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はじめに 
ネットワーク化やグローバル化として進む今日の社会の

変革のひとつの側面として、企業活動の領域において、あ

る傾向が明らかになってきた。それは、「企業の社会的責

任が問われる時代」になったということである。 

製品の欠陥隠しや品質詐称、安全管理体制不備などの

一般生活につながるような問題から、粉飾決算や贈賄など

の市場ルールにおける不正、あるいは環境対策やフェアト

レードなどの従来の市場の範囲を越えた社会的領域にお

いて、企業活動が“正しく”遂行されることが厳密に求めら

れだしている。 

企業活動における不祥事や不正が明らかになった場合

に、事後的な対処では収まらず、その企業の社会的存在

そのものが危うくなるという事例さえまれではなくなってき

た。経営陣が、小手先や現場的な対応に終始する姿勢を

見せると、マスコミや市民社会の側は、その企業体全体の

存続を疑問視するようになる。社会的な責任の遂行という

課題を、企業経営の根幹におくことが必要とされているの

である。 

本稿では、企業の社会責任という課題の分析を通して、

ネットワーク型社会の本質構造を論じ、あわせて、これから

の社会的存在としての企業のありかたと生活文化の関連

性について論じる。 

１． 企業の社会責任という課題 
今日、新たなテーマとして考えられている企業の“社会責

任 Social Responsibility”を論じるにあたっては、まず、従
来の考えに基づくとされるもの、つまり、社会責任に対置す

るものとして考えられていることについて、明確にしておく必

要がある。 
従来、企業の行動原理は、“収益性責任”の遂行にある

と考えられてきた。その行動結果は、企業年度末に決算さ

れる、会計報告に明らかにされる。上場企業であればその

内容を一般に公開する責任があり、それに基づいて企業の

経済的価値が評価されることになる。つまりその企業の時

価を明らかにすることで、企業の市価である株価が形成さ

れる。 

結果として、企業行動の評価は株価に表れるといえる

が、一方で株式市場が投機的に、企業の現価よりも将来価

値見込みで実際には取引されることから、企業の“株価責

任”は実績だけでなく思惑的な要素を含みがちとなる。さら
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に、企業の活動資金調達手段として、金融機関からの借り

入れでなく、新株発行による市場からの直接調達（エクイテ

ィ･ファイナンスi）が可能となったことで、結果的に、金融操

作的な面が企業行動評価につながる面がいっそう進んでき

たといえる。 
しかし、1990 年代の株式市場暴落と長期の低迷によっ

て、市場の株価を企業の行動指標とすることに、広く疑念

が生まれることになった。 
企業の“実質価値”についての問い直しである。 
企業は、株式市場価値だけでなく、“実質的な”価値を増

大させることに責任がある、という見方である。そのことは、

直接には、将来価値の思惑買い的な見方から実質的な会

計評価の重視へ戻るということであるが、一方同時期に、企

業価値を、経済価値にとどまらないより広い見地から評価

する機運が社会的に生まれてきた。 
それは、“実質とは何か”という問い直しでもあり、その結

果としての、“社会的価値”の実現責任において企業行動

と企業価値を捉えるという見方である。 
企業の活動によって、実際に社会の価値がどれだけ増し

ているかを評価しようという見方。その社会価値の内容に

は、もちろん経済的な価値が含まれるのであるが、それだ

けでなく、その企業の直接取引きには関わらない周辺の

人々の生活を犠牲にしてはいないか（公害、景観、地域コミ

ュニティ）、従業員が搾取されていないか（労働環境、福利

厚生）、取引相手の隠れた損害や将来の瑕疵につながらな

いか（欠陥、有害物質）、あるいは、資源・環境問題に対し

ての責任を果たしているか、またグローバル社会における

公正な国際取引を実現しているかどうかなど、評価の視点

は多面にわたるのである。 
これらの視点は、従来の見方からすれば、企業活動の成

果（経済価値）に対して付随的なマイナス面（何かを損なっ

ていないか）として見られてきたことである。しかし逆に、マイ

ナスの量を減らそうというのでなく、それらの価値領域にお

いて積極的なプラスを増し、社会価値の増大に貢献しようと

する新しい企業群iiの登場によって、付属的なマイナス価値

ではなく、独立のプラス価値へと転化する見方が生まれて

いる。 
それが企業の社会責任（Social Responsibility）であ
り、そのパフォーマンス評価としての、社会会計（Social 
Accounting）である。 
企業経営のうえでは、これらの新しい価値領域につい

