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1. はじめに
「ソーシャル」というキーワードに多くの日本企業が注目している昨今、ミレニアル世代
と呼ばれる筆者ら若者世代はどのような企業観を持っているのだろうか。2013 年に行われ
た三菱総合研究所の調査 によれば、実に 80%近くの日本の若者が「社会的責任を軽視する
企業は存続できない」と考えている。また Deloitte 社が行った 2016 年の調査 によれば、
ほぼ 10 人のうち 9 人のミレニアル世代が“ビジネスの成功は単なる財務的パフォーマンス
の観点のみで測られるべきでない”と答えており、グローバルにみても“Do Good”、つま
り企業はより広い社会に対してポジティブな影響を与えられると考えている。
こうした企業の社会性に関する議論にさらに拍車をかけたのが、世界的な戦略論の大家
マイケル・ポーターらの「Creating Shared Value(以下、CSV)」ではなかろうか。CSV は
「企業は、社会的価値と経済的価値の重なる部分に集中することでグローバルな成長を加
速させることができる」という戦略論の新たなコンセプトである 。
彼らの提唱する CSV は、徹底的な経済的利益へのフォーカスが土台となり、その上で社
会的な価値にも目を向けることをこそが CSR に取って代わるこれからの企業の社会性だと
主張し、グローバルに経営者や研究者の注目を集めている。たしかに、コンプライアンスか
ら人権問題、社会貢献活動と幅広く捉える必要のある CSR から、戦略への圧倒的なフォー
カスを要求する CSV に、多くの日本企業が“突びつく”のも理解出来よう。実際、ポータ
ーらの提示した「CSR→CSV」の図式（表 1 参照）を疑いなく自社の社会的側面に当ては
めた企業は、少なくないのではないだろうか。
しかし、Crane et al.(2014)他 で議論されているように、CSV は CSR の代替にはなり得
るものではない。実際、CSV の中心的理念は既存の CSR やソーシャル・イノベーションの
コンセプトと類似するといった指摘をはじめ、CSV に対する批判は少なくない。企業の社
会的側面を捉えるコンセプトとしての問題点は留意すべきである。もしそうでなければ、一
所懸命に社会的責任を全うしているつもりながらも本質を見誤り、かえって社会から笑わ
れてしまう“裸の王様”化しかねない。もっとも、筆者は CSV のコンセプトそのものが間
違っていると論じたいのではない。気をつけるべきは「CSR か CSV か」といった二項対立
的発想で、CSR を過去のものとし、軽率に CSV に乗り換えてしまう安易な発想とその潮流
である。
本論文では、CSV に関するこれまでの議論を踏まえ、その強みと批判を整理した上で、
真にグローバルな企業が果たすべき社会的責任のあり方を提言する。これはすなわち、我々
ミレニアル世代がこれからの企業に求める姿であり、真に働きたい企業であるからである。
筆者を含む大学(院)生は、安易にこうしたカタカナ語に飛びつく企業の姿勢に疑念を抱き、

