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EO v3.0  コーオウンド・ビジネスとガンジーの目的 

 

英国コーオウンド・ビジネスのオピニオン・リーダーであるグレアム・ナッタル氏がガンジー生誕１５０周年を

記念するレクチャーで、今後のビジネスの目指すべき姿として、その強い推進力としてのコーオウンド・ビジネ

スのあり方を述べました。各国のコーオウンド・ビジネス協会が彼のメッセージに協賛しており、当協会も同氏

の要請を受け、よろこんで協賛させていただきました。 

以下に同氏のレクチャーをご紹介いたします。 

 

英国 Employee Ownership Association、ウェールズ Employee Ownership Wales、スコットランド Scotland for 

Employee Ownership、アイルランド Irish ProShare Association、オーストラリア Employee Ownership Australia およ

び当協会、一般社団法人従業員所有事業協会（Japan Employee Ownership Association）は、全てのコーオウンド会社

が、会社の成功に至る過程の重要な要素として、社会と環境に対する総合的でポジティブな貢献を行うこと、そして

のの貢献活動を強い力をもって推進することを応援します。 

 

 

グレアム・ナッタル OBE（大英帝国勲章受章者）（Graeme Nuttall OBE） 

英国弁護士・税理士 

Fieldfisherパートナー 

英国財務省従業員所有事業（コーオウンド・ビジネス Employee ownership）諮問委員会メンバー（HM 

Treasury Employee Ownership Advisory Group） 

英国政府のコーオウンド・ビジネスに関する多くの法制化や助言に関わった後、包括的なコーオウンド・ビ

ジネスの税制優遇措置である Employee Ownership Trust 制度（2104 年）制定の中心人物として活躍。政府

からの依頼を受けて発表した Nuttall Review of Employee Ownership がこの法制化を強力に進めた。 

 

 

ガンジー財団（the Ghandi Foundation） 

マハトマ・ガンジー（Mohandas K. Gandhi: 1869-1948）の生涯と仕事に関する知見と理解を敷衍するため

に設立。 

ガンジーの洞察と行動は現代社会にとっても重要である事を訴求する事を中心目的とする。 

・非暴力：戦争や暴力からの転換 

・平等主義の経済：自律、協力、信託（trusteeship）の強調 

・シンプルなライフスタイル：終わりなき所有への貪欲や表層的な経験を回避。 

この姿勢は地球の資源とエコロジーを守るのに必須。 

・グラスルーツ（草の根）の民主主義：非中央集権的、人間のスケールで、全ての人が包括的に参画。 

・寛容と多元的共存：ガンジーは、異なる宗教や哲学は真実の部分を表現するが、真実のすべてを表すので   

 はないと見ていた。 

・動物への尊敬：動物虐待の停止 

 



 

 

＜ナッタル氏演説概要＞ 

・ガンジーは資本主義でも共産主義でもなく、トラスト主義（＊）を訴えていた。 

（＊グラスルーツの民主主義と自律、協力をベースにしたトラスト（信託）型の社会組織運営） 

 

・コロナ禍に世界が見舞われ、企業のあるべき姿が大きく見直されている。 

 

・企業という存在は、単なる利益創出装置ではなく、より大きな目的達成のための機能を備えている。 

 企業はより広範なコーポレート・パーパス（事業目的）を持ちうるし、そうすべき。 

 

・国内的にも国際的にも、社会問題や環境問題に取り組む行動が、企業の CSR 活動、ESG（環境、社会、ガバナ

ンス）基準、「利益よりパーパス（目的）」という考え方などを巻き起こしつつ、多層的に行われるようになった。 

大企業による株主第一主義からの離脱宣言も多く見られるようになった。 

 

・ガンジーが私たちに示唆してくれているのは、企業の目的を拡げたコーオウンド・ビジネスの新しい定義だ。

コーオウンド会社は「良いコーポレート・シチズンシップ（企業市民）」と同義に位置付けられるようになる。 

 

