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■はじめに

　2007年後半から次第に深刻化したグローバ

ルな金融システム危機は、様々な金融規制上

の課題を提起した。2008年11月に開催された

G-20ワシントン・サミットは、グローバルな

金融システムの強靭化に向けて、透明性と説

明責任の強化、健全な規制の増進、金融市場

の高潔性の促進、国際協力の強化、そして国

際 金 融 機 関（International Financial 

Institution）の創設という５つの原則に基づ

く金融規制改革を表明し、今日までそれに沿

って金融システム改革が推進されてきた。

　これを受けて、FSF（Financial Stability 

Forum）が改組され、参加国の拡大と権限

が 強 化 さ れ た FSB（Financial Stability 

Board）を中心に、現在までOECD, IMF, 

IOSCO，  BIS（Bank  for  International 

Settlement）, BCBS（Bank Committee  on 

Banking Supervision）などの各監督機関が

それぞれの改革課題に取り組んできた。これ

らの改革課題の中でも、欧米の大手金融機関

が次々と経営破綻に追い込まれた原因とし

て、取締役会を中心としたリスク管理の問題

点と経営者報酬の問題が指摘され、いち早く

改革に向けた本格的な取り組みが始まった。

　本稿では、特にアメリカの金融システム危

機以前までの大手投資銀行における取締役会

のリスク管理と経営者報酬の実態を取り上

げ、改革の進捗状況について分析する。
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■１．金融システム危機とコー
ポレート・ガバナンス改革

　大手金融機関のガバナンス・システムにお

ける欠点が今回のグローバルな金融システム

危機の主要な原因の一つであったことは、国

際金融監督機関や各国の規制機関の共通認識

である（注１）。

　いち早くこの問題を分析したOECD［2009］

は、2004年に定めたコーポレート・ガバナン

ス原則（注２）を改正する必要はなく、その効

果的な実行こそが課題であると指摘し、特に

４つの分野での改革が重要であると結論して

いる。それは、報酬決定プロセスのガバナン

ス、リスク管理の効果的な遂行、取締役会の

役割、そして株主権の行使、である。また、こ

の報告書の著書は、別の論文において、会計基

準、規制要件および報酬システムを今回の金融

システム危機の大きな要因として指摘するとと

もに、取締役会の監視機能と強固なリスク管

理の必要性を強調し、関連文献を検討しながら

取締役会の構成、リスク管理、報酬システムな

どについてより詳細な分析を行っている（注３）。

　これらの分析で明らかにされていること

は、多くの場合、インセンティブ・システム、

リスク管理、そして内部統制システムの間に

深刻なミスマッチがみられるため、企業の目

標とリスク欲求と両立するようなリスク管理

と報酬システムの監視が必要であるというこ

とである。まず、内部統制システムの構築に

ついては、アメリカではエンロンの破綻や、

それと相前後して頻発した会計スキャンダル

を受けて、その再発防止のためにサーベンス

・オクスリー（SOX）法は監査人の監視機

関として公開会社会計監視委員会（Public 

Company Accounting Oversight  Board, 

PCAOB）（101条）を創設し、内部統制の構

築を義務づけた（404条）。内部統制の枠組み

は、３つの目的（業務、財務報告、および法

令の遵守）を達成するために、５つの基本的

要素（統制環境、リスクの評価、統制活動、

情報と伝達、モニタリング）が組み込まれた

プロセスを整備し、適切に運用することを求

めている。したがって、内部統制システムが

適切に構築されていれば、リスク管理の問題

はそれほど深刻な問題になることはないと期

待されたのである。しかし、今回の金融シス

テム危機の過程で、大手銀行においては市場

のストレスから生じるリスクを過少に評価し

ていたことが明らかになっている（注４）。

　また、経営者の報酬は過大なリスクを採る

インセンティブを与えている可能性がある。

1993年から2012年までの経営者報酬について

調査したIPS［2013］は、CEOの報酬と一般

労働者の平均賃金が1993年の195対１から

2012年には354対１にまで拡大したことを指

摘している。これ自体は近年、格差の拡大と

して広く知られていることであるが、衝撃的

なのは、過去20年間に高額の報酬を受け取っ

た延べ500人のCEOのうち、38％が「救済」

（the bailed out）、「解雇」（the booted）、あ
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るいは「会社をダメにした」（the busted）

