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日本のコーポレートガバナンス 
一年後 
 

 

2011 年 7 月オリンパスの社長であったマイケル・ウッドフォードは、E メールの受信トレーを開き、日本のビジ

ネス誌「月刊 FACTA」の記事が転送されているのを見つけた。FACTA 誌は、医療機器メーカーのジャイラス社を

買収するためにケイマン島で登記された会社に対して送られた 6 億 87 万米ドルの「顧問料」を含む、使途不明

金の存在について報道していた。 

その後ウッドフォードは、ジャイラス社以外のフェイスクリーム通

販会社と、電子レンジ調理容器製造会社を含む主力ではない事

業の買収について疑問を抱いた。同氏がこのような疑問を抱いた

ことにより、2011 年 10 月に同氏は代表取締役社長の座から失

脚したのである。 

オリンパス社による買収は、急速に日本最大のビジネススキャン

ダルとなった。事件後の捜査により、これらの取引で 1980 年代

のバブル時代に遡る投資損失を隠蔽しようとしていたことが明ら

かになった。  

「日本に行くと、人々に優しく暖かく迎え入れられている。」とウッド

フォードはオリンパス事件の 5 年後に語った。 

「しかし、日本の企業リーダーの約 8 割は、私が会社を裏切り、

恩を仇で返すようなことをしたと考えている。」 

オリンパス事件は、日本最初の大きな企業不祥事であったが、最

後の事件でもなかった。この数年間に発生したいくつかの企業不

祥事は、日本のコーポレートガバナンス基準の緩さを明らかにし

ている。  

• 2006 年、インターネット会社であったライブドア社は、同社の

株価を上昇させるため、株式分割、スワップおよび株式購入を

利用した。その結果、創業者である堀江貴文は、2 年半を刑務

所で過ごし、同社は東京証券取引所から上場廃止された。 

• 2013 年に日本の大手銀行と提携している消費者金融会社は、

約 2 億円を暴力団関係者に貸与していることが明らかになっ

た。その後、銀行内の上層幹部がこれらのローンについて知

っていたことが判明した。 

• 2015 年、電子機器メーカーの東芝が 7 年間不正会計を行い

12 億米ドルの利益を水増ししていたことが明らかになった。 

日本のコーポレートガバナンスを改善するよう求める声が上がっ

たのは、上記の様な不祥事がきっかけであった。そして、4 年後

の 2014 年にスチュワードシップ・コードが、2015 年にコーポレ

ートガバナンス・コードが施行され、改革が始められた。 

 

日本に行くと、人々に優しく暖かく迎え入れられている。しかし、

日本の企業リーダーの約 8 割は、私が会社を裏切り、恩を仇で

返すようなことをしたと考えている。 

— マイケルウッドフォード、元代表取締役社長 
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コーポレートガバナンス・コードの概要 
日本のコーポレートガバナンス改革は、安倍晋三の経済政策の

いわゆる「アベノミクス」の三本の矢に該当する。民間投資を喚起

する三本目の矢は、最初の二本の矢である大胆な金融政策と機

動的な財政政策に続く成長戦略である。 

日本のコーポレートガバナンス改革には二つの側面がある。一つ

は金融庁が 2014 年 2 月 26 日に発行したスチュワードシップ・

コードであり、二つ目は 2015 年 6 月 1 日に施行されたコーポレ

ートガバナンス・コードである。 

両コードの目的は、日本におけるコーポレートガバナンスを改善

することであるが、それぞれの根本的な違いは、スチュワードシッ

プ・コードが機関投資家からの関与を求める一方で、コーポレート

ガバナンス・コードの標的は会社の取締役会である。 両コードに

法的拘束力はなく、イギリスのコーポレートガバナンス・コードが

揚げる「遵守又は説明」原則に則っている。 

コードの実施 
2015 年 6 月 1 日に日本のコーポレートガバナンス・コードが施

行された。6 月に年次株主総会を行っている上場企業は、実施

一年目の 2015 年 12 月にコーポレートガバナンスに関する報告

書を提出する必要があった。 

2016 年 1 月に東京証券取引所が発表したデータによると、報告

書を提出した 2,485 社の上場企業のうち、1,858 社が東証１部と

2 部だった。このうち 11.6%（216 社）は全原則実施と回答し、

88.4％（1,642 社）は原則のうちのいくつかの非遵守事項に関す

る説明をした。説明率が高かった原則は、63.6％の取締役会評

価、そして 42.5％の取締役会における二人以上の独立取締役で

ある 1。  

                                                                 

1 http://www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-
att/20160120-2.pdf 
 
 

