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3.3.2 文献調査 

調査対象企業は、先住民に関する問題に関係が深いと考えられる資源開発企業を中心に

選定を行った。国内企業としては、国際石油開発帝石(以下、INPEX)、JXホールディングス、

住友金属鉱山、三菱マテリアルの4社、海外企業としてはArcelorMittal, BP, CNPC, 

ExxonMobil, Lonminの5社、あわせて国内外企業9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、調査対象項目ごとに調査結果を取りまとめたものである。 

 

(1)関連する社内方針 

先住民の権利尊重について個別に社内方針を設定している企業は少数であり、行動規

範（Code of Conduct）の中に人権に関する記述が含まれる程度であった。業界団体であ

るICMMの原則を社内方針に反映しているといった記述も一部見られた。 

国内企業では、INPEX社において主要プロジェクトの実施地域において、オーストラリ

アの先住民との協調を目的とする方策が幅広く見られた。先住民社会との協働活動計画

（Reconciliation Action Plan）の文書において行動計画を策定し、目標設定を行って

いる。それに加えて、現地での雇用創出、地元企業をサプライヤーとして採用するため

の戦略、職業訓練校の設立など地域社会との協調を図るための方針を設定し取組を実施

している。 

海外企業では、ExxonMobil社の先住民に関する方針など社内体制が整備されている。

例えば、プロジェクトの影響を受ける土地での文化遺産保全を規定した「文化遺産管理

計画（Cultural Heritage Management Plan）」や、地域住民との協調のためのベストプ

ラクティスをまとめた「社会経済管理基準(Upstream Socioeconomic Management 

Standard)」など複数の個別方針が制定されている。これは過去の重大事故、それに伴う

批判に対応する形で策定されてきたことが推察される。 

【事例】INPEX 社の人権配慮の取組62 

 

                                                   
62 INPEX サステナビリティレポート 2013 p35 
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(2)フレームワークおよびコミットメント 

関連する社内方針を策定している企業の多くはIFCパフォーマンススタンダードを

参照している。それに加えて「採取産業透明性イニシアチブ（The Extractive 

Industries Transparency Initiative、以下「EITI」という)）や前述のICMMを参照し

ているとの記述が目立った。EITIは資源採取企業から資源産出国政府への資金の流れ

の透明性を高めることで政治腐敗および貧困を撲滅し資源産出国の経済発展を目指す

取組みとして、12項目から成る腐敗防止の原則を定めており、地域社会への配慮の内

容も含まれている。石油、ガス、鉱物資源を開発する企業の多くが参加しており、こ

れら地域社会への配慮を社内施策に反映させている。 

 

(3)マネジメントの仕組み 

INPEX社はオーストラリアにおける地域社会への影響を評価・分析し、管理するため

の社会影響マネジメントプランを作成しており、これはIFC-PSに準拠している。 

ArcelorMittal社は、苦情処理システムを導入し、主要プロジェクトにおいて地域住民

の意見を反映させる努力をしている。騒音に対する苦情があったプロジェクトでは消

音器を設置して騒音レベルの低減を図った例がある。 

ExxonMobil社では環境・社会・経済面の影響を評価するマネジメント・システムと

して「Environmental, Socioeconomic and Health Impact Assessment（ESHIA）」が

あり、事業のライフサイクルを通してリスクを把握し、戦略的なリスク管理を行って

いる。 

 

(4)目標および評価指標 

評価指標としては地域社会への投資額を記載している企業（特に海外企業）が多く

見られた。これらは実績額の報告であり、投資額の目標値などが開示されている例は

見られなかった。 

ExxonMobil社では地域社会への投資として多様なプログラムが展開されており

（例：マラリア対策の蚊帳配布、科学教育向上プログラムなど）、それぞれのプログ

ラムにおける受益者の人数、投資総額について報告がある。INPEX社では、オーストラ

リア先住民の雇用創出を方針として掲げており、実績として雇用された人数を報告し

ている。 

 

(5)その他の取組 

地域社会との協調を目指す取組として、以下のような事例が見られた。 

 慈善活動 

総じて、財団などを通してプロジェクト地域において慈善活動を行う企業が多かった。

社員のボランティア活動、芸術活動への資金提供や寄付を通して地域社会への還元、
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企業としての協調姿勢を示す傾向が見られる。 

 環境保全 

ロンミン社では環境保全活動の一環として「生物多様性行動計画（Biodiversity 

Action Plan）」を策定し、主要プロジェクト地域の生物多様性をモニタリングしてい

る。 

 雇用・就労支援 

前述のINPEX社による雇用促進方針や、先住民向けの職業訓練校の設立など雇用に関す

る施策が行われている。また、住民移転の影響を低減するための取組も見られた。例

えばExxonMobil社はパプアニューギニアの天然ガス開発プロジェクトにおいて、住民

移転の対象となった人々へ農業指導を通じて収入向上を助けるプログラムを行ってい

る。直接的な雇用創出だけでなく、農業指導や職業訓練などによって能力育成を進め

る事例が見られる。  
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3.3.3 ヒアリング調査 

ヒアリング対象企業として、INPEX社を選定。CSR全般および先住民と地域社会の問題

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。なお、ヒアリング内容には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)INPEX社 

