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株主アクティビズムの健全化、短期主義への対抗（１）−アメリカ 

東京大学 加藤貴仁 

１．報告の対象 

 比較的最近公表された、法制度が hedge fund activism にどのように対処すべきか論

じた 2 つの論文でなされた主張を比較し、hedge fund activism に代表される短期主

義を巡るアメリカの状況を紹介する。 

 Lucian A. Bebchuk, Alon Brav, and Wei Jiang, The Long-Term Effects of Hedge 

Fund Activism, 115 COLUM. L. REV. 1085 (2015) 

 John C. Coffee, Jr. & Darius Palia, The Wolf at the Door: The Impact of Hedge Fund 

Activism on Corporate Governance, 41 J. CORP. L. 547 (2016) 

 Hedge fund activismとは何か？ 

 Hedge fund が、会社（以下、hedge fund activismの対象となる会社を「対象会

社」という）に対して、株主利益の向上に資すると考える施策の実施を積極的に

求めること（以下「activist campaign」という）で、短期的に高い収益を挙げ

る手法 

 Activist campaignsには、CEO と取締役会議長の分離の提案など穏当なもの

から、会社の売却、CEOの解任または事業部門の売却の提案などより干渉的

なものが含まれる（Coffee & Palia[2016] at 553-554）。 

 Hedge fund activism の流れ 

 対象会社の株式の取得 

 Schedule 13D（我が国の大量保有報告書に相当）の提出 

 対象会社に対する activist campaign（委任状争奪戦や TOBを含む） 

 対象会社の株式の売却 

 短期主義とは何か？ 

 Schedule 13D を提出した hedge fund のその後の保有期間を調べた実証研究の中

では、その中間値は 369日であるとする研究が著名であるが、最近の研究では同

じ値は 266日であるとするもののある（Coffee & Palia[2016] at 567）。 

 投資家が株式を保有する期間が短いこと自体が短期主義を意味するのではなく、

短期主義の本質は、株式投資において長期的に得られる利益よりも短期的に得ら

れる利益を高く評価すること。 

 たとえば、Coffee & Palia[2016] は、短期主義（“short-termism”）を将

来の利益を現在価値に割り引く際の割引率が伝統的な機関投資家が用いる

割引率よりも高い傾向と定義する（Coffee & Palia[2016] at 573）。 
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２． Hedge Fund Activismの現状 

 Coffee & Palia[2016] at 553-557 

 Activist campaigns の数は、近年、急速に増加している。たとえば、2010 年か

ら 2014 年前半までに 1115 件の activist campaigns が行われたが、2014 年だけ

でも activist campaignsの数は 347件となり過去最高となった。これに対して、

2005 年 1 月から 2006 年 8 月までの 20 ヶ月間に行われた activist campaigns の

数は 52件に過ぎなかった。 

 近年の activist campaigns の特徴として、対象となる会社の規模が大きくなっ

ていることが挙げられる。Activist campaignsを成功させること及びそこから収

益を挙げるためにはある程度の株式の集中保有を必要とするので、かつては

activist campaigns の対象となる会社の規模は小さかった。ところが、2013 年

には、activist campaigns の対象となった会社の 3 分の 1 は時価総額が 20 億ド

ルを超える会社であった。時価総額が 100 億ドルを超える会社が activist 

campaigns の対象となる事例は、2010 年は 17 件に過ぎなかったが、2011 年には

21 件、2012 年には 23 件、2014 年には 42 件に増加した。このような会社の中に

は、DuPont などアメリカを代表する大企業であり、かつ、継続して高い収益率を

記録してきたものも含まれる。すなわち、どんなに規模が大きく収益率が高いと

しても、activist campaigns の対象にならないとはいえず、hedge fund が他の

株主から支持を得ることができる計画を提示できれば、activist campaignsの対

象になり得るという状況に至っている。 

 Hedge fundが仕掛けた委任状争奪戦が全ての委任状争奪戦に占める割合は増加傾

向に有り、2009 年の 39％から 2013 年には 69％に増加した。Hedge fund が推薦

する候補者が取締役に選任されたなど hedge fund が勝利したと評価できる事例

の数は増加傾向にあり、2012 年は 52％であったが、2014 年には 73％となった。

Hedge fundが取締役を送り込むことに成功した事例の 44％で、18ヶ月以内に CEO

の交代が行われた。 

 Hedge Fund Bubble 

３．Hedge Fund Activismの評価 

３−１ 理論的な評価の対立 

 肯定的な評価 

 株式が分散保有されている上場会社では、集合行為問題のため株主が自己の利益

を守るために団結して行動することが困難であるが、Hedge Fund Activism はこ
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のような株主の利益を保護する役割を果たしている。1 

