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論説
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第早はじめι

tD i::J 判長内じ)rIr;'，イJ

第民間究の方法

自， ~ :Jヰ:¥おけるノ/けイデ一月ω税制

第 L>i インサイダぃ取引規制の歴史的民間

;;~ 京、 五IE{'奴づ|法的制U7e
:;;"5 __.;;): ィー/サイ γ 取引説市ilj(，ノ〉再入iT'きそおよひ、')#ノk

第 :rf{ よ主人(1)背景

2o，-.JJ:! +Jl判明化

第状小!1i
{;1:， --'，0 インサイグー取づl円規制は午J

第一ぷ 託尋J1liJli.1、のい的辺定

第款刊例i.7)-:~1 話相<~処

前抗告d-長I1、話誌の諸説

第r~}M: 村:，j

二1五JJに小柄

第三巴l イ:，，-.J j"j ゲ取引のμ、的民主IJ の:tJ:~村、

出款 イ>.+)--1'グーのノ己表

;$二永 「浦、すでの定.t.

第 Jf¥ 八j諸情報

ココ ユl1:J. 'i'雪JH公H月

第 ftZ書IL1¥1.:t

出 U款小;芦

第同 ~';:J ン下トイダ 取引の制裁付系

ll:i当日C( 日E):;32



インサイダ-~Xヲ|視 njlJに関する研究 (4 ・元)
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イン A-，{ダ-B)C'JIi主il，iJに隠すゐ研究(4・tl

第五章検討

11ム i士は Fメリ刀法手モテル;、 1て， 'るものの、イン庁イデ 取ヲ|者三

単なる形.J-¥:，5 L::主 ρ し抽象的危険犯として J是正て~， 1る日本法 lと、 f門誌義

務を基草山に発反してきたアメ 1)JJ fJ，、〉ては、大きな二与いがある九アメ

'1力法では、下めffi授なべ公開情殺を知っている者i手当該情報を公開 l出

示せt)、さもなけ引;工関述の取引を LCはな らない州l念 よ という淫

択自;;義務が求められているのに対し、日本担、では、アメ j力;J、のような

伝説のよイピl~:l;!s躍がないため、{弓認義務に);1

しかしな沖、 1/)、インサ「ダ !¥J:'j[をして(.::J:t( (なνミというじ五}云におけ

る禁'1あるいは不作為の要;;<:(土、実話、的な効果の尽ポは、アメリカ法に

おける以づ[新点、友J主と同じでめる n

アメ 1JヶiJにおい-c(.正、情長¥の開示義務や取引の祈念義務;止、信

子寄この間で、 l心開示して奴づ iをすれば、 f背後涼このイ二五i!，;lki-!;話が1Mなわれ

ない、 l¥心不苛示を j室び、1;)(g ;も涼めれは、官報源との信認問係が深持さ

れる、シいっ允関係が成立する f

以 fでl手、このよつな占;六J直前グ〉ト、汁l';1における f号制止IJツールに

ついて、二れまでの検討李成をJlfji長返しつつ、規制牙的論おぶぴ担j故件

系について、私兄を提ソJ、する)

第一節現行制裁体系の再確認

付文引は、 fンサイグー攻5) 対する規制は剖ι伊:なる子役lャよる J 主主

1 品集約rc.:liJt3日で為ると f毛見訴と L亡例えfZ、芳れ位置(汚可lわJ、のi合占~ ¥J}[ 

代記伴 1']\ 版、可(川 ~~'I 5 1買があω

2他刀、蕊J1}z敬:王、竹内:)fl夫の史i詳 (Vri}>jI:;:1夫 1--1竹部背収ぅI(1¥:::ι府 部長

I1舟"i'E41~: 日--1:-)1)貝;か ~z f;""了.. r 11為的アア U-'!二」と 事2*~1円ア

プ \J-~r C)側主力ら、 14こアメ，)ノJにおけるイシ守イダー収づl央込嗣Ij:))jit:い

をう士析しているは~H1't乙政 未公開情報をヌj8しI怜式取すJ:~'J、己 J京紳w

相1 1出秀樹編芦 1 之君事;去の .'R~ -YI ド~E~ 犬十!j二追↑平論ぇ集 車lしい企長;主主主求

めて I I商-#i去袴fり"己会、 1998) G78-'~)80-~，::r 、 1"1 討 íj 1 ト人~Ê出釘取ヲ羽山;.Jブノ

サン ιヘル Lピ:1.-4詰'}-0999，1 (j;，-，'9 (j J~f) 

二日社以)(l':l:?D) 329 141 
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か、また、どの子段が制裁体系のrll引を抗うべきかにつしもど、必fしも

l一分に議日告されてこなか 2たっ

1976年(昭和日 l 年!)月 l ]f l 、 II}，主iυ、「円引rdm際関である ~il 券攻引率

議'Í~(})ÿ~D， ~^杭 j 崎 bl((i)引ヒ'. ~'ê .{< II必去のあり方にソl て1) にお¥.".~、 |λJ ~;':~首

J民引の規制 J が検討され、不必正取引 般に関する規定 '1ド規むy弐条"

J1!.YT民疋1.]'，朱 1.~'~ j の日意同、さなと、プ6'j旨摘された iで、「こり!日H闘に対処する

な誌としてはタ:見行uノ?の)f，~研工な淫用 l 力 11 えてタ|ノリE 苫取引が何より主

義に lえする行為ごめるここを同係者に了分認識 ~'d." ， さらによ与の認識が

実践にまで高められるぶうに努めるこ fこが'丈際判である J'とされた

なわ f三、当初J土、もっlfら人々のi立徳tui.. 1k:必tl:に訴えかけるごとでイ

ンサイタ 取引を防止し j うとしていたのである 倹言ず丸i工、イノサ

子グ一以づい二対 L ご丘、をも J ご h:-~fF L ~ければ心:ら J土い、〆いったすJI誌

は未だなか J 、たとし aえよう υ その、タァホ苧'1'をyi縫;二、 19泌 ij一(::U

引!日 ~i .i 2 行 2，~ヨの同審議会勺部ど収づい規制r/，在 iノ-;;ド川 l .J)に J3" 通

て、イン什イダー取引規詰tのtri) )Jが門び;謀議され、そこでは、未法|坊

止f4cij;1ーの忠清 J討会計 五土事~J.d 1 ~ ¥>;' 叶零封L 盆吊刑判!斗:;:，ヂ H イ←ーズ

な

c'，オールおよび'JIIJ下r請の桧備が重県ぷ)iふさ札だが、法省略ftt1J'-1--qJ Jミ:均的

として光i追わされたとc そして、 20以ω(り)辻4午の i法去己改文正 l子凶土川f村川川、，(可l じLω、，叶r;μお旬り出~~

三引}に上?り札)入、 :潔束措彼主金h臼イ;1，皮古が、1等豆人さオれl丈た，ものU引)、 民 'rl:規!t!](/)整備は依渋と

しぐ進展のないままごある

第一款 民事規制について

イン吋イダ一次:7:ニ対する規制につい、、刑事荒制より民事規制jが否守

備されるべ主であるこの LY長は1x京からなされて戸た3コまた、 H，t.~-:U需

'/、出14考証券局年平日第1':山 i，19i即日同っ

2資平市場研予c会糊 l内部主 l:\{.ヮ|のH，:苛|♂>(I~ :)ゾJにつtl'C - j!JL f:llY.づi審μ正会

報宮 cJI ¥資メヰ市場イ'Jt究会、 1985)L'---li.ft' 

2鈴木/(r雄 川]ふ;一郎『託忘れ~! liK~ ¥右tU羽、新版、 合制!55.3Bは、 l内部

守取引に明白に応合ずノかような刑剖!，~;:::にイ'1 ::勢えωことは、これまた J丈母が

~離であろう n むしら、|勺刊:ι取引による民主上り~Hてm員五11に除iす必規定

Il:i当日CC';;2S;:;2宅



イン A-，{ダ-B)C'JIi主il，iJに隠すゐ研究(4・tl

i司前三之におし「ご、被害者慌のJ.L..c長7/")1 倒的iこ不利なことも、 υfL(J指

1i2j 21，してきた↑ロ

IU インー庁イダー取ヲ|に士jして、そもそも損害ftf償お求株が認められ

るか白か、また、 Jti害賠償責i二の込}えが実際〈にも 11)自きであるか色、かにつ

し「く、 常:~-t王子リ ζ 子(J:iて論 7ゲM￥している υ

山7tBU長、はま f、 汗'1鵠胤;t(主役言者りえ済を考えていない l と批判 L

た iで、もし、 般投資家が「事情を知っ七いればJP.ヲiチしなかコた、

少なくレもその{止惰では以づ 1 しなかったはずの役資事 ~J ，インサイグー

取引v)l!!i'士者というべきであろう J"とし、 f皮り(<'〆持イグ取引ιJるうi

-判を指 j 謹(j-i-;;lこその私I大上の救i舟をt泌める f 、きごとは当タたな三とで

ある」こ主張子之また、従-~ír がら、J:1規JE58条違反にぷる相壬賠償義

務につν 亡、立法によるl円l産化の必号室性が強出されてきており色、 ':)j喜:'

者はその利?与を保持でき、↑円人:=-ML、も〔主選義務を負つことがなし

恥こなることは、やはりち'当ではなく、 。約六Pの賠償を請止することが

を絵1~iid一、さ?あろ).1シ jーる{

ぺ河本山大武きさ南 '-ôi1 必取引法読本「州安問、 ;5i~ i版、 200，::)360 RはJ以

ト r，-1ン，)イタ 取引に Jゐ十日宇女'ヂを;H1す 筆者nち にtt~~， イン!アイダー

取引による民事法トの出円強償責fh:院司る特別の規定t){~1:~ jられ亡ぃtd-.'Iミ/じ

め，そのR!#1<1)立作については， I¥';f)、の阪目に別 ij，t走J言切で取リc)相J

手σ)古文忘・;斗うこ 棋再および;ず!の宵の凶呆院係のイナ仕とcどを主張・立証 tる

こと fJ、，i':?どであると i科され， 、lj~j二両めてメ、慌であると料、われる j とすゐ z

他方、 '1刊']"1制裁、だけではなしに 出再胎償日制主主IJ'J効果を利nするごとが

豆出:ではなL功、そ0)改再;立と与な η ているかJ I竹内町犬 lイJ 什イダ一以

ヲl辺市1)のLi)万 そのtじこJU'J再治討 」シ 'iノ、ト 96，)号 (1090)42頁jレ、

己券取ヨ~'f宗宗宗 ιつ「;人j 鳩町取引の規制のさ:)--0つこついて1 レ注ずる幸三巴手?に対

守る批判;もあゐご

) ~1邑 Fヨ節 l 勺:--. -1J -Iグ 取引民，J 乙ュ lj ス↑ 948~} (19町内 El8fL.

