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本書出版の背景と感謝のことば 
 

 

大手米国企業におけるエグゼクティブの報酬は、これまでになく複雑かつ議論を呼ぶものとなってい

ます。2008年に始まり現在も進行中の経済・財政危機と、それに引き続く、 

Say on Pay 投票を作り出した法律制定が相まって、さらなる論争を呼び起こし、エグゼクティブ、会社、

そして取締役会に対してさらなる圧力がかかるようになりました。こうした圧力にもかかわらず、ある

いはそれ故に（賛否両論かもしれませんが）、ペイモデルは業績との高い整合性があり、その点において

非常にうまくいっているように見えます。 

 

本書執筆の目的は、弊社による大手企業へのコンサルティング活動と同様で、具体的には、意欲的なエ

グゼクティブチームと長期的株主価値創造の間の整合性を、クライアントの皆様が生み出すよう支援を

することです。 

 

当社は、多くのエグゼクティブ、取締役、株主や、他のこの分野に識見ある関係者らの意見に同意し、

エグゼクティブのみならず関係者すべてにとって一層の経済的成功を生み出す一助となるような現行報

酬モデルの継続を推奨・支持します。本論文において、当社は、劇的な変化は不要であることを示す有力

な証拠を提示しております。なぜなら、それらは経験的に誤った想定に基づいているか、ほとんどの場合

すでに整備されている条件を設定しようと模索しているに過ぎないからです。 

 

ここに記載されているすべての課題に向き合い、そしてダイナミックかつ大きな成功を収める米国経

済の一部として繁栄し続ける、当社クライアントの皆様に本書を捧げます。エグセクティブと株主の間

の適切なバランスを見出すためのこの道程において、当社をパートナーにお選びいただいたことを、ク

ライアントの皆様に感謝を申し上げたく存じます。皆様の、この有意義な探求の旅を歓迎いたします。 

 

 

ペイガバナンス パートナー・コンサルタント一同 

2012年 10月 

 

 

PayGovernance.com 

ⓒ2012 Pay Governance LLC 
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序章 
 

 

～エグゼクティブ・ペイモデルの有効性～ 

 

Ira T. Kay 著 

アイラ T  ケイ マネージングパートナー 

 
 

 

 米国のエグゼクティブ・ペイモデルは、一般的に財務上および株価の厳しい目標を達成した場合にの

み得られる多額のキャッシュ及びストック・インセンティブが特徴的です。さらに、これらのストック・

インセンティブは、概して、株価が大きく上昇している場合にのみ高額になります。このペイモデルは、

英国やカナダのペイモデルと似ていますが、他のほとんどの先進諸国のモデルとは量的もしくは質的、

またはその両方において異なっています。米国モデルの対象者である役員、取締役や有力株主の大半は、

報酬と実績の整合性はかなり適切に評価されていると考えています。 

 

 このペイモデルは、大きな成功を収めている有力な企業モデルの一部を成すものとして、株主価値や

経済価値全般を創生するのに非常に有効です。この結論は、ペイガバナンスおよび学術研究、数百人に上

る取締役やエグゼクティブたちとのディスカッション、数百もの取締役会や報酬委員会への参加、そし

て数十年にもわたる報酬諮問経験から導き出された結論なのです。課題や異常値は残るものの、トップ

レベルの報酬を稼いでいるエグゼクティブの多くは業績の良い企業で働いており、これに対して業績の

悪い企業のほとんどでは、エグゼクティブの報酬がはるかに低くなっています。米国経済の堅調さや、優

れた戦略性、優秀な従業員や運など、多くの要因がこれら企業の成功に影響を与えてきたのは事実です

が、エグゼクティブ人材の役割や意欲を高めるペイパッケージも軽んじるべきではありません。 

 

 しかし、誰もがこの評価に賛成するわけではないため、米国のエグゼクティブ・ペイモデルは、ターニ

ングポイント、いわば分岐点に来ています。一つの方向は、さらなるコーポレートガバナンスとデザイン

を改善することにより全体的に成功を収めている現アプローチを広く継続していくのかどうか、もう一

つの方向は、ドッドフランク法や連邦準備制度（Fed）ならびに他の規制機関のルールなど一連の規制を

継続し、基本的に支払額の削減および企業構造の大幅な改革を求めるペイモデルのさらなる管理へと進

めて行くかです。これらはすべて、成果主義の増加、過度のリスクテイクの低下、および所得不均衡の減

少の原因とされています。これらの規制圧力はエグゼクティブペイの水準を引き下げる可能性があり、
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それによって所得の不均衡を減らし、恐らくはポピュリストの怒りを軽減することになるでしょうが、

どのような経済的代償と引き換えになるのでしょうか？ 

 

 当社は、多くのエグゼクティブ、取締役、株主や他のこの分野に識見ある関係者たちと協力して、エグ

ゼクティブのみならず関係者すべてにとって一層の経済的成功を生み出す一助となる、強化を加えた現

行モデル（本稿で説明）の全般的な継続を推奨・支持します。当社は、劇的な変化は不要であることを示

す有力な証拠を提示します。なぜなら、それらは経験的に誤った想定に基づいているか、ほとんどの場合

すでに整備されている条件を設定しようと模索しているからです。 

 

 本書執筆の目的は、大手企業のコンサルティングにおけるものと同じで、具体的には、意欲的なエグゼ

クティブチームと長期的株主価値創造の間の整合性を、クライアントの皆様が生み出す支援をします。

グローバルな競争の激化、所得の不均衡、ポピュリズム、要求の多い株主、Say on Pay（SOP）投票、景

気後退、力のある代理権アドバイザーや他の規制圧力など現在の環境にあって、エグゼクティブ・ペイプ

ログラムを理想的にデザインすることはかつてないほど難しくなっています。しかし、これらのプログ

ラムは、企業、その取締役やエグゼクティブが株主の期待や他の難題を解消することを支援するツール

として今までになく重要性を増しています。当然、企業がエグゼクティブチームを無傷な状態に維持す

ることを必須とする同じ圧力は、他の企業が最高の能力を有する人材を自社の課題の解消のために雇用

したがることをも意味します。よって、ペイパッケージ全体（特にキャッシュ及びストック・インセンテ

ィブ）を適切に調整することは、この取り組みを支援するうえでも重要です。 

 

 こうした高い動機づけとなるペイパッケージは、2008～2009 年の金融・経済危機以降の経済回復にお

いて、多くの他の要因（刺激策、Fed、TARP、準備通貨としてのドル、米国経済の一般的な企業家的性質

などの多くの重要な利点）とともに重要な役割を果たしてきました。ペイパッケージのストラクチャ（パ

フォーマンスメトリクス、ペイミックスなど）は、エグゼクティブチームや株主に（委任状の中で開示さ

れているように）、戦略でもっとも重要で主眼を置くべき部分はどれであるかを明確に示しています。ま

たそれらはエグゼクティブチームや他の管理職にとって高い動機づけとなり、エグゼクティブたちに対

して、戦略的に重要な成功についてどのように報酬が支払われるかを示します。 

 

 米企業モデルは、資本主義同様、乱高下し完全とはいえないのですが、それらの不完全性にもかかわら

ず、エグゼクティブだけでなく株主や従業員にも莫大な富を生み出してきました。企業（抵当銀行、住宅

建設会社、投資銀行、格付機関、ファニー・メイ、小売業者、コモディティ会社など）やそれら企業の取

締役の中には、金融・経済危機の全期間を通し、大きな間違いを犯してしまっていたことは疑う余地があ

りません。ここで、納税者や従業員などの人たちも、エグゼクティブ、取締役、株主とともに苦難を経験

したのは事実です。しかしこれまでのところ、それらはほとんどが過失であり、故意のリスクテイク、ま

してや犯罪活動には該当しないようです。重要な方策上の課題は、基本モデルならびにそのエグゼクテ

ィブペイのストラクチャおよびガバナンスはより良い、乱高下の少ないパフォーマンスを支えるもので

あるかどうかです。それは健全であって、単に末端の微調整を必要としているに過ぎないのでしょうか？

または大きな欠陥があり、リストラクチャリングや新たな規制が必要なのでしょうか？ 
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エグゼクティブ・ペイモデルは、こうしたエグゼクティブを雇用する企業にとって成果を収めてきたと

誰もが賛成するわけではありません。ドッドフランク法から発生して 2011 年に始まった Say on Pay 投

票は、特に公務員年金基金への機関投資家の一部から熱のこもった批判のあった結果です。この投票

は、一部の政府官僚やメディアから強い支持を受けています。本書を執筆したのは、こうした Say on 

Pay 投票とその原因および効果について、エグゼクティブペイの熱く議論の交わされている分野に対す

るロジックと事実をいくらかお伝えするためです。 

これから、エグゼクティブにとって適度に競争的な労働市場が存在するという事例を紹介し、エグゼク

ティブペイは高額過ぎで業績本位の報酬支払はないという世間一般の通念に対して反証します。ほとん

どのエグゼクティブや取締役は、この社会通念、特に、業績本位の報酬はないと言われることにかなり

当惑しておりフラストレーションも感じています。このメディアや規制の圧力はペイモデルを時にプラ

スの方向に、また時には理想的とは言えない方向に変化させます。ほぼ間違いなく、プラス面には、特

に経営権変更期間（例：エグゼクティブに支払われる大きな消費税のグロスアップ）の潜在的な退職金

の削減が含まれます。最も大きなプラス面と言えば、経営サイドが株主福祉向上を促進することです。

マイナス面では、多くの企業エグゼクティブや取締役がこうした SOP 投票が意欲を引き出す力を低下さ

せ、過度に一様なペイパッケージ（例：インセンティブパフォーマンスの測定基準として相対的 TSR を

さらに幅広く使用すること）を創出すると信じることで、これらはいずれも問題になり得る可能性があ

ります。明らかに、TSR の使用は個々の企業の状況によりプラスにもマイナスにもなりますが、企業の

戦略および経営陣の判断に基づくべきであり、恐らくは規制的または準規制的なプロセスの一環として

一方的に課せられるべきではありません。 

 

