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上場会社への規律としての上場規則
立教大学法学部教授
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（１）適時開示制度の展開
○伊藤

それでは、定刻になりましたので、４

○松井

よろしくお願いします。立教大学の松

月の日本取引所グループ金融商品取引法研究会を

井でございます。このところ大学の役職の関係で

始めさせていただきます。

なかなか出席がかなわなかったのですけれども、

本日は、有価証券上場規程について扱う第２回

本日ご報告をさせていただくことになりました。

です。昨年 12 月に東証の林上場部長から「近年の

どうぞよろしくお願いいたします。

有価証券上場規程の改正」についてご報告いただ

本日ご報告をさせていただくのは、「上場会社

きましたが、それに続く総論的な研究として「上

への規律としての上場規則」です。12 月のご報告

場会社への規律としての上場規則」というテーマ

と重なる部分もあるかと思いますけれども、お許

で松井先生からご報告をいただきます。

しいただければと存じます。

よろしくお願いします。

伊藤先生とご相談しました際には、まず総論的
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な話で有価証券上場規則の位置付けというものを

る、こういうプロセスだと言うことができるかと

考えてみてほしいと言われましたので、私なりに

思います。

考えてみた成果について今日ご意見をお伺いする

そもそも、金融商品市場に期待される以上の機

ということでございます。

能というのは、ある程度場所や時代を超えた抽象
的な機能だと言えるかと思います。他方で、その

Ⅰ．はじめに

機能を利用してどういった有価証券等を流通させ

まず、基本的な考え方の確認、それから議論の

て、そしてその有価証券等を通じてどのように資

方向性の確認をさせていただきたいと思います。

源配分を行うのかということになりますと、これ
は以上の抽象的な機能から当然に導かれる話では

１．有価証券等の上場とは何か

なくて、かなり政策的な視点が入ってこざるを得

上場規程の検討ですので、まず上場とは何かと

ないということがあります。結果として、ここに

いうことを最初に確認したいと思います。

は一定の場所なり時代なりの要請が色濃く反映す

金融商品取引法（以下「金商法」といい、条文

ることになります。このように上場ということを

の記載時には「法」という）に基づきますと、金

考えると、一方に取引所金融商品市場の理念ある

融商品取引所とは、内閣総理大臣の免許を受けて、

いは理論というものがあり、他方で、そこで何を

取引所金融商品市場を開設する者です（法２条 16

扱うかという非常に政策性の強い判断があり、こ

項・17 項）。そして、この金融商品市場において、

の緊張関係が非常に興味深いところであると思っ

有価証券の売買等が行われる、という規律になっ

ています。

ています（法２条 14 項）。

これが上場という概念に関する一般的な説明で

金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場

すけれども、これに対する法的な規律がどうなっ

において取引の対象となるもの、つまり有価証券

ているのかということを次に確認しておきたいと

等につきましては、当該市場が取引対象として認

思います。

めるというプロセスが必要になります。この特定
の有価証券等を取引対象として認めるという行為

２．有価証券等の上場に対する規律

が一般に「上場」ということで呼ばれているかと

有価証券等の上場が取引所金融商品市場の機能

思います。

発揮に必要不可欠なプロセスであるとしますと、

金融商品市場においては、取引の集中、それに

それは適正なものでなければならないということ

よる効率的な価格形成と有価証券等の円滑な流通

になりますし、制度の重大な関心事ということに

が期待されまして、これは一般的に教科書等で説

なります。それは、とりもなおさず金商法がその

かれています。また、そのような価格が形成され、

機能の発揮を保護したいと考えているからであり

有価証券等が流通するということにより資産評価、

まして、これは金商法がそれだけの公的な意味を

あるいは有価証券等の発行価額の基準が形成され、

見出しているということでもあります（法１条参

これによって効率的な資源配分も可能となると、

照）。

こういう説明もされています。このあたりは教科

では、金商法がどういう規制を行っているかと

書等でなされている記述です。

いいますと、有価証券等の上場が持っている性格

このような説明と先ほどの上場に関する考え方

を念頭に置きまして、直接的な手法と間接的な手

をプラスしますと、上場というのは、このような

法を採っているというふうに言えるかと思います。

金融商品市場の機能を発揮できる、あるいは可能

その意味で複層的であるということです。

とする有価証券等を選別する、あるいは管理をす

まず、直接的な手法といいますのは、金商法が
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直接、上場という行為を規制している部分です。

株主数が変わってくるとか、経済状況が変わって

具体的には、取引所金融商品市場への上場の手続、

くるとか、あるいは上場した有価証券の種類が変

あるいは廃止の手続を誰がどのように行うのかと

わってくるとか、いろいろな状況があり得ます。

いう部分につきましては、金商法が直接的に規制

それに応じてなすべき対応を法律に書くとなると、

を行っています。

当然時間がかかりますので、より機動的な対応が

他方で、この上場及び廃止を超えた詳細な規律

できるようにしておくということです。

はどうなっているかというと、金商法の中にはほ

第２に、このプロセスが非常に専門的・技術的

ぼ存在していないというのが実際です。ではどう

な色彩を帯びているということがあります。上場

なっているかといいますと、金融商品取引所の免

審査基準、上場管理基準、あるいは上場廃止基準

許申請に当たって提出すべき申請書に業務規程を

等、過去にはさまざまな基準があり――今はガイ

添付するように規定をしています（法 81 条２項）。

ドラインになっていますが――こういったものに

そして、この業務規程の中身についても規律を置

つきましては、テクニカルな数値等を含めてかな

いていまして、法 117 条１項４号という規定を御

り専門的・技術的な知識や経験、能力が必要にな

覧いただきますと、「有価証券の売買に係る有価

る。そうなりますと、法律で規制するよりは、自

証券の上場及び上場廃止の基準及び方法」につい

主規制でそういった知見をお持ちの方がつくって

ては細則を定めることとされています。

いった方がよいのではないか、という話になりま

これは、間接的な手法による規制と言えるので

す。

はないかと思いますけれども、要は、金商法は有

第３に、前述のとおり、有価証券等の上場につ

価証券等の上場・廃止について規律しようという

いては一定の政策的な要請というのがありまして、

意思は見せつつ、その具体的な中身については金

これは後ほど歴史的な経緯を見てお話をしますけ

融商品取引所の自主規制に委ねるという意思を表

れども、そうなりますと、なかなか法律上、画一

明しているわけです。

的に規制していくというのは難しい、ということ

そうしますと、なぜこういう手法を金商法は採

があります。法律に書くためには一定の画一的な

っているのだろうか、ということが気になるとこ

基準がどうしても出てこざるを得ない部分があり

ろです。つまり、上場及びその廃止といった基本

ますけれども、そうではない、より柔軟な対応が

的な事項について、誰がどのような手続でそれを

できるようにしておいた方がよいのではないかと

行うかということは金商法が直接定めるけれども、

いうことです。

それ以外の詳細を自主規制に委ねる理由というの

上場というプロセスにはこうした三つの特質が

は、おおむね次のように説明できるのではないか

出てくるのだとしますと、規制のための情報や手

と思います。ここは、かつて東証の役員であった

法に制約のある国家法に依るよりは、当該情報に

野尻孝夫氏が書かれた論文を参考にさせていただ

近い、あるいは柔軟な規制手法を持っている自主

きましたけれども、その理由として三つほど挙げ

規制に委ねた方が合理的であろう。金商法はその

られています。

ことを想定していて、だからこそ業務規程という

第１に、有価証券の上場は、取引所金融商品市

規則を通じて金融商品取引所の自主規制に委ねて

場の機能の発揮を可能とする有価証券等を選別す

いるということではないかと思われます。

る、あるいは管理するというプロセスですけれど
も、それには、取引所金融商品市場が置かれてい

３．有価証券上場規程

る状況、あるいは個別の有価証券等の置かれた状

次に、実際に金融商品取引所がどのような形で

況に応じて機動的な対応が求められます。例えば、
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規制を行っているのかということですが、これは

有価証券上場規程に依っているということになり

効率的な価格形成、円滑な流通、これによる効率

ます。金商法は、業務規程で細則を置くよう求め

的な資源配分が期待される。上場とは、以上の機

ていますけれども、実際に、東京証券取引所の対

能を果たし得る有価証券等を選別し、維持するプ

応を拝見しますと、次のようになっています。

ロセスであると理解できます。また、その機能を

まず、東証の業務規程は、その１条の３で有価

果たす有価証券等の選別や維持に当たっては、一

証券等の上場に関する事項について定めており、

定の地域的、あるいは時代的な背景を基礎として

「有価証券の上場、上場管理、上場廃止その他上

個別の政策が反映されるという面もあります。

場有価証券に関する事項は、有価証券上場規程を

金商法は、有価証券等の上場が取引所金融商品

もって定める」とされています。つまり、業務規

市場の機能発揮と密接に関連する行為であること

程から有価証券上場規程に委任をするという形式

を前提としまして、自らの規制目的はそこにある

をとっているわけです。そしてこの有価証券上場

ということを見出しまして、規律の対象にしてい

規程は、「有価証券の上場、上場管理、上場廃止

ると理解できるかと思います。

その他上場有価証券に関する事項」について詳細

ただ、有価証券等の上場に関する規律が機動性

な定めを置いているということになります。

を要求する、あるいは専門性や技術性を要求する、

現在の有価証券上場規程は膨大な条文量で、そ

あるいは時として柔軟性を要求するということが

の内容を要約することは決して簡単ではありませ

ありまして、金商法はこれに対する直接的な規制

んが、おおむね扱われている事項は次の四つです。

は最低限にとどめまして、あとは金融商品取引所

何を上場対象とするか（上場対象有価証券等の問

の自主規制に委任する、すなわち業務規程に委任

題）、どのような要件を満たせば上場が認められ

し、そこからさらに細則としての有価証券上場規

るか（新規上場の問題）、上場を維持するにはど

程に委任をするという形になっています。

のような要請を満たす必要があるか（上場管理の

このように見ますと、上場会社への規律として

問題）、どのような場合に上場廃止になるか（上

の上場規則とは、金商法が求める有価証券等の上

場廃止の問題）。つまり、こういったプロセスに

場に対する適正なコントロールを行うために、上

関する細目について定められている、と理解でき

場という事柄・プロセスが有する特質に基づいて

ます。

設けられる一定の規程群を指すと理解できるかと

さらに、テクニカルにはこれを補完する規程群

思います。

がありまして、有価証券上場規程施行規則、上場

これが抽象的あるいは一般的な理屈ということ

審査等に関するガイドライン及び上場管理等に関

になるかと思いますけれども、これで上場規則の

するガイドラインがあります。これらについては、

意味付けが終わりかというと、そうではないのだ

必要に応じて言及することにしたいと思います。

ろうと思います。理論的に順序立ててという話で
はないのですけれども、なお検討すべき事項とし

４．検討の対象

て思いつくものとしては、例えば取引所金融商品

そこで問題となるのが、以上の前提となる知識

市場における機能発揮のための規律として理論的

あるいは事情を踏まえて、何を検討するのかとい

にどういう規律を置かなければいけないのか。抽

うことです。ここまで確認してきた事項を改めて

象的には、前述の新規上場、上場管理、上場廃止

まとめますと、金融商品取引所における有価証券

という話になるわけですけれども、さらに具体的

等の上場とは、取引所金融商品市場において、特

にどういう規程群が必要になってくるのか。ある

定の有価証券等について取引対象として定めると

いは、先ほど地域的、時代的な背景を基礎として

いうことです。当該市場では、有価証券等に係る

政策的な要請が出てき得ると言いましたけれども、
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それはどういった形でこの上場規則に反映してく

