


１. はじめに

2001年６月20日に日本で初のトラッキング

ストックがソニー㈱より発行された｡ トラッ

キングストックとは､ 特定の事業部門や子会

社の業績にその株価や配当支払いが連動する

ように意図して発行される株式である｡ アメ

リカにおけるトラッキングストックの最初の

発行事例は, ＧＭが1984年に情報通信企業

ＥＤＳを買収する際に発行した ｢Ｅ事業部門

株式｣ である｡ この発行を皮切りに, アメリ

カでは多くのトラッキングストックが発行さ

れるようになった｡ こうした事例からは目的

によってその発行形態が使い分けられている

という傾向を見て取ることができる｡

同じ業種に区分される事業を手掛ける企業

はその業種に固有の要因によって影響を受け

るため, 事業からの収益の発生の仕方も似て

いると考えられる｡ その結果, 同業種に属す

る企業の株価は程度の差こそあれ似たような

変化をすると考えられる｡ 本論文では同一業

種の企業の株価に共通して影響を与える要因

のことを業種要因と呼ぶことにする｡

一方でその特徴から, トラッキングストッ

クの株価の変動と発行企業の株価の変動の間

には正の相関関係があると思われる｡ なぜな

らばトラッキングストック対象事業部門・子

会社は, 企業あるいは企業グループから全く

独立して経営されるとは考えられないからで

ある｡ 株価に影響を与える要因のうち, この

ようにトラッキングストック対象事業部門・

子会社が所属する企業あるいは企業グループ

に固有の要因のことを本論文では企業要因と

呼ぶことにする｡ ではこれら要因のうちトラッ

キングストックはどちらの要因の影響をより

強く受けているのだろうか｡

本論文の構成は次の通りである｡ まず企業

にとって比較的新しい資本調達の手段である

トラッキングストックがどのようなものであ

るかを, アメリカにおける発行事例と日本に

おけるソニー㈱の事例にそって説明する｡ ト

ラッキングストックの特徴を明らかにした後,

トラッキングストック発行企業の株式の収益

率とトラッキングストックの収益率間の偏相

関係数および, トラッキングストックの収益

率とトラッキングストック対象事業部門・子

会社の同業他社株式の収益率との偏相関係数

を日次, 週次, 月次収益率について求め, 各

偏相関係数が０と有意に異なるかどうかを確

認する｡ 最後にこうして得られた偏相関係数

が有意に異なるのかどうかを確認するために,

偏相関係数の差に関する検定を行う｡ こうし

た検定を通じてトラッキングストックの株価

が企業あるいは企業グループ固有の要因 (企

業要因) と, トラッキングストック対象事業

部門・子会社の所属する業種の要因 (業種要

因) のどちらの要因からより強い影響をうけ

ているのかを明らかにする｡

２. トラッキングストックの特徴と発行事例

トラッキングストックとは多数の事業部門
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を抱える企業において特定の事業部門や子会

社の業績に, その株価や配当支払いが連動す

るよう意図して発行される株式である｡

企業がトラッキングストックを発行する目

的は, 議決権を失うことなく株式市場から資

本を調達するためである｡ また自社が投資家

からコングロマリットディスカウントされて

いると考えられるときに, 企業全体ではなく

投資家から成長が期待される特定事業部門・

子会社を対象として企業はトラッキングストッ

クを発行する１｡ この他にはＭ＆Ａの対価と

しての発行や, 対象事業部門や子会社の管理

者・従業員に対するインセンティブとしての

発行などがある｡

日本では, 2001年６月にソニー㈱から日本

版トラッキングストック (子会社連動株式)

が発行された｡ この株式は, ソニーグループ

の100％子会社であるソニーコミュニケーショ

ンネットワーク㈱を対象とするトラッキング

ストックである２｡ 日本の商法にはトラッキ

ングストックを定義する条文がなかったため,

優先株と同様に種類株式の１つとして公開さ

れた｡

アメリカにおけるトラッキングストックの

第１号は, ＧＭが1984年に情報通信企業ＥＤＳ

を買収する際に発行した ｢Ｅ事業部門株式｣

である｡ この株式は後で述べる分類の中の

｢買収型｣ になる｡ この事例では被買収企業

であるＥＤＳ株主に対して, ＥＤＳ株式との

交換物としてトラッキングストックが発行さ

れた｡

以下では日本版トラッキングストックが普

通株式とは異なる点を, 配当・議決権・コン

グロマリットディスカウントの解消の３点か

ら説明する｡

トラッキングストック株主に対して支払わ

れる配当は, トラッキングストックの対象事

業部門・子会社の業績と連動して支払われる｡

日本版トラッキングストックの場合には, 親

会社の完全子会社である子会社の普通株式に

対する配当を, 定款に規定された基準比率に

基づいて換算したものをトラッキングストッ

ク株主への配当としている｡

トラッキングストック株主は, トラッキン

グストック対象事業部門・子会社に対する議

決権ではなく, 発行企業である親会社の議決

権を持つことになる｡ 換言すればトラッキン

グストック株主は, トラッキングストックの

発行企業を通じて間接的に対象事業部門・子

会社に対する議決権を保有する｡ トラッキン

グストック発行企業からすれば対象事業部門・

子会社の議決権を手放すことなく資本を調達

できる｡ つまりトラッキングストック発行企

業は対象事業部門・子会社に対する支配権を

維持し, あわせて少数株主の影響を受けるこ

となく, １つの企業 (あるいは企業グループ)

としての一体性及び戦略の自由度を保つこと

ができるのである｡ この点が日本企業で多く

見られる子会社上場による資本調達法とトラッ

キングストック発行による資本調達法との大

きな違いである｡

スピンオフ (子会社分離) や子会社株式上

場を行う場合と同様に, 企業がトラッキング

ストックを発行するのはコングロマリットディ

スカウントを解消するためであることが多く

の文献によって指摘されている３｡
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１ コングロマリットデイスカウントとは多角化を行った企業が資本市場において適切な評価を受けておらず,

企業全体の価値が株価に反映されていない状態をいう｡

２ 以下ではSCNと表記する｡

３ スピンオフとは事業部門・子会社の分離独立であるが, 分離独立後に親会社とは資本関係を持たない｡ こ

うした資本調達は投資家への“pure player”の提供とよばれる｡ なお“pure player”とは特定の事業のみ

を手がける企業を指す｡



例えば現在, 中核事業と位置づけられる事

業が成熟した事業と市場から判断されている

場合を考える｡ こうした場合, 企業内部で将

来性のある ｢戦略事業｣ と位置づけられる事

業部門があったとしても, この事業部門の成

長性が十分に株価に反映されていないケース

がありえる｡ こうした場合に ｢戦略事業｣ 部

門に必要な資本を調達する場合, ｢戦略事業｣

部門に対して市場評価を直接求めることで,

つまりトラッキングストックを発行すること

で, 企業全体で資本調達をするよりも有利な

条件で資本調達を行うことができる｡

アメリカにおいては2000年４月現在で30種

のトラッキングストックが上場されている｡

アメリカにおけるトラッキングストック発行

の意図は以下の３つに大別される｡

Ⅰ. ｢買収型｣

トラッキングストックの発行目的が ｢コー

ポレートカレンシー｣ として活用することと

いう場合である｡ ここでいうコーポレートカ

レンシーとは, Ｍ＆Ａを行う際に行なわれる

株式交換の対価となりうるもののことである｡

このように株式交換の際に親会社の普通株式

ではなく特定事業部門のトラッキングストッ

クを用いる場合, 買収される企業の株主には

トラッキングストックが割り当てられる｡

Ⅱ. ｢価値顕在化型｣

自社の特定事業部門の価値が普通株式に十

分反映されていない場合に, より忠実に反映

する株式を作り出すことによってその価値を

顕在化させようとするケースである｡ こうし

たケースには, 既存の普通株式に特定事業部

門を対象とするトラッキングストックを割り

当てるケースなどが想定される｡ 具体的な割

り当て方法としては, 既存の株主に配当とし

てトラッキングストックを分配する方法と既

存の株式を複数のトラッキングストックに組

み替える方法とがある｡

Ⅲ. ｢ファイナンス手法型｣

特定事業部門が他事業部門よりも高い成長

を示している場合, その事業部門はマーケッ

トにおいて高い評価を得ることができる｡ こ

うした事業部門を対象としたトラッキングス

トックを発行することで, 発行企業は有利に

資本調達を行うことができる｡

最後に日本におけるトラッキングストック

の発行事例を簡単に説明する｡ ソニー㈱は現

在, ｢ブロードバンド・エンタテインメント

企業｣ を目指しており, それを実現させるべ

く各種の経営戦略をとっている｡ そうした経

営戦略の中でＳＣＮが手掛けるインターネッ

ト事業は戦略上重要な事業と位置づけられて

いる｡ トラッキングストックの発行により事

業の独立性及び事業戦略における機動性を高

め, 調達した資本によりＳＣＮの成長が促さ

れる｡ トラッキングストックの発行により,

ＳＣＮの経済価値及びソニーグループ全体の

企業価値を向上させることを目指す, として

いる｡

３. 偏相関係数の検定

偏相関係数を検定する対象となりうる企業

はソニー㈱子会社連動株式 (証券コード67585,

東証一部上場) とこの子会社連動株式の発行

企業であるソニー株式 (同6758,同), および

ソニー子会社の同業他社であるGMO株式

(同9449, 店頭市場上場) とDTI株式 (同

4791, 大証ヘラクレス上場) である｡ 2001年

６月20日から2003年１月31日までの期間にお

ける各社の株価終値から日次収益率, 週次収

益率, 月次収益率をそれぞれ計算し, 企業毎

の各収益率間の相関係数を求めた｡ ただし

DTIについては取引のない日が多いため, 比

較対象から外した｡

各企業の収益率について計算される相関係

数には, 全ての株式が程度の差こそあれ受け

ている要因の影響が共通して含まれている４｡

各株式の収益率間の真の相関関係を知るため

には, 各株式の収益率からこうした共通要因

の影響を取り除いた相関係数を求めなくては
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ならない｡ 本論文ではこうした共通要因とし

てTOPIXを取り上げる｡ 各企業の収益率か

らTOPIXの影響を除いた偏相関係数を求め,

この偏相関係数の順位和についてウィルコク

スン検定を行う｡

３－１. 各収益率間の相関係数について

各社の日次収益率間の相関係数と偏相関係

数を計算したものが表１である５｡ 偏相関係

数とは, 各変数に共通して含まれる変数を説

明変数として回帰分析を行い, 残差同士の相

関を計算したものである｡ これにより各変数

のうち, 共通要因によっては説明されない部

分の相関関係が明らかにされる｡ 表２は週次

収益率間の相関係数と偏相関係数を表してい

る｡ 表３は月次収益率間の相関係数と偏相関

係数を計算したものである｡
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GMO SCN SONY

TOPIXとの相関係数 0.3733 0.2651 0.6861

SCNとの相関係数 0.2051 － 0.3147

SCNとの偏相関係数 0.1186 － 0.1894

表１―日次収益率について―

＊標本数は387

４ 例えばその期間における日本経済の影響といった要因など｡

５ 偏相関係数の導出についてはAPPENDIXを参照のこと｡

GMO SCN SONY

TOPIXとの相関係数 0.2872 0.1653 0.6418

SCNとの相関係数 0.2374 － 0.3684

SCNとの偏相関係数 0.2010 － 0.3468

表２―週次収益率について―

＊標本数は81

GMO SCN SONY

TOPIXとの相関係数 0.5162 0.2748 0.7071

SCNとの相関係数 0.1867 － 0.4051

SCNとの偏相関係数 0.0545 － 0.3100

表３―月次収益率について―

＊標本数は19



こうして求められた偏相関係数が調査の対

象となるのだが, これらが０と有意に異なる

のかどうかということを確認しておかなけれ

ばならない｡ もし各偏相関係数が０と有意に

異ならない, つまり各企業の収益率が無相関

であれば, これ以降の検定が意味をなさない

からである｡ 各偏相関係数から求められる統

計量 は自由

度 のt分布に従うことがわかっている６｡

日次収益率に関する各偏相関係数についてこ

の統計量を計算すると, それぞれ次のように

なる｡

日次収益率の場合, 標本数が397と十分に

大きいので正規分布で近似できる｡ これらの

数値について有意水準10％で検定した結果,

統計的に有意な差が認められた｡

週次収益率, 月次収益率間の偏相関係数に

ついても同様に統計量を求めたところ, 以下

の結果が得られた｡

週次収益率についても有意水準10％で統計

的に有意な差が得られた７｡ しかし月次収益

率の場合は, 有意水準10％のもとで統計的に

有意な差は認められなかった｡

３－２. 偏相関係数に対するノンパラメトリッ

ク検定

これまでに偏相関係数を日次収益率, 週次

収益率, 月次収益率それぞれについて調べて

きたが, こうして計算された各収益率間の偏

相 関 係 数 と

との間には有意な

差が存在するのであろうか８｡ このことを確

かめるために各収益率間の偏相関係数につい

てウィルコクスン検定を行う｡ ２つの偏相関

係数の標本数は日次, 週次, 月次収益率の３

つである｡ ３－１. において月次収益率に関

する偏相関係数は０と有意に異なるとはいえ

ないことが明らかにされたが, ウィルコクス

ン検定を行うためにあえて標本として扱うこ

とにする｡ 先程の検定結果から各収益率間の

偏相関係数を小さい順に並べ順位表にしたの

が次の表４である｡

表中において太文字で表されている数値が

GMOとSCNの偏相関係数を表し, そうでな

い数値がSCNとSONYとの偏相関係数を表し

ている｡ 検定統計量である順位和は順位表か

ら８ (＝１＋３＋４) となることがわかる｡

有意水準10％のもとでのウィルコクスン検定

では, 両者の間に統計的に有意な違いを示す
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１. 0.21826 ２. 1.30429 ３. 1.82159

４. 2.3716 ５. 3.26505 ６. 3.8278

表４

６ は の影響を取り除いた後の と の偏相関係数を表している｡ 以下同様｡

７ 週次収益率の大きさは81であり､ 日次収益率の場合と同様に正規分布で近似できる｡

８ ここではこれまでに求めてきた３種の偏相関係数をまとめたものを考えるため､ 日次､ 週次､ 月次を表す

添字を省略した｡



結果は得られなかった９｡

以上の結果から, トラッキングストックは

業種要因よりも企業要因の影響をより強く受

けているとはいえず, どちらかの要因の影響

を特に強く受けてはいないということが示さ

れた｡

４. おわりに

本論文においてウィルコクスン検定に用い

た標本数は３つであり, また用いられた検定

方法がノンパラメトリック検定であるという

こともあわせて考えると, この検定結果は弱

いものであるといわざるを得ない｡ ソニー子

会社連動株式の対象企業であるSCNの手が

ける事業は今後も成長が見込まれる業種であ

るため, 企業要因より業種要因の影響を強く

受けているのではないかと予想していたが必

ずしもそうとは言えないという結果がえられ

た｡ D’Souza,J and Jacob,J［2000］では,

トラッキングストック株価は業種要因よりも

企業要因の影響をより強く受けているという

結果が示されている｡ しかし本論文の分析で

はそうした結果を導くことはできなかった｡

D’Souza,J and Jacob,J［2000］では企

業要因を測定するために四半期キャッシュフ

ローや四半期営業利益などのデータが用いら

れていた｡ こうした企業データの入手が今回

取り上げた企業については不可能なため, 本

論文ではこうした企業データについては取り

上げることはできなかった｡ しかし四半期キャッ

シュフローや四半期営業利益など業種要因を

より明確に反映する企業情報が得られるよう

になれば, より明確な検定結果が得られるの

ではないかと考えられる｡
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【APPENDIX---偏相関係数の導出--】

偏相関係数をベクトルと回帰分析を用いて

導出する｡ 最小自乗法は残差の自乗和を最小

にする回帰直線を求めるというものだった｡

そこでこの残差の部分を, ベクトルを用いて

表 す ｡ ま ず 内 積 の 定 義 よ り ,

である

ことが示される｡ 式中のθは と とがな

す角度を示している｡ この式から,

であることが導か

れる｡ なお は と の相関係数を示

す｡
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から へ下ろした垂線と の交点で表さ

れるベクトルを とすると､

｡ よって である

ことが示される｡ これから, 残差を表すベク

トルは次のようになることがわかる｡

もうひとつの変数についても同様にして,

偏相関係数はこうして求められた残差間の

相関係数であるから, 変数 により説明され

る部分を変数 及び から取り除いた後の

変数 と の相関を と表すとする

と,

先程の�式と�式を�式の分子に代入して

整理すると, 以下のように表される｡

同様にして分母を計算すると, 以下の結果

が得られる｡

こうして得られた�式と�式をもう一度�
に代入し整理することで, 偏相関係数が求め

られる｡ その結果が次の式である｡
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1990年代初頭のバブルの崩壊以降, 日本経

済は長期停滞を続けている｡

バブルの崩壊が直接に引き起した不況は,

90年代前半の ｢平成不況｣ である｡ しかし,

３年間にわたる資本ストック調整が終了し,

また, 95年初夏にかけての円高も是正され,

｢平成不況｣ からの回復のもたらされた後も,

97年秋の金融不安の勃発とともに日本経済は

マイナス成長に陥る｡ 更に, 98年秋の金融再

生・早期健全化スキームの成立と同年度末の

公的資本注入によって, 金融不安の鎮静化と

弱々しい景気回復をもたらした後にも, 2000

年央のアメリカの株価バブルの崩壊 (“ＩＴ

不況”) を契機として, 2001年度にはＧＤＰ

成長率マイナス1.2％と戦後最大の落込みを

示すこととなる｡

こうして, 個々の不況にはそれぞれ直接の

要因が対応するが, しかし, その基底には,

それらに解消できない大きな問題が存在して

いる｡

その根本にある問題はバランスシート問題

である｡ すなわち, 銀行の不良債権・企業の

過剰債務問題である｡ そして, バブル崩壊後

の早期にこれらの問題への抜本的対策を採る

ことなく先送りしてきたことが, 日本経済の

長期停滞と今日の危機的状況に帰結したとい

うのが本稿の立場である(１)｡

ところで, 10年余の長期停滞と言っても,

1997年秋の金融不安勃発を境に, それ以前と

それ以降とではマクロに見た日本経済は異なっ

た局面にある｡ この局面を分けるものは, 不

良債権・過剰債務問題先送り局面と, 先送り

が行き詰った以降という点にある(２)｡

そこで, まず, 97-98年の金融不安を境に

日本経済が新たな局面に入った点, 及び, 現

状が危機的状況にある点を確認しておこう｡

この点を示す第１の指標は銀行貸出残高の

減少である｡ それまで総額で見ても対ＧＤＰ

比で見ても高止まっていた銀行貸出残高が,

98年以降急速な減少を示している｡ これは,

金融不安の勃発 (問題先送りの行詰り) に直

面して, 銀行が従来通りには先延し策を維持

できなくなったことの反映である｡ なお, 貸

出減少は中小企業向けに顕著であり, このこ

との結果, それまで80年代前半水準を下回っ

て推移してきた企業倒産件数が著増している｡

第２に, 民間非金融法人企業部門が98年度

以降資金余剰 (貯蓄超過) となっていること

である｡ このことは, マクロに見て, 企業の

投資が内部資金の枠内に留まっていることを

意味している｡ なお, 付言すれば, 民間企業

設備投資は未だに91年水準を回復していない｡

第３に, 失業率の急速な上昇 (97-01年の

間に2.0％ポイントの上昇) とともに, 雇用

者所得の減少が進行していることである｡ こ

れは, 金融不安を契機に企業のリストラクチュ

アリングが本格化したことの反映であるが,

家計の将来不安の増大と相俟って, 97年度以

降消費の全くの停滞をもたらしている｡

第４に, デフレーションの定着である｡ Ｇ

ＤＰデフレータは94年末からマイナスとなっ

ているが, 図１に示される98年以降のほぼ垂

直方向の下降軌道は, この期以降, 需要の停

滞 (総需要線の下方シフト) を主因とするデ

フレーションが生じていることを示している｡

第５に, 通常の金融政策は限界に直面して

いる｡ 99年２月から１年半にわたった“ゼロ

金利”政策及び01年３月からの“量的緩和”

9

日本経済の長期停滞と不良債権・過剰債務問題

有 泉 哲



政策の下で, コール・レートは下限に張りつ

いている｡ それにもかかわらず, デフレーショ

ンの下では銀行の実質貸出金利は３％水準で

あり, 金融緩和とはなっていない｡ 伝統的金

融政策は無効となっている｡

第６に, 財政は破綻しかけている｡ 特に98

年度以降, 毎年度の国債発行額は30兆円を超

える規模に拡大し, 国と地方の長期債務残高

は02年度末には705兆円 (対ＧＤＰ比141％)

に達している｡ しかも, 国と地方のプライマ

リー・バランスは02年度で対ＧＤＰ5.2％と

大幅な赤字であり, かつ, 90年代以降名目Ｇ

ＤＰ成長率は一貫して長期金利を下回ってい

る｡ つまり, 財政赤字の持続可能性に関する

Domarの条件を満たしていない｡ 内閣府

(2001) も述べるように, ｢現在の状態がこの

まま続けば, 債務残高は発散・拡大し続け,

将来的に我が国財政は破綻する(３)｣｡ これに

付言すれば, デフレーションによって名目Ｇ

ＤＰ成長率がゼロ以下であるとき, 財政再建

は不可能に近い(４)｡

最後に, 99年３月の公的資本注入にかかわ

らず, 再び銀行の自己資本毀損は危機的状況

にあり, いつ金融不安が再発してもおかしく

ない状況にある｡ 図２の�は大手銀行の収益

(コア業務純益) と不良債権処理損の推移を

見たものである｡ 93年度以降一貫して後者が

前者を上回っているが, 銀行が毎年損失を重

ねるというこの関係は99年度以降も変わって

いない(５)｡ これに保有株式の価格低落が加わっ

て, 同図の�に示されるように, すでに02年

３月時点で著しく脆弱な資本基盤となってい

る｡ 03年３月期には株価の大幅な低落も加わっ

て, 一層大幅な自己資本の毀損が生じている
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図１ マクロ的にみた数量・価格変化

(横軸＝実質ＧＤＰ (兆円), 縦軸＝ＧＤＰデフレータ)

(備考) １. 内閣府 ｢国民経済計算｣ により作成｡
２. 実質ＧＤＰ, ＧＤＰデフレータともに季節調整値 (デフレータの季節調整値は, 名目・実質各Ｇ

ＤＰ原系列から算出されるインプリシット・デフレータをもとに, 当方で季節調整処理を行った
もの)｡

３. 直近の景気の山 (2000／10) は, 日本政策投資銀行推定による｡
(出所) 日本政策投資銀行 (2001)｡



が, そのような中でも金融不安が再発してい

ないのは, 日銀が20兆円を超える (02年度末

から03年度初には30兆円超の) 当座預金残高

を供給しているからである｡ 通常の金融政策

が無効となった下で, 日銀の“量的緩和”政

策は, 銀行が資金繰り困難から経営破綻に至

るのを回避する政策として機能しているので

ある｡ しかし, 銀行が毎年損失を重ねている

以上, そのようなことがいつまでも可能では

ない｡

1980年代後半から90年代は, 金融の自由化・

資本移動の自由化のなかで, 多くの国がバブ

ルとその崩壊, そして金融不安を経験してい

る｡ しかし, その中で日本経済に顕著な特徴

は, 10年余にわたる経済停滞を続けてなお,

そこから抜け出す展望の開けていないことで

ある｡

なぜそのような事態に陥っているのか, 以

下にその要因を銀行と企業のバランスシート

問題の内に検討する｡

Ⅰ 金融仲介機能の低下と長期停滞

問題の出発点にバブルの崩壊に伴う資産デ

フレのあることは, 多くの論者に異論のない

ところであろう｡ そして, 前述のように, 日

本経済の長期停滞と危機的現状は, バブル崩

壊以降, 根本の問題に手をつけずに先延しし,

時々に対症療法的施策を繰り返してきたこと

の結果だというのが本稿の立場である｡

しかし, バブル崩壊後の ｢平成不況｣ 期に,

バランスシート問題すなわち金融機関の不良

債権と企業の過剰債務の問題が“バブルの後

遺症”の最大の問題である, という認識が無

かった訳ではない｡ 例えば, 宮沢首相 (当時)

は, 日経平均株価が15,000円を割り込んで急

落した92年８月の時点で, 不良債権処理への

公的資本投入を検討していたと報じられてい

る(６)｡ また, 当時のベスト・セラー宮崎

(1992) は, 次のように述べて“複合不況”

論を展開している｡

当面する先進諸国の景気後退に共通する特徴

は, まず金融の自由化の帰結として金融資産
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(ストック) の調整過程が先行し, それによっ

て実質ＧＤＰ (フロー) のマイナス成長が誘発

されている点である｡ それは, バブル＝不良資

産 (ストック) の長期的調整とフローの短期的

在庫調整とが連動して進行する, いわばストッ

ク―フロー複合リセッションであるといってよ

いだろう｡ ……単に在来型の有効需要不足によ

るフローのリセッションと把握するにとどまら

ず, その背景に金融の自由化による不良資産の

調整過程 (クレジット・クランチ) が先行し,

や が て , 重 な り 合 い 連 動 す る 複 合 不 況

(combined recession) であると認識する｡ 診

断が正確でなければ, 処方箋も有効であり得な

いだろう(７)｡

だが, 前者については, 不良債権問題がど

の程度の大きさのものか情報の開示が全く不

十分な中で, 国民的議論となることなく, イ

ンタビューに答えての次の宮沢発言に示され

るように, 問題先送りが選択されることとな

る｡

金融機関の反応は, どういうことになろうと,

(救済を受けることになれば) 最終的に自分の

銀行の中身が洗われることになりますわな｡ そ

して, その責任追及というものが, 公的な関与

を受けるなら免れないだろう｡ ｢余計なことし

ないで下さい｣｡ 簡単に言えば, そういう受け

取り方ですねえ｡

役人の世界は１つのセクショナリズムでねえ｡

自分の受け持っている分野だけ見てますから,

全体的にそういう空気になっているということ

は感じないでしょう｡ 役人たちは不動産, 株の

状況はこれは一時のことであって, 必ず回復す

ると考えてきた｡ 従って事態が回復すれば何も

問題ではない, とそう考えたのでしょう｡ です

から, 総理大臣は何を言っているのかなあ, と

受け取った(８)｡

また, 後者については, １つに, 1980年代

以降の情報の経済学や戦略的補完性と複数均

衡をめぐる議論の展開の中で, 企業と銀行の

バランスシートが実物経済に影響を及ぼすチャ

ネルについての理論的整理が進みつつあった

とはいえ, まだ, 標準的な理論が確立したと

は言えない状況の中で, ２つに, 宮崎が指摘

したチャネルである“クレジット・クランチ”

は, ｢平成不況｣ 当時には, まだ, 不況の中

心要因としてマクロ経済に深刻な影響を及ぼ

すには至っていなかったということがあって,

現実の政策に影響を及ぼすには至らなかっ

た(９)｡

そこで, バランスシート問題が実物経済に

影響を及ぼすチャネルについての, 簡単な理

論的整理から始めよう｡

バブルの崩壊に伴う企業と金融機関のバラ

ンスシート問題とは資産・負債構成の問題で

あり, 直接にはフィナンシャルな世界の問題

である｡ 情報が完全で取引費用のない世界を

想定すれば, これが実物経済に影響を及ぼす

ことはない｡ 摩擦のない資本市場においては,

企業の資本構成はその市場価値に影響を及ぼ

さないというModigliani＝Miller定理の世界

であり, そこでは, 経営者が株主の利益に即

して行動する限り, 企業の資本構成が実物投

資の決定に影響を及ぼすことはない(10)｡

しかし, 日本経済の長期停滞は, 金融機関

と企業のバランスシート問題と不可分に結び

ついている｡ では, この結びつきは何によっ

て生じているのだろうか｡ 言い換えれば, フィ

ナンシャルな側面の問題である資産・負債構

成の変化が, どのような経路を通じて実物経

済に長期にわたる影響を及ぼすのだろうか｡

アメリカの大恐慌の経験のうちにこの問題

を問うたのがBernanke (1983) である｡ 大

恐慌は３次にわたる銀行恐慌とともにその深

刻さの度合いを深めていったのだが, 彼は金

融危機 (銀行破綻及び債務者企業の倒産) が

実物経済に影響を及ぼす非貨幣的チャネルと

して, 銀行による金融仲介機能の収縮
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(credit squeeze) の重要性を論じた｡

後に, ここでの議論は, 金融政策の効果に

関する“クレジット・チャネル” (あるいは

“フィナンシャル・アクセラレータ”) の理

論として整理されることとなる(11)｡ 同時に,

1980年代から90年代には, 同じく情報の経済

学の発展を背景として, 資本市場が不完全な

下での企業の投資決定の理論が展開され, 多

くの支持を得るに至っている(12)｡

以下に, これらの議論の要点を, 企業と銀

行のバランスシートが実物経済に影響を及ぼ

すチャネルという視点から, 日本経済への適

用という視点を加味しつつ記しておこう(13)｡

なお, 以下の議論においてカギとなるものは,

１つに情報の非対称性, ２つに企業 (主に中

小企業) の直面する資金制約, そして３つに,

金融仲介において銀行の果たす固有の役割で

ある｡

情報が不完全で完備契約の不可能な世界で

は, 企業が外部から調達する資金のコストと

内部資金のコスト (機会費用) との間には乖

離が生ずる｡ この両者の乖離をBernanke

and Gertler (1995) は“外部金融プレミア

ム”(external finance premium) と呼ぶ｡

また, Fazzari et al. (1988) の語法を用い

れば, このような乖離に直面する企業は“資

金制約” (financing constraints) の下にあ

る｡

この外部金融プレミアムは, 貸し手と借り

手の間に存在する情報の非対称性から生ずる

死重コストである｡ 具体的には, 貸し手によ

る審査・モニタリング・回収に要するコスト,

貸し手が優良な借り手とそうでない借り手と

を十分に識別できないことから生ずる“レモ

ン”・プレミアム, そして借り手のモラル・

ハザードを抑止するためのコストといった,

情報費用 (エージェンシー・コスト) がその

内容をなす｡ 完全情報下であれば, 借り手企

業は外部資金調達にあたって, 安全資産利子

率にプロジェクトの事業リスクに見合うプレ

ミアムを加算した資金コストに直面するのみ

であるが, 資金制約下の企業は, これに上述

の情報費用 (エージェンシー・コスト) を上

乗せした資金コストに直面することとなる｡

そして, 情報の非対称性の度合い (資金制約

の度合い) が大きければ, 情報費用の大きさ

故に, 必要な資金量の入手自体が制限される

こととなる(14)｡

なお,“クレジット・チャネル”とは, 金

融政策が利子率の一般的水準ばかりでなく,

外部金融プレミアムにも同方向の影響を及ぼ

すことによって, 金融政策の効果が増幅され

る経路を指して用いられている｡ そして, 金

融政策が外部金融プレミアムに影響を及ぼす

メカニズムには,“バランスシート・チャネ

ル”及び“銀行貸出しチャネル”の２つがあ

るとされている｡ しかし, ここでは先に注記

したように, 金融政策から切り離して, 借り

手企業及び銀行のバランスシートの状態が外

部金融プレミアムに及ぼす効果を論ずる視点

から, ２つのチャネルを見ておこう｡

まず, 借り手企業のバランスシートに着目

するものが“バランスシート・チャネル”で

ある｡ 先に述べたように外部金融プレミアム

の内実はエージェンシー・コストであるが,

こうした情報の非対称性から生ずるエージェ

ンシー・コストは, 私的情報を持つ側のイン

サイダーズ・ステイク (insider's stake) が

大きくなるほど小さくなることが, 情報の経

済学によって明らかとされている｡ これを現

在の文脈で言えば, 借り手の正味資産あるい

は内部資金が大きければ, 投資プロジェクト

のより大きなシェアを自己金融することによっ

て, あるいは, より大きな担保を提供するこ

とによって, 貸し手と借り手の利害対立を減

少させ, 外部金融プレミアムを低めることと

なる｡

こうして, 企業のバランスシートが健全で

あれば, あるいは, バブル・ブーム期の日本

経済のように地価の上昇によって土地の担保
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価値が上昇すれば, 企業の直面する外部金融

プレミアムは低下し, 実物投資が促進される

こととなる｡ 逆に, バブル崩壊後の日本経済

について言えば, 企業のバランスシートの悪

化と土地の担保価値の低下は, 企業の直面す

る外部金融プレミアムを上昇させ, 投資を抑

制することとなる｡

ところで, 債券市場に容易にアクセスでき

る企業 (主に大企業) の場合, 証券会社, 格

付け会社等々から成る債券市場の制度的イン

フラストラクチュアが, 貸し手たる投資家と

債券発行企業との間の情報の非対称性を緩和・

解消することによって, 外部金融プレミアム

を縮小・解消している｡ これに対して, 債券

市場にアクセスできない企業 (主に中小企業)