①CSR全般 

(a)概要および取組の背景 

 海外での事業展開は、現地で長期間にわたるため、先住民・地域社会との信頼

関係構築は“License to Operate”という観点から不可欠であり、トップマネ

ジメントも含め、事業上、当然に必要なこととしてCSRを推進している。 

 開発案件における事業上のリスクマネジメントおよび競争力確保の観点から、

欧米メジャーの基準や取組に追いつく必要性もあるため、ビジネス上の必須事

項としてCSRに取り組んでいる。 

 

(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 

 ISO26000の発行をきっかけとしてマテリアリティの特定を行った。特定プロセ

スはCSR Report 2011に記載されている通り、以下の順序にて行った。 

① 各部署へのヒアリング・インタビュー 

② 候補案の絞り込み 

③ CSRタスクフォース会議 

④ ステークホルダーダイアログの開催 

⑤ CSR委員会で承認後、経営会議で承認 

ステークホルダーにとっての重要度および自社経営にとっての重要度を選定し、

マトリックス（下図参照）を作成、そこから 重要課題５つ（下図点線部分）を

選定した。作成後3年が経過しており、ステークホルダーにとっての重要度が変更

している可能性もあるため、見直しを予定している。 

 本社のマテリアリティに基づき、プロジェクトごとにマテリアリティの特定を

行っており、イクシスプロジェクトも独自のマテリアリティを特定している。 
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【同社の重要課題マップ】（CSR Report 2011 p10より抜粋、点線はPwC加筆） 

 
 

(c)CSR推進体制 

 トップダウンの組織として、ステークホルダーの要請に応えるため2012年に設

置されたCSR委員会（2012年度は年間5回開催）がある。また、ボトムアップの

組織としてCSR推進連絡会があり、定期的（2012年度は年6回）に会合が行われ

ている。CSR委員会は以前からあったコンプライアンス委員会やHSE委員会と連

携し、CSRを全社体系的に推進する目的で設置された。海外の現場へ会社として

のメッセージをより効果的に発信するのに役立っている。 

 Sustainability Report 2013を海外グループ会社も含めた全従業員に配布し、

INPEXグループのCSR浸透に活かしている。その他、CSRセミナーを開催（2013

年度計10回）するなどして周知を図っている。 

 海外事務所（オーストラリア、インドネシアなど）では年に1回の直接ミーティ

ングに加えて、2－3ヶ月に1回のビデオ会議などで連携を進めている。 

 

②特定課題への対応 

(a)課題とその背景 

 INPEXの二大プロジェクトの一つであるイクシスLNGプロジェクトでは、年間840

万トンのLNGを生産し、その７割を日本の電力・ガス会社へ、15年間にわたって供

給することが決まっており、アバディLNGプロジェクトの第１次開発分の年間生産

量250万トンと合わせると、日本の年間LNG輸入量の10～15％に相当する。 

 イクシスプロジェクトは現地で長期間にわたるため、先住民・地域社会との協調

は“License to Operate”という観点から、事業展開のために重要であると認識

している。 

 イクシスプロジェクトが進むオーストラリア北部準州では住民の約4割が先住民
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であり、重要なステークホルダーと位置付けている。パースにはSenior 

Aboriginal Advisorが常駐し、北部準州および西豪州の先住民ステークホルダー

と定期的にコミュニケーションをとっている他、以下のように様々な施策を整備

している。 

 2010 ATSIエンゲージメントポリシー採択 

 2010 AIP（豪州産業計画方針）策定 

 2010 IPP施行（地元産業採用計画）⇒これまでに30社に対し、64件の契約

を委託 

 2012 SIMP（社会影響度調査）の実施 

 2013 RAP（先住民社会との協調活動計画）策定⇒貢献策の進捗状況を毎年

モニタリング、見直しを行う。RAP策定は北部準州政府の促進している取組

であり、政府への報告も行っている。 

 SRM+(Stakeholder Relationship Management Plus) ⇒２～３年ごとに地元

のステークホルダーとの関係性を評価・分析している。評価項目は、環境

への影響、現地における雇用創出、現地における調達、先住民とのエンゲ

ージメントなどが含まれている。これらの点に関する満足度調査で2011年

と2013年を比較した際、同社に対する地元ステークホルダーの満足度は向

上している。 

 

(b)マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 イクシスプロジェクトが操業地域に与える影響は小さくない。環境的・社会的な

