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間題の提起･本稿の目的

有価証券(証券取引法2条1項, 2項)の募集1又は売出し2をするに当た
っては,原則として,発行者は,当該募集又は売出しに関し,有価証券届出

書およびその添付書類を内閣総理大臣に提出してその届出をしなければなら
ない(4条1項, 5条1項･5項)0

有価証券届出書には,証券の募集又は売出に関する要項,発行会社の企業

内容等の情報が記載されており,その内容を内閣総理大臣が審査するととも
に,公衆の縦覧に供される(25条) (間接開示)0

そして,発行者,有価証券の売出をする者,引受人,証券会社又は登録金

融機関は,その届出が効力を生じている(内閣総理大臣が届出を受理した日
から原則として15日を経過することにより効力を生ずる(18条1項))ので

なければ,有価証券を募集又は売出しにより投資者に取得させ又は売り付け
てはならない(15条1項)｡さらに,発行者,有価証券の売出をする者,引

受人,証券会社又は登録金融機関が,有価証券を取得させ又は売り付ける場
合には,発行者が有価証券届出書を基に作成した目論見書(13条)を,あら

かじめ又は同時に交付しなければならない(15条2項) (直接開示)0
1

募集とは､原則として50名以上の者に対し､新たに発行される有価証券の取得の申込

の勧誘を行うことである(2条3項,証券取引法施行令1条の4)｡募集にあたらない
ものとして､少人数私募(証券取引法2条3項2号ロ)と適格投資家向けのプロ私募
(2条3項2号イ)が定められている｡

2

売出しとは､ 50名以上の者に対して､均一の条件で行う既に発行された有価証券の売

付の申込みまたはその買付けの申込の勧誘である(2条4項､証券取引法施行令1条の
8)0
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この証券取引法15条に違反した者は,損害賠償義務を負い(16条),刑罰
に処せられる3｡ところが, 15条違反の取引の私法上の効力に関しては,証

券取引法は,明確な規定を置いていない｡取引の私法上の効力に関して,判
例は,一貫して,その違反は取締法規に反するにすぎないから有効としてい
る｡最近の東京高判平成12 ･ 10 ･ 26判時1734号18貢は,現行証券取引法下で,

証券取引法15条1項に関して判断した事件であるが,実質的な議論を経ずに,

従来の判例の考え方を踏襲し有効としている｡
しかし,最近の学説は無効説が有力であり,多数となりつつある｡また,

従来から判例が依拠してきた取締法規に違反する私法上の効力に関する考え
方に対する民法の学説の議論には,最近注目すべき進展がみられる｡
一方で,証券取引法の開示規制の変化は,開示規制の厳格化と適用除外の

明確化をもたらしている｡さらに,有価証券届出制度の電子化は,従来の間

接開示による有価証券届出の縦覧,直接開示による目論見書の交付から,電
子開示をもって,縦覧と交付にかえる仕組みへと大きく踏み出している｡
本稿は,このような状況の下で,あらためて,証券取引法15条の意義を見

直し,同条違反の取引の私法上の効力と投資者保護の実効性の確保について
考察する｡
考察の順序として,証券取引法15条違反が争点となった判例を整理する｡

次に,学説をみる｡ここでは,最初に, H民法の学説における取締法規違
反の私法上の効力一般に関する議論を整理する｡この点に関する最近の議論
の進展は,証券取引法15条違反の私法上の効力を論ずるにあっても,有益な

枠組み･考え方を提示しているからである｡次に,仁)証券取引法15条違反の

私法上の効力に関する議論と(三)証券取引法15条の制度趣旨に関する議論
を整理する｡

最後に, 15条違反の私法上の効力に関する判例と学説に対する考察を試み
3

15条1項違反の場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの刑
の併科(198条3号), 15条2項違反の場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰
金またはこれらの刑の併科(200条3号)0
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る｡

二

判例の整理

まず,証券取引法15条違反の私法上の効力が争われた判例を整理する｡
判例は,証券取引法15条1項違反の私法上の効力につき一貫して有効と解

している｡その論拠は｢証券取引法15条1項は,取締法規であるから,これ

に違反しても,私法上の効力まで否定されるものではない｡｣とする考え方
である｡

判例には, 15条2項違反の行為の私法上の効力について判断を示したもの
は見あたらない｡一方で,最近では, 15条1項･ 2項違反の事実を債務不履

行責任･不法行為責任の判断要素として考慮するものがあらわれている｡
判例は, (1)昭和30年前後の新株発行に伴う株式払込金領収書に関するもの
と, (2)平成7年以降の証券業者の勧誘行為の違法性に関するものに大別でき
る｡

1

昭和30年前後の判例

まず, (1)昭和30年前後の新株発行に伴う株式払込金領収書に関するものを
みる｡

証券取引法施行後,最初の15条違反の私法上の効力に関する公刊事件は,
[A]京都地判昭和27･12･16

下民集3巻12号1778頁4である｡ [A]は15

条1項違反の私法上の効力について, ｢証券取引法第15条第1項は所謂取締

法規に属しこれに違反するも罰則の適用を受けるに止まって行為そのものの
効力には影響がない｣と判示した｡
その後, [B]東京地裁判昭和29･ 9 ･20下民集5巻9号1572頁5,さらに,
4

Ⅹ証券会社は, Y1. 2の注文により権利株を売渡し,代金は株金払込領収証と引換

に支払を受けることを約したが, Y等は代金を支払うことができなかったのでⅩY等双
方合意の上, Ⅹ会社は先に売渡した権利株をY等より買受けて右債権債務を対等額にお
いて消滅させ,差額の残額金及び遅延損害金の支払を求めた｡新株は何れも証券取引法
第4条による有価証券発行の届出の効力発生前であった｡請求認容0
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[D]東京地判昭和30･11･16ジュリスト102号59頁6, [F]東京高判決昭和
31･ 9 ･26下民集7巻9号2625頁7と, 15条1項は取締法規でありその違反

は私法上の効力に影響しないとする[A]の考え方を踏襲する判例が続く｡
この一連の判例のなかにあって, [C]東京地判昭和29･10･ 4下民集5

巻10号1662頁

判タ43号59頁8は, ｢証券取引法における有価証券届出の制度

は,有価証券の発行者をして,その発行に先立ち一般投資者の投資判断に必

要な資料を公開させることによって,一面において投資者の利益を保護する
とともに他面有価証券の流通の健全化をはかる為,その届出の効力発生前に

おける募集売出しその他同法第4条及び第15条第1, 2項所定の行為を禁止
したものである｡しかしながら,その禁止に違反してなされた行為の私法上
の効果については同法に明かに定めるところがなく,却って,同法第16条の

規定の如きは,違反行為が私法上有効であることを前提としているというべ
きである｡｣と判示し[A], [B], [D]と異なった判断枠組みを提示して
いる｡

なお, [E]名古屋高判昭和31･ 2 ･23下民集7巻2号419頁9は, 15条1

項違反が争点の一つであったが, ｢取引は株式引受申込証拠金領収証を受渡

の対象とするものであり,株式引受申込証拠金領収証は証券取引法第2条所
5

Ⅹ証券会社はYの注文に基づき, Yに対してA社他の新株式を売り渡した｡ Ⅹが新株

式の申込証拠金領収証を取得しこれをYに提供すると同時に代金の支払を受ける契約で
ある｡ Ⅹは申込証拠金領収証を取得し,その引取と代金の支払を求めたが, Yが応じな
いので, Ⅹが契約を解除し,損害賠償を求めた｡請求認容｡
6

7

事実関係は不明である｡

ⅩはYより注文を受けB社新株式の売買契約をし,右代金は将来右新株式の引受申
込期日が到来し新株式の申込証拠金領収証が発行されたとき, Ⅹにおいてこれを取得し
てこれを注文主たる買主に引き渡すと同時に支払をする旨の約束であった｡ Yが株式取
引を拒否したので, Ⅹが契約を解除し,株式を売却して残金を賠償請求した｡原審は請
求を認容, Yが控訴した｡控訴棄却｡

8

Ⅹ証券会社は, Yからの委託に基づき設立手続中のA株式会社の権利株の買付をし,

株式申込金領収証の受渡を,株式引受申込期間内に手数料を含め代金引換に行う契約を
した(未発行証券の発行日決済取引)0 Yが一部の引取及び残金の支払を拒んだので,
商慣習に基き, Yの承諾を得ず他に売却し, Yの債務の弁済に充当,残金の請求をした｡
請求認容｡
‑
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定の有価証券でないので本件取引には証券取引法を適用し得ない｣と判示し,
私法上の効力について判断をしていない10｡

2

平成7年以降の判例

平成7年以降の証券業者の勧誘行為の違法性に関するものとしては, [G]
東京地判平7 ･11･24

判タ923号238貢11, [H]東京地判平8 ･ 5 ･30判

タ925号224頁12, [Ⅰ]大阪地判8 ･11･25タ940号205頁13, [J]東京地判
平成12 ･ 4 ･26金法1593号75貢14, [K]東京高判平成12 ･ 10･26判時1734

