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●泉谷さんは会長兼CEOとして経営執行の最高責任者を担
われてきましたが、2018年3月よりCEOは小路社長にお任せ
し取締役会議長に専任されました。その背景や狙いについて
教えてください。

泉谷 ：基本的には、経営と執行を分離してそれぞれの役割
を明確にし、ガバナンスの実効性を高めていくことが狙いで
す。もともと「会長」「社長」という役職と、「CEO1」「COO2」と
いう言葉には混乱があって、日本に入ってきたときに何とな
く「CEO＝最高経営責任者」、「COO＝最高執行責任者」とい
う考え方が一般的となり、当社もそうしてきたわけです。で
も、CEOって本当は「最高経営執行責任者」であり、いつか役
割を明確に整理しないといけないと思っていました。ちょう
ど当社が新しいステージを迎えるにあたり、このタイミング
で変えてしまおうと、切り替えました。しかし、まだ議長であ
る会長に「代表取締役」という肩書は残っています。代表権
者は会社法上の執行責任を負います。この問題についても
引き続き検討していく必要があると思っています。

● 経営執行と監督を明確に分離したということは、執行権
限は取締役会から相当程度CEO（執行側）に移譲されたと
いうことですね。

泉谷 ：教科書通りですけれど、取締役会のミッションは「事
業の持続的成長」「企業価値の中長期的な向上」であり、こ
れを遂行していくためには透明性・客観性ある運営をしつ
つ、一方で積極果敢なスピード感のある意思決定をしてい
くことが必要になります。役割を分担することで、この点が
より鮮明かつ具体的になります。スピード感が非常に求め
られる今の事業環境を踏まえると、執行の決断が遅れてし
まったのでは成長のチャンスを逃すということになりかね
ません。

●執行に権限を委譲するということは、同時に取締役会の
監督機能の強化ということも重要になってくると思うので
すが。

泉谷 ：今、お話しした取締役会のミッションだけではなく、取
締役会は株主からの受託責任を負うと同時に説明責任を
伴うことになります。このロジックがしっかり理解できてい
ないと、執行と監督で役割を分担しても旧態依然たる社内
ヒエラルキーが残って「監督側」と「執行側」という形だけの
単純なものとなり、成長を伴うものにはなりません。
また、株主と経営陣の情報の非対称性があります。この株主
と経営陣の情報の非対称性に対応するために「情報開示」
と「エンゲージメント」があるのであり、それにより株主にコ
ミットメントしたことを確実に実行・達成できるかを監督す
ることが取締役会に期待されていることだと思います。

● 取締役会がより実効性を伴った監督機能を果たすため
に、議長に就任された以降、何か変化はありましたか。

泉谷 ：一般論として、従前の取締役会は会社法で求められ
ている手続きをこなしていくことが主たる役割だったと思い
ます。取締役会議長が議題を選定するまでもなく、事務局が
実務的に挙げてくるというのが実態でしたよね。
しかし、これからは社外も含めた取締役の意見を聞きなが
ら、あるいは経営の流れを見ながら、取締役会議長が議題
を提案していくような形に変化していかないと実効性はあ
がらないと思います。そのためには時間がかかっても「基本
的な価値観」なり「中長期的な方向性」が共有できるような
工夫、取組みをしていかないと有意義な議論はできません。
例えば、取締役会は事業執行側の報告として主要な子会社
単独の売上高と営業利益等の報告を受け、最後はグループ
全体の連結利益をみて、成長している／していないと判断
しているわけですが、さらにEPS3の成長、総還元性向、ある
いはエクイティスプレッドはどうなっているのか、のようなこ
とを議論しないといけないわけです。でもそのような報告が
事業執行側から出てくるとは限らないので、そのような場合
は取締役会側が議題として取り上げないといけない。取締
役会は中長期的な企業価値の向上を株主にコミットメント
しているわけですから、取締役会自体が資本政策や中長期
戦略について、さらにはサクセッションプランや経営幹部の
選解任についても主体的に課題意識をもっていないと議題
に出てきませんよね。

CEO職を社長に任せ会長は
取締役会議長に専任した狙いは、
執行と監督の役割分担をより鮮明かつ
具体的にすることがグループの持続的な
成長につながるから
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取締役会で戦略の議論を意義あるものとするために
－ 議長として、社外取締役として心がけていること －

