株主総会で銀行・上場会社の社外取締役の選任が大きく進んだ。しかし、
社
外取締役が監督機能を発揮するにはどうすればよいのか。フォローアップ
会議等の場でも議論は不足している。リスク管理部門、内部監査部門を含

能が期待されていたにすぎない︒
また︑取締役会に付議されてい
ない事項に関しては︑社外取締
役は厳しく責任を追及されるこ
とはないと考えられてきた︒
しかし︑これからは社外取締
役には︑監督者としての機能を
果たすことが求められる︒した
がって︑経営に重大な影響を与
える案件に関して﹁何も知らな
かった﹂では︑すまされない︒
たとえば︑経営判断に至るプ
ロセスの瑕疵から多額の損失が

めた﹁３線﹂モデルを再構築するなかで、社外取締役が独立したモニタリ

の立場から経営判断に至るプロ
セス・チェックを行ったり︑経
営者不正︑組織的な不祥事隠し
などが起きないように目を光ら
せ︑万一の事態にあたっては︑
厳しく経営責任を問わねばなら
ない︒社外取締役の職責は格段
に重要性を増している︒
これまで社外取締役は︑取締
役会に出席して﹁何か気がつい
たことがあれば意見を述べる﹂
というだけの存在であった︒お
もにアドバイザリーとしての機

ング活動を能動的に行いうる態勢を整備する必要がある。

「何も知らなかった」
では
もはや、
すまされない
コーポレートガバナンス・コ
ードをみると︑取締役会は﹁独
立した客観的な立場から経営陣
︵執行役およびいわゆる執行役
員を含む︶
・取締役に対する実
効性の高い監督を行う﹂と記載
されている︒
いまや社外取締役は︑監督者

発生した場合︑あるいは︑ガバ
ナンス態勢の不備から経営者不
正や組織的な不祥事隠しなどが
長期間にわたって放置された場
合︑社外取締役はその責任を免
れないだろう︒法的責任が問わ
れ︑株主代表訴訟で損害賠償請
求の対象になる可能性がある︒
社会的には﹁報酬を受け取りな
がら監督責任を果たさなかった
人物﹂というレッテルが貼られ
てしまう︒深刻な問題が起きた
ときほど︑社外取締役は激しい
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バッシングを受けて社会的地位
や名誉を失うことになりかねな
い︒
もはや社外取締役は︑取締役
会に参加して︑執行サイドから
与えられた情報を聞くだけの受
け身の姿勢では︑法的にも社会
的にもその職責を果たしている
とはみなされない︒社外取締役
として︑どのようなモニタリン
グ活動を能動的に行っていたの
かが問われる時代になった︒

社外監査役と社外取締役の
モニタリング活動の違い
日本独自の監査役制度のもと
で社外監査役は役職員に対する
指揮命令権をもつことができな
いというのが通説だ︒社外監査
役は﹁独任制﹂といわれるとお
り︑一人でモニタリング活動を
行うのが基本とされている︒
監査役会設置会社の場合︑経
営者の元部下が常勤監査役を務
め︑執行部門︑リスク管理部門
だけでなく︑内部監査部門まで
もが経営者の指揮命令下におか
れている︒このため︑社外監査

役に対する情報の操作や隠蔽を
排除することができない︒実際︑
山一証券やオリンパスなどの事
件では︑経営者の指揮下で常勤
監査役︑内部監査部門により悪
質な隠蔽行為が繰り返し行われ
てきた︒社外監査役は重い法的
責任を負うにもかかわらず︑そ
のモニタリング活動には限界が
あるといわざるをえない︒
これに対して︑社外取締役は
執行部門︵１線︶からの報告を
受けるだけではなく︑リスク管
理部門︵２線︶や内部監査部門
︵３線︶に直接アクセスし︑両
部門に所属する役職員を指揮し
てモニタリング活動を行うこと
ができる︒このとき社外取締役
は︑組織体制や権限︑規程を適
切に整備し︑必要な予算手当て
を行うことにより︑モニタリン
グ活動の独立性︑実効性を高め
ることが可能である︒

