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Ⅰ. 概要 

 
 この論文は、わが国の資本市場における、上場企業の自主的な株式非公開化1の可能性に

ついて研究したものである。 
我々は、まずアメリカと日本の資本市場における一般的な考え方に基づいて、株式公開

や上場の意義、そのメリットとデメリットについて整理した。そしてそこから株式非公開

化という戦略の有効性について簡単にまとめた。次に、具体的な非公開化の手法について、

一般的に用いられている負債を利用した買収の仕組みについて整理した。つぎに、現実の

資本市場の中でもっとも発達しており、資本主義ドクトリンの想定する市場に近いと思わ

れるアメリカでの株式非公開化の歴史的経緯を要約し、その上に立脚したファイナンス論

の観点での非公開化に関する主張をまとめた。そして、ファイナンス論的な資本市場と異

なる独特の形態を発達させてきた日本の市場環境について考察し、わが国で非公開化の意

思決定の基盤になる市場構造と考えられるモデルを構築した。 
後に、我々の考える、日本の資本市場における非公開化の有効性を提示して、またそ

の適切な方法に関する提案を示して、本論文の結論とした。 
 

Ⅱ. 株式上場と非公開化 

 
資本主義経済のもとで、多くの企業にとって株式の公開、それに続く上場は一つの大き

な目標となっている。自社株式を上場させることによって、柔軟な資金調達をはじめとし

た様々な利点を得ることができ、そのために十分に成長した株式会社は更なる発展の足が

かりとして上場を目指すべきである、というのが伝統的資本市場における一般的な認識で

ある。一方で、近年のライブドア・村上ファンドなどによる企業買収の事例を挙げるまで

もなく、発達した資本市場において自社の株式を上場させるということは、企業の経営が

外部からの厳しい圧力に曝されるということでもある。すでに上場を果たした企業にとっ

て、株式を上場させ続けることによって強いられるデメリットが総合的に見てメリットを

上回る（企業発展の妨げになる）と判断される場合、その企業は自主的な非公開化という

選択をすることができよう。きわめて発達した資本市場を持つアメリカにおいては、80 年

代半ばからの企業買収の隆盛に伴ってこのような戦略的非公開化が一般的に実施されるよ

うになった。この流れは 90 年代のアメリカ市場の好況に伴い一時沈静化したものの、2000
年前後のITバブル崩壊による資本市場の冷え込み、さらに 2002 年には財務会計の正確性を

                                                  
1 英語ではgoing public＝株式公開の対義語としてgoing privateと呼ばれる。 
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より厳密に要求するSarbanes-Oxley Actの成立に伴って上場に伴うコストが上昇したこと

などを理由として、再び戦略的非公開化を実施する企業が増加している。2

わが国ではいまだ事例は少ないが、1990 年代後半にははやくも他に先駆けて自主的な株

式非公開化を行った企業が現れている。また本年 5 月にアパレル大手ワールドが純粋に戦

略的な上場廃止を決定し、１１月にそれを実施したのは記憶に新しいところである。ここ

数年のわが国における M&A 活動の活発化に伴い、株式非公開化の戦略としての認知度・有

用性は今後もさらに高まっていくと考えられる。 
 本研究は、このような戦略的非公開化がごく一般的な経営戦略の一つとして定着して

いるアメリカの状況を踏まえて、わが国の資本市場の中にも自主的に上場を廃止したほう

がよい企業が相当数含まれているのではないか、そうだとすればどのような企業がそれに

該当するのか、という興味に基づいて開始された。 
 
 ここで、まずアメリカや日本において一般的に言われている株式上場のメリットとデメ

リットを整理しておきたい。以下の表は、アメリカと日本の証券アナリスト、金融機関の

公開しているレポートなどの中から株式上場のメリット・デメリットとして挙げられてい

るものを我々がまとめたものである。 
 
表 1 株式上場のメリットとデメリット 

メリットの部 デメリットの部 

柔軟な資金調達 買収リスク 

知名度の向上 経営の短期視野化・利潤偏重化 

信用力の向上 情報公開コスト・リスク 

ガバナンス効果 意思決定のスローダウン 

社員のモチベーション向上 上場にかかる直接コスト 

ストックオプション行使のため 株主訴訟コスト 

証券の通貨化  

 
 これらについて一つずつ確認しておきたい。 

 メリットの部 

 
 １）柔軟な資金調達 

 新株を発行し、それを資本市場の参加者に購入してもらうことによって、企業はプロジ

ェクトの実行や業務の運転に必要な「逃げない資本」を調達し、生産活動を行うことが可

                                                  
2 2005 年度はアメリカの資本市場が好況だったこともあり減少が見込まれている。 
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能になる。株式は負債と異なり返済の義務を伴わない資金調達法であるため、投資家の負

うリスクの関係上、株式資金調達に対する資本コストは負債によるものよりも大きくなっ

てしまう。しかしながら、返済義務のない資金を迅速に調達できるという利点がその欠点

を補って余りあると考えられるのである。 
 学問的なファイナンスの考え方に基づけば、この資金調達の目的がもっとも強く支持さ

れる点であるといえよう。 
 

２）知名度の向上 

 日本の資本市場においてとくに支持されている利点であろう。株式を上場させることに

よって、日々の新聞等で自社の株価情報が扱われるようになり、さらに株価に影響を与え

るような企業ごとのイベント情報が投資家向けとして扱われるようになるので、自社の知

名度の向上が期待できるとするものである。また、株式を上場させることによって投資ア

ナリストに銘柄レポートを書いてもらうことが期待でき、これによっても知名度を向上さ

せることができると考えられる。なおこれについては、アメリカにおいても同様の利点が

認識されている。 
この点は、以下に述べる信用力の向上や社員のモチベーション向上の効果とも関連がある

と考えられる。また、とくに日本においてはこれによって優秀な人材を集めることが容易

になるという主張が多く見られることも特徴である。 
 

３）信用力の向上 

 これも知名度の向上と同じく、とくに日本の資本市場において強く支持される点である。

株式を公開・上場させるためにはある一定の経営・財務基準を満たす必要があり、それを

満たしているという事実によってその企業の健全さが担保されるという考え方である。こ

れにより企業の通常の業務活動においても顧客や取引先企業との関係に有利な影響がある

とされている。さらにわが国においては、メインバンクのような銀行から融資を受ける際

にも上場していることが有利に働くという例が聞かれることがあるが、これは少なくとも

ファイナンスの理論からは支持されにくい、きわめてわが国に特殊な論理であると言えよ

う。本来、銀行のような強力な情報収集能力を持った金融機関であれば、上場しているか

どうかにかかわらず独自にその企業の内情(つまり債券の返済可能性)を調査することが可

能であるはずで3、上場基準を満たしていることがその企業の信用力の担保として働くとは

考えにくい。これはむしろ、日本の資本市場においては上場という行為に対して特別な意

味が付加されていると考えるほうが自然であろう。 
 

４）ガバナンス効果 

 これも資金調達と同じく、純粋な資本主義のドクトリンによって支持される点である。

                                                  
3 役員派遣などして深く企業内にコミットしているメインバンクではなおのことであろう。 
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理想的な資本市場においては、経営者と分離した株主からの利潤に対する強い要求によっ

て、経営者は非効率を排して企業価値向上に努めると考えられ、またそうしなかった場合、

株主は議決権を行使してその経営者を解雇することができるとされている。これによって

経営者の放漫経営を排除でき、企業が適切に成長できると言うのがガバナンス効果の論理

である。 
 しかしながら、後述するように、この点については経営者と株主とで知りうる内部情報

の量が異なるときガバナンス機能がうまく働かないケースがあることが知られており（エ

ージェンシー問題）、その場合、むしろ経営者と株主を一致させたほうが経営者へのインセ

ンティブが強く働き、真摯な経営を行うとも言われている。この形態は非公開の中小企業

などで現実に多く見ることができる。また、日本においては株主のガバナンス機能が企業

の業績向上に有意な結果をもたらさないという実証研究も存在する。4

 
５）社員のモチベーション向上 

 主に日本で強く主張されている点だと思われるが、実際にはアメリカの上場企業の間で

もある程度支持されている点である。ここで、日本におけるこの効果の大きさを示す一つ

の例として以下のグラフを示す。これは 2005 年 9 月 11 日の日本経済新聞で公開されたア

ンケート結果である。5 元の記事は上場企業の社員の半分以上が勤務先の企業の上場廃止

に抵抗がないと言う論旨で書かれていたが、むしろここでは半分もの社員が依然として上

場企業に勤務していることに強い意味を感じ取っている、と解釈すべきであろう。 
 
図 1 日経新聞でのアンケート結果 

 

 
 
 

                                                  
4 堀内・花崎[2004] 
5 対象は全国の上場企業に勤める 20 歳代以上の会社員（回答数 1315）。 
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50.6％
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図 2 同アンケート：勤務先企業が上場しているメリットは何だと思うか 
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 ６）ストックオプション行使のため 

 経営者・従業員への報酬としてストックオプションを利用した場合、企業が十分に成長

したとき株式を売却できる環境を用意する必要がある。株式の売却自体はプライベートエ

クイティなどを利用して非公開のままでもある程度可能であるが、より活発な値動きや流

動性を期待してキャピタルゲインを得るためには自社株式を店頭公開・上場してあること

が望ましい。経営者・従業員への報酬制度としてストックオプションを導入しているベン

チャー企業などにとって、これは株式上場の 大のメリットと言えるかもしれない。 
 

７）証券の通貨化 

 ６）と関連した点であるが、主に証券会社や買収ファンドなどの金融機関において見ら

れるやや特殊な用途といえる。M&A のような買収案件の際の交換通貨として自社株式を発

行する場合、当然それが上場株式であるほうが通貨としての有用性は高くなる。 

 デメリットの部 

 
１）買収リスク 

 近年、日本の資本市場でも敵対的買収の事例が増加してきたため、このデメリットが強

く意識されるようになった。議決権を持つ株式を 50％以上獲得すれば6原則的に企業の活動

を完全にコントロールすることが可能になる。とくに日本の企業の多く見られるように内

                                                  
6 株式の分散化が進んでいる場合は、当然それ以下の保有比率でも実質的な支配が可能となる。 
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部に巨額の留保資金を持っているとき、企業を解散させ負債の償還を行ってもなお株式の

取得価額以上の資産が残る場合があり、資本主義の原則に照らせば7その資産はすべて株主

の間で分配することが可能になる。解散までさせない場合でも、内部留保を配当などの形

で外部に出すことを要求することができる。 
株式を上場させるということは、すなわちこうした内部留保狙いの投資家や企業からの

買収リスクに常に曝されるということを意味するのである。 
 

２）経営の短期視野化・利潤偏重化 

 アメリカ、日本でともに強く主張されている議論である。四半期ごとの業績公開が義務

付けられているアメリカにおいて特に強く主張されているように思われる。本来の資本主

義の考え方に基づけば、株主とは長期間8にわたって企業の活動にコミットする存在と考え

られる。そのため、企業は株主に対して、長期的にはリスクに見合ったリターンが得られ

る9と期待させることさえできれば、短期的なリターンが小さく、あるいはゼロになるとし

ても投資を行ってプロジェクトを遂行することができる。 
しかしながら、現在のアメリカ・日本のように証券の流通市場が発達した状況で株式を

上場させれば、企業の本来の活動や将来性に関心を抱かない、短期的な値動きによるキャ

ピタルゲインを狙った投機的株主が参入してくることは避けられない。現実の非効率な市

場においては、長期視野を狙った経営にたいして投機家は不当に低い評価を下すと考えら

れており、株価の下落をもたらすとされる。株価の低下は先に述べた買収リスクを増加さ

せ、さらに新株発行による資金調達や社員のモチベーション向上といった上場メリットの

多くにマイナスの影響を与えると考えられる。そうした企業は株価維持のために長期プロ

ジェクトの実行をあきらめ、株価維持を目的としてさまざまな行動をとるなどして、結果

的に上場を維持することで却って成長を阻害してしまうと考えられるのである。 
利潤偏重化の問題も本質的には同様の問題であるが、金銭的利益以外に独自の社会貢献

や目的を持つ企業が株式を上場させた場合、投機家は資産増加以外のリターンを評価しな

いと考えられるため、株価は低く10評価されるであろう。前述のように低い株価は上場する

ことのメリットを弱め、買収リスクを高めるので、そうした企業は株価を上げるために利

潤を重視した経営をせざるを得なくなり、企業本来の目的や価値が破壊されてしまうとす

るものである。この論点は、従業員の福祉などを掲げるわが国の企業において特に重大視

される問題である。 
なおこれらのデメリットは、現在の学問的なファイナンスの理論では説明しきれない、

                                                  
7 これは現行の日本の商法上でも支持される。 
8 理論上は無期限にわたる出資であると考えられる。 
9 つまりそれを可能にするだけの巨大なプラスのキャッシュフローが得られる、と投資家に期待させるこ