アサヒグループホールディングスは、近年、欧州ビール事業の買収や事業
ポートフォリオの再構築により、新たな成長ステージに移行するとともに、
直面するリスクもより広範に及び、戦略の立案・実現に向けた取締役会で
の議論の重要性は一層増しています。
泉谷代表取締役会長に、取締役会議長という立場から取締役会における
中長期戦略の達成にいかに貢献するか、お考えを伺いました。また、複数の
上場会社の社外取締役に就任されていることから、社外取締役という立場
でいかに取締役会に貢献するか、について伺いました。
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取締役会は、執行とは違う様々な
「複眼」を常にもち、ビジネスモデルの戦いを

見ている。ビジネスモデルの変革こそが差別化
につながり、株主の期待に応えることができる
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●貴社の取締役会には様々な属性の社外役員の方が入ら
れており、多様な視点から意見が出ているものと思います。
多様な議論を踏まえ一定の方向へと導いていくためには、
議長の采配が重要かと思いますが、泉谷さんはどうお考え
でしょうか。

泉谷 ：議長の采配以前に、まずは、取締役会にどのようなダ
イバーシティが求められるのかを検討することが重要です。
ダイバーシティというと外形的・スペック論的な話になり

「女性や外国人が何人必要か」といった話になりがちです
が、そうではないでしょう。大事なことは、取締役会には企業
価値を向上させるという責任があるわけですから、それを
達成できる方たちを取締役として招くことが大切です。だか
ら「何のために、どなたに来ていただくのか」「何をしてもら
うのか」といったことを候補者本人と最初から合意しておか
ないといけないです。
私は社外取締役全員を訪問し「我々はこの先、こういう動き
をしようと思っています。それについて当社に足りない能力を
お持ちのはずであり、それを指摘してほしい」とお願いしてい
ます。例えば、小坂達朗さん（現 中外製薬株式会社 代表取締

●戦略を実行するために企業文化の重要性が増していると
思います。特に以心伝心では伝わらないような異文化をもつ
海外の人たちと企業文化をどう共有していくのでしょうか。

泉谷 ：私自身の反省・過去の失敗も含めてお話すると、まず海
外企業を買収した日本企業の経営の問題点は、パートナー
シップだけでオーナーシップが弱いことです。本来、買収し
たことにより彼らの株主になったわけですから発揮すべき
はオーナーシップです。ところが、実務は「現地に任せる」

「彼らの自由にやらせる」とか、それはパートナーシップです
よね。
オーナーシップで一番大事なことは、私たちが築いてきたこ
の会社の理念・ビジョンに共感できるか、そして、そのビジョ
ンを実現していくために経営陣が共有しているミッションに
共感できるか。ここまではオーナーシップで押さないといけ
ない。その上で、共感を得られたなら、次はあなたに対する
評価のクライテリアをオープンにした上で任せるので1年後
に会おうと。買収された側とは、最初は必ずしも理念やビジョ
ンが共感されているわけではありません。だから、まずは経
営者同士が共感しないと、従業員には決して浸透すること
はないのです。

●理念やビジョンについて経営者同士が共感することはとて
も大事ですね。それを現地の経営陣が浸透させていくための
コミュニケーションではどのようなところに留意すると良い
のでしょうか。

泉谷 ：一般的な方法で言えば、経営陣が新しい価値観とか
を伝達するときに、伝言ゲームをしたり、パンフレットやDVD
を作ったりするけれど、それは時間がかかるばかりだと思
います。新しい価値観なりビジョンに基づいた具体的な変
化の事実を経営陣が作り、その変化した事実を伝えること
によって現場に共感が出てくれば、彼らを説得するのではな
く、彼ら自身が納得をします。この納得が大事なのです。納得
こそが行動につながるからですね。
国内の話ですが、具体例でいいましょう。当社はビールのフ
レッシュマネジメントをやってきました。品質事故を起こすよ
うなことがあっては絶対にいけないので、かつては生産・研
究部門は品質を完全に担保するため20日間程の経時変化
を含めた品質検査を行っていました。それが必要だと考えて
いたのです。そのために在庫も増えるわけです。でもフレッ
シュなものが美味しいというお客様の立場で見ると、何で
20日間も必要なのかと。品質管理の方法を変えれば、もっ
と短くできて、お客様にも喜んでもらえるのではないか、こ
れが当時の社長からの最初の指示でした。そして20日間が
10日間に短縮され、次は5日間になった。今はスーパードライ