て、マイナス削減でなくプラス増大という捉え方で見ることが

できるかどうか、という認識の問題が、市民社会との共感・

協調を実現できるかどうかを左右するといえるだろう。 

２． 価値責任と企業存在 
今日の企業活動の難しさは、従来の株価指標に代表さ

れる経済的な価値実現の原理のみに沿って行動している

と、突然他の価値指標にぶつかって、事業活動の停滞や

停止、さらには撤退をよぎなくされる面が多々生まれる可能

性があることである。問題発生時の対症療法的な対策は、

スピードや効果の面で有効でなく、かえって問題を閉鎖的

な状況に追い込む例も少なくないことはすでによく知られて

いるiii。 
重要なことは、すでに現実化している多元的な価値基準

を、自らの価値責任の範囲に明確化して、個別の事業行動

を制御することであろう。 

２－１． 社会価値 
多面にわたる社会価値の内容について、従来の“経済”

を別にしたものを大きくカテゴライズして、次の 3つの要素、
“環境”、“人権”、“公正”に分けてみることができる。 

 
“社会的” ＝ 環境 （人間社会成立の基盤となる地球） 
 人権 （民主社会の根拠をなす人間観） 
 公正 （多元社会の基礎を成す原理） 
 
“社会的によい”ということ（Social Goodness）が、経済
的なパフォーマンスだけでなく、地球環境の保全、個人の

よりよい生き方、競争や国際関係におけるフェアネスあるい

は共存・相互尊敬を含むこと、として捉えられるのである。そ

のような観点から見て、もはや企業は、儲かればよい、とい

うのでは今日の社会に存在することが難しくなっている。 
いいかえれば、このことは、企業の社会的な存在構造の

問い直しであり再定義であるといえるだろう。 
視点を変えて、企業組織が自身の存在をどのように捉え

るのかという眼で見れば、つまり社会的な評価から見るので

なく内側からの行動原理として見直せば、このことは次のよ

うに考えられる。 

２－２． 存在構造 
企業が、それ自体を他とは区別される独自の組織とし

て、実現の目標とする価値は、どのような内容として捉えら

れるだろうか。 
ひとつは、明らかに、経済価値である。これは、企業の別

を問わない、ビジネス一般の価値であり目標である。言い

換えれば、企業が現実に社会に存在するために必要条件

である。 
しかし、この経済価値をいかによく実現したとしても、それ

だけでは企業がその企業として独自の存在を確立するに

はいたらない。いくらの利益を上げているか、という経済の

指標は、それだけでは取替えのきく数値でしかない。 
企業がひとつの存在であるためには、その企業（あるい

はその業種）に固有する価値、すなわち文化価値を明らか

にし、実現しなければならない。言い換えればそれは、特

定の企業存在が社会的に成立するための充分条件であ

る。 
 
経済価値： 一般 （ビジネス一般の目標） 
 現実に存在するための必要条件 
文化価値： 固有 （各企業･業種に固有する価値） 
 社会的に成立するための充分条件 
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以上のようにみると、企業の社会責任とは、外的には多

