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昨年6月にコーポレートガバナンスコードが導入されてから１年が経ちました。
中長期的かつ持続的な企業価値向上に向けたハンズオンコンサルティングを掲
げるIGPIでも複数のプロフェッショナルがクライアントからの要請を受けて社外
取締役に就任しています。
本号では、IGPI業務の傍ら個別企業の社外取締役を務めているプロフェッショ
ナルの活動についてご紹介します。



 １．はじめに

　コーポレートガバナンスコードが実施され
1年。その本質については弊社冨山、澤の共
著『決定版　これがガバナンス経営だ！』を
ご覧頂きたいのですが、弊社は、風変わりな（唯
一無二と称しています）プロフェッショナル
ファームとして、役職員が、出資関係のない
企業の社外取締役にも就任することを積極的
に容認しています。普通のプロフェッショナ
ルファームであれば、ガバナンスコードによ
り各企業独立性の定義を明確に定める状況に
なったとはいえ、利益相反・独立性の観点か
ら当該企業・競合企業からの業務受託の制限
リスク、当該業務に費やす時間コストから原
則禁止するでしょう。私たちは、当該リスク・
コストを考えたうえで、社外取締役という役
割を設立理念に掲げた経営の「最前線に飛び
込み」、「現場での死闘・格闘を通じて」、「あ
るべき姿」を問い続ける人材育成・体現の場
の一つとして考えています。また、ガバナン
スの核心である“トップ人事”を左右する可能

性のある立場に就く以上、経営共創基盤の一
員であることの自覚を持って行動することが、
重要な要素であると考えています。

 ２．われわれに求められるもの：
　　 事業のよき理解者かつ
　　 修羅場の経験者

　社外取締役の核心が、共同体ムラ社会にお
けるコンセンサスベースの意思決定の弊害を
排除し、長期持続的な成長を推進することに
あるため、現在の社外取締役とは経営陣との
信頼関係と迎合しない独立性を同時に求めら
れる存在です。言葉を変えると黒川清先生の
近著『規制の虜』のサブテーマである「グル
ープシンクが日本を滅ぼす」という言葉に端
的に示されているとおり、組織体はしっかり
していると評価されている著名な企業で発生
している数々の不祥事に共通した原因である

「同調圧力」による誤った意思決定を排除する
存在ということです。一般にコンサルタント
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  ３．状況の変化と役割の変化

　これまで、資本参加を契機に金門製作所（現
在はAZBILグループ傘下）とネクステック（現
ものづくり戦略カンパニー）の社外取締役と
して就任しました。主要なステークホルダー
として前者は経営者の選定、業績改善の実行
支援、改善後の出口戦略の実行を担い、後者
はリーマンショック後の危機的局面で経営者
の更迭、上場廃止・民事再生手続き、100%
子会社化とかなりの荒事を担いました。現在
も就任しているレオパレス21の場合は別表の
会社公表資料にある通りリーマンショックに
よる影響で2010年3月期800億規模の損益
悪化が発生し、その状況で立て直しを支援す
るためのコンサルタントとして関与したのが
きっかけです。プロジェクトが終了し、実行
フェーズに入る段階で、当社として初めての
社外取締役として実行のお目付け役的な役割
を担うことになりました。当社のビジネスモ

は契約に基づき業務を遂行し、契約を継続し
てもらってナンボです。ともすれば、プロジ
ェクトオーナーの意を酌む（空気を読む・同
調する）傾向に流れがちです。これではムラ
社会のメンバーと同じです。一方、再生等の
修羅場でのプロジェクトの遂行は、きれいご
とや単なる正論、評論ではなく、特定の事情
に配慮しない改革案の策定と決めたことの早
期実行が必要であり、中途半端に迎合した段
階で目的の達成は難しくなるため、社外取締
役と同様の資質が求められていると考えてい
ます。有能なコンサルタントが持つ知見は経
営上有効であり、助言機能も社外取締役とし
て求められている要素の一つですが、それだ
けであればチームで行う業務としてのコンサ
ルティングの方が分析力・情報収集力に優れ、
遥かに効果的だと考えています。弊社のメン
バー個人に対し社外取締役の招聘依頼が来る
のは、この修羅場経験に基づく強さであると
考えています。



