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Ⅰ．はじめに 

 

平成 29 年 3 月 3 日に金融商品取引法の一部を改正する法律案（以下「改正法案」と

いいます。）が第 193 回国会に提出されました。改正法案は、平成 28 年 12 月 7 日に公

表された「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」（以下「タスクフォース報告」といいます。）による提言内容

に基づき、いわゆるフェア・ディスクロージャー・ルールを導入するものです。本稿で

は、フェア・ディスクロージャー・ルールの制度内容につき、改正法案の規定を基に分

析し、具体的に解説いたします1。 

 

Ⅱ．フェア・ディスクロージャー・ルール導入の経緯 

 

平成 28 年 4 月 18 日に公表された「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―」2において、公平・公正な情報開示に対

する市場の信頼を確保するため、「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（フェア・デ

ィスクロージャー・ルール）」の導入を検討する必要があると指摘されました。また、

近年、企業の内部情報を顧客に提供して勧誘を行った証券会社に対する行政処分におい

て、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とい

う問題が発覚したことや、諸外国の法令の整備状況も踏まえ、企業による公平・公正な

情報開示により、株主・投資者との建設的な対話を促進するとともに、市場参加者の信

                                
1
 具体的な提出法案の内容は、http://www.fsa.go.jp/common/diet/ をご参照ください。なお、最終的な改

正法令の内容については、関連する政令・内閣府令の制定・公布等を待つ必要があります。 
2
 報告書の内容は、http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20160418-1.html をご参照ください。 
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頼を確保するため、日本においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入を具

体的に検討する必要があるとされていました。 

そこで、金融審議会市場ワーキング・グループ内に「フェア・ディスクロージャー・

ルール・タスクフォース」（以下「タスクフォース」といいます。）が設置され、3 回に

わたる議論を経てタスクフォース報告が取り纏められました。これを受けて、フェア・

ディスクロージャー・ルールに係る規定を含む改正法案が国会に提出されました。 

 

Ⅲ．改正法案におけるフェア・ディスクロージャー・ルールの内容 

 

1．概要 

 

フェア・ディスクロージャー・ルールは、改正法案第 27 条の 36 に規定されており、

その概要は以下のとおりです。 

 

要件／効果      概要 

① 情報伝達の行為者 
上場会社等、上場投資法人等の資産運用会社又はこ

れらの役員等が、 

② 情報受領者 取引関係者に、 

③ 対象となる情報 重要情報を、 

④ 行為 その業務に関して、伝達する場合には、 

⑤ 義務 
当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情

報を公表しなければならない。 

 

2．上場会社等・上場投資法人等の資産運用会社・役員等 

（上記 1．①－情報伝達の行為者－） 

 

改正法案において、情報伝達の行為者として規定されているのは、以下の者です（改

正法案第 27 条の 36 第 1 項）。 

(a) 社債券、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、投資法人債券又は外国投資証券（政令で定めるものを除く。）で金融商品

取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の

政令で定める有価証券の発行者（上場会社等） 

(b) 投資法人である上場会社等の資産運用会社（上場投資法人等の資産運用会社） 

(c) これらの役員（会計参与が法人であるときは、その社員）、代理人若しくは使用

人その他の従業者（役員等） 

 

上記(c)に関し、「役員」とは、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれ

らに準ずる者をいいます（金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第 21 条第

1 項第 1 号）。また、上記(c)は、上記(a)及び(b)の役員等とされているため、J-REIT
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等の上場投資証券の場合には、情報伝達の行為者には、具体的には、①当該投資証券

を発行する投資法人、②資産運用会社、③投資法人の役員等、④資産運用会社の役員

等が含まれることになります。 

また、上記(c)に関し、役員の他、代理人又は使用人その他の従業者も規制対象とな

ります。代理人又は使用人その他の従業者については、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のみが規制対象となるのに対し、役員については、そ

