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3.2.2 文献調査 

新興国などにおける労働問題に関係が深いと考えられる電機電子、アパレルおよびスポ

ーツセクターの企業を中心に選定を行い、国内企業として、東芝、日立製作所、三菱重工

業、しまむら、ファーストリテイリング、アシックスの6社、海外企業としては、Foxconn, 

Samsung, Gap, H&M, Addidas の5社、あわせて国内外企業11社を文献調査の対象とした。 

調査方法としては、対象企業の直近のCSRレポート、サステナビリティレポートなどを中

心に実施した。 

以下、調査項目ごとに結果を取りまとめたものである。 

 

(1) 関連する社内方針 

ほとんどの対象企業の行動基準において、労働者の権利を含む人権の尊重に対する

方針がみられた。特に新興国などにおけるサプライチェーンを有するアパレル業界お

よび電気業界からはサプライヤーの労働環境に関する要請を入れるなどの対応がみら

れた。方針の内容に共通する特徴として以下のようなものがある。 

 労働者が敬意と尊厳を持って扱われ、適切な労働環境を提供されることの原則を、

CSR方針に取り入れている 

 サプライヤー、ベンダー向けの行動規範（Code of Conduct）に労働者の権利に関

する記述があり、それに関してサプライヤーからのコミットメントを得ようとし

ている 

 現場の監査を実施し、サプライヤーのリスク改善に向けた支援を実施。さらにサ

プライヤーの活動を改善に向けたマネージメント・キャパシティビルディングを

実施している 

 

 一例として、ファーストリテイリング社は2004年度より「生産パートナー向けのコー

ドオブコンダクト（CoC）」を規定。生産現場の適正な労働環境（児童労働の禁止、い

かなる状況においても一週間の労働時間は残業も含めて 60 時間を超えてはならない

こと、生産パートナーは労働者に少なくとも７日に１日の休暇を与えなければならな

いこと等の条件）を盛り込んでいる。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

  ラナプラザ・ビル倒壊事故後、「バングラデシュにおける火災予防および建設物の

安全に関わる協定（Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh）」などの

地域特有のフレームワークに対するアパレル業界のコミットメントが増えている。一

方、Gap 社は同協定に署名していないが、独自に下記の二つの取組を実施している。 

 バングラデシュのサプライヤーの建物や火災安全水準の向上に向けた社内方針

（Fire and Building Safety Action Plan）の策定 
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 The Alliance for Bangladesh Worker Safetyというアライアンスに加盟し、バン

グラデシュの工場に対して年1回の監査を実施 

Samsung社およびFoxconn社は、EICC行動規範に基づき、自社工場およびサプライヤ

ーの工場において労働者の権利尊重および労働環境の改善に向けた活動に取り組んで

いる。 

 

(3) マネジメントの仕組み 

自社工場およびサプライチェーン全体に関わる労働者の権利尊重、労働者満足度の向

上の観点から、この問題に対応するための仕組みを導入・実施している企業が見られ

た。 

たとえば、ファーストリテイリンググループでは、前述の行動規範に基づき、主要

パートナー工場との協働を目指している。具体的には、労働環境モニタリングを出発

点とし 終的にパートナー工場のブランド力アップに貢献する制度を導入。いくつか

の段階ごとにモニタリングを実施する仕組みである（下図参照）。 

 

図：労働環境モニタリングの仕組み46 

 

 

H&M社の“Monitoring & grading”システムでは、「Full Audit Programme (FAP)」

を通して同社の「サプライヤー行動規範」にしたがっているかを監査し、サプライヤ

ー評価のためのモニタリングを行っている。 

  Samsung社では、サプライヤーにおける人権課題の監査のための社内組織を設立し、

同社のサプライチェーンにおける人権保護に取り組んでいる。 

                                                   
46 ファーストリテイリング CSR レポート 2014年度 



39 
 

  Foxconn社では“Guidelines on Suppliers' Social Responsibilities”というサプ

ライヤー向けの行動規範を作成している。 

 

(4) 目標および評価指標 

  調査対象となったアパレルや電子業界の多くの企業では、自社工場やサプライヤー

工場の労働環境、労働安全衛生管理に関する定期的な監査を実施している。 

Adidas社は、2015年までの目標、評価指標を設定し、目標達成に向けた取組を推進。

具体的には、2015年の目標に対して、2012年時点で、以下の目標を達成したとしてい

る。 

 一次サプライヤーの工場における4C セルフガバナンスモデル達成（4Cとは、同社

の評価指標スコアで80～89点に相当）に関して、2015年で一次サプライヤーのう

ちの15％という目標に対して、2012年時点で37％を達成。すでに2015年の目標を

上回った。 

  Samsung社は、2012年に中国のサプライヤー249社を対する監査として、人権、労働

条件、環境保護関連のアセスメントを実施した。Foxconn社は、2012年末までに、サプ

ライヤー365社を対象とした監査を実施し、改善指摘事項6,327件に対して5,166件が改

善されたことを報告している。両社は目標値を設定するのではなく評価指標の実績報

告を行っている。 

 