券に関する事項」を規律する証券取引所＝金融商

るものなのか、あるいはすべきものなのか。

品取引所の自主規制を全て含むと考えています。

さらに、有価証券上場規程をはじめとする上場

また、以下では、基本的に東証の例を扱ってい

規則で実現可能な事項と実現困難な事項というの

くということでご理解をいただけたらと思います。

があるのか、あるいはないのか。これは、例えば
東証のように株式会社形態を採りつつ利益相反の

Ⅱ．我が国における上場規則の沿革

問題を解決しようという話になると、どこでどう

まず沿革について、差し当たりは、今の金商法

いう規定を置けばいいのかといったことが問題と

に連なる証券取引法が制定され、それに基づいて

なり、以上の問題意識と関連してくるのかもしれ

証券取引所制度が再開された時点からたどってい

ません。

きたいと思います。もちろん、戦前の制度までた

そうなりますと、ここまで述べてきたある程度

どることができなくはありませんが、戦前の取引

抽象度の高い理論的な基礎付けだけではなくて、

所は戦後のそれとはかなり性格が違いますし、本

証券取引所＝金融商品取引所が向き合ってきた個

報告で考える内容からは遠い話になりますので、

別具体的な問題や、それに対してどういう解を与

ここでは割愛しまして、ひとまず昭和 24 年を出発

えてきたかということも見つつ、理論的な問題を

点にしたいと思います。

考えていく必要があるのではないか。そうするこ
とによって、日本における上場規則がどういう意

１．昭和 23 年証券取引法の下での枠組み

味を持っているのかということが理論的にも実体

（１）昭和 23 年証券取引法の制定と上場規則

的にも発展していくのではないかと思います。

まず、前提となる昭和 23 年の証券取引法につい

そこで、以下では次のような順序で検討を進め

て、少し確認をしておきたいと思います。

たいと思います。第１に、上場規則、とりわけそ

証券取引法は、ご存じのことかと思いますけれ

の中心となる有価証券上場規程がどういう沿革を

ども、会員組織法人としての証券取引所制度だけ

たどって、どういう理論的な基礎の下に展開して

を定めていまして、当時の法律は、上場制度に関

きたのか。また、そこには一定の地域的・時代的

する規定をかなり持っていました。他方で、何を

背景を基礎とする政策的な要請がどのように加え

上場対象とするのか、あるいは上場審査・管理を

られてきたのか。こういったことをざっと見てお

どうするのかというのは、もちろん昭和 23 年証券

きたいと思います。

取引法にも具体的な規定はなくて、証券取引所の

第２に、以上を前提としまして、今度は現在の

自主規制に委ねるというスタンスを採っていまし

有価証券上場規程につきまして、より具体的な内

た。

容に踏み込んで取引所金融商品市場における機能

証券取引法は、定款記載事項として「上場有価

発揮のためにどのような規律が設けられ、どのよ

証券に関する事項」を求めていまして（昭和 23 年

うな説明が与えられているのかを確認したいと思

証券取引所法 88 条１項 11 号）、東証を含め各証

います。

券取引所の上場規則は、この定款記載事項から委

それから第３に、最後として、簡単にまとめを

任を受けていたわけです。今と違うのは、現在は

行いたいと思います。

業務規程から委任されるのですが、当時は定款か

なお、ここまで上場規則という言葉を漫然と使

ら委任を受けるものとされていました。このよう

いましたけれども、本報告で上場規則という場合、

に証券取引法が定款の記載事項として上場に関す

有価証券上場規程は当然含まれますし、「有価証

る事項を定めまして、ここから上場規則に委任さ

券の上場、上場管理、上場廃止その他上場有価証

れるという関係は、文言の変更こそ何度もあれ、
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基本的に平成 10 年の金融ビッグバンによる改革

あるいは発展させていきましょう、といった話に

の時点まで続くことになります。

もなるわけです。

では、戦後の制度発足当時の上場制度はどうな

ですので、当時の考え方によりますと、上場や

っていたかという話ですが、例のごとく、当時の

証券取引所における取引というのは、国民の投資

GHQ の考え方がありまして、とにかく戦前の制度

を安全に確保し健全なものにしていくという「国

は否定したい。それから、自由で完全な公開市場

民投資の安全性・健全性」、そして経済の発展と

を作らせたい。したがって、証券取引所も民主化

いうスローガンの下、「企業資本の育成」といっ

したい。こういうある種のイデオロギーが非常に

たあたりに置かれたわけです。

強く出ておりました。

これが上場制度にどう落ちていくのかというこ

証券関係の実務家の方もそこを酌み取って、そ

とですけれども、国民投資が安全であり健全であ

うであるならば会員組織の証券取引所を作るのが

るためには、取引が容易であることが大事だとい

よいでしょうということで取り組まれて、昭和 24

うことで、有価証券の分散性と流通性が問題とな

年２月、GHQ が認めて証券取引所が再開されまし

ります。それから、「企業資本の育成」という観

た。

点からは、企業の収益性・発展性が大事であると

本日の関心は上場規則にあるわけですけれども、

いうことになります。これらが、上場規則から委

証券取引所の関係者の方が作った諸規程につきま

任される上場審査基準に反映されていく、という

しては、GHQ からなかなかオーケーが出ないとい

ことになったわけです。

う状況が続きました。最後は苦肉の策で、サンフ

また、これは新規上場時のみならず、上場後も

ランシスコ株式取引所の諸規程を翻訳して認めて

継続して満たされる必要があるという理解から、

もらうという何とも複雑な経緯がありました。昭

上場審査と上場管理という二つの仕組みによって

和 24 年４月１日制定の有価証券上場規程はそう

上場制度を構築するということも決められました。

いった形でできたということになります。

昭和 24 年に証券取引所が再開されるまでは、大
体３年間ぐらい、証券業者の方が店頭でいろいろ

（２）上場規則を巡る考え方

な取引を行うという状況が続きました。しかも、

そうはいっても、上場規則に関してはきちんと

その証券会社の方が一か所に集まって店頭売買を

した理論的な基礎付けが必要でして、この話は歴

する、こういう状況がしばらく続いたわけです。

史的な興味によるのみならず、今日まで効いてく

そういう形で行われた取引について、証券取引所

る話でもありますので、少し丁寧にお話ししたい

の再開後も取引が継続できるようにしましょうと

と思います。

いうことで、それがそのまま上場という仕組みに

戦後の我が国の証券取引所制度に求められてい

つながっていきます。ですので、何を上場対象に

たのは、ご存じのとおり、証券の民主化、それか

するかということは、実はこの段階では余り踏み

ら国民が証券投資をする、こういうスローガンで

込んで検討がなされたわけではなくて、実務的に

あります。これに基づいて有価証券の発行市場及

現場で取引され続けてきた一定の有価証券につい

び流通市場を機能させる、そして、要するに経済

て、それをそのまま継続して取引させられるよう

を発展させる、こういう話であります。そうなり

にするにはどうしたらいいかというところで動い

ますと、証券取引所における有価証券の上場とい

ておりました。

うのも、単に証券取引所において取引の客体を確

これはいささか生々しい話でもありまして、ま

定しましょうということだけではなくて、大衆投

た理念的な話でもないのですが、ひとまず有価証

資層をベースとして発行市場を確立しましょう、

券の分散性、流通性があり、その有価証券の発行
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体について収益性・発展性が見られれば、まずは

分かります。ですから、理念はあったけれども、

取引の対象にして、投資家が困らないようにしま

当初はそういったことは含まれていなかったわけ

しょうと、こういう発想であったと理解できるか

です。

と思います。

ともあれ、当時の証券取引所は、上場制度の目

上場審査につきましては、上場規則として株券

的を達成すべく、「国民投資の安全性・健全性」、

上場審査基準というものがあり、そこで規定化さ

それから「企業資本の育成」という目標の実現に

れておりました。他方、上場管理については、上

向かって制度を作っていった。テクニカルには、

場契約書という契約書において、「何か変更事項

法律の規定を根拠として定款を経て上場規則に取

があればすぐに通知しなさい」というような規定

り込んでいく、そして有価証券の分散・流通、あ

を置く程度でした。もっとも、そもそも証券取引

るいは企業の収益性・発展性に係る規律を置く、

法が開示規制を持っていましたので、この開示規

こういった形からスタートをしていったというこ

制と証券取引所における開示書類の提出をシンク

とになります。

ロさせて、要は法律が求める有価証券報告書を証
券取引所に出せばそれでよいというような形の開

２．上場規則の展開

示規制を採って、それで上場管理をスタートさせ

（１）規定内容の量的充実

たということがあります。

この後の展開についてざっと確認をしておきた

だんだんとテクニカルな細かい話となって恐縮

いと思います。

ですが、上場規則の形式面につきましては、レジ

証券取引所の再開から 10 年、20 年と経過しま

ュメを御覧いただければと思いますけれども、法

すと、証券取引所で取引される有価証券や発行者

律の規定（昭和 23 年証券取引所法 88 条１項 11 号）

を巡る状況は変化します。当時上場しているのは

に基づいて証券取引所の定款（昭和 24 年４月１日

基本的に株券だけですので、上場規則のうち、株

制定）があり、定款にはレジュメに書いてあると

券に関する上場審査基準が頻繁に見直されます。

おりの記述がありました。この委任のもとで制定

また、注 27 を御覧いただきますと、サンフラン

された有価証券上場規程は、規程本体と上場審査

シスコ株式取引所規程の焼き直しという定款や業

基準によって構成されていました。

務規程も、昭和 36 年に大幅に見直して全面改正を

注の 23 を御覧いただければと思いますけれど

しています。

も、当初の上場規程は９か条から成り立っていま

実際にどういった変更が加えられていったかに

した。今からすると本当に簡素なものですが、当

ついて、これも細かく見るときりがないのですが、

時はこれで十分に事足りたということです。また、

例えば有価証券の分散・流通という観点から言え

上場審査基準も基準が非常に限定されていまして、

ば、資本金や株式数に関して、規模の大きな会社

設立後経過年数、資本金・株式数、株主数の基準

がどんどん出てくるわけです。そうしますと、従

だけがありました。その後、間もなく、株式分布、

来の上場審査基準が実情に合わなくなる。基準と

株主平均持株数、役員・主要株主持株数、売買高

しては非常に低い数値が定められているけれども、

といった基準が盛り込まれています。これを御覧

上場会社の規模はもっと大きくなっているという

いただくと、先ほど、企業の収益性・発展性とい

ことで、どんどん改良していくわけです。そこで

う視点に触れたのですけれども、実はそれを見る

上場審査基準の数値を改めて、引き上げていくと

基準は厳密にはこの中に入っていません。設立後

いうことをしていきます。

の経過年数とか資本金といったことは入っていま

すると何が起こるかと申しますと、一部の会社

すが、収益性を厳密には見ていないということが

はどんどん規模が大きくなって株式数も増えるの
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で、できれば上場審査基準もそれに合わせて変え

