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序章 

 日本の証券市場は、戦後の復旧・成長とともに拡大してきた。本論文では、証券市場の

発展と、機関投資家の情勢、投資行動について、近年の動向と展望を提言する。 

 本論文の第１章では、近年の証券市場の発展、それに伴う機関投資家の証券5 

市場における保有構造の変化について言及した。また、機関投資家の内、外国

人投資家の内部構造についても触れて言及した。第２章では機関投資家にさら

に焦点を当て、二つに分類される機関投資家の特徴と市場に与える影響、また

それに関連して、スチュワードシップ・コードについても言及した。付随し

て、現在の機関投資家が株主総会に出席、及び議決権の行使手段の現状につい10 

て詳細に言及した。第３章では第２章のスチュワードシップ・コードを含んだ

一連のコーポレートガバナンス、ガバナンス改革について言及した。また、そ

れを導入する以前の日本型企業統治と、ガバナンス改革において導入したアン

グロサクソン型企業統治について比較しつつ言及した。第４章では前章から、

これらのガバナンス改革によって成す証券市場の姿と、それについての問題点15 

について提言した。 

 また、本論文では証券市場の活性化とは、「物言う株主が増加し、それらの

活動によって中長期的な企業価値が向上すること」と定義され、「物言う株主

の増加」とは、企業の経営に対して議決権を行使するなどして、積極的に企業

経営に関わる株主の増加とする。また、それらは中長期的な企業価値の向上に20 

寄与するので、真意としては、営利のみを目的として短期的な株価の値上がり

の為に、議決権を行使する株主は、大方中長期的な企業価値の向上に寄与しな

いものとする。これらを踏まえた上で本論文では、証券市場の在り方と、それ

らについての問題点を提言する。 

 25 
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１章．証券市場の変容 

 

 

１節．証券市場の拡大 5 

 近年の証券市場においては、2001年のＩＴバブルの崩壊や、2008年のリーマンショッ

クを発端とする景気低迷や円高進行などの経済不況は進み、日経平均株価やＴＯＰＩＸに

も顕著に表れた。しかしながら、2012年末の自民党政権の復帰による景気回復の期待か

ら、2012年末から 5年間で、上記の 2つの経済指標は 2倍以上の拡大を遂げた。【図表

1】には 2つの経済指標の推移を示している。 10 

 

【図表１】日経平均株価とＴＯＰＩＸ売買代金の推移 

 
(出典)東京証券取引所のマーケット情報から 

(統計)上記の出典から作成、両者共に年度末の終値を抜粋 15 

(ＵＲＬ) https://www.jpx.co.jp/markets/indices/topix/index.html 

 

２節．株式所有比率の変化 

 さて、証券市場が拡大を続ける中で、証券市場における株式の分布にも変化が起きてい

る。【図表２】では、部門別に株式保有比率の推移を示している。各銀行や、生命保険、20 

損害保険会社、年金基金などを含めた金融機関、または事業法人等の比率が低下するな

か、外国法人等の比率が上昇し、2013年には、市場のシェア率が３０％を超えた。急速な

外国法人等のシェア率の拡大であるが、これほどの大きな転換の原因は元来の日本の株式

保有構造に起因する。 

 １９９０年から始まる銀行危機が起こる前までは、日本の上場企業の一般的な株式保有25 
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の形は、キャピタルゲインを目的としたものではなく、金融機関や、事業の提携会社など

の株をお互いに所有することで、長期的な取引関係の構築を目的としたものであった。 

これは株式の持ち合いと言われ、メリットとしては、まず企業間の取引の強化を図ること

が可能になる、さらに、１９６０年代の資本の自由化のなかで、外資などによる敵対的買

収への、一つの回避策にもなった。また、安定株主の獲得というメリットもあるが、良好5 

な取引関係の構築の為、お互いの経営へ口出しをせず、株主として関与はしなかった。こ

の風習はのちに「物言わぬ株主」と呼ばれる原因になったが、こちらに関しての詳細は後

述する。 

 しかし、このような株式の持ち合いはバブルの崩壊による景気悪化により、資金の調達

や、株価下落による業績への悪影響につながり、解消する動きが強まった。２００２年に10 

は株式の持ち合いの解消によって生じる株価の更なる下落に対応して、銀行等保有株式所

得機構などが設置され、解消はさらに促進されたが、この解消の動きによって日本の株式

分布に転機が訪れた。相次ぐ銀行の倒産により、日本の株式が一斉に売り出されたこと

で、バブル崩壊まで参入が困難であった外国法人または外国人投資家の所有比率が急上昇

したのだ。 15 

 

