
３　東京巡検（９月30日(火)・10月１日(水)）

（１）アジア経済研究所と安倍誠先生の講義
Ａ　はじめに－アジア経済研究所外観
　９月30日（火）に学校祭の代休を利用し、一泊二日
の東京巡検に行った。その一日目、アジア経済研究所
を訪問した。
　ジェトロ・アジア経済研究所とは、アジア等の開発
途上国・地域の貿易拡大と経済協力の促進のための研
究を行う施設である。1960年に通産省所管の特殊法人
として設立され、1998年の日本貿易振興会（JETRO）
との統合を経て、2003年に独立行政法人へと移行し、
現在のジェトロ・アジア経済研究所になった。千葉県
幕張新都心にある研究所には２つの部、３つの研究セ
ンター、１つの図書館、および２つの室の計８つの部
署が置かれている。職員は研究者約140名を含む約210
名が在籍していて、博士号取得者は56名いる。主な活
動として、調査研究活動、研究ネットワークの維持、
発展、研究成果の普及活動、図書館の運営、そして開
発専門家の人材育成があげられる。

Ｂ　講義を通じて学んだこと
　アジア経済研究所で韓国について研究されている安
倍誠先生より、「韓国を知る」というテーマで講義を
受けた。特に経済と日韓関係について詳しく教わり、
その後、質疑応答を通して理解を深めた。
　まず、韓国の経済成長について教わった。韓国の高
度経済成長は1960年代から始まる。1953年に朝鮮戦争
の休戦協定が結ばれ、アパレル、繊維、靴などの軽工
業を中心に経済成長は進んでいった。その後、1970年
代には電子製品と造船が、1980年代には自動車が産業
の中心になっていく。この背景として、日本とアメリ
カが大きく関わっていたことがわかった。「アジア太
平洋貿易トライアングル」と呼ばれる、韓国と日本、
アメリカ間の加工貿易の関係があったため、日本の賃
金高、為替高にともなって、韓国は日本から材料や製
造機械を輸入し、安いコストで生産して日本・アメリ
カに輸出していた。
　韓国の高度経済成長は日本をモデルとしていた。
1960年代半ばから韓国政府は産業振興政策をとり、日
本の主要産業をまねて韓国の産業を作っていった。ま
た、企業も日本企業と合弁事業もしくは技術供与をう
けることで、日本企業をモデルに成長していった。韓
国との経済の関わりは、朝鮮戦争時の特需景気しか知
らなかったので、このような形で日本が韓国の経済に
関わっていたことは驚きだった。
　経済成長には政治的な背景も深く関わってくる。高
度経済成長を促進させていったのが、朴槿惠現大統領
の父親である朴正煕である。彼は日本を手本に経済成

長を果たし、国民に豊かさをもたらした偉人である一
方、「維新体制」という独裁的なシステムを作り、民
主主義を弾圧した独裁者である。韓国国内でも賛否両
論がある。しかし、彼の政治が韓国経済に良い結果を
残したことは事実である。
　1980年代も朴正煕時代の高成長を持続していたが、
80年代後半の労働運動で賃金が上昇、1997年の通貨危
機で一気に不況に陥る。2000年代には通貨危機後の立
て直しに成功し、かつ新興国への市場展開に力を入れ
た結果、サムスン、ヒュンダイ、LGなど、韓国の代表
的なグローバル企業が登場する。通貨危機後の立て直
しには、会社の仕組みを日本的な終身雇用・年功賃金
からアメリカ的な成果主義へ移行したことも含まれて
いる。一方、その日本では、高性能を過信し、「品質
よりスピード」「技術より市場」の流れにのることが
できなかった。
　次に、経済成長に伴った韓国の社会問題についても
教わった。大企業と中小零細企業間の格差、非正規労
働の増加により、格差の拡大が深刻であること、急激
な少子高齢化の進行、それによって高齢者の貧困があ
ること、大学進学率に対して見あった仕事が少なく、
若者の失業率が高いこと、諸問題が重なり、自殺者が
増加していることなどが問題になっていると知った。
韓国の方が変化は急激であるものの、日本とほとんど
同じ状況であり、両国の協力の必要性を痛感した。

Ｃ　見学を通じて感じたこと
　主に図書館の中を見学させていただいた。まず驚い
たのは蔵書の多さだった。４階で図書館が構成されて
いて、蔵書数は57万冊だという。日本を始め各国の情
勢、文化等に関する本や地図などの資料が置いてあ
り、言語も日本語、英語に留まらず、中国語、韓国
語、スペイン語、フランス語など多岐にわたる。私は
日本語の本と英語の本、漢文以外は読んだことも見た
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こともなかったので、ハングルで書かれた本を見て新
鮮だった。ハングルと漢字が混在している文はさらに
興味をそそった。図書館内での自由行動で一番印象に
残っている本がある。それは第二次世界大戦で日本の
陸軍が東南アジアに侵攻したとき、行われた暴行につ
いてイラストで描かれた本だ。町を日本軍が槍のつい
た車で走り回り、歩行者を刺していったなど、残虐か
つ理不尽な行為を見て、とても衝撃を受けたし、なぜ
そんなことをしたのか理解できず、信じられなかっ
た。自分で本を開いて自分で字を追い、自分で絵を見
て、こんなに感じるものがあるのかと、そこにも驚き
を隠せなかった。
　また、世界中の地図も見せていただいた。韓国併合
時代の日本製の朝鮮半島の地図を見ることができ、普
段は資料集やウェブページでしか見られない貴重な資
料をだったのでとても感動した。