デルは、地主を顧客とするアパート建築の請
負事業と建築後のアパートを長期借受けて貸
し出す賃貸事業から構成されているのですが、
当時、前者が収益事業で後者は前者を推進す
るための付随事業的な位置づけでした。リー
マンショックにより、得意とする地方の工場
で働く単身労働者向けのアパート需要が急減、
稼働率低下による収益悪化と主力エンジン(建
築請負事業)の急激な減速が同時に発生したの
です。この時の最大の課題は如何に迅速にビ
ジネスモデルをフロー型（建築請負事業）か
らストック型（賃貸事業）に変えるか？この
ビジネスモデルの転換は、従来の最重要顧客
であった地主との信頼関係に危機をもたらす
可能性のある劇薬も含んでいたことから、コ
ンセンサスベースでは難しい課題でした。社
外取締役の役割は、真の危機感の共有と経営
者に決断を迫ることです。幸いにも当該危機
を乗り越え、定常状態に戻り、課題は成長を
前提とした資本戦略、事業戦略を推進するこ
とに移行しています。コーポレートガバナン
スコードが丁度導入されたこともあり、社外
取締役も複数体制となりましたが、過去の経
験を踏まえ当社の経営者は、社外取締役の位
置づけ、必要性を正確に理解していると考え
ています。

  4．最後に：
　   社外取締役として機能するために

　社外取締役に就任するに際し、会社側に伝
えた条件は、情報へのアクセスと実質的な意
思決定の前での議論の機会でした。当初、監
査役のいる部屋にデスクが用意されましたが、
より生の情報に触れるため経営企画部の一角

（平場）に席を移して頂きました。当初の危機
的な状況での参画だからこそありえた対応だ
と思いますが、社外取締役が複数になった現
在でも継続しています。また、新規事業進出、
投資案件等外部を巻き込み、相応の交渉プロ
セスを要する案件においては、かなり早い段
階で情報を共有し、議論に参加する環境を依
頼しています。これは、当該領域における専
門家として、検討段階における留意点と必要
なデューデリジェンス方針・結果等の早期共
有が、案件を進めるうえでの様々なリスク・
コストを削減するために有効であると考えて
いるからです。一刻も早い意思決定と様々な
条件交渉が必要なケースでは、取締役会によ
る修正・否決リスクを低減し、予測可能性を
高めておかないと厳しい競争環境での機会と
判断を誤る可能性があるからです。
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富士銀行（現みずほ銀行）の資金証券・海外部門、メリルリンチ証券の上場企業の RM、ベンチャー企業の起業、アド
バイザリーファーム勤務を経て、産業再生機構に参画し、大京、金門製作所等の案件を統括。IGPI 設立後は、買収戦
略の立案・推進・買収後統合支援、事業・財務 DD から事業計画立案、事業再生案件全般に従事。
レオパレス 21 社外取締役
早稲田大学、ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、CMA



―それぞれの就任の経緯から教えてください。

三吉　私は、都内で戸建住宅の分譲・設計・
施工を行う（株）細田工務店（東証JQ上場、戸
建住宅設計・施工）の社外取締役に就任して
今年の６月で２年になります。
　当社との関わりは、自社のリソースだけで
はなく外部目線も入れたうえでの経営計画を
策定したいという相談を受け、IGPIの業務と
して中期経営計画の策定から実行支援（モニ
タリング）を行ったのがきっかけです。
望月　私も、IGPIの仕事として2012年から
日本アビオニクス（株）（東証２部上場、情報
処理システム関連機器製造・販売）の経営戦
略に関するコンサルティングを行うご縁のな

かで要請を受け、2014年に就任して２年にな
ります。
梅原　私は、今年の6月末に全国に外食店舗
を展開している（株）ヴィア・ホールディング
ス（東証JQ上場、外食チェーン）の社外取締
役に就任したばかりです。当社とは、2011
年の東日本大震災直後の業績悪化局面下で、
IGPIとして経営再建支援依頼を受けた頃から
のお付き合いですが、その後当社は収益力も
大きく改善し、現在では中長期的な成長戦略
に軸足を移しています。この間、ハンズオン
支援等を通じて厳しい局面を一緒に乗り越え
信頼関係を築いてきたことが今回お声がけい
ただいた背景かと考えています。

