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「Chair of the Future（次世代の取締役会
議長）」 をご覧いただきありがとうござい
ます。
デロイトで は 、世 界 中 の ネットワー ク
ファームの知識と経験を結集し、取締役会
や経営幹部の皆様が共通して関心を寄せ
る重要なトピックに取り組むべく、「De-
loitte Global Boardroom Program」を実
施しております。このプログラムの一環と
して「取締役会議長」にフォーカスをあて、
インタビューを実施し分析したレポートを
2018年の英国を皮切りに世界各地で刊
行しており、2022年、日本でも初めて刊行
することになりました。
日本版スチュワードシップコード（2014
年）コーポレートガバナンスコード（2015
年）の創設後、日本企業の取締役会は大
きく変化しました。日本では社長が取締役
会議長を兼務する企業が依然相当の割合
を占めますが、執行と監督の分離を進め
て非執行の会長や社外取締役が取締役
会議長を務める企業も増えてきています。
COVID-19の世界的な流行により将来の
見通しが難しくなっているなか、企業を取
り巻く経営環境を洞察し、経営戦略など企
業の大きな方向性を議論する取締役会を
リードする議長の責務はますます高まって
います。また、社会が企業に期待する役割
も日々変化しており、取締役会の「顔」であ
る議長が担う責務は複雑かつ多様化して
いると考えられます。

私は、2018年6月にデロイト トーマツ グ
ループ および 有限責任監査法人トーマツ 
ボード議長に就任しました。ボードではデ
ロイト トーマツが社会の一員としてス
テークホルダーや社会から信頼される存
在であり続けるよう、執行機関の監督を行
うとともに、組織の持続的な発展の観点
から、社会価値の長期的・持続的向上に
ついても積極的に取り組む方針を掲げ、そ
のための仕組みづくりと対応策の強化を
執行機関と議論しています。
今回、日本企業のガバナンスをリードする
6名の議長の皆様とのインタビューを通
じ、各議長の企業をより強靭にしたいとの
想い、そして社会課題への貢献にむけた
強い意欲を感じました。インタビューにご
協力いただいた議長の皆様、またアン
ケートにご回答いただいた議長の皆様
に、心より感謝申し上げます。
この報告書が、次世代の取締役会議長の
皆様の一助となることをなることを願って
います。

後藤　順子
デロイト トーマツ グループ および
有限責任監査法人トーマツ
ボード議長
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次世代の取締役会議長に求められる役割

取締役会議長にはどのような役割が期待されているのでしょうか。
2018年に英国のDeloitteが取りまとめた報告書においては、次世代の取締役会議長に求められる役割として5つ提唱されています1。

日本企業では馴染みの薄い役割も中にはあるかもしれませんが、
今回、インタビューやアンケートにご回答いただいた議長の方々のお考えを踏まえると、昨今気候変動をはじめとする社会課題への関
心の高まり、COVID-19の世界的流行に起因するデジタル化の加速や働き方の多様化など環境変化を洞察しつつ、取締役会においてこ
れらの議論をする各局面においてすでに実践されていることが伺えます。

1 Chair of the Future ‒ Supporting the next generation of business leaders
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-chair-of-the-future.pdf )

企業の大使役
（Company ambassador）

“プライム市場においては、より質の高いガバナ
ンスが求められており、ステークホルダーに対
しどのような価値提供を続けていくのかを改め
て考えるよい機会となる”

“社会的責任を果たすためには、持続的に社会
課題解決に取組み、ステークホルダーとの関わ
りを深め、共通価値を創造し続けることが必
要”

“昨今のステークホルダー資本主義や気候変
動問題への社会的な関心の高まりを踏まえて、

「社会的価値創出と経済的価値創出の両立」を
経営の根幹に捉え、例えば、資本市場の好循環
を構築するなど、多様な社会課題の解決を通
じ、社会とともに持続的な成長が必要であると
認識”

経営戦略の推進役
（Strategy provocateur）

“ガバナンスといえば守りのイメージが強いが、
攻めと守りの両面が必要で、中期的な経営目
標の達成や成長戦略を意識した経営をするた
めに取締役の背中を押すことも重要”

“世の中の消費行動や贅好がコロナ禍で大きく
変化し加速していくなか、それを先取りして経
営の方向性を示すようにしている”

“新型コロナ感染症により社会環境が大きく変
化し、様々な社会課題が顕在化していく中、社
会からの期待・要請として、企業の強みを活か
した研究開発や、ESG経営を更に強化する必要
性を強く認識した”

“中長期視点での業界環境も踏まえ、今後、長
年キャッシュ・フローを創出して来た主力事業
を基盤として、新規分野での成長戦略策定とア
ジリティーのある実行が急務であり、成長戦略
により傾注することを促したい”

人材育成および企業文化の醸成役
（Culture and talent cultivator）

“人材要件をはじめとするサクセッションプラン
の検討、選解任ルールや評価ルールの定立な
ど、これまで業務執行取締役を対象として構築
してきた制度運営を社外取締役を対象として
再構築することが必要”

企業活動の監視役
（Guardian）

“社外取締役としては投資家目線による株主価
値という物差しを超えて、｢社会的価値｣を企業
価値の向上に結び付けるための広角なモニタ
リング目線が求められている”

“コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境変
化の下、企業の持続的な成長の実現に向け、更
なる取締役会の機能発揮等によるガバナンス
体制の高度化を進める必要がある”

“取締役会は経営の重要な方向性の意思決定
を行い、その後執行の取り組みを監督すること
が求められている。その役割を実現するため
に、議長は各取締役より多様性のある意見を
引き出し、取締役会における論議の実効性が
上がるように、議事をリードする”

取締役会の舵取り役 
（Board conductor）

“取締役の様々な分野の知識・経験を最大限に
生かしてもらうため、議長である自分自身が意
見を喚起し、社内・社外を問わず、厳しい意見
のやりとりを含む健全な議論を促しつつ意見
をまとめ上げ、企業の持続的かつ安定的な成
長の両立に繋げていく”

“取締役会の議題に応じて必要なメンバーから
の意見を引き出したうえで、各取締役の意見を
整理し、経営上の意思決定に導く”

“取締役会はブレーキをかけるだけでなく、経
営陣が安心してアクセルを踏めるような環境
を整えることが求められており、取締役会にお
ける監督と執行が企業という車の両輪となっ
て、それぞれの役割を果たしながら、一つの方
向へ進めていくということを意識して、議長とし
て運営していくことが大切である”

取締役会議長に
求められる5つの役割

経営戦略の推進役（Strategy provocateur）
将来企業に大きな影響を及ぼす潜在的なリスクや変化についていち早く察知し、それらを踏
まえ長期戦略を策定することにより、企業活動を支援することが求められています。そのため
には、戦略および戦略に基づく戦術を定期的に見直すことで様々な危機や変化に対応できる
よう備えるとともに、日常的に取締役会と経営陣の緊密な連携を確保することが求められて
います。

企業の大使役（Company ambassador）
政治や規制を含むあらゆる課題に企業が対応する中で、株主やステークホルダーと関わる際の大使
の役割が期待されており、彼らに対して価値創造に責任をもつことが求められています。

人材育成および企業文化の醸成役（Culture and talent cultivator）
CEOや経営陣による果断な意思決定（挑戦）を促し、企業を導くことが求められていま
す。また、次世代のリーダーの開発や後継者の育成計画を含む従業員全体の企業文化
を醸成することを監督することも求められています。

企業活動の監視役（Guardian）
企業のレピュテーションやパフォーマンスおよび株主価値を保持し、ステークホルダーの利益
を守ることが求められています。高い倫理感を維持し、優れたガバナンスプラクティスに準拠す
るようリーダーシップを発揮することが求められています。

取締役会の舵取り役（Board conductor）
将来の経営環境の変化に順応するスキルや経験を兼ね備えたメンバーで取締役会を構成することが
求められています。取締役会の議題を設定し、個々の取締役が有するスキルや経験を最大限に活かし
ながら、取締役会における活発な議論を促すことが求められています。
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Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること
 
A. 当社は、2004年から委員会等設置会社（現
在の指名委員会等設置会社）を採用しており、
取締役会は基本的にモニタリングボードとして
の役割を担っています。取締役会議長は歴代の
取締役会長が務めており、執行役も兼務してい
ます。非業務執行の会長が議長を務めるケース
とは異なりますが、経営の連続性や執行と監
督、即ち執行役会と取締役会の円滑な連携の
観点からこのような体制としています。
取締役会議長として、議事の整理や社内外の
取締役との円滑なコミュニケーション等を意識
しています。当社は取締役の半数が社外取締
役で、皆さん多忙を極めている方々ですので、
会議中は報告よりもディスカッションに時間を
割き、限られた時間の中でメンバーの議論を引
き出すよう意識しています。
そのために、事前説明の充実や報告の簡素化
を通じ、会議の効率化を図っています。事前説
明の際には、案件の担当部署と取締役会室か
らの説明に加え、議題によっては、事前に開催
されている執行役会の録画も見ていただいて
おります。例えば、中期経営計画策定の過程や
進捗状況について議論した執行役会の録画を
社外取締役に配信しました。これらの対応によ
り、取締役会では執行役会の報告に付随する
内容は割愛し、なるべくディスカッションに時間
を割く形にしています。
経営の根幹に関わるテーマや決算報告の際
は、基本的に全員が意見を述べられています
が、コロナ禍ではオンラインもしくはリアルとの
ハイブリッドによる会議開催が多かったため、
会議中に発言のなかった方については、確認
の意味も含めて私からご発言が無いか聞くよ
うにしています。
また、議事運営に直接関係することではありま
せんが、社内外の取締役の懇親を図ることも議

論活性化のベース作りとして重要だと考えて
おり、年に1回は社内外の取締役を集めたオフ
サイトミーティングを開催しています。テーマは
毎回異なりますが、直近はデジタルトランス
フォーメーション（DX）に知見のある社外取締
役のレクチャーを聞いた上で、ディスカッション
を行いました。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化
 
