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ビジネスのサステナビリティ (持続可能性)、コーポレート シチズ
ンシップ (企業の市民性) とも呼ばれる CSR (企業の社会的責
任) の支持は、ますます高まっている。もはや単なるトレンドでな
く、当然のものになりつつあると言えるだろう。成功を収めている
企業の多くは、それが責務であり、地球と企業自身のどちらにも
役立つものだと考えている。

2014 年のニールセンのレポート (英文) によると、消費者の 
55%は、社会や環境へプラスの効果をもたらすことに尽力する企
業の製品やサービスへ、より多くの対価を支払うという。また優れ
た CSR プログラムは、従業員に充足感を与えるだけでなく、職場
に引き留めることにも役立つ。

だが、積極的な参加を促すような優れた CSR の取り入れ方を見
極めるのは、難しいことでもある。ここでは企業の社会的責任の重
要性と、世界的な大企業の取り組み、社員を活動に参加させる手
法の例を幾つか紹介しよう。

https://redshift.autodesk.jp/csr/
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-Corporate-Social-Responsibility-Report-June-2014.pdf


Target

米国内でトップクラスの売上高を誇るディスカウント百貨店チェ
ーン Target は、CSR により健康やサステナビリティ、責任ある調
達、教育などの分野へ強いインパクトを与えるという、大きな目標
を掲げている。ターゲットによると、同社のチーム メンバーは、そ
れぞれのコミュニティで毎年何十万時間ものボランティア活動を
行っている。多くの方法でインパクトを実現しており、節水では目
標を 10% も上回る結果を達成した。さらに、新たに 601 箇所で
かんがい設備を拡張したほか、新規開設店舗では、地元産で持続
可能な植栽を 75% 増やすことに努めている。

2015 年度の企業の社会的責任報告書 (英文) で、ターゲット
は目標を達成できた分野とそうでなかった分野を明示してい
る。CSR がコミュニティへどのような影響を与えられるかに目標
を設定し、その目標の達成や突破でビジネスの成功を評価すれ
ば、341,000 名もの従業員を擁するターゲットほどの会社でなく
ても、長期的にはビジネスを必ず促進するものとなる。

https://corporate.target.com/corporate-responsibility
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://corporate.target.com/_media/TargetCorp/csr/pdf/2015-Corporate-Social-Responsibility-Report.pdf#page=8


Toyota

トヨタは記録管理の正確さと精度の獲得に懸命な努力を行って
おり、これはコーポレート シチズンシップへの第一歩となる。例え
ば ERA Environmental Management Solutions に関心を寄
せ、この団体が排出量計算の正確かつリアルタイムな記録管理を
維持し、法規制への準拠が確実に行われるよう支援を行っている 
(それがひいては費用削減につながる) 。

大抵の企業は、法規制の要件に付いていくだけで精一杯だ。ERA 
共同設立者であるゲイリー・ヴェーグ氏は「スプレッドシートにま
とめたり、数合わせをしたりすることに時間を取られていると、環
境や会社の収益にプラスとなるイノベーションや改善に注力でき
ません」と話す。「記録管理や報告を自動化するソフトウェアを使
用することが精度の向上に役立ち、プロジェクトやライフサイクル
分析、その他のコミュニティの利益となるイノベーションへ、重点
的に取り組む時間の確保にもつながります」。

http://www.toyota-global.com/sustainability/csr/
http://www.era-environmental.com/


Google

荒廃した国や地域に金銭や古着、玩具を寄付するだけでは十分と
は言えない場合もある。とりわけ、建物が崩壊し、人々が路頭に迷
うような自然災害の場合には。2008 年、中国四川省を M 8.0 の
大地震が襲った際、Google とその社員は 260 万ドルの募金を
集め、災害援助機関に 102 万ドル相当の無償広告を提供。行方
不明の家族を探す検索プラットフォームも開発している。また支
援と救助の取り組みを向上させるため、中国の国家測絵地理信息
局に対して、地震の影響を受けた地域の衛星画像を提供した。

検閲を巡るいさかいは現在も進行中だが、Google は、Google 
China Social Innovation Cup による CSR への取り組みを
続けている。中国の検索市場に再参入するかどうかはさてお
き、Google は CSR のリーダーとしての評価を高めるような、数
多くの取り組みを行っているのだ。

? ? ?

https://www.google.com/about/
http://jp.reuters.com/article/usa-china-trade-internet-idJPKCN0X50ZY
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM02H6C_S6A600C1FF2000/


Salesforce

セールスフォース・ドットコム会長兼 CEO であるマーク・ベニオ
フ氏は、総合的な慈善活動モデルを推進。このモデルに従い、同
社は製品の 1%、株式資本の 1%、時間の 1%を、世界各地のコミ
ュニティを向上させる Salesforce.com 財団に投資すべきだと
考えている。社員には、ボランティア活動 (STEM 教育における学
生指導、浜辺でのゴミ拾い、ホームレス向け食料提供所での作業
など) のため、年間 7 日が有給で与えられている。セールスフォ
ース・ドットコムは、民間非営利団体 (NGO) に対するソフトウェ
ア ライセンスの寄付や割引も行い、技術革新に重点を置く NGO 
を設立資本金で助成している。セールスフォース・ドットコムなど
の大企業は、他の小規模な企業が生み出す技術発展が恩恵をも
たらすという立場を取っている。つまり、NGO のイノベーション
の支援が、自らの長期的成長に役立つということだ。このモデル
は広く知られるようになり、それに習って複数の企業が採用して
いる。

https://www.salesforce.com/ap/company/sustainability/
http://www.prnewswire.com/news-releases/adoption-of-salesforcecoms-111-model-accelerates-around-the-world-85034902.html


