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第一章 背景・研究の狙い 
（１）背景 
企業の不祥事の「多様化」「巨大化」「連鎖」により、「CSR（Corporate Social 

Responsibility）＝企業の社会的責任」について社会の関心が高まってきている。 
不祥事は、あらゆる企業に発生する可能性があり、現代はまさに企業の存在意義が根底

から問われる時代である。別の表現をすれば、企業経営を健全な形で継続するには、これ

まで以上の努力が必要になってきている。この企業の不断の努力を表すキーワードが「CSR
（企業の社会的責任）」である。 
 
（２）研究の狙い 
企業の経済活動が国境を越えて急速にボーダレス化し拡大していくなか、地球温暖化に

象徴される環境問題の深刻化、天然資源の枯渇、南北格差の拡大、そして、コミュニティ

や社会的つながりの衰退など、経済優先の社会システムがもたらすさまざまな矛盾が顕在

化している。 
このような社会の中で、企業に求められる利益至上主義経営を超えて、経済的利益の追

求と社会の持続可能性を調和させうる経営の在り方について考える。 
 
第二章 いま、なぜ CSR なのか 
 この章では、現在までに行われてきた CSRの状況について説明する。 
（１）なぜ企業の不祥事が続発するのか 
 バブル経済崩壊の時代を「失われた１０年」というが、１０年を区切りで過去を振り返

ると、産業界に非常に大きな事件や不祥事が連続して起きている。 
企業の不祥事は１９６０年代後半の公害問題から後が絶たないが、近年の不祥事には次

の３つの傾向がある。「多様化」「巨大化」「連鎖」である。 
 「多様化」とは、企業を取り巻く環境の大きな変化にある。雇用形態の変化による「技

術継承の断絶」に起因する製造現場での事故とか、IT 化の進展による機密情報の漏えいや
不正アクセスなどがその代表例である。 
 「巨大化」とは、企業の不祥事がもたらす影響が、企業のリスク許容量を超え、企業の

存在そのものを危うくするケースである。その結果、企業破綻に結ぶつく例もある。 
 アウトソーシングやサプライチェーンマネジメントを進めた結果、管理する領域が社外

の多数の協力会社にまで広がっている企業が少なくない。こうなると、「管理の抜け穴」が

発生しがちで、協力会社やグループ会社での不祥事を抑制することが難しくなる。そして、

協力会社の不祥事が自社の不祥事として世間の注目を浴びてしまうのがリスクの「連鎖」

である。 
 また、消費者意識の高まりもあり、近年の不祥事は、企業の評判（レピュテーション）

に与える打撃は大きくなっている点にも大きな特徴がある。 
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（２）近江商人の哲学が CSRにつながる 
CSR は、最近生まれた概念ではない。企業が社会的な責任を果たしていこうという考え
は国の内外を問わず、古くから存在していた。たとえば欧州では、産業革命以降の産業界

の発展過程で、経営者が社会の構築・発展のための財政支援をしたことに原点があると言

われている。 
日本では、『近江商人』の商売に対する基本理念に、CSRの考え方をかいまみることがで
きる。江戸時代に活躍した近江商人は、現在の滋賀県にあたる近江を本拠地としていた彼

らは、地方の原材料と上方の商品の売買を行っていた。近江以外の全国各地で行商するな

か、行商先の人々と信頼関係を築いていく必要性から、「売り手よし、買い手よし、世間よ

し」の「三方よし」（後述）の理念を築いた。 
この考え方を現代に置き換えると「売り手」とは企業自身であり、「買い手」は「顧客・

消費者・取引先」ということになる。そして「世間」は、まさに「社会そのもの」を表し

ているといえる。つまり商売とは、自分だけが利益を得るのではなく、お客様にも、社会

（世間）にも利益をもたらす必要があるという考え方である。 
別の言い方をすれば、世間やお客様の利益を考えなければ、自分が利益を獲得し続ける

ことは難しいということである。 
 
【三方よし】 
 近江商人は、縁もゆかりもない他国での行商が基本であり、商売を成り立たせるために

は、その土地その土地で信頼を獲得することが何より大切であった。そのための心得とし

て説かれたのが、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」である。取引は、当

事者だけでなく、世間の為にもなるものでなければならないことを強調した「三方よし」

の原典は、宝暦 4（1754）年の中村治兵衛宗岸の書き置きにあると言われている。 

 
図１ 三方よし 「図解 よくわかる CSR」より 
 
（３）投資基準が「社会的責任」にシフトしてきた 

CSRを考える上で、欠かせないキーワードが SRI（社会的責任投資）である。SRIとは、
「企業への株式投資の際に、財務的分析に加えて、企業の環境対策や社会的活動などの評

世間よし 

売り手よし 買い手よし 

三方よし 
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価、つまり企業の社会的責任の評価を加味して投資先企業を決定する投資法」と定義され

る。この SRI の運用額が全世界で３００兆円を超えている。また、日本の株式市場におけ
る外国人の株式保有率は年々上昇を続けている。 

SRIに限らず、年金ファンドなどの海外の各ファンドは、日本の機関投資家と違い、「モ
ノ言う投資家」である。投資対象となった企業の経営陣はこういったファンドからの突き

上げにいかに対処するかが大きな経営課題となっている。また SRI やその関連機関は投資
対象先を選定する際に、企業に対して CSRの取組み状況を確認するアンケートを送るケー
スが多い。この数限りなく送られてくるアンケートへの対応も企業を悩ませている。 
わが国の SRIファンドの動きに注目すると、海外ファンドとの差が歴然と現われてくる。

海外 SRI ファンドの違いの一点目は、投資先の選定基準の違いである。日本における SRI
ファンドは、圧倒的にエコファンドが多い。つまり環境に優しい企業に投資する傾向が強

い。最近になってようやく CSRを切り口にしたファンドが増え始めている。一方、海外の
ファンドは、環境重視はもちろんだが、「人権保護」「労働者保護」、さらには「アルコール」

