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２０１４年１月２０日（月）１２：３０～１６：００ 

 

【基調講演】        １２：３０～１３：００ 

【パネルディスカッション１】１３：０５～１４：２５ 

【パネルディスカッション２】１４：３５～１５：５５ 

 

全国町村会館 ２Ｆ ホール 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット） 

 新春シンポジウム２０１４ 

 

『女性役員の登用とコーポレート・ガバナンス』 

主催：特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット） 

協賛：一般社団法人 国際経営者協会（IMA）、NPO 法人 J-Win、NPO 法人 GEWEL、WCD 日本支部、

公益財団法人 21 世紀職業財団、一般社団法人 日本ＩＲ協議会、 

一般社団法人 日本ＣＦＡ協会、 公益社団法人 日本証券アナリスト協会、 

一般社団法人 日本投資顧問業協会、 一般社団法人 日本ヒーブ協議会 

後援：経済産業省、株式会社東京証券取引所、内閣府男女共同参画局 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考】 

本シンポジウムに関連して、ＣＧネットは「全国社外取締役ネットワーク」の時代、 

２０１１年１月に『取締役会のダイバーシティがなぜ重要か』と題したシンポジウムを開催

しています。 

講演録は以下の URL で公開していますので、皆様の所属会社の取締役会のダイバーシティ

の向上の参考にされてください。（出演者の肩書は当時のものです） 

http://www.cg-net.jp/pdf/diversity-sympo2011-report.pdf 

 

【第一部】基調講演 

  『資生堂のダイバーシティ経営』 

  岩田 喜美枝 氏（㈱資生堂 代表取締役／執行役員副社長） 

【第二部】パネルディスカッション 

 『取締役会のダイバーシティがなぜ重要か』 

  ◇パネリスト 

  岩田 喜美枝 氏（㈱資生堂 代表取締役／執行役員副社長） 

  橘･フクシマ･咲江 氏（㈱ブリヂストン、㈱パルコ 社外取締役） 

  谷川 紀彦 氏（エーザイ㈱ 社外取締役・取締役議長） 

  ◇コーディネイター 

  若杉 敬明 氏（東京経済大学 教授、日本水産㈱ 社外取締役、㈱NTT ドコモ 社外監査役） 

【シンポジウム開催の趣旨】 

 

２０１３年６月１４日に閣議決定された成長戦略「日本再興戦略」には、「全上場企業

においてまずは役員に一人は女性を登用」と記載されています。登用状況の開示も求め

られていることもあり、これから日本企業の間で女性役員（取締役、監査役、執行役、

執行役員）の登用が大きな経営課題になっていくものと思われます。 

 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）では、従前からコーポ

レート・ガバナンス向上の視点で、取締役会（ボード）のダイバーシティの重要性を訴

えてきましたが（以下「ご参考」参照）、政府から女性役員の登用促進という重要なメッ

セージが出されたことを受け、女性役員に焦点を当てたシンポジウムを開催します。 

 

森まさこ内閣府特命担当大臣から基調講演で政府の方針を伺った後、大手企業の女性

執行役員の方々にお集まりいただき、実態と課題について議論。さらに、会社法上の役

員で女性を３名置いている企業関係者（経営者、社外取締役）を迎えて、ダイバーシテ

ィとガバナンスについてパネルディスカッションを行います。 

 

本シンポジウムの開催を通じて、ダイバーシティ経営とガバナンスの重要性を再認識

するとともに、女性役員の登用企業の先進事例を示すことで、実効性の確保への貢献が

できればと考えています。 



 

特定非営利活動法人 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット） 

新春シンポジウム２０１４ 

 

『女性役員の登用とコーポレート・ガバナンス』 

 

～ プログラム ～ 

 

【開会挨拶】 

 牛島 信    （日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長、 

          牛島総合法律事務所 代表弁護士） 

 

【第１部】基調講演（12:30～13:00） 

『日本再興戦略と女性役員登用への期待』 

 森 まさこ 氏 （内閣府特命担当大臣（男女共同参画）） 

 

【第２部】パネルディスカッション１（13:05～14:25） 

『女性執行役員の実情と今後の課題』 

◇パネリスト 

 富永 由加里 氏（日立ソリューションズ 執行役員 金融システム事業部長） 

 早川 知佐 氏 （カルビー 執行役員 ＩＲ本部長） 

 政井 貴子 氏 （新生銀行 執行役員 市場営業本部 市場調査室長） 

◇モデレーター 

 福島 敦子 氏 （ジャーナリスト、ヒューリック 社外取締役） 

 

【第３部】パネルディスカッション２（14:35～15:55） 

『ボード・ダイバーシティとコーポレート・ガバナンス』 

◇パネリスト 

 斎藤 敏一 氏  （ルネサンス 代表取締役会長） 

 スコット キャロン氏 （いちごアセットマネジメント 代表取締役社長パートナー、 

いちごグループホールディングス 代表執行役会長、チヨダ 社外監査役） 

 松田 千恵子 氏 （首都大学大学院社会科学研究科 経営学専攻 教授、 

エステー・日立化成 社外取締役、サトーホールディングス 社外監査役） 

◇モデレーター 

 金野 志保 氏  （八重洲法律事務所 弁護士） 

 

