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Directors’ Alert 2018：
成功に結びつけよ
取締役会の責務として最も重要であり、かつ果た
すことが難しいのは、自社の評価を守ることです。
これは、レピュテーションリスク（以下「評価リ
スク」）がかつてないほど高まり、脅威となって
いる現代において特に当てはまります。

く、取締役会が経営陣とともにこれらに実効的に
対処する方法をお伝えしたいと考えています。

過去の Directors’ Alert と同様、今回も各トピック
についてデロイトのグローバルビジネスリーダー
にインタビューを実施しました。デロイトのグ
評価リスクは、通常、企業文化に関するリスク、 ローバルビジネスリーダーは世界各地の一流企業
サイバーリスクやサードパーティーリスク等のよ の取締役会や経営陣と密接な協力関係を築いてい
うな他のリスクからもたらされ、それらのリスク ます。さらに、グローバルの一流企業の取締役と
とともに大きくなります。深刻なリスクは何であ も、今日、取締役会が直面している課題や機会に
れ重大な評価リスクを生み出す可能性がありま ついて話し合いました。こうした方々の協力によ
す。それらを事前に検知できなければ、尚更です。 り、貴重な洞察と、バランスの取れた見解を得る
そのため、取締役会と経営陣は評価リスクの原因 ことができ、我々は大変感謝しています。
を特定し、管理する方法を検討することが増えて
きています。
取締役が取締役会において、あるいは経営陣とと
もに、各事項について検討を始めるきっかけとし
守ることも重要ですが、企業のリーダーは企業に て使える短い質問リストを各記事に載せていま
とって最も価値ある資産の一つである「自社の評 す。また、取締役がこれらを検討し、リスクを監
価」を向上させる責任を負っています。取締役会 督するという役割について、経営陣と一層実効的
が自社の評価を高めるためには、単に守る場合よ に協働するために、実行することが考えられる具
りも積極的な態度を取る必要があります。
体的なアクションも記載しています。

Dan Konigsburg
Senior Managing Director
Deloitte Global Center for
Corporate Governance
Michael Rossen
Managing Director
Deloitte Global Center for
Corporate Governance

Directors’ Alert 2018 では、自社の評価を高め、守
るために、取締役会が実行できるいくつかの効果
的施策を紹介します。特に 3 つの重要分野、すな
わち、戦略とリスクアペタイト、CEO の承継と企
業文化、そしてデジタルイノベーションについて
の取締役会による監督に焦点をあてています。

戦略とリスクアペタイトを監督することは、取締
役会の中核的責務です。自社の価値を毀損するリ
スクを回避しながら、新たな価値を創造するため
にリスクをテイクすることが必須である現代の経
営環境では特に重要です。CEO の承継に関する取
締役会の役割は、企業文化に影響を及ぼすという
観点から最も重要であるかもしれません。そして
企業文化は、自社の評価を形成する主要な要素で
す。デジタルイノベーションは多くの企業に成長
をもたらしますが、最新のイノベーションに精通
していないかもしれない取締役会が監督しなけれ
ばならないというリスクを抱えることにもなりま
す。デジタルという領域について取締役会は、自
らの知識と能力を常にアップデートすることが求
められます。
こうした施策はすべて自社の評価につながりま
す。自社の評価を高めることもあれば、逆にリス
クにさらされることもあるでしょう。デロイトは
こうした事項が 2018 年には世界各地の取締役会
で議題として取り上げられると予測しており、本
号を通じてこれらのつながりの重要性だけではな
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近年、企業文化の破たんや機能不全と言えるような有名
企業の不祥事が相次いでおり、その結果、突然、CEO
が交代した事例もみられます。また、CEO の交代により、
企業文化が大きく変わった事例もありました。どちらも、
取締役会が単に CEO の後継者計画や企業文化を監督す
るだけではなく、双方を密接に結び付けて監督すること
が必要であることを意味しています。
突然であれ、計画的であれ、CEO の交代に備えるには、
取締役会は自社の企業文化として求めるべきものを理解
しておく必要があります。不祥事は劇的な出来事として
ニュースとして報道され、広く認知されますが、実際は
そのような不祥事が生じる機会よりも、企業がその文化
を変革する必要があるのにそれを放置していたり、機敏
に変革の必要性を察知した競合他社に競争で敗れたりす
ることが多いです。このような、いわばスローモーショ
ン的な企業文化の破たんには、手遅れになる前に明確な
目的意識をもって企業文化をリセットする必要があり、
多くの場合、効果的な CEO の承継は最も有効なリセッ
トの手段となり得ます。

