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この翻訳は、参考までに作成したもので、精査したものではありません。 

引用される場合は、必ず原文（英語）をご参照ください。 

 
 

 
 

仕事の未来世界委員会第 2回会合（2018年 2月 15日～17日） 
 
 

論点概要第 9 号 
領域 5：成長・開発の新たな手法 

 

 

包摂的成長のための新たなビジネスモデル 
 

 

2017 年 8 月の「仕事の未来世界委員会」設置により、ILO「仕事の未来 100 周年記念」イ

ニシアチブは第 2 段階に入った。世界委員会の今後の審議のたたき台として、6 つのテー

マ領域が提案されているが、これらは保障、公平、繁栄を実現できる仕事の未来を確保す

るために検討が必要な主な課題に重点を置くものとなっている。そして、提案されたテー

マ領域のそれぞれを取り扱う一連の論点概要が作成されている。その意図は、それぞれの

テーマに含まれる主要課題に関する議論を刺激することにある。なお、テーマ領域は必ず

しも最終報告書の構成と関連づけられていない。 
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論点概要の一覧 
 
領域 1：個人と社会にとっての仕事の役割 

第 1号 個人、仕事と社会 

第 2号 若者の状況と期待への取り組み 

 

領域 2：全世界的に浸透している仕事の世界における女性にとっての不平等へ

の終止符 

第 3号 包摂的な労働市場とジェンダーの平等に向けたケアへの取り組み 

第 4号 インフォーマル経済で働く女性のエンパワーメント 

 

領域 3：社会・環境・経済開発のための科学技術 

第 5号 プラットフォーム経済における仕事の質 

第 6号 技術の仕事に対する質的・量的影響 

 

領域 4：教育の各段階における変化の管理 

第 7号 ライフサイクル全体を通じた移行の管理 

第 8号 未来の労働力のための技能政策とシステム 

 

領域 5：成長・開発の新たな手法 

第 9 号 包摂的成長のための新たなビジネスモデル 

第 10号 包摂的で持続可能な未来のためのグローバル・バリューチェーン 

 

領域 6：仕事の統治の未来 

第 11 号 労働ガバナンスの新たな方向性 

第 12号 仕事の未来に向けて普遍的社会的保護を確保するための 

   革新的手法 
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序論 
 

企業は我々の経済の原動力であり、豊かさの作り手であり、雇用の創出者でもあるが、投

資家と債権者への報酬を圧倒的に重視する現状の姿勢によって、環境や福祉が蔑ろにされ

ているのではないかという懸念が強まっている。そこから、どうすれば企業の潜在能力を

最善の形で社会への貢献に活用できるのか、という課題が生まれてくる。 

 

この課題に鑑み、この論点概要では、企業の生産能力をどのように活用すれば、包摂的で

持続可能な成長に最適な形で貢献できるのかに対する理解を深めるため、新たなビジネス

モデルに関する研究の現状を取りまとめる。 

 

 

主な調査結果 
 

「株主優位主義」という単一利害関係者モデルは危惧すべきか 
 

所得の不平等と雇用条件に対して株主優位主義が及ぼす影響については、多くの研究で分

析されてきた。株主優位主義とは、株主という単一の利害関係者にとっての価値を追求す

ることこそが、生産効率を高めるうえで中心的なビジネス機能だとする考え方である。株

主は生産余剰に対する残余請求権を有しているが、リスクも負担している。 

 

国境を越えた資本の流れの自由化と、金融資産の成長により、株主価値の原則は、企業統

治の伝統を異にする国々を越えて、ますます当然のこととみなされるようになった（van 

der Zwan, 2014）。株主価値を押し上げるその他の種類の誘因との対比における金融面での

誘因の強さは、企業統治が製品市場ではなく、金融市場により、かつ、これに対応する形

で条件づけられるという「金融化」の伸長とともに増大してきた（Fligstein, 1990）。金融

化は、価値の創造と分配の過程に大きく影響する（Appelbaum and Batt, 2014）。すなわち、

今日の株主価値は、他の要素よりも、金融工学（会計事務所その他の仲介機関）を通じた

富の創造に依存する傾向にある。このモデルによると、価値は主として、非生産的資源か

ら生じる。これが効率向上の分配に影響を与えることは明らかである。研究者は、金融化

が株主優位主義の範囲をどのように変え、ビジネスの戦略とプロセスをどのように決定づ

けているか、という問題を重視している。株主優位主義は企業の経営者に対し、株主の承

認を維持するよう圧力をかけるが、これは金融化との関連で、常に高い株主資本利益率を

稼ぎ出すことを意味する。そこから、株主と競合する重要な利害関係者集団、つまり労働

者が抱える不平等や雇用条件に関する数多くの懸念が生じている。 

 

