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講　師：水野　一郎氏

 （関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、商学部教授）

司　会：陳　建安氏（復旦大学経済学院教授）

日　時：2014年 6 月21日（土）

場　所：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

水野氏：関西大学の水野でございます。 2番目の基調報告として、「市場経済と倫理―論語

と算盤―」というタイトルをつけました。

　お手元に関西大学側の方はプリントを用意しております。最初を見ていただきますと、この

フォーラムは今回が 5回目で、趣旨に記載してありますように、第 1回は「上海万博と大阪」

でした。大阪、上海の経済発展ということで、ちょうど上海万博が行われた2010年に第 1回の

経済フォーラムを行いました。第 2回は「東アジアにおける持続可能な新たな社会をめざして」

ということで、環境やCSRとか、そういったテーマで大阪の関西大学で行いました。第 3回は

「中国における日系企業の現状と課題」ということで、2年前に同じこの日本研究センターで行

いまして、実際に日系企業に勤めておられる中国の方などにも何人もお越しいただき、円卓討

論も行ってきました。第 4回は「アベノミクスと習近平体制下の日中経済―課題と展望―」

ということで、これは関西大学で行いました。

はじめに―問題意識と課題―

　さて、今回は何をしようかということで、先ほど張先生のお話にもありましたけれど、第 5

回目ということで、少しこれまでとはまた違った視点からアプローチしてみようということに

なりました。「市場経済と倫理　持続可能な社会と社会的公正を目指して」というテーマのもと

で、格差の問題や市場での倫理の問題など、いろいろな市場経済や資本主義経済において起こ

っているような問題について議論をし、そして持続可能な社会、あるいは社会的公正を目指せ
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るような社会の構築について議論をしていきたいということでテーマを設定し今回のフォーラ

ムになった次第であります。

　私の方はテーマの副題に付けさせていただきましたように、「論語と算盤」についてお話しさ

せていただきます。数年前に温家宝前総理がイギリスを訪問された際のインタビューで「アダ

ム・スミス」についてお話しされたことがありました。今回、私は「アダム・スミスと渋沢栄

一」、この二人のことを市場経済を考える上でお話ししてみたいと思います。またドラッカーも

有名な経営学者ですが、渋沢栄一を高く評価しています。このような視点から30分という短い

時間ですが、お話をしたいと思っております。

　まず、皆さんがご承知のように日本でも中国でも、汚染食品、あるいは食品の偽装、環境破

壊、さらに投機的な不動産、金融取引、会計不正など、営利主義の暴走と呼べるようないろい

ろな問題を抱えており、「金儲け至上主義」の経営者のモラルも大きく問われています。また日

本も中国も同様に、所得の格差が広がって貧富の差も大きくなってきています。

　アメリカでもウォール街の『強欲な資本主義』（神谷秀樹著）が2008年のリーマンショックの

前後から問題となってきており、中流層の崩壊、あるいは格差社会といって 1％の富裕層と99

％の貧困層の 2極化が始まってきているということが言われています。実際にアメリカで高い

授業料のために法外なローンを抱える大学生や、 1度の病気で破産する患者、あるいは公教育

の破壊、公共サービスの切り売りや、医療、戦争、刑務所まで民営化されるということがアメ

リカでは始まっております。それがアメリカの貧困化へと進んで実は非常に大きな社会問題と

なっています。あまり大きく新聞には出てこないのですが、堤未果著『ルポ貧困大国アメリ

カ』、『貧困大国アメリカ』という岩波新書は非常に大きな反響を呼んでいます。ますます民営

化や株式会社化していく中で、私も「刑務所での低労働賃金」を読んでびっくりしたのですが、

戦争についてもアメリカの兵士ではなくて、兵士の周りのものを傭兵という感じに近い形でイ

ラクでは派遣していたということが出ています。ロバート・ライシュという有名な、クリント

ン政権の中で重要な役職を占めた彼が『暴走する資本主義』という著書の中で、いくつか資本

主義の問題点、特にアメリカ資本主義の問題点を指摘しておられます。最近のベストセラーに

水野和夫さんの『資本主義の終焉と歴史の危機』という本があります。彼は長く証券会社の研

究所などに務められた後に現在では日本大学の教授になっておられます。彼は現在の金利の低

下に注目され、この歴史的な金利の低下は、利潤率の低下ということにもなり、そういう意味

では資本主義の全般的危機が近づいているのではないかという問題提起をしておられます。な

かなか面白い本なのです。いろいろな意味で、市場経済あるいは資本主義について考える時期

に来ているのではないかと思います。水野和夫さんの本を読んでいると、資本主義というのは

格差を作っていく、フロンティアを目指して展開していく歴史だということです。東京大学名

誉教授の岩井克人氏も、「価値」というものは格差を作っていく中で「価値」が生まれると、同
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じようなことを言っていました。

　今こそ資本主義とその基盤になっている市場経済を再考する必要があるのではないでしょう

か。そういう意味では資本主義の黎明期を代表する賢人アダム・スミスと、日本では近代日本

資本主義の基礎を作り上げた渋沢栄一の経営思想を取り上げて考察してみるのも必要だと思い

ます。私は渋沢栄一の事蹟や思想について関連する書籍をこの間ずっと読んできました。たく

さんの本があるのですが、今回論語というものを持ってきましたので、「温故知新」という故

（ふるき）を温（あたためて）、あるいは故（ふるき）を訪ねて新（あたらしき）を知るという

立場から、この二人の賢人について勉強するといろいろな示唆が与えられるのではないかと思

っております。

温家宝前総理の発言

　さて、次に、温家宝前総理のインタビューです。これも大分前に見た時に「こんな事を温家

宝前総理が言っていたのか」と思いました。温家宝さんがダボス会議に出席した後に英国を訪

問し、フィナンシャル・タイムズの単独インタビューの中で、リップサービスがあるのかもわ

かりませんが、アダム・スミスのことに触れていました。その後も何度か同様のことを言って

いるようなのです。引用しているものをみますと「『我々が確立しなければならない社会は、公

平主義の社会であり、各人が自由・平等の条件下で全面的な発展を得る社会である』これが、

私がアダム・スミスの『道徳情操論』を愛読するゆえんである」と言っています（日本では『道

徳感情論』という書名での翻訳の方が多いようです）。

「アダム・スミスは1776年に『国富論』を出版しましたが、彼は『道徳情操論』を執筆していま

す。『道徳情操論』には非常に精彩ある論述があります。彼は『もし社会の経済発展の成果が大

衆の手に真正に分け与えられないならば、道義上において人心を得ることができず、リスクを

伴う。それは必然的に社会の安定の脅威となるからである』と語っています。私はずっと公平

正義が我々の社会主義制度の第一に重要な価値と考えてきました。『道徳情操論』は長らく人の

注意を引かなかったですが、私はこの本の意義は『国富論』に匹敵するものではないか」とい

うことを温家宝前総理は語っています。さらに「アダム・スミスは『国富論』と『道徳情操論』

において、 2度「見えざる手」に言及しています。 1つの「見えざる手」は市場であり、もう

1つは道徳です。市場と道徳ということの重要性です」と、彼はアダム・スミスの『道徳情操

論』をからめて述べておられました。また、ケンブリッジ大学での講演においても温家宝前総

理は学生に『道徳情操論』の重要性を語っています。また、帰国後に行われたネットによる国

民対話、これはむしろここにおられる中国の先生方の方がよくご存知かも分かりませんが、「私

は最近アダム・スミスの『道徳情操論』を愛読している。スミスは二つの「見えざる手」につ

いて言及している。 1つは市場、 1つは道徳」と、同じようなことを言っておられました。こ
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れはかなり彼自身もこの重要性を認識していたのだと思います。「もし富を少数の人々が独占

し、多数の人々が貧困状態にあるならば、それは不公平であり、このような社会の不安定化は

必然である。このため我々は貧富格差の問題の解決を非常に重視している」と述べています。

温家宝前総理は、貧富の格差を解決していくときの一つの導きの糸といいますか、それをアダ

ム・スミスに求めたい、原点はそこのあるのではないかということで、自由放任だけではなく、

その原点には道徳があるのだということが言いたかったのだと思います。

アダム・スミス

　アダム・スミスについてはよくご存知だとは思いますが、この数年来、日本でもアダム・ス

ミスブームが起きています。彼はご存知のように誕生日は分からないのですが1723年に洗礼を

受けて1790年に亡くなり、生涯独身であったということです。経済学者というよりは道徳哲学

を彼は専門にしていました。主著は『道徳感情論』と『国富論』ですが、むしろ『道徳感情論』

に基づいた、その上での経済学であったわけです。『国富論』は『道徳感情論』と結びついての

理解が必要だということが改めて何度かにわたってアダム・スミスブームの中で出てきており

ます。一般に我々が高校などの政治経済で勉強するときには、「自由放任、見えざる手」という

ことでアダム・スミスが言われるわけですが、必ずしもそれは正しくありません。高島善哉著

の『アダム・スミス』（岩波新書の中でも名著だと思います）に、彼のお父さんは税関史で半年

前に死亡されていたとあります。グラスゴー大学を卒業してオックスフォード大学に入学しま

す。1748年ぐらいにエディンバラで修辞学や純文学を講義し始めて、有名になってくるのは

1752年に道徳哲学教授に就任して、その講義録を『道徳感情論』として発表してからです。『国

富論』の前からこの本で非常に有名な教授ということになっています。従って1763年に第 3代

バクルー公爵ヘンリー・スコットの家庭教師を求められ、これに同行して大学の教授職を辞し

て一緒にフランスに、ヨーロッパ大陸の方に渡ります。帰国後『国富論』の執筆に専念して、

1776年に公刊をしました。このアダム・スミスの『道徳感情論』の中で、冒頭から「適合性と

いう感覚について、共感について」を次の文章から始めています。Sympathyというものは日

本では「共感」とか「同感」と翻訳されておりますが、この冒頭に出てきますのは「いかに利

己的であるように見えようと、人間本性のなかには、他人の運命に関心を持ち、他人の幸福を

かけがえのないものにするいくつかの推進力が含まれている。人間がそれから受け取るもの

は、それを眺めることによって得られる喜びの他に何もない。哀れみや同情がこの種のもので、

他人の苦悩を目の当たりにし、事態をくっきりと認識した時に感じる情動に他ならない」とい

うことで、共感が出てくる構造の解明を試みています。スミスは人間を単なる利己的な存在と

見ていたわけではなく、他人の境遇に関心を持ち、それを観察、認識することによって感情を

揺り動かす、そういうものであると言っています。これが共感、同感ということです。
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Sympathyです。これがあって、ある種、客観的に「公平な観察者（impartial spectator）」と