CEO は他のどの経営陣幹部よりも自社の企業文化が組
織にどう影響を与えるかを見定めます。特に優秀な
CEO の中には、自分は「チーフ・カルチャー・オフィサー」
だと思っている人もいます。
しかし、突然 CEO が交代する場合でも、長期的な後継
者計画を策定する場合でも、取締役会が CEO 候補者を
選考するにあたり企業文化を考慮することの重要性は見
落とされがちです。企業として求める企業文化よりも、
CEO 候補者の過去の実績や業界での経験、そしてビジ
ネス界での地位の方が大きく取り上げられる傾向にあり
ます。しかし、こうした求める企業文化を無視すれば、
ミスマッチやビジネス機会の喪失、さらには大惨事を招
く確率が高まり、自社の評価に著しい悪影響を及ぼす可
能性があります。反対に、企業文化を考慮することによ
り、CEO が成功する確率が高まり、自社の評価の守る
ことや向上させることにつながります。
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CEO と企業文化
を結び付ける

経営陣の揺るぎないリーダーシップと強固な「CEO
パイプライン」の存在は、企業の業績や企業価値と
明確な相関関係があるとの調査結果が出ました。

• 調
 査の結果、実効的リーダーシップがあるとみな
される企業のエクイティプレミアムは平均 15％
程度であるのに対し、リーダーシップが実効的で
ないとみなされる企業では 19％程度のディスカ
ウントという低い水準でした。1

Anthony Abbatiello
Digital Leader
Human Capital
Deloitte Consulting LLP

• グ
 ローバルの最大手上場企業 2,500 社の調査によ
れば、CEO の辞任に伴い、後継人材の確保に奔
走する企業は、株主利益を平均 18 億米ドル逸失
していることが明らかになりました。2

• 調
 査によれば、アナリストの 80％が、強固な「CEO
パイプライン」があるとみなすことができる企
業にはエクイティプレミアムをのせています。3

• 1
 30 か国 7,000 人のエグゼクティブを対象とした
調査では、回答者の 82％が「企業文化は潜在的
な競争上の優位性である」と回答しています。
また、企業文化と業績の関連性について、87％
の回答者が「重要」、54％が「非常に重要」と回
答しています。4

Jeff Rosenthal
Managing Director
Deloitte Leadership
Consulting
Human Capital
Deloitte US

ほとんどの企業では、新しい CEO の必要性に迫られる
前に、承継プロセスにおいて CEO、経営陣幹部と企業
文化の関係性を十分に考慮し、適切に実行することが求
められます。

5
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ほとんどの組織では、新しい CEO の必要性に迫
られる前に、承継プロセスにおいて CEO、経営
陣幹部と企業文化の関係性を十分に考慮し、適
切に実行することが求められます。

は、取締役会は、より長期において必要なリーダーシッ
プの条件を検討する際はもちろんのこと、短期で必要な
リーダーシップを検討する際にも強い情熱と決断力が求
められます。しかし、それこそが取締役会の責務なので
す。取締役会は、企業の目的とそのミッション、すなわ
ち企業が存在する上で基本的で永続的に変わらない理由
を理解するとともに、同時に常に将来を見据えておかな
企業文化に CEO の承継を根付かせる
ければなりません。しかし、実際にはあまりにも多くの
取締役会が、次期 CEO に必要な資質は現在の CEO と同
企業文化は、企業の共通の信念や価値観、働き方によっ じだと考え、成功を継続するために必要な企業文化と、
て成り立っているといえます。そして、従業員が企業の その企業文化を根付かせるためにどのような CEO が必
ミッション、目的の遂行や目標の達成に向かうために、 要かという問いに、明確な答えを描き切れていません。
企業文化を原動力とすることは究極的には取締役会の責
務です。この責務を果たすため、まず取締役会は自社に 例えば、取締役会の多くは、自社がより革新的な戦略を
とって望ましい企業文化について共通の認識を持つ必要 必要とし、そのミッションを果たすためにより革新的な
5
があります。企業文化を浸透させ、守る責任は CEO が 企業文化が必要であると言います。
そして取締役会の
負うため、自社にとって望ましい企業文化の共通認識な 多くが革新的な企業文化を構築したいと言います。しか
しに CEO に求めるべき資質を見定めることができない し、革新的な企業文化とは何を意味しているのか、また、
からです。また、望ましい文化のあり方について取締役 「今までのやり方」をどのようにして越えるかというこ
会の意見が一致していない場合、企業文化の側面から とについて、合意を得るのが難しいと考えています。現
CEO に求めるべき資質の見定めが十分ではなくなる可 在の経営環境下で競争を続けるには企業がさらに進化す
能性があるため、取締役会での共通認識はとても重要で る必要があることは理解していますが、自社にとっての
す。
革新的な企業文化がどのようなものであるか定義できて
いる取締役会はほとんどありません。新しいアイデアを
企業が自社の価値基準やマニフェストを定めることは、 推進したい、新しい製品やビジネスモデルが欲しいとは
望ましい企業文化を定義するために有益ですが、これだ 言いますが、革新を後押しする自社の考え方、行動、活
けで企業文化が形成されるわけではありません。企業文 動やイベントを定義していません。企業文化を定義でき
化は、経営陣幹部の価値観や優先事項の順位付けから広 ていないのです。
く浸透していきます。それらは経営陣幹部との日々の交
流や彼らの行動、経営陣がどのように従業員や行動に対 取締役会は CEO の選考プロセスを開始する前に、企業
して報い、昇進させるか等に反映されています。まさに 文化を定義しなければなりません。最初にすべきなのは、
これらにより企業文化が具現化され、浸透していく局面 経営陣に次のような質問をすることでしょう。
です。その意味では経営陣幹部の長たる CEO は、望ま
しい企業文化を具現化し、変革し、高めていく最も影響 • 自 社のビジネスにおいてどのような革新が起こりえ
力のある人物です。
るだろうか？
取締役会は、自社が戦略を維持・推進し、あるいは目標
を達成するために、まず必要な企業文化についての共通
認識を形成しなければなりません。戦略と目標は、企業
の目的と結びつけるべきですが、急速に変化する時代で
は、企業の目的を明確にすることが難しい場合がありま
す。テクノロジーにより、顧客行動、ビジネスモデルや
企業そのものはもちろん、業界全体が変革していくなか
で、多くの取締役会は組織としてのアイデンティティの
危機と戦っています。自分たちはメディア企業ですか、
エンターテイメント企業ですか？それともテクノロジー
企業ですか？それとも製造業ですか？それとも流通業で
すか？決済代行？銀行？果たして自分たちはどこに属し
ているのでしょうか？
企業のアイデンティティそのものが変化する環境下で
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• 何がこの業界では起こっているのだろうか？