 他にも、このモデルは事実上崩壊していると論じる人たちや、基本的にエグゼクティブへの支払報酬

水準を低下させたい人たちがいます。また、これら投票および規制圧力の結果としてキャッシュおよび

ストック・インセンティブを減額するという支払報酬の決定（2011 年および 2012 年）からの予備的証拠

も存在します。もう一度言いますが、これは良くも悪くもなる可能性があります。情報量の少ない部外者

ではなく、取締役会により決定されるのが理想的です。これから示していきますが、CEO の報酬はすで

に、会社や株式市場の全般的なパフォーマンスに従って大きく上下しています。 

 

 明らかに、メディアや様々な機関は、このモデルには大きな修正が必要であると信じています。しか

し、この社会一般の通念は、内在的に「過度の」ものを証明することが不可能であるため、直接的な裏付

けのある証拠に欠け、より「感情的な」ものです。バンガードグループの創業者 Jack Bogle は、「現在の

米企業 CEO の報酬水準は、一言で言えば常軌を逸しています。」と述べています【2011 年 4 月 13 日付フ

ォーチュン誌 Eleanor Bloxham 著「How can We address Excessive CEO Pay?（過度の CEO 報酬にどう対処

できるか？）」】。この記事のタイトルですら事実関係なく「過度の報酬」という前提に立っています。 
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エグゼクティブ・ペイモデルに対する批判 

 

 

 当社は、エグゼクティブペイを減額するか、または、ペイモデルの構造を変更させる追加規制または他

の方法の根拠として提供された様々な批判の包括的な一覧を作成しました。これらの批判には、以下が

あり、次章で明確な反論を示します。 

 

 

① CEO のペイパッケージは、多くの理由から過度である。理由としては、平均的な従業員の給与の数

倍にもなる高額かつ増加する CEO の報酬から明らかなように、縁故資本主義の対象となる「操作さ

れた」市場であることなどがある。 

 

② CEO の報酬は、より大きな競合他社と比較し、企業がこれまでになく上昇している市場の中央値（ま

たはより高い報酬水準のターゲット）を追及する「ラチェット効果」のみで上昇しており、よって、

そのセッティングはマクロ株式市場や他の全般的なパフォーマンス指標とは関連性のない致命的な

上方スパイラルとなる。 

 

③ 個別企業レベルでのこれらのペイパッケージは、企業のパフォーマンスと関連性がない。 

 

④ これら CEO ペイパッケージの構造および報酬水準は、企業のパフォーマンスをより高める動機付

けにはならない。米企業モデルの成功は、エグゼクティブ・ペイモデルにかかわらず起きており、

米国においてはとりわけ自由市場、巨大な消費者セクター、低金利、人的資源および準備通貨とし

てのドルなど、主にマクロ経済的状況と連動している。この批判は、優れた経済的パフォーマンスは

株価ひいてはペイパッケージを押し上げる上昇気流となっているのであって、その逆ではないと論

じています。 

 

⑤ CEO は、別の大企業または報酬の高い産業でより良い報酬を受けるために現在の職を「辞任する」

ことはまれである。これらのエグゼクティブには限定的な雇用の代替しかないが、これは彼らのス

キルが高度に現在の雇用者に特定されているためで、そのため彼らが辞めることはまれである。よ

って、彼らを引きとめるために「必要以上の」報酬を支払う必要はなく、他にも彼らの地位に代わる

ことができるエグゼクティブは多くいる。この批判では、この「辞任しない」ことが、「水準以上の

報酬」を設定するためにピアグループを利用するという普遍的方法論に不備があるとも主張してい

ます。というのは、エグゼクティブたちがそうした機会のために辞職することは滅多にないため、他

の会社が何を支払うかは問題にはならないためです。 
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⑥ エグゼクティブは、自分たちのキャッシュおよびストックインセンティブプランのために、楽で緩

やかな金融上の目標値を設定している。これらの目標値は無責任で、迎合的かつ現状に満足した取締役

たちが是認している。これらの目標値は、同社に対するアナリスト予想のコンセンサス同様、その会社自

信の対外的な収益ガイダンスも下回ることが多い。その結果、これらキャッシュおよびストック・インセ

ンティブは、プランの「目標の」金額銭または株式の支払水準を上回り支払われる。多額の支払いにもか

かわらず、これらの緩やかな目標の達成は、株価の軟調な上昇または実質的にマイナスとなる。 

 

⑦ これらのエグゼクティブは、パフォーマンスが振るわないからと解雇されることはまれで、取締役

会はパフォーマンスの不振に対してなかなか対応しない。エグゼクティブは、成功しても失敗して

も同じく高い報酬を受けている。 

 

⑧ 米 CEO の報酬は、同様に高い実績を上げている他の諸国の CEO たちに比べて高すぎる。 

 

⑨ 金融セクターのエグゼクティブ・ペイモデルは、過度なリスクテイクの要因となっている。 

 

⑩ エグゼクティブは、株主と並ぶ十分な株式を所有していない。 

 

⑪ 企業のエグゼクティブの報酬は、「所得の不均衡」問題および政治の世界において過熱する論議の要

因の一部となっている。 

 

⑫ 2011 年および 2012 年の非常に前向きな SOP 投票は、株主がエグゼクティブ・ペイモデルを承認し

ていると誤った認識に導くものであり、真にその承認を示しているわけではない。（例えば ISSなど）

代理投票アドバイザーのペイフォーパフォーマンスモデルは、パフォーマンスに対する報酬の整合

を真に示すものである。 

 

 

 

これらは痛烈な批判であり、完全またはほぼ正しいとしても、恐らくは企業の報酬およびガバナンスシ

ステムの不備について大きな是正を必要とするでしょう。次章で、経験的証拠がこれら批判のほとんど

は伝承的なものであることを実証します。 
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2008 年の金融危機および回復におけるエグゼクティブペイの役割 

 

 

 常に論争の的となっているエグゼクティブペイは、金融危機および関連する経済的窮迫の主要因とし

てさらなる批判の対象となっています。この固定化した中傷は、さまざまな方針やポリシーに影響し、金

融危機自体を超え、また、金融サービスセクターを超えて継続しており、そのすべてが肯定的というわけ

ではありません。 

 

 この批判の支持者には、メディア、大衆、規制当局、その他政府官僚や株主の一部など、多くの批評家

がいます。彼らは、大手投資銀行・商業銀行、保険会社や抵当銀行などその他金融機関（そして、恐らく

はすべての大企業）のエグゼクティブペイ・パッケージの構造や水準がモラルハザードを生んでいると

信じています。モラルハザードは、エージェント（この場合はエグゼクティブ）がすべての（または大半

の）利点を有し、不利な点は限定的または存在しないため、バランスシートで過度のリスクを負う動機付

けとなっています。 

 

 さらにこの批評は、全産業の CEO は、企業業績に応じて報酬が支払われておらず、これが経済危機か

らの回復の足を遅らせ、それどころか軟化または悪化させる可能性が高いと続けています。外部者は、こ

れら深刻な問題について、一部取締役の縁故主義や怠慢を非難しています。よって、主要な対策（規制、

SOP 投票、全般的に改善されたガバナンス、開示の強化、ペイキャップ、税金引き上げなど）が企業、株

主、経済そして大衆のために必要と言います。このロジックでは、これらの解決策は、取締役会がペイパ

ッケージに対する変更を行う「バックボーン」となるか、外部からの圧力を課すことになるかのいずれと

しています。実際、中でも義務化された SOP 投票を伴うドッドフランク法は、金融危機の直接的な結果

であり、すでに新たな規制を生み、金融機関のみならず全企業が構造的な報酬の変更を行うことにつな

がっています。 

 

 これら顕著かつ厳しい批評のいずれも（過度のリスクテイクとパフォーマンスに関する無報酬）、学術

文書や当社独自のリサーチで十分に評価されてきました。普遍的な同意はありませんが、これら一連の

研究、また最も詳細で説得力のある研究から、これらの批評のいずれもが間違っており、基本的なエグゼ

クティブ・ペイモデルは適切であるだけでなく、良好に機能していることがわかります。エグゼクティ

ブ・ペイモデルに関し、内部者と外部者の見解が一致しない原因は、異なる社会的・政治的見地など数多

くあります。その相違は、取締役会内では修正することができないかもしれません。しかし、内部者は、

企業やそのエグゼクティブたちについて、非公開の、戦略的かつ高度な判断を要する、特異的かつ個人的

な情報を入手できるという大きなメリットを有するなど、情報量の相違もあります。メディアや外部の

批評家は、内部者の動機やスキルを中傷する一方、全般的なモデルの成功や、勝訴した訴訟のないことか

ら、その批判姿勢の正当性を立証することができません。 

  



8 

 

 

報酬支払におけるエグゼクティブのパフォーマンスの評価 

 

 

 ある企業およびそのエグゼクティブチームのパフォーマンスを評価することは、不確実性、不完全な

情報や、ランダムなエレメントが存在することから、非常に難しい作業です。よって、その取り組みにつ

いて、全当事者、業種構造の違い、政府政策の変更、事業戦略や異なるエグゼクティブの能力など幅広い

要因を、収入、利益、当然ながら株価の改善期待と併せながら熟考した判断が必要です。実際の業績が予

想を下回るか、または上回っている場合、なぜそうなったのか、そしてエグゼクティブチームまたは戦略

が違っていれば結果が向上または悪化していたのかを明確にすることは通常不可能です。 

 

