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意見書 

 
日本経済のグローバル化に対応し、わが国企業の効率性と公正性を確保する

ため、国際的に確立したコーポレート・ガバナンス体制の実現が必要不可欠で

あり、会社法を以下のように改正するよう、法務省民事局長に要請する。 

 
 
１． 公開大会社のうち監査役会設置会社については、次のいずれかの方式で

独立取締役を導入することを義務付ける。 
ａ．取締役会の過半数を独立取締役で構成する。 
ｂ．独立取締役を過半数とする取締役のみで構成される独立委員会を設置

し、この委員会に取締役候補者の選定、取締役の報酬の決定に関する

権限を付与する。 

 
２． 公開大会社における監査役会設置会社の取締役会の監督機能を強化し、

その実効性を高めるために、取締役会の決定事項を現行会社法第３６２

条第４項の定めよりも大幅に減少させ、それらは、取締役会の決議によ

り代表取締役にその決定を委譲できるものとする。 

 
３． 委員会設置会社の三委員会は、いずれもその過半数が独立取締役でなけ

ればならない。 

 
以上 
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前文 

 企業活動や投資家行動のグローバル化の進展が著しい中、各国とも会社法や証券取引所

規則におけるコーポレート・ガバナンスに関するルールを整備して、資本を呼び込むため

の競争を行っている。コーポレート・ガバナンスが企業の国際競争力の源泉だからであり、

健全なコーポレート・ガバナンスの確立は、企業経営の効率性、公正性が確保につながり、

グローバル競争に耐えうる企業による持続性のある社会が期待できるのである。 

 昨今、日本経済の地盤沈下が叫ばれて久しい。その原因の一つには、わが国では資本主

義社会に相応しい株式会社観が十分に根付いていないため、コーポレート・ガバナンスの

意義が正しく理解されてないことにあるのではないか。グローバル時代に対応できる株式

会社観を浸透させるために、現代の株式会社のあり方を定めた会社法を時代と環境の要請

に応えるべく、大胆かつ早急に改正することが望まれる。 

 

 コーポレート・ガバナンスに対する意識は企業によって大きな差があるのが現状である。

先進企業は、2003年商法改正の精神に則り、積極的に委員会設置会社を採用したり、監査

役会設置会社の企業の中にも、独立性の高い社外取締役を率先して導入し、取締役の指名、

報酬について任意の委員会を設置するなどして自発的に工夫を行っているものもある。し

かし、残念ながらこれらは少数にとどまっており、企業の活動領域、株主構成、経営者の

考え方といった諸々の理由があいまって、コーポレート・ガバナンスに対する認識が希薄

な企業が依然として多いのも現状である。 

 このように日本企業のコーポレート・ガバナンスに対する取り組みは二極化しており、

グローバルな視点からすると、わが国全体のコーポレート・ガバナンスの確立は遅れてい

ると言わざるをえない。日本の経済力回復のためにも、日本企業全体が早急にコーポレー

ト・ガバナンスの向上を目指すことが待たれる。 

 

 現代のコーポレート・ガバナンスの担い手は取締役会であり、世界の潮流は、経営者か

ら独立した社外取締役（以下、独立取締役という）を含む取締役会がガバナンス・システ

ムの中核を担っている。 

 これに対してわが国では、取締役会の改革、とりわけ独立性の高い社外取締役の導入義

務化については企業サイドに依然として強い抵抗感がある。2003年商法改正で導入された

委員会等設置会社（現、委員会設置会社）の導入企業数は増えることなく、最近では監査

役会設置会社への逆戻りが散見され、その数はむしろ減少している。商法改正が期待した、

委員会設置会社と監査役会設置会社による制度間競争は実現していない。 

 

 先進的な事例が増えていくことを見定めてから法制化していくことが望ましいという意

見もある。しかし、実効性を伴う取締役会の改革には多くの時間を要する。いまではコー

ポレート・ガバナンスの先進企業となっている企業も、試行錯誤を繰り返しながら改善を
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重ねての結果なのである。 

 企業間のガバナンスの取り組みが二極化する中で、日本経済の回復のためには日本企業

全体のガバナンスの底上げが必要となる。企業の任意の対応に頼るだけでは長い年月が必

要になり、急速に変化を遂げるグローバル化に適合ができなければ、日本企業の存在感が

低下していく可能性は否定できない。残された時間はあまりないと認識すべきであり、わ

が国の企業に健全なコーポレート・ガバナンスの実践を促すための会社法の改正は、国と

しての重要かつ喫緊の課題である。 

 