• 新
 たな収益源につながる新たなアイデアを生むため
にどのくらい時間をかけているだろうか？
• 我
 々はどのように新たなアイデアを評価しているの
だろうか？
• 我
 々はどのように新たな製品、サービスやビジネス
モデルを開発し、試作しているのだろうか？

• 我
 々は新たなアイデアと手法を開発するためにどの
くらいの予算を配分しているだろうか？
取締役会は、これまでの経験やアドバイザーからの適切



な助言を踏まえ、企業の目標達成を後押しするのはどの
ような企業文化であるか、また、そのような企業文化を
どのようなリーダーが促進することができるかという視
点で自らの企業文化を検証することができます。

一旦企業文化の定義についての共通認識が得られたな
ら、取締役会は、将来に向けた企業文化の強化に着手す
ることができます。それは現在の企業文化の延長戦で
あったり、わずかな変更であったり、あるいは完全な刷
新であり得るかもしれません。それによりリスクアペタ
イトにも影響を与えるでしょう。そのために、より革新
的であること、顧客に焦点をあてること、コスト意識を
高めること、あるいはグローバル、あるいはローカルを
志向することが必要になるかもしれません。どのような
必要性が生じるにせよ、業務レベルにおいて企業文化を
確立する最も大きな責務を担うのは CEO です。
CEO の承継における焦点を拡げる

後継者計画において企業文化の観点から必要な要件を、
候補者を評価する基準として、実績、経験や性格だけで
はなく、特定のリーダーシップ能力を有しているかとい
う点にまで焦点を広げるべきです。取締役会は、企業文
化の観点からどのように CEO がリーダーシップを発揮
しているかをより強く意識するようになってきていま
す。
評価の基準を広げるには、企業文化とそれが及ぼす影響
を継続的にモニタリングすることや、企業文化について
取締役会で議論し、経営陣と話し合い、そして会社が必
要とするリーダーシップのあり方について慎重に判断
し、決定することが必要です。リーダーシップに関して
は、テクノロジーを活用する能力、新しい方向に舵を切
る能力、感情面での合意とつながりを構築する能力、そ
してグローバルな戦略を策定し、実行する能力などが含
まれます。このようなリーダーシップ能力は、取締役会
が次期 CEO に期待する他のスキルよりも重要なことが
あります。
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企業文化の観点から承継に
ついて理解する

取締役会は、業績を向上させるために必要な企業文化の決定や、企業文化
の変革することを決定したら、次は CEO に必要な要件を定義し、候補者が
それに合致しているかを検討する役割に取り組みましょう。6
通常、CEO の候補者は以下の要件を満たすべきです：