A. 2020年度は、新中期経営計画を策定する過
程で、取締役会においてコロナの影響を含め
た議論を複数回にわたって行いました。今回の
コロナ禍を契機とした日本社会におけるDXの
加速を受けて、DX推進に関する議論が濃密に
なったと思います。アメリカでも、コロナ対応を
契機にDXが更に加速したと言われていますの
で、世界の動きと日本の変化の両面を踏まえた
上でビジネスを考えていかないといけないとい
う意識も強まっています。
当社グループに関して言えば、例えば、コロナ
前から生産性向上や働き方改革のためにリ
モートワーク体制の整備に取り組んでいたこと
もあり、コロナによって急に考え方が変わった
とは感じていません。また、コロナ禍による事
業環境の変化が限定的であったこともあり、取
締役会での議論についてコロナ前と比較して
大きく変化してはいないと思います。コロナ禍
により、取締役会の議論がリスク管理サイドに
ややバイアスがかかる傾向があったかもしれ
ないという程度です。
ただ、DXの加速に伴って、サイバーリスクの脅
威は高まってきていると感じています。当社は
元々リスク管理を組織的に強く意識しており、
サイバーリスクはトップリスクの1つとして位置
付けられています。取締役会でも重大なリスク
として認識されており、社外取締役にはITに強
い方もいらっしゃるため、色々とご指導をいた
だいています。

いて、しばし立ち止まって実証的な分析を行う
時期に来ていると思っています。もちろんコー
ポレートガバナンスの重要性自体に異議を唱
える訳ではありません。しかし、企業の成長とい
う観点では、個人的には経営者のアニマルスピ
リッツやアントレプレナーシップ等の方が形式
的な基準よりも重要だと感じます。
東証の市場再編については、一部上場企業の
多くがプライム市場に行くのではないかという
のが一般的な見方です。外形的に劇的な変化
は無く、あくまで上場していることの意義を改
めて問うということに留まるのではないでしょ
うか。コーポレートガバナンス・コードの改訂と
重なり、プライム市場に適用される基準に多く
の会社がコンプライしていくことになると思い
ます。しかし、例えば独立社外取締役を1/3以上
選任するといった際に、企業規模によっては、コ
ンプライすること自体が企業の負担になってし
まうことも想定されます。自社の状況やリソー
スに鑑みて、コンプライすることにこだわらず、
積極的にエクスプレインされても良いのではな
いでしょうか。
今回のコード改訂では、独立社外取締役の割
合やダイバーシティ推進等、様々な改訂があり
ましたが、形式に引っ張られるのではなく、実態
として本当に価値があるかどうかという観点が
大事だと思います。基準を達成することがゴー
ルではなく、その基準を満たすことで企業価値
向上に繋げていく、という観点で経営に取り組
んでいただくのが良いのではないでしょうか。

Q. 対面ではなくオンライン形式での議事運営
を円滑に進めるにあたって工夫した取り組み
 
A. 社内外に関わらず、やはり新任の取締役の
方にとって、良く知らない方々とのオンライン会
議はハードルが高いと思いますので、フォロー
が必要です。当社では2020年度、2021年度と
新任の社外取締役の方が加わったので、都度、

新規メンバーと既存メンバーのスモールミー
ティングを対面で実施し、オンライン会議の場
が初対面ということがないようにしました。
コロナ禍での取締役会は基本的にオンライン
ないしはリアルとのハイブリッドの形式による
開催でした。会議出席のために社外取締役の
方に遠方からわざわざ来社していただかなく
ても良いため、日程調整も含め効率性は向上
したように思います。
オンラインによる議事運営を円滑に進めるに
あたって、導入当初に通信環境の整備を行いま
した。事前説明等については、会議開催形式に
関わらず、以前から相当丁寧に行っていること
もあり、オンラインでの会議開催になったから
といって特段問題は発生していません。また、
役員の皆さんが発言しやすい環境作りとして、
挙手をされた方はもちろん、挙手がなかった方
を含め、会議終了段階で言い忘れたことや疑
問に感じたことがなかったかどうかを今一度
問いかけるようにしています。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス
 
A. 当社では、執行役兼務取締役である会長が
取締役会議長に就任することが通例であるた
め、私からのアドバイスも社内役員が取締役会
議長に就任される方向けになります。取締役会
議長は社外取締役の方々との間で、期待する
役割についての認識や企業文化に関する理解
に齟齬が出ないことをしっかり確認することが
大事ではないでしょうか。
取締役会については、社外取締役とも連携し
モニタリングをしっかり行っていく一方で、社内
と社外の取締役の結節点として連携を促して
いく必要があると思います。また、執行側のアニ
マルスピリッツを削ぐことがないようなバランス
感覚を保つことも重要です。

Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動 
 
A.世の中全体の動きとして、気候変動をはじめ
サステナビリティを重視するようになってきてお
り、当社でも関連するテーマについて取締役会
で議論を行っています。特に、当社ではかなり
早い段階からSDGsを経営の基本方針に取り
入れて取り組んできました。その一環として、
2018年にはグループのSDGs推進に関する議
論を行う場として、CEOを委員長とするSDGs推
進委員会を設置し、当該委員会で行われた議
論は取締役会に随時報告するようにしていま
す。さらに、2019年にはSDGs担当執行役という
役職を持株会社である当社に設置するなど、
世間一般と比べても、当社は早い段階からサス
テナビリティに対する意識が高かったと感じて
います。また、投資を通じた社会貢献である「イ
ンパクト・インベストメント」を取り扱った第一
号が当社であったことからも、企業カルチャー
として、当社には伝統的にパイオニアとしての
意識が根付いていると思います。我々の業界自
体がESGやサステナブルグロースに対する意識
が高いということも相俟って、私たちも先行し
た取組みを行うことが出来ています。
金融業界においては世界的にも全ての投融資
がESGに紐づいていくような時代になったと感
じています。ESGのE（Environment）について、
日本では特にトランジションファイナンスを中
心に、相当なボリュームの資金が必要となるこ
とは明らかです。ESG投資が急拡大する中で
リーダーシップを発揮していくことが当社の最
大のミッションになるだろうと思っています。当
社は2021年に新たな中期経営計画を発表しま
したが、並行して「2030Vision」という10年ター
ムの大きな目標を設定し、SDGsの達成に貢献
する中でグループの中長期的な企業価値向上
に向けた重点分野や課題を整理しています。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請
 
A. コーポレートガバナンス・コードは、3年ごと
に改訂され外形基準のハードルが上がってい
ますが、現在は、コードの導入・改訂の効果につ

“取締役会では報告よりもディスカッションに時間を割き、事
前説明の充実や報告の簡素化を通じ、会議の効率化を図る”

日比野　隆司 氏
株式会社大和証券グループ本社
取締役会長兼執行役（取締役会議長）

プロフィール

株式会社大和証券グループ本社
取締役会長兼執行役（取締役会議長）　
日比野 隆司（Hibino Takashi）

1979年に大和証券株式会社入社。2004年に株
式会社大和証券グループ本社 取締役兼常務
執行役、2009年に取締役兼執行役副社長を歴
任し、2011年より取締役兼代表執行役社長 最
高経営責任者（CEO）に就任。2017年からは取
締役会長兼執行役（現任）。
その他、電波監理審議会 会長、日本証券業協
会 副会長、日本経済団体連合会 審議員会副
議長、株式会社帝国ホテル 社外取締役を務め
る。

“社外取締役との間で期待する役割や企業文化について確
認、執行側のアニマルスピリッツを削がないバランス感覚も
重要“
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Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること
 
A. 私は元々業務執行兼務の取締役として就任
しましたが、取締役会に参加する中で経営の監
視・監督という取締役としての役割を全うしき
れないと感じ、当時の社長に非業務執行にして
もらうようお願いした背景があります。そして
今、非業務執行の取締役会議長として、経営か
らの中立性を確保することが取締役会におけ
る議論の深化に繋がっていると感じます。
取締役会として持続的な企業価値向上を目指
すためには、その妨げになる様々な外部環境
の問題に対し会社として意思表明する、あるい
は改善を促すことが重要であり、その議論を行
う場が取締役会であると認識しています。その
ための精緻な議論を行うには、様々な専門性
や経験を持ち合わせた社外取締役の方々の意
見が非常に重要です。取締役会における議論
というのは、社外取締役の方が疑問点を執行
サイドへ質問しながら進んでいくことが多いと
思いますが、私は賛否が分かれそうな場合に
は、「賛成ですか・反対ですか」と案件への賛否
を明らかにして頂いた上でご意見を伺うように
しています。こうすることで議論の展開をより明
確にできると感じています。また、そのようなこ
とを可能とするため、議長が中立的な立場でい
ることが重要であり、貢献する余地もあると思
います。
やや複雑な議論が想定される際には、事前に
社外取締役の方に想定される議論とご意見を
いただきたい論点を事前にお伝えしておりま
す。そうすることで、取締役会当日に唐突に話
を振られて困惑することなく、円滑に議論を進
められます。
もう1点、単に取締役が執行の監督をするだけ
でなく、持続的に企業価値の拡大を図っていく

ために広く社外に働きかけ外部環境を変える
役目も取締役会は担っていると思います。外部
の様々な問題に対して会社としての意見を提
言する・改善を促すように働きかけることを議
論する母体は取締役会なのではないかと思う
のです。例えば、企業経営をめぐる税制の在り
方や企業会計原則の見直しなどは明らかに企
業価値の拡大に大きな影響を及ぼします。イベ
ントドリブンを志向する株主に対してどう対応
するかも然りです。取締役会で議論を精緻にし
て、必要があれば社外に訴えていく、そのため
には社外取締役や監査役で企業経営を経験し
た方や深い知見をお持ちの方から専門的な意
見を言っていただいて議論を展開していくこと
が重要であり、中立的な議長の立場は大事だ
と思います。今、岸田首相が”新しい資本主義”
を提唱していますが、その理想を実現するため
のエンジンのような役割を企業とりわけ取締
役会が担っていて、取締役会をうまく運営して
いけば日本経済を前進させていく力になるの
ではないかと思っています。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化

A. コロナ禍において取締役会がまず考えたこ
とは以下の点です。リコーもコロナ禍によって
大幅な減益局面に晒されましたが、今回のよう
な未曽有の事態の発生は、経営者にとってみる
と何か戦略や方針を間違えたことの結果では
なく、どの企業にとっても不可避なものでした。
そのため、取締役会の基本姿勢として、”減益の
責任を執行サイドや社員に問わない“ことを取
締役会の皆様と共有しながら運営を行いまし
た。リコーはこのような危機に備えて、資本を
比較的多く持ち、流動性を高く保持していたの
で、今こそ役立てるべきだというような議論も
いたしました。 

Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動

A. リコーは、経済同友会の代表幹事も務めら
れた桜井氏が会長・社長の頃から、環境問題の
解決に向けて、”リコーが日本企業を牽引する
存在でなければならない”ということを強く意
識しながら、環境経営に取り組んできました。
先日も、サステナビリティ活動全般について、取
締役会で担当部署から報告を受けて議論しま
した。取締役会でこのような議論をすること自
体が、会社全体の気候変動に対する問題意識
を高めたり、社会的責任を全うする上で不可欠
なので、定期的に扱うようにしています。また、
議題として取り上げるだけでなく、課題解決に
向けた社内活動の目標を設定することで、”取
締役会がその応援団となって支援をしていくん
だ”という雰囲気が醸成されています。
私は年々厳しくなる環境規制を”リスク”ではな
く、企業価値向上のための”チャンス”として捉
えています。環境保全と利益創出を同時に実現
することは難しいですが、両者をいかに両立し
ていくのかという議論を取締役会の中で今後
更に深めていきたいと思います。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請

A. 東証が考えている、東京市場をグローバルに
見て高度に機能する市場にしたい、という意図
は十分理解しています。東京市場には、短期的
な株高を狙うのでなく、より長期に企業価値拡
大を望んでいる投資家が比較的多く、ここで資
金調達を行う企業もそういう考えをもとに経
営していきたい企業が多いと思います。その意
味で東京市場は現状でも大変ユニークな特性
をもった市場であり、この特性を踏まえて投資
家のお金が世界中から集まってくるのが理想的
な市場だと思います。

アフターコロナ戦略に関して既存の財務戦略
の妥当性などについても議論を行いました。ま
た、コロナ禍によって想定していた世界経済の
変化が加速したこともあり、中期計画を策定し
たばかりでしたが、改めて期間を短くして中期
計画を策定し直すことも行いました。ただ、そ
れだけではまだ不十分だと感じています。
一拠点で大量に生産してグローバルに流通さ
せるというこれまでのビジネスモデルそのもの
を見直す必要があると考えています。これから
は世界的にモノづくりの企業であれ、サービス
の企業であれ、消費地に近いところで生産する
ことで必要な量を消費者から示してもらって製
造するという「分散型付加価値生産・創造シス
テム」のような体制になっていくのだと思いま
す。リコーでは、今まで生産コストを下げるため
に一拠点で大量生産を行っていましたが、技術
力の向上により、例えば3Dプリンターのような
新しいテクノロジーを活用することで、生産コ
ストを上げることなく少量生産することが可能
になってきました。これからは消費地に近いと
ころで必要な分だけの財・サービスを生産する
ことで、必要以上に在庫を抱えず、資源の無駄
遣い削減に繋がると考えています。また、消費
地で生産することで、コロナ禍によって寸断さ
れているサプライチェーンの長さに関する問題
も解消されていくのではないかと思っており、こ
れらの点は取締役会でも頻繁に議論していま
す。
また、取締役会が一年間議論をしてきて、次の
一年間どういう議論がやり残されているのか、
どういう議論をもう少し深掘りすべきなのかを
取締役会室と調整しながら議論するようにして
います。その意味で、議案の設定は非常に大事
で、時代を先取りした議論ができるように考え
ています。議案は、特に重点的に議論していく

「重点議案」、今年度注力するモニタリング項目
の「定常議案」、それ以外の「上程議案」に分け
ており、割合でいえばかなり重点・定常議案に
時間を割いています。コロナの環境下では、コ
ロナ対策というのも定常議案に入りますが、そ
のための人的資本や技術をしっかり確保する
ための資本強化を図ることも議論しています。

“非業務執行の議長として、経営からの中立性を確保するこ
とが議論の深化に繋がっている “

今回のコーポレートガバナンス・コードの改訂
も、企業としてどのように昇華してより良いも
のにし、資本市場の要請に応えていくか議論し
ています。例えば、社外取締役や監査役がもっ
と株主との対話を促進すべきという内容があ
りましたが、具体的にどのように行うかは我々
が真摯に議論する必要があると思っています。
取締役会構成員が株主と対話をすること自体
は、より促進されるべきだと思いますが、多様
な対話手法があるので、効率的で実効性のあ
る手法が選ばれるべきだと思っていますし、株
主平等の原則に反さないようにすべきだとも
思っています。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス

A. よく社内の人は「社外から来た人は社内のこ
とをよく知らない」と言われますが、「社内の人
は社外のことを知らない」とも言えます。要は
社内と社外が一緒になって議論することが重
要です。少し社外の方を弁護すると、社外取締
役の方は、ご出身の企業で経営の実績をあげ
ている方が多く、経営を見る勘所というのは相
当高度なものをお持ちです。そのため、1～2年
企業を見ていれば社内の生え抜きの方と同じ
くらいの問題意識なりをお持ちになれると思い
ます。
議長となる方は中立的立場での議事運営が求
められます。社内出身の方であれば、経営から
中立になるという意味でも非業務執行の取締
役を数年務めたのちに議長になるのが理想的
かと思います。私自身、非業務執行の取締役に
なったことで、業務執行兼務時と比べて議論を
よりアクティブに展開できるようになったと感じ
ております。
その上で、取締役会室と濃密なコミュニケー
ションを取ることが非常に重要ではないかと思
います。誰かに遠慮することで議案設定を歪め
てしまうことはあってはなりません。外部専門
家や取引所、株主等の意見や情報を遅滞なく
議長にインプット頂くことも円滑な取締役会運
営に繋がります。この点、今の取締役会室の
方々にはとても感謝しています。

稲葉　延雄 氏
株式会社リコー
取締役（取締役会議長）

“環境問題への取り組みの中で重要なことは、利益創出と社
会的責任をいかに両立していくかという議論 “

プロフィール

株式会社リコー
取締役（取締役会議長）　
稲葉 延雄 （Inaba Nobuo）

1974年に日本銀行入行。同行のシステム情報
局長、考査局長、理事を歴任。2008年に株式会
社リコーへ入社し、同社特別顧問やリコー経
済社会研究所長を務める。
2010年より株式会社リコーの業務執行兼務の
取締役に就任後（その後、非業務執行取締役と
なり現在に至る）、CIO、コーポレートガバナン
ス推進担当を歴任し、2017年に取締役会議長
に就任。
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Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること
 
A. 取締役会議長と一取締役の違いとして、皆
さんの意見を引き出さないといけないというと
ころはありますね。一取締役であれば自分の責
任で自分の意見を言うことが主な役割ですが、
議長はそれに加えて各取締役・監査役が持つ
意見や考え方の違いを尊重しながら、最終的
には取締役会が一体となって同じ方向を向け
るよう導いていく努力をする必要があると思っ
ています。
私自身は6年間TDKの取締役を務めさせてい
ただく中で、中期経営計画の策定やM&A等会
社の大事な局面に何度か携わってきたことも
あり、会社が目指している姿を十分理解してい
て、執行側の認識と齟齬は無いと思っていま
す。ただし、新任の社外取締役の方の場合、会
社が目指す姿への認識不足や事業そのものに
対する理解不足がある中で発言するのは難し
い面もあるだろうなという感じはありますね。
各自の発言を聞いている中で”誤解があるので
はないか”と感じた際は、議長としてうまく軌道
修正してあげることで、きちんと理解してもらう
ようにしています。
取締役会の運営面ではTDKの場合、アジェンダ
や時間配分は執行側が準備してくださるんで
すけど、社外取締役向けに事前説明の時間を
取ってもらっています。事前説明の中で”ここは
ものすごく議論になりそうだな”と思うところが
あれば時間配分を見直す等していて、それが取
締役会の運営には非常に有効ですね。また、も
し事前説明の中で疑問が解消しきれなくても、
取締役会当日までに準備しておいてほしい資
料を事前に伝えておくことで、取締役会当日に
なって資料や情報が足りないから決議できな
いなんてことにはならないです。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化
 
A. 私はあまり関係なかったと認識しています。
TDKでは、社会課題を踏まえて長期戦略を取
締役会で議論しています。長期的にどのような
方向を目指し、どういう分野に注力するのかを
決めて、そこからバックキャストで今後の3年間
をどうしていくのかという議論をして、中期経営
計画を策定しています。もちろんその内容に関
する議論を取締役会の中で相当行っています。
既存の中期経営計画ではポスト5Gということ
まで戦略の中に含めていたので、今回のコロ
ナ禍を受けて、計画の見直しが必要になったと
いうよりは、経営環境の変化への対応は既存
計画で十分にカバーできることが確認できたと
思っています。
議題を決めるにあたり、社外のメンバーだけで
何に懸念があるのか、今後どういうことを議論
したいのか、ということも話をしています。事業
ポートフォリオ、特に地域というか、ビジネスを
展開している場所のポートフォリオを踏まえた
リスクにも関心を持っており、執行側の考えを
聞かせてもらったうえで、方向性を議論する機
会を設けてもらうようにしています。
 
Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動
 
A. つい先日の取締役会や、その前の取締役会
でもこれは議論しています。サステナビリティ、
特に地球温暖化について会社としてゼロエ
ミッションをどう目指していくのか相当議論し
ています。
先ほど社会課題を踏まえて長期戦略を策定
し、そこからバックキャストして中期経営計画を
策定すると言いましたけど、社会課題の1つと
してサステナビリティを認識しているので、事業

は社外も入って長期に検討できるといいと思
います。例えば、何人かに絞られてきたら順番
にポジショニングしたり教育したりしながら、最
後の一人をどう選出するかということに社外が
関わることができれば望ましいです。最後の土
壇 場になってからでは なく、1 年くらい前に
ショートリストに少なくとも3名くらい候補をあ
げて、取締役会や直接会って話をすることで、
執行の考えだけでなく、社外の目も入れて決定
というところはやったほうがいいと思います。

Q. 対面ではなくオンライン形式での議事運営
を円滑に進めるにあたって工夫した取り組み
 
A. 緊急事態宣言が出ているときは基本、オンラ
イン形式で議事運営を行いましたが、対面で開
催している時と変わらず活発な議論ができて
いるため、特別な工夫や取組みはしていないで
すね。今回のパンデミックを通じて対面開催で
なくても問題ないということが理解できたの
で、今後は対面・オンラインのハイブリッドで
やっていくことが必要です。時間調整や日程調
整等のとても労力がかかる作業がなくなるた
め、開催がはるかに楽になる気がしています。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス
 
