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第 2 回 AFG 会議の狙いと目標

8月1日

17:00~18:00

原 丈人 デフタパートナーズ グループ会長
【昨年の会議からの進捗状況】
・中長期投資の促進
→経済財政諮問会議を通じて専門委員会をつく
り、あるべき市場経済の報告書を作成した。こ
の考えを反映し安倍総理に話し、中長期の資本
主義のあり方をみずほの国の資本主義として、
会社法改正等のベースに含まれる事になった。
・ROE に代わる経営指標
→名古屋大学の宇沢教授のチームに ROE に代わる企業価値の指標づくりを引き続き研
究してもらい、今年の World Alliance Forum にて完成度の高い物を発表してもらう。
・新たな成長分野
→WIEF(World Islamic Economic Forum：世界イスラム経済会議)へ参加。
イスラムの人口は世界の 4 分の 1 を占め、資金は 40％近い。イスラムは
コーランの戒律により資金を投機、賭博などに使うことが出来ない。
イスラム諸国は社会インフラの整備に海外からの技術を伴う投資を求めている。
日本の海外直接投資は 3.5%と欧米の 20%と比べて低いので、WIFE と MOU を結び、
日本の代表部として海外直接投資の呼び込みを主導する。
・途上国・新興国の成長を取り込む
→現在は先進国の人口の割合が大きいが、アジア・アフリカ・ラテンアメリカの人口比
が将来高くなる。特にアフリカ人は 2100 年には人口の約 45％を占めると言われてい
る。早い段階から資源・人材を振り向けていく。
途上国支援事業部門において、貧困問題解決に寄与するためスピリルナという藻を使
った栄養不良の改善の事業をアフリカで 3 月に行った。
・人材の育成
→次の時代を託す経営者育成。ビジネススクールのようなお金儲けのテクニックを教え
るのではなく、理念を中心に教えることを目的にした、公益資本主義研修を 7 月より
開設した。6 ケ月間で 12 回の講義・グループワークと卒業合宿で構成される。
【中長期投資の促進】
・アメリカでは会社は株主のものと定義されて、株主の利益を最大化することを目的とし
ている。それを監督するのが社外取締役の役割になっている。
企業は社会の公器であり、経営者は株主の利益最大化でなく、顧客・仕入れ先・従業員・
地域社会・地球というマルチステークホルダーに利益を還元することを目的するという
英米型とは異なる定義を理解してもらうことが必要である。
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・特に中長期の投資が優遇される制度の確立が重要である。企業経営においては ROE に代
わる指標が必要である。
・同様に国においても、GDP・GNI に代わるような経済指標作りが必要とされる。
ブータンは GNH（Gross National Happiness:国民総幸福量）を採用し幸福の最大化を
国の目標に掲げている。国連も GNH の考え方を認めた。
ブータントブゲ首相に来日してもらい、安倍総理と会談してもらった。
【新基幹産業の創成】
・IT 産業が今後も伸び続けるとは限らない。産業はテクノロジーの進歩と共に変わる。
しかし、短期的投資から新産業は生まれない。しかし、現在の株主中心の企業では短期
投資をせざるを得ない。
・米国では研究開発に長期間を要する産業は、資金調達が困難である。
バイオベンチャーに対する投資は干上がってしまい、約 30％の VC は廃業している。こ
の分野では制度によっては、日本が新産業を生むリーダー国になることができる。
・日本で投機家のための制度ではなく、中長期投資のための制度を設けて世界のモデル国
にしたい。特に幹細胞の医療革命。幹細胞の基礎研究のリーダーは日本人なので、産業
界と議論を重ねて発展させていきたい。サンフランシスコで幹細胞に関する国際会議を
開催。幹細胞を用いた産業作りを議論。
【途上国支援】
・ アフリカでスピルリナによる栄養不良改善事業は、いよいよ現地でのパイロット生産の
フェーズに入る。遠隔教育・遠隔医療による教育支援、マイクロ・ファイナンスと共に
現地の自立支援に向けた取り組みを継続する。
・ 昨年、アフリカの 19 カ国リーダーを日本に招き、日本の民間企業をアフリカでどのよ
うに発展させるかについて横浜で会議を開いた。そこでの合意に基づき、貧困階級を中
産階級にしていくための制度、マイクロ・ファイナンスの仕組みを各国で作り上げてい
く。
・ マイクロ・ファイナンスの生みの親であるグラミン銀行のムハマド・ユヌス氏・BRAC
ファザル・アベド氏とバングラデシュにおいてマイクロ・ファイナンスの養成プログラ
ムを作り、すでに 200 名の修了生を輩出。今年からアフリカのザンビアにも開設する。
アフリカ各国においてポリシーメイキングしてもらう。
・ 2012 年に開催した太平洋諸国 14 か国の首脳と行った会議を来年再び開催する。
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経営のグローバル化と中期戦略

8月1日

18:00~19:00

日覺 昭廣 東レ株式会社 代表取締役社長
【長期視点に立った技術開発と事業展開】
・ 東レの企業理念「私たちは新しい価値の創造を
通じて社会に貢献します」の具現化を念頭に事業
を展開。
・ 素材には社会を本質的に変える力がある。一方、
素材には長年の研究・開発による技術の蓄積が必
要。東レは、研究開発型企業として、「極限追求
の DNA」など、研究開発を重視した経営を継続
して実行してきた。
・ 長期的視点での研究開発には莫大な時間と研究開発費を要する。炭素繊維事業は初期
投資から飛躍的拡大期まで約 40 年の期間をかけている。素材価値を見抜く力と研究
開発を継続する経営の強固な意志が重要。
【グローバル経営】
・ グローバル展開においては、短期の利益追求ではなく、長期的視点でその国の産業振
興、輸出拡大、技術水準の向上に寄与し、その国の経済・社会と共に発展していくと
いう思想で経営。
・ 国内マザー工場で先端材料や革新的プロセスを開発し、グローバル生産拠点を活用し
て現地ニーズに応じた用途開発、最適地生産を実施。得られた収益を次なる先端材料
の開発に投資してグローバルに持続的な成長を実現する。
・ 各地域で拡大する需要を確実に捉えるには、現地主導での現地顧客への販売拡大が必
須。人を基本とする経営を実践し、東レの文化をよく理解した優秀なローカル人材を
育成・登用し、経営の現地化をすすめてきた。
・ グローバル人材には、イノベーションを起こし、オープンイノベーションに結びつけ
る力。変化を見る目、本質を見抜く力、課題を持って主体的に取り組む力を求める。
【グローバル化】
・ 社会の構成の違い、人の考え方の違いは大きく、また、これらはどちらが正しいとい
えるものではない。
「世の中は全て正しい事をやっている」、すなわち、人間の考え方、
行動は、社会構成や社会の成り立ちに関連しており、それぞれ整合性が取れていると
いう考え方を基本とする。
・ グローバル化とは、或る一つの標準に統一することではなく、それぞれの社会を尊重
して、各地域の考え方に沿って、人を基本とする経営を展開すること。
・ 東レグループはこれらの考え方に沿った東レ流の経営を、日本発のグローバル化の一
つの形として今後も推進していく。
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日本経済の制度設計
加藤 義孝

