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3.5.2 文献調査 

 腐敗防止のテーマで対策を取っていると考えられる企業を中心に選定を行い、国内企業

としては、日揮と住友化学の 2社、海外企業としては、Hyundai E&C, Rio Tinto, Siemens

の 3 社、あわせて国内外企業 5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 

対象企業では、行動規範（Code of Conduct）に腐敗防止に関連する記述が含まれている

例が多かった。例えば、シーメンスでは Business Conduct Guidelines に腐敗防止の方針

を盛り込んでいる。 

住友化学社では「贈収賄防止マニュアル」が 2012年 1 月に作成され、国内外グループ会

社へ提供されている。海外グループ会社においては各社の状況に応じて贈収賄防止体制を

構築するよう対策を進めている。 

RioTinto 社においては、The way we work という行動規範および Business Integrity 

Standards によって腐敗防止の精神を謳っている。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

住友化学社は 2008年 12 月から UNGC が取り組んでいる「原則 10. 腐敗防止」の作業部会

に参加している。この作業部会では民間企業や NGO などが集まり、腐敗防止の取組を推進

するための環境整備や各種施策などについて意見交換を行っている。 

 

(3) マネジメントの仕組み 

Siemens 社には、不正を防ぐための「コンプライアンス・システム」（下図参照）があり、

予防、発見、対応の段階に分けて様々な施策を整備している。
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(4) 目標および評価指標 

数少ない評価指標の例としては、Siemens 社において、コンプライアンスのヘルプデスク

「Ask us」や内部告発制度「Tell us」の利用状況に関するデータが公開されている（2013

年度の相談件数 416件、通報件数 908件、うち処分件数 305 件）。その他に評価指標といえ

る例はなく、課題の性質もあり目標値の設定は見られなかった。 

 

(5) その他の取組 

 Siemens 社は 2009年 12 月に 1億ドル規模の「シーメンス・インテグリティ・イニシアチ

ブ」を発足させ、腐敗防止のためのプロジェクトに対して支援を行っている。このプログ

ラムは 15 年に渡って資金提供を予定しており、初回であった 2009 年には 20 カ国 30 件の

プロジェクトに総額 4000 万ドルを拠出している。第二回の支援先に関する結果発表は 2014

年夏に予定されている。 

 住友化学社では、贈収賄防止の取組を強化するため、シンガポール所在の各社で共通し

て利用できるマニュアルを導入している。 

 RioTinto 社は TIの「Business Principles for Countering Bribery（贈収賄防止のため

のビジネス原則）」 の委員会に参加している。また、世界経済フォーラムの「Partnering 

Against Corruption Initiative (PACI)」と EITI にも参加している。また、Speak OUT と

いう内部告発の仕組みにより従業員は匿名で不正行為などの申告ができる。 

Hyundai E&C 社は外部の関係者向けに、不正や汚職の告発ができるオンライン通報システ

ム（Cyber Audit Office)を備えている。 

Siemens 社においては、従業員がコンプライアンス問題について相談できるヘルプデスク

「Ask us」、内部告発制度「Tell us」やオンブズマン制度が存在する。 
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3.5.3 ヒアリング調査 

ヒアリング対象企業として、Siemens 社を選定。CSR 全般および腐敗防止に関してヒアリ

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) Siemens 社 

①CSR 全般 

(a) 概要および取組の背景 

 CSR におけるコンプライアンスとは、CSRの根幹として責任あるビジネスを進める

前提である。外部ステークホルダーとのエンゲージメントを積極的に行い、公正

な競争や腐敗防止を進めることが重要。持続可能な成長を目指す上で汚職は大き

な障害であり、特に発展途上国と呼ばれる国にとって汚職と戦うことは大変重要

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 

 同社の前 CEO は、「CSRの一部としてのコンプライアンスが も優先順位が高い。」

と 2007 年に発言し新しいトップマネジメントの意思を示した。 

 腐敗を許さないという徹底した方針と、トップマネジメントからの強いメッセー

ジは、行動規範を根付かせるために不可欠と考えている。トップマネジメントは

はっきりとした姿勢と行動で示す必要がある。CSR関連のあらゆるトピックにおい

て、トップマネジメントからの強い後押しは不可欠である。 

 活動は同社の社内に留まらず、政府や非営利団体などとの協働を行っている。腐

敗防止には、同様の関心を持つ多様なグループと多面的に取り組むことが不可欠

である。 

 

(c) CSR 推進体制 

 同社は Sustainability Board を設置している。Head of Corporate Legal & 

Compliance および Chief Compliance Officer(以下、CCO という)がコンプライア

ンス部門を統括している。 

 Sustainability Board は重要なサステナビリティの議題について決定するととも

に、戦略的方向性を明らかにするため、ひいてはよりサステナブルな企業になる

ために設置された。Sustainability Board は Board of Management に対して提言

を行うこともできる。Sustainability Board によって、同社の事業の根幹にサス

テナビリティを組み込むことができている。 
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②特定テーマの調査項目 

(a) 課題とその背景 

 同社はコンプライアンスや腐敗防止の取組が国際的に先進的と認められていると

自負している。（同社の CCO が 2013 年 11 月から OECD 経済産業諮問委員会の腐敗

防止作業部会の委員長を務めている。） 

 2006 年～2007 年にかけての贈賄問題から学んだことは、価値観が体現されなかっ

たこと、ルールが守られなかったこと。そして、コンプライアンスには日ごろか

らの努力が必要ということ。 

 また、コンプライアンス・システムは継続的な更新が必要であり、それが終わる

ことはない。外部環境や市場の変化、ビジネスモデルの変更などは常に起こるた

め、普段から備えておく必要がある。長期的には現地のマネジメントが自らコン

プライアンスについて責任を持つことが必要となる。 

 強力なコンプライアンスおよび腐敗防止システムを全社的に導入しても、同社の

業績に悪影響はなかった。 

 

(b) マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 マネジメントの姿勢とコミットメントが も重要である。コンプライアンスの組

織構造としても、報告体系が明確であり、グループ各社においてガバナンスが強

化されている。標準化されたプロセス、ツールがある。現地従業員に理論だけを

提示して放置するようなことはしない。 

 コンプライアンスのリスクを理解し、回避することを目的としている。例えば第

三者に関連するリスクを回避するためにビジネスパートナーの選定には細心の注

意を払っている。常にマネジメントに対しコンプライアンス関連の報告を行って

おり、「防止、発見、対応」を基本にコンプライアンス・システムを構築している。 

 どのような社会や文化においても、権力や地位を私的に悪用することは許されず、

ビジネスの大前提と考えている。コンプライアンスの方針はもちろん、企業文化

や価値観と明確に一致していなければならない。 

 

(c) 特定課題への取組 

 世界中に組織がある中で、コンプライアンスプログラムがうまく機能するよう、

コンプライアンス・オフィサーおよびチームをグループ各社に設置している。標

準化されたプロセスにより、役割を明確にし、組織全体でのコンプライアンスを

確保している。 

 外部のリスク状況は全社的コンプライアンス・システムで把握している。コンプ

ライアンス・システムの一部にモニタリングもある。内部統制を強化し、外部の

監査も使いながら定期的にレビューを行っている。 
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3.5.4 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。 