社会における本当の責任が何であるのかについて、真剣に考え実践する努力を怠らない企
業をしっかり評価していくべきである。
米 Cone 社による 2015 年の調査によれば、82%のミレニアル世代が就職先を決める際に
企業の CSR へのコミットメントを考慮することが示されている 。つまり、ミレニアル世
代は社会的責任を全うする企業を評価する時代において、安易で表層的な取り組みを行う
企業では働きたくないのである。CSV はたしかに多くの企業関係者を惹きつける影響力の
大きな企業戦略と言えるだろう。しかし本当に 21 世紀のグローバルな社会が求めている企
業の役割はそれだけではないはずである。すなわち、CSV では拾いきることのできない多
種多様な課題、たとえば過剰労働や非正規雇用の問題、社内におけるハラスメント、育児休
暇制度の活用、介護離職への対応、公正な人事・採用、汚職や不正の撲滅、不平等や格差問
題、人権に対するフェアな対応などへの配慮が求められている 。これらの諸課題は、本業
のあり方そのものを見直し、関係するステイクホルダーにアカウンタビリティを示してい
くという、企業が CSR として考えなくてはならないものである。こうした基本的な課題に
丁寧に対応しながら、より多様な社会的ニーズを満たしていくことで企業価値が高まり、優
秀な人材にも恵まれ、21 世紀の世界のサスティナビリティに貢献できると考える。このよ
うに、社会の問題に真剣に向き合い、そして究極的には多様なステイクホルダーを巻き込み
ながらもビジネスを用いてより良い社会を創造していく企業、それこそが我々ミレニアル
世代が働きたい企業なのである。 これを本論では“「社会的に責任あるビジネス（socially
responsible business）
」を追求する企業”と定義したい。
以下ではまず、近年の“企業の社会性”に関する国内外での議論をもとにして、これか
らの企業が行うべき CSR を考えるため、近年注目される CSV について整理していく。
2. CSV の強みと問題点
そもそも多くの企業が注目する CSV とはどのようなものであろうか。ここでは、CSV に
関して論じられた先行研究（Crane et al.[2014]、Aakhus et al.[2012]、Moczadlo[2015]、
他）を参考に、その強みと問題点を整理していくことにしよう。
2.1. CSV の強み
まず、CSV の強みについて整理していく。このコンセプトは、幾つかの点で優れた特長
をもつものとなっている。Crane et al.（2014）は CSV の強みとして 4 つの点を挙げてい
る。これらについて、以下丁寧にみていくことにしよう。
第 1 に「経営者と研究者の並々ならぬ関心を惹きつけた事」が挙げられる。CSV は当初
の論文発行元 のみならず、様々なメディアで取り上げられるとともに経営者の並々ならぬ
関心を惹きつけた。急速に学術的な関心を惹きつけた点においても同論文の影響度がわか
る。
第 2 に、
「社会的目標に対する戦略的な妥当性を高めた事」が挙げられる。CSV は、
「企

業の責任」を示すいくつかの概念の中でも、とりわけ社会や環境の諸課題を、真のビジネス
の決定における現実の機会や、重要な戦略的ターゲットとして理解するよう促すものであ
った。
第 3 に「企業の社会的な取り組みに関する政府の役割を明確化した事」が挙げられる。ポ
ーターらはこれまで CSR 研究においてあまり示されてこなかった政府の役割を「共有価値
を高めるための、目標を設定し、イノベーションを喚起するような（適切な）規制を設ける
こと 」であると明確化した 。
そして最後に「責任ある資本主義というアイディアをより緻密にし、漠然と繋がっていた
コンセプトに包括的な概念を与えた事」が挙げられる。
とりわけ日本企業について考えるとするならば、CSV の功績は第 1 に示した経営者層に
対して企業の「社会性」に対する注目を高めることができた点を強調しておきたい。
Elkington（2011）が認めているように、新たな社会・環境的側面の地平線を切り開いたパ
イオニアとしてその功績を讃えるべきであり、多くの経営者が知っているであろうポータ
ーの提言は、今後の CSR の発展に大きな影響を与えたと言える。
2.2. CSV の問題点
次に CSV の問題点についても整理していくことにしよう。表 2 は CSV に対する批判と
して論じられている文献をまとめたものである。繰り返しになるが、筆者は CSV そのもの
を否定するつもりはない。ここでは、CSR から CSV へと短絡的に“移行”する企業の姿勢
に対して疑問を投げかける事で、日本企業、とりわけ CSR 担当者および経営層が CSV の
問題点や死角を認識し、企業の社会的側面を再考することが重要である。以下では CSV の
問題点を①社会的責任に関するこれまでの議論の軽視、②企業の社会的な側面における狭
い部分だけを捉えていること、③オープン性を通じた価値創造よりも資源の所有を強調す
る姿勢、といった 3 点に集約し提示する。
2.2.1. CSR に関するこれまでの議論の軽視
第 1 に、CSV の提唱において、ポーターらは CSR に関するこれまでの議論を軽視してい
ることが挙げられる。まず冒頭で述べたように、CSV のコンセプトは近年大きな進展をみ
せている CSR やソーシャル・イノベーションのコンセプトと非常に似ている。
Crane et al.(2014)らによれば、
「CSR から CSV へ」という主張は、ポーターらが退けた
CSR の様々な表現を組み立てることによって生まれたものである。例えば、
“CSR を利益
最大化とは別物”と定義することは、数十年来の CSR の議論を無視している。近年の議論
では経済的なアプローチで CSR を捉え直し、また戦略的な CSR として提言しているもの
もある。
そもそもポーターらは、既存研究における社会的な価値と経済的な価値の創出という概
念がすでにかなり発達しているということを認めていない。アメリカ各州における Benefit

