理由」を定めた金商法

27 条の 36第３項但書の適用もありませんよね。 

○石田  そうですね。その二つの義務について

合意していない限りは公表しなければいけないと

いうことになるわけです。 

 

【重要情報の範囲に関する取引関係者の対話】 

○前田  重要情報の範囲に関連して、石田先生

が 11 ページのご説明の中で問題提起なさった点

ですけれども、会社と取引関係者との対話にどう

いう意味があるのかがよくわかりませんでした。

たとえば会社が重要情報を伝達するときに、取引

関係者に守秘義務等を負ってもらうことにする、

あるいは守秘義務等を負うのが嫌なので公表措置

をとらざるを得ない、といった形で会社と取引関

係者とが交渉なり対話をすることはイメージが湧

くのです。しかし、11ページでご説明いただいた

ところからしますと、どうも重要情報に当たるか

どうかまで対話で決めることができるかのように

読めます。 

客観的に重要情報に当たるのに、会社と取引関

係者との間で、これは重要情報に該当しないこと

にしましょうと決めれば、――まさかそれで常に

重要情報に当たらず公表義務が生じないことには

ならないと思うのですけれども、しかし、ここの

書き方からしますと、ある一定の範囲内、つまり

重要情報の範囲はかなり微妙なところがあります

から、そのデリケートな範囲では、対話の結果を

尊重するという考え方に立っているのでしょうか。
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対話をすることにどのような意味があるのか、そ

