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■１．はじめに

　クラウドファンディングによる資金調達手

段のための制度整備が平成26年金融商品取引

法改正によって図られるなど、金融商品・取

引のイノベーションの進展は、国際化・複雑

化と相まって、証券市場を巡る諸環境を激動

させ続けている。

　そのような中、投資者と証券市場を仲介す

る金融商品取引業者等（以下「金商業者等」

という。）は、公正かつ健全な市場構築のた

めの主要な役割を担っている。金商業者等と

は、金融商品取引業者と登録金融機関をいい、

証券会社を始め、銀行、協同組織金融機関、

保険会社等の多様な金融機関がその業務内容

に応じて金融商品取引法（以下「金商法」又

は「法」という。）の適用を受けることとなる。

金商業者等に対する勧誘販売規制は、証券市

場を巡る諸環境の変化にかかわらず、常に古

くて新しい重要な課題として存在し続けてい

る。

　通常、勧誘販売規制の必要性は、投資者と

金商業者等の情報の非対称性及び技量・経験

の非対称性を基礎に根拠付けられ、これに投

資者の合理的な意思決定の存立基盤が極めて

脆弱な場合が加わる（注１）。かかる勧誘販売

過程では投資者の意思決定が合理的に行わ

れ、それが歪曲されないことが要請される。

そのうち、最も基本的な勧誘販売規制として

位置付けられるのが適合性原則である。

　一般に、適合性原則とは、業者が投資取引
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を勧誘するに当たり、顧客の知識、経験、投

資目的及び財産状況に照らして不適当と認め

られる勧誘を行ってはならないという内容の

ルールとして理解されている（注２）。もとも

と適合性原則は、行政上の取締法規として位

置付けられてきたところ、平成５年頃から裁

判例において適合性原則違反が私法上の問題

として取り扱われ、信義則違反又は不法行為

に基づく損害賠償責任を求める事例として注

目され始めた（注３）。

　そのような中、金商法において適合性原則

に係る規定改正の契機となった平成17年最高

裁判決（注４）（以下「平成17年最判」という。）

は、適合性原則を取締法規として位置付けた

上で、証券会社の担当者が、「適合性の原則

から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこ

れを行わせたときは、当該行為は不法行為法

上も違法となると解するのが相当」と判示し

た。すなわち、もっぱら行政上の取締法規と

して考えられてきた金商法上の適合性原則違

反が、私法上も違法になるという一般論を最

高裁として初めて明確にした点で、同判決は

重要な意義を有するものと評される（注５）。

　ところで、この判旨を素直に読むと、金商

法上の適合性原則違反から「著しく逸脱」し

た場合には、私法上の適合性原則も違法にな

ると解することができる。換言すれば、金商

法上の適合性原則違反の程度が「著しく逸脱」

した場合に限り、不法行為責任が成立するこ

とを示している。すなわち、金商法上と私法

上の適合性原則には法令適用の範囲に違いが

あることを意味している。

　また、適合性原則の概念は、個々の顧客と

の間における個別取引の勧誘に係る禁止ルー

ルであると考えられているところ、金商法上

の適合性原則は業務の運営状況について規制

するものであり、これを同じ土俵で論じてよ

いかは議論となり得る。

　私法上の適合性原則に関する研究は多数み

られるところ（注６）、公法上の適合性原則に

ついては、法律の解説以外にはほとんどみか

けない状況にある。本稿においては、平成17

年最判に判示された私法上の適合性原則との

比較において、公法たる金商法上の適合性原

則の意義について考察するものである。

■２．２つの適合性原則

⑴　狭義・広義

　適合性原則は、一般投資家が業者の投資勧

誘に大きく影響されるという実態を踏まえ

て、その意思決定に多大な影響を与える販売

方法によって投資者の利益が害されないよう

にするためには、勧誘する側に当該勧誘が利

益に適合したものであることを要請する必要

があるという考え方に基づいて発展してきた

ものである（注７）。

　そのため、適合性原則は、説明義務と並ん

で投資者保護のための勧誘販売に関するルー

ルの柱となるべき原則として位置付けられ
（注８）、その考え方には、狭義と広義のもの

があると整理されてきている（注９）。狭義の
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適合性原則とは、ある特定の利用者に対して