【図表２】部門別株式保有比率 

(出典)東京証券取引所ホームページ 

(統計)出典のデータから作成 

(ＵＲＬ) https://www.jpx.co.jp/markets/indices/topix/index.html 20 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

地銀、信託銀行 その他の金融機関 事業法人 外国法人等 個人投資家



6 

 

【図表３】投資部門別株式保有比率の推移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

出典)東京証券取引所ホームページ 

統計)出典のデータから作成 

(ＵＲＬ) https://www.jpx.co.jp/markets/indices/topix/index.html 
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【図表３】は、日本証券市場における投資分部門別の株式保有比率の推移のグラフである。 

このグラフでは、株主保有の目的の観点から、インサイダー株主とアウトサイダー株主に分

けられ、前者は「株価以外の関心から株式を保有する株主」、主に経営陣や取引関係にある

法人(銀行・生損保・事業会社など)、後者は「投資収益を目的に株式を保有する株主」主に

国内外の機関投資家や個人投資家、投資銀行や証券会社も含まれる 10 

上記で言及したが、前者は株式の持ち合いを主な目的として株式の所有を行っている。相次

ぐ銀行の倒産と株式の流出を受け、2,000年を皮切りに後者と比率が逆転した。これらの市

場の大幅な変化と、後述する「物言う株主」が企業の「建設的な対話」することの有効性を

捉えて、第二次安倍政権下において閣議決定された「日本再興２０１６」の最重要事項の 1

つとして、ガバナンス革命の取り組みが言及されているのである。 15 

 

３節．外国人投資家 

 先の節では、「外国人投資家」と一括りにして説明したが、そもそも外国人投資家とは、

日本の市場に投資する「外国籍の投資家」の総称であり、海外在住の個人投資家や海外の金

融機関、またはヘッジファンド、ソブリンウェルスファンドなどの政府系ファンドも含む。 20 

日本株の内、約３０％は外国人が保有しているが、東証一部では約６０％を占め、売買代金

では７０％を占める。この内、ヘッジファンドは、特に短期・投機的な運用を多用する。ヘ

ッジファンドは、投資信託と似るが、詳細の差異は、投資信託はベンチマークと呼ばれる、

各信託会社で決められた競争相手を超えることを目標とし、また、その銘柄の指数が下落し
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ても、運用方針の範囲内で保有銘柄の変更などを行い、ベンチマークとの相対的な収益、相

