
企業と社会フォ ー ラム
Japan Forum of Business and Society (JFBS) 

J FBSは、企業と社会の関係にかかわる諸問題について、学界、産業界、政府・行政、市民組織等
との幅広い連携のもと、国内外の関係組織とも協力しながら、学際的研究・議論および人材育成
を行う学会です。

«目的
持続可能な社会経済システ ムの発展が求められる現在、

企業 の 経済的 ・社会的 ・ 環境的な役割 ・ 責任がトータル
に問われる時代に なっています。

企業と社会の関係性を問 う動きは、先進国から新興国・

途上国まで急速な展開 を示しており、国際社会との相互依
存関係を深化させつつある日本 の企業社会にとっても 、
重要な テ ーマとなっています。
JFBSは、企業と社会の関係をめぐる諸問題について、
国内外の学界、産業 界、行政 、労働界、 消費者団体、
NPO/NGO等との幅広い連携を形成し、グローバル な動向

を注視しながら、理 論と現場と政策をつなぐ場 をつくリ、
学際 的に 議論 ・研究することを目的としています。
併せ て、若手研究者や実務担当者の人材育成にも注力し
ます。
・ 持続可能な企業社会について研究する。
・ グローバル社会に おける日本という視点をもつ。
・ セクタ ー間の連携を深める。

・研究者と実務家が 議論 し交流する場
（オープンな プラットフォ ーム）をつくる。

・ 責任あるリ ーダーを育成する。
・社会変革への触媒となる。

設立経緯

«構成メンバー

｀〉伍〉
◎〉伍〉

«活動内容

▼年次大会：統一論題、自由論題

▼研究会、ワ ークショップ、講演会

▼学会誌発行：最新論考や 国内外の諸動向等掲載

▼ 国内外の関 連機関との連携：会議共催 ・ 参加等

▼ウェブによる情報発信

▼企業 教育プログラム

▼研究助成プログラム

2009年3月から、谷本研究室(-橋大学：当時）では上記の目的に沿って、学界、企業、
行政、NGO等から28名のメンバーが集まり、FBS（第1期）を開催してきました。2年間で
9回の研究会（ワ ークショップ）と、2010年11月APABIS（アジア太平洋企業と社会学会）

東京カンファレンスの開催協力（メンバー3人が登壇）を行いました。
この経験を踏まえ、2011年からFBSをオープンな学会に発展させることに致しました。

«主な研究テ ー マ
・ 企業と社会 の関係、持続可能な発展 、公共政策
• CSR経営、コー ポレート・ ガバナンス、 経営倫理
・ 環境経営、環境会計、環境保全、消費者、社会貢献、

安全・衛生、労働・人権
・ ステイ クホルダー・ エンゲー ジメント、情報開示／報告書、

CSR教育
・ 企業価値、レピュテ ー ション、責任ある投資
• N PO/NGO、セクタ ー 間の協働／提携、国際支援
・ マルチ・ ステイクホルダー・ プロセス、グローバル・ ガバナンス、

国際基準
・ ソ ー シャルビジネス、社会的企業（家）、ソ ー シャル ・イノ

ベー ション
•国際比較

«理事(2021.9月～2024.8月）（敬称略、五十音順）

今津 秀紀 凸版印刷株式会社
牛島 慶一 EYジャパン
梅津 光弘 慶應義塾大学商学部
大平 修司 千葉商科大学商 経学部
岡田 正大 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科
岡本 大輔 慶應義塾大学商学部
金井 一 頼 青森大学
黒田 か をり 一 ー般財団法人CSOネットワ ク／内閣府公益 認定等委員会
齊藤 誠 弁護士法人斉藤法律事務所
佐藤 暁子 ことの は総合法律事務所／認定NPO法人ヒュー マ ンライツ ・ナウ
関 正雄 損害保険ジャパン株式会社
田中 里沙 事業構想大学院大学
谷本 寛治 早稲田大学商学学術院商学部

西尾 チヅル 筑波大学大学院ビジネス科学研究科
土肥 将敦

福川 恭子

法 政大学 現代福祉学部

一橋大学大学院 経営管理研究科

«主な連携組織

海外組織
• ABIS (The Academy of Business in Society)
• BS R (Business for Socia I Responsi bi I ity )
• Berlin Free University, East Asian Studies
• CASM (Center for Advanced Sustainable Management), Cologne Business School
• Center for CSR , National Taipei University
• CRCS (Centre for Responsible Citizenship and Sustainability), Murdoch University
·CSR Asia
·GI Z (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH) (Germany)
• International Conference on Sustainability and Responsibility
• Russian Business Ethics Network (RBEN)
• SMRI (Sustainability Management Research Institute), lnha University

ほか

国内組織
·CBCC（公益社団法人 企業市民協議会）
•一般社団法人クロー バル ・コンパクト ・ ネットワ ー ク ・ ジャパン
•特定非営利活動法人経済人コー 円卓会議日本委員会
•特定非営利活動法人日本 コー ポレート ・ ガバナンス ・ ネットワ ー ク
ほか




