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はじめに

アソシエの 経 済 学  
─ 共 生 社 会を目 指す日本 の 強 み・弱 み

総会記念講演

　「ブラック・スワン理論」（Black swan theory）という
有名な考え方が一時、一世を風靡した。リーマン・
ショック（Lehman Shock）が起こった2008年の時であ
る。認識論学者で元ヘッジファンド運用者としての
経 験を持 つナシーム・ニコラス・タレブ（Nassim 

Nicholas Taleb, 1960-）が、2007年に刊行した著書
『ブラック・スワン』（The Black Swan）で説明している
考えである（Taleb, Nassim［2007］）。これは、従来、全
ての白鳥が白色と信じられていたのが、オーストラリ
アで黒い白鳥が発見されたことにより、鳥類学者
の常識が大きく崩れることになったという史実から
名付けられた理論である。
　人は、事実が発生した由来を単純な言葉で説
明することを好む。しかし、過度の単純化は盲信を

生み、予期しなかった惨状を発生させてしまう。タレ
ブは、この弊害を「講釈の誤り」（Narrative Fallacy）
と表現した。社会の支配者たちの多くが、講釈の誤
りに取り憑かれて、労働者に無理難題を押し付け
ている。そして、「労働の尊厳」が破壊されている(1)。
　この惨状を取り戻すべく組織されたのが、国際
経済労働研究所の「日本の強み・弱み─その『仕
分け』研究プロジェクト」であった。この研究会は、
私が主査となって、2011年から13年まで続けられ
た(2)。
　今日の私の話は、その成果を踏まえたものであ
る。また、話のテーマと同じタイトル名の拙著が、4
月、社 会 評 論 社から刊 行されている（本山美彦

［2014］）。
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1.　米国の威をかざす日本の支配者たち

　副題に、「アベノミクスへの提言」と堂 と々打ち出
した著書（伊藤元重［2013］）で、安倍晋三・首相のブ
レーンであり、アベノミクス推進者の一員であること
を広言した伊藤元重・東大教授は、『ダイヤモンド・
オン・ライン』で、金融緩和でお金がジャブジャブあ
るのに、そのお金が生産的な投資に向かわないの
は、構造的なものではなく、リスクを取って投資をし
ようとする気概を持つ「男の子」的な企業が少な
いからであると強調した（伊藤元重「今こそ日本企業は

『肉食系』となれ！」、2013年10月10日、DIAMOND on line, 

http://diamond.jp/articles/print/42938）。
　安倍晋三・首相の経済政策ブレーンの一人で
あると自認する高橋洋一は、アベノミクスの正しさを
理解できない人たち、とくに学者を罵倒した（高橋洋
一「アベノミクスがまだわからない人へ」2013年4月18日、

DIAMOND on line, http://diamond.jp/articles/-

/34836）。
　「アベノミクスは金融政策がすべてといってもい
い」。金融政策によって、「デフレ予想からインフレ
予想への転換」させることが基本である。「筆者
は、こうしたメカニズムを1998年から2001年までプ
リンストン大学で学んだ。あとでクルーグマンに聞い
たら、プリンストンは金融政策の研究ではトップで、
世界的な権威が集まっているとのことだった」。

「2003年3月から日銀は量的緩和を実施してい
た」が、「おっかなびっくりの慎重な運転」であった。

「筆者が十数年前にプリンストン大学で聞いた話
は、今ではもう論争の対象ではなく、常識だろう。と
ころが、日本では、まだ量的緩和がわからない人が
いる」。「一般の人ならわかるが、アカデミズムの世
界」にもいる「のだから驚く」。「（2013年）4月16日の
日経経済教室の齊藤誠・一橋大教授の『資金、
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実体経済に回らず』」がそれである。（齊藤説には）
「間違いが少なくないが、中でも『民間銀行がより
有利な資金運用先を求めて日銀当座預金から資
金を引き出してしまえば、日銀が資金調達難に陥
り、国債を売却せざるをえなくなる』」との主張はひ
どすぎる。「一体どうなったら、日銀が資金調達難
に陥るのか説明してほしいくらいだ」。「こうした基
本的な事実は、今度の日銀副総裁になった岩田
規久男氏が学部学生に教えている内容だ。その
程度を知らずに、日銀の金融政策を論じているの
で、金融関係者を含めて多くの人はのけぞったに
違いない」。「世界から十数年遅れている日本の
経済学者は、まずは、日銀で岩田副総裁の講義を
受けてから、日銀の金融政策を論じたほうがいい」。

「まともなインフレ目標や量的緩和については、日
本は先進国でビリの導入だ。いろいろな疑問が
あっても、先行例のバーナンキ・FRB議長やキン

グ・イングランド銀行総裁に聞けば、すぐ答えが出
るはずだ。量的緩和で中央銀行が資金調達難に
なるといったら、彼らは笑い転げるだろう」。
　自分の理論は、米国で学んだ最新の高いレベ
ルのものなので、遅れた日本人はこの理論をおし
戴くべきであると言わんばかりの口調である。
　そもそも、アベノミクス論に与すると自ら名乗る論
者たちは、総じて言葉に過激な雰囲気を持ち込ん
でいる(3)。彼らは、論敵に反論する時には、非常
に攻撃的な言辞を弄し、恫喝じみて、品格に欠け
る（本山美彦［2013］、参照）。
　多くの理論は仮説として認識されなければなら
ない。唯一この理論だけが真実であるとの思い込
みは、学者たるものはしてはならないことである。起
業に成功した居丈高な経営者たちが始終発する
恫喝が、アカデミズムの世界でも支配するように
なった。