・企業において必要な鍵となる事項は以下の通り。 

－広範なコーポレート・パーパス（企業の目的）はどの程度まで事業遂行に統合すべきか 

－統合するのであれば、株主利益に対しての優先順位付けはどうすべきか 

－広範なコーポレート・パーパスにどの程度までの強制力を持たせるべきか 

－そして、どのような変化が必要かを特定したうえで、実質的なポジティブ・チェンジ（課題解決のための 

変化・変更）をどうやって実現するかが重要である。 

 

・私の提案は、コーオウンド会社が社会と環境にポジティブ・チェンジをもたらすように、事業オペレーション

そのものを変える、という事だ。 

これは、ＥＳＧ関連法令に準拠するというレベルを超越して、社会問題と環境問題を回避、軽減、解決すべくイ

ノベーションを起こす、という事である。 

 

・なぜこの新定義はコーオウンド・ビジネス・セクターにしっくりと適合するのか？ 

コーオウンド会社は既に、良きコーポレート・シチズン（企業市民）への道程を進んでいる。 

コーオウンド会社はよいガバナンスとアカウンタビリティ（説明責任）のシステムを備えており、それに 

より広範なコーポレート・パーパスを充足する事を確実にしている。 

特に、コーオウンド・ビジネスはこれらのパーパスを充足するのに必須な条件である、会社所有の安定性

を備えている。私たちは社会課題と環境問題に取り組むためにみんなの知恵を終結する必要があるが、コ

ーオウンド・ビジネス以上にその力を発揮するモデルはない。 

 

・ガンジーは彼のトラスト主義理論において次のように述べている。「（トラスト主義は）変化をもたらすべきも

のであり、それは何かを覆い隠すようなものであってはならない。この理論は他のすべての理論（からの批判）

を凌駕すると信じる。それは哲学や宗教をも乗り越える仕組みを持っている。」 

 



・社会と環境の関係において、ポジティブな転換が必要である。 

これらの根本的な転換をなすのに、コーオウンド・ビジネスの従業員オーナーたちのソリューションの発見と実

行に向けるエネルギーほど、ダイナミックに実践できるものはないだろう。 

コーオウンド・ビジネス・セクターは、広範なコーポレート・パーパスがコーオウンド・ビジネスをかたちづく

る重要な要素であることを大切にすることで、良きコーポレート・シチズンシップのサンプルとなる事ができる。 

 

 

 

＜抜粋翻訳＞ 

（翻訳者：従業員所有事業協会 代表理事 細川あつし） 

 

序論 

 

新型コロナ・ウィルス・パンデミックは、企業の目的に強いスポットライトを浴びせることとなった。通常のビ

ジネス遂行に対する前例のない阻害が起こったことにより、企業は利益創出装置をはるかに超える存在だという

事を私たちに見せつけた。財務的な困難のもとでも企業は従業員を支え続けるべく奔走した。 

 

企業はまた、それらがコミュニティを支える柱であることも示した。生活に必須の財やサービスを提供し続け、

従業員が様々な方法でコミュニティ支援を行えるようにした。急遽（リモート・ワークなどの）新たな労働環境

に順応する事で、環境問題に対する取り組みへのひとつの道筋を示してくれた。 

 

 

真実 

 

ガンジーの初めての公衆に向けてのスピーチが「ビジネスにおける真実の観察」についてだったが、これは彼に

とって「真実」がいかに重要だったのかを象徴している。 

ガンジーが唱えたトラスト主義（＊）にはこの「真実」へのこだわりが息づいている。彼のトラスト主義につい

ての内観は、コロナ危機によって企業が内包していた脆弱性が露見したこの経済危機の中で、企業の今後の姿を

考える際、そしてコーオウンド・ビジネスの今後を考える際に、私たちを勇気づけてくれ、啓示を与えてくれる。 

（＊グラスルーツの民主主義と自律、協力をベースにしたトラスト（信託）型の社会組織運営） 

 

ガンジーは資本主義に対しても共産主義に対しても批判的だった。彼は一般の事業会社のより良い経営方法を唱

えた最初の人物ではなかったが、コーオウンド・ビジネスになじみのある人たちは、マハトマ・ガンジーと彼の

トラスト主義から学ぶところが多いという私の考えに同意してくれるだろう。 

 

 

コーオウンド・ビジネス 

 

