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わが国の議決権行使助言会社の規制
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梅本剛正

Ⅰ はじめに
1

比較法の小括
前回見たアメリカと EU の規制の議論において，これらの国においても議決権行使助言

会社の規制という問題は、比較的最近取り組み始めたものであることがわかった。
朝令暮改のようにみえるアメリカの状況は、規制の基本的なスタンスすら定まっていな
い感すらあるが、民主党政権下の SEC においても，議決権行使助言会社を委任状勧誘規則
において規制対象とする姿勢自体は維持していることから，規制の必要性は認識されてい
るようである。
なお、法規制という点では，今回詳しく触れていないが、オーストラリアが場合によると
厳格な規制を行う可能性がある。今年の 4 月にオーストラリア政府は，議決権行使助言会
1
社の規制について諮問文書を公表したが，そこでは議決権行使助言会社をライセンス制（免

許制 or 登録制) とすることも検討しているようである2。
現在のオーストラリアの規制では，金融商品の取引に関わる助言をする場合には金融サ
ービスライセンスが必要となる。たとえば、自己株取得の議案や公開買付けに関わる議案に
関してアドバイスする業者にはライセンスが求められている（オーストラリアで活動する
議決権行使助言会社はすべてこのライセンスを得たうえで事業活動を行っている）。
理論上金融取引に関わらない役員選任議案や報酬議案に限定して助言を行うにはライセ
ンスは不要であるが、今回の諮問では，金融取引に関わらない議案に対する助言についても
ライセンスを必要とするよう法改正をすべきかが諮問されている。
それ以外には，アメリカの 2020 年規則のような，利益相反の開示や調査対象会社との事
前の情報共有などの規制が検討されているようであるが，ライセンスの内容次第では厳格
なルールとなる可能性もある。このような規制の方向に対しては批判も強く3，規制が導入
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前回見たように，アメリカでも議決権行使助言会社の登録制度を設ける連邦法の改正提

案は何度か議会に上がったが成立していない。
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The Australian Government the Treasury, Greater transparency of proxy advice

Consultation Paper (April 2021).
3

Reuters, Investors criticize Australia's proposed proxy advisor rules(June 2, 2021)
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されるか否か，されるとしてどのようなものになるかはまだ明らかではない（パブリックコ
メントは 6 月に終了）
。
オーストラリアは別として，EU にせよアメリカにせよ，議決権行使助言会社に対して厳
格な規制を加えるもの―たとえば，民事・刑事・行政上の制裁を伴う規制を加えるもの―と
はなっておらず，またそうすべきだとする主張も聞かない。
規制形式については，アメリカは法規制であるが，EU の場合は法規制を前提としながら
も，自主規制に多くを委ねているので，ソフトロー的なものとみることもできそうである4。
規制内容については，どの国においても➀利益相反の開示，➁策定過程の透明化ないし助
言内容の正確性確保等である。対立があるのは，➁に関連して，調査対象会社に調査レポー
トの事前チェック等をどの程度認めるのか，あるいは認めないのか，という点にあるようで
ある。
わが国の規制である，スチュワードシップ・コードも厳格な規制でないという点では，EU
などと似ており，また規制内容も各国同様に利益相反の開示や策定プロセスの透明化など
であり，大きく異なるところはない。
登録制度などの法規制であっても，規制内容次第では，負担感の小さいものに留めること
は可能だと思われるので，将来的に法規制という選択肢を排除する必要はないように思わ
れるが，アメリカのように委任状勧誘規制に定めを置くことにはならないであろう5。
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本日の報告内容
今回は，わが国において，議決権行使助言会社に一定の規制を加えているスチュワードシ

ップ・コードの内容について主として検討を加えることとする。加えて，もう１つ議決権行
使助言会社の規制の在り方について，やや異なる見地から検討を加えてみたい。
上場会社の株式保有比率を増大させている機関投資家が，上場会社の株主総会において
議決権行使を求められるようになってきたが，その膨大な事務作業に苦労した結果、多くの
作業をアウトソーシングしていることに、議決権行使助言会社の影響力の大きさの原因が
あることは前回見た通りである。
議決権行使助言会社が一定数存在し競争環境にあるのなら，議決権行使助言会社の提供
するサービスの質の確保は競争に委ねればよく，議決権行使助言会社の規制という論点は
そもそも問題になり得なかったのかもしれない。とはいえ，議決権行使助言会社の規制はど
の国においても ISS(とグラスルイス)がほぼサービスを独占的に提供している。
ところで，イギリスにおいては，議決権行使助言会社の影響力はさほど大きくないという
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ただし，国によって上乗せ規制がなされている可能性があるので，一律にそうであると

はいいがたい。
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黒沼悦郎「議決権行使助言会社に関する SEC の２つのリリースとその日本への示唆」資

