
1．はじめに

　ドイツ企業は，第2次世界大戦以降，アメリカ的な経営システムを受け入れながらも，ドイツの
伝統的で特徴的な経営システムともいえる，「ライン型資本主義」や「調整された市場経済」と呼
ばれる経営者と労働者との協調的な体制を併存させてきた。
　日本企業においても，現在に至るまで類似の経営システムの変遷を辿ってきたともいえる。赤岡
を中心とする我々の研究グループは，日本企業の経営システムの変遷を，伝統的な日本的経営と呼
ばれた時代から現在まで，資本市場と労働市場の変化を中心に各々の市場原理主義の導入の程度や
従業員間関係重視の程度の動態的な変化を詳細に分析し，明らかにしてきた。この日本企業の経営
システムの変化プロセスの分析の結果，近年になって，資本市場においてはアメリカ的な市場原理
主義を導入し，一方，労働市場においては非正規労働者の正規化などにみられるような従業員重視
の経営を行う新たな企業経営モデルがみいだされてきた。この現れつつある新たな経営モデルを，
オオウチ（Ouchi, W.G.）が指摘した「セオリーZ」の呼称を参考に，「オメガ（Ω）型経営」と呼び
今日まで研究を継続し日本以外の国（ドイツ，米国，中国，韓国）の経営システムの比較分析も行っ
ている 1。
　日本企業の経営システムが，「オメガ（Ω）型経営」に至るプロセスは，図表1に纏められる。従来，
日本企業の経営システムは，資本市場，労働市場の両面で市場原理主義は弱かった。その後1990

年代から2000年代にかけて，資本市場では系列の解体や子会社・関係会社の整理，株主価値重視
の経営などアメリカ型へとシフトし，労働市場でも企業のリストラクチャリングや非正規労働者の
増加，成果主義の導入など従業員関係は弱められたことを示している。しかし，2000年代中頃から，
労働市場においては，市場原理主義を弱め労働者との関係性を強める企業が現れてきた 2。
　本稿では，上述の我々の先行研究をもとにして，ドイツ経営システムの変遷を，資本市場と労働
市場各々の市場原理主義導入の程度を基準にして分析し，オメガ型経営の概念枠組みを用いて明ら

1　 平成23～24年度（萌芽研究）「現れつつある「Ω型経営」の，対話型テキスト分析による析出と財務成果の検討」，
平成24～28年度（基盤研究B）「強化されるΩ型経営と市場原理経営の変化：対話型テキスト分析による析出と成
果の分析」，平成29-32年度（基盤研究B）「資本・労働面を総合して追跡解明する日韓中米独の経営システムの変化」
など。

2　赤岡 2013，pp.125-127・朴 2019，pp.67-69
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かにする。

2．ドイツ経営システムの変遷

　ドイツの経営システムの変遷は，⑴第2次世界大戦後～1990年代中旬，⑵1990年代後半～2000

年代，⑶2010年代以降（アメリカ型経営システムへの移行の限界期）の大きく3つの段階に分類さ
れ，変遷していったと考えられる。本章では，この3つの段階における変遷のプロセスを風間（2017），
松田（2010），山崎（2016・2017）を参考にし整理する。

１　第2次世界大戦後～1990年代中旬
　欧州では，伝統的に企業概念を「一元的企業概念」と「多元的企業概念」に分類してきた。その
中でもドイツには，使用者だけでなく，労働者や労働組合の経営への参加制度である「共同決定制
度」3が存在し，ステークホルダーの中でも労働者利害をより重視してきた。ドイツ企業は，特に「労
使」の利害をいかに達成するのかという視点が強いことから，「二元的企業概念」で把握されてきた。
また，ドイツでは，第2次世界大戦後に，「ライン型資本主義」や「調整された市場経済」と呼ば
れる資本主義のタイプのもとで，特徴的な企業経営のあり方を示してきた。そこには，資本所有と
人的結合の両面での産業・銀行間の関係，銀行間の協調的関係，さらに「共同決定制度」のもとで
の労使の協調的な体制が存在した。このような企業体制は「ドイツ株式会社」とも呼ばれ，資本市
場の圧力のもとでも経営の自律性を維持する重要な基盤をなしてきた。また，ドイツでは，1980年
代まで政・労・使の協調的関係，間接金融を中心とする企業財務，銀行・企業間の株式の相互持合
い，企業内部の機関指向的ガバナンスなどを特徴とした体制の下で，製品の品質だけではなく経営
システムも世界中から高く評価されてきた 4。