あります。したがって、商法ないし会社法の改正

ていきたいのだけれども、それについていけない

によって、あるいは実務の工夫によって、新たな

会社が出てくる。つまり、基準を引き上げるとそ

有価証券等の形態が出てくる、あるいは取引の可

の基準を満たせない会社がどうしても出てきてし

能性が生じることとなりますと、それに応じて規

まう。そこで、証券取引所がどういう対応をとっ

程を改めていくということになっています。

たかというと、一つは、どうしても新しい基準が

例えば、古い話ですけれども、昭和 41 年の商法

満たせない会社については退出をしてもらう。こ

改正で新株引受権の譲渡が認められることになり

れが上場廃止でありまして、この基準を明確化し

ますと（昭和 41 年改正商法 280 条ノ６ノ３）、新

ていきましょうということ。それからもう一つは、

株引受権証書を上場の対象にする。あるいは外国

今に連なる二部市場の創設という方向に行くわけ

株券を取引できるようにしたいということになれ

です。この一部、二部の問題は今またデリケート

ば、外国株上場諸基準を制定する（昭和 48 年）。

な政策マターになっていますけれども、出発点は

そのほかにも、優先株に関する有価証券上場規程

この昭和 30 年代にあるということです。

の特例の制定（昭和 51 年）、外国社債（昭和 48

また、当初にはなかった企業の収益性・発展性

年）・転換社債（昭和 45 年）・新株引受権付社債

を直接見る基準につきましては、昭和 29 年の基準

（昭和 56 年）の上場に向けた規程の特例等、さま

改正、あるいは昭和 30 年代後半の改正で取り込ま

ざまに規程の改正や新設が行われ、どんどん取引

れるようになります。利益配当の継続見込みであ

対象となる有価証券を増やしていくということも

りますとか、あるいは倒産会社が出てくる環境の

行われました。

中での純利益額基準でありますとか、こういった

その際にどういう基準等を設けるかということ

ことが盛り込まれていったということです。

については、株券の基準を特例化するという形が

先ほど申し上げた、状況に応じて機動的に規程

とられました。

を変えなければいけない、あるいはテクニカルに

これらは、我が国、ないし我が国企業を巡る客

数字をいじっていかなければいけない、というこ

観的な環境が変化する中で、取引所金融商品市場

とは、まさにこういったところに反映しているよ

の機能を、どういう有価証券等を使って機能発揮

うに思われます。

させるかということを考えながら、変化させてい

ただ、これらの改正は、あくまでも昭和 24 年の

るということかと思います。ただ、それはマーケ

考え方の枠組みを維持しつつ、それが経済状況の

ットの機能を変化させるとか、上場に関する考え

変化に応じて量的に変えられていったというのが

方を変えるとかといったことではないので、単純

基本的な理解になるのではないかと思います。企

に取引対象を増やすという量的な変化です。

業の収益性・発展性というのは、やや位置付けの
難しいところですが、一応、以上のような位置付

（３）その他政策的側面からなされた上場規則の

けをさせていただいています。

改正
上場規則には、どうしても政策的な側面が反映

（２）法改正等に応じた規程の充実

する部分があるということについて、少し述べて

そのほかの展開として、法改正がされるごとに

おきます。

規程の中身が充実していくという動きもあります。

例えば、昭和 40 年代には、粉飾決算を行ってい

これもある種の量的な充実であるかと思いますけ

るとの指摘を受けた上場会社が相次ぎました。こ

れども、上場規則というのは、何を市場における

れは皆様ご存じのことかと思いますが、山陽特殊

取引対象にするかということを定めている部分が

鋼の倒産絡みからたくさん案件が出てきたわけで
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す。商法に会計監査人の制度が入ったのもこれが

（１）適時開示制度の展開

発端ですけれども、証券取引所としては、昭和 46

以上は量的な変化で説明できるところですけれ

年に、最近２事業年度の財務諸表に虚偽記載がな

ども、昭和 24 年の段階で設定した理念を質的に変

いことを新規上場の要件としました。これは、昭

化させるという動きが他方で出てきます。二つあ

和 24 年以来の、有価証券の分散・流通とか、企業

りまして、その一つが、適時開示制度、そしても

の収益性・発展性といった観点からは少し説明の

う一つが、審査内容明瞭化の動きです。まず、適

しにくいところがあります。ただ、財務諸表に虚

時開示制度から説明したいと思います。

偽記載をしてはならないのはある意味当たり前の

繰り返して恐縮ですけれども、上場制度は、
「国

ことですし、また、上場管理の観点から、開示と

民投資の安全性・健全性」の観点から有価証券を

いうものは一定の視点で取り込まれていますので、

分散し流通させること、あるいは企業基本を育成

それが形を変えて上場制度の中に入ってきたと理

させるということとの関係で企業の収益性・発展

解できるかと思います。

性を念頭に置くこと、これをベースに制度をつく

それから、昭和 50 年代には、これも一時期問題

り、上場審査基準や上場管理基準を設けていく、

になりました少数特定者持株数基準というものが

こういう考え方で動いてきました。上場管理に関

設けられました（昭和 57 年）。これは、株式の所

しては、上場契約書で定められていた事項が、昭

有が集中し、持合いが展開していく中で出てきた

和 46 年に上場管理基準という形に変わりまして、

規制です。また、これが結構後々に効いてくるの

さらにそれが昭和 63 年に上場有価証券の発行者

ですけれども、証券取引審議会の中間答申を受け、

の通告等に関する規則に変わりました。ここでは、

「投資者保護に配慮しつつ、取引所市場にふさわ

伝統的に通告や開示という手法が用意されまして、

しい中堅・中小企業に上場の途を拡充するため」、

これが上場管理の中で補完的に利用されてきたと

上場審査基準の引下げを行っています。これら二

いうことがあります。

つにつきましては、有価証券の分散・流通という

なぜ補完的かというと、開示に関しては、前述

ようなところ、あるいは企業の収益性・発展性の

のとおり、元々証券取引法の中に証券取引所に開

観点からも審査基準の引下げがなされていますの

示に関する報告書を提出しなさいという規定が置

で、そういった観点からの説明ができると思われ

かれていたのですけれども、これを有価証券報告

ます。

書とオーバーラップさせる、つまり有価証券報告

さらに平成に入りますと、これは近い話ですが、

書と同じ内容を証券取引所へ出せばいいという形

平成８年に新規事業育成、産業構造転換の観点か

にしていましたので、ここには独自の意味は余り

ら、新規性がある事業を行っている企業の上場を

ありませんでした。ですから、法律の規定がその

容易にするための上場基準の特則を設けました。

まま上場管理のところにスライドされているだけ

これも基準を緩和する方向に動くわけですけれど

だったわけです。

も、有価証券の分散・流通や企業の収益性・発展

開示というのは、法律の要請に基づき、有価証

性に関する基準を緩和するということです。

券の発行市場・流通市場において投資家が自己責

こういう政策的な側面からなされる改正という

任において投資判断できるようにするというそも

のは、実は後々、上場に関する考え方それ自体に

そもの理念がありましたので、証券取引所の自主

大きく影響を及ぼしていくということがありまし

規制として開示制度に特別の意味を与えるという

て、これは改めて述べたいと思います。

ことは、歴史的には余りなされてこなかったとい
う面もあります。

３．有価証券上場規程を巡る質的変化の萌芽

これが変わってくるのが昭和 40 年代の前後、証
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券取引所が法律よりも厳しい開示を要求するよう