元的な社会価値の実現に関わるものであり、また一方、企

業行動の主体（企業）の側から見れば、それらは企業の社

会的な存在構造としての文化価値の実現に関わるものであ

るといえるだろう。 
固有の存在としての企業は、数値目標だけを求める自動

機械的な仕組みではなく、人を相手にして人によって駆動

されるものである以上、文化的な価値による求心力や理

想、理念を抜きにすることは本来的にできないのである。そ

してこの組織の内面的な文化価値が企業活動として外部と

関わりあうときに、社会価値の実現として現れると見ることが

できるのではないだろうか。 

２－３． 時代状況 
さてこのように整理してみると、本稿ではこれまで、社会

責任・社会価値の問題を、従来の企業の行動原理とは対

置的な関係においてみることから分析を進めてきたのであ

るが、存在構造的に見れば、むしろむしろこの問題は、企

業の社会存在としての本質に関わることであり、社会の時

代状況的な力点の置かれ方が従来は偏っていたのだ、と

捉えなおすことができる。 
これまでの産業化社会では、企業活動における経済価

値のみがクローズアップされてきた。それは、社会（外部）と

文化（内部）の価値の実現についての責任を、他の組織・

社会機構に任せることができた、あるいは任せざるを得なか

ったという時代状況である。 
社会における産業主体（企業）の力が充分でなく、事業

活動の継続性が確かでない時代は、社会面の価値の実現

は行政にそれを委託し、余剰利益からの割り当て分（税）に

よってそれを賄う。組織内の人材や顧客との間で文化価

値・目標を高めてゆくこと（教育・学習）についても、同じよう

に公共の教育機関に委託する。 
このような時代状況は産業化社会の発展の過程によって

変化し、今日では、社会における企業存在の優位ははなは

だしいものとなり、もはや価値責任を転嫁できなくなってき

たのである。 
社会価値責任を企業が担わないというのであれば、行政

がそれを担当し、また企業がそれに反する（マイナス価値を

生む）ことを監視し規制するように働かなければならない。し

かし、行政パワーより企業パワーの方が実質的に優位とな

り、組織としてより効率的で強力化した今日では、社会存在

としての企業がそれを担うべきである。そのような社会構造

の本質的な捉え方、あるいは暗黙のコンセンサスが市民社

会の中に徐々に生まれ、今日の企業の社会責任課題を表

に出すことにつながっている、とそのように見ることができる

のではないだろうか。 
一方、企業組織のアイデンティティに関わる文化価値に

ついては、理想、理念、価値概念といったものを、組織の内

部において高め、また顧客・社会との間で共有・コミュニケ

ーションしてゆく必要がある。価値概念が単純である時代に

は、公的な教育機関が個人（企業の内部人材、一般市民

の別なく）に対して半ば均質的に機会（学校教育や社会教

育）を提供することによってそれをサポートすることができる

が、今日の複雑化･多様化した社会では、個人対象の均質

システムではコントロールできなくなっている。 
端的には、多様化した個別企業組織の固有文化価値に

対して均質教育では不適当であるし、また一般顧客の文化

的享受能力の高まりがなければ企業がどれほど文化的な

学習・生産の努力をしようと市場的なミスマッチになってしま

う。 
言い換えれば、企業が産業社会型のモノ型・機械的性

能重視型の製品生産から、文化的な高付加価値型の脱産

業社会型の事業活動へと移行するためには、製品の機能

面の質的な転化を追い求めるのではなく、企業存在の価値

構造の変化を成し遂げることが必要である、ということであ

る。 
つまり、脱産業化とは、企業（経済主体）が、経済以外の

価値に対する責任（本来の責任）を持つようになること、つ

まり、社会価値・文化価値の実現を存在目標として掲げ、そ

の実現を自主責任として実行するようになることを、意味す

るのであるといえるだろう。 

３． 脱産業化社会と文化価値 
以上では、企業の社会責任の課題を、社会価値と経済

価値の対比において整理することからはじめて、社会価値

の問題が企業の社会的な存在構造に関わること、そして、

社会価値が文化価値と連関的な関係にあること、さらにそ

の連関関係が、産業化社会から脱産業化社会への移行に

結びついていることを論じてきた。 
次に、脱産業化社会における事業主体と文化価値の関

係について、さらに論考を進めることにする。 
事業主体 ivにとって、文化価値とは、「何を実現するの

か?」という目的に関わることである。それはすなわち、その
組織が、「何のために存在するのか」という存在理由・理念

につながる。 
そのような概念の領域の事柄は、実際の事業領域が具

体性・個別性を持つことから、本質的な一般性よりは特定

化・個別化することから、本質的なわかりにくさを伴うものと

なりがちである。 
企業活動としてみれば、その組織内において、まず、“何

のため”を明確に捉え内部的に統一することが必要であり、

またそれを事業顧客に対して、わかりやすくメッセージする

必要があるのである。 
また一方で、その“何のため”を実際に現実のものとして

実現し享受するのは、事業者からの提供を受ける側の消費

者・利用者である。その意味で、消費者・利用者は、価値の

実現主体として捉えなおされなければならないのである。 
そこで、事業主体側(従来の企業の次世代ステージ)から

見れば、その価値の実現主体（従来の消費者の次世代ス

テージ）に対しては、従来的な単なる一方向的な価値メッセ

ージの受け渡しではなく、実現主体との間での、相互関係

性のマネージメントが課題になるのである。 
価値に基づいて作る・提供する主体と、提供されたもの

を手段として価値を生活の場のうちに実現する主体との間
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の、相互的な関係性がどのように成立されより豊かに営ま

