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企業倫理の確立を

横田 洋三

中央大学法科大学院教授
国連大学学長特別顧問

国連人権促進保護小委員会委員

最近、国連などの場において、企業の社会的責任が問われるようになり

ました。国連の人権促進保護小委員会においても、数年前から、人権や環

境を無視した企業の行動が問題視され、2003年8月には、人権をめぐる企

業の責任に関する行動基準案が採択されました。

企業が利潤追求を目的とする団体である以上、経済的合理性と効率性を

重視することは、経営者の最大の関心事であって当然です。しかし、企業

活動は、秩序維持、法の支配、インフラ整備など、社会から多くの恩恵を

受けていることも、また事実です。したがって企業は、社会に対して一定

の責任も負っていると見るべきです。いいかえると、企業には、人権の尊

重、環境の保全、社会福祉の増進、教育・文化の促進など、社会がめざす

公共目的に対して協力する責任があります。

企業が社会的責任を果たす方法には、二つのパターンがあります。一つ

は「法や政府による上からの規制」です。労働基準法による労働者の権利

保障、環境関連法による環境保全のための企業活動規制、食品衛生法によ

る食品関係会社への規制などがこれにあたります。ところで、法はあくま

でも作られた時代の状況を前提としており、めまぐるしく変化する社会の
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必要に常に追いついているとは限りません。しかも法は、一般的な基準を

一律に適用するものですから、個々の企業や業界の事情への配慮は、必ず

しも適切に行われているとはいえません。とくに経済のグローバル化によ

り国境を越えた企業活動が日常化すると、一つの国の法律や政府の指導で

は、効果的な規制が行われにくいという事情もでてきました。

こうしたことを踏まえて、最近は第二のパターンとして、個々の企業や

業界団体による自発的な「倫理綱領」の策定と監視の必要が求められるよ

うになったのです。国連人権促進保護小委員会による行動基準案は、まさ

にこのような要求に応えるべく作成されました。これは、法的規制をめざ

すものではありません。個々の企業や業界団体が、企業の社会的責任を自

覚し、それを企業倫理の確立というかたちで自主的に果たそうとする場合

の、モデル（参考例）となるものです。

これからの企業は、国や行政による法的規制を待つのではなく、みずか

らの判断で、社会的責任を果たすための企業倫理を確立し、社会に有益な

存在として位置付けられるようになることが求められています。

■略歴
1979年 国際基督教大学教養学部教授
1988年 国連差別防止及び少数者保護小委員会代理委員
1991年 国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者（1996年まで）
1995年 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授
2000年 国連人権促進保護小委員会委員
2001年 中央大学法学部教授、国連大学学長特別顧問
2001年 ILO条約勧告適用専門家委員会委員
2004年 中央大学法科大学院教授

■主な著書
「二〇世紀と国際機構」国際関係基礎研究所
「新版国際機構論」（共著）国際書院
「国連再生のシナリオ」（共訳）国際書院
「国連の可能性と限界」（共訳）国際書院
「国際法入門」（共著）有斐閣
「国際組織法」（共著）有斐閣
「国際機構の法構造」国際書院　など



ともすれば経済活動が優先され、人権や環境、暮らしの安全などがなおざりにさ

れてきたことを、あらゆる分野で見直そうという動きが、ここ数年、世界はもとより国

内でも急速に広がっています。 

その背景には、地球環境の悪化や資源枯渇の問題があり、新しい価値観に基づ

く「循環型社会」への移行を意識した動きの高まりがあります。『人間の生命や自然

環境を大切にする』という考え方が地球的規模で広がっているといってよいでしょう。 

ISO規格の認証や社会的責任投資（SRI）など、国際的に企業評価の概念が重視

されてきており、企業は今まで以上に「社会的責任」実践への積極性が求められ

ています。 

人権や環境保全、商品・サービスの安全性の保障や、企業活動での公正さとい

った企業倫理、そして法令遵守（コンプライアンス）の基盤には、「人を大切にする」理

念があります。これからの企業にとって、このキーワードを経営活動全般にどのよう

に反映させるかがポイントではないでしょうか。 
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あなたの企業は人を大切にしていますか

あなたの企業は、
みんなに好感をもたれていますか？
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企業は社会を構成する一員です

