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 内外の機関投資家による議決権行使の現状はどうか 
 

 諸外国における議決権行使のための電子的プラットフォームの利用状
況はどうか 
 

 議決権行使電子プラットフォーム（ICJ）の利用状況・効果・課題は
何か。これを活用しやすくするための方策としてどのようなオプションがあ
りうるか              

等 

 我が国の議決権行使インフラの１つである議決権電子行使プラットフォー
ム（ICJ)を活用しやすくするなど、機関投資家による議決権行使プロセス
全体の電子化に向けた課題と対応策は何か。  

議決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題と方策 
（第１回研究会事務局提出資料から抜粋） 

本日ご確認・ご検討いただきたい点 

1．総会プロセスの電子化の現状（国際比較） 
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議決権の電子行使の状況（国際比較） 
 欧米では、機関投資家等が行使した議決権の電子行使率は7～９割（議決権個数ベース）。 

 一方で、日本では、議決権の電子投票制度を採用する上場企業の数が少ないこともあり（上場
企業の約3割）、議決権の電子行使率は1割程度にとどまる（議決権個数ベース）。 

（出所）全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成27年10月） 
     ※ 議決権の電子行使率は、上記調査結果を基に加重平均により算出。 

採用済み 
32.6% 
（551社） 未採用 

67.4% 
（1,137社） 

<上場企業における電子投票制度の採用状況> 
 

日本における議決権の電子行使率 
（議決権個数ベース） 

機関投資家 
  ＋ 
個人株主 10.9% 

（※ICJ経由の電子行使率は議決権行使個数全体の9.4%） 
（2015年） 

（出所）米国： Broadridge＋PwC, “Proxy Pluse, first edition 2014”         
            英国・ドイツ：英Makinson Cowell社, 独VIP社に対するヒアリング等からあずさ監査

法人が作成 

欧米における議決権の電子行使率 
（議決権個数ベース） 

機関投資家 ９８％ 
個人株主 ７３％ 

機関投資家    ９割以上   

機関投資家    7割以上  

（2013年） （※個人:郵送による投票率は20％ 
         電話による投票率は7％） 

1．総会プロセスの電子化の現状（国際比較） 
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（出所）日本：「旬刊商事法務 株主総会白書2015年版」（商事法務研究会、2015.12/1臨時増刊号）のデータを元に事務局試算（上記※１参照） 
      米国：「”Analysis of Distribution and Voting Trends Fiscal year Ending June 30, 2015”, Broadridge」 
      英国：Prism Cosec社(www.prismcosec.com) 発行の “Prism Briefing” 2015年8月12日付を参照 

 米国・英国では、８割程度の株主が、招集通知関連書類を電子的に受け取っている。 

 特に、米国では、議決権の電子行使サイト等、様々なルートから誘導するかたちで、株主からの同
意（登録）を得る工夫が講じられており、招集通知そのものも含めた総会関連情報全てをE-
mail等により電子的に受け取っている割合（電子通知率）は高い。 
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電子通知（e-mail等） Notice Only（Webで閲覧） 

85% 
79.2% 

個人株主における招集通知関連書類の 
電磁的な受取割合 （注記） 

※1：日本では、電子通知採用企業の割合は2.6％（44
社、2015年）。このうち、実際に電子通知を受け取って
いる株主割合が1％未満の会社が過半。これを踏まえ、こ
こでは、2.6%×1%＝0.03%を電子通知を受け取って
いる株主の割合と試算している。 

 
※2：日本では、WEB開示によるみなし提供制度により、参

考書類、添付書類の一部をWEB開示。企業の約45％
が利当該制度を利用しているが、ここでは、提供範囲が限
定的であることもあり、上記１の試算には反映していない。 

 
※3：ドイツ・フランスは、基本的に電子公告で対応。 
 
※4：ドイツについては、DAX30社中12社（約4割）が、株

主からの登録を受け、Email等による電子通知も展開。 
 
※5：英国のNotice Only とは、Web提供について同意した

（みなされた）株主のこと。当該株主は、Webアドレスが
記載された通知を受け取る。 

総会関連情報の電子提供の状況（国際比較） 
1．総会プロセスの電子化の現状（国際比較） 
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 議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用

