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1 .研究の背景と問題の所在

日本における， CSR (企業の社会的責任)元年は，おそらく 2003年であろう。 2003年 3月の

鮒経済同友会による第 15回企業白書 rw市場の進化』と社会的責任一企業の信頼構築と持続的な

価値創造に向けてー」の発表や，それにもとづき会員企業を対象に行われた調査結果の総括であ

る自己評価レポート「日本企業の CSR-現状と課題-Jの2004年 1月における公表がある。 CSR

への社会的関心増大の背景には，企業による不祥事の頻発があった。アメリカでのエンロン(多

額の簿外債務発覚の上の破綻)およびワールドコム(粉飾決算発覚の上の破綻)，日本ではミドリ

十字薬害エイズ事件，三菱自動車工業リコール隠し問題，雪印集団食中毒事件， JR西日本新幹線

運転士居眠り事件，などである。しかし，残念ながら CSR元年とは名ばかりでその後も不祥事は

後を絶たず，特に 2005年の JR福知山線脱線事故の衝撃は大きかった。このようにして，企業に

対する社会の信頼はもはや崩壊の危機に直面している。現代の企業は，不祥事が多発する悪循環

を断ち，世界の多くの人々が幸せで健全な社会で活き活きと生きることができるように企業の側

から積極的に働きかけ，社会的に信頼される責任ある企業の経営を遂行することが極めて重要課

題となった。

そのような状況下において，そもそも企業経営者は，いかなる企業制度観や倫理観をもって日

常のマネジメントを為しているのだろうか。本稿においては，不祥事を起こさない健全な企業経

営をなすために次世代経営者の育成内容を，主に，現在の経営者の企業制度観および企業倫理観

を分析することによって不祥事が起こりうる可能性がある問題を抽出し，その問題解決のために

必要な能力要件や問題解決方法などを導くことが目的である。尚，本研究は，日本企業において

非常に欠落し不足しがちな役員および経営者教育の研究を通じて，次世代経営者の教育課題に関

する考察をなすものである。
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産労総合研究所の r2008年 役員報酬の実態に関する調査J(調査期間:2008年 9月'""11月)

によれば，経営を担う役員に対する能力開発支援の実施状況は， r実施している」企業が 3割程度

(29.2%) となっており，約 7割の企業において実施されていない。相次ぐ経営者の不祥事やグ

ローバル金融危機状況下にあっては，企業役員及び経営者の教育はきわめて重要なことはもちろ

んのこと，企業の未来を背負う，次世代経営者の教育ニーズ、は今後高まるものと考えられる。1)

ところで， CSR (企業の社会的責任)とは， r持続可能なビジネスの成功のためには，社会的責

任ある行動が必要であるという認識を企業が深め，事業活動やステイクホルダー(利害関係者)

との相互関係に，社会，環境問題を自主的に取り入れる企業姿勢であるJ(欧州委員会 2002年

rEUホワイトペーパーJ) ということにある。その中で，大切なキーワードは，以下の 3点で、あ

ろう。 2)

① 持続可能な成長を目指す。

② ステイクホルダーとの相互関係の中で取り上げ，改善していく。

③ 自主的，自発的姿勢で取り組む。

筆者は CSRを実践する上でもっとも重要なのは，企業の「自発性」であると考える。そして，

自発性が生まれる源泉はどこにあるのかと言えば，それは，企業の社会的責任に対する，経営者

の自覚であり，それを遡れば， トップ経営者の「企業制度観Jr企業倫理観Jに帰着する。そこ

で，まず，経営者の「企業制度観」を，経営学における「企業制度論Jや「経営者論」から考察

してみる。企業制度は，時代とともに変化し発展してきたプロセスにおいて，社会からの正当性

を獲得し，制度そのものが内的・質的変化を遂げ，もはや，資本の論理のみに貫徹することは非

現実的となったことを，企業制度論や経営者論より知ることができるからである。

また，経営者の「企業倫理観」は，わが国の文化によって育まれた生来の倫理観がある。例え

ば，江戸時代の石田梅岩の学問は， r人の人たる道Jを探求したところから出発しており，資本の

論理を形成する前提には，まず， r倫理，道徳jがあったということを知っておかなければならな

い。日本においても r資本の論理Jと「倫理Jのバランスは見事に取られていたからである。 3)

そして，梅岩から松下幸之助，稲盛和夫に受け継がれた思想、には経営者として，また，人の人た

る道としての正しい人生観，社会観，世界観，企業観が存在する。現代の取締役および経営者，

そして，次世代経営者の教育にあたっては，このような経営学における諸理論や哲学が今後さら

に有用となるであろう。

本稿では，まず， II章， ill章で，現代企業(株式会社)制度がこれまでどのように内的・質的

変化してきたか，時代とともに変わる企業制度の変化過程について，経営学における企業形態論

や経営者論により明確に示した上で，企業制度の中での専門経営者の存在の位置づけをなし，現

代専門経営者の役割と責任そして倫理について明らかにする。

次に， N章では，日本における現実の取締役や経営者の CSRに関する意識調査結果に基づき，

実際の現代経営者の企業制度観および企業倫理観を分析することによって，不祥事が起こりうる

可能性がある問題を抽出する。

第V章では， ll， ill章で論じた企業制度および経営者の役割や責任そして企業倫理に関する諸

理論と， N章での現実の経営者の企業制度観，経営者の役割や責任感そして企業倫理観との

ギャップを明確にし，その問題解決をなすために，現在の取締役および経営者のみならず，次世

代経営者に必要と考えられる能力要件や企業倫理問題解のための方向性と教育課題を示すことで

結論としたい。
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ll.企業制度の内的・質的変化の過程から導かれる現代企業制度について

(1) 現代企業としての「制度的私企業JCinstitutional private business和m)

さて，私企業の主流をなしてきた資本的私企業は収益性を行動原理としてきた。その資本的私

企業の収益性の徹底は，規模の経済 (economyof 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していく。

