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研究成果の概要（和文）：本研究は、まず現代経営において普遍的で自明な経営主体と位置づけられるコーポレーショ
ンの本質を検討し、その問題性を明らかにした。次にコーポレーションとは異なる経営文化の中で機能するイスラーム
企業体のシャリカと、それと表裏一体となって機能するワクフ(寄進）の歴史的発展プロセスを考察し、イスラームの
企業体が本質的に有する社会的企業としての側面を明らかにした。さらに日本の伝統的経営の実践を検討した後、イス
ラーム経営と比較検討し、社会合理性の追求という共通点を導いた。結論として、ポスト・コーポレーションにおける
社会合理的な経営のための要件を企業組織やビジネス実践の観点から提示した。

研究成果の概要（英文）：This research is based on the premise that the most important principle in 
business is to attain social rationality by keeping the balance between profits from economic exchange 
and benefits from social exchange. We firstly examine the nature of the business corporation, which is a 
great innovation in the modern West, but is also noted for dominating people by overwhelming capital and 
power. Secondly, the complementary relationship of the sharika (Islamic company) and waqf (public 
donation) examined as an example of the business models in post-corporatism. Thirdly, the ethics and 
practices of traditional Japanese business management are examined, which have underlying social 
rationality in business and share commonalities with Islamic business practices. Finally, encapsulating 
all the elements, this research presents the conditions for successfully establishing socially rational 
management as a conclusion.

研究分野： イスラーム経済・経営
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１．研究開始当初の背景 
本研究の構想に至った背景には、平成 23

年度に終了を迎えた基盤研究(B)「アジアにお
ける：ダイバーシティ・マネジメント：イス
ラーム、儒教、仏教を基盤として」（課題番
号：20330086：研究代表者・櫻井秀子、平成
20－23 年度）において関係重視型経営を文
化圏別に比較研究する過程で「法人格を前提
とする近代的企業＝コーポレーション」の本
質を明らかにすることが、次に追究すべき重
要課題として浮上したことがある。なぜなら
ば関係重視型経営の基本はヒトにあるが、そ
れを検討していく中で、近代的企業といわれ
るコーポレーションは、もはやヒトとヒトを
協業や取引を介して実体的につなぐ場では
なくなり、それ自体が価値を創造する強力な
装置となっている側面が明らかになったか
らである。企業には法人格のみならず、コー
ポレート・アイデンティティーも付与され、
さらに官民一体と言われるコーポラティズ
ム、ないしはコーポレート・ランドにおいて
は、国家をもしのぐ権力主体として機能して
おり、人々の協業の場としての企業の本質が
変化しており、これは社会問題化しているこ
とが当初の強い問題意識であった。 

 
２．研究の目的 
本研究は、近代的企業の「コーポレーショ

ン」とイスラーム的企業の「シャリカ」の比
較研究を通じて、(1)現代経営において普遍的
で自明な経営主体と位置づけられるコーポ
レーションの本質、(2)コーポレーションとは
異なる経営文化の中で機能するシャリカと、
それと表裏一体となって機能するワクフ(寄
進）の歴史的発展プロセスを考察することに
よって導かれる、イスラームの企業体が本質
的に有する社会的企業としての側面、(3)ヨー
ロッパ文化圏から異文化圏に移入されたコ
ーポレーションの歴史的展開と現状、といっ
た３点を明らかにしながら、ポスト・コーポ
レーションにおける企業の組織形態や社会
とのあり方を、理論と現場調査の両側面から
実証的に研究することを主な目的とする。 
 
３．研究の方法 
研究を円滑に行うために、研究計画において
次の４つのサブ・テーマを設定している。 
(1)コーポレーションの要件：その定義と歴史
的発展プロセス(2) 異文化組織としてのコー
ポレーション：各国別コーポレーションの特
性、(3)イスラーム的企業の要件：ポスト・コ
ーポレーションの要件とその可能性、(4)共同
体と企業。以上のサブ・テーマにもとづき、
研究分担者、連携研究者、研究協力者と緊密
な関係を保ちながら文献調査、現地調査、研
究会を柱とした研究を行い、さらに研究組織
外の国内外の研究者とも連携をはかり、本研
究課題の有する学際性にふさわ 
しい研究を推進する。また本研究に関する学
会報告ならびに成果を論文、書籍のかたちで