コーオウンド・ビジネスは、試行を経て証明された有効なビジネス・モデルである。 

英国のコーオウンド会社トップ 50 社の 2020 年 5 月の年商合計は 201 億ポンド（約 3 兆円＊）、前年比 4.3％増

加した。この時点で 50 社は 17 万 8 千人の従業員をかかえ、営業利益は前年比 5％の増加だった。この 50 社の

中には最大の会社であるジョン・ルイス・パートナーシップ（＊＊）が含まれる。 



一方、非常に多くの中小・中堅企業がコーオウンド化を果たしている。英国では 2020 年ＥＯデー（コーオウン

ド・ビジネス記念日）に、コーオウンド・ビジネスの史上最大の伸び幅を祝福した。2020 年 6 月までの 1 年間

で新たに 100 社のコーオウンド会社が誕生した。これらにはあらゆる規模の、そして様々な業種の会社が含まれ

る。コーオウンド・ビジネスの有効性の証左だ。パイオニア的な実験段階は既に過去のものだと言える。 

 

（＊三菱UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ2020年平均TTS：141.08http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/year_average.php） 

（＊＊英国最大級の小売チェーン。百貨店のジョン・ルイスと高質食品スーパーのウェイトローズを擁する。

100％コーオウンド。） 

 

 

EO v3.0 

コーオウンド・ビジネス・バージョン 3.0 

 

ガンジーが私たちに示唆してくれているのは、企業の目的を拡げたコーオウンド・ビジネスの新しい定義だ。コ

ーオウンド会社は「良いコーポレート・シチズンシップ（企業市民）」と同義に位置付けられるようになる。 

 

会社の株が少数の経営陣によって所有されているのはコーオウンドとは言わない。また、全従業員が会社のわず

かな株を所有している状態でもコーオウンド状態を創出できるものではない。従業員は各自が、そしてグループ

として、会社の経営に対する意見を言えるようにすべきだし、また、利益を分配することも必要である。 

さらに今後は、株主と従業員への貢献に加えて、会社が地域及び世界の社会と環境に貢献するのでなければコー

オウンドではないと定義してはいかがだろうか。 

 

 

途上にある仕事 

 

この（コーオウンド・ビジネスの社会性についての）定義化はナッタル・リビュー（＊）での提案するゴールに

対しては未だ途上にある。この中で私はコーオウンド会社は明解なコーポレート・ミッション（企業の使命）を

掲げるべきであり、また、給与格差の制限を設けるべきだと提案した。この報告書を作成する過程で私はコーオ

ウンド会社を調査し、多くのコーオウンド会社がパワフルなミッション・ステートメントを持ち、何社かは上級

経営職の給与が従業員の平均給与に対してリーズナブルな金額差に制限されるよう成文化した規則を設けてい

ることを確認して、感銘を受けた。 

 

（＊Nuttall review of Employee ownership：英国ビジネス・イノベーション・技能省の依頼によるコーオウンド・

ビジネスに関するグレアム・ナッタルによる報告書。コーオウンド会社が直面する法的阻害要因を解説し、改善

策を提案。コーオウンド・ビジネスを普及させるための方策を政府に提案。 

https://www.gov.uk/government/publications/nuttall-review-of-employee-ownership） 

 

ガンジーのトラスト主義の試案を見ると： 

・「最低限の生活を営める適切な賃金」と「社会の中ですべての人に許される所得の最大額」を定め、 

・「生産のあり方は、人の気まぐれや貪欲によってではなく、社会の必用によって規定される」 

とあり、少々奇異に見える。 

しかし、私が 2012 年にコーオウンド会社の事例のひとつとしてスコット・バーダー・コモンウェルス（＊）を

http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/year_average.php
https://www.gov.uk/government/publications/nuttall-review-of-employee-ownership


見た時に、ガンジーの考えは驚くに値しないものだと感じた。同社はアーネスト・バーダーによって、まさにガ

ンジーのトラスト主義を実現すべく設立された。実際インドではガンジーのトラスト主義の原則をいかに実践す

るかを語る際に、しばしば同社が取り上げられる。 

 

（＊Scott Bader Commonwealth：英国の化学会社。独特の構造を持つ 100％コーオウンド会社） 

 

 

変化の時 

 

