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【要旨】 
 
１． 大手企業を中心に多くの日本企業が、環境マネジメントシステムの導入、環境報告書

の作成、環境会計の導入などの環境経営に取組み、国際的にも高いレベルにまで環境

配慮型企業への変革を図ってきた。しかし、持続可能な社会の構築という視点から社

会が企業に対して求める質と内容は変化している。企業にとっては、これまでの環境

経営を精緻化するとともに、環境・経済・社会に総合的に配慮した（サステナブル）

経営戦略を策定することが今後の課題となっている。 
２． 企業のサステナビリティに対する利害関係者（ステイクホルダー）の関心は欧米で先

行していたが、近年、海外動向の波及に加えて、国内の消費者や地域社会、投資家、

金融機関などの関心が高まっており、日本企業の認識も急速に進んできた。2001 年

には環境報告からサステナビリティ報告への移行を試みた企業が９社であったのに

対し、2003 年末には 72 社に急増した。特に、海外事業の比率が高い業種（電機や輸

送機器など）、あるいは国内の消費者や地域社会との関わりの深い業種（小売、電力

など）に積極的な情報発信を行う企業が多い。 
３． サステナブル経営を実施するためには、まず、ビジョン・方針を策定した上で、事業

活動のサステナビリティの向上と、その結果として社会のサステナビリティの向上を

図るための戦略を策定する必要がある。事業活動のサステナビリティを向上させるた

めには、専門部会や専門委員会の設置などによる社内体制の整備や、環境マネジメン

トシステムを発展させたサステナブルマネジメントシステムの導入とともに、評価指

標の策定による目標設定やパフォーマンス評価が重要である。また、ステイクホルダ

ー・マトリクスの活用や双方向型の対話を通じて、ステイクホルダーからの期待・要

請に注意を払いながら戦略を策定・実施することが求められる。さらには、企業市民

としての社会貢献活動だけでなく、製品やサービスの供給を通じて社会のサステナビ

リティ向上に寄与しているかをチェックしてアピールすることが望まれる。 
４． 日本企業のサステナビリティに対する取組みが国際的に十分に評価されているとは

必ずしも言えない。ビジョンやポリシーの明確化や社内体制の整備、ステイクホルダ

ーとのコミュニケーション、グローバル市場でのサプライチェーン・マネジメントな

どの取組みは、欧米の一部企業が先行している。サステナビリティへの要請が高まる

なか、日本企業が国際競争力を強化する方策を検討するためのカギは、取引構造など

に見られる日本企業特有の強みを生かすことと、情報技術分野などで特に期待される

ビジネスを通じたサステナブル社会への貢献姿勢を強くアピールすることにある。 
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I はじめに－環境経営からサステナブル経営へ 
 
 日本企業は、これまでの公害問題やエネルギー危機への対応を契機として、環境技術の

開発に力を入れてきた。今でも、省資源・省エネルギー技術をはじめ、低公害車や太陽電

池などの様々な分野において、世界的にトップクラスの環境技術を有している。そして、

地球環境問題への関心の広がり、企業を取り巻く様々なステイクホルダー（利害関係者）

からの要請を受けて、90 年代後半から欧米の大手企業で導入が進んでいた環境配慮型の企

業経営についても、我が国企業は積極的な取組みを行ってきた。 
 今や、日本企業の環境経営への取組み状況は、他の先進諸国と比べても遜色がないどこ

ろか、先行している部分もある。例えば、環境マネジメントシステムの国際規格である

ISO14001 の取得状況を見ると、2002 年末現在、日本企業が 10,620 件でトップであり、

第 2 位のドイツ（3,700 件）の３倍近い件数となっている。また、環境報告書の作成状況

についても、KPMG（2002）が、先進各国のトップ 100 企業の報告書発行比率を調べた

結果によれば、日本が 72％で最も高く、第 2 位のイギリス（49%）を大きく引き離してい

る。さらに、国際比較ではないが、環境省（2003）の「平成 14 年度環境にやさしい企業

行動調査」によれば、主要企業（約 3,000 社）の 19.3%が環境会計を導入している。 
 このように、大手企業を中心に多くの日本企業が、環境経営に積極的に取組んでおり、

環境配慮型企業への変革が図られている。しかしながら、21 世紀に入り、20 世紀型の大

量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から、持続可能な（サステナブルな）社会の発展が

最重要課題となっている今日において、社会と共存共栄する企業に対して求められる質と

内容は変化してきている。環境経営への取組みも新たな段階を迎えている。 
環境経営の今後の課題には、大きく二つの方向性が考えられる（図表 1参照）。一つは、

環境経営をいかに精緻なレベルに落とし込み、実効性を高めていくかという、環境経営の

精緻化あるいは深化という方向である1。もう一つは、サステナブルな企業であるために、

環境面での対応に加えて、企業の社会面、経済面での対応を総合的に考慮した経営戦略を

策定する、いわば対象範囲の拡大という方向である。 
このように、企業は、これまでの環境経営の取組みをタテ方向に深化させながらも、持

続可能性（サステナビリティ）という観点からヨコ方向に対象範囲を拡大していくことを

検討しなければならない。特に、企業のサステナビリティに対する、ステイクホルダーの

関心の高まりが、環境経営のあり方に大きな影響を与えている。Bhat（1996）は、環境

への配慮を企業理念に据えて能動的に環境対策を行う企業「グリーン・コーポレーション」

を今後の企業のあるべき姿としたが、今や、環境経営を身につけた企業は、社会への取組

                                                 
1 本レポートでは、環境経営の深化について具体的な検討は行わないが、特に日本企業にとって今後の対応が

望まれる課題として、社内的な取組みである環境管理会計（外部への説明目的ではない企業の内部管理のた

めの環境会計）や、対外的な取組みである環境ブランド戦略、及びステイクホルダーとのコミュニケーショ

ンやパートナーシップの強化があげられる。 
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みと経済活動をも統合して企業活動を行う「サステナブル・コーポレーション」へと変革