Corporation という新たな法人格の制定について も言及できておらず、新しい概念を切り
開いているわけではない。したがって、
「CSR から CSV」へ移行した場合には、これまで議
論されてきた多くの重要な CSR 課題、そして企業の社会的役割を軽視する恐れがあるとい
うことだ。
また、CSR を外圧によるものだと捉える（表 1 参照）ことも、CSR を経営プロセスに組
み込んでいくことや、持続可能な社会づくりに貢献していくことという理解が広がり始め
ている(谷本[2014])ことを考慮すると、ポーターらの議論が CSR の近年の議論を踏まえて
いないことは明らかである。
2.2.2. 企業の捉える「社会性」の狭さ
第 2 に、CSV は「企業の捉えている社会性が狭い」ということが挙げられる。冒頭で述
べた通り、CSV は社会的価値と経済的価値の重なる部分への圧倒的なフォーカスを要求す
る事業戦略である。ポーターらはそのためのアプローチとして(1)製品と市場の見直し(2)バ
リューチェーンにおける生産性の見直し(3)産業集積クラスターの形成の 3 つを提示してい
るが、そのいずれにおいても経済価値の生み出せる部分についてのみ言及しておりそれ以
外の部分で企業が社会に対して与える影響を捉えきれていない （表 2 参照）。CSV が軽視
している CSR 研究では、
“社会の現実”をより考慮したなかで企業の目的を捉える見解が
議論されており(Crane et al.[2014])、企業は活動そのものと社会の関係性を包括的に捉え
なければ、本当に取り組むべき課題を見落としがちになるだろう。
また、コンプライアンスの課題に対する浅薄な理解についても指摘したい。実際、CSV で
はコンプライアンスの遵守は前提条件として扱われている 。しかし Elkington(2011)が
「CSV が人権や賄賂、腐敗といったような本当に厄介や CSR 課題を拾い上げていない」こ
とを指摘しているとおり、法律や規制で政府が必ずしも管理しきれない諸問題であるから
こそ、企業がどのように対処するかが重要なのではなかろうか。こうした差し迫った課題を
短絡的に前提条件として片つけてしまえば、真にグローバルに取り組むべき重要課題は見
過ごされ、結果として企業が市民社会から批判を受けるリスクは高まる。
このように、企業の社会的な側面を狭く捉えている CSV では、ビジネスによって生じる
根本的な問題解決にいたらず(Dennings[2011])、したがってサスティナビリティや開発の枠
組みとしては問題がある(Aakhus et al. [2012])と言えるだろう。
2.2.3. オープン性を通じた価値創造よりも資源の所有を強調する姿勢
最後に、オープン性を活かした社会的な価値の創造よりもクローズドな利益追求に軸を
置いているという指摘も示しておきたい。ポーターの競争優位といったような伝統的なビ
ジネスの見方は、価値創造のための資源の所有を強調し、バリューチェーンにおける権力や
競争に対して守備的なポジションをとる他社による模倣やコピーを排除するよう促す 。そ
のため伝統的なビジネス戦略は企業に対し、オープン性を通じた価値創造の促進よりもむ

