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序章  

日本の証券市場は戦後の経済成長と共に成長、活性化してきた。しかし、バ

ブル崩壊やリーマンショック、東日本大震災などの影響を受け日本経済、証券

市場は長らく停滞している。その低迷から脱却するために安倍政権は「アベノ

ミクス」と呼ばれる経済政策を実行してきた。  5 

この「アベノミクス」と呼ばれる政策では持続的な成長につながるよう「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」を策定し

た。これによって投資家は「モノいう株主」と変化し、企業は株主との「建設

的な対話」をするように変化してきたのである。  

これらの現状を踏まえ、我々は今回のテーマである日本の証券流通市場の活10 

性化についてアメリカ、イギリスといった海外のモデルを参考にし、日本と比

較しつつ考察する。そして活性化に繋がる方法を提案していく。なお、主旨文

に則り活性化の定義は「モノいう株主の増加と中長期的な企業価値の向上」と

し、証券は株式のみに絞るとする。  

本論ではⅠ章で日本の証券市場が現状に至った経緯や問題点を客観的に述15 

べ、Ⅱ章で証券市場のプレイヤーである投資家たちに触れる。Ⅲ章では機関投

資家が証券市場にどれほどの影響を与えるのか、そしてそれに伴い必要とされ

るものを考察する。Ⅳ章で機関投資家が証券市場に対してどうあるべきなの

か、どのような行動をとるべきなのかを考察する。さらにそれによって企業が

どう変化しているのかⅤ章で述べ、そしてⅥ章で証券市場を活性化させる方法20 

を提案していく。  

本文の意見が日本経済の発展並びに証券市場の活性化に繋がることを切に願

う。  

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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第Ⅰ章  証券市場とは  

 第Ⅰ章では、証券市場について述べていく。第 1 節では、証券市場の意義、

証券市場とはどういったものなのか明確にする。第 2 節では、日本の証券市場

はどういった経緯で今の証券市場になったのかを確認する。第 3 節では、現在

の証券市場が抱える問題点を述べたい。  5 

 

第 1 節  証券市場の意義  

１）  証券とは  

 証券とは、一般に、財政法に定められた権利や義務に関して記載している証

書を指している。法律上は「証拠証券」と「有価証券」に区分している。証拠10 

証券は信用書、受取書に単に一定の事実を証明するものであり、有価証券は財

政権を証券や証書として紙幣の形で表し、それに記載された権利の行使や譲渡

がその証券に基づいて行われるものである。有価証券はまた、財産権の内容に

応じて、一定の商品またはサービスに対する請求権を表象する「商品証書」、一

定額の貨幣に対する請求権を表象する「貨幣証書」、資本の一定部分を表し、資15 

本の果実たる利潤または利子に対する請求権を表象する「資本証書」、その他

（土地の権利所など）に大別できる。  

 

図表 1 証券の分類  

 20 
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高橋文朗  (2012)「新・証券市場 2012」 76 ページより引用  

 

２）  証券市場とは  

証券市場とは一般に、債券や株式といった有価証券が新たに発行されたり、

すでに発行された有価証券が売買されたりする市場のことをいう。証券市場は5 

また、資本市場とも呼ばれる。証券市場においては、企業等により設備資金調

達などを目的に債券や株式といった有価証券が新たに発行されるほか、既発の

有価証券が売買される。証券市場を企業による資金調達の場として捉えると、

銀行等中心とする金融仲介市場＝貸出市場に対峙されるが証券市場の場合、貸

出市場とは異なり、取引対象となる債券や株式は流動性に富む金融商品として10 

構成されている。そのため、資金提供者はいつでも市場で転売のうえでリスク

の負担を第三者に転嫁できる特徴がある。  

 

3）  発行市場・流通市場とは  

証券市場は発行市場と流通市場に分けられる。発行市場 (primary market)と15 

は、債券の発行、株式の増資というように、新たに発行される有価証券の募集

が行われる市場のことをいう。有価証券の発行に際しては通常、不特定多数の

投資家からの応募を勧誘するため、証券業者（アンダーライター）が発行者と

応募者（投資家）との間に立って、有価証券の円滑な発行に向けて努力してい

る。  20 

これに対し、すでに発行された有価証券が売買される市場のことを流通市場

(secondary market)という。流通市場での取引は、証券取引所で行われる取引

所取引と、主として証券市場の店頭で行われる店頭取引（あるいは店頭市場）

という 2 つの形態がある。一般に株式については、取引所取引が中心となって

いるのに対し、債券の売買はほとんど店頭取引として行われている。流通市場25 

と発行市場とは車の両輪の関係にあり、両市場のバランスのとれた発達があっ

てはじめて、証券市場はその経済的機能を十分に発揮できるといえる。  

 

第 2 節  日本の証券市場の歴史  

1）  戦前～戦後の証券市場（ 1870～ 1949 年）  30 
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日本の証券市場の始まりは、初めて証券を発行した時点で考えるとロンドン

で 9 分利付外国公債が発行された 1870 年が妥当ではないだろうか。または条

例に基づく流通市場の誕生で考えると、東京と大阪に株式取引所が設立された

1878 年となる。どちらにしても、日本に証券市場が誕生してから約 140 年の

歴史があることがわかる。開業当初の取引所は、公積取引の場として始まった。5 

1886 年頃から鉄道業、紡績業を中心に企業勃興期を迎え、戦前から株式売買が

活発化していた。1943 年に全国 11 ヵ所にあった株式取引所は日本証券取所へ

統合された。  

戦後の証券取引所は GHQ が取引再開認めなかったため、取引が再開したのは

1949 年だった。再開には 4 年弱の歳月がかかり、その間に日本証券取引所は閉10 

鎖された。こうして証券史上唯一の「取引所空白時代」が出現した。1949 年 5

月以降、東京、大阪、名古屋で証券取引所が設立され取引が再開される直前、

GHQ により、①取引の時間優先②取引所集中原則③先物取引の禁止という「証

券取引三原則」が命じられ市場設備が進展した。  

  15 

2）  バブル景気の証券市場（ 1985～ 1990 年）  

 バブル景気が起こったとされる原因は 1985 年に起こったプラザ合意だと言

われている。プラザ合意により円ドル相場は円が急上昇した。輸出に依存して

いた日本経済では円高による不況が問題視されていた。そこで、公定歩合を下

げ景気回復に向かおうとした。しかし、アメリカで起こったブラック・マンデ20 

ーの影響により各国、不況を回避するため金融緩和を行った。日本も例外では

なく、金融緩和を行った影響で公定歩合が低金利の状態で放置されてしまった。

これにより、株価、地価が上昇し続けてしまった。そこで、日銀は公定歩合を

2.5％から 6.0％に引き上げて地価を引き下げようとした。地価は狙い通りに下

がったが急激な変化のせいで、景気は良くなるどころか悪くなってしまった。25 

これにより、バブル景気は 1990 年代に崩壊してその後は長期不況（失われた

20 年）に陥った。  

この時期に新たな取引手法も始まった。 1985 年の債券先物取引から始まり、

1987 年の株価指数先物取引、1989 年の株価指数オプション取引が導入された。

これにより、日本市場は現物、先物、オプション取引を取引できる市場に進化30 
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した。  

 

３）  日本版ビックバン（ 1996～ 2001 年）  

 欧米に遅れをとっていた日本の金融市場を活性化するため、橋本龍太郎内閣

が 1996 年（平成 8）末に打ち出し、フリー（自由）・フェア（公正）・グローバ5 

ル（国際化）の理念を基に行われた金融大改革のこと。  

 

図表 2 日本版金融ビックバンの理念  

 

 10 

全国日本業界  「授業支援スライド」P24 を基に筆者作成  

http://slidesplayer.net/slide/11220583/ 

 

「 2001 年までに東京をロンドン、ニューヨーク並みの市場に」をスローガン

に銀行、証券、保険会社の業務を縛ってきた規制を緩和・撤廃し、国内金融機15 

関の国際競争力向上を目指した。その結果、日本の証券市場は欧州市場に比肩

しうる自由で透明性の高い市場になった。規制の撤廃・緩和措置の例として、

①証券会社の免許制から登録制への移行（ 1998 年 12 月実施）②株式売買取引

の取引所集中義務の撤廃（ 1998 年 12 月実施）③株式委託売買手数料の自由化
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（ 1999 年 10 月実施）が挙げられる。  

  

４）  進む株式市場  

 1998 年 11 月末までの間、市場集中の原則によって上場株式の売買はすべて

証券取引所経由で行わなければならないと決められていた。このため、株式の5 

流通市場は、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の全国にある証券取引所で構成

されている。証券取引所取引では、株式上場企業数および売買高では東京証券

取引所が約 9 割という圧倒的なシェアを持っている。このほかにも、日本の株

式流通市場としては、非上場の株式（店頭銘柄）が売買される店頭市場、プロ

の投資家をつなぐ場外市場、PTS（私的取引システム）があり、これらの市場10 

においても株式が頻繁に取引されている。株式市場においては既存の株式の売

買が活発に行われ、設備の充実などにかかる費用の資金の調達市場としても機

能している。東京、大阪の取引所には、上場基準の厳しい順から 1 部、2 部、

さらに東京はマザーズ、大阪はヘラクレス（旧ナスダック・ジャパン）といっ

た市場がある。マザーズは 1999 年 9 月に東京証券取引所で新興企業向けの株15 

式公開市場として創設し、1999 年 12 月より取引を始めた。ヘラクレス（旧ナ

スダック・ジャパン）は 1999 年 12 月、全米証券業協会（NASD）連携して共

同で新しい店頭市場を大阪証券取引所の電子市場部門として創設し、2000 年 6

月から取引を始めた。ヘラクレスは、日本証券業協会が子会社を通して運営し

ていた店頭市場であるジャスダック証券取引所と統合し、2010 年 10 月から新20 

ジャスダック市場として動き出している。  

 