2012 年のナッタル・リビュー以来何が変わったのか？これは答えやすい。コーオウンド・ビジネス・バージョン

３の新しい定義が私たちが暮らす現在にフィットするようになった。不平等の是正、サステナビリティ、そして

気候変動に取り組むべき、ということだ。 

 

多くの事が迅速に変わってきた。 

国内的にも国際的にも、社会問題や環境問題に取り組む行動が、企業の CSR 活動、ESG（環境、社会、ガバナン

ス）基準、「利益よりパーパス（目的）」という考え方などを巻き起こしつつ、多層的に行われるようになった。 

大企業による株主第一主義からの離脱宣言も多く見られるようになった。 

 

社会と環境に対してポジティブ・インパクトを及ぼす企業の活動が、私たちにとって何を意味するのかを、以下

に述べたいと思う。 

 

 

世界的な取り組み 

 

世界的な取り組みとしては、国連全加盟国で採択された 2030 年持続可能な開発計画があり、貧困の撲滅、飢餓

の撲滅、健康と幸福（ウェルビーイング）の増進を掲げる 17 の目標、SDGｓがその中心に位置づけられている。 

 

もう一つの例としては、国連は投資の意思決定にＥＳＧを統合する責任投資原則（PRI: Principles for Responsible 

Investment）を支持している。 

環境関連では、ＰＲＩは気候変動、水問題、土地のサステナブルな活用、メタンガス問題、廃棄プラスチック問

題に焦点を当てている。ＰＲＩが取り上げる社会課題は人権、労働基準、従業員関係、地域紛争などである。ガ

バナンス問題では税回避問題、役員報酬、汚職、取締役指名基準、サイバー・セキュリティが取り上げられてい

る。 

 

 

カギとなる課題 

 

企業において必要な鍵となる事項は以下の通り。 

・広範なコーポレート・パーパス（企業の目的）はどの程度まで事業遂行に統合すべきか 

・統合するのであれば、株主利益に対しての優先順位付けはどうすべきか 

・広範なコーポレート・パーパスにどの程度までの強制力を持たせるべきか 

そして、どのような変化が必要かを特定したうえで、実質的なポジティブ・チェンジ（課題解決のための変化・



変更）をどうやって実現するかが重要である。 

 

 

広範なコーポレート・パーパスの事業への統合 

 

私が提案するコーオウンド・ビジネスの新定義はこれらの鍵となる課題にどのようにフィットするのか？ 

私は広範なコーポレート・パーパスは、ビジネスがどのように遂行されるかの指針そのものだと考える。 

事業遂行の過程で散発的に行われる慈善寄付などはその埒外だ。もちろん、ＣＳＲを利益増大のためのマーケテ

ィング・ツールとして使うことも。 

 

私の提案は、コーオウンド会社が社会と環境にポジティブ・チェンジをもたらすように、事業オペレーションそ

のものを変える、という事だ。 

これは、ＥＳＧ関連法令に準拠するというレベルを超越して、社会問題と環境問題を回避、軽減、解決すべくイ

ノベーションを起こす、という事である。 

 

 

斬新と急進 

 

私のコーオウンド・ビジネスの新定義提案はどれほど斬新的なのか、ラジカルなのか？ 

企業に良き市民であれということは、もちろん目新しいものではない。しかしこれはガンジーのトラスト主義を

部分的に体現している。 

コーオウンド・ビジネスにおいて、これはラジカルな変化ではない。既にリバーフォード・オーガニックス社や

パラダイム・ノートン社は Certified B Corporation（＊）の認定を受けている。 

 

（＊パーパスと利益をバランスさせるための活動を宣言し実践する会社に付与される認定。米国のNGO・B Lab

が運営） 

これらの会社は定款に、株主だけでなく、社会と環境にポジティブな寄与を行う事を義務として掲げている。 

Certified B Corporationのコミュニティの成功は、コーオウンド・ビジネスも社会と環境への総合的な貢献を行

うべきという私の提案を後押ししてくれている。 

 

2018 年のオーナーシップ配当レポートによると、コーオウンド会社の過半数が地元コミュニティに対し、雇用

創出の面で貢献しているだけでなく、直接の貢献活動をしている。 

もし今の時点で「（コーオウンド会社の）オーナーシップ効果」調査を行ったとしたら、これらの会社がさらに広

範に社会と環境に対してのポジティブ・インパクトを実践しているに違いない。 

 