(5) その他の取組 

Adidas社は、サプライヤーの労働者向けの相談窓口として24時間受付のワーカーホ

ットラインを設置。H&Mはスウエーデンの労働組合であるIF Metallと連携し、カンボ

ジアでのアパレルセクター向けの団体交渉システムを開発している。また、その他業

界団体、政府、労働組合、NGOや他のブランドと連携し、業界における労働課題の解決

に向けて、キャパシティビルディング、労働者の人権についての認識を高める活動に

取組んでいる。 

  日本企業の取組として、アシックス社では、2013年に工場管理者向けに中国・広州

でセミナーを開催した。このセミナーは、サプライチェーン管理に対する理解を得る

とともに、工場経営者や担当者に必要とされる基礎的な知識習得、自発的な改善によ

り同社のCSR基準を満たす工場への昇格を目指すことを目標としている。 

  ファーストリテイリング社は、定例モニタリングを通して、以下の取組をサプライ

ヤーに要請。 

 バングラデシュで、労働安全衛生管理の監査結果を受けて、非常口の増設と、倉

庫の扉が外側（避難する方向）など、適切な設備管理に関する指導を実施。 

 インドネシアで、労働安全衛生管理に関する労働安全衛生上の指摘17 件に対して、

改善の仕組み確立を要請。フォローアップモニタリングで改善を確認している。 
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3.2.3 ヒアリング調査 

ヒアリング対象企業として、東芝社、Adidas社、GAP社の3社を選定。CSR全般および新興

国などの労働問題に関して、ヒアリングを実施した。 

以下、調査項目ごとに結果を取りまとめたものである。なお、ヒアリング調査はCSR全般

の項目と本課題に関する項目の両方が含まれている。 

 

(1) 東芝 

① CSR全般 

(a) 概要および取組の背景 

 東芝グループ経営理念として「人間尊重」「豊かな価値の創造」「社会への貢

献」が既にあり、組織全体のCSR推進は自然の流れであった。同社では2003年に

CSR推進室が発足し、2004年には国連グローバル・コンパクトに参加しており、

トップダウンでの「創造的成長」を支えるCSR経営の推進を10年以上進めている。 

 B to BからB to Cまで幅広い領域で事業展開しているため、会社全体としての

取組をとりまとめることが課題。同社ではこれまでガバナンスは法務部門、人

権については人事部門が担当してきたが、 近のCSRテーマでは営業部門や調達

部門などの関与も求められるため、これまで以上に部門を超えた対応が必要と

なっている。事業により時間軸もサプライヤーとの関係も異なる点については

難しさがある。 

 社会からの要請が強まり、責任の範囲が単なるコンプライアンスからより広い

意味での社会的責任へと変容。同時に、CSRテーマも多様化しつつあるため、難

しさも出てきている。 

 

(b) 重要性（マテリアリティ）の特定 

 全社共通で「生命・安全、コンプライアンス」を 優先としており、それをベ

ースに事業を通じた社会課題の解決がある。事業領域が幅広く、社会の関心も

広がりを見せているため、以下の流れでマテリアリティ特定を行った。 

 第一段階：AA1000に基づく報告項目の特定を行い、第三者レビューを受け検証

した。アンケート調査によりステークホルダーの懸念や関心事も検証。 

 第二段階：同社ではステークホルダーが多様であるため、マルチステークホル

ダー・プロセスを経たISO26000を採用。ISO26000を参照しながら、様々なステ

ークホルダーの要求を踏まえて、重要だが実施できていない項目を把握するた

めギャップ分析を実施した。 

 事業ごとに重要テーマを設定しているが、人権やサプライチェーンでのCSRは重

要かつ更なる取組が必要な領域と認識している。事業ごとに人権リスクが異な

るので、取組を進めているところである。 
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 製品ごとのライフサイクル・アセスメントを経て、材料調達時から、製造、流

通、使用、廃棄までのCO2排出割合の把握を行い、例えば、以下のように事業ご

との重要テーマを設定している。 

 製造時の負荷が大（電子デバイス事業）⇒製造時の環境負荷低減、 

 材料調達時・使用時の負荷が大（デジタルプロダクツ事業・家電事業）⇒製品

の環境効率向上など 

 

(c) CSR推進体制 

 売上の約55％が海外であり、従業員の45％が海外にいるため、1人1人の意識向

上が重要と考え社長のリードの下「従業員20万人によるCSR」を進めている。 

 2010年度より、国内全従業員対象に毎年数回「CSR職場ミーティング」を行って

おり（のべ28万人参加）、各職場でCSRテーマについて話し合う場を設けている。

ファシリテーター用ガイドラインを提供し、組織長がファシリテーターとして

討議をまとめる。出席者数や討議内容を本社で把握できる仕組みとなっており、

毎回8000件を超えるコメントが集まる。 

 毎年12月をCSR月間と定め、会長・社長、グループ会社社長などグループのトッ

プマネジメントも参加し、CSR大会を実施しており、「事業を通じた社会貢献賞」

など表彰の機会も設けている。 

 カンパニー制のため、各カンパニーのCSR推進責任者がCSR関連の取組をとりま

とめ、他カンパニーの取組も社内ウェブで共有できる仕組みになっている。 

 