「ギャンブル・娯楽」「たばこ」などに加担していない企業を対象先にするなど、選定基準

が多彩である。さらにはイスラムファンドのように、宗教の教義を選定基準にする場合も

ある。 
二点目の違いは運用額の違いである。日本のファンドの運用額は驚くほど小さい。20 本

以上ある日本のすべての SRIファンドを集めても数千億規模がやっとである。 
 
第三章 CSR の具体的な取組み 

 この章では、ステークホルダーと CSRの関係について説明し、共通のテーマと個別テー
マに分け、具体的な取り組みについてみていく。 
（１）ステークホルダーと CSRの関係 
 CSRに取り組む企業は、まずステークホルダー（利害関係者）を特定すべきである。 
 ステークホルダーとして、まず思いつくのが株主と顧客である。そのほかにも、従業員、

従業員の家族、仕入先・協力会社、労働組合、地域住民、NPO／NGOなど様々である。当
然、ステークホルダーは企業によって異なり重要度や優先順位も変わる。 
 「ステークホルダー満足を高める」ためには、企業は何をすればよいのだろうか。株主

に高い配当を、顧客には高品質の商品やサービスを安価に提供すれば満足が得られるだろ

うか。必ずしもそれで十分とはいえない。なぜなら、ステークホルダーのニーズが多様化

してきているからである。 
 たとえば、欧米では、価格や品質に差がなければ、環境に優しい商品を買おうという消

費者（グリーンコンシューマー）環境に優しい企業に投資しようとする投資家が多数存在

する。そうした人々は増える一方である。近年、日本でも同様の傾向が見られるようにな

ってきている。こうして消費者や投資家は、環境に配慮しない企業を社会の持続的発展に

貢献しない企業と判断し、そうして企業の商品を買わない、投資しないといった行動に出
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る。 
 企業は、多様化するニーズを正確に把握しなければ、ステークホルダー満足度を高める

ことはできない。 
 そのためには、①まず企業を取り巻くステークホルダーを洗い出す、②次に、ステーク

ホルダーのニーズを把握する、③そして、満足度を高めるステークホルダーの優先順位を

つける、④最後に、具体的に取り組む。このような活動を継続し、最終的には全てのステ

ークホルダーに満足していただく。これが成功するための CSRである。 

 
（２）CSRで推進すべきテーマ 
 ステークホルダーを特定したら、CSRで推進すべきテーマを明確にできる。 
 コンプライアンスやリスクなど、多くのステークホルダーの関心が高く、部門を超え全

社として取り扱うべきテーマを「共通テーマ」として設定する。 
一方、雇用・人権のように対象となるステークホルダーが絞られ、各部門が中心となっ

て取り組むべきテーマを「個別テーマ」として設定する。 
CSR のテーマを洗い出すと、次の 12 種類が挙げられる（白潟敏郎 青木茂雄 北島隆次 
著 2005年より）。 
〈共通テーマ〉 
◆ コンプライアンス：法令を遵守し、倫理的な行動を促すための取組み 
◆ 環境：環境負担低減活動など、環境保全に向けた取組み 
◆ コーポレート・カバナンス：企業統治のための取組み 
◆ リスク：リスク対策に対する取組み 
◆ 情報開示：情報開示の取組み 

企業 
（社会的責任） 

株主/投資家 
地域住民 

顧客 

従業員 

労働組合 
仕入先・協力会社 

業界団体 

マスメディア 

NPO/NGO 

規制当局 

図２ ステークホルダー 「図解 よくわかる CSR」より 

・様々なステークホルダーは多種多様のニーズを持っている 
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〈個別テーマ〉 
◆ 品質・製品安全：安全で顧客のニーズにマッチした製品・サービスを提供するための取

組み 
◆ 労働安全衛生：安全で衛生的な労働環境を提供する取組み 
◆ 雇用：雇用の確保、維持の取組み 
◆ 人権：各種差別、児童労働・強制労働を撲滅するための取組み 
◆ 社会貢献：寄付や地域貢献といった社会貢献への取組み 
◆ 情報セキュリティ：情報資産の漏えいを防ぐための取組み 
◆ 個人情報保護：個人情報の漏えいを防ぐための取組み。適切な取り扱い 
 
共通テーマ①コンプライアンス 
（１）コンプライアンスとは何か 
 最近、日本でも、コンプライアンスという言葉がよく使われるようになってきており、「遵

法」、「法令・規範の遵守」等と訳されている。そのためか、「悪いことはしない」、「法令を

守って違反しない」というような狭く消極的な意味合いが強くなっている。 
 しかし、コンプライアンスへの取組みが進んでいる欧米では、法律遵守は当然であり、

それを超えた業務上の様々なビジネスリスクを回避するためのものと理解されている。具

体的には、行動規範・業務マニュアルの整備により、社内ルールか企業倫理までの幅広い

範囲への対応をすることである。 
今後は、日本でも、このように積極的な意味合いで捉えていく必要がある。 
（２）なぜいまコンプライアンスか 
 度重なる企業不祥事が、コンプライアンスへの取組みを重要視する直接のきっかけとな

ったが、背後には様々な社会変化があった。 
 外部環境の変化としては、企業の責任に関する世論の高まりを背景とし、環境法令をは

じめとする企業責任を明確にした法令・規制が数多く制定され、直接的に企業の責任が問

われるようなってきていることである。 
 内部環境としては、雇用の流動化や雇用形態の多様化により、働く従業員の一体性が失

われ、個人の倫理観も変化してきており、不祥事発生の危険性が高まっていることがある。

世の中の企業を見る目は、従来とは比較にならないほど厳しくなっており、企業は自らの

責任で法令遵守を確保する体制を早急に整備する必要に迫られている。 
（３）コンプライアンスの領域 
コンプライアンスには、①法令・条例その他の規制（法規範）②社内ルールや業務マニ