 否定的な評価 

 Activist campaignsを行うhedge fundの利益と他の株主の利益は対立している。

2 

 たとえば、hedge fundが activist campaignの一環として DuPontに仕掛け

た委任状争奪戦において DuPont 側についた BlackRock Inc.の CEO である

Lawrence D. Finkは、"The effects of the short-termist phenomenon are 

troubling both to those seeking to save for long-term goals such as 

retirement and for our broader economy ... " と述べている。3 

３−２ 事実認識に関する対立 

 “Pump at dump”; “myopic-activists” 

 Hedge fund activism に批判的な立場は、その主たる根拠として、activist 

campaigns によって短期的に対象会社の株価は大幅に上昇し、hedge funds は高

値で売り抜けることができるが、他の株主は長期的に対象会社の収益力の減少と

いう不利益を被るという状況（“pump at dump”）が生じていることを挙げる

（Coffee & Palia[2016] at549）。このような主張は、“myopic-activists” claim

と呼ばれることもある（Bebchuk et al. [2015] at 1093-95）。 

 Activist campaign が Schedule 13D の提出により明らかになることによっ

て対象会社の株価が短期的に上昇することは、多くの実証研究によって明ら

かにされているし、hedge fund activism に批判的な論者も認めている

（Bebchuk et al. [2015] at 1121-23）。 

 “Pump at dump” ; “myopic-activists”を根拠として hedge fund activism

に批判的な論陣を展開する代表的な論者は、アメリカの著名な弁護士事務所の

Wachtell, Lipton, Rosen & Katzである。その主張の内容は、同事務所が敵対的

企業買収に批判的な論陣を展開した際の主張と等しい（Coffee & Palia[2016] 

                         
1
 See, e.g., Ronald J. Gilson & Jeffrey N. Gordon, The Agency Costs of Agency Capitalism: Activist 

Investors and the Revaluation of Governance Rights, 113 COLUM. L. REV. 863 (2013); Lucian A. 

Bebchuk, The Case for Increasing Shareholder Power, 118 HARV. L. REV. 833 (2005). 
2
 See, e.g., Iman Anabtawi, Some Skepticism about Increasing Shareholder Power, 53 UCLA L. REV. 

561 (2006); Iman Anabtawi & Lynn Stout, Fiduciary Duties for Activist Shareholders, 60 STAN. L. 

REV. 1255 (2008); William W. Bratton & Michael L. Wachter, The Case Against Shareholder 

Empowerment, 158 U. PA. L. REV. 653 (2010). 
3
 See Andrew Ross Sorkin, BlackRock's Chief Lawrence Fink, Urges 

Other C.E.O.s to Stop Being So Nice to Investors, N.Y. TIMES (Apr. 12, 2015), 

http://www.nytimes.com/2015/04/14/business/dealbook/blackrocks-chief-laurence-fink-urges-other-

ceos-to-stop-being-so-nice-to-investors.html. 
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at549 note9）。4これに対して、“Pump at dump”のような状況は生じていないと