対リターンの最大化に努める。また、株価の下落を予想し、銘柄を十分に保有しなかった場

合、市場の想定外の急騰によって顧客の求めるインデックスを下回るパフォーマンスをし

てしまう「持たざるリスク」という投資信託特有のリスクを回避するため、フルインベスト

を積極的に行う。一方ヘッジファンドではこれらの運用方針とは逆に、市場全体(株価指数)5 

の増加、下落いずれでも最大収益を目指す。そのため、投資銘柄を一つに絞る一般的な投資

信託と異なり、分散投資を積極的に行いリスクの回避をする。この最大収益というのは、比

較対象がいない状態での収益の獲得を意味する。また、運用方法も自由度が高いため、金融

工学や、高性能コンピューターを利用するヘッジファンドも増え、ＣＴＡやＨＦＴと呼ばれ

る。 10 

 反対に投資信託や、ソブリンウェルスファンド(以下ＳＷＦ)、金融機関は長期・堅実な運

用を多用し、金融機関の内でも特に年金基金は超長期で運用する。また、ＳＷＦとは、一般

政府によって運営・設立された投資ファンドを指し、主に石油やガスのなどの天然資源によ

る収入を「資源型」、外貨準備高などその他を原資とする「非資源型」の二つに大別される。

資源依存度の高い前者は、エネルギー価格の激しい変動や、インフラ装備の推進と相まって、15 

蓄積された富の効率的運用の考えの下に拡大を続け、２０００年から２００８年で急激に

上昇したエネルギー価格の高騰により一層規模を拡大させた。主な国としてアブダビやノ

ルウェー、クウェート、サウジアラビアなどがあげられるが、この内でアブダビやノルウェ

ーなどは自国の経済規模に比べて、ファンドの運用資産額が極めて大きいことも特徴であ

る。２０００年前後では、ＳＷＦ市場の内、「資源型」のＳＷＦの原資が７０％以上を占め20 

ていたが、近年はシンガポール、中国を中心として、他新興国でも貿易黒字などによって蓄

積された外貨準備で運用する「非資源型」のＳＷＦが拡大を続け、２０１７年ではＳＷＦ市

場は「非生産型」によるＳＷＦの原資の比率が４０％強を占めている。以上で明示したヘッ

ジファンドやＳＷＦは運用規模が特に巨大であり、かつ運用方針の不透明さなどから、２０

１０年度までにどちらも行動規範の規則が策定された。 25 

 

２章．機関投資 

 

 

１節．物言わぬ株主と物言う株主 30 

 １章２節で明示した「物言わぬ株主」は戦後の日本株式市場の株式の持ち合いによって生

まれたが、モノを言わないことによるメリット、またはデメリットを説明する。日本の高度 

成長を支えたある意味１つの日本的経営の象徴であるが、簡潔に結論を言えば、メリットは

経営者にのみあり、他のステークホルダーには無益、あるいは有害であったといえる。経営

者にとっては、外資の脅威や経営の安定化を図れるが、株主の価値の低下、株主市場の非活35 

性化、また、経済状況が悪化すれば、持ち合っている企業両方の経営が悪化しやすくなる。
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最後者に関しては、この日本的経営もバブル期など経済が活性化している時期には問題視

されることも無かったが、近年の景気、経済環境の悪化により、株式の持ち合いによる弊害

が露呈し、注目されるようになった。 

 次は「物言う株主」のメリット、デメリットについて詳細に説明する。「物言う株主」と

はアクティビストファンドとも呼ばれ、一定以上の株式を保有し、議決権を行使することで5 

企業の経営に関与し、企業収益の最大化や、それによる株主への収益還元を要求する株主を

意味する。彼らによるメリットは経営に関与することで一時、あるいは持続的な企業の成長

に貢献することも可能である。また、物言う株主の増加が見込まれれば、企業側も株主への

収益還元の優先度を高める必要に迫られ、益々企業が利潤の獲得に向けて取り組むと考え

る。加えて、比率的に物言わぬ株主が減れば、今まで株式の持ち合いによって眠っていた、10 

資金を市場に送り出すことで、株式市場の活性化を望むことができる。一見メリットが多い

ように見える「物言う株主」であるが、次はデメリットについて言及する。このように、議

決権行使による企業経営の関与が企業の長期的な成長に貢献すれば、企業だけでなく、株式

市場の活性化にもつながるが、経営への関与という行為は良い面のみではない。本来は、「物

言う株主」にとって、投資対象の企業の成長より優先すべき事項は株価の上昇、すなわち彼15 

ら機関投資家の利益の獲得であり、投資対象の企業の株価の上昇の為、例え短視的な経営で、

一時的な株価の上昇であっても勿論議決権の行使は可能である。それが企業の潜在的な企

業の成長を妨げ、本来成長できるはずであった企業の成長の芽を潰すことにもつながる。こ

のような、あくまで個人の資産を預かって運用する機関投資家の市場での恣意的な運用が

一企業のみならず、市場全体の非活性化につながれば、その個人の生活を脅かす矛盾を生み20 

出すことにも繋がりかねない。そこで第二次安倍政権化の下では、スチュワードシップ・コ

ードが策定された。 

【図表４】「物言わぬ株主」と「物言う株主」の比較 

 

 
株主の価値 メリットの大きさ 市場の活性化 

「物言わぬ株主」 比較的低い 経営者サイド 
流動性は低下し 
比較的安定化する 

「物言う株主」 比較的高い 投資家サイド 
両端の可能性があ

る 
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(比較図)筆者作成 

 