のような限定がなく、常に規制対象となる点に留意が必要です。かかる区別は、タス

クフォース報告において、情報伝達の行為者の範囲は、上場会社等の業務遂行におい

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ることが適当であ

るとされていたところ、役員は通常かかる役割と責任を有するのに対し、その他の従

業員は必ずしもかかる役割と責任を有するとは限らないためであると考えられます3。

なお、「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」とは、典型的

には広報や IR 部門の担当者が想定されているものと思われます。 

 

3．取引関係者（上記 1．②－情報受領者－） 

 

改正法案においては、以下の者（以下「取引関係者」といいます。）に対して重要

情報を伝達する場合が、規制の対象とされています（改正法案第 27 条の 36 第 1 項

各号）。 

(a) 金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内

閣府令で定める者又はこれらの役員等（重要情報の適切な管理のために必要な

措置として内閣府令で定める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として内閣府令で定める者を除く。） 

(b) 当該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して内閣府令で定める者 

 

規制の対象となる情報受領者については、フェア・ディスクロージャー・ルールの

趣旨等からすれば、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

とが適切であることから、上記の「取引関係者」に限定されたものと考えられます4。 

(a)については、有価証券に係る売買や財務内容等の分析結果を第三者へ提供するこ

とを業として行う者の類型であり5、例えば金融商品取引業者における、自己勘定で

の上場株式の売買取引を行う部署（いわゆるディーリング部門）に所属する従業員や

セルサイド・アナリスト等が典型的には想定されているものと思われます。 

改正法案の条文の規定に照らせば、金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業

                                
3
 タスクフォース第 2 回議事録参照。 

4
 タスクフォース報告 3.(3)参照。 

5
 タスクフォース報告 3.(3)参照。 
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者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等は、原則として、

すべて「取引関係者」に含まれることとされており、例えば金融商品取引業者につい

ても、タスクフォース報告において想定されていたと思われる証券ディーラーやセル

サイド・アナリストに限定されていないことに留意が必要です。また、「これらの役

員等」については、①重要情報の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定

める措置を講じている者（本要件は、「金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付

業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者」において、重要情報の適切な管

理のために必要な措置として内閣府令で定める措置が講じられていることを求める

ものと考えられます。）において、②金融商品取引業に係る業務に従事していない者

として内閣府令で定める者（本要件は、「これらの役員等」が金融商品取引業に係る

業務に従事していない者であることを求めるものと考えられます。）に限り、「取引関

係者」から除外され、規制の対象外になるものと考えられます。 

この点、①の重要情報の適切な管理のために必要な措置については、内閣府令で定

めることとされているため、具体的な内容については内閣府令の公表を待つ必要があ

りますが、社内においてチャイニーズウォール等の情報遮断措置が講じられている場

合は、これに含まれるように思われます。 

また、②の金融商品取引業に係る業務に従事していない者の具体的な内容について

も、内閣府令で定められることとされているため、内閣府令の公表を待つ必要があり

ますが、例えば、登録金融機関における融資業務担当者は、これに該当するように思

われます。 

なお、規制の適用除外となるのは、上記①及び②の両方の要件を満たす場合に限ら

れます。したがって、金融商品取引業者における経理担当者や人事担当者等は②の金

融商品取引業に係る業務に従事していない者には該当するように思われますが、金融

商品取引業に係る業務を行う投資銀行部門やディーリング部門等との間に情報遮断

措置が取られていなければ①の要件を満たさないため、適用除外は受けられないこと

になるものと思われます。 

(b)の「重要情報に基づく投資判断に基づいて上場有価証券等に係る売買等を行う蓋

然性の高い者として内閣府令で定める者」については、機関投資家や当該上場会社等

の株主又は投資主が想定されており、単なる報道関係者は含まれないものと考えられ

ます。また、「重要情報に基づく投資判断に基づいて上場有価証券等に係る売買等を

行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者」が規制の対象となるのは、「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る蓋然性が高

い場合に限定されています。したがって、投資家又は株主向けスモール・ミーティン

グを通じて重要情報の伝達を受ける場合等はこれに含まれると思われる一方、例えば、

親会社が上場会社等から個別に経営に関する報告を受ける場合や派遣役員を通じて

重要事実の伝達を受ける場合については、規制の対象とはならないことになるように

思われますが、具体的な内容は内閣府令で定めることとされているため、内閣府令の

改正案の制定・公表を待つ必要があります。 
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4．重要情報（上記 1．③－対象となる情報－） 