 これらのエグゼクティブを評価し報酬を支払うためには、こうした不透明性のすべてについて、デラ

ウェア州会社法の事業判断ルールに基づき保護されているように、情報、専門性および経験をもって判

断を行うことが、取締役会に求められます。よって、外部者による事後の（エグゼクティブたちは過度の

リスクを負い、実績に基づいた報酬が支払われていないという）推測は、実際の業績結果と合致しませ

ん。これは特に、エグゼクティブを評価する時点における不透明性や不完全な情報など複数の要因によ

るものです。事業判断ルールは、取締役に対して、「企業に対する誠意、忠誠および慎重な配慮」をもっ

てエグゼクティブの報酬を決定するよう求めています。 

 

 このルールは、業績に応じてエグゼクティブの報酬支払を決定するにあたり、取締役に対する非常に

大きな法的保護を規定しています。しかし、当社の経験から、ほとんどの取締役は報酬決定においてこの

基準をはるかに超えていると言えます。 

 

 ほとんどの取締役およびエグゼクティブたちは、これらの批判に戸惑っています。というのは、企業で

の自身の経験は基本的にそれに反するからです。こうした取締役たちは、良い時も悪い時も、自分たちが

エグゼクティブチーム、特に CEO に自社のパフォーマンスの責任を取らせるようにしていると明確に信

じています。取締役たちは、会社、ひいては株主の状態が好調な場合にのみ経済的な恩恵を受け、会社の

利益や株価が低下している場合は報酬削減や解雇など、相応に評価されることを期待しています。彼ら

は、これを適切に行っている場合、株主が彼らを取締役として承認することを期待しています。メディア

に関しては、プラス要因、または最低でも中立的なニュースを求めています。 
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 当社の経験から、またほとんどの実証的研究においても、取締役会およびエグゼクティブチームは、売

上や収益増となっている場合に主にキャッシュボーナスが引き上げられ、収益が落ちているときにはボ

ーナスも引き下げられるようペイパッケージを明確に構築しています。さらに、ストック・インセンティ

ブの価値や以前の株式所有権は、株価の動向に合わせてはっきりと上下します。リスクに関して言えば、

何十億ドルもの株式を所有している金融業界のエグゼクティブたちが、どうして意図的に過剰なリスク

をとる必要あるのでしょうか？ 

 

 取締役のミスが先の金融・経済危機の要因の一部となったことは明白ですが、多くの人は、これらのミ

スが誠意からなされたものであると信じており、エグゼクティブたち（また意欲的な株主たち）はそれら

ミスを償うため、巨額の財産を投じています（またエグゼクティブの場合は自身のキャリアも）。取締役・

エグゼクティブの視点とリサーチを組み合わせると、完璧ではありませんが、このモデルが有効である

という結論に達します。ミスを防げなかったのは明らかですが、多くは悪いほうより良いほうに機能し

ています。過去 4 年間、米国経済が堅調な（弱含みではありますが、他の経済大国の大半より良い）結果

を残したことで、エグゼクティブ・ペイモデルにより回復が損なわれたのではなく、促進されたという多

くの取締役の考えの根拠となっています。したがって、不備のある結論に基づいた規制強化は必要がな

いばかりか、実際に経済的損害を与える可能性があります。 
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エグゼクティブペイをめぐる争い 

 

 

 米エグゼクティブ・ペイモデルは、有効なのか、意欲を引き出せるのか、株主は承認するのか、リスク

テイクに対する影響は何か、公正で効率は良いか、そして、エグゼクティブたちは「縁故資本主義」の一

部として利益を得ているかについて、見解に深い溝があり、明らかに分岐点に差し掛かっています。これ

は、ほんの一握りの重要な経済的・政治的・社会学的トピックの 1 つであり、激しい論争およびポピュリ

ストの議論および反論の対象であり、事実や方法論までもが争点となっています。 

 

 驚くべきことに、報酬支払とパフォーマンスの整合性が実際にあるかどうかを測る一貫した方法はあ

りません。この整合性を証明する、または反証することはこの分野全体の核を成すものであるため、これ

は驚くべきことです。これから詳細に説明しますが、当社のリサーチでは、高い整合性があることが示さ

れています。一方、他の方法では、無いことが示されています。ターニングポイントにあるということも

同様に深刻な問題です。仮に私たち（また企業セクターの多く、株主その他の大多数）が信じているよう

に、強い動機付けを持つエグゼクティブ・ペイモデルが全般的な企業および経済のパフォーマンスの改

善に大いに貢献しているならば、エグゼクティブ・ペイモデルにダメージを与えるような政策や法律は、

経済全体の利益を損なうことになります。 

 

 CEO の報酬と会社のパフォーマンスの関連性から全般的なエグゼクティブ・ペイモデルの有効性を示

すことの課題は、義務化された SOP 投票の誕生により、2011 年～2012 年の株主議決権行使時期に、重要

性と困難さを増したものとなりました。これら投票自体は拘束力を持ちませんが（英国は拘束力をもつ

投票権を実行）、投票の影響はそれでも極めて大きなものです。この投票プロセスは、将来の金融危機を

回避し CEO の報酬水準を引き下げることを図り、米企業を規制するドッドフランク法の一環として、SEC

が実施しました。 

 

 この投票が期待していたのは、株主がペイパッケージの多くの特性、特に、多くの企業で想定されてい

る非常に高い報酬水準や能力給の欠如などを拒否することで、それにより事後に大きな変更を余儀なく

するというものでした。多くの重要な株主、メディアそして政府官僚が強力に推奨したこの投票プロセ

スは、機関投資家サービス（ISS）などの代理権助言サービスにも権利を与え、さらなる複雑さ、心配や

懸念を生じさせました。こうした投票の発案者の強い希望や意図とは対照的に、株主たちは、皮肉ながら

熱心にエグゼクティブ・ペイモデルを支持しました。しかし、SOP プロセスに公正を期して、多くの企業

は実際に自社の成果主義との連係を強化し、株主に彼らの成果主義の哲学を説明しました。しかし、これ

らの変更は、内容ではなくその程度に関するものでした。 
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 コアプログラムの当初の本質およびこうした改善の結果（いずれも報酬と実績の整合性を向上）とし

て、2011 年および 2012 年には大手企業数千社の 98%が、SOP 投票で株主からエグゼクティブ・ペイプロ

グラムの承認を得ました。これら企業の株主たちは、有効な能力給の基準が整備されることに大いに賛

成したのです。これはモデル全般を強力に支持するものでしたが、それでもなお批評家たちを黙らせる

ことはできませんでした。これらの賛成票が意味するものについても熱く議論され、エグゼクティブペ

イに対する批評を抑えることはできなかったのです。この綿密な投票プロセスは、ペイモデル全般を拒

否するための場を提供することを意図したものでしたが、これが実際には支持をもたらしたことは皮肉

です。明らかに、ほぼ全ての大企業の株主の圧倒的過半数が、エグゼクティブ・ペイモデルは最悪の場合

でも満足のいくものであり、良好な場合は非常に有効だと考えています。 

 

 本書では、エグゼクティブチームや他の多くの人々が成功する企業を創り出そうとする意欲を高め、

それによって大きな株主価値を創造し、経済を促進するという、ペイパッケージの有効性を示します。そ

して、実績が適切に評価され高額な報酬を得ているエグゼクティブたちほど業績の良い企業で働き、不

振な企業がエグゼクティブたちに支払う報酬が遥かに低いことを示します。特に、最も大きな批判対象

であり、米企業の、またエグゼクティブ報酬という主題につても、真の代表者であることから、CEO に

焦点を当てて考察・研究します。当社および他社のリサーチにおいて、すべてのトップエグゼクティブの

ペイパッケージは十分に類似しているため、CEO の報酬の議論が他の経営幹部レベルと関連していると

いうことが示されています。また、株式公開企業の報酬委員会の多大な取り組み、ならびに、エグゼクテ

ィブたちが意欲を持って会社を成功に導き、実現可能な報酬結果と会社の全般的な業績間に整合性を生

むように、どの程度の金額をどのようなストラクチャでエグゼクティブたちに支払うかについての報酬

委員会の配慮について示します。非常に前向きな SOP 投票の結果は、50 年間にわたり論議を呼んできた

エグゼクティブ報酬のペイモデルに対する株主の支持を示す、最も明確な意思表示の一つとなっていま

す。 

 

 この点について改善が必要な企業はあるでしょうか？当然ながら存在します。会社の業績が順調では

ない時に多額の報酬が支払われているエグゼクティブはいるのでしょうか？存在します。しかし多くの

場合、酌量すべき情状が存在しました。現在のような不安定で密に精査される環境において、エグゼクテ

ィブと株主双方にフェアなペイパッケージを開発するのは困難なことでしょうか？はい。株主たちがペ

イプログラムに満足し、圧倒的にプログラムを支持する投票結果となった正当な理由はありますか？単

純なソリューションはないのですが（判断や経験は非常に重要）、本書はそのような疑問への回答の一助

となるガイダンスを提供します。 

 

 本書の残りのパートでは、まず、上記に列挙した批判について対処します。第 1 章は、これらの批判に

対する高度な回答を示します。続くいくつかの章では、より議論となっている批判の詳細について示し

ていきます。そして、最後の数章で、SOP 圧力への対応、リスク評価、パフォーマンスメトリクスの選

択、最適な退職金プランや関連するトピックなど、エグゼクティブペイのコーポレートガバナンスにお

けるベストプラクティスについて説明します。 
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第 1 章 
 