はどんなに説明を尽くしても一定の商品の勧

誘・販売を行ってはならないとするものであ

るのに対し、広義の適合性原則とは、業者は

利用者の知識・経験、財産力、投資目的に適

合した形で勧誘・販売を行わなければならな

いとするもの（注10）である。

　すなわち、狭義の適合性原則は、一般投資

家への市場開放の中で、自己責任原則の妥当

する自由競争市場での取引耐性のない顧客

を、後見的配慮に基づいて市場から排除する

ことによって保護することを目的としたルー

ルとして位置付けられる（注11）。換言すれば、

投資者の意思決定よりも勧誘する側の判断を

重視するパターナリスティックな原則と評価

される（注12）。これに対し、広義の適合性原

則は、市場からの排除の理論ではなく、顧客

が市場に参加するための自己決定基盤の整備

に向けた能動的な働きかけを要請するもので

ある（注13）。このように両者には、そもそも

投資適合性を有しない顧客に対して求められ

る規制と、投資適合性を有する顧客との間に

おける情報の非対称性を埋めるために求めら

れる規制といった違いがあり、次元の異なる

規制であると評価することができる。

⑵　平成17年最判による適合性原則

　平成17年最判は、直接言及していないもの

の、狭義の適合性原則を取り扱ったものと解

されている（注14）。判示において考慮された

具体的諸事情についてみると、証券会社の担

当者が行った説明内容については一切触れて

いないことからも、不法行為法上違法となる

適合性原則とは、狭義の適合性原則を意味す

るものと考えられる（注15）。すなわち、判示は、

そもそも勧誘すること自体が違法であって、

説明義務を尽くしたか否かは結論に影響しな

いという前提に立っていると理解することが

できる（注16）。

　なお、一般に裁判例は、必ずしも狭義の適

合性原則に限定されるものではないが、本稿

においては金商法上の適合性原則と比較する

上において、私法上の適合性原則については

平成17年最判に基づく狭義の適合性原則に限

定して考察する。

⑶　金商法上の適合性原則（注17）

　法40条１号に規定する適合性原則は、金商

業者等の業務の運営状況が顧客属性等に照ら

して不適当と認められる勧誘を行って投資者

の保護に欠けることとならないような業務遂

行を求めるものである。この点、業務を営ま

なければならないとする規定は広義の適合性

原則を意味するとの見解（注18）や、不適当と

認められる勧誘には狭義と広義の両方の適合

性原則が含まれるとする見解（注19）がみられ

るものの、多数は、金商業者等が投資適合性

を欠く顧客に対して勧誘すること自体を禁止

しようとするものであり、狭義の適合性原則

に該当すると解されている（注20）。

　なお、違反行為についての罰則規定は定め

られておらず、行政処分の対象となる。
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■３．著しい逸脱の意味

