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コーポレート・ガバナンス論の系譜学
─「よい統治」の探求をめぐる「現在の歴史」─

伊

藤

博

之

ポレート・ガバナンスの実践に付随する陥穽と，

Ⅰ

はじめに

「善い」コーポレート・ガバナンスを追い求め
ることの卓説性１）である。

アメリカの道徳哲学者 MacIntyre（1984）に
よれば，「善き生」とは，何をするかによって

なお，
「良い」と「善い」は，国語辞典上そ
の意味は明確に区別されていないが，本稿では，

決まるものではない。
「善き生」とは，
「善き生

「良い」は，正統性の確保や社会的承認に関連

を追求して生きること」そのものであるとされ

して，何らかの外的な基準に照らして判断され

る。
「善き生」に，具体的な定義や測定可能な

るものであり，
「善い」は，実践上の卓越性の

指標は存在せず，
それを真摯に追求することに，

追求に関連し，それを導く処方箋や正解は存在

その本質があるとされる。

しないものと考える２）。ひらがなの「よい」は，

同様に，
「善い」
コーポレート・ガバナンスにも，

両者の意味を区別しないときに用いる。以下，

正しい定義のようなものは存在しない。
「善い」

この３つの表現の意図的な使い分けを強調する

コーポレート・ガバナンスを真摯に問い続ける

ために，括弧をつけてそれぞれを表記すること

ことを可能にする制度や経営がコーポレート・

とする。

ガバナンスを善きものにするといえよう。
また，

本稿は，以上の「良い」と「善い」の違いと

卓越した会社を創りあげようとする経営者の志

その連関についての考察を大きなテーマに据え

は，
「善い」コーポレート・ガバナンスを可能

て，アメリカのコーポレート・ガバナンス論の

にする条件の一つと思われる。

「系譜学（genealogy）」を記述する。系譜学は，

したがって，本稿は，コーポレート・ガバナ

フランスの哲学者 Michel Foucaultが展開した

ンスの目的として，株主や従業員いずれかを優

独自の研究アプローチ（思考法）である。社会

先する立場や，ステークホルダー全員の利害調

的実践に働く，隠された権力作用を顕在化し，

整を重視する立場に与しない。それらは，
「良

その作用から逃れる道をひらくことが系譜学の

い」コーポレート・ガバナンスに関して，何事

役割となる。

かを主張するであろう。また，企業経営の実践

以上の観点に立つとき，コーポレート・ガバ

では，
「良い」コーポレート・ガバナンスを追

ナンスの定義として便利なのが，加護野他の

求するのは普通のことである。しかし，本稿が

「『株式会社（コーポレーション）』がより『よ

全体を通して主張したいことは，
「良い」コー

く経営』されるようにするための諸活動とその

─────────────────────────────────
１） 本稿は，価値中立的な立場に立たない。ここでの卓越性という表現は，倫理的に優れているという意味で用い
ている。
２）「良い」と「善い」についての考察は，統治をめぐる哲学的な論考に関連すると思われる。本稿ではそれを明
示的には論じていないが，「良い」はある権力作用に関連し，「善い」は特定の権力作用を超越することに関連す
るという点で区別される。このような意味での「良い」と「善い」の違いは，本稿が依拠する Foucault のフレー
ムワークと関連して明確に区別できると考えられる。また，それは，MacIntyre の善の捉え方とも一致する。
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枠組み作り」（2010：p. 2）というものである。

その両者が株主志向論を支える基盤となった様

この定義にある「よく（い）
」というひらがな

子について考察する。なお，本稿での株主志向

に二重の意味を込め，
そこに「良い」と「善い」

論とは，株主を最優先のステークホルダーとす

のダイナミックな関連性と，それが両義的であ

る，コーポレート・ガバナンスに関する日常的

るが故の危険性を含意することができるからで

な言説を意味する４）。第三に，コーポレート・

ある。この定義を利用した筆者独自の解釈につ

ガバナンス論が近年まで独立した学問領域とし

いては，
「Ⅵ

結論」で論述する。

て存在しなかった理由と，当該分野での論争を

本稿が対象にするのは，
「アメリカ」のコー

現在活性化させている，組織論の代表的な主張

ポレート・ガバナンス論であることにも付言し

について考察する。第四に，コーポレート・ガ

ておくべきであろう。各国には，それぞれ歴史

バナンス論の今後の展開の方向性を探るため，

的に育まれた独自の統治の思想や慣行がある。

「所有と支配の分離」を論じた企業支配論をめ

国ごとには会社観の違いもある。しかし，コー

ぐる諸言説を中心に考察する。最後に，結論と

ポレート・ガバナンス論が独自の学問領域とし

して，既述の加護野他（2010）による定義を援

て確立したのは，1990年代のアメリカであった

用しつつ，「良い」と「善い」の違いに焦点を

（伊藤 , 2005）
。良きにつけ悪しきにつけ，同国

あて，コーポレート・ガバナンス論の系譜学か

のコーポレート・ガバナンス論は，
「グローバ

ら導き出される結論をまとめる。

ルスタンダード」の名において，世界中に大き

Ⅱ

な影響を与えてきた。現在のコーポレート・ガ

系譜学

バナンスに関する様々な論争のほとんどが，ア
メリカのコーポレート・ガバナンス論に対する

系譜学は，Foucault（1975, 1976）が提示した

肯定や否定を軸として展開されている。それゆ

研究アプローチ（思考法）であり，社会的実践

え，
アメリカに焦点をあてることは，
コーポレー

に働くみえない権力作用を明らかにすることで，

ト・ガバナンスの意義を問うための最善の選択

その権力作用からわれわれを解き放つことを目

であると考えられるのである３）。

指す哲学的な企てでもある。

以下，本稿の議論は，次のように展開され

ま ず， 系 譜 学 の 意 義 を 理 解 す る に は，

る。次節では，
「系譜学」を概説するとともに，

Foucaultの権力／知という概念を説明する必要

Foucaultの「 権 力 ／ 知（knowledge/power）
」

がある。彼は，それについて次のように述べて

という概念もあわせて紹介する。第二に，1990

いる。

年代に出現したコーポレート・ガバナンス論と
株主志向論についての議論を展開する。そこで

われわれが承認しなければならないのは……権

は，まず，コーポレート・ガバナンス論の出現

力と知は相互に直接含みあうという点，また，

を促した歴史上の出来事と，その理論的支柱と

ある知の領野を相関的に構成することのない権

なったエージェンシー理論を紹介したうえで，

力関係は存在しないし，同時に権力関係を想定

─────────────────────────────────
３） コーポレート・ガバナンス論が学問領域として出現する以前にも，当然，会社の統治についての実践や慣行は
存在していた。したがって，アメリカのコーポレート・ガバナンス論に焦点をあてることで，会社の統治に関す
る論考の及ぶ範囲が狭く限定されることは注記しておく必要がある。
４） 一般的に，株主主権論とそれは表現されるが，本稿では，主権という表現を敢えて回避している。主権という
概念を統治論において使用することの問題点は，伊藤（2011）で論述している。また，株主志向論には多様な主
張が含まれ，その議論のすべてが論理的なものともいえない。それゆえ，株主志向論そのものを本稿では分析の
対象とはしていない。むしろ，株主志向論の基盤である，エージェンシー理論とそれを具象化するような社会的
実践の権力／知の分析が本稿の課題となる。

コーポレート・ガバナンス論の系譜学

─「よい統治」の探求をめぐる「現在の歴史」─（伊藤博之）

─ 55 ─

したり構成したりしないような知は存在しない

学の歴史は，精神医学をこのような正統性を帯

という点である。したがって，権力／知のこの

びた知として確立する出来事の積み重ねである

ような諸連関は，自由であるはずのひとりの認
識主体をもとにしても，あるいは権力システム
との関係によっても分析されえない。ところが
反対に考慮しておく必要があるのは，認識する
主体，認識されるべき客体，認識の様態はそれ
ぞれが，権力／知のあの基本的な含みあいの，
またそれら含みあいの歴史的変換の結果である

し，大学や学会などの機関は，精神医学の正統
性を制度的に担保する制度である。さらに，当
該の言説の力は，単に具体的な監禁という行為
に留まるものではない。関連する法律などを含
めた精神医療全体の制度設計そのものも，精神
医学の知見に基づいている。また，精神病院で

