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・はじめに  

証券市場は戦後日本とともに成長をしてきた。バブル景気などにより日本の

経済も成長をした。しかし、バブル崩壊とともに日本株は大きく下落をしてい

き失われた 10 年とも呼ばれる不況の期間に突入した。また、バブル崩壊後に

はリーマンショックといった金融危機にも陥ってしまった。近年では 2013 年5 

に安倍政権が日本再興戦略を行い企業の規則であるコーポレートガバナンス・

コード、機関投資家の規則であるスチュワードシップ・コードが取りまとめら

れ、お互いが企業の経済成長を目指している。  

しかし、様々な政策が行われているにも関わらず証券市場は低迷をしてい

る。原因として機関投資家と企業側が本当にお互い利害が一致した上で動いて10 

いるのかという点であると考える。  

本稿ではこの問題点を踏まえ、機関投資家の役割を改めて理解し企業、そし

て証券市場がどのように向き合っていけばよいかを検討していきたいと考え

る。  

  15 
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第１章  証券市場の現状と問題点  

１．  証券市場の現状  

 証券市場は、日本経済と共に発展し、国民経済において大きな役割を果

たしてきた。しかし、経済・社会環境の変化に伴い証券市場への期待が高

まる中で、現在の日本国市場は、はたしてそうした期待に十分応えていけ5 

るのであろうか。当面の市場取引の活発化といった観点を越え、２１世紀

に目を向けた、中長期的な視点に立った証券市場全般の改革が求められて

いる。  

 国内金融・資本市場は、基幹産業を中心に資金を効率的かつ重点的に配

分するという役割に重点を置いてきたが、その軸足が大きく移るべき時期10 

に来ている。人口の高齢化を控え、個人金融資産は１２００兆円にも上

り、金融・資本市場に期待される役割は、資産の効率的な運用へと大きく

傾斜しつつある。また、経済の成熟化に従い、資金調達の面でも積極的な

リスク負担を伴う様々な新規産業への資金供給が重要な課題となりつつあ

る。更に、我が国の巨額な金融資産の蓄積を背景に、グローバルな観点か15 

らの効率的な資金配分についても、国内市場が一層大きな役割を果たすこ

とが期待されている。  

 こうした役割は、銀行の預貸を中心とした国内の伝統的な間接金融シス

テムでは十分に果たすことができない。新たな時代における資金仲介ニー

ズを満たしうるのはリスク負担とリスク分散の機能に優れた証券市場であ20 

ると考えられる。だが、現在の日本の証券市場の姿はそうした期待と乖離

したものとなっている。即ち、個人金融資産は依然として圧倒的に預貯金

が中心で有価証券保有の割合は低く、企業の資金調達でも借入れが引き続

き大きなウェイトを占めている。また、国内市場での海外の投資家・企業

等の参加も限られたものとなっている。  25 

「証券会社」は直接金融の担い手として、証券市場に関連する業務を幅広

く行っている。ここで言う「証券」とは、市場取引が行われ、投資運用や

資金調達の対象となる債券や株式をはじめ、それらに類する有価証券を広

く指す。  
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また、証券市場は「発行市場」と「流通市場」に大きく分かれ、異なった

役割を果たしている。証券会社はそれぞれの市場と顧客を円滑につなぐ存

在であると同時に、市場の健全な運用および発展に寄与している。  

 資金の需要者としての企業は、成長して信用力が高くなると銀行から融

資を受けなくても、返済の条件などを約束することで、自ら資金を集める5 

ことができるようになる。とはいえ、資金の供給先を探しまわるのは大変

であるため、投資家などが多く集まる市場に呼びかけをする。証券会社は

企業のこうした活動を有価証券の発行を通じて広くサポートするととも

に、もっとも的確で公平な条件に導く役割も果たしている。証券会社のこ

うした働きは企業の資金調達だけでなく、国や地方自治体、団体などが債10 

券（国債や公共債など）を発行して資金を得ようとする場合にも欠かすこ

とはできない。  

また、株式会社（未公開企業）を証券取引所市場などへの上場に導いた

り、その後も株価の安定などを目的とした取り組みに関与したりしてい

る。  15 

 一方、流通市場においては、顧客（投資家）にさまざまな情報を提供

し、適切な助言を行うとともに、売買を迅速・正確に成立させる役割を担

う。家計資産を運用する個人投資家や、年金など巨額資金を運用する機関

投資家など、さまざまな顧客に対してもっともふさわしいサポートを行う

ことが、直接金融を担う証券会社に課せられた大切な役割のひとつだと言20 

える。  

 証券会社は長い間、収入の大半を有価証券（主に株式）の売買に伴う委

託手数料に頼ってきた。戦後の数十年間は国の政策によって手数料が固定

化され、サービス業としての競争原理がほとんど働かない状態にあったた

め、短期の売買を顧客に促すことで手数料収入の増大を図ろうとする取り25 

組みが数多く見られた。その結果、業界も投資家も短期的な損得ばかりに

目を奪われがちになり、株式の短期売買を繰り返してキャピタルゲイン

（売買益）を追求することが、すなわち「投資」であるかのようなイメー

ジをつくり上げてしまった。そして、それは証券会社の成長や、証券市場

の健全な発展の妨げとなっている。  30 



6 

 

 一方、売買委託手数料を早い時期に廃止した欧米では、それまでブロー

カー業務に重きを置いていた証券会社が金融サービス業の担い手としての

近代化に着手し、市場取引のレパートリーを広げて新しい顧客の獲得に力

を入れるとともに、さまざまな投資のソリューションを顧客に提供して対

価を得るという、直接金融の時代にふさわしい体質に向けての改革が進ん5 

だ。  

 わが国でも売買委託手数料が完全自由化された 1999 年を境に、同様の改

革が急速に進められ、顧客の運用ニーズに合わせた情報提供や、資産構成

のバランスに配慮した運用の助言などに力を入れて信頼を高め、「預かり資

産（口座残高）」を増やすことで、それを収益機会につなげていく経営が一10 

般的な形として定着している。  

 1990 年代の中頃から今日まで「間接金融から直接金融へのシフト」が世

界的な金融の潮流であるとされていた。「証券会社が金融ビジネスの主役に

なる時代の到来」とも言え、この 20 年の間に市場をより有効に活用するこ

とにより、資金調達と投資運用のどちらにとっても魅力のある手法や商品15 

が数えきれないほど誕生し、証券会社を通じて広く提供された。  

デリバティブや証券化の手法を駆使した金融商品や、先端の科学技術など

を用いた運用ツールなど、あらゆる金融ニーズへの対応を証券会社が先頭

に立って可能にしてきた時代だったと言うことができる。わが国において

も証券会社の近代化や、投資家を守るための法律の整備などが進められ、20 

投資信託など多様な投資商品のラインナップも充実しつつある。  

２．家計資産  

 現状でも述べたが国内では預貯金といった家計資産の面が大きく見られ

る。  
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（出所）（海外投資を資産運用に採用する目的とは？）  