実証的に主張する代表的な論者が、Lucian Bebchukである。 

 なお、“Pump at dump” ; “myopic-activists”に対しては、元デラウエ

ア州最高裁判所判事の Jack B. Jacobs や現デラウエア州最高裁判所判事の

Leo E. Strine, Jr.が親和的な態度をとっている（Bebchuk et al. [2015] at 

1149）。 

 Bebchuk et al. [2015]による実証研究 

 “Pump at dump”; “myopic-activists”を根拠として hedge fund activism に

批判的な立場をとる論者は、activist campaign によって短期的に対象会社の業

績が向上して株価は上昇するかもしれないが、それは activist campaignが対象

会社に長期的な不利益をもたらす犠牲（R&D 投資の削減など）を伴うことが株価

に十分に反映されないからであると考える(Bebchuk et al.[2015] at 1096)。し

かし、activist campaignを仕掛ける hedge fundは短期間の株式保有を前提とし

た短期的な利益を追求しており、株式市場が hedge fund activism が対象会社の

企業価値に与える長期的な影響を十分に株価に反映させることができないと仮

定しても、“pump at dump”; “myopic-activists”という事実認識が理論的に

正しいとは限らない。株式市場が非効率で activist campaign を仕掛ける hedge 

fundの株式保有期間が短いと、理論的には activist campaignが対象会社に長期

的には企業価値を毀損する行動を求める可能性はある。しかし、そのような事例

がどの程度の頻度で生じるかは明らかではないし、activist campaign が短期的

および長期的な企業価値の増加につながり得る行動を求める事例の方が圧倒的

に多い可能性すらある（Bebchuk et al.[2015] at 1096）。 

 Bebchuk et al.[2015]は、“pump at dump”; “myopic-activists”は事実認識

に関する仮説の一つに過ぎず、その正しさは、それ自体が実証研究の対象とされ

るべきとして、activist campaign の後の対象会社の業績や株価の変化と

activist campaign の相関関係を調査した。その全てを紹介することはできない

が、activist campaign の後の 5 年間の対象会社（上場が維持されているものに

限る）の Tobin’s Q と ROA の変化や対象会社の株価の超過収益率を測定するこ

とによって、activist campaign と対象会社の Tobin’s Q、ROA、株価の間に統

計的に有意な負の相関関係を観察することはできず、 “pump at dump”; 

“myopic-activists という仮説は誤りであることが実証されたと主張する

                         
4
 See, e.g., Martin Lipton & Steven A. Rosenblum, A New System of Corporate Governance: The 

Quinquennial Election of Directors, 58 U. CHI. L. REV. 187 (1991) 
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（Bebchuk et al.[2015] at 1117 & 1130）。 

 Coffee & Palia[2016]は、Bebchuk et al.[2015]について、“pump at dump”; 

“myopic-activists”は仮説として概ね棄却されたと評価しつつ、hedge fund 

activism によって対象会社の収益力が増加するということまでを説得的に示す

ことができていないと評価する（Coffee & Palia[2016] at 551note 16, 587 

note173）。 

 確かに、Bebchuk et al.[2015]の研究では、activist campaign と対象会社の業

績や株価の間に正の相関関係がある場合が多いことが示されているが、その関係

のいくつかは統計的に有意であると評価できないものである。特に、Tobin’s Q

と ROAを比較した場合、Tobin’s Q の方が統計的に有意な結果が得られている項

目が多いような印象を受ける（Bebchuk et al.[2015] at 111 1, 1114, 1117）。

Bebchuk et al.[2015]は、このような結果を説明する 1つの方法として、長期的

な業績の向上が対象会社が保有する既存の資産の収益力の増加以外の理由で生

じる可能性を挙げる（Bebchuk et al.[2015] at 1111）。なお、Tobin’s Q は、

結局は株式市場による対象会社の業績の評価であることに留意されるべきであ

る。そうすると、hedge fund activism が対象会社の業績に与える影響を評価す

る際に、Tobin’s Q を利用することの是非が問われるべきかもしれない。 

 R&D 投資などの減少 

 Hedge fund activism に 批 判 的 な 論 者 に よ っ て 、 “Pump at dump”; 

“myopic-activists”という事実認識の正しさとは別に、activist campaign の

後、対象会社が、R&D 投資など成果が挙がるのに長期間を要する投資を絞る傾向

にあることへの懸念が示されることがある。 

 Hedge fund など短期主義的な傾向を持つ投資家は、配当や自己株式の取得

を通じた株主への分配、特に負債による資金調達によってそれを行うことを

好むが、その結果、対象会社による R&D 投資などが減少する（Coffee & 

Palia[2016] at 573）。 

 2015年に公表された研究によれば、activist campaign が成功した対象会社

の R&D投資の額が売上高に占める割合が、activist campaign の対象となっ

たこと以外は共通した特徴を有する会社と比べて、長期的に下落傾向にある

ことが示された。5 

                         
5
 See Yvon Allaire & Francois Dauphin, Hedge Fund Activism: Preliminary Results and Some New 

Empirical Evidence, INST. FOR GOVERNANCE OF PUB. & PRIVATE ORG. (Apr. 1, 2015), 

http://www.shareholderforum.com/access/Library/20150401_Allaire.pdf.  
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 Hedge fund activism に批判的な論者は、対象会社は activist campaign によっ