8月2日

8:30~8:50

新日本有限責任監査法人 前理事長

【会社の不祥事と規制強化の動き】
・ 日本経済の制度設計は日本にとってより良いも
の資本市場を作るもの
・ 企業の不祥事と規制強化の動き
－2001 年エンロン事件
→米国 SOX 法導入の契機
－2005 年カネボウ事件
→J−SOX 法導入の契機
－2008 年リーマンショック
→欧州における監査法人への規制強化
・強制ファームローテーション
・非監査業務の制限強化
・米国における規制強化
【資本市場における監査法人の役割】
・ 企業と投資家がマッチングする場所が市場であり、情報の透明性・信頼性を付与するの
が監査法人。資本市場の魅力が増し、市場の発展に繋げる。
【日本における資本市場における規制はどうあるべきか】
・ 「SOX 法」「強制ファームローテーション」は本質的に有効・有用な仕組みなのか？
欧米のルールを盲目的に取り入れる事では本質的解決には繋がらない。市場のあるべ
き論からの設計がなされるべき。
中期的な視点で持続可能なルールを作っていく必要
・

コーポレートガバナンスの強化

・ 「統合報告」(企業価値評価における非財務情報の提供)という提案
【日本再興戦略改訂 2014】
・ 「3 本の矢」によってもたらされた変化を一過性のものに終わらせず、経済の好循環
を引き続き回転させていく。そのために日本の「稼ぐ力」を強化。同時に「日本再
興戦略」で残された課題にも対応。デフレ状況から脱出しつつある今こそがラスト
チャンス
・ 改革に向けて
① 日本の「稼ぐ力」を取り戻す
② 担い手を生み出す−女性の活用促進と働き方改革
③ 新たな成長エンジンと地域の支えてとなる産業の育成
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公益資本主義と会社法理

8月2日

8:50~9:10

上村 達男 早稲田大学法学部 教授


「公益資本主義」に対応するのは「人間の学とし
ての会社法学」であり、これに対立するのは「株
主資本主義と“合理的経済人”仮説」
（すべての国
に合理的経済人が存在するという考え）。



株主主権論と公益資本主義とが親和性を有すると
したら、
「欧州的成熟市民社会＝株主」が成り立つ
場合である。これを前提とした場合、主権者であ
る市民が株主であり、でも同時に労働者でも消費
者ある、つまりはステークホルダーでもある。



公開会社法とは
金商法を日々守っている会社は、現在株主だけでなく、買い手(誰だか分からない公衆の
すべて)に対して情報開示や会計や監査等を行っている。投資家は、買い手と売り手の双
方を含む。資本市場では株主は売り手としての投資者であるから、金商法が要求する開
示・会計・監査等が買い手同様に必要。公開会社法は、現在株主と将来株主である投資
者・買い手に対する責務をも包含するものであり、欧米ではこれを単に会社法と呼んで
いる。日本はそれを当然とする歴史的経験(経験「知」)がないために、理論で克服する
必要がある(理論「知」)。それが私見の公開会社法。



株主の権利には、財産権（利益配当請求権）と支配権（議決権）がある。アメリカで主
流の「法と経済学」では、議決権は効率的な契約を締結させるインセンティブでしかな
いと捉えている。欧州では、デモクラシー関与権と考えられており、経済社会をも市民
社会がコントロールするための手段であるという考え方。



人間中心社会の株主構成維持策(欧州型)としては、
① 資金調達順序が決まっている（株主割当→公募→第三者割当）。
② ヨーロッパにおいて、事業再編とは株主というヒトの再編である(対価は株式)から、
対価の柔軟化によりヒトを追い出すこと(キャッシュアウト)には警戒的。もともと個
人株主がきわめて少ない日本では、その個人を追い出すという発想になる。資産(モ
ノ)有するヒトとのつながりを重視するため、資本概念への強いこだわりがある。
③ フランスの個人株主優遇策では 2 倍議決権を原則化した。市場は活用するがデモクラ
シー・国益・公共は他人・他国には渡さないという経済的愛国心ともいえるが、デモ
クラシーや制度にグローバル基準がない以上は、基本的に肯定されるべき姿勢。



企業価値とは株主価値の最大化、というのが通念であるが、そこで言う株主とは現在株
主を言っている場合が多い。しかし、他方で企業価値の計算方法は将来キャッシュフロ
ーの現在割引価値とも言われており、そこでは将来株主である投資者を想定していない
はずがない。株主価値最大化論はとうに破綻している。私見によると企業価値とは、各
企業が有する目的・ミッションの最大化であり、それを評価するのが株式市場、
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すなわち投資者である。投資者として市民社会を想定する欧州型では、資本市場を通じ
て成熟市民社会が企業価値を評価することになり、まさしく公益資本主義と一体化する。


コーポレートガバナンスとは、経営権の正当性の根拠をめぐる問題である。ガバナンス
はコーポレートだけでなく大学や NGO といったあらゆる組織に必要である。経営権は
なぜそこに正当性があるのか、という問題である。さまざまな組織のなかで株式会社だ
けが株主価値最大化のための議論であるはずがない。



グローバルなマーケットの問題は、人格からモノが分離しモノだけで市場が形成される
という株式会社制度の基本構造に由来する。デモクラシーの問題は、そうしたモノの世
界に人間の視点を復興させる議論であり、それを議決権が担っている。




人間にとって危険な 2 大要素とは、法人を人間並みに扱うことと、市場の結論を人間の
意志だとみなしてしまうこと。人間がどのように関与しているかが、重要な評価尺度で
ある。公益資本主義は会社法を本来の姿に取り戻す議論であり、現在の株式会社法の基
礎理論の誤りを指摘する議論である。

【規制改革の視点】


資本市場の機能が十全であること。つまり、価格が公正であること



金商法概念の公開会社法による受容が急がれる－両法の一体化が必要



資本市場の要請を担うガバナンスとは資本市場を支えるガバナンス



営利性の根拠を確認すること。カンパニーとは非営利が基本であり、Public（公開）に
なると営利になる－公衆の期待に応える責任



個人・市民中心の企業社会を展望する。株価を下げずに成熟市民社会を切り開く－人間
の匂いのしない匿名ファンドや法人株主への対応と個人への対応の差別化も検討



近代国家日本の最後の壁は「法」－日本の文化継承としての比較法



持続可能社会へ日本発の法モデルを発信。
経験 「知」 を克服する理論 「知」
・欧米の弱点も指摘できる評価軸・アジアに信頼さ
れる評価軸が日本モデルに固有の普遍性である。
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企業会計

