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東京地裁令和元年 5月 30 日判決
平成 27 年（行ウ）第 51 号，X社対国，課徴金納
付命令処分取消等請求事件／金融・商事判例
1572 号 14 頁／参照条文：金融商品取引法（平
成 23 年法律第 49 号による改正前のもの）166
条

　　　　　 　　　事実　　　 　　　　　
　シンガポールの投資運用会社であるX社（原告）
は，訴外N社の株式の売付けに関し，金融商品取引
法（以下「金商法」）違反を理由に，証券取引等監視
委員会の勧告（平成25年 12月 2日）および審判手
続を経て，金融庁長官から，平成26年 12月 26日付
けで，課徴金804万円の納付命令（以下「本件処
分」）を受けた。本件は，X社が，Y（国―被告）を
相手とする抗告訴訟として，主位的に本件処分の無効
確認を求め，予備的に本件処分の取消しを求めるとと
もに，Yに対し国家賠償法に基づく慰謝料等の支払
を求めた事案である。
　本件処分の理由は，X社のファンドマネージャー
である訴外Aおよび訴外B（以下，Aと併せて「A

ら」）が，平成22年 7月 27日，訴外 J証券株式会社
（以下「J証券」）のセールストレーダーである訴外C
から，N社の公募増資実施に関する重要事実の伝達
を受け，同公募増資の公表前までの間に，N社株の
空売り等の売付けを行ったことが，（平成23年改正
前，以下同）金商法166条 3項に規定する内部者取
引規制に違反するというものである。
　N社は，平成22年 4月 28日開催の取締役会にお
いて公募増資計画を了承し，同年5月 7日，J証券に
対し，主幹事証券会社としての参加を要請するなど
し，J証券は受諾した。N社は，同年8月 24日の取
締役会において新株発行（以下「本件公募増資」）を
決議し，同日16時頃に公表した（以下「本件公
表」）。
　平成22年は公募増資が比較的多く実施され，同年
6月 7日公表の訴外S社，同月25日公表の訴外M
社，同年7月 8日公表の訴外 I社などがあり，公募増
資公表後の株価はいずれも公表直前と比べ下落した。
　本件公募増資に係る情報は，公表までは極秘とさ
れ，J証券においても株式資本市場部（ECM）所属
の者は当該情報に接することができるが，セールスト
レーディング部や株式営業部に所属する者は，公表前
に当該情報に接することができないよう，両者の間に
情報障壁が設けられていた。
　N社は，リーマンショック等を受けて資金繰りが
懸念される状況にあり，平成20年頃から公募増資の
噂が市場関係者の間で生じており，平成22年 6月～
7月頃からは，ユーロ債務危機の影響もあって，近い
うちに公募増資が実施されるとのより具体的な噂が流
れ，Cもこれらの噂に接していた。もっとも，これら
の噂では，N社の決算発表日である8月 5日が公募
増資公表日と予想されており，C自身も，当初はそう
考えていた。しかし，8月 5日には公募増資の公表は
されず，逆に業績予想値の上方修正が発表されてポジ
ティブサプライズと評価され，株価は上昇に転じた。
その後，本件公募増資の公表日（8月 24日）の約1
週間前から，あらためてN社のエクイティファイナ
ンス観測が市場で流れ，同月18日頃から株価は急落
した。
　ここで，ブルームバーグ社が提供するチャットルー
ムにおいて，X社のAと，J証券のCの間で，7月
12日 10時 45分～ 13時 04分において，M社（6月
25日に公募増資公表）に関して，チャットがなされ，
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Cが同社内ECMに直接コンタクトを持っている旨を
言及した。また，7月 27日 14時 26分～ 27分にN
社株に関する「注目しています」「来月は注目に値し
ます」などのチャットがなされ（以下「本件チャッ
ト」），X社のBも当該チャットルームにログインし，
メッセージの送信・閲覧ができる状態であった。な
お，Yは，本件チャットにより，CからAに対し本
件重要事実が伝達されたと主張した。
　また，Cと，顧客K社の訴外Qの間では，7月 27
日 10時 2分～ 21分の間に，N社に関してチャット
がなされ，CがQに対して1カ月間はN社株の空売
りを推奨する旨を回答し，Qがその理由を尋ねたと
ころ，Cは言えないと答え，Qが理由を言えないの
はコンプライアンス上の理由かとさらに尋ねると，C
はそうである旨回答した。また，CはK社の訴外P
との間で，決算公表日の8月 5日 12時 12分～ 15分
の間のチャットで，PがCに対し，N社の公募増資
公表が「今日〔8月 5日〕」ではないかと尋ねたこと
に対し，Cが絶対にない旨を回答し，翌日8月 6日 9
時 45分～ 46分のチャットでは，CはPに対し，N
社の公募増資が J証券と訴外W証券の共同主幹事で
行われる旨を伝えた。
　また，8月 9日には，CはAに対しチャットで，N
社株を買い戻さずに待った方が良いと推奨するなどし
た。なお，J証券ECMの訴外Dは，Cに対し，同年
7月から8月にかけて，複数回にわたり，N社株に係
るフロー照会をした。さらに，CはDに会ったとき
に「N社のローンチ（公表）があるとしたら，その
時期はいつかなあ」「市場では，この日にN社のロー
ンチがあると噂されているけど，どうなの」などと聞
いてきたことがあったが，その噂されているという日
は本件公表日ではなかった。
　X社のAは，7月 28日から本件公表日の8月 24
日までの間，N社の株式について，連続的に大量の
空売りを行った（このうち8月 11日にわずかに買戻
しを実施）が本件公表前にポジションを解消した。

