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【本 日の 目次】

1.新 着情報
◆ YouTube チャンネル「 東証 IR ムー ビー ・ス クエア 」動画紹介（ 19）

2.市 況情報
◆ 本日の株価 指標 等
◆ 第一部前・ 後場 概況

3.セ ミナー情報
◆ ＋YOU ニッポン応援全 国キ ャラバン開 催予定

4.コ ラム
◆ 証券取引等 監視 委員 会からの寄稿
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※ 以 下について は、 証券 取引等監視委員会の ウェ ブサイト掲載にあた り、 上記
目次 4.コラ ムを抜粋してお りま す。
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証 券取 引等監視委員会から の寄 稿

投稿 No.114

金商 法第 192 条に基づく
裁判所への禁止・ 停止 命令の申立ての活用 につ いて

証 券取 引等監視委員会事務 局 証券 検査 課長 松重 友啓

登 録を 受けない業者（無登 録業 者）や金商法第 63 条に基づ く適格機関投
資家 等特 例業務届出者（以下 「無 登録業者等」といい ます 。）が詐 欺的 な
営業 を行 った場合には、金商 法上 の登録を受けた業者 と異 なり、行政が処
分等 の対 応を行うことが困難 な状 況にあります。しか しな がら、近年、無
登録 業者 等による未公開株や ファ ンドの販売等による 被害 が拡大し社会問
題化 して います。
こ のよ うな行為の横行を放 置し ておけば、投資家保 護の 観点から問題で

ある こと はもちろんですが、「 投資」とい う行 為自 体に対する国民一般 の
認識 が悪 化する結果、金融商 品へ の投資を通じた経済 への 成長マネーの供
給や 国民 の資産形成への阻害 要因 ともなりかねません 。
こ のた め、証券監視委は、 警察 等への情報提供や業 者名 の公表等を実施
する とと もに、金商法第 192 条に 基づ く裁 判所へ の禁止・ 停止 命令 の申立
て（ 以下 「192 条申立て」といいま す。）及びこれを 行う ために必要 な同
法第 187 条に基づく調査（以 下「 187 条 調査」といいます。）を行っていま
す。

192 条申 立て の制度は、証券監視 委等 から の申立てを受け 、裁 判所 が、
緊急 の必 要があり、かつ、公 益及 び投資者保護のため 必要 かつ適当である
と認 める ときは、金商法に違 反す る行為を行い、又は 行お うとする者に対
し、 その 行為の禁止又は停止 を命 ずることができると いう ものです。平成
20 年の金商 法改正により、 金融 庁長官から 証券監視 委に 192 条申立 て及び
187 条 調査 の権 限が委任され、平成 22 年には財務局 長等 に委任する ことも
可能 とな りました。証券監視 委は 、金融庁・財務局や 捜査 当局等とも連携
し、 無登 録業者等に関する情 報収 集・分析を精力的に 進め 、平成 22 年 度に
初め て 192 条申立てを行い、 以降 も同制度の活用を図 って きた結果、これ
まで に 10 件の 192 条 申立 てを行ってきたとこ ろで す（ 7 月 30 日 現在 ）。

最 近で は、7 月 3 日（木）に、株 式会 社 Grant 及びその役 員等 ３名 に係る
192 条 申立 てを 行いました。

こ の事 案においては、株式 会社 Grant（以下「当社」とい いま す。）及び
その 役員 等 3 名（以下「当社 ら」 といいます。）が 、自ら又は多数の無 登録
代理 店を 利用して、多数の一 般投 資家に対し、海外フ ァン ドの取得勧誘を
行う とと もに、現在において も多 数の一般投資家に対 し、 海外ファンドの
取得 勧誘 を行っていました。 こう した取得勧誘行為は 「第 二種金融商品取
引業 」に 該当することから、 無登 録でこれを行うこと は金 商法第 29 条 に違
反す ると 認められました。同 時に 、当社らはこうした 違法 行為を今後とも
行う 蓋然 性が高く、これを可 及的 速やかに禁止・停止 させ る必要がありま
した 。こ のため、証券監視委 は、 大阪地方裁判所に対 し、 当社らを被申立
人と して 違反行為の禁止及び 停止 を命ずるよう申立て を行 いました。

「株 式会 社Ｇｒａｎｔ及びそ の役 員等３名の金融商品 取引 法違反行為に係
る裁 判所 への申立てについて 」
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20140703-1.htm

ま た、 当社役員等 3 名のう ち 1 名が代表者を務める ジー スリー株式会社
（第 二種 金融商品取引業、投 資助 言・代理業）におい ても 、無登録代理店

を利 用し て、海外ファンドに 係る 取得勧誘などを行っ てい たことが判明し
まし た。 さらに、同社は金商 業を 適確に遂行するに足 りる 人的構成を有し
てい なか ったことなどから、 証券 監視委は、内閣総理 大臣 及び金融庁長官
に対 し行 政処分を行うよう勧 告し ました。

「ジ ース リー株式会社に対す る検 査結果に基づく勧告 につ いて」
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20140703-2.htm

証 券監 視委としては、今後 とも 、無登録業者や適格 機関 投資家等特例業
務届 出者 による金商法違反行 為等 に対して、証券検査 や 187 条調査の権限
を適 切に 活用し、金商法違反 行為 や投資家保護上問題 のあ る行為の抑止に
努め てま いりたいと考えてお りま す。

※ 文 中、意見に わた る部 分は、筆者の個人的 見解 です。

■証 券取 引等監視委員会ウェ ブサ イト
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

■証 券取 引等監視委員会では 、そ の活動状況やウェブ サイ トの更新情報など
を配 信し ています。
http://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm

