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● 過去30年位のスパンで株価トレンドを見ると、日本は30
年前と今とでちょうど同じ株価水準にありますが、日本以外
の国は概ね大きく伸長しており、例えばアメリカでは10倍に
なっています。しかし、過去10年もしくはより短期の「安倍政
権が発足しガバナンス改革が動き出した2013年以降」で見
れば、アメリカ、ヨーロッパなどの先進国も日本も概ね2倍
位の株価水準に伸長しています。その意味では、2013年以
降、日本企業も投資家も相応の成果は出しているといえると
考えます。大場さんは、どう評価されていますか。

大場 ：コード導入前との比較で見れば、企業と投資家の行
動が活発化していることが感じられ、相応の効果が漢方薬
のようにじわじわと効き始めているのかなという感じはし
ます。もともと、企業経営はこうすれば企業価値が上がると
いうような即効性のあるものではありません。私の理解で
は、即効性があり、直ぐに効果が出るようなことは期待しな
い方が良い、そもそも持続的に企業価値を高める努力を続
け、時間をかけてじわじわとそういう方向に日本企業が改
善していくことに意味があるわけですから、その意味からも
当初の期待効果は認められつつあるのではないかと、全体
感としては思います。

● 確かに2013年以降、日本企業の株価は右肩上がりの傾
向が続いています。ただ、欧米先進国と比べるとPBR1の水
準は相対的に低く、投資家はこの傾向が継続するのか、ここ
数年の動きに注目しています。要するに、この動きがサステ
ナブルなものかどうかを今判断しようとしているところなの
ではないでしょうか。

大場 ：そうだと思います。アベノミクスによってスチュワード
シップ・コードとコーポレートガバナンス・コードができ、そ
れによって日本企業が変わろうとする期待感を持ったと思
うのです。そういう企業が増えてきたことも事実だと思うの
ですが、政府主導で2つのコードが出来ましたから、これが
長続きするのか、その方向に向かって変革を続けていける

のかを投資家が今見極めようとしているというのはその通
りだと思います。

●日本では政府主導の改革となりましたが、民間が自主的
に改革できなかったということに何らかの懸念を感じてお
られますか。

大場 ：はい、民間が何故自主的にできなかったのかとの想
いはあります。例えば、民間である監査法人も「監査の結果
は適正である」という監査証明を超えたアドバイスが期待さ
れていたと思います。会計処理が適正でないと困るのです
が、「監査の結果は適正である」という意見表明だけで公認
会計士の使命は果たせたのかと自ら問いかけられなかった
のか。公認会計士法第1条に何が書いてあるかというと公
認会計士の使命です。使命として「国民経済の健全な発展
に寄与すること」と書かれている。私たちは監査はしていま
した、適正です、という判断で片付けていいのだろうか。投資
家もそうなのです。長期にわたって株式からリターンが得ら
れないのに何故自ら声を上げられなかったのか。そういうこ
とからすると、安倍政権以降、先進国と同じ歩調で動き出し
たということは、評価に値すると思います。
しかし、過去数十年間、日本では企業価値が上がらない状
況が続いていたのに、企業や投資家から自主的にこのよう
なコードの必要性についての声が挙がることはなく、民間
が主導する自助努力の形で導入できなかったということに
は真摯に向き合う必要があると思います。

●その背景についてどのようにお考えですか？

大場 ：戦後の日本企業が何故うまくいったのか、それは国と
しての目標が明確だったからだと思います。豊かな社会を
作ろう、健康で文化的な生活ができる国にしようと、一丸と
なって同じ方向に向かうことができたのです。しかし、そうい
う水準に達した今、目標は一体何なのか、これが人により異
なっており、一本化できていないのだと思います。かつて、戦
後日本の高度経済成長の要因を分析し、日本的経営を高く
評価した「Japan as Number One」という本がありました2。
企業を銀行がガバナンスし、その銀行を政府がガバナンス
するといったことが機能することを前提にすれば、日本は凄
いシステムを作ったというのがJapan as Number Oneです。
戦後日本が作り上げた凄いシステムが、ありとあらゆる所
で機能してきたので、それを変え難くなっていると思います。
根はそこにあると思います。