とと等しい。 
10 場合によっては一株あたり総資産価値よりも低くなることがありうる。これについてはPBR（時価簿価

比率）という指標が存在しており、これが 1 を切っている（過小評価されている）ことは実務的な非公開

化の判断の重要な指標のひとつであるといわれている。 
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現実の資本市場特有の非効率性に由来するものであることを強調しておきたい。 
 

３）情報公開コスト・リスク 

 株式を上場させた企業は、投資家に対してさまざまな内部情報を提供しなければならな

い。法律で義務付けられている有価証券報告書を初めとして、各種財務情報、経営指標な

どを公開する必要があり、公認会計士などを雇って企業内部でこうした情報を収集、発表

するにはかなりのコストがかかるであろう。さらに、投資家に対して自社株式をアピール

するため11企業は自社の戦略情報・開発中の製品情報までをも提示する必要に迫られること

がある。こうして投資家に対して公開された内部情報は、当然のことながら同じ業界に属

する競合他社にとっても非常に有用な情報であると考えられ、特に自社の競争力の源泉を

容易に複製可能な情報や意匠に拠っている企業12にとっては死活問題となりうる。 
 

４）意思決定のスローダウン 

 株主による経営への監視が働くということは、すなわち企業の意思決定に際して株主へ

の説明責任が生じるということである。株主がリスクをとって資金を提供している以上、

その内容について知る権利があるのは当然のことだといえる。 
 株主の数が少ない、もしくは過半数の株式を経営者や従業員で保有している場合にはこ

の説明責任に伴う時間、労力などのコストは小さなものとなるが、上場し株式が広く分散

化するにつれてこのコストは大きくなるであろう。さらに、起業当初からの株主のように

企業の特別な目標などを予め了解している株主と異なって、上場後に新たに株主となった

主体にはこうした共通理解を同様に期待することはできない。これらがあいまって、上場

による株主への説明コストは飛躍的に増加すると考えられる。特に迅速な意思決定と行動

を必要とする企業にとって、これによる意思決定のスローダウンは大きな損失となるであ

ろう。 
 また多数の株主に対し経営判断についての説明責任を果たすということは、同時に前項

の情報漏洩リスクをも高めるであろうことが容易に推測できる。 
 

５）上場にかかる直接コスト 

 ほかのデメリットと比較してマイナーな問題ではあるが、株式を上場させること自体に

もコストがかかる。これはアメリカにおいてもわが国においても同様である。たとえば東

証一部を例にとって見ると、年間の上場維持手数料は時価総額 50億円以下の 96万円から、

同 5000 億円以上の 456 万円までとなっている。この他、新株発行の際にも別途手数料が発

                                                  
11 ひいては高い株価・出来高を維持することにつながり、高い株価と流動性は新規の株式発行による資金

調達や買収リスクの低減に重要となる。 
12 たとえば食品業界や衣料業界などが考えられる。他にもオークションなどのサービス系のIT企業などが

考えられるであろう。 
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生する。13

 
６）訴訟コスト 

 これも株主に対する説明責任に関連した問題であるが、企業が著しく株主の利益に反す

る行動をとったり、社会に対して重大な損害を引き起こしたりしたとき、株主から経営陣

に対して損害賠償を求める株主代表訴訟が行われる場合がある。この場合の法廷闘争その

ものに係わるコスト、それに付随する賠償などのコストをリスクとして負わなければなら

ない。 
 

非公開化の意義 

 以上、株式上場のメリット・デメリットとされている点を簡単に整理した。これを踏ま

えると、現実の資本市場において株式を非公開化する意味も明らかであろう。なぜなら上

場のデメリットと非公開化のメリットはおおむね表裏一体の関係だと考えられるからで、

企業はこれらの点を勘案して上場すべきか、非公開化すべきかの判断を下すことになる。

例えば当面の資金調達の必要性もなく、買収されることを極度に恐れる企業であるとか、

知名度・信用力は業務そのものによって十分得られており、かつ迅速かつ大胆な経営判断

が必要な企業などは潜在的な非公開化の候補であるといえるであろう。 
 参考として、アメリカとわが国の非公開企業の中から、比較的知名度が高く、実力的に

は上場が可能であると思われるものをいくつか取り上げた表を示す。これらの中にはかつ

て上場していて非公開化を実施したものも、基準を満たしていても当初から上場しなかっ

たもの、そして企業再建・再上場を目的としたものなどが含まれるが、いずれにせよ現時

点において非公開のメリットの方が大きいという判断を下した点は共通している。 
 
表 2 アメリカと日本の代表的な株式非公開企業 

アメリカ 日本 

Levi Strauss（衣料） サントリー 

BOSE（音響機器など） ロッテ 

Toys R Us（玩具小売） 竹中工務店 

SAS（ソフトウェア開発） YKK 

Domino’s Pizza（食品） 大塚製薬 

Denny’s（食品） 日亜化学 

Polaroid（カメラ） ミツカン 

Neiman Marcus（小売） メニコン 

                                                  
13 詳しくは、東証やNYSEなど各証券取引所の公開情報を参照のこと。 
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次に非公開化を実施するための手法として代表的なものである、LBO・MBO などについ

て簡単にその仕組みを見てみよう。 
 

Ⅲ. 非公開化の具体的手法について 

 上場企業が株式を非公開化する方法にはいくつかの種類があるが、ここではアメリカで

多用され、わが国でも一般的な手法として認知されつつある負債を利用した買収の仕組み

を見てみることにする。 
 負債を利用した企業買収というカテゴリの中にも LBO、MBO、MEBO などの多数の手

法が存在するが、これらは基本的にすべて LBO の派生形と見ることができる。そこでまず

LBO の仕組みを説明し、次に戦略的非公開化で多用される MBO について説明する。 
 

LBO 

LBO とは Leveraged Buyout の略語で、企業買収手段の 1 つである。買収対象企業の資

産あるいは将来キャッシュフローなどを担保にして資金を借り入れ、その資金で企業買収

を行うことをいう。株価が割安で現金など換金性の高い資産を持つ企業が LBO の対象とな

りやすい。企業買収に成功すれば、資産の売却や買収企業を他の企業に転売し利益を上げ

ることができるが、その反面リスクも高い手法であると言える。株を買い占めようと買収

を実施するも失敗し、さらに株価も下落してしまった場合、下落分の借金だけが残ること

になる。 

買収資金の一部または大部分を、自己資金ではなく負債を充当することで、少ない手持

ち資金で大規模な買収を行うことができ、レバレッジ効果14によってキャピタルゲインの大

幅な増加を狙うことが可能となる。 
LBOの一般的なスキームは、次のようになる。まず買収側（ファンドなど）が出資して

受け皿会社を設立する。この受け皿会社が金融機関から融資を受けるか、社債を発行して

買収資金を調達する。受け皿会社はこの資金で対象企業を買収し、15その企業と合併して新

会社を発足する（営業譲渡の場合もある）。新会社が受け皿会社から継承した負債は、買収

                                                  
14 レバレッジとは「梃子」を意味する言葉で、金融の分野においては、借入をして元手を大きくすること

によって投資が成功した際のリターンを高める手法のことを言う。 
レバレッジ効果の簡単な例を挙げてみる。ルーレットで 1 ドルを掛けて勝った場合のリターンは２ドル

で、そこから元手の分の１ドルを差し引くと儲けは 1 ドルである。しかし、 初に 9 ドルを借金して掛け

金を 10 ドルにして勝った場合のリターンは 20 ドルとなり、そこから元手の分の１ドルと借入れの返済に

充てる 9 ドルを差し引くと儲けは 10 ドルとなる。このように、本来は 1 ドルの利益しか得られない筈なの

に、借金をすることで 10 ドルの利益が得られるというこの「1 ドル→10 ドル」がレバレッジ効果である。 
15 このとき、通常は一般株主に対しTOB（Takeover Bid or Tender Offer）を提示する形をとる。「この価

格でこの企業の株を買い取りますよ」の旨を広く告知し、一般株主がそれに応募することで株式の譲渡が

進む。詳しくは石川・木本・長谷川・山田[2004]。 
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対象企業から継承した事業の利益（キャッシュフロー）、もしくは資産売却の代金によって

返済される。 
 

図 3 典型的な LBO のスキーム 

LBOが発祥したのは 1970 年代のアメリカである。初期のLBOは買収資金に銀行融資を

充

実行しやすい企業は成熟企業であ

                                                 

受け皿企業

買収先企業

金融機関 

新企業 

買収

融資

返済

 

て、コングロマリット企業のノンコア事業の切り離しや再編・解体、あるいは中小企業

の事業継承を投資対象とするビジネスであった。 それが 1980 年代になるとLBO自体が目

的化され、アメリカに空前のM&Aブームが到来する。その背景にはジャンクボンド16市場

が登場・発展し、償還順位の低いメザニン（劣後）債での資金調達が容易になったことが

挙げられる。こうした資金を使って投資銀行やファンドが案件を強引に仕立て、敵対的買

収や短期の企業解体・切り売りによる投資回収、インサイダー取引が横行し、大規模なマ

ネーゲームが展開された。このブームは結局 1990 年にジャンクボンド取り扱い 大手投資

銀行のドレクセル・バーナム・ランベールが破綻して幕を閉じたが、結果としてLBO＝敵

対的買収／乗っ取りという評判を残すことになった。  
ハーバード大学の Michael C. Jensen によれば、LBO を

る。具体的には、「安定したキャッシュフローを生み出す能力がある」「ブランド力や技術

力がある」「市場シェアあるいはニッチマーケットでプレゼンスがある」「現金や換金可能

な資産などの事業価値向上のための投資に回すべき資産を有効に活用していない」などの

特徴があげられる。 
 
 

 
16 格付の低い、投機的な債券のこと。利回りが高い代わりにデフォルトに陥るリスクが高い。 

 -12- 



 早稲田大学商学部広田ゼミ インターゼミ論文 
 「日本における戦略的非公開化の可能性について」 

MBO 

MBO Management Buyout の頭文字をとったもので、「経営陣による企業買収」と

い

陣）が買収に十分な資金を持っていない場合

が

以上のような方法によって企業の買収が完了した時点で、たいていの場合 小株主数な

ここまでで非公開化についての実際的な総括を行った。それではこれらの理論がわが国

に

                                                 

は、

われる企業買収の一形態である。オーナーでない経営者が、事業の継続を前提として、

オーナーや親会社から株式を買い取り、経営権を取得することを指す。買収する経営陣側

にとっては、親会社・所属会社の束縛がなくなり機動的な経営が可能になる。また自らが

株主となるため、成長へのインセンティブが強まる。通常は事業の継続性が重視され、人

材や取引先、商権などの経営資源も一括して引き継がれるので、従業員にとっても雇用が

守られ、慣れ親しんだ仕事のやり方や企業風土が維持されるという点がメリットである。

また、株式公開のメリットが薄れた上場会社が、敵対的買収の懸念から会社自ら株式非公

開に踏み切るための手段として活用されることもある。買収を行う主体が従業員のケース

を EBO（Employee Buyout）、更に経営者と従業員が共同して買収を行うケースを MEBO
（Management Employee Buyout）という。後者は通常、従業員持ち株会などの従業員組

織が経営陣に賛同するという形式になる。 
このようなケースでは、買収する側（経営

多く、その資金を金融機関や投資ファンドを通じて調達することになる。このような

MBO は、買収先を担保にして資金を調達するという意味においては、LBO の特質も備え

ている。資金提供者にとってはリスクの高い投資となるため、割高な資金であるのが普通

である。通常、ベンチャーキャピタルファンド等を使用する場合には 20～30％以上の期待

収益率を用いるが、多くの場合この期待収益率は数年後の IPO によって回収することが計

画されている。MBO の難点は、譲り受けた事業をさらに発展させ、割高な資金を返済する

マネジメント能力の有無であるといえよう。欧米では、ベンチャー気質が育成されており、

高い事業リスクを取る個人も多いと同時に、資金提供者であるファンドも多数の投資によ

り分散を利かせているため、MBO 案件がより成立しやすい。しかし一方、日本ではベンチ

ャー気質の育成は緒についたばかりであるのみならず、資金提供者にも案件が少なく分散

が機能しづらいため、現在のところ、MBO 案件の成立はアメリカほど簡単ではないようで

ある。 
 
 