Ｄ　まとめ
　今回のアジア経済研究所での見学、講義を通じて、
経済の変化にも歴史があり、流動的、相対的であると
感じた。その理由は、経済事情が政治や外交、貿易な
どによって、すぐに変動するからである。相手の国の
情勢に影響を受け、また相手の国に影響を与える。グ
ローバル化が進む中、自国の経済は他国と切り離せな
いものとなっており、相手の国のことを正しく把握し
た上で外交・貿易をすることの大切さを再確認した。
　また、データ、文献から基礎的な傾向を把握するこ
との大切さを学んだ。事実を正しく認識するために
は、できる限り多くのデータを参照すること、データ
のまとめ方、例外についても注意をはらうこと、と
いった批判的思考が大切であると感じた。基本的なこ
とであるが、起こった事実を分析し、正しく事実を認
識して理解を深めることが、次のステップである経済
的な問題を複数の国で協力して解決することや、歴史
の諸問題の解決に繋がるはずだ。

（２年　小林あかり）

（２）企業訪問・ソニー
Ａ　ソニーについて
　1946年、創業者の井深大は設立趣意書を起草し、東
京通信工業株式会社を設立した。設立趣意書の内容は
「技術者がその技術を最大限に発揮することのできる
“自由闊達にして愉快なる理想工場”を建設し、技術
を通じて日本の文化に貢献すること」である。以来、
ソニーは「人のやらないことをやる」というチャレン
ジ精神のもと、多くの商品を生み出してきた。

Ｂ　グローバル化における問題
　企業が多くの国に進出していけば、当然新たな問題
が出てくる。それらの問題にどのように対処してきた
のかが気になった。
［質問］現地従業員の雇用環境は、賃金や福利厚生、
待遇などの点において、日本人と比べてどのような
違いがあるのか。

［回答］国、文化、性別、生涯、の有無にかかわら
ず、持ち味を尊重し公平性を重視している。地域の
慣習、法律を踏まえ、「ワーク・ライフ・バラン
ス」に向けた柔軟な勤務制度・環境の整備、育児・
介護の両立支援のための制度を心掛けている。

［質問］外国で製品を販売していくうえで、必要なこ
ととは何か。

［回答］それぞれの地域での風土・生活習慣・伝統・
歴史などを受け入れるスキルが必要。現地に移住
し、SONYの信念を伝え、うけいれてもらうこと。
地域によって電圧、放送システム、法律にあった
マークなどを改良し、海外の事情のあわせ、地域の
ニーズにあったものを提供するようにしている。

Ｃ　CSRへの取り組み（特に環境負荷対策について
伺った）
　ソニーのCSR（企業の社会的責任）活動の概略は、
７つの重点領域（コーポレートガバナンス/コンプライ
アンス/人材/責任ある調達/品質・サービス/環境/コ
ミュニティー）において、イノベーションと健全な事
業活動を目指し、継続的な企業価値の向上、そして持
続可能な社会の実現を図ろうというものである。それ
がソニーグループの企業としての社会に対する責任の
基本をなすものとしている。
［質問］CSRを行うには、行わないよりも費用がかか
る。近年の営業赤字にもかかわらず、どうしてその
活動を行うのか。

［回答］すぐに直接的利益で返ってくるわけではない
が、お客様の信用という形で返ってくる。ただ商品
を売って利益を得るだけでは未来につながらない。
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CSRの活動は持続可能な社会の形成だけでなく、企
業価値の向上につながる。

ａ Road to Zero（環境負荷ゼロ）について
　事業活動および製品のライフサイクルを通して、環
境負荷をゼロにすることを目指し、達成年を2050年と
して４つの重要な視点（気候変動、資源保全、化学物
質管理、生物多様性保全）を中心に５年ごとに計画を
立て、定期的に見直しをしながら活動している。現在
は環境中期目標「green management 2015」に取り組
んでいる。
［質問］大きな目標に対する社内コンセンサスの図り
方はどうか。

［回答］社長が社員へ強い意志、メッセージを発信
し、（ソニーグループ環境ビジョン）として明文化
し、社員一人ひとりが理解するようにした。

ｂリサイクルの状況
　リサイクル活動についての方針として、地域のニー
ズ、地域にやさしい、効率的な運用をあげている。リ
サイクルが容易にできる設計を推進し、100パーセン
ト、生産者が廃棄・リサイクルまで責任を負うことを
理想としている。費用や具体的な割合などは公表され
ていないが、2013年度では回収量合計は６万3309トン
であった。
［質問］回収した廃家電品のリサイクル家庭は？
［回答］解体、粉砕、溶解。プラスチック類、ガラス
類、金属、レアメタルなどを回収、再利用。