8月2日

9:10~9:30

平塚 敦之 経済産業省 ものづくり政策審議理事長
・ 会計制度に関して広く知られている 4 つのウソが
ある。
① 会計基準は国際的に IFRS で統一される
② 日本基準は遅れている
③ 資本市場からの要請がある、株価があがる
④ 時価会計化は時代の流れである
・ 日本の会計・開示制度は「複雑骨折状態」。欧州と
米国の悪い所をとっている。例えば SOX 法は米国外ではあまり導入されていない。
欧州でも一部以外は導入されていない
・ 会計基準の統一は部分に過ぎない。それだけでは意味をなさない。監査、市場監督と一
緒になって初めて意味を持つもの。IFRS 導入のメリットが全く説明されていない。何
のための国際基準導入なのか。
・ IFRS は欧州とアフリカを中心に普及。米国、インド、中国も使っていない。つまりユ
ーロ経済を中心とした仕組みである。日本は米国経済、ドル経済。ユーロ経済ではない。
・ 時価会計はキャッシュが動かないのに損益が変わる。会社の売却価値を中心に置いた考
え方で、短期の株主を過度に優遇し、好不況の波を拡大する可能性がある。
好況時：キャッシュインフローがない中で、株主に配当、経営者報酬を付与
不況時：減損、繰延資産取り崩し→R&D 費用の引き下げ、人件費削減・解雇、
重要資産の処分
・「統合報告」には活用余地がある。ただし規制強化にしてはならない。既存の取組みの延
長で考える。企業主導で考えることで企業の自由度が増す。大胆な規制、監査緩和を行い、
競争になる世界観を共有する。
【日本の政策の方向性】
・性善説に立つ。企業主体に考える。
・時価会計をそもそもやめる。
・短期思考を排除する(四半期開示、内部統制など欧米規制のねじれた導入を見直す)
・時価会計、その中でも「予測見積もり会計」が避けられないとすれば、監査の予見の
可能性を高め、長期的視点の経営を担保する方策の確保。開示の首尾一貫性による長
期的視点の経営の説明(監査を含めて)
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ディスカッション〜必要な制度改革〜
新日本有限責任監査法人

加藤 義孝

早稲田大学法学部

上村 達男

経済産業省

平塚 敦之

デフタパートナーズ

原 丈人

8月2日

9:30~10:00

【成長を促す制度化が遅れているのは何故か？】
・証券アナリスト協会による意見集約がうまくなされていない。
・法解釈については東大法が支配的。自分たちが築いてきた論理の修正難しい
日本のジャーナリストの中に法解釈について深く理解できている人が皆無
・ひとりひとりの当事者意識が低い為、アクションに結びついてきていなかった（監査
法人含め）。
・
「投資家保護」、
「不祥事防止」の議論ばかりされてきた。金融庁、監査法人は最後の砦、
組織としてこうしたテーマを取り扱うのは性だとしても、企業会計審議会（内閣府管轄）
等で、より広い視点で（成長戦略として）議論がされるべき。
【会計基準の差異に伴う実務上の問題】
① M&A
欧米企業は ROE 偏重であり、M&A の結果莫大なのれんが発生する、償却費用により
利益を圧迫。
日本会計基準のみがのれん償却を行っている為、のれんが総資産の 1／3 以上である
JT としては、IR に大変苦労している、なかなか日本基準に戻せない
② ファイナンス
ファイナンスについて、社債発行登録において日本基準・IFRS の差異説明が必要。
ASBEE、投資銀行何れもリスク取れない為たらい回し。
【その他】
・時価会計移行の流れはおかしい。最も保守的なモデルである簿価会計に戻すべきである。
・米国は会計基準を統一しない流れ。会計のサスティナビリティの問題もある。のれんの
非償却は将来の減損を考えると損失の繰り延べに過ぎない。
企業体力上それに耐えられるのか、十分検討の上運用していく必要があるのではないか。
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途上国の経済開発と日本の役割

8月2日

10:15~11:00

長嶺 安政 外務省 外務審議官
【ODA の意義】
・ 人間の安全保障を推進し、日本への信頼を強化
する
・ 日本にとって好ましい国際環境を作る
・ 新興国・途上国と日本が共に成長する
【ODA 大綱の見直し】
・ODA 大綱：政府の開発援助の理念や原則等を
明確にするために策定した閣議決定文書
・見直しの背景
① ODA に求められる役割の多様化
② 国際社会の開発に関する議論の変化
③ 非 ODA 資金との連携強化の必要性
④ 国際平和協力における要請
【ODA を活用した官民連携：官民連携の今日的意義】
・ 民間資金を含む多様な資金を開発に動員する必要性の認識
貧困削減に果たす経済成長の役割の再評価(民間企業の役割大)
途上国開発と日本経済成長の双方に寄与する ODA 事業への期待
↓
途上国開発におけるパートナーとしての民間部門への期待の高まり。
【企業の CSR 活動・BOP ビジネスと ODA の連携】
・ グローバル展開する企業にとって、事業を長期的、安定的に継続していくためには、
CSR 活動を通じて進出国等における地域社会に積極的に貢献する事が重要
・ CSR 活動をさらに発展させた BOP ビジネスへの関心が企業の間で高まっており、
こうしたビジネスは、途上国の経済社会開発に貢献する可能性がある。
・ 公共性の高い企業活動と ODA よる経済協力活動が連携すれば、経済社会開発上の
課題の解決をより効果的かつ効率的に達成される
・ 外務省では、草の根・人間安全保障無償資金協力を活用して、企業が NGO 等と協力
して行う CSR 活動や BOP ビジネスとの連携といった官民連携を推進中
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ディスカッション報告〜途上国に於ける日本の役割～
外務省

長嶺 安政

三井不動産株式会社

北原 義一

デフタパートナーズ

原 丈人

アライアンス・フォーラム財団

中内 綾

8月2日

11:00~11:45

・2025 年以降は人口の増加や経済力から途上国、特にアフリカが世界の中で存在感を増す
ようになる。
日本の産業界として、途上国の発展にどういった貢献ができるか。ザンビア・バングラを
訪問して、国内の格差問題が印象に残っている。しかし、貧困層も幸せである。そのよう
な国々では、欧米型の資本主義はあまり好かれていない一方で、日本人は尊敬されている
し、好かれていると感じた。
・中国の国家主義的な途上国に対する進出と欧米型の株主資本主義型の進出が主流となって
いるなか、公益資本主義的な第 3 の進出方法、日本の昔からの哲学である「企業は国家の
公器である」という考え方を途上国においても実現していくような進出方法を目指す。
・アフリカでは、インフラの未整備という問題の前にまずは栄養不良の問題がある。
アライアンス・フォーラム財団では、栄養改善とともに、地産地消を通した自立支援を
目指している。今年度から、試験的にプール（池）を作る計画。
・日本では従来、民間資金と ODA をミックスした支援を考えてきた。ビジネスを通して、
ODA に代わることができる支援の仕方が可能な一方、これまでの ODA スキームでも支援
をできる。公益資本主義の考えに基づいて、貧困層を中産階級層へ引き上げることを目指
すことが重要。マイクロファイナンス（貧困階級層の自立を支援）が、援助に頼らない
自立支援の方法として注目されている。
また、利益の 20％を栄養不良などの事業に使うような企業モデルを普及させたい。
・企業がどのように CSR に貢献していくか？本当に現地に喜ばれているのか？
そこのところを考えないと結局、途上国でお金儲けだけして終わってしまう。
→中小企業の動機は海外展開をして、一定利益を上げたい。このスキームはそれに応えな
ければならない。
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・日本の ODA は中南米など、non-LDC に対しての支援ができないという問題には
どう関わっていくか？
→構造改革基金との関係では、ODA の定義を変えていく必要がある。援助をめぐる環境
は多様化しており、現在の ODA スキームでは非 ODA に頼らざるを得ない。
・国際機関におけるモデルの確立は課題である。欧州のドナーや国際機関は近年、日本が長
年主張してきた「成長が大切だ」という方針に舵を変えてきた。ドナーの声を反映して国
際機関のモデルを作っていきたい。
・ネスレの CSV(Creating Shared Value：バリューチェーン、自分たちの本業の中で社会
に貢献できないかという考え)は素晴らしいが、あれだけの大企業であれば幅広い CSR 活
動ができるはず。株主の意見を組み込まないといけない中で、企業はどういう金額、分野、
方法で CSR が行えるのか。
株主配当利益を最大化することが目的になっているということが問題である。
・NPO との関係を再構築がすることによって、企業も金融資本主義から自らを守ることに
つながるのではないか？
NPO・NGO も利益を追求しなければならない。企業にとっても、やれないことではない。
・中小企業は海外展開している企業よりも、撤退している企業のほうが多い。FS をしっか
りしていないことが原因。JICA の FS 資金スキームにおいて、年度を超えた調査ができる
仕組みを財務省に提案してほしい。また、公募件数があまりにも少ない。ODA 大綱に中
小企業という文言を入れるべきである。
・栄養不良の解消において、スピルリナだけでなく
タンパク質全般にもっと広く活動したらどうか？
スピルリナはアフリカ原産であって、彼らにとって
身近なものである。アフリカで、栽培しやすく、
栄養価が高いので、スピルリナを見直してもらいた
かった。効果測定の結果、スピルリナで身長が伸び
たということが証明された。
ザンビアのプールでスピルリナの培養
「
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中長期投資による研究開発・事業化・産業化

