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本格的な高齢化社会が到来し、国内で大人用紙おむつの市場が伸びて
−
いる。首位を独走するユニ・チャームの戦略とは
。
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社外取締役 のお寒い実態

ガバナンス強化へ社外取締
役の期待は高まる一方だ。
しかし取締役会出席率など
独自調査の結果を見ると制
度の形骸化が懸念される。
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支援のために公金が投入される。だ
が現状の異常な労使関係を放置し
たままでよいのか。
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熱狂なき6度目の成長戦略
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官邸主導の下で歯を
食いしばる霞が関の
官 僚たち。不人 気 、
不遇、不祥事の三重
苦に耐えている。

官僚の掟
お

62

【 表紙から】

なり手不足と低い出席率

1

官僚 の掟
そん

たく

おきて

忖 度エリ ート の カ ネ と 出 世
不人気、不遇、不祥事 ── 。スキャ
ンダルにまみれる霞が関。政策を担
うエリートたちは政権への忖度と官
僚ムラの掟でがんじがらめだ。悩め
る官僚の実態に迫った。
デザイン：山根佐保 進 行 管 理：下村 恵

本誌：林 哲矢、井下健悟、野村明弘、宮本夏実、福田恵介
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第１特集

特集／官僚の掟
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社
外取締役制度が導入されて
から 年︒現在では上場企

業の ％に社外取締役がいる︵左

16

上図︶
︒だが︑
﹁一人でも社外がい
ればいい﹂という時代は終わり︑
﹁3分の1以上必要﹂という時代
に突入しつつある︒6月1日に東
京証券取引所が︑上場規程の一つ
である﹁コーポレートガバナンス
・コード﹂の改訂版を施行︒原則
は最低2人のままだが︑企業が必
要と考える場合は3分の1以上を
社外取締役にすべきとした︒
議決権行使助言会社のグラスル
イスは︑社外取締役が3分の1未
満の場合︑経営トップの選任に反
対することを助言︒同じ助言会社
のＩＳＳも︑最低2人だった基準
厳しくする︵左㌻上左表︶
︒

を来年2月から3分の1以上へと
﹁3分の1は最低線︒過半数が
世界標準だ︒3分の1に満たない
ことを理由に︑多くの日本企業の
経営トップ選任に反対してきた﹂
︵グラスルイスの上野直子アジア
リサーチ シニアディレクター︶
日本で社外取締役が3分の1以
上 い る 上 場 企 業 は2割 弱︵同 右
図︶
︒すべての上場企業で3分の
1以上にするには︑あと6880
人必要だ︵本誌試算︶
︒つ ま り 現
状の8271人を1・8倍以上へ