② 特定課題への対応 

(a) 課題認識とその背景 

 2004年にUNGCに参加し、人権や腐敗防止などについては従来から重要視してい

る。ラギーフレームワークも大切であり、近年はESGのS、社会面の重要性が上

がってきたと感じている。 

 紛争鉱物の課題については、同社は米国上場していないが、欧米企業（特に米

国上場企業）の顧客からの要請、また人権問題に対応するというCSRの観点から

も対応している。また、Enough ProjectなどのNGOによる評価も意識している。 

 CSR調達を推進するメリット、というよりは、取り組まなければ顧客から排除さ

れる、というビジネス上の必須事項（ビジネスのライセンス）として取り組ん

でいる。NGOの関心も高く、品格ある会社として認識されることが重要である。 

 社会から求められる基本前提が上がっていると感じている。特に 近1－2年は

米系企業をはじめとする顧客企業からサプライチェーンCSRの要求が高まって

おり、CSR調達は前提となりつつある。 

 サプライチェーンでのCSRの課題は広範囲であり、益々拡大し続けるため対応が
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難しい面がある（例えば、サプライチェーン企業の個人情報保護管理なども含

まれるようになってきた）。国・地域によって生活水準や法律も様々であるた

め、1つのポリシーでよいのか、という問題もある。 

 バリューチェーンのグローバル化に伴って人権尊重の重要性が増していると認

識している。特にアジアにおける人権意識の向上のために啓発を行っている。 

 

(b) 特定課題への取組 

 2011年に紛争鉱物対応方針を策定し、2012年には調達取引先延べ約10,000社に対

して紛争鉱物の理解度および取組状況について調査を実施した。 

 2011年－2012年：プレ調査（半導体部門などの調達取引先約300社対象に「紛

争鉱物報告テンプレート（EICC/GeSI47様式）」にて紛争鉱物の使用状況や精

錬所のパイロット調査） 

 2013年：本調査（「紛争鉱物報告テンプレート（EICC/GeSI帳票）」を使用し

紛争鉱物の使用状況や精錬所調査） 

 紛争鉱物対応方針では、コンゴ民主共和国およびその周辺地域から産出された鉱

物全てを使用しないのではなく、適法に取引された鉱物は使用する方針も明記し

ている。 

 紛争鉱物対応方針の策定に加えて、これまであった調達方針に人権への配慮と紛

争鉱物不使用の項目を追加し改訂した。 

 社内向けには、紛争鉱物対応のガイドラインを作成している。また、製品単位で

紛争鉱物が含まれるかどうかの精査を行っている。調達、CSR、営業、技術、な

どの部門からなるタスクフォースを編成し対応に当たっている。1社だけでは解

決できない問題であり、JEITA48やEICC49を通して業界として協働し、標準のテン

プレートの運用や、製錬所にコンフリクト・フリーを働きかけるなどの取組を進

めている。 

 紛争鉱物問題に取り組むNGO Enough Projectや A SEED JAPANが開催するラウン

ドテーブルなどへの参加を通じNGOとコミュニケーションを図り活動の理解を深

めるとともに活動推進を支援している。米国政府の提唱する官民連携プロジェク

トPPA50にも参加し、コンゴ民主共和国およびその周辺国における武装集団への資

金源を断ち、経済支援を行うことで、人権問題解決を支援している。 

 

(2) Adidas 

①CSR全般 

                                                   
47 Global e-Sustainability Initiative 情報通信企業を中心としたサステナビリティ・イニシアチブ 
48 社団法人・電子情報技術産業協会 
49 電子業界 CSR アライアンス(Electronic Industry Citizenship Coalition) 
50 Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade 
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(a) 概要および取組の背景 

 事業の根幹にサステナビリティを取り入れ、持続可能な成長を目指すための戦略 

“2015 Strategic Business Plan”がある。サプライチェーン管理、原材料管理

などの領域にサステナビリティの要素を取り入れるとともに、Green Companyの取

組（自社オペレーションの環境効率改善プログラム）を進めている。将来的には

ゼロエミッションを目指している。 

 サステナビリティ関連の目標を事業に組み入れることは容易ではない。ステーク

ホルダーの関心事、消費者および従業員の要望、政府の意向などに対してバラン

スよく効果的に対応することが重要と考える。持続的に成長する企業への道のり

はマラソンであり、短距離走ではない。 

 2013年の目標に対するこれまでの進捗はサステナビリティ・プログレスレポート

に記載しており、次回は2014年4月に発表予定である。 

 

(b) マテリアリティの特定、ステークホルダー・エンゲージメント 

 サステナビリティの取組を行うにあたって、マテリアリティを特定することは必

要不可欠と考えており、同社では主要ステークホルダーとの討議を通して重要課

題を把握している。90年代の終わりから、多様なステークホルダーとのコミュニ

ケーションを通して関心や懸念点の理解に努めてきた。ステークホルダーの視点

は同社のサステナビリティの取組や戦略に大きく影響を与えている。（例えば、

データ公開による透明性の向上、サプライチェーンのコンプライアンスプログラ

ム、環境プログラムなど）ステークホルダーの視点を理解し、要望に応えること

はマテリアリティ分析において大変重要である。 

 ステークホルダーの懸念の一つに、複雑なサプライチェーンの管理がある。同社

のビジネスモデルでは生産をほぼ全て外注にしているため、直接取引しないサプ

ライヤーにおける労働者の権利や環境への影響をどのように管理するかが課題で

ある。よって、サプライチェーンの問題への対応がサステナビリティ取組の中心

となっている。 

 