ということで規定化はされない。このようなやや

になってからです。詳細には調べ切れなかったの

曖昧な状況が続くということがありました。

ですけれども、流通市場の管理運営者として、投

実際に適時開示制度が規定化されるのは平成 11

資家にはより適時により適切に会社情報を明らか

年です。金融ビッグバンが本格化して自己責任原

にすることが取引所市場の機能発揮の観点から好

則を追求していきましょう、そのための開示制度

ましいということが、ある時期から証券取引所の

は重要です、ということが一般的に言われるよう

現場では理解されるようになりまして、法律の開

になってからです。実際には、通告規則の内容と

示制度を単に補完するというような意味での開示

して適時開示の章を設けまして、規則名自体も上

制度ではなく、さらにその趣旨を追求していくと

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

いう意味での開示の動きが出るようになったわけ

する規則という名前に改められていきました。

です。

本報告において、なぜこれを「質的変化の萌芽」

東証では、例えば次のような展開が見られます。
半期報告書の提出要請は昭和 40 年から行われて

という形で捉えたかといいますと、恐らく次の２
点が指摘できるのではないかと思います。

います。ちなみに、これが法律で制度化されるの

第１に、上場制度は、主に上場審査との関係で

はその６年後です。あるいは連結財務諸表の提出

有価証券の分散・流通、あるいは企業の収益性・

要請は昭和 39 年から行われましたが、これが法律

発展性、こういった点を中心に展開してきたとい

になるのはその 13 年後です。また、適時開示の要

うところがあるのですけれども、この上場管理に

請は昭和 49 年から行われています。つまり、投資

おける開示、特に投資家に自己責任原則を追求す

家のために必要な情報というのが法律に書かれて

るという観点からの改正をするとなると、これは

いること以外にもあるのだという認識が持たれた

従来とはやや異なる視点が出ているところがある

段階で、東証の理事長名で要請がなされ、実際に

かと思います。

追求されてきたということがあったわけです。

第２に、上場規則の位置付けの問題として、あ

ただ、これはあくまでも要請という形で展開し

くまでも法律が上場に関して規律しなければいけ

ておりまして、上場規則の中で定められるという

ないけれども、大枠は法律が定めて、あとは細目

ことはありませんでした。これは、そもそもこの

を開示規則、自主規制に委任していく、こういう

ような開示をすることを実務的に受け入れられる

構造をとっていたわけです。そうすると、あくま

かどうかはなかなか難しいところもあると理解さ

でも法律の委任事項について、上場規則は専門

れていたからです。特に適時開示のときによく言

的・技術的側面から規定するという位置付けにな

われましたが、実務的に適時開示をすべきなのか、

るはずですけれども、この開示に関する事項は、

すべきではないのか、あるいは、何を適時開示す

ある時期から法律に定めていない事項を先取りし

べきなのか。こういったことがまだ十分に浸透し

ていくという構造をとるようになります。そうな

ない中で規則化するというのはなかなか難しいと

りますと、この適時開示制度をはじめとする開示

いう認識が現場にはあったと言われています。他

に関する証券取引所の動きというのは、上場規則

方で、理屈としては、適時開示は上場会社の当然

の中でもかなり特殊な動きをしてきたということ

の責務であるといったことも言われていまして、

が言えるのではないかと思います。

このあたりの理屈は相互に緊張関係にあるのです。
つまり、当然の責務であり、規定において定める

（２）審査内容明瞭化の動き

ことも想定はできるけれども、前述のとおり、上

次に、審査内容明瞭化の動きです。これは、平

場会社としてはまだ十分な理解までいっていない

成の初期に出てくる動きです。どうしてこれが出
- 11 -

てきたかといいますと、中堅・中小企業の上場促

審査します、ということを明示的に持ち出してく

進というのが昭和 50 年代の終わりぐらいに出て

るようになったというのは、やはり大きな変化で

きました。そのため、上場審査基準を緩和して投

あろうと思います。

資対象物件を拡大していくという動きが見られる

また、先ほど、ⅰについては従来からの継続性

中、上場に当たっての審査がどのように行われて

があると言いましたけれども、中身を見ると、従

いるのかということを明確化してもらわないと、

来のいわゆる収益性の問題とは少し違うものを見

何が上場できて何が上場できないかが分からない

るようになってきているということがあります。

ではないか、こういう議論が出てくるわけです。

というのも、実は、このⅰ、ⅳ、ⅴは、いずれも

そこで審査内容を明瞭化しましょうという動きが、 上場会社のガバナンスの問題を含んでいくように
バブルの終わりあるいはバブルの後、平成４年あ

なるわけです。これは恐らくは、中堅・中小企業

たりから出てきました。

の上場促進というある種の政策課題を解決するた

この議論で注目すべき点は、上場審査に当たっ

めに、上場対象となる有価証券の範囲を拡大する、

て次の五つを見るとしていることです。その五つ

つまり取引所金融商品市場の機能を利用した資源

の観点は、

配分をどんどん拡大していく、そして広く利用で

ⅰ．収益性・安全性

きるようにするという中で、従来の視点だけで上

ⅱ．企業内容の開示

場規則を書き切ることができなくなっているとい

ⅲ．株式の流通性

うことなのではないかと思います。

ⅳ．一般株主の利益保護

例えば、先ほどのⅰについて言いますと、収益

ⅴ．公益性

性・安全性の審査というのは、今までは利益配当

です。

の見込みとか、純利益の内容とか、こういったこ

ⅳとかⅴとか、いかにもバブルの後という感じ

とが言われていたわけですけれども、これに対し

がするわけですけれども、先ほどの昭和 24 年以来

て審査内容明瞭化の文脈では、申請会社の管理組

の流れとこれを見比べますと、例えばⅰの収益

織や内部体制の整備状況を見るのだということが

性・安全性とか、ⅲの株式の流通性というのは、

書かれています。このほかにもいろいろなことが

あくまでも上場に当たって必要な視点ということ

書いてありますけれども、これは、中堅・中小企

で、これは維持されているわけです。またⅱにつ

業が上場する中で、個人経営の企業がまだ残って

きましては、従来から法律上の要請で開示は必要

いて、それを組織的に運営する上で幾つかの審査

でしたし、証券取引所としても上場管理の観点で、

事項を設ける必要があった、ということかと思い

法律の規定と証券取引所の開示規制をオーバーラ

ます。これは今の考え方からいえば、明らかに上

ップさせてずっとやってきたわけです。もちろん、

場会社のガバナンスをどうするか、という話その

この点については、適時開示をはじめ、ある時期

ものではないかと思います。

から少しずつ法律の要請を先取りしていったとい

また、ⅳにつきましては、上場会社の役員及び

うことがありますが、それにしても今まで念頭に

その同族、大株主、あるいは関係会社が当該上場

置いてきた視点であることは間違いない。

会社との関係で不当な利益を得ていないかという

ところが、ⅳやⅴについては、従来の視点とは

ようなことを見る。あるいは、会社とこれら関係

違う視点が少し入ってきている。もちろん、一般

者との取引状況であるとか、個人財産と会社財産

株主の利益保護を図らなくてもいいと思っていた

の区分があるかどうか、こういったことも審査す

わけでも、公益性をないがしろにしてきたわけで

るというわけです。これも結局、相対的に規模の

もないはずですけれども、これを上場に当たって

小さい新規企業が上場することを想定するから、
- 12 -

このような基準が必要になるわけでして、そうだ

めに、証券取引所＝金融商品取引所の自主規制に

としますと、やはり中堅・中小企業を上場させる

委ね、上場規則は、これらを委任されて以上の役

際には、ガバナンスを見ざるを得ないということ

割を担うものとして位置付けられる、ということ

がここに出てきているかと思います。

にされてきたわけです。このように上場規則は

また、ⅴにつきましては、ある種の包括的な審

元々、法律の委託を受けた規律を担えば足りると

査基準ですけれども、要は上場会社の社会的な責

考えられたわけで、だからこそ、当初は非常に簡

任を果たせるかどうかという話です。バブルの後

素な規定だったわけです。

ですので、そういったことも念頭に置かれている

ただ、経済状況、社会状況の変化を受けて、取

ようにも思いますが、この中では、子会社上場の

引所市場を利用してなされる資源配分の対象にも

問題とグループにおける上場順位、例えば親会社

変化が生じてくると、その結果として、上場規則

が非常に封鎖的な株式所有をされている中で子会

の形式的な位置付けにも変化が表れるようになり

社だけ上場するのは許されるべきかといった問題

ます。例えば、開示規制に関する先行的な規制、

について言及されています。そのほかに、法令違

法律に上乗せされるような規制であったり、ある

反のない会社か、会社に影響を与える係争事件が

いは投資者保護の観点から法律が求める以上の積

ないか、上場制度を利用して利益行為が図られて

極的な開示を求めたりするということが出てくる

いないか等、いろいろなことが問われています。

わけです。そうしますと、形式的には、法律から

この利益行為というのは、未公開株を使って利益

委任を受けて補完的な規律をしますという上場規

を上げるというリクルート事件のような話ですけ

則が一方にありながら、法律が禁じない限り、市

れども、そういったことが書かれているのですね。

場運営上必要ならば上乗せの規律もしますという

これも結局、上場する際にその会社のガバナンス

ような、ある種の二面性を形式的には持っている

体制がきちんと整えられているかということと裏

ところがあります。

腹になっているようにも思われまして、やはりこ
の時期に上場審査基準が質的に大きく動きつつあ

（２）上場規則の実質的役割

ったということが分かります。

証券取引所がもともと念頭に置いていたのは、
「国民投資の安全性・健全性」の確保や「企業資

４．小括

本の育成」という課題でした。そこで、有価証券

このように見てきますと、次のようにまとめら

上場規程は具体的には有価証券の分散・流通、企

れるのではないかと思います。

業の収益性・発展性ということを念頭に置いてき
ました。

（１）上場規則の形式的意味

ただ、例えば中堅・中小企業にも上場の機会を

まず、上場規則は、形式的には次のように言え

与えるとの発想で、取引所市場を利用した資源配

ると思います。証券取引所＝金融商品取引所にお

分の対象を変化させていくことになりますと、以

ける有価証券等の上場制度というのは、法律が目

上のような理屈だけでは上場を理論的に支えるこ

的とする市場の機能発揮のための根幹となる制度

とはできないということになりまして、「国民投

であり、それが適切に機能するように法律が規律

資の安全性・健全性」の確保、「企業資本の育成」

対象とすべきものであるし、また現に法律はそう

というような枠組みの中身が変わっていくことに

しているということです。ただ、何度も繰り返し

なるわけです。

ていますけれども、その規律対象が機動性、専門

このような展開を経まして、上場規則がその装

性・技術性、そして柔軟性の要求を持っているた

いを大きく変えていくというのが、この後の展開
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になります。これは皆様ご存じの話ですので、詳

が、ここでは正面から対象にしますということで

細は必要ないかもしれませんが、上場制度総合整

取り込まれるわけです。「透明性の向上」はこれ

備プログラムとそれに基づく上場規則の制定とい

まで述べてきた開示の問題でありますし、「不正

う話になっていきます。

行為の未然防止に向けた監視体制の強化」は証券
取引所の体制の問題に大きく傾斜していくという

Ⅲ．上場制度総合整備プログラムと上場規則

ことになります。

１．上場制度総合整備プログラム

かくしてこのペーパー、そしてプログラムにお

東証は、平成 18 年に「上場制度の改善に向けた

きましては、上場制度、そしてそれを具現化する

ディスカッション・ペーパー」（以下「ペーパー」

上場規則の意味や機能は質的に変化します。その

という）を出しまして、これに基づくプログラム

背景には、我が国を取り巻く環境が大きく変わっ

を策定・公表します。

たということがあります。金融が自由化・国際化

そこでの考え方は――これは東証 60 年史から

し、証券取引所は国際的な競争の中に置かれるよ

取ってきた表現ですけれども――「上場会社にお

うになりました。それに対応すべく、法律は、証

ける活力ある企業行動と投資者保護の確保のため

券取引所＝金融商品取引所を株式会社形態で設立

の上場制度の調和を推進することにより、市場に

することも認めましたし、利益相反防止のために

対する投資者の信頼の向上と国際競争力の強化を

自主規制業務に関する制度も整備しました。こう

図ることは、証券取引所の重要な責務の一つであ

いう中で上場規則が再定義付けされるということ

る。とりわけ、上場会社において十分に整備され

になったと理解できるかと思います。

た経営管理体制の下で社会的責任に照らして健全
な経営が行われ、かつ、それが分かりやすく開示

２．上場規則の全面改正

されることによって、株主・投資者が上場会社を

東証は、平成 19 年に上場規則の全面改正を行っ

信頼できる環境が整備されることが大切である」

たわけですけれども、その際に前提となったのは

というものです。

以上のプログラムの考え方です。さらにこれを具

これを見ますと、先ほどまで質的な変化と申し

体化するに当たっては、次のような視点が存在し

上げてきた部分が、そのまま証券取引所における

ていたと言われています。

主たる規律の目的に入ってきていることが分かり
ます。要は、環境が大きく変わって、上場規則で

（１）上場規則の体系整備

規律しなければいけない事項も、戦後間もない頃

以前、東証の上場規則としては、業務規程に基

の理念だけではマッチしなくなってきた。その中

づく有価証券上場規程を中心としたさまざまな規

で、そもそもの理念的な考え方が大きく動いてい

程群、あるいは基準類が存在していました。ただ、

ったということが分かるかと思います。

これらの規程にはさまざまな特則があったり、先

東証は、以上の目的を達成するため、「健全性

ほどのような要請のようなものがあったりして、

の確保」、「透明性の向上」、「不正行為の未然

規程の構造自体がかなり複雑化していました。ま

防止に向けた監視体制の強化」という観点からペ

た、用語の定義について、ある規程で使われてい

ーパーを取りまとめています。特に「健全性の確

る用語が別の規程で定義されている等の分かりに

保」の中には、企業行動それ自体の適正化を求め

くさもありました。さらに、今述べた自主規制機

るということが書かれていまして、既に平成の初

能の強化、透明性の確保という観点から東京証券

期から議論の萌芽があったガバナンスに関する事

取引所自主規制法人が設立されましたけれども、

項、ただし正面からは取り上げ切れなかったもの

これに委託できる業務を明確化しなければなりま
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せん。こういったさまざまな要請がある中で、上

