
企業行動研究部会議事録 (第 291 回) 

日 時： 2020 年 12 月 14 日(月) 18:00～20:00 

場 所： ZOOM 会議室 

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

櫻井功男、出口純輔、永井郁敏、野崎篤彦、野瀬哲郎、比賀江克之、菱山隆二、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）21名 

１． 連絡事項 

勝田部会長より開会に当たり、第 173 回理事会及び同日開催の研究交流例会について河口幹事に

報告する旨指示があり、以下の通り説明があった。続いて本日発表予定の 2氏の紹介が行われた。 

【審議事項】（理事会） 

議題 1．新入退会者承認の件 入会 8名。退会は 21名（申告＋会費未納等）結果 479名 

議題２．2021年度（第 29回）研究発表大会の件  

➀ 2021年度統一論題を「ニューノーマル時代における経営倫理」とした。 

② 大会の開催形式として、オンライン方式で開催する。 

議題３．第 12回経営倫理シンポジウムの件 

3月 10日開催 基調講演：出口立命館アジア太平洋大学長 上野 BERC 理事長 詳細は略 

議題４．押印廃止の件  内規として承認 

【報告事項】 

議題１．学会誌 28 号掲載論文審査経過報告の件 論文投稿数 13編、論説 1編、CFP論文 7編査読中 

議題２．上期会計報告の件 次回（１月 30日）の理事会にて、詳細の報告 

議題３．第 10回 CSR 構想インターゼミナール開催の件 

【その他】 

議題１．関連団体に関する情報共有の件 

日本学術会議（協力学術研究団体）、日本経済学会連合、経営関連学会協議会に加盟 

3団体から提供される案内、募集、連絡事項を当学会員宛に情報共有（継続） 

議題２．学会役員候補者推薦制度運用実施準備の件 

議題 2について、2021年度総会時は役員改選時期にあたるため規定に基づいて準備を開始予定 

議題３．理事会/研究交流例会等の開催日程確認 

2021年 1月 30日（土）と 4月 24日（土）のそれぞれ 11時から理事会、14時から研究交流例会 

を開催する予定である旨、確認がなされた。  

議題４．その他 

   学会賞の選定に関する委員会の開催を、岡部理事（当日欠席）に依頼する旨、説明があった。 

学会報の編集と発行に関する予告があり、研究発表大会、『サスティナビリティ研究』、新刊紹介 

などに関する記事執筆への協力依頼がなされた。 

以上 

関連質疑：日本学術会議問題について、会員より学会として意見表明を行う必要があるのではないか

と 

の発言があり、勝田部会長より今回は欠席したので発言はできなかったが、次回の理事会等で、意 



見を申し述べることも検討するとの発言。必要に応じ各位の意見があればメール等でも聴取する 

旨の発言があった。 

２．テーマ発表及び意見交換 

テーマ１． 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 

 ＜発表概要＞ 
 永井部会員より資料に基づき後編の発表が行われた。（終了後、参加者に本件の解毒剤が配信された） 
  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。 
 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 （前回報告済） 

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 今回後半の３つを挙げて検討する。 
 

 5. コンフリクト conflict の意味には「衝突」「葛藤」「争い」「紛争」「齟齬」他色々ある。  
このコンフリクトは２種類に分類される。悪いコンフリクトと良いコンフリクトだ。悪い方はコンフ 

リクト、つまり利害関係の「衝突」や「競合」や「齟齬」を無くしたり、誤魔化すために、都合の良い 
ポジションや役員を配置するものです。 
今回のコロナ危機を境に、ビデオ会議が見直され、不要な出張が規制されていると聞いています。ビ 

デオ会議であれば、エビ デンスとして、記録も残せるというメリットもあります。それこそ３蜜の防 
止をテーマ に、「密会・密談・密約」も出来なくなりますね。  

6. 他に類のないイノベーション（諸刃の剣） 
このイノベーションの兆候は、倫理と、今までの５項目の兆候に対する対策が行われない イノベー 

ションが、倫理的崩壊を経験する企業の共通のスレッドだと、組織崩壊に至る 7 つの兆候筆者である 
マリアンヌは警鐘を鳴らしています。 
現在も一部の企業の経営指標に用いられている EBITDA（earnings before interest, taxes,  

depreciation, and amortization の略。利払い前・税引き前・減価償却前・その 他償却前利益）この 
EBITDA には、過剰な設備投資や M&A によって生じた損失をマイナス要因として取り込むことがで 
きないという欠点がある。  
 7. 償いのために行う慈善行為 