発表する。 
４．研究成果 
研究方法におけるサブ・テーマ別の成果に

ついては、以下のとおりである。 
(1) コーポレーションの定義と歴史的発展：     
コーポレーションの誕生の背景には、キリス
ト教世界における二元的世界館にもとづく功
利的理性の登場が深くかかわっている点を指
摘し、それにもとづく観念的手法による価値
の増殖について明らかにした。次にそのよう
に増殖した価値の蓄積体としてのコーポレー
ションの発展の起点を16世紀以降の大航海時
代と東インド会社の設立に見出し、その後の
法人格化の歴史的経緯を検証した。経済効率
の悪いコーポレーションは、ジャック・ボン
ド化され解体の憂き目にあうが、同様の事態
が、自然人にも生じており、それを可能とす
るのは、法人格を人間が付与するという法の
あり方が反映されたものであることを指摘し
た。 
(2) 異文化圏に移入されたコーポレーション
の発展：イスラーム圏では、近代的コーポレ
ーションは発展せずに、伝統的にバザール企
業にみられるように、企業規模は中小零細に
とどまっている。それは発展理論に基づいて
言われるような、近代的発展が遂げられなか
った結果ではなく、むしろその近代的システ
ムを積極的に否定するシステムがあるという
前提のもと、ワクフの企業的側面について考
察し、イランとマレーシアにおいて現地調査
を行い、経済的交換と社会的交換を並立させ
る企業経営について検討した。 
中国企業の調査においては、中国経済の中

枢を担うビッグ・ビジネスと零細ビジネスの
双方に焦点をあてた。中国大手企業のコーポ
レーションとしての一般性・共通性と、党国
家体制下であるがゆえの特異性について検討
した。中国のビッグ・ビジネスについては、
国営企業が1978年以来の経済改革の軌跡を、
企業財務制度改革、会計制度改革、原価管理
改革、労務管理改革の各側面から浮き彫りに
し、中国型コーポレーションは、党国家資本
企業として資本が自立的に機能する組織であ
ることを示した。 
 異文化圏のもう一つとしての事例としてタ
イの企業に焦点をあてた。タイの企業におい
ては、仏教的道徳観にもとづくタイに固有な
知足経営とそこから導かれる企業概念、およ
びタイ企業による社会貢献活動の形態を調査
するとともに、経済成長の著しいタイにおい
て日本のシステムが、日系企業を通じてタイ
に伝搬している事例を調査した。 
(3) イスラーム的企業の要件：シャリーアにも
とづく経済組織としてのイスラーム的企業は
、経済的交換の場であることにおいては、近
代的企業と変わりないが、その使命として社



会的交換を行う、つまり喜捨を通じて利益を
社会還元していく。その際、その受け皿とな
るのがワクフであり、ワクフによる公共投資
によって社会的弱者が排除されることが防止
される。また国家からも企業からも自立した
公共空間を、民衆が共有することを可能とす
る。 
(4) 共同体と企業の観点からみる社会的企業
：社会的企業(SE)の調査においては、アンケ
ート調査の分析を行い、日本については、事
業性の観点からみて英米の国と比較しても、
事業性を備えている売上高1億円以上のSEが
少なくなく、またSEにおける仕事では、内発
的に動機づけられた自己の没入感覚を伴う「
フロー（flow）」の特徴の表れるケースが多
くみられ、獲得しているケースが多いことも
明らかとなり、コーポレーション的企業環境
のアンチテーゼの一つともいえるSEが拡大
する背景の一つを明らかにした。 
 社会的企業という観点より、企業風土を検
討すると日本の伝統的企業とイスラーム的
企業が社会的合理性を追求する点において
多くの共通点を有することが明らかとなっ
た。 
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