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戦略的 CSR の意味 
 
1. はじめに 

Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任、以下「CSR」と略称する）の議論

が起こってから 1 世紀を経た今日、この領域において、「戦略的 CSR」という主張がなされ

ている。例えば、ポーターとクラマーによって書かれた「企業慈善活動の競争優位（The 
Competitive Advantage of Corporate Philanthropy）」（Harvard Business Review, 2002
年1）と、「戦略と社会―競争優位と企業の社会的責任の関連―（Strategy & Society: The 
Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility）」（Harvard 
Business Review, 2006 年2）によれば、CSR は、戦略的に果たすことが可能であるとされ

る。また、谷本の著書『CSR 企業と社会を考える』（NTT 出版,2006 年）によれば、CSR
には守りと攻めの二つがあり、戦略的な取り組み方が望まれている。 
これらの主張には、CSR には戦略的なものと非戦略的なものがあるということと、かつ、

これまでの CSR は非戦略的だったので、今後は戦略的であるべき、という前提が含まれて

いるように考えられる。はたして、戦略的 CSR と非戦略的なそれとはどのように区別され

るのか。また、今日、非戦略的な CSR は否定されているのか。戦略的 CSR は何をもって

正当化されているのか。 
本論は、まず CSR 論の変容を概観し、今日の戦略的 CSR へ辿りつく過程を説明する。

その上で、CSR 論の中における戦略的 CSR が示す領域を明らかにし、戦略的 CSR とはど

のような意味を持つのか、どのような目的で戦略的 CSR が推進されているのか、を浮かび

上がらせることを目的としている。 
 
 
 
2. CSR の変容 

CSR という考え方は、第二次産業革命期とそれに続く時期に、企業の経済活動と社会と

の相互関係性において、雇用問題・公害問題など、現実的・切実的な問題を契機として発

現してきた議論である。経営学において 初に取り上げられたのはシェルドン（1924）の

『経営管理の哲学3』であるが、そこから実に 1 世紀にわたり、全世界の人々の生活の営み

                                                   
1 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2002) “The Competitive Advantage of Corporate 
Philanthropy” Harvard Business Review, Dec 2002, Vol. 80. 
2 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, 
Dec 2006, Vol. 84. 
3 Sheldon Oliver（1924）The Philosophy of Management（田代義範訳（1974）『経営管

理の哲学』未来社） 
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や命に関わる問題や地球・自然環境問題を取り扱ってきた。 
20 世紀、企業はその規模を急速に巨大化させた。企業の大規模化は、単なる量的変化に

留まらず、質的変化、企業の性格の変容をもたらし、そして社会を大きく変えた4。 
企業は、いまや一国の GNP に匹敵する規模にまでなっている。一企業の行動は、多くの

人々に、多くの社会に影響を与えている。 
そのような現代企業に対し、CSR という考え方が世に問われ始めた黎明期には肯定・否

定論争が展開された。そして CSR が肯定され所与とされる今日では、企業は何に取り組む

べきなのか、企業は何に取り組めば得になるのかが議論され、特に近年では、「戦略的に」

取り組むことが要請されるようになっている。 
 
2－1 CSR 研究の変遷 

米国における CSR 研究の変遷を整理･説明した代表的なものに、フレデリック（1986）5

の研究がある。これによれば、CSR 研究は、CSR1～3 の三つの時代区分で把握され、将来

的には宇宙・宗教・哲学といった概念の導入が予測されている（図表 1）。 
 

図表１ CSR研究の変遷

1950 1960 1970 1980 1990 2000

出所：Frederick, W.F.,（1986）“Toward CSR3:Why Ethical Analysis is Indispensable 
and Unavoidable in Corporate Affairs”, California Management Review, Vol.28, Winter
を元に、筆者作成

CSR1
肯定・否定論争

効果的に反応するための研究

CSR2

道徳的正しさ・経営倫理を企業行
動に導入する研究

CSR3

将来的には宇宙・宗教・哲学
という概念が研究に導入さ
れる

CSR4

 
 

                                                   
4 三戸浩, 池内秀己, 勝部伸夫（2006) 新版補訂版『企業論』有斐閣 
5 Frederick, W.F.（1986） “Toward CSR3:Why Ethical Analysis is Indispensable and 
Unavoidable in Corporate Affairs”, California Management Review, Vol.28, Winter. 
Frederick は将来的に宇宙・宗教・哲学といった概念の CSR4 へ発展することを後の論文

（Frederick, W.F.（1998）“Moving to CSR”, Business and Society, Vol. 37.）で言及して

いる。本稿では黎明期～現代を取り扱うため、CSR4 には触れない。 
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フレデリックによれば、CSR1（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）

とは、1950～70 年代中期の肯定・否定論争を指す。CSR を肯定する論者達は、旧来の企業

行動を支配する諸規範がどこか間違っており、経済的権力と社会的責任の不調和を、CSR
という考え方で訴えた。CSR という考えを肯定する方向で収束した 1970 年代～現代に続

く CSR2（Corporate Social Responsiveness：企業の社会的応答論）における研究は、CSR
の実践を促すものである。企業が、諸種の社会的圧力（social pressure）や社会的要求（social 
demands）に、効果的に反応するための方法に集中してなされているのが特徴である。ま

た CSR2 と時代を重ねながら、1980 年代～現代に続く CSR3（Corporate Social Rectitude：
企業の社会的正当論）における研究では、道徳的正しさ、企業倫理という概念を、実践に

おける企業行動に導入する観点で研究が進められている。 
フレデリックの研究は、CSR 研究をその特徴により分類したものであるが、この時代区

分に従って、企業に対する批判が具体的にどのようなものであったかを考察すると、そこ

には重要な変化を読み取ることができる。 
CSR 1 と把握される黎明期には結果責任が議論されていたのに対し、CSR2～3 と把握さ

れる現代は役割責任の議論がなされているのである。すなわち、CSR 研究の黎明期と現代

では、異なる責任概念を議論しているのである（津久井,2007）6（図表 2）。 
 

図表２ CSR研究における責任概念

出所：筆者作成

責任概念 フレデリックの
CSR研究の整理

結果責任

＜黎明期＞

CSR1

役割責任

＜現代＞

CSR2
CSR3

 
 
 

                                                   
6 津久井稲緒（2007）「企業の社会的責任論における責任概念」『横浜国際社会科学研究』

第 12 巻, 第 3 号. 
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2－2 二つの責任概念 
一般に「責任」という言葉は、「役割」と「結果」という二つの意味を持って使われてい

る。「責任」について、辞書では次のように説明されている。（広辞苑 第六版） 
① 人が引き受けてなすべき任務。 
② 政治・道徳・法律などの観点から非難されるべき責ｾﾒ・科ﾄｶﾞ。 

ヨナス（1979）7によれば、責任という語は「過去の行為に起因する因果的結果の計測と

しての責任」と「なされるべきことに対する責任－力あるものの義務」に区別される。こ

れには、先の役割と結果の説明に加えて、時間の概念が含まれている。 
責任を議論する上で、この時間という概念を持ち込むことには重要な意味がある。 
CSR 論は、その鏑矢となるシェルドンまで遡れば「経営者の社会的責任」として議論さ

れていたが、今日では「企業の社会的責任」として議論されている。「経営者」から「企業」

へ、この主語が変わることがいかなる意味を持つのか。CSR 論が「経営者の社会的責任」

から「企業の社会的責任」に変わったことに、責任と時間とは関係する。 
経営者から企業に主語が変わった理由は、現代企業の性格が変容したことにある。現代

企業は大規模化と共にその性格も変えた。「現代企業は何よりも維持・発展を求められ、つ

ぶれることが許されない制度体8」となったのである。 
責任の時間という観点から、一個の人間と現代企業の違いを考えると、それは人間には

生の終わりと共に責任の終点があるのに対し、現代企業には制度体としてゴーイングコン

サーンが求められることから、責任をとる時間の範囲にピリオドを打つのが難しいという

点をあげることができよう。責任をとる時間の範囲が、企業の場合は、非常に長くなって

いるのである。 
日本の CSR 論の契機である公害問題を例に取れば、水俣病が発生したときの新日本窒素

肥料株式会社と、現在のチッソ株式会社とでは、社名も社長も社員も変わっているが、企

業がその責任を引き継いでいる。長期間にわたる補償は企業が行っている。CSR 論は、過

去の問題に対して、その当時の人々だけが向き合えばいいというものではなく、歴史とと

もに変化を続ける現在の企業に働く人々にも、公害という問題と向き合うことを要求する。

問題を起こした当時の経営者や関係者が責任をとり辞任しても、次の時代の経営者、次の

時代の企業、次の時代のそこに働く人々は、過去に生じた問題と向き合うことを要求され

る。 
CSR 論における責任概念は、過去、現在、未来という「時間」の中で「行為」に関して

生じる責任、「役割責任」と「結果責任」という、性質の異なる二つを包含していると考え

られる。 

                                                   
7 Hans Jonas (1979) DAS PRINZIP VERANTWORTUNG. Versuch einer Ethik fur die 
technologische Zivilisation. Frankfurt/M.:Insel. （加藤尚武監訳（2000）『責任という原

理―科学技術文明のための倫理学の試み―』東信堂） 
8 三戸, 池内, 勝部（2006）前掲書, p.6. 
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「役割責任」 未来の行為の決定、現在の行為の実行、過去の行為に向き合う 
「結果責任」 過去の行為の帰結 

 
そしてこの二つの責任概念「役割責任」と「結果責任」により、フレデリックの CSR 研

究の変遷を考察すると、CSR1 と把握される黎明期には結果責任が議論されていたのに対し、

CSR2～3 と把握される現代は役割責任の議論がなされていると見ることができるのである。 
 
 
2－3 CSR 研究の黎明期、「結果責任」 

フレデリックが CSR1 と把握した黎明期（1950～70 年代中期）は、CSR という新しい

考え方をめぐる肯定・否定論争9が繰り広げられた。第二次産業革命期とそれに続く当時は、

企業の経済活動と社会との相互関係性において、現実的・切実的な問題が（イギリスにお

ける雇用問題、ドイツにおける戦争責任、アメリカにおける独占・慈善活動・科学的管理、

日本における公害問題など）大きく看過することができなくなってきたときである。これ

らの問題について、企業が責任を負うべきなのか（肯定論）、または経済発展を共に享受し

ている国や社会が負うべきなのか（否定論、企業は利潤目標の達成にのみ注力すべし）、CSR
研究の黎明期における肯定・否定論争とは、「結果責任」をめぐる論争だったと見ることが