どの上場基準17に抵触しており自動的に上場廃止されるか、もしくは自主的に上場廃止申請

を行うことになる。そしてこれが完了した時点で企業の非公開化が達成される。 
 

おいてどのように適応されうるかを考えるために、まずこの分野において先行している

 
17 たとえば東証一部の規定する 小株主数は 400 人未満、SECの規定する 小株主数は 300 人未満であ

り、これを下回る場合は上場廃止になる。 
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アメリカの状況をまとめ、次に日本の資本市場の仕組みについて考察を行う。 
 

Ⅳ. アメリカでの状況とファイナンス論の立場 

市場において企業の非公開化が広まったのは 1980 年代においてである。

業界の企業に対して敵対的買収を仕掛け、その内部留保

                                                 

 １）歴史的経緯 

 アメリカの資本

70 年代後半から、おもに成長率が低く、安定したキャッシュフローを持つ成熟産業の間で

非公開化を検討する企業が現れ始めた。非公開化を目指す企業は自身の安定したキャッシ

ュフローを担保に負債を借り入れ、株式を取得し非公開化を果たす。非公開後の負債比率

は平均 90％にも上り、以後数年間かけて負債を返却した後は残存株主が企業の 100％の所

有者となる。そして経営改善が行われたのち売却されるか、再上場してキャピタルゲイン

が得られるというものであった。 
 80 年代後半にはいると、幅広い

を狙う買収ファンドの活動が活発になり、買収防衛の目的での自主的な非公開化が多数行

われるようになった。LBOは敵対的買収・買収防衛の両方の目的で利用され、買収防衛の

ための非公開化にはMBOが多用された。しかしこうした過剰な買収・防衛行動の過熱はオ

ーバーレバレッジによる経営不振企業の続出をもたらし、上述のような大手投資銀行の破

綻を引き起こした結果、1991 年になると急激に沈静化した。18 その後、92 年ごろから件

数ベースでは若干回復するものの、90 年代前半を通してそれほど活発な動きは見られなか

った。（次ページのグラフを参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 ただし、Kaplan[1998]によればこうした経営不振の原因は主に無謀な債券利払い（ジャンクボンドの乱

発による）の設定によるもので、各企業の業績自体は産業平均を上回っており、非公開化による経営改善

効果はあるという報告が出ている。 
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図 4 アメリカでの非公開化件数 （出典：Mergerstat Review） 
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図 5 金額ベースの非公開化動向 （出典：Thomson Financial Securities Data） 
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2000 年前後には、90 年代後半から続いた IT バブルが崩壊し、いわゆるニューエコノミ 

ー銘柄を中心にアメリカの資本市場は不況に陥った。このため堅実な業績・成長を遂げて
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いるにもかかわらず煽りを受けて株価が過小評価されてしまった企業や、IPO によって期

待する資金調達ができなかった企業の中に戦略的非公開化を実施する企業が増加し始めた。

そして、2002 年には Sarbanes-Oxley Act が成立する。これは前年のエネルギー大手エン

ロン、通信大手ワールドコムの不正会計事件を契機として資本市場保護のために導入され

た法案であり、SEC に提出する財務報告や IR 向け公開情報等の作成・伝達プロセスにいた

るまで厳密性を要求し、不正の入り込む余地のないことを証明しなければならないとする

ものである。この法案の成立の結果、対象となる上場企業にとっての情報公開コストの負

担は激増したといわれており、過去数年間にこれを嫌って自主的に非公開化する企業が増

加している。 
 
 ２）ファイナンス論の立場 

を踏まえて、この上に構築された学問的なファイナンス論の立

扱った研究は多くない。LBO

議論は、非公開化によって株式の多

が経営者や従業員に企業特殊的なスキルの蓄積

引き締めの効果に

                                                 

 以上のアメリカでの経緯

場からの非公開化についての研究を見てみることにする。 
 ファイナンス論の分野において戦略的非公開化を独立して

（敵対的買収を含む）の研究に関連したものは 80 年代後半から数多く発表されているが、

それらの大半は上で引用したような効率性の検証やリターンの由来についての実証分析で

ある。非公開化による企業価値向上の理論的分析としては、上述のエージェンシー問題に

関わるものがいくつか提示されているのみである。 
 エージェンシー問題と非公開化に関連した一つ目の

くが経営者の手に渡るので、所有と経営の一致によって業績向上へのインセンティブが強

まり、業績が改善するとするものである。DeAngelo and DeAngelo[1985]によれば、経営

者と株主の間に著しい情報の非対称性が存在するとき、株主は誤った判断に基づいて経営

者を更迭してしまう可能性がある。経営者はこれを避けるために、（インサイダー情報がな

ければキャッシュフローを推定できないような）潜在的な優良プロジェクトをあきらめ、

より短期的で確実なキャッシュフローをもたらすプロジェクトのみを実施するようになっ

てしまい、結果的に企業の成長を妨げてしまう可能性がある。この議論は経営の短期視野

化のデメリットを説明するものである。 
 またこれに関連して、敵対的買収の脅威

をためらわせ、人的資産の効率的活用を妨げるという議論も存在する。19 つまり、標的企

業内の資産を奪うだけ奪って捨ててしまうような悪質な敵対的買収者が跋扈するような状

況では、将来の雇用が不確実すぎて、従業員は積極的にその企業に合ったスキルを蓄積す

る動機が薄れてしまうというものである。非公開化はこの脅威を取り除くと考えられるの

で、これは買収リスク回避のための目的を正当化するものであろう。 
 二つ目の議論は、フリーキャッシュフローの処分と、負債による経営

関するものである。フリーキャッシュフローとは、企業の毎期の活動の中で、NPVがプラ

 
19 DeAngelo and DeAngelo[1987]ほか、わが国の研究者・実務家の間でも同様の主張が多数見られる。 
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スであるような考えうるすべての投資案件に投資した後になお残っている余剰分のことで、

経営者が自由裁量で使えるキャッシュフローのことを指す。ファイナンス論の考え方に基

づけばこれは株主にリターンとして還元されるべきものであるが、ジェンセン[1990]は、経

営者にはこのフリーキャッシュフローを株主へ還元するインセンティブが存在せず、むし

ろそれを自身の帝国の拡大に用いようとするため20、結果として無駄が多く非能率的な経営

を許してしまうと主張した。そして上述のように、LBOを利用して非公開化を実施すれば

企業の負債比率は一時的に急激に上昇する。ジェンセンは、株主へのリターンは強制され

ないが負債に対する利払いは強制的なものであるため、経営者はフリーキャッシュフロー

を放出して利子を支払わざるを得ず、また無駄なプロジェクトへの投資や使い込みをやめ

て効率的な経営を行うと主張したのである。 
 
 以上がファイナンス論の立場での非公開化の理論的な説明であるが、 後に、非公開化

に対して著しい不公平をもた

相応のプレミアムを上乗せした価格が提示

さ

けば非公開化

                                                 

に関する公平性の議論について触れておきたい。 
 株式の非公開化は既存の株主やその他のステークホルダー

らすもので、したがって上場企業の自主的な非公開化は資本市場の原理に照らして許され

ないという批判が存在する。この主な主張は、経営者が情報の非対称性を利用して既存株

主を欺き、搾取しているというものである。 
TOBの際には、その時点での市場株価に対し

れる。経営者はインサイダー情報に基づいて「本当の（非公開化しなくても実現する）」

企業価値を知っていると考えられるので、あえて過小なプレミアムを乗せてその差額21を搾

取しているのだという論理である。これについては 80 年代からいくつもの実証研究がなさ

れており、おおむね既存株主に対しても充分に公平なプレミアムが提示されているという

結果が出ている。22 また、もし株主が売却を拒んで非公開化を阻止したとしても、TOB
で提示されたプレミアム以上のリターンを得ることができないとする結果も発表されてい

る。23 つまり、前節で述べたKaplan[1998]の研究と併せて、非公開化することによって

確かに経営の効率化・業績向上の働きが見られると言ってよいであろう。 
 これらの実証研究で示されるように、少なくともアメリカでの事例に基づ

は資本市場に深刻な悪影響を与えるようなものではないという考えが受け入れられており、

 
20 Murphy[1985]の検証によれば、当時のアメリカでは経営者報酬のほとんどが企業価値ではなく企業規

模と連動していた。従って経営者には企業規模を大きくすることへのインセンティブが強く働く。 
また、ジェンセン[1990]によれば、「企業成長は上級経営者の社会的名声、大衆の信望、政治力を高める。

高経営責任者で、製品、工場、活動している国の数が就任後減ったと言う記憶を残したいものはほとん

どいるまい。よしんばそうした過程をたどることが生産性を上げ、株主の価値を何億ドルも増すことにな

ったとしても、そうである。」 
21 （本当の企業価値）－（時価総額+プレミアム）が搾取される分である。 
22 Lowenstein[1985]ほか 
23 Kaplan[1989a] 
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許容される企業戦略の一つとして認知されている。24

 

 以上が、アメリカにおける非公開化のこれまでの経緯と、ファイナンス論における非公

開化についての議論の総括である。それでは次に、これらと異なった独自の発展を遂げて

きたと思われるわが国の資本市場の仕組みについて、具体的にどの点がどのように異なる

のかを見てみることにする。 

 

Ⅴ. 日本の資本市場についての考察 

日本において戦略的非公開の有効性を考えるには、その舞台となる日本の資本市場の特

性を理解する必要がある。本章では、日本の資本市場とアメリカの資本市場の大きな相違

点について考察していく。 
我々は、相違点として一般的に論じられることの多い３つの日本的システムを挙げる。

第 1 の相違点は「従業員主権」である。学問的なファイナンス論においてもっとも重要な

ステークホルダーは株主であり、その株主利益を追求することが経営の効率化にもつなが

るとされている。しかし、これまでわが国においては株主の存在感は小さなもので、従業

員が重要なステークホルダーとして機能してきたと考えられる。2005 年のライブドアによ

るニッポン放送の株式買収がその端的な例であろう。本来ならば株式を持つということは

その会社に対して出資者としての権利を所有することである。しかし、このときニッポン

放送の社員の多くは、企業は経営者を含めた社員のものであって、株式を購入したからと

いって企業を買収することは認められない、などいった主張をした。こうした買収への強

い反発を見てわかるように、日本では従業員が企業の中心として存在している。 
第 2 の相違点は「メインバンクシステム」を中心とした間接金融による資金調達である。

これは、直接金融市場がアメリカほど機能しなかったため代替するように発達してきてい

る。昨今はその役割は低下したと言われているが、依然として有効な資金調達手段として

影響力は存在していると考えられる。 
そして第 3 の相違点として「安定株主」の存在が挙げられる。従業員主権とも関連して

くるが、日本の株式市場では株式持合いを行うことで、予期せぬ敵対的な株主の出現を防

ぎ、発言力を抑えてきた。こちらもバブル後に役割が低下したが、2005 年の楽天による TBS
の買収騒動において TBS 側は買収阻止の一環として、取引先であり、安定株主でもあった

電通との持合いを強化した。この事例などから未だわが国における株式持合いの存在感は

高いと考えられる。 
以上の 3 点を中心にして日本の資本市場を分析していく。世界的に見ても特異な日本企

                                                  
24 ただし、株主に対して不公平な取引が行われることがないよう、事前に充分な情報開示と説明をする義

務が課せられる。SEC Rule 13e-3 を参照。 
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業の特徴の発生とそのプロセスを観察し、そこから結論へと導く。 
 
１）日本型企業システム発生の起源 

 
＜日本型企業システム発生の起源＞ 
従業員主権、メインバンク、安定株主といった日本企業システムの変容は戦後改革を契

機にしたと言われている。戦前の大企業は、大株主を中心とした所有構造を基礎に、所有

と経営が一致した同族企業が大きな割合を占め、その意思決定の場合においても、財閥の

典型に見られるような持株会社、あるいは大株主がその行動を強くモニターするコーポレ

ートガバナンス構造をもっていた。コーポレート・ファイナンスに関しても内部資金を中

心とし、外部資金の調達は資本市場を中心としていた。従業員たちの権利というものの極

めて抑えられたものだった。  
いわゆる日本型企業システムは、①戦時の経済統制などの変化をきっかけとし、②戦後

改革によって発生した側面が強い。改革は、GHQ がアメリカの制度を念頭に置いて設計し

たものであったのは周知の通りである。しかし、現在のシステムはアメリカ的制度をその

まま受容したものではなかった。1949 年以降に様々な過程を経て制度的、実態的に日本的

に修正することで定着を見たのである。このアメリカ的制度の日本化を通じて、1955 年前

後に日本型企業システムの原型が形成された。 
 

２）従業員主権の確立 

 
＜株式分散化、所有と経営の分離に伴う従業員主権の萌芽＞ 
敗戦後、GHQにより戦前経済の軸であった財閥が解体された。具体的には、財閥本社を

解体するとともに、財閥本社・家族保有の参加企業株を持ち株会社整理委員会（HCLC）に

強制的に譲渡し、これを従業員を含む大衆に売却して、分散した株式所有構造をつくりだ

すことであった。強制譲渡の対象は当時の総発行株の 20％前後に達した。この譲渡された

株式は①従業員、②工場周辺の地域住民、③一般公衆という優先順位に従って売却が進め

られた。その結果、1949 年の個人株主は急増して 70％に達し、いったんは非常に分散した

株式所有構造がつくりだされた。25 ここで重要になってくるのは 優先とされた売却先が

従業員になっている点である。従業員に株式というインセンティブの材料を与えることで、

企業に対するコミットメントを深め従業員主権の第一歩となったと考えられる。 
 これと並行して GHQ は、旧経営陣の退陣を指示した。まず、大企業の主要な地位にいた