しろ防御壁の構築の重要性を示している(Aakhus et al. [2012]) 。
本章では CSV の強みと問題点を整理・検討した。本論文冒頭に示したように、社会的責
任を全うできないような企業では我々ミレニアル世代は働きたくないのである。グローバ
ル社会のサスティナビリティへの貢献が求められる 21 世紀にあって、将来的に企業の社会
性や倫理性を問う風潮がさらに強まれば、企業は経営そのものを絶えず改善していく必要
に迫られる。これらを踏まえ、次章で真にグローバルな企業のあるべき姿としての CSR を
示していこう。
3. 企業の社会性の再考 —「社会的に責任あるビジネス」をめざして—
では、表層的な取り組みに終始せず、企業が多様な社会的課題と真剣に向き合うためには
どうすれば良いのだろうか。CSV の問題点を踏まえた上で、企業の社会性を再考するため
のポイントとして、以下 4 点に分けて提言する。
3.1. 企業の「社会性」に対する認識の拡大
第 1 に、自社の社会的側面をより広範に捉えることが重要である。これはすなわち、CSV
のように社会的責任を利益追求の戦略のなかのみで狭く捉えるのではなく、社会の課題と
ニーズを認識し配慮することが必要ということである。谷本(2006)によれば、CSR は①経
営活動のあり方 ②社会的事業 ③社会貢献活動の 3 つの領域に分けて考えることができる。
これを踏まえ、CSV で捉えきれないような課題も自社の問題として丁寧に対応し、
「企業価
値」に転換していく発想が重要である。
たとえば、女性活躍、LGBT や障害者の雇用といった課題を自社の価値向上に活かしつ
つ解決するためには、単に雇用率の問題とするではなく、フレキシビリティーを高めた多様
な働き方に会社を変革するチャンスであると認識することが大切である。
ここでは女性活躍を例に挙げてみよう。2016 年 4 月より「女性活躍推進法」が施行され、
女性活躍推進の重要性を理解はしているものの、いざ自社で取り組むとなると躊躇するケ
ースも少なくない 。イオンのグループ事業所内保育園の取り組みは、まさに自社の企業理
念、事業やリソースと、社会的な要請を柔軟に組み合わせることで生まれた取り組みの好例
といえる。同社の“イオンゆめみらい保育園 ”は、出産や育児休暇を取得した従業員がス
ムーズに復帰し、子育てをしながら働けるよう設置されたものである。特筆すべきは、夜間
利用にありがちな利用者の経済的負担の軽減等による継続的な利用を促す工夫や、地域の
人々の利用にも開かれている点だろう。
コストと捉えられかねない福利厚生に関する諸制度は、少子高齢化社会のなかでミレニ
アル世代が働き続ける上で非常に重要なツールなのである。より継続して働くためにも、育
児・介護休暇制度の充実、女性の出産後の職場復帰、そしてこれらの諸制度を社員が積極的
に活用できる文化を備えた企業が求められているのである。