 

批判に対する回答：誤った通説か事実か？ 

 

Ira T. Kay、Bentham Stradley、Brian Lane 共著 

 
 

 本章では、「序章」の最後で概説した批判に対する回答を手短にまとめています。この中には、一定

の有効性を持っており、したがって、会社または規制当局のいずれかによる政策対応を必要とする可能

性があるのはどれかを認識することが含まれています。後の章で、成果主義の整合性をさらに保証する

ため、またコーポレート・ガバナンスや株主向け広報活動を強化するために（いずれも株主に対するト

ータルリターンを増すことが目的）、取締役や経営陣ができることについて説明いたします。残りの章

で、これらの難題や批判についてより詳細に述べていきます。また、いくつかの章では、多くの取締役

やエグゼクティブが有益とみなすと思われるエグゼクティブペイにおける新たなトレンド（Say on 

Pay、メトリクス、リスク管理など）に触れていきます。繰り返しますが、目的は、エグゼクティブチ

ームの動機付けと、株主・アドバイザー（ISS）・メディア・大衆・規制当局などを満足させることの適

切なバランスを取ることにより、ガバナンスや企業の全般的な業績を向上することです。 

 

  

注：本書を通して CEO の報酬とパフォーマンスの有効な整合性および相関性を表すデータを示しま

す。つまり、実現可能な報酬が高水準の企業は、より高いパフォーマンスを上げています。一方、パフ

ォーマンスの低い企業は、実現可能な報酬が低く、類似した重要な相関性があります。当社および他社

のリサーチ結果から、エグゼクティブ・ペイプログラムの構造、高い株式所有水準、または特定のパフ

ォーマンス・メトリクスの選択などが優れたパフォーマンスの要因となることがわかりました。当社は

その因果関係について確信していますが、私たちが示しているのは相関関係および強力な因果関係のロ

ジックに過ぎないことと認識しています。経営学は全般的にこのような前提であふれています。例え

ば、広告は高い売上の要因となるでしょうか？値上げは収益増となるでしょうか？水平型（または垂直

型）合併は企業価値を増すことになるでしょうか？取締役たちは、会議で毎回株主価値を増すと思われ

る戦略および政策変更の提案に攻め立てられています。 

上記の疑問点から反映される前提は、通常正しいのですが、それぞれ導きだされる戦略的判断が成功す

るかどうかは、必ずしも確率分布の対象とはなりません。 
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エグゼクティブ報酬は、同じカテゴリに当てはまります。年次インセンティブプランに達成が非常に困

難な EPS を設定すれば、高い EPS 水準となるでしょうか？時間条件ではなくパフォーマンスシェアを

選択する場合、エグゼクティブたちは会社に残り、優れたパフォーマンスを推進していく意欲を得られ

るのでしょうか？それとも、エグゼクティブたちは会社を去り、もっと達成しやすい目標を立てている

企業に移るでしょうか？これから本書全体を通して示すように、エグゼクティブペイ構造が、パフォー

マンスに基づく報酬の整合性、そして恐らくは全体的な優れたパフォーマンスにつながることを裏付け

る強力な証拠があります。 
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批判に対する初期回答 

 

①  批判：高額かつ上昇を続け平均的な従業員の給与の何倍にもなる CEO 報酬に見られるように、

縁故資本主義による「操作」市場であるなど、CEO ペイパッケージは多くの理由で度を超えてい

る。 

 

 回答：大部分は誤った通説 

 

 全体として、エグゼクティブの労働市場はかなり競争が激しいものです。それを表す市場分析を示し

ますが、エグゼクティブの労働市場は、商品市場のように完全な競争性が存在するわけではないかもし

れませんが、市場が「操作されている」という批判に反駁できる十分な競争的側面があります。批判家

たちは、「操作されている」ということで、取締役会は、他の決定事項とともに自分たちの報酬につい

ても安易に承認する友人で成り立っているので、CEO は自分たちの報酬を効果的に設定していると言っ

ています。 

 

 その他、裏付けとなる証拠として、報酬機会の金額およびパッケージの構造は、企業の種類や株式所

有構造（集中型か分散型か）およびガバナンスに関係なく、かなり類似しています。例えば、公的・民

間・家族所有・ジョイントベンチャー・プライベートエクイティ・倒産後新生・構造改革されているな

ど、さまざまな所有およびガバナンス構造を持つ企業は、すべて非常に類似したエグゼクティブ報酬水

準や構造を持っています。これらさまざまなタイプの企業のエグゼクティブや取締役はすべて、同じ圧

力や同じか少なくとも類似した労働市場における能力をめぐる競争に直面しており、彼らは年次委任状

に含まれるような、トップエグゼクティブの労働市場の典型となる一般に入手可能な同じ報酬データを

使用しています。 

 

 「過度のエグゼクティブペイ」を計測する一般に容認された手法はありません。アスリート、ミュー

ジシャン、俳優の報酬との比較は、状況や社会学的な目的のために行うことはできますが、変更への手

がかりとはなりません。 
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 CEO の報酬は、「普通の人」の標準からすると高額で、エグゼクティブペイの計算が特異現象となっ

ていることは疑いようがありません（CEO 報酬の倍数は、1960 年の 40:1 から 2007 年には 344:1 と実際

劇的に上昇しており、2011 年には 380:1 近辺で上下動している）。取締役や株主が回答しなければなら

ない重要な疑問点は、CEO 人材に競争市場が存在するのか、取締役会はこの役職に報酬額のより低い人

物を充て、それでも株主に対する法的および経済的義務を果たすことができるのかということです。当

社の経験やリサーチから、企業はエグゼクティブ人材獲得のため競合しているということ、またこれら

の役割を果たす能力のある（または最低でも特定でき雇用できる）エグゼクティブは非常に少ないとい

うことが示されています。この少ない人材プール以外から雇用することは、株主価値に何十億もの損害

を与えるリスクがあります。 

 

 経済学の問題として、CEO 報酬の倍数に関し、CEO および平均的な従業員の市場は、比較すること

ができない２つの完全に別個の市場です。なぜなら、一般の従業員の集団は、トップエグゼクティブの

集団に置き換えられないからです。エグゼクティブの人的資本に対するリターンの企業業績に対する影

響、特に世界的規模の影響を考慮すると、そのような異なる条件での比較は無意味となります。CEO の

労働者報酬の倍数に端を発する、こうした批評家による主な政策提言は、エグゼクティブペイを削減ま

たは上限設定をすることです。この解決策は有効ではありません。それでもなお、批評家たち（特に労

働組合年金基金）がこうした倍数に対して集中することで、エグゼクティブペイには無関連とはいえ、

平均的米国従業員の人的資本に対するリターンを増やす必要性の問題が提起されます。この倍数の引き

上げは、適切な訓練と教育、ならびに健全な輸出水準に特徴づけられる強力な経済にかかっており、そ

れらのいずれも企業のみならず国家レベルの困難な課題です。例えば、上限額設定により CEO 報酬を

規制（税法第 162(m)条など）によって削減しても、平均的従業員の給与を引き上げられることはなく、

会社のパフォーマンスを低下させる可能性が高く、よってエグゼクティブ・従業員双方に支払われる金

額が減少します。 

 

 過去 25 年にわたる CEO 報酬の増加は、ディスクロージャーの改善、取締役がより独立性を持ったこ

と、CEO と取締役会議長の分離が進んだこと、より多くの先導的取締役、CEO/COB ではなく指名委員

会による取締役選任、取締役やエグゼクティブの株式所有が増したこと、およびエグゼクティブ報酬と

は関連性のない他要因（例：2 クラスの株式の削減、多数決投票など）など、コーポレート・ガバナン

スの大幅な改善と同時期に起こっています。 【2003 年調査結果報告書「米企業ガバナンスの状況：何

が正しく何が間違っているのか」Bengt r. Holmstrom、Steven n. Kaplan 共著】 

 

 過去にどのような縁故主義があったとしても、それらは実質的に解消されています。今では、CEO と

取締役の不適切な関係により企業に問題が生じるとニュースとして報道されます。これは、今日企業の

縁故主義がめったにないことを反映しています。 
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 しかし、トップエグゼクティブへの株式付与の大きさを考慮すると、現金退職金や高額な年金につい

て注意深く調べる必要があります。現在の政治およびガバナンス環境では、CEO が退任により 7～9 千

万の価値を持つ株式および 8 桁の年金、そして数百万ドルの現金退職金を受けることを支持するのは難

しくなっています。 

 

② 批判：CEO 報酬は、企業が、より大きな他社と比較し、上昇し続ける市場の中央値以上を追う

「ラチェット効果」によってのみ上昇する。その結果、株式市場や他のパフォーマンスに関係な

い悪質な上昇スパイラルが始まる。【Charles Elson、Craig Ferrerein 「CEO は何にふさわしいか？

同業者をみてはいけない」。取締役および取締役会、2011 年第 3 四半期、 および 2012 年 10 月調

査結果報告書「エグゼクティブスーパースター、ピアグループと過剰報酬：原因、影響とソリュ

ーション（Executive Superstars, Peer groups and over-compensation - Cause, Effect, Solution）】 

 

 回答：大部分は誤った通説 

 

 事実について、この主張はまったく正しくありません。また、間違ったロジックに基づいていること

から、その有効性には疑問の余地があります。以下のチャートを見ると、（第 7 章には他にもチャート

があります）CEP 報酬は過去 20 年間全般的に右肩上がりとなってきましたが、ダウ工業株 30 種平均に

示されるように、一般的に株式市場に比例して上下動していることを示しています。 
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CHART 1.1 

CEO 報酬額 1989～2012 年（百万ドル） - 実現報酬額* 

CEO 報酬の上下動 

 

株主代理権行使年 

*出典： Forbes.com, 4/4/2012 年 4 月 4 日（給与 + ボーナス+ その他 + 株式の「ゲイン」（行使済スト

ックオプション、時間条件）1989～1999 年トップ 800 企業、2000～2012 年、トップ 500 企業. 