8月2日

11:45~12:15

神永 晉 住友精密工業株式会社 前社長
【住友精密工業の概要】
・住友精密工業における中長期投資に基づく事業は、
公益資本主義と通じる部分がある。
住友の歴史は、福井の僧侶であった創始者：住友政
友が、京都の街中に商店を開いたのが住友の始まり。
・“浮利(目先の利益)に走らず”を始めとして、その
企業理念は長期的視点に立って企業活動を実践すべ
き、という考えを説いている。この企業理念をどのようにグローバル展開していくかが現
在の議論である。
・住友精密工業の事業のルーツは、ほぼ 100 年前のジェラルミンの開発・製造であった。
現在の事業分野は航空機装備品、熱・エネルギー、環境システム、マイクロ・ナノ(MEMS)
等。各分野において、特徴ある独自技術を横串に展開し、グローバルニッチトップを
目指して、中長期投資を実行し、企業理念に基づいて事業を推進してきた。
【事業実例】
・航空機装備品事業においては、住友精密工業が音頭をとって、Japan Aero Network を設
立。日本の中小企業のそれぞれの得意技を集約し、航空産業に関わる様々な知見を共有し
て、加工から組立まで行う。国内の強みを生かせる部分は国内で協力会社と共にサプライ
チェーンを構築し、顧客の多い海外の主要市場の現地でやるべきことは現地で行う仕組み
を確立してビジネスモデル化、日本製品の強みを生かすことによって、海外顧客にも貢献
する事業を推進している。
・航空機装備品事業や MEMS を始めとして、住友精密工業で取り扱う分野は足の長い事業
であるため、研究開発投資に際して短期的に赤字が累積することもある。そのような時期
は、監査法人の減損要求に対して、激しい議論に終始することが常で、長期投資の重要性
の理解に隔たりがあることを実感。MEMS 事業においては、不景気時でも長期的な研究
開発投資を継続することに対して株主から異議を受けることもあったが、20 年以上にわた
って、開発投資を継続して来た。その結果として、ゲーム機(Wii)やスマホに搭載される
主要デバイスに不可欠の微細加工技術として、業界標準となるまで成熟した。長期的な目
線での投資による技術開発の重要性を表す事例である。
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【経済財政諮問会議への提言・問題意識】
・研究開発から新市場創生へ向けての一連の継続投資の重要性を指摘、そのための目指すべ
き市場経済システムに関して提言した。
・研究開発投資に時間をかけることを評価するシステム、企業における持続性・商品改善改
良性が必要。また、日本の良さ、強み(すり合わせ技術・きめの細かさ等)を活かすビジネ
スモデルが求められる。
また、現状の課題として世界の流れに日本がついて行けていないと言える。世界の流れに
ついていける人材・人財育成が重要。
【具体的におこすべき行動】
・公益資本主義証券取引市場の設立(新しい経営指標の導入)
・大企業がベンチャーキャピタルになりうる可能性があるが、大企業は数 100 億円以上の
規模からしか投資しない一方、ベンチャー企業が必要としているのは数 10 億円程度の投
資。このギャップを埋めるため、両者が連携できるような支援機能が必要。
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三菱重工の新たな挑戦

8月2日

13:30~14:30

大宮 英明 三菱重工業株式会社 取締役会長
【三菱重工が抱えていた課題】
・ 過去 30 年近く売上げが 3 兆円規模から伸長
せず、利益率、ROE も低位で推移
・ 700 以上の製品群のほとんどがシェア中位、
P/L 主体の評価で選択と集中が進まず
・ 開発設計に集中した自前主義
・ 事業所と事業本部によるマトリクス運営で、
総合力が発揮されない
【改革の道】
・目指す姿：2017 年度以降に事業規模を 5 兆円に拡大、ROE12%、利益率 10%の高収益
を実現
・方策：自前主義を脱却し、グローバル展開を加速、ドメイン制と戦略的事業評価制度を
導入し、集中と選択を自動的に加速する仕組みを構築
（自前主義からの脱却）
・ パートナーとの戦略的なアライアンスや M&A による積極的なグローバル展開
M&A により、事業規模拡大のスピードアップとリスク軽減及び収益力強化を
スムーズに実現し、より早く、より確実にトップレベルのグローバル企業へ
（グローバルプラットフォーム）
・ グローバル標準化したシステム・プロセス・ツールを整備し、世界のネットワークを
統合できるプラットフォームを構築。日本をグループ全体経営と技術全般及びコア部
品生産の拠点とし、海外拠点の機能及び事業範囲を拡大、海外拠点のネットワーク化
と経営情報の整備を目指す
【全社最適の仕組みづくり】
・ 事業所と事業本部のマトリクス組織から 9 業本部を集約・再編し、4 ドメイン化
経営資源の集中的かつタイムリーな投入を可能とし、お客様指向の営業と製品間
シナジーの追及、管理部門の集約による業務の質と効率の向上を実現
・ チーフオフィサー制の導入により、各ドメインの事業推進上の指揮命令権を明確化
すると共に、コーポレート部門は全社最適の観点から各ドメインを管理・統制・支援
・ 戦略的事業評価制度によるポートフォリオマネジメントにより選択と集中を加速
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【事業規模 5 兆円の高収益企業に向けて】
・ 更なる M&A の促進（製鉄機械事業の拡大、民航エンジン事業の体制強化）
・ MHPS のシナジー効果（火力発電システム分野で世界的なリーディングカンパニーを
目指す）
・ MRJ 事業の着実な推進（2015 年第 2 四半期に初飛行、2017 年第 2 四半期の初号機
納入）
・ 交通システム事業強化（EPC 取り纏め能力の活用した大規模プロジェクトへの
取り組み、APM を主体とした運営・メンテナンス事業の拡大）
【21 世紀の日本‐技術創造立国の実現】
 素材・部品のすり合わせで、更なるイノベーションを創出
 インフラ輸出を通じ、新興国の経済発展に寄与
MHPS：三菱日立パワーシステムズ株式会社（三菱重工と日立製作所の火力発電
システム事業を統合、2014 年 2 月設立）
MRJ：三菱リージョナルジェット（70～90 席の国産ジェット旅客機）
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公益資本主義研究(経営指標)

