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Ⅰ. はじめに

現代経営者とは､ どのような存在であり､ いかなる役割を果たすのだろうか｡ また､ 現代経営

者の機能として具体的にはどのような内容が考えられるだろうか｡ さらに､ 現代経営者の役割お

よび機能は､ 組織文化とどのような関わりをもつのであろうか｡ 経営のグローバル化が進む今日

において､ 新しく付与される専門経営者の役割とは何か｡ これらの問題意識に対して､ 組織論的

経営学の立場から筆者なりにこれまで研究を進めてきた｡１)

さて､ 本稿での現代経営者とは､ 制度的私企業､ つまり､ 現代株式会社における専門経営者を

意味している｡ 今日における現実の企業経営は､ 社会の制度である制度的私企業において経営活

動が営まれる｡ そして､ 企業は組織を通じて経営活動を遂行するわけであるが､ その組織の存続

と発展・進化を規定するほどの管理的支配力をもっているのが専門経営者である｡ したがって､

経営者の役割と機能の考察は､ 企業経営にとって極めて重要であるといわなければならない｡

また､ 組織論的経営学の立場からいえば､ 経営者の役割は､ 組織の存続と維持・発展にあると

いえるが､ その組織とは､ 制度的私企業としての組織を意味している｡ したがって､ 制度的私企

業であれ､ 企業というからには何らかの立場で資本制経営を追求することが必要であり､ 組織論

的経営学といえども､ 資本の論理と組織の論理の架橋を図ることが重要と考える｡ そこで本稿で

は､ 現代経営者の役割を､ 資本制経営との関係で考察を試みようとするものである｡

ところで､ 資本制経営を考える場合には､ 企業の法律形態 (以下､ 企業形態と呼ぶ) の側面を

無視することはできないであろう｡ 現実の企業経営は､ 法律に規定されているいくつかの企業形

態の種類､ つまり､ 合名会社､ 合資会社､ 有限会社､ 株式会社などによって､ その資本制経営と
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経営者の役割が異なるからである｡ しかも､ 各種の企業形態は､ その立法者精神として､ 特定の

発展段階にある実態を備えた企業に採用されることを前提に用件などが定められているのである

が､ 現実には､ 形式的用件だけを具備すれば法的には認知されるため､ 形式と実態との乖離の問

題が生ずるのである｡ この形式と実態の乖離が最も顕著にみられるのが ｢株式会社｣ である｡ 日

本には､ 100万社を超える株式会社が存在するが､ 真に株式会社らしい用件を具備しているのは､

上場会社を中心とした2000社ほどにすぎない｡ それ以外は､ 個人企業､ 合名会社､ 合資会社､ 有

限会社などの企業形態をとるのが適切であるにもかかわらず､ 株式会社の形態を取っているので

ある (森本､ 1998)｡ そのため､ 株式会社形態を取っている現実の経営者は､ 株式会社であるに

もかかわらず､ 経営者としての役割認識の相違が大きく､ その役割認識に混乱を生じさせてしま

うという問題を露呈させている｡ したがって､ われわれは､ 企業形態ごとに明確に区分して､ そ

こにおける経営者の役割をここで整理する必要があるだろう｡ そして､ 現代経営者は､ 現代企業

が制度的私企業､ つまり現代株式会社であるという認識を深めなければならない｡

さらには､ 実際の経営者の (企業形態上の) 企業観の相違によって､ 今日盛んに論じられてい

る､ コーポレート・ガバナンスのあり方やマネジメントに相違がみられ､ ひいては､ 現実の経営

活動の場である組織のマネジメントにも大きな影響を及ぼすことは想像に難くない｡ つまり､ 今

日の企業制度とコーポレート・ガバナンス､ そして､ 現代経営者の組織のマネジメントとの動態

的な適合の必要性からも､ 現代経営者の役割とわが国におけるコーポレート・ガバナンスのあり

方の究明は大きな課題であるといえるのである｡ そして､ 本稿ではサブタイトルにあるように､

企業形態論と経営者論さらに､ コポレート・ガバナンス論との動態的な適合の意味での統合を目

ざそうとするものである｡

以上の筆者の問題意識から､ 本稿では次の４点について､ 問題の究明を行なおうとするもので

ある｡

まず第１に､ 企業形態論の考察から､ 各企業形態の考察を試み､ 各企業形態における経営者の

役割の考察をなすことによって､ 現実の経営者タイプの類型化を試みる｡ そして､ 現代企業が制

度的私企業､ つまり､ 現代株式会社であり､ 現代経営者は､ 制度的私企業にふさわしい経営をし

なければならないことを明らかにする｡

第２に､ 現代経営者は､ 制度的私企業にふさわしい経営をなさなければならない根拠を､ これ

までの経営者論 (経営者支配論) の代表的研究者における主張から考察し､ 筆者なりに評価を加

え検討することによって､ 制度的私企業における現代経営者の役割に関する認識を深める｡

第３に､ 現在の日本における経営者の役割認識について､ コーポレート・ガバナンス論との関

連で経営者アンケート結果をふまえながら検討を試み､ これまでの考察から今後の日本における

経営者のあり方とコーポレート・ガバナンスのあり方の探究を行なう｡

第４に､ 企業形態論､ 経営者論､ コーポレート・ガバナンス論との関わりで現代経営者の役割

の探究を通じて､ 資本制経営と組織の論理との架橋を見いだすことを目的とする｡

以上が､ 本稿で究明しようとする筆者の課題である｡

さて､ 実際の経営者は､ 自らの企業観がいかなるものであるかによって､ その組織の存続と発

展のためのマネジメントは異なるであろう｡ 現実のすべての経営者は､ 現代企業を制度的私企業

として認識しているとは限らない｡ 実際の経営者の中には､ 資本的私企業と捉えて､ 自己の経済

的利益のみを追求する経営者や自社の組織の存続のみを第1と考え､ 社会性を無視した非倫理的

行動を取る経営者､ 企業を取り巻く各種ステイクホールダーに対して可能な限りバランスを図ろ
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うとする経営者､ 各種ステイクホールダーに優先順位を付け､ 従業員を犠牲にして､ 株主のみを

優先させようとする経営者や顧客のみを優先する経営者など､ 実際の経営者の企業観と行動には

さまざまな相違がみられるのが現実の姿である｡ そこで､ まず次章では､ 企業形態論から､ 各企

業形態における経営者の役割について考察し､ 現代経営者の類型化を試みたい｡

Ⅱ. 各企業形態における経営者の役割と類型

企業は､ 1760年代にイギリスに始まった産業革命によって成立した近代資本主義の産物である

ことはいうまでもあるまい｡ その後､ 企業の概念は時代とともに発展し変化を遂げてきたわけで

あるが､ その発展内容を追及する際に無視できないのが企業に関する法的規制を定めた企業法律

形態である (以下､ 企業形態とする)｡ 実際の企業は､ 法律に規定されているいくつかの企業形

態､ つまり､ 具体的には､ 株式会社､ 有限会社､ 合名会社､ 合資会社､ 相互会社､ 協同組合､ 公

社､ 公団､ 事業団などの企業の種類からいずれかの企業形態を選択し､ 法的手続きを行った上で

経営活動を行うことが可能となる｡ このなかでも､ 現代における最も成熟化した企業形態は､ 株

式会社であり､ 制度的私企業を示している｡ 企業形態の発展段階は､ 森本三男 (1998) によれば､

①人的私企業から､ ②資本的私企業､ そして､ ③協同的私企業および制度的私企業へと発展して

いるという｡２)

森本によれば､ 企業と呼ばれる条件とは､ ①独立した資本計算単位になっているという経済的

側面､ ②協働を形成しているという組織的側面､ ③生産について固有の運営原理が存在している

という経営的側面が整い､ しかも､ これら①～③が１つのシステムとして有機的に統合されてい

なければならないことにある｡

まずは､ 制度的私企業に至るまでの企業形態ごとの経営者の役割認識とその特徴的な行動を考

察してみる｡

(１) 生・家業および個人企業の経営者の役割認識

まず､ 企業以前に位置するのは､ 今日､ 零細企業と呼ばれているように､ 企業と呼ばれる条件

を具備していない段階のもので生・家業もしくは個人企業がある｡ 生・家業もしくは個人企業の

場合､ 所有と経営という観点からみると､ 所有と経営が一致する 『所有者＝経営者』 (owner－m

anager) によって占められており､ 企業の利潤は企業家の利潤であり､ 企業家の個人的な利潤動

機が旺盛な企業者活動を引き起こす直接の動機となる｡ したがって､ ここでの経営者は､ 所有者

個人としての私的利潤極大化追求が中心であり､ その行動は利己的動機による行動となる｡

(２) 人的私企業

①合名会社 (ordinary or general partnership)

合名会社は､ 人的私企業とも呼ばれ､ 特定の少数出資者の人間的結合を土台として成立した企

業であり､ 資本の持分が明確化され協働が存在し､ 収益性が経営原理となり､ 典型的な所有経営

者 (owner manager) が労働者を雇用して作業活動に従事させ､ 所有と作業の分離という階層的

分業が実施される｡ そして､ 所有経営者の理念・資本力・信用力・経営手腕によって､ それらが

システムとして統合されるという近代的企業 (産業革命による工場制経営) の誕生段階に入る｡

しかし､ 特定の少数出資者の人間的結合を土台とする人的私企業は､ 生産の高度化が進めば進む

ほど､ 所有資本の増大という客観的要請を生み出すに至り､ その資本力と経営能力からして限界
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が生ずることになる｡ したがって､ 合名会社における経営者は所有経営者であり､ その役割は､

人間的信頼関係を契機に､ 雇用した労働者との協働を促進させるための組織化が作業を中心に行

なわれ､ 彼らの生計に対する責任を負うとともに､ 所有経営者としての経営能力を可能な限り最

大化するように努力することによって､ 人的結合関係を失わない､ ある程度の範囲内での収益性

の向上と生産の高度化を図ることにあるといえる｡ この段階では､ 所有経営者は､ 労働者の雇用

という側面において､ 個人企業にみられるような所有者個人としての私的利潤追求のみを追うこ

とは許されなくなってくる｡

②合資会社 (limited partnership)

先に述べた合名会社は､ 特定の少数出資者の人的結合を土台とするだけに､ 所有資本の増大お

よび生産の高度化には限界が生ずる｡ そこで､ 所有資本の増大という客観的要請に応えるために､

出資だけを行なって､ 経営に関与しない資本 (有限責任の無機能資本) を従来のシステムに組み

入れることが行なわれる｡ その典型的形態が合資会社である｡ つまり､ 資本集中のための有限責

任の無機能資本を増やしはするが､ 統一的経営機能の遂行は､ 一部の少数の出資者 (無限責任の

機能資本) の手中に確保し､ 所有経営者の人間的信頼関係を契機として､ 合議を容易にすること

によって経営機能の統一的遂行を図ろうとするものであり､ 人的私企業の枠を本質的に超えるも

のではない (森本､ 1982；小原､ 2002)｡

ここでの経営者の役割は､ 合名会社における所有経営者と大きく変わるところはないが､ 無機

能資本の組み入れによって､ まったくの完全所有者とはいえなくなる｡ また､ 生産の高度化が意

図されることによって､ さらに無機能資本が増大する方向にあるといえよう｡

③有限会社 (Gesellschaft mit beschrankter Haftung:GmbH)

ドイツにおけるGesellschaft mit beschrankter Haftung:GmbHが日本における有限会社に相当し

ている (占部､ 1978)｡３) 有限会社が合資会社と異なる点は､ 全出資者が有限責任であり､ 法律

上､ 経営者もまた損失にたいして無限責任を負わないことである｡ その点では､ 所有資本の増大

をさらに拡大することができる｡ しかし､ 企業と出資者との人的結合関係を失わない範囲に資本

結合を限定する意味では､ 有限会社は､ あくまで､ 人間的信用にもとづく資本集中形態であると

いえる｡ この意味で､ 有限会社の経営者の役割は､ 合資会社の場合と本質的に変わるところはな

いといえる｡

(３) 資本的私企業―伝統的株式会社

人的私企業の限界を克服しようとするさらなる発展段階は､ 広範囲の多数出資者から資本を集

中するとともに､ 多数化した出資者の意思を統一的経営機能の遂行のために結集することにある｡

そこで民主主義国の政治システムに類似した三権分立型の経営システムを用いようとするもので

ある｡ この企業形態の典型が1950年商法改正以前の伝統的株式会社である｡ 資本的私企業は､ 資

本を均一・小口の単位に分割することによって､ あらゆる個人および組織が資力に応じた出資を

可能とする｡ そのため資本的私企業は､ 全体として巨額の資本を集中させることができるのであ

る｡ 資本的私企業の典型である伝統的株式会社では､ 資本の出資単位を株券という有価証券の形

にして均一・小口に分割し､ 市場で自由な交換可能性を与え､ 出資者の人的構成が不断に変動し

ようとも､ 出資された資本､ つまり株券自体は､ その人的構成とは関係なく客観化された資本価
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値体を形成し､ 非人的資本 (物的資本) の結合体としてのみ存在することになる｡

また､ 多数化した出資者を経営に機能させるシステムは､ 三権分立型システムにあり､ 出資者

全員で構成する最高意思決定機関としての株主総会 (general meeting)､ 株主総会の意思を執行

する経営層としての取締役 (director)､ さらに､ 取締役の業務執行を株主総会のために監督する

監査役 (auditor)からなる｡

伝統的株式会社の段階では､ いまだ出資と経営は合一しており､ 管理ないし業務執行だけが機

能分化して､ 下位主体 (一部に出資者を含む) に委譲されているのみである｡ また､ 株式会社の

意思決定は､ １株１票を原則とする資本的多数決原理による｡ そのため､ 株式会社の意思決定と

経営行動は､ 資本の論理を貫徹するものとなり､ 収益性 (営利性､ 利潤追求) こそが､ 資本的私

企業の原理となるのである｡ そして､ 19世紀から1920年代まで､ 資本的私企業は支配的企業シス

テムとなり､ 企業すなわち利潤追求組織体という企業観が普遍化した (森本､ 1998)｡

しかし､ 森本によれば､ この企業観は､ 一面においては妥当するが全面的には妥当しないと主

張する｡ それは､ 非営利企業 (公企業など) が存在するし､ 収益性原理も変質するからである｡

資本的私企業は､ その成立・発展の時期と民主主義的経営機構からして近代的企業システムとい

えるが､ 決して現代的企業システムとはいえないというのである｡４)