3.2.情報開示や透明性における「誠実さ」の向上
また、社会的責任を果たす企業で働きたいミレニアル世代は、誠実で信頼される企業を好
むことも忘れてはならない。前出の Deloitte(2016)によれば、この世代の 4 人に 1 人は長期
的なビジネスの成功に必要な価値として「倫理や信頼、誠実さや正直さ」が重要であると考
えており、情報開示の在り方が鍵を握っている。ここで大切なのは、①事業の透明性を明確
に示すことと、②良い側面のみならず不祥事開示等を含めたネガティブな側面も真摯に開
示する姿勢だろう。CSR レポートを、ポジティブ情報を羅列したマーケティング・ツール
にしない為にも、こうした観点で丁寧にステイクホルダーに報告することで、外部からの指
摘や改善点を肯定的に取り入れ経営の改善に活かすことができる。
たとえばアメリカの社会志向型企業のパイオニアであるアウトドア・アパレルの
Patagonia 社は、ビジネスの社会的・環境的な影響を、ネガティブな側面も含めて開示して
いる。ネガティブな現状を明らかにした上で、改善に取り組み、その過程を CSR レポート
等をはじめ様々なチャネルで顧客に伝えている。時には解消できそうもない悪影響を持つ
製品があることも示されているが、抽象的なメッセージではなく事実を伝えているため、顧
客から尊敬を得るのに寄与している(Gerzema et al.[2010])。こうしたなかでサプライチェ
ーンの改革を通じてビジネスそのものを改めていき、社会や自然環境の中に自社の存在意
義を位置づけていくことが、顧客や取引先などを含む社会からの信頼につながるのである 。
3.3. 戦略的パートナーシップを活用した社会的価値の創出
社会にとってより良いビジネスを求める我々ミレニアル世代は、近年のフェアトレード
やオーガニックといった“エシカル” に関心が高いのも特徴である 。したがって人権侵害
や紛争との関与、現代的奴隷の存在などといった“本当に厄介な CSR 課題”に取り組むこ
とは、ミレニアル世代が働きたい企業の重要な要素とみなすことができると同時に、グロー
バルにサプライチェーンの広がる企業にとって対応必須の課題である 。こうした課題に取
り組む際には、戦略的なパートナーシップが有効だろう。たとえば CSV ではフェアトレー
ドを批判しているが 、対照的にフェアトレード認証製品の世界売上高は増加している 。イ
オンは、2002 年に消費者から「日常生活を国際貢献と結びつけるパイプ役になって欲しい」
との要望を受け、それに応える形でフェアトレード認証製品を導入し、2014 年からは“国
際フェアトレード調達プログラム”にアジア唯一の企業として参加している 。これは同じ
社会的目標を持つ組織同士が手を組むことで自社の経営をよりよくしつつ社会的価値を生
み出す好例である。
同認証を導入するメリットの一つは、第三者によるいわば“お墨付き”が得られることで
ある 。社会的な信頼性が企業にも求められる今日、こうした仕組みは普段消費者でもある
学生にとって認知、評価しやすい。認証以外でも、例えばスイスの Nestle 社は、NGO のフ
ェアトレード・インターナショナル、およびコロンビア政府と 3 セクターでの協働による、
コロンビアにおけるコーヒー生産者向け年金プログラムを立ち上げている 。この取り組み

の革新的なところはグローバル企業が取引先のある国の社会保障制度に貢献していること
であり、新たな社会的価値を創出していると言えるだろう 。こうした特定課題に対する取
り組み を評価する動きに加えて、企業全体の社会的および環境的側面を多様なステイクホ
ルダーのなかで捉え評価していこうとする潮流がグローバルに目立ってきている。その動
きをリードするひとつに、
「社会や環境に配慮する企業」を“B Corporation”として認証し
ている NPO の BLab が挙げられる。2016 年 4 月 15 日時点で、48 カ国で 1,686 社が認証
されており、こうした動きはいずれ日本に到来する可能性は十分に考えられる。ミレニアル
世代を惹きつけるためには、こうした戦略的パートナーシップに誠実かつ積極的な姿勢で
取り組み、時には競合他社をも巻き込むほどの志とミッションを掲げて新たな社会的価値
を創出する姿勢が必要であると主張したい。
3.4. オープン・イノベーションの活用による社会的課題の解決
オープン・イノベーションとは、外部で生み出された知識や技術を自社のそれと組み合わ
せてイノベーションを生み出す考え方(Chesbrough and Appelyard [2007]；清水・星野
[2012] )である。近年、社会的課題の解決にあっては個別の組織が独立した介入を行うより
もセクターを超えた協働の重要性が指摘されているが（Kania and Kramer[2011]）、企業に
とっても同様だろう。また、これは自社にない多様な資源を外部の組織から得るという発想
であり、上述の戦略的パートナーシップにも通じていると言える。こうした発想を活かし、
自社が事業を通じて取り組むことのできる社会的課題に対しては、CSV の発想のようなク
ローズドな戦略のみではなく、異なる専門的知識を有する多様なステイクホルダーの参加
を促すことが重要である。
たとえばオフィスや店舗の内装デザインを手掛ける文祥堂は、日本における間伐材の問
題 に取り組む KINOWA というブランドを立ち上げている 。この取り組みのユニークなと
ころは「OPEN SOURCE FURNITURE」として、製品の作成が誰でもできるように製図
をオープンソース化している点である。これにより、文祥堂は自社のみならず、本来ならば
競合と捉える他社をも巻き込んだ社会的課題の解決アプローチを打ち出すことで、課題解
決と同時に自社の社会的価値を高めていると言える。
また、こうしたオープン・イノベーションの発想は、事業開発以外でも活用できる。人事
制度面でいえば、たとえば「ボランティア制度」は一見して事業と関係のない「社会貢献的
な制度」とみなされるかもしれない。あるいは制度は整っているものの活用されていないケ
ースも散見される 。そこでこうした制度は「社員が社会のさまざまな現場にアクティブに
出向き、自社内で得られない知見を会社に還元するためのツール」として捉え直してはどう
だろう。社員がボランティア活動の現場で発見した課題から、自社のリソースや技術を生か
した新たなプロジェクトが立ち上がる可能性は大いにあると言える。
こうした観点から、CSR は“マーケティング”や“広報”といった部分的な役割として
位置付けられるべきではない。すなわち CSR 担当者や経営層のみではなく、全社的かつ部

