
企業行動研究部会議事録 (第 290 回) 

日 時： 2020 年 11月 9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、川村正彦、北川則道、木下博生、銀山一浩、熊本一夫、 

栗栖徳雄、小松久夫、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、

肥後文雄、平塚直、古山英二、堀場政行、峰内謙一、向井恒泰、（順不同）22名 

 

１． 連絡事項 

勝田部会長より開会に当たり、理事会開催予定（11月 14日）及び同日開催予定の研究交流例会に

ついて案内があり、続いて本日発表予定の 2氏の紹介が行われた。 

 

２．テーマ発表及び意見交換 

テーマ１． 変わる資本主義の形と会社の付加価値 ―会社の利益の質を問う－ 峰内部会員 
  峰内部会員より資料に基づきおおむね以下の報告が行われた。 
 ＜発表概要＞ 
１．今度こそ本当に変わるのか？資本主義の形（株主資本主義⇒ステークホールダー資本主義） 
①2015 年に「Sustainable Development Goals（「SDGｓ」持続可能な開発目標）」が国連 
で採択された。その後、経済格差や富の偏在などの社会問題に関連して「株主資本主義」が批判・

非難されるなかで 2019 年には米国の経営者団体“Business Roundtable”による「株主第一主義」

から「ステークホールダー主義」への転向宣言、その数か月後にはダボス会議で「株主資本主義」

に対するステークホールダー資本主義の「勝利宣言」が出ている。 
  世界的なパンデミックで人類は同じ「宇宙船地球号」乗っていることを否応なく思い知らさ 

れることになったことが加速の原因ではないか。 

② 問題はこのような宣言や言明をただのお題目の段階から形あるものにするための方法が 

未だ固まっていないことである。現在の GDPはその大部分は企業の商品やサービスなどの生産

活動が創出する付加価値で構成されている。その付加価値のとらえ方と計算方法を再検討しな

ければ、「ステークホルダー資本主義」の姿を具現化することは難しいのではないか。 

  ２．SDGｓに基づいた会社経営と投資・金融の形 
① SDGｓは「ステークホルダー資本主義」のガイドラインとなっているが、さらに会社の経営 
と表裏一体の関係にある投資・金融活動のガイドラインとして「責任投資原則（PRI:Principles  
for Responsible Investment）がある。これは 2006 年  国際連合事務総長 が 金融業界 に対して

提 
唱したもので、投資において ESG（Environment, Society and Governance）を反映させるべ 
きとしたガイドラインである。 

   ②しかし、ここでも、６原則だけで、SDGｓに基づいた「「ESG 投資」を評価する具体的方法が 
提示されているわけではない。このため、現在、ESG に沿った投資基準は何かについて評価する 
評価会社が「世界に 600 も乱立し、開示の対象やルールが増える一方だ。」（日本経済新聞朝刊 
2020 年 9 月 18 日コラム「迫真」）この評価には原則や宣言など定性的基準だけではとうてい不 
十分で定量的な評価尺度が必要だということを示している。 
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３．「ESG」投資・金融活動を巡る問題点 
①PRI 署名金融機関の運用資産残高は次のグラフの様に伸びており、過去数か月のコロナ禍のな 
かで欧米を中心にこの動きが加速する状況にある。 

  ②しかし、上記の投資は本当に ESG と PRI 原則に基づいた投資なのだろうか、一体だれがどん 
な基準で「これは ESG 投資だ」と評価しているのだろうか。特に最近の状況を見ていると、 
リーマンショックを連想してしまう。リーマンショックの原因になった金融商品と同じような 
「ESG」投資を装った「偽装」投資や偽装商品が出現する危うさがあるのではないか。（このよ 
うな偽装を“Green Washing”という。） 
③ リーマンショックの引金になった低信用者の高リスクの債権に高信用者の優良債権を少しば 

