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要 旨

企業経営には経済・環境・社会に配慮をすることが求められ、それが企業の持続

可能な発展に寄与するという考え方が広がってきているが、諸外国でも日本でも中

小企業においてCSRの正しい理解と取り組みが浸透しているとは言えない。そこ

で、大企業と中小企業のCSRには違いがあるのか、中小企業においてもCSRを

経営に取り込むことは企業の価値創造にとって有益であるのかという点について明

らかにする。また、CSRによる価値創造の実現のためには中小企業が取り組みや

すいCSRの評価基準が有効であることを確認する。

Ⅰ 背景と問題意識

近代社会において、企業は大量生産・大量消費という社会システムを実現し、最大限の

利潤を追求することで発展を遂げてきた。しかしながら、経済効率性を追及しすぎたため、

環境問題や労働問題など、様々な矛盾が生じることとなり、企業の社会的責任（Corporate

SocialResponsibility、以下「CSR」という）を求める声が出てきた。2000年前後から

「トリプルボトムライン」1と言われるように、企業経営には経済・環境・社会に配慮をす

ることが求められ、これが企業の持続可能な発展に寄与するという考え方が出てきた。現

在のグローバル経済の中で、中小企業は大企業のサプライチェーンに組み込まれているこ

とも多く、取引先からの要求に応える必要に迫られることもある。また、環境に優しい製

品を選択するなど消費者の意識が高まり、学生が就職活動で企業を選択する際にも、環境
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1 1997年にイギリスのコンサルタント、ジョン・エルキントン氏が提唱した考え方で、財務的な収支

だけを注目するのではなく（ボトムラインとは損益計算書の一番下の行、当期純利益を指す）、同時に環

境や社会の視点からもプラスとマイナスを考慮して企業活動をトータルに評価すべきと主張する（谷本

2020）。



や社会に配慮している企業かどうかを見るようになっている。経済・環境・社会に配慮し

た経営は、大企業のみならず、中小企業にも無縁ではないと考えられる。さらに、中小企

業自身は、地域からヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源の提供を受け、地域のニー

ズにあった営業を行い、その成果を地域にも還元している存在である（さいたま市2016）

ため、企業活動は社会と無関係にはできないと考えられる。

日本では、「経済同友会が2003年に『「市場の進化」と社会的責任経営』を取りまとめ

た頃からCSRブームが一気に広がっていった」（谷本 2020,130頁）とされる。それ以

来、CSR経営の事例調査や開示について研究がなされてきたが、「中小企業を対象とした

研究は、一部の先進的企業におけるCSRの取り組みの紹介など限定的なものであった」

（田中・横田 2017,111頁）。そこで、田中ら（2017）は、群馬県高崎市およびその周辺

に本社を置く中小企業10社にインタビュー調査やフィールド調査を行った結果、「中小

企業におけるCSRへの取り組みの大部分が制度化・組織化されておらず多くの活動を経

営者個人が行っていること、また、中小企業経営者は事業を通じて地域の発展に貢献して

いるという認識はあってもそれがCSRであるという認識を持ち合わせていない」（田中・

横田 2017,120頁）と報告している。

このように、中小企業ではCSRの取り組みが浸透していないことから、本稿では、リ

サーチクエスチョンとして、大企業と中小企業のCSRには違いがあるのか、中小企業に

おいてもCSRを経営に取り込むことは企業価値創造にとって有益であるのかという2点

について理論的に説明し、CSRによる企業価値創造の実現のためには中小企業が取り組

みやすいCSRの評価基準が有効であることを明らかにしたい。

Ⅱ CSRの理論的枠組み

１ CSRのピラミッド・モデル

CSRの大きな枠組みは、Carrollの「ピラミッド・モデル」（図1）をもって、一応完

成したとされている（小山 2006）。以下、Carroll（1991）を参考に「ピラミッド・モデ

ル」について、まとめていく。Carroll（1991）は経済的責任、法的責任、倫理的責任、

フィランソロピー的責任の4つの責任がCSR全体を構成するとしている。まず、ベース

は経済的責任であり、これがなければほかの責任は意味をなさないとする。次に法的責任

であるが、法律家が定めた公正な運営の基本的概念を具現化する意味で「成文化された倫
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理観」を反映したものとしている。ピラミッドの2層目に描かれているが、これは歴史

