
株券不発行制度への展望と考察

山 口 十 蔵

１ 有価証券の無券面化の現状と将来

世界的な規模で有価証券の無券面化が進展しつつある。有価証券

にも種々の種類があるが、此の現象は凡ゆる有価証券に就いて、厳

密に云えば有価証券でないもの、例えば商業信用状に就いても進展

しつつある。

商業信用状取引に関する国際的な統一規則である「荷為替信用状

に関する統一規則並びに慣例」を作成している国際商業会議所は貿

易取引の電子化への対応として２００２年１月、現行信用状統一規則で

ある UCP５００の付則として eUCP（Supplement to UCP５００ for Elec-

tronic Presentation）を公表した。其の実務への具体的な影響や法的

問題点に就いては未だ不明な部分が多い。併し eUCPが作成される

以前から、信用状取引の電子化は進捗している。信用状取引の流れ

の内、銀行間での信用状の発行や資金の決済は既に電子化されてい

る。現在では信用状が紙で発行されることは珍しく、SWIFTや telex

を用いて通知された信用状を原本として取扱うのが一般的であり、

信用状統一規則（UCP５００）もそうした取扱を認めている（１１条）。

従って eUCPは残された書類の電子的呈示への対応として作成され

た（※１）。

無券面化とは具体的には次の二つの現象を意味している。第一

は、権利移転が帳簿化し、登録機関の様な何等かの機関に於ける口
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座の振替或は帳簿上の記載によって行われる。第二に有価証券であ

る紙が本当に無くなるか否かは其れ程重要ではない。紙が存在し続

けていても其れが預託機関に預託されて市場に流通せず、或は多数

の権利者の有価証券が一枚の紙（大券）しか発行されず、其れが預

託機関に預託されて流通しない状態で権利移転の方法が帳簿化され

れば紙は一応存在していても既に無券面化は実現されていると云え

る。実務界に於いてもユーロ国際金融市場での債券発行は此の方式

を摂っている。動かないにせよ兎も角紙が存在すれば、其れを根拠

にして有価証券法理を適用させる余地が残されるから法的には意味

があるが、何時までも此れに因るのが妥当であるかは疑問である。

更に、権利移転だけでなく、権利行使の際でも無券面化の実現が

図られなければならない。株式の場合、議決権行使等の株主権行使

の方法が何の様に行われるのか、其れに伴い如何なる法律上或は実

務上の問題が生じ得るのか多面的な配慮が要請される。

凡そ如何なる法現象に就いても云い得ることではあるが、無券面

化に関しても例外ではなく、其れは現在の有価証券法制が現代の証

券業務の需要を満たすのに不適当な事情が存したのではなく、其の

基盤を成す要因は金融市場の国内、国際取引特に証券市場の普及、

深化、一方コンピューター技術の革新の結果「帳簿化」による簡

易、迅速、大量、安全な事務処理が可能になったと云う実態にある

ことは云う迄もない。そして、其処では，有価証券の発行者と多数

の顧客（所有者、投資家）の間に既に通常の場合仲介業者（証券会

社或は証券業を営む銀行）が介在し、無券面化に当たっては帳簿を

管理、保管する機能を有する主体の存在が不可欠であり、其の為に

は、新規の機関が創設される場合、或は従来存在する者に新たな機

能を付与しなければならない場合もある。従ってそれは全体として

多層的な構造が組成され多数の関係者の権利義務関係が錯綜するこ

とになる（※２）。
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※１ eUCPについて 森下哲朗 電子商取引の法的課題 日弁連法

務研究財団編 商事法務 １７１頁

※２ 神田秀樹 ペーパーレス化と有価証券法理の将来 現代企業

と有価証券法理 河本一郎先生古希祝賀 １５７―８頁

２ 無券面化と現行法制

本格的な無券面化現象は技術革新を背景として過去四半世紀程度

頃から目立ってきたものと考えられるが、法制度を見ると、既に可

成以前から紙が無い状態を前提とする法制は存在する。「社債等登

録法」は其の典型である。商法は株式会社に就いて株券だけでなく

社債券も発行すべきことを要求していたが、（１７年新会社法制定前

旧商法２２６条１項、３０６条参照）、「社債等登録法」は商法の特別法と

して社債券の存在しない社債を正面から承認している（同法４

条）。此れに対し株式に就いては昭和５９年に至って「株券等の保管

及び振替に関する法律」が制定され、株券の無券面化が導入され

た。併し其処では株券自体は集中保管された型で存在することを前

提としている。従って有価証券法理を残存させている点に留意しな

ければならない。保管振替法は株券が保管機構に預託されて市場に

流通しない状態を作り出し、株式の譲渡を帳簿上行う。併し、重要

なことは有価証券法理を同法に中で存続させている点である。即

ち、同法は①口座簿に記載された者は其の口座の株式数に応じた株

券の占有者とみなすと規定し（同法２７条１項）、②口座簿の振替の

記載は、其の記載に係る株式の数に応じた株式を譲渡する場合にお

いて株券の交付があったのと同一の効力を有すると規定する（同法

２７条２項）。従って此の制度の下では、株主は其の株式の譲渡の面

では株券を保有しているのと同じに取扱われ、有価証券法理が其の
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儘適用されることになる訳である。③預託株券の保管は混蔵保管さ

れ（同法２３条）、④預託者は預託株券に対して共有持分を有するも

のと推定される（２４条）、其の結果、⑤預託株券に不足が生じたよ

うな場合には（例えば１００人が１株ずつ預託したが、預託株券が９９

株しか無いような場合）には、保管機関と参加者（証券会社）が連

帯して此れを補填する義務を負う（２５条１項）。具体的には市場か

ら不足分を購入して補填することが予定されている。

他方、国債の振替決済制度は株式の場合の保管振替法の様な特別

立法を経ずに、権利移転の法律構成は動産（無記名債権）に就いて

の指図による占有移転と云う構成を摂っている。混蔵保管の共有持

分の譲渡を株式の場合の保振法２７条の様な特別規定無しで如何に説

明するかであるが、譲渡を行う際には一旦対象である国債を個別化

して（因みに株式の保管振替制度でも顧客は何時でも株券現物の交

付を請求出来る。保管振替法２８条）其れに就いて指図による占有移

転を行うこととする（実際には行わないが行ったことにする）と云

うウルトラ C的な法律構成を摂っている（※３）。

※３ 神田秀樹 ペーパーレス化と有価証券法理の将来 現代企業

と有価証券法理 河本一郎先生古希祝賀 １５８―１６１頁

３ 株券不発行制度

３－１ 株券不発行制度の導入

会社法（平成１７年法８６号）は、株式会社に於ける社員の地位を細

分化した割合的単位（株式）としているが、平成１６年改正前迄は、

それを有価証券化することを要求していた。即ち、会社は株式を表

象する株券と云う有価証券を必ず発行しなければならなかった。其

の理由は、株主の会社に対する権利関係を明確にし（此の関係では
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株主名簿制度も重要な役割を果たす）、又、投下資本回収の為の株

