
Ⅰ．はじめに－研究の背景と問題提起

　日本においても昨今，SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）への

関心が急激な高まりをみせている1）。

　SDGsとは，2015年 9 月に国連で採択されたものであり，2030年までに達成すべき貧困・飢餓・

教育・気候変動・生物多様性など，環境や開発に関するグローバル課題への取り組み目標である。

したがって，会議の主役はあくまでも各国政府であるものの，昨今，環境や開発に関する最近の

国連会議で共通してみられることは，政府以外のステークホルダーが多数参加し，とりわけ，企

業の果たす役割に大きな注目が集まっていることにある。この政府以外のステークホルダーの多

数参加により，もはや，環境問題や貧困問題は政府や国連機関のみが対処すべきものという考え

方は一般的なものではなくなりつつある（関　正雄，2018）。

　また，世界中の多くの企業は，自社のCSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的

責任）報告書やサステナビリティレポートを掲げており，しかも，事業戦略とその成果を業績と

して伝えるアニュアルレポートや統合報告書等で，SDGsへの貢献を語るようになってきている。

ところで，SDGsへの関心の高まりは，ブームや一過性の現象なのではなく，実は，CSR（企業

の社会的責任）の展開の延長線上にあるものであり，今後ますます強まることが予想されるグ 

ローバルな潮流である。

　まず，環境問題に関しては，1972年にローマクラブが『成長の限界』を出版，その内容は「人

類の危機レポート」となっており，人口問題，食糧問題，エネルギー問題，環境問題などで，現

在のまま人口増加や環境破壊が続けば，資源の枯渇や環境の悪化によって100年以内に人類の成

長は限界に達すると警鐘を鳴らしており，破局を回避するためには地球が無限であるということ

を前提とした従来の経済のあり方を見直し，世界的な均衡を目指す必要があるとして，企業の社

会的責任が問われるようになる2）。当時，日本では，1970年に「万博」が大阪で開かれ，高度経

済成長（1954～1973）の中にあったが，公害が大きな社会問題となっており，海洋，河川，大気

の汚染は市民の目にも明らかであったし，水俣病（1956年頃より），第二水俣病（1964年頃より），

四日市喘息（1960年頃より），イタイイタイ病（1910年代より）などの公害病がニュースに繰り

返し取り上げられてきた。その後，日本では見違えるほど環境汚染は改善されたが，PM2.5のよ
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うなグローバルな環境汚染が現れ，しかも，新型コロナウイルスの出現は，我々人類にグローバ