することが求められているといえよう。サスナブルな経営を実施していくためには、企業

の環境担当部署の個別取組みでは十分な対応は困難であり、企業全体の経営システムを再

構築することが求められている。 
本研究では、環境経営の重要課題の一つである対象範囲の拡大に注目して、環境経営か

らサステナブル経営へと変革するための経営戦略の考え方について検討を試みた。企業の

サステナビリティとは、我々の経済・環境・社会システムを損なうことなく次世代に引き

継ぐための企業活動の原則であり、Elkington (1997)は、経済的成功、良質な環境、及び

社会的公正を、企業が考慮すべき活動結果「トリプル・ボトムライン」としている。また、

企業の社会的責任（CSR）に対する関心が高まっているが、従来、日本ではコンプライア

ンス（法令遵守）を中心としたリスクマネジメントと受け取られることが少なくなかった

が、最近では企業市民として、経済・環境・社会のそれぞれの面に総合的に配慮すること

が CSR であるという考えが浸透しつつあり、企業のサステナビリティと同義で用いられ

るようになってきている2。 
次章以下、サステナブル経営を取り巻く一般的な現状と基本的な考え方を整理したうえ

で（Ⅱ章）、国内外の先行事例を参照しながら、サステナブル経営を実施する際の戦略検討

の考え方と課題と（Ⅲ章）、自社の競争力を高めるためのサステナブル経営のあり方につい

て（Ⅳ章）述べる。 
 

図表１ 環境経営の今後の課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料）富士通総研作成 
 

                                                 
2 そもそも CSR とは、企業に対する社会の要請への対応ということであり、社会が持つ価値観によって時代的

にも地理的にも異なるものである。ここでいうサステナビリティと CSR の同義化とは、現在の社会の価値観

がサステナビリティの考え方に合致してきたということを反映したものといえよう。 

環境経営
サステナブル
経営への変革

環境経営の
精緻化

対象範囲の拡大

取
組
み
の
深
化

社会面 経済面
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II サステナブル経営を取り巻く現状 
 
１ ステイクホルダーの要請 
 前述したように、企業のサステナビリティ（あるいは CSR）に対するステイクホルダー

の関心は高まっており、経済・環境・社会に総合的に配慮した企業経営が求められている。

サステナブルな企業あるいは社会と共存共栄する企業のあり方については、ステイクホル

ダーや地域によって多様である。 
欧米では CSR を考慮した企業選別を行う社会的責任投資（SRI）が企業経営に大きな影

響を与えている。SRI の資産規模は世界全体で 3 兆ドルに達するとも言われており、その

多くは年金基金等の機関投資家である。また、株価指数として使用する SRI インデックス

3が開発されたことも、SRI の普及を促しており、インデックスの組入対象となっているか

どうかが企業評価の一面ともなっている。欧州では政策主導で企業のサステナブル経営を

促す傾向が見られる。例えば、年金運用機関に対して CSR 方針の開示義務を法制化する

国が増えており、イギリスやフランスでは CSR の担当大臣が任命され、国政の重要課題

として認識されている。イギリスでは、公共部門が社会面での影響を考慮して物品やサー

ビスを調達する「サステナブル調達」の導入も検討されている4。 
CSR に関する規格化・標準化の動きも活発である、例えば、欧州委員会は、持続可能な

経済成長の源泉としての CSR 推進戦略を掲げており、CSR に関する欧州基準や測定･報告

指針の導入に関して議論が行われている5。報告書に関しては GRI（Global Reporting 
Initiative）によるサステナビリティ・レポーティング・ガイドラインが普及しており、2003
年 12 月 18 日現在、世界で 366 の企業・団体がガイドラインを参照していると発表されて

いる6。さらに、CSR の ISO 規格（ISO CRMSS）化に関する検討が始まったことも、サ

ステナブルな経営体制の構築への企業の関心を高めることにつながっている。 
日本においても、このような海外市場での動向の波及に加えて、近年の企業不祥事など

によって、CSR に対する消費者や地域社会の目は厳しくなっている。日本経団連では、法

令遵守の徹底、消費者・ユーザーの信頼獲得、経営トップの果たすべき役割と責任の明確

                                                 
3 Ethibel Sustainability Index（http://www.ethibel.org/subs_e/4_index/main.html）、Dow Jones 

Sustainability Index（http://www.sustainability-index.com/）、FTSE4GOOD（http://www.ftse4good.com）。 
4 イギリス政府は、“Sustainable Procurement” として、2003 年 11 月から公共部門による環境配慮型製品の

調達（いわゆるグリーン調達）基準を改正した。この Sustainable Procurement に社会性や技術開発の基準

を付加することが 2004 年の検討事項とされている（http://www.defra.gov.uk/2003/031030a.htm）。 
5 2001 年 7 月のグリーンペーパー “Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility”、2002 年 7 月のコミュニケーションペーパー “Communication from the commission 
concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development” によっ

て推進戦略が提示され、2002 年 10 月に設置された CSR EU マルチ･ステイクホルダー・フォーラム 
(http://forum.europa.eu.int/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/csr%20ems%20forum.
htm) において、行動規範や測定・報告基準、ラベリング・情報開示などについて検討されている。 

6 http://www.globalreporting.org/ 
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化を重視し、2002 年 10 月に「企業行動憲章」を改訂している。環境経営格付機構や経済

同友会では、それぞれサステナビリティ・CSR に関する企業評価基準を提唱している。環

境専門のエコファンドを含めた国内株式対象のSRI関連ファンドの資産総額は2003年12
月末現在約 655 億円であり、まだ小規模である7。しかし、2003 年夏頃から、企業年金向

けのSRIファンドが設定されたり8、国内初のSRIインデックスが発表されたりするなど9、

資金運用面でも、企業のサステナビリティを配慮した選別が行われる傾向が強まると考え

られる10。また、先行取組みを行う国内企業との取引上の対応や、競合他社の動向もまた、

企業がサステナブル経営を検討する要因となっている。このように国内市場においても、

サステナブル経営の要請が高まっているが、当然のことながら、グローバルな事業展開を

行う企業にとっては、海外拠点やサプライチェーンにおけるサステナブル経営の実施は、

すでに企業経営の重要課題となっている（図表 2参照）。 
 

図表２ サステナブル経営を取り巻く現状 

資料）富士通総研作成 

                                                 
7 ここで対象としているのは、日興エコファンド（1999 年 8 月～）、損保ジャパン「ぶなの森」（同 9 月～）、

興銀第一ライフエコ・ファンド（同 10 月～）、UFJ「みどりの翼」（2000 年 1 月～）、朝日ライフ「あすのは

ね」（同 9 月～）、三井海上「海と空」（同 10 月～）の７種類。純資産総額ベースで日興エコファンド（392
億円）が全体の約 6 割を占める。2003 年 12 月末の基準価額騰落率（設定来）は－14%～－42%の範囲であ

るが、いずれも日経平均騰落率（設定来：－26%～－45%）を上回っている。 
8 住友信託銀行が 2003 年 7 月より開始。なお、同行は 2003 年 12 月から一般投資家向けの国内株式型 SRI フ
ァンド「グッドカンパニー」も開始（本文中の国内 SRI ファンド資産総額には含めていない）。 

9 モーニングスター社会的責任投資株価指数（http://www.morningstar.co.jp/sri/index.htm）。 
10 このほか、日本政策投資銀行が環境格付けに基づく新しい融資手法を 2004 年度から民間金融機関に公開す

る方針。 

日本企業日本企業日本企業

欧米におけるＣＳＲ・サステナブル経営の関心の高まり

ＳＲＩ（社会的責任投資）の活発化、企業格付け

政策誘導・・・情報開示（年金運用等）、調達方針

標準化・・・国連,ＧＲＩ…、欧州基準の検討、ＩＳＯの検討

欧米におけるＣＳＲ・サステナブル経営の関心の高まり

ＳＲＩ（社会的責任投資）の活発化、企業格付け

政策誘導・・・情報開示（年金運用等）、調達方針

標準化・・・国連,ＧＲＩ…、欧州基準の検討、ＩＳＯの検討

海外市場での対応海外市場での対応国内市場での関心の高まり

消費者・地域の意識変化

ＳＲＩ、格付け、規格化検討

取引の変化、他社の動向

国内市場での関心の高まり

消費者・地域の意識変化
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２ 企業の認識と取組み 
 サステナビリティ（あるいは CSR）に対する企業自身の認識も進んでいるようである。

経済同友会が2003年3月に発表した第15回企業白書によれば、企業経営者の79％がCSR
は企業の収益性にとって重要であると考えている。また、82％が現在の経済環境の下でも

CSR の優先順位は低くないとしている。しかし、その一方で、CSR を企業戦略の中核に

位置づけて利益に結びつける戦略を立案・実行している、と答えた経営者は 8％に過ぎな

い。認識が進んでいるものの、実際の行動は容易ではないという状況がうかがわれる。 
最近の国内企業におけるサステナビリティへの関心の高さを示す具体的な行動の例と

して、従来の環境報告書から、環境への取組みに加えて企業の社会性や経済性への総合的

な取組みを記述したサステナビリティ報告書への移行が進んでいることが挙げられる。東

証一部上場企業と未上場有力企業を対象に11、サステナビリティあるいはトリプル・ボト

ムラインの考えを背景に、環境・経済・社会のそれぞれの側面についての取組みを報告す

ることを試みている企業を調べてみると、2003 年末時点で 72 社であった（図表 3）。図

表 4は、環境報告からサステナビリティを考慮した報告へと変更した時期のデータを元に、

サステナビリティ報告書数の推移を示したものである。我が国でサステナビリティを考慮

した報告書が発行されたのは 2001 年であり、その当時は、わずか 9 社に過ぎなかったが、

2003 年末までに急増したことがわかる。特に、2003 年には新たに 45 社がサステナビリ

ティを意識した報告書を発行している。また、72 社のうち 46 社が、報告書のタイトルを、

環境報告書からサステナビリティ報告書、CSR 報告書、社会環境報告書などに変更してい

た12。 
これらの対象企業 72 社の業種構成を見ると、電機が 20 社（構成比 28%）で最も多く、

以下、化学・石油 9 社（構成比 13％）、商業 8 社（構成比 11%）、電力・ガス 6 社（同 8%）、

輸送機器 6 社（同 8％）と続いている（図表 5参照）。これらの企業が積極的にサステナビ

リティに対する情報発信を行っている要因としては、ステイクホルダーとの関係から２つ

の見方ができよう。一つは、電機や輸送機器などのように海外事業の比率が高い企業が海

外の市場や投資家などを意識した取組みを行っているということが考えられる。もう一つ

は、商業（特に小売）13や電力・ガスなど、国内の消費者や地域社会との関わりの深い企

業が、消費者や地域社会の意識変化を考慮した取組みを始めていることも考えられよう。 
このように、日本企業におけるサステナビリティ報告への取組みは、急速に進んでいる

