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１．上場企業アンケート紹介 
（１）前回の研究会のご意見・ご指摘事項 
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前回の研究会のご意見・ご指摘事項① 

 前回の研究会において、アンケート結果概要に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜アンケートの分析全般に関して＞ 

●佐久間委員：機関設計に応じた分析と、その前半の規模の分析を合わせないと、機関としての差なのか、規模の差なのかわからな

い。指名委員会の場合には規模が大きいことが多いので、機関設計の差ではなく規模の差によるところが大きいので

はないか、検討してほしい。 

●小林委員： 日本ではCEOに限らず常務･専務レベルでも非常にホモジニアス（均質）であり、ほとんど外国人がいない。一般的

にはおそらく海外と比べると相当低いレベルではないか。外国人を採用するためには、外国のマーケットプライスに合わ

せる必要があるので、相当給与が高くないと来てくれないのではないか。このあたりのデータや、エグゼクティブのモビ

リティーについてデータがあれば提供していただきたい。 



総額 基本報酬平均 平均賞与
中長期インセンティブ
（ストックオプション等）

退職慰労金 その他

全体平均 200.17 101.24 54.10 30.93 11.70 1.94
日本人のみ 170.86 97.91 40.40 19.76 12.05 0.33
外国人 636.67 155.48 250.12 203.61 3.24 30.96
倍率※ 3.7 1.6 6.2 10.3 0.3 95.0

前回の研究会のご意見・ご指摘事項③（外国人役員の報酬） 

 有価証券報告書で役員の個人別報酬を開示している企業のうち、開示対象に外国人
役員が含まれる企業（22社）について分析すると、日本人社長よりも報酬額が高い外
国人役員がいる企業は、15社（約68％）である。

 上記22社において、外国人役員と日本人役員の報酬には差がある（報酬総額で約
3.7倍）。なかでも、中長期インセンティブの差が大きい（10.3倍）。
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有価証券報告書で役員の個人別報酬を開示している企業のうち、開示対象に外国人役員を含む企業一覧 
（日本人社長よりも報酬額が高い外国人役員がいる企業を着色） 

有価証券報告書で個人別報酬が開示されている役員につき、外国人役員と日本人役員の報酬の比較 

出典）タワーズワトソン株式会社が有価証券報告書から入手した情報を経済産業省において加工 

※倍率：外国人
は日本人の○倍 
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前回の研究会のご意見・ご指摘事項④（モビリティーについてⅠ） 

 我が国の新任CEOに占める、外部招聘者の割合は海外に比べ低い（約3％）。

 他企業での経験を有する者の割合も、やはり海外に比べ低い（約24％）。

7 出典）PWC「strategy & 2015年世界の上場企業上位2,500社に対するCEO承継調査結果概要」を一部加工 



前回の研究会のご意見・ご指摘事項⑤（モビリティーについてⅡ） 

 我が国の新任CEOに占める外国人の比率や、新任CEOのグローバル経験は、諸外国
に比べ低い水準にある（それぞれ約3%、約18％）。

⇒前頁からの結果と併せ、我が国のCEOのモビリティー（流動性）は低いと言える。

8 出典）PWC「strategy & 2015年世界の上場企業上位2,500社に対するCEO承継調査結果概要」を一部加工 



２．前回の研究会のご意見 
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前回の研究会における指名・報酬委員会に関する意見 

 前回の研究会において、指名・報酬委員会に関して、以下の意見があった。
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＜指名・報酬委員会のガイドラインを策定することに関して＞ 

●大杉委員： この研究会でぜひガイドライン的なものを作ってほしいと思うが、どのくらい詳しく細かく作り込むか、逆に言うと、各社の個

性や判断からどのくらいまで多様性を許容するかは難しい。多様性を殺すような仕組みは一般論としてよくない。ある種

の項目について、どういう風に書けばいいのか具体的なヒントを提供するときには、ベストプラクティスを狭く示すより、事例

集という感じでサンプルを示すことがなじむかもしれない。後継者の資質などはそれがなじむ事項ではないかと感じた。 

●佐久間委員： 任意で置く委員会の運用は各社の事情で創意工夫して運用していけばよいので、コーポレートガバナンス・コードのよう

に、実質的に法令と同じような意味合いを持たせる必要はない。事務局の資料がどういう企業を想定しているのか。上

場会社なのか、大会社なのか、どの会社にも求めるというのは無理だと思うので、フレキシブルな内容にすべきだと思う。 

●江良委員： 全体の方向感はすばらしいのではないかと思う。もっとも、多様性、柔軟性、個別性は十分尊重することは重要な視点

だと思うので、事例集のような形で提示するのも一つ方向性としていいのではないかと思う。 

●武井委員： 指針やガイドラインはぜひ作るべきだと思う。特に、社外役員として良い人を選ぶに際して、社外役員が指名・報酬で何

を仕事すべきかわかっていない、今ひとつシェアできていないから、良い人を選んだつもりが、期待する役割を果たしていな

いという面もあると思う。どういう風に指名・報酬に関与していくのかを社会に明確に発信できるよい機会である。その関

係で、「推奨」という言葉が時としてきつく捉えられてしまうときもあるので、「推奨」だけではなく、「有効」などの言葉を使い

分けると、柔軟性や多様性を失わせないガイドラインになるのではないかと思っている。 



前回の研究会における指名・報酬委員会に関する意見 

 前回の研究会において、指名・報酬委員会に関して、以下の意見があった。
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＜指名・報酬委員会のガイドラインを策定することに関して（続き）＞ 

●神田座長： この研究会で最後に何らかの取りまとめや提言を目指すときの形は重要。事例集は、模範的なことをしている会社があ

る事柄についてはそれを紹介すると有益だが、そういった会社がない事柄について事例集は作れないので、ガイドラインの

ような形になる。その際にポイントになるのは、詳しいかどうかではなくて、役に立つかどうか。この研究会として役に立つこと

ができるかという観点で、「推奨」なのかどうかという言葉遣いも気をつけることが必要ということかと思う。 

●寺下委員： 私も今回のこういう方向は大変よくまとまっていると思う。もっとも、他の委員が指摘するように、全部の企業がそういう方

向に行けるという状況でもないと思うので、余裕を持っておいたほうがよい。 

＜指名・報酬委員会のガイドラインの内容に関して＞ 

●御代川委員： 社長・後継者育成のところで、指名委員会で社長の後継者候補を説明するが、社外取締役には、候補者に触れる

機会が非常に少ないと言われる。候補者と話す機会や、候補者が何かプレゼンする機会を作ってほしいと言うのは、もっ

ともな指摘だと思う。例えば、オフサイト、営業の支店や研究所で取締役会をやったり、取締役会の議題とは別に、1時

間程度で候補者に事業を紹介してもらうなど、いろいろな工夫をして発表の機会を設けている。当人は候補者とは知ら

ないかもしれないが、社外取締役の前で話すことが彼らのインセンティブになる。選抜・選任にあたって、社外の声を聞く

ために、コミュニケーションを向上させていくことが大事だと思う。 



前回の研究会における指名・報酬委員会に関する意見 

 前回の研究会において、指名・報酬委員会に関して、以下の意見があった。 
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＜指名・報酬委員会のガイドラインの内容に関して（続き）＞ 