A. 様々な場面における執行側との議論を通じ
て、会社が目指す方向性やビジョン、中長期の
課題について理解し、その方向にむけて何を実
施しているのかということを十分理解すること
が重要です。そこは社長をはじめとする執行側
とのコンセンサスが十分得られているなと思い
ますし、社外取締役であっても特に議長は執行
側と共通認識を持って運営していかないと何
か違った方向に行ってしまう可能性がありま
す。今のTDKのやり方として、中期経営計画は
策定過程から取締役会で何回か相当議論した

活動を通じて課題解決につなげていきたいと
考えています。つまり、事業活動とは別に社会
貢献活動があるというわけではありません。長
期のサステナビリティの課題の中からTDKがで
きることを決めて、ビジネスをすること自体が
世界をよくすることに繋がるはずです。
一方で、TDKが事業活動を行っていく上では当
然CO2を排出してしまう、そのあたりにどう対
応していくのかということも1つの課題だと認
識しています。エネルギーの中でも電力の消費
が大きいので、まずは、”ゼロエミッション電源
化を目指す”というのが今後の方針になると思
います。それと非電力のところのエネルギーを
できるだけ省エネ化するような取組みについて
も議論しています。殆どの事業は最終的にはサ
ステナビリティ課題を解決し、ビジネスをするこ
とでそれが良くなる方向に進むべきであり、そ
れに反するようなビジネスはやってはいけない
はずです。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請
 
A. 日本の産業競争力が落ちてきているので、そ
の再強化の手段の1つがコーポレートガバナン
スの強化だと思います。内輪の理論の経営か
ら、ステークホルダーの目線を入れて、もう少し
競争力のある経営に変えさせる、それが政府
の考え方なのかなと私は理解しています。そう
考えると、コードで言われたから形を整えると
いうのは全く意味がないと思います。会社が本
当に変革することで、競争力を強化することが
重要です。
また、サクセッションプランは、まず執行側が策
定すべきことだと思います。社長になった瞬間
に次の社長、次の次くらいまでを考えておかな
いといけないでしょう。社長だけでなくエグゼク
ティブメンバー、上層10～20くらいのポストに
対して明確な全社サクセッションプランを持っ
ておき、育成の観点からどうやってローテー
ションしながら運営していくかという話です。理
想としては、特に社長のサクセッションについて

“議長は各役員が持つ意見や考え方の違いを尊重しながら、
取締役会が一体となり同じ方向を向くよう導いていく“

ものになっているので、理解がかなり深まって
います。
ビジョンとかを机上で議論して理解することも
大事ですけど、やっぱりメーカーなので製造現
場を見ておくことが非常に大事だなと思ってい
ます。私自身もコロナ禍の前は、国内・海外の
主要工場を毎年視察していました。社外取締
役が頻繁に現場を視察することは難しいかも
しれませんが、現場の状況をみて、現地の経営
陣や従業員と話をすることで、より建設的な議
論に繋がると考えています。 

石村　和彦 氏
TDK株式会社
社外取締役（取締役会議長）

プロフィール

TDK株式会社
社外取締役（取締役会議長）　
石村 和彦 （Ishimura Kazuhiko）

旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）代表取締
役兼社長執行役員CEO、代表取締役会会長を
歴任後、国立研究開発法人産業技術総合研究
所理事長（現任）に就任。
2015年よりTDK株式会社の社外取締役に就任
し2020年6月から報酬諮問委員会委員長、
2021年6月から取締役会議長に就任。
その他、株式会社IHI、野村ホールディングス株
式会社の社外取締役を務める。

“内輪の理論の経営から、ステークホルダーの目線を入れる
ことで日本の産業競争力を強化する“
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Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること
 
A. 2021年4月から議長に就任し、その役割や意
義について改めて強く実感しています。議長は
当該年度の通期に渡る取締役会の運営を意識
し、中長期戦略や企業価値向上の本質的な議
論を深めるため努力を求められます。議長に
なって、この全体感と議論の到達点、更には監
督機能への意識が高まったと感じています。
以前は会長が議長をされていたので、年間の
議題設定や個別案件の議論の到達点について
は、執行に通じた会長自身の頭の中で明確に
なっていたと思います。しかし社外取締役の議
長ではそういう仕切りは及びませんから、運営
事務局である取締役室と綿密に準備段階から
意見交換することになります。取締役会の積み
残し論点を整理し、執行へのフィードバックや
取締役会での再議論の時期を決めたり、私と
並走する取締役室の負荷は増えたと思います
が、運営の透明性は向上していると言えるで
しょう。
議長になって一取締役のときと比べて発言の
機会が減ったとは感じていません。まずは皆さ
んにどんどん発言いただくようにしています
が、自分の意見も適時に発言させてもらってい
ます。
取締役会はチームでパフォーマンスを発揮する
と思っていますので、違うフィールドとか、違う
専門性をもつ社外取締役が自由闊達に多角的
で大所高所の議論ができることが、良い監督機
能に繋がると思います。その意味では、現在の
三越伊勢丹ホールディングスの取締役会は、多
様性があり、バランスもとれており、お互いをリ
スペクトし、違うフィールドの意見にも耳を傾け
ながら忌憚なく話すことができるいいチームで
あると感じています。

監督機能の強化という意味においては課題を
感じる部分もあります。社内対社外の質疑応答
にとどまらず、本質的な議論を目指したいと
思っています。そういう意味では、監督やモニタ
リング強化の視点は共有されていますが、監督
機能の中身については様々な見解があるかも
しれず、議論を通して確認していくことが大切
です。社内の取締役も自身の管掌領域外の案
件については監督機能を果たすべきですが、こ
の実践は簡単ではありません。取締役会に上
程する前の執行役会で管掌領域を超えた活発
な議論ができてこその到達点かと思います。
これらを踏まえ、取締役会における議論の活性
化に加え、執行サイドの意識変革も重要なポイ
ントであり、トータルのガバナンス向上への寄
与を意識しています。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化
 
A. 百貨店ビジネスやリアルな売り場に当社の
コアな価値があることは間違いありません。し
かしお客様のニーズが変化し、百貨店の中身も
変化しつつあり、２~３年前からECあるいはデジ
タルの取組みも含め、リアルとオンラインの両
方でお客様につながりご提供する価値を拡げ
ることを加速してきました。
コロナ禍にデジタル活用が飛躍的に伸長し、こ
れらのトライアルに手ごたえが出てきているの
は嬉しいことです。　
新中期計画の議論では、当社がこだわる高感
度上質について掘り下げ、百貨店をどういうふ
うにビジネスとしてリメイクするかということを
しっかりと議論することができました。
基幹店を磨き上げ、中型店、小型店、ECとシー
ムレスにつなぎ、お客様としっかりつながってい
く百貨店再生フェーズ、その先の長期ビジョン
まで議論が進み、長期ビジョンの構想を社内で

あると思います。
執行と監督の分離は端緒についたところです
が、効果は明らかに随所の意識変化に現れて
います。日本企業がガバナンス強化に取組むこ
とは、グローバルな投資家目線の評価に応え
るための必要条件ですが、取組みの成果は事
業そのものに大きい価値をもたらすと期待して
います。
今、取締役会議長として監督機能を果たすた
めに意識していることは、執行役会など社内で
の議論の実態について質問を投げかけ執行の
実効性を確認すること、また、月次で社長との
ミーティングを実施しガバナンス進化について
の目線合わせを行うことです。

Q. 対面ではなくオンライン形式での議事運営
を円滑に進めるにあたって工夫した取り組み
 
A.対面だと皆さんの目線とか、前のめりの具合
とかから場の雰囲気を共有することができます
が、オンラインだと単に挙手マークが見えるだ
けで、雰囲気が見て取れないところは不便です
ね。視点や意見の連鎖や発展、あるいは納得感
とかそういう部分も雲泥の差があると思います。

対面ではない分、表情やうなずきなどノンバー
バルのコミュニケーションが不足しますので、
丁寧に取締役会メンバーの意見を拾うよう心
掛けています。必要に応じて、普段の発言や専
門領域を踏まえて議長から発言者を指名する
ことで、議論の広がりを作ることもあります。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス
 
A. 社外取締役が議長として取締役会運営に
しっかり参画するためには、運営スタッフの体
制整備と信頼関係の構築が必須です。社外取
締役の意志を受け止め、率直な意見交換を重
ね合意形成し、運営に反映する。この積み重ね
で透明性の高い運営マネジメントが作られて
いくでしょう。
まずは今年度の「取締役会の実効性評価」の結
果を受け課題や改善点を整理する中で、議長
評価についても忌憚のない意見を頂戴してパ
フォーマンスの向上に役立てていきたいです。

中期経営計画　中長期戦略のステップ

出所：株式会社三越伊勢丹ホールディングス　ホームページ「経営計画」より抜粋

共有しました。
アフターコロナの生活者のニーズやお買い物
行動の変化を織り込んだ、「高感度上質戦略」
や「最高の顧客体験の提供」が中核となってお
り、デジタルツールやそれを用いてどのように
顧客とつながりを持つかの具体策を含 め、
2021年11月に新中期経営計画を策定・公表し
ています。
この議論の進化には、機関設計の変更後の（指
名委員会推進の社長サクセッションによる）
2021年4月からの新社長就任と新体制の基盤
形成、それに伴うガバナンス向上が寄与してい
ると感じます。

Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動 
 
A. 企業は商品やサービス等の本業による価値
提供や雇用機会創出、法人税などで社会に貢
献していますが、これからはSDGsの視点で社
会的責任が更に重要になると認識しています。
私自身は企業の存在意義、良き企業市民であ
ることを意識しています。サステナブルな社会
実現にむけて、誰もが自分にできることを考
え、実行していく時代です。当社としてそれに応
える取組みについては、現在取締役会や執行
役会の中で検討を進めています。取締役会とし
ての気候変動についての議論は、CO2排出量
削減などが主な論点となっています。今後、取
締役会の重点テーマとして議論を深めていき
ます。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請 
 
A. 私自身は好ましいことだと受け止めていま
す。当社は2020年機関設計を変更し、監査役設
置会社から指名委員会等設置会社になりまし
た。2020年、指名委員会が社長のサクセッショ
ンを推進し、2021年春新社長を指名、就任に
至っています。社外取締役が中心となり推進し
たプロセスは日本において大変先進的なもので