　　　　　 　　　判旨　　　 　　　　　
予備的請求認容（本件処分の取消し），その他の請求
棄却（確定）。

Ⅰ 　「金商法166条 1項 5号による取引規制の対
象とされるには，契約担当役員等から担当外役

員等に対し，重要事実に係る情報の全部又は一部が直

接に伝達されることを要するものではないが，少なく
とも，契約担当役員等が契約の締結や交渉等に関して
得た重要事実に関する情報が，その契約担当役員等と
担当外役員等との直接又は間接の職務上の関わり合い
を通じて，当該担当外役員等の知るところとなったこ
とを要するものと解するのが相当である。
　……証券会社の従業員として株式の取引や営業等の
業務に携わっている者である場合には，日常的に，上
場会社及びその株式に関わる情報を収集し，市場状況
等を分析するなどして，顧客に対し有用な情報を提供
することを業務として行っているのが通常であり，
……このように入手された情報から担当外役員等が重
要事実を知ったとしても，これを利用して行われる取
引が，……金商法166条 1項 5号による取引制限の
対象に当たらないことは，明らかである。
　……担当外役員等が契約担当役員等とは別の経路か
ら重要事実に関する何らかの情報を入手した場合にお
いて，金商法166条 1項 5号による取引制限の対象
に当たるというためには，当該別経路による情報だけ
では重要事実を知ったというのに十分でなかったもの
が，契約担当役員等との直接又は間接の職務上の関わ
り合いを通じて得られた情報（内部情報）を加えたこ
とにより重要事実を知るに至ったと認められることが
必要であり，例えば，別経路による情報は単なる推測
や噂にとどまるものであったが，内部情報によりこれ
が確実なものであると裏付けられた場合などは，これ
に当たるものというべきである。」

Ⅱ 　「Cは，……本件公募増資が同年8月 5日よ
りも後の同月内のいずれかの日に公表されると

の認識を抱くようになったと認めることができる。し
かし，他方において，Cは，その証言において，当時
の株式市場の状況分析からも同様の予測は成り立ち得
るとし，……また，仮にCが同年7月 27日までに本
件公募増資が確実であることを裏付けるような何らか
の情報を得ていたのであるとしても，それが顧客等の
外部の者からもたらされた情報であったり，あるい
は，個人的なつながりによって得られた情報である可
能性も直ちには否定し難く，仮に当該情報の入手経路
がこのようなものであった場合には，契約担当役員等
との直接又は間接の職務上の関わり合いを通じて得ら
れた情報（内部情報）により重要事実を知るに至った
ものであるとは認め難い。
　……平成22年 7月中旬頃にECM所属の従業員で
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あるDからCに対し数日間連続したフロー照会がさ
れたというY主張の事実は認めることができず，
……その頃にN社株に係るフロー照会がされたとい
うだけでは，本件公募増資の実施について確実なもの
であると裏付けられたということはできない。」