。主主刀・ IIIJ拘;十 (乃 J1 Sぷ豆町

託谷桁了「証券取引u、万現状レ認垣 内部音取ヲ万規制iを，1'，::、:::..， -;: -----------~ 

:';Ri宇崎将叫壱7号(199ワ) 46民っ

文竹内'1円安 1--1社自;者収月剖糸研究11巻(1975; 1-'1G良一

I'J，方、ドリ宗規制との関係;っしと、 I--:f:j，、思t(宗市:JZえと)11)苧制裁会併!うすべえ

戸!与える(i"'rIノヒ・ l叫十回i:J-: (1.)パ8伝 j としている J

北詰ωU' :l~n327 l6] 
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できるものとするのが妥当であろフ 10ともいわれているハ

これに対して、台布以、 l そもそも、インサイダ ば;]I (止個々 のす立

(，.:~，;-l~ 土日午写キ iナ去ると'v ' ;{るとあろうかJ インす/ダー;止、 政投

とInH十l証券会社を:さとマー、与該はよの完り買vミをF丈するcしかし、

J ン斗イダーが当日主株式を冗t1したからといって i自ちに当日支枚の恒格プメ

変動するものでばないロ当該恥'j[から手定期主i 当日究外え徐行

会;i;J(ij三要す主主が公表されたことじよコて初めて i該株irt:i('ま之、激vpyfi:政

dるものである しえがって、 1~:仙の変動の要問 f上、イ/.J}イグ取引

巨体にあるのではなし月l~ 公的には叶認株式発行会社における平~~::雫実

の告叩にあり、号見 l主的久的;こはrtJ:，~jでのその|訓示にある二との 7;tJJ読

書共有する必要があ。 1，:として、株{111' の主主 0jJ宗国と:史的時~，うの観点、か

ら、一般技資者の照合とインサイターの取引行為 1の長!;iの肉史:同係を心、

している。このM宵<1:，工、司添市場乞い与i:;い範図に存有する 般投資

者を念頭!こ白いた凡併であリ、イン庁イグ と反対側の取引恒子という

直哉な関係かr>草fiふれた結論でほととし』と目、われる{ インザイゲーが守午前

に禄仙の交動的自t凶をtli)、それを反対制の取引相うに秘 L-:."、その株

何の変動をやIJ!IJする水質 1';-目先川椋 r 利仰の引自)からすれば、反対ヲ"の紋

引将手においと したまと宍1Fi:tしくイン什 Jダーの11)(~ 1行為によりも

た Lっさ gたものである J いミベきごあろう c インサ f ゲ~Jf{gl q-i~~一戸市

l品l Y L、うブイノレタ をご草つれ 、J口合との凶波探係刀{p-i召される

T輩出!よなしaように思われる c

牧万、ご 1，'¥がむけれはRな LJ との肉米関係「ρ(X:~/;λ カ k ら、イン

作イダード上る取3:がなければ、反対側の取引相手I:tii￥が)0:牛 Lな

かったとはしゐえなし 1 とし、小出1丁為に蕊づく，tli4 1'~- f計二の追求:上妥当では

なく、また、返ノンサイダ』には悩吋iク〉鴻ノトヲ主務が深さずしぐいないため、

明示しなかったことを浬南とする賠償お求は認め}バ!ないこする見解も

斗木正!I----.fF; 証券取引)9~ を通じと株丈を「車入した告かレコの jfJ土 i こだするインザ

イダ 取引を出す'"打古島乱高求かitJ~関係がないと L 亡烹j叩された事

例金融・ jl\~J '1'i判明902守(1992;49 日支 J

l 判1[ 11敏保 r~正午に犯罪と 1M:t;' 民民支 f~; ("~! J 判例J論5Lh-!;}• '1'1; T列JI，~持 1 以l:l

jj- (2003) Uiil頁

Il:i当日CC';;2日;:;2fi



イン A-，{ダ-B)C'JIi主il，iJに隠すゐ研究(4・tl

ある"については、確かに、 lぇ対側の収づ l本111にLてみれば、 t:-0") 

取引干B;が Jン子イゲ であるか、また1:11の 般投資者であるかによっ

、阪る「掠失」はF4:わ!"ないかもじれないJ じかし、後23の場fTは善

意であるの仁対 L、r;I]者の:l;;;j{'iは悪意であるコぷ右による Cj買っ、 !j: ;苛

行為上当然に伴う ljスクであり、 C己宣伝の九二立が及ぶ沼J'!(であるのに

対仁、前背による')同氏立 と立、j ! の慢1¥'r:によりもたらされた

結果であ日、千めハンデ 1がつけられた政;1:グ)Jうなもれであるぐした

がって、)メJt1!! の J1i引 ~In としては、 Jz:t?;-r:対しては対iiLできないもの

の、前背にみlしては刈ばできるはずであるこちえんれるに三lについて l人

は本の現行i去で;ム泌示義務がAされているわけではなく J取引するな J

とtlう禁止ない L不作為義将の立が認されている したがって、慌示し

なか Jえことのみを矧LLrに、法治詰>kが認められ4いとする議論は、

白Iちとあるように ~r ，;;.:t 了られる もちろん、以iit(lJな観点かり、未公開

清械を右している fシ庁イヂャ:こ荊示義務があるか吉子治 iの議論jJ立義が

あろう}しかL、JfU]イシザイグー攻守 1規制におν、てほ、 f:z.gの

{うιある立小作為的支似のみが規定されどお:/)、情字誌の!井j;jミ技務が期

されていなしことに利七、する必裂があろう c

万、ねJf時i佐治求権の現実的行使の"1能性キ疑1' :1十見 F る ~-t:. f惇も有力

であるつ例え if、「主lが取引I去は砕かl、fミポ安↑千キ追及しにく， 'よろな

規定をおいていますけれども、 これを波えとも今のヨ本の之上会主:，，[のも

と二いは有効仁淀われないのではなしゅ、 112なとと 1~1ti 与れているl:.\

12J このように、日本で{立、 インサイダー取引!の民半貞れに悶ずゐ

いまだ煮詰められておらず、 nぇ吉:を被ったrx:片側:0)攻3)村l子が

'rW宮F F;~tJ長五百 ;R~主を有するか汗か:ニ現しですら、定;見に至っていない}

ιっとも、1¥;事誕il;:Jの機能については、 イ/汁イグレ取日 IJ，~定が f与へ

11 '-I J;兵 1" -( >.i-，トfタ :hx.'JIM巾のあり )JについてJ 私法的号 t山山7J引日

頁l

e鉛たi'rだほか， I太古f1'}，.lI'{ヮ1，去の訳出[庖法公 1..1;:;官半法務併や円行7号 (1063)

24頁「鈴本竹地売言L
lヌさら l、東jf1f忍-，，;会主 r去、剖;絹「イザノサ fグ 以ワ|規::;:];'jイドラ A >.日立

.:;Jυ、務研冗72、冷却) 3~j4 ，，-:~8G頁

二日社以)(l':l:?:J) 32三 l只1
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される以前にも、肯定 :I¥Jな立見がはよ】れた。すなわち、 l 会社機密閉 :j-

者。〕送法な ;'iF券淑引によ 2 て被害をこうむった投資者が、三日誌機'æ~ 現与

者 lこ士J:~て掠害[j守T良日告求会すること会認めることは、その投資tの利益

。コ晴保0)丈めじ必安であるのみなりず、会社機'&0)1長1;子者。)機也、島千Rを

利m しての木正な主主~~Tx引を抑 [1 -)るためにも太き主玄味を有する"

とσ)mt高がすでにされ Cぃ/ニコ

土手右と L 亡~;:、 インーf~ イグー取写|を行う苫は、 インチキとわがコご

いる賭博 、や のJ¥.-:-:-TJ乏 'J!交わらない方法で、「一被投資家の宗

羽の上に.守利子的行為に;tっていること←ら、その被:ヰ千干に，iJして、

お何回償責イ1を負うのは当然の三とであると lllわれる c tに事救i占の苦!奇

から、アメリカiての:ti場l戸，13ける詐欺理誌の導入も旧え h れている 'Iil')人

世主ごく〆も、 C1) よ t]t~保有正行為等による賠償費11::金融問 ;1:1 ，~:J>'i [U ム引がと!日]

様。〉割札どや、さらには、必アメ.)九liJ、のように同時取引説をJl!日した規

定の設出ーを検討するよヲなど、早急にインザイゲ 取iJr に対すゐ~-rtィ賠償

責任を明石生イヒ-rることが望まわよろ、

第二款行政続制について

1-; 伸~~~寺山 21~ 会十 f: t;k: ，;寺院1 1チ在的討 f:，I~/" づ|しつ組 '~H (3ノ tCJ;?法雑誌f宝石日号

~H)(出 {i6ト出コ賀、 l円前『rE券取引規制的研究 r有三刻、 19(-;ぷノ 161頁

J 竹九 r，:!i場ιム〔品} 13GB 

，能 111i市 川市青取ヨの効果に司 J一山立v、 ~~2つ考察 J 1 柳克31~ほか 企業(1)、

のi1lt手0'----------}....;~品位 nr;9，;止古稀記念 J r有玄関、:8(7)行98聞に

l 龍上己主i;-::J:llnn<;な内部者i1づ!の土日市'，-;ジュリス 1.8E'号、198ぷ 39同乙

川市場におけξ}ゴト欺珂誌のと人につ'v-'-C，¥i:d¥右1んは 「土手(:"(土，アメ;7J a 
;r，河において~;flされ「いるす B場に汁する計百太の週14171は わが司にお tγ

るいi却す?取引の民iH救凶に話、しても 月ぜ、 ι れるべきで去るム)~i'汗宇\) J 並

ぺ札夫 l内部話取叶の11)i究- I志願義塾大〆千法上子叫究官FJ、!こり0) E.1只1とも{

"0 章人に2めたハこ i:;:、l子のF〈に?金引されなけれ:J士らな¥，'ここはお Iに，

わが1'1仁おける記浩、了打坊が果た て効球的な古均てあると百¥.1寺るかどうかと

L 、う問返どす;~') 2 にす ~m場(立すする五千炊の;~~ie ~ 0)適用地珂の問題である同

町j とする松司訳思も j;f不 L亡、必{

10もっとも、上 真 1---1サイダー 111'i1規制のあり ljについて 1弘法的号

l斗川竹 246頁lよ、 ごのような隠1::1:-!ti問祝しているコ

II:i当日!)C -324) :;2~ 
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111 行政 ~g;?l 聞につし「ご、託収支に 4 る甚ノJ件、逆誌があるが、それら

はあくまでも行政処分であづ、行政相殺や行孜~として捉えることはで

♂な， ' 

イシ什イダー与~ij: ' 対し、 非I川H町d よ半}品必佐F酌〈ヲJ主な、三手子↓段}Z:(にヂ主る判止Jはzカか、ねマf一刀か、勺提
ドザIl=Ii~ れ

悲郁1主日寺こ する l行ま政支 1上一の;冶古f皆雪 lと1仁〆て、 μ諜梨f彼長f念佐守叩剖d山;!佼芝刀がミ!チ人さ2札Lとコ

l日) 認?投余前去を行は規ifllのツー凡とし七用いるためじl土、句読徴金

を訂正正司として位置'-j(，人。ぷ徴企を 定桂皮増額する必きまがめると X'

ぇι:;(-lる O)~こっし、 ~l :'~:;:、 jJHi該iH& 1J)帝 11 斤刀工:t't本:10に 不法判符

の吐き h-'IL J にぷめられてuるため、ィ、}主事F~;'it1 J'}， fに剥Jイ少ずる三とが

できないことにな勺 ι 非:i:I十時 íis ぞ引か一工るためには I~'I;J と L ての位置

フけが必きを小川うこであろう 2\ 〈とについ-;'"よ、 Zヒ苦手~f づ l における北淡金

神山民拙; イ/サイタ J[Z ~ Iと経済I):;U、 元山大午、J、中台雑誌4'J在日 4 

'j- (1~)9L 12ft:正 イ J 吋イダーは、不公とな手段をmし斗て経済的手J)，'~か得

るこどを口ざすので、当該手IJdrri:プJ苦手宇わ1しゐこ彼の行為[よ災労lこ終わる、イン 7

イグ は、将(和j:当者の計¥1.:長けてt'る、利時必~I~の!手';:117)三程よされ、徹底さ

れ、そしてそのやj係!こプサス剖裁:，ごとして!i:1守される 疋のすご積を þt~f ここに

より L抑止効果が十分期待Tきる 従~，て、 lンサイザー取引には、まず!よ説

I;i令なリ民事lヰl政令ジ〕時十シクション争事人し、それぐも効耳'::::0{ないよっな坊jf?