ネガティブインパクトを 小限に抑え、ポジティブインパクトを 大化するため

に同社は様々な施策を整備している。 

 IFCパフォーマンススタンダードを自主基準化し、海外案件だけでなく日本

国内においてもIFCの厳格なルールを適用することとしている。 

 SIMP（社会影響度調査）によって、雇用機会の低下、生活費の高騰、公衆

衛生、インフラ整備などのプロジェクトが地域に与える影響を評価・分析

し管理している。（骨子案であるPreliminary SIMPは2012年に策定済であ

り、現在策定中のPrincipal SIMPは 終化に向けたパブリックコメントを

募集しフィードバックを盛り込んだ形で2014年初めに政府へ提出予定であ

る。完成すれば同社は北部準州における初のSIMP策定企業となる。） 

 RAPは地元先住民と協調関係を築く目的でビジョンと行動計画を記したも

ので、活動実績を年次レポートとしてまとめるとともに、活動計画の見直

しを毎年行う。RAPにおいては「雇用」「尊重」「機会」の３つのテーマの

もと、取組の目的および責任の所在を明確化し、各エンゲージメント策を

実施している。 
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(c)特定課題への取組 

 イクシスプロジェクト初期段階に政府当局と協議した結果、先住民の失業率改善

が課題として挙げられた。同社が失業率改善のために行っている施策は以下の通

りである。 

 2012年には、イクシスプロジェクトにて締結した契約金額総額の約34％を

オーストラリア企業に発注している。これには北部準州を拠点とする127社

が含まれ、その受注額は10億豪ドルを超える。 

 ララキア職業訓練校(2012)：先住民の青年層向けに職業訓練を行っており、

これまでに450名以上が訓練を受けている。修了生のうち、60名以上の先住

民が何らかの形でイクシスプロジェクトに従事している。 

 オーストラリア北部石油・天然ガス研究センター(2012)：北部準州におけ

るエネルギー産業を担う人材を育成し、石油・天然ガスに関する教育およ

び職業訓練を行うため、プロジェクトから300万豪ドルを寄付。 

 北部準州の遠隔教育支援校(2013)：先住民を含む遠隔地に居住する学生500

人を対象に遠隔教育・研修プログラムを提供している。 

 課題としては、「地元企業採用計画」があるが、資材契約については大半が海外

企業からのパッケージとなっているため、難しい面もある。国によっては地元企

業の採用比率が設定されている場合もある。 

 苦情対応メカニズムをダーウィンおよびパースで展開し、地元住民からのコメン

トを受け付けている。例えば、ダーウィンでの浚渫作業による環境への影響を懸

念する声があった。そこで、住民の意向を尊重し、コストを掛けて生物多様性に

配慮した浚渫方法により作業を実施した。 

 電話調査（コミュニティ・ポーリング）による結果では、調査対象としたダーウ

ィンの住民の間において、イクシスプロジェクトは97%の認知度があり、9割強が

同社について良い印象を持っているとの回答を得ている。 
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3.3.4 調査結果の考察 

今回の調査結果から得られた考察は次の通りである。 

 IFC－PSやICMMのポジションステートメントの改訂などに見られるように、先住

民の権利尊重の傾向が強まり、企業は対策の強化を求められている。また、地

域社会との軋轢が社会問題に発展することもあり、許認可取得あるいは操業権

の維持に影響する可能性もある。 

 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。 

 地域社会との協調を目指す具体的取組としては、慈善活動や環境保全の取組に

加えて雇用や教育に関する活動が事例として見られた。先進企業では直接的な

雇用創出だけでなく、長期的視野に立った就労支援や教育プログラムなどの取

組がなされている。 

 地域住民に対して電話調査を実施し、企業に対する印象を定期的に測定してい

る例も見られた。積極的に住民の意見を求めることで、ステークホルダー・エ

ンゲージメントの効果を可視化する先進的取組と考えられる。 

 先住民や地域社会との協調を目指す企業にとっては、まずその意思を方針や行

動計画といった形で文書化し、外部へ発信することが取組の第一歩となる。外

部に公表しない場合においても、地域社会との協調を目指すという方針を社内

に周知し、評価指標などを設定することは有益である。 

 その際、行動規範や指針に先住民の権利や地域社会の尊重を謳うだけでなく、

当該テーマに特化した個別の方針を制定する、あるいは既存の方針に組み入れ

ることにより、プロジェクト設計および実施段階において施策に反映されるこ

とが重要である。 

 開発プロジェクトは大規模かつ各プロジェクトにおける差異が大きく、NGOキャ

ンペーンも個別に行われる傾向があるため、日本企業が、プロジェクトごとの

マテリアリティ分析を行うことが有効になってくると考えられる。 

 INPEXの取組例で見たように、雇用創出や教育支援などの長期的な支援によって

地域社会との関係を構築することが、License to Operateを確保し、競争力を

高める上でも重要な課題となっている。現地の状況や慣習を十分に鑑みて文化

的に適切な施策を行うことが求められる。  
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3.4 水ストレスの高い地域における水リスク（サプライチェーンを含む） 

3.4.1 課題の概要 

(1) 背景等  

世界の多くの地域で水不足のリスクが高まっており、産業用水あるいは農業用水のコ

ストが上昇し、利用に制限がかかることが予測される。直接的な事業展開における水リ

スクだけでなく、複雑化するサプライチェーンにおいても水リスクが顕在化しつつある。 

 

(2) 関連する動き 

水は人間の生命維持に不可欠な資源である。生活用水、農業用水、産業用水など様々

な用途において我々の生活に欠かすことができない も基本的な資源と言える。世界銀

行が行った予測によれば、水需要は2007年から2030年にかけて50％以上も上昇するとみ

られている63。国連食糧農業機関のデータでは、既に28億人が水ストレスのある地域で暮

らしており、2025年までにこの人数は世界人口の3分の2まで増大すると予測している64。 

 

 

 

主要な国際フレームワークにおける水リスクへの言及は以下の通りである。 

CSR全般のイニシアチブの例 水リスクに言及している箇所 

UNGC 下記、CEO Water Mandate参照 

OECDガイドライン 直接的でないが言及されている。(一般方針に関する注釈25)