の場合には, 最終的な資金の貸し手との間に

大きな情報の非対称性が存在することとなる｡

なお, 中小企業の債券市場へのアクセスを困

難としている要因としては, その資金調達額

が小さくて, 投資家との間の情報の非対称性

を解消するのに必要な単位あたり情報費用が

著しく高くなることがある｡ そして, このよ

うな企業の外部資金調達は主に銀行に依存す

ることとなる｡

ここで銀行は, 最終的な貸し手である預金

者と借り手企業との間にあって, １つに, 自

ら貸出しに伴うリスクを取ることによって,

最終的貸し手と借り手との間の情報の非対称

性の解消を不要とする｡ ２つに, 銀行と借り

手との間の情報の非対称性の問題については,

相対取引による審査・モニタリング・貸出し

条件の決定といった情報生産を行う｡ ３つに,

この情報生産にあたって, 長期取引関係を通

じた内部情報へのアクセスによって, 情報費

用を削減する｡

ここに, 金融仲介機関としての銀行が, 情

報問題において果たす固有の役割がある｡ そ

して, 日本で重要な役割を果たしている土地

担保について言えば, これは上述の情報費用

削減の代替的な手段となっている(15)｡

こうして,“バランスシート・チャネル”

の議論からは, バブルの崩壊に伴う地価・株

価の低落は, 企業のバランスシートの悪化

(土地の担保価値の低落) を通じて, 資金制

約下の企業 (主に中小企業) の直面する外部

金融プレミアムの上昇をもたらし, これら企

業の設備投資を抑制したということになる｡

これに対して, 銀行のバランスシートが実

物経済に影響を及ぼす経路は,“銀行貸出し

チャネル”と呼ぶことができる｡ Bernanke

and Gertler (1995) の言う“銀行貸出しチャ

ネル”とは, 情報問題克服に重要な役割を果

たしている銀行の貸出し供給線が, 何らかの

理由によってシフトすることから, 銀行依存

型の借り手の直面する外部金融プレミアムが

変化する効果を指すが, ここで ｢何らかの理

由｣ というとき, 特に重要なものは銀行のバ

ランスシートの変化である｡ そして, 銀行の

バランスシートの悪化 (自己資本の毀損) が

貸出し供給線の大きな左側シフトをもたらし

たケースが,“クレジット・クランチ”(ある

いは“キャピタル・クランチ”) であり,

“貸し渋り”である｡ なお, Bernanke and

Lown (1991) は, ｢クレジット・クランチ

を, 安全資産実質金利と潜在的借り手の質を

一定としたときの, 銀行貸出し供給線の有意

な左側シフトと定義する(16)｣ としている｡

したがって,“銀行貸出しチャネル”をバ

ブル崩壊以降の日本経済に即して言えば, 不

良債権の積上りと保有株式の価格低落による

銀行のバランスシートの悪化 (加えてＢＩＳ

自己資本比率規制) が, 銀行の貸出し供給線

を左側へシフトさせて, 銀行依存型企業 (主

に中小企業) の直面する外部金融プレミアム

を上昇させ (“クレジット・クランチ”),

これら企業の設備投資を抑制したということ

になる｡

こうして,“クレジット・チャネル”から

日本経済の長期停滞を説明する議論は銀行に

よる金融仲介機能の低下にその要因を求める
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議論となっている(17)｡

Ⅱ “クレジット・チャネル”の実証研究結

果と不良債権問題先送り

前述の宮崎 (1992) の問題提起もあって,

1990年代前半には“クレジット・クランチ”

をめぐる論争が生じている｡ しかし, 90年代

半ばまでの実証研究からは,“クレジット・

クランチ”の発生を示す確定的な証拠は得ら

れていない, というのが結論であった｡ これ

に対して, 1997-98年の金融不安は“クレジッ

ト・クランチ”の発生を強く印象づけるもの

である｡ そこで, 銀行の金融仲介機能と企業

設備投資をめぐるその後の実証研究の結果に

言及しておこう｡

まず, 90年代全体を通じて金融仲介機能の

低下を経済停滞の主因と論ずるものに,

Bayoumi (2000), 小川・北坂 (2001) があ

り, Sekine (1999) は90年代前半の“クレジッ

ト・クランチ”の存在を指摘している｡ これ

に対して, 90年代前半には“クレジット・ク

ランチ”は存在せず, 97-98年に“クレジッ

ト・クランチ”が発生したとするものに,

Woo (1999) 及びMotonishi and Yoshikawa

(1999) がある｡ ここでは, 紙数の関係上,

それぞれに１点ずつ取り上げることとしたい｡

小川・北坂 (2001) は, 1981-86年, 87-90

年, 91-94年の３期間に分けての銀行貸出供

給関数の推定 (銀行のミクロデータ), 及び,

全期間を対象とした設備投資関数の推定 (法

人企業統計) を行い, 以下の結果を得ている｡

第一に, 土地は大手銀行から非製造業の中小

企業への貸出において担保としてきわめて重要

な役割を果たした｡ ……第二に, 地方銀行によ

る貸出, とりわけ非製造業の中小企業向け貸出

は預金の変化にかなり敏感に反応する｡ 第三に,

ＢＩＳ規制の導入は大手銀行の貸出行動に大き

な影響を加えた｡ 第四に, 銀行貸出に対して中

小企業の設備投資は大企業よりもはるかに敏感

に反応する｡ われわれの行ったシミュレーショ

ンによれば, 1997年秋の大手金融機関の倒産は

言うまでもなく, 90年代初期の貸出の縮小もま

た非製造業の中小企業の設備投資に対して著し

い負の影響を与えた｡

要約すれば, 資産市場のショックは銀行貸出

を通じて, 銀行に依存する割合の高い企業の実

物活動に伝播した｡ したがって, 日本経済では

特に貸出チャネルが重要であると結論づけられ

よう(18)｡

この結論については, １つに, 彼等の推定

において, 大手銀行の中小企業向け及び非製

造業向け貸出しに対して, 80年代後半には地

価変化率は有意にプラスであるが, 90年代前

半には中小企業向け貸出しには有意でなくな

り, 非製造業向け貸出しには有意にマイナス

となっている点に留意が必要である(19)｡ つま

り, 上の ｢第一｣ について言えば, バブル期

のブームをもたらしたのと同一のプロセス

(土地担保価値上昇→中小・非製造業企業向

け貸出しの増大→資金制約下の企業の設備投

資拡大) が, バブルの崩壊とともに逆方向に

作用したという訳ではない点である｡

２つに, 銀行貸出しの伸び率低下が設備投

資の抑制をもたらした効果のシミュレーショ

ンについては, 現実に生じた貸出伸び率低下

をそのまま用いている点に留意が必要である｡

つまり, 90年代前半に“クレジット・クラン

チ”をめぐって論争になった際の, 貸出し伸

び率の低下が貸出し供給と借入れ需要のどち

らを主因とするものか, という論点には触れ

ないままの推計となっている点である｡

Motonishi and Yoshikawa (1999) は,

1981年第Ⅱ四半期から98年第Ⅱ四半期を対象

に, 法人企業統計及び日銀短観のデータを用

いた設備投資関数の推定を行ってる｡ なお,

説明変数に業況予測ＤＩ (実物的要因：ＲＤ

Ｉ) と貸出態度ＤＩ (金融的要因：ＦＤＩ)
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を用いている点に, この研究の特色があり,

以下の結果が得られている｡

全体として, 実物的ＤＩ (ＲＤＩ) は, 銀行

貸出態度ＤＩ (ＦＤＩ) に比べてはるかに重要

な投資の規定因である｡ 特に, 1992―94年の投

資の低落は基本的に利潤機会の悪化に起因して

いる｡ ＦＤＩは1997年に至るまで投資を支える

要因であった｡

(中略)

1997年に始まり, ＦＤＩは突然に支持要因か

ら抑制要因に転換した｡ ……我々はこれをクレ

ジット・クランチと解釈せざるを得ない｡ ……

我々の推定は, クレジット・クランチが1998年

には実質ＧＤＰを1.6％押し下げたというもの

である(20)｡

この結論は, 日銀短観における中小企業か

らみた貸出態度ＤＩが, 97年に至るまで ｢緩

い｣ 超を続けたという点を反映したものであ

る｡ 但し, 国民生活金融公庫の調査対象とな

る小規模企業については, 92年以降一貫して

｢難しくなった｣ 超となっている点には留意

が必要である｡

ところで, 本稿の立場から最も興味深い実

証研究は永幡・関根 (2002) である｡ これは,

ミクロの企業財務データ (東京・大阪・名古

屋１・２部上場＋新興市場上場) を用いて,

1993-2000年度を対象に設備投資関数の推定

(パネル分析) を行ったものである｡ 関数形

の定式は, 誤差修正モデル (ＥＣＭ) 及び自

己分布ラグ・モデル (ＡＤＬ) のそれぞれに,

企業と銀行のバランスシート指標 (土地時価

換算後の企業の負債資産比率, 株式時価換算

後の銀行の修正自己資本比率) を組込んだも

のである｡ なお, 推定にあたっては, 資金制

約の強弱について, 起債実績の有無によるケー

ス分けを行い, 以下の結果を得ている｡

企業のバランスシート指標である負債資産比

率は, どのケースでも有意となり, 資産価格の

下落に伴うバランスシート悪化の影響が設備投

資を大きく下押しした姿がみてとれる｡ 負債資

産比率にかかる係数の大きさを比較すると,

(ＥＣＭの場合) 起債実績のない企業の方が,

起債実績のある企業に比べてマイナス幅が若干

大きい｡ 標準誤差が大きいため確たることはい

えないが, これは資金制約の厳しいとみられる

サンプルが, 資産価格下落の影響を大きく受け

るという点, (バランスシート・チャネルの議

論と) 整合的である｡

銀行のバランスシート指標である修正自己資

本比率Capについては, ……起債実績のある企

業ではCapが有意にならず, 起債実績のない企

業では正で有意となっている｡ ……これらの結

果は, 資金制約の強い企業にとっては, 銀行の

バランスシートの悪化に伴い資金供給曲線が上

方にシフトしたという仮説をサポートするもので

ある(21)｡

この結果に基づき, 彼等は設備投資 (投資

／資本ストック比率) への各要因の寄与度を

算出している｡ ここで興味深い点を整理して

おくと, 第１に, 資金制約の強い ｢起債実績

なし｣ 企業において, 全期間で見ると, 自己

のバランスシートの悪化が投資を押し下げる

効果と, 取引先銀行のバランスシート悪化に

よる効果とが, ほぼ半々の大きさとなってい

る点である｡ 第２は, 銀行のバランスシート

悪化の効果については, その７割が96-98年

に集中していることである｡ つまり,“クレ

ジット・クランチ”の影響は96-98年の間に

集中しているという点である｡

第３に, 彼等の研究で時に興味深い点は,

｢起債実績あり｣ 企業についても, 自己のバ

ランスシートの悪化が投資を押し下げる効果

が有意に検出される点である｡ しかも, ＡＤ

Ｌモデルの推定では, ｢なし｣ 企業は10％の

有意水準に留まるのに対し, ｢あり｣ 企業は

１％水準で有意であり, かつ, 係数のマイナ
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ス値も ｢あり｣ 企業の方が大きいという, 理

論の予想とは逆の結果となっている｡ この点

は, 彼等も ｢企業サイドのバランスシートの

悪化が (貸出) 供給曲線よりも (借入) 需要

曲線を大きくシフトさせたためかもしれな

い(22)｣ と注記しているように, 自己のバラン

スシートの悪化が, 金融仲介機能の強弱を介

することなく, 直接に企業の投資意欲を削い

でいる (企業のリスク負担能力低下) 効果の

大きさを示唆するものである｡

以上の“クレジット・チャネル”をめぐる

実証研究から言えることを整理しておくと,

第１に, 金融仲介機能の役割という点から見

れば, バブル崩壊後の実物経済の収縮は, バ

ブル・ブーム期の拡大のプロセスを逆回転さ

せたものと単純に言うことはできない｡ バブ

ル・ブーム期には, 土地の担保価値上昇が大

手銀行による中小企業・非製造業向け貸出し

の増大を通じて設備投資拡大に寄与したが

(バランスシート・チャネル), ｢平成不況｣

期に大手銀行貸出しにその逆回転が生じたと

いう点は実証されない｡

第２に,“バランスシート・チャネル”を

企業のバランスシート指標を説明変数とする

設備投資関数によって検証する試みについて

は, 90年代の投資停滞について有意にかつ大

きな効果が確認できる｡ しかし, その効果の

どこまでが金融仲介機能の低下によるもので

あり, どこまでが企業のリスク負担能力の低

下によるものかは不分明である｡ しかも, 永

幡・関根の結果は, この効果は基本的に後者

によるものであることを示唆している｡

第３に, 1997-98年に“クレジット・クラ

ンチ”の発生したことがはっきりと確認でき

る｡ そして, 98年以降の銀行貸出しの急速な

減少のなかで, 中小企業から見た貸出態度Ｄ

Ｉは ｢厳しい｣ 超を続けており, このことは,

金融不安の勃発以降,“銀行貸出チャネル”

がマクロ経済の脆弱性の重要な要因となって

いることを意味している｡

これに対して, 第４に, 90年代前半の ｢平

成不況｣ 期については,“クレジット・クラ

ンチ”の有無をめぐる結果は分かれている｡

小川・北坂 (1998) の言う ｢確定的な証拠は

得られていない｣ という点は, 現時点でもそ

のまま当てはまるということになろうか｡ 但

し, いずれにしろはっきり言えることは,

｢平成不況｣ の深刻化にあたって,“クレジッ

ト・クランチ”は主因と言えるほどの大きな

影響を及ぼしてはいないという点である(23)｡

ところで, 1990年代前半について,“バラン

スシート・チャネル”にしろ,“銀行貸出チャ

ネル”にしろ, 金融仲介機能の低下が ｢平成

不況｣ 深刻化の主因となっている訳ではない

という点は, 不良債権問題の先送りとウラ・

オモテの関係にある｡ このことは, 逆に言え

ば, 銀行の不良債権処理の先送りが, 深刻な

“クレジット・クランチ”の発生を回避する

こととなり, ｢平成不況｣ の一層の深刻化を

緩和することとなったことを意味している(24)｡

では,“先送り”の何が問題だったのであ

ろうか｡ それは言うまでもなく, それが行き

詰ったからであり, 銀行の自己資本の深刻な

毀損を通じて金融不安の勃発に至ったからで

ある｡ こう述べることの含意は２つであり,

１つは, 文字通り問題の先送りに過ぎなかっ

たということである｡ そしてもう１つは, 単

にそれに止まらず, 早期に抜本策を採ったと

きに比べて問題をはるかに深刻にした, とい

うことである｡

｢抜本策｣ については後述するとして, で

は, 95-97年には ｢平成不況｣ からの回復が

生じたにもかかわらず, なぜ“先送り”は行

き詰ったのだろうか｡ 言い換えれば, なぜ

“成長による脱出”(growing out) は不可

能だったのだろうか｡ その直接の答は, すで

に見た図２に明白である｡ 銀行の不良債権処

分損は ｢コア業務純益｣ を上回り続け, 銀行

は毎年損失を重ねている｡ つまり, 毎年自己

資本の毀損が進行して止まない訳だが (しか
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も, 不良債権の厳格な査定と処理の欠如した

下では, 実質の毀損は会計上の数値を大きく

上回っていたはずである), そのような状況

の下では, 早晩行き詰るのは自明である｡

“成長による脱出”が可能であるためには,

不良債権による損失と銀行の収益との関係に

逆転が生じなければならない｡ だが, それは,

まず, 借り手企業のバランスシートとキャッ

シュフローに改善が生じていなければ不可能

である｡

図３の�は, 土地・株式時価換算後の企業

の自己資本比率の推移を見たものである｡ バ

ブル崩壊とともに, 製造業大企業を除いて,

その急速な低下が生じているが, その低下は,

特に非製造業中小企業に顕著である｡ そして,

95-97年春の景気回復について言えば, この

低下を押し止める役割を果たしていない｡ こ

うして,“先送り”によって“成長による脱

出”を待ったが, 借り手企業のバランスシー

トは悪化を続け, したがって不良債権は拡大

し続け, 銀行の自己資本毀損の度合いは時間

とともに深刻化したということになる｡

この背後にある要因は, 何よりもまず, バ

ブルとその崩壊の規模の大きさである｡ 図４

は地価の推移を見たものだが, 1990年代には,

地価はバブル期と対称的な形で急落している｡

金融不安勃発の前年である96年までの間に企

業部門に生じたキャピタル・ロスは, 土地で

168兆円, 株式で180兆円であり, 合計348兆

円にのぼっている｡ つまり, バブル崩壊によっ

て生じた借り手企業のバランスシートの傷み

は,“先送り”によって解決できるような規

模のものではなかったということである｡

但し, ここで注意を要するのは, 地価と名

目ＧＤＰとの関係である｡ 図は起点を1983年

にとっており, 起点のとり方によって若干の

ズレを生ずるが, 三大圏商業地価格で見ても

95年には, 80年代前半の地価と名目ＧＤＰと

の関係は回復する｡ つまり, 大ざっぱに言え

ば, バブルで膨らんだ部分はこの頃までには

解消されたのであって, それ以降も引き続く

地価の低落は, 経済停滞 (予想経済成長率低

下) による土地の将来収益予想の低下を反映

したものと考えることができる｡ 言い換えれ

ば,“成長による脱出”が不可能だったのは,

バブル崩壊による資産価格低落の直接の効果

のみによる訳ではない, ということになる｡

この点との関わりで, 次に図３の�を見て

みよう｡ これは, 大西ほか (2002) から中小

企業の過剰債務の推移を見たものである｡ な

お, その圧倒的部分は非製造業中小企業が占

めている｡ ここでの ｢過剰債務｣ は, ①長期

債務の適正な返済期間を５年 (石油ショック

からバブル以前までの平均) として, 長期債

務残高から ｢キャッシュフロー×５年間｣ を

差し引いたものを過剰設備資金と見る, ②短

期借入高残高から正常な運転資金を差し引い

たものを過剰運転資金と見る, という計算に

よっている｡ この算出方法に示されるように,

ここに示される過剰債務はフローの企業活動

に対する過剰であって, 資産価格低落の直接

の効果が反映されている訳ではない｡ ここに

示されているのは, バブル・ブーム期の債務

残高の積上りに対して, バブル崩壊後の経済

活動の萎縮がその大きな部分を過剰とした,

という関係である｡ 見られるように, ここで

は, ｢平成不況｣ からの回復期に過剰設備資

金を中心にその低下傾向が生じているが, そ

の低下幅は過剰債務を解消するには程遠いも

のである｡ 言い換えれば, 短期的な景気回復

によっては, 解消できない規模の過剰債務で

あったということである｡ そして, その僅か

な減少傾向も金融不安の勃発によって逆転さ

れ, 過剰債務は再び100兆円を超える水準に

戻って高止まりしている｡

こうして, ｢平成不況｣ 後の景気回復にか

かわらず借り手企業のバランスシートは改善

せず,“先送り”は行き詰ることとなる｡
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図３ 企業のバランスシートの悪化� 自己資本比率 (時価換算後) の推移

(備考) １. 財務省 ｢法人企業統計季報｣, 内閣府 ｢国民所得統計｣, 東京証券取引所
｢東証統計月報｣, 日本不動産研究所 ｢市街地価格指数｣ により作成｡

２. 大企業は資本金１億円以上, 中小企業は同１億円未満｡
３. 固定資産のうち, 投資有価証券の株式, 土地につき, 時価評価した｡
４. 資産の時価推計の方法は, 平成９年度年次経済報告付注１―12を参照｡
５. 自己資本比率＝ {資産(時価換算後)―負債(簿価)} ÷資産(時価換算後)� 過剰債務の推移 (全産業・中小企業)

(資料) 法人企業統計季報により作成
(注) 中小企業は資本金1,000万円以上１億円未満

(出所) �は内閣府 (2002), �は大西ほか (2002)｡



Ⅲ 企業のリスク負担能力低下モデル

1980年代以降の情報の経済学の成功を背景

に, 企業のバランスシートが実物経済に影響

を及ぼす経路は,“外部金融プレミアム”や

“資金制約”といった情報の非対称性問題の

言葉で語られることが支配的となっている｡

このことを反映して, 日本経済の長期停滞を

めぐる議論においても, バランスシート問題

は, 主に銀行の金融仲介機能の低下の問題と

して論じられている｡

これに対して, (エージェンシー問題を前

提に, あるいは中心に置きながらも) 金融仲

介機能の低下を媒介とすることなく, 企業の

過剰債務から直接に経済停滞を説く理論モデ

ルに, Lamont (1995) のデット・オーバー

ハング・モデル及びKobayashi and Inaba

(2002), 小林・加藤 (2001) のディスオーガ

ニゼーション・モデル (ともに複数均衡モデ

ル) がある｡ このうち前者は, マクロの総需

要予想におけるコーディネーションの失敗が

｢悲観的低投資均衡｣ に導くモデルであり,

経済停滞に総需用が役割を持つ点で, 専ら供

給サイドを問題と見る ｢構造問題｣ 論者への

批判としても興味深いモデルである｡

また, 後者は, 不良債権処理の先送りが日

本経済を ｢停滞均衡｣ に陥れたという視点か

らのモデルであり, 債務超過 (デット・オー

バーハング) 企業の支配権が銀行に移ること

により, 取引先企業がいつ倒産するか (銀行

に見限られるか) 分からないという状況の下

で, 企業による関係特殊投資が行われなくなっ

た点に, 90年代の経済停滞の本質があるとす

る議論である｡

それに対して, ここでは, 企業のリスク負

担能力モデルを考えてみたい(25)｡

なお, 節の冒頭で, バランスシートが実物

経済に影響を及ぼす経路が専ら情報の非対称

性問題として論じられると記したが, この点

について, Blinder (1988) は, Fazzari et
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東京圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域｡
大阪圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域｡
名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域｡

(出所) 国土庁 『平成10年版土地白書』



al. (1988) へのコメントにおいて ｢この理

論化の路線を私は好む｡ と言っても, そこに

は行き過ぎ (to carry it too far) の傾向

があると考えているが｡ 例えば, 1975年に

Steven Jobsに対してほとんどの資本市場が

閉ざされたのは, レモン問題の故であろうか,

それとも, リスクが非常に大きかったからか

？(26)｣ と述べている｡

この点に関連して, 次のKeynes (1973)

の指摘を引用しておこう｡

２つのタイプのリスクが投資量に影響を及ぼ

す｡ これらのタイプは通常区別されて来なかっ

たが, それらを区別することは重要である｡ 第

１は企業家のリスクあるいは借り手のリスクで

あり, 彼が実際に稼得することを望んでいる見

込み収益の確率についての, 彼自身の心の中の

疑いから生ずるものである｡ 人が彼自身の資金

を賭けているのであれば, これが関連する唯一

のリスクである｡

しかし, 借入れと貸出しのシステムが存在す

る下では, つまり, 物的担保あるいは人的保証

の下で資金を貸し付けるシステムを言うのだが,

貸し手のリスクとも呼ぶべき第２のリスクが関

わってくる｡ これは, モラル・ハザード, すな

わち自発的デフォルトか他のおそらく合法的な

手段による債務履行の回避に由来するか, ある

いは担保余力の不足, すなわち予想の外れによ

る非自発的なデフォルトに由来するであろう(27)｡

この ｢借り手のリスク｣, ｢貸し手のリスク｣

という概念は, 後にMinsky (1975) が金融

的不安定性の理論を展開するに当たって中心

的な役割を果たすこととなるが, 前述の“外

部金融プレミアム”をめぐる議論は, 専ら

｢貸し手のリスク｣ に着目する議論である｡

これに対して ｢借り手のリスク｣ についての

議論を補っておかなければならない｡

まず, モデルの前提を論じておこう｡

第１は, 倒産の存在である｡ この点では,

１つに, 債務不履行のペナルティとしての倒

産は, 経営者の規律づけのために存在すると

いうHart (1995) の議論に従う｡ したがっ

て, 以下のモデルはエージェンシー問題の存

在を前提としたモデルである｡ 但し, ここで

前提とされるエージェンシー問題を株主と経

営者との間で考えるのではなく, Bernanke

and Campbell (1988) も論ずるように, 企

業 (経営者) と貸し手との間で考える｡ ２つ

に, ｢貸し手のリスク｣ に着目する議論は,

エージェンシー問題を直接に論ずる議論であ

る｡ それに対して, ここでは, エージェンシー

問題解決策としての倒産の存在は, 議論の前

提である｡ そして, 純粋に ｢借り手のリスク｣

を論ずるために, 倒産の存在が借り手のモラ

ル・ハザードを有効に抑止していると仮定す

る｡ すなわち, 貸し手の直面するデフォルト・

リスクは事業リスクのみを反映していると仮

定する｡ ３つに, 倒産の存在は必ずしも情報

の非対称性を前提としない｡ Hart (1995)

がモデル化するように, それは, 立証不可能

性から生ずるエージェンシー問題である｡ し

たがって, 以下のモデルでは情報の対称性を

仮定する｡

第２は, 倒産コストの大きさである｡ 摩擦

のない世界であれば, 継続価値のある企業が

一時的な損失によって倒産したとしても, 第

３者による買収と再建は容易であり, そこに

は極く僅かな社会的コストしか生じない(28)｡

これに対して, 情報が不完全で無視できない

取引費用が存在するとき, 更には, 技術はブ

ルー・プリントではなく暗黙知や関係特殊技

能が存在するとき, 倒産の社会的コストは十

分に大きなものとなる｡ そして, このコスト

を解雇される経営者, 株券の無価値となる株

主, 債権を十全には回収できない貸し手, そ

して解雇される労働者といった関係者がそれ

ぞれ負うこととなる｡

こうして, 倒産が存在し, かつ, それが大

きなコストを伴う世界では, 以下に見るよう
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に, 倒産確率を介して, 企業のバランスシー

トは実物経済に影響を及ぼすこととなる｡

１国経済に存在する諸企業の集合�を考え

る｡ この集合内ですべての企業は対称的であ

ると仮定する｡

各企業の前期末の純資産を��, 今期末の

純資産�とする｡ なお, ここで ｢純資産｣ と

は, 資産を時価評価した上で負債を差し引い

た会計上の純資産であり, 将来予想収益の資

本還元値から負債を差し引いたものを考えて

いる訳ではない｡ そして, �の実現値�０の

とき, この企業は債務返済不能 (デフォルト)

に陥り, 倒産するものとする｡ なお, ��０

とならずとも借入れの返済が不能となればデ

フォルトであるが, あるいは, 逆に, ��０

であっても, ときどきのキャッシュフローに

よって借入れの返済が可能となっていれば倒

産しないが, 簡単のため, ��０とデフォル

トと倒産とを同一視する｡ また, 既存債務の

返済が優先される下で, 以下に論ずる新規債

務は倒産時には無価値となるものとする｡

今期の投資プロジェクトの粗収益率をπと

する｡ ここで粗収益率は１＋(純)収益率の意

であり, 現実との対応では１期間 (投資の時

間視野) は５年程度となろうか｡ また, 投資

資金は, 簡単のため, すべて借入れ�によっ

て賄うものとする｡

安全資産の粗利子率を�とし, 貸し手がデ

フォルト・リスクに対して要求するプレミア

ムを�とする｡ なお, 貸し手 (銀行) は�の

外に存在し, �は�にとって外的な与件とす

る (部分均衡モデル)｡ また, 企業は, 銀行

に対して私的情報を持たないと仮定しよう

(対称情報の仮定)｡ このとき,

となる｡

取引相手のデフォルト確率 (売掛金・手形

の回収不能確率) を無視できるものとし, そ

のときのπの期待値をμとする｡ πが正規分

布に従う, すなわちπ～� (μ, σ２) と仮

定すると, πの実現値はμ＋ と書け,

～� (０, σ２) となる｡

企業がデフォルトに陥った場合,

となる｡ 競争的な資金市場を想定し, 銀行は

リスク中立的と仮定する (大数の法則) と,

リスク・プレミアムはデフォルト確率に等し

くなり, �
となる｡ なお, は累積分布関数を示

す｡ 図５の�(�)線は, �式の右辺を�の関数

と見て, ０≦�≦１の領域についてこれを描

いたものである｡ この�(�)線と45度線との

交点が�式の解となり, モデルの均衡を示す｡

なお, 企業のバランスシートの悪化すなわち�０/�の低下は, 図の�(�)線を左側にシフト

させ, 均衡リスク・プレミアム�＊を単調に

増加させる｡ すなわち, 倒産確率を単調に増

加させる｡
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ここで, 企業もリスク中立的であれば, 投

資プロジェクトはμ≧�＋�＊の範囲内で実施

される｡ そして, 投資の限界効率逓減の下で,�０/�の低下は, 投資量を単調に減少させる

こととなる｡

こうして, バブルの崩壊に伴う企業のバラ

ンスシートの悪化 (直接には資産側の地価・

株価の低落) は, �０/�の低下となって, 企

業の設備投資を抑制する｡

なお, 現実には, 企業経営者は倒産に強い

負の効用を見ており (とりわけ中小企業のオー

ナー経営者), 企業はリスク回避的と考える

方が妥当であろう｡ このとき, 投資プロジェ

クトの実施に当たって, 企業経営者は�＊を

上回るリスク・プレミアムを要求することと

なる(29)｡ そして, 両者の差は, バランスシー

トの悪化の度合いとともに拡大することとな

る｡ つまり, 投資抑制の効果はそれだけ大き

くなる｡

これは, ｢貸し手のリスク｣ を捨象したと

きの議論だが, この側面を導入してくれば,

今度は, (90年代に現実にどこまで生じたか

は別として)“バランスシート・チャネル”

の議論が, これに付け加わることとなる (外

部金融プレミアムの上昇は倒産確率を更に高

める)｡

次に, 先の集合�を, １国内に存在する諸

企業の部分集合と考えよう｡ 現実との対応で

は, バランスシートの悪化の顕著な中小企業

部門を考える｡ なお, 日銀 (1997) によると,

中小企業は日本の設備投資の６割のシェアを

占めている｡ そして, この部分集合内に, 企

業間の取引関係を導入しよう｡ なお, 企業間

及び企業と銀行との間に対称情報を仮定する｡

いま, 任意の企業ｉは, 新たな投資プロジェ

クトの実施とともに, �の元のうち�個の企

業を販売先とする取引関係に入るものとす

る(30)｡ この取引関係は既存のもので構わない

が, モデルは新規投資プロジェクトの効果の

みを扱う｡

�のうち１つが倒産したときのｉの損失を

考える｡ 取引関係の中で恒常的に生ずる売上

債権 (受取手形＋売掛金) 残高の投資額に対

する比率を�としよう｡ 取引先数は�だから,

１取引先あたりの比率は�/�となる｡ 粗利

潤のマークアップを�と書くと, 取引先のデ

フォルトによる損失は売上債権残高の

1/(1＋�) となる｡ したがって, １取引先の

倒産による企業ｉの損失は, 投資額�に�/�(1＋�) を乗じたものとなる｡

ここで, 対称性の仮定から, �個の企業す

べてが１期間内の倒産確率�に直面しており,

今期中に予想される倒産企業数は��である｡

したがって, 企業ｉの取引相手倒産による予

想損失額は投資額の��/(1＋�)倍となる｡

なお, �/(1＋�)をλ�とおくと, これは�λ�
となる (ケースＡ)｡

なお, この計算は, 倒産企業ｊに変わって,

直ちに他企業との取引関係に入ることを想定

している｡ これに対して, 取引の関係特殊性

の度合いに応じて, 新たな取引先の開拓には

時間を要することとなる｡ その極端として,

特定の取引相手以外に対しては生産物が無価

値となる関係特殊投資を想定する (ｉとｈ,

ｉとｊといった２企業間の関係特殊性を考え

る) と, ｊの倒産後, 新たな販売先は存在せ

ず, 予想損失額ははるかに大きくなる｡ 倒産

の無いときの予想売上額の投資額�に対する

比率をｓ倍とすると, 取引先の倒産によっ

て失われる売上高は, 投資額�の��/2倍
となり, これに倒産による直接の損失

倍を加えたものが予想

損失額となる｡ なお,

をλ�とおこう (ケースＢ)｡

さて, λはケースに応じてλ�, λ�を示す

ものとすると, 企業間取引を導入したここで

は, �式は修正され,
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�
となる｡ これを図５に示した�式と比較する