2.　突然に消失してしまう職場
　現在の普通の生活者たちは、この種の恫喝に
怯えてしまっている。
　「グローバリズムとIT化の荒波に適応できない
者は、自らに能力がなかったものとして、職場から
去れ」という、過酷な競争を経て生き残ったカリス
マ的経営者や彼らを持ち上げる著名評論家から
発せられる脅迫的言辞が、多くの市民に恐怖を与
えている。そして、多くの優良企業がばたばたと倒
産していく惨事を多くの人々が見ている。人々は、
この惨事に怯え、日々悪化する労働環境の下で、
大量首切りの恐怖で硬直してしまっている。
　そうした惨状が日常的なものになっている現在
の政治・経済・社会システムを、カナダ籍のジャー
ナリスト、ナオミ・クラインは「惨事便乗型資本主義」
と名付けた（Nomi, Klein［2007］）。
　日本の経済が萎縮してしまったのは、伊藤元重
が力説するように、構造的なものではなく、肉食系
の企業人・社員が不足しているという心理的なも
のでは断じてない。私は、事態を逆に観る。惨状は
構造的なものである。それは、現在の資本主義が
深刻な行き詰まりを呈していることの現れである。
　構造的なものであると断じる私の論拠は、現在
の資本主義の根幹を株主資本主義と観ることに
ある。イーストマン・コダック、ソニー、パナソニック、
シャープなどが突然沈んだのは、これら企業の経
営者たちが、後ろ向きで時代を読めなかったから
ではない。これら企業は、時代を常に先取りしてき
たし、その姿勢はいまでも衰えてはいない。しかし、

事実においてこれら企業は、大規模な従業員削
減を余儀なくされた。社員が突然に首を切られた
のである。
　いまや、高収益を挙げていた安定的企業ほど
頓死寸前までに追い込まれるようになった。それは
現在の経済がますます株主資本主義に傾斜して
いるためである。
　株価が高くなればなるほど企業の資金調達は
円滑になる、そうして調達できた膨大な資金を新
規分野に投資すれば良いではないかと、無責任
な評論家たちが、いとも容易く発言するが、その発
言は、はたして正しいものであろうか。新規投資は
非常にリスクが高い。リスクの大きい新規分野に膨
大な投資をすると経営陣が決意した途端に、株主
は逃げる。安定した高い配当を要求する株主は、
当該企業がリスクを冒すことを忌避するからである。

「モノを言う」機関投資家が株主総会で新規投資
への反対動議を提出してしまう。経営陣は、機関
投資家の意向に逆らえば、役員としての地位を奪
われかねない。つまり、業績が安定した企業ほど、
安定志向の株主を持ち、リスクを冒せなくなってし
まう。伊藤元重の発言にあるような雄 し々い「男の
子」になろうにも、そのように決断するや否や、企
業は、主流を占める安定志向の株主から逃げら
れ、資金調達が困難になるのである(4)。
　スマホのような分野で覇権争いをするには、安
定した業績の良い企業ほど不利である。安定した
企業は安定志向の株主によって縛られている。何
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百年に一度あるかどうかの大イノベーションを実現
させようとする起業家は、一攫千金を狙うギャンブ
ラー的投資家の資金に照準を置かねばならない。
そうしたギャンブラーを獲得するには、しがらみのな
い、歴史のない、まったく新しい組織であることを資
格とする。
　株主資本主義が恐ろしいのは、株式配当を維
持するために、市場で通用しなくなった分野がリエ
ンジニアリングの美名の下で容赦なく切り捨てられ
ていくことである。新技術の開発も長期的な視点
からじっくりと若手を育てることによって実現される
のではなく、短期即効的な技術だけが重宝される
世界に現在の資本主義は突入してしまった。しか
も、新技術は、マスコミに煽られて課題評価されて
しまっている。そして、「勝者は1人、獲物も独り占
め」という世界が当たり前のことになってしまった。
消費者は、プロの広告業者に煽られて、有名企業
が市場に大々的に打ち出した「製品」に徹夜の行
列の末に殺到する。
　スマホ（スマートフォン）がその典型である。現代社
会は悪魔のような機器に捕らわれている。電車の
中で、スマホに見入っていない人を見つけるのが
難しくなった。猫も杓子もお守りのようにスマホを肌
身から離さない。膨大な数の人々が重度のスマホ
中毒に罹っている。
　「変な風潮」として事態はせせら笑えるものでは
ない。2014年の正月、検察庁の川崎支部の取り
調べ室から戸外に逃走した若干20歳の容疑者
が、横浜市内の藪の中で警察に捕まった。持って
いた携帯電話のGPS機能によって所在場所が
警察に察知されたからである。GPS機能によって
位置情報が警察の察知することになったことを私
は恐ろしく感じる。
　そもそも、スマホやタブレットを使用する際に、どう
して自らの位置情報を進んでアップルや、グーグ
ル、アマゾンに登録しなければならないのだろうか。