•	望ましい企業文化に適合し、望ましい行動の手本となること

リーダーは日々のコミュニケーションと行動を通じて、企業文化にとて
も大きな影響を与えます。その企業文化は、企業の方針、構造、ガバナ
ンスと相互に関連しながら、従業員の働き方を決めます。取締役会は、
企業文化の観点から、CEO がどのようにリーダーシップを発揮すべきか
を理解・分析し、それから候補者がその役割を遂行できる能力を有して
いるかを検討しなければなりません。
•	自分が企業文化と適合していることを知り、前向きな変革を推進すること
自分が企業文化と適合していることを知っているリーダーは、効率的に
リーダーシップを発揮することができます。現状の業務の進め方を活用
するケースと変化を求めるべきケースを使い分け、企業文化を形成する
日々の決定や行動に意識的に対応することができるからです。

•	共通の目的を創造するために、人々の心をつかむことができること

望ましい企業文化を維持するために、リーダーは従業員の心に寄り添い、
共通の目的を創造し、意欲を引き出す必要があります。共通の目的を創
造し、意欲を引き出すことはどの世代に対しても重要ですが、特にミレ
ニアル世代には重要です。
CEO 候補者は、過去の業績を財務パフォーマンスや市場シェアの指標を用
いて評価されるのが通常です。企業文化という側面から判断する基準を持
ち、評価することは難しいことですが、企業の健全性を保ち、向上させる
には、企業文化という側面からの判断基準が極めて重要なのです。

取締役会として、企業文化や CEO に期待する価値観に
ついて意見が一致しないこともあるかもしれません。し
かし、賢明な取締役会であれば、次期 CEO の選考前に
取締役会内の意見の不一致を認識し、あらかじめ解決し
ます。そして CEO の選考プロセス自体を改善し、企業
文化と関連付けるための対策を講じます。
企業文化の側面からも優れた CEO を育成する

CEO の後継者計画に対するアプローチは、業界の成熟
度や企業の継続年数、規模と連動する傾向が見られます。
消費財メーカーや金融業界といった成熟した業界の大企

7
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業は、デジタルテクノロジー系の新しい業界の中小企業
よりも、経営陣へのパイプラインに注力する傾向があり
ます。しかし、企業規模が大きいことや、成熟した業界
の企業であるというだけで、堅固な CEO 後継者計画が
あると保証されるわけではありません。上場企業には経
営陣へのパイプラインに関する厳しい規制があるにも関
わらず、十分な備えを行っていない企業が驚くほど多い
のが実態です。

CEO の任期や実績に関わらず、取締役会の議題として
後継者計画は定期的に取り上げられています。このよう
な取締役会では、将来必要となるリーダー像や潜在的な
候補者、経営陣の育成、これらの調整の必要性について、
取締役会として、あるいはガバナンス委員会や指名委員
会などの取締役会の各種諮問委員会を活用して、率直に
ためらうことなく議論をしています。

   次のレベルへの移行：企業文化を理解するために、
取締役会は企業内で実際に起きていることをよく把握す
る必要があります。人事部や外部アドバイザーを活用し、
秘匿性の高いインタビュー、フォーカスグループ、デー
タ解析を実施することにより、会社の方針や規程がうま
く機能している場面、人々が不満を募らせている場面、
意図した結果が生まれていない場面を確認することがで
きます。取締役会は、経営陣のコミュニケーションや行
動が企業文化にどのように影響を及ぼしているか、企業
文化が策定した戦略、リスクマネジメント方針や目的を
支えているかどうかについてのアドバイスを受ける必要
があります。

   次のレベルへの移行：業績だけでなく、機敏さ、創
造力、倫理観なども検討することは有用です。今日では
予測分析システムのベンチマークデータを使用して、性
格タイプを特定することができ、候補者がどのように
人々を導き、どのように意思決定に人々を巻き込み、ど
のようにリスクを考慮し、そしてどのように変化に対処
するかを確認する上で役立ちます。チェンジマネジメン
ト（変革への管理）、倫理観、その他のリーダーシップ
に関する側面を通じて、取締役会は企業文化に関する候
補者の性格を確認することができます。このデータは、
企業が求める企業文化について取締役会の共通認識があ
る場合、最適な候補者を見つけ出すためにはとても有益
です。

CEO 候補者の要件を拡げる

取締役会が CEO 候補者の財務面や業績面を重視するこ
とはよくあることです。しかし、優れた判断ができる取
締役会は、その業績がどのようにして達成されたかを確
認します。業績をどのように達成したかは、CEO と企
業文化と業績がどのように相互に作用し合うかを示して
取締役会の企業文化への意識を高める
 いる場合があります。例えば、企業買収と事業売却によっ
現状の企業の経営環境を見定めるにあたり、企業文化を て成長する場合と、社内資源を活用して有機的に成長す
診断し、モニタリングする機能は不可欠です。従業員が る場合とでは必要とされる特徴は異なります。競争が厳
適切な教育を受け、会社の方針や規程を理解しているか しい市場とそうではない市場でも必要とされる特徴は異
どうかを確認するための報告機能も同様です。しかし、 なり、同様に事業再生時に会社を指揮する場合と、大き
企業文化の診断は従業員の満足度を測定することがで く拡大する場合とでも必要とされる特徴は異なります。
き、教育で知識を伝えることができるという意味でそれ 性格タイプ、リーダーシップのスタイル、異文化経験な
ぞれ有用ではありますが、従業員の行動まではコント どを調べることで、候補者の特性を多面的に比較できる
ロールすることはできません。
ようになります。
うまく経営陣の承継ができている企業は、CEO の承継
プロセスにおいて企業文化に配慮し、以下のような基本
的プラクティスを導入し、次のレベルに進もうとしてい
ます。