企業と投資家の行動が活発化している
ことが感じられ、相応の効果が漢方薬の
ようにじわじわと効き始めている。
投資家はそれが長続きするのか、その
方向に向かって変革を続けていけるのか、
それを今は見極めようとしている
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実質の深化に向けた
変革を続けていくために大切なこと
－ 資本コストを意識した経営を投資家が求める背景 －

企業自身と投資家が両輪となり企業の持続的な成長を促すガバナンス改
革を契機に、多くの企業が「社外取締役の増員」「任意の諮問委員会の設
置」などに取り組まれており、今は、これらの効果を「実感できているか」が
問われる時期にあります。企業が更なるガバナンスの改革へのインセンティ
ブを持ち続けるには、それを支える契機が必要であり、その１つは投資家が
期待することについて対話することではないかと考えます。
企業自らが持続的に変わろうとするガバナンスへの取り組みを通じて、そ
の「実質」を備えるために大切なことは何か、豊富な投資運用経験だけで
はなく、運用会社の経営者経験も有する大場氏に、個人としての率直なご
意見を伺いました。

大場　昭義 氏
一般社団法人 日本投資顧問業協会
会長

話し手

1 PBR：Price Book-value Ratio（株価純資産倍率）
2 Ezra F. Vogel 著『Japan as Number One: Lessons for America』
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●その根を変える方法、もしくはヒントはありますか。

大場 ：成功したものを見直し、次の仕組みを作ることは誰
がやっても難易度は高いでしょう。しかし、私はそのヒントは
先進国の歴史の中にあると思います。
今の日本でガバナンス強化の潮流を根付かせるためのヒン
トになると思うのは、アメリカの大恐慌後の対応だと思いま
す。第一次大戦後、1920年代のアメリカは自動車産業の躍
進などで大変景気が良かったのに、1929年には大恐慌に見
舞われ、大量の失業者を出して、あのアメリカで歴史上はじ
めて餓死者も出ました。なぜこのような事態になったのか
について調査委員会が立ち上がり、大手金融機関の背信行
為も要因の一つだったとのレポートがまとめられました。有
名なペコラ委員会3レポートです。当時のアメリカでは銀行
による間接金融が中心でしたが、大手金融機関が損失を投
資家や預金者に負担させ、自分たちは損失を逃れていた。
これを契機にアメリカでは金融システムを資本市場中心と
する直接金融に変える取り組みが始まりました。まさに体制
の変革です。その直接金融の仕組みを作るときの大事なキー
ワードとして「ディスクロージャー」と「フィデューシャリー」の
2つが掲げられ、これを根付かせるようにアメリカは法律を
作っていったわけです。私は今、日本が同じような過程にあ
ると思うのです。間接金融中心で成長し、失われた数十年を
経て、現在の日本の状況には類似しているところがあると
思うのです。

私は、一言でいうならファイナンス理論的ですが、資本コストを
上回る経営が定着することだと思います。今までは銀行取引
が中心でしたから、資本コストという概念は馴染みがありませ
ん。しかし、資本コストを上回る経営が定着しない限り、どう考
えても企業価値が上がるとは思えません。大切なのは、資本コ
ストを上場株式の発行会社がどう認識しているかということ
ではないかと思います。そのような問題意識を持って取締役会
が運営されるようになり、ガバナンスは初めて実質的に機能し
始めるといえるのではないでしょうか。

●ガバナンスの実質化に向けて確実に一歩ずつ踏み固めて
いかないと次のステージには行けません。そのために取締役
会はどのような役割を担うべきだとお考えですか。

大場 ：取締役会がしなくてはいけないことは、企業によって
異なりますが、まず自社の企業価値は実績としてどうなって
いるのかを把握することが必要です。2つ目に、それが上がっ
ているのなら、持続可能性を担保するためにどういうことが
大事かを議論することです。上がっていないのなら、なぜ企業
価値が上がっていないのか、なぜ資本コストを超えるリター
ンを上げられない事業を継続しているのか、ということを議
論するという手順になると思います。投資家が知りたいの
は、このような手順が本当に行われているのか、ということ
ではないでしょうか。議論の結果を投資家にも開示して、投
資家と対話することが大事なのではないかと思います。

