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注意事項：本稿は、
デロイト グローバルが発行した
「Directors' Alert 2017」
の内容をもとに、
有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
日本語訳と原文
（英文）
に差異が生じた場合には、
原文が優先されます。

炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜はじめに

読者の皆様へ
変化の激しい今日のグローバルなビジネス環
境の中で、
ディスラプション
（破壊的な革新／創

本号では、
デロイトのグローバルビジネスリー

ダー数名にインタビューしました。いずれのメ

造的な破壊）はもう特別な出来事ではなくなり

ンバーも世界の先進的な組織の多くと緊密に

要因によってさらに加速しています。例えば、新

ベントで、2017年に取締役会が遭遇すると予

ました。そのディスラプションが今、
さまざまな

しいテクノロジー、文化の変容、人口動態上の

連携しながら活動しており、各業界の大きなイ
想される問題の展望について、所見を求められ

動向、地政学的な出来事、
そしてグローバル化

ることも多くあります。本号には、取締役がもっ

とも少なくありません。

ら、ディスラプティブな機会の有利な活用と付

これらの要因は、現在のビジネスモデルを大き

最適な形で策定することへの一助となるよう、

などです。
しかも、複数の要因が連動しているこ

く揺るがす可能性があります。
しかし、
そこで厳

しい防御態勢を敷くのではなく、
このディスラプ

ぱら重要懸案に集中し、経営陣と連携しなが

随するリスクの軽減を目的とした行動計画を
彼らの洞察を掲載しています。

ションを積極的に受け入れて活用する道を選

また今回、私たちは、
さまざまな地域の先進的

長期的な価値を生み出すうえで最も有利な立

年の取締役会の課題や機会に対する展望を伺

択する組織こそが、
ステークホルダーに対して

なグローバル組織の取締役とも対談し、2017

そこでは、例えば、取締役に対する要
場を占めることができるのです。
そのためには、 いました。
長期的な成功を見据えながら、ディスラプショ

求の増大や、組織にとって価値を生み出す活動

ンを引き起こす出来事を予測して先取りする能

に十分な時間を投じる必要性などについて、取

処する意欲が必要です。そこでリーダーは、主

得られました。
さらに、世界の規制環境が自社

力と、実際に発生した出来事に勇気をもって対

締役会の役割に関して非常に啓発的な意見が

導権を握り、ディスラプションを自らの利点に

のビジネスや経済全般に及ぼす影響に関する

なるでしょう。

に行うことを通じて、競争力を損なうことなく

本号のデロイトのDirectors’ Alertでは、2017年

取締役会の意思決定や経営方針に理解を得ら

なるように活用する方法を見出すことが必要と

懸念が表明されたほか、情報開示を用意周到

ディスラプションを積極的に活用する
に取締役会が直面するであろう機会と課題に

ついて検討しています。その多くは以前から継

れるようにする必要性なども指摘されました。

続している事項です。
すなわち、ディスラプティ

各記事の末尾には取締役がそれぞれの取締役

実行する必要性、人材獲得競争、企業文化を組

問のリストを掲載しています。
この質問リストは

ブな環境の中で効果的な長期戦略を策定して

織の戦略的ビジョンと整合させることのメリッ

ト、経営幹部報酬に対する株主やメディアの監

視強化、そして、取締役会の多様性（取締役の
性別、人種、年齢だけでなく、経験や問題解決

会とともに問題を探求し始める手段として、質

網羅的なものではなく、
ひとつの枠組みです。
こ
れを手がかりとして、取締役は自社に固有の質

問を投げかけながら、経営陣が問題に取り組

む態勢が整ったと確信できるまで、議論を継続

アプローチなどにも基づく多様性）が生み出す

することが想定されます。
また、本号では、取締

の情勢を反映した独自の課題にも直面するで

ツールとリソースも紹介しています。いずれも、

メリットなどがあります。
さらに、各組織に固有
しょう。

役が議論をさらに深く掘り下げることに役立つ

デロイトのウェブサイトからダウンロードできる

ほか、
デロイトの担当者を通じて入手すること

も可能です。
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経営陣の重要な責務のひとつは、戦略を策定

ここで、当然の疑問が生じてきます。
「激動する

て、取締役の役割は、
その戦略の妥当性を問い

が必要なのか」、
と。
プロセス、方法論、
そしてあ

してタイムリーに遂行することです。
それに対し
質し、厳しく吟味したうえで、最終的に承認する

ことにあります。

環境の中で優れた戦略を生み出すためには何

る種の能力はすべて必要です。
しかし、それだ

けでは不十分です。顧客調査、データ分析、高

頻度プロトタイピングなどの先端的手法も、
す

それでも
しかし、環境が流動化し、不確実性が高まり、 べて戦略の高度化に役立っています。
ディスラプションが多発する今の時代、多くの人

まだ十分ではないのです。

には二次的な重要性しかない」、
あるいは（もっ

戦略を本当に差別化するもの、それは勇気

が、
「 戦略を遂行するのが大変すぎる」、
「 戦略

Jonathan Goodman

Global Managing Partner
Monitor Deloitte
Vice Chairman, Deloitte Canada

と悪いことには）
「この時代に戦略は無意味で （Courage）
です。
ある」などと主張し始めています。
「我々の戦略

は“柔軟”（あるいは“機動的”、“デジタル”）
であ

ることである、」
といったスローガンを掲げた戦

勇気とは、
たとえ実行するのが困難であるとき

や危険を伴うとき、
あるいは怖いときでも、
あえ

略の増加はこのような責任放棄の明らかな兆

て行動に踏み切ろうとする積極的な意欲です。

しかし、意思決定や選択に一貫性を持たせるこ

火を切り、勇気ある選択を行ってそれを実行す

候です。

とが今の時代ほど重要であったことはありま
せん。そして、それこそが戦略の最も重要な役

割なのです。1 戦略は、会社の貴重な資源をど

こに振り向けるかを決定する基盤であり、
そこ
に戦略の中核的意義があります。戦略は、生体

の結合組織（CT）
のように、経営層を束ね、各部

ビジネス戦略という領域に限定して言えば、
そ
れは、勇気ある対話を行い、勇気ある検討の口

る積極的な意欲です。
勇気ある対話

オープンな対話は、経営陣のコミットメントを
高める原動力です。
したがって、戦略に関する
議論が、経営陣の間で、
また経営陣と取締役会

門を結び付けます。戦略は、変化する環境から

の間で、
そして組織全体にわたって目的をもって

別するフィルターの役割を果たします。優れた

切に議論の対象が拡大・縮小されるべきです。

戦略を効果的に執行することは、確固とした財

さらに、
その議論は勇気ある対話であることが

めの絶対条件です。優れた戦略を策定し、説得

不愉快なテーマに、消極的にではなく、慎重に

生じる多くの余計な選択肢から真の機会を選

なされるべきであり、状況やテーマに応じて適

戦略に勇気を注ぎ込む
務成績を維持し、長期的な価値を創造するた
力のある形で表明することは、さまざまなス

テークホルダーや資本市場との意志疎通を維

持し、株主アクティビズム
（積極的行動主義）
や

ソーシャルメディアが席巻するこの時代におい

必要です。勇気ある対話とは、難しいテーマや
真っ向から取り組むような対話です。
それは多

様な観点を、単に取り入れるだけはなく、積極

的に誘発するような対話です。勇気ある対話を
率先して実行している経営陣と取締役は、質問

て透明性を高めるためにも、不可欠なのです。 は貴重な資産であり、賢明かつ丁寧に活用す
そして、注意深く考案された優れた戦略は、組

べきであって、勝手気ままな思いつきだけで乱

織が今を生き残るためのトランスフォーメー

発すべきではないことを認識しています。
また、

けたトランスフォーメーションのための原動力

質問を促すだけでなく、
ある回答とは異なる意

ション
（構造改革）
ではなく、将来への飛躍を賭
になるでしょう。

逆に言えば、勇気ある対話とは、参加者に単に
見も歓迎するような対話です。特に、今日、大規

模なディスラプションや長期化する不確実性を
抱える時代にあっては、それが当てはまるで

しょう。
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勇気ある熟慮

勇気ある選択

競争優位の持続性、そして競合との戦い方な

経営陣が、取締役会の支援を受けながら検討、

今、
あらゆる業界において、
さまざまな境界線、 究極的には、優れた戦略を設計するためには、
どに関して長年通用していた既成概念が急速

調査、対話、
そして試みを行い、
その結果を有意

に変化しています。足元の成果（Outcome）も、 義かつ行動可能な選択肢へと落とし込むこと
中期的な着地点も不確実です。
このような常態

が必要です。勇気ある選択とは、現実的な妥協

既知のことに固執しようとする傾向があり、例

参加し、他の市場には参加しないことを選択す

すなわち、
ある市場に
化した不安感により、経営陣も、
また取締役も、 を行うことを意味します。
えば、自社の事業やそれを取り巻く環境に関す

る、ある顧客を厚遇して満足を与え、他の顧客

います。

択する、あるいは妥当性の高い特定の競争優

る従来の想定から抜け出すことが難しくなって
しかし、確実性は幻想です。今の環境の中で、堅

には取引の断念を促したり、冷遇することを選

位の源泉だけに投資し、他のいかなる潜在能

力や可能性にも投資しないことを選択するな

実な戦略を策定して維持するためには、激動す

どです。

界破りの競合企業といった現実に対処しようと

さらに敷衍すれば、勇気ある選択とは、ある時

なに実行困難で、魅力がなく、経験知に基づく

性を失っている
（可能性がある）場合、
そこに資

る市場、変わりやすい顧客ニーズ、あるいは境

する意欲が必要なのです。たとえ、それがどん
直観に反するとしてもそれらと向き合う必要が

あります。効果的な戦略を立てるためには、不

点では有意義であった事業や構想がもう妥当

金を拠出するのをあえて止めようとする意志で

あり、
それに代え、未来を明らかにし、
また決定

確実性の存在を否定したり、
それに立ちすくむ

づけるような姿勢、
イノベーション、
そして新た

必要です。具体的には、3年後、5年後、10年後

おうとする意欲です。成功を収めるためには、

そしてテクノロジー／コネクティビティ
（複数の

クを過大評価しながら現状維持のリスクを一

化の飛躍的な向上によって、どのように根本的

気が必要なのです。2 勇気ある選択を行い、そ

ことなく、不確実性に正面から向き合うことが

な試みへの投資を慎重に、
しかし意図的に行

の環境が、グローバル化、人口動態上の動向、 新たな試みや前例のないことを実行するリス
ものが容易に相互につながること）／デジタル
な変化を遂げているかを幅広く考察する必要

貫して過小評価しようとする傾向を克服する勇
れに基づいて行動することにより、経営陣と取

があります。
さまざまな可能性を幅広く検討し、 締役会は、単に過去の遺産を守るのではなく、

それを利用して、どのようなポジショニング、新

しい顧客価値の案出、競合企業との競争、
そし
てコラボレーションを進めていくかを構想しよ

未来を切り開くためのコーポレートポートフォ

リオを構築することができるのです。

うとする積極的な意欲が必要なのです。

「不確実性やディスラプションに満ちた今の時代ほど、
戦略の策定と実行が重要だったことはありません。
難しいのは、単に戦略に時間を投じることではなく、
戦略の中に真に勇気を注ぎ込むことです。
そのためには、勇気ある対話を行い、
勇気ある熟慮の口火を切り、最終的に、
勇気ある選択を行い、
それに基づいて行動することが必要です」
Jonathan Goodman
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戦略の策定と実行は、安易にできることではありません。
変化する市場に立ち向かい、多様な参加者によるより包括的な対話を行い、
不確実性に対峙しながらメリットとリスクを比較考量するには、
経営陣と取締役会の双方の勇気が必要なのです。

取締役が提起すべき質問

・現在の戦略の根拠となる重要な想定は ・私たちは、目標を達成するためのリー
何か? それらの想定は、市場、顧客、競合

企業、
あるいは新たに出現したエコシステ

ムの動きに鑑みても、
依然として有効か?

・どのようなタイプのディスラプションに直

面する可能性が高いか? それらのディス

ラプションはどのような脅威または機会

をもたらすか? 私たちは、十分な大胆さ

をもってイノベーション活動に取り組ん

でいるか?

・私たちが取り組んでいる事業は適切なの
か? 私たちは自分たちの事業の最適な
オーナーであるか? 将来的に価値を創出

するにはどのようなビジネスモデルを採
用すべきか?

ダーシップ、能力、
および投資余力を持っ

ているか? どうすれば、
将来の成功を得る

ために必要な能力を育成または利用でき

るか?
（例：社内で育成するか、
買収やパー

トナーシップを通じて獲得するか?）

・私たちは、経営管理者たちと戦略に関す
る論点について、年間を通じて十分な意
見交換を行っているか?

・経営陣と取締役の中に、成功戦略（すなわ
ち、過去に根差すのではなく将来に照準

を合わせた戦略）
を策定し、
実行するのに

十分なレベルの多様な物の見方が存在し

ているか?

・私たちの戦略は、本質的なトレードオフに

十分な意識を向けているか? 何を実行し
ないことに決めているか? 何に投資しな

いことに決めているか? それはなぜか?
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これまで、組織は、市場での機会から利益を生

します。なぜなら、文化は、従業員の顧客サービ

大な時間と労力を投じて高度な戦略を策定し

業員と組織が問題に対処する方法を決定付け

み出し、市場でのリスクを軽減するために、多

スのあり方や、
お互いの付き合い方、
そして、従

てきました。
しかし、組織の文化に十分な注意

るからです。

視化し、変革することが難しいため、多くの場

文化は今日のすべての労働者にとって特に重

した。

ス、組織の目的、
そして、会社のあり方が自分の

とは言え、文化というものがこれまで長らく重

かをとても重視します。
ソーシャルメディアの出

を払わない傾向がありました。組織文化は、可

合、
それ自身の自然な成り行きに任されていま

視されてこなかったわけではありません。例え

要です。
ミレニアル世代は、仕事と生活のバラン
個人的な価値観や意見と一致しているかどう
現によって、組織の文化はもう自分たちの領域

ば、1980年代には、
『エクセレント・カンパニー』 の中だけの問題ではなくなっています。今日、
ミ

（原題：In Search of Excellence ― Robert H.