の基本的な考え方がよくわからなかったので、お

教えいただければ幸いです。 

○石田  深く考えが至っておりませんでしたが、

途中までのところで、私も先生と全く同じような

疑問を持っておりました。対話をしながら重要か

どうかを話し合っていくというのが、ちょっとわ

かりにくいという印象を持っておりました。その

両者が、それではこれは重要情報として扱いまし

ょうという合意をしたとすると、それは重要情報

として扱われることになる。そうすると、別の取

引関係者との関係では異なる結果が出てくるかも

しれない。つまり、別の取引関係者が、いや、そ

れは重要情報ではないでしょうというようなこと

を言い出すと、異なる結果が出てくるのではない

かと思うのですが、この辺はどう考えたらいいの

かというのは、私もわかっておりません。すみま

せん。 

○前田  どうもありがとうございます。 

○洲崎  今の話に関連して伺いたいのですが、

伝達された情報が重要情報に該当するのではない

かという指摘を受けるというのが、どういうケー

スなのかというのがよくわかりませんでした。イ

ンサイダー取引規制でいう重要事実にあたるなら

ば、このようなことは関係なく、情報受領者とな

って売買はできなくなるわけですよね。しかも、

インサイダー取引規制における軽微基準に該当す

る情報については、当面重要情報として管理しな

いことも考えられるという記述がレジュメの 10

ページにあります。そうすると、軽微基準に該当

するだろうという場合に、その情報の伝達を受け

た人が、これは重要情報になるから公表しなけれ

ばならないのではありませんかというような指摘

をわざわざすることがあるのだろうか、というこ

とがよくわからなかったのです。 

軽微基準に該当してインサイダー取引規制にお

ける重要事実ではないにもかかわらず、FDルール

のほうで重要情報とされると、その情報が公表さ

れてしまい、情報としての妙味がなくなってしま

うと思うのですが、そのように情報の妙味を失わ

せるような指摘を取引関係者がわざわざ行うよう

な場合として、どのようなケースが想定されてい

るのでしょう。 

○梅本  その点は、大崎先生が日本証券経済研

究所の金融商品取引法研究会で報告されておられ

たところで、FDルールが導入されたときに、どう

も皆さん萎縮していたというか、慎重に対応され

ていて、特にアナリストの人たちは、伝達を受け

た情報が FD ルールに違反するかどうかというこ

とにかなり敏感で、うちはコンプライアンスを重

視しているので、そういった情報は受けたくない、

できればそういった情報は言わないでくれ、とい

う感じだったと。ルールが導入された当初の過敏

な反応だろうとは思うのですけれども、そういっ

たことを念頭に置いているのかなと私は読んだの

ですけれども（追記：金融商品取引法研究会研究

記録 64号『フェア・ディスクロージャー・ルール

について』（日本証券経済研究所）24頁－25頁）。 

○石田  FDルールガイドライン・パブコメの９

番回答ですね、この内容が非常にわかりにくい。

前半部分は、確かにそうなのだろうなと。つまり、

重要情報の該当性は合意で決められるような性質

のものではないと書かれていて、すっと落ちるの

ですが、この後に、FDルールガイドライン問３の

回答は、こうした考え方の下、上場会社等から情

報の伝達を受けた取引関係者がこれに該当すると

考える場合についての対応として、対話を通じて

対応することが考えられる、というふうに続きま

すので、ちょっとわかりにくいなあと。 

○黒沼  １点だけコメントしたいのですけれど

も、FDルールの重要情報というのは、インサイダ

ー取引の重要事実と少し違っていて、企業の特性

や置かれている経営環境などによって、何が重要

情報に当たるかが違ってくると思うのです。そこ

で、FDルールは、基本的には発行者がそれを判断

して情報を管理しなさいという立場に立っている

と思います。その上で、FD ルールガイドライン・

パブコメの問３は、発行者は重要情報に当たらな
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いと思っていたけれども、伝達先から重要情報に

当たると言われた場合はどうしたらいいかという

問いに答えたもので、その場合には相談して決め

なさい、発行者としては重要情報だと思っていな

くても、なお重要情報に当たるような場合があり

得るから、慎重に行動しなさい、という趣旨で書

かれたと私は理解しています。 

○石田  なるほど。そうすると、取引関係者か

らの意見をやはり尊重するというか、自分だけで

重要情報かどうかについて判断することには慎重

でなければならない、ということなのでしょうか

ね。 

○黒沼  ええ。ですから、一言で言ってしまえ

ば、対話の結果を尊重するという見方がとられて

いるということだと思います。 

○石田  ありがとうございます。 

 

【確定的な情報であることの意義】 

○舩津  重要情報というのは、とにかく投資判

断に重要な影響を及ぼすものであればいいのだと

いう考え方からしますと、レジュメの９ページに

書かれている「確定的な将来情報も含まれる」と

いう点、これは確定的である必要があるのだろう

かというのがちょっとわからないところです。確

定的というか、要するにいつ決定があったのかと

いうことがインサイダー取引規制の重要事実の場

合には問題になるわけですけれども、例えば機関

決定はないけれども実務部隊が動いていますとい

った話の場合、それは確定していないのだとも考

えられます。洲崎先生の、重要情報に該当するの

かどうかわからない場合とはどのような場合かと

いうご疑問に関して、こういう熟度がどれくらい

なのか評価しかねるような場合が一つ考えられる

のかなと思ったのですけれども、こういう考え方

はできるのでしょうか。 

すなわち、重要情報はある程度の確度を必ず求

めるものと考えるべきなのか、そうではなくて、

五分五分とか３割ぐらいの実現可能性かもしれな

くても場合によっては重要情報になるのだと考え

るべきなのかということについては、どうなので

しょうか。 

○石田  計画はまさに将来の話です。将来の情

報が確定的というのはどういう状況なのかという

と、恐らく計画が確定したという意味だと思うの

ですね。ただ、その計画の内容が流動的な段階で

は、これはやはり投資家にとっても当てにならな

い情報で、むしろそういう情報を流すと混乱する

だけですね。しかし、ある程度固まった計画で数

値目標なども定まっているような計画を開示した

ら、将来の企業価値にかかわるものですから、や

はり投資判断に影響を与える情報になると考えら

れる。どのあたりで出したときに影響が生じるか

というのは、もちろん計画公表予定日に近ければ

近いほど影響はあるのでしょうけれども、どれぐ

らい手前だとまだ熟していないかというのは、実

質的に見ないとわからない問題だとは思います。 

○川口  インサイダー取引規制の重要事実につ

いては、実現可能性が全くない場合はだめだけれ

ども、基本的に、実現可能性は問わずに、かなり

広い範囲のものを対象とするのが判例ですよね。

それに対して、FDルールのほうは、「確定的」と

いう言葉を使っていて、より実現可能性が高いも

のを念頭に置いているように見えます。他方で、

FD ルールの重要情報に比べて、インサイダー取引

規制の重要事実のほうが対象範囲は狭いのですね。

重要事実の範囲は狭いのだけれど、実現可能性の

面では、それを要しないとして、広げている。FD

ルールの重要情報は、全体的に広いものを対象と

しておいて、でも確定的な情報であるというふう

に狭めています。確かに、ここのバランスもどの

ように考えれば良いのでしょうかね。 

○石田  ちょっとお答えできる自信がないので

すけれども。 

○川口  このようなことを言っているのは金融

庁のガイドラインですよね。 

○石田  はい。 

○川口  ご報告されたように、ドイツの制度で

「確定的」という文言を使っているのですね。確
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定的な情報である必要があると……。 