 事業の国際化が進む一方、贈賄に対する規制の厳格化は世界的な潮流となっており、

海外所在のグループ会社における贈賄リスクが高まっている。企業は自国内での対

策だけに留まらず国外の贈賄を防止する体制を構築する必要がある。現地の法規制

や状況を鑑み、必要に応じて専門家と検討した上での対応が求められる。 

 過去に贈賄事件に関わった企業においては、事件をきっかけに対策を強化する傾向

が見られるが、事件が発覚した場合の企業イメージの低下、多額の罰金など、及ぼ

す影響の大きさを鑑みれば、事件発覚の有無にかかわらず、現状を把握し不正行為

の発生を未然に防止することが重要である。 

 日本企業が、この課題に取り組む第一歩としては、腐敗防止に特化した方針を整備

し社内に周知するとともに相談窓口や内部告発制度を運用することである。Siemens

社では一歩進んで、内部告発制度の利用状況を公表し、社外の関連イニシアチブに

参加するなど、不正を起こさない環境づくりのため更なる取組を進めている。 

 ヒアリング調査からは、トップマネジメントの姿勢が大切であるとの示唆が得られ

た。不正を許さないというメッセージを常に発信すること、また何か懸念事項があ

れば気軽に相談できる組織風土を醸成することが鍵となる。  
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3.6 食品サプライチェーンにおけるトレーサビリティおよび持続可能性 

3.6.1 課題の概要 

(1) 背景等 

加工食品のサプライチェーンが一国にとどまらず多数の国に拡大する中で、食の安全

の確保が困難になってきている。原材料から 終商品に至る複雑化するサプライチェー

ンにおいて「安全性」とその「トレーサビリティ」を如何に確保するか、各企業が課題

を抱えている。 

更に、パームオイルやカカオなどの原材料生産における森林伐採や環境汚染、更に児

童労働などが問題として指摘されている。こうした問題に対し、「倫理的かつ持続可能

な調達」を実現するよう、 終製品を扱う企業は対応を求められている。 

 

(2) 関連する動き 

狂牛病や遺伝子組み換え作物問題、農薬問題への懸念などを受け、消費者の「食の安

全」に対する意識が高まっている。NGOを中心とした市民団体は、原材料生産地や残留農

薬などに関するより正確な情報開示を求めている。 

他方、パームヤシの生産地における森林伐採やカカオ生産地における児童労働の問題

を受け、欧州の消費者を中心に「倫理的かつ持続可能な調達」を行うように製造メーカ

ーなどへの圧力が強まっている。こうした社会の動向を背景に、持続可能な方法で生産

された原材料に対する認証システムも整備が進みつつある。欧州市場では、認証を受け

た原材料を利用した商品をプレミアム価格で販売することが可能であり、欧州関連企業

の倫理的かつ持続可能な調達を後押ししている。更に「倫理的かつ持続可能な調達」は、

消費者からの圧力だけでなく、長期的に安全な原材料を調達する必要がある企業の側に

とっても重要な問題である。これまで企業が外部コストとしてきた環境・人権問題が、

翻って自社の長期的調達を脅かす事態を生じさせているためである。 

こうした状況を背景に、下記で述べるような様々な安全確保の基準やイニシアチブが

つくられている。「グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク」の中には、食

品に限定していないが「サプライチェーン分科会」があり、食品関連企業も参加してい

る。 

たとえば、「Ethical Trading Initiative (ETI)（倫理的貿易イニシアチブ）」は、

世界中のサプライチェーンに置かれている労働者たちの労働条件と生活を改善すること

を目的に発足したNGOであり、倫理的な供給（ethical sourcing）に向けたガイダンスを

提供し、それに基づいて企業の活動を監視している。食品サプライチェーンもその中に

含まれうるが、特に食品サプライチェーンに特化した記述があるわけではない。 

 

(3) 企業への影響 

食の安全においては、取り扱っている商品や製品により、健康被害が発生した場合は企
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業経営に影響を及ぼすこともありうる。 

持続可能な調達に関しては、NGOのキャンペーンなどにより不買運動が起きたり、販売先

との取引が停止となったりするリスクがある。こうした中で、国際規格や認証制度の整備

が進められている。 

 

関連する国際規格など 概要 

食の安全にかかわる手法・

国際規格 

食の安全を確保するための様々な手法や国際規格が開発・策定

されてきた。代表例は以下の通り。 

コーデックス委員会 

コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な

貿易の確保などを目的として、1963年にFAO(Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 国連

食糧農業機関)およびWHO(World Health Organization, 世界

保健機関)により設置された国際的な政府間機関であり、国

際食品規格（コーデックス規格）の策定などを行っている。

（2013年11月現在の加盟国は185カ国、日本は1966年より加

盟） 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

1960年代に米国で開発された食品の安全性を確保するため

の製造工程管理手法である。正式には、1998年に、米国農務

省が食肉でのHACCP を義務化した。日本から米国、EUへ輸出

する水産食品、肉などを輸出する際には、HACCPの認定を厚

生労働省や認定団体から受ける必要がある。 

ISO 22000 

2005年に正式に発行されたISO22000は、HACCPの食品衛生管

理手法をもとに、消費者への安全な食品提供を可能にする食

品安全マネジメント・システムの国際規格である。食品製造

業、食品関連サービス業、農畜水産物を取り扱う一次産業者

などが対象となる。 

「倫理的かつ持続可能な調

達」に関わる認証機関 

様々な機関が、個別作物や課題に対し環境・社会問題に関する

認証制度を制定している。主な事例は以下の通り。 

Fairtrade Labelling Organizations International（国際フ

ェアトレードラベル機構） 

1997年に世界中のフェアトレードラベル運動に関わる組織

が一つにまとまり設立された国際NGOである。1960年代に欧

州で始まったフェアトレード運動に由来し、発展途上国の原
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料や製品を適正な価格で購入することを通じ、立場の弱い途

上国の生産者や労働者の生活改善と自立を支援すること目

指す。国際フェアトレード基準を設定し、認証を与えている。

Rainforest Alliance（レインフォレスト・アライアンス） 

1987年に作られたNGOで、フェアトレードが製品の取引を重

視するのに対し、レインフォレスト・アライアンスは農園の

経営管理を重視して活動している。レインフォレスト・アラ

イアンス認証制度は1989年から始まり、一定の基準を満たし

て持続可能な管理運営をしている農園に対し与えられる。コ

ーヒー、バナナ、生花、植物など様々な農産物のほか、材木、

紙、その他の森林資源製品を対象としている。 

Roundtable on Sustainable Palm Oil:RSPO（持続可能なパー

ム油生産に関する円卓会議） 

RSPOは、持続可能なパーム油が基準となるようマーケットを

変革することを目的とした非営利組織で、パーム油産業の関

係者により運営されている。RSPOは持続可能なパーム油生産

のための「原則と基準」に基づき、持続可能なパーム油を認

証している。認証には農園認証とサプライチェーン認証 

（SCCS: Supply Chain Certification System）がある。 

Marine Stewardship Council：MSC（海洋管理協議会） 

1997年に世界自然保護基金(WWF) と、スケトウダラの加工食

品を販売していたユニリーバが主体となって設立したNGO

で、1999年からは両組織から独立した。「持続可能な漁業」

を行う漁業者を認証する制度を運営しており、ロンドンに本

部を置く。 

 

