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̶取締役会の新たな役割とは何か̶
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Point
❶  わが国のコーポレートガバナンス改革は近年、株主主権に舵をきってきた。経営者主権の乱用が極
端に見られたりする、あるいは資本市場に極めてナイーブ（鈍感）な企業には強い刺激を与えてき
たが長期的企業価値向上との関連性を論じるのは時期尚早であろう。こういった状況下で欧州の
コーポレートガバナンス改革は企業主体の理念（企業体理論）に基づいた制度設計が模索され始め
ているように思われる。

❷  企業体理論とは元々は会計学において使用されてきた概念であるが、今日の欧州企業の動向を観察
すると、経営者の八方美人的なステークホルダー論と狭量な投資家によるむき出しの株主主権論と
いう嚙み合わない関係を結びつけるための有用な考え方のように思える。

❸  投資家側に関して欧州においてはアセット・オーナーの強い意向も受けたESG投資が隆盛化して
いる。長期投資家、ESG投資家、さらに ESGを重要視したパッシブ投資家の台頭は正に広汎な
ステークホルダーを意識したコーポレートガバナンス体制の確立が企業側に急務となる。すなわち
資本市場は企業のサステナブル経営を推し進めることを主眼としなければならない時代がやってき
た。

❹  そして企業主体を貫く鍵となるのは取締役会である。すなわち企業体理論の実践者は取締役会であ
る。推進者は社外取締役である。取締役会議長とCEOの分離がほぼ100％果たされている欧州
の場合、とりわけ取締役議長の役割は重要となる。取締役会の主要な機能はサステナブル経営を推
し進めるための優れた企業文化の醸成とそれを実践する経営者の育成・指名である。

はじめに
　筆者は8月の終わりから9月にかけて約2週
間、欧州の機関投資家、コーポレートガバナンス
や情報開示の自主規制団体、ESG格付け機関、欧
州主要企業（医薬品企業が中心）等を駈け足で回っ
てきた。このリサーチトリップの目的はかねて疑

問に思っていた点を解消するためのヒントを得よ
うとするものであった。それは日本のコーポレー
トガバナンス改革の方向性が正しいか否かといっ
た素朴な疑問である。全ては解消されたものでは
ないが考えるうえでのヒントを与えてくれるもの
となった。
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1　取締役会の構成　
　わが国のコーポレートガバナンス・コード
（2015年に公表、2018年に改訂）では株主の権利
の重要性が強調されたものとなっている。ステー
クホルダーとの適切な協働を謳っている箇所もあ
るが私見によれば大きなウエイトを占めるもので
はない。
　機関投資家が声高に叫ぶ資本コストの重要性、
社外取締役導入の必要性、適正な手元流動性水準
の在り方等についてはかなり企業側の理解が深
まったようである。しかしこれらは何もコードに
織り込むまでもなく欧米のMBAではファイナン
スの入門講座の初めの数回で論じられていること
である。株主への配慮が余りに疎かにされてきた。
すなわちわが国ではさまざまな経緯（銀行による
モニタリングが長年にわたって続いた）があって
上場企業にあっても株主への配慮が乏しい企業が
多かった。このような企業群を啓発するという意
味では効果があったようである。
　またこうも考えられる。投資家サイドで見た場
合、かつて高利益成長が見込まれる企業への投資
はあくまでキャピタルゲイン（株価の値上がり益）
を期待していたので上記の3項目への関心より

も、いかに高利益成長銘柄を発掘するかが重要で
あった。
　しかし、わが国の人口減少、一部セクターの国
際競争力の低下、外国人投資家比率の増大は日本
企業への期待成長率が相対的に低くなる中、本来
の株主主権を取り戻し、経営者に厳しい目を向け
させる、そして究極的には経営者の行動を株主に
代わりモニターする取締役会の役割を重視するこ
とになる。取締役会は本来株主のエージェントと
して、経営執行側の行動をモニターするために存
在する。とすれば取締役会が非執行側（社外取締役）
が中心となって構成されるべきという考え方は至
極当然のことになる。
　図表1は欧州主要医薬品企業5社のガバナンス
体制（2018年 8月時点）をプロットしたものであ
る。5社とも取締役会はわが国でいう指名委員会
等設置会社（あるいはその類似型）ということに
なる。
　取締役会は12～ 16名で構成されている。日本
の主要医薬品企業8社（武田薬品工業・アステラ
ス製薬・塩野義製薬・大日本住友製薬・田辺三菱
製薬・大塚ホールディングス・エーザイ・第一三
共）が10～ 15名（監査役設置会社の監査役の人