承継プロセスに取締役会が関与し続ける

たった 5 年前と比較しても、取締役会が CEO の承継と
企業文化を関連付けて議論することはより一般的になっ
てきました。例えば、取締役会における議題は、新しい
CEO に誰がなるべきかという議論から、会社に必要な
リーダーシップの素質と、CEO の交代の必要が生じた
ときにどのようにそのような素質を見つけだすか、とい
う議論に変わりつつあります。また、現在では取締役会
が会社に必要なリーダーシップの資質や特徴に関して共
通の認識を持とうとして議論しています。

社内の人材開発を監督する

社内のリーダーシップへのパイプラインは、率先して開
発し、管理すべきです。確かなリーダーシップへのパイ
プラインがあり、リーダーシップを開発するための正式
な取り組みをしている企業は、このような取り組みのな
い企業と比べ、従業員一人あたりの純収入は 30％多く、
変化を見越し、変化に実効的に対応できる可能性は 5 倍、
さらにリーダーシップの芽を発見し、開発することに関
しては 10 倍優れているとの調査があります。7 取締役会
は CEO の承継についての責任があり、さらに社内の候
   次のレベルへの移行：リーダーシップへのパイプラ 補者は企業文化を理解しているだけではなく、社内で広
インを積極的かつ実効的にモニタリングしている取締役 く知られている点を考慮すると、取締役会は強力な社内
会では、後継者計画を継続的な活動として扱っています。 の経営陣の育成プログラムを進めるべきです。
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チーフ・カルチャー・オフィ
サーとしての CEO

最近、一緒に仕事をしたある CEO は、企業文化の重要性を強く信じていて、
自らを「チーフ・カルチャー・オフィサー」と考えていました。退任の数
か月前にこの CEO は、企業文化をこの企業の最優先項目として据え続けた
いと願いました。行動派である彼は、取締役会が企業文化の動向を追い、
必要な場合にはすぐに変更できるよう、就任予定の CEO の就任 1 年目とそ
の後毎年 1 回、企業文化に関する監査を実施するよう取締役会に依頼しま
した。
取締役会はこの依頼に合意しました。このケースでは、CEO は企業文化の
重要性に確信を持っているだけでなく、自らの在任期間を超えて企業文化
を優先項目として維持するために、取締役会を動かすことができました。
  

次のレベルへの移行：最も効果的なプログラムは、
Expertise（専門性）、Experience（経験）、Exposure
（新たな体験）に焦点をあてた 3-E モデルに準拠してい
ます。Expertise は、リーダーが必要とするスキル、能力、
職務上の知識から構成されます。Experience は、候補
者が人事異動や特定プロジェクトを通じて得た自社に関
する知識を広げることに焦点を当てています。ただし、
これは最低限の水準であり、さらには、候補者の不確定
要素が多く、意見の対立の激しい環境に配置し、経験を
積ませ、候補者自身の対応力を向上させることも考慮し
ます。Exposure は、例えば海外任務につかせ、異なるマー
ケット、方法、慣行、物の見方に順応させ、知識を増や
し、異文化環境でも能力を発揮できるかを試すことを意
味します。
CEO を承継前から就任後まで支援し続ける

取締役会は、新任者の就任で CEO の承継は完結したと
考えがちです。さらに、多くの取締役会は、企業文化の
形成についても CEO に過大に期待し、一個人が独力で
その変革に取り組むことを期待しがちです。CEO の就
任期間が十分に長いわけではないという可能性の高さを
考慮すれば、企業文化の変革に取り組むには CEO の支
援は極めて重要な事項です。また、取締役会は企業文化
の変革に向けた適切な時間軸を慎重に判断しなければな
りません。企業文化の変革は想定よりも時間を要するか
もしれません。

   次のレベルへの移行：取締役会は、CEO の就任から
その在任期間にわたり、CEO が時間、能力、そして重
要な関係を管理し、新 CEO に明瞭で建設的なフィード
バックを提供することを支援すべきです。企業文化を変
革する責務を担った経営チームにとっては、目標を設定
し、特定の対応策を奨励し、適切に行動するよう徹底し、
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そしてあらゆるレベルで公平な会話ができるような業績
管理アプローチを採用したプログラムを正式に導入する
ことが必要です。その結果、CEO は「企業文化」とい
う誇り高き理念を業務レベルにまで落とし込むことがで
き、日常業務でも実行すべき変革を推進することができ
るのです。