3　 ドイツ企業における共同決定制度とは「企業の意思決定形成過程における従業員による法的規定による参加」と定
義される。共同決定制度として以下の2つがある。1つは本社に従属する工場，営業所，支店などの事業所に設置さ
れる事業所委員会である。もう1つは本社の監査役会における共同決定制度である（吉森2015，p.40）。

4　松田 2010，p.365，山崎 2016，p.28
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図表1　日本の経営システムの変遷

出典：赤岡（2013）p.126・朴（2019）p.69を修正
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　ドイツの資本市場では，ユニバーサルバンク 5制度のもとでの信用業務と証券業務の相互連関的
な結びつき，大銀行のハウスバンク（主力銀行）的役割は，ドイツ的な企業間関係にもとづく産業
システムの制度的基盤を構成している。このようなユニバーサルバンク制度のもとでの信用業務と
証券業務とが一体となった事業展開は，金融市場の構造のあり方を規定している。また，諸外国と
比べて株式会社の数が少ないという状況にあるとはいえ，両者が相互連関的な関係のなかで一体と
なった金融市場も形成している。この点は，企業と銀行間の協調的な産業システムを構築している
ともいえる。
　ドイツの労使関係では，地域ごとの産業別の労働協約のシステムは，経営側に対する労働組合に
よる強い強制力の重要な源泉の1つとなっていた。また，同一産業内の賃金の企業間格差の縮小を
もたらす要因ともなった。このような労働協約システムは，共同決定制度との相乗効果で，雇用保
障や賃金保障というセイフティーネットの役割を果たした。そして，「デュアル・システム」と呼
ばれる労使関係の枠組みのもとでの雇用保障や賃金保障の体制は，企業における労働力への職業教
育投資を促進する要因となった。第2次世界大戦後に構築されたこのような伝統的な労使関係の制
度による雇用保障や賃金保障というセイフティーネットは，社会的市場経済における社会的再分配
機能の発揮のための基盤を補強するという意義をもった。そのセイフティーネットは，労働市場に
対して調整機能を発揮するとともに，国内市場の基盤の整備や強化をとおして商品市場の拡大の基
礎となった。さらに，共同決定制度は，監査役会への労働者代表の参加によって，企業経営への資
本市場からの圧力に対する自律性を確保する基盤ともなった。このような自律性は，「商業と銀行
の関係」にもとづく産業システムと企業レベルの共同決定制度が結びつくことによって一層強固な
ものとなった 6。
　上述のように，ドイツの「労使関係」と「資本関係」では，まず「労使関係」では，労働市場に
おける「調整された市場経済」という特質がみられた。「資本関係」では，「商業と銀行の関係」に
もとづく金融市場における「調整された市場経済」という特質がみられた。たとえば，社会的市場
経済の原理による社会的再分配機能や共同決定制度による労使関係の枠組み，労働市場への作用，
ユニバーサルバンク制度と産業・銀行の関係にもとづく金融的関係や利害調整のシステムなど，「市
場化の限界」への対応が組み込まれたといえる。

２　1990年代後半～2000年代
　1990年代後半以降，資本市場からの圧力が企業経営に及ぼす影響が大きくなった。世界中で株主
の利害と従業員の利害が対立する構図の中で，ドイツにおいても「企業統治のあり方」や「企業の
あり方」についての議論が活発になった。そこでは，「株主価値重視経営」や「選択と集中」にも
とづくリストラクチャリングがドイツの大企業を中心として展開されてきた 7。
　このようなドイツにおける株主価値経営への転換の中で，株式発行による自己資本の調達は，ハ
ウスバンク（主力銀行）と企業との密接な関係が構築されている中では，第2義的な意義しか果た
してこなかった。したがって，1980年代末までは，ドイツの公開会社には，株主への利害への志向
は欠如していた。
　しかし，1990年代以降のドイツ国内における資本市場の自由化の進展，国際的な資本の流動化，

