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株主アクティビズムへの対応 
～環境の変化を受けて上場会社がするべきこと～ 
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Ⅰ.  はじめに 
 

2015 年は、「コーポレートガバナンス元年」ともいわれるとおり、上場企業各社がコ

ーポレートガバナンスの充実に取り組んだ一年となりました。こうした影響を受け、上

場会社の経営に対する株主の影響力は顕著に増大してきていますが、株主アクティビズ

ムを取り巻く環境にも大きな変化が見られ、アクティビスト株主の活動は今後ますます

拡大していくことが想定されています。 

本号では、そのような株主アクティビズムの動向を確認した上、上場会社が現時点に

おいて何をするべきかについて検討します。 

 

Ⅱ.  株主アクティビズムを取り巻く環境の変化 
 

1. マーケット環境の変化 
 

アクティビスト・ヘッジファンドによる全世界での運用資産は、いわゆるリーマン

ショック後の 2009 年時点では 362 億米ドルであったものが、年々増加し、2014 年 9

月末には 1,121億米ドルを超えたとされています（J.P. Morgan, The activist revolution 

（2015））。現時点では、その資産の多くは米国のヘッジファンドにより運用され、米

国の会社に対して投資されていますが、近時、米国のアクティビスト・ヘッジファン

ドの投資先が、米国以外の諸外国へと拡大してきているといわれており、日本企業へ

の投資も増加していくことが予想されます。 

また、わが国の株式市場においては、2015 年 3 月期に外国法人等の株式保有比率

が 31.7％となり過去 高を記録した一方で、個人株主の株式保有比率は 3 年連続で減

少しています（東京証券取引所ほか「2014 年度株主分布状況調査結果の概要」）。こ

れは、有事の際には経営陣をサポートする傾向があると考えられている個人株主の割

合が減少し、反対にアクティビスト株主に賛同する傾向の強い、又はアクティビスト

株主の提案する議案への賛成推奨をする例の多い Institutional Shareholder Services 
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Inc.（ISS）等の議決権行使助言機関の影響を受けやすい外国投資家もしくは機関投資

家の割合が増加していることを意味し、アクティビスト株主の影響力が増大している

ことを示しています。 

株主アクティビズムの対象は、数年前までは、少ない資金で比較的多くの株式を取

得することができ、対象会社に対して強い発言力を持つことが可能な小規模又は中規

模の上場会社でした。しかし、昨今は、アクティビスト・ヘッジファンドに対して大

量の資金が流入していること、アクティビスト株主に賛同する機関投資家の割合が増

加したこと等を受け、大規模で著名な会社でさえも株主アクティビズムの対象とされ

ています。わが国においても、時価総額 2 兆円を超える複数の上場会社が株主アクテ

ィビズムの対象とされており、もはや株主アクティビズムの対象とならない上場会社

は存在しないといっても過言ではありません。 

 

2. 政策的な環境の変化 
 

2015 年 6 月に適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードにおいては、上

場会社は、株主との間で建設的な対話を行うべきことがうたわれるとともに（基本原

則 5）、かかる対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針の開示が求めら

れています（原則 5-1）。また、社外取締役を含めた取締役が、株主との対話により積

極的に関与していくべきであるとされています（基本原則 5、補充原則 5-1①）。加え

て、コーポレートガバナンス・コードと「車の両輪」をなす日本版スチュワードシッ

プ・コードにおいては、投資家の側から、投資先企業との対話（エンゲージメント）

を行うことが促されています。このように、政府に後押しされる形で、わが国の株式

市場において、会社と株主の間で対話を積極的に行うべきであるとの雰囲気が醸成さ

れたことにより、アクティビスト株主にとって活動のしやすい環境が整えられてきて

います。 

また、コーポレートガバナンス・コードにおいて、いわゆる政策保有株式に関する

方針を開示することが求められたこと（原則 1-4）等を受けて、三大メガバンクがそ

れぞれ政策保有株式を大幅に削減することを公表するなど、株式持合いの解消が加速

度的に進むといわれています。これにより、上場会社各社の安定株主が減少し、アク

ティビスト株主の影響力はさらに増長していくことになると考えられます。 

 