 全国社外取締役ネットワーク、日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム、日本コー

ポレート・ガバナンス研究所は、それぞれ日本企業のコーポレート・ガバナンス向上に貢

献すべく様々な活動を展開してきた。これまで日本企業のコーポレート・ガバナンス向上

に努力してきた三団体は、以上のような問題意識を踏まえて、会社法の改正に対して、共

同で意見を表明する。 

 

部会資料１４との関係について 

法制審議会会社法制部会の部会資料１４『会社法制の見直しに関する中間試案のたたき

台（１）』では、様々な検討内容が報告されている。本意見書は、コーポレート・ガバナン

ス向上の観点から、「取締役会のあり方」についての基本的な考え方に焦点を絞った内容に

なっているため、部会資料１４に対応する形式にはなっていない。 

 

用語について 

本意見書に出てくる二つの用語、「独立取締役」と「独立委員会」については、次のよう

な考え方に基づいている。 

 

◇ 独立取締役 

 現行会社法には社外取締役の「社外性」が定義されているものの、「独立性」に関する定

義はまだ存在していない。本意見書では、独立性の定義までは行わないが、ここで言う独

立とは「経営者からの独立」を意味する。経営者は、株主共同利益を実現するためのエー

ジェントであり、独立取締役は、経営者をモニタリングすることにより、いわゆるエージ

ェンシー・コストの問題に対処するための制度であるからである（当然ながら、特定の株

主、ステークホルダーからの独立も確保されなければならない）。証券取引所の上場ルール

で定められた独立役員（一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役もしくは社外監査

役）の独立性との整合性を踏まえながら、この観点から独立取締役の定義を定めることが

必要だと考える。 

昨今、内外の機関投資家が株主の観点から問題としているのは、社外取締役の独立性で

ある。独立性の希薄な社外取締役には株主総会の取締役選任議案で反対票が投じられてお
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り、今後、その傾向は一層高まるであろう。社外取締役ではなく独立取締役であることが

あるべきコーポレート・ガバナンスの本質である。 

 

◇ 独立委員会 

 独立委員会についても現行会社法上の規定はない。同様な名称は、事前警告型の買収防

衛策を導入する際に置かれる独立委員会（他の呼び名で使われることもある）で見ること

ができるが、本意見書でいう独立委員会とは根本的に機能が異なる。 

ここでいう独立委員会とは、委員会設置会社に置かれる指名委員会と報酬委員会の機能

を有する委員会を意味する。コーポレート・ガバナンスの最も中心に位置付けられる機能

は取締役の指名と報酬に関するものであり、これらの二つの機能が満足されていれば、委

員会の名称、委員会の数については問わない。 

 

 

１．意見 

 公開大会社のうち監査役会設置会社については、次のいずれかの方式で独立取締役を導

入することを義務付ける。 

ａ．取締役会の過半数を独立取締役で構成する。 

ｂ．独立取締役を過半数とする取締役のみで構成される独立委員会を設置し、この委員会

に取締役候補者の選定、取締役の報酬の決定に関する権限を付与する。 

 

［理由］ 

 現代のコーポレート・ガバナンスのグローバル・スタンダードは、業務執行つまり経営

とその監督とを分離し、経営はいわゆる経営者（そのトップが代表取締役ないしは代表執

行役）が担い、取締役会は経営の監督に専念するという分業体制（モニタリング・モデル）

になっている。 

 株主から選任された取締役で構成される取締役会としては、株主共同の利益という観点

から経営者の監督を行なう必要がある。そのためには、経営者と上下関係にある社内取締

役だけで構成される取締役会では、独立な監督機関（モニタリング機関）であるとの説明

は難しい。 

 監査役会設置会社において、取締役会が監督機能（モニタリング機能）を持つためには、

現在任意となっている社外取締役の導入が必須である。加えて、実質的な監督機能を発揮

するためには、社外性のみならず独立性が必要である。したがって、会社法で独立取締役

を定義し、現行の社外取締役の定義に置き換えるべきである。 

 『会社法制の見直しに関する中間試案のたたき台（１）』の「監査役会設置会社における

社外取締役の選任の義務付け」の【Ａ案】では、１人以上の社外取締役の選任を義務付け

が示されている。これが採用されれば、日本のコーポレート・ガバナンスの向上について
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大きな前進だが、監督機能の実効性の観点からは、独立性が必要であることに加えて、人