号18頁15がある｡
[G], [H], [Ⅰ]は,ワラントに関するもので, [J], [K]は,外貨

建債権に関する同一の事件の原審とその控訴審([K])である｡
[G], [H], [Ⅰ]では, 15条違反は主要な争点ではない上に16,当該ワ

ラントの取引が,そもそも15条1項, ([Ⅰ]では1項及び2項)の｢募集又

は売出しにより取得させ又は売り付ける｣場合には該当しないと判断された
9

Ⅹ証券会社は, Ⅹに対し,成行相場でA株式会社新株式の買注文をなし,受渡は後

日発行される株式申込証拠金領収証によるべき売買契約をした｡ Xは,引受申込証拠金
受領証を入手Y方に持参提供したが, Yが受渡と代金の支払を拒んだので,契約を解除,
店頭気配相場で引受申込証拠金領収証を処分して損害の補填にあて,残額金を請求した｡
原審は請求を認容, Yが控訴した｡控訴棄却｡
10 これ対しては,引受申込証拠金領収証に関して,証券取引法の投資家保護の規定を全
面的に否定する結果となるとの批判がある｡山崎悠基･ジュリスト177号74頁(1959)

ll ⅩはY証券会社の証券外務員の勧誘に応じて,ワラントを購入して運用することを委
託したo Yは,委託に従い,ワラントを買い付けたが,その後ワラントが無価値になり,

ワラントの購入価格全額に相当する損害を被ったとして,不法行為,債務不履行及び目

論見書不交付に基づく損害賠償請求をした｡請求棄却｡
12

Ⅹが, Y証券会社証券外務員の違法な勧誘によりワラントを購入させられ,その結果,

ワラントの購入代金相当の損害を被ったとして損害賠償を請求,その根拠の一つとして,
13

目論見書不交付(15条2項違反)に基づく損害賠償を主張｡請求棄却｡
証券会社の証券外務員であるAの勧誘により外貨建ワラントを購入したⅩが,勧誘に
は説明義務違反の違法があり,また,購入後Ⅹに対し情報提供･売却時期の助言を怠り
Ⅹからの売却の指示に応じなかった違法があるとして, Yらに対し,不法行為及び債務

不履行に基づき右ワラント購入代金相当額の損害賠償を請求した｡ Ⅹほ, 15条1項と2

項違反を主張｡請求棄却｡
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ため,取引の効力に関しての裁判所の判断は示されていない｡
[J]は, 15条1項及び2項違反の事実を認定したものの, 15条1項及び
2項違反の私法上の効力については判断していない17｡一方で, [J]は,

主位的請求の判断に際して, 15条2項の目論見書交付義務違反の事実を被告

の説明義務違反の判断について考慮し,説明義務違反を認定している｡同時
に, 15条1項及び2項違反を被告の不法行為の違法性ないしは過失の判断要
素ととらえている｡
[K]は, 15条1項に関して, [J]とは逆に届出の効力発生日を契約成

立日と同日であると認定し, 15条1項には違反しないとしたが,傍論で｢同

条項は取締法規であるから,これに違反しても,私法上の効力まで否定され
るものではなく,当該取引は無効とならない｡｣と15条1項違反の取引の私
法上の効力に関する[A], [B], [D]の判断を踏襲している｡

14

Y証券会社と証券取引をしていたXが, Yの営業担当者の勧誘により, Yが主幹事会

社として募集･販売していた外国(香港)投資銀行の発行する社債を購入した｡契約締
結時点で,届出の効力は発生していなかった(控訴審り)は届出の効力の発生を認
定)｡また, Yの営業担当者は,契約締結後,撤回可能期間内に目論見書を送付した｡

契約の約7か月後に発行銀行が裁判所に対し清算命令の申立てをして倒産した｡ Ⅹは,
購入した社債が無価値になり同額の損害を被ったとして,勧誘行為等が証券取引法15条
1項, 2項違反又は説明義務違反若しくは取引成立後の配慮義務違反に当たるとして,
Yに対し,主位的に,証券取引法16条又は債務不履行若しくは不法行為による損害賠償
請求を,予備的に,取引が証券取引法15条1項違反又は錯誤により無効であるとして,
購入代金相当額の不当利得返還を求めた｡
裁判所は,証券取引法15条1項, 2項違反及び説明義務違反を認めて, Yの債務不履

行及び不法行為による損害賠償責任を認め, 7割過失相殺のうえ主位的請求を一部認容
した｡

15

[J]に対してⅩ･ Y双方が控訴｡ Xの控訴を棄却,原判決中のY敗訴部分を取り消

し, Ⅹの主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却｡
16

これらはもともと15条を援用することに無理があった事件である｡清水俊彦｢証券取

引15条違反と民事救済一有価証券届出書･目論見書における情報開示とその説明‑｣判
タ1059号, 13頁, 17頁(2001)｡

17

原告は2項違反による取引の無効は主張していないからこれについて裁判所が判断し
なかったのは当然としても, 1項違反の私法上の効力に関しては,主位的請求を一部認

容したためとはいえ,疑問を呈する見解がある｡清水･前掲注16
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さらに, [K]ほ, 15条2項の目論見書交付義務違反の事実を認定したう
えで, 16条の損害賠償責任を判断するに当たり, 15条2項の目論見書交付義

務違反と損害との間の相当因果関係を否定した｡18
また, [K]は説明義務違反に関しては,目論見書の｢事業の概況等に関

する特別記載事項｣の事業経営上のリスク等についての情報は,発行会社及
び社債についての安全性に関する評価を左右するようなものと認めることが
できないから,発行会社及び社債についての安全性の情報を原告に説明して

いれば,事業経営上のリスク等についての詳細な情報を説明しなかったとし
ても,説明義務違反にはならないとした｡19

三

学説の整理
次に学説をみる｡最初に, (｣民法における取締法規違反の私法上の効力一

般に関する議論を整理する｡次に,ヒ)証券取引法15条違反の私法上の効力に

関する議論をみる｡そして,改めて, E)証券取引法15条の制度趣旨に関する
議論を整理する｡

(‑)民法における取締法規20違反の私法上の効カー般に関する議論2122
1 1929年,末弘厳太郎教授は,それまで｢民法91条に関して,公の秩序に

関する規定を強行法規ととらえ,これに違反する法律行為は無効である｣と
18

黒沼教授は,この点, 16条の因果関係に関しては, 15条2項違反の場合,あらかじめ

又は同時に目論見書が交付されていたとしたら,設資者は当該証券を購入しなかったで

あろうと認められる場合には因果関係が肯定され,そうでないと認められる場合には因
果関係が否定されるとしたうえで,目論見書による情報開示には, 1発行市場の価格形

成が適切に行われるようにする機能と, 2投資者に投資目的に即した投資を行わせる機
能(適合性原則を確保する機能)があり,本判決は, 1と2の機能を混同して因果関係
の判断を行っていると批判される｡黒沼悦郎｢目論見書の交付義務違反に基づく証券会
社の損害賠償責任の成否｣ジュ1)スト1202号102頁以下(2001)0

19

青木助教授は,説明義務の判断枠みに関して,本判決は原告のリスク判断能力や負担

能力を踏まえずに説明義務を判断しており,不十分であると批判される｡青木浩子｢サ
ムライ債勧誘時の説明義務と目論見書交付遅延による損害｣ジユリスト1208号263頁以
下(2001)0
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していた学説･判例に疑問を提起した23｡

末弘教授は, ｢公の秩序に関する規定は必ずしもすべて強行法規ではな
い｡｣とし,ドイツの学説をもとに, ｢法律が公益上の理由から一定の行為を

禁止している場合｣には, ｢違反行為を無効とすべき趣旨のもの,違反行為

を無効としかつ刑罰を科すべき趣旨のもの,刑罰を課すけれども無効とせざ
る趣旨のもの及び単に禁止するのみにして刑罰を課せず又無効とせず,何ら
特に法律的制裁を課せざる趣旨のもの｣の4種類があり,強行法規は, ｢第
1のものと第2のもののみである｣とした24｡

そして,それまでの判例を分析し,法律が直接｢一定の行為は之を無効と

す｣と規定している場合は,裁判所が無効とするのは当然であるが,法律が
単に一定の行為を禁止｣するだけで,特に無効を明定していない場合には,

第一に違反行為を無効とすることが,当該法規の禁止目的を達成するため必
要か否か,第二に違反行為が民法90条に触れるか否かを考量すべきとする250

さらに,その判断にあっては,その行為を無効とすることによって達成さ

れるべき法規目的の公益的価値と,これを無効とするために生じる当事者間
20

取締法規(規定)とは,一般には, ｢行政上の目的から一定の行為を禁止･制限する

法規｣と定義され(山本敬三『民法講義1総則』 223貢(有斐閣, 2001)),私法上の効

力に影響しないもの(｢単なる取締法規｣と呼ばれるもの)と私法上の効果を否定する
もの(｢効力規定｣と呼ばれる)がある(我妻栄『新訂民法総則』 263頁(岩波書店,
1965),四宮和夫･能見喜久『民法総則』 267貢(弘文堂,第6版, 2002)等)｡沿革的