と, �式の�(�｜λ)線は, �０/�を同一値と

したときの縦軸切片を共通としたまま, �式

の�(�)線の傾きを1＋λ倍したものとなる｡

ここで, λのおおよその値を考えておこう｡

中小企業部門の年間売上高は有形固定資産の

ほぼ３倍となっており, この値を用いると,

１期間を５年程度と見たときｓの値は15程度

となる｡ これに対して, 手形・売掛金の満期

を３か月程度と考えると, 恒常的に生ずる売

上債権残高は有形固定資産の3/4程度となり,

これを�の値と考えよう｡ 粗利潤のマークアッ

プ�を10％程度とすると, λ�＝�/1＋�は0.7

となるが, 簡単に1/2程度としよう｡ λ�につ

いては�が入っており簡単ではないが, �/2
の項が支配的であり, λ��7.5と考えよう｡

まず, ケースＢを検討しよう｡ ここで複数

均衡の生ずる必要条件は, �(�｜λ�)線が傾

き１を上回る区間を持つことである｡ そこで,

傾きの最大値を求めると, の累積分布関数

である について,

であり, かつ, ＝０において は最

大となるところから,

が必要条件となる｡ 中小企業のσの値につい

ては入手できないが, 粗収益率 (１＋収益率)

の標準偏差であることから１程度と見て大き

くはずれないであろう｡ は2.5, 1＋λ��8.5であるから, 必要条件は満たされる｡

こうして, ケースＢにおいては, �０/�の
低下すなわち�(�｜λ�)線の左側シフトによっ

て複数均衡領域が生じ, 高倒産確率均衡への

ジャンプとともに (モデルの枠内では) 投資

は停止することとなる(31)｡ 但し, これは, 集

合�内が, ２企業間の関係特殊取引によって

被い尽くされるという極端な仮定の下での話

であり, 現実は, 次に検討するケースＡとの

中間にある｡

ケースＡにおいては, λ�は1/2程度の値で

あり, 複数均衡は生じない｡ しかし, �式と

比較して, �(�｜λ�)線の傾きは1.5倍程度と

なっている｡ つまり, 企業間の取引関係を導

入したとき, バランスシートの悪化による�(�｜λ�)線の左側シフトは, 倒産確率を急

速に高めることとなる｡ 真壁 (2002) による

と全規模で見ても, 有形固定資産営業利益率

が80年代末の15％水準から90年代末には５％

水準へと低落している中で, バランスシート

悪化に伴う倒産確率の急速な上昇は, (モデ

ルの枠内では) 設備投資に対して禁止的に作

用するだろう｡

ところで, モデルの仮定と異なり, 投資資

金をすべて内部資金で賄った場合はどうなる

だろう｡ このとき�を�におきかえて, �式

は次のように修正される｡ ��式の右辺には安全資産粗利子率�が入って

おらず, �(�｜λ)線は右側にシフトしている｡�は投資資金の返済額に安全資産利子を加え

た率であり, ここでのシフト幅は, １＋(純)

利子率と非常に大きなものとなる｡ そして,

この出発点における右側シフトは, �０/�の
低下に伴う倒産確率の水準と上昇幅を小さな

ものとする｡

貸し手との間の情報の非対称性問題を捨象

しているここでは, 投資プロジェクトの実施

条件は, 内部資金でも外部資金でもμ≧�＋�＊と変わらないが, 倒産の存在を介して�＊

の値に差が生ずることとなる｡

こうして, バランスシートの悪化に伴う倒

産リスクの上昇は設備投資に対して禁止的に

作用する, という上のモデルの結論の最後の

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集24



部分は, 設備投資を内部資金の枠内に抑制す

る, というものに置き換えられることとなる｡

最後に, モデルの含意を３点に整理してお

こう｡

第１に, バブルの崩壊 (地価・株価の急落)

によるバランスシートの悪化は, 企業のリス

ク負担能力を引き下げ, 投資の停滞をもたら

した｡ これは, 永幡・関根 (2002) の実証結

果と整合する｡ なお, この要因は, 資本ストッ

ク調整と並んで ｢平成不況｣ の深刻化に役割

を果たすと同時に, 企業による中期の予想経

済成長率の低下をもたらした｡

第２に, 総需要の停滞と地価の低落によっ

てバランスシートの悪化が進行すると, 特に

その悪化の顕著な中小企業間の取引において,

バランスシートが相互に外部効果を及ぼし,

取引先の経営破綻への懸念から企業活動が萎

縮する事態が出現する(32) ｡ これは, 山口

(2002) の次の指摘と整合する｡

現在中小企業経営者にヒヤリングを実施する

と, 非常に多くの経営者が取引先の倒産にとも

なって売掛金が未回収となったという体験を持っ

ていることがわかる｡ 不況の直中にある現在,

少しでも売上げ増をはかりたいのはどの企業経

営者にも共通する思いであるが, 彼等の最大の

｢関心事｣ はむしろ無理に売上げを伸ばすこと

で, かえって引取先の倒産のあおりをくらう確

率を高めてしまうことへの懸念なのである｡ 一

つ間違えば, それが引きがねとなって自社も倒

産しかねない｡ 売上げを増やさなければならな

いが, そのことがまたあらたな不安を生むとい

う状況である(33)｡

そして, 97-98年の金融不安以降,“銀行貸出

チャネル”の効果 (“貸し渋り”･“貸し剥

し”) が加わることによって, このような企

業活動の萎縮は極めて深刻なものとなってい

る｡

第３に, このように倒産リスクが高まった

下では, 企業の設備投資は内部資金の枠内に

抑制される｡ この点は, 杉原・太田 (2002)

による図６に整合する｡ これは, 設備投資額

がキャッシュフローを上回ったケースを網掛

けで示しているが, 中小企業部門では, 不動

産, 運輸・通信を除いて, 95年以降, 設備投

資はキャッシュフローの枠内に留まって停滞

している｡ そして, 何よりも, 大きな内部資

金を持つ大企業ではなく, 中小企業において

このような現象が生じているという通常考え

うるのとは逆のパターンが, モデルの結論を

支持している｡

以上, 日本経済の現状は, 銀行の不良債権

と企業の過剰債務の故にマクロ経済が停滞し,

マクロ経済が停滞している故に不良債権・過

剰債務問題が解決しないという悪循環に陥っ

ている｡

Ⅳ 対策の方向

最後に, 紙数の許す範囲で, 対策の方向に

ついて述べておきたい｡

前節までで論じたように, 早期に銀行の不

良債権・企業の過剰債務両者への対策が必要

であった｡ この点で参考となるのは北欧諸国

の経験である(34)｡

日本とほぼ同時期にバブルの発生と崩壊を

見たスウェーデンの場合, 92年秋の時点で銀

行の債務 (預金等) に対する政府保証措置を

発表すると同時に, 同年中には, ４大銀行の

２つNordbankenとGota Bankの国有化と資

本増強 (公的資本注入) を行っている｡ 国有

化と同時に, これらの銀行から問題債権を切

り離し, それぞれに政府出資の資産管理会社

を設立してそこへ移行する措置を採った｡ 資

産管理会社は政府による債務保証を得て, 専

門家を雇い入れて企業再生と債権回収に当たっ

た｡

1993年までの間に採られたこれらの措置に
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伴う公的資金は, 実際の支出額 (資本注入が

主) でＧＤＰ比4.2％である｡ そして, 95年

時点で, 再建した銀行の政府保有株の34.5％

の売却及び資産管理会社 (これは非常な成功

を収めたとされている) による相当額の回収

によって, 実質の支出額はＧＤＰの2.1％に

まで減少したとされている｡ なお, スウェー

デン経済は94年には景気回復を遂げ, 以後,

年平均３％強のＧＤＰ成長で90年代を終えて

いる｡

Dress and Pazarbasioglu (1998) によれ

ば, スウェーデンの成功のカギとなった要因

は, １つに, 情報公開・情報の透明性, ２つ

に, 大蔵省・中央銀行とは別個の金融再生所

管組織の創設, ３つに, 生存可能な銀行と退

出すべき銀行とを明確に区分して支援を行っ

たこと, ４つに, インセンティブを歪めない

よう経営者を交替させ, 株主に損失を負担さ

せたこと, ５つに, 明確なガイドラインに基

づき, 厳格な資産査定を行ったこと, ６つに,

資産管理会社を設立し, 銀行から問題債権を

切り離して企業再建・債権回収にあたったこ

とにあるとされている｡ これらのすべてが,

日本では欠落しているか, 後手後手に回って

いるものである｡

この経験に鑑みても, まず第１に必要な対

策は, 必要かつ十分な公的資金の投入を伴う

不良債権の抜本処理と企業再生への取組みの
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図６ 業種別規模別に見た資金制約の状況

大中堅企業 (資本金１億円以上)

中小企業 (資本金１千万円以上, １億円未満)

：網掛けは流動性制約下にあることを示す｡

(注) 設備投資／キャッシュフローが１を上回った場合, 資金制約下にあると判断｡
キャッシュフロー＝経常利益×0.5＋減価売却費｡

(資料) 財務省 『法人企業統計季法』｡
(出所) 杉原・太田 (2002)｡ なお, 本稿の立場からは網掛けと白抜きとの区分は, 資金制約下にあるかどう

かとは別の意味となるが, 原著による表題と注をそのまま引用した｡



強化である｡ その際, 90年代の失敗の経験か

らは次の３点が重要である｡ １つに, 問題解

決の出発点は正確な現状把握であり, 先送り

することなく厳格な資産査定を行うことであ

る｡ その上で, ① ｢生存可能｣ な銀行と退出

すべき銀行との区分, 及び②銀行に残すべき

債権と切り離すべき問題債権との区分を行う

こととなる｡ ２つに, 問題債権を銀行から切

り離し, 企業再生への取組みを強めることで

ある｡ これは90年代には欠落していた点であ

る｡ なお, 産業再生機構では中小企業には対

応できず, 中小企業の再生へ向けた包括的な

スキームが必要である｡ ３つに, 必要かつ十

分な公的資金の投入である｡ ここでは, 特に,

公的資本注入にあたって, 銀行の申請を要件

とする現行の制度では問題を拗らせるばかり

である｡ 金融システムの安定の為に, 公的当

局の判断によって資本注入を行いうる制度の

創設を急がなければならない｡ そして, 金融

危機の再発を見る以前に, 厳格な資産査定の

上に, 退出すべき銀行は一時国有化等の措置

を採り, 同時に, ｢生存可能｣ 銀行に対して

は, 問題債権を切り離した上で, 必要かつ十

分な公的資本注入を行う必要がある(35)｡

なお, 仮に公的資金の投入なしに市場の力

で ｢不良債権の抜本処理｣ を行うとすれば,

それは古典的恐慌の行ってきたことである｡

恐慌は, 不良債権を抱える銀行と過剰債務企

業との倒産・整理を暴力的に成し遂げる｡ し

かし, 恐慌は ｢整理すべき｣ 銀行・企業のみ

を整理する訳ではない｡ 大恐慌の経験にも示

されるように, それは深刻な事態を引き起こ

す｡ 公的資金の投入は, このような事態 (金

融恐慌) を回避するためには不可欠なもので

ある｡

第２に, 大胆かつ意味のある総需要拡大策

(デフレーション脱却策) を, 第１の対策と

一体のものとして採る必要がある｡ その狙い

は２点であり, １つは, 不良債権抜本処理に

伴う不況圧力の緩和, ２つに, 何よりも中小

企業のバランスシート対策である｡ すなわち,

不良債権の抜本処理とは, ｢整理すべき｣ 企

業を倒産させることを意味している｡ 公的資

金によって金融恐慌を回避したとしても, こ

れはこれで深刻な不況を引き起こす (｢整理

すべき｣ 枠を越えた企業の倒産, 失業増等々)｡

また, 公的資金によって銀行のバランスシー

トを改善しても, 企業のバランスシートが改

善する訳ではない｡ 萎縮した経済活動を ｢バ

ランスシートの罠(36)｣ から脱け出させなけれ

ばならない｡ こうして, 大胆な需要対策 (＝

デフレ脱却策) は不可欠である(37)｡ 但し, そ

れは, 実体経済に根拠を持たない過剰能力を

温存するものではなく, かつ, ｢生存｣ すべ

き企業のバランスシートの改善に資するもの

でなければならない (条件Ａ)｡ 同時に, そ

れは ｢痛み｣ の“しわ寄せ”を受けるところ

への対策でなければならない (条件Ｂ)｡

デフレーションからの脱却という点につい

ては, 日銀が１～２％のインフレーション目

標を設定して, その実現の為に国債を買う,

更には, ＥＴＦ (株価指数連動型投資信託証

券) やＲＥＩＴ (不動産投資信託証券) を買

うという提言が, 何人かの経済学者によって

行われている｡ 結論から言えば, これはうま

く行かないだろう｡ １つに, Gordon (1998)

がKrugman (1998) にコメントして述べて

いるように, 人々の予想は主に現実の経験に

依拠して形成される｡ そして, 現実のインフ

レーションは, 貨幣が商品 (財・サービス)

の流通過程に入って行かない限り生じない｡

２つに, そうは言っても, 上の提言内容を思

い切って大規模に行えば, 人々の間にインフ

レ予想を形成することは可能であろう｡ 但し,

それは円価値への信認の動揺とウラ・オモテ

のものとしてのインフレ予想であり, そこに

帰結するものはパイパー・インフレーション

である｡

これに対して, ここでは, 次のような方策

を考えてみたい｡ １～２％のインフレーショ
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ンを起こすために, 毎年６～12兆円の日銀券

を全国民に配布する (それに相当するマイナ

スの人頭税)｡ その財源は赤字国債の発行に

より, 日銀はそれに相応する額の既発債を市

場から購入する (事実上の日銀引受け), と

いった措置である｡ もちろん, 条件Ｂの視点

から, 失業者への手厚い配分等を考えて良い

だろう｡ こうして総需要を拡大し, デフレー

ションからの脱却をめざす｡ このやり方であ

れば, 最終消費を拡大していくことによって,

生産物市場における選択を通じて条件Ａが実

現される｡ 同時に, ｢インフレ税｣ を課され

る部分に通貨発行益を還元することとなり,

条件Ｂも満たされる｡

但し, この方策にはリスクがある｡ １つは,

すでに破綻への道を歩みつつある財政赤字の

一層の拡大をもたらす点である (経済が本格

的に回復するまでの間であるが)｡ もう１つ

は, インフレーションが生ずれば (正しくは

インフレ予想が形成されれば) 現在極端な低

水準にある国債金利が上昇する｡ この国債価

格の暴落は銀行のバランスシートを悪化させ,

再び金融不安を引き起しかねない｡ 引き起さ

ないための追加の公的資金投入を行えば, こ

れはこれで財政赤字を拡大する｡ こうして,

この方策は財政破綻への道を押し進めるよう

にも見える｡ しかし, 名目ＧＤＰ成長率がゼ

ロを下回る現状のままでは, いずれ財政は破

綻する｡ では, 財政破綻とは何だろうか｡ 国

は企業と違って, 倒産し整理されることはな

い｡ 財政破綻とは, リスクの高さから誰も国

債を買わなくなる状態である｡ こうなれば,

国の歳出は日銀引受けの赤字国債によって賄

うほか無くなり, 円価値への信認の喪失すな

わちハイパー・インフレーションが生ずるこ

ととなる｡

こうして, 財政破綻とは, コントロールで

きないハイパー・インフレーションを意味し

ている｡ これに対して, 上の方策であれば,

まだインフレーションのコントロールは可能

である｡

注

(１) 筆者は, より歴史的な視野から見た場

合, 日本経済は技術パラダイムの転換

(“ＩＴ革命”) とグローバリゼーショ

ンという環境変化への適応に問題を生じ

ていると考えている｡ そこでは日本型経

済システムの変容が迫られることとなる

が, その点については稿を改めて論ずる

こととしたい｡ 但し, 現下の危機的な状

況をもたらしたものは本稿に論ずる要因

であり, この解決なしには, 上の変容が

より高い適応度に帰結する道が閉ざされ

ることとなると考えている｡

(２) 行き詰ったからといって, 先送りが終っ

た訳ではない｡ 典型的なケースは99年３

月の公的資本注入である｡ 銀行からの申

請を要件とした結果, 対象行すべてはＢ

ＩＳ基準８％を上回る優良行との仮構の

下に, 厳格な資産査定が欠落し, 経営責

任も問わないままに, 金額面でも中途半

端な資本注入が行われた｡

(３) 内閣府 (2001) 144ページ｡

(４) これは, １つには, 金利はゼロを下回

らない以上, Domerの条件の満たし様

がないということ, ２つには, 税収の名

目ＧＤＰ弾性値は１を上回る以上, 歳出

削減にせよ, 増税にせよ, 財政再建の試

みはＧＤＰ成長率のマイナス値を拡大し,

大幅な税収減に帰結すること, の２点に

よる｡

(５) これは, １つに公的資本注入時に厳格

な資産査定の欠落していたこと, ２つに

企業のバランスシートの悪化が止まず,

新たな不良債権が発生していること, ３

つに経済が停滞する中で銀行は利鞘を引

き上げることができないでいること, の

３点の反映である｡
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(６) 日本経済新聞社 (2001)｡

(７) 宮崎 (1992) �～�ページ｡

(８) 日本経済新聞社 (2001) 100～101ペー

ジ｡

(９) “クレジット・クランチ”をめぐる90

年代半ばまでの実証研究の結果について,

小川・北坂 (1998) は, ｢要約すれば,

ミクロデータとマクロデータを用いた２

つの実証研究のアプローチからは, 自己

資本比率や不良債権比率が銀行の貸出行

動に対して有意な影響を及ぼしたという

確定的な証拠が得られていないのが現状

である｣ としている (p.80)｡

(10) Modigliani and Miller (1958) の命

題Ⅰ及び命題Ⅲ｡

(11) Bernanke and Gertler (1989, 1990,

1995) , Bernanke, Gertler and

Gilchrist (1996) ｡ な お , Bernanke

(1983) においては長期停滞を説明する

議論として出発したものが, ここでは短

期的景気循環の理論となっている｡

(12) Fazzari et al. (1988) , Hubbard

(1998)｡

(13) 以下にBernanke and Gertler (1995)

に即して“バランスシート・チャネル”,

“銀行貸出チャネル”を論ずるが, 本稿

では, 金融政策の波及経路という文脈か

ら切り離して, 企業と銀行のバランスシー

トが実物経済に影響を及ぼす経路の意で,

このタームを用いる｡

(14) 以下, ｢外部金融プレミアムの上昇｣

というとき, 常に, 信用の入手可能量

(借入れ金額) が制限される効果を含ん

で用いている点に留意されたい｡

(15) バブル・ブーム期に土地担保の果たし

た役割については, 小川・北坂 (1998)

を参照されたい｡

(16) Bernanke and Lown (1991) p.207｡

(17) これは, 金融仲介機能の低下が企業の

設備投資を抑制し, 総需要の停滞をもた

らしたとする議論である｡ 念の為に述べ

ておけば, 専ら供給サイドに問題を見る

｢構造問題｣ 論者は, 金融仲介機能の低

下を言うとき, 問題は資金が低生産性部

門に滞留し高生産性部門に流れていかな

い点にある, としている (内閣府2002)｡

(18) 小川・北坂 (2001) 185～186ページ｡

(19) これは“追い貸し”を示唆する｡

(20) Motonishi and Yoshikawa (1999)

pp.199～200｡

(21) 永幡・関根 (2002) 18―19ページ｡

( ) 内は引用者｡ なお, 引用にあたっ

てはオリジナルの ( ) は省略した｡

(22) 同上 19ページ｡ ( ) 内は引用者｡

(23) 筆者は, 吉冨 (1998) 同様に, ｢平成

不況｣ 深刻化の主因は資本ストック調整

であると考えており, 同時に企業のリス

ク負担能力の低下が少なからぬ役割を果

たしたものと考えている｡ この点を支持

す る 実 証 研 究 と し て は , 例 え ば

Ramaswamy and Rendu (2000) ,

Ramaswamy (2000) がある｡

(24) この点は, 特に山家 (2001) が強く指

摘している｡ なお, 現状についても, こ

のような視点から, 不良債権処理を急ぐ

べきではないとする意見は少くない｡

(25) 次のような議論の簡単なモデル化であ

る｡

｢設備投資はリスクを伴うものであるが,

仮に設備投資に失敗しても, もし手元に

資産があれば損失をそれでカバーできる｡

したがって, 資産価格が下落して自らの

資産額が減少すれば, 企業はそれだけリ

スク負担能力が低下し, 設備投資を抑制

すると考えられる｡｣ (経済企画庁調査局

1999, 121ページ)｡

(26) Blinder (1988) p.197.

(27) Keynes (1973) p.144.

(28) これはModigliani and Miller (1958)

の注18と同一の議論である｡ 但し, この
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世界でそもそもなぜ倒産が存在するのか

は不明であるが｡

(29) この場合, 投資のカットオフ・レート

は分布全体から生ずるリスクを反映して

決まるが, ここでは, 簡単のため, 倒産

リスクのみを取扱う｡

(30) 現実の世界では, 中小企業間の取引に

よって取引関係が閉じるということは有

りえないが, 例えば, 生産物の１／αは

消費者 (あるいは大企業) 向けに販売さ

れ, そこでの代金回収は確実であるといっ

た仮定を設けてモデルを複雑にする代り

に, 簡単にこのように仮定した｡

(31) モデルにおける複数均衡の導出は,

Jeanne (1997), Masson (1998) を参

照した｡

(32) これは, Kobayashi and Inaba (2002),

小林・加藤 (2001) が“ディスオーガ

ニゼーション”と呼ぶものと同様の状況

である (オリジナルのBlanchard and

Kremer1997とは異なるが)｡ 但し, 彼等

の場合, 言わば ｢要管理先｣ 企業が対象

であり, かつ, 関係特殊投資が問題とさ

れるのに対し, ここでは対象企業につい

ても取引関係についてもより範囲の広い

ものとなっている｡ したがってまた, 複

数均衡が生ずるとは限らないこととなる｡

(33) 山口 (2002) 62ページ｡

(34) 以下は, 主にDress and Pazarbasioglu

(1998) に依拠している｡

(35) 本稿執筆時点 (03年５月初) では, 包

括的・体系的な金融再生スキームが欠落

しており, 中途半端な施策によって問題

を拗らせながら, 金融危機再発への道を

進んでいるように見える｡

(36) これは小林・加藤 (2001) の用語の借

用であるが, 内容的には前節で論じた状

況を指す (注32参照)｡

(37) 念の為に記しておけば, あくまでも,

不良債権の抜本処理・企業再生への取組

み強化と一体のものとしての需要対策・

デフレ対策であり, 一方が欠けては現在

の危機的状況からの脱出はできない｡
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１. 研究の意義と方法� 本論文のねらい

近年, 日本では電力事業の改革論議が高

まり, 段階的な規制緩和が具体化に入って

いる｡ かかるなかでの本稿のねらいは, 電

力事業改革の一環として, 当該事業体への

民主的コントロールの向上が必要なことを

論じる点にある｡ 筆者も, 従来のような電

力独占からの転換を求める自由化論議には,

一定の意味があると考えている｡ しかし,

公益事業の典型とされる電力事業の改革に

おいては, 民主的コントロールの向上を意

識した検討がなされるべきだし, それにふ

さわしい事業主体の形態についての議論も

必要だということを, 本論では住民運動の

発掘などをとおして主張したいと思う｡

ところで, 農業経済論を専攻する筆者が,

それとは一見無関係のようにみえる電力の

問題に, なぜ論及するのかを述べておこう｡

第一の理由は, 筆者が農業経済論のなか

でも, 農協や生協などの協同組合の分析を

専門としてきたことに由来する｡ 協同組合

の本質や機能については諸説あるが, その

なかでも近年とくに有力な見方に, 経済民

主主義の立場で協同組合を積極的に評価す

る議論がある｡ それは, 協同組合が株式会

社よりも民主的な運営原理を採用している

ことや, 構成員の生活ニーズの直接的な実

現を事業としていることに着目したもので

あり, 協同組合研究者の枠を越えて, より

人間性を尊重した新しい経済体制をめざそ

うとする多様な論者の間で広がりを見せて

いる１)｡

公益事業の代表とされる電力事業は, 庶

民生活に必要不可欠な性格をもち, それゆ

えに国家の統制を受けつつも, 独占的な地

位を与えられてきた２)｡ そして, この裏返

しとして電力会社は, 独占的地位への安住

による消費者利益の侵害を極力防止する責

務を負っているし, 人々からは公益事業の

担い手にふさわしい, 民意を汲んだ事業の

遂行を期待される立場にある｡ だが, 果た

して電力会社は, かかる実態を有している

であろうか｡

電力会社は, 発送電施設の建設をめぐっ

て各地で住民とトラブルを起こしているし,

原発立地などをめぐる秘密主義で強引な電

力会社のやり方も, かねてから強く批判さ

れてきた３)｡ それに, 今では ｢脱原発｣ を

望む声が世論では多数になっているのに４),

日本のほとんどの電力会社は原発を推進し,

運転を続けるなど世論との乖離も生じてい

る (それでも電力会社は, 電力の安定供給

をしてきたと弁明するかもしれないが, 電

力会社の一連のトラブル隠しの判明によっ

て起きた原発の相次ぐ停止のなかで, 過度

の原発依存が電力の供給不安を逆にもたら

しているのが最近の情勢である｡ 原発偏重

下ではかかる事態が発生する危険があるこ

とは以前から指摘されてきたのであり, 真
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に民意に沿った電力会社の経営がなされて

きたならば, 供給不安のリスクを回避する

ためにも, 過度の原発依存は生じなかった

はずである)｡

問題は, なぜこうなってしまったのか,

どうすれば民主的なコントロールの及ぶ事

業体に電力会社を変革できるのか, という

点にある｡ これについては, 筆者はさきに

電力会社における株主運動の実態をとりあ

げて, それと協同組合の仕組みを対比する

ことをとおして, 電力会社が株式会社とい

う形態をとるかぎりにおいては, 民意が反

映されにくい構造をもつことを批判した経

緯がある５)｡ その点では, 本論には, 協同

組合論の立場からの筆者のさきの提起を深

めるねらいがある｡

第二は, 農業経済論的視点の今日的応用

をはかりたいという, 筆者の問題意識に由

来している｡ 周知のように, 茨城県は日本

における原子力の発祥地であり, 原発や再

処理施設などが存在している｡ ところが,

本県では1999年にJCOが日本初の臨界事故

を起こして地域経済が大混乱に陥り, とく

に農業は大きな影響を受けた｡ それを契機

に, 筆者は原子力が地域社会に与える影響

について, 主として農業の側から研究した

り社会的に発言するようになった６)｡

環境と経済の調和という課題が近年重要

になってきているなかで, 環境経済学など

の新しい学問分野が発展しつつあり, 原子

力やエネルギー等の問題もそこで議論され

ることが期待されているが, 農業経済学も

その隣接分野として発言を求められる位置

にある｡ なぜなら, 農業経済学は経済学の

なかでもとくに自然を相手にした産業であ

る農業を扱ってきた点に特色があり, 別の

観点でみれば, 自然環境というファクター

を重視した学問である農学の一分野に位置

し, 経済学との境界領域をなすともいえる

からである｡

そのためもあって, 農業経済学ではフィー

ルド研究が重視されてきたのも特色である｡

農業経営や農村社会の実態調査, 農民運動

や協同組合運動の分析が農業経済学で重要

な位置を占めているのはその現れだが, 環

境問題をめぐる市民・住民運動の分析もま

た, 延長線上で試みられてよい｡ それは,

農業経済学が有している特質を, より広い

枠組みの中で現代に生かすことにつながる

であろう｡� 本論文の構成

さて, 本論文はかなり性格の異なる二つ

の部分から構成されている｡ すなわち前段

は, 東京電力が計画した変電所の建設をめ

ぐって, 1980年前後に展開された住民運動

の記録である｡ これは, 舞台となった港区

では話題となってマスメディアにも取り上

げられたが, 全国的にみればささやかな事

例にすぎない｡ だが, 筆者自身がこの問題

に当時深く関わっていたために実情を熟知

しているし, さして珍しくもない事例であ

るがゆえに, 逆に普遍的な意味を持つと筆

者は考えた｡ この事例をとおして, 筆者は

公益企業の代表といわれる電力会社の実態

が, 民主的なコントロールから乖離してい

て, 環境的な視点からも大きな問題をもっ

ていることを浮き彫りにしたい｡

こうした古い事例を取り上げることにつ

いては, その意義をいぶかる向きもあろう｡

だが, 筆者は後述するように, 当該変電所

の問題に直面した地域の住民たちが20年前

に, 今日の情勢を先取りする形で環境問題

を強く意識していたことを重視する｡ かか

る立場で住民たちがすでに当時, 電力会社

の対応を厳しく問うていたという事実を,

現代人はしっかりと押さえておく必要があ

る｡

この事例を取り上げる第二の理由は, 20

年の歳月を経て, 運動の当事者の多くが高
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齢化したり他界するなかで, それを記録に

とどめておくことに価値があると考えたか

らである｡ 筆者はさきに同様の問題意識か

ら, 1980年代後半に三重県で展開された

｢SAVE芦浜基金｣ 活動を発掘した経緯が

あり７), その点では本論の前半部分はそれ

に続く試みである８)｡ また, この運動では

後述のように, 幕末に水戸浪士が討入り事

件を起こした東禅寺の環境保全が一つの柱

であったので, 茨城県民としても関心事た

りうると筆者は考えた｡

これに対して本論の後段では, 電力事業

の改革論の検討や, 電力をテーマとした市

民事業の紹介に重点を置く｡ 前段との論調

の違いに戸惑う読者もあるかもしれないが,

後段ではまず, 電力事業の規制緩和をめぐ

る議論や動向などを概観する｡ それをつう

じて, 昨今の電力改革の論議や政策動向に

は, 経済民主主義の視点が希薄なことを問

題点として抽出するとともに, 電力事業に

市民参加の道筋を導入することの意義や,

参考となる事例をあげてみたい｡

その性格上, 後段は文献整理による概論

的な記述とならざるをえないが, 協同組合

形態の採用等によって市民参加をはかりつ

つ, 自然エネルギーの活用に取り組んでい

る事例なども紹介する｡ そのうえで, 末尾

では本論文全体の簡単なまとめに及ぶこと

としたい｡

２. ある住民運動の発掘 すでに20年前に

問われていたこと� 高輪地下変電所問題と反対運動の展開

以下に紹介するのは, 東京電力が東京都

港区に計画した大規模な地下変電所 (高輪

変電所) の建設に対して生じた, 近隣住民

の反対運動である｡ 運動は70年代後半から

80年代初頭にかけて激しく展開され, いっ

たんは東電の得ていた建築確認を失効させ,

港区議会で建設反対の請願を採択させるな

ど, 住民側に有利に展開した｡ しかし, 東

電は長期にわたる強引な立地工作によって

建築許可を取得して, ６年に及ぶ反対運動

を敗北させた｡ 経過は図表１のとおりであ

り, 変電所はすでに操業している｡

これは, 東電が老朽化していた高野山東

京別院の地下に変電所を建設したうえで,

地上に同院が本堂を改築するという計画で

あった｡ 当該変電所は, 火発・原発等の超

高圧 (275kV) の電力を直接受けて, 地域

の配電用変電所に届ける親変電所で, 幅

82.3�, 奥行き45.5�, 深さ40.1�という

巨大な地下構造物である｡ 工期は58カ月に

及び, ２本の地中線工事 (桜田通り側１本・

外径約4.4�×亘長250�｡ 第一京浜国道側

1本・同約3.6�×400�) も予定された９)｡

立地活動は当初, 地元の町会を土台にした

｢対策委員会｣ への説明を通じて順調に進

行し, 大きな反対もないまま, 75年６月に

東電は建築確認を取得した｡

だが, 問題はそのあとに生じた｡ 高野山

に隣接する東禅寺の住職が同寺院の池や樹

林への悪影響を心配し始めたのに続いて,

各種の建設災害や環境破壊に対する不安が,

近隣住民の間にも広がりだしたのである｡

かかる奇妙な経緯の背景には, 一つのから

くりがあった｡ 対策委員会の委員選出が町

会の有力者だけの間でなされたうえ, 計画

の背後には東電と関係の深い地元の民社党

の区議会議員がいて, しかもその後援会長

をつとめる人物が, 対策委員会の会長に就

任していたのである｡ それをいいことに,

東電は対策委員会の席上で巨大な地下工事

によって発生する問題についてはまったく

触れず10), 結果としてさしたる反対の声も

出なかったのを根拠として, ｢反対者なし｣

の書類を添付することで, きわめて短期間

のうちに建築確認を取得したのであった11)｡

ところで, 計画地は平坦ではなく, 地下

変電所が西側の台地上に計画される一方で,
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東電サイドの対応と周辺情勢 反対運動サイドの対応

図表１ 東電高輪地下変電所問題の経過

1973年末 復興計画のあった高野山東京別院に､ 東電の
地下変電所計画が持ち込まれる

1974.12.12 計画について地元2町会 (高輪親睦会・下高輪
共和会) に説明

1974.12.19 両町会で ｢対策委員会｣ を発足
1974.12.23 高野山と東電が契約締結(75.７着工予定｡ し

かし直後にオイルショックで２年延期)
1975.１.17 対策委員会に計画の説明
1975.２.12 東電が対策委員会に建築確認申請を希望
1975.４.15 対策委員会役員会が､ ｢同会の了解がない限り

