
第 2回 CGS研究会において積み残しとなった質問事項及び回答 

【大杉委員】

質問者 質問事項 回答 

翁委員  業務執行社内取締役というの

は、今求められているコーポ

レートガバナンスの上で本当

に監督機能を一緒に取締役会

の中で果たすことができるの

かどうか。

 取締役会のあり方として、モニタリング・モデル

を念頭に置くか、マネジメント・ボードを念頭に

置くかで、議論の筋道が変わってくる。モニタリ

ング・モデルでは、取締役会の役割は、指名・監

査・報酬の 3つの委員会をきちんと機能させるこ

とと、取締役会全体で戦略を策定することにな

る。社外取締役は 3つの委員会で社内の情報を収

集することになるが、それでも取締役会で戦略を

議論する際には、業務執行取締役がその場にいる

ことがとても重要である。アメリカでは、社内者

は CEO一人だけでよいと考え方が有力である。し

かし、私は、社内者は 2人以上いる方が取締役会

の議論は充実するし、社内者同士の牽制が働くこ

とから、好ましいと考えている。つまり、モニタ

リング・モデルでは、業務執行取締役は、経営者

を監督するというよりも、経営者の立場から社外

取締役と対峙して説明責任を果たすことで、取締

役会が全体として監督機能を果たすことができる

と考える。

 他方、日本で伝統的なマネジメント・ボードでは

どうか。取締役会の役割は、法律上は重要案件の

意思決定にあるが、CGコードによって経営者を監

督する役割を担うようになってきた。意思決定を

重視すると業務執行取締役が 10人くらいいる方が

良いという考えに傾くが、それでは社内と社外の

バランスが社内に傾きすぎて、社外取締役による

監督機能が十分に発揮されにくいのではないかと

いう疑問も生じる。ここからは私見だが、マネジ

メントとモニタリングのバランスを取るという考

えからは、仮に社外が 2人ならば、社内は 5，6人

程度にとどめることにし、意思決定のうち、戦略

との結び付きが小さいものは経営会議に権限移譲

していくことにするというのが一つのソリューシ

ョンになる。この場合には、業務執行取締役は、

経営者を監督するというよりも、先ほどと同じ

で、社外取締役に対して説明責任を果たすこと

で、取締役会が全体として監督機能を果たすこと

が期待される。

資料３ 

1



質問者 質問事項 回答 

（１ページ目の続き）  厄介なのは、マネジメント・ボードで社内取締役

の数を減らすことには、メリットとデメリットが

あることである。メリットは、先ほど述べたよう

に、社内と社外のバランスを取ることで、社外取

締役による監督機能が発揮されやすくなることで

ある。これに対して、あまり社内取締役の数を減

らすと、社内の情報が社外取締役に十分に届かな

くなるという危険がある（デメリット）。この点

は、社外取締役が監査役や内部監査部門と情報交

換したり、任意の指名委員会・報酬委員会に関与

することによって、情報ルートを確保することで

対処できる。しかし、社内・社外の数のバランス

と、社外取締役への情報ルートは、トレードオフ

の関係になりやすいので、各社の状況に合わせた

慎重な制度設計・運用が必要ではないかと考え

る。
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【株式会社日立製作所】

質問者 質問事項 回答 

武井委員  指名委員会に入る社外取締

役にはどういう能力が必要

と考えているか。

 「任命」においては、人物力・人間力を語れる人。

人間としてまっとうな人かどうかを見分けられる

人。自身の経営実務に照らして、候補者の「企業価

値向上への意欲と具体策」がホンモノかどうか見分

けられる人。

 「罷免」においては、候補者の実務が、企業を荒廃

させ、あるいは持続的成長をもたらす経営能力にお

いて不足すること、あるいは社内を停滞させること

を見抜き得る人。

 指名委員会で、社外取締役の

良い質問や発言の例があれ

ば教えてほしい。また、社内

からこういった説明をする

と、社外からこういう良い発

言が引き出されたといった

こともあれば、あわせて教え

てほしい。

 候補者が案件の説明者として取締役会に登場した

時の良い質問例「あなた方の説明はこうなりたいと

いう願望ばかりです。ヒト・モノ・カネ・情報など

の資源をどういう風に手当して、どういう工程でそ

の願望を実現するのか？各段階ごとの資源のネッ

クおよびリスクはなにか？プロセスの中のどこに

GO/NOGO のチェックポイントを埋め込んであ

るか？」

 同上で人物評価として、「あなたは今回のプロジェ

クトに近いような案件を以前に実施した経験はあ

るか？どう考えて、どういうチームを組んだか？そ

の時どういうトラブルが出て、どう解決したか？ま

た、あなたはこの案件が全社的にどういう重みを持

っているか知っているか？成功したら、失敗したら

全社にどういうインパクトをもたらすと考える

か？」

柳川委員  CEO の解任の役割を社外取

締役に担わせることはハー

ドルが高いように考えてい

るが、その点の感触を伺いた

い。

 CEO の解任は、取締役会全体としての重要な役割

で、社外取締役のみの役割ではない。社内出身取締

役でも、CEO の経営能力・経営意欲に疑問が出て

きた時には、解任提案を出すべき。上述の疑問とい

うのは、「企業価値、なかんずく企業業績の持続的

向上についての実務能力・実務意欲への疑問」のこ

と。また、社外取締役が不適切な提案を指名委員会

経由取締役会に上程した場合には、例えば、「CEO

は中長期的視野で今この施策を実施中で、短期的に

は一旦業績は落ち込むが、かくかくの時期以降にこ

ういう成果となる。チェックポイントは○○年度の

業績でありそこで判断する。」という具合に社内取

締役が CEOとともに説明し、取締役会にて大いに
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質問者 質問事項 回答 