(4) 具体的事案 

下表は、食品サプライチェーンが事業に影響を及ぼした事例である。 

問題点 事例 

サプライチェーンにおける

品質管理におけるリスク 

馬肉食をタブー視しているイギリス、アイルランドにおいて

テスコなど大手スーパーマーケットで流通している商品やフ

ランスの大手冷凍食品メーカー、フィンダス社製の商品（フ

ランス産牛肉100%使用と表示）に使用されている加工肉の多

くに馬肉が混入されていたことが問題となった。使用されて

いた馬肉はルーマニア産で、複数の国の業者の手を経て加工

業者の手に渡ったものと判明している。 
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サプライチェーンにおける

環境破壊や人権侵害に係る

ブランドイメージに対する

リスク 

シナール･マス（Sinar Mas）は、インドネシアを中心に東南

アジア一帯で、主に油脂、製紙、不動産、農園などの事業を

展開する企業グループである。グリーンピース（NGO）が、シ

ナール・マスの中核ビジネスの一つであるパーム油、パーム

核油の生産が、熱帯雨林を破壊していると指摘し、多国籍企

業へシナール・マスからの調達を制限するよう圧力を高めた。

これを受け、ユニリーバやクラフトフーズ、ネスレなどがシ

ナール･マスからの原料調達を取りやめることを決定。これを

受けて、シナール・マスは、RSPOの指針に沿ったパームヤシ

栽培を行うことを発表した。 

 

(5) NGOのキャンペーン 

食品サプライチェーンリスクに関するNGOのキャンペーンとして以下の様なものがある。 

対象 概要 

残留農薬 国際NGOであるグリーンピースは、中国産の生野菜や果物から

残留農薬が検出されたとして、大手小売業者に対し、商品の撤

去、トレーサビリティの確保、管理体制の確立を求めている。

残留農薬問題への対処に関し、大手小売業者をランキングし、

低くランクされた企業への圧力を強めている。 

Conflict palm oil（紛争パ

ームオイル） 

Sawit WatchやRainforest Action NetworkなどのNGOは、パー

ムオイルのサプライチェーンでは、児童労働や人身売買などが

行われ、更に熱帯雨林とオランウータンの生態系破壊を助長し

ているとして、こうした「紛争パームオイル」を使用している

大手食品メーカーや小売業者に対する圧力を高めている。 

European Food Safety 

Authority （EFSA）（欧州

食品安全機関）における利

益相反の可能性 

欧州連合内の食品の安全性に関し、客観的且つ科学的な情報の

提供を行うはずのEFSAに、食品関連企業の関係者が任命されて

いることに関し、様々なNGOが、EFSAの中立性を損なうもので

あるとして警告を発している。 
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3.6.2 文献調査 

食品サプライチェーンのリスクに関係が深いと考えられる食品関連事業を展開している

企業を中心に選定。国内企業として、伊藤忠商事、味の素、日清食品ホールディングス、

明治ホールディングス、イオン、セブン＆アイ・ホールディングス、ファミリーマート、

ローソンの8社、海外企業としては、Sainsbury’s, Tesco, Unileverの3社、あわせて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 

多くの日本企業で、消費者からの要請にこたえるための「食の安全」および「トレー

サビリティ」の確立に対する対応が見られた。日本企業の主な方針としては以下のよう

な例が挙げられる。 

 「食の安全」を確保するために、自社基準の策定や、国際規格や基準の導入を進め

るとともに、トレーサビリティの確立や表示方法の徹底により、消費者の不安を払

しょくする。 

 安全基準の導入を自社に限らずサプライヤーにも求めていく。 

 

他方で、「倫理的かつ持続可能な調達」の観点からの方針は、一部の日本企業および

多くの海外企業においては、以下のような形で掲げられている。 

 サプライチェーンでの人権・労働環境・環境に配慮し、ガイドラインの策定や認証

システムの利用を通じ、倫理的かつ持続可能な調達を拡大。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

 「食の安全」および「トレーサビリティ」に関しては、HACCPの導入やトレーサビリテ

ィのシステムの確立など、具体的な活動による対応が一部に見られるが、包括的フレー

ムワークやコミットメントへの言及はない。 

「倫理的かつ持続可能な調達」の問題に対して言及している日本企業は多くない。一

部の日本企業では RSPO に加盟したり、MSC 認証や Rainforest Alliance 認証の商品を取

扱ったり、CSR調達ガイドラインを策定したりしているが、具体的なコミットメントと言

う形では示されていない。 

 調査対象のすべての海外企業は、RSPOに加盟し、MSC認証の商品を取扱っている。また、

Unilever社は、Ben & Jerry’sのアイスクリームに関して、2013年までに100%フェアト

レードを達成するというコミットメントを表明している。また、Sainsbury’s社は、2020

年までにフェアトレード商品で10億ポンドの売上を達成するとのコミットメントを表明
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し、2012/13年度では3.1億ポンドのフェアトレード売上を達成している。 

も包括的な対応をしている Unilever 社では、「持続的調達」を確立するために、①

環境インパクト（温暖化ガス、廃棄物、水資源の利用）を軽減し、②人々の暮らしを改

善することを明言している。また、セインズベリーは、倫理的貿易イニシアチブへの支

持を表明しており、2020 年までに全ての原材料の調達を倫理的かつ持続可能な調達に切

り替えることをコミットしている。 

 

(3) マネジメントの仕組み 

「食の安全性」を確保するために、HACCP や ISO2200 を導入している企業が数社ある。

また、一部企業では、これら共通規格に加え、自社独自の安全基準を開発し、導入して

いる。 

日本企業の一部は、「倫理的かつ持続可能な調達」に関して、CSR 調達ガイドラインを

策定しているが、具体的な内容への言及は少ない。Unilever 社は Unilever Sustainable 

Agriculture Code、セインズベリーは Supplier Ethical Data Exchange という自社独自

の倫理的かつ持続的な調達に関する管理システムを策定、導入している。 

 

(4) 目標および評価指標 

 日本企業においては、一部の企業で、海外サプライヤーの食品加工工場の定期的な訪

問監査を実施しているが、監査の目標回数などの指標は開示されていない。 

 Unilever社では、紅茶、ゴマ、大豆、紙、野菜、果物、砂糖、ひまわり油、牛乳など、

原材料毎に、100%持続可能な調達へ切り替える目標年と現状の達成度を測定し公開して

いる。更に、同社は、サプライチェーンに50万人の零細農家と7万5千人の女性販売員の

参画をコミットしている。具体的な目標・指標の例として「2015年までにリプトン紅茶

全て、2020年までに全ての紅茶を持続可能な生産を行う調達先から購入する」ことを掲

げ、2013年時点で「リプトン紅茶の75％、すべての紅茶の39％」を持続可能な調達へ変

更したと報告している。 

 