数も１人では十分と言うことはできない。例えば、１人しかいない独立取締役がそのモニ

タリングの結果、代表取締役の解任を提案したとしても、社内の取締役が反対すれば、そ

の提案は通らないのであり、結局のところ取締役会としての最も重要な経営者の解任とい

う監督機能が果たされないことになるからである。 

 提案団体の一つである「全国社外取締役ネットワーク」では、健全な社外取締役制度の

実現に向けて、社外取締役を導入している経営者、取締役会事務局、社外取締役と対話を

行い、多面的に情報を収集している。その経験から、（独立性の高い）社外取締役は１人で

は十分でなく、最低２人～３人が必要という認識を持っている（理想的には過半数である

ことは言うまでもない）。いずれにしても率先して取締役会改革を行ってきた日本の先進企

業の取り組みを積極的に会社法の中に取り込み、実現していくことは、大変意味のあるこ

とだと考える。 

 

ａ．取締役会の過半数を独立取締役で構成する。 

 

 取締役会が真の意味で監督機能を果たすためには、取締役会の過半数が独立取締役で占

められる必要がある。これは、取締役会の意思決定は最終的には多数決で行われるからで、

理屈上は理解しやすい。 

しかし、現行監査役会設置会社の取締役会は決定事項が多い。この点は、後記２におい

てふれるところであるが、業務執行案件が多数取締役会に上程されていれば、会社の事情

に詳しくない独立取締役が取締役会の過半数を占めることは、必ずしも株主共同の利益に

資するとは限らない。また業務執行の決定に参加することは、その業務執行に責任を持つ

ということであり、その限りで当該決定に基づく業務の執行に関するモニタリングが公正

に行われない場合があり得る。例えば、独立取締役がある業務執行の決定に賛成した場合、

それが後日、正しい決定ではないとなったときでも、当該決定を擁護しようとするインセ

ンティブが働くことになるからである。したがって、取締役会を監督機関として明確に位

置付けるためには、次の意見２に示すように、取締役会の決定事項を大幅に減らすことが

必要である。 

このような独立取締役が過半数を占める取締役会であれば、次項ｂに示すように、取締

役の指名、報酬に関する委員会の設置を義務化する必要はない。このことは、もちろん、

現行、監査役会設置会社の一部の会社が自発的に取り組んでいる、任意の指名および報酬

委員会を設置することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを妨

げるものではない。 

 

ｂ．独立取締役を過半数とする取締役のみで構成される独立委員会を設置し、この委員会

に取締役候補者の選定、取締役の報酬の決定に関する権限を付与する。 
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 わが国上場会社の現状は、会社法上の社外取締役を導入している企業は半数程度にとど

まっている。さらに、社外取締役が取締役会の過半数を占める会社は東証上場企業で 46社

に過ぎず、その割合は 2％程度という極めて低い数字となっている。これらは独立性を問わ

ない会社法上の社外取締役である。東証上場企業で独立役員に指定されている社外取締役

は半数程度になっている。 

 このような状況下では、理想的には取締役会の過半数が独立取締役で占められることが

望ましいとしても、こうした強制策を現段階でとることは現実的ではないという意見もあ

ろう。そこで、監査役会設置会社においても、委員会設置会社と同様に、取締役の指名、

報酬の問題については、会社法に定めた委員会（本意見書ではこれを独立委員会と呼ぶ）

を設置し、その委員会に権限を委譲することが望ましい。 

 その際重要なのは、「利益相反」の回避と経営者からの「独立性」の確保の２点である。

取締役の指名、報酬の問題は、社内取締役である経営者にとって典型的な利益相反事項で

あるから、これを独立取締役主導（過半数）で行うことには重要な意味がある。繰り返し

になるが、上記の２点に配慮すれば、本来、これは「社外」ではなく「独立」という概念

で律すべきものである。 

 現行の委員会設置会社では、指名・報酬・監査の三つの機能について社外取締役が過半

数で構成される委員会を義務付けている。監査役会設置会社においても、取締役の指名・

報酬の機能について、経営者から独立した機関に決定させる仕組みがなければならない。

そのために、独立取締役が過半数を占める独立委員会の設置を会社法において義務付け、

この委員会に取締役候補者の選定、取締役の報酬の決定に関する権限を付与することが必

要である。 

 