ルに猛威を振るっている。

　また，貧困問題では，全世界で極度の貧困の中で暮らす人の数は，1990年の19億人から，2015

年の 8 億3,600万人へと減少したが，2019年時点でも人間の基本的ニーズを満たせない人が多く

存在している。また，貧困は，教育をはじめ多分野に渡る基本的サービスへのアクセス不足，社

会的な差別や排除，意思決定からの除外など多様な形態を取ることから，多様な形態の貧困から

も世界中の人々が解放されることを目指している。貧困層や社会的弱者を対象とした社会的保護

を実施することは，貧困削減の有効な手段であり，非営利団体や行政による様々な支援の実施の

ほか，企業による貧困削減への対応も重要な役割を果たす。企業による貧困削減への取り組みは，

企業の社会的責任という観点の取り組みが多くみられる。企業が社会的責任を果たすとともに，

本業を通じた新たなビジネスの可能性を追求することで，企業価値の向上と世界の持続的開発に

貢献することが可能なのである。社会的保護に関連したサービスでは，健康診断サービスや介護

サービス，医療機器・設備の提供，バリアフリー関連製品の販売，高齢者向け交通・移動サービ

スの提供，食品等の宅配サービスの提供等，若年層の所得向上には，職業訓練の提供や雇用マッ

チングを行っている企業も多く存在する（内閣府，国際開発センター，2021）。

　このように，CSR（企業の社会的責任）の概念は，決して社会貢献とイコールなのではなく，

企業本来の商品・サービスや事業プロセス，そして事業戦略や経営理念に，つまり，本業の中

に組み込むべきものである。このように述べると，CSRに取り組む企業の中には，「CSRを本業

のビジネスとは無関係の社会貢献」と捉え，社会貢献活動を一番に考えている企業も実態とし

て多いという主張も出てくるであろう。確かに，実際の企業の中には，CSRに先進的な企業と

そうでない企業との間に大きなギャップがあり，すべての企業がCSRに先進的であるとは限ら

ないし，あるべき姿としてのCSRを掲げながら実態が伴わない企業も存在する。しかし，本来

のCSR（企業の社会的責任）の定義は，企業が社会において果たす役割をもっとも広く捉えら

れており，例えば，CSRに対置させて新たな概念として論じられることが多いCSV（Creating 

Shared Value：共有価値の創造）やESGも，そして，SDGsも，実はすべてCSRの概念定義に

含まれている（谷本，2015，関，2018，小原，2021）。

　CSR（企業の社会的責任）とは，基本的に企業が経営活動のプロセスに社会的公正性や倫理 

性，環境や人権などへの配慮を組み込み，ステークホルダーにアカウンタビリティを果たしてい

くことである。近年，CSRの領域は広がり，これまで対象とされなかった領域までも企業に期

待されるようになっている。もはや，企業は新しい社会的・環境的な課題に社会貢献活動に留ま

らず，本業として取り組んでいくことが期待されているのである。

　本稿においては，昨今，日本においても，SDGsへの関心が急激な高まりをみせている只中に

おいて，「日本のSDGsの取り組みも含めて，日本企業は中長期のビジョンをもって，CSRを自

社の企業経営の中核に組み込み，真にCSRを実現していくためには何が必要か」という問題提

起をなし，CSR（企業の社会的責任）の視点から，SDGs達成のための日本型CSR理念モデルに

関する考察を試みる。

　まず，次章では，CSR（企業の社会的責任）の歴史を辿ることによって，SDGs内容とCSRは

いかに関わっているのかを示す。次に，Ⅲ章において，今後の日本におけるSDGsも含めたCSR

（企業の社会的責任）を一過性のものではなく，真に実現するために，SDGs達成のための日本

型CSR理念モデルの考察を試みる。そして，Ⅳ章で，筆者の問題提起に関する結論を述べ，今
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後の課題を明らかにする。

Ⅱ．CSR（企業の社会的責任）論の歴史的変遷

　世界同時進行でみられるSDGsの関心の高まりは一過性の現象ではなく，日本においては，50

年もの歴史がある企業の社会的責任内容なのであり，特に2000年以降，CSRとしてグローバル

化の潮流を受けて続いてきた企業の社会的責任の展開の延長線上にあるものであり，今後ますま

す強まることが予想される。そこでまず，企業の社会的責任論の歴史を振り返ってみる3）。

　欧米では，すでに経営学の分野でシェルドン（1924）の著作においてCSRに関する記述が見

られ4），現代のCSRにつながる議論の端緒は，米国において近代企業が巨大化し，その社会的影

響力が大きくなり始めた1920年代に遡ることができる。

　1920年代の社会・経済変化は，近代企業の巨大化と社会的影響力の増大を促すと同時に，企業

の規模拡大と高度技術追求のための必要資本の増大による株式の多数化および分散化，そしてそ

の結果，株主の企業支配からの後退と専門経営者による企業支配の台頭，つまりバーリ＆ミーン

ズ（1932）の指摘する「所有と支配の分離」をもたらした。それまでの企業の支配者という立場

を離れて「単なる資本の報酬の受取人」になってしまった株主は，従業員，消費者などと並ぶス

テークホルダー（利害関係者）の一員となったことを実証研究によって明らかにしている5）。

　森本（1994）は，この株主から専門経営者への企業支配者の交代が，自己利益の極大化という

従来の企業の経営原理に大きな変化をもたらしたという点を指摘している。経営者を新しい支配

者とする企業は，これら環境主体（ステークホルダーと同義）の期待ないし利害に応えるよう経

営されなければならなくなる。その経営原理は，出資者の期待である収益性はもとより，労働者

や消費者などの多くのステークホルダーの期待を内包し，統合し，止揚できるものでなければな

らない。そして企業は，出資者の所有物である収益性追求機関としての性格を脱し，多様なステー

クホルダーと相互作用しながら，経営者の指導のもとで多数の構成員が協働する社会的機関へと

変貌したとする。また，高田（1974）も「所有と支配の分離」によって，専門経営者が，それま

での株主に対してのみ忠誠を尽くすという制約から解放され自由裁量を得たことは，CSRを経

営理念化し実行する可能性を示すものであるとしている。

　日本でも，戦後間もない1956年には，経済同友会の決議「経営者の社会的責任の自覚と実践」

を契機として，企業所有をめぐって，問題提起と論争が行われている。しかし，この社会的責任

の内容表現は，問題提起の粋を出ておらず，実践上の見るべき成果を引き出すところまでは至ら

なかった。日本におけるCSRの原点をこの経済同友会の決議を起点とする場合が多いが，しか

しそれは必ずしも正確ではなく，企業の社会的責任論の第一期として山城（1949），高田（1950），

岡田（1950），菅谷（1953），村本（1953）などの研究者の存在があげられる。彼らは，戦後改革

における経済民主化の進展，戦後労働運動の激化の中で，70年代以降に見られるような「社会的

諸問題の対応」というよりも，戦後の新しい企業の経営体制，新しい経営者のあり方の問題とし

て，「経営者の社会的責任論」を中心に取り上げたとされる。1960-70年代は，社会運動を契機と

して沸き起こったCSR論が，多くの論者によって取上げられ，その理論的発展を遂げた時期に

あたる。米国に限らず，日本においても公害をはじめとして，「企業と社会」の領域で発生した

具体的な出来事を経て様々な議論が展開されたのである。

　1980年代におけるCSR論は，さらに細分化されることで，ステークホルダー（利害関係者）
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論の確立と企業倫理の発展がみられるようになる。