したがって､ 資本的私企業における経営者の役割は､ 資本の原理による利潤追求組織体の維持・

発展ということにつきるであろう｡ つまり､ 企業は､ 私的利潤追求をために存在し､ その経営活

動の場としての組織も利潤追求組織体としてのみ存在するということである｡

(４) 協同的私企業

協同的私企業は､ 広範な出資者からの資本の集中によって成立すること､ 三権分立型経営シス

テムという外形を取っていることにおいては､ 資本的私企業と同一であるが､ その内容において

は著しく異なる｡ 協同的私企業は､ 具体的には各種の協同組合 (coopetative society) や保険業に

特有の相互会社 (mutual company) であるが､ 多数の出資者が互助を通じて自助を追及するため

に協同するシステムとなっており､ 出資者と給付受益者とが一致する点で､ 資本的私企業とは根

本的に異なる｡ また､ 最高意思決定機関において､ 資本的私企業では１株１票のような資本的多

数決原理にもとづいているのに対し､ 協同的私企業では､ 出資とは無関係に１人１票という人的

多数決原理が貫かれる点で異なる｡ さらに､ 協同組合では､ 一般に組合員全員で総会を形成し､

執行機関である理事と監督機関である幹事を選任する｡ 相互会社では､ 保険加入者が社員 (出資

者) となり､ 保険料を限度とする有限責任を負い､ 社員総会を形成する｡ 執行機関は､ 取締役､

監督機関は監査役である｡ したがって､ 協同的私企業において､ 経営層に相当するのは､ 理事

(協同組合) ないしは取締役 (相互会社) であるが､ その役割は､ 収益性はさることながら､ 生

活原理が深く関わり､ 経済的弱者の経済的地位の向上や生命・財産の危険を集団的にカバーし合

うための協働システムの維持・発展にあるといえよう｡

(５) 現代企業としての ｢制度的私企業｣ (institutional private business firm)

私企業の主流をなしてきた資本的私企業は､ すでに述べたように収益性を行動原理とする｡ そ

の資本的私企業の収益性の徹底は､ 規模の経済 (economy of scale) や高度の生産技術を求めて､

資本的私企業の拡大・成長という量的変化をもたらすようになる｡ そして､ このような量的変化

は､ 資本的私企業そのものの質的変化を生み出すことになるのである｡
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資本的私企業そのものの質的変化の核心は､ 出資の分散による支配の変化として現われ､ 企業

の出資面の変化が経営面の変化に波及するようになる｡ つまり､ 資本的私企業の巨大化は､ 株主

の多数化を招来し､ その結果､ 株式所有の分散 (dispersion of stockholding) が起こり､ その結

果､ 各株主の持ち株比率が１％未満になる状態さえ稀でなくなるようになり､ 株主の多くは､ 単

に株式を投資目的のために保有し､ 経営に関与する意思も能力ももたない大衆株主 (投資株主)

によって占められるようになる｡ そのため､ 株主総会の出席者は､ 委任状出席を含めて激減し､

総会は形式的儀式にすぎなくなり､ 株主は有効に株式会社を支配できなくなる｡ また､ ｢所有と

経営の分離｣ という現象が生じ､ 資本所有力はもたないが､ 経営する意思と能力をもつ､ ｢専門

経営者｣ (professional manager) が実質的に株式会社を支配するようになる｡

こうして､ 株式会社は､ 1930年代以降､ 所有者支配から経営者支配へと質的に変化を遂げ､ 資

本的私企業から制度的私企業へと質的に変化するのである (森本､ 1998)｡

現代企業は､ 所有と経営の分離により､ 従来の出資者の所有物という性格から脱し､ 専門経営

者に主導される組織体として､ ステイクホールダー (利害関係者および利害関係者集団) と相互

作用を営む自律性をもった協働システムへと発展する｡ したがって､ 現代企業は､ 組織体という

自律的協働システムを通じて ｢経営｣ が営まれるのである｡

制度的私企業とは､ ｢収益性を内包する多元的な経営目標を追及し､ それによって自己と各種

ステイクホールダーの利害を全体として最高水準で満足させるように努める企業､ つまり､ 自主

性と主体性をもって社会性 (全体の共存) と公共性 (全体の利益) の実現を目ざす企業｣５) であ

る｡ またここでの制度の意味は､ 一定の意思と行動準則に規定された行動を営む継続的事業体

(going concern) の意味である｡ 私企業が他の制度やステイクホールダーと区別される点は､ 目

的 (理念)､ 意思､ 行動規範､ 行動が独自性と継続性をもっていることにある｡

したがって､ 制度的私企業における経営者の役割は､ 現代社会を形成するさまざまなステイク

ホールダーの期待を内包し､ 利害の調整および統合機能を果たすと同時に可能な限り主体的にス

テイクホールダーズのニーズを全体的に満たすように努力する自己組織的な営みを行なうことに

ある｡ さらに､ その企業独自の理念を確立し､ 社会に対して､ その理念の責任ある実行を行なう

ために長期的観点から創造的・革新的機能を果たし､ 制度的私企業としての独自性を確立するこ

とにあるといえよう｡

以上､ 企業形態論の考察を通じて､ 企業形態ごとの経営者の企業観を､ その役割を明らかにす

ることで確認してきたわけであるが､ 森本が指摘するように､ 現実には株式会社の経営者であっ

ても､ 必ずしも現代企業を制度的私企業と捉えているわけではない｡ 法律上､ 株式会社は､ １人

会社 (発起人１人以上) が認められており､ 合名会社や合資会社､ 有限会社､ 資本的私企業など

の内､ いずれかの企業観をもってその経営活動を為している株式会社の経営者が混合しているか

らである｡ 筆者は､ そこに､ 経営者の不正や経営に関する能力の欠如によって会社の業績を悪化

させてしまう原因が潜んでいるように思う｡

例えば､ 企業が大規模化し､ その社会的影響力が強大になっているにもかかわらず､ 未だ経営

者自身の意識が個人的・私的利潤追求動機が強く､ 社会性や人間性を無視して暴走するような場

合である｡

現実の現代経営者のタイプ (類型) は､ 企業形態の種類からみてみると､ ①企業家として個人

的・私的利潤追求のみを行なう経営者 (個人企業､ 合名会社)､ ②所有経営者として､ 収益性の

みを経営原理とする経営者 (合資会社・有限会社)､ ③資本的私企業として､ 資本の原理による
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利潤追求組織体の維持・発展を促す経営者 (伝統的株式会社)､ ④収益性はさることながら､ 生

活原理が深く関わり､ 経済的弱者の経済的地位向上や生命・財産の危険を集団的にカバーし合う

ために貢献する経営者 (協同組合､ 相互会社)､ ⑤専門経営者として自社独自の経営理念をもち､

収益性を内包する多元的目標を追求し､ 各種ステイクホールダーの利害をバランスよく調整し全

体として最高水準で満足させるように努力しようとする社会性を重視した経営者 (現代株式会社)､

などが考えられる｡

特に､ 現代株式会社においては､ 経営者の私的利潤追求のみを追い､ 顧客､ 従業員､ 株主､ 取

引会社､ 地域社会､ 行政機関などのステイクホールダーの利害を犠牲にすることは許されない｡

企業は､ 社会のなかに存在し､ 多様なステイクホールダーと多元的な相互依存関係にあり､ 相互

に主体 (各ステイクホールダー) の利害を尊重することによって自己の利害もまた充足されるよ

うな相利共生関係にあるからである (森本､ 1998；小原､ 2003)｡

現代の株式会社は､ 法的な形式的な用件だけを具備すればよいというのではなく､ その実態を

備えた企業に採用されるべきである｡ 仮に､ 現在の状態が株式会社としての実態を十分に備えて

いない状態で法的には株式会社形態を取った場合でも､ 現代企業は制度的私企業であることから､

現代経営者は､ 制度的私企業としての企業観に立って制度的私企業にふさわしい経営を遂行しな

ければならないと筆者は考える｡ そこで､ 現代経営者は､ 制度的私企業にふさわしい経営がなさ

れなければならない根拠を､ 経営者論の考察を通じて明らかにし､ 現代経営者の役割に関する理

解を深めてゆきたい｡

Ⅲ. 経営者論にみられる現代経営者の役割

これまでの経営者論は､ 占部 (1978) によれば､ 大きく次の３つに分類される｡６) (１) ヴェ

ブレン (Veblen,T.) の資本と経営の分離論､ (２) バーリ (Berle,A.A.)＝ミーンズ (Means,G.C.)

の所有と支配の分離論､ (３) バーナム (Barnham,J.) の経営者革命論である｡ しかし､ 現在で

はこれらの諸学説のみでは不十分であろう｡ 本稿では､ これら３者に加えて､ 経営者論のその後

の継承者である､ (４) ゴードン (Gordon,R.A) のビジネス・リーダーシップ論､ (５) ラーナー

(Larner,R.J.)の経営者支配論､ (６) ガルブレイス (Galbraith,J.K.) のテクノストラクチャー論､

(７) ブランバーク (Blumberk,P.I.) の経営者支配論､ (８) ハーマン (Herman,E.S.) の経営者支

配論を考察することにしたい｡７) これらの主張は､ 互いに異なる論理をもっているのであるが､

その相違を明確にし､ 筆者なりに評価・検討を加えることで､ ｢現代経営者とはいかなる存在か｣

という筆者の問題意識の解明の一つの糸口にしていきたい｡ そして､ 現代企業である制度的私企

業における現代経営者の役割とは何かを究明することにする｡

(１) ヴェブレンの資本と経営の分離論

ヴェブレンは､ 1910～20年代において当時の企業という制度のなかに新しく生成してきた集団

に､ 今日でいう専門経営者の原型をみいだしている点で注目されてよい (占部､ 1978；小原､

2003)｡ ヴェブレンは､ 一方で､ 機械的生産過程の発達と､ 他方で､ 株式会社制度の発達という

２つの面から､ 資本 (所有) と経営の分離を指摘し､ 専門家集団の形における経営者集団の台頭

を予言した｡

まず､ 機械的生産過程の発達をみてみると､ 初期の資本主義経済を支配したものは､ 資本家＝

経営者である企業家 (captains of industry) であるが､ 親方請負制や万能型職長制の発展段階が
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過ぎ､ 生産システムに大きな変革をもたらす第２次産業革命の時代になると､ 生産技術の発達に

したがって機械的生産過程 (machine process) が成立し､ その生産過程は複雑化・特殊化してく

る｡ この段階で､ もはやアマチュアの企業家では生産過程の指揮管理ができなくなり､ 企業家の

補助者としての多数の専門家集団が成立する｡ そして､ 複雑な生産過程の指揮操作は､ 熟練労働

者によっても企業家によっても遂行できなくなり､ 企業家でもない専門家集団が生産過程の指揮

管理を担当する集団をなしてくるのである｡ この専門家集団は､ 今日の専門経営者の原型とみる

ことができるであろう｡ ここでの専門家とは､ 機械技師､ 化学技師､ 能率技師､ 原価計算技師な

ど広汎な範囲のものを含み､ いずれも科学的・専門的な訓練と知識をもつ専門家として広く定義

されているものである｡ この専門家集団が生産過程の指揮に当たるようになるにつれ､ 企業家は､

ただ単に投資利潤を獲得するための企業金融者と化すことになる｡ こうして､ 機械的生産過程の

発達という生産力的要因を契機として､ 一方では利潤追求のために企業金融の操作を行なう所有

職能 (ownership)､ つまり､ 資本職能と､ 他方で生産過程の指揮操作を行なう経営職能(manage

ment)) とが分離するに至るのである｡

また､ ヴェブレンは､ 株式会社の発行する株式､ 社債は､ 信用資本を調達するための長期信用

手段であるとし､ 株式会社制度そのものの中に､ 資本と経営の分離を見出した｡ このように､ ヴェ

ブレンにおいては､ 機械的生産過程の発達と株式会社制度の発達という２つの側面から､ 資本

(所有) と経営の分離を指摘し､ 専門家集団の形における経営者集団の台頭を予言したことは意

義深い｡ しかし､ 経営者集団の職能は､ ただ単に生産過程での指揮操作に限定するのみでは､ 経

営者の役割としては狭すぎ､ 真に経営者の役割を問うたことにはならない｡ しかも､ 機械技師な

どの専門家集団は､ 第2次産業革命の時代に極めて重要な存在として出現することになるが､ だ

からといって経営者集団であるという論理にも無理があるといえよう｡

さらに､ 株主と経営者との役割分担の現実化は､ アメリカでは1920年代に､ ヴェブレンやブルッ

キングス (Brookings,R.S.) によっていち早く提唱されたものであるが､ ここで注意すべきこと

は､ この段階ではまだ大株主が会社の究極的な支配者であり､ ｢所有と経営の分離｣ は見られて

も､ 究極的には ｢所有と支配の分離｣ ではないということである｡

｢所有と支配の分離｣ は､ 事態がもう一段進んだ1932年代に入り､ バーリ＝ミーンズの指摘の

ごとく､ 現実化することになるのである｡

(２) バーリ＝ミーンズの所有と支配の分離論

ヴェブレンの主張の後､ 事態はさらに進行し巨大株式会社の利潤追求のための競争激化は､ 生

産性向上への巨額の固定設備投資を必要とし､ 資本調達のための大量の株式発行がいちだんと増

すことによって株式所有の分散がさらに著しくなる｡ こうして､ 巨大株式会社では､ 支配的な大

株主が姿を消しはじめ､ 株式会社の最高意思決定機関である株主総会が支配的な大株主によって

ではなく､ 専門経営者によって取り仕切られるようになる｡ 株式所有の一層の分散は､ 大株主と

いえども株主総会において､ かつてのように意のままに運営できないほど持ち株比率を低下させ､

それに代わって経営者が一般株主から集めた委任状を利用して総会運営権を掌握したのである｡

そして､ 経営者は株式所有によらずに､ 支配株主の後退により会社の重要事項の決定ならびに経

営者自身の任免権を確保し､ 会社を支配するようになったのである｡ したがって､ この時点で

｢所有と支配の分離｣ が現実化したことになる (1932)｡ このような事態変化が､ いわゆる所有者

支配 (ownership control) から経営者支配 (management control) への以降を示唆するものであり､
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アメリカのバーリ＝ミーンズの指摘に負うものである｡