日本と海外で認識が異なる
社外取締役の監督機能
これまで日本では社外取締役
が役職員を直接指揮することは

なかった︒社外取締役が経営者
に対するチェック・アンド・バ
ランスの役割を果たすという考
え方さえ浸透していない︒日本
では︑社外取締役に対して︑独
立したモニタリング活動を行う
ために必要な権限︑予算等を与
えることを躊躇する経営者も少
なくないのが実情だ︒
りっぱな経営者と思われてい
た人物が﹁社外取締役に指揮命
令 権 は 必 要 な い ﹂﹁ そ の よ う な
措置をとることは︑かえって信
頼関係を損なうものだ﹂などと
反対意見を述べるのを聞くこと
もあるが︑率直にいって失望を
禁じえない︒彼らの意識のなか
では︑社外取締役は文字どおり
﹁ 社 外 者 ﹂︵ よ そ も の ︶ で あ り︑
取締役会というチームの正規メ
ンバーではないのだ︒
社外取締役に監督機能を果た
してもらう決断をしたからには︑
そのために必要な組織体制︑権
限︑規程を整備し︑予算手当て
を行うのは当然のことだ︒まず︑
経営者が﹁社外取締役の方々に
は︑いつでも何でも︑みてもら
って構わない﹂と宣言し︑公明
正大な経営を行う姿勢を示さな

ければ︑社外取締役との信頼関
係が生まれるはずがない︒
なお︑国際社会では︑社外取
締 役 が﹁ ２ 線 ﹂
﹁３線﹂の役職
員を指揮し︑独立したモニタリ
ング活動を行うのが当り前にな
っ て い る︒ む し ろ︑﹁ ２ 線 ﹂ の
リスクマネジャーや﹁３線﹂の
内部監査人を直接指揮すること
ができなかったり︑その機能度
が不十分だったりする場合には︑
社外取締役はその職責を果たせ
ないと考え︑さっさと辞任して
し ま う︒﹁ 報 酬 を い く ら 積 ま れ
ても︑怖くて社外取締役を引き
受けることはできない﹂からだ︒
では︑社外取締役はどのよう
なモニタリング活動を行えば︑
監督機能を果たしているといえ
るのだろうか︒
会社法に詳しい弁護士に意見
を求めても﹁受け身ではなく︑
能動的なモニタリング活動が重
要﹂というだけで︑具体的にど
のような態勢を整備したらよい
かを明言できないのが実情だ︒
日本では社外取締役による独立
したモニタリング活動の実践が
ほとんどなく︑会社法改正後の
判例の蓄積もないためだ︒
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社長CEO、執行役員

リスクマネジメント

準拠性検査

クト・アクセス﹂を確保し︑定
期的に会合をもつようになった︒
この結果︑リスク委員︵社外取
締役︶は専門的知識を身に付け︑
ストレステストの実施などに関

財務管理

（３線）

（２線）

（１線）

セキュリティ

品質管理

財務管理

確保するようになった︒通常︑
リスク管理部門は︑経営者の指
揮命令下におかれるが︑金融危
機後︑リスク管理部門とリスク
委員︵社外取締役︶は﹁ダイレ

品質管理

内部監査＝経営監査
（独立した
アシュアランス）

コンプライアンス

結果報告

指揮命令

指揮命令

指揮命令

チャレンジ

ダイレクトアクセス

監査委員会
（社外取締役主体）
リスク委員会
（社外取締役主体）
取締役会
（社内取締役主体）

一方︑国際社会に目を転じる
と︑金融危機の失敗を真摯に反
省し︑ガバナンス強化の取組み
が行われてきた︒とくに社外取
締役が監督機能を発揮できるよ
う に︑
﹁３線﹂モデルを再構築
し︑社外取締役によるモニタリ
ング活動の独立性︑実効性を高
めてきた︒こうした国際社会の
取組み事例は︑日本の銀行・上
場会社にとって︑大いに参考に
な る は ず だ︒ 国 際 標 準 の﹁ ３
線﹂モデルを正しく理解し︑社
外取締役に独立したモニタリン
グ活動を担ってもらうことが重
要だ︵図表１︑２参照︶
︒
取締役会（社内取締役主体）