が、現状はというと、とりあえず、サステナビリティ報告書の体裁を整えたという企業が

                                                 
11 対象企業は、2003 年 12 月末現在の東証一部上場企業 1,532 社と会社四季報未上場企業版 2004 年上期の注

目会社（2003 年 12 月末までに東証一部上場した企業を除く）224 社。 
12 本データは、生田（2003）「環境報告からサステナビリティ報告への移行」富士通総研 RESEARCH PAPER 

Environment Series No.5 における 2003 年 8 月末時点のデータを更新したもの。 
13 商業８社の構成は、総合商社 2 社、スーパー3 社、コンビニエンスストア 3 社。総合商社の場合は、海外市

のステイクホルダーへの対応という面も大きい。 
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少なくないようである。企業が質の高いサステナビリティ報告を行うためには、サステナ

ビリティを根幹に据えた企業経営体制、すなわちサステナブルな経営体制を構築し、実践

できるかどうかが重要なカギとなる。 
 

図表３ サステナビリティ報告を試行した企業と報告書名 

注）*コニカの現在の上場名はコニカミノルタホールディングス（2003 年 8 月にミノルタと経営統

合）であるが、コニカとして 2003 年 7 月に発行した報告書を掲載した。 
**日本 IBM の報告書は 2002 年発行 

資料）富士通総研作成 
 

キリンビール 環境報告書(Environmental Sustainability Report) ローソン 環境保全･社会貢献への取り組み報告

サントリー 環境レポート（Sustainable Report） ファミリーマート 環境報告書(Environmental Sustainability Report)

帝人 環境･社会報告 住友商事 社会と環境に関するレポート

クラレ 環境･社会報告書 三菱商事 サステイナビリティ－･レポート

協和発酵工業 環境安全／サスティナビリティ－レポート キャノン販売 サステナビリティ報告書

山之内製薬 環境報告書 イトーヨーカ堂 企業の社会的責任報告書－社会・環境活動報告

エーザイ 環境・社会報告書 イオン 環境･社会報告書(Sustainability Report)

富士写真フイルム 社会・環境レポート 西友 サステイナビリティ－･レポート

コニカ* 環境・社会報告書（Sustainability Report) ミニストップ 環境･社会報告書(Sustainability Report)

資生堂 サステナビリティレポート 日興コーディアル サステナビリティレポート

住友スリーエム 環境経営報告書 損保ジャパン 社会･環境レポート（Sustainability Report)

新日本石油 社会環境報告書（Sustainability Report） 三菱地所 環境報告書

コスモ石油 環境報告書 イオンモール 社会･環境報告書～サスティナビリティレポート～

日本板硝子 環境報告書 東日本旅客鉄道 社会環境報告書

ＩＮＡＸ サステナビリティレポート 日本郵船 社会環境報告書

新日本製鐡 環境報告書 商船三井 環境・社会報告書

ディスコ 社会環境報告書 日本テレビ放送網 日テレ・サステナビリティ

クボタ 環境報告書 日本電信電話 環境保護活動報告

ダイキン工業 環境報告書 東京電力 環境行動レポート

日立製作所 環境経営報告書(Environmental Sustainability Report) 中部電力 地球環境年報

東芝 環境報告書 中国電力 環境報告書

三菱電機 環境・社会報告書(Sustainability Report) 北陸電力 環境報告書

富士電機 環境報告書 九州電力 環境アクションレポート

オムロン 環境報告書 大阪ガス 環境・社会行動レポート

ＮＥＣ 環境アニュアルレポート

富士通 環境経営報告書(Sustainability Report)

セイコーエプソン サステナビリティレポート

松下電器産業 環境経営報告書(Sustainability Report)

シャープ 環境報告書

ソニー 社会･環境活動報告書（CSR Report）

ＴＤＫ 環境報告書 - Seeking sustainability

パイオニア 環境報告書

京セラ 環境・社会報告書

住友特殊金属 環境報告書（Environmental Sustainability Report)

松下電工 サスティナビリティレポート

ニチコン 環境報告書

キヤノン サステナビリティ報告書

リコー 環境経営報告書（Sustainability Report)

日本ＩＢＭ** 環境・ウェルビーングプログレス･レポート

デンソー 環境社会報告書

日産自動車 環境・社会報告書

トヨタ自動車 Environment & Sustainable Report

三菱自動車工業 環境報告書(Environmental Sustainability Report)

トヨタ車体 環境・社会報告書

ヤマハ発動機 環境活動報告書

シチズン時計 環境報告書

セイコー 環境報告書（Sustainability Report）

ヤマハ 環境報告書

コクヨ 環境・社会報告書

製造業 非製造業
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図表４ 社会性・経済性報告を加味した環境報告の増加 

資料）富士通総研作成 
 

図表５ サステナビリティ報告を試行した企業72社の業種内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料）富士通総研作成 
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３ サステナブル経営の基本的考え方 
 図表 6は、サステナブル経営への変革を目指す場合の基本的な考え方を示したものであ

