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〈アドバイザー〉

企

的な合併などでは、前者の価値創
出型の買収が多い。後者には、従
業員の給与削減やリストラ、製品
品質の引き下げや値段の引き上げ、
資産の切り売り、金融工学の活用
などがある。
不幸なことに、後者の価値再分
配は、前者の価値創出より簡単に
実行できるため、数年で企業を売
り抜ける目的を持つ金融的買収の
（※１）
多くは再分配型となる。
業の支配権市場の意味は、
企業の成熟度で変わってい
く。資産の少ない成長企業では、
株主の取り分をふくらませてもあ

まり儲からないため、投資家は長
期的な価値創出を選ぶだろう。一
方、成熟企業では、蓄積した価値
の再分配で素早く儲けられる可能
性が出てくる。
再分配こそが儲かるようになる
と、自由な支配権市場は、長期的
で公平な経営を壊すように働く。
再分配を目的とする買収者が現れ、
より高い買収価格を提示し、価値
創出型経営から再分配型経営に切
り替える。買収者は積極的に株主
に価値を再分配するほど儲かる。
結果、最も強欲な経営を志向する
投資家が企業の買収者となる。

株主至上主義・市場万能主義の限界を明らかにした前週を受けて、 今週はその原因を分析し、 解決
策としての「公益資本主義」確立の優位性をゲーム理論で示す。そのうえで、企業の利益と公益を
バランスさせ、
〝プラスサム〟 状態への移行を促す方法は、
「制度」の再設計にあることを提示する。
今日の米国のコーポレートガバ
ナンスでは、上場企業が公益を果
たすことは難しい。理論上では、
企業の支配権市場（すなわち株式
市場）は社会の経営資源を効率よ
く分配するが、実際には深刻な問
題を引き起こしている。
たとえば、企業の買収において
株主が儲ける方法は二つある。一
つは、実際に新しい価値を創出し、
企業価値を高める方法。もう一つ
は、既存の企業価値における株主
の取り分を拡張するという再分配
の方法である。事業上の長期シナ
ジーが明確な、同業他社との戦略

東京財団会長

加藤秀樹

Hideki Kato

敵対的買収という仕組みは特に
危険なツールとなりうる。これは、
現経営者が買収に同意していない
対象企業の買収だ。買収防衛策も
多く存在するが、最終的には株主
が、敵対的買収を受け入れるかど
うかを決める。防衛策に必要な費
用と経営資源は、社会から見てム
ダである。この道具は、放漫経営
を牽制する場合もあるが、企業の
長期的繁栄を犠牲にしてまで儲け
ようとする投資家の手に、企業が
渡ってしまうこともある。
長期的で公平な経営をしてきた
企業が買収者に狙われる。投資を
削減し、従業員や顧客、取引先、
債権者、地域社会、国家などの関
係者から株主へと価値を再分配す
る余地が大きいからだ。

公式・非公式の
「制度」
を再設計する

公益資本主義の確立に向けて（下）

特別
寄稿
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＊注の参考文献についてはhttp://davidjamesbrunner.org/研究/公益資本主義/脚注をご参照ください。

敵

会社を完全に買収しなくても、
投資家は大株主になれば、味方の
人物を取締役にしたり株主提案権
を行使したりすることにより、経
営に影響を与えられる。株価を上
げるように経営者に働きかける一
部のアクティビスト投資家は、敵
対的買収者と同様の目的で、会社
の価値を吸い取ろうとする。
対的買収者やアクティビス
ト投資家は、株価上昇によ
る株式譲渡益を得ようとするため、
株価の向上を求める。一方、経営
陣は標的になるのを回避するため
に、株価向上を重視した経営を行
なうことになる。
結果、経営者は長期的に高い収
益を上げられ、成長につながる投
資よりも、より短期的に収益が得
られるような投資を行なう。
このように、株主に圧倒的に強
い権限を持たせる米国のコーポレ
ートガバナンスは経営者に圧力を
かけ、短期利益の追求に拍車をか
け、企業の成長に負の効果をもた
らす側面がある。
また、経営の意思決定を短期に
偏らせる「経営手法」も浸透して
いる。具体的には、正味現在価値
（ＮＰＶ）法での投資評価や会計
制度は、利用の仕方によっては知
識や組織力等の無形資産などを軽
視した経営につながり、長期的な
発展を損ないかねない。
ＮＰＶは、将来得られる正味キ
ャッシュフローの現在価値と初期
投資額の差額である。これがプラ
スの場合は投資を実行し、マイナ
スなら実行しない。
定量化しやすい費用と利益では
ＮＰＶ法が参考になるが、定量化
しにくい無形資産に対してはＮＰ
Ｖ法では適切な判断がしがたい。
たとえば、従業員のリストラを
行なうか否かという意思決定をす
るときに、ＮＰＶ法で分析すると
リストラによる人件費の削減が利
益増に反映するが、やり甲斐の希
薄化や会社へのコミットメントの