http://www.hs-sec.co.jp/bond/contents/point_portfolio.htm  

そもそも、家計資産とは各世帯の家計が持つ資産をいい、これは大きく分け

て、金融資産・不動産・自動車・耐久消費財などの「プラスの財産（資産）」5 

とローン・クレジットなどの「マイナスの財産（負債）」の２種類がある。  

この図は日本、ユーロ、アメリカの３カ所から見た家計資産構成の比であ

る。まず、現金・預金の資産構成だが日本は 51．7％、ユーロでは 35．0％、

アメリカは 13．3％という結果になっている。（2015 年 7 月時点）日本とアメ

リカの現金・預金の資産額を比較すると日本はアメリカより 3 倍以上現金・10 

預金を持っているのがわかる。次に株式・出資金を見てみたいとおもう。日本

は 10．8％、アメリカでは 34．3%となっている。こちらは先ほどの現金・預

金とは逆でアメリカが日本を 3 倍以上、上回っている。  

この下図は日本の家計金融資産も構成額の推移になっている。 2011 年と

2016 年の上 2 期を比較すると現金・預金額が 100 兆円未満ほどだが増加して15 

いるのがわかる。しかし、近年で微小ではあるが株式・出資金額も増加をして

いる。それでも、日本は現金・預金を持ち続けているのが現状である。この現

状になってしまった原因としては上でも述べたバブル経済だったころの投資に

図表 1-1 

http://www.hs-sec.co.jp/bond/contents/point_portfolio.htm
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資金を回したものの結果的には企業の倒産が増加し出資した資金も戻ってこな

くなるのではないのかといった危惧があるのではないだろうか。  

 

 

（出所）（投資しない  理由はずばり  余裕が無い）  5 

http://www.gamenews.ne.jp/archives/2008/07/post_3671.html  

この結果からわが国では国民の暮らしが「間接金融から直接金融へのシフ

ト」という潮流に追いついていないということです。とりわけ、低金利の環境

下では証券投資など「自主的に運用することの大切さ」を無視することはでき

ない。また、産業界においても証券市場の成長はさまざまなリスクに対応でき10 

る資金の供給元として、とても重要な意味を持っている。政府も「貯蓄から投

資へ」を国家戦略のスローガンとして掲げ、少額投資非課税制度（ NISA／ニ

ーサ）などを実施して市場の成長の後押しなどをして対策をしている。  

３．米国との証券市場の違い  

アメリカとの証券市場の違いについては株式の売買は取引所を介して執行さ15 

れるものと、取引所外で執行されるものがある。日本の場合、株式の売買を行

う取引所は金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の免許を受けた金融商品取

引所でなければならない。米国の場合は証券取引所法に基づき、証券取引委員

会の登録を受けた国法証券取引所がこれに該当する。そのうち、証券を取扱う

取引所は、日本に 4 取引所（東京、名古屋、札幌、福岡証券取引所）、米国に20 

図表 1-2 

http://www.gamenews.ne.jp/archives/2008/07/post_3671.html
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13 取引所（ NYSE: New York Stock Exchange/ニューヨーク証券取引所、

Nasdaq：The Nasdaq Stock Market/ナスダック市場、BATS Exchange、Chicago 

Stock Exchange など）が存在する。  

 

 日本  米国  

名称  金融商品取引所  国法証券取引所  

取引所になる

ための手続き  

内閣総理大臣の免許  証券取引委員会（SEC：

Securities and Exchange 

Commission）への登録  

取引所一覧  東京証券取引所  

大阪取引所  

名古屋証券取引所  

札幌証券取引所  

福岡証券取引所  

東京金融取引所  

New York Stock Exchange  

NYSE Arca 

NYSE MKT 

The Nasdaq Stock Market  

NASDAQ OMX PHLX 

NASDAQ OMX BX 

BATS Exchange 

BATS Y-Exchange 

Chicago Stock Exchange  

National Stock Exchange  

International Securities 

Exchange 

BOX Options Exchange 

Chicago Board Options 

Exchange 

C2 Options Exchange 

EDGA Exchange 

EDGX Exchange 

所管官庁  金融 庁 ・証 券取 引等

監視委員会  

証券取引委員会  

図表 1-3 
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（出所）（日米株式市場の相違点  - 大和総研グループ）

http://www.google.co. jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved

=0ahUKEwiKou_gipDXAhWMW7wKHajoBpUQFgg5MAM&url=http%3A%2

F%2Fwww.dir.co.jp%2Fresearch%2Freport%2Fcapital -

mkt%2F20140728_008797.pdf&usg=AOvVaw0XWVWzdW7Sh5nQPjEprnbc  5 

 