●佐久間委員： いろいろな委員会の場で、社外だけで行うことが触れられているが、そういう形でうまくいく場合もあるが、普通はなかなか

ないのではないか。会社の人間が資料を作っているはずで、その上司、社内のトップはCEOなので、CEOが関与してい

ない形で進めることは組織的には考えられない。社内の人を完全に排除するのは、形はできても、実際にやるには難し

い。社内を排除したようなものである局面を議論すべきことを推奨するのはいかがなものかと思う。 

●大杉委員： 指名委員会は、少なくとも社外は半数以上にすべきであると思うし、しかるべきタイミングまでに、株主や投資家に委員

の具体的な名前が分かることが有益ではないか。 

実質的な意思決定をするときに社内の人が全く関与しないことはありえないというのは同感であり、オブザーバや事務局

として入るとは思う。もっとも、社外の人だけの場で、内部者がいない状態で少し自由に発言する機会を設けることは、

時折ある程度意識的に設けた方がよいのではないかと思う。 

●江良委員： 指名委員会の審議対象の範囲に社外取締役の選解任を入れる点について、社外取締役の質は今後重要になって

いくものであり、それをどう担保するかはポイントだと思うが、指名委員会が機能するためには、まず最初にすばらしい社外

取締役が選ばれている必要がある。一度追認的な機能を果たすような社外取締役が選ばれてしまうと形式的になるの

ではないか。また、株主総会で投票する投資家がどう社外取締役の質を評価するかもポイントであり、社外取締役の

質の情報が対外的にどうやって出ていくか、投資家が評価する材料をもらえると質の充実が図れるのではないかと思う。 



前回の研究会におけるその他の意見 

 前回の研究会において、指名・報酬委員会に関する論点のほか、以下の意見があった。
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＜筆頭独立社外取締役に関して＞ 

●寺下委員： これまでの研究会の議論の中で、概念ごと抜けているのは、リード・インディペンデント・ディレクター、誰がリードなのかとい

う議論である。欧米の機関投資家数十名と会って意見交換してきたところ、アメリカやイギリスでは結構社外のチェアマン

が指名・報酬委員会のトップになるが、その人達がリード・インディペンデント・ディレクターの役割を果たしている。リード・イ

ンディペンデント・ディレクターは、メンターの役割をしている。指名委員会と報酬委員会のキーとなるパーソンが中心となっ

て、メンターとしていろいろな人に会いながら、次のサクセッションを決めていく。海外は必ずしも社内から上がってきた人だ

けではないので、そういう方向もある。リード・インディペンデント・ディレクター、筆頭社外取締役という概念が欧米ではあ

るという理解の中で、そういう機能も考えながらどうしていくのかということを研究して、いい結論が出ればよいと思う。 



３．社外取締役の役割・機能等 
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社外取締役の活用が奏功した事例 

 事務局によるヒアリングにおいて、社外取締役の活用事例が多く得られた。その中から、
社外取締役の行動や指摘が企業の行動の具体的な改善に結びついた例を紹介する。
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＜具体的なアドバイスが、企業の改革や運用上の工夫に結びついた例＞ 

●社外取締役が、取締役会においてプレゼンの時間が長く議論の時間が短いと指摘した。そこで、取締役会の時間配分を見直した。結

果、プレゼンと議論の時間がほぼ半々になった。理想としては、プレゼン3分の1、議論3分の2を目指している。

●契約して金額が定まらないまま走ることが多々あった。これにより後日金額をめぐってクライアントと揉めることもあった。これを見直すよう社

外取締役から意見があり、この意見をもとに改善を行った。具体的には、現場に対し、必要事項を書面で残すように通知した。現場が

苦労するのではないかとも言われていたが、警戒していたほどの不具合は生じていない。

●社外取締役が、メーカーでの経験を活かし、モノづくりだけではなくコト作りも大事だと指摘した。この意見をもとに、プロジェクトを立ち上

げ、商品の発表の仕方、店頭の販売の仕方などを議論している。

＜取締役会議長として、取締役会を仕切っている例＞ 

●取締役会の議長を社外取締役が勤めている。取締役会の場で議案が否決されたことはないが、議案によっては、これは条件付で通そ

うとか、場合によってはいったん引っ込めようといった形で取締役会を仕切ってくれている。執行側の提案したことをそのまま通すために苦

労するといった考え方は持っていないようである。

＜ガバナンスの在り方についての指摘が、ガバナンス改革につながった例＞ 

●諮問委員会を作るときに、社外取締役が、メンバーは全員社外取締役とすべきだと指摘し、結果的にその通りとなった。現在は指名委

員会・報酬委員会になっているが、このメンバー構成は両委員会に受け継がれており、現在も違和感なく進んでいる。
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社外取締役の活用に対する課題 

 他方、社外取締役が期待する役割を果たしていないという企業や、社外取締役の適任
者が見当たらないという企業もある中、社外取締役の活用をどのように図るかが課題。 

【企業アンケートで、社外取締役が期待する
役割を果たしていないと回答した企業の理
由・状況】 
 
●まだ着任後の経験が浅いため。 
  
●取締役会において社外取締役の意見を踏

まえて、業務執行に係る重要事項の再検
討をするケースがほとんど無いため。 

  
●社内の情報が共有化できていない。 
  
●些細なことに拘り、重要なことに対する助言

がほとんど無い。 
  
●ご自身の経験をもとに、これまでの知見を

活かして発言をされているが、ステークホル
ダーを意識した取締役会への参加とはなっ
ていない。 

【社外取締役の適任者が見当たらないという理由で選任していない会社の例】 

●A社 

「当社は、社外取締役を置いておりませんが、当社の事業特性を踏まえた創造的かつ

実質的な議論を通じ、取締役相互間の牽制を行うとともに、監査役からの積極的か

つ適切に監督、牽制する体制を採用しております。当社の経営からの独立性を有しつ

つ、当社の成長と発展のために当事者意識と危機感を共有し、業界及び現場に精

通し、最大限の企業価値の向上に資する要件を満たす社外取締役が見当たらない

現時点におきましては、現在の体制が最も有効であると考えております。」 

●B社 

「当社グループは、経営環境の変化が激しいモバイルコンテンツ市場にあって、当祉グ

ループ事業の特性をふまえた迅速な経営判断を取締役会で行うことを重視しておりま

す。現時点では、法令の社外取締役の要件を満たし、企業経営への理解に加えて、

当社グループ事業に関する深い知識と経験を有した適任者の方の選定に至っており

ません。適任者でない方を形式的に社外取締役として選任した場合、機動的かつ柔

軟な経営判断を阻害されるおそれがあり、相当でないと判断したため、社外取締役を

選任しておりません。（略）」 

（出所：A社、B社の「コーポレートガバナンス報告書」より抜粋） 
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企業が社外取締役を上手に活用するために 