に向けた課題としては、主に、以下が挙げられる。 
  ① 指図フローが二重になることによる議決権行使

業務の煩雑化 【機関投資家】 
  ② アセットオーナーからの同意取得 【機関投資家】 
  ③ コストパフォーマンス 【機関投資家・発行企業】 
  ④ 他の議決権行使事務代行業者の電子プラット

フォームとの連携 
 
 個人株主向けの議決権の電子行使システムの利

便性向上も課題として指摘されている。 
  【第2回研究会における指摘内容】 

 現行のシステムの下では、インターネットでの議決権
行使は書面行使と比べて手間がかかる。 

 議決権の電子行使については、現行の個人投資家
向けの電子行使システムは一社一社ログインしなけ
ればならないのが手間である。一回のログインで保有
銘柄すべての議決権行使が可能になると、効果が
飛躍的に上がるのではないか。 
 

 

 

 電子通知普及に当たっての課題としては、株主
における銘柄毎の登録の手間や、メールアドレス
の管理問題、コストパフォーマンス等が指摘され
ている。 

  【ヒアリング結果概要】※第2回資料から抜粋。 

 電子通知普及に当たっての課題としては、株主自
身が電子通知を登録する際、保有する銘柄につ
いて1社毎にID・パスワード等の登録を行う手間が
発生する点が挙げられる。特に、多数の銘柄を保
有している株主においては大きな手間がかかるた
め、郵送で受け取る時と比べて電子通知へのイン
センティブは働かないのではないか。ネット経由での
議決権行使でも同様の手間が生じる。 

 株主は一旦承諾しても承諾した事実を忘れてしま
う。株主のメールアドレスが頻繁に変わることも問
題。 

 現状、電子通知による費用の削減効果はない。
株主総会の会場と同じで、書面請求を行う株主
の数が読めない以上は結局例年と同じ数量を印
刷することになる。電子通知の登録者が数千名程
度では印刷部数は変わらない。 
 

 

【参考】日本における総会プロセス電子化の課題（前回までの指摘事項） 

総会関連情報の電子提供（電子通知） 議決権の電子行使 



6 

１．総会プロセスの電子化の現状（国際比較） 

２．諸外国における対応事例 
     ～電子行使・電子通知等 
     ①米国 
     ②英国 
     ③フランス 
     ④ドイツ 



7 

米国の議決権行使サイト：proxyvote.com の概要① 
 Broadridge社が提供する電子行使のための専用サイトで、登録株主・実質株主ともに利用可能（個人株主含む）。 
 Proxyvote.comにアクセスし、1度ログインするだけで、他の保有銘柄についても議決権を行使できる。例えば、A社の招集
通知に記載されている管理番号を入力してログインするだけで、同じ画面上で、B社やC社の議決権行使ができる。 

 すなわち、株主が保有する銘柄は、全て口座情報によって紐づけられており、当該情報に基づき、保有銘柄の一覧が表示さ
れる。株主は、その画面上で、議決権を行使（又は変更）することができる。 

株主総会に関するNoticeやEmailに記載されている
管理番号を入力 

【Proxyvote.comのログイン画面】 【Proxyvote.comの議決権行使画面】 

他の保有銘柄の一覧 
（議決権行使可能） 

総会情報へのリンク 

会社名 （ABC Company) 

２．諸外国における対応事例 
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【実質株主の議決権行使サイト】 

米国の議決権行使サイト：proxyvote.com の概要② 
 議決権行使サイトでは、議決権の行使のみならず、総会情報の閲覧、株主総会の出席カードの入手、株主総会
のネット中継の閲覧もできる。 