いうかたちでの観察者が持っていて、それが判断をする。そこがある種判断基準になった形で

モラル、倫理につながっているのであります。高島善弥の著書の中にも書かれておりますが、

「市民社会において、経済人は最も有徳な人間の一人とならなければならない」ということです。

　また、「市場経済は自由放任では決してなくてフェアプレイとルールが必要だ」ということを

『道徳情操論』の中で書いております。高哲夫さんの新しい『道徳情操論』の翻訳によれば「富、

名誉および昇進を目指す競争の中で、個人は可能なかぎり懸命に走り、すべての競争相手より

勝るために、すべての神経と筋力を精一杯使っても良いのである。だが、もし彼が競争相手の

誰かを押したり、投げ倒したりしたら、観察者の寛恕は完全に尽きるだろう。それはフェアプ

レイの侵犯であり、誰も認めることができないことである」ということです。「利己心は正義の

限界の中で発揮されなければならず、経済人の活動は全体として国家社会の繁栄に役立つよう

にあらねばならないことになる。経済の世界というものは、無法者の世界でもなければ、ただ

手ばなしの自由放任の世界でもない」。これは高島さんが言っていることですが、スミスも同じ

ようなフェアプレイ、ルールということの強調があるのです。高島先生は「スミスの書物のど

こを探してみても、『自然的自由、自由競争』という言葉にはいたるところでお目にかかるけれ

ども、『自由放任』という言葉はついに出てこない。これはスミスの社会哲学原理からいっても

当然のことなのである」ということで、市場経済とは全く自由放任ではないのだということで

す。「見えざる手」ということについても『国富論』に 1回、『道徳感情論』に 1回出てくるだ

けです。もちろん「見えざる手」の重要性はあるわけですが、アダム・スミスの考え方という

ものは、市場は自由放任ではなくて、その前提にフェアプレイ、あるいはルールには徳といっ

て、仁義の徳とか慎慮の徳など三つの徳、有徳の重要性を語っていたということを言っています。

渋沢栄一の生涯と思想

　もう一人私が取り上げたのは渋沢栄一の生涯と思想です。この生涯は書ききれなくなって、

資料では途中で止まっています。中国の先生方もご存知だとは思いますけれども、非常に面白

い方でもあります。幕末の天保11年、1840年に生まれて昭和 6年まで生きてきて、91歳で亡く

なりました。江戸時代末期から大正初期にかけての日本の武士（幕臣）、官僚、実業家で、第一

国立銀行や東京証券取引所など多種多様な企業の設立・経営に関わり、日本資本主義の父とい

われる、ということがいろいろなところで紹介されています。理化学研究所の創設者、正二位

勲一等子爵です。民間では岩崎さん、三菱、三井にしても「公、侯、伯、子、男」という爵位

のうち男爵までしかなかったのですが、彼は、唯一民間でありながら子爵というもう 1つ高い

爵位を授与されたのです。雅号は青淵とあります。渋沢家というのはいろいろな伝記も評伝も

あってたくさん著書を私も読みました。渋沢栄一は父の時代に農業を兼業しながら藍玉の製造
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販売と養蚕の経営で成功して、山本七平さんの論によれば「寄生地主ではない『経営者的農民』

であった」ということです。彼は幕末から明治になって、いろいろな改革をしました。日本の

資本主義の父といわれるように500以上の企業を作って関わってきた方で、なぜそのようなこ

とができたのかというと、もともとはやはり『経営者的農民』というところの、ある種地方の

豪農でもあったからです。当時では、これもいろいろな方が言われていますけれども、百姓・

農民ということだけでくくるというのは大きな間違いがあります。江戸時代には市場経済、商

品経済が広がってきておりますので、彼はその中で非常に裕福な『経営者的農民』でもありま

したので、論語をはじめ当時としては非常に高い教育と武術の訓練を受けて、さらに藍玉の原

料の買い入れと販売を担うため、常に算盤をはじく商業的な才覚も磨かれていました。これは

父親の教育として、父と共に信州や上州まで藍を売り歩き、藍葉を仕入れる営業活動も行いま

した。14歳の時から単身で藍の原料を仕入れに出かけるようになっていました。「こんなことも

やっていたのだ」ということがベースにある人です。第一国立銀行、現在はみずほ銀行（勧業

銀行→第一勧銀→みずほ）をはじめとして東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙、田園都市、

東急ですね、秩父セメント、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリン

ビール、サッポロビール、東洋紡績（大阪の東洋紡）など多種多様な企業の設立に関わり、そ

の数は500以上といわれています。また多くの社会時事業や商業教育、女子教育にも熱心に取り

組み、商法講習所（一橋大学の源流になるところですが）、これも彼が創りました。一時期経営

が苦しくなっていたのですが、これを守るために非常に尽力をしたと言われています。あるい

は大倉商業学校（今の東京経済大学）を大倉財閥の協力を得て、設立に協力しました。いわゆ

る商業教育です。商業や実業界でも教育と倫理が非常に重要だと考え、ある意味では専門経営

者を作り上げていくうえでの商業教育に大変取り組みました。ご自身で二松學舎や国士舘、日

本女子大や東京女学館という、女子教育にも力を入れて行ってきたということです。そういう

意味ではいろいろな公益事業にもたくさん関わってきた方でもあります。

　その生涯の象徴的なところを紹介します。先ほど申しあげましたように1840年に生まれて、

アヘン戦争があって、その後日米修好通商条約、安政の大獄と経て、1863年に注目していただ

ければ高崎城乗っ取りをして、横浜を焼き討ち企てます。尊王攘夷の彼はある種当時の過激派

でした。すでに結婚をしている23歳の時期です。これは従妹の弟とかなり議論をする中で、う

まくいかないという事情が分かってきて、止めるのですが、武器をいろいろ集めていましたの

で、これは危ないということで、京都に出奔します。そしてあるきっかけで、24歳の時に一橋

慶喜に仕えることになりました。実務的能力にも長けていましたから、「兵隊を集めてこい」と

命令を受けて25歳で領内を巡歴もしました。ところが一橋慶喜が征夷大将軍になって、尊王攘

夷で徳川幕府をどちらかというと倒そうという立場だったのが、幕臣になってしまったので

す。1867年に一橋慶喜の弟の昭武に従ってフランスに行きます。ナポレオン 3世が自分の王位



200

を象徴させようということで開くパリ万博に招待を受けて、一橋の弟が行くことになり、その

時に実能力に長けた、会計もできるものとして渋沢栄一に是非ついて行ってくれということに

なりました。フランスに約 2年間いるのですが、その時に近代的なインフラや、フランスでの

サンシモン主義者がいろいろな改革をしていたところの経験を学んで、日本はこのままではダ

メだということが分かってきました。もっと長く留学したかったようですが、幕府が倒れ、明

治維新となったのでフランスから帰ってきました。戊辰戦争の時代に徳川慶喜が静岡で蟄居を

しており、その際に面会しています。静岡藩に請われて出仕し、「商法会所」を設立しました。

藩の幕臣ではなく、それを少し離れたかたちで、ある種これは日本での最初の株式会社です。

彼は合本主義ということをよく言っていまして、一人で、個人で、というよりも多くの人の協

力、お金もそうですし、人材もそうですけれども、それで行おうということです。一部では坂

本竜馬の海援隊などもいろいろなもので株式会社と言われますけれども、いわゆる株式を公募

して実際に資金を集中して調達してやっていったということでは、おそらくこの商法会所が初

めなのではないかと言われております。

　ここで実力を発揮して、明治政府から是非政府に来いと言われます。「嫌だ」と言っても静岡

藩が人材を出さないのではないかと静岡藩に迷惑をかけないようにと、薩長政府に仕えるのは

非常に嫌だったようですけれども今度は明治政府に仕えていきます。明治になって、『立会略

則』もそうですが、廃藩置県から始まって改革のいろいろな提案をしていくということが彼の

役割だったのです。今でいう大蔵省の事務次官直前までいったのですが、大久保利通と対立し、

井上馨と一緒に当時の大蔵省を明治 6年に辞めます。この後に第一国立銀行（これは国立とな

っていますが国というよりも国の規定に従った銀行という意味）を開業していきます。これが

33歳です。これから彼は民間、実業界でいろいろな仕事、多くのことをやっていきます。途中、

ここは私も書いていってこれが昭和まで続いていくとかなり長くなるということが分かって辞

めたのですが、最後の方に出ている日本郵船を作ったこと。そして、東京養育院長と、慈善事

業にも非常に彼は寄与していました。東京の飛鳥山というところにもともと別荘を持っていた

のですが、そこにその後住んで、今は渋沢栄一記念財団、渋沢資料館というものがあります。

この写真にあるように、あまり身長は大きくなくて、150㎝くらいだったのではないでしょう

か。ここにはいろいろな資料が入っております。80歳になった時に彼の弟子たちの「竜門社」

から寄贈された青淵文庫という国の指定文化財の書庫が残っています。

「論語と算盤」

　副題の「論語と算盤」の意味については、渋沢栄一が話をしていたことをまとめた『論語と

算盤』において、「道徳経済合一説」、「義理合一」の信念として、次のように述べています。

「余は平生の経験から、自己の説として『論語と算盤は一致すべきものである』と言っている。
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この『論語と算盤が一致すべき』というところ、論語はいわば道徳であり算盤というのは「経

済」なのです。「孔子が切実に道徳を教示せられたのも、その間、経済にも相当の注意を払って

あると思う。これは論語にも散見するが、いわゆる四書、五経のうちの「大学」において生財

の大道を述べています。もちろん世に立って政を行うには、政務の要費はもちろん、一般人民

の食住の必要から、金銭上の関係を生ずることは言うまでもない。結局、国を治め民を救う、

いわゆる経世済民の経済というものには道徳が必要であるから、経済と道徳を調和せねばなら

ぬことになるのだと。ゆえに余は一個の実業家としても、経済と道徳との一致を勉むるために、

常に論語と算盤の調和が肝要であることをずっと説明して、一般の人々が平易にその注意を怠

らぬよう導きつつあるのである」と述べています。この『論語と算盤』も何度か翻訳に近いも

のと注がついたものが入っていまして、2012年にも出ています。これに関係する本もたくさん

出ております。「いわば従来、利用厚生と仁義道徳の結合が甚だ不充分だったため、『仁をなせ

ばすなわち富まず、富めばすなわち仁ならず』、『利につけば仁に遠ざかり、義によれば利を失

う』」というようなことを、孔子の儒教精神ではこういうことがよく言われていたので、「仁と

富を全く別ものに解釈してしまったのは、甚だ不都合の次第である。この解釈の極端なる結果

は、利用厚生に身を投じた者は、仁義道徳を顧みる責任はないというような所に立ち至らしめ

た」。商売する者は、仁義道徳は関係なくてもいいのだということにもなってしまって、これは

ダメだということです。要するに、「これは後世の学者のなせる罪で」いわゆる仁義・道徳と経

済とを離れさせたものは間違いだということです。「孔孟の訓えが『義理合一』であることは、

四書を一読する者にはただちに発見するところである。」これは彼の論語の解釈、あるいは儒教

の解釈として、孔子は決してそれを別個に言っているのではないということを彼は強調してい

ます。『論語講義』は非常にたくさん何刊にもわたっておりますが、そのなかでそう言っていた

ということです。

「士魂商才」

　もう 1つ彼の有名なスローガンは「士魂商才」あるいは「武士道は即ち実業道なり」です。

菅原道真の、大和魂のもとで、当時平安時代でいけば中国の遣唐使などで中国の進んだ文化、

芸術、技術を学ぼうという「和魂漢才」。それは「和魂」で行おうということを菅原道真が言っ

ていたことを面白いということで、渋沢栄一は「士魂商才」といって、武士道の精神、魂を持

ってビジネスをやっていきましょうということを言っています。「人間の世の中に立つには、武

士道的精神の必要であることは無論であるが、しかし武士道精神のみに偏して商才というもの

がなければ、経済の上から自滅を招くようになる。ゆえに士魂にして商才がなければならぬ。

その士魂を養うには、書物という上からはたくさんあるけれども、やはり論語は最も士魂養成

の根底となるものと思う」ということを彼の『論語と算盤』の中で言っております。「武士道」
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とは何かというと、渋沢は「武士道は即ち実業道なり」。「武士道の神髄は、正義、廉直、義侠、

