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はじめに

　平成一三年の商法改正により導入された「新株予約権付社債」の

分野では、有価証券として新株予約権付社債券に理論的に検討を加
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えた論稿が少ないように思われる。「新株予約権はどこに存在するの

か？」「新株予約権と社債券の関係は？」「新株予約権証券は新株予

約権を表彰する有価証券であるが、新株予約権付社債券は新株予約

権を表彰する有価証券であるか？」「社債権が償還によって消滅し

た後の新株予約権付社債券は、有価証券として新株予約権証券の性

質を有することができるか？」等、重要で基本的な問題が手つかず

のまま残っているように思われる。これらの問題の困難は、従来の、

社債券と社債契約の関係の把握に不十分があったことに始まると思

われる。蕪雑な小論ではあるが、これにによって、問題の理論的な

筋道を指し示すことができれば幸いである（注１）。

　迂遠に思われるけれども、本題に入る前にまず次の問題を、前提

として検討しておかなければならない。

（１）社債契約と社債券の関係

　　社債関係について、社債契約と社債券の関係をどのように構成

するかを検討し直す必要がある（注２）。社債契約につき、後述の債

券売買説や区分説の立場をとると、債券と新株予約権の接合が理

論的にむつかしくなると思われる。元来、社債発行の有因性と証

券上の社債権の抽象性の調整に問題があり、証券上に抽象的な債

務負担による社債権の成立を認めながら、他方において、証券外

で消却することも可能な新株予約権を証券に関連させることに理

論的な困難を生ずるからである。そのためには、債券売買の構成

によらないで、証券の外でまず社債契約の存在を認め、これに新

株予約権の付与を付随または並存させる構成をとらないと、その

困難を克服することができない、と考えられる。

（２）そのうえで、この論稿の主題は、

（イ）新株予約権はどこにあるのか。証券上か、証券外で証券に関

連づけられ、これに付随して移転されるのか。

（ロ）社債権と新株予約権は、どこでどのようにして関連づけられ
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るのか。あるいは、直接関連せしめられることなく、証券を挟

んで、証券を媒介としつつそれぞれ独立の法律関係として並存

しているのか。

（ハ）社債権または新株予約権の一方が消滅した後の証券の性質に

問題がある。新株予約権が消滅した社債券は、なお社債権を表

彰して有価証券であるが、社債権消滅後の証券は、証券外で成

立し付与された新株予約権に対して、有価証券として機能でき

るのか、である。

（なお、本稿において単に条文番号のみを示すのは商法典の条文である。）

一　制度としての新株予約権

１ ストック・オプション制度の拡大

（１）（イ）新株予約権とは、会社に対して、一定の期間、あらかじ

め定められた一定の価額で新株の発行を請求することができる権

利である。その権利が行使されたときは、会社が、その権利者に

対して新株を発行し、またはこれに代えて、その有する自己株式

を移転する義務を負うことになる（二八〇条ノ一九）。

（ロ）平成一三年に公布された「商法等の一部を改正する法律」

（平一三法一二八）により、あらたに新株予約権制度が設けられ

た（注３）。これは会社に、いわゆるオプションの発行を一般的に

認めるものである。すなわち、一定範囲の者に、選択行使を前

提として、会社に新株の発行を求めることができる権利を付与

するものである。従来のストック・オプションの制度は、この

制度に取って替わられた。しかし、今までの、いわゆるストッ

ク・オプションを導入できなくなったわけではなく、「株主以外

の者に対する新株予約権の有利（無償）発行」という手続により、

新たな新株予約権制度の中で、より柔軟な形で取り込まれたと
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みることができる。

（ハ）オプション制度については、従前、商法は消極的な姿勢で臨

んでいた。すなわち、あらかじめ定められた価格で、会社から

その株式を取得することができる権利（オプション）の発行は、

ストック・オプションとして取締役・従業員に与える場合（改

正前二八〇条ノ一九）、および社債と組み合わせて発行する場合

（ワラント債、改正前二四一条ノ二・三四一条ノ八）に限って認

められ、例外的制度として位置づけられていた。

　  従来の姿勢の背後には、オプションが行使される場合には、

行使価額が常に株式の時価よりも低いはずであるから、オプショ

ンの発行には、当然に有利発行の問題が潜在するとする考えが

あったように思われる。

（２）（イ）今回、オプションは単独で一般的に発行できる制度になっ

た（注４）。すなわち、目的・対象を特定せず、かつ単独に新株予

約権を発行できるのである。付与する対象者を拡大し、付与す

る株式数の上限を撤廃し、株主総会の決議事項から付与対象者

の氏名等を外すことによって、新株予約権の単独での発行を認

めた。また、これまでの取締役・従業員に対するストック・オ

プションは、新株予約権の有利発行の一形態として整理された。

（ロ）新株予約権（オプション）の制度を一般的に認め、単独発行

を肯定することによって、この制度を利用する範囲は拡大され

た（注５）。たとえば、融資を受ける際に、貸主に新株予約権を付

与することによって、融資の条件を有利にすることができ、ま

た取引先に発行して有利な取引条件を引き出す等、会社の経営

戦略に役立つ手段の多様化を実現できる。この点で、単にオプ

ションが発行できる場合を一般的に拡大したというだけでなく、

会社法の中におけるオプションの持つ性格と役割が大きく見直

されたということができる（注６）。社債に付けて発行することも
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できる。これが制度としての新株予約権付社債である。

２ 従来のストック・オプション制度との比較

（１）念のため、従来のストック・オプション制度と比較して相違点

を指摘する（注７）。

（イ）従前のストック・オプションは、会社の取締役または使用人

（従業員）に対して、無償で自社株を取得する権利を与えるもの

であった。そして、これを付与するには、定時総会の決議を必

要とした（改正前二一〇条ノ二　一項二項）。新株予約権は、一

定の条件で自社の株式を取得する権利であるため、現行制度の

下で、従来のストック・オプションと同じ仕組みを維持しよう

とする場合には、会社の取締役または使用人に対し無償で新株

予約権を付与することになる。ただ、新たな新株予約権制度の

下では、取締役・使用人に対する新株予約権の無償の付与と位

置づけられる結果、「特に有利な発行」とみなされると株主総会

の特別決議が必要になる（二八〇条ノ二一）。

（ロ）①改正前は、ストック・オプション付与の対象者が当該会社

の取締役および使用人に限定されていた。今回、改正法は新株

予約権の発行の対象者について制限を設けていないので、監査

役や会計監査人のほか、子会社や関連会社の取締役・使用人な

どにも付与することができる。

  また、株主総会において、有利発行を必要とする理由の開示

（二八〇条ノ二一　一項後段）との関係で、対象者の一般的な範

囲を明らかにする必要があるけれども、対象者の氏名等まで決

議する必要はなくなった。

②改正前のストック・オプションの行使期限は、株主総会決議後

一〇年以内に設定しなければならなかった。新株予約権では、

このような限定は設けられておらず、権利行使の条件をどのよ
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うに設定するかは会社の自治的な判断に委ねられる。

③また、改正前は、付与されるストック・オプションの目的であ

る株式の総数については制限があった。このような制限は撤

廃され、授権資本の範囲内であれば（二八〇条ノ三九　三項・

二二二条ノ二　三項参照）、自由に新株予約権の目的となる株式

の数を決めることができる。

  新株予約権の発行には定款の定めを必要としないことも重要

である。新株予約権の発行は、株主総会でこれを決定する旨の

定款の定めがないかぎり、原則として取締役会の決議でこれを

決定することができる（二八〇条ノ二〇　一項二項）。

④そのほか、新株予約権は原則として譲渡することができ（二八

〇条ノ三三　一項本文）、会社も新株予約権の行使に対して、新

株発行に代えて自己株式を権利行使者に移転することができる

点、制度の巾が拡がっている。

３ 新株予約権の発行

（イ）個々の新株予約権の性質については、これを法律的にみると

次のようなものであると思われる。すなわち、新株発行契約は、

新株の発行を受けようとする者が新株引受の申込をし、会社が

この者に新株の割当をして、その申込に対する承諾をすること

によって成立する。この新株発行契約を締結することを約束す

る予約の、予約完結権としての性質を新株予約権が有するもの

と思われる（二八〇条ノ一九参照）（注８）。ただ、予約の完結を求

めるか否かの行使者の選択を、あらかじめ前提として制度が成

り立ち、新株予約権が発行されるところに、その特色がある。

（ロ）なお、株主以外の者に対し、特に有利な条件で新株予約権を

発行するには、定款にこれに関する定めがあるときであっても、

新株予約権発行事項（二八〇条ノ二〇　二項一号・二号および
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四号ないし八号に掲げられる事項）、ならびに各新株予約権の最

低発行価額（無償で発行する場合は、その旨）について、株主

総会の特別決議（三四三条）が必要となる（二八〇条ノ二一　

一項前段）。この場合、第三者に対する有利発行が必要である理

由の開示が求められる（同条項後段）。この特別決議は、新株予

約権であって決議の日より一年内に発行価額の払込（無償発行

の場合には発行）をするものについてだけ効力を有する（同条

二項）。

（ハ）「特に有利な条件」とは、新株予約権の発行価額と新株予約

権の行使価額の合計額、つまり新株一株の発行価額が、合理的

方法で算出された権利行使期間内の平均予想株価と比較して、

特別に有利と判断される場合をいう、とされる（注９）。この見解

によれば、新株予約権の行使価額を平均予想株価より高く設定

すれば、理論的には新株予約権の発行価額が零であっても、「有

利な条件」に該当しないことになる。しかし実際には、新株予

約権が経済的にまったく無価値の状態で発行されることはない、

といってよい。なにがしかの経済的価値があるから、新株予約

権の発行が経済的に意味があると考えるのが常識である。そし

て、新株予約権が行使されるのは、その行使価額が時価よりも

低い場合に限られるから、一般に新株予約権の無償発行は「特

に有利発行」に当たるとみるのが妥当である（注 10）。

（ニ）なお、第三者に対する有利発行に関連して、株主の新株予約

権引受権について付言する。

  株主は、新株予約権の付与が、定款または株主総会もしくは

取締役会の決議によって定められないかぎり、当然に新株予約

権の引受権を有するものではない。ただ、株式の譲渡制限（二

〇四条一項但書）のある会社の株主は、新株予約権の引受権を

有する（二八〇条ノ二七　一項本文）。もっとも、株主以外の者
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に対し新株予約権を発行すべきこと、ならびにその新株予約権