企業の社会に対する影響はますます大きくなって

います。その分、社会に対して担わなければならな

い「責任」も大きくなっているといえるでしょう。

商品やサービスの提供や従業員の雇用など、企業

は社会に対して大きな影響を与えています。一方、

企業の発展は、社会の健全な発展があって可能とな

ります。

企業も社会を構成する一員として社会問題の解決

に積極的に取り組み、社会の利益と発展に貢献する

ことで、長期的、間接的には企業にとっても活動しや

すい環境が実現できます。企業は「企業市民」とし

て社会的責任を果たすことが求められているのです。

企業は社会と共にあり、社会にとってかけがえの

ない存在であるからこそ、社会に対して果たすべき

責任があるといえるのではないでしょうか。

規制緩和が進む現在、企業は自由な行動を取りや

すくなっています。反面、企業には自己管理の強化

が要求されています。つまり、常に自ら「企業の社会

的責任」を果たしていくことが求められているのです。

今、企業に求められています。
企業の社会的責任
最近よく耳にする「企業の社会的責任」。
それは、みんなに好感をもたれる企業になるための鍵です。

企業の社会的責任とは

「企業の社会的責任」とは、社会の一員として、社

会、特に株主、従業員、取引先、消費者、地域社会

といった利害関係者（＊1）に対しての責任です。企業

活動のすべての過程で、公正な処理や対応をすると

いった、誠実な企業経営の姿勢を持ちつづけるとい

う考え方です。

法律やその他の社会規範を守る「法令遵守」（＊2）、

「情報開示」（＊3）で経営の「透明性」（＊4）を高めるこ

と、そして利害関係者に企業活動のあらゆる過程で

「説明責任」（＊5）を果たし、信頼を得るといったことが

求められています。

また、企業活動には、多かれ少なかれ、何らかの

リスクが発生しますが、それに対処するのが「危機

管理」（＊6）です。「危機管理」には、商品・サービス

の安全性などに十分配慮し、社内の体制を整備して

不祥事を未然に防ぐとともに、万一、問題が起きた

場合には、経営者が指揮をとり、迅速に原因と対応

方針を明らかにし、再発防止に向けて明確な姿勢を

示し、行動することです。

＊1 利害関係者（ステークホルダー）
株主、従業員、取引先、消費者、地域社会だけでなく、広く社会
全体や地球環境を含む考え方もある。

＊2 法令遵守（コンプライアンス）
関連する法令や条例を守る企業組織内の行動のこと。さらには、社
会的な良識や規範、倫理を守ることが含まれることもある。

＊3 情報開示（ディスクロージャー）
利害関係者に自らの情報を公開すること。

＊4 透明性（トランスペアレンシー）
資金の収支や活動の流れ、意思決定の過程・体制などを常に明ら
かにしておくこと。

＊5 説明責任（アカウンタビリティ）
職務上必要な権限などが与えられることに対して求められる責任で、
企業活動の経過や内容を報告し、説明すること。

＊6 危機管理（リスクマネジメント）
損失や事故発生の危険性（リスク）に対して、予防的な対処や体制づ
くり、また、事故などが起きた際の保障や処理。
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あなたの企業は人を大切にしていますか

施して、地域社会などとの関係を深めていくことも

社会的責任のひとつです。

さらに、食品表示の偽装やリコール隠し、不正経

理など、頻発する不祥事で消費者や市場の企業に対

する不信感が高まったのは記憶に新しいところです。

多くの企業は、社是・社訓や経営理念と呼ばれる経

営の基本方針を作り、またこれを受けて、企業活動

において守るべき倫理綱領なども策定しています。し

かし、経営の姿勢をより対外的にも明らかにし、消

費者などからの信頼を高めるため、その一手段とし

て、より具体的な「自主行動基準」（＊7）の策定と運用

も進められています。

＊7 自主行動基準
社是・社訓や経営理念などの経営方針とその精神を受けた倫理綱領
に、さらに法令遵守や経営姿勢、消費者対応などを含め、企業の行
動の方針を具体的に明文化したもの。利害関係者との関係や、環境･
人権・労働問題などへの取り組み、情報開示や提供、個人情報保護
の方針、相談や苦情の処理などが項目として挙げられる。特に消費
者に配慮し、理解しやすく具体的な内容で開示され、実効性のある
体制で運用されることで、企業への信頼性の高まりが期待される。
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●企業に対する信頼感は、この１年で変化したか 

●企業が今後重視すべき関係者は 

●「企業の社会的責任・役割で非常に重要なもの」は 
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第8回「生活者の“企業観”アンケート」結果報告書2005（平成17）年より 
（財）経済広報センター　（右3つとも） 
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（複数回答） 

すべての利害関係者に対して

「企業の社会的責任」を多くの利害関係者に対して果

たし、信頼を得て、良好な関係を築くとは、具体的

にはどのようなことなのでしょうか。

まず、消費者に対しては、安全で、かつ、環境負

荷の少ない商品を提供すること、また、あらゆる消

費者に対して平等に接し、公正に取引を行うこと、

さらには「顧客データ」などを保護し、プライバシー

を守ること、などが挙げられるでしょう。

従業員に対しては、サービス残業をなくすととも

に、労働時間の効率化によるゆとりある生活、人事

評価での公平性や機会均等の保障、セクシュアル・

ハラスメント防止の徹底などでしょう。安全で働き

やすい職場づくり、機会均等や従業員の個性の尊重

は、企業の活性化・生産性の向上にもつながります。

地域社会に対しては、工場火災などの事故や災害

を引き起こさないこと、排水による汚濁防止や騒音

防止などに配慮すること。また、社会貢献活動を実
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世界的にも通用する基準や経営方針で