敢為、礼譲等の美風を加味したもので、一言にしてこれを武士道と唱えるけれども、その内容

に至りては、なかなか複雑な道徳である」と言っております。そして「想うにこの武士道は、

ただに儒者とか武士という側の人々においてのみ行わるるものではなく、文明国における商工

業者の拠りてもって立つべき道も、ここに存在することと考える。かの泰西（ヨーロッパ）の

商工業者が、互いに個人間の約束を尊重し、仮令（「例えば」という当て字だと思いますが）、

その間に損益はあるとしても、一度約束した以上は、必ずこれを履行して前約に背反せぬとい

うことは徳義心の鞏固なる正義廉直の観念の発動に外ならぬのである」。戦前の言葉で読みに

くいところがあるかもわかりませんけれど、「士魂商才」ということを言っています。

ドラッカーの評価

　この渋沢栄一を高く評価したのが実はドラッカーです。ドラッカーは日本の明治維新に以前

から注目をしていました。ドラッカーは『マネジメント』をはじめ、彼の主著の『マネジメン

ト・プラクティス論』、それをずっと後でまとめた大きな本があります。彼の主著の中ではいく

つか渋沢栄一についてコメントしているところがあるのです。NHKの「明治」プロジェクト編

『明治 1変革を導いた人間力』という、これはテレビでもやったのでしょうか、この本の中で加

藤修一がドラッカーにインタビューしているところがありまして、その中でドラッカーはこの

後ご紹介するような形でいろいろなことを書いています。ごく一部なのですが、「明治の最大の

成功は、幕藩体制の安定的だが流動性の少ない社会にいた人材を、実業家や官僚や学者に転用

するという大きな課題を解決したことである」ということを言っております。つまり官僚機構

というものは幕府の中で非常に整備されてきましたので、有能な人達がたくさん残っていまし

た。それを上手く流用しました。「明治時代の大きな強みは、高い教育を身につけた人々が大勢

存在していて、そういう人材を活用することができたことです」中略、「江戸はまさに明治のル

ーツです。そして明治のユニークなところは、江戸を廃棄せずに、いわば再利用したことです」

という表現をしております。明治維新を「断絶」とする見方もありますが、むしろ「継承」で、

「継続性」ということを非常に強調しています。「渋沢栄一は、極めて重要な人物です。新しい

日本は古い日本の基盤の上に築かれなければならないことをよく認識していました」というよ

うなことを言っていました。

　また、ドラッカーは「渋沢のもう一つの大きな功績は、一身にして立案者と実行者を兼ねて、

事業を推進してきたということです。彼は思想家である側面と行動家としての側面を結合する

ユニークな才能がありました。ふつう思想家というものは行動することが苦手で、行動家は思

想家から考えを借りるものです。渋沢は思想家であり、かつ行動家としても一流でした」と話

しています。彼は、明治にいろいろな改革を提案し、同時にそれを実現していく、民間のいろ
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いろな資金や民間の能力、活力、それらを集めていきました。「渋沢は近代的な制度を創設しま

した。彼は、日本にまず近代的な銀行を作りました。そして、さまざまな近代的な会社をつく

り、銀行を通じて融資を行いました。そのころ、産業に融資をする銀行はほかにはありません

でした。しかも渋沢は、会社に専門的な経営者が必要であることを知っていました」。ここは、

特にドラッカーの『マネジメント』の重要な点です。専門的な経営者、専門的な知識の近代の

担い手として必要なことが分かっていたのです。ですから渋沢は先ほどの商業教育や女子教育

など教育に非常に力を入れたということがあります。

「不易流行」

　最後に、「不易流行」。今日もいくつか四文字熟語で論語の言葉などを出しましたが、これは

松尾芭蕉が「奥の細道」の中で見出した俳諧の理念で、非常に有名な言葉です。これは単に俳

諧だけではなく、広く解釈されていて、「不易」というのは時を超えた不変の真理あるいは変わ

らないものである。「流行」とは時代や環境の変化によって革新されていくものをあらわしてい

ます。

　山本七平も、幕末から明治への11年間について渋沢栄一の評伝を書いておられて、最後を次

のように結んでおられます。渋沢栄一は「外面的には時代に対応しているが、内面的には変わ

らぬ継続性を保持し続けている。これは将来を見る場合、変化に如何に対処するかの良き指針

であろう。また一面から見ると、この11年間の彼は挫折の連続である」。幕末で、尊王攘夷であ

る種過激派的なことをやろうとしたけれど上手くいかず、追われて、逃げて、平岡さんに拾わ

れ、一ツ橋の家臣になるのです。「だが挫折の度に彼は新しい道を切り開いて行き、常に『不

易』なる継続性を保持しつつ、新しい変化『流行』に対処していった」と山本七平は述べてい

ます。

　温家宝総理も指摘しているように、アダム・スミスの構想していた市場経済には倫理あるい

はフェアなルールが前提となっています。「徳」ということを強調されていました。

　実業家にとっては渋沢栄一が主張しているように『論語と算盤』の「道徳経済合一説」、「士

魂商才」の精神が「不易」なものとして、今日の世界ではますます重要になってきているので

はないでしょうか。そういう意味では今日最初にお話ししました「故（ふるき）を温（たず）

ね、あるいは温めて、新（あたらしき）を知る」という立場、それと「不易流行」という、こ

れは今の資本主義市場経済を考える上でも大変重要なことではないか、このあたりをもう一度

我々も勉強する必要があるのではないかということで今日の報告に代えたいと思います。以

上、どうもありがとうございました。

　一つだけ付け加えさせてください。少し話が変わりますが、今の「不易流行」に近いもので、

有名な「ニーバーの祈り」というものがあります。「不易流行」にもう一つ付け加えるのであれ
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ば、「識別する知恵」が重要です。これは論語と関わりはないのですが、同じようにアメリカで

も「変える勇気」、「変えない冷静さ」「識別する知恵」が重要ということです。

　「神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれわれに与えたま

え。変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。そ

して、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ」。

　ですから「不易流行」に加えて私は「識別する知恵」ということ、wisdomがやはり重要だと

思いまして、最後に補足をいたしました。どうもありがとうございます。
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講　師：佐々木　信彰氏

 （関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、経済学部教授）

司　会：陳　建安氏（復旦大学経済学院教授）

日　時：2014年 6 月21日（土）

場　所：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

佐々木氏：お手元のレジュメを膨らませながらお話をさせていただきたいと思います。タイト

ルを「深刻化する格差　現状と対策」としています。基調講演のお二方の報告の中でも、そし

てその報告の終わった後での討論の中でも格差の問題が出てきました。私がここで対象とする

のはもちろん中国と日本の二つの国について、自分の及ぶ範囲でお話をしようと思います。格

差というのは中国でも非常に深刻な問題ですし、日本でも、先ほど張先生のお話でもありまし

たけれども、かなり格差が拡大しています。

　「格差」という言葉は前の世紀の終わりくらいから今世紀にかけて頻繁に言われることがあ

ります。特に世代間の格差です。例えばグーグルで「格差」という文字を入れて「中国の格差」

とか、あるいは「日本の格差」として検索をかけるとおそらく数十万件か百万単位でヒットす

ると思います。

　まずそういうことを最初に申し上げたうえで、全体の構成のうちの、「一　平等と効率のトレ

ードオフ」ということで、水野先生のご報告はまさにこの点を「論語と算盤」でお話になった

と思います。中国は、孔子の話がありましたけれども、「少なきを憂えず等しからざるを憂う」、

「貧しきを憂えずして安からざるを憂う」という孔子の言葉に典型的に見られるように、伝統的

に「大同思想」というものがあると思います。

　建国後の毛沢東時代、この場合は1949年～1978年、改革開放が始まる前までを「計画経済時

代」と考えまして、「三大差異の解消」ということを毛沢東は掲げたと思います。ここで言う三

大差異というのは農村と都市、農業と工業、肉体労働と頭脳労働の差異です。農村と都市、肉
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体労働と頭脳労働に差異があるというのはよく分かるのですが、ここに農業と工業がなぜ入る