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 (dispersionof 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， r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っ， r専門経営

者J(professional manager)が実質的に株式会社を支配するようになる。 4)

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Jが営まれるのである。

制度的私企業とは， r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J5) 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

concem)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ことによって，社会全体を発展さ

せることにある。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や

主体性を確立することにあるといえよう。

(2) 現実の経営者タイプについて

さて，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ない経営者も存在する。筆者は，ここに，経営者の不祥事や経営に関する

能力や責任の欠如によって会社の業績を悪化させてしまう原因があると考える。そのため，現代

企業における役員および経営者，そして次世代経営者の教育は重要課題となるのである。

現実の現代経営者のタイプ(類型)を，企業形態の種類からその目的に対応させて考えれば，
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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，合同会社)，③資本的私企業として，資

本の原理による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制度的私企業における専門経営者

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)，などに類型化できるであろう。

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。

このことは，企業が社会に存在する以上，昔も今も変わらないことであるが，それを守らない現

実の経営者が存在するが故に，あえて強調しなければならない。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のである

(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ものとされている。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として経営を遂行することが前提と

なっているのである。そこで，現代の制度的私企業の経営とはどのようなものか，経営者論の考

察を通じて明らかにし，現代経営者の役割と責任について考察する。

ill-1.経営者論にみられる現代経営者の役割と責任

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

G.C.) の所有と支配の分離論， (3)パーナム (Barnham.J.)の経営者草命論である。しかし，現在

ではこれらの諸学説のみでは不十分であり，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)ガルフ。レイス (Galbraith.J.K.)のテクノストラクチャー論， (7)ブランパーク

(Blumberk， P .1.)の経営者支配論， (8)ハーマン (Herman，E.S.)の経営者支配論なども経営者論と

して位置づけられている。 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評価・検討

を加えることで， r現代経営者の役割と責任」の解明の一つの糸口にしていきたい。

(1) ヴェブレンの資本と経営の分離論

ヴ、エブレンは， 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、エブレンは，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=
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経営者である企業家 Ccaptainsof indus位y)であるが，親方請負制や万能型職長制の発展段階が過

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 Cmachineprocess)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

汎な範囲のものを合み，いずれも科学的・専門的な訓練と知識をもっ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 Cownership) ，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 Cmanagement}

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、エ

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、エブレンやブ

ルッキングス CBrookings，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， r所有と経営の分離jは見られで

も，究極的には「所有と支配の分離Jではないということである。「所有と支配の分離jは，事態

がもう一段進んだ 1932年代に入り，パーリ=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。

(却パーリ=ミーンズの所有と支配の分離論

ヴ、エブレンの主張の後，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 CownershipcontroI)から経営者支配 CmanagementcontroI)への以降を示唆するものであ
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り，アメリカのパーリ=ミーンズの指摘に負うものである。

つまり，現代企業としての「制度的私企業J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

力をもっ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

したのがパーリ=ミーンズであり， w近代株式会社と私有財産.n(Berle， A.A. & Means， G.c.， The 

AゐdemCorporation 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，企業形態論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，企業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ょう。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，所有と支西己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，パーリ=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 (asocial 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。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てくる。

(3) バーナムの経営者革命論

ノミーリ=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， w経営者革命論.n(百leManagerial 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，

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。
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しかし，パ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，生産経営者がパ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。

パーナムにおいては，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、エブレンと同様，生産過程という狭い領域に限つての技術

的な指揮管理であり，パーリ=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，パーリ=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，パーリ

=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，

ノミーリ=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，パーリ=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

て評価する。

(制 ゴードンのビジネス・リーダーシップ論

ゴ一トンは， 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年のパーリ=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)

ゴ一トンは，パ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 (controO 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，結果的にパーリ=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) 0 10)本稿では，ゴ一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， r指導と調整J，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J11)としたビジネス・

リーダーシッフ。概念に着目する。なぜなら， r指導と調整J概念は，現代のマネジメント(経営管

理)論においても極めて重要な概念となっているからである。
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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Cinitiation) と承認

(approvaI)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る。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。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一経営者，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，知的職業者ーをあげて，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。この観点は，現代のステイクホールダー・マネジメントに通

じるものでもあろう。

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合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 (abilityto 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カは，実際

に行なうこと (theactual 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，官険心，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JCinstitutional 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・リーダーシップの日標は，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でいることから，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。

本稿でこれまで，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， r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 (controI)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， r権力の行使J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聞い直すことにいたる現実の企業

変容を示唆した点は，大いに意義深いといわねばならない。

そして，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。

ノミーリは，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，彼自身に論理的迷いと矛盾を生じさせていた。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年にパーリ=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。凶

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，パーリ=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~，そしてプランバーグ (Blumberg， P.I)の批判である。また，コツツ (Kots，D.MJの『ア

メリカ大会社の銀行支配.n(1978)や『メトカーブ報告書』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，それにしてもパーリ=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つの意味があったといえ

るだろう(正木， 1983;小原， 2004)。

信) ガルブレイスのテクノストラクチャー論

ガルプレイスがテクノストラクチャー論を展開したのは， w新しい産業国家~ (The New 

lndustrial 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、エブレンの技術者革命論から始まり，

ノミーナムの経営者革命論を経由し，その次に論じられる。ガルプレイスは，若い頃，カリフオル

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，パーリやゴ一トンの理論を熟知していたことが想像できる。例えば，ゴ一トンのいうビジネ

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，これがガルプ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，必ずしもパーリ=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， r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。ガルプレイスは，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 (executivesor management)，専

門家 (technicians)，技術者 (engineers)，販売管理者 (salesexecutives)，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。ガルプレイスは，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，ガルプレイスが主張する，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。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。

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。凶

ガルプ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。

(7) ブランパーグの経営者支配論

プランバーグは， 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，パーリの後

継者と考えられる(正木， 1983) 0 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。プランバーグは，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拾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