(c) CSR推進体制 

 同社のサステナビリティ専門部署（Social and Environmental Affairs team、以

下「SEAチーム」という）には65名のスタッフが所属している。SEAチームはサプ

ライチェーンの管理を優先課題とし、取引先のモニタリング、能力開発や研修に

取り組んでいる。また、労働組合、業界団体、地元自治体などとの協働も行って

いる。 

 2012年、1564件（1364件の監査を含む）工場視察が実施され、SEAチームは172回

のサプライヤー研修を実施した。 
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 その他に、Fair Labor Associationのメンバーとして行う工場検査（第三者によ

る検査、事前通知なし）の管理も行っている。自社プログラムへの批判的な声に

対応する形で、90年代後半から従来のプログラムに加えてFair Labor Association

に参加し工場検査を行うコミットメントをした。 

 その他の関連部門を巻き込むため、SEAチームは以下の主な地域に分かれて活動。 

 アジア太平洋地域（東南アジアが主要生産地であるため も多くの人員を割

いている。主な生産国は中国、インドネシア、ベトナム） 

 中央アメリカ 

 ヨーロッパ（主な生産国であるトルコを含む） 

 これら地域にまたがるSEAチームの活動については、SEAのグローバルディレクタ

ーからアディダスグループのGeneral Councilに対し報告が行われる。トップマネ

ジメントに対し報告を直接行うことで、発見事項や活動の進捗を正確に伝えるこ

とができる。 

 また、取引先との日々の活動をとりまとめる調達部門であるGlobal Sourcing 

OrganizationとSEAチームは緊密に連携しており、調達部門の協力を得て発注や工

場の承認に関する方針を調整している。関連する購買方針はSEAチームの方針と整

合性がとれるように調整されている。 

 同社のプログラムは、15年の経験に裏打ちされて成熟してきた。これまでの取組

から学び、常に改善を重ねている。例えばサプライヤーの工場のサステナビリテ

ィの実績を測定するにあたっては試験的段階を経て意味のある合理的なアプロー

チを見つけることができた。 

 

② 特定課題 

(a) 課題認識とその背景 

 初の行動規範（Code of Conduct）を1998年に発表。 

 労働者の権利、労働基準、安全衛生、環境への配慮といった課題を中心にプログ

ラムを策定。Workplace Standardsや行動規範に反映されている。推進体制として

は、前述のSEAチームが専門家集団として各国の取引先と緊密に連携している。 

 SEAチームは14カ国で活動しており、スタッフはあわせて24カ国語を話す。労働基

準の導入など技術面の知識があるだけでなく、文化的にもそれぞれの国をよく理

解している。一定の労働基準を導入するにはサプライヤーの工場との日々の協働

が必要であるため、文化的な理解は不可欠と考えている。 

 このチームの主なタスクのひとつとしてリスク管理がある。アディダスグループ

のような企業にとって、透明性を確保しながら会社の利益やレピュテーションを

守ることは重要であり、そのためにはリスク管理のアプローチも有効である。 

 本来なら国や地方自治体が責任を負う分野、例えばインフラ整備、法の整備や執
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行、モニタリング、監視機能などが不足している国で事業展開しているため、企

業でありながらこういった役割を担う場面がある。 

 目指しているのは、サプライヤー自らがガバナンス体制を整備していくことであ

る。すべてのプログラムは、サプライヤー工場が自らマネジメント・システムを

構築し、人材を育成し、説明責任を果たせるようにすることが目標である。バイ

ヤーではあるが、警察ではない。そのための支援、能力開発を進め、KPIも設定し

ている。 

 ビジネスパートナーを評価上では、チェック表でチェックマークをつけるような

方法は避けている。それよりも、経営目標や経営方針、プログラムに投入する人

材や資金、透明性などによって評価している。何らかの労働問題が発覚した場合

に早期対応しているか、なども重視している。リスク管理の観点から付加価値の

観点へと工場レベルで転換することが重要と考える。 

 

(b) マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 ラナプラザ倒壊事故の後、「Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

（以下「Accord」という）」に参加を表明した。しかし、バングラデシュからの

調達分はわずかであり、アディダスにとって必ずしも不可欠な生産国ではない。

バングラデシュにわずかにある生産拠点でも、火災予防の監査を長年行っている。 

 他の東南アジアの国、中国、インドネシア、ベトナムにはアディダスが雇用する

スタッフがいて、調達オフィスもあるのに比べて、バングラデシュは存在感が薄

い。しかし、現地の女性支援NGOと連携していたため、バングラデシュのサプライ

ヤー工場についてコンプライアンスの状況をしっかり把握できた。 

 Accordの動きは当初から注目しており、参加を決めたのはマルチステークホルダ

ーのイニシアチブであり、主要なプレイヤーが参加しているため。これまでの経

験上（Fair Labor AssociationやILO Better Work Program）、こういった取組に

は様々なステークホルダーの視点が異なるため合意形成に時間がかかるが、状況

改善のための共通の基準を形成するのに役立つと考えている。 

 アディダスとしての労働基準を策定したとき、法律を順守することは 低レベル

であると考えた。しかし、法定基準がアディダスの基準より低いときはアディダ

スの基準を適用する。プログラム導入時期には、詳細なガイダンス資料を作成す

るために多大な労力と時間を割いた。 

 ガイダンス文書として主に３つあり、従業員労働基準、安全衛生基準、環境基準

である。これらのガイダンスにより、同社の要求をサプライヤーに明確に理解し

てもらうことを意図しており、モニタリングや研修の目的を共有することを重視

している。 

 ガイダンス資料は、どのような基準違反のケースにおいて強制的措置を講じるか
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を明文化している。これは取引先との対話や協働を促すアプローチであり、一方