1. 株主制度に固有の短期的志向は、訓練や関連の人材育成形態に投資するという長期

的な雇用戦略を阻止する方向に働く（韓国のケースは、Kim and Kim, 2015 を参

照）。 

 

2. 株式買戻しが史上最高の水準に達していることで（図 1）、設備や研究開発、賃上

げ、安全衛生の改善に投資できる資金が減っている。しかも、株の買戻しは安定株

主よりも不安定株主に報いることになる（米国のケースは、Lazonick, 2014 を参

照）。 

 

3. 株主優位主義を強調する企業の労働者は、そうでない企業の労働者に比し、人員削

減のリスクに晒されやすい。これは、人件費がしばしば費用削減戦略の対象となる

からである（Lin, 2016）。実際のところ、その効果は、労働者が解雇に抵抗できる

能力の低下につながる制度的な要因に左右される（Goyer, Clark and Bhankaraully, 

2016）。 
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図 1. 株式買戻しと配当、米国 

 

 
 

多くの国では格差が拡大し、労働者の実質賃金が伸び悩む中で、企業幹部に対する報酬額

の増大に対する懸念も高まっている（Dah and Frye, 2017）。Kiatpongsan and Norton (2014) 

が行った国際調査では、最高経営責任者（CEO）はどれくらいの報酬を受け取っていると

思うか、という質問と、CEO の適正報酬はどのくらいだと思うか、という質問を行った。

その結果を見ると、社会的な規範と幹部の期待値の間には大きな断絶があることが分かる

（図 2）。例えば米国では、CEOの平均報酬額は 2012年の時点で、非熟練労働者の賃金の

354倍に達していた。これは、調査回答者が推定した比率（30:1）と、回答者が理想と考え

た比率（7:1）をともに大きく上回っている。 

 

 

図 2. 幹部報酬に関する国際調査の結果 

 
 

出典：Kiatpongsan and Norton, 2014. 
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賃金が伸び悩み、世界的な労働分配率も低下しているという証拠がある一方で（ILO, 

2016）、株主優位主義は、もうひとつの重要な利害関係者である国民国家の収入も削って

いる可能性がある。多くの国では、平均税率の低下に伴う法人税収入の減少に対する懸念

が高まっている。例えば、経済協力開発機構（OECD）加盟国について見ると、税収総額

に占める法人税額の割合は、平均で危機前の 2007 年の 11.2%から、2014 年にはわずか

8.8%へと落ち込んでいる。いくつかの国では劇的な減少が見られ、チリでは 29%から 21%、

スペインでは 13%から 6%、オーストリアでは 23%から 17%へと、それぞれ低下している1。

各国は、消費税などの逆進性の高い徴税形態を用いることで不足分を補い、福祉を支援し

たり、企業にとって欠かせないインフラ整備に投資したりしている。標準付加価値税

（VAT）率は OECD平均で 2014年に 19%と、記録的水準に達している。 

 

エビデンスとビジネスに関する議論では、企業はその他の利害関係者の見解や利益をいか

に統合できるのか、および、企業の短期的な経済価値をいかにして長期的な観点で補足で

きるかという、仕事の未来に関する 2つの重要な問題が提起されている。 

 

企業はその他の利害関係者の利益にどう配慮できるか 
 

どのビジネスモデルにも、複数の利害関係者による貢献が絡んでくる。投資家と債権者は

資金を提供し、配当やその他の支払を期待する。労働者は賃金と引き換えに労力や意欲、

アイデアを提供する。そして国家は税収と引き換えにインフラを提供する。不平等の拡大

に関する懸念を考えると、その他の利害関係者の利益の統合がいかにして、戦略的なビジ
ネスの意思決定に寄与し、それによって包摂的な開発に貢献できるのか、という問題が重

要となる。換言すれば、株主だけでなく、社会全体の利益を正当な利害関係者として取り

扱うべき時期が来ているのかもしれない。 

 

「株主」モデルに対する「利害関係者」モデルの雇用面、革新面での実績は古くから、ほ

とんど国別レベルで把握されてきたが（開発途上国については Gospel and Pendleton, 2005

など）、新たな研究は「利害関係者重視度」の高い企業と低い企業との間の業績の違いを

調査している。利害関係者重視度とは、さまざまな利害関係者の見解を経営者と規制環境

どの程度、尊重しているかを表すものとして定義されている。新たな調査の主な結果は下

記のとおり。 

 