２節．スチュワードシップ・コード 

 スチュワードシップ・コードは２００８年に起きた金融危機が、投資企業への監視や対話

が不十分であったことが原因であるという反省から、２０１０年に英国で初めて定められ5 

た。それを参考に、金融庁が２０１４年に日本版スチュワードシップ・コードを制定・公表

し、２０１７年に改訂した。本来、「スチュワード」は「執事」、転じて「財務管理人」など

の意味で、株主である機関投資家は本来企業経営をサポートし、原資を提供した人という意

味からスチュワードシップと呼ばれる。日本では機関投資家の行動指針、行動原則、または

責任と訳される。 10 

 日本版コードは機関投資家について原則を定めている。各指針も簡潔に明示する。 

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。  

 指針としては、機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い知識に基づく建

設的な「目的を持った対話」、明確には「中長期視点から投資先企業の企業価値及び資本効15 

率を高め、その持続的成長を促すことを目的とした対話」などを通じて、当該企業の価値向

上や、その持続的成長を促すことにより、顧客・受容者の中長期的な投資リターンの拡大を

図る、という観点を元に、自らの立場を俯瞰し、インベストチェーンの中で、自らがスチュ

ワードシップ責任果たす役割を認識し、かつ、そのスチュワードシップ責任を果たすための

方針を策定し、公表する。また、運用企業にその議決権行使を含む活動に関して求める内容20 

を明確に示す。ということである。また、アセットオーナーについても細かな提言がされて

おり、運用機関の自己評価などを利用してモニタリングを行い、運用機関のスチュワードシ

ップ行動がアセットオーナーの行動指針と整合性のあるものかを確認する必要がある。改

訂版の「責任ある機関投資家」の諸原則には、このような運用機関と投資先企業の総会外の

対話についても細かく提言されており、特に、「このモニタリングに際しては、運用機関と25 

投資先企業との間に対話の「質」に重点を置くべきであり、運輸御機関と投資先企業との面

談回数、面談時間等の形式的な確認に終始すべきではない」という内容は、いかに諸原則の

策定にあたって、「建設的な対話」の質の重要性を問いたいかが垣間見える文章であり、今

までの形式的なモノから実質を捉えたモノへの変化を示しているとも考えられる。 

 30 

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について、

明確な方針を策定し、これを公表すべきである。  

 指針としては、機関投資家は顧客や受益者の利益を第一として行動すべきであり、その上

で、親会社や取引先、顧客などの受益者などのステークホルダーに対してあらかじめ予想し

うる利益相反に対しての対処や、その際の管理をおこなうべきである。と同時に、利益相反35 

の管理の為、独立した取締役会や、議決権行使を監督する第三者委員会設置などのガバナン
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ス体制を整え、利益相反や不利益による影響を実効的に排除するなどして顧客、受益者を守

る明確な方針をつくり、公表するということである。これらも、運用会社が自らの運用会社

のガバナンス強化や、利益相反管理について役割、及び責務を担っていることを認識すべき

であるということを意味する。 

 5 

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。  

指針としては、原則１でも述べた、機関投資家が中長期的視点から投資先企業の企業価値、

及び資本効率の向上、またこれらの持続的成長に向けて取り組むという考えの元、当該企業

の状況を把握すべきであるということだ。把握する内容というのは、大抵の場合は投資先企10 

業によって違うため、主に運用機関が自らのスチュワードシップ責任に照らして判断する

ものであるが、例を挙げると 

・投資先の企業ガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、事業におけるリスクと収益機会(社

会・環境問題に関連するもの含む。これらはＥＳＧ要素と呼ばれるが、後述する)及びそう

したリスクと収益機会に対する対応 15 

などになり、また、非財務的な事項も予想される。これらから、企業の価値を毀損するよう

な恐れのある事項は、早期に発見できるように努める 

 

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る。  20 

  指針としては、株価指数に連動して投資する「パッシブ運用」をする投資家を含め、中

長期視点で投資先企業と「目的を持った対話」を通じて、投資先企業との認識を共有し、問

題の改善に努める。また他原則でも言及されている通り、対話を行うこと自体が目的のよう

な、形式主義に陥ること懸念についても提言されている。また、問題解決にあたっては、他

機関投資家(共同保有者)との集団的エンゲージメントと呼ばれる協働した対話も有効であ25 

れば積極的に行うべきであるとしている。 

 