る。まず、サステナブル経営の重要性を認識した企業は、サステナビリティに対する自社

の考え方（ビジョン）を構築し、サステナブル社会構築に向けた自社の基本的方針（ポリ

シー）の明確化を行った上で、戦略を策定・遂行することになる。戦略策定の方向として

は、社内の取組みと社外への働きかけの両面について検討することが重要である。すなわ

ち、ガバナンスやマネジメントシステムの変革によって、事業活動におけるサステナビリ

ティの向上を検討するとともに、社会貢献活動や製品・サービスの供給を通じて社会のサ

ステナビリティを向上させる方策を提案することが望まれる。また、このようなサステナ

ブル経営戦略を有効なものとするためには、ステイクホルダーとのコミュニケーションも

これまで以上に重要となる。 
 次章では、このようなサステナブル経営手法を具体的に実施する際の詳細な考え方と課

題などについて検討する。 
 

図表６ サステナブル経営への変革 

 
資料）富士通総研作成 
 

サステナブル経営の重要性の認識サステナブル経営の重要性の認識

事業活動のサステ
ナビリティの向上

事業活動のサステ
ナビリティの向上

ガバナンスの変革

マネジメントシステムの
変革

社会のサステナビ
リティの向上

社会のサステナビ
リティの向上

ビジョンの構築　サステナビリティに対する自社の考え方ビジョンの構築　サステナビリティに対する自社の考え方

ポリシーの策定　サステナブル社会構築に向けた自社の基本的姿勢ポリシーの策定　サステナブル社会構築に向けた自社の基本的姿勢

サステナビリティ向上に寄与
する製品・サービスの供給

ステイクホルダーとのコミュニケーションステイクホルダーとのコミュニケーション

戦略の策定・実施戦略の策定・実施
PlanPlan

DoDoActionAction

CheckCheck

社会貢献活動
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III サステナブル経営戦略の検討 
 
１ サステナブル経営戦略の検討手順 
 図表 7は、サステナブル経営戦略の検討手順の例を示したものである。ここでは、検討

手順を、ビジョン・方針の策定（フェーズ１）、戦略の策定（フェーズ２）、戦略の実施（フ

ェーズ３）、の３つのフェーズに整理した。 
 フェーズ１では、サステナブル経営を行うにあたってのビジョンや方針を策定する。そ

のためには、まず、市場動向、規制動向、競合他社の動向などの外部状況と自社の取組み

の現状について確認し、基本的な課題を抽出する必要がある。次に、経済・環境・社会の

各分野について、自社にとってサステナブル経営を行うために重要と考えられる評価項目

を設定する。ビジョンの構築にあたっては、この評価項目を参照しながら、今後の社会の

あり方（経済・環境・社会面での持続的な発展）に対する基本認識を示した上で、想定さ

れるサステナブル社会における自社のあるべき姿を、社会的責任の遂行と社会への貢献と

いう両方の視点からまとめることが望まれる。そして、自社の企業活動にとって重要なス

テイクホルダーを特定し、サステナブル経営評価軸に照らし合わせて、これらの主要ステ

イクホルダーの要望や期待を把握することによって、自社の考え方（ビジョン）とステイ

クホルダーの要望・期待が合致するように、サステナブル経営方針の策定を行うことが可

能となる。 
   

図表７ サステナブル経営戦略の検討手順の例 

資料）富士通総研作成 
 

国内市場

ビジョン・方針策定

現状把握・課題抽出

戦略策定 戦略実施

ＳＷＯＴ分析

ステイクホルダー調査 行動計画・目標設定

ＳＭＳ導入

個別プロジェクトの検討

ステイクホルダー分析

評価項目の設定

ビジョンの構築

方針の策定

評価指標の策定

個別プロジェクトの実施

パフォーマンス評価

ステイクホルダー対応

従業員教育

海外市場

＜フェーズ１＞ ＜フェーズ２＞ ＜フェーズ３＞
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 フェーズ２では、フェーズ１で策定したサステナブル経営方針を、具体的な行動に落と

し込むための戦略を策定する。そのためには、まず、フェーズ１で設定したサステナブル

経営評価項目について、極力定量的な評価指標を策定することが重要であり、例えば、将

来のトレンドを勘案した SWOT 分析14を行うことが有効である。また、重視するステイク

ホルダーのターゲットを絞った形での詳細なステイクホルダー分析によって、SWOT 分析

を補強しながら、有効な行動計画・目標設定につなげる。そして、設定目標との整合性、

評価指標の適用可能性、期待される効果などを勘案し、具体的な個別プロジェクトを検討

することになる。 
 フェーズ３では、フェーズ２で策定したサステナブル経営戦略を実施する。サステナブ

ル経営への取組みを円滑に進めるためには、一般的な体制整備として、サステナブル経営

マネジメントシステム（SMS）の導入や、従業員教育などが重要である。また、サステナ

ブル経営への取組みをステイクホルダーに有効に認識させるために、ステイクホルダーの

カテゴリーに応じたコミュニケーション手段の選択を検討する必要もある。そして、フェ

ーズ２で策定した評価指標（必要であれば修正）に基づいて、パフォーマンス評価を行う

ことによって、次期の計画策定・目標設定を行うことができる。 
また、これらの戦略策定の際には、海外拠点の有無に関わらず、国内市場での対応に加

えて、海外市場におけるステイクホルダー（消費者、取引先、投資家、NPO など）への

対応の可能性についても検討することが望まれよう。なお、海外市場における具体的な戦

略は、地域特性及び重視するステイクホルダーの特性によって異なることには留意しなけ

ればならない。 
 
２ 事業活動のサステナビリティ向上 
 事業活動のサステナビリティを向上させるためには、事業活動を環境面、経済面、社会

面の全てにおいて統括するためのガバナンスの変革と、具体的な行動を実施するためのマ

ネジメントシステムの変革が不可欠である。以下では、サステナブル経営のためのガバナ

ンスと SMS、及び目標やパフォーマンス評価のための評価指標の考え方について述べる。 
 

（１） ガバナンスの変革 

サステナブル経営を推進するためのガバナンスは、従来型経営の主流である株主価値重

視から、より広範なステイクホルダーの価値を重視したものとなろう。我が国でも執行と

監督を分離するコーポレートガバナンスが進んでいるが、例えば、図表 8に示したように、

経営執行役に CSR 担当役員を置き、CSR 委員会や CSR 統括部署を設置するとともに、

取締役会の下に CSR（諮問）委員会を設置することなどが考えられる15。実際には、企業

                                                 
14 企業の強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威（Threat）の全体的な評価手法。 
15 ガバナンスについては CSR の用語が使われることが多いため、ここでは CSR の表現を用いた。 
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固有の考え方や従来の組織体制などを反映した様々なガバナンスの体制が考えられよう。 
我が国においても、2003 年に入ってから、CSR に対応するための専門部署や専門委員

会を設置する企業が相次いでいる（図表 9参照）。なお、専門部署については、社長（あ

るいは専門委員会）直属の部署を新設するケースや組織を再編して対応部署を設置するケ

ースがある。前述したような近年のサステナビリティ報告書への移行傾向を考えれば、

2004 年以降もこのような組織体制の見直しを行う企業は増加するものと思われる。しかし

ながら、CSR・サステナビリティという観点から、人事、環境、経理、法務、広報などの

部門を統括し、組織を実際に機能させるためには、役割の明確化とトップマネジメントに

よる支援が欠かせない。また、社外取締役の活用を含め、取締役会の下に専門委員会を設

置して、サステナブル経営の監督機能を高めることも今後の課題である16。 
 

図表８ サステナブル経営を推進する組織体制の例 

資料）富士通総研作成 
 

図表９ 国内企業の社内体制整備 

資料）各社資料を元に富士通総研作成 

                                                 
16 国内ではまだ事例が見られないが、海外では例えば、GlaxoSmithKline (Corporate Social Responsibility 

Committee)、Unilever (External Affairs and Corporate Relations Committee)、Severn Trent 
(Environmental and Corporate Social Responsibility Advisory Committee)、Shell (Social Responsibility 
Committee) などが取締役会の下に専門委員会を設置している。 

取締役会取締役会

ＣＳＲ（諮問）委員会ＣＳＲ（諮問）委員会 ＣＳＲ担当役員ＣＳＲ担当役員 ＣＳＲ統括部署ＣＳＲ統括部署

経営執行役会経営執行役会

ＣＳＲ委員会ＣＳＲ委員会

各
担
当
部
署

リコー ＣＳＲ室 (2003.1) 社長直属型 商船三井 ＣＳＲ検討小委員会 (2003.4)

ソニー 環境・ＣＳＲ戦略室 (2003.3) 組織再編型 アドバンテスト ＣＳＲ委員会 (2003.8)

ユニ・チャーム ＣＳＲ部 (2003.4) 組織再編型 川崎重工 ＣＳＲ検討作業部会 (2003.9)

損保ジャパン 社会・環境室 (2003.4) 組織再編型 丸紅 ＣＳＲ対策チーム (2003.10)

リコーエレメックス ＣＳＲ本部 (2003.5) 社長直属型 日本ＩＢＭ ビジョンe推進委員会 (2003.11)

住友信託銀行 社会活動統括室 (2003.6) 組織再編型 ＢＡＴジャパン ＣＳＲ運営委員会 (2003.11)

東芝 ＣＳＲ本部 (2003.7) 社長直属型 アサヒビール ＣＳＲ委員会 (2003.12)

日本テレコム ＣＳＲ推進室 (2003.9) 組織再編型

日本ユニパック ＣＳＲ室 (2003.10) 社長直属型

松下電器産業 ＣＳＲ担当室 (2003.11) 社長直属型

専門委員会のみ設置専門部署の設置
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（２） マネジメントシステムの変革 

