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【本 日の 目次】

1.新 着情報
◆ JPX 日経 400 先物上場 記念 シンポジウ ムのご案 内
◆ 上場会社の アナ リス トレポート発行のお 知ら せ

2.市 場トピック ス
◆ 新規上場の お知 らせ

3.市 況情報
◆ 本日の株価 指標 等
◆ 第一部前・ 後場 概況

4.セ ミナー情報
◆ ＋YOU ニッポン応援全 国キ ャラバン開 催予定

5.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 5.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.120

金商 法第 192 条に基づく裁判 所へ の禁止・停止命令の 申立 て事例等について

証券 取引 等監視委員会事務局 証 券検査課 長 松重 友啓

昔 、著 名なグループ歌手の ヒッ ト曲の中の「Ｃ調言 葉」 という歌詞を
聴い て、 その具体的内容に思 い当 たるところが全くな いに もかかわらず、
語感 にえ も言われぬ納得感を 覚え た記憶があります。 言葉 には、単なる

意味 の伝 達に留まらない、筆 者の ような鈍感・無粋な 人間 にすら何かを
感得 させ ることができる不思 議な 力があると思います 。仮 に、筆者が所
属す る証 券監視委が行ってい る広 報活動等の中でこう した 力を活用する
こと がで きたとしたら、我々 のメ ッセージが読者の方 々に 自然に浸透し、
いざ とい う場面で喚起される こと で、投資家保護が実 現さ れるといった
こと も可 能かも知れません。 特に 、詐欺的な金融商品 の販 売等による被
害防 止の ためには、そうした 効果 が切望されます。

前 回（ 7 月 30 日）御紹介 しま したが、近 年、登録 を受 けない業者 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 」。） 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。こうし た行 為の横行を放置すれ ば、 投資家保護の
観点 から 問題であることはも ちろ ん、「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 。他方、無登
録業 者等 については、金商法 上の 登録を受けた業者と 異な り、行政処分
等を 行う ことが困難です。こ のた め、証券監視委は、 問題 が判明した業
者に つい て検査結果の公表等 を行 い、一般投資家の皆 様方 に対して注意
喚起 する とともに、必要な場 合に は、金商法第 192 条に基づき裁判所に
対し て、 法令違反行為を禁止 ・停 止する命令を出すよ うに 申立て（以下
「192 条申 立て 」。）を行っています 。

し かし ながら、 7 月 3 日（木）に 行っ た株 式会社 Grant 及 びそ の役 員等
３名 に係 る 192 条申立てにつ いて 前回御紹介した後も 、 8 月 には 株式会社
グラ ンタ ー及びその役職員２ 名に 対して、 9 月には株式会社 ESPLUS 及び
その 役職 員１名に対して 192 条申 立て を行 いまし た。高齢 者か ら巨 額の
資金 を詐 取した者が警察に逮 捕さ れた等の報道も散見 され ます。無登録
業者 等に よる詐欺的販売等の 事例 は、残念ながら跡を 絶ち ません。

最 近の 事例を見ると、いく つか の共通項が見出せる よう に思われます。
まず 、詐 欺的販売等の一連の 過程 において海外の主体 等が 登場すること
です 。前 述の Grant、グランター及 び ESPLUS のいず れの 事例でも、 海外
のフ ァン ド商品や、外国の金 鉱山 開発会社等の海外企 業に 投資する商品
が販 売さ れています。また、 首謀 者が海外に設立した 企業 が重要な役割
を果 たし ています。平成 25 年に大き な問題となっ た MRI イン ター ナショ
ナル （第 二種金商業者）の事 例で も、本社は米国にあ り、 投資対象は
「米 国に おける診療報酬請求 債権 の購入及び回収事業 」で した。

次 に、 最近のいわゆる劇場 型の 詐欺事例では、政府 機関 又はその職員
を語 った 手口が見られます。 金融 庁ホームページ上で 「金 融庁や証券取

引等 監視 委員会の職員を装っ た投 資勧誘等にご注意く ださ い！」と注意
喚起 され ていることは皆様も 御存 知のとおりです。証 券監 視委は「証券
取引 等監 視委員会の職員を装 った 悪質な電話について の最 近の事例」を
ＨＰ 上で 紹介しています。報 道に よれば、 70 代の女 性が 電話で債券 購入
を持 ち掛 けられた末に総額約 1 億 4000 万 円を だま し取られていた事例 で
は、「 金融庁の検 査が 入る 。検査に引っ掛かる ので 預貯金は預かる」な
どと 語っ ての詐取行為もあっ た模 様です。

そ して 、こうして売られる 金融 商品で得られた資金 は「 成長性の高い
事業 」に 投資される旨が喧伝 され 、具体的な投資先と して は、最近では
太陽 光発 電その他のいわゆる グリ ーン・エネルギー等 、そ の時々の「流
行の 」事 業分野が選ばれるこ とが 多いようです。

こ れら の共通項のキーとな る要 素を見ると、一般投 資家 にとっては、
自身 の日 常生活に密接に関係 する ものではないものの 、日 々の暮らしの
どこ かで 何かしら耳に挟んだ こと がある内容であり、 これ らを巧みに組
み合 わせ て、一見もっともら しく 仮装された「舞台装 置」 が濫作されて
いる こと が推察されます。偶 然で しょうが 、「 海外 （Global）」、「政
府（ Government）」、「 成長 （Growth）」 といったキ ー・ワー ドの 頭文
字は 共通 しています。冒頭に 御紹 介した歌詞の拙劣な 二番 煎じに対する
御叱 責は 覚悟の上で、筆者が 一般 投資者の方々に注意 喚起 するとすれば、
「Ｇ 調言 葉に御用心！」とな るの ではないでしょうか 。

い ずれ にせよ、今後とも引 き続 き、金商法違反行為 や投 資家保護上問
題の ある 行為の抑止に向けて 力を 尽くしてまいりたい と考 えております。
（以上）

※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