○石田  EUの考え方ですね。 

○川口  そうそう、EUでしたね。これを参考に

したのではないかとは思うのですが、日本の場合

は、インサイダー情報については、実現可能性を

要しないと広くとっているところは違うのですよ

ね。 

○石田  そこまで考えておりませんでした。 

 

【重要情報の該当性の判断】 

○伊藤  少し前に戻って、重要情報の該当性の

判断といいますか、判断権者の話なのですけれど

も、金商法 27 条の 36 には単に「重要情報」とさ

れていまして、これは法規定ですから、法の適用

について判断するときに、法の適用を受ける者の

間の合意で決まるとか、あるいは会社が決めるこ

とであるという言い方はおかしいと思うのですね。

もちろん、会社によってどこまでが重要情報なの

かは変わるので、ひとまずは会社が決めたことを

尊重しようという話なのでしょうけれど、最終的

には金融庁長官が決めるということなのではない

でしょうか。 

FD ルールガイドライン・パブコメの４ページか

ら５ページにかけてのところ、「なお」以下の段

落では、結局そういうことが書かれているのでは

ないでしょうか。そこには、財務局に相談をして、

財務局が場合によっては行政的な指示・命令を行

うと書かれていまして、前回報告いただいたよう

に、これはそもそも公表措置を指示・命令すると

いうサンクションが基本なので、そのサンクショ

ンを発動するかどうかのレベルで最終的には決ま

ることだと思っておけばいいように思います。 

つまり、会社が決めるというのは、あくまでも

第一次的には会社が決めるというだけの話かなと

思うのですけれども。 

○石田  最終的には財務局に相談をするように

なるのだと思います。つまり、最初に発行者の側

で重要性を判断する。ある場合には、取引関係者

からそうではないかもしれないという指摘を受け

る。その場合、そこで対話が成立すれば、それを

尊重して重要情報であるか否かが決定される。そ

れが調わない場合には財務局へ行くと、そういう

ことになるのでしょうかね。 

○黒沼  最終的には裁判所が決めるのではない

ですか、処分取消訴訟とか刑事罰がかかってきた

ときに。 

○石田  そうですね。 

○伊藤  なるほど、ありがとうございます。 

○片木  金商法 27 条の 36 第２項では、会社が

取引関係者に情報を伝達したとき、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に

は、少なくとも知るまでは公表義務がないことに

なっていますから、非常に微妙な判断で、これは

重要情報ではないと判断したのであれば、公表し

なくても同条１項違反にはならないという理解で

よろしいのですか。 

○石田  それは確かにそうですね。「又は」の

前の「知らなかった場合」ですね。知らなかった

場合として、その状態がしばらく続くということ

はあり得ると思います。 

○片木  だから、重要情報かどうかは、最終的

にはもちろん監督官庁などが決めることではあり

ますけれども、会社側の判断でこれは重要情報で

はないと判断したときには、公表しなくてもいい

という話になりませんかね。 

○石田  指摘がなければ、そのままの状態が続

くことになるかと思います。 

 

【重要情報に外部情報は含まれるか】 

○黒沼  重要情報の範囲は、インサイダー取引

規制で言うところのいわゆる内部情報に限られる

のでしょうか。それとも、外部情報もここに入っ

てくるのでしょうか。 

○石田  特に限定はありませんので、投資家の

投資判断に影響を及ぼすような情報であれば、内

部情報に限らないということになるのでしょうか。 

○黒沼  外部情報の場合は、情報源が会社外に

あるわけですけれども、そういった情報を上場会
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社等が知った後に問題になることは間違いないの

