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 （１）開示規制 違反行為者 責任を負うべき者

発行市場 発行会社
（開示書類作成者）

発行会社（無過失責任、損害額の推定有り）
役員
売出人
公認会計士
元引受証券会社

不公正取引 民事責任規定なし
（不法行為の一般原則のみ）

流通市場 発行会社
（開示書類作成者）

役員
公認会計士 相場操縦 市場での相場操縦行為について民事責任規定あり

公開買付 公開買付者
役員等

公開買付者
役員等 風説の流布 民事責任規定なし

（不法行為の一般原則のみ）

 （２）不公正取引規制

Ｉ．現行証取法における民事責任規定　　　



国名 アメリカ イギリス ドイツ

規定内容

・不実開示
・インサイダー取引
・相場操縦

を行った者は、当該行為によって生じ
た損失を被害者に賠償する責任を負
う旨が証券諸法に規定されている。

上場明細書に責任を負う者は、
①　明細書の適用を受ける証券の
　取得者で、
②　虚偽又は誤解を生じさせる記
　載がある明細書により
損害を受けた者に対して、損害を
賠償する責を負う。

故意・過失により、開示義務に違
反した証券発行者は、損害を被っ
た投資家に賠償する責任を負う。

ＩＩ．主要国における証券取引規制違反行為に関する民事責任規定

（注）フランスについては、金融法典上、証券取引規制違反に関する民事責任は規定されていない。



民事責任規定（アメリカ）

l 不実開示
l インサイダー取引
l 相場操縦
　を行った者は、当該行為によって生じた損失を被

害者に賠償する責任を負う旨が証券諸法に規定
されている。

（注）判例上、不公正行為一般に対して、民事上の
賠償請求権があると解釈されている。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参　考）
アメリカ証券関係民事訴訟における判例

【全体的な流れ】
Ø 民事責任追及の根拠規定として、1934年証券取引所法規則10b‐5（詐欺的行為の禁

止）が、会社の不実表示、インサイダー取引、ブローカー・ディーラーによる不当な投
資勧誘、不正な会社経営、合併・会社の再構成、公開買付など、さまざまな局面に適
用されてきた。

Ø 規則10b‐5の要件
　　　・証券取引との関連性
　　　・売主・買主要件
　　　・不実表示等が行われたこと
　　　・重要性
　　　・欺もうの意図
　　　・信頼
　　　・因果関係
　　　・損害



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参　考）
アメリカ証券関係民事訴訟における判例

【規則10b‐5に黙示の訴訟原因を認めた判例】

Ø Superintendent of Insurance v. Bankers Life and Casualty Company事件判決

　　　（1971年連邦最高裁判所）
　○　被告は、資金の裏付けのない小切手の使用などの詐欺的スキームにより、株式を詐取。

　［判決の概要］
　○　規則10b‐5は、証券市場の廉潔性の維持のみを目的としていると限定的に読むべきではなく、よ

り柔軟に解するべき。
　○　証券の売買と、それに関する詐欺的行為があった場合は、規則10b‐5に基づく救済が認められる

べき。



民事責任規定（イギリス）

Ø 金融サービス市場法において、上場明細書に責
任を負う者は、

　①　明細書の適用を受ける証券の取得者で、

　②　虚偽又は誤解を生じさせる記載がある明細　
　書により損害を受けた者に対して、

　損害を賠償する責任を負うという規定がある。



民事責任規定（ドイツ）

Ø 故意・過失により、開示義務に違反した証
券発行者は、損害を被った投資家に賠償
する責任を負う。



III．証券取引法 

（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号） 

 

第十五条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社（外国証券

会社を含む。以下この章から第二章の三まで、第二十九条第三項、第六十一

条、第六十三条、第六十四条第三項第二号、第六十四条の二第一項第三号、

第六十四条の七第一項及び第五項、第六十八条第一項及び第二項、第七十九

条の六第一項及び第二項、第四章の二、第五章の三、第六章、第二百三条第

一項並びに附則（附則第三条を除く。）において同じ。）又は登録金融機関

は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適

用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じ

ているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付け

てはならない。 

２ 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社又は登録金融機関

は、前項に規定する有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出し

により取得させ又は売り付ける場合には、第十三条第二項及び第四項の規定

に適合する目論見書を、あらかじめ又は同時に交付しなければならない。た

だし、証券会社又は登録金融機関が他の証券会社又は登録金融機関に取得さ

せ、又は売り付ける場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。  

３ 前項の規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその

全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部（第二十四条第

一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。）を、当該募集

又は売出しに係る第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生

じた日から三月（第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令が

あつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期

間は、算入しない。）を経過する日までの間において、募集又は売出しによ

らないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。 

第十六条 前条の規定に違反して有価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因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 