門横断的にその重要性についての共通理解を持つことが大切である。その上で、社会とのオ
ープンな接点から得た反応や知見、また取り組むべき社会的課題を“発見”し、企業として
イノベーションに結びつけることで、課題の解決や自社の競争力を高めることができる 。
4. おわりに
本稿では、CSV が含む問題点を踏まえたうえで、企業が真に行うべき CSR を、4 つのポ
イントとして挙げながら、真にグローバルな企業のあるべき姿を論じてきた。我々ミレニア
ル世代が働きたい企業は、社会的課題と真剣に向き合い、そして究極的にはビジネスを用い
てより良い社会を創造していく“「社会的に責任あるビジネス」を追求する企業”である。
まずは、(1)自社の社会性を広く捉えた上で(2)誠実さを高め、社会に信頼される企業になる
ことが重要である。組織としての高い信頼性があってこそ、 (3)戦略的で優れたパートナー
シップを築くことができるのである。そうしたパートナーシップから得た多様な知見やア
イディアを、(4)オープン・イノベーションの仕組みを通じて自社のリソースらと結びつけ
ることで社会的課題の解決を進めていくことが可能になる。
これまで述べてきたように、ミレニアル世代は、社会をより良くしたいという真っ直ぐで
誠実な想いを持ち続けることができ、オープンな環境で外部とも積極的に交わりながら社
会的課題の解決に果敢に挑戦できるチャンスのある場を求めている。我々ミレニアル世代
は社会的課題に反応する感性と、それらを解決したいと願う強い想いを価値観として持っ
ているようである。そしてビジネスはそうした想いを原動力に課題を解決する手段なので
ある。これこそが筆者の考える社会的に責任あるビジネス(socially responsible business)で
ある。CSV か CSR といった二項対立的な発想ではなく、そのどちらの良い部分も踏まえな
がら、社会的課題に真剣に取り組む姿勢が重要である。
これからは日本企業という枠を超え、グローバル社会の一員として世界中の課題解決に
どれだけ、そしてどのように貢献できるかが問われるだろう。
ダイバーシティやサスティナビリティ、エシカルといったカタカナ言葉が踊る昨今だが、
世界に目を向ければ紛争、難民、貧困といった課題は依然として目を追いたくなるほど深刻
である。こうした現状を踏まえれば、世界の差し迫った諸課題に対して、国境を越え、文化
を超え、多様なステイクホルダーとともに新たな手法でアプローチする、これこそが真にグ
ローバルな企業が 21 世紀に課せられた使命であり、あるべき姿であると強く主張したい。
そしてこうした時代を生きているミレニアル世代だからこそ持ち得るユニークな価値観
や洞察を、企業が活かさない手はない。そのためには企業の社会性を深く見つめ直し、経営
そのものを問い直す姿勢が欠かせない。社会的に責任あるビジネスでグローバル社会に貢
献することで世界から愛される−そんな日本企業が増える事を願ってやまない。
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(表 1) ポーターらによる「CSR から CSV へ」の提唱
CSR