式の譲渡（惹いては株式投資）を容易にする為である。尚、株券の

紛失等を怖れて其の所持を望まない株主の為に株券不所持制度が用

意されていた。

平成１６年改正は、株券不発行制度を新設し、定款で定めれば株券

を不発行とする道を認めた。此の様な株券不発行制度を導入した趣

旨は、対象となる会社の類型に応じて全く異なることに注意する必

要がある。即ち、一方で、其の発行する株式に高度の流通性が必要

な会社（上場会社等）に付いては新しい振替制度への移行を構想し

て株券の無券面化を強制することとすると共に、他方に於いて、其

の様な振替制度利用会社以外の会社に付いては、特に中小会社を念

頭に置いて、株式の市場での流通性を高める必要が無い為、株券の

不発行を認めることとした（※４）。

※４ 神田秀樹 会社法 ８版 弘文堂 ７８頁

３－２ 保管振替制度

会社法は株式の流通を容易にし、株主の会社に対する権利関係を

明確にする為の法技術として株式を有価証券化しているが、株式の

譲渡が多数且つ頻繁に行われるような場合には、其の都度株券の引

渡を行うことは煩雑である。其処で電子技術の発達も相俟って、予

てから準備が進められて来た株券保管振替制度が昭和５９年に立法化

された（株券等の保管及び振替に関する法律）。

此の制度の下では、一般の株主（法は顧客と呼ぶ）は、証券会社

等（法は参加者と呼ぶ）を通じて株券を保管振替機構に集中預託

し、株主名簿上は此の機関の名義とし、参加者は保管振替機構に口

座を持ち、顧客は参加者に口座を持つこととする。預託株式の譲渡

は口座間の振替記帳によって行われる。①此処では、有価証券法理
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を存続させることとし、口座の記載に適法な権利者の推定力を与

え、又口座の振替をもって株券の交付があったものと看做して、有

価証券法理を適用することとした（同法２７条）。②会社に対する権

利行使に就いては、預託株式に就いては株主名簿上は保管振替機関

の名義となるが、此の外に、会社は顧客の氏名を記載した実質株主

名簿と云うものを作成することを義務付けられ、顧客の会社に対す

る権利行使や会社の顧客への通知等は此の実質株主名簿に基づいて

行われる（同法２９条以下）。①②の点は、以下述べる社債振替制度

と異なっており、平成１６年改正で（一定の経過期間を経て）社債振

替制度と同様の次に述べる制度に移行することとなった（※５）。

「社債、株式等の振替に関する法律」により、保管振替株式から

振替株式への簡便な一斉移行特例が設けられている。保管振替株式

を特例により強制的に振替株式へ移行させることは適当でないと考

えられ、施行日迄に、保管振替利用会社は自主的に定款の変更を行

い株券不発行会社となった上で振替機関に同意を与え、施行日に振

替株式とすることが望ましいと考えられるものの、定款の変更を行

っていなければ、施行日に於いて、施行日を効力発生日とする株券

を発行する旨の定めを廃止した定款変更の決議を行ったものとみな

され（同附則６条１項）、定款変更を行わずとも同意期限日迄に振

替株式とする同意を与えさえすれば施行日に振替株式とすることが

可能である。実質的には此の特例が保管振替株式の振替株式への一

斉移行に相当するものである（社債、株式等の振替に関する法律改

正法附則６条－１３条）。

保管振替機関から定款変更の効力発生日の前日における実質株主

に関する事項が発行者に通知され、発行者は通知を受けた事項を株

主名簿に記録（名義書換）をし、株主名簿による権利移転を行うこ

とが可能となる（同附則３条）（※６）。

６



※５ 神田 会社法 ８版 弘文堂 ９７頁

※６ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 社債、株式等振替法

金融財政事情研究会 １４頁、２９６―３０７頁

３－３振替制度

証券決済法制改革の一環として、平成１４年に「短期社債等の振替

に関する法律」が改正され、法律の名称が「社債等の振替に関する

法律」と変更され、一般の社債や国債等に就いても其の無券面化を

実現し新しい振替制度が創設されると共に、振替機関と口座管理機

関からなる多層構造での保有制度が創設されたが、平成１６年改正に

より、法律の名称が更に「社債、株式等の振替に関する法律」と変

更され、株式等に就いても従来の保管振替制度から新しい振替制度

（新しい階層保有制度を含む）への移行が実現することとなった

（平成１６年法８８号）（尚、株式の新しい振替制度への移行〔及び保管

振替制度の廃止〕は、システムの準備に時間が掛かる為、改正法の

公布日〔平成１６年６月９日〕から５年以内の政令で定める日に施行

される）（※７）。

証券保管振替機構が振替機関になる予定である。法律上は複数出

来る可能性がある（※８）。

振替制度に於いては、一般的に、口座簿を管理する機関（集中管

理機関）の下に集中管理機関に直接口座を有する証券会社等（仲介

管理機関）が位置し、此等の仲介管理機関の下に、仲介管理機関に

口座を有し、集中管理機関には直接口座を有しない者が位置し、振

替を行うと云う階層構造が採られている。社債株式等振替法に於い

ては、集中管理機関は振替機関と、仲介管理機関は口座管理機関と

呼ばれ、口座管理機関として振替を行うことが出来る者は、証券会

社、銀行等とされた（同法４４条）。
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（例）口座管理機関乙の振替口座簿

加入者Ｅ 口座管理機関 丁
自己口座 顧客口座

ａ社株式　 100
ｂ社株式　  50
ｃ社株式     20
　　　・
　　　・
　　　・
　　　・

ｄ社株式　 200
ｅ社株式　  50
ｆ社株式    150
　　　・
　　　・
　　　・
　　　・

ａ社株式　 100
ｂ社株式　  50
ｃ社株式     20
　　　・
　　　・
　　　・
　　　・

図
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口座管理機関は、振替機関に口座を開設するが、他の口座管理機

関から口座開設を受ける場合もある（従って、階層は何層にも成り

得る）。株主は加入者として振替機関に直接口座を開設する場合も

あれば、口座管理機関に口座を開設する場合もある。加入者が口座

を開設している振替機関、口座管理機関を其の加入者にとっての直

近上位機関と云う（同法２条６項）（※９）。

口座管理機関は、其の口座を開設する振替機関、口座管理機関に

対しては、口座管理機関であると同時に加入者でもある。口座管理

機関の振替機関に於ける口座は、口座管理機関自身が有する株式等

に就いての自己分（自己口座）と、自らが顧客の為に開設した口座

の株式等を合計した顧客分（顧客口座）とに分けて記録される（同

法１２９条２項）。

振替機関、口座管理機関は、共に振替株式の権利を記録する振替

の為の口座簿である振替口座簿を備える（同法１２条３項、４５条）

が、それぞれの振替口座簿に記録がなされた場合の効果に異なる所

は無い。

多層構造に於いては、振替株式の譲渡人と譲受人のそれぞれの直

近上位機関に於ける振替口座簿に於いて減額の記録及び増額の記録

が行われ権利の移転が完結する。例えば図の加入者 Cと Dとの間

で取引が行われる場合、丙の備える振替口座簿の口座の間での振替

で権利の移転が完結するが、加入者 Cと Fとの間の取引に就いて

は、Cと Fが丙と丁の振替口座簿のそれぞれの口座での増減の記録

が行われるには、振替機関 Xの備える振替口座簿の甲と乙の顧客

口座の間での振替が行われる必要があり、此等の一連の記録によ

り、権利の移転が完結することとなる。

※７ 神田 会社法 ８版 弘文堂 ９７～９８頁
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※８ 証券取引法研究会編 証券のペーパーレス化の理論と実務