5　 商業銀行と投資銀行を融合させた金融機関で，銀行業務に限らず幅広い商品およびサービスを提供する。欧州では
このタイプの銀行が主流といわれている。

6　山崎 2017，p.438
7　松田 2010，p.358
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グローバル競争の激化，ITの進化などによって大きな変革がおこった。また，グローバル企業の資
金需要の増大は，国内や国際的な資本市場において利回りの高い投資を求める多くの個人投資家や
機関投資家のみが調達できる規模になった。1990年代中ごろには，国際資本市場の自由化は，伝統
的に銀行に頼ってきたドイツ企業に資金調達の安価な方法の選択を可能にした 8。
　次に，企業の所有構造の変化については，アメリカやイギリスの機関投資家がドイツの大企業の
株主として大きな役割を果たした。1999年には，マンネスマンの株式の40％，ダイムラー・クラ
イスラーの株式の31.3％，ドイツ・テレコムの株式の27.5％，VEBAの株式の22％，バイエルの株
式の20％が，アメリカやイギリスのファンドによる所有であった。ドイツでもアメリカ的な法制度
改革によって私的年金基金の創出が可能となり，機関投資家としての年金ファンドの地位は強力に
なった。また，株式の所有や持合の対象となった他社の保有株式の売却の際のキャピタル・ゲイン
課税の廃止も，企業資産の大きな再配分を引きおこし，銀行による企業の株式所有が減少する要因
となった。また，ドイツ・テレコムの民営化や新株発行のインフラストラクチャーの強化は，個人
株主の拡大に影響を与えた。このようにして，1990年代半ば以降，ドイツでも個人株主が増加する
ことになり，企業の所有構造に変化がみられた 9。したがって，1990年代以降のドイツ企業へのアメ
リカ的経営モデルの導入は，企業経営の価値基準，行動原理の転換をもたらした。また，企業の経
営の自律性を大きく制約する要因となるとともに，労働者だけでなく広く企業の利害関係者（ステ
イクホルダー）にも大きな影響をおよぼすものになった 10。
　ドイツ企業の経営システムにとって，「資本市場」と，労働者の権利を保護し強化する「共同決
定制度」は補完的な関係にあった。これは，投資家にとっての「短期的な高い配当よりも長期的な
企業価値の上昇」を，労働者にとっての「安定的で確実な雇用を志向するもの」であったが，1990

年代後半の資本市場のグローバル化により，株主は短期的な収益を求める傾向が強くなり，雇用に
も大きな影響を与えた。ドイツの主要な株式会社のうち最重要と位置付けられるDAX30構成企業
では，全世界で約5万人の人員が削減され，ドイツ国内でも2万2千人が解雇された。このような
短期間での大量の解雇は，今までのドイツ企業ではあまり見られなかった。ドイツは，企業を含む
社会全体で従業員の「ゲマインヴォール（Gemeinwohl）11の追求を求めていく社会」であり，時短
やワークシェアなどの方法を通じて雇用を守るというのが伝統的な対応であった。しかし，冷戦構
造の終結後に進展した経済のグローバル化によるEUの市場開放と通貨統一とを契機として，労働
市場の流動化が進展していった。1990年代に入り，ドイツでは，「国内空洞化」の進展による失業
者の増加と海外での低コスト労働力の調達可能性の増加が，ドイツの労働者の立場を弱めていった。
特に2008年9月に発生したアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズ社の経営破綻を契機とし
た金融危機は，それ以前より進んでいたドイツ資本市場のグローバル化とともに，生産拠点の海外
移転などにともなう労働問題をより大きな問題とした 12。

8　 1990年代以降の投資ファンドや年金ファンドなどの新しい所有者の重要性の増大は，企業の監督機関としての銀行
の役割の後退を前提とするものであった。ただ，ヨーロッパでは，グローバルな金融市場における最も重要なプレ
イヤーである機関投資家は，大規模な金融機関の投資部門として活動している場合が多く，金融機関が機関投資家
としてなお大きな位置をしめていた（山崎 2017，p.548）

9　山崎 2017，pp.547-549
10　山崎 2016，p.29
11　 ゲマインヴォールとは，ドイツ社会における企業倫理の土台となる概念である。この語は多くの場合「公共の福祉」
と訳されるが，本源的な意味は，「（広義の）公益」，「全体利益」，「社会に共通する善きこと」など多様な意味を持つ（松
田 2010，p.361）