ュアル（社内ルール）③企業倫理や業務マニュアル（倫理規範）の三つの領域がある。こ

れらの領域を整理して適切なコンプライアンスの確立が求められている。 
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図３ コンプライアンス 「図解 よくわかる CSR」より 
 
共通テーマ②環境 
（１）近年の環境問題とは 
現在の日本は産業が栄え、人々の生活も快適になっている。しかし、長い目で見ると、

この快適な生活を脅かす環境問題は深刻に進んでいることがわかる。たとえば、CO²の排
出量増加のため地球の温度が年々上がり、海面の上昇が問題になっている。産業廃棄物も

処理先が逼迫していることから、不法投棄が増加している。さらに、化学物質の不適正保

管・使用が問題で土壌汚染の深刻化が予想されている。 
 このような問題は誰の責任ということでもないが、環境問題について企業は、何も配慮

しないというわけにはいかない時代になってきている。 

（２）企業の環境配慮活動とは 

 企業活動と環境は密接に関連している。たとえば製造業の場合、原料の調達から運送、

製造、梱包、製品の使用、廃棄と各段階で環境と関連している。企業は、それぞれの段階

で環境配慮に取組み社会的責任を果たしている。 

 具体的な取組みとしては、原料調達では、天然資源の枯渇が問題視されるなか、可能な

限り再生品を使用し、運送でもトラック中心から鉄道、船舶の利用を進めるモーダルシフ

トを推進している。製造段階では大気、河川、土壌への環境負担物質を低減する操業をし

ている。梱包材も過剰包装ではなく、通い箱の導入、リサイクル品の使用、焼却時のダイ

オキシン抑制などを考慮し選定している。製造業を例にしたが、サービス業でもグリーン

購入（購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷ができるだけ小さ

い製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること）等、環境に配慮する

企業が増えている。 

 

法規制 
（法令・条例 
その他の規制） 

倫理規範 
（企業倫理・ 
社会規範） 

社内規範 
（社内ルール・ 
業務マニュアル等） 

コンプライアンス 
法規制・社内規範・ 
倫理規則の遵守 

〈コンプライアンスを構成する三つの規範〉 
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共通テーマ③コーポレートガバナンス 

（１）コーポレートガバナンスとは 

 企業は様々なステークホルダー（株主、従業員、顧客など）に囲まれ経営している。コ

ーポレートガバナンスとは「企業統治」、その仕組みとも表現されるが、ステークホルダー

相互がどのような関係にあるべきかを考えることでもある。多様なニーズを持つステーク

ホルダーに応えるために生まれた CSR では、コーポレートガバナンスはそのベースとなる

仕組みといえる。 

（２）誰のために経営をするか 

 「誰のために経営をするのか」を明らかにした上で、その中心となる会社の機関自体の

在り方を再考することは、CSR 推進において最終的目的をはずさないための鍵となる。 

 かつて日本企業の成功を支えた仕組みとして、終身雇用、年功序列などに代表されるよ

うな、いわゆる日本的経営がある。これはメインバンク制、持合による安定株主の存在を

前提に有効であった。しかし、会社の機関として株主会社の所有主である株主、経営を執

行する取締役、その監督を行うべき監査役それぞれの機能がうまく分離していたわけでは

ない。そのため、会社の機関だけでは経営者の暴走をチェック・防止しきれず、数々の不

祥事事件の要因となったとされる。 

 一方、最近の流れである株主重視の経営といわれるアメリカ型のコーポレートガバナン

スにおいても、株価至上主義に陥る弊害が問題となり、企業経営を巡る不祥事が後を絶た

ない。 

 つまり、どちらの仕組みにおいても十分な監督機能を発揮させるのは困難であることが

わかる。経営者はまず社会のなかで事業を行っている意識をもち、法令遵守、道徳や企業

倫理に基づき、利益を上げる努力をしなければならない。その上でチェック監督機能が発

揮される体制を築くと共に、その内部的な監督機能には限界があることも認識する必要が

ある。商法改正により、監査役の機能強化や委員会等設置会社の選択などチェック監督機

能の強化に対する意識が向上している。 

 

共通テーマ④リスクマネジメント 

（１）リスクマネジメントは企業にとって喫緊の課題 

 企業活動を営むにあたり何らかのリスクに直面することは避けて通れない。近年これら

のリスクは巨大化する傾向にある。こうしたリスクが顕在化して企業の存続に重大な影響

を与えた事例も少なくない。 

 企業活動の安定化のためにもこうしたリスクに対するマネジメントが強く求められてい

る。 

（２）企業を取り巻く様々なリスク 

 企業経営において想定しておく必要のあるリスクの一例として次のものが挙げられる。 

◆ 財務に関するリスク 
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◆ コンプライアンスに関するリスク 

◆ 顧客（製品・サービス・CS）との関係で発生するリスク（PL・苦情など） 

◆ 従業員との関係で発生するリスク（労働安全衛生・人権・内部告発など） 

◆ 株主との関係で発生するリスク（株主代表訴訟など） 

◆ 環境に関するリスク（汚染リスクなど） 

◆ セキュリティに関するリスク（個人情報保護・機密情報漏洩など） 

（３）高まる風評（レピュテーション）リスク 

 リスクが顕在化した場合、もしくは実際には当該のリスクと直接の関係はなくても、社

会から起こりうる風評により自社に及ぶリスクが巨大化する可能性がある。昨今こうした

レピュテーションについての対応の重要性も増してきている。 

（４）重要なのはリスクへの対応 

 様々なリスクに日々直面する企業にとってリスクを完全に避けることは困難である。リ

スクは発生するものとして受け入れ、その被害を最小限にするための対応が必要である。

そのためにはリスクを洗い出し、分析・評価をし、適切なリスク対策を講じるべきだ。 

 