料版商事法務 428 号(2019)6 頁。
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研究がある。イギリスにおいては伝統的に，議決権行使助言会社と類似のサービスを，機関
投資家の業界団体が提供しているのが主たる理由である。
議決権行使助言会社の新規参入等がほとんどない現状を踏まえると，イギリスを参考に
して，機関投資家自身が業界団体等を通じて議案の分析や推奨内容の決定という作業を担
うことを検討することも考えられる。

Ⅱ わが国における議決権行使助言会社の規制
1

スチュワードシップ・コードにおける規制の沿革

（1）2014 年スチュワードシップ・コード
2014（平成 26）年 2 月 26 日の最初のスチュワードシップ・コードにおいても，議決権
行使助言会社について部分的な記載はなされていた。たとえば、
「本コードの目的」8 にお
いて、
「本コードの対象とする機関投資家は、基本的に、日本の上場株式に投資する機関投
資家を念頭に置いている。また、本コードは、機関投資家から業務の委託を受ける議決権行
使助言会社等に対してもあてはまるものである」とされていたほか、機関投資家が議決権行
使を利用している場合の対応について定める指針 5－4 に若干のコメントがなされていた。
（2）2017 年改訂版スチュワードシップ・コード
指針５－５ 議決権行使助言会社は、企業の状況の的確な把握等のために十分な経営資源を
投入し、また、本コードの各原則（指針を含む）が自らに当てはまることに留意して、適切
にサービスを提供すべきである。また、議決権行使助言会社は、業務の体制や利益相反管理、
助言の策定プロセス等に関し、自らの取組みを公表すべきである。
しかし，指針等で明示的に定めが置かれたのは、2017 年改訂スチュワードシップ・コー
ドにおいてであり、ここでは議決権行使助言会社を対象とした「指針 5－5」が新設された。
この間の経緯は以下のとおり。
〇2016(平成 28)年 4 月 26 日開催の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバ
ナンス・コードのフォローアップ会議」第７回
事務局から「７点目でございますが、議決権行使助言会社は形式的な企業の対応を助長する
結果につながらないよう、実質的な判断を行うよう努めるべきというご意見6があったとい
うことでございます。機関投資家の側におかれても、議決権行使助言会社の助言に形式的に
依拠するのではなく、その利用に先立って、その質などを具体的に検証するなど、みずから
実質的な判断を行う必要があるということであろうかと思います。
」との説明があったのが
方向性を示すものとしては最初。

6

2015（平成 27）年９月 24 日第 1 回会議における冨山和彦氏の意見のこと。
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本格的な議論がなされるのは、2017(平成 29)年２月 17 日「スチュワードシップ・コードに
関する有識者検討会」第 2 回である。アメリカや EU において議決権行使助言会社を対象と
した規制が設けられていることが事務局から紹介され、わが国のスチュワードシップ・コー
ドにも，議決権行使助言会社を盛り込むことについて議論がされる。全体的に利益相反の開
示の必要性や十分な資源を投入しているか等の策定プロセスの開示は必要であるという点
で検討会では合意が取れていた印象。
フォローアップ会議も有識者検討会も，機関投資家の関係者が参加しているが，アメリカ
と異なり機関投資家の規制反対論は聞かれないのが興味深い。おそらく規制内容がスチュ
ワードシップ・コードにおいて一定の情報開示を求めるものに留まるものだからであろう。
（3）2020 年再改訂版スチュワードシップ・コード
原則８ 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たす
に当り、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するも
のとなるよう努めるべきである。
2020 年 3 月 4 日改訂スチュワードシップ・コードでは「原則 8」と 3 つの指針という形で，
より詳細な規定が設けられた。
議決権行使助言会社の扱いが従来に比べて大きくなった理由は、フォローアップ会議意
見書(4)での指摘にあったと考えられる（赤字筆者）
。
〇2019(平成 31)年 4 月 24 日公表「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナ
ンス・コードのフォローアップ会議」意見書（４）
「2017 年のスチュワードシップ・コード改訂において議決権行使助言会社の責務が明確化
されたものの、その助言策定プロセスが依然として不透明であり、取締役選任議案等につい
て個々の企業の状況を実質的に判断するために必要な人的・組織的体制が備わっていない
のではないか等の指摘がある。パッシブ運用が広く行われる中で多くの運用機関が議決権
行使助言会社を利用している実態を踏まえると、企業の持続的成長に資する議決権行使が
行われるためには、個々の企業に関する正確な情報を前提とした助言が運用機関に提供さ
れることが重要である。こうした観点から、議決権行使助言会社において、十分かつ適切な
人的・組織的体制の整備と、それを含む助言策定プロセスの具体的な公表が行われるととも
に、企業の開示情報のみに基づくばかりでなく、必要に応じ自ら企業と積極的に意見交換し
つつ助言を行うことが期待される。また、運用機関についても、企業との相互理解を深め、
建設的な対話に資するため、議決権行使助言会社の活用の状況について、利用する議決権行
使助言会社名や運用機関における助言内容の確認の体制、具体的な活用方法等に関する説
明や情報提供を促すことが重要である。
」
このフォローアップ会議意見書を受けて、
「スチュワードシップ・コードに関する有識者
検討会」
（1 回～3 回）において、議決権行使助言会社や機関投資家による活用状況について
4
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議論（この間にアメリカの SEC 規則改正案が公表され事務局から概要が紹介）。
2 わが国のスチュワードシップ・コードの個別的検討
前回みた EU の規制と同様に，ISS はわが国のスチュワードシップ・コードについても，
コンプライアンスステートメントを公表しているが、全体的にさほど異なるものではない
ので、必要な範囲で触れるに留める。