５）  リーマンショックへの対応  

 アメリカのサブプライム住宅ローンにおける大量の焦げ付きの発生を背景と  

して 2007 年夏頃から生じた欧米金融機関の流動性危機は、2008 年 9 月の大手25 

投資銀行リーマンブラザーズ社の経営破綻を契機として世界的な金融危機へと

発展するとともに、世界経済は同時不況に陥った。この欧米発の金融危機は日

本経済にも深刻な影響を及ぼし、株式市場は 2008 年秋、暴落を繰り返した。

そうした中で、政府で市場の安定化を狙いとする時限的な措置として、①株式

にかかわる空売り規制の強化、②自己株式所得に関する規制の緩和、③従業員30 
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持ち株会による株式所得の円滑化、④銀行等保有株式所得機構の活用といった

緊急措置を実行した。  

 

第 3 節  証券市場の現状と問題点  

１）  証券市場の現状  5 

日本の証券市場の発展は経済の発展とともに国民経済に大きな役割をもたら

してきた。しかし、経済、社会環境の変化によって証券市場への需要が高くな

り、現在の市場はこれから十分に役割を果たしていけるのだろうか。これから

は証券市場の活発化といった観点から、少子高齢化に目を向けたこれからの日

本に視点をおいた証券市場全般の改革が必要になってくると考える。金融・資10 

本市場は、資金を効率的に配分するという役割に力を今までは入れてきたが、

そうした重点を大きく見直す時期を迎えている。さらには、少子高齢化に向け、

金融・資本市場に今度期待される役割は資産の効率的な運用へと大きく見方が

変わってきている。また、経済の成長によって資金調達面でもリスク負担を伴

う様々な産業への資金供給が重要な問題へとなっているのが事実だ。さらに日15 

本の莫大に貯まった金融資産を背景にグローバルな観点からの効率的な資金配

分についても、日本の証券市場がより一層大きな役割を果たすことを目指すよ

う考える必要がある。                                                                            

その実現には、銀行の預貸を中心とした日本の伝統的な間接金融システムで

は十分に役割を果たすことができないことが事実だ。これからの時代における20 

資金仲介ニーズに応えられるのは「リスク負担」と「リスク分散」の機能を十

分に発揮できる証券市場であると考える。しかし、現在の証券市場の姿は期待

とはかなり違った姿になっているのが現状だ。しかし、個人金融資産は依然と

して資産の過半数が預貯金で、株式や債券の保有の割合は非常に低く、企業の

資金調達でも借入れが今まで通り大きいことがわかる。  25 

 

２）  証券市場の問題点  

 現在日本の証券市場が停滞している最大の原因は、日本人の投資に対する意

識の低さではないか。日本とアメリカの家計の金融資産構成を見てわかる通り、

日本人は家計の金融資産構成の半分以上が現金・預金に回しており、一方のア30 
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メリカでは現金・預金に回す資産は保険よりも少なく、株式などの投資に資産

を割り当てていることがわかる。  

 

図表 3 

 5 

日本銀行  (2016) 「資金循環の日米欧比較」P3 より引用  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf  

 

アメリカが投資に対して前向きな傾向にあるのは、もちろん日本人の保守的

な国民性とは違い積極的な性格も少なからず貢献しているのは間違いないが、10 

アメリカの金融政策では税制優遇（ＩＲＡ）などのバランスの取れたポートフ

ォリオが実現し、金融資産が大きく増加しており、このような金融政策面での

影響が大きいように感じる。 

日本人の株に対するイメージは「小難しいギャンブル」、アメリカ人は「企業

を援助し対価を得る」というように株対するイメージだけでも図表 3 のような15 

結果になったことに納得ができる。日本証券業界が行った株式を購入しない理

由を調査したアンケートでは（図表 4）、日本人の投資に対してのイメージはリ

スクのあるものであり、「怖い」ものと考える傾向にある。もちろん、リスクは

ある。しかし、リスクがある一方利益があることを忘れてはいけない。単に日

本人は投資に対する理解が足りていないだけのように感じる。どうすれば、日20 

本人は資産の現金・預金を投資に使ってくれるようになるのだろうか。  
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また、最大の障害となっているのは、購入しなかった理由を考えたことがな

い、十分な知識をもっていないなど「なんとなく購入していない」といった知

識、関心不足が引き起こしている理由が大きい。このような問題を改善してい

く案は後述したい。  

 5 

図表 4 

 

日本証券業協会  (2015) 

「証券投資に関する全国調査（個人調査）」を基に筆者作成  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27houkokusyo1.pdf 10 

  

第Ⅱ章  機関投資家の特徴  

 第Ⅱ章では主に機関投資家についてまとめ、その上で様々な方面との比較を

行い、機関投資家の現状を述べたい。  

 また主な取引方法としてアルゴリズム取引があるが、アルゴリズム取引が機15 

関投資家にどのような影響を与え、今後どのように活用していく必要があるの

かを明確にしていく。  

 

第 1 節  機関投資家について  

 機関投資家とは、顧客から拠出された資金を有価証券（株式や債券）などで20 
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運用・管理する法人投資家であり、その機関投資家は内閣府例により生命保険

会社、損害保険会社、年金基金、投資信託会社、投資顧問会社などの 19 種に分

けられる。その中でも生命保険会社、年金基金などは長期的で安定的な投資を

主に行っているため、国債などといった債券などへの投資比率が比較的に多い。

また国内外の株式にも投資をしているが、基本的には長期で株式を保有してい5 

るということを前提としているため、短期的な売買行為というものはあまり行

われない。さらに平成 27 年 3 月末までの状況で生命保険協会がまとめた、生

命保険会社 42 社が保有している国内株式の時価総額がおよそ 22 兆 6979 億 3

千万円にも上る点から見ると、機関投資家が運用している資金額が大きいとい

うことが証明される。そして株式投資について投資家を手助けする会社であり、10 

投資家から委託された運用も手掛けている投資顧問会社には、先ほど述べた生

命保険会社のように長期的な投資を得意としている会社も存在すれば、ヘッジ

ファンドのように短期運用を得意としている会社も存在して、タイプは様々あ

る。  

また、村上彰氏を中心とした投資グループの通称である「村上ファンド」。そ15 

の村上ファンドの中心にあった企業は M＆A コンサルティングで、事業内容は

投資顧問業である。さらには、不特定多数の投資家から集めた資金をまとめて、

その資金で投資を行い、証券会社や銀行で販売されている投資信託商品を作っ

て運用している会社である投資信託会社には、JP モルガン、アセット・マネジ

メントや大和証券投資信託委託、みずほ投資信託顧問などといった代表的な会20 

社がある。そして、日本国内機関投資家で忘れていけないのは GPIF（独立行

政法人年金積立管理運用）である。年金積立金の管理と資産運用を行う機関で

あり、およそ 130 兆円もの資産を運用する世界最大規模の機関投資家であり、

他にも保険会社などが機関投資家として顧客から得た保険料収入をもとに投資

を行っている。以上はほんの一部ではあるが機関投資家には多くのタイプが存25 

在し、そのタイプの数だけの手法がある。それぞれの良いところが存在してい

るということになる。  

 ではその機関投資家がどのような団体なのかをより明確にするために株式、

FX、不動産といったものに名前の通り、個人で投資をしている個人投資家との

比較を行いたい。大きな違いは 3 つ挙げられる。  30 
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 まず 1 つ目は「投資金額」である。機関投資家の投資の仕方は上記のとおり、

個人や企業から資金を集めその資金によって投資を行っている。個人投資家と

は違い、集めた資金をまとめて運用する点からその資金額は数億円あるいは数

兆円になることもある。このような大規模な額を投資することにより、株式市

場や為替市場全体を動かすことも可能である。  5 

 2 つ目は「情報の量と質」である。機関投資家を別の言葉で表現するのであ

ればプロの投資集団と表現できる。そう表現できる根拠となっているのが、様々

な方面からより最新の情報を入手できることを可能にしている現状を確立して

いるからである。しかし現在では、インターネットからでも情報を入手できる

時代となってきており、個人投資家でも簡単に情報を入手できてしまう。それ10 

でもインターネットの情報は投資のプロが書いているサイトもあれば、素人の

人が書いているサイトもあり、情報の確実性という点では機関投資家が少し有

利である。  

 3 つ目は「ノルマ」である。基本的に機関投資家には「この期間までにこの

くらいの利益を出さなければいけない」などといったノルマが課せられており、15 

そのノルマは運用資金の大きさ、情報源などの確実性からとても厳しいものと

なっている。それに引き換え個人投資家はというと、当たり前ではあるが全て

個人で負担しているので全てが自己責任となっているので一切ない。  

 自己責任ではあるが自由気ままに投資ができる個人投資家と、厳しいルール

のもとではあるが莫大な運用資金と確実な情報源を活用させる機関投資家。 220 

つの投資家の違いは主に以上の 3 つあると考えられる。以上のことから機関投

資家は莫大な運用資金を運用して投資をする法人投資家であり、種類もたくさ

んあるのが特徴である。  

 

第 2 節  外国人投資家の動向  国内機関投資家との比較  25 

 日本の金融市場を説明するうえでは避けては通れないのが外国人投資家であ

る。それは外国人投資家が日本市場全体の方向を決定付けるほどの力を持って

いるからである。下記のグラフは東証全体の売買代金全体に占める 14 年 6 月

の売買シェアのグラフであるが、このグラフを見ても全体の 6 割近くを占めて

いることから明らかである。  30 



14 

 

 

図表 5 機関投資家の割合  

 

 

東京証券取引所  (2014) 5 

「投資部門別売買状況」を基に筆者作成  

https://s.minkabu.jp/beginner/lesson/32.html 

 

 外国人投資家とは大きいくくりであり、その中には個人の外国人投資家が存

在するほか、外国資本の外務顧問会社などの機関投資家も含まれる。  10 

 外国人投資家と国内の機関投資家との比較においての共通点は、国内の機関

投資家同様にタイプが様々あるところである。国内の機関投資家の種類は上記

の通りであるが、外国人投資家の種類は主にヘッジファンド、CTA、HFT、政

府系ファンド、年金基金の 6 つある。CTA や HFT などの短期的かつ好機的な

運用を高スピードで繰り返しているほか、政府系ファンドのように国レベルの15 

大きさの資金を長期的かつ堅実な運用を試みる投資家など、タイプは様々ある

ということは明確である。  

 その反対に国内の機関投資家と外国人投資家の比較において異なる点は、厳

しい取引を仕掛けるかどうか、というところである。資産力があれば国内の機

関投資家のように長期的な投資を試みるのが一般であるが、毎週発表される投20 

8

30

60

2

東証の株式売買代金の主体別シェア

国内企業 個人投資家 外国人投資家 証券会社



15 

 