コーポレートガバナンスコードが施行されて１年が経ちました。上場企業をはじめ社外取締
役を選任するケースも増えるなか、経営共創基盤（IGPI）のプロフェッショナルにおいても、
クライアント企業の社外取締役に就任するケースが増えています。現在個別企業の社外取締
役に就任している三吉 久雄、望月 愛子、梅原 美樹 3 名による座談会を行いました。
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―IGPIプロフェッショナルとして関わってい
た時と、社外取締役に就任して（自身で）
何が一番変わりましたか？

三吉　会社の持続発展に関して考える機会が
増えました。プロフェッショナルとして関与
していた時には、中期経営計画をベースとし
た会社運営にフォーカスしながら考えていま
したが、より長期的な見方で会社を見るよう
になりましたし、そのために必要な議論を他
の役員と行う機会も増えました。もちろん会
社の将来に関する事ですから色々な意見があ
り、対立することも有りますが、議論を行う
ことは必要な事だと思っています。

―社外取締役は非常勤であるため、情報面等
で常勤の経営陣との格差が生じがちです
が、経営陣とのコミュニケーションで気を
付けていることはありますか。

望月　何に気をつけるかの前に、まずは「コ
ミュニケーションする」ことを心がけていま

す。社外取締役が何か発言しても、それに対し
て常任ボードメンバーが黙って俯いていたり、
「頂いたコメントを参考にさせていただきま
す」といった返答に留まってしまうような状況
は好ましくなく、相互のやり取りが生じて初
めて1つのボードメンバーだと思っています。
　また「中長期の視点」を唱え続けることを
私は意識しています。常任ボードメンバーは
当期の業績達成という重要ミッションを担っ
ており、その関心の割合が高いことは当然で
すが、一方で当期業績の何割かは前期以前に
打った手によって形作られているはずです。
中長期の視点を絶えず唱え続けることは企業
価値の向上に必須だと考えています。IGPIで
新規事業や成長支援にかかわるコンサルティ
ングを数年間手掛けている経験上も、常に将
来のことを考えていないと先細ってしまうこ
とは明らかです。
三吉　常任ボードとのコミュニケーションは
とても重要です。私の場合、社外取締役への
就任以前から中期経営計画策定・実行支援に
絡んですべての役員と何らかの接点があり、



経営に対する問題意識も共有していたので、
就任後も気楽に個別にミーティングを行った
り、時には飲みに行ったりもしながら社内の
状況把握に努めています。
　また、特に重要な議案がある際などには、
経営陣のほか監査役とも個別面談をさせてい
ただいたりもしています。
梅原　これまでのハンズオンコンサルティン
グでの関わりの中でも意識してきたのですが、
今後も常任ボードメンバーの方々の「想いや
考えを出来る限り引き出す問い」や、メンバー
の方々に「新たな気づきを促す問い」を投げ
かけることを意識してコミュニケーションを
図っていきたいと思っています。
　もちろん、私自身の考えや提案はあっての
上ですが、それを最初から押し付けるのでは
なく、まず考えてもらう、その後一緒に考え
ていく、というアプローチのほうが経営陣に
とっての納得感や腹落ち感が醸成できるので
はと考えています。

―実際の取締役会ではどのように対処してい
るのでしょうか。　

三吉　出来るだけ、意見を言うようにしてい
ますし、質問・コメントも行っています。議
案へ反対を投じたことも有ります。
　私が社外取締役を務める細田工務店は、創
業70年を控える社歴の長い会社で、上場企
業とは言え創業家が株式の多くを所有してい
る会社ですし、現状も創業家の方が社長を務
めている会社です。その様な背景から、取締
役会では意見を述べる役員も少なく、重要な
議題に関しては事実上会議前に周知している