という点である。要するに，権力に有益な知で

の日常的な仕事の進め方，医者・看護師・職員

あれ不服従な知であれ一つの知を生みだすと想

の役割分担，監禁病棟を備えた建物の設計な

定されるのは，認識主体の活動なのではない。

どすべてが精神医学という言説に依拠してい

それは権力／知であり，それを横切り，それが
構成され，ありうべき認識形式と認識領域とを
規定してゆく，その過程ならびに戦いである。
（Foucault, 1975：邦訳書 pp. 31-32）

る。以上が示していることは，精神医学という
言説（知）が精神医療という社会的実践の布置
（Foucaultは，これを権力と捉えていることに
注意を要する）を構築している，ということで
ある。

権力と知が相互に含みあうことを主張する以

また，精神医学という言説は，それを構築す

上の文章は，Foucaultに馴染みのない読者には

る歴史上の出来事に加えて，現在の精神医療の

難解であろう。しかし，以上の文章を理解する

実践の布置に支持され，真理を主張する言説と

ことが，本稿の議論を理解する前提となる。

しての地位を確保しているともいえる。たとえ

まず，Foucaultは，その生涯において，権力

ば，監禁が治療行為の実践に組み込まれると，

を定義することを強く拒否したが，彼の権力概

それが治癒にどのような効果を与えたかのデー

念は，実際の用法から判断すると，ある社会的

タが蓄積されるようになり，精神医学の知は，

リアリティの実態である「社会的実践の布置」

監禁という実践をめぐって精緻化されることと

におおよそ対応することを注記しておきたい。

なる。それによって，監禁と精神の関連性につ

そのうえで，この権力と知の含みあいとされる

いての知見は深まるかもしれないが，監禁以外

ものの具体例として，Foucault（1972）が『狂気

の治療法の可能性が無視されることともなる。

の歴史』において，精神医学という言説（知）

すべての社会的実践には，以上のような「権

の権力作用を説明するところを要約してみよう。

力／知の含みあい」（Foucault, 1975）とされる

なお，その際，彼の権力／知の概念を踏まえた

作用が働いていることを Foucaultは主張する

解釈を若干加えている。

のである。また，一旦この権力／知の体制とし

個人の自由や平等を前提とする近代社会にお

ての社会的実践に参加すると，当事者にはそ

いて，ある個人が他者の自由を否定することは

こで働いている権力作用はみえない，という

通常許されない。しかし，精神医学は，診断に

Foucault（1975）の指摘も重要である。当事者

応じて，患者を病院施設に強制的に監禁する権

にとっては，現在の社会的実践のあり方は自然

利を医者という主体に与えている。すなわち，

で，当たり前のものであり，それ以外の可能性

精神医学の言説は，患者を監禁するという現実

は想像すらできない。しかし，この権力の不可

的な力を発揮するわけであるが，その力は，当

視性や自然さこそが，権力がもっとも強く働い

該の言説が，医学的＝科学的知識として社会的

ていることを示すのである。

に受容されていることに依拠している。精神医

それに対して，系譜学は，
「権力／知の含み
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あい」として存在する社会的実践が，特定の歴

用例は決して少なくない。Foucaultを経営学に

史的状況で生じた諸条件を探る。そして，現在

応用する研究者は，イギリスを中心に，
「フー

の権力／知の体制の背後には，現在の体制を構

コー派（Foucauldian）」と称される研究集団を

築する特定の真理の主張（言説＝知）によって

形成しているし ５），最近の労働過程論では，

隠蔽された，別の真理の主張がありえたこと，

Foucaultを引用する研究は決して珍しくはない。

また，現在も別の真理の可能性が常に存在して

本稿は，このような先例にならう経営学の研究

いることを示す。つまり，系譜学は，当たり前

として位置づけられるのである。

のものにみえる社会的実践が特定の権力に依拠
したものであること，また，その背景には，複

Ⅲ

アメリカにおける株主志向論

数の錯綜する真理の主張が競合していることを
示すことで，いかなる特定の真理の主張にも依

コーポレート・ガバナンスが独自の学問分野

存しない，個々人の思慮分別の発揮を促すので

として認められ研究が活性化するのは，1990年

ある。

代のことである（Aoki, 2010；伊藤 , 2005；加

このような系譜学の記述は，所謂「歴史の記

護野他 , 2010；三戸 , 1998）。それ以前のコーポ

述」
ではなく，
「現在の歴史」
を描くものとされる。

レート・ガバナンスに関連した学術的な議論は，

すなわち，系譜学において，歴史とは，単線的

もっぱら法律分野に限定されていたともされる

に進行する出来事の連鎖ではない。複数の可能

（Aoki, 2010）
。この節では，このような転換の

性が錯綜しつつ進む歴史に依拠する「現在」は，

背景となった歴史上の出来事を簡単に整理する

ある権力作用によって隠蔽された，たくさんの

ことを第一の課題とする。次いで，当該分野で

可能性が埋もれた地層として理解される。それ

もっとも優勢な理論であるエージェンシー理論

ゆえ，この地層の成り立ちを明らかにすること

について検討する。そして，以上の議論から，

は，
「現在の歴史」を記述することとなるので

株主志向論を支持する，エージェンシー理論を

ある。

支配的な言説とする権力／知の体制について考

系譜学は，日本の経営学者にとっては馴染み

察する。なお，本稿での株主志向論とは，当該

が薄いことは，まず間違いのない事実であろ

の権力／知の体制を文脈として株主優先を唱え

う。以上の系譜学の説明にも，十分に理解でき

る，多種多様な日常的な言説の集合であること

ない点が残るかもしれない。しかし，経営学の

を改めて確認しておこう。

領域での系譜学の応用実績が既に相当数存在し
ているという事実は，コーポレート・ガバナ
ンス論の系譜学という本稿の試みが決して突
飛な企てではない，と主張する根拠とできる。

１．出来事
1990年代に優勢となった株主価値の創造を経
営目的とする議論は，アメリカで，1960年代に

たとえば，Knights and Morgan（1991）は経営

種が蒔かれ，1980年代に活発化したとされる

戦略，Miller and O’
Leary（1987）は管理会計，

（Lazonick and O’
Sullivan, 2000）。この種の議

Savage（1998）はキャリアについて，それぞれ

論が活発化する以前，会社の利益配分は，
「留

Foucaultに依拠した系譜学を記述している。ま

保と再投資」を原則としていたともされる。そ

た，Foucaultの哲学についても，経営学での応

れは，株主への配当を後回しにして，将来の投

─────────────────────────────────
５） Foucault 派の研究は，Journal of Management Studies や Organization Studies などのイギリスの学術誌にし
ばしばみられる。また，McKinlay and Starkey（1998）のようなフーコー派の組織研究をまとめた著書も存在する。
わが国の経営学界で比較的知られた Foucault を応用した研究としては，「戦略の言説」の研究（Knights and
Morgan, 1991）が存在する。

コーポレート・ガバナンス論の系譜学

─「よい統治」の探求をめぐる「現在の歴史」─（伊藤博之）

─ 55 ─

資やリスクに備えた会社内部での利益留保や，

物である。しかし，彼は，新たに加わった GM

設備や人的資源への再投資を優先する利益配分

経営陣の実態に失望し，同社を退くことになる。

の原則を意味した。とりわけ，当時，内部留保

彼は，次のように GMの経営陣を批判している。

利益による企業買収と多角化が積極的に進めら
れていた（Jensen, 2000）
。

現業活動の決定がますます，14階（筆者注：全

この「留保と再投資」の時代の経営の見本

社的な経営判断が下されるトップレベルの諸委

例 と し て は， ハ ロ ル ド・ ジ ェ ニ ー ン（Harold

員会が開催される場所）で下されるようになっ

Geneen）統治下の ITTをあげることができる。
1959年に CEOに就任したジェニーンは，17年
間の在任期間中に80 ヶ国に跨る350社を買収す
ることで，ITTの多国籍化とコングロマリット
化を急速に進めた。しかし，彼が築きあげたコ
ングロマリット帝国は，管理の困難さによる諸
問題が噴出するようになり，ジェニーン退任直
後に解体を強いられることとなる。

た。
これは企業経営に必要不可欠な権力と幅広い，
事業上の視野を欠いているかに見受けられる人
たちが出世して権力を掌握したために生じた事
態だった。この人たちが権力の座についたのは，
この人たちが実のところ，次のようなマネジメ
ント方式の一部だったからにほかならない─同
僚経営担当者への忠義立てを重視する，マネジ
メント技能よりもこの方式自体の保全の方を重
視する，そして健全なリーダーシップの行使よ