【閉会挨拶】 

 牛島 信 



基調講演 

『日本再興戦略と女性役員登用への期待』 
 

◎森 まさこ（もり・まさこ） 

 内閣府特命担当大臣（男女共同参画） 

 
昭和６３年 東北大学法学部 卒業 
平成 ７年 弁護士登録 
平成１１年 米国ニューヨーク大学法科大学院客員研究員 
平成１７年 金融庁総務企画局課長補佐（貸金業法） 
平成１８年 金融庁検査局金融証券検査官（証券・金融） 
平成１９年 第 21 回参議院議員選挙当選 
平成２１年 自民党 法務部会長 
平成２２年 自民党 副幹事長 
平成２３年 参議院 法務委員会理事、東日本大震災復興特別委員会理事 
平成２４年 参議院 行政監視委員長 
平成２４年 第二次安倍内閣で女性活力・子育て支援担当大臣、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全、

少子化対策、男女共同参画） 
平成２５年 第 23 回参議院議員選挙当選 
 
 
 

パネルディスカッション１ 
『女性執行役員の実情と今後の課題』 

出演者略歴 
 
◎富永 由加里（とみなが・ゆかり） 

 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 金融システム事業部長 

 
1981 年 4 月 日立コンピュータコンサルタント株式会社 

（現 日立ソリューションズ）入社 

1996 年 8 月 ＳＩ本部 システムエンジニアリング部 

第３グループ 主任技師 

2002 年 10 月 オープンソリューション事業部  

東京オープンシステム本部 第４システム部 担当部長 

2007 年 4 月  第二事業グループ アプリケーションシステム本部長 

2010 年 10 月  理事 産業・流通システム事業本部  

第１産業・流通システム事業部 

アプリケーションシステム本部長 

2011 年 4 月  執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長 

2012 年 4 月  執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部事業部長 

（兼）映像ビジネス拡販センタ長 

2013 年 4 月  執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
◎早川 知佐（はやかわ・ちさ） 

 カルビー株式会社 執行役員 IR 本部長 

 
1991 年、株式会社三洋証券入社。1997 年 11 月の経営破綻を受け、1998 年 3 月

同社を退社、株式会社ファンケルに入社。2002 年 4 月 IR グループマネージャー。

2009 年 7 月、カルビー株式会社入社。2011 年 4 月 IR 部長、2013 年 4 月より現

職。 

1996 年日本証券アナリスト協会検定会員合格、2002 年税理士登録。 

 

 

 

◎政井 貴子（まさい・たかこ） 

 株式会社新生銀行 執行役員 市場営業本部 市場調査室長 

 
昭和 63 年 11 月 スコシアバンク（東京）入行 

平成元年 7 月 トロントドミニオン銀行（東京） 

資本市場部アソシエイトディレクター 

平成 10 年 3 月 クレディ・アグリコル・インドスエズ銀行 

（現クレディ・アグリコル銀行）（東京） 

外国為替商品営業部部長 

平成 16 年 1 月 カリヨン銀行（現クレディ・アグリコル銀行） 

金融商品営業部部長 

平成 19 年 5 月 新生銀行 キャピタルマーケッツ部部長 

平成 23 年 4 月 同 市場営業部部長 

平成 23 年 10 月 同 市場営業本部部長 

平成 25 年 4 月 同執行役員 市場営業本部 市場調査室長（現職） 

 
 
◎福島 敦子（ふくしま・あつこ） 

ジャーナリスト 

ヒューリック株式会社 社外取締役 

 
津田塾大学学芸学部卒。中部日本放送を経て、１９８８年に独立。 
ＮＨＫ、ＴＢＳなどで報道番組を担当。 
テレビ東京の経済番組や週刊誌「サンデー毎日」での連載対談をはじめ、 
日本経済新聞、経済誌など、これまでに５００人を超える経営者を取材。 
経済・経営をはじめ、環境、コミュニケーション、農業・食などをテーマとした

講演やフォーラムでも活躍。 
現在、ヒューリック（株）社外取締役。 
７年にわたりパナソニック（株）の経営アドバイザーを務めた。 
島根大学経営協議会委員。 
１９９７年にワインアドバイザーの資格を取得。 
食やワインの魅力を伝える活動にも取り組んでいる。 
著書に「愛が企業を繁栄させる～ビジョナリーな経営者の共通原理～」「ききわけの悪い経営者が成功する」

「それでもあきらめない経営」「これが美味しい！世界のワイン」等。 



パネルディスカッション２ 
『ボード・ダイバーシティとコーポレート・ガバナンス』 

出演者略歴 
 
 
◎斎藤 敏一（さいとう・としかず） 

 株式会社ルネサンス 代表取締役会長 

 
1944 年、宮城県生まれ。京都大学工学部卒業。大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩ

Ｃ）入社、79 年社内ベンチャー事業として健康スポーツ事業を企画し、82 年㈱デ

ィッククリエーションを設立。92 年代表取締役社長に就任、03 年現社名へ変更。

08 年より現職。 

2000 年 6 月社団法人スポーツ健康産業団体連合会理事、2007 年 6 月より会長。

2001 年 4 月より公益社団法人経済同友会幹事、2013 年 4 月より同・サービス産業

国際化プロジェクトチーム委員長。2007 年 6 月よりサービス産業生産性協議会幹

事。 

株式会社ルネサンスは、スポーツクラブ事業を中心に現在 119 ヶ所の施設を経営し

ている。 

 
 