 

改正法案において規制の対象とされる重要情報は、以下のとおり定義されています

（改正法案第 27 条の 36 第 1 項）。 

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 

 

重要情報の範囲に関して、タスクフォース報告においては、「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が考えられる」とい

う考え方が示されていました6。具体的には、決算に係る情報について、インサイダ

ー取引規制においては、公表された直近の予想値と新たに算出した予想値又は決算の

数値との間に重要な差異がある場合のみ重要事実（決算情報）に該当しますが、フェ

ア・ディスクロージャー・ルールにおいては、インサイダー取引規制上の重要事実に

該当しない決算に係る情報についても、重要情報に該当する可能性があると考えられ

ます7。他方で、タスクフォース報告においては、「工場見学や事業別説明会で提供さ

れるような情報など、他の情報と組み合わさることによって投資判断に影響を及ぼし

得るものの、その情報のみでは、直ちに投資判断に影響を及ぼすとはいえない情報（い

わゆるモザイク情報）は、本ルールの対象外とすることが適当である」とされていま

す8。 

もっとも、改正法案においては、その対象となる情報について、「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」と規定するのみであり、ま

た、重要情報の詳細について政令や内閣府令に委任する規定にもなっていません。し

たがって、少なくとも法令の明文上は、「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」か否か、そして「投資者の判断に重要な影響を及

ぼす」か否かという定性的な判断基準しか示されていないことになり、重要情報の具

体的な範囲については、解釈に委ねられることになります。 

この点、インサイダー取引規制は情報の保有者又は受領者に対する規制であり、情

報の伝達者に対する規制であるフェア・ディスクロージャー・ルールとはその性質が

異なるものの、下表のとおり、インサイダー取引規制における重要事実のバスケット

条項（金商法第 166 条第 2 項第 4 号）においては、投資者の投資判断に「著しい
．．．

影

響を及ぼす」ものとされている一方で、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象

となる情報は投資者の投資判断に「重要な
．．．

影響を及ぼす」ものとされていることから、

フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる情報の範囲はインサイダー取引規

                                
6
 タスクフォース報告 3.(1)①参照。 

7
 タスクフォース第 1 回議事録参照。 

8
 タスクフォース報告 3.(1)①参照。 



?? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

6 
 

 

制の重要事実よりは広いと考えられ、かかる解釈は、「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が考えられる」とするタスク

フォース報告における考え方に一致するといえます。他方、金商法上の金融商品取引

業者に対する法人関係情報規制9における「法人関係情報」とは、下表のとおり、顧

客の投資判断に「影響を及ぼす」ものとされており（金融商品取引業等に関する内閣

府令第 1 条第 4 項第 14 号）、重要性の限定がありません。法人関係情報規制も、情報

の受領者に対する規制である点でフェア・ディスクロージャー・ルールとの性質上の

差異はありますが、同じ金商法における文言の一貫性の観点から、フェア・ディスク

ロージャー・ルールの対象となる情報の範囲は、法人関係情報よりは狭いと解する余

地もあるように思われます10。 

 

規制 対象情報 

インサイダー取引規制 

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（バスケット条項） 

フェア・ディスクロージャー・ 

ルール 

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 

法人関係情報規制 

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等（法人関係情

報） 

 