 

２．意見 

 公開大会社における監査役会設置会社の取締役会の監督機能を強化し、その実効性を高

めるために、取締役会の決定事項を現行会社法第３６２条第４項の定めよりも大幅に減少

させ、それらは、取締役会の決議により代表取締役にその決定を委譲できるものとする。 

 

［理由］ 

 現行の監査役会設置会社において、任意となっている社外取締役の導入が進んでいない

理由の一つとして考えられるのは、取締役会の決定事項が多すぎるということである。業

務執行案件ばかりの取締役会であれば、社外取締役に否定的な立場をとる者が発する「社

内の事情を知らない社外取締役は役に立たない」という言葉には一定の説得力がある。業

務執行案件が多数取締役会に上程される状況を改め、取締役会がその監督機能を十分に発

揮できる機関として位置付けることがなければ、社外取締役の導入効果を疑問視する声が

あるのは当然であるとも言える。 
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 現行、監査役会設置会社の取締役会は、重要な業務執行を決定することになっている。

そして何が「重要」な業務執行かのとらえ方が、一義的に明らかでないのみならず、それ

ぞれの会社が置かれた状況によって異なるため、会社によっては相当細かい事項であって

も、取締役会に上程されることになり、社内取締役であれ、独立取締役であれ、取締役で

ある以上は、その決定に加わらなければならない。これは独立取締役にあっても、当該業

務執行の決定を是認したことを意味し、その決定から生じる結果について経営者と同様の

責任を負わなければならない可能性が出てくる。また当該業務執行の決定に関与した以上、

当該業務執行の決定・結果を批判的にモニタリングすることが困難になる。これでは経営

者と独立取締役が、ある意味で同じ意識を持たなければならないことになり、独立取締役

の本来果たすべき役割すなわち監督機能を阻害することにもなりかねない。 

 また、監査役会設置会社の取締役は、業務執行取締役になることができる。業務執行取

締役を務める社内取締役としては、自身の業務執行に関する意思決定事項を可能な限り議

案として取締役会に上程し、取締役会で決議してもらう方が安全であると考えても何ら不

思議ではない。社内取締役のみならず、独立取締役からの賛成を得たとなれば、当該独立

取締役からの厳しいモニタリングを事実上、回避できることが期待できるからである。こ

れらの事情から、結果として、取締役会に提出される議案が自ずと多くなる傾向が生じる

のである。 

 

 独立取締役は非常勤であることを前提に考えられるべきであるから、使える時間も入っ

てくる情報も常勤の社内取締役と比べてどうしても少ない。そうすると、独立取締役に期

待されることは、会社の細かな業務執行案件の評価ではなく、あくまで経営者から独立し

た視点から監督機能の発揮であることを認識する必要がある。経営者による経営が当初期

待された基本的な経営目標からみて合格か否かを評価することは、当該会社に関する細部

にわたる詳細な情報の把握を要せずにできることであり、この意味での経営者の経営に関

する成績評価をすることこそが、独立取締役の本来果たすべき機能だからである。 

 委員会設置会社では「執行役」が定められ、取締役会から大幅な業務執行の決定・執行

権限の移譲を受けた執行役が、会社の経営を行うことになる。すなわち、執行役が経営者

であり、取締役会は、経営者である執行役の監督が主たる任務となる。本意見書では、監

査役会設置会社では、独立取締役は３人以上の取締役で構成される独立委員会の過半数、

すなわち２人以上（意見１ａでは取締役会の過半数）の義務付けを求めている。すなわち、

取締役会が監督機能を主として担うことを可能とするためには、取締役会の業務執行決定

権限を現行よりも大幅に減らす必要があり、そのための権限移譲を許容する定めが不可欠

となる。したがって、監査役会設置会社においても、取締役会が決議をすることにより、

取締役会の業務執行に関する決定権限事項を現行会社法第３６２条第４項の定めよりも大

幅に減少させる必要があり、それらの事項を代表取締役に委譲することができるようすべ

きである。 
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 「会社法制部会資料１４」の「監査・監督委員会設置会社の取締役会における業務執行