Ⅲ.  アクティビスト株主の投資手法の多様化 

 

1. アクティビスト株主の 終目標 
 

次に、多様化するアクティビスト株主の投資手法について確認します。アクティビ

スト株主といっても、ヘッジファンド、年金基金等の機関投資家、事業会社、個人投
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資家など様々な株主が存在します。また、国内投資家、米国系投資家もしくは欧州系

投資家の別、又は中長期保有型の投資家もしくは短期保有型の投資家の別等の株主の

性質の違いによっても、その投資手法が異なってきます。 

もっとも、反原発等の社会的・政治的な事項を目的とするアクティビスト株主等の

例外を除き、アクティビスト株主の 終的な目標は、基本的には保有する株式の価値

を高めて投資のリターンを得ることにあります。そのため、アクティビスト株主の多

くは、上場会社の内在的な企業価値（Intrinsic Value）に着目し、それが株価に適切に

反映されていない割安の株式を投資対象としています。企業価値が株価に反映されな

い理由としては、経営陣の能力不足、不採算事業の保有、マーケットの無関心など様々

なことが考えられますが、アクティビスト株主は、かかる会社の問題について種々の

方法を利用してアプローチすることにより、それぞれの目標を達成しようとします。 

 

2. アクティビスト株主の投資手法 
 

アクティビスト株主の要求事項やアプローチの方法には様々なものがあり、典型的

な株主価値の向上を目的とする株主アクティビズムの例として以下のようなものが

あります。 

 

類 型 特 徴 

コーポレートガバナ

ンス・アクティビズ

ム 

取締役会の構成、社外取締役の独立性の基準等のコーポレートガ

バナンスに関する独自の基準に基づき、コーポレートガバナンス

の改善を投資先企業に要求する。比較的長期間にわたり株式を保

有し、多数の投資先に投資を行っている年金基金等の株主により

実施される傾向がある。 

経営事項要求型アク

ティビズム 

剰余金の配当、自己株式取得、事業のスピンオフ、他の会社との

M&A、政策保有株式の売却等の会社の経営に関する事項を要求す

る。ヘッジファンド等により実施され、公に経営陣の方針を批判

し、経営陣と対立することも多い。 

取締役交替・選任要

求型アクティビズム 

取締役を交替させることにより、会社の問題を改善することを要

求する。自らの指名する者を（社外）取締役に選任して、内側か

ら投資先企業を監視し、又は自ら経営に関与しようとする場合も

ある。 

コンストラクティ

ブ・アクティビズム 

コーポレートガバナンス、事業運営等の改善や事業戦略を提案す

るなど、よりハンズオンで会社運営に関与しようとする。株主提

案、委任状勧誘等により公に経営陣と対立する手法をとらず、経

営陣との間で友好的な関係を築いた上で、自らの要求を行うとい

われる。 
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問題追及型アクティ

ビズム 

コンプライアンス上の問題、利益相反取引、その他問題のある業

務執行に関連して、取締役の交替、役員責任の追及、違法行為の

差止め等を求める。 終的には、株主代表訴訟等の裁判手続に発

展する場合もある。 

ディール・アクティ

ビズム 

上場会社による M&A 取引の公表後、取引条件の変更又は取引中

止の要求、反対株主の株式買取請求権の行使、取引実行の差止請

求等を行うなど、当該 M&A 取引に関する行動を展開する。 

 