て R&D投資などの減少を迫られ長期的な利益を犠牲にせざるを得なくなっている

と主張する。これに対して、Bebchuk et al. [2015]は上場会社の経営者は一般

的に事業規模の拡大を求めて非効率的な投資を行う誘因を持っている（いわゆる

empire building）として、R&D投資などの減少は肯定的に評価され得る可能性の

あることを示唆する（Bebchuk et al. [2015] at 1136 & 1137 note 103）。これ

に対して、Coffee & Palia[2016]は、empire building に対する懸念は経営者の

報酬の主たる部分が金銭であった場合は大きかったが、報酬の大部分がストッ

ク・オプションと株式になった現代においては、経営者には規模の最大化を追及

する誘因は存在しないとして、Bebchuk et al. [2015]の評価に疑問を呈する

（Coffee & Palia[2016] at 593-594）。 

 Activist campaign の後に対象会社が R&D 投資を減少させることが対象会社の企

業価値にどのような影響を与えるかについても、実証研究が蓄積されつつある。

6Bebchuk et al. [2015]も、activist campaign のサンプルのうち、activist 

campaignが行われた時期が属する年の前年度と比較して、①レバレッジ比率の増

加が全ての上場企業の上位 5％に属する、②配当と自己株式の取得額の増加額が

全ての上場企業の上位 5％に属す、③資本支出および R&D 投資の増加額が全企業

の 下 位 5 ％ に 属 す る 、 の 3 つ の 条 件 の い ず れ か を 満 た す も の

を”investment-limiting” activist intervention として特に取り上げて実証

研究を行っている。”Investment-limiting” activist intervention の数は、

サンプルの総数の 19％を占める（Bebchuk et al. [2015] at 1136-38）。 

 Bebchuk et al. [2015]は、”investment-limiting” activist intervention の

みを対象として、activist campaign後の 5年間の ROAおよび Tobin’s Q の変化

を測定し、”investment-limiting” activist intervention と対象会社の ROA

または Tobin’s Q の間に統計的に有意な負の相関関係は存在しないこと、対象

会社の業績との相関関係という点で”investment-limiting” activist 

interventionとその他の activist campaignの間に統計的に有意な差異は存在し

ないことが明らかになったと主張する（Bebchuk et al. [2015] at 1138-41）。

ただし、”investment-limiting” activist intervention と対象会社の ROA ま

                         
6
 たとえば、activist campaign が成功した後の特許出願件数に着目し、R&D 投資は減少して

も特許出願件数が増加していることから、R&D 投資の効率性が増したと主張する研究も公

表されている。See, e.g., Brav, Alon and Jiang, Wei and Ma, Song and Tian, Xuan, How Does 

Hedge Fund Activism Reshape Corporate Innovation? (May 16, 2016). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2409404 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2409404. 
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たは Tobin’s Q の間に統計的に有意な正の相関関係があるか否について、