的な要求ではない。労働者の権利についてサプライヤーを啓蒙するための取組で

あり、サプライヤーからのコミットメントを引き出し、状況を改善することを重

視している。 

 

(c) 特定課題への取組 

 2015年までに戦略的に重要な1次サプライヤーの8割が3C（good）の評価を得るこ

と、という数値目標を掲げている。調達戦略の中で主要サプライヤー向けの数値

目標を設定しており、イノベーション、商品開発、期限の順守、価格競争力など

の要素を含んでいる。これらの目標とともに、サステナビリティ目標も細かく設

定している。サプライヤーも取組を強化する必要があることを明確に示す目的が

ある。 

 現時点での目標達成状況としては、特に何年も連携してきた主要サプライヤーに

ついては、ほぼ想定通りの進捗である。しかし、新規サプライヤーと取引開始に

あたっては、かなり厳しい評価プロセスがあるため慣れるまで時間がかかる。こ

ういった要素を勘案して目標設定を行う必要がある。例えば新しい事業領域に進

出する場合などは、新規サプライヤーとやり取りする必要がある。 

 SEAチーム内に新しい機能 “Capacity Building and Development”を追加。能力

開発はサステナビリティプログラムの中でも重視しており、サプライヤーが自ら

ガバナンスに責任を持つ状態へ転換を促すために重要と考える。 

 多くの業界団体やイニシアチブで活動し能力開発の重要性を訴えている。自社に

おいて中心的な組織を設置、様々な研修プログラムの整理をして人材や資金を集

中させることを意図している。まだ発展途上であるが、2014年末には意味のある

仕組みとしてビジネスパートナーの能力開発に役立てたい。 

 業界を超えた取組に積極的に参加（Sustainable Apparel Coalition51 （以下SAC

という）、およびHigg index52など）。これは、類似のイニシアチブが細分化しす

ぎるという問題を乗り越える良いツールだと考える。あまりに様々な同様のイニ

シアチブがあり、どれに参加すればよいか判断が難しい場合がある。 

 様々な組織がそれぞれ基準を提示するのではなく、業界共通のモニタリング手法

を分析するなど、業界で人材と資金を集中させることができる。特にSACとHigg 

Indexはこういった点で有益である。 

 他にも有益な取組が多くあり、例えば同社はLeather Working Groupの設立を支援

した。これは皮なめし工場の認証制度を通じてレザーの調達プロセスを管理する

取組である。また、Fair Labor Associationも、長年にわたりサプライチェーン

                                                   
51 2010 年に設立された業界団体で、世界中のアパレルおよびフットウェア関連企業、小売店、サプライヤーや NGO60
以上の企業・団体が環境社会インパクトの削減を目指して活動している。http://www.apparelcoalition.org/ 
52 アパレル製品の環境社会インパクトを測定するためのツール 
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における労働基準の問題に取り組んでいる。FLAの経験や実績はSACのメンバーに

とっても興味深いと考えられる。 

 

(3)GAP 

①CSR全般  

(a) 概要および取組の背景 

 長年の経験から、事業の根幹に環境的および社会的責任を組み込むことの重要性

は認識している。サステナビリティが、事業上の意思決定および当社ブランド製

品を製造する工場における実際の作業に組み込まれるようにしている。 

 その過程においては、労働者、ベンダー、政府、市民社会など幅広いステークホ

ルダーとの協調を実施している。 

 トップマネジメントは、環境的および社会的責任に対する“Value for all”や

“Shared value”といったアプローチを強力に後押ししている。 

 

(b) マテリアリティの特定、ステークホルダー・エンゲージメント 

 取組をさらに強化するため、NGO、労働組合、政府などとのステークホルダー・エ

ンゲージメントを実施している。またより幅広いサプライチェーンに対しても取

組を開始し、生地工場で使用される水質も対象としている。ある意味“Raising the 

bar by creating value for all”というビジョンは、これまでの、そしてこれか

らの歩みを明確に表している。 

 12～14 年前に同社はステークホルダーとの対話を開始したが、6～7年後、この対

話は製造現場の労働者が直面している現実の一部となった。同社では主要な調達

先の国々に常駐するチームはあるが、多様なステークホルダーから現実について

貴重な新しい情報を得ている。 

 

(c) CSR推進体制 

 内部監査と能力開発チーム 

 同社は、内部監査および能力開発チームを編成した。20 年前に内部監査プロ

グラムが発足し、同社は時間をかけてそれにコミットし続けてきた。また、

ILO の Better Work Programme の創設メンバーとして、そのプログラムが運

用されている全８ヶ国で協力している。 

 内部監査と外部監査 

 同社はこれまでの経験から、戦略を進化させることの重要性を学んだ。内部

監査チームを持ち続けるか、外部の監査人を使うかという意思決定は、その

企業の事業戦略に沿ったものであるべきである。外部には優れた監査人がお

り、支援が必要なとき、必要な国で利用している。 
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 協調（Collaboration）を成功させるためには、正しいチームメンバーをそろえる

ことが重要である。どこで協調が行われようと、同社は監査、能力開発（国とそ

の課題について知見の有る者）、グローバルパートナーシップ（ステークホルダー

と親密な関係を構築している者）、持続可能なイノベーション（解決策と戦略をか

たち作るため）といったいくつかの分野のメンバーをチームに含めることにして

いる。異なる視点を持ち寄り、それらに耳を傾けることによって、同社はよりよ

い結果を得ることができる。 

 