の牛島信弁護士は︑
﹁候補者はい

・ガバナンス・ネットワーク代表

営利組織︶
︑日本コーポーレート

ーニングを行うＮＰＯ︵民間の非

社外取締役候補者などへのトレ

の知見が高まる︒Ｍ＆Ａ︵企業の

と指摘する︒
﹁兼任で社外取締役

いたが︑兼任はメリットも大きい

教授の伊藤邦雄氏は5社兼任して

企業統治が専門の一橋大学特任

兼務は日程的に無理﹂
︵夏野氏︶
︒

縄セルラー電話の社外取締役であ

人いる︵ ㌻表︶
︒ワ ー ス ト は 沖

が ％未満の社外取締役は121

本誌調査では︑取締役会出席率

は 〜 ％になる﹂
︵上野氏︶
︒

5回が標準で︑1回休むと出席率

増やす必要がある︵同中央図︶
︒

くらでもいる﹂と語る︒ただし︑

本誌：山田雄一郎

る稲盛和夫氏だ︒過去1年間の出

ガバナンス強化へ社外取締役の期待は高まる一方だ。しかし取締役
会出席率など独自調査の結果を見ると制度の形骸化が懸念される。

席率はゼロ％︒同社は欠席理由を

（出所）
東洋経済
「ESG オンライン」
を基に本誌作成

締役会の運営の仕方などで︑他社

導入している

合併・買収︶の交渉の進め方や取

導入していない

る︑ＣＥＯ︵最高経営責任者︶経

97％が導入 ─社外取締役導入社数─

﹁企業側が固定観念的に持ってい

撮影：尾形文繁

取締役の専門性を株主
総会の招集通知書に明
記する会社も出てきた
がまだ少数だ

3% 104 社

97

80

枠を外せば﹂という条件付きだ︒

界事情に精通している︑といった

験者︑突然辞任しそうにない︑業

やして社外取締役のなり手不足に

下旬以降︑4社に減る︒兼任を増

だが︑伊藤氏の兼任社数は6月

で得た経験を生かせる﹂という︒

ない﹂
︵ＩＳＳの石田猛行代表︶
︒

は︑社外取締役の存在する意味が

的な説明を避けた︒
﹁出席ゼロで

﹁やむをえない事情﹂として具体

実際の選任には窮しそうだ︒

締役会への出席率がわかる200

ルラーの取締役を務めている︒取

稲盛氏は1991年から沖縄セ

すでに社外取締役を務めている
人が兼任を増やせば不足は緩和さ
れそうだが︑兼任には助言会社が

8年以降で見ると︑最も高くても

資料の読み込みなど下準備を考え

るスペシャリストはあくまで例外︒

しても社外取締役の役割を果たせ

取締役を問題視する︒
﹁何社兼任

グラスルイスは兼任の多い社外

という実質が求められている以上︑

から発言し︑活発な議論を交わす

のは前出の牛島氏だ︒社外の視点

人数をめぐる議論に警鐘を鳴らす

いい︑という問題ではない﹂と︑

﹁社外取締役の頭数を増やせば

る﹂と説明する︒だが﹁取締役会

明し︑アドバイスをいただいてい

氏には電話や訪問で議事内容を説

再任され続けてきた︒

席1回︶
︒ゼロ％の年もあったが︑

待ったをかけている︒

ると5社の兼任が上限﹂
︵上野氏︶
︒

取締役会に参加しなければ役割を

で議論を交わさないのならば︑社

％︵年5回の取締役会のうち出

本誌調べで6社以上兼任する社

全うできない︒グラスルイスもＩ

外 取 締 役 は5人︵

場前から熟知している︒7社とも

する慶応義塾大学の夏野剛特別招

対するよう助言している︒

を下回る社外取締役の再任には反

％以上﹂という基準を設け︑ ％

沖縄セルラーの担当者は﹁稲盛

外取締役ではなくアドバイザーで
十分﹂︵牛島氏︶だ︒稲盛氏に対す
る役員報酬がゼロだからといって
﹁責任が減るわけではない﹂
︵同︶
︒

投資家から兼任の多さを指摘され

まりないとする︒
﹁7年前に機関

がある場合で︑せいぜい年1回だ︒

族の急死など︶やむをえない理由

が原則︒欠席が許されるのは︵家

から﹃稲盛さんには何としても役

会社8社中の1社︒
﹁沖縄の方々

国展開のために設立した携帯電話

した第二電電︵現ＫＤＤＩ︶が全

沖縄セルラーは︑稲盛氏の創業

たことがあるが︑現在は問題視さ

取締役会開催は世界的には年4〜

％が目安なのは︑
﹁全回出席

れなくなった︒ただ︑これ以上の

知見のある業界﹂と︑負担感はあ

聘教授は︑
﹁7社のうち2社は上

︵未上場企業を含めると9社︶
兼任

ＳＳも︑
﹁取締役会への出席率

㌻ 表︶
︒7社

出席率ワーストはなんと
名経営者・稲盛和夫氏

対応する手法には限界がある︒

61
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75

20
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75
75

（人）

（出所）
東洋経済「ESGオンライン」
を基
に本誌作成

議決権行使助言会社
条件
ISS
グラスルイス
出席率
75%以上
75%以上
最低2人
取締役会・
3分の1以上
→指名委員会等設置会社・
監査役の
※監査役は過半数
監査等委員会設置会社は3
社外取締役数
分の1以上（2019年2月から）
代表権があれば最大2社
業務に携わっていれば
取締役の兼任
ガイドラインなし
3社未満
社数
業務に携わっていなけ
れば6社未満