一般的にみても，
「留保と再投資」の原則

りも社内政治の利用の方を重視するマネジメン

は，1960年代から1970年代にかけて，企業規模

ト方式である。そのためにこの人たちは目標を

の過剰な拡大と事業の拡散的な多角化による

見失っていた。
（Wright, 1979：邦訳書 p. 26）

業績悪化という問題に行き当たることとなる
（Lazonick and O’
Sullivan, 2000）
。 こ の 当 時，

当時の GMは，日本企業との競争に遅れをと

日本企業との競争もアメリカ企業の業績を悪化

り業績を悪化させたアメリカ企業の象徴的存在

させる理由となった。そして，アメリカの企業

であった。以上の引用文で，当時の GM 経営陣

業績の低迷は，会社の正統性をめぐる問題設定

の問題は，無能な経営者を選出する制度上の欠

を，それまでの社会的責任論からシフトさせる

陥に帰されている。今日であれば，これは，コー

こととなった ６）
（今西

ポレート・ガバナンスの問題として指摘された

, 2006）
。それは，社会

的存在としての会社の正統性の根拠として，個

であろう欠陥である。

別の会社の競争力が新たに問われるようになっ

一方，1970年代に始まる株式・ファイナンス

たことを意味する。それにともない，個別の会

市場での様々な革新は，所謂「経営者資本主

社の業績悪化に対する経営者の責任が社会的な

義」から「株主資本主義」への転換を促す原動

糾弾の対象ともなる。

力の一つとなった（Murray, 2007）。まず，経

GMの経営を批判した書『晴れた日には GM

営者の支配権を危機にさらす，非買収企業側の

が見える』
（Wright, 1979）が広く読者を獲得し

合意を必要としない企業買収の始まりは，1974

たという事実は，この時代の精神をよく表して

年にモルガン・スタンレーが TOB（Take Over

いる７）。同著の事実上の共同執筆者であり８），

Bit ＝第三者公開買い付け）という方法を提案

主 人 公 で あ る ジ ョ ン・ デ ロ リ ア ン（John De

したことにある。1983年，ドレクセル・バーナ

Lorean）は，GM 史上最年少で重役となった人

ム・ランバートのマイケル・ミルケン（Michael

─────────────────────────────────
６） この社会的責任論は，後述する企業支配論の諸言説と関連する。
７） 同著の主人公，デロリアンが GM を退社したのは1973年のことである。
８） デロリアンは，この書物の執筆の発案者であり共同執筆者であったが，彼は，GM との関係悪化を恐れて，最
終的に同著の出版に同意しなかった。同著の著者が Wright 一人となっているのは，そのためである。
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Milken）がジャンク債による買収法を提案する

していたことが，それにあたる（Mickelthwait

と，企業買収が急速に拡大する。そして，ア

and Woolderidge, 2003）。

イ ヴ ァ ン・ ボ ウ ス キ ー（Ivan Boesky）
，カー

この株式市場の構造変化は，株主と会社の関

ル・アイカーン（Carl Icahn）
，ブーン・ピケン

係に重大な変化をもたらす。すなわち，機関投

ズ（Boon Pickens）のように，買収した株式を，

資家にとっては，経営に不満があっても，大量

被買収企業に高額で買い戻すことを要求する，

の保有株式の売却は株価の下落を引き起こすの

所謂「グリーンメーラー」が活動を活発化する。

で，株式を売却することで会社との関係から「退

さらに，以上の敵対的な企業買収に対して，ポ

出」する選択肢を選びにくい。それゆえ，機関

イズン・ビル ９）やゴールデン・パラシュート

投資家は，経営陣に対して「発言」することで，

10）などの経営者サイドの自己防衛策も盛んに

経営への圧力をかけるようになった。この「モ

講じられるようになる。当時の世論は，グリー

ノ言う株主」としての機関投資家の出現は，利

ンメーラーによる企業買収には批判的だったが

益配分についての原則を，既述の「留保と再投

11）
，経営者の自己防衛策も，会社の競争力の

資」から「ダウンサイジングと配分」に変える

維持という（社会的）責務を果たせなかった経

方向に働いた（Murray, 2007）。「ダウンサイジ

営者の自己保身として，非難の対象となった。

ングと配分」
の原則とは，
会社の規模
（従業員数）
，

以上の出来事は，
「会社は誰のものか」とか，

また，事業分野や業務範囲を絞り込むことで利

「経営者をどのように統治すべきか」という論

益を最大化したうえで，株主への利益配分を最

争を社会一般に広く喚起し，1990年代にコーポ

優先することを意味した。それは，まさに，株

レート・ガバナンス論が出現する背景ともなる。

主志向論が理想とする利益配分の原則だった。

また，後述するエージェンシー理論は，TOBを

この時代を先取りした経営を行い，多くの

含むあらゆる企業買収を，無能な経営者を排除

経営者が模範としたのは GEであり，その CEO

する，市場による統治メカニズムとして肯定的

のジャック・ウェルチ（Jack Welch）であった。

に評価した。レーガン政権下の連邦政府も，原

1981年の CEO 就任後，ウェルチは，株主価値

則として，同様の観点から企業買収を支持した。

最大化を経営目標に掲げ，リストラクチャリン

一方，1980年代後半のジャンク債市場の崩

グとダウンサイジングに邁進する12）
（Kennedy,

壊を受けて，世論の批判を浴びるような敵対

2000）
。リストラクチャリングとしては，各事

的な企業買収は，1990年代に入ると下火にな

業分野のシェアで１番か２番の地位が確保でき

る。しかし，その背後では，経営者資本主義か

るか否かを基準として，買収を通しての事業拡

ら株主資本主義への転換の本流である，株式市

大と事業撤退を積極的に推進した。ダウンサイ

場の構造的変化が進展していた。機関投資家

ジングとしては，40万人の従業員から12万人を

（CalPERSなどの年金基金や投資銀行など）の

削減し，年間50億ドルから70億ドルの人件費の

ウォール街全体の持ち株数の比率は，1980年の

削減を断行した。また，株価を引きあげるため

30％程度から2000年には60％強へと大幅に増加

に自社株買戻しへの投資に，在任中300億ドル

─────────────────────────────────
９） 買収者の持ち株比率が一定割合に達した場合に，非買収対象企業が特別増資を行い，既存株主に低額でその引
当権を与える条項。それに対抗して，
買収者が支配権を得るには，
さらに株式の買い増しを強いられることとなる。
10） 買収後に追放される経営幹部に巨額のボーナスを支払うことを定めた条項。
11） Drucker（1986）も敵対的企業買収の波は，アメリカ経済に混乱をもたらすとともに，競争力喪失の主要な原
因の一つである，として批判している。また，当時の企業買収をめぐる攻防の事例は，『野蛮な来訪者─ RJR ナ
ビスコの陥落─』（上）（下）（Burrough and Helyar, 1990）に活写されている。
12） 1980年に250億ドルだった売上高は，1998年には1000億ドルに達し，純利益は，15億ドルから93億ドルに成長
した。ウェルチの在任期間に，同社の株価は1200％上昇した（Kennedy, 2000）。

コーポレート・ガバナンス論の系譜学

─「よい統治」の探求をめぐる「現在の歴史」─（伊藤博之）
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会社法の論争（歴史）は終焉した，と主張した。