共通テーマ⑤情報開示 

（１） 情報開示とは 

情報開示とは文字どおり情報をステークホルダーに開示することであるが、一口に情報

といってもその内容は様々である。財務、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、

品質・製品安全、労働安全衛生、環境、雇用などがある。次に、情報の開示先だが、これ

も株主、投資家、顧客、金融機関、地域住民、従業員等、多岐にわたる。 

情報開示は開示先であるステークホルダーと、開示要求内容とのマトリックスで考えると

わかりやすい。どのステーホルダーにどんな情報を開示するかを決定し、それを確実に実

行していくことが地味ではあるが重要である。 

（２） 情報開示の要求が増加 

 近年、ステークホルダーからの情報開示要求が非常に強まっている。 

 具体的には、SRI の評価・運用機関や外部格付機関から環境や社会活動の取組みについて

のアンケート調査が増えている。さらに、得意先からの環境の取り組みについてのアンケ

ートが１日に数件送られてくることもある。 

（３） 情報開示の状況は企業により異なる 

 前述のアンケートへの対応はまちまちだ。外部からそのような情報開示要求があること

すら知らない企業もある。一方、外部からの情報開示要求がなくても積極的に情報開示し

ている企業もある。 

 情報開示の状況は企業によって、かなりのばらつきがあるというのが実態である。 
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個別テーマ①品質・製品安全 

（１） 生産における QCD＋S へ 

 かつて、品質（Q）、原価（C）、納期と量（D）が生産の要素であったが、最近は、品質か

ら安全を切り出し、四大要素となってきている。 

 従来に増して、消費者の目が厳しくなっており、低価格でも安全性に問題がある製品は、

安全性に懸念が生じた段階で購買対象からはずされ、売れ行きががくんと落ちてしまう。

事故につながった際には、被害者への補償・賠償に多大なコストが発生し、致命的な打撃

を受けることがあるのは、最近の事例でも容易にうかがえるであろう。 

（２） 品質確保のための取組み 

 品質管理は、1920 年代後半に米国のベル研究所で提唱された統計的品質管理（SQC）に端

を発し、その後の大量生産化の中で普及し、生産面での大きな成果を生み出した。わが国

でも戦後、SQC が紹介され、PDCA の管理サイクルと相まって、産業復興に多大に貢献して

きた。 

 その後、全社的品質管理（TQC）へと変革され、より高い品質を競争力のあるコストで提

供するための全社的な QC 活動として多くの企業で導入された。 

 QC から派生した品質保証は、顧客の要求を正しく把握し、これに基づいた品質目標を設

定し、目標を達成するために、製品企画、開発・設計から生産・販売・アフターサービス

に至る各段階において、所定の品質を確保・確認し、必要に応じて証明する体系的な活動

と言われている。 

（３） 品質保証から品質認証へ 

 近頃は、生産者からの品質保証に加え、顧客側からも、十分な保証を得るための要求が

出てきている。一つは、製品そのものの承認や認定を行う『製品認証』であり、もう一つ

は、製品の生産プロセスを認証する『品質システム認証』である。いずれも規格や基準に

基づき審査されるものであるが、分野によっては、その重大性から行政当局による強制、

すなわち法規制で扱われるものもある。 

 

Q 

D C 
＋ S 

Q：Quality 
C：Cost 
D：Delivery 
S：Safety 

・生産は３大要素から４大要素へ 

図４ QCD+S  
「図解 よくわかる CSR」より 
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個別テーマ②労働安全衛生 

（１） 労働安全衛生とは 

 労働安全衛生とは従業員（労働者）に対する安全と衛生に関する内容全般を指す。 

 実際に生産現場で労働災害が発生した場合、以下のようなコストが発生すると考えられ

る。 

① 被災者への補償 

② 原材料、製品の被害補償 

③ 生産設備の被害補償 

④ 災害への対応（緊急事態対応、行政対応、事故原因調査） 

⑤ 人材の損失 

⑥ 新規配置、訓練 

⑦ 企業イメージダウン 

⑧ 従業員のモラールダウン 

①から④は目に見えやすいコストであるが、⑤から⑧は見えにくいコストである。⑧の

従業員のモラールダウンは、結果として生産性の低下を引き起こし企業経営に直結するリ

スクとなりえる。 

このように安全と企業経営は非常に密接な関係があることがわかる。 

（２） 労働災害を引き起こす要因 

 労働災害発生の基本要因は、次の４つの Mといわれている。 

① Machine（設備の欠陥、故障、安全対策の欠如などの機械的要因） 

② Man（ヒューマンエラーなどの人的要因） 

③ Media（事前の情報共有や作業手順がない、言語が通じないなどの要因） 

④ Management（管理体制全般に起因する要因） 

（３） 事故対応から予防へ 

 事故や災害の発生後の対応はもちろんのこと、昨今では「事故の発生原因をなくしてい

く」という予防措置も重要である。 

（４）「体」の健康から心の健康へ 

 加えて最近では、従業員の「心」の健康、すなわちメンタルヘルスケア（MHC）への関心

が高まってきている。わが国でもサービス産業の増加、成果主義やリストラの導入に伴い

MHC を検討する企業が増えている。 

 

個別テーマ③雇用 

（１） 雇用（雇用・人材）とは 

 雇用とは、企業が従業員を雇い入れることであり、従業員の採用から退職に至るまでの

間、様々な業務が発生する。主要なステークホルダーはもちろん従業員であり、企業の人

事部門が主管部門になることが多い。 
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〈雇用に関する主な業務〉 