8月2日

14:30~15:15

宇沢 達 名古屋大学 教授/総長補佐
【市場というシステム】
・すべての人は何らかのネットワークに属しており、
独立して存在していることはありえない。会社もまた
そのようなネットワークのなかに存在している。
・
「市場」は現時点においてモノを分配するには最良の
システムである。しかしそれが機能するには様々な条
件が必要である。生産性の過疎性もそのうちの一つで
あり、あるものが売れなかったからといって、すぐ売
れるものに切り替えるのは困難である。
・市場のメカニズムについて、人々はわかっていないので、何かをして失敗するよりは
「何もしないほうがよい」と考える。
・アカロフのモデル：25％が裕福になっても、75％が貧乏になるので富の平均は下がる。
・「Market for avocado」：実体はどうであれ、信用やブランドを重視してしまう。
→リーマンショックにつながる。
・現在ワンクリックで決済できるという状況において、中長期の資本が軽視される傾向があ
る。これは富の平均を下げてしまう。またこのような短期投資によって一部に富が集中す
る現象が起きると、大恐慌やリーマンショックにみられるような深刻な経済危機をもたら
してしまう。すなわち集中現象というのは金融システムにとって良くないものであり、
投資家自身にとってみてもこれを避けることは利益になるはずである。
【多様性の重要性】
・環境は必ず変化するものである。持続的発展のためには多様性を重んじるべきであり、
変化したらすべて out とならないよう備えるべきである。アメリカにおけるダストボウル
の問題のように、モノカルチャーは失敗する。日本においては、造り酒屋という良い
中長期投資のモデルがある。
【公益資本主義の展望】
・2009 年に製品輸出額は中国がドイツを抜いた。製品輸出額は人口比率に比例しており、
日本にも拡大の余地は十分考えられる。しかし、アメリカの考え方のマネでは頭打ちに
なっており、そしてなにより ROE という一つの物差しでは危険である。
・日本は今後、公益資本主義＋ポートフォリオという考え方にシフトすべきである。
・多様性という面について：大中小企業のバランスをどう考えるべきか
ドイツ：輸出の大半が中小企業→日本もドイツモデルを目指すべき
韓国：輸出の 90％が大手
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ディスカッション〜公益資本主義経営指標〜
名古屋大学

宇沢 達

住友精密工業株式会社

神永 晉

日本たばこ産業株式会社

新貝 康司

デフタパートナーズ

原 丈人

8月2日

15:15~16:00

・ 1 社だけの ROE を見るのは意味がない。業界全体がどうなっているかで見る必要が
る。共通の指標があれば社外認定取締役が評価出来る
・ ROE8％があたかも目指すべきものとなっている。広まる前に指標作成をしなくては
ならない。ROE8％はアメリカの投資家を呼び込むための策である
・ ROE が広まると匿名株主に都合が良くなっていくウォールストリートの投資銀行の
トップ達は、もはや ROE が企業価値を測るものとは信じていないが、
それに代わるものがない
・ マルチステークホルダーを念頭において、短期投資が有効ならば悪くない。こういうこ
とを客観的に評価できる指標が欲しい
・ 日本企業が米国・欧州に比べて、売上利益率が低いのはマルチステークホルダーへ分配
しているからとも考えられる
・ 新しい経営指標ができたら、メインバンクと対面で戦う事ができるようになり、有力な
武器になると考えられる
・ 社会への貢献度は他のグローバル企業と比較する事でしか測れないし、企業にとっても
多様性が大事である
・ World Alliance Forum までにマルチステークホルダーへの分配前の利益を定義できる
ようにする。
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合成クモの糸の研究開発

8月2日

19:30~20:15

関山 和秀 スパイバー株式会社 代表執行役
【事業の本質】
・単に糸を生成することが目的ではなく、タンパク質を
材料として使いこなすこと。
世界の合成高分子の 20％程度を置き換えられる可能
性があると考えられている。クモの糸は重さあたりの
強度は鋼鉄の 4 倍程度。クモの糸は炭素繊維よりもは
るかに強靱性がある。20 種類のアミノ酸の合成によ
りクモが糸を生成する仕組みを応用して研究開発を
推進している。
【起業するまでの歩みと会社の概要】
・ソリューションの対価を受け取ること＝事業と考え、よりニーズのある事業をしたいと考
えた。結果、地球規模の課題に取り組める事業として素材産業に興味を持った。
・バイオテクノロジーの可能性を慶應義塾大学環境情報学部冨田教授に説かれたのをきっか
けに冨田研究室に入室。
2004 年に研究室内で昆虫が数億年単位で形態を変えないことに着目し、その生態を応用し
た研究ができないかどうかを研究室のメンバーと議論した。
・クモがスズメバチを食べるため生態系の上層にいるクモを研究することを決定。
その議論をしたメンバーを含む 3 名と起業。2004 年研究開始。
修士卒業間際に繊維化を達成。研究の知財を自分たちで守ることもひとつの目的として会
社を設立。2007 年慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスで創業。
1000 万円を自己調達し加えて 800 万円の助成金を獲得、合計 1800 万円を元手に事業を開
始。2008 年には 1cm の繊維を生成することに成功。
創業から約 2 年後総額 3 億円を VC から調達することができた。
2013 年 5 月プレスカンファレンスにてスパイバー社の製造した糸でドレスを試作、展示。
今後は、フィルム、ナノファイバー、ゲル、スポンジへの応用も現在進行中。未開拓の砂
漠・海洋を活用したバイオマス資源生産に関する研究を進め、世界合成高分子の 20％を置
き換えることを超長期の目標としている。

18

【事業の現状】
・内閣府が主導する革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）に、小島プレスとスパイバ
ー社が関わるプロジェクト「超高機能構造タンパク質による素材産業革命」が採択され、
研究開発が加速することが期待されている。従来の研究開発は成果主義で利益配分が決ま
るため、なかなか成果が出にくいのが通例であった。そのため、小島プレス工業との共同
開発においては、共同研究の成果が最も大きく出る枠組みを思案した。その結果、最終的
な利益配分を研究開始時点で決定することで、事業そのもののパイを大きくするモチベー
ションを生じさせ、協働が成功。非常に良い形での共同研究がおこなわれていると実感し
ている。どちらの会社の社員か判別つかないほど、自然な形で日々の研究が進んでいる。
・今後の計画としてベンチャー企業の研究開発拠点施設を鶴岡に建設予定。タンパク質ベー
スの素材を活用した製品、アプリケーション開発のグローバル拠点を山形に集積していき
たいと考えている。
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肝細胞による再生医療の最前線

