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日本のコーポレートガバナンスコード 
イギリスの視点から 
 

 

近年、全世界の主要経済国の様々な業界における企業不祥事の発生により、優れたコーポレートガ

バナンスの重要性が強調されています（最近の例としては、金融サービスや自動車産業等）。その結

果、全世界でコーポレートガバナンスをめぐる標準と指針の発展に多くの努力がなされてきました。日

本の金融庁はこれに関して、コーポレートガバナンスコード（以下、日本のコード）の最終版を 2015 年

3月 5日に発表し、東京証券取引場がこれを導入、2015年 6月 1日から実施の運びとなりました。 

イギリスでは、投資促進のため、優れたコーポレートガバナンスと報告を推進する責任を担う財務報

告協議会（FRC）により、コーポレートガバナンスコード（以下、イギリスのコード）が策定されています。

優れたコーポレートガバナンスの必要性は明らかである一方、イギリスにおいては実際の導入に困難

を伴うケースが多く見られました。FTI コンサルティングはイギリスと日本のコードを比較し、イギリスの

事例から学べる点に関する概要をまとめました。 
 

国際レベルでは、世界経済と社会福祉を改善する政策の推進を

目標とする経済協力開発機構（OECD）が「OECD コーポレート・ガ

バナンス原則」を策定しました。 

日本のコードは OECD のコードおよびイギリスのコードの一部を

反映しています。最も注目すべき点として、日本のコードは、イギ

リスのコードに設けられた「遵守又は説明」の規定を取り入れまし

た。この規定はコードを厳守するか、または特定の状況により不

順守となる理由を説明するか、のいずれかを要求します。 

日本とイギリスのコードにはいくつかの共有する重点なテーマが

あります。 

取締役会の義務: 

取締役会は共同で義務を果たすための経験、知識と権限を持っ

ている者で構成されていることが非常に重要です。取締役会は会

社の戦略とそれに対応するリスク選好度を設定する責任があり

ます。また、取締役会は経営幹部に対する有効な監査を実施し、

経営幹部がリスク選好度の範囲内で事業戦略を実施しているよ

うに確保しなければなりません。 

取締役会の独立性: 

独自の見解の提供と取締役会に対する公正な判断を下すため、

取締役会から独立した非業務執行取締役（以下、INEDs）を少なく

とも 2 名以上を任命する必要があります。INEDs は重要な意思

決定を行う地位に配置される特定の役割を担っています。そして、

同役割に配置される者には、戦略を策定しリスクを軽減するプロ

セスに対して、外部からの知識をもたらすことが期待されていま

す。 
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内部リスクと管理の枠組み: 

取締役会は、企業のシステムとコントロールが有効かつ積極的な

リスク管理が提供できるように設定されていることを確認する必

要があります。これは、適切なシステムとコントロール、また、同

様の監査を示す管理情報の設立が含まれています。これは、定

期的に取締役会により監視、見直され、また、リスク管理システ

ムに関する開示において明示される必要があります。 

株主との係り合い: 

企業の利害関係者、特に株主との誠実かつ公正な対話は、より

適切なガバナンスにとって不可欠であり、取締役会と経営幹部の

説明責任を確保する役割があると考えられます。企業戦略を決

定する際には、このような対話をもとに、少数株主のニーズと権

利について検討し、彼らの見解が十分に考慮されることが重要で

す。 

イギリスの経験からの教訓 
優れたコーポレートガバナンスを実際に導入することは、これをア

ウトライン化することよりも非常に困難です。以下は、イギリスの

経験から学べる重要な教訓をエリアごとに挙げたものです。 

取締役会の構成と課題 

取締役会が企業を監視し、経営幹部に対する公正な指摘を行う

ために、企業が確実に理解しなければならない重要な点が三つ

あります。第一に、取締役会は、技術的理解、戦略的ビジョンと

財務および規制に関する知識を持ち合わせた者からなる適切な

組み合わせで構成されなければなりません。企業はすべての分

野について概略的な知識を持っている者よりも、一つか二つの専

門的知識を持っている者を選定し、バランス良く組み合わせるた

めに相当の時間を費やすべきです。  

第二に、取締役会は議論と挑戦を促すことができ、強力で独立し

た会長により主導されている場合が最も強いものとなります。日

本のコードでは、会長と CEO の役割を分離するという必要条件

がない一方で、そのように分離構成されている企業の方がより良

い業績を上げていることが確認されています。 

第三に、取締役会は受領し、検討できる管理情報（MI)の範囲内

において効果的であるにすぎません。取締役会は、幹部が必要

と認めた情報の提供のみに頼るのではなく、このような MI を定

義し、要求するといった積極的な役割を果たすべきです。 

INEDs を上手に利用する 

INEDs は取締役に対する適切な指摘と、少数株主をはじめとする

ステークホルダーの権利の保証人として認識されています。しか

し、これは、企業がこの役割を与えた場合に限ります。INEDs は、

取締役会全体と同じように、同企業の主要な事業に関する知識

とリスク分野に対する理解がある者の適切な組み合わせで構成

されていなければなりません。イギリスの Co-operative Groupの

例は、独立した取締役が幹部に対する責任を課せなかった一例

です。1 

                                                                 

1 http://www.co-

operative.coop/Corporate/PDFs/Myners/Report_of_the_Independent_Governanc

e_Review.pdf 

 