 

最初の段階 

 

ガンジーは私をして、この包括的な考えを提案するように勇気づけてくれた。彼はまた私に実践的であるよう求

めたであろうことは間違いない。彼はまた、一度に１ステップを踏むことで充分だと言ってくれるだろう。 

 

私は全てのコーオウンド会社が Certified B Corporation になるべきであるとか、スコット・バーダー社のように



詳細な規約（およびそのユニークなコーオウンド構造）を制定すべきだと、言うつもりはない。 

ミッション・ステートメントやそれに類する書面に、社会と環境に対する貢献を会社のコミットメントとして記

し、会社のビジネス環境にスムーズに適合させてもらいたい。この広範な企業目標（corporate aim）は簡潔に記

してあればいいだろう。 

たとえば Useful Simple Trust 社は、エンジニアリング、デザイン、設計、コミュニケーションのサービスを提供

する会社の集合体である。彼らの目標は「美しくて良い、そしてシンプルで有効な成果物を提供することで人間

の環境を改善する」というものである。 

 

 

安心 

 

なぜこの新定義はコーオウンド・ビジネス・セクターにしっくりと適合するのか？ 

・コーオウンド会社は既に、良きコーポレート・シチズン（企業市民）への道程を進んでいる。 

・コーオウンド会社はよいガバナンスとアカウンタビリティ（説明責任）のシステムを備えており、それにより

広範なコーポレート・パーパスを充足する事を確実にしている。 

・特に、コーオウンド・ビジネスはこれらのパーパスを充足するのに必須な条件である、会社所有の安定性を備

えている。私たちは社会課題と環境問題に取り組むためにみんなの知恵を終結する必要があるが、コーオウンド・

ビジネス以上にその力を発揮するモデルはない。 

 

 

ただのビジネス・モデルには収まらない 

 

この新定義は技術的な変更に見えるかも知れない。しかしこれはより大きな（社会の）必要性に資するものであ

り、コーオウンド・ビジネスが単なるビジネス・モデルを超えるものであると認識されるべきものである。 

 

コーオウンド・ビジネスは「－イズム」であるべきと考える。良きコーポレート・シチズンシップと同義の、独

特な信条を体現するシステムである。 

私は人びとがコーオウンド・ビジネスを信頼すると語ってほしいと思うし、その信念を与えてくれたのがモハン

ダス・カラムチャンド・ガンジー（Mohandas Karamchand Gandhi）である。 

 

ガンジーは彼のトラスト主義理論において次のように述べている。「（トラスト主義は）変化をもたらすべきもの

であり、それは何かを覆い隠すようなものであってはならない。この理論は他のすべての理論（からの批判）を

凌駕すると信じる。それは哲学や宗教をも乗り越える仕組みを持っている。」 

私はコーオウンド・ビジネスについて、そこまで（大胆に）宣言する事は控えたいが、しかし同様の目的に向か

う者としてもっと大志を抱くべきと、ガンジーは私たちを勇気づけてくれる。 

 

社会と環境の関係において、ポジティブな転換が必要である。 

これらの根本的な転換をなすのに、コーオウンド・ビジネスの従業員オーナーたちのソリューションの発見と実

行に向けるエネルギーほど、ダイナミックに実践できるものはないだろう。 

コーオウンド・ビジネス・セクターは、広範なコーポレート・パーパスがコーオウンド・ビジネスをかたちづく

る重要な要素であることを大切にすることで、良きコーポレート・シチズンシップのサンプルとなる事ができる。 

 



 

総括 

私は全てのコーオウンド会社が、会社の成功への道筋のひとつとして、社会と環境にポジティブな貢献をするよ

うになってほしい、そしてこのコミットメントが事業そのものに対して強く適合するようになってほしいと願う。 

これが、良きコーポレート・シチズンシップと同義となる、コーオウンド・ビジネスの新定義への道程である。 

このことが、広範なコーポレート・パーパスを導入すべきその他のビジネスへの強いメッセージを発信する事に

なる。 
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