Ⅲ 　「仮にCが本件重要事実をその職務上知った
と認められるとしても，Aが本件チャット後

に行った空売りは当時の株式市場の動向等を踏まえて
Aが自ら判断して行った取引として不自然なもので
はないのに対し，Aが空売り後にこれを買い戻すべ
きかどうか迷っていたことや，本件公表前に空売りし
た株式を買い戻して200万株を超える売り建玉を全
て解消したことは，本件重要事実の伝達を受けた者の
行動として不自然である。……Cが本件公募増資に係
る本件重要事実をその職務に関して知ったと認めるこ
とはできず，また，仮にそうでないとしても，Aら
がCから本件重要事実の伝達を受けたと認めること
もできない。」

　　　　　 　　　評釈　　　 　　　　　
判旨に疑問。

Ⅰ 　本事例は，東京高判平成29・6・29金判
1527号 36頁（原審：東京地判平成28・9・1

金判 1503号 46頁）に続き，金融庁発出の課徴金納
付命令の取消しが確定し，また，金商法166条 1項 5
号による取引規制の対象となるための要件はどのよう
な場合かを示した2例目に当たり，1例目と同様に，
一連の公募増資インサイダー事件を構成する事案のひ
とつである。また，上記先例が「重要事実をその職務
に関し知った」の意義を，その当てはめにおいて狭く
捉えた上にやや不明瞭であったことと比べると，より
立法趣旨に依拠した形で，具体的な形で規範を示して
いる点で意義がある。ただし，後述する通り，規範に
即した事実認定には依然として疑問が残る。なお，金
商法166条 1項 5号の「知った」に関する解釈は極
めて少なく，これらの他に，公募増資インサイダー事
件に係る労働裁判（東京地判平成28・2・26労判
1136号 32頁，東京高判平成29・3・9労判 1160号
28頁）でも，本判決と同じ立場で判示されている。
　前掲東京高判平成29・6・29では，「知った」に関
する規範として，「その方法や態様等を問わないもの
の，当該契約の締結若しくはその交渉をする役員等が
知った重要事実が法人内部においてその者に伝播した

もの（流れて，伝わったもの）と評価することができ
る状況のもとで重要事実を構成する主要な事実を認識
した場合」と判示した。しかしながら，実際の認定に
おいて，内部者情報を知る者と同じ社内にいるという
特権的な地位にあるが故に可能となる自らの積極的な
内部情報の収集活動を通じて，重要事実に関する断片
的な情報を取得した上で，それと市場等で入手可能な
市場情報等を組み合わせたりすることを通じて，総合
的に重要事実を認識するに至る場合については，規範
において「その方法や態様等を問わないものの」と判
示されたにもかかわらず，金融商品取引市場に流布す
る噂等との区別を曖昧なものとし，客観性，明確性に
欠けるものであり，重要事実の主要な部分の伝達との
区別が曖昧だからという理由で，「知った」とは解さ
れないとして，「知った」の意義を狭く限定的に解し
ていた。

Ⅱ 　これに対し，判旨Ⅰは，「当該別経路による
情報だけでは重要事実を知ったというのに十分

でなかったものが，契約担当役員等との直接又は間接
の職務上の関わり合いを通じて得られた情報（内部情
報）を加えたことにより重要事実を知るに至ったと認
められることが必要」と判示し，内外の情報の組み合
わせにより知った（認識した）ことが規制対象に含ま
れることを明確にしている点で評価できる。

Ⅲ 　他方で，その例として，「例えば，……内部
情報によりこれが確実なものであると裏付けら

れた場合」と示されたことに異論はないものの，本事
例の複数の事実認定において，あくまで例示である
「確実なものであると裏付けられた」か否かという基
準を当てはめて，事実認定がなされている。立法趣旨
からすれば，別経路による情報は単なる推測や噂にと
どまるものであったが，内部情報が追加されることに
より，必ずしも「確実なものである」との認識には至
らずとも，これがより強く認識されるに至った場合
も，「重要事実を知るに至った」として「職務に関し
知った」と認定されるべきであろう。このことは，重
要事実の一部であっても，そのような事実の一部すら
知り得ない一般投資家との関係において，特権的立場
に立つものである会社関係者をインサイダー取引規制
の対象とし（横畠裕介・逐条解説 インサイダー取引
規制と罰則35頁），その者が会社の役職員として会
社の業務に従事しているが故に未だ一般投資家には知
られていないような情報を有しているかどうかという
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観点から，常識的に判断していくことが最も分かりや
すいとする立法趣旨（三國谷勝範編著・インサイダー
取引規制詳解17頁）にも合致する。