る。しかし，プランバーグは，会社権力の規制をめぐって，パーリが「会社の良心」や「社会的
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合意Jに， ドラッカーは，経営者の「高潔なる品性J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。

筆者がここでプランパ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，プ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

ノ、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~ CCorporate 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J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)

ノ、ーマンは，自らが主張する経営者支配 (managementcontroI)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い。

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。経営者による支配は，完全なものではない。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である。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。
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m-2.現代経営者の役割と企業倫理

これまでの考察から現代経営者は，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っ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

れた存在であることが明らかとなった。したがって，現代の専門経営者とは，企業形態における

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なの

である。株式会社は，その発展過程において，企業の「所有」と「経営J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。このことは，パーリ=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。

まず，現代経営者の役割とは何かということの検討のために，経営者自身の動機という観点か

ら考えてみたい。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

図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

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

力しようとするタイプ。
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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。しかし，企業家精神にあふれ

る現代におけるベンチャー企業の経営者は，これに近いタイプともいえるかもしれない。

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、エ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っ経営者は，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し，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，一個人またはー集団の株主の私的所有物ではなくなりつの社会的

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り，現代制度的私企業の倫

理であるといってもよいであろう。

ところで，企業倫理を考える前提として，資本主義精神の源泉がある。マックス・ヴ、エーパー

(Weber， M.) が説いた「プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の『精神~J がある。資本の論

理ともっとも対極にあると考えられた禁欲の倫理が，資本主義形成のエネルギーとなっていた。

また，アダム・スミス (Smith.A.)においても，主著『国富論』の前に『道徳感情論』を著して

いる。神の「見えざる手」が社会全体の最適調和に導くという場合の「神」には，人間の欲求と

倫理のバランスがあった。「資本の論理j は， r倫理Jr道徳Jと見事なバランスを取っていたのであ

る。

以上のことから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
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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ズ、のニーズ、を全体的にバランスよく満たすように努力し，社会を発展させ

ていくことにある。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牲を確立することにある。

これまで，企業形態論および経営者論を中心として，現代経営者の役割や責任そして企業倫理

観なるものを考察してきた。次章では，現実の実際の取締役および経営者は，どのような企業制

度観や企業倫理観をもって，自らの役割と責任を捉えているのか，社団法人経済同友会が実施し

た， r企業の社会的責任 (CSR) に関する経営者意識調査」結果を基に分析してみる。 17)

IV. r企業の社会的責任 (CSR)に関する経営者意識調査」結果にみる

現代経営者の CSRに関する意識変化 (1999年，..， 2008年)

1. 1999年. w第 14回企業白書』

さて， w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j，第 2が「従業員j，第 3が

「株主・資本家Jであり，それ以外の「取引先j，r親会社・子会社等のグループ会社j，r金融機

関心「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， rこれまで」と「今後」を比較す

ると， r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。 18)

2. 2003年. w第 15回企業白書』

社団法人経済同友会は， w第 15因企業白書』に向けての検討の一環として， r企業の社会的責

任jrめざすべき企業像と新しい企業評価基準の提唱」等について，日本の経営者の意識の現状を

探るため， 2002年 11月上旬~下旬にかけてアンケート調査を実施している。調査対象は，①経

済同友会会員所属企業の代表者(社長等各社より会員 1名)，②東証 1・2部上場企業の代表者

(社長)，合計2，468名中，回答者数・回答率は， 643名 (26.1%)であった。そのなかで，第2

部:昨今の企業不祥事について，次のような結果となった(図-1，図-2参照のこと)。
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問 1 圏内で多発した不祥事の原因は主に何にあるとお考えですか。

(O印は重要と思われるものを 2つ選ぶ)

・企業不祥事の原因として，第 1に経営者のコンブライアンスに関する意識やリーダー

シップの欠如等があげられ (73.2%)，第2に暗に不正を助長するような風土，営利・業

績第一主義等の社内体質があげられた (56.5%)。

・回答者(企業)のプロフィール別の回答傾向の違いは見られなかった。

% 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

経営者(コンブライアンスに関する意識やリーダーシップの欠如等〉

従業員(コンブライアンスに関する意識等)

社肉体制(不正を早期発見する社内のチェック体制の未整備・整備

不良等)

社肉体質(暗に不正を助長するような風土，営利・業績第一主義等)

経曽環境(企業間の競争激化，業界の暗黙の慣習等)

その他

図-1 企業の不祥事の原因

問2 貴社では，現在こうした不正行為が発生していないと言えますか。

(O印は 1つ)

73. 

・「不正行為はないと確信しているが，正直なところ不安はあるJとする回答が 52%とな

り， r自信を持って不正行為はないと言える」の44%を上回った。

・回答者(企業)のプロフィール別に見ると，創立年 1980年以降の企業では「自信を持つ

て不正行為はないと言える」が 58.0%と， 79年以前企業の 42.5%より高くなった。また，

「不正行為はないと確信しているが，正直なところ不安はあるJとの回答が従業員数

300人以上で 55.8%，売上高 100億円以上で 54.5%となり，それぞれの規模が小さい企

業よりともに 20%以上高くなった。

「不正行為はない」

と確信しているが，

正直なところ不安

はある

52% 

何らかの不正行為

はあると思う

1% 

自信を持って「不正

行為はないjと言える

44% 

図-2 不正行為の有無
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また， w第 15 回企業白書-r市場の進化」と社会責任経営一~ (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パナンスを確立しようとしていることからである。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一間の対立を調整し，

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ろう。

3. アンケート調査結果

ところで，社団法人経済同友会では， w第 14 回企業白書~ (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，すでにみてきた 2003