できる。 
三戸（1994）10によれば、結果には目的的結果と随伴的結果があり、「随伴的結果は、目

的的結果の追求から必然的に生じる」ものである（図 3）。 
 

                                                   
9 Frederick が肯定論者として挙げているのは、Howard Bowen, Joseph McGuire, Adolf 
Berle, Keith Davis, Prakash Sethi, Joseph Monsen, Richard Eells, Clarence Walton, 
George Steiner, CED(Committee for Economic Development)。対する、Corporate Social 
Responsibility を否定する代表論者は、M.Friedman, F.A.Hayek, B.W.Lewis, T.Levitt, 
H.L.Johnson。 
10 三戸公（1994）『随伴的結果―管理の革命』文眞堂 
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出所：三戸公（1994）『随伴的結果―管理の革命』を元に筆者作成

目的的結果 随伴的結果

プラス
達成 マイナス

結果
未達成 プラス

マイナス

図表３ 二つの結果（目的的結果と随伴的結果）

 
 
何等かの目的を設定し、その目的に対して行為した結果、目的の達成、あるいは未達成

という結果が得られる。この結果は「目的的結果」である。 
「随伴的結果」は、当初の目的設定の際に求めた結果ではなく、この目的―行為―目的

的結果（達成 or 未達成）という一連の活動に付随して生じる、「求めざりし結果」である。

随伴的結果は、目的的結果の追求から必然的に生ずるもである。 
この求めざりし随伴的結果は、行為者や第三者に、愉快・プラスを与える場合もあれば、

不快・マイナスを与える場合もある。そしてまた、いかなる随伴的結果が生ずるかについ

て、予測し予知できる場合もあれば、予測も予知も不可能な場合もある。 
随伴的結果は、目的的結果の追求から必然的に生ずるものである。この随伴的結果の問

題は、多数の人間の協働行為・組織的行為の場合には、些細なものとして看過することは

できなくなる。協働行為が組織的行為として大きくなり、科学技術によって武装せられて

くると、目的的結果は巨大なものとなり、そしてまた随伴的結果も巨大なものとなる。 
ヨナス（1979）11は、「（倫理学的に）必要な知識は、必然的に、その時代にはまだ獲得さ

れていない知識である」と指摘する12。 

                                                   
11 Hans Jonas (1979) DAS PRINZIP VERANTWORTUNG. Versuch einer Ethik fur die 
technologische Zivilisation. Frankfurt/M.:Insel. （加藤尚武監訳（2000）『責任という原

理―科学技術文明のための倫理学の試み―』東信堂） 
12 日本における企業の社会的責任の契機である公害問題について、「公害」という言葉がで

きるそれ以前に、予測・予知することは果たして可能であったと言い切れるだろうか。海

外での事例が報告され、また科学的検証も進んだ時点での、四大公害訴訟の審理過程の被

告会社の応対態度や公害問題への対処については決して許されるものではないが、企業活
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従来、企業は市場内部における経済活動で目的的結果の未達成に対して結果責任を問わ

れてきた。しかし公害等、企業の社会的責任の契機となった現実的・切実的な問題では、

その原因が企業だけに起因するものでなく社会自体が抱えている問題に起因するところが

大きかったとしても、かつ、目的的結果の達成・未達成にかかわらず、企業活動に伴う負

の随伴的結果として、企業に重い結果責任を要請する13というものであった。 
このことは、企業が結果責任をどのようにとるか、という実践部分にも変更を迫ること

となる。企業は法的な制裁（刑事・民事訴訟の判決）に従うだけでなく、マスコミを通じ

て謝罪を行うことや慰霊碑の建立（水俣病、JAL 御巣鷹山事故等）など、企業が結果責任

をどのようにとるか、これまでとは異なるけじめのつけ方が社会から求められるようにな

ったのである。 
公害など、CSR 研究の黎明期において問われた「結果責任」は、目的的結果の達成・未

達成にかかわらず、負の随伴的結果に対しても責めを負うことを企業に求めるようになっ

た時代が到来したということであり、「結果責任概念の拡張」と把握することができる（図

表 4）。 
 

負の随伴的結果

（公害など）

図表４ 結果責任概念の拡張

目的的結果の
未達成

（商品の欠陥など）

出所：筆者作成

 
 
 

                                                                                                                                                     
動が原因となり、社会を揺るがす深刻・甚大な公害問題が惹き起こされようとは、誰が予

測・予知できたであろうか。 
13 もちろん国家にも完全雇用や戦争責任の要請は向けられているが、国家がそれに応じな

いからといって企業がその問題を放置できるほど、社会からの要請は小さくない。 
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2－4 CSR 研究の現代、「役割責任」 
CSR という考え方は、肯定・否定論争を経て肯定という方向に収束した。 
フレデリックによれば、CSR 研究の現代は、CSR2 と CSR3 の、二つの流れで研究が進

められていると把握される。1970 年代に始まった CSR2 に分類された研究は、企業に対す

る急速に拡大する諸種の社会的圧力（social pressure）や社会的要求（social demands）を、

企業がいかに認識するのか、いかに効果的に対応していくのかに焦点をあてたものであり、

1980 年代に始まる CSR3 に分類される研究14は、道徳的正しさ、企業倫理という概念を企

業行動に導入するというものである。 
フレデリックは、CSR1 を Corporate Social Responsibility、CSR2 を Corporate Social 

Responsiveness、CSR3 を Corporate Social Rectitude の略であると述べている。これは、

CSR2 が何に取り組めば得になるのか、という功利の観点であるのに対し、CSR3 は何に取

り組むべきなのか、という正義の観点に立脚した研究と見ることができる。 
 そもそも、現代の CSR の具体的内容とは何か。現実問題として、広範な社会的圧力や社

会的要求に対して、企業は無限定に対応していくことはできない。これは CSR 論の中にお

ける Social Issues 研究として位置づけられる。この研究によれば、具体的内容の特定化は、

「実情を知る上で便利だが、特殊･羅列的で時代変化に弱い」（森本,1994）15ということが

指摘されている。 
今日の企業には、CSR の具体的内容が特定化されていない中で、実践が求められている

のであり、企業はそれぞれ独自に、功利の観点や正義の観点から、何をするかを決めてい

ることになる。企業自ら｢役割責任」を決定しているのである。 
「役割」について社会システム構造の中で説明しているのはパーソンズ（1951）16である。

「役割」という語には、地位と役割の二つの意味が含まれている。それぞれの行為者の立

場を社会体系の中の位置（構造的側面）として見たものが地位、社会体系に対して果たし

ている機能（機能的側面）としてみたものが役割であり、社会体系への関与という同じ事

柄の二側面として、地位と役割は一体の概念として扱われている。この役割の根底には「期

待」があり、行為者は常に他者からの「期待」を認識して行為する。その意味で役割は規

範性を持つ。同じ役割を遂行したときにある程度の違いが生じるのは、この認識の相違に

よるところがひとつの要因である17。 
CSR の具体的内容の特定化は時代変化に弱い、ということを考慮しつつ、今日の CSR の

具体的内容を概観するための一例として、『CSR 企業総覧 2007 年版』を取り上げる。企業

に求められている CSR の範囲がいかに広いのか、ということが理解できよう（図表 5）。 

                                                   
14 これら正当論の代表的な研究として、Lynn Sharp Paine（1994, 1997）、高巌,トーマス・

ドナルドソン（2003）らの研究がある。 
15 森本三男（1994）『企業社会責任の経営学的研究』白桃書房 
16 Parsons. T.,（1951）The Social System, Free Press. 
17 同じ役割を与えられて異なる結果が生じる要因には、認識の違いのほかに、状況の差異、

（行為）能力の差異などが考えられる。 
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図表５ 各社の CSR 取組の評価項目と内容18 
評価項目 評価内容 

「人材活用」 ①女性社員比率、②離職者状況、③50～59 歳割合、④残業時間、⑤女性

管理職比率、⑥女性部長職以上比率、⑦女性役員の有無、⑧障害者雇用

率（3 カ年平均）、⑨高齢者雇用体制、⑩有給休暇取得率、⑪産休期間、

⑫産休取得者、⑬育児休職取得者、⑭介護休職取得者、⑮勤務形態の柔

軟化に関する諸制度、⑯従業員のインセンティブを高めるための諸制度、

⑰安全・衛生体制、⑱労働災害度数率、⑲従業員の能力評価基準、⑳同

内容告知、○21新卒定着度 
「環境」 ①環境担当部署の有無、②環境担当役員の有無、③同役員の担当職域、

④環境方針文書の有無、⑤同文書の第三者関与、⑥環境会計の有無、⑦

同会計・費用と効果の把握状況、⑧同会計・公開、⑨環境監査、⑩ISO14001
取得体制、⑪ISO14001 取得率（国内）、⑫ISO14001 取得率（海外）、

⑬グリーン購入体制、⑭事務用品等のグリーン購入比率、⑮グリーン調

達体制、⑯環境ラベリング、⑰土壌・地下水の汚染状況把握、⑱環境関

連法令違反等、⑲環境対策関連の表彰歴 
「企業統治」 ①CSR 担当部署の有無、②CSR 担当役員の有無、③同役員の担当職域、

④CSR 方針の有無、⑤同方針の公開、⑥IR 担当部署、⑦法令順守関連

部署、⑧国際的な CSR 行動基準、⑨内部告発窓口設置、⑩内部告発者の

権利保護に関する規定制定、⑪中期経営計画、⑫公正取引委員会など関

係官庁からの排除勧告、⑬不祥事などにより操業・営業停止、⑭コンプ

ライアンスに関わる事故・事件で刑事告発、⑮社外取締役の有無 
「社会性」 ①消費者対応部署の有無、②社会貢献担当部署の有無、③商品・サービ

スの安全性・安全体制に関する部署の有無、④社会貢献活動支出額、⑤

同分野、⑥NPO・NGO との連携、⑦SRI・エコファンド等の採用状況、

⑧消費者からのクレーム等への対応マニュアルの有無、⑨同クレームの

データベースの有無、⑩ISO9000S の取得状況（国内）、⑪ISO9000S の

取得状況（海外）、⑫ISO9000S 以外の品質管理体制、⑬地域社会参加活

動実績、⑭教育・学術支援活動実績、⑮文化・芸術・スポーツ活動実績、

⑯国際交流活動実績、⑰ボランティア休暇、⑱同休職、⑲マッチング・

ギフト 
出所：『CSR 企業総覧 2007 年版』東洋経済新報社 

                                                   
18 この評価によれば、各社の CSR への取り組みは、「人材活用」「環境」「企業統治」「社会

性」の 4 項目で評価される。また、この評価は、調査票に東洋経済所有データを加味して

独自に評価している。評価は「AAA、AA、A、B、C」の 5 段階で行われている。『CSR 企

業総覧 2007 年版』東洋経済新報社 
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社会から企業に広範に寄せられる「期待」の中から、企業が選択し引き受けたものが「役