の決定」には、いつくかの重要事項の決定について取締役に委任することができる、とし

ている。これは、本意見書の基本的な考え方と同一の方向であると言える。 

 

 

３．意見 

 委員会設置会社の三委員会は、いずれもその過半数が独立取締役でなければならない。 

 

［理由］ 

現行、委員会設置会社では指名、報酬、監査の三委員会は社外取締役が過半数であるこ

とが求められている。監査役会設置会社について本意見書で示してきたように、委員会設

置会社においても社外取締役を独立取締役に置き換えるべきであり、したがって、三委員

会の過半数は独立取締役とすべきである。 

 

 

おわりに 

 本意見書では、現行監査役会設置会社において任意となっている社外取締役の導入につ

いて、「社外」ではなく「独立」とした上で、さらに最低２人の導入を求めている。 

 社外取締役（独立取締役）の義務付けについては、様々な意見があることは承知してい

る。コーポレート・ガバナンス推進を目的とする三団体は、世界がますますグローバル化

している中で、世界の事実上のスタンダードに合致したガバナンスの構築がなければ、わ

が国企業に関するそのガバナンスが不十分であると言うこれまで一貫してなされている海

外からの批判を免れることはできないし、わが国資本市場の魅力はますます低下すること

になる。日本たたき（日本バッシング）どころか、日本を無視しても一向に困らない（日

本ナッシング）と言う非常に厳しい現状を変革するためには、日本企業が元気になること

が不可欠であり、そのためには、企業価値を増加させる経営がなされなければならない。

企業価値を向上させる経営がなされるためには、経営者による経営が企業価値向上と言う

物差しをもって厳しく評価することがなければならず、まさに取締役会がその役割を果た

すことが真に望まれているのである。それゆえに本意見書は、日本企業が企業価値の向上

を果たし、また対外的に説得力のあるガバナンス体制を構築するためには、取締役会によ

る経営者の評価が不可欠であると考えるからこそ、複数の独立取締役の導入が必要として

いるのである。 

 独立取締役２人の義務付けについては、人材難の観点から実現困難という意見もあろう。

しかし、監査役会の半数以上を社外監査役とすることについて、当時も人材難を理由に否

定的意見が強力に主張されたが、今やそのような意見はなく、半数の社外監査役の義務付

けは、現在では定着している。また、証券取引所の上場ルールで定められた独立役員につ
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いても各企業の積極的な取り組みによって確保されている。これらのガバナンスに関連す

る課題について、日本企業は賢明なる努力で次々と克服してきた。このことから、独立取

締役義務化の問題についても解決できるはずである。 

 この関連で適切なガバナンスは、企業ごとに異なるから、画一的な法による義務付けは、

不適当であるとの意見が一部にあることも承知している。しかしそのような論者も、経営

者が企業価値の向上を図る経営をしているかどうかの評価は、当該経営者が自ら行うこと

でよいとは考えているわけではあるまい。自分で自分を評価するのは、どうしても甘くな

り、不適当だからである。そもそもヒトは、自らに痛みを生じさせるようなことは極力回

避しようとするのであり、そうであるとすると、経営者を厳しく株主共同利益の向上の観

点からその成績を評価するような仕組（取締役会による経営者に対する監督機能の充実）

の導入が、法による義務付けをせずとも、経営者の自由に任せておけば、自然と実現する

ようなことなのであろうか。ヒトの本性からして、そのようなことは一般に実現されない

のである。すなわち、独立取締役の積極的な活用は、放っておけば、自然と実現するよう

な事柄ではないから、法による義務付けこそが、まさにふさわしいものなのである。 

 一部の企業関係者の間で独立取締役の導入効果について懐疑的な見方もあるにしても、

コーポレート・ガバナンスの問題は、企業側の事情だけでなく経済システム全体を考慮に

入れる必要があることを忘れてはならない。三団体は、日本のコーポレート・ガバナンス

の推進に微力ながらも相当に貢献してきたものと自負するものであるが、その過程で得た

日本企業に関する実情を十分に踏まえたとしても、本意見書の提言は、実現可能であると

確信している。 

 