に ~jH女王 J として]f-li~lj を考えるのがべ b ーである L 解 F る J とするの

ツl却は/れ勺抗j;H"とを"弓え1;;)~市計 F して、 )l;I:)忘↑'5 m;:土、「鉱山禁'.'去や証手取引

法会どで五ば:するJ、飯合は意味イi~，叫=あいまい?宵だも幽 『JJE丈め、、こにを

ヨ不ょ?ノ古に対する制裁手段」と!円落に[υ 出づけ、 H 急にt&，ft~すべ主だJ 百

ぷ粁ι計庁問、 20引イ1'-13，J J 2/j 1 :、点'1干山 ζ述べ、独占禁!日とおよび吉正Jバ1づ法l二

主行。み獄金常]，:.1につ w て、制裁の性11Lをr?丈ぜ{)へきであるシ淀川，'----( ¥，--，る

独占禁 IU去における課悦丸、:，IJ~走 l っし、て、古城誠は、「カルテルを事11:.'，る

ためのベづルフノをが d 制度にl女平する j晶子7には、ぷ1f~企を不当利下?の剥 1~"-r

r令と咋明つげるの会I'i'め、法1えの悪質特に心ピて、?ぷ在E全納骨公取委が裁量11'1

に決 J乙:r1.;::， 二とや認める必t:i'){あろう J (jfiJ境 ~h~ ， 独占禁 Ili去の見事故;?{祇 J~

及rl'1":J1:I:処分をめくも問題J ~ j、非のりろば民主主 5弓(ワ(j(Jl) i 0;頁 / J主べ、ま

た、合!I貴恥は、 'J].hω5府民合、子tl;事出ij;;~; J ぴ丁目古賠償では、注 ij，hJ.:~ に刈

するなfp11:. fiと， ，ごは小ナ)Jである 命マ、てで、 i'$'}マ行為:こ対寸る抑 L1.iを円め

るとめに、設'6.~ 全市ìl1Jア舟制裁令指 J;主 l二改めることを考ぇ ζみたいJ (余iI資l羽r-5:1; 

二日社以)(1-:l:?3) 32.'>， LwJ 
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び〉効占feについて、 利{刊の没1;)(だけでは、 IJれでも〉も〉というこどに

なり不 l 分である lυ こし亡、不法和Ul号領よ i) 百な課徴金が議される

べきことが下1:&2れており、また、 3.:i!.;，( fT為oji[J:;キ~'f渋令制度のj;

:10とするならば、京償金山性格を l主反手J為;一対する制裁であると 111主iか

ら認めん上で、 7県微金百:の設定:ニザ〉いては、半tj'所[ドJ 干:j 1-~-相当初をよ浪と

することなく涼1云行為を紅:JJCLへる;:立を定めるべ主であるとし 亡、

課技会の高額化と制武内位置づけの必妄牲が主張さr:ている J

北淡金 ~Il 度のり)IJ設的 'f:;'f: 1I<}(' r tこノい 1 、二位叫 r~- 土、 小当にi手た刊誌

を没双1るだけのノアの奇ilJt立を改め、米自のようじ制主主f売をよ十た!士、-罰

WIJ を強イむし;主反行為を減らしていく ðliい l 二 1から κ;j~~- :.ニ入..，たが、その

段、金融禅譲会ぃj邦のが町山J のy士有」作業部会i土、 lfeliのあt史 l土、 f守

業が主要事実を公表 Lた E のて~;日終値を1f;;1下(，-:小当利得を竹内しといる

が、導人から~ -f:)余の 4丈績で、達氏者;止平均して23俄全{{;J{(/) L {'音在i立の

利詩をf誌でお:)、 Fやり仁JJと批判ぎれていた，2可ごとから、 Iインザノダ

取引Jついては、算定:liよ準iibLtELてi主y丈者7J';実際;:持た利益を)又M，
[L)、卦['{j灯台間程肢の水不iこ引き上げる一方で、多〈の委員が主張

して ν 、た!lTH主的な治相は;.-J~送 J た J 日。

1 :-;1 他方、引拐、i~ìJ例 l 名声!三 Jf;~:;:Ij~ ~(Ì . . ~7'; ~';"のような事実ずは、従前

の烹徴金制l皮の「吐き出し」グ〉性主きからすれは¥ 注反主ご利益の帰属

主体が ;'I~ なり与るため、制徴金制}主によって州Jf正を吐き iじさせることも

あξ)"という問題があ)/たc しかし、 が l 言i:1均な

，Jl~了、 11 法定反に対すと課後会 I[リ半罰の制度 '1宣言h Di>:経済法プJ会寸 ;-'R22号

(2001) 2:-;頁】と _H;¥ているべ

1χ 森田中 ~;'; 1.(.t1~:J r法 1'.，)民事故流と仁て〉詩句~引，r{fC)主つり h 砲事ほ務

1736 号(よ:(j(J~! 21頁。

ヲ3 芳賀J1:1"証券取引法における認慌て'1;::::1j茂J !，(，] 111九デ:法字曾雑r;L35今 1号

f乙OS) ~1l日」

~á 円以祥叫*!Î F:~-. :!()U?年 G月10円、明干:1，

主主 iiャ問、 2007.11-，:2 J Jお11、六臥l摂却 flj 東庁、沼市刊c

h ム司 ~、一、fJ:; ~，，-j;よ I， ;j;;;

ゲ資料版閃~l去議決 i号 ~?U(叫) ~()行~フ07 民

山神J'散だほかj福j昔 新経済'1';法人円 (成丈，j士、出、)u8)ムむ頁{平山件nっ

UJ II:i当日CC';;22;:;22
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立味Ct¥.，;~'J寺つ 4 うになった場合、この間廷は解消されつるであろっ υ

というのも、行政司としての滋彼全は浸反1-[:/)のt手法i笠に若Eして認さ

れるため、 j主以者 lニa る不法手i九九?受」とレ 2 う観点や耳打、、 行為のよさ

法性の秤皮」 にじ心 ι た完投金の机二品、 f い~; I二寺えんも "J 合~ !_.~なるから

である d

第三款刑事規制について

Ili イン什イダ~一取ヲ行為に"lLて、 r-n司法学者の問でははるか以前

から従交の社券.!:1，{り :j'大の 紋 礼 定 t日!J;:I，jてらぽ 1-\~ 工前日記Si条 1-7:~) ;こよっ

てIIJ事J再発できるものと:(5'えられていたが、・ 殺規定的f聞の ιiが相す

ぎ」泊るため、厳密;こ組~rIfヒさ才L'Cいとよい F 不正以引行為 があった〆

しても、本~に，;1;づき処罰寸ることができなかったv その佼iJ、改正

て、刑事訟を中心とする胤定が108911'，4]-j 1 日に施行され、 f止Zたの学~~，

の主長兄、;、 1:こ法桂庁長がれわれた イン子イダ 取引iJ為にJ;Jし、多

椋な規杭万u、がありうる rTl:-l\情状の翠~-を問わず、ひたすら十日j 事ジ、の

2! 仲山紋utt'1本のi正券犯出 証券f:;Z引犯罪;の支守主ム tJ被 JJ ([:ム評論

ぷL、1999) r 1 ~立つ

日 J!í:藤う~ーゾJ λj ぷ若 Iなづ j 号~~~i:= 神崎守虫1:品i生 Ir'ðil 辛耳)( ~ [tt;大久 河本

一郊先生iζJg: fi~~念 』、凶亨1:1:、持研究会、 19Bィ-;)。ぉ烹[よ、 I たとよ機情 r_O)

制約から内部者~x0[ のっちイr11 制カのも(})だけ治 riち廷に刑事訴追されるに7ぎな

いエ L亡も、 jィ却すfが出手吉ijに処せられるこ>，ユ、[J，Jt-151i取引へのrI1止泊効呆

は大きし寸与えつれる c 投資家を紋済寸るために~##イ工を l日~~1じすべきではあ

るが。わがJi~1 ~( ば|切Eii者11'<:づiグ)違法性につ川との認識7)'¥"、まだ小十分じあるこ

とをちえれば、門部J号以づ|を事IJ;: するため(-~Tf;;百;事頁t汀任rをもず信松1すベ主 w とlは土「

定 rきな Uい、であろうe.刊事却剥l市制1:0の〉藍マ習否性乞日陪品えた「

n '1$1崎克r，';Iた01)-1'可取引の規制;こ関する井匝J去のtJJI;;J，ン 1.:)ス)，BID号(J関心

配州立、 I1>1)却制。)) i法 川部 {;-li'{引が三正予J:j\[~ :法王八条 l 涼/又~g る決法な

q-J' (品、品るとさ才ιる乞弐;よ、その規制j(:J:，取守川干による絹否佑償責イヱのぞ:及、

よ点ノ(f~iC) 半、7 てに基づく裁判所のと lif?す泣び刑事支 fl の ~Q/ふ?よってはう、

られ令。しがL、これらの方口、による規制カ号付士官者取引の祭ょこの土的(，-'，'て際!

有主力 t 機能ずω訪は多分に涜同である第 に、 f民需均，匂古{Lの阜及であωが、

ぺ部福山引がよ~~:i去であるとされる:晶子人以づれ !8lづ;:土、人法 i 為を即由に I!j

二日社以)(l':l:?J321 [J2j 
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土伎に持ち込み、 IjJp :1:の名の下てつ1[宇罰が弓什られとさえ}確かに、

lインサイタ 淑引を甲j事足市:1で対処していくか、行政規帝!ないし[(事

規出fl~ ~(， t，~-:z:~ して， 'くかは、当該同の久化、慣行、同民の怠~~'~竺ドよって

異なる!巴われる炉、 111界的;PはAょなくとも別主'fJ\.~よる対↓市 1;iiぎ---;-:i，1rlを守主

成しているといえ戸、日本も、{ン叶イダ JI"{引を悪として草jljする

ために、政l叶 l務管1Iも関係Jγ界も 体となって;取り 1ずく刑事¥'r:~去を

rm-7ヘ 1i~d: ;1:'わった Fl対 Lて損害担.，債や誌求する v とがでさゐ(見位、七r.:;ブし

た)しかし、内市託収づ iが.!Ç.く附加となる証 'f;~祝日 l所における，ji(づ: ~ .~-おいては、

人て~15青取引の取引柑子与を弓;:::'9るニユ l土谷易ごはなく、たま止ま取引の 1廿手

，ワプJ寸7定された場合:こも、その有がl人j日，15f~ 守口 l によってfd芦を京コたとしてで

のJ~害の賠償請J止を?ることはケとど苦えら [1 な:'-'"， W.-''-:こ、裁判l引の主il命令

であふか、裁判所iよ、 ~l;，:\のλ、安があ"、か(、公可及び投資(í-係議のため必

要かつ活斗iである Jレ認める 2きfょ、 た詰主ノ人~Gコ中古てじより、卜V吉E言，1:(づをな

L又はなでうレするすすに芹IL仁そのトJ'1，:)の禁止又(土停止を命tるこ〉がごき

る l剖収法 八〕条九ただ、ヲミl幣上;二、内部d取引かriわれようと 4るI去今

にごオ)を中古でに r~~苅 l しにその平 !1 σ、訪ぷ本市しず ιる F とは情ど考えられな

しr したがって、内部盆~'(うや行った åi土、活t書、 :I- ，jf干の，;(11 存操り返し-1'r')

危険があり、 Lたがぺて、そ (J)よ 1な者におじノごは、払lセrヲ亭l清がある場TT，t
~，J~ き、「戸 i 話不をするこ〉が寸きる\， (.つf門事(がと， ，れない~L'~ fi、裁判JUI-J)-j干11

