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我が国及び諸外国における 
株主総会プロセスの電子化の動向 

＜目次＞ 

１．日本：スマートフォンによる招集通知 

２．英国：議決権の電子行使 

３．フランス：Votaccess 

４．米国ナスダックのエストニア実証 



スマートフォンによる招集通知サービス① 

 2016年、招集通知情報の主要ポイントをスマートフォンやタブレットで快適に閲覧できるようウェブ化
して株主に提供するサービスが登場（以下、「スマホ招集通知サービス」という）。 

 招集通知の郵送封筒に印字されたQRコードやWebアドレス等から、株主は、いつでもどこでも、ス
マートフォンやタブレットを用いて、企業の招集通知情報を入手・閲覧することができる。 

音声や動画による社長メッセージ 

個人株主 

読みたい箇所にすぐ行けるリンク機能 

スクロールしやすい折りたたみ機能 

総会会場までのナビ機能 

（株式会社プロネクサス「スマート招集」開示資料より） 

http://p.sokai.jp/7893/ 
 

現在地からのルート検索 

日時 

平成 27 年 6 月 25 日（木曜日）午前 10 時 

・ JR 田町駅芝浦より徒歩約 5 分 
・地下鉄都営三田線・都営浅草 線三田駅 A4 番出口より 
（ JR 田町駅構内経由）徒歩 10 分 

地図表示 

出発地を入力してルート検索 

最寄 駅 から の徒歩ルート 

場所 

東京都港区芝浦 三丁目 ● 番●号 
ホテル●●● 東京 地下 1 階 
「●●●の 間」 

日時 

場所 

交通の ご案内 

１．日本 
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http://p.sokai.jp/7893/
http://p.sokai.jp/7893/


スマートフォンによる招集通知サービス② 

 企業がスマホ招集通知サービスを利用する背景には、近年、株主・投資家の対話が一層求められ
る状況下、年々複雑化する法定開示と任意開示で招集通知の情報量が増加傾向にある点が挙
げられる。 

 「株主に、よりわかりやすく企業メッセージを伝えたい」という思いから、2017年3月までに１０社程
度の企業が当該サービスを利用している。 

 招集通知を自宅でじっくり読み込むというよりも、移動中の
時間等を使って関心のある部分について読む、というのが、
昨今の個人株主のライフスタイルにマッチしている。 

 
 株主が企業に対する理解を深めた上で議決権行使をして

もらいたいと思っている。 
 

 従来の招集通知というのは、情報量が豊富過ぎて、かえっ
てわかりにくい面がある。また、招集通知を電子媒体にして
しまうと、余計読みにくくなる。そこで、あらかじめお断りを入
れたうえで、主な部分を抜粋して掲載している。リンクを貼
ることで詳しく閲覧できる工夫もしている。 
 

 情報収集のツールとしてスマートフォンは欠かせない。その
意味でもスマート招集は個人投資家と親和性は高い。 
 

 

http://p.sokai.jp/4911/ 
 
 

http://p.sokai.jp/3632/ 
 

http://p.sokai.jp/8267/ 
 

利用企業の声： 

（出所）事務局ヒアリング及び日本経済新聞Webサイト
（http://ps.nikkei.co.jp/irforum/special/vol10_page03.html）に基づく。 

１．日本 
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 スマホ招集通知サービスの全ての画面において、招集通知の全文（PDF）や信託銀行が提供す
る議決権行使サイトへのリンクが表示されるようになっており、招集通知から議決権行使という一つ
の流れが形成されている。 

 スマホ招集通知サービスを導入した企業において、導入前よりもスマートフォンからの議決権行使
比率が上昇した事例もある。 

 スマートフォンからの議決権行使に際しては、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と
「パスワード」が必要となるが、利用者からは、「5分もかからず簡単」「通勤時間の合間を使って行
使できたので便利」という声がある一方で、ハガキ送付の方が簡単と感じる声もある。 

パスワード 
の変更など 

１．日本 

スマートフォンによる招集通知サービス③ 
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個人株主による議決権の電子行使に関する企業の声 

 個人株主による議決権の電子行使に関して、企業からは前向きに評価する意見が示されるととも
に、将来的には、企業ごとではなく、保有銘柄全てについて閲覧・行使できる一括プラットフォームが
あれば、より株主の利便性が高まり、企業側にとってもメリットがあるとの声があった。 

日頃議決権行使を行わない個人株主にアプローチし、行使を促すための手軽な手段を提供するという意味において、スマホ等を
使用した取り組みは良いが、保有銘柄ごとに議決権行使サイトが異なるよりは、一か所で全て対応できるプラットフォームがあれば、
個人株主の利便性や行使率はより高まる。 

