
企業行動研究部会議事録 (第 289 回) 

日 時： 2020 年 10 月 12 日(月) 18:00～20:00 

場 所： ZOOM 会議室 

出席者： 片方恵子、勝田和行、河口洋徳、北川則道、銀山一浩、栗栖徳雄、佐久間健、櫻井功男、 

佐々木恭子、出口純輔、永井郁敏、野崎篤彦、比賀江克之、肥後文雄、平塚直、古山英二、 

堀場政行、松尾 實、峰内謙一、向井恒泰、（順不同）20名 

 

１．連絡事項 

勝田部会長より参集のお礼及び、本日の 2 テーマが紹介され、続いて初参加の佐々木恭子氏の紹介が行

われ、オーストラリアから参加の佐々木恭子氏による自己紹介が行われ、開会した。 

 佐々木恭子氏：本日初めて参加させて頂いた。オーストラリア、メルボルンのモナ—シュ大学大学院社

会学部博士課程に２月より在籍、その前は 15 年間日本で仕事をしていた。直近 12 年は、ブリヂストン

で環境・CSR 関連の仕事にたずさわっていた。 
 

２．テーマ発表及び意見交換 

テーマ１．THE VALUE OF EVERYTHING by Mariana Mazzucat 古山部会員 

60 年前自分は経済学を学んでいた、当時はマルクス、ケインズの時代であった。 
今回マスカットさんの本を読み面白いと思い紹介することとした。 
最初の資料で GDP 等に関する資料で、幸せと経済の関連を表記、２P 目の国民生活の豊かさについて

言及している。また補足版で舌足らずを補った。 
 

Mariana Mazzukat の見解の紹介に入る前に、GDP 概念の確認をしておきたい。 
１．国民生活の豊かさの指標の一つとして、国民一人当たりの GDP 金額が使われることは、今日一般 

的に行われている。 
 ２．統計には大別して３種類ある。一つは実態調査による実測統計、公的機関に届けられる数値を記録 

した業務統計、以上二つから加減乗除・論理により加工された加工統計である。 
 ３．GDP 統計は、年年歳歳生み出される経済的付加価値の合計を貨幣表示により表したものである。 

経済的付加価値とは、経済学史的にはアルフレッド・マーシャルが提唱した概念である。 
 ４．「国民生活の豊かさ」という抽象的概念を、「国民一人当たり、いか程の付加価値を年年歳歳、消費 

しているか」という統計概念により、具体的に表現しようとするものが、「国民一人当たりの GDP 
金額」である。  

５．加工統計の最たるものの一つである国民所得統計（System of National Account=SNA）の集計方 
法は度々改定されてきた。 

６．国民生活の豊かさを具体的に提示するとされる GDP の大きさが、貨幣価値＝市場価格により表現 
され、「付加価値」が経済主体（個人、企業、国家、等々）の所得により計上されるという技術的 
視点において、今日の GDP 統計はある意味で歪められていると、著者の Mariana Mazzucat は 
指摘する。 

 ７．Mariana Mazzucat が指摘するもう一つの例が、がん治療薬の開発に投資されている金額と、市場 
で発売される癌治療薬とそれがもたらす厚生効果の関係である。 



８．自社株買いにせよ癌治療薬開発にせよ、民間企業主導により進められてきた。政府は直接的にはこ 
れらの行為には関与していない。今日の主流的経済理論は、民間主導の国民経済運営を是とし、政 
府の干渉を非とするものである。別言すれば、「価値に関する判断」、即ち「価値とは何か」の判断 
は、民間の企業活動に委ねられており、政府はその判断に干渉すべきではないとされている。 

９．「価値の概念という経済の根本を、それが本来置かれるべき正当な場所に、戻すべきではなかろう 
か。心底満足できる職業を選択する機会、経済活動に起因する環境汚染の除去、より良い福祉、よ 
り平準化された給与、即ち、どういう経済を我々は求めているのか、こうした根本問題の判断の一 
切を民間に丸投げするのではなく、政府が率先して牽引していく、そのような政府を国民は求めて 
いるのではないか」と著者は主張する。 