経済の国際化が進むにしたがい、企業も海外進出

など国境を越えて活動を活発化させています。また、

海外企業との提携や協力も増えています。このよう

な中で、企業が活動を展開するにあたって、関係す

る国の法令に従っているだけでは不十分だといえま

す。現地社会からは、環境や労働、人権への配慮な

ど社会的責任を求める声が高まっています。

また、国内と海外で基準を使い分けることも二重

基準（ダブル・スタンダード）と批判される場合があ

ります。「企業の社会的責任」として現地の文化や

慣習に配慮し、世界的にも通用する基準や経営方針

での企業活動が求められています。

社会的責任投資（SRI）の広がり

露呈したひとつの不祥事から、一気に破綻へいたる

企業の事例もあることから、企業が開示する財務情報

の信頼性とともに、危機管理の体制や情報開示への積

極的な姿勢など、企業の姿勢が社会から、特に投資家

から問われるようになってきました。

社会的責任投資（SRI）は、株式の購入や信託実施な

ど資産運用上の投資基準として、企業の財務的側面だ

けではなく、その企業の扱っている商品やサービスそ

のもの、または人権や労働問題、環境への取り組みと

いった社会的・倫理的側面も評価して、銘柄や対象企

業を選ぶ投資行動のことです。企業の収益性だけでな

く、社会的責任を果たしている企業かどうか、より総

合的に企業を評価します。

投資家は、社会的責任に熱心に取り組む企業は不祥

事など様々なリスクが少なく、安定した投資先として

考える傾向があるといわれています。社会的責任投資

は、誠実で責任ある経営をする企業を市場での評価によ

って支援していく枠組みともいわれています。

日本においても1999（平成11）年に社会的責任投

資のひとつである「エコファンド」が登場しました。

環境への対応が優れている企業や、環境保全に関連し

た事業を行う企業を選定し、投資信託としています。

環境問題と企業活動の関連性が取り上げられ、環境意

識の高い投資家が生まれてきたことで、環境に配慮し

た企業の株式への集中的な投資が行なわれる金融商品

が発売されているのです。2005（平成17）年10月末

現在で、日本国内の環境や社会貢献などのSRI型金融

商品は21種類、その総資産残高は約1450億円とも

いわれています。

また最近では、企業の環境意識や企業倫理に関心の

高い投資家を「社会的投資家」と総称することもありま

す。誠実かつ責任ある経営に取り組む企業を選んで投

資することが、よりよい社会の実現につながると考える

「社会的投資家」の現れに対応して、企業の倫理性や法令

遵守に着目して投資する「倫理投資」も注目されています。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％） 

●企業はどの程度「企業の社会的役割・責任」を 
　果たしているか 

2002年調査 

2003年調査 

2004年調査 

■十分に果たしている 
■ほぼ十分に果たしている 
■ある程度果たしている 
■やや不十分である 
■かなり不十分である 
■全く不十分である 
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環境や安全性への配慮
安心して健康に暮らせる社会のために。

あなたの企業は、
みんなに親しまれていますか？

また、企業が集積する「顧客データ」、あるいは

従業員の採用や雇用に関する人事記録などは、企業

活動にとって大変重要な情報のひとつですが、これ

らの個人情報は、不適切に扱われると個人や消費者

の安全な社会生活を脅かすことにもなりかねません。

不注意などから漏洩してしまった情報が戻ることは

なく、企業の信用問題ともなります。

さらに、個人情報の適正な取扱いを定めた「個人

情報保護法」が2005（平成17）年4月から全面施行

され、従来以上に厳重な取扱いが求められています。
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あなたの企業は人を大切にしていますか

安全性に配慮して

商品やサービスの提供をはじめとした企業活動は、

人々の暮らしに大きな影響を与えています。安心し

て健康に暮らせるために、商品やサービスには最大

限の安全性が求められます。たとえば、わかりやす

い説明や使用法を表示し、事故やトラブルを未然に

防ぐこと、不具合が発見された場合は、速やかに対

応することです。そして究明した原因は、再発の防

止のために役立てていくことが大切です。PL法（製

造物責任法）では、商品の欠陥によって、消費者の

生命・身体・財産に損害を与えた場合の製造業者の

賠償責任が定められています。

消費者、地域社会、従業員など、
企業に関わるすべての人に親しまれる企業でありたいものです。
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自然環境を守る