　私法上の適合性原則違反は、金商法上の違

反の程度が「著しく逸脱」した場合に限り、

不法行為責任が成立するとの見解によると、

金商法上の適合性原則違反における法令適用

の範囲は、私法上のそれよりも広いこととな

る。すなわち、まず金商法上の適合性原則違

反が認定され、さらに、その上乗せ要件とし

て違反の程度が著しく逸脱した場合には私法

上も適合性原則違反になるとする考え方であ

る。ここには、適合性原則違反のみならず、

さらに不法行為法上の違法性の存在が要求さ

れることとなる。

　平成17年最判によると、著しく逸脱するか

否かは、顧客の意向と実情に反して、明らか

に過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘した

かどうかなどを考慮して判断すべき旨を判示

している。これは、民事不法を基礎付けるた

めには、単に公法上の適合性原則に違反した

という事実のみを摘示しただけでは足りないと

いうことを示唆する表現であるとする（注21）。

そして、私法上の適合性原則は、金商法上の

適合性原則に著しい逸脱という要件を加える

ものであり、適合性原則が公法上の業務規制

として定められているに過ぎないこと等に鑑

みれば、要件を設けることはやむを得ないと

する見解（注22）がみられる。

　これに対し、適合性原則は幅のある概念で

あることを考慮すれば、適合性原則違反を違

法とするか、著しく逸脱した場合に限って違

法とするかは結論において大差はないとする

見解（注23）も説得的である。また、かかる見

解に同調するものとして、著しい逸脱とは、

単なる取締法規の違反と不法行為法上の違法

との二元的理解を踏まえたレトリックという

意味合いが強く、実質的なハードルの高さを

必ずしも意味しないとする見解（注24）も有力

と考えられる。

　もっとも、いずれの見解によっても、適合

性原則は公法上の秩序概念から出発したもの

であるところ、これが私法秩序における民事

不法の判断に影響を及ぼすことを明確にした

こと自体には疑いがない。問題はその逸脱の

程度であるが、多数の裁判例の分析において

もその判断基準は曖昧なものであるとされる
（注25）。これに関し、適合性原則の公法と私

法の役割が意識的に区分されていないことが

関係しているとの指摘（注26）が注目される。

　なお、この点は後述する適合性原則が個別

行為規制か体制整備規制かといった観点から

の考察とも関連する。すなわち、金商法上の

適合性原則が個別行為規制であるとすれば、

私法上との関係を明らかにすることが重要と

なるが、それが体制整備規制であるとすると、

直接比較の対象とはならないためである。

　私見によると、金商法上の適合性原則は、

その規制の意義に鑑みて法令適用を判断すべ

きであり、私法上の適用該当性との比較にお

いて、ことさら上乗せ要件を重視すべきでは

ないと考える。
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■４．個別行為規制と体制整備規制

⑴　対立する見解

　金商業者等に対する行為規制には、個別行

為規制と体制整備義務がある（注27）と説明さ

れる。前者は、業者に対し個々の行為を禁止、

制限又は義務付けるものであるのに対し、後

者は、業者に対して一定の体制整備を義務付

け、又は一定の体制を禁止するものである。

　立案担当者は、法40条２号及び同号に基づ

く金商業府令123条について、一定の業務運

営状況の禁止規定であるとし、これを体制整

備義務であると説明する一方、同じ法40条１

項に規定する適合性原則は個別行為規制であ

るとしてこれを区分している（注28）。同様の見

解として、金商法上の適合性原則は、不適当

と認められる勧誘を行う等の状況を禁止する

ものであり、銀行法等に基づく重要事項の顧

客への説明に係る体制整備義務とは異なり行

為規制であるとする（注29）。すなわち、適合

性原則の機能は、ある特定の利用者に対して

はいかに説明を尽くしても一定の商品の勧誘

・販売を行ってはならないという狭義の適合

性原則が働くため、勧誘販売局面における禁

止ルールとして位置付けられるとする（注30）。

　これらの見解に対し、金商法上の適合性原

則は、顧客に不適合な投資勧誘自体を禁止す

るのではなく、金商業者等の業務が適合性原

則に違反しないように運営することを要請す

るものであり、同法違反で行政処分の対象と

なるのは、全社的に適合性原則違反が生ずる

業務体制が取られた場合に限定せざるを得な

いとする見解（注31）がある。特に、法40条の

中で、１号の適合性原則のみが個別行為規制

であるとする見解については、規定の文言を

踏み越えており、妥当ではないとして、明確

に立案担当者の見解を否定するものがある
（注32）。この見解は、法40条の柱書の意味と

して、金商業者等のみを名宛人として、しか

も勧誘行為を直接的な禁止対象とせず、業者

の運営状況を対象としているという点におい

て、法38条の個別行為規制とは位置付けが異

なるとする。

⑵　考察

　①　金融審議会報告からの考察

　金商法上の適合性原則が個別行為規制であ

るとする考え方の根拠の１つに、金融審議会

における議論の経緯があるように思われる。

すなわち、金商法以前の各業法に存在した適

合性原則に関する規定を３つの類型に整理し

た（注33）上で、「適合性原則は、本来、事前

説明義務と並んで、利用者保護のための販売

・勧誘に関するルールの柱となるべき原則で

あり、投資サービス法においては、投資商品

について、体制整備にとどまらず、現行の証

券取引法などと同様の規範として位置付ける

ことが適当」と提言した（注34）。これは、当

時の証券取引法の規定が個別行為規制に整理

されていたことから、これと同様の規範とす

ることが適当との理解であると思われる。
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　ところで、この「体制整備にとどまらず」