 

 このデータは、約 30%以上の時間において、CEO 報酬が測定方法にかかわらず、年々低下しているこ

とを示しています。チャート 1.1 は、これが支払われた報酬に対して真であることを示しています。報

酬機会を使った別の研究 2012 年 5 月 3 日 Lawrence Mishel 著【CEO 報酬は平均的労働者の 231 倍以

上】でも同様の結果となっています。実際、その研究は、CEO 報酬支払額の急激な減少に伴い、前年比

が 2000 年のピークから 50%の倍数に低下していることを示しています。Kevin Murphy による別の研究

でも過去 20 年間の実際に支払われた額が同じ結果となっています。 

 

 これは主に株式市場の変動と関連する年ごとに断続的に実施したストックオプションの行使によるも

のです。 

 

 また CEO 報酬が株式市場より早く上昇しているというのも正しくありません。下記チャート 1.2 およ

び後の章で追加データが明確に示しているように、データの全期間（1989～2012 年の委任状）を通し

て、株式市場（＋476%）は全般的に CEO 報酬市場（＋320%）より速く上昇しています。 

 

  



18 

 

チャート 1.2 

CEO「報酬（PAY）」の増加（1989～2012 年）対ダウ工業株 30 種平均（DJIA）の動向 

 

*出典： Forbes.com, 4/4/2012 年 4 月 4 日（給与 + ボーナス+ その他 + 株式の「ゲイン」（行使済スト

ックオプション、時間条件）1989～1999 年トップ 800 企業、2000～2012 年、トップ 500 企業. 

 

 企業別のレベルでは、テクノロジー分野のある顧客は、2000 年時点の時価が 1,000 億ドルを超えてピ

ークに達しました。従業員のストックオプション付与は 150 億ドルを超えていましたが、テクノロジー

株の暴落後 90%も下落しました。また、消費者製品分野の顧客は、短期的に打撃を受け、時価はほんの

数週間で 200 億ドルから 80 億ドルに減少、CEO と従業員の未行使ストックオプションの利益は大きく

低下しました。 

 

 また、充実した学術研究からも、大企業はより高い報酬を得るため、委任状の中で正当化できるよう

不均衡に大きな同業者を報酬額の比較対象に選んでいないことが示されています。 

 

 また、企業は、自社のペイパッケージについて 75 パーセンタイルまたはそれ以上を目標とする非常

に限定的な証拠があります。大半の企業が中央値またはそれより若干高めを目標としています。当社の

リサーチは、株主が高いパーセンタイルの機会を目標とすることに好意的ではないという考えを支持し

ています。というのは、平凡な水準の株主リターンを提供するのに、実現可能性の高い報酬を支払う可

能性があるためです。 
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③  批判：これらのペイパッケージは企業業績に関連していない。 

 

 回答：誤った通説 

 

 大手数 100 社からの 2012 年委任状を使って実施した当社リサーチでは、ある会社の株価のパフォー

マンスと CEO の実現可能報酬額との間に非常に強い整合性があることが分かりました。この重要な調

査結果は、当社のそれまでの何年にもわたる分析と過去 10 年のより学術的なリサーチと一致し、この

批判の信ぴょう性を完全に否定しています。このリサーチについては第 2 章をご覧ください。 

 

 とはいえ、CEO の報酬と企業業績間の整合性を評価するため、SEC、大学の研究者、メディア、株主

その他に広く受け入れられている手法はありません。それにもかかわらず、パフォーマンス期間に与え

られた株式の価値を評価するために年末の株価を使った、当社の実現可能な報酬手法は、あらゆる企業

について、エグゼクティブや株主の利害は報酬プログラムを通して、特に株式ベースのインセンティブ

を通し整合されていることを示すための、論理的かつ堅固な方式です。当社の研究では、高い報酬を得

ている CEO を擁するのは、大抵 TSR が中央値を超えており、好業績をあげている会社です。業績の振

るわない企業の CEO の報酬はより低いものとなっています。 

 

④ 批判：これらの CEO ペイパッケージの構造やレベルは企業業績をさらに向上させるための動機

付けとはならない。米企業モデルの成功は、エグゼクティブ・ペイモデルとはかかわりなく起

き、多くの他の要因の中でもとりわけ自由市場、大きな消費者セクター、低金利、高い人的資源

および準備通貨としてのドルなど米国におけるマクロ経済状況に主に推進されている。優れた経

済的パフォーマンスは、ペイパッケージを押し上げる上昇機運であって、その逆ではない。 

 

 回答：大部分が誤った通説 

 

 私たちは、先の批判に、TSR で測定される実現可能な報酬と企業業績との整合性を示す経験的結果を

示すことで回答しました。しかし、エグゼクティブペイ・パッケージの推測的構造および報酬水準（報

酬支払手段の構成、パフォーマンス・メトリクス、目標の困難さなど）が、意欲を持ったエグゼクティ

ブがより高い実績を出し、それがその企業の優れた経済的リターンを生み出すことを示すことは全く別

の問題です。これは証明するのが非常に困難ですが、反対に、ペイパッケージが有効でないことを証明

することもまた困難なのです。実際、当社そして他社のリサーチは、より高い水準（中央値超）の報酬

機会（付与日の株価を含む）が、高水準（中央値超）の TSR に関連していないことを示すことにより因

果関係を示すことは、極めて困難であるという結論を裏付けるものとなっています。 
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 ISS は、2012 年テスト時点で、実際に因果関係が他方に広がることを求めています。すなわち、低水

準の TSR は、報酬委員会が CEO に対するキャッシュボーナスまたは新規株式付与を低下させることに

つながるのかを（すなわちその要因となるのか）判断するため、業績に対する報酬を測定しています。

反対に、ISS は TSR が改善した場合にのみボーナスや株式付与の増加が主に発生しているのかについて

評価しています。ISS の報酬／パフォーマンスモデルにはいくつかの実務的な問題があります。具体的

には、同モデルが調査する最近の年次では、株式付与は通常事業年度の初めに行われますが、ISS は事

業年度末にかけて TSR を測定します。これが当社顧客の間で大きな驚きの原因となっています。ISS の

逆因果関係にもかかわらず、CEO ペイパッケージの水準および構造がより良いパフォーマンスをあげる

ことへの動機付けとなっているかどうか、またそうであれば、その仕組みについて調べることは当然な

がら有益です。 
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チャート 1.3 

2008 年第 1 四半期以降の GDP 変動率 

 

 

出典：2012 年 8 月 16 日付 NY Times「中途半端な欧州経済：立ちはだかる失われた 10 年間（For The 

Tepid European Economy, a Lost Decade Looms）」Jack Ewing 著 

 

 

表 1.4 

MSCI トータルリターンインデックス：2009 年 6 月～2012 年 8 月 15 日 

国 株式指数の変動 

  ドイツ 27% 

  フランス 13% 

  イタリア -21% 

  スペイン -23% 

  ユーロ圏 8% 

  米国 63% 

  英国 47% 

  日本 4% 

  出典：NY Times 

 

 この調査について、経験的回答を導き出す適切な質問は、「米国企業業績（TSR の中央水準を上回る

または下回る企業）は、エグゼクティブペイ・パッケージの本質から、それまでより良くなっているの

か？」、言い換えれば、ペイパッケージは、会社が中央値を下回っている場合でも、エグゼクティブた

ちが良いパフォーマンスを実現するように動機づけるのかということです。当社のリサーチおよび経験

から、これに対する明確な答えは「はい」です。そのロジックとしては、エグゼクティブたちは、キャ

ッシュインセンティブまたはボーナスを得るため、また同僚たちが彼らを上回ったとしても、株価の上

昇により付与された株式の価値を高めるため強く動機づけられます。これに関する間接的な経験的証拠

米国 

ドイツ 

フランス 

オランダ 

英国 

スペイン 
イタリア 
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は、米国経済の 2008～2009 年の経済危機からの急速な回復および同国経済が同じ経済特性を多く持つ

他の OECD 諸国（特に欧州および日本）と比較し、優れた結果（GDP および生産性の水準および成

長、株式市場のパフォーマンス）を出したことです。エグゼクティブ・ペイモデルが引き続き 2008～

2009 年の金融・経済危機からの回復に苦しむ中で米国経済を助けているように思われます。米国の回

復、そして企業セクターおよび株式市場は、他の大半の先進国より確かに強くなっています。この現在

の回復は過去の景気回復より弱いもので、失業率をもっと通常の水準まで引き下げるには不十分です。

それでもなお、経済的な向かい風、弱いグローバル経済、高水準の負債などを鑑みると、明らかにこれ

より悪い結果（欧州などのような）の可能性があったと信じるのに十分な理由があります。以下のチャ

ートは GDP 成長率と株式市場のパフォーマンスからみた米国経済回復の強さを示すものです。 

 

 この回復は、弱いとしても、実に多くの理由がありますが、年次キャッシュと長期的なストック・イ

ンセンティブがほぼ間違いなく最も強力な陰の要因の一つであるとみなされるべきです。エコノミスト

誌の記事【「ボタンウッド（Buttonwood）」2012 年 3 月 31 日】は、こう記しています。「アメリカの利鞘

は過去 6 年のどの時点よりも高くなっています。これは、経済が精彩に欠けるのになぜ株式市場がこん

なにも強く立ち直ったのかを説明するのに役立ちます」。エグゼクティブのキャッシュおよびストック

インセンティブプランは、リーダーシップチームおよび多くのその他マネージャー／従業員によるコス

ト削減、収益／価格設定戦略、子会社売却、買収（いずれも利益を増やし株価を上げることにつなが

る）などを動機付けているのです。 

 