 多くの利害関係者への対応は、持続可能な業績に不可欠と見られることが多くなってき

た企業の社会的責任（CSR）を推進するプラスの要素である（Mason and Simmons, 

2014）。利害関係者は、企業により高い労働基準を守らせる力を付与する法律上の権利

（ドイツなど）や、キャンペーン活動（企業または産業レベル）から、正当性を得るこ

とができる（Young and Makhija, 2014）。 

 

 企業の CSR 課題には、国（や地方政府）とのパートナーシップにより、貧困に取り組

み、基準を設定し、「民営化ガバナンス」を形成することが含まれうる。これは国の競

争力にとってプラスに働く可能性があるものの（Boulouta and Pitelis, 2014）、研究結果

を見ると、法人税の支払によって所得分配を改善しようとする企業の取り組みには限界

があることから、政府と市民の「利害関係者重視度」も限られてくることが示唆される

（Utting, 2007)。 

 

 多国籍企業（MNC）は、子会社受入国の多くの利害関係者と連携することがある。こ

れは、現地の利害関係者が、人権や社会、環境関連の課題に関する正当な懸念を有用な

形で伝えること（および、専門的な知識を提供する）ことができるからである（Kang, 

2013）。逆に、現地の情報を持つ利害関係者との連携がないか、このような利害関係者

                                                        
1 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table-3-12-taxes-on-corporate-income-1200--total-taxation.htmの OECDデー
タを参照。 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table-3-12-taxes-on-corporate-income-1200--total-taxation.htmのOECD
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自体が存在しない場合には、紛争やビジネス実践上の問題が生じかねない（Bondy and 

Starkey, 2014）。 

 

 これと関連して、多国籍企業が現地利害関係者に対応することによって、紛争や風評上

の損害を回避する能力は部分的に、本国の多くの利害関係者との良好な関係に依存する。
Jackson and Rathert (2017) は、利害関係者の権利の制度化が進んでいる国の多国籍企業

が、世界的なビジネス戦略として利害関係者主導型の CSR を採用しやすいことを示し

ている。 

 

これら新たな調査結果は、多数の利害関係者が絡むビジネス手法がプラスの効果を及ぼし

うるという従前の知識を補強している。こうした効果には、多数の利害関係者が十分に活

用されていない能力領域（労働と資本）を明らかにし、社員と経営陣の間の信頼関係を促

進し、景気循環の雇用に対する影響を軽減し（労働再分配計画などを通じ）、情報の流れ

の改善によって革新に寄与するとともに、遵守面で問題のある経営行動を減少させること

ができる可能性が含まれる（Grimshaw, Koukiadaki and Tavora, 2017）。 

 

長期の課題に取り組み、教訓を学ぶ 
 

資本主義が発展するにつれて、経済のあらゆる部門でさまざまな形態の企業組織が活動す

る余地も生まれた。社会の社会的・環境的ニーズに優先的に取り組むモデルは、古くから

存在する。例えば、共同の有限責任を有する従来型のビジネスモデルや、設計やブランデ

ィング、研究開発（R&D）、ソフトウエアなどの無形資産への投資を特徴とするいわゆる

「無形資本主義」を先駆的に標榜するさまざまな新規のモデルが挙げられる。こうした各

種のモデルは課題だけでなく、持続可能な開発と包摂的成長に寄与する誘因を企業に与え

るための創意に富む方法を考案するための知見も提示している。 

 

「無形資本主義」を担う巨大企業は、1 世代前まで存在しなかったか、小規模なものにと

どまっていたが、今では世界で最も企業価値の高い上位 4 社を含むまでに成長している。

こうした企業は、規制と課税が難しく、概して市場経済の常識的な規則や仕組みを混乱さ

せる新たな動きの速いビジネス形態に対する懸念を生み出した（Haskell and Westlake, 

2017）。これらの「勝ち組」は市場を支配し、有形のコンテンツから価値を切り出し、情

報独占の過程を通じて凝集し（プラットフォームを支配し、商業利用向けのビッグデータ

を収集できるため）、仕事を細かい業務に分断して（雇用形態を曖昧にして）いる（論点

概要第 5 号を参照）。この企業力と財務力の行使については懸念もあるが、これらの問題

に取り組める手段はほとんどない。政治家は右派も左派も、こうした企業により大きな市

民的・社会的責任を担うよう促すためには、従来の税制や規制政策をおそらく最初から考

え直す必要があることを認識するようになっている。 

 