 

例えば各社共通のアプリで議決権行使を電子化できれば歓迎されるかもしれない。コスト負担者、システム構築者は検討の余地
があるが、議決権行使だけのプラットフォームでなく、配当金関係など、関係書類が一覧できるような、トータルに電子化された仕
組みがあれば、お互いに便利。 

 

複数の銘柄を持つ株主の場合、一つのプラットフォームがあれば行使率の向上が期待できるし、保有企業の取組みに関心が高ま
ることにもつながるのではないか。自社でも、行使率向上に向けてリーフレットを作成し、招集通知に同封するなど工夫をしているが、
あまり効果は出ていない。企業負担が少なければ導入する企業が多くなるのではないか。 

  
企業ごとに取り組みが異なる場合には、個人株主にとって管理が複雑になることだけでなく、企業側にとっても対応が煩雑になるこ
とが予想されるので、個人株主向け議決権行使プラットフォームが用意され、それに企業が円滑に対応できるよう、コストや事務負
担の点で過度に負荷がかからない形で一律的な電子化を進めていくことは、個人株主だけでなく企業側にとってもメリットがある。 

 

ハガキの郵送代が６月から１０円値上がりするため、個人株主が多い企業にとっては特に電子行使を促すことにつながるプラット
フォームは有用。現在の仕組みでは同じ銘柄でも売買の度に株主番号が変わるので、マイナンバーを利用するなど、株主番号が
分からなくてもログインできるシステムがあると便利。 

  

個人株主に関しては、議決権行使への意識が低い状態を改善することが必要と認識しており、プラットフォームやアプリなどの利便
性の向上がその一助となることを期待。 

  

１．日本 

■企業ヒアリング結果概要 
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インターネットを利用した情報提供の事例 

 企業の情報発信の形態は多様化。株主・投資家のみならず様々なステークホルダーへの情報提供
を想定したIRアプリ、社長メッセージや決算説明を動画で配信する例もみられる。 

IRアプリ 決算説明、会社のメッセージ動画 

三菱重工 

味の素 
サイバーエージェント 

日立 

決算説明の動画を自社ウェブサイトに掲載したり、 
会社概要・経営ビジョンの紹介を、動画を使って積極的に発信する取組も。 

最新プレスリリース、決算短信、アニュアルレポート等のIR情報、株価や企
業情報等が閲覧できる。 
企業によっては、決算発表や総会などのIRイベントについて、＋ボタンを押し 
て、カレンダーに登録できるサービスも。 

出所：各社ホームページ 

１．日本 
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我が国及び諸外国における 
株主総会プロセスの電子化の動向 

 

１．日本：スマートフォンによる招集通知 

２．英国：議決権の電子行使 

３．フランス：Votaccess 

４．米国ナスダックのエストニア実証 
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英国の証券代行業者が提供する個人株主向けサービス 

Investor Centre Shareview Capita shareportal 

●基本的な機能（概ね3社共通）⇒ 株主に対して幅広いサービスをワンストップで提供。 
 保有銘柄のポートフォリオ管理（ただし、証券代行が管理する公開企業分のみが基本。その他銘柄については手入力等による

管理が必要な場合あり） 
 株主総会情報・議決権関連書類を含む各種情報を受領するための e-mailアドレスの登録。 
 議決権の電子行使（証券代行が管理する公開企業分のみであり、サイト内で完結するものと関連サイトにリンクしているケース

がある。例えば、Computershare は “eProxy”にリンクしている） 
 配当受領口座の設定、住所変更等の各種手続き。 
 証券売買機能（Equiniti はISA（Individual Savings Account）の開設が可能である等、特に充実）  等 

 英国の代表的な share registrars（証券代行）は Computershare, Equinti, Capita の3社。 
 3社ともに株主専用のサイトを設けており、議決権の電子行使が行える。これに加え、電子通知（総会情報
を全てE-mailで送付）の登録、登録情報の変更、保有銘柄の管理等が可能となっている。 

２．英国 【第3回研究会・事務局提出資料】 

http://www.computershare.com/uk/
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株主専用ウェブサイト 
（Shareview） 

株主 

ログイン 

＜主な機能＞ 

 保有銘柄のポートフォリオ管理 
   ・ 保有銘柄のサマリー（保有時価等）の表示 
   ・ Equinitiが管理する発行企業の保有銘柄は自動で登録・表示される。 
   ・ Equiniti以外の証券代行が管理する銘柄は株主自らが手動で登録すれば、ポートフォリオに