レニアル世代は、ネット上で雇い主について話

Waterman Jr.およびTom Peters共著）をはじ

し合い、CEOを評価し、仕事で経験したことを

響が詳細に検討されています。

や行動がネット上で交わされている情報と異

しかし、今日、改めて戦略を推進するうえで文

まうでしょう。

めとする著作において、文化が戦略に及ぼす影

化が与える影響の重要性が見直されています。

デロイトが実施した調査である「グローバル

ヒューマン キャピタル トレンド 2016」に回答し
たCEOと人事責任者の実に87%が、
「 文化は

Veronica Melian

Global Culture Practice Leader
Human Capital Practice Leader
Deloitte LATCO

お互いに話し合っています。雇い主のポリシー

なっていれば、
その不一致はすぐに露呈してし

文化の重要性が端的に明らかになるのは、お

そらく物事がうまく行かないときでしょう。文化
と戦略の不一致は、戦略目標を達成する組織

潜在的な競争優位性である」と考えています。 の能力を減じるだけでなく、戦略を完全に挫折

戦略、および組織の
すべてを動かすための鍵
自分の組織が「適切な文化」を持っていると考

させ、組織の評価を大きく損なう恐れがありま

えている回答者は19%に過ぎませんが、半数以

す。2008年の世界的金融危機は、文化が戦略

対応として、文化の変革を試みている」と回答

た。
もし異なる文化的な行動様式が多くの金融

いると考えている回答者はわずか28%でした。

混乱は軽減されていたかもしれません。

上が
「現在、人材市場の変化と競争の激化への

しています。自分が会社の文化を真に理解して
戦略と文化を整合させる

英国の財務報告評議会（FRC）が公表した最近

の調査結果は、
「会社の目標を達成するための

戦略は、会社の価値観と文化を反映している

べきであり、
それを意識せずに策定されるべき

ではない。取締役会は両面を監督すべきであ

る」
と結論付けています。3

文化は、いわゆる
「ここのやり方」であり、人々

の日常的な言動に影響を与える価値観、信念、

に及ぼす影響を浮き彫りにすることになりまし

サービス機関に根付いていれば、金融業界の
次の2つの理由から、文化は取締役会と経営陣

の最重要な懸案事項だと考えるべきです。第1

に、戦略と行動様式の不整合がもたらす結果

は、組織のあらゆる側面に影響を及ぼすからで

す。第2に、組織の文化的なあり方や傾向は、

トップによって定められる必要があるからです。
そうでない場合、組織の目標と整合した強力な
文化は組織全体に浸透しません。
そのような文
化は独力では育たないのです。

行動様式、成果物や報酬制度などから成り立っ

ています。文化は、組織に広範囲な影響を及ぼ

9
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重要なのは、
リーダーが組織の文化とその戦

業員が安定していることも必要です。従業員の

向調査の殆どは、従業員のエンゲージメントの

せん。持続可能な文化を生み出すためには、従

の中核的指標と、
その差別化指標を明ら

入れ替わりが激しい組織では、文化を支える基

デロイトによる最近のリサーチは、文化
かにしました。

中心となる中核的指標

・協働の重視：組織はコラボレーション
とチームワークをどのくらい個人の自
主性よりも重視しているか?

・リスクとガバナンス：コンプライアンス
はどのくらい重要か? また行動様式に

関して、
どのくらいの制度が提供されて

いるか? （ビジネスユニットごとにレベル
の異なる制度が全体としてひとつの制
度のようになっている組織もあります）

・外部指向： 組織の内部的な力関係に

費やされている時間や労力と比較し

て、どれだけ多くのエネルギーが顧客

へのサービス提供や外部環境への対

応に投じられているか?

・変革とイノベーション： 組織が新しい
方向性や機会を追求することは、どの

くらい重要か?

差別化指標

・勇気： 組織の構成員は倫理的なジレ

ンマや失敗に正面から向き合う勇気を
持っているか?

・包括性：組織は、考え方や経歴がさま
ざまに異なる人々をどのように受け入
れているか?

・コミットメント：従業員のコミットメン

トとエンゲージメントの水準はどのくら

いか? 従業員は、組織に対して誇りと
組織を構成するひとりとしての当事者
意識を持っているか?

・信念の共有：組織にとって具体的にど
のような価値観や信念が重要か?

10

組織の文化は一朝一夕に変えることはできま

文化を可視化する

略的な限界を理解することです。最近の人材動

程度を測定し、従業員が「物事の進め方」をど

盤が脆い傾向があり、
その傾向は、組織に直接

う感じているかを調べていますが、そうした評

員を含むような拡張された人材モデルによって

かにしていません。文化的な傾向を見極め、
そ

雇用されていない下請業者やその他の外部要
さらに悪化する恐れがあります。

価結果を生じさせている根本的な原因を明ら
れが基本戦略を支援するか阻害するかを判断

するために、組織は、単なる選択式のアンケー

その一方で、
ミレニアル世代が、大半の組織で

ト調査から脱却する必要があります。ひとつの

て、
その世代の新しい考え方や価値観が、組織

定期的に実施して、従業員がさまざまな状況に

最大の人口集団を構成するようになるにつれ

に文化を刷新する機会をもたらしています。
経営トップの姿勢

方法は、ビジネスケースのシミュレーションを

どう反応するかを調べることです。例えば、業績

指標の追求に起因するストレス、不正行為への

加担を求める同僚の圧力、統制手段を迂回す

文化は広範な影響力を持っているため、人事

る機会、
あるいは不安や不満を感じている顧客

締役会や経営陣の最も重要な責務のひとつで

ミュレーションは、
リスクが潜んでいる行動様

部門だけに任せることはできません。
それは取
あるべきです。

組織のリーダーは、取締役会であれ、経営幹部

であれ、
「トップの姿勢」
（Tone at the Top）
を打

を安心させる必要性などです。そのようなシ
式を特定し、
そのどれに対処する必要があるか

を明らかにすることに役立つでしょう。

最後に、文化の重要性についての認識が高まっ

ち立て、全従業員に期待される行動様式の模

ているにもかかわらず、アニュアルレポートで

は、文化がどのようにトップから組織全体へと

目標と財務目標を後押ししたり阻害したりする

範を確立する必要があります。また、
リーダー

文化について論じている組織は少数です。戦略

伝播していくかも認識しなければなりません。 企業文化の力について認識を深める中、組織

せっかく導入されたトップの姿勢も、従業員の
直属の上司が異なる手本を示し、異なる優先

課題への取組みを奨励すれば、台無しになって

しまいます。

また、組織は、成果報酬のあり方がどのように
文化に影響を及ぼすかについても理解する必

要があります。現に、整合性を欠いた成果報酬

は、2008年の世界金融危機の際に明らかに

なった不正行為を誘発した主要な要因のひと

つであり、企業の破綻に影響を与えるものとし

てしばしば挙げられています。

は、文化に関する情報開示を拡大するメリット

を検討し始めてもよいのではないでしょうか。
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取締役が提起すべき質問

・私たちは組織の文化をどの程度理解しているか? 私た ・私たちは、組織の文化が雇用に際してのブランドに対
ちは文化を測定しようと試みたことがあるか? もしあ

る場合、
その進捗を確認して自分たちの文化がどのよ

うに変化しているかを調べているか?

・私たちの従業員や他の人々は、ソーシャルメディアな
どで私たちの組織についてどう言っているか? その発

言は、私たちは何者であり、何に価値を置いているか

に関する私たち自身の理解とどのくらい一致している

か?

・大規模な合併や買収を実施した場合、私たちはそれ

して、
また優秀な人材を募集し、採用し、定着させる会
社の能力に対して及ぼす影響を理解しているか?

・私たちが業績評価と報酬を通じて、具体的にどのよう
な行動を奨励しているかを明確に理解しているか? 従

業員の、顧客やサプライヤーとの関わり方に、それら

の報酬制度がどのように影響を及ぼすかを理解し、
確認しているか? 私たちは、過剰に挑戦的かつ近視眼

的な目標を設定することによって、不正行為を助長す

る危険をおかしてはいないか?

が自社の文化に及ぼしている影響を認識しているか?

文化が悪影響を受けるのを阻止するために私たちは
何を実行しているか?

・CEOの業績評価と報酬のあり方について検討する際

に、文化という観点は考慮されているか? 経営幹部の

後継者育成戦略に、
CEOを選任する際の評価基準とし

て、
文化と倫理が盛り込まれているか?

「組織内の一人ひとりの日常的な行動と
企業文化を結び付ける必要があります。
従業員がお互いや顧客とどのように関わり合うか、
組織がどのような行為に対して報酬を用意しているか、
そして経営幹部がどのような模範を示しているかは、
すべて文化に影響を及ぼしています。
それは転じて、
組織が戦略目標を達成する能力に影響しているのです」
Veronica Melian
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Richard H. Lenny氏との対話

この状況を踏まえると、私たちは新しいガバナ
ンスモデルを必要としているのでしょうか。

企業が直面するリスクはますます多様化

いいえ、そうではありません。
しかしながら、取

しています。戦略リスク、
サイバーリスク、

締役会議長とCEOが強力な規律とリーダー

風評リスク、金融リスクなどが、
さらに大

シップを発揮し、もし議長とCEOが兼任されて

前提としてディスラプションというリスク

があります。多くの企業は、既知のリスク

いるなら筆頭取締役（Lead Director）がそれを

が、前途に待ち受ける未知のリスク、特

時間を投じるように取り計らう必要があると思

発揮して、取締役会が適切なテーマに適切な

については監督できると自負しています
に
「ブラックスワン」
と呼ばれる予測不可

能で衝撃の大きいリスクを心配していま

R i c h a r d H . L e n n y 氏 は 、I n f o r m a t i o n

を目指し、ビジネスを変革し続ける手段

あり、McDonald’s社、Discover Financial Ser-

す。企業とその取締役会は、将来の成長

として、
イノベーションとテクノロジーに
目を向けています。取締役会での議論

Resources社の非業務執行の取締役会議長で
vices社、ConAgra Foods社、およびIllinois

います。
これは、単に適切なテーマを議題に載

せるだけで済むものではありません。適切な

テーマを適切な深さまで掘り下げることが必
要なのです。

Tool Works社の取締役会メンバーも兼務して

取締役会の委員会に対してより大きな役割・責

Hershey Company社の取締役会議長・社長

なりすぎるのを避けるひとつの方法です。取締

務を委託することは、取締役会での課題が多く

は、従来からの既知のテーマと新たに生

います。2001年から2007年まで、同氏は、The

要があります。
そして、新たなテーマの中

兼CEOも務めました。
それ以前には、Nabisco

役会が直面している重要懸案には、委員会レ

America社の社長を歴任しています。

合が少なくありません。委員会は、そのような

まれたテーマとの間でバランスを取る必

から、組織が直面するリスクや不確実性
を網羅的かつ的確に理解することに役

立つテーマを選び、時間をかけてそれら

Biscuit Company社の社長とPillsbury North

を深く掘り下げる必要があります。

取締役会に対する要求が増大する中で、取締

このようなガバナンスに関わる環境への

取締役会の最優先目標は、傑出した株主価値

取締役の視点を知るために、私たちは、

役はどこに注意を集中すべきなのでしょうか。

ブレグジットやその他の地政学的な問題は取

それを難しい課題にしているの原因は、成長へ

それは、とても難しくて、悩ましい問題です。最

ける要求との間で綱引きが絶えないことにあ

取締役会の水晶球はぼやけており、地政学的

の注力と
「ガバナンス向上」の名の下に増え続

スを実践しなければなりません。
これは交渉の

余地のない絶対条件です。
ただ、優れたガバナ

Vice Chairman, Chief Inclusion Oﬃcer、
and National Managing Partner
Center for Board Eﬀectiveness
Deloitte US

務を反映させることは、
あるべき情報開示のた

資家が特定の会社に投資する理由です。

ります。もちろん、取締役会は優れたガバナン

Deb DeHaas

示の拡充に対する要求を踏まえれば、委員会
めの良い模範となります。

取締役に対して株主が期待することであり、投

伺いました。

時間を充てることができます。透明性や情報開

がって、株主価値こそ、会社の受託者としての

ジーの出現がもたらす課題、
そして取締

いくつかの厳しい選択について、見解を

経営資源を適宜利用する権限を持ち、必要な

の綱領を改訂し、
そのような追加的な役割・責

す。取締役は株主によって選任されます。
した

役会が勇気をもって取り組むべきである

テーマを取り扱う適任者から構成され、会社の

を長期にわたって提供することであるべきで

Rick Lenny氏と対談し、取締役会の役

割、地政学的な事件や革新的なテクノロ

ベルで掘り下げて検討した方が適切である場

ンスの実践は不可欠ですが、
それだけでは傑出

した株主価値を実現するには不十分です。非常

締役会の頭痛の種となっていますか。

良な状況にある時でさえ、未来を占う経営陣や
問題という暗礁だらけの水域を航行しようとす

ると、水晶球は完全に曇って不透明になってし
まいます。

ある種の出来事は取締役会にとって不可抗力

に多くの問題に立ち向かいながら、取締役会

であるため、取締役会がそれに過剰な時間を

いう落とし穴を避け、
企業が直面している重要な

のような問題がもたらす潜在的な影響をより

は、最新の目を引く問題だけに振り回されると
問題と機会に集中し続けなければなりません。

費やすのは賢明ではありません。もちろん、そ
良く理解するための方策はいろいろあります

が、企業の戦略を直ちに見直すようなことはそ

のひとつではありません。
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組織は、
まず、自社が競っている市場と、自社が

情報開示の拡大を求める圧力も続いていま

傑出した株主価値を提供し得る機会を創り出

たくさん要求するほど物事の理解が深まる、
と

常時の危機管理計画も常に用意しておくべき

す。
より多く開示することが望ましいのではあり

試みは、確かに興味深い議論を生み出すかも

です。情報開示と透明性には、
それを要求する

て有意義な洞察とメリットを提供するかどうか

ます。要求に応じていくら情報を与えても、
いつ

持つ競争上の比較優位の源泉を理解し、次に、 す。取締役会はどのように対応していますか。
す戦略を策定し、実行する必要があります。非

です。世界規模の問題に取締役会が取り組む

しれませんが、
そのような議論が経営陣に対し
は疑問です。

取締役会の多様性の向上に対する要求も引き

信じている人がいます。
しかし、
それは間違いで

ません。
より適切に開示することが望ましいの

人の見方次第で変わってくる、という面もあり

までもそれでは不十分だと言い張る人も珍し

くありません。

続き存在しています。取締役会は5年後にどう

この問題全体に対処するためには、組織とその

取締役会の多様性が、取締役会の代表性とい

あります。取締役会は、
もっと多くの情報を開示

なっていると思いますか。

う面と、経験や考え方の多様性という面の両方

から改善されなければならないことは当然で

取締役会が強固な規律を確立している必要が

せよ、という圧力を受け続けていますが、組織

の競争優位をいかなる形であれ、危険に晒す

す。ビジネスの本質上も、
また幹部の地位に就

ことも許されません。取締役会と経営陣が情報

も、5年後には、上述の両面ではるかに多様化

秘密主義者だからではありません。他社が必

いて取締役会に加わる人の顔触れという点で

された取締役会が出現しているでしょう。

取締役会の代表性は、多様性を保証するため

開示の拡大に抵抗するのは、開示に反対する
死になって探り出そうとしている重大な競争情
報を与えてしまうことが心配だからです。

の
「制度的な仕組み」
に過ぎません。
スキルのマ

ひとつの解決策は、公平な情報開示に十分配

クを入れ、
それで取締役会の仕事が終わったと

外取締役が、株主である機関投資家と対話し、

トリックスを使用して、
チェックボックスにチェッ
結論づけるのは安易です。例えば、取締役会

が、単に欠けている能力を補うために特定の

分野に秀でた専門家を採用することにはリス

クもあります。
その分野の話題が出ると全員の

慮しながら、取締役会、経営陣、または筆頭社

組織が何をどのような理由から実行している

かを話し合うことです。企業と投資家の間でこ
のような対話を行うことは、透明性の増大に対

するあらゆる要求に文書の形で網羅的に応え

目がその専門家に向けられますが、
他のテーマ

ようと試みるよりも優れた方法です。

転じられ、
それで話が終わってしまうからです。

取締役が勇気をもって取り組むべき難しい問

取締役会を構成するときに、はるかに重要なこ

そのような問題はいくつか存在します。ひとつ

して取締役同士が
（特に困難な時期に）効果的

まな選択です。特にアクティビストがもたらす影

会に求められているのは、多様な考え方を幅

役会は、
どのような方法で、
どのような場合に会

に移ると全員の目がその人から離れて別の方に

とは、適切な力関係や活力を生み出すこと、
そ
に協力し合う能力を生み出すことです。取締役

広く代表すること、異議を唱えても不和を生じ

させない能力を身につけること、
そして論争が

生じている問題すべてを解決できるバランスの
取れたスキルと能力を構築することです。

題としてどのようなものがありますか。

は、
会社の資本構成と、
資本構成をめぐるさまざ
響を踏まえると、
それが言えます。
ちなみに取締
社をアクティビストから守るべきかを決めなけ
ればなりません。
また、取締役会は、
どのような