原則８ 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たす
に当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資する
ものとなるよう努めるべきである。

（1） 情報公開は英語でよいのか？
原則 8 全体にいえることであるが，このような情報開示を求める趣旨は，限られた数の
議決権行使助言会社が機関投資家の議決権行使に大きな影響力を持つに至り，上場会社の
重要な決定が行われる株主総会の結果を左右する力を持つにいたったことから，開示を通
じてそのサービスが適正になされることを目的としているはずである。上記フォローアッ
プ会議の意見書の意図もわが国の上場会社の株主総会の議案に対する推奨を問題にしてい
るはず。かかる趣旨からすると，情報の公表は英語ではなく日本語でなされるべきではない
だろうか。ところが，大手 2 社である ISS もグラスルイスも英語でしか情報を開示してい
ない。
ただし，議決権行使助言会社が規制趣旨に沿わない開示をしているというよりも，規制当
局が日本語での開示までは求めていないフシがあり，そちらが問題ではないか。
つまり，スチュワードシップ・コード 2017 改訂版時のパブコメ 32 番では，
「指針５－５
が求める議決権行使助言会社による自らの取組みの公表について、公表される内容は、日本
国内の上場企業及び受益者である国民一般に認識されるべきであることから、日本語で公
表されることが望ましいと考える。これにより、議決権行使助言会社もまた、受益者等によ
り、適切に評価または淘汰されることが望ましいと考える」とのコメントがあった。
ところが，金融庁の回答は「貴重なご意見として承ります。
」のみ。つまり，金融庁とし
ても英語の開示でも差し支えないとの立場なのであろう。2020 年版でも取り立てて日本語
での開示を求めていないことからすると，同じ立場なのだろう思われる。しかし，日本語に
よらない開示は規制趣旨に沿うものだろうか？

８－１． 議決権行使助言会社・年金運用コンサルタントを含む機関投資家向けサービス提
供者は、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理するの
かについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これらの取組
みを公表すべきである。
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（2） 利益相反の開示
議決権行使助言会社の利益相反の開示については，欧米においても規制対象とされてい
る事項であるが，議決権行使助言会社の調査や推奨内容を適正なものとするうえで，重要な
開示事項である。ここでは，利益相反が生じうる局面と管理方針の策定と管理体制整備と取
り組みを公表すべきであるとされている。
ISS の日本版スチュワードシップ・コードに対するコンプライアンスレポートにおいては，
ほぼ前回扱った EU の最良慣行規範に対するコンプライアンスステートメントと類似の事
項が記載されている。
ただし，基本的な問題として，潜在的利益相反がどの程度深刻なのか，あるいはそうでな
いのかは公表されている情報だけではイメージしにくいのも確かである。そもそもわが国
においてコンサルティング部門(ICS)の契約会社というのは何社くらいあるのかくらいは
開示されてもよいのではあるまいか。

８－２． 議決権行使助言会社は、運用機関に対し、個々の企業に関する正確な情報に基づ
く助言を行うため、日本に拠点を設置することを含め十分かつ適切な人的・組織的体制を整
備すべきであり、透明性を図るため、それを含む助言策定プロセスを具体的に公表すべきで
ある。
（3） 助言策定プロセス
「助言策定プロセス」については，
「個別の議案に係る助言に当たっての対話の内容等を念
頭に置いているものではなく、一般的に、助言策定に当たって、依拠する主な情報源、対象
企業との対話の有無、態様等を公表することが考えられる7」と説明されている。
また「議決権行使助言会社において、議決権行使の助言についての方針を策定する際にも、
当該方針は、できる限り明確なものとすべきであるが、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8」との補足
説明もされている。
（4） 日本拠点の設置
2020 年版スチュワードシップ・コードで注目されるのは，日本の拠点設置について言及
されている点である。前回見た EU 株主権ディレクティブでは規制の対象となる議決権行
使助言会社について EU 域内に施設を有するものであればすべて対象にするとされていた。
これに対して指針 8-2 の趣旨は，規制対象の問題ではなく，十分なリソースで調査・分析
活動を行うにあたっての具体例として拠点設置が示されている。たとえば，パブコメ 157 番
への回答では「日本拠点の設置は、議決権行使助言会社が個々の企業に関する正確な情報に