Bebchuk et al. [2015]はそのように解することに肯定的であるが、Coffee & 

Palia[2016]は疑問を呈している（Coffee & Palia[2016] at 590-591）。 

３−3 Hedge fund activismに対する評価の対立が意味すること 

 これまでの実証研究から明らかになったことは？ 

 Activist campaign の直後および一定期間の経過後に、対象会社の企業価値が下

落するという傾向は、一般的には見られない。 

 仮にこのような傾向が存在するのであれば、hedge fund activism を一般的

に規制することを基礎付ける重要な根拠となる。 

 Activist campaign の直後および一定期間の経過後に、対象会社の企業価値が上

昇するという傾向が存在するか否かについては、争いがあるように思われる。 

 実証研究の限界について（Coffee & Palia[2016] at 551-552） 

 長期的に観察して対象会社の株価に正の超過収益率が生じていたことを発見し

た研究においても、研究対象となったサンプルのかなりの割合で対象会社に負の

超過収益率が計測されている。 

 Activist campaignsによって対象会社の株価に正の超過収益率が観察されたこと

は、必ずしも企業価値の向上を意味するとは限らず、単に市場参加者の中で単に

対象会社に対して買収提案がなされ株主が買収プレミアムを獲得できるとの期

待が高まったことが株価に反映されたに過ぎない可能性がある。 

 これまでの実証研究は、hedge fund activism が株主にもたらし得た利益が、社

債権者や従業員などの犠牲によって生じたものである可能性に十分な注意を払

ってこなかった。 

 Ｈedge fund activism が対象会社に与える影響を対象とした実証研究では、hedge 

fund activism が対象会社以外の会社に与える影響を測定することができない。

たとえば、対象会社以外の会社は hedge fund activismの対象となることを恐れ

て、レバレッジ比率や配当の額を増加させ、おもしくは長期的な投資を減少させ

る可能性がある。 

 Bebchuk et al. [2015]から予想される反論 

 Bebchuk et al. [2015]は、一般的な傾向として、activist campaignと対象会社

の業績・株価の間に正の相関関係が観察されれば（負の相関関係が観察されなけ

れば）、hedge fund activism は社会全体にとっても、また、上場株式のポートフォ

リオを保有する投資家にとっても、不利益を与えるものではないように考えてい

るように思われる。 
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 Activist campaign とその後の対象会社の業績の向上に統計的に有意な正の相関

関係があることは、activist campaign によって対象会社の業績が向上したこと

を当然に意味するのではなく、業績が向上する対象会社を hedge fund が選択し

て activist campaign を仕掛けた可能性を排斥するわけではない。Bebchuk et 

al.[2015]も実証研究によって相関関係だけではなく因果関係を証明することは

困難であることを認めている。しかし、activist campaign とその後の対象会社

の業績の間に負の相関関係が存在することが否定されれば、“pump at dump”; 

“myopic-activists”の仮説に基づき hedge fund activismを制約を主張する見

解は根拠を欠くことになるとも指摘する（Bebchuk et al.[2015] at 1119）。 

 Hedge fund activism が対象会社以外の会社に影響を与えることは、hedge fund 

activism に肯定的な評価をする見解も否定的な評価をする見解も認めている。

Bebchuk et al. [2015]は hedge fund activism が対象会社に与える影響と対象

会社以外に与える影響は別の問題であり、同論文では前者に焦点を絞っている。

ただし、activist campaign が公表されることによって、対象会社と類似の属性

を持つ会社の株価にも超過収益が発生することを示す実証研究が存在すること

を指摘している（Bebchuk et al. [2015] at 1095 note28）。 

 Bebchuk et al. [2015]の動機は、hedge fund activismに批判的な論者（特に Wachtell 

Lipton 弁護士）が実証研究よりも経営者達の実際の経験（”depth of real-world 

experience” ）を信頼すべきとの反論に対応することである（Bebchuk et al. [2015] 

at 1091-92）。Hedge fund activismと対象会社の企業価値の相関関係を対象とした実

証研究を全く無視することは適切ではないが、個々の activist campaign の妥当性を

検証する必要がなくなるわけではないように思われる。 

 結局は、対象会社の企業価値を増加させる activist campaign と下落させる

activist campaignを選別できる仕組みが存在するか？ 

 Bebchuk et al. [2015]の主張は、現行法はそのような仕組みを既に備えている

ので、法規制による介入、特に hedge fund activism を制約する方向での規制強

化に実証的な根拠は存在しないというものである。これに対して Coffee & 

Palia[2016]は、hedge fund activismの制約要因となっていた種々の法制度が近

年、急激に変化したため、hedge fund activism によって対象会社の企業価値が

損なわれたとの疑いを抱かざるを得ない事例（Allergan; DuPont）が現れてきて

いることから、現行法の枠組みに懸念を表明するものといえる。 

４．Hedge Fund Activismを巡る法的問題 

 法制度は Hedge Fund Activism の費用および利益の大きさに影響を与える（Coffee & 
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Palia[2016] at 550）。 

