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　昨年度は、第三者機関による取締役会の実効性評
価を行い、グローバルな金融機関として相応しい取締
役会の在り方を検証しました。さらなるガバナンスの
高度化に向けて何が必要か、取締役会で何度も議論
した結果、中長期的な戦略のモニタリングに重点を置
いた取締役会を模索することになったのです。指名委
員会としても、それに合わせた人選が必要でした。い
ままで、野村ホールディングスの社外取締役に必ずし
も金融の知見を求めてこなかったのですが、グローバ
ル金融機関としてさらなる雄飛を目指すために、金融
の知見を持つ候補者にもフォーカスを当てて調査を
進めたというわけです。

Q 金融に欠かせなくなっているデジタル領域
での専門性に関しては、指名委員会で議論
があったのでしょうか。

　ジャンカルロさんは、国際金融ビジネス全般に精通
され、IT分野に強い方です。モッサーさんも、金融規
制を中心としたキャリアに加えて、幅広くアカデミック
なバックグラウンドをお持ちです。取締役会にこうし
た専門性を持つ方がいると、心強いですね。
　金融に限らず、あらゆる産業で、デジタルを経営の
前提に置くことが欠かせなくなっています。米国では

DX（デジタル・トランスフォーメーション）という言葉
自体がすでに死語となっているくらい、変化が早い。
野村も、経営として、これらを最大限活用し、実装して
いくことが不可欠となっていると言って過言ではあり
ません。

指名委員会の活動について

Q まず始めに、指名委員会の活動状況につい
て教えてください。

　昨年度は指名委員会を8回開催しました。一昨年度
はグループCEO交代もあり、開催頻度が9回と通常
より多かったのですが、昨年度も指名・報酬委員長の
木村さんが退任予定だったこと、リムさんがすでに
任期10年となっていたこと、また米国中心に海外
ビジネスの利益貢献が大きくなり、海外の取締役を増
強したいということで、開催頻度は多くなりました。

Q 新たな4名の社外取締役は、どのような観点
で選ばれたのでしょうか。

　まずは多様性を備えた取締役会の構成にすること、
これは国籍やジェンダーだけでなく、スキル・経験・属
性の観点も、ということですが、それを意識して選定
しました。高原さんは日本のグローバル企業経営者で
す。高原さんも私も、金融の専門家ではありませんが、
経営者としての経験や感覚をもとに、マクロ的な視点
で会社全体の方向性に関して助言を与えること、コン
プライアンス、レピュテーション上の危機に直面した
場合に、会社が外部からどうみられるか、会社をどう
立て直していくかといったアドバイスを与えることを
期待されていると思います。
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取締役の選任において考慮する点

人格、識見、倫理観、自らの専門分野についての深い知見と経験等の選出基準をもとに候補者を決定
取締役の他の上場会社での兼職について、社外取締役は3社まで、社内取締役（非執行）は1社を原則とする
取締役会の過半数は社外取締役とすることを原則とする
社外取締役の任期は6年が目途
社外取締役は当社の独立性基準を満たすことを原則とする
グループCEOおよびグループCOOは取締役を兼ねることを原則とする
財務、企業経営、法律等の専門家を含むことを原則とする

　また、米国の金融専門家であり、ビジネス経験者、
アカデミアからの専門家ということで、ジャンカルロ
さんとモッサーさんに加わっていただきました。アジ
アからは、リムさんに代わる実績・経験のある方として
チューさんが選ばれました。欧州からの取締役はいま
せんが、チューさんはイギリスと香港の弁護士資格が
あり、欧州地域での知見も持ち合わせています。
　取締役会は、野村グループのビジネス実態に合わ
せて地域性・専門性がバランス良く分散しており、今
回、米国中心に金融業界に詳しい人が加わり、人材
ポートフォリオの観点で十分な多様性が確保されまし
た。組織は偏るとその価値が下がります。多様性を持
つこと自体が長期の繁栄をもたらし、価値を生みます。
取締役会も、同質性の高い組織であれば運営は楽で
すが、異なる背景を持つ方々に入っていただくと、そ
こからいろいろな発想や付加価値が生まれる可能性
が高まります。