割責任」であり、現代は、その選択の正当性が問題となる。現代の CSR は、広範な期待に

対して、企業がこれをどのように引き受け実践していくのか、企業が選択した「役割責任」

が評価されていると把握できるのである。 
では、役割責任を決定する源となる期待とは、どのように捉えることが可能であろうか。

それには、CSR の源泉を考えてみる必要がある。 
 
 

2－5 責任概念と CSR の源泉による、CSR の論点整理 
社会が企業に抱く期待の特定化は一時的にしかできないが、社会が企業に抱く期待が生

起するのは二分野からである。「CSR は、social problems（社会的課題）と social impacts
（社会的衝撃）の二分野で起こる」（ドラッカー, 1974）19。 

ドラッカーによれば、「社会的課題」とは、社会自体の問題であり、社会自身の機能不全

から起こるものである。企業の職能は、社会が必要とするものを満たすと同時に当の組織

体に役立てることであり、そのためには社会的課題の解決を事業上の機会に変換せねばな

らない。また「社会的衝撃」とは、その企業が社会へ与えた影響のことである。現代企業

は社会の機関であり、社会の中にいなければならないため、現代企業は不可避的に社会的

衝撃を与えることになる。これらの多くは避けられないものであり、これらは副産物であ

る。人は、意図的であろうとなかろうと、自分が与えた衝撃に対して責任がある。 
 
役割責任と結果責任という「責任概念」と、社会的課題と社会的衝撃という「CSR の源

泉」とは、どのように関係付けることができるだろうか。 
一つは、「役割責任は社会的課題と社会的衝撃の双方から生じる」という関係であり、二

つ目は、「結果責任は社会的衝撃から生じる」という関係である。 
ここでは、社会的課題の例として地球環境問題、社会的衝撃の例として公害問題を取り

上げて説明する20（図表 6）。 
地球環境問題という社会的課題に対して企業は、環境団体への寄付や植樹などの社会貢

献（以下「貢献」と略称する）、省電力家電開発といった環境ビジネスに取り組むこと（以

下「事業化」と略称する）が、期待されている。社会的課題を解決する道を、社会は企業

の中に模索している。 
公害問題という社会的衝撃を惹き起こした企業には、その公害問題に対する謝罪、刑事

罰や補償、取締役の退任、役職の降格等といった責ｾﾒ・科ﾄｶﾞを負い、けじめをつけること

                                                   
19 Drucker, P.F.,（1974）Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row. 
20 公害問題は、特定企業が地域住民に対して惹き起こした、企業が社会へ与えた社会的衝

撃である。加害者は企業、被害者は地域住民、という関係で把握される。一方、地球環境

問題の被害者は、地球全体・全生命に及び、その加害者は先進国の生活のあり方そのもの

であり、特定することができない。現代社会自体が抱える問題、社会的課題といえる。 
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（以下「けじめ21」と略称する）が、社会から要求される。またその上で、公害防止設備投

資やアセスメント・モニタリング調査の情報公開、環境復元、認定制度の変更により増加

した被害者への補償・救済にどのように向き合うのか等、長期間にわたりその問題と正面

から向き合うこと（以下「正対22」と略称する）が、期待されている。 
整理すると、以下のようになる。 
「社会的課題（地球環境問題）」→「役割責任（貢献）」「役割責任（事業化）」 
「社会的衝撃（公害問題）」→「結果責任（けじめ）」「役割責任（正対）」 

 

図表6 CSRの源泉と責任概念

社会的課題（地球環境問題）

社会的衝撃（公害問題）

役割責任（貢献・事業化）

（環境団体への寄付、植
樹、エコ家電開発等）

結果責任（けじめ）
（謝罪、刑事罰、補償、

取締役の退任等の責ｾﾒ・
科ﾄｶﾞ）

役割責任（正対）

（公害防止設備投資、情
報公開、環境復元、被
害者補償等）

+

出所：筆者作成

役割責任

 
 
ここまでの、CSR の論点を整理しておきたい。 
CSR は黎明期には結果責任が議論され、現代では役割責任が議論されている。 
CSR の生じる源泉には、social problems（社会的課題）と social impacts（社会的衝撃）

という二つがある。 

                                                   
21 「けじめ」というのは情緒的な言葉ではあるが、適当な語が見当たらないので本論では

この言葉を使用する。企業不祥事を起こした際、日本の場合には、法的な制裁（刑事・民

事訴訟の判決）以外に、TV を通じての謝罪会見、新聞への謝罪広告掲載など、社会を騒が

せたことへのお詫びを、マスコミを通じて行うことが一般的となっている。特に近年、新

聞への「お詫び広告」の数は増大傾向にある。またインターネット HP や CSR レポートな

ど、自社発行媒体を通じて不祥事の概要とお詫びを行うことも増加している。 
22 都留によれば、「公害は、不特定多数の発生原因、量の質への転化、長期にわたる間接的

影響、という 3 つの段階を経て現る」もので、多くの被害が即時的でないために、被害に

対する十全な措置をとりづらくさせている。都留重人編（1968）『現代資本主義と公害』岩

波書店 
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社会的課題に対して企業は、「貢献」と「事業化」という 2 種類の「役割責任」が求めら

れる。一方、社会的衝撃に対して企業は、「けじめ」をつけるという「結果責任」と、「正

対」という「役割責任」の、二つの異なる責任概念が求められる（図表 7）。 

図表７ CSRの論点

出所：筆者作成

責任概念 CSRの源泉 CSRの実践

役割責任
Social Problems
（社会的課題）

貢献

事業化

Social Impacts
（社会的衝撃）

正対

結果責任 けじめ

 
 

近年、CSR における責任の果たし方について、「戦略的に」という議論が盛んである。「戦

略的」という議論と、この図表 7「CSR の論点」とはどのような関係にあるのか。 
次節では、ポーターとクラマー、谷本の戦略的 CSR 論を手がかりに、CSR における「戦

略的」の位置づけとその意味を探る。 
 
 
 
3. 戦略的 CSR 論 

近年、CSR 論において「戦略的 CSR」という主張がなされている。 
本節では、この主張を代表する論者、ポーターとクラマー、谷本の議論を手がかりに、「戦

略的 CSR」が従来の「CSR の論点」の中でどのように位置づけられるか、またその意味に

ついて探る。 
 

3－1 ポーターとクラマーの戦略的 CSR 論 
ポーターとクラマーによって書かれた「企業慈善活動の競争優位（The Competitive 

Advantage of Corporate Philanthropy）」（Harvard Business Review, 2002 年23）と、「戦

                                                   
23 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2002) “The Competitive Advantage of 
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略と社会―競争優位と企業の社会的責任の関連―（Strategy & Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility）」（Harvard Business 
Review, 2006 年24）によれば、CSR は、戦略的に果たすことが可能であるとされる。 

ポーターらは、まず 2002 年論文「企業慈善活動の競争優位」により、企業の社会貢献活

動を戦略的に行うことを主張する。 
ポーターらによれば、企業の経済的利益と社会的利益は相反するものではなく、企業に

社会的利益と経済的利益を同時にもたらすこと、すなわち「社会的利益と経済的利益の結

合部分（Combined social and economic benefit）」があると指摘する（図表 8）25。 
 

図表８ 利害の一致（A Convergence of Interests）

純粋な
社会貢献

経済的利益

社会的利益

純粋な
ビジネス

社会的利益と

経済的利益の調和

出所：Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2002) “The Competitive Advantage 
of Corporate Philanthropy” Harvard Business Review, Dec 2002, Vol. 80.,p.59.  

 
企業の社会貢献活動が低迷しているのは、寄付の拡大化を求める企業批判と、短期的利

益の 大化を求める投資家とのジレンマに、企業が陥っているからだと、ポーターらは見

る。 
そして、ポーターらは現状の企業の社会貢献の多くが、戦略的に行われていないと指摘

する。その理由は、「そもそもそもそも企業はフィランソロピーに関わるべきか」という問

                                                                                                                                                     
Corporate Philanthropy” Harvard Business Review, Dec 2002, Vol. 80. 
24 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, 
Dec 2006, Vol. 84. 
25 ここでいう経済的利益とは株主価値の 大化、社会的利益とは社会貢献活動の拡大化を

指している。 
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いに対して「否」と答えた、経済学者のミルトン・フリードマンの主張にあるような旧い

前提が、現代にも生きている、と考えるからである。 
フリードマンは、企業の社会貢献を認めない。「企業の社会的責任とは、株主の利益を増

大させることだけである」「企業とはそれを所有する株主の道具である。企業が寄付を行え

ば、個々の株主が自分の資金をどのように使うのか、判断できなくなってしまう。」「もし

慈善活動に寄付しなければならないとしたら、それは企業によってではなく、個々の株主

によって、あるいはもっと範囲を広げるならば、個々の社員によって行われるべきである」 
ポーターらは、フリードマンの主張には二つの旧い前提があると考える。一つは、社会