いずれ、個人情報は、上記3社に集積されることに
なるだろう。公安当局は居ながらにして膨大な情報
を、苦もなく利用できるようになる。現代は、見知ら
ぬ者同士が互いの個人情報を入手できる世の中
に突入しつつある。生身の顔を付き合わせることな
く、バーチャルな世界に引き籠もってしまう社会に
向かって突 進している。人の連 合＝アソシエ

（associé）を、今こそ、意識的に作り出さなければ、
社会は大変なことになる。アソシエを形成すること
は、プルードン（Pierre-Joseph Proudhon）の時代よりも
はるかに喫緊の課題である(5)

　ここ数年の間に姿を現しつつある世界は、人々
が想像している以上に恐ろしいものである。街角の
小さな本屋は絶滅しつつある。本の小売店を淘汰
する最大の要因は、アマゾンを代表とする本のネッ
ト販売である。デジタル機器の端末を叩くだけで、
たちどころに読みたい本を入手できるようになった。
しかも、注文した翌日には手元に届く。アマゾンが
操業したのは、1995年。創業時から現在まで売上
げは5千倍を超えている。その分、既存の小売店
は死を宣告された。
　しかも、本以外にもあらゆる商品がネット販売され
るようになった。ネット販売の場所を提供する業者
はプラットフォーマー（場の提供者）と呼ばれている。
彼らは、ほんの一握りの企業である。スマホの利用
者を数多く取り込めば取り込むほど、ネット売買の
利用者が群がってくる。スマホの世界は規模の世
界である。勝者は1人に絞られるしかない。丁度パ
ソコンのOSをビル・ゲイツ1人が握ってしまったよう
に。
　勝者であるプラットフォーマーは、各分野の専門
家を育てる必要はない。専門家は、非正規従業員
として、会社の枠外から調達することができる。スマ
ホの旗手たちのすべてが（アップルを除く）モノ作りと
関係ない企業であることは、膨大な専門家層が路
頭に迷うことを意味している(6)。

　成功した起業家の多くは、他人に対して威圧的
に振る舞うことが多い。アップルの創業者、スティー
ブ・ジョブズ（Steven Paul "Steve" Jobs, 1955-2011）に
は、とくにそうした面が顕著であった。会ったことの
ない人物の性格を軽々に論じることは原則として
諫めるべきであるとは思うものの、2011年10月5日
に逝去したジョブズの存命中に、本人の依頼で、
伝記作家として著名であるウォルター・アイザックソ
ンが著したSteve Jobsという題名のジョブズの伝記

（Isaacson, Walter［2011］）は、ジョブズ本人とその夫
人の了解を得た内容なので、そこで描かれたジョ
ブズの性格についての記述は、ほぼ正確であると
受け取っても良いだろう。以下、この伝記で描かれ
たジョブズの異様な性格について記述しよう。括
弧内のページ表記は、邦訳書のものである。
　ジョブズは、職場の上司としても、人間としても、
他人に、あのような人になりたいと思わせるような
人物ではなかった。彼は、「悪鬼につかれているか

3.　威嚇と恫喝を原理とするベンチャー起業の成功者
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のように、周囲の人間を怒らせ、絶望させる」人で
あった（邦訳、Ⅰ、8ページ）。
　ジョブズは、若い時から相手を凝視して射すくめ
る訓練をしていたと最初のガールフレンドのクリスア
ン・ブレナンが証言している。1972年にブレナンと
付き合い始めた頃、ジョブズは、瞬きもせずに相手
を見つめ、長めの沈黙と、その後に機関銃のように
まくし立てる話し方も練習していた。肩までかかる
長髪と髭もじゃで、まるで狂気のシャーマンの風貌
であった（同、Ⅰ、68ページ）。
　相手を凝視して威圧する訓練は実を結んだ。
初めて自分の画像が表紙に掲載された『インク』

（Inc. Magazine）誌1981年10月号では、射るような
視線が強調されていた。1982年2月には『タイム』

（Time）誌が催眠効果があるとしてジョブズの視線を
イラストにして表紙に飾った（Ⅰ、189ページ）。
　1974年2月、ジョブズは、当時の人気企業であっ
たビデオゲームメーカーのアタリ社に入社したが、彼
の尊大な態度が社員から嫌われたために、社員が
すべて退社した後の夜間に一人だけで勤務する
有様であった。それでも、自分は大きな仕事をこな
したと自負していた。ジョブズは、上記の伝記作家
に対して、「僕が輝けたのは、ほかの連中がどうしょ
うもなかったからだね」と豪語した（Ⅰ、87ページ）。
　アップルを立ち上げる準備として、ジョブズは、母
校、ホームステッド・ハイスクールの大先輩であるス
ティーブ・ウォズニアック（通称、ウォズ）（Stephen Gary 

Wozniak, 1950-）と、これも友 達のロン・ウェイン
（Ronald Gerald Wayne, 1934-）を誘い、1976年4月1
日にそれぞれが持ち分に応じて出資するという
パートナーシップ契約を交わした。しかし、ウェイン
は、契約日のわずか11日後、パートナーシップから
の離脱と10％の出資取り止めを要求した。ウェイン
は、ジョブズを竜巻のような人間で、一緒にいること
に耐えられなかったと伝記作家に告白している（Ⅰ、