とはいえ、介入が可能な点も多く存在する。これら企業が一部の地域に集中した結果、所

得と住宅費がともに上昇し、金銭的に手の届かない砦ができてしまった。この問題には、

資源をより公正に分配する包摂的な住宅・開発戦略で取り組むことができよう。また、個

人データをはじめとする情報の独占は、新たな形態の資本共有を通じて所有者を複数にし、

それによって富の利得を拡散し、税収を改善するためにはどうすべきか、という問題に関

する議論を新たに惹起した（Lawrence, Roberts and King, 2017）。 

 

事実、新たな団体や憲章、免許を通じて労働者や地元、社会全体とのつながりを強化する

ことにより、包摂性を強めようとする企業が有形・無形経済の双方で増える兆候が見えて

いる。また、株式市場はロンドン証券取引所の倫理指数であれ、S&P 500 環境・社会的責

任指数であれ、企業の社会的・環境的目標に対する企業の姿勢を評価する「社会的指数」

を組み入れることにより、ある程度の適応を遂げている。例えば、株主以外の利害関係者

のための価値を創造し、社会と環境の懸念事項に優先的に（しばしば株主価値とともに）
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取り組み、「一連の新たな規則で新たな経済を創造する」ことに関心を有する企業として

独立第三者の認定を受けたいわゆる「B コーポレーション」の数は増大している（Kim et 

al., 2016）。また、企業の間では、最低賃金を引き上げ、仕事をより平等かつ安定的にする

自発的雇用憲章（例えば、ある都市圏やグローバル・バリューチェーンを対象とするもの）

への加入に対する関心も高まっている（英国のケースは、Hurrell, Hughes and Ball, 2017 を

参照）。 

 

さらに幅広い動きとしては、労働者協同組合や共済組合、社会的企業など、幅広い事業形

態を包含し、市民団体や地域社会のニーズに適切に対応する社会的連帯経済（SSE）企業

も出現している（Borzaga, Salvatori and Bodini, 2017; ILO, 2017）。より多元的なこれらモデ

ルの仕事と雇用に関する重要な教訓は、研究によって明らかにされている。第 1 に、SSE

企業は、投資家の圧力に応じて人件費を削減するために生産活動を他の地域や海外に移転

することが少ない。第 2 に、地域社会の再生や破綻の危機にある企業の救済により、雇用

の創出と保全をともに図る取り組みを先頭に立って進めることが多い（例えば、イタリア

に関し Vieta, Depedri and Carrano, 2017、アルゼンチンに関し Ruggeri, 2009を参照）。各国

の間で見られる差異は、SSE 企業の促進と保護を図る法的枠組みの違いによるものである

（CECOP, 2013; ILO, 2014）。第 3に、SSEの事業形態は、零細企業や独立自営業者向けに

資源をプールするという点で、成果を上げている。 

 

考慮すべき問題点 
 

より包摂的なビジネスモデルを求める声の高まりは、仕事の未来について独自の課題を提

起する。金融市場のグローバル化は、株主価値を優先させる企業論理の中で雇用を質的に

改善するための取り組みに挑戦を投げかけている。金融化された無形資本主義という現在

の時代背景は、こうした動きをさらに増幅させるおそれがある。 

 

経験的証拠を見る限り、新たなビジネスモデルは実際、より持続可能な社会・経済開発に

寄与していることが分かるが、これは同時に、従来型の企業のほとんどで普及や適応がな

かなか進まないという問題も示している。企業の持続可能性目標が有する無形価値をより

よく理解、測定しようとする有意義な取り組みも見られる（例えば、ブラジルに関し

Orsato et al., 2015 を参照。）短期的な目に見える財務利益重視からの転換を企業に促すう

えで、これは潜在的に重要な論点となる。 

 

 企業が利潤極大化という正当な目標を追求しながら、持続可能な包摂的成長にも寄

与できるようにするためには、どのような誘因を設ければよいか。 

 

 株主以外の利害関係者の利益に配慮するため、ビジネスモデルをどのように適応さ

せることができるか。 

 

 デジタル・プラットフォームの集中化に対する懸念に対応するために、どのような

選択肢と手段があるか。 

 

 社会的連帯経済の潜在能力はどのように活用できるか。  

 

/ /// / 