ケースが殆どでした。今もその傾向はありま
すが、議案に関して議論が必要であれば意見
を言う、他の役員にも意見を言ってもらうな
どの動きを積極的に行って役員間の議論を促
したり、社外という立場を活かして外からの
見え方等を理解して頂くようにしています。
　私が就任した当初よりも、各役員も多く発
言をされるようになり、取締役会での議論も
活発化したと感じています。
望月　私も毎回必ず質問・コメントをしてい
ます。
　業務非執行の社外取締役が果たす役割はい
わゆるモニタリングになりますが、質問によっ
てモニタリングに必要な要素が引き出される
と思いますし、逆に質問せずにどうやってモ
ニタリングできるのだろうか、と思います。
また、会社から説明があったことに対して質

三吉 久雄　 
経営共創基盤（IGPI）　プリンシパル
不動産ファンド運用会社にて、投資家・金融
機関に向けた不動産評価・債権評価業務、資
産売却のアドバイザリー業務、債権売却・
購入に関するアドバイザリー業務等に従事。
IGPI 参画後は、M&A のアドバイザー、事業
戦略立案、事業再生計画（私的整理）の作成
及び債権者調整等に従事。 細田工務店社外取
締役  和光大学経済学部経済学科卒

座談会



問するだけでなく、「この部分がどうなってい
るか教えてほしい」と能動的に説明を求める
こともあります。
　ちなみに、説明を求めた際の常任ボードメ
ンバーや事務局の反応を見ると、その時点で
半分くらい回答は出ていると思います。ばっ
ちり議論・検討がされている内容の場合は、「よ
くぞ聞いてくれました」という表情なのに対
し、そういう表情をしてもらえないことも時
折あります（笑）。

―社外取締役が複数いることはメリットにな
るのでしょうか。　

三吉　取締役会には、業務執行に対する監督
機能が求められていますが、社外取締役が入
ることで経営に外からの目線を入れることが
出来ますし、社外取締役を複数置くことによっ
て業務執行に対する監督機能は強化されると
考えています。そして、これらの事はステー
クホルダーに支持される会社経営につながる
ものと考えます。

―弁護士や会計士等の有資格者を社外取締役
にすることについてはどうでしょうか。

望月　専任理由を説明しやすい便利な存在と
いう面もあって、弁護士・会計士等の有資格
者を社外取締役にするケースは多く見られま
すが、専門性は役立ちつつもそれだけが重要
なわけではなく、むしろ狭い専門性のみで役
割を果たすことは難しいと思います。
　私自身会計士ですが「会計上は…」という
コメントのみが求められるシーンはほぼ皆無

です。また、一般論でいうと、会計士は過去
の確定した事象を対象に仕事をしている人が
多く、将来に対するコメントはあまり得意で
はない気がします。企業価値の向上には将来
キャッシュ・フローをどう創出していくか、
将来に向けて事業ポートフォリオをどう見直
していくか、将来というキーワードが欠かせ
ないことを踏まえると、狭義の会計士がその
期待を果たせるかは疑問です。
梅原　士業の専門的知見に基づく見解を呈す
ることができるという点に関して一定の意味
があるとは思います。社外取締役に求められ
る役割の中で、「経営者や経営全体に関する
評価を通して企業価値を高める職務を担っ
ている」ことは特に意識すべきことだと考え
ますが、弁護士や会計士等のように、複数の
企業や経営者と対峙する経験を有する中で観
る目や評価の勘所を培う機会を多く有してい
る、ということは資質として有効なのではな
いでしょうか。

望月 愛子　 
経営共創基盤（IGPI）　ディレクター
中央青山監査法人にて、大手上場企業の法定監
査・内部統制監査、公開準備支援等の業務に従事。
IGPI 参画後は、製造業、IT 業を中心に再生・成
長支援にかかわる経営計画立案～実行サポート、
デューデリジェンス、M&A アドバイザリー等に
携わる。
日本アビオニクス社外取締役   早稲田大学政治
経済学部卒、 公認会計士



―女性の社外取締役登用も注目されています。

望月　女性活躍法が制定されたことも相俟っ
て、社外取締役への女性採用ケースも多く見
られますが、必ずしも好意的な意見ばかりで
はないことも理解しています。
確かに社外役員に女性がいたところで、その
会社で頑張っている女性のロールモデルやメ
ンターに直接なることは出来ませんが、女性活
用に向けた提言やアクションを起こしやすい
という役割は大いに果たせると考えています。
　具体例を1つご紹介すると、日本アビオニ
クスも残念ながら女性比率は高くないのです
が、「この会社で働く女性が今何をどう考えて
いるのか」をマネジメントが知ることは、会
社の企業価値向上に貢献するのではないかと