解できます。

場規則を有価証券上場規程に一本化して体系整備

かくして、平成 19 年に改正された有価証券上場

をしていった結果、有価証券上場規程が膨大な規

規程の中には「上場管理」という章が設けられ、

定を含むという構造になっていったわけです。

さらにその中に「企業行動規範」の節が設けられ、
上場会社の行動に直接働きかける内容の規定が置

（２）企業行動規範の制定

かれるに至ったわけです。

（１）はテクニカルな話ですけれども、中身の

この平成 19 年の段階で、企業行動規範は、総則

問題としては、前述の企業行動に触れる規定が入

規定（平成 19 年有価証券上場規程 432 条）、株主

ってくる。これが企業行動規範です。上場規則を

等に関する規定（同 433～435 条）、機関等に関す

通じて企業行動に影響を与えるという動きは、平

る規定（同 436～441 条）、その他の規定（同 442

成初期の「審査内容明瞭化」の中にも少し見受け

条・443 条）といった比較的簡素な作りでした。

られましたけれども、あくまでもそのときの説明

この具体的な中身は注に書いてありますので、御

は、企業の収益性・安全性という従来の枠組みの

覧いただければと思いますけれども、それが間も

中に入れられていたということがあります。

なく、第三者割当増資に関する有名な規定であり

そもそも上場会社は自らの判断によって企業行

ますとか、独立役員に関する事項なども取り込み、

動を律するべきであって、上場会社の企業行動に

また、「遵守事項」や「望まれる事項」というふ

関する規律付けとしては、せいぜい会社情報の適

うに規定のレベル感も整理をしまして、規定内容

時適切な開示の履行義務で足りる。したがって証

を充実していくことになったわけです。

券取引所としては、基本的に上場会社の企業行動

ここで復習ですが、かつて上場規則は、証券取

には関与しない、こういうスタンスを採っていた

引法＝金商法の委任を受け、その規律内容の機動

ということがあるかと思います。

性、専門性・技術性、あるいは柔軟性を要求する

これを裏返して言えば、法的には、企業行動の

というところから、法律本体ではなく自主規制で

面というのはあくまでも会社の業務執行の問題、

対応しますという話だったわけです。ところが、

各会社の裁量の問題でありまして、あとは取締役

企業行動規範に含まれる内容というのは、会社法

等の役員の善管注意義務の問題として律すれば足

が規律すべき内容、あるいは規律できる内容がこ

りる、こういう理解であったと言い換えることが

こで補完されているということもありますし、あ

できるのかもしれません。つまり、会社法の問題

るいはそもそも会社法が規定していない内容をこ

であるということです。

こで規定しているということもあるわけです。つ

しかし、最近のように会社法の規律が緩和され、

まり有価証券上場規程について、今までは証券取

金融商品取引所も、企業も、そもそも各国の経済

引法や金商法との関係で考えていたものが、今度

そのものも国際的な競争対象になっていく。そし

は会社法との関係でも意味を持つようになってき

て、金融商品市場の役割の重要性はますます増し

たわけです。

ていく。そのような中で、市場機能を害するよう

そうなりますと、そもそも有価証券上場規程を

な企業行動が見られるようになりますと、仮に法

はじめとする上場規則は、金商法の委任を受けた

律上の問題はないとしても、流通市場が攪乱され

自主規制でありまして、会社法からの委任を受け

る可能性がある、あるいは株主に不測が生じるお

たものではないので、この関係性をどう説明する

それがある、ということになります。すると、や

かということが理論的に一応問題になるのではな

はりマーケットの運営者としては対応せざるを得

いかと思います。

ない。近時の状況はこのような状況であったと理

考え方の第１は、会社法が規定していない事項
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について、会社法は各会社の任意に委ねている。
だから、各会社が上乗せをして何らかの対応をと