第十七条 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項

若しくは誤解を生ぜしめないために必要な重要な事実の表示が欠けている目
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論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させた者は、表示が虚偽であ

り、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損

害を賠償する責に任ずる。但し、賠償の責に任ずべき者が、表示が虚偽であ

り、又は欠けていることを知らず、且つ、相当な注意を用いたにもかかわら

ず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 

第十八条 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、

又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価

証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任

ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚

偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、第十三条第一項の規定により作成した目論見書のうちに重

要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤

解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用す

る。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目

論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募

集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。 

第十九条 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価

証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額と

する。 

一 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額（市場価額が

ないときは、その時における処分推定価額） 

二 前号の時期に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額 

２ 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害

の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項に

ついて虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさ

せないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当

該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、

その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。 

第二十条 第十八条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書

若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載

すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記
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載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時

から一年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しく

は売出しに係る第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を

生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から五年間（第十条第一項又は

第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があ

つた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。）、これを行わ

ないときも、また、同様とする。 

第二十一条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は

売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることに

より生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した

者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つて

いたときは、この限りでない。 

一 当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員（取締

役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百

六十七条までを除き、以下同じ。）又は当該会社の発起人（その提出が会

社の成立前にされたときに限る。） 

二 当該売出しに係る有価証券の所有者（その者が当該有価証券を所有して

いる者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した

場合には、当該契約の相手方） 

三 当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明

において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けて

いるものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又

は監査法人 

四 当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元

引受契約を締結した証券会社又は登録金融機関 

２ 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証

明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 

一 前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けているこ

とを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができな

かつたこと。 

二 前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失が

なかつたこと。 
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三 前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、

かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部

分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることが

できなかつたこと。 

３ 第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の規

定により作成した目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、第一項中「募

集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の

交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当

該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読

み替えるものとする。 

４ 第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに

際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。 

一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一

部を発行者又は所有者（証券会社及び登録金融機関を除く。次号において

同じ。）から取得することを内容とする契約 

二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合に

その残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約 

第二十二条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実の記載が欠けているときは、前条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、

当該記載が虚偽であり又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出

書の届出者が発行者である有価証券を取得した者（募集又は売出しに応じて

取得した者を除く。）に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより

生じた損害を賠償する責めに任ずる。 

２ 前条第二項第一号又は第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ず

べき者について準用する。 

第二十四条の四 第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項に

ついて虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさ

せないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場

合において、同条第一項中「有価証券を取得した者（募集又は売出しに応じ
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て取得した者を除く。）」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替

えるものとする。 

第二十四条の五 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなけ

ればならない会社（第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書

を提出した会社を含む。第四項において同じ。）は、その事業年度が一年で

ある場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業

年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経

理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護

のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書

（以下「半期報告書」という。）を、当該期間経過後三月以内に、内閣総理

大臣に提出しなければならない。 

２～４（略） 

５ 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告

書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な

事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を

生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、そ

れぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の

規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前におい

て、第五条の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書（第二十四条の

五第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する半期報告

書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条におい

て同じ。）又は臨時報告書（第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書を

いう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同

じ。）」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」

と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」

とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあ

るのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告

書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると

認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」と

あるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の

届出者が発行者である有価証券を取得した者（募集又は売出しに応じて取得

した者を除く。）」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者が発行
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者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第