年調査，そして， 2006年には r企業の不祥事Jr企業の社会的責任 (CSR)J r社会的責任投資

(SRI) Jに関する経営者意識調査が実施されている。対象は前調査と同じく，経済同友会会員所

属企業および東証 1部・ 2部上場企業の経営者で， 521社の経営者から回答が寄せられ，回答率

は 19.3%(会員所属企業に限ると 313社，回答率 36.1%)であった。

その結果，昨今，企業経営者が直接関与した不祥事が頻発しているが，この調査でも「企業不

祥事の主たる原因は経営者にあるJとの認識が約 7割 (69%) に達した。一方，直接関与してい

ない場合でも， 63%の経営者が「不正行為はないと確信しているが，正直なところ不安がある」

と回答。こうした不安を受け，コンブライアンス体制の見直しゃ社内点検など何らかの予防策を

講じる経営者が増加し， r何もしない」は 3年前 (2003年前)の 23%から 4%に減少している。

企業の社会的責任 (CSR) に関しては， rCSRJ という言葉が一般的で、なかった 3年前に比べ，

企業の社会に対する責任としての経済面(収益確保や配当，納税等)のみならず， r人権Jr環境」
などを挙げる経営者が増加した。また， 69%が rCSRは経営の中核課題」とし. r利益の還元」

「払うべきコスト」という意識はやや薄れた。さらに 3年前は「法令で定められている事項，

社会から要請された事項について取り組んでいる」段階の企業が 59%であったが， 2006年には

「求められていないことでも取り組んでいるJr利益に結び付ける戦略を立案・実行」が合わせて

51%と過半数を超え， 16%はCSRを利益に結び付ける戦略を立案・実行していると回答した。

SRIのためのアンケート調査についても，経営トップの 45%は， r回答に目を通すJr自ら回答す

るj という回答となった(図-3，図-4，図-5参照のこと)。
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問 1 圏内で多発した不祥事の原因は主に何にあるとお考えですか(複数回答)。

0% 

経営者

従業員

社肉体制

社肉体質

経営環境

その他

20% 

11. 6% 
10.9% 

15~ 9% 
17.3% 

40% 

44.0% 
1% 

60% 

56.2% 
56. 5% 

-今回(2005年) 口前回(2002年)

1.経営者〈コンブライアンスに関する意識やリーダーシップの欠如等)

2. 従業員(コンブライアンスに関する意識等)

3.社肉体制(不正を早期発見する社内のチェック体制の未整備・整備不良等)

4.社内体質(暗に不正を助長するような風土，営利・業績第一主義等)

5.経営環境(企業聞の競争激化，業界の暗黙の慣習等)

6. その他

図-3 企業不祥事の原因
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問2 貴社では，現在こうした不正行為が発生していないと言えますか。
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68.9% 
73.2悦

498 

343 

58 

219 

280 

79 

3 

(68.9%) 

(11.6%) 

(44.0%) 

(56.2%) 

(15.9%) 

(0.6%) 

0% 20% 40% 60% 80% 

323h4 Rf3 
.1% 

2% 
J 52. ないと確信しているが不安はある

自信を持つてないと言える

ないと言える自信はない ~t.努
何らかあると思う !日1.2%% 

ムーー

-今回(2005年) 口前回(2002年)

1 .自信を持って「不正行為はないj と言える。

2. r不正行為はない」と確信しているが，正直なところ不安はある。

3. r不正行為はない」と言える自信はない。

4.何らかの不正行為はあると思う

図-4 不正行為の有無
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問 3 下記の項目は，広い意味で「企業の社会的責任 (CSR)Jに含まれる可能性のある項目で

す。貴社にとっての CSRには，どのような項目が含まれますか(複数回答)。

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

法令を遵守し，倫理的行動をとること

より良い商品・サービスを提供すること

地球環境の保護に貢献すること

収益をあげ，税金を納めること

所在する地域社会の発展に寄付すること

a 

94.6% 
J 81. 4~ 

9 

80.8% 

J61『・97%72744I3巧9 % 

J 51.:6% 

4% 
1% 

人権を尊重・保護すること J 32: 3% 
-1666M7a63% % % 

株主やオーナーに配当すること

人体に有害な商品・サービスを提供しないこと

雇用を創出すること

新たな技術や知識を生み出すこと

フイランソロビーやメセナ活動を通じて社会
に貢献すること

世界各地の貧困や紛争の解決に貢献すること

. 

|4154841520%541% 7.1.7% F63も5%.1% I : 

. 

15 

45. 7% 
J 21.8% 

用 16.4%

-今回(2005年) 口前回(2002年)

1.収益をあげ，税金を納めること。

2.株主やオーナーに配当すること。

3. より良い商品・サービスを提供すること。

4.人体に有害な商品・サービスを提供しないこと。

5.新たな技術や知識を生み出すこと。

6.雇用を創出すること。

7.人権を尊重・保護すること。

8.法令を遵守し，倫理的行動をとること。

9. フイランソロピーやメセナ活動を通じて社会に貢献すること。

10.地球環境の保護に貢献すること。

11.所在する地域社会の発展に寄付すること。

12.世界各地の貧困や紛争の解決に貢献すること。

図-5 CSRの意味
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4. 2008年『価値創造型 CSRによる社会変革一社会からの信頼と社会的課題に応える CS叫