れるか、ということが課題の本質となる。 
このような主体間の新しい関係構造は、従来の TV 中心

のマスメディア構造（≒押し付け技術）のような一方方向的

な価値の押し付けでは成立しない。特定の具体的なエリア

（つまり現場）を対象にした直接的で相互的なマーケティン

グの努力や、あるいはインターネットを利用した相互メディ

アの活用に可能性がみられる領域である。 
ただし、このような相互的なメディアの実現には、事業主

体側の変容だけでなく、実現主体側の成長(消費者・利用
者から実現主体への成長)が不可欠であることにあらためて
眼を向ける必要があるだろう。 
社会のネットワーク化の進展によって、従来の大衆化社

会から、市民という社会の主体が生まれ育ってきていること

は明らかである。しかし一方、社会成員の大衆的特性(非主
体的、受身、低い感受性、近視眼的視野)がよりいっそう増
してきていることもまた、同時に明らかであるようにも見える

のである。 
情報ネットワークの技術は、政治や資本のパワー所有者

(権力者)に独占されたメディア能力を、すべての個人が自
由に利用できるようにするという理念のもとに生まれ発達し

てきたものといえる。 
しかし今日でも、爆発的に増大するインターネットユーザ

ーの大半が、インターネットを新たな情報受信の窓口の追

加とみなしている。メディアとはすなわち言語と同じように、

聞く読むだけでなく話し書くためのものである。その意味で

は、現状のインターネットの数的な普及(物理的に接続する
こと)は、質的な転換(主体となること)にはつながっていない
といえる。 
受信だけでなく表現を加えた相互的なメディア活用という

面では、現状では利用者側の技術が未成熟であることが問

題であるといえる。従来は企業(パワー)側のみがメディア技
術を所有してきたこと。そしてメディア技術を持たないこと

（すなわちメディアに対して受身であること）が習い性になっ

ている消費者。逆に言えば、大衆が大衆であること、また消

費者が消費者にとどまることとは、すなわちメディア技術を

持たないでいることである、という言い方ができるのではな

いだろうか。 
企業の側から見れば、従来の産業社会構造の延長を図

るのであれば、消費者が消費者であり続けるようにするため

に、メディアの技術を囲い込み、インターネットを従来のマ

スメディアのように利用することを促進すべきであろう(それ
が現状である)。しかし、脱産業化社会の構造へと、つまり
事業主体と実現主体との相互関係構造への移行を図るの

であれば、必然的に情報構造は一方方向(ブロードキャス
ティング)型から双方向（コミュニケーション）型へと作りかえ
られなければならない。 
事業活動の結果としての価値実現の内容をわかりやすく

表現し、相互的なコミュニケーションのシステムとして実現

するような努力が、そのひとつの形であろう。 
企業の社会的責任課題が当該の企業でどのように取り

扱われ、そして事業行動の結果がどうなったかということ。

つまりパフォーマンス評価を行って社会にあきらかにするこ

と（社会会計 Social Accounting）によって、社会的なコミュ
ニケーションを実現し、事業活動への共感や行動上の協調

を実現してゆくようにすすめることである。 

３－１． 社会責任とコミュニケーション構造 

社会責任課題をコミュニケーションとして捉える、というこ

とには、次のような例がある。 
事業活動に伴う有害な化学物質の排出削減についての

取り組みのひとつに、PRTR（Pollutant Release and 
Transfer Register）がある。これは、1992年の地球サミット
において採択された「アジェンダ２１」や「リオ宣言」の中でそ

の位置づけや考え方などが示されたもので、その後OECD
加盟国などで実施され、日本では、1996年よりＰＲＴＲ導入
の検討、1999年に法制化、2002年より実施されているv。 
それは、現実に、有害性のある多種多様な化学物質が、