12　松田 2010，pp.367-368
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⑶　2000年代以降～アメリカ型経営システムへの移行の限界期
　1990年代以降のアメリカ型経営システムの導入は，企業経営の価値基準や行動原理の転換をもた
らした。このアメリカ型経営システムの導入は，企業経営の自律性の制約要因となり，労働者だけ
でなく企業の利害関係者（ステイクホルダー）にも大きな影響を与えた。そのため，アメリカ的な
経営システムへの抵抗や軋轢も一層激しくなった 13。
　たしかに，1990年代以降，ドイツでも株主価値重視の経営への転換がすすんだが，株主価値の原
則の実践による影響は，それほど大きなものではなかったと考えられる。1990年代後半の，主にダ
イムラー・クライスラー（当時）やジーメンスのような一握りの大企業には影響を与えたが，ドイ
ツ企業全体からみると非常に限定されたものであった。多様な変化にもかかわらず，銀行を基礎に
した資金調達，共同決定制度や生産重視の経営志向はすべて，1990年代を通して株主価値の前進を
妨げてきたのである。
　図表2は，1990年から2012年までの資本結合の種類ごとの100大企業の分類の推移である。この
期間において，銀行の株式保有が減少してきたとしても，ドイツの大企業自体の伝統的な所有構造
に大きな変化は確認できない。図表2によれば，ドイツ100大企業の中で「単独個人，同族，同族
財団の過半数所有」は，2012年で26社と最も多く，次に「外国人単独過半数」（海外の多国籍企業
の子会社）の21社，さらに「公的機関が過半数を所有」している会社（公企業）は15社である。コー
ポレート・ガバナンスの観点で重要な「所有と経営（支配）の分離」が問題となる「50％以上が分
散所有」は23社に過ぎない，と風間（2017）は指摘している。
　1990年以降の推移では，むしろ「分散所有」されている会社数は減少している。風間（2017）では，
2012年に「単独個人・同族・同族財団」が過半数を所有している企業にはフォルクスワーゲン（VW）
（53.1％），自動車部品の世界的なサプライヤーのロバート・ボッシュ（Robert Bosch GmbH）（99.4％），
流通大手メトロ（Metro AG）（50.01％）などがある。また，メディア・コングロマリットであるベ
ルテレスマンSE株式合資会社（Bertelesmann SE&Co.KGaA），（100％），LidlやKauflandといったブ
ランドを有する小売り大手，Schwarz Gruppe（100％），部品メーカーとして知られ，100大企業の