以上に示してきた内容で会社法が改正されると、公開大会社の会社機構は、監査役会設

置会社（ａ）、（ｂ）、委員会設置会社の選択性となる。 

 

名称 廃止（現行） 

監査役会 

設置会社 

（新） 

監査役会 

設置会社（ａ） 

（新） 

監査役会 

設置会社（ｂ） 

（新） 

委員会 

設置会社 

取締役会 業務執行決定、 

監督機関 

監督機関 

基本的な経営方針 

の決定 

監督機関 

基本的な経営方針 

の決定 

監督機関 

基本的な経営方針 

の決定 

独立 

取締役 

任意 取締役会の 

過半数 

委員会の 

過半数 

委員会の 

過半数 

委員会 （規定なし） 

任意の 

委員会設置可 

（規定なし） 

任意の 

委員会設置可 

独立委員会 

（指名・報酬 

問題専決） 

指名委員会 

報酬委員会 

監査委員会 
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現行会社法では、監査役会設置会社と委員会設置会社の選択性となっているが、委員会

設置会社を採用する企業は極端に少なく、有効な制度間競争に至っていないのは上述のと

おりである。これは社外取締役を各委員会レベルにおいて過半数を義務付けると同時に、

取締役の指名および取締役の報酬決定という、経営者の権力の源泉と言われている事項を、

委員会の決定事項とし、かつ、そのようなガバナンス体制に移行するかどうかの選択が当

事者である経営者に委ねられていることに大きな原因がある。これでは、前述したヒトの

本性からして積極的に委員会設置会社に移行しようとする経営者が少なくなるのは当然の

事理なのである。 

 本意見書が提言するような、新たな監査役会設置会社と委員会設置会社の選択制であれ

ば、独立取締役が複数存在するという観点においてイコールフッティングであるから、両

者の間で健全な制度間競争が期待できよう。しかも複数の独立取締役の導入が義務付けら

れることは、一貫して強く日本企業のガバナンス体制の確立を求めてきた内外の機関投資

家の要請に応えることとなり、株主利益に対しても十分な配慮をしている国であることを

強くアピールできるから、日本の資本市場の活性化という、日本経済にとっての至上命題

に対しても極めて大きな効果が期待できる。 

 

 独立取締役の人材不足についての意見は根強く、この点において独立取締役の義務付け

に関して批判が出ることになろうが、この点は、強調されるべきではなく、わが国企業は

十分にその克服が可能であることは、すでに述べたとおりである。 

 現行、監査役会設置会社のように、取締役会の決定事項が多い場合は、真の意味での監

督と執行の分離が困難であるが、本意見書で提言した取締役会は、監査役会設置会社、委

員会設置会社ともにいずれも監督機関に位置付けられる。監督する立場であれば、会社の

内部者との情報の格差は、それほど問題とならないことも前述のとおりである。 

 取締役会が監督機関に特化することは、取締役会から経営者に対する大幅な権限移譲が

進むことを意味するから、迅速な意思決定・業務執行が実現することであり、このことは、

企業側にとっても大きなメリットとなる。現状では、取締役会は業務執行の意思決定機関

との性格が強いので、そこに独立取締役が入ってきてもその意義が乏しいとの評価は、理

解できないわけではない。しかし、本意見書が示すようなものになれば、監査役会設置会

社においても、多くの業務執行の決定案件は代表取締役への権限移譲が可能となるので、

迅速な業務執行の決定と実行がなされることになる。他方、独立取締役が相当数入った取

締役会は、より十分な監督機能を発揮できることになり、経営者による株主共同利益の向

上を図る経営が目指されることになる。もちろんこの関係では、独立取締役に対するサポ

ート体制を充実させるとともに、独立取締役自身が当該会社の内部統制システムを活用す

ることにより、容易に監督機能を果たすことが可能となる。 
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 取締役会が監督機関として明確に位置付けられ、かつ独立取締役へのサポートが適切に

行われ、内部統制システムが有効に機能していれば、独立取締役の役割を果たしうる人材

候補者は数多くいる。欧米をはじめ、アジア諸国でも独立取締役の存在が一般化している

ことから見れば、わが国にだけ独立取締役にふさわしい人物が不足しているというのは説

得力に欠けると言わざるを得ないであろう。 

 