 インセンティブが利益性改善や株価上昇の要因となっていることを証明することはできませんが、同

記事は、エグゼクティブたちは、事実「マージンを増やすためインセンティブを与えられている」と主

張しています。インタビューを受け後者について述べた人は、これらのマージン改善は、短期的かつ一

過性のものであり、株主にとっての長期的な価値を犠牲にするものだと論じています。これから見てい

きますが、エグゼクティブが無条件に所有する実質的な会社株式と多額の累積的な株式ベースのインセ

ンティブは、この後者のポイントと矛盾しています。 

 

 大型株所有権もまた、過去 10～15 年にわたり、エグゼクティブ報酬およびコーポレート・ガバナン

スにおいて大規模かつ入念な改善がなされ、エグゼクティブたちがすべての短期／長期パフォーマン

ス、予想されるリスク、および様々な決定事項のその他多くのトレードオフのバランスを図る試みをす

るように確実に促す点において、高い動機付けとなっています。明らかに、エクゼクティブたちはこれ

らのトレードオフを評価するにあたって、戦略上および事業運営上のミスを犯し、中には事実上所有権

が引き下げられる人もいるかもしれませんが、当社が取引しているトップエグゼクティブの大部分は、

このバランスを正しくしようと明確に対処しています。また、堅調な利益と株価の推移の結果はこの見

解を裏付けるものとなっています。 

 

 米国のエグゼクティブ・ペイモデルは、この優れた短期および長期パフォーマンスを説明する重要な

一部となっています。 
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⑤ 批判：CEO は、より大きな企業またはより報酬の高い産業でより高い報酬の CEO 職を得るため

に、現在の CEO 職を辞めることはほとんどない。彼らのスキルはほとんどの場合が現在の雇用

主に対して特化したものであるため、エグゼクティブの代替的な選択肢は限られている。よっ

て、彼らが辞めることはまれで、引き止めるのに余分な金額を支払う必要はなく、彼らに取って

かわることのできる他のエグゼクティブたちは数多くいる。この批判も、この「辞めることがな

い」のは、「他に負けない報酬額」を設定するためにピアグループを使う普遍的方法論は欠陥があ

ることを示しているとも言っています。なぜならエグゼクティブたちはそうした機会を求めて職

を辞することはめったにないため、他の会社がいくら払おうが関係ないためとしています。 

【Elson and Ferrere 参照、2012 年】 

回答：一部は事実、一部は誤った通説 

 

 事実として、CEO は非常に低い「離職率」を持つ（恐らく年間 1%から 1.5%）ことは正しく、S&P 

500 では年間 10%未満になっています。また、CEO 交代（あらゆる理由による：引退、非自発的失業

（解雇）、死亡、訴訟など）の 80%（過去 10 年間で劇的に増加）が現在のマネジメントランク内からと

なっているのも本当です。CEO の合計離職率は、引退および継承を含み年間約 10%ですが、明確かつ

「公表された」離職は少数です。現実には業績が退職理由である、婉曲的な「引退」および自発的失業

が多くあることは学術文書およびメディアではよく知られていることです。 

 

 それでもなお、CEO 変更の理由がどのようなものであれ、これらの離職はすべて CEO の時価に対し

上方圧力となります。 

 

 計算上の問題として、大手企業の CEO は、より大きな公開会社またはより高い報酬を支払う業界の

会社、または高レバレッジのプライベートエクイティに雇用されるか、ターンアラウンドの機会を得る

かに限定されるのみなので、彼に対する需要には限界があります。離職率については、他のシニアエグ

ゼクティブの方がおそらくより幅広い就職口があるため高くなっています。 

 

 しかし、この事実には他に多くの重要な面があり、エグゼクティブの離職を減らすものの、恐らく平

衡ペイパッケージの額を多少減らすに過ぎません。エグゼクティブは明らかに複数の明確に設計された

特性や要因に拘束されています。 

  a. 未確定のストック・インセンティブ：エグゼクティブたちは辞職する場合に、数百万、または場

合によっては数千万ドルの未確定株式価値を残す可能性がある 

  b. 雇用後のストックオプション行使期間の短縮 

  c. 後任よりも株価を引き上げることができる現 CEO の自信や傲慢さ 

  d. 上記（c）と同じ影響を持つ多額の会社株式所有権 

  e. 早期退職のために割り引かれる年金額 

  f. 競合に行くことをほぼ不可能とする非競争契約 

  g. 評判リスクおよび他の要因 
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 自発的失業（すなわち辞職）は、上記のエグゼクティブを会社に留めようとする計画的な戦略を除

き、報告されている年 1%よりかなり高い、おそらく 3～5%であるということでほとんど間違いないよ

うです。よって、現在の雇用主に留まる機会費用を数量化するためにピアグループを利用することは正

当化できます。しかし、企業は、ピアグループデータにロボット的に従うべきではありませんし、一般

には従っていません。さらに、SEC および ISS はピアデータの利用を良いガバナンスとして強く奨励し

ています。 

 

 また、なぜエグゼクティブたちはどこかにより良い雇用機会を求めてもっと頻繁に辞めないのかにつ

いては、構造的または組織的な理由もあります。こうした現象の一部は報酬に上方圧力をかけ、また他

方で下方圧力をかけます。 

 

 雇用主の観点からすれば、取締役会は、その最大の説明責任はマネジメント、特に CEO の継承と考

えています。大手企業において、CEO の離職は、混乱の原因となりますし、非常に不安定な影響を何十

億ドルも株価に与える可能性があります。取締役会の参加者はパートタイムであるため、追加の報酬を

提供することにより、そうした混乱や乱高下を回避することは全株主の利益になります。これは、経済

的な問題としては、恐らく同社の時価総額の 12 ベーシスポイント（すなわち 0.12%、または時価総額

10 億ドルにつき報酬 120 万ドル）に過ぎません。さらに、事業判断ルールは、それに伴うコストが余計

にかかったとしても、株主に対する恩恵は計り知れないものであるため、トップエグゼクティブがベス

トを尽くせるよう適切に取締役会をカバーしています。事業判断はまた、成功の可能性が最大限になる

ことを確実にするため、妥当なバックグラウンドを持つトップエグゼクティブを雇用するのに求められ

ます。一般の人はこう考えるかも知れません。「あの会社のトップなら誰だってやれる」。これは完全に

間違っています。大手企業でのエグゼクティブ経験がなくトップまで上り詰めた人たちの例はほとんど

ありません。 

 

 所有権が集中しているプライベートエクイティ企業および非公開同族企業のいずれも、その取締役た

ちは、所有する会社に対し、公開会社の取締役たちよりもかなり多くの時間や意識を捧げる傾向があり

ます。さらに重要なことには、彼らもまた同じ公開企業のエグゼクティブプールから雇用し、同じ種類

のピアグループを報酬機会設定のために使用し、エグゼクティブに公開会社とかなり類似した方法で報

酬を定量的にも定性的にも支払うという競争的な労働市場のさらなる証明となっています。多くの LBO

において、マネジメントチームはそのまま変わらず（ただし、メンバーは株式保有の一部をロールオー

バーするという要件はありますが）、また同じマネジメントチームが最終的に出口戦略において再度会

社を公開しています。 

 

 しかし、CEO 報酬に下方圧力をかける要因もいくつかあります。CEO を雇用しようとしている企業

の観点からは、外部者を CEO の職に迎え入れるには、その人格が会社に適合するかということから、

非常に大規模な買収に対する文化的な「組織の」拒絶反応に至るまで、多くのリスクがあります。

ISS、メディア、大学や株主の一部からは、社内の者を CEO に起用することに対する外部圧力もありま

す。さらに、最大手企業は自社のマネジメント開発および継承プロセスについて、CEO ポジションに関
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することを含め熱心に取り組んできており、 主要ポジションをバックアップするため非常に強力な候

補者たちを揃えています。これら要因のすべては、なぜ内部 CEO の昇進が CEO 交代の 60%からこの 10

年間で 80%に上昇したかを説明する要素の一部となっています。これらは報酬に対し下方圧力をかける

ものです。 

 

 Elson と Ferrere もまた、長年勤めているエグゼクティブは、現在の雇用主に非常に特化したものとな

っており、よって異動させることはできないと論じています。これには一定の有効性がある可能性があ

ります。しかし、批評家の見解では、エグゼクティブは一般的に異動させることはできず、よって、同

業者間でエグゼクティブペイの比較をすることは誤った結果となるもので、不必要かつ高騰を招くと、

さらなる予想を引き合いに出しています。これは多くのエグゼクティブが、ある会社から得た一般的な

マネジメント知識を別の会社で活かし、新たな会社について迅速に学習できるという記録に相反するも

のです。多くの場合、エグゼクティブは高いパフォーマンスを上げているという結果になっています。 

 

 当然、人的資本（HC）理論では、この「企業固有の HC」というコンセプトは十分リサーチされてお

り、雇用者および従業員双方が恩恵を受けますが、違いを分ける必要があります。しかし、その著者ら

（Elson および Ferrere）は、これはピアグループの必要性および中央値での報酬設定を損なうと論じて

います。彼らは「違いを分ける」アプローチには賛成していますが、Elson 会合【ピアグループに関す

る会合。コーポレート・ガバナンスに関する Weinstein センター会合。2012 年 5 月】での協議の通り、

委任状からのピアグループデータを必要とする起点がないままで、違いをどのように分けるというので

しょうか？ 

 