　キャロル（Carrol,A.B., 1999）は，1980年代にCSR論の関心が消えうせたわけではなく，社会

的即応性，企業社会業績，企業倫理，ステークホルダー論などに細分化していったこと，それま

での概念定義から，社会的責任を果たしている企業は業績も良いのかといった財務業演との関係

をみる実証分析に研究者の関心が変化したことなどを指摘している6）。

　さらに，1980年代とりわけ重要なのが，フリーマン（Freeman,R.E., 1984）によるステークホ

ルダー概念の提唱であろう7）。

　stakeholderという言葉自体は，18世紀初頭から使用されており，もともとは「賭博の賭け金」

（stake）の「保管者」（holder）を意味していた。フリーマンによれば，それが経営学の領域に

おいて「利害関係者」を意味する言葉として最初に用いられたのは，1963年のスタンフォード研

究所であった。その経緯について，彼は，経営者が即応的（responsive）であることを求められ

る唯一の集団としての株主の概念を一般化する目的で使用され，すなわち，「その支持なくして

は組織がその存在を停止するような集団」として定義されたのである。

　利害関係者のリストに当初含まれていたのは，株主，従業員，顧客，取引先，金融業者，そ

して社会であった。そして「利害関係者」の概念は，その後，アンソフ（1965）や，同研究所関

係者による戦略計画論・戦略経営論などの分野での使用を介して知られるようになり，経営計画

論，システム論，CSR論，組織論など，経営学の様々な分野での研究に用いられるようになった。

その後，特にCSR論の文献において当初の「利害関係者」概念に大きな変化が生じることになる。

その変化の原因は，「60年代から70年代にかけて発生した，公民権，反戦，消費者保護，環境保護，

女性の権利などに関連する社会運動が，社会における企業の役割の再考を促す触媒として働いた

こと」であった。そして，「CSRに関する文献の顕著な特徴は，利害関係者概念を，企業に対し

て通常対立関係にあるとされる非伝統的な利害関係者に適用しているとみられること，特にその

所有者を満足させることにはそれほど重点をおかず，大衆，コミュニティ，従業員などに相対的

に大きな重点を置いていることであると指摘している。また，「利害関係者」に「ある組織にお

ける利害関係者とは，その組織の使命・目標の達成に影響を及ぼすことができるか，もしくは，

そこから影響を受ける集団や個人」であると定義する。さらに，この定義は，企業と利害関係者

が相互に影響しあうその関係を捉えた点に大きな特徴がある。単に企業側からの視点だけでなく，

利害関係者からの視点も重視する考え方であり，これを「ステークホルダー・アプローチ」とし

て提唱した。このアプローチでは経営戦略は様々なステークホルダーとの関係で策定・実行され

る。このフリーマンの「ステークホルダー概念」および「ステークホルダー・アプローチ」は，

経営学における「企業と社会」論および，企業倫理学の双方にとって示唆に富んでおり，特に今

日のCSRを議論する際の中心をなす概念である。

　また80年代は「企業倫理」が学術研究領域として展開をみせた時期でもある。1970年代の10年

間にDeGeorge,R., Bowie,N.E., Donaldson,T.などの著名な哲学者，神学者が企業倫理に注目し，

経営学部の同僚との共剤を行い始めた。1979年には企業倫理学会（Society for Business Ethics）

が設立され，米国と欧州との研究者同士の交流も増大し，企業倫理の学者による交際学会が開催

されている。1980年代の間，「企業倫理」は学問分野としての明確なアイデンティティを確立し

た。70年代後半以降，米国企業では，主要証券会社と金融業者による市場換作と内部取引の発覚，

防衛産業における政府の水増し請求，米国では禁止されている危険な製品の海外でのマーケテイ

ング，不況期における工場閉鎖と移転の増大による失業者の増大，海外での贈賄や問題のある取
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引の頻発などが多く発生しており，このような企業不祥事の摘発が，米国企業の倫理基準に対す