つまり､ 第Ⅱ節の現代企業としての ｢制度的私企業｣ の部分でもふれたところではあるが､ 資

本的私企業の巨大化は､ 株主の多数化を招来し､ その結果､ 株式所有の分散が起こり､ 株主の多

くは経営に関与する意思も能力ももたない大衆株主によって占められるようになる｡ こうして､

株主 (投資株主) は､ 有効に株式会社を支配できなくなり､ 資本所有力はもたないが､ 経営する

意思と能力をもつ専門経営者が実質的に株式会社を支配するようになる｡ このことを実証研究で

明らかにしたのがバーリ＝ミーンズであり､ 『近代株式会社と私有財産』 (Berle,A.A. &

Means,G.C.,The Modern Corporation and Private Property,1932) が公にされ､ この書を通じて所

有と支配の分離および所有と経営の分離が注目される事実となった｡

すでに述べた､ 企業形態の発展過程にみる株式会社の発展は､ 資本主義経済体制の発展を支え

たばかりではなく､ その発展過程において､ 企業の ｢所有｣ と ｢経営｣ が必然的に分離する現象

が現れたものとみることができよう｡ しかも､ 所有と経営の分離には､ 形式的分離と実質的分離

が現れることになる｡ 形式的分離とは､ 所有と支配と経営の各機能が所有者に帰属している状況

から経営のみが分離する現象であり､ 株主は､ 所有機能と経営者の選任・解任をできる支配機能

も果たすが､ 経営機能のみを専門家､ つまり､ 専門経営者にまかせてしまう状況である｡ この状

況は､ ヴェブレン (1921) の主張にみられた時代の企業の発展段階に当てはまる｡ これに対し､

実質的な分離とは､ 株主はもはや所有機能しか果たさず､ そこから支配機能も分離して､ 経営者

が経営機能と支配機能を実質的に果たす状況であり､ バーリ＝ミーンズ (1932) の主張にみられ

た時代に現実化する｡

株式会社における所有と支配の実質的分離の結果､ 株式会社はもはや､ 一個人または一集団の

株主の私的所有物ではなくなり､ 一つの社会制度 (a social institution) となる傾向があることを

否定することはできないであろう｡ 株式会社が一つの社会の制度とみなすと､ 経営者は､ 会社制

度の中心的な存在として､ 社会において重要な役割を果たす地位にあるといわなくてはならない｡

しかも､ ここでの経営者は､ その企業の存続と発展を図る専門的な機関としての経営者でなくて

はならならないであろう｡ したがって､ 専門経営者の個人的な動機は､ 企業の存続と成長の目的

と一体化することに求められる｡

(３) バーナムの経営者革命論

バーリ＝ミーンズの株式所有の分散を基盤とした所有と経営の分離論は､ 株主 (出資者) が株

式会社の支配者ではなくなることを論証したのであるが､ それでは新しい支配者は誰であり､ な

ぜ新しい支配者となりうるのか､ その根拠を探ってみよう｡

バーナム (1941) によれば､ 『経営者革命論』 (The Managerial Revolution) による専門経営者

(professional manager) が､ 新しい支配者であると主張する｡８) ここで専門経営者とは､ 世襲経

営者や所有経営者に対立する経営機能担当者であり､ 血縁や所有を基盤とするのではなく､ 大規

模化・複雑化した経営体を指導し調整する理念・資格・能力・技術・経験を基盤にして経営機能

に関与する人をいうのである｡ 経営者支配は､ このような専門経営者が支配権を掌握するに至っ

た状態を示しているが､ このような状態が出現した大きな理由は､ 複雑化・巨大化した企業の存

続にとって､ 他の要因よりも経営に関する見識､ 技術および能力が決定的に重要になり､ その経

営機能を担当する専門経営者が新しい支配者として出現してくるということになる｡ このことは､

企業の発展過程をみてみても､ 企業が大規模化・複雑化するほど､ 所有と経営の分離がなされ､

企業形態の発展過程と経営者論における現代経営者の役割と
コーポレート・ガバナンスに関する検討 (小原) 109

Prefectural University of Hiroshima

NII-Electronic Library Service



経営者支配が大半を示すようになるという事実がその根拠となるであろう｡

しかし､ バーナムの主張において､ バーリ＝ミーンズの見解と決定的に異なる点は､ 経営者を､

生産過程を管理する人々であるとして限定したことによる｡ また経営の職能とは､ 生産過程の技

術的な指揮と調整の仕事であり､ 各種の材料､ 工具､ 機械設備､ 労働力を適当な時と場所と量に

おいて利用できるように諸種の課題を組織化し､ 調整することにある｡ このように生産過程の指

揮管理の職能を遂行する､ いわば､ 生産経営者がバーナムの経営者概念なのである｡ それには､

生産担当役､ 生産部長､ 工場長､ 職場長､ 管理技術者などが含まれるが､ この種の経営者は､ も

ちろん熟練労働者とは異なる｡ また､ 単なる技術者とも区別される｡ 技術者は､ 必ずしも生産過

程を指揮し､ 管理し､ 組織化する職能をもたないからである｡

バーナムにおいては､ 経営者とは生産過程の組織者なのであり､ ヴェブレンにおける単なる専

門家とは区別され､ 生産過程を組織化し､ 技術的な指揮管理を担当する生産経営者なのである｡

ここに､ 現代経営者の役割としての組織化､ 調整､ 管理という機能の原点が見出されるであろう｡

筆者は､ バーナムが経営者機能として､ 組織化､ 調整､ 管理という機能に着目した点において評

価に値するものと考える｡ しかし､ ヴェブレンと同様､ 生産過程という狭い領域に限っての技術

的な指揮管理であり､ バーリ＝ミーンズにおける会社経営者に比較すると､ 真に経営者機能を論

じているとはいい難い点は批判を要するところである｡ 今日の企業経営者は､ 単なる技術的な生

産管理者より､ かなり異なった性質の職能､ つまり､ トップマネジメントの職能を要している｡

しかも､ バーリ＝ミーンズと決定的に異なる点は､ 経営者支配論の重要性を認めながら､ 支配は

決して所有とは別個のものではないと主張しているところに大きな矛盾がある｡ バーナムは､ 所

有と支配の一致を主張することで､ 所有にもとづかない管理機能を通じてなされる経営者の現実

的支配過程を正しく看破することができないのである (古川栄一；1960)｡ それに対して､ バー

リ＝ミーンズ説では､ 専門経営者が､ むしろ所有よりも､ 分離した自主的経営を前提とし､ その

直接の担当者として経営者機能の独立性を強く認識している点で評価に値する｡ 現代経営者は､

バーリ＝ミーンズの所有と支配の分離論で論じたように､ 制度的私企業として経営活動をするた

めの､ 組織の形成と維持・発展に関する責任者なのである｡ したがって､ われわれは､ これまで

述べた３者の主張のなかで､ バーリ＝ミーンズ説を経営者論として画期的な意義をもつものとし

て評価したい｡

(４) ゴードンのビジネス・リーダーシップ論

ゴートンは､ 1945年に画期的な著書 『大会社におけるビジネス・リーダーシップ』 を世に出し

たが､ 1932年のバーリ＝ミーンズの 『近代株式会社と私有財産』 に大いに触発され､ その影響を

受けていることを彼自身認めている｡９)

ゴートンは､ バーリらが大会社における重要な意思決定がいかにして､ そして誰によってなさ

れるかを詳細に規定していなかったとして､ この点をテーマとして､ その明確化を自己に課した｡

その際､ これまで使用されてきた支配 (control) という言葉があまりにも乱用されすぎること､

自己のテーマに適切でないとして､ 代わりに ｢ビジネス・リーダーシップ｣ という用語を使用す

る｡ そして､ 1940年のTNEC報告書の所有者支配批判を試み､ 結果的にバーリ＝ミーンズの経営

者支配論が大いに支援されたことになる (正木､ 1983)｡10) 本稿では､ ゴートンが現代株式会社

を把握するのに ｢経営者を任免する力｣ といった支配概念ではなく､ ｢指導と調整｣､ さらに ｢あ

る会社の活動の一般的性格を限定する､ やや広範な諸決定を現実に行なうこと｣ 11) としたビジネ
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ス・リーダーシップ概念に着目してみたい｡

ゴードンによると､ 意思決定は､ リーダーシップ概念の中核をなし､ 発案 (initiation) と承認

(approval) からなる｡ 彼はリーダーシップとして､ 実質的な意思決定を考え､ ただ単に承認する

だけであれば､ それは意思決定としない｡ つまり､ 意思決定の権限を保有するだけでなく､ 実際

にそれを行使してはじめてビジネス・リーダーシップになるのであり､ ビジネス・リーダーシッ

プとは､ 実際に行使される実質的な意思決定を意味している｡ したがって､ 大会社において誰が

支配者であるかではなく､ 実質的な意思決定を誰がどのようにして､ いかなる方向をもって行なっ

ているかを把握することが重要な意味をもってくることになる｡ そこでゴードンは､ ビジネス・

リーダーシップの遂行に関連する諸集団―経営者､ 取締役会､ 株主､ 金融業者､ 政府､ 競争者､

供給者および顧客､ 労働者､ 知的職業者―をあげて､ それぞれがどのような役割を果たし､ また

影響を及ぼしているかを検討するのである｡

ゴードンはまず､ 大会社のビジネス・リーダーシップの実質的担い手は､ 多くの場合､ 経営者

である｡ こうした経営者の多くは､ 所有経営者ではなく､ 専門的知識によって登用された専門経

営者である｡ 最高経営者である社長または取締役会長が積極的リーダーシップの役割を果たし､

各種の専門分野を担当する下級経営者への意思決定の権限が委譲される｡ 但し､ 調整機能は委譲

されない｡ 意思決定の分散に伴い､ 調整機能は極めて重要になるため､ 最高経営者に委ねられる

のである｡ しかし､ ゴードンは､ 単に経営者のみならず下級経営者を含めた広義の経営者集団こ

そが､ ビジネス・リーダーシップ職能の実質的遂行とみなしている｡ そして､ 取締役会は､ 最高

経営者の決定をただ形式的に承認するだけであり､ また､ 調整機能も効果的に果たしていないの

であり､ 実質的リーダーシップ職能を遂行していないのである｡ 次に､ 外部利害関係集団は､ し

ばしば企業に圧力をかけるのであるが､ その力 (power) は､ 何事かをなす能力 (ability to do

something) と影響力をもつものとして考える｡ しかし､ この何事かをなす能力である力は､ 実

際に行なうこと (the actual doing) ではないから､ ビジネス・リーダーシップではないのである｡

ゴードンは､ 実際の経営活動を行なうか否かによって､ 力の所有としての支配とビジネス・リー

ダーシップを区別しているのである｡ しかし､ 支配が現実化してリーダーシップとなる可能性は

ないとはいえない｡ ゴードンは､ その点に関して否定してはいない｡ 力の所有の影響は､ 意思決

定にではなく､ 決定を行なう人々のリーダーシップを制約するものと考えるのである｡

このように大会社のビジネス・リーダーシップの主たる担い手が経営者集団であると規定した

ゴードンは､ 経営者はいかなるインセンティブの下にビジネス・リーダーシップを遂行し､ その

結果ビジネス・リーダーシップがどのような性格をもってくるかを考察する｡ ゴードンは､ まず､

所有から生じる伝統的報酬に代わって俸給を中心とする経営者報酬が主たる金銭的インセンティ

ブとなり､ それに非金銭的インセンティブ (権力獲得の衝動､ 名声欲､ 創造衝動､ 忠誠心､ 安定

願望､ 冒険心､ ゲーム衝動､ 他人への奉仕願望等) が加味されて､ 経営者集団によりビジネス・

リーダーシップが遂行され､ ビジネス・リーダーシップが職業的経営者集団に委ねられる｡ それ

が､ いわゆるビジネス・リーダーシップの職業化である｡

次に､ 職業的経営者が遂行するリーダーシップ上の決定と所有者的経営者が遂行する決定との

相違について問題となる｡ 従来からリーダーシップ職能に含まれる経営上の諸決定は､ 所有経営

者にあっては､ 自社のための自分のために利潤を極大化すること､ 所有者でないビジネス・リー

ダーによっても､ 同様に最大利潤の追求の決定を行なうであろうと考えられてきた｡ しかし､ 上

述の職業的経営者の行動を動機づけるインセンティブが所有経営者のそれとは異なることから､
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伝統的理論が必ずしも現実の事態を正しく説明できなくなったとする｡ さらに､ 次の３点が伝統