１０．古代ギリシアの哲学者プラトンが『ポリティア』において提出した哲人政治の理念を彷彿とさせ 
る所説ではある。 

  以上 
＜上記の発表を受け、ZOOM 会議参加者から多数の意見交換が行われた＞ 
・通読したがよく判らないことが多かったが、本日のお話で多少は分かってきた。 
・本日の発表で最も訴えたかったことは何か？また何を聴衆から聞きたかったのかを説明願いたい。 
・経済を教える際に、世の為人の為という考え方も重要であるが、大多数の人々は出来れば働かずに良い 
暮らしをしたいと考える。アダムスミスは Self Love が本質と見た。しかしそれだけでは堕落するが、 
競争がそれをクリアーにするといった。今回マスカット氏の書を読んで、改めて競争を自由にさせるべ 
きことを追想し、世の中の秩序を保つことを、皆さまにも紹介しようと思ったという事である。 

・GDP に現れる価値の問題について、現在の GDP の表現には、ピケティも指摘した通り、金融に関す 
る金額（生産性）を含むため、問題をはらんでいると思う。家事労働評価の問題や、株主資本主義から、 
ステークホルダー資本主義に向かう姿にも関連が出てくると考える。会社が創出する価値の見直し、 
利益の外部化をすることでの問題もある。SDGｓとの関連等での会社の利益に対する見方も変化して 
いる。（再定義の必要性を考える）例えば環境コストについても再定義する必要性が云々されている。 
資本主義の変わり目の時期にあたって、このような動きが重要になると考える。（次月に向けて発表を 
準備したい） 

・基準作りに関して参考になる経済学者を２名上げる。ジョセフ・スティグリーとアマルティア・センの 
二人である。現在の国連はアフリカ諸国が支配しており、個人的には問題点があると考える、そこで 
OECD に期待したいと考える。 

・GDP については且つて、調査提言を考えたことがあるが、現在温めている。 
・自分の事を大切にするより、他人のために働くことで自分の満足を得る人もいる。奉仕する人ほど収入 
が低いという現実にも矛盾を感じている。 

・ブータンの評価についても、それはそれとして尊重すべき考えている。 
・私的企業活動で富を生むが、規制によって縷々変化する。昔、政治家は井戸塀になる（井戸と塀だけが 

残る）と言われたが、現在は逆になっている。金持ちの都合の良いような、規制やその排除。 
・政治家では福田武夫、経済界では土光敏夫までが、理想的であったが、政治も経済もそういう人材がい 

なくなってきた。井戸塀の世の中には誰がするのか？ 
・例えば自社株買いに関する評価についても ROE は上がるが、経営の本質ではない。GDP もさること 

ながら、企業の価値の見方が変わってこないといけないという感想をもっている。 



・経営学はけしからん！いかに儲けるかだけで、世の中の役に立つことが書かれていない。ケインズなど 
は素晴らしいがサミュエルソンなどは評価できない。 

・現在の教育体系では、誤った人材が育つと思う。 
・コロナの中で、シュワブ氏が述べるだけでなく、こうした考えが重要になってくるものと考える。 
・少々ずれるかもしれないが、金融・証券などの企業は短期的価値観で営んでいると思う。比較文化を学 

んでいる。中国・日本などは長期的価値観を持つが、欧米特に米国では短期的価値観で評価がされがち 
と思う。そういうところがコロナへの対応でも出ているように考える。 

・特に米国では４半期レポートを出さなくなった企業も増えている、おっしゃる通りと考える。 
・会社組織を考えると、RCA が真空管で一世を風靡したが、ダメになった。米国はひとつの業が衰退す 

ると会社もダメになる。最も長寿な企業は日本の電通である。企業が経済の動きで自ら変化するのが日 
本の企業、反対が米国という事か。 

・短期志向はすぐ人を解雇するが、日本では簡単に切れないので、自ら組織対応尾する。 
・アーサーアンダーセンは以前、従業員一人一人の価値を図ってあげましょう！と言っていた。直ぐに計 