別冊商事法務 ２７２号 １６頁

※９ 高橋康文編 長崎幸太郎、馬渡直史著 逐条解説社債等振替

法 金融財政事情研究会 ４２頁

３－４善意取得

善意取得は、有価証券其の他の動産の占有と云う外観に公信力を

与え、此の外観を信頼して取引をした者を保護する制度である。株

券に就いては会社法１３１条により善意取得が認められる。不発行株

式に就いては、占有と云う外観は無いが、振替口座簿での記載と云

う外観があり、此れを信頼した取引がされる。此の信頼を保護し、

善意取得を認めることにより、不発行株式に就いて其の高度の流通

性の実現を図るものである。株券に就いては、例えば、会社の経理

担当者が会社の財産である株券を自己の財産として第三者に譲渡し

た場合、当該第三者が善意無重過失であるときは善意取得が成立す

るが、不発行株式に就いても同様の場面が考えられ、第三者を善意

取得により保護する必要がある。

「社債、株式等の振替に関する法律」１４４条は「振替の申請により

その口座（口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。）に

おいて特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受け

た加入者（機関口座を有する振替機関を含む）は、当該銘柄の振替

株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。た

だし、当該加入者に悪意又は重大な過失がある場合は、この限りで

ない」と規定する（本条は平成２１年６月８日迄の政令で定める日か

ら有効）。

本条は振替株式の善意取得に付いて定めるものであり、振替社債

に就いての７７条と同様の規定である（※１０）。

同７７条は多層構造の導入により口座管理機関の口座内に自己口座
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と顧客口座の別が設けられた為、顧客口座の記録に就いては善意取

得の効果は生じず、加入者の口座（口座管理機関の口座にあっては

自己口座）の記録に就いて善意取得の効果が生じる旨を明らかにす

るものである（※１１）。

※１０ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 社債、株式等振替法

１３８頁

※１１ 高橋康文編著 長崎幸太郎 馬渡直史著 逐条解説 社債等

振替法 １８４頁

３－５ 超過記録に係る義務

同法１４５条は振替株式に就いて、振替機関の超過記録を起因とす

る振替株式の善意取得に因り全ての株主の有する振替株式の総数が

其の発行総数を超える場合（善意取得に因り超過数が発生する場

合）に振替機関の義務を定めるものである（※１２）。

振替株式の善意取得は①或る株主の口座に記録される可き振替株

式が誤って無権利者の口座に記録され、其の無権利者が其れを奇貨

として振替を行った場合（例えば、甲に対して振替が行われる可き

１０００株を誤って乙の口座に記録した場合に、乙が此れを奇貨とし

え、此の１０００株を善意無過失の丙に売却し、丙の口座に振替がされ

た場合）に生じる外、②振替機関等が記録す可き振替株式の数を誤

って記録した為に、加入者が此の超過記録を奇貨として他人に振替

を行う場合（例えば、甲の口座に１０００株と記入す可き所を誤って

１００００株と記録した場合、甲が此れを奇貨として此の１００００株を、善

意無過失の丙に売却し、丙の口座に振替がされた場合）にも適用さ

れる。②の場合には、謂わば、「無から有が生じる」善意取得であ

る為、全体として見れば、発行済株式総数以上の振替株式が存在す

ることになる。其処で此の様な場合には、超過記録をした振替機関
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が、超過記録がされた数の振替株式を取得した上で、其れを放棄し

なければならないこととされる（１４５条１項）。

振替機関が超過記録に係る義務を履行する為に市場から振替株式

を取得する場合に、其の振替株式の流通量が少ないときは、株価が

異常に高騰し、市場が混乱することや、振替機関が必要な数の株式

を取得出来ず、株主の権利行使に制限が生ずることも考えられる。

此の様な事態は発行者にとっても望ましいことではないため、発行

者が振替機関の超過記録に係る義務の履行の用に供する為に、会社

法第２篇第２章第８節「募集株式の発行等」の規定を適用せず、迅

速に自己株式を振替機関等に対し譲渡することを認める。但し、公

正な価額で処分が行われる必要がある（同６項）（※１３）。

同１４６条は振替株式に就いて口座管理機関の超過記録を起因とし

た善意取得に因り全株主の有する振替株式の総数が其の発行総数を

超える場合に超過記録を行った口座管理機関の義務を定めるもので

あり、口座管理機関の義務の内容は１４５条の振替機関の義務と同様

のものである。

１４７条は振替機関が超過記録に係る義務を負う場合に於いて超過

記録に係る義務が完全に履行される迄の間の取扱を定めるものであ

る。 振替機関が超過記録に係る義務（１４５条）を履行する迄の

間、振替株式は発行総数以上存在することになるが、発行総数を超

過する分に就いて何等責任の無い発行者に対抗することが出来ると

するのは適当でない。此の為、超過記録がされた振替株式に就いて

は、超過記録をした振替機関と其の傘下の口座管理機関の加入者が

保有する株式数の割合に応じた超過記録分に就て発行者に対抗する

ことが出来ないものとされ（１項）、其れにより生じた損害に就い

ては超過記録をした振替機関が株主に対して賠償する義務を負う

（２項）。
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振替社債に就いて、振替機関が超過記録に係る義務を履行しない

場合には、発行者に代わって、振替社債の償還、利息の支払義務を

負う（一種の免責的債務引受をしたものとされる（８０条））が、振

替株式に係る権利は議決権等振替機関が発行者に代わって履行する

ことが困難なものである為、免責的債務引受と云う構成は摂られ

ず、振替株式に就いて発行者に対抗することが出来ないものとされ

る（１項）。

義務の不履行による損害には、権利縮減により受取ることが出来

なかった配当相当額、議決権を行使出来なかったことによる損害が

ある（※１４）。

誤記録が混在する場合、例えば、振替機関 Xが口座管理機関甲

の自己口座に１０００の誤記録を行い、口座管理機関甲が加入者 Bの

口座に２０００の誤記録を行った場合に、甲が自己口座から１０００の振替

を悪意の Bに対して行い、其の後、Bから善意の Dへ５００の振替が

行われ、Dに善意取得が成立した場合、Bの口座に於いて誤記録が

混在しており、善意取得の原因となった誤記録をしたのが、Xであ

るか甲であるかは特定出来ない（図参照）。

Xに就いては、甲の口座にした１０００の誤記録の内善意取得が生じ

ていないことが明らかな５００に就いては記録が無いものとして取扱

うことが出来、差額５００に就いてのみ消却義務が課される。甲に就

いては、Bの口座にした２０００の誤記録の内善意取得が成立していな

い１５００に就いては記録が無いものとして取扱うことが出来、甲も差

額５００に就いて消却義務を負う（※１５）。

振替機関、口座管理機関は自らが備える振替口座の記録の過誤に

就いて消却義務を負うのみで、全ての振替機関、口座管理機関が連

帯責任を負わないこととされ、株券等保管振替法２５条と異なってい

る。此れは振替機関等の負う危険は、可能な限り算定可能であっ
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て、口座管理機関の自らの判断によって危険を回避出来ることが望