のか、あまり釈然としないところがあります。その「三大差異」を解消するために1958年に人

民公社を創ったり、後に失敗する1964年から10年間にわたる「プロレタリア文化大革命」とい

うものを行いました。その中で特に肉体労働と頭脳労働、農村と都市の差異を解消するために、

幹部、知識人、青年を数千万人単位で農村僻地に下放するという政策も実施しました。平等志

向に基づいてこういう政策がうたれたと思いますけれども、結果的には悪平等に帰結し、長ら

く中国は生産が低迷するということになりました。

　こういう歴史的事実の上に1978年の12月に中国共産党11期 3 中総会で改革開放を決めたわけ

です。鄧小平の指導の下にこれを決めました。改革開放の総設計師・鄧小平によるさまざまな

対外開放政策、経済改革政策を実施いたしました。また、人民公社も解体されました。当然、

前の時代に対する歴史的な評価ということで、建国以来の中国共産党に関わる歴史的決議の中

で、毛沢東に対する評価も「功績 7部、過ち 3部」ということで歴史的な決議が出ております。

　さらにいろいろな経験をしていくわけですけれど、1992年 1 ～ 2 月の南巡講話がありまし

た。これは89年の六四（天安門）事件の後に、対中経済制裁がありましたし、中国経済が少し

低迷する中、鄧小平は深圳や広州など南方を視察し、「改革開放をさらにやらなくてはならな

い」と檄を飛ばし、「先富論」というものもここで出されました。「先に豊かになる条件を持っ

た人々、また先に豊かになる条件を持った地方は先に豊かになって良い」ということです。「た

だし十分豊かになった後は貧しい人や貧しい地方が豊かになることを助けて、共同富裕に向か

わなければならない」。一般に「先富論」というと前半だけが言われますが、「共同富裕」とい

うことも後半では言っているということを、ここでは留意しておくべきだと思います。

　それから「社会主義市場経済」というものも提起されたわけです。新中国は30数年間、計画

経済をやったけれどもうまくいかない、計画と市場は体制に関わるものではなくて中立的なも

のだとして、普通には「資本主義市場経済、社会主義計画経済」と考えられていたものを、「社

会主義市場経済」と、たすき掛けにしました。

　しかし、こういった 2つの「先富論」「社会主義市場経済」の提起によって格差を是認したこ

とから、先ほど来先生方のご報告の中にも出てきましたけれども、さまざまな格差が顕著にな

ってきていると思います。

　格差の有り様には多様な格差があると思いますが、私は 6つばかりの格差を掲げました。 1

つは「東部沿海地域と中西部内陸部の地域間格差」。あるいは東部沿海は漢族が中心に住み、中

西部内陸には少数民族の民族自治地方がたくさんあるので、漢族、少数民族間の民族間格差が

重なったような、世界の南北問題が中国国内にあると思います。もちろん中国自身もこのこと

は認めていますし、ただそれは歴史的に継承された問題、解放前からそういう問題があったと

いうことを言っております。
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　所得格差については、図表の①をご覧ください。所得の平等度、あるいは不平等度を示すジ

ニ係数で見ます。中国の不平等度を示すジニ係数は、1990年に大和総研では0.23、95年には0.286

ですけれど、1998年に0.4を突破し、その後一番高いのは2008年に0.491までジニ係数が上がって

います。それだけ格差が拡大しているということです。国家統計局や世銀（世界銀行）や、あ

るいは西南財経大学の中国家庭金融調査等によって、多少数値は違いますけれど、この数字は

世界的な経験からすると、0.45というのが一つの警戒線です。それを超えているということが

一つです。2008年の0.491をピークにして少し下がり始めている。逆クズネッツ曲線になってき

ているという人もいます。経済発展の初期には格差は拡大するけれども、やがてピークアウト

して格差の縮小の方向に向かっているのではないかという人もいますけれども、そうではなく

て少し下降しているように見えるけれども、これは先ほど出てきた温家宝が行った三農問題の

改正で農業税を廃止したことが農民の実質的な所得を上昇させて、ジニ係数が少し減っている

のです。基本的にはまだ格差は縮小に向かっていないという意見もあります。こういうことで

所得格差の現実は極めて厳しいものがあります。

　また都市農村間格差についても図表の②に見られるように、都市も農村も所得は上昇してい

ますけれども、格差は 3倍以上に拡大しております。もちろん都市と農村間だけではなくて都

市内部、農村内部にも大きな所得格差があります。この間の市場経済化の中で中国の社会学会

の中でも、「中国の10大階層」という報告が出たりしており、豊かな階層を具現した国有企業の

幹部や外資系企業の幹部やあるいは高級党行政の幹部、民営企業の経営者、あるいは公務員と

いう階層があって、他方に貧しい階層として都市の貧困層や農村から都市に出てきて都市で就

労する農民工の存在というように階層化が進んでいるという報告もあります。

　それから住宅格差では、図表の③で、 1平方メートル当たりの平均価格で5000元を超えてい

ます。これは80平方メートルでとると40万元くらいということですから、平均的な労働者の年

収から考えてみると、世界的には 6～ 7年で買えるべきものが10数年から20年かかっていま

す。これは平均的な数字なので、上海や北京などの大都市では20数年から40年くらい一家の全

所得を注ぎ込まないと住宅が買えないという厳しい状況で、しかも住宅価格はまだ高騰してい

ます。最近は少し落ち着いてきているという報道もありますけれど、このように都会で住宅が

買えない人と買える人、という格差もあります。

　教育格差というものは学歴格差です。義務教育で終わる人と、高等学校、さらに大学、大学

院まで行く人がいます。全体として大学進学率は高まっていて、都市部では高等学校に進んだ

人の 8割が大学まで進むと言われていますが、都市農村間の教育格差には大きなものがあると

思います。

　 6番目の医療・社会保障制度。これは先ほど報告の後の討論の中で出ていたと思いますけれ

ど、2003年に農村で新型の農村合作医療制度が作られたり、2008年に新型の農村社会養老保険
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が開始されたりということで、2011年の末では農村合作医療制度に加盟するものが 8億3200万

人、96.9％の加入です。ほとんど加入できています。養老保険については 3億2600万人、42％

が入っています。 2年前の数字ですから、この数字はもう少し上がっていると思います。しか

し、医療保険にしても養老保険にしても都市と農村ではかなり大きな格差があります。例えば

少額医療を必要とした場合に、都市では雇用主が被雇用者に払った保険料の中で支払いが可能

ですけれど農村は基本的に自己負担であったり、養老保険の給付水準が都市では月平均1527元

に対して農村は74元と20倍くらいの格差があると言われています。制度的には構築が進んでい

るけれども、現実には大きな社会・医療保障の格差があるということです。日本ではこういう

格差があるということを報告する論文などが多いのですが、これをどう是正していくかという

ことについて、次のレジュメの 2ページ三に入っていきたいと思います。

　まず、地域間格差の是正については、1965年から10年かけて「三線建設」が行われました。

もちろん地域間格差を是正するために「三線建設」をしたのではなくて、当時の中国が置かれ

た国際環境の中で対米・対ソ連戦略を考えて、新しい新規の基本建設投資あるいは既存の設備

等を四川省や雲南省など第三線に移すという対応です。結果としてその舞台になった四川省、

雲南省などが、経済的に基盤が充実して、多少格差が縮小されたという効果があったと言われ

ております。

　それから前世紀の後半から始まった「西部大開発政策」です。これも未だ続いているわけで

すけれど、高速道路の建設や鉄道の建設、内陸における空港の建設等、交通インフラが非常に

整備されています。地域格差の是正につながっているかどうかについては、これはいろいろな

評価があると思います。むしろ交通インフラが整備されることによって農村や中西部の頭脳が

東部に流出するということが起こったり、あるいは東部資本が中西部により深く浸透していっ

て、ホテルやレストランなどで漢族資本、東中西部資本が内陸部に入っていくという、そうい

う関係が進んでいると評価する人ももちろんいます。

　次に都市・農村間格差の是正ですが、これは一番大きく今日申し上げたいポイントです。参

考文献の①、②、③、特に③に掲げた中国共産党と国務院が今年の 3月16日、『国家新型都市化

規画2014～2020』という壮大な計画を出しております。これについては後で戦略的課題の提起

という、課題の中のⅠ、Ⅱ、Ⅲのところでもう一度述べたいと思います。

　それから 3番目の所得格差の是正については、最低賃金制度を導入し、さらに最低賃金の度

重なる引き上げにより、例えば上海では2000年に 1ヶ月400元、2013年には1600元と最低賃金が

上がってきております。あるいは税制改革も行い、賃金所得には最高45％の累進税をとります。

ただしそれ以外の移転収入や資産所得には20％の取得税ということですから総合課税にはまだ

なっていないということと、灰色収入や黒色収入と言われるものに対して、ほとんど補足され

ていないということで、この辺りには対応すべき課題がたくさん残っているということだと思
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います。

　住宅格差についても保障制住宅の拡充ということで、図表の④、⑤をご覧ください。私の指

導する大学院のドクター 1年生に上海出身の万嘉偉君という学生が、この研究を熱心にやって

います。彼がまとめた表を使わせていただいています。保障制住宅の建設には種類がいろいろ

あるということで、そこに 5種類の賃貸型、分譲型の保障制住宅があるわけですけれど、貧し

い低所得者層向けの保障制住宅もかなり熱心に建設してきています。彼は上海の事例を一生懸

命分析しており、地方レベルでも図表の⑤にあるように2013年には日本円にして 3兆円を超え

る資金を投入して低所得者に対する住宅問題の解決のための支出をしているという事実があり

ます。

　大学進学率の急激な上昇、あるいは農村における社会保障制度の構築については先ほど申し

上げました。

　さて、課題として、どのような問題が残っているでしょうか。特に鄧小平の1992年の『先富

論』でいう後半の「共同富裕をいかにして実現するか」という問題です。胡錦濤・温家宝政権。

前の政権の時には、三農問題の対策、あるいは親民政策ということです。三農問題は皆さんご

存知かと思いますが、農業がだんだん保護産業化している現実、あるいは農民が貧困に置かれ

たり、農村が疲弊している現実をどう解決していくかという問題です。例えば農業税をなくす

などのいろいろな個別の対策はうたれたけれどもこの問題は基本的に解決していないわけです。

　それに対して習近平と李克強の今の時代では、先ほどありました『国家新型都市化規画2014

～2020』というこの文献は、2013年11月の中国共産党第18期三中総会の「改革を全面的に深化

する決定」をさらに発展させたものだと私は見ています。2013年11月15日「改革の全面的深化

における若干の重大な問題に対する中共中央の決定」。この都市化計画は後で戦略的課題の提

起の中にそのエッセンスを書きましたけれど、「壮大な社会経済改革」とあるのです。全面的な

プロジェクトということで、1949年10月 1 日の中華人民共和国の成立、これを最初の革命とし

て、それから改革開放の中国共産党11期 3 中総会が第 2番目の革命だとすると、この習近平・

李克強の都市化計画というのは第 3番目のエポックメイキングをなす可能性があると私は思い

ます。なぜ私がそう考えたか、ここで掲げられている戦略的課題の中身ですが、先ほど張先生

からもお話がありましたように、2020年に人口の都市化率が60％前後に達します。世界銀行と

国民発展研究センターのコラボレーションで、文献の④に出しております「Urban China: 

Toward Effi  cient Inclusive and Sustainable Urbanization」という長文の報告の中では2030年に

70％前後にまで都市化率が上がると言っております。2012年は人口都市化率52.6％、ただしこ

れは農民工も含める都市化率ですから都市戸籍を持った人の都市化率は2012年でまだ35.3％と

いうことです。家族を含めて 2億6000万人に上る農民工の人たち、都市戸籍と農村戸籍の戸籍

差別を一身に受けている農民工をどうするかということです。この農民工の市民化ということ
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をまず掲げております。農民工に国民的な待遇を供与する。今、教育、雇用、医療、年金、住

