
Ⅱ．「SR を意識した企業と NGO の連携とは-ISO26000 を中心に-」 
 
１．「ISO26000 とは？－策定経験や中身のポイント、発効後の動き等－」（熊谷謙一氏） 

 

ISO26000 とは CSR の新しい国際規格。C=企業に限らずあらゆる組織に関する社会的責

任＝SR の企画となる。弱肉強食で自分さえ良ければよいという考えも一方ではあるが、み

んなとつながって結びついて社会の中で役割を果たしながら自分たちの幸せをつかんでい

くというのが社会的責任と考える。法律やルール以外にも国連グローバルコンパクトとい

う考え方が出てきており、特に途上国にはあらゆる方面からオファーがくるため「まとめ

てくれ」という意見があった。そういった声を受け、2005 年に統一規格を作ろうと策定を

はじめる。中心は BRICs 諸国。そのひとつが南アフリカ。南アフリカの町は発展していく

がスラム街はスラム街のまま変わらず貧困が残る。もうひとつがブラジルで、ブラジル

26000 を発効する準備ができている。会議に参加するたびに途上国が増えており、BRICs
に続く国の熱気と、その影にある格差を感じてきた。 
① 動き出す ISO26000 
5 月にコペンハーゲンで総会を開催。3 回前の会合で途上国と先進国の数が同じになり、今

は逆転して途上国が中心となっている。 
ブラジルでは「普及のためのチャート」を開発中。一枚のシートで社会的責任がわかる仕

組みに。中国ではエコロジアが先駆けて会社の身体検査を行っている。チリは途上国の中

でも ISO26000 に熱心な国のひとつで、労働組合では独自のチャートを使用して SR に取り

組んでいる。 
おととい ISO26000 の英語バージョンの完成案のひとつ手前が完成。これを使用して日本

のチェックリスト、ISO26000 をよりとっつきやすくしようと某大学が動き出しており、9
月くらいにこれに基づくものができる予定。楽しみながら会社の国際水準の身体検査がで

きるものができるのではないかと期待。 
② 企画策定の経緯 
2007 年から基礎委員に。年 4 回の顔合わせの会合。その合間に隔週ごとに skype で会議。

ISO26000 は CSR 的な企画として作ろうと動いてきた。そのルーツは 1790 年代に東イン

ド会社に奴隷による砂糖生産を抗議したのが CSR の始まりといわれる。一番の大きな動き



は 1919 年の ILO の創設。労働の CSR を実現するための国際組織が発足したのが大きな転

機。1999 年グローバルコンパクト、2002 年ヨハネスブルク会議などを経て、法律面ではな

くボランタリーなガイドラインの集大成として 2010 年に発効を予定。 
2005 年に策定を開始。政府、労働者、産業、消費者、NGO、研究者・専門家、6 つのステ

ークホルダーが合意して作ろうというもので途中はかなり難航し、3 年を予定していたとこ

ろ 5 年かかっている。国際委員は 400 名が参加、基礎委員会と諮問委員会にて活動。 
③ ISO26000 の内容と特徴 
企業だけの CSR ではなく、NGO などの団体の社会的責任を問う。原則は７つの大きなく

くり（説明責任、透明性、倫理的行動、社会的責任の認識およびステークホルダーの参画、

法の尊重、国際規範の尊重、人権の尊重）に 40 のチェックポイント。次に組織のガバナン

ス。チェックポイントがいくつかあり、該当するものだけをチェックしていく。社会的責

任の各論は７つの項目（組織のガバナンス、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消

費者課題、コミュニティ参画および発展）から成る。これらが大切であるというのが

ISO26000 のひとつの特徴。コミュニティの参画ではチームジャパンが活躍。他と違った

ISO26000 オリジナルの項目である。 
ISO というひとつの国際ブランドの SR 規格であることが何よりもの特徴。マネジメントシ

ステムではなく身体検査型。ポイントをチェックしていく中で、国際的であり総合的な SR
にどれだけ合っているのか組織の思わぬ SR 上の問題や良い点がわかる。 
④ 発効後の展望と課題 
国内でどう企画化するか、普及を含めて課題となっている。各国での普及としてはブラジ

ル、オーストリア、デンマークが ISO26000 発効と同時に各国オリジナルの企画を発表予

定。世界最大のステークホルダーグループの合意で新しい SR 規格ができたことが大きなイ

ンパクト。お互いがぎりぎりの譲歩をして作ったところも沢山あり、曖昧であるところが

弱い。合意された内容を使うことによって、これだけは必ずしなさい、という規格よりは、

本当の世界的な SR に自分の組織が合っているか身体検査するにはいい規格。今後の展開に

よっては各国がいろいろな形で力を持ってくるだろう。 



 
２．パネルディスカッション 
パネリスト：関正雄氏、黒田かをり氏、熊谷謙一氏 
 
① －企業にとっての効果・影響－（関正雄氏） 

 