 企業が社外取締役を活用するために検討すべきポイントは何かを場面ごとに検討する。

② 社外取締役に期待する役割・機能を明確にする。

⑧ 社外取締役が、期待した役割を果たしているか、評価する。

⑦ 就任した社外取締役が実効的に活動できるようサポートす
る。 

③ 役割・機能に合致する資質・背景を検討する。

④ 求める資質・背景を有する社外取締役候補者を探す。

⑤ 社外取締役候補者の適格性をチェックする。

⑥ 社外取締役の就任条件（報酬等）について検討する。

⑨ 評価結果を踏まえて、再任・解任等を検討する。

① 自社の取締役会の在り方を検討する。

社外取締役の要否等や、求める
社外取締役像を検討する場面 

社外取締役が就任し、 
企業で活躍してもらう場面 

社外取締役を評価し、 
選解任を検討する場面 

社外取締役を探し、 
就任を依頼する場面 
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ステップ1：自社の取締役会の在り方を検討する 

 取締役会の在り方は各社の状況に応じて多様であり、それに応じて社外取締役の選任
の要否、期待する役割・機能、人数・割合等が異なりうる。そのため、まずは自社の取締
役会の在り方や目指すべき方向性を検討することを推奨してはどうか。

取締役会の役割・機能 
個別の業務執行の決定が少ない（監督機能に特化） 

CEO権限 
分権型 

CEO権限 
集権型 

C 

D 

A 

B 

① 

④ 

② ② 

① 

個別の業務執行の決定が多い（個別の意思決定機能も重視） 

③ ※縦軸は監督機能の
強弱を示すもので
はなく、各象限に
おいて監督機能を
高める取組が必要 

⑤ ⑤ 

ステップ１ 

・CEO主導で遂行しにくい事項
（事業ポートフォリオの入れ
替え等）の積極的な提案等も
期待。 

・経営の監督中心で、個別の業
務執行の決定に対する助言は
それほど期待されない。 

・社外取締役の人数（割合）は
多い方が整合的。 

・個別の業務執行の決定に対する助言も期待。 
・社外取締役の人数（割合）は少ない方が整合的（その
分、個人の力量が重要）。 

・基本的にはCEOの果断な業
務執行の後押しを期待。 

・もしCEOに問題がある場合
にはCEOの解職を含めて行
動することを期待。 

【第5回研究会資料より再掲】 
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ステップ2：社外取締役に期待する役割・機能を明確にする 

 社外取締役に期待する役割・機能を明確にしないまま、漠然と社外取締役を選任する
と、社外取締役が役に立っているのかどうか、正しく評価できない。 

 そこで、社外取締役に期待する役割・機能、あるいは逆に期待しない役割・機能を、選
任する前に社内で明確にしておくことを推奨してはどうか。 

（参考）コーポレートガバナンス・コード 

 
【原則４－７．独立社外取締役の役割・責務】 
 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責
務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有
効な活用を図るべきである。 
（ⅰ）経営の方針や経営改善について自らの知見に基づ  
   き、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価 
   値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと 
 （ⅱ）経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意 
    思決定を通じ、経営の監督を行うこと 
 （ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監 
    督すること 
 （ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主 
    をはじめとするステークホルダーの意見を取締役 
    会に適切に反映させること  

＜社外取締役に期待される役割・機能の例＞ 
 ●経営戦略・計画の策定への関与 

 ●指名・報酬決定プロセスへの関与 

 ●利益相反の監督 

 ●ステークホルダーの意見の反映 

 ●業務執行の意思決定への関与 

＜期待しない役割・機能の例＞ 
●個別の業務執行の細部にわたる指導 

●経営戦略の原案の作成 

●企業内部で密かに行われる不正の摘発 

【CGS研究会における意見】 
●澤口委員： 社外取締役も当然万能ではなく、業務執行者と比較すれば事業についての情報は限定的であるため、そういう社外取

締役を前提として、あまり期待すべきでない役割を期待すると、あるべき姿にならない。（第1回） 

ステップ２ 
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経営戦略・計画の策定への関与 

 経営戦略・計画の策定への関与は、取締役会の在り方に関わらず、社外取締役に求
められる役割の一つ。具体的にはどのような関与の仕方が有効か。

取締役会 

経営会議 

社外取締役 

社外取締役 

社外取締役 

社長 業務執行取締役 

執行役員 担当者 

質問 
助言 

社長 

業務執行取締役 

社外取締役に期待される役割 
●経営者に対して、経営戦略について説
明責任を果たさせる役割
・社内の論理に陥っていないか。
・中長期的な企業価値向上を意識した
内容になっているか。 

・リスクを過度に回避していないか。 
・見通しが合理的な根拠に基づく適切
なものか。 等 

●自らの知見に基づいて気づいた点があ
れば助言する役割

会社の経営に最も精通しているのは社内
の業務執行者。 

原案の作成の中心は社内の業務執行者で
あるのが自然。 

会社の業績を上げるのは社外取
締役ではなく経営者の役割 

経営戦略 

経営戦略 

ステップ２ 



取締役会 
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指名・報酬決定プロセスへの関与 

 取締役会の果たす経営の監督は、指名や報酬の決定を通じて業務執行を評価するこ
とが中心。客観的な立場から業務執行を評価するために、社外取締役が活躍すること
が特に期待される。

社外取締役 

経営陣 社長・CEO 

経営の監督 

経営陣 社長・CEO 

社外取締役に期待される役割 
●策定した経営戦略・計画に照らして、どのような成果を
上げているか、経営者に説明を求める役割
・達成の度合いとその要因は何か。
・経営陣に原因のない外部要因によるものだったか。
・中長期的な企業価値向上が図られているか。 等

●上記の説明を踏まえて、経営者を適切に評価し、指名と
報酬に反映させる役割

経営の監督を、業務執行者自身が行うことは客観性に欠け
る懸念がある。 

業務執行を行っていない社外取締役が客観的な立場から評
価することが期待される。 

ステップ２ 
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利益相反の監督 

 会社と経営陣・支配株主等との利益相反が生じ得る場面においては、独立的・客観的
な立場から社外取締役がその妥当性を判断することで、積極的に監督に関与することが
期待される。 

＜会社と経営陣・支配株主等との利益相
反が生じ得る場面の例＞ 
 ●役員報酬の決定 

 ●MBO（マネジメント・バイ・アウト） 

 ●支配株主等との取引 

 ●敵対的買収（買収防衛） 

 ●企業不祥事への対応 等 
経営陣 社長・CEO 

支配株主等 

利益相反 

利益相反 利益相反の場面では、利害関係のあり得る者がその判断に
関与することは適切ではない。 

 
 
利害関係のない社外取締役が、独立的・客観的な立場から
その妥当性を判断することが期待される。 

ステップ２ 

会社 
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ステークホルダーの意見の反映 

 社外取締役は、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが期待され
ている。ステークホルダーとの対話の主体となることが有効ではないか。