 サステナビリティを考慮したマネジメントシステム（SMS）の構築については、既に多

くの日本企業が導入している環境マネジメントシステム（ISO14001）の仕組みを活用す

ることが考えやすいであろう。基本的には図表 10に示したように、行動計画を策定し、

実施した結果をレビューし、必要であれば修正を図るといった、いわゆる PDCA（Plan
→Do→Check→Act）サイクルを用いて改善を図るシステムを構築することになるが、環

境面に加えて、経済面、社会面の活動も考慮しなければならない点が ISO14001 との主な

相違点である。このように対象分野の拡大によって、行動計画策定時の検討項目が多岐に

わたるため、ステイクホルダー分析や SWOT 分析による対象の十分な絞り込みが重要と

なる（３に後述）。 
 海外では、SMS 導入を促す枠組みの検討が進んでいる。例えば、イギリスの貿易産業省、

規格協会、NGO などによるシグマ（SIGMA：Sustainable Integrate Guide for 
Management）プロジェクト17では、サステナビリティに対する理解と具体的行動のため

のガイドラインの開発に取組んでおり、2001 年６月に初版、03 年 9 月に改訂版を発行し

ている（図表 11参照）。この SIGMA ガイドラインの特徴は、従来の環境・経済・社会分

野における様々な国際規格との互換性を意図している点と、個別のツールを具体的に説明

している点であり、SMS の導入を目指す企業にとって使いやすいものとなっている。また、

北米でも、団体や地域ベースで、SMS 導入を支援する取組みが行われている18。 
 

図表１０ ＳＭＳの基本的イメージ 

資料）富士通総研作成 
                                                 
17 http://www.projectsigma.com 
18 例えば、カナダブリティッシュコロンビア州の技術者･地球科学者協会によるサステナビリティ・ガイドライ

ン（http://www.sustainability.ca/）、アメリカカリフォルニア州ソノマ郡における SMS コーチングプログラ

ム（http://www.sustainablesonoma.org/projects/sms_coaching_program.html）がある。 

方針の策定方針の策定

行動計画の策定行動計画の策定

行動計画の実施行動計画の実施

報告・レビュー報告・レビュー

修正修正

・ステイクホルダーの把握

・ステイクホルダー分析

・SWOT分析

・目標設定

・ステイクホルダーとのコ
ミュニケーション

・従業員への周知

・モニタリング

環　
　

境

経　
　

済

社　
　

会
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図表１１ ＳＩＧＭＡガイドラインの構成 

原則 自然資本（環境） 

社会資本（社会の関係と体制） 

人的資本（人） 

製造資本（固定資産） 

金融資本（損益、売上、株、現金等） 

リーダーシップとビジョン

 

ビジネスケースとトップレベルのコミットメント 

ビジョン、ミッション、運用原則 

コミュニケーションと訓練 

企業文化の変革 

計画 

 

パフォーマンス・レビュー 

法規制に関する分析とマネジメント 

行動、影響と結果 

戦略的計画 

戦術的計画 

実施 

 
マネジメントの変革 

マネジメント・プログラム 

内部コントロールと対外的影響 

マネジメントの枠組み 

計測、レビュー、報告 

 
モニタリング、計測、監査とフィードバック 

戦術的･戦略的レビュー 

報告の進捗 

報告の保証 

ツールキット 

 

 

AA1000規格保証基準 

ビジネスケース・ツール 

既存規格との互換性ツール 

環境会計ツール 

GRI 報告ツール 

サステナビリティ・マーケティング・ツール 

パフォーマンス・レビュー・ツール 

リスクとチャンスのガイド 

持続可能な開発に関するガイドラインと規格のガイド 

ステイクホルダーとの関与ガイド 

サステナビリティ問題のガイド 

サステナビリティ会計ガイド 

サステナビリティ・スコアカード 

資料）SIGMA ガイドライン（http://www.projectsigma.com）を元に富士通総研作成 
 
 

（３） パフォーマンス評価 

サステナブル経営の評価指標の策定は、目標設定だけでなく、パフォーマンス評価を有

効に行うためにも重要となる。Ⅱ．１に前述したように、サステナビリティのパフォーマ

ンス指標については、SRI インデックスや経済団体などから様々な評価基準が提唱されて

いる19。とはいえ、そもそもサステナブル経営とは、ステイクホルダーの多様な価値観を

反映した長期的視点に基づく企業経営であることから、ステイクホルダーの種類や業種、

                                                 
19 GRI の報告書ガイドラインや各 SRI インデックスの評価指標は、外部評価という観点から活用を図ることが

できるが、実際の経営に直接反映させるという点では、例えば、経済同友会の評価基準などが参考にできる。 
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地域特性によって考え方や重視する面が異なることには留意しなければならない。このた

め、評価指標の詳細については、自社の状況に合わせて独自の指標を策定する必要が出て

くる。特に、グローバルな事業展開を行う企業にとっては、基本的な評価指標を策定した

上で、事業エリアに応じて地域特性を考慮した追加的な評価指標を策定することが望まれ

よう20。 
 図表 12は、一般的に想定されるサステナブル経営指標の項目を企業の対応状況という

観点から整理したものである。環境分野の項目については、環境影響評価などの取組みの

進展と定量的な標準化が容易であるということから、指標化の取組みが進んでいる。また、

経済分野については、当然のことながら財務部門の評価は行われているが、サステナビリ

ティの観点から見れば、企業活動による環境・社会面への影響の経済的な評価は十分とは

言えず、特に、地域レベル・国レベルでの社会経済への寄与に関する指標化は今後の課題

である。さらに、社会分野の指標は、環境や経済の分野と比べて、社会構造・慣習・宗教

など地域特性による違いが大きく、標準化が最も図りにくい。特に日本企業にとっては、

就労環境や、雇用機会や人権などの点で、パフォーマンス評価の整備が遅れている。また、

コミュニティの活性化など、経済評価が困難な社会面での便益に関する評価指標の策定は

今後の課題といえよう。 
 

図表１２ サステナブル経営指標の項目 

  環境 経済 社会 

対応が比較的 

進んでいる項目 

資源使用 

エネルギー使用 

大気への排出 

水域への排出 

廃棄物 

地球温暖化  

収益 

配当 

付加価値 

投資（設備・R&D・人材） 

 

健康・安全 

法令遵守 

地域活動 

製品責任 

企業倫理 

対応が十分に 

進んでいない項目 

生物多様性 

  

  

  

  

環境・社会面での経済影響

  

  

  

  

就労環境・従業員教育 

パートナーシップ 

雇用機会 

人権 

今後の課題 

  

  

GDP への寄与 

雇用への寄与 

地域経済への寄与  

コミュニティへの寄与 

（社会への便益） 

   

資料）各種資料を元に富士通総研作成 
                                                 
20 現実的には、まず、日本国内での事業を想定した評価指標を策定した上で、海外拠点においても適用できる

標準的な指標（国内指標の中から共通化できる部分を抽出し、国際的な評価基準で重視する項目を追加した

もの）を策定し、各拠点での地域特性を考慮した追加的な評価指標をそれぞれ策定するという手順が考えら

れる。 
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 サステナブル経営のパフォーマンスについて費用と効果から金額的に評価するサステナ