日本の証券取引所はそれぞれの取引の場が独立しており、例えば東証に株式

の発注をした場合、その注文は東証の中でのみ有効であり、例え同じ銘柄が名

古屋証券取引所に上場しており、より良い気配が表示されていたとしても、東

証から注文が回送されることはなく名古屋証券取引所で取引したい場合は、東10 

証に出している注文を取り消した上で、名古屋証券取引所に注文を出し直す必

要がある。一方米国では、各市場間での競争を喚起して、より効率的な株式市

場を目指しており複数の市場が提示している気配の中で、より良い気配を表示

している市場に注文を回送する仕組みになっている。  

日本では市場が全て独立しているのに対し、米国では複数の市場が接続され15 

ており、投資家から見れば 1 つの市場のように機能している。  

次に取引手法については、価格の決定方法が日本とは異なっていて、日本で

はオークション方式で株の価格決定がされるが、米国ではオークション方式と

マーケット・メイク方式があります。マーケット・メイク方式とはマーケット・

メイカーと呼ばれる証券会社が投資家の売買注文の相手となり、売買を成立さ20 

せる取引方法のことです。マーケット・メイク方式のメリットとしては、常に

売買に応じるマーケット・メイカーが存在することにより、出来高が少ない取

引商品であっても円滑に取引が可能になるということが挙げられる。  

アメリカは市場間競争を促進しつつ、複数存在する市場を非上場証券取引特

権や NMS により仮想的に 1 つの市場のように機能させることで、より効率的25 

な株式市場を目指してきた。日本は発行市場も流通市場も東証に集中しており、

米国の株式市場構造とは全く異なる。米国のようにスペシャリストやマーケッ

ト・メイカーといった流動性供給者がいない点も大きな相違点と言えるだろう。 

 

 30 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKou_gipDXAhWMW7wKHajoBpUQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dir.co.jp%2Fresearch%2Freport%2Fcapital-mkt%2F20140728_008797.pdf&usg=AOvVaw0XWVWzdW7Sh5nQPjEprnbc
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKou_gipDXAhWMW7wKHajoBpUQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dir.co.jp%2Fresearch%2Freport%2Fcapital-mkt%2F20140728_008797.pdf&usg=AOvVaw0XWVWzdW7Sh5nQPjEprnbc
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKou_gipDXAhWMW7wKHajoBpUQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dir.co.jp%2Fresearch%2Freport%2Fcapital-mkt%2F20140728_008797.pdf&usg=AOvVaw0XWVWzdW7Sh5nQPjEprnbc
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKou_gipDXAhWMW7wKHajoBpUQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dir.co.jp%2Fresearch%2Freport%2Fcapital-mkt%2F20140728_008797.pdf&usg=AOvVaw0XWVWzdW7Sh5nQPjEprnbc
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４．証券市場の問題  

 日本経済発展の歴史的経緯や文化といったことだけでは片づけられず、むし

ろ国内証券市場の枠組みや市場関係者のあり方に根ざしているのではないか、

との問題意識を投げかけるものである。まず、これまでの証券市場の規制の枠

組みが、法体系としても、行政の運用としても、予防的であり、市場参加者の5 

創意工夫と自己責任の芽を摘んできたのではないかとの批判がなされている。

また、市場のインフラストラクチャーとしての会計制度、税制、法制が他の主

要な金融センターに比べ、商品開発や取引を促進するような枠組みになってい

ないのではないかとの指摘もある。こうした予防的規制の枠組みや既存の制度

的インフラストラクチャーの下、市場を構成するそれぞれの主体はそれなりに10 

経済合理性に従って行動し、それが現在の市場の姿を形作ったともいえる。し

かしながら、国内証券市場をとりまく環境の変化もあって、以下にあげられる

ような問題点が浮き彫りにされてきている。  

(1) 取引所や店頭市場については、利用者から見たさまざまな取引執行コスト

をより低減させ、また、ニーズの変化に対応して提供する取引サービスを利用15 

者にとってより便利で魅力あるものとしていく余地があるのではないか。                                

(2) 仲介者（証券会社、資産運用業者）については、サービスの提供の点で創

意工夫が十分行われてこなかったのではないか。また、より投資家の立場に立

った営業姿勢を採ることにより、投資家が証券市場をより活用するようにでき

るのではないか。   20 

(3) 個人投資家については、短期的なキャピタル・ゲイン狙いの投資に偏って

おり、自己責任原則を十分に踏まえていなかった面も見られたのではないか。

自己責任原則の徹底を図るとともに、証券市場を普通の人にも分かりやすいも

のとし、更に、長期株式保有を図れる土壌を作ることにより、投資家の裾野を

広げることが必要なのではないか。   25 

(4) 我が国の機関投資家やファンドマネージャーについては、その資産運用能

力に疑問が投げかけられているだけでなく、その横並び的な投資態度が多様な

個性的商品の提供を妨げ、市場における円滑な価格形成を阻害する原因の一つ

となっているのではないか。  
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(5) 発行企業については、より、株主・投資家を重視した経営姿勢が求められ

ているのではないか。また、投資家に対し証券投資を魅力あるものとするに

は、証券の発行が市場情勢や企業の実態、また、格付けを的確に反映した発行

条件で行われることが重要であるが、発行企業としてもこうした点に一層配慮

する余地があるのではないか。さらに、企業及び銀行による非金融的な動機に5 

よる株式の持合いは、これまでの枠組みを前提とすれば経済合理性のある行動

としても、株価の形成に影響し、金融資産としての株式の市場価値やコーポレ

ート・ガバナンスについての疑念を生み、結果として個人を始めとした純投資

家の株式投資意欲を阻害してきたのではないか。  

 経済・金融のグローバル化の進展と通信・情報技術の高度化は、資本取引を10 

地理的・物理的制約から解放し、新たな可能性をもたらすとともに、低コス

ト・高付加価値を求めた国際的な競争を激しくさせている。国際的な市場間競

争は、一面では我が国の資金調達・運用ニーズが海外市場で満たされることを

可能とする。だが、海外市場へ直接アクセスすることが困難な個人や中小・中

堅企業の存在や、金融・証券取引にまつわる情報の喪失のおそれ及び先端産業15 

としての金融・証券業の雇用の喪失を考慮すれば、我が国市場を空洞化させて

はならない。国際的水準からみて利便性に富み魅力と競争力のある市場とする

ことは、我が国の豊富な金融資産の我が国市場での効率的な運用や新規産業の

発展・成長にも寄与するのではないか。                                                                       

国内証券市場の問題点は広範な原因がある。近年を視野に入れつつ、今後証券20 

市場を国民のニーズに十分に応えていく存在とするためには、行政のあり方を

含むこれまでの規制の枠組みを変えていくことを出発点とし、市場の利用者、

仲介者、運営者の意識や行動をも変革していく、抜本的かつ総合的な改革が要

求される。  

  25 
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第 2 章 機関投資家  

１ .機関投資家とは  

機関投資家とは生命保険会社・損害保険会社・銀行・外国人投資家など巨額

の資金で投資を行っていく投資家のことであり、証券市場に大きく影響してい

る投資家たちである。  5 

 