の目的である株式の種類および数について、株主総会の特別決

議（三四三条）があったときは、その範囲において株主の引受

権は及ばない（二八〇条ノ二七　一項但書）。

  株主が、新株予約権の引受権を有する場合には、会社は各株

主に対し、新株予約権引受権行使の催告をしなければならない。

この催告は、失権予告付きで行われる（二八〇条ノ二六）。

（ホ）新株予約権の発行権限は一般に取締役会に委ねられている

（二八〇条ノ二〇　一項二項）（注 11）。

  従来のストック・オプションにあった総量規制（改正前二一

〇条ノ二　三項四項・二八〇条ノ一九　三項）および行使期間

の制限（改正前二一〇条ノ二　五項・二八〇条ノ一九　四項）

は撤廃されている。株式の譲渡制限のない会社において、取締

役会の新株予約権発行権限を制限するものは、授権資本枠によ

る制約と、定款をもって株主総会が新株予約権の発行を決定す

る旨を定めた制約（二八〇条ノ二〇　二項但書）だけである。

したがって、取締役会に与えられた新株予約権の発行権限の行

使を、合理的範囲に制限することはむつかしい（注 12）。

（ヘ）なお、株式交換および株式移転の場合に、完全子会社となる

会社の発行した新株予約権につき、完全親会社がその義務を承

継できることを認めた（株式交換の場合　三五二条三項、株式

移転の場合　三六四条三項・三六五条一項四ノ二）。ただし、新

株予約権付社債の新株予約権は除かれる（後注 35参照）。

4  新株予約権の譲渡

（イ）新株予約権者は、新株予約権を譲渡することができる。譲渡

には新株予約権証券の交付が必要である（二八〇条ノ三四　一

項）。新株予約権の発行決議において、譲渡につき取締役会の承
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認を要する旨の定めがあるときは、これに従わなければならな

い（二八〇条ノ三三　一項）。承認請求の手続は、株式譲渡制限

の場合に準ずる（同条二項三項）。ただ、株式譲渡制限の場合に

ある先買権者の指定請求権は認められない。

（ロ）取締役は、新株予約権を発行した場合には、新株予約権原簿

を作成しなければならない（二八〇条ノ三一　一項）。そして、

新株予約権の譲渡に取締役会の承認を必要とする場合、および

新株予約権者の請求があるときに限り新株予約権を発行する旨

の定めがある場合で、新株予約権証券が未発行であるときは、

新株予約権者の氏名および住所、その有する新株予約権の数な

らびに各新株予約権の取得年月日をその原簿に記載または記録

しなければならない（同条二項）。

  譲渡に取締役会の承認を必要とする場合、新株予約権の移転

は、取得者の氏名および住所をこの原簿に記載または記録しな

ければ、これをもって会社に対抗することはできない（二八〇

条ノ三五　一項）。

（ハ）株券に認められる喪失登録による失効制度（二三〇条ないし

二三〇条ノ六）は、新株予約権証券には認められない。喪失者は、

一般の公示催告・除権判決の手続により無効とすることができ

る（二八〇条ノ三四ノ二　一項・公示催告手続及ビ仲裁手続ニ

関スル法律七六四条以下および七八四・七八五条）。除権判決を

得た後でなければ、喪失者は会社に再発行を請求することがで

きない（二八〇条ノ三四ノ二　二項）。

5  有価証券としての新株予約権証券

（１）新株予約権証券の発行

（イ）オプション制度の拡大と目的に対する汎用性の下で、新株予

約権証券の発行が一般的に認められることになった。新株予約
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権付社債券が新株予約権を表彰する有価証券であるか否かを見

定めるために、またこれと比較するために、まず前提として、

新株予約権を表彰するため発行される新株予約権証券を観察す

る。

（ロ）新株予約権証券は、無記名式で、法定事項を記載し（要式証

券）代表取締役（執行役、商法特例法二一条ノ七　三項）がこ

れに署名しなければならない（二八〇条ノ三〇　二項）。新株予

約権を表彰する債権的有価証券である。新株予約権証券に表彰

される新株予約権は、あらかじめ定められた範囲内の株式につ

き、個別に請求して新株の発行を求めることができる権利（新

株発行の予約の完結権）であり、これを与えるのが新株予約権

の付与である。そして、証券を発行して与えられた新株予約権

に流通の手段を与えるのが新株予約権証券（二八〇条ノ二〇　

二項九号・二八〇条ノ三〇・二八〇条ノ三四）である（注 13）。新

株予約権自体が財産的に評価され、この財産的価値ある債権を

表彰して、有価証券である新株予約権証券が成り立つ。したがっ

て、新株予約権は、新株発行契約を締結する予約に対するその

完結権として、会社に対し個別的に新株の発行を求める請求権

であり、新株予約権証券は社団法上の債権的有価証券である。

  新株予約権証券の発行は原則であるが、取締役会は、新株予

約権者の請求があったときだけ新株予約権証券を発行する旨を

定めることができる（二八〇条ノ二〇　二項九号）。新株予約権

が証券が発行される場合に、その発行前にされた新株予約権の

譲渡は、会社に対しその効力を生じない（二〇四条二項参照）。

（２）新株引受権証書との比較

（イ）新株予約権を譲渡するには、新株予約権証券を交付しなけれ

ばならない（二八〇条ノ三四　一項）。新株予約権証券も私法上

の有価証券であり、新株予約権証券については、新株引受権証



新株予約権付社債について （11）

書（二八〇条ノ二　一項七号・二八〇条ノ六ノ二・二八〇条ノ

六ノ三・二八〇条ノ六ノ四）と同様の規定が設けられている。

この両者を対比させて表彰する権利の性質を考える。

（ロ）新株引受権証書は、「新株ノ引受権」（二八〇条ノ二　一項五

号）、すなわち新株の発行に際し新株の割当を受ける権利を表彰

する有価証券である。新株引受権は新株の先買権であり、株主

は当然には新株引受権を有しない。すなわち、証書の発行以前

に会社の新株発行という行為が先にあって、この発行される新

株に対して、なんぴとがどの範囲の株式について先買権を有与

えられるかの問題が、新株引受権の問題である（注 14）。引受権者

が取得するのは、その一定範囲の株式を自己に対して発行する

ように具体的に求める請求権であり、新株引受権証書は、社団

法上の債権的有価証券である。ただ、同じ社団法上の債権的有

価証券であっても、新株引受権証書は増資新株につき、その具

体的な割当を求める請求権を表彰する。

（ハ）これに対し、新株予約権証券は、会社が新株発行契約を個別

に締結することを約束して、その予約に対する完結権を与え、

その権利を行使して予約の完結を求めるか否かを所持人側の選

択に委ねるものである（注 15）。したがって、新株の発行は具体的

に確定したものではなく、新株が発行されるか否かは所持人側

の選択にかかっている。所持人側の選択を前提として具体化す

る会社に対する新株発行請求権を表彰する債権的有価証券であ

る。所持人の選択を前提として、新株発行が具体化されるとこ

ろに債権的有価証券としての新株予約権証券の特色がある。

  社団法上の会社に対する債権としてみると、新株予約権は、

証券発行の段階で新株の発行を求めるか否かは不確定であり、

予約権を与えられた者が、個別に行使を選択して予約を完結さ

せたうえで、会社に対して株式発行契約の履行を求めることが
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できる権利である（注 16）。会社側の具体的に確定した新株発行と

いう一般的な行為が先行し、その発行株式の具体的な割当を求

める権利を表彰する新株引受権証書とは異なる。

（ハ）しかも、予約の完結権である新株予約権は、かならずしも会

社に対して確定的に存在しているとはかぎらない。会社が新株

予約権の消却事由を定めている場合には、解除条件付の債権が

新株予約権証券に表彰される。株券と同様、新株予約権証券は

実質的有価証券である。非設権証券であり、有因証券でもあり、

文言証券性を有しない。

（３）株券との対比

（イ）もとより、新株予約権証券が、社団法上の社員の地位をその

まま証券に表彰して流通しているのではない。顧みて、株券と

新株予約権証券の流通を対比すると、すでに株券についても、

株券を社団法上の社員の地位をそのまま表彰して流通する有価

証券とみる通説に対し、私はこれを否定し、株券に表彰されて

当事者間で流通するのは、証券に表彰されて流通することが可

能な社団加入の形成権とみている（注 17）。

  通説の立場では、新株予約権証券は、新株発行契約の予約に

対する、予約完結権を表彰して流通することになる。しかし、

株券が社団法上の社員の地位そのものを表彰して流通するとみ

ることとの理論上のバランスを考えると、新株予約権証券が社

団法上の社員の地位の取得と関連づけられて把握されてもよい

ように思われる。もちろん、新株予約権の選択的行使によって、

社団法上の社員の地位そのものが直接取得されると解すること

はできない。しかし、株券について、社員の地位が証券に表彰

され、直接に流通を通じて直接取得されるとみた以上、ここで

も証券の流通によって取得される新株予約権の取得が、社団関

係の取得に関連づけて把握されるのでないと、理論上の不協和
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音を生ずるのではないか。