“社内サポートメンバーとの連携を綿密にとり、取締役会にお
ける議論の活性化に努める“

久保山　路子 氏
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
社外取締役（取締役会議長）

プロフィール

株式会社三越伊勢丹ホールディングス
社外取締役（取締役会議長）
久保山 路子 （Kuboyama Michiko）

1980年に花王石鹸株式会社（現 花王株式会
社）に入社。同商品広報部部長、センター長を
歴任。多摩大学大学院の客員教授を務める。
2018年に初の女性取締役として、株式会社三
越伊勢丹ホールディングスの社外取締役とな
り、2021年には取締役会議長に就任。
その他に現任で株式会社三井住友銀行、株式
会社Kids Smile Holdings、株式会社Kids 
Smile Project、明治ホールディングス株式会社
の社外取締役を務める。
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また、私は報酬委員会の委員長も兼務してお
りますが、売上・利益という業績だけでなく、気
候変動問題への寄与というのも個々の役員に
役割を果たしてもらうべく、報酬制度の中で評
価に取り入れる試みを行っております。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請
 
A. 日立はこれまでコーポレートガバナンス・
コードに対し、エクスプレインというよりコンプ
ライしようという姿勢をとってきたと思っていま
す。だからこそ現在の取締役会の構成・運営と
なっています。私は、それが今の日立の強みに
なっていると思います。2009年に赤字を出した
後、様々な改革を2、3年かけて遂行しました。さ
らにはグローバルリーダーとして、海外でも通
用する会社になろうということを決心し、体制
を整えてきました。これはコーポレートガバナ
ンスが、日立の体力、戦闘力を高めたという結
果だと思っています。
コーポレートガバナンスというのは、社会的に
使命を持った立派な企業であるべきだという
ことももちろんありますけれども、それ以上に
株主やステークホルダーの皆さんが企業に寄
り添っていこうという気になるような強い会社
になる指針だと捉えております。

Q. 対面ではなくオンライン形式での議事運営
を円滑に進めるにあたって工夫した取り組み
 
A. 日立の社外取締役10名のうち7名は海外に
いらっしゃる方ですが、基本は毎回、日本に来
て対面での議論をお願いしています。コロナ禍
で難しくなり、やむを得ずリモートで実施してい
ますが、執行サイドの方々が説明をした上で、
取締役会メンバーがそれに対する自分の意見

いがあることなので、バックキャストして議論す
べきことが山のようにあると思います。
デジタル化とカーボンニュートラル戦略が、日
立の社会イノベーションにおいて二つの大きな
柱になっており、現在の中長期経営戦略は数
年前に考えていたものに比べて、はるかに変貌
しています。加えて、サステナブルな企業である
ためにどうしたらいいのか？という意識は強く
なってきたと思います。
また、2021年の初めくらいから、社外取締役の
皆さんも関心が高いリスクマネジメントの議論
を取締役会で増やすようになりました。サイ
バー攻撃や今回のパンデミックなど、日立がグ
ローバルでビジネスを行っていくうえで、経営に
大きな影響を与える可能性があることが世界
中で起きており、リスクについて注意を払いな
がら経営をしていかないと予想もつかないこと
が起きてしまうということをリアルな現実とし
て感じています。そこでチーフリスクマネジメン
トオフィサーに定期的に現状や問題点を報告
してもらっています。

Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動
 
A.日立は日本企業では唯一、COP26（国連気候
変動枠組条約第26回締約国会議）のプリンシ
パル・パートナーとして参加しており、その役割
を果たすためにも環境問題・気候変動問題に
は積極的に取り組んでいます。
自社の事業、技術、プロダクツといったものだ
けに視点をおいて物事を考えると見落とすとこ
ろがあるので、日立という企業が、地球環境問
題のなかでどういう位置づけで、どのような役
割を果たすべきなのか、ということを軸に物事
を見ていくことが必要だと思います。環境問題・
気候変動問題に対し革新的な役割を担うべく、
各事業が連携して何ができるか、社会課題の
解決にどう結び付くか、議論しています。日立自
身のCO 2の問 題であると同 時に、サプライ
チェーン全体やマーケットとの関係で日立の貢
献すべきことを考えています。

“取締役間で意見が割れるような場面で、執行側の意見も踏
まえて今後の調整が可能かどうかを考えながら議事進行して
結論を出すことが議長の役割 “

を伝えてディスカッションするという仕組みは、
なかなかリモートでの実現が難しいと思いま
す。もともと知っている人同士のリモートなら別
に変わらないと思いますが、執行役として、実
際にビジネスをしている人たちが、取締役会メ
ンバーから意見を対面で直接言われることに
よる納得感は、リモートとは異なるものと考え
ています。可能になったら、コロナ禍以前のよう
に対面での取締役会を開催するのが一番良い
と私は思います。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス
 
A. 取締役間で意見が対立したときに相手を言
い負かすのではなく、お互いの意見を耳を澄ま
せて聞くことが非常に大切です。日立の取締役
会では、異なる意見が出て、それを受け、出直し
てもう一度議論するということもあるのです
が、これが大事なのです。
もう1つは、取締役会メンバーと執行メンバー
の両者がお互いにリスペクトするということが
大事です。リスペクトというのは、戦略や会社の
あるべき姿、会社の向かっていく方向について、
深い議論をして認識を共有するということで
す。それを前提にすることで、個別案件について
意見が異なるときでもお互いをリスペクトする
気持ちを持って議論をすることができるように
なります。

Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること 
 
A.現在の取締役会は、13名のうち私を含め独
立社外取締役が10名という構成となっており
ます。実際の取締役会では、普通の議題だった
ら1議題につき1時間くらい討議しており、ほぼ
全員が意見を述べています。社外取締役から
は、本当に様々な意見が出るため、自分が意見
を言うというよりも、議長として各取締役の意
見の取りまとめや、議論の時間管理、論点が漏
れないよう俯瞰した議事進行をしていくことが
重要だと思っています。また、取締役会内のダ
イバーシティが進んでいるので、国籍・性別・業
種などのバックグラウンドを考慮しながら、順
次ご発言いただくことを意識しています。私は
アジェンダ毎にご発言頂く取締役を決めるよう
なことはせず、みなさんに自由・公平にご発言
頂くようにしています。経営に対する考え方や
国際性などのコアとなる要素は、取締役全員
が持っていると思っているからです。
あと、重要な案件について、取締役間で意見が
割れたときに適当なところで議論を尽くし可決
するかどうかという判断が議長には求められ
ているので責任は感じます。この場合、①議論
終了とともに可決する、②あるいは採決しない
で一旦反対と指摘された方の問題点を執行側
で再考してもう一回提案してもらう、③否決す
る、という3つの選択肢があります。この選択に
おいて、議長には判断力が問われていると思い
ます。頻繁にあるわけではないですが、そういう
ギリギリの場面では、CEOをはじめとする執行
側の意見も踏まえて、今後上記のような調整が
可能かどうかを考えながら議事進行して結論
を出すことが、議長としての一番の役割かと思

います。自らの意見は最後に短く言うことにし
ており、この点が議長になる前と後の変化だと
思っています。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化
 
A. 直近の約2年ほど、コロナ禍によって、一次的
に変化した部分と恒久的に変化した部分があ
ると思います。
2つの大きな変化があって、1つめはデジタル化
の進展がコロナ禍によって加速したことです。
コミュニケーションのやり方の変化や働き方が
リモートになることによってデジタル化が進み、
世の中が変化しました。
日立の中長期の戦略・事業計画には、もともと
デジタル化への大きな流れはありましたが、コ
ロナ禍によってその時間軸、スピードが上がり
ました。そして、日立のお客さまが以前よりデジ
タルを意識するようになったことで戦略のス
ピード感と幅広さに変化があり“デジタル化”が
脚光を浴びるようになったと思います。
2つめは、コロナ禍と直接的な因果関係はない
かもしれないですが、先進国がカーボンニュー
トラルにコミットし始めたということです。2050
年に実質ゼロカーボンを目指すということは、
2050年には今ある技術はみな陳腐化している
わけですから、そこに向かう道筋は圧倒的な技
術開発のための資源を直ちに投じないといけ
ないということが推測されています。したがっ
て、今の技術の延長戦で物事を捉えるのでは
なく、2050年からバックキャストして物事を捉
え、道筋を描くためには大胆なイノベーション
が必要であり、それがグローバルスタンダード
になっていると思います。日立にもエネルギー
のある種の専門的な事業分野があり、関わり合

望月　晴文 氏
株式会社 日立製作所
社外取締役（取締役会議長）

プロフィール

株式会社日立製作所
社外取締役（取締役会議長）
望月 晴文 （Mochizuki Harufumi）

1973年に通商産業省入省。2002年には経済産
業省大臣官房商務流通審議官を務め、2003年
に同省中小企業庁長官、2006年に同省資源エ
ネルギー庁長官、2008年に経済産業事務次
官、2010年に内閣官房参与を歴任。
2012年に株式会社日立製作所の社外取締役
となり、2018年には同社取締役会議長に就任。

“取締役会メンバーと執行メンバーの両者がお互いにリスペ
クトすることが大事“



16 17

Chair of the Future｜次世代の取締役会議長 Chair of the Future｜次世代の取締役会議長

Q. 取締役会議長就任後の意識・役割の変化
や、メンバーの意見を引き出すために意識して
いること
 
A. 当社の取締役会は1/3以上の社外取締役、
また監査役のうち過半数が社外監査役という
体制で、様々な角度から当社の事業、ビジョン
やあるべき姿に対して応援をいただくこともあ
れば、建設的な批判や方向転換を示唆される
こともあります。豊富な経験値をもとに議論い
ただくことを前提とし、挙手をとるというよりも
少数意見であってもそれをきちんと咀嚼して事
業、経営方針に反映させることが大事だと考え
ています。そのため、社内外を問わずすべての
取締役の意見を意思決定にどう反映させる
か、結果として取締役会がいわば全員一致の
合意形成ができるように持っていくことを理想
形にしながら議論を進めています。
これは私が議長になる前の社長時代のことで
すが、4年前に石炭案件の追加投資に関して大
きく意見が分かれたことがあり、同じ案件を3
回議論した上、結果的に実行せずとなりまし
た。1人の取締役が反対されたことで議論が大
きく膨らみ、その方の見解が明らかに執行側よ
りも洞察が深く、その意見をフォローすべきと
いうことになりました。1回目の議論を踏まえ、
再度議論するためのベースを1週間かけて整
え、2回目の議論で詳細再検証を行うため、決
定の保留を正式にビジネスパートナーに伝え
ることを決めました。3回目では2回目までの議
論と詳細検証結果を踏まえ、実行せずという結
論に至りました。執行側はやはり実施したいと
いう思いがありましたが、事業環境やパート
ナーの座組、ESGの流れの中で当社が向かう
方向などを勘案し、石炭ビジネスについての経
営方針を指し示すことで現場の理解を得て、ビ
ジネスの展開を今後どうしていくのかという方
向に議論が動きました。