人々1500 人が公職追放を受けた。加えて、財閥同族支配力排除法によって財閥企業の役員

のうち約 2200 人がその職を追放されることとなった。こうした命令により、戦前日本企業

を率いた経営者は徹底的に排除されることとなった。旧経営陣が退陣した後、存続する企

                                                  
25 宮島[1995] 
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業の経営を任されたのは主として現場で従業員たちと共に仕事をしていた部長や若い役員

たちだった。 
 つまり、株主やいわゆる資本家とよばれる層の人々が一気に薄くなり、経営者と従業員

のみが企業経営の中心に残ったのである。構造面でも株式が従業員へ分配やかつての従業

員が経営者に出世するということによって、戦前は分離していた所有と経営の構造の一致

をみることになった。以上のように財閥解体は労使の協調と従業員主権の元となる基盤を

作り出すきっかけとなったといえる。 
 
表 3 財閥解体のメリットとデメリット 

 財閥 財閥解体後 

メリット 

 

 

・適切なモニター 

・株主は固定的 

・株主中心 

・専門経営者のイニシアティブ 

・分散した株主構造 

・従業員中心 

デメリット 

 

・保守的な経営 

（コモンナレッジの発生） 

・モニター不在 

・エージェンシー問題 

 
＜従業員の権利の向上＞ 
財閥解体と並んで、日本の構造に大きな影響を与えたのが労働組合の育成である。推定

組織率は 1946 年に 40％を上回り、1949 年には 55.8%にも達した。26 この際に特徴的だ

ったのは欧米ではブルーカラーとホワイトカラーを別々に組織しているのに対して、日本

は分けずに１つの組織とした点である。これは従業員間の格差をなくすのに大きく作用し、

平等な形での企業へのコミットメントを形成した。 
この GHQ の民主化の過程で労働組合を中心として激しい労使紛争が起こった。今まで無

権利状態だった従業員は経営者に対してさまざまな要求を行い、ときにはストライキなど

の強攻策にも出た。しかし、戦後の荒廃した経済状況下においては、このような対立を長

く続けることはできなかった。互いの利益追求によって生産が阻害されれば、その求める

べき利益自体が確保できないためである。つまり、労使協調が生きていくために必要だっ

た。また、利益を生み出すために必要な運転資金、成長資金は次に述べるメインバンクを

中心とした銀行が供給するという間接金融体制がとられていたため、経営者、従業員に比

して株主の存在感はすでに小さいものとなりつつあった。 
 
＜従業員による競争力向上＞ 
 従業員主権が戦後に行われた財閥解体、労働改革を通じて発生したのは今まで見てきた

通りである。これが本格的に定着することとなったのは、戦後の混乱期が終わり高度経済

                                                  
26 現在は 30％程度といわれる。 
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成長に入った時期である。高い経済成長を維持するには企業の競争力の強化が必要であっ

た。源泉となったのは、やはり従業員である。技能の熟練、技術の蓄積が日本の高度成長

を支えていくことになった。これは、従業員が企業に深くコミットメントしているので、

企業特殊的熟練を積むことのできる環境が整ったことに関係する。一方で、ひとつの企業

にコミットメントするが故に労働市場の流動性は低いものになった。これはアメリカの労

働市場とは対照的であろう。必要な資金は依然として間接金融によってまかなわれていた

ので、株主は重要な存在ではなかったことも大きい。 
 順調に成長していく日本企業において、脅威となったのが資本の自由化に伴う外国企業

の参入だった。現在の買収騒動に見られるような資本にものを言わせた乗っ取りが懸念さ

れたのである。その脅威に備え安定株主工作が多くの企業で行われることとなる（詳しく

は４）で述べる）。結果、法人株主が増え個人株主はさらに減少し、株主の存在は一層小さ

くなっていった。 
こうして株主主権の外資の脅威という経済状況が、かえって現在に至るような従業員主

権を確立し、付随して従業員個々人の競争力も高められていくこととなった。 
 

３）メインバンクシステム 

 
＜金融制度改革＞ 
かつて、日本の金融システムはすでに述べたとおり財閥を中心とし、直接金融中心であ

った。戦時になると、直接金融は戦争遂行の効率を高めるため制限され、政府による戦時

補償を背景にした間接金融が発達するようになる。だが、GHQ の変革により、この日本の

戦争経済を支えた金融と産業の密接な関係は、銀行に依存した間接金融から証券を中心と

した直接金融へと転換することとなった。その遂行のため、ここでも財閥の支配力排除が

実施された。この結果財閥系銀行の経営者が全面的に交代したばかりではなく、金融機関

の株主構成においても既述の財閥関連株の処分と金融機関再建整備による大幅な減資のた

め個人大株主の大幅な後退が生じた。さらに、財閥解体によって創出された分散的な所有

構造とそれに基礎をおくコーポレートガバナンスを支える制度も実施された。証券取引法

においては、大衆投資家の保護を目的として、情報開示、株主権の保護を計る規定を大幅

に盛り込まれることとなった。また、取締役会の権限強化と少数株主の保護を内容とする

商法改定が行われた。 
 
＜間接金融への再転換＞ 
 しかし、戦後改革によって創出されたアメリカをモデルとした制度は、そのままの形で

は定着しなかった。その発端となったのは 1949 年のドッジ＝ラインである。 
 GHQの理想とした直接金融を中心とする金融システムはドッジ＝ラインによるクラッシ

ュで困難に陥った。だが、それだけでなく構造的な問題も存在していた。所得分配構造の
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変化によって資金供給側に大きな変化が生じていたためである。戦後、財産税徴収と農地

改革によってかつて投資資金を供給していた資産家・地主の金融資産が減少、加えてイン

フレが作用したためである。この結果、人々の資産の選考はリスクと取引コストの小さい

預金に傾斜することとなった。27

 このため、復興期に直接金融による資金調達は停滞し、企業の流動性の危機は都市銀行

による資金調達で解決されることとなった。この都市銀行の資金不足は日銀の貸し出しに

よって支えられた。こうして、後に間接金融と呼ばれる資金供給の方法が定着したのであ

る。 
＜メインバンクシステム＞ 
かくして戦後改革によって、日本の直接金融は法的にも制度的にもアメリカなどと遜色

のないものになった。しかし、すでに見てきたようにその市場を支えるだけの供給が存在

しなかったため本格的に機能することはなかったのである。そのため、日本の企業金融は

直接金融ではなく銀行からの借り入れ、間接金融に支えられ、さらにメインバンク関係と

呼ばれる銀行と企業の長期的な取引へと発展していった。 
メインバンクの定義としては「①借り手の企業の資金調達で主導的な役割を演ずること、

②顧客企業の決済の中心であること、③顧客の主要株主であること、④役員の顧客企業へ

の派遣、⑤業績が悪化した場合、救済にイニシアティブをとること」28とされている。また、

この関係は明示的ではなかったがゆえに「暗黙の契約の束」とも呼ばれている。 
メインバンクシステムは企業・銀行それぞれの抱える要因が結びついて生まれた。戦後

から企業側はいかにして資金を調達するかという問題を抱えていた。自己金融による調達

手段はすでに述べてきたようにコスト面、また敵対的株主の出現のリスクを抱えるという

点で好ましい選択ではなかった。社債の発行に関しても当時は厳格な規制があったため容

易に行うことはできなかった。そのため、設備投資を拡張するためには銀行による融資に

頼る必要があった。一方、銀行側も戦後は業態別分野規制、預金金利規制、店舗規制など

規制に縛られていたため、非価格競争を展開していた。この条件下から、高い収益の期待

できる成長力のある優良顧客の獲得競争が行われることとなった。このような関係は高度

経済成長期以後、企業の大幅な資金不足をきっかけとして急速に広がっていく。いわゆる

「6 大企業集団」というものもこのころ形成された。 
 
＜メインバンクシステムの役割＞ 
こうして形成されたメインバンクシステムは、主に３つの役割を果たした。第一に長期

取引による情報の非対称性の緩和である。本来ならば、企業と銀行、あるいは投資家との

間には情報の非対称性が発生する。しかし、メインバンクはこれを緩和し、非対称性に付

随して発生するリスク・プレミアムを抑え企業の設備投資促進に貢献した。この役割は、

                                                  
27 寺西［1982］ 
28 宮島・橋本・長谷川[1998]らの定義による。 
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設備投資に対する内部資金の制約を検討した結果からも確認されている。メインバンク関

係の強い企業と弱い企業に二分して、メインバンク関係が内部資金の投資に対する制約を

緩和するか否かをテストした結果、その制約を緩和していたことが確認された。29別の面で

の影響として、銀行と企業間で結びつきが強くなるに従って、直接金融の存在もまた小さ

なものとなったこともあげられる。 
第２に経営の規律面での役割が挙げられる。顧客企業が通常の経営状態である場合は、

経営には関与しないが、経営が悪化した場合には積極的に介入し、再建を行う。こうした

顧客企業の経営状態に依存して、システマティックに経営権が移る関係は「状態依存的ガ

バナンス」と呼ばれている。30 こうしたガバナンス構造は次に述べる株主安定化によって

弱まったガバナンスを補完する役割に担ったと考えられる。 
第 3 に状態依存的なガバナンスのもと、業績が著しく悪化した企業には銀行のイニシア

ティブによる救済が行われた。救済の内容としては、金利の減免、経営再建プランの策定、

過剰人員の就職の斡旋、債務調整などが挙げられる。これは、清算や合併の形をとるアメ

リカとは対照的である。 
3 つの役割はそれぞれ先の従業員主権とも密接な関係がある。第１の長期取引による情報

の非対称性の緩和による融資の増加は、株式市場をはじめとした直接金融の必要性を小さ

くし、株主というステークホルダーの入りこみにくい土壌を作り上げた。第２・第３の役

割に関しては状態依存的なガバナンスは、日本企業が従業員をはじめとしたステークホル

ダーを重要と考えているためだろう。ひとたび清算してしまえばその影響はいろいろなと

ころに及ぶが日本企業はそれを好まなかったといえる。人員削減が必要なケースでも全体

の賃金を下げることによって、雇用を維持するといったケースも見られている。以上のこ

とからメインバンクシステムは従業員主権と親和性の高いシステムであったともいえる。 
 
＜メインバンクシステムの現状＞ 
 バブル崩壊以後の企業と銀行の関係は、企業・産業ごとに分化を示している。たとえば、

内外の資本市場で自由に資金調達可能な輸出志向的な産業の高収益・高成長企業では、企

業と銀行の関係はメインバンク関係から Arm’s Length な関係に近づいてきたとみられる。

また、金融の国際化や規制緩和にともない、銀行間のサービスに格差が生じてきているた

め、企業を慣行による取引からニーズにあった取引へと変化させている。一方、バブルで

影響を受けた企業などでは 1990 年代に入ってもメインバンク関係が維持されている。 
 総じて見れば、金融自由化の進展する中銀行と企業の結びつきはかつてより弱まってい

る。そのため銀行のモニタリングコストは上昇し、貸出先の選別を強化する傾向にある。 
 
 

                                                  
29 宮島[1995a] 
30 青木・パトリック編[1996] 
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  ４）安定株主化 

 