（ロ）新株予約権証券は、経済的には未必的な社員の地位を表彰す

るということができても、法律的には、それ自体直接に社団法

上の社員の地位の取得と結びつけて、その有価証券性を判断す

ることはできない。新株予約権の取得によって、直接に社員の

地位に到達することが可能になるわけではない。新株予約権は、

権利者の行使の選択を前提として、行使者に会社に対し新株の

発行を求めることができる債権を得させる債権関係である。

  ならば、株券についても、株券の流通によって取得される法

律上の地位は、社団法上の社員の地位そのものではなく、財産

的利益に親しむ形成権と考える方が、理論上の調和を得やすい

のではないか。

（ハ）なお、新株予約権引受権については、会社が新株予約権を発

行する場合に、その新株予約権について、なんぴとが対象とし

てその権利を与えられるべきかの問題である。たとえば、株式

の譲渡制限のある会社の株主は、原則として新株予約権の引受

権を有する。ただ、新株予約権の発行が決議されるまでは、単

なる期待権として存在するにとどまる。

二　 社債関係における債券と契約（一般的に）

（１）　社債券と社債契約の関係

（イ）社債券に表彰される債権を発生させる法律行為がどのような

ものであるかについて、学説の対立がある（注 18）。社債とは、起

債会社の利息付金銭債務が証券化され、大量の証券発行によっ

てその債権が流動性と市場性を与えられたものである。以前の

考えでは、社債を消費貸借を基盤とする社債契約による会社の

借入れとみ、一つの大きな債権を細分化して証券化するという
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考え方がとられた。しかし、株式発行による自己資本調達の場

合と同様に、一般的には、証券発行による債務負担により、一

つ一つは単位化された少額の資金の調達でありながら、大量に

集積することによって巨大な他人資本を形成することになるの

が、社債本来の姿ではないかと思われる。

（ロ）ここに、社債の発行を直接社債券の売買と捉える考えと、社

債（引受）契約が社債券の原因関係として存在すると考え、こ

れに従って証券上に債務負担が成立し、その証券が流通するこ

とによって社債権が取得される、とみる見方が対立する（注 19）。

（２）　債券売買説に対する私見

（イ）前者、債券売買説では次のように構成される（注 20）。すなわち、

起債会社と社債応募者（引受人）との間で締結される社債契約は、

社債券を目的とする売買契約である。起債会社は、抽象的債務

約束である社債券を自らの手中において創造し、これを売却す

ることにより社債の買入れ金を受け入れることになる。目的物

である社債券は、社債権を表彰する有価証券であり、社債券の

買主は、社債券を買い入れることにより社債権を取得する。も

とより、社債権は無因債権として構成される。

  債券売買説の主張は、金融債の売出し発行の場合にはよく適

合することができる（注 21）。しかし、一般の社債発行の場合にま

で拡大して適用することには次の批判がある。①社債は、社債

権者集会の決議や社債管理会社の行為によって実質的に制約さ

れる。②商法・担保付社債信託法は、社債契約と債券の発行を

区別する立場をとる。③新株予約権付社債には、その発行に直

接債券売買の構成をとることができない。④登録社債（社債等

登録法　昭一七法一一）は、債券の発行がなく、債券売買説の

構成になじまない。

（ロ）そこで出現したのが、一般に区分説と呼ばれている立場であ
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る（注 22）。売出し発行の形態については、債券売買説を踏襲し、

売出し発行以外の一般の社債発行については、基本的に消費貸

借類似の無名契約説をとる。

  売出し発行以外の一般の社債発行についての考えは、おおよ

そ次の通りである。起債会社と社債引受人との間で、社債（引受）

契約が締結される（三〇一条・三〇二条）。これに先立って、い

わゆる公募の場合には、社債申込証による社債申込に対し、起

債会社が割当をする手続がとられる。社債（引受）契約の成立

により、社債引受人（応募者）が社債金払込の義務を負い（三

〇三条）、社債金の払込がされると、起債会社は元利金の支払を

内容とする債務を証券化した債券を応募者に交付し、ここに社

債が成立する。

（ハ）これに対し、金融債の売出し発行については、債券売買であ

るとの前提に立ち、次のように説く。同一発行にかかる社債総

額を確定することなく、定められた発行期間内に一般公衆に対

し、随時個別的に社債券の交付によって社債の発行が行われる。

もっとも、一定の発行期間内の発行予定総額は定められ、当該

期間が終了するか、または予定総額のすべてについて社債が発

行されれば、その時に社債発行は終了する。社債券は、起債会

社の抽象的債務負担を登載して無因証券の構成をとる。

（３）　区分説と私見

（イ）私は、従来通説となってきた右の区分説には賛成していない。

通説のとる区分説の、社債発行の構成の二元性は克服されなけ

ればならない、と考える。そのうえで、社債発行に際して債券

の売買が存在することは否定されなければならない、と考える。

この二点で区分説に同調することはできない。私は、債券売買

が問題とされる売出し発行の場合でも、観念上証券発行に先立

つ原因契約が存在する、とみる。
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  売出し発行の形態をとる場合でも、社債引受人に新株予約権

を付与することは理論上不可能ではない。法律上もそれが可能

なのである。社債契約と社債券の発行を一体的に売買とみてし

まうと、新株予約権を付与する意思表示がその存在の場所を失

うことになる。したがって、社債契約の存在と、これにもとづ

く社債券の発行を分離して、証券発行に観念上先立つ社債契約

の段階で、新株予約権付与の意思表示を付随させたうえで、新

株予約権を証券と共に取得させる構成をとる必要がある。

（ロ）社債発行について、売買契約の成立を見るべきではなく、証

券の交付以前に原因契約としての社債（引受）契約が存在し、

その履行行為として、一方において社債金の払込が、他方にお

いて定められた債務負担を内容とする証券の発行が実現される。

私は、売出し発行の形態の場合でも、証券の交付の前提となる

原因関係の存在の認識が必要だと考える。

  そこでは、原因契約である社債契約にもとづく社債金の払込

（受入れ）に対して、会社の債務負担を登載した証券の発行・交

付が行われるものとみている。そこに、抽象的債務負担を成立

させた証券の売買の成立をみるべきではなく、債券売買とみら

れるものは、一方において、原因契約上の義務履行として社債

金の払込がされ、他方において、原因契約の履行行為として債

務負担を登載した証券の交付が行われる結果である。証券上に

は、社債契約に定まる元利金の支払を内容とする、起債会社の

抽象的な債務負担が存在する。

（ハ）事業債と金融債とで、社債発行の具体的な手続や手順は異な

るが、それは社債券の原因となる実質関係の問題である。起債

会社と社債応募人との間の社債（引受）契約と社債券の関係に

ついては、基本的に変わりがないと考える。

  ただ、事業債では、社債（引受）契約に重点を置いて社債発
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行が理解され、その結果、登録社債においては社債券が発行さ

れない例外が認められ、社債（引受）契約だけによって社債の

成立をみることになる。これに対し、金融債においては、債務

負担を登載した証券発行が重視され、その前提となる社債引受

契約上の義務である社債金の払込が、あたかも売買契約上の対

価として理解されることになる。私は、金融債の売出し発行の

形態の場合と、一般の事業債募集の形態との間の二元的な法律

構成は克服されるのが望ましいと考え、区分説を排して一元的

構成を主張する。

（４）　社債発行の理解

  私は、社債発行につき、社債契約と社債券の関係を次のように

考える。

（イ）社債契約

  社債契約の要物契約性を排し、また片務契約とする民法の消

費貸借とみる考えをとらない。私は、社債発行に際して、全体

としての社債に一個の契約上の債務が成立することを認めない。

会社に全体としての他人資本調達の計画があっても、その計画

にもとづき、個々に発行される社債券について、社債引受人と

の起債会社との間に個別に社債（引受）契約が成立するとみる。

  すなわち、社債契約を個別の諾成契約とみて、現在における

資金の提供（社債金の払込）の約束に対し、契約の内容に従い

将来における元利の支払を内容とする債務約束を表彰する証券

を発行・交付することを、対価関係に置く。社債契約上の債務

として、社債引受人は社債金払込の義務を負い、起債会社はこ

れに対して、社債券を発行して交付する義務を負う。登録社債

の場合は格別、現在における資金提供の約束に対し、将来にお

ける債務の弁済が直接対価関係に置かれるわけではない。現在

の社債券の引渡が対価関係として約束される。



（18）

（ロ）社債券

  社債券は、社債契約にもとづき、契約上の義務として起債会

社により発行される。そこでは、将来における元利金の支払を

内容とする起債会社の債務約束が証券上に存在する。将来にお

ける元利金の支払は社債契約の内容として合意されるが、しか

しその契約上の約束がそのまま証券化されて社債券が成立する

わけではなく、改めてその内容が会社の抽象的な債務負担の意

思表示により、証券関係として構成される。

  社債券は、その発行が、契約にもとづき契約上の義務として

行われるという意味では有因（要因）証券であり、社債契約の

存在を前提とする。手形のような抽象的な無因証券として成立

するのではない。しかし、証券上の債務は、原因契約とは別に、

証券上に成立する債務負担の意思表示の効果として発生する。

（ハ）証券上の社債権

  相手方である社債引受人に、証券上の意思表示が証券の交付

によって到達した時に、意思表示は効力を生じ、相手方引受人

は社債権を取得して社債権者となる。

  社債券の発行は、社債契約を原因とするが、しかし証券上の

社債権そのものは、証券上の債務負担によって抽象的に成立す

る。後に社債契約が取り消されまたは解除されても、流通した

社債券が無効となることはない。すなわち、社債契約が存在し

ないか無効であるときは、これにもとづく証券発行は無効であ

り、証券も無効である。しかし、当時有効な社債契約にもとづ

いて発行され、証券上に社債権が成立したかぎり、のちに個別

の社債契約が取り消され解除されても、すでに成立した証券上

の社債権には影響がない。

（５）　債券売買説との対比

（イ）私の立場は、社債契約を、現在における資金の導入と証券発
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行を対価関係に置いて諾成契約とみる点では、債券売買説に近