◆ 人事関係 

雇用、人材開発、配置、人事評価、退職、各種人事制度等 

◆ 労働関係 

勤怠管理、就業規則、賃金、賞与、税金、労使交渉、退職金等 

◆ 厚生関係 

社会保険（健康保険、厚生年金）、労働保険（雇用保険、労働者災害補償保険）、企業年

金、その他福利厚生制度等 

 実際の実務では、たとえば人事評価と賃金・賞与など、相互に関連することが多い。 

（２） 雇用に関するコンプライアンス 

◆ 労働三法 

労働三法とは、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法を指す。特に労働基準法は雇

用関連の実務上、必須となる法律である。これら法律を中心に賃金や高齢者・障害者雇

用に関する法令などが多数存在する。 

◆ 社会保障関連法 

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働災害補償保険法といった社会（労働）

保険関連の法規制である。 

◆ 税法 

所得税・住民税に関する法規制が該当する。 

（３） 社会情勢の変化と雇用 

 社会情勢の変化により企業と従業員の関係も変化しつつある。特に影響が大きいものと

して少子高齢化と人々の意識の多様化が挙げられる。前者は今後高齢者雇用や採用形態、

後者は仕事とプライベートの両立を含めた人事制度の見直しが求められてきている。また

フリーター・ニートの増加といった若者の就職についても今後何らかの対応が求められて

くる。 

 

個別テーマ④人権 

（１）人権とは 

 基本的人権の尊重は、憲法でも明記されている権利であり、国際的にも重要視されてい

る。企業は自社のために働いている者に対する基本的人権を保障する義務がある。 

 雇用関連でいえば、現在、国内外で問題とされている主な人権問題として次のようなも

のが挙げられる。 

①採用における差別 

 従業員の採用時において、性別、国籍、出身地、信仰、身体的障害などで差別を受ける

という問題である。 

②職場における差別 
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 職場において性別、国籍、出身地、信仰、身体的障害、さらには雇用形態（正社員と派

遣社員など）による差別を受けるといった問題である。 

③プライバシーの保護 

 国籍や出身地、身体的障害など従業員のプライベートな情報が社内に漏れて、結果、本

人に不利益が生じるという問題が考えられる。 

④労働三権 

 労働者の持つ権利として団結権、団体交渉権、団体行動権が労働三権として憲法でも保

障されているが、労働組合の設立を暗に認めないなどの権利侵害の問題がある。 

⑤セクシャルハラスメント・パワーハラスメント 

 国内外でも訴訟が増えてきており、海外では高額の賠償金支払いを命じるケースもみら

れる。 

⑥強制労働・児童労働 

 特に海外で問題化している。海外に生産拠点や生産委託・調達先を有している場合は注

意が必要である。 

（２）企業の被るダメージは甚大に 

 こうした人権に関する問題が顕在化した場合、訴訟リスクや消費者による不買運動、企

業イメージダウンなど企業の被るダメージは年々大きくなってきている。 

 特に海外では人権問題の関心は強く、企業活動のグローバル化に伴い、リスクも拡大傾

向にあるので注意が必要である。 

 
個別テーマ⑤社会貢献 

（１）社会貢献とは 

 「メセナ（芸術・文化の支援）」、「チャリティ（慈善活動）」、「フィランソロピー（慈善・

博愛）」、「スポンサーシップ（後援・支援活動）」などのカタカナ用語を、社会貢献に関連

してよく耳にする。これらのカタカナ用語以外にも「まちづくり」「環境保全」「災害支援」

なども社会貢献といわれる活動である。このように社会貢献活動には様々な領域があり、

社会貢献活動のあるべき姿を定義するのは難しい。 

 経団連では社会貢献を「社会の課題に気づき、自発的にその課題に取り組み、直接の対

価を求めることなく自らの資源を投入すること」と定義している。ここでいう資源とは「ヒ

ト・モノ・カネ・ノウハウ」などが該当する。つまり金銭的な支援だけが社会貢献ではな

いということだ。また経団連は社会貢献を「社会と企業との関係を一段と深める活動」と

も述べている。このような定義、考え方に対して、企業が継続し、従業員を雇い税金を納

めるという企業の存在そのものが社会貢献であるという意見もある。 

（２）CSR と社会貢献 

 経団連の調査から、企業が社会貢献をどのように捉えているかを見ていくと、「社会的責

任（CSR）の一環」「地域社会への貢献」「社会とのコミュニケーション」「利益の社会貢献」
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の順で回答が多い。やはり CSR と社会貢献（活動）というテーマは結びつきが深い。企業

の評判（レピュテーション）を高めるために、社会貢献活動に関与する企業も多いのでは

ないか。 

 さらに最近では、社員のモチベーション維持向上に社会貢献活動を利用する企業も多い。

社員が地域のボランティア活動に参加することにより、働く意義や社会とのつながりを再

確認でき、それが仕事へ活かされるといった具合である。 

 一方で、国内外の投資家が株式を購入する際に「社会貢献への取り組み度」を重視する

ケースが増えている点にも注意が必要だろう。 

 
個別テーマ⑥情報セキュリティ 

（１）情報セキュリティとは 

 昨今の情報技術（IT）の急激な発展、そしてその普及により従来は予想できなかったよ

うな事件・事故が発生している。かつては、コンピュータに蓄えられた情報にアクセスで

きる人は、ごく少数の限られた人間であったが、コンピュータの小型化・高性能化やネッ

トワーク技術の進化により、LAN やインターネットを通じて、情報にアクセスできる人々が

飛躍的に増大した。 

 その結果、組織の貴重な資源である顧客情報などが大量に流失する事件やネットワーク

障害により組織の中枢機能が麻痺するなどの事故が急激に増えてきている。このような事

件・事故から組織や個人の情報資産を守ることを情報セキュリティと呼んでいる。 

（２）情報セキュリティの必要性 

 情報セキュリティに関する事件・事故が増えた場合に、それが社内で収まるものであれ

ばまだしも、外部へ関わる場合には、取り返しのつかない事態をも引き起こす。たとえば、

顧客からの訴訟リスクなどの対応に必要となる費用は膨大なものとなり得るし、大幅なイ

メージダウンも危惧される。 

 このような状況から、積極的に情報セキュリティを強化することで、同業他社との差別

化や顧客からの要請に応える企業も増加している。 

（３）身近にある様々なリスク 

 情報セキュリティに関するリスクはあらゆるところに存在している。IT 関係のリスクが

注目されがちであるが、実際には「人」や「紙」によるリスクもおざなりにしてはならな

い。たとえば、FAX の誤送信、機密文書の安易な廃墟、データを消去しないでパソコン廃却

するなどが考えられる。 

（４）情報セキュリティの対策 

 自然災害、機器の障害、故意・過失等のリスクを未然に防止し、発生したときの影響の

最小化と回復の迅速化を図るため、機密性・安全性・可用性を高めることが重要である。

この三つを情報セキュリティの三要件という。 
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個別テーマ⑦個人情報の保護 