には, ｢実際には公の秩序に関する法規に違反する法律行為であっても必ずしも無効に

する必要がないこと｣があることから,取締法規という概念が考え出されたといわれる

(滝沢昌彦｢強行法規違反無効｣椿寿夫編『法律行為無効の研究』 323貢(日本評論社,
2001)0

21以下の多くは,山本敬三｢取引関係における公法的規制と私法の役割一取締法規論の
再検討｣ 『公序良俗論の再構成』 239頁以下(有斐閣, 2000)に拠っている｡

22

この議論を簡潔に紹介したものとして,大橋洋一･山本敬三

対談｢行政法規違反行

為の民事上の効力｣法学教室249号56貢以下(2001)がある｡

23

末弘厳太郎｢法令違反行為の法律的効力｣法学協会雑誌47巻1号66頁以下(1929)
(『民法雑考』所収, 153頁以下(日本評論社, 1932))｡以下では『民法雑考』の貢を引

用する｡
24

末広･前掲注23 154頁, 155頁｡

25

末広･前掲注23 169頁｡
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の利害関係の不公正を比較考量すべきであると主張した26｡

その後,この末弘教授の見解を基に通説が形成される｡通説は,公法･私
法二分論を基礎に, ｢取締法規は,一定の行為が現実に行われることを禁圧

防止することを直接の目的とするのに対して,強行法規は,当事者が一定の
行為によって達成しようとする私法上の効力の実現について,国家が助力し

ないことを直接の目的とする｡｣とし,取締法規と強行法規を区別する｡そ
の上で,取締法規に違反した行為の効力については,処罰をおそれず違反行
為をする者に対しては,私法上の効力を否定することが,その行為の禁圧目
的に有効な場合もある一方,行為の私法上の効力を否認すると,取引の安全,

当事者間の信義･公平を害する結果となることもあり得ることから,それそ
れの取締法規の｢立法趣旨,違反行為に対する社会の倫理的非難の程度,一

般取引に及ぼす影響,当事者間の信義･公平など｣を総合的に考慮して判断
すべきであるとする27｡総合判断説と呼ばれる28｡

2

1960年代後半に,川井健教授は,経済統制法規違反契約の効力に関して,

総合判断説の基準が,個々の具体的事例の解決に必ずしも有用な役割を果た
していないと疑問を提起し,物資統制法規違反契約に関する判例の詳細な分
析を通して,履行段階の違いに着眼して違反行為の私法上の効力を判断する
ことを論じた29｡

川井教授は,取締法規違反の契約であっても私法上は有効であるとしたう
えで,具体的な履行上の諸段階に応じて,禁止規定が個別的な請求を阻止さ

せる形で機能すべきであるとする30｡川井教授は①双方とも履行を終えた場
26

末広･前掲注23 180頁｡

27

我妻･前掲注20

28

判例も基本的には,この総合判断説の枠組みによりながらも｢取締法規に違反してい

263貢以下｡

るだけでは,原則として契約は無効にならない｣として,ほとんどの裁判例で,法令に
違反した行為を有効としてきた,といわれる｡山本･前掲注21 241頁,大橋･山本･
前掲注22

61頁

山本発言｡

29 川井健｢物資統制法規違反契約と民法上の無効一取締法規と強行法規との分類への疑
問｣ 『無効の研究』 26頁以下(一粒社, 1979)0
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合, ②双方ともに未履行の場合, ③一方が履行を終えた場合に分け, ①の場

合は,当事者間の公平や私法秩序の撹乱を防ぐために,無効とすべきではな

いとし31, ②の場合には,私法上は有効だが,法規により契約に基づく請求
が制限されるとし32, ③の場合も,契約を有効として,債務不履行ないし不

当利得の処理をすべきとする｡

3

1980年代に入って,磯村保教授は,川井教授の問題提起を受けて,取締

規定違反の私法上の効力を論じた34｡磯村教授は,川井教授の事前的判断と

事後的判断を分けるという発想に賛成しつつも35,契約が末履行の場合,敬
引の安全を害する虞れが少なく,取締規定違反を口実とした反信義的事態も
原則として生じないから,法が一方である行為を禁止しながら,他方で,履
行請求を認めるのは法秩序内部の自己矛盾であるとし,取締規定の禁止の要

請の強弱を問わず,履行請求をみとめるべきではないとする36｡そして,敬
締規定に違反する行為が既に履行されている場合は,取締規定の趣旨によっ

ては,無効として原状回復を認めるべき場合があるとして,従来の通説的見
解を支持する37｡

4

1990年代に入って,それまでの公法･私法二分論を前提とした考え方に

対して,両者の相互依存関係を認めようとする考え方がでてくる｡公法と私
法の相互依存関係を基礎づけるアプローチに違いはあるが,二つの有力な考
30

川井･前掲注29

31川井･前掲注29

80貢｡

62貢以下｡この場合の有効無効の問題は,統制法規違反による不利

益の救済ではなく,契約後の事情の変化(インフレ後の物価上昇)による見込見違いを,
統制違反を口実に救済もとめるのが,実体であるとしている｡
32

川井･前掲注29

72貢｡

33

川井･前掲注29

72頁以下｡

34

磯村保『取締規定に違反する私法上の契約の効力｣ 『民商法雑誌創刊50周年記念論集
Ⅰ ･判例における法理論の展開』) 1貢以下(有斐閣, 1986) 0

35

磯村･前掲注34 16頁0

36

磯村･前掲注34 14頁0

37

磯村･前掲注34 16頁｡
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え方がある｡大村教授の見解と山本教授の見解である｡
大村教授は,法令違反行為効力論で問題となる法令の性質が,取引とは直

接関係しない価値を実現するための法令(警察法令)から,取引と密接な関
連を有する法令(経済法令)へと変わってきており,それにともない法律違
反行為の効力に関する考え方も変化してきているとし38,もともとは,秩序

維持のための規範であっても,それが権利の実現に役立つものであれば,公

法の領域に属する法令をより積極的に私法上の公序に組み込むべきであると
する39｡大村教授は,法秩序実現のためにより積極的に個人のイニシアチブ

を期待するという発想に立つ｡
大村教授は,経済法令は,法令の目的が取引の効力と無縁ではない以上,
法令が私法上の公序(民法90条の公序良俗違反)を判定するための重要な要
素となるとする｡

大村教授によると,この経済法令は,さらに取引利益保護法令と取引秩序
維持法令に分かれる｡取引利益保護法令とは,個々の取引において当事者の

利益を保護することを目的とする法令で,例えば,消費者保護に関する法令
などがこれにあたるとする｡そして,この取引利益保護法令の場合は,違反
行為の効力を否定することは,法令の保護目的に役立つとする｡大村教授は,

法令自体が,信義･公平に反する権利行使から一方当事者を保護することを
目的とするから,この場合は,違反行為の効力を否定することが,当事者間
の信義･公平にも役立つとする40｡

次に,大村教授は,取引秩序維持法令とは,取引の環境となる市場秩序の

維持を目的とする法令であるととらえ,独占禁止法や不正競争防止法などが
これに属するとする｡この取引秩序維持法令の場合は,違反行為を無効とす
ると,当事者間の信義･公平を害するおそれがある｡しかし,市場を確保し,
競争を維持することは,まさに個別取引の前提にはかならないから,そうし
38

大村敦志『契約法から消費者法‑』 201貢(有斐閣, 1999)0

39

大村･前掲注38

40

大村･前掲注38 179頁｡

202貢｡
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た法令の目的を実現するためには,ある程度まで当事者間の信義･公平を後
退させることもやむをえないとする41｡

そして,独占禁止法や証券取引法は,市場の確保,競争維持を目的とする

ものであるが,このような価値は,可能な限り私法においても擁護が試みら

れるべきであるとし,そのためには違反する効力を否定することも必要であ
るとする42｡これらの価値を尊重するならば,個別的取引に着眼する限りで
紘,不公平が生じても,市場を確保し競争を維持することが,個別取引の前
提であることを考えると不当ではないとする43｡

5

山本教授は,憲法が市民に基本権を保障するというシステムを採用する

ことによって,国家はどのような義務を負うかという点をその出発点に,憲

法と私法の関係という視点からこの間題をとらえなおそうとする440
山本教授は,憲法が個人の基本権を認めたことにより,憲法上,国家は,

個人の基本権を侵害してはならないとする介入禁止の責務と,個人の基本権

を他人による侵害から保護する義務(基本権保護義務),さらには,個人の

基本権がよりよく実現されるよう積極的な措置をとらなければならない義務
(基本権支援義務)を負うとする45｡その上で,公法も私法も,国家がそう

した義務を果たすために定める保護手段,あるいは支援手段としてとらえる
ことができるとする46｡

そして,取締法規も,国家が市民の基本権を保護,あるいは支援するため
に定めたもので,取締法規自体は,それに違反した行為の効力について明示

的に規定していない(山本教授は,まさにそのような法令を取締法規と呼
41大村･前掲注38 187頁｡
42

大村･前掲注38 187貢｡

43

そして, ｢以前は,法令違反を有効とする要素として働いてきた当事者の公平という

要素は,今日では,むしろこれを無効にする要素として働くと考えるべきである｣とす
る｡大村敦志『消費者法｣ 116貢(有斐閣, 1998)0
44

大橋･山本･前掲注22

45

山本･前掲注21 248頁｡

63貢

46

山本･前掲注21 250貢｡

山本発言｡
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ぶ)としても,私法もまた公法と同じく,基本権の保護と支援を目的とし,
しかも,裁判所は,立法を尊重し,その実現につとめるべき義務を負ってい