Ｄ　感想
　グローバル化社会である現代において、あらゆる国
と協力し、これからも利益を得えていくためには、た
だ単に利益だけを追求するのではなく、CSRへの配慮
や、地域への関与の仕方を考える必要があることを学
びました。そんな中で、これまでもこれからも、ソ
ニーの活動のもとにあるのは、会社側の人間から消費
者側までを含め、「人」を大切にしていることではな
いでしょうか。
　SONYは、会社設立の目的にもあるように、技術者
の技能を最高度に発揮できるような工場をめざし、社
員には、成果主義を重視しており、国、人種にかかわ
らず、人（社員）を重要な経営基盤の１つと考え、社
員の意思・意見を大切にし、あらゆる事業に挑戦して
きました。また、消費者に対しては、それぞれの文化
を大切にし、それぞれのニーズにあった商品を開発し
てきたとうかがいました。また、CSRを通じて多くの
責任を担い、社会に貢献していることが素晴らしいと
思いました。現在のグローバル化社会において、環境
問題の改善や会社同士の協力を推進していくために

は、それぞれの文化を大切にし、企業の活動によって
おこる地球への影響に、それぞれの企業が責任をもつ
ことが大切だと思います。

（２年　柴田紗英）

（３）企業訪問・パナソニック
　訪問先はPanasonic東京汐留ビルのCSR社会文化グ
ループ。事前に質問を送り、当日回答を受けたことを
以下にまとめた。

Ａ　CSR事業について
　パナソニックはBCtAとEastAsia30に選ばれており、
日本企業の中で、国際的に評価の高いCSRを実施して
いる企業であるといえる。同社は積極的にCSR事業を
展開しており、取り組んでいる事業は多岐にわたって
いる。これは、CSRの浸透が難しく、課題になってい
る他企業と違い、同社ではCSRの概念と社の理念（松
下幸之助氏の経営理念「企業は社会の公器である」）
が重なっているため、社内の共通理解がすでに構築さ
れていたからである。
　企業は利益を追求することが目的であり、CSRと相
反するように思われるため、株主の反対が存在する。
しかし、利益を得ることは悪なのではなく、適正な利
益を受けて社会に還元することが企業の社会的責任な
のである。

Ｂ　BCtAを受けたソーラーランタンプロジェクトにつ
いて
　同社は、2014年６月に、アフリカとアジアの無電化
地域にソーラーランタンの明かりを提供し、温室効果
ガスを削減する取り組みでBCtAに参加した。2018年ま
でに10万台を寄贈する予定である。
　この事業を行うメリットとして、ミレニアム開発目
標の達成に向けた一助となったこと、発展途上国に同
社製品、ひいては日本製品について知ってもらうよい
機会となったことが挙げられる。パナソニックという
企業、さらには「日本」自体を知ってもらい、現地の
人々の信頼を築くことで将来の市場につなげることが
できる。現在ケニアとミャンマーで実際に商品を販売
しており、ただ寄贈するだけでなく、本業を生かした
ビジネスへと成長させることに成功している。
　値段は、ソーラーランタンと太陽電池パネルのセッ
トで50ドルと、他社と比べても高めではある。絶対額
として決して安いとはいえないため、現地のNPOや
NGOを通して理解を求めている。今後、低価格帯の製
品がラインアップに追加される予定である。
　同社の製品の利点は、品質、使い方の自由度、堅牢
性、電池性能、デザイン性において優位性をもってい
ることにある。他社製品は１年持たないこともある
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が、同社の製品は10年間も持つ。そのため長期的に見
れば低価格であるといえる。また、明るさが調整でき
たり、天井から吊るせたり、携帯電話が充電できたり
と、現地の人々のニーズに応えている。これはBOPビ
ジネスに大切なことだと思う。
　製品が10年間持つためには、２年に一度のニッケル
水素電池交換が必要である。電池の交換は同社が２年
に一度現地で行うが、メンテナンスやアフターケア
は、ノウハウを現地の人々に伝え、なるべく自分たち
で行ってもらうスタンスである。こちらから何でもし
てあげるのではなく、現地の人々の自立を援助するこ
とで、プロジェクト期間内だけの支援で終わらないよ
うに取り組んでいる。
　寄贈においては、信頼できるNPO・NGOの選定が困
難である。社員が現地に出向き、現地の人々と面と向
かって話し合い、現地の人々の要望、持続可能性など
を見極めている。さらに、綿密な契約（寄贈後１年間
のモニタリングと報告書の提出を義務付ける等）も締
結している。プロジェクトの中でもNPOの選定には時
間がかかるが、信頼できるNPOとの連携体制は非常に
大切なものだと考える。現地でソーラーランタンを届
けるのもNPO・NGOが行っている。
　最も危惧していることは、貧困に苦しむ現地の人々
がソーラーランタンをマーケットに売り払ってしまう
ことである。それを避けるために、寺子屋などの公共
の場で使用するように現地のNPO・NGOにお願いして
いる。ソーラーランタンの盗難は多少起こっている
が、国によって事情は様々で、同社は大きな問題では
ないと考えている。盗難防止のために、現地ではソー
ラーランタンを家族交代で見張っている人々もいる。
そのため、長いコードを用い、ソーラーパネルは屋根
の上、ソーラーランタンは室内に置くことができるよ
うに改良した。これらの努力が奏功し、今のところ大
きなトラブルは一度も起こっていない。