ビジネスパートナーや相手国政府など、その事
業におけるステークホルダーとの関係におい
ては、時間軸の制約があるため、取締役会の議
論が長引いて結論が持ち越され相手に迷惑を
かけてはいけません。一方で、乱暴に採決に
入ってしまうと、少数意見に対してその議論を
さらに深掘りするための客観的な情報が不足
し、執行側の現場が混乱してしまう。単に取締
役会で議決したということではなく、現場も納
得させるような情報をきちんと揃えられるよう
議論をする必要があります。論点を整理して議
論を重ねたことが経営・執行・現場、それぞれ
の納得感につながったと思っています。
質の高い議論をするためには、取締役会の議
案を、議論すべきものとそうでないものに仕分
けし、書面決議もこの数年増やしています。当
社の場合、案件の金額が大きいので個別の案
件をしっかり取締役会で審議していただいてい
ます。指名委員会等設置会社などに移行して
個別案件の決定権を執行側に任せてしまうと、
逆にこのような議論が起きなくなってしまいま
す。上位概念としての方針やポートフォリオの
方向性だけを議論していると、現場との共通言
語がなくなってしまう心配があります。やはり一
定レベルの規模の案件、あるいは金額にかか
わらず当社が新しくチャレンジしようとしている
分野など、個別案件も取締役会で議論してい
ただくこととしています。
社外取締役の皆さんは多忙なので議案を絞る
ほか、案件の複雑さをご理解いただくためのブ
リーフィングをすることが重要と考えています。
加えて、コロナ以前は1年に何回か社外取締
役、社外監査役の方々に事業現場を回ってい
ただいて、パートナーから見た当社に対する期
待、現場で働いているチームの経営方針に対す
る理解、ビジネスのスケール感やその国の発展
にどのように貢献しているかなどをSeeing is 
believingということで実際に見ていただく機
会を設けていました。

その中でESGの「S」、特にD&Iについて明確に
目に見える形で進めてほしいとの示唆があり
ました。現地採用の人材を引き上げるリーダー
シッププログラムや、女性幹部候補育成のため
のスポンサーシッププログラムを実施していま
す。これは社外取締役の方々からの、社内の常
識は世界では非常識というぐらいの気持ちで
取り組むべきだという助言に基づいての取り
組みです。

Q. 東証市場区分見直し、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂などガバナンスに関する資
本市場の要請
 
A. ガバナンス・コードの改訂に伴って当社がプ
ロアクティブに動かなければいけないものは
ないと思いますし、ガバナンス委員会で現在の
機関設計で問題ないか、議論しています。一方
でコード改訂により外形基準が変わる場合も
あるので、今の機関設計を未来永劫是としない
で、コードが変わることを前提に今からどのよ
うな準備ができるのかという議論をしていま
す。
独立社外取締役割合を過半数にするといった
外形基準をあまりに強化してしまうと、実力の
ある社外取締役を企業が奪い合っているよう
な現状においては、結果的に当社のように様々
な分野と地域で事業を行う会社において取締
役の総数を減らすこととなり、本当に最適解な
のか、私は疑問に思っています。当社の取締役
会では、全員一致を目指しており、社外取締役
に拒否権があるのと同じなんですよね。彼らが
反対したら徹底的に議論しましょう、少数意見
を無視しません、ということは過半数の社外取
締役を抱えなくても、社外取締役の影響力を担
保することを可能にしていると思っています。

Q. コロナ禍前後で中長期の戦略・事業計画に
ついての議論の変化
 
A. コロナ禍によって、需要が消失して方向転換
を余儀なくされた案件や、ポートフォリオの組
み換えを急ぐ必要が出てきた案件はあります
が、事業の方針そのものに変化はありません。
むしろGX、DX、ヘルスケア、マーケットアジアな
ど当社のStrategic Focusがコロナ禍によって
その重要性が浮き彫りにされたので、当社の方
針は正しかったということが立証されたという
実感があります。

Q. 企業と社会の関係変化、特にサステナビリ
ティ動向・気候変動
 
A. エネルギー、電力や金属資源など直接的に
影響する案件のみならず、全てのドメインで
カーボンニュートラルに向けて何をすべきか検
討することが、当社ではすでに当然のことに
なっています。エネルギーの安定供給を支えて
きた当事者として、責任をもってデカーボナイ
ゼーションにつながるイニシアチブをとるプレ
イヤーでなければいけないと思っています。先
日、ESG DayとしてESGにかかわる当社のイニ
シアチブについて、アナリストや投資家の方に
説明する機会を設け、どれだけ強い意識を持っ
て会社を変えていこうとしているか、社外取締
役、社外監査役の方々にも登壇いただき投資
家の方々に直接説明していただきました。
また、当社では毎年全取締役・監査役でフリー
ディスカッションを実施していますが、テーマは
社外の方々のご意見を参考にガバナンス委員
会で決定しています。これは取締役会のように
事務局で準備した資料に基づいて執行側の取
り組みをAcknowledgeしていただくのではな
く、シナリオに沿わない自由な発言によって、会
社の考え方を再確認したり、会社が気付いてい
ないことをインプットいただいたり、あるいは軌
道修正が必要だということを指し示していた
だくためです。今年度は、企業価値を高めるう
えで中長期的に取り組むべき優先課題につい
て自由に議論しました。

“少数意見を拾い上げ事業や経営方針に反映させる議論を
深めることで経営・執行・現場それぞれの納得感を得る”

Q. 対面ではなくオンライン形式での議事運営
を円滑に進めるにあたって工夫した取り組み
 
A. オンライン会議に慣れるまでは、指名して1
人ずつ発言していただくということをやってい
ました。現在はオンラインでの議論の習熟度が
上がってきていることもあり、自由にご発言い
ただいています。全員に指名をするとすごく時
間がかかり議論の質の高さを求めることと相
反してしまいます。もちろん議論によっては意見
を促したり、説明者だけではなくCEOやCFOに
考え方の根幹を確認しています。

Q. 次世代の取締役会議長に対してアドバイス
 
A. 社外取締役の意見を、例え少数意見であっ
てもきちんと取り上げ、会社の方向性・施策・事
業に反映させることが重要です。取締役会での
議論が、執行に反映されている、あるいは実ビ
ジネスの中で生きている、それから会社のD&I
やESGの流れが加速されていることを見せるこ
とが大事ですし、それに基づいて議論し現場に
フィードバックしていきます。要は経営会議の先
にある最高意思決定機関が現場から乖離して
しまうことを一番避けるべきと考えています。
執行、現場を社外取締役の方々に理解いただ
いた上で議論をし、コンセンサスを取り、その議
論を経営に反映させていく、もう単純にそれし
かないと思います。
もう一つ、当社ではフリーディスカッションを年
2回と、コロナ禍の前は必ず四半期に1回は
ボードディナーを実施し、互いの考え方の違い
や人となりを含めてしっかり理解しあう場を設
けています。自由に発言をしていただくために
はそれだけの相互信頼、相互理解というもの
は欠かせないので、非常に有意義であると思っ
ています。 

安永　竜夫 氏
三井物産株式会社
代表取締役会長（取締役会議長）

プロフィール

三井物産株式会社
代表取締役会長（取締役会議長）
安永 竜夫 （Yasunaga Tatsuo）

1983年に三井物産株式会社に入社。2008年に
プロジェクト業務部長、2010年に経営企画部
長、2013年に執行役員を歴任し、2015年に代
表取締役社長に就任。2021年から代表取締役
会長に就任（現職）。
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その他取締役会議長のご意見（アンケート調査）
今回、インタビューに応じていただいた企業の議長様以外にも、約20社の議長様に同様のトピックについてオンラインアンケートを
実施しており、皆様からいただいたコメントを掲載しております。

1. 取締役会議長に就任して

戦略、業績、価値創造、企業文化、利害関係者、
説明責任に主に焦点を当て、適時適切に取締
役会において議論できるよう年間議題を設定
し、経営陣と調整すること
 
“「議題の設定」が取締役会の目的やガバナン
スに最も影響があるため、取締役会メンバーが
自由に議論した上で結論を出そうとする文化
が重要である。”

“取締役会においては戦略的な議題設定が重要
であると考える。戦略的な議題設定、および、活
発な議論に繋がって行くことが重要である。”

“取締役会自体が求められている機能を発揮し
ていくためのファシリテーターとして、審議の品
質を確保することが、重要な役割であると考え
ており、取締役会に臨むにあたり最も意識して
いることである。これらを実践するためには、非
業務執行の取締役や事務局と十分な打合せの
時間を確保して、各議題について、社外の目線
によるチェック、審議のポイントの整理、また必
要に応じて資料の修正指示をした上で、取締
役会に臨んでいる。こうした準備を経て、取締
役会では、取締役の様々な分野の知識・経験を
最大限に生かしてもらうため、議長である自分
自身が意見を喚起し、社内・社外を問わず、厳
しい意見のやりとりを含む健全な議論を促しつ
つ意見をまとめ上げ、当グループの持続的かつ
安定的な成長の両立に繋げていくことを、議長
として常に心掛けている。”

取締役の時と比較して、取締役会議長として感じている役割の違いや、
メンバーの議論を引き出すために意識していること

すべての取締役会メンバーに対し、そのスキル、
経験、知識を活用して、取締役会および委員会
等の会合に参加するよう奨励し、自由闊達・建
設的な議論となるような文化を形成すること
 
“お一人おひとりのスキル、知識、経験に期待し
て取締役をお願いしており、そのご発言、ご議
論を有効に引き出すことが、取締役会の機能
発揮レベルを最大化すると考える。”

“取締役の属性が、独立社外取締役・大株主の
非常勤取締役・執行を兼務する社内取締役に
分かれている中で、それぞれ利害を超えて、各
人のスキルセットも意識しつつ、取締役メン
バーの率直な意見を引き出しオープン・コミュ
ニケーションとなるように努めている。”

“特に社外役員と自由闊達・建設的な議論をす
ることで、課題解決や公正な審議が可能とな
る。”