1980年代と1990年代のアメリカの株式市場が

日本でも株主志向論の影響力がもっとも高まっ

歴史上類例をみないほどの長期間にわたって好

たのは，この時期に該当する。皮肉なことでは

調だったことも，株式市場の統治機能がコーポ

あるが，1990年代の株価の上昇を支え，株主志

レート・ガバナンス論で注目される前提となっ

向論の根拠の一つでもあったインターネット・

た（Sheller, 2000）
。1982年に始まる株価の上昇

バブルが崩壊するのも，後述するエンロンの不

基調は長期間継続し，とりわけ，1992年から

正経理が公になるのも，ほぼ同じ時期（それぞ

2000年に株価は急上昇を遂げる。その理由とし

れ2000年と2001年）のことであった。

て，情報技術が経営に導入されるとともに，事

なお，以上の歴史的出来事の要約からは，株

業モデルのリストラが進展した結果，経営パラ

主志向論に異論を唱える際に根拠とできる出来

ダイムの転換が起き，圧倒的な生産性向上が実

事は除外されている。そのごく一部のみを列記

現したとする，
「ニュー・エコノミー論」や「IT

すると，次のようなものがある。

革命論」が当時喧伝された13）。
以上の種々の出来事の背景として，政府の政

まず，そもそも，アメリカ会社法では，株主
の絶対的な主権は前提とされてはいなかった。

策の影響も極めて大きかった14）。1979年，イ

すなわち，アメリカ会社法が規定する会社像

ギリスにサッチャー政権が誕生すると，新自由

は，会社を独立した法的主体とみる「法的主体

主義と呼ばれる政策が積極的に推進されるよう

（artificial entity）説」に一致している（Hamilton,

になる。新自由主義の名において，小さな政府

1991）。会社法上，経営陣の受託責任は，当該

の実現と競争原理・市場原理を追求するための

会社に対するものであって，株主に対するも

規制緩和が推進された。
アメリカでも，
カーター

のでもない（今西 , 2006）。経営陣の責任は，会

大統領が航空，運輸，通信などのインフラ産業

社資産の保全にあり，その会社資産は，会社以

での規制緩和を進め，サッチャーの政策に追随

外の誰のものでもない。したがって，会社法

した。また，1981年に大統領となったレーガン

上，経営陣は，具体的な誰かに対して責任を

は，新自由主義の政策を一層積極的に推し進め

負っているわけではないとされる（Learmount,

ていく。株式相場の好調や盛んな起業活動を背

2002）。

景に，1990年代にも新自由主義の政策は，その
後の大統領によって継続されることとなる。
そして，株主志向のコーポレート・ガバナ

また，株主を優先すべき，という主張が活発
化する1980年代以降も，そういった主張に疑問
を呈する言説や出来事も常に存在していた。

ンス論は，1999年に OECDが「コーポレート・

たとえば，80年代と90年代にベストセラーに

ガ バ ナ ン ス に 関 す る OECDの 原 則 」
（OECD,

なったビジネス書は，当時のアメリカには，株

1999）と題するレポートを発行し，会社は，株

主志向論とは別の価値観が存在していたこと

主の利益を最優先して運営されねばならな

を示している。
『エクセレント・カンパニー』

い，と宣言したことで頂点に達する。また，

（Peters and Waterman, 1982）は，株式市場に

Hansmann and Kraakman（2001）は， 株 主 志

よる規律づけではなく，従業員に共有された価

向型モデルの優越性は，既に立証済みであり，

値観が会社の業績に貢献することを主張してい

─────────────────────────────────
13） それに対して，Sheller（2000）は，この株価の上昇は，企業収益の増加や経済成長を反映したものではないこ
とを主張した。彼は，その原因を，株式市場の価格決定が合理的に機能しないこと，株式のブームに対する熱狂
が予言の自己成就的効果を生んだこと，などに帰している。
14） コーポレート・ガバナンスは，政治的・制度的要因によっても構築されるので，経済学的な説明は，部分的な
ものに留まるとされる（Roe, 1994）。
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た。ほぼ10年後に出版された『ビジョナリー・

後述されるように，株主志向論に関連する出来

カンパニー』
（Collins and Porras, 1994）も，組

事は，それぞれがネットワークとしてつながり，

織の基本理念を重視することがよい会社の条件

Foucaultの指摘する権力／知の体制の一部とな

であるという考え方に，当時説得力があったこ

ることで強い影響力を発揮している，と考えら

とを示している。同著は，HP 社や3M 社をそ

れるのである。

ういった特徴のゆえに評価していた。
エンロンは，一時，株主志向型経営の理想と
されていたが，株主価値を最優先する経営の危

２．エージェンシー理論
コーポレート・ガバナンス論が1990年代に

険性を際立たせる顕著な事例となった。
同社は，

一つの学問領域として出現すると同時に，そ

2000年には全米第7位の売上規模を誇っていた。

の中核的な理論の地位を得たのは，1970年代

1996年から2001年まで，
フォーチュン誌の
「もっ

に Alchian and Demsetz（1972）や Jensen and

とも革新的な企業」
に6年連続で選出されていた。

Mekcling（1976）らが提唱していたエージェン

同社のケネス・レイ（Kenneth Lay）やジェフ・

シー理論であった（Clark, 2004）。

スキリング（Jeffrey Skilling）は，傑出した経営

エージェンシー理論は，効用最大化を目指

者として，社内外で広く尊敬されていた。その

す利己的で合理的な個人という，経済学の典

エンロンが，2001年に巨額の不正経理（粉飾決

型的な人間モデルを理論構築の出発点とする

算）の発覚により破綻するという，一大スキャ

（Jensen, 2000；Jensen and Meckling, 1976）。

ンダルを引き起こす。この事件は，
アメリカで，

利己的な個人が，やはり利己的な個人である他

大企業の不正経理が次つぎと明らかになる端緒

人に意思決定の権限を委譲するとき，両者の間

ともなった。

に，プリンシパル（依頼主）とエージェント（代

また，政策面でも株主志向論に反する動きが

理人）としての関係が成立する。その際，プリ

存在した。株主志向論に与した連邦政府と異な

ンシパルから意思決定の権限の委譲を受けた

り，州政府レベルでは，株主の行為を規制する

エージェントが，プリンシパルの利益よりも自

法律が作られていた。1980年代から1990年代初

己の効用最大化を優先させる可能性が存在する

めにかけて30の州政府は，経営者寄りの立場に

とき，「エージェンシー問題」が生じる。

立ち，企業買収を阻止する法案（会社構成員法・

株主の分散した近代企業における株主と経営

利害関係者法）を成立させていた（今西 , 2006）
。

者の関係は，
「エージェンシー関係」の代表的な

以上の種々の出来事は，株主志向論に対抗す

事例となる。エージェンシー理論は，近代企業

る，新しい真理の主張を支える権力／知の体制

では，株主をプリンシパル，経営者をエージェ

の一部として，いつの日か再編成されうる素材

ントと位置づける。経営者は，会社の利潤の最

でもある。しかし，株主志向論が支配的である

大化よりも，自己の報酬を優先するかもしれな

現在，それら個々の素材がつなぎ合わされるこ

いし，自己の権力や威信を高めることに腐心す

となく，歴史の地層に埋もれている断片的な事

るかもしれない。こういったことが，ここでの

実として存在するに過ぎない。それに対して，

「エージェンシー問題」の具体的な内容となる

─────────────────────────────────
15） 株式会社という企業形態には「エージェンシー問題」が内在するという認識は，資本主義が誕生した当初から
あった。たとえば，Adam Smith（1791/1976）は，株式会社に対して次のような否定的な意見をもっていた。
これら企業の取締役は，自分の資金ではなく，他人の金を管理しているので，パートナーがパートナーシップの資金を管
理する際によくみられるような熱心さで会社の資金を管理するとは期待できない。……このため，株式会社の経営には，怠
慢と浪費が多かれ少なかれかならず蔓延する。（Smith, 1791/1976：邦訳書（下巻）p. 331）
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15）
。
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ための監視が必要となる。その際，監視の担当