的理論では説明できない事態である｡

① 職業的経営者のおかれている会社の内部組織が所有経営者の内部組織とは異なる｡ つまり､

会社の規模が大きくなると最初の意思決定は､ 多くの下級経営者に委任され､ 後にボトムアッ

プして最高経営者の承認を得る段階では､ 多分に慎重な財務的配慮でフィルターアップされ

ているので､ 利潤極大化をねらった野心的・創造的リーダーシップが財務的慎重さのゆえに

抑制されることになる｡

② 大会社の職業的経営者は､ 単に株主のみならず､ 金融機関､ 政府､ 労働者等の各種利害関

係者の利害や圧力を考慮しなければならないし､ 世論に一層敏感でなければならない ｢制度

的環境｣ (institutional environment) の相違があげられる｡ もちろん､ 所有経営者においても

諸集団の利害や圧力を考慮するであろうが､ その考慮の程度は､ 職業的経営者の場合と比較

してはるかに軽微である｡

③ 職業的経営者は所有的経営者よりもはるかに多くの教育を受け､ よく訓練されている｡ そ

の結果､ 注意深い計画の重視､ 助言的・調査的スタッフの利用､ 会計技術ならびに予算手続

きの進歩等に関する経営上の諸問題に科学的接近を試みるようになり､ 所有的経営者が把握

できなかった利潤獲得の機会を創出することになる｡ 反面､ 官僚主義的安全性志向は､ 利潤

獲得機会の積極的利用を妨げる｡

以上の事態が伝統的理論では説明できないことであり､ さらに､ 利潤の機能は､ 私的企業制度

下において大きく変化してくる｡ つまり､ ビジネス・リーダーシップの目標は､ 利潤創出

(profit-making) であるが､ 利潤収受 (profit-receiving) ではないのである｡ 大会社において利潤

は､ ビジネス・リーダーシップに対する報酬としてではなく､ 所有者 (株主) による資本の供給

および危険負担に対する報酬として考察され､ 所有が積極的リーダーシップと分離した場合､ 利

潤はもはやリーダーシップの活発な職能に対する報酬ではなくなっているのである｡ このように

して､ 大会社における職業的経営者の利潤動機の重要性が減退してきていることから､ ゴードン

は､ ビジネス・リーダーに対して最大利潤の追求以外の他の目標を追求することを期待するので

ある｡

本項でこれまで､ ゴードン理論を､ ビジネス・リーダーシップ概念を中心に据えて考察してき

たが､ 筆者なりに評価を加えるとするならば､ ゴードン理論は､ 単にバーリ＝ミーンズ説の擁護

という主張に止まらず､ 大会社において支配者が誰であるかといった静態的な規定を考察するの

ではなく､ 紛らわしい支配という用語に代わって､ ｢ビジネス・リーダーシップ｣ という言葉を

用いて､ 極めて動的にビジネス・リーダーシップの担い手は誰であり､ それがいかなる方向で担

われ､ いかに遂行されるのかを独自に分析したことが評価に値する｡ 支配 (control) は､ 権力

(power) と異なり､ 地位 (position) に加えて行為 (action) の意味を包含し､ ｢権力の行使｣ と

いう動態的規定に捉えて､ 現実の大会社の変容に即して理論展開したことは､ 実質的な現実の経

営を考察する上で意義深い｡ その結果､ 大規模化した現代株式会社におけるリーダーシップは経

営者集団が掌握し､ その職業化・専門化から､ その方向性が最大利潤追求からの脱却にあること

が理解できた｡ そして､ 制度的私企業下では､ 企業の目的も利潤の意味を問い直すことにいたる

現実の企業変容を示唆した点は､ 大いに意義深い｡

企業目的論および企業性格論は､ 企業理論の本質論として意味のある探究であるといえるので

ある (正木､ 1983；小原､ 2004)｡
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(５) ラーナーの経営者支配論

1960年頃までの個人所有段階においては､ 経営者支配が一応のコンセンサスを得ていたようで

あったが､ 1950年代後半から顕在化した株式所有の機関化は､ 会社支配論に変化を与えてきた｡

バーリは､ 巨大会社はこれまで経営者の自己永続的寡頭制をとってきたが､ いまや年金基金を中

心とする機関株主の登場から機関の管理者によってその地位を脅かされようとしているとして､

株式会社の発展は､ 経営者支配から機関権力による支配段階にあると主張する一方で､ 機関管理

者の会社経営への不干渉が十分予想されるため､ 会社経営者の権力は依然として強大であるとも

主張するようになり､ 彼自身に迷いを生じさせていた｡ しかし､ 1966年､ ラーナーは､ バーリ＝

ミーンズと同じ方法で､ 1963年現在の巨大株式会社の支配形態を調査する｡ そこでは巨大株式会

社200社中､ 経営者支配の会社が167社 (83.5％) もあり､ 1929年にバーリ＝ミーンズが 『経営者

革命』 が進行中であるとした時から34年後の今日､ その革命はほぼ完成したと述べられる｡12)

ラーナーの調査結果は､ 機関所有の進展下で株式会社支配形態がどのように展開されるのかが

注目されていた時期だけに､ バーリ＝ミーンズはもとより少なからぬ波紋を投げかけることとなっ

た｡ もちろん､ ラーナーに対しての批判はある｡ ドン・ビリャレッホ調査や 『パットマン報告書』､

そしてブランバーグ (Blumberg,P.I) の批判である｡ また､ コッツ (Kots,D.M.) の 『アメリカ大

会社の銀行支配』 (1978) や 『メトカーフ報告書』 などは銀行支配体制が強調されている｡ ラー

ナー批判の中心は､ 機関所有の意味を軽視し深く考慮に入れていないという指摘であったが､ そ

れにしてもバーリ＝ミーンズと同じ方法で実施した34年後の調査結果は､ 実際に167社､ 83.5％

(44％､ 1929) が経営者支配の会社であったという数字に１つの意味があるといえる (正木､ 198

3；小原､ 2004)｡

(６) ガルブレイスのテクノストラクチャー論

ガルブレイスがテクノストラクチャー論を展開したのは､ 『新しい産業国家』 (The New

Industrial State,1967) においてである｡13)

アメリカ経営学説史上､ テクノストラクチャー論は､ ヴェブレンの技術者革命論から始まり､

バーナムの経営者革命論を経由し､ その次に論じられる｡ ガルブレイスは､ 若い頃､ カリフォル

ニア大学に身をおいてアメリカ制度学派の影響を受けているため､ ヴェブレンやバーナム､ そし

て､ バーリやゴートンの理論を熟知していたことが想像できる｡ 例えば､ ゴートンのいうビジネ

スリーダーシップの担い手である経営者集団は､ 上級から下級への広範な経営者層を意味するも

のであったが､ これがガルブレイスのテクノストラクチャーに通じるものであろう｡ しかし､ 彼

のテクノストラクチャー論は､ 必ずしもバーリ＝ミーンズの経営者支配論をそのまま発展させた

ものではない｡ 彼はまず､ 経済社会の支配権力の所在が､ 土地所有者から資本所有者へ､ さらに

資本所有者から今日の高度の専門技術・知識集団､ つまり組織へ移行したとする史的分析を行なっ

ている｡ そして､ この組織こそが彼のいう ｢テクノストラクチャー｣ である｡ ところで､ この組

織は､ ゴードンのいう経営者集団ではなく､ もっと広範な集団であって､ ｢集団による意思決定

に参与するすべての人々｣ を示している｡ ガルブレイスは､ この意味での組織を ｢テクノストラ

クチャー｣ と呼ぶのである｡ 具体的には､ 会社の役員や経営者 (executives or management)､ 専

門家 (technicians)､ 技術者 (engineers)､ 販売管理者 (sales executives)､ 科学者 (scientist)､ 設計者

(designers)､ その他の専門家 (specialists) である｡ こうした権力中枢へのテクノストラクチャー

の誕生は､ 技術の進歩と産業計画化の推進に伴う資本の豊富化とその所有の分散化による資本支
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配力の弱体化によるものである｡

ここで問題となるのは､ 権力の担い手が経営者ではなくテクノストラクチャーとした点である｡

誰もが気づくことであろうが､ 大規模な組織になれば､ その組織維持・統制のために (テクノス

トラクチャーの内部において)､ 自己の意思に他人を従わせるという一般的な意味での支配と被

支配の関係が生じること､ さらに､ 地位と権限・責任に基づく管理階層が当然､ 形成されてくる

であろうということである｡ そして筆者は､ 最高経営層がより強力な権力者・支配者として存在

するのではないかと考える｡ ガルブレイスは､ おそらく､ 大企業体制下においては､ 技術者､ 科

学者､ その他の専門家たちの活躍がめざましいという現実を強調するためであったのではないだ

ろうか｡ 21世紀における今日､ ガルブレイスが主張する､ テクノストラクチャーの活躍がますま

す盛んである現在､ 彼の先見性は評価に値するものといえよう｡ しかし､ テクノストラクチャー

の中で､ 究極的な権力の存在や支配者の位置が追求されなかったこと､ 近代的支配力が個人では

なく､ 組織に移行したとしても､ それがテクノストラクチャーであって経営者集団ではない理由

が明らかにされていない点は批判を要するであろう｡

次に､ 権力の担い手であるテクノストラクチャーの行動目標は何であり､ いかなる役割を果た

そうとするのであろうか｡ 彼によれば､ まず第１に､ 成長は縮小に対する最善の防御である｡ 縮

小再生産は､ 組織維持にとって最大の敵なのである｡

第２に､ 企業の成長という目標が経済成長という社会的目標と一致していることである｡ テク

ノストラクチャーの目標が社会的目標と一致していることは､ 彼らにとって､ もっとも社会的意

義あることであり､ 自分たち自身の目的を超えたより大きな目的に奉仕していると知って､ 安心

して目標に共鳴することができる｡ そして､ 経済の成長も促進され､ 彼らの誘因としての共鳴は､

こうした拡張に結びついた私利を補強するのである｡ こうして､ テクノストラクチャーの行動目

標において､ 利潤極大化説が後退し､ 代わって成長率極大化説へと発展するのである｡14)

ガルブレイスがテクノストラクチャー論を展開したのは､ 1952年のことである｡ 彼の指摘の通

り､ 今日はもはや､ 財産中心社会から組織社会に移行している｡ 資本の論理も重要であるが､ 組

織の論理がいまや支配的になりつつある潮流を無視することはできないであろう｡

(７) ブランバーグの経営者支配論

ブランバーグは､ 1972年に 『変動する社会の株式会社責任』 という書の内容から､ バーリの後

継者と考えられる (正木､ 1983)｡15)

彼は､ 究極的に ｢自己永続的な寡頭制｣ としての経営者支配体制を認める｡ その理由は､ ①個

人の株式所有が増大して所有が分散したこと､ ②機関所有も増大し､ 会社の政策決定に影響を与

える潜在的支配力をもつようになったが､ 機関がその行使ならびに各機関相互の協調的行為に消

極的であること､ ③議決権行使の委任状懇請機構を掌握できることである｡ ブランバーグは､ 会

社支配形態において経営者支配型を容認し､ あらためて経営者支配のもつ経済的意義を考えると

すれば､ それは経営者権力論となり､ さらには公的権力に拮抗する私的権力としての会社権力論

となる｡ 私権の拡張があまりにも大きくなることによって､ 巨大会社は､ 経済の問題を超越して

政治的・社会的領域に影響するようになった｡ そして､ 会社権力の問題は､ 消失しつつある株式

会社制度の信頼を回復し､ 自由にして民主的な社会の維持・発展と両立させるために､ 権力をい

かに適切に規制するかが最大の課題となっているとする｡ そして､ 企業はいまや極大利潤の追求

だけでなく､ 社会的責任を包含するイデオロギーを確立することが求められると主張するのであ
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る｡ しかし､ ブランバーグは､ 会社権力の規制をめぐって､ バーリが ｢会社の良心｣ や ｢社会的

合意｣ に､ ドラッカーは､ 経営者の ｢高潔なる品性｣ に有力な根拠を求めたのに対して､ アメリ

カ自由社会の発展のために会社権力の規制の必要性や巨大会社の正当性と責任明確化の必要性を

単に指摘するにすぎなかった｡

筆者がここでブランバーグを取り上げたのは､ 株式会社支配論が単に会社の支配者は誰かといっ

た部分で論じるだけでは不十分であり､ 巨大会社の経営者権力の集中が､ 民主社会の存続と両立

するのか､ 経営者は自由社会においてどのような役割を演じるのかという次元にまで発展させな

ければならないと考えるからであり､ ブランバーグの経営者支配論から経営者権力論への展開が

高く評価されてよいと考えるためである｡

(８) ハーマンの経営者支配論

ハーマンは､ 早くから株式会社支配の問題に関心を寄せ､ ついに､ 1981年､ 待望の書 『会社支

配と会社権力』 (Corporate Control, Corporate Power, New York, 1981) を世に出した｡ 彼は､ 銀

行支配論に対して､ ｢銀行は会社を支配しているのか｣ を問う｡ 彼によれば､ 銀行と会社は互恵

主義によって利益共同体を形成しており､ 銀行が会社を一方的に支配していないと結論づけ

た｡16)

ハーマンは､ 自らが主張する経営者支配 (management control) の基礎は､ 戦略的地位である

とする｡ この戦略的地位とは､ その地位の保持者が主要な意思決定の形成に参加できるようにす

る､ １つの組織の中での役割と地位であり､ 通常､ 最高幹部役員､ 取締役職､ 官僚機構内の高い

公的な委員会の職位にあるとする｡ この戦略的地位を確保した経営者の支配力は強大となったが､

その有力な抑止要因となる取締役会がどのようであるかが問題となる｡ 経営者にとって､ 真に独

立した強力な取締役会の存在は脅威となるからである｡ 彼は､ 1975年､ 最大100鋼工業会社の取

締役を調査し経営者の関係を考察したが､ その結果､ 取締役1438人中805人 (56％) が外部取締

役であるものの､ 元従業員､ 内部取締役の親戚・知人､ 大口取引関係のある会社の関係者をイン

サイダーから独立したものではないとすると､ 外部取締役の比率は24.1％にまで下がる｡ したがっ

て､ 事実上大半がインサイダーと関係あるものが取締役に選ばれていることになる｡ その理由は､

外部取締役を選ぶ経営者は､ 自分たちの支配や影響の及ぶ範囲からあまり独立的でない外部取締

役を選ぶことで､ 自らの支配体制を維持しようとするのであり､ 内部経営者の地位補強になるよ

うに選ばれる公算が大きいのである｡ そのため､ ハーマンは､ 経営者の自律性がアウトサイダー

によってそこなわれるようなことはないと主張する｡

しかしながら､ ハーマンは､ 経営陣に対するアウトサイダーの抑止力が十分に存在することを

指摘する｡ つまり､ 外部取締役の支配力は､ 平素には潜在的であるが､ 経営面で重大なつまずき

があった場合には､ 取締役の抑止力が直ちに顕在化し､ 経営者の不適格性と不正の糾弾になりう

るのである｡ このように､ ハーマンによれば､ 経営者の支配的地位は必ずしも安定的ではなく､

巨大企業が経営危機に陥った場合に､ 経営者支配型か所有者支配型かを問わず支配者の地位は揺

らぐことになるが､ 筆者の見解からすれば､ 外部取締役の支配力は､ 経営危機状況に陥った場合

における部分的支配であるといえる｡ ハーマンからすれば経営者による支配は､ 経営者に対して

外部からの影響力を行使する勢力､ つまり､ 株主をはじめ多様な利害関係者が存在するため完全

なものではないかもしれないが､ 経営者自身がその専門能力を向上させ､ よりよい企業経営へと

発展せしめる限りにおいて､ その支配力を確固としたものにできると筆者は考える｡ それにして
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もハーマンは､ 経営者支配の基礎を1つの組織の中における役割と地位である戦略的地位である