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。 30 

指針として、議決権行使の方針を形式的ではなく、スチュワードシップ責任の方針に沿っ

てつくり、さらにその整合性について、個別の投資先企業および議案ごとに賛否を公表する。

ということである。また、議決権行使助言会社についても明示されており、その会社のサー

ビスを利用する際も、機械的に依拠せず、最終的には運用会社自らの責任と判断の下で議決

権を行使すべきであるとされる。また、当項では、公表時の懸念についても明示されており、35 

個別に議決権行使結果を公表すると、賛否の結果のみに終点が当てられ、また形式的な議決
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権行使を助長する恐れがあると明示されているが、そのような状況の場合でも運用会社が

運用する資産の最終受益者に向けて活動の透明性を高めることの方が重要であり、我が国

の金融グループ系列の運用機関の多さが議決権行使をめぐる利益相反への対応がなされて

いないのではないかという懸念の方が優先的に払拭すべき課題であるため、個別の議決権

行使の結果を公表すべきであるとされた。 5 

 

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。  

 指針としては、機関投資家としての責務をどう果たしているか、顧客・受益者に対し、少

なくとも年に一度は報告するということである。 10 

 

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。 

指針としては、投資先企業の持続的成長に役立つように、対話や行動を適切に行うための15 

実力を備える、またそれらを効果的に実行する為の体制を整える。 

 

以上の 7 つである。当該で示されるのは、スチュワードシップ責任による機関投資家の

活動は、議決権の行使のみを意味するものと理解せず、本質的な問題解決、情報開示、認識

の共有、また企業との「建設的な対話」を踏まえた幅広い活動を意味することは理解したい。 20 

 

３節．機関投資家の株式総会出席について 

 多数の投資先企業をカバーするグローバルな機関投資家にとって、投資先の企業全ての

株主総会に出席するのは困難であり、基本的に、議決権行使は書面など通じて行われる。し

かし、他方で株主総会への出席を求める海外投資家も存在することから、株主総会への出席25 

手続きや、方法などをさらに明確にするべきである。実際、この総会などを通じ、株主との

対話を活性化することで形式的な議決権行使を行う事を予防することにも繋がる。コーポ

レートガバナンス・コード 補充原則５－１③には、「上場会社は、必要に応じ、自らの株

主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把握作業にできる限り協力することが

望ましい。」としている。企業は、株主総会を通じて株主名簿に記載されている株主を把握30 

することができるが、信託口を通じて株主絵を保有するようなケースでは、その受託者に議

決権行使の指図をする委任者の把握が困難であり調査として「株主判明調査」が行われてい

るが、不明確な場合も多く、このような株主総会での企業と機関投資家のやり取りこそ、上

記の原則達成に向けての効果的な取り組みになる。 

 本来、生命保険会社や損害保険会社等を除き、機関投資家自身が株主名義上の株主となる35 

事は一般的に少なく、国内の機関投資家、海外の機関投資家は、前者は資産管理専業の信託
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銀行、後者はカストディ(証券保管銀行)やノモニー(主に証券会社)当の名義で株式を保有し

ていることが多い。 

 

【図表 5】機関投資家等の議決権行使フローイメージ図 

 5 

(出典)『グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン』 

(統計)出典の７ページから引用 

(URL) http://www.kabukon.net/pic/42_1.pdf 

 

 【図表５】は、大まかに分けて３種類の機関投資家の議決権行使までのフローを図にした。10 

海外の機関投資家は、国内の機関投資家に比べて少々複雑な構造になっていることがわか

る。一つ目に、海外の機関投資家への議決権行使の指図は、一度証券保管銀行(以下グロー

バル・カストディアン)を通じて伝達され、海外機関投資家内のファンドマネージャー、議

決権行使担当部署に到達する。現在、海外でのグローバル・カストディアンの市場のシェア

はある程度固定し、シティグループ、JB モルガン・チェースが台頭している。二つ目に機関15 

投資家で作られた議案は、グローバル・カストディアンから、現地などに設置される常任代

理人(サブ・カストディアン)などに伝達される。この常任代理人は法的に設置の義務はない

が、全国株式懇話会による「外国株主に関する統一取扱指針」に、外国人株主は原則として

常任代理人を選任し、名義書換請求書の行使、株主総会における議決権の行使、諸通知の受

領、配当金の受領など委任すべきことが定められている。 20 

 このように、仲介人の多数介在することによって外国人投資家の議決権行使にいたるま
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での非円滑的な構造ができてしまっている。実際、この事務フロー問題の弊害により海外機