Ｃ　グローバル化への対応と人材育成について
　同社では国内工場での外国人労働者の雇用はしてい
ない。しかし、外国人労働者が日本国内での勤務を希
望する場合、海外留学生（外国人）の採用は通常の新
卒採用と同様の選考を行う。一方、海外展開した工場
での現地従業員の雇用は、現地の人事、総務がその国
に適した条件のもとで決めている。法律に抵触するよ
うな低賃金で働かせることはせず、最低賃金は守る。
生産活動においてはサプライチェーンの始端の人々が
負い目を受けることが多いため、そのような人々のこ
とまで考慮した上で雇用をする。
　グローバル人材とは１つの事柄をいろいろな角度か
ら見ることのできる柔軟性のある人だと考えている。
グローバル化に対応するため様々な研修を行ってお

り、人材育成に関しては松下氏の言葉にもあるように
「ものをつくる前に人をつくる会社である」ことを基
本方針としている。

Ｄ　感想
　他の日本企業が苦戦する中、同社は業績を回復しつ
つある。しかし今後も順調にいくとは限らず、依然と
して状況が厳しいことには変わりない。だから、将来
のためにこれから成長する地域で客を掴むことは非常
に大切である。そのための活動として、ソーラーラン
タンプロジェクトは優れていると思う。長期的視点で
商業目的と開発目的を同時に達成できるビジネスモデ
ルだからだ。今後、他の企業も得意分野を生かして本
業の発展につながる事業をもっと行うべきだと感じ
た。グローバル時代に求められている企業活動とはこ
ういうことではないだろうか。

（２年　松井耀史朗）

（４）企業訪問・リコー
Ａ　訪問の経緯
　グローバル化が進むなかで、一部の先進国だけが豊
かになり、途上国との格差が拡大している。また、途
上国ではいまだに過酷な労働条件や労働環境のもとで
生産を行っているところが多い。途上国側の政府が、
多国籍業に対して安価な労働力を提供することで、進
出するメリットを提供しているということもある。そ
のような状況を改善するため、国際社会においてCSR
（企業の社会的責任）が問われ、求められるように
なってきた。それに伴い、CSR活動は企業のグローバ
ル戦略に不可欠なものとなった。
　こうした理解のもと、グローバル社会に求められる
企業のあり方を学ぶため、今回はCSR活動にとくに力
を入れていると言われるリコーを訪問した。

Ｂ　概要
ａリコーのCSR活動
　リコーでは2003年にCSR憲章を作り、CSRの部署が
できた。それよりも前から取り組んではいたそうだ
が、CSRとしてまとめて推進し始めたのはこの頃で、
日本国内ではかなり早い方だったそうだ。しかし、
CSRの考えを社内全体に浸透させるのはなかなか難し
く、社員に対しては集団研修を行った後、一対一で
CSRやCSV（共有価値の創造）の考えをしっかり教え
ないと、認知してもらえないそうだ。
　今では企業が社会的責任は負うのは当然で、その上
で社会の課題を解決し、社会にインパクトを与えるこ
とを目指しているという。グローバルコンパクトにも
参加し、会社が労働基準を守っているか、どのような
活動を行っているかなどを報告する義務を負うこと
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で、第三者的評価を取り入れ、緊張感をもって業務に
臨んでいる。近年、消費者の企業に対する目が厳しく
なってきており、各種認証や受賞などの実績が収益に
及ぼす影響も大きくなっているとのことで、CSR活動
が成長戦略としてもとても重要であることを認識させ
られた。

ｂ具体的なCSR活動
［１］環境との調和をはかるということで、森林保護
活動に力を入れている。どんな企業の活動も生態系に
は関わっているので、その保全の責任を果たすために
も行っている。
［２］他にも「持続可能な社会を共創するために」を
メインテーマに、毎年６月を環境月間としている。販
売する製品には、使っていない時の電力を削減する機
能を加え、植物由来のプラスチックを使用するなどの
工夫をしている。
［３］インドで教育支援プロジェクトを行っている。
学校に印刷機などの製品を提供するだけでなく、現地
のNGOと協力して色々なサービスを提供している。イ
ンドの学校には教育をより良くしていくための仕組み
や予算が十分でないため、学校運営が成り立っていな
いことも多いという。そこで、学校の先生たちにアド
バイスをおこない、先生たちが自分の力で教育改善が
できる仕組みを作ったところ、教育の質が上がり、先
生も教えやすくなったそうだ。そして、就学率が７%，
出席率が６%上がったという。そもそも、なぜインドで
教育支援活動を行ったかというと、リコーならではの
社会貢献をしながら、海外でのニーズを探すためだっ
たという。これはCSV、つまり経済利益活動と社会的
価値の創出を両立させる考え方である。
［４］残業を禁止にしている。競争力が落ちるという
指摘もあるが、人件費を削減したり、世界的に見ても
効率の悪い日本人の働き方を変えることが目的だそう
だ。また、女性の働きやすい職場を作るため、産休を
とって復帰した後の仕事は、産休前と同じ評価がされ
ている。そのため、産休後、全員が職場に復帰してい
るらしい。