二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

６（略） 

第二十七条の三 前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け（以

下この節において「公開買付け」という。）によつて株券等の買付け等を行

わなければならない者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付け

について、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数（株券につい

ては株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株

式に換算した数をいう。以下この節において同じ。）、買付け等の期間その

他の内閣府令で定める事項を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙（以

下この章及び第四十九条第三項において「日刊新聞紙」という。）に掲載し

て公告しなければならない。 

２（略） 

３ 公開買付者、その特別関係者（第二十七条の二第七項に規定する特別関係

者をいう。以下この節において同じ。）その他政令で定める関係者（以下こ

の節において「公開買付者等」という。）は、その公開買付けにつき公開買

付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を

内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該

公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。 

４（略） 

第二十七条の五 公開買付者等は、公開買付期間（公開買付開始公告を行つた

日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長

した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。）中におい

ては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者である

会社が発行者である株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。 

一～三（略） 

第二十七条の八 公開買付届出書（その訂正届出書を含む。以下この条におい

て同じ。）を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該

公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又

はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記



 14

載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣

総理大臣に提出しなければならない。  

２～６（略） 

７ 公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分が

あつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、

売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行

為をしてはならない。 

８ 公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂

正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書

の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付

けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定

めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。 

９～１２（略） 

第二十七条の九 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令

で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣

府令で定める事項を記載した書類（以下この節並びに第百九十八条及び第二

百条において「公開買付説明書」という。）を、内閣府令で定めるところに

より、作成しなければならない。 

２ 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該

株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、

公開買付説明書を交付しなければならない。 

３ 公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出

した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を

訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公

開買付説明書を交付しなければならない。 

第二十七条の十三 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、内閣府令で

定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府

令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告し、又は公表しなければならな

い。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限

りでない。  

２・３（略） 

４ 公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十

七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並び

に公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場
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合を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出

書に記載した買付条件等（第二十七条の六第一項の規定による公告又は同条

第二項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該

変更後の買付条件等）により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わな

ければならない。 

一・二（略） 

５（略） 

第二十七条の十六 第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十

七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十

七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株券等の買付け等をし

た者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」

とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と

読み替えるものとする。 

第二十七条の十七 第二十七条の五（第二十七条の八第十項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定に違反して株券等の買付け

等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした

者（第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条

第二項第一号に規定する一部の者を除く。）に対し、損害賠償の責めに任ず

る。 

２ 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際

に公開買付者等が支払つた価格（これに相当する利益の供与を含み、当該価

格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。）から公開買付価格（公

開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二

十七条の六第一項又は第二項の公告又は公表により買付け等の価格を変更し

たときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。）

を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等（あん分比例方式

により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二

十第二項において同じ。）の数を乗じた額とする。 

第二十七条の十八 第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによ

る株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者（以下この条にお

いて「公開買付けをした者」という。）は、当該公開買付けに応じて株券等

の売付け等をした者（次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より
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有利な価格（これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。）

で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当

該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことに

より株券等の売付け等ができなかつた者を含む。）に対し、損害賠償の責め

に任ずる。 

２ 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 

一 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等

をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行

つた場合 当該有利な価格（当該有利な価格が均一でないときは、その最

も有利な価格とする。）から公開買付価格を控除した金額に前項の規定に

よる請求権者の応募株券等の数を乗じた額 

二 当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式

と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算

した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の

数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等

の数を控除した数（当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当

該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべ

き株券等の数とする。）に公開買付価格（前条第一項に該当する場合にあ

つては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場

合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれに

も該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。）から前項の

規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格（市場価

格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株

券等を処分した場合においてはその処分価格とする。）を控除した金額を

乗じた額 

第二十七条の十九 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、

又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売

付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価

証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け

等をした者」と読み替えるものとする。 
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第二十七条の二十 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。

この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取

得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公

開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込み

の際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。 

一 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開

買付開始公告又は第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七

第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の八第十二項において

準用する場合を含む。）若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項

の規定による公告若しくは公表（以下この条及び次条において「公開買付

開始公告等」という。）を行つた者 

二 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開

買付届出書（その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。）

を提出した者 

三 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開

買付説明書（第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明

書を含む。以下この条及び次条において同じ。）を作成した者 

２ 前項（第一号を除く。）の規定の適用がある場合において、公開買付者が、

当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該

公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又

は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日

後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付

けに応じて株券等の売付け等をした者（当該契約により株券等の売付け等を

した者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第

二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。）に対し賠償の責

めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格（これに相当

する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価

格とする。）から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十

八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。 

３ 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と

連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、

記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いた
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にもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りで