どの発生源からどれだけ環境中に排出されたかというデー

タを把握、集計し、公表する仕組みである。その考え方は、

事業活動に伴う有害化学物質の排出を、単純な法的規制

によってコントロールしようとするのではなく、排出量につい

ての情報公開を行うことによって、化学物質のリスクの認知

と現状認識を薦めることから、自主的な管理・削減努力に

結び付けてゆこうとするものである。 
 
対象としてあげられた化学物質の製造や使用に関わる

事業者は、その個別物質ごとに、環境への排出量と、事業

所の外へ転出量とを自ら把握し、行政機関に届け出る。行

政機関は、そのデータを集計するとともに、家庭や農地、お

よび自動車などによる一般生活からの排出物質量の推計と

ともに、公表する。 
この PRTR 自体には、その後の規制などの行動目標は
示されず、事実としてのデータを公開するだけである。情報

の登録と公開、認識とコミュニケーションを促進することを目

的とするものであり、その結果として現状を把握した事業者

と市民、NPO などによる現状認識に応じた個別的・自主的
な行動を促進してゆくことがねらいとなっている。 
環境問題解決を、実際の現場、地域の主体間における

対話の共通基盤提供とコミュニケーション促進によって捉え

る手法である。 
このような手法は、たとえばISO（国際標準化機構）によ
る事業者の品質管理システムの規格化viと対比的、補足的

に位置付けることができる。 
ISO が取り決めている環境関連規格「ISO14000 シリー

ズ」のひとつである「ISO14001」では、具体的な事業者に
おいて、生産・サービス・経営における環境対応の立案・運

用・点検・見直しといった環境管理・監査システムが整備さ

れているかどうかを認証機関が審査し、合格すれば認証取

得企業として登録するというものである。 
今日の事業活動が、国際関係に広がる企業間取引によ

って実現されることが多いため、チェーンとしてみた全体で

社会責任が遂行されるためには、個別事業者の取り組み

各々がシステムとして保障されていることが必要となるので

ある。 
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このような標準規格化とともに、より個別的に捉える試み

も進んでいる。それは、事業活動の一環として、自主目標を

定め達成成果を公表する、“社会会計Social Accounting”
の試みであるvii。 
社会会計の考えでは、環境課題にとどまらず、事業遂行

に関わるあらゆる利害関係者（ステークホルダー：たとえ

ば、株主、従業員、地域住民、顧客、取引企業など）につ

いて、各々の対象に対して事業活動がどのような価値を提

供するのかを個別に目標を定めて、検証し、報告し、さらに

次の行動の改善へと結び付けてゆく。 
事業活動を多重的なコミュニケーション構造のもとに捉え

てゆく考え方である。 
直接的な経済取引の相手との関係のみに偏って事業活

動を捉えるやり方から、社会存在としての企業存在を多元

関係によって捉える見方への転換が、産業化社会から脱

産業化社会への転換において基本的な側面であるといえ

るだろうviii。 

３－２． 文化責任と活動の基点 
企業が作り出す今日的な商品では、その価値を評価す

る際に、製品の物理的な性能に対して、その製品が活用さ

れることによってもたらされるライフスタイルにおける実現価

値の面の比重が大きくなってきたと見られる。 
このような商品に対する(利用者、市場からの)評価基準

の変化に対して、企業は応える努力を続けている。 
従来型産業の中で、この変化に対する対応を成し遂げ

ている先進的な分野のひとつが自動車産業である。戦後の

国内産業をリードしてきた自動車産業は、依然として高い

国際競争力を維持している。 
環境問題という存在の根幹に関わる課題に対しては、燃

費効率の向上、有害廃棄物の削減について、継続的な技

術革新を続け、また、ファッション化(外形)や情報化(内部)
の流れに対しては、素材開発と製造プロセスの革新、異領

域技術の取り込みなどで対応や成長を続けている。また国

際関係や多元社会の状況に対しては、生産の現地化、製

造・部品調達の国際化への対応が着々と進められてきた。 
自動車産業の例は、時代や社会状況の変化に対して製

造業が対応するためには、個別企業の技術伝統に基づい

て進化するという方向性があることを示している。 

時代がモノの性能から感性の魅力へと移り変わってき

た、といっても自動車メーカーがファッションメーカーに変化

するのではなくて、技術(製造、経営)をより複雑で高度なも

のに進化させることによって対応するやり方であるix。 

このような「事業領域、製品からの発想」に対して、「実現

領域、価値からの発想」というアプローチを一方で認めるこ

とができる。 

たとえば、“自動車産業”に対して“スポーツ産業”という

領域をあげることができるが、前者が自動車を作るに対し

て、後者はスポーツを作るわけではなく、“スポーツという価

値”を楽しむ・実践する手段を提供するものである。 

その意味で、技術伝統が、モノの性能よりは概念の捉え

方の方により多くの比重がおかれるものといえる。 

しかし、スポーツの試合会場経営だけであれば“スタジア

ム産業”とか、運動靴の製造だけであれば“シューズ産業”