CSV

価値:善行

価値:コストと比較した経済的便益および社会的便益

企業市民, フィランソロピー, サスティナビリ

企業とコミュニティの共同での価値創造

ティ
外部プレッシャーへの対応

競争に不可欠

利益の最大化と別物

利益追求に不可欠

テーマは外部の報告や個人的な嗜好によって決

テーマは企業によって異なり、内発的である

定される
インパクトは企業業績や CSR 予算により制限

企業全体の予算の再編成

例:フェアトレードによる調達

例:品質と収穫量の増加のための調達の変換

いずれの場合も、法律および倫理基準の遵守と企業活動からの害悪の削減が想定される。

出所: Porter and Kramer(2011)をもとに筆者作成。

(表 2) CSV に関して議論されている批判のポイント

1

論文、記事

批判の主な内容

Crane et al.(2014)

コンセプトにおける新奇性が欠如している事。CSV は革新的な貢献とし
て提示されたが、その中心の理念は既存の CSR やステイクホルダー・マ
ネジメント、ソーシャル・イノベーションのコンセプトと類似点が非常
に多い。またアメリカにおける B コーポレーションという社会性を伴っ
た新たな法人格の制定についても言及できておらず、まったくもって新
しい概念を切り開いていない。
責任あるビジネス活動に内在する社会的目標と経済的目標との間にある
複雑なバランスを無視している事。以下が、ポーターラらの示した CSV
の 3 つのポイントに重ねた指摘である。
1. CSV を用いることで確かにイノベーションは共有価値を生み出すた
めに開発されるかもしれないが、主要製品の根本的な特徴に社会に
対するネガティブな影響を内在しているケースを検討できていない
(タバコ業界など)。ポーターらのアプローチは企業のコア製品や市
場のネガティブな影響にほとんど気を払うことなく新市場における
共有価値のサクセスストーリーを注意深く良いものだけ選ぶという
ものだ。
2. CSV はバリューチェーンの複雑性をもっともらしく説明するにすぎ
ない。たとえばアパレルやエレクトロニクス業界では「可能な限り
安く早く生産をしたい一方で、中国などにあるサプライヤー企業の
従業員はより多くの賃金をより少ない労働で稼ぎたい」のであり、
こうした難しさを正確に捉えていないことを示している。
3. クラスター形成は社会的なニーズというより産業の(利益)ポテンシ
ャルによって決定されるとしたうえで、クラスターの形成による所
得分配、移住問題や超過密状態、その地域における特定産業に対す
る過度な依存といった新たな問題が生じ、結果的に「未解決の環境
的・社会的なコンフリクトで溢れたなかに win-win プロジェクトの
孤島」ができるだろうと批判している。
CSV はひとつの社会的戦略のもとに多様な活動を統合する良い手段かも
しれないにもかかわらず、企業全体としての責任ある戦略のための方策
をもたらすことに失敗したのであり、したがってポーターらの試みた企
業の目的の再定義は失敗したと指摘している。

コンプライアンスの遵守の問題に対する浅薄な理解。法律および倫理基
準の順守を前提条件として想定している。
企業の社会における役割に対する狭い捉え方。
ポーターらは、かなりフランクでオープンな現代社会の分析から始まっ
ている一方で、企業の目的に関しては非常に狭くそして時代遅れの文言
で述べられており、“解決策”としての CSV は企業の目的における経済
的姿勢と圧倒的に一致している。その結果として、提案される解決策
は、かなりの部分の社会の現実を無視することによってのみ維持されう
る。
また、現在数多くの経営学の研究が、社会の現実をより包含するよう試
みており、企業の目的についてより広範な見解を論じている。（ステイ
クホルダー理論、ソーシャル・イノベーション理論・Integrative
Social Contract Theory、ポリティカル CSR 等。）
2