関投資家のもとに議決権行使の指図が届くまでのタイムラグの大きさで、議案提出までの

時間が十分ではないのではない、などと問題が浮上していた。近年では、対策として、東京

証券取引所が【図表５】の下部に明記されている、議決権の行使を円滑にするために作られ

た、議決権電子行使プラットフォームや、それらの使用を拡大するために、投資家向けの招5 

集通知サイトである「アローフォース」の開設などが進められている。2016 年では総議決

権数の内、約３８％がこのプラットフォームを活用され、提出されており、機関投資家が適

確で円滑な議決権行使が行える環境の推進が進められている。 

 

３章．ガバナンス改革 10 

  

 

１節．アングロサクソン型企業統治 

 コーポレートガバナンス・コードの導入にあたっては、先駆者である英国のコーポレート

ガバナンス・コードを参考されたが、本来、英国のコーポレートガバナンス・コード(以下15 

アングロサクソン型コーポレートガバナンス)は、策定される前の英国の株式市場の状況、

英国企業の企業統治(以下アングロサクソン型企業統治)を元に作られたものなので、枠組

みと実質を伴わないコーポレートガバナンス・コードの導入は正常に機能しないのではな

いか、という意見もある。ここでは先にアングロサクソン型企業統治について説明する 

本来、「ガバナンス」という言葉は、ラテン語の「舵取り」という意味からきているが、こ20 

のガバナンスという言葉は、１９６０年代の米国で使われるようになった。当時は、残虐な

戦争兵器や、黒人差別などの問題に対して議論の最中であり、明確な戦争条例や、差別に対

する対処に対する取り組みは未発達、あるいは策定の過程段階であった。以上のような出来

事は世論の反発を起こし、原因はそれに関わる企業の社会的責任問題であるという声が大

きくなり、当時はこれが、ガバナンス問題と呼ばれた。その後、ポイズン・ピルやゴールデ25 

ン・パラシュートなどの企業買収策が流行ったように、Ｍ＆Ａが流行した。経営者の出来る

ことは、利益の拡大あるいは、株価を上げる事であった。経営者は株価を維持するために、

より魅力的な銘柄にする必要性に迫られ、配当金などの株主還元は絶対的なモノになった。 

同時に、当時勢力を拡大していた機関投資家は、資産預託者のために株を有利に運用して短

期投資利益を実現せねばならず、そのようなアクティブな運用のために、終始、経営者に圧30 

力をかけるような取り組みが起きた。このような株主至上主義誕生の流れの内で、経営者の

監視強化の取り組みにより、社外取締役の強化などが行われ、１９９０年代には、経営の悪

化によって責任の追及をさせられたＣＥОが、機関投資家などの株主らよって後押しを受

けた社外取締役によって交代させられる事件などが起きた。このようにして、アングロサク

ソン型の資本主義の形成と、アングロサクソン型コーポレートガバナンスへつながった。以35 

上が米国、英国で典型的に見られるアングロサクソン型資本主義、企業統治の現在に至るま
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での経緯である、反対に、日本や独国を加えた欧州諸国はライン型資本主義と呼ばれる。大

きな違いとして 1つ目は、基本的な資本調達の仕組みが、前者は金融市場から直接賃金の調

達をするが、後者は金融機関から賃金の調達をする。2つ目は、前者の環境下では、成果主

義であり、もし企業の業績悪化が見込まれれば、株主価値の維持のため、積極的に人員を削

減する。加えて、政府的には小さな政府を志向する。後者は、株主価値以上に、ステークホ5 

ルダーを広く重視する。また、終身雇用や、年功序列制を導入し、成果主義と比較して、賃

金格差は比較的落ち着いている。また、政治的には大きな政府を目指す。日本では、現在１

９９８年におきた金融ビッグバンにより、ライン型から、アングロサクソン型に移行しつつ

あり、アングロサクソン型コーポレートガバナンス導入はこの経緯の内で積極的の導入さ

れている。 10 

 

２節．コーポレートガバナンス 

 上記のアングロサクソン型コーポレートガバナンスを参考にして、日本のコーポレート

ガバナンスが策定された。とはいえ、日本のコーポレートガバナンス導入後も日本企業内で

の変化が比較的遅いスピードで構造的な変化が起きているとされるが、それはコーポレー15 

トガバナンスが日本企業のさまざまな部分と制度的な補完性を持っているからである、と

される。とはいえ、新しい枠組みを策定する過程では、徐々に日本の企業体質に浸透させて

ゆくのが最善であると考える。以下コーポレートガバナンスの内容を説明する。 

 「コーポレートガバナンス」の定義とは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会

等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み。であ20 

る。基本原則は５つあり、 

 