ましく、又、振替機関等の間に於ける競争は手数料等のほか振替口

座簿の適正な管理にも求められることから、競争原理を働かせる為

に、連帯責任を負わせなかったものである。但し、一方で振替機関

の記録に対する信頼性を確保する必要性が極めて高く、此の為、口

座管理機関は、其の加入者との契約に於いて一定の連帯保証を行う

ことが求められている（１１条２項）（※１６）。

※１２ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 新社債、株式等振替

法 ３３０頁以下

※１３ 同上 ３３１頁

※１４ 同上 ３３４頁

※１５ 高橋康文編著 長崎幸太郎 馬渡直史著 逐条解説 社債等

振替法 １９０頁

※１６ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 新社債、株式等振替

法 ６１～３頁

３－６ 連帯保証

振替機関等の誤記録により善意取得が生じた場合には、誤記録を

行った振替機関等に消却義務が課せられ、振替機関等が其の消却義

務を履行出来ない場合には、誤記録による善意取得分の振替株式に

就いては、傘下の個々の加入者の発行者に対する権利は善意取得分

だけ均等割合で縮減することとされている。併し、振替機関等が破

産等により消却義務等を果たせない場合には、加入者は損害を蒙る

こととなる。此の損害を補填するものとして加入者保護信託が導入

され、振替機関等により拠出された資金からなる加入者保護信託か

ら損害を蒙った投資家に対し、支払が行われる仕組が整えられた

が、有価証券による権利移転の場合には証券を喪った者のみが損害
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を蒙り、機会損失を除けば、損害額も有価証券の発行総額を超える

ことは無いのに較べ、振替制度に於いては損害を蒙る者は誤記録を

行った振替機関等の傘下の加入者に及び、理論上は誤記録による善

意取得は株式発行総数に限定されることがないことから、振替制度

への信頼確保の為、加入者保護信託とは別に、上位機関が負った誤

記録による加入者への債務に就いて下位機関が連帯して保証するこ

とが求められる（社債、株式等振替法１１条２項）。

振替制度の下では、「無から有が生じる」善意取得が起り得ると

云われている。同じ事態は株券保管振替法の下でも起り得るように

見えるが、此処では善意取得の対象になっているのは、寄託株券に

対する共有持分であって、株式其のものではない。従って、共有持

分の善意取得の結果、其の総計と預託株券に齟齬が生じた場合は、

顧客の共有持分は保有の割合に応じ縮減することとなり、発行者に

対する関係では株式が増加することにはならない。例えば発行者の

株式が本来１０万株しか預託されていないのに、保管振替機関に１１万

株の株式が登録されている場合、口座上１株を保有する者の権利は

１１分の１０株分しかないことになる（※１７）。

株券等保管振替法に於いては、預託株券に不足が生じた場合に

は、預託した株主の権利が均等割合で縮減すると解され、保管振替

機関及び顧客の為に口座を開設する全ての参加者が連帯して補填す

る義務を負う（同法２５条）のに対し、本項の連帯保証義務は、下位

機関が自己の加入者に対し上位機関の消却義務等を保証するもので

あり、上位機関が下位機関の義務の履行を保証するものではない。

叉、誤記録をした口座管理機関とは別の系統に属する口座管理機関

が連帯して保証するものでもない。振替制度に対する信頼の維持を

図りつつ、自己の責任が及ばない他の者による誤記録に原因する義

務の履行と云う予測不可能な危険を口座管理機関に負わせることを

極力限定しようとするものである。叉加入者は口座を開設する直近
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上位機関に就いては自己の責任で選択していると考えられるが、更

に其の上位機関に就いても自己責任を求めることは酷である。従っ

て、加入者の選択とは無関係な上位機関の誤記録により損害を蒙る

場合には、原則的に直近上位機関に連帯保証義務を負わせることに

より、上位機関の財務内容に拘わらず、直近上位機関を信用し、選

択すれば、最終的には損害を回復することが出来ることになる。

（※１８）

併し、以下の除外例がある。

① 外国口座管理機関は連帯保証を負担することを免れる。外国口

座管理機関の場合、其の加入者は日本国内に住所を有しない海外

投資者と考えられるが、外国口座管理機関と海外投資者との間の

損害に関する取決めに就いては、其々の国の法律、慣習、当事者

間の契約による方が妥当な解決が図られる場合が多いと考えられ

る。本法の規制が其等の規律に反するような場合には、外国金融

機関等が口座管理機関となることを回避し、振替制度に参加しな

い場合も想定される。惹いては、振替制度対象銘柄が海外投資者

の投資対象から除外されることとなる可能性が懸念されるからで

ある。

② 外国口座管理機関、適格機関投資家、国、地方公共団体等は、

直近上位機関のみならず、其の上位機関についても業務遂行能

力、財務内容等の判断が可能と考えられ、自己責任の原則から連

帯保証を受けられる加入者から除かれるものである。

③例えば、日本銀行、郵政事業庁は口座管理機関となり得るが加入

者の保護に支障がない者と判断され、下位機関の連帯保証の対象

から除外される（※１９）。
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※１７ 証券のペーパーレス化の理論と実務 別冊商事法務 ８６頁

※１８ 高橋康文編著 長崎幸太郎 馬渡直史著 逐条解説 社債等

振替法８７―８８頁

※１９ 同上８７―９１頁

３－７ 義務不履行の場合の取扱い

社債、株式等振替法１４７条は、振替株式に付いて振替機関が超過

記録に係る義務を負う場合に於いて義務が完全に履行される迄の間

の取扱いを定めるものである。

振替機関が基準日に於ける総株主通知を行う準備をしている時に

超過記録を行ったことを発見した場合に、直ちに振替株式を取得

し、超過記録に係る義務を履行したとしても、既に基準日を経過し

ている為、各株主は１項の規定により発行者に対抗することが出来

ない部分に就いて議決権（会社法１２４条１項）、剰余金配当請求権

（同４５４条）が減少することになる。併し、議決権の消滅は金銭で完

全に回復することが困難であることから、議決権の減少は出来る限

り避けることが望ましく、又、株主に少数点以下の議決権を行使さ

せることは発行者の事務負担を重くし、株主総会の運営に混乱を生

じさせる懼れもある為、３項に於いて、超過記録に因る義務を負う

振替機関が総株主通知（１５１条）の後２週間以内に超過記録に係る

義務の全部を（超過分振替株式の取得、権利の放棄）を履行し、且

つ、此の振替機関が取得した振替株式に就いて総株主通知が行われ

ている株主（特定被通知株主）が、総株主通知後２週間以内に発行

者に対して、振替機関が取得した振替株式に関する議決権等の全部

を放棄する意思表示をした場合等には１４７条１項は適用されないこ

ととされた（即ち所有株全部が対抗出来る）。

振替機関が超過記録に係る義務の全部を履行するだけでなく、特
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定被通知株主が議決権等の全部を放棄することが要件とされるの