＜株主安定化＞ 
高度成長期には、日本企業システムの特徴である安定株主関係が拡大した。安定株主と

は、資産運用ではなく現経営陣を支持する友好的な内部者として株式を保有する株主のこ

とを意味する。具体的には、「安定株主は発行企業に対して①著しく業績が悪化しない限り

発言しない、②現経営陣を支持しない第三者（敵対的乗っ取り屋、投機家）に株式を売却

しない。③株式処分の必要が生じたとき発行企業に売却意思を伝える」の 3 点に暗黙的に

同意している企業である。31 株式持合とはこのような同意をもとに複数の企業が発行株式

を長期的に保有しあう慣行を指し、典型例としては６大企業集団による持合が挙げられる。

そのため株主所有構造は、持合会社・大株主が大きな比重を占めアメリカやイギリスなど

の個人や機関投資家中心の所有構造とは異なっている。 
 
＜株主安定化の発生と定着＞ 
 戦後、財閥解体にともない個人による株式保有が増大した。これは自由な株式市場を作

ると同時に企業を敵対的買収の脅威にさらすこととなった。戦後、減資などによって過小

資本に陥っていた企業はこの脅威から逃れるべく、法・制度でもっとも適合的な形として

生み出されたのが株式の持合による安定化だった。当初は旧財閥系企業同士による持合が

中心であったが、1964 年の OECD 加盟に伴う資本自由化に直面したことで、この流れは加

速する。日本の企業経営者は外国資本による経営支配という脅威から逃れるために安定化

工作を推し進めた。これは 1966 年の商法改正によって、法的な面でも促進された。この結

果 1972 年の個人保有比率は 35％まで低下した。1963 年からの 10 年間で実に 20％近い低

下であった。こうして株主安定化が完成したのである。 
 
＜安定株主の役割＞ 
 こうして完成した株主の安定化は主に４つの機能を果たしてきたと考えられる。第 1 に

もっとも脅威であった敵対的買収などを防ぎ、経営の安定化に貢献した。1960 年代前半ま

でにおいてはまだまだ敵対的買収が存在したが、1960 年代半ばから減少し、資本自由化後

懸念された海外からの買収も見られなかった。 
 第２に株式市場の影響力の低下を招いた。企業の投資行動が株式市場による投資プロジ

ェクトの評価にどの程度制約されているかを検討した研究は高度成長の前半には株価に対

して感応的であった投資が、後半にはその相関を失うという結果を報告している。32 また、

利益金処分に関しても今までは自己資本利益率と相関のあった配当が、1970 年前後に企業

                                                  
31 宮島[1998]の定義による。 
32 シェアード[1995] 
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の利益率の水準に関わらず、一定の配当を維持する安定配当政策が定着した。33 経営者の

選任に対する株主の間接的な影響も低下していったことが報告されている。34

 第 3 に取引関係のある企業の株式を相互に保有することにより、企業同士の長期関係を

安定化させた。資本自由化の際に企業が行った株式安定化が取引関係も安定化させたので

ある。 
 第 4 に株式相互持合いは事後的にリスク・シェアリングの機能をもっていた。株式持合

いの役割は収益そのものの安定化ではなく、財政破綻に対する一種の保険であった。財務

状態が著しく悪化した場合、株式売却による特別利益でその状態を改善させることができ

るためである。実際に 1970 年代前半のオイルショック時や 1990 年代前半のバブル崩壊後

に苦境に陥った企業による持合株式の売却が行われていた。 
 以上のようにこれらの役割は株式市場や株主の圧力を強く制限することとなった。この

結果、またしても経営者と従業員の結びつきを強めることになるのである。 
 
＜現在の安定株主＞ 
 1970 年代に形成された株主安定化であるが、1990 年代前半以降入り変化を若干見せてい

る。バブル崩壊以降、株価の低迷が長期化する中で流動性を犠牲にしてまでも株式を所有

する要因が薄れてしまったため、取引関係の弱い部分から徐々に解消が進んでいる。さら

に、1990b年代に入り証券会社や金融機関を中心に不祥事が相次ぐとともに、株主の企業経

営に対する発言が増加している。制度改革も伴い、株主代表訴訟が容易になった結果、株

主総会の実施日の集中や情報開示への批判が強まっている。35 より大きな変化として重要

なのは外国人投資家や機関投資家と呼ばれる人々の参入である。彼らが企業経営への圧力

を強めた結果、企業もこれまでのような株主に介入されないような経営は難しくなった。 
 とはいえ、日本企業の経営者と株主の関係を決定的に変化させるまでにはいたっていな

いのも事実である。現在の状況は企業関係維持のために行われた持合の非効率が顕在化し

たためではなく、バブルの時期に必要以上に持ちすぎた株式の整理として、持合の解消が

行われていると解釈すべきである。36

 
５）人本主義の日本、資本主義のアメリカ 

 
以上のように、日本の資本市場の特徴を３つの観点からまとめた。それぞれが作用して

日本固有の制度を作り出したが、３つの中で も中心となっているのは従業員主権であろ

う。これが根幹となったからこそ、メインバンクや株主安定化という株主を回避するよう

な制度が発達してきた。このような日本の企業システムは従業員主権をそのシステムの根

                                                  
33 宮島[1995b] 
34 橋本・長谷川・宮島 [1998] 
35 日本経済新聞社編『株主の反乱』[1995]に拠った。 
36 高野[1996] 
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幹とするいわば人本主義であるということがいえる。アメリカの企業システムは株主主権

をそのシステムの根幹とする資本主義であるということはよく知られているが、その対極

に位置するシステムともいえるだろう。以下、この二つのシステムの違いを、次のような

三つの基礎概念を中心に説明していく。 
１）企業の概念（主権概念） 
２）シェアリングの概念 
３）市場の概念 

初にこの三つの基礎概念の説明をしておくと、１）の企業の概念とは、企業とは誰の

もので、誰のために運営されるか、つまり企業の主権を誰が持つかということである。 
次に２）のシェアリングの概念とは、その企業の内部のさまざまなものの分担や分配の

パターン（シェアリング）のことである。そのさまざまな分担や分配の も本質的な三つ

のことは、情報、企業が生み出す付加価値、意思決定における権限、のシェアリングであ

る。 
ここでいう情報とは、たとえば企業の持つ技術である。原材料や部品あるいは商品はカ

ネを出せば市場から買えるが、企業の中核を決め、企業の個性の元となるものはそれらで

はなくて、情報、とくに技術である。こういった情報が人々の間でどのように共有され、

分担されているかが情報のシェアリングである。 
こうした情報をベースに生み出された企業の付加価値を、企業への参加者の間でどのよ

うにシェアするかというのが付加価値のシェアリングである。たとえば、従業員は給料や

ボーナスというかたちで分配を受け、資本の提供者は配当や金利というかたちで、さらに

経営者は自身への報酬というかたちで分配されるなどである。 
このような情報を元に付加価値を生み出すプロセスが、組織内の意思決定のプロセスで

ある。この意思決定のプロセスというのは、経営者が戦略を決め、現場の管理者が日常の

業務活動についての意思決定をし、現場の従業員が仕事の具体的なやり方や手順を決める

など、多数の人の意思決定の集積である。その多くの意思決定の権限が実質的にどのよう

に分配され、分担されているかが意思決定の権限のシェアリングである。 
３）の市場の概念というのは、企業間の取引のあり方の概念である。市場経済において

企業は他の企業との協力関係、分業関係で成り立っており、一つの企業単独ではほとんど

何もできない。その市場の中で、どんな原則にもとづく取引が一般的とされているかが市

場の概念である。 
以上見てきた三つの概念は、言い換えれば、企業の主体と主権の原理、企業内部の編成

の原理、企業をつなぐ原理といえる。これらの原理は、企業システムを構成する上で根本

となるものである。次に、この三つが日本とアメリカではどのように異なるか見ていきた

い。 
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表 4 アメリカと日本の企業構造の違い 

 人本主義企業 （日本） 資本主義企業 （アメリカ） 

（１）企業の概念 従業員主権 株主主権 

（２）シェアリングの概念 分散シェアリング 一元的シェアリング 

（３）市場の概念 組織的市場 自由市場 

  
まず企業の概念、つまり主権者は誰かという問題だが、ここでいう主権者とは、その企

業にとって基本的な重要性を持つ意思決定をする権利を持つ人、そしてその企業のあげる

経済的な成果の配分を優先的に受ける権利を持った人と定義すると、アメリカではカネと

いう資本をリスクを負いながら提供している株主を企業の主権者と考える。つまり株主主

権、「会社は株主の物」という考え方である。 
 一方日本では、経営者と従業員の両者を企業の主権者と考える。つまり、従業員主権、「会

社は働く人の物」という考え方である。従業員主権といっても、あくまで実質的主権者、

実質的所有者という意味で、法律上では日本も株主を会社の所有者としていて、株主にも

当然の権利がある。日本企業の従業員主権とは、従業員の主権がメインで、株主の主権は

サブ、という位置づけである。もちろん従業員すべてが実質的な主権者ではない。パート

で働く人や、派遣社員などは長期的にその企業にコミットしていないので、実質的な主権

者とはいえない。 
 ここで従業員主権の考え方が日本企業にどのように根を下ろしているかを見るために、

近の実証研究として稲上[2000]を参照したい。 
この中の調査で「企業経営のあるべき姿として、企業は株主の所有物であり、社員は生

産要素の一つにすぎない」という見方に対する経営者の賛否を聞いたところ、肯定的に答

えた経営者が一割に満たなかった。「会社の利害関係者は株主に限らない。したがってその

複数の意向を反映したものでなければならない。」という答えが九割を越したのである。 
 さらに伊丹[2000]は、資本提供の点から考えても日本の従業員には主権者たる権利がある

という重要な指摘をしている。つまり、これまでの日本で一般的であった年功的賃金体系

と退職金制度によって蓄えられた内部留保が、「見えざる出資」37として企業の投資に回さ

れているというのである。日本企業の平均的な自己資本構成は、株主拠出資本と内部留保

が 50：50 の割合であり、もしもこの内部留保の大部分が従業員による「見えざる出資」で

あるのであれば、これを提供した従業員は企業の所有権について株主と同等、さらに就労

によるコミットメントを考慮に入れれば株主よりも強い権利を有することになる。38

また、先も例に出したが、ライブドアによるニッポン放送の株式買収において、典型的

                                                  
37 「見えざる出資」の概念を初めて指摘したのは加護野・小林[1988]。 
38 原田・日野[2002]でも、これまでわが国企業の内部留保の大部分が企業の運転資金として用いられてき

たという実証結果が示されている。なお、これは内部留保の使途についての研究であって、その構成につ

いては言及されていないことに注意する必要がある。 
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な株主主権の考えを持つ堀江氏に対して、経営者も従業員も買収に反対したのは、彼らが

企業はそこで働く従業員のものであって株主のものではないという従業員主権の考えが根

付いていたからだと思われる。このようにさまざまな証拠が、従業員が暗黙のうちにせよ

日本企業の基本原理になっていることを示している。 
 
次にシェアリングの概念だが、典型的な資本主義企業では、市場情報と技術情報を持っ

た企業化が、企業の所有者であり、意思決定を行い、賃金などを市場価格で支払った後の

付加価値は自分がすべて占有する。つまり、情報、付加価値、意思決定の三つのシェアリ

ングは基本的に単一のパターンであり、一人に集中したパターンとなっている。これを典

型的な一元的シェアリングとする。一元的とは、三つの変数のシェアリングが基本的に相

似的であるという意味と、シェアリングが少数の人に集中しているという二つである。こ

れらはアメリカの企業で多く見られる。具体的にいえば、トップダウンの経営、中央集権

的な経営、大きな給料格差、現場における従業員と管理者の身分的ともいえる扱いの違い、

などである。 
しかし、日本企業では各々の変数のシェアリングの程度がより平等的であるという意味

で「分散」であるし、かつ三つのシェアリングの間がやや非相似的であるという意味でも

「分散」である。たとえば、情報のシェアリングの面でいえば、現場の従業員が企業の技

術をかなり担いあるいは技術の改良に貢献していることや、現場にも技術者が多く配属さ

れて現場の持つ技術のシェアが高くなっているのは、技術の組織内のシェアリングパター

ンの集中度が低いことの例である。欧米では、もっと技術者のシェアリングの比重が高く、

また現場の人々は技術の共有に参加する度合いが低い。さらに、技術ばかりでなく、より

一般的に、日本の企業では組織のさまざまな部署や階層の人々がいろいろな情報を共有し

ているといわれる。それも情報のシェアリングの分散のもう一つの例である。 
次に付加価値のシェアリングを見てみると、ランクによる給与格差や、ブルーカラーと

ホワイトカラーの給与格差が小さいことなどから、付加価値のシェアリングはアメリカよ

りも分散しているといえる。 
日本の経営がしばしばボトムアップといわれるのは、意思決定権限の実質的な委譲の度

合いが高いことのあらわれであり、それは権限のシェアリングパターンの平等度が高いこ

とを意味している。 
 

後に市場の概念だが、アメリカの市場は自由市場である。売り手と買い手が自由に取

引条件の交渉を多くの相手と行い、その中で も自分にとって有利な相手と取引をする。

もし条件が合わなければいつでも退出の自由があり、また参入の自由があるというもので

ある。したがって市場における企業数は多いほうがいいとされ、取引関係が固定化するの

は「自由を失う」という点から望ましくないと考える。 
一方日本では組織的市場とでも呼ぶべき市場の概念が存在する。それは同一の相手と長
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期的かつ継続的な取引関係を結んで、たがいに自己の利益の利己的 大化を目指すのでは

