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Ⅰ．はじめに―問題の所在

　経営学において，コーポレートガバナンスに関する研究は多くの先行研究がみられる。そして，

日本では現在，急激にコーポレートガバナンス改革をめぐる取り組みが国を挙げて進んでいる。

　2014年 2 月に公表された「日本再興戦略」を契機に，日本経済の成長戦略を支える中核的な取

り組みとして，スチュワードシップ・コード，コーポレートガバナンス・コード等が発表され，

それらを促進させるための施策が検討されている1）。

　しかし，日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告らが，役員報酬を有価証券報告書に過小に

記載したとして金融商品取引法違反の罪で起訴されたのは記憶に新しい。ゴーン被告は特別背任

罪でも追起訴された。次いで，同社の西川（さいかわ）広人社長兼最高経営責任（CEO）ら複数

の役員経験者が株価に連動する役員報酬制度について，社内規定に違反してかさ上げされた金額

を受け取った疑いがあることが2019年 9 月 5 日分かり，同年16日付で同職を辞任することとなっ

た（日経新聞，朝刊，2019年 9 月17日）。日産はゴーン被告を解任した一方，権限の集中を防い

で統治機能を高めるため，経営の執行と監督を分離する「指名委員会等設置会社」に移行したば

かりである。日産はこれまで，いかにコーポレートガバナンス体制が形式的で実質が伴わないず

さんなものであったかを暴露することとなった。

　こうした現在の日本の現状から，現在の日本型コーポレートガバナンス改革においては，過

去において日本でどのような枠組みが重視されて何が問題として取り上げられていたかを検討す

ることも重要であろう。本稿においては，日本の企業制度との関連で伝統的なコーポレートガバ

ナンスにおける基本問題を整理し，そこから日本のコーポレートガバナンス問題の本質を探り，

グローバル法人主義時代の日本型コーポレートガバナンスの変化と今後の課題を示すことにした

い。つまり，本稿での問題意識は「日本のコーポレートガバナンス問題の本質は一体何にあり，

これからの日本型コーポレートガバナンス改革には一体何かもっとも重要か」を明らかにするこ

とにある。
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　ところで，間宮陽介はその著「法人企業と資本主義」（1993）において，法人主義という言葉