監査役会

連携
社長CEO、執行役員

リスクマネジメント

は︑取締役会のなかに社外取締
役を委員長とする﹁リスク委員
会﹂をおくとともに︑リスク管
理部門からリスク委員会に対す
る﹁ダイレクト・アクセス﹂を

国際基準の「３線」モデル
〔図表２〕

（２線？３線？）
（２線）
（１線）

指揮命令
指揮命令
指揮命令

内部監査
（準拠性検査が中心）
コンプライアンス

業務執行

セキュリティ

業務執行

「２線」
の再構築
～ダイレクト・アクセスの
確保とチャレンジの義務付け～

金融危機の際︑リスクテイク
の状況について︑リスク管理部
門︵２線︶から取締役会に対し
て︑直接報告が行われていない︑
あるいは︑内容的に説明が不十
分であったことが指摘されてい
る︒
このため︑海外の金融機関で

日本独自の「３線？」モデル
〔図表１〕
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して積極的に協議できるように
なった︒
また︑経営者が策定した戦略
・方針が経営に重大な影響を与
える可能性がある場合︑リスク
管理部門は︑リスクテイクの状
況を検証しなければならない︒
場合によっては︑経営者を飛び
越えて︑リスク委員会に対して
直接報告を行う︒これを﹁チャ
レンジ﹂と呼ぶ︒
﹁ チ ャ レ ン ジ ﹂ は﹁ 異 議 申 立
て﹂と訳されるため大げさな印
象を与えるが︑アメリカンフッ
ト・ボールやメジャー・リーグ
などのスポーツで導入されてい
る﹁チャレンジ﹂制度と同様の
ものだ︒スポーツの世界では︑
プレーの微妙な判定に対して
﹁チャレンジ﹂を申し入れ︑ビ
デオ映像などによって詳しくプ
レーを検証する︒
リスク管理における﹁チャレ
ンジ﹂は︑もちろん︑経営者と
リスク委員会︑リスク管理部門
の見解が鋭く対立する場面で発
動されることもあるが︑それだ
けではない︒重要な経営判断を
行うとき︑リスク委員︵社外取
締役︶がリスク管理部門に対し
て︑念には念を入れる意味で︑
厳しい前提条件下でストレステ
ストの実施を求めるケースなど
も含まれる︒
海 外 の 金 融 機 関 の 場 合︑﹁ チ
ャレンジ﹂の有無は︑取締役会
評価において︑リスク委員︵社
外取締役︶が本当に監督機能を
発揮しているかをみるうえで重
要なポイントと考えられている︒
日本のメガバンクでも︑すで
に任意の﹁リスク委員会﹂を設
置している︒リスク管理部門か
らリスク委員︵社外取締役︶へ
の﹁ダイレクト・アクセス﹂を
確保し︑ストレステストの実施
などに関して協議を始めている︒
日本の地域金融機関においても
﹁リスク委員会﹂を設置し︑あ
るいは︑それに代わるリスク管
理部門から社外取締役に対する
﹁ダイレクト・アクセス﹂の機
会を設けるなどの工夫をすると
よいだろう︒
また︑一定の条件のもとで︑
リ ス ク 管 理 部 門 が﹁ チ ャ レ ン
ジ﹂を行うことを義務付けたり︑
あるいは︑社外取締役の権限で
﹁チャレンジ﹂の実施を求める
ことができるように内部規程を

整備する必要もある︒

「３線」の再構築
～独立した
アシュアランスの実現～
国際社会では︑内部監査部門
︵３線︶は︑監査委員会の指揮
命令下におかれている︒監査委
員会は︑社外取締役を委員長と
して︑社外取締役と非執行の社
内取締役から構成される︒また︑
内部監査部門のスタッフは︑お
もに専門職で構成される︒すな
わち︑国際社会では︑社外取締
役を中心に構成される監査委員
会の指揮命令下で︑監査のプロ
集団が内部監査を実施している
のだ︒このとき︑内部監査は︑
些細な規程・ルール違反を指摘
するのではなく︑経営者が目標
を達成することができるかを独
立した立場で客観的に評価する
﹁経営監査﹂の役割を担ってい
る︒
監査委員会の指揮命令下で行
わ れ る﹁ 経 営 監 査 ﹂ の こ と を
﹁独立したアシュアランス﹂と
呼ぶ︒監査の結果︑問題がなけ