(5) その他の取組 

 多くの日本企業の取組は、「食の安全確保」が主となっている。主な取組としては以

下のような例が挙げられる。 

 自社および下請工場にHACCPを導入し、製造過程での安全性を確保する。 

 農場などへの立ち入り調査や原材料検査を通じて、原材料の安全性の確保に努

める。特に中国産の原材料への検査を徹底する。 

 原材料や梱包材のトレーサビリティを確立するためのシステムを導入する。 

 

一部の日本企業と海外企業では、「倫理的かつ持続可能な調達」に関して、以下のよ
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うな取組を行っている。 

 CSR調達ガイドラインを策定し、自社だけでなく、サプライヤーにも環境や人権

に配慮した調達の順守を促す。 

 原材料を、環境や人権に関する認証を受けている生産者からの調達に徐々に切

り替える。 

 倫理的貿易イニシアチブに賛同し、それを順守するサプライヤーとの取引を強

化する。 

 サプライチェーンの中で、途上国の零細農民や女性を積極的に雇用する。 

 

その他、CSRの一環として、NGOが行うカカオ農家支援プロジェクトや支援や「倫理的

かつ持続可能な調達」を実践した結果のインパクト測定の方法の開発などを支援してい

る企業もある。例えば、Unilever社では、現在、NGOと共に、自社のサプライチェーンに

関わる零細農民や女性配達員の暮らしがどのように変化したかを評価する手法を開発中

である。 
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3.6.3 ヒアリング調査 

ヒアリング対象企業として、味の素社とSainsbury’s 社の2社を選定。CSR全般および食品

サプライチェーンの取組に関して、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) 味の素社 

① CSR全般 

(a) 概要および取組の背景 

 2009年、創業100周年の際に、「21世紀の人類社会の課題」として3つの「地球課

題」（地球持続性、食資源、健康な生活）をグループのミッションとして定義し

た。創業当時は栄養不足が社会問題であったが、現在は社会課題が異なる。部門

ごとに細分化して検討を重ねているところである。 

 2014－2016年の中期経営計画はAjinomoto Group Shared Valueを基本方針とし、

「事業による生活／社会・地球への貢献」を通じて、経済価値を生み出すことを

目指している。 

 

(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 

 3つの地球課題のうち、特に重要な課題は以下の通り。 

 地球持続性：環境、資源の循環 

 食資源：非可食原料の活用、より少ない資源で大きな価値創造、資源代替技

術 

 健康な生活：不足栄養・過剰栄養の改善、高齢化への対応、うま味、食を通

じた健康社会（食品開発）、アミノサイエンスで命を支える（QOLの向上） 

 国連ミレニアム開発目標のうち、母子健康と乳幼児死亡率の削減が同社のビジネ

スに関連性が高いと考えている。 

 重要テーマを絞り込むプロセスでは、有識者を含むダイアログを実施した。CSR部

の他に環境安全、経営企画、広報、食品事業やバイオファイン部門など他部門の

参加を経て経営会議にかけて決定された。 

 地球課題は2014年策定の中期経営計画ともリンクしている。 

 役員研修でもCSVや外部意見を聞く機会を設けている。 

 わかりやすい形で外部にCSR活動の内容を伝えることが課題である。 

 2020年に向けた長期計画も作成中である。 

 

(c) CSR実施体制および役割 

 グループ各社マネジメントにCSRの考え方を示し、各社の中期経営計画に取り入れ
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てもらうよう工夫している。 

 CSR部だけでなく、環境安全、人事、品質保証、調達、総務リスク管理などの他  

部門も関与している。 

 国内グループ各社が集まるCSR部会ではAjinomoto Shared Valueなどの情報交換を

行っている。 

 

② 特定課題への対応 

(a) 課題認識とその背景 

 食品サプライチェーンの取組を強化するきっかけの一つは、グローバル・コン

パクトのジャパン・ネットワークで調達部会に参加したことである。 

 農産物が主原料であるため、安定調達がビジネスの大前提となる。 終的には

一軒一軒の農家にたどり着くため、サプライチェーンの上流にさかのぼること

は容易でないが、まずは直接取引のあるサプライヤーからトレーサビリティの

取組を進めている。コストはかかるが、食品のトレーサビリティは「食の安心・

安全」のために不可欠であり、自信を持って安全であると示すための仕組みが

重要である。 

 「低資源利用発酵」という従来よりも少ない量の原料で発酵する技術を開発し

ている。例えば、トウモロコシは人間の食料でもあり、競合する。食用としな

い茎の部分や、藻など「非可食資源」を使って生産する技術イノベーションを

行っている。 

 

(b) マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 昨年秋、「サプライヤーCSRガイドライン」を作成し、経営会議で承認した。国

連グローバル・コンパクトやISO26000を取り入れて作成し、サプライヤーへの期

待事項を明文化している。Ajinomoto Group Principlesの行動規範として方向性

は示していたが、それを具体化したのが「サプライヤーCSRガイドライン」であ

る。 

 サプライヤー説明会を実施し、テストでセルフ・アセスメントを開始している。

英語版も作成済で、今後は海外へも適用する予定である。 

 今後も「持続可能な農畜水産物調達に向けた方針・ガイドライン」の策定を柱に

取組を進める。 

 

(c) 特定課題への取組 

 原材料の持続可能性は長期事業基盤と考えている。サステナブルな調達を実現す

るため、例えば、タイの工場では味の素を作る際に出る副産物（コプロ＝

Co-Products）をサトウキビ畑に戻し有機肥料を代替することで生産性向上を図っ
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ている。さらに、もみ殻を燃料として使ったもみ殻ボイラーにより石油エネルギ

ーを大幅に削減し、年間およそ10万トンのCO2排出抑制が実現した。このような「原

料と燃料のアミノ酸バイオサイクル」を長年継続しており、味の素グループなら

ではの取組といえる。こうした取組を評価され、タイ政府より優秀賞も受賞して

いる。 

 このような取組に関与することで、従業員が事業を通してのサステナビリティを

身近に感じることができている。 

 主力製品である「ほんだし」の原料であるカツオの安定調達のため、放流調査（約

500日）による生態モニタリングを実施している。資源管理や原料のサステナビリ

ティにつながる取組と考えている。認証パーム油：2012年からRSPO（持続可能な

パーム油のための円卓会議）に加盟し、持続可能なパーム油使用に向けたロード

マップの作成や、サプライチェーン認証の取得準備などの取組を開始している。

同社では年間3000トンのパーム油を使用しており、2018年までに100％を認証パー

ム油にする、という目標を設定している。 

 認証コーヒー豆：AGFグループではレインフォレスト・アライアンスや４Cアソシ

エーションを通じて認証コーヒー豆の割合を今後3割まで高めることを目指して

いる。 

 特に重要な取組としては、サプライヤーCSRガイドラインの運用に注力している。

また、個別の農作物としては、認証パーム油および認証コーヒー豆の取組を続け

る。 

 水資源は農業への影響が大きいので、水資源の簡易リスク調査を行った。 

 食品のトレーサビリティの取組の一環として、同社では途上国での調達状況を把

握するための現地ヒアリング（キャッサバ農家の視察など）により環境安全面の

チェックを行っている。でんぷん工場など重要サプライヤーに対しては特にCSRガ

イドラインについてフォローしている。 

 日本だけでも主要サプライヤー500社あり、チェック項目数は50以上ある。サプラ

イヤーの取組を改善するには各社の現状を把握した上でフォローが必要となるが、

労力がかかるのが課題である。 

 