【CGS研究会における意見】 

●伊藤委員： ガバナンスというのはある意味では対話である。社外

取締役とCEOとの対話、社外取締役間の対話、

CEOと機関投資家との対話、社外取締役と機関

投資家との対話、社外取締役と大口長期株主で

ある創業家との対話というような、いろいろな局面を

はらんでいる。伊藤レポートでも対話ということを大い

に推奨したが、具体論となると結構難しい。平時に

おいて機関投資家とどう対話するかということと、ある

種の有事になってから機関投資家とどう対話するか

ということは、実は具体論としては大変難しいテーマ

である。社外取締役という立場でみたときに、様々

な投資家やステークホルダーとの対話をどうやって実

践したらよいのか。そういう視点も入れてほしい。

（第1回） 

ステップ２ 

取締役会 

社外取締役 

株主 

従業員 

地域社会 

取引先 
顧客 

債権者 

ステークホルダー 

対 
話 
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業務執行の意思決定への関与 

 取締役会の在り方として、個別の業務執行の決定が多い企業の場合には、社外取締
役も、その決定に関与する度合いが高まる。 

 他方、あまり関与しすぎると、自ら決定に関与した事項について、監督を十分にできるか
という自己監督の問題が生じうる点に留意が必要。 

【CGS研究会における意見】 

●冨山委員： 指名委員会等設置会社で形式論的に取締役会の決議事項を減らすことにこだわり過ぎると、監督の実が上がらなくな

ることがある。かといって、取締役会が細かいところにどんどん分け入ってしまうと、監督の域を超えて執行の側に回ってしま

う。執行の側に回り過ぎてしまうと、自分で自分を監督するという構造上の矛盾に社外取締役の人も陥ってしまう。

（第4回） 

取締役会 

社外取締役 

社外取締役 

社外取締役 質問 
助言 

社長 

業務執行取締役 

個別の業務執行 

 
 
社外取締役に期待される役割 
●個別の業務執行の決定に際して、経営陣
に質問・助言し、最終的な決定の判断の
一翼を担う役割 

 
 

ただし、社外取締役が個別の業務執行の決定に
関与しすぎると、自らの決定に基づく業務執行
を自ら監督するという難しい立場になり得る。 

→取締役会の付議事項の見直しも視野にいれ
て検討することが有効。 

ステップ２ 
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（参考）社外取締役に期待する役割・機能についての意見1/3 

 CGS研究会では社外取締役の役割・機能について、以下のような意見があった。

【CGS研究会における意見】 

●大場委員： 当社が独立取締役にお願いしたミッションは2つある。1つは、持続的企業価値の向上に向けて何が課題なのかという

観点で常に意見してほしいということ。もう1つは、当社は運用会社であり、金融庁の金融行政方針の一つのキーワー

ドにもなっている、フィデューシャリー・デューティ宣言というのを当社はいち早く出しているので、我々が決めている利益相

反の規定や、報酬の決め方や、従業員の評価といったものが、フィデューシャリー・デューティの観点からみて的確かどう

かということについて意見してほしいということ。（第1回） 

●岩井委員： 社外取締役は対立構造のように捉えられがちかもしれないが、我々の場合はどうやって一丸となってCEOを信任するか

という体制で進んでいると捉えている。（第1回） 

●青委員： 外部の社外取締役を入れて、株主の代弁者としての声を上手く活用していくことで、中長期の企業価値向上というこ

とに結びつけていくような、そういったワークの仕方が各企業において行われることが非常に大事だと考えている。（第1

回） 

ステップ２ 
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（参考）社外取締役に期待する役割・機能についての意見2/3 

【CGS研究会における意見】 

●三菱電機： 社外の方の質問とか発言の良い例というご質問だと思うが、個人的な意見も含めて2つほどある。1つは、執行役は1

つの事業あるいは1つの職能をやってきた人々が多いわけで、世の中とか、世界とか、ほかの事業からみて会社の事業

の執行が良いとかおかしいとか言ってもらえるというのが非常に大きなポイントかと思っている。2つ目は、社内で不正や

不祥事といった色々な問題が起こったときには、社外取締役の方々には、原因の究明や対応、処分、再発防止につ

いて、しっかりとご指導いただいている。このあたりが我々にとって非常に役に立っているご発言かと思う。（第3回） 

●大宮委員： 監督とモニタリングという視点からすると、社外取締役が取締役会で論議している内容を精査している最中だが、取締

役会の議題をかなり戦略的なものに絞ってきている中で社外取締役に期待している機能は、重要な戦略的決定に主

体的に関わっていただくことが1番目の機能である。それから、執行側に任せていいものは任せた上で、それを後押しす

るというか、しっかりやりなさいと賛同してくれるようなスタイルでの関与が2番目の機能であり、3番目は、ほとんど報告も

要らない、やってちょうだいと執行側に完全に任せて関与もしないというような形でお願いしている。（第4回） 

ステップ２ 
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（参考）社外取締役に期待する役割・機能についての意見3/3 

【CGS研究会における意見】 

＜指名委員会での社外取締役の良い発言例＞ 

●川村委員： 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？」。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？」（第3回資料3） 

●御代川委員： 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。（第3回資料3） 

ステップ２ 
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（参考）原則として社外取締役が行うことができる行為の例 

 原則として社外取締役が行うことができる行為について、コーポレート・ガバナンス・システ
ムの在り方に関する研究会の報告書（2015年7月24日）が一定の整理を行ってい
る。 

【コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会報告書・別紙3「法的論点に関する解釈指針」における整理】 
 

（社外取締役の役割・機能） 
 ① 指名や報酬の決定を通じた業務執行の適切な評価と、評価等を通じた将来志向のインセンティブ付けによる監督 
 ② 利益相反の監督 
 ③ 助言や議決権の行使による業務執行の意思決定への関与 
 

（原則として社外取締役が行うことができる行為の例） 
○例えば、以下の行為は、通常は業務執行者の指揮命令系統に属しては行われない行為であり、原則として「業務を執行した」に

はあたらない。  
 ① 業務執行者から独立した内部通報の窓口となること 
 ② 業務執行者から独立した立場で調査を行うために、企業不祥事の内部調査委員会の委員として調査に関わること  
 ③ 内部統制システムを通じて行われる調査等に対して、業務執行者から独立した立場に基づき、指示や指摘をすること  
 ④ MBOにおける以下のような行為 

   ・対象会社の取締役会の意見表明（賛同の是非、応募推奨の是非、アドバイザーの選任等）について検討を行うこと 
   ・MBOや買付者に関する情報収集を行うこと 
   ・買付者との間で交渉を行うこと  

 ⑤ 第三者割当による株式の発行、支配株主との重要な取引等を行う場合等、上場規則に基づき必要となる場合において、業
務執行者から独立した立場から意見を述べること 

 ⑥ 任意に設置されたコンプライアンス委員会に出席し、自らの経験を基に役職員に対するレクチャーを行う等、社内におけるコンプ
ライアンス向上の活動に関与すること  

 ⑦ 経営会議その他、経営方針に関する協議を行う取締役会以外の会議体に社外取締役が出席し、意見すること  
 ⑧ 社外取締役が、その人脈を生かして、自らM&Aその他の商取引の相手方を発見し、紹介すること  
 ⑨ 株主や投資家との対話や面談を行うこと 

ステップ２ 
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ステップ3：期待する役割・機能に合致する資質・背景を検討する 