ながる。差別性プラス競争優位性のある「持続的な成長」に
ならないと、株主の求める本当の中長期の企業価値の向上
にはならないと思います。

● 貴社はグローバル戦略を一層強化しています。グローバ
ル化にあわせて、監督側である取締役会のグローバル化も
必要になってくるのではないでしょうか。

泉谷 ：取締役会の人選をするときに、10年先を考えてどうい
う人材を招くのかということからしても、当然そうなります。
現状でも、当社にはグローバルな知識・経験が豊富な取締
役として田中直毅さん（現 国際公共政策研究センター 理
事長）、新たに参画していただいた新貝康司さん（元 日本た
ばこ産業株式会社 代表取締役副社長）や、先ほどの小坂達
朗さんなどがいらっしゃいますが、加えて外国人取締役とい
うことも考える必要があります。ただ、国籍や性別ありきでは
なく、取締役としての能力や適性で招かないといけません。

役社長兼最高経営責任者）ですが、なぜ製薬会社の方を社
外取締役として招いているのかというと、製薬会社はパイプ
ライン、つまり開発のフェーズを作っているのです。このよう
な考え方は当社の商品やブランドの開発育成につながるわ
けですね。また、中外製薬はロッシュとの関係があるので、
グローバルなガバナンスをご存知ですし、一方でリスクマネ
ジメントにもとても豊富な経験をお持ちです。そのようなこ
とを含めて、一人ひとりの方に期待を持って当社の社外取
締役をお願いしているわけです。
従って、人選の段階から社外取締役と期待役割を明確に合
意し、かつ、発言を遠慮されているような時があれば、議長
から「〇〇さん、いかがですか」と球を投げる。このようなプ
ロセスを経て、社外取締役が入ることによって、具体的に当
社の目指す方向性なり成長性を支援していく、ということが
実効性を高めることにつながると思っています。

●重要な課題が挙がった時には、その議論をリードしてくれ
るような社外取締役に指摘してもらい、他の取締役からも意
見をもらうようなイメージでしょうか。

泉谷 ：そうです。重要な業務執行案件に関していえば、事業
に精通している現場の社員・幹部達が案件を上申してくる
わけですから、当然、彼らのほうが詳しい。だから、取締役会
は執行とは違う目線が必要であり、複眼をもって議論をす
ることに意義があるわけです。
例えば、

・短期（足元の状態）の視点と、中長期の視点
・成長投資の視点と、リスクの視点
・目に見えるアセットの視点と、インタンジブルなアセットの

視点
・社内事情の視点と、社会状況の視点
・ローカルな視点と、グローバルな視点 など

社外役員を含めて取締役会は常にそういう複眼思考を持っ
てないと、株主の思考と離れてしまいます。取締役会は株主
とのコミットメントを果たすために議論しているわけですか
ら。ただ株主のためだけではなく、やっぱり社員がいて、お
客様がいて、社会があって、取引会社の方がいて、最後に株
主がいます。このステークホルダーとの関係作りに全部きっ
ちり成功していれば、必ず株主に対して還元ができます。こ
の順番の上位がどこかでおかしくなると、株主に還元できな
くなります。
執行の現場では日常的に業績の戦いをしています。でも取
締役会が見ているのはビジネスモデルの戦いに変わってき
ているわけです。執行側も取締役会も能力を磨かないといけ
ない。それがビジネスモデルの変革につながり、差別化につ

グローバル戦略で重要なことは
オーナーシップの発揮。私たちが築いてきた
理念・ビジョンに共感できるか、ビジョンを
実現していくためのミッションに共感できるか
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取締役会は、執行とは違う様々な
「複眼」を常にもち、ビジネスモデルの戦いを

見ている。ビジネスモデルの変革こそが差別化
につながり、株主の期待に応えることができる
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● 買収した海外事業については、現地の経営陣に多くの権
限を与え、経営を任せていると思います。グループガバナンス
は多くの日本企業が悩まれているところですが、執行側が現
地の経営陣をどうマネジメントしているのか、それを取締役
会はどう監督すべきだとお考えでしょうか。