（３）補論・コーポレートガバナンス・コード

ることについては何の問題もないし、自主規制で

以上のように、上場規則がガバナンスの問題に

そういった事項を定めることも何ら問題ない。会

触れていくという現象がかれこれ 30 年来起こっ

社法はそういう任意の対応については関知しない

ているということを考えますと、上場規則がコー

のだという考え方が一つあると思います。そうい

ポレート・ガバナンスに直接関与しますという意

う意味で、会社法は、会社法が規定していない事

思はもはや明確であると思います。はっきりとこ

項については何でもしてよいというスタンスで、

れが表れるのは平成 16 年の「上場会社コーポレー

中立である、という考え方があり得るのではない

トガバナンス原則」でありまして、これが平成 21

かと思います。

年の有価証券上場規程の改正で、企業行動規範の

第２は、会社法がどういうスタンスを採ってい

中で尊重すべき義務の対象とされ、上場規則の中

るかというのはひとまず措き、少なくとも会社法

に取り込まれていくという流れになるわけです。

が規定していない事項のうち、上場会社が投資家

この延長線上にコーポレートガバナンス・コー

に影響を与える事項については、金商法が規律対

ドが上場規程の内容として入ってくるというのも、

象として関心を持っている事項である。この関心

流れとしては自然であると思います。上場規程の

を持つという言い方が曖昧で申し訳ありませんが、

別添文書にこのコードが入り、上場規程の「遵守

少なくとも金商法が規定し得る、あるいはするこ

すべき事項」と「望まれる事項」にそれぞれこの

とをその対象と考え得る。そうであれば、金商法

コンプライ・オア・エクスプレイン等の内容が含

の考え方として、その委任を受けている上場規則

まれると、こういうことになっているわけです。

が規律を及ぼすということはあってよいはずであ
る。こういう考え方もできると思います。

３．上場審査ガイドライン・上場管理ガイドライ

この第１と第２の議論は、必ずしも二律背反の

ン

関係にはないので、オーバーラップする部分があ

最後の方で申し上げた話は、歴史的に展開して

ります。ただ、考え方として、会社法が平成６年

きた株式の分散等の話や企業の収益性等の話が大

なのか、９年なのか、13 年なのか、どこに基準を

きく変わったということです。では、この変わっ

置くかは難しいのですけれども、いずれにしても

たということの意味は何か。従来の考え方が完全

ある時期から自由化され、他方で金商法がコーポ

に捨て去られて新しくなったということかという

レート・ガバナンスの問題に関心を持っていく。

と、私はそうは思っていません。企業行動規範等

こういう現象と併せて見ると、私は以上二つの説

ができてガバナンス等の問題が上場規程に入って

明のうち、どちらかといえば第２の考え方が比較

くる、会社法が規律すべき問題が上場規程におい

的今の現象を説明しやすいのではないかと思って

て法律の規定を先取りして入ってくるというよう

います。

なことがあったとしても、従来からの上場審査、

もちろん、上場規則の詳細を見ますと、個々の

上場管理に関する考え方が消えたというわけでは

規律内容によって説明の仕方が変わってくるよう

ないのだろうと思います。

な気もしています。つまり、一律に、会社法は規

結局、株式の分散というのは今でも必要ですし、

律していない、金商法の関心事項、だから上場規

企業の収益性等を図られなければいけないのは当

則で規定してよい、という単純な話ではないとは

然のことでありまして、要は、そういったベース

思うのです。ただ、一般論としては、以上のよう

のものにどんどん新たな機能が付け加わっていく、

な説明ができるのではないか、ということです。

あるいは新たに期待されるものが付け加わってい
- 16 -

って、そして上場規則が一元的に説明できなくな

理等の面から規律を行う。ただ、最後に述べたと

って多層的になっていった、こう理解するのが良

おり、ここにはやや性格の異なる層がある。一つ

いのではないかと思います。上場審査ガイドライ

は、金商法が細目等を委任して詳細を規定するこ

ンや上場管理ガイドラインは、従来からのそうい

とを期待している事項を自主規制で規律する。も

った考え方をなお残している部分がありまして、

う一つは、金商法が規律しておらず、しかし自主

それはそれとして維持されているということかと

規則で規律することを禁止していない事項につい

思います。

ては、上場規則である自主規制が規律していくこ

ただ、東証の場合は、この規律の形式が変わっ

ともある。この複層化している内容を改めて申し

ています。要は株式会社化される際に利益相反の
問題を解決する必要から、自主規制法人にこれら

上げると、以下のとおりです。
ⅰ．金商法の規律する事項を補完する形で上場

の業務を委託するという形をとりました。ここで

規則が規律する場合

少し規律の形式が従来と変わったということは、
一言触れておく必要があるかと思います。

ⅱ．金商法の規律していない事項を上場規則が
規律する場合
ⅰについては、本来的に金商法が規律する意思

Ⅳ．おわりに

を持っていて、それを上場規則に委任している。

ここまで、上場会社への規律としての有価証券

ⅱについては、金商法がそれを規律するかどうか

上場規程、あるいは上場規則一般につきまして沿

はやや曖昧でありまして、それについては金融商

革を確認しまして、金商法、会社法との関係も確

品取引所が独自に積極的に規律することになって

認し、その理論的な説明を検討した次第です。ご

いる。ここは歴史的には、経済・社会的な環境変

く簡単な検討で、まだ十分にまとめ切れていない

化であるとか、会社法の会社に対する規律のスタ

のですけれども、お伝えしたいことをまとめると

ンスの変化によって生じているという面があると

以下のとおりです。

言えるのではないかと思います。

①有価証券の取引所金融商品市場への上場とは、

結論としては、上場規則が、今となっては複層

当該市場の機能の発揮を可能とする有価証券を選

的な構造を持っている自主規則であるということ、

別し、管理するプロセスである。これによって取

したがって一律にこういった性格付けのものです

引所金融商品市場における資源の配分が可能とな

とやや言いにくい面があるということが明らかに

るが、その資源配分をどのような有価証券を通じ

なったかと思います。ただ、このような大上段の

て実現するか、どういう会社のどういう有価証券

議論というのは抽象的な議論でしかありませんの

について実現するかについては、その時々の環境

で、一応の理論的な位置付けをしたけれども、個

に応じた政策的な課題が反映していくという構造

別の規定を見ていくとまた違うものが見えるかも

がある。

しれない、とも思っています。この個別の検討は、

②金商法は、市場の機能保護を目的の一つに入

今後この研究会等でもご報告があるかと思います

れており、上場も金商法が規律する。また、その

ので、そこで改めてご確認いただけたらと思いま

上場に関する規律が、機動性、専門性・技術性、

す。

そして柔軟性といった要請を持っているがゆえに、

まだ差し当たりの検討でしかありませんので、

金商法は直接の規律をせず、金融商品取引所の自

いろいろとご指導等を賜れたら幸いに存じます。

主規制に委任するという構造を持っている。

どうぞよろしくお願いいたします。

③それを踏まえ、上場規則においては、この金
商法の目的等を実現するために上場審査、上場管
- 17 -

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

れは会社法の専権的な事項なのではないか。です
【討
○伊藤

論】

ので、会社法がいくら規定していないからといっ

ありがとうございました。ご報告につ

て、そこへ上場規則がどんどん規定を置いて介入

いてまとめて議論をさせていただければと思いま

し得るというのは、なかなかちょっと説明がしに

す。ご質問、ご意見等をいただけますでしょうか。

くいなという感覚があったわけです。
ただ、今先生がおっしゃってくださったように、

【会社法と上場規則との関係（１）】

まさに投資者保護という一つの視点を置くことに

○前田

よって、要は会社法マターとしてそれは規律して

最後の方、レジュメの 16 ページ下のと

ころで、会社法が規定していない上乗せ部分の上

いるのではない。ガバナンスという言葉が使われ、

場規則の定めと会社法との関係について、松井先

会社法的に見えるけれども、あくまでもマーケッ

生は二つの見方があるというお考えをお示しくだ

トマターとして規律しているのだということであ

さいました。松井先生がこれらは二律背反ではな

れば、うまく説明できるのかなという感じも致し

いとおっしゃいましたように、私も、この第１、

ました。

第２は両方成り立ち得るのだと思います。つまり、

前田先生がおっしゃった話を私ももう少し深め

会社法の観点からすれば、任意に上乗せすること

まして、うまく統合できるようにしたいと感じた

に問題はないだろうし、だからといって取引所が

次第です。ありがとうございます。

上場規則で何でもかんでも定められるのかという

○前田

ありがとうございます。

と、そこはそうではなくて、金商法に基づく自主

○黒沼

今の点に関連してよろしいでしょうか。

規制業務なのですから、投資者保護と無関係な定

第１の観点ですけれども、松井先生もおっしゃ

めを置くことはできないのではないでしょうか。

ったように、会社法で制限していない事項につい

それが恐らく松井先生の言われる金商法の関心事

て金商法が制限できるということは、第１の観点

項ということだと思うのですけれども、やはり投

からは出てこないのではないですか。

資者保護でなければいけないという制約はかかる

○松井

のであって、そこからはみ出すようなものは、行

ように言ってはみたけれども、まさに黒沼先生の

政的な規制によって抑えられることになるのでは

おっしゃるように、なぜ上場規則でそこに入って

ないでしょうか。そうすると、結局これら二つは

いけるのかということの説明はできない、そうす

両方成り立ち得ると私は受け取ったのですけれど

ると、この議論は前提として置けるけれども、十

も、このような考え方でいいのか、コメントをい

分ではなく、やはり上場規則が上場規則として規

ただければ幸いです。

律するためには固有の理屈がやはり必要になりま

○松井

ありがとうございます。そう言ってい

す。それが第２の点にあり、したがって、まず第

ただけるのは非常に心強く思います。私が二律背

２の点に依拠しつつ説明をしていかなければいけ

反でないけれどもと言いつつも１と２に分けた理

ないのではないかというふうにまとめたのです。

由は、会社法が規定していないことを上場規則が

○黒沼

定める場合、それが、会社法が規定し得る事項だ

従っているのだからいいのだということで、それ

とすると、果たして上場規則がそこまでのことを

に従いたくなかったら上場をやめればよいという、

できるかどうか、なかなか理論的に説明しにくか

そういう議論でしたね。

ったところがあるからなのです。

○松井

はい。

○黒沼

それも理屈としては全く成り立たない

つまり、ガバナンスの問題というのは、やはり
会社の機関に関する権限・義務の問題なので、そ

第１の点は、試論でしかなくて、この

第１の観点は、理屈としては、任意に

わけではないけれども、現実問題として説得力が
- 18 -

乏しいかなという感じはあります。

るに金商法から飛んできた上場規則で規律するこ

○松井

ありがとうございます。

とはあり得るということになりそうです。

○川口

今の点で、ちょっと論点が変わるかも

そういう意味では、会社法というのは、ほかの

しれませんけれども、平成 26 年の会社法改正の際

上乗せ規制というのがそもそも想定されている規

に、社外取締役に関する規律については、法制審

律である。その限りにおいて、自由であり任意の

議会の附帯決議で、それは取引所の規則で検討す

規律である。このように、微妙な関係になってい

べきだというようなことを言っているわけです。

るのかなと理解をして説明してみたのですけれど

（会社法制の見直しに関する要綱・附帯決議１）。

も、これで先生のご関心には合いますでしょうか

それは今の第１、第２の観点からするとどのよう

ね（笑）。

に説明ができるのでしょうか。

○川口

いやあ、難しいですね（笑）。

○松井

今、先生に出していただいた例は、問

すなわち、第１の視点について、会社法は関知
しないと言っているということになるのでしょう

題を考えるに当たって非常にいい例だと思いまし

か。第２の視点でいくと、なぜ法制審議会が金商

て、ここはもう少し深めていきたいと思います。

法のことまで口が出せるのかというような話にも

要は、会社法がほかの法的規律から全く独立して

なりそうです。その辺のところの先生のご意見を

おり、好きにやっておいてよいという話ではない

お聞かせください。

ということは、まさに先の例が明らかにしている

○松井

のかなと思った次第です。その意味で申しますと、

川口先生の具体的な話を伺って、大分

この点の問題がクリアになってきたと感じていま

この第１の点は、書き直さなければいけないと思

す。会社法として、少なくとも平成 26 年の段階で

います。

は少なくとも義務付けという形で規律はせず、説

○川口

明だけはさせるということにしました。そのとき

うか。改正要綱に附帯決議があり、取引所が最終

に、これに対する上乗せ規律を取引所の規則に期

的にはそれに従った形となりました。附帯決議と

待するとしたということは、会社法は、ある種の

いうのは、そのような強力な効力があるというこ

一般法として、ミニマムスタンダードを規律して

とでしょうかね。

分かりました。第２の点はどうでしょ

おくけれども、ある一定の何らかの価値基準に従

最近は、附帯決議を付けて、実質的に法改正を

って、それに対する上乗せは別の形であり得ると

していくのだというような話があると、良く聞き

いうことを明らかにしているわけですね。

ますが。

ですので、ここでの第１の点、第２の点で言い

○松井

そうですね。

ますと、第１の点について、ほかの規律について

○川口

国会の附帯決議ですと、それは金融庁

は関知しないという書き方をしたのですけれども、

を縛るから、金融庁を経由して取引所に影響を与

今のような話を伺うと、それは余り現実にも即し

えることができるといえますね。

ていないし、会社法の考え方としても適切ではな

○松井

くて、乱暴な議論になってしまうと感じました。

しい先生方がたくさんいらっしゃるので、もし間

会社法は、自らとしては一般的なミニマムスタン

違っていたら教えていただきたいのですけれども、

ダードを規律するのだけれども、別の価値基準で

元々附帯決議というのは、政治過程でのある種の

これに上乗せするということは当然想定をしてい

妥協的手法で、要は一定の議論の中でうまく法文

て、その想定している中身が、先ほど前田先生の

にならないものであるとか、あるいは法律の文案

お言葉にもあったように、例えば投資者保護とい

にはできるけれども、今の段階ではできないもの

う観点から上乗せをするのであれば、それは要す

であるとか、あるいはもう少し時間のかかるもの
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附帯決議の意味は、恐らく私よりも詳

とか、いろいろなものが附帯決議の中に溶け込ん

やご意見をいただくと、今久保先生がまとめてく

でいるのだと思うのですね。

ださったような形で整理をしてもよいと思います。

例えば昭和 49 年の商法改正だと、社会的責任の

そうなると難しいのは、金商法が、取引所金融

附帯決議が付いたりするのですけれども、あのよ

商品市場の機能を果たすために、ガバナンスにつ

うなものはそもそも条文にはならないので、当時

いてどこまでのレベルのものを期待するのかとい

の課題に対して附帯決議という形で仁義を切った

うことを見極める必要がある点です。元々ガバナ

のだと思います。

ンスについて、上場規則で書きなさいということ

他方で、社外取締役に関する附帯決議になると、

が金商法に書いてあるわけではないので、多分客

これは具体的な法文にもできるし、あとは関係者

観的な環境から、ここまでだったら金商法上許容

の調整さえできれば立法になる。ただ、少なくと

される、ここまでだったら金商法上期待されるで

も平成 26 年の段階ではできなかった。少なくとも

あろうという仮定的なものに基づいてやっていく

この段階で会社法という形では実現できなかった

ことになるのだと思うのです。そういう意味で言

ので、附帯決議で国会でもそれをきちんと確認を

うと、その時々の政策的要請みたいなものがむき

したということかと思います。そうすると、これ

出しで反映してきてしまうという側面はあるのか

は単なる仁義を切ったというにとどまらず、もう

もしれません。

少し強い拘束力を持ち得るし、官庁としてもやは

法律上、上場規則に関する事項を業務規程で書

り目配りをしなければいけない。

きなさいとされています。仮にその中で、さらに

ですので、附帯決議一般についてどうかという

「コーポレート・ガバナンスに関するこれこれの

となかなか難しいのですけれども、附帯決議が付

事項については定めることとする」と書いてくれ

くまでの過程であるとか、あるいはその内容の熟

ると、金商法の意思がはっきりして、どこまでの

度みたいなことによっては、今言ったように金融

ことを上場規則で定めるかということが明確にな

庁等が当然配慮しなければいけないし、当然次の

るのですけれども、そこを後付けで読み込んでい

立法過程でも考慮される、このような機能を果た

くみたいなところがなきにしもあらずかな、とい

すのではないかとは思っています。

う感じはします。

○川口

○久保

ありがとうございます。

何となく分かったような、分からない

ような、私が理解力不足だからというところもあ
【金商法と上場規則との関係】

るのでしょうけれども、果たして金商法がそこま

○久保

今の川口先生との応答の中でほとんど

で介入していいのだろうかというそこはかとない

私の質問にも答えてもらったようなものですが、

疑問があって、あるべきガバナンスの姿を法律の

私の頭の整理のために質問させていただくと、会

方が一方的に措定してしまうことになりはしない

社法が求めているガバナンスレベルとはまた別に、

だろうかという何となく漠然とした不安もあると

金商法で上場している会社についてのガバナンス

いうことを、感想としてだけ述べておきたいと思

レベルが想定されていて、金商法がそれを求めて

います。

いるので、第２の考え方に従うと、それを具現化

○松井

するものが上場規則なのだというふうに整理して

多分これから 40 分議論できるぐらい大事な論点

も間違いではないですか。

だと思います（笑）。

○松井

ありがとうございます。その感想は、

そうですね。このレジュメを書いたと

余り深入りしませんけれども、会社法がこれだ

きに、私はそこまで議論が煮詰まっていたわけで

け自由になって、さまざまなガバナンスにまつわ

はないのですけれど、皆様からいろいろなご指摘

る事項について、特に上場会社で問題が起こって
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きたとしても、会社法は基本的に取締役の善管注

か。

意義務のところに任せているわけですね。他方で、

○黒沼

マーケットの側としては、そういう問題を起こす

かどうかというのは読み方の問題なので、なかな

おそれのある会社はある程度事前に芽を摘んでお

か難しいと思いますね。

きたいということがどうしてもあって、そうする

○松井

そうですね。

と、ガバナンスに関する事項に介入していかなけ

○白井

今までの議論を別の角度から伺うだけ

ればいけない。また、金商法から委任を受けた自

なのかもしれませんが、松井先生の今日のご報告

主規制である以上は、それは金商法の意思なのだ

の議論の骨子の部分を考えていきますと、13 ペー

と言わなければいけない面がある。だからこそ、

ジの小括のところで、大きくは、金商法の委任を

金商法の意味付けとか金商法の役割の議論になっ

受けた補完的な規律としての上場規則と、金商法

ていくのだと思うのですけれども、おっしゃると

が禁じない限り市場運営上必要な規制を積極的に

おり難しい部分はあるのだろうと私も思います。

行う規則の二面性があると述べられています。

金商法がそこまで含めて委任している

実際、法 158 条の偽計を使って不公正ファイナ

この二面性のうちの前者の部分、すなわち法の

ンスを挙げていくといった例は、金商法の今まで

委任を受けた補完的な規律としての上場規則とい

にはない使い方で、執行当局を通じた金商法の意

う部分については、例えば５ページで明確に書か

思の表れなのですね。さまざまなところで、今後

れているように思うのですけれども、対象の特質

そういったことが出てくるのだろうと思います。

──機動性、専門性・技術性、そして柔軟性を要

○久保

ありがとうございます。

求するという三つの特質から、金商法は最低限に

○黒沼

今の点について一点だけ補足というか

とどめ金融商品取引所の自主規制に委任するとい

コメントをさせていただいてよろしいですか。

うことが正当化できるのではないかというような

私は、金商法の立場と取引所の立場というか位
置付けというのは、少し異なっているのではない

発想で書かれているのではないかと思います。
この先生のおっしゃる三つの特質という観点か

かと思います。

ら自主規制でやっていることを説明する、正当化

例えば金商法では、開示をすればどのような有

するという発想に立った場合に、後者の部分につ

価証券でも発行して構わないけれども、取引所に

いても、すなわち市場運営上必要なことを金商法

上場するためには、一定のガバナンスを備えた株

が禁じていない限りは積極的にできて、ガバナン

式会社でなければならず、それまでの収益なども

スに関する部分であっても上場規則で規律を設け

審査される。一般投資者の投資の適格性を有する

ることができるという部分についても、この三つ

もののみが上場できるので、だから、金商法はど

の特質だけから説明できるものなのか。それとも、

こまでできるかというのと取引所がどこまででき

後者については前者とは異なる側面を有するとい

るかというのは少し違う話だと思っています。簡

うのも先生の今日のご報告の一つのスタンスだと

単に言うと、一般投資者の利益の保護といいます

思いますので、そうすると、三つの特質に加えて

か、それを時に取引所はパターナリスティックに

何かプラスアルファの特質が要求されるのだろう

保護することがあるし、それが使命だと考えてい

か。もし要求されるのだとすると、このプラスア

るから、いろいろな規制を置いているのではない

ルファの特質というものが、ひょっとしたら上場

かと思います。

規則というものの限界にも紐付いてくるような気

○松井

そこは金商法の委任があるかないかと

もしましたので、二つの側面、二面性のうちの後

は別の観点から、自律的な組織としての取引所は

者の側面については、本日のご報告で取り上げら

やれることであるというようなイメージでしょう

れた三つの特質との関係ではどのようにお考えな
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のかというところをお聞かせいただけるとありが