 また、実質株主向けのサイトでは、上段バナーに証券会社と担当アドバイザーの名前も表示される。 
 e-delivery（招集通知を含む全ての書類をE-mailで受け取る場合) の登録も、全ての保有銘柄について一括
で対応可能。 

株主総会のネット中継画面へのリンク 

【e-delivery 登録画面】 

“Go Paperless” をクリックすると e-mailアドレスを登録する
ポップアップ画面が表示され、e-deliveryの登録ができる 

口座を管理する証券会社と担当アドバイザー名 

株主総会の出席カード入手画面へのリンク 

議案の一覧 

会社名 

２．諸外国における対応事例 
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■証券会社・銀行又は発行会社が提供する登録専用サイト（icsdelivery.com） 
 証券会社/銀行又は発行会社を通じて e-delivery の登録を行うためのサイトで、Broadridgeのサービスの一つ。 
 各証券会社/銀行ごとの専用サイトに、口座番号、e-mail アドレス、暗唱番号を入力することで、e-deliveryの登
録を行うことができる。 

 発行会社の専用サイトには、登録株主向け・実質株主向けと別々の登録サイトへのリンクがある。実質株主は、このリ
ンクから、各証券会社/銀行ごとの専用サイトに移行し、e-deliveryの登録を行うこととなる。 
 

■e-delivery登録専用サイト（investordelivery.com） 
 書面で議決権行使書を受領している株主が e-delivery の登録を行うためのサイト。 
 株主は16桁の管理番号を入力し、e-mailアドレスを登録するで、次回総会より e-mail で書類を受け取ることとなる。 

■議決権行使サイト（proxyvote.com） 
 議決権の電子行使と合わせて、e-delivery の登録も行うことが可能（保有している銘柄は一括で登録可能）。 

■Investor Mailbox 
 証券会社のシステムにインストールされたシステム。 
 株主は、口座を開設している証券会社の会員サイトで、保有銘柄に関する書類を一括で受領・閲覧できる。 
 保有銘柄に関する書類は、招集通知・議決権行使関連書類にとどまらず、目論見書、税務書類など、多種多様な

ものが含まれる。書類の新着情報は、e-mailで通知される。 
 2015年8月時点で、証券会社のリテール口座の51%で利用されている（近々にその利用率は55％に高まるとされ

ている）。 

米国における電子通知（e-delivery）の登録方法 
 e-delivery（招集通知を含む全ての書類をE-mailで受け取る場合) の登録は、議決権行使サイ
ト以外に、①証券会社の会員サイト上のMailbox、②証券会社・銀行が提供する登録専用サイト、
③e-delivery登録専用サイトなどからも行える。 

２．諸外国における対応事例 
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米国：Computershare社の事例① 
 Computershare 社等、証券代行業を展開する企業も、Notice & Access制度に対応したシ
ステムを構築し、登録株主に対して電子通知・電子行使サービスを展開している。 

【招集通知等の関連情報の閲覧サイト】 
（www.envisionreports.com：株主でなくとも閲覧可） 

議決権行使書には、 
e-deliveryの登録や電子行使を行う場
合の専用サイトのアドレスが記載されている 

e-delivery の登録、電子行使を行う場合、 
クリックすることにより専用サイトにアクセス 

 【e-delivery登録・電子行使専用サイト】 
（investorvote.com） 

* Computershare のウェブサイトより転載 

株主総会に関するNoticeやEmailに記載されている
管理番号を入力 

招集通知（Notice）には、 
総会情報閲覧サイトのアドレスが記載さ
れている 

２．諸外国における対応事例 

http://www.envisionreports.com/


11 * Computershare のウェブサイトより転載 

investorvote.comの画面イメージ（ログイン後） 

【当株主総会資料の請求画面】 

 当株主総会に関する資料の請求
を行うことができる。 

 株主は下記より選択する。  
    ・ e-mail（アドレスを入力） 
    ・ 郵送 
    ・ 不要 

【e-deliveryの登録画面】 【議決権の行使画面】 

 次年度以降の株主総会に関し
て、 e-delivery の登録ができる。 

 各議案に関して賛成・反対を行使
できる。 

米国：Computershare社の事例② 
 Computershare社の investorvote.com では、①当年度の株主総会の資料請求、②次
年度以降の株主総会資料のe-deliveryの登録、③議決権の電子行使がWeb上で行える。 