かり混ぜて格付け業者と共謀し最高格付けの金融商品に仕立て上げたように「ESG」3要素を都合

よく評価して選択した企業に投資する商品（例えば投資信託）が造り出されるリスクがあるので

はないか。 

④リーマンショックでは格付け会社が激しい非難を浴びたが「ESG」投資ブームで「ESG」投資 
評価会社が投資会社や金融機関と癒着して偽装「ESG」格付けを行うというようなリーマンショ 
ックと同じことを繰り返すことになりはしないのかという危惧の念をぬぐいきれない。現に日本 
経済新聞電子版（6 月 17 日）によれば「ESG を重視した企業への投資が広がるなか、ESG の評 
価会社が乱立することへの懸念が強まっている。 
⑤更に、具体的にどんな会社かよく分からないのは、株主のために利益を稼ぐことだけに目を向 
けないと宣言して上場する企業が海外に出てきたことだ、ただのイメージアップ作戦だとも思え 
ない。 

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＞ 
 ・何事も投資という言葉がつくと引き気味となる。 
 ・最近目につく SDGｓは、もともとあった企業戦略に 17 のゴールと 169 のターゲットのうちから都 

合の良いものを引き当てて自社は取り組んでいるというだけのものが多いと感じている。こうした 
取り組みを SDGｓと評するのはおかしい。 

 ・日本リサーチセンターの調査によればＳＤＧｓを理解している人は５％程度、言葉は知っているとい 
う人を加えても１５％程度といわれている。 

 ・報道と金融機関の人が語るＳＤＧｓには批判がある。 
 ・ＤＡＮＯＮの取り組みなどは本質を抑え本格的な取り組みといえる。 
 ・ＧＡＦＡなどなどのプラットフォーマーにとっては税の負担などをヘッジしているが、その意味では 

ステークホルダー主義なども定義を明確化すべき。 
 ・ステークホルダー資本主義とのお話があったが、判定はどのようにするのか。また、ＳＤＧｓとは、 

sustainable development goals と思うがそれを経営に入れるということは具体的にどのようなこと 
になるのか。 

   →ステークホルダー資本主義の実践会社かどうかの判定は極めて難しいが人と、社会と、環境へ 
   どのような配慮をした経営をしているかの会計手法が重要かと思う。また、資本主義はお金利益と 

無関係ではありえないと思うので、経営者の見識としてどのように取り入れていくかを考える 
ことがいわゆるパーパス経営ということと認識する。 



以下略 

テーマ２．The Seven signs of Ethical collapse Marianne M. Jennings,J.D. 2006 August  

倫理崩壊に至る 7つの兆候   永井郁敏部会員 

 永井部会員より資料に基づき前編の発表が行われた。 
＜発表概要＞ 
 以下内容は、NextA Partner!s のブログとして、マリアンヌ・ジェニング博士が、倫理的 崩壊をもた

らす企業研究からまとめた書籍「The Seven signs of Ethical collapse」企業 崩壊の 7 つの兆候の 7 つの

切り口を題材に、Facebook に搭載した内容から再度まとめ直したものです。 
 ７つの兆候 

1.数字のプレッシャー 2.恐怖と沈黙 3.若い取締役と大物 CEO 4.機能不全の役員会 5.コンフリクト 
6.他に類を見ない改革 7.償いのための事前行為  
今回は前編として、最初の４つを挙げて検討する。 
1. 数字のプレッシャー  

売り上げや利益の数字が、代表的だ。このプレッシャーに屈すると改竄が起きる。間接的な上司の 
プレッシャーや忖度が、そこには介在するのかもしれない。どの企業でも、堅実な業績を維持しなけ 
ればならないというプレッシャーを経験します。倫理と利益の間には 常に緊張感があります。実際、 
このようなプレッシャーが私たちのモチベーションを高め、仕事と努力を続けさせてくれます。 しか 
し、倫理的崩壊の危機に瀕している企業文化の最初の兆候として、数字や結果だけで なく、定量的な 
目標を達成することへの不合理で非現実的な強迫観念があります。「数字 を維持しろ！」というのがマ 
ントラです。 
2. 恐怖と沈黙  