目標と経済目標が明確に区分されており、企業のフィランソロピーへの支出は、企業の経

済的利益を犠牲にする、というもの。もう一つは、企業がフィランソロピーに取り組む場

合でも、個人の寄付者が提供する以上のメリットを提供できるわけではない、というもの

である。 
ポーターらは、社会的利益と経済的利益との両方を満たす部分があることを指摘する。

そして、その結合部分があるならば、それはフリードマンの第一の前提がなくなることを

意味する。 
また、企業は単に金を出すだけでなく、社会目標を慈善という形で支援する中で、自社

の能力やリレーションシップを高めることも可能となる。これによって、個人の寄付者や

財団、あるいは政府が提供するよりも、はるかに大きな社会的利益が生み出されることも

考えられ、すると、フリードマンの第二の前提もなくなると主張する。 
 
ポーターらは、多くの企業が、フィランソロピーと自社ビジネスとの間に努めて距離を

置くことが、地域社会での評判が良くなると信じていると指摘する。その理由は、フリー

ドマンの二つの旧い前提にいまだ囚われているからである。 
長期的に競争力の改善につながる分野と寄付を結びつけている企業はほとんどない。フ

ィランソロピーが生み出す社会的・経済的価値を 大化しようとシステマティックに取り

組んでいる企業はさらに少ない。むしろ、社会的責任や配慮というイメージを培うために、

自社がどれだけの資金と努力を注いでいるかを宣伝することに気を取られている場合が多

いと、ポーターらは分析する。 
さらに、企業リーダーの中には、この新しいアプローチがあまりにも自己利益を重視し

過ぎていると思う人もいるであろう、フィランソロピーは純粋に良心の問題であり、ビジ

ネス上の目標を混入させるべきではないという主張をする人もいるであろう。しかしその

結果、これらの企業は社会のためにも自社のためにも、より大きな価値を生み出す無数の

機会を逃している。戦略的なフィランソロピーは、単に企業の私利私欲を満たすだけでな

く、幅広い社会変革を通じて多くの人々に利益をもたらす。もしフィランソロピーが企業

だけの利益を考えたものだとすれば、そもそも慈善活動としての税額控除の対象にならな

いばかりか、その企業の評判を傷つけてしまうことも十分に考えられる。 
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昔から、社会目標と経済目標は明らかに別物であり、相反するものとみられてきた。し

かし、長期的に見れば、社会目標と経済目標は本質的に対立するものではなく、全体とし

て結合されていくのである。だからといって、企業による支出が全て社会的なメリットを

もたらすわけではないし、社会的なメリットがあるからといって、それが必ずしも競争力

を向上させるわけでもない。だからこそ、「寄付を集中させるべき対象」、社会的利益と経

済的利益の融合部分を明らかにする必要があるのである（図表 9）。 
 

図表９ 社会貢献価値の最大化（Maximizing Philanthropy's Value）

純粋な
社会貢献

経済的利益

社会的利益

純粋な
ビジネス

社会的価値と
経済的価値の創造

知識の進化

貢献対象者の成績向上

他の貢献組織に合図

最善の貢献対象者を選択

出所：Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2002) “The Competitive Advantage 
of Corporate Philanthropy” Harvard Business Review, Dec 2002, Vol. 80.,p.62.  
 
戦略的なフィランソロピーに、本質的な矛盾は存在しない。その企業が付加価値を生み

出すことも、メリットを得ることもできない分野については、フリードマンが主張するよ

うに、慈善的な衝動に突き動かされた個人に任せておくのがよいとする。 
 
CSR の一部分と捉えられる社会貢献の戦略化の主張に引き続き、2006 年論文「戦略と社

会：競争優位と企業の社会的責任の関連」でポーターらは、社会貢献という一部分だけで

はなく CSR の全体についても戦略化すべきと主張する。 
ポーターらの着眼点は 2002 年の論文と一貫している。企業と社会の関係をどのように把

握するか、が重要なのである。 
CSR において現在支配的な考え方は、企業と社会を対立する関係で捉えるものであると

指摘する26。多くのライン・マネジャーには、内と外を対立させる思考様式が染みついてお

                                                   
26 「They focus on the tension between business and society rather than on their 
interdependence.」 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006),p.83. 
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り、社会問題の話になるとすぐ身構えるという。ポーターらの主張は、企業と社会は相互

依存関係にあり、企業の意思決定は、企業と社会の双方が利するものでなければならない、

というものである。 
企業と社会の相互依存関係について、ポーターらは二つの方向を提示する。「内から外へ

の影響」と「外から内への影響」である。 
「内から外への影響」について、ポーターらはアスベストの事例を用いて説明する。 
社会への影響は時代と共に変化することもある。今では重大な健康リスクとされている

アスベストは、20 世紀前半の科学では安全とされていた。50 年かけてアスベストの危険性

を示す証拠が積み上げられ、ようやく損害賠償請求が起こされる状態になったのである。

科学研究の進歩が、アスベストについてどのような結果をもたらすのかを予測できず、消

え去っていった企業は多い。したがって、現在の社会への影響をみているだけでは十分で

はない。絶えず変化していく社会への影響を慎重に見極めるプロセスがなければ、企業存

亡の危機にもつながりかねない。企業はバリューチェーン27が社会にマイナスの影響が及ぼ

さないように努めるべきである。 
そして「外から内への影響」については、企業と社会の双方に 大の価値をもたらす分

野を選択することが課題となる、と指摘する。企業は、全ての社会問題を解決したり、そ

のコストを引き受けたりはできない。自社事業と関連性が高い社会問題を選択し、その他

の社会問題は、他の産業、NGO,政府機関に任せるのである。社会問題を選択するにあたり、

ポーターらの示した社会問題の分類は、以下のとおりである（図表 10）。 
 
図表 10 社会問題の分類（Prioritizing Social Issues） 

一般的な社会問題 
 

バリューチェーンの 
社会的衝撃 

競争に関係する社会問題 

企業活動の影響で生じた社

会問題ではなく、企業の長期

的な競争力にも影響のない

社会問題 

企業活動の影響により生じ

た社会問題 
 

企業の外部環境のうち、競争

力に重要な影響を及ぼす社

会問題 
 

出所：Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society: The Link 
Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard 
Business Review, Dec 2006, Vol. 84.,p.85. 
 
そして「周囲への迷惑を減らす」というレベルにとどまることなく、「社会をよくするこ

とで戦略を強化する」というレベルを目指すべきと主張し、社会に大きなインパクトをも

たらし、事業を大きく成長させるのは、戦略的 CSR でしかないと主張する（図表 11）。 
                                                   
27 ポーターらによれば、バリューチェーンとは、事業運営に必要な活動全てを描き出した

ものを指す。 
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図表11 社会問題に対する企業の戦略的アプローチ

（Corporate Involvement in Society : A Strategic Approach ）

一般的な社会問題 バリューチェーン 競争に関係する

の社会的衝撃 社会問題

善良な企業市民活動 バリューチェーンから 戦略的フィランソロピー

生じる悪影響の緩和 ：自社能力を活用し

競争力を高める

バリューチェーンを

社会と戦略の双方に

役立つものへと変える

出所：Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, Dec 2006, Vol. 84.,p.89.

受動的CSR
（Responsive CSR）

戦略的CSR
（Strategic CSR）

 
 
図表 11 の「受動的 CSR」について、まず「善良な企業市民活動」は、企業が地域社会に

貢献していれば社員たちも誇りを持って働ける。しかし、社会への貢献度が高いものの企

業にとっては事業との関連性が乏しいために、従業員の定着りるへのプラス効果は小さい。

また「バリューチェーンから生じる悪影響の緩和」とは、業務上の課題である。多くの企

業はチェックリストを用いて対応している。チェックリストを活用し、外部から圧力がか

かる前に手を打てるようにすることは競争優位を獲得できるが、それは一時的なものにす

ぎない。 
続いて「戦略的 CSR」について、それは、「善良な企業市民活動」と「バリューチェーン

から生じる悪影響の緩和」から一歩踏み出すこと、社会と企業にユニークかつインパクト

の大きいメリットをもたらす活動に集中することを指す。ポーターらは、企業の製品やバ

リューチェーンの中には、企業の競争力と社会の双方に資するようなイノベーションを生

み出す要素がたくさんあると指摘する。例えば、トヨタのハイブリッド・カー〈プリウス〉

は、競争優位と環境保護を両立させた。またメキシコの建設会社、ウルビ・デサジョロス・

ウルバノスは、新しい融資手法による低所得者層向け住宅建設を行い成長してきた。フラ

ンスの銀行、クレディ・アグリコルは、環境問題関連金融商品（省エネ住宅設備融資、オ

ーガニック農場認定融資など）を開発し成功した。経済的価値と社会的価値の両方を同時

に実現できてこそ、効果をより高めることができるのである。 
ポーターらは、現在の一般的な CSR は事業や戦略から切り離されたもので、社会に貢献

する機会が限定的である指摘する。そしてこれからの戦略的 CSR は、企業が社会に貢献で
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きる機会を広げるものであると主張する。 
ポーターらは、企業はもっと社会に役立つはずなのに、機会限定的なためにそれが果た

されていないと見る。なぜ機会限定的になるのか、それは、企業と社会の関係を対立関係

として把握することにその原因があり、相互依存関係という把握へと転換することで、機

会を広げることが可能となると主張するのである。 
 
 
3－2 ポーターとクラマーの「戦略的 CSR」の位置づけと意味 
ポーターらの「戦略的 CSR」は、CSR のどの領域をカバーしているのだろうか。 
前節で示した「図表７ CSR の論点」にポーターらの議論をあてはめてみるならば、「CSR

の実践」の「貢献」と「事業化」の領域を、ポーターらは戦略的と位置づけているとみな

すことができる（図表 12）。 
 

図表12 CSRの論点とポーターらの戦略的CSR

出所：筆者作成

責任概念 CSRの源泉 CSRの実践 ポーターらの
戦略的CSR

役割責任
Social Problems
（社会的課題）

貢献 ○ 共利

事業化 ○ 共利

Social Impacts
（社会的衝撃）

正対 ×

結果責任 けじめ －

○：戦略的 ×：非戦略的 －：議論せず

 
 

まず、ポーターらの 2002 年の「企業慈善活動の競争優位」については、企業が従来行っ

てきた寄付や慈善活動について、寄付を集中させるべき対象（社会的利益と経済的利益の

調和部分）を絞り込むこと、すなわち社会貢献分野の選択と集中が、戦略的という言葉の

意味として使われている。 
また、2006 年の「戦略と社会：競争優位と企業の社会的責任の関連」では、ポーターら

は、「内から外への影響」と「外から内への影響」という企業と社会の相互依存性の方向二

つを提示する。これは一見すると、CSR の源泉の「社会的課題」と「社会的衝撃」の両者
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をカバーしているようにも見受けられる。しかし、ポーターらは、「善良な企業市民活動」

と「バリューチェーンから生じる悪影響の緩和」から一歩踏み出すこと、社会と企業にユ

ニークかつインパクトの大きいメリットをもたらす活動に集中することを戦略的と呼ぶ。

バリューチェーンから生じた悪影響に「正対」することは、ポーターらの議論によれば業

務上の一課題であり、それを積極的に行ったとしても、一時的に競争優位を得るだけであ

り、それは戦略的とはいえない。 
ポーターらの述べる「戦略的 CSR」とは、「社会的課題」に対する「貢献」を行う分野の

選択と集中を行うこと、かつ社会と企業の双方にメッリとをもたらす「事業化」を行うこ

と、を示していると考えられる。 
  
続いて、ポーターらは CSR の論点「貢献」と「事業化」の領域において、何を「戦略的」

とみなしているのだろうか。ポーターらの「戦略的」の示す意味を、ポーターらの主張す

る「受動的 CSR」と「戦略的 CSR」（図表 11）という言葉を手がかりに検討する。 
一般に、「受動的」の対概念は、自発的という意味合いの「能動的」が用いられる。他者