る関心を高めたといわれている。実際，企業倫理研究者には，実証的アプローチを採る経営学の

「企業と社会」あるいは，「経営における社会的課題」と，倫理学，特に「応用倫理学」として

生命倫理学，医療倫理学，環境倫理学などと並ぶ，規範的アプローチを採る「企業倫理学」とい

う二つの源泉が存在している。以上のように，80年代は，60-70年代に社会現象として大きく展

開したCSR論が学術研究分野において深化・細分化した時期にあたる。とりわけ「企業倫理」，

「経営社会責任」，「社会的即応性」という 3 つの概念がその代表とされる。

　日本では，80年代は，日本経済が安定成長期を迎え，経済大国へと成長した時期にあたる。

85年のプラザ合意以降は，急激な円高のため，製造業をはじめとした日本企業の海外進出が

相次ぎ，海外進出企業を通じて，欧米ですでに実践されていたメセナ（文化支援活動）・フイ

ランソロフィー（社会貢献活動），社会還元を通じての「啓発された自己利益（Enlightened 

self-interest）」の追求，また，米国を中心に実践されていた「良き企業市民（God Corporate 

Citizenship）」などの概念が導入された。特に，80年代後半のバブル景気といわれる空前の好景

気は，儲けすぎと批判された企業による社会への「利益還元」を促し，具体的な社会貢献の実践

へと移行することになった。70年代後半から90年代にかけて，経団連の 1 ％クラブ（経常利益の

　1 ％相当額をCSR，特に社会貢献に充当）をはじめとして，利益還元の多くの財団が設立され，

学術・教育・文化・芸術・医療・健康・福祉・地球環境保全・国際交流などの支援活動（メセナ・

フイランソロフィー活動）が活発化した。

　このように80年代の日本では，70年代に米国での議論の導入や公害問題の顕在化をきっかけ

に厳しく問われたCSRが収束し，メセナ・フイランソロフィーの議論に取って代わられている。

しかし，それも90年代初頭のバブル経済の崩壊後は，一部の企業を除き，一過性のものであった

ことは免れないであろう。

　1990年代以降，現在まで，CSR論は再び注目を集め始めているが，その背景を理解するために，

　2 つの国際的な動向に注目する必要がある。 1 つは，米国エネルギー産業部門の急成長巨大企業

であったエンロンやワールドコムの不正会計処理および破綻をめぐる事件，日本では雪印，三菱

自動車などの伝統ある大企業による重大な違法行為ないし不正行為の頻発である。もう 1 つの動

向は，90年代以降，環境破壊，人権，貧困，紛争，差別など，グローバリゼーションの進行する

過程で生じる様々な問題に関する国際的な議論が進展する中で，これら諸問題に関する企業の責

任と，その解決のために企業の積極的な対応を強く求める動きが国際社会の様々な機関・組織か

ら見られるようになってきたことである（加賀田）。ここでのキーワードは，「持続可能な発展」

とトリプル・ボトムラインである。「持続可能性な発展」とは，もともと地球環境や経済社会の

持続性を意味していたが，それを実現するためには，環境問題の個別対応のみならず，この間題

にも複雑に関連する南北格差，貧困，失業，人権，まだ生まれていない未来世代と現在世代間の

公平といった，現代社会の抱える諸問題の解決を含めて，統合的，整合的，包括的な問題として

考えていくことが不可欠であるとの認識から，極めて多様な意味概念が含まれるようになった。

特に企業経営との関連においては，従来のCSR論の範疇で考えられていた，雇用，人権，安全，

品質，法令遵守や労働環境などの問題が再びクローズアップされる形となり，これらの問題の考

慮を含めた経営は「持続可能な経営」，「企業経営における持続可能性」などと呼ばれることもあ

り，企業のSDGs達成に結びつく概念であるといえよう。
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Ⅲ．SDGs達成のための日本型CSR理念に関する考察

 1 ．これからの企業に求められる期待される新しい役割と責任

　さて，現代の日本においても，企業の社会的責任に関するグローバルな潮流を受けて，CSR

という言葉を使用されるようになったとされているが，グローバル化し複雑化すればするほど，

グローバルな問題のみならずローカルな問題も浮き彫りにされてくる。企業の経済活動は，環境・

社会の中でのみ成り立つことが前提であり，経済，社会，環境の問題は，それぞれ相互に関連し

あっている。また，既存の境界線（国家，制度）を超えて広がる問題が増えている。さらには，

政府が扱うには大きすぎるグローバルな問題と同時に，逆に小さすぎるローカルでマイナーな問

題が増えている。もちろん，一つのセクターだけでは対応しきれない問題も増えている。このこ

とは，現在の日本のコロナ禍における問題を取り上げても理解できるところであろう。加えて，

地球温暖化・気候変動は国境を越えて広がる問題であるし，一国，一地域の問題でもある。また，

環境問題は，経済・社会の問題と深くかかわっており，これをトータルに考えていく必要がある。

さらに，ローカルな問題も，複合的な要因が重なっており，企業，政府，NGOやNPOがどのよ

うに係るか，それぞれの役割が問い直されているといえよう。CSRとは，そのような議論の中，

企業に求められる期待される新しい役割と責任である（谷本，2013；小原2021）。

　そして，CSRの基本は，経営活動のプロセスに社会的公正性・倫理性・環境や人間などへの

配慮を組み込むこと，そして，ステークホルダーに対しアカウンタビリティを明確にすることで

ある。また，CSRで問われている社会的・環境的な様々な課題の解決には，企業のみならず，

関係するステークホルダーそれぞれが積極的にその役割・責任を果たしていくことが同時に必要

である。90年代以降，日本においても，持続可能な発展について，マルチ・ステークホルダーで

議論されるようになり，CSRの議論が広がると共に，企業とステークホルダーとの関係は，企

業側からの一方的な関係ではなく，相互関係の中で捉えられるようになってきている。

　このように，現在，日本の多くの企業では，CSR報告書や環境報告書などホームページに掲

げられているようになり，CSRがかなり進んでいる。ところが，それが本当に企業経営の中核

に組み込まれ，機能しているのか，明確でないケースは多い。日本では，CSRは，コンプライ

アンスや環境問題への対応から広がってきたが，グローバルには，持続可能な地球社会をいかに

つくっていくかがベースにあり，今後の日本企業の挑戦課題としては社会課題にも重点を置くこ

とによって，環境，社会，経済の領域においてその具体的取り組みが求められる。

　それでは，日本企業は中長期のビジョンをもって，CSRを自社の企業経営の中核に組み込み，

真にCSRを実現していくためには何が必要であろうか。筆者は，CSRの制度化のためにはその

前提として，まず，経営理念やビジョンを見直すことが重要と考える。つまり，持続的な社会，

さらに，社会的に責任ある企業組織をつくっていくにあたり，企業は果たすべき役割と責任につ

いて改めて問い直していく必要があると考える。そのために，本稿においては，日本の近代化を

先導し，また戦後の高度成長を牽引した企業家・名経営者たちは，実は個性みなぎるCSRのあ

り方を，彼らの多元的な社会（さまざまなステークホルダーからなる社会）との関係づくりにお

いて，その生涯をかけて実践していたことを示すことにしたい。これからの日本のCSRにおいて，

特に，彼らの多元的な社会との関係づくりから学ぶ意義は少なくないからである8）。
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 2 ．日本型CSR理念モデルの構築－日本における先達の経営者のCSR理念を中心として