Autodesk 

オートデスク基金 (Autodesk Foundation) は、ソフトウェア開
発者から製品マーケティング担当まで、オートデスクの社員がそ
れぞれの専門知識を、NGO やスタートアップに対する無料奉仕
のプログラムを通じて応用することを許可。それにより、より良い
世界を生み出す助けとなるよう支援を行っている。世界各地のオ
ートデスク社員は力を合わせ、毎年数千時間を 3D プリント製義
手の組立や学校、児童養護施設、災害支援プログラムに提供され
る食事の梱包などのボランティア活動に費やしている。

オートデスクは、社員の強みを生かしたマッチング寄付プログラ
ムや有給のボランティア時間支給、ボランティア時間記録に対す
る報奨などのインセンティブを通じて、社外の人々に対する支援
提供を社員に奨励している。

http://www.autodesk.org/
http://www.autodesk.org/what-we-do/employee-impact


Nike

世界中のアスリートのための製品イノベーションを推し進めるこ
とをミッションに掲げるナイキは、リアリティ ゲーム番組「アメー
ジング・レース」を手本にしたゲームなどのチーム ビルディング
活動に参加している。チームは、ルート上のチェックポイントに到
達すると、救助シェルターやフード バンク向けのパッケージを用
意する。ゲームをして過ごす楽しい時間に加えて、チームの絆を強
め、友好的な競争精神を利用するアイデアだ。

ディズニーやナイキ、Google、トヨタをクライアントに持つ Wise 
Guys Events のチーム ビルディング ゲーム マスター、マイルズ・
ナイ氏は「どのクライアントも、3 カ月毎のチーム ビルディング活
動への参加が必要不可欠になりつつあります」と話す。「こうしたイ
ベントがもたらすものへの期待は、いまや変わりました。2016 年
の現在、もはやボウリングは適切とは言えません。大型クライアン
トの多くは、より持続的な影響を持つものによって、さらに収益を
増大できる点を理解しています。これこそが、良質なコーポレート 
シチズンシップの取り入れることに、意味があるということです。コ
ミュニティに還元するためにチーム ビルディング デーを利用する
ことには、2 つの有益な狙いがあります。ひとつは、互いの活動に
時間と労力を提供し、仲間意識と敬意を持つよう社員に促すこと、
もうひとつは、博愛的な企業文化に社員を巻き込むことです」。

http://about.nike.com/pages/sustainable-innovation
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9


Disney 

コミュニティという認識を社員の間に生み出すため、ディズニーも 
Wise Guys Events などのチーム ビルディング サービスを利用
している。先日、ディズニーは Superhero Academy プログラム
をスタートさせた。このプログラムでは、プレイヤーたちは公園で
ゲームをしながら、Children’s Hospital Los Angeles、UCSF 
Benioff Children’s Hospital Oakland など任意の選択先に届
けられるビデオレターやその他のプレゼントなどを準備する。

CSR イニシアチブのリソースが社内にない場合には、チーム ビ
ルディングに特化した有償サービスの活用が価値ある投資にな
るかもしれない。重要なのは、全員を参加させることだ。「先日、 
200 名のグループ向けのイベントを実施しましたが、ひとつだけ
心残りだったのは、上級管理職が不参加であることに参加者が気
付いたことです」と、ナイ氏。「チーム ビルディングは “働きバチ” 
のためのものだという考え方は、社内の分断を改善するどころか、
さらに悪化させかねません。ハイレベルなクライアントがその重
要性を理解すれば、コーポレート シチズンシップにおいて、全員
が平等になります。それに、これこそがシチズンシップの要なので
はないでしょうか？」。

http://www.disneyabcpress.com/disneyabctv/citizenship/


オートデスクは、ものづくりを行う人々のためのソフトウェアを開
発しています。高性能の自動車を運転したり、そびえ立つ高層建築
に感嘆したり、スマートフォンを操作したり、素晴らしい映画作品
を楽しんだりする方であれば、Autodesk ソフトウェアを活用す
る、何百万もの Autodesk カスタマーの作品に触れたことがある
でしょう。

Redshift は、建築やインフラ、建設、製造の各業界における「創造
の未来」のストーリーを紹介する、オートデスクのオンライン パブ
リケーションです。機械学習やジェネレーティブ デザイン、ロボッ
ト工学における技術の進歩により、デザインの本質は変容しつつ
あります。デザイナーやエンジニア、ビルダー、メイカーは、もはや
従来のデザインやエンジニアリングの概念の範疇に留まるもので
はなくなっています。その状況は「レッドシフト」しているのです。だ
からこそ、Autodeskの探求は続きます。創造の未来を探り、明日
の、そして 100 年後の製品や建造物、都市がどのように構築され
るようになるのかを明らかにするために。

http://www.autodesk.co.jp/
http://adsk-fomt.tokyo.jp/
http://adsk-fomt.tokyo.jp/
https://redshift.autodesk.jp/machine-learning/
https://redshift.autodesk.jp/what-is-generative-design-2/
https://redshift.autodesk.jp/robots-in-the-workforce/
https://redshift.autodesk.jp/robots-in-the-workforce/
https://redshift.autodesk.com/about/
http://www.autodesk.com/
https://redshift.autodesk.com/