 社外取締役の役割・機能に応じて、社外取締役に求める資質・背景やそのバランスを
検討することを推奨してはどうか。 

 また、多様性は重要であるものの、社外取締役に期待される役割・機能に照らして、社
外取締役のうち1名は、経営経験者を選任することを推奨してはどうか。 

【CGS研究会における意見】 

●松元委員： 社外取締役の人材確保という点で、社外取締役が増えているが、ただ、あまりにも増え方が急激なので、果たしてこれ

は本当に役に立つ社外取締役が入っているのだろうかというような疑問があり、また、どうやって社外取締役の人材を確

保していくのかという点が気になっている。人材バンクのようなものを作るのかという話もあるかと思うが、そうすると、その前

提として一体どういう人が社外取締役にふさわしいのかということを、もう少し検討する必要があるのではないかと思う。

（第1回） 

●柳川委員： この研究会の委員の多くは意識の高い会社なのであまり問題ないものの、そうではない会社が、本当に良い社外取締

役を選ぶのかどうか、そのメカニズムは一体何を使ったら良いのだろうか。ある意味では都合の良い社外取締役を選ぼう

とするような人たちがいたときに、それに対して我々は何ができるのだろうかということを、改めて問題点として感じた。

（第2回） 

ステップ３ 
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社外取締役の資質・背景についての類型 

 社外取締役は、期待される役割・求められる資質・背景に応じて、大きく分けて、①経
営経験型、②専門知識型、③属性着目型の3つのタイプに分類できないか。 

① ② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 
⑦ 

①：タイプAのみ 
②：タイプBのみ 
③：タイプCのみ（あまり想定されない） 
④：タイプAかつB 
⑤：タイプAかつC 
⑥：タイプBかつC 
⑦：タイプAかつBかつC 

タイプA タイプB 

タイプC 

【イメージ図】 

類型 特徴 例 

タイプA 
経営経験型 

経営経験者としての目線からの意
見が期待されるタイプ。 
その会社の事業分野における経験
がある場合と、ない場合がある。 

現役の会社経営陣、
経営陣幹部OB 等 

タイプB 
専門知識型 

専門的な知見に基づく意見が期待
されるタイプ。 
その会社の事業分野に関する専門
知識を有する場合と、会社経営一
般の専門知識を有する場合がある。 

法曹、会計士、学
者、行政経験者 
等 

タイプC 
属性着目型 

経営戦略上、特定の属性に着目し、
その観点からの意見が期待される
タイプ。 
上記A・B のタイプの検討の際に、
重畳的に考慮することが一般的
（A・B のタイプにも該当するこ
とが大半）。 

性別（女性）、国
籍（外国人）、そ
の他（年齢、民族、
信仰） 等 

【社外取締役の類型】 

ステップ３ 
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（参考）CGS研究会における企業ヒアリングの結果 

社外取締役に期待する役割・機能 

社外取締役の類型 

A：経営経験型 A+B型※１ B：専門知識型 
C：属性着目型 
（※２  左記３者と重複し
てカウント） 

日立製作所 
グローバルかつ多様な視点を経営へ反映
させるとともに経営監督機能の実効性を
すること 

現役経営者 1名 
経営者OB 4名 

経営幹部OBかつ弁護
士（英）  1名 
会計士 1名 

行政経験者 2名 男性外国人 3名 
女性外国人 2名 

アステラス
製薬 

独立性に基づき業務執行を監督すること、
社外取締役の経験・知見を活かして社内
取締役とは異なる視点での助言を行うこ
と 

現役経営者 1名  
        

 

経営コンサル 1名 
弁護士 1名 
医学者 1名  
（弁護士 1名） 
（会計士 1名） 
（経営コンサル 1
名）       
※３ 

女性 1名 
（女性 1名）※３ 

三菱重工 

取締役会による経営の監督機能を実効的
なものとするため、株主をはじめとする
外部のステークホルダーを考慮しつつ、
業務執行部門からは中立の立場で活動す
ることにより、 当社経営の透明性及び健
全性の維持・向上に努めること 

現役経営者 2名 
経営者OB 1名 

行政経験者 1名 
経営学者 1名 

女性外国人 1名 

三菱電機 
その経験に裏付けされた高次の視点から
当社経営の監督を行うこと 

現役経営者 1名 
経営者OB 1名 

行政経験者 1名 
元検事 1名 
会計士 1名 

女性 1名 

資生堂 

平時は信任・信頼関係に基づきリスクテ
イクを支援し（信頼関係で結ばれた、経
営陣のパートナー）、有事には案件また
はCEOに待ったをかけること（独立者と
してCEOの不正を正すこと） 

現役経営者 2名 
（医療法人経営者 
1名）※３ 

 

経営学者 1名 
会社法学者 1名 
（弁護士 1名） 
（会計士 1名） 
      ※３ 

女性 2名 
（女性 1名）※３ 

（CGS研究会資料、各社ホームページ公表情報等より経済産業省作成） 

※1  AB双方の経歴を備え、かつ、特に双方の経歴に着目して採用された場合を指す（必ずしもこのタイプが優れていることを意味するものではない）。 
※2 各社の社外取締役の総数は、A、A＋B、Bの合計数。Cの人数はいずれも前3者のいずれかと重複してカウントしている。 
※3 アステラス製薬及び資生堂の欄におけるカッコ書内の記載は社外監査役を指す。 

ステップ３ 
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期待する役割・機能に合致する資質・背景 

 CGS研究会では以下のような意見があった。 

【CGS研究会における意見】 

●川村委員： 社外取締役について、取締役会でバックグラウンドをいろいろと見ながらお願いしているが、やはり経営経験者にお願い

するケースが多い。経営経験者は、自社での経営が上手くできなかった人でも、よその会社に来ると、特にその会社の

欠点が見えるようだ。（第2回） 

（指名委員会に入る社外取締役に関して）「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。 

●御代川委員： 指名委員会の委員となる社外取締役に、どういう能力を期待するかというと、人を見る能力である。そういう能力があ

る社外取締役なので、候補者から実際に話を聞きたいということになり、別途そのような機会を設けている。また、今後

は、グローバルな観点から、ノンジャパニーズの候補者にも、発言の機会を与えたいと思っている。 

社外の役員候補者を選ぶ際には、経営に携わった人、法曹、サイエンス関係の人、女性など、その候補者の属性を

考慮している。女性役員には、より幅広い見地からのアドバイスをもらっている。（第2回） 

ステップ３ 
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期待する役割・機能に合致する資質・背景 

 CGS研究会では以下のような意見があった。 

【CGS研究会における意見】（続き） 

●岩井委員： 社外取締役はどういう人材が揃っていなければならないかというと、現在の当社の場合、法律の専門家、医薬品ビジネ

スの実際の経営者、法学者等、非常に幅の広い構成になっているが、総じて言えることは、グローバル化に伴う市場の

変化や技術の変化等を理解し対応できる専門的な識見、経験、情熱があることである。それと、CEOに対する監視・

監督という言葉を使ったが、CEOが説明責任を果たしているかどうかを常に見続けて、足りない場合には質問し要求す

るといった厳しさのある人たちでなければいけないと思っている。まとめると、会社の将来を見据えて正しい情報を選び抜

く洞察力、判断力が求められると考えている。（第3回） 

社内役員の指名に対する社外取締役の見る目はというお話に対しては、取締役会はもちろん、先ほど申し上げた執

行役員約20名の選任について承認する権限を持つが、それについては、その人というよりは、CEOがどういうプロセスで

その人間を選んできたかというところについて取締役会は監督しチェックしていると捉えている。（第3回） 

ステップ３ 
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ステップ4：求める資質・背景を有する社外取締役候補者を探す 