算可能な数値（目標）を判断することを提案してきた。例えば組み立て価値とそれ以外の比較を重視す 
る傾向にあった。第９章にある考え方でみんなが動くのか？価値理論で走ると収集が付かなくならな 
いか？気になった。社長や役員の価値観を表すことになり、格差原理の話になるのではないかが論点で 
はないかと考える。 

・GDP 以外の指標を作ることが、米国でも議論し始められている。一人当たりの医療体制等の利便性。 
・世論や教育から変えていく必要があるのではないか。 
・古山さんがお話しされたこれから期待している経済学者二人のなかの一人であるアメリカの経済学者

でノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大学教授の「ジョセフ・スティグリッツ」へのインタビュー

番組を「欲望の資本主義」というテーマで 2019 年 8 月に NHK が放送した。このジョセフ・スティグ

リッツ氏へのインタビュー番組で印象に残ることがあった。 
欲望が欲望を生む資本主義は,格差や分断が進み不確実性が増す世界で危機を迎えている。世界経済で

見ると中国・ロシアは大国であり人口は 16 億人以上で資本主義の国ではないが世界的な影響力は大き

い。40 年前のサッチャー、レーガンの唱えた新自由主義の恩恵に浴したのは「大金持ち」だけであっ

た。フルタイムで働く労働者の収入は 42 年前と変わらないままであり資本主義の刷新が必要だと説い

た。キーワードは 3 つ、民衆、権力、利潤の３つであると言っている。①資本主義は民衆のためにある 
②民主主義は権力を分かち合う ③利潤は目的達成のための手段である 
米国の資本主義は一部の人のみに富と利潤が集中した。政治力や経済力に格差を生み,中所得者や低所 
得者の賃金は長期間増えていない。スティグリッツがアメリカ政府の官僚の時、アメリカの労働者の賃 
金の向上を志向したが共和党に反対された。共和党は企業の利益とつながっていた。ダボス会議は 1973 
年 (昭和 48 年)から続いて 50 回目を迎える。 スティグリッツはここまでトランプが悪い政治を進 
めるとは思わなかった。経済にもルールある世界, 法の支配が必要と主張していた。日本への提案とし 
ては日本は中国やイタリアとともに高齢化の先進国であり,日本の先端技術力を活かして高齢化診断ツ 
ールのようなものを作ってはどうかと提言していた。これからは、分配が社会課題であると言ってい 
る。社会の格差是正のため富の再配分が重要だと言っている。スティグリッツはシカゴ大で日本の経済 
学者で東大名誉教授の宇沢弘文(2014 年 86 歳逝去)の数理経済学の講義を印象深く覚えていた。宇沢 
は日本を代表する経済学者で「社会的共通資本」の重要性を提唱した。宇沢は 1970 年代から 1980 年 



代にアメリカの経済学者ミルトン・フリードマンが提唱推進した「市場での合理性だけを重視する理 
論」に疑問を持ち、日本の伝統的価値観・慣習でもある「売り手よし・買い手よし・世間よし」の「三 
方よし」のステークホルダー資本主義を提唱した。アメリカも 2019 年 8 月 経営者団体が「株主資本 
主義」から「ステークホルダー資本主義」への意向を表明した。 

・6 章の４・5 行目の英語表現を世界最高の考えであると訳されているが、これは皮肉か本心か？本来の 
意味は最悪であるが？ 

・シェアホルダーバリューについて、ウエルチの言葉を掲げているのは、皮肉か否か？確かに悩ましい。 
・英国のこの大学は比較的に社会的共通善に重きを持つ方が多く、社会政策への貢献が評価されている。 
・ジャックウエルチは、毎年株主に手紙を出すことをしていたことからの解釈もできるのではないか。 
・ここにウエルチの言葉を掲げたかを見るとあえて逆説的に書かれていると解釈できる。 
・これからの国の在り方などから考えても重要なテーマと考える。こうした材料も引き続き検討したい。 