ことである。これでは、経営者報酬が業績連

動でないどころか、一体、何を基準に決められ

ているのか理解できないのが現実といえよう。

　Kirkpatrick［2009］も同様に、他の分析

に基づきS&P500社のCEOの2007年の平均

（中位値）報酬が840万ドルであり、業績が悪

化しても報酬が低下していないことを示して

いる。また、ヨーロッパの銀行においては、

CEOの報酬の24％が固定給、36％が年間ボ

ーナス、40％が長期インセンティブから構成

されているため、短期の利益を追求するイン

センティブを強めていることを指摘してい

る。アメリカの大手投資銀行については、

Nestor Advisor Ltd.［2009］はサラリー部

分が報酬全体の４−６％に過ぎないことを明

らかにしている。

　このように、いくつかの調査報告において

経営者報酬システムが過大なリスク・テイク

の原因の一つになっている可能性が指摘され

ているが、そのチェック・システムはどうな

っているのであろうか。報酬そのものの決定

は取締役会の中の報酬委員会が責任を持つこ

とであるが、会社のガバナンス構造の中心で

ある監査委員会も十分な注意を払う必要があ

る。SOX法（それを受けて改正されたNYSE

上場会社ガバナンス基準の採用）以来、監査

委員会および報酬委員会の独立性、専門性が

強化され、CEOへの報酬の決定のプロセス

について情報を開示することが義務づけられ

ている。しかし、その決定方法は従来までと

変わらず、外部の報酬コンサルタントの助言

を求めることにより客観性を担保するのが慣

行となっている。しかし、報酬コンサルタン

トの手数料はといえば、CEOの報酬の一定

割合を受け取る形になっているため、両者の

もたれ合いが引き続き問題になっている。ま

た、アメリカではSOX法により内部統制シ

ステムについての監視が厳しくなったため

に、監査委員会のリスク管理の業務がコンプ

ライアンスと課題（agenda）の多さによっ

てその有効性が妨げられていると指摘されて

いる。また、取締役の独立性が強調される余

り、その適格性が疑問視されている（注５）。

■２．投資銀行の取締役会の特徴

　今日のアメリカ大企業の取締役会の構成を

みると、独立取締役が過半を占める会社は

2003年で90％以上を占めている（注６）。これ

は、SOX法が制定される以前から見られた

傾向であるが、それに基づき2003年に改訂さ

れたNYSE上場会社のガバナンス基準により

一層強まっていると考えられる。さらに、こ

のガバナンス基準は2009年にも改訂され取締

役会の各委員会などに対する独立性の基準な

どが強化されていることから、現在では独立

取締役が少数の取締役会は極めて例外的とい

って間違いないだろう。

　図表１は2007年12月（アメリカで金融危機

が深刻化する前年末）の大手投資銀行（ただ

し、JPモルガン・チェースは商業銀行である）
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の取締役会の構成を示したものである。これ