フェア・ディスクロージャー・ルールにおける「重要情報」の範囲については、個

別具体的に事案に即して判断するしかないことになりますが、「重要情報」の範囲に

ついて、解釈により規制の対象が必要以上に拡大することになれば、上場会社等によ

る情報開示が委縮するおそれがあり、株主・投資者との建設的な対話を促進するとと

もに、市場参加者の信頼を確保するという本制度の趣旨にかえって反してしまうこと

になりかねないように思われます。この点、内閣に設置された日本経済再生本部にお

いて開催される未来投資会議構造改革徹底推進会合の「企業関連制度改革・産業構造

改革―長期投資と大胆な再編の促進」会合に金融庁が提出した資料11においても、イ

ンサイダー取引規制の対象となる重要事実及び公表前の確定的な決算情報に係る数

値を重要情報として管理することが、上場会社等が取り得る対応の一つとして掲げら

                                
9
 金融商品取引業者等は、有価証券の売買等につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情

報を提供して勧誘を行うことが禁止されています（金商法第 38 条第 8 号、金融商品取引業等に関する内

閣府令第 117 条第 1 項第 14 号）。 
10
 法人関係情報の範囲については、法文上は必ずしも明確ではないものの、実務的には、日本証券業協

会が公表している「法人関係情報管理規程」が基準として参照されています。 
11 未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度改革・産業構造改革―長期投資と大胆な再編の促

進」会合（第 5 回）配布資料 4-1 
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れていることからすれば、上場会社における情報発信に際しては、インサイダー取引

規制の対象となる重要事実に加えて、公表前の確定的な決算情報に係る数値について

も、重要情報として管理することが求められるものの、それ以外の情報についても広

く重要情報として管理することが求められるわけではないように思われます。この点

については、今後、ガイドラインや Q&A 等によって重要情報の範囲が明確化される

ことが期待されます。 

なお、「公表されていない」という要件の「公表」の意義について、フェア・ディ

スクロージャー・ルールにおいては、下記 6.に記載のとおり、公表の方法としてイン

ターネットの利用その他の方法が規定されており、重要情報の定義における「公表」

も、下記 6.の「公表」と同じ意味に解するのが適切であると考えられます。 

 

5．伝達（上記 1．④－行為－） 

 

「伝達」の意義につき、改正法案の文言上、明確には規定されていませんが、金商

法第 166 条第 3 項や第 167 条の 2 の「伝達」と同様に解するのが適切であると考え

られます12。 

また、情報の提供行為は、提供者の「業務に関して」行われることが必要とされて

います。これにより、仮に上場会社等の役員等が取引関係者に重要情報を伝達した場

合であっても、自らの業務とは無関係に、プライベートで話した場合等は除かれるこ

とになると考えられます。 

 

6．公表（上記 1．⑤－義務－） 

 

公表については、「内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他

の方法」によることとされています（改正法案第 27 条の 36 第 4 項）。これは、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といった観点を踏まえ13、

法定開示（EDINET による開示）や適時開示（TDnet による開示）には限定せず、例

えば上場会社が自社のホームページにおいて開示することも含まれるものと考えら

れます。公表方法の詳細については、内閣府令に委任されており、内閣府令の改正案

の制定・公表を待つ必要がありますが、少なくとも実務上は、上場会社自身が実質的

に運営・管理している公式ホームページの「株主・投資家情報」等の適当な箇所に掲

載し、一定期間閲覧可能な状態を維持することが適切であるように思われます。 

 
                                

12
 インサイダー取引規制における「伝達」については、具体的な方法を問わず、会社関係者が重要情報

を伝達する意思をもって実際に伝達行為を行い、その結果として相手方が当該重要情報を知るに至った

場合には、重要情報の伝達があったものと解されるとされています（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）122 頁参照）。 
13
 タスクフォース報告 3.(5)参照。また、公表の方法が限定されることにより、上場会社等の投資家やア

ナリストとの対話が委縮することを避けるという観点もあると思われます（タスクフォース第 1 回議事

録参照）。 
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7．例外規定 

 

(1) 取引関係者が守秘義務等を負う場合 

(a) 公表義務の適用除外 

改正法案においては、取引関係者が、法令又は契約により、以下の義務を負う

場合には、上場会社等は、取引関係者に伝達した重要情報を公表する必要がない

とされています（改正法案第 27 条の 36 第 1 項ただし書）。 

伝達された重要情報が公表される前に、 

(i) 当該重要情報に関する秘密を他に漏らしてはならず、かつ 

(ii) 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 

 