れば経営目標の達成が合理的に
保証されるという意味で﹁アシ
ュアランス﹂という言葉が使わ
れる︒
金 融 危 機 の 際︑ 残 念 な が ら
﹁独立したアシュアランス﹂は
機能しなかった︒監査委員会の
指揮命令はグループ内の内部監
査部門に貫徹せず︑内部監査人
の専門的能力も不足していた︒
監査委員会と内部監査部門は︑
リスキーな経営戦略やリスクマ
ネジメントの不備をあらかじめ
指摘し︑改善を求めることはで
きなかった︒
金融危機後︑海外の金融機関
では︑監査委員会と内部監査部
門の指揮命令系統を強化し︑内
部監査人を質・量ともに拡充し
て﹁独立したアシュアランス﹂
の機能強化を図った︒問題が起
きてから改善を促す﹁事後的な
監査﹂から︑問題が起きる前に
警鐘を鳴らして改善を促す﹁予
防的な監査﹂を目指している︒
ある有力な海外の金融機関の
事例を紹介しよう︒
①監査委員会の委員長は︑かつ
て監査法人のトップであった人
物が務めている︒監査委員長は
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グループ全体の内部監査本部長
︵以下︑
﹁監査本部長﹂
︶と緊密
に連絡をとり︑四半期ごとの経
営計画に合わせ︑内部監査の計
画を策定︒経営計画の達成に向
け て﹁ 攻 め ﹂
﹁守り﹂の両面か
ら問題がないかをチェックする
ため︑四半期ごとに内部監査の
計画を見直している︒内部監査
部門は﹁経営監査﹂を担い︑準
拠性監査は﹁２線﹂の別部署が
担っている︒
②内部監査計画の策定にあたっ
ては︑監査委員長から監査本部
長に対して明確な指示が与えら
れる︒監査本部長は︑世界中の
各拠点に配置された内部監査部
門長に︑監査委員長のリスク認
識を伝え︑各拠点における内部
監査の計画を策定させている︒
③各拠点の内部監査の実施結果
は報告書にまとめられて︑監査
本部長を通じて監査委員会に提
出される︒監査委員会はほぼ月
次で開催され︑そこで世界中の
拠点でみつかった重要な指摘事
項に関する説明が行われる︒な
お︑各拠点の内部監査部門長の
選・解任や業績評価は︑監査委
員長と監査本部長が行っている︒

④内部監査要員は︑公認内部監
査人︵ＣＩＡ︶などの国際資格
を有する専門職で構成されてい
る︒内部監査要員は執行部門で
働いた経験はなく︑いっさいの
﹁しがらみ﹂がない︒
⑤各拠点における内部監査要員
の配置は︑監査委員長と監査本
部長が決定している︒内部監査
の実施に必要な専門的能力をも
った要員が必要な人数だけ各拠
点に配置される︒執行部門の人
事ローテーションの都合にはま
ったく左右されない︒世界中の
各拠点に配置された内部監査要
員は︑その全員が監査委員長の
指揮命令下で働いている︒内部
監査要員からみれば︑経営トッ
プや執行部門の各拠点長ですら
監査対象にすぎない︒
⑥取締役会および経営トップに
対して︑内部監査の結果を報告
するのは︑監査委員長と監査本
部長の役割である︒経営トップ
は内部監査の結果を尊重し︑改
善を図るように努める︒経営ト
ップは︑自分では気づかなかっ
た問題点や︑部下が自分には直
接いいにくい問題点などを指摘
してもらうことで︑重大な問題

になる前に早期改善を図ること
ができる︒このため︑経営トッ
プは内部監査の指摘に大いに感
謝することになる︒
このように経営トップ以下の
﹁ １ 線 ﹂﹁ ２ 線 ﹂ と 監 査 委 員 長
以下の﹁３線﹂とがチェック・
アンド・バランスを働かせるこ
とを通じて︑組織は自律的な改
善を図ることができる︒これが︑
国際社会で実践されている﹁独
立したアシュアランス﹂の典型
的な事例である︒
これに対して︑日本では︑内
部監査部門が経営者の指揮下に
おかれている︒内部監査部門の
要員配置も人事ローテーション
で行われており︑専門職はほと
んどいない︒こうしたギャップ
をふまえると国際標準の﹁独立
したアシュアランス﹂を実現す
るのは簡単なことではない︒時
間をかけて︑関係者の意識をす
り合わせながら︑以下のような
手順をふむ必要があるだろう︒
まず︑監査委員会を設置して︑
社外取締役を監査委員長に任命
する︒この際︑機関設計を国際
標準の指名委員会等設置会社や︑
監査等委員会設置会社に移行す