⑥  批判：エグゼクティブは、自分たちのキャッシュおよびストックインセンティブプランのために

簡単で易しい目標を設定している。これらの目標は、無能な、迎合的かつ無頓着な取締役たちに

よって承認されている。これらの目標は、会社の対外的な収益予想および同社に関するアナリス

ト予想のコンセンサスを下回って設定されることが多い。その結果、これらのキャッシュおよび

ストック・インセンティブは、同プランの「目標」金額またはストック支払水準を上回って支払

われている。この多額の支払いにもかかわらず、これらの生易しい目標達成は、軟調な株価上昇

または実際にはマイナス成長という結果になっている。 

 

 回答：大部分は誤った通説 

 

 平均して、年間および長期のストックインセンティブプランは目標水準以上を支払われる傾向がある

のは事実です。これらの目標支払額は、厳しい目標値、またはそれを超える優良な経営実績によって決

まるのでしょうか？それとも簡単な目標を上回るという軟調な業績なのでしょうか？これらの目標支払

額は前者（堅調な絶対的・相対的パフォーマンス）によるものであるというのが当社のリサーチおよび

経験から言えることです。クライアントおよびリサーチから、支払額は TSR と相関関係があることがわ

かっており、これは一般的事項として、高額の支払いを行っている会社は、TSR が中央値を上回る傾向

があり、支払額が少ない会社の TSR は低い傾向にあるということを意味しています。これは、業績
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（EPS、営業利益、キャッシュフロー、収益成長率など）が TSR と支払額の双方に相関していることを

示しています。そして、同モデルが意図された通りに機能することを示しています。当社のリサーチで

は、通常、企業は会社予想を上回り、アナリスト予想と同等以上のインセンティブ目標を設定してお

り、これもまたその困難さを示しています。過去の実績と将来の業績の詳細な分析とインセンティブ目

標を比較した当社クライアントの分析結果も、大半の企業にとって、財務目標は困難であることを示し

ています。 

 

⑦ 批判：これらのエグゼクティブたちは実績が振るわなくても解雇されることは滅多になく、取締

役会も実績の悪さへの対応が遅い。エグゼクティブたちは成功しても失敗しても同じく高い報酬

を得ている。 

 

 回答：誤った通説 

 

 CEO は、経営の失敗で実際解雇されており、その職にしがみつくことはできません。複数の研究によ

ると、毎年 2%～2.5%の大手企業（通常 S&P 500）の CEO たちが、辞任するように圧力をかけられてい

ます。知名度の高い CEO を擁する大企業の取締役会が、戦略の大失敗、数年にわたる株価下落、破

産、不本意な合併などの理由で CEO を解雇したという例が数多くあります。 

 

 解雇された CEO たちは、一般的に低迷している業界の低迷している企業で働いており、このことは

取締役会が企業業績全般に非常に敏感であることを示しています。ある調査では、1993～2001 年におけ

る 1,627 人の CEO のあらゆる種類の交代に対して評価が行われました。その結果、解雇されたほぼ 400

名の CEO がいる企業の過去 12 カ月間の TSR はマイナス 18%で、同調査の全企業の中央値 TSR をはる

かに下回っています。 

 

 しかしながら、過度の現金退職金、280g のグロスアップ、や退職金に関する他の株主の苛立ちについ

ては、慎重に検討し、時間をかけ解消していく必要があります。これらのプログラムは、以前は有用性

がありましたが、現在のガバナンス環境では、真の成果主義から逸脱します。 

 

⑧ 批判：同じくパフォーマンスの高い業績を上げている諸外国の CEO たちと比較して、米国 CEO

の報酬額は高過ぎる。 

 

 回答：大部分は誤った通説 

 

 米国 CEO が諸外国の CEO たちより多くの報酬を得ていることには論理的理由があります。セミナー

資料【「米国トップエグゼクティブはより多くの報酬を得ているのか？新たな国際的証拠（are U.S. top 

Executives Paid More? new international Evidence）」N. Fernandes 他著、 2012 年 ECGI 調査結果報告書】の

中で、著者らは 14 カ国の 3,000 人の CEO の生データを使い、米国のエグゼクティブたちの報酬が実際

諸外国の平均を 75%も上回ることを示しました。この差異は、規模、産業、パフォーマンス、ボラティ
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リティ、所有権、ガバナンス、そして最も重要なこととして、米国パッケージにおける高リスクの株式

ベースのインセンティブの額がより多いことを調整した結果、事実上ゼロとなりました。 

 

 こうしたより高額で、（エグゼクティブにとって）より高リスクのストック・インセンティブは、株

主にプラスのリターンを生み出しているのでしょうか？この調査はその疑問に回答するものではありま

せんが、実現可能な報酬額を利用したペイガバナンスリサーチでは、「生み出している」という回答を

示しています。第一の理由として、最も高い実現可能な報酬額を提供する会社の相対的パフォーマンス

が最も優れている傾向があるためです。 

 

 この調査から、多くの国においてエグゼクティブペイ・パッケージがより高水準の株式ベースのイン

センティブを含む米国モデルに近づきつつあることも分かり、CEO 労働市場の有効性を裏付けるもう一

つのデータとなっています。この収束は、米国以外の企業が対象範囲においてより国際的になっている

こと（例えば、海外売上増）、機関所有の増加、米証券取引所での取引、米国企業の取締役経験を持つ

取締役などが要因となっています。 

 

 この説明は別の調査でも支持されています。英国のエグゼクティブペイ・パッケージは、米国内より

も急速に上昇しており、その隔たりは縮小しています。また英国は、2002 年以降 SOP を実施してお

り、すべて株主が希望したわけではありませんが、中には重大な変更が行われました。【2009 年 Jeffrey 

N. Gordon 著 Harvard Journal on Legislation】よって、これらの米国および英国における SOP 投票は、株

主にそれらがもたらす可能性のあるその他すべての恩恵について、規制の当初目的を達成するものでは

なく、ほぼ間違いなく労働市場の堅固な性質によって、エグゼクティブペイを低下させています。 

 

⑨ 批判：金融セクターのエグゼクティブ・ペイモデル（高額の現在の現金報酬、低い株式付与およ

び株式所有権、不十分な繰延し）が短期的な考えや過度のリスクテイクを行う動機付けとなって

いる。ヒストリカル・ウォールストリートパートナーシップモデルの方がリスクテイクの管理に

おいてはるかに優れており、よって大規模な新規の「リスクコントロール」規制が必要である。 

 

 回答：大部分は誤った通説 

 

 この批判は、短期的な利益や株価評価が重要視されることで、エグゼクティブたちが、自分たちの年

次キャッシュボーナスおよびストックオプションの価値を高めるため、意識して過度にリスクの高い戦

略を取り、また株価を引き上げるように動機付けられているというものです。こうしたエグゼクティブ

たちは意識してバランスシートを借入過多にし、短期的にキャッシュを受け取っている限り、長期的な

内容については気にかけないとしています。これらの戦略には、リスクの高いモーゲージ、不良債権化

した住宅ローン債のパッケージング・保有・売却、不適切なヘッジなどが含まれていました。 

 

 しかし、2008～2009 年にかけての金融危機の間、ウォールストリート企業のエグゼクティブ報酬と過

度のリスクテイクを意図的につなぐ経験的証拠はありません。ただし、以下の内容を示す学術文献が増
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加しています。 

» エグゼクティブは、途方もない数の株式を保有していた。それにより、モラルハザードは緩和

されたが、真のリスクを判断するにあたっての大きな間違いは防げなかった。 

» エグゼクティブペイおよびリスクに関する社会通念（例えば高額の報酬とストックオプショ

ン）の多くの側面は、実際過度のリスクに関連しているわけではない。 

» 提案されている新しい政策的処方（繰延および増大する株式所有）はすでに実施されており、

危機を防げなかった。 

» 既存のプログラムの多くは明らかにヒストリカルパートナーシップの最良の特徴を模倣するよ

う設計されている。 

» すべてのウォールストリート企業のペイプログラムは、成功、不成功にかかわらず、基本的に

同じである。 

 

 ウォールストリートの CEO たちは、2008 年の危機の最悪の時点で数十億ドルに相当する保有株式の

価値を失ったが、2 人の CEO は、主に自分の会社を過信したため、それぞれ 10 億ドル近く失いまし

た。さらに、これら企業の従業員たちは、時価の 25%かそれ以上を占める株式で何百億ドルを所有して

おり、その多くが付与されたものです。これは、彼らの雇用主に対する楽観論およびパートナーシップ

モデルとの一致を示しています。 

 

 Core および Guay は、彼らの記事「金融セクターのエグゼクティブペイを規制する例はあるか（Is 

There a Case for Regulating Executive Pay in the Financial Sector）」【2010 年調査結果報告書】の中で次のよ

うに結論付けています。「エグゼクティブ報酬慣行を導くべき原則に関する規制当局の見解に大筋で同

意するが、これらの原則の多くはすでに典型的なエグゼクティブ報酬プランに組み込まれている」【強

調が加えられている】。 

 

 しかし、大半のエグゼクティブたちはエグゼクティブ・ペイモデルによってバランスシートの中に真

のリスクを見つけるように動機付けられたわけではなかったということを、現実として、また妥当な批

判として認識しておく必要があります。そのためには、自らのリスクモデル（当時では「災難」ではな

く「安全」を示すものであった）を無効にすることがエグゼクティブたちに求められたと考えられま

す。明らかに、それを実行した人はほとんどいませんでした。 

 