と明確に位置づけた点は評価に値する｡ しかし､ 支配の基礎に､ 組織内における支配的地位を指

摘しながら､ 具体的展開がみられなかった｡ その具体的展開は､ われわれ自身の課題としたい｡

Ⅳ. 企業形態論と経営者論における現代経営者の役割の検討

これまで､ 企業形態論と経営者論から､ 現代経営者の役割の考察を進めてきた｡ 本節では､ 筆

者の問題意識に対し､ これまでの考察から筆者なりに検討を試みたい｡

まず､ 現代経営者とはどのような存在であるかということである｡ 現代経営者は､ 企業形態の

発展過程にみる株式会社の発展を契機として､ 経営する意思と能力をもつ専門経営者が必然的に

台頭し､ 社会的に認知され､ その地位が確立された存在であるといえる｡ したがって､ 現代の専

門経営者とは､ 企業形態の発展過程にみる株式会社の発展過程で､ 株式会社の存続と発展になく

てはならない存在として出現した存在であるといえよう｡ 株式会社は､ その発展過程において､

企業の ｢所有｣ と ｢経営｣ が必然的に分離する現象が現れ､ 経営する意思と能力をもった専門経

営者が実質的に株式会社を支配する存在となるに至る｡ つまり､ 株主はもはや所有機能しか果た

さず､ そこから支配機能も分離して､ 専門経営者が経営機能と支配機能を実質的に果たす状況に

ある｡ このような状況にある専門経営者こそ､ 現代経営者であるといえよう｡ このことは､ バー

リ＝ミーンズからハーマンにいたるまでの制度学派の研究で明らかとなったことである｡ しかし､

経営者論や株式会社支配論は､ 誰が会社を支配しているのかの解答を出すのみで終わってはなら

ない｡ 会社の支配者が経営者に代わったとすれば､ それに伴い会社の性格がどのように変わった

のか､ その性格の正当性､ 責任､ それに会社と利害関係者との関係の究明と相対応して問われな

ければならないであろう｡

そこで次に､ 筆者は､ まず､ 現代経営者の役割とは何かということを問うことにしたい｡ 経営

者自身の動機という観点からみてみると､ 所有と経営が一致する個人企業では､ 企業の利潤は企

業家の利潤であり､ 企業家の個人的な利潤動機が極めて旺盛な企業者活動を引き起こす直接の動

機となる｡ しかし､ 所有と経営が分離し､ 経営者がほとんど出資利益をもたなくなると､ 企業の

利潤が直接経営者自身の私的利潤とはならなくなり､ 経営者の私的利潤動機は間接の動機として

しか働かなくなる｡ このような場合､ 専門経営者は､ どのように行動するのであろうか｡ 筆者は､

現実には､ 次の６つのタイプが考えられると思われる｡

① 経営者が､ 出資利益をほとんどもたないにもかかわらず､ 企業家として自己の利益があた

かも出資者の利益とまったく一致するかのように行動し､ 自己の個人的利益のみを追求する

タイプ｡

② 経営者が､ 出資者利益をほとんどもたないにもかかわらず､ 自己の利益があたかも出資者

の利益とまったく一致するかのように行動し､ 出資者の利益のみに貢献するタイプ｡ この場

合には､ 各種ステイクホールダーの内､ 株主のみが優先される｡

③ 経営者が､ 組織の存続と成長を図ってゆくことを職能とするようになり､ 企業の存続の条

件としての収益性のみを追求するタイプ｡ この場合の組織は､ 資本の原理による利潤追求組

織体として貫徹される｡

④ 経営者が､ 生活原理が深く関わり､ 経済的弱者の経済的地位向上や生命・財産の危険を集

団的にカバーし合うために貢献するタイプ｡

⑤ 経営者が権力的地位を利用し､ 自己の個人的利益を追求するために､ 会社の利益､ ひいて
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は株主､ 従業員､ 顧客の利益を犠牲にするタイプ｡ この場合は､ 経営者が資本家にかわって

他のステイクホールダーに対して､ いわば､ 搾取者としての立場に立つ｡

⑥ 経営者が企業・組織の存続と成長を図ってゆくことを専門職能とするようになり､ 専門経

営者として自社独自の経営理念をもち､ 収益性を内包する多元的目標を追及し､ 各種ステイ

クホールダーの利害をバランスよく調整し､ 全体として最高水準で満足させるように努力し

ようとするタイプ｡

以上のように､ 所有と経営の分離が行なわれている今日､ 現代経営者は､ ほとんど出資者とし

ての利益をもたない段階における株式会社の経営者を意味しているとはいえ､ 現実の経営者を捉

えた場合に､ それぞれの経営者の企業観の相違から､ 大別して､ 上述した６つのタイプが併存す

ると考えられるのである｡

これらタイプと企業形態の種類ごとの経営者タイプと比較してみると､ ①の場合､ すでに述べ

た､ 所有と経営が一致する個人企業の場合と変わらないであろう｡ また､ Ⅱで示した森本の分類

によれば､ 人的私企業である合名会社､ 合資会社､ 有限会社も､ (例外もあるだろうが) 一般的

に､ このタイプに位置づけられるよう｡

②の場合は､ 経営者は経営者としての自主性をもたず､ 出資者の利益に奉仕するものでしかな

いから､ その企業行動は､ 1950年商法改正以前の伝統的株式会社である資本的私企業の場合と変

わりないであろう｡ ③の場合は､ 組織の存続と成長を図ることが自らの職能として認識している

もの､ 自らの組織の存続を最優先に考え､ しかも､ 資本の論理のみに貫徹している点において､

②と同様に伝統的株式会社としての資本的私企業の場合と変わらないであろう｡ ④の場合は､ 企

業形態からすれば､ 協同組合や相互会社に代表される協同的私企業の場合に相当するであろう｡

⑤の場合は､ ヴェブレンやバーナムにみられる生産手段に対する支配権をもった経営者が自己の

利益のためにその権力を利用する場合である｡ いわば､ 資本家に代わる搾取者とでも自らを考え

ているのだろうか｡ このような動機をもつ経営者は､ 例外的であり､ 現代の経営者の一般的行動

とはいえない｡ なぜなら､ この種の経営者は､ 株主や労働組合､ 世論などの圧力によって､ 早晩

経営者の地位を追われるからである｡ 企業を制度として継続的に､ しかも有効に維持してゆくた

めに､ 株主や従業員､ 顧客などのステイクホールダーの犠牲の上に経営者の利己目的を追求する

ことは､ 企業制度そのものを維持してゆくことと大きく矛盾している｡ そのような経営者は､ や

がては組織の存続の危機に直面され､ 自らも消えうせることになるであろう｡

さて､ 現代の経営者は､ 専門経営者として⑥の行動をとる｡ つまり､ 現代の経営者は､ 現代企

業を社会の制度的私企業と捉え､ その中心的職能を担う存在として自らを位置づけ､ その企業を

代表する存在として企業の存続と発展という目的と自らの個人的動機を一体化してゆくところに

ある｡ 現代の株式会社は､ 一個人または一集団の株主の私的所有物ではなくなり､ １つの社会的

制度となる傾向を否定することはできない｡ 株式会社が社会の制度として認められるに至れば､

経営者はその会社制度の中心的存在として､ 社会において重要な役割を果たす地位と責任が伴う

といわなくてはならない｡ したがって､ 現代の経営者は､ 専門経営者としての個人的動機が､ 自

らの職能である社会の制度的私企業としての組織の存続と成長､ 発展､ 進化を図るという目的と

一体化することこそが現代の専門経営者としての適切な行動原理であるといえるのである｡

現代経営者としての制度的私企業における専門経営者の役割は､ 資本の論理である収益性の追

求のみではその役割は完結しない｡ 現代社会を形成するさまざまなステイクホールダーのニーズ

を内包し､ 利害の調整および統合機能を果たすと同時に､ 可能な限り主体的にステイクホールダー
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ズのニーズを全体的に満たすように努力する自己組織的な営みを行なうことにある｡ さらに､ そ

の企業独自の経営理念を確立し､ 社会に対してその理念の責任ある実行を行なうために長期的観

点から創造的・革新的機能を果たし､ 組織の存続と発展・進化をなさしめ､ 制度的私企業として

の主体性と独自性を確立することにあるといえよう｡

ところで､ 『第14回企業白書』 (社団法人経済同友会､ 1999年) において､ 日本における ｢経営

者にとっての望ましい企業像｣ についてのアンケート集計がなされている｡ とりわけ､ 経営者の

各種ステイクホールダーに対する考えかたをみてみると､ 日本における現在の経営者は､ 今日の

大規模株式会社を制度的私企業として捉え､ 各種のステイクホールダーのニーズに積極的に対応

し､ 各種ステイクホールダーの調整機能および統合機能を果たそうとしているかどうかに疑問が

残る｡ この問題を日本におけるコーポレート・ガバナンス (企業統治) と企業競争力の関連でさ

らに検討してみることにする｡

Ⅴ. 日本企業におけるコーポレート・ガバナンス (企業統治) と競争力向上

企業統治という日本語訳が示すように､ コーポレート・ガバナンスとは､ 誰かが企業という組

織体を ｢統治する｣ ことである｡ それでは､ 日本ではこれまで誰が企業を統治すると考えられて

いたのだろうか｡ 企業を統治する主体を誰に求めるかの解釈の違いによって､ 企業は､ 自社を取

り巻く各種ステイクホールダーの対応の仕方も異なってくるであろう｡ つまり､ コーポレート・

ガバナンスの定義において､ もっとも本質的に重要なのは､ 企業の主権は誰が担うのが適切かと

いうことであり､ その主権者によるコーポレート・ガバナンスのメカニズムが企業経営に与える

インパクト､ 例えば､ 今日の日本企業での一般的な傾向としては､ 世界に通用する競争力を向上

させるためにガバナンスをどのように行ない､ それが､ どのように経営に影響するかという問題

であるように思われる｡ つまり､ コーポレートガバナンスの領域をマネジメントと結びつけ､ ガ

バナンスとマネジメントとの適合を図ることも大きな今日的課題であろう｡ しかし､ 一般に､ 企

業競争力というと､ 経営者は､ アングロサクソン・スタンダードに合わせて､ 単純に､ 株主優先

のガバナンスを連想し短期的利益向上を図ることを考えがちになる｡ しかし､ 本稿で述べる筆者

の見解は異なる｡

日本コーポレートガバナンス・フォーラムのコーポレート・ガバナンス原則策定委員会

(1998) によれば､ ｢企業統治とは､ 統治の権利を有する株主の代理人として選ばれた取締役が構

成する取締役が､ 経営方針､ 戦略について意思決定するとともに､ 経営者がヒト・モノ・カネ等

の経営資源を用いて行なう企業の経営 (マネジメント) を監督する行為である｣ 17) としている｡

しかし､ この定義は､ 企業の市民権者をはじめから株主と決めており､ 取締役会に影響力行使の

機関をすでに限定している点において狭い定義といわざるをえない｡ そこでは､ コーポレート・

ガバナンスを株主のために企業が動くようにする手段と考えていることになる｡ 現行会社法の枠

の中の法的プロセスの遵守ということであれば､ ありうる定義であるが､ 法形式上の定義と実態

との乖離が激しい現実の日本のコーポレートガバナンスやコーポレート・ガバナンスへの社会の

関心の広がりと深さを考えると､ こうした定義から出発すること自体が問題を不当に狭め､ かつ､

本質的な解決へ届くことを放棄することになりかねない｡ 少なくとも､ 企業のステイクホールダー

一般を視野に入れようとするコーポレート・ガバナンスの定義の主張が一方にあることを配慮し

なければならないと思われる｡18)

コーポレート・ガバナンスとは､ 経営者の任免と牽制を通じて､ よりよい企業経営が行なわれ
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るようにする制度や慣行である｡ それぞれの国は､ これまで独特の企業統治の制度を生み出して

きた｡ 企業統治の制度は､ 国の文化や歴史的な発展過程の産物だからである (加護野､ 2000；小

原､ 2003)｡

日本のコーポレート・ガバナンスがこれまで､ どのような特徴をもっているかについては､ さ

まざまに研究が行なわれてきているが､ 一般的には､ 会社はみなのものという考え方があり､ 社

内で昇進した従業員のなかから､ 従業員の意向にそった経営者が選ばれているという見方 (内部

昇進型経営者) が支配的であるように思える｡ 例えば､ 伊丹の人本主義､ 最近では､ デジタル人

本主義や従業員主権企業の論理と改革の考察がみられる｡ 伊丹によれば､ 現行の会社法では株主

だけが市民権者であるかのような規定になっているが､ 人本主義は ｢資｣ ではなく ｢人｣ を根本

にして経済組織の編成を考え､ ヒトとヒトのつながり方にシステムの原理を求める考え方であり､

安定的なヒトのネットワークを形成し､ 維持・発展させていくことを経済組織の編成原理の中核

に据えようとする｡ そして､ 人本主義の中でも､ 従業員主権は根幹をなすものである｡19)