● 企業経営者も取締役も、誠実性、高い志を持たなければ
いけないということですね。

大場 ：この数十年間の自らの実態をどう評価すべきかを改
めて取締役会が問わなければならないと思うのです。一部
の企業においては資本コストを上回る経営はあたりまえのこ
ととしてできているでしょう。ところが大半はそうではないと
いう悲しい現実もあるので株価が長期に低迷するわけです。
まずは、取締役会が現状をどう評価しているか、投資家はそ

個人の投資先として「つみたてNISA」制度4があります。これ
は対象のファンドが選定されていますが、国内外の株式や
債券に分散投資するファンドがすでに大半になっていると
思います。つまり、「つみたてNISA」として個人が積立ててい
るお金の相当程度は自動的に海外投資に向けられている
ということです。絵空事ではないのです。今は個人の月々の
積立てだから大きなインパクトが現れているわけではあり
ませんが、それが積み上がってくると危惧しなくてはいけな
いことも起こりかねません。

●そのような危惧すべきことが起こらないよう、形式から実
質への深化が求められていますが、その実質ってどのような
ことだとお考えでしょうか。

大場 ：実質が何かは、人により受け取り方は違うと思います。

資本市場中心のガバナンスの仕組みを作らないといけない
ということで動き出し「ディスクロージャー」と「フィデューシャ
リー」がキーワードとなる2つのコードができたというのが
私の理解です。バンクガバナンスからエクイティガバナンス
への変革と言えるかもしれません。アメリカの大恐慌の歴
史に学び、何が大事なのかを日本は今学ぶ過程にあるので
はないかと考えます。そこにヒントがあると思います。

●ガバナンス強化の潮流について、現状は一定の評価は受
けているものの、今後、日本が足踏みしてしまったら、日本の
資本市場ひいては日本経済にどのようなことが起こると思
われますか。

大場 ：一番怖いのは国内から海外へ資本が一斉に流出す
る「キャピタルフライト」が起きることではないでしょうか。日
本にはまだ民間の資金があるので、この低金利が継続し、
今の株価で収まっているのですが、財政赤字も踏まえるとそ
の資金がいつまで続くのかとの疑念はついて回ります。日本
国内でファイナンスできなくなった時、海外の投資家も日本
に投資しないということになると日本の資本市場は激変に
見舞われるということが想定されなくもありません。
そういう問題意識が政権にはあったかもしれません。

● 経済全体としての成長が難しい中、企業はリスクを取り、
付加価値を創出することで、投資家の期待リターンを稼ぐ、そ
してそのリスクをテイクできる企業体質になることが求めら
れ、そうでないと淘汰されてしまう。国全体として、それがうま
く回らないとキャピタルフライトにより、血液が回らなくなり、
深刻な状況に落ち入ってしまうと。

大場 ：仮定の話と思われるかもしれませんが、現実にはそう
いうことも起きているのではないでしょうか。例えば、日本で
は個人資産が預金に回ることが多いですが、これを資本市
場に集め、日本経済の好循環に繋げたいという議論があり
ます。しかし、日本の資本市場に投下しても中長期的なリター
ンは上がっていないわけです。だったら世界の資本市場に
分散投資すれば良く、別に日本市場にこだわる必要はない
という議論もあります。

この数十年間の自社の実態をどう評価するの
かということを改めて取締役会が問わなけれ
ばならず、それにより事業ポートフォリオを
見直す議論を行うことが求められている実質とは、資本コストを上回る経営が

定着すること。そのために取締役会には、
自社の企業価値が実績としてどうなっている
かを把握し、持続可能性を担保するために
何が大事かを議論することが期待される

ここで日本が足踏みしてしまうと
資金が海外に流れる「キャピタルフライト」
が起きてしまう

3 1932年にアメリカで証券市場調査のために設置された上院の銀行・通貨委員会の小委員会の通称。

4 2018年1月から開始した特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度であり、対象となる投資信託は、金融庁の「家計の安定
的な資産形成に関する有識者会議」の下のワーキンググループで検討された。対象商品は手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長
期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託（ETF）に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用し
やすい仕組みとなっている。
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●その根を変える方法、もしくはヒントはありますか。