　さて，経営者の先達たちの内なる志が，どのようにして，社会の矛盾を解き，社会の発展を促

し，新しい社会を創出する偉大なるCSR理念の「発明」につながっていったのか，その機軸を

辿ることは，CSRとは何かを改めて考え直す手がかりとなるであろう。

　松岡によれば，日本の名経営者たちが追及したCSR理念は，．時空間創造モデル，．社

会貢献モデル，．企業家精神モデル，．共生思想モデル，．文明と人間モデル，の 5 つに

分けられる9）。

　時空間創造モデル

　第 1 のモデルは，近代国家・日本の形成過程で，独立自尊の精神により社会改革を強力に推し

進めた企業家たちである。強い倫理観と公の精神から，私益を超えて公益を追求した，渋沢栄一

（1840～1931）があげられる。生涯を通じて「論語と算術」の一致を実践した渋沢がプロデュー

スした実業並びに社会公共事業は，実に1000有余を超えている。そのかたわらで女子教育にも心

血を注いだ渋沢栄一から学ぶものは，未来への時間軸の取り方である。新規事業の開拓も女子教

育も，渋沢にとっては40年，50年先を見据えた事業であった。長い時間をかけていつくしみ育て，

その中で自らの理念を目指した。時間軸をめいっぱい長く設定することによって，活動は自ずと

社会化していくのである。CSRの本来のあり方を見たような気がする。

　また，卓越したアイデアで明治期の日本に新しい生活文化をもたらした小林一三（1873～

1957）は，まさに時空間モデルの創出者である。阪急グループの創始者でもあった小林は，「大

衆の生活を豊かにし，なおかつ社会も発展させる」という理念のもと，大胆な発想と精密な計画

によって，物語を描くように人々の前に新しい社会を出現させていった。そのプロディース力は，

経済と文化を融合させるというCSRのあり方を鮮やかに示したものである。

　社会貢献モデル

　第 2 のモデルは，経済成長という神話が社会にもたらす矛盾や亀裂に真摯に向き合い，その解

消に立ち上がった企業家たちである。近代社会は，常に目先の利益を追い求め終わりなき企業競

争をあおってきた。資本主義社会は，「強さ」の神話を彫り込まれすぎたのである。我々はすっ

かり「強さ」にあこがれ，ついには「弱さ」の意味を見失ってしまった。企業が社会の縮図であ

るとすれば，企業の中にもまた，「壊れやすいもの」や弱者への軽視がはびこっている。このこ

とに早くから気づいたのが，現オムロンの創業者，立石一真（1900～1991年）や小倉昌男（1924

～2005）であった。彼らは，強者と弱者を分ける社会の基準値を，大きく変えることに挑んだ。

そして，この思想を現実のものにしたのが，オムロンの「太陽の家」であり，ヤマト運輸の「ス

ワンベーカリー」である。いずれも，品質，コスト，生産性などの面から見ても優良な成績を実

現していることを通じて，強者と弱者が相移転するさまを，世の中に明らかに示したのである。

　企業家精神モデル

　第 3 のモデルは，本田宗一郎（1906～1991），井深大（1908～1997）など，アントレプレナー

型の社会変革者である。この先達たちに共通する思想は，人間の内面のさらに奥にある思いを，

たとえそれが世間の求める人間像からははみ出したものであっても，その燃えたぎる心，青臭い

理想こそが尊いと称揚し，それを社会変革の原動力に転化するする方法を，自らの行動で示そう

としたことだった。「我々の思考は，過去を頼って良し悪しを判断しがちである。しかし，180度

転換した時には非常に危険なイデオロギーになる」という，本田の指摘は鋭い。また，井深は，

ソニーの前身である東京通信工業の設立式で「大きな会社と同じことをやったのでは，我々はか
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なわない。しかし，技術の隙間はいくらでもある。我々は大会社ではできないことをやり，技術