Aakhus et al. (2012)

ポーターらの、ビジネスと社会的な価値のスウィートスポット(有利な
位置)を見つけることに対する強調は、社会的な価値についてのブライ
ンドスポット(死角、盲点)をもたらす。したがってこのアプローチはサ
スティナビリティや開発のためのフレームワークとしては問題がある。
CSV が、他者のトラブルにおける利益のためのビジネス機会への安易な
集中によって、他の等しいかより重要な課題をそのままにしておくよう
な形で社会経済的な問題を枠組み化する一方、企業が実際に行える貢献
のタイプを狭めて限定する可能性を有する（とりわけそうしたオルタナ
ティブとしてフィランソロピーの有効性を論じている）。
フィランソロピーは企業にとって、コミュニティと関わるための、そし
てより大切なことに、社会の課題を協力的に解決するための強力な方法
である。
ポーターの競争優位といったような伝統的なビジネスの見方は、価値創
造のための資源の所有を強調し、イノベーションの他者によるあらゆる
コピーを排除すると指摘する（Chesbrough and Appelyard[2007]）。そ
のため伝統的なビジネス戦略は企業に対し、バリューチェーンにおける
権力や競争に対して守備的なポジションをとるように促しており、オー
プン性を通じた価値創造の促進よりもむしろ防御壁の構築の重要性を示
している。

CSV の基礎的な考え方では、ステイクホルダーの中心的な集合点に企業
を据える。他のステイクホルダーにとってのいかなる価値も、本質的に
は企業の成功による副作用と捉えている。
3

Elkington（2011）

マイケル・ポーターの多大な貢献としてを新たな環境社会的側面の地平
線を切り開いたパイオニアの功績として讃えるべきであるとしつつ、そ
の問題点として「人権や賄賂、腐敗といったような本当に厄介や CSR 課
題」を拾い上げていないことを指摘し、我々は CSR に対応し始めたばか
りの企業の取り組みを蹴落とすことのないよう気をつけるべきだと述べ
ている。

4 Moczadlo(2015)

EU における CSR 戦略と、CSV とを比較する論文で、「これら二つのアプ
ローチの最大の違いは、利益に対する重要性である」と指摘している。
ポーターらは、CSV の定義を「対コストにおける便益であるとしてお
り、彼らにとって利益創出は間違いなく企業の主要目的の一つである。
利益と社会的利得の両方に同時にフォーカスすべきと考えている。これ
は EU のアプローチにとっては疑わしいものであり、利益創出に関して
は言及さえされていない。株主は企業の抱える多くのステイクホルダー
のなかのひとつである。
ヨーロッパ委員会は雇用の創出や持続可能な成長といったビジネスの責
任をより強調している。ポーターらにとって、雇用創出や持続可能な成
長は CSV の結果なのだとしている。
株主とその他のステイクホルダーとの間のコンフリクトだけでなく、異
なるステイクホルダー同士の目的の間にもトレードオフが存在している
ことはよく知られている。さらには、エージェンシーのコンフリクトは
企業によるガバナンスではほとんど解消されない。（Crilly and
Ioannou [2014]）

5

Sadowski(2011)

倫理主導のアプローチからビジネスアプローチへという流れを示したポ
ーターのアイディアを批判。さらにステイクホルダーにとって、企業が
それに対する責任を果たすことは大切であると指摘。

6 Dennings(2011)

CSV は経営上の実践や行動を変える必要がなく、ただマイナーなバリュ
ーチェーンの調整を要求するのみである。
（バリューチェーンにおける）プロセスの変化はマネジメントのあり方
の変化無しに行われるため、したがって経営そのものによって生じる問
題は存在し続ける。

出所: 筆者和訳・編集のもと作成。
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