低下などから生ま
れる定量化しにく
いコストは過小評
価されがちである。
長期投資も定量
化しにくい要素が
あるので、ＮＰＶ
法では過小評価さ
れる。長期投資を
行なうと、後から
新しい選択肢が見えてくる。たと
えば新製品の研究開発を行なって、
時間がたった後に、初期段階では
予想できなかったビジネスチャン
スが手に入ることがある。この選
択肢には「オプションバリュー」
という価値がある。
つまり、長期投資は、オプショ
ンバリューを含んでいる。これを
意思決定に導入するリアルオプシ
ョン法というツールも存在するが、
実業におけるオプションバリュー
は測定が不可能に近く、その結果、
ＮＰＶ法に組み入れることは実務
上難しい。
この問題が解決できればＮＰＶ

法は参考になりうるが、落とし穴
がある。現在価値は、将来の利益
を投資家が求める利益率で割り引
いて計算されるが（割引率と呼
（※２）
ぶ）
、この妥当な率が不明なのだ。
高い割引率を設定すると、分析
上では長期利益より短期利益が魅
力的に見えてくる。したがって、
経営者が高い割引率を設定すれば、
短期投資が優先される。英米では
通常、経営者が高過ぎる割引率を
使用しており、過小投資になって
（※３）
いる。こうした経営は株主資本利
益率（ＲＯＥ）を高くするが、投
資、資産、研究開発を縮小させ、
企業の成長と持続可能性を犠牲に
（※４）
する。

株主価値に重点を置く
経営者教育

会計制度も、経営者の視点を短
期化させる可能性がある。無形資
産は企業の存続と成長にとって非
常に重要だが、定量評価が難しく、
貸借対照表に計上しにくい。
基礎研究、人材育成、取引先と
の協力関係の構築など、無形資産
をつくる長期投資の多くは、時間
がたつほどその効果が出てくるが、
四半期という短期間で利益が上が
ることはあまりない。
また、時価会計主義では、資産
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J-POWER株を買い進め、
株主重視の経営を求めた
TCI。公秩序を理由に政
府から追加取得の中止勧
告を受けた

の時価が下がると損失として計上
される。これを回避し、四半期ご
との利益を安定させるために企業
は大きな資産を持つことを避け、
（※５）
投資を抑える。
四半期評価のみを経営目標にす
ると、長期的な価値を犠牲にする、
偏った意思決定にならざるをえな
い。現状の会計制度は、経営者を
短期志向の経営に追い込んでいる。
ビジネススクールもまた変容し、
短期志向経営の一因となっている。
米国のビジネススクールは一九〇
〇年頃に実務家の道徳的なリーダ
ーシップと倫理観の育成を目的と
した職業教育として始まったが、
今日では、株主価値を向上させる
ための経営手法を教え込む場とな
（※６）
っている。
六〇年代から、金融経済学の観
点を重要視するシカゴ大学ビジネ
ススクールが影響力を増し、企業
を経済学的にとらえる思想体系を
（※７）
広げた。金融経済学や金融工学の
研究者は、株主価値を高める経営
手法を開発するようになった。授
業では株主価値向上のテクニック
が提示され、たとえば借金をして
節税することが株主価値を上げる
ためによいなどと教えられる。
米国における経営学修士取得者
は一九年には一一〇人であったが、
五八年には五二〇〇人に上昇し、