【株主の権利・平等性の確保】  

１.  上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う とともに、株

主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を 行うべきである。 また、上場会25 

社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 少数株主や外国人株主については、株

主の権利の実質的な確保、権利 行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生

じやすい面 があることから、十分に配慮を行うべきである。  

  

 【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】  30 

２.  上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従 業員、顧客、取

引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステーク ホルダーによるリソースの提供や

貢献の結果であることを十分に認識 し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努め

るべきである。 取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全 な事

業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシッ プを発揮すべきである。  35 
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 【適切な情報開示と透明性の確保】  

３.  上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・ 経営課題、リス

クやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法 令に基づく開示を適切に行うとと

もに、法令に基づく開示以外の情報提 供にも主体的に取り組むべきである。 その際、取締

役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な 対話を行う上での基盤となること5 

も踏まえ、そうした情報（とりわけ非 財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやすく、

情報として有用性 の高いものとなるようにすべきである。 

 

【取締役会等の責務】  

４.  上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、 会社の持続的10 

成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効 率等の改善を図るべく、 (1) 企

業戦略等の大きな方向性を示すこと (2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える

環境整備を行う こと (3) 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行 

役員を含む）・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと をはじめとする役割・責務を適

切に果たすべきである。 こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一15 

部は 監査役及び監査役会が担うこととなる）、指名委員会等設置会社、監査 等委員会設置

会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく 適切に果たされるべきである。  

  

 【株主との対話】  

５.  上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する ため、株主総20 

会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。 経営陣幹部・取締

役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて 株主の声に耳を傾け、その関心・懸念

に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しそ

の理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた

理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。 25 

 

以上原則５つの目的は、上場企業には、株主とそれ以外にも重要な多数のステークホルダー

が存在し、彼らとの適切な協働が、企業の自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出

の達成に不可欠である、そのため、「『責任ある投資家』の諸原則」の深い理解による起業家

と経営者のお互いの責任の喚起をつながる。またそのための、環境作りとして、上場会社は、30 

通常、会社法(平成２６年度改訂)が規定する機関設計のうち主要な３種類（監査役会設置会

社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社）のいずれかを選択する必要がある。前

者（監査役会設置会社）は、取締役会と監査役・ 監査役会に統治機能を担わせる我が国独

自の制度である。その制度では、監査役は、 取締役・経営陣等の職務執行の監査を行うこ

とであり、法律に基づく調査権限が付与されている。また、独立性と高度な情報収集能力の35 

双方を確保すべく、監査役 （株主総会で選任）の半数以上は社外監査役とし、かつ常勤の
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監査役を置くこととされている。後者の２つは、取締役会に委員会を設置して一定の役割を

担わせることに より監督機能の強化を目指すものであるという点において、諸外国にも類

例が見られる制度である。また、ＥＳＧ要素などの非財務情報は具体性を欠く内容になりや

すいが、企業経営における「サスティナビリティ」の概念から、コスト面でリターンが大き

くなりやすい利点化から、企業の成長、価値の向上に寄与しやすい。 5 

 加えて、これらのスチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードは罰則

規定がないので、法令等で強制するのではなく、コードに従う(コンプライ)かどうかは企業

の自主性にまかせ、従わない場合には説明責任(エクスプレイン)を果たし、その評価はステ

ークホルダーに任せるというスタンスのことを、「コンプライオアエクスプレイン」と言い、

また、このように、抽象的な責任だけを決め、原則による行動を当事者に任せる規制手法の10 

ことを「プリンシプルベース・アプローチ」という。コーポレートガバナンスの基本的な性

格はこの二つを採用している。 

 

４章．証券市場の活性化 

 15 

 

