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～社外取締役の役割と今後の展望

特集

小林 いずみ 氏
こばやし

いずみ

ANA ホールディングス株式会社社外取締役

株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役
三井物産株式会社社外取締役

三菱化成工業株式会社（ 現三菱ケミカル株式会社 ）、メリルリン
チ・フューチャーズ・ジャパン株式会社を経てメリルリンチ日本
証券株式会社に入社。2001年にメリルリンチ日本証券株式会社代
表取締役社長に就任する。世界銀行グループ多数国間投資保証機
関（ MIGA ）長官、大阪証券取引所社外取締役など国内外の社外取
締役、アドバイザー等に従事し、現在はANAホールディングス株
式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、三井物産株式
会社などの社外取締役、公益社団法人経済同友会副代表幹事を務
める。

1

KPMG Insight Vol. 34
36 Jan.
May 2019
2019

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights
reserved.

特集①

コ

ーポレートガバナンス・コードが改訂されて間もなく 1 年。改訂コードには、
「取締役会メンバーの多様性確

保等」
「 CEOの選解任・報酬決定手続の強化と独立した指名・報酬委員会の活用」などのポイントが盛り込ま

れ、
コーポレートガバナンス改革は「第 2フェーズ」に入った。改革の推進にあたり、企業にとって社外取締役の役割

がますます重要性を増している。

今回は、取締役会の機能、そのなかでの社外取締役の役割やダイバーシティの重要性について、
メリルリンチ日本証

券社長やMIGA長官を経てかずかずの企業の社外取締役を歴任されている小林いずみ氏にお話しをお伺いする。
揮できないのではないでしょうか。

の役割を果たすことになりますが、専門

大塚：それは非常に興味深いですね。

機能そのものが、日本と欧米では違いが

小林：リーマンショックが起きたときに、

大塚：社外取締役は取締役会においてそ

家や投資家と話していると、取締役会の

あると感じられます。先日、ACGA（ アジ

ア・コーポレート・ガバナンス・アソシ

私はアメリカの企業で働いていました。

本社のボードではありませんでしたが、

エーション ）のジェイミー・アレン事務局

リーマンショックのプロセスを見ていて、

史的な背景もあると思いますが、日本に

疑的になったものです。

長とお話した時も感じました。これは歴

は意思決定機能を重んじる企業が多いよ

うな気がします。一方、欧米では監督機能

を中心に考えるのが主流ですから、こう

欧米企業の取締役会のあり方に大いに懐

当時、
ウォール・ストリートの多くの企

業の取締役会では、CEOのみが社内の人

間でした。その他は全員社外の人間で、彼

した取締役会の機能の違いがあると思い

らが監督機能を担っていましたが、彼ら

多くの日本企業のように意思決定機能

ことがわかるのか、と思いました。社内の

督機能を発揮するのか考えないといけな

れで判断しているのではないかと。どれ

ます。

に重点を置く場合であっても、いかに監

特集

取締役会の機能のあり方

に本当に監督できるのか、本当に内部の

大塚
おおつか

敏弘

としひろ

有限責任 あずさ監査法人 専務理事
KPMG ジャパン コーポレートガバナ
ンス CoE 統括パートナー

2003 年 あ ず さ 監 査 法 人 代 表 社 員 就 任。
2017 年専務理事に就任。現在は有限責任
あずさ監査法人専務理事（ HR 統括）、を務
める。

機能も果たさなければグリップが効かな

人間の都合のよい説明だけを聞いて、そ

いように思えます。こうした取締役会に

いと思いますが、日本企業における取締

くらい現場の話が耳に入っているか、ど

ようにお考えでしょうか。

うにお考えですか。

か。相当の情報がなければ、適切な判断は

小林：社外取締役の役割は株主の代表と

役会の機能について、小林さんはどのよ

小林：取締役会では、様々な案件が検討

されます。そのなかで、その案件がどのよ

のようなプロセスで執行が行われている
できないと思うのです。

いうだけではなく、私は社会や顧客など

役は全員社外の人間がやるべきだといっ

会社が見えるか」という視点に立ち、利益

リーマンショックが起きる前は、取締

うな考え方や視点で議論され意思決定さ

た議論もありましたが、私は必ずしも社

切であるかを監督することは、どちらも

いません。

れぞれで機能するものでもないと思いま

大塚：それは、欧米を中心とした海外の声

れるかということと、その意思決定が適

重要です。意思決定機能と監督機能がそ

すから、それらをまったく切り離してし

まうのは現実的ではない気がします。

意思決定機能がまったく機能していな

いのは論外として、ある程度は取締役会

外の人間だけでやるのがベストだとは思

に過剰に反応すべきではないということ
でしょうか。

小林：ベストは何かということを探すべ

が意思決定に関与していくことも必要だ

きだということです。

大きな投資案件などの場合は意思決定の

大塚：確かに、意思決定機能が必要という

と思います。監督機能だけではなく、特に
力がなければ、取締役会はその機能を発

おける社外取締役の役割についてはどの

なかでも、
ガバナンスという意味では監督

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights
reserved.