(1) 企業を取り巻く外部環境の厳しさ

経済同友会における 2006年度の社会的責任推進委員会では，社会的責任経営 (CSR)を，価値

創造をめざす「攻め」の CSRと，法令順守等による信頼構築の「守り」の CSR両輪であると定

義づけるとともに， r守り」の CSRは当然として，今後は本業を通じた「攻めJのCSRへのイノ

ベーションを志向することが重要であると提唱していた。

しかし， 2006年の経営者意識調査の結果を見る限りでは，経営者が急速に CSR経営への理解

を示していたかのようで、あったが，現在でも尚，企業不祥事が相次ぎ，残念ながら企業に対す

る社会の信頼は崩壊の危機に直面している。とりわけ，消費者，利用者の安全・安心に対する期

待を裏切るような事例や，企業あるいは業界の自浄機能が十分にはっきされていない事例が，規

模の大小を問わず頻発しており，社会に大きな衝撃を与えている。

また，個中央調査社がおこなった「食の安全に関する調査」によると， r食品の安全性確保のた

めに期待する主体は誰ですか」という質問に対して， r政府と役所」という回答が一番多かったこ

とに関して，我々(経済同友会)は深刻に受け止めなければならないとしている。企業に対する

世論の批判の後押しされるように，建築基準法や貸金業法，金融商品取引法， J-SOX法など，規

制強化の動きが強まっているが，総じて規制強化は，企業に対して負荷を与え，多大なコスト増

をもたらすだけでなく，企業の活力を減殺させ，ひいては経済全体を萎縮させる恐れがあるとい

うのである。さらには，規制が強化され，企業への圧迫が強まると，一部にはその場凌ぎの対応

や，抜け道探しを図る動きが生じ，そのことが企業全体に対する不信を一層増幅させ，一段の規

制強化につながる，という悪循環に陥りかねないからである。

このような悪循環を断ち切り，信頼の崩壊を食い止めるためには，まず企業経営者が，民間主

導で経済，社会をリードしていく決意を固め，他社に責任転嫁せず，自らの襟を正すことが前提

となる。同時に，企業経営者は法令順守のみで満足せず，それを超えた信頼回復への取り組みが

求められていることを強く認識し， CSRの積極的な実践に今こそ移すべきなのである。

このように，日本企業の CSRを取り巻く外部環境は非常に厳しいが，一方，企業内部において

も多くの問題を呈している。

(2) 企業内部環境において露呈している問題

本書によると， CSRに関する企業内部における諸問題は以下の通りである。同

CSR担当者を中心に自社の CSRに関する取り組みに対して，一服感・停滞感が広がりつつあ

る。 CSR担当者は， r自社の CSRは表面的・形式的な取り組みではないのかJr自社の CSRが企

業内で企業風土として本当に根づいているのかJr社会的な問題解決に本当に役立っているのかJ

rCSRと経営の一体化がなされているのか(経営者は本気なのか)などの疑念に直面しているよ

うにみえた。

このように，企業CSR担当者からのヒアリングでは， CSRを標携している企業においてさえ，

経営者と現場の距離感が感じられ，その結果， CSR担当者は悩みが深まるのではないか，という

印象を受けたのである。

CSR担当者の悩みを整理すると，①基本的な企業戦略に起因する課題，②組織・体制に起因す

る課題，③実務(業務)上の課題などに直面し，それぞれが相互に関係しあっている組織文化の

実態が浮かび上がってきた。以下，表 1の通りである。
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表 1: CSR経営における組織内環境の諸問題

① 基本的な企業戦略に起因する課題

a.会社としての CSRのメリットを見出せていない。形だけの CSRとなっており，何のた

めに CSRをやっているのか深い認識が欠けている。

b. 目的が暖昧なため成果が明確に把握されていない。そのため，部署の目標が明確になら

ない。さらに，何をすれば評価されるのかが分からない。

c. トップの交代によって， CSRへのコミットメントが随分変わってしまうリスクがある。

d.社内の CSRに関する理解にバラツキがあり，明確な運動として結実しない。コンプライ

アンスの徹底，社会貢献活動の延長，本業で収益にも繋がる等の意見が揮然一体となっ

ている。

e. CSR =コンブライアンスとなっている。

f.宣言文の作成，横断的な委員会の設置が一巡し， CSR報告書の作成，アンケート調査へ

の回答などがルーチン化すると，業務がマンネリ化する。

② 組織・体制に起因する課題

a.社員の意識が進まず，当事者意識が低い。

b.個人の人事評価や部門の業績評価に反映されないため優先順位が低い。

c. 取り組みの性格上，目標管理が難しく PDCAサイクルとして展開できない。

d.守備範囲が広すぎて全部に手が回らない。

e.グループ。会社管理，サプライチェーン管理が重要といわれるが，体系的な取り組みを進

める余裕がない。

f.ステイクホルダーの声を取り入れることが重要といわれるが，企業の問題点指摘につな

がるような明確な声がない。あってもそれを取り上げる必然がない。

g. (社内)システム， CSRをテーマとした商品・サービスは作ったが，作っただけになっ

ており，使ってももらう工夫ができていない。

h. 本業と融合した商品・サービスを開発していても，業績に与えるインパクトが小さく，

自己満足の世界にとどまっている。

④ その他の課題

a. CSRを限定的に捉える傾向がある(寄付，社会貢献など)。

b.企業本位の取り組みであり，社会からの理解を得られにくい。社会的課題や社会の関心

事項が明示されていないのではないか。

c.社会から取り組みへの実感・共感を呼ぶことができず，取り組みが形骸化。

d. CSR報告書が読まれていない。社会の関心事項が明示されていないのではないか。

e.価値創造型 CSRの成功事例が顕在化・具現化せず，閉塞感がある。「まさに産みの苦し

みJである。
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以上，現代経営者の CSRに関する意識変化を，経済同友会で実施した，経営者への「企業の社