い。しかし、債券売買説では、社債契約そのものを売買として、

まず売買の目的物である社債券を成立させる。すなわち、証券

上に起債会社の抽象的債務負担を成立させ、この無因証券を目

的物として起債会社が社債引受人に売り渡す構成をとる。

  しかし、会社の抽象的な証券上の債務負担だけでは、売買の

目的物を成立させるに足りない。売買に先立って、会社の手元

において自らに債務負担の効力を発生させ、すでに証券上に社

債権を存在させるのでなければ、売買の目的物は成立しない。

そして、証券作成の書面行為の段階で起債会社が自ら社債権者

となり、その有する債権を証券によって他人に譲り渡すことに

すれば、批判のやまない純正創造説の構成を踏襲することにな

る（注 23）。結局は、純正創造説の構成をとらなければならなくな

る債券売買説の立場には賛成しない。区分説のとる、売出し発

行の形態における債券売買についても同様である。

  区分説のとる、事業債と金融債の場合の二元的構成は克服さ

れるのが望ましいと考える。金融債の売出し発行の場合には、

社債契約とこれにもとづく債券発行の同時性が認められ、また

社債申込証による申込と、これに対する割当の手続は存在しな

いけれども、右に述べた社債契約と社債券の構成は、事業債・

金融債を通じて一般に社債発行に妥当すると考える。

  ただ、登録社債の場合には、証券の発行がなく、現在におけ

る社債引受人の社債金払込義務と、将来における起債会社の社

債の償還が、証券を介することなく直接に対価関係として構成

される。その社債契約は無名契約として、諾成・双務契約であ

り有償契約である。

（ロ）私は、債券売買説をとらないから、売買契約成立前に、すで

に社債権が表彰されて売買の目的物が成立している必要はない。
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証券の交付を通じて証券上の債務負担が効力を生ずることで足

りる。その証券上には、証券外で合意された内容に従って抽象

的債務負担が成立する。社債（引受）契約は社債券発行の原因

であり、社債券は社債契約を原因とし、これにもとづいて発行

されることが必要である。

  しかし、社債権を発生させる会社の債務負担自体は、会社の

単独行為として証券上に抽象的に成立し、社債契約とは区別さ

れる。社債権は、原因契約である社債契約から区別された証券

上の抽象的な債務負担の効力発生によって取得される。社債券

を、社債契約上の権利を直接証券化する要因証券とする立場を

とらない。けれども、証券上の債権の抽象性は、直接社債契約

にもとづいて成立した権利ではないという意味であって、個々

の社債が、社債契約に定まる権利の内容に拘束されて成立する

ことを否定しないし、また、全体の社債という制度的枠組みか

ら抽象化されて存立することを意味しない。その権利の内容が

社債契約に定まる事業債にあっては、権利の行使が社債権者集

会の決議や社債管理会社の行為によって実質的に制約されるこ

とがあり、その制約は、証券外の制度的拘束として法律によっ

て定められたものである。

（６）　社債の償還

（イ）会社が、社債権者に対する債務を弁済して社債を消滅させる

ことが社債の償還である。社債権者は、期限が到来すれば償還

を受け、それまでの間は利息の支払を受ける権利を有する。償

還については、社債が大量の集団的会社債務であり、また社債

権者が一般の公衆であることから、通常の借入金と異なる規制

が加えられる（注 24）。

  償還金額については、券面額の償還を原則とするが、券面額

を超えまたは券面額を下回る額の償還を約定することもできる。
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ただし、券面額を超えるときは、超過額は同率でなければなら

ない（三〇〇条）。

（ロ）償還期限については、一般に行われるところでは、発行後一

定期間据え置き、その後一定期日までに随時償還するか、または、

定期的に一定額もしくはそれ以上の額を抽選によって償還し、

一定の期日までに全部の償還を終える方法がとられる。この場

合、据置期間中は、会社は償還の義務を負うことがなく、社債

権者も償還を受ける必要がない（民法一三六条二項但書）。

  会社が定めに反して抽選をしないときは、各社債権者は訴え

をもって抽選を実施するように請求することができる。このよ

うな償還を怠った場合のために、社債権者集会による団体的な

対応策が認められる（三三四条・三三五条）。

（ハ）なお、社債の買入れ消却の方法がある。自己社債の取得には、

自己株式の取得（二一〇条）と異なって法律上の制限がない。

会社はいつでも自己の社債を取得したうえ、債券を破棄して社

債を消滅させることができる。社債の市場価格が下落している

場合には、会社にとって社債を償還するよりもこの方法が有利

である。

（７）　社債の利払い

（イ）会社が利息の支払を怠った場合にも、償還を怠った場合と同

様、団体的救済が認められる（三三四条・三三五条）。無記名社

債の利息の支払のためには、利札（りさつ、りふだ）が利用される。

すなわち、社債契約には、一般に社債券の発行に利札の発行義

務が随伴する。債券に各期の利札を添付しておいて、利札と引

換に利息の支払をするのが通例である。利札は、社債券に付随

する形で交付されるけれども、元来それ自体別の意思表示によ

る独立の有価証券としての性格を有する。

（ロ）利札は、債券から切り離されるときは、利息支払請求権を表
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彰する独立の有価証券となり、債券とは別に流通する。したがっ

て、会社が無記名社債を期限前に繰上げ償還するときは、利札

の欠缺するものが出てくることがある。このような場合には、

会社は、欠缺した支払期未到来の利札の券面額に相当する金額

を、償還額より控除して支払をし（三一五条一項本文）、利札の

所持人は、いつでも利札と引換に控除金額の支払を請求するこ

とができる（同条二項）。もとより、すでに支払期の到来した利

札については、これに相当する金額を償還額より控除して支払

う必要はない（同条一項但書）。

（ハ）利札の発行と社債契約の関係については、社債契約が直接有

償契約として構成される結果とみるよりは、社債券の発行義務

に随伴して、利札を発行する義務が契約上の債務として成立す

る、とみるのが適当である。この場合にも、直接契約上の債務

として利子の支払義務が証券化されるのではなく、契約上は、

社債券の発行義務に付随して利札を発行する義務が成立する。

そして、その履行の結果として利札が発行されると、発行され

た利札の上の抽象的債務負担が効力を発生して、利息の支払請

求権が取得される。すなわち、利札の発行は、社債契約に付随

する契約上の義務であり、利札に表彰される債務は、その契約

の内容に従い、利札の発行に際し起債会社が証券上に成立させ

た債務負担の効果である。

三 　「新株予約権を付ける」ということ

１ 新株予約権付社債の発行

（１）　社債に付けられた新株予約権

（イ）社債には、従来、転換社債と新株引受権付社債があった（注 25）。

それが、新株予約権付社債として制度的に一本化された（注 26）。
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そして、新株予約権付社債には、従来の転換社債に相当する、

社債の償還金をもって、新株予約権行使の払込金（行使価額）

に充当する（代用払込）（三四一条ノ一三　一項・三四一条ノ三

　七号八号）ものと（注 27）、従来のワラント債（新株引受権付社

債）に相当する、社債の償還とは別に、無償または有利な行使

価額を定めて、新株予約権を与える一般のものがある。いずれ

によるかは、社債（引受）契約に付随してされる新株予約権行

使の契約内容として定まることになるが、しかし実務は前者（転

換社債型新株予約権付社債）による。

（ロ）会社は、新株予約権を付けた社債（新株予約権付社債）を発

行することができる（三四一条ノ二　一項）（注 28）。定款をもっ

て株主総会が決定する旨を定めていないかぎり、取締役会が新

株予約権付社債の発行事項（三四一条ノ三　一項）を決定する。

商法特例法上の委員会等設置会社においては、取締役会は右の

決定を執行役に委任する決議をすることができる（商法特例法

二一条ノ七　三項）。この新株予約権については、「商法　第二

編会社　第四章株式会社　第五節社債　第三款」の規定の定め

るところに依ることになる（同条二項）。けれども、この新株予

約権の性質については、新株予約権が単独で発行され付与され

る場合と基本的に異ならない。

  会社が新株予約権付社債を発行したときは、会社は新株予約

権原簿および社債原簿に法定事項を記載または記録しなければ

ならない（三四一条ノ九）。

（ハ）社債に付ける新株予約権の数は、社債の最低額について同数

でなければならない（三四一条ノ二　三項）。また、この社債に

ついては、その合同発行は認められない（同条五項）。そして、

新株予約権付社債の割当を受けた者は、払込期日に社債および

新株予約権の発行価額の全額の払込をしなければならず（三四一
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条ノ七　一項）、会社は、払込期日後遅滞なく債券（新株予約権