Ⅳ 　判旨Ⅱでは，Cが職務に関し本件重要事実を
知ったか否かについては，Yの主張に基づき7

月 27日時点において本件重要事実が確実なものであ
ると裏付けられたといえるか否かについて検討し，検
討の結果として，それ以前にN社に関するフロー照
会がなされたというだけでは「確実なもの」と裏付け
られないと判示した。しかしながら，注目している銘
柄について，公募増資に係る市場の噂に加えて，必ず
しも目立つ頻度ではないにしてもフロー照会がなされ
ている事実に接すれば，その可能性について何の認識
すらも抱かないとは考えにくい。また，チャットによ
り，QがCに対してN社の空売りを推奨する理由を
尋ねたことに対し，市場の噂が情報源ならばそう答え
れば良いものを，あえてコンプライアンス上の理由か
ら答えられないとの回答は，Cがコンプライアンスに
触れる情報を認識していることを示すと考えられる。
さらに，Cが同社内におけるECMに直接コンタクト
を持っている旨に言及し，さらに，7月中旬頃には，
CはECMのDに会ったときなどに「N社のローン
チ（公表）があるとしたら，その時期はいつかなあ」
「市場では，この日にN社のローンチがあると噂され
ているけど，どうなの」などと聞いていることが事実
認定されており，Cは直接的に内部情報を照会できる
ような関係にあると推認される。これらの状況から，
事実について，「確実なものである」との認識までに
は至らないにしても，少なくとも，特権的立場を利用
して，より強く認識するに至ったことは強く推認され
る。

Ⅴ 　判旨Ⅲでは，本件公表前に空売りポジション
を全て解消したことは，本件重要事実の伝達を

受けた者の行動として不自然であると判示している。
しかしながら，少なくとも本事例では，本件公表前に
市場に噂が広まったことから株価がかなり値下がりし
ており，Yが主張するように，決算公表後のポジ
ティブサプライズによる株価高騰で得た多くの売り建
玉がある投資家にとって，他投資家の空売りによる株
価下落局面にあって既に十分の利益が出ている状況で
は，他投資家のショートカバー（買戻し）に先駆けて
買い戻すことが必要である。早めのポジション解消も
取り得る選択肢のひとつとして当然に考えられる売買

であり，まったく不自然な行動とはいえず，この裁判
所の判断も疑問である。そもそも，上記のような矛盾
した取引を一部行ったことがインサイダー取引を否定
する裁判所の判断に繋がるのならば，今後，インサイ
ダー取引を隠すためには，一定のカムフラージュとな
る取引を織り交ぜればよいとの見方をもたらしかね
ず，インサイダー取引規制の実効性を著しく阻害する
ものであろう（浜辺陽一郎〔判批〕WLJ判例コラム
臨時号182号も同旨）。

Ⅵ 　本件の最大の問題は，主幹事証券会社に属
し，特権的立場にあって，ECMと直接コンタ

クトを取り得る地位にあり，かつ，実際にもコンタク
トを取り，積極的に情報収集を行うCが，その情報
が「確実なものである」との認識には至っていないと
いう理由で，その事実に関してより強く認識された場
合でも，「職務に関し知った」と認定されず，この状
態で仮にN社株を取引したとしても，インサイダー
取引違反とはならないと判断されたことにある。本事
例では，一連の公募増資インサイダー事件を受けた平
成25年金商法改正による情報伝達・取引推奨規制も
空振り規定になる。また，そもそも，プロ投資家にお
いては，仮にインサイダー情報を職務に関し認識した
としても，その情報を明確な情報伝達の形で得るよう
に動くことは考えにくく，近年は特に，内部関係者と
のやりとりにおける歪曲的な表現，隠語の使用，関係
者の多忙さなどを含む様々な示唆情報を通じて認識す
るのが普通である。本事例においては，市場の噂は市
場の噂として伝えるべきであり，微少であってもなん
らかの内部情報を有していることを示唆する言動は慎
むべきであったといえるだろう。一般投資家との関係
において，特権的立場に立つ会社関係者をインサイ
ダー取引規制の対象とし（横畠・前掲35頁），その
者が会社の役職員として会社の業務に従事しているが
故に未だ一般投資家には知られていないような情報を
有しているかという観点から，常識的に判断するとい
う立法趣旨（三國谷編著・前掲17頁）に即した判断
が望まれる。今後の法人関係情報の管理や市場監視実
務に与える影響も大きい。

　＊　本判決の関連評釈としては，浜辺・前掲がある。
なお，本稿の内容は，筆者が所属もしくは所属してい
た機関の見解ではないことを最後に申し添えておく。


