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発表の流れ 
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ステイクホルダー・コミュニケーションの定義 

対象をステイクホルダー全般とする、企
業全体で取り組む双方向的なアプロー
チを含むコミュニケーション活動のこと。 

東（2006）をもとに谷本ゼミが定義。 
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ステイクホルダー・コミュニケーションの重要性 

企業評価 競争力 

企業価値の向上 

・平時からアカウンタビリティを果
たすことが、市場から正当な評価
を得る条件の1つに 

・次のイノベーションのヒントとなる 

・ステイクホルダーとの信頼関係は
重要な無形資産 
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多様なコミュニケーション活動 

顧客 

取引先 

従業員 

環境 

地域社会 

株主・ 

投資家 

NPO/NGO 

行政機関 

企業 

• 年次報告書／IR活動 
• 株主総会、投資家説明会 
• 機関投資家訪問 
• 投資家からのアンケート対応 

• DM（ダイレクトメール） 
• CS（お客様満足度）調査 
• 会社案内PR誌の発行 

• 労使協議 
• 社内報／グループ誌 
• 従業員アンケート 

• 行政指導 
• 委員会参加 
• ロビー活動 

• 社会貢献活動での寄付 
• 協働 
• SH調達の基準 

• 環境アセスメント 

• CSR調達 
• 品質・環境監査 

• 環境アセスメント 
• 工場見学会・説明会 

これら全ての活動において、 
ステイクホルダーへの関与には 
いくつかの段階が存在する！ 
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受動的にステイ
クホルダーと関
わっていく 

「A Road Map to Meaningful Engagement」より  

経営上の段階 

ステイクホル
ダーをどのように
管理していくか 

双方向的にステ
イクホルダーと
関わっていく 
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「A Road Map to Meaningful Engagement」より  

経営上の段階 

工場の爆発や不買運動等が
起きたときの企業の対応 

労使協議 
株主総会等 

Crisis Management と  
Stakeholder Managementは 

企業自身の変革は 
意図していない！ 

Stakeholder 
Engagement は 
企業自身の 
変革が前提！ 
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エンゲージメントの定義 

 

 
企業がステイクホルダーと建設的な対話を行い、そこでの
議論や提案を受けて、経営活動に反映させる(谷本2006) 

 

組織の活動や意思決定のプロセスにステイクホルダーが
どのような関心を持っているかを理解すること、あるいはス

テイクホルダーに関わっていく努力(AA1000) 
 

組織とステイクホルダーとの間に対話の機会を作り出すた
めに試みられる活動（ISO26000） 

単に“双方向的”なだけでなく、 
それによって企業自身が 

変革する覚悟を持つことが肝心！ 
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①企業自身に変革の覚悟がある 
  （Prepared to Change） 

谷本ゼミで定義したエンゲージメント 
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②エンゲージメントを新しい 
ビジネスチャンス・イノベーションの 
創出機会と捉える 



事例研究の問題提起 

 

  
企業はどのように 

ステイクホルダー・エンゲージメント 
を捉えているか？ 

 

10 



問題提起への仮説 

 
企業はステイクホルダー・ダイアログ 

のみをエンゲージメントとして捉えていない
か？ 
 

企業自身が、ときには経営変革をする必要
がある、ということを覚悟した上で 
エンゲージメントを行っているか？ 
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事例研究 

まず時価総額上位１００社を 
対象に全体の動向を見た！ 



業種によって売上高の規模が異なる 

事例研究 

時価総額上位100社を考察した理由 

将来価値も反映されている 

 社会に与える影響が大きい ① 

② 

③ 
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事例研究の視点 

エンゲージメントの際に、 
 
①企業が変革の意思を持っているか？ 
 
②経営活動への反映を試みているか？ 
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○ 

21社 

× 
79社 谷本ゼミが定義した 

エンゲージメントの解釈に 

基づいて実践ができている
企業は少なかった 

ステイクホルダー・エンゲージメント 

の解釈ができているか（谷本ゼミの調査より） 
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対象：時価総額上位100社 
（2013年11月22日時点） 
 



既存のエンゲージメントの事例 
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労使協議 

労働組合の要求事項 
（給与、賞与、労働時間、福利厚生等） 

経営方針、生産計画、安全衛生等、 
経営活動自体について 

企業側に 
変革の姿勢！ 
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従業員満足度調査（アンケート） 

 

 
会社に対する満足度の確認 

仕事のやりがい・質、上司のマネジメントへの支持、
経営・組織運営への満足度等 

 

従業員の問題意識を知り、 
具体的な施策を講じる 
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     従業員アンケートの生かし方 

 
 2009年 ウクライナの社員の提案により、グローバルオンライ
ンツール「My JTI」が開発される。 
2012年 コンセプトを拡大し、さらに機能を強化して社内ネット
ワークツール「Engage」を開発。 

 
部署を越えた対話が活性化し、 

企業全体での 
成功事例の共有が促進 
⇒意思決定の質が向上 

 

2010年 MENEAT & WWDF（中近東、アフリカ、トルコおよび免
税）部門で、表彰制度「Striving for Excellence Awards」を創設 

従業員が国を超えて評価される
仕組みを提供し、 

従業員のモチベーションを 
向上させる 

19 



顧客との“エンゲージメント” 

お客様相談センターの活用 
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・商品の吸水量表示が読みにくいとの声を受け、改善 
・香り付きマスクの販売の希望があり、実際に販売開始 