資者保護目的によるのですと。すなわち、エージ

たいと思いまして、質問させていただきました。

ェンシー問題に関係するところについては、投資

○松井

今ご指摘いただいて、私もちょっと書

者保護の観点からかなり積極的に金商法若しくは

き切れていないということに気づいたのですけれ

自主規制機関としての取引所は会社法マターに介

ども、三つの特質として挙げたところというのは、

入してきたということですね。そして、こういう

金商法が技術的に書き切れないので自主規則に委

経緯を経て、結局、自主規制であったはずのもの

ねたという部分を念頭に置いています。ですので、

がやがて法律に書き込まれるという流れがあるの

そもそも金商法が委任していない上乗せ規制の部

だと思うのですね。

分については、この三つの特質とは全然違う視点

ところが、同じ投資者保護の観点であっても、

が必要になるのだろうと思います。

社外取締役や独立社外取締役などとはちょっと違

たとえば、適時開示でいえば、東証がもっと開

うレベルの要求が最近のトレンドとして入ってき

示をさせないと投資者保護ができないであろうと

ていると感じます。

考えて入れたとかいった事情になります。ガバナ

特に最後にコメントいただいたコーポレートガ

ンスに関して上乗せするについてもやはり同じで

バナンス・コードの中でも、従来型のコンプライ

しょう。先ほど黒沼先生がおっしゃった話とも重

アンスとかエージェンシー問題に対応する要求に

なるのですけれども、要は、金商法としてはあく

加えて、企業行動のルーティン自体を変えていく、

までも委任をして、自主規制は委任の範囲で行う

あるいは企業文化に介入したり、自己評価手法を

というような書き方をしているけれども、現実に

導入したり、そういう要求というのは、確かに投

は、この自主規制には金商法を超える部分があっ

資者保護という観点で説明はできるのですが、し

て、これは金商法が許容しているのか、していな

かし、そこは会社法における消極的沈黙として、

いのかといえば、事実上許容しているのだと思い

あくまで経営判断に委ねられているのだというこ

ますけれども、理論的にははっきりしないところ

とではないかと思うわけです。

がある、ということかと思っています。
○白井

だから、そこに一定の要求を書きこんでもらっ

分かりました。ありがとうございます。

てもいいけれども、特に法的効果という点で、ほ
かの部分とは少し違えて考えていただかないと、

【会社法と上場規則との関係（２）】

今の会社法と金商法の抵触という問題をきちんと

○行澤

今の議論の流れで私なりに整理できる

説明し切れないのではないか。たとえば、コーポ

かなと思うのは、会社法が沈黙しているというこ

レートガバナンス・コードの企業行動のルーティ

とにも二種類の意図があり得て、金商法として投

ンの問題について、これを取締役らの善管注意義

資者保護なり一定の政策目的があるのであれば上

務の中に取り込んでいくというのはやはりまずい

乗せ規制をしてもいいよと言っている沈黙と、特

のではないか。他方で、コンプライアンスなどの

に経営判断に関わる領域だと思うのですけれども、

要求に関しては、悪質なコーポレートガバナン

いや、ここは介入してもらっては困るのだという

ス・コード違反であれば善管注意義務に違反する

沈黙と、二つあるのではないかと思うのです。

ものとして法的責任を基礎付けるということがあ

そして例えば、言い方は難しいのですけれども、
社外取締役などについては、松井先生が今日、歴

ってもいいのではないかと、そのように思うので
すね。

史的に本当にきれいにご説明いただいたように、

それで、お名前を出して恐縮ですけれども、こ

かなり初期から会社のガバナンスには口出ししま

のような見解に対して、「善管注意義務には法令

すというスタンスが採られてきました。それは投

等の遵守義務は当然含まれるはずであり、コーポ
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レートガバナンス・コードが上場規程にあるとい

ただ、これはやはり具体的にコードの規定と併

うことは、当然、それは上場会社の取締役らの善

せて考えた方がいいですね。

管注意義務を構成するはずではないか。にもかか

○行澤

そうですね。付加的によろしいですか。

わらず、コードの一部であっても、善管注意義務

それで、あえて私自身がぎりぎり成り立つのか

の内容とはならない部分を認めるのはおかしい」

なと思うのは、いわゆるコンプライ・オア・エク

という川口先生のご指摘に対して、私自身はちょ

スプレインというのは、あくまで市場の規律に委

っとまだ回答が見出せないのですが、その辺も含

ねることを旨としているわけです。だから、一口

めまして、先生のご見解を聞かせていただければ

に上場規程といっても、取引所がコード違反に対

とありがたく存じます。

して直接サンクションを課すということに対して

○松井

非常に難しい問題でありまして、今す

は極めて慎重であるべきであるということは言え

ぐ答えられるかどうかちょっと自信はないのです

るのではないか。たしか、コード策定当初は、取

けれども、まず、会社法が沈黙しているときに二

引所もそのようにおっしゃっていたように理解し

種類あるというのは、私が思い至らなかった見方

ているのですが、その点については、先生はいか

で非常に勉強になりました。今のお話を伺ってい

がお考えでしょうか。

て、特に業務執行マターに関しては、やはり会社

○松井

法はできる限り業務執行者の裁量に委ねるという

の対象として考えるというところから多分離れて

スタンスを採っていて、それは基本的には金商法

いきますよね。

で、あるいは金商法以外の上場規則等で拘束する

○行澤

ということが想定されていないというのは、議論

うと。

としてあり得ると思います。

○松井

市場に委ねるとすると、善管注意義務

そうなのです。一応外していいのだろ
ああ、なるほど。コンプライ・オア・

しかも、これは二つ目の問題にも関わるのだと

エクスプレインでエクスプレインを全くしないな

思いますけれども、そこをコーポレートガバナン

んていうのは、義務違反になってサンクションも

ス・コード等で書いてしまって、それが取締役を

かかってくるかと思うのですけれども……。

拘束し得るものとなると、まさにおっしゃるとお

○行澤

そうですね。

りで、善管注意義務の中身に入ってきてしまうの

○松井

そうではなくて、何らかの説明がされ

だと思います。もちろん、コード違反が直ちに善

ている、あるいはコンプライについてどう評価す

管注意義務違反とはならず、善管注意義務の評価

るかということはあり得て、そうすると、確かに

の問題として、コードに反したことに関するいろ

善管注意義務の話から外せるので、先ほどの懸念

いろな事情等を含めて見ることにはなると思いま

は少し緩和されるのかなとは、感触的には思いま

す。

す。

ただ、重要な位置を占めることは間違いなくて、

○行澤

分かりました。ありがとうございます。

そういう意味で申しますと、もし先生のご見解を
採ると、コードに業務執行の裁量にわたる事項を

【課題設定の妥当性】

書き込んでいくというのは好ましくないと言える

○梅本

可能性が出てくるのですね。具体的にどの規定が

し上げて恐縮ですけれども、会社法と上場規則と

コードにあると好ましくないのかというのは個別

の抵触という問題設定は適当なのでしょうか。も

に見て判断しなければいけないのですけれども、

しかしたら先ほど黒沼先生がおっしゃったことと

今先生からいただいたご指摘に対して、抽象的に

関係するのかもしれませんけれども、金商法は上

はそのようにお答えができるのかなと思いました。

場規則にルール作りを委任しているのだから、上
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何か話をひっくり返すようなことを申

場規則も金商法のルールと見るべきで、そうなる

すから、やはり金商法と取引所の規則というのは

と会社法と抵触するかどうかというのは議論に値

結びつく。そうすると、今度は金商法と会社法と

するという話になるのでしょうか。そうではなく、

の関係というのは、やはり考えざるを得ないので

私はむしろ上場規則というのは、あくまでも上場

はないかと、こういう考えの順序なのですね。

会社と取引所との間の契約関係を基礎とするわけ

ですので、今梅本先生がおっしゃったような考

ですから、取引所の側がこういう会社を上場する

え方は十分あり得ると思いますし、私のような考

というルールを設けるのであれば、それは基本的

え方がむしろ非常に形式的に過ぎるという可能性

に自由ではないかと考えます。ただ、余りに無茶

もあって、もう少し考えたいと思います。ただ、

苦茶なルールを設けるのはだめで、上場というの

実際に金商法が上場に関することを定めなさいと

は公益性のあることだからチェックが必要だよね

わざわざ書いているという事実をある程度重く受

ということで、当局のチェックを受けるだけなの

けとめる必要はあるのかなと、個人的には思って

ではないのか。

いるところです。

つまり、例えば仮に、札幌証券取引所がライザ

○梅本

ありがとうございます。

ップのように健康にいい事業を運営する企業しか

○伊藤

その関連で、私からもよろしいでしょ

上場しないというルールを設けたとしても、それ

うか。

はそれで札幌証券取引所の上場の自由ではないの

実は私も梅本先生と同じ方向で物を考えていま

かなと思うのです。それに会社法、あるいはほか

して、今日の議論については、自分の基本的な発

の法律との抵触という問題は生じないのではない

想と違うところに戸惑っていました。例えば、法

かと思うのですが、無茶苦茶な議論でしょうか。

117 条は、確かに上場について決まりを作りなさ

○松井

いとは言っていますけれども、それは決まりを作

いえいえ、貴重なご指摘をありがとう

ございます。

っていない取引所は認められないというだけなの

すぐに確たる答えがあるわけではないのですけ

ですね。逆に、金商法に根拠規定がなければ、取

れど、先生が今ご指摘くださったような議論がで

引所は上場規則を作れないとか、そういうことに

きれば、まさに会社法や金商法の考え方に拘束さ

はならないのだろうと思います。あるいは、確か

れず、取引所が必要とされる機能の面から規則を

に上場は内閣総理大臣に届け出て承認を得ますけ

書けばいいということになるので、今日の議論の

れども、これも本来は取引所限りでできる行為に

かなりの部分は解決してくるだろうという感じが

ついて公権的な制約を設けているということでは

します。

ないかと私は考えます。

ただ、私がなぜ金商法や会社法との関係にこだ

それで、梅本先生をもう少し理論的にサポート

わっているかというと、やはり自主規制なり、あ

できる理屈がないかと考えていたのですけれども、

るいはこの自主規制が持っているサンクションな

やはり上場規則は、元来は取引所と発行者の間の

りが非常に重いというときに、それが全く法律と

契約内容と捉えるべきものなのではないかと思い

の関連性が切れたところにあるのかというと、多

ます。そして、このような観点からすると、どの

分そうではないのだろうと。金商法が一定の政策

ような会社の上場を認めるかということは、取引

目的を持っていて、その政策目的の実現のために

所がどういう商品を自分のところで取り扱うかと

取引所に規則を定めることを求めている、こうい

いうことであって、これは取引所の経営政策の問

う側面があるからこそ、取引所というのは一定の

題といえます。また、市場間競争でその取引所が

厳しいサンクションも含めて規則設定ができてい

競争上どういうスタンスを採るかということも、

るのだろう。こういう考え方から出発したもので

上場規則に反映されることになります。こういう
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ふうに捉えていくと、上場規則と金商法の関係性