;求は、ト';~Ijι 取引の士買収 Jこは役、 yたない。 お_.二、 71¥事責;'Tの:札止であゐつ仁

三券取引μ、l士、 司法王ヘ条に;王らえしたずfにJTLて、:i-lJμ、ににめる故も厳 1"t刊

誌歩科 与るものこして，>る L証JiKi長一九t条 iJ' ;， しう叶、託手取引法五

八主主 b土、 ~jT述の工う h 一、 般的、品主主的な丈己l-EJて干一時的ij小"耳'ZiJをそ三

'jてお li、 村井じ7守取引が|日j条に追fえ「るも乃〉しと犯罪を校成するか;っ、ミ

ピl立、 ':r1111i去、;ム-i'¥;とO')liJlJ.手で特に問t441とな;うる」以 のような理由で、 1)，

~E :-ti取引の民三IJ~':: "_) 1，ミ、 J止、わがLl、卜大去な制約がj!f，Y，i】イIイi しとおり、 ~i し

が有効γ1告白して v 、るとはいし叫し、 t)~iJll.(干ある とし、け12(7)実効 :~U: ついて長

!日jを主しつつも ノンサイダ取jjIが既j生(.:至 ，1均台におい亡、規制HfI;~ 

L 亡、?い宵賠償活求こf.~平uu裁を卒け、または、民間間の子乙合令乙いう )ú去

によるnr)f;t(J)設耐における本扶防11、とのこつのお法があるとしているこ

他方、詰阿節 I イン ;1 イグー取引の禁 II'. J 法手数日 ~:)9 うj- U弘治】 nn烹lよ、 lイ

ンザ f ダー取づ的規制:土、刑罰ヰ伴う士会11規定 形式的内部話引税制、;;--..iζIY

I、タλ防止仏制、乃 本建どで博成ーされる J Ic てv、るが、いわゆる c 三式泊!へ部

話の提出:1.とは何かを明言しなかコた J

山神 L~ . R守ゴ号 (29) 89---9C-~苦 J

UI ll:i当日CC';;2U;九日〕



イン A-，{ダ-B)C'JIi主il，iJに隠すゐ研究(4・tl

万る〉いつ方法、を112択した戸のである c Lか L右がら、〆〉叶イグー

取引を点 iln するにあと:)、 :1;1cIIの法!)tfl;ll 、ソレをま~，よく考えなくても

よいのだろうか、また、活直訴式がさ14:.主の t~ IJL;-\'{~ とし 当であコた1

としても、組段階にたいて、ふして将泣O<H もなお妥、与J士を維持するこ

2古ずできるのてーあろうかハ

1，2'， 1::--庁イタ 取引に対守る胤告!としと同部ょが保られたため、そ

のf去の古化論はひたすら法定刊を引き|げゐしかi立はなかったかし、

ニオu上京;えして何をもたら寸のだろうカ 忠うに、壬'jしは、 IfJ2i依存の

規慌を推し.Ìji めるだけであり、ハフンスを欠いた制主主H~系を凶た化する

二とにな打、強化策を諸 Fと"日夜があるときにも、}云定叩Jを|げるしか

11:，に)J策がないというスパイラル[陥るおそれがあると2与えりれる U

確かに、刑罰にはf止の胤市IJ手段を主かにトJ['Iるは嚇;NJ栄があり、それ

ゆえにこそ、ての実効性に大きな期ノ寺が寄せられて l、ξどしかしながら、

l刑罰Jは、問権の作用による此も峻厳な制裁であ〆こ l犯だけにも補充';-ょ1・

;取jfJ性のf五日ijl土怪力縫持される::-~ 7れl王争らない、ワルテγ ・ラチすのl皇

制:よ安易;こ姶-Z，jてられて:土ならな~ ，0)て";J?，るつまた、刑罰にだけ期待を

主主:せ、それが決どれにならなければ、 IよJ己)，:Jを引き上けるという中心ノ七、

換三 fれは、波耐の患者にj品市歪のいの薬キ投与7るようなやり方では、

必ずしも問f与す oほとの効票力、i号レコオJ，るとは加わなL~その k うな J~ノれ

や[よれ、 i重量な:f1~の l まか、理動療d-、やセラど などが台まれれ総合療

法のほうが、より泊引かっ効系的であろ λし

言語凶款 小括

このよろに見るならば、口 44lこおいては、インサイダ 11:(0をノ同制j-t

3コ伸 iム~ . F，:;雨ド 129! ~H 円戸

J'; 正券EZ引法研究会 lイ J 斗!iダー取引じ関する研究会[5・';'LJ.: iンベス

トメン卜41色':号け自問::;)民、 24民[神1'1寺弘山{j!']

ミ 長半;J 肝-1 9 ・ I1 ・長引集28巻。寺川:買、設~J~悶IJ 19i~ き (1971) 70頁、さえ判1

;Di-li'，j報(-);=;:;-0-( 974)つ頁、判例旬報7;=;7号iIり74)ぉ頁、判例ク「ムズコl合号(197;=;) 

17TRυ 

二日社以1(l -:Wl) 319 1141 
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るとめの設備さズした法、休干、{土ラ正式:完成されてし寸 ν、ように 11われる}そ

してこのことは、イシ庁イグー取引に士~tる下防体系もンいだ l 分に構築

九れていないここ売も ~6~~*~ ，ているム

第二節 望ましい制裁体系とは

~ÄJ の検討を Ft!- まえ、規制 J :'I~ および制支休fバム rt心 l'求人見守民有し

で;"， 1

第一款 規制目的の再考

インサイダー収sという不l.，;:経済行為から何を寸るべきか、その泊

予IJUi市に関する均台 n~ な議論 1 t、これまで必ずしも I になされてこな

かったっも九ろん、 ilr;法では f-~i~護法議の「兎1立による議論があるが、そこ

では投資者決議の視点が不 分マあ泊、保護法益論の畏需が")(冗的であ

る上己わなければならなし J イシ什イゲ-~!"Iに認する古l必，Wiむを検

討するにあたっては、 l'i:ii'となうたアメリプ";~J， におけるじ義百島を.J:~!; _鳴り

つつ、ヨ本法における規制ョ1"8ヨポ[を再考寸る必要があろう。

11:1述の古uく、 fメリカ次におげる fンサイダー;fK5)規制;(/)決玉虫~;;::、 i:云

統6的tコモン . 口一に1訟止ム、A仇泌7 刀がイ己Jあþ，る，~拡ιカか"(.にこ、 l υC:WC( 

L山:弓現m矧~ ， 1附守肝子ωJ汁J~; 苫、の 17しイ~:~を f示護オることに↑~f!が i泣かれたわけではな

いかも:，，:1しないが、"、 tc，hc s，，1Iυh川町ぐーの法」甲へと ii445じたここで、

それま >(iw:二子が負うべきとされてきた王計二 段斗iが完子仁転換され、ぷ

干の!米議:ニ必旨がえ主史主れたと JrE併できる。アメリ与 1去におけるイ/吋

イゲ、取'j[のJMti;ljヨ的の'1'には r--1'1:資手tの~*~き Jζ いった「個人一 しベ

ルに焦点在当てた十見出が/\きな九p 慌をI:~:[-めているのでゐる、

l ニグ)tリーIi!:，て 祢蛇史;郎 bコ~)、 rl，~川二In~ワ i を旨去がに干l;;j 5j去1，):'1 ア!日やも"

て杭Jみや行うこと、河j事罰そ背畏!こをぴ〉予》どをl'ることは、もとより重注であ

るものの、それの4 で(;;:投資者1tf牲に fサである hは三ぃLJ札ない何的克

刈: ι芥民Jとニ}I;1必弘「証券取引法巴(育村出抗、加06}つ21同)ζ 、j主主主的

伝1撃の Jく決をJ付l均1，'(いと〕

l~fiJ ll:i当日CC';;lS;:L8
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方、日-4，.:;'ょの場合、 イン什イダ l規制の導人に|緊して、アメリ

カの影響を受けてはいるものの、アメリカ:去のような きたわ

けでもなければ、 11¥1人 l レペ jレド?主点在当てた士見出iJ1:的論が浜関戸札

たわけでもないコ ?メ)力法に絡をと~_) 1~-_.}';} f) J 0)詐Z許可'~01法仁あノ j二 d史

資者保を、 GHQの引き-'c';'をきっかけに、 たきく後;11(:.世るような

法改:1すら行われた三 門でいえば、 fンザノタ 取引に対する胤嗣 :i，

JFlj ~í) の了'~ (11':::'，];(で登場した逗効性重侵〆勺}Jl，;之、処宣じすぎず、投J台苔 l判

人j ノ〉註?見主れ丈 JJ~犯ではなし〉終済犯罪ノメ最初IJ ('::危詐をゴえるのは依

人Jの午;Hたごあ i)、それじようて、マク u:'1'0に市場絞討がZされる、と

いうのが符済のメ刀ニスムである。 7 メリフ'Jj詰てでは、 l投資者 J および

位」の双)jが保二品の対象となってJ3り、 投資者」の保護においても、

有位争反-iEが多く n':J設される公と、公の市j抗マある「経済」に劣らない

ほどの法的決認がラえられている υ む、 円イ本、yリJ、の場台lじはr正:、 よ会P罰敢自如i

づ引|法の再日的な胤定において、それが掲げられているものの、値目]の立法政

策において、「投資きi京護」の観点が必よ しも!う子に強調さ h てこなかコ

たかしなカら、経済 1去の領域にわしても、 Ij、が保設する対象

に l 個人 を含ませることは不可欠であり、そうでなければ、 lLt泣き正Iと

し亡のノjイl 志義(止と、にあるのだろうかつ

H 木Uj規制 H 的誌の中で、「何人の iお安 l が必ずしも 'j子(，，~詰f高され

」こなかった嬰凶，~~. L"(、イン吋イゲー取引に対する ill;事規制のJ=!iJ河怖

が与えられよう， ずなわち、|主|穿UI:J罰杓:よ下汚機能に偏きしており、

必ずしも投資家の保護(披に背段i汗j とは結び..~)V ¥-といないのである

もコばら叩;~'土の独l~坊と L て論議されてきた保設iÄlu't論が、イン叶イ

ゲ ~:Ä5 ;の期告1;IJ flj論 2 いうより L\いコオか (;h才u工、認めて IjJ~ :~-t f~:; で

2 川崎点川; ~~t:'::J)(l収引の法→臼商事法持fりrJf，S-;、 1987; 7H'1は、 i勺いて、 占

~H ìJ、飢の行込き是 11，:のための託券取引，]、の大憾な i:~2: :-:-:_ ~立、 Ilr~ぷ 1 '八年の年券

取引伐の一部会改止する改作 l 向 ~*:I 八キ仁川 了LHi:人体一区 号/によって

行オ;;ILλ この改ifiよ、 投資者のむよ殺の制点からu 後退自白な1:'fえを右する

ものも:レ企くなカコ ltl〉γω

1イ也ん、 l ヴヲ部fP私づにはlRitu)彼'5:(:}がい争い (J!仁出会I男 72村正和止ニ黒川

悦111;l迂券取づ:i1、人門 :1吋'}'r-i1、:ii'H叶究会、納雨情2阪‘ 20(3) 2~:-;只、}としう

社会i;，-~， ~ìit トジ)原 l も寺三られる r

二日社以)U<l1i一)317 LJ6J 
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あり、もてJ とで~If長約 i こ凡 l由す必嬰があるように改われるべ