社外取締役のお寒い実態
なり手不足と低い出席率
75

3分の1未満
84%
3119社
（注）
上場企業の取締役総数が変
わらない場合の試算
（出所）
東洋経済「ESGオンライ
ン」
を基に本誌作成
（注）
経営形態別の詳細は一部割愛 （出所）
各社ガイ
ドラインを基に本誌作成

必要なのは
6880人

10,000

─社外取締役の割合─

─ 社外取締役の総数─

出席率75％未満は社外取締役失格！

3分の1未満
3分の1以上 84%
16%
579社
15,000

8 割強は 3 分の 1 未満
7000人近く不足
─2018年の議決権行使助言基準─

97%
3594 社
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BOOKS & TRENDS

ダン・ブラウン氏に聞く

地球には 億人ではなく︑ 億人

聞いたら︑笑いながら﹁ＡＩが︑

すればいいだけじゃないのか﹂と
日本は︑技術や科学と宗教がそれ

めることができる︒私から見ると︑

持ちながら︑精神的な癒やしを求

しか生存できる資源がないと気が
く融合しているようだ︒

ぞれを否定することもなく︑うま

撮影：今井康一

つき︑人類のために 億人を消さ

50

ではね﹂と言われた︒人類のため

なければならない︑と判断するま
と︑仏教は非常に革命的ともいえ

宗教と科学という観点から言う

る︒背景の一つには︑日本がロボ

ＡＩの場合︑知能面で人を超え

ではないか﹂と︑

われていたこと

昔から仏教でい

結果はとっくの

て い て︑
﹁こ の

いえる体験をし

室で宗教的とも

と︑彼らは実験

ちと話している

際︑物理学者た

感じていた︒実

に入っていくと

と宗教的な領域

突き詰めていく

こ と が あ っ て︑

理学を勉強した

る︒かつて物理学︑特に素粒子物

││ ＡＩは危険な存在であると伝

ういうことにもなるわけだ︒
えたかった？
最大の目的は対話を生むことで
あって︑自分の哲学を売り込むこ
とではない︒われわれに与えられ
ているものに対する考え方は︑人
それぞれだ︒宗教から癒やしを得
ている人もいれば︑その逆の人も
いる︒テクノロジーも同じだ︒
面白いことに︑今回の本が日本