反映され、株価等を一括閲覧できる。 
 

 株式情報の受取 
   ・ 投資判断に必要となる市場ニュースやデータの閲覧 
   ・ Shareviewニュースレターの受取登録 

 

 証券売買 
   （英国では証券会社の他、証券代行や銀行でも証券売買が可能） 
 

 配当受取口座の登録 
   （英国では小切手での支払いが多く、株主に口座振り込みに切り替えるよう促している） 

 

 配当の再投資登録 
   ・ 企業がDRIP- Dividend Reinvestment Plan（配当金を原資として株式に再投資するプ

ログラム）を提供している場合は登録できる。 
 

 株主総会資料の受取方法の登録・変更 
   ・ e-mailによる受領登録 
   ・ 株主総会資料の受取方法の変更 

 

 議決権の電子行使 
   ・ 姉妹サイトの Sharevote に移行し、株主総会資料の閲覧や電子行使ができる。 
   ・ 議決権電子行使の対象は、Equinitiが管理する企業分のみ。通常、電子行使に際しては、

各企業の議決権行使書面上の株主番号等の入力が必要となるところ、Shareview経由であ
れば、より簡易なプロセスで議決権行使が可能（リンクをクリックするだけで行使画面に移行）。 

 

 住所・Eメールアドレス等の登録・変更等各種手続き 
   ・ Eメール通知による確認機能あり（Shareview上での取引内容等） 

英国の証券代行業者が提供する個人株主向けサービス（Equinitiの場合） 
２．英国 

（出所）現地ヒアリング調査及びEquiniti社Webサイトに基づく。 



電子行使プラットフォーム 
（Broadridge,ISS等） 

CREST 

証券代行 ① 株主総会前に証券代
行は株主総会情報
（総会日時、議案、発
行企業のWebサイトの
アドレス等）を入力。 
総会毎に reference 
number が生成される。 

② ISIN（証券識別番
号）、reference 
number が通知される。  

③ ISIN、reference 
numberとともに、議決
権行使指図の内容（賛
成、反対等）が口座毎
に通知される。 
 
Euroclearは1行使処
理ごとに30pence請求 

④ 議決権行使指図の内
容がそのまま証券代行
に通知される。 

○議決権の電子行使システムの経緯 

• 議決権の電子行使が盛んになる中で、そのプロセスを効率化
するニーズが高まっていた。そうした中、Euroclearが証券決
済システムであるCRESTを経由して電子行使する仕組みを
提案し、実現したもの。 

• 議決権行使の指図内容は CRESTを経由して証券代行に
流しているだけであり、Euroclear 自身が主体的な役割を
果たしている訳ではない。 

 

○証券代行が株主名簿を作成する際のCRESTの役割 

• CRESTには決済に必要な情報しかなく、株主名簿の作成や
株主の管理は証券代行業者の役割。 

• 証券代行業者のシステムはCRESTにつながっており、システ
ム上で請求すれば、その時点で証券を保有する株主の情報
がダウンロード可能となっている。 

 

○CRESTのシェア 

• 英国における株式の90％のCRESTで決済されているといわ
れる。また、議決権に関しては行使された議決権の70%が
CRESTを経由しているといわれる。 

【議決権行使時の手順】 

２．英国 

 機関投資家は通常Broadridge等の電子プラットフォームを介して議決権行使の指図を行っているが、
英国では、プラットフォーム上の指図情報が、証券決済システムのCREST を経由して、証券代行業者
に通知されている。 

英国企業に対する機関投資家による議決権の電子行使 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 10 
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我が国及び諸外国における 
株主総会プロセスの電子化の動向 

 

１．日本：スマートフォンによる招集通知 

２．英国：議決権の電子行使 

３．フランス：Votaccess 

４．米国ナスダックのエストニア実証 
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フランスの議決権行使サイト「Votaccess」の概要 

■Votaccessの仕組み 

 AFTI（ L’Association française des professionnels des titres：フランス証券協会）は2012年
に議決権の電子行使プラットフォーム「Votaccess」を構築。 

 発行企業は、「Votaccess」を通じて、記名株主（登録株主）・無記名株主の双方に対して、議決権の
電子行使インフラを提供できる。また、このプラットフォームを通じて、電子的に総会情報も提供できる。 