資部門別売買動向や毎日発表される外国人売買動向、 5％以上取得した場合に

提出が義務付けられている有価証券報告書から読み取れるように、外国人投資

家は短期的な投資も行う。その短期的取引を行う際は、たとえ資産力がある投

資家であっても取引を仕掛けてくる傾向がある。  

 しかし、近年の機関投資家の動向は影響力が強いなどと言われているが、そ5 

の実態を知っている人は数少ない。ここ最近では機関投資家の動向や資産量の

視点から見ると大きな変化が見られる。年金、保険、投信などの投資を主に行

っている機関投資家の資産量は、 2003 年の時点では約 42 兆ドルだったのが、

2013 年の時点で約 97 兆ドルと倍以上に増加していることが数値から見ても明

確である。  10 

また目先を先進国に向けると、先進国いずれの国も年金資金は蓄積されてき

ている。原因は高齢化によるものだと考えられる。投資信託面では米国の資産

残高がおよそ 15 兆ドルを超えており、主要国の中でもずば抜けている数値と

なっており、日本のおよそ 20 倍近くに達している。  

米国の資金循環統計データを見ても、個人金融資産に占める投資信託を行う15 

比率は上昇しており、その 1 つの原因として考えられるのが米国のベビーブー

マー層の資産形成・運用手段が定着してきていることである。  

 投資決定に関して細かいルールや限度額で縛りを与えず、独創的な投資を行

うための発想を求めて、前向きにリスクを排除するといった対応をすることで

高い収益を求めている。石油などの天然資源によって得られる収入や外貨準備20 

などの国家資産を財源として政府系投資機関が運営するファンドである SWF

（ソブリン・ウェルス・ファンド）やヘッジファンド、プライベートエクイテ

ィファンドなどの投資を主に行っている投資家の資産量の拡大や規模といった

点から見ると、影響力は大きいと考えられる。  

 下記のグラフは SWF、ヘッジファンドの資産の拡大の推移を示したものであ25 

る。  

 

図表 6 SWF、ヘッジファンドの資産の拡大・推移  

＊縦軸の単位は兆ドル、横軸の単位を年とする。  

 30 
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関雄太  (2015)「世界の機関投資家の変貌と日本の課題」を基に筆者作成  

http://www.camri.or.jp/files/libs/423/201703271639119857.pdf 

 5 

 グラフから読み取れるように SWF の運用資産は一部並行しているところも

あるが、基本的には右肩上がりに上がっていき、2014 年には 7 兆ドルを超えて

いることが分かる。金融規制などの改革により、銀行などによるリスク資本の

供給や仲介機能が抑えられているなか、SWF やヘッジファンドなどの機関投資

家（新パワーブローカー）の存在感が高まってきている。最近のことを例に挙10 

げると、原油価格の急落で産油国の SWF の資金移動が激しくなり、金融市場

に大きな影響を与えてしまうのではないかといった意見が増えてきている。こ

うした機関投資家の力が増した背景には年金基金などの資産配分の中で投資資

産の比率が高まっていることと関連している。  

 上記の通り、世界の機関投資家は内容が変わっても確実に資産運用などの拡15 

大を見せていることが分かる。これに対し日本の機関投資家は世界の機関投資

家の動きから取り残されているように見える。日本の確定拠出年金の資産の大

きさは 2014 年 3 月時点で 7､5 兆円に過ぎない。高齢化や年金財政の困難化と

いった海外と同じ問題を抱えているのにもかかわらず上記の数値データやグラ

フから読み取れるように世界の機関投資家との格差はどんどん開いていると考20 

えられる。日本も確定拠出年金制度や NISA の導入などといった対応をするこ

0

1

2

3

4
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8
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SWF、ヘッジファンドの資産の拡大
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とで資産運用業の拡大を狙っているのが分かるが、今後の日本の課題として戦

略的な産業育成・人材育成のための政策を思考し、思考した計画を実行に移す

といった行動が挙げられる。  

 

第 3 節  アルゴリズム取引と機関投資家   5 

 機関投資家の取引方法のひとつに、コンピューターを駆使した自動売買を行

う「アルゴリズム取引」という手法がある。コンピューターシステムが株価の

状況や出来高に応じて、株式売買注文の数量やタイミングを自動的に決定して

注文する取引のことである。  

 現在では、簡単に AI（人工知能）の導入が可能になったことから、機関投資10 

家だけではなく個人投資家の一部にまで影響が拡大している。だが、機関投資

家は個人投資家ではできないような取引のやり方を仕掛けてくる。それに加え、

高頻度、高速すぎるため、個人の力だけでは市場の流れを読むのが不可能に近

くなり、暴走しやすいという点から、アルゴリズム取引を使う個人投資家は機

関投資家ほど多くない。  15 

 スムーズさかつ正確さにより用いられるようになり、日本の機関投資家だけ

ではなくて海外の機関投資家にまで影響が拡大している。米国の機関投資家の

6～ 7 割、欧州の機関投資家のおよそ 5 割がアルゴリズム取引を手法に投資を行

っている。さらに 1990 年代と現在のヘッジファンドの数とその運用資産の比

較を行うと、1990 年代はおよそ 600 しかなかったのに対し、2005 年の時点で20 

はおよそ 9000 に達しており、運用資産額もおよそ 400 億ドルから 1 兆ドルを

超えるなど、およそ 25 倍もの増加が以上の数値から読み取れる。  

 アルゴリズム取引とは大きい枠組みであり、注文方法は何種類か使われてい

る。大口注文を均等に分割して取引を行う「TWAP 注文」や、大口注文をどれ

くらいの注文を行ったか、そういった情報を市場に読み取られない様に分割し25 

て一つの注文を行う「アイスバーグ注文」などの数種類の代表的なアルゴリズ

ム取引が、株式市場で使われている。  

 機関投資家がアルゴリズム取引を用いて投資をするメリットは多数挙げられ

るが、最大のメリットは 3 つ挙げられる。  

・考え方が不十分で当てにならない人間の判断が不要になる。  30 
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・リスクとリターンの厳密な特性に即した数量を表し、それをリスクと資産の

配分に応用できること。  

・縛りがなく、いくつもの市場でトレード行為ができること。  

以上の 3 つである。  

人間の判断が不要であるメリットにおいては近代のテクノロジーの進歩によ5 

り、アルゴリズム取引は完全にコンピューター化されており、人間の意見や判

断を全く介入しなくてよいということが可能になった。言い換えればコンピュ

ーターがあらゆるデータや数値を駆使し、健全で客観的な発注が、人間同士で

は確実に出来ない光の速さで取引を行える。実際にマネーマネジメント業界を

見てみると、アルゴリズム取引を採用している投資家と自由裁量を採用してい10 

る投資家の比率を見比べてみても、3､5 対 1 という数値から読み取れるように、

マネーマネジメント業界では大半の投資家がアルゴリズム取引を採用している

ことが分かる。また、機関投資家がアルゴリズム取引を使う目的は主に 5 つあ

る。  

 15 

・機関投資家が大口取引を行う際に発生する、市場に影響があるリスクを軽減

させるため。  

・売買の自動化によるコストの削減、マクロ指数などを監視し、監視して得た

情報をもとに自動売買を行い、利益を出すため。  

・市場の流れを見て、機会損失を軽減させるため。  20 

・超高速取引なので、迅速に取引が行える。  

・ポートフォリオの作成のため、複数の銘柄を同時に売買し、それを情報化す

るため。  

 

 上記のようなメリットや目的に加え、IT 技術の進歩や統計学的市場分析スキ25 

ームの発達などの影響を機関投資家に与えるほか、市場の流動性が向上する点

から機関投資家だけではなく市場にも影響を与えるほどアルゴリズム取引には

影響力がある。  

しかし、問題点や今後アルゴリズム取引を活用するうえでの不安があるとい

うのは明確である。まずアルゴリズム取引はコンピューターが売買注文を行っ30 
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たりするのだが、コンピューターが運営しているからこそ予想外の出来事に対

しての対応力がない。例えば 2010 年 5 月 6 日に米国の株式市場を揺るがせた

フラッシュ・クラッシュ。およそ 41 億ドルもの大口注文が引き起こしたマー

ケットインパクトが先物価格を急落させてしまい、買い手にも裁定取引に伴う

売りが現物価格の急落につながってしまったというできごとである。  5 

 そのほかにも、市場において相場を意識的に変動させ、その変動を利用して

利益を得ようとする、相場操縦行為への対応も問題である。以上のメリット・

デメリット、その後の課題を図表に表したのが下記の図表 7 である。   

だが上記の問題点に関してはアルゴリズム取引の問題点というより、アルゴ

リズム取引を行う機関投資家への問題点とも言えるのではないだろうか。市場10 

全体がアルゴリズム取引を使う機関投資家、またはそのほかの投資家を受け入

れるのに、まず機関投資家がアルゴリズム取引を理解する必要がある。理解が

進むにつれ、監視体制が出来上がるとともに投資家たちがアルゴリズム取引に

ついての情報を提供していけば、金融のイノベーションはそのメリットを受け

入れはじめて、機関投資家がアルゴリズム取引について学ぶ機会が増えると考15 

えられる。アルゴリズム取引の発達を願う。  

 

図表 7 アルゴリズム取引への期待・不安・課題  

 

筆者作成  20 
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第Ⅲ章   大きな責任を持つ機関投資家  