２ .機関投資家の現状  

機関投資家の現代の投資動向は、バブル期には外国人投資家は 5 パーセント

以下であったが、バブル崩壊後国内機関投資家が次々と株式を手放す中、外国

人投資家が日本株式市場に進出してきている。2014 年には生命保険・損保など10 

といった国内機関投資家を押しのけ 31.7 パーセントと高い水準となっており、

国内機関投資家より外国人投資家の株式保有率が上がっている。  

また、2012 年に安倍政権が発足してから外国人投資家によって国債が売買さ

れるようになった。国際が売買されるようになると国債の価格が低くなってし

まう可能性が出てきてしまう。  15 

 

 

図表 2-1 
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（出所）（日本生命）  

https://www.nissay.co. jp/enjoy/keizai/kako/69.html  

 

 

国内投資家はリーマンショック後、証券に対する教育が必要となっている。  5 

以前は、投資はヘッジファンドであったが新興国債券がグローバル・インデ

ックスに含まれるようになった。そのため年金などが増加してきており、海外

からのフローは改善されるが、資金の自国回帰には影響が生じてくる。  

しかしながら、年金基金や投資信託において機関投資家の増加により、多く

の投資方法が出来、資金めぐりが良くなるのではないかと考えられている。  10 

 

3.主な投資国  

国際が売買されるようになると国債の価格が低くなってしまう可能性が出て

きてしまう。  

では、外国人投資家はどのような国が投資を行っているのであろうか。アジ15 

ア諸国の投資家ではシンガポール・香港・マレーシアが投資を行っている。近

年では、イギリスも日本株式市場に投資を行われるようになった。その要因は、

オイルマネーや SWFD が原因であると考えられる。一方アメリカは、日本株式

市場だけでなく、イギリス・フランスといった証券市場にも進出している。外

国人投資家は、2013 年以前投資比率は低く 15,000 億円となっている。しかし、20 

2013 年以降は、投資額が増え約 28,000 億円となっている。このグラフから北

米と欧州が半分以上投資を行っている。しかし、今や発展途上国にも日本証券

市場は狙われており、外国人投資家が証券市場に参入してくると、日本人にと

って不利になってしまうこともある。  

https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/kako/69.html
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海外投資家地域別株券売買状況  

（出所）（Ｔ＆D アセットマネジメント  ）

http://www.tdasset.co. jp/column/kamiyatakashi/vol197/  

 

例えば、最近は中国も証券市場に進出してきている。近年、富士山周辺のホ5 

テルなどでは３２軒のうち経営権が台湾や香港によって買収されているのが現

実である。それだけでなく、北海道の山林などの土地が香港企業に買収されて

いる。日本の森を管理している所有者は、赤字が続いているため手放している

ことが現状となっている。大手企業であるシャープも台湾の企業鴻海に買収さ

れており、日産はフランスのルノーの子会社になっている。このままいくと、10 

外国人投資家たちのほうに優位に働いてしまう可能性が出てきてしまう。  

 

なぜ外国人投資家は国内機関投資家が株式を手放す中、日本証券市場に参入

してくるのであろうか。  

第１に外国人投資家は、株式の価格が高くなると期待して投資を行っている。  15 

第２に外国人投資家はグローバル株式ファンドで株式の比率を低く見てきた。  

しかし、グローバル指数が低くなり投資に損が出てしまうことを避けるため

に日本株式市場に参入していることが考えられる。  

また、日本企業は変革の可能性がヨーロッパ諸国の企業よりも大きいことか

ら、日本株式に投資する外国人投資家が多くいる。  20 

 

図表 2-2 

http://www.tdasset.co.jp/column/kamiyatakashi/vol197/
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外国人投資家は株式をどのように売買を行っているのであろうか。代表的な

投資は、６つある。短期的な投資・投機は、ヘッジファンド・CTA・HFT の 3

つがある。  

１ .ヘッジファンドは、巨額な資金で利益を獲得しようとする。投資ではなく、

投機を行い利益獲得しようとする投資方法である。  5 

２.CTA（Call To Action）は、金融工学を使用した高度なスピードで投資を行

う集団のことであり、アベノミクスの相場の流れを作った集団である。  

３ .HFT（High Frequency Trading）は、1,000 分の１の割合で株式を投資・売

却を繰り返す集団である。高性能コンピューターを使用して利益を獲得しよ

うとする集団である。  10 

長期的・堅実な運用を行うのは、経済系ファンド・ファンド・年金基金であ

る。  

４ .経済系ファンドは、国全体の資金で投資を行っていくことである。アブダビ

投資庁やノルウェイの年金基金である。経済系ファンドは、株式市場や不動

産・オイルマネーにも投資を行っている。  15 

５ .ファンドは個人投資家などから資金を集めて投資を行っていく。長期的な投

資であり、株式の株価が安くなった時に素早く投資を行う。  

６ .年金基金は、日本や外国でも年金基金は大きな投資をしており、大きな存在

を意味している。投資家にとって年金基金は長期的な投資となっており、年

金を使用している。年金基金は、企業の経済成長を担っている。  20 

この６つが代表的な投資方法である。  

 

４ .機関投資家の役割  

機関投資家は、金融仲介機能の改善や市場の拡大や質を上げるためにマクロ

経済に大きな経済に影響が出てくると考えられている。ABMI にも市場を拡大25 

させる役割がある。機関投資家は、流通市場の資金を効率よく流れるようにす

る効果があり、現代の ABMI は、現地通貨建て債券の発行促進・現地通貨建て

債券の需要の促進・規制枠組みの改善・債券市場のインフラ改善の４つが機関

投資家の中で取り組みがされている。  
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ABMI は、アジア債券市場の年次サーベイが行われており、債券市場の資金

の流れを改善させるために８つの項目と必要性を段階的に評価するために４段

階に分けて評価する仕組みを取った。評価された結果、機関投資家たちの多様

性が重要なものであると評価された。これは、世界中でも必要であると定義さ

れた。  5 

 