大場 ：成功したものを見直し、次の仕組みを作ることは誰
がやっても難易度は高いでしょう。しかし、私はそのヒントは
先進国の歴史の中にあると思います。
今の日本でガバナンス強化の潮流を根付かせるためのヒン
トになると思うのは、アメリカの大恐慌後の対応だと思いま
す。第一次大戦後、1920年代のアメリカは自動車産業の躍
進などで大変景気が良かったのに、1929年には大恐慌に見
舞われ、大量の失業者を出して、あのアメリカで歴史上はじ
めて餓死者も出ました。なぜこのような事態になったのか
について調査委員会が立ち上がり、大手金融機関の背信行
為も要因の一つだったとのレポートがまとめられました。有
名なペコラ委員会3レポートです。当時のアメリカでは銀行
による間接金融が中心でしたが、大手金融機関が損失を投
資家や預金者に負担させ、自分たちは損失を逃れていた。
これを契機にアメリカでは金融システムを資本市場中心と
する直接金融に変える取り組みが始まりました。まさに体制
の変革です。その直接金融の仕組みを作るときの大事なキー
ワードとして「ディスクロージャー」と「フィデューシャリー」の
2つが掲げられ、これを根付かせるようにアメリカは法律を
作っていったわけです。私は今、日本が同じような過程にあ
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経て、現在の日本の状況には類似しているところがあると
思うのです。

私は、一言でいうならファイナンス理論的ですが、資本コストを
上回る経営が定着することだと思います。今までは銀行取引
が中心でしたから、資本コストという概念は馴染みがありませ
ん。しかし、資本コストを上回る経営が定着しない限り、どう考
えても企業価値が上がるとは思えません。大切なのは、資本コ
ストを上場株式の発行会社がどう認識しているかということ
ではないかと思います。そのような問題意識を持って取締役会
が運営されるようになり、ガバナンスは初めて実質的に機能し
始めるといえるのではないでしょうか。

●ガバナンスの実質化に向けて確実に一歩ずつ踏み固めて
いかないと次のステージには行けません。そのために取締役
会はどのような役割を担うべきだとお考えですか。

大場 ：取締役会がしなくてはいけないことは、企業によって
異なりますが、まず自社の企業価値は実績としてどうなって
いるのかを把握することが必要です。2つ目に、それが上がっ
ているのなら、持続可能性を担保するためにどういうことが
大事かを議論することです。上がっていないのなら、なぜ企業
価値が上がっていないのか、なぜ資本コストを超えるリター
ンを上げられない事業を継続しているのか、ということを議
論するという手順になると思います。投資家が知りたいの
は、このような手順が本当に行われているのか、ということ
ではないでしょうか。議論の結果を投資家にも開示して、投
資家と対話することが大事なのではないかと思います。

● 企業経営者も取締役も、誠実性、高い志を持たなければ
いけないということですね。

大場 ：この数十年間の自らの実態をどう評価すべきかを改
めて取締役会が問わなければならないと思うのです。一部
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個人の投資先として「つみたてNISA」制度4があります。これ
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ここで日本が足踏みしてしまうと
資金が海外に流れる「キャピタルフライト」
が起きてしまう
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監督サイドが執行サイドにおかしいと
指摘する時の根拠、座標軸としては、
この企業はそもそもどんな目的でできた
のだということに思いを致すしかない

5 6

投資ができていない企業もまだ多いのかなと思っています。
コーポレート機能にも投資が必要だと考えますが、大場さん
のお考えをお聞かせいただけますか。

大場 ：人材投資とか、そういうことも大事だと思いますが、
コーポレートガバナンスというのは企業のガバナンスです
よね。ガバナンスというと、何か規制するとか、決めたルール
に従って実行しなくてはいけないといった捉えられ方をされ
がちですが、コーポレートガバナンスは、企業を創業した人の
想いを実現させるための仕組みだと思っています。どんな企
業も創業時には何らかの課題を解決したいという深く強い
想いを持って創られていると思うのです。その想いを組織とし
て、どうサステナブルなものとして実現させていくか、これこそ
がコーポレートガバナンスなのではないかと考えます。
私の故郷の山奥で生まれたある偉大な創業者は「理念なき
行動は凶器」「行動なき理念は無価値」と言いました。理念
なく何か行動を取っても凶器となりうるというのです。何の
ためにという目的が先にないといけないと。けれど、何のた
めに企業があるのかという理念だけで、実践できなければ
何の価値も生まないでしょう。そこに整合性を持たせ、どう
実践するかが企業であって、それを作るのがガバナンスだと
言った、私はそう理解しています。