る,その取締法規が目的としている基本権の保護ないしは支援をよりよく莱
現するために,違反行為の効力を否定することが必要であるのなら,裁判所
はその方向で法形成を行うことが要請されるとする47｡そして,この場合,
裁判所は,民法90条を用いて,法を補充することが要請され,法令の存在を

前提として公序良俗違反の有無を判断することが要請され,取締法規に違反
する場合はその一例であるとする48｡

さらに,山本教授は,取締法規の目的を実現するために,違反行為を無効

とすれば,その限りで当事者の私的自治･契約自由が制約を受けるが,私的
自治･契約自由も,究極的には憲法22条に由来する基本権にはかならず,戟

判所,つまり国家が取締法規の目的を実現するためにそうした基本権を制約
するとしても,それが過剰な介入になってほならないとする49｡

そこで,山本教授は,取締法規の目的を実現するために違反行為の効力を

否定するに判断の衡量基準として警察比例の原則(1適合性の原則, 2必要
性の原則, 3均衡性の原則)50を用いることを提唱する｡
すなわち,均衡性の原則に関しては,取締法規の目的が,その違反に対し

て,取締法規自体が定めた制裁に加えて,取締法規違反の当該契約を無効に

することにより契約自由をさらに制約することを正当化するだけの重要性を
持っているかどうかが問題とされるべきであり,さらに,ここでは,法令そ

のものに関する基準と社会情勢･社会意識に関する基準を考慮すべきである
とする51｡
47

山本･前掲注21 251貢｡

48

山本･前掲注21 251貫｡

49

山本･前掲注21 251貢｡

50

適合性の原則とは,手段が目的達成に適したものであることの要請である｡必要性の

原則とは手段が目的の達成にとって必要不可欠であることの要請である｡均衡性の原則
(狭義の比例原則)とは,目的と手段が均衡を失していないことの要請である｡山本･
前掲注21 253頁｡

51山本･前掲注21 254頁｡
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次に,山本教授は,適合性の原則を考慮する｡法令の目的が重要であって
ち,その実現のための手段として,違反行為の効力を否定することが役立た
なければならないが,この点は,少なくとも法令違反状態の除去に役立てば
足り,そのためには違反の効力を否定する方が,肯定するより役立つとする
さらに,適合性の判断に際しては,無効の予防･威嚇的効果と制裁効果を考
慮すべきとする52｡

そして,必要性の判断に際しては,取締法規違反行為に対する刑罰や行政

上の不利益といった制裁手段だけでなく違反行為の効力を否定しなければ法
令の目的を実現できないかどうかが基準となるとする53｡
この基準から,山本教授は,末履行段階では,無効として履行請求を否定

する方が,違法状態を発生させないことに役立つだけでなく,必要不可欠だ
とする｡もっとも,その際,常に無効とすべきではなく,均衡性の原則を考
慮すべきとする54｡

(=)証券取引法15条違反の私法上の効力に関する学説

証券取引法15条違反の私法上の効力に関して,学説は,有効説55と無効
説56とに分かれる｡ 15条の1項違反の行為と2項違反の行為を区別して論じ
ているものは,清水弁護士のもの以外にはなく,他は全て15条1項に関する
52

山本･前掲注21 256, 267頁｡

53

山本･前掲注21 258頁｡

54

山本･前掲注21 252頁｡

55

西原寛一『商行離為法』 230頁(有斐閣, 1960),大森忠夫･矢沢惇編『注釈会社法

(5)』 134貢[福光家慶] (有斐閣, 1968),田中誠二･堀口亘『全訂コンメンタール証券

取引法』 114貢, 116貢(勤草書房, 1990),上柳克郎･鴻常夫･竹内昭夫編『新版注釈
会社法(7)メ 114頁[神崎克郎] (有斐閣, 1987),清水･前掲注16

56

23頁など｡

神崎克郎F別冊ジュリスト証券･商品取引判例百選第一版』 81頁(1968),神崎克郎
『証券取引法(新版)』 206頁(青林書院, 1987),鈴木竹雄･河本一郎『証券取引法
〔新版〕』 156頁(有斐閣, 1987),柳克郎･鴻常夫･竹内昭夫編『新版注釈会社法(6)』

346頁[龍田節] (有斐閣, 1987),黒沼悦郎『別冊ジュリスト新証券･商品取引判例百
選』 131頁(1988),岸田雅雄『証券取引法』 199頁(新生社, 2002),近藤光男･吉原和

志･黒沼悦郎『証券取引法入門(新訂第二版)』 163貢(商事法務,2003),など｡
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議論である｡以下有効説と無効説をみる｡
1

有効説
有効説は論拠として, (1)15条1項が取締法規にすぎないこと, (2)16条の趣

冒,すなわち,証券取引法16条は, 15条1項に違反して証券を取得させた者

は,これを取得した者に対し当該違反行為により生じた損害に対して無過失
責任を課しているが,原告が違反行為と損害との因果関係を立証しなければ
ならない,もし15条違反行為をそれだけを理由に無効と解するなら,実質的

には,因果関係を要件としない損害賠償請求権を肯定したのと同じことにな
り,無効説は16条が困果関係の存在を要件としていることを全く無視するこ
とになること, (3)現行法下で救済規定の実効的な運用を図ろうとするなら,

因果関係の存在に関する事実上の推定などによってこれを行えばよいこと,
(4)取引の安全,をあげる｡

2

無効説.

これに対して,無効説は, (1)15条違反に対する刑事制裁57,行政処分･裁

判所による停止命令の発動が事実上困難であること, (2)16条には賠償額の法

定がないため請求が困難であり,取引の無効という制裁がなければ,熟慮期
間を確保するという証券取引法15条1項の目的が達成されないこと, (3)16条

の損害賠償責任は,必ずしも15条1項違反の取引の効力が有効であることを
前提としたものでなく, 16条の趣旨は, 15条1項違反の取引の効力を有効と
解することの論拠にはならないこと58, (4)取引の安全については,転売され

た場合でも,転得者は善意取得によって保護されるから弊害はないこと59,
を論拠とする｡
最近では無効説が,有力であり多数となりつつある｡
57

他の証券取引法違反の刑事制裁と同様, 15条違反に刑事罰を課す198条3号･ 200条3

号は,故意犯であることから刑事罰の抑止効果には限界がある｡ (近藤はか･前掲注64
53頁｡)

58

黒沼･前掲注56･ジュリ131頁,岸田･前掲注56 199頁｡

59

神崎･前掲注56･ジュリ81頁｡
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亡) 15条1項･ 2項の立法趣旨に関する議論
1

[a]

通説の理解

有価証券届出制度(4条1項)は,発行市場における投資者の保護を目的
として,有価証券およびその発行者である企業に関する情報を開示されるこ
とを目的とすると理解するのが,通説である｡すなわち証取法における｢発
行開示制度は,有価証券の発行者が投資家の投資判断に有益な資料として当
該発行者にかかる企業情報を正確に,公平かつ適時に投資者に提供する制度

であり,直接的には投資者保護を目的としたものであるが,ひいては同制度

を通じて有価証券の発行市場における効率化が図られることにより,企業に
とって円滑な資金調達に資するものでもある｡｣とする60｡

そして,通説は, 15条1項を有価証券届出制度(4条1項)の開示規制の
実効性を持たせるためのものと理解している｡この立場では, 15条1項が,

発行者,有価証券の売出しをする者,引受人又は証券会社は,届出がその効

力を生じているのでなければ,当該有価証券を募集又は売出しによって取得
させ,売付けてはならないとしている理由を, ｢届出書の提出後,発行まで

のいわゆる待機期間が投資者の投資判断のための熟慮期間だとされているこ
とに求められる｣と理解する61｡

さらに,通説は, 15条2項の趣旨を｢募集または売出しに際しては,通常,

発行会社,引受人,証券会社等から一般投資者に対し強い投資勧誘,又は一

定の期限がくれは失権する等短期間内での投資判断を求められるが,このよ
うな場合に投資者がこのような勧誘に対して自己の責任において的確な判断
をするためには,有価証券届出書による間接的な発行会社の内容の開示だけ

では不十分で,目論見書による直接的な開示が必要であるからである62｣と
理解する｡

この立場では,投資者保護の見地から,目論見書の交付が取引契約と｢同
60

河本一郎･関要監修『新訂版

逐条解説証券取引法』 50頁(商事法務, 2002)0

61鈴木竹雄･河本一郎『証券取引法(新版)』 154頁(有斐閣, 1987)｡
62

河本ほか･前掲注58 131頁｡
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時｣でもよいと規定されていることは,目論見書による情報開示が投資者の
投資判断にほとんど役立たないとして,立法論として批判する63｡

2

[b]

清水弁護士の見解

上記の通説の理解に対して,清水弁護士は,次のように主張される｡
｢15条が届出の効力発生前の売買や目論見書交付前の売買を禁止するという
強い政策をとっているのほ,そのような厳しい規制を課することによって,