（３ページ目の続き） 議論を戦わせるべき。取締役全員が、社内も社外も

なく、２派に分かれて論陣を張るべき。議論の前提

として、決議要件(過半数、2/3、全会一致など)は予

め明確にしておく。 

 CEO にある程度の強い権限

を与えるということからす

ると、解任権がきっちりあれ

ば、CEO の任期を長くする

ことがあってもいいのでは

ないかという意見について

どう思うか。

 CEO の任期４年とか６年とか一般的に云うが、取

締役会に任命・解任権があるのだから、ダメな場合

は１年でも２年でも解任するし、よい場合つまり持

続的に企業価値の向上が図られて来た場合には、８

年でも１０年でもやってもよい。つまり任期は必ず

その期間やるというものではない。日立の例でも創

業者はベンチャー企業から立ち上げた人であり、３

６年間社長の座にあった。その後は社長任期は一応

１０年としてやってきたが、近年は世界情勢の変化

が迅速のためこれでは立ち行かぬので、一応４~６

年を想定した上で、上記の考え方でやっている。

 なお、解任に関しては、解任で終わりではなく後継

を選ぶ必要もあるので、取締役会によるサクセッシ

ョンプランニングが重要になってくると考える。

翁委員  業務執行社内取締役という

のは、今求められているコー

ポレートガバナンスの上で

本当に監督機能を一緒に取

締役会の中で果たすことが

できるのかどうか。

 業務執行社内取締役は、取締役会の中で社内事情や

社内論理、議論の経緯の解説もする。社外取締役と

業務執行役員(日立では執行役)との間で、考え方の

橋渡しをすることで、取締役会での議論が深まる。

これらのやりとりの中で、業務執行役員は、日本の

他社の考え方や海外他社のグローバルな考え方を

学ぶ。

 そのような役割なので必ずしも多数は必要なく、当

社では、業務執行社内取締役の人数を過去から減ら

し続けており、現在は会長と社長（CEO）の２名

だけとしている。

 ただし、業務非執行社内取締役は、監査委員会業務

などの担当として 2名おいている。下記の神作委員

ご質問への回答に記載のような作業を担うので業

務量が多く、常勤としている。日立は複合事業会社

なので、グループ会社への企業統治も大きい作業で

あり、うち 1名はその役割も期待してグループ会社

のトップ出身である。
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質問者 質問事項 回答 

 社外取締役を選ぶときのプ

ロセスとして、どういうプロ

セスを決めているのか。まさ

に都合のいい社外取締役を

選ばないというような意味

で、どういう工夫をされてい

るのか。

 大前提として、取締役会が決議した CGガイドライ

ンで独立性の基準(取引の金額基準等)を定めてい

る。

 日本人の社外取締役は、経営に一家言持つ人にお願

いしている。ただ、監査委員会など委員会活動も含

めるとかなりの実務時間が必要な場合もあり、会計

士などで経営実務経験のある人にもお願いする。

 外国人の場合は、知己・友人になることがないよう

に海外人材選定会社に第一次候補者を依頼する。世

界中で今誰が企業を卒業したか、時間的裕度はどう

か、という情報は十分に持っている。その中からこ

ちらでさらに調査し、面談し決定する。海外からの

