
16 brunsw ick rev iew  ·   第10号  ·   2016  年春
 

brunsw ick rev iew  ·   第10号  ·   2016  年春   17

永山治氏「二つの企業の取締役会
を指揮することが両社 

の利益にも繋がる」と語る。

永山治氏は、中外製薬の会長兼CEOとソニ
ーの社外取締役兼取締役会議長を兼任し
ている。中外製薬の東京にある本社の会議
室でのインタビューで、永山氏は、両社の事
業は非常に異なっているものの、取締役会
の果たす責任は同じであり、片方で得た知
見をもう一方で活かすことができる、と言う。
さらに、両社の経営陣とのやりとりを通じて、
自身の経験と専門知識を高めることができ、
両社の利益にも繋がっていると言う。

ソニーと中外製薬は両社とも国際的な企業
であり、社外取締役の設置を前提としたガ
バナンス構造となっている。しかし伝統的に
日本企業の取締役会は、多くが経営幹部と
社内関係者のみで構成されてきた。永山氏
は、一部でまだ否定的な意見はあるものの、
安倍政権によるガバナンス改革の後押しも
あり、急速に変化が進んでいると見ている。

永山氏は、「取締役会の主な機能は、（多くの
人が考えているように）如何に儲けるかを考
えることではなく、経営の透明性を高めるこ
とにある」と述べるとともに、「取締役会は、
株主を含むステークホルダーの視点で、経
営に対する「チェック＆バランス」を果たすも
のだ」と語る。

永山氏は、取締役会のこのような監督機能
からすると、CEOと取締役会議長は良好な
関係を築くべきであるが、親密すぎる関係は

「危険」と語る。

中外製薬の会長兼CEOは、大変な重責を伴
うポジションです。なぜソニーの取締役会議
長職も務めることにされたのでしょうか？

私 は 2 0 1 0 年 にソニー の 取 締 役 にな
り、2013年に取締役会議長に選任されまし
た。そもそものきっかけは、当時の経営陣と
取締役会議長の小林陽太郎氏から社外取締
役にならないかという打診を受けたことです。
ソニーは事業規模も大きく、ビジネスも多岐
にわたるグローバル企業であるため、取締役
として直面するであろう課題の大きさは容易
に想像できました。と同時に、自分の経験とビ
ジネスの知識に基づいた知見を提供できる
のではないかとも考えました。また、ソニーの
取締役になることで、経営やガバナンスのあ
り方についてヒントが得られ、中外製薬のた
めにもなるのではないか、と考えたのです。多
少躊躇もありましたが、しばらく検討したの
ちに引き受けました。私は昔からソニーのフ
ァンでもあり、ウォークマンやソニーのデジタ
ルカメラなどの製品も愛用していました。昔は
トリニトロンTVを持っていましたし、今もソ
ニーのDVD/Blu-rayプレーヤーを使ってい
ます。ソニー製品を使ったことのない日本人
を見つけるほうが難しいでしょう。日本ではソ
ニーは特別な地位を確立した企業なのです。
ウォークマンなどの一部の製品は、世界中の
大衆文化を創る役割も果たしました。

製薬会社である中外ご出身の会長がソニー
に来て、何か大きな驚きはありましたか？

最大の驚きは、ソニーが如何に世間の注目を
浴びているか、ということでした。ソニーのビ
ジネスは、エレクトロニクス、エンターテイン
メント、金融、保険まで多岐にわたり、いずれ
も消費者向けビジネスが中心です。

ソニーの一挙一動は、世の中の非常に大きな
関心の的なのです。このようなことは、顧客の
大部分が医療従事者である中外製薬では起
きません。

これは大きな驚きでしたが、一方で中外製薬
での責務を果たす上でも有益でした。顧客で
ある医療従事者の先にいる当社の医薬品の
ユーザーについても、もっと時間をかけて考
えるようになりました。ソニーでの経験を通じ
て、中外製薬は、患者さんや社会など、製品の
影響を受ける関係者のニーズにより敏感にな
っています。

ソニーの取締役を務めることで、特にグロー
バルな事業の運営、という点についても視野
が広がりました。中外製薬の事業規模ははる
かに小さいですが、薬剤は全世界で使用され