は奥村宏によって作られ普及した言葉であるとしている。奥村によれば，日本の株式会社体制が

株式所有の法人化・機関化と相互持ち合いによって特徴づけられていることに着目し，自然人と

しての個人は会社の支配はおろか，所有からも切り離されている。つまり，個人資本家のいない

資本主義という意味で，法人主義という言葉を用いているとしている。さらに，間宮は，法人資

本主義という概念を個人資本主義に対置して使用することで，法人主義論を一般化し，それは，

日本だけでなく，アメリカ，ヨーロッパなどの現代資本主義に共通するものと捉えている2）。本

稿においても，間宮と同様に捉え，現代の法人資本主義を，現代ではグローバルな経営が展開さ

れていることから，グローバル法人主義と呼び，その言葉を使用することにした。

Ⅱ．日本における巨大株式会社の特徴

　日本で法人資本主義時代体制が確立したのは第 2 次世界大戦で，財閥解体をはじめとする戦後

の改革によってその成立が可能となったものであり，その点で19世紀末から20世紀初めに確立し

たアメリカの資本主義体制とはかなり時代が遅れている。しかし，日本の法人主義は，それを徹

底することによって世界の最先端を進むようになった。アメリカやヨーロッパでは個人主義の伝

統が根強くあるので法人主義を徹底することが難しい。しかし，日本では個人主義の伝統がない

ため，戦前の国家主義が敗戦によって崩れた後，国家主義に代わるものとして法人資本主義を確

立し，それを徹底するようになった。この法人資本主義を貫くのは，まさに巨大株式会社である。

巨大株式会社はこれまで様々な危機に陥ってきた。そして，その度にコーポレートガバナンスが

問題とされてきた。本章では，まず，日本における巨大株式会社の現況とその特徴を，20世紀初

頭～現在までの史的流れの中でその要所を示すことにする。

　さて，20世紀は巨大株式会社，つまり，大企業による市場独占の時代であった。20世紀の幕開

けと同時に，現代企業は，社会の新しいニーズに対応し様々な技術革新を生み出し，高度な経済

発展のダイナミズムを創り出してきた。特に，巨大企業（ビックビジネス）は，莫大な資金力と

専門的な経営者の存在による大規模組織の形態と維持・発展，資金獲得能力の増大によって，い

まや，垂直統合，多角化，ICT 化，海外進出といったグローバルな戦略を展開し，益々，巨大な

存在となっている。

　しかし，一方で，企業の巨大化の帰結として，寡占的な市場体制が形成され，市場における適

正な資源配分が歪められ，その弊害が大きな問題となってきた。また，企業同士の連携が強まり，

金融機関を中心とした同系企業の株式持ち合いや役員派遣などが活発に行われるようになり，企

業集団としての大きな力を増幅させ，産業界のみならず，広く社会一般に大きな影響を及ぼすに

至っている。高度成長期には大企業の活躍ぶりは目を見はるものがあり，われわれに物質的豊か

さを与え，人々の生活の質を高めることに大いに貢献した。しかし，その逆機能として，地球規

模での環境問題を引き起こし，さらに，バブル崩壊後，銀行，商社，メーカーを中心とした巨大

企業集団は，経営の危機に直面する企業も少なくない。バブル崩壊後，損失補填，利益供与，巨

額損失の隠蔽など金融機関の不祥事が相次いで発覚した。政府は当初，大手金融機関は破綻させ

ない，という方針を取っていたが，1995年頃より「市場から退場すべき企業は退場させる」とい

う方針に転じ，不良債権の査定を厳しくして経営状態の悪い金融機関も破綻・再生する処理にか

かった。この流れで1995年 8 月に兵庫銀行が銀行としては戦後初の経営破綻となり，以降，金融
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機関の破綻が相次いだ。とりわけ，アジア通貨危機とも重なった1997年から1998年にかけ，北海

道拓殖銀行（拓銀），日本長期信用銀行（長銀），日本債券信用銀行（日債銀），山一證券，三洋

証券など大手金融機関が，不良債権の増加や株価低迷のあおりを受けて倒産し，事態は金融危機

の様相を呈した。

　また，経済成長の低迷により大企業は人員削減に余念がなく，企業を分社化，スモール化する

ことで経営危機を乗り切ろうとして大幅な失業者を続出させ，極めて深刻な社会問題にまでなっ

ていった。しかし，経営危機に陥った企業が短期的な利益回復のために行った人員削減策は必ず

しもすべての企業の業績回復に結びついていない。

　1997年に入ると，国際競争の激化，さらにはグローバル化の一途をたどる社会情勢にもかかわ

らず，日本企業の深刻なまでの業績低迷が続くことになった。政府は総じて日本企業の競争力強

化のため，独占禁止法の改正に乗り出した。そもそも，独占禁止法は，特定企業が自由競争の原

則に反して，価格操作の協定を結び，さらには企業の合併・吸収を通じて市場支配しうる行為を

防止する目的で測定されたものであるが，その法律を厳格に順守することは，日本企業の競争力

を弱めることになり，むしろ，日本経済や国民生活に損失を与えることになる。そこで政府は，

M&A 関連のさまざまな規制緩和やフリー・キャッシュ・フローの増加などを奨励し，大企業同

士の合併・規制を勧め，その総合力と相乗効果によって日本経済が国際的競争に優位な地位を獲

得しようとしたのである。

　特に，1997年 6 月以降からの持ち株会社解禁により，大企業同士の合併・提携が活発に展開さ

れるようになった。しかし，その編成方法は1997年以前と大きな違いがみられる。それは，大企

業における内部組織を子会社として分社化することによって，自らスリムになった上で，改めて

全体を企業グループとして統一し直すことであり，盛んに行われている。

　他方，ICT の急速な進歩はめざましいものがあり，ベンチャービジネスを加速させ，中小企業

といえども，大きな夢と社会的使命を持ち，起業家精神に満ちた経営者によって新たな事業創造

と企業間ネットワークを創り出している。現代の経営戦略の特色として，技術的先端分野，特に，

エレクトロニクス分野，LSI 分野，ソフトウエアやバイオ・再生医療分野が注目されるが，これ

らの分野は設立後間もないベンチャー企業や研究所がリーダーシップを発揮しているのが実情で

ある。政府も経済産業省を中心にベンチャーなどの新規開業を資金支援する包括策をまとめ，今

日では，起業家，ベンチャーキャピタル，メディア，支援機関，政府など多くの関係者の活動の

中で，ベンチャー企業を取り巻く環境は徐々に改善されている3）。特に，IoT，AI，ビッグデー

タ活用により，インターネットとリアルのモノがつながる，デジタルでリアルの世界を変える，

「第4次産業革命」の動きの加速がある。インターネットで覇権を争った企業がリアルなモノの

世界に参入し，ものづくりの企業がデジタルで事業成長を図る中で，これまで世界に先駆けて発

展を遂げてきた日本の技術やものづくり，日本市場で育ったサービスとの連携に注目が集まって

いるのである。まさに，21世紀は，このような二極分化の方向で幕を開けたともいえよう。

　ところが，2007年のサブプライムローン（サブプライム住宅ローン危機）問題に端を発したア

メリカのバブル崩壊を機に，他分野の資産価格の暴落が起こった。そして，2008年 9 月15日，リー

マンブラザーズは，約6000億ドル（約64兆円）という史上最大の倒産に至り，「リーマンショッ

ク」として，世界的な金融危機を招くことになる。それが日本経済の大幅な景気後退へと繋がっ

ていった。

　その後，日本では，景気回復へ推し進めようと懸命に努力している矢先，2011年 3 月11日，東
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日本大震災に見舞われ，ますますの景気後退を余儀なくされたのである。