着工しない｣ との東電の念書と引換えに､ 建
築確認申請を了解

1975.６.27 建築確認が下りる (申請にあたり東電は ｢反
対者なし｣ との書類を添付)

1976. 東電が契約金18億3500万円の全額を､ 高野山 1976.２.13 東禅寺住職が都に計画中止の行政措置を求める
に支払う (それに対し､ 都は水脈調査の実施と結果が出

るまでの着工延期を指導)
1976.２.26 不安をもった下流側住民の下高輪共和会に､ 東

電が独自説明
1976.３.１ 下高輪共和会が対策委員会に委員の追加を要請

1976.４.10 増員体制下での対策委員会開催
1976.４.23 対策委員会が東電の水脈調査実施を了解 (６

～９月水脈調査｡ 東禅寺は協力拒否)
1976.10～12 調査結果の報告 (遠藤鑑定) を含む数回の対

策委員会 (遠藤鑑定は影響は少ないとしつつ
も､ 東禅寺泉水の４分の１程度の減水と下流 1977.６.４ ｢東電高輪地下変電所に反対する会｣ (250世
側直近部の地下水枯渇を示唆) 帯) 結成｡ 8日､ 署名運動に着手

1977.６.13 同会が港区議会と区長に建設反対の請願・陳情
(933名) を提出｡

1977.７.30 同会主催の東電説明会を開催 (説明途中で質問
に答えられなくなったため､ 同会が①説明会の

1977.８.10 対策委員会 (幹部が委員以外の住民の傍聴を 継続､ ②対策委員会との不差別､ ③住民同意が
拒否しようとしたため､ 騒然となり混乱) ない限り着工しない､ ④個別交渉しない旨の念

書を東電に要求｡ 東電は①を了承､ ②以下は以
後の回答を約束)

1977.９.８ 同会が東京都議会と知事に建設反対の請願と陳
1977.11.１ 建築基準法改正で建築確認が失効｡ 当地では 情 (1114名) を提出

本変電所は原則建設不可となった (但し①公
聴会､ ②建築審査会の同意､ ③公益上必要と
の知事判断を経れば但書により可)

1977.11.５～10 予定地で杭打ち､ 立木伐採などが行われか
ける (住民の抗議により中止)

1977.11.21 対策委員会説明会 (東電が反対する会の説明 1977.11.21 同会が ｢新法の趣意に則り建設を許可しない｣
要求を無視して対策委員会のみに説明を企図 旨求める請願 (1400名) を港区議会に提出｡ 12
したために紛糾)｡ 月９日､ 都議会と知事にも提出

1977.11.26 東京都司会の説明会が高輪台小学校体育館で
開催 (130名参加｡ 紛糾・収拾不能のため説明
未了に終わる) 1978.２. 同会､ 高野山本山に要請書を提出

1978.３. 東電が計画地近傍に連絡事務所を設置 (反対 1978.３.13 港区議会建設常任委員会が同会の請願２件を満
する会が抗議) 場一致で採択 (27日に本会議採択)

1978.５～６ 崖下住民､ 母親､ 開業医という､ 三つの立場か
らの建設反対請願・陳情 (各730名,440名,423名)
が都議会と知事に出される
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1979.２.24 同会と東電の交渉 (東電の説明継続申入れに対
して､ 同会は先の念書を要求)｡ 東電が念書を

1979.４.23 美濃部都政から鈴木都政に移行 拒否したため以後膠着状態に
1979.９.22 交渉・説明会を再開 (年内に数回の交渉を経て

｢貴会の理解を得たと判断されない限り行政手
1979.12. 水資源開発研究会 ｢高輪(変)新設工事に伴う 続きをしない｣等の念書提出の方向で収集され､

環境影響評価 (地下水) 報告書｣ (山本鑑定｡ 以後月にほぼ１回の割合で２年余にわたり東電
影響はほとんどないと予測) と施工業者・間組が説明)

1980.３～４. ｢美濃部アセス｣ 直接請求署名運動 (36万人
で成立｡ だが都議会が否決し､ 81年10月に 1980. 主として電力需要予測・電力供給のあり方・当
｢鈴木アセス｣ 条例が施行)｡ 該施設の必要性・用地選定の方法等についての

1980.５. 高野山が仮本堂の建設を開始 (施工は間組) 同会への説明会
1980.７.23 千代田区・九段地下変電所周辺の住民10余名

が､ 東電等を被告に損害賠償請求 (地盤沈下
での建造物被害等) を東京地裁に提訴

1981. 東電が都の許可を得る方向で､ 本格的に動き 1981. 主として環境への影響､ 工事の方法､ 地質問題
出す｡ 賛成派に対する同意書集めと迷惑料の 等についての同会への説明会
支払い､ 反対派への戸別訪問と切崩しによっ 1981.５.17 同会が和光大学・生越忠教授 (当時) に被害予
て､ 反対住民の一部が脱落 測などの鑑定を依頼

1981.６. 同会が東電の許可申請強行の動きを察知｡ ２週
間余にわたり会員が常時数名交替で区役所に張

1981.６.中旬 東電が反対派の張りこみを避け､ 郵送で建 りこむ
築許可を港区を通じて都に申請 1981.６.20 生越鑑定が出る (地下水枯渇や水質変化による

泉水・井戸・動植物への影響､ 地盤沈下による
崖や家屋損傷の危険､ 震災時の危険増などを指
摘)

1981.10. 東禅寺が都教育委員会に文化財保護の訴えを行
う

1981.11.19 建築が本来不適法な2種住専で例外規定の適用 1981.11.19 同会の依頼により､ 左記公聴会に会員多数のほ
を受けるために､ 東京都の公聴会が開催され か代理人として生越教授､ 九段変電所の原告住
る 民も建設反対を意見陳述

1982.４.20 東京都都市計画環境保全委員会で､ 都建築指
導部長が住民の85％は賛成と答弁

1982.４.27 東京都の建築審査会が開催 (反対派住民の集 1982.４.27 同会､ 左記審査会に慎重審議の上申書提出 (下
結と右記上申書提出にもかかわらず､ その場 流側を切捨てた85％賛成説の欺瞞､ 脅迫的手段
で建設に同意) による賛成の意思表示の無効､ 生越鑑定の存在

と都独自の調査の欠如等)
1982.６. 東京都から建築許可がおりる 1982.６. 建築許可が出たことにより反対運動を転換し､
1982.７. 間組が変電所着工 着工を前提にした説明会と交渉に移行｡ 工事協

の締結 (11月) と､ 賛成派と同額の迷惑料受取
りに至る

1982.末～ 騒音振動被害､ 家屋の亀裂､ 井戸や泉水の汚染
84年頃～ 東禅寺周辺で別件のマンション建設も始まり､ 等が次第に生じたため､ 同会がその都度改善を

複数の工事が同時進行 (マンションには訴訟 申入れて､ 一定の措置がなされた (ただし､ 東
も起こされたが､ 2年ほどで完成) 禅寺で生じた池の汚染・湧水減少・水生生物枯

死・下草枯死は回復せず)
1989.１. 変電所工事完了・操業開始 1989. 工事完了に伴い､ 反対する会を解散

1990頃～ 反対運動幹部の転出や死去､ 住民の世代交代が
90年代以降 周辺でマンション等がさらに増加する 一気に生じる｡ 加えて､ 再開発等による地域社

会の急激な変化のなかで､ 当該問題が顕著に風
2002.９. 長谷工の超高層ビル (高輪1丁目再開発) 着工 化

資料：当時の ｢高野山高輪変電所対策委員会｣ 配布資料､ ｢東電高輪地下変電所建設に反対する会｣ の資料と録音テープ､
早川和広 ｢“宙に浮いた”地下変電所の怪｣ 『宝石』 1979年3月号､ 当時の新聞報道と､ 反対運動の一員でもあった
筆者や家族の記憶などを総合して､ 筆者がまとめた｡



東側は急な崖地となっていて俗称 ｢崖下｣

の住宅密集地が存在するとともに, 東禅寺

の池泉と樹林が形成されるという, 特異な

地形からなっていた (図表２)｡ 東禅寺は

幕末に日本初のイギリス公使館とされてオー

ルコックが滞在したところであり, 水戸浪

士の襲撃事件を受けた歴史をもつ (東禅寺

事件, 1861年)｡ そして, 幕末時の雰囲気

を伝える豊かな池泉や樹林を残し, 都心に

は稀な生物の生息環境も有する名刹であっ

たから12), 重大さに気づいた東禅寺の住職

は, 東京都に計画中止の行政措置を求めた｡

これに対し, 都では副知事が水脈調査の実

施と結果が出るまでの着工延期を東電に指

導したところ, 影響は軽微とはするものの,

湧水の４分の１程度の減少と, 変電所下流

(東) 側直近部の地下水枯渇の恐れに含み

をもたせた鑑定結果が出た (いわゆる ｢遠

藤鑑定｣) 13)｡ そして, 下流側の住民を中

心に環境破壊や建設災害への不安が生じて,

騒ぎとなったのである｡

当初は, 下流側の町会である下高輪共和

会が, 独自に説明会を要求したり対策委員

会に委員の増員をはかるなどしていた｡ だ

が, 対策委員会にまかせてはおけないとい

う意識が崖下を含む下流側住民の間に高まっ

て, 77年６月に ｢東電地下変電所建設に反

対する会｣ (250世帯) が結成された｡ 反対

する会は, １週間ほどの間に1,000名近く

に及ぶ署名を集めて, 建設反対の請願書と

陳情書を港区議会と区長に提出した｡ その

内容は, ことさら住宅地の真中に巨大施設

を作ることの不当性を訴えるとともに, 環

境には一見よさそうにみえる地下工事にこ

そ, 多くの問題があることを指摘したもの

であった｡ また, この請願では, 巨大建造

物の設置や工事に伴う周辺の地盤沈下, 下

流側にある脆弱な崖の崩壊, 工事による振

動と騒音, ダンプカーの往来による危険等

に加えて, 東禅寺の池や樹林に代表される,
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都心では貴重な自然環境が破壊されること

への危惧が強調されていた点に特徴があっ

た (なお, 電磁波の危険性については, ま

だ知られていなかった｡ 今日ならばこれも

反対理由とされたであろう)｡

同会は東電に対しても独自の交渉を開始

し, 東電が対策委員会に提出していた ｢会

の了解がないかぎり着工しない｣ 旨の念書

と同様のものを同会にも提出すること, 両

者を差別しないことや説明会を継続するこ

と, 窓口は反対する会に一本化して個別交

渉はしないことなどを迫った｡ しかし, そ

れへの返答も含めて東電が同会の要求に積

極的にこたえないまま時間が経過し, 一方

の対策委員会では規約すら定かでないにも

かかわらず, 幹部が職権で傍聴を求める住

民を閉め出して審議を強行しようとしたた

めに, 騒然となるなどの混乱が生じた｡ そ

うこうするうち, 建築基準法の改正によっ

て, 1977年11月１日をもって東電の建築確

認が失効する事態となった｡ そして, 同改

正法の第48条第２項に定めるとおり, 第二

種住居専用地域である当該予定地には, 床

面積1,500㎡を超える建築物に該当する本

変電所は, 建築できなくなった｡

ところが, 条文には ｢特定行政庁が中高

層住宅に係る良好な住居の環境を害するお

それがないと認め, 又は公益上やむを得な

いと認めて許可した場合においては, この

限りでない｣ との但書き (これによる場合

には, 公開の聴聞の開催と建築審査会の同

意が要件となる｡ 同条第９項) があり, 東

電が断念しなかったために一触即発の事態

が生じた｡ 第一は, 予定地で杭打ちや立木

伐採などの既成事実づくりが始まったため,

住民が押しかけて実力阻止したことである｡

第二は, 反対する会の説明要求を無視する

一方で, 東電が対策委員会のみに説明しよ

うとしたため, 住民の不満が爆発して対策

委員会も紛糾するに至ったことである｡ 第

三は, かかるなかで東京都の司会による説

明会が高輪台小学校の体育館で開催された

ところ, 東電はもとより東京都にも非難が

集中して収拾不能となり, 説明未了に終っ

たことである｡

いっぽう, 反対する会では港区議会あて

の請願の採択をめざして活動に力をいれた

が, ついに78年３月にその採択をみた｡ 反

対する会は, 前述のように結成直後の77年

６月に当該変電所に対する建設反対の請願

書を提出し, さらに建築基準法の改正をふ

まえて同年11月にも ｢新法の趣意に則り建

設を許可しない｣ 旨の請願を提出していた

が, 両者が区議会で同時に採択されたので

ある｡

当時の港区議会では, 自民党などの保守

系が多数を占めていたので, 反対する会は

請願が可決されるかどうかの見通しを有し

ていなかった｡ しかし, 提出にあたっては

保守系を含む各会派から紹介議員を得るこ

とができたうえに, 審議を付託された建設

常任委員会では自民党の委員長が理解を示

したこともあって満場一致で採択され, 本

会議でも超党派で採択される結果となった

のである｡ それは, 反対する会の運動が

｢NIMBY｣ 的な次元をこえて, 港区で広

い認知を受けていたことを物語る｡ 請願を

採択した当時の永井好雄建設常任委員長は,

マスコミの取材に対して, ｢請願はたくさ

ん受けるが, 住民があまり熱心なので何か

あると思った｡ あの辺りは国有地もあるし,

土地がたくさんあるのだから, 東電はさっ

さと金を返してもらって, 別の場所を探し

てやるべきだ｣ と答えたという14)｡� 説明会の争点と変電所の建設強行

反対する会は都議会への請願等も実施し,

並行して崖下住民, 母親, 地元の開業医と

いった各立場からの請願や陳情も都に向け

て行われた (ただし, いずれも採択には至
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らなかった)｡ いっぽう, 東電は住民の反

対を押し切って78年３月に現地事務所を設

置するとともに, 79年頃からは姿勢を突然

転じて, 反対する会に積極的に説明したい

と申し出るようになった｡ 同年４月の東京

都知事選挙で, 革新系の美濃部都政が保守

系の鈴木都政に転換したこともあってか,

反対する会との交渉実績を積み重ねること

で, 東京都の許可を得るという戦術に転じ

たようであった (一方で, 東電が従来重視

していた対策委員会は開催すらされなくなっ

た)｡

両者間の交渉は, 反対する会が求めてい

た念書の提出をめぐってかなりの期間もめ

続けた｡ しかし, 80年初頃には一定の収拾

がはかられたことにより, 実質的な説明と

質疑に入った｡ 説明会は月にほぼ１回の頻

度で開催され, まずは東電のパンフレット

の流れに沿って, 電力需要の見通しと変電

所の必要性が議論された｡ これに対して住

民からは, ①需要予測が過大だ, ②港区の

電力は不足するというが, 他方では港区か

ら近隣に供給している実態もある, ③需要

の大半は住民生活のためではなく事業用で

あり, 将来の増大もそれが大きいのではな

いか, ④原発や核融合・太陽等の新エネル

ギーには多くの困難があって化石燃料の代

替とはなりにくいので15), 今後は需要抑制

的な消費者誘導に尽力するのが公益事業者

の責務だ, 等の疑問や批判が出された｡ そ

の結果, 東電は需要の増大をやたらに強調

したり, 電力需要に占める生活関連の割合

を誇張した表現の撤回のやむなきに至り,

パンフレットから削除する旨, 反対する会

と確認書を結ぶなどした16)｡

続いて, 当地が選定された理由の説明に

入ったが, 東電は他の変電所やケーブルの

地理的関係からみて, ここが最適だという

ばかりであったので, 住民からは, 用地選

定にあたっては環境も重視すべきだとか,

近隣にはすでに大きな再開発の計画もある

のだから, わざわざ住宅地を選ばずとも他

に適地があるはずだ, 等の批判が集中した｡

説明会はここまででほぼ１年を要したが,

環境影響の問題に入ると論争がさらに激化

した｡ すなわち, 東電は工事後も地下水は

変電所を迂回して下流側にまわるので影響

はないと主張したが, 住民は, 近隣のマン

ション工事でも各種の被害が生じたことや,

経験的な ｢水みち｣ の存在からみた地質の

不均質性などをあげて, 納得しなかった｡

さらに住民は, 千代田区に建設中の九段地

下変電所では地下水の大量汲上げが行われ

て周囲に地盤沈下や家屋損傷が起き, 損害

賠償請求の裁判が起きていることを知っ

た17)｡ 現地も視察するや, 東電の話は到底

信じがたいとの確信が深まって対立はいよ

いよ激化し, 専門知識やデータを蓄積しな

がら追及する住民に, 東電が答えられない

事態となった｡

ところが, ここで東電が選んだ道は, 会

との約束も各戸に貼られた ｢戸別訪問お断

り｣ のステッカーも無視して, 建築許可の

行政手続きにかかることを一方的に通告す

るとともに, 個別交渉での切り崩し (同意

書への捺印との引換えによる ｢迷惑料｣ の

配布) や, 立木伐採等の既成事実づくり等

の強行策に出るというものであった｡ 反対

する会では, ２週間にわたって常時数名の

会員を交替で区役所に張り込ませて, 申請

の阻止に全力をあげた｡ しかし, 東電は郵

送によって申請書を提出したために, いや

おうなく事態が動き出すこととなったので

ある｡

ところで, 東電側の主張の根拠の一つに,

同社の依頼によって79年に作成された環境

影響評価報告書があった｡ これは, 立正大

学の山本荘毅教授 (当時) を中心に, 主と

してシミュレーションの手法で行われたも

ので (いわゆる ｢山本鑑定｣), ｢地下水位
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の上昇は, 建物に最も近い上流側で80㎝程

度であり, 低下は同じく建物に最も近い下

流側で80㎝程度である｣ ｢池への湧水量は

全体的に建物の存在にかかわらずほとんど

一定で……建物から約80�離れた池への影

響は, 量的にもほとんどない｣ としたもの

であった18)｡

だが, それは地層を均質に見たてて計算

するという現実離れしたものであったうえ

に, 環境庁が行った ｢第２回緑の国勢調査｣

中の ｢日本の重要な植物群落｣ (東京都の

特定植物群落調査である96件中の１件｡ 内

訳では ｢原生林もしくはそれに近い自然林｣

54件中の１件) にも採用された東禅寺のア

カガシ・シラカシ林を, ｢活力はよくない｣

の一言で切って捨てるという, 粗悪なもの

であった19)｡ そこで, 反対する会は, 地質

学が専門で開発災害にも詳しい和光大学の

生越忠教授 (当時) に, 独自の鑑定を依頼

した｡ 生越教授の鑑定書は, さしあたり入

手可能な文献と２度の現地調査, 各地の開

発災害の事例をもとに, シミュレーション

の手法とはまったく異質な, 事例重視の帰

納的論理で書かれた点に特徴があり, 住民

の不安には相当な根拠があると結論づけた

ものであった｡

｢生越鑑定｣ では第一に, 東電側の主張

には, 帯水層の認定や影響予測範囲に対す

る過小評価, 予想される地下水の汲上げや

降雨の浸透減少の無視, 地層の不均質性に

由来する地下水流の複雑さへの無理解, 垂

直漏斗による地下水の縦移動の無視などの

問題があることが指摘された｡ そして, 類

似の事例をふまえれば地下水枯渇や泉水減

少の恐れは否定できず, 地盤凝固剤による

地下水汚染の恐れもある (それは震災時に

大切な井戸の破壊につながる) とした｡ 第

二に, 変電所の本体工事のみならず, 地中

線の設置や工事車両の走行加重によっても

地盤沈下や振動災害が生じたり, 崖が崩れ

やすくなる恐れがあること, 第三に, 都市

環境の保全等の面で高い価値をもつ高野山

から東禅寺にかけての樹林や池泉, そこに

生息している動物に打撃を与える恐れがあ

ることが警告された20)｡

東禅寺の住職は, 東京都に文化財保護の

訴えを行うなどの対抗措置も講じた｡ しか

し行政手続きは進行して, 81年11月には公

聴会が開催されることとなった｡ 反対する

会では多くの会員を陳述人に立てたが, 筆

者も一員として地質問題を中心に問題点を

論じ, 建設反対の意見を述べた21)｡ また,

反対する会の依頼により, 生越教授や九段

変電所裁判の原告の一人である手塚善雄氏

も陳述にあたった22)｡ その結果, 陳述人の

数・時間・内容のいずれをとっても, 公聴

会の実質のかなりは反対派が制する形となっ

た｡

ところが, 公聴会ではさきの民社党議員

が委任状の束を手に推進の意見を陳述する

などしたこともあってか, 建築審査会の開

催を控えた82年４月の都市計画環境保全委

員会において, 都の建築指導部長は ｢近隣

住民の85％は賛成だ｣ と発言した｡ そこで,

反対する会は, ①地下水流の下流側住民を

切り捨てて, ｢近隣｣ の範囲を上流側に偏

して設定することは不適当だし, 東禅寺の

文化財的な価値は都民全体の問題でもある,

②85％という根拠が不明なうえに, 東電と

工事業者である間組の虚偽宣伝と脅迫的手

段によって迷惑料の配布とともに集められ

た捺印は, 住民の自発的な意思表示とはい

えない, ③山本鑑定と生越鑑定という二つ

の異なる見解が存在しているのに, 独自の

調査もせずに ｢被害は起きないと思う｣ な

どと答弁する都の担当官は実情を理解して

いないとして, 審査会あての上申書を提出

した｡ しかし, 審査会は82年４月27日のた

だ１回の会議で２時間ほど審議しただけで

同意を与え, ６月には都の許可も出るに至っ
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たのである｡

当該建造物は, 第二種住居専用地域への

建設が本来不適法なもの (しかもそれは法

律上の上限である1,500㎡の床面積をはる

かに超える巨大構造物) であった｡ それに,

区議会も建設に反対しているなかにあって

は, 例外規定の適用についてとくに慎重に

審査すべきであったにもかかわらず, きわ

めて安易に建設に同意した建築審査会は,

厳しく批判される必要がある23)｡ だが, と

もかくこれで変電所の建設阻止は困難となっ

た｡ 第一に, 行政訴訟を行うには, 建築審

査会と同様の結論が予想される行政庁への

審査請求が必要なので, 無駄なことは明ら

かであった｡ 第二に, 現実の工事を排除す

るには実力行使しか道はないが, 刑事事件

化する恐れのある行動に住民を立たせるこ

とも困難であった｡

反対する会は残された唯一の選択肢とし

て, 崖の補強や交通規制等の被害軽減措置

や, 被害発生時の建物保守等からなる工事

協定の締結と, 賛成派と同額の迷惑料の支

払い交渉に活動を転換した｡ 協定は11月に

締結されたが, それを待たずに７月には整

地等の準備工事が始まった｡ 89年１月に変

電所は完成し, 同年には同会も解散されて

今日に至っている｡� 建設後の状況と評価

この過程を振り返ると, 第一に, 変電所

の用地選定や住民同意の手続きが出発時点

から非民主的に行われ, 誠実な対応を欠い

たまま建設が強行されたこと自体に, 問題

があったといわざるをえない｡ 用地を秘密

裡に決めたうえで地域の顔役だけに形式的

な説明をして行政手続きをいそいだこと,

賛成派の組織に寄りかかる一方で反対住民

を差別したこと, 法改正によって原則建設

ができなくなったのに計画を見直さず, 但

書で強行する姿勢を最初からとり, 港区議

会の反対の声すら無視したこと, 一定の科

学性も有した住民の批判に満足に答えられ

なくなるや, 科学的究明の姿勢すら放棄し,

住民との約束も反故にして, 無節操な切崩

しや行政手続きに出たことなどである24)｡

建設計画には住民との争いがつきものと

はいえ, 東電の対応はかなり極端であった｡

地形・環境的には到底よいとはいえない地

点であったにもかかわらず, なぜ当地でな

ければならないのか, 他の候補地はないの

かという住民側の疑問にも, 最後まで答は

示されなかった｡ マンション建設など一般

的な紛争の場合には, 位置の変更や規模縮

小など, 住民側にそれなりの譲歩がされる

のが通例だが, 本件では規模縮小や掘削位

置の移動などの再検討すらも行われなかっ

た｡ 逆に, 通常を上回るごり押しがされた

のである｡

第二の問題は, 住民の不安がある程度的

中する形で, 各種の被害や環境破壊が結果

的に生じたことである｡ 九段変電所のよう

な大規模な地盤沈下こそ起きなかったもの

の, 工事が始まると泥流や振動・騒音が発

生したり, 家屋の損傷が生じたために, 反

対する会がその都度苦情を間組に申し立て

て, 改善や補修措置が一定とられた｡ 近隣

の井戸には糸くずのような不純物も混入す

るようになり, 飲用をあきらめる例も出た｡

東禅寺の自然も破壊された｡ 周辺では変

電所の工事から数年遅れてマンション等の

建設もいくつか行われたために, それらが

影響を増幅した可能性も高いが, ともあれ

工事が始まるとまもなく東禅寺の池に油が

浮いたりベントナイト等で水が濁るように

なり, 湧水量も減少の一途をたどった (池

の水はかつては小川となって海に注いでい

たといわれ, 着工前の時点でもなお１日100�前後が池から放流されていたが, 放流量

は次第に減って90年代半ばには途絶えるに

至り, 現在は単なる溜り水となって水位も
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15㎝ほど低下している)｡ 水質も悪化して

85年頃からは睡蓮やコウホネが枯れ出し,

90年頃にはほぼ完全に消失して鯉の斃死も

生じた｡ 地下水の減少に伴って土壌が乾燥

したためであろう, 樹林の下草や灌木は枯

死し, 沢ガニなども絶滅してしまった25)｡

そうした点から振り返るならば, 環境影

響については異なる鑑定結果が対立してい

たことにも配慮して, 徹底的な検討がされ

るべきであった｡ とくにシミュレーション

の手法については, 当時の公的文書でも限

界が指摘されていたのである｡ すなわち,

当時の東京都公害局の資料には, ｢地下水

の涵養と流動の機構を正しく表現した地下

水モデルは今までほとんどない｣ との記述

がみられるが26), 何とも奇怪なのは, その

資料の評価者の座長がほかならぬ山本荘毅

教授だったという点である｡ シミュレーショ

ンを一人歩きさせずに, 生越教授が用いた

ような事例重視の方法を併用すべきだった

ことは明白である｡

当時住民が提起した ｢水みち｣ という素

人的な議論には, 一定の根拠があることも

今日わかってきた｡ それによれば, 水みち

という語は井戸職人の間で経験的に用いら

れてきたが, 実際にも地下は不均質で, 場

所ごとに土壌への水の浸透量に大きな差が

あることから, この語を用いる研究者がい

るという｡ 水みちは一度形成されると固定

化されて発達する性質があり, 地下構造物

ができるとそれに沿って集水構造が水平・

垂直双方向にできて地下水流を撹乱するの

で, この視点を導入すると事業者側に不利

になる｡ 地下環境の保全はまだ広く認知さ

れておらず, 工事では地下化がよいとする

風潮もあるが, 地下は ｢一度壊されると二

度と同じ状態には復元できない環境である

ことを十分認識しておく必要がある｣ との

警鐘が鳴らされている27)｡

第三の問題は, 東電の電力需要予測がつ
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年 度 1974 1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

東
電
管
内

79年予測 (7.7) (7.4) (7.1) (6.8) (6.5) (6.2) (6.0) (5.7) (5.5) (5.2)
2,738 2,950 3,169 3,394 3,625 3,860 4,099 4,343 4,591 4,841 5,091

80年予測 (0.2) (13.5) (6.6) (7.2) (6.7) (6.6) (6.4) (5.6) (5.3) (5.0)
2,738 2,743 3,114 3,321 3,561 3,801 4,052 4,311 4,553 4,795 5,037

実 績 (9.2) (6.2) (3.0) (2.4) (6.6) (4.7)
3,078 3,363 3,570 3,678 3,765 4,012 4,202

都
内
23
区

74年予測 710 － － 1,000 － － － － 1,400

79年予測 (6.8) (6.4) (6.0) (5.9) (5.6) (5.3) (5.2) (5.0) (4.8) (4.6)
794 848 902 957 1,013 1,070 1,127 1,185 1,244 1,304 1,364

80年予測 (0) (11.6) (5.8) (6.3) (5.8) (5.8) (5.6) (4.8) (4.6) (4.5)
794 793 885 936 995 1,053 1,114 1,176 1,233 1,290 1,348

港

区

74年予測 58 － － 88

79年予測 (7.0) (6.6) (4.9) (5.9) (5.6) (5.3) (5.0) (4.8) (4.6) (4.4)
71 76 81 85 90 95 100 105 110 115 120

80年予測 (0) (11.1) (5.6) (6.1) (5.8) (5.6) (5.3) (4.5) (4.3) (4.2)
71 71 79 84 89 94 99 104 109 114 119

年度 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01
東電管内 (4.0) (12.8) (5.3) (4.2) (▲7.2) (14.7) (1.8) (1.3) (▲2.4) (2.1) (0.0) (0.0) (8.5)
実績 (つづき) 4,370 4,930 5,190 5,410 5,020 5,760 5,865 5,940 5,796 5,920 5,925 5,924 6,430

図表３ 最大電力需要の予測と実績
(下段・万kW・上段は対前年伸び率・％)

資料：74年予測は74年12月付で住所に配布された東電資料 ｢高輪変電所のご案内｣ に､ 79年予測は同年に住民に配布された色
刷りの東電資料 ｢高輪変電所｣ に､ 80年予測は同年に行われた反対する会の説明会において東電が配布した修正資料に
よる｡ 実績は､ 電気事業連合会ホームページの ｢電力統計情報｣ から筆者が拾ったもの｡

注：１) 74年予測は､ 74年度のものと思われる23区と港区の実績､ 80年度の23区と港区の予測､ 85年度の23区の予測のみが断
片的に記されていたものである｡ なお､ 港区については原資料ではこれと異なる数値を記載していたが､ 反対する会
の説明会でのちにこれを東電が訂正したため､ ここには訂正後の数字を記載した｡

２) 79年予測の78年の値と､ 80年予測の78年と79年の値は実績｡
３) 東電管内実績については､ 電事連ホームページから拾うことのできた82～01年の値のみを記載した｡



ねに過大で, 発想上も実務上も需要抑制の

視点に欠けていたことである｡ 東電が74年

の説明資料で示した予測では, 都区部の最

大電力需要は80年には710万kWに, 85年

には1,400万kWになるとし, 港区のそれも

80年には88万kWになるとしていた28)｡ と

ころが, オイルショックをふまえて同社が

79年に行った予測は大きく下方修正された

ものとなったうえに, 最新の予測を示せと

迫る反対する会の要求に答えて80年に示し

た数字は, さらに小さなものとなった｡

79年と80年の予測には東電管内全体の数

字も示されているので, 図表３にはこれら

を併記するとともに, 電事連公開のデータ

から実績値も記した｡ 一見してわかるよう

に, 実績は修正予測すらもかなり下回る実

態にある (とくに90年代以降は伸びが鈍化

しており, 2003年度の同社の経営計画では,

01～12年度の最大電力需要の伸びは年1.5

％と予測するなど, ６～７％台というかつ

ての見通しとは完全に乖離している)｡ 港

区の実績に至っては, 管内全体の伸びをさ

らに下回るという, 顕著な乖離状況にある

模様だ29) ｡

このように, 東電は過大な需要予測を立

てては下方修正を行うことを繰り返したの

であり, 実績は予測をつねに大きく下回っ

た｡ それからすれば, もっとじっくり住民

と話しあったり, 影響予測や代替地の検討

を行う時間的余裕はあったはずである｡ そ

れに, いくら電力の安定供給が電力会社の

責務であるとはいっても, 環境保全や資源

保護の視点を欠いたまま, 需要の増大にこ

たえるばかりが真の公益性であろうか｡

振り返れば, 住民は説明会の席上で需要

予測の過大さを批判するとともに, 需要の

抑制にこそ真剣に取り組むべきだと迫って

いたのである｡ あれから20年を経て, 風潮

は開発優先の成長主義から徐々に転換しつ

つあるが, その点では東電よりも, 住民の

ほうが時代を先取りしていたのである｡ む

ろん, 電力会社は節電を呼びかけたりもし

ているが, 後述のように他国ではピークカッ

ト契約や節電商品の普及に尽力している電

気事業者もあるのに比べれば, 日本の電力

会社はいったい何をしてきたといえるであ

ろうか｡

第四に, 東京ではその後, 一極集中にと

もなう首都圏の肥大化と, 一方での都心部

のドーナツ化がますます深刻になっていっ

たが, そのなかで当該変電所の建設がどん

な役割を担ったかという問題がある｡ 図表

４に港区の人口と世帯数の推移を示した｡

それによると, 近年の人口は回復傾向にあ

るものの, それまでは一貫して減り続けた

し, 世帯数も90年前後に大きく減少した

(また, 港区では毎年１～２万人程度の転

入者と転出者がそれぞれあるから, 単純に

いえば毎年人口の１割が入れかわってきた

計算になる)｡ また, 図表５にみるとおり

80年と95年を比べると, 昼間人口が増加す

る一方で, 夜間人口は大きく減少した｡ 高

輪やその近隣は夜間人口が比較的多かった

地域だが, そこでも同様の変化が進行し,

とくに変電所のある高輪３丁目と隣の２丁

目は夜間人口の減少が著しい (あわせて,

品川駅周辺の４丁目では, 再開発に伴って

昼間人口が急増したのが目立つ)｡

以上から, 地域にどんな変化が生じたか

はおよそ察しがつく｡ 折からのウォーター

フロントやジオフロント開発のもとで, 低

層住宅がオフィスビルに変わるとともに,

居住者もまた旧来の住民がはじき出されて,

富裕ないわゆる高層 ｢億ション｣ の所有者

へと変化したのである｡ そして, 完成した

変電所はまさに, こうしてがらりと変化し

た地域のなかで, 豊富な電力を供給する機

能を担った｡ つまりは, 地下変電所の建設

は都心に残された貴重な環境を壊したばか

りか, その存在自体がオフィスビル等の林
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図表４ 港区の人口と世帯数の推移