 「期差取締役会＋ポイズン・ピル」の減少 

 2000 年に S&P500 指数を構成する上場会社の 300 社が期差取締役会を採用してい

たが、2013 年には 60社に減少した（Coffee & Palia[2016] at 557）。 

 Shareholder Rights Projects 

 議決権行使助言会社の影響力 

 議決権行助言会社に反対によって、ポイズン・ピルを常駐させることは困難にな

った（Coffee & Palia[2016] at 559−560）。 

４−１ “Ｗolf pack” 

 Coffee & Palia[2016]は、hedge fund activismが増加した主たる理由の一つとして、

"wolf pack"を挙げる（Coffee & Palia[2016] at 550）。Coffee & Paliaは、"wolf pack"

は、hedge fund が 1934 年取引所法 13 条(ｄ)(3)の group を形成することを意図的に

避けつつ緩やかな協調行動をとることと定義する（Coffee & Palia[2016] at 562）。7 

 1934 年取引所法 13 条(ｄ)は、我が国の大量保有報告制度に相当する義務を定める規

定である。上場会社の株式をその発行済株式総数の 5％を超えて取得するに至った者

は、その日から 10日以内に Schedule 13D を SECに提出しなければならない。8 

 株主が group を形成する場合、持株数が発行済株式総数の 5％を超えるか否かは

group を構成する株主全員の持株数が合算されて判断され、group を構成する株

主全員を名宛人として Schedule 13D の提出義務が課される。 

 "Wolf pack"は同じ目的を持って同時並行的に行動するに過ぎないので、たとえ

参加者の間で遣り取りが行われていたとしても、"wolf pack"の参加者が group

を構成するとは評価されないと解する見解が有力である（Coffee & Palia[2016] 

at 568）。 

 Activist campaign を行おうとする hedge fund にとって、"wolf pack"には以下のメ

リットがある（Coffee & Palia[2016] at 561-564）。 

 持株数が 5％未満の hedge fundは、activist campaignに参加していることを自

白しない限り、1934 年取引所法 13 条(ｄ)の定める開示義務違反を問われること

はない。 

 Schedule 13Dの提出義務が発生する時期を遅らせることができる。 

                         
7
 Securities Exchange Act of 1934 §13(ｄ)(3), 15 U.S.C.§78m(d)(3) (2012) (“When two or more 

persons act as a partnership, limited partnership, syndicate, or other group for the purpose of 

acquiring, holding, or disposing of securities of an issuer, such syndicate or 

group shall be deemed a ‘‘person’’ for the purposes of this subsection”). 
8
 SEC, Form of Schedule 13D, 17 C.F.R. § 240.13d-101 (2014).  
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 対象会社が複数の hedge fund による大量株式取得行為に気付きポイズン・ピル