社外取締役は、日本滞在の時間も短いから、製造や

販売の現場の実態を踏まえた上で意見をいただく

ことは難しいし、また、緊急のM&A案件などにお

いて臨時取締役会への出席を確保する際の問題も

多い。

神作委員  社内の非執行の取締役には

どのような役割を期待して

いるのか。具体的に、どのよ

うな出自の方で、例えば委員

会への参加等があるのか、あ

るいは社内の非執行の取締

役と社外取締役との間で何

か会合のようなものが行わ

れているのかどうか。

 現在は、非執行社内取締役は 2名置いており、財務

担当役員であった者、主要子会社のトップを務めた

者である。非執行社内取締役は、取締役会の中で時

間のかかる実務も担当している。監査委員会メンバ

ーのうちの常勤者となって、社内の重要会議に出席

する他、日本のみならず、世界各地の連結上場子会

社・連結非上場子会社・社内事業部門を回っての監

査業務など。一般の業務監査は、「内部監査室」が

日常業務として行っているが、監査委員会の監査は

CG監査・経営監査・経営者監査である。これは重

要業務である。

 常勤の非執行社内取締役と社外取締役（主として日

本人）との会合は、かなり頻繁に行われており、こ

こでの情報交換の役割は大きい。監査委員会的な内

容が多いが、各執行役、グループ会社トップのパフ

ォーマンス、適性など、指名・報酬委員会的な内容

に及ぶこともあり、取締役会の方向性への影響も大

きい。
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質問者 質問事項 回答 

石田委員  パフォーマンスの悪い社外

取締役、変な社外取締役をど

うやって辞めさせるかとい

う点について、どのように考

えているか。

 社外役員にも定年の目安を設けており、それは CG

ガイドラインにも記載してあって、７５歳としてあ

る。これまでもこれはほぼ目安通りに実施されてき

た。ただ、社外取締役の中でも、意見や提言の内容

が硬直化・マンネリ化してきた人々も見受けられ

る。

 取締役はもともと１年任期なのだから、指名委員会

を中心に議論をして要すれば新陳代謝をはかるべ

き、と考えるようになった。

富山委員  取締役会のメンバーとして、

良い意味で面倒くさい人を

社外役員に入れていると思

うが、これは実際に具体的に

どうやって捕まえてきたの

か。

 上記翁委員ご質問 2への回答参照

 重要な意思決定を執行に委

譲するための方法の一つと

して、監査等委員会設置会社

で、例えば強い指名・報酬諮

問委員会を置くことが考え

られるが、この点について意

見があれば伺いたい。

 指名等委員会設置会社が最も直接的なやり方と考

えるが、監査等委員会設置会社でも監査役設置会社

でも、機能的な企業統治を実行している例も多い。

機能的で強いCEOの居る企業でそういう例がある

ようだ。一方、弱い CEOの企業、年月を経て劣化

した CEOが居る企業の場合でも、強い指名・報酬

諮問委員会を設置できれば、役に立つ。

 強い指名・報酬諮問委員会により再生した企業の例

を斯界に広める必要があると思う。
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【アステラス製薬株式会社】