資料：港区住民基本台帳 (各年１月１日現在) のデータにもとづき, 筆者が図表化した｡

区 分
昼間人口 夜間人口 夜間人口

昼間人口

1980年 1995年 1995／1980 1980年 1995年 1995／1980 1980年 1995年

高輪１丁目 5,010 4,285 0.86 5,115 4,116 0.80 1.02 0.96

〃 ２丁目 12,651 11,496 0.91 6,160 4,247 0.69 0.49 0.37

〃 ３丁目 11,553 12,012 1.04 4,691 3,467 0.74 0.41 0.29

〃 ４丁目 3,761 7,471 1.99 3,259 2,949 0.90 0.87 0.39

高輪合計 32,975 35,264 1.07 19,225 14,779 0.77 0.58 0.42

高輪支所管内計 78,636 73,756 0.94 53,317 42,080 0.79 0.68 0.57

港 区 計 706,427 849,786 1.20 200,223 144,233 0.72 0.28 0.17

図表５ 高輪地区および港区の昼・夜間人口の変化

(人)

資料：国勢調査 (港区役所地域活動支援課照会) のデータをもとに筆者が作成した｡

注：2000年国勢調査の結果 (町丁目昼・夜間人口) は未公開｡ 港区総数のみ公開されており,

昼間人口837,658人, 夜間人口159,336人で, 両者の比率は0.19｡



立を招いて旧来の住民を追い出し, 都市問

題の激化を自ら招くことの一端を担ったこ

とになる｡

東禅寺周辺では, 変電所の建設に続いて

90年前後からマンション等も多数建設され

るようになり, さらに現在は北西300�た

らずの所で, 地上154�にも及ぶ超高層ビ

ルの建設も行われるなど (共同住宅と店舗

からなる地上47階・地下１階の建物｡ 主体

は長谷工で05年９月完成予定), 東禅寺の

水と緑は風前の灯となっている｡ 元来, こ

の一帯は多くの寺院と大名屋敷があって戦

災を逃れたために, 近年まで緑環境が守ら

れてきた所である｡ 農業経済を専攻する筆

者は, 農地保全にあたって面的な対応の必

要性を痛感しているが, 都市緑地の保全に

おいても, 面的な開発規制を厳格にかける

べきである｡ それに, 港区の人口は近年回

復傾向にあるとはいっても, もともとの住

民を追い出しておいて, 別に富裕層を受け

入れるようなやり方が, 真の地域再生とい

えるであろうか｡

都心では今, ｢都市再生｣ の名のもとに

容積率を緩和するなどして超高層ビルが続々

と建てられている｡ 品川駅周辺はその典型

にあげられる一方で, かかる都市開発の手

法には, 住民自治や環境面で問題があるの

みならず, 現実には空室率が高まる傾向に

あるので, 経済的にも破綻するとして反対

する識者の声がある30)｡ 地域の資源と環境

のキャパシティには限界があるから, こう

した ｢環境容量｣ の枠内で都市設計をすべ

きだという主張もある (具体的には, 東京

の電力供給は限界に達しつつあるから総量

規制をすべきであり, 地上と地下の大規模

な再開発は極力抑制すべきだとされる)31) ｡

建築家サイドからも, 都心定住型の東京を

再生するには, 地下水や緑などの環境を重

視せよとの声がある32)｡

それらもふまえてみるならば, 東電が当

時主張していた公益性とは, 所詮は普遍性

も将来世代への配慮も欠いた, 成長願望の

所産でしかなかったのではないか｡ 同時に,

地域住民の視点よりも, 営利の対象として

都市再開発を強く欲していた, ゼネコン等

の企業やその代弁者, 一部の富裕層の視点

に著しく傾斜したものでしかなかったので

はないか｡ そして, 今日の誤った ｢都市再

生｣ の先鞭をなす役割を果たしたのではな

いか｡ 筆者はいま改めて, かかる疑問と批

判を抱かざるをえない｡

３. 電力改革論議と経済民主主義� 電力自由化論の特徴と問題点

さて, 電力事業については昨今, 自由化

をかけ声にした改革論議が活発化している｡

すでに部分的な規制緩和も始まっているが,

上の事件で住民側が求めたような, 電力事

業への市民・住民意思の具体的な反映とい

う問題は, そこではどう扱われているのだ

ろうか｡ あるいは, 民意をより直接的に反

映しうるような電力事業に向けて, どのよ

うな試みが行われているのだろうか｡

近年の電力自由化論は, 料金の引下げを

軸に主張されている点に特徴がある｡ 地域

独占による十電力体制と, コストを料金に

そのまま転嫁する総括原価方式によって

｢わが国の電気料金は世界で最も高い｣ も

のになっているから, ｢規制緩和により企

業間の競争を導入し, 電気料金の引き下げ

や, サービスの向上をはか｣ って, ｢合理

化のメリットを最終消費者に還元す｣ べき

だという議論である33)｡ 経済の再生を求め

る立場からも類似の主張があり, たとえば

OECDによる日本の規制改革計画では, 経

済の低迷は市場ニーズから乖離した経済構

造によるとの認識に立ち, OECD加盟国中

で最高水準にある電気料金が日本経済の足

を引っ張っているとして, 電力事業への競

争原理の導入を求めている34)｡
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実際にも, 95年には31年ぶりといわれた

電気事業法の改正で, ①卸電力事業の自由

化 (一般企業が発電した電力の電力会社へ

の入札による卸販売) や, ②特定電気事業

の自由化 (大規模再開発地等における一般

企業による電力の直接供給) 等が行われ,

2000年の法改正でも, 小売の規制緩和 (新

規参入者や他地域の電力会社による2,000

kW以上需要者への供給自由化) がなされ

た｡ しかし, 依然として小口需要者は除外

されており, 新規参入も電力会社に支払う

託送料が高くて進まなかったために, さら

なる自由化の方向が決められた｡ それは,

家庭部門も含めた電力の ｢全面自由化｣ を

行う一方, 発電と送電の分離は見送るとい

うもので, 電力会社が前者を受け入れるか

わりに, 実質的には大きな効果を持つ発送

電分離を阻止したとみられている｡ そこで,

かかる改革の有効性を疑問視したり, 不透

明な議論の過程を批判する声が早くもあがっ

ている｡

ところで, 電力の自由化に火がついたの

は, 一般には90年代に入って内外価格差が

問題になってからと見られているようだ

が35) , じつは原発問題と関連して, 80年代

初頭からそれとは異なる視点で議論がされ

ていた経緯がある｡ たとえば, 室田武は他

の発電方式よりも高コストな原発に電力会

社が熱心な背景には, 独占体制と総括原価

方式があると述べ, 一方では環境にやさし

い農協等の小水力発電が不利な立場に置か

れているとして, エコロジーの立場で電力

事業への自由競争の導入を主張していた36)｡

アメリカでも, 当初の規制緩和は一般的な

規制緩和論と環境派の議論が合流すること

で, 自然エネルギーの育成を重視しながら

発電部門を中心に自由化がなされたといわ

れる (カーター政権下でのPURPA法によ

る分散型電源の育成, ピークロード料金の

採用等の環境的視点もふまえた公益事業委

員会の対応など) 37) ｡

そこで, 日本の脱原発の市民グループな

どは, 電力自由化の流れは歓迎しつつも,

実態は価格の引下げやビジネスチャンスの

拡大など企業の論理に偏していて, 需要抑

制や自然エネルギーの育成, 消費者の電源

選択権が置き去りにされていると批判して

いる38) ｡ 日弁連のように, エネルギー消費

の削減, 託送を含む電力事業の規制緩和,

自然エネルギーの買取り制度化, プルトニ

ウム利用と原発への政府援助の停止を基本

に, エネルギー政策の基本法を制定せよと

提言する例も現れた39) ｡ こうしたなかで,

2002年には ｢エネルギー基本法｣ と ｢新エ

ネルギー法｣ が制定されたが, これらに対

しても市民グループは厳しい評価を下して

おり40) , 研究サイドからも, ｢このままで

は一般消費者にはエネルギー源の選択権の

ない 『業界の自由化』 になる公算が強い｣

として, 送電部門の中立化と, 単純な自由

化では対処できない問題への配慮 (安定供

給の整備や自然エネルギーの育成策) を求

める声が出ている41) ｡

このように, 昨今の電力改革論議はもっ

ぱら価格の引下げの枠組みで論じられてい

て, 環境への配慮やエネルギーの質に関す

る消費者選択の問題が看過されているのは,

大きな問題と思われる42) ｡ また, 筆者はそ

れに加えて, 市民サイドにおいても認識の

不十分な問題がもう一つ残されているよう

に思う｡ それは, 公益事業の代表にもあげ

られる電力事業とは, そもそもいかなる事

業主体によって担われるべきかという点で

ある｡

たとえば, 環境問題によって電力需要の

抑制が必要になってきているとするならば,

需要抑制に最も有効に対処しうる事業主体

とはいかなるものかが, 吟味される必要が

ある｡ また, 原発の是非がエネルギー供給

上の大きな争点であるならば, その世論動
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向を直接に反映しるうような構造を, 電力

事業の担い手自身がもつことが望ましい｡

つまりは, 電力という商品の単なる選択権

の次元をこえた, 電力事業体そのものに対

する民主的コントロールの向上策こそが議

論されるべきなのである｡� 市民参加によるエネルギー事業

本論の冒頭で述べたように, 筆者はさき

に, 公益事業では事業主体への民意の直接

的な反映がとくにはかられるべきだとして,

企業形態についての問題提起を行った経緯

がある｡ 具体的には, 株主による一株一票

の運営原則を採用し, 法人大株主が支配的

な力を行使している株式会社よりも, 自然

人を中心とする組合員の一人一票で運営さ

れる, 協同組合のほうが望ましいとするも

のである43) ｡

協同組合が電力を供給するなどというと,

空論のように思われるかも知れない｡ だが,

電力事業の担い手は国によって多様であり,

公社や協同組合が電力事業の一部を担うこ

とで, 需要の抑制や自然エネルギーの活用

がはかられている海外の事例が, すでに邦

語文献でも少なからず報告されている｡

比較的よく知られている例に, アメリカ・

カリフォルニア州のサクラメント電力公社

がある｡ 契約消費者は47万人で, 従業員の

規模は四国電力に匹敵するが, 住民投票で

直接に選挙される５～７人の理事が運営す

るという, 民意の直接反映がはかられてい

る点に特徴がある｡ 公社では, 自前の電源

確保の必要と当時の安価な建設単価にひか

れて, 75年に原発の運転を開始したが, 直

後からトラブルに見舞われて料金が上昇し,

経営も悪化した｡ それを背景に経営紛争が

生じたが, 89年に原発を閉鎖するとともに,

省電力製品や断熱対策の普及, 植樹による

エアコン効率の向上, 太陽光発電の普及な

どをとおして, 再生がなされたという事例

である44) ｡

カリフォルニアは, 農村部に低コストの

電力を共同購入するための電力協同組合が

普及していて, 25万人が加入している点で

も知られる45) ｡ ドイツのグリーンピース・

エナジーのように, 自然エネルギーを共同

購入するための新しい協同組合も報告され

ているし46) , 自然エネルギーを軸にした協

同組合としては, デンマーク農村部の風力

発電協同組合が実績を有する｡ デンマーク

は, 原発をもたずに自然エネルギーを積極

的に導入してきたが, 97年末時点で110万

kWに達する風力発電のうちの, ほぼ半分

が協同組合所有である47) ｡ 同国における70

年代の風力発電の大半は個人有だったが,

政府の分散型エネルギー促進政策と, 既存

の協同組合の大型化のなかで新たな方向を

希求していた人々の協同運動とが重なり合っ

て, 80年代～90年代初期に協同組合が主流

となり, 既存の協同組合運動の外側で発展

したといわれる48) ｡

日本でも, 協同組合で自然エネルギーを

普及しようという動きが活発化してきた｡

嚆矢としては, 90年頃に大阪府の市民が

｢豊中村エネルギー協同組合｣ (ただし実態

は任意組織と思われる) を結成し, 資金を

出し合って１kW程度の太陽光発電を民家

に設置するなどの動きがあったが49) , 本格

的なものとしては, 北海道の生活クラブ生

協を母体とした風力発電がある｡ 同生協は

99年に, 希望者の家庭で通常料金に５％を

上乗せしながら電気料金を生協が代理徴収

することによって節電意識を浸透させると

ともに, 上乗せ分で自然エネルギー基金を

造成する活動を開始した｡ それは, NPO

法人 ｢北海道グリーンファンド｣ の設立を

とおして, 組合員外も含む1,300名の基金

造成活動に発展した｡ そして, 同NPOの

1,000万円の基金に, 個人や法人を加えた

約２億円の出資を加えることで株式会社が

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集48



設立され, これが1,000kW出力の風車を浜

頓別町に建設して, 01年に運転を始めた50) ｡

とはいえ, この事例は協同組合そのもの

による発電事業ではないし, 作られた電力

も北海道電力に売電されていて, 生協組合

員自身による消費が実現しているわけでも

ない｡ そこで, 協同組合によって真正面か

ら自然エネルギーの自給をはかろうとの議

論も, 改めて出されている｡ 一つは, エネ

ルギー自給のための, 風車を利用した電力

協同組合の提案である｡ 実現には電力の小

売規制の緩和が必要になるが, 利潤を目的

としない相互扶助組織である協同組合にふ

さわしい事業であるうえに, 電気料金も安

くなると論じられている｡ もう一つは, 農

協を起点にしながら, 農協法の枠内でも可

能なバイオマスや風力・小水力などの活用

をはかろうとの提案である｡ エネルギー問

題と経済民主主義の結合という新たな領域

で, 協同組合の機能発揮を提起するものと

して注目される51) ｡

一方では電力会社も, 2000年に ｢グリー

ン電力｣ 制度を創設した｡ これは, 消費者

が電気料金に一定額を上乗せして支払い,

それに電力会社の負担を加えることで自然

エネルギー施設への補助を行うものだが,

実際には普及していない｡ 上乗せ分の具体

的用途が不明確で, 市民参加の手法にも欠

ける点に問題があるようで, ｢自分が直接

事業に参加できるという満足感や, いかに

透明なルールに沿って基金が運用されてい

るかが判断材料｣ になるから, ｢電力会社

が直接基金を集める形より, 地域で信頼さ

れる市民団体や, 個人の屋根に直に実物を

つける方が, 成功につなが｣ ると市民サイ

ドは批判している52) ｡� おわりに

もっとも, 自然エネルギーをめぐっては

反原発派の中にも批判があり, 主な論点は

米・カーター政権のブレーンだったA.ロ

ビンズの ｢ソフト・エネルギー・パス｣ 論

との関連で, すでに80年代に提出されてい

る｡ 具体的には, ①エネルギー密度の低い

自然エネルギーにはエントロピー論的な限

界があるし, 固有の環境影響もあるから過

大評価はできない, ②消費削減にも取り組

まないと, 合成の誤謬や迂回生産によって

エネルギー消費の総量は増える可能性があ

る, ③自然エネルギーと原発とは排他的と

はいえず, それが原発の単なる補完として

取り込まれる危険もある, などである53) ｡

筆者もこれらの点には注意が必要と考える

が, 本論では, エネルギー事業の主体のあ

り方についての考察が従来乏しかったこと

を, あわせて指摘しておく｡

エネルギー事業の転換の道筋をめぐって

は, 国レベルの政策変更の重要性を主張す

る議論がある一方で, 住民自らの責任の自

覚が大切だとして, それを促進しうるよう

な分権化を求める議論もある54) ｡ だが, 実

際にはこうした個人と国や社会との間には

エネルギー事業の主体である法人があって

大きな力を有しているから, 両者の媒介項

をなしている法人のあり方が, 鍵になる場

面も多いのではなかろうか｡ 筆者が電力事

業改革をめぐって, 経済民主主義的な事業

者像を重視するのは, そのためにほかなら

ない｡

さらにいえば, 電力事業論へのかかる視

点の導入は, ｢公益｣ 観の修正にも及ぶで

あろう｡ たとえば小松隆二は, 電力等の公

益事業は市民生活に不可欠ではあっても,

不可欠なものは他にもあるし, それが営利

追求のもとで営まれていることや, 公益代

表委員などが中立的とは言えない人も含め

て, しばしば市民の関与ぬきに選出されて

いることを批判する｡ そして, ｢公益｣ と

いう語が ｢公益事業｣ のような形で使われ

てきたこと自体に問題があるとし, それに
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替えて, 営利を追求する資本の論理・市場

原理とは対極の位置にある, ｢世のため人

のための利益｣ を基準にせよと論じている｡

彼が注目するのは非営利の活動や組織であ

り, 自然や人間に対する愛情や共感である

(具体的には, 環境それ自体に公益性があ

るとして, 環境への配慮が公益性の条件だ

とする｡ また, 官の力によったり反対派を

力で押さえこむ強引なやり方は公益的では

ないとして, 全国民が事業や制度の管理・

運営に参加できる機会の保障と, 実質的な

合意形成を重視している) 55) ｡

こうした提起は, 協同組合論や非営利組

織論の新たな動向とも関連してくる｡ 従来

の議論では, 協同組合とは経済的弱者が協

同することで, 市場での地位を向上させる

ための組織と考えられてきたが56) , かかる

枠組みを超えて, 経済民主主義の担い手と

して協同組合を認知する動きが出てきてい

ることは既述の通りである｡ 一方では, 非

営利組織と営利組織の区分についても, 利

潤分配が禁止されているかどうかだけで見

る通説に批判が出されている｡ 論者は, ヨー

ロッパで近年議論されている ｢社会的企業

(social enterprise)｣ を参考に, 組織と事

業の自立性と継続性, 明確な目的としての

コミュニティへの貢献, 市民グループによ

る設立と利害関係者を包含する参加, 資本

所有を基礎としない意思決定と限定的な利

益分配などの諸特徴から, 組織を分類する

ことを提案している57) ｡

ともあれ, このような新しい ｢公益｣ 観

もふまえて変電所問題を振り返ってみるな

らば, 東電の実態は ｢公益｣ の名に値する

とは到底いえない｡ そして, 電力事業のよ

うな分野においてこそ, かかる批判にも耐

えうる仕組みと実態を有した事業体が想定

されねばならない｡ それはおのずと, 株式

会社よりも協同組合や非営利組織に近いも

のになるだろうというのが, 筆者の結論で

ある58) ｡

(注)

１) 内橋克人 『共生の大地』 岩波書店, 1995

年, 228頁｡ 奥村宏 『無責任資本主義』 東

洋経済新報社, 1998年, 217頁｡ 西川潤

『人間のための経済学』 岩波書店, 2000年,

11章｡

２) たとえば, 縄田栄次郎 『公益産業論序説』

千倉書房, 1986年, 第1－3章では, 公益事

業の代表に電力事業をあげつつ, 公益事業

の概念を詳細に検討している｡

３) 剣持一巳 『ルポ・原発列島』 技術と人間,

1982年, 鎌田慧 『原発列島を行く』 集英社,

2001年などでは, 電力会社が行政と一体に

なったりブローカーを使うなどして, 住民

に隠れて用地買収をする, 脅迫じみた強引

な買収交渉をする, 着工の見通しもないう

ちにPR館を建てて既成事実を作る等の,

各地の実態がつぶさに描かれている｡

４) 柴田鐵二 『原発国民世論』 ERC出版,

1999年｡

５) 拙論 『協同組合の時代』 日本経済評論社,

1994年, 187－199頁｡

６) 研究論文では, 拙論 ｢原子力災害と食料・

農業問題｣ 『茨城大学地域総合研究所年報』

第34号, 2001年｡ 同 ｢原子力施設の立地と

地域農業｣ 『茨城大学政経学会雑誌』 第72

号, 2002年など｡ 社会的発言としては, 記

事 ｢脱原発のすう勢直視を｣ 茨城新聞1999

年12月11日号｡ 記事 ｢農家・消費者の連携

願う｣ 毎日新聞2001年７月30日号など｡

７) 拙論 ｢『SAVE芦浜基金』 活動の研究｣

『茨城大学人文学部紀要・社会科学論集』

第38号, 2003年｡

８) この問題について, 筆者はかつて拙論の

なかで断片的に触れた経緯があるが (｢祝

典のなかの彷徨 協同組合の150年｣ 『評

論』 日本経済評論社, 1995年３月号｡ 拙論

｢私が 『産消混合型協同組合』 にこだわる
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理由｣ 『生活協同組合研究』 生協総合研究

所, 1997年９月号), 事件と運動の全貌を

記録したものとしては, 本稿が初出と思わ

れる｡

９) 地下７階構造で延面積１万9,000㎡｡ 主

要変圧器は電圧275／66kV・容量30万kV

Aが３台, 66／22kV・6万kVAが３台｡ 従

来, 港区の電力は高輪同様の超高圧変電所

である青山の城南変電所と, 南新橋変電所

を中心に供給されてきたが, 需要増大にこ

たえるには高輪変電所が必要とされた｡ 高

輪と同規模の超高圧変電所は, 都内では城

南のほか, 豊島, 新宿, 世田谷, 池上, 日

本橋, 九段の各変電所が稼動中ないし建設

中であった｡ 概要は主として, 東電 ｢高輪

変電所工事の概要｣ (住民配布資料), 1977

年９月｡ 東電 ｢高輪変電所｣ (色刷りの住

民配布資料｡ 発行年月は不記載だが, 1979

年頃と思われる) による｡

10) 当初東電が住民に配布した資料では, こ

の変電所は ｢地下を利用して設置いたしま

すので, 日照等による影響は殆んどありま

せん｣ とし, 地下災害についてはわずかに

｢地下掘削に先だち地下建物周囲に低騒音,

低振動工法による山留壁を施工し, 地盤沈

下により, 隣接建物へ影響を及ぼさないよ

うにいたします｣ と述べるのみであった

(東電 ｢高輪変電所新設のご案内｣ (住民配

布資料), 1974年12月)｡

11) この辺の詳細は, 早川和広 ｢東京電力

“宙に浮いた”地下変電所の怪｣ 『宝

石』 光文社, 1979年３月号で報道された｡

12) 変電所着工までは, 東禅寺の池には睡蓮

やコウホネが旺盛に繁茂し, 湧水地点には

サワガニが, 樹林にはリスが生息していた｡

また筆者自身, 60年代後半から70年代にか

けての幼少時に, 東禅寺で20種類をはるか

に超える蝶を採集した記憶がある｡

13) 著者・題名・発行元・発行年月不明の鑑

定書 (ただし, 法政大・遠藤六郎氏が76年

にまとめたといわれる)｡ なお, 当時の東

禅寺住職は当時, 遠藤氏から直接, ｢泉水

の４分の１は減水し, 変電所下流側の地下

水は枯渇する｣ と言われたという｡

14) 11) に同じ, 304頁｡ なお, それにもか

かわらず東電がこの用地に固執するのは,

東電と特定のゼネコンとの間に癒着がある

からだと, 同記事は批判した｡

15) 79年にはスリーマイル島事故が起きると

ともに, 日本でもエネルギー収支分析やエ

ントロピー論・資源論などの立場で新エネ

ルギーの有効性を批判する声が出ていたの

で (星野芳郎 『エネルギー問題の混乱を正

す』 技術と人間, 1978年｡ 室田武 『エネル

ギーとエントロピーの経済学』 東洋経済新

報社, 1979年｡ 槌田敦 『エネルギー・未来

への透視図』 日本書籍, 1980年など), 住

民はそれに学びつつ問題を提起した｡

16) 東電は, 80年10月７日の確認書において,

｢お宅の電気器具がふえるにつれ, 電気の

設備もふやしていかなければなりません｣

｢94％までが生活関連需要です｣ ｢港区の電

気の特徴は, 一言でいえば暮らしに身近な

電気｣ というパンフレットの表現を, ｢適

切とは言いがたい表現でありますので削除

します｣ とした｡

17) 東電の九段変電所は高輪同様, 275kVの

超高圧の地下変電所で, 最下層は深度36�,

容積は高輪の３分の２程度｡ 工事に伴って

１年間に当該変電所の容積の５倍近くに及

ぶ42.5万t (最大時には月間９万t) の地下

水汲上げが行われて周囲に被害が出たため,

80年７月に10名余りの住民が, 総額２億

3,000万円余の損害賠償を求めて提訴した

(東京地裁民事第12部・昭和55年 (ワ) 第

7696号損害賠償請求事件訴状 (1980年７月

22日), ならびに同事件被告側準備書面

(1981年10月７日) による)｡

18) 水資源開発研究会 ｢高輪 (変) 新設工事

に伴う環境影響評価 (地下水) 報告書｣,
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1979年12月, 16頁｡

19) 18) に同じ｡ ｢第２回緑の国勢調査｣ は,

東京都 ｢第２回自然環境保全基礎調査・特

定植物群落調査報告書｣, 1978年 (そこで

は, 樹林に活力がないとの指摘はないのみ

ならず, 野鳥の生息保護や湧水維持を積極

的に提言している)｡ 以下に述べる住民側

の鑑定を行った生越忠氏は, その著書のな

かで, 名貸し行為やデータ改竄をつうじて

各地の開発公害に加担し, 氏と何度も対立

してきた御用学者の典型として, 山本荘毅

教授なる例を詳しくあげて糾弾しているが

(生越忠 『悪用される科学』 三一書房, 1981

年, 172－186頁), この ｢山本鑑定｣ の主

査こそ, ほかならぬその人物であった｡ な

お, 生越鑑定は ｢遠藤鑑定｣ にも疑問を呈

しているが, 古い地形図の分析や透水係数

の実測値をふまえて, 地層の不均質性にも

ふれつつ論じたという点では, ｢山本鑑定｣

よりも ｢遠藤鑑定｣ のほうが, まだしも現

実的・良心的であったと筆者は思う)｡

20) 生越忠 ｢東京電力高輪地下変電所の建設

工事によって発生が予想される地下公害お

よび地盤災害などの諸問題について (鑑定

書)｣ 『開発と公害』 第14号, オリジン出版

センター, 1981年６月所収｡ 同鑑定書では

補足的に, 堅硬な地層と軟弱な地層が重な

りあっている当地の ｢サンドイッチ地盤｣

の実態や東京礫層の薄さからみると, 地震

時の構造物の耐震性や, 安定した支持層の

有無にも疑問があるとした｡

21) 筆者提出の論点は次の通り｡ ①東電が提

出した値と遠藤鑑定の値には違いがあり,

改竄の可能性も含めてボーリングデータの

信憑性に疑いがある｡ ②山本鑑定ではTos-

1層の透水係数は１×10－３㎝／secと算出し

たが, 遠藤鑑定の実測値は(２～５)×10－３

㎝／secで, 実測値と異なる結果が出たシ

ミュレーションは無効だ｡ ③山本鑑定は水

を汲上げない前提で計算しているが, 九段

変電所の例からすれば前提に疑問があるし,

影響の及ぶ範囲がおのずと狭くなるような

恣意的前提によっている｡ ④山本鑑定は地

層が均質とする前提に立った計算だが, 附

図１のとおり実際の地層は非常に複雑だ｡

⑤山本鑑定・遠藤鑑定とも, 本体工事のみ

を問題にしていて地中線の影響を看過して

いる｡ 東電は, 桜田通りの地下４�地点か

ら変電所まで水平に, シールド工法で外径

4.4�の地中線を渋谷粘土層に設置すると

いうが, 附図１から推測すると当該標高15

～20�地点には重要な透水層 (Tos-1) も

あり, その相当部分を遮断することになる

から, 地下水が迂回できなくなる｡ ⑥山本

鑑定は変電所下流側の向斜・背斜構造を無

視しており, これも考慮すれば地下水の迂

回はより困難となる｡ ⑦東電は表層の自由

地下水の横移動はほとんどないとするが,

近隣の地下災害の例からすれば, 自由水の

横移動も一定あるとみるべきだ｡

22) 住民の代理人として陳述した生越教授は,

｢東禅寺を含めた文化財ともいうべき自然

は都民や国民全体の財産だ｣ としたうえで,

東電が同一地点で異なる地盤データを出し

ていること, 遠藤鑑定と山本鑑定で東禅寺

の泉水の供給源に関する見解が違うこと,

掘削現場に出た水は汲出すと東電は言明し

ていること, 地層を均質に見立てた予測は

実態にあわないことなどをあげ, ｢シミュ

レーションよりも, 類似の工事で地下災害

がどう起きたかという経験に学んだほうが

よほど確かな予測ができる｣ と述べた｡ そ

して, ｢この程度の大きな地下工事をした

ら地下水が枯れないほうが稀なので, 他で

地下水枯渇も地盤沈下もなかったという証

拠を一つでいいから持ってくるなり, ここ

に限って絶対ないことを証明すべきだ｣ と

陳述した (東京都都市計画局建築指導部

｢東京電力高輪地下変電所建設に係る公聴

会記録｣, 1981年11月19日)｡
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なお, 山本鑑定は東禅寺の池の水源につ

いて, ｢直接降雨によって供給されるほか,

降雨の後の表面流出によって供給されてい

ると考えられる｡ また, 池の底からの地下

水湧出は, 常時, 行なわれているはずであ

るが, この量は必ずしも大きくはない｣

(６頁) とした｡ たが, 別のマンション建

設に付随して大日本土木が82年に行った池

の水質調査では, 関東ローム水と東京砂層

水の混合割合が４対６ないし３対７で被圧

地下水が主と判明したし, ㈱アグネ技術セ

ンターの水質調査でも, 泉源の一つである

崖からの落ち水より池央付近の湧出量が多

いことがわかった｡ 加えて, 山本鑑定は池

への湧出量を一日数10�以下としていたが,

82年に間組が調べたところ, 実際には放流

水だけでも100�前後あった｡ 山本鑑定は

当初から前提を完全に誤っていたのである｡

23) 当時の反対する会の会長 (河野曄二弁護

士) によると, この前年度の審査会にかけ

られた案件を調べたところ, 住民側の主張

が認められた例は１件もなかった｡ 同会長

は回顧して, この審査会は行政庁が意のま

まに操れる ｢学識経験者｣ をもって組織し,

行政庁の事実上の隠れ蓑としている機関に

すぎないうえに, 後述の審査請求制度も司

法的救済を阻害するものだと断罪している｡

24) その結果, 住民間の亀裂も拡大し, 東禅

寺の池に廃油が夜間投棄されて警察沙汰に

なる, 反対する会の会長宅に脅迫状が届く

等の陰湿な事件も起きた｡

25) 附図２に示したように, 間組が行った東

禅寺の池の水質検査によると, 夏場以外は

２～３ppm程度だったCODは, 85年の夏

以降は常時５ppm前後となり, 87年以降は

５～10ppmが常態となって18ppmというド

ブ並の数字も記録するに至った｡ また, 反

対する会の依頼を受けて㈱アグネ技術セン
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附図２ 東禅寺の池水のCODとEC (電気伝導度) の推移



ターが行った水質検査でも, ①当初6オー

ダーだったPHが微増して91～92年と94年

～95年には7.3～7.8となる, ②当初300μS

弱だったECが上昇して88～91年には350～

400μSとなる, ③86年にSiが, 88～89年に

Caが著しく増加するなど, 湧水量の減少

とコンクリート成分の混入を示唆するデー

タがみられた (大日本土木の測定では, 東

京砂層水と関東ローム層水のECはそれぞ

れ266と365μSであったから, 池水のECの

上昇は, その主要源である東京砂層水の枯

渇を暗示するものといえよう)｡

26) 東京都公害局 ｢地下水収支調査報告書｣

1980年３月, 28頁｡

27) 水みち研究会 『井戸と水みち』 北斗出版,

1998年, ３頁, 166－186頁 (引用は171頁)｡

それからすると, 公聴会で生越教授が ｢専

門家よりも地元住民の感覚のほうがよほど

当たっている例がたくさんある｣ と述べ,

九段変電所裁判の手塚原告が ｢地下はいわ

ば生き物である｣ と述べたのは, まさに至

言であった｡ 筆者もまた, 地下開発促進論

については, のちに同様の立場で批判した

経緯がある (拙論 ｢地下都市に未来なし｣

『朝日ジャーナル』 朝日新聞社, 1987年２

月６日号, 104頁)｡

28) 同資料では港区の数字を170万kWとし

ていたが, 後の反対する会の説明会で, こ

れは港区周辺の需要も含めた数字だとして,

口頭で本文のように訂正した｡

29) 2003年度東電経営計画は, 2003年３月27

日プレスリリース (同社ホームページ掲載)