13　山崎 2016，p.29

資本結合関係 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
100⼤企業の1社が
過半数所有

2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0

外国⼈が単独過半数
所有

17 16 18 14 17 23 25 24 28 27 26 21

公的機関が過半数
所有

8 11 13 13 13 12 11 11 12 12 13 15

単独個⼈，同族，同族
財団の過半数所有

22 19 17 19 18 16 18 22 21 23 22 26

50％以上が分散所有 31 29 29 27 22 20 22 21 20 21 21 23
上記以外の過半数
所有

4 5 5 5 9 10 8 8 7 8 10 8

100⼤企業の共同
過半数所有

16 20 18 21 21 18 15 13 12 7 7 7

図表2　資本結合の種類ごとの100大企業の分類（1990年～2012年）

出典：風間（2017）p.28
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付加価値額順位60位に位置するアドルフ　ビュルテ有限合資会社（Adorf Wurth GmbH & Co.KG）
（100％）などは「同族企業」として知られている。さらに，ドイツ鉄道（Deutsche Bahn AG）や自
動車部品大手のZF Friedlichshafen AGは依然として100％の公的所有である。特殊化学品メーカー
として世界的に知られているエポニック・インダストリーズAG（Evonik Industries AG）も株式の
74.99％が「公的所有」となっている（2012年時点）。これら100大企業に占める数は，1990年代以
降も一定の割合を占め続けている 14。
　2000年代に入ると株式やM&Aブームが終わり，2003年には新興株式市場であるノイア・マルク
トが閉鎖され，アメリカ的な市場原理主義の経営への反発や見直しの動きがみられるようになって
きた。例えばバイエルは，2000年代の後半にニューヨーク証券取引所への上場を中止し，アメリカ
的な市場原理主義の経営戦略を見直した。また，ドイツのコーポレート・ガバナンスのシステムは，
多くの点でアメリカ型に近づいてきたが，そのシステムの本質的な部分は維持されてきた。2002年
度ではDAX企業の大半が株主価値を義務づけられていたのに対して，2007年度には全DAX企業の
半分が，戦略の中核的な構成要素を重視した企業側の利害を追求するようになっていた。さらに，
3分の1の企業では，株主の利害よりも企業側の利害を優先するハイブリッド戦略を追求していた。
　このようなドイツ企業の経営システムの変化は，アメリカ的な市場原理主義の経営システムと，
ドイツの伝統的な経営システムとのハイブリッド化と捉えることができる。ドイツの経営システム
の変化は，アメリカ的な経営システムへの全般的な収斂化ではなく，むしろ少数株主の地位の部分
的な向上と経営者間の，また，経営者側と労働者との交渉での合意のような伝統的なステークホル
ダーの慣行との結合というかたちでの，企業組織の「ハイブリッド」化といえる 15。
　特に，資本市場の変化については，山崎（2017）によれば，「エクイティ・ファイナンスの利用
の大きな拡大は，2000/2001年の株式バブルの崩壊でいったん終わらざるをえない状況にあった。
ドイツの金融市場をより市場ベースの方向に転換しようという最大の銀行の野心は，失敗に終わっ
たといえる。2000年代に入った最初の10年間の半ば頃になっても，銀行はドイツの金融システム
においてキー・プレイヤーにとどまっており，銀行による大量の売却にもかかわらず，なお企業の
大量の株式を所有していた。銀行と企業の関係は，連続性と変化の両方を示している。確かに銀行
と企業との関係の動揺は，高い利益をあげている大企業との間では現実にみられる。しかし，同時
に企業の他のセグメントは，銀行との非常に強い関係を持ち続けている。リレーションシップ・バ
ンキング 16は，完全に縮小したわけではなく，企業の異なるグループの方向へとシフトしてきた。
この頃でさえ銀行の融資は，依然として最も重要な資金調達源であった。〔中略〕企業金融の銀行
志向と資本市場を通しての資金調達との混合は，ドイツ企業により多くの選択肢を与えるもので
あった。ドイツ企業は，長期の忍耐強い資本へのアクセスを維持しつづけており，株主価値がドイ
ツ企業によって，積極的に採用されたり修正されたりしたとはいえ，資金調達の大部分において変
化しないままの状況にあった。〔中略〕全般的にみれば，銀行は外部の連合の参加者の中でも影響
力を行使する最も強力なグループであり，ドイツのユニバーサルバンク制度にもとづいて，依然と
して銀行の利害が経営側によって最優先で考慮される状況にあった。また，株式志向の業績の目標

14　風間 2017，p.27
15　山崎 2017，pp.560-563
16　 リレーションシップ・バンキングとは，金融機関が顧客との間で親密な関係を長く維持することにより，顧客に

関する情報を蓄積し，この情報をもとに，貸出等の金融サービスの提供を行うことで展開するビジネスモデルを
指す。リレーションシップ・バンキングのメリットは，長期継続的な取引関係の中から，通常，外部より入手し
にくい借り手の信用情報を得られることで，貸出の際に，金融機関が借り手の情報を収集し，モニタリングする
コストが低減できる点にあるとされている。
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は，機関投資家と銀行の利害関係者との間で成果や業績の基準をめぐって対立を生み出すという面
もみられた。」と指摘している。
　労働市場においては，共同決定制度が大きな影響を及ぼしていた。労働組合は，監査役会におい
て経営者側と共同で，企業外部からの利害の侵害と戦う体制にあった。このような経営者側と労働
者側の協調的な体制は，アメリカ的な市場原理主義の強い影響を抑止する重要な役割を果たしてい
た。共同決定制度のもとで，労働者側の利害と経営の自律性の確保という企業側の利害は一致して
いた。また，監査役会への労働側の半数の参加を規定したモンタン共同決定法や1976年共同決定
法が適用される企業では，外部の勢力にとっては，監査役の半数にあたる出資者側代表のメンバー
のすべてを掌握することが，彼らの主張や利害を実現する方策になった。また，自社株を一定数保
有することによって企業側が出資者代表の監査役を一人でも確保すれば，労働者側代表の監査役と
の連携によって外部の勢力をコントロールすることも可能になった。このような条件は，アメリカ
的な市場原理主義の圧力の増大のもとでも，決定的な変化を抑制した。さらに，共同決定制度では，
企業戦略の重要な変更に関して経営協議会の合意が必要となった。たとえば，従業員の成果主義的
な賃金や業績の悪化した事業の売却・閉鎖や人員整理・雇用調整などにおいても，経営協議会との
交渉を必要とした。このような状況の中で，「労働者の団結」は，アメリカ的な市場原理主義にも
とづく経営側の要求に経営協議会が抵抗することのできる力になったといえる 17。