8月2日
澤 芳樹 大阪大学医学部付属病院 国際医療センター センター長

20:15~21:00

【心臓手術の歴史】
・最初の手術は外傷を治すものであった。
・心臓手術の初期は、麻酔をかけた人を氷漬けにし、
心臓が止まっている 5 分の間に手術を行い、温めた
時心臓が動けば成功というものであった。100 人に
1 人成功すれば良いという時代。
・イノベーションを起こしたのは人工心肺。心臓の中
から血液を抜いて手術を済ませる。現在行っている技術と全く同じ手術法。
1956 年 4 月 16 日に行われた手術。
日本での手術は 6 万件に上る
・世界初の心臓移植は、南アフリカのバーナード博士によるもの。移植後 3 週間生きた。
その 1 年後日本人医師(世界で 30 例目)も手術成功。患者は 70 日生きた。
しかし、患者が亡くなった後、殺人罪で訴えられる。
・その後 31 年間手術が止められていたが、1998 年に心臓手術が大阪大学で再開された
・心臓手術発展のためには、成功例を増やし続けなければならない
リスクは高いが、心不全をとにかく助けたいという方向性である
・日本初のカテーテル手術が合理化に貢献し、阪大病院の信頼度は増している
【再生医療】
・人工心臓も進化している。3~5 年は保つことが出来るレベル
・2000 年から東京女子医大の岡野教授と共に技術を進化してきた。太ももの筋肉をシート
(筋芽シート)にして、心臓に貼りつける。心臓に新しい血管を作りだすためのサイト
カインを供給することが重要である。約 30 人の手術を行ってきた。2014 年 6 月、世界初
子供への手術にも成功した。
・筋芽シートで治らないものは、心筋細胞補充療法が必要であり、京都大学の山中伸弥
教授と 2008 年から共同研究を行っている。
・心臓移植は高額でありながら、5 年生存率は 30%であるので、再生医療を進めたい
・法律が再生医療の中で 3 つ出来た
・再生医療推進のために取り組みも増え、参入企業も増えた。様々な業界からビジネス
チャンスと捉えられてきている。海外からも高い評価を得ている。
・人材育成、産業振興等を考えても医療は世の中・日本を救う
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分科会報告

8月3日

《~分科会 1~ 宇沢 達》

:30~15:00

13:00~15:00

【公益資本主義指標‐経営指標の考え方】
―どのような切り口で考えるか
・フローに関連する指標・・・どれだけ利益がでたか。
・配分公正性・・・配分前総利益をどのように分配しているか。公正性をスコアで測る。
・ストックに関連する指標・・・資産ストック（備蓄）がどれだけあるか。
―誰が利用する指標か？
・資産家のため
→投資家に対する説明責任
理念・目標に到達にするための手立てを取っているか、実際に達成できているか
・就職先を探している学生
→公益資本主義を念頭とした就職ミシュランガイドを作る＝事例を集めることが大切
・協力先を探している会社
―何を評価基準に盛り込むか
→時間軸と多様性（会社の形態によって尺度や解釈を変えるべき）
<例>自分の子を入社させたいか、中長期の投資、人材育成をしているかを見ることで継続
性を測れる
【勝手格付けの「ミシュランガイドブック」を作っては】
・会社自身にとって自分の立ち位置を見つめなおす機会とし、公平な配分、中長期の投資や
ストックを持つなど、よりよい会社を作っていくものとなればよい。
・就活生にとってもその企業をイメージしやすくなるのではないか。
・ミシュラン＝客観性はあるが、参考資料にすぎない。
・あまりにも正確な数値は意味がない。
・最初 100 社くらいで測ってみる。
・数字だけを見るのではなく、会社に行き受けた印象なども併記するとおもしろい。
・実際に 200 年、1000 年と続いている会社のケーススタディをシェアするのもよい。
会社がどういったことで、成功しているのか、公益資本主義の指標をもって見ていく。
【経営指標に関するワーキンググループ】
・最終的には数値化する必要がある。ワーキンググループを作って検討を続ける。
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分科会報告
《~分科会 2~ 神永 晉》
【必要な制度改革】
・具体的なアクションを起こさなくてはいけない。具体的にどうもう 1 歩進めるかを議論
した。
・3 年越し（奈良経済人会議）の課題。昨年の成果として、アクションを経済諮問会議の
提案に組み込んだ。
―公益資本主義の理念
・統一/共有するべき。21 世紀の国富論を出発点として実現していく。
―公益資本主義の普及
・政府への提言に偏ってきた→一般への普及へ。子供向けには? 教科書があってもよいの
では?
公益資本主義協議会も普及のツールといえる。これからも進めていく
―利益分配
・従業員給与（従業員コスト）→従業員への分配
・株主配当→株主への分配
―魅力のある企業、人への投資→どのように指標化するかという議論
・企業個々の生き様
・公益資本主義を実行する人
・従業員分配・従業員満足度＝お金だけではない。
↓その一方で
―制度改正は容易ではない
・既存制度が出来上がっている
・マネーゲーム規制困難
・日本は米国に忠実すぎる
→ROE、会計基準、財務諸表が実体を表わすものになっていない
出来ることから始めて実績を作ろう
例）株主資本→本来

純資産

→会計基準、法令遵守（JSOX 法）、金商法は細かく見て、改正すべき点をひとつひとつ
見る価値有り
→四半期開示、JSOX は実態として強制適用の必要ない→選択の余地を与える。廃止は
しなくても使わなくても良いとするのが現実的。
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・Donation 規制改革
・公益資本主義に則した事業経営は非上場のほうが適している
（そうはいっても資金調達を必要とする場合もある）
→公益資本主義市場の設置（例えば、制度特区の設置）
【公益資本主義市場の社会的意義・ビジョン】
・目指すべき市場経済システム（経済財政諮問会議専門調査会）
・社外取締役：株主を代表と理解されることが多い
・マルチステークホルダー代表：法律が絡んでいるので、注意が必要
<マクロな理論と実務的な理論

ワーキンググループ>

平塚氏、上村先生、新貝氏、服部氏、山田氏、北原氏、鈴木寛氏、枩山氏

《~分科会 3~ 熊平 美香》
【日本企業の海外進出と公益資本主義の役割】
公益資本主義とグローバル
<仮説>
・日本の経営思想への原点回帰と 21 世紀への適応＝グローバル
（創業者が今生きていたら何を考えるのか？）
世界の潮流
・株主至上主義が主流ではあるが、どこの国でも似たようなことが考えられている。
<金融>
様々な新しいルールができているなか、企業は社会的責任を持つことを考えなければ
ならない。
・マイクロクレジット（支援だけでなく自立支援）
・BOP（これからのビジネスチャンス）
・これまでの非営利に営利=ビジネスの融合
<開発資金>
・ODA の資金より民間資金が倍
・ネスレ＆ヨーロッパの企業の事例