会的責任」に関するアンケート調査等 (1999年'"'-'2008年)を中心に考察してきた。本調査結果

から現代経営者の CSRに関する意識変化について分析すると以下の通りである。

(3) 経営者が重視するステイクホールダーの変化

経営者がこれまで重視してきたステイクホルダーは， 1999年代までで，第 1が「顧客J，第2

が「従業員J，第 3が「株主・資本家」であり，それ以外の「取引先J，r親会社・子会社等のグ

ループ会社J，r金融機関心「政府・政府機関j などの主要なステイクホールダーは，重視してい

る第3までと比較すると格段に考慮されているとは言い難い状況で、あった。ところが，今後重要

になるステイクホールダーにおいては， r株主・資本家」の重要性が高まり， r従業員」は後退し，

第2と第 3が逆転している。また，依然として，その他のステイクホルダーについては考慮され

ていない。 1999年代は，長引く日本経済の停滞の中にあり，経営者は，グローパル競争力を高め

るために第 1に，資本効率を重視した戦略的経営への転換を求めていた時期であり，日本におい

ても， r株主・資本家」重視の志向が高まりつつあった。また，人材面においても成果主義が叫ば

れた時期に当たる。このような，日本企業の「株主・資本家」重視，成果主義へと方向を定めた

ことが，企業の経済的側面一辺倒に偏ることとなり，企業不祥事を頻発させる方向へと拍車をか

けたともいえるであろう。

こうして， 2003年の経営者へのアンケート調査では，企業不祥事が相次ぐ現状のために，その

アンケート項目に企業不祥事の原因や不正行為の有無を求める項目が相次ぐこととなる。 2003年

になると経営者も自戒の念がみられ，企業不祥事の原因として，第 1に経営者のコンブライアン

スに関する意識やリーダーシップの欠如等があげられ， 73.2%にも及んでいる。第 2に暗に不正

を助長するような風土，営利・業績第 1主義等の社肉体質があげられ， 56.5%となっている。ま

た，市場原理や株主価値を追求するいわゆる「米国資本主義jについては， r間違った方向ではな

いが，行き過ぎや不完全な部分を是正していく必要があるJとの回答が 89%ととなり，利益第主

義の行き過ぎを改善する意識をもつようになってきたことがうかがえる。 CSRに関する考え方に

ついては，重要な順として， rよりよい商品・サービスの提供Jr法令の順守，倫理的行動Jr収益

確保，納税Jr株主への配当Jr地球環境保護への貢献」と変化しており，株主重視以前に，企業

としての法令順守や倫理的行動をあげたのは進歩である。

2006年，経営者意識調査では， rCSむという言葉が一般的でなかった 3年前と比べると，企

業の社会に対する責任としての経済面のみならず r人権Jr環境」などをあげる会社が増加し，

69%が rCSRは経営の中核課題Jとし， r利益の還元Jr払うべきコストj という意識はやや薄れ

た (2002年 65.3%に対し， 2005年 55.4%)のはよいことであるが， CSRに関してもコストとし

てみる意識が全体の半数以上であることは未だ意識改革を要する。また，雇用の創出という項目

に関して伸び幅が 10%を満たないのも問題である (2002年 48.0%に対し， 2005年 57.3%)。

(4) 企業不祥事が起こりうると考えられる経営者の意識内容について

2002年の経営者意識調査で，不正行為の有無については， r不正行為はないと確信しているが，

正直なところ不安はある」とする回答が 52%と半数を超えているところが問題であろう。不安が

あるとするのは，過去に発覚していないが経営者自身が何らかの不正に関与したかもしれないと

いう気持ちゃ内面にある何らかの良心の阿責の念からであろうか。経営者は， r自信をもって不正

行為はないといえるJようにならなくてはならない。今後，企業不祥事をなくすためには，まず，

経営者自身が不正行為に関する不安をなくすように，日々，人間として倫理的・道徳的行動を取
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る必要があるように思う。ところが 2005年の経営者意識調査では， r企業不祥事の主たる原因は

経営者にある」と約 7割が認識している一方で，直接関与していない場合でも， 63%もの経営者

が「不正行為はないと確信しているが，正直なところ不安がある」と回答しさらに増加している。

今後は，経営者が率先して，企業組織のあらゆる階層に対して，企業倫理教育の徹底を図る必要

がある。今後の調査では企業経営者がなぜ不正行為が起こるかどうかについて不安が増加するの

か踏み込んだ調査が必要である。

次に， 2002年調査で，経営者が CSRの意味を「社会に存在する企業として，払うべきコスト

である」との見方が 65%と最も多く，コスト意識レベルの延長上にあることが不祥事が起こりう

る間接的な問題であるように考えられる。本来なら， CSR経営はコストではなく，社会的責任あ

る企業としての当然の存在目的を示すものだからである。それを，コストであると考えるのは，

社会の中の企業というよりも，自らの企業組織を中心においていること以外になにものでもな

い。さらに， CSRに関して， r世界の貧困や紛争解決への貢献JrフランソロビーやメセナJr人権

の尊重・保護j の重要度が低いのも問題である。頻発する企業不祥事の中で，食の安全に関する

事件，あるいは，新幹線の居眠り運転や脱線事故にしても，人間個々人の生命にかかわる問題で

あり， r人権の尊重・保護J，そして， r従業員」という企業の貴重なステイクホルダーの重要度が

低下していることが大きな要因になっていると思われる。(ここで， 2005年には，すでに述べた

ように経営者意識に変化がみられ改善の方向であることを付しておきたい。しかしながら， 2005 

年4月 25日、 JR福知山線脱線事故は起きてしまった。)

さらに，経営者は，不祥事の主たる原因は， r経営者Jや「社内体質(風土)Jであるとの認識

をもちながら，社内体質(風土)の変革の試みがただ単にコンブライアンスの徹底や社内点検に

とどまっていることも問題である。社内体質や風土は，組織構造やその下層にある組織における

共有する意味や価値観，つまり，組織文化に根ざしている。経営者のリーダーシップによって，

組織文化変革の試みを為すべきであろう。

最後に，表 1: CSR経営に関する組織内環境の諸問題をみる限り，日本企業は，本物の CSR

経営を確立しているとはいえない。これらの問題は，経営者の役割の認識不足といっても過言で

はないだろう。経営者が CSRの本質は何かをより深く理解し認識を深めた上で，トップ自らが率

先して， CSR経営を唱え，組織文化として定着させる努力が必要である。また，経営者が社会性

や倫理性を備えた人材を育成することが急務であるといえよう。

V圃結び一本稿のまとめと今後の課題

本稿においては，不祥事を起こさない健全な企業経営を為すために次世代経営者の育成内容

を，主に，現在の経営者の企業制度観および企業倫理観を分析することによって不祥事が起こり

うる可能性がある問題を抽出し，その問題解決のために必要な能力要件や問題解決方法などを導

くことを問題とした。

まず， II. m章で明らかにしたように，企業制度は時代とともに変化するものである。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。もはや，株式会社は，資本的私企業から社会の
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制度的私企業へと内的・質的に変化しているのである。