による｡ なお, 2003年春の本論執筆の準備

段階で, 筆者は東電への照会によって, 高

輪変電所の仕様, 管内・23区内・港区の最

大電力需要実績の推移, 現在の港区の電力

供給体系などのデータを得ることができた｡

しかし, 同社はこれを秘密として他に開示

しないことを筆者に求めたため, 本論では

これを活用することができなかった｡

30) 五十嵐敬喜・小川明雄 『｢都市再生｣ を

問う』 岩波書店, 2003年｡

31) ソーラーシステム研究グループ 『循環都

市へのこころみ』 日本放送出版協会, 1994

年, 146, 151, 159頁｡

32) 河原一郎 『地球環境と東京』 筑摩書房,

2001年は, 東京は日本最大の歴史的遺産だ

としたうえで, 中世から江戸期の生態学的

循環と生活様式を見直して, 水と緑を重視

した都市を住民主体で創り出すこと (地上

の施設だけでなく地盤や地下水などからの

東京の見直し, 首都圏全体の水循環システ

ムの再生や崖線の緑の回復, 東京圏の人口

抑制の一方での, 都心への住民呼び戻しと

コミュニティ再生など) を提案している｡

33) 石黒正康 『電力自由化』 日刊工業新聞社,

1999年, ２頁, 39頁｡

34) OECD 『成長か衰退か』 山本哲三訳, 日

本経済評論社, 1999年, 第５章｡

35) 33)に同じ, 21頁｡

36) 室田武 『原子力の経済学』 日本評論社,

1981年, 第２章, 第６章｡

37) 小林健一 『アメリカの電力自由化』 日本

経済評論社, 2002年, 第１部｡ もっとも,

80年代後期以降には送電部門を中心とする

一般的な規制緩和論が強まって再生可能エ

ネルギーの育成は後退したが, 環境問題に

ついては別に規制もされるようになったと

同書は論じている (同書, 第２部)｡

38) 北海道グリーンファンド 『グリーン電力』

コモンズ, 1999年, 第６章｡ 勝田忠広 ｢電

気事業分科会にみる電力自由化の見通し｣

『原子力資料情報室通信』 342号, 2002年11

月｡

39) 日本弁護士連合会 『孤立する日本のエネ

ルギー政策』 七つ森書館, 1999年, 第５部｡

40) 前者の法律には, 規制緩和が不十分で原

発推進の意図が隠されている等の批判があ

る｡ また後者は, 自然エネルギーを発電事

業者に有利な価格で電力会社に買い取らせ
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るべく, 市民グループが立法化を求めた経

緯があるが, 法の成立過程で著しく骨抜き

にされたと批判されている (勝田忠広 ｢市

民参加の可能性を閉ざすエネルギー法制｣

『原子力資料情報室通信』 337号, 原子力資

料情報室, 2002年６月｡ 自然エネルギー促

進法推進ネットワーク 『自然エネルギー100

％コミュニティをめざして』 かもがわ出版,

2002年, 第１部)｡

41) 37)に同じ, 終章｡ 引用は250頁｡

42) なお, 前掲の石黒著では電力の ｢質｣ の

問題にもふれてはいるが, それは停電頻度

や周波数変動の問題に限られている｡ また,

同書の立場は原子力については中立だとし

たうえで, 高コストな原子力の扱いの如何

は, 必要なら国の政策を通じて保護すべき

話であり, 事業者とは切り離して論じるべ

きだとしている (33) に同じ, 71－73頁)｡

43) ５)に同じ｡

44) 長谷川公一 『脱原子力社会の選択』 新曜

社, 1996年, 第1－3章｡

45) デボラ・シュタインホフ ｢カリフォルニ

アのエネルギー危機と電力協同組合の役割｣

『生活協同組合研究』, 2001年12月号｡

46) 環境団体グリーンピースの考案によるも

ので, 原子力を含まない自然エネルギー中

心の電力を, １万3,000人に供給している

(40) 後者の文献に同じ, 91－92頁)｡

47) 飯田哲也 『北欧のエネルギーデモクラシー』

新評論, 2000年, 第７章｡ なお, 同国では

将来, 電力の５割を風力発電にすることを

目標にしている (同書, 166頁)｡

48) 中久保邦夫 ｢風力発電と協同組合的所有｣

『経済情報学論集』 第17号, 姫路獨協大学

経済情報学会, 2003年｡ ただし, 風力発電

が採算のよい投資先となったことや協同組

合の税制上の不利などから, 近年は再び個

人化しているようである｡ しかし, 同国の

電力に占める風力発電の割合が１割に達す

るなかで, 協同組合形態は稼動数で全体の

42.8％, 発電量で27.8％という重要性をもっ

ていると彼は評価している｡

49) 井田均 『カリフォルニアに発電風車が多

い理由』 公人社, 1994年, 219－220頁｡ 記

事 ｢太陽光発電半年の経験から｣ 『反原発

新聞』 1990年６月号, 反原発運動全国連絡

会｡ なお, 類似の小規模な ｢市民共同発電

所｣ は現在全国に20ほどあるという (自然

エネルギー推進市民フォーラム 『よくわか

る自然エネルギー』 合同出版, 2002年, 148

頁)｡

50) 鈴木亨 ｢市民風車とグリーンファンド｣

『環境社会学研究』 第８号, 有斐閣, 2002

年｡

51) 滝田隆夫 ｢夢のある風車を協同組合で｣

『土と健康』 2000年８月号, 日本有機農業

研究会｡ 同 ｢風車による電力協同組合の提

案｣ 『クリーンエネルギーレポート』 第２

号, クリーンエネルギー・フォーラム,

1998年｡ 佐藤喜作 ｢新世紀の新エネルギー

を協同組合で｣ 日本協同組合学会2002年度

大会・個別報告要旨, 2002年10月｡

52) 40) 後者の文献に同じ, 92－101頁 (引

用は100頁)｡ 長谷川公一 ｢環境運動と環境

政策｣ 同編 『環境運動と政策のダイナミズ

ム』 有斐閣, 2001年, 21－24頁｡

53) 批判の代表例として, 槌田敦 『石油文明

の次は何か』 農文協, 1981年, 第3章｡ 15)

の室田に同じ, 第４章｡ 室田武 ｢水と土に

根ざす文化に向けて｣ 長洲一二編 『ソフト・

エネルギー・パスを考える』 学陽書房,

1981年｡ 『週刊東洋経済』 臨増近経シリー

ズNo.53の, 室田論文と室田・ロビンズ夫

妻鼎談, 1980年｡ 吉岡斉 『テクノトピアを

こえて』 社会評論社, 1982年, 第２・４章｡

54) 順に, 田窪祐子 ｢エネルギー政策の転換

と市民参加｣｡ 小池浩一郎 ｢バイオエネル

ギーからみた社会認識の潜勢力｣｡ ともに

『環境社会学研究』 第８号, 有斐閣, 2002

年｡
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55) 小松隆二 『公益学のすすめ』 慶應義塾大

学出版会, 2000年, 45－46, 50－56, 83,

154頁｡

56) 協同組合の本質論は５)に同じ, 第４章｡

57) 塚本一郎 ｢非営利組織研究と協同組合研

究との関連に関する一考察｣｡ 山口浩平

｢社会的企業という概念をめぐって｣｡ とも

に 『生活協同組合研究』 2002年10月号｡

58) むろん, 近年の農協グループの食品偽装

事件等のように, 協同組合にも問題はある

し, 企業形態の如何は絶対的な違いではな

い｡ しかし, 企業形態の違いによって生じ

る相対的な差に着目して, 法人形態を具体

的に取捨選択することは必要であろう｡
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１. はじめに

２. 保証業務提供の背景と意義

３. 保証業務の定義と特徴

４. 保証業務提供の財務諸表監査への影響

５. おわりに

１. はじめに

財務諸表監査の社会的機能が厳しく問わ

れている｡ 我が国では, いわゆるバブル経

済崩壊後の以下の事例＊１に限定しても, こ

れらを防止, 発見, すみやかな開示になぜ

会計プロフェッションが十分に関与しなかっ

た(できなかった)のか, と｡

・住宅金融専門会社 (住専) 七社の破綻

(1996年) ：住宅以外の不動産への巨

額融資の ｢焦げ付き｣ による破綻

・国際卸売小売業のヤオハン・ジャパン

の倒産 (1997年) ：過剰投資に起因し

た債務超過の粉飾

・山一証券の自主廃業 (1997年) ：簿外

損失の海外ペーパー・カンパニーへの

｢飛ばし｣ による簿外債務の粉飾, 債

務超過の粉飾

・日本長期信用銀行の破綻 (1998年) ：

不動産への過剰投資, その損失を系列

子会社へ ｢飛ばし｣ た粉飾, 債務超過

で破綻

・日本債券信用銀行の破綻 (1998年) ：

主要業務の不動産融資の失敗による債

務超過を粉飾

・そごうの事実上の倒産 (2000年) ：店

舗を11店から20店への倍増拡大経営の

失敗

ひとり我が国のみならず, 米国において

も, 破綻の規模で建国史上の一, 二を争う,

エネルギートレーディング会社のENRON

(エンロン) 社の破綻事件 (2001年12月)＊２,

通信インフラ会社のWORLDCOM (ワー

ルドコム) 社の破綻事件 (2002年６月)＊3,

が生じ, 世界でもっとも透明で公正な財務

諸表ならびに財務諸表監査を標榜していた

米国においてさえも, 財務諸表監査の社会

的機能について厳しい問題提起がなされて

いる｡

こうした状況のもと1990年以降, 財務諸

表監査の担い手である, 会計プロフェッショ

ンの側から, 自らの提供する業務を保証業

務という概念を用いることによって, 新た

な業務へ積極的に進出しようという動きが

顕著になりはじめている｡

ここで, 会計プロフェッションとは何か

確認するならば, 会計プロフェッションと

は独立職業専門家としての会計士のことを

指し, その業務は基本的には,

１) 保証業務 (＝証明業務)

・監査 (audit)

・合意された手続 (agreed-upon

procedures engagement)

・レヴュー (review)
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・調製 (compilation)

２) 経営コンサルティング (consulting,

management advisory service)

３) 税務 (tax)

の三本柱から成る｡ 言うまでもなく, 監査

は, 会計プロフェッションの独占業務であ

る｡

こうした会計プロフェッションの実務上

の動き呼応して, アメリカにおける監査論

学習の定本 (テキスト) となっている 『モ

ントゴメリーの監査論 (第２版)』 におい

ても, 財務諸表の信頼性に関する保証とい

う会計プロフェッションにとっての独占業

務 (監査) を包含する (もしくは, 監査業

務 を 超 え る ) , よ り 広 範 な 保 証 業 務

(Assurance Services) を監査一般理論の

基礎概念として取り入れて, 監査の理論体

系を再構築している＊４｡

テキストの変更のみならず, 保証業務と

いう概念の登場は, ただちに以下のような

問題を生じさせるであろう｡ まず第一に,

日米ともに企業破綻を契機にして, 従来,

財務諸表監査においては会計プロフェッショ

ンが, 被監査企業の作成した財務諸表につ

いて, その内容が会計基準 (たとえば米国

のGAAP；一般に認められた会計原則) に

準拠していることを保証してきたが, この

ことが結局のところ何を意味するのかに関

して, 財務諸表ならびに監査報告書の利用

者をますます理解困難に陥れる可能性があ

る｡

第二に, 実務上すでにおこなわれている

保証業務が, 会計プロフェッションの負う

べき責任の範囲を曖昧にする可能性がある

こと, 換言すれば, 会計プロフェッション

の独立性を揺るがす問題に直結する可能性

がある｡

第三に, 財務諸表監査の理論研究上, 一

方では当該保証業務が財務諸表監査の新し

い理論枠組み (フレームワーク) を必然化

させるとの認識が存し, 他方では, 従来の

財務諸表監査に包含される概念であるとす

る認識, という相対立する二つの観点が存

し, このことから, さらに監査実務上の指

針を混乱させる可能性がある｡

このように, 監査の失敗と相俟って, 保

証業務概念の台頭により, 財務諸表監査の

社会的機能の再検討が必然化するという考

え方に立脚して, 本稿では, まず最初に,

会計プロフェッションによる保証業務提供

の背景ならびにその意義づけ, つぎに, そ

もそも財務諸表監査における保証の概念と

はいかなるものか (ものであったか) を検

討する｡ そして最後に, 会計プロフェッショ

ンによる保証業務提供が財務諸表監査に与

える影響について考察することにしたい｡

２. 保証業務提供の背景と意義

会計プロフェッションは, 独占業務であ

る監査業務 (被監査会社の財務諸表につい

ての証明業務) をおこない, その結果とし

て財務諸表の情報の確からしさに保証を付

与する｡ このことこそが, 会計プロフェッ

ションの中核的な存在意義として社会から

期待されてきたものであることは, 疑いな

いであろう｡

ところが1990年代に入ってから, とりわ

け米国の会計プロフェッションは, 監査業

務を超えて新たな業務をおこなうことが期

待され, 自らもその求めに応じてきた｡ す

なわち保証業務の提供である｡ この変化の

過程を確認しておくことから始めよう｡

20世紀までは, アメリカにおける会計プ

ロフェッションの監査業務は, 当時, 監査

先進国のイギリスの影響の下, 帳簿監査

(合計突合と転記突合を中心とした貸借対

照表データの詳細な吟味;bookkeeper audit)

であった｡ 監査の担い手は, イギリスの投

資家から派遣されたイギリス人であること
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が典型であった｡

アメリカ独自の監査の形態が確立しはじ

めたのは, 20世紀に入り株式会社が大規模

化し, したがって経済活動が急速に拡大し

た状況と軌を一にしており, その特徴をひ

と言で表現するならば試査監査 (test audit)

と言えよう｡

20世紀初頭においては財務諸表の利用者・

会計プロフェッション自身の関心は, 企業

の健全性の主要な指標としての貸借対照表

に向けられつつも, 次第に, たとえば, ア

メリカ会計士協会 (AIA：American

Institute of Accountant, 後にアメリカ

公認会計士協会AICPA：American Insti-

tute of Certified Public Accountant) が

1929年に発行した ｢財務諸表の検証｣

(������������ ��������������������)
においては, 貸借対照表の監査のみならず,

損益計算書や, 財務諸表の利用者への報告

実務についても重視されはじめた｡

そして, 1929年の大恐慌を契機とした証

券法 (Securities Act of 1933) ・証券取

引所法 (Securities Exchange Act of 1934)

は, 上場会社に監査済財務諸表の提出を義

務づけ, さらに ｢独立会計士による財務諸

表の検査｣ (�������������������������������� �� ����������� �����������������AIA, 1936) では, ①帳簿監

査から検査 (examination；サンプリング

に基づく試査を基礎とした監査) へと, 会

計プロフェッションの監査業務の内容の変

化, ②監査人の独立性が, 財務諸表監査の

基本要件である, という現代の監査につな

がる二点が認識できる｡

その後, 1960年代後半から1970年代前半

にかけて頻発した企業の倒産, 不正会計

(Continental Vending Machine会社事件

1969年, Equity Funding会社事件1976年

等) を経て, 連邦議会をも巻き込んで財務

諸表監査の社会的機能の検討がおこなわれ

はじめた｡ 年代順に論じられたテーマを示

せば, 以下のとおりである｡

・ホイート委員会 (AICPA, 1972) ：

会計原則の設定に関するスタディー・

グループ

・トゥルーブラッド委員会 (AICPA,

1973) ：財務諸表の目的に関するスタ

ディー・グループ

・モス委員会 (下院の小委員会, 1976) ：

SECのコーポレート・ガバナンス機能

について

・メトカーフ委員会 (上院の小委員会,

1977) ：監査人の独立性, 監査の品質

について

・コーエン委員会 (AICPA, 1978) ：

監査人の責任について

言うまでもなく, こうした会計プロフェッ

ションの業務, 独立性, 責任についての問

題は, 1980年代以降から現在まで継続して

重要な研究対象であり続けている｡

このように, 会計プロフェッションがお

こなう監査業務 (とりわけ財務諸表監査)

の展開を見てくると, そこには大きく三つ

のメルクマール (標識) が見てとれる｡ す

なわち, 第一は帳簿監査 (精査) から財務

諸表監査 (試査) への移行, 第二は財務諸

表監査の前提として, 監査人の独立性の強

調, 第三は財務諸表監査の社会的機能の議

論, 同時に, 監査人の業務と責任問題であ

る｡

第四のメルクマールとして, 会計プロフェッ

ションの側から, 自らが提供する業務を保

証業務という観点から捉え, したがって,

そこでは, 会計プロフェッションがこれま

で伝統的に, かつ, 会計プロフェッション

が独占して提供してきた監査業務も保証業

務へ包摂する, という考え方が発現してい

る｡ さらに, このことをもって, 実際にも

会計プロフェッションは新たな業務領域へ

の進出をはかっている｡
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それでは, こうした動向が生まれてくる

背景はいったい何であろうか｡ 図表１と図

表２を用いて検討してみよう｡ 会計プロフェッ

ションが独占しておこなう財務諸表監査は,

責任の重さに比して報酬面では頭打ちとなっ

ており, 収益における監査業務報酬割合が

低下傾向にある｡ 米国の大規模会計事務所

の収益に占める, 監査業務報酬の比率が低

下するのに対して, ＭＡＳ (マネジメント・

アドバイザリ－・サーヴィス;経営コンサ

ルティング) 報酬が増加している｡ このこ

とは, 監査業務収益の低下をMASが補填

する働きをしている, とみることができよ

う｡
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会計事務所 収 入
(＄100万)

監 査
(％)

税 務
(％)

MAS
(％)

AA 2,680 35 20 45

E＆Y 2,281 51 23 26

D＆T 1,955 54 23 23

KPＭC 1,806 53 27 20

C＆L 1,557 58 18 24

PW 1,370 45 27 28

図表１ 1991年度の収入規模と内訳 (Big６の時代)

会計事務所 収 入
(＄100万)

監 査
(％)

税 務
(％)

MAS
(％)

PwC 15,635 39 20 31

E＆Y 12,400 44 23 33

KPＭC 12,200 42 20 38

DTT 10,565 44 17 36

AA 7,268 46 30 24

図表２ 1999年度の収入規模と内訳 (Big５の時代)

AA：アーサー・アンダーセン E&Y：アーンスト・アンド・ヤング

D&T：デロイト・アンド・トゥシュ C&L：クーパース・アンド・ライブランド

PW：プライス・ウォーターハウス PwC：プライスウォーターハウス・クーパース

DTT：デロイト・トゥシュ・トーマツ

(出所：図表１と２ともに､ 八田進二 ｢アンダーセン失墜 名門会計事務所がたどった危うい道｣

｢週刊東洋経済臨時増刊 会計不信｣ 2002.９.４､ No.5779, p.31)



もちろんこうした経営コンサルティング

業務は会計プロフェッションの独占業務で

はない｡ だからこそ競争に曝される｡ この

競争に有利な地位を獲得するために監査業

務で培ってきた会計プロフェッションとし

てのブランド力を最大限利用し, 監査業務

もそれ以外の業務も, 会計プロフェッショ

ンが提供する保証業務に包摂しようという

考えが背後にある, という意義づけは的を

はずしたものではないであろう｡

そのため, 英語圏諸国においては, 1990

年代後半になって, 会計プロフェッション

の独占業務である監査業務を包摂する保証

業務 (Assurance Services) 概念を用いて,

新たな業務領域への進出を意図するように

なってきた, と言える｡

とりわけ米国にあっては, 公認会計士協

会 (AICPA) を中心にこの保証業務の推

進が図られ, いわゆる経営コンサルティン

グ業務の範疇で従来とらえられてきた助言,

勧告等の業務についてもこれを保証業務の

一環としてとらえ, 会計プロフェッション

の業務領域として位置づけるようになって

きたといえよう｡

しかし, この場合, ただちに問題となる

のは, 保証業務の提供が会計プロフェッショ

ンとしての独立性ないし客観性の欠如であ

る｡ そこでSEC (証券取引委員会) は, 被

監査会社に対する経営コンサルティングが

監査人としての会計プロフェッションの独

立性を侵害しているとの懸念から, 監査人

の独立性強化に乗り出した｡ SECは, 被監

査会社に対する経営コンサルティング業務

の全面禁止を提案 (2000年６月) するも,

大規模会計事務所のロビー活動を通じて,

非監査業務を結果的に容認するという骨抜

きにされた新規則を2000年11月に制定する

に押しとどめられた｡ その後, エンロン,

ワールドコム事件が生じたというのは, な

んとも皮肉な巡り合わせとしか言いようが

ないであろう｡

この事件を契機として, その後, 異例の

早さで, 企業改革法 (サーベインズ＝オッ

クスレー法, 2002年７月) が成立し, 会計

プロフェッションは同一企業に対して, 監

査業務と経営コンサルティング業務を同時

に提供することが禁止され, 現在に至って

いる＊５｡

３. 保証業務の定義と特徴

英語圏諸国, とりわけ米国にあっては,

AICPAを中心に保証業務概念を用いて,

会計プロフェッションの業務領域拡大が図

られるようになってきたと指摘した｡ ここ

では保証業務の定義について確認し, 検討

していこう＊６｡

まず, アメリカ公認会計士協会 (AICPA)

｢保証業務特別委員会 (通称：エリオット―

R.K.Elliott―委員会) 報告書 1997年｣ は,

保証業務をこう定義する｡

｢意思決定者のために, 情報の質, あるい

は情報の意味内容を向上させる, 独立の職

業専門家の業務｣＊７

この定義の特色を列挙すると,

・保証業務は監査業務 (証明業務) に

比して, 意思決定者のニーズへの貢

献を重視,

・顧客志向,

・保証業務の基盤はあくまで会計プロ

フェッションの独立性, となる＊８｡

次に, カナダ勅許会計士協会 (CICA：

Canadian Institute of Chartered

Accountants) ｢保証業務に対する基準

1997年｣ は, 保証業務を,

｢実務会計士が, 二者以上の利害関係

者間の説明責任を前提に, 説明責任

を負う側の責務事項である主題につ

いての結論を表明する書式による通

知文書を発行する業務｣＊９

と定義する｡
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この定義の特徴は,

・説明責任の存在を重視,

・結論の表明がある (通知文書の発行),

である｡

最後に, 国際会計士連盟 (IFAC) の国

際監査実務委員会 (IAPC) ｢保証業務

1999年｣ は, 以下のとおりである｡

｢保証業務の目的は, 職業会計士が,

他の一方の当事者の責任である対象

事項を適切な規準を用いて評価し,

想定される利用者に当該対象事項に

ついて一定水準の保証を付与する結

論を表明することにある｡｣＊10

この定義の特徴は, CICAのそれと基本

的に同じと見なせるであろう｡

すなわち, 説明責任 (accoutability) の存

在と, 結論の表明がある (したがって検証

行為も伴う) ことである｡

この三者を比較して一覧表 (図表３) に

示しておこう｡

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集64

定 義 対 象 独立性 規 (基) 準 特 徴

Elliott
委員会

(AICPA)

意思決定者のた
めに､ 情報の質､
あるいは情報の
意味内容を向上
させる､ 独立の
職業専門家の業
務

証明業務
・監査
・レヴュー
・合意された手

続
調製
MASの一部

保証業務提供の
基盤

GAAPの他に信
頼性基準､ 目的
適合性の基準

顧客志向｡ 合意
された手続・調
製・MASには､
保証に伴う結論
の表明がない｡

CICA 実務会計士が､
二者以上の利害
関係者間の説明
責任を前提に､
説明責任を負う
側の責務事項で
ある主題につい
ての結論を表明
する書式による
通知文書を発行
する業務

証明業務
・監査
・レヴュー

保証業務提供の
基盤

監査やレヴュー
の業務基準を準
用する｡
すなわち､ 一般
基準・実施基準・
報告基準

高いレヴェルの
保証がおこなわ
れたとき､ ｢監
査｣ と呼び､ 中
間レヴェルの保
証がおこなわれ
たとき ｢レヴュー
する｣ と呼ぶ｡
結論の表明あり

IFAC 保証業務の目的
は､ 職業会計士
が､ 他の一方の
当事者の責任で
ある対象事項を
適切な規準を用
いて評価し､ 想
定される利用者
に当該対象事項
について一定水
準の保証を付与
する結論を表明
することにある｡

証明業務
・監査
・レヴュー

保証業務提供の
基盤

監査やレヴュー
の業務基準を準
用する｡ すなわ
ち､ 一般基準・
実施基準・報告
基準

結論の表明あり

図表３ 保証業務の内容の比較



大掴みで理解するならば, AICPAエリ

オット委員会の保証業務の定義は顧客指向

(意思決定者指向) の強さが特徴となって

いる一方, これとは一線を画してCICAな

らびにIFACの保証業務の定義はエリオッ

ト委員会のそれよりは狭く限定していると

ころが特徴と言える｡

保証業務といってもその内容が監査とレ

ヴューにとどまる (とどめる) ―CICA,IF

ACの定義―のか, または監査, レヴュー

に加え, 合意された手続, ならびに調製そ

してMASの一部分までをも含める―エリ

オット委員会の定義―のか, 会計プロフェッ

ションの実務においても整合性があるわけ

ではない｡

４. 保証業務提供の財務諸表監査への影響

1990年代以降, 保証業務という観点から,

会計プロフェッションが従事している業務

のほとんどを位置づけようとする姿勢が,

昨今の, 会計プロフェッションに共通した

属性であると言ってよい｡ 会計プロフェッ

ションが提供するさまざまな業務を, とに

かく保証業務の枠組みの中に取り込めるだ

け取り込む, という傾向とも言ってよいだ

ろう｡

こうした状況のもと会計プロフェッショ

ンが提供する保証業務のなかのひとつとし

ての財務諸表監査を位置づけるならば, そ

こでの財務諸表監査とはいったい何なのか

検討しなければなならい｡ そしてさらに,

保証業務が財務諸表監査へいかなる影響を

与えるのか, 検討しなければならない｡

検討の出発点として, 確認しておこう｡

今日の財務諸表監査の原型は, 1929年の大

恐慌を契機として, 1930年から始まったN

YSE株式上場委員会とAIAの株式取引所

との協力に関する特別委員会の協力によっ

て形成された, ということを｡ すなわち,

財務諸表監査は,

１) ｢投資家保護｣ 目的が標榜され,

２) 財務諸表の作成には見積や評価の

要素が避けられないという前提に立

ち,

３) 被監査企業の内部統制と, 試査に

基づく監査意見表明を考慮した,

４) 監査報告書と, その記載文言が確

定した｡

会計プロフェッションは最終的に,

｢我々の意見によれば, 財務諸表は,

xxxx年xx月xx日現在の会社の財政状

態および, 当該年度の経営成績を前年

度から継続して適用された一般に認め

られた会計原則に準拠して適正に表示

している｡｣

という表明をおこなうのである｡

それでは, ｢我々の意見によれば, 財務

諸表は, … 一般に認められた会計原則に

準拠して適正に表示している｡｣ という表

明は何を意味しているのであろうか｡ それ

は, 以下を含めた財務諸表総体に対しての

表明と理解できる｡ つまり,

１) 財務諸表の作成の基礎資料として

の会計帳簿, 会計記録の信頼性は,

被監査会社の内部統制によって保証

されている｡

２) 財務諸表には重要な虚偽表示はな

い｡

３) 財務諸表には利用者の経済的意思

決定を著しく誤導させるような記載

はない｡

４) 財務諸表の報告主体である企業は,

継続企業である｡

これらの確からしさを, 証拠にもとづいて

立証し, 財務諸表総体の信頼性を保証する

ことが現代の会計プロフェッションに求め

られている社会的役割である｡

このように財務諸表監査における ｢保証｣

とは, 財務諸表総体の適正表示を保証する

という意味に解することができる｡ そして
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財務諸表監査における保証には, 今日,

１) 積極的保証 (positive assurance),

２) 消極的保証 (negative assurance),

の二つが識別されている＊11｡

財務諸表監査における積極的保証とは,

財務諸表総体の適正表示を保証するもので

あり, 監査意見 (会計プロフェッションの

メッセージ) は, 以下のふたつの形態をと

る｡

ア) ｢我々の意見によれば, 財務諸表

は, xxxx年xx月xx日現在の会社の

財政状態および, 当該年度の経営成

績を前年度から継続して適用された

一般に認められた会計原則に準拠し

て適正に表示している, と認める｡｣

イ) ｢我々の意見によれば, 財務諸表

は, xxxx年xx月xx日現在の会社の

財政状態および, 当該年度の経営成

績を前年度から継続して適用された

一般に認められた会計原則に準拠し

て適正に表示していない, と認める｡｣

監査意見を支える, 換言すれば, 財務諸

表監査での保証を支える証拠は, 監査人が

必要かつ十分と認めた適格な証拠でなけれ

ばならない｡ したがって監査意見に対する

保証水準は高く, ここから, 監査意見に対

して負う責任の程度も大きい｡

一方, 消極的保証は, 積極的保証に代わ

る簡易な保証として, 会計プロフェッショ

ン業務の中で発展してきたものといえる｡

消極的保証とは, 立証手続 (証拠形成) が

限定されていることを承知の上で, 当該対

象について可能な限りの保証を求める顧客

ニーズに応えることを目的とした会計プロ

フェッションの業務である｡ したがってそ

の特徴は, 第一に, 保証が求められている

対象を, その内容や範囲の視点から限定し,

第二に, 適用する証拠形成 (立証手続) も,

依頼人との契約締結の際に限定するところ

にある｡ ここから, 会計プロフェッション

が表明する結論 (意見) は限定された領域

における限定された証拠に基礎を置いたも

のとなり, 典型的には,

｢実施した手続の範囲内では, 問題とな

る事項は発見できなかった｡｣

という形態となる｡

ここで, 積極的保証と消極的保証を比較

すると, 図表４のようにまとめることがで

きる｡
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積極的保証 消極的保証

保証の範囲 財務諸表 限定 (契約による)

証拠形成の特徴 十分かつ適格な証拠 限定的な証拠

意見形成の基準
一般に合意された基準

(GAAP 等)

会計プロフェッションの

判 断

保証の水準 高い 中程度～低い

会計プロフェッションの責任 高い 中程度～低い

メッセージ (意見表明) のあり方 財務諸表の総体 限定的

図表４ 積極的保証と消極的保証の比較



これまで検討してきたところを踏まえる

ことにより, 会計プロフェッションによる

保証業務提供が財務諸表監査へどのような

影響を与えるのか, 指摘できることになっ

た｡ すなわち, 保証業務概念を用いた会計

プロフェッションの業務領域の拡大は, 財

務諸表監査において, 積極的保証と消極的

保証との境界を曖昧にするという問題を生

み出すことになるであろう｡

換言すれば, 経営者・会計プロフェッショ

ン・財務諸表 (監査報告書) の利用者, と

の間に, 保証を巡る解釈のずれを生じさせ

る｡ つまりは第一に, 会計プロフェッショ

ンの活動を不安定にし, 第二に, 会計プロ

フェッションの責任の範囲を不確定なもの

に放置する｡ ひいては, 監査とそうでない

もの, との境界を曖昧にしてしまうことへ

発展してしまう恐れがある, ということで

ある＊12｡

具体的に述べてみよう｡ 本来ならば, 消

極的保証においては監査報告書の読者の関

心は, 実施された監査の概要に関するメッ

セージ, ならびに立証 (監査手続) がどの

範囲にわたって実施されたかに関するメッ

セージに向けられるはずである｡ すなわち,

限定領域は何か, 限定された証拠は何か,

についての関心である｡ しかし, 消極的保

証の受益者が, 会計プロフェッションのメッ

セージを会計プロフェッションの意図する

ところを超えて解釈する可能性が否定でき

ない｡ この点が会計プロフェッションによ

る保証業務提供が財務諸表監査へ与える重

要な影響であると言える｡

５. おわりに

ここまで, とりわけ米国においては, 監

査業務収益の低下をMAS (経営コンサル

ティング) 業務が補填する働きをしており,

これに呼応するかたちで, 会計プロフェッ

ションは, MAS (経営コンサルティング)