付社債券）を発行しなければならない（三四一条ノ八　一項前

段）。新株予約権付社債券は無記名式に限られる（同条三項）。

（ニ）なお、新株予約権の行使によって新株を発行する場合には、

新株予約権の発行価額および新株予約権の行使価額の合計額

の一株当たりの額が、その新株一株の発行価額とみなされるこ

とは、新株予約権の単独発行の場合と同様である（三四一条ノ

一五　五項・二八〇条ノ二〇　四項）。社債に付けられた新株予

約権の行使により基準日後に株式を取得した株主は、その基準

日にかかる株主総会において議決権を行使することはできない
（注 29）。

（２）　新株予約権付社債の引受権

  株主に新株予約権付社債の引受権を付与することは、取締役会

が新株予約権付社債の発行事項として決定する（三四一条ノ三　

一項九号）。株主が新株予約権付社債の引受権を与えられる場合に

は、会社は各株主に対し、失権予告付きの通知をしなければなら

ないことは、新株予約権の単独発行の場合と同じである（三四一

条ノ四・二八〇条ノ五）。

  株式の譲渡制限のある会社の株主は、新株予約権付社債の引受

権を有する（三四一条ノ五　一項本文）。ただし、株主以外の者に

対し新株予約権付社債を発行すること、ならびにその新株予約権

付社債に付けることになる新株予約権の目的である株式の種類お

よび数について、特別決議（三四三条）があったときはこのかぎ

りではない（同条項但書）。この決議に際しては、新株発行の場合の、

議案の要領の総会招集通知への記載（二八〇条ノ二　三項）およ

び発行決議の有効期間（同条四項）の規定が準用されている。

（３）　新株予約権付社債の有利発行

  従前の新株引受権付社債の有利発行に関しては、実務の慣行と
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して、新株引受権の行使価額を、この社債発行時のその発行会社

の株価よりも若干高い価額に設定すれば、有利発行に該当せず総

会の特別決議を必要としないとの取扱がされてきた（理論的な問題

も指摘されてはいたが）。

  新株予約権付社債の有利発行か否かの判断については、新株予

約権の単独発行が認められたことから、社債と切り離した関係で

独立して、新株予約権自体の価値を算定して判断することになる。

つまり、新株予約権付社債は、社債発行に新株予約権を付けたも

のであるから、新株予約権の評価モデルによる算定と新株予約権

の発行価額を比較して、有利発行に当たるか否かを判定すること

になる。

（４）　社債発行無効の訴えの能否

  新株予約権付社債について、社債発行後における株主の発行無

効の訴えの規定が置かれていない。そこで株主が、発行後に発行

の無効確認を求めて訴えを提起することができるかどうか疑いが

ある。法に規定はないが、社債発行無効の訴えを可能とする見方

もあると思われる（注 30）。しかし、判例（注 31）は、株主が事後に新株

予約権付社債の発行無効の確認を求めた訴えを不適法として斥け

ている。判旨は、法が規定を置かなかったのは、事後の発行無効

の訴えを認めない趣旨に解して、訴えを却下している。

  社債の発行が事後に争われると取引の安全が害されることがい

ちじるしいために、社債に関しては新株予約権付社債についてだ

け、株主が事前に発行の差止請求をすることを認め（三四一条ノ

一五　四項・二八〇条ノ一〇）（注 32）、新株予約権発行差止の機会

を確保するため、一定の事項の公告または株主への通知の手続が

定められている（三四一条ノ一五　四項・二八〇条ノ二三）。また、

取締役と通謀して、いちじるしく不公正な発行価額で社債を引き

受けた者の民事責任（三四一条ノ一五　四項・二八〇条ノ一一）
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が認められている。これらを理由に、認めない趣旨と消極に解す

るのが大方の見方であると思われる。

２ 有価証券としての社債券と新株予約権

（１）　新株予約権付社債の構成

（イ）新株予約権付社債券は無記名式で発行される（三四一条ノ八

　三項）（注 33）。新株予約権付社債には、社債引受人に与えられる

新株予約権と社債券の関係に問題がある。すでに述べたように、

新株予約権証券は新株予約権を表彰して流通する有価証券であ

る。同様に、新株予約権付社債券も、新株予約権を表彰する有

価証券であるか。新株予約権は社債券に表彰されるのか、ある

いは社債券の外で付随させられることになる契約上の権利にす

ぎないのか。もし表彰されているとすれば、新株予約権はどの

ようにして債券に表彰されるのか、もし表彰されていないとす

れば、新株予約権と社債券の関係はどのように構成されるかを

考察する必要がある。

（ロ）新株予約権付社債券は有価証券として証券上に社債権だけを

表彰するのか。もしそうだとすれば、新株予約権は証券との係

わりの中でどのように存在するのか。前述した、社債の発行を

債券売買とみる考えでは、証券外で新株予約権付与の意思表示

を成立させる余地を見出すことが困難だからである。ここにま

ず、新株予約権付社債について、新株予約権の与え方、そして

新株予約権と社債券の関係をみてみたいと思う。

（２）　社債引受人に対する新株予約権の付与

（イ）新株予約権付社債券において、新株予約権はどのように社債

券に係わるのか。上に述べたように、一般の社債においては、

まず社債契約が存在し、その約定された内容にそって、証券上

に社債の償還および利払いの債務負担が成立する。社債引受人
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の社債金の払込を受けて、会社がその証券を発行・交付するこ

とによって、相手方である社債引受人が社債権および利息の支

払請求権を取得する。そして、社債金の支払と右の証券（社債券）

の発行は、社債契約において対価関係にあり、社債契約は双務

契約である。証券上に成立する会社の抽象的な債務負担は単独

行為であり、証券外で成立する社債契約から法律行為として区

別される。証券上の債務負担は、証券の交付によって相手方（社

債引受人）に意思表示が到達したときに効力を生ずる。

（ロ）新株予約権付社債券において、この社債契約に付随または並

行して新株予約権の付与が約定される。問題は、この約定に従っ

て付与される新株予約権が、証券上に抽象的に成立する社債権

と共に証券に表彰されるのか、それとも証券外にあるのかであ

る。この点について、二つの基本的な姿勢を予想することがで

きる。

①一つは、社債契約に付随する契約として、新株予約権の付与が

合意され、証券上の社債の償還および利払いの債務負担と共に

新株予約権付与の債務負担が成立し、これらの債務負担の効力

発生によって、社債引受人が証券上に社債権に併せて新株予約

権を取得する、とみる見方である。この考えでは、新株予約権

付社債券は、社債券と同時に新株予約権をも表彰して、有価証

券として流通することになる。この場合、一方が消滅しても、

他方を表彰する有価証券としての性質は終了しない。

②他は、証券外で成立した新株予約権付与の意思表示は、たしか

に証券の交付と共に相手方に到達し効力を生ずるけれども、社

債券である有価証券に表彰されていない。すなわち、社債引受

人は、証券外で証券の交付を受け新株予約権を取得するのであっ

て、それは証券と共に取得されることになっても、証券に表彰

されず証券上の権利ではない。
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  この考えでは、証券外で成立する社債引受人に対する新株予

約権付与の意思表示は、社債契約に付随して成立するけれども、

元来、社債契約とは別の意思表示であり、社債引受人は証券外

で新株予約権を取得するとみることになる。証券上の抽象的債

権である社債権と直接かかわることなく、その存在と関係なく

証券外で消却することが可能な法律上の地位である新株予約権

を（三四一条ノ一二・二八〇条ノ三六　一項二項および四項）、

社債権と共に証券上の権利とみるわけにはいかない、とする立

場をとることになる。

（ハ）後者の立場に対しては、、先に述べた新株予約権証券と比較

して、次のような疑問が生ずるであろう。新株予約権証券は、

証券外で新株予約権の消却事由が発生することによって消滅す

る解除条件付の新株予約権を表彰するものであっても、有価証

券でありうる。これに対し、同じく消却事由の発生によって消

滅する条件付の新株予約権が、有価証券である新株予約権付社

債券に表彰されない、とみるのはおかしいではないか、と。

（３）　新株予約権証券との比較

（イ）新株予約権証券に表彰される新株予約権は、あらかじめ定め

られた範囲内の株式につき、個別に請求して新株の発行を求め

ることができる権利である。会社が原則として取締役会の決議

により、一方的に付与し、株主または第三者がその義務負担に

もとづいて取得するのであって、新株予約権は、決議にもとづ

く会社の債務負担を原因として成立する。

  そこでは、会社に新株の発行を求め、または会社の自己株式

の移転を求めて、会社の株式を取得することができる債権が、

証券の発行に先立ってすでに存在し、この債権である新株予約

権の譲渡が認められる場合に、この債権の流通手段として、こ

れを表彰する新株予約権証券が発行される。



新株予約権付社債について （29）

（ロ）すなわち、新株予約権自体が財産的に評価され、この財産的

価値ある債権に流通の手段を与えるのが新株予約権証券である。

新株予約権証券は、与えられた新株予約権をそのまま証券とい

う流通の手段の上に載せたものであって、証券外で新株予約権

を与えた事実がなければ証券上に新株予約権は存在しない。こ

の意味において証券は実質的有価証券である。したがって、新

株予約権証券は、株券と同様、要因証券であり非設権証券である。

もとより、文言証券性を有しない。

  そして、会社が新株予約権の消却事由を定めている場合には、

解除条件付の債権が新株予約権証券に表彰されることになる。

かならずしも会社に対する確定的な債権を表彰して流通するわ

けではなく、ただあるがままの新株予約権を証券化するのであ

る。

（ハ）これに対し、新株予約権付社債券にあっては、本来、社債契

約を基礎として、抽象的債務負担によって成立する社債権を表

彰するものである。社債契約上の権利をそのまま表彰して流通

させるものではない。繰り返していえば、社債契約は社債金の

受入れと社債券の発行・交付を対価関係に置く双務契約である。

その証券上には、契約に定まる内容に従って、改めて会社の債

務負担が成立し、その証券の相手方（社債引受人）に対する交

付をもって効力を生じ、証券上に抽象的な債権関係である社債

権が取得される。この意味において、社債権は原因関係である

社債契約から区別された抽象的な証券関係を構成する。

  この抽象的な債権を表彰する社債券に、証券外で発生する要

因債権である新株予約権を接合して表彰させることはできない。

原因に直結する要因性の新株予約権（債権）は証券上にはなく、

証券上の抽象的な債権関係（社債権）から区別されて存在する。

むしろ証券外で、社債契約に付随して、新株発行契約の予約に
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対する予約完結権が付与されることにより、社債引受人が新株