２．諸外国における対応事例 
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 総会関係資料について、紙媒体をPDFドキュメントにしたものに加え、①ビジュアル的に魅力的で、株主が
情報を見つけやすいたかたちで提供しているもの、②社長メッセージ動画等と組み合わせたもの、③パソコン
やスマートフォンなど、デバイス別に適したかたちで提供しているものなどが見られる。 

米国：総会関係資料のWeb開示（Coca-Cola社の事例） 

【招集通知関連書類の閲覧画面】 【招集通知等の関連情報の閲覧サイト】 
（www.envisionreports.com） 

【アニュアルレポートの閲覧画面】 

議案へ
のリンク PDFバー

ジョンへの
リンク 

２．諸外国における対応事例 

http://www.envisionreports.com/
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米国における電子株主総会の開催状況 
 米国では、電子株主総会（Virtual shareholders meetings）を開催する企業が増加しつつある。 
 電子株主総会には、①株主が直接集まる場は設けず、オンライン上のみで開催するもの（Virtual-Only型）
と、②従来型の株主総会とオンライン利用を併用するもの（ハイブリット型）の２形態がある。 

 いずれの形態も、オンライン上でリアルタイムに議決権が行使できるなどのコミュニケーションが可能という点で、株主
総会のネット中継とは異なる。 

（出所）Donald Ainscow and Harva Dockery (2014), “Top Ten Things To Remember When Considering Virtual Shareholder Meetings” 

米国における電子株主総会（Virtual Shareholders Meetings）の開催数の推移 

当初は、IntelなどのITテクノロジー系の企業による開催が中心だったが、近年では、電子株主総会を開催する企業の業種
も拡大している（JetBlue Airways, NYSE Euronex, Ameriprise Financial, Sprint and Martha Stewart 
Living Omnimediaなど）。 

ハイブリッド型 
（phisical＆virtual) 

Virtual- Only型 
（オンラインのみ） 

２．諸外国における対応事例 
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英国の議決権行使サイト：Share Registrarsのサービス 

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．諸外国における対応事例 

http://www.computershare.com/uk/
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英国：電子通知の登録（Marks & Spencer社の事例） 

【記載内容の要旨】 
 2007年は Annual Report （102ページ）を20,000部、Annual Reviews 

（45ページ）を 240,000部、印刷・郵送していたが、法改正や株主からの協力
により、現在 Annual Report は3,000部、Strategic Report は10,000部
まで削減。 

 開示情報のすべてが株主に郵送される訳ではないため、e-mail を登録頂ければ
メールによって株主に情報を通知することができる。 

 e-mail は証券代行である Equinti が提供する Shareview から登録できる。 

 英国のMarks & Spencer社は、株主への情報提供をより円滑にすべく、株主に対し、E-mailアド
レスの登録を呼びかけている。 

 E-mailアドレスは、証券代行であるEquitiが提供するShareviewから登録できる。 

証券代行Equiti社が提供する 
Shareviewのサイトへのリンク 

 Mark & Spencer社のWebサイトには、Emailアドレスを登録後、 
  「Shareview」 を通じて提供されるサービスが紹介されている。 

• 企業との電子的なコミュニケーション 
• 保有する他銘柄の閲覧 
• 住所変更 
• 配当の銀行口座への支払い 
• 議決権行使 

２．諸外国における対応事例 
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フランスの議決権行使サイト：Votaccessの概要① 

■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、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 