　リーマンショックは，1980年代初頭から，その後30年にわたって進展した規制緩和・資本市場

の役割の拡大の再検討を促す重要な契機となった。特に，「行き過ぎた市場化」は外国人投資家

の近視眼的な企業経営を誘発し，雇用を犠牲にしての過当な配当，過大な経営者報酬に批判が強

まった。

　まさに，今日の大企業においてはもはや，競争優位に導く新規事業の創造は必須であり，大企

業再編のあり方も，ハードな構造的な再編のみならず，ソフトな組織の柔軟性や自律性をもたせ

ようとする機能重視の再編が求められている。また，ベンチャービジネスでは，IPS 細胞による

再生医療の実用化や，IoT，AI，ビッグデータ活用により，インターネットとリアルのモノがつ

ながる，デジタルでリアルの世界を変える，「第 4 次産業革命」の動きの加速がある。インター

ネットで覇権を争った企業がリアルなモノの世界に参入し，ものづくりの企業がデジタルで事業

成長を図る中で，これまで世界に先駆けて発展を遂げてきた日本の技術やものづくり，日本市場

で育ったサービスとの連携に注目が集まっているのである。

　このようにみてくると，まず，日本における巨大株式会社の代表的特徴の 1 つとして，企業系

列があげられる。企業系列は，戦後の日本経済の高度成長過程を特徴づける一種の企業グループ

であり，現代では，それは，大企業における内部組織を子会社として分社化することによって，

自らスリムになった上で，改めて全体を企業グループとして統一し直すことであり，盛んに行わ

れているということである。この企業グループは，垂直的系列と水平的系列がある4）。

　垂直的系列は，ある特定の産業に属する巨大株式会社を中核として，中間財や部品のサプラ

イヤーや製品の販売会社などが階層的に組織された企業グループである。中核企業の下にあるグ

ループ間の情報交換によって，収益，品質，生産性の向上をめざした業務改善運動が展開される

のが特徴である。自動車メーカーのトヨタ，日産，電機メーカーの日立，東芝，パナソニックが

典型例である。

　一方，水平的系列は，戦前の財閥が戦後に解体されたことに伴ってなされたもので，銀行，商

社，保険会社，製造業企業などの異業種の企業群から構成され，株式相互持合いによる株主安定

化対策および資本の確保を基本機能としており，この機能が日本における巨大株式会社の第 2 の
特徴といえるかもしれない。このことについては，次章で，日本における巨大株式会社のコーポ

レートガバナンスの特徴と変化について，さらに考察を進めることで一応の見解を示すことにし

たい。

Ⅲ．これまでの日本型コーポレートガバナンスの特徴

　1950年商法改正は戦後はじめての改正であり，現代商法の出発点をなす改正であった。した

がってそれ以前を「伝統的株式会社」として区分できるであろう5）。伝統的株式会社は，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の資力に応じた出資を可能

にし，全体として巨額の資本を集中させることができる。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値体を形成し，物的資本（非人的資本）の結合体としてのみ存在す

ることになる。
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　また，多数化した出資者を経営機能に関与させるシステムは，三権分立型経営システムにあり，

出資者全員で構成する最高意思決定機関としての株主（general meeting: Generalversammlung），

株主総会の意思を執行する経営層としての取締役（director: Vorsand），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（audior, Prufer））からなる。日本の会社法が定める株式会