しかし､ 最近になり､ 経営者が､ アングロサクソン・スタンダードに合わせて､ 従業員から株

主重視へ移行しようとする動きがみられてきた｡ 日本の長い経済低迷の迷路から脱け出し､ 経済

再生へと導くためには､ 経営の先頭に立つ経営者が､ 経営の成果としての収益・株価等への責任

を自覚して経営改革を断行し､ それに伴う報酬変動という市場の洗礼を受け入れなければならな

いという自戒の念が先行してきているようである｡

しかし､ 経営者は､ これまで株主をあまり配慮してこなかったという反省はよいことだと思わ

れるが､ それがすぐさま株主重視へと転換しようとするのは､ 企業経営の側面からみると単純す

ぎるように思うのは筆者だけではないだろう｡

『第14回企業白書』 での経営者アンケート (1999) によれば､ 経営者がこれまで重視してきた

ステイクホールダーは､ 第１が ｢顧客｣､ 第２が ｢従業員｣､ 第３が ｢株主・資本家｣ であり､ そ

れ以外の ｢取引先｣､ ｢親会社・子会社等のグループ会社｣､ ｢金融機関｣､ ｢労働組合｣､ ｢地域社会｣､

｢政府・政府機関｣ などの主要なステイクホールダーは､ 重視している第３までと比較すると､

まったくといってよいほど考慮されていないのである (図表３－１参照)｡ さらに､ ｢これまで｣

と ｢今後｣ を比較すると､ ｢株主・資本家｣ の重要性が高まり ｢従業員｣ が後退し､ 第２と第３

が逆転している結果となっていることに違いがあるものの､ 第３までと比較すると格段に､ その

他のステイクホールダーは (依然として) 考慮されているとは言い難い｡

さらに､ 今後における ｢顧客｣ に次ぐ ｢株主・投資家｣ と ｢従業員｣ は､ これまでとは順位が

逆転している理由は､ 経営者がこれまでの日本的経営の特徴であった従業員重視型経営から､ 株

主重視型経営へと転換させようとの意図をもっていることによるものである (図表3-2参照)｡20)

ここで筆者が懸念するのは､ 第１に､ これまでの日本的経営の特徴であった従業員重視の経営

から､ 即座に株主重視の経営へ転換しようと試みても､ 無理難題を逆に背負い込むことになりは

しないか､ つまり､ 従業員の忠誠心やモラール低下を招き､ 逆に経営組織の活性化が鈍り､ 経営

機能を十分果たすことができないのではないかということである｡ 第2に､ なぜ､ 経営者は､ ｢顧

客｣ ｢株主｣ ｢従業員｣ 以外のステイクホールダーをほとんどといってよいほど考慮しないのか､

ということである｡ 現代企業は､ 社会の制度的私企業であり､ 今日の企業の経営活動は､ 広くは

社会・世界の中での活動なのであり､ システム的に捉えれば企業は社会のサブシステムである｡

このように考えれば､ 企業と直接・間接に関わり合うすべてのステイクホールダーを配慮しなけ

れば､ 企業そのものの存在すら危うくなる｡ しかも､ 今日の制度的私企業は､ 地球環境問題など
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-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
(単位：点)

(注) ｢今後重要になる｣ の平均得点－ ｢これまで重要であった｣ の平均得点
引用文献) 社団法人､ 経済同友会編 『第14回企業白書』 (経済同友会､ 1999年)
69頁より引用｡

0.0

株主・資本家 0.5

顧客 0.1

従業員 -03

労働組合 -0.1

親会社・子会社等グループ会社 .00

取引先 -0.1

金融機関 -0.1

政府・政府機関

地域社会 0.1

への配慮なしには存続できない存在であり､ 地球的規模での社会性や倫理性・人間性が強く問わ

れているのである｡

図表Ⅲ－１ 経営者が重視するステイクホールダー

(注) アンケートは､ 経営者に第１位､ 第２位､ 第３位に重視するステークホルダーを回答してもらってい
る｡ 図表中の比率は､ ｢第１位の比率 (％) ×３＋第２位の比率×２＋第３位の比率｣ の計算式によっ
ている｡

引用文献) 日本経営学会編 『経営学の新世紀・経営学100年の回顧と展望』 経営学論集第七一集､ 千倉書房､
133頁より引用｡

図表Ⅲ－２ ステイクホールダーの重要度の変化 (得点指数)
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このようになると､ 経営者は､ これまで以上に ｢株主・資本家｣ の利益につながる経営目標を

重視することになる｡ つまり､ 株式会社の発展過程からみるならば､ 1950年代以前の資本家重視

の古典的株式会社形態である資本的企業に逆戻りしているかのようである｡ また､ 従業員重視の

後退もさることながら､ ｢取引先｣､ ｢親会社・子会社等のグループ会社｣ ｢金融機関｣､ ｢労働組合｣､

｢地域社会｣､ ｢政府・政府機関｣ などの主要なステイクホールダーへの考慮が格段に低いことは､

現代の制度的私企業観からすれば問題があることは明らかである｡ 制度的私企業における現代経

営者は､ 収益性の追及とともに､ 企業を取り巻く各種のステイクホールダーのニーズを調整し､

バランスを保つこと､ さらには､ 各種のすべてのステイクホールダーのニーズを最大限に満足さ

せることができるように努力し､ 主体的・創造的・革新的機能を果たす必要があるからである｡

このことは､ 実質的経営の見地から重要なことなのである｡

そもそも､ 企業は誰のものかという主権に関わるコーポレート・ガバナンスは､ 企業のマネジ

メントと適合を図ることが企業経営にとって重要であるのはもちろんのことであるが､ コーポレー

ト・ガバナンスと企業のマネジメントとは､ その概念を互いに区別して捉える必要があるだろう｡

経営者をはじめとする経営管理職層によって行われる現実の事業の経営活動がマネジメント活動

であるとすると､ 法形式上の企業の主権は誰にあるかの見解に関わりなく､ 経営者は自らの事業

領域 (企業ドメイン) を自身で決定し､ 経営活動をなすことによって影響を受けるすべてのステ

イクホールダーに対しての配慮が必要であり､ かつ､ それぞれのステイクホールダーの期待以上

に応えられるぐらいの主体的・創造的・革新的機能を果たすマネジメントにこそ責任を負わなけ

ればならない｡ つまり､ 権限法定説にみられる権限･責任の均衡原理 (Davis, R. C.;Koontz,

H.;Weihrich,H.) を忠実に果たさなければならないのであり､ 現実の経営者は､ 実際の経営活動

に関する管理､ つまり､ マネジメントに関する権限を持っている故に､ 自らのマネジメントによっ

て影響を及ぼしたすべてのステイクホールダーに対して責任が生じるのである｡ そして､ このよ

うな経営者に対して､ 外部からの (つまり､ 企業を取り巻く多様なステイクホールダーからなる

社会からの) チェックこそが､ コーポレート・ガバナンスであると捉えることができる｡ コーポ

レート・ガバナンスとは､ 経営者の任免と牽制を通じて､ よりよい企業経営が行われるようにす

る制度や慣行であり､ 特に､ 経営者への牽制は､ 各種ステイクホールダーや社外取締役によって

なされるべきものであると考える｡

したがって､ 企業は､ 社会から企業社会責任や企業倫理といった観点からもチェックされるの

は当然であると思われるのである｡

今日､ グローバル・スタンダードとされがちなアメリカは､ 法制度も慣行も基本は株主主権だ

とされている (伊丹､ 加護野､ その他､ 2000)｡ それゆえに､ 日本においても株主重視の傾向に

変化させようとする動きもみられるわけであるが､ それは､ 上記の理由からすると､ 単純で安易

な受身の姿勢と言わざるをえないであろう｡ コーポレート・ガバナンスの制度は､ 国の文化や歴

史的な発展過程の産物であり､ 日本であれば日本特有の文化や歴史的発展過程の上に築かれるも

のであるからである｡ 筆者には､ 単純にアメリカのコーポレートガバナンスの制度をまねるだけ

で経営がうまく機能するとはとても思えないのである｡ さらに､ アメリカの法規制や慣行の歴史

的変化をみるならば､ 単純に株主主権だと決めつけるわけにはいかない｡ それは､ 少なくとも､

次の２つの理由からである｡

① 現実の大規模・巨大株式会社は､ バーリ＝ミーンズの実証的研究からも明らかにされてい

るように､ 所有と支配の分離がなされており､ 専門経営者が経営機能と支配的機能を実質的
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に果たしている状況下で､ 単純にアメリカは株主主権だと言い切れるかどうかが問題である｡

② アメリカの法規制や慣行の歴史的変化を研究している論者には､ アメリカのコーポレート・

ガバナンスが経営者に制度的に有利になっていることを明らかにしている論者も存在してい

るということである｡

以上の理由から､ 本当にアメリカは､ 株主主権なのかどうか検討してみる必要があるだろう｡

つまり､ アメリカの法規制や慣行の歴史的変化のなかから､ アメリカのコーポレート・ガバナン

スの本質を抉り出すことが肝要であろう｡

(１) 1960年代後半以降のアメリカ巨大株式会社の変遷

ラーナー (Larner,R.J.) は､ バーリ＝ミーンズの方法と同様の方法で､ 1963年のアメリカ非金

融最大200社について実証研究した結果､ 究極的支配形態でみると実に169社が経営者支配に分類

されることになった｡ 直接的支配形態でみても､ 経営者支配は160社と､ 経営者支配が80％に達

していたのである｡21)

この経営者支配に分類された企業の中に､ 家族が依然として影響力をもつ会社が5社含まれて

いるが､ それは株主としてではなく､ 常勤の専門経営者だったからである｡ したがって､ ラーナー

の結論は､ バーリ＝ミーンズ後30年経過した今､ 経営者支配が確実に進行しており､ 少なくとも

非金融最大200社において､ 経営者革命の終結は近づいているというものであった｡

ところが､ 1960年代後半になると､ 企業の合併・買収 (merger and acquisition:M&A) が急激

に増加しはじめ､ そのような状況下において､ 株主反革命が起こる｡ そして､ アメリカ企業の競

争力は､ 急速に低下することになってしまうのである｡

チャンドラー (Chandler,A.D.) によれば､ 1960年代後半のアメリカにおいて､ 合併・買収件数

は､ 1965年の2125件から69年には6107件へと急増した後､ 74年には2861件に戻る｡ また､ 1963年

から72年にかけて買収された資産の４分の３近くが水平的結合や垂直的統合ではない多角化に該

当し､ しかもその２分の１は関連性のない事業の買収だったといわれている｡22)

本社の経営者は､ あまりに多くの異なる事業を買収したために､ 現業部門の責任者と個人的な

接触を持ったり､ それを維持したりするのに必要な時間すら持てなくなる｡ さらに､ 本社の経営

者は､ 買収した部門や子会社の技術・市場についての専門的知識も経験ももたなかったため､ 現

業部門からの具体的な提案を評価したり､ 業績をみたりすることもできず､ 血の通わないデータ

のみに頼ることになってしまった｡ こうして本社と現場とのコミュニケーションは崩壊するので

ある｡

このようにして､ 本社の経営者は､ 企業を統一的に維持していく能力を失い､ 無秩序な多角化

のコストが顕在化してくるのである｡ こうしたことを背景に､ 1970年代初頭には事業分割による

事業の売却が急増する｡ 1965年には合併・買収2,125件に対して売却195件 (役11対１) だったも

のが､ 69年には合併・買収6,107件に対して売却801件 (約８対１)､ 71年には合併・買収4608件

に対して売却1960件 (約２対１) にまで売却が急増し､ 1974～77年には合併・買収２件に対して

売却１件のペースにまでなる｡ こうして､ 企業の売買それ自体が１つのビジネスとして成立する

ようになったのである｡

(２) アメリカにみる株主による企業の短期業績志向と専門経営者の組織・管理能力

チャンドラーによれば､ 1960年代後半以降のこうした背景の引き金となったものは､ 企業の株
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式所有の構造の変化によるところが大である｡ 1960年代までには､ 企業の大量の株式は､ 年金基

金や投資信託ポートフォーリオに組み込まれるようになり､ ファンドと呼ばれる基金の影響力が

巨大なものになった｡ ファンド・マネジャーは､ ポートフォリオ全体に対する配当などの短期的

な投資収益の増大のみを追及し､ 株式の売買を繰り返した｡ ファンド・マネジャーは､ 個々の企

業の長期的な健全性や成長には興味がなかったのである｡ ニューヨーク取引所で１年間に売買さ

れる株式の全上場株式数に対する比率は､ 1960年代初めには12～16％だったものが､ 合併・買収

ブーム時には20％を超え､ 80年代半ばには50％以上に達したといわれている｡ こうした大量の株

式が日常的に取引されるようになり､ その資金を金融機関から簡単に調達できるようになったた

め､ 個人､ グループ､ 企業が歴史ある大企業の支配権を単に証券取引所でその株式を買うことで

獲得できるようになったのである｡ こうしたことが原因で､ アメリカでは株主の短期的利益のた

めに､ 企業の長期的な能力や利益の維持が犠牲にされ､ その結果､ 市場で競争する上で不可欠な

専門経営者による組織能力は破壊された｡ こうして､ アメリカの多くの資本集約型産業は1960年

代後半の合併・買収ブーム以降､ 国内・国外市場のシェアを急速に失っていったのである｡ つま

り､ アメリカ企業におけるポートフォリオ概念の流行は､ アメリカ企業の組織能力低下をもたら

す象徴的出来事だったということである｡ チャンドラーが指摘するように､ アメリカにおける企

業合同運動の過程は､ 今日に続くビック・ビジネスの多くを創設する過程であったが､ 複数企業

の合併による大規模化だけでは､ 近代企業として存続することができなかった｡ そのためには､

生産過程と流通過程の統合および管理の集権化という戦略の転換が必要であったのである｡ ここ

に､ 経営組織および経営管理論の重要性がみいだせる｡

こうしたアメリカ企業の組織能力低下や競争力低下をもたらす現象が顕在化しつつあった頃､

日本ではヨコの企業集団内での株式の相互持合いによる株主安定化が図られ､ アメリカでのよう

な現象の発生を抑えることができたのである｡ こうして日本企業は､ 1960年代からバブル期まで

組織能力を維持・強化し､ アメリカ企業との比較において競争力を高めたのである｡

以上のように､ アメリカ企業の歴史的背景をみてみると､ 少なくとも日本企業において､ アメ

リカにみられるような現代経営者が株主偏重に経営を行おうとすることは､ 今後の日本企業の組

織能力向上と競争力向上において､ 必ずしも適切な判断であるとはいえないのである｡ つまり､

日本には日本なりの歴史的・文化的背景があり､ そのことを配慮にいれるべきであるということ

である｡

一方､ ロウ (Roe,Mark J.) は､ アメリカのコーポレート・ガバナンスにおいて､ 経営者が制

度的に有利になっていることを明らかにしている｡23)