社外から
の視点
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ることを前提に開発されています。

株主利益を顧客や従業員など他のステークホル
ダーよりも優先させなければいけないというプレ
ッシャーは感じますか？

株主利益というと、一般的には短期的な収益性向
上や株価上昇がイメージされますが、株の長期保
有者は、短期的な浮き沈みがあることを前提に、会
社が長期的に健全に成長することを期待していま
す。

私の経験から申し上げると、いかなるグローバル
企業も長期的な視点にたった投資もしなければ、
短期的利益を上げることもできません。会社の将
来を託せるような事業については、二、三年の赤字
は許容範囲かもしれませんが、それ以上になって
はいけません。「将来に向けて投資している。」と言
うことは、毎年赤字を出し続ける言い訳にはなりま
せん。

GEのような大企業のビジネスリーダーは、主とし
て長期的未来を考えていますが、彼らも、配当金や
企業価値向上を通じて、株主やステークホルダー
を満足させることを決して忘れてはいません。

つまり、短期的成功と長期的成功は二者択一では
ないのです。両者は並行して達成しなければならな
いのです。

複数の社外取締役を採用することは、日本におい
ては長く上場企業の一部に限られてきました。新
しいコーポレート・ガバナンス・コードは、各企業
が2人以上の社外取締役を選任することを推奨し
ています。これは歓迎すべき動きでしょうか？

コーポレートガバナンスの形態に、絶対解はない
のではないでしょうか。企業にとって最適解の探求
は、容易ではありませんが、安倍政権は熱心に取
り組んでおり、日本において変化は今、一気に進ん
でいると感じます。一方、社外取締役の需要は高ま
っているものの、候補者はまだ限られているようで
す。

現実問題として、（日本の）国内市場は縮小してい
ます。企業が海外市場での成功を目指す際、進出
先の国の文化や慣習への適応は必須です。その意
味合いからも、社外の人間を二人、取締役会に加
えることは、社外取締役の役割を重視する、国際的
に認められるガバナンスへの第一歩です。

しかし、社外取締役と社内取締役のどちらを増や
した方が良いかは、それぞれの組織によって異な
り、絶対解はありません。ソニーでは12名の取締役
の内9名が社外取締役、多様でグローバルなソニ
ーのビジネスに見合った体制です。

企業統治のあり方については、絶対解というのはな
いのだと思います。多様なビジネスを展開するソニ
ーでは、異業種、もしくは異なる知見を持つ取締役
が必要とされているというわけです。

社外取締役の人数が問題なのではなく、ステーク
ホルダー視線で、いかに経営の透明性を確保して
いくか、が肝要なのです。

社外取締役を加えない方が良いと思う会社もあり
ますか？

日本企業は、長年、社内取締役が占めるスタイルに
依存してきました。私はこの事が特に悪いとは思い
ませんが、ビジネス環境は急速に変化しています。
この先、（社外）取締役となりうる人材が増え、企業
が社外取締役を増やす方向に向かうことになると
思います。

しかしながら、今はまだ社外取締役の役割につい
て懐疑的な見方をする人が多いのも事実です。こ
れは日本に限ったことではなく、海外でも見られる
傾向です。

中には、自社のビジネスに精通していない人間をな
ぜ取締役にする必要があるのだろうと疑問に思う
ＣＥＯもいるかもしれません。しかし、それは取締
役の役割に対する誤解から生じる疑問です。取締
役の役割は、経営陣の業務執行監督と経営の透明
性の確保であり、社外取締役はその点で、非常に重
要な役割を果たすことができるのです。

優れた社外取締役に必要な要素とは何ですか？ 
どのような人材が求められますか？

各科目で高得点を取ったら合格するという大学入
試のようなものではありません。一般的には、企業
経営の経験や、経営の透明性とは何かを知ってい
ることが求められるでしょう。社外取締役の役割
は、金儲けや事業での成功のために経営陣を指導
することではなく、経営陣が達成すると約束したこ
とのチェックと、経営陣による業務執行の監督なの
です。

ソニーのような企業でも、外国人や女性の取締役
はまだ比較的少数です。これは今後変わると思い
ますか？

各企業はコーポレート・ガバナンス・コードへの対
応を進めるにつれ、より多様性に富んだ取締役会
が必要なことを認識するでしょう。

一部の大企業はすでに社外取締役や外国人の取
締役の数を増やしています。外国人の取締役は全
く異なる視点を持つ場合があり、これは貴重なこと
です。

(日本において）女性は、徐々に経営幹部や取締役
のポジションに就くようになっているものの、その
ペースは欧米に比べて遅れており、そうした役割に
適した女性の絶対数がまだ足りていません。日本
企業が（経営幹部や取締役候補の）女性の採用や
育成を始めたのはつい最近のことです。その数は急
速に伸びており、より多くの女性が経験を積んでき
ています。彼女たちが経営幹部や取締役に就くよう
になるのは時間の問題でしょう。