からの要請があってから応じるのではなく、自ら率先して応じる、というそれである。 
しかしポーターらは、受動的－能動的ではなく、受動的－戦略的という結び方をする。

ポーターらは何を示そうとしているのだろうか。 
ポーターらが一貫してこだわっているのは、企業利益と社会利益の関係である。対立図

式で見るのか、相互依存関係として捉えるのか、ということである。ポーターらは、事業

活動に対する影響の少ない社会問題に対応することは、企業または社会のどちらか一方の

側にしかメリットがなく、これを「受動的 CSR」と呼ぶ。そして企業の競争に関係する社

会問題に対応することは、企業と社会の双方にメリットがあり、それを「戦略的 CSR」と

呼んでいる。 
このことから、ポーターらの述べる受動的－戦略的の意味するところは、企業利益また

は社会利益のどちらか片方の利益（以下「片利」と略称する）か、または双方の利益（以

下「共利」と略称する）か、という尺度とみなすことができよう。ポーターらの戦略的と

は、企業にとっても社会にとってもメリットのある「共利」であり、非戦略的とは、どち

らか一方にしかメリットのない「片利」のことを指す。ポーターらは、共利－片利の尺度

で把握していると考えられる。 
 
 

3－3 谷本の戦略的 CSR 論 
谷本の著書『CSR 企業と社会を考える』（NTT 出版,2006 年）によれば、CSR には守

りと攻めの二つがあり、戦略的な取り組み方が望まれる。 
谷本は CSR を、「企業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
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慮を組み込み、ステークホルダーに対してアカウンタビリティを果たしていくこと28」と定

義し、三つの次元で把握する。三つの次元とは、①経営活動のあり方、②社会的事業、③

社会貢献活動、である（図表 13）。 
 
図表 13 CSR の 3 つの次元 

 
出所：谷本寛治（2006）『CSR－企業と社会を考える』NTT 出版、p.69. 
 
① 経営活動のあり方 
この次元は、谷本がCSR の基本と呼ぶ次元であり、他の二つとは特に区別されている。 
谷本によれば、CSR の基本とは、経営活動のあり方そのものが問われることであり、

日常の経営活動のあらゆる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

を組み込んでいくことである。 
谷本は、CSR を、フィランソロピー活動や利益還元活動、コンプライアンスや倫理問

題と、イコールに考えない。それらは CSR の一部と位置づける。「CSR は経済活動で得

た付加価値をバランスよくステークホルダーに配分する問題ではない。企業に問われて

いるのは、その付加価値を生み出す企業活動のあり方そのものである。29」 
日常の経営活動とは、具体的には、製品の品質や安全性に加えて、環境対策、採用や

                                                   
28 谷本寛治（2006）『CSR 企業と社会を考える』NTT 出版. 
29 谷本寛治（2006）前掲書,P.66. 
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昇進上の公正性、人権対策、ステークホルダーに対する情報公開、途上国における労働

環境・人権問題への対応などを指し、それぞれの領域に「守りの CSR」と「攻めの CSR」

のレベルを設ける。 
守りの CSR とは、コンプライアンス、リスク管理という基礎固めを指す。 
攻めの CSR とは、それぞれの課題により積極的に取り組み、新たな社会的価値を創発

していくことで、社会的価値を生み出す革新的な取り組みを期待している。例えば、障

害者雇用という課題に対しては、法的雇用率の 1.8％30という数字をクリアーすればいい

ということではなく、障害者の就労、仕事のあり方を考え、障害者個人の資質を生かす

場、働きがいのある場をいかに提供できるか、ということが課題になっていく。育児休

暇制度にしても、ただ制度を立ち上げるだけではなく、例えば社内保育所をつくったり、

あるいは地域社会において行政や NPO と連携して取り組むなど、そのことが会社の魅力

になるような仕組み作りが期待される。 
 
② 社会的事業 
社会的に解決が求められている課題に対して、企業がその知識や技術力を活用し、事

業として新たな社会的商品やサービス、社会的事業を開発するということである。社会

的事業への関与は、社会から求められており、また企業にとっても新しい取り組み方を

提示できる可能性がある。 
例えば、環境配慮型商品や、障害者・高齢者支援の商品・サービスの開発、エコツア

ーの開発、フェアトレードを組み入れていくこと、地域再開発にかかわる事業、SRI フ

ァンドの開発などが挙げられる。 
企業がこうした試みにかかわることが、当該問題領域に光が当たることにもつながる。

その際企業のもつ技術や事業開発力が活用されると同時に、専門性、ネットワーク力を

もつ NPO と連携していくことが可能性を広げる。 
企業がコミュニティにおける社会的ニーズを受け、企業のもつ資源を生かし、社会的

事業を進めていくことによって、新たな市場が広がり、企業と社会の関係において新し

い可能性を開いていくことにつながる。 
 
③ 社会貢献活動 
社会貢献（フィランソロピー）活動も CSR の一部として位置づけられる。これは基本

的には事業活動を離れ、コミュニティが抱えるさまざまな課題の解決に経営資源を活用

して支援する活動を指す。基本的には、(1)金銭的寄付による社会貢献、(2)製品、施設・

人材などを活用した非金銭的な社会貢献がある。後者の中でも 近、企業の本業にかか

わる技術力やマーケティング力、専門的な製品などを活用した社会貢献活動が注目され

ており、社会的課題に取り組むに当たって大きな力となっている。 
                                                   
30 56 人以上規模の民間企業の場合。 
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また社会貢献活動領域と社会的事業領域の重なるところに新しい可能性が広がってい

ると指摘する（図表 14）。 
谷本の述べる「社会貢献活動」とは金銭か非金銭による寄付を指し、「社会的事業」と

はビジネスとして関わっているものを指す。 
谷本は、社会貢献活動を 3 つに分類している。(1)金銭的寄付、(2)製品・施設・人材等

を活用した非金銭的貢献、(3)本業・技術等を活用した非金銭的貢献、の 3 つである。谷

本は、(1)と(2)は従来のスタイルの社会貢献、(3)が近年増えつつあるスタイルの社会貢献

とし、(3)は市場規模が大きくなり採算が取れるようになると、「社会的事業」になるとい

う捉え方がなされている。 
小さな政府化が進み、さらに価値観が多様化する中で、地域の問題の解決に当たって、

NPO／NGO や企業に期待される役割が大きくなっている。企業がその経営資源を活用し、

さまざまなスタイルでローカル／グローバル・コミュニティ31に貢献できることは多い。

もちろん私企業が行う社会貢献活動には制約がある。その制約の中でいかに企業特性を

生かして社会的な課題に取り組んでいくか。アメリカでは限られた資源を有効に使い、

企業がかかわれる範囲内で社会に対して貢献度の高い活動に取り組む「戦略的フィラン

ソロピー」のあり方が重視されている、と谷本は述べる。 
 

図表 14 社会的課題への取り組み 

 
出所：谷本寛治（2006）『CSR』NTT 出版、p.201. 

                                                   
31 情報化の進展により、企業のサプライチェーンがグローバル化した現代、企業には他国

の社会問題にかかわることが要求されている。例えば、先進国で売られている高級チョコ

レートの原料カカオ豆は、途上国の児童労働により収穫されたものではないか。先進国の

スーパーで売られている安いジーンズは、途上国のスウェットショップ（劣悪な就労環境

の工場）で生産されたものではないか。企業が直接取引をしていなくとも、サプライチェ

ーンを川上に上っていけばそのような南北問題につきあたる。クリーン調達、フェアトレ

ードなどに企業は取り組んでいる。 
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3－4 谷本の「戦略的 CSR」の位置づけと意味 
谷本の「戦略的 CSR」は、CSR のどの領域をカバーしているのだろうか。 
ここでも前節で示した「図表 7 CSR の論点」に谷本の議論をあてはめることを試みる。

またここでは、上述のポーターらの議論も一覧できるようにした。 
前節で示した「図表 7 CSR の論点」に谷本の議論をあてはめてみるならば、「CSR の実

践」の「貢献」「事業化」の領域を、谷本は戦略的と位置づけているとみなすことができる

（図表 15）。 
谷本の議論は、「図表 13 CSR の 3 つの次元」と「図表 14 社会的課題への取り組み」

からも明らかなように、「貢献」と「事業化」の領域を論じている。 

図表15 CSRの論点と、
ポーターら、谷本の戦略的CSR

出所：筆者作成

責任概念 CSRの源泉 CSRの実践 ポーターらの
戦略的CSR

谷本の
戦略的CSR

役割責任

Social 
Problems

（社会的課題）

貢献 ○ 共利 ○ 自発

事業化 ○ 共利 ○ 自発

Social 
Impacts

（社会的衝撃）

正対 × －

結果責任 けじめ － －

○：戦略的 ×：非戦略的 －：議論せず

 
 
では、CSR の論点「貢献」「事業化」の領域において、谷本は何を「戦略的」とみなして

いるのだろうか。谷本の「戦略的」の示す意味を、谷本の主張する「図表 13 CSR の 3 つ

の次元」を手がかりに検討する。 
まず谷本は、「①経営活動のあり方」で、コンプライアンスやリスク管理という基礎固め

を「守りの CSR」と呼び、社会的価値を生み出す革新的な取り組みや会社の魅力になるよ

うな仕組みづくりなどを「攻めの CSR」と呼んでいる。例えば、障害者雇用の法定雇用率

を守ることを超えて、障害者の仕事のあり方を考え、働きがいのある場を提供することを

「攻めの CSR」と呼ぶ。これは、法やルールを守るといった受動的・他律的な側面を「守

りの CSR」と捉え、法やルール以上の自発的（能動的）・自律的な取り組みの側面を「攻め

の CSR」と把握していると考えることができる。谷本の戦略的とは、法やルール以上の「自

発」であり、非戦略的とは他律的な「受動」のことを指す。谷本は自発－受動の尺度で把
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握していると考えることができる。 
続いて「②社会的事業」と「③社会貢献活動」については、谷本が「図表 14 社会的課