ビリティ会計という考え方がある21。我が国でも、部分的ではあるが、サステナビリティ

を考慮した事業活動のパフォーマンス評価を試みる企業が現れている。例えば、イトーヨ

ーカ堂は、「CSR 会計」という名称で、持続可能な社会への貢献という考え方から、事業

活動によって生み出された経済的価値がどのようにステイクホルダーに分配されているの

かを分析する指標を公開している（図表 13参照）。また、富士写真フイルムグループでは、

「サステナビリティ会計」という名称で、従来の環境会計に加えて、従業員の労働安全や

教育にかけた費用と、顧客への対応や社会貢献にかけた費用を、社会会計として集計して

いる（図表 14参照）。非財務部門の企業会計と言えば、これまで環境会計の導入を図るの

が一般的であったが、経済面や社会面の費用と効果を合わせて評価するサステナビリティ

会計の導入を検討する企業も増えるものと思われる22, 23。 
 

図表１３ イトーヨーカ堂のＣＳＲ会計 

資料）イトーヨーカ堂「企業の社会的責任報告書－社会･環境活動報告2003」を一部変更 

 
図表１４ 富士写真フイルムグループの社会会計 

項目 主な内容 グループ合計 

労働安全衛生 従業員の安全衛生の統括担当部署、健康診断、メンタルヘルス   643 
一般教育 学術・技術・技能に関する従業員教育 1,310 

従業員雇用 
障害者雇用のためのバリアフリー、出産育児休業制度、再雇用制度、 

セクハラ防止、ボランティア休職、社会貢献活動のための出向支援 
  521 

近隣協調費 地域住民の皆様の電波障害対策、地域交流イベント    43 
お客様対応 お客様センターによるお客様対応、情報開示、製品使用法啓発   456 
文化芸術振興・国際交流 映像文化の振興、国際交流の推進 1,027 

合計  4,000 
資料）富士写真フイルム「富士フイルム社会･環境レポート2003」を一部変更 

                                                 
21 サステナブル会計の考え方は、前述の SIGMA プロジェクトに詳しいツールキットが紹介されている

（http://www.projectsigma.com/Toolkit/SIGMASustainabilityAccounting.pdf）。 
22 このほか、日本 IBM も CSR への投資がブランド価値の向上にどれだけ寄与したかを金額換算して評価する

会計手法の独自開発を検討している。 
23 厳密には、イトーヨーカ堂や富士フイルムの例は外部会計としての試みであるが、パフォーマンス評価を事

業活動にフィードバックさせるための管理会計の開発はさらなる課題である。 

（単位：百万円）

　　　（単位：百万円）

 人件費

 従業員教育研修

 役員報酬（監査役含む）

 役員賞与

 役員退任慰労金

 中間配当

 配当金

債権者 0.9%  支払利息及び社債利息

 法人税等（調整額含む）

 販管費（租税効果）

 寄付金

 請負担金

環境 1.4%  環境経費

 次期繰越金・前期繰越金

 任意積立金増減

地域社会・ＮＰ
Ｏ・社会貢献

企業内部

役員

69.0%

0.4%

5.8%

10.7%

11.5%

0.3%

社員

株主

行政

その他の収入
50,408

その他の費用・損失
17,086

お客様
（営業収益）
1,527,688 お取引先

　売上原価
　販売費など
1,314,943

事業活動によって
生み出された価値
246,097

16%

84%
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３ ステイクホルダー対策 
 これまで述べてきたように、サステナブル経営（あるいは CSR）のあり方は、その社会

が企業に求める価値観に対応した経営をこころがけるものである。このため、企業を取り

巻くステイクホルダーの要請・期待に絶えず注意を払い、緊密なコミュニケーションをと

ることが必要となる。前述の図表 10 に示したように、方針や行動計画の策定時における

ステイクホルダーの把握・分析や、行動計画実施後のパフォーマンス報告などにおけるス

テイクホルダーとのコミュニケーションなど、多くの段階で、ステイクホルダーとの関係

を考慮することが望まれる。 
 ステイクホルダー対策という視点から、方針の策定から行動計画の策定までの手順を具

体的に整理すると、まず、企業にとってのステイクホルダーを特定した上で、ステイクホ

ルダーとの双方向型の対話（ダイアログ）を実施し、その企業がサステナブル経営を進め

ていくことに対する各ステイクホルダーの関心や期待、要請などを把握することが重要で

ある。このような現状把握のツールとしては、例えば、図表 15に示したようなステイク

ホルダー・マトリクスの活用が考えられる。これは、特定した各ステイクホルダーについ

て、環境面、経済面、社会面のそれぞれに対する関心の度合いと、関心を持つ時間幅を整

理したものであり、企業にとっての各ステイクホルダーの重要度を考慮しながら、ステイ

クホルダーの関心に対応した目標設定、戦略策定を行うことができる24, 25。このようなス

テイクホルダー・マトリクスの作成において重要なことは、企業が想定するステイクホル

ダーの関心や要請ではなく、あくまでダイアログなどを通じて把握された実際のステイク

ホルダーの考えを整理することである。これによって、自社の考え方とステイクホルダー

との意向のギャップの有無を検証し、有効な行動計画の策定につなげることが可能となる。 
 同様に、パフォーマンスの報告においても、ステイクホルダーの特性と関心に応じたコ

ミュニケーション手法の選択（と担当部署の設定）が重要である。ステイクホルダー全般

を対象としたコミュニケーションの媒体としては、サステナブル報告書の公表が一般的で

あるが、必要に応じて、例えば、投資家に対してはサステナブル経営と財務指標に関する

説明、取引先や顧客に対してはサステナブルな調達方針とその結果、従業員に対しては個々

の取組みと事業活動のサステナビリティの関連及びその成果など、ステイクホルダー別に

特化したコミュニケーション手法を検討することが望ましい。また、このようなパフォー

マンス報告においても、自社のパフォーマンスや考え方に対するステイクホルダーの反応

や意見を今後の企業行動に反映させていくために、一方的な情報の伝達ではなく、ダイア

ログ形式をとるコミュニケーションが望ましいことは言うまでもない。 

                                                 
24 図表 15 はあくまで考え方を簡略化して示したものであり、実際には、環境面・経済面・社会面について評

価指標を参照しながら、より詳細に区分した上で、ステイクホルダーの関心を整理することが望ましい。 
25 前述したようにステイクホルダーの関心には地域特性による違いがあるため、ステイクホルダー・マトリク

スは一つだけである必要はなく、場合によっては、事業所別や国・地域別のマトリクス作成を検討すること

も考えられる。 
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図表１５ ステイクホルダー・マトリクスの考え方 

注）ステイクホルダーの関心度合いは任意に設定したもの。 
  関心を持つ時間幅は短中期を 5 年以内、長期を５年以上と設定（企業状況に応じて設定可）。 
資料）Azapagic and Perden (2003)を元に加筆変更して富士通総研が作成 
 
 
４ 社会のサステナビリティ向上 
企業が社会のサステナビリティの向上に寄与する手段は、企業市民としての社会貢献活

動と、ビジネスとして製品やサービスの供給を通じた社会貢献に大別して考えることがで

きる。前者は、企業利益に直結することを期待するものではなく、むしろ企業利益の還元

あるいは企業が持つ人的・物的資源の社会での活用という考えに基づくものであり、例え

ば、地域の自治体や NPO 法人・社会団体等への寄付及び施設等の開放、社員参加型の環

境保全・社会貢献プログラムなどがある。一方、ビジネスを通じた社会貢献とは、社会に

供給した製品やサービスが、社会全体あるいは利用者の環境面・経済面・社会面での便益

を高めるというものであり、例えば、環境保全や社会福祉に資する製品・サービスの供給、

あるいは省エネ機器や情報技術の活用のように利用者が直接的な経済的メリット26を受け

ることができる製品やサービスの供給などが考えられる。 
企業にとっては、社会貢献活動とビジネスを通じた社会貢献の両者とも重要であるが、

                                                 
26 省エネ機器の場合、エネルギー使用量の低減に伴うエネルギー使用料金の削減、情報技術の活用の場合、コ

ンピューター管理による資源の有効利用に伴う生産性向上、デジタルデータの移送等による物質（人）の移

動最小化に伴う経費節減効果がある。いずれも、経済的効果の他に、環境面などでもメリットがある。 

現状把握と目標設定現状把握と目標設定

企
業
に
と
っ
て
の
重
要
度
か
ら
見
た
重
み
づ
け

企
業
に
と
っ
て
の
重
要
度
か
ら
見
た
重
み
づ
け

従業員 ○ ◎ ◎

顧客 ○ ◎ ○

株主・投資家 △ ◎ △

金融機関 △ ◎ △

取引先 ○ ◎ ○

行政当局 ◎ △ ◎

地域コミュニティ ◎ ○ ◎

ＮＰＯ他 ◎ △ ◎

競争相手 ○ ◎ ○

ステイクホルダー
ステイクホルダーの関心 関心を持つ時間幅

環境 経済 社会 短中期 長期
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ここでは、企業の存続という意味でのサステナビリティを高めるためにも、サステナブル