以下略 

テーマ２．豊田章男氏に関する次の記事を読まれて、彼の考えと行動をどのように思われるか 佐久間部会員

マスコミはもういらない…トヨタ社長の「ロバの話」を考え…週刊現代９月１１・１２日の合併号の記事 

  「好き勝手に書きやがって」「監視するのが我々の役目」。古くから行われてきた、企業とメディアの 
丁々発止のやり取り。いまここに、日本一の企業の社長が、大きな波紋を投げかけようとしている。

発売中の『週刊現代』が特集する。 
    中略 

   『反目はしないけれど緊張感のある関係』を保っていくことが、一番大切でしょう」  豊田社 

長の「ロバの話」が図らずも浮き彫りにした問題。書く側にも、書かれる側にもいずれも理はあ 

る。しかし、相互不信のまま、不完全な情報公開が続けば、損をするのは受け取る側だ。  皆さ 

んは、どうお考えになるだろうか。  

    以下略 

＜上記の発表を受け、ZOOM 会議参加者から多数の意見交換が行われた＞ 
・豊田社長は 10 年前にも「私はマスコミが嫌いだ」と発言し、その直後にトヨタプリウスの「アクセル 

ペダルと急発進」の問題が起こり、日米で、トヨタはバッシングされた。そして、今また「マスコミ嫌 

いの発言」が出てきた。またトヨタは、傲慢になったのか。これは、また何かが、すでに起こっている 
のか、これから起きるのかの前兆かもしれない。今回は再度同様な事が起こりつつあると感じている。 

・一言で回答すると、彼はマスコミへの対応が下手と考える。キリンの元社長で元広報担当だった磯崎氏 
は、企業トップの立場としては、書いてもらいたいことは明確に書いてもらいたく、書いてもらいたく 
ないことはやんわり書いてほしいもの。そうしたニーズを持つ場合、日ごろからマスコミとのコミュニ 
ケーションを良好に進めることに担当は腐心している。一方こうした中で若い記者は時間とともに傲 
慢になってくることが多い。そしてこうした人々がデスクやキャップになっていくため、スタンスが変 
わってくることがある。こうしたことをメディアの側も理解し対応して行くことが必要と考える。 

・素人感情ではあるが、豊田社長の言っていることは最もと感じている。だからと言って彼らが放映して 
いる「トヨタイムズ」と言うのは、くどく、忖度ばかりで、全く面白くない。 

・ご指摘の通りで、あの制作物には、宣伝側のプロが絡めていない証拠と理解する。 
・第一印象として豊田社長は、偉くなりすぎたのかと思う。トップのみならず、会社として少々おかしく 



なって来たのではないかと感じている。広報担当は困っていると感じている。 
・トヨタは 2050 年にすべて電気自動車にすると宣言した。創業理念から見ても素晴らしい会社である。

業務上日本を代表する企業の本社を数多く訪問させていただいたがトヨタ自動車は日本企業のなかで

別格の会社だと再認識したことがあります。2019 年 3 月 飯田橋のトヨタ自動車の東京本社を訪問し

た際, 社会貢献推進部長からお聞きしたことです。トヨタは経団連の 1%クラブに入っており経常利益

の１％を社会貢献に使っているとのこと。今年は経常利益が約 2 兆円でたので 1%の約 200 億円を社

会貢献に使途していますとのこと。またそれを推進する社会貢献推進部のスタッフは約 150 人いると

の話であった。同じ飯田橋の東京本社 3 階フロアーには東京オリンピック・パラリンピックの推進本

部のスタッフが同じく約 150 名おります・・・とのお話しであった。 
そういう日本でも別格のトヨタのトップの豊田社長であるから、さもあろうと感じる。また経常利益の 
１％ものお金を社会貢献に使っているという事はあまり知られていないのでは・・・と感じた次第です。 
こうしたことをトヨタの広報部門がマスコミに PR することでトヨタの社会への貢献を伝えていくこ 
とがマスコミとの良好な関係を築いていくうえで重要ではないかと思いました。 

・今トヨタに関して私が関心を寄せていることは、この先 10 年 20 年たったらガソリン車は使えないよ 
と言っている企業もある。そうしたことにトヨタは如何に対処するのかという事が最も関心であり心 
配ごとの中心である。そうした疑問に答えてくれるのであれば興味はある。 