◎スコット キャロン 

 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長パートナー 

 いちごグループホールディングス株式会社 代表執行役会長 

 
1994 年来日、バンカース・トラストアジア証券会社東京支店、モルガンスタンレ

ー証券会社を経て、2000 年、英国プルデンシャルグループに入社。翌年同グルー

プのピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社の代表取締役（ 高経営責任

者）に就任。2002 年 3 月、モルガンスタンレー証券会社に復職し、翌年株式統括

本部長に就任。モルガンスタンレーの日本におけるエグゼクティブ・コミッティー

のメンバー、日本証券業協会の外国証券評議会の議長などを務める。2006 年 4 月、

モルガンスタンレー証券会社を退職し同年 5 月より現職。 2012 年 5 月株式会社

チヨダ（8185）社外監査役に就任。 

代表執行役会長を兼任するいちごグループホールディングス株式会社（2337）はい

ちご不動産投資法人（8975）のスポンサーであり、同投資法人の資産運用会社も傘

下に置く。中国 大手の総合金融グループ中国中信集団公司（CITIC Group）のグ

ループ会社である中信国際資産管理有限公司（CITIC International Assets 

Management Limited）の取締役も務める。 

東京証券取引所主催「企業価値向上表彰」選定委員、特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・

ネットワーク理事、一般社団法人日本取締役協会の幹事兼「日本の金融の新しい動きを理解し、戦略を考え

る委員会」副委員長の他、経産省「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係

構築～」プロジェクトのメンバー。 

プリンストン大学卒業、スタンフォード大学にて博士号（政治学）取得。通産省のＩＴ産業政策に疑問を呈

する著書が有沢広巳賞を受賞。 

Divided Sun: MITI and the Breakdown of Japanese High-Tech Industrial Policy,1975-1993 

2006 年に日本の永住権を取得、通算滞在年数は 24 年。CFA 協会検定証券アナリスト、経済同友会会員。 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

◎松田 千恵子（まつだ・ちえこ） 

 首都大学東京大学院 社会科学研究科経営学専攻 教授 

 首都大学東京 都市教養学部経営学系 教授 

 
株式会社日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業、買収ファイナンス等を担当後、

ムーディーズジャパン株式会社格付けアナリストを経て、株式会社コーポレイトデ

ィレクション、ブーズアンドカンパニー株式会社（旧ブーズ・アレン・アンド・ハ

ミルトン）でパートナーを務める。2006 年にマトリックス株式会社を設立、企業

経営と資本市場にかかわるコンサルティングビジネスに注力する。2011 年より現

職。 

日本 CFO 協会主任研究委員。経済産業省産業構造審議会産業金融部会委員、内閣府

M&A 研究会委員、行政改革推進本部 行政減量・効率化有識者会議 政策金融改革ワ

ーキングチーム委員、国立大学法人東京外国語大学監事等を歴任。 

現在、国立大学法人東京外国語大学経営評議会委員、株式会社国際協力銀行リスクアドバイザリー委員会委

員、日立化成株式会社およびエステー株式会社社外取締役、サトーホールディングス株式会社社外監査役 

著書「格付けはなぜ下がるのか～大倒産時代の信用リスク入門」（日経 BP 社）、「ファイナンスの理論と実務」

（金融財政事情研究会）、「グループ経営入門」（税務経理協会）、「成功するグローバル M&A」（中央経済社）

等。講演・執筆等多数 

東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士 

 
 
◎金野 志保（こんの・しほ） 

 八重洲法律事務所 弁護士 

 
東京大学法学部卒業。1991 年弁護士登録。1996 年独立、共同で八重洲法律事務所

を設立。 

1997 年より 2000 年まで、 高裁判所司法研修所にて女性初の所付（教官補佐職）

となる。 

取扱分野は多岐にわたるが、一般企業法務、インターネット・著作権関連の法務、

IPO 支援等が多い。共著に「ネット告発」（毎日コミュニケーションズ）「インター

ネット法律相談」（アスキー出版局）、他。日本経済新聞ほか、テレビ・新聞・雑誌

などに出演・執筆、警察大学校、企業内研修等での講演多数。2005 年 6 月より 2009 

年 6 月までヤフー株式会社監査役。2008 年 3 月よりアドバンスト・ソフト・マテ

リアルズ株式会社監査役（現任）。 

2006 年 7 月より 2009 年 6 月まで警察庁総合セキュリティ対策会議委員。2004 年 4 月より 2007 年 3 月ま

で明治大学法科大学院助教授、2007 年 4 月より 2009 年 3 月まで同法科大学院特任教授。2009 年 4 月より

2012 年 3 月まで早稲田大学法務研究科教授。 



【MEMO】 