他のステークホルダーから「 どのように

を最大化していくことに貢献することだ

と考えています。

企業にはそれぞれの形態やビジネスが

ありますが、様々なステークホルダーの
なかのどこに軸足を置くかは、その企業

によって変わってくるのではないかと思

います。

社外取締役に求められる
「洞察
力」と
「質問力」

大塚：取締役会が意思決定に積極的に関

与していくということについて、日本の
企業には構造的な課題があるような気が
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します。それは、各ラインのトップが、そ

ず、常勤の監査役が中立な立場で見てい

のラインの利益代表のような形で取締役

てくれるのが一番理想であると言えます。

適の視点から自分の事業の利益を主張す

大塚：なるほど。それは委員会方式では監

会に出席した場合です。その場合、個別最

る、あるいはお互いに何も言わない不可

査委員とか、監査等委員ということにな

侵な状態に陥ってしまうのではないで

るのでしょうか。

のある機能を果たすために、社外取締役

小林：取締役会の監査等委員会でも、社

しょうか。そのような場合、取締役会が実
はどうしたらいいと思いますか。

います。

KPMGジャパンでは、2018 年に社外取

締役からみた取締役会の課題について意

識調査を行い、その結果をまとめた「コー

ポレートガバナンスOverview 2 0 18 」を

発行しました。社外取締役に必要な資質・

能力についてアンケート調査したところ、

8 5％もの方が「 潜在的なリスクを把握す

特集

外ではやはり限界があります。ですから、

る質問力」
と答えています（図表1参照）
。

小林：二つ考えられます。一つは社外取締

いうのも、常勤の監査役は内部昇格の

小林：社外取締役の一番の力は、私も「潜

取締役は、社外取締役としての責任を

す。ですから、彼らが本当に中立的な立場

とや懸念材料をストレートにぶつけるこ

中立的な常勤の監査役と社外取締役・監

ことが必要です。

いくなかで一番価値があると、私は思っ

適任なのはやはり常勤の監査役です。と

役が忖度しない人であることです。社外

方々が多く、内部の情報に詳しいからで

負っていますから、自分が考えているこ

とができる、そういう覚悟を持っている
もう一つは監査役との連携です。これ

役は、社外を含めた取締役が見ることが

しての知識・知見は、やはり執行の方たち

査役との連携こそ、ここ何年か変化して

締役にそこまでの知識を求めるのは難し

事前に共有していただける、あるいは取

ということですね。

が非常に重要です。社内・社外にかかわら

たすうえでは求められる資質があると思

ところで、社外取締役もその機能を果

| 図表1 社外取締役に求められる資質

20%
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40%

50%

60%

70%

潜在的なリスクを把握する質問力

19%
8%

たいなものも欲しいですね。

小林：隠していないか、あるいはオブラー

トに包んで見えないようにしているか。
さすがに隠している人はいないとは思い

すから、そこで何をあぶり出すか、つまり

は質問力がとても重要になってくるとい

21%

会計・税務に関する専門知識

ているリスクはないかを発見する嗅覚み

にその議案を通したいわけですから。で

26%

企業法務に関する専門知識

が、取締役会に上がってきた案件に隠れ

す。議事を提案してくる人たちは、基本的

34%

国際的なビジネス経験

また、これはなかなか難しいことです

ますが、
「強調しない」
ということはありま

36%

財務リテラシー（コーポレート
ファイナンスやM&A等）

その他

80% 90%

65%

業界に対する知識

です。

いかということですね。

85%

経営者としての経験

う視点で物事を見ますよ」ということを喚

大塚：自社に都合の悪いことを隠してな

社外取締役としての日々の業務において、特に必要とされる資質・
能力について以下の項目から３つお選びください。
10%

ちなメンバーに対して、
「 世の中はこうい

起できる質問力を持っていることが重要

どのインフォーマルな情報も必要になる

0%

すが、それよりも、内部の議論に収束しが

人の性格や行動パターンに関する情報な

取締役が知ってなければいけない情報を

Q.