ロウによれば､ 分散した所有の問題､ 最高経営責任者への力の移行､ そして巨大な所有の抑制

は､ いくつかの経済的理由から､ 組織形態としての公開企業を脅かすものとはならなかったと主

張する｡ 第1に､ その構造が悪い面をもっているとしても､ 規模の経済を提供し､ 経営を専門化

することに貢献した｡ 経営上の決定権は､ それが絶対的でないときに機能的であったのであり､

経営者が全国的な生産・流通を組織する大規模な複合機構を構築するために､ 彼らは日常的な決

定権を必要とし､ その決定権を行使した｡ 第２に､ 経営者の労働市場および資本市場での競争が

存在することによって､ 企業は機能的であった｡ 第３に､ ダーウィン主義的進化では､ 巨大な公

開企業が生き残ることになるが､ それらの企業では､ 経営者支配､ リスク分担および資金需要の

問題をうまく解決することによって機能してきた｡ つまり､ 外部役員をおくこと､ 現場の各部署

を統括する戦略立案者を経営の中枢にすえること､ さらに経営者に動機づけを与える報酬を提示
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することなどによって､ 経営者のエージェンシー問題を軽減し､ 敵対的買収､ 委任状合戦､ さら

にその後の脅威は､ 経営者を訓練することにつながった｡ さらに､ 会社法も企業の幹部および役

員にとっての利益相反規則や忠実義務を発展させ､ これらのルールは､ 経営者の怠慢を防止する

ことにつながったのである｡ こうして､ ロウによれば､ 所有の分散化した企業が生き残ったのは､

テクノロジーや資本需要によって生み出された巨大企業の統治問題を経営者が解決することによっ

て､ 組織が適応していったからだというのである｡ その解決策は､ 対決的で費用のかさむもので､

完全なものではなかったが､ 経営者によるそれぞれの適応は､ 企業の組織上の能力の改善を助け

るものであったこと､ より経営の専門化を促進させることが可能であった点において､ 経営者の

制度的有利さが主張される｡

また､ 出井伸之 (ソニー株式会社：代表取締役会長兼CEO) は､ アメリカのコーポレート・ガ

バナンスについて次のように主張する｡24)

アメリカには､ 証券行政を取り仕切る､ SEC (証券取引委員会) があり､ 金融機関自体が株を

持つことに歯止めをかけている｡ そのため､ ｢SEC対金融機関｣ という対立構造のもとで金融機

関が大株主になることはなく､ その結果､ アメリカは､ 強い力を持つCEOに対し､ 力的に弱い株

主という構図がこれまで続いてきた｡ 一般的に､ アメリカでは株主の力が強いと思われがちだが､

そうではなく､ むしろ､ ｢強いCEO対弱い株主｣ という構図のなかで､ CEOが権勢を奮うのをチェッ

クする機関としての社外取締役が発達してきたのである｡ したがって､ 日本とはまったく背景を

異にする｡ その米国においても､ 今日ではコーポレート・ガバナンスのあり方を国の事情や背景

を通して､ 急速に見直しが進んでいる｡ ネット企業と同じ時期に､ やはりアメリカで飛躍的に発

展したのが金融セクターであり､ 非常に高度で複雑な技術を駆使する金融ビジネスが主流を占め

てくると､ CEOでさえ自分の会社の業務内容を把握するのが難しくなり､ 財務担当のCFO (最高

財務責任者) が力を持つようになる｡ また､ 既存の会計システムではビジネスの進化に対応でき

ないという問題も起こる｡ 今日ではアメリカの金融機関に対するコーポレート・ガバナンスをど

う構築していくかも大きな課題だろう｡ 経済のグローバル化とともに､ 各国ともアメリカ型の要

素を取り入れようとする動きがあるが､ そのアメリカでさえまだ模索している状況であり､ アメ

リカ型がグローバル・スタンダードというわけではない｡ コーポレート・ガバナンスにはグロー

バル・スタンダードは存在しないし､ 同じアメリカでも伝統的な製造業と最先端の知識産業とで

はやり方が異なるから､ 厳密にはアメリカのスタンダードも存在しないと考えるべきだろうと出

井は述べている｡

それぞれの国は､ 資本主義の発達の仕方や産業構造､ 株の保有構造や金融システム､ 労使関係

等､ さまざまな要因によりコーポレート・ガバナンスのあり方が違っており､ それぞれに問題を

抱えている｡ 日本の経営者は､ アメリカ型＝グローバル・スタンダード＝株主中心のコーポレー

ト・ガバナンスとみる短絡的な見方を見直すべきである｡ また､ コーポレート・ガバナンスは､

企業経営と一体のものであり､ それぞれの企業の経営に適合させて､ 制度的私企業としての自ら

のコーポレート・ガバナンスの仕組みを創造していくことこそ必要なのである｡ また､ 今日の企

業が社会の制度的私企業として存続・発展・進化するためには､ 株主による企業の短期的業績志

向ではなく､ 専門経営者による組織能力向上をめざし､ その組織能力によって長期的競争優位性

を築く努力こそが重要であろう｡

ところで､ 『第15回企業白書― ｢市場の進化｣ と社会的責任経営―』 (経済同友会､ 2003年) で

は､ 経済同友会が2000年12月に発表した ｢21世紀宣言｣ を継承し､ 企業が個人にとって､ 社会に
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おいて､ さらには世界においていかなる存在であるべきか､ という根源的な問いを投げかけてい

る｡25)

｢21世紀宣言｣ は､ 今後のわが国のあり方､ 経営者や企業の役割と責任､ 経済同友会の使命な

どを示した ｢ミッション・ステートメント｣ であるが､ その中で企業は ｢経済的価値｣ のみなら

ず ｢社会的価値｣､ ｢人間的価値｣ をも創出する責任を有すると主張している｡ また､ 市場の評価

が極端に ｢経済性｣ 偏重に陥ると､ 企業活動の行き過ぎた ｢結果第1主義｣ や ｢株主利益市場主

義｣ を招き､ わが国固有の文化､ 伝統､ 慣習を反映した社会のニーズや価値観との間に乖離をも

たらすことになる｡ その意味で､ 市場自体も総合的観点で企業を評価するよう進化させていく必

要があり､ 企業側も市場の評価をただ受身で捉えるのではなく､ 自らの信念を市場や社会に積極

的に働きかけ､ 市場をその方向に導くイニシアティブを発揮すべきであると提唱している｡ この

ことが､ 経済同友会では ｢市場の進化｣ を意味しており､ ｢企業の社会的責任 (CSR;Corporate

Social Responsibility)｣ そのものであるという｡ CSRをわが国状況下で捉えなおすと､ 日本企業

には２つの変革が求められる｡ 第1に､ 市場機能活動を通じて､ その収益力と競争力を高め､ よ

り効率的な経済的価値創造を行なうことにより､ 低迷する経済を活性化させることである｡ 第２

に､ 企業が上記を行なうに当たって､ すべてのステイクホールダーに対する義務を履行するとい

う理念を固め､ それを実現するためのガバナンスを確立することであると主張している｡

さらに､ この２つの変革は､ 本質的には矛盾するものではないが､ 経済社会の複雑な状況下に

あっては､ ある面で二者択一を迫られることも考えられる｡ 特に､ ステイクホールダー間の利害

が対立する場合は困難を極めるであろう｡ しかし､ 経済同友会では､ 敢えてこの困難な道を真正

面から捉えようと決意した｡ なぜなら､ 左右どちらであっても極論をとることでは問題の本質的

解決はあり得ないし､ イノベーションによってその止揚をめざすことこそ､ 企業の存在意義と役

割があると考えるからである｡

以上､ 第15回企業白書の内容の中で､ ｢21世紀宣言｣ を中心にみてきたが､ 第14回企業白書に

見られた経営者の企業観からの脱却と進化をみてとれる｡ それは､ 企業がすべてのステイクホー

ルダーに対する義務を履行するという理念を固め､ それを実現するためのガバナンスを確立しよ

うとしていることにある｡ 現代の企業は､ 経済的価値創造を成し､ 競争力を活性化させることは

もちろんのことである｡ しかし､ そのためにも､ 現代企業は､ 社会の制度として､ 各種ステイク

ホールダー間の対立を調整し､ 企業・組織の自発的なイノベーションによって組織能力を高め､

すべてのステイクホールダーのニーズを満たそうとする積極的・主体的な努力が重要なのである｡

Ⅴ. 結び―――今後の課題

本稿では､ 現代経営者の役割を､ 企業形態論と経営者論およびコーポレート・ガバナンスの側

面から論じてきた｡ それは､ 筆者が問題提起で掲げた４つの問題の究明をなすことを目的に考察

してきたのであるが､ 本稿の結びとして､ この４つの問題に対して筆者なりの結論を述べ､ 今後

の課題を明らかにすることで本稿を閉じたい｡

まず第１に､ 企業形態論からの考察により､ 現代企業とはいかなる企業を意味しており､ 現代

企業の経営者の役割とは何かということであるが､ 森本の見解にみられるように､ 現代企業は､

もはや制度的私企業であり､ 現代株式会社を意味しているということである｡ 今日の大企業は､

企業の発展過程をたどることによって､ 制度的私企業形態へと発展している｡ 制度的私企業にお

いて専門経営者は､ 収益性を内包する多元的な経営目標を追求し､ それによって自己と各種ステ
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イクホールダーの利害を最高水準で満足させるように努める企業､ 自主性と主体性をもって社会

性 (全体の共存) と公共性 (全体の利益) の実現を図ることにある｡ また､ 制度的私企業は､ 一

定の意思と行動準則に規定された行動を営む継続的事業体 (going concern) であり､ 組織という

自律的協働システムを通じて ｢経営｣ が営まれる｡ つまり､ 制度的私企業とは､ 事業体の経営を

意味しているのであるが､ その事業も､ 組織を通じて経営が営まれることから､ 結局のところ､

組織経営を意味することとなる｡ さらに､ 制度的私企業が他の制度やステイクホールダーと区別

される点は､ その目的 (理念)､ 意思､ 行動規範､ 行動が独自性と継続性をもっていることにあ

る｡ 当然､ 事業の中には非営利事業を目的とするものも含まれるであろう｡ 近年､ 私企業形態と

公企業形態の接近傾向が顕著であるのも理解できる｡ 制度的私企業や自主公企業は､ 現代の最も

発展した現代企業なのである (森本､ 1998；小原､ 2002)｡ したがって､ 現代経営者は､ 制度的

私企業にふさわしい経営をしなければならない｡ 制度的私企業における経営者の役割は､ 現代企

業を社会の制度的私企業と捉え､ その中心的職能を担う存在として自らを位置づけ､ その企業を

代表する存在として企業の存続と発展という目的と自らの個人的動機を一体化していくところに

あるということである｡

第２に､ 現代経営者は､ 制度的私企業にふさわしい経営をなさなければならない根拠を､ 経営

者論から考察することで現代経営者の役割に関する認識をさらに深めることを目的としたわけで

あるが､ 筆者にとっては十分にその認識を深めさせることになった｡ まず､ 現代経営者はどのよ

うな存在であるかといえば､ 企業形態にみる株式会社の発展を契機として､ 経営する意思と能力

をもつ専門経営者が必然的に台頭し､ 次第に社会的に認知されるようになり､ その地位が確立さ

れた存在であるということである｡ したがって､ 現代の専門経営者は､ 株式会社の発展過程で､

株式会社の存続と発展になくてはならない存在として出現した存在であるといえるのである｡ 株

式会社は､ その発展過程において､ 企業の ｢所有｣ と ｢分離｣ が必然的に分離する現象が現れ､

経営する意思と能力をもった専門経営者が実質的に株式会社を支配する存在となるに至る｡ つま

り､ 株主はもはや所有機能しか果たさず､ そこから支配機能も分離して､ 専門経営者が経営機能

と支配機能を実質的に果たす状況にある｡ このような状況にある専門経営者こそ現代経営者であ

るといえよう｡ このことは､ バーリ＝ミーンズからハーマンにいたるまでの制度学派の研究で確

認されたことである｡

また､ 経営者論の考察を通じて､ 現代株式会社を､ 所有と経営の観点からみてみると､ もはや

現代株式会社は､ 一個人または一集団の株主の私的所有物ではなくなり､ １つの社会的制度とな

る傾向を否定することはできない｡ 株式会社が社会の制度として認められるに至れば､ 経営者は

その会社制度の中心的存在として､ 社会において重要な役割を果たす地位と責任が伴うといわな

くてはならない｡ ここに､ 現代経営者が制度的私企業にふさわしい経営をなさなければならない

根拠がある｡ したがって､ 現代の経営者は､ 専門経営者としての個人の動機が､ 自らの職能であ

る社会の制度的私企業としての組織の存続と成長､ 発展､ 進化を図るという目的と一体化するこ

とこそが現代経営者としての適切な行動原理であるといえるのである｡

制度的私企業における専門経営者の役割は､ 資本の論理である収益性の追及のみでは完結しな

い｡ 現代社会を形成するさまざまなステイクホールダーのニーズを内包し､ 利害の調整および統

合機能を果たすと同時に､ 可能な限り主体的にステイクホールダーのニーズを全体的に満たすよ

うに努力する自己組織的な営みを行なうことにある｡ さらに､ その企業の独自の経営理念を確立

し､ 社会に対してその理念の責任ある実行を行なうために長期的観点から創造的・革新的機能を
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果たし､ 組織の存続と発展・進化をなさしめ､ 制度的私企業としての主体性と独自性を確立する