② 特定課題への対応 

(a) 課題認識とその背景 

 素早い変化をもたらすためには、協力が重要な要素である。労働者は支援を必要

としており、また彼らは今、それを必要としている。 

 タズリーンやラナプラザなど 近の事故に同社は関与していないが、3 年以上前、

同社やその他の大手アパレルブランドおよび小売業者へのサプライヤーだった工

場において、同様の事故を経験している。 

 この事故は同社のメンバー全員に深く影響を与えており、特にバングラデシュに

おいては、火事や建物の安全性を強調することの重要性を学び、またこれらの問

題に取り組むプログラムを策定した。 

 同社は火災や建物の安全性（防火扉やスプリンクラーなど、物理的な改善や、こ

のような問題に対する姿勢の変化を含む）といった課題に関して、大きな改善を

成し遂げている。 

 

(b) マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 同社のベンダーに関する行動規範や人権に関する方針は、ラギーフレームワーク

や国連の指導原則といった様々なフレームワークを参照している。同社は主要な

調達先国において、既存のフレームワークや法令に基づいて事業を運営している。 

 同社の人権に関する方針は、ビジネスのあらゆる側面における基本的人権の尊重

と促進への長年のコミットメントを浮き彫りにすることによって、15 年以上にわ

たって存在していたベンダー行動規範を補完するものとなっている。 

 同社は、数千の縫製工場がある国に所在する 70 の工場における課題に取り組んで

いる。同社が協力的なアプローチをとったのはこのためである。プログラムから

得た教訓は、他社やステークホルダーとの協力によって、より安全な労働環境の

確保に役立つと考えられる。 

 撤退よりも改善 

 工場において何か問題を発見したとき、撤退するのではなく改善のために取

組を行う。同社は世界中の主要な調達先国において一貫して、発見された課
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題を解決することにコミットしている。問題のある国から撤退することは、

その背後にいる労働者にとって望ましいことではない。 

 バングラデシュにおいて安全面の課題が重大になった際、多くのバイヤーは

同国から撤退したが、同社は撤退せずに自社プログラムを発足させ、安全な

アパレル産業を築くためにできる限りのことをするという決定を下した。 

 

(c) 特定課題への取組 

 同社の取組は焦点が明確になりつつある。20 年前にサステナブル調達の取組を始

めた時は縫製工場の監査に注力していたが、徐々に、能力開発へ投資を進めるこ

とで工場の水準を引き上げてきた。また同社は、工場の経営陣に対し人権への理

解を促し、またその意義を高く評価してきた。 

 P.A.C.E. プログラム 

 同社がサプライヤーに対していかに価値を創出しているかを示す一例として、

P.A.C.E.（Personal Advancement & Career Enhancement）プログラムが挙げ

られる。これは、同社のブランド製品の製造工場で働く女性労働者を支援す

るものである。P.A.C.E.はこれまで、65～80 時間にわたる Life skills トレ

ーニングの機会を提供し、さらに技術面のトレーニングを、アジア 7 カ国、

25,000 人以上の労働者に対して提供してきた。国際女性研究センター（ICRW）

による厳格な評価のおかげで、さらに多くの労働者が、高いレベルの自尊心、

作業効率、仕事の影響力を報告している。Gap ブランドは、同社のサプライチ

ェーンに関するポジティブなストーリーとして、このプログラムを顧客に対

して伝えている。 

 これらのプログラムはまた、調達先国における事業継続リスクに対処するた

めに役立つ。改善および能力開発プログラムを通じ、サプライヤーやステー

クホルダーとの戦略的関係は、労働者に対して持続的な変化をもたらしてい

る。 

 終的な目標としては、工場および現地のステークホルダーがそれぞれの改善に

関して責任を持つ能力を育成することである。この責務は、多国籍企業や NGO、援

助機関などのみに任せることはできない。現地の工場や政府は、長期的に持続可

能な方法で、人々の権利を尊重できるようになる必要がある。 
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3.2.4 調査結果の考察 