コーポレートガバナンス・コードの実施率 2 

 
改革は有効か 
過去一年で、日本のコーポレートガバナンスの改善が進んでいる

ことが明らかになっている。例えば、公正開示法の規制力が緩い

ために、企業が誰にでも選択的に情報を開示することができ、上

場企業が自社の実績が公表される前にアナリストにこれを開示

する、といった慣習は減少している。証券会社は、アナリストが財

務結果を早期に見る目的で企業と話をすることを強く禁止してい

る。 

日本で独立した顧問と取締役をしている日系ビジネスマンは、こ

の一年間でコーポレートガバナンスに改善が見られるとコメントし

た。 

例えば、3 月下旬にアクティビスト投資家ダン・ローブ氏は、セブ

ン＆アイホールディングスの元代表取締役会長の鈴木敏文がコ

ンビニ事業部長の井坂隆一氏を同役職から降ろそうとした計画を

止めた。 

しかし、ウッドフォードは、日本企業を改善するためには、敵対的

買収を可能にする法律が必要だと考えており、日本のコーポレー

トガバナンスを改善するためには、いくつかの課題が残っている

と述べた。 

                                                                 

2 Ibid. 
 
 
 

 

コーポレートガバナンス・コード スチュワードシップ・コード 

取締役会からの誓約 機関投資家からの誓約 

株主の権利、および平等な取り扱いの確保 投資先企業のモニタリング 

株主との建設的な対話の基盤となる財務、または非財務情報の

積極的な開示 
スチュワードシップの義務をどのように果たしているかを公開 

株主との対話 投資先企業との対話 

株主以外のステークホルダー（すなわち、従業員、顧客、ビジネ

スパートナー）との協力 

議決権を行使することに関する明確な方針、およびその活動に

関する開示 

少なくとも二人の独立取締役の選任 利益相反に関する管理方針 

内部告発制度の構築 投資先企業に関する知識 

法的拘束力がない―「遵守又は説明」 法的拘束力がない―「遵守又は説明」 

 

http://www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/20160120-2.pdf
http://www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/20160120-2.pdf
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コーポレートガバナンス・コード自体は良いことで歓迎されるべき

であるが、同コードは実際にコーポレートガバナンスをめぐる問題

の中心に存在する、日系企業にある根強い社会的な問題に対応

していない。 

— マイケル・ウッドフォード、元代表取締役社長 

 

 

「コーポレートガバナンス・コード自体は良いことで歓迎されるべ

きであるが、同コードは実際にコーポレートガバナンスをめぐる問

題の中心にある、日系企業に存在する根強い社会的な問題に対

応していない。」とウッドフォードは述べた。  

東京証券取引所に上場している約 3,500 社の社内にコーポレー

トガバナンス改革を実施することは容易ではない。 

「日本の観点からすれば、このようなシステムは外部から指導さ

れるものと考えられている。」と日本の主要企業の取締役であっ

た日本人ビジネスマンはコメントした。  

「日本の企業はグローバルな世界の一員になりたがっていて、コ

ーポレートガバナンス制度の導入は、単にグローバルビジネスの

ためだと見ている。一部の日系企業は、事業活動が国際的であ

るもかかわらず、まだ非常に国内的な考え方で事業運営してい

る。」 

日本のコーポレートガバナンスを改善するために取り組むべきい

くつかの課題を以下に挙げる。 

取締役会構造と多様性 
上場企業は、社外取締役に取締役会を解放し始めているが、こ

れは必ずしもコーポレートガバナンスの精神が実現されていると

は限らない。これらの選任者の資格や彼らの影響力の範囲には

疑問が残る。不正会計スキャンダルの時に、東芝には 4 人の独

立取締役がいた。しかし、そのうちの 2 人はビジネス経験のない

元外交官だった。 

また、現在燃費試験に関する不正行為疑惑がある三菱自動車は、

取締役会に 4 人の独立取締役がいたが、その中の 3 人は三菱

のグループ会社と関連があった。取締役会の利益になる独立し

た視点を提供するために、企業はただ独立しているだけではなく、

ビジネスに関する知識を持ち、必要な時に取締役会と経営幹部

に対して発言力を持つ人物を雇わなければならない。 

例えば、米国では、現在のCEOは新しい独立取締役の最大のリ

ソースとされる。2015 年のSpencer Stuart Board Indexによると、

新しい独立取締役の 53％はシニアエグゼクティブやプロフェッシ

ョナルだった 3。 

                                                                 

3 https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/research%20and%20 
insight%20pdfs/ssbi-2015_110215-web.pdf 