予約権を取得し、証券外にあって証券と共に、これが証券の交

付により譲渡処分される関係にある、とみるのが適当と思われ

る。

３ 新株予約権の消却および新株予約権付社債の譲渡

（イ）新株予約権の消却

①会社がその新株予約権の消却事由を定めている場合には、新株

予約権証券の新株予約権と同様、証券上の社債権にかかわりな

く、消却によって新株予約権は消滅する。それは、証券上の社

債権の抽象性にかかわらず、証券外で別個に存在し消滅しうる。

  新株予約権証券にかかる新株予約権の消却（二八〇条ノ三六

　一項）、新株予約権者への消却の通知・公告（同条二項）お

よび消却の効力発生の時（同四項）に関する規定は、新株予約

権付社債に付けられた新株予約権を消却する場合に準用される

（三四一条ノ一二　一項）。

②新株予約権付社債に付けられた新株予約権を消却する場合に、

まだ消滅しない社債があるときは、取締役は、新株予約権者へ

の新株予約権消却の通知・公告に従って提出された新株予約権

付社債券を回収することはできないから、この証券に、新株予

約権が消却された旨を記載して、これを権利者に交付しなけれ

ばならない（同条二項）。この場合、この証券はもちろん有価証

券の性質を失わず、なお社債券として流通できる。

（ロ）新株予約権付社債の譲渡

  新株予約権付社債を譲渡するには、新株予約権付社債券を交

付しなければならない（三四一条ノ一一　一項）。新株予約権の

場合と異なり、新株予約権付社債の譲渡を取締役会の承認にか

かわらしめることはできない。また、新株予約権付社債につい
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ては、新株予約権または社債の一方だけを譲渡することはでき

ない（三四一条ノ二　四項本文）。すなわち、社債権は証券上に

存在し、新株予約権は証券に付随する以上、証券が流通する場

合、両者を分離して処分することはできない（注 34）。証券上の社

債権と証券に付随する新株予約権は、法律上流通の場面では一

元的に取り扱われ、社債権についてだけではなく、証券外にあ

る新株予約権についても、形式的資格が作用し、善意取得の効

果が及ぶ。株券に関する占有者の所持人との推定（二〇五条二項）

および善意取得に関する小切手法二一条の規定は、この場合の

新株予約権付社債券に準用される（三四一条ノ一一　二項）。た

だ、新株予約権または社債の一方が消滅したときは、証券によっ

て他方の処分ができることは当然である（三四一条ノ二　四項

但書）。

４ 社債償還後の新株予約権付社債券

（１）　問題は、社債が償還によって消滅した後の、新株予約権付社

債券の性質にある（注 35）。

（イ）会社が新株予約権付社債について社債の償還をする場合に、

まだ消滅しない新株予約権があるときは、会社は新株予約権付

社債券と引換に、社債の償還をすることを求めることはできな

い（三四一条ノ一四前段）。この場合においては、会社は社債の

償還と引換に、新株予約権付社債券に社債の償還があった旨を

記載することを求めることができる（同条後段）。

（ロ）社債権が償還によって消滅し、右の記載を受けた証券の性質

は、なお有価証券でありうるのか。新株予約権が消滅した社債

券は、右のように、なお社債権を表彰して有価証券であること

ができる。しかし、社債消滅後の証券は、証券外で成立し付与

された、新株予約権の存在を証明する証拠証券にすぎなく、単
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にその行使に対して会社に対する免責証券として作用するにと

どまると解されるのか。

  この場合、以後、新株予約権を表彰する新株予約権証券とな

るとする見方もある、と思われる。新株予約権証券として新株

予約権を表彰する有価証券とみるか、単に証券外に存する新株

予約権を表示する証明証券とみるかは、見方の分かれるところ

と思われる。

（２）　この場面の理解には、三段階の見解がありうるように思われ

る。

（イ）この場合、新株予約権付社債券の構成において、証券上の社

債権と新株予約権の関係につき、社債権と新株予約権が同時一

体的に証券上に表彰される、同時表彰型の考えをとれば、有価

証券として存続することになろう。すなわち、新株予約権付社

債には、当初から社債権と新株予約権が証券上に共存して成立

するとする見方では、一方が消滅しても、証券はそのまま他方

を表彰する有価証券として存続できることになる。

（ロ）つぎに、新株予約権は証券外で社債券に付随するとする見解

をとれば、新株予約権が消滅しても、有価証券としての社債券

の地位および性質には変動がない。新株予約権の消滅は、単に

証券外で社債権者が証券に付随して享受する地位が消滅するも

のであるにすぎないからである。

  証券上には、社債権だけが表彰され、新株予約権は証券外で

社債引受人に付与され、社債の譲渡・質入れに伴い、証券の交

付と共に相手方に移転または質入れされる、とみる社債券付随

型の考えをとれば、社債権消滅後の証券は有価証券ではない、

とみることになろう。すなわち、当初から新株予約権は証券上

に存在せず、社債の償還があった旨の記載があった証券（三四一

条ノ一四後段）は、社債の償還により有価証券の性質を失って、
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免責証券としての機能を有するにしても、新株予約権の証拠と

なる証明証券にすぎなくなる、との見方を示すことになろう。

（ハ）さらに、証券外で新株予約権を証券に付随させて流通させて

きた社債券が、社債償還の記載により、改めて新株予約権を表

彰する新株予約権証券の機能を与えられて、性質を変えながら

も有価証券として機能する、とみる立場では、社債消滅後の新

株予約権付社債券は性質を一新させて、新株予約権証券の性質

を有し、有因証券である有価証券として流通できることになる

（五一九条・小切手法二一条）。

  すなわち、この第三の接合型の考えでは、新株予約権は本来

は社債権と別の法律関係であり、たまたまその存在が社債券に

表示されて社債権と共に移転していくが、別の法律関係が一つ

の証券をめぐって接合されている関係であるにすぎない。しか

し、証券に社債消滅（償還）の記載がされることによって（三四一

条ノ一四参照）、新株予約権の証明証券であるばかりでなく、改

めて新株予約権を表彰する有価証券（新株予約権証券）として

流通することが許されることになる。

（ニ）しかし、私はこの第三の考えに反対である。この場合、法は、

新たな新株予約権証券の発行を予定してはいない。新株予約権

付社債にあっては、他人資本導入の誘因として社債募集を容易

にするため、新株予約権を社債引受人に与えたもので、社債権

の消滅後に新株予約権だけを単独で積極的に流通させることを

考えていないと思われる。

  新株予約権付社債券は、社債券の発行に付随して社債引受人

に新株予約権が与えられたにすぎないとみるから、社債消滅後

の証券に有価証券性を認めることには消極である。社債券とし

ての機能を失った証券は、有価証券としての機能も失い、改め

て有価証券として新株予約権の流通に積極的に作用することは
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できないと考える。したがって、善意取得（五一九条・小切手

法二一条）の適用を認めることはできない。

（３）　（イ）私は、右の第二の立場をとりたいと思う。新株予約権付

社債券は無記名式で発行され（三四一条ノ八　三項）、社債に付

けられた新株予約権は無記名債権である（民法八六条三項）。動

産とみなされる結果、証券の交付をもってこれを譲渡すること

ができる（民法四七三条・四七二条参照）。けれども、流通の場

面で有価証券として作用することはできなくても、権利を行使・

実現する場面では、単に会社に対する新株予約権を表示する証

明証券となるにとどまらず、会社に対する免責証券として作用

することを否定する必要はない。単純に民法の規定に委ね、そ

の証券を占有して請求する者を債権の準占有者として、これに

対する新株の発行または株式の移転をした会社は、善意（無過

失を要件とする）であるかぎり免責される（民法四七八条）、と

する解釈をとるのは適当ではない。

（ロ）私は、有価証券の機能を、目に見えない財産的給付を受ける

地位を、確実に他人に取得させるための有形的手段を与えるこ

とにある、と考える。すなわち、流通の場面で、証券上の地位

の取得に証券の所持の取得を必要とし、証券と共にであれば証

券上の地位を取得でき、証券と共にでなければその地位を取得

できないものが有価証券である（注 36）。その有価証券も、権利（地

位）の実現の場面では、一般に免責証券として機能する（手形

法四〇条三項参照）。

  有価証券は一般に免責証券であるが、しかし法律上、有価証

券と免責証券は別の概念である（注 37）。積極的に流通に作用する

ことは認められなくても、権利行使の場面で、証券を所持する

者に一定の法律上の地位（形式的資格）を認めることは肯定され

てよい（注 38）。新株予約権が証券と共に存在し、証券と共に移転
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されてきた経緯を考えると、社債の消滅後であっても、新株予