3．ドイツ経営システムとオメガ型経営

　前章では，ドイツ経営システムの変遷を，⑴第2次世界大戦後～1990年代中旬，⑵1990年代後半
～2000年代，⑶2000年代以降（アメリカ型経営システムへの移行の限界期）の3つの段階に分類し
て，そのプロセスを整理した。
　本章では，これらの3つの段階を，オメガ型経営の視点により分析を試みる。

１　第2次世界大戦後～1990年代中旬におけるドイツ経営システムとオメガ型経営
　この段階における資本市場の特徴は，「ライン型資本主義」や「調整された市場経済」と呼ばれ
る資本主義のタイプのもとで構築された伝統的なドイツ的経営スタイルが存在した。そこには，資
本所有と人的結合の両面での産業・銀行間の関係，銀行間の協調的な関係が見いだされた。特に，
ユニバーサルバンク制度のもとでの，信用業務と証券業務の一体化やハウスバンク（主力銀行）に
よる金融的関係や利害調整システムなど，「市場化の限界」に果たす役割は大きかった。すなわち，
資本市場における市場原理主義の強弱というオメガ型経営の視点では，極めて市場原理主義は弱い
と考えられる。
　一方，労働市場（従業員関係）の側面では，「デュアル・システム」と「共同決定制度」に特徴
づけられる。「デュアル・システム」では，地域ごとの産業別労働協約システムが，労働組合によ
る経営側への強い強制力の源泉の1つとなっていた。また，同一産業での賃金の企業間格差の縮小
の要因ともなっており，労働者の雇用と賃金の両方を保障する役割を果たしていた。「共同決定制度」
では，吉森（2015）が指摘するように，「ドイツは，他のヨーロッパの国々と比較して，最も広範
で強力な共同決定権を労働者の代表に与えている。共同決定制度は，ドイツの企業統治と企業経営，

17　山崎 2017，pp.570-571
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さらに資本主義の性格をも規定する最も重要な特質の一つであり，共同決定は企業の繁栄を共通の
目的とする労使の協力関係を前提とする」と述べている。すなわち，監査役会への労働者代表の参
加によって，経営側に対して強い交渉力も持ち，労働市場における市場原理主義も弱くなり，従業
員関係の強化につながったと言える 18。

２　1990年代～2000年代におけるドイツ経営システムとオメガ型経営
　この段階における資本市場では，ドイツ企業の所有構造や資金調達の変化が起こっていた。銀行
の投資銀行志向への変化，グローバルな資本市場の自由化にともなう直接金融による資金調達は，
企業の特定の金融機関への信用依存からの解放をもたらした。これらは，銀行の役割がハウスバン
ク（主力銀行）から投資銀行へと変化し，銀行と企業との関係性を弱めることにつながっていた。
また，銀行による敵対的買収の支持などを反映して，資本市場は，企業支配的市場としての傾向が
強くなっていった 19。
　これらの傾向は，伝統的なドイツのライン型経済からアメリカ的なアングロ・サクソン型資本市
場への変化ととらえることができる。オメガ型経営の視点からこの変化を捉えなおすと，資本市場
における市場原理主義は強化されつつあったと考えられる。ただし，アメリカ的な経営モデルへの
抵抗や反発やそうしたモデルとの軋轢も一層激しくみられたことは，ドイツの資本市場が，完全に
アメリカ型の市場原理主義に変化したとはいえない事に留意すべきである 20。
　一方，労働市場においては，1990年代に入るまでのドイツでは，「共同決定制度」により，労働
者の権利は保護されてきたが，1990年代後半になると，資本市場の国際化による株主の短期的収益
志向の強まりが，労働市場においても強くなっていった。
　第2章で説明したように，DAX30構成企業において，世界規模で約5万人，ドイツ国内で2万2

千人が解雇された。ドイツでは従来，企業倫理の基礎となるゲマインヴォールと呼ばれる考え方を
もとにして従業員を守ってきた。企業の経営が苦しくなっても時短やワーキングシェア等で雇用を
守るというのが伝統的な対応であったが，このような短期間での急激な解雇の増加は，ドイツの労
働市場の大きな変化を意味した。また，EUの市場開放と通貨統一とを契機として，労働市場の流
動化も加速した。さらに，1990年代以降の，ドイツ企業の国内空洞化の問題による深刻な失業問題
と海外での低コスト労働力の調達の可能性の高まりが，労働者の影響力を低下させていった。そし
て，2008年9月に発生した金融危機は，ドイツ資本市場の国際化と生産拠点の海外移転による労働
問題を深刻な状況に陥れることになった。
　すなわち，1990年代～2000年代の期間において，オメガ型経営システムの視点で労働市場を分
析してみると，伝統的な経営側と従業員間での協調的な関係は薄れ，労働市場は流動化し，労働市
場における市場原理主義は強まり，従業員関係は弱体化していったと捉えられる。