更に、事業を理解し、監視することを可能とするため、INEDs は重

要な意思決定の地位に配置されなければなりません。そして、取

締役会の主要な役員を主導するべきです。イギリスでは取締役

会が一層である構成をとるため、INEDs は多くの場合、指名委員

会、監査委員会および報酬委員会の議長を務めます。この点に

おいて日本の企業における構造とは異なりますが、イギリスの例

を見れば、INEDs は規定が定める通り、重要な地位を占める場

合に配置された場合にのみ、その効果を発揮できることが分かり

ます。 

 

取締役会は、議論と挑戦を促すことができる強力で独立した会長

により主導されている場合に最も強いものとなる。 

 

取締役の教育 

取締役会の幹部へ適切な指摘が可能かどうかは、事業とその運

営環境に対する理解の深さにかかっています。これを可能とする

ためには、取締役会のメンバーは技術、ビジネス戦略および規制

の発展に遅れないようにしなければなりません。企業は継続的な

教育プログラムに投資する必要があります。また、取締役は企業

内またはそれ以外においても、積極的に自分自身のための教育

プログラムの要求をすべきです。 

危機管理の枠組み 

日本のオリンパス事件から米国と欧州のフォルクスワーゲン事件

に至るまで、企業不祥事の多くはリスクを早く効果的に特定し軽

減することが可能な適切な内部統制の重要性を示しています。 

それぞれのリスクは異なる場合はありますが、リスクの特定、管

理と軽減のためのプロセスについてはどの業界においても類似

しています。 

企業は一般的に、防衛ライン(殆どの業界では第二ラインまで、そ

の他は第三ラインまで設置する）を備えて組織されています。各

ラインは、リスクを特定、軽減、管理、または、積極的に監視する

責任を負っています。フロントラインビジネスは、通常、第一ライン

と呼ばれています。その第一ラインは主に企業の収益を挙げるこ

とに集中しますが、同時に企業にもたらすリスクを理解、評価そし

て管理しなければなりません。これは大変重要ですが、中期、長

期的なリスクよりも、短期的な収益増加を優先させているため、

多くの企業が失敗する分野でもあります。 

第二ラインは事業から独立して存在すべきリスクやコンプライア

ンス機能に含まれています。第二ラインは、事業とは別の報告ラ

インを有するべきであり、これは企業内の主要取締役に報告され

るべきです。こうすることで、リスクとコンプライアンスチームが懸

念事項を提起し、第一ラインに対して適切な指摘をすることが可

能となる権限を与えることを確保します。  
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コーポレート・カルチャー 

コーポレート・カルチャーは企業の従業員共通の価値観や姿勢を

表します。特に最近の金融業界における失敗例は、利害対立等

の問題にどう対応するかという課題において、コーポレート・カル

チャーの重要性を強調しています。規則や手順において、より適

切な行動の原則を設定することができます。しかし、このような原

則は、すべての状況に対応することができず、仮に可能な場合で

も、顧客や株主の利益よりも収益を生み出すことを優先するよう

なコーポレート・カルチャーは、従業員が既存のフレームワークを

回避する方法を模索することに繋がります。 

イギリスの事例は、コーポレート・カルチャーを変えることは困難

であることを示していますが、同時に重要な実現要素を特定しま

した。取締役会と経営幹部は、容認されうる、かつ、そうすること

が要求されている行動と、そうではない行動を明確にする義務が

あります。また、各自がその業務中にそれを適用することが求め

られています。これは「経営陣からの基本方針」を理解すること、

と呼ばれています。 

以上を推進するためには、要求されている行動に対して報酬を

与え得るインセンティブ構造がなければなりません。例えば、賞

与のための査定には、顧客への正しい対応や社内規定を順守の

有無に対する評価を考慮にいれるべきです。 

良好なコーポレート・カルチャーは、従業員がはっきり自分の意

見を表明し、また、企業や顧客に損害を与えるような行動を適切

に指摘することができるような環境を生み出します。この達成の

ために企業は、採用決定の際には正直さと誠実さを必須要件に

すべきです。経営者は従業員全員がアプローチしやすいような開

放的な規定を採択すべきです。そして、従業員が直属の上司以

外に内密に懸念事項を相談できる正式な内部告発制度の設定

が必須です。 

 

良好なコーポレート・カルチャーは、従業員がはっきり自分の意

見を表明し、また、企業や顧客に損害を与えるような行動を適切

に指摘することができるような環境を生み出します。この達成の

ために企業は、採用決定の際には正直さと誠実さを必須要件に

すべきです。

 

終わりに 
コーポレート・ガバナンスの基準は、企業間に公平な競争条件を

成立し、取締役会と経営幹部に対しどのようなコーポレート・ガバ

ナンスが適切なのかを周知するために重要です。 しかし、企業

の特定の状況や運営環境にどのように対応するべきかについて、

このような基準はなかなか実用的なアドバイスを提供することは

できないことが多いものです。 

そこで、他の国や業界の経験から得た教訓が役に立つのです。

FTI コンサルティングは多くの業界における様々な企業に対し、

適切な企業構造の構築、適切な人材の採用、そして各業界や企

業に係わる状況の変化への対応策等に関する支援の実績があ

ります。 

御社の様々な問題に対して、弊社からどのようなご支援が可能

か、まずはお気軽にご相談下さい。 
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