泉谷 ：それには2つのポイントがあると思います。1つは、海
外の事業としてではなく、投資としてのリターンという視点。
もう1つはリターンについての情報とともにレポートラインで
報告される情報を通して、現地の執行がどう動いているの
かという視点。取締役会は、この２つを株主として捉えない
といけないです。

を製造してから3日台で出荷することを達成できています。
一番売れている商品は放っておいてもフレッシュですから、
それを維持することに手をかければ良いのです。結果とし
て、お客様に喜んでいただけた。倉庫の在庫が減って固定費
が大きく減った。工場の生産性も上がり、結果的には利益が
増えて社員への配分も増えた。こういう具体的な変化の事
実には社員も納得するわけです。人は実感を通して理解す
るので、理屈を伝えて、理解せよと言ってもそれは難しいの
です。
社員の意識は多様化していっています。そのような組織に新
しい価値観とかを浸透させていくには、難しい言葉では伝
わりませんよ。まず彼らが受け入れやすい土壌を作ってい
くということが大事ですよね。これは説得型から納得型へと
いうことです。それにより現場に何が起こるかというと、
UnderstandがDoに変わるのです。

グループガバナンスを機能させるには、
取締役会は執行からの情報を
株主として捉えることも重要

社外取締役は株主にコミットしたことに
責任を負う。これを意識するため「株主と
共有する情報」を3点セットとして携帯している

取締役と執行サイドとの合意はコミットメントですよね。そのた
めに取締役会は執行サイドとミッション・ビジョン・バリュー
について共有するのはそのとおりですが、言葉は悪いけれ
ど、理屈だけでは食えないので、数字も大切なのですね。
例えば将来の収益に関わるリスクのところは、そのリスクが
及ぼす影響度と発生可能性で分別していかないと全部はで
きません。リスクは予測するだけでなく、予測値の計算が必
要です。当社が買収した相手企業の方が進んでいるなと思う
のは、欧米企業にはコーポレートアフェアーズという機能ある
いは視点があって、社外のステークホルダーとコミュニケー
ションを図り、連携したり影響を与え合ったりしながら関係性
を管理する仕組みを作っています。それによって、リスク対応
ではなくリスクの予測ができ、予測値までとれるようになって
きているのです。これからは、そういうことを含めて強化して
いかないといけないのです。

●非財務情報的側面の強いリスクを一定の手法で定量化す
ることで、ステークホルダーとのコミュニケーションに活かそ
うとしているのですね。

泉谷 ：事業の執行の状況を見るときに注意深く観察しない
といけないのは、リスクの要因が「潜在成長力」「顕在成長
力」のどちらに起因しているのかということです。顕在してい
る部分は、競合他社との関係であるとか、天候であるとか
色々なことで影響を受けますが、これは短期の課題なので
すね。一方で、潜在している部分は企業風土、研究開発力や
人材力であったりします。業績が下がってきている時に、顕
在力の中で下がっているのか、それとも潜在力が下がった
からなのか、それによって対応策の時間軸と対策が全然違
うわけです。ここは取締役会が見ておかないといけません。
潜在成長力が落ちているというのは危険な兆候です。取締
役会は中長期の成長を考えているけれど、中長期の没落も
考えていかなければなりません。何が中長期の没落をもた
らすかというと、顕在部分ではなく潜在部分の老朽化なの
です。短期的には重要なKPIを見て、あとは中長期的な3～5
年先に向けた動きがどこまでできているかをチェックします
が、潜在部分が老朽化していないかという情報をどうやって
取締役会に報告させるのかということになると、上がってくる
レポートラインの報告だけでは見えません。株主と経営陣の
間の情報の非対称性の問題もありますが、組織内部にも情
報の非対称性はあり、それに対して執行側がどう対処してい
るか、それを取締役会としてどう捉えるかを考えないといけ
ないのです。それに対しては、直接、現地の経営者を取締役
会に招いてダイレクトに聞くという方式も取らないといけな
いでしょう。取締役会は企業価値を見ているのですから、そ
のための情報は求めに行かなければなりません。

● 本年６月より他の上場会社の社外取締役に就任されてお
り、就任した企業から泉谷さんに社外取締役として期待され
ている役割について話されていると思います。その期待役割
を取締役会の中でどう発揮していくのか、どのような心がけ
をされていますでしょうか。