社の機関は，基本的に，この株主総会，取締役会，代表取締役会および監査役（会）によって成

り立っている。株主総会においては，株主の総意に基づいて取締役の任免を含む大網的な会社の

最高の意思決定がなされ，そのもとで取締役会によって，株主総会によらない事項，株主総会か

ら委譲された事項，そして業務上の決定，取締役の相互監視がなされる仕組みとなっている。と

ころが，日本においては，この三権分立型経営システムが機能せず，著しく形骸化していること

が大きな問題として掲げられてきた。また，日本に限らないのであるが，大企業の組織的ぐるみ

の不祥事や，特に，経営者の暴走による不祥事が後を絶たないのが現状である。

　ここで，経営者がなぜ暴走し不祥事が多発するのかを考えてみると，巨大株式会社が伝統的株

式会社（1950年代以前）から現代の株式会社に至るまで，収益性の追求という行動原理を徹底す

ることによって，規模の経済（economy of scale），高度の生産技術や ICT を駆使して，ますます

成長を図るようになるプロセスにおいて，巨大株式会社自らが質的に変化したことが大きな要因

になるであろう。その質的変化の中核となるのが，（1）出資の分散による支配の変化，（2）出資

面の変化から波及する経営面の変化にある6）。

　　伝統的株式会社のますますの巨大化は，株主の多数化を招来し，その結果，株式所有の分散

（dispersion of stockholding）が生じることになる。そこでは，株式は，多数の株主に分散して所

有され，各株主の持ち株比率は低下を招くことになる。そして，伝統的株式会社，つまり，「資

本的多数決原理」による株式会社支配は，あまりに多くの株主の増大ゆえに，株主全員の合議の

上での株主による株式会社支配機能に困難を生じさせることになる。つまり，伝統的株式会社の

発展による株式所有の分散は，完全所有支配はもとより，過半数支配さえも次第に不可能にし，

多くの株主は，ただ単に株式の投機目的のために株式を保有するだけで，経営に関与する意思も

能力ももたない大衆株主（投機株主）によって占められるようになる。もはや，現頼の株主によ

る支配は，自らの質的変化によって機能不全をもたらし，株式会社支配機能は，経営者に取って

かわられることになる。このような状態は，いわば，バーリとミーンズ（Berle, A.A.and Means, 
G.C.）が1930年，全米の銀行業を除く資産規模最大会社200社について，株式会社の支配の形態

を 5 つ（①完全所有支配，②過半数支配，③少数支配，④経営者支配，⑤法的手段による支配）

に分類し，その支配の実態を調査した結果，「所有と経営の分離」状況がみられ，経営者支配が

第 1 位（全体の44％）であったことを明らかにしている7）。ちなみに，伝統的株式会社で通常の

支配とみなされていた①完全所有支配と②過半数支配は，すでに1930年の段階で，各々社数ベー

スで 6 ％と 5 ％にすぎなかったのである。また，1963年，アメリカのラーナー（Larner, R.J.）は，

バーリと同じ支配分類と調査方法によって各支配形態の状況を調査した結果，企業数では全被調

査会社の84.5％，資産額で85％を占めるほど，所有と経営の分離が進行していることが明らかに

している。そして，株式を持たない経営者による支配は増大し，まさに，バーナム（Burnham, J.）
の「専門経営者革命」が実現されたというのである8）。

　さて，バーリとミーンズの研究の後，企業の究極的支配者をめぐって，今日まで多数の研究が

なされているが，この問題は今日，コーポレートガバナンス（Corporate Governance）の理論で

扱われており，企業統治を意味している。
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　日本では，所有と経営の分離を強化する要因として，経営者支配の強化に法人株主が一役を

担っている。つまり，個人株主よりも法人（機関）株主の比重の増大により，所有と経営の分離

の機能強化を図ろうとするものである。

　第 2 次世界大戦後，1949年に証券取引所が再開された当時は，個人株主比率は61％だったが，

81年 3 月末には30％を割り，現在では80％強の株式が企業・団体による株式所有，つまり，機関

所有となっている9）。2018年度において，その他を含む，個人持ち株比率は，図表 1 にみられる

ように17.2％に留まっている。また，グローバル化の影響により，外国法人等の比率が29.1％に

及んでいる。機関所有の中心は，他企業による株式所有（法人所有）であり，この増大は，両企

業の経営者間のもたれあいを強め，外部からの経営チェックを排除する傾向を生むという問題を

呈することとなる。しかも，大株主が法人株主で占めるようになると，この傾向はさらに顕著に

なり，経営者支配を相互に容認し，擁護し，強化し合うようになる。

　もはや，日本における関係会社の持ち株動機は，投資ではなく，企業間関係の強化，取引の円

滑化，支配と従属などの別の要素である。まさに，持ち株動機は，個人株主の投資ではなく，企

業間の経営上の支配と従属にあるといっても過言ではなく，今日の先進資本主義においては，ほ

とんどの大企業で所有と経営の分離が成立し，経営者支配が実現されているというのが一般的な

見方となっている。

　ここで注意したいのは，機関株主の代表はその会社そのものとなり，「会社本位主義」が貫か

れるということである。つまり，アメリカやイギリスは個人資本家本位の資本主義に対して，経

営者も従業員も会社のために忠誠を尽くし，会社のために一生懸命働くという意味の「法人資本

主義」の原理が「会社本位主義」である。しかもそれは，資本家と労働者ではなく，法人と個人

の富の格差を大いに拡大する。

　しかし，日本は法人主義が強いといっても，それは自然人である個人を完全に排除することは

図表1　投資部門別株式保有比率の推移

出所）全国証券取引所共同による「2018年度株式分布状況調査」より引用
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できない。法人は元はといえば，人間（自然人）が作ったものだからである。奥村によれば，自