 上記の調査結果から得られた示唆を概観すると以下のとおり。 

 CSRの浸透、また社会的問題への関心の高まりによって、取引先、消費者および社

会からサプライチェーン全体における労働者権利を尊重することの要請が強まっ

ている。 

 電機・アパレル業界を中心に「CSR調達」が取り組まれてきており、新興国のサプ

ライヤーの工場におけるマネジメント能力を向上させるキャパシティビルディン

グなどの積極的な取組も見られる。業態とそれに起因するリスクの程度に拠り取

組の差は生じると考えられるが、今後、これらの取組が他の業種に普及していく

ものと想定される。 

 企業における人権および労働者の権利に関しては、人事部、CSR部、法務部、生産

部、購買部など、部門横断的な方針が策定され、加えて、NGO、専門家、研究機関

など広範なステークホルダーと連携した取組が重要となっている。また、多くの

企業が、労働問題に特化したフレームワーク・イニシアチブを活用している。 

 政府・公的機関においても、労働者権利を尊重する取組を推進することが、企業

の事業展開上重要であるとの認識が広まっている。特に、新興国においては、政

府や公的機関による労働者の権利に関する労働法の改正、ガバナンスの強化など

に対する支援が求められている。このような支援の具体的な事例の一つとして、

英国国際開発省(DFID)が実施しているRAGS (Responsible and Accountable 

Garment Sector)ファンドが挙げられる。英国市場へ商品を供給するアフリカ、ア

ジア諸国の貧困層を支援する仕組であり、衣類分野における労働条件向上を推進

する企業、貿易組合、非営利団体を支援の対象とし、労務管理に関するベストプ

ラクティスの促進に向けた調査、プログラムなどで取組を支援している。 

 国際的なフレームワークについては、「指導原則」およびそれを反映したISO26000

に拠り、人権デューデリジェンスの必要性への認識が高まっている。特にサプラ

イチェーンにおける労働環境問題は、様々な利害や慣習の相違が絡み合う難しい

課題ではあるが、自社の方針を策定し、専門家の意見を取り入れた官・民・学の

連携によって形成されたプラットフォームなどを活用しながら、実質的な取組み

を進めていくことが求められている。 

 サプライヤーの評価については、サプライヤーに対する一方的な要求ではなく、

サプライヤー自らがガバナンス体制を整備していくことを目的として、教育支援、

能力開発などを実施していくことが、持続可能なサプライチェーン構築の観点か

ら重要である。Adidasにおけるリスク管理の観点から付加価値の観点へと転換し

た工場レベルでのサプライヤーモニタリングはそのような動きの一つと言える。 

 特に、今後、日本企業が業態を超えた枠組みやイニシアティブに参加していくこ

とが重要になってくると考えられる。 
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3.3 先住民の生活および地域社会 

3.3.1 課題の概要 

(1）背景等 

資源開発事業など、先住民や少数民族が居住する地域で事業を行う企業にとって、固有

の文化や歴史を尊重し、現地の法令だけでなく国際基準を守り先住民の権利に配慮するこ

とが重要な課題となっている。また、先住民問題に限らず、影響を受ける地域社会に配慮

して責任ある事業運営を行うことは操業権の維持や許認可取得のためにも不可欠となって

いる。 

 

(2) 関連する動き 

先住民の権利侵害や地域住民の強制移転等、資源開発に伴う負の影響として環境面だけ

でなく社会面での問題も大きい。そのような負の影響を 小限とするべく、2000年代以降、

IFCや世銀が融資条件に環境社会への配慮を取り入れ、その中に先住民族の権利尊重も含ま

れている。さらに、 近の傾向として、IFCのパフォーマンススタンダード改訂にもみられ

るように先住民の権利尊重の傾向が強まっている。また、業界団体である国際金属・鉱業

評議会（ICMM）のポジションステートメントにおいても先住民の権利尊重が謳われ、IFCパ

フォーマンススタンダードの改訂内容も反映されており、企業は対策の強化を求められて

いる。 

 

先住民の権利に言及しているフレームワーク・ガイドラインを以下に示す。 

フレームワーク・ 

ガイドラインの例 

先住民の権利に言及している箇所 

IFCパフォーマンス

スタンダード 

IFCパフォーマンススタンダード（以下、PSという）は、環境社会配

慮に関してIFCの顧客に対する要求事項を示している。PS1～PS8の8

つの基準のうちPS7が先住民の権利について規定している。2012年1

月に改訂53があり、PS7に土地取得に関わるデューデリジェンスの必要

性が定められた。また、FPIC（Free, Prior, Informed Consent）の

概念が導入された。これは、先住民族からFree（外部から操作・干渉・

強制無く）、Prior（事前に情報開示された）、Informed（情報が理

解・入手可能な）、状態に基づいたConsent（合意）を得ること、が

必要となることを意味する。プロジェクトにおいて影響を受ける先住

民族の存在が確認された場合、従来よりも詳細かつ現地の言語や文化

的風習に沿った合意が求められるようになった。 

                                                   
53 IFC “Summary of key changes in the sustainability policy and performance standards”（2011 年 4 月 14 日付）
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b0be9a0049800a44a9e3fb336b93d75f/Board-Paper-IFC-AnnexA_August1-2011
.pdf?MOD=AJPERES 
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国際金属・鉱業評議

会（ICMM） 

 

2001年設立の国際金属・鉱業評議会(International Council on 

Mining and Metals、以下、 ICMMという)は、鉱業・金属製錬業界の

持続可能な開発に向けた取組の主導を目指す団体である。ICMMが定め

た10原則のうち原則3、原則6および原則9に人権、環境や地域社会に

関する言及がある。また、2008年に補完的に定められたポジションス

テートメント「鉱業と先住民」では先住民族の権利尊重が謳われてい

る。同ポジションステートメントは2013年5月に改訂され、上記改訂

後のIFC-PSのFPICの概念が取り入れられている。 

 

(3)企業への影響 

環境面では、原油流出事故など重大な事故を起こした場合には企業イメージが大きく

損なわれ、巨額の罰金を科される可能性もある。事故がなくともNGOなどからの批判によ

って企業イメージが低下することもありうる。事故や批判の結果として、環境規制が強

化されたり、その他案件の許認可取得あるいは操業権の維持に影響したりすることも考

えられる。 

社会面ではプロジェクトの環境・社会面の配慮が不足すると操業に影響したり、住民

から訴訟を起こされたり、といった影響が想定される。上記の国際的枠組みにあるよう

に、先住民の権利に配慮することがより重要になっている。新規プロジェクトにおいて、

地域社会からの支持を得られるよう対話の場を設けることや、先住民の生活への影響度

合いを調査することなど、適切な配慮が求められる。プロジェクト設計の時点で環境社

会面での影響を 小化するよう考慮することはもちろん、計画段階から継続的にステー

クホルダー・エンゲージメントを行い、操業開始以降においても事業への理解を得るこ

とが重要となっている。 

 