③ その他 

(a) ビジネス機会 

 ガーナの栄養改善プロジェクトを始めたきっかけは2009年の創業100周年であ

った。このソーシャルビジネス推進により以下3点の効果があったと考えている。 

 新規市場の開拓 

 イノベーション：子供の成長に欠かせないリジンを含む“Koko Plus”の開

発 



92 
 

 ネットワーク 

 新たなパートナーシップ（地元ガーナ大学、国際NGO、政府や国連、WFP79、

USAID80、JICAなど）の構築 

 販売チャネルとして、地方のマイクロファイナンスのリーダーを通し

た新しい販売手法の構築 

 政府、自治体、国際機関との官民連携やマルチセクターパートナーシップは

ソーシャルビジネスなど新規事業を進める上で重要と認識している。 

 ガーナプロジェクト以外にも、栄養士制度がないベトナムにおいて栄養士育

成のプロジェクト（ハノイ医科大学に4年制栄養学学士課程を設置など）を行

っており、50名の第１期生を迎え2013年10月に開講。このプロジェクトはJICA

からも資金的支援を受けている。単独企業では限界がある部分をパートナー

シップで補いながら、国に根付く事業を育成していきたい。 

 

(2) Sainsbury’s 社 

①CSR 全般 

(a)概要および取組の背景 

 創業以来 100 年以上前からコーポレート・レスポンシビリティ(Corporate 

Responsibility)という価値概念は Sainsbury の根底に流れている。事業の基盤と

して、健康分野における責任、責任ある調達、地域社会への姿勢、環境保護、労

働者およびサプライチェーンに対しての責任などがある。 

 コーポレート・レスポンシビリティについて外部に発信することについては控え

めな姿勢をとってきた。個々の活動について発信することもあったが、取組の深

度や全体像を十分に発信できていなかった面がある。そのために、消費者やその

他のステークホルダーとの繋がりがしかるべき水準に達していないことに気づい

た。 

 2009／2010 年から、様々なサステナビリティ活動をとりまとめ発信していくアプ

ローチをとった。 

 これには目標設定のための時間軸を設定する必要があった。現実的で有意義な目

標を設定するのは容易でなかった。遠すぎず、かといって近すぎない将来に対し

て、挑戦する価値のある高い目標を設定することとした。それが 2020年に向けた

目標設定の背景であり、これによって居心地のいい領域や既知の解決策を超える

ことが可能と考えている。 

 当初は外部への発信を主な目的としてスタートしたが、本質的な違いを生む、よ

り大きく、やりがいのある目標設定へとつながっていった。 

                                                   
79 World Food Programme 国連世界食糧計画 
80 United States Agency for  International Development 米国国際開発庁 
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20x20 戦略は従業員を動機付ける手段であるとともに、現在進行中のプロセスでも

ある。 

 20x20 戦略のメリットは以下の通りである。 

 内部での牽引力の向上 

 外部からの認識の向上 

 ステークホルダー・エンゲージメントや信頼感の向上 

 実行にあたって 

当初のハイレベルプロセスの後、戦略はより詳細で短期的な目標に細分化され、当

該目標のもとで多くのワークストリームが策定された。2020 年を目指した中間目標、

達成すべき成果として落とし込まれている。 

 “Value of values”キャンペーン 

 “Value of values”キャンペーンは、持続可能な調達による商品を同業他社

と同金額で提供するというキャンペーンで、長期間にわたる顧客への啓発活

動により顧客がその価値を評価するという認識に基づいた取組である。 

 顧客が価値を認知するには時間がかかることを理解している。しかし、顧客

が認知しさえすれば、顧客は「Sainsbury’s は正しいことをする会社だ。(Doing 

the right thing)」と想定するようになる。同社は、それに対し「そうです、

その通りです。」と言える会社でありたいと考えている。 

 同社が顧客に望むことは、Sainsbury’s が正しいことをする会社であると信じ

てもらうことである。 

 顧客は自分の価値観や考え方を曲げないものであり、それは個人的な経済状

況とは無関係である。個人の経済状況には関係なく、顧客が正しいことをす

るのに余計なコストを支払う必要がないようにすべきである。また、サプラ

イチェーン全体の事業機会、コスト、影響を読み解くような視点を持つこと

は重要である。 

 実務面では、１つのタスクをするように組織ができているために複数の側面を同

時に見渡すことが難しい。サステナビリティ取組のためには、様々な側面を考慮

することが必要であり、意識の向上以上のものが求められる。異なるスキルや知

識が必要になる（熟練した技術／コマーシャルな能力が必要‐典型的なケースと

しては、技術、コマーシャルのどちらかを備えた人員はいるが、両方の視点を同

時に持ち得ていないことがある） 

 このアプローチは顧客の意識が低い国でも機能すると考えられる。事業機会の重

要性や市場のポテンシャルがあるため、サプライチェーンにおいて顧客と企業の

Win-Win を実現することによって他社との差別化を図ることができる。 

 

(b)マテリアリティ特定、ステークホルダー・エンゲージメント 
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 同社は顧客本位の事業を運営しており、価値の視点から顧客が同社をどのように

見ているかを理解することは非常に重要と考えている。何が顧客にとって重要で、

どのような企業として認知されているのかを理解する必要がある。可能な限り、

あらゆる事象について顧客の意見を参考にしている。 

 顧客の 大の懸念は、同社が労働者に対しどのような扱いをしているかというこ

とである。 

 広い視野を持ち、ステークホルダーと協調することによってどのような信用を得

るのかを理解することも重要である。 

 サプライヤーや農家が Sainsbury’s について思っていることも重要で、顧客に対す

る関係と同様に、サプライヤーや農家ともポジティブな関係を持ちたいと望んで

いる。 

 顧客およびステークホルダー両方との関係性において、小売は非常に競争が激し

いセクターであり、また、競争はイノベーションや変革を促すものである。 

 マテリアリティ分析は自社のスコアカードやベンチマークとしても重要であり、

競争を駆り立て改善を促すものになる。たとえ自分では素晴らしい仕事をしてい

ると考えていたとしても、顧客は他社と何も変わりはないと伝えてくる可能性も

ある。 

 

(c)CSR 組織体制 

 サステナビリティは、５つの価値に沿って Corporate Responsibility and 

Sustainability (CR&S)運営委員会およびグループによって管理されている。同社

の目指す 5つの価値は以下の通りである。 

① Best for food and health（食品および健康に一番の企業） 

② Sourcing with integrity（誠実な調達） 

③ Respect for our environment（環境への配慮） 

④ Making a difference to our community（地域への貢献） 

⑤ A great place to work（働きがいのある職場） 

 説明／報告責任を担保するための強いガバナンスプロセスを有しているが、同時

に、当該活動は製品やサプライヤーなどと協同している人たちによって管理、運

営されている。 

 さらに、小さな専門家チームは製品や事業チームの方向性の決定支援を行ってい

る。 

 

②特定課題への対応 

(a)課題認識とその背景 

 自社の影響力について自覚しており、ビジネス全体がサプライヤーの活動の上に
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成り立っていることを認識している。 