るのが望ましい︒ただ︑なんら
かの事情や制約のため︑機関設
計を変更しがたい場合︑監査役
会設置会社のまま任意の監査委
員会を設置するのもよいだろう︒
次に︑監査委員会の指揮命令
下で内部監査が実施されるよう
に内部規程を整備する︒具体的
には︑監査委員会に対して︑①
内部監査計画・予算を承認する
権限︑②内部監査の結果報告を
直接受ける権限︑③不祥事等の
懸念がある場合に内部監査部門
に調査を命じる権限︑④内部監
査部門長の選・解任権︵あるい
は同意権︶⑤内部監査部門の業
績評価︑品質評価を行う権限を
与える必要がある︒
最後に︑時間はかかるが︑内
部監査の専門職を養成し︑相応
の人数を確保することが課題だ︒
社外取締役からみて内部監査部
門に専門職がいないと安心でき
ない︒人事ローテーションで執
行ラインから集められた監査要
員だけでは専門的能力が不足す
る︒また︑執行ラインの影響下
にあるため︑明らかに独立性に
欠けている︒経営者不正や重大
な不祥事などを調査するとき
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﹁馴れ合い﹂にならず︑経営者
サイドから激しいプレッシャー
を受けても︑監査委員・社外取
締役の指揮命令下で敢然と監査
を遂行できる専門職が必要不可
欠だ︒

活動は有名無実となり︑社外監
い︑あるいは︑第三者調査委員
査役と同様にその機能度は限定
会を立ち上げることもできる︒
されてしまう︒
万一のときに予備調査を委託
経営者不正や組織的な不祥事
する契約であるので︑予算枠と
しては相応の金額が必要だが︑
隠しなどが起きた場合を想定し
た態勢整備も必要である︒いざ
何もなければ︑毎年の支払費用
というとき︑常に独立した立場
は最小限で済むはずだ︒それす
で客観的に内部監査を行う専門
ら認められないのであれば社外
職が必要となるが︑その養成に
取締役は自らの身を守れない︒
はまだ時間がかかる︒外部から
せっかくの就任要請であっても
内部監査部門の部門長︑幹部ク
丁重にお断りするのがよいだろ
ラスをヘッド・ハントすること
う︒
は︑内部監査部門の独立性︑専
︵本稿に記載された意見はすべて
門性を高めるのに役立つだろう︒
筆者の個人的な見解に基づくもの
海外の金融機関や他業態の内部
で︑筆者が所属する組織・団体の
監査人︑金融当局などから探せ
代表的な見解を示すものではな
ば︑適任者はいるはずだ︒
い︒
︶
監査委員会の権限と予算で︑
不正等に関する予備調査を行う
委託契約を外部専門家との間で
締結しておくことも推奨される︒
う
す
い しげき
不正の兆候がみられたとき︑真
年日本銀行入行︒ 年３月︑
偽を確かめるため︑外部専門家
日本金融監査協会を設立し︑同
に予備調査を委託するものだ︒
協会・リスクガバナンス研究会
の 有 力 メ ン バ ー と し て 活 動︒ 京
すでに日本でも先進的な企業で
都大︑一橋大︑埼玉大︑千葉商
は実践事例がみられる︒予備調
科大︑大阪経済大で客員教授・
査の結果︑たとえ一部でも不正
講師を務める︒著書に﹃リスク
のハード・エビデンスがみつか
計量化入門﹄
﹃内部監査入門﹄
れば︑そのときは内部監査部門
︵共著︑金融財政事情研究会︶︒
を総動員して本格的な調査を行
11

自分の身を守るために
就任条件を提示する
以上みてきたとおり︑社外取
締役が本当にその職責を果たす
に は︑
﹁３線﹂モデルを再構築
するなかで︑リスク管理部門︑
内部監査部門を指揮して独立し
たモニタリング活動を実践する
ことが求められる︒社外取締役
を引き受けるにあたっては︑先
述の①リスク管理部門から社外
取締役へのダイレクト・アクセ
ス︑②リスク管理部門へのチャ
レンジの義務付け︑③社外取締
役主体の監査委員会の設置︑④
監査委員会に対する内部監査部
門の指揮権付与などの態勢整備
を就任条件とするのがよいだろ
う︒もし︑これらの条件が認め
られないのであれば︑社外取締
役による独立したモニタリング
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