は、超過記録分の振替株式に付いて振替機関により権利が放棄され

たとしても、基準日に於ける株主が議決権等を行使することが出来

る為、超過記録分に相当する議決権等が行使されないことが必要で

ある。

代表訴訟提起権（会社法８４７条）等の単独株主権、少数株主権

は、株式を一定の期間、継続所有することが要件となり、又、新株

発行差止請求権（会社法２１０条）の様に継続保有が要件となってい

ない単独株主権に就いても、権利行使が終了する迄の間、株式を継

続保有しなければ、其の権利行使は不適法となる。其の為一旦振替

機関に超過記録に係る義務が生じてしまうと其の継続所有要件が充

たされず、単独株主権の行使が制限される場合が生じることがあ

る。振替機関が超過記録に係る義務を履行したとしても加入者が発

行者に対抗することが出来る株式数が一旦減少したと云う事実は残

る為、何の手当も無ければ、一定期間の継続保有が要件とされてい

る単独株主権、少数株主権に就いては其の継続保有が中断すると云

う事態が生じて仕舞う。此の為、１４７条４項に於いて振替機関が超

過記録に係る義務を履行した場合には、単独株主権、少数株主権の

継続保有要件に就いては、超過記録が最初から存在しなかったもの

として取扱うこととして、単独株主権、少数株主権の行使が過度に

制限されることがないようにされている。１４８条は、口座管理機関

が超過記録に係る義務を負う場合に於いて、振替機関の場合（１４７

条）と同様の規定である。

超過記録をした口座振替機関の傘下でない加入者に及ぼす超過記

録に因る市場価格の変化による損害賠償は民法の原則に拠る（※

２０）。

１４９条は１４７条、１４８条により発行者に対して対抗することが出来

ない振替に就いて、発行者が誤って剰余金の配当をした場合に於い
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て、剰余金の配当がされていない他の振替株式に就いての発行者へ

の対抗力に影響を及ぼさないこと（１項）、其の場合株主は受取っ

た金銭は返還しなくても良く（２項）、不当利得にならない。発行

者が株主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得する（３

項）。過払を受けた株主は振替機関等に対して有する請求権を其の

儘とした場合には、二重に支払を受けることになるからである（※

２１）。

※２０ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 社債、株式等振替法

１５０頁

※２１ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 社債、株式等振替法

１４４～１５３頁

高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 新社債、株式等振替

法 ３３４～３３８頁

４ ドイツに於ける証券保管制度

我国の株券等の保管振替制度はドイツ寄託法を参照しつつ制定さ

れた。我国の有価証券概念及び有価証券法理がドイツ法の影響を受

けていることは従来に於いても現在に於いても変わらない。

以下、ドイツ有価証券保管・振替決済に関する法制度及び実務を

見たい（※２２）。

ドイツに於ける証券保管・振替決済システムの対象となる証券は

「投資証券」と云われ株券、社債が其の代表であるが非常に広範囲

な証券を含む。投資証券は、ドイツに於いては、全て寄託法（Depot-

gesetz）に基づく集中管理・振替制度の対象となり得る。

ドイツ株式法により、記名株式の法的性質は指図証券であるとさ

れているため、譲渡制限の付された記名株式であっても、講学上の
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記名証券ではない。

ドイツに於ける有価証券の寄託の方式は、個別の証券を分別保管

する特定保管と、同種の他の有価証券と混蔵保管する方式とがある

が、有価証券混蔵銀行に保管されている有価証券の圧倒的多数は、

混蔵保管方式によっている。混蔵保管の場合は、通常は混蔵証券が

１枚から数枚作成され保管されるに過ぎない。

我国の証券保管振替機構に相当する証券集中保管機関は Clear-

stream Banking Frankfurtである（※２３）。

現行寄託法は、寄託者は、混蔵保管されている有価証券の中から

自己の保有数に応じた証券を発行するよう請求出来る旨、規定する

（寄託法７条１項）。他方、発行者に対しては、請求ある場合個別の

有価証券を発行する義務を課している（同法９a条３項）。個別の

証券の発行により、投資家は再び当該有価証券の単独の所有者にな

る。其処で混蔵証券を固定化し実質的無券面化を達成する為には投

資家の発券請求権を排除する可能性が必要である。

株券に付いては、１９９８年改正株式法により、定款の定めにより株

主の株券発行請求権を排除することが認められることとなった（同

法１０条５項）。此の様な定款の規定を有している株式会社は、未だ

必ずしも多くないと云われているが、既にドイツ銀行やドレスナー

銀行等の定款には株主の発行請求権を排除する規定が置かれてお

り、徐々に普及することが予想される。

此の様に、ドイツでは、混蔵寄託と株券発行請求権の排除と云う

形で実質的に無券面化を実現しようとしている。ドイツに於いて

は、混蔵証券化によって、有価証券を不動化し発行枚数も少なくな

っている為、事実上の無券面化は可成達成されており、敢えて完全

な無券面化を行う必要性が無いだけでなく、理論的にも、証券を完

全に廃棄することによって有価証券法理との連結点が無くなり、反

って困難な問題が生ずると云う指摘がなされている。
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ドイツに於いては、連邦及び州債務を例外として、完全な無券面

化は行われていない。此れに対し、フランス、フィンランド及びギ

リシャでは、上場株式は全て電子化されている。

混蔵保管された有価証券の共有持分の譲渡は、通説では、動産の

譲渡に関する一般的原則に従い、物権的合意（ドイツ民法９２９条）

及び引渡によりなされ、振替決済に於ける引渡が如何なる法律構成

により認められるかに就いては、民法９２９条による｛現実の引渡｝

を認めている。ドイツ寄託法は、我国同様、参加者及び顧客の権利

に付き共有持分構成を採っているが、我国の様に帳簿への記載其れ

自体を証券の交付と看做しているのではない。

併し、混蔵持分の善意取得に就いて争われた例は無く、実務に於

いては、善意取得が問題となることは殆ど無いと見られる。

有価証券振替決済制度の下で共有持分の善意取得の可否に就いて

議論が錯綜する。寄託法には共有持分の善意取得に関する明文の規

定を置いていないが、立法者の意図は物権法の一般原則に従い善意

取得も当然に成立すると考えていた。所が、１９３７年信託法制定以後

共有権の善意取得は極めて限定的な場合にしか成立しないとする民

法判例理論が確立した。即ち、抽象的な共有持分を観念的に譲渡し

ても、善意取得の基礎となる権利外観は存在しない、善意取得が認

められる為の信頼の基礎を欠くとするのである。

有価証券取引に於いては善意取得を否定することは取引の安全を

害するとの批判が強く現在でも尚多数説は振替決済制度下でも善意

取得を認めるが、今日では善意取得制度を適用する基礎に欠けると

して善意取得を否定する見解も有力である。

併し、混蔵持分の善意取得に就いて争われた例は無く、実務に於

いては、善意取得が問題となることは殆ど無いと見られる。

※２２ 本項に関しては専ら神作裕之 証券保管振替制度のあり方―
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ドイツ法を中心として― 財団法人 証券保管振替機構に依拠さ