Q 取締役候補者の選定プロセスを教えてく
ださい。

　これに関しては、指名委員が各方面で人脈を持って
いて、常にそれを基に選考していくというわけではあ
りません。特に専門性の高い候補者に関しては、執行
側からのインプットや公表情報、必要に応じて人材
コンサルティング会社を活用しながら、ロングリストを
作成します。指名委員会で議論しながら、ショートリス
トにしていくことになりますが、その過程で候補者と
面談し、候補者本人の意向確認も行います。
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Q 取締役の任期や任期の多様性についてどの
ようにお考えですか。

　取締役の独立性の観点から、社外取締役の任期は

6年を目途としていますが、想いの人がいても、その
年にタイミングが合わないこともあります。その取締
役が発揮している役割の重要性や独立性、後任の有
無などを考えながら、退任については慎重に議論して
います。重要なのはスキルマトリックスです。杓子定規
に定めた任期をもって退任することで、本来、取締役
会に必要であった役割が欠けてしまうことは避けなけ
ればなりません。

報酬委員会の活動について

Q 次に報酬委員会の開催頻度や活動状況、 
主な議題についてご説明ください。

　昨年度は、報酬委員会を7回開催しました。主に、役
員の報酬を決めるルールの策定と、そのルールに基
づいて最終的に役員報酬をどうするか、議論しました。
昨年、奥田さんがROEを新たな経営指標として掲げ
ましたので、今回、役員報酬の業績連動部分に関する
指標（KPI）をROEに変更しました。
　最大のポイントだったのはグループCEOの報酬です。
業績の標準値がどこで、それを基にしてROEと報酬
の関係性といった、いわば報酬カーブを決めました。
グループCEOの報酬が決まれば、それを基準に執行
役が受け取る報酬はどういうレベル、という風に決
まっていきます。大事なことは、事前に各人の職責に
応じたKPIとの連動性を決めておくことです。ルール
を決めて透明性をもって運用することが必要だと申
し上げてきました。

Q 野村グループの報酬委員会として外部の方
に伝えたいことはありますか。

　野村グループの報酬制度は、かなり先進的だと思
います。まず、一定以上の報酬を受け取る役職員は、
固定部分より、業績連動の変動報酬が多くなっており、
実質的にKPIを達成したかどうかで、報酬額が決まり
ます。ステークホルダーから見れば変動部分が大きけ
れば、同じ船に乗っている印象になります。また、早
い時期から株式報酬を導入していた点も大きな特徴
です。貢献が大きければ、見合った報酬を支払い、そ
うでなければバッサリと引き下げる、そういうイメー
ジです。

Q 最近、役員報酬にサステナビリティの視点を
入れるケースが増えています。

　そういった観点は報酬委員会でも議論しています
し、評価軸・評価方法に関しては、今後、さらに議論に
なると思います。
　現在、サステナビリティを非財務指標として、財務
指標と別建てで議論されることが多いように思いま
す。しかしながら、企業は、本来SDGs課題自体をビ
ジネスチャンスに変えるべきで、こうした社会課題も
最後は本業のビジネス目標に内包され、成果は財務
指標に反映されると思っています。言い換えると、本
業であるビジネス自体が社会課題解決を目指すべき
で、これはまさに野村のビジョンである、社会課題解
決を目指しながら、金融資本市場を通じて豊かな社会
の創造に貢献するということにつながります。ビジネス
への取り組みの成果が、社会課題の解決につながり、
その結果、財務指標自体も良くならなければいけない
と思います。

ガバナンス強化に向けて

Q 3委員会は、社外取締役だけで構成された
ほうが良いという意見も一部にあります。

　野村ホールディングスの指名、報酬、監査委員会に
は、すべて非執行の社内取締役が委員として1名入っ
ています。委員を全員社外取締役とすることで、独立
性や客観性が高まるという利点はあるのでしょうけど、
業務や金融業界の知見がない取締役だけでは、必ず
しも適切な取締役の人選や報酬決定を行うことがで
きない可能性があります。監査委員会においても、業
務に精通した社内出身の非執行取締役を選定すること
としています。これにより、業務実態を理解したうえで、
どこに重点を置いて監査活動を行っていくか判断す
ることが可能になります。
　もちろん意思決定については、あくまで社内1名に
対して社外が2名ですから、そこで独立性は担保され
ています。多数決で決まったら、覆されません。必要で
あれば、各委員会は、委員外の社外取締役からのヒア
リングもできます。