企業側に 
変革の姿勢！ 



ＳＮＳの活用 
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SNSを利用してステイクホルダーの声を聞き、 
経営に組み込んでいる 



これらのエンゲージメントは、 
従来から存在していたにも関わらず、 

企業はそれらを 
エンゲージメント 

とあえて取り上げてはいなかった 

事例からわかったこと 
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企業HP内の“エンゲージメント” 

“エンゲージメント” 
と企業が題したページを見ると 
“ダイアログ”が存在したが、 

検証してみると 

これはエンゲージメントになっていな
かった 

23 



日本企業の現状 

大多数が年1回 
（報告書作成時） 
経営に反映され
ていない。 

ゲストが内輪 
内容が抽象的 
→座談会化 
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Customers 

Employees 

Suppliers 

Government 
& 

Regulators 

NGOs 

・内容が具体的 
・経営に反映されている 

・テーマごとに適切なステイ
クホルダーを選出 
・継続的、複数回 

ダイアログの先進的な海外例 
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事例からわかったこと 

従来から上記事例のように、ステイクホルダー・エンゲー
ジメントは存在していた！ 

本来のステイクホルダー・エンゲージメントと企業のいう
“ステイクホルダー・エンゲージメント”の解釈に乖離が
あった 

“ステイクホルダー・ダイアログ”が形骸的 
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“エンゲージメント”の問題点とは？ 

①企業側の“エンゲージメント”に 

対する誤解 

②“ダイアログ”が形骸的で 

経営に反映されていない 

事例から抽出された問題点 
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「A Road Map to Meaningful Engagement」より  

①企業側のエンゲージメントに対する誤解 

この認識ができていない 
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“ダイアログ” 
を行ってはいるが、 
各企業に必要な 
ステイクホルダーを 
選定できていない 

ダイアログを 
経営変革や 

イノベーションへの
チャンスとして 

活かしきれていな
い 

「A Road Map to Meaningful Engagement」より  
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企業側の“エンゲージメント”に対する誤解 



形骸的な“ダイアログ” 

本来ダイアログは、 
経営の改善が目的であった 

 実際は、“ダイアログ”を 
行うこと自体が目的となっている 

BUT 
「みんながやって
いるからやる」 
という風潮が 
原因！？ 
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②形骸的なダイアログ 

日本の現状はどうなっているのか？ 

コンサルがすべてを企画 
→企業の意思が見えない 

“ダイアログ” 

“エンゲージメント“が報告書の
コンテンツのひとつになってし

まっている。 

 
「目的」と「手段」 

の逆転 
 

体裁を整えようと、
形式だけが先行！ 
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日本のダイアログの良い例 
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日本企業でもダイアログが、 
できている事例は存在する！ 



日本企業の現状 
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しかしながら、日本企業のほとんどは 

TOTOのようなダイアログができていない 
 
 
 

日本の背景が原因！ 



海外：市民からの動き 
    例)PETAによるマクドナルドへの訴え 

日本：市民が動かない 
 →企業主体の取り組みへ 
 →日本社会は交渉が苦手 

PETAの事例 

背景：日本の市民社会の未成熟 
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提言 
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提言にあたって（我々の視点） 

①企業自身に変革の覚悟があるか？    

 （Prepared to Change） 

②エンゲージメントを新しいビジネスチャンスのきっかけや、
イノベーションの機会と捉えているか？ 
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→①②をもとに考察し、４つの提言を行う 



１．部署横断的CSR理解の推進 

２．海外でダイアログを実施 

３．NPO/NGOの成熟を促進 

４．ISO26000を活用する 
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１．部署横断的CSR理解の推進 

多くの企業がさまざまなエンゲージメン
トを行っていた 
→それらが開示されていない現実 

個々の部署によるエンゲージメント活動 
BUT！報告するのはCSR部など、別の部署 
→理想は各部署がＣＳＲを理解すること！ 
→ＣＳＲ部は全体の方針を統括する 
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２．海外でダイアログを実施 

日本のダイアログの多くは形骸化 

日本にはグローバル企業も多い 

海外でステイクホルダー・ダイアログを
もっと行うべき！ 

→それを日本にも活かす！ 
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３．NPO/NGOの成熟を促進 

日本のNPO/NGOは過渡期にある 
欧州のような、政府の支援も求められるのではないか？ 

3800 
10664 

21280 
31115 

37192 
47548 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NPO認証数 

内閣府NPOホームページより 

10年で10倍以上に増加！ 
米国のNPOや財団の登録数は2010年に約130万団体。 

数の増加＝ＮＰＯが市民権を得る 
↓ 

政策提言を行うような、 
発言力のあるＮＰＯが育つ！ 
（アドボカシー型ＮＰＯ等） 
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４．ISO26000を活用する 

ISO26000を活用していくことで、 
ステイクホルダー・エンゲージメントの 

理解や質が向上する！ 41 

正しいエンゲージメントの解釈がで
きている企業の 

８６％がISO26000を参照していた 

「企業が変革の意思を持っているか？」 
「ダイアログだけとの誤解をしていないか？」 
「経営活動への反映を試みているか？」 
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Crisis 
Management 

Stakeholder 
Management 

Stakeholder 
Engagement 

３．NPO/NGOの成熟を促進 

２．海外でダイアログを実施 

１．部署横断的CSR理解の推進 

４．ISO26000を活用する 

総括 

これらを意識したエンゲージメントを行うことで 
コミュニケーションの質の向上が期待される！ 
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ご清聴ありがとうございました

早稲田大学商学部谷本寛治ゼミ 
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