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疫病が歴史に与えた影響
「パンデミックは既に起きていたことの進行を加速させる。」
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「病気には本来、道徳的な意味などないはずだ。また
どんな恐ろしい疫病も文化や社会が不可避的に歩ん
で行くべき進行を早めただけという考え方もある。
黒死病にしてから、経済活動の停滞をもたらし、伝
統的な社会・家族構造を破壊し、キリスト教世界の
モラルをぐらつかせはしたが、それはすでに兆して
いた動向を加速しただけなのかもしれない。」

池上 俊一（１９５６～）
歴史学者、東京大学教授。
西洋中世史
日本経済新聞 2020年5月11
日 「疫病の文明論⑤西洋史
に学ぶ」

「今回のコロナ犠牲者は高齢者に集中しています。
社会構造を決定づける人口動態に新しい変化をもた
らすものではありません。何か新しいことが起きた
のではなく、既に起きていた変化がより劇的に表れ
ていると考えるべきでしょう。今回のパンデミック
は歴史の流れを変えるのではない。既に起きていた
ことを加速させ、その亀裂を露見させると考えるべ
きです」

Emanuel Todd（1951～）
仏の歴史家・人口学者
朝日新聞 2020年5月23日
インタビュー



疫病が歴史に与えた影響
では、既に起きていたこととは何か？
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◆（世界経済のブロック化）世界は米国と中国の対立から経済のブロック

化が進行しグローバリゼーションが後退する。
◆（中国と米国の力関係の変化）米国がこれまでの覇権を失い中国にその座

を明け渡すのか、それとも、中国と並んで２大国による冷戦の時代になる

のか。
◆（民主主義の後退）コロナ対策で欧米のエリート権威失墜の反面として権

威主義・独裁的体制 の方がパンデミックに効果を挙げたとして、自由

主義・民主主義が後退するのかどうか。

◆（資本主義の形）中国の国家資本主義が影響を拡大するのか、それとも

株主資本主義への批判の高まりから、ステークホールダー資本主義への

転換が早まるのか。それとも、コロナ後の経済回復のため企業はなりふ

り構わぬ利益増大至上策に向かい、後退したはずの株主資本主義の力が

復活するのか（一時的にせよ）

百家争鳴の状況だが、主なものは：



資本主義の形の変化が加速する？。
既に、追い詰められていた「株主資本主義」
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配当増額

株主資本主義 会社は株主のために存在する

ステークホルダー資本主義 会社は皆（株主、従業員他全ての利害関
係者）の為に存在する。
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https://kango-renmei.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/6b054e9f0a4a3f7968437641954848f2.png


資本主義の形について米国と欧州で出された二つの声明
１．米国「ビジネス・ラウンドテーブル」による新声明

5

（米国の代表的企業で構成するロビー団体）2019年8月19日発表

「会社の目的に関する新しい声明」

株主資本主義 ステークホルダー資本主義

会社の目的は株主のために利益を追求
することのみ。

会社は単に利益を作り出すことを
超えた理由のために存在する。

株主に対する義務が第一、他のステー
クホルダーへの義務は二次的なもの。

全てのステークホルダーを考慮に
入れて社会に奉仕する。

従業員は損得勘定だけで働く
「経済的人間」

社員は安心感・達成感と自分の仕
事に目的意識を持てるようにする。

短期的業績重視 持続可能性重視

転換

環境保護



資本主義の形について米国と欧州で出された二つの声明

２．「ダボス・マニフェスト2020 」
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スイスのダボスで開催された「ダボス会議」（「World Economic 
Forum」2020年１月21日）で発表

「ダボス・マニフェスト2020」

資本主義の三つのモデル

①「株主資本主義」（米国）
②「国家資本主義」（中国など）
③「ステークホルダー資本主義」

「ステークホルダー資本主義」
３モデルのなかでは最良。

但し、「利害関係者資本主
義」に基づいた新しい業績測
定の尺度の開発が必要

「株主資本主義」は最早、持続可能ではない

会社は単なる富を生み出す経済単位以上の
存在である。

会社は従業員を尊厳と尊敬をもって遇し、
多様性を尊重し、労働条件と福祉を不断に
改善することに努める。

会社のパーフォーマンスは株主へのリター
ンだけで測ってはならず、如何に環境や社
会問題、企業統治の改善に成果を上げたの
かによるべきである。
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SDGｓ 「働きがいも経済成長も」

◆公正な報酬・教育訓練
◆「インクルージョン」推進
◆ 目的意識と達成感を持てる会社に

会社は社会システムの一部
として、そこで人間的な、そ
して社会的な向上意欲を満
たすことができる存在である。

ダボス・マニフェスト
2020

従
業
員

三つの動きに共通するもの
「人間と社会のための会社」へ

「人
間
と
社
会
の
た
め
の
会
社
に
」

https://kango-renmei.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/6b054e9f0a4a3f7968437641954848f2.png


日本経済の長期低迷
「失われた20年などと云われて」
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「人間と社会のための会社に」
「日本的経営」凋落のプロセス
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日本は世界の最悪レベル？（日本の社員に対する評価 ）
ギャラップ社（米国）国別「熱意あふれる社員の割合調査」（１３９ケ国）
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「人間と社会のための会社に」
「ガバナンス」 から 「マネージメント」へ
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働き甲斐

「やらされ感人間」（他律）

株主資本主義
「統治」（ガバナンス）

ステークホルダー資本主義
「経営」（マネージメント）

目的 株主価値の最大化 企業の持続的発展

モーチベーション 株主による統制（他律）・利己心 自律（利己心＋良心） 田中一弘
（２０１７）

会社とは 「契約書の束」（モノ） 人間の共同体

経営者とは 株主の代理人 会社からの信任受託者 岩井克人
（２００３）

従業員とは 労働提供契約の相手方（外部者） 会社共同体の構成員（内部者）

時間軸 短期 長期

高「エンゲージメント」

日本人生来の勤勉さ 自己実現

「いわれなくてもやる人間」（自律）

モーチベーション

低「エンゲージメント」



「人間と社会のための会社に」
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（新尺度の創出）「利害関係者共通の価
値」の創出を計る新しい尺度の開発が必
要（ダボス・マニフェスト２０２０）

（取引所ルール）証券取引所ルールを改める。
株主資本主義色が強い「Corporate Governance 
Code」「Stewardship Codeた」等

（自社株買の規制）純資産利益率
（ROE）アップのため利益を増やすより分
母の純資産を自社株買いや配当増額で減
らすことでROEを上げる手法がとられた。

（高速取引）コンピューターによる高速取引、
AIを使用する取引の規制

（経営者報酬）株価（時価総額）に連動し
ていた経営者報酬を業績評価の「新尺度」
に基づくべき。

「ステークホールダー資本主義」が機能するために、

「ESG投資」について正確な定義が無い現
状で、非財務情報の尺度化が出来ないと
「ESG偽装」を招く可能性がある。

従業員や他の利害関係者及び会社の財務体
質を犠牲にして自社株買いを増やし株主と
経営者の利益を優先する結果となっている。

リーマンショック後この二つの取引所
ルールが制定されたが、その内容は株主
資本主義的な色合いが強く、会社と「対
話」できる大株主に全面的に見直しが必
要。さらに機関投資家が行う「高頻度高
速取引」などの手法は一般株主、特に個
人株主保護の点から規制を要する

株価（時価総額）に連動していた経営者
報酬を「利害関係者共通の価値」を計る
「新尺度」に基づくべき。
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