（出所）https://www.slib.com/pages/documents/Produits/FICH_VOTACCESS_V2_0_GB.pdf 

カストディアン 

発行企業・証券代行 

株主が書面で議決
権を行使した場合
は、カストディアンが
Votaccessに賛否
を入力。 

記名株主／無記名株主 

議決権の電子行使 

３．フランス 【第3回研究会・事務局提出資料】 



Votaccess設立の背景 

 フランスの会社法はEU指令の内容を受けて電子通知・電子行使に対応するよう改正されたが、この内容は主として記
名株式保有者（登録株主）を念頭においたものであり、フランスで多数存在する無記名株式保有者の実務にはそぐわ
ないことが多かった。 

 また、Votaccess導入前は、証券代行各社がそれぞれ記名株式保有者向けの電子行使プラットフォームを開発してい
た。無記名株式保有者もこれらのプラットフォームを利用することはできたが、手続きが非常に煩雑だった。 

 すなわち、そもそも無記名株式に関しては、株主名簿が存在しない。それ故、フランスでは、無記名株主が議決権行使
を行う場合、自らが株主であることを証明する必要がある。このため、プラットフォームを利用したい株主は、自らが株主で
あることの証明を証券代行に提出し、証券代行はその都度内容を確認した上で、システム設定を行い、IDとパスワード
を発行する必要があった。さらに、その後株主が株式を売却等した場合は再度手続きする必要が生じるなど、無記名株
主による電子行使の手続きは非常に煩雑であった。 

 こうした実務を効率化すべく、証券代行からの呼びかけで、共通した電子行使プラットフォームを開発すべきとの機運が高
まり、AFTI（フランス証券協会）が主導し、Votaccessの開発に至った。 

 具体的には、AFTIの内部に委員会を立ち上げ、意見集約を行った。初期投資は証券代行がそれぞれ出資し、開発担
当（technical partner）としてSLIB社（NatixisとBNP Paribasを大株主とする金融関係のシステム開発業者）
を選任した。これらの取組を経て、2012年よりVotaccessは稼働を開始した。 

３．フランス 

 Votaccess設立の背景には、フランス会社法の改正（招集通知及び議決権行使の電子化）に加え、
フランスで多数存在する無記名株主による議決権行使プロセスが煩雑だった点が挙げられる。 

 このため、証券代行業者からの呼びかけで、記名株主（登録株主）・無記名株主の双方に対応した
共通インフラとしてVotaccessが開発された。 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 

■Votaccess設立の背景 （関係者へのヒアリング結果の概要） 
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Votaccessの運営・利用状況 

• システム開発を担当したSLIB社
が運営。 
 

• 発行企業が利用料を負担する
仕組み。支払先は運営会社で
あるSLIB社。 

  ※ 初期投資は証券代行が出資。 
 

• 利用料は基本料金と従量料金
で構成。 

  ※ 基本料金は企業規模によって異
なる。 

  ※ 従量料金は議決権が1件処理さ
れる毎に加算される。 

 Votaccessの開発・運営はSLIB社。初期投資は証券代行が出資。その後の運営は発行企業からの
利用料でまかなわれている。 

 個人株主のうち登録株主（記名株主）は証券代行が運営する株主専用サイトから、無記名株主は
証券会社の口座画面から、Votaccess経由で議決権を行使する。 

 機関投資家は、Broadridge等の電子行使プラットフォーム上で議決権行使の指図を行うのが一般
的であるが、その指図内容は一旦カストディアンに集約された上で、カストディアンがVotaccessに入力
している（フランスでは、カストディアンが議決権行使の内容と議決権行使基準日時点（総会日の２営業日前）の株式保有状
況との整合性を確保する責任を有するため）。 

３．フランス 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 

【発行企業】 
• 2016年株主総会（実績）では、 
  CAC40の2/3の企業が採用 
  CAC40以外の企業の利用も
含めると1年間で64総会、
308,000件の指図に対応。 

 

【カストディアン等】   
• 95社超の証券会社や銀行、カス

トディアンがVotaccessに対応。 
（カストディアンは全体の2/3、リテー
ル向けの証券会社は95%～98％
が対応している計算になる） 

Votaccessの開発・運営 Votaccessの利用状況 

【株主】 
①記名株主（個人株主が中心） 
証券代行が運営する株主専用サイト内で、
Votaccessのサイトが立ち上がり、株主が
電子行使。 

 

②無記名株主（個人株主） 
証券会社等の口座管理専用サイト内で、
Votaccessのサイトが立ち上がり、株主が
電子行使。 

 

③無記名株主（機関投資家） 
Broadridge,ISS等の電子行使プラット
フォーム上で指図された内容をカストディア
ンが集約した上でVotaccessに入力。 