の力でもって祖国復興に役立てよう」と宣言した。小さいもの，力のないものがやがて世界を変

えるというシナリオを見抜いていたのである。

　共生思想モデル

　第 4 のモデルは，世界を視野に入れて，「共に生きる」ことを追求した企業家たち，松下幸之助，

賀来龍三郎，土光敏夫，稲盛和夫である。それぞれ事業内容は異なっているものの，事業という

ものを常に大きな共生思想の中に位置づけた。彼らにとっての企業経営とは「企業は何のために

存在するのか」を問い続けることであった。

　競争や差別化といったビジネス行動とは全く逆の発想で，同質なものをすべての人に安く届け

ることを使命とした松下幸之助の「水道哲学」，飢餓，戦争，貧困など世界を覆う圧倒的な格差

に目を向け，世界の平和と安定を目指した賀来龍三郎の「共生のマネジメント」は，小手先の戦

略論をこね回す今日のCSR論議の不毛さを思い知らせる。

　文明と人間モデル

　1972年，ローマクラブは『成長の限界』を発表した。この警告は，70年前後の世界情勢と資本

主義・自由主義文明のほころびを突き，オイルショックに端を発する地球の資源の限界への視点

を広く世界に訴えるものだった。

　技術によるイノベーションが，人類に幸福だけを与えたわけではなく，資本主義が地球全体を

富ませたわけではない。技術も制度も，そこに人間と文明の視点を入れなければ社会の進歩に貢

献することはないのだということに，現代の企業経営者は強い意識を持たなければならない。そ

の実践者の 1 人に，NECの小林宏治がいた。小林は，コンピュータ＆コミュニケーション（C& 

C）というスローガンを打ち出し，早い時期から企業とコンピュータをうまくつなげて文明（社

会の進歩）に貢献することを打ち出した。これは，技術経営が忘れかけていたCSR理念であった。

現代は，ICTもしくはAIの時代とは言え，技術が主人公ではなく，それは人間にとっての手段で

しかないことを忘れてはならないのである。

　これまで見てきたように，松岡の分類による， 5 つのCSR理念モデルは，いずれも現代にお

いて，少しも古さを感じない。むしろ，今こそ，この 5 つのCSR理念を原点として，我々は初

心に立ち返り，より一層のCSRの実現に向けていかなければならないという信念さえよみがえ

らせ，我々に感動と共感を与えてくれるものである。

　ここで筆者が着目するのは，やはり，CSRにおけるステークホルダー概念（ステークホルダー・

アプローチ）である。すでに述べたように，CSRの基本は，経営活動のプロセスに社会的公正性・

倫理性・環境や人間などへの配慮を組み込むこと，そして，ステークホルダーに対しアカウンタ

ビリティを明確にすることである。また，CSRで問われている社会的・環境的な様々な課題の

解決には，企業のみならず，関係するステークホルダーそれぞれが積極的にその役割・責任を果

たしていくことが同時に必要である。90年代以降，日本においても，持続可能な発展について，

マルチ・ステークホルダーで議論されるようになり，CSRの議論が広がると共に，企業とステー

クホルダーとの関係は，企業側からの一方的な関係ではなく，相互関係の中で捉えられるように

なってきている。そして，企業とそれを取り巻く地球社会，つまり，「個々人も含めた，より多

くのステークホルダー（マルチ・ステークホルダー）との共通価値の創造によるイノベーション」

へとさらに発展させ，進化することが，もう一つの日本型CSR理念になりうるのではないかと

筆者は考える。もちろん，企業とマルチ・ステークホルダーとの共通価値の創造は，先の述べた，



SDGs達成のための日本型CSR理念モデルに関する一考察 41

　5 つのCSR理念モデルの各々と関わり，特に，第 4 のモデルである共生思想モデルに類似する

部分は確かにある。共生思想モデルに位置する先達の経営者である，賀来龍三郎は，1997年に次

のように述べている。

　「いま世界中の多くの企業が，自分たちには第 3 世界の貧困，自然環境の破壊，際限のない貿

易摩擦といったグローバルな問題に応えるべき道徳的な義務がある，と思っている。しかし，企

業の存続がまさにこうした対応にかかっていることを十分に認識している企業はほとんどない。

グローバルな企業が平和と繁栄の増進を図りつつ利益を確保する，という義務をどうすれば果た

せるのか，多くの人が疑問を抱いている。その答えは，私の経験からすると「共生」，すなわち

個人と組織がコモン・グット（共通の利益）のために共に生き，働くという『協力の精神』にあ

る10）」。

　筆者のいう「個々人も含めた，より多くのステークホルダー（マルチ・ステークホルダー）と

の共通価値の創造によるイノベーション」とは，このような共生の思想の上に成り立つものであ

ると考え，これを，第 6 のモデル，「企業とマルチ・ステークホルダーとの共通価値の創造モデル」

としたい。

　さて，ここで「共通価値の創造」についてふれなければならない。

　ポーター（Porter,M.E.）とクラマー（Kramer,M.R.）によるCSRとCSVに関する見解

　ポーターは，ハーバード・ビジネス・レビュー誌に2011年に，論文“Creating Shared Value”

を発表した。それ以降，日本でもCSVという言葉が多用されるようになったと言われている。

彼は，CSVを説明するに当たり，論文の冒頭で次のように述べている11）。

　　Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new 

way to achieve economic success. It is not on the margin of what companies do but at the 

center.