7

注 28

8

注 29
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基づく助言を行うための、十分かつ適切な人的・組織的体制の整備の代表的な具体例の一つ
を示したものです。したがって、個々の議決権行使助言会社の置かれた状況に照らして、十
分かつ適切な人的・組織的体制の検討が進められることを期待します。
」とされている。
日本拠点設置に懐疑的な意見を寄せた 158～160 番への回答では「ご指摘の点について
は、議決権行使助言会社が、日本に拠点を設置することにより、企業との意見交換等が円滑
になされる場合があると考えられるため、指針８－２において、議決権行使助言会社につい
て、日本に拠点を設置することを含め十分かつ適切な人的・組織的体制を整備すべきとして
います」とされている点からも明らか。
ISS コンプライアンスステートメントでは、日本の拠点については，2001 年に東京に支
部を設けたことが言及されている。
（5） 人的・組織的体制の開示は世界全体の数値で足りる？
ISS のコンプライアンスステートメントでは、人的リソースについては，EU の規制と同
じく ISS の世界における活動についてのみ記載されている。日本の上場会社の調査分析活
動に従事するスタッフについては情報開示されていない。
この点については、すでに 2017 年の有識者検討会でも次の通り指摘されていたが、対応
されていない。つまり規制当局はグローバルな数値のみ記載すれば足りるという立場か。
〇2017 年コード改訂時「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」第 3 回
(2017(平成 29)年３月 22 日) 議事録・小口俊朗氏発言
「議決権行使助言会社、あるいはサービス会社というのは、基本的に海外の会社がグローバ
ルにカバーリングしているところに日本株の部分がちょっとあるという現状であります。
序文の４には「投資先の日本企業」と書いてあり、スチュワードシップ・コードは基本的に
は投資先の日本企業についてということで、その後は書いていないけれども、黙示的にそう
いう前提で理解されていると思うのですが、議決権行使会社のみが該当する５－５が英語
になって、それに対して議決権行使助言会社が開示する場合、対象をはっきりしておかない
と、グローバルにこれだけ人がいますよ、グローバルに体制が整っていますよというところ
で終わってしまうことが懸念されるのです。それで肝心の日本株の部分に絞った開示まで
多分行かないと思うんですよね。日本株に関する取組みと、その開示を求めるという趣旨で
あるのであれば、そこははっきり書いたほうがいいのかなと、実務的な話で恐縮ですけれど
もコメントさせていただきます」
この点については、9 月の研究会の質疑等において，ISS の石田氏より日本の上場会社だ
けの調査・分析スタッフ等の数値を開示することは難しいとの発言があった。
ルールにおいて，開示すべき事項・開示の仕方の定め方について仕方を工夫すれば不可能
というほどのものではないのではあるまいか。
7

JPX 金融商品取引法研究会報告 12 月

８－３． 議決権行使助言会社は、企業の開示情報に基づくほか、必要に応じ、自ら企業と
積極的に意見交換しつつ、助言を行うべきである。助言の対象となる企業から求められた場
合に、当該企業に対して、前提となる情報に齟齬がないか等を確認する機会を与え、当該企
業から出された意見も合わせて顧客に提供することも、助言の前提となる情報の正確性や
透明性の確保に資すると考えられる。

（6） 情報の正確性確保と企業との情報交換
①原案修正
指針 8-3 の前段は，原案では「議決権行使助言会社は、企業の開示情報のみに基づくばか
りでなく、必要に応じ、自ら企業と積極的に意見交換しつつ、助言を行うべきである。」と
されていた。しかし，パブリックコメント9において「あたかも開示情報のみに基づく判断
は不十分で、必ず企業と意見交換をしなければならないかのような規定に受け止められる。
議決権行使に限らず，投資家の投資判断は、企業の開示情報に基づくことが基本であ」ると
の意見を踏まえて，現行のように改められた。
②対象会社と調査レポート等の情報共有
指針 8－3 後段に対しては，
「議決権行使助言会社に対して、助言内容を発行会社に事前確
認させる機会を与え、発行会社の意見を顧客に提供することを、より強く促す記載内容にし
ていただきたい10」との意見があった。
これに対しては，
「指針８－３の後段は、助言の対象となる企業に対して、前提となる情
報に齟齬がないか等を確認する機会を与え、当該企業から出された意見も合わせて顧客に
提供することも、議決権行使助言会社から提供される助言の前提となる情報の正確性や透
明性に資する取組みの一つとして考えられる旨を示したものです。一方で、このような取組
みを具体的に実施するに当たっては、個々の議決権行使助言会社の置かれた状況に照らし、
「必要に応じ」
、自ら積極的に意見交換を行うものとしています。ご指摘のような企業側の
株主総会資料の早期開示については、「スチュワードシップ・コードの再改訂に当たって」
において企業側の課題の一つとして取り上げており、今後、フォローアップ会議や金融庁を
含む関係者において更に検討を行うことが期待されます」(167 番への回答)と，株主総会資
料の早期開示の問題として，やや肩透かしの回答がなされている。
つまり，評価対象の会社が公表前の調査レポートの内容をチェックできるようにすべき
かについて、わが国のスチュワードシップ・コードでは特にかかる手続きは求められていな
いということであろう。