的な発展を表すもので、経済的責任を併存していると考えるのが妥当としている。倫理的

責任とは法律で定められていなくても、社会の構成員が期待したり、禁止したりする活動

や習慣を意味するとしている。倫理的責任は、消費者、従業員、株主、地域社会が正義と

見なすものを反映した基準や期待を体現するものであると整理し、倫理や価値観の変化は、

ある意味、法の制定に先行し、法規制を生み出す原動力となるものであるとしている。最

後にフィランソロピー的責任はケーキのアイシングのようなもので、企業の裁量に任され

ており、自発的かつ社会的活動に関与しようという企業の欲求から導かれるものとして、

倫理的責任と区別されている。CSRとは、経済的責任、法的責任、倫理的責任、フィラ

ンソロピー的責任を同時に果たすことだとする（Carroll1991,pp.40 43）。

また、Carroll（1991）は同時にステークホルダーの概念についても整理している。

CSRの“social”という言葉はあいまいで、それまで企業が誰に対して責任を負うかが明

確にされていなかったが、ステークホルダーという概念により、CSRの対象として考慮

すべき特定のグループや人が明確になった。ステークホルダーの概念は、いわば、企業が

対応すべき社会の構成員に「名前と顔」を付けることだとする。そして、どのステークホ

ルダーに対し、どのような責任を負うかを考慮することが重要であるとしている（Carroll

1991,p.43）。
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（出所）Carroll,A.B.（1991）p.42図表3を筆者訳出

図１ CSRのピラミッド・モデル



２ 大企業と中小企業の特異性によるCSRへの取り組み方の違い

Carroll（1991）は、CSRの整理において、企業規模については特段触れていない。大

企業と中小企業のCSRは違うのか同じなのか、違いがあるのかという論点について、以

下、RussoandPerrini（2010）の研究を参考に論じる。

RussoandPerrini（2010）は、大企業と中小企業の違いがCSRへの異なるアプロー

チに表れるとしている。一般的にCSRはステークホルダー理論 2により説明され、現代

の企業組織の間で受け入れられているとされている。しかし、中小企業と大企業の間には

本質的な違いがあるため、中小企業のCSRは別の観点からみる必要があるとする。大企

業と中小企業の特徴の違いは、企業がCSRに取り組む際に違う方向に導いたり制約する

ドライバーとなるとする。表1は戦略志向別に考慮すべき大企業と中小企業の特徴を整

理をしたものである。表1上段の「統合された戦略志向」は一般的に認識されている大

企業と中小企業の特異性に基づいて分類されている。一方、下段の「新たな戦略志向」は

持続可能な戦略的アプローチをするときに考慮すべき事項を表すとしている。中小企業は

基本的に独立しており、資金に限りがあり、マルチタスクで柔軟性に富み、大部分が地元

に根ざし、企業内外の非公式な関係に基づいている。一方、大企業は外部から資金を調達
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2 1980年代にバージニア大学のエドワード・フリーマンが提示して以来、企業倫理領域の「支柱」と

