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1. 研究概要 

 

   本研究の目的は「企業の社会的責任（CSR）」に着眼し、企業の社会的活動が行政や NPO と協

働しながら、市民社会形成にどのような役割を果たし、どのような効果があるのかを明らかにし、社

会的責任の再構築と新たな価値の共有について事例検証に基づいたモデルを提供することであ

る。CSR とは企業が営利を追求するだけでなく、社会へ与える影響についても責任をもち、消費者、

株主、取引先、市民社会などのステークホルダーの利益に対しての適切な意思決定や取り組みを

行うことを意味している。本研究では、ビジネス、雇用、環境、消費者、福祉、ダイバーシティという 6 

領域において企業、行政、NPOという市民社会の3アクターに焦点を当て、CSRを通じた市民社会

形成の意義と課題を考察する。本研究は CSR の日韓比較研究である。企業・行政・NPO 等の協働

は日韓両国に共通する事象であり、日韓比較研究を行うことで、企業・行政・NPO 等の協働の観点

から市民社会形成を掘り下げて分析することができる。また、日韓比較を通じたＣＳＲの東アジア・

モデルを構築することも可能となる。本研究の成果は日本語と英語で公刊する予定である。 

 

    This research focuses on Corporate Social Responsibility (CSR) and reveals how CSR activities 

have been done in cooperation with government and non-profit organizations (NPOs), played a role 

in constructing civil society. CSR emphasizes the corporate responsibility for a social influence and 

use proper decision-making procedures and initiatives for the benefit of stakeholders, such as 

consumers, stockholders, customers, and civil society as a whole. This research focuses on the role 

of CSR in development of civil society by examining six themes (diversity, welfare, consumer issues, 

business, employment, environment) and three actors (corporation, government, NPOs) and by 

exploring the significance and problems of constructing civil society through CSR activities. Here, 

Japanese and Korean cases are examined and comparisons by analyzing collaboration among 

corporations, government, and NPO actors. Japan and Korea are similar in expanding influence of 

civil society with a stabilized liberal democracy that the central government still holding strong 

power. Rather than corporations or NPOs contributing to community development alone, the 

government collaborates with both. It results in many common cases for collaborations among 

corporations, government, and NPOs between Japan and Korea. The objective of this comparison is 

to analyze the advantages and disadvantages for CSR collaboration in enriching civil society and 

democratic traditions with remarking on the differences between the Japanese and Korean political 
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and social cultures. These comparisons are expected to contribute to the examination of an East 

Asian CSR model.This research is original and unique and will use comprehensive and 

interdisciplinary measures to examine CSR as themes in constructing community development and 

civil society. Case studies will be compared to show the significance and effects of CSR in civil 

society. The outcome of this research will be published in both English and Japanese. 

 

2. 研究目的 

 

本研究は日本と韓国の研究者が企業の社会的責任（CSR）に着眼し、日本と韓国の事例を

比較したうえで市民社会形成の中での CSR の機能と効果を分析し、市民社会形成の東アジ

ア・モデルを構築することを目的とするものである。また多様な観点からのアプローチが可能な

ように、多分野からなる学際的な研究体制をとっている。 

 

2－1 課題の所在 

本研究は「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」に着眼し、企業の社会的活動が行政やＮＰＯと協働

しながら、市民社会形成においてCSRが果たしている役割と効果を明らかにすることが目的で

ある。ＣＳＲとは企業が営利を追求するだけでなく、企業の活動が社会へ与える影響について

も責任をもち、消費者、株主、取引先、市民社会などのステークホルダーの利益に対しての適

切な意思決定や取り組みを行うことを意味している。欧州連合（EU）の『グリーンペーパー：企

業の社会的責任の欧州的枠組みを促進する』（2001 年）では、CSR を「遵守すべき法規制や

慣習を超えた自主的な取組みに基づき、社会的関心事および環境的関心事を業務の遂行に

結び付け、かつさまざまな利害関係者の相互作用に結び付ける概念」と定義し、法令遵守の

ステージ（compliance stage）、マネージメント・ステージ（Managerial Stage）、戦略的ステージ

（Strategic Stage）の三段階で捉えている。  

従来の CSR 研究は、国連グローバル・コンパクトや ISO26000 などのように CSR 制度の構築

や運用に関わる研究（Moratis and Cochius 2011, Sagafi-Nejad and Dunning 2008, 江橋2009）、

人権・労働・環境などの個別領域別の問題を掘り下げて考察した研究（Walker-Said and Kelly 

2015, Fransen 2012）、具体的な企業や業界の実践を課題とした研究などに大別される(Mallin 

2010)。これらの研究は制度や企業の実践を掘り下げて考察しているものの、行政や NPO など

他の市民社会アクターとのかかわりについては考察されていない。功刀・野村（2008）、毛利

（2011）のように企業と市民社会の結びつきを論じた研究もあるが、事例の紹介に止まっており

具体的な役割や効果の評価には至っていない。そこで本研究では当初より市民社会におけ

る CSR の役割と効果に着眼し、事例研究を行うことで、市民社会形成における企業・行政・

NPO の協働とそこでの CSR の位置づけを明らかにすることを問題意識としている。 

 