いでしょう。もちろん、ある程度は必要で

うふうに見ていますよ 「
」 投資家はこうい

報だけではなく、例えば、取締役を務める

締役会でお話していただけるということ

のほうが圧倒的に詳しいですし、社外取

大塚：その意味では、紙面に現れる内部情

できない細部までよく見ているものです。
取締役会に上がってきていないけれども

質問力 」だと思っています。その業界に対

で監査するということがとても重要です。

ています。

は最近私が強く感じるところです。監査

在的なリスクをあぶり出すことのできる

（n=584）

うわけです。

（複数回答）

出所：コーポレートガバナンスOverview2018

P26 図表II-4 社外取締役としての日々の業務において、特に必要とされる資質・能力
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ジェンダー、専門性、国際性、世
代……社外取締役の多様性が未
来の企業を支える

していくとき、テクノロジーに強い世代、

ガバナンス・コードには、新たに社外取締

感な世代が何らかの形で取締役会に関与

から、5 年後、10 年後に、その企業や業界

がどのように変貌できるかという議論を

大塚：2018 年に改訂されたコーポレート

あるいは将来の社会のニーズに対して敏

役の多様性も入りました。社外取締役の

する必要があるような気がします。

られていると思いますか。

は年齢的に若い層が多いので、取締役の

小林：ダイバーシティについては、異なる

でしょう。でも、将来を見据えれば、企業

多様性としては、どのようなものが求め

ただ、
テクノロジーに強い世代というの

候補となるには難しい面があるのが現状

バックグラウンドの方がいたほうが取締

はもう少し斬新に考えて、そうした人材

門ではない領域に対して別の方が踏み込

んだ質問をしてくれると、議論に参加す

るうえで非常に心強いです。

うしてもジェンダーと捉えられることが

ほどのバッググラウンドもそうですし、
グ

ローバルの視点からその企業がどのよう

らこそやはり、そういう声もあったほう
がいいのではないかと感じています。

社外取締役は、企業が適切にリ
スクを取れるよう背中を押してく
れる存在

大塚：コーポレートガバナンス・コードで

は、企業の持続的な成長と中長期的な企

大塚：その発想は、我々がコーポレートガ

企業価値向上との関連において、取締役

業価値の向上が期待されています。この
会の機能はどのように考えたらよいので

かなか出てきませんでした。以前よく「ミ

しょうか。

そういうことなのですね。

小林：短期の業績などは執行側が一番よ

レニアル世代 」と言われましたが、まさに

多いですが、それだけではありません。先

小林：そのとおりです。こういう時代だか

を社外取締役に登用すべきだと思います。

バナンスの調査・分析をするうえではな

ダイバーシティというと、日本ではど

線を退いている可能性もありますからね。

小林：私自身、実際に取締役をやってい

くわかっているわけですが、短期的な議

論に終始してしまうと、長期的な成長を

に見られているのかという国際性のダイ

て、そこがとても不安になります。我々の

阻害する判断をしてしまうかもしれない。

最近よく思うのは、世代のダイバーシ

モデルに対して正しい方向に向かってい

の成長シナリオとストーリーがあっては

バーシティもあります。

決断や議論が、本当に 10 年後のビジネス

ティがどの企業でもまだまだ足りていな

るのか。これが、なかなか検証できていま

いということです。特にテクノロジーに

せん。

ついてはそうです。今の時代、テクノロ

ジーが事業のドライバーになっています

大塚：おっしゃるとおりです。しかも決め

| 図表2 社外取締役がリスクテイクの観点から重視するポイント

Q.

社外取締役としてリスクテイクの観点から重要と思われるものを３つ
お選びください。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

長期戦略（中期経営計画期間以上）の策定

89%

事業ポートフォリオの組替え

その他

とができるのか、というところに視点を
置くべきだと思っています。

大塚：まずは執行側が、中長期の視点から

ストーリーをきちんと描ける必要があり

ますね。そのためには、やはり社外取締役
の役割は大きいですね。

の視点から整合性があるか、どのように
実行していくのかを確認するのが、社外

30%
4%

トーリーが最もこの企業を成長させるこ

ていくことになりますし、それが中長期

32%

SDGs・ESGへの積極的な対応

うのは、中長期の視点でどのようなス

いて、執行側が今期や来期の対応を考え

61%

投資計画の拡大

じめてできることです。社外取締役とい

小林：そうですね。そのストーリーに基づ

65%

資本生産性の向上
（資本コストを上回るリターンの獲得）

会社の議論や判断は、あくまでも中長期

（n=579）

（複数回答）

出所：コーポレートガバナンスOverview2018

P25 図表II-2 社外取締役としてリスクテイクの観点から重要と思われる事項
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取締役の役割だと思います。中長期での
価値創造ストーリーを描くところで、社