9
10

パブコメ 162 番
パブコメ 167 番
8

JPX 金融商品取引法研究会報告 12 月

前回見たように対象企業による事前チェックの問題は、アメリカの SEC 規則で重要な論
点とされてきた。2020 年規則の原案は，基本的にそれを認めるものであったが，パブリッ
クコメントを経た最終的な規則では大幅に修正され，2021 年の規則改正案ではこの部分は
削除されることとなった。
日本では，外国と比較すると招集通知が送付・公開される時期が遅いため，助言会社と情
報共有してから対応を検討しても間に合わないことが多いかもしれない。いずれにせよ，総
会関係資料の早期開示は，別途議論する必要がある問題といえよう11。
③議決権行使助言会社の評価への対応手段
議決権行使助言会会社の推奨内容が形式的である場合に，評価対象の会社は反論を公表
する以外にすべきことはないのか？この点で以下の有識者検討会での発言は示唆的であり
興味深い。
〇2017 年コード改訂時「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」第 2 回
(2017(平成 29)年 2 月 17 日) 議事録・川田順一氏発言(現在の ENEOS ホールディングス副
社長)
「議決権行使助言会社と機関投資家の関係、あるいは、集団的エンゲージメントに関し、も
し参考になればと思いお話します。当社は、去年、株主総会を行った際に、取締役選任議案
を提出いたしましたが、実は２年連続の赤字でございました。これには理由がございまして、
当社のような民間の石油会社は、法律上 70 日間の原油の備蓄義務を負っております。そう
しますと、原油価格の変動が激しいときには、会計上、在庫評価損が発生しますので、何千
億かの赤字を計上せざるを得ませんでしたが、在庫評価影響を除く実質的な経常利益はき
ちんと確保しているという状況でした。しかし、議決権行使助言会社は、過去５期平均の自
己資本利益率（ＲＯＥ）が５％を下回りかつ改善傾向にない場合には、会長、社長である取
締役の選任議案に対し原則として反対票を投じることを推奨しておりました。それで、当社
はそういういわば特殊な事情があるということを何回も議決権行使助言会社に説明したの
ですが、彼らからは個々の企業からそれぞれの事情を聞いていると、全ての企業から聞かな
ければならなくなるため、形式的に判断して反対の推奨をしますという発言がありました。
そして、結果的にはやはり彼らは当社の提案に対して反対を推奨すると発表しました。そこ

11

わが国における会社の反対論で多いのは，社外役員候補の独立性に関するものである

(鈴木裕「議決権行使助言業者に対する上場会社の反応」(2020)
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20200625_021613.pdf) ISS の議
決権行使方針では，
「2021 年議決権行使助言基準」によると，監査役設置会社の社外監査
役や監査等委員会設置会社の監査等委員，指名委員会等設置会社の社外取締役について
は，ISS の定める独立性要件を求めるため，会社が法律上の要件を満たしていること等を
理由に反論を述べることが少なくない。事実認識の誤りを指摘するものであればともか
く，このような議決権行使基準自体に反対する反論は，あまり意味があるとは思えない。
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で、困った事態になったと思い、内外の機関投資家に手紙を書きました。手紙には、当社の
ような日本の石油会社は、法律上 70 日間の原油の備蓄義務を負っており、価格変動の影響
を大きく受けること、そのため、会計上、赤字を計上せざるを得なかったけれども、実質的
にはこのような利益を確保しているということを書きました。その結果、インターネット経
由で議決権行使を行っていた海外の機関投資家の多くは、当初、反対票を投じていましたが
最終的には賛成しました。最初はおそらく、議決権行使助言会社の助言に従って社長・会長
である取締役の選任議案に反対したのだろうと思います。しかし、この手紙を出した後は、
どんどん、反対から賛成に変わりました。こうした経験を通じて、我々はやはり対話という
のは非常に必要だと痛感しました。同時に、議決権行使助言会社の推奨通りに議決権行使を
行っている機関投資家は意外と多いのではないかと思いました。したがって、対話というの
は非常に重要であり、投資家の理解が得られれば、彼らの投資行動も変わってくるというこ
との実例として参考までに申し上げました。
」
原油の備蓄義務を負っている石油元売り会社は在庫評価損が生ずるリスクを常に負い，
経営努力にも拘わらず連続して赤字に陥ることはありうる。
他方、ISS は議決権行使基準において，ROE が一定数を下回れば原則として経営トップ
の選任議案は反対推奨することにしている。しかし，石油元売り会社の現状からするとそれ
は合理性を欠く、ISS にそのように説明したが受け入れてもらえなかった、そこで内外の機
関投資家に手紙で事情を説明したら，反対票が賛成票に変わったとのこと。
議決権行使助言会社の判断の形式主義をよく表したエピソードではある。この点につい
ては，会社側の日ごろの IR 活動などが十分に行われていれば，議決権行使助言会社の形式
的な判断を懸念する必要はないともいえそうである（もちろん、議案によっては常にそうい
う対応が可能なものばかりではないであろうが）
。
（7） その他 ～推奨内容の事後開示12
わが国のスチュワードシップ・コードに限らず，議決権行使助言会社に対する主たる規制
内容は，(潜在的)利益相反の開示と調査レポートの正確性・適正性を確保する手段の開示を
求めるものとなっている。
しかし，議決権行使助言会社の調査レポートや推奨内容を適正にするという目的との関
係で，そのような規制で足りるのだろうか。利益相反が管理されたり人的・組織的体制が整
備されたりしていることは，推奨内容等に問題ないことは必ずしも意味しない。むしろ，個
別の推奨内容が世間の目から見て合理性を欠くものとなっていないか，事後にチェックで
きる仕組みが必要ではないだろうか。