業務の競争に有利な地位を獲得するために,

監査業務で培ってきた会計プロフェッショ

ンとしてのブランド力を最大限利用し, 監

査業務もそれ以外の業務も会計プロフェッ

ションが提供する保証業務に包摂しようと

いう積極的な動機が存することを見てとっ

た｡

しかし, 保証業務といってもその内容が

監査とレヴューにとどまる (とどめる) ―

CICA, IFAC―のか, または監査, レヴュー

に加え, 合意された手続, ならびに調製そ

してMASの一部分までをも含める―エリ

オット委員会―のか, 会計プロフェッショ

ンの実務においても整合性があるわけでは

ないことも確認した｡

実務においてすでにおこなわれている保

証業務が, 会計プロフェッションの負うべ

き責任の範囲を曖昧にし, 換言すれば, 会

計プロフェッションの独立性を揺るがす問

題も生じ, サーベインズ＝オックスレー法

による法規制を受ける事態にもなっている

ことも現実である｡

こうした会計プロフェッションによる保

証業務提供が, 財務諸表監査へ与える影響

は, 会計プロフェッションの意図するとこ

ろに反して, 会計プロフェッションの活動

を不安定にし, 換言すれば, 会計プロフェッ

ションの責任の範囲を不確定なものに放置

する結果をもたらす問題を内包していた｡

具体的には, 保証業務概念を用いた, 会

計プロフェッションの業務領域の拡大は,

消極的保証をおこなう際に集約的に発現す

ることとなる｡ すなわち,

１) 財務諸表監査へ積極的保証と消極

的保証との境界が曖昧となってしま

い,

２) 消極的保証業務の受益者が, 監査

人のメッセージを監査人が意図する

ところを超えて解釈してしまう可能

性がある｡
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そこから, 会計プロフェッションが中核

業務として社会から役割期待され, それ故

に社会から独占が許される積極的保証 (財

務諸表の適正表示) がいわば腐蝕してゆく

という, 財務諸表監査固有の存在意義の根

幹に触れる問題の発生が避けられない可能

性を指摘することができるのである｡

【註】

＊１ これらの事件の検討は例えば, 早房長

治 『だれが粉飾決算をつくるのか』 廣済

堂出版, 2001年, を参照のこと｡

＊２ cf.The Journal of Corporate

Accounting & Finance , Volume 13

Number ４ May／June 2002, あわせ

て以下の記事を参照されたい｡

① 2002／01／10 11：32 共：エンロン

破たんで捜査着手 米司法省, 刑事責

任追及

共同通信ニュース速報

【ワシントン９日共同】米司法省は九

日, 昨年十二月に経営破たんした米エ

ネルギー大手, エンロンの経営や株取

引について犯罪捜査に着手した｡ 会計

処理や金融取引に絡む背任, 株価不正

操作の容疑の有無などを中心に捜査を

進め, 刑事責任を追及するとみられる｡

エンロンは簿外取引による損失が昨年

十月に表面化, 米市場最大規模の経営

破たんにつながった｡ 同社は過去四年

間の財務諸表を訂正するなどしており,

経営情報開示や監査制度の在り方など

も問われている｡

すでに米議会や米証券取引委員会

(ＳＥＣ), 米労働省も独自の立場で調

査を開始しているが, 司法省の捜査の

展開次第では, 政界スキャンダルに発

展する可能性も捨てきれない｡

同社とブッシュ共和党政権との親密

な関係が指摘される一方, 破たん直前

の民主党に対する政治献金が明らかに

なっており, 今年十一月の中間選挙に

向けて両党の政争の材料になるのは確

実だ｡ (了) [2002-01-10-11：32]

② 2002／01／12 20：42 読：破たんエ

ンロンと密接な関係続々, ブッシュ政

権に暗雲

読売新聞ニュース速報

【ワシントン11日＝天野真志】ブッシュ

共和党政権と経営破たんした米エネル

ギー大手・エンロンとの密接な関係を

うかがわせる事実が次々と明らかにな

り, 対テロ軍事行動で高支持率を誇っ

てきた政権の先行きに暗雲が漂い始め

た｡ 今年秋の中間選挙もにらんで野党・

民主党は, エンロン問題の真相を厳し

く追及し, 政権を激しく揺さぶる構え

で, 大型スキャンダルにも発展しかね

ない様相ともなっている｡

米連邦準備制度理事会 (ＦＲＢ) と

米財務省は11日, アラン・グリーンス

パンＦＲＢ議長とピーター・フィッシャー

財務次官が同社が破たんする前の昨年

秋, 同社首脳から電話を受けていたこ

とをそれぞれ明らかにした｡ 政権と同

社の関係については, すでにポール・

オニール財務長官やドン・エバンズ商

務長官にも同時期に同社首脳が電話を

かけ, 救済を要請していたことが判明

している｡

また, 政権が昨春, 原発の新設推進

などを柱とした ｢新国家エネルギー政

策｣ を表明する前には, ディック・チェ

イニー副大統領が同社幹部と何度も会

合を重ねていたことも明らかになって

おり, ローレンス・リンゼー大統領補

佐官は政権入りする前, 同社の顧問を

務めていた｡ ブッシュ大統領自身も一

昨年の大統領選挙の際は, 同社と同社
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社員から約57万ドルの献金を受け, 同

社は献金リストのトップに位置してい

た｡

同社は昨年末, 簿外取引による巨額

損失の発覚を機に, 米史上最大の破た

んに追い込まれた｡ 司法省や証券取引

委員会 (ＳＥＣ) などがすでに粉飾決

算の疑いなどで捜査を進めているが,

民主党は議会でも政権と同社の“近す

ぎた関係”を徹底追及する構えだ｡

議会での追及の焦点は, 巨額の献金

などを背景に同社に特別な便宜を図る

施策を講じたかどうかと, 破たん回避

のために特別な口利きを行っていなかっ

たかどうかがポイントとなる｡

さらに, 同社の突然の破たんにより,

確定拠出年金 (401ｋ) 口座で同社株

を運用していた約２万人の従業員や同

社株を保有していた投資家が, 十分な

企業情報の開示を受けないまま多額の

損失を被った問題でも, 現行制度では

年金受給者や投資家への保護が不十分

だったなどとして, 政府批判が強まる

公算が高い｡

ブッシュ大統領は ｢レイ会長は私の

支援者だが, 会社の経営状態について

話したこともない｣ などと破たんと政

権が無関係であることを強調している｡

だが, 対テロ戦で高支持率を維持す

る大統領を攻撃するには絶好の材料で

もあり, 民主党は ｢倒産を指をくわえ

て眺め, 何千もの家庭を悲劇に追いやっ

たとは当惑するばかりだ｣ (ヘンリー・

ワクスマン下院議員) などとして政権

の対応を激しく批判する声を強めてお

り, 問題が米国の政局の行方を大きく

左右しかねない状況となっている｡

◆エンロン 1985年に発足した米国

最大の総合エネルギー企業｡ エネルギー

業界の自由化の時流に乗り電力, 天然

ガス販売で急成長した｡ しかし, デリ

バティブ (金融派生商品) 取引で損失

を出し, 昨年10月に巨額の簿外債務が

表面化｡ 同12月にニューヨーク連邦破

産裁判所に破産法の適用を申請した｡

負債総額は約131億ドル (約１兆7000

億円)｡ 電力自由化をにらんで日本に

進出し, 青森県などで発電所の建設を

計画した｡ また, エンロン社債を組み

入れたＭＭＦ (マネー・マネジメント・

ファンド) が元本割れし, 解約が殺到

するなど経営破たんの影響は日本にも

及んでいる｡ [2002-01-12-20：42]

＊３ 以下の記事を参照されたい｡

① 2002／06／26 10：29 時：◎大規模不

正経理が発覚＝収益を水増し操作, CFO

は解任

時事通信ニュース速報

JST：0206261026

GMT：0206260126

◎大規模不正経理が発覚＝収益を水増し

操作, ＣＦＯは解任－米ワールドコム

【ニューヨーク25日時事】米長距離通信

大手のワールドコムは25日, 内部監査の

結果として, 過去１年以上にわたり巨額

の収益水増し操作が行われていたことを

明らかにした｡ これに合わせて最高財務

責任者 (ＣＦＯ) の解雇や, 大幅人員削

減を含む合理化策を打ち出したが, 業界

関係者の間では再建の道のりが一層厳し

くなったと受け止められている｡ [時事

通信社] [2002-06-26-10：29]

② 2002／06／27 09：48 KK：◎ＳＥＣ

がワールドコム提訴

共同通信経済ニュース速報

【ニューヨーク26日共同】米証券取引委

員会 (ＳＥＣ) は26日, 利益を水増しし

たことを認めた米通信大手ワールドコム

について, 決算書を粉飾し投資家を偽っ
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たとして, ニューヨーク州の連邦地裁に

民事提訴した｡

ＳＥＣの同社に対する調査は既に進ん

でおり, 同社の粉飾決算に関連した文書

などの保全も目的となっている｡

また, ＳＥＣは全米の大手企業約1000

社の最高経営責任者 (ＣＥＯ) と最高財

務責任者 (ＣＦＯ) に対して決算書の内

容の真実性, 正確性を保証する義務があ

るとの指示を出す方針も明らかにした｡

(了) [2002-06-27-09：48]

③ 2002／06／27 10：04 KK：◎米議会

も調査開始へ

共同通信経済ニュース速報

【ワシントン26日共同】米下院エネルギー・

商業委員会のトーザン委員長は26日, 巨

額の粉飾決算が発覚した米通信大手ワー

ルドコムに対して同委員会が調査に入る

方針を明らかにした｡

委員長は ｢ワールドコムの問題は経営

破たんしたエンロンによる不正会計疑惑

に酷似している｣ と指摘｡ 同委員会は直

ちに事実関係の確認に入る方針だが, ワー

ルドコム経営陣らの参加を求める公聴会

を開くかどうかは未定という｡ (了)

[2002-06-27-10：04]

④ 2002／06／27 13：59 読：米ワールド

コム捜査, 38億ドル粉飾・破たん強まる

読売新聞ニュース速報

【ニューヨーク26日＝坂本裕寿】米長距

離通信２位のワールドコムの不正会計問

題を巡り, 米司法省と米証券取引委員会

(ＳＥＣ) は26日, 刑事訴追を念頭に本

格的な捜査に入ったことを明らかにした｡

また, ＳＥＣは同日, ワールドコムが詐

欺行為を働いていたとして, 資産の処分

防止などを求め, ニューヨーク連邦地裁

に提訴した｡ ワールドコムは利益の水増

しなど総額38億ドル (約4600億円) に達

する粉飾決算を行っていたことが発覚し,

26日の米株価急落の要因となった｡ 同社

の資金繰りは危機的な状況に陥っており,

経営破たんの可能性が強まっている｡ 約

300億ドル (約３兆6000億円) の負債を

抱える同社が破たんすれば米通信業界で

は過去最大となる｡ 同社の資産は約1040

億ドルとエンロンのほぼ２倍の規模で,

世界中の有力金融機関が多額の融資を行っ

ているだけに, エンロンを上回る米最大

の企業スキャンダルに発展しかねない情

勢だ｡

問題となっている粉飾決算は, 2001年

１―３月期から５・四半期にわたって繰

り返された｡ 本来は経費に計上すべき通

信回線の維持費などを設備投資と見なす

ことで利益をかさ上げしていた｡ 会計監

査はエンロン事件で有罪評決を受けたア

ンダーセンが担当していた｡

ナスダック店頭市場は26日, 同社の株

式の取引を停止した｡

株価は今週すでに１ドルを割り込み,

上場廃止の懸念が強まっていたが, 取引

停止直前にはわずか９セントまで急落し

た｡

ワールドコムは粉飾決算の内容を発表

すると同時に１万7000人の人員削減, 最

大20億ドルの資産売却などを柱とするリ

ストラ計画を打ち出し, 事業規模を大幅

に縮小して生き残りを図る方針を示した｡

◆ワールドコム 米ＡＴ＆Ｔの地域通

信分離を受けてバーナード・エバース氏

が創業したミシシッピ州の零細電話会社

が前身｡ その後20年間で75社を買収する

拡大戦略で急成長し, 98年に大手ＭＣＩ

コミュニケーションズの買収で業界２位

へ躍進した｡ 2000年にスプリントとの合

併計画が反トラスト法違反の疑いで破談

後, 業績悪化に苦しむ｡ 年間売上高212

億ドル, 従業員約６万2000人｡ [2002-06-

27-13：59]
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＊４ 『モントゴメリーの監査論 (第２版)』

(��������������������の第12版の翻

訳書), 中央経済社, 1998年｡

＊５ たとえば, 『週刊 経営財務』 平成14

年９月23日号では, 次のように解説して

いる｡

米国企業改革法 (サーベインズ＝オッ

クスレー法) は, エンロンやワールドコ

ムなどの不正行為事件を踏まえ, 会計・

監査制度や企業経営などに対して規制強

化措置を講じるもの｡ 外国監査法人でも,

米国の公開企業の監査を行っている場合

には適用される｡ その骨子は, 以下のと

おりである｡� 監査法人の独立性の確保：

①監査を行っている企業に対するコン

サルティング業務の提供を原則, 禁

止,

②会計士が同一企業の監査を５年以上

行うことを禁止,

③当該監査法人の出身者が経営陣となっ

ている企業の監査を行うことを１年

間禁止｡� 監査法人の監視体制の強化：

SECの監督下に置かれる独立監視機

関 (PCAOB) を設置し, それに,

①公開会社の監査を行う監査法人に対

する登録の義務づけ,

②監査基準, 倫理基準等の策定 (SEC

の承認),

③懲戒処分等の執行, 等の権限を持た

せる｡� 企業責任の強化：

経営者に対する罰則などを強化｡ た

とえば自社の開示内容の適切性に関

するCEO等による証明の義務とし

て, 開示内容が不適切であることを

知りながら証明した場合には100万

ドル以下の罰金または10年の禁固,

故意の場合には500万ドル以下の罰

金または20年以下の禁固, 監督不行

き届きにより財務情報の修正をおこ

なった場合にはCEOおよびCFOは

過去12�月間に支払われたボーナス

等特別報酬を返還, するなど｡

また, 以下の記事も参照されたい｡

① 2002／07／25 11：00 毎：�米企

業改革法�来週にも成立の見通し上

下両院が一本化で

毎日新聞ニュース速報

【ワシントン竹川正記】米上下両院

は24日, 調整が難航していた粉飾決

算など企業の不正を防止するための

｢企業改革法案｣ の一本化で合意し

たと発表した｡ ブッシュ米大統領の

署名を経て, 来週にも成立する見通

し｡ 米長距離通信大手, ワールドコ

ムの巨額粉飾事件などを機に市場に

企業経営・会計への不信が広がり,

米議会は政府とともに早急な対応策

を迫られていた｡

これまで, 不正に関与した経営者

への量刑拡大の程度や会計事務所の

監視体制のあり方などで対立, 大統

領は８月からの議会の夏休み前の同

法案の早期一本化・成立を求めてい

た｡ 上下両院が24日, 急転直下, 一

本化で合意した背景には米同時多発

テロ後の最安値を割りこんでも下げ

止まらなかった最近の株安に危機感

を強めたことがあると見られる｡

一本化に合意した法案は, 粉飾決

算などに関与した経営者への禁固刑

を, 現行の最高５年から25年 (イン

サイダー取引は25年) に大幅に延長

するほか, 会計事務所に対し�独立

の監視機関を新設する�企業との癒

着の温床になりかねないコンサルタ

ント業務の同時提供を禁止する―な
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どを盛り込んだ｡ [2002-07-25-11：00]

② 2003／01／23 12：37 KK：◎米

証取委が新規則を承認

共同通信経済ニュース速報

米証券取引委員会 (ＳＥＣ) はこの

ほど, 監査法人の業務の制限などを

盛り込んだ新規則を承認した｡ エン

ロン事件などの不正会計事件を受け

て制定された米企業改革法に基づく

新規則制定の一環｡

23日付の米紙ウォールストリート・

ジャーナルが報じた｡

新規則では, 監査法人が会計監査

をする顧客から大量のコンサルタン

トサービスを請け負うことが禁止さ

れる｡ また上場企業に対して毎年,

会計監査とコンサルタントの両サー

ビスに対する代価の支払い額の開示

を義務付ける｡ さらに企業に対して

は各四半期と年間の決算報告の際に,

財務状況に大きな影響を与える可能

性のある簿外の金融取引について説

明することも義務付ける｡ (ワシン

トンＤＪ＝共同) (了) [2003-01-23-

12：37]

＊６ 山浦久司 『会計監査論』 中央経済社,

1999年 p.242,

日本監査研究学会 編 『会計士情報保

証論』 中央経済社, 2000年, 第１章を

参照｡

なお, 以下のAICPAエリオット委員

会, CICA, IAPCの定義の訳も同書

に依っている｡

＊７ cf.����������������������������������������������, AICPA, 1997

＊８ AICPAのエリオット委員会の定義に

関連して, つぎのような指摘がある｡

・監査あるいは証明業務は, 単に検証

対象の情報の基 (規) 準準拠性につ

いての結論を書式で表明するだけで

ある｡

・従来の監査, あるいはその他の証明

業務と比較して, 意思決定者のニー

ズへの貢献という視点が強調され,

信頼性や目的適合性などの測定尺度

でもって保証をおこなう行為｡

・保証業務は基本的に, 情報発信者と

受信者 (意思決定者) と職業会計士

(保証業務提供者) の三者関係を基

本とする一方で, コンサルティング

は職業会計士と業務依頼者の二者関

係を基本とするという点で, 本質的

な相違がある｡

日本監査研究学会編 『会計士情報保

証論』 中央経済社, 2000年, 第１章

を参照｡

＊９ cf.���������������������������������, CICA,1997

＊10 cf.��������������������, IFAC,

1999

＊11 鳥羽至英・秋月信二 ｢監査の理論的考

え方｣ 森山書店 2001年, p.228を参照｡

そこでは, 財務諸表監査において監

査人には試査による証拠形成を前提と

して, 監査の主題に対し, 以下のふた

つの方式, すなわち,

①監査人自身の信念を表明する方式,

②監査人自身の判断はそこに付着させ

ず, 求められた事実や検出事項を記

載する, という二方式 が用意され

ており, ①の監査の主題に対して監

査人自身の信念を表明する方式が

｢保証｣ とよばれる, としている｡

さらに保証は, 証拠形成の強さに
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よって,

①積極的保証

②消極的保証

③検出事項の記載 (または記載なし),

に区分される, としている｡

＊12 法的側面から監査における保証を検討

したものとして, 岸田雅雄 ｢監査保証を

めぐる諸問題―法的観点からみた監査保

証―｣ 『現代監査』 No.９ (1999.３) 日

本監査研究学会, があるが, 本稿では指

摘するにとどめこれ以上触れない｡
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はじめに

近年, サービス残業問題への社会的関心が

非常に強まっている｡

日本で, 図表１に示されるように, 残業手

当を支払われない残業, すなわちサービス残

業が, １人平均年間300時間を超えるほど恒

常的に行われてきたことは, すでに学会でも

指摘されているところである (１) ｡ しかし,

政府はこれまでこのことを基本的に認めてこ

なかった｡ 労働時間短縮を目標に掲げながら,

その労働時間はサービス残業を含まない統計

で計測し, 所定外労働時間削減の目標も, き

ちんと企業が支払った部分のみを対象にして

きたのである｡

それが, 2000年以後, サービス残業を個別

企業の特殊な問題ととらえ, 労使の話し合い

で解決するようにという消極的姿勢から一転

して, その広範な存在を公式に認め, 積極的

に規制にのりだすように変化してきた｡

その背景には, 長引く不況下での深刻な雇

用・失業問題がある (２) ｡ ワークシェアリン

グの１つとして, 残業時間の削減による雇用

創出効果が注目されるようになったのである｡

社会経済生産性本部のサービス残業削減で90

万人, 残業削減で170万人の雇用増という推

計 (３) は, 社会的にインパクトをもった｡ 政

府としても, 完全失業率が５％を超え, 潜在

的失業者を含めると実質的失業率は10％を超

える状況下で, 違法なサービス残業の取り締

まりを求める声を無視できなくなったという

こともある｡ 労働組合でも, 全労連に加えて

ゼンセン同盟がいち早くこの問題に対して

｢悪質なケースは告発も辞さず｣ との強い姿

勢を打ちだすと, 連合もこれを評価し, この

問題への取組を積極的にアピールしている｡

そこで, 本稿では, サービス残業の実態と

サービス残業を規制する政策や労働基準監督

行政について明らかにしたい｡ 具体的には,

第１節で, 主に大手電機メーカーの事例を中

心に, サービス残業が職場でいかにして生み

出されているのか, その実態を制度的に明ら

かにし, その問題点を指摘する｡ なお, 資料

としては, 主に, 電機労働者懇談会や大手電

機メーカーで活動している少数派組織の内部

資料, 勤労者に配布したチラシ, 声明および

その他雑誌・新聞報道などを利用し, さらに

それを筆者が行ったヒアリングで補強した｡

これをふまえて, 第２節で, 現在行われてい

る規制政策の内容を検討し, その意義と限界,

問題点を明らかにする｡ 第３節では, 第２節

で検討したサービス残業規制政策のもとで,

第１節で明らかにしたサービス残業を生み出

す制度への労働基準監督署の調査や指導内容,

さらに司法処分を求めたケースへの労基署の

取組を紹介して, 政策転換をもとに行政が一

定の成果をあげていることを示したうえで,

最後に, 今後に向けて問題提起をしたい｡

この研究により, サービス残業を企業内で

広範につくりだしている様子や, 労働時間の

短縮を建前にした時間規制の緩和を背景に,
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ホワイトカラーに対して積極的に導入されて

いる弾力的な労働時間制度が, 現実にはサー

ビス残業による人件費削減のための方策とし

て用いられやすいことを, 具体的に明らかに

する｡ また, ここで主に取り上げた電機産業

のケースは, サービス残業を引き起こす制度

の典型例であり, 業界全体で同様の制度をとっ

ていたことも労働基準監督署の調査などから

明らかである｡ 大手電機メーカーは, １社だ

けでも数万人と多くの従業員を雇用している｡

関連会社まで含めると非常に多くの勤労者に

その影響が及んでいることは明らかである｡

したがって, 大手電機産業をまとめてとりあ

げ, サービス残業の広範な実態を明らかにし,

それへの有効な対策について考察することは,

非常に重要である｡

大手電機メーカーのホワイトカラーを中心

に導入された制度やサービス残業の実態につ

いて言及したもの (４) はあるが, その制度内

容に立ち入って, 業界のサービス残業を生み

出す構造をトータルに明らかにした研究は,

これまでほとんど行われていないことを付言

しておきたい｡

すでに, 筆者は, 別稿で, ①大手印刷メー

カーが他産業に先駆けて, 1980年代後半以後,

ホワイトカラーに対する人件費削減策として

弾力的な労働時間制度を導入し, その結果サー

ビス残業が行われるようになったこと (５) ,

②成果主義的な人事管理が先行して導入され

ていた都市銀行で, 残業の上限規制が強く働

き, サービス残業が広く行われているこ

と (６) , にもかかわらず, 残業規制が著しく

弱い労働時間政策の問題点 (７) などを明らか

にしてきた｡ 本稿は, 筆者のこうした研究の

延長上にあり, その後の長引く不況下で, こ

うした動きが日本企業の多くの職場に広がっ

ていったこと, 深刻な雇用問題が重要な政策

課題にあがってきて, ようやく政府がサービ

ス残業規制に乗り出した点に注目して, サー

ビス残業の実態と規制政策の内容を明らかに

するものである (８) ｡
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図表１ 実労働時間の推移
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１. 弾力的な労働時間管理下でのサービス残

業のひろがり

本節では, 弾力的な労働時間管理のもとで,

サービス残業が生み出されていること, それ

を引き起こす仕組み, 制度上の問題点につい

て明らかにしたい｡ その際, 労働基準監督署

の立入調査と是正指導が行われた日立製作所,

ＮＥＣ, 沖電気, シャープといった代表的な

電機メーカーを例に, 具体的に検討する｡

まず最初に, 第１項で, フレックスタイム

制 (９) を, 第２項で, 裁量労働制 (10) を検討し,

第３項では, これらの制度に共通して, 実労

働時間の把握が困難になっている状況につい

て明らかにする｡�フレックスタイム制と厳しい上限規制の

もとで広がるサービス残業

多くの企業で, ホワイトカラー部門にフレッ

クスタイム制の裁量労働制的運用が広がって

いた｡ もちろん, 法律上フレックスタイム制

を適用する場合, 所定労働時間を超えると個

人の残業時間に応じて残業手当が支払われな

ければならず, こうした行為は違法である｡

具体的には, ①法的にはフレックスタイム

制を適用しながら, ②一定の残業時間相当分

の手当を業務手当として定額払いにし, 残業

手当は, 残業時間がその手当相当分を超えた

場合にのみ支給する｡ しかし, ③残業時間の

請求には, 一般的には月20時間あるいは30時

間まで, 極端な場合には認めない (０時間)

といった厳しい上限規制が敷かれている｡ そ

の結果, ④自主申告制のもとで, 自ら進んで

あるいは直接指示・強制されて, 仕事の途中

で退勤したように記録を ｢修正｣ する｡ ⑤企

業は, この修正された虚偽の申告に基づき残

業手当を支払うため, サービス残業が発生す

るというものである｡

上限規制が徹底される背景には, 実労働時

間通りの残業を申請すると, 成果主義的な人

事管理のもとで昇格・昇進・昇給に不利にな

りかねないという問題がある｡

このようにして, 残業手当は, １日１日の

労働時間が積算されて, その月の残業時間数

に応じて支払われるものではなくなっていた｡

上限規制がまず先にあって, 単に, 残業時間

を１�月のうちでどう配分するかだけのもの

に変質していった｡ 結果的に, 図表２に示し

たように, 労働者による１日１日の始業時刻・

終業時刻の申告はまったく形骸化し, 虚偽の

申告が日常的に行われ, 恒常的なサービス残

業が行われるようになっていた｡

たとえば, 大手家電メーカーのシャープで

も, フレックスタイム制下で, 厳しい残業の

上限規制をかけていた｡ 1998年８月に, ｢時

間外労働ゼロの業務遂行について｣ という社

内通達をだし, この通達のもとで, 管理職に

対して, 時間外労働は絶対に認めないとの指

示を明確に宣言し, 定時以後に会社にいた場

合には退社を促すことを命じていた｡

時間外労働がなく, 皆が定時に退社できる

状況で, 臨時的に生ずる残業についてはきち

んとその時間数を申告できれば, 問題はない｡

しかし, 実際には, 残業しなければならない

のにそれを申告できないようにするものとし

て, この社内通達は機能していた｡

同社の労働時間管理は, 本人が, パソコン

の画面上で出勤ボタン, 退勤ボタンを押すと

その時刻が記録され, 残業時間も自動的に計

算される方法で行われていた｡ しかし, 退勤

していないのに, 退勤しているように手続き

時刻をキーボードで簡単に変更でき, また,

残業時間が多くなったときには, 後日, 残業

記録を訂正することもできた｡ サービス残業

が一般的に行われていた｡

沖電気でも, シャープと同時期の98年に

｢残業ゼロ化｣ が導入され, 月100時間を超え

るような非常に忙しい部署でも10時間程度の

上限規制が示されるなど, 残業手当の予算管

理がいっそう厳しくなり, 勤労者はサービス

残業を強いられた｡
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出退勤時刻はカードリーダーで記録され,

コンピューター管理されるが, ｢月の残業時

間が上限を超えると, 上司や ｢時短委員｣ か

ら残業予算オーバーを厳しく指摘・追求され,

記録の修正を求められ｣ (11) る｡ こうした圧

力のもとで, 図表２からも明らかなように,

次第に, 退社時刻を記録した後に残業を続け

るといった行動が一般的にとられるように方

向付けられていった｡

なお, その後99年に, 同社の労働時間管理

は, 後述するように, 一部に裁量労働制が導

入された｡

同じ時期に, ＮＥＣや日立製作所など他の

企業でも, どうようの制度がみられる｡

ＮＥＣの場合は, 98年に主任クラスを対象

に ｢Ｖワーク｣ と呼ばれるフレックスタイム

制を実質的には裁量労働制として運用する制

度が導入された｡ 同制度の適用対象者は, １

日１時間, 月20時間程度の残業に相当する手

当 (当初は月53,000円で固定) を, 毎月支給

される｡ 制度導入当初は, 超過申請の手続き

も事業部長の承認が必要で, 通常の時間管理

簿 (Ｖシート) とはまったく別に行わなけれ

ばならなかった｡ また, 深夜労働の際に, 深

夜割増が支給されないものであった｡

電機懇談会が行ったアンケートには, ＮＥＣ

本社, 田町地区では, ｢Ｖワークの超過申請

は, 予算などの理由から実際には簡単にでき

るものではない｣, ｢仕事の量と人員配置に隔

たりがある｣, ｢残業時間が多すぎる｡ 毎日帰

宅時間は12～１時｡ 時々休 (日) 出 (勤) や

泊まり｡ 同じ立場でも残業のあるものはいつ

も同じ｡ なのに同じ賃金｡ 仕事量が多すぎる｡

時間外手当は中学生のアルバイトと同じだ｡

有休は具合の悪いときにようやく取っている｡

…以下省略｣ (12) などの声が切実に寄せられ

ている｡ 増員要請が認められず, 有給休暇や

休日に上司から電話がかかってくること, 毎

日の深夜残業と休日出勤で月100時間以上の

残業をしている人が大勢いて, 健康を害する

人が少なくない職場の様子などが, 問題とし

て指摘されている｡
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４月度 (３／21～４／20) 目標：40Ｈ以下 累積Ｈ数：

３／21

水

３／22

木

３／23

金

３／24

土

３／25

日

３／26

月

３／27

火

３／28

水

３／29

木

３／30

金

３／31

土

入場時間 10：00 直出 8：14 9：49 9：51 9：24 9：20 9：28

退場時間 20：50 20：58 17：15 20：46 20：53 20：50 20：48 17：15

F／T±H 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 2.00 2.00 －1.00

残業H時 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

累積H時 1.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00 7.50 9.50 11.50 10.50 10.50

目標H時 38.50 35.50 35.50 35.50 35.50 34.00 32.50 30.50 28.50 29.50 29.50

備考

入場 (真)

退場 (真)
21：31 1：30 19：30 22：01 22：01 21：55 19：30

図表２ 大手電機メーカーで働く勤労者の労働時間記録

(注) 本資料は, 労働基準監督署がある大手電機メーカーに立入調査し是正指導を行うきっかけ

となったものである｡ 勤労者が克明につけていた出退勤記録の一部である｡



その後, 02年に労働基準監督署による指導,

是正勧告を受けて, 後述するように, 法的な

裁量労働制を適用する ｢新Ｖワーク｣ へと移

行した｡

日立製作所でも, 98年に ｢Ｅワーク｣ と呼

ばれる事実上の裁量労働制が, 技師・主任ク

ラスを対象に導入された｡ １�月30時間を超

えて残業手当を請求すると, ｢Ｅワーク｣ の

対象から外される｡ 一般に, Ｅワークの対象

からはずれると, 昇格に支障がでると認識さ

れている｡ そのため, 残業時間を自主的に30

時間内で申告し, これを超える残業はすべて

サービス残業になっていた｡�フレックスタイム制から裁量労働制へ

ホワイトカラーに対する弾力的な労働時間

管理のもっとも進んだ典型といえる裁量労働

制は, 2000年の法改正で, 従来の営業職や研

究開発職など専門職だけではなく, 企画, 立

案などのホワイトカラーにもその適用が拡大

された｡ しかし, この裁量労働制の後者への

適用には, 本社・本店などの企業の中枢部門

に限られており, その対象は企業全体の企画・

立案・調査・分析の業務に限定された｡ その

結果, 2001年の厚生労働省の ｢就業条件総合

調査｣ でも, 同制度の導入は, 0.9％にとど

まる｡ 現在, 対象事業所の拡大や導入手続き

の簡素化が検討されている状況にある｡

電機産業でも, 前項で明らかにしたような

サービス残業の温床となるフレックスタイム

制の違法運用が, 第２節, 第３節で明らかに

するようなサービス残業規制政策の展開とそ

のもとでの労働基準監督署行政の強化により

不可能になると, 法的な裁量労働制へ移行す

るところがでてきた｡ その問題点を, ＮＥＣ

を例にとって指摘しておきたい｡

ＮＥＣの場合, 労基署の是正指導後の02年

10月に, フレックスタイム制をとっていた

｢Ｖワーク｣ を改訂し, 裁量労働制をとる

｢新Ｖワーク｣ を, 8,000人を対象に適用した｡

新Ｖワークでは, 月20時間の残業をしたもの

とみなして, 手当が支給されている｡

この制度には, いくつかの問題があるが,

なかでも問題なのは, 労働時間の自由な裁量

権が, 勤労者本人に与えられているとは言い

難い点である｡ 裁量労働制は, 本来, 仕事の

仕方や労働時間の配分, すなわち出退勤時刻

などについても本人にその自由な決定権があ

ることがその前提となっている｡ しかし,

｢新Ｖワーク｣ のもとで働く労働者は, ｢始業

時刻について８:30以降に出社する場合には,

前日までに行き先表示板等に出社予定時刻を

明記すること｣ を求められ, 連絡なしに出社

予定時刻に出社しない場合には遅刻と同様,

上司から指導されることになっている｡ サー

ビス残業が恒常的であった職場環境の改善な

しに, このような制度を導入することは, 前

提となる仕事の仕方や時間配分に関する裁量

権の点から大きな問題があることは明らかで

ある｡

加えて, 法律で企画業務型の裁量労働制の

適用が認められている範囲を超えて導入して

いるのではないかという指摘もある｡�見えにくくなる労働時間

最後に, 弾力的な労働時間制度と労働時間

に関する自己申告制のもとで, 個々の勤労者

の労働時間が見えにくくなっているという問

題を指摘しておきたい｡ いつ, どれだけ残業

しているのか, サービス残業をしているのか

が見えにくく, 立証しづらくなっていた｡

これまでにも, タイムカードを導入してい

る企業で, 実際には残業しているにもかかわ

らず, 途中でタイムカードを押して偽りの退

社時刻を記録し, ひきつづき残業するという

ようなことが行われてきたことは, すでに知

られていることである｡

しかし, かつては, 建物の出入り口までわ

ざわざ行って, 管理人などの前で退勤記録を

つけたうえで, 自分の職場まで戻っていた｡
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そのため, 他者の目に触れる機会も多かった｡