八一年には五万五〇〇〇人に増え、
医学修士や法学修士取得者数を上
回り、二〇〇六年に一二万人に達
した。今では世界一〇〇ヵ国で経
営学修士が授与されており、影響
（※８）
力が大きくなっている。
10

（※９）

ント）として会社を経営する。プ
リンシパル・エージェント論とい
われる。株主利益最優先の企業経
営を正当化するこの株主志向企業
論は、米国の制度設計を指導する
（※ ）
概念的枠組みになった。
株主志向企業論の原点は、個人
の利己心にある。組織は、個人で
は実現できない仕事を、企画と調
整で多くの力を合わせ実現するた
（※ ）
めのものである。ただし、個人に
は利己心があり、組織と個人の利
益が対立することがある。こうし
た場合、経済学では個人が自分の
利益を優先的に追求し、組織の目
的を犠牲にすると仮定される。
教育の質、卒業生の数と
もに変容したビジネスス
クール。代表格のハーバ
ード大学の卒業式風景

カネだけのために
仕事をするのではない
不健全な経営を促す経営者教育
の背景にあるのは、経済学的企業
論である。
この企業論では、株主は会社の
所有者（プリンシパル）であり、
経営者は株主の代理人（エージェ

11

会

これを防ぐためには個人に動機
づけ（インセンティブ）を与え、
個人の行動を監視（モニタリン
グ）しないといけない。
動機づけと監視が不十分な場合、
個人が組織の目的を損なう意思決
定をしてしまう。具体的には仕事
を怠けたり接待などムダな出費を
（※ ）
したりする。
社を利己心でしか動かない
個人の集まりと仮定すると、
株式による資金調達が、難しい課
題になる。経営者が自分の資金を
投資していない限り、株主のため
に利益を出そうと思わないと考え
られるからだ。そうした不安があ
れば、投資家は資金を提供しなく
なり、企業の資金調達が困難にな
り経済の効率が悪くなる。
この課題に対する株主志向企業
論の解決策は、株価連動報酬や企
業支配権市場または莫大な借金だ。
株価連動型の報酬は、経営者に
株価を上げるように動機づける。
一方、自由な企業支配権市場が存
在すれば、無責任な経営で株価の
低い企業は敵対的買収の対象とな
り、経営者が解雇される。経営者
は解雇を恐れ、懸命に仕事する。
アメとムチの解決策だ。
そして、会社に巨額の借金を抱
えさせれば、利子を支払わないと
破綻するため、経営者は資金のム

12
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（※ ）

ダづかいができなくなる。こうし
た仕組みにより、無責任な経営が
止められ、公益が果たされるとさ
（※ ）
れる。
の理論は前述のような厳し
い副作用を伴う。
経済学的企業論は、主に三点の
重大な欠点を持つ。第一に、利益
になる事業のすべてが実際に行な
われることが望ましいという前提
を置く点だ。なぜなら、株主にと
って利益になる事業がすべて公益
を果たすわけではないからだ。社
会に弊害をもたらす可能性もある。
あらゆる資源の所有権が明確で、
取引費用がゼロに近い場合、市場
原理は理論どおりに機能し、企業
の利益と社会の公益は合致する。
しかし、米国では取引費用は経
済活動の約四五％を占めており、
（※ ）
決して低くはない。危険な不動産
ローンや市場を歪める投機ファン
ドなど、公益を犠牲にして儲ける
事業も多く見られる。したがって、
現実の不完全市場では、投資にお
ける意思決定を利益のみで行なう
と公益が果たされない。従来の企
業論では、公益につながる結果は
望めない。
二番目の欠点は、経営者を含む
社員の動機づけの前提にある。経
済学では、動機を効用という概念
で説明する。効用は個人の主観的
な幸福感に基づく。個人は、自分
の効用を最大化するように行動す
るとされる。ここまでは問題ない
が、従来の株主志向企業論は社員
の効用において非現実的な前提を
設定している。
その前提とは、各社員の効用は
自身の物質的な利益だけに関係し、
企業の志および実績や自分の仕事
の出来具合、また、他の関係者の
幸福などと関係しないことである。
つまり、自分の無責任な行動で
会社がつぶれ、顧客が被害を受け、
同僚がつらい思いをしても、自分
さえ楽に儲かれば幸せだというこ
とだ。この前提は明確に提示され
ないが、隠れたところで理論の結
果に重要な影響を及ぼしている。
自分の物質的な利益にしか関心
のない社員ももちろん存在するが、
社員のすべてではない。特に組織
力の強い組織には、当てはまらな
い前提である。そうした企業では、
社員が企業の目的に賛同し、その
目的を達成することにやり甲斐を