ISO26000 は 5 年間のプロセスの中で相当に突っ込んだ議論をして出来上がったもの。私

は 2005 年 3 月のブラジル・サルバドールでの最初の作業部会から参加している。この規格

の価値は、企業にとってだけではなくすべての組織に向けて国際的な行動規範は何か、と

いうことを明示的にきちんと書いたことである。企業はもちろん、労働も NGO も消費者も

完全に自分たちの意見が通ることはありえないのでそれぞれ不満が残っているだろうが、

最終的に 7 つのステークホルダーが合意したことに大きな価値がある。 
中国を取り上げてみると、彼らは規格に最初は消極的だった。一つ前の投票でも反対票

を投じていた。しかしここへきて急激に中国も変わってきている。6 月はじめの中国での

CSR の国際会議で、中国人のスピーカーが一人残らず ISO26000 について言及していた。

しかも後ろ向きの意見ではなく、CSR のマイルストーンとなる非常に重要な規格だといっ

た、前向きなコメントをしていたことに驚く。中国もここ２、３年、国内で CSR に関して

大変な盛り上がりがある。その中でも ISO26000 に注目があり、中国なりにアレンジして

受け入れて使っていくだろうと思われる。5 年間のプロセスは中国をはじめとして途上国に

とって、SR に関する貴重な学習機会だった、プロセスに参加することによって学んだこと

が大きかったのでは、と考えている。 
SR は、潜在的ユーザーの 75 パーセントは企業で、その中でも 99 パーセントが中小企業

だというのが現実だと思われる。けれども企業だけが社会的責任を果たせばよい訳ではな

い。この規格の精神は、それぞれの組織が社会的責任を果たすべきであるというところに

ある。社会全体で環境問題や社会的問題を解決していこうというところから出発している

のが非常に重要な点である。 
事前資料として配布したのは、社会的責任の円卓会議でのステークホルダー・エンゲー

ジメントの考え方についての文章。ISO26000 についての文章ではないが伝えたいことは共

通している。単独セクターでの解決が難しい社会的課題に、それぞれのセクターが持ち味



や強みを活かして協働して取り組むことを円卓会議の精神としている。そのために重要な

概念がステークホルダー・エンゲージメント。ステークホルダーの相互作用がなければい

けない。建設的な対話の中で合意ができ、それぞれが役割を果たすことが大事であるとい

う考えのもと、円卓会議がスタートした。ISO26000 を企業は CSR の規格として使ってい

くことが大切であるが、もうひとつ重要なのが、社会全体として SR を果たしていくという

ことを念頭に取り組んでいくことだと思う。 
この規格の使い方は認証規格ではなくガイダンス文書。おすすめやヒントが満載である。

こういうやり方をしなさいと決め付けるものではないので迷ってしまうかもしれないが、

第４章まで（規格の背景などそもそも論）を理解することに力を入れ、応用力を身につけ

ることがとても大事であると考える。 
 

②－NGO にとっての効果・影響－（黒田かをり氏） 

 

この規格の目指すものは、持続可能な社会の実現に向けて普遍的な価値基準を世界のあ

らゆる組織に浸透させること。社会的責任の分野における共通の理解を促進することを意

図している。世界人権宣言、その他人権に関する国際文書、ILO の条約や勧告、ISO 規格、

その他の国連文書や、1992 年リオ宣言、2002 年ヨハネスブルク宣言、ミレニアム開発目標

等の国際的な取り決めがベースにある。人権、労働慣行、環境など NGO が目指すものと非

常に親和性が高い。 
私は 2007 年から規格作成に参加している。規格策定当初は、ISO26000 が認証を必要と

しないガイダンス文書であることから効果を疑問視する声や、あらゆる組織に適用できる

文書になったことで多国籍企業へのインパクトが薄まったと批判する声があった。一方で、

規格策定に途上国の参加が活発であること、マルチステークホルダープロセスが採用され

たこと、地域社会において、産業界、政府、その他のステークホルダーとの対話や協力を

推し進めるきっかけになるなどの理由から本規格を重要視する人たちも多かった。日本で

は社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワークを中心に規格策定に関わってきた。 
NGO にとって ISO26000 は、一つ目に他セクターのステークホルダーとしての役割があ

る。企業の効果的なステークホルダーになるために SR 言語の習得、SR の理解は必要だと

考える。監視、モニタリング、他セクターの組織の SR 実践の進捗等をチェックする役割も



ある。企業との協働を模索したい NGO にとっても ISO26000 は必須だろうと考える（BOP
ビジネスにおいても ISO26000 は重要）。社会や環境の中の問題を解決するためのマルチ・