宅などで都市の最下層にいて差別的待遇を受けている、この農民工の人たちに国民的待遇を与

えると言っております。2番目には都市の空間的配置の効率化を行います。2020年には8.5億人

にのぼる市民の生活と雇用問題を解決します。さらに 3番目には都市の持続的発展能力を向上

させて、産業配置、インフラ整備、公共インフラ提供を根本的に見直します。 4番目に都市と

農村の一体化を促進して、農村に残っている農民が都市市民と同じ近代化の成果を共有しま

す。今までの、今もそうですが、中国は都市と農村の二元社会だと言われているのですけれど、

新型都市化の推進のため都市と農村の管理制度を一元化すると 5番目に言っております。

　これは、今までの問題に対する個別の対応ではなくて、全面的な社会経済構造の一大転換を

図る壮大なプロジェクトではないでしょうか。ただし行程表（ロードマップ）が特に示された

わけではなく、これをどう実現するか、簡単ではありません。一部で報告されている、例えば

重慶市では農民の土地使用権を放棄させる代わりに都市戸口に移す。そしてその引越し用の住

宅も用意するという。日本でもテレビで放映・紹介されました。しかしコアな問題がまだ解決

されていません。農民は土地にへばりついて貧しい生活をしていたけれど、最低限の生活はし

ていたのです。その土地を、使用権を明け渡してその代りに引っ越し用のアパートをもらうの

だけれど、いわゆる職業枠がない、雇用がない、保障されていない。そこで東部沿海の都市に

農民工として、（「農民工として」というのは少し言葉がおかしいですが）依然として出稼ぎに

行かざるを得ないという、そういうドキュメントがありました。そういう問題 1つ取っても簡

単ではないと思います。

　さて、こういう野心的な中国の壮大な転換プロジェクト、都市化計画というものはいろいろ

な意味を持っていると思います。経済成長が少し鈍化してきている今の中国ですけれど、その

経済成長を高い 7％位の水準で維持し、環境問題やいろいろな問題に対し、成長できる可能性

を追求する、そして国民に公共サービスを提供する、都市化を進めることによって、これらが

可能になる可能性があります。例えば三農問題一つとっても小さな農地にへばりついた農民た

ちを都市に移すことによって農家の耕地面積を拡大して、労働生産性を高めて、農業の競争力

を高めることができたり、農村に残った人たちの生活水準を向上させる可能性があります。そ

ういう意味で大変な壮大な実験をしているということです。

　中国で起こっていることと日本で起こっていることは国の体制も違えば、歴史的発展段階も

違うので簡単に比較するわけにはいかないのですけれど、よく似た問題を実は日本も抱えてい

ると思います。最近、『中央公論』の 6月号に、元総務大臣の増田寛也と日本創成会議が、この

参考文献の⑦「提言　ストップ人口急減社会」というものを出しました。「消滅可能性都市」と

いうものが出てきたわけです。「消滅可能性都市」というのは何かと言いますと、人口移動が終

息しない場合の推計で2010年から2040年までの間に20歳から39歳以下の女性人口が 5割以下に
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減少する自治体数は、日本全体で896自治体になります。全体の49.8％です。ほぼ半分の自治体

が人口消滅可能性都市になります。従来「少子高齢化社会が到来した」とか、あるいは「限界

集落」と言われていたところが人口の動態ではっきりと明示的に示されました。私は兵庫県の

農村の方に住んでいますけれど、自分の住んでいるたつの市はどうなっているのかと見ました

ら、辛うじて「消滅可能性都市」にはなってはいませんでしたが、相生市や周りの都市はほと

んど「消滅可能性都市」です。私が住んでいるたつの市の新宮町の佐野という集落でも、小、

中、高等学校で 1学年に 1人の子供がいないのです。大学になると外に出ていきます。昔です

と 1学年 5人、 6人、10人といたのが、今はいません。出産可能な年齢層の女性、若い女性も

いません。また、空き家、人が住んでいない無人の住宅が増えてきまして、たつの市は平成の

大合併で 8万3000人の人口が、2014年夏の市長の話によると「3000人減って 8万人になりまし

た。そして無住の、人が住んでいない家が 1万戸以上あります」。まさに縮んでいる日本です。

「Shrinking Japan」。それに対してどういうふうにするのか。ここに対策を書いています。上の

ほうにいろいろな楽観的なことも書いてあるわけです。特殊合計出生率は1.47であったと思い

ますけれど、人口置換水準は2.1です。そうなれば、今 1億2700万人位の人口が少し減って、

3000万人くらい減るとしても2035年に 1億人で安定するという超楽観的なことを言っています

が、多分これは不可能に近い。こういう中でどうしていくのでしょうか。この少子高齢化社会

の到来という深刻な問題が同時に地域社会において「消滅可能性都市」も惹起しているわけで

すけれど、この日本で起きていることは中国で起こることをすでに認識しているようにも見受

けられます。日本は先ほど来の討論でもあったように社会保障制度をそれなりに形として作っ

ているわけですけれど、これを維持することが非常に難しくなってきています。医療保険にし

ても、今の形で行くと破たんしかねません。年金制度にしても今の給付水準が維持できないと

いうことになりかねないわけです。中国も人口がもう間もなくピークアウトすると思います。

労働人口が2015年くらいにピークアウトするように言われていますから、日本は2012年に労働

人口がピークアウトしたわけですけれど、早晩こういう問題を中国も抱えることになるという

ことで、お互いこういう問題を、今日はかなりアバウトなお話をしましたけれど深刻に経験を

交換し合ったりして、より良き社会の構築のためにお互いに研究交流を続けたいと思います。

　前のお二方の先生方の講義と比較すると、極めてラフな報告で、またスライドも用意せず大

変申し訳なかったですけれど私の報告をこれで終わりにさせていただきます。どうもありがと

うございました。
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講　師： 登り山　和希氏（上海日本人学校高等部教諭・進路指導主任、関西大学経済・政治研

究所東アジア経済・産業研究班前非常勤研究員）

司　会：陳　建安氏（復旦大学経済学院教授）

日　時：2014年 6 月21日㈯

場　所：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

登り山氏：私は上海日本人学校に勤めております登り山と申します。本日は関西大学水野教授

をはじめ復旦大学の先生方にこのような報告の機会を与えていただきまして、誠にありがとう

ございます。今日の私の報告のテーマは、「中国『現代企業制度』20年」です。中国の現代企

業制度が始まって、会社法が制定されて20年余り経つわけですけれど、その20年間の中でどう

いった企業改革が進められてきたのか。それから私の研究のテーマの一つであります中国の港

湾の企業の民営化、国有企業から株式上場を果たしたその過程の中をご紹介する中でどういう

ことがあったのかということを報告します。

　まず、「市場経済と倫理」が本日のフォーラムの一つの大きなテーマになっておりますけれ

ど、中国の企業の仕組み、企業の制度の中で、私の研究のテーマの一つにしておりますのは企

業統治、コーポレート・ガバナンスであります。中国の国有企業から少しずつ民営化と言いま

すか、株式制企業が出てきたり、企業の制度であったり形が少しずつ変わっていったりという

中で、中国がどういう変化をしてきたのか。またそれが世界のいわゆる一流企業、グローバル

企業と言われるような形にどこまでそれがついていけているのか。それが一緒になっていって

いるのかという、その辺のところを見ていきたいと思っております。

　まず、「世界の工場」というように中国が形容され始めたのは20年前であります。今、日経新

聞などでもあまり中国のことを「世界の工場」などと言うことはありません。当時、日本経済

新聞の中で中国のことを「世界の工場」と呼び、それがいろいろな形で中国経済、中国のこと

をそういう言い方をする時期がその当時はありました。その中で中国はさまざまな企業改革に

第 5回復旦大学・関西大学経済フォーラム

研究報告 2

中国「現代企業制度」20年
─大型港湾企業の構造から見えてくるもの─
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着手しました。この20年、30年の大きな変化がある中で、特に公企業の民営化を積極的に行い

ました。この他、鉄鋼であったり、港湾であったり、郵政、鉄道といった伝統的な港湾の産業

のいわゆる国有企業が現代企業制度の改革の中でどんなふうに変わっていったのかということ

に興味がありまして、その辺の状況などを少しお話しできたらと思います。最後は上海の港の

話を具体的な事例を見て、どういう変化があったかをお話しします。

　まずは最初のところで、企業改革の流れを少し紹介したいと思います。改革・開放政策が1978

年12月に決定しましたが、その後、1984年に、所有と経営の分離ということに対して初めて中

国共産党の会議の中で言及されました。1987年社会主義初級段階論を形式化することにより株

式制度と共に私営経済が認められました。1990年代に入りまして、今では当たり前の話ですが、

株式証券取引所が営業を始め、上海や深圳に証券取引所ができるようになりました。鄧小平が

「南巡講話」ということで中国の特色ある社会主義「社会主義市場経済論」というものを唱える

ようになりました。会計制度の変更や、私が最初に申し上げました会社法が制定されました。

ここからが本格的に国有企業の改革が進められるようになり、次々と中国の企業の形が変わっ

ていきます。証券監督管理委員会の設立、関係する憲法の改正、こういったコーポレート・ガ

バナンスの原則が作られたり、私営企業家の入党が共産党の中で認められるようになるという

ようないろいろな改革が、現代企業制度が始まってから最初のところで紹介されるようになり

ます。

　データのところを見ていただきたいのですが、企業の改革の話の前に、今日紹介する港湾の

話を少し前の段階でお話します。これは 3年前の話ですけれど、世界の港湾取扱量ということ

で、どれだけ世界の中でコンテナが取り扱われたかというランキングを紹介しています。世界

の中でも中国の港湾の取扱量というのは、香港を含めて、トップ10の中で 6つの港が入ってい

ます。このように中国の勢いというのは非常に大きなものがありますが、その他にシンガポー

ルや韓国といったアジアの中でこういった物流が主な部分を占めていることをまず紹介をした

いと思います。アジアにおけるコンテナターミナルの整備状況では、これも少しデータが古い

ですけれど、日本や東南アジアの国に比べても非常に中国のコンテナターミナルの整備の状況

が大きいことが紹介されています。今、上海の話をしましたけれど、上海もこの10年の間どれ

だけのコンテナを取り扱ったかということです。これは単位が1000TEUで862万から3174万と

書いていることを示しています。最近のターミナルの整備に合わせて港湾のコンテナの取扱量

が非常に大きな状況を占めているということが分かります。これは先ほど紹介したものをグラ

フにしたものですが、特に上海での港湾取扱量は非常に大きなものになっています。具体的に

上海の港をご紹介しますと、今から 8年前になりますが、洋山深水港のコンテナターミナルが

できたことによってコンテナ取扱量の急増が非常に大きなものとなりました。これはここから

ここまで33kmくらいあるのですが（スライド 6枚目上海全体図）、この小さな島にコンテナタ
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ーミナルを作って世界の船舶がここに積み荷を降ろし、そこからアジア各港や欧米に物流が前