プロジェクトにおいて大量の水利用あるいは土地利用によ

り地域社会への影響が大きいと想定される場合はステーク

ホルダー・エンゲージメントを行うことが有用である。 

                                                   
63 World Bank 2007 
64 “Coping with water scarcity. Challenge of the twenty-first century.” UN-Water, FAO, 2007 
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指導原則 企業の基本的責任として、事業活動が水へのアクセス権を侵

害することのないようにしなければならない65。 

 

(3) 企業への影響 

これまで水は確実かつ安価に入手できる資源として産業および農業に用いられてきた。

そして産業界における水問題は、排水に伴う水質汚濁防止が主な課題であった。しかし、

国連のWorld Water Development Report（2013年）によれば、「水の需要や消費があら

ゆるセクターで増大するとみられ、企業は限られた水資源のために競争を繰り広げるこ

とになると考えられる。特に農業における水需要の増大が見込まれる。」との報告があ

り、今後は水を確保すること自体が課題となりつつあることを示している。 

 また、水資源は、淡水の総資源量の問題というより、ポータビリティの困難さに起因

する特定の地域における利用可能性の問題である。 

近年では水リスクに対応する企業を支援するために様々な国際的なイニシアチブが発

足している。水リスクに特化した主なイニシアチブは、以下の通りである。 

水リスクに特化した  

イニシアチブ 

概要 

 

CEO Water Mandate 2007年7月に国連事務総長によって立ち上げられたUNGCのCEO 

Water Mandateは官民連携イニシアチブであり、企業による水の

サステナビリティに関する方針の策定、取組の実施、および開

示を支援している。 

2013年12月時点で、主に多国籍企業からなる96社がCEO Water 

Mandateに署名。日本企業による署名はない。 

CDP Water 2010年よりCDPは、特に水使用量の多いセクターについて、企業

による水に関する情報開示を評価している。 

2014年からスコアリングシステムが導入され、Global 500の企

業が評価対象となる予定である（評価結果は公開されない）。 

 

(4) 具体的事例 

下表は、水リスクが事業に影響を及ぼした事例である。 

問題点 事例 

操業許可の喪失 

 

2000年、コカ・コーラはケララ州パルガート地区のプラチマダ

地区に工場を建設。その後、１年のうちに、地下水の水位低下

と汚染が発生。汚染の原因は、近隣の農家に配布した肥料に含

まれるカドミウムなどと急激な汲み上げとされた。2003年12

                                                   
65 CEO Water Mandate (2009): DISCUSSION PAPER: Water and Human Rights: Exploring the Roles and 
Responsibilities of Business, March 2009  
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月16日の判決で、ケララ高等裁判所は、コカ・コーラは無制限

に水をくみ上げる権利は持っていないと判断。2005年4月7日、

ケララ高等裁判所は、この判決を覆すも、住民の反対が強く工

場は閉鎖。建設当時から周辺住民の強い反発を招くと共に、本

社のある米国でも批判が展開。政府による販売停止処分や損害

賠償請求など、操業自体に大きな影響を与えた66。 

事業費の増大 

 

チリの一部地域において地下水の不足が深刻化し、新規鉱山開

発の環境許認可には事業者は地下水でない代替水源を確保す

る必要が発生した。三菱商事は総額1,000億ドル以上の本プロ

ジェクトに約20%出資しており、追加コスト発生が予想される。

それに対して、同社は、海水淡水化事業に参画し、チリの銅鉱

山事業に利用している67。 

 

(5) NGOのキャンペーン 

水リスクに関するNGOのキャンペーンとして以下のようなものがある。 

対象 概要 

農産物サプライチェーンにおける

水資源の管理 

Oxfamは、農業サプライチェーンにおける多国籍企業の

CSR基準の底上げのために、“Behind the Brand”とい

うキャンペーンを2013年2月に立ち上げた。水リスクは

このキャンペーンの対象とする7つの課題の一つに含ま

れている。ネスレが、多国籍企業10社の分析結果に基づ

き、水カテゴリーの評価および総合評価において 上位

の評価を受けた。 

ミネラルウォーターの水源および

水質に関する情報開示 

International Corporate Accountabilityによる

“Think Outside the Bottle”は、米国全土の行動およ

び教育キャンペーンで、2006年に立ち上げられた。この

イニシアチブでは、コカ・コーラ、ペプシ、ネスレなど

の多国籍企業に対して、その商品であるボトル水の水源

と品質に関する表示を要求。このイニシアチブに対し

て、ペプシとネスレは水ボトルのラベルを変更した。例

えば、ペプシの“Aquafina”というボトル水には、2007

年7月から“Public Water Source”という文言をラベル

に表示している。 

 

                                                   
66 複数のメディア 
67 三菱商事 2011 年 8 月 9 日プレスリリース抜粋, Bloomberg 2014/1/3 
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3.4.2 文献調査 