ステークホルダーの手法を活用する際も有用ではないかと思う。 
二つ目に、NGO 自身の SR 向上のガイダンスとしての役割がある。たとえば、自主的な

行動規範の作成（ガバナンス、アカウンタビリティなどの向上）のベースになる。またこ

ういったものを使って、組織整備・強化を図ることができる。ステークホルダー・エンゲ

ージメント（ステークホルダー：会員、資金提供者、連携相手、受益者など）との継続的

な対話とコミュニケーションをしていきながら自分たちの社会適任を果たしていくツール

にも使えるのではないかと考える。SR は、永遠に続く「努力の過程」である。 
三つ目に、社会（地域）のＳＲの理解と推進。NPO/NGO は互いに利害関係を強く持つ

ことがないため、問題解決のための多様なステークホルダー（中小企業、住民、自治体な

ど）のつなぎ役に徹することができる。協働することが目的ではなく、問題を特定し解決

するための協働をする。社会の中で力を奪われていたり、力を持てない人やグループの参

加を保証する役割がある。 
ISO26000 の意義とは、「柔軟性」と「多様性」。あらゆる組織が「社会的責任」という共

有概念を持つことで、社会全体の SR の理解と促進が図れる。またマルチステークホルダ

ー・パートナーシップにより、ステークホルダー間の対話、協働の促進することで課題解

決に向けたより効果的・効率的な方法が探れる。ISO26000 は SR/CSR のバイブルになる

のではないかと考えている。 
 
③－現地での支援活動や現地コミュニティにとっての効果・影響－（熊谷謙一氏） 

 

国内の動きとして、「社会的責任円卓会議」は ISO26000 そのものであると言える。実務

上の座長は ISO26000 の国内委員会の委員長。一般的にはあまり知られていないのが現状

だが、ISO26000 を効果的に普及する委員会にしていただきたいと期待している。海外の動

きで一番注目されているのは、ISO26000 に参加してきた OECD の DAC（開発援助委員会）

がどのようにこれを使おうかとしていくかということ。開発援助委員会は、世界の開発援

助の元締め的なところで、開発援助のガイドラインを積極的に発行している。これに基づ

いて日本の外務省の ODA の方針ができており、JICA のガイドラインもこれと広い意味で



つながっている。OECD/DAC がどう考えているかが今後も注目すべき点である。 
 ISO26000 はコミュニティの参画を第 6 章のひとつとして位置づけている。コミュニティ

に組織や NGO や企業が入っていて、周りにどういう責任があるのかがよくわかる。 
ISO26000 は今のところ簡単なトレーニングキットがなく、まだ発行されていないのだが、

支援しているところがいくつか現れている。ポイントとしてはサプライチェーンを強調し

ている点である。サプライチェーンには本社とかなり近い責任があると重要視している。 
ISO26000 は組織と企業とステークホルダーの関係。サプライチェーンも含まれていく。

海外のサプライチェーンに対する海外の NGO や消費者団体の働きがけから、日本の企業は

最初に ISO26000 に実務上、遭遇するのではということも考えられる。 
支援組織、NGO 自身の社会的責任はどうかということも問われる。社会的ミッションを

持つ組織も、それぞれが働く人を雇っている場合、環境に影響を与えている場合、周りに

住民がいる場合などには社会的責任がある。組織の社会的責任を理解するとか、他のステ

ークホルダーとのコラボレーションでできていくということだと思う。 
NGO にとっては社会的責任に世の中みんなと一緒にやっていく新しいツールができた

と言うことは間違いない。国際的に NGO が対等に参加してはじめてできた SR の規格なの

で使わない手はない。日本ではまだ温度が低いが、いろいろな形で使われていくことを検

討していければと思う。海外では活用準備競争が始まっている。 
 
◇ディスカッション 
（富野）CSR は企業だけの問題ではなく、社会的な問題。地に足のついた CSR を今後行っ

ていくべきとのことだったが、地に足の着いた CSR とは具体的にはどういったことか？そ

れに向けて ISO26000 がどういった効果を持っているのか？ 
（関氏）ISO14001 という環境の ISO では長いこと日本が世界一の認証取得数を誇ってい

た。認証規格については、日本人は非常にまじめに取り組んでいる。ISO26000 は認証規格

ではないので、日本では浸透しないのではと思われがちだが、途上国では普及がはじまっ

ているしグローバルに考えると相当強い推進力が働いているため、浸透速度が非常に速い

のではと考えている。問題は、どう規格精神を理解して適用できるかというところ。

ISO26000 はガイダンス文書であるため、自主的に課題を解決していくことが重要。記載さ

れていないものにも応用的に対応する姿勢をもつことが非常に重要。決められたことを決

められたとおりにやるのでは本物の CSR にはならない。 
（富野）NGO が多様化したステークホルダーをつなぐとは具体的にどういうことか？ 
（黒田氏）社会と言うのはいろいろな立場の人で構成されているので、その中で特定の人