この章では前章でまとめた機関投資家の特徴を踏まえつつ証券市場に大きな

影響を与えている機関投資家の立場を確認する。そして次章からの機関投資家

のあるべき姿に繋げていく。  

 5 

第１節  市場においての機関投資家の影響  

この節では機関投資家が株視市場に対して、どれほど影響を与えているのか

純粋に数字に出して検討していく。まず図表 8 をご覧いただきたい。これは

日本取引所が出した 2012 年から 2016 年までの国内外の機関投資家と個人投

資家、事業法人などが保有している株式保有率である。このグラフの合計が10 

100％にならないのは保有率が 10％を下回る証券会社等を除いてあるからであ

る。国内の投資家たちが半数以上を占めている中、 30％を超える海外の投資

家たちに注目が集まる。  

 

図表 8 上場企業の国内・国外機関投資家持株保有率  15 

 

  2012 年  2013 年  2014 年  2015 年  2016 年  

金融機関  28.0％  26.7％  27.4％  27.9％  28.4％  

事業法人  21.7％  21.3％  21.3％  22.6％  22.1％  

個人・その他  20.2％  18.7％  17.3％  17.5％  17.1％  

外国人投資家  28.0％  30.8％  31.7％  29.8％  30.1％  

 

日本取引所グループ (2016)「株式分状況調査」のデータを基に筆者作成  

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu000002 

ini6-att/j-bunpu2016.pdf  20 
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グラフには載っていないが、金融機関の株価保有率の中でも現在は信託銀行

が約 20％近い保有率を占める。海外の機関投資家は今でこそ 30％を超えてい

るが 1990 年代後半までは 15％を下回り、現在の影響力の大きさが伺える。  

一見、海外機関投資家の影響力はさほど国内の投資家たちと差がないように

思えるが売買額の割合で見てみると 2016 年は 68％、 2015 年は 71%とかなり5 

日本の株式市場に影響を与えていると考えられる。  

さらには国内の機関投資家と海外の機関投資家では取引をする業種が異なっ

ており、海外の機関投資家だけでなく国内の投資家たちにも意識することが大

切ではないか。  

 10 

出典  日本取引所グループ（2015,2016）投資部門別売買状況  

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/00-02.html 

 

第２節  強大な影響力に伴う大きな責任  

機関投資家が株式に与える影響が大きいのは前節で述べることができた。こ15 

の説ではまず機関投資家のスチュワードシップ責任について述べたい。前章で

述べた通り機関投資家は個人投資家と違い他人のお金を集めて投資の資金とし

運用していく。金融庁によると“「スチュワードシップ責任」とは機関投資家

が、投資先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」などを通じて、企業価値の向上や持続的な成長を促すことにより、20 

「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。”

（金融庁  2017 責任ある機関投資家  p3 より引用）と定義している。  つま

り、機関投資家に義務を課すことによって企業と対話せざる得ない環境にし、

この対話によって企業価値を向上させることが狙いである。  

安倍政権はスチュワードシップを果たすことが経済全体の成長にもつながる25 

ものとの考えから、アベノミクス政策の第三の矢とし 2014 年 2 月に「スチュ

ワードシップ・コード」が公表された。現在このコードに関して金融庁は平成

29 年 1 月より改訂の議論を行い、 3 月に改定案を取りまとめた。そして数ヶ

月間様々な機関から意見を募集したあと、 5 月 29 日に改訂版が公表されてい

る。「スチュワードシップ・コード」がこれほど入念に検討されているのは何30 
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故か。このコードの目的は金融庁が「スチュワードシップ・コード」と「コー

ポレートガバナンス・コード」を「車の両輪」と比喩しているように企業と受

益者の成長を促すために必須であると考えているからだ。金融庁の企業価値を

向上させる戦略にはこのコードが不可欠なのだ。  

ただし、勘違いしてはならないのがこのコードの目的は機関投資家と投資先5 

の企業の「建設的な対話」を促すことであり、機関投資家が投資先企業経営に

行き過ぎた介入を意図するものではないと注意している。（金融庁  2017 責任

ある機関投資家  P4）そのため細部まで干渉することはできない。  

また、このコードは金融庁が公表しているが法令とは異なるため拘束力はな

く、このコードに賛同し受け入れようとする機関投資家のみ効力がある。その10 

上、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法を採用しているため、この

コードを実施しない説明ができるなら実子しなくてもいい場合がある。  

これは金融庁 HP のスチュワードシップ・コードに実際に載っている 7 原則

である。  

 15 

「 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20 

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

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25 

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。」  
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「 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。」  

「 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5 

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。」  

金融庁（2017）「責任ある機関投資家」  P4 より引用  

 

そして現在、金融庁のホームページで公表されている「『責任ある機関投資

家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企10 

業の持続的成長を促すために～」を受け入れると表明した機関投資家のリスト

は平成 28 年度 12 月 27 日間で実に 214 機関にあたる。  

このように金融庁から促されていることもあり、機関投資家は受益者に対し

て大きな責任を持たなければならないという意見が多い。そして実際に機関投

資家側からもスチュワードシップは受け入れられている。  15 

 

第 3 節  機関投資家の説明責任と透明性  

「スチュワードシップ」から見て取れるように受託者は受益者に利益を約束

するが、仮に損益を出した場合受益者に責め立てられてしまう。受託者は損失

を出した場合受益者にどのような経緯で投資したか長々と言い訳ともとれる説20 

明をしなければならない。ようするに受益者は運用成績が悪かったときに、失

敗の理由や、なぜそのような運用をしたのか、なぜ悪かったのか、避けること

は不可能だったのか、運が悪かっただけだったのかなど説明する「責任」が求

められる。  

ただし投資の世界では自分の力ではどうしようもできない環境に結果が大き25 

く左右されるパターンがある。  

二つのパターンを例に出したい。一つは景気がよく結果が誰もがいいとき

だ。 2013 年はアベノミクス 3 本の矢とよばれる金融緩和、財政出動、成長戦

略の期待、これらによって景気がよく、株式が大幅に上昇し、円安も進み、金

利も低く、さらには株式の上昇が 2 次、 3 次と続いたこともありほとんどの運30 
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用者が利益を上げることができたはずだ。このように誰でも利益を出せたとき

には普通に利益を出しただけでは大きく褒められたりはしないが、もっと利益

を出せたはずだという顧客もいる。しかしこのタイプは少なく文句を言ったと

してもそれほど悲観的に言わないだろう。イメージとしては嫌味を言ってくる

姿を想像してもらうことが最適だろうか。ただ、問題なのはもう一つのパター5 

ンである。問題は損失が出た場合だ。  

損失が大きく出てしまった場合、顧客は損失状況を確認して受託者を責め立

てることになる。最悪なパターンは避けることが難しい世界的金融危機や自然

災害等で大損失をしてしまうときだ。かつてのリーマンショックや東日本大震

災の被害など予期せぬことが起きて損失を出すことは中々避けられることでは10 

ないが、相当な損失が出てしまうだろう。このようなパターンのとき受託者に

課せられることが「説明責任」である。  

だが、そもそも投資には「リスク」が付き物である。「リターン」を得よう

とするならば、「リスク」をとることは避けられないはずだ。「リスク」を警戒

しすぎるあまり結果を出せないことが続くのは返って逆効果である。  15 

たとえばバブル時のとき崩壊のリスクを考え投資を控えていると、バブルが

すぐ弾けた場合は正しい行動と捉えられるが逆に 1 年や数年続いた場合は受

益者からお金を引き出されてしまい、仕事から外されてしまうだろう。  

自然災害はもっと予測が困難だ。災害が来るタイミングを事前に完璧に予測

して投資することができる人がいるならば、投資家なんかより人命を救う神様20 

として世界中から拝まれるにちがいない。  

つまり。予測しがたいケースを警戒しつつも投資し結果を出すことが求めら

れる。  

ただ、先ほど記述したように「リスク」を負って投資を行ったが、失敗して

しまうことがある。このようなケースでは「説明責任」が必要となってくる。25 

何が起きたか、なぜ失敗したか。この説明が明確で筋の通ったもので納得のい

くものであれば、受益者も納得し同じ機関投資家にもう一度託してみようと考

えるようになるかもしれない。  

先ほど引用した金融庁が公表している「スチュワードシップ・コード」の 7

原則からもわかるように受託者は受益者の成長やリターンなどの義務を負うこ30 
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とが当然である。ただし、避けられない失敗をしたときや損失を出してしまっ

た場合には説明が企業の経営陣以上に機関投資家は求められる。この説明があ

やふやで怪しい物となると顧客は減ってしまい市場は縮小してしまう。なので

「説明責任」を丁寧に行うことが機関投資家には不可欠ではないか。  

次に「透明性」について述べたい。機関投資家による実効的なスチュワード5 

シップ活動について池尾和人教授を中心に意見書が提出された。意見書から求

められていることは何点かあるがここでは機関投資家に求められていることの

2 点を紹介したい。まず金融会社の「独立性」の確立である。“親会社等の利

益と運用機関の顧客の利益との間に存在する利益相反を回避し、その影響を排

除するための措置が必ずしも十分に機能していないケースが多い”と意見書で10 

は述べている。  

例えば、親会社の銀行に融資してもらっているメインバンクとなっている会

社の株式を運用対象として子会社の運用会社が保有している場合、双方の関係

に縛られているあまり、企業経営者が総会に出した議案に何か意見を出すので

はなく、金融庁から求められている「対話」もなしに賛成するのは問題だとい15 

うわけだ。きちんと受益者の利益にかなっているか、相反してないかどうかを

判断し議論するべきだと考えている。  

さらに、想定できる利益相反を回避するために具体的な方針を決め、公表さ

せる「透明性」を求めている。  

 例えば、受託者と受益者の関係において、受託者側が組織の中でどのような20 

行動をするのか明らかにすることだ。受益者に対して事前に行動を公表するこ

とが求められている。  

このような「透明性」を追求することによって公平性が生まれ安心感を与

え、顧客・受益者の増加につながるのではないか。  

 こうした意見書、ならびに「スチュワードシップ・コード」の改訂を受けた25 

機関投資家が変わりつつあるのは当然のことに感じる。やはり機関投資家は証

券市場に与える影響が大きいゆえ、慎重に的確に正しい方向に進まなければな

らない。  
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証券市場を活性化させるため、金融庁は市場に与える影響が大きい機関投資