質問者 質問事項 回答 

武井委員  指名委員会で、社外取締役の

良い質問や発言の例があれば

教えてほしい。また、社内か

らこういった説明をすると、

社外からこういう良い発言が

引き出されたといったことも

あれば、あわせて教えてほし

い。

 社外取締役からは、執行役員の指名に関して、提

案内容に至ったプロセスの確認や各候補者選定の

判断理由の補足を求める質問・発言が多い。ま

た、アセスメントの結果、候補者としての推薦対

象から外れた者に対するフィードバックをどのよ

うにしているか、という質問などもある。

 提案内容に至ったプロセスを明確にすること及び

提案内容に対する社内役員としての考えを率直に

説明することで、より社外取締役からの意見を引

き出し、充実した協議が行えるものと考えてい

る。

翁委員  業務執行社内取締役というの

は、今求められているコーポ

レートガバナンスの上で本当

に監督機能を一緒に取締役会

の中で果たすことができるの

かどうか。

 確かに、取締役会の場において、業務執行社内取

締役は、社外役員からの質問、意見に対して、業

務執行側の立場からの補足コメントする形になる

ことが多い。しかし、特定の提案に関し、提案部

門よりも高い視座から（全社的な視点で）コメン

トを加えており、取締役会全体としての業務執行

の監督に貢献している。

 社外取締役を選ぶときのプロ

セスとして、どういうプロセ

スを決めているのか。まさに

都合のいい社外取締役を選ば

ないというような意味で、ど

ういう工夫をされているの

か。

 東証の独立性基準よりも厳しい「社外役員の独立

性基準」を取締役会にて制定し、当該基準を満た

す社外役員候補者を指名委員会にて協議し、取締

役会に具申している。

神作委員  取締役会の付議基準につい

て、迅速な意思決定との関係

で、新取締役会ガイド ライン

を例えば多少アレンジしてい

るというようなところがある

のか。

 現在、数値基準については、基本的に「新・取締

役会ガイドライン」に準拠しているが、昨年の研

究会の報告書（「コーポレート・ガバナンスの実

践」）をうけて、また社外役員等へのインタビュー

結果なども踏まえ、取締役会で審議すべき事項の

基準については見直しを検討している。
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質問者 質問事項 回答 

石田委員  パフォーマンスの悪い社外取

締役、変な社外取締役をどう

やって辞めさせるかという点

について、どのように考えて

いるか。

 まずは取締役会議長から当人に問題点を指摘する

ことになる。手続としては指名委員会において再

任候補者として指名しないことを協議し、取締役

会にて再任候補者として指名しないことを決定す

る。（取締役任期は１年）

富山委員  取締役会のメンバーとして、

良い意味で面倒くさい人を社

外役員に入れている と思う

が、これは実際に具体的にど

うやって捕まえてきたのか。

（回答は非公開） 

 重要な意思決定を執行に委譲

するため の方法の一つとし

て、監査等委員会設置会社

で、例えば強い指名・報酬諮

問委員会を置くことが考えら

れるが、この点について意見

があれば伺いたい。

 監査等委員会設置会社は、一定の要件を満たせ

ば、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役

に委譲することが可能となり、取締役会審議事項

の設計の自由度が高まるため、考慮に値すると考

えている。当社の指名委員会・報酬委員会は、委

員の過半数が社外取締役であり、委員長も社外取

締役であるため、現状で「強い指名・報酬諮問委

員会」であると言えると思う。
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