上記の例外規定が設けられた趣旨は、情報受領者が上記義務を負っている場合

には、上場会社等が特定の取引関係者にのみ重要情報を開示したとしても、市場

の信頼が害されるおそれは少ないためであると考えられます14。 

(i)の守秘義務については、重要情報に関連する取引を行う際には契約において

規定されることが多いと考えられますが、その内容は多種多様であるため、当該

重要情報に関する秘密を他に漏らしてはならない義務を負っているといえるかに

ついては、個別具体的な規定の内容を踏まえ検討する必要があると思われます。 

他方、(ii)の上場有価証券等の売買等をしてはならない義務については、一般的

な秘密保持契約において常に明示的に規定されているとは必ずしもいえないよう

に思われますが、開示された情報の目的外利用の禁止が規定されている場合には、

上場会社の株式に係る売買等をしてはならない義務が黙示的に課されていると解

する余地もあるものと思われます。また、上場会社から重要情報が伝達された場

合には、伝達の相手方はインサイダー取引規制により有価証券の売買等を行うこ

とができない（金商法第 166 条第 1 項）場合が多いと考えられ、その場合には、

「法令により、」有価証券の売買等をしてはならない義務を負っているといえるこ

とから、結局(ii)の要件も満たすこととなる場合が多いと考えられます15。 

また、「法令又は契約」により上記(i)及び(ii)の義務を負っている必要があるため、

例えば会社の内部規程によりこれらの義務を負っているに過ぎない場合には、か

かる適用除外には当たらない可能性があるように思われます。 

 

 

                                
14
 タスクフォース報告 3.(4)、タスクフォース第 2 回議事録参照。 

15
 但し、上記 4.のとおり、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はインサイダ

ー取引規制の重要事実の範囲よりも広いと考えられること等、両ルールの要件や適用範囲は必ずしも同

一ではない点に留意が必要です。例えば、インサイダー取引規制における決算情報（金商法第 166 条第

2 項第 3 号）に該当しない、決算に係る情報が伝達された場合には、インサイダー取引規制の適用がな

いため、契約その他法令等により、情報受領者（取引関係者）が(ii)の有価証券の売買等を行ってはなら

ない義務を負うかどうかにつき、具体的な検討が必要となります。 
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(b) 例外的に公表義務が生じる場合 

改正法案同条第 1 項ただし書には更に例外規定があり、取引関係者が上記の義

務を負う場合であっても、上場会社等が以下のいずれかの事実を知ったときは、

速やかに、当該取引関係者に伝達した重要情報を公表しなければならないとされ

ています（改正法案第 27 条の 36 第 3 項本文）。 

当該取引関係者が、法令又は契約に違反して、 

(i) 当該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

者に漏らしたこと、又は 

(ii) 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 

 

同条第 3 項ただし書においては、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、公表を行う必要がな

いとされていますが（改正法案第 27 条の 36 第 3 項ただし書）、その内容は内閣

府令に委任されているため、内閣府令の改正案の制定・公表を待つ必要がありま

す。 

 

(2) 重要情報に該当することを知らなかった場合や伝達と同時に公表することが困

難である場合 

改正法案第 27 条の 36 第 2 項本文は、以下のいずれかに該当する場合には、上場

会社等は、取引関係者に伝達した重要情報を伝達と同時に公表する必要はない旨を

規定しています。 

上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、 

(a) その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行った時において伝達し

た情報が重要情報に該当することを知らなかった場合、又は 

(b) 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 

 

上記の場合には、上場会社等が伝達と同時に当該重要情報を開示することが事実

上困難であるため、開示義務の例外とされたものと考えられます。米国におけるフ

ェア・ディスクロージャー・ルールにおいては、有価証券の発行者が、当該発行者

又は当該有価証券に関する重要な未公表の情報を特定の情報受領者に対して伝達す

る場合、意図的な伝達の場合は同時に、意図的でない伝達の場合は速やかに、当該

情報を公表しなければならないとされています16。本規定も、意図的でない伝達の場

合には、伝達と同時に開示することは不要としたうえで、速やかな開示を求める趣

旨と考えられます。かかる趣旨に照らせば、上記(b)の「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」としては、上場会社等の役員等が、重要情報を意