家の改革を進めている。機関投資家はどのように変化するべきで現在どのよう

に変化しているのかそれを次章で述べていく。  

 

第Ⅳ章  機関投資家のあるべき姿  5 

 Ⅲ章では機関投資家が市場に対して与える影響力や、それを踏まえたうえで

の必要な責任感やルールを紹介した。Ⅳ章ではこれらを考察した結果、機関投

資家が社会に対してどう立ち回るべきか、どのようにあるべきかを述べていく。 

 

第 1節  対話の必要性 10 

 上述した「スチュワードシップ・コード」の必要性が重視されるようになっ

たのはサブプライムローンが原因である金融危機によって大不況が起こった事

が背景である。 

 機関投資家のスチュワードシップとは、機関投資家の上場企業の株主として

の責務をはたすことである。この場合の機関投資家は少数派の立場にあり、ス15 

チュワードシップ活動とは、少数株主の立場から議決権行使やエンゲージメン

ト等を通じて、投資先企業に働きかけることを指すことである。このように機

関投資家は株主では少数派であるが、株主の権利を行使することで財務基盤の

安定化、経営効率向上による企業価値向上が促がす事が可能である。  

 海外のケースと比較してみると、イギリスは1998年に策定された統合規範が20 

コーポレートガバナンス・コードであったが、金融危機を契機に見直される事

となった。2009年にイギリス政府は、金融危機下で多大な損失とイギリス経済

への深刻な影響を引き起こした金融セクターについて、そのコーポレート・ガ

バナンスのレビューをウォーカー卿に依頼したのである。 

 イギリスが早急に統合規範を見直し、外部にコーポレートガバナンスのレビ25 

ューを依頼したことで今までの形態を変革し、新しい規範の作成を実行したの

である。 

 ウォーカーの報告において、取締役会のあり方や役員報酬、リスク・マネジ

メントなどあらゆる側面からの改善案がなされたが、その中に機関投資家によ

るシェアホルダー・エンゲージメントの強化があったのである。統合規範の有30 
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効性を確認しつつも、より機関投資家の役割と責任を明確にするため、新たに

コーポレートガバナンス・コードを策定された。これを受けて2010年 FRC は

統合規範を廃止し、「コーポレートガバナンス・コード」と「スチュワードシッ

プ・コード」を策定したのである。 

 機関投資家が短期収益志向に陥っており、金融機関の株主としての議決意見5 

の行使がないため、ガバナンスが意識されていなかった。よって、「コーポレー

トガバナンス・コード」を設けることで、取締役会による経営陣に対する内部

モニタリングに重点を置き、「スチュワードシップ・コード」は機関投資家によ

る「外部モニタリング」に重点を置いているのである。 

 機関投資家が「外部モニタリング」する事により、コーポレートガバナンス10 

において取締役会に加えて機関投資家の役割がより強調されることとなる。  

 日本の「スチュワードシップ・コード」はイギリスのモデルを参考に金融庁・

有識者検討会によって2014年 2月に策定され、 2016年にコーポレートガバナン

スとともに運用されたのである。イギリスと異なる点は、日本の方が早期に機

関投資家が議決権の行使に動いた点である。2000年代前半から日本社会では企15 

業の不祥事が問題となっており、長期的に企業が成長するためにも機関投資家

との「建設的な対話」の必要性が求められたのである。そのような社会環境を

踏まえた上で、2009年に日本投資顧問業協会が業界ルールとして議決権の行使

ガイドラインの作成をしたのである。議決権の行使ガイドラインが作成された

ことで公的年金基金が積極的に取り組まれていった。 20 

 そのため、「スチュワードシップ・コード」における議決権行使について議決

権行使のガイドラインと行使結果の開示が課題と考えられている。 

 

図表 9 

 25 

公表項目 開 示 度 合

い 

アセット・オーナー 運用機関 全機関 

年金基金 損保・生保 信託銀行 投資・投

資 顧 問

会社 
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議 決 権 の

行使結果 

議 案 の 種

類 ご と に

開 示 が あ

る 

57． 1％  9． 5％ 71． 4％  59． 6％  52・ 9％ 

全体の賛成・

反 対 比 率 の

開示がある  

4． 8％  19． 0％  0・ 0％ 1． 0％ 3． 9％  

開示なし 38． 1％  71． 4％  28． 6％  39． 4％  43． 1％ 

日興リサーチセンターのデータ（2014）「リサーチレビュー」P2 を基に作成 

http://www.nikko-research.co.jp/wp-content/uploads/2014/11/13 

62.pdf 

 

上記の表は 2015年 3月における国内機関投資家のスチュワードシップ・コー5 

ドにおける議決権の行使、開示の取り組み状況である。 

GPIF が積極的に取り入れたことで年金基金は開示のパーセンテージが高い

と考えられるのである。スチュワードコードシップは多くの機関投資家が取り

組みはしているが、議決権の行使結果において開示できていない点が機関投資

家の今後の課題として考えられている。  10 

 

第 2節  銀行が積極的になるべき理由  

銀行は政策保有として株式を保有している現状がある。政策保有とは短期的

な売買ではなく、長期的として保有していくものである。よって、機関投資家

である銀行が第三者として、コーポレートガバナンスに含まれている株主とし15 

ての「議決権の行使」や「建設的な対話」が中長期的に企業価値の向上へと繋

げられる可能性がある金融庁は考えている。 

また、銀行等保有株式保有制限法で銀行が保有できる株式は 5％ルールがあ

る。これは資金仲介業務に支障をきたさないため、景気や株式相場の動向に経

営が左右されない事が重要であり、株価変動リスクにさらされないためである。20 

例えば、みずほフィナンシャルグループでは（以下みずほ FG）「当社および当

社の中核子会社は、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企



29 

 

業価値の増大にながる適切な意思決定を行っているかという観点や、当社グル

ープの企業価値向上の観点も踏まえ、総合的に賛否を判断し議決権行使を行う。

なお、会社議案に賛成できないと判断する際は売却の要否について検討を行う

ことがある。」と方針を定めている。  

 5 

出典  (2015年 ) みずほ FG 政策保有株式に関する方針  

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/structure/governance/structure/hold  

html  

 

このように保有している株式会社の適切なガバナンス体制を構築するサポー10 

トとして政策保有している株式について議決権行使を行おうと情報を開示して

いるのである。政策保有している株式会社が中長期的な企業価値増大していく

ならば、みずほ FG も「建設的な対話」によって企業価値の向上に繋がると考

えているのである。また、政策保有している株式会社が中長期的な企業価値増

大に繋がらず、その会社の方針に賛成できない場合は、市場に与える影響を考15 

慮した上で売却を検討し、政策保有株式削減を実施している。  

 

第 3節  ＧＰＩＦが見る未来  

GPIF とは公的年金制度の中で生じた積立金を扱い、1兆ドル程度の資金を運

用している世界最大級の期間投資家である。日本国民の年金を運用し、老後に20 

支給するために適切な運用を行うことが義務であり、適切な運用を果たすため

には「スチュワードシップ・コード」と「コーポレートガバナンス・コード」

の今日筒概念として受託者責任、ようするにフィデューシャリー・デューティ

が必要と考えられる。フィデュ―シャリ―・デューティーについては後述する

が簡単に説明すると受益者・顧客に対して請け負った義務を最初から最後まで25 

果たせということである。  

 

図表 10 
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GPIF の HP（ 2017）を基に筆者作成  

 

図表 10においてフィデューシャリー・デューティーが必要であることを説明

していく。まず、厚生労働省が国民から保険料を徴収する。次に厚生労働省が5 

GPIF に国民から徴収した保険料の運用を任せる。依頼された GPIF はポート

フォリオを定め、運用委託機関に依頼する。ここで挙げるポートフォリオの領

域として株式を重点的に考えていくことにする。ポートフォリオによって定め

られた計画案を GPIF は運用委託機関に委託することで運用委託機関に金融市

場で運用してもらうのだ。金融市場によって運用された資金は国庫に入り、国10 

民への給付へ充てられるのだ。よって一連の受託の流れとなり受託者責任のル

ールとして金融庁が広めているフィデューシャリー・デューティーが必要とな

ってくるのである。ここで注目するべきは顧客が目に見えない点だ。運用委託

機関からの観点から見ると、目に見える顧客は GPIF であり、国民は目に見え

ない。GPIF の定めたポートフォリオに対して忠実な受託者責任を果たすこと15 

により、目に見えない顧客である国民の利益に繋がるのである。また、GPIF 自

身も株式購入手数料、保有銘柄の保有数と時価総額の情報を開示しており、フ

ィデューシャリーデューティを意識した活動が読み取れる。  

GPIF の活動として挙げられる点は他の機関投資家に向けたアンケートの実

施である。これは定期的に行われており、アンケートを行う目的として GPIF20 

厚生労働
省

GPIF

運用委託
機関

金融市場

国庫

国民



31 

 

の運用委託機関がスチュワードシップ活動に対する評価と目的を持った「建設

的な対話」が行われていたかの実態を確認することである。  

回答の結果は経営戦略や業績について中長期的に定まってきており、スチュ

ワードシップは順調である。しかし、コーポレートガバナンスについては今後

の課題になる問題も見られた。  5 

一方で最近流行している ESG 投資活動に関する項目もあり、そこでは企業

価値向上やリスク低減効果について浸透しており効果的だと答えている機関投

資家もある。  

よって、アンケートの内容を踏まえた上で GPIF が今後目指している姿は、

フィデューシャリー・デューティーを意識した運用委託機関を中心とした機関10 

投資家への ESG 投資の接続と「モノいう株主」を増加させることである。ESG

投資についてはアンケートを踏まえたうえで浸透してきているので、ESG 投資

と関連が深いコーポレートガバナンスの適切な情報開示と透明性の確保からコ

ーポレートガバナンスを浸透させていくべきではないか。  

 15 

第Ⅴ章  変わり始め進化する企業 

前章では機関投資家が負う義務や責任の大きさに触れ、今後機関投資家はど

のように変わっていくべきか考察した。一方企業ではどのような義務があり変

化を遂げているのか。また、受託者、市場に対してどのようなアプローチをす

るべきか。これらをまとめ証券市場活性化への提案をⅤ章で行っていく  20 

 