廃棄物や水質汚濁、大気汚染、騒音など身近な環

境問題、さらには、地球温暖化やオゾン層の破壊と

いった地球規模の環境問題は、さらに重要性を増し

ています。

21世紀の企業は、社会を構成する一員としても、

自然環境を守ること、そしてそのために「環境」を

基盤に考えて行動することが求められています。自

然環境や生態系を壊してでも利益を追求するのでは

なく、自然環境に「優しい」企業へ信頼が寄せら

れ、業績が伸びる時代ではないでしょうか。

今、多くの企業で環境保全のための様々な取り組

みが実行されています。たとえば、環境報告書の作

成・提出、また、環境保全や環境負荷の軽減の実効

性を高め、その費用対効果を明らかにする環境会計

の導入など。さらに、環境管理システムを含む

ISO14000シリーズの認証取得は、企業経営にとっ

てさらに重要な条件となってくるでしょう。

政府も「環境基本法」とその関連法を整備し、大

量生産・大量消費・大量廃棄の社会ではなく、ごみ

の削減、再使用、再生利用（リサイクル）はもとより、

廃棄物ゼロ（ゼロ･エミッション）を推進する「循環型

社会」の形成を推進しています。

環境を守るための規制などを企業活動への負荷と

考えるのではなく、環境規制に対応しての事業の効

率化推進や技術開発によってさらに競争力をつけて

ゆく。そんな企業が注目されています。

働きやすさを保障する

社会の多様化に伴って、従業員の価値観も多様化

しています。また雇用の流動化や、フレックスタイ

ム制や在宅勤務など就労形態の多様化も進んでいま

す。こうした変化に対応して、企業活動を支える従

業員に対しては、特に様々な配慮が望まれます。企

業に対して、働きながら育児・介護ができるような

職場環境の整備を求める改正「育児・介護休業法」

も2002（平成14）年4月に施行されています。

安全で働きやすい職場環境を整えることは、従業

員の能力が十分発揮されて職場を活性化し、企業の

発展にもつながるのです。

従業員が安全に働けるように、健康増進法や安全

衛生関係法令を守ることはもちろん、サービス残業

や長期間にわたる単身赴任などをさせないよう、社

内の慣行や制度を見直したいものです。従業員の海

外出張・赴任に際しては、危機予防・管理のマニュ

アル作成などの整備が必要でしょう。

また、従業員の能力が発揮されるためには、個性

が尊重されるとともに、性別や年齢、国籍や人種、

宗教などによる差別的な処遇が許されない、機会均

等の職場であることが大切です。

こうした機会均等な職場の実現のために、「障害

者の雇用の促進等に関する法律」は、一定規模以上

の企業に、従業員数の1.8％の障害者の雇用を義務

づけています。この法定雇用率を満たしていない企

業は、その名前が公表されることがあります。地方

公共団体等においては、一定の障害者雇用率をもつ

企業を入札などにおいて優先的に取り扱うという動

きもでてきています。

そして、改正「男女雇用機会均等法」では、事業

主にセクシュアル・ハラスメント防止への配慮が義

務づけられています。セクシュアル・ハラスメント

は、従業員の職業能力の発揮を妨げ、生産性の低下

や、社会的評価にも大きく影響する問題です。



あなたの企業は、
みんなから選ばれていますか？

12

あなたの企業は人を大切にしていますか

企業の経済活動の視点

みんなの視点に立てば、
「みんなのニーズ」が良く見える。
選ばれる条件は、企業活動のすべてで、まず人が最優先されていることです。

人が大切にされる職場

企業活動は、人に支えられています。従業員一人

ひとりのもつ力が最大限に発揮されると、企業は成

長・発展していくことになるでしょう。そのためには、

一人ひとりの個性が尊重され、年齢や性別、国籍な

どを理由に差別的な扱いをされない職場が必要です。

こうした、人権が尊重されている職場は、明るく

働きやすい職場です。そこでは、働く意欲がみなぎ

り、当然、生産性は上がるでしょうし、効率もよく

なることでしょう。

ある製造業の人権啓発担当者は、「（研修などの人

権啓発によって）相手の立場に立って考えられること

で、職場の雰囲気の向上につながり、作業工程で前

後の工程を考えるような土壌ができることにもなり、

ひいては生産性の向上につながるのです」とコメン

トしています。

人が大切にされる企業に対しては、社会は信頼と

共感を寄せます。企業にとっては、社会の共感は、

人材の確保にもつながります。このような循環を築

いていくためにも、人権に配慮した企業活動が望ま

れています。
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お客様への配慮が 
売上げを伸ばす 

　ある店舗では、バリアフリー

化のために通路を広げました。

売り場の単位面積あたりの売

上げが少なくなると懸念され

ましたが、顧客の定着率が上

がり、結果的に利益も上がった

ということです。 

ユニバーサルデザイン 
　「世の中のデザインされた環境やモノは、本当に様々

な人々にとって使いやすい配慮がされているだろうか」。

ユニバーサルデザインは、こうした疑問をもとに、「す

べての人のためのデザイン」をコンセプトとした様々な

商品やサービスを提供しています。すべての人にとっ

てできる限り利用可能であるように製品、建物、環境を

開発・デザインすることです。そして、「いつでも、どこ

でも、誰にでも」特別に仕様の変更をしなくても受け入

れられ、使われるものであること、とされています。 

〔ユニバーサルデザインの7原則〕 
1. 誰にでも公平に利用できること 
2. 多様な使い手や使用環境に対応でき、使う上での自
由度が高いこと 

3. 使い方が簡単ですぐわかること 
4. 必要な情報が環境や使い手の能力にかかわらずすぐ
に理解できること 

5. うっかりミスや危険につながりにくく、安全で、万
一の事故にも対策できること 

6. 無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用
できること 

7. 使いやすい大きさや広さを確保すること 

　たとえば、誰もが使いやすい多目的トイレや低床型バ

スは、どのような人にも公平です。また左右両用のハサ

ミや大きなボタンの電化製品などは、多様な使い手に

対応しています。分かりやすいサインによる表示や開け

やすい包装は、簡単に理解してもらえます。音声や光、

振動など様々な呼び出し機能がついた携帯電話は、様々

な使い手に情報を伝えることができるでしょう。 

　また、誰もが利用しやすい展示場や売り場、点字や写

真など様々な手段でわかりやすく提供される商品やサ

ービスの情報など、商品の企画やデザインに限らず、営業・

販売や広報・宣伝にかかわるユニバーサルデザインも

考えられます。 

人を最優先に考える企業に

これまで、効率や採算を重視し、科学や技術の進

歩とともに、大量の商品やサービスが提供されてき

ました。一見便利で快適な生活が実現したかのよう

に思われますが、画一的なデザインや商品は、本当

に様々な人々に豊かな暮らしをもたらしてきたので

しょうか。多様なお客様のニーズに応えるために、

ユニバーサルデザインのように、あらゆる人に使い

やすい環境やモノをつくるという姿勢も、人を最優

先に考える企業活動の現れとして注目されます。

また、危機管理や法令遵守、人権が守られる職場

環境づくりや、自然環境の保全など、「企業の社会的

責任」に取り組むことで、消費者や株主といった利害

関係者から信頼されることは、人を最優先した企業活

動が、社会から評価されることを示しています。

こうした取り組みは、一時的なものとして終わる

のではなく、継続的な積み重ねによってできていきます。

「人を最優先に考える企業」、企業活動と人権につ

いてあなたの企業はどのようにこたえていますか。

相手の立場で考えると見えてくる
ニーズ、新しい市場

あらゆる人々に配慮する企業活動から生まれる商

品やサービスは、多くの人々から選ばれるに違いあ

りません。

たとえば、バリアフリーの住宅は、ますます増え

る高齢者はもちろん、身体に障害のある人にとって

も、安心して暮らすことができる住宅です。

リサイクルや再利用、また省エネ・省資源など

「環境」に視点をおいた開発と商品・サービスも、

多くの支持を受けています。また、既存のデザイン

や商品、環境やサービスが使いにくい、使えないと

感じている人々に配慮したユニバーサルデザインを

始めとした企業の取り組みが、今ますます注目され

ています。
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国際動向
この枠組みには、参加に

際しての審査があるわけで

も、約束を守らない場合に罰

則があるわけでもありません。

あくまで、企業が自発的に人権問題や労働基準、環

境の保護に真摯に取り組み、その経験を共有し、こ

うした動きが世界中で広がっていくことが目的です。

法律などで強制されるから、あるいは直接的に企業

収益につながるからではなく、これらの原則を守る

ことが社会と環境にとって良いことであり、企業市

民としてのあり方なのだと考えて行動する、企業と

経営者のリーダシップが問われているのです。

2005（平成17）年11月現在、グローバル・コン

パクトには、日本の企業39社を含む世界の企業