12

これについては，梅本剛正「議決権行使助言会社の規制」証券レポート 1717 号

(2019)39 頁。
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2 年前に住設機メーカーの LIXIL の内紛があり，株主側と会社側が提出した役員候補の
いずれが多数を占めるのかに注目が集まった。その際，世間の予想に反して議決権行使助言
会社はいずれも会社側候補が多数を占める推奨を行った。
問題は，どちらが正しかったかではなく，議決権行使助言会社の推奨内容は新聞報道でし
か一般人には分からないということである。議決権行使助言会社の推奨内容等は原則的に
契約先の機関投資家しか知りえず，事後であっても一般には公開されない。ましてや，推奨
理由等を記載したレポート全文が対外的に明らかにされないのはいうまでもない。
2017 年改定スチュワードシップ・コードにより，機関投資家による議決権行使結果の個
別開示や理由の開示が行われるようになってきた。個々の株主総会でどのような議決権行
使を行ったかを開示すれば、事後に当該議決権行使の適切さ等について検証することが可
能となり，有意義な改訂であったと評価できる。
議決権行使助言会社についても同じように，個々の株主総会の議案に対する推奨内容を
個別開示することを求めるべきではあるまいか。事前に議案の推奨内容等の開示を求めた
とすると、議決権行使助言会社のビジネスそのものが成り立たないが、株主総会後に開示す
ることに支障はないはずである。大きなコスト負担もないはず13。

Ⅲ 機関投資家の集合行為問題という見地から規制を考えてみる
1 機関投資家の集合行為問題と議決権行使助言会社
これまで議決権行使助言会社を直接規制する議論をしてきた。ところで，議決権行使助言
会社を規制すべきだという理由・根拠は，限られた数(ほぼ 1 社？)の議決権行使助言会社が
多くの機関投資家に利用され，その推奨内容が事実上，上場会社の株主総会に大きな影響力
を持つことによるものである。会社の重要事項を決定する株主総会の賛否推奨が，不正確な
情報や不適切な評価によって歪められては問題だというのが規制論の主たる理由である。
このことは，議決権行使助言会社の影響力がさほど大きくなければ規制の必要性は低い
ということもできる。
機関投資家が議決権行使助言会社を利用するのは議決権行使のためにかかる手間暇等の
コストを低減させるサービスを提供してくれるからである。依然として六月下旬に上場会
社の株主総会が集中的に開催されるわが国はもちろんのこと、アメリカにおいても株主総
会の開催は四月・五月のシーズンに集中している。自ら個々の議案について情報を収集・分
析し判断する能力を有する大手機関投資家であっても、重視すべき議案にフォーカスして
リソースを投じ、主たる争点のない議案については、議決権行使助言会社にアウトソーシン