なく、共同利益の 大化を目指すものである。もちろん、日本企業のすべての取引が組織

的であるわけでなく、 終的には経済計算にもとづいて取引は決まるのだが、明らかに日

本企業には組織的な要素を積極的に取り込もうとする姿勢が見られる。その典型的な例は、

系列化された下請け企業と親会社の間の取引関係あるいは流通の系列化であるが、べつに

系列関係がなくても、日本企業はこの組織的市場が多く見られる。 
 

Ⅵ. 日本型非公開化についての考察と非公開化の提案 

市場モデルの考察と分析 

ここまでの準備に多くのスペースを費やしてしまったが、いよいよ本題の考察に入りた

い。それぞれの企業は上で述べたメリット・デメリットを総合的に勘案した上で非公開化

の判断を下すわけであるが、具体的にどのような企業が非公開化を実施するかについては、

それぞれの企業の企業特殊的な条件によるところが大きいと考えられ、全ての企業に当て

はまるような一般的な法則が存在するとは考えにくいし、そのようなものが存在するとし

ても、統計的手法などを用いてそれを明らかにすることはいまだ事例数の少ないわが国で

は難しい。39

そこで我々は、こうした意思決定が下される際には、企業の特性や経営理念はもちろん

として、それぞれの国ごとの資本市場の構造とそこから導かれる企業観が強く影響してい

るのではないかと考えた。つまり、企業ごとのメリット・デメリットの重み付けに対して、

その国特有の市場の基本構造がファクターのように作用するのではないかと考えたのであ

る。この概念を図式化すると、次ページの図のようになるであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
39 アメリカではこのような研究がいくつか存在する。上述のJensenによるフリーキャッシュフロー仮説は

その一つ。 
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図 6 意思決定過程の模式図 

市場の基本構造要因

企業特殊的な条件 

意思決定機会が発生

×

意思決定 

 
 
そこで、前章までのアメリカと日本の資本市場についての考察を踏まえて、それぞれの

国の市場基本構造を明らかにし、これらを比較してみることにする。次ページの二つの図

は、ファイナンス論の立脚するアメリカの資本市場の企業の構造と、前章での議論から構

成した従来の日本の資本市場における企業の構造をそれぞれ模式化し、さらにⅡ章であげ

られた株式上場のメリットとデメリットを各ステークホルダー別に整理したものである。

なお、株主の項目に株式の流動性という項目を追加してあるが、これは上場という行為の

意味から考えて明らかであろう。保有株式が上場することによって、株主はそれをいつで

も好きなときに処分できるようになり、これは大きな利便性の向上である。 
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大きな囲みの中が企業の内側を表しており、囲みの外側は企業の外部の世界を表現して

いる。各ステークホルダーの下の枠内には、上で述べたメリットとデメリットのうちその

主体に関係のあると思われるものを分類してあり、○はメリットを、△はメリットの項目

ではあるが実効性の度合いが強くないと思われるもの、▲はデメリットの項目の中で実効

性の強くないと思われるもの、☓はデメリットをそれぞれ表している。ステークホルダー

の枠を太線にしたものはその市場構造の中で特に強い力を持っていると思われるものを表

しており、また各ステークホルダーの間は矢印の関係によって結ばれていると仮定する。 
この関係図から直ちに予想できるのは、それぞれの資本市場においては力の強いステー

クホルダーにとってのメリット・デメリットが非公開化の判断に大きく作用するであろう

ということである。株主主権の考え方が徹底しているアメリカの市場では、株主にとって

のメリットがまず強力に働く。そして株主が経営者に対して実際に行使できる支配権を持

っているため、株主の発言力が大きく、経営者にとっての４つのデメリットを強化する影

響力を持っていると考えられる。アメリカの上場企業の経営者のミッションは株主価値の

大化が第一であるため、経営者はこれらのメリットとデメリットに比重を大きくかけた

上で、個々の企業ごとのメリット・デメリットを勘案して非公開化の意思決定を行うと考

えられる。 
注意すべきは、以上の分析はあくまでアメリカの上場企業についてのものであって必ず

しも一般的なアメリカの企業すべてを説明するものではないことである。上述のDeAngelo
らも主張しているとおり、アメリカにおいても従業員の役割を重視する考え方は存在して

おり40、実際に多くの企業がそうした理念に基づいて機能している。日本と異なる点は、投

資家に対する金銭的リターン以外の目標（社会貢献など）を重視している企業はそもそも

上場しない、もしくはデメリットが大きくなった時点で自主的に資本市場から退場する文

化が定着していることである。41

 
次に従来の日本の市場基本構造を見てみると、強い力を持っていると考えられるのは経

営者と従業員であり、さらにこの二者は前章で述べたような関係によって非常に強固な、

ある種の運命共同体のような関係にある。一方で株主は、安定化株主工作やサイレント化

の工作によって発言力をほとんど失っており、ほとんど社外の存在に押しやられてしまっ

                                                  
40 例えば上で挙げたSAS Institute Inc.はその一例として挙げられる。 
41 こうした企業の代表的なものとしてBOSEがある。「（BOSEは）企業と呼ぶよりは研究集団であり、限

られた分野における研究は世界有数の大企業のそれをも凌ぐほどの充実さといわれています。その秘密は、

創業以来今日まで株主への利益配当を一切行わず、利益はすべて研究開発にまわされているからです。」

（BOSE会社概要より） 
また、2004 年に新型自動車用サスペンションを発表した際の従業員へのインタビューでも 
”Neal Lackritz, one of only 100 Bose employees who knew of the project's existence before it was 

announced last year, said the effort would have been impossible at a company facing short-term profit 
pressures.  
"Dr. Bose would have been fired many times over it if were a publicly held company," Lackritz said.”と
の発言が見られる。  
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ている。そして企業の外部からメインバンクによるガバナンス圧力が働いているのがアメ

リカ型との違いである。42

また、知名度や信用力といったわが国独自の観点が加わっている一方で、持ち合いの普

及により株式資金調達はあまり行われておらず、株主からのガバナンス効果は有効に機能

していない。43 そして持ち合いにより買収リスクは小さく抑えられている。 
このような基本構造に基づいて、経営者・従業員の視点重視で上場のメリット・デメリ

ットを考えてみると、今までの日本の資本市場では株式上場が非常にローリスクかつメリ

ットの大きい行動であったかがわかる。これにより、これまでなぜ多くの日本企業が、上

場することのメリットよりもむしろ上場することそのものを目的として行動してきたのか、

という疑問が説明される。わが国において、株式による資金調達もなく、株主からのガバ

ナンスも受けていないのに上場している企業が多いという一見奇妙な現象も、このような

特殊な市場構造が存在していたことを仮定すれば、非常に合理的な行動の結果であるとい

うことがわかるであろう。 
 
 次にこれを踏まえて、近年の株主重視経営の高まりや買収行動の増加を勘案し、近い将

来にかけてのわが国の市場基本構造がどのように変化するか予想したものを表したのが次

ページの図である。 

                                                  
42 ただしこれについては、70 年代からメインバンクによるガバナンス機能がパフォーマンスに有意な影

響を与えてはいなかったという検証結果も存在する。堀内・花崎[2004]、宮島・青木[2002]ほか 
43 堀内・花崎[2004]など 
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 株主重視経営の普及の結果、株主が発言力を増加させ、企業内部に深くコミットするよ

うになる。これによってこれまで小さく抑えられていた IR コスト・リスクなどが存在感を

持つようになってくると考えられる。さらに持ち合い解消によって買収リスクが増加する

反面、資本市場からの資金調達はよりスムーズに行えるようになるであろう。また、今ま

で大きな役割を果たしてきたメインバンクの監視機能は弱まり、株主によるガバナンス効

果がこれを代替するようになると考えられる。信用力や従業員・経営者に対するモチベー

ション向上といった効果は若干薄まるであろうと予想されるものの、上で示したアンケー

ト結果のとおり、現在までのところ我々が予想した以上に意識の変化は小さいようである。

訴訟コストについてははっきりとした傾向を予想することは難しいが、アメリカの資本市

場で訴訟コストが大きな問題となっている原因には多分にアメリカの訴訟社会の影響があ

るのではないかと考えられる。わが国では今後数年の間に急激にアメリカ並みの訴訟社会

化が進むとは考えにくいため、影響は小さなものになると予想した。 
 総じて、近い将来のわが国の資本市場では、上場することのメリットも増加する代わり

にデメリットも無視できないほど大きくなることが予想される。これからの日本企業には、

以上のような市場基本構造をベースにした上で、おのおのの企業ごとの要素を加味し、戦

略的に資本市場への入退場を判断することが求められるようになるであろう。従業員の福

祉や、社会貢献など株主以外のステークホルダーに対する利益を重視する企業は、株式上

場に対して非常に慎重な意思決定を迫られることになると考えられる。 
 
 株式持合いについて 

 ここまでの考察で非公開化の合理性について検討してきたが、あくまで上場を維持しな

がら、そのメリットは享受したいがデメリットは回避したい、というような企業はどのよ

うな戦略をとるべきだろうか。いくつかの方法が考えられるであろう。 
たとえば、昨今わが国でもその導入の是非が議論されているような、各種の買収防衛策

を実装することはひとつの選択肢である。我々はさらに、わが国独特の安定株主化メカニ

ズムである株式持合いの有効性を指摘したい。 
 前章で述べたように、株式持合いは敵対的買収から企業を防衛し、株主からの過剰な圧

力をやわらげるためのわが国独自の工夫である。そしてこれまでの間、株式持合いが一定

の有効性を発揮してきたことは疑いようがない。さらに、持ち合い株式の時価評価が導入

されたことによって、持ち合い株式でもある程度のガバナンス機能が発揮される可能性が

ある。互いに独立した企業間で株式を持ち合っている場合、たとえ持ち合い株式といえど

もパフォーマンスが悪ければ結局株式は売却されてしまう。そのため持ち合い企業同士で

も業績向上へのインセンティブは働くと考えられるのである。そして、持ち合い関係にあ

る企業同士は少なくとも友好的な関係にあるはずであるから、敵対的買収からの防衛策と

しての機能は引き続き発揮できるであろう。このように、株式を持ち合っている企業は信
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頼関係を築いた株主と同様にみなせると考えられるのである。44

 しかしながら、買収防衛策や株式持合いは本来の資本市場の効率性をゆがめるものであ

り、また過剰に用いられれば市場に対する投資家からの信頼を損ない、資本主義システム

自体が機能しなくなってしまう危険をはらんでいることは注意すべきである。アメリカで

は上場企業の約半数が何らかの買収防衛策を実装しているといわれるが、実際にそれらが

発動された事例は極めて少ない。敵対的買収を受けることが本質的価値を著しく損なうよ

うな企業はそもそも上場すべきではなく、企業理念を理解した少数の投資家や銀行借り入

れを利用した発展を目指すべきである。また上場を維持する場合でも、企業はまず経営の

効率化・利益の株主への還元などによって株価を高めることを検討すべきであって、安易

に買収防衛策の導入や株式持合いを実施することがあってはならない。 
 上述のように、わが国でも株主主権の考え方は今後さらに広まっていくと考えられる。

その結果、安易な動機で株式持合いをし、一般の投資家をないがしろにするような企業の

株価に対しては、ある種の持ち合いディスカウントのような効果が生じることが予想でき

るであろう。株式持ち合いは有効な経営戦略の一つとして生き残ると思われるが、それは

従来のようなローリスクかつハイリターンな戦略として考えることは難しいであろう。上

場は継続したいがそのデメリットは回避したい、その方法として株式持合いを選択する企

業には、市場の審判に対して相応の覚悟が求められることになる。 
 

MEBO スキームの可能性 

 以上のような点を検討した結果、やはり非公開化を実施することが 適な戦略であると

判断した企業は、それではどのような方法を用いてこれを実行すべきであろうか。上述の

ように、アメリカでは主に LBO、MBO を用いる例が多く、またこれまでにわが国で非公

開化を実施した企業も、ほとんどがこのどちらかの方法を採用している。次ページの表は、

本稿の執筆時点で判明している戦略的非公開化の事例とその際用いた方法、さらに日経テ

レコン 21 での記事検索によって社長インタビューなど収集し、それぞれの企業の非公開化

の目的をまとめたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
44 実際に、近年にいたって新しく株式持合いを開始したり、強化したりする例が増加しているという報告