ない。 

一 第一項各号に掲げる者の特別関係者（第二十七条の二第七項第二号に掲

げる者に限る。） 

二 第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人そ

の他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買

付説明書の作成を行つた時における取締役、執行役、監査役、理事若しく

は監事又はこれらに準ずる者 

第二十七条の二十二の二 上場株券等の当該上場株券等の発行者である会社に

よる取引所有価証券市場外における買付け等のうち、次に掲げるものに該当

するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所

有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取

引による買付け等については、この限りでない。 

一～三（略） 

２ 第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三（第二項第二号を

除く。）、第二十七条の四、第二十七条の五（各号列記以外の部分に限る。

第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において同じ。）、第二十七条の

六から第二十七条の九まで（第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を

除く。）、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで（第二十七条の十一

第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。）、第二十

七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条第一項

の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について

準用する。この場合において、これらの規定（第二十七条の三第四項及び第

二十七条の十一第一項ただし書を除く。）中「株券等」とあるのは「上場株

券等」と、第二十七条の二第六項中「売付け等（売付けその他の有償の譲渡

をいう。以下この章において同じ。）」とあるのは「売付け等」と、第二十

七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同条第三

項中「公開買付者、その特別関係者（第二十七条の二第七項に規定する特別

関係者をいう。以下この節において同じ。）その他政令で定める関係者」と

あるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当

該公開買付けに係る株券等の発行者である会社（当該公開買付届出書を提出

した日において、既に当該会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書

の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。）に送

付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に
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該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める

者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分

に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提

出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に

係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしてい

る者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条

の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第二十七条

の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出

書において公開買付けに係る株券等の発行者である会社の業務若しくは財産

に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事

情（政令で定めるものに限る。）が生じたときは公開買付けの撤回等をする

ことがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で

定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該

上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は

他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が

生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に」とあるのは「第二号に」と、

第二十七条の十四第一項中「及び意見表明報告書（これらの」とあるのは「（そ

の」と、同条第三項中「及び第二十七条の十第三項（同条第四項において準

用する場合を含む。）の規定」とあるのは「の規定」と、第二十七条の十五

第一項中「、公開買付報告書又は意見表明報告書」とあるのは「又は公開買

付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象会社等」とあるのは「公

開買付者等」と、前条第一項中「公開買付者又はその特別関係者」とあるの

は「公開買付者」と読み替えるものとする。 

３～８（略） 

９ 第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しく

は第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又

は第二項において準用する第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違

反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合にお

いて、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応

じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。 

１０ 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示す

べき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示

が欠けている公開買付説明書（第二項において準用する第二十七条の九第一

項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。）その他の

表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場
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合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開

買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。 

１１ 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合に

おいて、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」

とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに

応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」

とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。 

一 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二

項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又

は第二項において準用する第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十

七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第

十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若し

くは第二項の規定による公告若しくは公表（次項において「公開買付開始

公告等」という。）を行つた会社 

二 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二

項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書（そ

の訂正届出書を含む。次項において同じ。）を提出した会社 

三 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開

買付説明書（第二項において準用する第二十七条の九第三項の規定により

訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。）を作成した会社 

１２ 前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、

当該会社のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説

明書の作成を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して前項

の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり

又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知

ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 

１３（略） 

第二十七条の二十二の三 前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等

の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実（第百六十六条第一

項に規定する業務等に関する重要事実（内閣府令で定めるものを除く。）を

いう。以下この条及び次条において同じ。）であつて第百六十六条第一項に

規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書（前条第二
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項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。

以下この条及び次条において同じ。）を提出する日前に、内閣府令で定める

ところにより、当該重要事実を公表しなければならない。 

２ 前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合

において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該

公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公

開買付期間（第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延

長しなければならない期間を含む。次条において同じ。）の末日までの間に

おいて、当該会社に重要事実が生じたとき（公開買付届出書を提出する日前

に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていな

いものがあることが判明したときを含む。）は、直ちに、内閣府令で定める

ところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株

券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当

該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知

しなければならない。 

３ 前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、

第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。 

４ 第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表につ

いて準用する。この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の

規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定によ

る訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」

とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公

表しなければならない場合には」と、同条第九項中「前項の規定」とあるの

は「第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定」と、「株

券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。 

５ 第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の

規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場

合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用す

る。この場合において、第二十七条の五中「株券等」とあるのは「上場株券

等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとす

る。 

６ 第十八条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表

示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の

表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定によ

る公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第十八
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条第一項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあ

り、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じ

て当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあ

るのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。 

７ 前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、

当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員

は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当

該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注

意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。 

８ 第二十七条の十七の規定は、第五項において準用する第二十七条の五の規

定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合

において、第二十七条の十七中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み

替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

第二十七条の二十二の四 前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知

（以下この条において「公表等」という。）をしなければならない重要事実

についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応

じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚

偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

一 当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会

社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つてい

たとき。  

二 当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽

であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時（前条第一項の規定によ

る公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定によ

る公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開

買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。）において相当な注

意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。 

２ 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における

当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ず

る。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内

容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注
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意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。 