せて頂いた。

※２３ 高橋康文編 短期社債等振替法 １７頁

５ 口座管理機関によって保有される証券につ

いての権利の準拠法に関する条約

証券取引の国際化及び本稿に於いて比較検討した日独両国を含む

各国に於ける間接保有制度の普及に伴い、今後は間接保有証券の国

際取引が増加し、此れに適用される法規制の透明性、統一性が求め

られる。此の様な状況を背景に２００２年１２月、ハーグ国際私法会議

（※２４）に於いて「口座管理機関によって保有される証券についての

権利の準拠法に関する条約」が採択された。

嘗って株式、社債、CPと云った「証券」が個々の物理的な券面

と云う形でしか存在し得なかった時代に於いて、其れを国際的に譲

渡或は担保設定する場合、何れの国の法律上の要件を具備しなけれ

ばならないかに就いては、証券所在地の法に従うと云う「証券所在

地法主義」なる国際私法上の原則が我国を含めて国際的に受入れら

れていた（※２５）。

先ず、本条約の対象となる「証券」とは何か。特に現金を此れに

含めるかに就いて、其の性格の特殊性から本条約の対象から除かれ

ることになった（１条１項）。

尤も、２条１項（g）号が定めるように、「証券の処分」がなされ

た場合に、其れが現金をも含めた「配当、収益、その他の利益の分

配若しくは償還を受ける資格、売却金又は他の利益」に迄及ぶか否

かに就いては、本条約により選択された準拠法が決定することにな

る（※２６）。外国証券は大券による混蔵寄託と金銭による償還を最初

から条件とする金融商品として募集される場合が多く、証券と現金
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を分けて取扱うのは実際的でない。

条約２条は、本条約及び準拠法の適用範囲に付いて規定する。即

ち、同条１項に於いて本条約が如何なる事項に付いての準拠法を決

定するかを規定すると共に同条３項に於いて本条約が準拠法を決定

しない事項に付いて規定している。

具体的には、口座管理機関によって保有される証券に関し、（a）

口座管理機関によって保有される証券の法的性質並びに口座管理機

関及び第三者に対する効果，（b）口座管理機関によって保有される

証券の処分の法的性質並びに口座管理機関及び第三者に対する効果

（c）口座管理機関によって保有される証券の処分の perfectionの要

件（d）口座管理機関によって保有される証券に関する利益と他の

者の利益との優先関係（e）口座管理機関によって保有される証券

に関する利益を口座名義人等と争う口座名義人以外の者に対する口

座管理機関の義務（f）口座管理機関によって保有される証券に関

する利益の換価の要件及び（g）口座管理機関によって保有される

証券の処分が配当等を受ける資格や償還金に及ぶか否かと言った事

項に関する準拠法に就いて、本条約が決定することとなる。

他方、口座管理機関によって保有される証券に関する事項であっ

ても、（a）口座管理機関によって保有される証券に関する権利義務

の内、純粋に契約上のもの又は純粋に人的なもの、（b）口座管理機

関によって保有される証券の処分の当事者間に於ける契約上又は其

の他の人的な権利義務及び（c）証券発行者又は其の登録者若しく

は名義書換代理人の権利義務と云った事項に関する準拠法に付いて

は、本条約の適用範囲外とされている。本条約の適用されない事項

に付いては、法廷地の抵触法に従って準拠法が決定される。

固より、本条約は渉外的な性質を有する事案に付いてのみ適用さ

れる（３条）。２条１項に規定する事項が問題となっている事案で

あっても、全ての要素が同一国内に集中しているような純粋国内事

株券不発行制度への展望と考察 ２３



案には、本条約は適用されない。

４条１項の規定により、口座管理機関によって保有される証券の

２条１項に規定する事項に就いての準拠法決定に関し、当事者自治

を認める。即ち、口座管理契約に於いて①上記事項に適用する法律

として明示的に合意された国の法律がある場合には、其の法律が準

拠法となり、②其の様な合意が無い場合には、当該口座管理契約を

規律する法律として明示的に合意された国の法律が、上記事項に就

いての準拠法となる。

但し、何れの合意に就いても、「明示の合意」でなければなら

ず、「黙示の合意」は含まれないが、合意が書面によることは要し

ない。

但し口座管理契約の当事者は、如何なる国の法律であっても準拠

法として合意し得るのではなく、関連口座管理機関が事務所を有し

ている国の法律のみを、準拠法として合意出来る。譲渡の場合、譲

渡人 Aと其の口座管理機関 Bとの間で合意した国の法律（甲国

法）と、譲受人 Cと其の関連口座管理機関 Dとの間で合意した国

の法律（乙国法）が異なる場合は、本条約上は、いずれの国の法律

が準拠法となるかに就いての明文の規定が設けられていないから、

解釈上の疑義が生じるが、この問題に付いては、譲受人 Cと其の

関連口座管理機関 Dとの間で合意した国の法律（乙国法）が準拠

法となると云う解釈を、解釈通達として明示することとなった。

４条による準拠法の合意が無かった場合は、関連口座管理機関の

事務所の所在する国の法律が準拠法となり（５条１項）、以下、関

連口座管理機関の設立準拠法（２項）、同営業所所在地国法（３

項）が準拠法となる。

条約発効に必要な加盟国数は３箇国であり、条約は、批准書、受

諾書、承認書又は加入書の内三番目に寄託されるものの寄託後３個
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月の期間が満了する月の翌月の初日に効力を生じることとなってい

る（※２７）。

※２４ 国際私法統一運動の最も重要な国際組織である。１８９３年オラ

ンダのハーグで開催されて以来、第二次大戦前には第６会期迄が

開催された。第７会期（１９５１年）以降、外交会議は、ほぼ４年に

１回開催され、多くの法分野に於ける国際私法に関係する条約を

採択し、国際取引の領域で先駆的な役割を果たして来た。

※２５ 早川吉尚 口座管理機関によって保有される証券についての

権利の準拠法に関する条約草案 商事法務１６４２号 ４頁

※２６ 同 ７―８頁

※２７ 葉玉匡美 和波宏典 口座管理機関によって保有される証券

についての権利の準拠法に関する条約の概要 商事法務 １６９７号

８３頁以下参照

６ 株券不発行制度への展望と課題

６－１ 保管振替制度

株券を含めて、有価証券に付いての従来の理論は、券（紙）を中

心として権利関係を明確にすることに努めて来た。即ち、株式を譲

渡するには、株券を交付することを要する（旧商法２０５条１項、新

会社法１２８条１項）。株券の占有者は、適法の所持人と推定される

（旧商法２０５条２項、新会社法１３１条１項）。株式の善意取得も、専ら

株券を占有している者を権利者と信じて取得した者を保護する制度

である（旧商法２２９条、小切手法２１条、新会社法１３１条２項）。

保管振替制度の下でも、券は動かず、券の占有に対する信頼は、

其の根拠を失っている。其れでも、特別の法律の規定が無い所で何

とか理論的説明をしようと思えば、上記の各条文に結び付けていく
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より他に方法が無い。即ち、株券に対する共有、共同占有、間接共