に進められていくということです。

　また企業改革の話に戻ります。改革・開放制度が始まった当初、その後、特に80年代後半か

ら90年代にかけて「経営請負責任制度」が導入されたことによって、こういった従来の港湾、

鉄鋼、資源といった業種の監督官庁の中で国有資産監督管理委員会を作り、そういった経営を

国有資産監督管理委員会の中で授権させるという改革プランを進めるようになりました。これ

は今井健一先生が「上海モデル」という表現をされました。監督官庁を改組して成立した国有

資産監督管理委員会を主体とする大型企業集団を形成します。今日は港湾の話をしますが、そ

ういったものが次から次へと導入されていくようになるという「上海モデル」があります。

　次に、今の中国の上場企業の中で時価総額の上位10社を示した中に、今日紹介する「上海国

際港務（集団）株式有限公司」があります。時価総額は1736億円。銀行や保険会社に比べれば

時価総額も少ない方ですが、中国のいわゆる大企業の中でこれくらいの地位を占めています。

国有資産監督管理委員会に授権した、そのことによって時価総額を評価すればこうなるという

ものです。

　いわゆる上海港がこれまでの行政主体であったものから民営化していきます。完全に上海の

港は民営化されているのかというと、それはまだまだそうとは言えない部分がありますが、ど

ういった過程でこういったことが進められたかということを皆さんにご紹介したいと思いま

す。ちょうど今から10年くらい前に、上海の港務局が行政部門と民間部門に分離をして、行政

と上海国際港務集団とに区分をしました。オペレーション業務などの中心は、これは従業員数

3万人と書いておりますけれど、集団の従業員を雇います。上海市の職員、行政の方の職員は

50人、公と民の部分が合体したようなところで最初はスタートしました。 2年後の2005年に、

その集団が株式上場を果たします。国有資産監督管理委員会が資本構成の中のちょうど半分で

す。それからここが面白いところなのですが、香港招商局有限公司という香港の外資がこの上

海の港の経営に入って行きます。香港のハチソンの李嘉誠という香港資本が港の運営に入って

いくのです。その他港を支える集団公司の投資がこの中に入っていく、そういったことが実際

に行われるようになりました。これが新しくできた「上海国際港務（集団）株式有限公司」で

す。株式有限公司は20数個の企業から構成され、この中に香港の企業がたくさん入っていると

いうことが分かります。香港の外資がそこに入ることによって、今日の報告の冒頭にもありま

したように香港のコンテナ取扱量というのはその当時は世界一でありました。そういったいろ

いろな関係であったり、経営戦略であったり、船会社のいろいろな関係を含めて、上海の港の

経営に香港の外資が入ってきました。その効果が如実に表れているということを紹介します。

　例えば日本は行政が港の管理をします。大阪の場合は大阪市が管理をします。神戸の場合で

あれば神戸市が管理をするということが私達からすればそれが当たり前だと思っていますけれ
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ど、こういった上海、他の諸外国もそうですが、民間企業が港の経営をする、コンテナターミ

ナルを作っていくということも民間の力で動いているということをここではっきりと見ること

が出来るのです。

　具体的に上海港のガバナンス実態と資本形成を見ていきましょう。上海国際港務集団は株式

会社ですから、欧米諸国や日本と同じように株主投資家に対しての報告書、アニュアルレポー

トがあります。その内容を少し分析していきますと、同じように日本でも最大株主、第 1株主

はどこにあるのか、第 2株主、第 3株主は誰なのかが紹介されて、会社が持っているのかとい

うことをそこで見ることができます。2005年の株式会社が成立した最初の段階で国有資産監督

管理委員会が44％、これでは分かりにくいですが香港の外資が持っている割合が26％。株式上

場と言いましても、なかなか一般の投資家に株が回っているという状況ではなく、最初の株式

会社設立当初というのはこういうような状況でした。少しずつその部分が変化をいたしまし

て、 5大株主の割合というものが株式会社化され 3年経った後にもまだそれほど変化が見られ

ているとは言えない状況を示しています。これが本当に中国にとって中国の企業改革が進めら

れている、世界と渡り合っていく企業を中国が作っていく、その大型国有企業の民営化という

ものが企業改革の一つの柱であったはずなのですが、なかなか実態としてはそういったことが

進んでいないことの一つの調査結果を表しています。この他に港の関連企業は上海港以外にも

上海の取引所で 6つ、深圳の取引所で 3つの合わせて10の港湾管理局があります。　

　先ほどの株主構成のところを見ていただくと分かるのですが、天津とか南京、厦門、重慶な

ど、いろいろなところでこういった株数がある中で、非流通株、先ほど言いましたように国有

資産監督管理委員会とか大きな外資が独占して株を持っています。このA株、B株というのは

皆さんご存知の先生も多いと思いますが、いわゆる流通している株なのです。先ほどの上海に

比べれば他の港の状況は比較的流動性が高いと言えると思いますが、やはり非流通株の存在、

全く動かない株式というものがこういった港湾企業ではまだまだ中心的に見られるということ

ができます。

　これは岡山大学の姜先生の論文などにおいて、上海の港の分析研究の中で、香港をはじめと

した資本による港湾の再編成がおこなわれたことに対して、どういう影響があったかというこ

とについて少し触れている部分があります。①、②、③、 3つ書いてありますが、 2番目の中

国内の大型投資が可能な港湾運営企業、 3番目の港湾産業以外の民間企業の資本ということ

で、こういった中国の上海の港に投資をすることが大きな企業の収益につながるということが

予想できたことでお金が集まってきました。港に投資をするということはなかなか私達では想

像ができない、理解することができないことになりますが、この当時の上海の株式会社の再編

の中で行われました。特にこの上海、大連、天津といったところは中央政府が指導したり、地

方政府が主導したりといったことから、いろいろな意味で大きな発展につながっていったので
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す。発展につながったいろいろな部分はもちろん評価できる部分ではありますが、この中国の

中で大きな時価総額を占める企業ではあるけれども、なかなかそういったことによるガバナン

スの状況がどこまで改善が十分できていたのかというのはよく見る必要があると思います。

　冒頭の急激に港の取扱量が増えたという部分の中で、32kmの橋を作った、洋山深水港の事例

をお話しいたします。上海の先生方はよくご存知かと思うのですが、今は世界でトップの上海

港ではありますけれど、中国にとっては浦東と浦西を隔てている黄浦江があります。今の船舶

の大型化に対応する、 1つの船にコンテナが7000～8000積まれているような船を通行させるに

はかなりの水深が要ります。16～17mの水深が必要なのですが、それを今まで上海でやろうと

思っても、なかなかそういったことができなかったのです。これは国際間競争に遅れてしまう

ということで、急いで先ほど紹介しました洋山港を建設したという経緯です。それを前に進め

ていく中で、洋山に投資することによって、また中国政府からいろいろな優遇を受けることに

よって上海の港の開発に力が入れられました。外国の資本の力も借りて上海港の発展につなげ

ていくことができました。今は上海も自由貿易港を作りまして、世界からの注目や、そういっ

たものもこの一連の動きの中で見てとることができます。

　最後は、今の上海港のオペレーターの合弁状況を示しています。上海の公の部分は、一部は

入っていますが、外資が中心になって、洋山や外高橋の一番最後の建設に当たっても外資の役

割が大きなものを占めているということがあります。

　最後に、上海の港の部分をまとめてみました。上海の国際港務集団有限公司ができて10年近

く経ちますが、最大株主が港務局に集中している状況が全然改善されていないということでま

だまだ腐敗が起こりやすい構造が続いています。今日の報告の最初の中で、国有企業の改革を

進める中で株式制度の導入についてお話しいたしましたが、なかなか思ったように進んでいな

いのではないか。ガバナンスの効率の悪さをそこに見て取ることができます。非流通株を流通

株にしていく売却がなかなか進んでいない部分があるということです。また、港の発展の部分

について、外資と連動した部分が最初の段階から経営に関与したことが、いい意味で上海の港

が発展した、資金調達に成功した要因と言えるのではないでしょうか。財務情報がある意味オ

ープンにされたわけですから、経営の透明性や合理的な判断が行われるようになったと評価す

ることもできます。30数kmの洋山港の橋を作ることが大きく成功したというのは、株式会社

化を進めたことで成功した一つの事例だと思います。そうは言いましても政企一致からなかな

か抜け出せない、まだまだそういった構造的な問題が含まれています。ですからガバナンスの

効率を高めるだけでは解決できない問題がたくさんあるのではないかと考えました。

　以上がこの報告の中の話でございます。最後は上海の港の話を中心にしましたが、現代企業

制度が始まって20年。もう株式会社制度がどこまで板についているのかという話の中で、実態

がまだまだ見えにくい部分がたくさんあります。その中で中国自身がオリンピックが終わっ
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て、万博が終わって、いろいろなところで世界から注目されている部分もありますが、こうい

ったグローバルスタンダード、国際標準にまだまだ十分追いついていません。

　まだ不透明な部分をオープンにしていかなくてはいけない部分は、この上海の港の事例を一

つとってもたくさんあります。会社の報告書がオープンにされるようになったなどいろいろな

事例で、中国の企業制度が一見前に進んでいるように見える部分はあるけれど、実態はどこま

で進んでいるのか、考えなければならない部分があるのではないかということを今日の報告の

結論にしたいと思います。以上です。
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講　師：岡　照二氏

 （関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、商学部准教授）

司　会：張　浩川氏（復旦大学日本研究センター副所長、副教授）

日　時：2014年 6 月22日

会　場：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

岡氏：ありがとうございます。関西大学商学部准教授、経済・政治研究所研究員の岡です。本

日は報告の機会を与えて頂き、ありがとうございます。私からは「アカウンタビリティから見

る非財務情報開示の潮流」について、ご報告させて頂きます。昨日、本日とマクロ的な視点で

のご報告が続いておりますが、私は会計学の研究をしており、とくに企業内部を中心に見てい

るため、ミクロ的な視点での報告となります。

　本日の報告の流れとしまして、まず、非財務情報の重要性が高まっている今日、会計におけ

る内部管理目的と外部報告目的の側面から、非財務情報の重要性について考察していきたいと

思います。そこで、企業ケースとして、デンマークの製薬企業であるノボ・ノルディスク社を

取り上げたいと思います。そして、非財務情報の重要性の高まりから、最近では財務情報と非

財務情報を統合した報告書を企業が発行する傾向にあり、統合報告書と呼ばれています。この

統合報告書というものは、「これまでの年次報告書に環境・社会情報をプラスして掲載しなさ

い」というもので欧米を中心に研究が進んできましたが、日本においても統合報告書に関する

研究が近年実施されております。そこで統合報告書の概要を説明させて頂いた上で、「統合報告

書が年次報告書や環境・社会報告書を代替することができるか」という問いに対して、「アカウ

ンタビリティ理論」という方法論を用いて考察してみたい、というのが今回の研究報告の中心

にあります。それを踏まえまして、最終的には統合報告書や持続可能性報告書と、私がこれま

で研究をして参りましたサステナビリティ・バランスト・スコアカード（SBSC）との連携に

ついて、考えてみたいと思います。

第 5回復旦大学・関西大学経済フォーラム

研究報告 4

アカウンタビリティから見る
非財務情報開示の潮流
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　報告を始める前に、本日の研究報告におけるキーワードについて定義をまず確認したいと思