題への取り組み」に表したように、社会貢献活動領域と社会的事業領域には重なるところ

がある。谷本は、その重なる部分に、新しい可能性が広がっていると主張する。 
谷本の述べる「社会貢献活動」とは、金銭か非金銭かという違いはあるが、利益の社会

還元活動のことを指す。社会貢献活動には 3 種類ある。(1)カネの寄付、(2)ヒト・モノの貢

献（ボランティア活動など）、(3)技術の貢献、の 3 つである。(3)技術の貢献は、市場規模

が大きくなり採算が取れるようになると「社会的事業」となる。谷本は、利益の社会還元

のことを「社会貢献」と呼び、採算がとれる状態のことを「社会的事業」と呼んでいる。 
では、谷本の戦略的の意味とは、採算ということなのだろうか。本論は、そのようには

考えない。谷本は、自社の経済的利益を目指して採算の取れる事業化を目指してはいない。

谷本が採算にこだわるのは、継続的な事業という意味での採算であり、それは、谷本が「社

会的事業」を「社会的価値の創造」と表していることに見て取れる。「貢献」→「事業化」

の過程において、新しい社会的価値の創造がはかられることが、目的なのである。谷本の

戦略的とは、「貢献」を「事業化」していくという可能性への挑戦、積極的に取り組むとい

う意味で、ここでも「自発」を意味していると考えられる。 
 
 
 
4. 戦略的 CSR の二つの尺度 

前節では、ポーターらと谷本の議論をもとに、「戦略的 CSR」が従来の「CSR の論点」

の中でどのように位置づけられるか、またその意味について考察を行った。 
戦略的と非戦略的なものの違いは何か。本論の考察によれば、同じ「戦略的 CSR」とい

う表現を用いながら、ポーターらと谷本は互いに異なる尺度を用いていることがここまで

に明らかにされた。ポーターらは、戦略的－非戦略的の尺度に「共利－片利」の尺度を用

いているのに対し、谷本は「自発－受動」の尺度を用いていた。 
本節では、まずこの二つの尺度をさらに掘り下げて考察する。というのは、この二つの

尺度は、従来の CSR 研究の中でも検討されてきたものであり、それが今日「戦略的」とい

う意味合いで用いられるにはそれなりの理由があると考えるからである。 
また、ポーターらと谷本は、どのような理由から異なる尺度を用いるに至ったのか、に

ついても考えてみたい。 
  
4－1 共利－片利 
戦略的 CSR の尺度の一つは、ポーターらによる「共利－片利（自利 or 他利）」である。 
共利とは企業にとっても社会にとってのメリットのあることで、片利とは企業にだけ、

または社会にだけメリットがあるという、どちらか一方が利益を得ることを指す。 
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このことをより分かりやすく理解するために、対木（1979）の「経済的利益と社会的利

益の段階32」を使って説明する（図表 16）。 
図表 16 は、企業の経済的利益と社会的利益の関係を、5 段階に表したものである。CSR

否定論は、この図の第 1 段階と結びつき、CSR 肯定論は、第 2 段階～第 4 段階のいずれか

と結びつく。「企業が理念として第 5 段階をどのように考えているのか、現実に企業がどの

段階を採用するか33」ということが、検討すべき問題となるのである。 
 

図表16 経済的利益と社会的利益の段階

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

（出所）対木隆英（1979）『社会的責任と企業構造』千倉書房，P.60.を元に筆者作成
（注）原文のタイトルは「利潤目標と社会目標の段階」。原文の各段階は、Ⅰ：利潤極大化、Ⅱ：社会目標を含んだ利

潤目標、Ⅲ：利潤目標と社会目標の調和、Ⅳ：利潤目標を考慮した社会目標、Ⅴ：社会目標、となっており、本論
ではポーターらの用語に統一し、利潤目標を経済的利益に、社会目標を社会的利益に、置き換えた。

経済的利益
の極大化

社会的利益
を含んだ
経済的利益

経済的利益
と社会的利
益の調和

経済的利益
を考慮した
社会的利益

社会的利益

 
 
対木の 5 段階は、明快なイメージを我々に与えてくれる。この図は、企業と社会が究極

には利益相反の関係にあることを表していると同時に、企業と社会の利益が調和する点（段

階Ⅲ）があることも、教えてくれている。ポーターらの主張する「共利」は、この段階Ⅱ

～Ⅳにあると考えられる。 
しかし、ポーターらのこだわりは、企業利益と社会利益の関係を、対立図式ではなく相

互依存関係で捉えよ、というものであった。対立から相互依存関係へ。このことは森本

（1994）の「SP・EP 相関関係の知見」により、説明ができる（図表 17）34。 
 

                                                   
32 原文は「利潤目標と社会目標の段階」である。本論では読みやすくするために、ポータ

ーらの用語に統一し、利潤目標を経済的利益に、社会目標を社会的利益に、置き換えてい

る。対木隆英（1979）『社会的責任と企業構造』千倉書房. 
33 対木隆英（1979）前掲書, p.60. 
34 森本三男（1994）『企業社会責任の経営学的研究』白桃書房,p.307. 
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図表17 SP・EP相関研究の知見

EP（経済的利益）

SP
（社会的利益）

知見（２） 知見（１）

知見（３）

出所：森本三男（1994）『企業社会責任の経営学的研究』白桃書房,p.307.を元に筆者作成
（注）森本の原文では、X軸がSP、Y軸がEPであったが、本論ではポーターらの図表の位置に統一し、軸を反転させ
ている。また、原文ではSPはSocial Performance、EPはEconomic Performanceの略で、それぞれ経済業績、社
会業績と表記するのが妥当だが、ここでもポーターらの議論に合わせて用語を変えている。  
 
森本によれば、経済的利益と社会的利益の相関関係は、3 つの知見として把握される35。 
知見（１）は、正の相関であり、CSR 肯定論と合致する36。続いて知見（２）は、負の

相関であり、高 SP は高コストになり、それが低 EP になる。また、低 SP は低コストにな

り、それが高 EP になる37。これは対木の 5 段階と同様に、経済的利益と社会的利益が対立

                                                   
35 「EP が EP と正の相関となるためには、市場が企業の SP を評価するかどうかにも依存

する。もし市場が企業の SP を評価しないなら、企業にとって、それへの取り組みは単なる

コストであり、余裕のある企業あるいは社会的ミッション性の強い企業のみが対応可能と

いうことになる。」谷本寛治（2004）「CSR と企業評価」『組織科学』Vol.38 No.2, pp.18-19. 
SRI（Socially Responsible Investment）は、企業への投資の基準に、経済的な指標と共に

社会的な指標も考慮し、企業に社会的責任ある活動を求める、社会変革的なツールとして

誕生した投資方法である。特に 90 年代後半以降、SRI の市場は急速に拡大している。こう

した SRI 市場は、新しい企業価値の評価基準である SP を、市場に取り込み支援する仕組

みと考えられている。 
36 SP 説明変数説「各環境主体の複雑・多様化した期待を抱えた現代企業が、期待に応えて

CSR を遂行することは、環境主体の期待充足度（満足度）ないし好意度を強化し、そのこ

とが企業行動の正当性と名声を高め、EP の向上をもたらし、長期的には企業の存続・成長

につながる。」と EP 説明変数説「高い EP を各環境主体の期待を 高度に充足するように

うまく配分すれば、正義が実現して CSR は遂行されたことになり、その結果として、環境

主体の期待充足度（満足度）ないし好意度は強化され、長期的には企業の存続・成長につ

ながる。」とがあり、SP と EP のいずれが原因であり結果であるか、明言できない状態にあ

る。善性循環で考えると、高 EP は高 SP を生み、それが高 EP につながるが、悪性循環の

場合には、低 EP が低 SP を生み、それが低 EP につながるということも考えられる。森本

は、悪性循環を防除し、善性循環に逆転させるには、社会戦略が必要であると述べている。 
37 森本は、この知見について、SP による EP 引き上げ効果を無視していること、高 EP→
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関係で捉えられている。 
知見（３）は、短期的には均衡するものの、その限度を超えるとやがて逓減していくと

いうものである38。 
この「知見（２）負の相関」から「知見（１）正の相関」への転換が、ポーターらの述

べる、対立図式から相互依存関係へ（片利から共利へ）という転換と、一致するように考

えられる。 
片利とは企業にだけ、または社会にだけメリットがあるという、どちらか一方が利益を

得ることを指すが、このうち、企業にだけ自己利益があることについて、高田（1974）は、

自利にも 2 種類があると指摘する。「1 つは、いわば粗野な自利心であり、他は「啓発され

た自利心（enlightened self-interest）」である39」。粗野な自利心とは、自己利益と他人利

益の関連を自覚しない単純な自利心のことで、「啓発された自利心」は、「他人の利益を尊

重することが自己の利益の促進になると自覚した自利心であり、逆にいえば、自己の利益

を促進するためには他人の利益を尊重しなければならないと自覚した自利心である40」。 
「啓発された自利心」は、CSR を肯定する論拠のひとつであり、今は企業利益に結びつ

かなくとも、長期的には企業利益として返ってくるというもので、ポーターらの主張する

共利の考え方とも重なるものである。 
この旧来からある「啓発された自利心」とポーターらの「共利」とは、どこが異なるの

だろうか。 
「啓発された自利心」は、片利のうち X 軸に接する「粗野な自利心」を排斥しているの

に対し、ポーターらの「共利」は、自己利益と結びつかない社会的利益という Y 軸に接す

                                                                                                                                                     
低 SP の必然性がないことを指摘している。 
38 「社会的責任の遂行度が増大すると、財務業績、モラールはともに初めは増加してゆく

が、ある点をすぎるとそれはサテュレイトするか、低減する。その点は、この表では 3.75
である。すなわち、企業が意識的、積極的に社会的責任を遂行することによって、経営基

盤が強化されるというが、それがある程度以上になると財務業績、従業員モラールを低下

させることになる。…（中略）…このことは、現代資本主義体制下においては、企業の社

会的責任遂行能力にはおのずから限界があり、あまりにも『進歩的』すぎる企業経営は長

期の経営基盤の強化という面からは苦しくなることを示しているのであろう。」（通商産業

省産業政策局企業行動課『新しい経営力指標：定性要因による企業評価の試み』1976 年） 
森本は、この知見（３）について、正の相関への「右肩上がりの関係は無限に続くのか」