場合にアクティビストと協力し合うべきかも知っ

ておく必要があります。
なぜなら、
アクティビスト
も必ずしも会社にとって悪いわけではなく、相

手の主張に耳を傾けるだけなら何の害もあり

ませんし、適切なレベルの話し合いと関係構築
が有意義である場合も存在するからです。
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ご質問に戻れば、取締役会は、資本構成、大規

主要な戦略的課題のいずれかに関するアップ

模な合併や買収、後継者育成計画、取締役会

デートを取締役会のさまざまな会合で経営陣

意思決定を下す必要があります。取締役は、
そ

了」
する行事ではなくなります。戦略的計画は

の構成、
メンバーの交代などに関して、厳しい
のような厳しい問題に正面から向き合うことが

必要であり、進んでそれに立ち向かおうとする

リーダーシップと勇気を持つ必要があります。

役員報酬も批判を受けやすい難しい問題のひ

とつです。成果主義による報酬といえば聞こえ
はいいですが、自社が、大半の企業と同様に成

果主義による報酬をポリシーとして採用してい

に提出させれば、戦略的計画はもう
「1回で完

取締役会が市場動向を注視し続けるための生

きた手段である必要があるのです。このアプ

ローチは必ずしもすべてのディスラプションの

要因を明らかにするとは限りませんが、組織と
経営陣が外部に焦点を合わせるほど、何が潜

在的にディスラプションの要因になり得るかを
洞察できる可能性は高まります。

るのであれば、その成果主義を現実に実践し

将来を展望したとき、取締役会が直面する主要

高い評価をしているときには、経営陣も相応の

多くの問題がありますが、先ほどの地政学的な

なければなりません。言い換えるなら、株主が

報酬を得るのは当然でしょうが、そうではない

な問題としてどのようなことが予想されますか。
問題の話に戻れば、取締役会は、自分たちがコ

ときには、
やはり、
それには勇気を必要とします。 ントロールできる問題と、自分たちが影響をも
市場におけるディスラプションの加速を踏まえ

ると、取締役はその脅威を十分に、
しっかりと
理解しているといえますか。

経営陣が成長のための課題を追求し、傑出し

たらすことができる領域に集中し、そこから注

意を逸らさないようにすることが必要です。そ
れを念頭に置けば、取締役会は、誰が取締役

に就任すべきか、それも、委任状で見栄えのす

る人や特定の利益集団を満足させる人を指名

た株主価値を長期にわたって提供できるよう

するのではなく、資質、
スキル、
そしてチームとし

役割であるとすれば、取締役会は、企業が他社

論を集中させる必要があると思います。

支援・奨励することが、取締役会の最も重要な

と競っている市場、
その市場における自社の競

争優位性、
そして、企業の成功のために最適な

経営陣が最適な任務に就いているかどうかを
的確に理解していなければなりません。

何が自分たちの事業にディスラプションをもた

らし得るかを単に問うだけでは、活発な議論は

生まれるでしょうが、通常は乏しい洞察しか得

られません。今、多くの取締役会が採用し始め

て連携する能力の点で誰が適任であるかに議
もうひとつの重要な問題は、現在と将来の両面

から適切な経営陣が就任しているか、
そして、
後

継者育成計画のプロセスはその疑問に答えら
れるだけの厳格さを備えているかどうかです。

市場は、現在も将来も、常に激しく動き続けま

す。取締役会として、私たちは、市場競争と財務

の両面で傑出した業績を長期的に実現するた

ているより優れたアプローチは、戦略的計画、 めに何が必要であるかを理解しているでしょう
後継者育成計画、そして人材の意欲を増進さ

か。取締役会がその一方に偏重することもあり

せ、優秀な人材の維持、能力開発を総合的、戦

ますが、市場で勝ち抜くことと財務の観点から

にはるかに多くの時間を投じることです。その

す。将来を考えても、取締役会は株主の代表で

の鍵だからです。例えば、従来、戦略的計画は

株主価値を提供することへの最善の努力が常

略的に進める、
いわゆるタレント・マネジメント

いずれもが、価値創造力を維持し続けるため
年1回の慣行であるのが普通でした。取締役会

成功を収めることは車の両輪のようなもので

あるため、最初に申し上げたとおり、傑出した

に取締役会としての第一の目標でなければな

は、年1回、戦略についての年次計画を吟味し、 りません。
承認すれば、
その主要な責務のひとつが果たさ
れたと思われていたのです。
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炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜取締役の視点

「非常に多くの問題に立ち向かいながら、
取締役会は、最新の目を引く問題だけに振り回されるという
落とし穴を避け、企業が直面している重要な問題と
機会に集中し続ければなりません」
Richard H. Lenny氏
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炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜テクノロジー

どの業界であれ、
あらゆる組織体が、今では、
テ

の57%が、自社の最上位の優先課題として
「顧

2015年6月に実施した調査に回答したCEOの

ンス
（顧客の製品やサービスの利用体験を通じ

クノロジー企業です。これは、Fortune誌が

67%の意見です。
そのうちの4分の3が、
クラウド

コンピューティング、
モバイルコンピューティン
グ、そしてインターネットが、将来、自社のビジ

ネスにとって「非常に重要」または「極めて重

要」になる、と回答しています。また、50%以上

が、AI（人工知能）
とマシンラーニングは自社の

Chris Verdonck

EMEA Cyber Risk Services Leader
Deloitte Belgium

客」
を挙げていますが、
カスタマーエクスペリエ

て得られる効果や満足感といった心理的・感覚

的な価値）の提供（45%）
や顧客の獲得・維持・

ロイヤルティ
（顧客から選考されること）への取

り組み（44%）を挙げたのは半数に達していま
せん。

ビジネスにとって
「非常に重要」
または「極めて

この整合性の欠如は深刻な問題になる可能性

デジタル技術は、組織運営のあり方を変化さ

見込み顧客と会って、
組織の製品やサービスにつ

重要」
になると回答しています。

があります。
なぜなら、
もうほとんどの組織では、
営業担当者やリレーションシップ・マネジャーが

せ、従業員、顧客、サプライヤー、およびその他

いて説明し、
新しいビジネスを生み出す、
という仕

定義しています。
しかし、
デジタル化は新しい課

では、
多くの組織が、
顧客との対話や売上の創出

クノロジー関連の問題－技術の急速な変化

ディアやその他のWebベースのツールを通じて

のステークホルダーとの関係性のあり方を再

題やリスクも引き起こします。実際、CEOは、
テ

（65%）
とサイバーセキュリティ
（58%）を、組織

事の進め方に頼ることを止めているからです。
今

を、電子商取引プラットフォーム、
ソーシャルメ
実現するようになっています。

デジタルの世界での
組織の整合性を取り戻す
が直面している上位3つの課題のうちの2つと

適切に利用すれば、テクノロジーは企業が顧

であり、CEO の69%が最大の課題であるとして

すことを可能にします。なぜなら、サービスや

して挙げています。なお、最上位は規制の強化
4
います。

ビジネスプロセスを変革する

テクノロジーを適切かつ安全に利用することに

客との強力なデジタル上の結び付きを創り出

Webサイトを使用する顧客は、サイト上でプロ

ファイルを作成することから始めることが多い

からです。顧客がWebサイトにアップロードする
情報にはとても大きな価値があります。ただ

成功している組織は、ほぼ確実に、競争優位を

し、その価値を引き出すには、そのデータを活

のメリットを最大化することにどの程度まで成

要があります。

獲得するでしょう。
しかし、組織は、
テクノロジー
功しているのでしょうか。

デロイトによる最近のグローバルサーベイによ

用する方法を理解している人材に投資する必

テクノロジーは課題も引き起こします。例えば、
欧州連合（EU）の新しい一般データ保護規則

れば、CIO（Chief Information Oﬃcer）は、組織 （GDPR）や他の法域の類似した法制度の下で

の上位5つの優先課題は、顧客、成長、業績、
コ

スト、
そしてイノベーションであると回答してい

ます。ただし、情報テクノロジーの能力に対す

ず、
また、
その情報を管理する人は、
それを取り

ジーを利用したビジネスの成長、ビジネスの

知っている必要があります。

る企業の期待については、顧客中心、
テクノロ

イノベーションなど、いくつかの領域でばらつ

きが見受けられます。例えば、調査対象のCIO
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は、組織は、顧客の情報を安全に保護してそれ

が部外者の手に渡るのを防止しなければなら
扱う方法とデジタルチャネルを操作する方法を

炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜テクノロジー

大半の組織が自社のデジタルチャネルに同じ

あらゆる組織の回復計画における重要な要素

テクノロ ジーやソーシャルメディアプラット

として、
テクノロジー障害の後でビジネス上の

業と差別化するのは困難です。独自の価値提

ネスの記録を復元する能力の欠如は、経営の

フォームを利用しているので、その点で競合企

案を打ち出したいと考える組織は、
そのような

価値提案をオンラインの世界で伝える方法を
見つけ出す必要があります。
脆弱性の増大

絶え間ない変化を特徴とする職場では、新しい

テクノロジーを効率的に利用して所期のメリッ

記録を復元する能力が必要不可欠です。ビジ

トを最大化するためのトレーニングを全従業員

破綻に帰結する可能性があります。

ンも必要であり、
そのためには、事業部門と情

誰がテクノロジーの最終責任者（オーナー）な

ます。

CIOが組織のテクノロジーリーダーであるとし

テクノロジーと取締役会

のか

に提供する必要があります。
また、
イノベーショ
報テクノロジー部門の強力な連携が求められ

今日、
テクノロジーやデジタルの変革は、取締

テクノロジーへの依存度が高まると、企業はそ

ても、大半のCIOは、組織のハードウェアの一部

めて脆弱になります。米国のある大手航空会社

コーポレートシステム、人事システム、
そして会

し、
「デジタル」が何を意味するのかが不明確で

は、停電を引き起こし、数千便が欠航して何万

ロセスやテクノロジーが外注されたり、第三者

く、完全なデジタル企業への変革の道に対する

に関連するリスクへの対応に十分に関与でき

て、
デジタル化とはカスタマーエクスペリエンス

のテクノロジーの領域で生じる障害に対して極

で2016年8月に発生した1台の装置の不具合
人もの乗客が立ち往生する結果となりました。

かつては、停電が発生したとき、最低限業務の

に対してしか責任を担っておらず、
その範囲は、 役会の検討課題の中心を占めています。ただ
計システムに限られるのが普通です。一部のプ

によって管理されていることもあり、CIOはそれ

ないことがあります。他のテクノロジーが他の

一部分だけでも動かし続けるために、手動の

事業部門によって管理されていることもありま

今日、テクノロジーは非常に広く普及したた

がロボットなどの生産テクノロジーの責任を

プロセスに回帰することもできました。
しかし、 す。例えば、製造組織では、製造部門の責任者
め、多くの組織は、非常事態を回復するための

手動プロセスを用意していません。
さらに、
テク

ノロジーは相互に接続されているため、
ある組
織で発生した障害は、ほとんど即時に波及効

果を生み出し、他の組織にも混乱を引き起こす
恐れがあります。

今日、あらゆる組織が、大規模なテクノロジー

危機に見舞われる危険があります。例えば、サ

あることは多々あります。大半の定義は底が浅

期待も楽観的な夢物語です。多くの企業にとっ

をもてあそぶ程度の意味しかありませんが、本

当のデジタル化はそれをはるかに超えたもの

です。

担っていることがあります。

デジタルは、
ビジネスニーズに基づいて定義さ

テクノロジーをめぐるこの複雑な状況は、強力

ルはテクノロジーを利用して患者の転帰（治療

組織が、
データを総合的なアプローチで管理す

せんし、企業間取引（B2B）組織のデジタル変革

なガバナンスを必要としており、
ますます多くの

るために、最高データ責任者（CDO: Chief Data
Oﬃcer）
を任命するようになっています。
最も重要なのは依然として
「人」
である

れるべきです。例えば、医療組織にとってデジタ

成績）を向上させることを意味するかもしれま
は、サプライチェーンにおけるテクノロジーの

活用により効率性や意思決定の向上を図るこ

とが対象となるかもしれません。

取締役会は、
テクノロジーとそのリスクに対す

イバー攻撃、
データベースの破損、あるいは単

テクノロジーの役割が増大しても、
「人」が依然

が被害を受ける恐れがあります。

わりはありません。
テクノロジーを管理および

ルメディアをはじめとする多くのテクノロジー

切な人材を確保した組織は、グループ全体の

ことを考えれば、なおさらのことです。また、取

純な停電などによって、企業の基幹系インフラ
組織は、許容可能な時間内に平常業務への復
帰が可能になるようなレジリエンス
（障害回復

力）に関する戦略と計画を必要としています。

として組織の最も重要な資産であることに変

運用するために必要な能力と経験を備えた適
業績を向上させることができるでしょう。

政府機関、そして金融サービス、医療、通信な

当然ながら、
テクノロジーの専門家に対する需

3時間しかないこともあります。
すでに一部の法

のスキルを備えた人材は引く手あまたの状況

どの基幹業界では、
この許容可能な時間が2～

要は非常に大きく、特にサイバーセキュリティ

域では、基幹業界の組織が障害回復・復旧計

です。そうした人材を引き付けるために、組織

規定されています。
また、
テクノロジーに関連す

会、そして新しいスキルを習得できるような仕

画を策定することを義務付ける法規制要件が

る業務の障害を補償する保険も提供されてい
ますが、障害に起因するブランドへの潜在的な

ダメージから保護してくれるわけではなく、
また

保険がシステムを障害から復旧させるわけで

もありません。
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は、魅力的な職場環境、同僚との人脈作りの機

事を提供する必要があります。必要なスキルを
備えた十分な数の人材を確保できない組織

は、
アウトソーシングサービス・プロバイダーに
依頼したり、第三者とパートナー提携する必要

が生じるでしょう。

る理解を深める必要があります。特にソーシャ
が比較的まだ新しく、絶えず発展し続けている
締役会は、新たに登場したテクノロジーが組織

のビジネスモデルをどのように変化させるか、
あるいはサイバー攻撃を受けたり、
その他の障

害を起こした場合に、どのように組織のビジネ

スモデルを混乱させるかを理解している取締
役も必要としています。

炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜テクノロジー

取締役が提起すべき質問

・取締役会として、私たちは「デジタル」が自社の中で何 ・組織は何が重要なデータとアプリケーションであり、そ
を意味するかをどの程度理解しているか? 私たちは、
取締役会レベルで、特に自社内でのテクノロジーの普

及度に鑑みて、
デジタルの専門知識を十分に持ってい

るか?