123ページ）。
　そして、1977年1月3日、アップルを法人化すべ
く、ジョブズは、マーケティング担当者としてマイク・
マークラ（Mike Markkula、1942-）を誘い、経営を委ね
た。しかし、このマークラも嘆いた。ジョブズの「専横
がひどくなり、周囲の人間を酷評するようになった」
と（Ⅰ、149ページ）。
　そこで、マークラは、ジョブズの押さえとして、半導
体メーカー、フェアチャイルド（Fairchild）でマークラと
仲の良い同僚であったマイク・スコット（Michael 

Scott, 1945-)を社長に迎えた。スコットは、1977年
に社長に就任したが、ジョブズの傍若無人ぶりは
変わらなかった（Ⅰ、150ページ）。

　ウォズが主力となって開発したアップルⅡは大成
功だった。1977年に発 売された時にはわずか
2,500台であったが、1981年には21万台と売り上
げは急上昇した。
　法人化されてからまだ4年も経っていなかった
1980年12月に、アップルは、株式を公開した。法
人化された時のアップルの株価総額は5,309ドル
に過ぎなかったのに、公開後の時価総額は17億
9,000万ドルに激増した。最初の公募価格は22ド
ル。初日のうちに29ドルまで急騰した。その急騰ぶ
りは、1956年のフォード・モーター以来の出来事で
あった。そして、ジョブズは25歳で2億5,600万ドル
もの個人資産を手に入れた（Ⅰ、185ページ）。
　しかし、アップルへの貢献者のすべてが株価高
騰の恩恵を受けたわけではなかった。ガールフレン
ドのブレナンが出産した女児の認知をめぐる裁判
でジョブズを擁護したほか、スキャンダラスな事件を
次々と起こしたジョブズをかばい続けてきたアップ
ル創業以来の親友であったはずのダン・コトケ

（Daniel Kottke, 1954-）には、本人が望んでいたにも
かかわらず、ストック・オプション（株式買取権）が支給
されなかった（Ⅰ、182ページ）。コトケのアップルでの地
位は時間給で働くテクニシャンでしかなく、正社員
のエンジニアとして遇されていなかったので、ストッ
ク・オプションを供与される資格はなかったのであ
るが、コトケは、親友のジョブズが特別に計らってく
れるであろうと期待していた。しかし、ジョブズは、と
もに歩んできてくれた人間に対して感傷を抱く人
ではなかった。コトケは、ジョブズを幾度も待ち伏せ
して株式を供与してくれと頼んだが、常に、「上司
と相談しろ」と言われるばかりで、訴えは握り潰さ
れた。コトケにはウォズが自分の株式を分け与えた

（Ⅰ、183 ～ 84ページ）。
　ジョブズは、1976年にグラフィカルな携帯用PC
開発を推進すべく、当時、すでに著名であったジェ
フ・ラスキン（Jef Raskin, 1943-2005）を口説いて入社
させていた。ラスキンは、後のマッキントッシュの名
付け親である。リンゴの1品種にマッキントッシュ
(McIntosh）という名前のものがある。しかし、すで
に、オーディオ・メーカーがこの名を使っていたので、
ラスキンはそのスペルを変えた（Macintosh）。ラスキン
は、グラフィカルなものをコンピュータに取り入れる
べきだとの信念の下、マックの開発にアップルの
首脳陣を説き伏せていた（Ⅰ、193ページ）。しかし、マッ
ク開発のことごとくにジョブズが口出しするので、嫌
気が差したラスキンは、アップル社を辞してソニー
に移籍した。1981年2月、ラスキンは社長のマイク・
スコットに訴えていた。「マネジャーとして、スティーブ
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は最悪です。・・・彼の下で働くのは無理だと痛感
しました。・・・彼は、他人の功績を認めるべきとき
に認めません。・・・新しいアイデアが提示される
と、・・・そのようなことは時間の無駄だと切り捨て
ます。・・・そのアイデアが優れていた場合、それを
自分のアイデアであるかのようにほかの人に話す
のです。・・・他人の話は腰を折り、聞く耳を持ち
ません」（Ⅰ、198ページ）。
　ラスキンを追い出したジョブズは、社内での発言
力を強化し、今度はマイク・スコットを社長の座から
追い落とした（Ⅰ、204ページ）。そして、マッキントッシュ
が発売された1984年、ラスキンが去った後、マック
の開発責任担当者に抜擢されていた、ハーツフェ
ルド（Andy Hertzfeld, 1953-）が退職した（Ⅰ、326 ～ 27

ページ）。
　1985年1月には、アップルを発展させた最大の
功労者のウォズが退職した（Ⅰ、328ページ）。1985年5
月、マックのみに執心するジョブズに対して、会社
全体の利益を考えるべきだと諫めたマーケティング
担当のジョン・スカリー（John Sculley, 1939-）が辞表
を叩き付けた（Ⅰ、352ページ）。ただし、スカリーは慰留
され、CEOに抜擢されたが、スカリーはアップルを
停滞させてしまい、1993年にCEOを辞任、アップ
ルを退社した。
　そうしたジョブズの専制ぶりに、アップルの取締
役会は、1985年9月、ついに、ジョブズ糾弾の決議
を行った。「ジョブズはアップルに対して一定の受
託義務を負っているにもかかわらず、・・・①アップ
ルと競合する企業の設立を秘密裏に計画した。
②彼が新設する競合企業が、次世代製品の設
計・開発・販売に関するアップルの計画を不当に
利用する計画を秘密裏に策定した。③アップルの
中核社員を秘密裏に引き抜いた」（Ⅰ、370 ～ 71ペー