第六十五条の二 銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融

機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定

める行為（同条第一項ただし書に該当するものを除く。）のいずれかを営業

として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 

２～１０（略） 

１１ 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第二十八条の規

定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して

前条第二項第四号に掲げる有価証券につき同号に定める行為（以下この項及

び次項において「特定証券業務」という。）を行うことができる。この場合

において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用

人とみなして、この法律の規定を適用する。 

１２ 特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業

務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融

機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業

務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。 

第百五十九条 何人も、他人をして証券取引所が上場する有価証券（以下この

条において「上場有価証券」という。）、有価証券指数又はオプション（以

下この条において「上場有価証券等」という。）について、上場有価証券の

売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券

若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数（以下こ

の条において「上場有価証券店頭指数等」という。）に係る有価証券店頭デ

リバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると誤解させる等

これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げ

る行為をしてはならない。 

一 権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。 

二 金銭の授受を目的としない仮装の有価証券指数等先物取引又は上場有価

証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭

指数等スワップ取引をすること。 

三 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取

引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引をする

こと。 
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四 自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価

証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする

こと。 

五 自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価

証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする

こと。 

六 有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は

約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手

方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをするこ

と。 

七 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引の申込みと

同時期に、当該取引の店頭約定指数又は店頭約定数値と同一の店頭約定指

数又は店頭約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあら

かじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 

八 有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店

頭オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価

の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と

通謀の上、当該取引の申込みをすること。 

九 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引の申込

みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の

相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをす

ること。 

十 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。 

２ 何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ

ョン取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引

（以下この条において「上場有価証券売買等」という。）のうちいずれかの

取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場

における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買

等又はその委託等若しくは受託等をすること。 

二 取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場が自己又は他人の操

作によつて変動するべき旨を流布すること。 

三 上場有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又

は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。 
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３ 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所有価証券市場における上

場有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、

一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をしてはならない。 

４ 第一項（第六号を除く。）、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券

の売買及び店頭売買有価証券又は店頭売買有価証券の価格に基づき算出され

る有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。

この場合において、第一項中「証券取引所が上場する有価証券（以下この条

において「上場有価証券」という。）、有価証券指数又はオプション（以下

この条において「上場有価証券等」という。）について、上場有価証券の売

買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若

しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数（以下この

条において「上場有価証券店頭指数等」という。）に係る有価証券店頭デリ

バティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買

又は店頭売買有価証券若しくは店頭売買有価証券の価格に基づき算出される

有価証券店頭指数（以下この条において「店頭売買有価証券店頭指数等」と

いう。）に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、

同項第一号中「上場有価証券の売買」とあるのは「店頭売買有価証券の売買」

と、同項第二号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に

係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取

引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先

渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第三号中「有価証券

オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション

取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプシ

ョン取引」と、同項第七号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭

売買有価証券店頭指数等」と、同項第八号中「有価証券オプション取引又は

上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店

頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第

九号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数

等」と、第二項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバテ

ィブ取引（以下この条において「上場有価証券売買等」という。）のうちい

ずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券

店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引（以下この条において「店

頭売買有価証券売買等」という。）のうちいずれかの取引」と、同項第一号

中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、「取
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引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有

価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第二号中「取引所有

価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券

市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「上場有価証券売

買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、前項中「取引所有価証券

市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場に

おける店頭売買有価証券の相場」と、「上場有価証券売買等」とあるのは「店

頭売買有価証券売買等」と読み替えるものとする。 

第百六十条 前条第一項から第三項まで（同条第四項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）の規定に違反した者は、当該違反行為に

より形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額により、当該有

価証券等について、取引所有価証券市場における有価証券の売買等若しくは

店頭売買有価証券市場における有価証券の売買（以下この項において「取引

所有価証券市場等における有価証券の売買等」という。）をし、又はその委

託をした者が当該取引所有価証券市場等における有価証券の売買等又は委託

につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。 

２ 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条第一項から第三項まで

の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があ

つた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。 

第百九十二条 裁判所は、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、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び

財務大臣の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行

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。 

２ 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することが

できる。 

３ 前二項の事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。 

４ 第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法の定めるところによ

る。 