然人である経営者が法人である会社と一体化するのではなく，自然人が法人を私物化しようとし

て，数々の経営者の不祥事を起こしたことを指摘する。2001年12月に起こったエンロンの倒産，

2002年のワールドコムの倒産はまさにこの巨大株式会社の矛盾を如実に示しているのである10）。

　筆者も同様に思うところである。日本型コーポレートガバナンスの特徴とされるものは，所

有と経営の分離を強化する要因として，経営者支配の強化に法人株主が一役を担っている。つま

り，個人株主よりも法人（機関）株主の比重の増大により，所有と経営の分離の機能強化を図ろ

うとするものであり，持ち株会社の増大と M&A，企業間のグループ化の促進がますます経営者

支配を強化し，経営者の権力をますます増大させていることにある。経営者支配による強力な権

力を持った経営者が自然人として法人を私物化することこそが，経営者の不祥事の根源が潜んで

いる。昨今の日産の不祥事は，まさに，自然人としての経営者が法人を私物化した典型例の不祥

事といえるであろう。次章では，日本型コーポレートガバナンスの変化と今後の課題を明らかに

することで，本稿のまとめとしたい。

Ⅳ．まとめ―日本型コーポレートガバナンスの現況変化と今後の課題

　本稿においては，日本の企業制度との関連で伝統的なコーポレートガバナンスにおける基本問

題を整理し，そこから日本のコーポレートガバナンス問題の本質を探り，グローバル法人主義時

代の日本型コーポレートガバナンスの現況変化と今後の課題を示すことにあった。つまり，本稿

での問題意識は「日本のコーポレートガバナンス問題の本質は一体何にあり，これからの日本型

コーポレートガバナンス改革には一体何かもっとも重要か」を明らかにすることである。

　日本のコーポレートガバナンス問題の本質は，巨大株式会社において所有と経営の分離が行わ

れ，しかも，経営者支配を強化する要因として，法人株主が一役を担っているということにある。

つまり，経営者は，個人株主よりも法人（機関）株主の比重の増大により，その法人間における

グループ化を促進し，所有と経営の分離による経営上の機能強化を図ろうとするところにある。

持ち株会社の増大と M&A，企業間のグループ化の促進は，ますます経営者支配を強化し，経営

者の権力をますます強力なものする。経営者支配による強力な権力を持った経営者が自然人とし

て法人を私物化することこそが，企業不祥事を多発させ，コーポレートガバナンスの根本問題を

形成しているのである。昨今の日産の不祥事は，まさに，自然人としての経営者が法人を私物化

した典型例の不祥事といえるであろう。それでは，「どのようにして，経営者権力を牽制すべき

なのか」，また，「現在，日本型コーポレートガバナンスはどのように進化しているか」「これか

らの日本型コーポレートガバナンスのあり方はどうあるべきなのか」，これらについて，網羅的

ではあるが，日本型コーポレートガバナンスの現況変化を考察することによって，今後の課題を

示すことで本稿のまとめとする。

　さて，日本型コーポレートガバナンスのあり方を問うということは，単に偶発的な一過性の不

祥事を問題とするに留まらず，日本企業の経営そのもののあり方を問うことに通じている。した

がって，現代のコーポレートガバナンス論で取り扱われるべき課題は，現代の巨大株式会社の構

造的な側面から究明する必要があり，「企業は誰のために，何をどのようになすべきか」という，

より広い文脈の中での必要な機能的なコーポレートガバナンスを取り扱うことになる。したがっ

て，機能的なコーポレートガバナンスとは，ガバナンスの基本的な方向を示す「戦略性」を明確
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にし，経営情報の積極的な開示による「透明性」を確保し，広く企業外部で開かれた「社会性」

を確立することによって，企業の「革新性」を実現することを体現した「健全で強い企業」をつ

くるための制度的枠組である。この制度的枠組みの中で，これからの日本型コーポレートガバナ

ンスの課題を示すことにしたい。

1．グローバル経営者の専門経営者としての役割認識の強化

　経営者支配による強力な権力を持った経営者が自然人として法人を私物化することこそが，企

業不祥事を多発させ，コーポレートガバナンスの根本問題を形成しているのであれば，現在のグ

ローバル経営者は，より一層，専門経営者としての役割認識を高め，経営者自らが積極的にコー

ポレートガバナンス改革を進める必要がある。それでは，現代の専門経営者はいかにあらねばな

らないのだろうか。バーナム（Burnham, R.J.）によれば，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，血縁や所有を基盤にするのではなく，大規模・複雑化し