５．機関投資家の投資行動  

機関投資家はその名の通り、運用の専門家として企業の長期的な成長を応援

するものと、一般的には認識されている。  したがって、企業にとっては名の

通った大手の機関投資家に自社株を長期で保有してもらうことが、ひとつのス10 

テイタスとなっている。ところが、機関投資家の実体は意外と短期指向の投資

に追われている。  彼らのほとんどは運用成績を向上させようと躍起になって

いるから、どうしても目先の業績に関心が集中してしまう。  その典型が、四

半期決算にやたらと神経を尖らせている。もちろん、海外でまだ残っている一

部の機関投資家は、本格的な長期投資を求めて止まない。それでも、長期指向15 

を行っている機関投資家は恐ろしく少なくなった。  

大半の機関投資家は、投資先企業に短期の業績向上をひたすら求める。  業

績が予想を上回るとなれば、たくさんの株を買うだろう。 予想に達しないと、

即座に売りをかけてくる。 これでは、個人の短期投資とまったく変わらない。  

機関投資家は巨額の資金を運用しているから、目先の業績動向に反応したち20 

ょっとした買いや売りが株価には大きな影響を及ぼしてしまう。それに便乗し、

売る投資家が多くいるため、株価は必要以上に過剰反応したりする。  
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http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking -the-other-side-

of-st-investors/ 

（出所）（バリュー投資で長期的な資産形成）  

この上図は日本の機関投資家の際立った２つの特徴を挙げたものである。こ5 

の図から機関投資家の半分以上は少なくとも半年ほどしか投資の期間を置いて

いないのが分かる。この図はアメリカと比較してみるとアメリカの方は逆に半

分以上が少なくとも１年多いと数年は期間を置いている。隣のトレンドフォロ

ーのタイプについても日本は強い傾向にある。  

5 年 10 年といった時間軸で応援してくれる投資家が株主の中核となってく10 

れたら、企業の長期経営にとってどれだけ心強いだろうか。 また、企業がし

っかり長期戦略に立った経営を推進してくれることで、長期投資家の財産づく

りもはるかに確固としたものとなる。  もちろん、日本経済にとってもプラス

となりお互いが良い関係になるのではと考える。  

  15 

図表 2-3 

http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking-the-other-side-of-st-investors/
http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking-the-other-side-of-st-investors/
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第 3 章 コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシ

ップ・コード  

１．  コーポレートガバナンス・コードの目的  

 

（出所）（日本版コーポレートガバナンス・コードへの期待）  5 

http://fis.nri.co.jp/ja-

JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/11/201411_4.html  

上記では証券市場の現状、問題点、機関投資家について論じたが、はじめに

でもあったようにこの２つに大きく関わってくるのがコーポレートガバナン

ス・コード、スチュワードシップ・コードの２つである。コーポレートガバナ10 

ンス・コードとは、上場企業が守るべき行動規範を示した企業統治のことをい

う。コーポレート・ガバナンスの重要性は，特に欧州の先進国を中心に強く認

識されており，取引所規則や会社法などで実効性を担保しながら、その基本的

な考え方が諸原則として取りまとめられている。日本でも、コーポレート・ガ

バナンスに関する新たな施策が進められた。 2014 年 6 月の閣議決定を経て公15 

表された『「日本再興戦略」改定 2014』は，日本企業の中長期的な収益性・生

産性を高め，その成果を広く国民に均霑させるために、コーポレート・ガバナ

ンスを強化する必要性を訴えた。この提言を受けて金融庁と東京証券取引所が

共同で設置した有識者会議は、2014 年 12 月にコーポレートナンス・コードの

原案を公表し，広く意見を求めた。東証はこの原案を踏襲したコーポレートガ20 

図表 3-1 

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/11/201411_4.html
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/11/201411_4.html
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バナンス・コードを、企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定し、2015

年 6 月から適用を始めている。この東証コードは、東証の既存の規則・ガイダ

ンス等や  2004 年版の「OECD コーポレート・ガバナンス原則」をベースとす

る。2013 年版の日本再興戦略を踏まえて、金融庁内に設置された有識者検討会

が公表し、機関投資家向けの行動規範として導入が進められている「日本版ス5 

チュワードシップ・コード」と合わせて、わが国のコーポレート・ガバナンス

の実効的な推進をもたらすことが期待されている。  

1999 年に策定された  OECD のコーポレート・ガバナンス原則は、 2004 年

の改訂を経て、2015 年 9 月に「G20/OECD コーポレート・ガバナンス原則 (新

原則 )」  として公表された。新原則ではその各章で  10 

1.良いコーポレート・ガバナンス  を支援する株式市場の役割  

2.株主総会での情報技術の活用  

3.投資家に対して調査やアドバイスを提供する議決権行使助言会社や格付会社

等の利益相反の  開示やその最小化  

4.利害関係者の情報アクセス  15 

5.非財務情報の開示  

などを新たに含み、2004 年原則よりも充実がはかられている。新原則の中で

は特に、主要な役員の報酬に対する株主の意見表明の制度 (Say-on-Pay)が果た

す役割の重要性や、取締役会への高度倫理基準の適用の必要性や、外部機関に

よる取締役会の定期評価など通じた取締役会の機能強化の試みなどが注目され20 

る。これらは将来の東証コードの改訂の際にも影響を与えるであろう。  

 

２．スチュワードシップ・コードの目的  

平成 25 年 6 月「日本再興戦略」において、「機関投資家が、対話を通じて

企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則」である日25 

本版スチュワードシップ・コードが責任ある機関投資家の諸原則として取りま

とめられた。  

本コードの目的は、機関投資家が投資先の日本企業やその事業環境等に関す

る、深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）など
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を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、中長期

的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。  

また、スチュワードシップ責任を果たすための機関投資家の活動「スチュワ

ードシップ活動」において、議決権の行使は重要な要素ではあるものの、当該

活動は単に議決権の行使のみを意味するものといいわけではない。スチュワー5 

ドシップ活動は、機関投資家が、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワー

ドシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を適切に把握することや、

これを踏まえて当該企業と建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメン

ト）を行うことなどを含む、幅広い活動を指すものである。  

スチュワードシップ・コードの原則は投資先企業の持続的成長を促し、顧10 

客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために、  

「  

1.  機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定

し、これを公表すべきである。  

2.  機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反15 

について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。  

3.  機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任

を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。  

4.  機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、

投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきであ20 

る。  

5.  機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つ

とともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどま

るのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべ

きである。  25 

6.  機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのよう

に果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的

に報告を行うべきである。  
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7.  機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその

事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワード

シップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。」  

（出所）（日本版スチュワードシップ・コード推進に不可欠な情報環境整備） 

http://fis.nri.co.jp/ja-5 

JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/04/201404_5.html  

となっている。  

  

そこでスチュワードシップ・コードが公表されて効果があったのか、「ＱＵ

ＩＣＫ月次調査＜株式＞」を通じて、スチュワードシップ・コードの効果につ10 

いてのアンケートがある（証券会社および機関投資家の株式担当者 160 人が

回答、調査期間は５月９日～11 日）。  

  

（出所）（スチュワードシップ・コードの効果はあった  QUICK 月次調査＜

株式＞）  15 

http://www.quick.co. jp/page/quick_report_detail.html?detailNo=12369  

 

このスチュワードシップ・コードのこれまでの効果について、「企業価値の

向上に一部の効果が認められる」が最も多く６割弱を占めた。ただ、「形式的

には整備されたが、実効的な効果が認められない」との回答が３割あり、「企20 

業と株主との対話は依然として効果的に行われていない状況であるため、今回

図表 3-2 

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/04/201404_5.html
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/04/201404_5.html
http://www.quick.co.jp/page/quick_report_detail.html?detailNo=12369
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のスチュワードシップ・コード改訂を機に企業価値が高まるような対話が実現

することを期待したい」との声が聞かれました。  

日本版スチュワードシップ・コードの課題もある。現状では、企業の現状把

握や議決権行使のための情報収集は機関投資家にとって負担が大きい。一部の

投資家だけが入念な調査をもとに投資先企業と対話ができても、他の株主が理5 

解していなければ企業価値向上の実現には結びつかない。しかし多くの株主に

質の高い理解が均等に迅速に広まるような情報の供給は不足している。  

現在日本では 7 割の上場企業が 3 月末決算で、6 月末に株主総会が集中す

る。そのため、各社の経営状況を精査し株主総会に向けて意見するのは機関投

資家にとって大変な負担となる。時期の集中だけではない。株主や役員の情10 

報、当該企業の関係者であるかどうかといった情報は、現在、多くの資産運用

会社等で手入力により情報管理されている。一部の情報についてはデータ提供

サービスも存在するが、非財務情報は数字を判断材料のインプットとするもの

と異なり文章を解釈して判断しなければならないことも多く、各社で作業を行

う部分が残る。株主総会の招集通知が届くと、最新の情報により上述の作業を15 

行うことになるが、関連する情報が各所に分散し、確実な情報入手が困難な場

合もある。継続的に必ず入手可能な情報で判断できるようにするため議決権行

使の方針を幅広く設定できない、と嘆く運用会社もある。機関投資家等がこの

ような作業を限られた時間の中で行うことから、情報が不十分で異なる結論と

なることも考えられる。その場合、企業への働き掛けは分散し、株主全体から20 

の関与は質的に劣化し、投資先企業の価値向上に結び付かずコストの負担だけ

が残ることになる。  

スチュワードシップ・コード発祥の地である英国の状況と対応を見てみる

と、英国では 95 年以降、年金法において年金基金は投資先企業に対し企業の

環境や倫理、ガバナンスまで考慮した投資方針を策定し、運用を委託する場合25 

は委託先がそれに基づいて運用を行っているか監視することが求められてき

た。コード導入の広がりと共に当初は自ら議決権行使に取り組んだ小型の年金

基金は、徐々に情報収集力と対話能力の高い運用会社へ議決権行使を委託し、

それを監視する役割に徹するケースが増えたという。議決権行使を行う機関投

資家の多くは、基礎的な情報収集作業を外部サービスにアウトソースし、海外30 
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株など自らヒアリングできない場合はリサーチサービスを活用している。企業

に代行インタビューを行い詳細なレポートを提供するサービスもある。これら

のサービスにより個社のコストが軽減され全体効率化されるだけでなく、本来

実施すべき深い分析や企業との対話により時間を割くことができる。またオー

バーレイという新しいサービスもある。自ら資産を運用し対話や議決権行使に5 

力をいれている機関投資家が、他の投資家の議決権行使や対話を助けるもの

で、 12 年は利用者が前年比 1.5 倍に増加している。  

本来、機関投資家は議決権行使において、議案の検討にこそ十分な時間を割

くべきであり、情報収集に追われてその余裕がなくなっているとすると本末転

倒と言える。同じ問題は英国にもある。投資先企業との対話や議決権行使のた10 

めの情報収集の負担が大きければ、株主全体に十分に情報が行き渡らず票が割

れ、対話にかける時間も減り、企業の成長への関与効果も出にくくなる。英国

でのそうした課題への実務面の対応は参考にできる。  

日本版スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コード対応

の実効性と、ESG 情報を含めた非財務情報の開示に焦点を当てて全株式上場15 

会社に実施し 973 社から回答を得た第 24 回「 IR 活動の実態調査」 (2017 年

度 )の結果によると以下のような特徴があった。  

その特徴とは、両コードの導入効果により中長期の企業価値向上のための対

話は、年々着実に深まっていることだ。機関投資家やセルサイドアナリストと

の対話において 1 年前に比べて行動や質問に変化が見られるという回答は  20 

 

 見られる  見られない  どちらとも言えない  

2015 年  32.5% 38.7% 27.2% 

2016 年  37.0% 35.3% 27.0% 

2017 年  44.1% 29.1% 24.2% 

（出所）（第 24 回「 IR 活動の実態調査」2017 年度結果概要をもとにゼミ生が

作成）  

https://www.jira.or. jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%

E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E325 

%83%BC%E3%83%89%27 

図表 3-3 

https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
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と見られるという回答が年々上昇している。  

また、変化が見られる・どちらとも言えないと回答した企業のうち、1 年前に

比べて対話が「促進された」と回答した企業は、  

 