を導入する前に、activist campaignに賛同する hedge fund で大多数の議決権を

支配することができる。 

 Schedule 13D の提出が対象会社の株価や取引高に与える影響の研究によって、

Schedule 13D の提出後よりも提出前 10 日間の方が株価や取引高に与える影響は大き

いことが明らかにされている。9また、Schedule 13Dを提出した投資家が取得した株式

のほとんどは持株割合が 5％を超えた日とその翌日に取得されたものであることを示

す研究が存在する。10これらの研究を踏まえて、Coffee & Palia[2016]は、Schedule 13D 

の提出前後の株価や取引高の変動から、"wolf pack"は以下のような経過で行われると

推測する（Coffee & Palia[2016] at 564-565）。 

 Activist campaign を主導する hedge fund（以下「リーダー」という）が、対象

会社の発行済株式総数の 5％超を取得する。リーダーは、持株割合が 5％を超過

した日から 10 日間、Schedule 13D を提出することなく株式を買い増すことがで

きるが、そのような行為はあまり行われていない。 

 リーダーから activist campaign の情報を得た hedge fund が、対象会社の株式

を買い増す。 

 リーダーが Schedule 13Dを提出する。 

 リーダーは、Schedule 13D を提出する前に activist campaign に賛同して対象会社の

株式を買い集めてくれる hedge fundを集めることによって、activist campaignが成

功する確率を高めることができる（Coffee & Palia[2016] at 566）。 

 "Wolf pack"によって hedge fund だけではなく対象会社のその他の株主も利益を得る

ことができるのであれば、それを問題視する必要性は小さいかもしれない。Coffee & 

Palia[2016]は、"wolf pack"が対象会社およびその株主に与える負の影響として以下

の点を指摘する（Coffee & Palia[2016] at 593）。 

 "Wolf pack"の参加者は activist campaign を秘匿して株式を買い集めることが

できる（creeping control）のに対して、一般株主は activist campaign の情報

が反映された株価でしか対象会社の株式を取得できないので control premiumを

獲得する機会を失う。 

 実証研究によると Schedule 13D の提出に伴う対象会社の株式の超過収益の発生

                         
9
 See Alon Brav et al., Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm Performance, 63 J. 

FIN. 1729, 1756 (2008). 
10

See Lucian A. Bebchuk et al., Pre-Disclosure Accumulation by Activist Investors: 

Evidence and Policy, 39 J. CORP. L. 1, 6 (2013). 
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は activist campaign の内容とは無関係に発生し（Coffee & Palia[2016] at 584）、

かつ、"wolf pack"の参加者は安く株式を買い集めているので、非常に低いリス

クで収益を挙げることができる。その結果、activist campaign の内容を洗練さ

せることなく hedge fund activismから利益を挙げることができるようになって

いる。 

４−２ Schedule 13Dの提出期限について 

 Dodd-Frank 法 929Ｒ条は、1934 年取引所法 13 条(ｄ)を改正し、SEC に Schedule 13D

の提出期限を短縮する権限を与えた。その後、SEC が同権限を行使すべきかが争われ

た。当初、SEC は同権限を行使する意図を見せていたが、現在は計画を取り下げてい

るようである（Coffee & Palia[2016] at 598）。 

 Lucian A. Bebchuk & Robert J. Jackson, Jr., The Law and Economics of 

Blockholder Disclosure, 2 HARV. BUS. L. REV. 39 (2012) 

 Adam O. Emmerich et al., Fair Markets and Fair Disclosure: Some Thoughts on 

the Law and Economics of Blockholder Disclosure and the Use and Abuse of 

Shareholder Power, 3 HARV. BUS. L. REV. 135 (2013) 

 Schedule 13Dの提出期限の短縮に否定的な論者は、それが activist campaign を行お

うとする hedge fund が Schedule 13D の提出前に対象会社の株式を取得するための費

用を増加させることを問題視する。Schedule 13Dの提出期限前にどれだけ安価に大量

の株式を取得できるかは、activist campaign によって得ることできる利益の大きさ

を決めるかだけではなく、activist campaign が成功する確率にも影響を与える。し

たがって、Schedule 13Dの提出期限を短縮するか否かを検討する際には、それが hedge 

fund activismに与える負の影響が考慮されるべきと主張する（Bebchuk et al. [2015] 

at 1153）。 

 Coffee & Palia[2016]は、Schedule 13D を提出した投資家が取得した株式のほとんど

は持株割合が 5％を超えた日とその翌日に取得されたものであることを示す研究の存

在を指摘し、Schedule 13Dの提出期限の短縮は activist campaign のリーダーの株式

取得ではなく"wolf pack"の参加者の株式取得費用に影響を与えると主張する。そして、

"wolf pack"を促進することに懐疑的な立場から、現在の Schedule 13D の提出期限を

維持することに消極的な立場をとる（Coffee & Palia[2016] at 596−597）。 

４−３ その他の"wolf pack"への対抗策について 

 Groupの定義について 

 Coffee & Palia[2016]は、"wolf pack"のリーダーから activist campaign につ

いて情報を得たことを Schedule 13D の提出義務が課される group が形成された



 12 

ことを示す証拠として用いることで、"wolf pack"によって Schedule 13Dの提出

義務に確保できる対象会社の株式数が小さくなること、"wolf pack"が抱えるイ

ンサイダー取引規制に類似の不公平さへの対処という点では、Schedule 13Dの提

出期限の短縮よりも group の定義を見直す方が直接的であること、"wolf pack"