2351社が参加しています。今後、日本企業も含め、

参加企業は増えていくとともに、様々な企業の取り

組みの情報が充実していくでしょう。

また、国連の人権促進保護小委員会では、2003

（平成15）年8月に「人権に関する多国籍企業その他

の企業の責任規範」が採択されました。この規範で

は、機会均等や公平性、労働者の権利保障と安全で

快適な職場環境の提供、消費者や自然環境の保護な

どの人権原則を規定しています。

国際標準化機構（ISO）の取り組み

ISOは様々な規格の標準化を行っています。よく

知られたものとして、品質管理に関するISO9000、

環境に関するISO14000などがあります。

ISOは、2004（平成16）年6月に、第三者認証を

目的としない「社会的責任」に関する指針を策定す

ることを決定し、現在、「ISO26000」という形での

規格化を進めています。その素案では、法令、文

化、人権、雇用、環境、組織の透明性などを要件と

して掲げる一方、対象を企業のほか政府やNGO等

の各種団体にも広げています。

また、近年、ISO以外にも民間の団体や研究所な

どを中心に、「企業の社会的責任」を担保するため

の規格の策定と運用などの取り組みが数多くみられ

るようになってきています。

〔人権〕 
 1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言 
  されている人権の擁護を支持し、尊重する。 
 2. 人権侵害に加担しない。 
〔労働〕 
 3. 組合結成の自由と団体交渉の権利を実効ある 
  ものにする。 
 4. あらゆる形態の強制労働を排除する。 
 5. 児童労働を実効的に廃止する。 
 6. 雇用と職業に関する差別を撤廃する。 
〔環境〕 
 7. 環境問題の予防的なアプローチを支持する。 
 8. 環境に関して一層の責任を担うためのイニシ 
  アチブをとる。 
 9. 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。 
〔腐敗防止〕 
 10. 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止 
  するために取り組む。 

グローバル・コンパクトの10原則 

※2004（平成16）年6月に腐敗防止に関する原則が追加され10原則となっています。 

国連のグローバル・コンパクト

グローバル・コンパクトは、1999（平成11）年1月

の「世界経済フォーラム」（ダボス会議）で、国連のア

ナン事務総長が提唱したものです。アナン事務総長

は、「グローバリゼーションを地球上の全ての人々に

恩恵をもたらすものにするには、世界中の民間企業

が、人権、労働基準、環境の3分野で、国際的に認

められた9つの原則をきちんと守り、向上するよう

努力する必要がある」と演説しました。9つの原則

は、世界人権宣言、国際労働機関（ILO）の基本宣言、

1992年の地球サミットで採択されたリオ宣言などに

もとづくものです。

グローバル・コンパクトでは、各企業がこれらの

原則支持を表明する手紙を提出し、年1回、原則支

持のためにどのような努力をしたかの報告を国連に

することになっています。一方、国連は、こうした

企業の取り組みをインターネット上で公表し（＊）、他

の企業などに参考にしてもらうという国連と企業の

新しいパートナーシップの枠組みです。

＊http://www.unglobalcompact.org/Portal/
（国連グローバル・コンパクト事務局）〔英語〕
http://www.unic.or.jp/globalcomp/
（国連広報センター（東京））〔日本語〕
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世界の取り組み　日本の取り組み

民間団体などの取り組み

GRI
企業は、利害関係者への説明責任や情報公開の手段の一つとして、報告書の作成など、事業の報告が

求められますが、従来の事業報告に環境や社会的責任を含めた報告の基準を開発している団体が、GRI
（Global Reporting Initiative）です。
国連環境計画（UNEP）の公式協力機関でもあるGRIは、アムステルダムに事務局を置き、企業や各国

政府関係者、研究者やNGOなどがかかわる理事会や諮問委員会などを持つ国際的な機関です。
1999（平成11）年には、「財務・環境・社会活動」の3つについて、企業の報告に関するガイドライ

ンを発表し、以後も開発を進めています。GRIの報告様式が企業の「持続可能性報告書」などの主流と
なることも予想されています。

SA8000
1998（平成10）年に本格的に稼動した「SA8000」は、人権と労働の分野において、企業が満たすべ

き基準を設定した規格です。企業を社会的責任の視点から評価し、格付けなどを行っていたアメリカの経
済優先順位研究所（CEP）が中心となって立ち上げた、社会的説明責任インターナショナル（SAI）が開発、
運用しています。
ILOの条約や国連の世界人権宣言、子どもの権利条約にある労働規範を基本に、安全衛生や労働時間、
ハラスメントを起こさないような規律など人道的な職場のための基準を設け、その検証システムと報告を通
して、労働条件の向上を図ろうとするものです。
SAIが認可する審査機関により、基準を満たしていると認められた企業には、認証が与えられます。

2005（平成17）年9月現在、SA8000の認証を受けた企業の事業所は、日本を含め世界47か国にあり、
製造業を中心に54業種、763事業所となっています。

AA1000
「AA1000」は、イギリスにある社会倫理アカウンタビリティ研究所（通称AccountAbility）が現在
作業を進めているものです。この規格は、社会的・倫理的な会計監査、会計報告の質を向上させ、説明
責任（アカウンタビリティ）と組織の、全体的な向上を目指そうとするもので、特に利害関係者（ステーク
ホルダー）とのかかわりを重視しています。
「AA1000」シリーズは、企業の事業報告の信用性を高め、報告を保証するための基準と具体的な規
格によって構成され、2003（平成15）年3月にその基準が発表されました。



企業行動憲章の〔10原則〕 
社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・
顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、消費者・
顧客の満足と信頼を獲得する。 
公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。ま
た、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。 
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行
い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。 
従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全
で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。 
環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業
の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、
積極的に行動する。 
「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。 
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
および団体とは断固として対決する。 
国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法
律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、そ
の発展に貢献する経営を行う。 
経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であ
ることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底するととも
に、グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外
の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うと
ともに、企業倫理の徹底を図る。 
本憲章に反するような事態が発生したときには、経営
トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、
原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速か
つ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任
を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。 
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10. 