昨今では、上記のような目的を実現するにあたりアクティビスト株主の採用する具

体的な手法も多彩になってきています。 

まず、アクティビスト株主から会社へのアプローチは、典型的には、アクティビス

ト株主が、投資先企業に対し、要求事項が記載されたレターの送付、経営陣又は担当

者との面談の要請等を非公開で行うことから開始されます。 

そして、アクティビスト株主は、非公開の場での協議等では十分な効果を得られな

いと判断した場合、プレスリリース等により会社に対する要求事項を公表したり、さ

らには会社法において株主の権利として規定される株主提案権及び（必要に応じて）

臨時株主総会の招集請求権を行使して、会社に対して要求を行うことがあります。株

主提案が行われる場合等には、アクティビスト株主と経営陣との間で委任状争奪戦に

発展する場合もあります。 

このような公開の要求を行う場合、アクティビスト株主は、他の株主の賛同を得る

ため、要求事項に関するキャンペーンを実施する場合があります。かかる公開のキャ

ンペーンにおいては、他の株主に対して要求事項を行うことが会社にとって望ましい

ことを説明するレターを送付したり、当該キャンペーン用にウェブサイトを開設して

プレゼン資料を掲載したり、また、PR 会社等のメディアを利用して世論を味方につ

けようとすることがあり、 近ではその内容もかなり洗練されたものになってきてい

ます。米国においては、経営陣が大々的なキャンペーンや委任状争奪戦に会社が巻き

込まれることを嫌い、アクティビスト株主と経営陣の間で議決権行使、スタンドステ

ィル等について合意し和解がなされることが多いといわれています。わが国では、こ

れまでのところそのような和解がなされたことが開示されている例は多くありませ

んが、今後は増加していくことも予想されます。 

また、アクティビスト株主は、裁判上の手続を利用する場合もあり、例えば、役員

責任に係る株主代表訴訟、会社が行う取引等の差止請求訴訟等が提起されることがあ

ります。 

 

Ⅳ.  上場会社がするべきこと 
 

以上を前提として、上場会社は、実際に株主アクティビズムの対象となる前の段階に
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おいて何をするべきかについて、重要なポイントを記載します。 

 

① 自己分析の実施 

実際にアクティビスト株主と対峙していくにあたっては、上場会社が、日ごろから

自社について正確に理解しておくことが重要となります。例えば、アクティビスト株

主に狙われる原因となる、経営指標（ROE、PBR 等）やコンプライアンス上の問題

が存しないか、不採算・非中核事業、遊休資産、政策保有株式等を保有していないか、

大株主又は取締役関係者との間の利益相反取引が存しないか等について、分析を行う

ことが考えられます。かかる分析は、株主目線から客観的に行う必要があり、一度分

析を行った後も定期的に見直しを行っていくことが望まれます。 

また、かかる自己分析により判明した課題について、自主的に改善に取り組むこと

により、株主アクティビズムに対して耐性の強い会社になることができます。 

 

② 株主構成の把握 

上場会社においては、基準日に総株主通知を受領するだけでは、信託口を通じて保

有している株主等についてその実質株主を知ることはできません。そのため、定期的

に株主判明調査を実施し、アクティビスト株主による株式の保有状況をモニターする

ことが望ましいと考えられます。また、株主構成を把握することにより、自らの会社

が株主アクティビズムの対象となった場合に、他の株主がどの程度影響を受けやすい

かについて分析しておくことも重要です。 

このように株主構造を把握することは、株主との対話を実施する前提として必要に

なることであり、コーポレートガバナンス・コードにおいても、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るとされています（補充原則 5-1③）。 

 

③ 経営幹部・取締役へのインプット 

アクティビスト株主が、米国におけるプラクティス等を踏まえ、投資先企業に対し

て CEO や社外取締役との面談を要求してくる場合が多くあります。これに応じるか

については、アクティビスト株主からの要求の内容、アクティビスト株主の持株数、

会社の人的資源等の個別具体的な事情を踏まえて合理的に判断していくことになり

ますが、コーポレートガバナンス・コードにおいて、経営幹部又は取締役（社外取締

役を含みます。）が面談に臨むことを基本とすべきとされていることからも（補充原

則 5-1①）、今後は、会社の経営幹部が直接アクティビスト株主と面談する機会が増え

ていく可能性があります。また、有事においては、経営陣のメディアに対する発言が

世論の形成に重要な影響を与えることも少なくありません。 

そのため、経営陣において、会社の状況（上記①の分析及び上記②の調査の結果を

含みます。）、アクティビスト株主への対応方針等について、よく理解しておく必要が

あります。担当者から経営陣に対して定期的なインプットを行うだけでなく、必要に
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応じて、関連する問題について弁護士等の専門家から経営陣が説明を受ける機会を設

けることも考えられます。 

 