「理念なき行動は凶器」「行動なき理念は無価値」、こういう
ことをきちんと作り上げていき、それを根付かせるのがガバ
ナンスなのだと思います。何のために組織は出来たのか、そ
の使命に今はどの組織も立ち返ることが大事な時期なの
ではないかと思います。

●日本では、多くの企業が経営理念など、感性に訴える右脳
的な価値観を持っていますが、資本コストを踏まえた中長期
の目標に対するゴールセッティング、KPI5を設定するといっ
た論理性を重視した左脳的な価値観、これら両面を併せ企
業文化として浸透していくことで企業の戦略推進力は高まり
強みに繋がるように思います。しかし、そういう企業文化を
作ってきた企業はそれほど多くはなかったように思います。

大場 ：戦後の高度成長期に、日本企業はアメリカという巨
大市場をマーケットにして、その巨大市場の成長をサポート
するのに相応しい仕組みをつくりました。あまりにもその仕
組みが成功し過ぎてしまったので、それが修正されにくくなっ
ているのだと思います。

れをどう評価しているかということをお互いに伝えることが
必要ではないかと思うのです。

●自社の企業価値の実績を過去から振り返れば、コアビジネ
スのROEは高くても、事業ポートフォリオ全体では、そうでもな
い事業が複数存在しており、その様な事業の存在意義を考え、
事業ポートフォリオを見直す議論を行う契機になります。

大場 ：そのような議論が求められているのではないでしょう
か。先ほどお話しした実質とは何かにも関係していると思
います。統合報告書などのディスクローズ資料を見ても、現
状、そんな議論ができている企業は、まだ少数ではないかと
感じます。

徳田 ：統合報告書について触れると、数年前との比較では
内容も大きく変わってきており、投資家も評価していると思
います。価値創造プロセスについては、社内で練られている
な、経営層がきちんと話し合って経営に落とし込めているな
という事例が出てきているのも確かです。今後そういう企業
を見習う企業のレベルも向上していくのではないかという
期待はあります。

●統合報告を作る企業はそれなりにグローバル本社のコー
ポレート機能が充実してきているということだと思うのです
が、兵站がグローバルに伸びてきている割には、十分な人材

5 KPI：Key Performance Indicator（重要業績指標） 6 https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf

●感性に訴える右脳的な価値観も日本国内だから浸透した
と思うのですが、グローバル規模でのM&Aを積極的に展開
する過程では、どう価値観を共有していくのか、どこまで共有
するのかが難しくなっていきますね。

大場 ：企業が大きくなってくると目先の課題というか善意の
ショートターミズムに陥りがちです。目先の課題をどう解決
するか、それが企業経営を良くしていくのではないかと思っ
てしまう。
ところが、そのミクロのショートターミズムが集積すると、マク
ロではとんでもないことが起こってしまう。みんな基本的には
善意なのです。ところが、その行動が本当に善意なのかとよく
考えるためには、そもそもこの組織は何のためにできたのか
という原点に回帰するしかないのではないでしょうか。気づき
をどう自分の課題解決に活かすかということともいえますね。