（１）個人情報保護の必要性 

 経済・社会の情報化の急速な進展によって、コンピュータやネットワークを利用した大

量の個人情報の処理がされるようになってきた。これらの個人情報は、その性質上いった

ん誤った取り扱いをされた場合に、取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがある。実際、

最近の各種メディアによる報道では、顧客情報等の大規模な流出や、個人情報の売買事件

が毎日のようにあり、一般市民のプライバシーに関する不安も高くなっている。それに伴

い、かつてないほどの、企業の個人情報保護への取組み要請が高まってきている。 

（２）個人情報 

 従来の個人情報の概念としては、個人に付随するプライバシー情報を中心とした属性情

報を「個人情報」としてみる狭義の見方が大方であった。ただ、最近の不要なダイレクト

メール迷惑な勧誘電話などの状況から、個人を特定できる情報を「個人情報」として取り

扱う、もっと広義の見方に変化してきている。 

（３）法制度としての個人情報保護 

 世界で最初の制定は、1970 年の西ドイツの州で、その後、欧米諸国において国レベルで

C I A 
情報セキュリティの３要件 

機密性 
（Confidentiality） 

安全性 
（Integrity） 

可用性 
（Availability） 

アクセスを許可された者だけがアクセス

できることを確実にすること。 

情報および処理方法が、正確であることお

よび完全であることを保護すること。 

許可された利用者が、必要なときに、情報

および関連する資産にアクセスできるこ

とを確実にすること。 

図５ 情報セキュリティ 「図解 よくわかる CSR」より 
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の個人情報保護に関する法制の整備が進められ、1980 年には、各国の規制の内容の調和を

図る観点から、経済協力開発機構（OECD）理事会勧告において、「プライバシー保護と個人

データの国際流通についてのガイドライン」が示された。以降、各国において個人情報保

護法制の整備が急速に進められてきている。 

（４）わが国の状況 

 このガイドラインを取り入れた『個人情報の保護に関する法律』（いわゆる、個人情報保

護法）が 2005 年 4 月 1日から完全施行された。 

 これ以降は、企業に求められている義務に違反し、不適切な個人情報の取扱いを行って

いる場合には、事業を所管する主務大臣からの勧告や命令等の措置がなされ、命令に従わ

なかった場合には罰則の対象となる。 

 
第四章 日本における CSR 活動 

 この章では、CSRの事例を具体的の３つを挙げ、分析を行う。 
（１）スターバックス コーヒージャパン 
生産者への積極支援で良質な原材料を確保、顧客に提供する 
[１]思いやりと道徳心のある企業に 

1971年の創業以来、スターバックスコーヒーでは、「思いやり」と「道徳心」のある企業
を目指している。また、スターバックスがその品質と誇りの証として言及する「スターバ

ックス エクスペリエンス」には、家（あるいは家族）と仕事の間にある、自分自身とし

て楽しく過ごせる場所を提供し続けたいという考えがある。それは、株主に対して価値を

提供すると同時に、人々の生活と関わり、そして人々の心の豊かさをもたらし続けること

ができる企業になることである。こうした企業の存在意義を具体化するものとして、1990
年、「スターバックス ミッション宣言」を策定した。 

 

スターバックス ミッション宣言 

スターバックスの使命は、会社として成長しながらも主義・信条において妥協

せず、世界最高級のコーヒーを提供することである。 

● お互いに尊敬と権威を持って接し、働きやすい環境をつくる 
● 事業運営上での不可欠な要素として多様性を受け入れる 
● コーヒーの調達や焙煎、新鮮なコーヒーの販売において、常に最高級のレベ

ルを目指す 
● 顧客が心から満足するサービスを常に提供する 
● 地域社会や環境保護に積極的に貢献する 
● 将来の繁栄には利益性が不可欠であることを認識する 
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今日、この宣言は、スターバックスが事業活動を続けていく上での優先順位付けや、す

べての活動に社会的責任という考え方を取り入れていくための基礎となっている。そして

最高品質のコーヒーをお届けすることはもとより、ステークホルダーの意見に耳を傾け、

彼らのニーズに誠実に応えていくことを実践している。今後の活動においても、この宣言

に基づき、責任のある企業の使命を探求していく。 
 [２]生産者支援で高品質な原料を入手 
 スターバックスコーヒーの CSRの取組みは、栽培されるコーヒーの一粒一粒から始まる。
最高品質のコーヒーを提供し続けるためには、五つのステークホルダー（コーヒーの生産

者、コミュニティ、お客様、環境、従業員）とのかかわりの中で、コーヒー豆が生産者か

らスターバックスの手に渡るまでの間、様々な方法を用い、コーヒーへの付加価値を生み

出す努力をしている。品質の良いコーヒー豆の生産者確保のために、生産者に対してプレ

ミアム価格を支払ったり、栽培技術やローン借り入れの支援をしたりするなど、生産者の

生計が立つように後押ししている。 
 また、スターバックス用の高品質コーヒーの量産と、生産者側の生活の向上を両立して

いくために、C・A・F・E・プラクティス（環境的、社会的、経済的に責任のあるコーヒー
の購買のためのガイドライン）も開発した。このガイドラインで高い評価を得た生産者や