たちだけで物事を決めてしまうと、そこに参加していない人たちにとって不利益をこうむ

るなど不平等感がうまれてしまう。なるべく社会を構成している人たちみなさんが参加す

ることがリスクヘッジになる。こういった社会を構成しているさまざまな立場の方を巻き

込む形で決定していくという考えが、マルチステークホルダープロセスと言われているも

ののベースとなっている。NPO/NGO でなく自治体や国連機関が中心になるケースもある

が、特定の地域やグループに対して利害関係を持っていないところが望ましいという意味

において NPO/NGO は比較的中立的ではないかと思っている。 



（富野）トップダウン的な CSR でなく草の根からのステークホルダーの参画を実現するの

にキーとなることとは？ 
（熊谷氏）ISO26000 のコミュニティに記載がある。CSR は企業のトップの方針が重要だ

が、トップの方針がない場合はうまくいかない。そういったとき各ステークホルダーから

の働きかけが有効。草の根のネットワークやコミュニティ同士のつながりが重要。 
（博報堂 中野氏）本当に多数決でなく７つのステークホルダーが合意で積み重ねてきた

のか。マルチ・ステークホルダーによるコンセンサスのプロセスについて伺いたい。 
（関氏）今回の規格はステークホルダーの声をとにかく全て聞いて、そのうえで合意でき

る部分を取り決めた。多数決は全くとっていない。6 月のコペンハーゲンの会議で合意がう

まくいったのは、「共通だが差異ある責任」という論理を持ち込むべきではないという考え

が強かったからであり、これがこの規格の特徴のひとつである。誰かだけが得をするので

はなく、ある意味で参加者全てが不満を持つような合意を目指した。時間をかけて各ステ

ークホルダーの主張を聞いて理解をし、持続可能な社会をつくるという共通の目標に向け

てとにかく合意をしようと求心力が強まっていった結果だと思われる。 
（オムロン 平川氏）ISO26000 は範囲が広すぎてインパクトの無いものにならないか。企

業はどう使用していけばよいのか。 
（関氏）現在、経団連の企業行動憲章と実行の手引きを ISO26000 の対応版にしていこう

としているので、活用していただくのも良いだろう。ISO26000 は既存の規格に置き換わる

ものではないので、分野ごとの規格、たとえば環境なら ISO14001 などと組み合わせて使

っていくと良いのではないだろうか。報告書に関しては GRI ガイドラインの内容を

ISO26000 に反映させている。 
（関西国際交流団体協議会 前田氏）NGO/NPO が SR を設定しいくにはジレンマがある。

NGO はどのように SR に取り組んでいけばよいのか。企業と一緒に進める上でどのように

話を進めていったらよいのか。 
（黒田氏）ISO26000 は全てのチェックポイントをクリアすればよいというものではない。

基本原則は抑えなければならないが、チェックポイントの中の優先順位は各団体がつけて

も良い。マルチ・ステークホルダーの形で ISO26000 を読むという機会も設けていったら

いのではと個人的には考えている。 
 
Ⅳ．グループディスカッション 全体共有 
・NGO も企業も SR を意識して歩み寄ったらどうだろう。企業はグローバル社会課題に興

味を持っているし、これについて良く知っている NGO の強みをほしいと考えている。現状

ではまだ NGO 側は寄付金を求めるだけ、企業も NGO に縁遠いという雰囲気がある。ユニ

クロを例にソーシャルビジネス、つまり社会課題を基点に事業をやっていこうと言う動き

が増えてきている傾向にある。NGO もビジネス的感覚を持ってやっていこうと歩み寄れば

連携が上手くいくのではないか。 
・大前提としてお互いの強み弱みをカバーしあえる関係が必要である。事業単位でできる

こととして、サプライチェーンもしくは CSR 調達へのアドバイスがひとつ。また企業が

CSR 報告書の発行の際に NGO がコメントを寄せるなどして認証するなどができるのは。



企業側には社員一人ひとりに地球規模の課題について意識を持ってもらいたいというニー

ズがある。その為には場が必要であり、NGO 側からまだ積極的に取り組んでいない企業に

働きかけていくことが必要なのではないだろうか。そういったものを達成するには適切な

NGO と企業のマッチング機能が大切で、それらは JANIC にがんばって欲しい。また提言

をする NGO は現場で見たことだけではなく、幅広い視野から見た意見を述べる必要があり、

より専門性が求められる。 
・ISO26000 はまだまだ分からないことがある。７つのステークホルダーが少しずつ痛みわ

けをして合意したという点が印象的であった。痛みわけをした部分は企業にとっては利益

を生むことなど、周りのステークホルダーと取り組むのが難しい点なのだろう。しかし、

共有部分ができたことだけでもそれはすごいこと。協働ということを考えたとき、両企業・

NGO にとっても難しく求められることも多いだろう。 
 

  
 

以上 