れは遺伝子工学も原子力発電も同
ティクスを中心にハイテク大国で

で西洋とは異なる反響を呼んでい
間はどこから来て︑どこへ
じ︒新しい技術に対しては︑それ
や仏教などの宗教の哲学は︑西洋

グドン教授が今回巻き込まれたの
る可能性があるという問題もある︒
私は﹁進化論なんてありえない︒
というのは日本人独特の傾向なの

でも話は二極化している︒が︑そ

ＡＩは危険な存在だけに︑米国

だしたことがある︒そんなつもり

うなことをするようにプログラム

い︒必ず人類の利益につながるよ

ぜＡＩを恐れているのかわからな

してしまったのだ︒

教に対して感じていた矛盾を自覚

の場合︑合理的かつ知的な考えを

ような宗教は苦手だ︒日本の宗教

前に置いてきてください﹂という

││ シンギュラリティ（技術的特

なるのでは︒

精神的な癒やしを得ていくように

見上げて﹁神﹂にお願いしたり︑

生や死に直面したときなど︑天を

わらず︑多くの人は︑子どもの誕

言葉や文化︑宗教的哲学にかか

どこかで神の存在を信じている、

││ 合理的かつ知的でありながら、

驚くことがあるらしい︒

は︑究極の﹁宗教対科学﹂の戦い
ウイルスであれば人の力で拡散を
人はアダムとイブから誕生した﹂

の宗教ほど科学と対立しないこと

だ︒ＡＩ︵人工知能︶ははたして︑
抑えられるだろうが︑ＡＩは人間
ですか。

答えを求めたりするような宗教的
はないし︑宗教にはつねに最大限

││ 科学の進歩によって、信仰の

異点）はありえますか。

会に入る前には︑脳みそをドアの

もあるだろう︒

神を超える存在になるのだろうか︒
という環境で育ってきたが︑
﹁教

な瞬間があるのではないか︒
の敬意を示しているが︑こういう

基盤が弱体化する可能性はあるの

一度︑ＡＩの研究者に﹁皆がな

同時にわれわれは知的な生き物
話自体が人々の怒りを買う国は少

がいつか消えてなくなることも︒
したのか﹂と聞かれるが︑それは

﹃ダ・ヴィンチ・コード﹄に憤慨

よく﹁なぜバチカンはあんなに

これこそが事実だ﹂という信仰は

2000年前に神が書いた言葉で︑

イエスでありノーだ︒
﹁これは

においては人間をはるかにしのい

でにコンピュータは︑一部の能力

うな事態が起きるときだろう︒す

ば︑それは人類が自らを滅ぼすよ

話になりがちです。

で︑神の存在する証拠がないこと

だが︑その現実を受け入れるのは

廃れていくだろう︒一方で︑精神

でいる︒発明や技術は︑新たなイ

間違いなく︒ありえないとすれ

なくない︒

難しいから︑神という存在を作り
ものすごく多くの人があの本を読

世界は進化していくのではないか︒

出し︑現実を乗り越えようとして
ん で︑
﹁確 か に こ れ は 一 理 あ る﹂

ＡＩはまだ技術的に初歩段階にあ

いるのだろう︒

いつも自分を見て

るが︑今のＡＩが次のイノベーシ

ノベーションを生むツールとなる︒
いてくれる﹂とい

ョンを生むツールとなり︑それが

かつてのように︑
﹁誰かが上から

うのではなく︑よ

︵聞き手・本誌 倉沢美左︶

間違いなく買うね︒

があるなら値段がいくらだろうと

そんなことができるコンピュータ

できるとしたら非常に落ち込むが︑

とても苦労した︒もし同じことを

これを書くのに長年かかったし︑

書けるようになるかもしれません。

││ そのうちＡＩが複雑な小説を

時代に向かっているのだ︒

も来るだろう︒すでに︑そういう

が人間の体や脳に埋め込まれる日

浮上している︒そのうち︑スマホ

を利用して血管を浄化する案さえ

している︒今やナノテクノロジー

聴器やペースメーカーなどを利用

していくだろう︒すでに人は︑補

同時に︑人間も技術と〝統合〟

続けばいつか特異点は訪れる︒
つながりを通じて

りリアルな人との

と思ったからだ︒多くの人が︑宗

は激しい反応もあるのですか。
日本の哲学では受け入れられる
ものが︑たとえばイタリアやスペ
インに行くとそうではなくなる︒
私は︑聖書に対してかなり懐疑的
で︑歴史的事実として見て
いない︒アダムとイブとい
うたった二人から世界のあ
らゆる人種が誕生したとか︑
死んだ人間がよみがえると
か︑まったく科学的ではな
い︒聖書は美しいメタファ
ーで︑それ以上のものでは
ない︒
しかし︑こういう話は︑
クリスチャンにとっては非
常に挑戦的なものだ︒ポー
ランドで講演したとき︑聴
講者の一人が途中で︑私が
﹁ローマ教皇のことを愚か
でバカだと思わせようとし
ている﹂とものすごく怒り

人間が技術と
〝統合〟
する
時代はすでに来ている

││ 海外だと、そういう考え方に

でしょうか。

もわかっている︒自分という存在

││ ＡＩは「敵か味方か」という

の力が及ばない可能性がある︒

日本では技術と宗教が
うまく融合している

という判断をＡＩに委ねると︑そ

40

向かうのか︒宗教の教えに︑
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各1800円＋税／上338ページ、
下 326ページ

あることがある︒もう一つ︑神道
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がもたらす恐怖からいかに身を守

ンプシャー州生まれ。米アマース
ト大学を卒業後、英語教師から作
家に転身。２００３ 年 ３ 月『ダ・ ヴィ
ンチ・コード』
を刊行。
父は数学者、
母は宗教音楽家、妻は美術史研究
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など。
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るかという話に陥りがちだ︒
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人
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『オリジン』を書いた