関係官庁への届出と募集の対象となったすべての投資家に対する目論見書の
交付を強制し,個々的な事情を超えて,大規模,機械的,徹底的に情報開示

を行あせ,証券や発行企業に関わる情報を取引開始前に可及的に市場に浸透

させようという意図に基づくとみるべきであろう｡市場に相当程度情報が浸

透すれば証券の価格は全体として公正に形成されるものと期待できるからで
ある｡｣64とする｡

この見解は, ｢届出書や目論見書に含まれる情報は膨大であるから,すべ
ての投資家がそれらの一つ一つを理解すべきだというのは非現実的であり,

多数の者‑の勧誘を予定する法が自己矛盾したものになってしまう｡他方,

そのような状態を前提としなくても,市場が効率的に機能してこれらの情報
の適正な評価が反映されるなら,価格は公正に形成されるはずであるから,
すべての投資家がこれらの情報を十分に理解することは必要でもない｡｣と
し,通説が｢15条1項は,募集の対象となった者に投資熟慮期間を与えたも
のだ｣とする点に関しては, ｢もしそれが個々の投資家との関係について言

われているのであれは現実を無視しあまりにも擬制的である｡そもそも同条
に従っても,個々の投資家に対し届出の効力発生の直前に勧誘を行い,その

直後に売買を成立させることが可能であるし,また,個々の投資家にとって

届出書よりも現実的な情報伝達手段である目論見書は,売買の成立と同時に
63

神崎･前掲注56 『証券取引法(新版)』 155頁,近藤はか･前掲注56 146頁,岸田･

前掲注56 186貢など｡

64

清水･前掲注16 16貢｡
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交付すれば足りるとされている｡したがって,一人一人の投資家との関係で

熟慮期間を確保することまで法が要求しているわけではない｡｣とする｡

3

[C]

神田秀樹監修‑野村証券株式会社法務部･川村和夫編集『注釈

証券取引法』 (有斐閣1997年)の見解

この見解は,証券取引法4条の有価証券届出制度の趣旨を,行政監督に必

要な情報を収集するための制度‑資金調達行為の実質的事前チェックのシス
テムととらえて, ｢証券市場参加者が募集又は売出しによる資金調達を自由
に行うことを規制するものである｡｣と理解する｡すなわち, ｢多数を相手と

した有価証券の一時かつ大量の取引が行われる場合,不当な表示その他の不

公正な行為がなされるおそれがある｣から, ｢証券市場の適正かつ迅速な資

金配分機能を維持するために,大蔵大臣(ママ)が証券市場における資金調
達行為を監視する手段として,一定の場合届出という行為を発行者に義務づ
けている｣とする65｡そして,その根拠として,証券取引法が,届出の受理

と効力発生とを分けて規定している(8条)ほか,届出の効力停止命令(10
条)等の制裁措置,大蔵大臣(ママ)の調査権限(26条)等について規定し,

｢大蔵大臣(ママ)｣に募集または売出行為の差止命令の申立てを認めている
こと(192条)を挙げる66｡

このように,有価証券届出制度を資金調達行為の実質的事前チェックのた
めのシステムととらえるこの見解は, 15条の趣旨を｢不当な表示その他の不

公正な行為がなされているかどうか行政が監督するため,届出の受理後その
効力発生までの待機期間を設け(8条),その間の勧誘に基づく取引を禁止｣
するものであり, 15条2項が, ｢制度的に目論見書の交付を義務づけるのは,

表示が定型化された文書を相手方に交付すべきこととすることにより,差止
申立てを中心とした大蔵大臣(ママ)の行政監督の実効性をより確実にする
65

神田秀樹監修‑野村証券株式会社法務部･川村和夫編集『注釈証券取引法』 58貢(有

斐閣, 1997)0

66

神田ほか･前掲注65

58頁〜59貢｡
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ため｣であると説明する｡さらに, ｢目論見書の交付を受けた者の投資判断

が適正かつ迅速になされることにより,流通市場外での多数の者を相手にす
る一時かつ大量の取引が円滑に行われることも図っている｣とする670

また, 15条2項の目論見書交付時期が｢あらかじめ又は同時｣とされるこ
とを, ｢差止命令を中心とした大蔵大臣の行政監督の実行性の確保と適性か

つ迅速な投資判断の推進という目論見書制度の2つの機能をみたすため｣と
理解する68｡

この説では,目論見書の交付が取引契約と｢同時｣でもよいと規定されて
いることに対する[a]説の立法論的批判に対しては,目論見書制度は,行
政監督の実効性を確保するために,募集又は売出しにおける正当な表示を定
式化するという目的も有しており, ｢投資者保護の立場は,投資者側からの
部分的な見方にとどまっている｣と懐疑的である69｡

四

考察

1取締法規違反の私法上の効力の判断枠組み
まず,取締法規違反の私法上の効力を判断するアプローチを考察する70｡

証券取引をふくめ,個人が取引社会において,当該取引における責任を負

担するためには,個々人の自律性が尊重されなければならない｡そして,そ
の自律性を確保するためには,取引過程において,契約当事者の共有する法

規範が要求している,手続的保障が重要と考える｡この手続保障‑ルールは,
その手続自体の妥当性,合理性が問題となることは勿論であるが,それとは
別の次元の問題として,手続保障‑ルールを遵守すること自体の価値が,敬
引社会において尊重されるべきである｡たとえ,それが,一方当事者にのみ
67

神田ほか･前掲注65 114頁｡

68

神田ほか･前掲注65 115頁｡

69

神田はか･前掲注65 117頁｡

70

取締法規による契約への介入を含め,現代の契約法の分野では,契約の拘束力を正当

化する理論の再構成が迫られている｡これに関しては,内田貴F契約の時代

日本社会

と契約』 133貢〜169頁(岩波書店, 2000)を参照｡
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課せられたものであっても,それに反することは,当事者間のみならず,敬
引社会の手続的正義に反するものとして,許されるべきではないと考える｡

そして,その手続保障‑ルール違背に関しては,当該取引に参加した当事者
自らが,主体的にi是正すべきことが期待されているのであって,この点で

の自律性も尊重されなければならない｡証券取引法16条以下の損害賠償請求

権は,このような文脈で理解されるべきである｡すなわち,これらの損害賠
償請求権は単に損害の回復を図る機能にとどまらず,私人が,損害賠償請求

権を行使することの脅威から,行為者の違反行為を抑止する機能も有してい
ると考えられる｡そして,法の予定するこれらの機能が,現実には,うまく
機能していない場合,違反行為の私法上の効力を考察するにあったては,こ

れら機能を補完する解釈を探るべきであろう71｡
このような視点に立つならば,大村教授のアプローチに立つべきであろう｡
そして,大村説でも,法令違反の個々の取引行為の効力が,民法90条の公序

良俗に反するかどうかを判断するにあたっては,当該法令の規制目的とその
変化,無効とすることがその規制目的を達成する上で必要かどうか,その他
の規制手段でたりるかどうか,を考慮すべきことになる72｡この点の判断枠

組みは,山本教授が判断基準とする比例原則と基本的には同じ思考であると

いってよい｡山本教授の示す判断基準の手法は,大村教授のアプローチをと
ったとしても有用性をもつであろうから,以下では,山本教授の示す判断基
準である比例原則をてががりに,証券取引法15条違反の私法上の効力につい
て,考察を試みる｡
比例原則は, (1)適合性の原則, (2)必要性の原則, (3)均衡性の原則からな

る73｡しかし, (1)適合性の原則は,違反の効力が否定されたとしても明らか

に法令の目的に役立たない場合のみ適合性が否定されると考えられているこ
とから,また, (2)必要性の原則は,証券取引法15条に関しては,無効説の主
71近藤ほか･前掲注56

52貢｡

72

大村･前掲注38 177頁〜178貢｡

73

山本･前掲注21 253頁｡
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張するように,証券取引法が規定する他の制裁が機能しているとは認めがた
いことから,ここでは,特に論ずる必要はないと考える｡そこで,以下では,

(3)均衡性の原則を中心に検討する｡

均衡性の原則は,規制手段とそれを正当化する目的の重要性との衡量であ

る｡取締法規の目的が,その違反の私法上の効力を否定するに値するほどの
重要性をもっているかが問題となる｡
そこで,次に,本稿で問題としている法令の目的を考察することにする｡
すなわち,発行開示における15条1項と2項の趣旨･目的を考察する｡

2

15条1項の趣旨

15条1項は, ①4条1項の届出を全く欠いて,募集又は売出しにより取得
させ又は売り付けること(届出の欠秩)と, ②届出はなされたが,届出書の

効力が生じる前に募集又は売出しにより取得させ又は売り付けること(待期
期間･熟慮期間違反)の両方を禁止していると解される｡そこで,まず, 15

条1項の趣旨を考える前提として4条の有価証券届出制度の制度趣旨から考
察することにする｡

情報開示が制度的に強制されるのは,発行者との投資家の情報の不対称性

から生じる投資者の情報取得コストの軽減と有価証券市場における逆選択の
発生の防止のためである｡すなわち,証券取引法4条の有価証券届出制度は,
投資者保護のためにとどまらず,規定を遵守して,あるいはより積極的に情