13

9 月の研究会において，ISS の石田氏に議決権行使助言会社も推奨内容の事後開示をし

てはどうかと質問したところ，そのような開示を行なってはいないとの返答を頂戴した
が、必ずしも否定的ではなかったという印象を受けた。
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グするのが合理的と考えているようである14。
ところで、機関投資家が保有株式について議決権行使をする動機は，それにより投資先企
業の企業価値が上昇する（あるいは下落を阻止する）ことが期待されるからである。しかし、
機関投資家にはいわゆる集合行為問題、すなわちガバナンスに関与することによるコスト
は自らが負担するのに対して、その成果はガバナンスに関与しない株主も含めてすべての
株主に及ぶため、そもそもコスト負担をするインセンティブが生まれないという問題が存
在する。
現在のアメリカや日本のように，多くの機関投資家が議決権行使助言会社の推奨に従っ
て、上場会社の株主総会において同じ方向で議決権を行使することは、結果的に集合行為問
題を解決していると見ることもできる。議決権行使助言会社の議決権行使基準は、あるべき
ガバナンスについて、機関投資家などステークホルダーの意見が反映されており、最良慣行
に沿った議案に賛成、それに反した議案に反対する形で協調的な投票行動が採られ，そうす
ることにより投資先企業への影響力が担保され、機関投資家の意図が実現することになる。
機関投資家の実際の利用目的は別として議決権行使助言会社を利用することにより、投
資先企業のガバナンスの改善と企業価値の向上が図られるのであれば、議決権行使助言会
社が集合行為問題を事実上解消ないし緩和しているという見方も可能である。
議決権行使手続きの煩雑さの解消にせよ，集合行為問題の解決にせよ，議決権行使助言会
社にだけしか，その役割を果たすことができないわけではない。近年，アメリカとイギリス
における議決権行使助言会社の影響力の違いについて，比較検討した興味深い研究が公表15
された。イギリスでは機関投資家の業界団体が議決権行使助言会社と類似のサービスを提
供しているため，議決権行使助言会社の影響力はさほど大きくないというものである。
議決権行使助言会社の影響力が過大なものではなくなれば，規制の必要性も大きな論点
ではなくなる。
2 イギリスにおける議決権行使助言会社の影響力の相対的な低さと規制
Tuch によると，アメリカとイギリスは先進的な証券市場を有し，上場会社の株主に機関
投資家が多いことなど類似した点がかなり多い，それにも拘らず，イギリスではアメリカほ
ど議決権行使助言会社の影響力は大きくないといわれる。
主たる理由は，イギリスにおいては機関投資家の業界団体が，上場会社の株主総会におけ
る議決権行使ガイドラインや，個別の議案の情報収集・分析を行うなど，コーポレートガバ
ナンスに積極的に関わっており，議決権行使助言会社の役割が他の国に比べて相対的に低
くなっているからである。

14

10 月研究会報告(ブラックロックの事例)

15

Andrew Tuch, Proxy Advisor Influence in a Comparative Light, 99 B.U. L.

Rev.1459(2019). 本稿を紹介するものとして，梅本剛正「なぜイギリスでは議決権行使助
言会社の影響力がアメリカほど大きくないのか」証券レポート 1729 号(2021)33 頁。
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Tuch がアメリカとイギリスの比較分析において，コーポレートガバナンスにおいて機関
投資家の(業界団体の)役割が異なるようになった原因として指摘するのが，大量保有報告制
度である。
アメリカでは機関投資家が協調してガバナンス活動を行う場合，大量保有報告制度が障
害になるといわれる。アメリカでは証券取引所法 13 条(d)項において，投資家が上場株式の
5％超を取得した場合には，10 日以内に SEC や発行会社に届け出ることを求めている。
この大量保有報告制度には共同保有者(共同行為者)の開示義務が定められている。共同保
有者の保有株式を合算して開示することは，機関投資家にとってはほぼ不可能なほどの事
務負担をもたらす。保有株式の対象会社に対して協調して株主権行使をしたり，業界団体を
通じて活動したりすることは，共同保有者としての開示リスクを負うことになるため，アメ
リカの機関投資家が行うことはない。
加えて，機関投資家のように原則的に支配権取得を行わない特定の投資家については，開
示規制が緩やかになっているが(スケジュール 13G)，経営に関与する場合は，この書式を使
うことができない。アメリカにおいては，機関投資家がイギリスで行っているような協働エ
ンゲージメントを行う場合には，共同保有者に該当すると同時に簡易な報告書の提出もで
きなくなるという不利益を被ることになる。
これに対して，イギリスにおいて大量保有報告制度を定める，UK Listing Authority（上
場審査局）の定める Disclosure Rules and Transparency Rules (DTR)では，「協調して議決
権行使をすることにより，当該発行者の経営陣に対し長期的な共通の方針(lasting common
policy)を採ることを互いに義務づける合意をした場合」(5.2.1（a）)には，他方の株主の保
有する議決権数を合算することが求められる。単に個々の株主総会において同一の議決権
行使をするだけでは，これに該当しない。イギリスの大量保有報告制度では，保有目的の開
示も求められていない。アメリカと異なり業界団体を通じて株主総会における共同行為を
行ったとしても，大量保有報告書制度による開示の強化にはつながらないのである。
さらに注目すべきは，イギリスの規制は偶々このような形をとったのではなく，規制の制
定・改正において，機関投資家による伝統的な集団的スチュワードシップ活動を阻害しない
ように，国が配慮してきたことが影響しているといわれる。イギリスにおいては，政府が機
関投資家による協調的なガバナンスへの介入を促進する傾向があったからである。
3 わが国への示唆
わが国の大量保有報告制度はアメリカの制度を参考にして作られているが，同じように
機関投資家が共同してガバナンスに関与するに当たっては，
「共同保有」該当性と「重要提
案行為」の該当性とが問題となる。
わが国のスチュワードシップ・コードはイギリスのコードのように 「他の投資家と協調
して個別先企業に対して行動を起こすこと」を促す原則を採用しているわけではない。2017
年・2020 年の改定で，
「機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独で
13
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こうした対話を行うほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと（協働エ
ンゲージメント）が有益な場合もあり得る」 (原則 4・指針 4-5)との規定が加わったに過ぎ
ず，イギリスほど踏み込んだものとはなっていない。それゆえ，せいぜい株主権行使に関わ
らない話し合いを前提とするのであるから，共同保有についても重要提案行為についても
該当しないとの解釈が示されている 。
逆に言うと，現行規制を前提とするなら，わが国の機関投資家がイギリスのように業界団
体を通じて議決権行使助言会社の代替的な活動を行うことは難しいことになる16。
わが国においても，大量保有報告制度を改正して，イギリスのように機関投資家が業界団
体等を通じて，積極的に上場会社を規律するという方向を探るなら議決権行使助言会社の
影響力を抑えることになり，議決権行使助言会社の規制などは議論の実益がなくなるかも
しれない。
とはいえ，イギリス型の機関投資家の活動が議決権行使助言会社の影響力を低下させる
効果があるとしても，それが必ずしも望ましいとは限らないうえに、外国人投資家の株式保
有比率の上昇を踏まえると，将来的にそれが持続可能かは必ずしも明らかではない。