                                
16
 タスクフォース第 1 回 資料 2 参照。 
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図せず伝達してしまった場合17等が想定されるものと思われますが、その具体的内容

については、内閣府令の改正案の制定・公表を待つ必要があります。 

上記の場合には、当該上場会社等は、重要情報の公表を「伝達と同時に」行う義

務（改正法案第 27 条の 36 第 1 項本文）は免除されることになりますが、当該上場

会社等は、取引関係者に重要情報の伝達が行われたことを知った後、速やかに、当

該重要情報を公表しなければならないとされています（改正法案第 27 条の 36 第 2

項第二文）。 

 

8．エンフォースメント 

 

改正法案においては、フェア・ディスクロージャー・ルールの実効性を確保するた

め、内閣総理大臣に、①公表者等に対する報告・資料提出命令及び検査（改正法案第

27 条の 37）や、②重要情報の公表の指示・命令（改正法案第 27 条の 38）を行う権

限が与えられています18。 

また、①による報告や資料提出を行わず又は虚偽の報告・資料提出をした者及び検

査を拒み、妨げ、又は忌避した者、並びに②の命令に違反した者には、6 月以下の懲

役若しくは 50 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされていますが（改

正法案第 205 条第 5 号、第 6 号、第 6 号の 5）、フェア・ディスクロージャー・ルー

ル（改正法案第 27条の 36）それ自体への違反に対する刑事罰は規定されていません。

これは、発行者と投資家との対話を促進するためには、発行者による積極的な情報提

供が行われることが重要であるところ、罰則を規定することにより上場会社等による

情報開示が委縮することを避けるため19と考えられます。 

なお、これらの規定の違反に対する課徴金は規定されていません。 

 

9．開示に係る実務上の考察 

 

フェア・ディスクロージャー・ルールが適用される場合、伝達する重要情報を公表

しなければならないところ、法定開示として公表する場合には、法令上虚偽記載等に

ついては課徴金20や刑事罰21等の制裁が課され、また、適時開示として公表する場合

には取引所から制裁を課される可能性があるため、公表する重要情報ひいては伝達す

る重要情報の正確性を確認する必要があります。 

他方、それ以外の方法、例えば上場会社が自社のホームページで公表する場合には、

                                
17
 記者会見等において、記者からの質問に対し、重要情報をうっかり話してしまったような場合が考え

られます。 
18
 なお、①②の権限は、内閣総理大臣から金融庁長官に委任されることとなりますが（改正法案第 194

条の 7 第 1 項）、更に①の権限については、金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任することができ

るとされています（同条第 3 項）。 
19
 タスクフォース報告 3.(1)②、タスクフォース第 2 回議事録参照。 

20
 金商法第 172 条の 2、第 172 条の 4 等 

21
 金商法第 197 条第 1 項第 1 号、第 197 条の 2 第 6 号 
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法定開示や適時開示と異なり、上記のような直接的な制裁はありません。もっとも、

自社のホームページで虚偽の重要情報を公表した場合、当該ホームページにおける公

表内容と、上場会社が開示している他の法定開示書類や適時開示書類の記載との間に

齟齬がある場合には、当該他の法定開示書類や適時開示書類の虚偽記載等が問題とな

る場合もあることから、いずれにしても公表する重要情報ひいては伝達する重要情報

の正確性を確認する必要があると考えられます。 

とりわけ、エクイティ・ファイナンスを検討している上場会社においては、フェア・

ディスクロージャー・ルールに基づき開示された情報とエクイティ・ファイナンスに

係る有価証券届出書や目論見書等の法定開示書類の記載との間に齟齬がある場合や、

かかる法定開示書類に当該重要情報が記載されていない場合には、法定開示書類の虚

偽表示等の問題になり、また、投資家を混乱させることにもなりかねず、エクイティ・

ファイナンスの円滑な実施に悪影響が生じ得ることから、伝達する情報の正確性につ

いては特に慎重に確認する必要があります。 

 

Ⅳ．今後の見通し 

 

改正法案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行することとされています（改正法案附則第 1 条）。現在会期中の第 193 回国会で