約権を表示する証券を所持して請求する者の、正当権利者とし

ての蓋然性を法律上の地位（形式的資格）に高め、会社に悪意

または重大な過失がない限り免責を得させる効果を認めるのが

適当と考える。

むすび

 新株予約権付社債の問題は、社債償還後の新株予約権付社債券に、

有価証券として善意取得（小切手法二一条準用）の適用ができるか

否かに集約して提示することができる。しかし、これに応えるには、

社債引受契約に付随して新株予約権を付与する場合の、新株予約権

を受け止める社債契約の性質、社債券と新株予約権の関係の把握、

証券上の社債権と新株予約権の関連付けの問題を考えなければ、結

論を導き出すことは困難に思われる。

（注１） 本稿は、平成一二年九月に刊行された拙著「有価証券法通論」

を、翌一三年の商法改正に従って、実質的に補訂する意味がある。

（注２） 社債契約と社債券の関係については、拙著・有価証券法通論（以

下、単に通論という）第二部　第二章　四で検討している。また、

池野千白「社債（権）および（社）債券の法的性質」有因証券法

の研究（長谷川還暦）三および四の考察がある。

（注３） 前田庸「商法等の一部を改正する法律案要綱の解説（上）─

株式制度の見直し・会社関係書類の電子化等」商事法務一六〇六

号四頁以下参照。なお、この制度に関する記述的な説明または解

説は多い。たとえば、新株予約権につき神田秀樹＝武井一浩編・

新しい株式制度三〇頁・一九九頁、新株予約権付社債につき同・

三三頁・二五九頁以下、末永敏和＝吉本健一・新株式制度の読み方・
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考え方一三二頁以下。また、河本一郎・現代会社法　新訂第九版

　三〇三頁以下「五　新株予約権」・三五二頁以下「七　新株予約

権付社債による資金調達」。

（注４） 新株予約権の利用方法については、山崎圭「新株予約権の改

正点の意義と問題点」法政論集一九二号一四頁以下参照。

  子会社が社債を発行する場合、その親会社株式の新株予約権の

付いた社債を発行することにより、グループ企業の価値を利用し

た資金調達が可能になるとされ、また、資金調達以外でも、合併

比率の調整の場面で、合併交付金に代えて新株予約権を付与する

ことにより、現金を流出させることなく、合併当事者間の利益の

均衡をはかることができる、とされる（同一五頁）。

（注５） アメリカにおける多くの州法（たとえば、デラウェア州会社

法一五八条一項）をはじめとして、諸外国においても新株予約権

の単独発行が認められる。アメリカ・フランス・ドイツのオプショ

ン制度を紹介する繁宏美「新株予約権─いわゆるストックオプショ

ンについて」九州国際大学法政論集　第６巻一四七頁以下の比較

法的考察がある。

（注６） この新株予約権制度の問題点については、山崎・前掲二二頁

以下に詳しい検討がされている。新株予約権は、それ自体を単独

で自由に付与することができる。したがって、敵対的企業買収に

備えて、たとえば株主割当で行使価額を低くした新株予約権を発

行し、その新株予約権の行使に条件を設定して、特定の株主が一

定割合以上の株式を取得するようにしておくことが考えられる（末

永＝吉本・前掲一三七頁）。徳本穣「敵対的企業買収と対抗措置理

論─新株発行と新株予約権発行の局面を中心として─」琉大法学

六九号三二九頁も、敵対的買収に対する対抗措置の観点から、会

社の支配権をめぐる争いが未だ発生していない状態で、将来の地

位を安定的なものにするために、会社が新株予約権を発行する余
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地があることを指摘する。この場合には、新株予約権発行の公正

性が問題となろう。この懸念は、山崎・前掲三〇頁によっても指

摘される。

（注７） 従前のストック・オプションとの比較につき、神田＝武井編・

前掲二〇四頁・二〇五頁。

（注８） 前田・前掲一二頁、末永＝吉本・前掲一三三頁。

（注９） 前田・前掲解説（下）商事法務一六〇七号六七頁以下。そして、

合理的に予測される新株予約権行使時の株式の時価が一〇万円で

ある場合に、新株予約権の発行価額を三万円、行使価額を二万円

とする場合が、有利発行として例示されている。また、有利発行

については、前田・会社法入門（第９版）六一四頁、江頭憲治郎「新

株予約権に関する諸問題」（講演）法学教室二七七号三九頁、北村

雅史「新株予約権」法学教室二五八号一四頁、仮屋広郷「新株予約権・

新株予約権付社債─有利発行の問題を中心に」ジュリスト一二二

〇号二五頁以下がある。なお、繁・前掲一六四頁・一六五頁参照。

（注 10） 新株予約権自体の価値の算定は、いわゆるオプション評価

モデルによることになる。その評価モデルによる算定と新株予約

権の発行価額を比較して、有利発行に当たるか否かを判断するこ

とになる。その評価モデルとして一般的な「ブラック・ショールズ・

モデル」につき山崎・前掲二三頁以下に詳しい説明がある。同時に、

このモデルによった場合の株価の算定にも恣意が入る危険があり

（同二五頁）、このモデルが万能でないことが指摘されている（同

四三頁）。いずれにしても、有利発行か否かを判定する発行価額の

算定基準の問題は、新株予約権制度のアキレス腱といえる。

（注 11） 新株予約権の消却事由（二八〇条ノ二〇　二項七号）とし

て、「割当を受けた者が所定の権利行使条件に該当しなくなった場

合」といった包括的定めで足り（河本・前掲三二四頁参照）、また「取

締役会が特に必要があると認めたとき」といった定め方も許され
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る、とされる（原田晃治「平成一三年改正商法｛一一月改正｝の

解説Ⅳ」商事法務一六四〇号一四頁）。

（注 12） 山崎・前掲二六頁。同・二七頁は、立法論として、取締役

の新株予約権の発行権限に一定の歯止めをかける必要があること

を指摘し、発行済株式総数の一〇パーセントを超えるような大量

の新株予約権の発行には、有利発行でなくても、株主総会の特別

決議を必要とするように改めることを提唱する。

  新株予約権の不公正発行については、株主の差止請求が認め

られる（二八〇条ノ三九　四項・二八〇条ノ一〇）。ただ、その

差止のための仮処分は、新株予約権発行の効力が発生する時、す

なわちその発行価額の払込期日（無償発行の場合は発行日）まで

にされなければならない。

（注 13） 自己株式の取得に関する規制（二一〇条以下）と異なり、

市場に流通する自社の新株予約権を取得することに対する規定が

ない。また、会社が新株予約権を買い入れて消却することが許さ

れるかも明確ではない。買入消却については、将来、新株予約権

が行使されて株式を取得されると、当然その株式に対する利益配

当が増加する。新株予約権の段階で消却すれば、会社はその分将

来の配当の負担を軽減することができる。この点において合理性

があり、消却目的の新株予約権の買入は許容されると解される。

買い入れた場合には、すみやかに消却しなければならない。それ

以外の、自己の新株予約権の取得は必要性に乏しく、会社支配を

将来にわたって保持するため、新株予約権を取得しておくといっ

た弊害を生むおそれがあるので、許されないと解される。

  なお、会社が新株予約権発行の決定事項として、会社が新株

予約権を消却できる事由を定めている場合には（二八〇条ノ二〇

　二項七号）、買入消却の方法によらなくても、取締役会の決議

により会社は新株予約権を消却することができる（注 11参照）。
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（注 14） 新株引受権は、新株の発行に際し、株主にその持株数に応

じて新株の割当を受ける権利として与えられる。また、第三者割

当による新株発行に際して、この者に新株の割当を受ける権利と

して与えられる（二八〇条ノ二　一項）。これに対し、新株予約権

は新株発行とは関係なく与えられる。

（注 15） 新株予約権付与の実際につき河本・前掲三〇四頁以下に、

業務提携のため、またストック・オプションとして、さらに株主

割当の形をとる場合に分けて説明がある。

（注 16） 基準日後株主総会までの間に、新株予約権または新株引受

権の行使により新株が発行された場合には、その新株について議

決権を行使することはできない。同様に、新株予約権が行使され

た場合、会社が新株の発行に代えて保有する自己株式を移転する

ときは（二八〇条ノ一九　一項）、基準日後にその移転を受けた新

株予約権者は、当該株主総会において議決権を行使することがで

きない。新株予約権付社債の予約権行使についても同様である（後

掲注 29参照）。

（注 17） 流通法上の株式すなわち株券上の株式を、社団加入の形成

権とみる点については、拙著・手形・株券論集所収「株券上の株

式の本質と名義書換の意義」「一　株券上の株式の本質」二一三頁

以下参照。

  株券は記名式で発行され、無記名証券として流通する（裏書不

要）。社団法上の社員の地位に到るには株主名簿の書換が必要であ

る。名義書換前にすでに社団法上の株主の地位を取得していると

いっても、会社に対して主張できないのでは意味がない。新株予

約権証券および新株予約権付社債券は無記名式で発行される（二八

〇条ノ三〇　二項・三四一条ノ八　三項）。したがって、新株予約

権および新株予約権付社債の譲渡に際し、名義書換に伴う問題は

生ずることがない。
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（注 18） 社債契約の性質に関する従来の学説については、石井照久・