 社外取締役候補者をどのように探したらよいか。企業が効率的に探せるような環境の整
備等が必要なのかどうか。 

ステップ４ 

社外取締役 

社長・CEO 会長 

人材紹介会社 

社外取締役 
候補者 社外取締役 

他社の社外取締役
を務めている者か
らピックアップ 

社長等の紹介 

求める資質・背景を有する社外
取締役候補者をどうやって探し
たらよいだろうか。 

社外取締役等の紹介 
社外取締役 
候補者 

範囲が限定的になる懸念 
属人的な関係に左右される懸念 

特定の人材に集中
する懸念 

他社 
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社外取締役人材プールの拡大のために 

 社外取締役人材プールの拡大のため、経営経験者（現役・OB）が積極的に他社の
社外取締役を引き受けることを推奨してはどうか。 

ステップ４ 

経営陣 

社長・CEO 会長 

顧問・相談役 

社外取締役 

社外取締役 

長年の経験で
培った経営の知
見を社会に還元 

他社を経験する
ことは自社の経
営にも有益 

経営経験者は社
外取締役の豊富
な人材プール 

人材不足解消へ 

他社 

他社 

自社 
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経営陣OBの他社の社外取締役への就任  

 経営陣から退任した後は、顧問・相談役として自社に残るよりも、他社の社外取締役に
就任することが、社会への貢献という観点からも有益ではないか。 

【CGS研究会における意見】 

●冨山委員： 作田氏はオムロンの会長であったが、自社に力を注ぐよりも、ルネサスの再建に向かった。ルネサスの一番苦しいとき

に行って、あそこまで立て直した。まさに社会貢献であり、そういうところに自分のエネルギーを使うようになる。（第4

回） 

●御代川委員： 顧問・相談役制度を廃止した当時のトップが言っていて、私もそうだと思うのだが、やはりこれからの時代は社会に貢

献するために再就職しやすい道を作るべきだということである。社外役員の方を探したときに、日本の場合はどうして

も高齢の方が多くなってしまう。70代を過ぎた方よりは、できれば60代の方で企業経営をされていた方に社外役員

としてアドバイスをいただくほうが非常にいいと思う。（第4回） 

●青委員： 相談役について、各委員からもご意見が出ているが、社外取締役の人材のプールという点は、今後の取締役会の

ガバナンスシステムを考えるにあたって非常に重要なポイントかと思うので、各委員のご意見に賛同したい。（第4

回） 

ステップ４ 
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経営陣幹部の他社の社外取締役への就任  

 現役の経営陣幹部が他社の社外取締役に就任することについて、株主等のステークホ
ルダーや社内の理解も必要と得るようにすることが必要。 

 兼任数についても限界はありうるが、少なくとも1社程度は、他社の社外取締役を経験
することが有効ではないか。 

【CGS研究会における意見】 

●小林委員： 社外取締役を経験するまでは、会社は私のものという

か、社外の人間に会社のことがわかるはずがないという

思い込みがあったが、自分が複数の社外取締役をやっ

て、さらに自社のガバナンス体制も変えてみると、いかに

今までの固定観念がひどいものだったかということが非常

によくわかった。（第1回） 

米グラスルイス（議決権行使助言会社） 

 上場企業の経営陣が社外取締役を兼務する場合、1社しか認
めない方針にするとの報道あり（2016年11月22日付け日本
経済新聞15面） 

ステップ４ 

【事務局による企業ヒアリングの結果】 

●会長と社長がそれぞれ他社の社外取締役を１社兼任

している。日程調整は大変であるが、１社の兼任であ

れば社内は回る。株主からはポジティブな反応。知名度

の高い他社の社外取締役になっていることで存在感が

高いことを示すエビデンスになるのだろう。 

●現役の経営陣が他社の社外取締役を行うとすれば、

報酬体系が自社に専念する前提で設計されている点

が課題となる。 

●代表権のない会長になった後に他社の社外取締役に

なった前例であればいくつか存在する。社内はどうにかな

ると思うが、株主にどう説明できるかということによる。 
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社外取締役に就任する際の制約 

 社内の経営陣幹部が他社の社外取締役に就任することを制約する社内規則がある場
合も存在。 

 そういった社内規則がある場合でも、柔軟な運用を検討することが有効ではないか。 

ステップ４ 

経営陣 

社長・CEO 会長 社外取締役 

他社の社外取締役に 

しかし、就任を制約
する社内規則が存在
することがある 

勝手に社外取締役に就任しないように社内規則で制
約をかけることは一定の合理性があると思われる
が、可能な限りで就任を認めるなど、柔軟な運用を
検討してもよいのではないか。 

自社 他社 
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ステップ5：社外取締役候補者の適格性をチェックする 

 会社としては、ピックアップした社外取締役候補者のうち、最も適任と思われる人を選出
したいと思われる。どのように適格性をチェックすればよいか。 

 表立って社外取締役候補者の面接等を行うことが難しいという指摘もある中、どのような
工夫あるいは環境整備が考えられるか。 

【CGS研究会における企業ヒアリング結果】 

●大宮委員： 社外取締役を選任する際に、複数の候補

者に会社で講演をしてもらった。講演内容

等を吟味検討して社外取締役として選定

するということは事前に伝えなかった。（第3

回） 

ステップ５ 

【事務局による企業ヒアリングの結果】 

●社外取締役の候補となっている複数の候補者に、候補者であ

ることを伏せて、セミナーを行ってもらい、見極めを行った。 

●社外取締役の候補者は、とりわけ経営経験者の場合には大御

所が多いので、一度声をかけてしまうと、面談などをした後に、

やっぱり選任しないという判断をすることが難しいところがある。そ

のため、声をかけるのに慎重になってしまうという悩みがある。 

候補者を何名かに絞るところまではでき
たが、ここからどうやって各人の適格性
を見極めたらよいのだろうか。 
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ステップ6：社外取締役の就任条件（報酬等）について検討する 

 就任を依頼するに際して、社外取締役の就任条件、特に報酬について検討する必要。 

 社外取締役の報酬について、インセンティブ付与の観点から、固定報酬に加えて、株式
報酬・業績連動報酬を付与することをどう考えるか。 

【CGS研究会における意見】 

●小林委員： 社外取締役の報酬に関して、監督がメインである社外取締役という形であれば、株式報酬や業績連動報酬は与えな

い方が、監督というファンクションが明確になるのではないか。 

●後藤委員： 社外取締役には株主の利益の代弁者としての役割を期待しているとすると、株主の利益に一番センシティブでなければ

ならないのは社外取締役であるようにも思う。社外取締役のインセンティブの観点から、本当に固定だけでいいのか。バ

ランスの問題ではあるものの、株式報酬や業績連動報酬を一概に排除する必要はないと思う。特に、前向きな、いわ

ゆる攻めのガバナンスという言葉をもし使うのであるとすれば、当然に排除しなくてもいいのかなと思う。これは結局その国

の経済状況によってどういうものを目指すのかということは違ってくるのかもしれないが、社外取締役には渡してはいけない

という限定的なメッセージを出すのは慎重であったほうがよいと思う。 

●神田座長： 90年代の前半頃に、ヨーロッパはイギリスを含めて社外取締役に業績連動報酬を払うのは良くないという議論が非常に

強く、それに対してアメリカは、社外取締役といえども業績連動報酬はありだというので、全く違う意見に分かれた。  

ステップ６ 
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ステップ7：社外取締役が実効的に活動できるよう環境を整備する 