が見られる。上で取り上げたTBSの例も記憶に新しい。 
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表 5 わが国でこれまで戦略的非公開化を実施した企業 

年 企業名 手法 目的 

2000 マインマート LBO 経営の迅速化 

トーカロ（2003 に再上場） MBO 経営再建 

シーシーアイ MBO 上場コストの回避、経営の迅速化、

中長期的投資 

関西メンテナンス LBO 傘下への編入 

2001 

キリウ MBO 企業価値増大、傘下からの独立 

2002 ユーエイチティー MBO 経営再建 

ロキテクノ LBO 経営の迅速化 

小倉興産 MBO 中長期的投資、傘下からの独立 

キトー LBO 経営再建 

シンワ LBO 経営再建 

フードエックス・グローブ LBO 経営再建 

2003 

タンガロイ MEBO 傘下からの独立、経営の迅速化 

2004 ベルシステム 24 LBO 経営の迅速化 

ワールド MBO 経営の迅速化、中長期的投資、上場

コストの回避 

2005 

ポッカ MBO 経営再建 

2006 テクノエイト（予定） MBO 中長期的投資 

 
 しかし、これまでの考察で明らかなように、日本の企業慣行の大きな特徴は、年功序列

的な雇用システムによる従業員の企業への帰属意識・当事者意識の強さであり、また経営

者がアメリカ式の株主による選任ではなく、従業員の中から選ばれることによって、従業

員の間に密接な関係があることであろう。昨今はわが国でも株主重視型経営への移行が叫

ばれているが、この基本的な枠組み自体が急激に変化することは考えにくい。45 実質的に

は経営者と従業員が強い一体感と企業への帰属意識をもって経営に当たっていくというモ

デルが、少なくとも当面の間、続くと考えてよいであろう。また、上述のように日本企業

では年功賃金体系・退職金制度による賃金の積み立てという形で実質的に資本を提供して

きたことから、従業員にも正当な主権の与えられるような形の非公開化がより好ましいと

いうことが考えられる。 
 これらのことから、上場しているメリットが特に見当たらず、さらに企業特殊的なスキ

ルを持つ従業員が競争力の源泉であって買収リスクの影響が非常に大きいと考えられるよ

うな企業は、従業員持ち株会などを発展させる形のMEBO（Management-Employee 
                                                  
45 たとえば 2003 年の法改正以後も、わが国の上場企業の委員会等設置会社への移行はほとんど進んでい

ない。 
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Buyout）を検討するのが 適であると考えられる。46

 

Ⅶ.現実の動向 

 前章までで、わが国の資本市場の基本構造の考察とその非公開化判断に与える影響を考

察し、さらに我々の考える今後の日本の資本市場の構造と提案を述べた。 
 本来ならば我々の提示した予想に対して何らかの検証を加えてその妥当性を示す必要が

あるが、再三述べてきたように、わが国における戦略的非公開化の流れはわずか数年の歴

史しかなく、またこれまでに非公開化を実施した企業の数も極めて少ない。したがって統

計的な検証を行うことは不可能である。そこで、不十分であるのを承知の上で、これまで

わが国で非公開化を実施した例を観察し、Ⅳ章で述べたファイナンス論の考え方と、前章

の我々の考え方がそれぞれどの程度説得的であるかを見てみることにしたい。 
 
 我々のまとめた結果は表 5 に示されているとおりである。47 非公開化の目的を見ると

「経営の迅速化」をあげた企業が も多く、ついで「経営再建」が多い。「経営再建」の目

的に関しては、ほとんどの企業が数年後の再上場を目指しており、それまでの間株主から

の影響を受けずに再建作業に専念するという目的で非公開化を選んでいる。従って、「経営

の迅速化」「中長期的投資」とほぼ同じ目的であると考えてよいであろう。そのように読み

替えると、多くの企業が「株主からの圧力の増加」を原因として非公開化を実施している

ことが分かる。これはDeAngelo and DeAngeloの理論や、我々の予想したモデルが当ては

まることを示すといえるのではないだろうか。 
 また、我々のモデルによればわが国の企業では買収リスクファクターが二つの力の強い

ステークホルダー（経営者と従業員）に対して強く働くため、買収リスクの影響が非常に

大きくなることが予想できるが、これまで非公開化を果たした企業の中には買収リスクの

回避を挙げている企業はない。これにはデータの多くを社長インタビューによっているこ

となどが原因として考えられるが48、買収リスクがとくに強く働いているか、いないかの判

断は現時点では保留とせざるを得ない。 
 後に業種の分布を見てみると、溶接機器からIT、アパレル、食品と実にさまざまな分

野にわたっている。事例が少なすぎるためはっきりとした傾向を検出するのは不可能では

                                                  
46 実際に、2005 年 11 月に非公開化を果たしたワールドの寺井秀蔵社長のインタビューの中でも、「理想

はパートナー制。持ち株会を通じて、なるべく多くの社員に株を持ってもらいたいと考えている」との発

言がある。（出典：日本経済新聞 2005 年 7 月 26 日朝刊） 
47 個別のインタビュー内容には非常に興味深い意見が多数含まれており大いに参考になったが、著作権の

関係上、直接本論文上に引用することは避けた。これらは日本経済新聞に多く掲載されているので、興味

のある向きは是非バックナンバーを参照されたい。なお、日経テレコン 21 のサービスを利用して検索する

のが便利である。 
48 つまり（インタビューで語る理由）＝（本当の理由）の関係に疑問が残るということである。弱気に受

け取られる発言をしづらいであろうことは想像に難くない。 
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あるが、Jensenが約 20 年前にアメリカで見出したような業種の偏りはわが国では薄いので

はないかと思われる。49

Ⅷ.まとめ 

 以上、日本における戦略的非公開化の可能性についての考察を行った。戦後、わが国の

資本市場は世界的に見ても特殊といえる形で発展を遂げた。その中では株式会社という形

態が名目化され、経営者と従業員が企業の実質的な支配者となって株主の安定化・サイレ

ント化を行ってきたのである。このような市場においては、資本調達のための株式上場と

いう行為の本来の意味は薄れ、代わって知名度や従業員のモチベーション向上といったわ

が国独特のメリットが生まれた。また株主の安定化やサイレント化の工作の結果、デメリ

ットは非常に小さくなっていたのである。こうして、わが国では上場という行為が特殊な

意味を持つに至り、上場することそのものが企業の目的の一つとなる文化が長らく続くこ

とになった。そしてその結果、資本市場からとくに資金調達もしていなければ株主からの

ガバナンスも受けていない、それにもかかわらず上場しているという、資本主義の原則か

ら見て相当に奇妙な企業がわが国には多く存在することになったのである。また、我々の

多くも、この一見不可思議な現象をごく自然に受け入れ、上場企業であることを無条件的

に善とする価値観を維持してきた。そして、このような異常進化的な資本市場モデルでも、

結果的に戦後数十年間にわたって非常にうまく機能してきたため、その問題点が顕在化す

ることはなかったのである。 
 しかしながら、建前としての株主資本主義とわが国独自の人本主義との乖離は、やはり

大きな矛盾を内包するものであった。さらに資本主義のグローバル化に伴って、このよう

な建前と本音を使い分ける特殊な市場モデルを維持することは難しくなってきた。外資系

企業の進出や昨今の買収騒動、そして株主重視型経営への回帰が叫ばれるのを見てもわか

るように、わが国の市場モデルは今後、本来の資本主義の要素が強まっていくと考えられ

る。それがどの程度のものとなるかを予想するのは難しいが、一気にアメリカ型の市場モ

デルに移行してしまうことは考えにくいであろう。一般にステークホルダー型資本主義と

呼ばれるような、わが国特殊の要素を維持しつつ資本主義的な価値観を強めた市場モデル

が少なくとも今後数年間は機能するのではないだろうか。そしてそのような市場モデルの

中で、わが国の企業はただ漫然と上場を目指す・上場を維持するのではなく、そのメリッ

トとデメリットを厳しく比較して戦略的な判断を下すことが求められるであろう。我々の

予想する市場モデルによれば、わが国ではモチベーション・知名度・信用力の向上といっ

たメリットが強く働く一方で、買収リスクのデメリットが非常に強く働くと予想される。

このため、知名度も信用力もすでに製品市場で獲得しており、なおかつ人的資産が競争力

                                                  
49 米国でも 90 年代には 80 年代と業種の傾向が異なるという報告が見られる。90 年代以降はさまざまな

業種にほぼ偏りなく非公開化が発生しているとされる。わが国の非公開化の流れも、あるいは 初からこ

のフェーズに突入するのかもしれない。 
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の源泉であるというような企業のうちいくつかは、今後非公開化を実施することが 善の

判断となる可能性がある。我々の予想では、このような企業は相当数存在するのではない

かと思われる。 
 
 以上が本論文の総括である。今回の論文では、執筆時点においてわが国での事例が極め

て少ないことから、アメリカの市場における趨勢やファイナンス論の考え方を敷衍し、さ

らに日本独自の影響を加味した理論的なモデルとその分析を提示するにとどまった。幸運

にも我々の予測が的中し、非公開化がわが国でも一般的な戦略の一つとなった暁には、本

文中で示したような買収リスクの影響の大きさ、持ち合いディスカウントの有無、MEBO
の普及度などの測定によって我々の市場モデルの妥当性を検証することが可能になると思

われる。これらを今後に残した課題としておきたい。外れた場合は、嗤っていただきたい。 
 
 後に、本論文の作成に当たっては、わがゼミの指導教員である広田真一助教授、一期

生のゼミ生その他の方々に多大な協力をいただいた。この場を借りて深くお礼を申し上げ

る。 
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補論 

本論文の初稿を提出してから約半年がたった。この間にわが国でも企業買収行動の活発化、

さらにさる 6 月には実現すればわが国では 大規模のすかいらーくの非公開化計画がアナ

ウンスされるなど、非公開化をめぐる環境にもかなりの変化が起こったと思われるので、

我々の論文に整理をつける意味で補論を書くことにしよう。 
この全体の構成は第一部を潜在的な非公開化対象企業数の示唆、第二部をここ半年の間に

明らかになった、近い将来のわが国における市場環境についての考察とする。 
 
第一部 潜在的な非公開化対象企業数の示唆 

ここで前回の我々の研究では、わが国ではまだ非公開化の事例がほとんどないことに起因

する統計的処理の可能なデータの少なさ、そしてこれは非公開化という問題そのものの性

質に由来するものだが、判断基準が不明確であり客観的な評価の難しい点が大きな足かせ

となっていた。 
 

余談ではあるが、本論中でも示したように、米国では非公開化に伴う TOB の際はその買収

価格の正当性、非公開化という経営判断の正当性が厳しく問われており、これについて訴訟が起こる

ケースは少なくない。先日のすかいらーくの TOB の際も、その提示価格の妥当性について疑問が提示

されていた。今後わが国で非公開化を実行する際には、これまでのケースのように経営者の感覚的な

判断のみでは十分に説得することができず、ある程度定量的に会社の状況を分析して決断にいたった

プロセスを明らかにし、それを株主に対して説明する責任が重視されることになるだろう。 

 
残念ながら初稿提出から半年の経過した現在でも、この二点を十分に解消できるだけのデ

ータが利用可能であるとは言いがたい。そこで代替手段として、我が国の上場企業の中か

ら我々の考える非公開化しやすい条件を組み合わせてスクリーニングし、潜在的な非公開

化対象となりそうな企業の数を示すことにした。 
我々は四季報を利用してスクリーニングを行った。非公開化を行う可能性の高い企業の定

義として次の四つ（1 時価総額が中規模 2 ＰＢＲが 1.0 以下 3 直近一年間の流動性

が低い 4 特定少数株主比率が高い）を選択した。これらを指標として選んだ理由を以下

に詳述する。 
 
1 時価総額が中・小規模 

 ＭＢＯ・ＭＥＢＯを実施する際には、経営陣は投資銀行などを利用して一時的に買収資

金を調達する。その際に金額の多寡によって融資のし易さがことなることから、時価総額

が非公開化の likelihood を考える上で重要なファクターとなると考えた。どの水準を持っ

て機動的な資金調達が可能な金額とするかは議論の余地があるが、我々は一つの指標とし
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て時価総額 200 億円以下を設定した。過去に我が国で実施された非公開化案件を見ても、