国内動向
信頼と共感

2002（平成14）年12月、国民生活審議会消費者生

活部会の自主行動基準検討委員会は、「消費者に信

頼される事業主となるために―自主行動基準の指針

―」と題した報告書を発表しました。

自主行動基準とは、企業自らが「基準」を設け

て、消費者との信頼関係を築く指針となるものです。

もちろん「基準」を設ければいいのではなく、そ

の遵守のための体制を整備し、そうした取り組みを

消費者に積極的に開示するというものです。情報開

示により、企業は経営の誠実さ、倫理感、公正性を

公にすることができます。また、消費者は、商品や

サービスを選択しやすくなります。企業が行動基準

を作り、それを遵守する姿勢は消費者にとっては好

ましいものです。

また、経済産業省は、昨今の「企業の社会的責

任」に対する議論の高まりを踏まえ、2004（平成

16）年4月に「企業の社会的責任（CSR）に関する懇

談会」を設置し、CSRの内容や基本的な考え方、

企業価値の向上に資するCSRへの企業の取り組

み、国際標準化機構（ISO）における議論への対応、

今後の促進策などについて検討し、同年9月、中

間報告書を取りまとめました。

「企業行動憲章」の10原則

日本経済団体連合会は、2002（平成14）年10月

「企業行動憲章～社会の信頼と共感を得るために～」

を発表しました。これは、1991（平成3）年に制定、

1996（平成8）年に改定された「経団連企業行動憲

章」が法令遵守の徹底、消費者の信頼の獲得、経営

者が果たすべき役割と責任の明確化という趣旨に沿

って、改定されたものです。

この改定は、相次ぐ不祥事により経済界全体が強

い批判を受けている状況に対し、企業の存立の基盤

が社会の信頼と共感にあることを肝に銘じるための

ものとされています。具体的には企業

倫理に関する経営者のイニシアチブ

を強化すること、不正防止の体制を

整備すること、不祥事が起きた場合

17

日本での民間の取り組み
ECS2000

日本での民間の取り組みのひとつとして「倫

理法令遵守マネジメントシステム規格」ECS

2000があります。これは、経済団体での議論

を元に、企業関係者や弁護士、政府関係者など

が協力し、学術研究機関で2000（平成12）年

に制作されたものです。

企業が自らの力で不公正な商習慣や違法行為、

問題ある取引慣行などを事前に発見し、主体的

に解決しようとするシステムです。「自浄メカ

ニズム」と「主体的改善メカニズム」を組み合わ

せて、「人権と自由」、「社会的共生」を実現し、

企業そのものの「誠実さ」を高めることを狙い

とした規格です。

の対応とその説明を社会に対してすることなどです。

また、「企業の社会的責任」への注目の高まりや、

個人情報保護、少子高齢化への取り組みが新たに企

業に求められていることから、2004（平成16）年5月、

同憲章は再び改定されています。
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企業の社会的責任を果たすために
いろいろな取り組みを
できることから、はじめてみてください。どんな小さなことからでも、かまいません。