 社外取締役が、その期待される役割を果たすことができるよう、サポート体制の構築等の
環境整備が重要（サポートなしに役に立つ活動をするのは困難と思われる）。 

取締役会 

経営会議 

社外取締役が意味のある意見を述べるた
めには、例えば以下のような工夫が有効
ではないか。 

経営会議等で業務執行者が集まって
練り上げた案が上程される 

議案 

議案 

社外取締役 

社外取締役 

社外取締役 

社長 業務執行取締役 

執行役員 担当者 

・ 取締役会の事前説明の実施 

・ 経営会議への出席等のアクセスを確保 

・ 独立社外者のみの会合 

・ 事業所・工場等の見学の実施 

・ 取締役会以外の場での意見交換会 

・ 任意の委員会の活用（特に指名・報酬） 

意見 

社長 

業務執行取締役 

ステップ７ 

・ 筆頭独立社外取締役の選定 
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社外取締役に必要な情報の提供 

 経営会議など執行側の議論の状況をどの程度把握すべきか。取締役会の在り方や、社
外取締役に何を期待するかに応じて検討することが有効ではないか。 

取締役会 

経営会議 

社外取締役が業務執行者の議論の状況
を把握するための方策例 

経営会議等で業務執行者が集まって
練り上げた案が上程される 

議案 

議案 

社外取締役 

社外取締役 

社外取締役 

社長 業務執行取締役 

執行役員 担当者 

・ 経営会議への出席等のアクセスを確保 

・ 経営会議等の議事録の閲覧 

・ 取締役会以外の場での意見交換会 

意見 

社長 

業務執行取締役 

ステップ７ 

●例えば、取締役会における個別の業務執行の決
定が多く、CEO権限が分権的な企業（ムラ社会
的なタイプ）の場合には、社外取締役もかなり
把握する必要があるのではないか。 

●他方、取締役会における個別の業務執行の決定
が少なく、CEO権限が集権的な企業の場合に
は、戦略策定やその進捗確認、経営評価等に必
要な範囲に限ってその都度把握する（経営者に
報告させる）ことでも足りるのではないか。 



【第5回資料より再掲】取締役会以外の情報共有のための会議体 

 CGS研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。 
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＜取締役会以外の情報共有のための会議体（取締役評議会・連絡会など）＞ 

●小林委員： 取締役会だけではなく、取締役評議会あるいは取締役連絡会という会議体を設け、そこで戦略的・将来計画的なものを

議論したり取締役会の決議事項でない案件などの情報共有をしたりすることが、取締役会を機能させる上で有益である。 

●冨山委員： 指名委員会等設置会社で取締役の数も少なく、取締役会の付議事項も少ないと、取締役評議会のような別の場で細

かいことの報告を受けないとよくわからないところがある。執行マターを知っていたり議論に関わっていたりすることによって監督

が充実することが現実経営として存在する。 

●大宮委員： 評議会や連絡会といったやり方も有益だが、取締役会を月1回の頻度でやるのであれば、リスクに関する情報なども取締

役会の場に早めに上げて、自由闊達に議論ができるような形に取締役会を変えていくのが非常に重要ではないかと思う。 

●澤口委員： 取締役評議会の話は、アメリカの取締役会だとエグゼクティブ・コミッティーが比較的近いように思う。取締役会の議論をす

るためにはコミッティーのところも視野に入れて議論したほうがよいかと思う。また、可能であれば、米国のモニタリングといわれ

る取締役会自体でどういう議題で審議が行われているかという点なども議論の素材にできればと思う。 

●翁委員： 取締役会以外のところでの事前の説明や情報共有が極めて有益だと思っている。一方で、本当にそれで取締役会で実

質的な議論ができるということが担保されるような形でそういう会議体を運営していくことが極めて重要だと感じている。 

 

ステップ７ 
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社外取締役に必要な情報の提供 

 社外取締役が実効的に機能するために、社内からの情報提供を充実させる必要がある
のではないか。 

ステップ７ 

【CGS研究会における意見】 

●川村委員： 社外取締役が本当にCEOの選解任までやれるかという点に関しては、確かに大変疑問はあるが、いろいろな手伝いを

するようにしていて、社外取締役だけで意思決定がやりやすいように、その前段で、例えば社外の人材提供会社などを

使って全部査定をしてもらって、面談もしてもらって、その結果が指名委員会の委員にも入っていくようにしている。また、

社外の人間が候補者を評価することも非常に幅広くやっているので、そのデータも指名委員会の委員に入るようにしてい

る。それに加えて、3,4年の年月をかければ社外取締役でもかなりできるのではなかろうかと思う。（第2回） 

●大宮委員： ある社外取締役と、私は1対1で面談をし、こういうことだといって4つくらいの期待を述べたら、わかりましたと、どちらかとい

うとリラクタントな感じで引き受けていただいた。最初のころは、どういう会社なのかということを疑念の目でみているような

感じだったのだが、会社をよくわかってもらう努力を積み重ねたのが良かったと思う。そのためには、報告も色々な形で行っ

た。例えばドメイン別の事業の報告もちゃんと行ったし、それから個別にも説明に行ったし、年間を通して、海外も含めた

事業所にだいぶ行っていただいたりして、最終的には製品も非常に好きになられて、事業そのものも好きになっていただけ

た。これがインセンティブになっていると思う。このように、社外取締役の皆さんにはすごい勢いでのめり込んでもらっていると

いう感じがしている。（第3回） 
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経営経験者が社外取締役になる際のサポート体制 

 経営経験者が自社を離れて社外取締役になると、それまで有していた居場所、情報取
得ルート、秘書によるサポートを失う等、実際上の不便が生じる点があるとの指摘。 

 経営経験者が社外取締役になることを促進する上で、何らか対策が必要か。 

【事務局による有識者ヒアリングの結果】 

●元社長で複数の会社の社外取締役を務めている方に聞いたところ、不便なことがいくつかあるとのことだった。例えば、午前中にある会

社で取締役会があって、午後他の会社で委員会があるとすると、その間居場所がないのでスタバなどで時間を潰しているそうだ。社外取

締役の居場所を確保することは重要である。また、会社に関する生の情報が入らなくなるとも言っていた。現場の情報をハンズオンで入

手するプロセスから外れるので、新聞・雑誌レベルの情報しか得られず、経営に対する感度が鈍くなる、そういう状況を何年も続けると、

社外取締役として役立たなくなるとのこと。 

ステップ７ 



取締役会 
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独立社外者のみの会合 

 取締役会とは別に、独立社外者のみで意見交換できる場を設定することは、社外者とし
ての意見を取締役会で発言しやすい雰囲気づくりの観点から、有効ではないか。 

（参考）コーポレートガバナンス・コード 

 
補充原則４－８① 
独立社外取締役は、取締役会における議論に積極
的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者
のみを構成員とする会合を定期的に開催するな
ど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認
識共有を図るべきである。 