をみると、取締役数は11−13名、そのうち経

営者は１−４名で、それ以外はほとんどが独

立取締役であり、やはり大手投資銀行において

も独立取締役が圧倒的に多数を占めている。

　なお、周知のように、ここに取り上げられ

ている大手投資銀行のうち、ベア・スターン

ズとメリルリンチはそれぞれJPモルガンと

バンク・オブ・アメリカに救済買収され、独

立の存在ではなくなった。また、ゴールドマ

ン・サックスとモルガン・スタンレーは銀行

免許を取得し、分類上は投資銀行ではなくな

った。つまり、独立の大手投資銀行はすべて

姿を消したことになり、今回の金融システム

危機の凄まじさを象徴している。

　この表からいくつかの興味深い点を指摘で

きる。まず、生き残った投資銀行（メリルリ

ンチも含む）はガバナンスのガイドラインと

して取締役の定年を70−72才に定めているこ

とである。また、取締役の平均年齢をみると、

破綻した投資銀行（メリルリンチを含む）は

66.5才であるのに対して、生き残った投資銀

行（JPモルガン・チェースを含む）は61才

であったことである。破綻したベア・スター

ンズとリーマン・ブラザーズは72才以上の取

締役が、それぞれ４人、５人であった。ちな

みに、ヨーロッパの25大銀行については非執行

取締役（NED）の平均年齢は60才で、アメリ

カの生き残った投資銀行に近い年齢であった。

　これらの年齢の違いが経営状態とどのよう

な関係があったのかは決して自明という訳で

はないが、この調査ではそれを破綻原因の一

つと見なしているようである。しかし、より

重要なのは、破綻した投資銀行のCEO／会

長の在位期間が長いことであろう。CEOと

取締役会会長の兼任が認められていること

（図表１）アメリカ大手投資銀行の取締役会の構成、2007年12月31日

ベア・スターンズ１ リーマン・ブラザーズ メリルリンチ モルガン・スタンレー ゴールドマン・サックス JPモルガン・チェース
規　模 13 11 11 12 12 12

構　成
経営者４人２

NED９人、すべて独立
取締役

経営者１人
NED10人、すべて独立
取締役

経営者１人
NED10人、すべて独立
取締役

経営者１人
NED11人、 う ち10人
が独立取締役

経営者３人
NED９人、すべて独立
取締役

経営者１人
NED11人、 う ち10人
が独立取締役

リーダーシップ
（在位年数）

CEO（14）
会長（6）

CEO/会長（14） CEO（5）
会長（4.5）

CEO／会長（2.5） CEO／会長（2） CEO（2）
会長（1）

CEO／会長の在位年数 22.5 13.3 6.3 2.53 4.5 7.0
NEDの平均年齢 68 69 63 60 64 60
NEDの平均在位年数 10.1 9.4 4.1 4.8 5.3 8.4
金融の専門知識を持つ
NED数（％）

2（22％） 2（10％） 1（10％） 3（27％） 4（44％） 1（８％）

（注）NED：non-executive directors（非執行取締役）
１．ベア・スターンズは2007年７月31日までの期間。共同COOのワレン・スペクター（Warren Spector）は８月初め
に辞任。独立NEDのミッシェル・ゴールドスタイン（Michael Goldstein）は2007年１月に取締役に就任し、取締役
数は13名になった。
２．ベア・スターンズのアラン・グリーンバーグ（Alan Greenberg）の役職は執行委員会（executive committee）の
議長だけ。
３．モルガン・スタンレーのジェームズ・マック（James Mack）の５年間のCEO／会長の任期は2001年に終了。
（出所）Nestor Advisors Ltd.［2009］.
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が、しばしばアメリカのガバナンス構造の大き