の意味するところはどのようなものであろう

か。この点、適合性原則は重要な規制である

ため体制整備規制に比べ、より適用しやすい

規制とすべきとの方向性と、より厳しい制裁

がかかる規制とすべきとの方向性とが見出せ

る。すなわち、適用しやすい規制とは違反認

定の適用範囲が広いことを意味するが、制裁

に関しては体制整備規制と個別行為規制のい

ずれも行政処分の対象となるため特段の罰則

規定を設けない限りはその違いは認められな

いこととなる。

　もっとも、体制整備規制と個別行為規制と

では、いずれの規制が違反認定の適用範囲が

広いかについては必ずしも自明ではない。体

制整備規制は、適合性原則でいえば、個々の

顧客との間における個別取引の勧誘に係る違

反行為が発生しないような業者としての業務

体制整備が求められるのに対し、個別行為規

制は、個々の顧客との間における個別取引の

勧誘に係る違反行為自体を禁止するものであ

る。

　そのため、体制整備規制違反として認定さ

れるケースとしては、①体制不備+禁止行為、

②体制不備+禁止行為なしの場合が考えられ

る一方、個別行為規制違反として認定される

ケースとしては、③禁止行為+体制不備、④

禁止行為+体制不備なしの場合が考えられ

る。すなわち、①と③は同じ違反が認められ

る場合であり、この場合には両者の適用範囲

に大きな差異は認められない。これに対し、

④のように体制不備はなかったとしても役職

員個人の行為として禁止行為が発生するよう

な状況があり得る。この場合には個別行為規

制違反とはなるものの、体制整備規制違反に

はならない。また、②のように体制不備が認

められるものの具体的な個別禁止行為の違反

は発生していないような状況もあり得る。こ

の場合には体制整備規制違反とはなるもの

の、個別行為規制違反にはならない。すなわ

ち、たまたま個別の禁止行為が発生していな

いとしても、将来に向かっていつでも禁止行

為が発生するおそれがあることから、業務体

制整備を図るための行政処分が必要となるた

めである。

　このように、体制整備規制と個別行為規制

は、いずれの規制が違反認定の適用範囲が広

いかについては必ずしも明確ではなく、それ

ぞれの規制の趣旨が異なると考えられるとこ

ろ、金融審報告にいう「体制整備にとどまら

ず」の意味がやはり明確ではないと思われる。

　②　適合性原則の性質からの考察

　適合性原則は、顧客にとっていかなる取引

が適当かについて、個々の顧客属性等に応じ

て個別具体的に異なるため、個々の顧客ごと

に対応すべきことが原則となる。そのため、

その性質からいえば個別行為規制がより馴染

むものといえる。むしろ、個々の顧客属性を

度外視して形式的・画一的な対応をすること

は適合性原則の趣旨に反しかねない。また、

違反の有無の判断要素は、具体的な当事者の

状況に応じて、相対的・可変的なものになら
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ざるを得ない（注35）ため、客観性をもった明