第 1節 企業は投資家と共に成長する 

企業の持続的な成長は、雇用の拡大・賃金の上昇や、投資リターンの拡大等

を通じて、国の豊かさの源泉となる。企業が持続的に成長していくためには、 

常に変化し続ける経営環境に対応し、常に変化していくことが求められる。そ25 

のため経営陣・取締役会のリーダーシップの下、様々なステークホルダーと  適

切に協働しつつ、経営戦略に即した設備投資、研究開発投資、人材投資など  が

行われ、中長期的な視点に立った企業経営が行われていくことが重要になる。   

このような企業経営を促していくため、コーポレートガバナンス改革に向けた

取組みを一層進めていくことが求められる。  30 
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Ⅱ章でも述べたが、「コーポレートガバナンス・コード」は日本における機関

投資家の｢スチュワードシップ・コード｣と共に車の両輪と例えられ、今後の証

券市場の命運を握る大切な原則である。日本では、 2013年  6月 24日に公表され

た、安倍政権のアベノミクス「第三の矢」として中長期的経済成長を目指した

「日本再興戦略」の中で、「成長への道筋」に沿った主要施策例として、企業の5 

コーポレートガバナンスを見直し、公的資金等の運用の在り方を検討すること

が盛り込まれた。そこで機関投資家が、建設的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 (日本版スチュワードシップ

コード )について検討し、取りまとめることが閣議決定された。これにより企業

側が自社の改善すべき点や課題、また長らく解決されなかった、見過ごされて10 

いた問題、さらには自社の強みに気づき、これを解決し企業価値を伸ばしてい

けるようになってきている。 

例えば、 2017年 3月決算企業の株主総会は 6月末で終わったが、今年は例年に

なく議決権行使に変化が見られた。なぜなら機関投資家がスチュワードシップ

をより意識して活発な対話を開始し、それに伴い株式を保有する企業の議決行15 

使について、その企業の顧客の利益を第一に考えた姿勢を鮮明に貫いていたこ

とだ。 

2017年 7月に入って総会での議決結果が開示し始めたが、会社側議決に対して

反対票が今までになく目立つようになっている。これらは「スチュワードシッ

プ・コード」によって会社側に無条件に賛成する、といったこれまでの機関投20 

資家の行動に大きな変化が現れている証拠である。今までは企業側が出した案

に対して機関投資家は有無を言わず賛成していたが、スチュワードシップを意

識し始めて企業をより良い方向に導こうとしているのである。  

このように機関投資家の行動が変化し始めたことによって企業側もいままで

にない変化、改革が必要になってきているのだ。 25 

図表 11をご覧いただきたい。2017年 7月に東証が出した一部、二部に対して集

計した結果である。コーポレートガバナンスを実施している企業は 2016年 12月

に比べて増えており、年々実施している企業は増えている傾向にある。しかし、

全原則実施している企業は少なく今後の課題として挙げられる。  

 30 



33 

 

図表 11 

日本取引所グループ  (2017年 7月) 「コーポレートガバナンス・コードへの対

応状況」 P2より引用 

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-

att/nlsgeu000002nrg9.pdf  5 

 

さらに東証一部と二部では大きな差が見られており企業価値の観点から見て

もコーポレートガバナンスに対応することは必要事項のように感じられる。  

図表 12

 10 

日本取引所グループ  (2017年 7月) 「コーポレートガバナンス・コードへの対

応状況」  P2より引用

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-

att/nlsgeu000002nrg9.pdf 

 15 

第 2節 ガバナンスの要 
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近年企業の社会的責任を強く求める声も強くなってきており、世界の株式市

場で財務数字に表れない企業の「見えない価値」に着目して投資先を選ぶ動き

が広がっている。新しいモノサシの代表格が環境（ Environment）や社会（ Social）、

企業統治（ Governance）への取り組みを評価する「ＥＳＧ投資」だ。投資残高

は約 23兆ドル（約 2600兆円）と世界の運用資産の 3割に迫り、日本でも公的年金5 

を中心に取り入れる動きが相次いでいる。  

かつての日本企業経営は典型的には完全純血、有機的成長、輸出型海外展開

で人材の流動性も極めて限定的、かつ株主以外にもステークホルダーを強く意

識する、といったものであった。しかしそれはこの 10年強で、合併・買収（ M&A）、

垂直立ち上げ型の海外進出、人材の流動化、 ROE 経営等の方向へ大きくシフト10 

してきている。このような環境下で日本企業が成長していくためには、大きな

改革が欠かせない。では、どのように改革を行えばよいのだろうか。経営改革

を進めるうえで一つのカギとなるのが、ガバナンスの強化である。実際、完全

純血から脱却し、社外との対話を糧とし、企業価値向上へのアドバイスに耳を

傾ける経営者は増えつつある。 15 

しかしこれまでの日本の機関投資家は、短期的な利益を求め、そして企業も

投資家からの圧力により短期的な企業実績に着目してきた。  

だが企業は機関投資家からの対話・エンゲージメント要請に怖れることなく、

企業価値向上の一手段として、積極的に対応することが求められる。  

対話のベースとして、たとえば統合報告書等  の作成・活用などを通じて、経営20 

者の言葉で長期志向の投資家に訴求するビジネスモデル等を開示・説明するこ

とも有益であろう。 

 日本企業のコーポレートガバナンス改革を巡る取り組みは、近年大きく加速

している。 2015年 6月から適用されている「コーポレートガバナンス・コード」

では、株主の権利・平等の確保や適切な情報開示、いわゆる「透明性」の確保、25 

取締役会等の責務等に関する原則が明示されている。法令とは異なり、法的拘

束力を有する規範ではないが、原則を実施しない場合には、その理由を十分に

説明することが求められる。 

取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件に関する「コーポレート

ガバナンス・コード」の原則では、「取締役会は、その役割・責務を実効的に果30 
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たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規

模を両立させる形で構成されるべきである」とある。例えば、「独立社外取締役

は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責

務を果たすべきであり、上場企業はそのような資質を十分に備えた独立社外取

締役を少なくとも 2名以上選任すべきである」という記述があるが、これは、社5 

外取締役を単に設置しさえすればよいというのではなく、社外取締役を置く場

合にはその期待される役割・責務に照らし、その存在を活かすような対応がと

られるか否かが成否の重要な鍵となるという考えに基づいている。  

東証の全上場企業に占める社外取締役選任企業の割合は、 2014年 7月の約65%

から、2015年 7月には 9割近くへと増加した。日経 225企業に関して言えば、201510 

年末の時点で全ての企業が社外取締役を少なくとも 1名以上選任している。  

しかし、日本の取締役会のガバナンス改革はまだ端緒についたばかりであり、

米国と比較すると未だ差は大きい。 2014年、 S&P500企業では取締役会における

社外取締役の割合が 84%だったのに対し、日経 225企業では 23%であった。取締役

会の平均人数は日米でほぼ同数だが、社外取締役の数に 4倍近い差があるのだ。 15 

さらに、米国企業の社外取締役には企業経営経験を持つ事業会社出身者の割合

も高い。人数に直すと、一つの取締役会における企業経営経験を保有する社外

取締役は、1.2人対 6.5人と日米では 5倍の差となっている。日本企業では学者や

法曹界出身者等の比率が高く、企業経営者としての経験に基づく CEO のアドバ

イザー、監視役としての「目」を持つ社外取締役の数には日米で大きな差があ20 

るのが現状だ。 

日本企業が「コーポレートガバナンス・コード」を遵守しガバナンスを強化

していくうえでは、今後大きな可能性がある一方で、直面すべきいくつかの課

題も存在する。 

これまでの典型的な日本企業では、社内で昇進してきた人材が取締役に就任25 

することが一般的であり、コーポレート本部は中長期計画の取りまとめや進行

状況のモニタリング、決裁などを中心に行う傾向が強かった。そのような管理

体制では、企業のガバナンス活動と事業オペレーションは明確に区別されてお

らず、一体となって運用される。しかし、「コーポレートガバナンス・コード」

適用後のこれからの管理体制では、これらのガバナンスと執行という二つの役30 
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割は分離され、それぞれ異なる能力を持つ人材が配置されていくことが必要に

なるだろう。 

この新しい管理体制では、コーポレート本部はガバナンスと執行の結節点と

なり、それぞれの活動を司る立場となる。取締役会で決議された方針を活動や

戦略に噛み砕いて整理し現場へ伝え、また逆に現場の声を取締役会に伝える役5 

割も担う。執行者、そして監督者としてそれぞれ必要なスキルや知見を持った

人材を育成、獲得、強化、維持管理するための仕組みが必要となる。さらには、

指名委員会の CEO 職に対する人事権の確保や、企業活動の停滞や澱みを防ぐた

めの定期的な人材の入れ替えも課題である。  

一方で、このような社外取締役の活用によるガバナンスへの具体的な取り組10 

みについて記載している株主総会の招集通知書はあまりなく、ガバナンス報告

書や投資家向け資料・説明会においても分かりやすく説明している会社がまだ

少ないのが現状だ。 

今後は社外取締役の数や独立性基準といった形式的な課題から、実際に有効

に機能しているのかといった中身の議論に焦点を移して行く必要がある。その15 

ためにも取締役会がどう機能していて、社外取締役がどのような課題認識を持

っているのかを理解することが重要となるし、企業価値向上に向けた株主と会

社との対話がより建設的なものになる。  

日本企業において、コーポレートガバナンスの強化は、経営者を縛るもので

はなく、逆に、経営者に経営の自由を与えるものであると考えられる。現在の20 

日本企業の低迷は、経営者が、事業の再編等、本当に自社の企業価値を上げる

戦略を実行できないことにある。したがって、コーポレートガバナンスの改善

は、日本企業の競争力復活に必須である。  

ここまで上げてきた問題点を打破するために、コーポレートガバナンスの改

善は、極めて重要である。 25 

  