第二款制裁体系の理想

インヰ]イゲ ~TÄ i) ;をlfx1) メトく li 王 u~c_ して、アメリカ Jムお /./lt1

では、民事胤嗣・行政胤嗣・刑事胤耐の市'11ムf);系がY:!f-メおされてL、るのに

対 L、 I.j，訟では、主主~.(:-~仁は市宇規制のみであ ω 玩状は妄する仁、

jflJ -gíJの主を寸畠止と L たあまり、j:(事長制J~ 上び行政Jii却j 〆の連?需が涼

かになってしま Jているのである}そこで以下では、総台|冷な制裁体系

の Itj先行、およ U'~fJ同法における段階的，~~ill方式の辻本法への示|俊を探

ることに Lたいに

第 1買基本構造

'.1 i {重々の違反ヤ不法に斗ILT、 'íilj らかの規紙をもってí~する必要が

ある rき、必ずしも j白罰の方ν、をf!心、るJ'PIIIはないf 経済1日記に対 Lに、

I下段処罰を本主?とすミ )Ilitだげvにはなく、行政刑法的HU、による大京

投資京保護が必要であJlることは従来から七日長されており、イン Tイ

ダー取引に対する処罰!規ι導入の))，IIIJにも、 lir~ribl 裁の，土、

持 !j--{?;'~:z tj :の規制のfごめには、大きな期待をすることができない j日と合

銭がI~kj らされてい J二 U

初1"1の a あるし'1ユ収i担むイン 1+イダー取引い対?〆亡も、弄Il'nとい与 j、

るうのは、 ¥l.l'三政策|問題がある上う 1:克J乏けられる J その巡回

以、二五に灯、下の一点:こ集約 3れようハ務ーに、行為の貨の問題である

すなわち、インサイゲ 以G:(土本位以Jにi土、殺人や放火と異な打、せい

ぜい rレ )νlニ!えした投機的行為ドすぎない。亡のよ与な行為に刻しごも、

直ち:汗:JJ:njを科するのは果たして妥 11であろうか12主 に、直司式を )11

いる1円前的収拠の同窓である}つま 1)、i古罰示、がほ行jされたことを裏目

-~ _~i:木Fミ推 if-y改正ョ法 (:子二関門旬、 1976; 285fL 

コ神リ介在良1; 会計検;，可院与者の ~JI 券Jf7ヮ!の規制: ¥ ~) ) J 只有~}~~(;:-誌三民主主に思

6::'"12頁、同点jlJ三券取引規制の研究右手t刻、 lD(8) 15J頁

1"1 Il:i当日cC-<u日)九円
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ける l 分な]世論f'-rg恨:i1}-!/i';J、されておらず、中に当凶の方策シ〕て妥当で

あるとか、外 μ でも刑罰が tj荒であるとの理由で+~浬を兄出そうとし

ている。 号待のう皆」ともいうべき刑法:":J三， 'ζ、かかるi主用の (1i) ); 

!~果丈して女子ま L いものであろうか。主星組識をてい;!(f、干J)L;口10)、必るい

は妊彼なイ/サイダーJ附|行為:ニ;tJLC(土、ソフトな千丁ば規制を先行3

せ、情 bたが車大あるし hはJFL影響が大評な均台にi土、さらに、刑事脱却;を

もうて対心するヘという段暗号~~-0んだ形での「役柄え の規制続、圭

カ:明ましいであゥう

J 羽l1112主rIμ、0)守山j じi立、[司牧な考えがすでlコ六戸れとしる L

ヨメJi年 7n 2汁、 IS*;似合とm;事誌のどちらかに一本化すJ、さ」とするおJ奇
心tJ'~， 、改if 仁会主;-C' (正、 現行〉おり?行政処分':'，1'，、(n-~~償金J の措置iふ，f，

'jヲ五三lζか，'")-;i人品事本:ハいては，債不>，1"守に刈ナI227去を rJう I ::刀てきれ、

さらに、うと11取引委只会のさえんとして、以卜(?)ようにボされた。 r-1 ;a反

q J 為を ill立するという観点(~ムボIJti 罰が最も知県があるが弓訴抑怜・椅允性

1" ~l'!志してュ喧;*~寸ハ、きであるとミれてしるむ )J ヲ 1-r- 1T文討すJ、ーと i 土ヲ {j'z(¥1去

令|の規範の実ふj牲を硲f~.-tるえめ k ， \I弘、わゆるおさ長J、では ， J生y正行Jみがあ J

た場tfにf主主停 lヤ，免許取消Lの処分がなされ 7 また， <f) ォ~<-.})事業省‘和1人

をJ寸象こした行政法令にお"て小iIな利1与をJ3るここを口約と 1たi烹反行為に

討する境問では今不 lL~ 得た子]得):)トに全銭が徴収するJ4t問主によノて寸三!ぶJ

為防 I1がド(:られて ν、る(こう!.， t:ITlJ事罰・行政'fJJ1'i}それぞれの十設住の相違存附

まえず行政処分等に仁ててiJ、け的を達成守ること泣言、台きる均台には別手引を.tt1
弓トヲ 悪質・てま九など与索などと1-j政込うすだけれ正法kI的の達泌が;うすでない「具

Ô~には，更にWJ';i苅を利 ì_~ jE::/;iJ};;非釈も加えることにより，法行 :fjをよ土成1る

?とがマιヨごあると気れており W:がよ自の託、体系はごのような考え方を五、ノ¥と

している、 2 独与仇止法jft反行為l対 Lても，;tJL反行必ぬよこc::L' 円行政口 8';

を注成すζ ナめのii-J.fkHii苫，~: ~て;m故金があり，窓口 市 λなゴ~;*ぃ対してはy

史に刑事罰を干i寸こと Jーより?禁11規定(1)実'AJ)'I"Iを昨'C'f;-}' .6 -f-U\~: みとなっ〈い

る?このように日的主こ刑事罰lz， 方カ他方の1tわり iこなり作ると， 'うi三恨

のものではなL とちれていゐ したがって，行政処分と刑事罰の併斗l 之り

祭止対L定的実効性を伴似する体系が，違反行為をrむよとする F めJ 右効であると

(公正取引委長会勺虫占禁:大見ltrL ，;おする?旨i抗及[J-'Ij:と正取引委員会

計与え)j; ムUp://w怜 ¥'v.jr"，c.go.j p / kaisciLclム/町s"口lJdI) 1 ._-S tOされている。

段階会踏むべ主主について、 Lょτグ)見可与が見られるん神1111止措は、 f透明行

為に土JIj ては、干fョ詰 }j，/，Iトグ)揺らかい ;j ンクシヨシ子設によって刈込でさる場，~

二日社以)(l':l1:J)31三 11只1
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ここでいッ hf主規制と(土、 J，兄j丁の課長究会主制裁イじしたものを指す. 1; 

正文部と L て'J)課係主 iln 庄の1'1 併にコいて、ノißJ-1 Hf な市IJ，丸山を十:t~-) I秩序

もり、'2'1 イ、 J十手;1 1-'. 1 づ日[き山~せ之、ごとじ:~わって、 ることカ汁主

f (4 となり、ぞのチめ、千;勺ぴ)J主法性 I~ rc~! る許 ;111，として課すことがご

さる U 行政罰としての~*活空会最:J !-\tのソこ効 1"0 を~るには、告f11よ，\(.1'ドJj-再 1sn、古避

けられす、アメリカの取引所1云21A粂 LイJ サイタ 臥J)::対寸心川市刊設 ι

のよう;、不法利利害Hない '"I:lj遣された損害績の'5-íf:'i 績まで~-- ~ :さ げ

足、などといった方;正、が与えられ上う 一方、州事礼申!の発勤時販につ

いて、 111主iU、におけるJ卜!とヰ主治J:f{ [/:;--rj-イダ取引 Ij'Jfit何刊ぽ伐の索叶]

にかんがみ、芸人当た:)、インサイダ u 収)1の以づ績はfJUえばlOOO)J"円

寺脳えゐ上うな場台、子干しくは日 11の場ノ?なと存*Jx5!iさの J'イントとす

ること Jなどカf考えられようじ

12 j .'{c時のlリヰ;:):の劫i口n土、事前(:'，:'，1山γ りつつある f イン

庁ノデャ取引にご〉し εても、事前予防が'11J-(j3ごあろうかc 例え i工、行政的

な措置;:よる事前の|主 I! はとうであろうか~実問:ミ L:.土、内部苦 Y)(IJ Iが

:土、その hi去を採るべ支であ;、それっす宅効性がなし、j~占わに初めて刑罰をほ ν}

るべ与であると v 与、 JtiJU:O)討すA件、副長r:1問、ウルァマーワデオグ)1民日IJは、刑

法子こ淳では 般的:.~_ 7~\ ~f， :::. ;jしてき止。 とといrr詩4導入せるとしても、ス守干"

匂を利容 t;;::)t~めの諌徴金平氏 j:制裁金を叫入サ ft 、いきなり刑罰をも勺て

足立!壬「る」う品、立法恕授は rrlJ -:;;îE;~♂主義にも勺在がゐおそれかある， "村 敏

1，[ 11日本グバ券jlj辺 市l 券取づ 11_~出のだ怒と対策 {口本司前十i~ ， 1999;' 

12í 支!と述、之、 i古討)-~"フ制裁判、系ノi: r~倶" 11'11¥罰(J)前にワン クノション

会 i邑〈へきであるとも世唱してし!る しか L Ij司i去の工うな、買者がある j'~1暗か

ら ~E+江な関係」位 1肖ずるものであるか否かいつぜて、明うかではなかった 同

惨、芳賀良、、"刊罰(::~*1!i1: 止を;B:I続的に促えるこ c も可能 J げJl~宅良 1 ミ，1 お!ji(

づi口、におけるぷ償金需1山 l 問Llrった子μ?白神誌出巻 i芳 ¥'2uC:JJllO-fU む品

ると〕、それは、 IiljlJ~主的 15、煮を 1汁当持つ課徴金 i;; :j，1支ヰ設:人これで7去でな

い場十にのみ町三1，'士科すみ〈ていう制11迂札免許も つの返択技になり宇品 J(!W] iリ1])

E、独占禁Ili士の院出か記見切 'jてt'る

両省。〉王室j~:N につい七、今井組事l土、 l 効早川弔では行政投(}'-If-:J-*引設刀〉重

要むある， '今，IH:G'忍 'E1 における lま荷主 1ßljド l 円以存夫j判官 E'ド.:.(.以 ~:Iü~-1ß

~þ 十 日記第 日【ユ自主主事長九回 1中川事社半ニ術 Jす言者会有iP1主 (1β3 

171士、 2:)()4) lA4頁j い当7Eしてい'"

UJj I I:ì当日!)C';;14;:;~~
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行わズしようとする場合にこズしを事前に採知 Lてふじっ/τ11，.())訪求を1[1し立

てるここは殆と考えられないむとされている c アメ;)カおよび tl4ぐにお

いては、当初、ヰ月iJグ)仏 1-1..:1長自が問かれてt，¥. Jこが、その1宮、 i
J 
'u 

!;針転校をし、以後:11;J栽じ移らさるを得主力、りた J

第二項 「二重処罰J の問題

11¥ 「一段構え」のヨj裁砧造では、多くの事1':が行政均配の土俵で処

JW】じきると考えられるが、円本iJ、'C~，土、行政規嗣と :1'1 雫規fI;{ (i)f)l.;-nがい

わゆる I一重処罰 J にあたるのではな νユ治、という疑i叫があるっ行以罰ー

川罰!のfjjJ弔ドつ"，て、 ?メ"カiてでは、 定の範閥!大J 、憲性/戸認めら

れ1おり、中)T:;)-、も、立法者および学斉のよ〈品が待られている¥

;Ç~世えする独占f;:トィ1 上の認仮令制民を !，i.ふと、 E~-寺の判例 l れ京高;; v 
9 り ηl で:ム 1--ii~~徴主制 It にはカ Iレテ)~行為に対する 定のt;r:I:可J