供給者は、優先戦略仕入先に選ばれることになる。さらに、環境保護と安定した経済状態

の保持を目的として、日陰栽培や有機栽培認定、およびフェアトレード認定など、栽培や

販売方法がエコラベルやその他の認定を受けたコーヒーの購入にも力を入れている。 
 環境問題についての CSR活動も、生産者から顧客まで積極的に取り組んでいる。コーヒ
ーの栽培については、コンサベーション・インターナショナルとパートナーシップを組み、

熱帯雨林の生態系の保存に努力している。ロースティングの過程では、環境マネジメント

の考えを導入し、廃棄物や排泄物の削減や化学物質の使用制限など、管理の徹底を図って

いる。また運送用の梱包の削減やリサイクルの推進、店頭での紙資源利用の削減、さらに

は店舗自体のエコデザイン化も進めている。 
 従業員は、スターバックスにとって、共に成功を分かち合う仲間、すなわち「パートナ

ー」であり、より働きやすい職場環境の整備も、重要な CSR活動の一環である。基本理念
である「ミッション宣言」に掲げられているとおり、職場でも多様性を重視した活動を行

っている。とくに 2004 年は、４つの分野に焦点をあてた多様性のためのグローバル戦略、
「LEADモデル」を展開した。 
 今後のスターバックスの事業展開において、グローバルベースで急速にその規模を拡大

するなか、顧客はもとより、地域のコミュニティや従業員に対しても、どのように「スタ

ーバックスエクスペリエンス」を維持できるかである。 
それと同時に、スターバックスが地域のコミュニティ文化や地域ビジネスに与える影響

に対しても、細心の注意を払い、常にオープンな手法で、責任を持って対処していくこと

も求められている。 
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 経済的パフォーマンスとスターバックスにかかわる全ての人々の生活の質の向上のバラ

ンスを図っていくためにも、真に責任のある企業として、その役割を担っていきたい。 

 

（２）東芝グループ 
[１]価値創造と社会貢献をベースに 
 「人と、地球の、あしたのために」 
 これが東芝グループのスローガンである。このスローガンのもと、東芝グループ経営理

念では、「人を大切にします」「豊かな価値を創造します」「社会に貢献します」をグループ

の目指す方向として宣言している。 
 このスローガンと、経営理念が、東芝グループの CSRの出発点である。 
 とくに、世界で事業を展開しているグローバル企業として、それぞれの国や地域におい

て、社会貢献し、存在価値のある会社として信頼されることを、CSR 活動の目標としてい
る。 
 東芝グループの CSR活動は、経営理念にもとづき、①公正で透明な企業活動、②全ての
人を大切にする、③社会の発展に役立つ製品・サービスの提供、④より良い地球環境の実

現に貢献、⑤良き企業市民として社会に貢献の五つを柱に進めている。 
 CSR 活動を進めるうえで、①法令遵守（コンプライアンス）を最優先に、②グループ、
グローバルに活動を進める、③ステークホルダーと密接なコミュニケーションをとる、④

主体的な社会貢献活動を行う―ことを重視している。 
[２]政界の普遍的な原則・価値観を共有 
 グループの行動規範である「東芝グループ行動基準」は、経営理念とともに 1990年に制
定した。12の言語に翻訳され、現在、世界のグループ会社 400社で各社の行動基準として
実践されている。2004 年 1 月に CSR の観点から内容を見直し、人権・労働・環境での世
界の普遍的原則を織り込んだ。 
 この東芝グループ行動基準をグループ、グローバルで、誠実に実践していくことが、東

■ LEADモデル 
４つの主要な分野に焦点をあてた、職場での多様性のための、グローバル戦略

な LEADモデルを開発した。 
L…リーダーシップの能力と説明責任 
E…学習し合い、且つ包括的で安心できそして高い成果を生み出すチームを
育成する職場 
 A…有能な人材、顧客、及び取引先の確保 
 D…網羅性のスコアカードと社内のパフォーマンス測定基準に基づく結果の
提供とその結果に関するコミュニケーション 
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芝グループの CSR活動であると考えている。 
 東芝グループの全員が、世界の普遍的な原則・価値観を共有しながら、実際の活動はそ

れぞれの国や地域の状況に合わせてきめ細かく展開していく。このグローバルとローカル

両面での活動を進めることにより、社会から信頼される企業グループを目指していく。 
 2003年 7月に、社長直属の組織として CSR本部を設置し、本格的に CSRを進めていく
体制を確立した。 
[３]モノづくり企業としての CSR 
 東芝は、エレクトロニクスとエネルギー分野のメーカーである。創業 130 年を迎える歴
史のなかで、ワープロ、ノート PC をはじめ、数多くの「日本初」「世界初」の製品を生み
出し、人々の暮らしや社会の発展に貢献してきた。 
 また、電力、上下水処理、医用、病院など、社会を支えるインフラ分野でも幅広く事業

を展開している。 
 東芝グループとしては、本来の事業活動において、社会の発展や地球環境に貢献してい

くことを CSRの柱に据えている。 
 環境面では、環境に配慮した製品づくりと、環境への負荷を低減する事業プロセスの革

新により東芝グループの総合環境効率を 2010 年には、2000年に比べて 2倍にする計画が
ある。 
 また、情報化とグローバル化の進展は、世界を一つにつなげる一方で、情報を持つ者と

持たない者との格差（デジタル・デバイド）を拡大させることが危惧されている。IT 企業
の東芝グループとしては、このデジタル・デバイドの解消に向け、製品開発、人材育成、

インフラ作り、社会貢献など多様な分野で活動を行っている。 
[４]子供を重視した社会貢献活動 
 社会活動では、とくに時代を担う子どもたちの未来が安心で笑顔あふれる社会であるよ