内と社外が協働し、議論を重ねていくこ

とが重要ですね。そしてその上で執行が
それを実行しているかを監督します。
KPMG Insight Vol. 36 May 2019
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役としては安心です。たとえば、自分の専

ている人は、もしかしたら 10 年後には一

特集①

大塚：さきほどご紹介した 2018 年に実施

大塚：それはリスクを取らなければ縮小

ないでテイクしていたら、それは単なる

から重要と思われる事項」という質問に対

しょうか。

意味でのリスクマネジメントのなかでの

営計画期間以上 ）の策定 」が重要と回答し

小林：そうです。日本の企業の多くは、ど

した意識調査では、
「 リスクテイクの観点
して、実に89％の人が「長期戦略（中期経

再生産になってしまうからということで

無謀な行為ですよね。その意味では、広い

リスクテイクであると、私は思います。こ

れは会計士的な発想なのかもしれません。

ています（図表2参照）
。

ちらかといえばリスクを取ろうとしませ

ですが、小林さんの今のお話では、機会

はどういうことを指しているのか、小林

ているリスクは取ります。でも、取ろうと

疇になるということのような気がします。

来は取るべきリスクではないものかもし

小林：リスクをテイクするには、
リスクを

社外取締役にとってのリスクテイクと

ん。より正確に言えば、自分たちがわかっ

さんはどのようにお考えですか。

しているそのリスクは、もしかすると、本

小林：リスクテイクに関して言えば、私は

れません。そういう意味で、
アクセルも実

特集

アクセルとブレーキの両方を一度に踏む

は違う意味でのリスクを排除することだ

ことが必要だと思っています。ここでい

と思うのです。

ルを踏んでリスクを取らせる」という意味

とは、まさに中長期の成長において、ここ

排除する」ということを意味します。中長

ができない、ということなのです。このよ

う「 アクセルを踏む 」というのは「 アクセ

損失のリスクも、
リスクマネジメントの範

取る・取らないのプロズ＆コンズを検討

する必要があります。そのときに、明らか

にダウンサイドで自分では管理しきれな

要するに、
リスクテイクをするというこ

いリスクは取るべきではありません。し

でリスクを取らなければ、成長のベース

いて、しかもアップサイドがそれよりも

期のストーリーの中で、
「 今ここでこのリ

うな視点から考えると、取締役がリスク

うことになります。日本の企業の場合、
リ

ないですよ」と、
「背中を押す」ということ

とです。

ゼロにするかという議論になりがちです

ですが、これは実は「 何もしないリスクを

スクを取らなければ、次の段階には行け
です。

テイクのアクセルを踏むことは重要なこ

大塚：リスクテイクといっても、何も考え

かし、ある程度管理できる目処が立って

あるならば、そのリスクは取るべきとい

スクマネジメントはいかにしてリスクを

が、そうするとリターンもないわけです。

いかにプロズ＆コンズをしっかりとかつ

効率的に検討できるかが重要になります。

大塚：すごく説得力があります。ダウンサ

イドのリスクだけではなく、潜在的なリ

ターンの可能性も勘案し、それを含めた

リスクマネジメントのなかでリスクテイ
クをしていく、ということでしょうか。そ

して、社外取締役は、状況によってはその

リスクを取ることを促すことがある、と
いうことですね。こういうことを、ぜひ世
の中全体に伝えたいですね。

CEOの選解任には、社内の「暗
黙の了解」に左右されない視点
が不可欠

大塚：小林さんは大手外資系金融機関で

CEOのご経験もおありですし、現在も社

外取締役として様々な企業でCEOの選解

任に関与されていらっしゃいます。そこ

で、これまでのご経験を踏まえて、CEO

の選解任における社外取締役の役割につ

いてお聞かせください。
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特集①

小林：一つは、社外取締役がある程度

ではないかと思います。

が重要だと思います。これは、実際に行使

大塚：今のお話からは、CEOの選任にお

ました」というようなことを共有していた

締役会の機能におけるそれと近いものが

として非常に役に立ちます。

いけません。

は、CEOの選任でも社内とは異なる視点

大塚：多様な視点の一つということです

ます。日本の企 業の場 合 、ほとんどの

で決定してしまうと、何となく「 次は彼