注）松岡が分類したCSRに関する 5 つの理念モデル（ 1 ～ 5 ）を参考にし，一部修正・加筆により筆者作成。ダ
イヤモンドハーバード・ビジネス・レビュー「公器の経営」2008年 1 月号，82-87頁参照。

図 1　：日本型CSR理念モデル（先達の経営者のCSR理念）

 1 ．時空間創造モデル　　　　●日本という近代国家の形成過程で，独立自尊により社会改

革を強力に推し進めた企業家（渋沢栄一）

 2 ．社会貢献モデル　　　　　●経済成長という神話が社会にもたらす矛盾や亀裂に真摯に

向き合い，その解決に立ち上がった企業家（立石一真）

 3 ．企業家精神モデル　　　　●アントレプレナー型の社会変革者（本田宗一郎）

 4 ．共生思想モデル　　　　　●世界を視野に入れて「共に生きる」ことを追求した企業家

（松下幸之助）

 5 ．文明と人間モデル　　　　●技術も制度も，そこに人間と文明の視点を入れなければ社

会の進歩に貢献することはないという強い意識をもつ企業

家（小林宏治）

 6 ．共通価値の創造モデル　　●「共通の価値の創造」（CSV）を実践し，誰もが勝者とな

る世界を創り出そうとする企業家（吉田忠雄）



県立広島大学地域創生学部紀要　第 1 号42

　つまり，「CSVは，社会的責任でもなく，慈善活動でもなく，サステナビリティでさえなく，

経済的な成功を達成するための新たな道である」という表現から，CSVと既存のCSRやサステ

ナビリティとを対立概念として置こうという意図が伺える。ポーターはなぜ，CSRとCSVを対

立概念として切り離すのであろうか。しかも，ポーターは一方において，「対照的に，共

通価値（CSV）の概念は，従来の経済的ニーズだけでなく，社会的ニーズによって市場は定義

されるという前提に立っている。また，たとえばエネルギーや原材料の無駄，大事故，教育の不

備を補う再教育の必要性など，企業に『内部費用』が生じるのは，社会の害悪や弱点があるとい

う認識でもある。ただし，このような害悪や制約に対処することが，企業にとってコスト増にな

るとは限らない。なぜなら，企業は，新しい技術，あるいは業務手法や経営手法を通じてイノベー

ションを生み出せるからであり，その結果，生産性を向上し，また市場を拡大できる12）」と主張

しているのである。

　これに対して，岡田正大は，次のように述べている13）。

　マイケル・Ｅ・ポーターとマーク・Ｒ・クラマーが2011年に発表した論文「Creating Shared 

Value」により，CSV（共有価値の創造）という考え方が広く知られるようになった。CSVと 

は，営利企業が本業を通じて経済的利益と社会的問題解決の両立を目指すという，企業戦略の新

たな考え方である。ネスレ，GE，ダノン，キリンなど，さまざまな企業がCSVに取り組み始め

ている。

　伝統的な戦略理論では，利益追求と社会的問題解決はトレードオフの関係にあると考えられて

きた。新自由主義を提唱した経済学者ミルトン・フリードマンは，企業の社会的責任は利益の極

大化であり，経営者が社会問題の解決に 1 ドルでも投資すれば，それは株主に対する許されざる

課税であると述べ，社会や環境への貢献は，あくまで納税を通じて政府などの専門家に委ねられ

るべきだと主張した。

　それに対してポーターらは，利益追求と社会問題解決の間に相乗効果が存在するケースを指摘

し，経済性と社会性は同時に追求できると主張した。そのケースは「インサイド・アウト（内か

ら外へ）」と「アウトサイド・イン（外から内へ）」の 2 つに大別される。前者は，本業での製品・

サービスや事業プロセスが社会的問題の解決に資するケースである。例えば，トヨタ自動車のプ

リウスは，売れれば売れるほどガソリン車に比べてCO2排出量を減らせるため，結果として環境

負荷を低減できる。後者は，本業の競争環境を改善するために，社会問題の解決に取り組むケー

スである。米シスコは，貧困地域でのプログラミング教育を無償で行うことにより，低所得者層

の職業能力を向上させると同時に，優秀な人材の優先的な確保を可能にした。

　実は，この論文には 2 つの考え方が混在している。 1 つはポーターの考え方で，あくまでも経

済的利益を最大化する手段として社会的価値（顧客，サプライヤー，被雇用者，地域コミュニ

ティなど，株主以外の利害関係者に対する価値）を追求するものである。経済的パフォーマンス

の最大化をゴール（評価基準）とする伝統的戦略理論に則った方法と言える。一方，非営利組織

のコンサルティングをしているクラマーは，経済的価値と社会的価値の合計を最大化すること

がCSVであるとしている。経済的価値のみを追求する従来の考え方からは大きく逸脱している。

このように，CSVの理論はまだ明確に定まっておらず，どちらを選択するかは企業次第と言える。

　筆者は，クラマーの立場を取る。経済的価値と社会的価値の合計を最大化することがCSVで

あり，それこそがCSR（企業の社会的責任）理念の上に進化する現代企業の経営の在り方であ

ると考えている。
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　このようにみてくると，筆者が捉える，第 6 の日本型CSR理念モデルである，企業とマルチ・