会社法　下巻（商法Ⅲ）七五頁以下、石井卓磨・現代会社法講義

三四一頁以下、拙著・通論　第二部　第二章社債券　二　参照。

（注 19） 学説の経緯・議論の詳細については、鴻常夫・社債法（法

律学全集 33）一五頁以下、同・社債法の研究　Ⅰ　八一頁以下。

また、従来の学説を瞥見する拙著・通論　第二部　第二章　三　

参照。

（注 20） 債券売買説をめぐっては多数の学説が交錯する。債券売買

説の主張は、石井照久・前掲七七頁、また蓮井良憲・新版　注釈

会社法（10）社債（１）九四・九五頁。他に竹田省「社債発行の

法律関係」民商法雑誌一巻二号三一頁以下。債券売買説に対する

私見、拙著・通論六四・六五頁。

（注 21） 社債の発行形態については、拙著・通論　第二部　第二章

　一参照。

（注 22） 区分説の代表的所説として、鴻・前掲（法律学全集）一九頁、

同「社債発行の法理」商事法の諸問題（石井照久先生追悼）八一

頁以下がある。北沢正啓・会社法（第六版）（現代法律学全集 18）

六二三頁は、区分説を多数説とし、債券売買説を有力とする。区

分説に対する私見、通論六六頁ないし六八頁。

  区分説は、事業債の発行の場合、社債契約は原則として消費貸

借類似の無名契約とする。この場合、北沢・前掲六二三頁は、社

債券を社債契約上の権利を表彰する要因証券と解しても、同時に

文言証券と解することにより、債券取引の安全を守ることができ

る、とする。しかし私は、社債権の存在の抽象性は証券の文言性

の問題ではないと思う。

（注 23） この点につき、純然たる創造説を採らなければ、債券売買

説は成り立たないとする、田中誠二・三全訂会社法詳論　下巻一

〇一七頁・一〇一八頁と同見である。池野・前掲二〇四頁注五一も、
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債券売買の考え方は、理論的にはどう考えても非常に困難であ

る、とする。また、鈴木竹雄・手形・小切手法（法律学全集三二）

一四三頁は、手形理論において二段階説を採っておきながら、な

ぜ社債券に関し、債券売買説を採用するのか理解できない、と指

摘する。手形の振出に関する純正創造説の立場については、拙著・

基本商法講義（手形法・小切手法）第三版五三頁以下、同・通論

九九頁参照。

（注 24） 償還の期限・方法・金額、利息の支払の時期・方法・利率

等、社債の権利の内容は、発行条件として社債発行の決議（二九六

条）で定められ、社債申込証・債券および社債原簿に記載される（三

〇一条二項四号～六号・三〇六条二項・三一七条三号）。

（注 25） 従来の転換社債・新株引受権付社債については、田邊光政

「新株引受権付社債の法律問題」前掲（長谷川還暦）一〇九頁以下、

小林卓「転換社債と新株引受権付社債について」証券・証書・カー

ドの法的研究（長谷川古稀）八九頁以下がある。

（注 26） 新株予約権制度が創設されたことに伴い、従前の転換社債・

新株引受権付社債について規定が整理し直された。改正に際し商

法が新株予約権付社債の原型として想定したのは、元の非分離型

の新株引受権付社債である（三四一条ノ二　四項参照）。そして、

旧来の転換社債は、新株予約権付社債であって、社債の発行価額

と新株予約権の行使価額を同額としたうえで（三四一条ノ三　一

項七号八号・二項）、新株予約権を行使するときは、かならず社債

が償還されて、社債の償還額を新株予約権の行使価額に充当する

こと（つまり代用払込）が予定されているものということになる。

新株予約権付社債にあっては、新株予約権を社債から分離して処

分することはできない。

 　なお、旧法上の分離型の新株引受権付社債については、格別定

めが置かれていない。会社が社債と新株予約権を同時に募集し両
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者を割り当てて、社債と新株予約権が並存する関係として、社債

の規定と新株予約権の規定を同時に並行して適用することで足り

るからである。したがって、新株予約権付社債には、新株引受権

付社債にあった分離型・非分離型の区別はない。この点につき、

仮屋・前掲ジュリスト二六頁参照。

（注 27） 社債金額の償還に代えて新株予約権の行使価額に充当する

「代用払込」には二種類がある。一つは、新株予約権を行使する

者が代用払込の請求をしたときに、代用払込があったとするもの

（三四一条ノ三　一項七号）、他は、新株予約権の行使があったと

きに、代用払込の請求があったとみなすもの（同条項八号）である。

実務では、後者によっている。

（注 28） 新株予約権付社債は、利息を低く抑えて他人資本を調達す

る方法として利用される。投資家にとっては、社債の安定性を享

受しつつ、会社の成長に対応し株価の値上がりに連動して利益を

手にすることができる。発行会社にとっても、普通社債よりも低

利の資金調達が可能になる。新株予約権の単独発行では、資金調

達の目的には効果が十分でない。新株予約権の発行価額は、その

行使価額に較べて低くなるから、新株予約権の有償発行に伴い会

社が手に入れる金額が少ないからである。

（注 29） 原田晃治＝郡谷大輔「｛実務相談室｝新株の発行等と基準

日の制度」商事法務一六二六号四三頁以下、神田＝武井編・前掲

二三六頁。従来、転換社債と新株引受権付社債について、基準日

後に転換または新株引受権の行使があった場合は、転換または新

株引受権の行使により株主となった者の、その総会での議決権を

排除する規定が置かれていた。この規定は新株予約権付社債には

引き継がれていない。しかし、これをもって積極的に、会社に基

準日以後の株主にその総会における議決権行使を許容する趣旨と

解釈するのは適当でない。
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  この規定を引き継がなかったのは、基準日の意義に変更を加え

るものではなく、基準日の意味から、基準日以後の株式取得者に

その総会における議決権行使を認めないのは当然のこととして、

あえて規定を置かなかったものと思われる（原田＝郡谷・前掲

四三頁・45頁）。これに対し、神田＝武井編・前掲三七頁は、同・

前掲二三六頁と反対に、「恣意的にならないかぎり、定款を変更し

なくても、会社が自己のリスクで基準日後に発行された新株につ

いて議決権を認めることはさしつかえない」とする。しかし、そ

れでは基準日の意義が不明瞭になり、株主平等の原則に反するお

それもあるので賛成できない。

（注 30） 江頭憲治郎・株式会社・有限会社法　第三版　六二五頁は、

発行無効の訴えを可能とする趣旨である。

（注 31） 東京高判平一五・八・二〇金融商事判例一一九六号三五頁。

事案は、海外投資家に対する社債に付けた新株予約権が無償発行

であり、「特に有利な発行」に当たるのに、株主総会の特別決議を

経ていないことを理由に、無効の確認を求めて訴えを提起したも

のである。

 　現在実務で行われている、新株予約権を無償とする新株予約

権付社債の発行については、その効力に問題がある。実務が有

利発行とみないで取締役会の決議だけでする無償発行に対し、改

正商法の趣旨に反するとする見解もある（江頭・前掲六二四頁・

六二五頁）。この点で、このような株主総会の特別決議を経ていな

い社債発行の効力を検討する河本・前掲三五九頁以下参照。

（注 32） 新株予約権付社債のいちじるしい不公正発行の場合には、

新株予約権発行の場合と同様、不利益を受けるおそれのある株主

に差止請求権が認められる（三四一条ノ一五　四項・二八〇条ノ

一〇）。

（注 33） 新株予約権原簿・社債原簿はあっても（三四一条ノ九）、こ
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れに権利者の住所・氏名は表示されない。したがって、新株予約

権付社債の譲渡に際しては、株式のように名義書換が問題となる

ことはない。社債の償還後、新株予約権付社債券と共に残った新

株予約権の譲渡に際しても、新株予約権原簿の名義書換をめぐる

問題はいっさい生じない。

（注 34） 実務では、転換社債型新株予約権付社債について、社債と

新株予約権が分離して存在することがないよう、新株予約権につ

いて消却事項を定めず、また社債の繰上げ償還を認めない配慮が

されている。そして、新株予約権について消却事由を定める場合

には、新株予約権の消却と同時に社債も償還されることとし、社

債が繰上げ償還されるときは、新株予約権も消却するか、新株予

約権行使の請求期間が終了する、という措置をとっている。転換

社債型新株予約権付社債をめぐる学説と実務については、河本・

前掲三五六頁以下の詳しい解説がある。

  なお、新株予約権については、株式交換・株式移転に際し新株

予約権にかかる義務の承継が認められる（三五二条三項・三六四

条三項）。しかし、新株予約権付社債の新株予約権についてはその

承継が除外されている。社債が承継されないからである。

  したがって、完全親子会社関係設定に際し、子会社となる会

社の社債に付けられた新株予約権は、もはや完全親会社の株式に

ついて行使する余地はなく消滅するものと解される。この点に関

し、株式交換・移転無効の提訴権者から排除され（三六三条二項・

三七二条二項）、事前・事後の情報開示に接することもできない

（三五四条三項・三六〇条二項、三六六条二項・三七一条二項）債

権者の保護に問題があるように思われる。

（注 35） 現在発行されている転換社債型新株予約権付社債では、新

株予約権の行使期限を社債の償還期限まで（繰上げ償還の場合は

その償還日の前日まで）と定めて、社債の償還後に新株予約権が
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残る事態を回避している。しかし、法が社債償還後に新株予約権

が存在することを予定して積極的に規定を置き、また社債と新株

予約権の係わり合いを考えるうえでも必要であるので、その性質

を検討することは重要である。

（注 36） 有価証券の意義については、拙著・通論「第一章　有価証

券の意義」三頁参照。

（注 37） 有価証券と免責証券については、拙著・通論「第二章　有

価証券と区別される証券の概念」六頁参照。

  場面は異なるが、旅客運送における普通乗車券が、運送給付に

対し証明証券であり、免責証券であるのと同様の作用を有すると

みることができる。普通乗車券は有価証券ではない。しかし、普

通乗車券を所持して運送給付を求める者に給付を提供すれば、旅

客運送人は悪意・重過失がないかぎり免責を得、乗車券は証明証

券であると同時に免責証券として機能するのと同様に解される。

拙著・基本商法講義（商取引法）二三五頁参照。

（注 38） 形式的資格の意義については、拙著・前掲（手形法・小切手法）

二一七頁以下「一　形式的資格の意義」、および同・手形法理の研

究「第一二章　所持人の形式的資格の意義について」参照。