果iJ言力H寸されているとし叶側面があ泊、それは社会的;:は 程の制裁と

ししの総社;をもっ己〆を汗定てきなしつ ;0が、耳じ事罰に飢えて、 I諜故金

を命ずるとしても、それが、ーさ処罰を禁 lとす心窓ンムニ九条に注

反することになるものでない '1 と判示きれている υ 月 :11 として、 10_~l:~;z

金l土、 カルテル，f--;あの反ぷl'会性なし叩反ょ亘溶性l二着 ;1L、これ;一けする

つilJ扶 Yして、!'i]事訴言汁手続きによッて科される!，IJ 事罰{_~ (;.t、その趣旨-

H的、主主主等を異にするものであ之，けとされているコ，ヘ件乃上告否判

決 i~ぶ1 1じ1c口)において、最司法:止、長記徴 :i~の"'f絡に認するめj;-ミ合

;駐けたが、カルテル1ft，! ついて、 !IJ-;↓言'Jがlil"，jl'c，、かつ、認f民金グ;納

付を命するこシ (J憲社込f)条:こu:"なしリする幻1RfJをノふして， 'る J三}この

8 川崎克却 11司記長取引の規制jに院する各凶法())動rE;lJ:"'_:J. ')ストSlD号 (19別)

SO-f司

)ぞれでオ1.~.ついて、第一市持団節第一款の 4:および第E京第四節ぴ，刃チ参 IJ立

さ才iだし、、

H' ~Jf刊タノムズ951 号 (1997) 1:ì6頁、判例11S報16ワ p~ (l柏引 1lJ5頁 j

11 H 掲~:t: (10，:.) 

l三前お (1ハ)乙

lヌ最吋集民1日(1号 C~)9g) 'j 問、 J&f!J巳Irl:やすよ1'1')(¥守 (，1¥夕日お) 0.、吋附タイ ム

二日社以)(1-313)31-'>， LcoJ 
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に、法人税制出止決定地(JFI寺前求事件 :，iu村川町 . .:;. . :1foi におい

て、 lこれし「イー徴収ど4"fi"'; 半;::n，: ることが申告納税を怠 Jたιのに

大J~ ~制裁的 E主義キムオることは育定じりないところであるが、

;九条のjN:;iZ!j:)司IJ~ij チる ~Îj金 y 追1l"i税とを併科?ることを禁止する主主hi を

f7むものでなし sと僻するのが相当である 11-1と〕、、 ~;fしていたと

ころである。このjVL i初予罰としごのj由利耳';'1l ;';~';'i:;:J、 ~6J 朱 l と刑罰とに

ての罰金(，: ~U 事訴罰、法j{;l 条、の併用ドっし、ても、最高裁漏出Fi'n9 心 J ，1 は、

i'f司'1苫はF1的、安打/えぴ実士)!の T，えをi(，(.こ L、必ずしもー者択ーの湾係

にあるものではな:制料を妨げないと肝ヲべきであ，ると判不してい

，ヲ
1._.-， 

も とよ打、土シス"7]¥ J、 低 Lう?I為[っき、多主の責任;rr及!Jミ

認められ Eいる c 例え (;.f、人を際JtLた均台、当扶公がらJiIJ事費，(-;'.も民

苧責任も?丁収責任も負わされる) 円オ司令、 U~:3日条にしても、!日IJ . (/) J[! ~Jf. 

にコき主ねて1'1)事 h乃責臼がj片jわれること してし hるにすぎ「、牙1)

争責任と他の責任の重俊氾及ふ禁Iiずる組円ごはないに完全量':)皮[紙

及的立 11，が認められるか芥かに7トかわらず、その決定プロセスが刑事T

続きによるものごなければ ll:J罰Jとは1.'えず、したが J て、 ll:J需とfJi

用 Lても‘いわゆる「 重処罰の全;hの席、引に反寸るごとにはならな

いと与えられる ♂ 主 処 出 性 子 ゐ 見 肝 心論拠i土、課後会かyド出jと

ある側IHiにおいて、!日]えば、制JJ3tゃ抑ι11;f;O)Hiて共通するれめ、，

れらを Hat:仁川jν、ることが I て危処罰的禁止 lの原則に反すると L-，うも

のどあるが、航。k去百にする平等体やそのj胞旨を峻5J:j~〆、それそれの規制i~

均 i泊戸するものであるか公かが長i誌の中心、となる、きドも刀、かわら

ず、主的事j誌であるとの:AJT的な共通1'"のみを校拠に、市1.哉として説

合していると Tるのは、なお W} ~l0であるよう らlLるコ

及川)1号 ; lU日9) lUB貝、宇IJI刈1，干減1(;(;2号 (1999)制五

1.' R集 L~巻 6 '069頁、最判恥1¥';31号.11部支、j;)('flj! ~í 吋報つ:1:) 号(lν !'i 8ì つ頁、

判例時液ii1S号 (1S臼 j ワ口問、/子，，1>王j害事情180号 (1S臼) ~66 Ft、語、務JJほ4

を 7U(ム~FiS 】当部同、税務訴沿資判2615- 1)古川)) :-;4ム :-l~2支し

l 可IJ采18.t1;S );-191 目、 i賢明j集問~Jl ~;【 19!Ì4 ，~ 37:3虫、双刊所持訪ね3足、19μj

1頁、判例タイム ;{164号 (19S4)D7頁、こ11刊時報ミ7:)-0'(19削) 81頁

1211 ll:i当日CC';;12;:L2
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121 行政対:~&1;にノiノ乏の王f少を掠1J-1.:l.ることに問〕て、 IIIJ事税制のよう

に段fl;IJ(U:こ;'iF拠汲会ずることができないという r:dnもあろう"~ 7"れども、

行政子絞きの最人の特設は苛l半手続き a りfE守件に高んでいることであ

11、WJ弘子続きと InJ等なl唆厳さを要求 L、結蛍かっ大量の証拠を千台九三重

ねようとすれば、逆にその'N，'i't':''Fがtw:に帰してしま";ニとにもなりかね

ないc したが Jて、せいぜいルぃ"に反したVt機u0行為に F宍なしとも

いえるイン作イゲー取ヲli"tJして、まずj主市住の高い行伐規制寸ー坦↑とす

ることは、特設小的合がなしむしろ 定の合ニ千住をれ

も-'-)とも、千7政指Jj!(の守入については、慎重 もあるハすなわち、

'lJ政的制裁が、刊誌と同様に、 I与に ζつてはJIJ 、J交言)苫の権

手liや千lぷ:こ影響を及ぼ jものであるにもかかわらす、訂正弘法的適正作左

がJU ヲヰ ;:j:n~ :ì l~正手続より って~_ i '-'、のであれば、
ーマ

れに凶IJG1ていなけオt:よならなし'"，そのことをt友きに[ての行政的知裁

への安弘公官、イ{(土危険ごある」行というのである}ももろん、筆者 52採

用ヲる行政規制論も、 そう '"Tη古危険f性王を若)過昂し

L孜et!的孔刊1制i裁点を:史貯vすf場持今}こも、 比例惜の原則J: こ rtづいた厳格な ~1~朗 )IJ が

なされ亡、そ、その期待された伊J:j機能を党謝しうるものと考えてνミるロ

第三項民事規制との関係

11) 相主計者 μ対する訟'[*;-11]11長の斗柁件について;止、気合平没収の治用

仁上コごぞれを実現しようという提ι1さもなされている];' L小しながら、

川宇T絞さによ ，'j ι三国平に帰 i{I~ した 被害額 l を如何なるJf:l論 i こ 1~づ

戸、 g人 I紅可苫j に附i分 J うるだろうか、なと (1)砕.'汁がす長されていゐ c

本杭{土、そうした1イ1の法/手J;xじまたがるJ:.:)な慣附的な考え l

1j孜井i;[i':jお上ひ刑事同世j〆パラレルに、めくまでもそれ日体として生1:す

した民事却制の在ト I 方を模突するものてある}

l!i中 111州 ほか縞宮古干ィ済市lJi一七人!日1~成主午、第:3 11:及、 2り()l) .)侃見「蒲~~:.

肯一J。
1 高橋日G);. i被宵 ~J)}H J'{:fJ1ê宵 J);:--ilf主LI:/ ;L')スト 116::1 号 (J 9~JU) 18~) 

二日社以)(l <11.:.) 311 L"21 
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そもそも、損害賠償釘求権の行使は基本的に当事者仙人の窓思に委ね

られており、ド|ぷがそれを強制することはできない。しかも、インサイ

ダ 取引に対する民事規制の手段としての損害賠償苅求は、現行法の下

では、とりわけ実現が困難な状況にある cすなわち、すでに見たように、

!阜、井崎T背・投資背、の相jの損害の存在・立証平、それとインサイダー取

引との同果関係のす証において、とりわけ大きな慨がすちはだかってい

る。夜、人に紹害賠償詰求の手続きを踏ませるためには、それを克服「る

だけのイシセンテイブが必要であろう。そしてそのためには、 -~íiJ主のよ

うに、相場抹縦と同様の賠償責任規定干、 (2)同時取引説に依拠した規

定の設置が寸;-IIJ欠である。

!21 以上のような形で、民宅規制の可能性がよ見実的になってはじめて、

他の制裁システムとの十目瓦関係が問題となりうるであろう c

この場合、必インサイダー取引行為の違法性ないし情状が比較的半世微

な場合には、「行政胤出1+民事胤出JJといった対応、で済むことになろうし、

③それが重大な場台には、「千丁政規制+IIU事規制+民雫規制」といった

対応になるであろう。

もちろん、 r(1 J此規制刊リキ規制iという)一段構えJ + C民事規制」の制裁

体系の巾では、県市計上当然のことながら、民事規制が必ずしも最後に位

置づけられているわけではないじとはいえ、実際上は、行政調企や捜査

といった公権力の行使によって事什が明るみに山ることが柏どで、被千守

者が先んじて)J日岩者を発見して起訴することが難しく、民事撮害賠償訴

訟が行政規制ないし刑事規制の後に提起されることが多いのであろう。

第六章おわりに

インサイダー取引を規制することに積極的なアメリカと比べれば、刊

本の場合はそれほどではなかった。 tJ<市IJ十ること白体に、消極性すら見

られる υ 一方、巾国法の場合、立法の完成皮は必ずしも高くはないもの

の、制裁体系の凶では、 H本法より多くの胤市IJ')ールが整備されている。

本研究では、円本法における直罰式に偏ったインサイダー取引規制の

在 1)h に対する疑問から出発して、 1~)討を進めてきた。tI本法では、当

初、不公正取引に刻する包折的・抽象的規定しか持たず、内外情勢の要

[23J 北法制1(J' 3101 310 
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訂によって、インサイダー取引の処罰化が図られてきたという経緯があ

る。 H本の現在のインサイダー取引tJi.市IJの在り hが、グローハル化した

証券取引dJ場においてなお維持Lうるものなのか、国際的に協調ロJ自主な

規制lンステムとなり得ているか、が問題であった。このような疑問に対

する解決の試みとして、多層的な規制の在り方とそれらの相互関係を検

;Nしてきた。

ただし、アメリカ訟について、本稿では判例理論の分析にA，占を置い

たため、学説の検討はなお不十分である n また、インサイダー取引罪は

般に形式犯ないし抽象的危険犯であるとされているが、これを侵害犯

として解する余地はないのか、さらには、未遂段階での市場にもたらす

彪響、例えば、大口の売り iJ主や日いi:i主に釣られて変助する株価干、

その林仙を~~'HH してむわれた取引における 般投資者の利訴の得喪につ

いて、具体的にどのように理解するべきか、などといった問題は、本罪

の罪貨のi申併や立法の在 1)方を考える卜で重要な論点と考えられるが、

本杭では検討することができなかったU これらの点については、今後の

研冗謀題にしたいっ

参考資料

ーアメリカ法

証券法 (1933)