ですが、それを伝達したら公表しなければならな

いという義務が生じるというのもちょっとおかし

な感じもするのですけれども。 

○梅本  公表されていない重要な情報ですから、

会社が公表しなければいけない情報というのが前

提としてあるのではないでしょうか。外部情報は

原則、会社としては公表しようがないわけですよ

ね。内部情報であれば、適時開示ないし臨時報告

書で開示しなければならないもので、いずれ開示

するから未公表だというふうに言えるのでしょう

けれども、外部情報については、開示義務は原則

としてないのではないでしょうか。 

○石田  そうですね、確かに。 

○梅本  いや、私も自信がないのですけれども。

（笑） 

○黒沼  梅本先生のご見解は、「公表されてい

ない」という文言から、この情報は情報源を上場

会社等とするものに限られるという解釈が導かれ

るという、そういうことでしょうか。 

○梅本  はい。いや、私は自信がないです。（笑） 

 

【売買等から除外される行為の規定のしかた】 

○伊藤  細かい話なのですけれど、レジュメの

２ページで説明されていました売買等から除外さ

れる行為の中で、オプションの行使が少し気にな

っています。金商法 27 条の 36 第１項柱書但書括

弧書の文言ですとか、あるいは重要情報公表府令

３条１号の文言からすると、オプションの行使は、

これだけで一つ独立したものでして、例えば重要

情報公表府令３条１号に書かれている重要情報の

伝達と無関係に行われる場合には限らないという

ふうにまず読めます。それはそうだとして、重要

情報公表府令３条の柱書のほうでは、さらに、「投

資者の信頼を損なうおそれが少ない」ということ

がつけ加わっています。金商法 27 条の 36 第１項

柱書但書括弧書には特にそのような限定はされて

いないのに、府令のほうで「投資者の信頼を損な

うおそれが少ない」ということを新たに追加する

ことができるのでしょうか。 

むしろそのようなルールのほうが、結論として

はよいとも思います。オプションの行使だからと

いって、いつでも認めてよいのかは疑問ですから。

ただ、内閣府令のつくり方として、法律本体に付

されていない限定をつけてよいのかが気になるの

ですけれど。 

○石田  確かに、金商法 27 条の 36 第１項本文

括弧書では、このような限定は全くついていない。

しかし、内閣府令には限定がつけられているとい

うことですね。特に影響が少ないものは、問題が

ないから売買等から外していいのではないかとい

うことを明確にするために、１号から４号まで全

てにかけた条件だと思います。私も伊藤先生と同

じで、結論はこれでいいと思います。あらゆる行

為が全て義務等から外れるかというと、そうでは

なくて、信頼を損なうおそれが少ないものだけが

外されるということでいいとは思うのですけれど

も、新たに内閣府令で限定をつけるということに

問題がある、そういう問題意識ですかね。 

○伊藤  内閣府令でそこまで決められる権限が

あるのかが気になるということです。 

○石田  なるほど。 

○伊藤  結論としては、私もむしろそのほうが

いいと思ってはいるのですけれど。 

○石田  内閣府令で定めるものを除くという、

その内閣府令で定めた規定に内容を狭める条件を

つけていると。 

○伊藤  法律のほうの括弧書には、「当該オプ

ションを行使することにより上場有価証券等を取

得することその他の内閣府令で定めるもの」と書

かれていて、「その他の」という場合は、例示さ

れたものが「その他の」の次に書かれたものに含

まれると考えられますから、府令で限定を付すこ

とも可能なのかもしれないとは思うのですが、そ

れでも若干気になります。 

○石田  例えば、法律のほうで、投資者の信頼

を損なうおそれが少ないオプションの行使その他

の内閣府令、というふうに定められているとスム
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ーズに理解はできそうだと、そういうことですか

ね。 

○伊藤  そうですね。あるいは、「当該オプシ

ョンを行使することにより上場有価証券等を取得

することその他の当該取引関係者が当該行為を行

ったとしても上場会社等に関する情報の開示に対

する投資者の信頼を損なうおそれが少ないものと

して内閣府令で定めるもの」だったら、腑に落ち

るのですけれど。 

○石田  わかりました。 

 

【再び、内部情報に外部情報は含まれるかについ

て】 

○川口  先ほどの重要情報に外部情報が入るか

という話ですが、重要情報の定義は「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」です。インサイダー取引