れがどのように保護されているかを理解しているか?

もしテクノロジーの障害が原因でデータが改変された

り破壊されたりした場合、
そのような記録をどのくらい
のスピードで復旧できるか?

・私たちの組織は、テクノロジーへの取り組みを最も効 ・私たちの組織は、会社の成功のために必要なサイ
果的な分野に集中させているか? 私たちは、総合的な

テクノロジー戦略を策定しているか? 誰がテクノロ

ジーに対する責任を担っているか? 私たちの組織は、

そのような取り組みに対するアプローチをどのように
調整しているか?

・私たちの組織は、テクノロジーに関連する脅威の状況

バーセキュリティの専門家やその他のデジタルテクノ
ロジーの専門家を募集・採用することにどの程度成

功しているか? 私たちは、人材獲得に対するアプロー

チを多様化する必要があるか（例えば、必要とする人

材を募集・採用するためにビジネスパートナーと連携

するなど）
?

をどの程度理解しているか? 私たちは、
さまざまなシ

ナリオに対処できるようにそのような脅威を適切に管
理しているか?

「テクノロジーは、今日の経済環境の中で事業を営むための
ライセンスであり、組織がテクノロジーを選択するときは、
ビジネスニーズに従って選択を行うべきです。
組織がテクノロジーに対して膨大な資金を投じている
現実を踏まえれば、
そのテクノロジーのすべてのメリットを
十分に得たいのであれば、組織は、
そのような投資が安全に
保護されること、
またサイバー攻撃やその他のテクノロジー障害に
見舞われても速やかに業務を復旧できること、
を
確保するよう取り計らう必要があるでしょう」
Chris Verdonck
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炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜イノベーション

1920年代にはS&P企業の平均的な存続期間

ディスラプティブなテクノロジーは外見からは

ると、S&P企業は2週間ごとに1社が入れ替わっ

何であれ、物事が指数関数的な曲線をたどり

は67年でした。現在、それは15年です。平均す

ており、
イェール大学経営大学院（Yale School

of Management）
のRichard Foster氏は、2020

見分けがつかない

始めた段階では、その急成長ぶりは見た目だ

けでは判別できません。なぜなら、最初期には、

年までに現在のS&P 500企業の75%が別の企

たとえ倍増しても絶対量が微小であるため、

ます。

ることが多いからです。そうした倍増が一定の

今日のディスラプションの時代の中で、従来型

に見えてディスラプティブな作用を示し始め、
そ

業に取って代わられているだろうと予想してい
5

人々はそれを一次関数的な成長であると見誤

境界値に到達すると、指数関数的な成長が目

の既存組織が成功を維持できる見込みはある

の価値に気づかずに取り残された人々が、遅

略や運営上の意思決定を下すときに、
ディスラ

ようと試みるのです。

うなテクノロジーや新たなビジネスモデルを受

複数のトレンドの融合（コンバージェンス）が

のでしょうか。答えは「イエス」です。ただし、戦

プティブ、
すなわち創造的な破壊をもたらすよ
け入れることがその前提条件です。

ディスラプションを理解する

未来に備えるために、組織は、何が今日のディ

ればせながらその動きに追随して機会を捕え

Global Chief innovation Oﬃcer
Deloitte Global Board Member
Deloitte US

ディスラプションを加速する

ディスラプションは、多数のテクノロジーの急成

長に、
グローバル化、文化の変容、
そして人口動

態上の動向が結び付くことによって加速してい

スラプションを引き起こしているかを理解しな

ます。例えば、今後5年間で、新たに30～50億の

ディスラプティブなテクノロジーの変化のペー

想されています。7「ライジングビリオン」
（ 勃興

ければなりません。

Andrew Vaz

人々が初めてインターネットに接続されると予

ディスラプションへの
優位性を見出しているか
スは加速している

する数十億人）と呼ばれるこのような人々は、

力は性能あるいはコストの面で18～24か月ご

担い手としてオンラインに登場し、
イノベーショ

ムーアの法則によれば、
コンピューティング能

とに倍増します。
この法則は他のテクノロジー
にも当てはまります。例えば、ロボティクス、AI

（人工知能）、
ナノテクノロジー、
バイオテクノロ
ジー、
そして付加製造／３Dプリントなどです。

一部の理論家はムーアの法則はその限界に到
達しつつあると指摘しています。
しかし、Ray

消費者として、発明家として、
そして共同作業の

ンのエコシステムをシリコンバレー、テルアビ

ブ、ロンドンといった中枢を超えて拡大させる
でしょう。

勝つための戦い方

技術革新がもたらすディスラプションには、業

界の線引きの曖昧化と、新規参入を阻む障壁

Kurzweil氏の考えによれば、
ムーアの法則は、 の低下が付随しており、組織は競争へのアプ
実際には第5のコンピューティング・パラダイム

であり、最初の4つは、それぞれ電気機械、リ

レー、真空管、
そしてトランジスタを演算器とし

ローチの見直しを迫られています。

自動車業界を考えてみましょう。既存の自動車

て使用したコンピューターでした。IC（集積回

メーカーは、無人運転車のパイオニアとしての

て構築される第6のパラダイムが到来し、一段

ました。最近新規参入してきたUberも同様で

あります。6

済）
の拡大に乗じて個人が車を所有するニーズ

路）の後には、開発中のテクノロジーに基づい

と高度なテクノロジーを出現させる可能性が

Googleの動向を考慮しなければならなくなり

あり、
こちらはシェアリングエコノミー（共有経

さえ頭打ちにしようとしています。市場へのディ

スラプティブな新規参入企業は、極めて機動性
が高く、従来型の企業を圧迫している過去の遺

産、例えば、固定資産や静的なビジネスモデル
などから自由であるのが通例です。
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多くの従来型企業は、
こうした動向が自社の事

実験する

取締役会の役割

たが、一方で、
この急速な変化を利用して自社

えて早い段階で失敗しておく
「フェイル ファスト

ける必要があり、ディスラプティブなテクノロ

業もあります。
ディスラプティブな環境で競争を

際、実験することが大事であると考える組織

て変化する地政学的情勢の動きと意味合いを

業計画を破壊するのを目の当たりにしてきまし

最も重要なのは、
より柔軟に発想し、実験し、
あ

の優位性を生み出す方法を学び取っている企 （fail fast）」の姿勢をとることの必要性です。実
勝ち抜くための鍵は何でしょうか。

ディスラプションへの優位性を見つけ出す

取締役会は、ディスラプションについて学び続

ジー、ディスラプティブなビジネスモデル、そし

は、成功を見出してきました。
そうした組織は、 真に理解する必要があります。取締役会は、組

「まあまあ」の出来であればスタートするには

織の製品やサービスのすべてに関して、的を射

十分であるという基本的な発想を受け入れて

た質問を投げかけ、創造的な思考を奨励する

います。例えば、流通チャネル、専門知識、経験

で送り届け、直ちにフィードバックを集め、
さら

ションおよびその抜本的な解決に向けた取組

で、組織は、
ディスラプションへの優位性（ディス

形にまで開発することを目指しています。

営陣が策定しているかどうか、確認すべきです。

既成の組織は、大規模な資産基盤を所有して
などです。そうした資産を有効に活用すること

ラプティブ・アドバンテージ）を実現できるので
す。例えば、
ライフサイエンスや金融サービス企

おり、その目標として、構想を速やかに顧客ま
に実験を繰り返して製品やサービスを完全な

必要があります。
また、取締役会は、
ディスラプ

みの進捗を追跡するための包括的な計画を経

より長期に目を向ける

最も重要なのは、取締役会と経営陣は、組織の

組みの一部になっていなければ、現在の環境

ションを引き起こす勇気を持つ必要がある、と

業は非常に規制が厳しい業界で活動していま

ディスラプションとイノベーションが組織の骨

を利用してイノベーションを実現する方法をす

で長期的な成功を維持することは不可能です。 いうことです。
これは、過去に大きな成功を収

は、
ブロックチェーン技術を率先して採用した

に、国際的な情勢検知能力、機動的なインキュ

数の金融機関がR3と呼ばれるコンソーシアム

イデアの創出・評価・報酬の一部としてイノ

り、成功する企業は、将来的に自社のビジネス

ジャー）技術を設計し、世界の金融市場に提供

組む姿勢を組み込む必要があります。情勢の検

を積極的に受け入れています。

すが、
そうした企業は、既存の広範な専門知識
でに見つけ出しています。金融サービス業界

パイオニアであり、
すでに50社を超える世界有

を結成して、先進的な分散型取引規則（レッ
しようとしています。8

停滞を避けるために、組織は、その基盤の中

ベーション
（起業支援）
と実験モデル、
そして、
ア

ベーションとディスラプションに断固として取り

知能力により、組織は、業界内だけでなく、
その
外部についてもディスラプションの兆候を追跡

既存のビジネスモデルに対し、自らディスラプ

め、現在も好調を持続している企業では、特に

難しい課題かもしれません。
しかし、どの企業

もいつかはディスラプションを経験するのであ

を確実に存続させる方法のひとつとして変化
真に成功を維持し、
ディスラプションを有利に活

エコシステムを構築する

し、実験にその情報を組み込むことができます。 用するためには、
イノベーションを組織全体の

立つエコシステムは、
イノベーションを有利に

ラプティブな機会を特定して、
それが組織に及

てスキルを提供します。例えば、ルイビル大学

その知識を利用すれば、
さまざまなビジネスモ

パートナー、協力者、そして一般大衆から成り
活用するために必要となる創造性、知識、そし

（University of Louisville）
とゼネラルエレクト
リック
（GE）
の間のパートナーシップであるFirst

このような検知能力は、取締役会が真にディス

体質として定着させる必要があります。
実験とイ

ノベーションを日常業務の中で習慣化すること

ぼす影響を理解することに役立ちます。
そして、 に役立つツールとインセンティブを組織のあら

デルによる実験を行い、
アイデアを現実の市場

ゆる部分に浸透させることが非常に重要なので

す。
真に変革の原動力となるようなイノベーショ

で検証し、
プロトタイプを作成し、
ソリューショ

ンは、組織の中心から外れた場所で生じること

組織は、ディスラプティブなビジネスモデルが

コアビジネスの改善に焦点を合わせたイノベー

向を乗り切り、そうしたすべてが組織のビジネ

るイニシアティブと変革を促すイニシアティブの

Buildは、人々が協力し合ってそれぞれのアイデ

ンを開発することができます。そうすることで、 が少なくありませんが、
それを補完するために、

ミュニティに参加することで、GEのプログラム

秘める可能性を獲得し、変わりやすい市場動

アを実現させるコミュニティ空間です。
このコ

は、年間推定12件の製品を開発しており、
アイ

デアの着想から3～6か月で市場化まで到達し

ています。

スにどのように影響し得るかを理解することが
可能になるでしょう。

ションも必要不可欠なのです。
コア部分を支え

バランスのとれたポートフォリオを作成し、
それ

を組織全体でテストしながら採用することこそ、

ディスラプションを利用して自社の優位を生み

出す成功企業の特徴であり、
ディスラプションの
犠牲となる企業との違いなのです。
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取締役が提起すべき質問

・取締役会は、どのような方法で新しい動向に関する知 ・私たちは、エコシステムを拡大して、新しいパートナー
識を収集し、新しいテクノロジーの可能性を理解して

いるか?

（従来企業と新興企業の両方）
を取り込み、
新しい発想
を生み出す能力を高めているか?

・取締役会は、革新的なディスラプションを十分に理解して ・一般大衆の様々な才能を取り入れ、そのパワーを利
いるか? それとも、
外部の専門家に助言を求めたり、
経営
陣からより頻繁に最新情報を受け取る必要があるか?

用して、新しいアイデアを速やかに生み出すことに役
立てているか?

・組織は、今日の成功に必要な柔軟性を備えているか? ・競合企業を明確に理解しているか? 自社の事業分野
それとも、過去のビジネスモデル、手法、
プロセスが染
み付いているか? たとえ現行のモデルが依然として成

果を生み出している場合でも、
そのようなモデルを破

における新興企業の動きを監視しているか? それとも
小さすぎて脅威にならないと考えて軽視しているか?

壊する勇気を持っているか?

・私たちの組織は、実験を行い、リスクを取る意欲を持っ
ているか? 私たちの業績評価と報酬制度は、適切な実
験とリスクを負う試みを奨励しているか?

「急激に変化する今日の世界で、現状に安住している組織は
ディスラプションの大きな危険に身を晒しています。
組織が実験（新たな試み）
を行っていないとしたら、
また、取締役が、
組織がどのようにディスラプションへの舵をとり、取り組んでいるか、
どのように新しいエコシステムを形成しているか、
そしてどのようにオープンな人材市場を活用しているかについて、
質問していないとしたら、
その組織は危機に瀕しています。
人材の領域だけを考えても、外部の人材を登用していない組織は、
決してアイデア競争に勝てないでしょう。
なぜなら、世界で最も賢い人々は別のどこかで活躍しているのですから」
Andrew Vaz
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Edward Chow氏との対話

います。欧州や米国で何が起こっているか、
そし

会は、政治情勢、政府規制、そして環境

て何に対処する必要があるかを見極める必要

問題などの要因によってますます加速す

があるからです。

る変化に直面しています。そうした変化
に伴って、金融リスク、
サイバーリスク、業

多くの組織がデジタルによるディスラプション

務リスク、風評リスクなどを含む、数多く

を経験しています。それもまたひとつのコント

の課題が生じています。取締役会は、不

安定な市場の中で財務目標を達成する

ために、
さまざまな検討課題のバランス
をとる方法を探し求めています。

Chow Kwong Fai Edward氏は、
中國基建集團

（China Infrastructure Group）
の創立者兼議長

ロール不可能なリスクですか。

私はディスラプションという言葉に引っ掛かり

を感じます。外部からはディスラプションに見え

であり、
市區重建局
（Urban Renewal Authori-

ることでも、取締役会や経営陣のレベルにおい

新濠国際発展／メルコインターナショナルディ

速い革新的企業とその斬新な経営手法が生み

タルディスラプション、世界の規制環境、

ment Limited）
、
力高地産集団
（Redco Proper-

た、
ということだからです。取締役会は、
その事

な課題についてお話を伺いました。

控股
（China Aircraft Leasing Group Holdings

取締役会は、会社のさまざまな事業の経営環

アジア太平洋地域のガバナンスの現状
に対する取締役の見方を知るために、私

たちは、Edward Chow氏と対談し、
デジ

変化する取締役会の役割など、
さまざま

それはペースの
ty）
の非業務執行取締役を務めており、
さらに、 てビジネスの内側から見れば、
ベロップメント
（Melco International Develop-

ties Group Limited）
、
および中國飛機租賃集團

Limited）
の独立非業務執行取締役も兼任して

います。
また、
同氏は、
OECD／世界銀行アジア・

Eric Tong

Deloitte Independent Non-Executive
Director（INED）Club Chairperson
Financial Services Industry
Audit Leader
China Southern Region
Deloitte China