参考文献 
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2－2 研究目的 

本研究では CSR を市民社会形成の一環としてとらえ、ビジネス、雇用、環境、消費者、福祉、

ダイバーシティという６領域における企業、行政、ＮＰＯという市民社会の３アクターに焦点を当

て、ＣＳＲを通じた市民社会形成の意義と課題を考察する。本研究では日本と韓国の事例をそ

れぞれ検討し（6 領域に対して日・韓の事例を検討するので全 12 事例を扱う）、比較の観点か

ら東アジア市民社会に通底するＣＳＲの意義を明らかにし、企業・行政・ＮＰＯの協働の分析を

通じた市民社会形成の東アジア・モデルを構築することを目標としている。 

 

2－3 特徴と着眼点 

本研究の第１の特徴は包括性である。ＣＳＲを市民社会形成の課題と広く捉え、企業・行

政・ＮＰＯがどのようなに協働し、どのような効果が得られるのかを６つの領域（ビジネス、雇用、

環境、消費者、福祉、ダイバーシティ）から明らかにする。 

 第２の特徴は学際性である。本研究ではＣＳＲを企業・行政・ＮＰＯにまたがる市民社会形成

のアリーナと捉え、政治学、社会学、開発学、組織戦略、工学、コミュニケーション学からなる

学際的な研究グループを組織している。これによって企業の社会的活動や行政やＮＰＯとの

協働事例を市民社会形成という視座から、学際的な知見を活かして複合的に考察することが

可能である。 

 第３の特徴はケーススタディの重視である。個々の地域（コミュニティ）を対象とし、企業・行

政・ＮＰＯの協働や効果についての研究を行う。特定地域を事例として、企業の CSR 活動が行

政やＮＰＯと連携しながら、どのように地域のビジネスや雇用、環境問題や消費者問題、福祉

やダイバーシティの課題に取り組み、どのように市民社会が形成されてきたのかを明らかにす
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る。 

 第４の特徴は比較の観点である。本研究では６領域（ビジネス、雇用、環境、消費者、福祉、

ダイバーシティ）について、それぞれ日本と韓国の事例を考察する（計１２事例）。個々の領域

で日韓の事例を比較し、協働の効果を分析することで、市民社会形成における CSR の役割を

明らかにする。 

 以上４点において、本研究は他に類例を見ないものであり、市民社会形成の課題としてのＣ

ＳＲを、事例研究を軸とした比較研究によって包括的・学際的に検討し、市民社会におけるＣ

ＳＲの意義と効果を明らかにすることができると期待される。本研究の成果は日本語と英語で

公刊する予定である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D16-R-0817 

 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

3. 研究方法 

 

本研究では以下の役割分担の下、後述のような手順で研究を遂行した。 

 

3－1 役割分担 

本研究では 6 領域について次のような方針に基づいて、研究を進めていく（人名は具体的な分

担者と専門）。（１）6 領域に対して、日韓それぞれの研究者が事例研究・比較を行う（全 12 事例）。

（２）事例研究では企業・行政・NPO すべてのアクターの活動を考察対象とする。（３）事例研究に

は定量的分析と定性的分析を含める。6 領域それぞれについて日本と韓国の事例を比較し、企

業・行政・NPO の協働を考察しながら、市民社会形成における CSRの役割と効果を検証する。また

6 領域はそれぞれ相互に関連していることから、本研究を通じて領域間の相互作用も明らかにす

る。 

 

3－2 研究事例 

ビジネス領域では、愛知県豊田市におけるトヨタの環境 CSR と 蔚山広域市の環境 CSR を

比較し、雇用領域では石巻こどもセンターの活動と光州広域市の雇用創出モデルを比較する。

また、環境領域では豊田市保見団地におけるカトリック教会の活動と済州島ガシリの事例を比

較し、環境問題を通じた市民社会形成を考察する。消費者領域では生活クラブ生協と経済正

義実践市民連合（CCEJ）における事業・取り組みを比較する。福祉領域では女川町のスクー

ル事業と富川市のコミュニティ事業を比較し、またダイバーシティ領域では神奈川県「いちょう

団地」の多文化共生事業と製鉄会社ポスコのコミュニティ事業を比較する。いずれの比較研究

も CSR の役割と効果を分析の軸とし、企業・行政・NPO の協働のプロセスを検討しながら、日

韓両国における市民社会形成の特徴や、各領域間の相互作用を総合的に考察する。 

 