社会の制度的私企業とは， r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であり，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)の実現を目ざす社会性や倫

理性をもった企業」のことである。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 (goingconcem) の意味である。私企業が他の制度やステイクホル

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

イクホルダーズのニーズを全体的に満たすように努力することによって社会を発展させることに

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や主体性を確

立することにある。

また，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その役割がある。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

切な行動原理であり，現代制度的私企業の倫理であるといってもよいであろう。

さて，実際の経営者の企業制度観は，企業を取り巻くステイクホルダーをどのように捉え，ど

のステイクホールダーを重視しているかによってある程度，把握が可能であるが， 1999 年~2008

年代までの企業経営者の意識調査の結果，実際の経営者の企業観は，社会の制度的私企業として

捉える方向に急激に意識変容してきでいることが本研究から明らかとなった。しかし，まったく

問題はないわけではない。すでに述べたように， CSRについての理解として，利益還元，当然支

払うべきコストなど，これまでのコスト意識の延長上にしかCSRを捉えていない経営者が全体の

約半数に及んでいることなどからして， CSRの本質に関する認識が不十分であることが明確であ

る。また，このような認識であれば，そもそも社会の制度的私企業とはいかなる企業なのか，そ

の中での専門経営者の役割についても正しく認識しているか疑問である。今後の次世代経営者の

教育においては，企業制度に関するこれまでの諸理論やCSR論に関する理解を深め，自らが経営

している企業制度とはいかなるものか，専門経営者の役割とは何か， CSR経営の本質は何かなど

をじっくり探究することが重要であると考える。グローパル環境下においては，企業経営者の論

理的能力は益々重要になるであろう。

次に，実際の経営者の倫理観についてであるが，コンブライアンスを重視することは企業経営

にとっても当然のことであり，コンブライアンス=CSRではなく，法令順守はCSRとは区別さ

れた基本の問題であると言わなければならない。また，経営者への外部からのチェック・モニタ

リングや規制としてのコーポレート・ガバナンスについても極めて重要な問題である。しかし，
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ここで経営者の倫理観や意識に限定すると，企業不祥事が起こる問題は，企業制度が社会の中に，

さらには，グローパル環境の中に存在しながら，自らの組織および自らの欲得のみで自己中心に

行動してしまうことにある。したがって，このことは，平田雅彦が述べるように，日本の「商人

道Jの再吟味がその教育内容として有効であると考える。 20)

「商人道」を説いた石田梅岩が，その書の中で一貫して語っていることは，商人は，自分自身

に天地自然の流れに沿った「心のものさし」を持ち，それに従って行動するとき，世界万民の心

にかない，天下太平に通じるという考えである。それだけに「心のものさしJづくりには，一方

的な説教を受けるのではなく，討論による問答会，静座による思索，その上で得た悟り，という

具合に，魂の触れ合いを大切にしているのである。次世代経営者に人生観，社会観，世界観を考

えさせることによって，経営者としての視野が広がりをみせ，やがては，企業の重要なステイク

ホルダーとしての地球環境，人権問題，ひいては身近なところの雇用問題や地域社会に目を向け

ることができるのではないだろうか。

さらに，実際の経営者は，自ら不正をなしてない場合で、あっても，企業不祥事が起きるのでは

ないかという大きな不安を感じていた。このことは，自らの企業組織が健全な組織であるかどう

かの確信が持てないところにあるように考える。事実，企業不祥事が起こる要因の 2番目は，組

織体質や組織風土をあげている。すでに述べたことであるが，経営者が CSRの本質は何かをより

深く理解し認識を深めた上で， トップ自らが率先して， CSR経営を唱え，組織文化として定着さ

せる努力が必要である。つまり，次世代経営者は，組織変革のリーダーとしての役割が必要とな

る。また，経営者が社会性や倫理性を備えた人材を育成することが急務であるといえよう。いず

れにしても，現代企業は，組織の「倫理と道徳J基盤の上に「資本の論理」を確立しバランスを

保つマネジメントが要求される。筆者の今後の課題は，本稿で紙面の都合上論じることができな

かった，企業を取り巻く外部環境と経営者の関わり方，特にコーポレート・ガパナンスにおける

経営者教育の課題について考察していきたい。

注〉

1 )産労総合研究所『賃金事情~ 2009年 1月， No.2556， 16頁参照。

2) 平田雅彦『企業倫理とは何か一石田梅岩に学ぶ CSR の精神-~ P田研究所， 2005年参照。

3 )向上書， 22頁。

4)小原久美子「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一企業形態論，経

営者論，コーポレート・ガバナンス論からの統合的アフ。ローチー」広島県立大学論集，第 8巻，

第 1号， 2004年， lO6頁。

5 )森本三男『経営学入門一三訂版-~同文舘， 1995年， 12 -24頁参照のこと。

6) 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， 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.， The The01アザLeisureClass， Penguin C/assics， 1994. (ヴェブレン， T著，高哲男訳

『有閑階級の理論一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.， The Theory ofBusiness Enterprise，Transaction Pub， 1914. 

Berle， A.A. & Means， G.c.， Modern Corporation and Private-Property， 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。)



136 県立広島大学経営情報学部論集 第 2号

B町 nham，J.， The Managerial Revolution， 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、エ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-.11，文民堂， 1983年。

8 )ここで経営者革命とは，パ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ま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

っ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。

9)正木久司，前掲書， 90頁。

10) Gordon， R.A.， Business Leadersh伊inthe Lm宮eCorporation， 1945を参照のこと。

11) ibid.， p.49. 