それが, 今では, 自分の机上で誰の眼にも触

れずに自分の出退勤時間の記録をすることが

可能になり, また一旦記録した時刻の訂正ま

で後日簡単に行えるようになったのである｡

机上のパソコン操作での自主申告は, タイム

カードとは違って, 人目に触れず, 記録も残

さずに, ある意味で簡単にサービス残業を可

能にする方法になっていた｡

このため労働基準監督署の調査でも, 文書

での記録がなく, 当初は, 徒業員もサービス

残業の存在を認めなかったために, その解明

が困難に直面するなどの問題を生じている｡

たとえば, 後に未払い残業手当が支給され

た沖電気の職場でも, 労働基準監督署は, 当

初サービス残業を立証できなかったし, シャー

プの場合も調査は困難に直面していた｡ 最終

的には, 社員が社内から出した電子メ－ルの

発信時刻がパソコンに記録として残っており,

それが当該社員が退勤したことになっている

時刻後の時間であったことから, ようやくサー

ビス残業が立証された｡ しかし, その後, 申

告した退勤時刻の後に残業する際, メールを

出さないことという指示がでた職場もある｡

したがって, とりわけ自主申告制をとる場

合, 労働時間の把握の仕方には注意が必要で

ある｡ 裁量労働制では, その適用労働者が労

災で過労死を認められるほどの働き方であっ

ても, その立証は容易ではない (13) ｡

２. サービス残業規制政策の転換と行政指導

の強化

厚生労働省は, 2000年代に入ると, それま

で消極的だったサービス残業の取り締まりに

積極的にのりだしていく｡

その転機となったのは, 2000年11月に, 中

央労働基準審議会がだした ｢労働時間短縮の

ための対策に関する建議｣ (14) である｡ 厚生

労働省は, これを受けて, ｢労働時間の短縮

の促進に関する臨時措置法｣ (01年３月まで)

の一部改正について労働政策審議会に諮問し,

01年１月には改正法案の要綱について答申を

受け取り, ２月に同法改正を閣議決定, ４月

に労働基準局長通達 (基発第339号) (15) を各

都道府県労働局長あてに出している｡ さらに,

全国規模でパンフレットを配布し, サービス

残業をさせることは労働基準法違反であるこ

との周知徹底を図っている｡ 同時に, 悪質な

違反企業に対しては, ｢司法処分も辞さない｣

とこの問題に対して強い態度で臨むことを表

明し, サービス残業解消に向けた動きが始まっ

た｡

そこで, 本節では, 第１項でサービス残業

に対する規制政策の内容を紹介し, その政策

の意義を, 第２項でその限界を明らかにした

い｡ 第３項では, この政策に基づく行政の取

り組み, 具体的な労働基準監督署の取り組み

の実態を明らかにしたい｡�サービス残業規制の開始 労働時間管

理の徹底へ

さて, 政府がサービス残業規制にのりだす

政策転換の初発となった中央労働基準審議会

の建議の主要な内容は, 次の４点である｡ ①

前掲臨時措置法の廃止期限が2001年３月と目

前に迫っていたにもかかわらず, 政府目標の

1,800時間を達成できていないことから, 同

法の廃止期限を５年延長すること, ②同法で

定めていた労働時間短縮のための取組のうち,

年次有給休暇の取得促進とともに所定外労働

の削減が遅れていることを指摘し, ③そのた

めの対策として, 新たにサービス残業解消へ

の積極的な取組を課題としてとりあげ, ④使

用者は始業・終業時刻を把握し, 労働時間を

管理することが当然であり, この点で労働基

準法の履行を確保するための措置が必要であ

ること｡ 問題があった場合には労働者からの

申告事案に迅速に対応することや事業場への

立入調査を行うことなどを, 具体的に提案し

たことである｡
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時間外労働の限度基準引き上げや時間外・

休日労働や深夜業の割増率引き上げについて,

検討しただけで, 結局, 現行基準に据え置く

ことを適当であるとした点は, 残業規制政策

の強化としてはいかにも弱い｡

しかし, 政府が所定外労働対策としてサー

ビス残業の解消をあげたことは, 以下の４点

できわめて重要である｡ まず第１には, 提案

されたサービス残業解消のための具体策は,

きわめて当然のこととはいえ, 労使の話し合

いで解決すべき問題であるというそれまでの

消極的な政策スタンスを大きく変えるものを

含んでいることである｡ 第２として, 政策的

にはこれまで基本的に無視されてきたサービ

ス残業が広く行われていることを公的に認め

ることにつながることであった｡ さらに第３

として, それは政府の労働時間に関する現状

認識のベースとなっている ｢毎月勤労統計｣

にはあらわれない点にあえて言及したことで

ある｡ したがって, そのことは日本の実際の

労働時間の水準が, 政策のベースとして利用

されている労働時間水準より長いことを公的

に認めたことに他ならないことを意味する｡

最後に, 国際的にみて低い日本の残業割増率

すら形骸化し, 割増賃金どころかまったく支

払われないサービス残業が広範に行われてい

る現状にあっては, たとえ割増率を上げたと

しても, サービス残業は野放し状態となる｡

加えて, その事実も認められないままでは,

まったく問題は解決しない｡ その意味で, 上

記の対策により, 長時間残業の削減にとって,

もっとも重要な前提条件が確保されたといえ

る｡

さて, この建議を受けた後, 厚生労働省が

行った施策のなかでもっとも注目されるのは,

｢労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関する基準｣ の策定と, 01年４

月に労働基準局長名で各都道府県の労働基準

局長宛にだした基発第339号通達である｡ こ

の通達は, 同基準の趣旨や, 周知・指導の仕

方などについて詳しく説明している｡ この二

つは, 使用者には労働時間を管理する責任が

あることを確認し, 自己申告制の不適正な運

用により労働時間の把握が曖昧でありサービ

ス残業が生じていることを指摘したうえで,

サービス残業の問題を解消するために使用者

がとるべき措置について, 明示したものであ

る｡

労働時間管理の仕方等についてきわめて具

体的に明記されており, 多くの職場, なかで

もホワイトカラー職場に厳格な労働時間管理

を企業側に要求するものであった｡ かなりの

程度まですでに普及してしまっている形骸化

した労働時間管理の実態に対して, 以下のよ

うな是正措置の採用を迫るものであった｡

すなわち, ①使用者は労働日毎の始業・終

業時刻を確認・記録しなければならず, ②そ

の方法は, 使用者自らが直接確認・記録する

か, タイムカードやＩＣカードなどの客観的

な記録を基礎にした確認・記録によること｡

さらに, 残業命令書や報告書など使用者が労

働時間算出のために有している記録と突き合

わせて確認しなければならない｡ ③自己申告

制を導入する場合には, 制度の具体的内容や,

労働時間を正しく記録し適正に自己申告した

ことにより不利益な取り扱いが行われないこ

となどを事前に詳しく説明しなければならな

い｡ ④また, 自己申告により把握した労働時

間と実労働時間が同じであるかを必要に応じ

て実態調査すること｡ 定期的な把握が望まし

いが, 少なくとも労働者や労働組合等から労

働時間の把握に問題を指摘された場合には調

査しなければならない｡ ⑤労働時間の適正な

申告を阻害する目的で上限枠を設定しないこ

と, また残業削減のための社内通達や残業手

当の定額払いが適正な自己申告を妨げていな

いことを確認し, もし妨げている場合には改

善措置を講じなければならない｡ ⑥労働時間

の記録に関する書類は３年間保存すること,

⑦自己申告制の職場あるいは１事業場で複数
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の労働時間制をとっているところでは, 労使

協議組織を設置し, そこで問題点やその解決

策について検討することなど, かなり細かく

かつ具体的な施策を講ずることが, 使用者に

求められた｡

この基準と通達は, 政策的には次のような

大きな意義を持つものであった｡ 第１に, そ

れまでサービス残業の問題に対して, 政府は

労使自治の原則を楯に, その解決は当該企業

の労使の話し合いに委ねるといった消極的姿

勢から, サービス残業は法律違反であり取り

締まるという積極的姿勢へ転換したことを広

く示すものになったことである｡ 第２に, こ

の通達および基準で, その後, 労働基準監督

官が立入調査, 指導, 是正勧告を行う際に,

彼らがよってたつべき指針というものができ

たことである｡ 後に詳述するように, これを

もとに全国の労働基準監督署は, サービス残

業について, 主要産業大企業に対しても本社

を含めて各事業場にどんどん立入調査に入っ

ていった｡ 第３に, この基準及び通達をもと

に, 本人だけでなく家族による労働基準監督

署への申告を認めるという政府答弁 (16) が国

会で引き出された結果, この問題への労働基

準監督署の動き方を変え, それがまた社会的

な関心を広く呼び起こしていくことつながっ

ていったことである｡ それまで夫や子の長時

間残業について相談案件は, 従来, 本人を連

れてこなければ駄目だと軽くあしらわれるこ

とが多かった｡ しかし, ｢過労死110番｣, ｢労

働基準オンブズマン｣ や ｢新日本婦人の会｣

などが, 家族からの通報・相談を, 家族とと

もに労働基準監督署へ相談し, それをきっか

けに立入調査, 指導が行われるというケース

も少なからずでてきた (17) ｡�サービス残業規制政策の問題点

ところで, 前項で検討したサービス残業に

対する規制政策を前提として, さらに ｢所定

外労働削減要綱｣ の改訂へと, 残業規制政策

が展開される｡ そこには, 労働時間の把握の

仕方についての規制にとどまらず, 所定外労

働削減のための新たな具体策が幅広く盛り込

まれることとなったが, その評価については

別稿で論ずることとしたい｡ ここでは, これ

までのサービス残業規制政策との関連でのみ,

その問題点を明らかにしたい｡

もっとも問題なのは, ホワイトカラー等の

残業削減策として, 研究開発職を例にとりな

がら裁量労働制の導入を勧めている点である｡

裁量労働制は, 1987年の労働基準法改正で,

営業職だけでなく, 新商品・新技術の開発担

当者や研究職, 新聞雑誌等の記者・編集者,

システムエンジニアなどの専門職へと適用が

拡大され, 2000年には, 企画・立案・調査お

よび分析を行ういわゆる一般ホワイトカラー

へと, その適用範囲を急速に拡大して認めら

れるようになってきた｡

2000年代初頭の段階においては, ホワイト

カラーに対する労働時間管理の中心は, 法的

にはフレックスタイム制である｡ それが残業

時間の上限規制によって裁量労働制のように

利用され, 長時間のサービス残業を生み出し

てきたことは前節で明らかにしてきたとおり

である｡ この長時間残業は, 法的には所定労

働時間を超えた場合には残業手当を支払わな

ければならないフレックスタイム制を適用し

ていたからこそ, 違法性が明確だったのであ

る｡ ホワイトカラーへの裁量労働制の拡大に

は, 次のような問題が生じやすいことを指摘

しておきたい｡

第１に, 労働時間の把握の仕方について使

用者に規制をかけた基準や通達が, 裁量労働

制の適用者を除外しているなかで, ホワイト

カラーへ裁量労働制を入れることは, 労働時

間の把握に関する使用者責任が曖昧になりや

すいという問題がある｡ 要綱では, 自己申告

制の乱用によるサービス残業の現状を指摘し,

安易な労働時間管理を見直すことを, 基準に

準拠しながら制限をつけてはいる｡しかし,
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一般に自己申告制をとることが多い裁量労働

制には, 基準の適用が除外され, 使用者に労

働時間把握の責任を課すにとどまり, 乱用防

止の歯止めとしては弱い｡ その意味で, 要綱

と基準・通達との間に, 整合性が欠けている

と言わざるをえないのが現状である｡

第２に, ほとんどの企業で行われている成

果主義的な人事管理のもとで裁量労働制が導

入された場合, 実際の労働時間は当初定めら

れたみなし労働時間よりも長くなりやすい｡

これは, フレックスタイム制が残業の上限規

制のもとで事実上の裁量労働制として運用さ

れることで, 多くのサービス残業が発生して

いたことからも明らかである｡ 裁量労働制下

では, みなし労働時間の適用により合法的に

サービス残業を余儀なくされやすい点で, 問

題はより深刻である｡

さらに３点目の問題として, 使用者が労働

時間をきちんと把握していなければ, 実労働

時間にあわせたみなし労働時間への変更も困

難な点があげられる｡ というのは, 個人では

なく, 職場単位でみなし労働時間が決められ

るため, このみなし労働時間の改訂には, そ

の根拠として職場単位での労働時間の実績が

必要になるからである｡

第４に, 裁量労働制では, 休日出勤や深夜

残業の割増賃金が形骸化しやすい問題がある｡

残業手当は通常時間帯の割増率である25％で

計算されることが普通である｡ しかし, 休日

出勤の割増率は35％であり, また深夜残業

(午後10時から午前５時) の割増率は50％で

ある｡ 深夜残業や休日出勤の場合には, 調整

が必要であるが, この点が実際の労働者には

ほとんど周知されていない｡ これは, 裁量労

働制の適用者に, 賃金は時間に対してではな

く成果で支払うという点が徹底され, みなし

労働時間を含めた定額払いで, 実労働時間が

これを超えてもいわゆる残業手当は支払われ

ないことが周知されているからである｡ その

ため, たとえば納期前に残業が深夜や休日に

及んだ場合, 高い割増率に調整する必要があ

ることが考慮されなくなる危険性が高い (18)｡

結果的に,所定外労働に対する割増賃金が形

骸化してしまう問題が生じている｡

３. 労働基準監督行政の強化

本節では, サービス残業規制政策の開始と

ともに, 強化された労働基準監督署の調査と

是正指導の内容を紹介しながら, 行政の取組

とその成果および問題点を明らかにしたい｡

まず最初に, 労働基準監督署が主要企業に

対して軒並み立入調査に入り, サービス残業

の実態を見つけだし, 問題点を是正指導した

電機産業を, 代表的な例としてとりあげる｡

そのうえで, 悪質なケースへの強い姿勢で取

り組みだした例として, 大企業に対する強制

捜査及び法人トップの逮捕で注目された, サー

ビス残業容疑で司法処分を求めた2003年の事

件をとりあげる｡�違反企業への指導・是正勧告

労働基準法違反としてサービス残業の是正

を指導された事業場が, 2001年の１年間で

19,000件にのぼった｡厚生労働省の発表では,

基発第339号通達が出された01年４月から02

年９月末までの１年半の間に, 労働基準監督

署の指導を受けて, 100万円以上のサービス

残業代を支払った企業は全国で613社, 未払

い残業代を受け取った従業員は71,322人, 未

払い残業代の総額は81億円に達した｡ 未払い

残業代の最高額は, 約12億8700万円であった｡

業種別では, 製造業が最も多かった｡

第１節でとりあげた電機産業に対しては,

サービス残業規制政策が具体的に開始される

以前の2000年４月から, 旧労働省は, フレッ

クスタイム制と残業手当の自己申告制を導入

している21社, 22事業所を調査した｡ このと

き, 13事業所でサービス残業が発覚し, 日本

電機工業会に対して, 是正勧告をだしていた｡

しかし, その後も, ほとんど対策がとられず,
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引き続きサービス残業が行われていたのであ

る｡

これに対して, 前節で明らかにしたような

サービス残業規制政策が開始されると, 同業

界の主要大企業に対して, 再度, 労働基準監

督署による調査, 指導, 是正勧告がたてつづ

けに行われた｡ その結果, 未払い残業代の支

払い, 労働時間の把握方法の見直しや制度そ

のものの変更を行わせるなど, 一定の具体的

な成果をあげている｡

たとえば, ＮＥＣでは, 労働基準監督署の

指導を受けて, 主任以下を対象に２年間に遡っ

て残業実態調査 (19) を行い, 02年11月末に,

過去２年間のサービス残業代を支払っている｡

本社田町地区の100人以上の従業員に対して,

平均150時間分の割増賃金で, 総額約4500万

円が支払われたとされる｡

日立製作所に対しては, 愛知の旭工場で未

払い残業代が支払われた後, 他の事業所に対

しても01年11月に, 是正指導が行われた｡ そ

の結果, たとえば水戸事業所では, 02年1月

以後, 深夜あるいは休日に働いている従業員

に対して, 必ず警備員立ち会いのもとで備え

付けの台帳に, 氏名と出・退勤時刻を記帳す

るようになった｡ また, 各人が適正な自己申

告をするように求められ, その申告結果と門

前での記帳記録とが照合されるようになった｡

労働時間の実態を正しく把握するための社内

通達もだされた｡

三菱電機では, 約14,000人が働く兵庫県内

の5つの事業所と１研究所に労働基準監督署

が入り, サービス残業の是正勧告を受けた｡

その結果, 01年12月から02年１月までの未払

い残業代として, およそ6500万円を支払った｡

また, 係長クラスに導入していた残業手当の

定額払い方式であるメリット制を, 残業の多

い部署では普通勤務にするように変更した｡

シャープには, 労働基準監督署が, 02年２

月に本社に立入調査に入り, 是正勧告を出し

た｡ これを受けて, 01年12月から02年２月ま

での３�月分の未払い残業手当が, 数百人に

対して支払われた｡ ３月には, 従業員の労働

時間を把握できないとして, フレックスタイ

ム制を廃止した｡ また, 会社は, ｢時間外労

働管理の徹底と法令順守の指針｣ という文書

をだし, サービス残業禁止を徹底したと表明

している｡

沖電気にも, 労働基準監督署は, 労働者の

相談, 申告をもとに, 01年の６月と７月の２

回にわたって芝浦地区の事業所を立入調査し,

是正指導を行っている｡ これを受けて, 出・

退勤時刻を日々記録するように指示したり,

第１節で明らかにしたようにサービス残業の

温床となっていたＨＯＰワーク制の見直しを

指導している｡ しかし, この時の調査では,

サービス残業は立証できないままに終わって

いる｡

しかし, 02年３月に, 同事業所に勤務する

個人の残業記録をもとに国会で追求され, 調

査および指導が改めて行われた｡ その結果,

ＨＯＰワーク制の適用者を対象に, 01年度下

期分として, 27名に対して2700万円の未払い

残業代が支払われている｡ また, 全社的に,

同制度の運用や不適切な時間管理に関する実

態調査が進められている｡

注目されるのは, 01年の指導後に導入され

た新ＨＯＰワーク制のもとでのサービス残業

が認められ, 同制度の不適正な運用を指導さ

れた点である｡�残業規制のさらなる強化 司法処分へ

2003年は, 年初から, サービス残業は違法

行為であり許されない, 司法処分も辞さない

という政府の強い姿勢に社会の注目が集まっ

た｡

まず, 年明け早々に, サービス残業をさせ

たことによる労働基準法違反容疑で, 知名度

のある大企業に対して強制捜査が行われた｡

次いで, ２月初めには, 別の会社で, 同じ容

疑による初の逮捕者をだした｡ しかも逮捕者
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のなかに法人トップが含まれていることは衝

撃的であった｡ いづれの事件も, 当日, テレ

ビ番組の途中でニューステロップが流れるほ

どの事件として大きく取り扱われた (20) ｡

サービス残業に対する政府の政策転換, す

なわちこの問題を労使自治にまかせるのでは

なく, 違法行為は摘発し, 指導する｡ その指

導に服さず, 悪質なケースについては, 司法

処分も辞さないという政府の方針が単なる建

前ではないことを, 社会的に強く印象づける

ものであった｡

そこで, この２件の事件を紹介しつつ, こ

の問題に関する司法処分の問題点, 課題を指

摘したい｡

大阪労働局は消費者金融大手の武富士に対

して, 2003年１月, サービス残業をさせてい

たことによる労働基準法違反容疑で, 本社を

含めた７カ所を家宅捜査するなど強制捜査を

開始した｡ 同社に対しては, 01年７月に, 元

社員２名が天満労働基準監督署に労基法37条

違反で刑事処分するように求めた告発を受け

て調査が進められていた｡ 告発した男性社員

は月平均100時間余りの残業に対して最高25

時間分の割増賃金しか支給されていなかった｡

武富士は, 強制捜査時点でも, 男性の残業

時間は月25時間, 女性は月６時間であり, そ

れを超える場合は振り替え休日や特別手当を

支払っており, 労働基準法を遵守していると

いう姿勢を崩さなかった｡

なお, この未払い残業代をめぐっては民事

事件 (㊦) (㊧) でも争われていたが, 強制捜査後

に和解が成立し, 支払われることになった｡

この和解条件のなかで, 現在勤務している社

員たちの時間管理を適正にし, 残業に対して

きちんと割増賃金を支払うことも決められた｡

｢悪質なケースについては司法処分も辞さ

ない｣ という厚生労働省の方針のもとで, 大

企業に対しても強制捜査にのりだすという政

府の強い姿勢が, 民事事件での企業側の対応

にも影響していることは明らかであった｡ そ

して, この民事での和解内容に, その訴訟当

事者だけではなく, 当該企業の社員全体に対

して, サービス残業に関する過去の違法行為

を清算させ, またその後の時間管理を適正に

行わせることが含まれたことは, 非常に重要

である｡ すなわち, 企業側に違法行為を認め

させ, 労働基準監督署の指導, 勧告を受け入

れさせることを意味し, 結果的に労働基準監

督行政の所期の目的が達せられることになっ

たからである｡

武富士事件に次いで, 03年２月３日には,

特別養護老人ホーム神明園 (東京都羽村市)

の法人理事長が逮捕されるという事件が続い

た｡ サービス残業をさせたことによる労基法

違反容疑での初の逮捕者である｡

同園は, 青梅労働基準監督署により01年に

立入調査, ９月に残業代支払いの是正勧告を

受けた｡ その後, 未払い賃金を支払った旨の

報告を同労基署に対して行っていた｡ しかし,

その後の職員からの相次ぐ通報により, 02年

９月に家宅捜索が行われていた｡ その結果,

未払い賃金を支払ったという報告が虚偽であっ

たこと, 退勤時間記録の改竄など理事長によ

り証拠隠滅が図られていたことが明らかにな

る｡ 未払い賃金が１億円に上ることもあって,

きわめて悪質と判断され逮捕に至る｡

なお, この事件で, 王子簡易裁判所は, 03

年２月24日, 理事長と法人に対して各々罰金

50万円を命じる略式命令をだした｡ 未払い賃

金額の多さに比べて, 罰金はあまりに少額で

処分が軽い｡

この点で, 労働基準法違反容疑での処分は,

ペナルティとして機能するにはあまりにも弱

いといわざるをえない｡ 労働基準監督官によ

る臨検監督は20年に１度できるかどうかとい

う労働基準監督体制であることはすでに広く

知られている｡ 未払い賃金の時効は２年であ

る｡ サービス残業が発覚するリスクおよび発

覚した場合の経済的損失と, サービス残業さ

せることによる人件費節約効果を比較考量す
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ると, 明らかに後者が大きい｡

おわりに

これまで明らかにしてきたように, 大手電

機メーカーでのサービス残業の広範な存在と,

それをつくりだす仕組みは, 日本全体に, サー

ビス残業が広がっていることを容易に推測さ

せるものである｡ 所定外労働の削減による労

働時間短縮をはかるには, この問題の解決が

是非とも必要であったことは明白である｡

政府は, 2000年代に入ってようやくこのサー

ビス残業規制に乗り出したことになるが, 最

後に, 現行の政策に対する問題提起を含めて

６点ほど指摘して, 結びとしたい｡

第１に, 労働時間短縮の目標数値を, フル

タイムワーカーの労働時間とし, 達成度もか

れらの年間実労働時間で測ること｡ 現行の政

策は, パートも含めた平均労働時間 (除くサー

ビス残業) をベースにしており, フルタイム

で働く長時間労働者の労働時間短縮を図ると

いう政策意図に合致していないことは明らか

である｡

第２に, 裁量労働制の適用拡大には, 慎重

でなければならない｡ 賃金管理が個別化し,

査定による格差が拡大している今日, 実際の

残業時間通りに残業手当を請求することが困

難になってきている｡ したがって, 成果に対

して賃金を支払うという理念とは裏腹に, 残

業がなくならない, あるいはかえって長くな

るという状況が生じている｡

昇格, 昇進なくして賃金があがらないとい

う状況下で, 労働者が, 査定者である管理職

の意向を無視して残業手当を時間通りに請求

するよりも, 査定を良くして昇格・昇進し,

結果的に賃金アップをはかろうと考え, 残業

手当の申告を控えるのがきわめて当然の成り

行きになっている｡ また, 事実, 残業手当を

時間通りに請求した場合に, 月給には残業手

当がつくが, その分だけ, 査定を通じて賞与

を低くするということも可能だからである｡

第３に, 裁量労働制を適用する場合, 労働

時間把握に関する基準の適用を, 使用者に義

務づけることが必要である｡ 労働時間は, 業

況や人員配置, 技術革新などにより変化する｡

したがって, 一定期間毎にみなし労働時間を

見直すことが必要だが, 実労働時間の把握が

きちんとなされなければその見直しはできな

いからである｡

第４に, サービス残業をさせたペナルティ

を使用者に課すことが大切である｡ 今の状況

では, 司法処分がないことがほとんどである

し, あってもあまりにも軽すぎて, まったく

ペナルティとして機能していない｡ 何らかの

経済的ペナルティを課すことで規制していく

ことが必要である｡

ペナルティとして機能するだけの罰金とし

て, 摘発に必要だった費用相当額かあるいは

その額の一定割合を支払わせるべきではない

か｡ また, その罰金, すなわち違反企業の負

担で, 労働基準監督体制のさらなる充実をは

かることも考えておいてよい｡

第５に, 労働基準監督署の立入調査が重要

だということは, 本稿でも明らかだった｡ 体

制の拡充が求められる｡

最後に, 労働組合による労働時間規制の強

化の重要性を指摘したい｡ サービス残業の広

がりと政府の政策転換の背景に, 組合の規制

力後退があったことは言うまでもない｡

注

(１) たとえば, 森岡孝二 『企業中心社会の

時間構造』 (青木書店, 1995年) や本多

淳良, 森岡孝二編 『脱 ｢サービス残業｣

社会』 (労働旬報社, 1993年) などがあ

る｡

(２) 清山玲 ｢労働時間と社会政策｣ 石畑良

太郎, 牧野富夫編 『新版 社会政策』 ミ

ネルヴァ書房, 2003年

(３) 社会経済生産性本部ワークシェアリン

グ研究会編 ｢ワークシェアリング－雇用
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創出と働き方の変革をめざして－｣ 財団

法人社会経済生産性本部生産性労働情報

センター, 2001年｡

(４) 小越洋之助 ｢日本的雇用慣行とその今

日的特質｣ 社会政策叢書第18集 『日本型

企業社会と社会政策』 啓文社, 1994年｡

(５) 清山玲 ｢『合理化』 とフレックスタイ

ム制｣ 『高知論叢』 第43号, 1992年｡

(６) 清山玲 ｢都市銀行における第３次オン

ライン化と新人事政策｣ 『三田学会雑誌』

第83巻特別号－Ⅰ, 1991年｡

(７) 清山玲 ｢労働時間と社会政策｣ 石畑良

太郎, 牧野富夫編 『社会政策』 ミネルヴァ

書房, 1995年

(８) 本稿脱稿後, 『労働運動』 2003年５月

号で, サービス残業問題が特集された｡

その中で戸木田嘉久 ｢サービス残業根絶

運動の今日的重要性｣ などが発表されて

いる｡

(９) フレックスタイム制とは, 一�月以内

の一定期間 (清算期間) の総労働時間を

定めて, 労働者がその範囲内で各日の始

業および終業時間を自ら決定することの

できる制度である｡ 同制度の場合, ある

一日またはある週の労働時間がたとえ法

定労働時間を超えても, 清算期間を平均

して週労働時間が法定労働時間を超えな

ければ時間外労働とはならず, 割増賃金

も支払われない｡

(10) 裁量労働制とは, 業務の性質上, その

遂行方法や労働時間について大幅に裁量

権を委ねられた労働者に対して, 業務の

遂行方法や時間配分について具体的な指

示をしないことを前提に, 労働時間の算

定についてあらかじめ労使協定でさだめ

た時間労働したものとみなすことができ

る制度である｡ 同制度の場合, ある労働

者が, みなし労働時間を超えて働いたと

しても, それに対して時間外労働の手当

は支払われることはない｡ ただし, 深夜

業や休日出勤は, 通常労働時間帯に比べ

て法定の割増賃金率が高いため, 調整が

必要になる｡ なお, 法定割増賃金率は,

通常時間帯の時間外労働で25％, 深夜の

時間外労働は50％, 休日労働は35％, 深

夜の休日労働で60％である｡

(11) 沖電気については, 沖電気で働く横山

真一の職場レポート ｢いま沖電気では｣

(『労働運動』 01年12月号) に詳しい｡

(12) NEC労働者懇談会ニュース｡ 括弧内

は筆者が挿入｡

(13) 裁量労働制で初めて過労死認定を受け

た遺族は, 勤務先の光文社に対して賠償

を求めていたが, 会社側が遺族に対して

7500万円支払うことで03年３月に和解が

成立した｡ 00年６月の提訴以来, 同社は

一貫して過労死ではないと主張していた｡

02年１月の国による過労死認定の後に,

和解に応じた｡

(14) 2000年11月30日｡

(15) 2001年４月６日｡

(16) 2002年２月28日｡ 参議院での質問主意

書に対する小泉純一郎内閣総理大臣の答

弁書｡

(17) 本人が労働基準監督署へ相談に行く暇

もないほど忙しかったり, あるいはその

後の社内での処遇が不安で相談, あるい

は申告をためらっているようなケースも

少なくない｡ 過労死110番や労働基準オ

ンブズマンなどに家族が心配して相談し

てくるケースは, それまでも少なくなかっ

たことがすでに明らかにされている｡

(18) たとえば, ＮＥＣでも裁量労働制の適

用者に, 深夜業などの超過申請の手続き

を設けているが, そのことを知らされて

いなかったり, なぜそれが設けられてい

るのかを知らないものが少なくないこと

は, 筆者のヒアリングでも明らかであっ

た｡

(19) この調査は, まったくの非公開で行わ
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れたこと, 職場によっては実施されてい

ないことなど, 問題が指摘されている｡

(20) 労働基準法37条違反での書類送検は,

もちろん以前からあった｡ しかし, 過労

死など労災事件に関わるもので, しかも

企業側が事実を強く否定している状態で,

知名度のある大企業に対して強制捜査の

手が及んだこと, また法人トップの逮捕

が行われたことに注目が集まった｡

(21) この元社員２名は, 刑事告発に先立っ

て, 武富士に対して, サービス残業代の

支払いを求めて大阪地裁に民事事件で提

訴していたが, 強制捜査後直ちに武富士

側から和解の申し出があり, 03年２月に

大阪地裁で和解が成立した｡ その内容は,

同社による謝罪, サービス残業代の支払

い (それぞれ430万円, 160万円), 現在

勤務している社員たちの時間管理を正確

に行い, 時間外労働には適正に割増賃金

を支払うというものである｡

この和解成立後, 同社は, 一般の従業

員に対して, 過去２年分の未払い残業代

として数十億円を支払ったとされる｡ 詳

しくは, 河村学 ｢武富士残業代未払い事

件｣ (日本労働弁護団 ｢労働者の権利｣

vol.249), その他を参照｡

(22) 強制捜査直後に, 同社の元従業員10人

が過去２年分の未払い残業代として総額

１億6,100万円の支払い求める訴訟を東

京地裁に起こしている｡ 全員が支店長経

験者で, 休日出勤を含めて月間100時間

以上の残業があったが, 残業手当がまっ

たく支給されなかったというものである｡

管理職に対して, 労働時間の実態に即し

た賃金の支払いが認められるかどうか注

目される｡
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