Ⅳ おわりに
わが国のスチュワードシップ・コードの規制内容は EU やアメリカと比べて大きく異な
るものではない。
しかし、幾つかの問題点を指摘する必要がある。議決権行使助言会社の規制の必要性を指
摘したフォローアップ会議意見書において，
「正確な情報に基づく助言を行うため」、
「十分
かつ適切な人的・組織的体制を整備」し、「透明性を図るため、それを含む助言策定プロセ
スを具体的に公表すべき」であるとされたのは，わが国の上場会社の株主総会における助言
策定プロセスの透明化を求めたものと考えるべきであろう。それにも拘わらず，議決権行使
助言会社においては，わが国の株主総会に関連しないスタッフ等も含めた開示がなされて
おり、それを規制当局も黙認しているのは問題ではないだろうか。
加えて，規制趣旨からすると，わが国の国民に対する情報開示が求められているのである
から，英語ではなく日本語で開示がなされるべきだと考えられるが，こちらについても，規
制当局は関心が薄いようである。
「議決権行使助言会社が個々の企業に関する正確な情報に
基づく助言を行うための、十分かつ適切な人的・組織的体制の整備の代表的な具体例の一つ」
(パブコメ 157 回答)として日本拠点の設置の検討は求めるが，情報開示は日本語でなくて
も構わないとする理屈は理解困難である。現状のスチュワードシップ・コードの実務は，情

16

それ以前に、日本では機関投資家によるガバナンスへの関与の伝統はなく、主としてメ

インバンク制度を通じた経営規律が存在したに過ぎないため、協同エンゲージメントが可
能になったとして、どの程度、積極的な活動をするかは未知数である。
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報開示を求める規制趣旨に沿っているのか疑問が残る。
日本の現状は，議決権行使助言会社の規制について，法規制によるべきかコードで足りる
のか，という議論をする以前の話で，規制の必要性や規制趣旨について再度議論を詰める必
要があると同時に，当該趣旨が実務に反映されるようにする方が重要であるように思われ
る。
また、議決権行使助言会社の利益相反の管理にせよ、正確な情報に基づく助言にせよ、事
前開示よりも事後開示の方が、意味があると考えられる。いかなる体制をとっているかを説
明させるよりも，潜在的利益相反を有する会社の株主総会の議案や，経営権争いに関連した
議案において，議決権行使助言会社の助言内容を事後的に検証できるようにする方が，その
職務の適切さの確保を促すうえで有益だと考えられる。
なお、議決権行使助言会社のサービスに事実上競争原理が働いていない現状から、イギリ
スを参考に機関投資家の業界団体等を通じて、情報分析等のサービスを提供させることで、
議決権行使助言会社の影響理力を低下させるという方向も考えられる。しかし，そのために
は、大量保有報告制度の規制変更など様々な対応が必要となるが、それが望ましいか否かも
含めてなお検討が必要と考えられる。
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