Section 17 --Fraudulent Interstate Transactions 

a， Use 01 interstate commerce lor purpose 01 Iraud or deceit 

ItぉhallbεunLnvful fOl" any pel"SOn in thε()ffer or sale ()f孔nv
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2. lo oblain Illonヒyor properly by' meanぉ o[anv unlrue 
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slatcmcnl 01 a matcrial I3d or 3n、omission10 slalc a malc 

rial fact necどおおaryin order to m凡kethど おtatementsmade. in 

light 01 thc circull1stanccs unclcr ¥'，ihich thcy ¥vcrc madc， no1 

misle以 ling;川

:5. Lo cngagc in any transaction， practicc， or coursc 01 busincss 

¥vhich operates or ivollld op尽r孔t巳孔safraudord尽ceitupon 

lhe purchasel 

b. Use 01 interstate commerce for purpose 01 offering for sale 

lL 5ha11 be unlawIul Ior an、person.by lhe use 01 any' means or in 

日trum巳日t日 oftra日sportationor communi仁ationln interstate com 

merce or by lhe use 01 lhe mails， 10 publish，民ivepublicily' lo， or 

circulate any 日otJc札 circu¥ar.adv巳rtJsem即日t，newsp礼per，article. 

leUer， illveslmenl service， or communIcalIon ¥'ihich， lhough nol 

purporting to offcr a sccurity for sa1c， dcscribcs sllch sccurit、fOl

a consideration received or to be receivedιdirectl、orindirectlv. 

frol1l an issucr， undcrwritcr， or dca1cl、withoutfull、disclosingthc 

receipt， ¥vhether past or prospective， 01 such consideration and the 

3mount thcrcof 

c. Exemplions 01 seclion 3 nol applicable 10 Ihis seclion 

Thc c文cmptionsprovic1cd in scction 3 sha11 not apply to thc pro 

VlslOnぉ 01thiおおection

d. Limitation 

Thど山IthOl'ityof theじom旧日日lOnun【l目 thi~も section ¥vith rどおpect

to sccurit、bascdswap agrccmcnts (as clcIinccl in scction 206B 01 

thε Cramm-L巳削孔ch-Blileヒ円可yAct [15 US占(じ:Se 78， n川t斗]Jshζ孔叫dlI兇 お引叩11

jcct to lhc γ cstrictions a 江cl lim旧itatio凹凹1口lS01 scc札lion21¥ (b) 

Section 24 一一 Penalties

[2ri] 

Aロyperson who ¥villflllly violateぉ anyof thεprovisions of thi~も title.

or thc rulcs ancl rcgulations proll1ulgatccl by thc Commission unclCl 

authority ther巳of，or any person ¥vho wil1fully. in a registration 

stalement Iiled under this liLle， makes any unlrue slalヒ江lent01 a 

北法制J(J日)おJ3附
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malcrial [act or omiLs lo slalc an、malcrial[act rCCjuircd to bc st3tcd 

th自 己111or 11t'Cどおい:tryto make the statements th巳H'l日 notmisleadi日立

5ha11 upon con、ictionbc Iincd llol 1110rc lhan事10，000or imprisoncd 

not lTIO了巳 thanfive vヒars.or both 

証券取引所法 (1934)

Section 15 --Registration and Regulation 01 Brokers and Dealers 

d. Filing 01 supplementary and periodic information 

Each issuer which has Iiled a regislralion slalemenl conlaining a11 

undertaking ¥vhich iヌorbecomes op巳rativeund引 thissubs尽CtlOl1

as in eHeCl prior lo Au民usl20，1964， and each issuer ¥'ihich 5ha11 

a fte r sリchdate file孔 registrationstatement ¥vhich has become 

eHecli、epursuanl lo lhe Securilies Act 01 1933， as amellded， 5ha11 

filc with thc Commission， in accord日ncc¥'iith 5uch rulcs and rcg 

ulations as the Commiおおlonmay preぉcribeas necessary or 

appropriatc in thc pllblic intcrcst or for thc protcctioll of invcs 

torsぉuchsupplementary and periodic inIormation， documents， 

and rcports as may bc rcqllircc1 pursl1ant to scctiOll 13 in rcspcct 

o[ a security re只isteredpursuant to section 12. The duty to Iile 

l1nc1cr this subscction s11a11 bc al1tomatically suspcndcd if and so 

long as an、issueoI securities oI such isぉueris registered pm 

suant to scction 12. Thc dlltv to filc undcr this subscction sha11 

also be alltomatica11y SIlSpピndedas to anv fiおじ孔1yヒaLoth目 than 

thc Iiscal ycar ¥vithin ¥vhich sllch rcgistration statcmcnt bccamc 

effective， if，日tthe beginning of 日I1chfiscal yヒ孔r，thピメヒclnitiesof 

cach class lo which lhc rcgistraLion statcmcnt rclatcs arc hcld o[ 

l巳cordby leおお thanthree hundr円 11W1引 ll1S.For the puq)Oお巳sof 

this subscction. thc tcnn "class" sha11 bc construcd to includc a11 

閉 じuntJ出 ()fan i山 uer¥vhich are of叩 bstantial1vsimilm' char山町了

ancl thc hol(lc1's o[ ¥vhich cnjoy substantiall、similarrights and 

privileg尽s.The Commissio日 may，for the purpose of this sリbsec

tion， deIille by' rules and re只ulaLionslhゼ lerm“heldo[ 日 cord"as 

北法以)11玖)7)307 [26] 
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iL clccms ncccssary 01" appropriaLc in lhc public inLcrcsL or Ior thc 

protヒction()f inveぉtOlメ 1日 orderto prevヒロtcircum"¥rention of the 

pro、isions01 lhis subsccLiOll. ¥l"othing in this subscction shall ap 

ply to 日Clll"iti出目slledby a foreign伊川 町日田町北川 political叩 bdi

vision thcrc01 

郵便詐欺法

Section 1341 --Frauds and Swindles 

Wh閃 ver.havit明白川町dor inlending 10 devise ally 5ch目neor arll 

fice to defraud， or for obtaining money or property by m巳ansof false 

or IraudulellL prelenses， represenlations， or promises， or lo 5el1， dis 

pose of. loa日， excha日広e.alter， give <'livay， distribute，引lpply.or fut 

llish or procure 10r unla"vful use ally counterIeil or spuriouぉCOlll，

obligatioIl， sccurity、orothcr artic1c， 01日nythingrcprcscntcd to bc 

01' intimated or held out to be such counterfeit or spurious article， 

for thc purp仁川cof cxccuting such schcmc or artificc or attcmpting so 

to do， places in any post oHice or authorized depository 10r mail 

mattcr， any mattcr or thing ¥vhatcvcr to bc scnt or dclivcrcd by thc 

Postal Service. or takes or receives thereIr0111. an、suchmatter or 

thing， or knov.'ingly causcs to bc dclivcrcd by mail according to thc 

direction thereon， or at the place at which it is directed to be deli 

vcγcd by thc pcrson to ¥¥'h0111 it is addrcsscc1， any such mattcr or 

thing， shal1 IH' fined not mOIヒthan$1， U肌)m imp了l引)J1引Jnot more 

than Iiνc、cars，or bOlh 

通信詐欺法

Section 1443ー Fraudby Wire， Radio， or Television 

[27J 

¥Vhocvcr. havin克 clcviscdor intcnclin又toclc、iscany schcmc or ani 

fice to defraud， or f川(社ltainingl1H川町ror pn中日tyby means ()f fal問

or 1raudulcnt prctcnscs， rcprcscntations， or promiscs， transmits 01 

causes to b巳 transmittedbv m巳孔nsof ¥vire， radio， or television com 

munication in interstale or Ioreign commerce， an.y ¥'，TiLings， signs， 

北法制J(J日Hi)306 
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signals， picturcs， or sounds Ior thc purposc oI cλccutin又such

ぉchem巳 orartifice， shall be fined not m川ど than事1，00001'impriお

onccl not 1110rc lha11 Ii vc ycars， or both 

証券取引所法規則

Rule 10b5-1 --Trading“on lhe Basis 01" Malerial Nonpublic In-

formation in Insider Trading Cases 

a. Gれlcml.The "manipリlati市町 ancldeceptive devices" prohibited by 

Seclion 10 (b) 01 the AcL and Rllle ]Ob-5 lhereunder include， 

among other thin広5，the purchase or sale of孔 securityof any 

issuer， on lhe basis o[ material nonpublic information abOlll lhal 

日ecuritvor issリer，in breach of a duty of t1'U5t or confidence that 

is owed direclly'， indirecll、ordヒrivalively'，10 1hヒiSSllero[ lhal 

sccurity or thc sharcholdcrs of that issucr， or to any othcr pcrSOll 

、、110is the source o[ the material nonpublic information 

b. JJefinition of "on the basis of." Subjcct to thc affirmativc dcfcIlSCS in 

parag1'aph (c) o[ this section， a purchase or sale 01 a security o[ 

an Issucr IS“OIl thc basis of" matcrialnonpublic information about 

that ぉecurityor issuer iI the person making the pu1'chase or sale 

wa只川varcof thc matcrial nonpublic information whcn thc pcrson 

made the purchase 01' sale 

c. Affinnative def，円 ses

l 

i . Subjcct 1.0 paragraph (c) (1) (ii) 01 this scction， a pcrson's 

purch，同日 orsale is not "on thtぅbasisof" mate了ialllonpublic 

in[ormat.ion iI lhc pcrson makin只thcpurchasc or salc dc 

monstrates that 

A. Bdorc bccomin又aVl'arc01 thc inIormation， thc pcrson had 

1. Entelど【iinto a bindi日gcontract to purchaおど orぉel1the 

sccurity， 

2. Inst1'ucted anothe1' pe1'SO日 topurchase 01' sell the secur 

j(、 [orlhe inslrucling person's account， or 

北法以)11玖):J)30日 [28] 
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B. Thど contract.lllst了Ilction，or plan desc了ibedin paragraph 

(c) (1) ( i ) (A) ollhis Scclion 

1. Specified thピ孔mOllntof sどじIllitlどお tobe plll"chased or 

solcl and thc pricc at ¥'I'hich 3nd thc clatc on ¥vhich lhc 

secunt町 SiV引巳 tobe purchasecl 01' sold ; 

2. lncl uded a、、 riLLenIormula or algorilhm， or compuler 

program. for determi日ingthe amount of s巳curities to be 

purchased or sold and lhe price al ¥vhich and lhe dale 011 

which the securities were to be purchasecl or sold ; 01 

3. Did noL permit lhe person Lo exercise any subsequelll in 

f1 uence 0市erhow， ivhen， 01' whether to effect purchases 

or saleぉ provided，in addilion， 1ha1 any oLher person 

who、pursuantto thc contrロct，instruction， or plan、did

exercise such influence muぉtnot have been a¥vare oI the 

matcrial nonpublic information ¥vhcn doing so anc1 

C. The purchase or sale that occurred was pursuant to the 

contrロct，instructio口， or plan. i¥ pu rchロscor salc is not 

“pUlおuanttoacυntract，instruction， or p1an" if， a立lOng

othcr things， thc pcrson who cntcrcd into thc contract、111

struction， or plan altered or deviated [r0111 the contract， in 

struction， or plan to purchasc or scll sccuritics (whcthcl 

by cha【19ingth巳孔111ollnt，pnc札川tJ1111【19of the purchasと O了

salc) ， or cntcrccl into or altcrcd a corrcspo吋 1叩 orhcdg 

lllgt了anぉactlOnor poおitionv-，'ith respヒctto thoおどおどcllntJes

11. Para日 aph(c) (1) (i ) o[ this scction is applicablc on1)' 

、、 hεnthtうcont了act.lnぉtnlction，or plan to Pllrchaメヒ orsell 

sccurit.ics ¥vas givcn or cnt.crccl into in good [aiLh and not. as 

part of a plan or scheme to evλdヒtheprohibitions of this 

scct.ion 

iii. This paragraph (c) (1) (山)defi町 scertain terms as used i日

paragraph (c) o[ this Secl山 1
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A. AlllOUnl. ".i'¥moullt" mcans cithcr a spcciIiccl llumbcγo[ 