また，エージェンシー理論は，株式会社の

者は，自分以外のステークホルダーと契約を結

組織を法的なフィクションと捉え，その本質

び，各ステークホルダーに対する固定的な報酬

を，ステークホルダー（供給業者，顧客，貸し

（賃金，代金，利子など）の支払いを約束する。

手，従業員，株主）間の随意的な契約関係にあ

そして，監視担当者自らは，経営成果に対する

るとする（Jensen, 2000；Jensen and Meckling,

リスクを負担する代わりに，結果として生じた

1976）。会社とは，自己の効用を最大化しよう

利潤を受け取る権利，すなわち「残余請求権

として，多数の個人の集合が契約の交渉を繰り

（residual claim）」を得ることとする。株式会

返す場とされるのである（Learmount, 2002）
。

社において，この残余請求権者（＝残余リスク

ここで，会社は，人格化されることなく，契約

の負担者）が株主とされるのである。

システムの均衡的行動とみなされる点に注意す

したがって，株主に経営者を監視する権利が

べきである。したがって，エージェンシー理論

与えられるのは，彼らが会社の所有者であると

に依拠するならば，会社自体の客観的機能や社

いう理由ではなく，残余リスクの負担者である，

会的責任を問うことは，それを擬人化する間

という理由による。また，株主の利益は，残余

違いを犯すこととなる（Jensen and Meckling,

請求権によるので，彼らの利益を最大化するこ

1976）
。

とが，会社の利益の最大化につながる，とされ

エージェンシー理論において，株主が他のス
テークホルダーに優先される理由は，次のよ

るのである。
なお，エージェンシー理論に対する批判とし

うに説明される（Alchian and Demsetz, 1972）
。

ては，その論理構成上の問題点や実証的根拠の

企業活動とは，集団としての活動であり，特定

欠如に関するものが多数存在する16）。それに

の誰かがその集合的成果にどの程度貢献したの

も関わらずエージェンシー理論がコーポレー

かを正確に測定することは困難である。
そこで，

ト・ガバナンス論で支配的な言説の地位を確立

フリーライドによるモラルハザードを回避する

できた理由を探るには，その理論と他の理論の

─────────────────────────────────
16） たとえば，Lazonick（1990）は，1980年代の企業乗っ取り屋（corporate raider）が実際にはアメリカ企業の競争
力を奪ったこと，Jensen が主張するような株主への利益配分の優先は，長期的プロジェクトへの投資の機会を
奪い，高利の負債や資本を企業に強いたことを指摘している。彼は，日本企業をモデルとして，投資家ではなく，
価値創造に貢献する従業員によって，会社が規律づけられるべきであるとする。
		 Gomez and Korine（2008）は，株主が残余利益の請求権者であることを所与とはできないとする。株価を維持
するために，人員削減や工場の海外移転などが行われる場合，株主の利益が優先される一方，リスクは，従業員
や地域社会の負担とされる。株主価値を測る指標が経営の目的とされる場合も，予め株主の利益が優先されてい
ることを意味する。
		 また，Gomez and Korine（2008）によれば，エージェンシー理論は，株式市場が統制メカニズムとして有効に
機能することを大前提とすることも問題視される。株価は，会社の将来利益を反映するものではないからである。
株式市場の参加者もそのことをよく知っている。それゆえ，株価の乱高下は，株式の売買を通して利益をあげる
機会として利用されることが多く，株式市場は，有効な統制メカニズムとして機能しない。エージェンシー理論
では，経営者の機会主義のみが問題とされるが，株主も機会主義的であるとされるのである。
		 さらに，注目すべきは，実証的根拠の欠如を指摘する批判に対する，エージェンシー理論からの反論である。
すなわち，株主の利益を優先することが会社の業績向上に結びつかないことがデータで示されても，それは，エー
ジェンシー理論を否定するものとしてではなく，市場の統制メカニズムに欠陥があることを示すものと解釈され
る。エージェンシー理論の実証的検証の失敗は，理論ではなく現実に問題があるためであり，その現実の問題は，
同理論が提唱する処方箋の適用によって訂正されるべきである，とされるのである（Gomez and Korine, 2008）。
		 たとえば，既述のエンロン・スキャンダルは，エージェンシー理論を否定する素材ともなりえた。しかし，こ
のスキャンダルの原因は，株主による監視が十分に機能しなかったという現実の問題に帰され，株主による監視
を一層厳格なものとする新たな規制（サーベンス・オクスリー＝ SOX 法）が導入されることとなったのは周知の
ことであろう。
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単純な優劣の比較に依拠するよりも，Foucault

のための経営者の規律づけが，社会全体の課題

が「権力／知の含みあい」
（Foucault, 1975）と

として認識されるようになった。それに対応し

呼ぶ，理論以外の権力関係との関連性に目を向

て，エージェンシー理論が主張したのは，株式・

けるべきであろう。それについては，次節で改

ファイナンス市場による経営者の規律づけの機

めて議論を展開する。

能を強化することで，そのような課題が解決で

３．株主志向論を支える権力／知の体制

きる，ということであった。
第二に，株式・ファイナンス市場での革新に

以上の論考から，コーポレート・ガバナンス

よって，経営者を牽制する当該市場の機能が現

論が1990年代に出現した理由として，上記の歴

実に強化された。それによって，エージェンシー

史的出来事やエージェンシー理論が織り合わさ

理論が提唱する処方箋の多くが実践可能になっ

れた，ある特定の権力／知の体制ができあがっ

た。また，逆に，市場機能が会社の統治に貢献

たことがあると考えられる。Foucault（1975）で

する役割をエージェンシー理論が積極的に評価

あれば，それは，
「権力と知の含みあいの歴史

したことは，革新を促す効果をもった。

的変換」と呼ぶ事態であり，それによって，認

第三に，機関投資家への株式保有の集中は，

識の主体や客体にも変化がもたらされることと

会社の監視者として株主を捉えるエージェン

なる。すなわち，それは，株主志向の経営を当

シー理論の理論的仮定を現実に近づけることと

然視し，さらには，それを実践するような認識

なった。既述のように，大量の株式を保有する

の主体が現れ，株式・ファイナンス市場による

機関投資家は，「モノ言う株主」として行動す

ガバナンスが一般的な統治メカニズムの客体と

る傾向にあった。それは，翻って，エージェン

して出現したことを意味する17）。この客体とさ

シー理論の説得力と影響力を高める効果をもっ

れるものは，エージェンシー理論が提示するモ

た。また，機関投資家も，エージェンシー理論

デルを反映したものであることはいうまでもな

を自らの発言を正当化する論理として容易に利

い。また，その出現の過程を概観したのが，
「Ⅲ

用することが可能であった。

－１．出来事」での記述であった。
この権力／知の体制をこれ以上具体的に描き

第四に，以上の出来事は，すべてが自然に展
開したのではなく，それを推進した新自由主

出すことは紙幅の都合で困難であるが，出来事

義と称される連邦政府の政策の影響もあった。

としての非言説的要素とエージェンシー理論の

エージェンシー理論が新自由主義の理論的な根

言説的要素についての「含みあい」について，

拠の一翼を担うとともに（Gomez and Korine,

以下の４点がその主なものとして例示できる。

2008）
，新自由主義はエージェンシー理論が描

一つには，エージェンシー理論が，歴史上の

き出すモデルを，結果的に現実のものにしよう

出来事を背景として，社会的な言説としての意
義をもったことである。エージェンシー理論が

と試みる政策でもあった。
以上のように出来事とエージェンシー理論の

登場する以前の会社の統治の正統性の根拠は，

間に，強力な「含みあい」の関係が成立したこ

主として，漠然とした社会的責任論として展開

とは，エージェンシー理論がコーポレート・ガ

されていた。一方，1960年代と1970年代のアメ

バナンス論の支配的な言説として1990年代に躍

リカ経済の低迷により，個別の会社の競争力の

り出たことと同義であることを，権力／知の概

維持が会社の統治を正統化する根拠となり，そ

念は含意する。このような「権力と知の含みあ

─────────────────────────────────
17） ここでは詳述は避けるが，以上のセンテンスの意味を掘り下げるためには，Foucault の権力／知や主体の構
築といった概念のより踏み込んだ理解を要する。
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いの歴史的変換」
（Foucault, 1975）によって，

あれば，以上の引用文は，一旦ある権力／知の

認識の主体や客体に大きな変化がもたらされ，

体制が出来上がると，それは，さらにその権力

1990年代のアメリカで，株主志向論が広く主張

作用を強化し，一つの方向に実践を偏向させ

される文脈となったと考えられるのである18）。

る効果を有することを示している。たとえば，

また，この権力／知の体制が構築される様子

MVA（経営付加価値）や EVA（経済付加価値）

と関連して，Dore（2000）は，次のように述べ

のような会計基準が，コーポレート・ガバナン

ている。

スの実践に組み込まれれば，実践を通して，エー
ジェンシー理論が前提としたような利己的な主

かくして，株主の力を強めていく方向が定着
した。その手段はいわゆるプリンシパルーエー
ジェント理論に携わる経済学者によって用意さ
れ，さらに巧みなストック・オプションやその
他の報酬の仕組みが考え出された。それがまた
実業界やマスコミを支配するビジネススクール
の教授たちや経営コンサルタントたちに支持さ
れ，MVA（経営付加価値）や EVA（経済付加価
値）や EBITDA（利子・税金・償却控除前収益）
や FCF（自由キャッシュ・フロー）など，経営陣
が実際にどのくらい株主価値を高めたかを測る

体をより容易に，より厳密に構築できるように
なる19）。
Doreが示唆するように，それが，EVAなど
の会計基準を最優先するコーポレート・ガバナ
ンスの手続き論や規範論にまで進むと，それら
を実践しない経営者や会社は，それだけで非難
されるようになる。実際に，株価にも悪影響が
及ぶかもしれない。このような事態に立ち至れ
ば，もはやそこに，経営者個人としての自律的
な思慮分別を働かせる余地がなくなる。ここで