ジ）。ジョブズが画策していた新会社は「ネクスト」
（NeXT)である。ジョブズは、アップルから引き抜いた
5人のエンジニアとともに、この新会社を立ち上げ
たのであるが、その際、ジョブズは、「4,300人あまり
を擁する20億ドル企業が、ジーパン姿の6人とまと
もに競えないなんて、ちょっと考えられないね」（Ⅰ、

371ページ）と嘯いた。そして、ジョブズはアップルを退
職した。彼は、アップル株の11％、650万株を所有
していた（時価で1億ドルを超える額）が、その株を退職
直後から売り始め、5か月間で1株を残してすべて
売り払った。1株を残したのは、株主としての発言
権を手放したくなかったからである（Ⅰ、370ページ）。
　ジョブズは、人間としての優しさを軽蔑していた
人であった。しかし、ジョブズの大成功を目の当たり
にしたベンチャービジネスの起業家たちの多くが、

ジョブズの威嚇的スタイルを模倣するようになっ
た。
　多くの起業家たちが、新製品を発表する際、経
営方針だけでなく、「リーバイス501」と黒タートル
ネックというジョブズの服装を真似て舞台に上がる
ようになった。
　退職と同時に設立した「ネクスト」（NeXT）で、ジョ
ブズは、ワークステーションとパソコンを融合させた
画期的なネクスト・コンピュータを1988年に発表し、
業界に衝撃を走らせた（Ⅱ、13ページ）。1989年には、
キヤノンから1億ドルの出資を引き出すことに成功
した。しかし、この年、発売に踏み切ったネクスト・コ
ンピュータは、ほとんど売れなかった。値段が高す
ぎたのである。結局、ジョブズは持論のハードウェア
とソフトウェアの両方を開発するという方針を撤回
し、ソフトウェア一本に的を絞ることになった。そし
て、1993年には、全社員530人のうち、半数以上
の280人を解雇し、ハードウェア部門をキヤノンに
売却してしまった（Ⅱ、15ページ）。退職後のジョブズは
次々と新製品を発表したが、そのことごとくが失敗
に帰した（Ⅰ、372ページ）。
　自分を追放したアップルへの憎悪も隠さなかっ
た。アップルは、1990年代に入ってシェアを失い続
けた。市場シェアは1980年代末の16％をピーク
に、1996年には4％にまで下がり、1991年に70ド
ルであった株価が1996年には14ドルにまで下がっ
てしまった（Ⅱ、19ページ）。他の会社がテクノロジーバ
ブルで株価を上げていたのに、アップルはこのてい
たらくぶりであった。とくにマイクロソフトが1995年
に発売したウィンドウズ95の前にマックは完敗した。
1995年、『ワイアード』（WIRED）誌 からのインタ
ビューでジョブズは、嘆いていた。「イノベーションが
ないに等しい状況になってしまった。マイクロソフト
がすべてを支配し、イノベーションはほとんどない。
アップルは破れた。デスクトップ市場は暗黒時代に
入ったんだ」（Ⅱ、15ページ）。「スカリーがなまくらな連
中となまくらな価値を持ち込み、アップルを駄目にし
たんだ」（Ⅱ、17ページ）。
　1993年、スカリーの後任となったマイケル・スピン
ドラー（Michael Spindle, 1942-）が、アップルを、IBM
やHP（ヒューレット・パッカード）に売却しようとしたが失
敗、1996年にギル・アメリオ（Gilbert Frank Amelio, 

1943-）がCEOになり、強力なパートナーを探すよう
になった（Ⅱ、19ページ）。
　こういう時に、「オラクル」（Oracle）会長のラリー・
エリソン（Lawrence Joseph Ellison、1944 -）からジョブ
ズは提案を受けた。公開買い付けでエリソンがアッ
プルを買収し、ジョブズをトップに据えるというもので
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あった（Ⅱ、18 ～ 19ページ）。 
　そして、1996年11月、ジョブズにネクストを買収し
たいとの申し出がアップルからあった。倒産寸前で
あったネクストはアップルからの買収の打診は、
願ったりかなったりであった（Ⅱ、23ページ）。エリソンも
そのことに賛同した（Ⅱ、24 ～ 25ページ）。
　1996年12月、アップルは、ネクスト株を1株10ド
ル、総額40億ドルで買い取るというアップル史上
最 大の破 格の取引に合 意した。支 払いは1億
2,000万ドルの現金と、アップルの株、3,700万株
をネクストに引き渡すことになった（Ⅱ、27～28ページ）。
こうして、ジョブズは、1997年1月、アップルの非常
勤のアドバイザーになった（Ⅱ、35ページ）。その直後、
ジョブズはネクストから移籍した元部下たちをアップ
ルの要職に送り込むことに成功した（Ⅱ、38ページ）。
エリソンも、アップルに再度買収を仕掛けると、マス
コミを煽ってジョブズを支援した（Ⅱ、42 ～ 44ページ）。

『ビジネスウィーク』など、多くのメディアがアメリオ落
としにかかわっていた（Ⅱ、45ページ）。ジョブズは、アッ
プル株1,500万株を売却した（Ⅱ、47ページ）。エリソン
の敵対的買収にジョブズは荷担していたのである