2000 年以降のエンロンやワールドコムの不祥事以降、企業におけるガバナンスのあり方が 見直さ 
れ、最近では全く逆に慈善活動を行うことを推奨・推進するご時世になっている。とは言えコロナ危機 
のご時世でその活動もできる企業は限られ、ブーム的な活動の再考が求められ始めている。この償いの 
ための事前活動は、宗教的な意味合いも大きく日本においては今でこそ見られる様になってきたが、率 
先した慈善活動はあまり行われていない様に見える。  
善に焦点を当てず、正と不正の基本的な美徳倫理に焦点を当てることは、現在の企業姿勢 からの抜 

本的な逸脱を意味し、今求められているのは、利己的で見せかけの慈善ではなく、利他的な相手の立場 
や気持ちを鑑みた判断であり行動です。一方、以降の内容は「組織崩壊に至る 7 つの兆候」にはない部 
分。「慈善団体や功名を 博した人がどうして、悪行や不正行為を行うか？」の視点だ。 
もう１つのライセンスは「モラルの残高メカニズム」だ。これは預金残高のようなもの で、人々は 

よい行いをするたびにモラル預金を積み立て、悪いことをした場合は、モラル 預金から、悪いことを 



した分だけ取り崩すというイメージだ。  
以下略 

＜上記の発表を受け意見交換が行われた＞ 
 ・慈善活動や社会的活動に懐疑的になりがちとの記載があるが、SDGｓなど、やってますやってま 

すと言っているが、本当にみんなが目指しているのか意見をお願いしたい。 
   →７つの兆候をちょっと疑ってみることは必要か。 
 ・ＳＤＧｓについては、今年のダボス会議でもうまく進んでいないとの話が出ている。自社の目標にＳ 

ＤＧｓを結び付けているだけのところも多いと思う。再点検が必要だと考えている。（本来目標に向 
かって何をするかを考えるべき）きちんと行っている代表格は、ユニリーバだといえる。 

 ・ＥＳＧの問題だが、10 月 23 日フィナンシャルタイムズの論説でＥＳＧ投資の詭弁というのがあっ 
た。要点を述べると ESG 投資は、社会貢献も利益獲得も行うという win win 話は道理に合わない詭 
弁である、立派な価値観を追求するのは結構だが、投資には注意が必要というものだ。 

 ・ESG 投資と、SDGｓは別の概念なので、そこは区別が必要 
 ・ESG と SDGs に偏った意見が出ているが、永井氏のご発表はもっと広いことを語られている。倫理 

に関するものと、ルールに関するものが混在しているように思う。（例えば昔は闇取引は法令違反だ 
ったが、法令がなくなればなんの問題もない普通の行為）問題にすべきは倫理違反であって法令違反 
ではない。このあたりの境界線の問題が重要か。倫理違反については論ずるべき。 

 ・その境は表現しきれていないと自身も感じている。掟などでなく、積み重ねられてきたものが倫理的 
価値かと思う。倫理を分かったものがルールを作るべきだと思う。新氏の弁でいうと、トップに必要 
なのは、経営的なスキルが 20－30％絶対的倫理感が残りすべてと思う、それがないと経営トップは 
やってはいけない。 

 ・永井氏のお話、古山氏のお話は実際にはとても難しく、グレーな問題があると考える。グレーイズ  
ブラックでブラックは行わない、という判断に何を物差しにするのかが、ここでお話のある 7 つの 
課題でというのはいかがかとも感じている。 