“取締役会において、より建設的かつ活発な議
論がなされるよう説明や審議の方法等、議論
を尽くすための仕組みづくりに引き続き取り組
む必要がある。”

取締役会の議題に応じて必要なメンバーから
の意見を引き出したうえで、各取締役の意見を
整理し、経営上の意思決定に導くこと

“社外取締役を含め、各々の知識・経験等に基
づいた活発かつ建設的な議論の上で、経営上
の意思決定に導く事が大切である。”

“取締役会は経営の重要な方向性の意思決定
を行い、その後執行の取り組みを監督すること
が求められるが、議長は取締役会がその役割を

実現するために、各取締役より多様性のある意
見を引き出し、取締役会における論議の実効性
が上がるよう議事をリードすることが重要な役
割である。”

非業務執行取締役と業務執行取締役との間の
信頼・相互尊重、指名・報酬・監査の各委員長

（若しくは諮問委員会・監査役）との協議、オー
プンなコミュニケーションに基づく関係を醸成
すること

“業務執行を監督し、会社経営を適切な方向に
導くためにガバナンスを効かせることはとても
重要で、非業務執行の取締役の理解はその上
で非常に重要である。また、ガバナンスといえ
ば守りのイメージが強いが、攻めと守りの両面
が必要で、中期的な経営目標の達成や成長戦
略を意識した経営をさせるために取締役の背
中を押すこともとても重要なことである。”

“自由闊達で建設的な議論によって取締役会の
活性化を図ることを心掛けている。議長として
担当部門からの議案説明に加え、新たに経営
会議への陪席を通じて議案の背景にある問題
の所在や執行サイドの課題意識についての認
識を深めるとともに、活発な議論をリードいた
だくために議案に関係する社外取締役・監査
役とは可能な限り審議のポイントについて事
前の共有を図ってきた。また事務局や社外コン
サルのサポートを受けながら、オフサイトでの
意見交換の場を多面的に運営することにより、
メンバー相互のコミュニケーション風土の醸成
にも取り組んできた。一連の対応により業務執
行取締役メンバーに「社外役員の発言を受け
入れるマインドセット」が徐々に醸成されると
同時に、CG運営に対する理解も深化してきて
いることを実感している。”

2. COVID-19の影響

コロナ禍に起因する内外経営環境の変化を踏
まえて、執行側の将来見通しと対応状況につい
ての議題が増えた

“新型コロナ感染症により社会環境が大きく変
化し、様々な社会課題が顕在化していく中、社
会からの期待・要請として、当社の強みを活か
した研究開発や、ESG経営を更に強化する必要
性を強く認識した。”

“人流抑制による外食・旅行需要の減少の影響
を相当程度に受けており、在宅勤務・WEB会議
等の増加による潜在需要の掘り起こしと、外部
環境の変化を意識した今後の成長戦略の見直
し機運を高めている。”

既存の中長期戦略・事業計画について、前提と
なる経営環境の変化に伴う戦略等の見直しに
係る議題が増えた

“足元の経営環境状況把握と対応も重要であ
るが、コロナ禍により大きくビジネスモデルの
変革が必要と判断した。”

“業界をとりまく事業環境の変化に加え、コロ
ナ禍がもたらす不確実性が一段と加速する中
にあって、会社が新たな成長ステージに進むた
めには、経営陣はこれまで以上に大胆かつ迅
速な意思決定が求められる状況にある。あわ
せて取締役会においても、従来とは異なるレベ
ルのモニタリング機能として、一連の取り組み
に対する「サステナビリティ対応や企業価値向
上策としての合理性｣や｢受入れ許容リスクと
しての妥当性｣についての適時適切な判断が
求められるようになっていると実感している。

COVID-19前後での取締役会アジェンダや
中長期戦略・事業計画等の変化について感じること

現在、当社では取締役会をメンバーとするオフ
サイト・ミーティングを連続開催して、10年・20
年レンジでの経営戦略の方向性について議論
を行うとともに、所謂｢攻めのガバナンス｣を意
識した形で諮問委員会（ガバナンス委員会）を
新設して新たな運営ルールの在り方について
議論を進めている。”

“コロナ禍だけではないが、当社が永続的に発
展していくためには、中長期的な視点での議論
が必要である。”

“中期経営計画は、2020年度以降、進捗状況の
モニタリングフェーズへ移行しており、コロナ禍
を踏まえ、中期経営計画における今年度の各
計数計画の一部見直しや、ニューノーマルへの
対応といった論点で議論を実施した。また、新
型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、社内
および社外への影響と対応状況のモニタリン
グも継続的に行っている。加えて、2030年を当
グループの持続的・安定的成長に向けた重要
地点と位置付け、2030年に実現したい社会や
当社の姿を見据えて、中長期的な取り組み等
の議論も深めている。”

“新型コロナウイルス感染症により、消費者の
価値観等の企業を取り巻く環境が大きく変わ
ることになった。これまでも、中長期の戦略の
論議を行っていたが、前提となる環境がめまぐ
るしく変化するなか、その状況を踏まえた、企業
の存続および成長にむけた、中長期と短期の
両視点からの取り組み（論議）を行う必要が
あった。”

コロナ禍に伴う行動変容に応じたSDGs（カー
ボンニュートラル等）に係る議題が増えた

“世の中の消費行動や嗜好がコロナで大きく変
化し加速していくなか、それを先取りして経営
の 方 向 性 を示すようにしている。サプライ
チェーン、DX推進、カーボンニュートラルに加
え、物流コストや部材コストアップによるインフ
レ懸念など課題が山積みだが、チャレンジし取
り組んでいく戦略の議論を活発にしていくべき
だと考える。”

コロナ禍前後において、議論内容に特に変化
なし

“コロナ禍以前から、SDGsや地政学的リスク、
中長期的研究開発の在り方などは議論してい
た。”

“中核事業に係る実需に対するコロナの影響
が限定的であり、また、コロナ禍における業務
継続体制についても執行側で必要な取り組み
が行われていた。”
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3. 社会的責任

環境・社会動向から生じるサステナビリティリ
スクを評価するために必要な情報を、定期的
に執行側から報告させる

“常に最新の情報に基づき、社としての取り組
みを検討する必要がある。”

“サステイナビリティ経営の高度化に向けた取
り組みとして、マテリアリティを特定し、中期経
営計画等の施策と連動させるよう取り組んで
いる。”

長期的戦略においてサステナビリティのリスク
と機会を十分に考慮し、サステナビリティを企
業価値に結びつける

“社会的責任（社会的課題の解決）を全うする
ことが、企業価値の源泉と考える。”

“社会的責任を果たすためには、持続的に社会
課題解決に取り組み、ステークホルダーとの関
わりを深め、共通価値を創造し続けることが必
要だと考える。”

“サステナビリティに関する取締役会の意識は
一気に高まったが、TCFD対応等現場での対応
に未だ課題があり、執行取締役の中からサステ
ナビリティ担当を指名すると共に、今後、全社
組織から経営資源を投入することを検討中で
ある。”

“昨今のステークホルダー資本主義や気候変
動問題への社会的な関心の高まりを踏まえて、

「社会的価値創出と経済的価値創出の両立」を
経営の根幹に捉え、例えば、資本市場の好循環

企業と社会の関係の変化（サステナビリティ動向）について認識されていることや、
取締役会において気候変動について議論されている事項

を構築するなど、多様な社会課題の解決を通
じ、社会とともに持続的な成長が必要であると
認識している。気候変動については、世界的に
加速するカーボンニュートラル・脱炭素社会実
現を目指す動きへの対応として、従前に増し
て、取締役会の重要審議テーマと位置づけ、
カーボンニュートラル宣言への対応等や開示
しているTCFDレポートの更なる充実等も含
め、気候変動対応の高度化促進等を継続して
議論している。”

“サステナビリティ動向のなかでも、特に気候変
動に関するリスクとチャンスは会社にとって重
大な課題である。従来の事業として持続的に
成長していく目標に加え、気候変動対応なども
同じ重さでやっていく必要性を感じている。か
なり時間がかかる課題と、今すぐにでも取り掛
からなければならない喫緊の課題の両方ある
が、並行して推進していく体制を急いで構築し
ていかねばならない。”

“改訂コーポレートガバナンス・コード等におい
てサステナビリティ対応についての方向感が示
される中にあって、当社においても｢社会との
共生をめざすことが会社の成長にとって重要
なテーマである｣との認識が高まっている。現
在、執行サイドを中心に中長期戦略と平仄を
合わせる形で取り組み内容の具体化を急いで
いるところである。取締役会においてもサステ
ナビリティ対応の基本スタンスについての議論
が始まったが、とりわけ社外取締役としては投
資家目線による株主価値という物差しを超え
て、｢社会的価値｣を企業価値の向上に結び付
けるための広角なモニタリング目線が求めら
れていることを実感している。”

“社会・環境問題などの課題に取り組むサステ
ナビリティの考え方を取り入れ、社会からの要
請が高く、グループ事業としても重要なテーマ
を、取締役会で議論し、マテリアリティとして特
定している。非財務価値を含めた企業価値の
向上に向けて、マテリアリティを通じたESG経
営を更に推進していくことが不可欠と考える。”

“市場が求めているサステナビリティに関する
取り組みをしていかなければ、企業価値の向
上を実現できない。”

“サステナビリティ課題（ex.環境）は、一企業の
問題でなく地球全体の課題である。一方で企業
は持続的成長と中長期的な企業価値の向上
が求められている。社会的課題の解決と企業
価値の向上、両方を実現するために、サステナ
ビリティの考え方を根底にした経営（戦略の実
行）が必要である。”

4. 日本のガバナンス動向

市場区分の見直し（特にプライム市場はより一
段高いガバナンス水準を要求）によりグローバ
ルな投資家を東京市場に引き寄せることに貢
献するものであると思う

“日本企業の実態とのかい離があるが、長期的
に見てグローバル競争で生き残るためには必
要なものである。”

“日経225等の業種による指定以外でガバナン
スにかかわる分野において、優れた企業が峻
別されることで、より一層、有能な企業への投
資が促進される。”

“プライム市場においては、より質の高いガバナ
ンスが求められている。上場企業が、ガバナン
スの質を高め、ステークホルダーに対しどのよ
うな価値提供をし続けていくのかを改めて考え
るよい機会となる。それを適切に開示すること
で、投資家の理解が深まり、東京市場に引き寄
せることにつながると考える。”