報開示を利用してより有利な発行をもとめる発行者の利益をも守るものであ
ると考える74｡もっとも,発行者の利益といっても,情報開示により投資者

保護がはかられてこそ,市場により有利な投資を求める投資者が参加できる
74

企業が,情報開示を向上させることにより, 1経営者に対する信頼性の向上, 2長期

的な投資家期確保, 3多数のセルサイド･アナリストの確保,新規資金調達の容易化,
5より高い株価, 6企業経営の向上,といった効果が当該企業にあるといわれる｡ R ･
‑クレス, R･‑ーツ, M･ギ‑ガン, D･フィリップス著中央監査法人, PWCコン

サルティング訳『企業情報の開示次世代ディスクロージャーモデルの提案』東洋経済新
報社(2002) 138貢｡
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のであるから,投資者保護の視点は発行者の利益保護の観点より重視すべき
である｡

[C]が述べるように, 4条の有価証券届出制度が,行政監督に必要な情
報を収集するための制度‑資金調達行為の実質的事前チェックのシステムと
して機能していることは否定できない｡しかし,行政監督は,情報開示制度
の実効性を確保するための手段の一つであって,行政監督のために,情報開

示制度があるのではない｡
また, [b]が, ｢強い政策をとっているのは,そのような厳しい規制を課

することによって,関係官庁への届出と募集の対象となったすべての投資者
に対する目論見書の交付を強制し,個々的な事情を超えて,大規模,機械的,
徹底的に情報開示を行わせ,証券や発行企業に関わる情報を取引開始前に可

及的に市場に浸透させようという意図に基づくとみるべきであろう.｣とす
るに異論はない｡ところで,発行市場75においては,発行条件のうちの発行

価格自体は発行者によって決定されることから,証券の需要者である投資者
紘,その価格で購入するか否かを決定するだけで,市場が,発行価格が高い

と判断した場合には,売れ残るという形で,価格メカニズムが機能すること
になるになる｡
また,たしかに, [b]が述べるように,個々の投資者が,届出書や目論

見書に含まれる膨大な情報を理解するとの前提は現実的でない｡しかし,強
制開示によって得られた情報は,アナ1)ストや機関投資家,ブローカーとい

った,専門家を通して分析され,彼らが発する,より簡潔で洗練された情報
として,一般投資家に伝播される｡証券取引法15条1項の待機期間は,一般

投資者に伝播される洗練された情報の形成とその情報に対するその後の一般

投資者の理解のための投資熟慮期間として重要な意義を持つものだと考える｡
しかも,市場の効率的な価格形成に限界のある発行市場の価格メカニズムを
考慮すると,専門家を通して分析された情報を理解することの重要性は無視
75

この文脈での｢市場｣は,証券取引法の｢有価証券市場｣ではない｡岸田･前掲注56

164頁｡
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できないと考える｡さらに,現実の取引における勧誘行為の投資者‑の圧力
を考えると,他の複数の専門家を通して分析された情報を得る機会を得るた

めに,必要な時間という意味でも,投資熟慮期間は,重要であろう｡
こう考えると, 15条1項は,通説のいうように,発行市場における投資者

の保護を目的とした有価証券届出制度(4条1項)の開示規制の実効性を持
たせるためのものと理解すべきである｡そして, 15条1項が禁止する行為の
なかでも, (丑の届出の欠鉄の禁止は,開示制度の根幹であり,その後の投資

者保護制度の前提となるものあるから, ②熟慮期間違反の禁止がもっぱら

個々の勧誘行為の圧力から投資者を保護することに主眼をおくに止まるのに
比べて,より,公益に対する酉己慮･制度保障の要請が強く,重要性が高いと
考える｡

3

15条2項の趣旨

次に, 15条2項の趣旨を考える｡

たしかに,ほとんどの一般投資者は,個々の取引において,目論見書を読
まないかもしれないし,読んだとしても理解できるとは限らない｡また,判

例[K]のように,目論見書の記載内容が,発行会社及び証券についての安
全性の判断に役立たない場合もありえよう｡
しかし黒沼教授が指摘する目論見書の適合性原則を確保する機能76が,こ

こでは重要である｡一般投資者にとっては,目論見書の交付を受けることに

より,直接に情報に接する機会が多くなるから,より精微で的確な投資判断
をおこなう可能性が増えることになる｡
同時に,交付を受けた目論見書の記載を信頼して,投資判断を行った者を

保護する要請が強まる｡そのため, 18条2項は,不実の目論見書の記載に関
して,不実の目論見書を作成した者が｢有価証券を募集又は売出しに応じ目

論見書を取得した者｣に対して,無過失責任を負うとして,目論見書の記載
内容の真実性に対する担保責任とでも言うべき責任を規定している｡ 15条2
76

黒沼･前掲注18 102貢｡
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項は, 18条2項との関係で,投資者保護の重要な役割を果たしていると考え
る｡そもそも,目論見書の交付が義務づけられなければ, 18条2項の責任を
問うための内容の真実性を精査する対象が存在しないことになり, 18条2項
の実効性は失われてしまうからである｡

加えて,最近では事前に目論見書を手にすること自体に意味を兄いだす見
解もある｡目論見書を実際に投資者が手にするという行為は,投資者の注意
を,自らの投資に対する責任を引き受ける方向に向かわせるという77｡
こう考えると, 15条2項は, 〔C〕説のいう行政監督の実効性をより確実

にするためではなく,投資者保護の実効性を確保するためのものと解すべき
である｡

4

｢企業内容等の開示制度の電子化｣と15条の趣旨･目的の変化
さて,均衡性の判断基準に関しては,法令の目的の重要性の程度の変化を

常に見直されなければならない78｡そこで,最近の｢企業内容等の開示制度
の電子化｣によって, 15条の趣旨･目的に関する上記の理解に対して,法令

の目的の重要性の程度の変化が生じたかを検討する｡
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年5月31日
法律第96号)により, ｢企業内容等の開示制度の電子化｣ (EDINET)が,
平成13年6月1日から順次実施されている79｡これにより,証券取引法15条
77

この意味で,行動経済学の観点からは,資料の事前交付は不可欠とされる｡さらに,

わが国では資料開示自体が機能不全におちいっているという｡アンドリュー･M･パー

ディク『証券取引勧誘の法規制｢開示義務｣ ｢説明義務｣を越えて』 197貢(商事法務,
2000)0

78

山本前掲注21 ･ 254頁｡法令の目的の重要性の程度の変化を,私人問の紛争解決の場

である民事訴訟手続のなかで,特に,大企業との取引紛争において,個人である消費者
が試みることは,非常な困難を伴うであろう｡

79

有価証券報告書等の開示書類の提出･受理,縦覧が,内閣府(財務局)内に設置され

たコンピュータにインターネットを利用し,オンラインで行うことが可能となった｡財

務局は,オソライソで送信された情報を受理･審査するほか,財務局及び証券取引所等
の閲覧室に設置するモニター画面に当該情報を映して,公衆縦覧に供することとなっ
た｡

一

54

‑

長

瀬

‑

治

との関係では,有価証券届出書は,電子開示が原則として義務化され(2001
年6月1日から2002年6月1日までの政令で定める日より適用される｡)ま

た,目論見書に関しては,紙媒体に代えて,オンライン,電子情報処理組織

を利用してパソコン等のモニター画面に表示する方法によって提供できるよ
うになり,これにより目論見書を交付したものとみなされる(27条の30の9
第1項･ 2項)800

この改正による｢企業内容等の開示制度の電子化｣は,書面による開示に
比べて,瞬時に伝播されることから,適時開示の要請にかなうものであり,

投資者の企業情報‑のアクセスを飛躍的に向上させる｡
15条1項との関係では, ｢企業内容等の開示制度の電子化｣は,投資者保
護の要請をより促進するもので, 15条1項の投資者保護の実効性の確保をよ
り強化したものと解すべきである｡
80

目論見書の電子化は, 2001年4月1 E]に施行されている｡電子的方法によって目論見

書に記載された事項を提供しようとする者(目論見提供者)は,あらかじめ,目論見書
の交付を受けるべき者(目論見書被提供者)に対し,電子的に開示する方法(電磁的方
法)の種類及び内容(開示府令が定める以下の(彰から(参のうち,目論見書提供者が使用
するものとファイル‑の記録の方式(開示府令第23条の2第5項))を示し,書面又は

電磁的方法によって承諾を得ることが必要である(開示府令第23条の2第1項)｡開示
府令が定める方式には, (彰目論見書提供者の使用する電子計算機と目論見書被提供者の

使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項を送
信し,目論見書被提供者の使用する電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイル
に記録する方法, (参目論見書提供者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録
された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し,目論見書被提
供者等の使用する電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者フ
ァイルに当該記載事項を記録する方法, (卦目論見書提供者の使用する電子計算機に備え

られた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見
書被提供者の閲覧に供する方法, ④閲覧ファイル(目論見書提供者の使用する電子計算
機に備えられたファイルであって,同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため
当該記載事項を記録させるファイル)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目
論見書被提供者の閲覧に供する方法, (参磁気ディスク,シ‑ ･ディ一･ロムその他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製す
るファイルに記載事項を記録したものを交付する方法,がある(開示府令23条の2第2
項)｡これらの方法は,目論見書被提供者が記録されたファイルを出力して書面が作成
できるものでなければならない(開示府令23条の2第3項)0
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15条2項との関係では,電子開示をもって,目論見書を交付したものとみ
なされる(27条の30の9第1項･ 2項)ことから,目論見書の書面としての