● 善意のショートターミズムに陥るなど執行側の判断軸が
おかしいと感じたら、社外役員の方は取締役会で「ここがお
かしい」といわないといけないですね。

大場 ：おかしいという時の根拠、座標軸を何にするかという
時、この企業はそもそもどういう目的でできたのかというこ
とに思いを致すしかない。
最近のガバナンスに関する動きとしては、2018年7月に英国
の財務報告評議会（FRC）において、英国コーポレートガバ
ナンス・コードの改訂版が公表されたことがあげられます6。
この改訂版は、企業のガバナンスへの取り組みをより実効
的に促す観点から、大幅に内容が見直され、簡潔かつ明確
なものになりました。そのコードの改訂ポイントはいくつか
ありますが、１つは、取締役会は、企業の目的、戦略、価値観
を設定し、企業文化として高め、現場の事業活動がこれらと
一致しているか監視すべきとされたこと、もう1つには、取締
役会は、従業員およびその他のステークホルダーとの効果
的なエンゲージメントを確保し、参加を促すべきとされた点
があります。これらは、いずれも企業文化の重要性を示唆し
ていると考えます。
企業文化が何かということですが、色々ルールを作るのは
いいけれど、それを組織の文化として隅々にまで浸透させる

ということではないか、そういうことの重要性をいっている
のではないかと思うのです。立派なことを経営陣はいうけ
れど、現場に行くと考え方が根付いていないことは、よくあ
ることではないですか。それでは企業文化として浸透してい
るとはいえないので、従業員の意見を聞き、価値観を組織に
根付かせる、これが英国におけるガバナンスコードの原則
改訂のポイントに含まれているという理解です。
これらに意識的に取り組んでいる企業はありますが、目的、
戦略、価値観を組織の隅々まで落とし込むこと、それを企業
文化として根付かせることがこれから大事になると考えま
す。それも実質を構成する重要な要素ではないでしょうか。

● 企業の創業の想いを振り返り、どうやったらそれがサステ
ナブルなものとして実現できるかを、企業が仕組みや文化と
して根付かせていくことが重要ということですね。経営陣や取
締役をはじめ、組織のメンバーがきちんと共有しているか、そ
の想いを踏まえた執行ができているかを常に確認して、足り
ない部分があれば協力もする、それも取締役会の役割だと
いうことですね。

大場 ：仕組みができているか、想いが企業の文化として根付
いているかを評価し、ディスクローズして投資家との対話に
も活かすことで、新たな気づきがでてくるかもしれませんね。
ただ、私も経営者を経験していますから、創業の原点に帰
る、これを実際にやってみるのは結構勇気がいります。私
も少し前まで資産運用会社の社長をやっていましたでしょ。
運用会社は世にいっぱいあり、1社や2社潰れても誰も不便を
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れをどう評価しているかということをお互いに伝えることが
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5 KPI：Key Performance Indicator（重要業績指標） 6 https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf

●感性に訴える右脳的な価値観も日本国内だから浸透した
と思うのですが、グローバル規模でのM&Aを積極的に展開
する過程では、どう価値観を共有していくのか、どこまで共有
するのかが難しくなっていきますね。

大場 ：企業が大きくなってくると目先の課題というか善意の
ショートターミズムに陥りがちです。目先の課題をどう解決
するか、それが企業経営を良くしていくのではないかと思っ
てしまう。
ところが、そのミクロのショートターミズムが集積すると、マク
ロではとんでもないことが起こってしまう。みんな基本的には
善意なのです。ところが、その行動が本当に善意なのかとよく
考えるためには、そもそもこの組織は何のためにできたのか
という原点に回帰するしかないのではないでしょうか。気づき
をどう自分の課題解決に活かすかということともいえますね。

● 善意のショートターミズムに陥るなど執行側の判断軸が
おかしいと感じたら、社外役員の方は取締役会で「ここがお
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とに思いを致すしかない。
最近のガバナンスに関する動きとしては、2018年7月に英国
の財務報告評議会（FRC）において、英国コーポレートガバ
ナンス・コードの改訂版が公表されたことがあげられます6。
この改訂版は、企業のガバナンスへの取り組みをより実効
的に促す観点から、大幅に内容が見直され、簡潔かつ明確
なものになりました。そのコードの改訂ポイントはいくつか
ありますが、１つは、取締役会は、企業の目的、戦略、価値観
を設定し、企業文化として高め、現場の事業活動がこれらと
一致しているか監視すべきとされたこと、もう1つには、取締
役会は、従業員およびその他のステークホルダーとの効果
的なエンゲージメントを確保し、参加を促すべきとされた点
があります。これらは、いずれも企業文化の重要性を示唆し
ていると考えます。
企業文化が何かということですが、色々ルールを作るのは
いいけれど、それを組織の文化として隅々にまで浸透させる