社会貢献活動で

「企業の社会的責任」は法令遵守や説明責任ばか

りではありません。その一環として社会貢献活動が

あります。寄付や寄贈、ボランティア活動や、地域

の催しへの参加など、地域の一員、よき「企業市

民」として、企業は様々な社会貢献活動を行ってい

ます。

最近では、景気の低迷で、企業によっては社会貢

献活動の支出額の減少も見られます。しかし、一方

で、NPOとの連携や、「国際協力」・「障害者の自

立と社会参加」などといった具体的な重点活動分野

の設定など、様々な工夫が重ねられています。

あなたの企業でも、どのような活動に重点を置く

のか、経営理念に沿って、継続できる活動の方法は

何かなどについて、いろいろな工夫をこらすことか

ら、はじめてみてはいかがでしょうか。

経営理念・組織体制で

大切なことは、社是・社訓などの経営理念に「人

権尊重」の趣旨を掲げることです。それが、方針・

体制・事業活動に至るまで、包括的にその意思を表

明することにつながるはずです。たとえば「お客様を

大切にする」という経営理念を具体的に実現してい

くために、自主行動基準を明文化し、どのように対

応するのかを開示するのも一つのやり方です。人権

や「企業の社会的責任」に関する部署を設けたり、

役員・管理職を含めた横断的な委員会を置いたりす

る方法もあるでしょう。また、外部役員制度をつく

ったり、外部の専門団体や有識者などにアドバイザ

ーを依頼してもいいでしょう。最初からしっかりした

体制を整えるのは難しい場合が多いでしょう。少し

ずつできることから、はじめてはいかがでしょうか。

企業活動で

相手の立場に立って考えてみる視点を持ち、様々

な人々について配慮することで、企業活動がいまま

でにない商品やサービスを開発・提供することがで

きます。たとえば、手話や筆談のできる従業員や店

舗全体のバリアフリー化、環境に配慮した資材と安

全な設計の住宅などが考えられます。ほかに、大き

な活字の出版物や操作の簡単な電気製品、ユニバー

サル・デザインをとり入れた商品など、業種を問わ

ずいろいろな商品が開発・提供されています。

企業活動を「人権の視点」から捉えると、市場は

広がるばかりか、新しい市場の開拓にもつながるの

ではないでしょうか。



また、人権研修の方法は、どれが正解で、どれが

不適切というものはありません。方法はいろいろで、

たとえば、外部の研修への参加、講師を招いての講

演会、ビデオ鑑賞やグループでの話しあいなど、で

きることから継続して実施することが大切です。

経営者が体験したことを朝礼などで話題にするの

もいいでしょう。たとえば「身体障害者補助犬法」

など、最近新聞で取り上げられた身近な話をするこ

とで、補助犬同伴のお客さまへの対応などに広がる

なら、それもひとつの「研修」です。

20

企業経営に人権の視点を

「研修」で

企業での人権研修は、「人権」について従業員に

教えこむものではありません。あらゆる人々から共

感され、親しまれる企業となるために、社会的責任

や人権に対して企業が取り組む姿勢を全社で共有す

るものといえます。経営者も含め、全従業員が協力

して豊かな人間性を育むことで、自然と人を尊重し

て相手の立場に立って考える、人権に配慮した行動

が取られるようになることをめざします。

人権研修を推進する専門的な組織を持つことが望

ましいですが、企業の規模や状況によっては実現で

きない場合もあるでしょう。他の業務との兼任でス

タートするのも一案です。また、従来の職場研修が

あれば、それを活用することも考えられます。それ

ぞれの企業の実情に即して、まず、はじめることが

大切ではないでしょうか。
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人が伸び、企業が伸びるために

企業には、消費者、従業員、取引先、株主など、様々な利害関係者に対し、「企業の社会的責任」を果

たすよう日々努力することが求められています。安全な商品・サービスや適切な情報の提供、働きやすい

職場、公正で対等な取引、経営の透明性と説明責任の徹底など、企業がかかわる多くの人々に配慮した行

動は、社会を豊かにし、同時に社会からの評価を受けて、企業の発展につながっていきます。人が伸び、

企業が伸びる企業経営のために、人権への配慮をできるところから少しずつはじめてみてください。

人権課題の解決に向けて

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（2000（平成12）

年12月施行）にもとづき、日本政府は「人権教育・啓発に関す

る基本計画」を2002（平成14）年3月に策定しました。その中

では、解決に向けた取り組みを進める人権課題として、女性、子

ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV

感染者・ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者

等、インターネットによる人権侵害、その他が挙げられています。
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社員一人ひとりが署名する行動基準

IBMでは、「企業に対する社会的評価は、経済面だ

けでなく、倫理的な側面からも行われる」という考え

方を、創業当時のトップが提唱して以来、責任ある企

業市民として様々な取り組みを行うことが基本姿勢と

なっています。そして、日本を含む世界各国のIBM

で、同様の取り組みが進められています。

同社の取り組みの中でも特徴的なもののひとつに、

社員の守るべき行動基準を定めた「ビジネス・コンダ

クト・ガイドライン」があります。これは、全世界の

社員に適用されるもので、この中には例えば、「社員

の職場環境」の項目に、次のような一節も盛り込まれ

ています。

同ガイドラインではこの他、機密情報の保護や法の

遵守、取引先との関係についてなど、多方面からの規

定がなされており、入社の際や、改定の際には、社員

一人ひとりが内容を確認し、署名（現在はPC上でサ

イン）することが定められています。

企業市民としての
研究・開発への取り組み

また、同社の企業市民としての姿勢は、製品やサー

ビスの中にも生かされています。

例えば、IBMでは長年にわたって「同じ情報に対し

て誰もがアクセスしやすい環境をつくる」という視点

のもとに様々な研究・開発が行われてきました。その

成果として、視覚障害者のためのWebページ読み上

げソフトなどアクセシビリティ製品と呼ばれるものが

あります。こうした同社の製品やサービスは、障害者

や高齢者など多くの人びとに利用されています。

Diversityという視点での社内整備　

また同社では近年、米国本社の提唱により、労働力

の多様性（Diversity）に対応するためのプロジェクト

が進められています。これを受け、日本では特に「障

害者」及び「女性」に対する取り組みが推進されてい

ます。

このうち障害者の職場環境に関しては、先に挙げた

「誰もが情報にアクセスしやすい環境づくり」という

視点での整備が行われています。

責
任
あ
る
企
業
市
民
と
し
て
、自
社
技
術
を
生
か
す

日本アイ・ビー・エム株式会社
●本社〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12 ●代表者大歳卓麻●設立 1937（昭和12）年6月17日 ●資本金 13,530千万円
●事業内容コンピュータハードウェア、ソフトウェアの製造・販売・リース、及び、以上を活用しての各種サービスの提供●従業員数 20,656名
●URL http://www.ibm.com/jp/