 現に本意見書の提案団体の一つである「全国社外取締役ネットワーク」では、コーポレ

ート・ガバナンスの教育プログラムの開発、独立取締役同士または独立取締役と将来の候

補者との相互研鑽の促進を通じて、独立取締役の候補となるべき人材育成に努めてきた。

今後、独立取締役のニーズが多数生まれることで、教育を行う団体や候補者を紹介する団

体が新たに生まれてくることになろう。そうした団体による適度な競争環境が整うことに

より、日本のコーポレート・ガバナンスは発展するであろうし、そうした団体がそれを支

えていくことになる。 

本意見書を提出する三団体は、平成２４年１月を目途に合併することで基本合意してい

る。「日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム」が中心となって行ってきたガバナンス

についての情報発信活動、「日本コーポレート・ガバナンス研究所」が取り組んできた調査

研究活動に加えて、「全国社外取締役ネットワーク」が進めてきたガバナンス教育の推進、

独立取締役間の交流促進、独立取締役候補者の紹介といった諸活動は、三団体による新た

な統合によりさらにシナジー効果を伴って発展していくであろう。このような日本のコー

ポレート・ガバナンスの発展・推進を目的とする三団体の統合にあたり、会社法改正に関

する本意見書を提出することは大きな意義のあることと考えており、本意見書の諸提言が

会社法改正に反映されることを強く期待してやまない。 

 

以上 

 

【提出団体の概要】 

■ 全国社外取締役ネットワーク 

設立：2003年 3月 

代表理事：田村 達也（元日本銀行理事、グローバル経営研究所 代表取締役） 

活動概要：社外取締役個人および社外取締役を導入する企業の支援を通じて、日本企業の

コーポレート・ガバナンス向上に貢献することを目的とした非営利団体。コーポレート・

ガバナンスに関する啓蒙活動、上場企業のボードメンバーを対象とするガバナンスの教育

活動、独立取締役に関する情報発信、個人に対する社外取締役の就任支援・企業に対する

社外取締役の導入支援などを行っている。 

ＵＲＬ：http://www.shagai-net.jp/ 
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■ 日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム 

設立：1994年 10月 

共同理事長：落合 誠一（中央大学法科大学院 教授、東京大学名誉教授） 

北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム 最高顧問） 

活動概要：「学際性」「産学協同」「国際性」の三つを基本理念として有する非営利団体。1998

年、2001年、2007年に発行した「コーポレート・ガバナンス原則」をはじめとするコーポ

レート・ガバナンスにまつわる有効な政策提言を行うと同時に、関係するテーマについて

の勉強会、年に一度の大規模な年次大会（シンポジウム）を開催している。 

ＵＲＬ：http://www.jcgf.org/jp/ 

 

■ 日本コーポレート・ガバナンス研究所 

設立：2003年 4月 

代表理事：若杉 敬明（東京経済大学経営学部 教授、東京大学名誉教授） 

活動概要：グローバリゼーションの時代にふさわしい 正しいコーポレート・ガバナンスの

あり方について共通の理解を深めることを目的とし、個別企業のコーポレート・ガバナン

スの現状を指標化して、日本のコーポレート・ガバナンスの全体像を把握しようとする非

営利組織。活動を通じて、わが国企業各社のコーポレート・ガバナンス改革に寄与貢献す

ることを目指している。 

ＵＲＬ：http://www.jcgr.org/ 

 

◇ 三団体の合併について 

 本三団体は、各団体で平成２３年内に行われる総会等での機関決定を前提に、平成２４

年１月を目途に合併することで基本合意している。NPO法人である全国社外取締役ネット

ワークを存続団体として、「日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（仮称）」とし

て新たなスタートを切る予定である。 

 三団体合併の目的は、コーポレート・ガバナンスに関わる者をネットワーク化し、日本

企業のガバナンスの推進を行うことにある。合併後の新団体においても、ガバナンスの情

報発信、調査研究活動を強化していくと同時に、ガバナンスの教育活動の展開、独立取締

役の人材育成について積極的に取り組んでいく予定である。 

 

文責：全国社外取締役ネットワーク 事務局 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

特定非営利活動法人 全国社外取締役ネットワーク 

事務局長 富永 誠一 

Tel : 03-5473-8038  / e-mail : info@shagai-net.jp 