ワールド、ポッカのような大型案件を除くとほとんどがこの水準以下に収まっている。 
 
2 ＰＢＲが 1.0 以下 

本論で述べたように、非公開化の判断は公開のデメリットがメリットを上回った際に行わ

れると考えられる。ＰＢＲが 1 を割っているということはその企業が株式市場から非常に

低い評価を受けているということを意味しており、新株発行による資金調達を難しくし、

買収リスクを高めることになる。そのためこうした企業は非公開化を行いやすいといえる

であろう。 
 
3 直近一年間の売買高が低い 

売買高が低いということは株式市場で投資家に注目されていないことを意味しており、公

開のメリットが小さいということになる。我々はこの指標として「直近一年間の売買高/流
動株数の年間平均」を用い、この値が１0％以下である企業をスクリーニングした。流動株

とは、全上場株式数のうち経営者などほとんど固定的な株主に帰属する分を除いたもので

あり、一般の投資家が取引する対象になっている株のことと考えて差し支えない。よく似

た指標として売買高を全上場株式数で除した「流動比率」があるが、我々の指標は固定株

主を除いている分、株式市場の投資家にとっての実情をよりよく表していると考えられる。

これが 10%以下ということは年間を通してほとんど当該株式が取引されていないと考えて

よいだろう。 
 
4 少数特定者持株比率が 60%以上 

これは全上場株式数の大部分が経営者などの固定株主に占められており、前項と同じく株

式を上場させていることの意義がほとんどないことを示すと考えられる。なお、市場によ

って異なるが、この比率が一定以上になると上場廃止規則に抵触する。例えば東証一部で

あればその比率は７５％以上とされている。 
 
これらの条件を全て兼ね備えた企業を、「我々の考える非公開化の潜在的対象」と定義し、

そのスクリーニング結果を以下に示す。 
 
2005 年末現在の上場全 3621 社（ジャスダック上場含む。）を母集団とし、①投資ファンド

に買収の支援を仰ぐのに適当なサイズ（20~200 億円）である、①売買の流動性が著しく低

い（売買回転率 10％以下）、市場における評価が低い（株価純資産倍率（ＰＢＲ）1 倍以下）、

一部の株主への持分の集中度が高い（少数特定株主比率 60％以上）という 4 つの条件で、

2005 年の数値についてスクリーニングした結果 153 社が当てはまった。 
なお、それぞれの指標についても単独でその数値を上下させて該当する企業数を調べたの
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で、その数値も合わせて以下の表に示す。 
時価総額 売買回転率 PBR 特定株主比率 

80 億≦1119 社 15%≧540 社 1≧932 社 50％≦2291 社 

200 億≦1962 社 10%≧367 社 0.75≧339 社 60％≦1591 社 

  5%≧156 社 0.5≧75 社 70％≦811 社 

太字で示した基準が我々の採用した基準であり、これらのすべてに該当した企業数が 153 社あった。 

 
 これら 153 社の上場先をみると、東証第二部上場の会社が 82 社と圧倒的に多く、続いて

ジャスダック上場の会社が 55 社となった。業種別にみると、卸売、非鉄金属、化学、食料

品、建設などが目立つ。これらの中から、近い将来非公開化を選択する企業が現れるので

はないかというのが我々の予想である。それでは次に、これらの企業を取り巻くわが国の

資本市場環境の変化について、初稿提出時からのアップデートを記載する。 
 
第二部 わが国の市場環境についての考察（アップデート） 

日米比較と日本版ＳＯＸ法 

 
１．アメリカでの状況 

アメリカにおいても、日本同様ニューヨーク証券取引所などに上場することは成功の象徴

である。それにも関わらず、未公開や非公開化を決断する企業は絶えない。これらの企業

は、日本の非公開を考える重要になってくると思われるので、考察した。 
  
米国の非公開企業 

Forbes 誌は、「America’s Largest Private Companies」という、米国における株式非公

開の売上高 10 億ドル以上の企業リストを作成している。同誌の 2005 年の集計によれば、

こうした非公開企業は 339 社を数え、その数は 2002 年：257 社 → 2003 年：281 社 → 

2004 年：305 社と増加傾向にある。 

これら 339 社の売上高合計は約 1 兆ドル、従業員数合計は約 4 百万人にのぼり、売上高

10 億ドル以上の大企業の 5 社に 1 社は非公開企業であるとも言え、非公開企業が米国経済

社会において相応のプレゼンスを有していることが窺える。 

 

米国の非公開とその背景 

ではなぜ、このように多くの企業が未公開・もしくは非公開化に至ったのだろうか。それ

には主に４つの理由があると考えられる。 

サーベンス・オクスリー法 

エンロン事件やワールドコム事件などの不正会計問題に対処するため制定されたもので、

2002 年に承認された。これにより、情報開示・内部統制・財務報告の徹底が経営者に課さ
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れることとなった。これに伴い、同法のコンプライアンス維持にかかるコストが生じてい

る。ある弁護士事務所が 2005 年に行ったアンケート調査 8によれば、売上高 10 億ドル未

満の中堅企業（回答企業数 93 社）の上場維持にかかる費用の平均は、2001 年 1.1 百万ド

ル（約 1.3 億円）、2002 年 1.9 百万ドル（約 2.3 億円）、2003 年 2.6 百万ドル（約 3.1 

億円）、2004 年 3.4 百万ドル（約 4.1 億円）と、同法施行年に大幅に増加した後も引き続

き上昇しており、上場維持費用に対する負担感の増加が窺える。（※１） 

 

（２）株式の低流動性 

米国では株価時価総額が 300 百万ドル未満の中堅以下の企業は、証券会社のアナリストの 

カバレッジ対象外となることが多いとされている。こうした企業は、孤児企業（orphan 

company）とも呼ばれ、ある法律事務所によれば、約 8,000 社存在するとも推計されている。 

こういった企業では資金調達が困難になるだけでなく、買収されるリスクを抱えることと

なり、非公開化を選択しやすくなるといえる。 

（※２） 

 

（３）長期的視野にたった経営。 

米国においては、日本よりも四半期ごとの決算報告などが経営に大きな影響を与えている

と言われている。しかし、それによって中長期的な戦略決定や研究開発ための経営資源を

確保できないという自体が起こるリスクを抱えている。結果、株主から解放され長期的選

択を行うといった形での非公開化が選択される。 

 

（４）ＰＥの拡大 

日本においても近年では増加しているが、米国においても有力な投資先として考えられて

いる。また、村上ファンドに見られるような、ある企業の株式を大量に取得した後、経営

陣に対して事業売却・リストラや退陣を厳しく要求するアクティビスト・ヘッジファンド

の動きが目立ってきており、彼らから逃れるために非公開化を検討する企業も出てきてい

る。（※３） 

 

２．日本の状況と日本版ＳＯＸ法 

日本における状況においては本論において述べたので、ここでは省略するが、補論で考察

した米国の非公開化の特徴はおおむね日本でも当てはまるのでないかと考えられる。 

その中で、もっとも米国の非公開化を推進したと考えられるのがＳＯＸ法である。これが

2008 年日本においても導入されることが決まっている。果たしてどのような影響を与える

ことになるのか、考えてみたい。 

 

日本版ＳＯＸ法 
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 米国と同じくポイントとなってくるのが、内部統制を公認会計士が検証する仕組みを検

討中の金融庁の動きで、2008 年 3 月期からの導入を見込んでいるという。これら法令に違

反した場合は何らかの処罰が科せられるとみられており、企業や経営者にとっては今年 4

月に全面施行となった個人情報保護法以上に大きなインパクトがあると思われる。すなわ

ち、アメリカ同様コンプライアンスを守るための費用が飛躍的に向上する可能性があるの

である。 

 

② 日本版ＳＯＸ法の影響 

 まず、導入のための準備が必要になる。日本オラクルによると、米国 SOX 法対応した企

業の多くは対応整備に平均 8～12 カ月以上の期間をかけたという。日本版 SOX 法が 2008 年

3 月期に導入されるとすると、企業は 2006 年 4 月にも日本版 SOX 法への準備を開始する必

要があることになる。この準備に加え、今後多くの費用がかかることになるとすれば、非

公開化にふみきる企業が増えることは想像に難くない。 

 米国同様、上場費用が負担となる中堅規模の企業は非公開化が一つの選択肢としてあら

われることになるだろう。 

 

１．8 Foley & Lardner LLP “The Cost of Being Public in the Era of Sarbanes-Oxley” 

(2005 年 6 月) 

２．Chief Executive Magazine 誌 “Opting Out” (2004 年 5 月) 

３．Business Week 誌 “Going Private” （2006 年 2 月 27 日） 

 

なお、ごく 近に公開されたニュースのうち、特に我々の議論に関係があると思われるも

のをいくつか紹介し、それに対する解釈を述べる。 

 
「サラリーマン、６割強が一定の評価・村上ファンドの活動 2006.6.5 日本経済新聞 

 日経産業新聞のメールマガジン読者アンケートでは、村上ファンドの投資活動が産業界に与えた影

響について、17.0％が「大いにプラス」と回答。「ややプラス」の 44.6％と合計すると 61.6％が一定の評

価を与えた。 

 

 企業の改革意欲に及ぼす影響については、41.8％が「進むがテンポは鈍る」と回答。「やや後退する」

「大きく後退する」を合わせ 55.6％が何らかの悪影響が出るとみており、大企業の経営者とは異なる見

方となった。」 

 
そして次に引用するのは同じ新聞に掲載されたもう一つの記事である。 
 
「村上ファンドの功罪、67％が否定的評価・経営者アンケート 2006.6.5 日本経済新聞 
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 インサイダー取引事件で逮捕された村上世彰容疑者が率いた「村上ファンド」の投資活動に対し、大

企業経営者の 67％が否定的な見方をしていることが日本経済新聞社の経営者緊急アンケートで分か

った。45％の経営者が法規制見直しが後手に回ったことがインサイダー取引の背景にあるとみており、

ファンドへの規制強化が必要という経営者も 32％いた。 

 

 5 日から 6 日にかけ主要企業に緊急調査し 79 社のトップから回答を得た。村上ファンドが産業界に与

えた影響を聞いたところ「ややマイナス」との回答が 57.5％と最も多く、「大いにマイナス」の 10.0％と合

わせると否定的な見方が 67.5％に達した。マイナス面としては「株式市場を動揺させた」「拝金主義を

助長」をあげる人が多かった。一方「ややプラス」という見方も 25.0％あり、理由としては「敵対的買収な

どへの問題意識を醸成させた」が目立った。」 

 
この二つの記事を見て分かるのは、我が国では買収ファンドによる企業買収は経営者に対

しては非常な脅威（これは定説どおりの結果といえる）とみなされているものの、そこで

働く従業員、おそらく若年を中心としてだと思われるが、に対しては、いわゆる日本的企

業観から予想されるのと裏腹にそれほど脅威と認識されていないということである。もし

これが統計的にも事実と示されるようであれば、本論で述べたモデルにも修正が必要とな

るであろう。勿論これらの記事は学術的な目的で集計された結果に基づくものではないし、

買収ファンドを評価した従業員の多くが「自分の会社が買収されるのでなければ」という

前提で解答していた可能性は考慮しなければならないだろう。 
 
 また、以下の記事は上述の日本版 SOX の施行に伴い増大するであろう上場コストを鑑み

て、非公開化するインセンティブとして強く働くかもしれないと予想されるニュースであ

る。 
 
「非上場企業の情報開示義務を一部免除へ・金融庁 2006.6.19 付 日本経済新聞 

 金融庁は非上場企業について、情報開示義務を一部免除する新ルールを導入する。企業の事務負

担に配慮し、外部の投資家が少ない場合は有価証券報告書を提出しなくてもいいようにする。来年夏

にもスタートする。日本経団連は上場企業についても開示の簡素化を求めており、同庁は産業界との

調整を急ぐ。 

 

 今月成立した金融商品取引法は、非上場であっても社債を発行している約 900 社について、上場企

業と同じように有価証券報告書の提出を義務づけている。金融庁はこれらのなかで投資家が少なく、

発行した社債などが広く流通していない場合に限って提出を免除する方針だ。」 

 

記事に述べられているように、外部投資家の少ない非上場企業に対して有価証券報告書な

どの提出義務が免除されることになる。この「外部投資家が少ない」という点はまさに我々
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が上述のスクリーニングで対象とした企業と合致しており、日本版 SOX が施行されたのち

にはこれらの企業が非公開化することによって得られる上場コストの解消は福音となるは

ずだ。これによってさらに非公開化の流れが加速されるのではないだろうか。 
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