という批判と、負の相関への「CSR は常にコスト増大効果しかないものか」という疑問に

答える可能性があるとする。そして、この逆 U 字型を描く SP・EP 相関が、長期的には環

境主体の期待する SP が時間・時代の推移とともに拡大し高度化することを受けて、少なく

とも右方向へシフトするとの方向性を示している。 
更にこれについては、堀越（2006）の「短期的に一時期を固定してみるとき、たえず右上

方向への拡大は可能であるが、しかし長期的・連続的にみた場合、ひとつの凸型放物線が

成立することになり、限界点・均衡点は解消することはないのではないだろうか」という

指摘もある。堀越芳昭「第 3 章 日本における企業の社会的責任論の生成と展開」松野弘・

堀越芳昭・合力知工編著（2006）『「企業の社会的責任論」の形成と展開』ミネルヴァ書房. 
39 高田馨（1974）『経営者の社会的責任』千倉書房,p.70. 
40 高田馨（1974）前掲書,p.70. 
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る片利の部分も排斥している点が異なる。ポーターらによれば、社会貢献の対象を、まず

初に絞り込む。これは、長期的には企業の利益となって返ってくるかもしれない、など

といった悠長なものではない。社会貢献を始める初期段階で、貢献対象とビジネスとの関

連性を検討するのである。 
ポーターらの主張する「戦略的 CSR＝共利」（斜線部分）とは、「啓発された自利心」（網

掛け部分全体、斜線部分も含まれる）を、より狭くした範囲を指しているのである（図表

18）。 
 

図表18 啓発された自利心と共利

純粋な
社会貢献

経済的
利益

社会的
利益

純粋な
ビジネス

出所：筆者作成

啓発された
自利心

共利

粗野な自利心

 
 
ポーターらに従えば、片利になることには、企業は手を出さない。もっとうまくやれる

主体に任せればよい。企業側にしかメリットがないことを企業が手を出すことをあきらめ

ることはもちろん、社会側にあきらかにメリットがあることでも、企業にメリットをもた

らさないのなら、企業は取り組まない。そこは国や行政、NGO や NPO など、他の主体に

任せる領域である。企業がすべての社会問題を解決できるわけではなく、費用負担もでき

ないことから、取り組む問題を選択する必要があるのである、と考える。 
「共利」とは、企業と社会双方にメリットのある、非常に狭い部分を指し示しているの

である。 
しかし、このような考え方でいいのだろうか。CSR は、企業が社会の期待を役割責任と

して引き受け、実践していくものである。社会の側に明らかにメリットがあることを、企

業側にはメリットをもたらさないという理由で、企業が引き受けないということは許され

るのだろうか。 
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4－2 自発－受動 
戦略的 CSR の尺度の二つ目は、谷本による「自発－受動」という尺度である。 
この自発－受動という尺度もまた、高田（1989）がかつて「社会的責任の本質的要素は

自発性にある41」と指摘したように、CSR 研究において検討されてきた尺度のひとつであ

る。これを今日、谷本が戦略的 CSR の尺度として用いる意味を、どのように考えればいい

のだろうか。 
ここでは「法的責任」をめぐる意見の対立42について、高田（1989）と森本（1994）43の

議論を考察する。高田は、CSR の範疇に法的責任を含めることに反対する立場、森本は、

法的責任を含めることに賛成する立場をとる。まず両者の主張を考察する。 
高田は次のように述べている。「社会的責任の本質的特徴は自発性・自律性にある。とこ

ろが、法的責任は経営者にとっては強制的責任であり他律性の支配を意味する。法的責任

は経営者の責任一般のなかには含まれるが、「社会的責任」のなかには含まれないと私は見

る44」。高田によれば、企業の私益追求は公益をもたらす限りにおいて（公私益一致の要求45）、

企業の自由・自律性が保障されているのであり、そのためには、1 つは私企業の努力であり、

もう１つは政府介入という道がある。高田は、政府介入のない自発・自律にこそ CSR の意

義があると見ており、高田にとって企業が「法的責任」を果たすこととは、政府介入を意

味し、強制・他律と把握されている。 
これに対して森本は、CSR の自発性には同意するものの、自発性に立脚したとしても、

法的責任は CSR の範疇に含まれるという解釈を展開する。 
森本の説明は以下のとおりである。「現実に多くの問題が法的責任とその他の責任に明確

に分離し得ないばかりでなく、それ以上に、他律的・強制的であるがゆえに受動的・消極

的に服従するのではなく、 低遵守すべき社会規範として法を能動的・主体的に実践する

という意味で、そこに自発性を見出し得るからである。46」 
高田と森本は、CSRの特徴を自発性に見るという点では共通しているが、法的責任をCSR

の範疇に入れるかどうかについては、意見が対立している。それは、CSR を実践という観

                                                   
41 高田馨（1989）『経営の倫理と責任』千倉書房,p.54. 
42 CSR には、経済的責任・法的責任・倫理的責任・社会貢献という 4 種類の責任があると

される。Carroll, A.B.（1979）“A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 
Performance”, Academy of management Review, Vol. 4.この主張に対して、経済的責任と

法的責任については、企業一般に課される責任であるため、CSR の範疇には含まれないと

する批判がある。 
43 森本三男（1994）『企業社会責任の経営学的研究』白桃書房. 
44 高田馨（1989）前掲書,p.20. 
45 高田馨（1974）『経営者の社会的責任』千倉書房,pp.25-29. 
46 森本は、法的責任は社会的責任の範疇に含まれるとした上で、この順序を入れ替え、法

的責任を基礎となる一番下に配置することを主張している。その理由は、4 つの責任の内、

法的責任の自発性が一番弱いためである。森本三男（1994）前掲書,pp.72-75. 
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点で考えるかどうかに、違いがあるからである。 
法があることと、法を守ることは、別のことである。法を存在するものとして捉えるの

か、法を守ることとして捉えるのか、によって高田と森本の意見は対立するものとなった

のである。現代の CSR には実践が求められている、という実践の観点で捉えた森本は、法

を自発的に守る、という解釈から法的責任を CSR の範疇に含めた。 
法的責任を CSR の範疇に含めるか否か、この論争については、筆者も森本と同様に、CSR

には実践の観点も重要であるとのことから、含めるという立場をとる。ただし筆者は、さ

らにもう一つ別の理由から、法的責任を含めることを主張するものである。法は企業にと

って、そこにあり、守るだけのものなのだろうか、ということである。 
法は、広くは社会規範が成文化されたものである。社会規範が企業と社会の相互行為に

より変化していくのであれば、法について、その観点で捉えたとき、法はそこにあるもの

ではなく、企業も法改正や法制定に協力していくことが求められるのである。法は企業に

とって、＜そこにあり＞＜守るもの＞という意味と、相互行為の中で＜創出していくもの

＞という意味も併せ持っていると考えられる。筆者が CSR に法的責任を含めるとする理由

は、実践と規範創出という二つの理由によるものである47。 
 
ここで議論をもう一度元に戻す。ここで検討していたのは、谷本が戦略的 CSR の尺度と

して「自発－受動」を用いる意味を、どのように考えればいいのか、ということであった。 
谷本は自発の意味を、規範創出と捉えていると考えられる。谷本は、「CSR＝企業経営の

あり方そのものを問う」（図表 13 CSR の 3 つの次元）ことと考え、「新しい社会的価値の

創造が CSR の目的である」と述べている。 
上述の法的責任を CSR の範疇に含めるか否かの議論のうち、法を＜そこにあり＞＜守る

もの（実践）＞＜創出していくもの（規範創出）＞という 3 点で考えたとき、谷本は規範

創出ということを意識しているように考えられるのである。 
谷本の主張する「戦略的 CSR＝自発」とは、＜規範創出＞を意味しているのである。 

 
 
4－3 ポーターらと谷本の違い 

ここまでの検討により、戦略的 CSR の意味を次のように明らかにしてきた。 
ポーターらによれば、社会的課題への対応のうち、企業と社会双方にメリットのある、「非

常に狭い共利の部分」を意味しているということ、谷本によれば、「社会への規範創出」を

意味しているということである。この二つの戦略的 CSR は、どのような関係にあるのだろ

うか。 
それは、戦略的 CSR を、どの視点から見るかにより、その違いが明らかになる。 

                                                   
47 津久井稲緒（2009）「企業の社会的責任における責任概念の研究―役割責任と結果責任の

コンフリクト―」横浜国立大学学位論文 
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ポーターらは、あくまでも企業が CSR を実践する、という企業側の視点から戦略的 CSR
を論じている。そこでは、企業が社会的課題の解決に取り組むにあたり、企業利益と社会

利益のバランスを考慮し、目的合理的に実践していくことが強く意識されていた。 
一方、谷本は、社会的課題の解決を担う一主体として戦略的 CSR を論じている。そこに

は、政府・NGO・NPO・個人などの他の主体の存在も意識されており、戦略的 CSR が、

あくまでも社会の中の一員、一主体の企業からのアプローチとして描かれている48。そのよ

うな視点は、企業不祥事（社会的衝撃）を見る場合にも現れている。「企業不祥事・犯罪が

繰り返され、経済団体や個々の企業が倫理憲章をつくってもなかなか機能しないのはなぜ

か、という問いを考えていくには、企業社会の構造を考えていかなければならない。49」企

業不祥事を無くすためには、個別企業の問題として捉えるのではなく、企業社会の構造を

変える必要があるという主張である。これは、社会的衝撃を公害問題のように特定企業の

引き起こす問題と見るのではなく、地球環境問題のように企業社会の引き起こした構造的

な問題、すなわち社会的課題として捉えようとするものである。 
両者に共通する点は、社会的課題の解決のためには、企業がこれをビジネスとして推進

していくことにある。そして異なる点は、社会的課題の解決を企業の視点で捉えるか、社

会の視点から捉えるかにより、個別企業の自己利益が重要になるかならないかという違い

が生じるのであり、そこに両者の戦略的 CSR の意味の異なりを見い出すことができるので

ある。 
しかし、戦略的 CSR を企業側の視点でのみ捉えることは、許されるのだろうか。また、

戦略的 CSR の光が当たらない部分、「片利」や「受動」といった非戦略的な CSR に対して、

企業はどのように応えていけばよいのだろうか。 
例えば、現代日本社会の高齢化を背景にした「介護」という社会的課題がある。介護保

険、介護サービスの充実を通じて、家庭介護から社会介護へと、政策の転換がはかられて

いる。介護という社会的課題にビジネスとして関わる企業を奨励し、その数も増加してい

る。 
しかし、企業は一方で、この「介護」という社会的課題への対応として、介護休暇を奨

励するなど、社会介護よりも家庭介護を助けるという方策も採っている。社会介護の採算

                                                   
48 谷本は、平成 19 年（2007 年）9 月～平成 20 年 3 月、経済産業省「ソーシャルビジネス

研究会」の座長を務め、その報告書（概要）の中で次のようにうたっている。「少子高齢化

や環境など様々な社会的課題が顕在化する中、そうした社会的課題をビジネスとして事業

性を確保しながら自ら解決しようとする活動（ソーシャルビジネス（SB））が注目されつつ

ある。SB の活動は、新たな働き方を提供する主体として、また近い将来には行政の協働パ

ートナーとして、地域及び社会・経済全体の活性化を担う主体としてその役割が大きく期

待される。…」。この報告書の調査によれば、SB を行う組織形態で も多いのは「特定非

営利活動法人（NPO）」46.7%、続いて「営利法人」20.5%であり、企業という主体に SB
を推進していくことは現実的であるといえよう。経済産業省 HP http://www.meti.go.jp「ソ