確な基準を設けることは容易なことではな

い。したがって、金商法上の適合性原則を個

別行為規制と捉えることは、適用可能性の観

点からは現実的なものと考えられる。

　これに対し、業務体制整備のためには、社

内規則等において具体的な金融商品取引と顧

客属性について、それぞれその特性に応じた

不適当と認められる勧誘態様を想定してそれ

らの要素の共通項を抽出し、これを詳細に類

型化することによって運用基準を明確化する

ということが考えられる。より具体的には、

顧客属性を適切に把握することによって、当

該顧客のリスク許容度を見出し、金融商品取

引との相関関係を考慮することによって、当

該取引のリスクが当該顧客のリスク許容範囲

内であるかどうかを判断するための基本的な

基準を設けることが有益である（注36）。すな

わち、勧誘の対象となる金融商品取引のリス

クが顧客属性から算出された顧客のリスクの

許容範囲内に収まる場合には適合性を有し、

顧客のリスクの許容範囲を超える場合には不

適合となるという運用基準が基盤となる。

　このようなものであれば、適合性原則のた

めの業務体制の整備を図ることは可能なもの

と考えられる。現に、個別の事情ごとに相当

多様な態様があるにもかかわらず、金商業者

等に対する法人関係情報管理体制、電子情報

処理組織管理体制及び利益相反管理体制等の

様々な業務管理体制が法令上義務付けられて

いるところである。

　③　条文からの考察

　もとより、条文を素直に読む限りにおいて

は、金商業者等の業務の運営状況について規

制しているものであり、ここから個別の行為

そのものを禁止するという解釈は困難性を伴

う。すなわち、個別行為規制である法38条は、

「金融商品取引業者等又はその役員若しくは

使用人は、次に掲げる行為をしてはならない」

と規定しており、それ以下に個別に禁止され

るべき行為が列挙されている。そのため、禁

止されるべき個々の行為自体が明確となって

いる。これに対し、法40条は、「金融商品取

引業者等は、業務の運営の状況が次の各号の

いずれかに該当することのないように、その

業務を行わなければならない」と規定してお

り、以下に禁止されるべき業務の運営状況が

列挙されている。その中で、１号の適合性原

則を個別行為規制とし、２号を体制整備規制

と区分して理解することは文理上の解釈とし

て疑問がある。確かに、「不適当と認められ

る勧誘を行って」と規定されていることから

すると、この部分に関しては個別行為規制と

捉えることも可能であるが、その後に続く「投

資者の保護に欠けること」「のないようにそ

の業務を行わなければならない」とする規定

に鑑みれば、体制整備規定と解するほうが自

然である。
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■５．適合性原則の意義

⑴　顧客保護と投資者保護

　法40条１号は、「顧客」の属性等に照らし

て不適当と認められる勧誘を行って「投資者」

の保護に欠けることとならないように業務を

行わなければならないことが規定されてい

る。すなわち、適合性に合致した勧誘を行う

相手は「顧客」であるのに対し、業務は「投

資者」保護に欠けることのないように行うこ

とを求めており、法律上両者が明確に区分さ

れている。金商法上の適合性原則の意義を考

察するに当たり、この区分を重視すべきと考

える。その趣旨は、勧誘の相手方の顧客の保

護にとどまらず、当該顧客を含む投資者全般

を保護の対象とすることを意識したものとな

る。

　投資者保護を図るためには、公正かつ健全

な市場環境が整備されていることが不可欠で

ある。そのためには、市場における公正な価

格が形成されていることが重要となる。この

ような観点から、市場参加の適格性について

下限を画するのが狭義の適合性原則の役割と

される（注37）。つまり、適合性原則に違反す

る勧誘が行われた場合には、本来発生し得な

い注文が市場に発注されることとなり、その

結果として公正な価格形成が阻害されるおそ

れがある。このような観点からは、金商法上

の適合性原則は市場の公正な価格形成機能を

制度的に保障することを意味する（注38）。

⑵　適合性原則の意義

　既述したように狭義の適合性原則は、市場

からの排除の法理によって、私的自治へのパ

ターナリスティックな介入を行う機能を有す

る。このことは、２つの意義を有するものと

考えられる。すなわち、自己責任を追求でき

ない者を市場へ参加させないことによって、

本来行われるべきではない取引を排除させ、

①「顧客」の財産権や生存権が保障されない

結果を回避することと、②有価証券の公正な

価格を形成することによって「投資者」の保

護を図ることである。前者が私法上の適合性

原則の意義であり、後者が金商法上の適合性

原則の意義と捉えることができる。換言すれ

ば、私法上の適合性原則は、適合性を欠く者

に対する個別の取引における顧客個人の私権

の保護を図ることを目的とするものであるの

に対し、金商法上の適合性原則は、公正な価

格形成に基づく健全な取引環境の前提となる

市場秩序の維持を図ることを目的とするもの

である。そのため、個別行為に対する規制以

上に体制整備に対する規制の観点が重視され

ることとなる。その結果として勧誘相手であ

る顧客が保護されるにとどまらず、投資者全

体の保護、すなわち、公正かつ健全な市場の

構築によって投資者の信頼が確保され、取引

が活性化され、国民経済の健全な発展へと寄

与することが制度的に企図されているものと

考えられる。
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■６．むすびに代えて