同占有なる理論を前提として、此の様な占有の移転による株式（共

有持分）の移転を説明して来たのである。併し、此れには相当無理

があり、殊に善意取得を認めることが困難である。其の為、特別立

法による明確な解決が望まれ、株券保管振替法により其の要求が実

現された（同２７条）。

其の仕組みは次の様である。

立法の形式としては、券から全く離れて、文字通り、帳簿上の記

載及び其の変更に株式移転に絡む法律上の諸効果を結び付けて行く

ことも考えられる。併し、同法は其の様な方向を摂らず、飽くまで

も株券が存在し、株券が占有され、株券に対する権利が移り、其れ

に伴って株式が移転するとの構成を摂っている（※２８）。

同法２７条１項は、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載された者

は、其の口座の株式の数に応じた株券の占有者とみなすと定めてい

る。次いで、同条２項は、参加者口座簿及び顧客口座簿の振替の記

載は、其の記載に係る株式の数に応じた株式を譲渡する場合に於い

て、株券の交付があったのと同一の効力を有すると定めている。

顧客 Aが X社株１、０００株を参加者甲を通じて保管振替機関（※

２９）に預託したが、甲の備える顧客口座簿の Aの口座に誤って１０，０００

株と記載された為に、Aが此れを奇貨として顧客 Bに此れを譲渡

し、Bの口座に１０，０００株を振替させた場合、Bは１，０００株は承継取

得し、９，０００株は善意取得する。其の反面、他の預託者全部の共有

持分が割合的に減少する。此の減少した９，０００株は、２５条の補填義

務の対象となる。補填義務者は不足に就いて帰責事由の有無に拘ら

ず保管振替機関と参加者甲である。補填義務履行者は不足の責に任

ず可き者に対して求償権を行使することが出来る（同条１項）。

此の場合、誤記による Aの口座の株数１０，０００株が Bの口座に振

替られたとして、振替の経過が特定されているのであるから、此の
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様な場合は、Bは善意取得しないのであって、誤記を訂正して元へ

戻せとの意見も有り得るかもしれない。併し、株券が現実に受渡し

されるときは、必ず特定出来るが、多数の売顧客の口座から多数の

買顧客の口座に数字の振替が為されるだけであるから、当該９０００株

は何の買顧客の口座に振替られたかは追跡不可能である。買顧客全

員の口座に按分的に振替られたとでも云う以外に無い。従って、誤

記による９，０００株も買い顧客によって善意取得され、其の結果生ず

る不足分は同法２５条の補填義務の対象とするのが、最も合理的と考

えられたものである（※３０）。

併し、取引所取引の決済方法は実際上は次の通り行われる。

A証券会社の顧客 aは、A証券会社に対し、１０００株の売付注文を

出し、一方、B証券会社の顧客 bは、B証券会社に、同一銘柄１０００

株の買付注文を出したとする。取引所に於いて、同銘柄の売買取引

が成立すると、其の日から起算して４日目に、A，B証券会社間で

決済する必要がある。実際は取引所に於ける会員間の決済は、同一

会員の銘柄毎の売付数量と買付数量の差引数量に付き、取引所の指

定する相手方との間で決済を行う（※３１）。

取引所を通じて決済する場合、現実の決済は原則として集中決済

によって行われる。即ち、有価証券市場に於ける売買取引の大部分

を占める株券の普通取引の場合には、決済の為に授受す可き同一日

分の金銭及び有価証券を、売買取引の相手方が同一人であると否と

を問わず、全て一括合算した上、引渡数と受取数とを差引計算し、

其の残額に付き、証券取引所を通じて決済する。但し、特殊の取引

の種類に応じて例外として、集中決済方式によらず、個々の売買取

引に付き、夫々、その契約内容に従い其の相手方との間で金銭及び

有価証券を授受して決済する。

売買取引の決済に係る有価証券の授受は証券保管振替機構の参加
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者口座簿の振替決済によって行われる。

集中決済方式は、非個性化が徹底した売買取引に適合し、決済の

為の事務の軽減の他、決済に必要な金銭及び有価証券の量の節約を

図るものとして、極めて合理的な処理方式である。併し、有価証券

市場に於ける売買取引の決済は、其の契約の内容に従って、買付代

金と売付証券との授受により為す可きものであるから、集中決済制

度も、此の授受を合理化した技術的な処理方法に過ぎず、其れ以上

に決済条件其のものを変更するものではない。然し、天災地変、経

済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能

又は著しく困難であると認められるに至ったときは、証券取引清算

機関は、其の取引について、決済の条件を改めて定めることが出来

る。（日本証券クリアリング機構（※３２）業務方法書８２条）（３３）。

口座の記録によって権利の移転を図る制度を構築するに当たり、

無権利者からの譲受人を保護する善意取得制度を採用する必然性は

あったのかと云う疑問が存する。独逸の振替決済制度では、混蔵保

管されている有価証券の共有持分に就き、当然善意取得が認められ

るとの理解の下に、立法者は規定を置かなかったのであるが、其の

後、善意取得に就き制限的な判例が固まったと云われている。米国

の UCC第八編も善意取得を認めない立場に立っている。そもそも

無権利者による譲渡を原則として観念し得ない法律構成を摂れば、

善意取得を認める必要は無かったとの指摘もある。帳簿の記載を基

準として権利者を決定し、且つ発行者との関係では証券集中保管機

関に完全な処分権があると解する場合は、無権利者による譲渡は原

則として観念し得ない（※３４）。発行者の帳簿への登録を要件とする

記名証券であれば善意取得を認めない構成も出来るとする見解も、

同様である。英国では、記名株式の善意取得を否定しているようで

ある（※３５）。

株券等保管振替法は善意取得を認める為に、同法２７条に於いて振
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替の記録に株券の交付と同一の効力を認めているが、帳簿上の書換

による権利譲渡を正面から承認し、此れに有価証券法理と同様の法

的効果を付与すると云う方法を採用すべきであるとする見解もあ

る。権利決済が帳簿化された場合には其の決済に就いて公示性が付

与され、其れが信頼性に迄高まれば、理論的には必ずしも善意取得

迄も承認する必要は無いとも示唆されている（※３６）。

株券等保管振替制度下で、盗難社債券が紛れこんで裁判で争われ

る事件は発生しているが（※３７）、善意取得が発生し補填義務が履行

された実例は無いと云われている。

予備株券や偽造株券では善意取得は起こらない（※３８）。予備株券

を流通させた場合は通常発行会社が使用者責任を負う可能性が高い

（※３９）。

※２８ 新版注釈会社法（４）３１９頁

※２９ 財団法人証券保管振替機構は、昭和５９年１２月に設立され、翌

６０年５月に主務大臣により法律に基づく保管振替機関として指定

を受けた唯一の機関である。

※３０ 新版注釈会社法（４）３２２頁

※３１ 河本一郎、半沢保博、藤原祥二、中西敏和著 株券保管振替

の実務 商事法務研究会 ６６頁

※３２ 日本には東証を含めて６つの証券取引市場が存在するが、此

等の市場に於ける有価証券の売買に付いては、全て株式会社日本

証券クリアリング機構が清算業務を行っている。従来は此れ等の

市場で行われた売買に付いては、各市場で清算業務が行われてい

たが、平成１５年１月１４日から、市場横断的な統一清算機関である

同機構により一元的に清算業務が行われている。

※３３ 鈴木竹雄 河本一郎 証券取引法（新版） ４４６―７頁

※３４ 神作裕之 証券保管振替制度のあり方－ドイツ法を中心とし
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て－証券保管振替機構 ４８頁