（Ⅱ、48ページ）。刀折れ、矢尽きたアメリオは1997年7
月、CEOを辞職し、アップルを退職した。そして、
ジョブズが取締役として復帰した。復帰の挨拶時
の服装が、ジーンズにスニーカー、黒のハイネックと
いう後のジョブズのトレードマークとなるものであった

（Ⅱ、55ページ）。筆頭株主となったジョブズは、マイク・
マークラをはじめとして自分の政敵を次々と切り捨
てていった。自伝作家が述懐している。「ジョブズ
は冷酷になれる男である。自分に逆らった相手に
対してはとくにそうだ」（Ⅱ、59ページ）。そして、エリソン
など自分の友人たちを取締役に就け、2000年に
自分も正式にCEOに就任した(7)。

4.　ストック・オプションへの傾斜を強めるベンチャー企業
　冒頭の株価の問題に戻りたい。ベンチャー企業
は株価が生命線である。新製品を公表し、それが
評判になれば企業の株価が暴騰する。価格が暴
騰した株式で他企業を買収するなり、他社に自ら
の企業を売却して、相手方の企業の重要職を膝
下に置く。株価が高騰すればするほど、株式が現
金以上の猛威を振るうことになる。現金同様の株
式のことをストック・カレンシーという。ジョブズが実
現して見せたのは、このストック・カレンシーの猛威
であった。ジョブズの成功が、米国の企業を株価
資本主義の方向へ押しやった。ストック・カレンシー
がM&A(企業の合併・買収）の横行を促している。
　調査会社「ディールロジック」（Delogic）の集計に
よると、2014年1 ～ 4月のM&Aの金額規模は前
年同期と比べ約4割増え、07年以来の大きさと
なった。1件あたりの規模が1億ドル程度と前年か
ら5割伸びており、案件が大型化しているのが最
近の特徴になっている（『日本経済新聞』2014年5月5

日、7面）。
　アップルは2013年3月から14年2月末までの1
年間で400億ドル（約4兆円）以上の自社株買いを
実施し、配当も増やすなど史上最大規模の株主
還元策を実施した。株価を高めるためであった。今
後もさらなる還元策を追加すると発表した。これに
よって、「モノ言う株主」のカール・アイカーン（Carl 

Ichan, 1936-）によって提出されていた、自社株買い
枠を500億ドル積み増すという株主提案は退けら
れた。

　アップルはタブレット（多機能携帯端末）「iPad」（ア

イパッド）以来、4年に亘り新規分野の製品を生み出
していない。業績は堅調だが、2011年の創業者ス
ティーブ・ジョブズの死去以来、技術革新が止まっ
たとのイメージを払拭しきれていないのが実情であ
る。
　ティム・クック（Timothy Donald Cook, 1960-）・CEO
はこうした株主の声に規模の大きなM&Aも排除し
ないと明言した。
　競争相手のグーグル（Google)は、125億ドルでモ
トローラ（Motorola）を 買 収し、フェイスブック
（Facebook）が190億ドルでチャット（対話）アプリ運営
会社のワッツアップ（WhatsApp）を買収するなど、事
業拡大を狙ったM&Aがこの分野で積極化してい
ることが背景にある（「アップル株主総会、攻めのＭ＆Ａ求

める声強く」『日本経済新聞』電子版、2014年3月1日付）。 
　自社株買いで吊り上げた自社株価を背景にス
トック・カレンシーによってM&Aを行うのが現在で
は通常の姿になっているが、自社株買いは、企業
幹部に報酬として渡すストック・オプションにもなる。
ストック・オプションとは、市価よりも安い価格で自
社株を買い取る権利を幹部に給付し、ある程度の
時間が経過して入手している株式を市場で売却
すれば、高騰した株価が莫大な利益をもたらすこ
とによって、幹部の意欲を高めようとする手段であ
る。これは、外見的にはESOP(Employee’s Stock 

Ownership Plan＝従業員株式所有制度）という企業が
労働組合に所属する従業員に自社株を無償で供
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与する制度とは目的が完全に異なっている。ストッ
ク・オプションが、株価高騰に導く製品開発を狙っ
たものであるのに対して、ESOPは労働組合の経
営に対する発言権を確保しようとするものである。
　ストック・オプションは、ほとんどのIT企業、ベン
チャー企業が多用する制度である。ソフトバンクを
事例に引こう。同社は、2013年7月25日に、自社
株449万株を買い取った。ストック・オプションに充
当するためである。これは、同社の発行済み株式
数の0.38％に当たっていた。額にして、325億円を
上限に自社株買いを実施すると発表した。取得期
間は2013年7月31日～ 12月31日であった。取得し
た自己株は、すべてストック・オプションで付与する
株式に充当する。ストック・オプションはソフトバンク
本体や子会社の取締役、執行役員、従業員が対
象で、1037万5,800株を予定している。「2016年3月