た経営体を指導し調整する理念・資質・能力・技術を基盤にして経営機能に関与する人をいう11）」

のである。このような専門経営者が支配するに至った理由は，複雑・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であることによる。

近年，CEO（Chief Executive Officer）の役割が富に注目されるようになり，企業がグローバル化

し大規模になればなるほど専門経営者の実力が問われるという事実がその裏づけとなるであろ

う。

2．日本の大企業における社外取締役の役割の実質的強化

　日本の会社法が定める株式会社の機関は，基本的に，株主総会，取締役会，代表取締役および

監査役（会），委員会制度等によって成り立っている。しかし，現在も尚，取締役の多くが社内

で昇進した「社内取締役」が就任している。合併企業や規制業種では「たすき掛け人事」や「天

下り人事」により，取締役の数は増大する。これは，約80％を社外取締役で占めるアメリカの取

締役会とはまったく対照的である。日本の社内の取締役は，代表取締役，業務担当取締役のいず

れかであり，彼らの間には社長・専務・常務といった業務執行上の序列が存在している。さらに，

取締役・監査役の人事権も実質的には代表取締役社長の手中にあるため，取締役会・監査役会が

代表取締役らをチェックすることは困難なのである。これを改善するには，取締役の本来のあり

方に近づけていく努力が不可欠であろう。社内取締役中心の取締役会に実質的なガバナンス機能

を期待できないのであれば，法制度として，取締役会の経営意思決定機能と業務執行機能を分離

し，一定比率の社外取締役の導入を義務づけることが考えられる。また，監査役のチェック機能

強化と透明性の確保がなされなければならないことから，1993年の商法改正で監査役の強化がな

された。その後，2001年 3 月法務省が社外取締役の導入をすべての大手企業に義務づける商法改

正案がまとめられ，2003年 4 月に施行された改正商法では，大企業が従来の監査役を廃して，委

員会設置会社に移行できるようになった。

　日本企業は，1997年以降，社外取締役の数が増えただけでなく，ある程度，経営者から独立し

た社外取締役（弁護士，学者，会計士，退任した経営者，元官僚）に変化したことはよいことで

あるが，国際的にみるとその数は圧倒的に少なく，普及したとは言い難い12）。しかし，今後の日

本企業にとって，社外取締役の不偏不党の立場を貫くことは言をまたない。コーポレートガバナ

ンスの本質は，経営陣の行き過ぎた不作為や作為，社内での暗黙のうちに醸成された行動の癖や
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固定観念化した価値観や風土・組織文化を，社外取締役の多様な知見に基づく「常識」に照らし