⑶　 2010年代以降～アメリカ型経営システムへの移行の限界期におけるドイツ経営システムとオ
メガ型経営

　1990年代以降，アメリカ型経営への転換がすすんでいったが，徐々にこのようなアメリカ的な経
営システム，すなわち，資本市場における市場原理主義の導入への抵抗や反発もみられるようになっ

18　吉森 2015，p.68
19　山崎 2017，p.549
20　山崎 2016，p.29
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た。資本市場においては，銀行を基礎にした資金調達，経営陣と労働者による共同決定制度，生産
を重視する経営志向などが，全面的なアメリカ型の市場原理主義の導入を妨げてきた。また，2000

年前半の株式バブルの崩壊でエクイティ・ファイナンスは縮小し，2008年の「リーマン・ショック」，
2010年の「欧州債務危機」を契機として，資本市場の株主価値経営やアメリカ型の市場原理主義経
営に対する批判がますます高まり，株式ブーム，大型のM&Aやドイツ新興市場の閉鎖，ニューヨー
ク証券取引所への上場からの撤退などの株主価値至上主義への反省や修正もみられるようになって
きた。このように株主価値至上主義への修正が行われていく中，銀行のユニバーサルバンク銀行と
しての役割は大きく変化せず，依然として企業に対し大きな影響力を持ち続けていた。また，株主
価値志向の業績目標は，機関投資家と銀行間で成果の基準などでの対立も発生していた。したがっ
て，この期間のドイツ経営システムの変化は，アメリカ的な経営システムと伝統的なドイツ経営シ
ステムとの「ハイブリッド」モデルへ変化したと捉えられる。すなわち，オメガ型経営の視点でみ
ると，ドイツの資本市場における市場原理主義は，第2段階で強化されたが，2010年代以降は，市
場原理主義はアメリカ型より逆方向にシフト（市場原理主義の弱体化）したと分析される。
　労働市場においては，確かに，1990年代～2000年代に，リーマン・ショックにともなう金融危
機，経済危機の世界的な連鎖の広がり，資本市場のみならず労働市場にも深刻な影響を与え，大規
模な人員整理などが一部の企業で実施されたが，「共同決定制度」がアメリカ的な市場原理主義から，
経営者側と労働者側の協調的な体制を守っていたといえる。
　また，コーポレート・ガバナンスの観点からも，監査役会への労働側の半数の参加を規定した法
制度により，資本市場からの圧力が増大しつつも，労働者側の権利や要求を大きく不利な状況に陥
れることを抑止していた。確かに，労働者代表の監査役の存在は，経営者側代表の構成比率の相対
的低下をもたらす。取締役会においても，監査役会内部での事前討議において労働者代表の監査役
の同意を得ることは，労働者の地位の保全や発言権の強化につながる。また，共同決定制度のもと
で労働者代表の監査役と企業側出身の監査役，さらに銀行代表の監査役が協力しあう場合には，外
部の株主などの影響力をおさえながら，労働者の雇用の確保や経営の安定性などをもたらすことに
なる。こうした共同決定制度では，企業戦略の重要な変更に関して経営協議会の合意が必要となる
ため，事業の売却・閉鎖や人員整理・雇用調整などを容易に実施することができなかった 21。すな
わち，従業員関係の市場原理主義的色彩を弱め，従業員関係を強化する役割を果たしていたといえ
る。

4．結　論

　本稿では，ドイツの経営システムの変遷をオメガ型経営の視点で分析を行った。ドイツ経営シス
テムの変遷を，⑴第2次世界大戦後～1990年代中旬，⑵1990年代後半～2000年代，⑶2000年代以
降～アメリカ型経営システムへの移行の限界期，の大きく3つの期間に分類した。分析に際しては，
資本市場と労働市場各々の市場原理主義導入の強弱について考察した。分析の結果は，図表3に纏
められる。
　まず，ドイツの経営システムは，⑴の第2次世界大戦後～1990年代中旬までの期間，資本市場，
労働市場ともに市場原理主義は比較的弱かった。資本市場で，ドイツの伝統な経営スタイルと「ユ