最後に

取締役会には多くの優先的事項があります。しかし、誰
を会社のリーダーとするかという決断以上に大事なこと
はないでしょう。CEO は多くの人の中のひとりに過ぎ
ませんが、企業全体に影響を及ぼし、そしてしばしば企
業の枠を超えた影響力を持つことになります。
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取締役会には多くの優先的事項があります。
しかし、誰を会社のリーダーとするかという
決断以上に大事なことはないでしょう。

現実的な意味で CEO の承継はリスクの監督責任です。
優れた後継者計画は、巨額の経済的損失を伴う厄介で複
取締役会は、CEO の役割は重要だと考えていますが、 雑な企業文化の破綻を回避させるとともに、戦略の実行
必ずしも堅固な後継者計画のあり方を正しく理解できる と、目標の達成へと導きます。CEO の承継プロセスと
とは限りません。これは CEO が企業文化に与える影響 企業文化を適切に監督することで、評価リスクを最小限
の理解についても特に言えることで、CEO の選考の根 に抑えることができ、また投資家、将来の潜在的な提携
本的な失敗原因が、企業文化に合わなかったということ パートナー、CEO 候補者の間での企業イメージをさら
がよくあります。
に向上させる機会を生み出すことができます。
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取締役が
提起すべき
質問

企業文化と業績（業務、財務、あるいはその他の側面）がど
のように関係していると考えていますか？企業文化に影響を
及ぼすためにどのような手段を用いますか？その手段をどの
くらい効果的に使用していますか？

現状、どのように CEO の後継者計画を監督していますか？そ
の過程において、企業文化に関する事項をどれくらい考慮し
ていますか？どうしたら企業文化と CEO の承継をより良く調
和させることができますか？

望ましい企業文化と、その企業文化を浸透させ、維持するた
めに必要な CEO の特徴について合意していますか？そうでな
い場合には、どうすればいいでしょうか？

どのようにして企業文化とその特性と有効性を監督していま
すか？自社で起きていることをよりよく理解するために何が
できますか？

リーダーシップへのパイプラインの状況はどうなっています
か？どのように 3-E モデルを社内の経営陣の育成のための取
り組みに一体化することができますか？どうすれば企業文化
の観点からリードできる社外の CEO 候補者を特定し、育成す
ることができますか？

予期せぬ必要が生じた場合、即時に代理の CEO に引継ぐ準備
はできていますか？その後の CEO の選考と移行のための準備
はできていますか？

新しい CEO が、特に時間と関連する能力と様々な関係を管理
するためにどのように支援していますか？新しい責務に変わ
ることへの負担を軽減するために、私たちに何ができます
か？
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Ilene Gordon 氏との Q&A

Gordon 氏は Ingredion 社の執行役議長です。同社は、食品、飲料、醸造などの業界や法人顧客向けに天然由来の原材料でソリューショ
ンを提供する世界でも有数のメーカーです。2009 年から 2017 年まで Ingredion 社の議長兼社長兼 CEO でした。Ingredion 社の前は
Rio Tinto Alcan Packaging 社に所属し、同社の社長兼 CEO を務めていました。彼女はボストン、ロンドン、シカゴを拠点とする
Boston Consulting Group でキャリアをスタートし、その後 Tenneco 社の子会社である Packaging Corporation of America 社で 17 年
間経営幹部職を務めました。現在、Lockheed Martin 社と International Paper 社の取締役を務めています。
CEO の承継に関して、先進的な取締役会レベルの取り組みとしてどのようなものがありますか？

業績の良い企業の取締役会では、内部で適任の候補者を育成する傾向にあります。通常、社内候補者の
経歴、長所、改善すべき点について、特定の時間軸で育成する堅固な計画が策定されます。私は経験則
として「スリー・アンド・スリー」ルールを使用します。3 年先を見据え、社内候補者 3 人を確保する
というものです。詳細部分は会社の状況により異なりますが、このアプローチは、企業と、企業が次に
進むべき段階について取締役会の選択肢を形成します。

一般的には、社内候補者の方が好ましいと思います。しかし、業績の良い企業でも、企業文化や戦略の
変化が必要となる場合があります。この場合は、過去の慣行やアプローチに囚われない「異端者」タイ
プの社内候補者がいるならば別ですが、そうでないなら、外部の候補者の方がふさわしいでしょう。
CEO の退任年齢を規定することは必ずしもベストプラクティスであるとは限りませんが、それを規定
することにより、後継者計画の見通しを立てやすくなります。
社内候補者の育成ではどのような施策が効果的ですか？