図表 1　欧州主要医薬品 5社のガバナンス体制
GSK アストラゼネカ ロシュ ノバルティス サノフィ

取締役会

取締役数 13 12 12 13 16

女性 4 5 3 3 7

執行側 3 2 1 0 1

非執行者 10 10 11 13 15

株主代表 2

従業員代表 2

独立社外 10 10 9 12 13

委員会構成

監査・リスク ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

報酬 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

指名 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

サイエンス ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

サスティナビリティ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
（注１）  〇は存在していることを意味する。
（注２）  委員会名称は各社異なる場合、あるいは合同委員会となっている場合もある。
（注３）  サスティナビリティ委員会は一部委員会組織にしていないが担当社外取締役がいてoverseeしている

ケースもある。
出所：各社2017年度　アニュアルレポート
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数もプラスしてカウントしている）である。
　それではこのうち独立社外取締役（日本企業の
場合独立社外監査役を含む）の割合を計算すると
前者（欧州5社合計）が 82％に上るのに対し後者
（日本8社）は 50％であった。日本の医薬品企業
は日本の他のセクターに比べ独立役員比率が相当
高い（上場企業平均は約27％）が欧州の同業種比
較ではかなり低いことが分かる。
　さらに取締役会議長とCEOが分離されている
か否かを見ると日本企業8社のうち分離されてい
るのは2社であったの対し、欧州企業5社は全社
分離されている。
　そして注目されるのは社外取締役を中心にして
構成される取締役会の中に設置される委員会につ
いて見ると、欧州5社全社が、名称は異なってい
るが合同の委員会で機能を果たす（例えばガバナ
ンス委員会という名称でその中でサスティナビリ
ティを審議する形式をとる企業もある）委員会も
あるが、全社「監査・リスク」「報酬」「指名」「サ
イエンス」「サスティナビリティ」の5つの委員会
が設置されている。それぞれの委員会は独立社外
取締役のみ（例外的にそうでないケースも1件あ
る）で構成される。そのため当然委員長も社外独
立取締役会で占められる 1。
　これに対し日本8社そろってコーポレートガバ
ナンス・コードで敷

ふえん

衍されているところの「監査」
「報酬」「指名」の三つの委員会のみしかない。各
委員会の委員に社内を一切含まないのは8社中 1
社のみである。中には社内取締役を委員長に就任
させている企業もある 2。
　さてなぜ、欧州医薬品では「サイエンス」と「サ
スティナビリティ」の委員会があるのか。設置の
理由は各社にインタビューした結果以下のように

要約できる。
　①  サイエンス委員会の設置：　医薬品企業の長
期的企業価値を左右するうえでサイエンスの
動向を把握し研究開発の方向性をどう決める
かは取締役会にとっても重要事項の一つであ
り、外部識者を入れて論議することが必須で
あるからである。

　②  サスティナビリティ委員会の設置：　医薬品
企業の使命として患者、良質な医療へのアク
セスや薬剤の提供、高い医療倫理の維持等多
様なステークホルダーとの関係はこれも長期
的企業価値を左右するうえで重要である。こ
れらは社会の持続可能性と企業の持続可能性
においてオーバーラップしている問題でもあ
る。当然のことながらこれらの点につき取締
役会において検討すべき課題は多々あるため
である。

2　投資家の変容と取締役会の役割
　前節で述べた徹底した社外独立取締役中心の取
締役会構成と5つの委員会の設置は何を意味して
いるのであろうか。ここから筆者が感じたのは、（い
わゆる従来の）株主主権でもなく、経営者主権で
もない新しい企業像が打ち立てられているのでは
ないかということである。
　2017年 2月ユニリーバはクラフト・ハインツに
よって買収提案を受けたが、ユニリーバ側はすぐ
拒絶し、数日後にクラフト・ハインツ側から取り
下げられることになった。周知のようにユニリー
バのCEOであるポール・ポールマンは長期的財
務パフォーマンスの好調を維持しながら環境や社
会の問題に正面から向き合う経営者として有名で
ある。

1    各委員会が全員社外取締役で構成されていると言っても各委員会の開催時には会議メンバーとして関連する執行役員・幹部社員
が出席する（もちろん決議事項には加われない）ことになる。例えば「サスティナビリティ委員会」開催時にはCSR担当の執
行役員は出席することになる。

2    ついでながらこのような状況を問題視して、日本の国内機関投資家が当該企業と是非を議論したというケースを筆者は聞いたこ
とがない。また議決権行使基準に考慮すべき事項として明記しているケースも把握する限りない。反面、取締役会や監査役会へ
の出席率には明確な量的基準を各社公表している。従来 75％であったが、昨年度より 85％とする機関投資家も出てきた。すな
わち 12回の取締役会のうち 2回欠席した取締役候補者の再任には反対票を投じることとなる。