改正法案が可決された場合、関連する政令や内閣府令の改正案の公表とこれに対するパ

ブリックコメント手続が行われ、その後改正法と政府令が施行されることが見込まれま

す。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

公平・公正な情報開示に対する市場の信頼を確保するというフェア・ディスクロージ

ャー・ルールの導入は、キャピタル・マーケッツの分野のみならず、上場会社の情報管

理・情報発信一般において極めて重要であり、実務に重要な影響を及ぼすことが予想さ

れます。 

改正法案が示されたことにより、タスクフォース報告で示された方向性が法律レベル

で形作られたことになりますが、政令・内閣府令において具体的に規定されることとさ

れた事項も少なくなく、政令・内閣府令の改正案の制定・公表等及びその後のパブリッ

クコメントへの回答については引き続き注視する必要があります。また、上記で検討し

たとおり、例えば重要情報の範囲については、金商法及び政令・内閣府令で規定される

ことは予定されておらず、解釈に委ねられることになります。重要情報の範囲について

は、タスクフォース報告においても、「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」を重要情報に含める方針や、「他の情報と組み合わさることによって投資判

断に影響を及ぼし得るものの、その情報のみでは、直ちに投資判断に影響を及ぼすとは
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いえない情報（いわゆるモザイク情報）」を重要情報から除外する方針が示されている

ところであり、これらについてはガイドライン等により具体化されることが期待されま

す。フェア・ディスクロージャー・ルールの導入によりかえって上場会社による投資家

との対話が委縮してしまうことなく、株主・投資者との建設的な対話の促進と市場参加

者の信頼の確保を実現するため、ガイドライン等の整備や今後の市場関係者による更な

る議論と実務の蓄積が待たれるところです。 

 

 

 

セミナー情報 

 セミナー  『大量保有報告制度の理論と実務（応用・実務編）～報告書の記

載方法・留意点からケーススタディまで徹底解説～』 

開催日時  2017 年 4 月 24 日（月）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『徹底解説 大量保有報告制度の法務と実務』 

開催日時  2017 年 5 月 17 日（水）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    宝印刷グループ／株式会社ディスクロージャー＆IR 総合研究所 

 

 セミナー  『戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンス最新実

務 ― コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・

コードの下で注目を集める種類株式の公募、新型 CB・ワラント

の第三者割当、リキャップ CB、海外募集、ハイブリッド証券な

ど最新手法を徹底検証 ―』 

開催日時  2017 年 6 月 2 日（金）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点 ― 基礎概念か

ら変更報告書の提出の要否の判断基準、報告書作成要領、取引類

型・保有形態別の留意点まで徹底解説 ―』 

開催日時  2017 年 7 月 4 日（火）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 



?? 
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 セミナー  『平成 29 年度金商法改正 ― フェア・ディスクロージャー・ル

ール導入で変わる上場企業の IR と情報管理』 

開催日時  2017 年 7 月 26 日（水）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    経営調査研究会 

 

NEWS 

 The Eighth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Eighth Edition of Best Lawyers 

in Japan において、Capital Markets Law の分野で石黒 徹、中村 聡、安部 健

介、藤津 康彦、鈴木 克昌及び尾本 太郎が選ばれました。 

 

 Chambers Global 2017 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2017 で、当事務所は 7 つの分野で上位グループにランキン

グされ、Capital Markets 分野で以下の各弁護士が日本を代表する弁護士に選ば

れました。 

・Capital Markets 石黒 徹、中村 聡、鈴木 克昌、尾本 太郎 

・Capital Markets: J-REITs 藤津 康彦 

・Capital Markets: Foreign Expert - Myanmar 中村 聡 

・Capital Markets: Expert Based Abroad - Singapore トニー・グランディ 

 

 Chambers Asia-Pacific Awards 2017 にて受賞しました 

2017 年 3 月 24 日にシンガポールで行われた、Chambers Asia-Pacific Awards 

2017 において、当事務所は Japan Domestic Law Advisors - Law Firm of the 

Year を受賞しました。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