ーシャルビジネス研究会報告書」平成 20 年 4 月. 
49 谷本（2006）前掲書,p.29. 
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化が難しい現段階50では、社会政策の大きな流れとは逆行する施策もまた CSR と位置づけ

られている。 
戦略的 CSR はそれ以外の残された部分、「片利」や「受動」部分を否定するものではな

い。しかし戦略的 CSR の議論は、そのことを否定しないが、肯定もしない。 
櫻井克彦（1976）は述べている。「現代企業で問題とされるべき社会的責任は、利潤の手

段としての社会的責任というよりは、むしろ、利潤と対立するようなそれである51」。この

指摘は、戦略的 CSR を考えるときに、我々の胸に迫ってくるのである。CSR の実践は戦略

的に考えるだけでは機能しないということであろう。 
 
 
 

5. 結びにかえて 
戦略的 CSR は、主に「社会的課題」の解決を目的として議論されていた。それを企業側

の実践として考えるならば「共利」ということが主張され、また社会の中の企業という観

点で考えるならば「自発」ということが主張されていた。そしてそこには、戦略的 CSR を

企業の実践という観点からのみ推進していくことが許されるのか、戦略的 CSR ではない非

戦略的な CSR も共に行わなければならない、という問題点を指摘した。 
戦略的 CSR の先にある姿を考えてみたい。それは、市場の拡大という姿であろう。企業

が社会にできるだけ多くかかわり、市民社会がそれを評価する。社会的課題がビジネスと

なり、その市場規模が大きくなれば（採算化が見込めれば）、それは市場の拡大化というこ

とを意味する。この市場拡大化ということを前提にすれば、かつての日本の公営企業が政

府支援の下にテイクオフしていったことと同様に、今日の NPO や NGO は、民間企業が社

会的課題を事業化するまでの補助的主体であり、企業が市場の中で多くのことを解決でき

るようになれば、それはやがて小さくなっていく、と考えることができる。戦略的 CSR は、

社会が誰に依存するか、すなわち政府や NPO や NGO などの主体よりも、社会が企業の力

に大きく委ねる姿を描く議論のように見受けられる。 
後に、戦略的 CSR で解決できない領域を指摘する。戦略的 CSR の検討にあたり、両

論者が共に論じなかった領域、それは「正対」と「けじめ」である。この二つは、戦略的

                                                   
50 日本の介護保険制度は 2000 年に制定され、家族による介護から、介護を社会全体で支え

ようという目的で、高齢者が自立した日常生活を送れる支援体制として制定された。福祉

介護会社の㈱コムスンは、介護報酬不正請求により 2007 年 6 月に指定取消処分となった。

この事件の背景には、給付費抑制のために 2006 年 4 月に介護保険法が改正されたことがあ

り、軽度の人は介護サービスが受けられなくなり、国の拠出減・利用者と介護事業者の負

担増という状況があった。この事件を考える上で、参考となるケースがある。リハビリ・

サービス会社、インスピーチ社（米）のケースである。Lynn Sharp Paine（1997）Cases in 
LEADERSHIP, ETHICS, AND ORGANIZATIONAL INTEGRITY. McGraw-Hill.（梅津光

弘, 柴柳英二訳（1999）『企業倫理』慶應義塾大学出版会） 
51 櫻井克彦（1976）『現代企業の社会的責任』千倉書房,p.29.  
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に果たすことはできないということであろう。 
いま一度、CSR の源泉が二つあるということを、考える必要がある。社会は、社会的課

題と社会的衝撃の解消の二つを企業に期待している。 
社会的課題は広範であり、何を選択するかは企業判断である。それを戦略的に行うこと

が、企業にとって良いのか、社会にとって善いのか、企業はしっかりと見極める必要があ

る。 
また、社会的衝撃から生じる役割責任を選択するかどうかも、企業判断である。社会的

衝撃は、自分たちのやり方で「けじめ」をつけてそれで終わりにすることもできる。しか

し、その「けじめ」のつけ方で社会は納得したのだろうか。また、社会的衝撃に対し中途

半端な段階でピリオドを打ち、役割責任としないこと、すなわち「正対」しないことが、

許されるのだろうか。 
随伴的結果は、目的的結果の追求から必然的に生ずるものである。この随伴的結果の問

題は、多数の人間の協働行為・組織的行為の場合には、些細なものとして看過することは

できなくなる。協働行為が組織的行為として大きくなり、科学技術によって武装せられて

くると、目的的結果は巨大なものとなり、そしてまた随伴的結果も巨大なものとなる52。 
ヨナス（1979）53は、「（倫理学的に）必要な知識は、必然的に、その時代にはまだ獲得さ

れていない知識である」と指摘する。 
我々は、CSR が現実的・切実的な問題を含む、難しい責任の問題であることを知ってい

る。戦略的 CSR は、CSR の一部分であり全体ではない。戦略的 CSR がどのように推進さ

れようとも、非常に狭い部分を推進しているということを忘れてはならず、かつ、戦略的

CSR が示さない部分（非戦略的な CSR）を、否定してはならないと本論は考えるのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
52 三戸公（1994）前掲書. 
53 Hans Jonas (1979) 前掲書. 



－35－ 
 

主要参考文献 
 
Carroll, A.B.（1979）“A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, 

Academy of management Review, Vol. 4. 
Carroll, A. B., Ann K. Buchholtz (2009) Business & Society: Ethics and Stakeholder 

Management, 7ed. South-Western Cengage Learning. 
Drucker, P.F.,（1974）Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row（野

田一夫, 村上恒夫監訳（1974）『マネジメント（上）（下）－課題・責任・実践』ダイヤモ

ンド社） 
Frederick, W.C.,（1986）“Toward CSR3:Why Ethical Analysis is Indispensable and 

Unavoidable in Corporate Affairs”, California Management Review, Vol.28, Winter 
Frederick, W.C.,（1994）“From CSR1 to CSR2”, Business and Society, Vol. 33. 
Frederick, W.C.,（1998）“Moving to CSR”, Business and Society, Vol. 37. 
Friedman, M.,（1962）CAPITALISM AND FREEDOM, Chicago Univ. Press. （熊谷尚

夫, 西山千明, 白井孝昌共訳（1976 再版）『資本主義と自由』マグロウヒル好学社 ） 
Hans Jonas (1979) DAS PRINZIP VERANTWORTUNG. Versuch einer Ethik fur die 

technologische Zivilisation. Frankfurt/M.:Insel. （加藤尚武監訳（2000）『責任という原

理―科学技術文明のための倫理学の試み―』東信堂） 
Lynn Sharp Paine（1994）“Managing for Organizational Integrity”, Harvard Business 

Review, March-April. 
Lynn Sharp Paine（1997）Cases in LEADERSHIP, ETHICS, AND ORGANIZATIONAL 

INTEGRITY. McGraw-Hill.（梅津光弘, 柴柳英二訳（1999）『企業倫理』慶應義塾大学

出版会） 
Parsons. T.,（1951）The Social System, Free Press. 
Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2002) “The Competitive Advantage of Corporate 

Philanthropy” Harvard Business Review, Dec 2002, Vol. 80. 
Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006) “Strategy & Society: The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business 
Review, Dec 2006, Vol. 84. 

Sheldon Oliver（1924）The Philosophy of Management（田代義範訳（1974）『経営管理

の哲学』未来社） 
 
櫻井克彦（1976）『現代企業の社会的責任』千倉書房 
櫻井克彦（1991）『現代の企業と社会』千倉書房 
櫻井克彦（2002）「企業社会責任論と経営学研究」『名古屋大学経済科学』第 49 巻第 4 号 
高巌,トーマス・ドナルドソン（2003）『ビジネス・エシックス』文眞堂 



－36－ 
 

高田馨（1974）『経営者の社会的責任』千倉書房 
高田馨（1989）『経営の倫理と責任』千倉書房 
谷本寛治（2004）「CSR と企業評価」『組織科学』Vol.38 No.2 
谷本寛治（2006）『CSR 企業と社会を考える』NTT 出版 
谷本寛治編著（2007）『SRI と新しい企業・金融』東洋経済新報社 
対木隆英（1979）『社会的責任と企業構造』千倉書房 
津久井稲緒（2007）「企業の社会的責任論における責任概念」『横浜国際社会科学研究』第

12 巻, 第 3 号 
津久井稲緒（2008）「企業の社会的責任をとらえる二つの責任－役割責任と結果責任」『経

営哲学』第 5 巻, 1 号 
津久井稲緒（2008）「日本の 3 大銀行の社会的責任－社会的課題と社会的衝撃から生じる役

割責任による一考察－」『横浜国際社会科学研究』第 13 巻, 第 3 号 
津久井稲緒（2009）「企業の社会的責任における責任概念の研究―役割責任と結果責任のコ

ンフリクト―」横浜国立大学学位論文 
津久井稲緒（2010）「企業の社会的責任のコンフリクト」『日本経営倫理学会誌』第 17 号 

都留重人編（1968）『現代資本主義と公害』岩波書店 
東洋経済新報社『CSR 企業総覧 2007 年版』 
松野弘・堀越芳昭・合力知工編著（2006）『「企業の社会的責任論」の形成と展開』ミネル

ヴァ書房 
三戸公（1994）『随伴的結果―管理の革命』文眞堂 
三戸浩, 池内秀己, 勝部伸夫（2006) 新版補訂版『企業論』有斐閣 
森本三男（1994）『企業社会責任の経営学的研究』白桃書房 
 
ホームページ 
経済産業省 http://www.meti.go.jp 