　2013年１月に公表されたIOSCOによる「複

雑な金融商品の販売に関する適合性要件」最

終報告書においては、「規制当局は、複雑な

金融商品にかかわる適合性要件及びその他の

顧客保護要件の遵守を確実なものとするため

に、定期的かつ継続的に市場仲介者を監督し、

検査を行うべきである」とする法令等の執行

に関する原則が提示されている。これと併行

して、証券取引等監視委員会は、直近の検査

実施方針における重点検証事項（注39）として、

「投資勧誘状況の検証に当たっては、顧客の

知識、経験、財産の状況及び投資目的に照ら

して不適当な勧誘が行われていないか、顧客

属性に見合った説明責任が果たされているか

など、適合性原則の観点から検証する」こと

を明示している。

　この古くて新しい課題へ的確に対応するた

めにも、金商法上の適合性原則の意義を意識

した法令適用が有益な視点になるものと思わ

れる。

（注１）  川浜昇「ワラント勧誘における証券会社の説

明義務」民商法雑誌113巻４・５号（1996）642頁。
（注２）  潮見佳男「適合性原則違反の投資勧誘と損害

賠償」新堂幸司＝内田貴編著『継続的契約と商事

法務』（商事法務、2006）167頁。
（注３）  堀田佳文「投資取引における説明義務と適合

性原則」岩原伸作ほか編『会社・金融・法［下巻］』

（商事法務、2013）319頁。

（注４）  最一小判平成17年７月14日民集59巻６号1323

頁。
（注５）  宮坂昌利「判批」ジュリスト1311号（2006）

186頁。川島いづみ「適合性の原則違反の投資勧誘

と不法行為責任の成否」別冊ジュリスト194号

（2008）180頁。
（注６）  潮見佳男『契約法理の現代化』（有斐閣、

2004）。王冷然『適合性原則と私法秩序』（信山社、

2010）。宮下修一「適合性原則と民事責任⑴⑵」国

民生活研究52巻１号（2012）１-19頁、２号（2012）

34頁。
（注７）  川浜・前掲（注１）643頁。
（注８）  金融審議会第一部会報告「投資サービス法（仮

称）に向けて」（平成17年12月22日）14頁。
（注９）  金融審議会第一部会「中間整理（第１次）」（平

成11年７月６日）17頁以下。このような二分論を

前提とした見解以外にも多様な見解がみられる（宮

下修一「説明義務違反と適合性原則」潮見佳男＝

片木晴彦『民・商法の溝をよむ』（日本評論社、

2013）144頁）。
（注10）  金融審「中間整理」・前掲（注９）17・18頁。
（注11）  潮見佳男『不法行為法Ⅰ（第２版）』（信山社、

2011）162頁。
（注12）  川浜・前掲（注１）644頁。
（注13）  宮坂昌利「最高裁判所判例解説」法曹時報60

巻１号（2009）230頁。
（注14）  三井秀範＝池田唯一監修『一問一答金融商品

取引法〔改訂版〕』（商事法務、2008）480頁。
（注15）  堀部亮一「証券取引における適合性原則につ

いて」判例タイムズ1232号（2007）41頁。
（注16）  黒沼悦郎「証券会社の適合性原則違反と不法

行為」ジュリスト1313号（2006）120頁。
（注17）  ほかに、金商業府令117条１項１号に規定する

実質的説明義務が、広義の適合性原則の考え方を

説明義務規定に取り込んだものと説明される（松

尾直彦＝松本圭介『実務論点金融商品取引法』（金

融財政事情研究会、2008）159頁。）。
（注18）  木下正俊「金融商品の販売・勧誘ルールとし

ての説明義務と適合性原則について」広島法科大
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学院論集５号（2009）24頁。
（注19）  芳賀良「金融商品取引法における適合性原則

に関する若干の考察」岡山大学法学会雑誌56巻３

・４号（2007）241頁。
（注20）  宮坂・前掲（注13）229頁。宮下・前掲（注９）

144頁。堀田・前掲（注３）325頁。松尾＝松本・

前掲（注17）158頁。
（注21）  潮見・前掲（注11）164頁。
（注22）  堀部・前掲（注15）40頁。
（注23）  黒沼・前掲（注16）120頁。川島・前掲（注５）

181頁。
（注24）  宮坂・前掲（注13）232頁。
（注25）  王・前掲（注６）79頁。
（注26）  同上375頁。
（注27）  松尾直彦『金融商品取引法（第３版）』（商事

法務、2014）382頁。
（注28）  同上383頁。
（注29）  松尾直彦ほか「金融商品取引法の行為規制

（下）」別冊商事法務318号（2008）211頁。

（注30）  松尾＝松本・前掲（注17）158頁。
（注31）  神崎克郎ほか『金融商品取引法』（青林書院、

2012）766頁。
（注32）  三浦章生『金商法・行為規制の手引き』（商

事法務、2013）240頁。
（注33）  第39回金融審議会第一部会・資料１「行為規

制・民事効・エンフォースメント等について」（平

成17年11月30日）７頁。
（注34）  金融審「投資サービス法」・前掲（注８）14頁。
（注35）  宮下・前掲（注６）52巻２号35頁。
（注36）  王・前掲（注６）373頁。
（注37）  上村達男「投資者保護概念の再検討―自己責

任原則の成立根拠―」専修法学論集42号（1985）

32頁。
（注38）  芳賀・前掲（注19）240頁。
（注39）  証券取引等監視委員会「平成26年度証券検査

基本方針及び証券検査基本計画」（平成26年３月25

日）４頁。
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