第 4節 ＥＳＧの流行 

ＥＳＧ投資とはＥの環境、Ｓの社会、Ｇのガバナンスから構成されるもので

ある。ＥＳＧ投資が必要となった背景としては、機関投資家の短期収益思考を

企業の環境、社会、ガバナンスに意識を向けることである。仮にガバナンスだ30 
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けに意識を特化させたとしても企業が社会、環境面でネガティブな活動を行っ

てしまってはリスクを負ってしまうため、機関投資家が環境、社会、ガバナン

スにおいて適切な対話を行うことでリスク低減効果が働き、企業の利益アップ

や日本経済の活性化が見込まれるのである。環境、社会、ガバナンスが企業に

長期的な価値向上の影響力として考えられる根拠を 4つの類型がある。 5 

 

・コーポレートガバナンスを重視すること。 

・社会課起点のキャッシュフローを重視すること。  

・ダウンサイドリスク回避を重視すること  

・ユニバーサルオーナーシップを重視すること。  10 

 

1つ目のコーポレートガバナンスが重視されるようになった経緯には、日本

企業の自己資本率の低さ、起業の内部留保の溜め込み額、成熟事業セグメント

を切り捨てず、社内に温存している傾向がある点である。理由として考えられ

るのは、終身雇用を前提とした人事体系のなかで、内部昇格者が業務執行を担15 

当し、株主利益保護のため経営を監督する取締役、業務執行を行う内部昇格者

がほとんど兼任する形式が多かったからと考えられる。 

主である株主も持ち合い相手先が企業や金融機関が多く、利害関係が一致す

る株主が、株主比率の多くを占めていた。  

この経緯を更正するためにも外部からの健全なチェック機能を機関投資家が20 

コーポレートガバナンスを意識した経営に対する対話が必要と考えられている。 

なにより「モノいう株主」の増加のためにも企業は自己資本比率を高め、投

資と利益計画、業績評価や報酬制度などの面で株主に解りやすい経営指標を使

用したシステムの構築が考えられている。 

コーポレートガバナンスを強化する実例として考えられるのは、 2002年、25 

CalPERS による日本の上場企業の中から株価が低迷し、コーポレートガバナン

スの再構築が必要と思われる銘柄に対して企業価値拡大のための戦略ファンド

を 2億円投資したことか。 
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投資先企業の経営陣、取締役会、他の投資家と意見交換を行い、投資家の要

求に企業側が対応しなければ、当該企業の株式を買い増し、企業に対する発言

権を強化する手法である。 

しかしながら、コーポレートガバナンスは解消されず、 2008年には CalPERS

を含む欧米の大手機関投資家が日本企業のコーポレートガバナンスの改善を求5 

める共同提言を発表する出来事が起きたのである。 

日本企業のガバナンス体制は時代遅れであり、日本経済や資本市場が長期的

に成長するためには、健全なコーポレートガバナンスが必要である問題があっ

たのである。共同提案の内容としては、金融危機により日経平均株価指数が 20％

以上下落した原因の一つの日本企業のガバナンス体制への外国人投資家の信頼10 

が急速に低下したことと指摘されたことだ。海外からの「モノいう株主」の活

躍もむなしく日本企業は株主でなく経営者が所有者であるがごとく運営されて

いたのである。その前提を踏まえて上場企業の所有者は株主であり経営者では

ないことが問題であった。 

具体的な改善点として、資本を効率的に活用し、グローバルに同業他社の水15 

準に見合う配当性向を実現すべきこと、独立的立場で経営陣を監督する必要性、

第三者割当増を通じて発行できる株式数に制限を設ける事などが改善点として

挙げられた。 

 

図表 13          20 

外国人投資家 
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日本取引所グループ  (2013) 「金融資本市場ワークショップからの提言」 P8を

基に筆者作成 

http://www.jpx.co.jp/corporate/research－ study/suggestions/tvdivq000 

0008q74-att/jpx_proposals_ja.pdf 

（縦の数値は外国人投資家の日本株式の保有率である）  5 

 

図表 13のように年々外国人投資家は増加傾向にあり、外国人投資家が望むコ

ーポレートガバナンス改革を行う事でより日本の証券市場を活性化できるので

ある。よって機関投資家が積極的に企業との「対話」によってコーポレートガ

バナンスを意識することは大切であり、日本の株式市場を活性化させるひとつ10 

の手段ではないか。 

2つ目は社会課題起点のキャッシュフローを重視する投資家が注目されるよ

うになったことだ。この経緯には、再生可能エネルギーや環境に対しての社会

的課題があり、社会的課題に紐付く製品・サービスを行う企業に投資すること

で大きなリターンを得るためである。機関投資家が多額の資金で投資を行い、15 

社会的課題に紐つく企業に建設的な対話を行えば社会問題への解決を促す事が

可能であると考えられるのである。  

3つ目のダウンサイドリスク回避を重視する機関投資家が注目されている点

は、投資家がリスクを回避したいという意思からである。  

株主利益保護だけを目的とした自己資本比率の向上だけを追及した場合、企20 

業は暴走する可能性がある。例えば、産業事故による環境汚染を引き起こす可

能性ある事業を継続的に続けて経営を行い、株主に背任行為を行う事はない範

囲での狭義のコーポレートガバナンスは利いているとしても、品質管理に綻び

が生じ、顧客からの信頼を失い、労働災害の発生や従業員の定着しなくなる可

能性がある。このような単純な株主至上主義を突き詰めていけば、往々にして25 

ステークホルダーとの信頼関係は悪化するのである。こうした状況では短期的

に企業価値が上昇したとしても、今日規定には売り上げの低迷やコストの急増

に見舞われ、企業の持続的な存続や成長はあり得ないと考えることになる。一

見、株主利益を擁護しているように見せかけて、株主至上主義のコーポレート

ガバナンスでは結局、株主利益は長期的には損してしまう。株主や機関投資家30 
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などの全てのステークホルダーと信頼関係を築いた企業こそが持続的な存続や

成長を成し遂げるのである。 

4つ目のユニバーサルオーナシップを重視する投資家が注目されるようにな

った経緯には、巨額の運用資金を持ち、幅広い産業に分散させたポートフォリ

オを持つが故に経済・市場全体をあたかも所有したかのような状態となってい5 

る投資家の存在がある。 

海外の例として、ノルウェー政府年金基金が挙げられる。ユニバーサルオー

ナーシップを重視することを明確にした上で、経済、環境、社会に焦点を当て

長期的にポートフォリオを組み運用しているのである。このような 4つの事柄

により、ＥＳＧの需要が高まってきたと推測する。  10 

近年、世界の投資家たちのマインドが変わりつつある。地球規模で広がる環

境破壊や、労働者を酷使する人権問題に、投資を通じてノーを突きつける動き

が広まっているのだ。環境や人権問題に積極的な企業には投資を増やし、そう

ではない企業からは資金を引きあげ、厳しい対応を迫る「ＥＳＧ投資」。その波

は日本にも到達。多くの企業が「環境・社会・ガバナンス」への取り組みを求15 

められている。地球の「持続可能性」と結びついた対応を日本企業も求められ

るようになってきている。 

前節で述べた「透明性」と「説明責任」、さらに「モニタリング管理」に加え、

このＥＳＧを意識したガバナンスを中心に対話していくことが大切ではないか。

日本のガバナンスは海外に比べて劣っているとは一概には言えず、英米に合っ20 

たガバナンスを日本に導入したら問題がクリアになるわけではない。日本にあ

ったガバナンスが必要である。とはいえ、日本のコーポレートガバナンスには

以前として改善点がありこれらを解決することで企業は伸びていきそうだ。さ

らには競争力は高まり、これについてこれない企業は将来的にガバナンスがし

っかりできている企業に比べて大きな差がでるだろう。  25 

 

第Ⅵ章  証券市場を活性化させる具体的なプラン  

この章では今までまとめてきた証券市場、投資家、モノいう株主、建設的な

対話をする企業の特徴を踏まえつつ、我々の考える証券市場の活性化に向けた
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提案を述べていく。尚、序章でも述べたように証券市場活性化の定義は「モノ

いう株主の増加と中長期的な企業価値の向上」とし、証券は株式のみに絞る。  

 では 1 章でも述べたが証券市場の課題を整理したい。日本の証券市場はア

メリカと比べて国民の運用資産の意識の違いが目立った。アメリカでは株式に

運用する割合が 35％に迫っているのに対して、日本は 10％程度であった。こ5 

の現象を招いている原因として主に投資に対しての知識の無さ、そこからくる

投資へのマイナスイメージが挙げられた。今回はＮＩＳＡ口座に対する提案を

始め、様々な案が出ることが予想される中、我々がもっとも必要だと感じた案

を提案したい。それでは課題に対して企業と機関投資家がどうあるべきなのか

考察していく。  10 

 

第１節  学校教育での意識の植え付け  

 投資に対するマイナスイメージの改善方法から提案していきたい。Ⅰ章の

図表 4 では投資に対して難しいといったイメージや、なんとなく嫌だ、ギャ

ンブルのようなイメージを持っている。なぜこのような結果になったか。これ15 

は日本教育における金融部門の欠如が原因と考えられる。企業や金融機関はセ

ミナーやウェブサイト立ち上げなどで金融教育を充実させていこうとしてい

る。だが、このようなサービスを充実させていようが、これらを利用する顧客

は一部であり、さらに利用する顧客のほとんどが大人だけ利用している状況で

ある。  20 

 図表 14 からも見て取れるように、金融庁が 2016 年に行った 18 歳～ 79 歳

の 25000 人を対象とした金融リテラシー調査では、約 62％の 15000 人が金融

教育は行うべきとアンケートに答えていた。しかし、行うべきと答えた人の中

で金融教育を受けたことがあると答えた人はわずか 8％の 1300 人ほどであっ

た。  25 

  アメリカでは小学校の段階で教育をしており、日常生活でも話題として出

てくるレベルである。この差を埋めていくためにはどうするべきか。  

 