「とても異常だと思う。」と、ある日系企業の独立取締役は述べた。

「日本が改善すべき最大の課題だと思う。」 

さらに、取締役会の多様性を高めるため行わなければならないこ

とがある。女性のために多様性のある職場を推進する組織であ

るカタリスト社によると、日本の大企業 30 社のうち女性取締役は

全体の 3.1％しかいない。これは、安倍総理大臣が 2020 年まで

に達成予定の 30％とは懸け離れている 4。さらに、外国人は難し

い質問を避けることにあまりプレッシャーを感じず、日本人が直面

する社会的および文化的な規範により妨げられることがないため、

より多くの外国人を取締役会に含むべきであるとする。 

株式持ち合い 
日本のビジネス文化の重要な部分として、企業がお互いの株式

を保有し合う株式持ち合いの習慣がある。この習慣の支持者は、

お互いのビジネス関係を強化する方法であるとを主張するため、

この習慣を一掃するのは困難である。 

しかし、このような慣行を止める動きがある。それは日本のコーポ

レートガバナンス・コードが、株式持ち合いのポリシー、および議

決権行使に関する開示を義務付けている点である。日本の三大

銀行であるみずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ フィナンシャ

ル・グループは、持合いの株式を売却するという目標に向かって

急いでいる。 

一方で、多くの企業はアクティビスト投資家たちのより強い勢力を

恐れ、自社を守るために友好的な株主と決別することに消極的

である。 

報道の自由及び透明性 
メディアは、政治家がコーポレートガバナンスに関する法律を導

入、施行するよう仕向けるという役割を担うことができる。また、メ

ディアは不祥事を暴くことにより、イメージダウンを恐れる企業が

コーポレートガバナンスを強化するよう導くこともできる。 

日本は、国境なき記者団による 2016 年の「報道の自由度ランキ

ング」で前年より順位が 11 位下がった 72 位だった 5。 

しかし、広告収入に頼っているメジャーなマスコミは、資金源を断

つ可能性のある問題を報道することを避ける傾向がある。 

猛烈な抗議にもかかわらず安倍総理支持の下、2013 年後半に

国会を通過した「特定秘密の保護に関する法律」は、国家秘密を

漏洩したジャーナリストに対して 5 年間の懲役刑を科す。  

日本のコーポレートガバナンスを改善することは、安倍総理にと

って、政策的最重要課題であるが、彼がマスコミを沈黙させようと

する動きはアベノミクス自体への最大の障害である。 

                                                                 

4 http://www.catalyst.org/media/new-global-2014-catalyst-census-women-board-
directors 
5 https://rsf.org/en/japan 

https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/research%20and%20%20insight%20pdfs/ssbi-2015_110215-web.pdf
https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/research%20and%20%20insight%20pdfs/ssbi-2015_110215-web.pdf
http://www.catalyst.org/media/new-global-2014-catalyst-census-women-board-directors
http://www.catalyst.org/media/new-global-2014-catalyst-census-women-board-directors
https://rsf.org/en/japan
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コーポレートカルチャー 
マイケル・ウッドフォードによると、日系企業が直面している最も

重要な課題は構造的なものではなく、社会的なものである。 

「20 億ドルの不正を暴く為、私は声を大きくし、この件について指

摘した。しかし、私の行動は受け入れられなかった。」とウッドフォ

ードは語った。現状維持と調和が重要視されるビジネス環境では、

一部の人々にとって彼の行動は協調性に欠けていた。 

東芝の不正会計を調査するために雇われた第三者委員会がまと

めた調査報告書によると、社内最大の問題の一つは、部下に非

現実的な販売目標を達成するようプレッシャーを与えるコーポレ

ートカルチャーである 6。これらの販売目標は、時には会計四半

期または年度末に出され、東芝の部門によっては不正会計を行

うのを後押した。 

                                                                 

6 https://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20150725_1.pdf 
 
 
 
 

非常に保守的なコーポレートカルチャーをもっていることで知られ

ている企業の元取締役によると、同社のコーポレートカルチャー

を変えるのは簡単ではない。 

「ほとんどの企業は、戦後に設立された。しかし、その前はすべて

個人事業であった。」と彼は述べた。「人の考え方はなかなか変

えられない。」  

「企業では、社内ヒエアルキーに対し『何も疑わず』従うことが普

通であり、ホワイトカラー犯罪は何のダメージも与えず犠牲者も

出さないと考えられている。会社での最優先課題は会社への忠

誠心であり、それは『何も疑わず』という考え、また特定の問題に

対する白黒を簡単に分からなくする。」とウッドフォードは述べた。 

 

https://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20150725_1.pdf
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