出したビジネスリスクを認識することに失敗し
実に対して見て見ぬふりをしてはいけません。
境を明確に理解する必要があり、
したがって、
取締役会は経営陣に対して、
ビジネスがどのく

コーポレート・ガバナンス・ラウンドテーブルの中

らい順調であるか、
そして組織は直面するリス

（Business and Professionals Federation of

い質すべきであり、
また取締役会自身の内部で

核メンバーでもあり、
さらに香港工商專業聯會
Hong Kong）
のアドバイザーを務め、中国人民

政治協商会議－浙江省
（CPPCC: Chinese People’s Political Consultative Conference - Zhe-

jiang Province）
常任委員会の委員兼委員長で

もあります。

今日、組織が直面している最も重大な課題は
何ですか。

クと脅威を軽減できているかどうか、厳しく問

も、
その点に関して厳しい質疑応答を行うべき
なのです。

ただ、技術の進歩が速すぎて、
コントロール可

能な方法で事業を経営する経営陣の能力を追

い越してしまっていることも確かです。そして、
残念ながら、
そうしたコントロール不可能な外

部要因が、
ビジネスに対するリスクと脅威とい

組織は、
多数のコントロール不可能なリスクに直

う点ではるかに急速に増大しています。
そのた

害であり、
狭い範囲で言えば、
会社の事業に影響

と到来するので、取締役会は、ビジョン、資質、

クはあらゆる方向から到来します。
経済、
政治、
通

に対処する必要があります。
そうしないと、会社

面しています。
例えば、
大規模なものでは、
自然災

する新しい規制や制限の導入です。
こうしたリス
貨に関わるものなどです。
その結果、
社会全体の
状況が非常に不安定になっています。

例えば、今、世界は、グローバル化への望みに

背を向けて、偏狭なナショナリスト的世界観へ

と転向し、貿易障壁やその他の障壁が撤廃さ

れる前の状況に戻りたいという願望へと向かっ

ているように見えます。
つまり、
さまざまな経済

め、従来をはるかに超えるペースで課題が次々

幅広い視野、
そして深さと幅広さをもって問題
は傾き、失敗するでしょう。

規制というテーマが出ましたが、
どのような懸
念をお持ちですか。

取締役会に課される規制やコンプライアンス

上の要件を心配しています。そうした規制は、
景気の悪化や何らかの不祥事の結果として生

じることが多いのです。政治家は、不祥事に対

圏や政治ブロックへの逆戻りが生じているわ

して新しい立法で対応します。
すると、規制当局

織にとって懸念となっています。
こうしたこと

規則を策定するため、経営陣と取締役会はそ

けであり、事業をグローバルに展開している組

は、
すべてコントロール不可能な、
しかもディス
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ラプティブな動向です。
そのため、
このところ私

はオーバーナイト・ニュースをよく注意して見て

アジア太平洋地域の組織とその取締役

や基準の設定機関は、それに基づいて新しい
れを遵守し、
その責務を果たさなければならな
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くなります。今日、取締役会と経営陣は、過剰な

若返ってきています。
この傾向は今後も持続す

規制要件を遵守することに膨大な時間を費や

るでしょう。
また、私は従業員の代表としての取

投資家と株主が取締役会に対して期待してい

さらに、取締役会は、ますます急速に進歩する

しています。
それは、取締役会の注意をそらし、 締役の増加も予想しています。
ること、
すわなち、業績向上への注力を妨げる

テクノロジーなどの領域で専門知識を持つメ

恐れがあります。会社の業績が振るわないのに

ンバーや、業界の専門知識、そしてグローバル

で取締役会に感謝する投資家や株主などいな

バーも必要とするようになるでしょう。取締役

規制遵守の評価で100点満点を取っても、
それ

いのではないでしょうか。

な環境では、地域固有の専門知識を持つメン

会はそうしたレベルすべてで専門知識を必要

マクロ的な発想を持ったメンバー
この状況が特に大きな懸念となっているのは、 とするほか、
金融サービス業界です。2008年以来、規制要件

も必要になるでしょう。

や金融安定性フォーラム（FSF）の要件に加え

取締役の採用をめぐるもうひとつの懸案は透

局が、
こぞって新しいルールを制定しており、
さら

テークホルダーに理解してもらうための施策

らゆる規則や顧客確認（KYC: know-your-cli-

今日、株主やその他のステークホルダーは、情

はひたすら重くなる一方です。
バーゼル委員会

て、米国、英国、
そして欧州連合（EU）の規制当

に、
マネーロンダリング防止をめぐって、
ありとあ
ent）要件が設けられています。
グローバルな銀

明性です。組織は、何 が起こっているかをス

を十分に講じていますか。

報の洪水に晒されていますが、私は、情報開示

行は、
そうした規制すべてを順守しなければな

とは、
必要とされる情報を提供するという点で、

済の成長が鈍化しているのは、
規制が課す過大

あることすべてを読む人は少ないでしょうが、
ア

らず、
それが業務を圧迫しているのです。世界経
な負荷が企業の足かせとなっているからです。

取締役会の内部でも、現在のようなレベルの過

辞書のようなものであると思っています。
書いて

ニュアルレポートであれ、定期に公表される報

告書であれ、会社のWebサイトであれ、情報開

示とは、
どこを見れば必要な情報を見つけられ

剰規制は懸念事項のひとつです。特に、生計の

るかを読み手に伝えるものであるべきです。
した

独立非業務執行取締役の登用と定着化に問

いる限り、私はそのシステムが機能不全を起こ

手段が取締役の地位に依存していない優秀な

がって、人々が必要な情報を得ることができて

題が生じています。現在の規制環境が原因で、 しているとは思いません。
多くの優れた人々が取締役の指名の受け入れ

に逃げ腰になっているのです。

その一方で、株主やその他のステークホルダー

取締役会と規制に関する話題として、取締役会

する人々と対面で会合する機会が存在するなら

の女性比率を高めるように求める動きが存在

します。取締役会のメンバー構成に関して、ほ

と、
さらにはリサーチやメディアレポートを執筆

ば、取締役会、
とりわけ非業務執行取締役は、

欠席したり、経営陣の陰に隠れたりすべきでは

かにどのような変化が見受けられますか。

ありません。
私は、
株主との会合に出席したこと

すが、私にとって最優先の課題ではありませ

独立非業務執行取締役による回答が、
経営陣の

ジェンダーバランスは、確かに望ましいことで

ん。取締役会レベルに男女の両方が存在して
いれば十分です。完全に男性だけ、
または女性

だけの取締役会は望ましくありませんが、
たと

え50-50でなくても、男女が混在していれば、一

がありますが、
そこでは、質問が出されたとき、
回答以上に重みをもって受け取られることが少

なくありませんでした。取締役の独立性、経歴、

そしてその他の資質が重視されるからでしょう。

定のバランスを維持できるでしょう。

私の考えでは、ジェンダーは取締役会のメン

バー構成が変化している領域のひとつに過ぎ
ません。今後を展望すると、私が担当する地域

や分野では、取締役の平均年齢は急速に下

がってきており、
結果的に、
取締役会の考え方も
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「今日、取締役会と経営陣は、過剰な規制要件を遵守することに
膨大な時間を費やしています。
それは、取締役会の注意をそらし、
投資家と株主が取締役会に対して期待していること、
すなわち、業績向上への注力を妨げる恐れがあります」
Edward Chowm氏
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ご指摘になった懸念を踏まえると、私たちは新

しいガバナンスモデルを必要としていると思い
ますか。

将来を見据え、取締役会と組織はどのような課
題に直面すると予想しますか。

取締役会は、今後も、規制遵守と業績向上、
そ

私にとって、効果的なガバナンスの新しいモデ

して、社会と環境に対する責任を果たしなが

非業務執行取締役は組織を監督することにす

スを達成し続ける必要があるでしょう。新しい

ルはすでに実践されつつあります。
つまり、独立

でに多くの時間を費やしている、ということで

す。株主に対する自分の職務を遂行し、義務を
果たすために、
それが必要であるからです。

単純で古典的な取締役会の役割の定義は、
ス

ら、安全な方法で事業を経営することのバラン
課題も浮上しています。環境保護は長年にわた

る懸案でしたが、地球温暖化は今日の最上位

レベルの検討課題であり、取締役会は、責務を

効果的に果たしていくために、そうした課題す

べてへの取り組みを同時並行的に進めていく

チュワードシップ（受託（者）責任）
です。取締役

必要があるのです。

陣を導く必要があり、今は安全策と経費節減の

今日、事業を円滑に経営することは、従来と比

タイミングなのかに関して指針を提供する必要

けると、
さらに新しい課題も浮上してくるでしょ

は、船舶の船長や航空機の機長のように、経営

時期なのか、
それとも成長と多角化に乗り出す

べてはるかに困難になっており、将来に目を向

があります。その役割を効果的に果たすため

う。取締役会はそれらに取り組む能力を持ち合

問題に関して、厳しく問い質し、
そうした事項が

要な能力を欠いている場合、会社を未来へと

判断する必要があるのです。

の報告義務を果たすべく、
そのスキルセット、資

私が見るところ、今日の取締役会が以前と大き

きです。もっとも、会社というものは、競合企業

に、取締役は、経済、政治、社会、そして環境の

有利に作用するのか、悪影響を及ぼすのかを

わせている必要があります。もし取締役会が必

導いていきながら、株主とステークホルダーへ

質、視点などを拡充するための施策を講じるべ

く違うことのひとつは、取締役に期待されてい

より成長速度が遅いという理由だけで急に衰

す。
その理由は、会社の経営環境が複雑化して

心が大きすぎたり、脅威とリスクへの気配りが

る水準が過去に比較してはるかに高いことで
いることにあり、特に、今日の動きの速い革新

的なテクノロジーが新しいビジネスや新たな

経営のあり方を生み出しているからでしょう。
こ
れは非常に困難な環境であり、めまぐるしく変

退するものではありません。
しかし、組織の野

十分でない場合、その会社はいずれ存在感を
失い、最悪の場合は廃業に追い込まれる恐れ

があるでしょう。

化しているひとつの要因なのです。
ご承知のよ

うに、数年前に、一躍、投資家と市場の寵児と
なった企業が、その後、同じくらい急速に時代

遅れとなり、
ときには廃業に至る様子を私たち
は目撃してきました。
このようなビジネスの成
長と衰退の速さこそが新しい現象なのです。
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役員報酬は不平等の象徴であり、
より大きな社

の投票を単なる提言に留めず、それに拘束力

的に、株主は、おそらく高額報酬を不適切な

的な開示と報酬比率（すなわち、CEOの報酬と

会問題の兆候であるとも見られています。立場

コーポレートガバナンスの兆候であると見るで

しょう。
それが組織の業績と結び付いていない

Global Employer Services Partner
And Vice Chairman
Deloitte UK

平均的な従業員の報酬の比率）のデータの公

表を含めて、透明性を向上させたいと考えてい

ように見えるときは特にそうです。

ます。
さらに、賞与の支払い方法を単純化し、管

取締役会の報酬委員会は、
このような環境の

的な利益ともっと一致させたいと考えます」

中で困難な役割を担っています。組織、株主、
お

Stephen Cahill

を持たせたいと思います。賞与の目標額の全面

理職のインセンティブを会社やその株主の長期

よび経営陣のニーズを考慮した報酬の設計と

役員報酬を理解する

であるところ、常に、
メディア、立法者、
そして一

て大幅に増大しています。
この原因のひとつに

委員会に対する厳しい監督と、
その決定をめぐ

織をリードしていくために必要な経験を有する

水準を決定することは、
ただでさえ非常に困難

般社会の監視の目にも晒されています。報酬

る論争は激しさを増す一方です。

役員報酬は、近年、他の従業員の給与と比較し
はグローバル化した市場の中で、大規模な組

人の数は限られており、最高水準の経営幹部

を新たに招聘することが難しくなっている、
とい

欧州各国では、まもなく英国と米国同様に役

う事情があります。また、CEO報酬の開示の義

pay"）の投票が可能になる運びです。
これによ

能性もあります。なぜなら、多くの組織は、類似

員 報 酬に対する株 主の意 見 表 明（ "s a y o n

務付けは、役員報酬水準の上昇を助長する可

り、株主が的確に票を投じることができるよう、 した企業の役員の報酬水準に照らして、自社の
役員報酬に関するより透明性の高い情報開示

が必要になります。

また、米国でも、規制の厳格化が進んでおり、証

券取引委員会（SEC）が、2017年1月以降に開

始される会計年度について、CEOの報酬総額と

基準を設定するからです。報酬委員会は、組織

の報酬ポリシーにはより幅広い従業員集団ま

で含まれることに留意しながら、成果が公平に
配分されるように取り計らう必要があります。

役員報酬の役割は、事業戦略を実現できるよう

平均的な従業員の報酬総額の比率を開示する

に組織を支援することです。
そのためにCEOや

間報酬総額の開示はすでに義務付けられてい

に基づいて支払われており、その意図は、彼ら

ことを企業に義務付ける見込みです。CEOの年
ます。
この新しい規則は、2010年の金融改革法

（ドッド=フランク・ウォール街改革および消費

他の経営陣が受け取る報酬の大半は成果主義

から、戦略目標に関連したターゲットを達成す

る意欲と、株主の利益となるように組織を運営

者保護法）
の要件であり、株主が大手企業にお

する意欲を引き出すことにあります。実効性を

えるための一助となることを意図しています。

ターゲットは、株主にとって成功を意味するよ

英国は、さらに広範な情報開示を要求する可

うに十分に野心的である必要がある一方で、経

レサ・メイ氏は、2016年5月に次のように発言し

業績目標を設定するときのもうひとつの難題

ける役員報酬の慣行を理解し、また異議を唱

高めるために、報酬委員会によって設定される

すべてのステークホルダーが
注目する役員報酬
能性があります。現在は首相に就任しているテ

ています。
「企業が従業員に支払う金額と、
その
上位の責任者に支払う金額の間には、非合理

的な、不健全なギャップが存在し、
さらに拡大し

つつあります。私は、企業の報酬に関する株主
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営陣にとっては現実的であることも必要です。
は、さまざまなステークホルダーの、ときに相
反する視点間のバランスを取る必要性です。
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組織の戦略が変化すると、それが経営陣の報