Ｃ　感想
　CSRを自分たちを縛るものとしてしか認識せず、社
会貢献についても、仕方がないから募金をするという
企業も多いそうだ。だからこそ、リコーの精神は素晴
らしいと思った。CSVの考え方や、未来の人材に投資
をするということがどれほどの利益を生むのか。目先
の利益を優先するよりも、未来のために投資をするこ
とでよい循環が生まれる。書いてしまえば単純なこと
だが、これを信じてCSRに力を注ぐリコーには頑張っ
てほしいと思った。

　だがそれも、より多くの人がCSRを認知し、重視す
る社会や世論があってのことだ。おそらく多くの人々
は、CSRという言葉すら知らないだろう。もっとCSR
をマスメディアで紹介したり、対象製品にロゴをつけ
るなりして普及させる必要がある。また、私たちも
CSRについて知る努力をしていきたい。

（１年　佐藤幹晃）

（５）企業訪問・ＪＳＲ
　私たちはJSR株式会社を訪問した。JSRグループの
CSRは世界的に評価されている。私たちは主にその
CSRの中身や女性労働者について、それにグローバル
人材についてお話を聞いてきた。
　第一にCSRについてだが、JSRはグローバル標準を目
指したCSRに向けて努力を継続している。ISO26000に
もあるが、JSRでは特に第４章の「社会的責任の原則」
を重要視している。そして、それを徹底することで、
「社会に対して貢献する、透明性」を世間に発信して
いる。また、レポートや社内報でCSRを報じることや
従業員意識調査を行うなどすることで、社員一人ひと
りがCSRを意識していることも、JSRグループのCSRが
世界的に評価されている一つの大きな要因なのであろ
う。CSRは我々のような外部の人間だけではなく、内
部の人間にも十分な理解が必要とされるものなのだ。
また、CSRの推進は社内において、JSRグループとして
の一体感の醸成に寄与しているとされる。これらが決
め手となって、JSRは東アジアにおけるCSRの優良企業
として、EastAsis30に選ばれている。CSRを推進するこ
とで‘紳士的企業’として認識され、ブランド力がさ
らに強化され、アピールの努力によって事業推進上の
メリットが得られるという。
　もちろんだが、CSRは企業のイメージアップだけを
目的におこなわれるものではない。ビジネスにおいて
最も重要なのは‘本業での実力’であり、そこを忘れ
てはならないという。JSRグループはCSRと本業がマッ
チしたことで、CSRのアピールを積極的に行っている
のである。
　感想として、当たり前のこととして取組んだCSRが
世界的に評価され、EastAsis30にも選ばれたということ
の素晴らしさを実感した。また、CSRのメリットが外
の人間にアピールできることだけではなく、中の人間
の団結という面にもあるということを知り、驚いた。
JSRグループは`本業での実力‘はもちろん、CSRの推
進によって成功した企業の一例といえるであろう。そ
して、このような企業がグローバル化に成功すること
に疑問を抱くものはいないであろう。結論、このよう
に積極的にさまざまな社会的責任を果たす企業が、将
来の日本を担う大きな支えになるのであろう。
　次に女性の雇用についてである。JSRグループでは能
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力のある人材を採用するという制度がとられている。
もちろん、男女の違いなど関係ない。その際には必要
とされた女性が働きやすい環境づくりが行われてい
る。例えば、キャリア再開制度というものがある。退
職しても10年以内に復職を希望する場合には、退職時
と同じ資格で職場復帰ができるという制度だ。他にも
様々な支援があり、子育てをしたい女性の希望に沿っ
た配置ができるように努力している。女性の視点で見
れば、非常に優れていて、ありがたい制度である。し
かし、この制度には問題点もある。ある人が退職し、
その枠を退職した人より能力のある新入社員が取って
しまった場合、ある人が復職しようとしたらどうする
のか。これはJSRグループの大きな課題の１つであると
いう。
　私が女性ということもあり、子供を産みたいし、育
児もしたいという気持ちは理解できる。しかし、仕事
をしたいという気持ちも共感できる。だから、長期育
児休暇制度といったものの支援は不可欠であり、あり
がたいものだと思う。しかし、休暇中に遅れた仕事は
そう簡単には取り戻せないし、休暇をとった本人もそ
れは百も承知で、復帰の際には不安に駆られながら出
勤することであろう。何にせよ、今の日本は昔と比べ
たらだいぶ良くなったが、まだまだ育児に対する企業
の理解が浅く、これも女性が子供を産まない原因のひ
とつになっているのではないか。これは今の日本企業
の課題であり、一刻も早く解決しなければならない問
題の１つである。
　最後にグローバル人材についてである。JSR株式会社
では、主に東アジアの外国人を雇用している。この雇
用について、会社の方は「日本人よりも決断力があ
る」とおっしゃっていた。日本人との大きな違いとし
て、外国の方は「とりあえず実行する。もしも失敗し
たら何が悪かったのかを考えよう」というスタンスで
仕事をしている。しかし、日本人の場合、「失敗した
らどうしよう」と慎重になり、なかなか実行できずに