期に営業利益1兆2,000億円超」という経営目標をクリア
するのが権利行使の条件となっていた（『日本経済

新聞』電子版、2013年7月25日付）。
　ストック・オプションは、開発担当者の意欲を刺
激する。しかし、これには株価が高騰することが条
件になる。しかし、ストック・オプションはあくまでも個
人の欲望を刺激するだけのものである。これによっ
て、企業への愛着心、同じ仕事仲間との連帯感を
むしろ喪失させてしまう危険性もある。日本では、欧
米ほど、この種の手法が多用されていない。私など
はそれが日本の強みであるとの考え方をしている
が、近年では、欧米並にストック・オプションを企業
幹部の意欲増進の梃子にすべきだとの論調も日
本では強くなってきた。
　武井一浩の新聞投稿エッセイを例に取ろう。以
下、要約する。
　企業統治改革論には、プラスを伸ばす視点も
必要である。喫緊に取り組むべきは、役員報酬の
構造改革である。
　役員報酬は①固定報酬、②毎年の成果に応じ
た短期業績連動報酬、③複数年度の業績や企
業価値に連動した長期業績連動報酬――の3つ
の類型に分けられる。日本の課題は、長期業績連
動報酬の構成比率があまりに低いことである。
　売上高千億円規模の上場企業を対象にCEO
の報酬を国際比較した2013年度の調査による
と、欧米では長期業績連動の比率を高めることが
大きな流れとして定着しており、ヨーロッパでは法
改正さえ模索されている。
　これに対し日本は固定報酬が全体の7割を占
め、短期業績連動が約2割、長期業績連動に至っ
ては1割しかない。日本企業のCEOの報酬は欧米

企業よりかなり低いが、その要因がこうした報酬構
成の偏りに如実に表れている。日本の上場企業
の経営トップは、同じレベルの業績向上を達成した
米国企業の経営者と比較して、20分の1程度しか
報酬が増えていないという調査結果もある(8)。さら
に悪いことに、企業不祥事が起きた際には日本で
は固定報酬部分がカットされる。これではマイナス
方向の業績連動しか存在しない、まさにハイリスク・
ローリターンの役員報酬構造である。
　自社株報酬の選択肢が乏しいことは、日本企業
のグローバル展開の足かせにもなっている。海外
では当たり前の自社株報酬を付与できないと、海
外子会社などでの有能な外国人の獲得は難し
い。
　有能な経営者層は、まさに日本経済の成長を支
える貴重な人的資源であることを忘れてはならな
い。今後ガバナンス改革をさらに進めていくのなら、

「役員に就いた人間はなりたくてなっている」とい
う発想でなく、「有能な経営人材を育てて役員に
なっていただく」という発想を取り入れた企業法制
を構築していくべきだろう（武井一浩「役員報酬の構造

改革急げ」『日本経済新聞』2014年5月8日付、28面）。
　以上である。
　私はそうは思わない。平社員と社長との給与格
差が小さいことが日本的企業の強みであった。企
業の社員は、経営陣も含めて、同じ釜の飯を食う
同僚として互いに尊重しながら切磋琢磨してきた。
私は、その風土を共生社会を目指す日本の強みと
して意識している。
　しかし、大量のストック・オプションを給付された
企業幹部は、愛社精神どころか、企業を次のより
大きい報酬を得るための腰掛けとしか考えていな
い。彼らには、現在勤務している会社の株価をい
かにすれば高騰させるかへの腐心しかない。しか
も、会社を渡り歩いた人ほど経営者層からは有能
な経営者と尊敬される。これでは、安定した［生活
の必要な製品とサービス」を提供する「社会的に
有用な企業」を消滅させてしまうことになる。
　大学改革に引き寄せてこの問題を説明しよう。
従来のように、学長が大学人の選挙で選ばれる
のではなく、外部から連れてこられ、学長の権限が
とてつもなく大きくなり、学部教授会の意向を無視
して、人事・予算権のすべてを掌握すべきだという
のが最近の大学改革論である。そうすれば確かに
マスコミ受けする派手派手しい研究成果が早期に
日の目をみることはできる。しかし、時間は長くかか
るが、いつかはその有用性が認知される類いの重
い研究はそのような大学からは生まれてこなくなる
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だろう。ストック・オプションの行き着き先は、人間に
とって必須の地道な生活環境の破壊である。生

活環境を育む企業の株価は低迷したままなので
切り捨てられるからである。

お わ り に
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注

(1)  厚生労働大臣の諮問機関「労働政策審議会」の2006年10月24日の委員会で、過労死は自己管理の問題であり、文句があれば訴え出
れば済むことなのに、労働は甘やかされすぎていると公然と発言した人材派遣会社の経営者委員が、2003年から「日本郵政公社」の職
員研修事業を受注していた（本山美彦［2014］、63 ～ 64ページ）。

(2)  2013年4月30日の「日本の強み・弱み─その仕分け研究会」（以後、単に「研究会」と表記）のメンバーで、「日本郵政グループ労働組合・
中央執行委員の、増田喜三郎・企画局長（当時）は、機械化が、職人の経験知を奪い、技術の蓄積をなくしたばかりか、非正規社員を増や
してしまって、仕事上の技能を伝承させるシステムを弱めたとの報告を行った（同上、59ページ）。

(3)  彼らのモノの言い方は、「すべての旧いモノを捨て去れ」と経営陣にリエンジニアリングを激しい言葉で迫ったカリスマ的な企業コンサルタン
トのマイケル・ハマー（Michael Hamm, 1948–2008)を想起させる。彼は、自らを、経済学の祖であるアダム・スミスをも上回る大理論家であ
ると大言壮語していた。しかし、結果は惨めであった。彼の説に従って人員整理に邁進した一流企業が自らの首を絞める羽目になってし
まった（詳しくは、本山美彦［2014］、39 ～ 40ページ、参照）。「研究会」の立ち上げ時にも、本山美彦がマスコミに煽られる人々の姿勢の大
きな揺れの危険性を指摘していた（「研究会」2011年1月14日）（同上、27ページ）。 