ほとんどの取締役会は、経営陣のすべての要職について、年次で後継者計画のプロセスを実施していま
す。通常、人事／人材管理部門が経営陣と協働して、取締役会向けの報告書を作成します。承継につい
て、取締役会が委任する指名委員会を設置する場合があります。しかし、実際に CEO の承継に際して
は取締役会全体の責任となるので、取締役会全体が関与する必要があります。Ingredion 社では、候補
者を「ready now（準備完了）」、「ready in one to three years（1 ～ 3 年で準備完了）」、「ready in four
to six years（4 ～ 6 年で準備完了）」という 3 つのカテゴリーに分類しています。このようなパイプラ
インを用いることで、取締役会は、まだ準備が十分ではない候補者に対して、どのような育成施策が必
要かを判断することができます。必要な育成施策は、候補者に応じて、例えば、OJT であったり、上場
企業の社外取締役のポジションを与え、ガバナンスの経験を積ませるといった社外での育成だったりし
ます。

望ましい企業文化と次のリーダーに必要な条件を結び付ける上で、取締役会が考慮すべきことは何ですか？

取締役会と経営陣は、事業上の目標や KPI から、人材管理・育成に至るまで、あらゆる段階を設定する
戦略に対して責任を負います。戦略と企業文化は密接に関連しているものです。株主価値の観点から見
て企業の業績によって考慮すべき事項は大きく変わります。業績が好調な場合、取締役会は社内候補者
を探す傾向にあります。しかし、企業が、例えば産業構造の変化等の困難な状況に直面すると、外部の
候補者を探す傾向にあります。私が 2009 年に Ingredion 社に参画したとき、当時は Corn Products と
いう社名でしたが、食品に関するトレンドが変化する中で成長を続けようとしていました。取締役会は、
会社の方向転換が必要だと理解していたため、食品業界の外から候補者を探しました。このように、企
業文化の変革が必要かどうかを決定するのは、業界の動きと企業の業績です。結局のところ、望ましい
企業文化と次のリーダーに必要な条件を結びつける上で取締役会が考慮すべきことは、業界においてい
かにして勝つかを決定づける戦略によります。
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CEO として Ingredion 社に参画したときは、いかがでしたか？

将来の成功には、コモディティーではなく顧客に特別な価値を提供する方法を生み出すという、顧客に
フォーカスしたイノベーションが重要であると、当時の取締役会は認識していました。取締役会は、こ
うした変化を遂げるために、内部と外部のどちらの人材が適任かを判断する必要がありました。企業の
長期的な信頼を高めるために、取締役会は、食品業界や農業の経験よりも、困難な環境において顧客の
ために価値を創造することを理解していることが重要だと結論付けました。私はパッケージ業界出身で
したが、パッケージ業界では顧客への革新的なソリューションを提供することが求められるという成功
条件の変革を既に経験していました。ビジネスでの農業に関する部分は社内のチームから学べるだろう
と取締役会は判断し、実際にもそのようになりました。私が参画した当時、Ingredion 社は収入の 25％
以上を主に飲料業界向け高果糖コーンシロップ（HFCS）で上げていましたが、私たちはこの飲料業界
向け HFCS の割合を 10％以下まで引き下げました。それは、甘味料から健康食品にシフトしている業
界トレンドに焦点を合わせ、グルテンフリー、非遺伝子組換食品、消化しやすい健康関連製品などを短
期間で開発し、顧客に新しい健康的な製品という価値を提供できたことが要因となり、達成することが
できました。すべては戦略に基づいたものでした。

取締役会は候補者を評価する際に、性格のタイプ別判断や同様のツール、外部コンサルタントなどを活用していますか？
取締役会は、自身の独自ツールを使用する外部コンサルタントを活用し、候補者を評価する場合もあり
ます。通常、社内外の候補者と長時間を一緒に過ごし、候補者が成功したか、成功していないかという
過去の経験について評価します。私は、候補者の「人柄・性格」より、気質を評価するほうが重要だと
思います。候補者はどんなことに対して情熱を感じるか？候補者は楽観的なものの見方をするか？候補
者は複数の物事を同時に処理できるか、それともイライラするタイプか？成功する CEO というのは、
自分の思考プロセスや決定に異議を唱えられることで成長する人であり、こうしたことを嫌がる人は、
経営陣チームのリーダーとなるのは非常に難しいでしょう。