CSR⇒CSV ビジネスの中で取り込む
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分科会報告
【ディスカッションまとめ】
・公益資本主義とグローバルビジネス
→途上国に対して、アメリカ・中国型のモデルは中長期的に人を幸せにしない
→公益資本主義のアプローチ。その際、目的が大切。日本の成長には、途上国の成長を取
り込まなくてはいけないという議論もあるが、公益資本主義の思想の元で人類の究極的幸
福を目指す。そのプロセスに貢献することが日本人のプレゼンスを高める。途上国が日本
の役割をどう認識するか。
・途上国の発展に寄与には
→日本が自ら体験している今日までの成功モデルを途上国に提供することが大切。
人々が成長する社会（システム・インフラ）をデザイン。また、日本の経験を組み込む。
・企業ではなくチーム日本として何かしらやっていくしかない。
→コンセプトワークするコンサルがいない。全体像をデザインし構築する力が弱い。
・中国にも、良い悪いという議論あるが、心ある中国人が公益資本主義を学んだら変わる。
・皆を巻き込んで進めていくという考えでも良いのではないか
【公益資本主義の目的は？】
・根源的な幸せと経済社会の調和
・それを実現するため良い人を作ること
うつ病が少ないのはアフリカ。農耕経済・平等分配だから。
はじまりは工業化社会。人々に違う役割が与えられ、分配も変わってきた。
経済活動は本来人を幸せにしなければならないもの。しかし、バランス崩れがあり、
必ずしもそのようになっていない。
よい調和を作るのも公益資本主義の目的では？
→強さと利益は大前提。公益資本主義実現には強い会社でなければならない。
一方で強さと正しい目的、公益的な責任をもち、利益を社会やステークホルダーに分配して
いくという考え方が重要。
金融偏重的な資本主義の評価ではなく強さ・正しい・公益に対する責任と分配が重要
【海外の人々と日本】
・日本人が変わる必要があるのか？
・今の若者には理解されない？
・人との関係において、日本人は、「よくしてくれるいい親戚のおじさん」
・仕事の品質では、韓国人・中国人に比べ日本人はオーバースペック

24

【足元の課題】
・公益資本主義が人々を幸福になると主張するために日本が幸せな国でなければならない。
（国民の幸福度 90 位）
・子供の貧困
・格差社会
・女性の社会的地位
【これからのアクション】
・公益資本主義わかりやすく説明をする必要がある。メッセージ性の確立。
・いいラベルをつけ、ブランドを作っていく。
・指標は数値に依存しすぎない。
・日本が早い段階から、途上国の人を日本によび教育する。
・公益資本主義の途上国実践事例を確立する
→ザンビアでの実践を発展させる
→ODA とのコラボで実践事例をつくる
→イスラム圏での実践事例をつくる
・日本における課題を解決する
→公益資本主義への原点回帰を促す
→すでに生まれている課題解決を公益資本主義の観点から支援する
【コメント】
・利益に対する考え方。利益を出すのは手段である。営利追求は公益資本主義の考え方とは
違う。
・利益が出るということは、お客様に選ばれる（＝価値の提供）ということ。
また、「日本チーム」にこだわる必要はない。日本にとっては原点回帰で海外の人には
新しい価値。
「ラベル」をどうするのかについては、世界中のこのような考え方の人達と
考えていくべき。世界でこのようなことを実践する人が少ない。世界の中の日本が率先
して行う。
・国の比較において、ヨーロッパの SRI をやっている人たちと日本の価値の比較。彼らは
長期的な経営の視点でソーシャルと環境において測る- Long term bi-ability。一方、研究
開発・人材育成が価値を出していると考えるが、そこに価値をおいていない。
突き合わせるには工夫が必要。
・ODA とのつながり アフリカと日本の企業にはギャップがある。シームレスにつなぐに
はよっぽどの工夫が必要。草の根 ODA がつくような事業に企業はなかなか入り込めてい
ない。
日本企業と ODA の入り方には、よく見ていく必要がある。ハコものを作って終わり、
というようにならないといけない。目的とやり方が一致していないといけない。
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分科会報告
・SRI には時間軸が入っていない。環境や人権といった観点で企業を見ている。キリスト教
の考えをもとにしている。SRI は西洋型のライフスタイルを勧めることになる。
・IIRC（Integrated Recording）の方がエコノミックで良い。社会問題関する価値観を
いれてしまうと違和感がある。これはモニタリングバリアであると途上国は捉える。
一方でヨーロッパは過激化。
・多様性があった方が良い価値基準とないほうが良い価値基準がある。
・垣根を作ってしまうことに疑問を感じる。調和（非対立構造）を目指すと良いのでは？
幸せと経済社会のバランスをとると良いのでは。
・進め方として、勉強会で、欧米的な価値観とすり合わせをすると良いのでは？
それに宇沢氏の経営指標の観点を合わせてはどうか。
→GRI など、いくつかモデルを見てみるとわかりやすい。
・日本モデルの強み。公益資本主義の話は本来あるべき企業法制を取り戻す。
日本発のモデルについて、対外的に自身を持って発言していくべき。持続可能社会の
実現のポイント、国連環境開発の際、開発は企業の在り方と見る。人間と自然の関係に
関する発想が、日本とヨーロッパでは違う。日本発モデルだが、それをグローバルに
広めていく。
・日本の精神性は多様的。世界中は対立しているが、日本は調和のとれた社会。企業は設け
なければならないが、儲けるだけではなくてどのように貢献できるか。企業としての
社会的責任。
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会議まとめ・提言

8月3日

15:15~16:00

原 丈人 デフタパートナーズ グループ会長
公益資本主義はバングラデッシュやザンビアなど
途上国で受け入れられつつある。公益資本主義により、
すべての個人が生きていることを楽しめる社会をつく
り、地球上に厚い層の中産階層をつくることがゴールで
ある。そのためには自由闊達に民間が動けるモデルが
必要で、政府はそれを支える役割に徹するべきである。
公益資本主義を推進するために以下の事が必要である。
【中長期的視野で繁栄に導く制度設計】
・会社法の改革も必要だが、抵抗勢力も強くなかなか進まない
・株主優遇制度の改革については、比較的に取り組みやすい（中長期的保有者を優遇）
・投機を目論む勢力が求める規制緩和を規制する
現在、政府と自民党の両方に制度構築を働きかけているが、産業競争力会議などは株主
資本主義的施策を提言しているので、激しい攻防となっている
コーポレートガバナンスコードやスチュワードシップ・コードについても、制度面と
運用面の両方で働きかけていく。
【ROE に変わる経営指標】
・会社の持続可能性、分配の公平性、事業の改良改善性に焦点を当てて、数値指標の確
立を目指している。名古屋大学の宇沢先生を中心に、ステークホルダーへ分配する全体
の利益に注目して研究を進める。
一方で、匿名の投資家利益を保護する仕組みは既に完成されているので、変えていくの
は容易ではない。研究に協力頂けるとたちとワーキング・グループを作って進めて
いきたい。
・研究開発期間が長い会社＝キャッシュマイナスの期間が長い
・キャッシュプラスとなる前に株式公開を行うと減損会計の対象となる可能性大
・株式公開を行わず流動性を確保する方法を検討中
【成長分野における企業の長期育成計画】
制度構築と新たな経営指標に基づいて、企業が成長分野に長期的な投資を促進できる
環境も整えていきたい。例えば再生医療分野は基礎研究から応用研究まで、日本が世界
をリードできる可能性がある。
これを国内にとどまらず、海外も巻き込んで推進して行きたい。この観点でイスラム
諸国に注目している。イスラム諸国は長期的な投資先を探している。全部で 57 か国であ
り、資金力も大きいので是非彼らを巻き込んで大きなうねりとしたい。
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参加者リスト(五十音順)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