の重要事実も、金商法 166 条は「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」

と同じような書きぶりをしています。そして、外

部情報については、別途金商法 167 条に規定があ

ります。そこから考えると、金商法 166 条では外

部情報が含まれず、同じ文言を使っている FDルー

ルに関しても、立案担当者は外部情報はこれに含

まれないという立場ではないでしょうか。 

○黒沼  確かに形式的にはそうなのですが、イ

ンサイダー取引規制の解釈として、金商法 166 条

と 167 条は、結局会社関係者とか公開買付者等関

係者の範囲が違ってくるから分けて規定している

だけだと考えれば、金商法 167 条の外部情報につ

いても金商法 166 条２項４号の規定を適用できる

ということも考えられるわけです。そうすると、

文言だけからは、上場会社の業務、財産等に関す

る重要事実と言えればいいということになりそう

なので、こちらは内部情報と外部情報の両方とも

含めてこういう言い方をしているということも考

えられると思ったのです。 

○川口  そうですか。ただ、私には、金商法 166

条の適用除外規定を見ていても、やはり外部情報

が含まれないように思います。そこでは、会社情

報に限っているのではないかと思うのです。 

 

【モザイク情報と重要情報の該当性】 

○梅本  モザイク情報という難しい論点のとこ

ろですけれども、先生も書いていらっしゃいます

が、アメリカの議論を私もちょっと勉強したので

すけれども、よくわからないのですね。先生が書

いていらっしゃるように、モザイク理論を適用し

て責任が認められなかったという裁判例は見当た

らないですよね。だから、適用範囲がどこまでか

というのは、何かぼんやりしていて、それにもか

かわらず SEC は、モザイク情報については入らな

いということを立法理由の中でいきなり書いてい

る。本家のアメリカでよくわからないものを日本

にも持ってきたので、範囲がどこまでかというの

がよくわからないなと思うのが一つ。 

もう一つ、レジュメの 14ページの下から３段落

目ですかね、発行者が重要な未公表情報を意図的

に重要でない情報に分解して選択的開示を行うと

いう点ですけれども、これは恐らくある段階でや

はり重要情報になると思うのですよ。個々には重

要でなくても、ある段階で重要情報になるので、

そのある段階で伝達されたら、重要情報が伝達さ

れたということになると思うのですね。 

ただ、モザイクを形成するのは、先ほど来議論

にある内部情報ばかりではなくて、外部情報もあ

るわけで、アナリストは内部情報と外部情報を全

部合わせて評価しますよね。例えば自動車メーカ

ーを例にとると、ある電気自動車について、現在

は売上げは小さくて会社業績的に大したことはな

く、何か情報を伝達されても企業評価上は影響が

ないのだけれども、その電気自動車の性能や型、

ある国における電気自動車のマーケットの規模、

そのマーケットでの自動車利用者の志向、そうい

ったものをいろいろと考え合わせると、ある情報

を知ることによってその企業の将来的な５年後か
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10 年後かの企業価値を予想できる、ということも