・トヨタは 20 年前にプリウスを出して以来イノベーション革新てきなものを出せていない。それが最大 
の問題で、水素、電気、ガソリンの 3 本立てでやっているが、2030 年にはガソリン車は無くなる。そ 

うした中で 5000 億円の利益は、コロナ禍でも、すごいと思う。2000億円か、3000 億円ぐらいと思って 

いた。さすがトヨタだと言いたいが、それは、下請けの協力会社のおかげだという人もいる。今年 4 月 
には取引先を集め 25％のコストカットをお願いしているとの話が漏れ伝わっている。こうした作業の 
なかでの 5000 億の利益であると考えると、実態は非常に厳しいのではないかと思い心配して本日の発 
表を行った。 

・私もこうしたトヨタであればこそ、もう少し大きなレベルで対応すべきと考える。 
・初めて参加させて頂いたが、古山先生のお話は、経済学について不勉強な自分には壮大すぎると感じた 
点はあったが、非常に良い勉強になった。また話の後半にあった、企業理念や使命と言うお話について 
は、自身もかつて企業で、CSR について企業理念を軸とした社員教育をしたり一緒に考えたりしたこ 
とがあるので、興味深くお聞きした。 
またトヨタさんのお話しについては、自身ブリヂストンの広報に在籍していたこともあったが、企業 
側の目線で見ると「トヨタイムズ」というオウンドメディアに費やすリソースの面でも、別格であると 
思う。また皆さんのお話を伺って、色々な見方があるのだなという事を感じ、よく勉強になった。 

・部会長：いろいろなテーマで、議論をしようというのが企業行動研究部会の以前からの取組でもあるの 
で、幅広に是非ご発表もご検討下さい。 

・最後にどなたか発言がありましたら、どうぞ。 
・先ほどの方がおっしゃっていた、化石燃料車の問題は自身にとっても大変興味深いテーマで、2030 年 

にガソリン車の製造販売禁止があるとした場合の是非について、学生たちにディベートをさせたりし 
ていたが、良い悪いを言っているうちに、欧州では既に現実化しているという話題も聞こえ、本日の話 
も大変興味深くお聞きした。 

・次回は確定テーマではないが、会社の付加価値、変わる資本主義の形と言うテーマを予定している。 



 

３．その他 

勝田部会長より次回の発表者について峰内部会員に依頼が行われ、また ZOOM開催とすることが報告

された。12 月のことは改めて検討することとする。併せて各位の発表を期待するとの発言があり、閉会

した。 
以上           

議事録送付先(敬称略)： 

[部会員]：秋山和久 安藤 顕 石川英男 井上真由美 岩倉秀雄 上原利夫 遠藤梨栄 大泉英隆 大沼久美 

岡本伊万里 岡田佳男 小澤彩子 小畑哲哉 片方恵子 勝田和行 加藤隆一 河口洋徳 川村正彦 北川則道 

木下博生 銀山一浩 熊本一夫 熊本えり 栗栖徳雄 桑山三恵子 剣持 浩 小池裕子 小池恒平 小松久夫  

小松昌子 近藤成径 西藤輝 櫻井功男 （順不同） 佐久間健 佐藤陽一 柴柳英二 潜道文子 高橋太一 

武谷 香 田村尚子 出口純輔 徳山 誠 永井郁敏 那須一貴 西村秀美 根本三千夫 野崎篤彦 野瀬哲郎 

比賀江克之 樋口晴彦 肥後文雄 菱山隆二 平塚 直 古谷由紀子 古山英二 堀場政行 増澤洋一  

増渕隆史 松尾 實 松本邦明 丸山千賀子 宮澤直幸 峰内謙一 向井恒泰 森田 充 森 敦子 森下和代 

山中 裕 山本明男 中谷仁亮 神野明彦 佐々木恭子 

[学会本部]：潜道会長 梅津前会長 水尾前副会長 高橋元会長 内田事務長 
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