感じ、自らよい仕事をしたがる。
また、仕事上の実績が自分の存在
意義につながる。さらに、同僚や
取引先、顧客と喜びを共有し、関
係者を裏切りたがらない。
企業に対する社員のコミットメ
ントから、企業の目的と一致する
動機づけが自然に生まれる。そし
て、企業に長く勤めている経営者
こそ、そのコミットメントと動機
（※ ）
づけが強いはずだ。多くの日本人
には当然なことに聞こえるであろ
うが、従来の株主志向企業論では、
これらはまったく考慮されない。
社員の企業に対するコミットメ
ントを理論に盛り込むと、結論が
大きく変わる。簡潔にいえば、コ
ミットメントが強いほどプリンシ
パル・エージェント問題が解消さ
れる。経営者をはじめとする社員
が会社の目的に賛同し、自分の仕
事にやり甲斐を感じ、関係者の幸
せを満足とするなら、投資家から
調達した資金についても無責任な
ムダづかいはしない。

コミットメントの概念は社員以
外の関係者に広げられる。取引先
や顧客、債権者、地域社会などか
らのコミットメントがあると、協
力して投資することが容易になる。
ところが、従来の企業論は自己
達成的な性質を持っている。株主
価値の最大化が会社の目的になる
と、社員はやり甲斐を失い、株主
志向企業論の前提とする自己中心
的な人間になってしまうであろう。
株価連動報酬を与えると、個人の
価値判断による意思決定の金銭的
なコストを高め、結果的に自己中
（※ ）
心的な社員をつくってしまう。

公式・非公式の
「制度」
を活用する

17

三番目の欠点は、会社を株主の
所有物と位置づけることにある。
会社を株主の所有物にすると、株
主は経営者に株主利益を最優先さ
せることと、経営者の同意なしに
敵対的買収で企業を売買すること
が認められる。株主利益を企業の
目標にする危険性や敵対的買収の
脅威が、経営者に短期的な株価上
昇を追求させる理由は前述の分析
のとおりである。
上記の三つの欠点を合わせて考
えると、従来の株主志向企業論の
乏しさが明確になる。
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新

公益を犠牲にしてまで短期的な
株主利益を追求する経営を行ない、
かつ社員の精神的な動機づけを無
視する企業は、社員のコミットメ
ントとやり甲斐を壊し、ステーク
ホルダー間の信頼関係を失い、プ
リンシパル・エージェント問題を
深刻化させる。結果的には企業も
社会も衰退せざるをえない。こう
した事態を避けるために、新しい
思想体系が必要なのである。
しい経営論を考えるときは
企業の原点に戻ればよい。
企業は人間からなる社会体であり、
誰かの所有物ではない。また、社
会に貢献すると期待されるから、
資金調達の方法など法律上さまざ
まな権限が与えられている。それ
らの権限の代償として、企業の経
営者に公益を考慮する責任を負わ
せることは理不尽ではない。
経営者に求められるのは、利益
と公益をバランスさせることであ
る。これには、社会制度が有効だ。
社会制度には、法律や規制など公
式なものも、個人の常識や価値観