 ・倫理はそういう意味で大変難しく、倫理自体も時代の中で変化している。極論になってしまう要素は 
常にあるが、マインドシェアのようなことが大切と思う。 

 ・倫理崩壊を防ぐにはどうしたらよいか？永井氏の発表の最後にも記載があるが、倫理崩壊を防ぐ対応 
策としてはまず、透明化、共有化、協力・共同化、権限移譲、信頼といわれている。これが重要と思 
うが、なかなか難しい。ではどうしたらよいかを自分なりに考えた。結論的には優れたトップリーダ 
ーの存在が問題の大半を解決する。朱に交われば赤くなるという言葉があるが、優れたリーダーには 
4 つの要件がある。利他の精神、共感性、創造、胆識、の 4 つを持ち合わせるリーダーを見つける、 
育てることが大切だと考えるがいかに。 

 ・とても難しい質問だが、個人的には信頼をどう形成するかが重要だと思う。人間力とスキル（経営力 
指導力）の両方がないと信頼は勝ちえない。いかに信頼を相互信頼に高めることができるかが、すな 
わちトップの倫理観とスキルが嚙み合ってのものと考える。 

 ・利他の精神について先日上杉鷹山の本に記載したことで山形大の教授からレターを頂き、この点の指 
摘があったので申し上げた。 

以下略 
テーマ２．「トヨタの傲慢さ、飴と鞭がもたらす企業危機」 20/12/14 佐久、間健 



＜発表概要＞ 
令和２年１０月１２日の企業行動部会で、週刊現代の９月１１・１２日の合併号の記事を取り上げ、 

企業行動部会の皆様には、トヨタの社長、豊田章男氏のマスコミ嫌い、マスコミ軽視に関する彼の考え 
と行動をどのように思われるかをお聞きした。大半の方は豊田社長の態度と発言は間違いであり、傲慢 
さを感じるということであった。広報担当者は困っているのではないかという発言もあり、それに同意 
する人も多かった。トヨタの広報は機能していないという声もある。トヨタの飴と鞭とは何かをこれか 
ら述べていきたい。 

１． トヨタの広報はおかしくなっている 

（１）３月２４日のトヨタと NTT は２千億円の資本業務提携の記者会見（トヨタが 2021年に静岡県の 

工場跡地を活用して建設する「スマートシティー」に関する）があった。会見はすこぶる評判が悪か 

った。それは突然、２４日の午前中に案内があり、記者会見は午後２時に行われた。各社２名以内と 

いう制限の下、都内のホテルで行われた。その後ほとんど話題になっていないので、「トヨタイムズ』 

で流している。 

（２）トヨタには御用新聞だと思っていた日本経済新聞が、気に食わない記事を書いたとトヨタの広報 

が日経に怒鳴り込んだ。問題の記事は６月５日の朝刊だ。内容は「派遣各社、雇用維持に懸命」とい 

うもので、新型コロナの影響で、派遣が減少している実態をクローズアップしたものだ。その中に、 

「トヨタ自動車では昨年秋比で３分の２まで派遣が減った(１２００人が８００人)」という一文が 

あったが、一方で、「トヨタが休業手当資金を負担し、派遣会社を通じて派遣社員に支払っている」 

という事実も紹介している。トヨタの広報担当者は「なんで派遣切りのような記事を書くのだ」との 

クレームだ。 

２．トヨタのトップは時々傲慢になる 

(１)豊田章男社長の場合 

１０年前に，豊田章男社長は「私はマスコミが嫌いだ」と言った直後に、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。 
(２)奥田碩元会長の場合 

今から１２年前のことを記したい。「何か報復でもしてやりたい」厚労省批判報道に、奥田前経団連会 

長の発言が社会問題となった。 
2008年 11月 12日に開催された「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」の席上，厚生労働行政