泉谷 ：就任している企業ごとに、「株主総会招集通知」「統合
報告書」と「ノート」の3点セットを用意しています。これだけ
で、ものすごい量の情報が入っています。
株主総会招集通知は「今期、この会社は株主に何をコミット
したのか」ということを常に振り返るために携帯していま
す。それを常に意識して、取締役はこれに責任を負わないと
いけないわけですね。社外取締役として、招集通知を見て1
年間の取締役会の議題の中に出ていないものがあれば、ど
うなっているのかと質問をします。統合報告書はステークホ
ルダーに対してコミットした目標数値と対処すべき課題の2
つを意識するためです。そして、ノートにはその都度気づい
たことを書いています。例えば、そもそも業界がどうなってい
るのか、また新聞や雑誌を読んで入手した情報、あとはその
企業での取締役会議案の事前説明会や情報共有会で入
手した情報、そして取締役会の時に気づいたことなどを記
録として残しています。
社外取締役として取締役会で「どんな指摘をするか」「どこ
まで言うか」はもちろんありますが、まずは情報を共有して
もらうことが大事です。単に個人的な趣味で知りたい情報
とかではなくて、株主として何を知っているべきかというこ
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り、就任した企業から泉谷さんに社外取締役として期待され
ている役割について話されていると思います。その期待役割
を取締役会の中でどう発揮していくのか、どのような心がけ
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泉谷 ：就任している企業ごとに、「株主総会招集通知」「統合
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かを考えるときに、評論家ではないので、本質的であり、か
つ具体的な成果につながるような意見提起・提言ができな
いといけないと思います。
例えば、企業が買収提案を受けたらどうするのか。独立委
員会を作る前に社外取締役が腹をくくって考えないといけ
ない場面がくると思うのです。望まない経営統合の話が来
たなら、それに勝るような企業価値を向上させる具体的提
案ができるかどうかです。そういう時に社外役員に頑張って
もらいたいし、私自身も社外取締役なので具体的に成果に
つながる意見提起・提言ができるよう必死で勉強しています。
頭の中で情報を整理したり、実際の案件がある時には自分
なりに仮説を立てて見解を述べてみたりとトレーニングを常
日頃からしておかないといけないと自分を戒めています。

● 他社の社外取締役としての経験が、貴社の取締役会議長
としての考え方に変化をもたらした、あるいは影響を受けた
ということはありますでしょうか。

泉谷 ：議長として影響は実感していないけれど、経営の仕
方とかビジネスモデル、あるいは組織の運営の仕方は勉強
になります。他社の企業風土、経営のスピード感、業界ごと
の予算の組み方などですね。例えば、四半期報告１つをとっ
ても、議論すべきポイントがそれぞれ違う。そういう会社の
仕組みとか、ものすごく勉強になりますね。
私は、他社の社外取締役になって、知らないことが増えま
す。もちろん事前に勉強はするし、取締役会に出席して帰っ
てきたら、また調べないといけない。それをやっている間は、
お役に立つことができるのではないかと考えて努力を続け
ているところです。

●本日はありがとうございました。

7 8

とを意識して収集しないといけないです。そのために株主と
共有すべき情報は3点セットに入っているというわけです。
情報の非対称性という問題がありますが、社外取締役が執
行側と同じ情報を持つべきか？という点については、そこま
で持ってしまうと逆に執行側に入り込んでしまいます。一定
の基本的な情報に抑え、取締役会での判断軸でみるべき情
報が足りているかどうかの話をすれば良いのです。判断に
必要な情報が何かの軸を議論せず「プールに入っている水
の量は？」という議論をしても、社外取締役の期待役割を果
たすことはできないと思います。
その意味でいうと、株主総会招集通知に記載された社外役
員に関する期待役割等の説明は、株主に対して社外取締役
としてコミットすることにもなり、記載内容についてまだ工
夫する余地はあるのではないでしょうか。

●インプットした情報をどう編集するかについて泉谷さんの
判断軸が良く分かりました。

泉谷 ：もう1つ、社外取締役として取締役会で発言すべきは
何かですが、この会社の存在価値をどうやって高めていくの

取締役会が見ているのはビジネスモデルの戦いに変わってきているわけ
です。執行側も取締役会も能力を磨かないといけない。それがビジネスモ
デルの変革につながり、差別化につながる。差別性プラス競争優位性のあ
る「持続的な成長」にならないと、株主の求める本当の中長期の企業価値
の向上にはならない
泉谷　直木 氏
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