います。今回のタイトルにございますように、「アカウンタビリティ」と「サステナビリティ」

です。「アカウンタビリティ」は直訳すると「説明責任」、「サステナビリティ」は直訳すると

「持続可能性」になりますが、大阪市立大学山上達人名誉教授の定義に依拠して、私はこれまで

研究を進めて参りました。山上先生は私の指導教授の水野一郎先生の指導教授にあたる方で、

社会環境会計研究の第一人者です。山上先生の現代企業に対する考え方、企業とは何者か、と

いうことについてまずお話いたいと思います。昨日の報告においても、「企業は誰のものか」と

いう話が少しあったかと思うのですが、そのあたり山上先生の考え方に私も同意しておりまし

て、ご紹介させて頂きます。山上先生の言葉でそのまま読ませて頂きます。「現代企業は、個別

的資本をもって社会的生産を行う個別的側面と社会的側面の両方を持つ矛盾の統一体である。

すなわち、現代資本主義社会の特質は、個別の（私的な）資本で社会的な生産（サービス）を

行うことにある。そして、その場合、個別的資本は社会的な広がりを基盤とし、他方、社会的

な生産は、個別的利益の追求によって行われる。」とおっしゃっています。また、山上先生によ

ると、現代企業は二つの側面を持つ同時的・矛盾的統一体であり、すなわちそれは「個別的存

在」と「社会的存在」という矛盾するかに見える二側面の同時的存在であると、山上先生の1999

年の著書に示されています。現代企業は、個別的存在として財務的受諾責任を基底に「個別的

利益」の追求される一方、社会的存在として社会的負託を基礎に「社会的利益」への貢献が志

向されると定義されています。

　そこで、つぎに「アカウンタビリティ」について見ていきたいと思います。アカウンタビリ

ティに関して、会計学的に見た時にどう捉えられているかと言いますと、これも山上先生から

の引用なのですが、「現代企業会計の原点は、資本の所有関係とその実質的活動にあるが、この

所有関係はさらにそれにもとづく支配関係を基礎に、企業は受託責任→説明報告責任を負い、

いわゆる「アカウンタビリティ」を負うことになる」とのことです。そして、「「会計システム」

は、このような企業の実態を一定の形式で補足するために考案されたものであり、個別的利益

を捕捉する「個別的会計システム」と、社会的利益の把握を標榜する「社会的会計システム」

の統合体系、すなわち「社会関連会計システム」として構築されることとなる」とのことです。

そこで、「「アカウンタビリティ」は、「会計システム」の基礎となる概念であり、企業外部から

「受託→責任→報告→解除」という一連のプロセス、とくに会計プロセスの原点に位するものと

して理解することが重要である」と示されています。後ほど紹介させて頂く統合報告との関連

で言えば、特に、「報告」（ディスクロージャー）にそくしていえば、財務的受託責任に対して

は「財務・会計報告」責任、社会的負託責任に対しては「社会・説明報告」責任をもっていて、

それぞれ「財務・会計報告」責任は制度的報告、「社会・説明報告」責任は任意的報告としてデ

ィスクロージャーされてきました。すなわち、「アカウンタビリティ」概念は、「企業概念」の
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特質を基底に、それを「会計システム」に結節させる媒介となるものであり、会計・企業会計

にとって最も重要な概念であるということを、山上先生は今から15年ぐらい前の著書において

示されておられます。

　つぎに、「サステナビリティ」について見ていきたいですが、この言葉は昨日も本日も少し出

ておりました。サステナビリティに関しても、会計学の分野でもこれまで数多く研究がなされ

てきました。簡単に言うと、サステナビリティとは、環境と経済と社会の 3つの側面を同時実

現させることだと思います。山上先生によると、「サステナビリティとは経済と環境を両立させ

ようとする、いわば中間的・折衷的な思考であり、両者を媒介・接合するキー概念が「サステ

ナビリティ」であり、現代社会・現代経済はこの概念を中心に組み立てられようとしている。」

とのことです。「サステナビリティとは、「経済発展と環境保護」、「収益性と社会性」という矛

盾するかに見える思考を調和・共生する媒体となる思想である。」ということを山上先生は示さ

れております。よって、私の研究報告は、山上先生によって示された定義を頼りに、報告を続

けていきたいと思います。

　そこで、非財務情報の重要性の高まりについて、内部管理目的の側面と外部報告目的の側面

から見ていきたいと思います。まず内部管理目的の側面ですが、管理会計分野でいつ頃から非

財務情報の重要性について叫ばれてきたかと言いますと、1987年、ジョンソン教授とキャプラ

ン教授の著書『レレバンス・ロスト』において、非財務情報の重要性を主張しました。管理会

計研究者にとって非常に有名な著書です。なぜ、1980年代後半のアメリカにおいて、非財務情

報の重要性が主張されたのでしょうか。ご存知のように、1980年代後半、日本はバブル経済の

時期ですが、一方、アメリカ経済はあまり良くない時期でした。アメリカ型の企業経営におい

ては、過度な財務的かつ短期的な業績測定がこれまで行われてきており、そのことが原因で、

アメリカ企業は市場競争力が弱いと考えられました。この著書では、過度な財務的かつ短期的

な業績測定を行うアメリカ型の企業経営に対する強い批判が示されました。

　これを受けて、1992年のハーバード・ビジネス・レビューにおいて、キャプラン教授は経営

コンサルタントのノートン氏との共著でバランスト・スコアカード（BSC）という新たな業績

評価手法に関する論文を発表しました。バランスト・スコアカードは、その名前のとおり、バ

ランスされた成績表と訳すことができ、財務的指標と非財務的指標がバランスよく組み入れら

れており、中長期的な業績評価を管理する成績表を指します。

　BSCの特徴は、新たな業績評価システムとして、 4つの視点を設けています。財務の視点は

もちろんのこと、顧客の視点や内部業務プロセスの視点や学習と成長の視点といった非財務の

視点を組み入れられており、今日まで注目を集めてきました。BSCはあらゆる場面で利用され

ており、環境や社会などの非財務情報まで対象範囲を拡張しており、ヨーロッパを中心に2000

年前後から研究が進められてきました。
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　こちらのスライドは、ドイツのレウファナ大学のサステナビリティ経営センターのステファ

ン・シャルテガー先生らが、地球環境や社会貢献の視点を新たに組み入れたBSCに関する研究

を2000年前後から実施しています。彼らはサステナビリティ・バランスト・スコアカードと名

付けているのですが、従来までの 4つの視点に環境や社会的な側面を追加的に組み入れて、企

業が行うサステナビリティに対する活動に関して統合的に業績を評価するシステムです。ま

た、従来のBSCでも出てくる戦略マップというものも示されています。戦略マップを同時併用

することで、企業のサステナビリティに対するビジョンや戦略を効果的かつ効率的な策定と実

行を確保する戦略マネジメント・システムとしても機能します。

　次のスライドは参考程度に聞いて頂きたいのですが、SBSCのフレームワークを 3つの類型

に分類したもので、私がこれまで行ってきた研究をまとめたものです。本日は時間も限られて

おりますので、SBSCについて、もしご関心がございましたらご覧頂けたらと思います。こち

らのスライドは、SBSCの具体的な指標を示しており、シャルテガー教授らは学習と成長の視

点の次に非市場の視点を新たに付け加えています。また、SBSCを作成するプロセスは、次の

ような流れで行われます。まず企業内で戦略的事業単位（SBU）の選択を行って、環境・社会

的な公開を明らかにして、環境・社会的側面の戦略的目的適合性を決定します。その後は、財

務の視点、顧客の視点、内部プロセスの視点、学習と成長の視点、非市場の視点の順番でSBSC

を作成していきます。そして、SBSCはどのような戦略マップになるかと言いますと、こちら

のスライドをご覧ください。これはSBSCの戦略マップの一例でBSCとよく似ていますが、一

番左側に非市場の視点として児童労働という指標が入っており、児童労働の禁止という社会的

側面が加わっております。

　次に、外部報告目的の側面から、非財務情報の重要性について見ていきたいと思います。昨

日の登り山先生のご報告にも「年次報告書」という話がありました。日本では株式上場してい

る企業は有価証券報告書を 1年に 1回出さなければなりません。この有価証券報告書の記載事

項としまして、第 1から第 5までの記載項目があります。企業の概況、事業の状況、設備の状

況、提出会社の状況、経理の状況という 5つの項目に分かれているのですが、財務情報は最後

の経理の状況の項目で記載されており、連結財務諸表や個別財務諸表が開示されている一方、

経理の状況以外の項目は非財務情報として開示されてきました。

　そこで、私が現在研究している非財務情報は環境や社会に関する情報です。企業の環境情報

は、環境報告書を用いて、これまで開示されてきました。日本では環境省が環境報告書に関す

るガイドラインを2000年から公表しており、2003年、2007年、2012年に改訂が行われており、

2012年版では『環境報告ガイドライン』という名称になっています。

　この『環境報告ガイドライン』の目的ですが、スライドを読ませて頂きますと、以下のとお

りになります。「本ガイドラインは事業者が環境を利用するものとしての社会に対する説明責任
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を果たし、かつ環境報告が有用となるための指針です。これが、環境報告を実施する事業者の