社外監査役 

社外取締役 

社外取締役 

独立社外者
のみの会合 

ステップ７ 

他の社外者の有する情報
を得たり、認識の共有を
図ることで、取締役会で
の発言がしやすくなる効
果が期待できるのではな
いか。 

議案 

社外取締役 

社外取締役 

社外取締役 意見 

社長 

業務執行取締役 

社外監査役 

社外取締役 
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（参考）独立社外者のみの会合に関する意見・事例 

 CGS研究会における企業ヒアリングにおいても社外者のみの会合を設ける事例があった。 

 なお、事務局による企業ヒアリングにおいては、特別に会合という形で設定しなくとも、社
外者が自主的に集まって意見交換を行っている事例が存在した。 

ステップ７ 

【CGS研究会における意見・事例】 

●御代川委員： （社外役員のみによる会合である）外役会につ

いては、昨年度から始めたもので、議長は決めて

いない。各自が自由に発言しているのだと思う。

社内からは、秘書室が関与しているが、時間と場

所のアレンジが役割で、彼らが報告するといったこ

とはしていない。（第2回） 

●大杉委員： ガス抜き的に、社外の人だけの場で、内部者がい

ない状態で少し自由に発言する機会を設けるこ

とは、時折ある程度意識的に設けた方がよいので

はないかと思う。（第6回） 

【事務局による企業ヒアリングの結果】 

●特に会合という形で設定しているわけではないが、社外取

締役だけで昼食を食べるなど、現在のメンバーは自主的に

社外取締役が集まって議論している。今のメンバーが代

わったら事務局の方で会合を設定するかもしれない。 

●定期的ではないようだが、社外取締役だけで会食している

という話を聞く。まだ試行錯誤中である。 
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筆頭独立社外取締役の選定 

 社外取締役が経営陣との対話や株主等のステークホルダーとの対話を円滑に行うため
に、筆頭独立社外取締役を選定することが有効ではないか。なお、取締役会議長や各
委員会の委員長が社外取締役である場合、その者が同様の機能を果たすこともある。 

（参考）コーポレートガバナンス・コード 

 
補充原則４－８② 
独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締
役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査
役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。  

社外取締役 

筆頭独立社外取締役 

株主等のステークホルダー 

対 
話 

経営陣 

社長・CEO 

監査役会 

単なる調整役というよ
りも、様々な対話の中
心としての役割が大き
いのではないか。 

ステップ７ 
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ステップ8：社外取締役が期待する役割を果たしているか評価する 

 社外取締役が期待する役割を果たしているかについて、各企業において評価することを、
社外取締役の質の向上の観点から推奨してはどうか。 

社外取締役 

経営陣 社長・CEO 

経営の監督 

社外取締役は常に立派とは限らず、期待している役割を果たし
ていない場合もありうる。 
社外取締役についての評価も必要ではないか。 

例えば以下のような評価の取組はどうか。 

●社外取締役同士の相互監視（相互評価の実施） 

●取締役会の実効性評価を実施する中で取り扱う 

●株主等のステークホルダーによる評価が可能なように対外的に
情報を発信する 等 

ステップ８ 

【事務局による有識者ヒアリングの結果】 

●今の取締役会は、正論で議論ができない。遠慮の文化がある。能力の問題ではなく日本人の特性である。社外取締役はどこまで言っ

てよいか答えを持ち合わせていない。社長も遠慮している。また、ある社外取締役が良い発言をしても、別の社外取締役がどうでもよい

発言をして話がそこに流れてしまうなど、議論のファシリテーション能力が低い。 
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社外取締役の働きぶりについての情報発信 

 株主等のステークホルダーが社外取締役の働きぶりについて把握しにくいという指摘。そこ
で、社外取締役の働きぶりに関する対外的な情報発信の充実を推奨してはどうか。 

 どういった情報の発信があると投資家等にとって有益か。また、企業にとって可能か。 

経営陣 

社長・CEO 会長 

社外取締役 

株主等のステークホルダー ？ 
外部からは社外取締役が具体的にどう
活躍しているのか、把握できないこと
が多い。 

社外取締役の働きぶりに関する対外的な情報発信の充
実が必要ではないか。 
他方、以下の点は検討する必要。 
●投資家等にとって、どのような内容の情報開示があ
ると有益なのか。 

●企業にとって、どのような情報の発信が具体的に可
能なのか。 

ステップ８ 

会社 
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（参考）社外取締役の働きぶりについての情報発信 

 CGS研究会において、社外取締役の働きぶりについての情報発信の必要性について、
以下の意見があった。 

【CGS研究会における意見】 

●江良委員： どのようにしたら社外役員としての採用がさらに進むのかと考えると、一番決定的に欠けているものは、その方々が取締

役としてどういった活躍をなさってきたのか、どういった観点から発言されてきたのかという働きぶりについての情報が限定さ

れていることである。こういった働きぶりに関する情報がもう一段充実すると投資家にとっても有益だし、他の会社にとっ

ても社外役員を選ぶ際の1つの手がかりになるのではないかと思っている。（第4回） 

株主総会で投票する投資家がどう社外取締役の質を評価するかもポイントであり、社外取締役の質の情報が対外

的にどうやって出ていくか、投資家が評価する材料をもらえると質の充実が図れるのではないかと思う。（第6回） 。 

●石田委員： 一度問題が起こると社外取締役は何をしていたのかということになるが、上手く機能しているときには、社外取締役の

活躍は外から分からないというところがある。（第1回） 

ステップ８ 

【事務局による有識者ヒアリングの結果】 

●社外取締役の評価という点で、会社内でうるさいことを言ったことにより社内で評価されなくても、社外取締役としては正しいことを言って

いて本当は評価されるべき場合もあるはずなので、社内での評価だけでなく、それが合理的な理由によるのかどうかを判断できるところが

あってもいいかもしれない。 
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ステップ9：評価結果を踏まえて、再任・解任等を検討する 

 社外取締役は、社長・CEOを含む経営陣の業務執行の監督を実効的に行うため、経
営陣からの独立性が確保されている必要がある。 

 そこで、社外取締役の選解任について、指名委員会を活用することを推奨してはどうか。 

＜参考：指名委員会等設置会社の指名委員会と取締役の選解任＞ 

指名委員会等設置会社において、指名委員会が取締役の選解任に係る株主総会議案の内容を決定。 

経営陣からの独立性が確保されてい
ないと、監督機能を実効的に果たせ
ないおそれがある 

社長・CEO 

社外取締役 

非業務執行取締役 

指名委員会 

選解任に
深く関与 

選解任に
深く関与 

【CGS研究会における主な意見】 

（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質問に対して） 

●川村委員： 指名委員会を中心に議論して要すれ
ば新陳代謝をはかるべき、と考える。 

●御代川委員： 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する。 

【第6回研究会資料より再掲】 

ステップ９ 