2015 年  30.2% 

2016 年  50.4% 

2017 年  50.4% 

（出所）（第 24 回「 IR 活動の実態調査」2017 年度結果概要をもとにゼミ生が5 

作成）  

https://www.jira.or. jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%

E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3

%83%BC%E3%83%89%27 

 10 

と過半数を超え、両コードが重視する中長期の企業価値向上のための対話が

年々進歩していることが見てとれる。  

３．両コードの役割  

この両コードの重役を担っているのが、コンプライン・オア・エクスプレス

である。これは、機関投資家や上場企業が、その模範的な在り方を定めたスチ15 

ュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードの受け入れを表明

する上で、各原則を順守するか、順守しないのであればその理由を顧客や株主

に説明するよう求めること。両コードの原則は、法的拘束力に縛られない自主

規制であるため、機関投資家や上場企業がそれぞれの事情を鑑み、実施するこ

とが適切ではないと考える原則があれば、それを実施しない理由を顧客や受益20 

者に説明することで、全ての原則を一律に実施しなくてもよいという考えのも

と採用されている。これによりお互いが自分の主張を持つことができる。  

以前の証券市場は単純に利益を得る活動をし、機関投資家は財務情報だけで

投資を判断していることが多々見受けられたが近年では両者とも利益の他に環

境問題などの社会問題や法令遵守といった問題を積極的に重視しているように25 

見受けられる。そこで我々はこの企業価値を守りつつ、上記で述べた両コード

を踏まえた上で行う活動として ESG 投資を行うべきだと考える。  

図表 3-4 

https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
https://www.jira.or.jp/download/gaiyou2017.pdf#search=%27%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6+2017+%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%27
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第 4 章 ESG 投資  

1.  ESG 投資の現状  

投資家全体が企業価値を調べるための材料として、これまで財務情報が使

われてきたが上記でも述べたように財務情報だけでなくそれに加えて非財務

情報である地球温暖化といった環境（Environment）、女性雇用などの社会5 

問題（Social）、公正な競争などを心がけるガバナンス（Governance）を考

慮する投資をしていくことが ESG 投資である。  

  

 

（出所）（ESG 投資 年金積立金管理運用独立行政法人  2017 年 1 ページ）  10 

http://www.gpif.go.jp/operation/esg.html  

 

図表 4-1 ESG 投資に関する要素の例  

http://www.gpif.go.jp/operation/esg.html
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（出所）（ESG 投資の本質と課題そして将来展望  FISCO FINANCIAL REVIEW 

ONLINE ２０１６年  1 ページ）  

http://fiscofinancialreview.com/feature1/02.html  

ESG を原則に掲げる責任投資原則（ PRI）が 2006 年に発足してから 10 年が5 

経過し、グローバルな資産運用の世界で、署名機関とその機関投資家が保有す

る資産残高の総計は年々右肩上がりである。  

近年、企業を取り巻く外部環境は大きく変化している。特に日本企業が直面

している主な変化として、「ビジネスのグローバル化」、「 NGO 等の市民社会

の台頭」、「社会環境問題の複雑化・深刻化」が挙げられる。そして、こうし10 

た外部環境の変化は、従来にはあまり見られなかったタイプの企業不祥事の発

生や、市民社会からの批判リスクの顕在化をもたらしている。  

裏を返せば、投資先の属する業種の国内外の他企業に発生した「 ESG リスク

情報」を収集し、分析することは、当該業種や投資先企業にどのような ESG リ

スクが存在しているのかを俯瞰するのに役立つ。  15 

図表 4-2 PRI 署名機関数と運用資産残高推移  

http://fiscofinancialreview.com/feature1/02.html
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図表４−３は、「 ESG リスク情報」をもとに ESG リスクをマッピングしたも

のである。リスクは大きく以下の 5 つに分類することができる。  

1.海外における法令違反・訴訟・事故  

2.海外での主に製造・販売活動による社会・環境問題関与への批判  

3.海外での主に調達活動による社会・環境問題関与への批判  5 

4.動物愛護など特定の価値観に基づく批判  

5.技術進歩などによって  新たに発生した社会・環境問題  

 

 

図表 4-3 外部環境の変化がもたらす ESG リスクの例  
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（出所） ESG 投資（2）「リスク管理のための ESG 情報（非財務情報）の活

用」  日本総研  ２０１３年 1 ページ）  

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=23316  

 

 5 

図表 4-4 ステークホルダー別「 ESG リスク情報」の類型の例  

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=23316
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（出所）  ESG 投資（2）「リスク管理のための ESG 情報（非財務情報）の活

用」  日本総研  ２０１３年 1 ページ）  

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=23316  

 

 5 

 

http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking -the-other-side-of-

st-investors/  

（出所）（バリュー投資で長期的な資産形成）  

ESG 投資は図表４−５にあるように欧州を中心に高い比率を獲得しており、 ESG 10 

投資が深く浸透していることが見て取れる。逆にアジアでは欧州に比べて低い  

数値を記録しており、特に二年前から全く成長してないのがアジアの ESG に対  

する知識が遅れていることが見て取れる。他の四カ国では、平均して 40.65％  

あるのに対して、日本では 3.4％と他国の中でも一番低いアメリカと比較して  

も約 7 倍もの差がある。しかし、今年になり国内最大の機関投資家である GPIF 15 

が ESG 投資をするという取り組みを行った。目的として国内投資家達に ESG 投  

図表 4-5 運用資産に占める ESG 投資の比率(%)  

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=23316
http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking-the-other-side-of-st-investors/
http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking-the-other-side-of-st-investors/
http://www.nagatomoinvestments.com/2016/11/11/taking-the-other-side-of-st-investors/
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資に関心を持ってもらうといったものだ。  