いる。この行動力がどう評価されるのかは、会社に
よって変わるだろう。しかし、何も言わず、ただ黙々
と上司に命令されるままに仕事をこなす日本人より
も、よほど良いのではないか、と私は思う。
　また、社員に英語の教育も行っているという。日本
人で英語がペラペラ話すことのできる人は、その企業
がグローバルになればなるほど必要になってくると思
うし、そのような人がより多い社会こそ、私たちが目
指すべき「グローバル社会」なのではないのか。
　私がJSR株式会社を訪問して、特に心に残ったのは
「企業における透明性の大切さ」と「女性社員の育児
休暇などによるキャリアの問題」であった。世界的に
評価されているCSRを生で説明していただいたこと
で、特に重視しているのが「クリーンな企業イメー
ジ」ということがわかった。私はキャリアウーマンを
目指しているわけではないが、就職活動をするときと
なったら、社会貢献や透明性をアピールできるような
企業に就職したいと思う。
　また、働きたいと願う女性がいる一方、子育てもし
たいと思っている女性もいる。このような人が正社員
として働くことを好ましくないと考える男性もいるか
もしれない。しかし、可能な限り女性の願いを聞いて
あげたい、と考えるJSRグループの方針に、私は魅力を
感じた。このような企業が少しでも増えていくことが
できたら、より良い社会ができあがるだろう。
　私はこのような素晴らしい企業を訪問できて本当に
よかった。この経験を活かし、今後の活動に役立てて
いきたい。

（１年　田草川栞里）

（６）企業訪問・日立製作所
　訪問先は株式会社日立製作所本社。グローバル化が
進む中で、企業の社会的責任（CSR）が求められるよ
うになり、CSRは企業のグローバル戦略に不可欠に
なった。国際的に企業の社会における在り方や経営方
法が問われている中で、直接企業から話を聞き、これ
からの時代に求められている企業活動を考える、それ
が訪問目的で、日本の中でも有名な世界的企業の一つ
である日立製作所を訪れた。対応してくださった方
は、お二方とも旭丘の卒業生だった。日立の企業とし
ての核は、社会インフラの構築による社会イノベー
ションの実現や、ヒトと技術の育成を行い、次世代に
繋がる基盤をつくるという創業当時からの理念であっ
た。また、持続可能な社会、低炭素社会の担い手にな
るという目標も持っている。
　今回のメインであるCSRについても貴重な情報を得
た。世界の基準、グローバルな意見を取り入れれ、多
角的に物事をとらえるため、外国人取締役・社外取締
役の増員をしている。こうすることで、企業の中心部
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の透明化に成功している。マーケティングに必要な経
済の流れ、ニーズの収集を行い、製造だけでなく意思
決定の場をグローバルにしている。そのような中から
日本の高い技術力を生かし、機能が多いだけでなく、
お客様が安心して使える製品で海外企業に対抗してい
る。企業の統一や成長を促すため、社員行動規範を22
の言語で作成し、増加する外国人労働者の意思を統一
したり、海外での研究開発拠点・人員を強化し、今ま
での蓄積を守りつつ開拓者精神に則った進化をとげよ
うとしている。また大企業の強みを生かし、未来のグ
ローバルな世界を見据えて、社会イノベーションを軸
に幅広く技術開発を行ったり、新興国の考え方やス
タッフを入れるだけでなく日本にも目を向け、日本の
抱える課題（少子高齢化など）を考えて世界に応用さ
せる素晴らしい努力をしている。そして過去に目を向
け、ステークホルダーとのコミュニケーション（公害
への反省など）をとり、特に究極のステークホルダー
と言われる「地球環境」との対話をめざした事業展開
が求められていることを自覚している。と同時に、過
去の事象にとらわれず、目の前のことにしっかりと対
応できる柔軟な考え方の必要性も認識している。
　内部環境の整備をし、市民から受け入れられる企業
づくりも行っている。たとえば、女性の採用比率の向
上に努め、短時間勤務や社内保育所等の制度を充実に
したことで、なでしこ銘柄に選定された。また、社会
的弱者の自立支援、これは消費者だけでなく、労働者
にも目を配っており、ほとんどの企業が満たしていな
い法定雇用率を満たしている。そして、「守りの
CSR」ともいわれる法律順守は、国ごとに違う法律の
ため、コントロールの難しいところだが、しっかりと
考慮し、対応力を上げている。
　このように、バランスの取れたマイノリティとマ
ジョリティの共生を目指す中で、大企業として社会に
貢献できること、より多くの人のためになることを、
CSRというくくりではなく、事業を通して行う、いわ
ば「攻めのCSR」を実行していることがわかった。最
後に我々のために時間を割いていただいた旭丘の先輩
方、また日立製作所様に感謝申し上げます。

（２年　後藤大智）

（７）グローバルコンパクト（GC-JN）
Ａ　はじめに
　SGH事業の目的は、「グローバル化が進む中で、国
際社会の調和的発展という観点に立って議論を尽く
し、問題解決のできる人材の育成」にある。今回、
我々がGC-JNを訪問したのは、グローバル化の進む今
日に求められる、企業のあり方やふるまい方を考える
ためであった。私にとって、初めはUNGC及びGC-JN
は謎めいた存在であった。HPを参照しても、いまひと

つ腑に落ちなかった。しかし、この訪問でUNGC及び
GC-JNの実際を知り、現在の世界において大変意義深
い存在であると感じた。その訪問の記録を、ここにま
とめる。