 同社のサプライチェーンには数百万人が関与しており、その人々を公正に扱う責

任があると考えている。 

 同社では、責任ある調達が以下の改善点につながると考えている。 

 短期的：販売価格の安定効果 

 長期的：持続可能性／気候変動への対応 

 も効率的なサプライチェーンは同時に も持続可能であり、 も持続可能なサ

プライチェーンは価値の違い（効率面、コスト面を含む）を生む、という考えが

同社の基盤となっている。これは win-win の関係であり、他社との差別化要因に

なる。 

 

(b)マネジメント・アプローチ、フレームワーク 

 主要な課題は、サプライチェーンを理解し、また、どの領域でサプライチェーンに

影響を与えるべきかについて理解することである。 

 サプライチェーン上のコスト/負担を増やさない方法で影響を与えねばならず、また

同時にそれは経済的に持続可能な方法である必要もある。 

 同社では、サプライチェーンを理解するために多くのツールやアプローチを使用す

る。しかし絶対的な方法は存在せず、個々のサプライヤーの状況は、本当に問題が

あるのかどうか、分析する必要がある。我々はハイレベルな外部の知見を活かした

トップダウン、ボトムアップアプローチを併用するとともに、実際の現場の情報を

参考にしている。課題は複雑なグローバル・サプライチェーンへの対応である。 

 同社は、サプライヤーのサステナビリティ実績を評価するため、サステイナビリテ

ィ・スコアカードを開発している。サステナビリティの基準が決められ、スコアカ

ードはそのあとに作成する。 

 サプライヤーの離脱につながらないように多くの情報を収集するにはリスクがある。

そのため、情報を収集する際には、どの情報が必要か慎重に検討しなければならな

い。スコアカードはサステナビリティ基準が策定されない限り使用することはない。 

 

(c)特定課題への取組 

 Sainsbury’s は、2020 年までに全ての主要原料を自社のサステナビリティ基準によっ

て第三者から認証を受けることを目標としている。また現時点ではまだ存在してい

ない必要な基準を作ることを目指している。 

 これは、正しい行為を行うため、また正しい行為を行っているとの信頼を得るため

の取組である。 

 その水準は、サプライヤーとサプライチェーンがより持続可能になるために役立つ

と思われる。 



96 
 

 第三者認証を取り入れることは、高い水準の信頼を得るために重要である。一部の

ステークホルダーは小売業者と協働することに慎重であるため、時間をかけて信頼

を得ていく必要がある。  
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3.6.4 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。 

 多くの日本企業の食品サプライチェーンにおける姿勢は、以下ようにまとめるこ

とができる。 

① 調査対象とした多くの日本企業にとって、食品サプライチェーンにおける課題

は「食の安全」と「トレーサビリティ」が中心。 

② 多くの企業にとって、環境問題や人権問題はCSR活動の一環であり、こうした

問題が翻って自社のコアビジネスの調達に対する脅威になるというリスクに対

する認識は比較的薄い。 

③ NGOからの批判が不買運動などに発展する土壌が少ない日本において、NGOから

の批判を想定して対策を取ろうとする日本企業は少ない。 

④ 多くの日本企業において、CSR活動は必ずしも自社のコアビジネスの一部とし

て位置づけられておらず、個別のCSR活動（認証の取得、NGOへの支援など）が

有効に活かされていない面がある。 

 それに対して、一部の日本企業および海外の先進企業においては、持続的に安全

な原材料を調達することが自社ビジネスの長期的発展に欠かせないという課題意

識のもと、「倫理的かつ持続可能な調達」に関する取組に力を入れている。具体

的には、例えば、味の素は「サプライヤーCSRガイドライン」を作成し、今後も「持

続可能な農畜水産物調達に向けた方針・ガイドライン」の策定を柱に取組を推進

しようとしている。また、Sainsburyは、“Value of Values”キャンペーンを推

進している。これは、持続可能な調達による商品を同業他社と同金額で提供する

というキャンペーンで、長期間にわたる顧客への啓発活動により顧客がその価値

を評価するという認識に基づいた取組である。 

 先進的な取組を行っているユニリーバは、持続的に安全な原材料を調達すること

が自社ビジネスの長期的発展に欠かせないという課題意識のもと、戦略、方針、

アクションプラン、具体的目標値設定を一貫して設定している。また、こうした

取組がNGOなどから評価されることが、ブランドイメージの向上と販売促進につな

がると意識した上で、NGOなどとの協同を進めているものと考えられる。例えば、

インパクト測定法の開発は、自社の活動の環境・社会に対するインパクトを数値

化することで、より効果的にブランドイメージを向上させることを目指している。

日本企業にとっても、環境問題や人権問題がコアビジネスにもたらしうるリスク

を早急に認識し、CSR活動も利用しながら、倫理的かつ持続可能な調達を戦略的に

模索する必要があると考えられる。 
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3.7 紛争鉱物 

3.7.1 課題の概要 

(1) 背景等 

携帯電話やパソコンをはじめとした多くの製品に使用されている鉱物資源の多くが、

紛争地域において産出されている。その採掘過程では武装勢力が関与し多くの資金源

を得ており、児童労働や強制労働なども行われている。サプライチェーンを通じて、

多くの企業および消費者がこの紛争地域の鉱物（紛争鉱物）に関わることになり、企

業の対応が問われている。 

 

(2) 関連する動き 

NGOは、紛争鉱物問題に対して倫理的な資源を求める活発な運動を展開してきた。米

国では、 2010年7月に成立した「金融改革規制法（ドッド・フランク法）」において、

コンゴおよびその周辺国における紛争鉱物に関する条項が盛り込まれ、2012年8月には

米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission、以下「SEC」）が、紛争

鉱物81の使用および当該紛争鉱物の原産国がコンゴ民主共和国またはその近隣諸国82で

あるか否かの開示を企業に義務付ける規則を発行した。本規則に基づいて、海外企業

も含めた米国上場企業には、2014年5月末までに紛争鉱物の使用に関する報告を行うこ

とが求められている。 

また、EUにおいては2014年3月に、鉱物取引で得た利益が武力紛争の資金源となるこ

とを防ぐために、鉱物輸入業者に対して自己認証制度を導入する法案が提示された。

欧米共に、原産国が明らかにされた鉱物を使用することが求められてきている。 

 

国際的なフレームワークにおける紛争鉱物リスクへの言及は、以下の通りである。 

CSR全般のイニシアチブの例 紛争鉱物リスクに言及している箇所 

UNGC UNGCの原則2において、企業は、自らが人権侵害に加担しな

いよう確保すべきであることが求められており、これにはサ

プライチェーンを通じた間接的な加担も含まれている。ま

た、リスクを認識、防止、軽減するための体系的な管理アプ

ローチ「デューデリジェンス」の実施も要請されている。 

 

指導原則 紛争鉱物は紛争地域において顕在化している人権侵害に拠

るものであり、人権に関する原則などにおいても言及されて

いる。 

                                                   
81 スズ、コルタン/タンタル、タングステン、金が紛争鉱物の対象とされている。 
82 コンゴ民主共和国と国境を接する中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、アンゴラ、スーダン、タンザニア、ザンビア、