社会構築への提案が収益に結びつくビジネスの検討について考え方を簡単に整理してみた

い。ビジネスチャンスとして、社会のサステナビリティ向上に向けた戦略を策定するため

には、事業活動の評価同様に、自社の製品・サービスがどれだけ社会のサステナビリティ

向上に寄与しているかをチェックしてアピールする必要があり、製品・サービスに関する

サステナビリティ指標の開発が欠かせない（図表 16参照）。評価指標の開発に当たっては、

製品・サービスの利用者における直接的な便益と費用、及び間接的な便益と費用を、環境、

経済、社会の各面で評価することが望まれる。このような評価指標を活用して商品設計に

反映させることで、サステナビリティの向上への寄与がより高い製品・サービスの開発に

つなげることができる。さらには、積極的な情報開示とマーケティングを行うことによっ

て、社会のサステナビリティに寄与する企業として製品あるいは企業のブランド力の向上

を図ることが可能となる。また、評価指標の信頼性を得るためには、指標の標準化やラベ

リングなどに対する業界レベルでの取組みが重視される。このような取組みを率先して行

うことができる企業が、サステナビリティへの関心が高い市場を開発し、その市場での先

行者利益を獲得することができるといえよう。 
 

図表１６ 製品・サービスによる社会のサステナビリティ向上への寄与 

資料）富士通総研作成 
 
 
 

製品・サー
ビスの供給

製品・サー
ビスの供給

【評価】

商品設計商品設計 情報開示情報開示

ブランド力
の向上

ブランド力
の向上

利
用
者
の
費
用
対
便
益

便益

費用

便益

間
接
的

直
接
的

環境 経済 社会

費用
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IV サステナブル・コーポレーションへの変革に向けて 
 
 これまで見てきたように、サステナビリティあるいは CSR に対する日本企業の関心は

高まっており、サステナブル経営を推進するための基本的な戦略の考え方も徐々に整理さ

れつつある。あとは、それぞれの企業の状況（内部のリソースとステイクホルダーとの関

係）に応じて、いかにサステナブル経営を実行していくかという段階にあるといえよう。

ここでは、国内外の先進事例を参照しながら、日本企業にとって、競争力を高めるための

サステナブル経営のあり方について考えてみたい。 
 
１ 日本企業の国際的評価 
 サステナビリティ報告書の発行を試みる日本企業が急増していることは前述のとおりで

ある。GRI のサステナビリティ・レポーティング・ガイドラインを参照したと報告してい

る 366 社（2003 年 12 月 18 日現在）のうち、日本企業は 66 社（約 18％）を占めており、

イギリス（48 社）、アメリカ（46 社）を抑えて、最も多い企業数となっている27。このよ

うに、報告書の作成という点でサステナビリティに対する企業の意識の高さを考慮すれば、

日本企業は先進諸国と遜色ないレベルにあるともいえよう。 
しかし、国際的に見て、日本企業のサステナビリティに対する取組みが十分に評価され

ているとは必ずしも言えないようである（図表 17参照）。イギリスの SustainAbility 社と

UNEP（国連環境計画）の調査28では、2002 年におけるサステナビリティ報告企業の上位

100 社のうち、日本企業は 8 社しか選ばれていない。国際的な SRI インデックスについて

見ると、ダウジョーンズ社の DJSI World（2003 年 11 月 30 日現在）のインデックスに採

用された企業 318 社中、日本企業は 35 社というように全体の 11%であり、さらに株式組

入構成では 6％程度に過ぎない。また、FTSE4GOOD Global 100 Index（2004 年 1 月 5
日現在）においても、採用された日本企業数が 8 社であったのに対して、日本企業の株式

組入構成比は約 5%となっている29。 
これらの要因としては、日本企業の取組みがここ１年くらいで急速に進んできたために

海外の調査機関及び投資会社などには十分に周知されていないことや、欧米で重視される

サステナビリティの評価項目と日本企業が重視する項目に相違があること、あるいは、特

に株価指数への組入については日本企業の経済的パフォーマンスの弱さが反映されたもの

であることなどが考えられ、近い将来には国際的な評価が改善することも考えられる。と

                                                 
27 GRI のガイドラインを部分的にでも参照したことを GRI に報告している企業数であり、前述の富士通総研

調査によるサステナビリティ報告書試行企業数とは一致しない。また、GRI ガイドラインと一致した報告書

作成を GRI に表明している企業が 17 社あるが、日本企業は含まれていない。 
28 SustainAbility and UNEP (2002), Trust Us: The Global Reporters 2002 Survey of Corporate 

Sustainability Reporting. 
29 630 社を対象とした FTSE4GOOD Global Index では、日本企業は 88 社（約 14%）採用されている（株式

組入構成比は公表されていない）。 
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はいえ、サステナビリティ経営への取組みが早かった欧米の一部先進企業に一日の長があ

ることも事実であり、国際市場での競争力確保という観点から、自社企業の弱みの克服と、

対外的なアピールの手法等について検討する必要があろう。 
 欧米では、前述したように企業のサステナビリティに対するステイクホルダーの強い関

心と要請に対応するために、日本企業より早い時期からサステナブル経営への取組みを迫

られていた。欧米の一部企業がサステナブル経営への取組みについて日本企業より先行し

ていると思われる点としては、①ビジョンやポリシーの明確化、②社内体制の整備、③ス

テイクホルダーとのコミュニケーション、④グローバル市場でのサプライチェーン・マネ

ジメントなどが挙げられる。 
サステナビリティ（あるいは CSR）に対する自社のビジョンやポリシーの明確化は、従

業員への周知及び社外のステイクホルダーへの自社の考え方の説明責任（あるいはアピー

ル）という観点から、積極的に行われている。例えば、図表 18は、カナダのアルミニウ

ム企業Alcan社におけるサステナビリティの枠組みであるが、同社が目指している方向（価

値保全から価値創造）とその過程がサステナビリティという視点から整理されている。社

内体制の整備については、日本においても 2003 年から取組みが見られるようになってき

たが、海外の多国籍企業の多くは、CSR 専門部署を設置しており、特に取締役会に専門委

員会を設置することで幅広い意見を求める体制の整備が進んでいる（Ⅲ．２（１）に前述）。 
 

図表１７ 日本企業の国際的評価の例 

 対象企業 日本企業の位置 他国企業の状況 

GRI ガイドライン参照企業 
(2003.12.18)  

366 社 
 

66 社（18.0%） 
１位 

イギリス  48 社（13.1%）

アメリカ  46 社（12.6%）

スペイン  23 社（ 6.3%）

SustainAbility & UNEP 
報告書 TOP100 (2002.11) 100 社 ８社（８％） 

４位 

イギリス  18 社（18%）

ドイツ   15 社（15%）

アメリカ  11 社（11%） 

企業数 35 社（11.0%）

３位 

イギリス  74 社（23.3%）

アメリカ   66 社（20.8%）

ドイツ     23 社（ 7.2%）DJSI World 
(2003.11.30) 318 社 

組入構成
6.3% 
３位 

アメリカ  36.6% 
イギリス   24.3% 
スイス      6.2% 

企業数 ８社（7.7%）

３位 

アメリカ  46 社（44.3%）

イギリス   11 社（10.6%）

フランス    8 社（ 7.7%）FTSE4GOOD Global 100 
Index (2004.1.5) 104 社 

組入構成
4.8% 
４位 

アメリカ  54.9% 
イギリス   15.8% 
フランス    5.7% 

資料）各種資料を元に富士通総研作成 
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図表１８ Alcan社におけるサステナビリティの枠組み  