21　山崎 2017，p.576
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ニバーサルバンク」制度のもとで，銀行の果たす役割は大きかった。また，労働市場においても，
従業員関係も「デュアル・システム」と「共同決定制度」のもとで，労働者の権利は強く守られて
いた。したがって，この期間のドイツ経営システムは，資本市場も労働市場も市場原理主義が弱い
日本型経営に非常に類似していると捉えられた。
　次に，⑵1990年代後半～2000年代のドイツ経営システムは，この期間に，国際的な資本市場の
自由化にともない，間接金融から直接金融へと資金調達の方法が変化し，伝統的なドイツのライン
型経済からアメリカ的なアングロ・サクソン型の資本市場への変化が起こった時期であった。また，
伝統的な経営側と従業員間での協調的な関係は薄れ，労働市場は流動化し，労働市場における市場
原理主義は強まり，従業員関係も弱められた。したがって，右下の日本型経営から左上の米国型経
営へとシフトしたと考えられる。
　さらに，⑶2000年代以降～アメリカ型経営システムへの移行の限界期は，アメリカ的な経営シ
ステム，すなわち，資本市場における市場原理主義の導入への抵抗や反発がみられるようになって
きた時期である。株主価値至上主義からの修正が行われ，銀行のユニバーサルバンクとしての役割
は大きく変化せず，大きな影響力を持ち続けていた（図表2参照）。その結果，ドイツの資本市場
における市場原理主義は，第2段階で強化されたが，2000年代以降はアメリカ型の市場原理主義が
弱体化した。また，労働市場では，⑵の第2段階で実施された従業員の整理や解雇が，「共同決定
制度」をベースにして，事業の売却・閉鎖や人員整理・雇用調整などを制限する動きへと変化した。
すなわち，従業員関係の市場原理主義の影響は弱まり，従業員関係を強化する役割を果たしていた
といえる。換言すれば，この期間のドイツ経営システムの変化は，資本市場と労働市場の両方にお
いて，アメリカ的経営システムと伝統的なドイツ経営システムとの「ハイブリッド」モデルへ変化
したと捉えられる。まさに，オメガ型経営への変遷といえる。
　最後に，ドイツでは調整された資本主義に対する対抗モデルは，純粋な形態で経済全体や多くの
企業に普及したとは言えない。これらは，上場企業のセグメントが限られており非上場の大企業や
株式会社以外の法的形態・所有形態が有力である大企業も存在していることによるものである。こ
のような事情からも，資本市場での株主価値重視の経営は，同族企業も含めたドイツの多くの企業
には限定的にしかあてはまらないといえる。すなわち，ドイツの経営システムは，アメリカ的な資
本市場志向の経営システムとは異なる，企業と市場との関係に深くかかわる問題として，ドイツ的

図表3　ドイツの経営システムの変遷

出典：赤岡（2013）p.126・朴（2019）p.69を修正
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な経営システムが形成されてきたといえる 22。

参考文献

赤岡　功（2013），「日本企業の戦略と組織間関係―組織セット戦略』，第6章pp.125-141，（上林憲
雄編著『変貌する日本型経営―グローバル市場主義の進展と日本企業』，中央経済社）
風間信隆（2017），「ドイツのコーポレート・ガバナンスとトップマネジメント―ドイツ巨大株式会
社の指揮と監視―」『明治大学社会科学研究所紀要』，55巻第2号，pp. 19-45。
朴　唯新（2019），「オメガ型経営と企業統治：企業統治における韓国国民年金公団の役割をめぐる
論争」『県立広島大学経営情報学部論集』，第12号，pp.67-81。
松田　健（2010），「ドイツの企業統治と金融危機」『経営論集』，57巻第4号，pp. 357-372。
山崎敏夫（2016），「1990年代以降の株主主権的経営，コーポレート・ガバナンスへの転換の日独比
較（Ⅰ）―企業経営の「アメリカ化」の再来とその影響―」『立命館経営学』，第55第3号，pp. 

27-54。
山崎敏夫（2017），『企業経営の日独比較―産業集中体制および「アメリカ化」と「再構造化」―』，
森山書店
吉森　賢（2015），『ドイツ同族大企業』，NTT出版

22　山崎 2017，p.563

ドイツ経営システムの変遷とオメガ型経営 75