な欠点の一つとされる（イギリスは禁止）が、

破綻した投資銀行においてはCEO／会長の

在位期間が10年を超えている。CEOへの権力

の集中が過大なリスク・テイクに対するチェッ

ク機能を減退させた可能性は否定できないで

あろう。リーマン・ブラザーズについては、破

産裁判所のバルカス報告がその破綻原因の重大

な原因としてこのことを指摘している（注７）。

　このような違いが認められるにもかかわら

ず、投資銀行に共通の弱点として金融の専門

知識を持つ非執行取締役（NED）が１−４

名しかいないことが指摘できる。これは、

SOX法制定以来、経営者との癒着を防ぐた

めに取締役の独立性が一層強調され、結果と

して金融業務についての素人の割合が増加し

た結果であろう。このことが、取締役会（あ

るいは、その内部の監査委員会などのリスク

管理に責任ある組織）のリスク管理機能を弱

体化させた可能性は否定できない。

　そこで、リスク管理体制についてみると、

図表２のようになる。この中で、あらゆる種

類のリスクについて全面的な責任を負う委員

会を持っているのはJPモルガンだけである。

ゴールドマン・サックスの監査委員会はあら

ゆる種類のリスクについての経営者の評価を

検討する責任を持っているが、それを支えて

いるのは４名の金融業務経験者である。モル

ガン・スタンレーの監査委員会も同じような

任務を課せられているが、委員の数と金融業

務経験者の数がゴールドマン・サックスの半

分に止まっていることから、それだけの重責

を担うことは困難であるとみられている。

■３．CEO対取締役会

　SOX法の制定を受けて、NYSEは上場会社

のガバナンス基準を改定した。主要な変更は、

そ れ ま で は「 外 部 取 締 役 」（outside 

directors）として経営者との利益相反関係が

（図表２）アメリカ大手投資銀行のリスク・ガバナンス、2007年12月31日

ベア・スターンズ リーマン・ブラザーズ メリルリンチ モルガン・スタンレー ゴールドマン・サックス JPモルガン・チェース
取締役会リスク委員会
１

金融・リスク委員会
FIE：1/4（25％）
会議の回数：２回
議長：非FIE

金融・リスク委員会
FIE：0/5（０％）
会議の回数：２回
議長：非FIE

金融委員会
FIE：1/4（25％）
会議の回数：12回
議長：非FIE

監査委員会
FIE：2/4（50％）
会議の回数：10回
議長：非FIE

監査委員会
FIE：4/8（50％）
会議の回数：10回
議長：FIE

リスク対策委員会
FIE：1/4（25％）
会議の回数：４
議長：非FIE

リスクの種類 オペレーショナル、ク
レジットおよびマーケ
ット・リスク

クレジットおよびマー
ケット・リスク

クレジットおよびマー
ケット・リスク

オペレーショナル、ク
レジットおよびマーケ
ット・リスク

オペレーショナル、ク
レジット、マーケット
・リスク

オペレーショナル、ク
レジット、リクィデテ
ィおよびマーケット・
リスク

取締役会リスク委員会
２

監査委員会
FIE：0/4（０％）
会議の回数：11回
議長：非FIE

監査委員会
FIE：0/4（０％）
会議の回数：11回
議長：非FIE

リスクの種類 オペレーショナル オペレーショナル
明確な取締役会のリス
ク監視方針

な し な し な し な し な し あ り

（注）FIN：financial industry experts
　ベア・スターンズは2007年７月31日までの期間。
（出所）Nestor Advisors Ltd.［2009］.
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特に問題にされなかったのに対して、「独立

取締役」（independent directors）の要件が

厳しく規定されたことである。加えて、指名

委員会、報酬委員会、およびある意味でリス

ク管理に決定的な役割を果たす監査委員会に

ついての独立性の要件を定めたことである。

さらに、独立取締役だけからなる（つまり、

CEOを 外 し た ） 定 例 の 会 議（ こ れ を

executive sessionと呼んでいる）を開催する

ことを義務づけた（注８）。

　この効果は、これまで紹介したように専門

知識のない「独立取締役」が増加した（金融

機関の場合）ことにもみられるが、それが極

端な形で現れたのは取締役会によるCEOの

解任が相次いだことであろう（注９）。Murray

［2008］は、ヒューレッド・パッカード（H&P）、

AIG、ボーイングなどにおいて起きたCEOの

解任事例を臨場感あふれる筆致で紹介してい

るが、これらの事例はいずれもCEO不在の

取締役会で決定されている。もちろん、客観

的にみればそれ以前から予兆は十分にあった

ということになるが、スキャンダルはいざ知

らず、経営方針をめぐる対立が原因の場合、

長期にわたる（例えば、３年以上）赤字のよ

うに業績の低迷が理由であれば止むをえない

にしても、そうでなければCEOにも言い分

はあるし同情の余地もあるといえよう。いず

れにしろ、これを契機にCEOの地位は非常

（図表３）NYSE上場会社のガバナンス基準（上場会社マニュアル303A条）の概要

（注）条文末尾の番号は、対応するNASD規則（2009年３月以降改正）
（出所）NYSE, Listed Company Manual（2009年11月25日改正）