Ｂ　UNGC、GC-JNの意義
ａ UNGC（国連グローバル・コンパクト）
　UNGCは、「各企業・団体が責任ある創造的なリー
ダーシップを発揮することによって、社会の良き一員
として行動し、持続可能な成長を実現するための世界
的な枠組み作りに参加する自発的な取り組み」であ
る。そこでは、「署名企業・団体は、人権の保護、不
当な労働の排除、環境への対応、腐敗の防止に関わる
10の原則に賛同する企業トップ自らの責任ある関与の
もとに、その実現に向けて努力する」ことになってい
る。「コンパクト」とは「盟約」のことで、約束とし
ての意味が厳格なcontractと、緩いpromiseの中間にあ
る。国連事務総長と企業トップとの「コンパクト」と
いうことである。

ｂ GC-JN（グローバル・コンパクト・ジャパン・ネッ
トワーク）
　GC-JNはUNGCの日本におけるローカルネットワー
クで、2003年12月に発足した。2008年に経営トップ
主導型に移行し、2011年に一般社団法人化している。

Ｃ　質疑応答の概要
ａ参加状況と各地域の傾向
［質問１］世界における企業のグローバルコンパクト
への参加状況はどのようか。

［回答１］2014年９月１日時点で、世界で12553企業･
団体（企業8181社、NGOその他3528件、大学757
校、自治体87）が参加している。

　　署名企業数を各国別で見ると、スペイン（1736
件）、フランス（1044件）の２か国が突出して多
い。中小企業に対して積極的に呼びかけをしている
からである。南米の経済発展の進む国が上位、欧州
は中･北部の諸国が多い。アジアは日中韓以外では非
常に少ない。

［質問２］米国の企業と欧州の企業とで、CSRに対し
ての考えが異なると聞く。グローバルコンパクトに
おいても考えが違うのか。

［回答２］先進的な質問であり、GC-JN事務局からは
明確に返答することができない。ただし、アジアと
欧米とでは明らかに考え方が異なる。

　　アジアを代表して日本を選び、欧米の考え方と比
較すると、グローバルな規模で発生した諸問題につ
いて欧米は切り捨て主義であるのに対して、日本は
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一体となって改善を図る傾向がある。日本人は他人
を助けることが自分たちのためにもなるということ
を知っているからである。ここでの切り捨て主義と
は、たとえばサプライチェーンの中で自社の下請け
企業が労働者に対して搾取を行っていれば、企業は
その下請け企業と縁を切って解決を図ろうとする、
という姿勢をいう。欧州は国際的なルール作りを得
意とし、大きな理想像を打ち立ててそれをグローバ
ルスタンダードにしようとする。そしてその理想像
に対して自らビジネスモデルを創造し、世界の注目
を集めようとする。またアメリカは、強大な軍事力
を利用して世界を牽引しようとする。

　　これに対し、GC-JN事務局では日本の対処姿勢は
正しいとし、その姿勢を世界に発信していきたいと
考えている。

［質問３］日本における参加の状況はどのようか。欧
米に比べて参加が少ないと聞くが、その原因は何
か。

［回答３］2014年９月１日現在、UNGC参加企業･団
体は225件、GC-JN参加企業･団体は191件である。
GC -JNについては、少しずつではあるが毎年着実に
参加企業･団体が増加している。

　　欧米と比較して参加が少ない理由は、回答１のよ
うに欧州では中小企業に積極的な誘致を行う国があ
る一方で、GC-JNはそうした誘致を一切行わないと
いうこと、日本企業が労働上の問題を理由に参加を
渋ること、そもそもGC‐JNの認知度が低いことな
どがある。労働上の問題とは、たとえば「うちには
労働組合がないが、UNGCやGC‐JNに参加すると
労働組合を認めなければならないのか」「過去にス
トライキがあったから、参加はできないのではない
か」といった企業の声である。しかし、GC‐JN事
務局の立場からするとこれは誤解であり、解消の必
要がある問題である。日本企業は完璧を求めすぎて
いるが、GC‐JNは企業に完璧など求めてはいな

い。
［質問４］中国や韓国など、アジア企業の参加の状況
はどのようか。日本と比べてどのような特徴がある
のか。

［回答４］中国のUNGC参加企業･団体数は289件で、
UNGC加盟後１年半で参加企業･団体数が日本を追い
抜いた。しかし、深い考えや責任感なしに参加し、
その後すぐについていけなくなって脱退する例も多
い。裏で中国の国際的評価を高めるために多くの企
業に参加させる国策が働いているのではないか、と
推測される。

　　韓国でのUNGC参加企業･団体数は266件で、日本
よりやや多い程度。トップ企業のサムスンやヒュン
ダイが参加していないという点では、同じくトップ
企業のトヨタ、パナソニック、ソニーが参加してい
ない日本に近い傾向がある。ただし、現国連事務総
長の潘基文氏が韓国出身であるため、韓国はグロー
バルコンパクト事業に国を挙げて取り組んでいる。

ｂグローバルコンパクトの効用
［質問５］企業活動が途上国への搾取となっていた事
例として、どのようなものがあるか。そうした企業
がグローバルコンパクトに参加し、改善が図られた
事例はあるか。