水リスクに関係が深いと考えられる飲料事業を展開している企業を中心に選定を行い、

国内企業として、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、サントリ

ーホールディングスおよび三菱商事の4社、海外企業としては、PepsiCoの1社、あわせて国

内外企業5社を文献調査の対象とした。なお、三菱商事は、チリの鉱山開発に関連した水ス

トレスへの対応事例という観点から選定した。また、水リスクに関してはバーチャルウオー

ター問題も存在するが、水の必要量の推定値であるため、ここでは直接使用量が多い企業

を対象としている。 

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、調査対象項目ごとに調査結果を取りまとめたものである。 

 

(1) 関連する社内方針 

対象企業の中では、水リスクだけを対象とした社内方針が存在する企業は存在しなか

ったが、環境全般の方針に水リスクに関する社内方針が含まれている企業が多かった。

また、PepsiCo社は、水リスクに関連する下記の方針が存在した。 

 人権および水へのアクセスに関する考え方 “Water Stewardship” report 

同社は、Water Stewardshipレポートにおいて水に関する考え方を示している。水へ

のアクセスを人権として認めた国連・世界保健機構の共同宣言に賛同し、水へのアク

セスを尊重する姿勢を打ち出している。同レポートでは、水使用の効率を20％上げる、

水ストレスの高い地域で「ポジティブ・ウォーター・バランス」を達成させる、2015

年までに途上国で安全な水を300万人に提供する、といった目標を掲げている。 

 持続可能な農業に関する方針 “Global Sustainable Agricultural Policy” 

サプライチェーンの持続可能性を向上させる目的で、原材料である農産物に求める

基準を定めている。水の管理、土壌保全、農薬管理、エネルギー管理、生産者支援、

地域貢献といった6つの目的を掲げている。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

 PepsiCo社は、CEO Water Mandateに署名し、その他さまざまなイニシアチブに賛同し

ている。また、CDP Waterについては、調査対象企業のうち3社が2013年度の対象企業と

なっており、3社とも回答を提出している。キリン社は、CDP Waterへの取組に加えて、

水に関する情報開示を評価されノルウェー政府年金基金のWater Management Disclosure 

Rating Top14に選ばれている。 

 

(3) マネジメント・システムなど 
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複数社が、WBCSDの水関連のツールを活用している。また、CDP Water、WRI68のAqueduct69

などを活用している企業もあった。 

 

(4)目標および評価指標 

ほとんどの企業が、評価指標として、水使用量（総量、原単位）を使っている。キリ

ン社は毎年、節水目標を設定している（2012年度の実績値は前年度比5％削減）。PepsiCo

社は2015年までに製品あたりの水の使用効率を20％向上（2006年比）させる目標を2007

年に設定している。 

 サントリー社は森林保全地域の面積について目標値を設定し、達成したことを報告し

ている。また、水に関する教育プログラムの参加人数について目標値（2015年までに累

計10万人）を設定している。 

  

(5) その他の取組 

 事業活動 

工場での節水や水の再利用など、水の効率的使用に関する取組は各社とも実施して

いる。目標値については社内向けに設定されている可能性があるが、公開されていな

い場合が多かった。PepsiCo社は水使用量の効率向上のため目標値設定を行っている。 

なお、調査対象外ではあるが、味の素社は製造工程での水使用のみならず、主要原

料である農産物の生産に関わる水資源リスクを把握するため、水資源の簡易リスク調

査を行っている。 

 慈善活動 

PepsiCo社は、発展途上国の地域住民に対して安全な水へのアクセスを保証する取組

を進めている。具体的には、コロンビア大学と提携し、2015年までに300万人に水への

アクセスを提供することを目標としていたが、当初予定より早い2012年に目標を達成

した。新たに同様の目標を立て、活動を継続している。 

 環境活動 

水源の森を保全する活動は、程度の差はあるものの日系各社で行われている。サン

トリー社は、森林保全活動に加えて水の大切さを啓蒙する活動に取組み、かつ啓蒙活

動への参加人数の目標値を設定している。 

PepsiCo社は、水使用について「ネットポジティブ」のイニシアチブに取り組んでい

る。ネットポジティブとは、水の再利用や水源保全活動によって生産で消費する水を

補い、全体で見たときに水の資源量を減らさないための取組である。また、サントリ

ー社も同様の姿勢を打ち出し、使用した水よりも多くの水を浄化して自然に還す目的

                                                   
68 World Resources Institute、世界資源研究所は地球の環境と開発の問題に関する政策研究と技術的支援を行う独立し
た機関で、ワシントン DC にある。 
69 Aqueduct は世界の水リスクをマッピングするツールで、企業や政府などに対して水リスクおよび関連する事業機会が

どこで発生しているかを地図上の色の濃淡で示すことができる。 
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で森林保全活動を進めると公表している。 
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3.4.3 ヒアリング調査 

ヒアリング対象企業として、三菱商事社を選定。CSR全般および水リスクの問題に関して

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)三菱商事社 

①CSR全般 

(a) 概要および取組の背景 

 CSR活動の推進にあたって、特に障害はない。CSRに関する規格やスタンダードが

次々と策定されるため、どれを選べばよいか難しい部分がある。また、活動の定

量化手法が確立していないため、どのように取組を進めるかを模索しているとこ

ろである。 

 メーカーと違って直接的なオペレーションがなく、1000社以上の投資先がある。

事務系から資源開発系まで事業は極めて多岐にわたるため、それを束ねるのは容

易ではない。そのためにもガバナンスが鍵となる。事業の 前線である現場との

距離感を埋めることが重要である。 

 企業理念「三綱領」における所期奉公（Corporate Responsibility for Society）

の精神があり、環境社会への配慮は必然のことと理解している。サステナブルで

ない事業はありえない。 

 