12) Lamer， R.J.，Ownership and Control in the 200 Largest Non Financial Corporation， 1929 and 1963， 

The American Economic R仰のも;Vol.56， Sep. 1966. 

13) Galbraith， J.K.， The New lndustrial State， London，1967. (都留重人監訳『新しい産業国家.11，河出

書房新社， 1968年)を参照のこと。

14) ibid.， p.176. (向上訳書， 205頁)

15) Blumberg.， P.I.， Corporate Re，宅ponsibilityin a Changing Society， 1972を参照のこと。

16) Herman，E.S.， Corporate Control， Corporate Power.， New York， 1981を参照のこと。

尚，ハーマンが， r銀行は一方的に会社を支配していなし、」と主張した文献は， Jacc Guttentag 

との共著BankingStructure and Peゆrmance.，1967年，においてである。

17)社団法人経済同友会が実施した「企業の社会的責任 (CSR) に関する調査レポート・文献は，

以下の通りである。

①社団法人経済同友会編『第 14回企業白書一“個"の競争力向上による日本企業の再

生一』社団法人経済同友会発行， 1999年。

② 社団法人経済同友会編wr市場の進化」と社会的責任経営-企業の信頼構築と持続的な価

値創造に向けて-.11社団法人経済同友会， 2003年。

③ 「企業の社会的責任に関するアンケート調査J2003年 2月 4日。

④ 「企業の社会的責任 (CSR) に関する経営者意識調査J2006年 3月 7日。

⑤ 社団法人経済同友会編『価値創造型 CSRによる社会変革~社会からの信頼と社会的課題

に応える CSRヘ--.11社団法人経済同友会発行， 2008年 5月。

18)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-.11社

団法人経済同友会発行， 1999年， 68頁。また，社団法人経済同友会編 wr市場の進化j と社会

的責任経営一企業の信頼構築と持続的な価値創造に向けてー』社団法人経済同友会， 2003年 3

-5頁参照のこと。

19)社団法人経済同友会編『価値創造型 CSRによる社会変革~社会からの信頼と社会的課題に

応える CSRへ--.11社団法人経済同友会発行， 2008年 5月， 3 -6頁参照。

20)平田雅彦，前掲書， 82 -83頁参照。



現代企業制度の特質と経営者の意識変容 137 

参考文献)

1 )森本三男『経営学入門一三訂版-~同文舘， 1995年。

2) 占部都美著，加護野忠男補訂『経営学入門-改訂増補一』中央経済社， 1997年。

3 )小原久美子「今日の企業制度J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。

4) 大月博司・高橋正泰・山口善昭『経営学一理論と体系<第二版>~同文舘， 1997年。

5) Veblen，T.， The Theory of Leisure Class， Penguin Classic， 1994. (ヴ、エブレン著，高哲男著『有閑

階級の理論一制度の進化に関する経済学的研究』ちくま学芸文庫， 2003年。)

6) Berle， A.A. & Means， G.c.， Modern Corporation and Private-Property， Transaction Pub， 1991. (パー

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。)

7) Burnham， J.， The Managerial Revolution， John Day， 1941. (パーナム著，武山泰雄訳『経営者革

命』東洋経済新報社， 1965年。)

8 )日本コーポレート・ガヴア(ママ)ナンス・フォーラム，コーポレート・ガヴア(ママ)ナンス原

則策定委員会『最終報告・コーポレート・ガヴ、ア(ママ)ナンス原則一新しい日本型統治を考え

るー』日本コーポレート・ガヴ、ア(ママ)ナンス・フォーラム発行， 1998年。

9 )寺本義也『日本企業のコーポレートガパナンス~，生産性出版， 1999年。

10) Bla廿， M.Margaret.， Ownersh伊andControl -Rethinking Corporate Governance for the Twenty -First 

Centuη， The Brooking Institution， 1996. 

11)伊丹敬之『日本型コーポレートガバナンスム日本経済新聞社， 2001年。

12) 社団法人経済同友会編『第 14 回企業白書一“個"の競争力向上による日本企業の再生一~，

社団法人経済同友会発行， 1999年。

13) Lamer， R.J.，Ownership and Control in the 200 Largest Non Financial Corporation， 1929 and 1963， 

The American Economic Review， Vo1.56， Sep.1966. 

14) Chandler，A.D.， The巧:sibleHand :The Managerial Revolution in American Business， The Belknap 

Press of Harvard University Press， 1977. (アルフレッド・ D・チャンドラーJr.著，鳥羽欽一郎・

小林袈裟治訳『経営者の時代-アメリカ産業における近代企業の成立 下一~，東洋経済新報

社， 2002年。)

15) 塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男『経営管理~，有斐閣アルマ， 2001年。

16) Row. Mark J.， Strong Aゐnagers，Weak Owners :The PoUtical Roots of American Corporate Finance， 

Princeton University Press， 1994. (マーク・ロー著，北篠裕雄・松尾順介監訳『アメリカの企業

統治ーなぜ経営者は強くなったか』東洋経済新報社， 1996年。)

17) 日本取締役協会編『取締役の条件-21世紀のコーポレート・ガパナンスはどうあるべき

か一~，日経 BP 社， 2002年。

18)社団法人経済同友会編wr市場の進化」と社会的責任経営一企業の信頼構築と持続的な価値創

造に向けて-~，社団法人経済同友会， 2003年。

19) 正木久司『株式会社支配論の展開-アメリカ編-~，文民堂， 1983年。

20)社団法人経済同友会編『価値創造型 CSRによる社会変革~社会からの信頼と社会的課題に

応える CSR へ"'~社団法人経済同友会発行， 2008年 5月， 3 -6頁参照。

21)植竹晃久・仲田正機『現代企業の所有・支配・管理一コーポレート・ガバナンスと企業管理

システム-~， ミネルヴ、ア書房， 2001年。