 

事例研究（日本／韓国） 企業 行政 NPO 

市民社会とビジネス 

清野聡子（工学）／Young-Choon Kim(組織戦略) 

      

市民社会と雇用 

松永正樹（コミュニケーション）／Myung-Joon Park（社
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会学） 

市民社会と環境 

大井由紀（社会学）／Suk-Ki Kong（社会学） 

      

市民社会と消費者問題 

富永京子（社会学）／Taekyoon Kim（開発学） 

      

市民社会と福祉  

仁平典宏（社会学）／Sung-Gyu Kim（社会学） 

      

市民社会とダイバーシティ 

大賀哲（政治学）／Jeong-Pyo Hong（政治学） 

      

 

3－3 比較研究 

CSR は、事業の一環として CSR を行う欧州型とチャリティとして行うアメリカ型に大別すること

ができる。CSR は消費者、株主、取引先、市民社会などのステークホルダーに対しての働きか

けであり、市民社会形成において、CSR がどのような役割と効果を持ちうるのかは、社会の持

つ政治文化や社会文化に強く依存することなる。しかしながら、現状では欧米社会以外をモ

デルとした CSR 研究はいまだ萌芽的な段階に止まっている。東アジアは欧米とは異なった市

民社会形成の特徴を持っており、本研究が追求するような領域別の事例研究に特化した日韓

比較研究が必要である。CSR の領域ごとの特徴を析出し、それが市民社会形成に対して持ち

うる役割と効果を明らかにするためには、体系的な事例研究と相互の比較検討が欠かせない。

伸長する市民社会の影響力という点で日本と韓国は類似の傾向を持っている。また、両国は

民主政治の安定期に入っているが、中央集権的な行政が特徴的であり、企業や NPO が独自

に事業や活動を行いつつも、政府や地方自治体との連携が多いのが特徴である。企業・行

政・NPO 等の協働は日韓両国に共通する事象であり、日韓比較研究を行うことで、企業・行

政・NPO 等の協働の観点から市民社会形成を掘り下げて分析することが可能である。また経

済水準や経済発展の経緯も似通っているため、互いの知見を比較し、新たな知見を作り出す

ためにも日韓比較研究は不可欠である。 

日韓両国を比較することで欧米諸国とは異なった CSR のあり方、市民社会の成り立ちを考

察することが可能となる。日本と韓国の政治文化および社会文化の違いに留意しつつ、市民

社会形成を促進する企業・行政・NPO の協働において CSR のメリットとデメリットを考察するこ

とが本研究の意義である。政治的・社会的な条件が類似している日韓両国を比較することは

東アジアにおける CSR や市民社会形成を考察するうえで非常に意義が大きい。とくに類似の

経済成長の歴史を持つ日韓を比較することで今後は成長する中国や東南アジアとの比較も

可能となり、東アジアの市民社会形成に共通する社会基盤を明らかにすることができると期待

される。 
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4. 実施状況 

 

研究の実施状況は以下の通りである。 

 

4－1 概要 

6 領域にそれぞれ日韓の研究者を配置し、比較研究を行った。年に 2 回ずつ、日本と韓国でそれ

ぞれ研究ワークショップを行って進捗管理を行った。6 領域 12 論文を執筆し、一部の論文につい

ては国際会議（ECPR, UBC）で研究報告を行った。これらの論文は、2020 年度以降、Asian Review

誌（ソウル国立大学の発行する国債ジャーナル）のSpecial issueとして順次掲載される予定である。 

 

4－2 研究会合 

2017 年 9 月 14 日～16 日 立命館大学（京都） 

2018 年 3 月 29 日～31 日 ソウル大学（韓国） 

2018 年 10 月 4 日～6 日 九州大学（福岡） 

2019 年 3 月 14 日～16 日 Gugbo・済州島（韓国） 
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５．研究実績 

5－1 学術的価値 

 本研究では、日本と韓国のビジネス・雇用・環境・消費者・福祉・ダイバーシティの６領域で、企

業・行政・ＮＰＯという３つのアクターに焦点を当て、ＣＳＲを通じた市民社会形成の意義と課題を考

察した。この研究により次のような知見が得られた。 

 