なっている理論であり、周囲を取り巻く多様なステークホルダーを満足させることにより企業は明確な

方向性が打ち出せるとする（入山 2019,663頁）。

（出所）RussoandPerrini（2010）p.213図表1を筆者訳出

表１ 中小企業と大企業の特異性の分析



し、多様化し、企業内外のプロセスや取引からなる硬直した組織構造を持ち、一般的に国

際化を志向している。これらの違いをCSRの観点から分析すると、例えば新たな戦略を

目指す際にも、大企業と中小企業がそれぞれの違いから、異なる形で責任ある行動へアプ

ローチをすることを示唆している（RussoandPerrini2010）。

また、中小企業独自の問題点として、RussoandPerrini（2010）は、以下のように主

張する。中小企業は大部分が地元にとどまり容易に事業拠点を移転しないため、特定のス

テークホルダー（供給業者、顧客、競合他社、地域社会）との信頼・評判・正当性に基づ

く強固な関係を十分に活用して、事業を発展させているとする。しかしながら、中小企業

はこのような関係資本を非財務報告などの経営ツールなどを通じて形式化や発信をするこ

とができないままになっているのが現状である。ステークホルダーとの関係性は中小企業

の価値創造に役立つ可能性があり、中小企業は人間関係、信頼、開放性といった企業の持

続可能な成長の鍵を握っているのに、これらの利点を活用していないというパラドックス

が生じている（RussoandPerrini2010）としている。

RussoandPerrini（2010）の研究から得られた示唆は、中小企業がCSRに戦略的に

取り組んでいくことは、大企業とは違った形で、地元における評判や信頼の向上につなが

り、労働力の確保や資金の確保など、中小企業の持続可能な成長に結びつくよい影響を及

ぼすものであるということである。また、中小企業がCSRによる価値創造を実現するに

は、CSRを企業戦略に統合するプロセスを組み込むこと、およびそれらを内外に可視化

していくことが必要であるということである。

Ⅲ 中小企業がCSRに取り組むための評価基準

上記のような理論的な研究を踏まえたうえで、実際に中小企業がCSRに取り組む際に、

どのようなことが必要かという点について、ポーランド、オーストリア、およびさいたま

市の事例をあげて考察する。

１ ポーランドの事例

2013年にポーランドの企業開発庁が、中小企業経営者を対象に行った調査によると、

CSRの概念を知らないと回答した経営者が64％であり、概念を知っていると回答した中

でも、どのような行動が企業におけるCSRの実施を示すかという質問において、最も多
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かったのは、「専門的で、公正で、合法的な事業活動」という回答であった（Szczanowicz

andSaniuk2016,p.99）。これは、Carroll（1991）のいうピラミッドにおいて、経済

的責任と法的責任を果たす行動であれば、CSRを果たしていると考える中小企業経営者

が多いことを示している。一方、欧州委員会では2013年4月に社会と環境に関わるビジ

ネスの透明性と業績の開示を改善するために会計指令を改訂（Directive2014/95/EU）し、

非財務情報の開示を義務付けた。その内容は環境問題、社会問題と従業員の待遇、人権の

尊重、腐敗防止と贈収賄、取締役会の多様性（年齢、性別、教育、職業上の経歴）に関す

る情報を公開しなければならないというものである。対象となる企業は、500人以上の従

業員を持つ大手企業であり、EU全域で現在、約11700の大企業とグループをカバーす

るとされている3。中小企業は直接の影響を受けないが、大企業のサプライチェーンに組

み込まれている以上、中小企業においてもCSRを果たすことにおいて、無関係であると

は言えないと考えられる。

そこで、SzczanowiczandSaniuk（2016）は、中小企業がCSRを評価するモデルを

提案している。それによると、まず、KPIに基づくESGリスクの管理と報告のためのツー

ルが必要であるとし、ESGをチェックするための「ESGリスクカタログ」を作成した。

評価モデルとしては、①法的側面の管理、②ステークホルダーに損害を与えていないか、

③競争優位に資する活動となっているか、という3つの段階に分けている。②の評価に

ついては、中小企業はサプライチェーンにおけるCSRを分析する余裕はないものの、少

なくともビジネスパートナーのポジティブな行動（例えば、認証、環境への配慮）を評価

に含めることはできるとする。ここで、「ESGリスクカタログ」を活用することとなる。

また、この段階は、Carrollのピラミッド・モデルの倫理的責任のレベルに相当する

（SzczanowiczandSaniuk2016,p.103）としている。

また、上記③に競争優位に資する行動となっているかという観点が出てきている点につ

いて、「中小企業はローカル市場において潜在的な優位性を発揮でき、しかも地域社会と

直接的な接点をもつことが多いため社会的に意義のある活動を迅速に行える優位性を持っ

ている」（SzczanowiczandSaniuk2016,p.106）としていることから、中小企業が地

域社会においてCSRに取り組むことにより、企業価値の向上と競争力を高めることにつ

ながるということを示唆していると考えられる。
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3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-