あり得ると思うのですね。一般の投資家にとって

は瑣末な情報かもしれないけれども、いろいろと

モザイク情報を集めているアナリストにとっては

とても重要な情報ということはあり得る、そうい

うことはわかるのです。わかるのですけれども、

内部情報に関する限りは、分解して与えていった

らいいかというと、やはりこれはだめだろうと思

うのです。 

○石田  後ろのほうの話ですけれども、分解し

て情報を伝達していくというのは、もちろん上場

会社等はわかってやっているわけですね。ばらば

らにした情報を伝達していくと、どこかの時点で

重要情報の伝達になるのですか。 

○梅本  恐らくばらばらで、先生の書いておら

れる前提だと、一つ一つはモザイクで重要情報で

はないものということですね。 

○石田  そうです。 

○梅本  大きな重要情報を分解して伝達してい

くのは構わないのかという問題提起だったと思う

のですけれども、そうすると、そのピースを全部

集めなくても、一定程度になったらマテリアリテ

ィという要件を満たすという段階が来るのではな

いかと思うのですけれども。ちょっと抽象的な議

論になってしまって恐縮ですが。 

○石田  その一定程度になったときに、今まで

ためていた情報等を全部まとめて重要情報と呼ぶ

のですか。それとも、その一かけらだけをもって

重要情報と呼ぶのですか。 

○梅本  うーん、具体的なイメージで議論した

ほうがよろしいのですかね。 

○石田  これ、要するに発行者がわかっていな

がらアナリストに潜脱的な方法で情報伝達をして

いく際にこういう手が使われるのではないかなと

思って、それでちょっと問題提起をしたのですけ

れども、どうなるのでしょうかね。（笑） 

○梅本  先生が引用しておられるアメリカの論

文ですけれども、これに出てきた事例は、たしか

次のようなものでした。ある会社がコンピュータ

ソフト会社の合併先を探していたが、それは公知

の事実であった。あるとき、アナリストがその会

社の知り合いと話をしていて、ゴルフに行かない

かと誘った。そうすると、その会社の CFO が、私

は、この週末はどこそこに行くのでと断わられた。

彼の旅行先はかなり田舎で、そこには有名なコン

ピュータソフト会社があると。あっ、なるほどあ

の会社と合併するのだと、アナリストはその断片

情報を聞いて判断し、買い推奨をしたとかといっ

た事例でしたよね。一般の人にとってみると、そ

の会社の CFO が週末にどこかの田舎に旅行すると

いうのはどうでもいい情報のはずです。ただ、総

合判断すると、それは重要情報だよねということ

がわかった。そういった事例だったと思うのです

よね。 

○石田  話を少しだけ戻させていただいて、日

本で重要情報や重要事実という場合、一般投資家

というか、合理的な投資家を基準にして重要であ

るかどうかを考えるものなのでしょうか。その視

点は今回の FD ルールの解説を読んでいても出て

こなくて、モザイクという場合、当該取引関係者

にとっては重要な情報である一方で、他の投資家

にとっては重要でないことがありますが、こうい

うものを重要情報や重要事実と呼ぶのでしょうか。

そこがちょっと気になったところです。 

○舩津  それは結局、何を公表するかという問

題として考えるのではないでしょうか。重要情報

を公表しなければならないというときに、梅本先

生の例ではないですけれども、その CFO が週末に

田舎に行きますという情報を公表しても全く意味

がない。一般投資家にとってはどうでもいい情報

に過ぎないということになると。そうすると、先

ほどの事例について、組み合わせた情報をやはり

公表しなければいけないとするか、しなくてよい

とするかというふうに考えないといけないのかな

とは思いましたけれども。 

○石田  ありがとうございます。ちょっとそこ

が私もよくわかっていなかったので、かけらだけ

を公表しても、投資家にフェアな情報開示とは言
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えないだろうなというふうには思っておりました。 

 

【売買等をしてはならない義務とインサイダー取

引の禁止】 

○黒沼  前半部分の適用除外のあたりについて

いかがでしょうか。 

ちょっと私から質問させていただきます。イン

サイダー取引が法で禁止されているということは、

重要情報が同時にインサイダー取引規制の重要事

実に当たる場合に、インサイダー取引規制が売買

等をしてはならない義務に当たると考えていいの

かどうか、先生のお考えをお聞かせいただきたい

のですけれども。 

○石田  私は、義務という場合、インサイダー

取引規制で禁止されるというものも含めて、法令

によって禁止されている義務というふうに位置づ

けていいのかなと思っております。 

○黒沼  そうすると、売買等をしてはならない

義務というのが入っているのは、日本ではインサ

イダー取引の規制範囲と FD ルールの規制範囲が

ずれているからで、もしそれが一致していたら、

こういった義務を課す必要はそもそもなかったと

いうことになりますかね。 

○石田  そうですね。重要事実が重要情報と一

致していれば、そもそも取引規制を課さなくても

インサイダー取引に該当することになるので、ア

メリカや EU と同じような連続性を持たせること

ができるということになったのだと思います。 

ただ、インサイダー取引の禁止を仮に売買等を

してはならない義務に含めるにしても、そこから

漏れてしまう部分は幾つかありますので、十分で

はないと思っております。 

 