④ シェアホルダー・リレーションズ（SR）の実施 

会社が株主アクティビズムの対象となり、アクティビスト株主と対峙していくに際

しては、経営陣において、アクティビスト株主以外の株主からどれだけ支持を得られ

るかが重要なポイントになります。有事の際に会社が株主に対して発信するメッセー

ジの内容が重要であることは当然ですが、有事に至る前の段階で会社が株主との間で

良好な関係を築けているかも重要となります。 

IR 活動として会社から株主に対して一方的に情報を開示するだけでなく、機関投

資家等の株主を定期的に訪問し、株主との間で継続的にコミュニケーションをとるこ

とにより、株主のファンドマネージャーやプロキシー担当者との間で信頼関係が構築

されます。いざ有事になった際には、このような信頼関係が株主の意思決定に影響を

与える場合もあり、日ごろから充実した SR 活動を行っていくことが望ましいと考え

られます。 

 

⑤ 有事に備えた事前準備・対応 

アクティビスト株主が会社の株主として現れたときには、経営陣には迅速かつ柔軟

な対応が求められます。実際にアクティビスト株主が現れてから対応を検討していた

のでは、対応が遅れて経営陣に対する市場の信頼が失われかねません。したがって、

平時の時点で十分な事前準備を行っておくことは極めて重要です。具体的には、アク

ティビスト株主から非公開又は公開の要請を受けた場合における対応方針・マニュア

ルの策定、社内外のチーム構成（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士等のアド

バイザーを含みます。）の検討、会社としてとり得る選択肢（特別配当、自己株式取

得、M&A 等）の検討等をあらかじめ行っておくことが考えられます。 

また、普段から株主目線による経営を行っていくことにより、有事の際の対応にも

一貫性が生まれ、株主の理解を得やすくなると考えられます。 

 

⑥ 買収防衛策についての検討 

株主アクティビズムとの関係では、買収防衛策は、株式の買増しを制限することに

より、特定のアクティビスト株主が株主総会において過大な影響力を有することを防

止する効果を発揮します。わが国の買収防衛策は、大部分がトリガー基準を 20％に

定めているため、中・小規模の上場会社を対象にある程度大きな割合の株式を取得し

た上で投資先企業に対して要求を行っていくタイプのアクティビスト株主に対して

特に有効に機能すると考えられます。 

近、買収防衛策を導入している会社の数は徐々に減少している傾向にありますが、

アクティビスト・ヘッジファンド等が十分な情報開示をすることなく市場内で株式を
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大量に買い集め、株主総会の議案の成否に重要な影響力を持った場合、会社の運営に

少なからず影響が生じることになり、他の株主の利益という観点から望ましくない場

合もあります。取締役会決議により極めて短期間でライツプランを発効させることの

できる米国と異なり、わが国において買収防衛策を導入しようとする場合、株主総会

決議を得ずに導入するとしても、金融商品取引所により 3 週間前までに事前相談を行

うことが求められているため、実際にアクティビスト株主が現れてから導入しようと

しても、すぐには導入することができません。上場会社においては、これらの点に加

え、前述の株主アクティビズムを巡る環境の変化も勘案し、買収防衛策の導入・更新・

廃止について慎重に検討を行うべきであると考えます。 

なお、コーポレートガバナンス・コードにおいて、買収防衛策の導入・運用につい

て、必要性・合理性の検討、適正な手続の確保、及び株主への十分な説明が求められ

ています（原則 1-5）。もっとも、金融商品取引所のルール等に従って導入された買収

防衛策については、通常は追加的な手当てをしなくても、かかる要求を満たしている

と整理することは可能であると考えられます。 

 

株主アクティビズムへの対応については、会社の規模、財務状況、株主構成、経営陣

の考え方、アクティビスト株主の属性・投資手法等によって、とるべき対応方法はそれ

ぞれ異なり、一つの正解があるわけではありません。しかしながら、どの会社について

も、平時の段階から会社の状況を株主目線で分析・把握し、有事になったときに備えて

事前に十分な検討・準備をしておくことが重要になります。各上場会社においては、株

主アクティビズムを取り巻く環境の変化を踏まえ、現時点から適切な対応をとることが

望まれます。 
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