考え、経営陣と女性社員との対話会を提案し
てみたところ、即決で実現し、私も他の女性
役員とともにモデレーターを務める形で参加
しました。あわせて男性取締役3名にも参加
いただき、女性ばかりのロの字のテーブルに
ポツンと座るというマイノリティを経験して
もらうことも出来ました。その結果、「当社の
女性はこう思っているはず」という当初の想
定に大きな勘違いがあったことにも気付き、
採用活動を中心にアクションプランへの落と
し込みにもつながりました。
梅原　女性取締役への期待は「多様性、多様
な観点からの議論の醸成」だと思います。日
本においてはボードメンバーが男性に偏りが
ちな企業が多いと思いますが、女性や外国人
等、ある意味異質の人材をメンバーに加える
ことで、議論に新たな風を生むことが求めら
れているのだと思います。
　ヴィア・ホールディングスは外食チェーン
というビジネス上も顧客が老若男女に及び、
女性の視点も意識した戦略が求められていま
すので、そういった観点からも貢献していき
たいです。

―最後に総括として、社外取締役にとって最
も大切なこととは何でしょうか。

望月　「素朴な質問力」ではないかと思いま
す。前述のとおり質問とモニタリングは切っ
ても切れない関係にあると思いますし、「きち
んと質問する」ということは意外と難しいも
のです。
　経営や世の中の動きに詳しいという面も必
要ですが、会社や事業の状況を慮ってしまう

梅原 美樹　 
経営共創基盤（IGPI）　ディレクター
日本アイ・ビー・エム株式会社にて SI、コンサ
ルティングに従事した後、同社本社部門におい
て、IBM・PWCC合併に伴う PMI、BPR、組織改
革、子会社新設・売却、資本・業務提携等を担当。
IGPI 参画後は、中期経営計画立案、全社戦略立案、
新規事業開発、ハンズオン支援等に携わる。 ヴィ
ア・ホールディングス社外取締役　東京女子大
学文理学部卒

座談会



ような詳しさは寧ろ不要で、空気を読んだ発
言しか出来ないようでは、何のために社外か
ら来ているのかわからないと思います。
　また、スマートに見られたいという思いか
ら「こんな質問をして大丈夫だろうか」と尻
込みしてしまうような人、つまり自分が大好
きな人は不適任だと思いますし、少し話を広
げると、経済的にも精神的にも自由な立場で
あることは非常に重要だと思います。「社外

取締役として会社からもらう報酬がなくなっ
たらどうしよう」、「あの会社の社外取締役と
言えなくなったらどうしよう」と考えている
ような人が、社外取締役として機能するとは
ちょっと思えません。
三吉　極論で言うと、必要な時に反対意見が
言えることかと思います。すなわち、会社が
正しくない選択をしようとしたときに毅然と
した対応が取れることが重要だと思います。
　私の就任に際してIGPIからは、「会社が間
違った内容・方向性で進もうとしたときには
明確に反論し、そのことが理由でクビになる
ならそれでもよい」と言われています。この

ことは、判断に対するしがらみが無くなりま
すので、正しい意見が言える後押しとなって
います。
梅原　私は「重要な論点に対して、多様な観
点からの十分な議論を経た上での意思決定を
促すこと」ではないかと思います。
　社外取締役には一定の限られた時間・前提
資料の下で判断することが求められるので、
洞察力を働かせて瞬時に状況を理解した上で、

複数議案の中でも特に議論すべき重要事項を
見極める力が必要になります。特に重要な議
題に関しては、安易に既定路線を追認する動
きに陥らないよう、率直に質問・議論を呈す
ることで時に「そもそも」を問い直す機運を
つくりだすこと、企業価値向上の観点や株主
の立場など様々な視点からみたときにどうか
という点に関して問いかけることを意識的に
行い、十分な議論を経て意思決定していく環
境をつくっていくことが大切ではないかと思
います。

（聞き手：池田・英）