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 

２．諸外国における対応事例 



■Votaccessの活用例- Credit Agricole の場合 
【Meeting Notice（招集通知）の記載内容】 

フランスの議決権行使サイト：Votaccessの概要② 
 発行企業は、Votaccessの仕組みをベースに、議決権行使用のウェブサイトを構築している。 

Credit Agricoleは、
Votaccessプラットフォームによる
電子行使環境を提供します。 

【発行企業のWebサイト上のログイン画面】 

 
 
 

 
総会関係書類の
閲覧サイトへの 

リンク 

【議決権行使等のプラットフォーム画面】 

 
議決権 
行使画面 
へのリンク 

 
総会出席カー
ドの取得 

 
電子行使の
締切日時 

 
議決権個数 

 
株主総会の開催日時・場所 

２．諸外国における対応事例 
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Planetshares 

 フランスの 代表的な share registrars（証券代行）はBNP Paribas, Societe Generale, Credit 
Agricole の3社。 

 BNP Paribasの株主専用のサイトでは、当該サービスを利用している発行企業に対する議決権の電子行使が行
える（Votaccessを利用）。これに加え、保有銘柄の管理や証券売買等が可能となっている。 

●Planetsharesの機能 
 保有銘柄のポートフォリオ管理 
 議決権の電子行使（証券代行のサービスを利用している企業分のみ） 
 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 等 

Sharinbox 

●Sharinboxの概要  
 登録株主やストックオプションを保有する従業員向

けの専用サイト。2014年12月に運用開始。 
 口座情報や売買取引を24時間リアルタイムで閲

覧・管理できる（議決権行使機能はない模様）。 

２．諸外国における対応事例 
フランスの議決権行使サイト：Share Registrars のサービス 
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フランス：投資家・株主向けの情報提供サービス（Total社の事例） 
 Total社は、投資家・株主向けのアプリを開発・提供している。 
 アプリは、iPad向け、iPhone向け、Androidスマートフォン・タブレット向けの3種類が提供されている。 
 投資家・株主は、当該アプリを通じて、株価やプレスリリースに加え、株主総会情報、プレゼンテーション資料・
動画、配当情報等を受け取ることができる。 

（出所）Total社Webサイト（http://www.total.com/en/investors/individual-shareholders/individual-shareholder-relations/total-investors-application） 

【アプリのダウンロード画面】 

２．諸外国における対応事例 
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ドイツの議決権行使・電子通知登録サイト 

【Daimler 株主専用のサイト：ログイン画面】 

 ドイツでは、発行企業が株主専用サイトを構築し、議決権の電子行使や電子通知（総会関連書
類のE-mail送付）の登録を行えるようにしている例がみられる。 

【株主へのe-サービスの案内画面】 

●Daimler社の株主向けeサービスの概要 
 議決権の電子行使 
 招集通知の受取をE-mailに変更。 
 E-mailアドレス、言語、パスワード等の個人情報の管理 
 企業の最新情報（資本市場ニュース、金融レポート等）をE-mailで入手 等 

２．諸外国における対応事例 
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ドイツにおける電子通知の登録 
 ドイツでは、電子通知（総会関連書類のE-mail送付）の登録を行うインセンティブとして、抽選によ
り商品を進呈するケースがみられる。 

株主総会通知をEmailで受け取ることで、紙や費用削減に貢
献しませんか？ 

5/7までに登録した株主のうち、10名にiPad miniを進
呈します。 

■BASF社のケース ■ルフトハンザ社のケース 

5/13までにE-mail Deliveryに登録した株主のうち、
2名に航空券、10名にキャリーケースを進呈します。 

●ルフトハンザ社のE-deliveryサービスの概要 
 招集通知等の総会関連書類のEmailでの受取 
 総会への出席カードの受け取り 
 議決権の電子行使 
 Share Registrar（証券代行）に登録された住所

情報の変更等 

２．諸外国における対応事例 
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