ということではないか、そういうことの重要性をいっている
のではないかと思うのです。立派なことを経営陣はいうけ
れど、現場に行くと考え方が根付いていないことは、よくあ
ることではないですか。それでは企業文化として浸透してい
るとはいえないので、従業員の意見を聞き、価値観を組織に
根付かせる、これが英国におけるガバナンスコードの原則
改訂のポイントに含まれているという理解です。
これらに意識的に取り組んでいる企業はありますが、目的、
戦略、価値観を組織の隅々まで落とし込むこと、それを企業
文化として根付かせることがこれから大事になると考えま
す。それも実質を構成する重要な要素ではないでしょうか。

● 企業の創業の想いを振り返り、どうやったらそれがサステ
ナブルなものとして実現できるかを、企業が仕組みや文化と
して根付かせていくことが重要ということですね。経営陣や取
締役をはじめ、組織のメンバーがきちんと共有しているか、そ
の想いを踏まえた執行ができているかを常に確認して、足り
ない部分があれば協力もする、それも取締役会の役割だと
いうことですね。

大場 ：仕組みができているか、想いが企業の文化として根付
いているかを評価し、ディスクローズして投資家との対話に
も活かすことで、新たな気づきがでてくるかもしれませんね。
ただ、私も経営者を経験していますから、創業の原点に帰
る、これを実際にやってみるのは結構勇気がいります。私
も少し前まで資産運用会社の社長をやっていましたでしょ。
運用会社は世にいっぱいあり、1社や2社潰れても誰も不便を
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スポーツに例えると、日本のビジネスの競争概念は“ボクシン
グ型”なのです。つまり、相手を倒すとか、シェアを奪うといっ
た競争概念が強い。戦後の高度成長期は経済全体が右肩
上がりで市場全体が拡大傾向にあったので、このような概
念が功を奏した面もあったでしょう。しかし、これからの日本
のビジネスは、企業でも投資家でも、もっとゴルフ的になら
ないといけないと思います。ゴルフは目標スコアとの戦いで
すから、自分との戦いなのです。経済全体が伸び悩む中、昨
日の自分よりもスコアを伸ばす努力を続ける“ゴルフ型”に
なるのが望ましいと考えます。それは、自分との競争になる
ということで、他社と競争するわけではなくなるということ
です。

●創業の原点に帰る勇気を持てと経営陣を後押しするのも
取締役会の役割ですね。さらに、その後ろで後押しする役割
が投資家ということでしょうか。

大場 ：アセットオーナーの役割も重要でしょうね。アセット
オーナーは、中長期的なリターンを求めて企業と創業の原
点を踏まえた対話ができる運用会社にしかお金を預けな
い、と表明すればわかりやすいかもしれません。大事なこと
は運用会社がディスクローズしている内容が、運用会社の
企業文化として根付いているかどうかを見極めることなの
ではないかと思います。

● 大場さん、徳田さん、清水さん、本日はありがとうござい
ました。

7 8

感じない。だけど「あの会社には潰れてもらっては困る」とど
うしたら思ってもらえるのか。そういう競争だという主旨の話
を社員には毎週のミーティングで繰り返して話していました。
この会社は何が売りで、どういうことでお客様に貢献する会
社なのか、もともと何の目的でできたのかというところに立
ち返らせようとしていたわけです。本来、競争はあくまで組
織が目的を達成するための競争であるべきであって、他と
競争していると思うと間違ってしまうと思ったからです。

コーポレートガバナンスは、企業を創業した人の想いを実現させるための
仕組みだと思っています。どんな企業も創業時には何らかの課題を解決し
たいという深く強い想いを持って創られていると思うのです。
その想いを組織として、どうサステナブルなものとして実現させていくか、
これこそがコーポレートガバナンスなのではないかと考えます
大場　昭義 氏
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有限責任監査法人トーマツ パートナー 山本　御稔

パートナー 北爪　雅彦
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