【アナリストレポートの作成・公表と守秘義務等

の違反】 

○黒沼  それから、アナリストが伝達を受けた

重要情報に基づいてアナリストレポートを作成・

公表する行為は、秘密を漏らさない義務に違反す

るというふうに解さないとまずいと私は思ってい

るのですが、飯田先生が商事法務で公表した論文

では（飯田秀総「フェア・ディスクロージャー・

ルールの法的検討〔下〕」（商事法務 2180号（2018

年）４頁））、アナリストが重要情報そのものを

伝達しない限り、それに基づいてレポートを書い

ても守秘義務の違反にはならないので、そういう

アナリストへの情報伝達も許されるのだと、こう

いう解釈が示されているのですけれども、ここは

どう考えたらよろしいのでしょうか。 

○石田  そちらの論文はまだ拝読していないの

ですけれども、アナリストが情報伝達を受けた後、

その情報がアナリストのほうである程度加工され

て、その上でレポートを通して情報提供されると

いう場合、これが秘密を漏らしたことに当たると

言えるのかは疑問があるところです。アナリスト

なりの情報の処理や理解の仕方をして情報提供を

したということですから、それがすなわち秘密を

漏らしたと言えるのかなと疑問に思っています。 

○黒沼  そうすると、アナリストとの間で守秘

義務契約を締結して重要情報を伝達する行為をし

ても、アナリストがその義務に違反したことを知

ったときは速やかな公表義務が発生するのかもし

れませんが、そうでなければ FDルール違反にはな

らないと解していいということですか。 

○石田  どういう合意の仕方をするかによるの

でしょうかね。この情報に基づいた分析とか、こ

の情報を用いたアナリストレポートの作成・公表

をしないという合意ですかね。そういう形での合

意をとらざるを得ないように思います。 

○黒沼  その利用や加工の程度によって違うと

いうのが先生のご見解ですか。 

○石田  そうですね、はい。ですから、そのま

まストレートにアナリストレポートに載せてしま

うと、確かに秘密を漏らしている行為に近いと理

解できるのですけれども、そうではなくて、アナ

リストなりに情報を加工しているような場合、秘

密を漏らしたことにはならないのではないでしょ

うか。 

○洲崎  確かに加工してレポートを書けば、そ
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の重要情報自体は漏らしていませんけれども、そ

のアナリストは、その重要情報を知って例えば買

い推奨をするわけですから、予想が当たりやすく

なるわけですよね。その重要情報を知って推奨を

したアナリストはほかのアナリストよりも有利に

なるわけで、FDルールが特定の者に情報を与える

ことでその人だけえこひいきするのはいかんとい

うルールだとすると、重要情報の部分は隠してい

ても、それを使ってレポートを書き、そのレポー

トが、あの人の予想はよく当たるなあという形で

評価される結果になるのは、やはり適切ではない

ような気がするのです。 

○石田  ありがとうございます。ちょっと考え

てみます。 

○黒沼  私自身は、この立法の趣旨から考えて、

その情報を利用してレポートを書く行為も守秘義

務契約に違反することになるので、結局アナリス

トとの間で守秘義務契約を締結して重要情報を伝

達するということはあり得ず、したがってアナリ

ストへの重要情報の伝達は、ほとんど全ての場合

に FD ルールを発動させることになるのではない

かと考えているのです。 

 

【信用格付業者への情報伝達】 

○黒沼  そうすると今度は、FDルールガイドラ

インで示されていた信用格付業者への情報伝達と

アナリストへの情報伝達はどこが違うのかという

問題が出てくるのです。信用格付業者に対する情

報伝達は、ガイドラインによると、信用格付業者

が法令によって情報の管理を義務づけられている

から、FDルールの適用除外になるのだと説明して

いるのですが、その違いはどのように説明したら

よいのでしょうか。 

○石田  どちらも情報を伝達しているという点

では、非常に似たような業務を行っていると思い

ます。どうして違いがあるのかと言われると、信

用格付機関では内部の情報管理体制が整えられて

いる、要請されている点が違っているのでしょう

か。 

○黒沼  一つ考えられるのは、屁理屈かもしれ

ませんけれども、アナリストは重要情報を聞かな

くても分析してレポートを書くのが仕事であると。

信用格付業者は重要情報を教えてもらえなければ

格付けなんかとてもできない、仕事が成り立たな

いということなのかなとも思うのですけれども、

ちょっと自信はないですね。 

それから、今の点については、本日は飯田先生

が来られていないので紹介はしませんけれども、

アメリカでの議論を飯田先生が紹介されていて、

SEC はアナリストと信用格付業者を区分して扱っ

ているようです（飯田秀総「フェア・ディスクロ

ージャー・ルールの法的検討〔上〕」（商事法務

2179 号（2018 年）15 頁））。そういうところも

参考になると思います。 

○石田  ありがとうございます。 

 