新しい CEO の就任に際して、取締役会はどんなアシストができるでしょうか？

私の後継者は買収を契機に参画し、一緒に 7 年間働きました。私は取締役会から執行役議長に任命され
ましたが、今年 7 月までは新しい CEO の引継ぎをアシストするよう依頼されました。次の CEO が新た
な役職に移行し、問題に対処するのを助けるためには、責任をもって誰かが支援することが大切です。
会社によって異なりますが、移行期間は 3 か月以上 1 年以内が望ましいでしょう。私が社外から
Ingredion 社に加わったとき、取締役会はそれまでの議長兼 CEO を完全に退任させ、その代わりに彼を
コンサルタントとして 8 か月間サポートを続けられるようにしました。そのため、前任者と私は従業員
として重なることはなく、私が参画してからその年の年末までコンサルタントとして連絡をとることが
できました。退任する CEO は、最終日に会社から去ることが大切だと思います。違う階に移るケース
もあるようですが、それでは従業員は引き続き日常的に会うことになるので、混乱を招くことがありま
す。会社の建物から去ることで、CEO は変わったのだという明確なメッセージを送ることができます。
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移行期間中に、他にどんなことが効果的でしたか？

Ingredion 社では次期 CEO が発表されるとともに、この次期 CEO は取締役に任命されました。すぐに
次期 CEO が取締役会に加わることで、すぐに意思決定に関与させ、新しい役割と責任に慣れることに
もなり、この方法は Ingredion 社ではうまくいきました。次期 CEO に任命されたときからすぐに、取
締役会のすべてのやり取りに関与し、報告を受け、会議に参加しました。もちろん CEO は唯一の存在
であるべきで、組織内で CEO と次期 CEO の役割や意思決定をするのはどちらなのかを明確にしておく
必要があります。そして、交代するその日に役割が移行します。私は他の取締役会でも CEO の引継ぎ
に関与しましたので、会社によってそれぞれ異なるニーズがあるというのも理解しています。しかし、
秩序ある引継ぎのために、CEO は戦略と責任において取締役会と足並みをそろえておく必要があります。

外部から就任する新たな CEO が企業文化を理解するために何が役立ちますか？

私の場合、社外の人間として就任してから、取締役会メンバーと一対一の面談をし、この会社ですべき
こと、すべきでないことについてのアドバイスを受け、過去に起こったことについての情報を得ること
ができました。取締役会はとても協力的で、私に変革を推し進めるよう励ましてくれました。私が経営
陣と面談したとき、私はいつも「私が変えるべきでないことを 3 つ、変えるべきことを 3 つあげてくだ
さい」と尋ねました。これは、何を変えずにそのまま残すべきかを確認し、また経営陣は何を変えるべ
きだと思っているかを知るのを助けてくれました。人によって物の見方は違いますが、共通したテーマ
が明らかになります。また取締役会にとってもエグゼクティブセッションを持つことは有意義なことで
した。まずは CEO が在席して行い、次に CEO が席を外し、最後に CEO にフィードバックするように
しました。私は、エグゼクティブセッションで、取締役会に対して現状に対する自分の見解を述べ、会
議室を去りました。私は取締役会議長を兼任していたので、私以外の取締役同士で議論した内容のうち、
会社をもっとうまく運営するために役立つと考える意見を筆頭取締役が私にフィードバックしてくれま
した。

他にご意見はありますか？

取締役会は、戦略、CEO の承継と企業の評価に対してとても重大な責任を負っています。そしてこれ
らは相互に影響を及ぼし合っています。賞賛される企業として、取締役会がこれらに細心の注意を払っ
ている企業が挙げられる傾向にあるという複数の調査結果があります。これらの調査結果は、企業の評
価を示しているということだと考えます。取締役会はこれらに細心の注意を払う責任があり、戦略、企
業文化と評価に影響を与えるすべての要因をモニタリングする責任があります。これらは、取締役会の
究極的な責務である株主の価値という点に強い影響を及ぼします。
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GRC サービスとは

GRC は持続的成長を支える経営テーマである Governance, Risk and Compliance を包括的に捉えた概念です。デロ
イト トーマツ グループでは、持続的な成長を果たすためのグローバルでの「組織化」に向けて、企業グループが
抱える問題を根本的に解決するための道筋を提案します。

デロイト トーマツ グループは、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャル
アドバイザリー、税務、法務等の総合力と全世界 150 を超える国のメンバーファームのネットワークを通じ、日本
国内のみならず海外においても、一貫した高品質なサービスを提供しています。
机上のあるべき論ではなく、現場の業務に導入されるまでのサポートを前提とした実効性のある施策の検討を実施
します。
様々な専門性を要するテーマへの対応をワンファームで実施することで、円滑かつ効率的な連携によりサービスを
提供します。
グローバルネットワークを活かし、各国に精通した現地メンバーの参画により、デスクリサーチで得られる情報に
留まらない、現地の活きた情報をベースに支援します。

日本と現地メンバーの混合体制で総合的支援をワンファームで実施することで、日本本社からのコントロールと、
現地での効率的運営の双方の観点でのサポートを提供します。
※デロイト トーマツ グループ
日本で最大級の総合プロフェッショナルファーム。有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティ
ング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人
などを含みます。
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