ウガンダ、ルワンダ、ブルンジが対象国として挙げられている。 
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指導原則では、「I.人権を保護する国家の義務 B.運用上の

原則」において「紛争影響地域において企業の人権尊重を支

援すること」が挙げられている。企業がその活動および取引

関係によって関わる人権関連リスクを特定、防止および軽減

するように早い段階で企業に関わっていくことが提言され

ている。また、「II.人権を尊重する企業の責任 B.運用上の

原則」では、人権デューデリジェンスが求められており、サ

プライチェーン全体を通じた人権のリスク管理が要請され

ている。 

 

(3) 企業への影響 

これまで電機・アパレル業界を中心に「CSR調達」などの取組として、サプライヤーに対

するCSRの配慮が行われていたが、その多くは第一次サプライヤーまでであった。しかし、

SEC紛争鉱物に関する開示規則によって、米国上場企業は自社のサプライチェーン全体の透

明性を高めなくてはならなくなった。したがって、米国上場していなくとも米国上場企業

と取引があれば、サプライチェーンの中において日本企業はそれに準じた対応が求められ

ることとなる。SECの本規則では、2013年1月から報告義務が発生しており、多くの日本企

業において、紛争鉱物の使用に関する調査が進められている。 

 

紛争鉱物リスクに対応する企業を支援するために様々な業界団体においてワーキンググ

ループが設置されている。紛争鉱物リスクに特化した主なイニシアチブ（ワーキンググル

ープ）は、以下の通りである。 

紛争鉱物リスクに特化した

イニシアチブ 

概要 

 

EICCおよびGlobal 

e-Sustainability 

Initiative (以下、GeSIとい

う) 

電機・電子を中心とした業界団体のEICC/GeSIは、グローバル

なサプライチェーンにおける社会的責任を推進する組織とし

て、サプライヤーの労働環境の改善などに取り組んできてい

る。 

EICC/GeSIでは、紛争鉱物問題についても業界全体での取組を

進め、Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)を設け、

Conflict-Free Smelter （CFS）プログラムを構築している。

また、紛争鉱物に関するサプライヤー調査を行う調査票を多

言語で作成・公開しており、サプライヤーの負担を減らすと

共に他の業界とも協同している。 

Automobile Industry Action 

Group (以下、AIAGという) 

AIAGでは、米国の自動車企業を中心に、サプライチェーンの

ビジネスプロセスなどを向上させること、またCSRに関連する
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取組なども行っている。紛争鉱物問題についても、サプライ

ヤーへの教育、またEICC/GeSIと協同するなど取組を推進して

いる。 

Japan Electronics and 

Information Technology 

Industries Association  

(以下、JEITAという) 

JEITAでは責任ある鉱物調達検討会を設置し、EICC/GeSIおよ

び他の業界団体などと連携しながら紛争鉱物問題に取り組ん

でいる。本検討会の機能として以下3点が挙げられている。①

JEITAとして、責任ある鉱物調達の方針・活動計画の策定と活

動の推進。②JEITA とEICC/GeSIとのMOUに基づき、JEITA会員

企業の意見をEICC/GeSI Extractives WGへ提言。③業界横断

のハブとして、責任ある鉱物調達に関わる課題の業界を越え

た共有・連携の構築ならびに業界横断での解決策の検討。 

 

(4) 具体的事案 

他の課題と異なり、本課題の性質上、個社ごとの具体的事例に該当するものはない。 

 

(5) NGOのキャンペーン 

紛争鉱物リスクに関する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 

Conflict Minerals Company 

Ranking (2012) 

紛争地域などにおける人権侵害や虐殺行為を解決させ

るために活動するEnough Projectは、消費者向け製品を

製造する電機企業などを中心に、紛争鉱物問題に対する

各社の取組を調査し、その結果をランキングと共に報告

している。調査実施時点では、欧米の先進的な取組を行

う企業と比較して、日本企業の取組は劣ると評価されて

いる。 

エシカルケータイキャンペーン より持続可能で公正な社会を目指して活動するA SEED 

JAPAN（Action for Solidarity, Equality, Environment 

and Development/青年による環境と開発と協力と平等

のための国際行動）では、消費者にエシカルな携帯電話

の使用と、それらを企業に求めるアクションを起こすエ

シカルケータイキャンペーンを展開している。 
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3.7.2 文献調査 

紛争鉱物リスクに関係が深いと考えられる電機電子および自動車事業を展開している企

業を中心に選定。国内企業として、ソニー、任天堂、パナソニック、トヨタ自動車、本田

技研工業の5社、海外企業としては、Philips, BMW, Fordの3社、あわせて国内外企業8社を

文献調査対象とした。 

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 

ほとんどの対象企業で、紛争鉱物に対する方針を公表、および/またはサプライヤー向け

CSRガイドラインに紛争鉱物に関する要請を入れるなどの対応がみられた。方針の内容とし

て以下が挙げられている。 

 紛争鉱物を原材料として使用しないコンフリクト・フリーを目指し、万一、使用が

判明した場合は、ただちに不使用化に向けて取り組むこと。 

 紛争鉱物の使用状況についてサプライチェーンを遡って調査を実施し、社会問題を

引き起こす、あるいは、武装勢力の資金源になっている懸念がある場合には、使用

回避に向け取組を実施すること。 

 地域社会への影響を考慮した調達活動を推進すること。 

 

たとえば、Philips社の“Philips’ position on responsible sourcing in relation to 

Conflict Minerals”では、問題の複雑さを認識しつつ、同社はサプライヤーおよび業界団

体（EICC）と共に本課題の解決に努めることが宣言され、以下2つのゴールを設定している。 

1. DRC諸国の武装勢力に利益を及ぼす紛争鉱物の取引を 小限に減らしていくこと。 

2. グローバルなサプライチェーンを通じて合法的な鉱物にしていくこと、そして、

コンゴ経済やこれら鉱物の輸出に頼っている地域コミュニティの生活を支援する

こと。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

電機企業ではEICC /GeSI や JEITAに加盟し、業界全体での取組に参画している。また、

自動車企業については、AIAG に参加し、自動車業界で統一した活動の検討を行っている。

さらに、国内ではJAPIA (Japan Auto Parts Industry Association)において、同業他社と

連携し紛争鉱物の課題解決に努めている。 

また、トヨタ自動車、ソニー、パナソニックなど一部企業は、紛争鉱物の問題解決のた

めに、政府機関、業界団体、民間企業およびNGOなどから成るPPA (The Public-Private 

Alliance for Responsible Minerals Trade)に参画し、紛争に関係ない鉱山の特定をはじ
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めとする活動を支援している。 

 

(3) マネジメントの仕組み 

 SEC規則において紛争鉱物に係るデューデリジェンスのガイダンスとされている「OECD紛

争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリ

ジェンスガイダンス (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 」に基づいて、サプライヤー調

査などの取組が行われている。本ガイダンスは、以下の5つのステップから成る。（1）頑

強なマネジメント・システムの構築 （2）サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価 （3）

特定されたリスクに対応するための戦略の構築と導入 （4）独立第三者機関による監査の

実施 （5）サプライチェーンのデューデリジェンスに関する報告 

 