て使命感をもって監視することにある。このことは，現在，日本のコーポレートガバナンス・コー

ドが「攻めのガバナンス」を強調しているが故に，その行き過ぎを監視するためにも重要なので

ある。

3．株主のプライス・メカニズムを通した影響力の行使

　株式会社の主権者とされる株主が経営者に対するガバナンス機能を発揮する場として，株主総

会，株式市場，株主代表訴訟等があるが，日本ではこれまで，実際には株主総会の形骸化，株式

市場では，株主がプライス・メカニズムを通した影響力を行使できにくい状況にある等の問題を

含んでいた。しかし，バブル経済崩壊後の株価低迷や株式持ち合いの解消傾向，外国人投資家の

日本株保有比率の増加などを背景にとして，ROE（株式資本利益率），キャッシュフロー（現金

概念重視の企業価値），IR（投資家向けの広報活動）を重視する方向へと変化してきていること

は好ましいことである。さらに，1993年の株主代表訴訟法の簡素化によって違法行為に関する抑

止力が高まり，しかも，帳簿閲覧要件の緩和によって株主のモニタリング機能が強化されたこと

により，株主代表訴訟は急増している。ようやく，株主はその影響力を実質的に行使し始めたと

いえる。

4．日本固有の株式所有構造における問題の早急な解決

　すでに図表 1 で示したように，日本においては，金融機関や事業法人の持ち株比率が依然と高

い比率を維持している。しかも，事業法人と金融機関は「安定株主」として互いに所有しあって

おり，こうした株式持合い関係にある企業間においては，通常，何らかの取引がある。例えば，

金融，保険，貸付，仕入れ，販売などの関係である。

　株式を持ち合った企業の経営者は，大株主として発言権を行使するよりも，相互にサイレント

パートナーとなり，株主総会において支配権を確保するのに必要な白紙委任状を手にした経営者

は，自らの保有株がわずかであっても，自らを，あるいはその後継者を選任できることになるの

である。1997年，持ち株会社の解禁が施行されたことにより，純粋持ち株会社は経営の効率化，

新規事業の育成，人事・賃金体系の柔軟性，親会社と子会社のリスクの分断などのメリットがあ

るものの，マクロ的には金融機関による産業支配の強化，財閥復活や政治力を強めた，さらに強

い影響力をもった企業集団の出現，大企業と中小企業の事業力格差の拡大などのデメリットも予

想されるため残された課題も多い。

　しかしながら，1990年代初頭のバブル崩壊後の経済環境の悪化や投資家としての意識の高まり

を反映して，90年代半ば以降，法人株主は，政策投資主体といえども相応の収益が得られなけれ

ば，株式保有から撤退したいという意向を強めている。また，2000年代に入って自社株買いの法

制度が弾力化されたのを契機に，自社株買いや自社株の個人向け販売などを通して，自ら積極的

に持ち合いを解消していこうとする企業も増えているものの，敵対的買収の脅威が増えているこ

とを背景に，安定株主を確保する動きが一部高まりをみせているのも事実である13）。

5．メインバンクのモニタリング機能の低下問題

　日本においては，銀行，特にメインバンクのモニタリング機能の低下の問題があげられる。従

来，日本企業においては，形骸化した取締役会や監査役に代わって，銀行が債権者として企業外
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部からモニタリング機能を果たしてきた。しかし，1970年代後半以降，日本経済が低成長化した

ことによって資金需要が鈍化し，80年代後半からは，日本企業によるエクイティ・ファイナンス

（時価発行増資，転換社債，ワラント債）が活発化するとともに，メインバンクの影響力は低下

し，経営者は自由裁量権を拡大していった。その傾向は，2008年以降のリーマンショック以降，

顕著であり，早急なメインバンクのモニタリング機能の回復を望むところである。

6．株主やメインバンク以外のステークホルダーに対する課題

　現代では，株主やメインバンク以外のステークホルダーとして，従業員，取引先，監督官庁等，

NPO，NGO，各種消費者団体および地域社会，そして，人類を含めた地球環境全体など多様な

広がりを見せている。

　まず，これまでの日本においては，業界・官僚・族議員から構成される「鉄のトライアングル」

が，企業のガバナンスを左右することが少なくない。鉄のトライアングルとは，政策形成過程に

おける政官財（政官業）の癒着を示しており，企業を取り巻く多くのステークホルダー間の公平

性や規律の観点からも好ましいことではないし，政府は常に企業偏重の姿勢であってはならない

のである。

　次に，これまで従業員は日本的経営と密接に関係し，企業が経営者，従業員からなる一種の運

命共同体として経営されてきたことにより，株主ではなく，経営者を含む従業員が株式会社のメ

ンバーであると意識し，その代表者たる経営者が会社を支配するという関係が成立してきた。し

かし，最近では，能力主義による年俸制の導入や，出向制度，早期退職制度の導入などによって

従業員の企業への長期的コミットメントが薄れてきている。企業の「内部化」思考から脱却し，

従業員と株主のいずれかといった選択にあるのではなく，従業員や株主を含む多くのステークホ

ルダーの利害のバランスと調整こそが望まれるであろう。今日の「働き方改革」の構想が，個々

人の多様化する働き方のニーズに適合し，実質的によりよい働き方につながることを期待してい

る。

7．サプライチェーンを中核とした取引先に対する課題

　取引先についてであるが，企業は他の経済主体と資本，原材料，商品，情報等の取引を行うこ

とによって，相互依存関係を構築しているわけであるから，取引先が経営者に牽制を加えること

もあり，ガバナンス上，その影響力行使には期待できるものがある。特に，サプライチェーンの

中核的な部品・素材分野と，将来の雇用を支える高付加価値の成長分野を手がける取引先企業に

期待したい。但し，サプライチェーン間における機会主義的行動の行き過ぎに注意し，ガバナン

スの規律を守り，企業としての信頼関係を維持し発展させることが重要であろう。

8．日本企業のグループ全体としての事業構造の再構築と 2 重のガバナンス構造への課題

　日本では，複数の企業が特定の企業集団を構成したり，大企業が核となって子会社や関連会社

とグループを組織していることはすでに述べた。しかも，グローバル化が進展し，日本企業が外

国企業を買収したり，逆に外国企業に日本企業が買収されるなど，グローバルな M&A が盛んな

構造的環境変化の中で，日本企業がグループ全体としての事業構造の再構築が求められている。

1995年以降，日本企業も海外事業展開としての対外 M&A の拡大が見られ，図表 2 および図表 3　

のように，買収や資本参加が増加している。しかも，ここで事業組織のガバナンス問題が，従来
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のガバナンスに加えて発生し， 2 重のガバナンス構造へと変化することになる。つまり，大企業