などと言えるように、それらをまとめて“スポーツ関連産業”と

呼ぶことができるのであるから、それら、“自動車産業”とい

う捉え方と同じ視点によるものとは別に、“スポーツ産業”と

いう捉え方が可能かどうか、また実際にそのような企業があ

るかどうかということが、ここで問い直されることになる。 

中心価値からはじめて、その価値の生活における実現の

サポート手段の開発・提供をミッションとする。そのような事

業組織の特徴は、価値の解釈とメッセージとしての伝達、コ

ミュニケーション（製品・サービスへの転換、ライフスタイル

創造）に関する技術伝統を持つことであろう。コミュニケーシ

ョン/ネットワーク・リッチで、製品・サービス領域には比較的

自由な関係ということが、経営体としての特長となるだろう。 

これが、脱産業化社会の事業体モデルのもうひとつの側

面であると考えられるが、その先駆けとなる企業として、米

国の NIKE 社をあげることができるだろう。 

NIKE 社の事業展開の特徴として、達成目標価値におけ

る「フィジカルな健康、フィジカルな機能」から「身体の芸術

的な価値（美しさ、驚き、楽しさ、憧れ）」への転換をあげるこ

とができる。それは、マイケル・ジョーダンを起用した TV コ

マーシャルに代表される、イメージ伝達やメッセージ提供の

偏重、そして経営組織としては大胆な OEM、国際生産委

託体制と本社機能の絞込みなどに現れる。また、スポーツ

ジャンルの中でも、近年のサッカーへの短期間の参入成功

など。 

現在の NIKE 社の事業経営は、従来のシューズ、スポー

ツウェアメーカーとしての特徴よりも、知識産業としての特徴

をむしろ明確に現しているように見える。 

自動車産業に見られるような、ものとしての事業領域の技

術伝統を積極的に進化させる企業群と、モノ領域にとらわ

れず、価値領域を基点としてモノ産業をネットワークしてゆく

ような(スポーツ産業にその先駆けが見られるような)企業群

との、複合的な構造が、脱産業化社会における事業体の構

造としてモデル化できるのではないだろうか。 

まとめ 生活文化研究の立場から 

本稿では、企業の社会責任課題の論考を通して、脱産

業化社会における事業体の存在構造を社会価値・文化価

値の実現というネットワーク構造によって描き出すことを試

みた。 

このようなかたちで捉えられる企業は、従来の見方でい

えば、眼に映る実体としてよりは、イメージされる“ブランド”

により近いものである。あるいは、“実体”という捉え方自体

が、モノに対する概念の割合を飛躍的に高めて捉えなおさ

れるともいえるだろう。 

またその行動様式は、顧客との関係を重視する“顧客満

足”を基本とするもので、その実現技術である“個客対応” 

の技術を組織モデルや情報技術活用によって作り上げるこ

とが課題とされる。さらに、製品・サービス購入者としての顧

客にとどまらない、企業存在に関わるあらゆる関係者(ステ

ーク・ホルダー)に対して、“満足”つまりは価値実現を図っ
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てゆく経営スタイル・行動様式の確立が課題とされるのであ

る。 

以上のような、価値概念の研究、生活者基点の複合ネッ

トワーク的な捉え方などにみられるように、脱産業化社会に

向かう企業・事業体モデルの研究を、生活文化研究領域の

応用面に位置づけることによって、従来の経済・経営モデ

ルを脱する新しい領域の研究所産を期待できるものと考え

られる。 

 
 
 

 