303A.01　上場会社の取締役の過半数は独立取締役でなければならない（IM-5605⑴）
303A.02　独立性テスト（IM-5605）

「独立取締役」の定義は以下の点を満たさなければならない
⒜ⅰ取締役会が、当該取締役が、直接に、あるいはパートナー、株主、あるいは会社と重要な関係を有する組織の役員として、上場会社と重要な
関係を有していないと認定している
ⅱそれに加えて、上場会社の取締役会の報酬委員会委員である取締役の独立性を認定するに当たり、取締役会は取締役が報酬委員会の委員として
の義務に関連して、経営から独立である能力にとって重要な関係を持つか否かを左右するあらゆる要因を考慮しなければならない。それには、A
上場会社によって当該取締役に支払われるコンサルテング、助言に対する報酬、B当該取締役が上場会社、上場会社の子会社あるいはその関連会
社と関係があるかどうか
⒝加えて、以下の場合は、取締役が独立しているとみなされない
ⅰ取締役が過去３年以内に、上場会社の従業員、直接の集団メンバー、役員であった
ⅱ取締役が過去３年のうち12ケ月にわたり、上場会社から12万ドル以上の直接的な報酬を受け取っていた。ただし、以前の勤務に対する取締役と
委員報酬、および年金、繰延払い報酬は除くものとする
ⅲ会社の現在あるいは以前の内部あるいは外部の監査人に雇われていた取締役、あるいは監査人と同じ集団に属するとみなされる取締役が雇用関
係が終了してから今だ３年を経過していない
ⅳ取締役が、報酬委員会が上場会社の経営者から構成されている会社の役員である場合には、そのような契約が終了してから未だ３年を経過して
いない
ⅴ取引が100万ドルあるいは売上高の２％を越える会社の経営者が、そのような関係がなくなってから３年を経過していない
303A.04　指名／コーポレート・ガバナンス委員会：すべてのNYSE上場会社は独立取締役だけで構成される指名／コーポレート・ガバナンス委員
会を設置しなければならない。委員会の目的と責任は、取締役会が定めた基準にしたがい、取締役会のメンバーに相応しい人物を指名することで
ある（IM-5605-7）
303A.05　報酬委員会：すべてのNYSE上場会社は独立取締役だけで構成される報酬委員会を設置しなければならない。CEOに対する報酬の長期イ
ンセンティブ要因を決定するにあたって、報酬委員会は会社の業績と相対的な株主のリターン、比較対象となる会社のCEOの類似のインセンティブ、
および過去数年間の上場会社CEOに与えられた報酬を考慮しなければならない（IM-5605-6）
303A.07⒜および⒝　すべてのNYSE上場会社は独立取締役３名以上で構成される監査委員会を設置しなければならない。監査委員会の各委員は財
務的な知識を持っていなければならず、しかも少なくとも１名は会計、あるいは財務管理の経験を持っていなければならない。もし監査委員会の
委員が３社以上の公開会社の監査委員を兼任している場合には、各監査委員会はそのような業務が委員の監査委員としての能力を損なうものでは
ないことを判断し、そのことを開示しなければならない（IM-5605-3⑵）
303A.03　独立取締役だけの取締役会の開催：取締役会は経営者が参加しない定例の会議を開催しなければならない（IM-5605-1⑵）
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に不安定になっているのである。