取締役会が経営陣に対して「監督」機能を有して
いるということですが、社外取締役がいる取締役
会は、具体的なビジネス戦略の策定に関与すべき
ですか？

それは、どんな社外取締役にとっても難しい質問で
す。社外取締役の最も重要な使命は、経営陣があ
らゆるステークホルダーの利にかなった経営をし
ているかどうかを監督することです。事業の中身に
ついては、通常は社内の取締役の方が良く知って
いるでしょう。

ソニーはここ数年、少し難しい状況にありました。
業績が低調で非常に困難な時期がありましたが、
現在は回復してきています。社外取締役として、ソ
ニーの多岐にわたるビジネスの取捨選択について
議論したことももちろんありました。

時には、判断するために十分な情報提供を要求す
ることもありました。そのような重要な意思決定が
求められる場面では、取締役はビジネスに深く関
与すべきである、またはすべきでない、と明確な線
を引くことはできません。難しい課題ですが、取締
役は、その都度ステークホルダーのために最善の
結果を実現すべく努めなければならない、それだけ
です。

中外製薬で、会長（取締役会議長）とCEOを兼任
していらっしゃるわけですが、ソニーではその二つ
の役割は切り離されています。理想的には、この二
つの役割は切り離されるべきですか？

取締役会議長は、適切な経営と透明性を確保でき
る者であれば、社外、社内は問題ではありません。
ただし、重要な局面では、ステークホルダーは、さら
なる透明性と客観的な判断を要求するかもしれま
せん。そのようなケースでは、取締役会議長は社外
取締役である必要があるかもしれません。

役割が切り離されている場合、経営陣と社外取締
役との間に協力の精神があることは非常に重要で
す。しかし、それは必ずしも親密な関係にないとい
けないわけではありません。経営陣と社外取締役
があまりに親密な関係にあることは危険な場合も
あります。取締役会は意思決定を求められるわけ
で、経営陣との協力は、常に客観的な結果を導か
なければならないのです。

「 … 日 本 に
おいて変 化
は今一気に
進んでいます。
社外取締役
の需要は高
まっています
が、候補者は
まだ 限られ
ています。」
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中外製薬
中外製薬は、1925年に設立された、バイオに
強みをもつ日本の研究開発型大手製薬会社。 
医療用医薬品に特化した東京証券取引所上
場の製薬大手企業の一社。中外製薬は、ロシ
ュグループの最重要メンバーとして、日本およ
び海外において研究開発を行っている。

永山 治
中外製薬の会長兼CEO。2001年のロシュと
の戦略的アライアンスの実現に際し中外製薬
を主導。2006年から、ロシュの拡大経営委員
会のメンバー。2010年からはソニーの取締
役、2013年から同社取締役会議長を兼任。

ソニー 
1946年設立のソニーは、エレクトロニクス機
器およびソフトウェア分野等における世界有
数のグローバルメーカー。その事業には、モバ
イル通信、ゲーム、ネットワークサービス、画像
製品、エンターテインメント、および金融サー
ビス等が含まれる。 本社は東京。

「 社 外 取 締
役の役割は、
金儲けや事
業での成功
のために経
営陣を指導
することでは
なく、経営陣
が達成を約
束した事 項
をチェックす
ること。」

取締役会の使命は、会社経営のあり方を向上
させていくこと。（それに反する場合には、）極端
な例ですが、取締役会が、経営陣を解任するこ
とさえあります。
一方で、このことを意識しすぎて、CEOから距離
を置きすぎる場合があると思いますが、それは
誤った判断につながる恐れがあります。

それもまた危険です。

聞き手: 土屋大輔 現ブランズウィック・ロンドン事務所パー
トナー。入社以前は日本の外務省で15年間勤務。

ブランズウィックは、企業が直面する重要課題や企業を取り
巻く様々な関係に関するアドバイスを行うコンサルティング
会社です。www.brunswickgroup.com