Q 野村ホールディングスの課題や改善すべき
ポイントをどう見てらっしゃいますか。

　野村グループは、これまで何度か不祥事を起こして
きました。これらの根本原因を解決していくことは、大
きな経営課題だと感じています。一昨年、私も皆さん

とともに、ディスカッションしたりしながら、「行動規範
（Code of Conduct）」の作成に携わりました。そう
した活動自体は大変良かったと思います。奥田さんを
はじめとする経営陣が率先して、この行動規範を広め
ていくという啓蒙活動をされています。とはいえ、この
行動規範を作った後も不祥事は起きています。行動規
範浸透の取り組みは、今後も続けなければなりません。
　経営で一番大事なことは、ビジョンを示すことです。
この点、奥田さんは明確に経営方針を打ち出し、方向
性も出している。社員は共感すれば、同じ方向に向
かっていきます。次に重要なのは、社員にどうやりが
いを与えるかです。得意な分野をやらせ、成果が上が
るようにするのです。そして、最後は報酬です。
　社員にやりがいを持ってもらうためには、Code of 
Conductとビジョンの共有を、しっかりトップダウン
でやっていくことが大事であって、それによってミドル
層を含めて社員のエンゲージメントが上がると思いま
す。エンゲージメントとは互いに信頼し、貢献すること
です。会社は社員を信頼し、社員に貢献する。社員は
会社を信頼し、会社に貢献する。野村はこういう姿を
目指さなくてはなりません。

Q 米国顧客取引に起因する損失がありましたが、
取締役会でどのような議論がされていますか。

　海外ビジネスの持続的な成長のために、海外から3
名の社外取締役に新たに参加いただくなどして、ガバ
ナンスの強化を図っています。マネジメント体制の強
化や、リスク・マネジメントの高度化にも取り組み、今
回のような事案が起きないような体制づくりに注力す
べきと考えています。
　今回の事案は、不祥事やコンプライアンス上の問題
とは性格が異なりますが、組織のどこかの段階で、
もっと早く潜在するリスクについて警鐘を鳴らすこと
ができなかったのか、考えさせられました。また、こう
した米国顧客との取引は、本来の野村グループの経
営ビジョンや企業理念からみて、決して中心のビジネ
スではなかった。ですが、リスクというものは、得てし
て中心から離れた場所で発生するものです。こうした
ビジネスを抑制するようなリスク管理、在るべき姿を
念頭に置いて、体制の見直しを図っていかなければな
りません。

最後に

Q 奥田グループCEOが昨年打ち出した戦略と、
その進捗について、どのようにご覧になって
いますか。

　奥田さんがグループCEOになられた当時、野村は、
コロナ危機もあって直前四半期で赤字となるなど、厳し
い状況にありました。そうしたなか、奥田さんはスピー
ドをもって改革を実施されました。ビジネスの方向性に
ついて一気に舵を切られたし、コロナ禍という危機を
チャンスに変えて、コスト削減も計画以上に進みました。
　また方向性も正しいと思っています。奥田さんは金
融機関としての本来の役割は何か、どのようなサービ
スをどのように提供すべきかを考えておられた。パブ
リックに加えてプライベートというのは必然の流れで
す。個々のお客様のために、どれだけカスタマイズさ
れたサービスを提供し、どれほどの価値を感じていた
だけるのか、そういうコンセプトを追求していかなけ
れば、金融機関は生き残れないでしょう。

Q 最後にステークホルダーの方々に何かメッ
セージはありますか。

　野村グループが皆様に最も信頼されるパートナーと
なり、持続的な成長を実現していくためのサポートを
することが、取締役会の責務です。課題があることは、
もちろん認識していますし、米国で大きな損失を出し
たことについては真摯に受け止めています。社会的
な役割を担う金融機関としての重みを常に認識しつ
つ、企業価値向上を果たしていくことが野村グループ
の仕事です。ステークホルダーの皆様には、ぜひ結果
を見ていただきたいと思いますし、我々も野村グルー
プとともに、皆様からの信頼向上に努めてまいります。
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