における事業ガバナンスが事業構造の観点からみて，企業ガバナンスと同等の重みをもつに至っ

たということである14）。

　つまり，これからのグループ化は，グローカルなレベルで個々の関係会社の自律と成長を促進

しながら，グループ全体としての統合力と成長性をいかに確保するかにある。そのためには，よ

り明確な戦略的な方向づけを志向した「グループ経営」への転換が求められよう。また，グルー

プ企業をコーポレートガバナンスの観点からみるならば，グループ企業は，取引先と同様に，ス

テークホルダーとして相互依存的な関係にあるため，相互に牽制し，影響力を及ぼし合うことに

よって，経営者を牽制し，今日の経営者が「中立的なテクノクラシー」として機能できるように

図表2　我が国の対外 M&A の件数及び金額の推移
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　　　　　　　　　　備考：発表案件，グループ内 M&A を含まない。金額は公表されているものに限る。
　　　　　　　　　　資料：レコフデータベース（2012年 2 月）から作成。
　　　　　　　　　　出所）経済産業省『2012通商白書』282ページ

図表3　我が国の対外 M&A の形態別件数の推移
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　　　　　　　　　　備考：発表案件，グループ内 M&A を含まない。金額は公表されているものに限る。
　　　　　　　　　　資料：レコフデータベース（2012年 2 月）から作成。
　　　　　　　　　　出所）経済産業省『2012通商白書』282ページ
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変革しうる核となる存在であるといえよう。まず，手始めの課題は，性急に買収した海外子会社

のガバナンスを確立することにある。

　最後に，これからのグローバル社会に向けて，日本企業は国際的にも社会に開かれた存在にな

らなければならない。したがって，企業の内部化傾向の強い日本においては，特に，企業の側か

ら積極的に，多様なステークホルダーとの信頼関係を構築すべきである。そのためには「よき企

業市民」としての自覚をすべての経営者に促し，CSR 経営へと転換し，インベスター・リレー

ションズ，顧客満足，社会貢献，CSV（共通価値の創造）とグローバル・コンパクトなどの社会

関係におけるガバナンスのあり方がきわめて重要である。また，企業と関わり合う多様な利害関

係者は，ただ単に企業の経営者の行動に受け身で適応するのではなく，互いに協創しながら発展

しうるパートナーシップを結びながら，自らの利害をも積極的に訴え，自律的に企業を牽制し，

監視していかなければならない。

注）

 1 ）我が国では，安倍政権の下，成長戦略としての上場会社のコーポレートガバナンス改革が推

進されており，2014年の「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コー

ド》」（以下，「スチュワードシップ・コード」という。）の策定，2015年のコーポレートガバナ

ンス・コードの策定など，各種施策が矢継ぎ早に行われてきた。コーポレートガバナンス・コー

ドにおける「コーポレートガバナンス」とは，会社が，株主をはじめ顧客・従業員・地域社会

等の立場を踏まえた上で，「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を意

味すると定義されており，コーポレートガバナンス・コードが，我が国の成長戦略の一環とし

て，経営者の迅速・果断な意思決定を促し，我が国上場企業の「稼ぐ力」を取り戻させるため

の「攻めのガバナンス」の強化を意図していることが示されている。

 2 ）奥村宏『会社の哲学―会社を変えるために』東洋経済新報社，2013年，15－16頁参照。

 3 ）経済産業省の石井芳明氏によれば，2012年に約630億円ほどだった日本のベンチャー企業の

資金調達量は，2015年後半にはおよそ 3 倍の約1821億円に増加しており，日本のベンチャー企

業の挑戦は増加している。

　　ホームページ「ビジネス＋ IT」https://www.sbbit.jp/article/cont1/32659（2016年）参照。

 4 ）花崎正晴「日本型コーポレートガバナンス構造の再検討―市場競争の規律づけメカニズムの

検証―」『一橋ビジネスレビュー2017年　WIN.（65巻 3 号）』2017年12月21日，東洋経済　新

報社，95－96頁参照。

 5 ）森本三男『経営学入門』同文館，1998年，10頁。

 6 ）同上書，14頁。

 7 ）Berle,A.A. and Means,G.C., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, 1932. pp.115
－116.

 8 ）Larner,R.J., Ownership and Control in the 200 Largest Non Financial Corporations,1929 and 1963. 
The American Economic Review, Vol.56.Sep.1966.

 9 ）森本三男，前掲書，19頁。

10）奥村宏『最新版　法人資本主義の構造』岩波書店，2005年，245－248頁。

11）Burnham,J., The Managerial Revolution,　John Day,1941.（武山康雄訳『経営者革命』東洋経済
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2011年，188－190頁。

13）花崎正晴，前掲書，96頁。
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