［回答５］コットン衣料のサプライチェーンの事例、
GE（ゼネラル･エレクトリック）の事例。

［質問６］企業にとって、グローバルコンパクトに参
加することのメリットにはどのようなことがあるの
か。

［回答６］経営面ではより高い経営品質の実現。社外
ではグローバル企業としての信頼度向上、ステーク
ホルダーとの関係性強化。社内では社員のCSR理解
（社内浸透）促進、社員の成長。投資家の企業評価
として機関投資家による長期投資の獲得。

［質問７］参加のデメリットあるいは参加の障害に
なっていることがあるとすれば、どのようなこと
か。

［回答７］ほとんど強制が存在せず罰則もなく、企業
の自主性に任されているため、責任を持って意欲的
に取り組む企業でないと継続が難しい。署名企業・
団体の唯一の義務は、1年に1回、GC10原則の実践
状況と成果を提出することである。だがこれは
UNGC及びGC‐JNの最大の特徴であるため、この
方針を変えることはない。考えられるとすれば、ま
た別個に規制を設けることである。

　　UNGCには参加しているがGC‐JNには参加してい
ない約40件は地方の中小企業である。GC‐JNでは
本部のある東京に担当者が出向することが求められ
ているが、そうした企業はそこまでの余裕がないこ
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とも多いため、このような状況となっている。また
分科会などは主に東京で開かれ、参加企業･団体は年
20万円の会費を支払わねばならないことも、中小企
業には不利である。

［質問８］CSRやグローバルコンパクトは、21世紀の
企業活動の中でどのような意味を持つようになって
いるか。

［回答８］近年、CSRの関心事が「環境問題」から
「人権」に移行してきている。それに伴い、企業に
とってはサプライチェーンマネジメントを構築し、
必要ならばその構造変革に主体的に取り組むことが
CSRの課題となっている。

　　このように、企業にはCSRの存在がますます重く
のしかかってくる。グローバルコンパクトは、そう
した責任を果たしているか、やましいところがない
かという企業の姿を映し出す鏡として効果を発揮す
る。

ｃグローバルコンパクトの実践
［質問９］グローバルコンパクトの10原則の具体化
は、各企業に任されていると思うが、顕著な実践事
例（改善事例）としてどのようなものがあるのか。

［回答９］伊藤忠商事のプレオーガニックコットンプ
ログラム。

ｄ参加企業の拡大
［質問10］グローバルコンパクトジャパンネットワー
クでは、参加企業を増やすためにどのような活動を
しているのか。どのような困難があるのか。

［回答10］HPやFacebook公式ページで活動を紹介し
ている。またGC‐JN広報委員会は様々なポスター
を企画･制作し、社内浸透支援を行っている。

　　ダイレクトメールのような形で企業･団体を直接勧
誘することは一切していない。おためし的感覚で参
加されることを避けるためである。また、直接勧誘
しないのは、方針として企業･団体の自主的参加を前
提としているからである。そのため特に地方からの
企業参加が伸び悩んでいる。

Ｄ　おわりに・所感
　訪問を終えて最も強く感じたのは、「コンパクト」
という位置付けの絶妙さである。現在行われる契約や
取り決めは、ともすれば義務や罰則でがんじがらめに
なってしまう。それでは署名者の活動の自由度が大き
く制約され、彼らの持つ可能性が減じてしまうのは避
けられない。反対に軽い口約束程度の契約などは、こ
の世の中で維持されるはずもない。そんな中、この
「コンパクト」は契約の新たなあり方を提示するもの
であるように思う。義務は一つ、罰則や規制は一切な

し。この割り切った考え方により、善良な企業によっ
て「コンパクト」が保持されれば、非常に上手く組織
が運用され、大きな成果を挙げることができるだろ
う。幸いにもこのシステムは日本では適切に保たれ、
GC-JNは世界でも有数の優良ローカルネットワークと
なっている。
　今やある程度以上の社会的影響力を持つ企業はCSR
について真剣に考え、各々ができることを実行して社
会に貢献しなければならない。そのような風潮の中、
CSR活動を補助する優良なGC-JNの存在はもっと認知
され、多くの企業によって活用されるべきである。し
かし、現在では、残念ながらまだまだGC-JNの認知度
は低く、また地方企業には参加しにくい状況となって
いる。だからといって、むやみに誘致を推進するの
は、参加企業の自主性の低下を招いてGC-JNの質が落
ちる恐れがあるため好ましくなく、現在のGC-JNの対
応は賢明であるといえる。
　これからどうすればよいのか。まずは大企業や大都
市にある企業の参加の拡大が、運営資金確保の面も含
めて必要である。大企業の影響力により認知度が向上
するとともに、資金が十分に集まれば、大阪や名古屋
といった東京に準ずる都市にも事務局を整備すること
ができ活動範囲が広がるはずだ。地方でも活動が行わ
れるようになれば、地方企業の参加も増加するはずで
ある。そのためにはこれからのより一層の宣伝が鍵と
なる。Facebookやポスターだけでなく、署名企業同士
の口コミが広まればなおよい。またUNGC及びGC-JN
を知る我々のような者たちが、署名企業の活動を注視
し積極的に評価することも大切である。
　UNGC、GC-JNの発展に伴う日本企業の社会貢献の
拡大と世界的評価の獲得を願ってやまない。

（２年　水野挙徳）

－31－