　さらに、今回の危機を背景に、NYSEはそ

のガバナンス基準を改正している（図表３参

照）。なお、この表にはほぼ同じ時期に改正さ

れたNASDAQのガバナンス基準の対応する

条項も示している。大きな変更点はないが、独立

性の要件の強化、および取締役会の各委員会が

独立取締役のみで構成されるべきことを規定

（NASD規則はこの点はやや緩い）しており、株

主の利益を代表する取締役の権限の強化と経

営者の権限の縮小が一層鮮明にされている。

　取締役会が株主の受託を受けその利益を代

表するという構造を考えれば、このことは株

主の権利が強化されたということである。さ

らに、2010年７月に成立したドッド＝フラン

ク（DF）法は利益配分などに対する株主の

権限を強化した（セイ・オン・ペイ、セイ・

オン・ゴールデン・パラシュート）。ただし、

投票結果は拘束力を持たない。

　しかし、いくつかの報告書で指摘された、

取締役会および監査委員会を中心とするリス

ク管理に責任を負う委員会のほとんどが業務

についての素人である独立取締役から構成さ

れ、リスク管理についての専門性が欠如して

いるという欠点については特に是正策は講じ

られていない。

　これだけ証券市場が発展し、ガバナンス構

造などの議論が活発な割には、アメリカでの

株主の権限は意外に小さい。連邦会社法がな

く、各州の会社法によって規制されるという

アメリカ独特の規制構造の下では、できるだ

け規制の緩い州での会社登記を選択する「底

辺に向かう競争」（race to the bottom）が起

きる。アメリカの多くの大企業が規制の最も

緩いデラウェア州で登記している。他方、市

場全体に規制を及ぼそうとすれば、SECのよ

うな連邦規制機関の規則制定によらざるをえ

ない。委任状勧誘規則のような、本来であれ

ば会社法マターの問題がSECの規則で取り上

げられるのにはこのような背景がある。

　ガバナンス問題についても事情は同じであ

る。他の国であれば、公的規制機関あるいは

それに準じた組織がガバナンス・コードを制

定している。しかし、アメリカの場合には、

このような公的性格を有するガバナンス・コ

ードはなく、NYSEの上場会社規則において

ガバナンス問題が規制されている。このよう

な構造の効果を評価するのは難しいにして

も、アメリカにおいて決して少なくはない大

規模非上場会社が規制対象から外れているこ

とは指摘しておく必要があろう。

■終りに

　2007年後半からの金融システム危機を契機

に、その主要な原因の一つとして大手金融機

関のガバナンス構造に多大の関心が向けられ

ることになった。リスク管理体制の不備、お

よびそれと密接に関連する経営者報酬の構造

は、とりわけ公的資金を投入された金融機関

の経営者が一方で多額の報酬を手にしていた

ことが広く知られるようになるにつれ、国民
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の怨嗟の的となり非難が集中した。

　特に震源地であったアメリカの、業態とし

ては消滅してしまった大手投資銀行のガバナ

ンス構造をみると、リスク管理と経営者報酬

のいずれにも深刻な欠点があったことが明ら

かになる。2002年７月に制定されたSOX法

により、リスク管理の重要な一部を担う内部

統制システムの構築が義務づけられたにもか

かわらず、大手投資銀行を含む金融機関が

次々と破綻したことは、再びガバナンス構造

の見直しを大きな課題として提起することに

なった。特に、改定されたNYSEのガバナン

ス基準をみても、ほとんどが独立取締役から

構成される取締役会のリスク管理能力につい

て特別の措置が講じられてはいない。危機の

再発防止という観点からは、改めてガバナン

ス構造の見直しが必要であろう。

（注１）  例えば、FSB［2009a］を基に、OECD, BSBC

などが改革案を提案している。また、アメリカでは、

ニューヨーク証券取引所（NYSE）が2010年９月23

日にこの問題に対する報告書［2010］をまとめ、

同年、上場会社のガバナンス基準を改正している。
（注２）  OECD［2004］
（注３）  Kirkpatrick［2009］
（注４）  Kirkpatrick［2009］, p.6
（注５）  Kirkpatrick［2009］, pp.19-21。なお、今回改正

される以前のNYSEの上場会社ガバナンス基準に

おいても、「監査委員会の各委員は財務的な知識を

持っていなければならず、しかも少なくとも１名

は会計あるいは財務管理の経験を持っていなけれ

ばならない」とされていた。しかし、図表２をみ

ると、リーマン・ブラザーズの監査委員会はFIN（金

融業での経験）を持つ者はゼロであり、NYSEガ

バナンス基準に抵触する可能性があったことにな

る。
（注６）  取締役会の構成の変化については、佐賀［2007］

（下）を参照されたい。
（注７）  佐賀［2013］
（注８）  2003年に改正されたガバナンス基準について

は、佐賀［2007］（下）、図表10、28ページを参照

されたい。
（注９）  2005年のCEOの交代事例は2000年の２倍以上

であり、このうち35％が実質的な解任であった

（Murray［2007］；山崎訳［2008］, 102ページ）。
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