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日本の従来のガバナンス体制

た しろ

ゆう こ

田代 祐子

がありますが、直接モニタリングには、費用負担し
ても便益は株主全体が享受するという集団行為（コ

戦後の、終身雇用を基盤とし、メインバンク制、

レクティブ・アクション）の問題のみならず、自ら

会社との取引関係維持を目的とする株式の持合い、

詳細な情報を取得してしまうとインサイダーになっ

内部者で占められた取締役会といった特徴を有する

てしまうという問題があります。したがって、日本

日本型のコーポレートガバナンスは、企業価値を生

における株式保有構造の変容のなかで、機関投資家

み日本の高度経済成長を支えたと言われています。

が自らに代わる者として社外取締役を取締役会に送

会社法が規定するガバナンスの仕組みにおいても、

り込み、経営を監視するという議論は当然の流れと

業務執行機能と監督機能を併有する取締役会と独立

言えます＊1。

の監査機関である（執行権を持たない）監査役・監

機関投資家の行動基準であるスチュワードシッ

査役会という「執行と監督の分離」という特徴を有

プ・コードが公表され、多くの機関投資家が受入れ

する日本型コーポレートガバナンスが発展し、実態

表明をし、コーポレートガバナンス・コードが適用

としても従業員出身の取締役で構成される取締役会

されたこの新しい流れの中で、現在、会社にはそれ

は業務執行機能が強くなっています。また、従来の

ぞれの実情に応じたコーポレートガバナンスの構築

株式持合い構造の下では株式のリターン目的で保有

という自律的な対応が求められています。この新し

していない株主からの監督は実効性が弱いものでし

い仕組みにおいて、どのように取締役会の監督機能

た。一方で監督や不正防止機能は終身雇用を前提と

を実効化させていくのかを議論したいと思います。

した従業員と取締役の縦横のチェック機能や個人の
利益より会社の利益を追求する精神や強い結束力と
いった傾向に支えられてきたと言えます。

執行と監督のコンフリクト

日本型のコーポレートガバナンスを取り巻く環境

上場会社については、上場規程において、①取締

は、金融市場の規制緩和によって直接金融による資

役会、②監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

金調達が可能となり、1990年代のバブル崩壊後の

及び③会計監査人の設置が義務付けられており、①

持合い株式が売却されたことにより、この15年ほ

日本型のガバナンスとして発展してきた監査役会設

どの間に外国人を含む機関投資家を始めとした株式

置会社（オペレーション型）
、②2003年に導入さ

のリターンを得る目的で株式を保有する経済主体が

れた米国型に近い指名委員会等設置会社（モニタリ

多数派となる株式保有構造へと変容してきました。

ング型＊2）及び③改正会社法により新設された監

受託者責任の理念の浸透に伴い、アメリカ、ヨーロ

査等委員会設置会社（ハイブリッド型）＊3の3つの

ッパをはじめ多くの国において機関投資家は、受益

ガバナンス制度が存在します。

者（顧客）の利益のため投資先企業を監視すべきで

まず、指名委員会等設置会社では、業務執行は代

あるという考え方が有力となりました。株主が投資

表執行役、執行役が担当し、取締役は業務執行権が

先企業の経営を監視する場合には、直接モニタリン

なく、業務の意思決定についても大幅に執行役に委

グ（自ら情報を収集し、議決権の行使等により是正

譲することが可能であり、執行と監督が分離され、

する）、間接モニタリング（他人を自己のエージェ

執行と監督のコンフリクトという問題は制度的に解

ントとして選任し、代理人に経営を監視してもらう）

決されていると言えます。

＊1 田中亘「取締役会の監督機能の強化─コンプライ・オア・エクスプレイン・ルールを中心に─」商事法務2062号20-22頁（2015）
なお、コーポレートガバナンス・コードの適用により政策保有株式はより減少し株式の保有構造の変容が一層進むと考えられることから、
社外取締役は今後ますますコーポレートガバナンスにおいて重要な役割を果たすことになると思われます。
＊2

モニタリング型とは、1970年代に米国で提唱された取締役会の考え方で、コーポレートガバナンスの目的を①コンプライアンス（不祥事
防止を含む）、すなわち健全性の確保と、②会社の業績評価、すなわち効率性の向上の二つが中心であるとし、後者について、取締役会の役
割を業務に関する決定については基本的な戦略の決定に限定し、取締役会の役割としては業績評価を社外取締役によって行うことを重視す
る考え方をいいます（神田秀樹「会社法 第17版」（2015）弘文堂、181頁等）。

＊3

改正会社法施行前は、上場会社の98.7％が監査役会設置会社であり、指名委員会等設置会社はわずか1.7％でしたが、改正会社法施行後
2015年7月15日現在において監査等委員会設置会社に移行した会社は100社を超え上場会社の約6％になりました。
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一方、監査役会設置会社では、
代表取締役及び（取