有効な道標となり、また環境報告の利用者が事業者の環境配慮行動を正しく理解するための手

引きとして役立つことによって、環境と経済が好循環する持続可能な社会の実現に貢献するこ

とを目的としている。」ということが、『環境報告ガイドライン』に記載されています。現在、

日本においては、企業が環境報告書を作る、作らないに関しては任意開示になっております。

一方、上場企業にとって有価証券報告書は強制開示です。

　そこで、どのくらいの日本企業が実際に環境報告書を発行しているでしょうか。環境報告書

はそれぞれの企業によって色々な名前がつけられており、例えば「環境報告書」以外に「CSR

報告書」や「持続可能性報告書」と言ったりしており、それらすべてを含めて、環境省がアン

ケート調査をした結果、有効回答数1,161社のうち44.3％が環境報告書を作成しており、企業の

ホームページなどで公開されています。これまでの環境報告書作成企業数の推移の詳細につい

ては、スライドをご覧頂けたらと思います。

　一方、欧州ではどのようになっているかと申しますと、欧州では2001年 5 月にイエテボリ提

言があって、環境情報開示ガイドラインの勧告が行われ、その後、2003年 6 月に会計法現代化

指令がありました。会計法現代化指令とは、2005年 1 月 1 日以降の事業年度から、一定規模以

上の企業は、年次報告書での環境情報開示が強制になりました。財務指標だけでなくて、環境

や従業員に関する非財務指標の開示も求めており、環境情報だけでなくCSR情報開示へと拡張

し強制開示になっております。

　そこで、欧州での年次報告書における環境や社会情報を強制開示するという流れを受けて、

現在、世界では、環境や社会情報を付け加えた年次報告書、いわゆる統合報告と呼ばれるもの

が、欧州においても米国においても日本においても研究が進められています。この統合報告と

呼ばれるものは、世界的企業である、ユニリーバ、コカ・コーラ、ネスレなど約1000社がすで

に統合報告書というものを公表しています。統合報告書がなぜ生まれたかと言いますと、2014

年 1 月23日の日本経済新聞によりますと、「短期の業績拡大を重視する経営の「短期志向」が不

正会計や金融危機の一因になったとの反省が普及の背景にある。いわば持続成長を模索するた

めのツールとして生まれたものだ。」との記事がございました。世界ではすでに1000社の企業が

統合報告書をすでに作成・公開をしているわけですが、日本企業の統合報告書はどうでしょう

か。ESGコミュニケーション・フォーラムによりますと、2014年 5 月 1 日時点で、日本企業に

おいてもすでに95社が作成・公開しています。たとえば、オムロン、資生堂、日東電工、ロー

ソン、ワコールなどが統合報告書を作成・公開しています。これらの企業の統合報告書は、ESG

コミュニケーション・フォーラムのホームページからも見ることができます。

　また、この統合報告書は世界的にも研究が進められており、その中心となっているのがIIRC、

日本語に訳すと、国際統合報告協議会という組織です。IIRCは、2013年12月、「国際統合報告
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フレームワーク」を公表しました。IIRCは、統合報告と統合報告書、それぞれについて定義付

けしており、次のとおりです。まず統合報告ですが、「将来にわたる価値創造に関する企業の定

期的な統合報告書や価値創造に局面に関係するコミュニケーションをもたらす統合的思考に基

づくプロセス」としています。一方、統合報告書は、「企業の外部環境を背景として、企業の戦

略、ガバナンス、業績および見通しが、どのように短期、中期、長期の価値創造につながるか

についての簡潔なコミュニケーション」としています。また、統合報告の目的とその利用者に

ついてですが、組織がどのように価値を創造するかを財務資本の提供者、いわゆる株主や投資

家に説明することにあり、そのために統合報告書が発行されています。これは価値創造能力に

関心を持つすべての利害関係者に有益であり、財務情報と非財務情報の両方が含まれていま

す。次のスライドですが、統合報告の 4つの目的を示しています。 1つ前のスライドにも書か

せて頂いたとおり、財務資本の提供者に対してや、短期、中期、長期に含まれているといった

ものや、幅広い資本というところで、 6つの資本、つまり財務、製造、知的、人的、社会・関

係、自然についての説明責任と受託責任を高め、資本間の相互依存についての理解を促進する

などといった 4つの目的がIIRCの2013年のレポートに書かれています。詳細はスライドをご覧

ください。こちらは、価値創造プロセスの図になっています。左から右に矢印が流れており、

一番左側に 6つの資本があり、インプットされ、ビジネス・モデルをとおり、その結果どうア

ウトプットされるかということが右側に示されています。

　次に、ノボ・ノルディスク社のケースを見ていきます。ノボ・ノルディスク社はデンマーク

の製薬企業で、1923年に設立されて、従業員は約26,000人、世界179カ国で医薬品を販売してい

ます。たとえば、糖尿病治療で有名なインスリンを製薬している会社です。この会社は、トリ

プル・ボトムライン経営を行っている企業です。トリプル・ボトムラインの意味ですが、まず

ボトムラインとは決算書で一番底の利益のことを言います。トリプルは環境、社会、経済の 3

つの利益を指しており、これらを同時実現することで企業の持続可能な成長を実現させる経営

のことをいいます。ノボ・ノルディスク社のホームページを見ると、動画でトリプル・ボトム

ライン経営について説明がなされています。

　経済面というと財務への健全性、環境面でいうと環境への健全性、社会面でいうと社会的責

任の遂行ということが示されています。そこでノボ・ノルディスク社は進捗を評価する全社的

な管理ツールとしてBSCを採用しており、トリプル・ボトムライン経営を行っています。こち

らのスライドは、ノボ・ノルディスク社の年次報告書から引用しているトリプル・ボトムライ

ン経営に関する説明です。そこでこのトリプル・ボトムライン経営を行っているノボ・ノルデ

ィスク社は、1996年にBSCを導入しました。伝統的なBSCの視点と異なり、財務の視点、顧客

と社会の視点、業務プロセスの視点、人間と組織の視点を用いており、「顧客と社会」や「人間

と組織」の視点において、環境や社会的な情報、いわゆる非財務情報を組み入れており、SBSC
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へと展開していることがわかります。

　次に、外部報告目的からノボ・ノルディスク社のケースを見ていきたいと思います。デンマ

ークでは、2001年の年次計算書法の制定により、年次報告書において環境情報の開示が義務づ

けされています。医薬品業界ですのでもともと環境問題に対して力を入れている企業は世界的

に多いですが、環境報告書から社会報告書、社会報告書から環境・社会報告書、そしてサステ

ナビリティ報告書へと名称・内容が変わってきており、最終的には年次報告書に環境・社会情

報を組み入れたものが現在となっています。

　こちらがノボ・ノルディスク社の最新版の「年次報告書2013」になります。もちろん年次報

告書と書いていますが、中身は「統合報告書」になっています。こちらは、パフォーマンスの

ハイライトに関するデータです。経済情報、社会情報、環境情報すべて一つの指標として開示

されているもので、インターネットで誰でも見ることができるようになっています。つまり、

トリプル・ボトムライン経営で管理されている業績の指標が紹介されています。こちらのスラ

イドは、企業戦略に関して書かれており、具体的な中身として、トリプル・ボトムライン経営

やBSCに関する説明がなされています。

　次に、アカウンタビリティ理論から見る統合報告書の有用性について見ていきたいと思いま

す。まず、社会関連報告の基礎理論をアカウンタビリティに求める考え方として、神戸大学國

部先生の論文において、イギリスの研究者のロブ・グレイらの研究をあげられています。グレ

イらの研究は、当時から会計学界で主流であった利用者ニーズから出発する意思決定有用性理

論では、企業社会報告の必要性を説明できないとして、アカウンタビリティ理論に基づく社会

報告論を展開しました。グレイらは意思決定有用性理論への批判のポイントとして、企業社会

報告の領域において利用者の意思決定モデルを構築することが困難なこと、情報利用者が特定

の情報に対する権利を主張することが困難なことの 2点に集約できると言っています。例え

ば、グレイらは財務会計の中心理論である意思決定有用性理論では、企業社会報告の実務を発

展させることはできないとして、その根拠を社会的アカウンタビリティに求めたのです。社会

的アカウンタビリティを「成立した契約のもとで社会的責任がある活動を説明する責任」と定

義して、社会関連情報を報告する企業社会報告は社会的アカウンタビリティを履行するために

計画された情報を提供するプロセスであると理解しています。

　そこで、先ほど紹介した統合報告書におけるアカウンタビリティの考え方について見ていく

と、IIRCではアカウンタビリティについて、以下のような説明がなされています。「統合報告

書は、どのように主要なステイクホルダーの正当なニーズ、関心を、意思決定や行動、実績、

継続的なコミュニケーションを通して、理解、考慮、対応したのかを開示することで、信頼と

レジリエンスの構築に不可欠な透明性とアカウンタビリティを向上させる。」としています。ま

た、「アカウンタビリティは、スチュワードシップの概念、およびその組織がその活動およびア



 273第 5回復旦大学・関西大学経済フォーラム　市場経済と倫理（水野・佐々木・登り山・岡・岩本）

ウトプットによって影響を与える資本に考慮して利用する責任と密接に結びついている。資本

が組織によって所有されている時、スチュワードシップに関する責任という形で経営陣及びガ

バナンスに責任を負う者に課せられる」としています。他にもいろいろなことが記述されてい

ます。

　また青山学院大学牟禮先生によると、統合報告書はあくまで財務資本提供者との間の受託責

任の範囲内で可能なアカウンタビリティの拡大が実現されているものと考えられます。統合報

告書では価値創造について説明することに主眼が置かれていますが、ここで価値創造という言

葉は、定義上、「多様な資本についての減少や変換」というマイナスの概念も含まれています。

しかしながら、一般的に使用される価値創造という言葉からマイナスの意味は考えにくいです

し、フレームワークの意味するところを厳格に解釈せずに統合報告書を作成した場合、企業の

プラス面のみが強調される恐れがあります。言ってみれば持続可能性報告書と統合報告書の関

係ですが、統合報告書は作ってしまえば、企業のプラス面しか紹介しない、株主・投資家に対

してマイナス面を紹介しにくい。一方、持続可能性報告書の存在意義は、多様なステイクホル

ダーへの影響を示す点にあり、プラス面のみならずマイナス面を誠実に示すことで、社会に対

する説明責任は果たすことにあります。よって、統合報告書と持続可能性報告書と呼ばれる 2

つの報告書が現在混在していますが、統合報告書が企業報告の中心になったとしても、アカウ

ンタビリティ理論から考えると持続可能性報告書の存在意義は残るかと思います。

　最後になりますが、統合報告書・持続可能性報告書とSBSCの連携について考えていきたい

と思います。統合報告に関する研究は、これまでは財務会計研究者が多くなされてきたのです

が、管理会計研究者からも最近研究が進められています。千葉大学内山先生の研究を見ると、

管理会計の側面から統合報告の特徴を 4つ挙げられています。「情報の結合性の強調」、「長期志

向の価値創造の強調」、「多様なステイクホルダーの強調」、「統合思考の重要性の強調」。これら

4つすべてにおいてBSCやSBSCと高い共通性が見られます。また、専修大学伊藤先生により

ますと、「統合報告の価値創造プロセスは、統合報告の全体像を鳥瞰できる。また、価値創造プ

ロセスの可視化が重要であることが理解できる。ところが、どのように価値創造プロセスを可

視化すべきかについては、明らかではない。」と述べておられ、価値創造のプロセスにおいて可

視化について、BSCの利用可能性について指摘されています。これに関係する研究として、す

でに2006年のシャルデガー先生とワグナー先生の論文においても示されていました。次のスラ

イドは、SBSC、サステナビリティ会計、サステナビリティ報告、それぞれの関係性について

示されている図です。まだまだ規範的研究レベルですが、今後は実証研究を含めて研究を進め

ていきたいと考えています。

　以上で私の報告は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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