先住民の権利に特化した国際的な取り決めとして、以下のようなものがある。 

先住民の権利に 

特化したフレーム

ワーク 

概要 

 

ILO第169号条約 正式名は「独立国における原住民および種族民に関する条約」。1989

年に採択され、先住民・種族民が独自の文化、伝統、経済を維持する

ことを尊重するための条約。批准国は22カ国、日本は未批准54。 

先住民族の権利に

関する国連宣言 

2007年に国連総会において「先住民族の権利に関する国連宣言」が採

択された。国連総会決議には法的拘束力がないが、先住民族の権利尊

重に向けた国際的な動きを象徴する取り決めとして影響を及ぼしてい

                                                   
54 2014 年 2 月 24 日現在 
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る。調査対象企業の多くが同宣言を参照し、行動規範などの社内施策

に反映させている。 

 

(4)具体的事例 

下表は、先住民や地域社会との問題が事業に影響を及ぼした事例である。 

問題点 事例 

操業停止命令 2013年5月インドネシア・ビッグゴッサン鉱山で起こった崩落事故に

より労働者28名が死亡した。労働者からの安全性に関する懸念の声

があったにも関わらず対応を怠ったとして、フリーポートインドネ

シア社に対し非難の声が上がった。また、原因究明のため当局から

操業停止を命じられた55。 

労働者との衝突、一

時操業停止、遺族補

償 

2012年8月、ロンミン社のマリカナ鉱山（南アフリカ）において労働

者と警察当局が衝突した。労働者側は賃上げおよび安全性向上を求

め経営陣との面談を申し入れたが経営陣はこれを拒否。警察当局は

デモ隊鎮圧として実弾での一斉射撃を行い、34名の死者および70名

以上の負傷者を出した56。この事件によって鉱山は操業を一時停止し

たが、 終的にロンミン社が賃上げ要求を受け入れ、遺族へ補償を

行うことで事件は収束した。 

環境問題、地域社会

への補償、罰金 

2010年に発生したBP社のメキシコ湾原油流出事故では爆発によって

作業員11名が死亡。大量の原油流出により沿岸部の観光業・漁業が

壊滅的な影響を受けた。沿岸部の住民、漁民、ホテルなどが原告と

なった集団訴訟の賠償金は193億ドル。また、BPが2013年末までに負

担した罰金の総額は427億ドルに上る57。 

資金調達への影響 Vedanta Resources社のインド・ボーキサイト採掘事業において環境

破壊および先住民の人権侵害の懸念が指摘されている。適切な対策

が取られていないとして、2009年以降ノルウェーやオランダの年金

ファンド、その他複数の機関投資家が同社に対する投資を引き揚げ

た58。 

 

(5) NGOのキャンペーン 

世界規模でのNGOキャンペーンなどは見受けられなかったが、個別プロジェクトに対す

る反対運動は多数見られる。これはそれぞれの案件が大規模かつ地域的特性があるため

                                                   
55 RepRisk Most controversial projects 2013 report 
56 RepRisk Most controversial companies 2012 report 
57 BP プレスリリース（2014 年 2 月 4 日付）

http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/fourth-quarter-2013-results.html 
58 BankTrack.org (Dodgy Deals: Bauxite Niyamgiri hills) 
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NGOが個別の働きかけを行う傾向があるためと推察される。個々の案件に対するキャンペ

ーンの例を以下に示す。 

対象 概要 

シベリア・中国 

天然ガスパイプラ

イン計画 

Gazprom社およびCNPC社によるシベリアから中国へ天然ガスを輸送する

パイプライン建設プロジェクトに対し、米国のNGO Cultural Survival

が先住民の権利侵害であるとして反対活動を行っている59。建設予定地

には先住民が宗教儀式を行ってきた文化的価値のある土地が含まれると

の指摘が行われている。 

キーストーンXL 

パイプライン計画 

2013年3月ExxonMobil社のペガサス・パイプラインでの原油流出事故を受

けて、同様のパイプライン案件であるキーストーンXLプロジェクトに対

してグリーンピースやFriends of the Earth (以下、FoEという)などの

NGOから反対運動が展開されている60。 

フィリピン・ニッ

ケル開発事業 

住友金属鉱山社は、フィリピンでのニッケル開発事業に対して、日本の

NGO、FoE Japanが批判を提起している。先住民族パラワンに対する人権

侵害や周辺の水質汚濁による健康被害など、地域社会への影響を指摘61。

住友金属鉱山は事業への理解を求めるため対話を継続すると公表してい

る。 

 

  

                                                   
59 Cultural Survival （2014 年 2 月 27 日閲覧） 
http://www.culturalsurvival.org/take-action/russiachina-pipeline-threatens-sacred-highlands 
60 グリーンピース USA（2014 年 2 月 27 日閲覧）

http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/global-warming-and-energy/Stop-Keystone-XL-Pipeline/ 
61 FoE Japan（2014 年 2 月 27 日閲覧） 
http://www.foejapan.org/aid/jbic02/rt/background.html 
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