様々な会計基準が考案され，競って会社に売り

の問題は，株主を重視することそのものではな

込まれている。（Dore, 2000：邦訳書 p. 17）

く，統治に参加する人々が「善い」統治を追求
する姿勢を喪失することである。

権力／知の概念に依拠した解釈を試みるので

これは，Peters and Waterman（1982）が「分

─────────────────────────────────
18） 一般的には，現在のコーポレート・ガバナンス論では，エージェンシー理論に対して，ステークホルダー理論
とスチュワードシップ理論が対抗しているとされる（Clark, 2004；Learmount, 2002）。しかし，それらは，株主
志向論を支援している権力／知の体制を揺るがす存在となりえないし，コーポレート・ガバナンス論の今後の展
開に大きな影響を与える可能性も小さいと考えられる。
		 ステークホルダー理論（Blair, 1995；Clark, 1998）は，経済学の企業観を批判しつつ，会社が存続するためには，
株主だけではなく，多様なステークホルダーの利害を調整する必要があることを主張する。たとえば，ステーク
ホルダーの中には，株主以上に企業価値を高めることに貢献する知識労働者などが存在するかもしれない。また，
リストラにより解雇される可能性を引き受けることで，残余リスクを従業員が負担するかもしれない。こういっ
た株主以外のステークホルダーからの協働を引き出すことは，企業価値を最大限に発揮するための，必須の課題
とされる。
		 また，スチュワードシップ理論（Donaldson and Davis, 1991；James et al., 1997）は，エージェンシー理論の
前提となる，効用を最大化する個人というモデルを受容する。そのうえで，人間は，自己の利益よりも，組織の
目的の実現に，より高い効用を見出す受託責任を有する存在であり，会社のパフォーマンスを高め株主の富を最
大化することで，その効用を最大化することもあるとする（Davis et al., 1997）。
		 以上の2つの理論の問題点は，まず，理論として体系化されていないことである（Clark, 2004）。また，いずれ
も経済学的な思考枠組みから完全に脱却しきれていないことが指摘される（Learmount, 2002）。すなわち，両理
論とも，市場で実現される企業価値を統治の成否の判定基準としたうえで，経済学的な効用を最大化する個人を
前提とする。こういった前提は，エージェンシー理論と共通する。そこには，「善き統治をいかに実現するか」
という，実践知に関わるような問題設定の余地はないし，新しい権力／知の体制を予感させるものもない。した
がって，本稿では，両理論を脚注で触れるにとどめている。
19） あるいは，既述のように，エンロン・スキャンダルのような事件が発生すれば，SOX 法の導入のようなかた
ちで，株主の監視機能を強化するような法改正が推進され，エージェンシー理論による権力／知の体制をより強
固に構築していくこととなる。
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析麻痺症候群」と名づけたのと同種の組織の病

在した。それは，株主志向論を支えた「権力と

理現象であると解釈できる。彼らは，1970年代

知の含みあいの歴史的変換」（Foucault, 1975）

に競争力を喪失したアメリカ企業が，ビジネス

以前の，独自の権力／知の体制として解釈で

スクールなどで教えられる経営戦略論を絶対視

きる。この体制は，1920年代に所有と支配の

し，その処方箋に盲従することで，現実に対応

分離の進展と経営者支配の確立をもって成立

する適応能力や革新能力を喪失した現象を分析

し，1970年ころまで継続した，実践を支配した

麻痺症候群と名づけた。株主を重視することそ

パラダイムであるとされる（それは，Chandler

のものが否定されるべきではないのと同様に，

（1977）が「経営者資本主義」と呼ぶものにほ

経営戦略論の知見の有効性は否定されるべきで
はない。「善い」戦略の探求が，経営戦略論の
処方箋への盲従に置き換えられる病理が分析麻
痺症候群であると理解できるのである20）。

ぼ対応している）。
このパラダイムを反映して，組織に個人を
統合する基盤になるイデオロギーを，Deetz
（1992）は「マネジリアリズム（managerialism）
」
と呼び，Ingersoll and Adams（1992）は「マネジ

Ⅳ コーポレート・ガバナンス論出現前後の言説

リアル・メタ神話（managerial metamyth）
」と
呼んだ（以降，
「マネジリアリズム」に用語を統

本稿は，これまで，コーポレート・ガバナン

一する）
。Ingersoll and Adams（1992）は，それ

ス論が出現した1990年代までには，株主志向論

を次のような３つの中心的信念からなる神話で

を支える権力／知の体制が確立したことを指摘

あるとする。

した。既述のように，それは，認識の主体や客
体に大きな変化をもたらす「権力と知の含みあ

⑴全ての作業プロセスは合理化可能であり，

いの歴史的変換」
（Foucault, 1975）が生じたこ

また，合理化されるべきである。合理化とは，

とも意味した。

全体を構成要素に分割したうえで，完全にコン

ここでは，問いの方向を変えて，それでは，
なぜある時点（1990年代）まで，独自の学問領
域としてのコーポレート・ガバナンス論が出現
しなかったのかということと，近年，組織論（企
業の理論を含む）からコーポレート・ガバナン
ス論に対する新たな発言（Aoki, 2010；加護野 ,
2010；Langlois, 2007）が活発化しつつあること

トロールできるように，各要素を徹底的に理解
することを意味する。⑵組織の目的を達成する
手段には，最大限の注意が払われる。その結果，
目的を忘れたり失ったりすれば，目的が手段に
従属することとなる。⑶効率性と予測可能性を
もっとも重要な要因として考慮すべきである。
（Ingersoll and Adams, 1992：p. 40）

の意義を考察しておきたい。
まず，コーポレート・ガバナンス論が，最近

以上から，マネジリアリズムにとっての「よ

まで一つの学問領域として存在しなかった理由

い経営」とは，所与の目的を実現する際の道具

の考察から開始しよう。

的合理性を最大限に高めることであり，経営の

Gomez and Korine（2008）によれば，株主志

目的に対する考察は，最初から排除されていた

向論が出現する以前に，
「マネジリアル・モデ

ことが分かる。その際，経営者は，広義の経営

ル」と表現できる独自の社会的リアリティが存

の専門知識を駆使するプロフェッショナルと捉

─────────────────────────────────
20） 社会的実践を構築する権力作用は不可視であり，また，そこに参加する人々の思慮分別を押しつぶす危険性を
はらんでいる，という Foucault（1975, 1976）の主張をここで想起すべきであろう。系譜学は，こういった経営の
実践に潜んでいる病理的な現象から脱却するために必要とされる思考方法を提示しているのである。
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えられ，外部からの規律づけを必要としない存