サステナブル経営と資本市場
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　これに関し本木啓生氏は以下のように述べてい
る。
　  「対投資家に対して、ユニリーバは長期的な視点
を重視した経営ができる環境づくりをするため
に、四半期報告書をなくし利益予想も発表もせ
ず、報酬制度も長期重視の方向へ切り替えた。
…ポールマンは、ユニリーバの長期戦略を理解
してくれる株主を積極的に探している。…最近
のユニリーバの株主を分析してみると、株式全
体の4割強を占める上位25社までの株主のう
ちPRI（責任投資原則）に署名、すなわちESG
投資にコミットをしている機関投資家は18社
を数える。…クラフト・ハインツの買収提案を
ユニリーバが拒絶した決断にも、同社の目指す
長期戦略に共感する大手株主が同意しているこ
とは想像に難くない 3」。
　このような事態がサスティナビリティ経営の代
表選手ともいえるユニリーバで起こったというの
は意外な感もあるが、日本企業にも「対岸の火事」
とはいえない時代が来ている。
　それはともかく、ここで重要なのは「ユニリー
バの長期戦略を理解してくれる株主を積極的に探
している」という点である。こういった表現は
NIRI（全米 IR協会）の 2004年 IR基準にもある。

　  「IRオフィサーは自社の株主構造の現況および
投資家の投資スタイルを常にモニタリングして
おく必要がある。それは自社にとって望ましい

4 4 4 4

株主を決定する上で必須
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のことである 4」（傍点
筆者）。
　日本のCEOや IR担当部長は口々に株主は選べ
ないと言う。確かに誰でも株主になることができ
る。しかし保有してもらいたい投資家が存在しそ
のような株主構成が現実になっていることは理想
であるし、そのための努力は惜しむべきでないこ
とになる。
　以上の点をまとめてみると下記のようになる（参
照　図表2）。
　①  株主はPRI署名投資家、スチュワードシッ
プ・コード投資家の中で定評のあるところが
望ましい。

　②  換言すれば投資家の属性としては長期投資家、
ESG投資家、パッシブ投資家が望ましい。

　③  取締役会は①②の投資家の投資哲学に合致す
るような企業理念を決定しその理念を実現す
るような企業文化を醸成する、そしてそれを
実行に移せる経営者を選任することが使命と
なる。

　④  選任された経営者は広汎なステークホルダー

図表 2　投資家・取締役会・経営者・ステークホルダーの関係図

長期
投資家

ESG
投資家

パッシブ
投資家

取締役会

PRI署名
+

スチュワード
シップコード
署名

経営者

（注）●はステークホルダーを意味する
出所：筆者作成

3    本木啓生「ユニリーバに学ぶ買収防衛策～長期的視点による株主との相乗効果」THE FRONTIER REPORT Vol.56（2 ～
3頁）、2017 年 6月号。

4    NIRI Standards of Practice for Investor Relations, p.7. （2004）
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を常に意識したサステナブル経営を志向しな
ければならない。

　長期投資家とESG投資家はかなり重なる。図
表3の機関投資家は（仏アムンディ社）はある運
用商品の場合ポートフォリオを構築する際にESG
レーティングと財務評価をマトリックス化し両方
のレーティング評価の高い企業をオーバーウエイ
トする、と説明している 5。また主要なパッシブ
インベスターはPRIに署名し企業のESG活動に
対し多大な関心を持っている。
　すなわちユニリーバにPRI署名投資家が大株主
として名を連ねているということは図表2のよう
に示すと分かりやすい。
　ここで図表2に戻って取締役会の重要性を確認
したい。取締役会は企業理念を決定しその理念を
実現するような企業文化を醸成する必要があると
述べているが、これは筆者が単なる理想論として
言っているのではない。英国のコーポレートガバナ
ンスのお目付役であるFRC（Financial Reporting 
Council） が 2016年のレポート 6で指摘している。
　「取締役会自身が醸成すべき企業文化を策定し、

経営者が実践しているかを常にモニターしなけれ
ばならない」と記述している。前節において欧州
医薬品企業の場合5つの委員会があり、そのうち
日本企業にないものとして「サイエンス委員会」
と「サスティナビリティ委員会」があると述べたが、
理想的な株主像を描けば当然の発想なのである。