(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 

 環境・CSRの重点課題を６つ（「気候変動への対応」、「資源の持続可能な利用」、

「先住民の権利の尊重」、「生物多様性の保全」、「人権・労働面の配慮」、「汚

染・事故の未然防止」）挙げており、会社全体としてこれらに順序をつけること

はできない。どの課題も一定の配慮が必要であり、重要度が低いとは言えない。 

 一方、各事業会社の中では濃淡がある。また、既存のプロジェクトを買うケース

と、新しく立ち上げるケースでも異なる。事業ごとに多様性があるため、各グル

ープの業態や業種によって特にどの課題が重要かについて、社内向けにマッピン

グを行い、リスクマトリックスを作成している。現場を知らないと実行的な施策

になりにくいので、各営業グループには積極的に関わってもらっている。 

 

(c) CSR推進体制 

 環境・CSR推進部には3チームがあり、それぞれ環境・CSR、社会貢献、復興支援

を担当している。環境・CSRチームは環境・CSR関連のリスク管理を行っている。

具体的には、経営会議にかける投融資案件の環境・CSR面のリスク分析を実施し
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ている。案件組成段階からESGリスク分析を行う。案件審査に至るまでに各営業

グループとの間で事前打ち合わせを重ねてからの審査なので、審査の段階で問題

が見つかり案件が却下になることはほぼない。 

 副社長を環境・CSR担当役員として任命し、環境・CSR委員会ではCSR施策のレビュ

ーや前年度の報告を行っている。 

 環境やCSRについては、従来スポットでステークホルダーと対話を行っていたが、

決まった人から定期的に意見を聞く機会があることが重要であるとの考えから、

2008年に社外有識者９名をメンバーとする「環境・CSRアドバイザリーコミッティ

ー」を設置した。年に二回、通常春と秋に定例会を行っており、春は丸の内にて

実施、秋は海外の現場視察となっている。海外視察の訪問先の例は以下の通りで

ある。 

 2013年：タイのエビ養殖事業視察 

 2012年：マレーシアLNG液化事業視察 

 その他：マレーシア熱帯林再生、オーストラリア石炭採掘などのプロジェク

トを視察 

 グループ全体のCSR浸透のために、研修を行っている。例えば、海外出向者向けの

研修には環境・CSR研修が組み込まれている。 

 「連結経営基盤チェックリスト」を通して、 低限必要なグループ会社のCSR方針

や体制整備について確認している。一方、少数株主持分のグループ会社について

は、どこまで三菱商事の体制を求めるべきかという問題もあり、個社に任せるし

かない部分もある。 

 

② 特定課題への対応 

(a) 課題認識とその背景 

 水リスク管理は、地域社会との良好な関係を築くために不可欠であると考えてい

る。水の確保は生命線であり、地域社会に水ストレスを与えないことは事業を継

続する上で大前提である。資源開発事業の投資額は100億、1000億単位の巨額にの

ぼるため、オペレーターとしては、地域の理解を得ながら進めていくことは事業

を継続していくうえできわめて重要。 

 水リスクの管理ができなければ、資源開発事業は成り立たない。水リスクを管理

することはビジネスの大前提として必要不可欠、地域の理解を得るために欠かせ

ない“License to Operate”と認識している。 

 先住民の権利には、もちろん水へのアクセスも含まれるため、プロジェクトによ

ってその権利が侵害されてはならないと考えている。 

 2011年からCDP Waterに参加するなど、水リスクは十分に認識しているが、定量的

に捉えている部分は限定的である。プロジェクトにおける水のインプットとアウ
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トプットを確認するなど、前述の個別案件の審査の過程で水リスクの確認を行っ

ているが、どのような項目を捉えていくべきかが課題である。 

 

(b) マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 水ストレスの高い地域をマッピングするツール（Aqueduct70）などを使って案件の

立地を確認し、生物多様性や水ストレスへの影響を考慮している。資源開発にお

いては、地域社会を巻き込んで合意を形成することが重要である。地域社会を含

む幅広いステークホルダーとの合意がなければ、プロジェクトは進められない可

能性がある。 

 環境憲章を1996年に制定、2010年に改定するなど、社会の要請に沿って方針を整

備してきた。 

 

(c) 特定課題への取組 

 南米における銅事業については、チリとペルーで４つのプロジェクトを推進し、

アジアを中心に銅を供給。現在の持分銅生産量は約25万トンだが、今後は1988年

から参画している世界 大級の銅鉱山、Escondida（チリ）の他、2011年に約20％

の権益を取得したAnglo American Sur（チリ）などで事業の拡大を計画。 

 チリ北部の一部地域では、近年、降雪量が減少し、地下水の不足が深刻化してい

る。同地域において、地下水は、産業用水だけでなく、生活用水や農業用水とし

ても利用されているため、新規に鉱山を開発する際には、地下水ではない代替水

源を確保することが環境許認可の一部要件となっており、海水淡水化の需要が急

速に高まっている。そこで、チリ アタカマ砂漠の南、コピアポ地区の海岸に海水

淡水化プラントを新設し、同プラントで造った淡水を、パイプラインを通じて、

約80km離れた新規開発中のセロネグロノルテ鉄鉱山に、2013年より、約20年間供

給するなどの事業を行っている。（事業資金約１億８千万ドル（約150億円））さ

らに、周辺鉱山にも水供給事業を展開予定。 

 水リスクがあることで事業の難易度は高まるが、そういった障害を乗り越える代

替策を含めて、地域に理解されることが重要と考えている。 

 