 私たちはまた、他の高い報酬を得ている従業員（エグゼクティブではなく、CMO、CDS などのオリ

ジネーター）が、個人的にダウンサイドよりもアップサイドがあったことから、彼らの雇用者のバラン

スシートに過度のリスクを負っていたという可能性について認識する必要があります。真のダウンサイ

ドは財務省、FED、FDIC および、究極的には米納税者にありました。この種のアシメトリックなリス

クおよび報酬については（エコノミストたちからはモラルハザードと呼ばれていますが）企業による対

処が必要で、それには政策変更が伴われるでしょう。 

 

⑩ 批判：エグゼクティブたちは株主と足並みをそろえるのに十分な株式を所有していない。 
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 回答：誤った通説 

 

 米大手企業のエグゼクティブたちは相当量の株式を所有しています。当社のエグゼクティブペイおよ

び株式所有に関する調査では、2010 年、大手企業 365 社における中央値の CEO が 1,650 万ドル相当の

株式を保有していたことが示されました。彼らの確定および未確定の株式付与は、おそらく、3,000 万

ドルを超える有効な「成功報酬」という結果になったと考えられます。もちろん、これらは大きな時価

総額を持つ企業であり、こうした大きな金額が高い比率の所有権（通常は 20～30 ベーシスポイント）

を示すわけではありません。しかし、ある従業員がそうした大量の株式を所有している場合、株主と高

度に整合性があり、長期的な株主価値を創造しようと強く動機付けられます。75 パーセンタイルの所有

権は 3,500 万ドル以上とストック・インセンティブでした。 

 

 当社のリサーチは、過去 15～20 年間に株式所有が著しく増加したことを示しています。1994～2010

年のデータは、CEO の株式所有が約 350 万ドルから 1,650 万ドルに増加したことを示しており、この増

加率は株価の上昇率よりかなり高くなっています。これは所有権を増やすように足並みを揃えた取り組

みを表しています。 

 

 業績の良い企業は、業績の振るわない企業よりも高い所有権を持つ傾向にあることから、こうした高

く、また増加する所有権の水準は、実際、高いパフォーマンスと高度な相関性を表します。さらに、実

際すべての大手企業には、エクゼクティブ向けの株式所有指針があり、これが株式所有権を大きく増や

した要因となっています。 

 

 興味深いことに、また多少皮肉なことですが、ISS および一部の組合年金基金株主を含む他のエグゼ

クティブペイの批判家たちは、パフォーマンスおよびリスク・アセスメントに対する株式所有の影響を

全く評価していません。私たちは、エグゼクティブの株式所有が、優れたパフォーマンスの動機付けと

して、年俸より重要であるという事例を生み出せると考えています。 

 

⑪ 批判：過剰なエグゼクティブペイは「所得不均衡」の問題の一因であり、政界で盛んに交わされ

ている議論の一つである。 

 

 回答：大部分が誤った通説 

 

 これは取締役会では決定できない問題ですが、一部のデータおよびロジックにより、これに筋道を付

けることができます。 

 

 この批判には、エグゼクティブや取締役会メンバーが理解するために重要な、2 つの側面がありま

す。 

a. 高額で上昇する企業エグゼクティブの報酬は、残りの従業員たちの報酬を奪っている。 
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b. 高い CEO 報酬倍数は、社会の残りの従業員に対して「不公平」であり、労働意欲を削ぐ。 
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所得不均衡の社会学的問題およびその経済的可動性、全般的な文化や米国の公正さに対する影響は、本

書の範囲を超えています。しかし、私たちは、高水準の所得不均衡が私たちの経済にダメージを与えて

いるということを示す研究を知りません。実際、過去に行われた経済分析のいくつかによると、不均衡

性のより低い欧州経済に比べ、米国経済が引き続き上回っていることが示されています。さらに、私た

ちは S&P 500 社の 2011 年の CEO 報酬総額が 50 億ドルから 100 億ドルになったと試算しています。も

しその金額が 50%分だけ低くなり、より高い税金を通じて他者に移転されるとしても、その影響は米国

経済総生産高の 1%を遥かに下回ることになるでしょう。 

 

 しかし、報酬水準および企業エグゼクティブの数の増加が米国における所得不均衡の増加の主要因で

あることはおそらく正しいと言えます。【2010 年 Jon Bakija 著「仕事と所得の伸び（Jobs and income 

growth）」】。実際に競争労働市場や成果主義が存在するのなら、エグゼクティブに高給をもたらすエグゼ

クティブ・ペイモデルも企業そして社会全体にも恩恵をもたらしているはずです。 

 

 その成長が貧弱なコーポレート・ガバナンスによるものならば、つまりそれらのエグゼクティブたち

に支払われ過ぎていることにより、上位 0.1%内に「不正に」入り込んでいたとすると、それは経済およ

び企業の問題となる可能性があります。しかし、エグゼクティブ向けの競争労働市場が存在するとして

も、企業自身では解決できないことであれ、依然として社会問題となる可能性があります。 

 

 本調査の公開および非公開会社を対象とした 1979～2005 年のデータは、競争労働市場が存在するこ

とのさらなる裏付けとなっています。言い換えれば、これはエグゼクティブが高給を受ける結果となる

貧弱なガバナンスではありません。基本的に、この重要な調査では、税務データを使用しており、上位

0.1%の納税者の国家総所得のシェアは、公開企業のエグゼクティブたちに帰属していますが、これがそ

の期間中、著しく減少しました。一方、非公開会社（少数者が株と投票権を所持）の割合は大きく増加

しました。これはつまり、多くの要因（税制改革で C から S コーポレーションに転換したなど）がある

一方、非公開企業のエグゼクティブの総収入も大きく増えていたことを意味します。一般的に、非公開

会社にはより集中した所有権があり、取締役が主要投資家の場合が多く、機関およびガバナンスの問題

は公開会社のように顕著にはなりません。全般的に非公開会社のエグゼクティブは公開会社のエグゼク

ティブと同様に報酬を受けていることから、所得の不均衡は、公開会社のペイモデルが要因となったと

いうことはなさそうです。 

 

 反事実的思考実験として、米エグゼクティブ・ペイモデルが西欧および日本のペイモデルを歴史的に

反映したものであるなら、米国はより豊かになったでしょうか？おそらく所得の不均衡は軽減されてい

るでしょうが、絶対ベースで、すべてがより貧しくなっていたかもしれません。先の国連の調査【2012

年 6 月 30 日 Free Exchange、The Economist「国家の真の富（The real Wealth of nations）」】は、国の総資産

（人的、物的および自然資本）を評価したものです。米国の総資産はほぼ 120 兆ドルで、それに続く最

も裕福な 5 カ国の総資産を合計した金額にほぼ匹敵しています。 
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 米国の高水準で広がる所得の不均衡は、平均的な米国人従業員に対する人的資本のリターンを高める

必要があることを示しています。これは訓練、教育、強い経済、輸出などに依存しており、これらすべ

ては、この問題を解決するための高い障壁です。CEO 報酬における規制緩和（例えば、第 162(m)章で

説明している上限額設定、または税率の大幅な引き上げによる）は、平均的従業員の給与を増加させる

ことにはならず、会社の業績を落とす可能性が高く、全員の給与を下げてしまうことになります。 

 

⑫ 批判：2011 年および 2012 年の非常に肯定的な結果となった SOP 投票は、誤解を招く恐れがあ

り、株主によるエグゼクティブ・ペイモデルへの承認を真に反映しているわけではない。ニュー

ヨークタイムズ紙のコラムニストの Nicholas Davidoff 氏は、エグゼクティブ・ペイモデルが承認

されなかったのは大手のわずか 8 社であったことから、株主は「意見を強く表明しようとしてい

ない」と述べている。委任状アドバイザー（ISS など）の成果主義モデルは、能力給の整合性を

真に示すものである。 

 

 回答：誤った通説 

 

 上に述べたように、大手数千社の 98%が 2011 年および 2012 年の SOP 投票で、株主からエグゼクティ

ブ・ペイモデルの承認を受けています。株主は全般的に、大半の会社で実質的に成果主義が存在してい

ることに同意しています。これは明らかに全般的なモデルに対する承認ですが、それでも批判の声を静

めることはできません。株主がこれらのペイプランに反対票を投じるため「十分気にかけていない」と

いう議論は、非常識かつ負け惜しみと言え、「オッカムの剃刀」の原則を破るものです。つまり、最も

適切な説明は、通常最もシンプルに行われるということです。これらの肯定的な票は、こうしたペイプ

ランの全般的な本質を明らかに承認するものです。 

 

 委任状アドバイザーモデルに対するペイガバナンスのリサーチは以下のように結論付けています。 

a. 委任状アドバイザーですら CEO ペイパッケージのほぼ 90%を承認している。 

b. ISS が機能していないと判断した成果主義アプローチのほぼ 10%の事例において、当社の実現可

能なペイモデルが整合性を見つけたことは、偽陰性および恐らくは不当な SOP の問題点を指摘する

ものである。 

c. 株主は ISS の「反対」勧告の 85%～90%を拒否し、これらの企業を後押ししているが、これらの

例では「賛成」票は少なくなっている。 
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本書のこの後の内容 

 

 

 

本書は、当社顧客およびその他の読者のために以下の 2 つの事項を提示するように構成されています。 

 

 

 

① ほとんどの場合間違っている上記の批判に反論するための経験上および論理的な裏付けの補足 

 

② 取締役会やエグゼクティブチームが、現在の SOP 環境において、間違った通説や情報にあふれ

たエグゼクティブペイに対する頑固な批判に対応するための、計画、手法、ガバナンス強化、

開示などへのアイデア。当社の目標は、常に、意欲の高いエクゼクティブチームおよび長期的

な株主価値創造の両方を実現するうえで、顧客がそのバランスを取れるように支援することで

す。 