ことにあるといえよう｡

第３に､ 現在の日本における経営者の役割認識について､ コーポレート・ガバナンス論との関

連で検討を試み､ 企業形態論および経営者論の考察をふまえながら今後の日本における経営者の

あり方とコーポレート・ガバナンスのあり方を探ることにあった｡ それは､ 日本における現在の

経営者が今日の大規模株式会社を真に制度的私企業と捉え､ 各種ステイクホールダーのニーズに

積極的に対応し､ 各種ステイクホールダーの調整機能および統合機能を果たそうとしているかど

うかを検討してみる必要があると考えたためである｡ また､ 今日の企業制度とコーポレート・ガ

バナンス､ そして現代の専門経営者による組織のマネジメントとの動態的な適合の必要性からも､

現代経営者の役割とわが国におけるコーポレート・ガバナンスのあり方の究明は大きな課題であ

ると考えたからである｡

さて､ 『第14回企業白書』 (社団法人経済同友会､ 1999年) では､ 日本における ｢経営者にとっ

て望ましい企業像｣ についてのアンケート集計がなされているが､ このアンケートによれば､ 経

営者がこれまで重視してきたステイクホールダーは､ 第１が ｢顧客｣､ 第２が ｢従業員｣､ 第３が

｢株主・資本家｣ であり､ それ以外の ｢取引先｣､ ｢親会社・子会社等のグループ会社｣､ ｢金融機

関｣､ ｢政府・政府機関｣ などの主要なステイクホールダーは､ 重視している第３までと比較する

と､ まったくといってよいほど考慮されていなかった｡ さらに､ ｢これまで｣ と ｢今後｣ を比較

すると､ ｢株主・資本家｣ の重要性が高まり ｢従業員｣ が後退し､ 第２と第３が逆転する｡ その

逆転理由は､ 経営者がこれまでの日本的特長であった従業員重視型経営から､ 株主重視経営へ転

換させようとの意図をもっていることによるものであった｡

ところが､ 『第15回企業白書― ｢市場の進化｣ と社会責任経営―』 (社団法人経済同友会､ 2003

年) では､ すでに述べた第14回企業白書 (1999年) にみられた経営者の企業観からの脱却と進化

がうかがえる｡ それは､ 企業がすべてのステイクホールダーに対する義務を履行するという理念

を固め､ それを実現するためのガバナンスを確立しようとしていることにある｡ わが国における

企業の経営者は､ 経済的価値創造をなし､ 競争力を活性化させることはもちろんのことであるが､

そのためにも､ 現代企業が社会の制度として各種のステイクホールダー間の対立を調整し､ 企業・

組織の自発的なイノベーションによって組織能力を高め､ すべてのステイクホールダーのニーズ

を満たそうとする積極的・主体的な努力が重要であるといえる｡ 現代のわが国における経営者も､

ようやく､ 企業を社会の制度､ 制度的私企業として認識しはじめたようである｡

次に､ わが国におけるコーポレート・ガバナンスのあり方についてであるが､ 現行会社法の定

義と実態との乖離が激しい現実の日本のコーポレート・ガバナンスにおいて､ 社会からのコーポ

レート・ガバナンスに対する関心の広がりと深さを考えると､ 企業のステイクホールダー一般を

視野に入れたコーポレート・ガバナンスの確立が望まれる｡ また､ コーポレート・ガバナンスは､

企業経営と一体のものであり､ それぞれの企業の経営に適合させて､ 制度的私企業としての自ら

のコーポレート・ガバナンスの仕組みを創造していくことが重要であると考える｡ もともと､ 加

護野や出井の主張にみられるように､ コーポレート・ガバナンスにグローバル・スタンダードは

存在しない｡ コーポレート・ガバナンスとは､ 経営者の任免と牽制を通じて､ よりよい企業経営

が行われるようにする制度や慣行であり､ 国の文化や歴史的な発展過程の産物だからである｡

そして､ 現代企業は､ 社会の制度的私企業であることから､ 株主のみを重視した企業の短期的

業績志向ではなく､ 専門経営者による組織能力向上をめざし､ その組織能力によって､ すべての
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ステイクホールダーのニーズを満足させることで､ 自己の長期的競争優位性を築くことが肝要だ

といえる｡

第４に､ 本稿全体の考察を通じて､ 資本制経営と組織の論理の架橋を図ることを目的としたが､

筆者の立場である組織論的経営学といえども､ 企業の経営を考察するには､ 資本の論理と組織の

論理の架橋を図ることが重要であると考えたからである｡ 企業の経営には資本は切り離せないも

のであるが､ 現代企業にあっては､ 資本の論理のみを貫徹させ､ 自社の短期的利潤追求のみを目

標とするだけでは不十分であり､ 多元的経営目標の達成のために､ 長期的観点にたって利潤を追

求し､ しかも､ 独自性ある事業の継続的発展のために､ 組織という自律的協働システムとして存

続させていかなければならない｡ このことは､ ゴードンの主張にみられた､ 利潤の意味を問い直

すに至る現実の企業変容からもいえることである｡ すでに､ 経営者論でみてきたように､ 所有と

経営・支配の分離は､ 資本と経営の分離でもあり､ 資本集中の範囲を拡大し､ 大資本を形成する

のに不可欠なばかりではない｡ 資本と経営の分離は､ 経営制度の側面において､ 広く経営者の人

材を求めるとともに､ 経営プロフェッショナリズムの経営思想を定着させるものであり､ 専門経

営者としての役割や機能がもう１つの企業の発展法則となりえるのである｡ この専門経営者とし

ての経営プロフェッショナリズムこそが､ 制度的私企業の組織能力を向上させ､ 強い国際競争力

ないしはグローバルな競争優位性を生み出し､ 長期的な利潤追求を維持・拡大させているのであ

る｡

また､ 制度的私企業である現代株式会社において､ 株式が信用資本の結合手段としての性格を

もち､ 自己資本が他人資本化するということは､ 専門経営者機能をもたない一般株主にいえるこ

とである｡ 一方､ 専門経営者は､ 株式会社における自己資本の他人資本化によって､ 莫大な創業

者利潤をえることが可能となる｡ 資本収益性拡大を図るための資本集中の基礎には､ 創業者利潤

があり､ その創業者利潤は､ 専門経営者機能によって得られるのである｡ そして､ 現代の制度的

私企業では､ イノベーションを遂行する専門経営者機能は組織化されており､ 自律的協働システ

ムとしての組織の産物をなしているともいえるのである｡ われわれは､ 今日､ 創業者利潤の概念

のなかに､ 制度的私企業における資本の論理と､ 自律的協働システムとしての組織の論理の接合

点をみいだすことができるのである｡ そして､ 経営学が経済学と異なる独自性をもつためには､

やはり組織論の論理の上に立つべきであると考える｡ 個別資本の論理は､ 総資本 (国民経済) の

法則でもあり､ 資本の運動法則も経済学で十分に解明されているからである (占部､ 1983；小原､

2004)｡

以上が本稿で論じようとした４つの問題への筆者なりの結論である｡ しかし､ 検討の余地のあ

る問題は他にも多々考えられるであろう｡ 特に､ 今日のアメリカ大企業の株式所有構造の変化､

とりわけ､ 年金基金を中心とした機関投資家行動の変化と企業経営についてのさらなる探求など

であるが､ その考察は別の機会に譲りたい｡

筆者の次の課題は､ すでに論じたハーマンが残した問題､ すなわち､ 経営者支配の基礎を１つ

の組織の中における役割と地位である ｢戦略的地位｣ にあると指摘しながら､ 具体的展開がみら

れなかったという問題､ その欠落部分を解明するために､ 本格的に経営組織論へと展開し､ 現代

経営者の具体的機能について探求することにある｡ その具体的機能の１つには､ 今日の制度的私

企業における専門経営者のステイクホールダーズ・マネジメントがきわめて重要であることは本

稿から明らかである｡
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注)

１) 現代経営者の役割に関する筆者の論文として､ 次の文献を参照されたい｡

小原久美子 ｢グローバル経営者のコンピタンスと異文化統合のマネジメント｣､ 関西国際大

学研究紀要､ 第３号､ 2002年､ 119－133頁｡

小原久美子 ｢グローバル経営者の役割と組織文化―グローバル組織の超有機体論的システム

統合をめざして―｣､ 広島県立大学論集､ 第６巻､ 第２号､ 2003年２月､ 75－96頁｡

２) 森本三男 『経営学入門―三訂版―』 同文舘､ 1995年､ 12－24頁参照のこと｡

３) 占部都美著､ 加護野忠男補訂 『経営学入門―改訂増補―』 中央経済社､ 1997年､ 53頁｡

４) 森本三男､ 前掲書､ 15頁｡

５) 同上書､ 24頁｡

６) 占部都美､ 前掲書､ 67－76頁参照のこと｡ 尚､ ヴェブレン､ バーリ＆ミーンズ､ バーナムに

ついては次の文献を参照のこと｡

Veblen,T.,�����������������������,Penguin Classics,1994. (ヴェブレン,T著､ 高哲男訳
『有閑階級の理論―制度の進化に関する経済学的研究』 ちくま学芸文庫､ 2003年｡)

Veblen,T.,�����������������������������,Transaction Pub,1914.
Berle,A.A.& Means,G.C.,������������������������������������,Transaction Pub,
1991. (バーリ&ミーンズ著､ 北島忠夫訳 『近代株式会社と私有財産』 文雅堂､ 1958年｡)

Burnham,J., �����������������������,John Day,1941. (バーナム著､ 武山泰雄訳 『経営

者革命』 東洋経済新報社､ 1965年｡)

７) ヴェブレンからはじまる経営者論の展開については､ 次の文献がより詳しい｡

正木久司 『株式会社支配論の展開―アメリカ編―』 文眞堂､ 1983年｡

８) ここで経営者革命とは､ バーナムによる造語である｡ 経営者革命の意味するところは､ 資本

家の支配する資本主義社会は行き詰りをみせることになるが､ マルクスの主張にみられる無

産階級の支配する社会主義社会ではなく､ 生産過程の指導と調整についての専門的な能力を

もつ専門経営者の台頭による社会､ つまり､ 経営者社会を意味している｡ Burnham,J.,�����������������������,John Day,1941 (武山泰雄訳 『経営者革命』 東洋経済社､ 1965年)

を参照｡

９) 正木久司､ 前掲書､ 90頁｡

10) Gordon,R.A.,���������������������������������������,1945を参照のこと｡
11) ����.,p.49.
12) Larner, R.J.,Ownership and Control in the 200 Largest Non Financial

Corporation,1929 and 1963,�������������������������,Vol.56,Sep.1966.
13) Galbraith,J.K.,���������������������,London,1967. (都留重人監訳 『新しい産業国家』､

河出書房新社､ 1968年) を参照のこと｡

14) ����.,p.176. (同上訳書､ 205頁)
15) Blumberg,P.I.,�����������������������������������������,1972を参照のこと｡

企業形態の発展過程と経営者論における現代経営者の役割と
コーポレート・ガバナンスに関する検討 (小原) 129

Prefectural University of Hiroshima

NII-Electronic Library Service



16) Herman,E.S.,�������������������������������.,New York,1981を参照のこと｡
尚､ ハーマンが､ ｢銀行は一方的に会社を支配していない｣ と主張した文献は､ Jacc

Guttentagとの共著､ ������������������������������. (1967年) においてである｡
17) 日本コーポレート・ガヴァナンス・フォーラム､ コーポレート・ガヴァナンス原則策定委員

会 『最終報告・コーポレートガヴァナンス原則―新しい日本型統治を考える―』 日本コーポ

レート・ガヴァナンス・フォーラム､ 1998年｡

18) コーポレート・ガバナンスは､ 株主だけでなく､ その他のステイクホールダーを含んで展開

すべきだという主張に関しては､ 次の文献を参照されたい｡

寺本義也 『日本企業のコーポレートガバナンス』 生産性出班､ 1999年｡

坂本恒夫・佐久間信夫編 『企業集団支配とコーポレートガバナンス』 文眞堂､ 1998年｡

小原久美子 ｢今日の企業制度｣ 佐久間信夫・坪井順一編著 『リーディングス リニューアル

経営学 現代の経営管理論』 第1章所収､ 学文社､ 2002年｡

尚､ アメリカにおいて､ より広いコーポレート・ガバナンスの観点から議論を展開してい

る論者には､ ブレア (Blair,M) があげられる｡ 彼の議論の焦点は､ 株主の権利や責任とは

いったい何か､ そして､ 会社に参加する利害関係者が会社のパフォーマンスに対して有する

すべての権利､ 請求権､ 責任は､ いかに配分されるべきかということに置かれている｡

Blair,M.Margaret.,��������� ��� ������������������ ��������������������������������������������,The Brooking Institution,1996,p.5.
19) 伊丹敬之 『日本型コーポレートガバナンス』 日本経済新聞社､ 2001年を参照のこと｡

20) 社団法人経済同友会編 『第14回企業白書―“個”の競争力向上による日本企業の再生―』 社

団法人経済同友会発行､ 1999年､ 68頁｡

21) Larner,op.cit. (同掲訳書)

22) Chandler,A.D., ������������������������������������������������������������������������������������������������������������－����(アルフ
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