う、教育と自然環境に力を入れて取り組んでいる。中国や東南アジアでは、現地のグルー

プ会社が、貧しくて学校に行けない子どもたちを支援し、学校の建設や学費の支援、教材

の寄贈などの活動を行っている。また、国内では、東芝科学館が NPOと協働し、子どもを
対象に科学や環境の実験教室を実施、また研究賞などでは従業員が小中学校を訪問して環

境授業を行い、社会貢献と地域とのコミュニケーションの両面で、活発に取り組んでいる。 
[５]サプライ・チェーンへの展開 
 これまでグループ内で CSR活動を進めてきたが、今後、これを調達先まで広げる計画で
ある。 
 法令遵守、人権・環境などへの配慮を重視する企業との優先的な取引等を盛り込んだ東

芝グループの調達方針を定め、すでに 1 万社を超える調達先に対してその内容を伝え、協
力を要請している。 
 これにより、CSR 活動の場を、調達先まで含めた生産、物流のプロセス全体に拡大して
いく。 
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（３）ソニー 
グリーンパートナー環境品質認定制度 

CSR を実践する際、本社だけが責任ある行動をとっているだけでは不十分であり、グル
ープ会社、さらには、原材料や部品を供給する取引先の企業行動に対しても、特に、環境

や人権面で目配りをする必要がある。 
2001 年 10 月、ソニーのグループ会社は、オランダ当局の立ち入り検査を受け、その結

果、商品アクセサリー類から規制値を超えるカドミウムが検出されたとの指摘を受けた。

ソニーグループでは、この問題を欧州の一国の問題として捉えず、世界的な広がりを持つ

サプライチェーンマネジメントの問題であると認識し、ソニーグループの監視員が 4,000
社を超える取引先を実際に訪問し、ソニーが制定した環境基準に基づいているか監査を行

い、基準を満たした取引先とのみ取引をするという対応を実施した。現在では、この仕組

みを‘グリーンパートナー環境品質認定制度’として運用している。 
今後の課題 
ソニーグループのグローバルな事業展開は、常に、多様な文化的、地域的背景をもつ人々

に関心を持たれている。したがって、場合によっては、ある文化や地域においては許され

る行為であっても、他の文化や地域では異なった受け止め方をされて、関係する人々に不

愉快を与えてしまうようなことが起きるかもしれない。また、そのような行為が不愉快を

覚えた人々のコメントとともにインターネットやマスメディアを通じて世界中に発信され

てしまう恐れもある。 
そこで、商品やサービスを企画する、広告活動を行う、対外的にコーポレートメッセー

ジを出すなどの場合には、この多様性が生み出すリスクを十分念頭に置くことが重要であ

り、そのための有効な仕組みづくりが今後の課題のひとつといえる。 
 
（４）事例研究の分析 

３社の特色（共通テーマと個別テーマから） 
 キーワード 

スターバックス 環境、品質・製品安全、雇用 
東芝グループ コンプライアンス、環境、リスク、人種、社会貢献 
ソニー 環境、リスク対策 

 
 スターバックスでは、『スターバックス ミッション宣言』を作り、会社が成長し、変わ

り続けるなかでも、一つの基礎となる主義・信条を持ち、それを妥協せずに続けていこう

とする姿がうかがえる。 
 具体的には、原料の確保の仕方と従業員の職場環境整備である。 
原料となるコーヒー豆の購入は生産者への公正な取引で行い、また生産者に対しての技

術支援などにも力を入れている。従業員へはグローバル企業として、多様な人材に対応で
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きる理念を策定した。 
 東芝グループでは、スローガンから３つの経営理念を宣言し、存在価値のある会社とし

て信頼されることを目指している。CSR 活動は多岐にわたり、本業でも社会に貢献してい
こうとする考えがあった。また、グループ全体で CSR活動を行える計画が進められていた。 
 ソニーの事例では、過去に経験したグループ会社の不祥事から、取引先へも環境基準を

満たしているかについて監視する体制を整えた。 
東芝グループやソニーのような電子機器メーカーでは、多くの原材料や部品を調達する

ため、取引をする企業が多くなる。その取引会社の不祥事があった場合に、取引を行って

いた本社にも影響を及ぼす可能性があるため、グループ全体で CSR活動を行える体制を整
えている。 
 

第五章 まとめ 

 CSR は、言葉そのものは新しいが、概念としては古くからある。第二章で述べた近江商
人は、「三方よし」の理念を置きながら商売した。昔からやっていることが CSR であれば
新たに何かを始める必要は全くない。 
 しかし様々なステークホルダーが存在する現在では、そのステークホルダーへの満足を

どう高めるか、またときには優先順位を確立しなくてはいけない場面にも遭遇する。これ

らへの対応のためにはCSRにおける重要事項について企業は十分に理解しておく必要があ
る。 
 
 企業は社会的責任を果たすことは当然だが、それだけで企業価値が上昇することはない。

しかし、逆に果たさなければ、社会的に指弾され、企業価値は低下する。 
 CSR を実施することで、何にも勝るメリットといえば「利益の増大」にほかならない。
それに直結するならば、企業としては CSR導入に対する投資意欲も増す。それを可能にす
るには方針・規範の周知徹底の守りの CSRだけではなく、自社のブランド価値を広げ高め
ていこうとする積極的な CSRが有効である。 
 
そしていまでは多くの企業で CSR活動に取組み、企業のホームページなどから資料請求
が簡単にできるなど、情報公開も進んできている。このため一つ一つの企業の企業活動が

違うように、CSR 活動の違いもうかがえる。そこから一般の市民が情報を吟味・分析し社
会的に有益な企業の活動を支持していくことが、社会が認める企業が増えていく一歩だと

考えられる。逆の言い方をすれば、社会の市民一人ひとりが社会に多くの影響を与える企

業活動について積極的に注視していく必要があるともいえる。 
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