図表 14 
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金融広報委員会  (2016)「金融リテラシー調査の結果」P7 より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/lite racy_chosa/2016/

pdf/16literacy.pdf 

  5 

 一つは学校教育の段階からの金融教育が挙げられる。現在わが国では金融に

関する教育はほとんどされておらず（ 2020 年度より段階的に実施予定）、経済

についてもごく一部社会科で触れるレベルであり、これを改善するためには政

府の力が必須であり大きく関わってくるため、難しい問題ではあるが金融関係

企業から学校のほうにセミナー開催の依頼をしたり、学生向けのセミナーを開10 

催し学校側に生徒の参加を促すよう呼びかけたりすることで、少なからず意識

をさせることは可能ではないか。  

 この若い年齢のころから投資について身近に感じさせることで実際に投資を

行える年齢になってきたとき、投資に対して前向きに考えることができるよう

になるのではないか。図表 15 をご覧いただきたい。このグラフは正誤問題の15 

結果のうち各得点台の中で株式に投資している人の割合を出しているグラフで

ある。このように高得点台のグループほど株式に投資している割合が高い。  

 よって、グラフからも分かる通り金融リテラシーが高いほど株式に投資して

いる人数も多いため、学校教育段階での金融教育の向上を提案したい。  

 20 

図表 15 
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株式に投資している人の割合  

 

金融広報委員会  (2016)「金融リテラシー調査の結果」P14 より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/ 2016/

pdf/16literacy.pdf 5 

 

第 2 節  浸透するフィデュ―シャリ―・デューティー  

投資についてのマイナスイメージの払拭は学校教育での金融教育によって段

階的に根本より改善していくことを提案した。この節では現在の投資を年齢層

に対しての改善案を提案していく。  10 

 金融庁は「平成 26 事務年度金融モニタリング基本方針」のなかで、「フィ

デューシャリー・デューティー」という言葉を初めて使用し、実際にこの責任

を果たすことが求められると述べている。フィデューシャリー・デューティー

とは（以下 FD）、信認を受けた「インベストメント・チェーン」、つまり全て

の受託者が受益者に負う義務のことである。  15 

 例えば、ある委託者が何かの投資を受託者に依頼するとして、その投資が初

めから具体的に特定されていればいいが、受託者の裁量が必要で避けられない

場合は委託者からの信頼が裏切られてしまう可能性が少なからずとも存在す

る。このときの委託者からの信頼を受けた受託者をフィデューシャリーと呼

び、フィデューシャリーが負う義務をデューティーと呼ぶ。アメリカでは既に20 

法的義務のある法律をうちだしており、この概念は深く浸透し始めている。  
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 このＦＤが徹底されることによって何が起こるかというと、受益者に信頼あ

る行動を受託者が行うので 1 章でも問題点としてあげた株式に対して「怖

い」や「危ない」とのイメージを持っている国民が投資に資産をまわすように

なる。金融庁はこのＦＤ導入を促し中長期的な企業価値の向上を目指し、デフ

レ脱却、金融機関自身の安定的な収益を狙っている。  5 

 例えば、ＦＤとは受益者のお金を運用するすべての機関にあてはまり、この

資産運用の一連の流れを「インベストメント・チェーン」と呼ぶが（図 16 参

照）  

この全ての機関が顧客・受益者の利益を追及することで、より良い資金の流れ

を実現することができ経済の発展につながる。さらには公平性・透明性・安定10 

性が確保されることによって顧客に安心感を与えることで投資額が増えること

も見込める。実際に手数料の透明化により業界内の競争が激しくなり平均的な

手数料低下につながっている。  

 

図 16 15 

 

 

金融庁  (2016)「事務局説明資料」P9 より引用  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/ 20160706/02.pd

f 20 

 「スチュワードシップ・コード」と「コーポレートガバナンス・コード」は

ＦＤといった概念を浸透させるための法的拘束力のない規則であり、この概念

を広めていくことで株式投資に対するマイナスなイメージを改善できるのでは

ないか。ただし、「コンプライ・オア・エクスプレイン」が肝となる。これは
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受益者・顧客に対してコードを遵守（コンプライ）するかしないのであれば説

明（エクスプレイン）することが必要になることだ。例えば、顧客の個別事情

に照らし合わせてコードを遵守することが不適切であると判断した場合、その

理由を説明し納得できるものであるならば、一部の原則を遵守しないことも許

されるのである。  5 

現在大手運用機関を中心にＦＤ宣言といった形でＦＤやスチュワードシップ

を導入している機関が見受けられるが、中小企業を中心にまだ取り組んでいな

い機関も存在する。この正しいＦＤの概念が機関投資家や企業だけでなく、現

在既に投資を行っている顧客・受益者や、投資に対して「怖い」と感じていた

投資を行っていない未来の個人投資家にまで深く浸透したとき、株式に資金運10 

用を回していない個人投資家たちも投資するようになり日本の証券市場は賑わ

うのではないか。  

 

第 3 節  海外の機関投資家を呼び込む  

 海外の機関投資家が日本の証券市場に与える影響はとても大きい。実際海15 

外の投資家が取引する日本の株式の量は、約 60％超えてくることが見込まれ

る。上述した海外の機関投資家が共同提案を出したように日本のガバナンスに

不満があるため、年々増加傾向である海外の機関投資家が離れていくことも多

少不安視される。よって日本の証券市場を維持し、活性化させるためにも海外

に対してのガバナンスは必要事項であると考える。  20 

 そこで見直すべき点は、海外の投資家向けのコーポレート・ガバナンスの改

革・改善である。Ⅴ章で述べたとおり、株主に対して株主の期待に応えるには

どのような経営を行えばいいかなどといった重要情報を、株主たちが適時かつ

適切に知ることができる「透明性」を確立することや経営者自らが「説明責任」

を果たすことで、企業価値が損なわれる、またはその恐れがある状況から軌道25 

修正が図れる。これがコーポレート・ガバナンスの概念である。  

 上記の概念を、近年グローバル化が進展されると考えられる日本の企業と結

びつけると、今後日本企業の代表は海外事業活動を含めたグローバルグループ

全体の「透明性」の確率及び、海外の機関投資家を含む究極の株主に対して分

かりやすい「説明責任」を果たす必要があるといえる。  30 
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図表 17 

  

 

 5 

海外に対する広義のコーポレート・ガバナンス  

筆者作成  

 

 上記の図表 17 は、親会社が個人株主や法人株主などの究極の株主に向けて

の「説明責任」を果たす規律づけを『狭義のコーポレート・ガバナンス』とす10 

ると、狭義のコーポレート・ガバナンスに、親会社が海外子会社の代表に向け

ての「説明責任」を課して規律づけを行う『海外子会社ガバナンス』を組み合

わせたものが『広義のコーポレート・ガバナンス』になることを表した図であ

る。図表 17 こそがこれからのグローバル化が進展する日本企業のコーポレー

ト・ガバナンスのあり方である。以上のようなコーポレート・ガバナンスに改15 

善することにより、海外の機関投資家の期待に応えられるような企業価値の向

上が考えられる。  

 また以上のコーポレート・ガバナンスを実現させるためには、リスクマネジ

メント体制の構築が必要になってくる。リスクマネジメント体制をとらない状

況だと、世界中の海外子会社がそれぞれの方法でばらばらにリスク管理を行っ20 

た場合、情報の混乱や作業の重複を引き起こし、不効率が生まれることが考え

られる。  

 対応としては、リスクマネジメントを導入する目的や管理状況を明確にし、

リスクマネジメント体制を浸透させる必要がある。管理対象・目的などのリス
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クマネジメントの定義を行い、リスク識別の方法やコントロール導入における

優先順位の考え方などの具体的な方策論を統一することであると考えられる。

親会社の代表はそれぞれの海外子会社の代表に対して、リスクマネジメントに

関する明確な姿勢を示すことが必要になってくる。  

 以上で述べたグローバル化が進展している日本企業におけるコーポレート・5 

ガバナンスの実現、それに踏まえて考えられるリスクマネジメント体制の構築

に注目して、それぞれの企業が責務を果たすことにより、海外の機関投資家に

日本の企業の魅力を伝えることができると考える。  

 従って、海外から投資家を呼び込むにはコーポレート・ガバナンスの改革及

びリスクマネジメント体制の構築が必要不可欠である。そしてこのように海外10 

向けの顧客本位の姿勢を見せていくことで日本企業に対しての不安は解消され

ていき、より信頼を得ることで海外の機関投資家が日本の株式を取引する量は

さらに増えていくのではないか。  

 

終章  15 

まず始めに、証券市場を通して日本経済の今後について我々自身が深く考

え、発言できる場を設けていただいた証券研究学生連盟の方々に深くお礼を申

し上げたい。  

 日本人の投資に対しての意識として危ないなどのマイナスイメージが根付い

ていることがわかった。この問題の原因は金融リテラシーの欠如が招いてい20 

る。さらには日本人の意識の中にも金融教育は必要だと考える人数も一定数あ

り。この現状を受け入れる準備もできているように感じる。  

 しかし、現在の教育環境では小学校、中学校、高等学校での金融リテラシー

教育はほとんどされていない。日本人はお金について学ぶことは避けているの

か。会話の中で金銭に関する事柄は控え、株式投資の話しをすると友人は警戒25 

し、危ないからやめなよと心配する声もかけてくれる。だが、これらの意識を

覆せることができたなら、それは社会に対して大きなメリットを与えると我々

は考える。  

 重要なのは金融を学ぼうとする個人の意識である。現在自分から金融を学ぼ

うという意識があれば気づいてないだけで学ぶ環境は少なくない。国や機関投30 
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資家、企業が何かを変える、提供する前に少しずつこの現状を変えることが十

分可能だと考える。  

 この個人の意識の改革に加え、我々が提案した「セミナー開催」、「フィデュ

ーシャリー・デューティー」、「国内外のガバナンス」を行うことによって、株

式の取引量は増加し、企業は中長期的な成長を助ける事が出来るのではない5 

か。個人が変わり企業や機関投資家があるべき姿に進化していくことが日本経

済の持続的な発展に寄与することができる。  
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