た人材の中で誰が一番適任かを社外取締

りしますよね。

いるのをひしひしと感じます。入り口は

ではありません。そのため、候補者の育成

小林：日本の企業の多くにはそのような

と財務経理だけではおさまらない話も非

CEO解任の権限を持っているということ

するかどうかという問題ではなく、権限

ける社外取締役の役割も、さきほどの取

の牽制になりますので、担保しなければ

あるような気がします。そういう意味で

を持っていることがCEOの暴走に対して

一方、CEOの選任は難しいものがあり

CEOが生え抜きの人材です。昇格してき

プランに社外取締役がどれだけ関与でき
るかが重要となります。

そもそも、CEO の候補には、いろいろ

れど、こういうことが議論の要点になり

だけると、我々もものを見るときの視点

が必要ということでしょうか。社内だけ

ね。会計監査の仕事をしていると、最近は

だ」みたいな雰囲気ができてしまっていた

なる開示の問題ではない話が増えてきて

暗黙の了解があります。それが、企業が置

かれている環境が大きく変わった場合、

その人ではCEOとしてワークしないかも

必ずしも経理ラインだけで済まない、単

財務情報や開示だとしても、突き詰める

常に多いですね。

小林：そうですね。開示で問題になること

なタイプの人を揃えなければなりません。

しれません。

というのは、実は財務経理の世界だけで

ているかは、それぞれ企業によって、また

大塚：旗が立ったときの時代はよかった

ると思います。

なぜなら、どのタイプの人がCEOに適し

そのとき企業が置かれている環境によっ

かもしれないけれども、企業は生き物の

て違うからです。たとえば、右肩上がりに

ように常に変わっていくものですし、外

意なタイプの人をCEOにしたほうが成長

状況に合ったCEOを選ぶには、候補者の

順調に業績が伸びている場合、攻めが得

します。でも、企業が問題を抱えていると
きには、その問題の本質をあぶり出し、そ

こを解決していくようなことを得意とす
るタイプをCEOにしなければ危機的状況

に陥ってしまうでしょう。

そうなると、CEO候補者を社内から発

部環境も激変しますからね。その企業の

育成の段階から社外取締役の視点と関与

が重要ですね。

今後のコーポレートガバナンス
への期待

は導入されてまだ間もないので、各社と

にかく形を整えることから対応されてい

考え方を議論する体制に進化していける

で、監査法人にはそういう視点でのコメ

ントをいただけるとありがたいと思い

番マッチしているかを判断できません。

ます。

の選 任プロセスというのは 、やはり現

監査法人との面談の機会を設けてくださ

最終的に決めるというのが一番妥当なの

思います。

かどうか。ここに期待しています。

監査役会のなかにいるとは限りませんの

CEOと執行側の人たちも含めて議論し、

らが負う責任や役割について、しっかり

計監査の専門の方が必ずしも取締役会、

ある程度、理解しておかなければ、本当に

そのときの状況にもよりますが、CEO

何か、社外取締役を務めるにあたって自

ますが、これが形だけではなく本質的な

たく違う、独立した視点で見ています。会

の企業の状況に対して、どの候補者が一

ると思いますが、やはり社外取締役とは

小林：監査法人は、内部の監査役とはまっ

作ってCEO候補者と接点を持っておくべ

次のCEOを選任するとなったときに、そ

小林：今後さらに社外取締役が増えてく

また、
コーポレートガバナンス・コード

ているでしょうか。

きです。彼らの性格とスキル、人となりを

する期待をお聞かせください。

監査法人に対してどのような期待をされ

の役割の一つではないかと、私は思い
また、社外取締役は、いろいろな機会を

と、日本のコーポレートガバナンスに対

と考え、勉強する場がないといけないと

重要とおっしゃっていましたが、外部の

ます。

大塚：最後に、今後の社外取締役の展望

大塚：さきほど、常勤の監査役との連携が

掘して育成するというプロセスをどのよ

うに構築していくか。それも、指名委員会

はなく、別のところに根本的な原因があ

私はどこの会社でも、社外の監査役、

いとお願いしています。そういう場を使っ
て、
「 実はこういうことについて大きな見
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役が 1 0 0％純粋に決めるというのは容易

解の違いがあります」
とか、
「収束はしたけ
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