1993年にノーベル経済
学賞受賞のダグラス・ノ
ース教授。主著に『制度
・制度変化・経済成果』

などの非公式なものも含まれる。
制度のあり方によって経済発展の
方向性が影響され、社会の成り行
きが左右される。
制度の影響を数百年という長い
時間軸で分析するノーベル経済学
賞受賞者のダグラス・ノース教授
は、生産的な経済活動と再分配型
の経済活動に焦点を置く。前者は
ものづくり、研究開発、建築など
新しい価値を創出する事業を指し、
後者は投機、金融、訴訟など既存
の価値を取り合う行為を指す。
ある程度の再分配型活動は経済
の円滑な機能に必要だが、ノース
教授の研究によると、生産的活動
より再分配型活動が大きくなると
経済の活力が低下し、社会は衰退
（※ ）
する。不幸なことに、社会が豊か
になり成熟するほど、再分配型活
動が魅力を増す。生産的活動は長
期にわたる投資と協力がいるが、
再分配を目指す投機や金融工学は
少ない資金で早く儲かる。
再分配型活動が増えると、生産
的な活動に使えたはずの資源が非
生産的な用途に流れる。金融業界
の莫大な利益について前述したが、
その利益が優秀な人材を引き付け
る。米国のエリートを教育するハ
ーバード・ビジネス・スクールの
卒業生が金融業に就職する割合は
六五年から年々上がり、〇八年に
18

なにもしなければゼロサムに陥る

従業員1人と投資家1人のゲーム

合計

く、もし相手が協力する戦略の場
合はリターンは二倍になる。とな
れば結局、両プレーヤーが合理的
になれば、共に裏切る戦略で、右
下のゼロサムになる。
単純なゲームだが、現実の経営
に当てはまるだろう。たとえば、
米国の自動車業界では経営者と労
働組合は（自分たちだけが損する
のはいやだから）、共に裏切り戦
略を採り、事業の存続と成長を犠
牲にするゼロサムに陥っている。
しかし、社会全体で考えれば、
すなわち公益を考えれば、協力し
合って、それぞれ三万円、合計六
万円を得るプラスサムがよい選択
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（※ ）

合計

合計

四五％に達した。

4万円

2万円

4万円

ゲーム理論で
プラスサムになる場合
一連の問題をゲーム理論では、
次のように考えられる。下図は、
従業員と投資家という二人のプレ
ーヤーが実施する投資ゲームだ。
両者は、
「協力する」か「裏切る」
か、どちらかの戦略を選べる。
従業員と投資家の各プレーヤー
はそれぞれ二万円の価値（たとえ
ば従業員は労働、投資家は資金）
を事業に投入する。そして、協力
するか裏切るか、どちらかの戦略
を選び、その選択で報酬が決まる。
四つのケースについて、従業員の
報酬が赤い円で、投資家の報酬が
青い円の中に示されている。
両者が共に、協力する戦略を選
ぶ場合は、新しい価値を創出し、
両者が得る価値の合計が増加する。
他の合計はどれも四万円なのに、
ここだけ六万円。どちらかのプレ
ーヤーが裏切る戦略を選ぶと、新
しい価値は生まれず、他方のプレ
ーヤーが協力する戦略を選択する
と、相手の報酬も奪うことができ
四万円、相手も裏切ると、初期投
資額と同じ二万円が戻ってくる。
つまり、自分が裏切る戦略を採
れば、少なくとも損することはな

0円

裏切る

4万円

2万円

ゼロサム

従業員

ゼロサム

4万円

6万円

0円

合計

協力する

3万円

4万円

ゼロサム

3万円

プラスサム

裏切る

投資家

協力する
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中央
計画
自由
市場

成長と経済構造の関係
プラスサム

公益資本主義

ゼロサム

え込まれ、その基準に従う責任が
（※ ）
持たされる。

知識社会こそ
長期的な協力が重要

22

本研究について
アライアンス・フォーラム財団は

一九九九年に公益資本主義に関する
議論と研究を開始。二〇〇一〜〇五
年は構想日本を、〇八年からは東京
財団をパートナーとし、公益資本主
義の研究と理論構築を行なってきた。
共同研究員は、本稿の執筆者のほか
に、デビッド・シン・グレイウォル
とブラッドリー・Ｒ・スタッツであ
る。本稿は研究報告書の圧縮版で、
全文は一〇月末までに東京財団とア
ライアンス・フォーラム財団の白書
として発表される予定。