交付義務を緩和したと解することもできよう｡しかし,目論見書の交付を受
ける者が,電子開示の方法による交付を承諾していたにもかかわらず,目論
見書被提供者への電子開示による交付がなされない場合には,個別的な取引

で書面交付を行う場合に比して,より簡易な電子開示による交付がなしえた
にもかかわらず,それを怠ったことに対する責任は重視されるべきである｡
そう考えると, 15条2項の投資者保護の実効性の確保するという規制目的は,
従来にましてより尊重されるべきであろう｡

5 15条1項, 2項に違反する取引の私法上の効力

さて,このように, 15条1項, 2項の目的を投資者保護の実効性を確保す
るためと理解し,かつその重要性をみとめるとしても, 15条1項, 2項に違

反する取引を私法上無効とすべきであろうか｡ここでは,あらためて,判例

と学説を考察することにより,答えを探る｡
判例の[A], [B], [C], [D], [F]は,いずれも新株発行手続き開始

後,株券発行交付前の｢‑た株｣81の売買に関する事件である｡しかも,い
ずれも15条1項違反行為の私法上の効力が争点となったものであり, 2項違
反行為の私法上の効力が中心的な争点となったものはない｡このことは,当

時の新株発行の実務慣行と密接に関連するものと考えられる｡すなわち,当
時の印刷事情から,実務では新株発行による新株券の交付は,払込取扱金融

機関が発行した株式払込領収証と引き替えになされていた｡そこで,株券発
行前の株式払込領収証の譲渡をもって新株ないしは新株券交付請求権の譲渡
とする商慣習があった｡そのために,株式払込領収証が商法上の有価証券か

どうかの紛争が多発していた82｡この混乱は,株式払込領収証をめぐる15条
81権利株を売渡し,代金は将来発行される株金払込領収証と引換に支払を受けることを
約する契約を｢へた株｣の売買とよばれた(判例[C])｡
江頭憲治郎『株式会社･有限会社法[第2版]』 476頁(有斐閣, 2001年)0
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1項違反を理由とする訴えにも影響を与えたものと推測する83｡
その後,新株発行実務の改善にともない, ｢‑た株｣売買に伴う事件は,
登場しなくなる｡また,昭和46年の証券取引法の改正で, 15条1項の適用範

囲が｢募集又は売出し｣に関する勧誘行為にのみ適用されるようになったた
め,勧誘行為を伴わずに証券を取得させた場合には,有価証券届出書が効力
を生じるまえであっても, 15条違反には該当しないことになった｡そこで,
[A], [B], [C], [D], [F]の事件は,いずれも現行法下では, 15条1

項違反にはならないと考えられる｡
そのため, [A], [B], [C], [D], [F]の判例の先例としての意義に

疑問を持つ見解もある84｡しかし,これらの判決が, ｢15条違反は,取締法

規に反するにすぎないから有効｣とする判例の準則を形成してきたと解する
こともできる85｡

さらに,これらの事件では,いずれも,有価証券の取得者は,取得新株の

値下がり局面にあるか,取得者自身の経済的破綻から,弁済の履行を拒むも

のである｡この点に着眼すると,裁判所は,私法上の効力を判断するにあっ
83 仮に,株式払込領収証の取引を新株の取引そのものと同視する考えを貫けば,新株に
ついての証券取引法4条1項の届出の効力が生じる前に,株式払込領収証の取引をなす

ことは,新株の取引に関して15条1項に違反すると考えることも可能となるが,両者を
別異のものととらえれば,必ずしも新株の取引としてほ15条1項に違反するものではな
いと考えることが可能となるからである｡この点判例[A]は, ｢本件取引は,株金払
込領収書(従って株券)の入手を目的としたもの｣とわざわき括弧書きでことわってい
るところをみると,前者の考え方にたつようである｡

次に,株式払込領収証が,商法上の有価証券かどうかという問題とは別に,株式払込
領収証自体が,証券取引法2条の有価証券であるかどうかが,問題となる｡株式払込領
収証自体が,証券取引法2条の有価証券と考えると,株式払込領収証の発行に関して15
条1項に違反が問題となりうるからである｡この点に関して, [E]ほ, ｢取引は株式引

受申込証拠金領収証を受渡の対象とするものであり,株式引受申込証拠金領収証は証券
取引法第2条所定の有価証券でないので本件取引には証券取引法を適用し得ない｣と判
示している｡もっとも,この点は,前掲山崎評釈の指摘するとおり,投資者保護の見地
からは問題が残る｡
84

清水･前掲注16

23頁｡

85

青木･前掲注19

266頁｡

‑ 57一

信州大学法学論集

第2号

証券取引法15条違反の私法上の効力

て,総合判断説の枠組みから,当事者間の正義･公平を実質的に判断し,敬

得者側からの無効の主張を斥けたと考えられる｡とすると,総合判断説の枠
組みで,個別的取引における信義･公平を考慮した事例としての意義は認め
られよう｡

そこで, 15条違反の取引の私法上の効力を考えるにあたって,個別的取引

における信義･公平を考慮すべきかどうかを検討する｡大村教授によれば,
従来,法令違反を無効とすると当事者の正義･公平に反するとされたものは,

取引当事者が法令違反を援用する場合の多くが,いわば言いがかりであった
ためであるという｡もっとも消費者取引の場合は,消費者が無効を主張する
ことは,必ずしも言いがかりとはいえず,この点は,当該法令の趣旨の解釈
いかんにかかっているとされる86｡

この点に関して,黒沼教授は, ｢取引を無効とすると,投資者は,同種の
証券の価格が上がっているときは無効を主張せず,価格が下がるか代金の支

払ができないときは無効を主張して,債務を免れようとするのではないかと
の懸念もあろう｡しかし,そのような場合であっても,投資者は発行者,引

受人らの違反行為によって利益を得ていたわけではないから,投資者が違反
行為に加担していたのでない限り,無効の主張を認めることは何ら不当では
ない｡｣として, 15条1項の投資者保護の趣旨を貫かれる87｡

15条1項, 2項は,証券取引における情報開示による投資者保護の実効性

を確保することを目的とした,情報開示制度の根幹をなす規定であり,その
遵守が確保されなければ,開示制度の意味を失わせ,ひいては証券取引市場

そのものの信頼性を害することにつながる重要な規定である88｡証券取引市
場の取引秩序は,これらの規定の存在とその遵守を前提として維持される｡
従って, 15条1項, 2項に違反する個別の取引行為を無効とすることで,伝

義･公平に反する結果となる場合であっても,証券取引市場の根幹をなす情
86

大村･前掲注38 176頁｡

87

黒沼･前掲注56･ジュリ131貢｡

88

清水･前掲注16

22貢｡
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報開示による投資者保護の実効性をより確保するためには,無効を貫くべき
である8990｡

さらに, 15条1項, 2項違反を無効と解すると, 15条1項, 2項が要求す

る手続の履践‑方式の具備は,実質的に契約の成立要件と理解するのと等し

くなるであろう｡その結果,契約締結過程の当事者の実質的な態様を考慮す
ることなく,形式的に契約の有効,無効を判隣することが可能となり,判断
コストを軽減することになろう91｡

6

無効説による解決に向けての考察
上記のように証券取引法15条違反の行為については,その私法上の効力を

否定することで,発行開示制度の実効性を確保すべきであると考えるが,証
券取引上の有価証券の発行が集団的,団体的になされることを考えると,一
般原則に従って,期間の制限なく,誰でも,どのような方法でも,無効主張

が許されるとすると,法律関係を不安定にし,取引の安全を害する場合も生
じる｡そこで,具体的な違反行為ごとに,法律関係の安定,取引の安全にも
配慮した解釈が求められる｡以下では,この間題を株式の募集,売出しを中
心に考察する｡
まず, 15条1項違反については, (∋4条1項の届出を全く欠いて,募集又

は売出しにより取得させ又は売り付けた場合(届出の欠敏)と, (卦届出はな

されたが,届出書の効力が生じる前に募集又は売出しにより取得させ又は売
り付けた場合(熟慮期間の不遵守)とを,分けて考えるべきであると考える｡
①の場合は個々の取引としての取得行為の効力の問題を越えて,当該募集

ないし売出しの全部を一体として無効とすべきである｡その結果,当該有価
証券の発行ないし譲渡が,一体として無効になると解される｡だが,そうな
89

まさに, ｢個別取引における信義･公平を越えた価値を重視すべき場合｣ (大村･前掲

注38 188頁)と言うべきである｡

90

長尾治助『消費者私法の原理

民法と消費者契約』 242頁(有斐閣, 1992)は,公序

則を,損失をこうむる者の救済手段と解し,このような結果もやむを得ないとする｡
91大村敦史『消費者契約法』 56頁(有斐閣, 1998)0
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れば,当該有価証券の発行に関わる法律関係は,不安定となり,取引の安全
が害されることになる｡