先に記述された，エージェンシー理論の発展を

在であることが大前提とされていた。

促した1960年代に始まる一連の出来事は，「マ

近代に発展した組織論や戦略論は，このマ

ネジリアル・モデル」と表現される体制を崩

ネジリアリズムのもとで展開したとされる

し（Gomez and Korine, 2008），「権力と知の含

（Learmount, 1970；MacIntyre, 1984）
。 ま た，

みあいの歴史的変換」（Foucault, 1975）を促し

マネジリアリズムを支える言説として，多く

た。そして，1970年代には提唱されていたエー

の経営学の理論は，イデオロギーとしての効果

ジェンシー理論が，新しい体制の出現を前提に，

をもったとされる21）（Deetz, 1992；Feldman,

1990年代になってようやく，コーポレート・ガ

2002；Kunda, 1992；MacIntyre, 1984；

バナンス論を新しい学問領域として浮かびあが

Perrow, 1972）
。Barnard
（1938）
や Simon
（1976）

らせることとなったのである。

の組織論が，組織の目的や価値を理論的考察

次いで，組織の研究者（Aoki, 2010；加護野 ,

から除外し，経営における規範的な問いを排

2010；Langlois, 2007）が，コーポレート・ガバ

除したのは，マネジリアリズムのこのような

ナンスに関して，近年積極的に主張し始めてい

前提に依拠したものと解釈できる。たとえば，

ることの意義を簡単に問うておきたい。

Barnard（1938）は，組織に規律を与えるのは経

たとえば，Aoki（2010）は，コーポレート・

営者であるとしたが，経営者が規律づけられる

ガバナンスと組織アーキテクチャ─を同時に

必要性を論じることはなかった。

捉える，新たなコーポレーション（株式会社）

一方，所有と支配の分離を，主に，株式の所

の存在論の必要性を唱えている。また，加護野

有構造の観点から考察する企業支配論は，会社

（2010）は，経営における精神の重要性を唱え，

制度の存在論や機能を探究することはなかった

経営学に規範的議論を導入すべきことを主張し

（Aoki, 2010；Langlois, 2007）
。次節で論じるよう

ている。また，コーポレート・ガバナンス論と

に，企業支配論が主に問うたのは，一般的な株

関連づけられてはいないが，金井（1999）が提

式会社という制度の正統性の問題であり，個別

示するソシオ・ダイナミック企業という企業モ

の会社の統治の論理を深く問うことはなかった。

デルも，企業活動と価値の関係を問い直す論点

このような文脈において，個別の会社レベル

を提供している22）。

での「よい経営」を問うコーポレート・ガバナ

これらの研究者たちの主張は，その理論的前

ンス論は，経営学において，理論的に検討され

提は多様であるが，価値や目的を排除した道具

る課題とはなりえなかったのである。むしろ，

的合理性の追究に終始していない点で共通する。

組織の統治の問題は，道具的合理性との関連

彼らが主張しているのは，価値や目的を理論の

で，コントロール（あるいは，
「官僚的コント

重要な構成要素に組み入れた会社像（組織観）

ロール」や「マネジメント・コントロール」
）

への抜本的な転換である。その会社像は，当

という概念を中心に議論されていた（Edwards,

然のことながら，エージェンシー理論のフィク

1979；Tannenbaum, 1962）
。しかし，本稿でも

ションとしての会社像や，マネジリアリズムを

─────────────────────────────────
21） 経営学や専門経営管理職は，19世紀に初めて出現した。その背景には，鉄道会社を筆頭とする大企業（近代企
業）とマス・マーケットの出現があった（Chandler, 1977）。それ以前には，小企業や家内制工業が主流であったが，
組織統合が進み，垂直統合した大企業が現れ，機能間の統合を管理する経営管理が重要な職能として出現したの
である。しかし，新興の管理者は，企業の所有権とは無縁であった。権威を正当化する階級的基盤も欠いていた。
そこで，彼らは，経営管理の言説＝知に正当性の根拠を求めたとされる（Bendix, 1974；Kanter, 1977）。
22） 金井（1999）のソシオ・ダイナミック企業というモデルは，社会企業家の活動や地域の産業集積など，会社以
外で働く統治メカニズムの研究もコーポレート・ガバナンス論を理解するヒントを提供するものであることを示
唆している。
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前提として価値や目的を所与とした会社像とは

連する諸言説にさかのぼることを意味する。前

異質なものである。彼らは，既存の「権力と知

節でも，この2つの言説の領域に言及している。

の含みあい」
（Foucault, 1975）に拠らない，新

また，マネジリアリズムについては，そこで比

しい会社像を提示しようとしている，と解釈で

較的詳しく触れている。一方の企業支配論は，

きるのである。

研究史においてコーポレート・ガバナンス論の

しかし，今のところ，彼らの描く会社像は，

前段をなす理論とされる（三戸 , 1998）。それゆ

明確とはいい難い。権力／知の概念が指摘する

え，この節では，企業支配論を中心に論じてみ

ように，ある真理の主張が説得力をもつには，

よう。

そのための権力／知の体制が整えられることを

周知のごとく，企業支配論の先駆者となった

前提とする。しかし，彼らの主張を支え発展さ

Berle and Means（1932）は，株式会社が大規模

せる可能性をもつ，実践面での展開は錯綜して

化する過程で株式所有の分散が進展し，株主が

いるのが現状である。実務でのコーポレート・

経営に介在する能力や意欲を喪失する状況を

ガバナンスのあるべき姿に関する見解も混乱し

「所有と支配の分離」と表現した。大規模化し

ている。それゆえ，コーポレート・ガバナンス

た株式会社（近代企業）は，株主から独立した

論においては，彼らの主張は，変化の胎動を予

巨大な経済的権力を備えた独自の社会的組織と

感させるものの，今のところ大きな影響力をも

なり，株主ではなく，経営者が権力を掌握する

つには至っていないのである。

独裁政治の場となる危険を内包する。彼らは，
潜在的に危険な，この新種の社会（財産）制度

Ⅴ

歴史の地層の深みへ

である近代企業という存在が，社会で存在を許
されるためには，経営者の権利を制限してその

既述のような組織研究者の発言は，コーポ

専制を抑え，さらに，近代企業を社会へ奉仕す

レート・ガバナンスに関する既存の言説と異な

る社会的機関として制御する法律（会社法）が

る真理の主張を含意しているが，未だその姿は

制定されるべきであるとした23）。彼らの議論

はっきりとはみえてこない。このようなとき，

には，大規模な株式会社という新しい社会（財

Foucaultの哲学が示唆する「なすべきこと」は，

産）制度が，個人の財産や能力を抑圧すること

現在の支配的な思考枠組の権力作用を逃れるた

に対する危機感が滲んでいる。

めに，歴史の地層をより深く発掘することであ

その後も，「近代企業の適切な経営はいかに

る。歴史の地層に多様な真理の主張が埋もれて

あるべきか」とか，「平等で自由な個人がなぜ

いることに目を向けることによって，個別の時

会社の権力に従うべきか」という絶え間ない問

代の権力作用を超えて，
「そもそもコーポレート・

いが，企業支配論において繰り返される。その

ガバナンスとは何か」を問い直すことができる。

ことを例示するために，企業支配論の主な研究

また，それが唯一のできることでもある。

者の主張を列記してみよう。

コーポレート・ガバナンス論に関しては，そ

Mason（1959）は，近代企業というシステム

れは，まず企業支配論とマネジリアリズムに関

のもとで働くためには，当人がそのシステムの

─────────────────────────────────
23） Berle and Means（1932）が所有と支配の分離を望ましくない事態と捉えて，会社法の制定というかたちでの規
制の必要性を訴えるのに対して，エージェンシー理論では，所有と支配の分離を，経営が市場の規律に開かれる
望ましい機会と捉える，という違いに注意したい（Wolfson, 1984）。Berle and Means の議論は，民主党ルーズ
ベルト大統領のニューディール政策の根拠とされるとともに，その後のアメリカの会社法制や行政に大きな影響
を与えることになるのである（Wolfson, 1984）。彼らの著書が出版された1930年代に，商行為を規制する証券取
引法（1933年）が制定され，また，証券取引委員会（1934年）が設置されていることには関連性がある。

コーポレート・ガバナンス論の系譜学
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支配に従うことに同意する必要があり，そのた