先生の言葉を借りるとそうなるわけですけれども

というのは、取引所が締結する契約に金商法が強

――果たしてそこまで金商法が許容しているかど

行法的に制約を課すもの、つまり、契約自由に制

うか、躊躇があるというのが一つです。

約を設けるものだと捉えられるのだろうと思いま

もう一つは、これはむしろ実務、現場の取引所

す。

の方がどういう意識で規則を作っておられるかと

先ほどから問題になっていましたように、現在

いうこととも関連するのですけれども、現場では、

の有価証券上場規程の中には、金商法で認められ

法律の委任や拘束がなく規則を作れるという感覚

た自主規制であるという捉え方からすれば説明や

だと、かえって規則は作りにくくなるのではない

正当化が難しい事項が入っているのかもしれない

か。やはり会社法が決めるべき事項、それから金

のですけれども、有価証券上場規程の上場契約の

商法が規律すべき事項というのが一応法の意思と

内容としての側面を強調するのであれば、上場規

してあって、それを踏まえて取引所として果たす

則では基本的に何でも決められると考えることが

機能の上で何が作れるのかというような縛りで考

むしろ素直ではないかと思うのです。

えていった方が――これは副次的な理由ではある

梅本先生や私のような発想は、松井先生のお立

のですけれども――自主規制としても作りやすい

場からは適切ではないことになるのか、お立場と

のではないか。これは東証の方に聞いた方がいい

両立し得るのかを、ご感触をお聞かせ願えればと

と思いますけれども、私はそのあたりが気になる

思います。

ところではあります。

○松井

まず、梅本先生、伊藤先生のご発言の

ただ、これら二つの点は決定的ではないという

内容をベースにしますと、私が今日前提として議

ことであれば、伊藤先生や梅本先生がおっしゃっ

論した立場とは多分両立しないのではないかと思

たような議論は十分あり得るし、そうであれば、

います。

私が今日問題提起したような問題というのは、む

取引所が取引所として自律的な規律ができると

しろ過度に形式に行き過ぎているという話になる

いう前提であれば、会社法や金商法との委任関係

のかもしれないと思います。

は差し当たり問題にならないわけですから、それ

○伊藤

ありがとうございます。

は今日の議論の出発点と全く違うのですね。そし
て、そのような議論があり得るか、あり得ないか

【自主規制の範囲】

といえば、あり得るだろうと思います。

○片木

ただ、今伺っておりまして、二つ引っかかると

非常に興味深いご意見をいただき、あ

りがとうございます。

ころがございます。一つは、金融商品取引所ある

伊藤先生が言われたように、会社法自身は強行

いは金融商品市場というのは、基本的に日本では

法的な部分が多いわけですから、その会社法の規

作ってはいけないものである、ということです。

律に反しない範囲内では、金商法によってなり、

つまり、作っていいのは免許を受けた場合だけな

あるいは取引所の自主規制によってなり、ある程

のですね。免許業種であるということは、基本的

度自由に決められるのは当然のことではないかと

に全面禁止ということであり、国家の非常に強い

いうところまでは、確かにそうだなと思って聞い

コントロールの下に置くという意思が金商法上明

ていたのですけれども、だんだん話が発展してき

らかにされているわけです（法 80 条）。それだけ

まして、ちょっと戸惑っているところもあります。

強い法の意思を持っている仕組みであり制度であ

自主規制的な機関というのは、法 84 条で、あく

るとすると、取引所は差し当たり取引所の一定の

まで取引の公正と投資者の保護のために必要な範

目的の下に何を決めてもいいというのは――伊藤

囲で自主規制業務を行うというか、その中で取引
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所が上場会社に対して一定の規律を要求できると

自主規制でなければならないとか、全て投資者の

いうことではないかと思っていたので、一定の強

保護で説明できなければいけないということにな

制を伴うような規律を要求できるのは、あくまで

りますと、結局無理のある説明をすることになる

取引の公正と投資者の保護に資する範囲内でとい

と思うのですね。例えば、健康によい企業だけを

うことではないかというふうに実は考えていまし

上場するというのはともかく、もう少しありそう

た。それがちょっと違うよということでしたら、

な話であれば、コーポレートガバナンス・コード

また教えていただけたらと思います。

で女性役員比率を一定以上要求する。それを上場

取引の公正、あるいは投資者の保護といっても、

規則の方でどこまで強制できるかとか、まさにそ

非常に広い議論というか抽象的な観念であって、

のあたり、かなり微妙ではないかと思うのですね。

そもそも投資者の保護という言葉の意味は何なの

そこを無理やり、
「投資者保護になります」とか、

かと。普通にいけば、恐らくだまされないように

そういう説明をしなければならないというのは、

すると。市場を操縦することによって価格を調整

かえって苦しいのではないかと思うわけです。

する、あるいは不実の開示によって投資者を不当

○松井

に勧誘するということが一番大きなところであっ

できているかどうか分からないのですけれども、

て、だからこそ、金商法自身も、あるいは上場規

基本的には、片木先生のおっしゃった法 84 条等を

則等も、いろいろな開示規制とかそういった要求

含めて自主規制についても一定の縛りがかかって

をしていくのだろうと思います。

いるという点については、私は異論はありません。

片木先生のご指摘について正しく理解

ただ、今お話にもありましたように、コーポレ

それから、例えばコーポレートガバナンス・コ

ートガバナンス・コードは、どちらかというと、

ードが金商法の中で定め得ることとして想定され

単に投資家がだまされないようにするというより

ているのかどうか。これは、先ほど久保先生との

は、むしろ上場会社の効率性といったものの向上

やりとりのときもお話をしたのですけれども、金

を目指すような社会的な規律を入れているという

商法の「意思」というのは、学者的にそういう説

ことになってくると、それが上場規則の中に──

明はできるのですけれども、やはり実際のところ

あるいは金商法の業務の中にといいますか、その

はよく分からないのですね。

枠組みに本当に入っているのかということが一番

金商法としては、あくまでもある程度自主規制

問われるのかなというふうに思います。

に委ねるということを想定し、それ以上のことは

入っているのであれば、会社法の強行規定に反

言っていないのです。新たな事象が出てきて、新

しない限りはどうやっても勝手でしょうというの

たなことを自主規制で定めたときに、それは元々

でいいだろうとは思いますけれども。

金商法が許容しているのか、していないのかとい

○伊藤

片木先生のおっしゃった自主規制業務

うのは、よほど極端かつ明白な場合はいいのです

との関係で、もし私のような考え方を基礎付ける

けれども、そうでないものというのは実はよく分

のであれば、取引所が行っている業務には、元か

からなくて、結果として金商法は非常に幅広く許

ら自主規制では説明がつかないものも含まれるの

容していると言えるのかもしれないわけです。

だというところからスタートしたらいいのではな

そういう意味では、この議論は結構危険で、結

いかと思います。取引所が行っているさまざまな

局、取引所は何でも自主規制でやれるのではない

業務の中で、自主規制としての性質を持つものが

かという話につながっていくのですけれども、そ

あれば、それについては金商法で規律が与えられ

こには今、片木先生がおっしゃった法 84 条をはじ

ると、そういうふうに規定を読むわけです。

めとして何らかの縛りは一定程度あるのだろうと

そのように考えずに、取引所の行うことは全て

いうのが、今の私の感触です。
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あと、最後に伊藤先生がおっしゃった、取引所

ス・コードの目的を達成するためには取引所の規

は自主規制以外でやれるものもあるのではないか、

則という形をとることが望ましかった、という形

それを上場規則等で定めていけるかどうかという

で正当化を試みるべきだと考えています。

問題があるのではないかということについては、

この点に関連して、二点目のコメントは、ご報

おっしゃるとおりの面もあると思います。それが

告で言及され、その後のディスカッションでも議

また金商法からの委任を受けているかどうかとい

論されていた、会社法と金商法及び取引所の規則

うことに強くこだわる必要があるかどうかという

との間の役割分担についてです。私の疑問は、果

と、そこは確かに何とも言えないところはありま

たして、この役割分担に普遍の真理があるのか、

す。

ということです。実際、この役割分担は国ごとに

そういう意味で、ちょっと私のこの議論もまだ

相当異なっている印象を持っています。そうする

まだ甘いところがあるので、もう少し詰めて考え

と、各国の状況に差異があることを踏まえた上で、

たいと思います。ただ、あえて今の段階で答える

このような役割分担に何らかの意味があるのか、

とすれば、金商法は基本的には委任という枠組み

を探求することが必要になると感じました。

を用いていますが、今日の議論などを踏まえると、

○松井

金商法が自主的に規律してもいいと委ねている部

ゃるとおりだと思います（笑）。ちなみに、最後

分もあって、そういう二重構造、複層的構造はあ

のところは結構大事だと思います。おっしゃると

るのだろうなという感じはしてきました。もう少

おり、抽象的に真理があるというよりかは、アメ

しそのあたりの金商法との関係は整理しないと、

リカにはアメリカの特殊性があって、日本には日

やや議論としては不十分かなという感じはしてお

本の特殊性があって、そういう特殊性を前提にし

ります。

てどういう理屈付けをしていくのか、あるいは役

余り反論もコメントもなくて、おっし

○伊藤

ありがとうございます。

割分担をするときにどういう考えに基づいてそれ

○加藤

二点、コメントします。一点目は自主

を行っているのかを確定するというところが多分

規制という言葉の使い方についてです。コーポレ

大事なのだろうと思います。

ートガバナンス・コードの導入を自主規制と位置

そういう意味では、まさに加藤先生のおっしゃ

付けることは適切なのでしょうか。コーポレート

ることは非常に深くて、余り抽象的な議論をし過

ガバナンス・コードの策定は金融庁に設置されて

ぎない方がいいのだろうというのは、私も今回の

いる有識者会議によって行われています。確かに

研究を行って思った次第です。ありがとうござい

東証は事務局として参加していますが、その策定

ます。

過程を踏まえると、東証による自主規制と位置付

○伊藤

けることが適切なのか疑問があります。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、時間になりましたので、本日の研究

ご報告でも指摘のあった上場制度整備プログラ

会を終わらせていただきたいと思います。どうも

ムの頃は、東証による自主的な制度整備であった

ありがとうございました。

ような気がします。しかし、2009 年のスタディグ
ループの報告以降は、政府主導で上場規則の改定
が行われてきたという印象を持っています。ただ、
私はコーポレートガバナンス・コードの意義自体
を否定するつもりはなく、取引所の自主規制であ
ることを根拠としてコーポレートガバナンス・コ
ードを正当化するよりも、コーポレートガバナン
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