【再び、アナリストレポートの作成・公表と守秘

義務等について】 

○松尾 先ほどのアナリストのことですけれども、

アナリストは自分の取材したそれまでの情報で買

い推奨のレポートを書こうと思っていたとして、

最後にインタビューに行ったら重要情報を聞かさ

れてしまったとします。当然、守秘義務契約も結

んでいますが、先ほどの話だと、買い推奨のレポ

ートはもう書けなくなってしまうというおそれは

ないのでしょうか。 

結局そうなると、その情報を聞いたから買い推

奨をしたのか、もともと私は買い推奨するつもり

だったのかというのはわからないので、先ほどの

洲崎先生のお話はごもっともなのですけれども、

それを規制するとなると、私が言ったような場合

にも規制をすることになるのかなと思いました。 

○黒沼  その場合はやはり発行者に相談して公

表してもらわざるを得ないのではないですか。 

○松尾  でも、公表されてしまったら、もうレ

ポートの価値が……。（笑） 

○黒沼  でも、それが今回のルールの考え方で

はないのですか。 
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○松尾  だから、利用してレポートを書く、と

いうところの、利用するとは何を指すのかという

のがすごく難しいのかなと。 

 

【正当な事業遂行の必要と適用除外】 

○黒沼  その他、どの点からでも結構ですので、

いかがでしょうか。 

○伊藤  レジュメの３ページの下から二段落目

で書かれていることで、これは守秘義務等が守ら

れなかった場合と関係する話なのですけれども、

「上場会社等・役員等が、重要情報の提供を正当

な事業活動として行う必要がある状況への配慮」

というのは、できあがった規制によると、守秘義

務等が守られなかった場合における公表義務の免

除の可否で考慮されるということになっています。

つまり、現状のルールでは、正当な事業活動とし

て必要があればということではなくて、とにかく

情報受領者に守秘義務と売買等をしてはならない

義務を課したならば、選択的開示が認められると

いうルールになっているわけですね。そして、守

秘義務等違反の場合、確かに組織再編等とか資金

調達という限られた事情がないと、会社は重要情

報を公表しなければならないことにはなっていま

すけれども、これはそもそも、違反を知ったとき

には速やかに公表しなければならないというだけ

です。 

それで、私が気になるのが、なぜこのように、

正当な事業活動という事情がない場合にも守秘義

務と売買等をしてはならない義務を課せば選択的

開示ができることになっているのかというところ

です。つまり、今のこのルールというのは、正当

な事業活動という事情がある場合だけ、守秘義務

プラス売買等をしてはならない義務を課した上で

選択的開示を認めるというルールに比べて、よい

ルールなのだろうかということが気になるわけで

す。そのあたり、何か評価をお持ちだったら伺い

たいと思います。 

○石田  私も TF 報告書から条文のつくりが違

っているなという疑問を持ちましたので、３ペー

ジの下から二段落目に掲げさせていただいたわけ

です。結局、契約を締結して売買等をしてはなら

ない守秘義務を課す場面では、特に正当な事業遂

行の理由は要らないということになっているので

す。その辺がわかりにくいつくりかなと。ただ、

そういうことを約束しなければならない場合であ

って、なおかつ正当な事業遂行上の理由がないよ

うなケースというのは、あまり想定しにくいかな

と思います。大体両者は一致するのかなと思いま

すが、タスクフォースのときとつくりが違うので、

違和感を覚えたというのは全く同感です。 

○伊藤  ありがとうございます。 

○黒沼  ちょっと補足させていただきますと、

例えばインサイダー取引規制で情報伝達行為を処

罰の対象にしたときも、正当な情報伝達であれば、

当然適用されるべきではないのですけれども、そ

ういうことを条文に書けるかというと、なかなか

難しいのです。今回の FD ルールについて言うと、

まず取引関係者に伝達する場合だけが対象になっ

ていて、実はここの取引関係者というのは、市場

関係者と投資家なのです。それ以外の本当の取引

関係者、つまり事業上の関係者はここには入って

いないので、事業上の関係者に情報を伝達するの

は、通常は正当な業務行為として行うわけですが、

それは全部適用対象になっていない。そのように

範囲を絞って、しかも業務に関してとか広報活動

に関して情報を伝達した場合に限って適用対象に

なるので、適用除外のほうでは今のような理由を

付さなかったのではないかと思います。 

ほかにいかがでしょうか。──よろしいでしょ

うか。 

それでは、本日の研究会はこれで終わりたいと

思います。石田先生、どうもありがとうございま

した。 