                                                                                         

i 新株の発行による資金調達には、時価発行増資だけでなく、転
換社債（CB）やワラント債（WB）の発行など、将来の思惑的な価
値を前提にした金融商品も含まれる。右肩上がりの株式相場を背
景にすれば、企業にとっては低利の資金調達や自己資本の充実
につながるだけでなく、実質的に現在の無（＝未来の可能的な
有）から現金を引き出す手段ともなった。市場からの資金調達は
80年代後半に大量に実行され、89年のピークでは約 26兆円に
達したが、90年代からの株価暴落・低迷で急減した。 
ii 今日に至るまでさまざまな企業のモデルとなったパイオニアとし
て、英国の一人の女性（アニータ・ロディック）によって設立(1976
年)されたTHE BODY SHOPをあげることができる。自宅のキッ
チンで自然の原料をベースに作った化粧品を販売することから始
まった同企業は、環境や動物（実験動物）、人権（フェアトレード、
AIDS）課題に積極的な企業活動を展開することで有名となり、そ
の世界的なビジネス展開の成功によって、その後の企業に対して
ひとつのモデルを作り上げた。（『ＢＯＤＹ ＡＮＤ ＳＯＵＬ ボディ
ショップの挑戦』, ANITA RODDICK, ジャパンタイムズ, 1992） 
iii 三菱自動車によるクレーム/リコール隠蔽(2000/7)、株主代表訴
訟、2 千 7 百億円の過去最大赤字(2001/3)、元役員略式起訴
(2001/4)。雪印乳業の食中毒事件(2000/6)、虚偽報告の発覚、
社長引責辞任、大阪工場閉鎖決定(2000/7)、北海道工場でも毒
素発見、管理不備の判明、本社捜索(2000/8)、1 千 3 百人削減
(2000/9)、新たに 4工場閉鎖(2000/12)、元社長ら 9人を書類送
検(2001/3)。偽装牛肉事件につき雪印食品は関与ないと虚偽報
告、内部告発から幹部関与を認める、社長引責辞任(2002/1)、
会社再建を断念し解散(2002/4)。 
iv これからは、従来の企業や行政といった枠に限られず、あるい
は新しい様態の組織が、事業の主体として活動するようになると
考えられる。NGOやNPOは、否定形(non-)で定義する(従来の
形ではない)ことからも、新しい組織体の社会的な存在様式が確
立されるまでの、過渡的形態であるともいえよう。 
v その先駆となるものとして、オランダにおいて 1974年から実施さ
れている「排出目録制度」、また米国での化学物質漏洩事故（ウ
ェストバージニア州の工場）をきっかけとした世論の高まりに応じ
て 1986 年に導入された「有害物質排出目録（ＴＲＩ）」制度があ
る。 
vi ISOの品質保証規格である「ISO9000 シリーズ」は、個別製品
を対象とするのではなく、事業組織の品質管理システムそのもの
を第三者(審査登録機関)が検査し、品質保証システムが適切に
機能していることを制度的に保証するものである。 
vii Building Corporate Accountability - Emerging Practices 
in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, 
Edited by Simon Zadek, Peter Pruzan, Richard Evans, 
September 1997, Earthscan 

 
viii 個別的な成果報告であれば、国内企業でも、リサイクル比率
の目標達成度報告などの例などに見ることができる。課題は、そ
れらが企業内部において、従来的な事業のイメージ改善的な広
告手法として捉えられているか、存在構造の捉え直しから発した
ものであるかということであろう。コミュニケーションが手段である段
階から、企業存在のあり方自体をコミュニケーション構造として捉
える段階に移行することが、脱産業化への転換であるといえるだ
ろう。 
ix たとえば、ドイツの二輪車・四輪車メーカーであるBMW社は、
BMW LifeStyleというプロダクトラインで、“人のモビリティの充
実”に応えることをコンセプトとして、自転車、ファッション（眼鏡、
財布、鞄、衣料、時計等）、玩具などの製品を開発し販売している
が、経営側にとっては、これは異領域進出とは捉えられていな
い。長いオートバイ製造の伝統の中で培われた防水ウェアの技術
を生かしたアウトドア衣料の開発や、エアバッグなどの衝突安全
性実験の過程で取り組まれた眼鏡の知識を生かしたサングラス開
発、皮革素材や収納性の追及に関連した鞄開発など、技術伝統
の延長として捉えられている。一方日本のトヨタでは、ライフスタイ
ル製品のラインナップを、異業種（旅行、製菓、文房具、家電）と
のコラボレーションによって横断的に実現しようという試み（Willプ
ロジェクト）が取り組まれている。 
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