述のように，一旦それを支持する権力／知の体

めには，そのシステムが機能する理由が理解さ

制が成立すると，企業支配論の伝統は容易に忘

れる必要があるとした。Epstein
（1973, 1974）
は，

れられた。というのも，企業支配論は，会社が

会社の正統性の問題として，民主主義を前提に

どのように機能するかを問題とせず，所有と

して，会社が非統治者から統治されることの同

支配の分離を前提とした会社権力の考察に議

意をどのように確保できるかを問うた。Eells

論を限定していたからである25）（Aoki, 2010；

（1960）は，コーポレート・ガバナンスという

Langlois, 2007）。意図されたものではなかった

用語を明示的に用いた最初の研究者とされるが

が，前節で指摘したように，会社の機能に関す

（今西 , 2006）
，彼も，国家における権威の基盤

る論考は，マネジリアリズムに関連する組織論

としての憲法に相当するものが，私的統治体で

などにゆだねられていた。また，企業支配論の

ある会社には欠けているとして，個人に対する

「支配」，「権力」，「正統性」などの鍵となる概

会社の権威の正当化と，権威を行使する側に責

念は素朴なものであり，それらがどのように相

任をもたせるメカニズムの必要性を説いた。

互作用するか，また，正統性がどのように構築

以上のごく簡単なレビューから改めて確認で

されるのかについての考察も欠けていた。

きることは，企業支配論の本質は，株式会社の

以上から次のような考察が引き出される。企

統治の正統性の問題に還元されるということで

業支配論による株式会社の統治の正統性を問う，

ある。さらに，
民主主義国家アメリカにおいて，

という問題設定自体は普遍性をもちえたが，そ

会社権力や経営者権力は，どのような論理で，

こから，コーポレート・ガバナンス論が生まれ

どの程度許容されるのか，という政治哲学的な

ることもなかった（それについては，前節でも

問いが同時に問いかけられていたことも指摘で

同様の指摘を行っている）。今後，コーポレート・

きる。また，企業支配論では，明確な「良い」

ガバナンス論で新たなパラダイムが追究される

統治の基準が提案されないまま，会社統治の正

とき，企業支配論の議論から一歩踏み込んで，

統性がどのように構築できるかが問われていた

個別の会社における統治の正統性の論理や組織

ことも分かる。

の機能についての探求が必要となろう。エー

エージェンシー理論は，そこに「良い」統治

ジェンシー理論によって排除された，統治の正

の基準として，個別の会社の経済的パフォーマ

統性に関する政治哲学的な問いも再検討される

ンスの優劣を正統性の基準として導入すること

必要がある。それにともない，
「善い」コーポレー

で，政治哲学的な問いを排除しつつ，比較的単

ト・ガバナンスについての理論を発展させる道

純な経済学的な枠組みに会社の正統性の問題を

筋もみえてこよう。前節で論じた組織論からの

置き換えた24）。これがエージェンシー理論の

コーポレート・ガバナンス論への発言も，この

強みであるとともに，その限界であった。

ような文脈に位置づけることができる。

このようなエージェンシー理論に対して，既

以上の解釈を背景として，コーポレート・ガ

─────────────────────────────────
24） 一方で，エージェンシー理論にも政治哲学的問いが関連するという指摘もある（Gomez and Korine, 2008）。
すなわち，エージェンシー理論は，個人の自由や平等を重視するアメリカの文化に合致したことが指摘される。
これは，極めて重要な指摘であり，エージェンシー理論やそれを含んだ権力／知の体制は，アメリカ人にとって
独自の文化的な意味がある可能性を示唆している。しかし，エージェンシー理論そのものは，このような文化的
な主張を明示的には行っていない。本稿で，エージェンシー理論が政治哲学的問いを排除する，としているのは，
あくまでこの理論上の明示的な論理についての指摘である。
25） 既述のように，個別の会社の競争力の維持が経営者の社会的責務として厳しく問われるのは，1970年代以降の
出来事である。この変化を捉えたことが，エージェンシー理論を企業支配論から分かつ要因の一つであった。企
業支配論では，個別の会社の業績への経営者の責任が中心的なテーマとなる必然性が，時代背景として存在しな
かったといえよう。
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バナンスにおける「アカウンタビリティ」の構

を担う制度や慣行が構築される必要があるとし

築の論理を明確にすべきである，という主張

た（加護野他 , 2010：p. 44）。

（Roberts, 2012）や，コーポレート・ガバナン

以上のようなコーポレート・ガバナンスの捉

ス論は統治の正統化の道具である，という主張

え方は極めて適切であり，議論の進め方も要を

（Jackson, 1995）を理解するべきであろう。彼

得ている。そして，彼らが残した問いであり，

らの指摘は，Foucault（1994）の統治論を応用

本稿が引き継ぐべき問いは，
「よい（や適切）
」

したものである。
本稿の系譜学も，
そもそもコー

を判断する制度や慣行とは何か，あるいは，そ

ポレート・ガバナンスに対して，
Foucaultの哲学，

れらをどのような論理で捉えるべきか，という

とりわけその統治論を応用する研究プロジェク

ことであった。

トの一環として執筆されている。それゆえ，こ
れ以上の考察は，別稿の課題としたい。

彼らは，当然「よい」が「良い」か「善い」
かのいずれかを論じてはいないが，コーポレー
ト・ガバナンスの実践で通常問題とされるのは，

Ⅵ

結論

「良い」経営を実現することである。そして，
本稿のこれまでの議論によれば，「良い」を判

「結論」
では，
冒頭で提示した加護野他
（2010）

断する制度や慣行は，ある真理の主張により規

の定義を援用しつつ，
「良い」と「善い」の違

定されてきた。また，ある真理の主張は，時代

いに焦点をあてて，
「善い」コーポレート・ガ

ごとに変わる権力／知の特殊な体制に関連する。

バナンスの実践へ向けて，系譜学が提示する結

この体制が変われば，「良い」の判断基準も変

論をまとめてみよう。

わる。

本稿の冒頭で触れたように，
加護野他
（2010）

本稿が議論の中心に据えた株主志向論も，
「良

は，コーポレート・ガバナンスを「
『株式会社

い」コーポレート・ガバナンスについての一つ

（コーポレーション）
』がより『よく経営』され

の考え方であった。しかし，Dore（2000）が指

るようにするための諸活動とその枠組み作り」

摘するように，それが，EVA（経済付加価値）

（加護野他，2010：p. 2）と定義した。また，
「統

などの会計基準の適用を強制するコーポレー

治とは，
会社全体として定める目的に照らして，

ト・ガバナンスの手続き論に転換してしまえば，

会社の経営が適切に行われるように，その最終

もはやそこに当事者の主体的な思慮分別が働く

的な責任者たる経営者を誘導し（誘導する以前

余地がなくなる危険が伴う。

に，それに資する人物を経営者に選任し）
，適

ここでの問題は，株主の利益を重視すること

切な経営が行われているかどうかをチェック，

そのものではなく，「善い」統治を追求する姿

牽制する制度と慣行である」
（加護野他，
2010：p.

勢がコーポレート・ガバナンスの実践から失

43）とした。

われることである。実際にこのような事態は，

加護野他の定義では，コーポレート・ガバナ

1990年代以降のアメリカで広く観察された。ま

ンスの目的を，
価値判断をともなう
「よい経営」

た，それは，日本でも無縁の事態ではなかった。

や「適切な経営」の実現としていることを改め

株主志向論に綻びがみえる今日，新しい真理

て確認したい。また，
彼らは，
「よい経営」や「適

の主張を支える権力／知の体制が姿を現し，そ

切な経営」についての判断は，市場や競争にゆ

れによって力を得たその真理の主張が，新しい

だねることができないゆえに，そのような判断

「良い」統治の理想を提示する日がいつか訪れ

─────────────────────────────────
26） 本稿では，議論の俎上にあげなかったが，かつての日本における従業員志向論がアメリカの株主志向論と同様
の陥穽に落ちていなかったかを省みることも必要かもしれない。
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るかもしれない（たとえば，それは，従業員の
主権を強調することや，ステークホルダーの利
害の調整を強調することかもしれない）
。
しかし，
そこにも同様の危険が待ち構えていることには
注意を要する。ある真理を主張する権力／知の
体制の中に入ると，その権力的側面がみえなく
なるからである26）。
その一方で，容易なことではないが，特定の
権力／知の体制から自由になるためには，歴史
の地層を掘り下げ，多様な真理が錯綜する様子
を俯瞰し，そこから先に進むための思慮分別が
求められる。それを叡智とか賢慮と呼ぶことも
できるかもしれない。本稿が全体を通して主張
してきたことは，このような「良い」を基準と
したコーポレート・ガバナンスの実践に伴う陥
穽を逃れ，「善い」コーポレート・ガバナンス
を追求することの卓越性であった。
最後に，本稿に残された課題を簡潔に列記し
ておこう，本稿は，1990年代に出現したコーポ
レート・ガバナンス論を議論の中心に据えるこ
とで，論考の範囲を制限している。企業支配論
のレビューも代表的な文献に留まっているし，
制度派のコーポレート・ガバナンス論も取りあ
げていない。マネジリアリズムと統治の関係性
や所有と支配の分離が問題になる以前の統治の
実践や思想の分析なども，今回の論考では十分
に展開されないままに終わっている。
「善い」
と「良い」の関係性についても，正統性や実践
との関係で精緻な論考を展開することも必要で
ある。それによって，
「善い」コーポレート・
ガバナンス追求の卓越性についての洞察を深め
ることもできよう。これらの諸点の考察は，別
稿の課題としたい。
【付記】

本稿は，科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究
24653082）助成による研究成果の一部である。
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A Genealogy of Corporate Governance:“History of the
Present”of the Search for Good Governance
Hiroyuki Ito
This paper describes a genealogy of corporate governance, following the philosophy
of Michel Foucault. Genealogy is a way of thinking which delve into a domain of power
relations struggling to construct a social reality. Corporate governance, which has emerged
as an independent discipline around the 1990s, is interpreted as such a domain. The paper
discusses the following four points.
Firstly, it analyzes how the discourse of shareholder sovereignty has established its
hegemony by referring to historical events as non-discursive constitute and the agency
theory as discursive constitute of a knowledge/power relation.
Secondly, it attempts to explain the reason why the corporate governance has not been
established as an independent discipline until around the 1990s. Especially, the discourse of
“managerialism”is focused on.
Thirdly, discourses of corporate control focusing on the separation between ownership and
control are analyzed to reframe what corporate governance is all about. It suggests that the
justification to be governed is the key to corporate governance.
Finally, as a result of the genealogy, it argues for the importance of searching for excellent
governance in practice. Practices of corporate governance tend to be dominated by a specific
power relation, which strangle prudence and freedom of human beings. The genealogy
teaches us that the way to escape the oppression is only in the practices seeking for excellent
governance.