が不可能になるわけではないこと、を指摘する（Coffee & Palia[2016] at 600−

601）。 

 “Window-closing” poison pill 

 Hedge fund activism に対するデラウエア州の判例法理を、「『株主総会での議決

権行使による判断がなされる前に株式の売買を通した支配権の取得により決着

がつくこと』を上場企業側が一時停止させようとする行為（換言すると、当該時

点での株主構成で株主総会での決選投票を行うこと）を、広く許容する法解釈を

強化していることである。上場企業の取締役会が中長期的利益の最大化の観点か

ら正当な事業戦略を有している場合には、当該戦略に対して脅威となり得る短期

的利益の実現行動を裁判所は少なくとも助力しないというスタンスとも表現で

きる」と紹介する見解がある（武井一浩＝石崎泰哲「上場企業法制における企業

の中長期的利益とショートターミズムとの調整〔下〕—最近の欧米の議論の諸相

から—」商事法務 2098号 36頁以下（2016年）38頁）。 

 ポイズン・ピルは、取締役会の同意を得ることなく大量の株式を買い集めた

者に対して事後的に希釈化の不利益を与える仕組みであるから、activist 

campaignを行おうとする hedge fund に対する牽制にもなるはずである。 

 伝統的には、ポイズン・ピルによる希釈化が発動する持株割合は 20％とさ

れていたが、その割合を activist campaign を行おうとする株主についての

み 10％とするものがデラウエア州衡平法裁判所によって認められている

（Coffee & Palia[2016] at 564）。ポイズン・ピルの内容として、Schedule 

13D の提出義務と同じく、持株割合を計算する際に”group”を構成する株

主全員の持株数は合される旨が定められる。しかし、"wolf pack"が成功す

ると、対象会社は、このようなポイズン・ピルを利用して大量株式買付行為

を妨げる機会を失うことになる（Coffee & Palia[2016] at 564）。たとえば、

Third Point が Sotheby’s に仕掛けた activist campaign では、Sotheby’s

がポイズン・ピルを導入した時点で、Third Pointの持株比率は 9.62％であ

ったが"wolf pack"に参加する hedge fundの参加者をあわせると、その持株

比率は 32.86%であったようである（Coffee & Palia[2016] at 567）。 

 Coffee & Palia[2016]は、Schedule 13D の提出期限の短縮も groupの解釈の見直
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しも行われなくとも、Schedule 13D を提出することなく 5.1％以上の株式を取得

したことを希釈化の発動条件とするポイズン・ピル（“window-closing” poison 

pill）によって"wolf pack"に対抗できる可能性を示唆する（Coffee & Palia[2016] 

at 602） 

５．日本企業を対象とした activist campaign への対処を考える際

の示唆 

 アメリカと日本では、対象会社の状況、hedge fund activism の制約要因となる法制

度の存否が大きく異なることに留意する必要がある。 

 Activist campaign の後に対象会社が R&D 投資などを減少させることを評価する

際には、他の手段によって経営者が非効率的な投資を行うことがどれくらい規律

されているかを合わせて考える必要がある。また、イノベーションの担い手とし

ての上場企業の重要性も考慮されるべきであるかもしれない。 

 日本の大量保有報告制度（5％という基準は同じであるが提出期限は 5 営業日以

内）を踏まえると、アメリカのように大規模な wolf packを行うことは困難であ

るように思われる。 

 Activist campaignの是非を誰が判断するべきか？ 

 敵対的企業買収を巡る論争と同じ問題 

 “Wolf pack”が成功すると取締役会には為す術がないことの評価 

 比較多くの株主が賛同している以上、問題が無いのか？ 

 “Wolf pack”の形成を規制して、株主総会で決着させるべきか？ 

 Activist campaign を仕掛ける hedge fund（“wolf pack”に参加する株主を含

む）は、そもそも長期保有を前提としていないことをどのように評価するべき

か？ 

 Coffee & Palia [2015] at 606 (“Proponents of activism in effect argue 

that the majority has the right to rule, even if it remains only for 

the short term. Although we recognize that there is no alternative to 

shareholder democracy, it does not follow that accountability need be 

a daily process (or that elections should be held at the choice of 

insurgents). One can accept shareholder democracy, but still debate the 

appropriate time-frames and processes for elections.”). 


