
戦略に対する取締役会の関与を深め、戦略の中核に位置づけ
られる仮定の継続的な妥当性を評価すること
(企業のビジネスモデルや産業全体を混乱させるような強い影響力が
ある) 世界的な不安定さと不確実さの下、戦略に対する取締役会の伝
統的な「見直しと同意」という役割はもはや適切ではない。これらの
不確実性や市場の影響力に対処するためには、「継続的なプロセス」1

として経営者と緊密に取り組むことにより戦略に対する新しいレベ
ルでの取締役会の関与が必要とされる。企業の戦略の核心部分につ
いての基本的な仮定を理解すべきである。これらの仮定が継続的に
妥当であることを経営者が監視するプロセスはどれほど強固なもの
であろうか。監視プロセスは戦略の見直しが必要かもしれない状況
について、タイムリーな警告を発しているであろうか。取締役会は
戦略の改定が求められるかもしれない状況を認識するために戦略に
関して経営者と継続的な関わりをもち経営環境への深い理解を有し
ているであろうか。取締役会は現状維持思考 (とりわけ企業の業績が
好調なとき) に用心しているだろうか。企業の短期的行動と目標は会
社の戦略と合致しており、長期的な価値創造 2 を促進しているであろ
うか。企業の長期的な視点は持続的な問題 (例えば、環境、社会、健
康・医療そして安全問題）及び企業、顧客、従業員、サプライチェ
ーンそしてその他の利害関係者にとっての共有価値 (Shared value) 
がもたらす便益を考慮しているだろうか。

人材開発を戦略の優先項目とすること

事業中断に対する脆弱性及び危機対応力を再評価すること

KPMGの年次CEOサーベイ3 の調査結果によれば、人材ニーズと人材リ
ソースのギャップが拡大していること (大部分はグローバリゼーション、
デジタル化、人口動態の変動によりもたらされた。) 及び各職能のリー
ダー (研究開発、技術、人事、財務) がより戦略的な役割を果たすこと
への期待が指摘されている。戦略と一致した短期的・長期的人材ニーズ

予測計画は存在するであろうか。どの領域の人材が供給不足となるで
あろうか、そして企業はどのようにそれらの領域での人材獲得を上手
に競い合うのであろうか。さらに広く見れば、ミレニアル世代が数多
く入社し、人材プールがより世界的に多様化するにつれ、企業はいか
にして全てのレベルにおけるトップ人材を魅了し、才能を伸ばし、保
持できる位置を占めることができるであろうか。CEOのサクセッショ
ンプランニングが既にほとんどの取締役会において優先項目である一
方で、優れた取締役会ではさらにCFOのような主要な役職のサクセッ
ションプランニングについても直接的に関与し、また人材開発や組織
全体のサクセッションプランニングをも監視している。

直近の地政学的混乱やテロ活動、自然災害、危惧される感染病の大流
行、情報セキュリティ侵入等に示されるように、事業の世界的な相互
関連性は事実上全ての会社に難題をもたらしている。さらに、誠実性
の欠如 (それが孤立した事案であったとしても) は、通常の事業活動を
阻害、混乱させるようなメディアの注目を生み出すことになる。経営
者がサプライチェーン、販売、流通チャネルの全体に及ぶ広範な想定
シナリオを検討していることを確認するべきである。会社の危機対応
計画は頑強で準備万端であろうか。その計画は定期的にテストされ、
更新されているであろうか。重要なインフラ (例えば、電話やインター
ネットといった通信網、金融システム、物流、エネルギー供給) の潜在
的な損失や主要なビジネスリーダーの喪失といったことを考慮してい
るであろうか。どれほど迅速にそして適切に危機に対応しているかが
評判や業績に重要かつ長期的な影響を与え得る。基本姿勢を明確にし、
その姿勢に対する指導者層のコミットメントと組織全体を通じた風土
をグローバルに注意深く監視すべきである。

世界的に不安定で不確実さが高まっている状況 (例えば　地政学的情勢、商品価格、金利、為替の変動、
新興市場における成長の減速) に加えて既存産業やビジネスモデルを脅かす技術的進歩を考慮すると、企
業にとって2016年の見通しは極めて厳しいものになると考えられる。こうした環境下で、企業の取締役
会の戦略、リスク、コンプライアンスへの寄与に対する投資家や規制当局の監視の目が厳しくなっている
ことに伴い、取締役会に対する注目度はますます高まっている。我々の過去1年間にわたる取締役や産業
界のリーダーとの意見交換から得られた知見を活かし、取締役会が2016年度の課題を検討、実行する際
に留意すべき6つの項目を提起したい。 