資料）Alcan International Limited (http://www.publications.alcan.com/sustainability/2003/en/ 
pdf/framework.pdf) 

 
 
ステイクホルダーとのコミュニケーションの重要性についても、Ⅲ．３に前述したとおり

であるが、例えば、イギリスの通信企業 BT 社では、図表 19に示したように、グループ

全体で各ステイクホルダーとのコミュニケーションの方法（や実績）を明示し、ステイク

ホルダーとの関わりを強く意識している姿勢を示している。 
 サプライチェーン・マネジメント（SCM）は、国際的に、近年、サステナビリティある

いはCSRという観点から、大変重要な経営課題となってきている。従来のSCMというと、

経済的側面、すなわち需要動向と調達・生産プロセスの最適化によって、サプライチェー

ンのコスト低減を図るというものであった。しかし、サステナブル経営としての SCM は、

企業が関与するサプライチェーン全体にわたって、経済性だけでなく、社会的側面および

環境的側面で価値を損なうことがないかどうかに注目するものである。すなわち、素材や

部品を輸入したり、国外で自ら生産活動を行ったりするなど、グローバルな事業展開に関

与している企業は、国外での調達元や生産現場において、有害物質の使用や環境汚染など

の問題がないか、従業員の健康や労働環境が不当な状況におかれていないかどうかをチェ

ックする必要が出てきているということである。 
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図表１９ BT社におけるステイクホルダーとのコミュニケーション  

資料）http://www.btplc.com/Betterworld/Stakeholderdialogue/Stakeholderdialogue.htm を元に

富士通総研作成 
 
 
 サステナビリティを考慮した SCM は、特に、環境や労働分野での法整備や意識の遅れ

によってサプライチェーンリスクが高くなりがちな途上国における対応が極めて重要にな

ってきている。海外企業の例では、国際的なスポーツ用品企業 adidas-Salomon 社は全世

界で 570 工場に生産委託を行っているが、SCM のために、雇用基準、健康・安全基準、

環境基準、地域社会との調和の各項目について、全工場共通の取引基準（Standard of 
Engagement）を設定している30。国内でも、アサヒビールが 2003 年 5 月に原材料、10
月には間接資材を含めた前資材に関して、CSR の観点から購買基本方針や調達先の選別基

準を見直している。同社は調達基準に、従来の環境対応に加えて社会的責任に関する項目

を設けており、新規取引希望企業は環境と社会的責任アンケートへの回答（ウェブ上で可

能）が必須となっている31。今後、日本企業においてもサステナブルな SCM の構築を行

う企業が増えるものと思われる。 
 
２ サステナブル経営による国際競争力の向上 
 このように、国際市場において、日本企業はサステナブル経営に関してキャッチアップ

型の戦略を採らざるを得ないように見えるが、ショートカットして国際的なトップランナ

ーとなる方策を検討するためのカギは、日本企業特有の強みを活かすということとビジネ

                                                 
30 http://www.adidas-salomon.com/en/sustainability/coc/default.asp 
31 http://www.asahibeer.co.jp/procurement/plan.html 

顧客
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スとしてサステナビリティに貢献する姿勢を強くアピールするということにあると思われ

る。 
 例えば、前述したサステナビリティという視点からの SCM は、日本企業にとって、概

念として新しく、海外の多国籍企業の取組みが進んでいる感があるが、競争力という観点

から不利な状況におかれているとは必ずしも言えない。確かに、欧州を中心として、サス

テナビリティ調達など政府及び取引先の調達条件が変化し始めており、最終消費者や投資

家なども企業のサステナビリティをサプライチェーン全体で評価するようになってきたこ

とから、サステナブルな SCM を構築していないと市場を喪失しかねない。しかしながら、

日本企業に比べて経済的側面からの SCM にいち早く取組み、取引先との関係がドライと

なっている欧米企業は、サステナブルな SCM の構築に多大なコストをかけなければなら

ないという現実に直面している。これまで高コスト構造の一因とみなされていた日本企業

の「ケイレツ」が、欧米企業からすれば、低コストでサステナブルな SCM を実現できる

枠組みとして羨望されているのである。その意味では、日本企業は、決して欧米企業の後

塵を拝しているわけではなく、日本特有の取引関係の長所（例えば、意思の伝達がスムー

ズであることなど）を活かすことによって、サステナビリティの価値を共有できる取引構

造が比較的容易に構築できるポテンシャルを有しているということである。もちろん、取

引構造の低コスト化はさらに推進すべきであるが、日本企業が重視すべきことは、単純に

ケイレツを解消・解体するということではなく、サステナビリティという観点から取引構

造を迅速に見直すということであり、それが国際競争力の強化につながるものと考えられ

る。 
 ビジネスを通じた社会貢献の重要性についてはⅢ．４にも前述したが、自社が持ってい

る技術やノウハウが社会のサステナビリティ向上にどれだけ寄与できるかということに注

目した事業展開を図ることによって、企業競争力の向上につなげることが期待される。ビ

ジネスを通じた社会貢献の容易さや事業展開の具体的方法は、企業の事業分野と保有する

技術・ノウハウの種類によって異なる。例えば、情報技術（IT）産業は、自らの基幹技術

とサービスによって、社会のサステナビリティ向上に貢献する高いポテンシャルを有して

いる産業の一つである。IT の活用には、デジタル化した物質データの移送やテレワークな

どによる物質移動の最小化や人々のアクセシビリティの向上、センサーの使用やコンピュ

ーターによるエネルギー・物質利用管理による効率最大化、ソフトウェアやネットワーク

の組み合わせによって、利用者がサステナビリティを高めるためのビジネスツールの供給

など、様々なポテンシャルが考えられる。もちろん、IT がサステナビリティに及ぼす影響

には正と負の両面がある32。このため、負の影響を縮小して正の影響を拡大するような IT
の活用を検討するとともに、サステナビリティの観点から開発された IT の活用による便

                                                 
32 例えば、二酸化炭素（CO2）の排出についてみれば、IT の活用は、電力消費量の増加によるCO2排出増とい

う面がある一方で、エネルギー・物質利用効率の向上や社会システムの効率化などによってトータルの CO2
排出を抑制するという面がある。 
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益の評価についてステイクホルダーとの相互理解を図ることが重要であることは、これま

で述べてきた通りである。 
 
 企業と社会さらには地球環境との関わり合いのあり方は、環境・経済・社会面でのサス

テナビリティという観点からの概念整理の段階を経て、ようやく経営面での取組みが始ま

ったばかりであり、まだ試行錯誤の段階ともいえよう。サステナブル経営は、多様な価値

観を持つ社会との合意、あるいはステイクホルダーとの相互理解に基づくものであるため、

その最適解は企業それぞれによって異なり、地域や時間経過によっても変化するものであ

る。企業にとって、サステナブル経営への取組みは非常に複雑煩多で、ややもすれば費用

対効果に乏しいものと受け取られかねないが、我々の社会における企業の存在意義という

価値観が変化してきている以上、社会の変化に率先して対応することで、企業競争力の源

泉とするという発想が求められる。企業には、社会と共存共栄する企業経営のあり方に対

する社内での価値共有を行った上で、ステイクホルダーとの双方向の対話を図りながら、

社会のサステナビリティを向上させるためのアイディアやサービスを積極的に提案してい

くことが期待されよう。また、現状では、欧米の取組みに一部先行している部分があるよ

うに見えるが、我が国においても、企業と各ステイクホルダーが、企業のサステナビリテ

ィに関する活発な意見交換と具体的な取組みを行ない、世界に向けて日本発のアイディア

を積極的に情報発信することが、日本企業の国際競争力を向上させるだけでなく、サステ

ナビリティ社会の構築に日本が大きな貢献を果たすことにつながるであろう。 
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