酬の構造やインセンティブに影響を及ぼすこと

場合によっては、株主と他のステークホルダー

が、組織の成果報酬ポリシーを十分に理解して

があるため、組織は、報酬制度が新しい戦略と

いないこともあります。役員報酬に関連する開

する必要があるかどうかを検討する必要が生

ますが、
その記述は非常に分かりにくい定型的

の整合性を維持しているかどうか、制度を調整

じます。

な決まり文句の連続であることが多く、報酬委

場合、
委員会の決定プロセスが十分な厳格さを

員会は定時株主総会で憤慨した株主を前にし

い。EUを脱退するという英国の決定の結果とし

勧誘状や報酬に関する報告をコミュニケーショ

事態に陥ることもあります。報酬委員会が委任

て、他の主要通貨に対する英国ポンドの価値は

ンツールと捉えるならば、委員会が明快な情報

換算されれば、
これは海外事業の規模が大きい

とその理由を株主に理解してもらうための手

英国企業にとって好材料となるでしょう。
この種

の状況では、報酬委員会は、ほぼ経営陣のコン

額の報酬が支払われているという事件がメディ

示資料は20ページもの長さになることがあり

て自分たちの決定を弁護しなければならない

大幅に下落しました。海外での収入がポンドに

企業の業績が平凡であるのに、
経営陣に過大な
アで報道されると、
一般社会の監視の目は必然

例えば、
ブレグジットが英国を拠点とする組織の

業績に及ぼすであろう影響を考えてみてくださ

報酬委員会の役割と構成

的に報酬委員会に向けられます。
すると、
多くの
欠いていた、
あるいは組織のステークホルダー

すべてを考慮した形で経営陣の報酬を検討して
いなかった、
という印象が生じます。

報酬委員会のメンバーとして実質的な役割を果

を株主に提供することで、委員会が行った選択

たすには勇気が必要となることがあります。取

助けとなるでしょう。

の構成、
そうした組織と経営陣との関係が、
メン

締役会やさまざまな取締役会レベルの委員会

バーの有意義な活動を妨げることもあります。
例えば、報酬委員会のメンバーは、もし取締役

トロール能力の範囲外にある状況で生じた組

情報開示要件の厳格化を前にしても、多くの組

して成果報酬を決定する必要があります。

供することに消極的な場合もあります。
しかし、 影響力を行使できるような状況であった場合、

織の業績全体を考慮しながら、
慎重に判断を下
世界経済が引き続き不安定であることを踏ま

織は、役員報酬に関してさらに詳しい情報を提

ほかにも、株主や他のステークホルダーが報酬

制度を理解する手助けとして有用な手段はい

えると、組織は、業績評価や業績目標などの領

ろいろあります。CEOと従業員への支払額の比

え、報酬構造が引き続きその基盤にある業績

く、さまざまな比率をより幅広く提供すること

るでしょう。

しょう。例えば、組織の報酬の上位10％と下位

役員報酬が、意図せずに望ましくない行為や過

経営陣に支払われた成果報酬総額を全従業

域で十分な柔軟性を備えた報酬ポリシーを考

に見合ったものとなることを確認する必要があ

剰なリスクを伴う行為を助長することがないよ

で、より包括的な状況を伝えることも可能で

比較するデータは、支払水準が他社と拮抗して

員に支払われた成果報酬総額と比較したデー

配分されているかについて、
より明確な状況を

株主はCEOに支払われる報酬が企業の業績に

利厚生給付や従業員持株制度、および賞与原

れば、財務的な成果が組織全体にどのように

伝えることが可能です。例えば、従業員への福
資の改善に関する情報などです。

長期的な報酬を組織の長期的な業績と比較す

るチャート、企業の業績が他の類似した組織の

業績と比較してどうであるかを示す指標、ある

いは過去の履歴情報などにより、現在の報酬
に対する背景を説明することもできます。
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すべきです。CEOの報酬を類似企業の支払額と
いることを確認する助けになりますが、一方で、

「中央値の追求」
に陥る可
10％を比較してどうであるかを示すデータや、 基準との比較によって

株主や他のステークホルダーとのエンゲージ

申し立てます。

また、
委員会は、
報酬水準を設定するときに、ベ

ンチマーク評価に過剰に依拠しないように用心

タなどです。また、
より定性的な説明を追加す

照らして過大であると感じられるときに異議を

どこまで独立性を維持できるでしょうか。

率という一つの数字だけを開示するのではな

うに、十分な注意を払わなければなりません。
メント

会における自分の将来の立場に対してCEOが

能性もあります。
そうなると、
人材獲得競争の中

で各組織が他社を出し抜こうと試みて、報酬の
規模が絶えず増加し続けることになります。

炎に立ち向かう勇気：ディスラプションを積極的に活用する｜報酬

取締役が提起すべき質問

・私たちは、業績報酬制度から型通りに算出した結果に ・報酬委員会のメンバーは、有意義な活動に必要となる
過度に依存し、報酬ターゲットと支払額を設定する際

に判断力と思慮分別を行使することを怠っているので
はないか?

・私たちは、報酬コンサルタントの提言に疑義を呈している
か? コンサルタントの提言に依存することで、
私たちは自

分自身で厳しい判断を下すことを避けているのではない

か?

・株主や他のステークホルダーは、役員報酬の構造をど

経営陣からの独立性を十分に確保しているか? 委員会

は、
報酬の決定に対して単独で全責任を担っているか?

それとも、取締役会全体もそのプロセスに関与してい

るのか?

・経営陣が業績目標を達成しなかったとき、私たちはそ
れに応じて報酬額を見直しているか? それとも、経営

陣による正当化を受け入れて、額面どおりの金額を支
払ってしまう傾向があるか?

の程度理解しているか? 複雑すぎて簡単に説明できな

いのではないか? 報酬ポリシーを伝達するために、
より
努力や改善が必要なのではないか?

「取締役は、
より広範なステークホルダー・グループの利益のために
活動するよう、
そして単純な株主へのリターンの最大化ではなく
長期的なスチュワードシップへの注力を強化する方法を見出すよう、
勇気を持たなければなりません。取締役は、従業員全員に分配する
成果をより拡大できる方法を検討すべきなのです。
すべての関係者が、
株主に企業への積極的な関与を促す方法、
そして報酬委員会のガバナンスを改善する方法に
目を向ける必要があります」
Stephen Cahill
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Cesare Bisoni氏との対話

はるかに詳細にわたって対処しています。
取締役

報開示と透明性に関する新しい規則や、

は、
すなわち戦略策定など他の重要な責務に取

会が規制の問題に投じなければならない時間

規制環境に直面しています。例えば、情

り組むために使用できない時間と言えます。
これ

国や地域の立法に対応して取締役会の

は憂慮すべきことです。

多様性を高める必要性などです。組織の
持続的な成功を維持するためには、取

そのほか、取締役会が直面する問題をさらに複

締役会がそうした課題に効果的に対応

することが不可欠になるでしょう。特に、
経済成長が依然として予想以上に鈍化

している欧州に主要な活動拠点を置く
企業にとっては、なおさらです。

こうした点に関する取締役の見方を知る

Cesare Bisoni氏は、EU内にも拠点をもつイタ

リアの銀行であるUniCredit S.p.A.の取締役会

メンバーであり、同行の内部統制・リスク委員

会（Internal Controls & Risks Committee）
の
委員、特殊関係者・株式投資委員会（Relat-

雑化している2つの問題として、
まず、
サイバー攻
撃のリスクの増大があり、
これは金融業界では特

に大きな懸念です。
もうひとつの問題としてサス

テナビリティがあります。
どちらについても、
取締
役会はそれらの状況の監視、
および経営陣が問

題を適切に管理しているかどうかの確認にます

ed-Parties and Equity Investments Com-

ます多くの時間を費やす必要が生じています。

が直面している課題、
そして不確実な経

モデナ・レッジョ・エミリア大学（University of

この不確実性は、取締役会の意思決定にどの

維持する必要性についての見解を伺い

もあり、Meta-Modena Energia Territorio

不確実な環境は、意思決定を困難にします。場

ために、私たちは、Cesare Bisoni氏と対
談し、取締役会の役割の変化、取締役会

営環境の中でより長期的な注力目標を

ました。

mittee）
の議長も務めています。
また、同氏は、
Modena and Reggio Emilia）
の銀行学教授で
Ambiente S.p.A.の元議長およびDemoCen-

Sylvia Gutierrez

Corporate Governance Leader
Deloitte Italy

ような影響を及ぼしていますか。

合によっては、取締役会と経営陣が、競合企業

ter Foundationの元取締役でもあります。

より優れた予測とデータ分析に基づいて意思

数年間にわたり取締役を務めてこられたわけ

実現できることもあるでしょう。
しかし反対に、

ですが、
その間に、取締役の役割はどのように
変化しましたか。

決定を下すことができれば、組織が競争優位を
多くの組織は、
この不確実な環境が原因で、戦

略計画を達成することがはるかに困難になっ

私の意見では、
最大の変化のひとつは、
取締役の

ていると感じています。

たことです。特に2008年の金融危機以降に著し

市場の不確実性が高まっているために、取締役

活動と責任がこれまでよりはるかに複雑になっ

い変化が生じました。
今日でも、
この危機の結果

として生じた市場の不安定性は継続しており、
私

会が下す意思決定は高いリスクを伴うように

なっています。
そのため、私は、企業が適切なリ

たちも依然として対応を強いられています。
しか

スク文化を育成することが非常に重要である

よって、
市場はさらに不安定化しています。
こうし

スク管理システムがどのくらい効果的に運用さ

生み出しており、
取締役会が意思決定を下すとき

だし、
リスク文化は、取締役会と経営陣を超え

も、
ブレグジットのような地政学的な出来事に

た要因のすべてが予測不可能なビジネス環境を
に検討する必要があるさまざまなシナリオを評

と思います。取締役会は、組織の内部統制とリ
れているかを注視していく必要があります。た

て広がる必要があり、組織内の全員を網羅する

価することが難しくなっています。
また、
取締役会

ことが必要です。

動向を継続的に監視することにはるかに多くの

また、組織が適切な主要業績評価指標（KPI）
を

と経営陣は、
そうした意思決定に影響する市場
時間を費やさなければなりません。

2008年以降に、
特に金融業界で著しく増大した

もうひとつの課題は、
規制環境がますます複雑化

し、
拡大していることです。
今日、
取締役会は、
こ
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れまでより格段に多くの規制上の問題に対して、

欧州の組織は、急速に変化する複雑な

導入することも重要です。もっとも、
そうした指

標を見つけ出すことも過去に比べ難しくなって

いますが…。
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取締役会は、
そのようなKPIに関する情報を定

期的に受け取り、調査することで、経営を監督

し、組織がどのくらい効果的に戦略目標を達成

しているかを理解する必要があります。そのた
め、組織は、従来よりも柔軟性を高める必要が

あります。状況が絶えず変化しているため、
すべ

ての意思決定は、定期的に点検して見直す必
要があり、実際に変化が生じたとき、組織は適
切に反応できるだけの機動性を備えている必

要があります。状況の変化を無視すれば、企業

の存続能力を危険に晒すことになります。

柔軟性は長期的な視野を持つことと両立しな

いのではありませんか。

取締役会自体については、どのような変化が
見られましたか。

近年、
イタリアでは、取締役会に女性メンバー

が大幅に増えていますが、
これは数年前に可決

された立法の結果です。私の経験から言えば、

これはジェンダーの平等という点で大きな前
進でした。

さらに広い目で見渡すと、取締役会レベルでの

多様性に対する必要性がはるかに広く認知さ
れるようになりました。
これは、教育、
スキル、専

門知識、年齢、あるいはその他の要素など、い

ずれの面からの多様性にも当てはまります。取

締役会がさまざまな異なる視点を集めれば、

いいえ、両立しないとは思いません。もちろん、 より生産的な討論が生まれます。今後数年の間
取締役会が長期的な視野を持ち続けることは

に、取締役会の多様性はさらに増大し、
それが

が同じ長期的な展望を持つように取り計らう

らすだろうと思います。

ンセンティブを通じてそのような視点を強化す

取締役会が直面している問題の複雑さの増大

重要だと思います。また、取締役会は、経営陣

べきであり、取締役会は、経営陣への報酬やイ

る必要があります。

長期的な展望を持ちたいのであれば、長期的

意思決定の質の向上という面でメリットをもた

は、取締役会の機能にどのような影響を及ぼ

してきましたか。

かつて、取締役が身に付けていることが望まし

なビジョンを持つことも必要であり、
したがっ

いとされたスキルセットと専門知識は、今では

が必要となります。企業全体を通じた情報の流

るために、取締役会は、
トップレベルの取締役

す。取締役会と経営陣は、組織のあらゆるレベ

要になっています。

て、
リサーチと分析に時間と資源を投じること
れも、長期的な展望を支えるものであるべきで

ルに対してこの観点から問題提起を行っていく
必要があります。取締役会が適切な意思決定

絶対的な必要条件になっています。成果を上げ

を募集して採用することがこれまで以上に必

そのようなトップレベルの取締役を引き付ける

を下そうと思うならば、強力な長期的展望を持

ことは、将来的にますます困難になるでしょう。

ような展望は会社を確実に成功させるための

締役会における自らの責務を果たすことに十

つことが必要不可欠だと思いますし、
またその
真の条件となる可能性が非常に高いでしょう。

未来の出来事を予想することは容易ではあり

ませんが、だからと言って、組織がそれらに備え

ることができないわけではありません。
ブレグ

取締役への要求は増大しており、取締役は、取

分な時間を投じられるように心掛ける必要が

あります。
そのような理由から、私は、取締役と

しての仕事は他のいかなる仕事とも兼務でき
ない、
と主張したいのです。大規模な多国籍企

業の取締役は特にそうです。取締役会が対処す

ジットを考えてみてください。
この事象の発生

る必要がある懸案の数が増すにつれて、
そうし

票が実施されることは知っていましたが）、結

一途をたどっています。それは、単に取締役会

は予測可能でしたが（つまり、私たちは国民投

果は確実ではありませんでした。
したがって、私

たちは「イエス」と
「ノー」のどちらの投票結果

にも備える必要がありました。
ふたを開けてみ

ると、投票結果は、はるかに問題が多い方に決

まってしまいましたが、少なくとも、私たちはそ
れに備えていました。

た懸案に取り組むために必要な時間も増大の

の会合に出席するための時間だけに留まらず、
会合の準備をする時間も含まれます。取締役に
提供される資料一式の量と複雑さも増してお

り、
それを読んで問題を理解するために必要な
時間もますます増え続けています。
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取締役が会合に向けて適切に準備することに

不確実性について考えた場合、
デジタルディス

十分な時間を投じなければ、問題点について

ラプションは大きな要因のひとつです。取締役

任を問い質すこともできません。取締役のスキ

いますか。

長期的な成功のために重要な検討事項とし

て、何が挙げられますか。

会は、
この問題にどのくらい適切に取り組んで

すでに申し上げたように、今日では、市場を不

ルと個人的な資質は、取締役会が効果的な役

これは、取締役会だけでなく経営陣にとっても

が困難であり、取締役会、経営陣、そして組織

の重要な出発点ですが、取締役会のメンバー

ゆる組織に影響を及ぼします。ビジネスを深く

す方法を学ぶ必要があります。
いわゆる先進経

ンを開くことも同じくらい重要です。かつて、そ

ションを引き起こし得るかを見抜いて理解する

今後も、金融市場のボラティリティが続き、規制

経営陣と効果的な議論ができず、経営陣の責

割を果たすことができるように取り計らうため

のために定期的に説明会やオリエンテーショ

大きく、複雑な問題であり、
あらゆる業界のあら
理解していない限り、
何がビジネスにディスラプ

のような集まりの必要性が低かった時代もあ

ことは困難です。企業が抱える事業とは専門分

要とされていると思います。

成された取締役会は、
企業にディスラプションを

りましたが、今では、そうした会合が緊急に必

透明性増大への要求は取締役会にどのような

野が異なる人材や、
異なる業界の出身者から構

引き起こす出来事の一歩先を進み続けることは

難しいかもしれません。
それを踏まえると業界で

確実性が覆っているために、
あらゆる意思決定
全体が、
この環境の中で効果的に職務を果た
済の成長がいつ再開するかは分かりませんが、
圧力も増大し続ける公算が高いことは分かっ