へのマスコミの批判に議論が及んだ際に，同懇談会の座長をつとめる前経団連会長・奥田碩氏（当

時トヨタ自動車取締役相談役）が、一部のテレビ出演者のコメントに関して、概要以下のような発

言をした。 

「個人的意見を言うと本当に腹が立っている。厚労省だけあれだけたたかれるのはちょっと異常

なので，何か報復でもしてやりたい。たとえばスポンサーを降りるとか。大きなこと言うのはいい

けれど，小さなことをひとつずつ取り上げて批判するのはどうか」。・・・ 

３．トヨタを襲った３つの事件 

（１）大規模リコール必至のシートベルト品質不正 JSS の 3 つの過ち 
（２）デンソーリコール 745 万台に拡大 



（３）トヨタでも気付けない理由 
４．トヨタ自動車は 11 月 6 日、2021 年 3 月期第 2 四半期の決算説明をオンラインで行なった。トヨ

タ・レクサスの販売台数は 860 万台を見込み、今後の回復ペースについて第 3 四半期が約 100％、第

4 四半期が約 105％を見込んでいると述べた。連結決算の見通しについて、営業利益は 8000 億円増の

1 兆 3000 億円で、前回発表した時は 5000 億円であり、トヨタはこの時、営業利益が少ないと批判さ

れたと言っている。トヨタの決算未投資の途中経過はいつも低く発表される。今回もまたかという感じ

だ。でもこれで、デンソーのリコール問題やシートベルトの品質不正問題が覆い隠されることはない。 
ところで、１２月３日、トヨタは人事を発表した。執行役員 3人の退任と、新任 4人の人事を発表し

た。ソフトウェアや対外広報など豊田章男社長が重視する分野を担当するポストも新設された。広報

部門トップは長田准（54）氏で、豊田社長が重視する分野を強化することが狙いだ。何を強化すする

のか今は明らかでない。トップの言うことを聞く広報なら、強化とは言えない。豊田社長とトヨタの

広報を注視したい。そして、トヨタにとって面白くない発表が米国であった。ウーバーが自動運転部

門をオーロラに売却したというニュースが、12月 8日に流れた。トヨタとデンソーはこの自動車部門

と共同開発を行っており、トヨタは 520億円、デンソーは約 300億円を出資している。またオーロラ

にはアマゾンや現代自動車も出資している。状況がかなり変わってしまった。トヨタは自動運転では

後れを取っているので心配である。                          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＞ 
 ・今回の提起には 2 点の趣旨があると思う。飴と鞭経営についてと、トヨタの目指すべき道として自 

動運転のことかと思う。このうち前者は略すとして、後者については自動運転ではなく脱炭素である 
と考える。そこにむしろ力点を置いていることは、正しいと考える 

 ・電池での車に急遽舵を切っているが、ここは重要。 
 ・具体的な面白い話で感謝する。優良会社、トップ企業をたたくことのほうがおもしろいからマスコミ 

の常道。水素の話を PR することはそんなに悪いことではないと思う。そこに向かって批判すること 
は特に問題とは思わない。そこは評価しても良いのではないか。 

・水素自動車の PR それ自体は、スマートシティや役者のように見えを切るのは問題ではないと思う。 
 ・絞り込みは必要とは思う。 
 ・社長の英語のメッセージが誰に何を言いたいのかが不明。 
 ・現地の餅番組で使った PR である。 
 ・分析は面白いが、章夫社長は何年やっているのか。 
 ・ちょうど 10 年である。彼はその時点でたたかれて静かにしていたが、朝日に取り上げられて喜んだ。 

次の経営を子息に継承させようと考えている節がみられることが、問題と考える。そこが心配事。 
 ・先回、トヨタについてお話したので、発言させていただく。創業理念にてらしてどうかを検証すれば 

よいのではないかと思う。雇用確保は利他の精神でもある。トヨタの創業の理念は、二宮尊徳（報徳 
思想）に由来すると認識するが。章夫社長にお会いすることがあるとすれば、禅寺で一時間座れば考 
え方も変わるのではないかと申し上げたい。 

 ・トヨタイムズに禅寺を取り上げてもらうのはうけると思う。 
 ・これから若い人にご参加いただくことを一つの前提に考えご提案頂くことは良いが、単なる感想にも 

なりかねないので、感想文の交換会になってしまうのではないか？論点を 3点ほどに絞ってもらい、 



必要な記事等があれば、URL の貼り付けで済むのではないか。 
 ・その通りと考える。有難うございます。 
 ・別件ですがトヨタは、広告は電通だが、広報は別である。プリウスが出てからあか抜けた。 
 ・大社長として、何が好き、何が嫌いではなく。理想や将来をきちんと語って頂きたいと思う。 
 ・エビデンスがあることを書いていただいているとは感じているが、また新たな情報が収集された時点 

などに発表頂きたいと考えているので、お願いしたい。 
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。良い年を迎えられることを祈念することが表明され終了し

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 


	１． トヨタの広報はおかしくなっている