●はら・じょうじ／デフタ・パートナー
ズ・グループ会長。著書に『二一世紀の
国富論』（平凡社）、
『新しい資本主義』（Ｐ
ＨＰ新書）など。
●デビッド・ジェームズ・ブルナー／ス
タンフォード大学卒業。ハーバード大学
博士課程修了。ボストン・コンサルティ
ング・グループを経て現職。
●イーサン・Ｓ・バーンステン／ハーバ
ード大学法学修士・経営学修士。ボスト
ン・コンサルティング・グループを経て
現職。
●ののみや・あすみ／慶應義塾大学卒業。
ゴールドマン・サックス証券を経て現職。
●かとう・ひでき／東京財団会長。旧大
蔵省を経て 、一九九七年政策調査機関
「構想日本」設立、同代表も務める。

＊次号では、
「今日の資本主義の課題と公
益資本主義論」をテーマにした、セブン
＆アイ・ホールディングス名誉会長の伊
藤雅俊氏、一橋大学名誉教授の野中郁次
郎氏、東京大学大学院教授の吉川洋氏と
原丈人氏による討論会を掲載します。

＊□□□□□□□□
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現在のビジネススクールでは経
営者の株主に対する責任が強調さ
れるが、むしろ公益と利益をバラ
ンスさせる責任を教える必要があ
ろう。このような非公式の制度に
合わせて公式の制度を再設計しな
いといけない。たとえば、上場企
業においては株価連動型の報酬や
敵対的買収など、経営者の公益に
対する責任に矛盾する仕組みは厳
しく規制する必要がある。
ゲーム理論の分析や、現役経営
者や経営学者の話から見ても、公
益資本主義に求められる企業経営
には長期的な優位性があろう。
短期的な株主利益を追求する経
営は遅かれ早かれ機能しなくなり、
公益を考慮した、プラスサムゲー
ムに基づく長期的な経営こそが優
れた製品やサービスを提供し、新
しいビジネスチャンスをつかみ開
（※ ）
拓し、利益を上げる。
特に、知識社会になればなるほ
ど、社員のやり甲斐とコミットメ
ントが組織学習を可能にし、長期
的な協力による価値創出がいっそ
（※ ）
う重要になる。
23

20

社会主義・
共産主義
株主至上主義・
市場万能主義

ノ

公益資本主義とは何か？

だ。どうすれば、両者をそこに持
っていけるのだろうか。
ース教授は、強欲なプレー
ヤーを抑制する「公式な制
度」と、協力や信頼関係を支える
価値観やモラルからなる「非公式
（※ ）
な制度」の両方が必要と言う。
現実的にはどのような制度が求
められるのか。公益は主観的で定
量化しにくい部分もあるので、公
益を企業の意思決定の基準に加え
るのは確かに難しい。短期的な株
主利益のほうが、明確かつ客観的
で意思決定に生かしやすい。
定量化しやすい部分では、政府
が指標を設け、企業に報告を義務
づける公式の制度が役立つであろ
うが、新しいプラスサムゲームが

つくれるのは結局、現場に近い企
業の経営者にほかならない。
企業の置かれている状況はそれ
ぞれ異なるため、経営者は企業の
特徴を考慮し、適切な戦略と制度
をつくることによってプラスサム
ゲームを実現しなければならない。
そのためには、各関係者が自分
の利益確保だけに固執することな
く、関係者全体としての価値創造
にコミットできる相互信頼関係の
構築が必要となる。
そして、すべての関係者に対し
て価値を創造する経営戦略、従業
員のニーズを尊重する雇用制度、
利益を公平に分け合う報酬制度な
どの経営方式が重要である。関係
者間で利害関係の対立は当然起こ
るが、すべての関係者が満足でき
るプラスサムゲームを目指すこと
が経営者の責任である。経営者が
自ら公益を重視しなければ、公益
資本主義は成り立たない。
いかに経営者に公益と利益をバ
ランスさせる責任を持たせるか。
従来の経済学に基づけば、定量化
できない目標に対して責任を持た
せることは不可能に思われるが、
こうしたあいまいな責任を負う職
種は、医師や弁護士など実在する。
判断力と信頼関係を柱とする職
種においては、プロフェッショナ
ルとしての行動基準が徹底的に教
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