しかし, 15条1項が,届出義務違反の有価証券を取得させることを禁止す
る立法目的には,取得者の保護とあわせて,情報開示制度の実効性を確保し,
公共財としての証券市場の機能を保障すること,すなわち,取引秩序を維持

するという公益目的も含まれていると考えるべきである｡だからこそ,証券

取引法は, 4条1項に違反し届出を欠く場合には,そもそも勧誘行為自体を
禁止するという強い規制を定め,加えて, 4条1項および15条1項に反して

証券を取得させる行為‑契約の締結も禁止したのである｡しかも,届出義務
違反は,当該有価証券の募集ないし売出し全体に,共通して影響を与える法

的畷庇と考えられるから,当該有価証券の募集ないし売出しによってなされ
る有価証券の発行ないし譲渡を全体として画一的に無効としなければ,証券

市場の機能保障の面での, 4条1項および15条1項の目的は達成されない｡
そこで,株式の募集に関して, 4条1項の届出を欠いているにもかかわら

ず,株式の発行がなされた場合(①の場合)には,株式の発行を一体として
無効すべきである｡と同時に,法律関係の画一的確定,暇庇の主張の可及的

制限,無効の遡及効阻止をはかる必要があると考える｡そこで,この場合は,
設立無効の訴(商法428条〕あるいは新株発行無効の訴(280条の15)の無効

原因になると解して,無効主張は,設立無効の訴(商法428条)あるいは新
株発行無効の訴(280条の15)によってのみ認めるべきである｡

そうすると, 4条1項の届出を欠き,株式の発行がなされた場合((彰の場

合)には,設立の際しては設立登記の日より2年内に(428条1項),新株発
行に際しては発行の日より6月内に(280条の15第1項),株主92,取締役,

監査役だけが,訴えでのみ無効を主張できる(428条2項, 280条の15第2

項)ことになる｡ところで,証券取引法15条1項は,取得者保護の規定であ

るから,違反者の側からの無効主張は制限すべきであるというのが,最近の
92

新株･旧株いずれの株主でもよいと解されている｡江頭･前掲注82

580頁,上柳克

郎･鴻常夫･竹内昭夫編『新版注釈会社法(7)』 358貢[近藤弘二] (有斐閣, 1987)0
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有力説である93｡そこで,取得者ではない株主や取締役,監査役にも,無効
主張を許すべきであるか,問題となる｡
4条1項の届出を欠いた場合,発行会社は,規定を遵守し情報開示制度を

利用して証券市場からより有利な資金調達を得るという発行会社の利益の機
会を自ら放棄したといえる｡そこで,発行会社の側からの無効主張を許すこ
とは,信義則に反すると考える｡したがって,取得者でない株主,取締役,

監査役からも,無効主張を許すべきではないと考える｡発行会社の損害は,
発起人の責任(商法193条1項)ないし取締役等の責任(266条1項1号,
277条, 278条)を追求することで回復されるべきである｡

株式以外の証券取引法上の有価証券に関して, 4条1項の届出を欠いた発

行がなされた場合(①の場合)であっても,設立無効の訴(商法428条)め
るいは新株発行無効の訴(280条の15)の類推適用により,上記と同様の結

論を導くべきであろう｡株式と無効の訴の制度を持たない株式以外の証券取
引法上の有価証券とで,取得者の保護の面で,不均衡が生ずるのは避けるべ
きだからである｡

これに対して,株式の募集に関して(参熟慮期間の不遵守が問題となる場合

には,勧誘行為が許された上での個別的な契約締結における畷痕の問題であ
るから,設立無効の訴(商法428条),新株発行無効の訴(280条の15)によ

るべきではなく,個別的な取引行為の無効の問題として,個々的に解決すべ
きである｡そして,この場合には,取得者保護にのみ配慮すれば足り,違反
者の側からの無効主張は制限すべきである94｡
さらに,取得者である株主からの無効主張も,商法191条, 280条の12を類

推適用して,設立･新株発行の場合の引受けの無効･取消の制限に準じて制
限すべきであると考える｡商法191条, 280条の12は,株式の申込に無効･取

消の原因があった場合に,一般原則によって,いつまでも無効又は取消を認

めると,会社に関する法律関係を不安定にすることから,一定の時期以後な
93

黒沼･前掲注56･ジュリ131頁,近藤ほか･前掲注56 163頁,岸田･前掲注56 199

貢など｡
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いし一定の権利行使後の引受けの無効又は取消を制限したものである｡これ
らの規定は,投資者の投資判断にあたって,実質的に錯誤による意思の欠映,

詐欺･強迫による意思形成過程に塀庇があった場合でさえ,投資者を保護せ

ず,無効･取消の主張を制限するのであるから,実質的な意思の欠鉄や意思
形成過程の塀痕を要件としない形式的な熟慮期間違反を理由とする無効主張
を,商法191条, 280条の12の制限を越えて許すのは,取得者保護としては,

平灰を欠き,行き過ぎと考えるからである｡もっとも,この場合,取得者が

無効主張をする相手方である違反者は,発行者に限らず,引受人や証券会社

という場合もあるが,これらの者にとっても取得者からの無効の主張を制限
することは,不利とはならないのであるから,類推は許されると考える｡

次ぎに, ③15条2項の目論見書の交付義務違反の場合も,個別的な契約締

結における塀痕の問題であり,契約の意思表示に関する実質的な欠映･塀痕
の問題ではないから,上記(参の熟慮期間の不遵守の場合と同様に解すべきで

あろう｡すなわち,この場合も,取得者である株主からの無効主張は,商法
191条, 280条の12を類推適用して,設立･新株発行の場合の引受けの無効･

取消の制限に準じて制限すべきである｡
さらに,上記の株式に関する15条1項の熟慮期間の不遵守(②の場合)と
15条2項の目論見書の交付義務違反(③の場合)に,商法191条, 280条の12

を類推して,無効の主張を制限する解決は,他の証券取引法上の有価証券に
関して,法15条1項の熟慮期間の不遵守と15条2項の目論見書不交付が問題
となる場合にも,生かせないであろうか95｡

商法は, 191条ないし280条の12を,証券取引法上の有価証券である新株引
94

未履行段階の無効主張の問題は,株式としての効力が生じるのが,払込が完了後,諺

立の場合は設立登記の時(商法226条2項, 3項),新株発行の場合は新株払込期日の翌
日(289条の1第1項, 226条2項, 3項)であり,また,払込未了株式については,諺

立の場合には,発起人,取締役が担保責任を負い(192条),新株発行の場合は失権する

(280条の9第2項)から,発起人,取締役が担保責任(192条)が未履行の場合以外は
生じないと考えられる｡そして,発起人,取締役の担保責任が未履行の場合,発行会社
からも,発起人･取締役からも,無効主張は,資本充実に反し許されないと解すべきで
ある｡
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受権証書(証券取引法2条1項6号),新株予約権証書(同号),社債券･新
株予約権付社債(同4号)の発行に関して準用していない(商法280条の6
の2, 280条の39, 318条, 341条の15参照)｡この点,社債に関しては,立法

論として,集団的･定型的な契約である社債契約については,錯誤もしくは
社債申込書の要件の欠鉄の無効主張,意思表示の塀庇による取消に,少なく

とも新株発行の場合と同様の時期的制限(280条の12)を設けるべきとする
見解がある96｡さらに,解釈論としても株式引受けの場合を類推して,社債

の申込･割当による社債契約の成立後社債の利息を受領したときから無効主
張を制限すべきであるとする見解もある97｡社債に限らず,新株引受権証書,
新株予約権証書の申込についても,一般原則によって,いつまでも無効又は
取消を認めると,会社に関する法律関係を不安定にすることから, 191条な
いし280条の12の規定の類推解釈により,無効の主張を制限すべきである｡

このように考えると,さらに進めて,他の証券取引法上の有価証券に関す
る15条1項の熟慮期間の不遵守(②の場合)と15条2項の目論見書の交付義
務違反(③の場合)についても,株式の場合と同様, 191条ないし280条の12

の規定の類推解釈により,無効の主張を制限すべきであると考える｡

95

商法191条は,資産の流動化に関する法律25条,投資信託及び投資法人に関する法律

71条6項,保険業法23条4項で準用され, 280条の12は,資産の流動化に関する法律39

条4項,投資信託及び投資法人に関する法律123条1項,保険業法60条4項,協同組織
金融機関の優先出資に関する法律14条で準用されている｡
さらに,消費者契約法7条2項は,消費者契約法に基づく取消権が,商法191条およ
び280条の12 (これらの規定が準用される場合を含む)の行使期間の期限に服すること

を定めている｡消費者契約法に基づく取消権の発生要件より厳しい民法96条の取消しが,
商法191条･ 280条の12で制限されていること,また,一定期間経過後は会社設立関係者

(商法191条) ･新株発行関係者(商法280条の12)の利益を取消権者の利益より優先さ
せるのが妥当であることから,取消権が制限されている｡落合誠一『消費者契約法』
113頁(有斐閣, 2001)

96

鴻常夫『社債法』 20頁(有斐閣, 1958)

97

柳克郎･鴻常夫･竹内昭夫編『新版注釈会社法00)』 57頁[上田宏] (有斐閣, 1988)
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