1） ステイクホルダーと市民社会形成の関係。労働組合や市民団体といった旧来のアクター

を重視した市民社会形成ではなく、個々の市民をステイクホルダー（利害関係者）と捉え、

その役割や責任に着目する新しい市民社会形成のかたちが進んでおり、そこでは企業

vs市民という構図ではなく、ステイクホルダーとして市民のニーズに如何に応えていくのか

という認識の変容が見て取れる。こうした傾向はビジネスや雇用の分野でとくに顕著であ

った。企業・行政・ＮＰＯの連携を考えていく上では、単に連携を進めると言うことではなく、

どのようなステイクホルダーがどのように個々のイシュー（本研究でいう 6 領域に相当）と関

わっているのかを分析する必要がある。本研究を通じて、ステイクホルダーの関与を通じ

た市民社会研究について新たな知見と概念を提起することができた。 

 

2） 社会運動から政治運動への移行。環境運動や消費者運動の研究から社会運動から政治

運動への移行過程が明らかになった。これは環境保護運動が環境保護政策を志向する

エコ・デモクラシーへと移行していくということであり、市民社会運動の政治運動化につい

て重要な示唆を得ることができた。但し、本研究成果は社会運動から政治運動への移行

可能性についての考察に止まり、それが実効性を持つのか否かについてはより長期的な

研究が必要である。 

 

3） しかし、イシューによっては企業・行政・NPO の連携は必ずしも強くはない（福祉やダイバ

ーシティの領域に顕著である）。これらの分野では企業・行政・NPO がそれぞれ個別のサ

ービスを提供し、それらが互いに重複し合いながらも協調が困難な場面が少ないない。あ

るいは企業がまったく活動を行わず、行政、NPO のみが活動を行うという場合もある。本

研究では、文化交流などの領域では協調が可能であるものの、意識や認識及び企業活

動と結びつきにくい福祉・ダイバーシティの領域における協調の難しさについて考察を進

めた。 

 

5－2 日韓の国際交流 

以上のように二国間比較を通じて、企業・行政・NPO の協調を媒介とした市民社会形成を促進し

ていく上ではステイクホルダーの関与が重要であることが明らかとなった。ステイクホルダーの関与

が市民社会のみならず、行政や企業に対しても能動的な影響を与えうることが日韓の比較研究か

らっつまびらかになった。さらに企業・行政・NPO の協調が進めやすい領域と進めにくい領域が明



D16-R-0817 

 - 11 - 

確になった。 

 

5－3 社会貢献 

 以上の知見から、6 つの政策領域において、どのような連携の進め方が望ましいのかが確認され、

ステイクホルダーの関与をどのように実際の政策形成や市民社会形成において活かしていくのか

ということが明確になった。これを通じて、ステイクホルダーの関与を基礎とした社会基盤設計のあ

り方が明らかになった。 

 

5－4 波及効果 

本研究課題は具体的な地域と領域を絞った上で日韓比較研究を行った。そのため本研究は、

社会への還元性が高く、その社会的インパクトも大きい。本研究を通じて日韓 CSR の特徴を析出

することができた。最終的にはここから敷衍して、将来的には、リージョナル、ナショナルな実態に

即した東アジアの CSR モデルを構築することができると期待される。CSR の議論の中には、「企業

の社会的責任」（CSR）を「共有化された価値の創造」（CSV：created shared value）へと発展させな

ければならないという主張がある。受動的に CSR を行うのではなく、積極的に企業価値を高め、社

会的責任を企業戦略にするという意味である。本研究の 6 領域の比較研究からCSVに向けての企

業・行政・NPOｓの協働のあり方を提案することも可能になると期待される。 

また、本共同研究では、打ち合わせ会議やシンポジウムに際して、若手研究者、大学院生を対

象としたワークショップを行い、若手研究者の育成にも力を入れていく予定である。CSR 研究は多

分野からなる学際領域であり、若手研究者を交えて多分野の研究者がワークショップを行うことで、

研究の相乗効果が期待できる。 

市民社会形成の課題としてのＣＳＲを、事例研究を軸とした比較研究によって包括的・学際的に

検討し、市民社会におけるＣＳＲの意義と効果を明らかにするという試みはこれまでの CSR 研究に

おいては明示的には打ち出されていなかった試みであり、それ自体が本研究分野に大きなブレイ

クスルーをもたらすものであると考えられる。また、本研究の成果を日本語と英語で公刊することで、

研究の国際的な反響や波及効果が期待される。CSR 研究は発展途上の学際領域であり、欧米以

外の国の事例を国際的に発信することの意義は非常に大きい。 
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