ています。そうしたすべてがコストの高騰を招

き、意思決定に伴うリスクも増大するでしょう。

組織がこうしたすべての問題をどのくらい上手

何が起こっているかを理解することは、
主として

く乗り切れるかは、取締役会と経営陣の質に

ひとつだと思います。透明性をめぐる多くの議

スラプションに関連する問題を完全に理解でき

締役会が取締役自身の後継者育成計画を導

ルダーとの間で、また市場全般との間で、どの

し、取締役会と意見を交換し、
また質問に回答

影響を及ぼしてきましたか。

これは取締役会の変化が生じた最大の領域の
論は、透明性の増大が、組織とそのステークホ

ような形で関係の強化をもたらすか、
という点

から展開されてきました。
しかし、透明性の増

大は、取締役会と経営陣の関係も変化させて

います。透明性をめぐる新しいルールが導入さ
れると、取締役会は、過去の水準より高いレベ

経営陣の責任であり、経営陣は取締役会がディ

るように、業界分析の結果を取締役会に報告

する時間を確保する必要があります。

ているかどうかに、多くのことが懸かっていま

す。
しかも、それは非常に困難な場合もありま

会合での議論のレベルにも、また、問題を掘り

の弱点なのです。なぜなら、取締役会は経営陣

下げる取締役の能力にも望ましい影響をもた

らすはずであり、
それが意思決定の質の向上に
もつながる可能性があります。
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入することが重要であり、また、経営を成功さ

せるために組織が必要としている最も優秀な
人材、特に、
トップレベルの経営陣を組織が継

続的に招聘できるように取り計らうための計画

もちろん、将来的に発生し得る問題を含めて、 を策定することが重要なのです。

あらゆる問題を理解する能力を経営陣が備え

ルの情報開示を経営陣に対し要求する必要が

生じます。
この情報開示の向上は、取締役会の

よって大きく左右されるでしょう。
したがって、取

す。
したがって、
これは取締役会にとってひとつ
に依存しており、もし経営陣がその職務を適切

に果たさなければ、取締役はそうした問題を完

全に掌握し続けることが困難になるからです。
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「取締役のスキルと個人的な資質は、
取締役会が効果的な役割を果たすことができるように
取り計らうための重要な出発点ですが、
取締役会のメンバーのために定期的に説明会や
オリエンテーションを開くことも同じくらい重要です。
かつて、
そのような集まりの必要性が低かった時代もありましたが、
今では、
そうした会合が緊急に必要とされていると思います」
Cesare Bisoni氏
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取締役会に対する世間の目が厳しくなるにつ
れて、
「取締役会はどこまで責務を果たす態勢

ができているのか」という問いが浮上してきま

す。株主、従業員、
そして幅広いコミュニティが、
取締役会は可能な限り最善の意思決定を下し

ているという確証を求めています。

取締役会の実効性は、
これまで通常、個々のメ

3. リーダーシップ

議長は、
すべてのメンバーが公平に取り扱わ
れ、尊重されていると感じ、遠慮せずに発言

することが奨励され、皆を受け入れる環境を
作り出しているか。
このような環境作りの目

的は、堅実な思慮深い議論を誘発すること

にあります。

ンバーの能力、
スキル、
そして経験を中心として

この中で、対話の構造と排他的ではないリー

常に重要ですが、近年、
チームとしての取締役

難しいのは、第1の要素、
すなわち、取締役会の

測られてきました。確かにメンバーの資質は非

ダーシップは、
すでに広く浸透しています。最も

会やその集団的知性（Collective intelligence） 構成と思考の多様性です。その難しさは、どの

を重視する見方が台頭しています。
この取締役

ようなタイプの多様性が集団的知性を生み出

均を反映したものではなく、
その最大値でもあ

と、相互の関連性を明らかにすることにありま

会全体のIQは、取締役会メンバーの知性の平

す。そのような細部への留意が欠けていると、

はその集団自体に固有の属性であることが分

くなり、疑いの余地なく実践的な手段ではなく

かっています。9 さらに、集団的知性には測定可
能な価値があります。個人の知性が複雑な問

題を解明することで個人の能力を高めるのと
同様に、集団的知性も集団の能力を向上させ

ます。

Diversity, Inclusion, and Leadership Leader
Deloitte Consulting Australia

すのかを明確にすることにあり、
また、
その比率

りません。調査研究によれば、集団とはその構

成要素の総計を超えるものであり、集団的知性

Juliet Bourke

思考の多様性は単なる絵に描いた餅に過ぎな
なります。

当然ながら、
この課題は幅広い調査研究を生

み出してきました。ある研究はジェンダーバラ

ンスの価値を指摘し、別の研究は多様な役職

（例：CFO、CMO、CHRO）に就いているメンバー

集団的知性と思考の多様性

「三人寄れば文殊の知恵」
という直観的な信念

から構成された集団の重要性を指摘していま

が確証された現在では、次の段階として、集団

す。さらに、人種の多様性の意義を強調してい

（集団浅慮）
を避ける方法に、
より大きな注目が

であるとしたら、
これらの研究結果はどのよう

的知性を向上させる要因と
「グループシンク」 る研究もあります。もしどの指摘も正当なもの
集まりつつあります。調査結果から、以下の3つ

の重要な要素が明らかになっています。
1. 取締役会の構成

に結び付くのでしょうか。調査研究は、
このよう
な異なる諸要因の関係を解明するとともに、
さ

らにもうひとつの重要な要因を付け加えていま
す。
すなわち、各個人は問題解決にどのような

取締役会は、思考の多様性を備えているか。 アプローチから取り組む傾向があるかです。
個人の観点であれ、同質的な集団の観点で

あれ、単一の観点から問題が解決されると、 性別、経験、人種、年齢、そして問題解決アプ
10
約30%の固有誤謬率が生じます。

2. 対話の構造

ローチの多様性には、
それぞれ明白なメリット

がありますが、一部の要因は、ほかのものより
はるかに直接的に思考の多様性に影響を及ぼ

取締役会メンバーどうしの議論は、各人が

します。パフォーマンスと集団的知性を最適化

そのような意図が企図されていない場合、対

の組み合わせが理想的です。

平等に発言できるように企図されているか。 するためには、直接的な要因と間接的な要因
話は押しの強い少数者により支配される可

能性が高く、気づかないうちに偏向した判断

に陥りやすくなります。
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直接要因

を過剰に強調し、他の側面を軽視するような対

間接要因

個人は、6つのアプローチのうちの、1つか2つを

ループはしばしば、大半（75%）を、自分が達成

化の多様性からも影響を受けます。取締役会

問題解決に対する個人のアプローチ

話や解決策を生み出します。事実、経営陣のグ

集団的知性は、ジェンダーバランス、人種や文

は、基盤となっている従業員や顧客の人口構成

使用して問題を解決する傾向があります。特

したいと思う
「成果」を定義し、
そこに到達する

いる集団に属しているときはその傾向が強まり

その
合わせる人に占められています。11 そのため、 頼と好感度を高めることに役立ちますが、

に、重圧を受けているときや、似た考えを持って

ための「選択肢」を明らかにすることに焦点を

ます。以下に、
その6つのアプローチを示します。 他の4つの側面（人、
プロセス、
リスク、証拠）と
いう観点から問題を考える個人は、
「 自分たち
の観点や意見には、はるかに少ない時間と注

意しか向けられない」と指摘しています。
これ

OP

TIO

PE

NS

EVIDENCE

OP

LE
PR

KS

OC

ES

RIS

S

DIVERSITY OF
APPROACH

OUTCOMES

は、取締役会メンバーの選定でも、経営陣が策

・選択肢（Options）― 可能性についての網羅
的なリストを作成する

・プロセス（Process）― 実行計画を完璧なま
でに明確化する

・証拠（Evidence）― 多数の確実なデータソー
スに依拠する

透明性を高め、個人のアプローチと集団の選

みを減少させ、
より注意深い傾聴を促し、情報

問題解決という点で思考の多様性をもたらす

ランスと人種的多様性が会話の力学に望ましい

とも、自然と会話に偏向が生じてしまう傾向が

思考の多様性を誘発することに寄与するという

ようなメンバー選定が可能となり、また少なく

ところに、
間接要因の価値があるわけです。

減少させ
（30%減）、
イノベーションを促進する

要約すると、集団的知性を増大させる諸要因に

知性を生み出す取締役会の能力が取締役会の

で、
より革新的な意思決定を下すことが容易に

会の意思決定を注視しているアナリスト、投資

会自身も自信を深めることが可能になるので

外部の人々にも認められるようになり、取締役

家、
そして規制当局の信頼を高めることにもつ
ながるでしょう。

専門分野や役職の多様性

取締役会メンバーがそれ以前の経歴の中で経

す。取締役会とは、個人のさまざまな問題解決
アプローチと多様な経験の間でバランスを取

る必要がある小規模なチームであると捉えれ
ば、
メンバーが思考の多様性を高める直接的

ンダーバランスと人種的多様性を重視すること

CMO、CHROなど）
の組み合わせから生じます。 意見が出てきやすいような取締役会の雰囲気

バーはそれぞれ異なる専門知識や人脈に接し

てきています。
この種の多様性の生産的な価値

CEO、CFO、COOといった限られた役職だけで

なく、以前よりはるかに広範囲の役職からもメ

役会のメンバー全員がある程度まではその6つ

多様な知識分野を活用し、
それを総合すること

います。集団的知性を増大させる手段として、
には、明らかな価値があります。難しいのは、
こ

の原則から注意をそらさずに常に尊重し続け

と考える傾向があります。

ることです。
アイデアの発掘や伝達という点で、

その結果として、自分が重視するアプローチを

も、
過小評価されることが多々あります。
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なり、
ステークホルダーの信頼を高め、取締役

それ自体でも有意義なことですが、多様な
験してきた職 務（ 例えば、顧 問 、C R O 、C I O 、 は、

ンバーを登用することを意識するようになって

優先する傾向が生じ、それがある特定の側面

注意を払うことによって、取締役会は、
より賢明

そして、ジェ
思考の多様性に対する第2の直接的な影響は、 な要因に注目することができます。

6つのアプローチのすべてがバランスのとれた
に取り組む能力を備えています。
しかし、個人と

影響を及ぼし、
それが微妙な形で、
潜在していた

ある場合に自己修正することが可能になりま

す。
よりバランスのとれた対話は、議論の死角を

は、
すでに多くの場所で論じられ、取締役会は、

しては、誰でも1つまたは2つを最も重要である

からより多くの質問を引き出し、憶測や思い込

好の偏りを明らかにすることで、取締役会は、 の処理を深化させます。14 つまり、ジェンダーバ

・リスク（Risk）― 多数のシナリオを予測して
解決策に至るために必要不可欠であり、取締

遠慮なく発言し、意見を表明し、他人のアイデ

また、人種の多様性は、好奇心を誘発し、人々

このような執行としての経歴に応じて、各メン

それに対処しようとする

ジェンダーバランスは、心理的安全性に寄与

し、発話の順序交代を促進するので、参加者は

明らかなリスクとなります。

・人（People）― 多様な関係者とその利害を
明らかにする

ほかにも間接的なメリットがあります。

定して取締役会に提出する解決策においても、 アや意見を丁寧に扱うように促されます。13

・成果（Outcomes）― 望ましい目標を詳しく （20%増）ことに役立ちます。12 さらに、集団的
設定する

の多様性を反映すべきであり、
それは市場の信

幅広い多様な人脈がもたらす追加的な価値

作りにも役立つでしょう。
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取締役が提起すべき質問

・取締役会はどのような人間から構成されているか? 私 ・会合はどのように進行されているか? 議長やCEOには
たちのチームは多様な思考を示しているか? これまで
多様な役職に就いてきたか? 私たちはそれぞれ多様な
方法で問題に取り組んでいるか? バランスのとれた組
織戦略が取締役会に提出されているか?

・私たちはどのように会話を進めているか? 取締役会は、
お互いを尊重し合う協力的な方法で運営されているか?

皆を受け入れ（排他的ではない）、全員参加を奨励す

るような人物が就いているか?

・私たちは、組織にどのような影響を及ぼしているか?

効果的な質問を提示することで、思考の多様性が最
優先事項のひとつとなるように取り計らっているか?

取締役会の各メンバーは、
多数意見と異なる観点や意見

を表明するときでも、
自信をもって、
遠慮なく率直に発言

できているか?

「今、取締役会は、一般社会からの厳しい監視の下で、
ますます複雑化する問題に関して賢明な意思決定を下すように
求める重圧を受けています。
しかし、私たちの調査によって、
取締役会が困難な状況に圧倒されることなく、
集団的知性を高め、
もっと意思決定に自信を持てるような
方法が明らかになりました」
Juliet Bourke

Julietは、2016年のオーストラリア企業役員協会（AICD）
のベストセラー、
『Which Two Heads Are Better Than One?
How Diverse Teams Create Breakthrough Ideas and Make Smarter Decisions』
の著者です。
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冨山 和彦氏との対話

まで多くの社外取締役は、
受動的で、
課題に事後

2015年6月に導入されたコーポレートガ

的に対処していたので、
新たな役割に十分馴染

バナンス・コードは、企業価値の持続的

むにはしばらくの時間が必要でしょう。
また、
今、

成長に向けて、自律的に経営判断の透

明性、公平性、適時性、
そして実効性を高

まさに取締役会は、
事業に関連する外部/内部の

請しています。
このコードの第４章では取

された情報が報告されるのではなく、
より直接的

ており、
それには、
（１）企業戦略等の大き

です。

情報について、
取締役会、
特に社外取締役に整理

めるため、取締役会の改革を企業に要

に報告されるチャネルを作ろうとしているところ

締役会の責務についての考え方を示し
な方向性を示すこと、
（２）経営陣幹部に

冨山和彦氏は、株式会社経営共創基盤（IGPI:

備を行うこと、そして（３）独立した客観

兼CEOであり、オムロン株式会社、ぴあ株式会

よる適切なリスクテイクを支える環境整

的な立場から、経営陣・取締役に対する
実効性の高い監督を行うことなどが含

Industrial Growth Platform, Inc.）の創業者

別の課題もあります。
日本企業はより多くの社外

社、
およびパナソニック株式会社の独立社外取

の比率が３分の１という当面望まれる水準に達す

るまでには時間がかかると思われます。
なぜなら、

COOも歴任されました。また、冨山氏は、
コー

ような資質を備えた人材に限りがあるからです。

識者会議のメンバーを務められ、現在はスチュ

社外取締役の責務は重いのです。
とても重要で

ンス・コードのフォローアップ会議の委員を務

の数にもおのずと限度が生じます。

によって設立された株式会社産業再生機構の

寄与することが強く期待されるとしてお

ポレートガバナンス・コードの策定に関する有

り、上場企業はそのような資質を備えた
独立社外取締役を招聘することを推奨

しています。

私たちデロイトは、
コーポレートガバナ

ワードシップ・コードおよびコーポレートガバナ
めています。

ンスの領域についても深い経験や見識

コーポレートガバナンス・コードは日本企業の

だき、
このコードが日本企業の取締役会

従来、日本の取締役会は非常に形式的なもの

を有する冨山和彦氏と対話させていた
に及ぼす影響についてのお考えを伺い

ました。

Masahiko Kitazume
Leader of Japan Center for
Corporate Governance
Deloitte Japan

今の日本では、
社外取締役として任務を果たせる

大変な役割ですから、
１人が兼務できる取締役会

どのような解決策があるでしょうか。

ダイバーシティ
（多様性）
が大きな解決の鍵とな

取締役会をどのように変化させるでしょうか。

るでしょう。
伝統的に日本企業の取締役会はほぼ

で、
会社の内部的な経営会議や執行役会などの

ました。
これは極めて同質的だったといえます。

延長としての判押しにしかすぎませんでした。
企

50代から60代の日本人男性だけで占められてい

必要な社外取締役を招聘するために、
企業はこ

業の経営意思決定の大半は、
取締役会の前に、 れまでの母集団の外に広く目を向ける必要があ
実質的に執行を担う経営陣によって下されてい

ります。
そこには、
女性や異なる世代の人財が含

役会は監督機関としての色彩を強め、
経営を監

えた候補者がはるかに多く存在する欧州、
北米、

たからです。
新たなコードが導入された今、
取締

北爪 雅彦

取締役を登用しようとしていますが、
社外取締役

締役も務められています。2003年に日本政府

まれています。15 また、独立社外取締役

の役割・責任として、企業価値の向上に

視・監督する機能が強化されました。
つまり、
独立

取締役がモニタリングに重要な役割を担うこと

になったのです。
これは、日本企業にとって非常
に大きな変化です。

社外取締役の役割はどのように変化しました

まれるだけではなく、
社外取締役となる資質を備

そして他のアジア地域などの人財が含まれます。
社外取締役には、
知識と専門能力などの点から

も、取締役会により幅広い物の見方を取り入れ

ることが期待されています。
例えば、
今ではリスク
管理が取締役会の重要な責務になったことか

か。

ら、
取締役会は会計士のような、
この領域での専

ドバイザーの域を出るものではありませんでし

また、
取締役会のその他の責任分野のスキルと

かつて社外取締役は、
業務執行役員に対するア

た。
今では、
経営執行を監督する責任を負い、
そ
の責任には、
企業戦略、
CEOやその他の経営陣の
選解任、
そしてリスク管理体制のあり方などに積

極的に関与することも含まれます。
以前は、
そう

したことのすべてが経営陣によって決められてい
たのです。
これはとても大きな変化ですが、
その

効果が十分に発揮されるようになるまでには、
お

そらく5年程度はかかるだろうと思います。
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そこにはいくつかの理由があります。
例えば、
これ

門知識を備えた人材を登用する必要があります。
専門知識を備えた社外取締役を登用する必要も
生じるでしょう。
そのような結果として、
取締役会

のダイバーシティは以前よりはるかに高まる、
む

しろ高まらざるを得ないと思います。
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「必要な社外取締役を招聘するために、
企業はこれまでの母集団の外に広く目を向ける必要があります。
そこには、女性や異なる世代の人財が含まれるだけではなく、
社外取締役となる資質を備えた候補者がはるかに多く存在する
欧州、北米、
そして他のアジア地域などの人財が含まれます」
冨山 和彦氏
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より透明性を高めるために、監査人による報告
の強化を求める新しい国際監査基準が今年発

効します。英国等の一部の法域では、監査委員

会による報告も義務付けています。
このような
報告の強化は、株主に提供される情報の明瞭

性と有用性に影響を及ぼす可能性があります。
監査報告書の強化

この新しい基準によって開示される情報は増

加しますが、透明性の向上も実現するのでしょ

うか。

監査報告の強化を目的とした国際監査・保証
基準審議会（IAASB：International Auditing

and Assurance Standards Board）の新基準

が、2016年12月15日以降に終了する報告期間

から適用されます。英国やオランダ等の一部の

国では、
すでに同様の報告が義務付けられて

います。また、
ドイツ等、一部の国では、
「 長文

・監査報告書と財務諸表に対する利用者の信
頼を高める

・透明性、監査の質、および情報の価値を高める

・経営陣と財務諸表作成者の注意を、監査報
告書で言及されている開示に集中させる

・職業的懐疑心を高めるべき事項に対する監査
人の注意を刷新する

・公共の利益に資するよう財務報告を改善する

は、
「 監査上の主要な事項」
（ KAM：Key Audit

Matters）、
すなわち
「当事業年度の財務諸表監

査において、監査人の職業的専門家としての判

断によって最も重要であると判断された事項」

に関する議論です。
「KAMは、監査人がガバナン

スについて責任を担う人たちとコミュニケー

す。
しかし、
このような地域固有の規則は、多く

います。17 この新しい監査報告書では、監査責

の場合、IAASBの基準とは異なっています。

ションを行った事項から選択される」とされて
任者の氏名も開示されます。

情報開示の拡大は
透明性の増大を意味するのか
IAASBによると16、監査報告書の強化の意図は
以下のとおりです。

・監査人と投資家、そしてコーポレートガバナ
ンスについて責任を担う人たちの間の意思
疎通を改善する

Global Audit Quality Leader
Deloitte Global

強化された監査報告書の主要な要素のひとつ

式」
の報告が義務付けられており、
しばらく前か

ら現地規制が監査報告の要件を定めていま

Cal Buss

米 国では 、現 在 、公 開 会 社 会 計 監 査 委 員 会

Jennifer Haskell

Chair, Global Audit
Technical Advisory Board
Deloitte Global

（PCAOB: Public Company Accounting Over-

sight Board）が類似の基準を検討しており、
2016年5月に、
パブリック・コメントを求めて、監

査報告に関する基準書の再公開草案を公表し

ました。

「情報開示の強化は、株主や他のステークホルダーによる
報告期間に起きた事象の理解を、監査人と監査委員会が
改善する機会を創り出します」
Jennifer Haskell
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監査委員会による報告

開示についての考慮事項

に対して、
アニュアルレポートに独立したセクショ

書は、
企業がすでに財務諸表、
アニュアルレポー

英国のコーポレートガバナンス・コードは、
企業

強化された監査報告書と監査委員会による報告

ンを設けて、
監査委員会の活動を記述するように

ト、
およびその他の資料の中で開示している膨大

うに定められています。

業のアニュアルレポートはすでに数百ページに

要求しています。
レポートには、
以下を盛り込むよ

・委員会が財務諸表に関連して検討した重要

な事項、
および、
そのような事項にどう対応し

たか

・外部監査のプロセスの実効性評価方法、およ
び、外部監査人の任命または再任の方法の
説明

・現在の監査人の在任期間と、監査人の公募
が最後に実施された時期に関する情報

・外部監査人が非監査業務を提供している場

合、監査人の客観性と独立性がどのように保
全されているかの説明18

米国では、
2013年11月に、
コーポレートガバナン

スやポリシーに関係する複数の組織から成る団

体
（Audit Committee Collaboration）
が、
監査委

員会の情報開示の改善を促進させる行動要請を
発表し、
次のように述べています。
「監査委員会の
役割と責任に関する透明性の向上は、
投資家の

信頼を高めるひとつの方法であり、
監査委員会に

関連する活動について株主により明確に伝達す

19
る機会であると確信している」

米国証券取引委員会
（SEC）
は、
2015年7月にコン

セプトリリースを発表し、
監査委員会による報告

要件の改訂案に関して、特に監査委員会による
独立監査人の監督に焦点をあてて、
パブリックコ

メントを募集しました。
SECは現在、
この分野にお
ける次のステップを検討しています。

な情報に、
さらに付け加わるものです。
多くの企

も達しているので、
利用者は、
開示事項のその他

の部分を読まずに済ませるための近道として、
監

査報告書の中のKAMに関する議論を参照するリ

スクが生じないでしょうか。

財務諸表とそれに関連する開示資料のすべてを
作成する責任を負っているのは経営陣であり、
企
業に関する情報を開示することは、監査人の役

割でも責任でもありません。
監査人によるKAMの
記述は、
通常、
企業に関する新しい情報には相当

しませんが、
監査人は、
なぜその事項が重要であ
ると判断したのか、
そして、
その事項に監査の中
でどのように対応したのかを説明するために追

加情報を含める必要がある場合は、
その開示が
許されます。
こうした状況では、
監査人は、
経営陣

またはガバナンスについて責任を担う者に対し

て、
追加情報を企業自身が開示するよう奨励する

こともあります。

利用者は、
すべての監査報告書が比較可能であ

るとは限らないことを認識すべきです。
すでに監

査人報告要件を定めている法域は、
IAASBの基

準とは異なる基準を制定していることが少なく

ありません。
監査人は、
現地法とIAASBの基準の

両方の要件に準拠するように報告書を調整する
必要が生じることもあります。

強化された監査委員会報告を義務付けていない
法域で事業を行う企業にとっては、
強化された監

査報告書のみでは、
一方からの見解を提示して

いるに過ぎないという懸念があります。
監査人の

コメントに追加して背景説明を加えるために、
監

査委員会が強化された独自の報告書を提供し、

その中で、KAMへの対応と監査委員会としての

責務を果たすために講じた対応を説明すること

を希望する可能性もあります。
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取締役が提起すべき質問

・私たちはKAMに関する会計監査人の議論に満足して ・監査には、多くの場合、監査人による重要な判断が含
いるか? 自社のKAMは、同業他社と比較してどうであ

まれているが、
強化された監査委員会報告書を発行す

るか? 経営陣は、KAMへの対応として、アニュアルレ

るにあたり、私たちは、監査人の判断の対象となる事

制がどのようにリスクと課題を削減しているかを説明

討を済ませているか?

ポートやその他の報告書で財務報告に関する内部統

すべきか?

・強化された監査委員会報告書の提出が要求されていな

い場合、
私たちは自主的に提出するか? 提出する場合に
は、
報告書の中でどのようなテーマを取り扱うか?

項と判断について、
どう取り扱い、
どう説明するのか検

・私たちは開示資料の有用性をどのように向上させる

ことができるか? 情報を論理的な方法でまとめている
か? 決まり文句を使用した定型的な記述に依存しす

ぎていないか? すべてのステークホルダーが理解でき

るように、問題点を平易な言葉で記述しているか? そ
れとも、洗練された経験豊富な利用者にしか理解で

きない文章で議論が表現されているか?

「良い情報開示の実務に対する一般社会の関心が高まりつつあり、
付加価値のある情報が開示されることへの期待も高まっています。
新たな情報開示は、情報利用者が監査人と監査委員会の
職務遂行と判断方法を明確に理解することを通じて、
監査人と監査委員会のメンバーの考え方に対する洞察を
情報の利用者に提供すべきです」
Cal Buss
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今ほど、取締役会と経営幹部に勇気が必要と

されている時代はありません。全米産業審議会

によれば、グローバル経済は、低迷の6年目を

迎えた現在でも、
すぐには回復しそうな兆候を
示していません。20 同時に他のビジネス環境の

取締役会とリスク

リスクは、事業の成功に本質的に内在するもの

です。現在の市場変動の大きさを踏まえると、
組織とその取締役会は、変化する市場の情勢

の中で、機会をうまく捕えるために適切なリス

要素も、地政学的な問題、技術の進歩、そして

クをとることに対する監督を強化する必要が

国の新政権の行方を世界中が見守る中、極め

酬あるいは本資料の中で論じたどのテーマに

規制や政策の不確実性の結果として、特に米
て不安定になることが予想されています。

あります。それがテクノロジー、戦略、文化、報
関連することであろうとです。

また、取締役会の外部からの圧力に立ち向か

しかし、取締役会は、
このような新たなリスクに

クホルダー、
そしてメディアは、取締役会がその

ているでしょうか。
そもそも取締役会は、組織が

を厳しく監視し続けています。

しょうか。

取締役会が直面する問題は、数と複雑さの両

取締役会は、
リスク監視に対する全体的な責

の問題に取り組むために使える時間が有限で

査委員会に委ねられるのが普通でした。
しか

うためにも勇気が必要です。規制当局、
ステー

ガバナンスの責務をどのように果たしているか

面で拡大し続けていますが、取締役会がそれら

あることに変わりはありません。今日、取締役

会は、対応を期待されている懸案、特に組織に

対し、責任を果たしていく態勢をどのくらい整え

Henry Ristuccia

Leader of Strategic and Regulatory Risk
Deloitte Global Risk Advisory

直面するリスクの状況を明確に理解しているで

任を負っているとはいえ、
その責務の大半は監

し、近年、監査委員会の責務が大幅に増加して
いること、
そして組織が財務以外のリスクに直

ディスラプション ― 機会、
リスク、
そして勇気
影響を及ぼす戦略やリスク監視に関する重要

面するケースが増えているという事実を踏まえ

な問題に十分な時間を割くことが難しくなって

て、取締役会は新しいモデルを検討し始めてい

難な長期的選択を行うために、勇気をもって行

会レベルのリスク委員会の設置が、
ある種の金

います。取締役会は、
このような環境の中で、困

動する必要があります。特にそのような選択が

ステークホルダーの間に短期的にでも不協和
音を生じさせる場合はなおさらです。

ます。例えば、金融サービス業界では、取締役

融機関に対して義務付けられていますが、他の

業界の組織もそのような慣行を手本にするこ

とを検討してもよいでしょう。
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リスク監視の全体的な責任の一環として、取締
役会は以下を実施すべきです。

・取締役会が担うリスク監視の役割を定義する

・経営陣と協力して、組織にとって適切なリス
クアペタイトとリスク許容度を明らかにする

・戦略リスクを組織の経営戦略に組み込むよ
う、経営陣を監督および支援する

・最高リスク責任者（CRO：Chief Risk Oﬃcer）
を任命することを検討する

・潜在的リスクの監視が、取締役会の委員会に

リスク種別ごとに適切に割り当てられるよう
に取り計らう

・組織のリスクガバナンス・プロセスの成熟度
を評価する

・危機時のシミュレーションを実行し、組織の
回復計画の実効性をテストし、
さまざまな潜
在的なシナリオへの備えを向上させる

・組織がリスク戦略をステークホルダーに開示
するように取り計らう
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ステークホルダーは、組織が直面しなければな

らないリスクが増加する中で、組織とその取締

役会がそうしたリスクをどのように監視してい

るかを理解する必要があります。あらゆる組織

は新たなリスクや予想外の望ましくない出来

事に遭遇する可能性がある以上、取締役会と

経営陣は勇気をもって不測の事態に対処し、
想定されるあらゆる風評被害を軽減しなけれ
ばなりません。

本資料でご紹介したさまざまな見解が、読者の
皆様の勇気を生み出す源泉となり、取締役会

のテーブルを囲んで活発な議論が交わされる

一助となることを願っています。また、
このよう
な対話をさらに継続させるために、
デロイトの

担当者にご連絡いただければ幸いです。
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「組織が直面するリスクと障害がますます増加し続ける中で、
取締役会は、組織にとって長期的に最善であることを実行するよう、
経営陣と自分自身に強く求めていくべきです。
2017年に入っても、遭遇する課題は組織ごとに
異なることに変わりはありませんが、取締役会は、
組織がどのようにして予想外の出来事に備え、
未来の成功のために必要なリスクをとり、
リスクの監視に十分な時間を投じているかを改めて見直すべきです
－ 成功への道を切り開くために」
Henry Ristuccia
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