たインセンティブと改革〜」においては、会社が採

締役会決議により業務を執行する取締役として選任

用しているガバナンス体制、たとえば①任意に設置

された）業務執行取締役が業務を執行します。取締

される指名委員会及び報酬員会を設置しているか、

役会は、株主総会で選任される全ての取締役で構成

②社外取締役を選任しているか、③内部統制システ

され、①会社の業務執行の決定、②取締役の職務執

ムの構築・運用により個別の業務執行に関するリス

行の監督及び③代表取締役の選・解任を行うことと

クが適切に管理されているか、といった具体的な事

されており（会社法362条2項）
、取締役会は業務

項を考慮して取締役会への上程事項の範囲を適切に

執行の意思決定と取締役監督の双方を行うこととさ

画すべきとの考えが示されています。

れています。従来は、従業員出身の取締役で構成さ
れる取締役会は業務執行機能が強く、監督機能は業

2

セルフコントロール

務執行の意思決定に関与しない監査役（会）に分離

取締役会の監督機能を強化する場合に、取締役自

され、取締役会の監督機能が実効的でないと指摘さ

身のセルフコントロールを効かせることにより、広

れてきました。しかし、グローバルな流れのなかで

義のコンフリクトの問題を解消することはできるで

取締役会の監督機能を強化する場合には、広く業務

しょうか？

に関する意思決定を行う取締役会が当該決定に基づ

会社法上、業務執行を行う取締役又は執行役のセ

いて執行を行う取締役を監督することになれば、広

ルフコントロール、すなわち自己抑制を担保する制

い意味でのコンフリクト（狭義の利益相反ではない）

度としては、取締役等就任についての欠格事由や兼

を生じさせてしまうことになります。このような状

職禁止規定、取締役の善管注意義務及び忠実義務と

況を解決し、取締役会の監督機能を有効に機能させ

取締役会への報告・説明義務があげられます。取締

るにはどのような方策をとるべきでしょうか。新し

役と会社の関係には委任の規定が適用され、取締役

い制度である監査等委員会設置会社は定款変更等に

は職務執行につき善管注意義務を負い、会社法上は

より取締役に重要な業務執行の決定を委任できます

法令、定款及び株主総会の決議を遵守し会社のため

が、当該委任をしていない監査等委員会設置会社に

に忠実に職務を行う義務を負っています（会社法

も同様のコンフリクトの問題は生じうるでしょう。

355条、419条2項）。判例上その専門的な能力に
基づいて選任された者に課される注意義務の程度は

取締役会の監督を有効に機能させるた
めの方策

高いものと解されています。しかしながら、善管注

1

機能するかもしれませんが、攻めのガバナンス、す

上程事項の範囲の限定

意義務・忠実義務違反に基づく責任は、守りのガバ
ナンス（コンプライアンス等）への抑止力としては

会社法362条4項各号に列挙された事項を含む

なわち企業の業績向上のための経営監督のメカニズ

「重要な業務執行の決定」には取締役会決議が要求

ムという意味での経営を評価する仕組みとして機能

されています。過去の日本企業へのアンケートにお

するのは難しく、後述するようにむしろ阻害要因に

いては総資産の1％程度が取締役会への上程の目安

なりうると思われます。攻めのガバナンスにおいて

となっていました。この総資産の1％という目安は、

は、業務執行者に取締役会等への報告・説明義務を

「重要な業務執行の決定」のみを取締役会に上程す

充実させることが必要であると考えます。そして、

るという目的でなされたものではないといえ、
また、

コーポレートガバナンス・コードに示されているよ

従来、取締役会は業務執行の意思決定機能が重視さ

うに、取締役が、株主、顧客、従業員、地域社会等

れていたため、取締役会ができるだけ広く決定する

のさまざまなステーク・ホルダーに対して責務を負

ことがガバナンスに資すると考えられていたと解す

っていること、会社の持続的成長と中長期的な価値

ることができます。

の向上を図る会社経営を行う責任を負っていること

しかし、具体的な業務執行の意思決定を行わない
監督機関の方が、意思決定に関与していない分、客
観的な立場から業務執行評価を行うことができ、監
督機能を強化することができます。この点、「重要

を取締役自身が自覚することが一種のセルフコント
ロールとなりうるのではないかと考えられます。

3

社外取締役の活用

な業務執行の決定」に該当するかについては会社法

上記のとおり、取締役自身のセルフコントロール

上は個別具体的に判断されるべきと考えられますの

を担保する法的な仕組みには一定の限界があり、社

で、広義のコンフリクトを解消し取締役会の監督機

外取締役の活用によって補完することが考えられま

能を実効的にするためには取締役会への上程事項は

す。

限定的にすべきことになります。

長期的な投資などリスクを伴う意思決定に関して

例えば、経済産業省コーポレート・ガバナンス・

は、結果として会社に損害を与えた場合などの結果

システムの在り方に関する研究会が公表した「コー

責任を考慮し、経営陣が過度にリスク回避的な意思

ポレート・ガバナンスの実践～企業価値向上に向け

決定や行動をとるおそれがあります。コーポレート
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ガバナンス・コードは、このような制約から経営陣

指名や報酬の決定を通じた業務執行の適切な評価と

を解放するために、健全な企業家精神を発揮し経営

インセンティブによる監督を行うことを可能とする

手腕をふるうことのできるガバナンスに関する適切

ような機関設計を行うことが考えられます。

な仕組みを整えることを目指しています。この適切

以上のように、マネジメント型の監査役会設置会

な仕組みとは、取締役の損害賠償責任の判断におい

社及び監査等委員会設置会社においても、取締役会

て意思決定過程の合理性が重要な要素とされている

による監督機能の実効性確保のために、取締役会へ

ことから、意思決定過程の合理性を担保する仕組み

の上程事項を再考する、社外取締役を活用する任意

を構築する必要があります。ここでは、取締役会に

の委員会等の仕組みを設置する、取締役の取締役会

は、独立した客観的な立場で多角的に十分な検討を

等への報告・説明義務を充実させる仕組みを整備す

行うこと、適切な会社の業績の評価と経営幹部の人

る等様々な方策によるガバナンス体制の構築をする

事への反映を行うこと、が期待されています。取締

ことができます。各社はそれぞれの実態を踏まえた

役会がマネジメント型である監査役会設置会社又は

自律的なガバナンスの仕組みを構築するための対応

監査等委員会設置会社においても、例えば、上記客

に取組む必要があると言えるでしょう。

観的立場での検討、業績評価と人事への反映を実効
化するために、取締役会の下に社外取締役を主要な

以

メンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、
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