3　  ハイレベルのESG投資家と
ESG評価機関

　さて図表2が社会全体として効果的ネットワー
クをもたらすための条件の一つとしてESG投資
家のレベルが相当高くなければならない。個々の
企業のESGあるいはサステナビリティ（経営戦
略やイノベーションの変革への取り組みを含む）
を評価しエンゲージメントを行うことは生半可な
知識ではできないからである。
　冒頭、欧州にリサーチトリップを行ってきたと
述べたがその中にはESG投資家も 5社含まれて
いる。いずれもESGリサーチ部門では各分野の
専門家を揃え（10～ 12名）かつパッシブ運用の
みならずアクティブ運用を行っている機関が多

5    Amundi 2017 Engagement Report p.23. 
6    FRC Corporate Culture and the Role of Boards（2016） p.17.

図表 3　アムンディ社のESG投資手法の一例

出所：Amundi 2017 ESG Engagement Report, p.24.
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かったのでベテランのバイサイド・アナリストを
擁した株式調査部門（欧州株のみで15～ 25名）
がある。ESGリサーチ部門にはSRI投資時代か
ら 15年から 20年EDG投資に関わっている人も
多い。また運用機関内でのキャリアは短くても前
職で国連、NGO、大学研究所等でハイレベルの知
識を持ち転職した人が多い。一昔前の運用機関に
は全く見られなかったタイプの人々が闊歩してい
るという印象を持った。
　またESG評価機関にもいくつか訪問させてい
ただいた。わが国ではGPIFのESG投資本格参
入の際に有名になった総合的ESG評価会社が有
名であるが、欧州には業種ごとに非常に緻密な評
価を行う機関があることも確認できた。優れた
ESG投資家はこういった評価機関の情報も相当重
視していることも判明した。
　このためかESG投資家が発行する年次報告書
あるいは四半期報告書において企業（企業名が公
表されているケースが多い）との具体的な対話あ
るいはエンゲージメント例、その評価について掲
載されている。レポートレベルの深さ、鋭さには
脱帽するしかない。その中に日本企業に対するレ
ポートも最近出るようになってきたことは注目に
値する 7。
　こういったハイレベルなリサーチ体制に対応す
る企業も相当なレベルの体制をとらなければなら
ないであろう。筆者が訪問した欧州医薬品企業の
場合、グローバルで20人以上のCSR活動の関連
スタッフがいる企業もあった。

4　  ESG 投資の論理は企業体理論の復活に
よって正当化される

　これまで述べたことをまとめてみよう。日本の
一連のコーポレートガバナンス改革には哲学がな

いまま枝葉末節な議論が展開されている。機関投
資家の行動もそれゆえ中途半端な感がある。取締
役会出席率が75％がよいか 85％がよいか、社外
取締役が2人では足らなくてそろそろ3人必要だ
という論議もどうでもよいとは言わないが重要性
に乏しい。
　企業はこれまでの短期投資家（従来的な株式主
権の一方的強調）や経営者の保身（経営者主権）
のために存在するのではない。企業は企業として

4 4 4 4 4 4 4 4

存在する
4 4 4 4

（企業体理論）8。どのような企業である
べきかを規定するのは社外取締役によって導かれ
る「取締役会」である。取締役会が規定する企業
哲学に賛同する投資家が株主になる。
　彼らはもちろん株主によって選出されるが、今
日メインストリーム化したESG投資家および
パッシブ投資家および長期投資を促された長期投
資家の成長（運用資産額の増大）によって広範な
ステークホルダーを考慮しサステナブル経営を行
うための取締役が選任されることが要請される。
サステナブルと言ったとき、環境や社会の諸課題
に企業活動との関連で重要性を考慮し貢献しつつ
も長期的経済的利益（財務パフォーマンス）の追
求を行うことももちろん必要となる。
　この考え方はいわゆるデンマークの医薬品企業
ノボノルディスクが唱えるトリプルボトムライン
（経済、社会、環境のパフォーマンスを追求する、
そしてその根底を支えるのは取締役会であり、実
践するのは執行役員の責任である）経営の遂行と
いうことになる。
　同社についてはCSR先進企業として捉えられ
ることが多いが、同時に2017年度売上高営業利
益率44％、ROEが 80％、手元流動性が2カ月程
度という財務パフォーマンスを記録していること
を忘れてはならない。次元が違うのである。

7    例えば　Aberdeen Standard Investment Report Global ESG Investment Quarter 2 2018 － Report of Activities を参照されたい。
8    この考えは会計理論の世界では古くから論争があった。詳しくは新井清光著『会計公準論』中央経済社　1969 年、213 ～ 220 頁
を参照されたい。
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