(4)  米国では「モノ言う株主」である機関投資家からの圧力を強く受けるために、企業は短期での利益を追求せざるを得ず、結果的に長期的
な視点からじっくりと基礎的な秘術を発展させることができなかったと、1988年に警告したのがMIT産業生産性調査委員会」（MIT 
Commission on Industrial Productivity）によって提出されたMade in Americaという報告書であった（本山美彦［2014］、120ペー
ジ）。

　　 　2013年7月、破産の苦渋をなめたデトロイト市は、「製造業の町」というイメージを捨て去るのではなく、「長年培われた技術を持つ誇りの
ある町」というスローガンを、破産の直後から、前面に押し立てることで再生の軌道に乗っている。中でも、「シャイノーラ」（Shinola）は、自社
製品である自転車に、完全に米国製であること、高品位であること、海外に移転してしまった米国の製造業が回帰してくれることを願って、
製品に"Detroit, Made in America"のステッカーを貼っている（本山美彦［2014］、192 ～ 93ページ）。

　　 　2011年のタイにおける洪水で日本企業が操業できなくなった時、タイで使用していた設備を日本で設立したが、日本の従業員はその操作
ができなくて、タイ人を日本に呼び寄せて操業せざるを得なくなったことがあった。ここに、日本の技術の空洞化の現実を見ると、宮本信・
JAM産業政策グループ長（当時）が語った（「研究会」2012年2月8日）（同上、108ページ）。

(5)  労働者が集団的に資本の下に雇われ、しかも相互にバラバラに切り離されている自体を脱却すべく、労働者が「アソシエ」を結成し、企業
を組織すれば、労働者は知的で誇り高い意思に溶け合い、幾千の腕が協力して駆られの数よりもさらに大きな集合力を生み出すと夢想し
たのがピエール・プルードンであった（Pierre-Joseph Proudhon, 1809-65）（Proudhon［1982］、邦訳、228 ～ 29、234ページ）（本山美
彦［2014］、163 ～ 64ページ)。

(6)  才木誠吾・情報産業労働組合連合会政策局長（当時）による情報サービス産業の実態報告によれば、日本では、従業員10人未満の事
業所が45％、10-49人が38％と、ほとんどが中小企業である。大手が顧客から注文を受け、それを開発のパーツごとに下請けに出し、そこか
らさらに孫請けにだされるという多段階の請負構造の下でIT技術者は悲惨な労働環境に置かれている（「研究会」2012年12月27日）（本
山美彦［2014］、177ページ）。

(7)  ITビジネスの成功者が賞賛を浴びるようになって、競争に勝ち抜くことが経営者の至上命令となった。勝つためには人に言えない悪辣なこ
とをしていたのに、勝てば賞賛され、人格的に卑しくても非難されることはない。非難されるのは常に敗者である。勝者は英雄になり、無慈悲
な政治的圧力を競争相手に掛け続けても賞賛される構図になってしまった（本山美彦［2014］、243ページ）。

　　 　2011年9月29日の「研究会」で、新妻健治・イオングループ労働組合連合会会長（当時）は、「米国の経済的パーフォーマンスは異常。そ
れは移民国家からくるのか、宗教的問題もあるのか、米国の突出ぶりの原因を知りたい」と発言した（同上、292ページ）。確かに、米国を相
対化せずに、成功した起業人を普遍的なものとして偶像化することは危険である。

(8)  米国社会の所得格差は著しい。1980年の企業のCEOの平均年収は、一般労働者の43倍であったが、2005年になると411倍に跳ね上
がった。そのツケは大きい。自由市場経済への不信感を米国の一般市民に増大させてしまったからである（本山美彦［2014］、241ペー
ジ）。

(9)  2011年7月22日の「研究会」で、山本喜久治・JEC総研代表（当時）は語った。「市場からの撤退ということが良く言われるが、現実はそう
簡単なものではない。・・・いったんは陳腐化した技術や製品が技術革新によって再生されることがある。70 ～ 80年間続いてきた技術が
必要でなくなったといって捨ててはいけない。その技術がいつか必要になるからである。儲からないからといって選択と集中ができないのが
化学産業である。・・・資本の都合で考えたり、収益性だけから見ては駄目であることを化学業界は熟知している。・・・化学産業には、弱
者の勝利という面がある。ある分野から撤退した同業他社に、新規事業に転進できずに、その分野のものを供給し続けているのが弱者であ
る。時が移って、その分野の材料が再度脚光を浴びるようになることも結構多い。弱者が勝利したのである。・・・日本企業の強みは、常に
ユーザーの要望に応えるべく、時間を掛けて製品を市場に出すという点で、自己本位ではない、ユーザー本位の企業が多いという点にあ
る。欧米の企業は、自分が開発したものを使えというスタンスであるが、日本の技術開発は、ユーザーと研究開発との間を何度も往復し、結果
的に、多様化する機能を持った材料の創造につながっている。・・・たくさんのプレーヤーがいる日本の材料産業は有望である」（本山美彦

［2014］、133ページ）。