share日 orothel日ecuritiesor a叫)日cifi引 1dolLn" value ()f 

sccunt1cs 

B. Pricr. ~Price" meanぉthemarket l)l"ice 011 a particular dλte 

or a limit pricc， or a parlicular dollar pricc 

C. JJαt('. "Date刊 means，in the ca明 ofa market ord巳了， the 5r冗

cific day o[ lhe }'ear 011 ¥'ihich lhe order i5 lo be execuLed 

(or as 500日 the re a ft巳ras i5 practicable under ordinary 

prillciples o[ besl execulio凶“Dale"mear民 inlhe case o[ 

a limit ord巳r，a day of the year on ¥¥'hich the limit order i5 

i11 [orce 

2. A p肝開nother than a natul川 per叩 na1so may demon日tratethat 

a purchase or sale o[ securiLies i5 nol "011 lhe basis oC malerial 

nonpublic information if thc pcrSOIl clcmonstratcs that 

i . The individualmaking the investment deciおionon behaH oI 

thc pcrson to purchasc or scll thc sccuritics was not a、.varc
01 the in1ormation; and 

ii. Thc pcrson hac1 implcrncntcd rcasonablc policics and pro 

じedures，taking into consideration the nature 01 the personお

busincss， to cnsurc that individuals making invcstrncnt dc 

cisions ¥vould not violate the laws prohibiting trading on the 

basis of matcγial nonpublic infor且la!Ion.Thcsc policics and 

proc巳【illreお m九yinclude those that rヒstl'ictany purch孔おど

salc， and causing any purchasc or salc 01 any sccurity as to 

v . .'hich the pnson haぉm凡te了I礼1nonpublic information， 0了

thosc that prcvcnt such indi、iduals1ro111 bccomin又awarcoI 

日lchinformation 

Rule lOb5-2 --Duties 01 Trust or Conlidence in Misappropr旧tion

Insider Trading Cases 

a. Scope 01 Rulc. Thisヌectionshal1 apply to any viol川ionof Section 

10 (b) oI the Act ancl Rule 10b-5 thereunder that is based on the 

北法以lU.;.W;;)3(氾 [30] 
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purchasc or salc o[ sccuritics on thc basis 0[， 01" thc communica 

tion ()f. m凡terialnonpublic inform坑 ionmisappropriated in br印 ch

o[ a dUly o[ trust or conIiclcncc 

b. Enu1nrrated "dutiesοI}-" tJ削 t仰 叩nfidence.-， For pllrposes ()f thiお閉じ

tiOll， a "duty o[ Lrust or conIidcllCCヲ Cλistsin thc follo¥ving CirCll日

日tances，among oth引ヌ

1. V、hene、era person agrees lo maintain inlormalion in conIi 

r1巳nce;

2. V、hene、erlhe person communicalillg lhe malerial nOllpublic in 

formation and the perso日 toWhOlll it is communic孔tedhave a 

hiぉlory，paUern， or praclice o[ sharin只conIidヒllCヒs.such lhal 

th巳 recipientof th巳 informatio日 knowsor reasonably should 

knO¥'i lhal lhe perSOIl communicaling lhe malerialnonpublic in 

forl1l叫ioncxpccts that thc rccipicnt ivill maintain its confidcIl 

tiality : or 

:3. v"¥.Thcncvcr a pcrson rcccivcs or obtains matcrial Ilonpublic in 

Iormation 11'om his 01' her spouse， pa1'ent， child， or sibling: pro 

vidcd， hov.'cvcr， that thc pcrson rccciving or obt日iningthc in 

Io1'mation may demonst1'ate that no duty 01 trust or conIidence 

C文istcd、rithrcsp印 tto thc information， by cstablishing thロthc 

or she neither knew nor reasonablv should have known that the 

pcrson who ¥vas thc sourcc of thc information cxpcctcd that thc 

per引 III¥vould keep the informatio日 co日fidential， because of the 

partics' histor、patlcrn，or practicc o[ sharing ancl mainlaining 

confidences， and b巳call日ethe了e¥vas no agrヒヒIIIヒntor un【ie了

standin只tomaintain thc conIiclcnliality oI thc in1ormation 

一中国法

内幕交易に関する改正刑法草案

[改正刑法草案第2稿]

[第|一章有価証券の管理を危害する罪]

]
 

1
 

3
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第 5条.内部苫または正当でない手段を用いて内部情報を取符したそ

の他の者は、内部枯報により証券を売買し、または証券と関係する内部

情報を漏洩し、若しくは他人に証券の取引を間Jめ、 ð~情が重大である場

合には、 3年以卜 0)イ1期懲役私しくは拘役に処し、また、制金を併科あ

るし、は申利すること均三日E、められる。

ちなみに、拘役とは、中川における刑事前の一極であり、ポに犯罪行

為が比較的粁い場合に適用されるもので、円本il、における禁凶や拘禁に

相当する c拘役の期間は、 1月以卜 6円以卜 J(刑法12条[折J役の期間l)

とし、数罪fjj科する場台においても、最長 l年を起えてはならないとさ

tれている C

[改正刑法草案第 3稿]

[第三章社会主義経済秩泌を破壊する罫]

$18条:(1)証み取引の内部情報を知る者、または不法に証採取引の内

部情報を取得した者は、祉券の発ifA;iしくは取引に同わり、または祉券

の取引価格に重大な影響を及ぼすその他の情報が公開される前に、、11該

祉券を買い付け若しくは売り付け、または当該情報を漏j山し、あるいは

他人に、11訟証券の取引を勧めた場合には、五年以卜の有問懲役者しくは

拘役に処し、ィ、法利得の 1倍以上日伯以下の罰金をi井手lし、または単科

する。 犯備が重大である場台には、 3年以上10年以|、の有期懲役に処し、

小法利得の 1仏以上品伯以下の罰金を併科する。

(2~:法人がlìíj項に違反した場台には、法人に対して不法利得の l 倍以上

日仏以下の罰金を平|するほか、そのl白按責任を負う主管芦およびその他

の直接責{干者は、 5年以|、の有期懲役名しくは拘役に処する。

[改正刑法草案第4稿]

[第二市 中十会干義市場経済秩序を破壊する界]

第159条 rj)証券取引の内部情報を知る者、または不法に証券取引の

内部情報を取得した者は、証券の禿行:ι しくは取引に関わり、または証

券の取引価格に重んな;j};タ庁を及ぼすその他の情報が公開される前に、当

該証券を買いf，Jけιしくは売りイ、lけ、または主該情報を漏洩した場合に

は、 5年})、下の有期懲役若しくは拘役に処L、不法利符の 1倍以上 5倍

以卜の罰金を併科し、または単科する。犯情が重大で尽ある場合には、 3

年以上10年以下の有期懲役に処L、不法利作の 1倍以上 5f-青以下の罰金

北法以)U. 3(H) 301 [32] 
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をfit干卜 fる。

(足〉法人が日Íj~且に違反した場台には、法人に対して不法利得の l 倍以卜

5倍以下の罰金を砕するほか、そのR室長責任を負う主管苫およびその他

の直按責{千者は、 5年以卜の有期懲役:ι しくは拘役に処する。

[改正刑法草案第5稿]

[第二市 社会干義市場経済秩序を破壊する界]

第168条:(工〉証券取引の内部情報を知る苫、または不日、にB!T芳、取引の

内部情報を取得した者は、証券の発行ιしくは取引に関わり、または祉

みの取引価格に重大な彪響を及ぼすその他の情報が公開される前に、、円

該百止券を買いj，j け ι しくは~り 1 ，j け、または当該情禄を漏洩した場合に

は、 5年以下の有期懲役者しくはj句役に処し、不法手IJ符の l倍以よ 5倍

以卜の罰金を併科し、または単科する。犯清が重大である場合には、五

年以よ10年以下の有期懲役に処し、不法利得の l倍以上 5倍以下の罰金

を併科する。

直〉法人かすI項に違反した場台には、法人に刻して不法利得の l倍以上

日仏以下の罰金を平|するほか、そのl白按責任を負う主管者およびその他

の直接責{干者は、 5年以|、の有期懲役名しくは拘役に処する。

Ø)~4(条にいう '1人j部情報」とは、

[:l:J] 

11 ) 上場会社の株式取引例絡に比較的に大きな影響を及ぼす可能性

がり、投資者にしては、まだ知られていない重大な事灯、

(21 会+十の配、11またはI目資の計山、

i:lI 会祉の株式権構成の重大な変化、

(1) 会+十の債務Jf1保の重大な変更、

(5) 会社の経営用主要資産のJ正当権の設定、売却または廃棄処分が

l固につき資産の100分の30を超えるもの、

(刷 会社の株主総会、取締役会または監査役会の決定が法により取

り消されるもの、

(7I 会社の取締役、監査役または高級管理職員の行為が法により重

大なjft害賠償責任を負う可能性があるもの、

(お) 発行人に係わる重大な訴訟事頃、

1.91 卜場会社。〕買収に関守るん案、

位。 国務院証券管理部門が認定する証雰価格に顕著な影習;を与える

北法制)(1日X))3似)
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その他の重要な情報、

を指すc

必本条にいう「内部情報を知る苫」とは、

(1) 1*よまたは社債を発行する会社の取締役、航缶役、十十長、副社

長、

1.2i 当該会社の党行j斉み株式の1C日分の10以卜の株ょを保右する林

主、または川社の支配株式権を有よる会社の責任者、

(3) 担当する会祉の職務により、会社の祉券取引に闘する情報の収

+~-が認められる者、

(4) 法定する職賓により、日止券取引に対して管淵を行う者、

(51 法定する職責により、 ~JT>>-取引に加わる社会的仲介機構または

祉券取引サーピス機構の関係者、

を指すU

[改E刑法草案第6稿]

[第て半社会主義市場経凶秩序を仮壊する罪]

第181条 祉券取引の|人j部情報を知る者、または小法に日止券取り|の

内部情報を取得した者は、証券の発行名しくは取引に関わり、または証

券の収引価格に豆大な影響を及ぼすその他の情報が公開される前に、当

該証券を tiい付け若しくは売り付け、または、11該情報を漏洩し、犯備が

重大である場合には、 5作以下の有期懲役若しくは拘役に処し、不法利

得の 1倍以上 5倍以十の罰l金を山科し、または単科する。犯情が特別に

重大である場合には、日午以上10年以下の有期懲役に処し、小法利得の

1倍以上五倍以卜の制金をjjj科する。

士人が前J頁に迫反した場合には、法人に対してィ、法手Ij何の 1倍以上

5倍以 l、の前金を科するほか、その直接責伴を負うオて持者およびその他

の直長責任者は、 5年以下の有期懲役若しくは拘役に処する。

。;内部情報の範|判は、法律または行政法胤のj品定により確定する。

必内部情報を知る苫の範圃は、法律または行政法規の規定により確定

する。

[改正刑法草案第 7稿]

[第二市 社会干義市場経済秩序を破壊する界]

第181，長.心証券取引の内部情報を知る者、または不法に証券取引の
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内部情報を取何した苫は、証券の発行若しくは取引に関わり、または証

券の取引価格に重大な影響を及ぼすその他の情報が公開される削に、当

該証券を買い付け若Lくは売り付け、または当該情報を漏洩し、犯情が

重大である均台には、 5年以卜の有期懲役若しくは拘役に処し、不法利

仰の 1倍以上 5情以下の罰令を併科し、または単科する。犯情が特別に

重大である均台には、 5年以卜10年以卜の抗期懲役に処し、不法利得の

1倍以上 5倍以下の罰令を併科する。

②法人が前J.Qに違反した場合には、法人に対して罰金を科するほか、

その直接責任を負う王営者およびその他の直長責任者は、 5年以下の有

期懲役ιしくは拘役に処する n

(3)内部情報の範囲は、法律または行政法規の規定により確定する υ

(f)1人l部情報を知る者の範l!Jjは、法律または行政法胤の胤定により碓定

する c

[付記〕

本稿は、北海道大学審斉博上(法学)学位諭丈 (2008作3灯25日J受'7)

に補筆したものである。
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