 

  

                                                   
70 http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct 
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3.4.4 調査結果の考察 

 今回の調査結果から得られる考察は次の通りである。 

 世界的に水ストレスが高い地域は拡大傾向にあり、企業が事業展開する上で影

響が大きくなりつつある。そのため、PepsiCo社は、水リスクに関連する方針を

作成し、水リスクに特化したイニシアチブに積極的に参加し、水使用や水への

アクセスに関する目標値を設定して、取組を推進している。 

 調査対象とした飲料製造企業の多くが、積極的に節水に取組んでいる。また、

水源の森林保全も進めており、これは「ネットポジティブ」に通じる重要な活

動であると言える。先進企業は水使用について情報開示を行うだけでなく、目

標値を公開しコミットメントの度合いを高めているが、今後はこういった取組

が業界標準となっていくことが想定される。 

 

 三菱商事社の事例で見たように、水ストレスが高い地域での事業展開には、

License to Operateの観点から、地元住民の水需要に影響を与えないような事

業設計が求められる。水リスク管理は地域社会の理解を得るために不可欠な要

素と捉えて取組を進めていくことが望まれる。 

 その際、自社の事業エリアのみならず、今後はバリューチェーン全体の水リス

クへの視点が重要になると考えられる。近年、バリューチェーン全体での水リ

スクの把握が世界的に進んでおり、定量化のための様々なツールを活用するこ

とが可能となりつつある。 
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3.5 腐敗防止 

3.5.1 課題の概要 

(1) 背景等 

近年、外国公務員に対する贈賄について各国の司法機関や証券取引委員会による取り締

まりが厳格化される傾向にある。企業においては、これまで以上に贈賄の問題について周

知を徹底し対策を強化することが求められる。なお、各国法令による多少の違いはあるも

のの「外国公務員」とは、外国の立法、行政、司法機関に属する者を中心に、公営企業な

ど公的機関に属する者も含む。 

 

(2) 関連する動き 

外国公務員に対する贈賄を禁止する各国の諸制度は、1997 年 11 月に OECD で採択された

「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約（「外国公務員贈賄防止

条約」）に基づくものである。その背景には、ロッキード事件を契機に 1977 年に米国で「腐

敗行為防止法」が制定され、同様の制度を定めるよう米国から OECD・各国に働きかけがあ

り条約に至ったものである。 

贈賄に対する規制の厳格化は世界的な潮流となっている。日本企業においても、規制の

対象となれば企業イメージの低下を招き、企業の存続を揺るがす事態になりかねない。民

間セクターと明確な区別が難しい公的な組織の存在など、国によっては法体系の問題も存

在する。特に発展途上国や新興国で事業を展開する企業にとっては、贈賄リスクは予想が

困難なビジネスリスクといえる71。 

 

腐敗防止に関わるイニシアチブの例として以下のようなものがある。 

イニシアチブの例 腐敗防止に言及している箇所 

UNGC 

「原則 10. 腐敗防止」 

 

UNGC は、腐敗と闘い第 10 原則を守るにあたって、次の 3要

素を考慮するよう署名企業・団体に提言している。 

 社内対策：基本的な第一歩として、社内や事業運営その

ものに腐敗対策の方針とプログラムを導入すること 

 社外対策：年 1回の「COP（コミュニケーション・オン・

プログレス）」を通じて腐敗対策の状況を報告するとと

もに、具体的な事例とその内容を提示し、経験やベスト

プラクティスを共有すること 

 包括的対策：同業者や他のステークホルダーとの連携を

図ること 

世界経済フォーラム 

PACI (Partnering Against 

業界を超えて腐敗防止のために様々なステークホルダーが

協働するためのイニシアチブ。企業の腐敗防止対策の水準を

                                                   
71 プライスウォーターハウスクーパース株式会社の「贈収賄・反汚職マネジメント」ウェブサイトを参照 
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Corruption Initiative) 底上げし、より透明性の高く競争力のある企業社会の実現の

ために活動している。PACI メンバーは「PACI贈収賄防止原

則（NGOのトランスペアレンシー・インターナショナル（以

下、TI という）の贈収賄防止のためのビジネス原則を基盤

とする）」を支持することを表明している。 

採取産業透明性イニシアチ

ブ 

EITI（Extractive Industries 

Transparency Initiative 

資源産出国の政府への資金の流れの透明性を高めることで

健全な統治を実現し、資源産出国の経済発展を目指す取組。

石油・ガス開発、鉱業など、資源開発に関わる企業が多く参

加している。 

 