１節．証券市場のあるべき姿 

 ここまでの研究につき、どのようなガバナンス構造が持続的な企業価値構造や、資本生産

性の改善に結び付くかについて整理する。前提に、これまでの日本的コーポレートガバナン

スから、アングロサクソン型コーポレートガバナンスに沿ったガバナンス構造に変えるた20 

め、第二次安倍政権下で『日本再興２０１６』などの策定によって、ガバナンス改革は進め

られた。そして企業の持続的成長、または経済の活性化に向けて、企業内の監視策として、

内的で不透明な経営に、外的な監視員である社外取締役の導入や、企業の投資家、本論文で

は特に影響の大きい機関投資家との接し方、また、スチュワードシップコードの策定により、

機関投資家の市場における責任の実行を原則とした。また、企業の持続的成長は、「物言う25 

株主」との建設的な対話、または上記の「ガバナンス改革」など、非財務的要素が生み出し

たポジティブな結果が及ぼす、財務的な要素によって構成される。企業価値の判断はあくま

で客観的なモノになるため、明確な言及はできないが、その為の環境整備によって、より安

定し、より活性化する証券市場が、これからの証券市場の期待する姿、また、あるべき姿に

なる。 30 

 

２節．現状の問題点と展望 

 まず根本的に把握することは、このアングロサクソン型コーポレートガバナンスは、英国

の風土と、実質を伴ってできた制度であり、日本と比べて、株主と企業の実質的な地位の差

が異なる国であるので、英国の制度が日本の風土に適合するかどうか、という点は把握した35 

い。また、ガバナンス改革によってもたらされる改革の内容を日本に浸透させるため、日本
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のＧＤＰや経済成長率が他国より低いという現状に焦ることなく、形式から実質的な原則

として、企業内で機能させる日本の企業統治と、英国の企業統治がじっくりと融合し、あら

たな日本の企業統治システムとしての礎になるまで、ガバナンス改革は続けるべきである

と考える。具体的な例として、学生が直接コーポレートガバナンス目にすることがあるとす

れば、就職先を選ぶ際であろう。コーポレートガバナンスによる統治構造改革がなされてい5 

る企業が当たり前であると一般的に認知されるようになれば、競争の内で、未導入の企業は

いずれも、形式的であれ導入し、企業概要に記入せざるをえなくなる。こうして益々企業に

とって、コーポレートガバナンスという名前が、記入してあることが、当たり前のものにな

ってしまい、実質を伴わない形式的なコーポレートガバナンスが広がってしまう悪循環が

生まれることになる。このような事態を防ぐためにも、現在の原則主義的な性格は、長く継10 

続させるべきではないと考える。 
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終章 

 本論文では一連のガバナンス改革において、ガバナンス改革の取り組みが行われるまで

の経緯や原因、または外的な要因について述べ、活性化させるための方向性を提示した。 

 ガバナンス改革は現在進行している各国喫緊の課題であり、実態はまだ形式的な域にと5 

どまっているという意見も存在する。実際、一連のコーポレートガバナンス改革におい

て、策定されてきた原則には、実効的な処分措置はない。現段階では、コンプライオアエ

クスプレインと原則主義の考えに則り、客観的な視点で企業の信頼を損なわせる恐れがあ

るという点でのみ、直接的な影響が存在する。また、４章で示した通り、日本のコーポレ

ートガバナンスは、さきがけである英国と米国のコーポレートガバナンスを参考にして作10 

られたものであるが、日本の企業統治システムに上手く浸透することはできるか、という

問題も存在する。これらをすべて抜きにしても、ガバナンス改革は使い古された経済戦略

ではなく、現在進行して推進される未だ成功例の無い戦略である。その内で改訂を重ね、

徐々に進化しているコーポレートガバナンス・コードであるが、その基本定義である「会

社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅15 

速・果断な意思決定を行うための仕組み」、また、同コードの副題であり、本論文の副テ

ーマである、「会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために」は、従来から

ある企業の社会的責任という概念を、企業戦略の一部として能動的に進展させるべきであ

るという側面を持つと考える。同様な考えで、【基本原則 2】に記載される、「上場会社

が、こうした（ステークホルダー配慮）認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・20 

経済全体に利益を及ぼすとともに、その結果として、会社自身にも更に利益がもたらされ

る、という好循環の実現に資するものである」という内容は、非財務的な便益でなく、財

務的な便益を重視している。すなわち「収益機会の獲得や、リスクマネジメントという経

営の中核において、ステークホルダーに対する配慮を重視せよ」というのが、コーポレー

トガバナンス・コードの理念であると考える。 25 
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