reporting/corporate-sustainability-reporting_en（2021年3月15日閲覧）



２ オーストリアeccos22・の取り組み

オーストリアにおいても、他国と同様に中小企業はCSRを大企業の領域であると考え

ており、「中小企業はCSRに優れた能力を持っていても気づかす、利用もしていない」

（Gelbmann2010,p.90）とされている。Gelbmann（2010）は、中小企業は自ら持続可

能性パフォーマンスを伝えることが重要であると指摘し、そのために、基準を定め、外部

に表示することが重要であると主張する。しかし、これまでCSRの品質管理やフレーム

ワークを作成する努力がなされてきたものの、「中小企業に適用可能なCSR品質管理モ

デルはまだ存在せず、中小企業向けに開発されたCSRツールも中小企業内のCSR活動

のきっかけを作ることに向けられてきた」（Gelbmann2010,p.93）としている。

Gelbmann（2010）によると、オーストリア品質促進協会は、CSRのためのオースト

リアにおける品質シールを開発することとした。CSR品質シールのガイドラインでは、

CSRは、社会的、経済的、環境的な影響に責任をもつためのあらゆる行動からなるとし、

これらの前提を満たすのは、持続可能な発展のためのトリプルボトムラインを実践し、優

れた戦略的経営を行い、継続的改善を組み込んでいる企業であるとしている（Gelbmann

2010,p.94）。実際に「オーストリアでの中小食品メーカーのパイロット監査では、基準

は問題なくクリアでき、中小企業に負担をかけないことがわかった」（Gelbmann2010,

p.95）としている。

CSR品質シールの開発は、ベルギーの格付け機関ETHIBELの評価モデルを出発点と

して、GRI（GlobalReportingInitiative）などサスティナビリティ関連の基準を含めた

334の基準から以下の5つが抽出された。

①一般要件：CSRに対する経営陣の責任、法令、人権やILO規則の順守など9項目

②経済状況：経済的パフォーマンスの測定、リスク管理など12項目

③人事方針：安全衛生管理、社内コミュニケーション、従業員満足度など12項目

④社会との関係：ステークホルダーマネジメント、顧客満足度など6項目

⑤生態的側面：排出量、エネルギー消費量など10項目

これらの基準を満たすことにより授与されるCSR品質シールはeccos22・と名付けられ、

以下のような特徴を持っている4。

－国際基準に基づく最先端の多国籍企業（経済協力開発機構）、国連グローバル・コン
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4 https://www.eccos22.com/en/eccos%c2%b2%c2%b2/objectives-2/#1568636940196-9104873a-f00d

（2021年4月30日閲覧）



パクト、欧州品質管理財団のOECD原則などを統合した管理システム

－業界や企業規模に関係なく、企業の経済的、生態学的、社会的責任の評価のための国

際的なツール

－連邦政府が認めた認証の要件と品質シールeccos22・はすべての利害関係者に対し役

立ち、企業が戦略・目標・価値を付与し、雇用主のブランディングを強化し、完全な

信頼性を達成するための最良の基礎を築くツール

－パートナー、投資家、消費者、そして一般の人々の間でポジションを高めるツール

eccos22・のwebサイトによると、現在、品質シールは4段階（ブロンズ、シルバー、

ゴールド、プラチナ）で授与されることになっており、シールを授与するだけでなく、

指導やワークショップなど取組のためのサポート体制も整えている。

一方、CSR品質シールに対しては「認証より実践に勝るものはない、品質シールはパ

フォーマンスを一時的に測定するだけだとの批判があるが、これらは定期的なチェックや

サポート体制により克服できる」（Gelbmann2010,p.96）としている。さらには、「こ

のような認証が一種のインセンティブとなり、入札の際などに中小企業における公正な競

争をゆがめるとの批判もあるが、現在のように、品質や製品が画一化された時代には差別

化を図るチャンスを企業は活用すべきだ」（Gelbmann2010,p.96）としている。この点

について、このような認証をとった企業に対するインセンティブは、制度を推進するとい

う政策的意図により与えている場合もあることから、極端なことでなければ是認されるも

のであると考えられる。

３ さいたま市の事例

わが国においても、さいたま市で、事業活動の維持・拡大を図りつつ、社会的健全性を

両立させる企業経営の推進を図ろうとする意欲のある市内の中小企業を「さいたま市CSR

チャレンジ企業」として認証する制度を2012年に創設し、2021年3月までで106社を

認証している。認証企業に対してさいたま市は、「CSRコミュニティ」の開催やフォロー

アップ訪問等の支援を行っている。また、認証企業向けの経営支援ツールとして、「CSR

チェックリスト ～中小企業のためのCSR読本～」、「CSR経営推進マニュアル －CSR

はSDGsの方法論－」を公表し、中小企業がCSRに取り組む際のテキストおよびチェッ

クリストとして活用を促進している5。以下、「CSRチェックリスト ～中小企業のための
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CSR読本～」の内容を紹介する。