1 Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Strategy Development, October 2014  
2 Report of the NACD Blue Ribbon Commission on The Board and Long-Term Value Creation, September 2015  
3 U.S. CEO outlook 2015: The Growth Imperative in a More Competitive Environment, KPMG
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サイバーリスクやセキュリティについての取締役会での議論
を再定義し内容を広げること
サイバーセキュリティに対する関心は非常に大きいにもかかわらず、
より積極的な監視への期待が高まる一方で、サイバーリスクへの景観
は流動的ではっきりしていない。サイバーの景観が発展するにつれ
て、取締役会の監視内容も (また、その会話の性質においても) 同様
に発展すべきである。議論は (情報セキュリティ侵入が起こることへ
の) 予防から発見及び封じ込めへとシフトしてきており、更にハッカ
ーの侵入口である企業の隣接関係 (adjacencies) にますます集中して
きている。取締役会にとっての重要な役割として、主要な経営幹部を
巻き込みながら、企業のサイバーリスクに対する考え方を全社レベル
まで高めること、更にサイバーリスクがITリスクとしてではなくビジ
ネスリスクやエンタープライズリスクとして管理されているのを確認
する手助けをすることが挙げられる。M&A、製品開発、新しい地域へ
の参入、サプライヤーや顧客、パートナー、アドバイザー、その他
の第三者との関係に関する議論のさいにはサイバーリスクを考慮して
いるであろうか。セキュリティへの考え方、適切なトレーニング、そ
して事故対応への準備により、サイバーセキュリティへの意識 (そし
て説明責任) が、組織に確実に浸透するように手助けすべきである。
取締役会の検討課題において、サイバーセキュリティは定期的で適切
な時間が割り当てられているであろうか。取締役会はそれに取り組む
ための別の委員会を必要としているであろうか。会社の最大の脆弱
性はどこにあり、最重要データ一式をどのように保護しているであろ
うか。同じ産業の別の会社をベンチマークとしているであろうか。サ
イバーセキュリティ採点表と強固なサイバー事故対応計画を準備して
いるであろうか。

アクティビストを含む株主との効果的な関わりを促進させ
ること
スペンサー・スチュワートの2015年度版ガバナンス調査によると、70
％の回答者が、経営者または取締役会が積極的に大手機関投資家や株
主に接触している、と回答している。尚、その割合は2014年度の62％
から上昇している。取締役会は、プロキシー・アクセス、セイ・オン・
ペイ、取締役会の構成と刷新、政治献金、企業の社会的責任といった
問題について、株主が重要な説明を求めるていると予想することがで
きる。経営者が主要な株主とどのようなコミュニケーションを図りま
た関与しているかを理解し、投資家とのコミュニケーション (特に役
員報酬や取締役会のリーダーシップといった問題) における取締役会
の役割を明確にすべきである。筆頭株主は誰であるのかを知り、彼ら
が重視していることを理解しているであろうか。アクティビストの課
題を理解しているであろうか。(役員報酬、経営者の実績、戦略、非
中核事業の分離、資本配分、取締役会の構成は、彼らの関心を惹きや
すい。) アクティビストに対する脆弱性評価を実行し、適切なフォロ
ーアップを行っているだろうか。

取締役会の構成を継続的に議題の中心に位置づけること
事業とリスク環境がさらに複雑化していることに対応して、取締役会
の構成は変化しただろうか。グローバリゼーションやテクノロジー、
ビジネスモデルの崩壊、その他の変化が事業環境を変造したときに、
取締役会のスキルセットは時代遅れとなっていないだろうか。現行の
既存事業のためだけでなく、将来の会社の戦略を方向付けることを手
助けできるような適切な人材を有しているであろうか。取締役会が、
適切に混合された能力、経歴、経験、考え方の多様性を保持している
かどうか更に効率的にグループとして機能しているかどうかを継続し
て評価すべきである。取締役の業績を公正に扱っているであろうか。
新しい取締役を募集するにあたって、そのグループ全体としての強み
と多様性を高めるために広範囲に網を張っているであろうか。新しい
取締役が初日から貢献できるためのしっかりとした新人研修があるだ
ろうか。ヘイドリック・アンド・ストラッグルズが言及しているように、
「今日、取締役会の刷新という考えが広く使われるようになるにつれ、
多様性についての関心が駆り立てられて、取締役会の構成は注目を浴
び、そして慎重に検証される。 」4

4 Heidrick & Struggles Board of Directors Survey, 2015         
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