企業
紹介

＊このコーナーでは、各企業の担当者への取材をもとに記事を作成しています。

具体的には、視覚障害者は音声を使って、聴覚障害

者はチャット機能を使うことで、誰とでもリアルタイ

ムに情報交換が行えるようにする。また、車椅子の人

でも負担が少なく作業ができるようにする、といった

社内の環境づくりが進められており、その過程におい

ては、自社の製品やサービスが生かされています。

一方、1998（平成10）年には社長の諮問機関とし

てJapan Women's Council（JWC）が設立され、こ

こを中心に、女性の職場環境についての整備が行われ

ています。

例えば、男女格差の大きい社員数や管理職数につい

ては、具体的な数値目標を定めて積極的な雇用や登用

が行われています。また、家庭と仕事の両立に悩む女

性のために、気軽に相談・協力しあえる社内ネットワ

ーク作りが強化されました。その他2001（平成13）

年末からは、全社的に、職種や理由を問わず在宅勤務

が可能となるなど、制度面での改善も進んでいます。

積極的な社会貢献活動

この他、社会貢献活動の面でも、同社では、自社の

技術やサービスを生かした貢献活動を積極的に行って

います。これまで教育・科学・社会福祉・医療の各分

野で、NPOやボランティア団体等を含む外部との協

力のもと、様々な成果を残しています。

以上のように、同

社では責任ある企業

市民という基本姿勢

のもと、企業活動の

様々な面で人権を尊

重した取り組みが行

われており、その随

所に、自社の特性が

生かされています。

こうした同社の取り

組みは、企業の社会

的責任を果たすと同

時に、企業の社会的

存在意義を高めるこ

とにもつながると考

えられます。

≪…差別待遇や嫌がらせは、IBMの職場にあって

はならないものです。例えば、人種、肌の色、宗

教、性別、性的指向、年齢、国籍、身体障害その

他IBMの正当なビジネス上の利益とは関係のない

要因に基づく差別待遇や嫌がらせです。…≫

日本赤十字社所属のボランティア
団体との協力で、東京の様々な建物
について、障害者にとってのアクセシ
ビリティ情報を調査してまとめた単行
本『アクセシブル東京』（情報はhttp://
accessible.jp.org上でも公開中）

点訳ボランティアとの
協力により、13年間にわ
たって、国語辞書、英和
辞書など様々な辞書の点
訳が行われた。視覚障害
者は、同社が開発した無
償ソフトを使い、パソコンと専用
の点字表示装置によって語句の検
索が可能となった。左は5種類の
辞書を収録したCD-ROM
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会社の中枢部にCSR室を新設

2003（平成15）年1月、リコー本社に「CSR室」

という名の新しい部署が設立されました。同社では、

企業の社会的責任（CSR）の視点に立った取り組みを、

既に様々な形で行ってきていますが、今回のCSR室

の設立には、これまでの取り組みをより大きな視点

で捉え、グループ全体のレベルアップを図るという

狙いがあるようです。

CSR室は社長直轄の組織で、経営の中枢である事

業本部や人事本部などと同列に置かれています。ま

た、メンバー6名は、販売、人事、法務、環境の各

部門から集められるなど、同室の社内での位置づけ

を見ると、設立にあたっての同社の意気込みが感じ

られます。

環境保全へのグローバルな取り組み

同社でのこれまでの取り組みの中でも、特に力を

入れてきたものに、環境に関する取り組みがありま

す。同社では「継続的な環境保全を行うために、環

境保全と利益創出を同時に実現する」という独自の

考え方を「環境経営」と名付け、その実現に向けて

様々な取り組みを行っています。

例えば、商品開発の際には、リサイクル設計を基

本とし、再利用部品87％以上の商品も誕生している

ほか、製品の回収、部品の再資源化等を行うリサイ

クルネットワークの構築も進んでいます。また、世

界の全生産拠点ではごみゼロ化を達成し、同時にコ

スト削減を実現しています。

同社の環境への取り組みは、研究開発から販売、

流通、製品の使用に至るまで、企業活動のあらゆる

面で行われており、リコーグループのみならず、仕

入先でも同様の取り組みが奨励されています。

環境保全に重点を置いた社会貢献

一方、社会貢献活動の面でも、環境に関する活動

を中心に積極的な取り組みがみられます。例えば、

企
業
の
社
会
的
責
任（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）を
中
心
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応

株式会社リコー企業
紹介 ●本社〒107-8544 東京都港区南青山1-15-5 リコービル●代表者桜井正光●設立 1936（昭和11）年2月6日●資本金 12,259千万円

●事業内容事務機器（複写機・情報機器等）、光学機器、デバイス製品などの製造・販売および、以上に関連するサービスの提供
●従業員数 74,200名（グループ全体）●URL http://www.ricoh.co.jp

米国での生産拠点であるREI（Ricoh Electronics, Inc.）ジョージア工場
のごみゼロ推進スタッフと、活動推進のためのマスコット「ゼロヒーロー」。
REIは、2001年3月ごみゼロを達成

小中学生を対象に開かれる
「市村自然塾」は、子どもたち
に農作業や共同生活を体験す
る場を提供するもの。週末を
利用した2泊3日の合宿が8ヵ月
間継続して行われる

世界各国での森林保護活動の支援や、子どもたちに

農作業や共同生活の体験の場を提供する「市村自然

塾」、社員を対象とする環境ボランティア育成研修な

どがあります。

こうした活動を支えるのは、同社の社会貢献積立

金制度で、毎年、利益の中から配当金を差し引いた

額の１％（上限2億円）が社会貢献活動のために積み立

てられています。この他、社員が参加する社会貢献ク

ラブFree・Willでは、会員の社員の給与・賞与の一部

を集め（会社も同額を支援）、各種団体に献金する

「マッチングギフト制度」などの活動を行っています。

CSRへの関心の高まり

以上のほかにも、リコーでは人事部門や法務部門

を中心に、人権や法令遵守に関する地道な啓発活動

が続けられてきました。そして、そうした様々な活

動の継続は、社内でのCSRへの関心を徐々に高める

結果へとつながりました。

2002（平成14）年には、社員が自発的にメンバー

を集めてCSR研究会を行っています。また同年発表

された同社の中期経営計画の中には、「企業市民とし

ての責任ある行動」という一項が盛り込まれました。

さらに同じ年、同社では国連の「グローバル・コン

パクト」への署名を行っています。

これからの取り組み

また、近年、経済と社会の急激なグローバル化が

進展していることから、CSR室担当者は、当面の課

題として、「全世界に適用できる、リコーグループ共

通の価値観を確立すること。また、その一方で、法

令の遵守といったベーシックな部分の取り組みをグ

ループ全体に徹底させるための体制つくりが急務で

す」と話しています。

企業内にCSRという名前の付いた部署が設置され

るのは、めずらしいことではないでしょうか。活躍

が期待されます。

＊このコーナーでは、各企業の担当者への取材をもとに記事を作成しています。
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