企業が収益を上げられなければ、経済的利益を追求するための組織としての企業の機能

を果たせず、出資者や取引先、従業員への支払いや租税の納付もできず、倒産や廃業で市

場からの撤退を余儀なくされる。そのような事態を回避するのが経済的責任であり、法を

守りながら収益を上げることが企業価値の防衛であり、CSRの第一歩であるとする。ま

た、適法であっても、非倫理的な商売は社会的評価の低下につながるとし、ここまでを

「守るCSR」と名付けている。さらに、社会やステークホルダーの期待・要請に応え、企

業の社会的価値を向上させるための行動をとる責任、および様々なESG（環境・社会・

ガバナンス）問題の解決・緩和につながるようなビジネス展開をする責任を「伸ばすCSR」

と名付けている。「守るCSR」から「伸ばすCSR」へとステップアップしていき、ESG

問題への取り組みを既存業務に取り込むことで顧客満足や従業員満足だけでなく社会的要

請にもこたえることができると解説している。チェック項目は60項目におよび、「なん

のために」、「誰に対して」、「何をする」かに分類して、期待される行動例を示すとともに

ISO26000の中核課題との関連や具体的な取り組み事例も記載されており、チェック項目

はCSRの評価基準としての役割を果たしていると考えられる。

また、さいたま市は、これまで認証した106社のうち、29社の事例を『CSRチャレン
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（出所）さいたま市『CSRチェックリスト～中小企業のためのCSR

読本～』

図２ さいたま市によるCSRのイメージ



ジ企業事例集』としてとりまとめ、2021年3月に公表している6。事例集ではCSRに取

り組み、認証を受けた成果として、「会社の認知度が高くなった」、「採用の応募が増えた」

といったように外部からの評価が高まる成果がでているとする企業が多い。また、「社内

体制を整備できた」、「社員のモチベーションが向上した」、「社員の定着率が向上した」、

「社員との信頼関係が構築できた」、「部門間の交流が活発化した」、「ステークホルダーに

対する配慮が高まった」など、社内に好影響が出ている企業も多くみられた。さらには

「ビジネスチャンスが増えた」、「海外からの問い合わせが増えた」というように、直接ビ

ジネスに対して好影響が出ている企業も見られた。定量的な分析はなされていないが、少

なくとも、100社以上がCSRに取り組み、CSRにより社内外に好ましい影響があること

を認識していることが明らかになったと言える7。

また、さいたま市のチェック項目54に、「取り組んでいても、そのCSR活動が知られ

ていなければ実際の価値創造に貢献しないので、適切に発信しなければならない」という

項目がある。この解説によると、企業は適切なメディアを選定して社内、社外のステーク

ホルダーに自社のCSR活動を発信し、それを実際の価値創造につなげたり、パートナー

を増やすことが求められるとしている（さいたま市2016）。この点については、大企業で

あれば、CSR報告書やサスティナビリティ報告書などを作成・公表しているところだが、

筆者の知るところではそのような報告書を作成・公表している中小企業の数は限られてい

る。そこで、さいたま市の例のように、行政の認証制度や事例集として行政が外部に発信

するという支援も中小企業にとっては有効であると考えられる。

Ⅳ 本稿の結論

本稿では、限られた先行研究や取組事例からではあるが、諸外国においても、わが国に

おいても、中小企業にはCSRは十分には浸透していないことが見て取れた。中小企業と

大企業のCSRの違いについては、中小企業と大企業の間に存在する本質的な違いが、企

業がCSRに取り組む際に違う方向に導いたり制約するドライバーとなると言える。また、

中小企業独自の問題点として、特定のステークホルダーとの関係性が中小企業の価値創造

に役立ち、人間関係、信頼、開放性といった企業の持続可能性の鍵を握っているにもかか
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6 https://www.city.saitama.jp/005/002/010/002/p080322.html（2021年4月29日閲覧）

7 なお、令和3年度から、CSRチャレンジ企業認証制度はSDGs企業認証制度に移行されている。



わらず、中小企業はこの利点を活用していないことがあげられる。そこで、中小企業が

CSRを正しく理解し、取り組んでいくためには、オーストリアのCSR品質シールやさい

たま市のCSRチャレンジ企業認証制度などのように、公的機関による「何をすればいい

のか」という評価基準が含まれる平易なガイダンスが有効であると考えられ、実際に経営

者が効果を実感していることも明らかになっている。また、CSRへの取り組みを適切に

外部発信することによりステークホルダーとの関係構築ができ、企業の価値創造にもつな

がっていくことも明らかになっている。

このように、中小企業においても、大企業とは志向する戦略に違いはあるものの、CSR

を経営戦略に取り込むことが自社の価値創造に有益であることがわかり、わが国において

も、持続的な経済成長のためには、より推進していくことが重要であると考えられる。現

段階では、中小企業がCSRに取り組み、独自で外部発信することにより、明確にCSR

を価値創造のドライバーとしているところは限られているため、いっそうの浸透と適切な

外部発信に向けた政策的な取り組みが必要であると考えられる。
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