プライム市場のコンセプトは「グローバルな投
資家との建設的な対話を中心に据えた企業向
けの市場」というが、NYSEなど他のグローバ
ルな市場と遜色ないことを目指している反面、
東証に参加する投資家の特性を踏まえた「日
本ならでは」の資本市場の特徴が反映されて
いないと思う

“改訂コーポレートガバナンス・コードの表現自
体が「ダイバーシティー」の概念で、ジェンダー
としては「女性の活用」、多様性の例示としては

「キャリアや外国人の採用」となっていることに

東証市場区分見直し、コーポレートガバナンス・コードの改訂など
ガバナンスに関する資本市場の要請の動きに関する見方

グローバル化していない日本社会が垣間見え
る一方で、日本企業間の連携力等の「日本なら
では」の特徴と価値が過小評価されているので
はないか。”

コードの改訂の内容が、事業ポートフォリオの
基本方針・見直しや、経営陣が適切なリスクテ
イクをするためのリスク管理体制の構築など、
従来の改訂項目に比べて実態的な内容にも及
んでおり、日本企業の実質的な企業価値の向
上に貢献するものであると思う

“改訂コーポレートガバナンス・コードの趣旨を
勘案し、当社に最適なコーポレートガバナンス
体制について議論、検討し、企業価値の向上に
努めている。”

“コード改訂を実質的な企業価値の向上に結
び付けられるか否かは、企業自身の姿勢次第
である。”

“コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境変
化の下、企業の持続的な成長の実現に向け、更
なる取締役会の機能発揮等によるガバナンス
体制の高度化を進める必要があると認識して
いる。当グループにおいても、グループガバナン
スの更なる強化に向け、コーポレートガバナン
ス・コードの改訂を踏まえながら、取締役会に
おいて、モニタリングモデルを意識した実効的
な監督を行うべく、取り組みを進めていきたい
と考えている。”

成長戦略の一環という意味からはコード改訂
の内容には懐疑的。日本企業の実態との捻れ
が生じており、海外投資家側の意向を過度に
重視し、実質的に指名委員会等設置会社を目
指すことを念頭に置いたものとなっており、日
本企業の実質的な企業価値の向上に資するも
のとはなっていない

“コーポレートガバナンス・コードに従う事で、
企業価値が向上できるとは思わない。例えば、
四半期毎の決算報告などは業種によってはふ
さわしくない。”

コードは「コンプライオアエクスプレイン」とい
いつつも、現実の投資家の議決権行使行動が
コンプライを求めるものとなっている。日本企
業はコンプライの割合が��%以上と非常に高
く、英国FTSEの��%台と比べても、コンプライ
することが望ましいと捉えている面が企業・投
資家双方にある

“コーポレートガバナンス・コード改訂そのもの
は、それほど想定外のものではない。従来から
実施していることもあり、それを適正に開示し
ていくだけである。コンプライありきではない
が、会社としてしっかりとやっていることを社外
の投資家向けに伝えていくことは重要と考え
る。”
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5. オンライン形式での議事運営

議事進行を行う議長や、質疑に応答する執行
側はリモートではなく本社の会議室から参加
することとしている

“回線トラブルの解決や外線からの出席者の確
認など、事務局が側にいることが望ましい。”

“議長や執行側だけでなく他の取締役会構成
員も、可能な限り本社会議室から参加するよう
にしている。”

“リモート会議の運営にあたっては、事務局・議
長（社外）・代表取締役そしてコーポレート部門
担当の取締役については本社の会議室から参
加することとし、事業部担当取締役・社外取締
役そして監査役についてはリモートで参加して
いる。”

“リアル、オンラインにかかわらず、議事進行の
議長の役割は重要であるため、議事進行を行
う議長と事務局は本社の会議室から参加する
こととしている。”

議長として議事進行する際に、対面と違い各取
締役の表情等が読みづらいため、次の発言者
を指名する際に注意をしている

“リアルでの開催に比べるとコミュニケーション
が取りづらいので、挙手や発言の有無について
は従来以上に慎重に確認し、全員が議論出来
ているか確認しながら、議事進行している。”

COVID-19の流行により、取締役会がオンライン形式で運営される企業も増える中で、
取締役会議長として、対面ではなくオンライン形式での議事運営を
円滑に進めるにあたって工夫された取り組み

“オンライン形式では、一方通行の発言（意見）
になりやすく、対面と比較すると論議が活性化
しにくくなる。類似した意見を持っている取締役
が連続で発言できるようにするなど、できるだ
け意見交換・論議の活性化につなげ、適切な意
思決定ができるように、発言内容を事前に確認
して発言者を指名するなどの運営を行うこと
が重要である。”

会議中に資料のどの部分を指しているのかわ
かりにくくなるため、メール等による資料の事
前共有を徹底し、執行側には該当箇所を明確
にした説明をするよう指示している

“基本、対面での会議設定としているが、オンラ
イン（電話）会議での参加者がいる場合には、
対面での参加時と同様に議論に活発に参加し
てもらうため、タブレット端末を配布し資料共
有するなどの環境整備を行っている。”

“以前から実施していることだが、特に社外役
員に対しては、事前に資料をお渡しし議事内容
や背景目的など丁寧に説明し理解いただいた
上で会議に参加してもらっている。かなりの時
間を使い、事業内容の理解のために説明をし
ているし、必要に応じて、事前に頂いた意見に
より資料修正等も行っている。”

“対面形式の会議と比較すると、一部コミュニ
ケーションが取りづらくなる部分はあるが、そ
れを最小限にとどめられるよう資料の事前共
有や、個別事案の事前レクチャーなどコミュニ
ケーションの機会を設けるように取り組んでい
る。”

“基本的には画面上の資料と参加者の顔映像
を確認しながら審議を行うこととなるが、議事
運営への参加をイメージしやすくするため、会
議室内の全体映像もあわせて各自の画面に映
し出されるようにしている。一方で、参加者の表
情等を確認しながら円滑な議事進行ができる
よう、会議室に設置されたディスプレイには参
加者の拡大映像が映写されている。”

6. 次世代の取締役会議長へのアドバイス

今後企業は、短期的な利益とは関係なく、DXや
カーボンニュートラルに向けた取り組みによ
り、社会の変革を推進していくが、持続的な成
長に関連づけ成果を出すには��年・��年とい
う時間軸が必要となるため、議長は、議題設定
や議論をリードするにあたり従来以上に長期
的な視点をもつことが重要である

“中長期視点での業界環境も踏まえ、今後、長
年キャッシュフローを創出して来た主力事業を
基盤として、新規分野での成長戦略策定とアジ
リティーのある実行が急務であり、成長戦略に
より傾注することを促したい。”

“短期的な利益も考慮する必要があるのは当
然のことであるが、持続可能な企業であるため
には、より長期的な視点を持って取締役会の運
営を行うことが重要である。”

議長の役割を踏まえると、（議長でない）取締
役よりも取締役会の議題の整理や運営管理等
について多くの時間を割く必要があり、議長と
しての役割にコミットすることが重要である

“就任の際には、取締役会議長は、取締役会や
委員会当日だけでなく、取締役会へ向けての
事前打合せ、CEO、CFOや執行側との会議、経
営会議へのオブザーバー参加等、議長ではな
い取締役よりも大変多くの時間を割く必要が
ある。”

“取締役会は、取り巻く環境が大きくかつ目まぐ
るしく変化する状況を踏まえ、企業の持続的成長
に向けて、重要な経営の方針決定や執行の監督
を行う必要がある。そのためには、長期・短期の

次世代の取締役会議長（将来、取締役会の議長に就任される方）へのアドバイス
および、就任の際に有効となるサポート

視点から、環境変化の把握を行い、経営戦略
（課題）を十分理解して、議題設定をする必要

がある。また、取締役会の実効性を高めるため
には、社外取締役を中心とする多様性のある
意見を引き出し、取締役会の論議を活性化す
る必要があり、これらを実現するためには、議
長の役割である取締役会の議題の設定（ア
ジェンダセッティング）や取締役会の運営は今
後ますます重要になってくると考える。”

取締役会に期待される役割が年々増大してい
ることを踏まえ、各取締役にその責任を意識し
た発言・行動を促すような文化を醸成する

“専門分野だけでなく、広い視野と人的交流を
持ち、長期的・短期的の両面でバランスよく執
行への指示や意見が活発になる場を作ってい
くことが重要である。グローバル、モノづくりと
いった経験が豊富な人を継続的に選任してい
かなければならない。多様性も非常に重要な
要素である。”

“次世代の議長の取り組み課題としては、｢次世
代｣のガバナンス運営を支える社外取締役体
制の整備が大きなテーマになると考える。サス
テナビリティ対応に代表されるようなCGステー
ジにおいては、社外取締役に期待される役割
は当初の｢外部視点からのアドバイス｣的な位
置づけを超えて益々増大しており、重要な経営
事項に対する実効性のある監督を担うために
必要なスキル・ノウハウを有していることが求
められる状況にある。なにより各人にスキルマ
トリックスに規定されたポジションを意識した
対応を促すことが肝要ではあるが、人材要件を
はじめとするサクセッションプランの検討、選解

任ルールや評価ルールの定立など、これまで業
務執行取締役を対象として構築してきた制度
運営を社外取締役を対象として再構築するこ
とが必要になると思われる。本件の立案・運営
については、社外取締役の立ち位置からして非
執行の取締役会議長がイニシアティブをとる
べきテーマだと考える。”

“取締役会に期待される役割の増大に伴い、当
然に各取締役に求められる期待やスキルも増
大している。より高いレベルの取締役を育成し
たうえで、取締役会としてバランスよく配置し、
取締役会に求められる期待に応えていくべき
である。”

“企業の持続的成長には、「守り」のガバナンス
だけでなく、「攻め」のガバナンスも重要であ
り、取締役会は、ブレーキをかけるだけでなく、
経営陣が安心してアクセルを踏めるような環
境を整えることが求められていると思う。従っ
て、取締役会における監督と執行が、企業とい
う車の両輪となって、それぞれの役割を果たし
ながら、一つの方向へ進めていくということを
意識して、議長として運営していくことが大切と
考える。また、就任時のサポートに関しては、モ
ニタリングボードの場合、経営会議等執行側の
議論状況・内容、議題選定に向けた情報提供、
および取締役会の議題を中心として経営・監
督の視点での論点整理などが有効である。ま
た、当該企業の歴史を含めた業務内容全般の
情報提供も必要である。”
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