(3) 企業への影響 

贈賄事件が発覚した場合、規制当局から多額の罰金が科せられる可能性がある。下記に

示す法令のうち、米国の贈賄規制の取り締まりが厳しくなっており、企業にとっては特に

注意が必要となっている。 

 

外国公務員への贈賄を禁止する各国法令として以下のようなものがある。 

外国公務員への贈賄を  

禁止する法令の例 

概要 

日本「不正競争防止法」 外国公務員等に対し、国際的商取引に関して営業上の不正な

利益を得るために贈賄および利益供与を行うことを禁止す

る法律。日本国内から外国公務員に利益供与を行った従業員

を雇用する企業も適用対象となる72。 

米国「腐敗行為防止法」 

FCPA (Foreign Corrupt 

Practices Act) 

公正な商取引などを目的として、1977年に米国で制定され

た外国公務員等に対する贈賄などを禁止する法律。同法の対

象となるのは米国企業だけでなく、米国でビジネスを行う日

本企業（特に米国証券取引委員会（SEC）の登録企業や主要

な事業所を置く日本企業など）も対象となるため、注意が必

要である。近年 FCPAの適用が強化されており、摘発事例お

よび罰金金額が増加傾向にある。 

英国「反贈収賄法」 

ABA (Anti-Bribery Act) 

 

英国において 2011年 7 月に導入された、贈収賄を禁止する

法律。同法の対象は、英国でビジネスを行う企業が、世界中

のいかなる国で行った贈収賄行為も全て含まれる。また、企

業として汚職を防ぐための「適切な手続き」を導入していな

ければ、同法に違反するとされる。内容は FCPA に類似して

                                                   
72経済産業省知的財産政策室作成の「外国公務員贈賄の防止について」（平成 25 年 3 月版）を参考に作成 
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いるが、適用範囲が広い（ファシリテーションペイメントの

例外規定なし、私人間の贈収賄も処罰対象）といった特徴が

ある。 

中国「海外贈賄条項」 2011 年 5 月実施の中国刑法第 164 条により、日本企業を含

む多国籍企業は、中国企業と同様に、「刑法」第 389 条が規

定する「不当な利益を得るために国家職員に“財物”を提供

した人または組織」に対し贈賄罪が適用される73。 

 

(4) 具体的事例 

過去に発覚した主な外国公務員贈賄事件の例を以下に示す。 

企業活動へのイン

パクト 

事例 

罰金 ドイツの総合電機大手シーメンス社は、2006 年に発覚した大規模な不

正支出事件に伴う罰金などとして、米証券取引委員会（SEC）など米独

の当局に対し約 10 億ユーロ（約 1200億円）を支払うと発表74。 

罰金 日揮社は 1991 年、他 3社とともに JV 企業を設立し 1995 年にナイジェ

リアの LNG施設建設を 60 億ドルで受注。受注にあたり、ナイジェリア

高官に総額 1億 8200万ドルの便宜を図ったとして米国 FCPA 違反の疑

いで提訴。本件の罰金額は、刑事・民事あわせて 15 億ドル。2011 年、

同社は米国司法省と 2億 1880万ドル（約 187 億円）で和解。外部の監

視機関により 2年間のコンプライアンス定着が義務付けられた75。 

契約停止 住友化学シンガポール法人の外国人社員が、カンボジア政府からマラ

リア予防の蚊帳を受注するために、カンボジア政府高官に対し総額 25

万 6470 ドル（約 2600 万円）を渡していたことが 2013 年 11 月に発覚76。

これにより発注主である世界基金から契約停止を受けた77。 

 

(4) NGO のキャンペーン 

以下に、TIが発表している、各国および主要企業の腐敗レベルを評価した指標を示す。 

項目 概要 

国別腐敗ランキング

（Corruption Perception 

腐敗とは「与えられた権限を濫用して私的利益を得ること」と

いう TI の定義に基づき、各国の公務員や政治家などが賄賂な

                                                   
73 経済産業省知的財産政策室作成の「平成 23 年度中小企業の海外展開に係る不正競争等のリスクへの対応状況に関す
る調査」を参考に作成 
74 独立行政法人日本貿易保険作成の「シーメンス贈賄事件について」（2009 年 6 月 11 日） 
75 独立行政法人日本貿易保険作成の「シーメンス贈賄事件について」（2009 年 6 月 11 日） 
76 2013 年 11 月 25 日付 日本経済新聞電子版より抜粋 
77 The New York Times, “The Global Fund Suspend 2 Mosquito Net Makers” （2013 年 11 月 20 日付） 
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Index） どの不正行為に応じるかどうか、つまり公的部門と民間との関

係における腐敗度を調査と評価により数値化して各国をラン

キングしている。2013 年のランキングでは日本は 177 カ国中

18 位と位置付けられている。 

企業別透明度ランキング78 

 

TI が 2012 年に発表した主要企業の透明性を評価したランキン

グで、腐敗防止プログラムの有無やレポーティングの透明度で

企業のランク付けを行っている。Statoil、RioTinto、BHP 

Billiton が上位 3位を占めた。 

時価総額上位企業を対象としており、日本企業ではトヨタ自動

車、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、NTT、本田技研工業、

キャノンが評価対象となっている。 

 

 

 

  

                                                   
78 Transparency in Corporate Reporting: Assessing the world's largest companies 
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