※３５ 証券のペーパーレス化の理論と実務 別冊商事法務 ２７２号

８７頁

※３６ 同別冊商事法務 ７頁、神田秀樹「ペーパーレス化と有価証

券法理の将来」『現代企業と有価証券の法理』１６１頁以下

※３７ 同別冊商事法務 １４頁

※３８ 同別冊商事法務 １１８頁

※３９ 神田秀樹 会社法 ８版 弘文堂 ８０頁

６－２ 株券不発行制度への移行

無券面化には様々な段階がある。理論的に重要なものは、混蔵証

券化に止めておくか、それとも完全な無券面化を理想とするのかと

云う論点である（※４０）。ドイツに於ける有価証券の無券面化は混蔵

証券の段階に達しているが、連邦及び州の公的債務を例外として、

完全な無券面化は行われていない。其の理由の一つは一部の投資家

は自分で管理したいと云う希望を持っており、其の様な要望を無視

し得ないからである（※４１）。平成１５年９月保管振替制度対象会社全

発行済株式数の内６１％が預託されているが、４０％弱の未預託分は関

係者の言に依ると企業所有であると云われる。融資の現物株担保と

して差入れられている場合及び持合が多いと推定されるが（※４２）、

何等かの現実的理由があるのであろう。

従って保管振替制度によって、事実上は現実的に可能な限度での

無券面化は可也進展しているのであって、敢えて上場会社に株券不

発行制度を事実上強制適用して、完全な無券面化を行う必要性が存

在するかは疑問である。必要性が無いことに加え、理論的にも株券

を完全に放棄することによって、有価証券法理との連結点が無くな

り、却って有価証券法理を使って説明し得る可能性を否定すること

が危惧される（※４３）。
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英国に於いては証券取引所上場証券の移転は１９７６年証券取引所

（業務執行）法により導入されたコンピューター組織 Talismanを通

じて行われている。

１９８１年 Taurus組織と称する上場証券移転の全面的無券面化が提

案されたが、１９９３年３月ロンドン証券取引所は費用が過大であると

して同計画を中止し、イングランド銀行が代替案の起案を約してい

る（※４４）。

次に投資家からの発券請求権を無視しても良いかと云う問題があ

る。曾って日本銀行の株券は額縁に納め床の間に飾られていたと云

う。永井荷風が１９４１年（昭和１６年）１２月８日、即ち日米開戦の日、

起草し、戦時中筐底に秘し、発表の機会が無く、戦後１９４６年（昭和

２１年）世に問われた小説「浮沈」中、「明治時代の中葉、教養ある

中流社会の生活には、西洋文化も次第に円熟し、江戸時代の遺風も

尚全く煙滅せず、この二流の文化の混和からつくり成された典雅、

素朴、穏健なる気風が存在してゐた」と述べている。此の様な社会

基盤が我国資本主義発展の基礎にあったことは無視し得ない。現在

でも日本銀行株式は集中決済によらず、売買取引当事者間で現物株

券の授受によって決済されているのである。

平成１８年８月、北越製紙に国内初の大企業による敵対的 TOB

（株式公開買付）に踏切った王子製紙は、渋沢栄一が明冶６年（１８７３

年）に設立した「抄紙会社｝迄起源を遡るのは周知の事実である。

渋沢栄一は複数の人間の資本を合体させる「合本会社」（株式会社

の前身）を考案し、５百以上の会社の設立に関った。第一国立銀行

と同年設立した抄紙会社は謂わば国内最古の株式会社である。日本

企業のM&A（合併、買収）史に新たな局面を開いたのは、矢張り

日本の資本主義の歴史と共に歩んだ会社であった（※４５）。其の日本

資本主義の歴史は日本文化の伝統の上に培われたものであったこと

も今日改めて想起されなければならないのである。
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定款の規定に依るとは云え、上場会社では株券不発行制度を事実

上強制することの可否である。日本では平成１７年１１月末、株式会社

（旧商法上）が１１５万７０００社ある。其のうち現在全国六証券取引所の

上場会社が約３８００社である。

事実上、此の論議で問題とされているのは、上場会社に関してで

あり、従来の保管振替制度と同様、定款上株券を発行する旨の定め

を廃止するか否かは、会社の選択に委ねられると同様に、振替制度

を利用するか否かも会社の選択に委ねられる。但し、振替制度の利

用に就いては、会社の選択に依るものの、振替機関の業務規定に於

て取扱が認められる株式にのみ振替制度の利用が制限され得る一

方、上場会社等に就いては証券取引所の上場規程により振替制度の

利用が強制される場合もある（振替制度を利用する会社としては上

場会社が予定されている）。此の場合、保管振替制度と株券不発行

制度では同一に論じられないのではないであろうか（※４６）。

既に保管振替制度発足時に於いても善意取得は株券と云う正当な

権利が化体されているものを前提とし、相手の占有を信頼して、其

の信頼を保護する制度であるから保管振替制度では占有を信頼する

ことがないから、保管振替法で明文の規定で認められる迄説明が付

かないと云われていた。

保管振替法でも誤記による権利取得が理論上生じ得るが予備株

券、偽造株券では善意取得は成立しないと解される。併し、其等の

場合には、発行者側に由来する過誤を如何に扱うか不明な問題もあ

るが（※４７）、投資家間では区別し得ない事態も生じ得ると考えられ

る（※４８）。其れであれば寧ろ、権利譲渡が「帳簿化」された場合に

は、其の譲渡に付いて公示性が付与されれば、理論的には必ずしも

善意取得迄をも承認しなくても良いのではないであろうか。善意取

得を認めなければならない理由として、株券を現実に受渡しする場

合は、常に追跡が出来るけれども、保管振替制度に於いても対象株
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式を追跡し特定することが出来ないと云う理由が挙げられるが、

（※４９）併し此の論議は既に技術的な処理方法である集中決済制度の

適用を前提としている問題である。其の場合も根底になる決済条件

は変更されずに存続しているのである。従って懸念する如き問題が

発生したときは、通常の売買として契約を締結した特定両当事者間

の契約法理の問題として解決可能なのではないであろうか。

天変地異、経済事情の激変、品不足その他止むを得ない理由によ

って売買取引を其の契約の内容に従って決済することが不可能又は

著しく困難になった場合には清算機関は其の売買取引に付き改めて

決済の条件を定めることが出来、（日本証券クリアリング機構（※

５０）業務方法書８２条）、其の場合には会員は清算機関が定めた新条件

に従って決済しなければならない。事実平成１７年末世間の耳目を驚

かせたみずほ証券によるジェイコム株誤発注事件でも同条項が発動

されている。

証券取引に於ける善意取得を認めた為に過大記載の場合の消却義

務に就いて、非常に複雑な技巧的に過ぎる制度を創設しても現実に

は殆ど想定されない事態の様に考えられる。保管振替制度下でも少

なくとも表面化した過大記載は例が無いと云われている（※５１）。

※４０ 神作同 ４１頁

※４１ 神作同 １０頁

※４２ 同別冊商事法務 １１３―４頁

※４３ 神作同 １１頁

※４４ Stephen Griffin, Company Law, Pitman Publishing p.98

※４５ 平成１８年８月２２日 日経金融新聞記事

※４６ 高橋康文編著 尾崎輝宏著 逐条解説 社債、株式等振替法

１７頁

※４７ 同別冊商事法務 ９６頁
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※４８ 同別冊商事法務 １１６頁

※４９ 新版注釈会社法（４）３２２頁

※５０ 我国証券市場に於ける市場横断的な統一清算機関として株式

会社日本証券クリアリング機構が平成１４年７月１日設立され、店

頭市場及び全証券取引所に於いてそれぞれ独立しておこなわれて

いた現物取引売買の清算は日本証券クリアリング機構で平成１５年

１月以降一元的に行われることになった。高橋康文、長崎幸太郎

著 証券取引法における清算機関制度 金融財政事情研究会

１６３頁

※５１ 同別冊商事法務 １１３頁
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