逢沢 一郎
青木 豊彦
荒川 哲男
荒木 義修
井上 高志
上村 達男
宇沢 達
大久保 秀夫
大宮 英明
荻間 由修
加藤 義孝
神永 晉
川瀬 康博
北原 義一
草野 隆史
熊平 美香
小島 洋一郎
酒井 明彦
佐々木 浩二
澤 芳樹
自見 庄三郎
自見 英子
白坂 一
新貝 康司
杉村 隆行
鈴木 寛
関山 和秀
高橋 修一郎
竹村 真一
中井 毅
中北 健一
中野 剛志
長嶺 安政
中村 和世
成川 哲夫
西洞院 満寿美
日覺 昭廣
野田 毅
橋本 康弘
服部 亮
濱口 敏行
林 正勝
原 丈人
平塚 敦之
福田 耕治
藤澤 久美
二瀬 克規
古市 尚
保科 剛
松田 久
枩山 聡一郎
安井 孝之
矢津田 智子
柳平 彬
山口 豪志
山田 邦雄

自由民主党
株式会社アオキ
大阪市立大学大学院医学研究科
武蔵野大学法学部
株式会社ネクスト
早稲田大学法学部
名古屋大学
株式会社フォーバル
三菱重工業株式会社
株式会社タツノ
新日本有限責任監査法人
住友精密工業株式会社
一般社団法人中部経済連合会
三井不動産株式会社
株式会社ブレインパッド
一般財団法人 クマヒラセキュリティ財団
小島プレス工業株式会社
グループダイナミックス研究所
株式会社アドイン研究所

衆議院議員
取締役会長
教授
教授
代表取締役社長
教授
教授
代表取締役会長
取締役会長
次長
前理事長
前社長
調査部長
取締役専務執行役員
代表取締役
代表理事
取締役社長
シニアアドバイザー
代表取締役
大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学
教授
自見庄三郎事務所
元金融・郵政大臣
自見庄三郎事務所
秘書・小児科専門医
株式会社UBICパテントパートナーズ
代表取締役社長
日本たばこ産業株式会社
代表取締役副社長
株式会社 GOOYA
代表取締役
東京大学公共政策大学院 慶応義塾大学 教授
スパイバー株式会社
代表執行役
株式会社リバネス
代表取締役社長COO
京都造形芸術大学
教授
一般財団法人 国際石油交流センター
専務理事
株式会社中北製作所
代表取締役社長
経済産業省特許庁総務部総務課
制度審議室長
外務省
外務審議官
ローレンシャンインターナショナルスクール 校長
新日鉄興和不動産株式会社
取締役相談役
港南株式会社
代表取締役
東レ株式会社
代表取締役社長
自由民主党
衆議院議員
株式会社シリコンバレーテック
代表取締役社長
ロート製薬株式会社
経営企画本部 新事業担当 部長
ヒゲタ醤油株式会社
代表取締役社長
スターマーク株式会社
代表取締役
デフタパートナーズ
グループ会長
経済産業省
ものづくり政策審議室長
早稲田大学政治経済学術院
教授
シンクタンク・ソフィアバンク
代表
株式会社 悠心
代表取締役社長
プライミクス株式会社
代表取締役社長
日本ユニシス株式会社
最高技術責任者
両備ホールディングス株式会社
代表取締役社長
NECキャピタルソリューション株式会社
代表取締役 執行役員常務＆CFO
朝日新聞社
編集委員
株式会社ＡＩＶＩＣＫ
代表取締役
グループダイナミックス研究所
代表
ランサーズ株式会社
事業開発部マネージャー
ロート製薬株式会社
代表取締役会長
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(参考)AFG 会議スケジュール

8月1日
17:00～17:10 オープニング
17:10～18:00 第 2 回 AFG 会議の狙いと目標
グループ会長 原 丈人氏

デフタパートナーズ

18:00～19:00 経営のグローバル化と中長期投資
東レ株式会社 代表取締役社長 日覺 昭廣氏
19:00～19:15 スピーチ
自民党 衆議院議員
19:15～21:00

野田 毅氏

夕食

野田 毅氏のスピーチと 懇親会の様子
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8月2日
7:30～8:30

朝食

8:30～8:50

日本経済の制度設計
新日本有限責任監査法人

前理事長

加藤 義孝氏

8:50～9:10

企業のガバナンスと会社法
早稲田大学法学部 教授 上村 達男氏

9:10～9:30

企業会計
経済産業省

9:30～10:00

ものづくり政策審議室長

平塚 敦之氏

ディスカッション（必要な制度改革）
・新日本有限責任監査法人 前理事長 加藤 義孝氏
・早稲田大学法学部 教授 上村 達男氏
・経済産業省 ものづくり政策審議室長 平塚 敦之氏
・デフタパートナーズ グループ会長 原 丈人氏

10:00～10:15 休憩
10:15～11:00

途上国の経済開発と日本の役割
外務省 外務審議官 長嶺 安政氏

11:00～11:45

ディスカッション（途上国に於ける日本の役割）
・外務省 外務審議官 長嶺 安政氏
・三井不動産株式会社 取締役専務執行役員 北原 義一氏
・デフタパートナーズ グループ会長 原 丈人氏
・アライアンス・フォーラム財団 常務理事 中内 綾氏

11:45～12:35

中長期投資による研究開発・事業化・産業化
住友精密工業株式会社 前社長 神永 晉氏

12:35～13:30 昼食
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13:30～14:30 三菱重工の新たな挑戦
三菱重工業株式会社 取締役会長

大宮 英明氏

14:40～15:15 公益資本主義研究(経営指標)
名古屋大学 教授/総長補佐 宇沢 達氏
15:15～16:00 ディスカッション（公益資本主義経営指標）
・名古屋大学 教授/総長補佐 宇沢 達氏
・住友精密工業株式会社 前社長 神永 晉氏
・三井不動産株式会社
・デフタパートナーズ

取締役専務執行役員 北原 義一氏
グループ会長 原 丈人氏

16:00～16:10 休憩
16:10～16:30 スピーチ

自民党

16:30～18:00 分科会①

ファシリテーター
・名古屋大学 教授/総長補佐 宇沢 達氏
・住友精密工業株式会社 前社長 神永 晉氏
・一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 熊平

衆議院議員

逢沢

一郎氏

美香氏

18:00～19:30 夕食
19:30～20:15 合成クモの糸の研究開発
スパイバー株式会社 代表執行役

関山 和秀氏

20:15～21:00 幹細胞による再生医療の最前線
大阪大学医学部付属病院 国際医療センター

逢沢 一郎氏 スピーチ

センター長

分科会
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澤 芳樹氏

8月3日
7:30～9:00

朝食

9:00～10:30

分科会②

ファシリテーター
・名古屋大学

教授/総長補佐

・住友精密工業株式会社

宇沢 達氏

前社長

神永 晉氏

・一般財団法人クマヒラセキュリティ財団
10:45～12:15 分科会③

熊平 美香氏

ファシリテーター
・名古屋大学

教授/総長補佐

・住友精密工業株式会社

宇沢 達氏

前社長

神永 晉氏

・一般財団法人クマヒラセキュリティ財団

熊平 美香氏

12:15～13:30 昼食
13:30～15:00 分科会報告

・名古屋大学

教授/総長補佐

・住友精密工業株式会社

宇沢 達氏

前社長

神永 晉氏

・一般財団法人クマヒラセキュリティ財団
15:15～16:00 会議のまとめ・提言
デフタパートナーズ

グループ会長

分科会の様子
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原 丈人氏

熊平 美香氏

・公益資本主義で目指しているもの
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