正しいことを正しく発言した結果、人事異動の対象になる… 「倍返しだ！」の半沢直樹 ではないけ

れど、そんな話はよく聞かれる。人材不足の中小企業では難しいのかもしれませんが、大企業の場合は

首のすげ替えは難しくはない。 
3. 若い取締役と大物社長の登用  
日本の中小企業ではあまり聞かないが、有名企業ではあることかもしれない。メディアでも有名な著

名なアイコニックな経営者を CEO のポストに据え、会社経営を任せるといった記事だ。 
（稲盛氏、ジャックウエルチ氏等の事例） 

4. 機能不全の取締役会  

経営会議、役員会議、取締役会など、呼び方は組織により様々だ。上場企業はこれらの会 議の進め

方や議事録が重要なエビデンスになる。しかしながら、時に参加すべき役員が欠席したり、よく考える

とその議案に「利益相反」を生じる可能性があるにも関わらず、前 回取り上げたアイコン CEO のた

めに、御前会議の様に何も意見や議論が交わされない役 員会は少なくない。また、役員会議を行うこ

とが目的かしている組織もあるのではないだ ろうか。社外役員制度を実施し、有名人を社外取締役に

したものの、欠席が多かったり、社外であることの客観性が生かされない場合も多ある。 
 
トルストイがこんなことを言っている。 効果的な取締役会はすべて同じ理由で同じであり、そうで

ない取締役会はすべて異なる理由で弱い…と。つまり同じ目的やゴールが明確である組織と、不明確で



バラバラな組織の違いが、取締役会の意思決定の差として現れていると言っているわけだ。 
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＞ 
 ・自分は現在父の設立した会社を継ぎ代表を務めている。会社を継続し社員に給与を払い続けることが 

使命と感じている。本日のお話は非常に示唆に富むものであった。人材採用という一面を考えたとき 
にも、能力より使いやすさで採用していないかなど、気にかかることが出てきた。 

  →普段から考えておくべきことと、コロナゆえに考えるべきこともあると思う。７０年続いてきたの 
で、これからも利益を上げ続けるべきと考えることもあるが、今改めてこれから必要なことを役員 
会等で、あるいは自身で考えることも重要かと思う。そうしたこともリーダーの役割か。 

 ・外部からの大物社長の登用ということがあるが、GEのジャックウエルチもあるいは現在の GE 

の状況を作ったのかもしれないが、CEOをむやみに外部から雇わないことも選択しかもしれな 

いと思うが。 

  →例えば ITの技術を多く持ち合わせるが経営をしたことがない、または経営的知見がない場 

合にも、人寄せパンダ的な人材を外からもって来ることより、内部で素養のある人材を登用 

してゆくことが重要かもしれない。 

 ・日航の立て直しの折、元カネボウの伊藤氏が投入され良いところまで行ったが、詰めの段階で 

成功はしなかった例もある。 

  →元老院の密閉的空間を、オープンにしていわゆる情報開示、透明性を訴求したのがシーザー 

だと考えるが、現在の組織のリーダーの在り方として重要なことは、多様な意見の集約によ 

り、組織の運営を行うことか。 

 ・本日取り上げられたテーマは非常に重要なことと感じた。国会・内閣から、企業、さらに小さ 

な組織においても、そうしたリーダーの登用の仕組みができている企業とそうでない企業が存 

在していることを感じた。 

 ・資料の中にジュニアボードについての記載があるが、こうした仕組みを持つことが今後の課題 

と感じた。 

以下略 

３．その他 

勝田部会長より次回以降の発表者にぜひ皆さんが挑戦して頂きたいとの依頼が行われ、また次回も

ZOOM開催とすることが報告され閉会した。 
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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