ステークホルダーとの「共通価値の創造モデル」の先達の経営者は，YKKの創立者である吉田

忠雄であろう14）。

　吉田忠雄は「YKK教の教祖」という異名を持つ。国内外のファスナー業界を完全制覇してい

ればこそ，その異名も納得できる。その一つが，「善の循環」である。幼少の頃から偉人伝を読

みふけり吉田松陰・野口英世・リンカーンなどの生き様を学んだ。特にカーネギーの「他人の利

益を図らなかったら自らは栄えない」という言葉は，彼を感動させたという。後に成功の秘訣を

聞かれた吉田はこんな言葉を残している。『とんでもない。成功なんかしていませんよ。ただ，

人間とお金を大事にしています。私は，儲かったお金はみな使ってしまわずに，その一部分はか

ならず資本にくり入れ，新しい機械を入れるようにしています。それも人間の善意が巡環するよ

うに…』

　1973年（昭和46年）のオイルショックを，吉田は「善の循環」で見事に切り抜けた。物価が高

騰し物不足の中で，消費者第一の方針を掲げ，値上げを極力抑えた。「今こそ尽くす時。金儲け

でなく，信用を儲けることが大切だ。」そして，取引先に呼びかけた。「我々が百億円の損失をか

ぶる。だからみなさんは出し惜しみや値上げはしないでほしい」と。この決断で，YKKは大き

な信用を得た。そして会社の損失は40億円にとどまったのである。吉田のCSR理念は，「善の循

環」という企業精神にあり，それは，「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」というもの

である。つまり，事業活動を通じて新たな価値を創造することが，自社の事業を発展させるだけ

でなく，顧客や取引先の繁栄につながり，さらには社会の繁栄にも貢献し，それが巡り巡って自

社のもとに還ってくる。それが「善の巡環」の考え方である。

　ポーターは，CSV経営において，社会価値と経済価値を二元論として捉えている。欧米流の

要素還元主義的な考え方が強い。一方，YKKの「善の巡環」は東洋流の全体包括主義的なシス

テム思想に基づいていると考えられる。すなわち，社会価値と経済価値は不可分なものだという

考え方である。この 2 つの価値を「トレードオフ（二律背反）」ではなく，「トレードオン（相乗

効果）」と捉えるところにこそ，欧米型のCSVを超える可能性が秘められているといえるだろう。

Ⅳ．結論と今後の課題

　本稿では，本来のCSRの概念を，企業が社会において果たす役割をもっと広く捉え，CSRの

対置する新たな概念として論じられる，企業と社会の各種ステークホルダーとの協創関係を重視

するCSVもESGもそしてSDGsも，すべてCSRの概念に含め，日本型CSR理念モデルの考察を

試みた。

　本考察により，「日本企業は中長期のビジョンをもって，CSRを自社の企業経営の中核に組み

込み，真にCSRを実現していくためには何が必要か」という問題提起に関して，筆者なりに結

論を述べるならば，以下の通りである。

　まず第 1 に，すでに述べたように，今日の企業は，事業の戦略にCSRを組み込み，新しい可

能性に挑んでいくことを通して，企業のみならず，社会にとっても新しい経済的・社会的価値を

創出することが期待されている。したがって，経営者は，自社のCSR理念を再度見直し，従来

の経済的価値のみではなく，社会的価値という異なる価値をも同時に満たすように本来的事業に

組み込み，その本来的事業をさらに進化させていかなければならない。
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　尚，本来的事業に関しては，各社によって異なるため，その事業での特性や優位性が十分に

発揮できるように，CSR理念の再度の見直しを図る必要がある。例えば，本稿で示した 6 つの

CSR理念モデルの中で，自社はどの理念モデルに位置するのかを再考するなどである。とりわけ，

共通価値の創造モデルにおいては，自社のCSR理念を，ポーター流に社会価値と経済価値の二

元論として捉えてしまってはいないか，注意することが必要であろう。なぜなら，フリーマンが

主張するように，企業は，そのステークホルダーからなる社会のなかに存在しているのであり，

自社の経済的利益を最大化する手段として社会的価値（顧客，サプライヤー，被雇用者，地域コ

ミュニティなど，株主以外の利害関係者に対する価値）を追求することからの脱却が求められて

いるからである。企業はこの地球社会の中に存在している。この社会的価値は，単なる自社の経

済的利益最大化のための手段ではないのである。

　次に，社会的価値という場合，社会的課題の解決によって生み出される社会にとっての価値と

いうことのみならず，企業組織内の従業員・個々人による直接経済的価値では測れない成果があ

り，その重要性も指摘される。つまり，今日のSDGsの流れによって，企業の従業員として，また，

地球社会の個々人として，社会を自ら，少しでもよりよいものにしたいという自発的意志が芽生

え，それによる取り組みの成果が社会的成果につながるのである。その意味で，企業を取り巻く

ステークホルダーを含めた，地球社会自体の成熟が求められるのである。

　さらに，CSR理念の具現化のために，日本企業は，各々の経営者のCSR理念の確立とリーダー

シップ，及び，背後からの支援と協力が必要不可欠であると同時に，その組織の従業員は，その

CSR理念に共感し，コミットメントし，地球社会の社会人としても，また，当該組織の従業員

としても自発的に取り組むことが可能な「CSR理念の具現化のための組織文化」の創造が必要

である。

　筆者の今後の課題は，企業とマルチ・ステークホルダーとの「共通価値の創造」に関するさら

なる探究にある。
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