14 



15 

証券代行 VOTACCESS 

株主専用ウェブサイト 

Planetshares 
(BNP Paribas) 

Shareinbox 
(Societe Generale) 

株主のポジション情報の提供 

株主総会関連書類の登録 

株主 

議決権行使データの通知 

e-mailによる通知機能 ログイン 

• 保有銘柄の一覧画面にて
議決権行使が可能な総会
がフラグ立てされる 

• クリックすると企業毎の
VOTACCESS画面に移行 

• VOTACCESS画面移行後、同画面にて議決権を行使 
• 株主総会資料の閲覧可 
• 当日出席用の必要書類も出力可 

VOTACCESS画面 

Votaccessの利用イメージ（①登録株主（記名株主）の場合） 
３．フランス 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 
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リテール証券 

VOTACCESS 

リテール証券口座画面 

株主のポジション情報の提供 

株主総会関連書類の登録 

株主 

議決権行使データの通知 

e-mailによる通知機能 ログイン 

• 保有銘柄の一覧画面にて
議決権行使が可能な総会
がフラグ立てされる 

• クリックすると企業毎の
VOTACCESS画面に移行 

VOTACCESS画面 

証券代行 

• VOTACCESS画面移行後、同画面にて議決権を行使 
• 株主総会資料の閲覧可 
• 当日出席用の必要書類も出力可 

Votaccessの利用イメージ（②無記名株主である個人株主の場合） 
３．フランス 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 
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カストディアン 

VOTACCESS 

電子行使プラットフォーム 

株主のポジション情報の提供 

株主総会関連書類の登録 

株主 

議決権行使データの通知 

e-mailによ
る通知機能 

指図 

証券代行 

指図 

指図された議決権の集計・通知（SWIFT) 

株主証明の提出 
（カストディアンが委任
されている場合） 

株主証明の提出 
（カストディアンに委任していない場合） 

• Votaccessの行使期限は株主総会前日の15時まで。 
 

• カストディアンは議決権指図の期限を更に前（カストディアンによっては
1週間前）に設けている。フランスにおける議決権の基準日は株主総
会の２営業日前であるが、議決権指図時点と基準日時点では必ずし
も株主は一致しない。カストディアンは指図した株主が基準日時点で
真に株主であるかを証明(certify）する必要があり、そのため、指図さ
れた議決権情報は一旦カストディアンに集約される。 

 

• フランスの株主総会では無記名株式保有者は議決権を指図するにあ
たって自らが株主であることを証明する必要がある。このため、発行企業
は誰が議決権を指図したかがかなり詳細に把握できる。具体的には、フ
ランス国内機関投資家についてはファンド単位で議決権を指図した者
が分かる。一方、海外機関投資家についてはグローバルカストディアン
単位であることが多い。 

Votaccessの利用イメージ（③無記名株主である機関投資家の場合） 
３．フランス 

（出所）現地ヒアリング調査等に基づく。 



18 

我が国及び諸外国における 
株主総会プロセスの電子化の動向 

 

１．日本：スマートフォンによる招集通知 

２．英国：議決権の電子行使 

３．フランス：Votaccess 

４．米国ナスダックのエストニア実証 



４．米国ナスダックのエストニア実証～ブロックチェーン技術とIDを用いた議決権の電子行使 

 2016年、米国ナスダックとエストニア政府は、エストニアのe-Residencyプラットフォームを活用し、ブ
ロックチェーン技術による議決権の電子行使に係る実証実験を展開。 

 当該実証により、デジタルIDによる本人確認プロセスや、議決権の代理人等への移転・管理、議決権
の指図内容の伝達・モニタリングの効率化など、労働集約的で煩雑な議決権行使プロセスを大きく改
善する可能性がみいだされたとされている。 

（出所）各種報道資料から作成。 

 e-Residencyカードを用いた個人認証。 
    （注）エストニアでは、株主総会に参加する者の本人確認が求められる。 

 
 株主・投資家による次の行為。 

① 株主総会に関する情報の閲覧（総会前及び総会中） 
② 第三者に対する議決権行使の委任 
③ 委任した議決権の行使状況のモニタリング（必要に応じて行使内容の取消も可能） 
④ システム上消去・改ざん不能なかたちで保存された過去の議決権行使の記録の閲覧 

 
 カストディアンによる次の行為。 
     顧客（実質株主）の代わりに行う議決権行使、または、 
     顧客に対する議決権の指図依頼（ファイルをアップロードするだけで依頼可能） 

 
 保有者情報や議決権行使情報のブロックチェーン上での保存。 
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実証実験の内容 

e-Residencyカード 