2.  ESG 投資の必要性  

非財務情報を企業と機関投資家が注目して取り扱うことで、企業の財務情報

だけでは知りえなかった社会問題といった内部情報や環境問題といった外部情

報を知ることができる。持続可能な投資と中長期的な経営をしやすくなるの5 

で、証券市場の活性化の定義である中長期的な企業価値の向上を達成できるの

で、ESG 投資は必要なのである。  

ESG 投資は企業の将来性と事業リスクの両面を非財務情報から判断する手法

として有益なので、企業と機関投資家が中長期的に成長することが可能になる

と言われている。  10 

このように ESG 投資は財務情報だけでなく、環境、社会、ガバナンスの３分野

に対する企業の取り組みやリスクを考慮して投資先を選ぶので、 ESG 投資で重

視する非財務情報は将来の持続可能性につながる情報を含んでいるので、企業

が中長期的に成長しやすくもあり、機関投資家にも長期的なリスクを除きつつ、

長期的なリターンは得られるので今回の証券市場の活性化につながるのである。 15 

3.  ESG 投資を浸透させる方法  

ESG 投資をより活気たせるには、 GPIF が ESG 投資を行う以外にも方法はあ

る。近年、ESG 投資は、欧米や豪州を中心に人気が高まっているが、 ESG の格

付け基準はまだ統一されていない状況である。 ESG 投資は世界を見てもまだ格

付けの基準が存在していないので、 ESG 要因に基づく格付けの基準の統一化が20 

必要という声が海外で発生しており、日本でもこれに取り組むことで、 ESG 投

資を活気あるものにすることが大いにある。この格付けの基準がなければ、格

付けをする時に、ばらつきが発生してしまう。投資家は格付けを利用しても、

労働慣行や幹部報酬を巡って不祥事が発生する企業への投資が避けられない場

合がでてしまう現状にある。例えば電気自動車メーカーのテスラは MSCI から25 

最高格付けだが、サステナリィクスでは中程度でフォードや GM を下回ってい

る。低い理由はテスラが製造工場における CO2 排出量のデータを公表してない

のがこれは一因となっていると言われています。また通信社のロイターの取材

では、プロの投資家や企業幹部十数人が、統一基準がないことに不満を漏らし

ている。日本でも ESG 投資を円滑にスムーズに進めるためには、 ESG の格付け30 
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の基準を統一する必要がある。そのためには、政府や民間などが官民一体とな

って、欧米などに視察に行き、 ESG について海外の機関とも協力して、 ESG に

ついて調査・研究をして、 ESG 投資の格付けの統一基準なるものを作成するこ

とが必要であり、それが最終的に日本に ESG 投資を浸透させる方法だと考えら

れる。  5 

4.  ESG の事例  

 日本でも、ESG 投資の進みが遅いながらも、実行している企業はある。例と

して日本生命グループがある。これまでの主な ESG 投資の事例は環境面では、

ビルの新築や設備更新の際に CO²排出を抑制する設備の導入を積極的に行って

いる企業に対してや、国内再生可能エネルギーファンドへの投資といって、10 

General Electric Company 社傘下の GE EFS エナジー・ジャパン合同会社が組

成する国内再生可能エネルギーファンドへの投資を通して、日本の大型太陽光

発電事業への投資を行っている。社会面では、チリ国内銀行のウーマンポンド

への投資といって、その銀行がチリ国内で推進する女性の社会進出プログラム

支援や女性経営者向け融資投資に活用されていたり、国際協力機構の社会貢献15 

債への投資といって開発途上国の社会課題の解決に助力する事業の活動に活用

されていたりと、幅広く行われています。その他には国内生保の ESG 投資の事

例も図 4−6 にある通りになっている。  
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（出所）（生保に拡大  食料、女性など使途絞り高利回り  毎日新聞  2017

年 １ページ）  

https://mainichi.jp/articles/20170114/k00/00m/020/081000c  

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）も先程書いたように ESG 投資を行5 

っており、下の図のようにその内容は今のところは３つの選定指数で考えられ

ており、その３つとは、環境（ E）・社会（ S）・ガバナンス（ G）の ESG 全般を

考慮に入れた総合型指数２つと、社会（ S）の中の女性活躍に着目したテーマ

型指数１つを選定した。  

 10 

図表 4-6 国内生保の主な ESG 投資事例  

図表 4-7 

https://mainichi.jp/articles/20170114/k00/00m/020/081000c
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg3Z2Xm_nWAhVmr1QKHT6vC5kQjRwIBw&url=https://mainichi.jp/articles/20170114/k00/00m/020/081000c&psig=AOvVaw2OG1ebvsT-P6lXNeGPZFj_&ust=1508383127863880
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（出所）（ESG 指数を選定しました  金積立金管理運用独立行政法人  ２０

１７年 ５ページ）  

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved

=0ahUKEwi6_9Ss1_nWAhXDkpQKHW0SCGIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gpif.go

.jp%2Foperation%2Fpdf%2Fesg_selection.pdf&usg=AOvVaw0Al8ZqZoEnRVTYJPyq5 

hqbj 

以上により、ESG 投資を活用することで、企業の中長期的な企業価値の向上

が可能になると考える。  

 

  10 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi6_9Ss1_nWAhXDkpQKHW0SCGIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gpif.go.jp%2Foperation%2Fpdf%2Fesg_selection.pdf&usg=AOvVaw0Al8ZqZoEnRVTYJPyqhqbj
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi6_9Ss1_nWAhXDkpQKHW0SCGIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gpif.go.jp%2Foperation%2Fpdf%2Fesg_selection.pdf&usg=AOvVaw0Al8ZqZoEnRVTYJPyqhqbj
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi6_9Ss1_nWAhXDkpQKHW0SCGIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gpif.go.jp%2Foperation%2Fpdf%2Fesg_selection.pdf&usg=AOvVaw0Al8ZqZoEnRVTYJPyqhqbj
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi6_9Ss1_nWAhXDkpQKHW0SCGIQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gpif.go.jp%2Foperation%2Fpdf%2Fesg_selection.pdf&usg=AOvVaw0Al8ZqZoEnRVTYJPyqhqbj
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終わりに  

以上のように証券市場と機関投資家の投資行動を再確認し、それぞれが抱え

る問題点を模索した。しかし、この問題点は片方だけが解決できればいいとい

うわけではない。それぞれが成長をすることによって証券市場をより活性化さ

せられると考えた。そこで我々は第４章で挙げた ESG 投資を行うことにより5 

機関投資家と企業がお互いの成長を促すことができると考えた。この ESG 投

資は近年日本でも実施をされる機会が増えておりますますの期待が高まる。そ

して、この ESG 投資を使い少しずつ証券市場の活性化に繋がっていければと

思う。  

  10 
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