(4) 目標および評価指標 

Philips社においては、紛争鉱物調査を実施したサプライヤー数と特定したスメルター

（製錬所）数を記載している。また、ソニーでは、2011年に一部製品カテゴリーで実施し

たサプライヤー調査を、2013年ではソニーグループ全体での調査に拡大するなどの記載が

みられるが、いずれも実施状況の報告であり、現時点では目標値などの設定は見られない。 

 

(5) その他の取組 

 米国上場企業（本調査時点での該当企業はソニー、トヨタ自動車、本田技研工業、Philips, 

Ford）は、SEC開示規則に基づいて2014年5月末までに紛争鉱物の使用とその調査について

報告する義務があり、本調査時点（2014年2月）では、各社において2013年に実施した取組

を整理・分析している過程と想定され、多くの取組が報告されているわけではない。今回

の調査において、大部分の企業で挙げられた取組は以下である。 

 紛争鉱物に関する方針の策定 

 サプライヤーに対する調達ガイドラインなどを通じた要請（紛争鉱物を使用しな

いこと、サプライヤー調査に協力することなど） 

 サプライヤー向け説明会の開催 

 紛争鉱物に係るサプライヤー調査の実施 

 EICC /GeSI などの業界団体と連携した取組 
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3.7.3 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。 

 本調査時点（2014年2月）では、各社において2013年に実施した取組を整理・分析

している過程と想定され、多くの取組が報告されているわけではない。また、米

国上場企業およびそれらと取引をおこなっている企業を中心にSEC開示規則への

対応を進める中で、実施すべき事項と範囲、およびその程度が形成されていくと

考えられる。SEC開示規則では、対象企業の義務やサプライヤー調査の程度などが

明確に提示されていないため、各社が自社の製品やサプライチェーンの構造、紛

争に関与するリスクを分析し、自社の「 善の取組」を実施することが求められ

る。加えて、本件は個別企業の取組では解決できない問題であり、業界団体、ま

た業界の枠を越えた連携が必要になる。 

 初回の報告（2014年5月末まで）では、その取組の程度に多くの差が生じる可能性

があると想定される。そのような中で、米国上場企業などの顧客からの要請によ

り対応が求められることもある。また、NGOを始めとしたステークホルダーからの

厳しい要請が日本企業にも向けられる可能性もある。それらに対して、取組と共

に重要になるのは、自社の方針、リスク分析、またそれらに基づいて実施したサ

プライヤー調査など取組の結果をどのように報告するかである。 

 今回の調査対象企業であるPhilips社の方針には、紛争鉱物の不使用を目指すだけ

ではなくコンゴ経済および地域コミュニティの支援も含められている。なお、調

査対象外ではあるが、Apple社は、紛争鉱物の不使用を目指し、コンフリクト・フ

リーに関する精錬所の名前を公表している。さらに、調査対象外ではあるがIntel

社ではコンフリクトフリー・プロセッサーの実現を発表している。これら欧米企

業の取組と方針、また、それらを社会に発信していく、つまり、先行的に投資し

たことに拠り企業価値を高めていくアプローチは、日本企業の今後の取組におい

ても参考になるものと考えられる。 
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3.8 租税回避（Tax Avoidance） 

3.8.1 課題の概要 

(1) 背景等 

租税回避行為とはどのような行為をいうのかについては法律上明らかにされていないが、

「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないの

に、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的な

いし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、

もって税負担を減少させあるいは排除すること」との見解がある（金子宏著「租税法」）。 

いわゆる脱税行為が、課税要件が充足されている事実を故意に仮装隠蔽する行為である

のに対し、租税回避行為は、私法上はあくまでも有効な取引を行なうことにより、課税要

件が充足されることを回避しようとする行為であり、この点において異なる。また、いわ

ゆる節税行為が、法が本来予定している取引により税負担の軽減を図ろうとする行為であ

るのに対し、租税回避行為は、法が想定していない特殊な（異常な）取引を行なうことに

より税負担の軽減を図ろうとする行為であり、この点が大きく異なる83。 

 

(2) 関連する動き84 

 リーマンショック後の財政悪化や所得格差の拡大を背景に、一部の多国籍企業が払うべ

きところで税金を適正に払っていないことについて、2012年後半には、スターバックス、

グーグル、アマゾン、アップルなどの租税回避が政治問題化した。このように政治的に看

過できなくなったことなどを背景に、OECDは租税委員会において2012年6月より「税源浸食

と利益移転」、いわゆるBase Erosion and Profit Shifting(以下、BEPSという)のプロジ

ェクトの発足が発表された。 

2013年2月には初期的報告書（Addressing Base Erosion and Profit Shifting）が発表

され、国際的な事業環境の変化、例えばインターネット取引の急増、無形資産の重要性の

増大とそれに伴うグローバルな事業再編、などに現在の国際的な課税ルールが十分に対応

できるまでに至っていないとするとともに、多国籍企業は国境を超えた管理能力および各

国の税制の差異を利用する能力に長けており、一方、各国政府はこれを十分調整するまで

に至っていないとしている。 

2013年7月に「BEPS行動計画」（以下、行動計画）が公表され、15項目にわたる行動計画

の具体的提案と予定される作業の完了期日が示されている。同行動計画は、2013年9月のG20

サミットにおいて、日本をはじめとするG20諸国から全面的な支持を得た。 

OECDは、行動計画の各項目について、今後1～2年の間に、新たに国際的な税制の調和を

図る方策を勧告することとしている。 

                                                   
83 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースのウェブサイトを参考に作成

http://www.pwc.com/jp/ja/tax-keywords/tax-avoidance.jhtml 
84 OECD 租税委員会議長 浅川 雅嗣「税制調査会資料（国際課税関係）」（2013 年 10 月）を参考に作成

http://www.kokusaizeimu.com/news/2013/675.html 
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(3) 企業への影響 

企業にとってのBEPSの問題点として、BEPSを活用しない企業が競争上不利な立場に押し

やられ、公平な競争が害されるということがある。一方、特定の企業について租税回避と

いうことが社会から注目されることにより消費者による不買運動に発展することや、政治

問題化し企業の評判に影響を及ぼす可能性がある。また、2010年末時点で少なくとも21兆

ドルの金融資産が租税回避地に存在するという調査結果も公表されている85。 

2013年10月には行動計画13（移転価格文書化の再検討）の一環として、OECDから「移転

価格文書化および国別報告制度に関する論点概要(memorandum on transfer pricing 

documentation and country-by-country reporting)」が公表された86。 

近年、この課題に関して、国際NGOの活動も高まってきている。トランスペアレンシー・

インターナショナル（Transparency International:以下、TIという）やタックス・ジャス

ティス・ネットワーク（Tax Justice Network：以下、TJNという）による国別の納税額の

レポーティングの推進に対する報告書は、企業の納税の透明性を向上させるためのイニシ

アチブであると考えられる。TIは、2013年11月に欧州議会に対して、国別報告制度の義務

化に関する書簡を送付しており、もし制度化されれば企業に影響する可能性がある。 

 

(4) 具体的事案 

 租税回避に関連して社会的に注目された事例として以下のようなものがある。 

問題点 事例 

消費者による不買

運動 

2012年10月、Starbucks社87は、イギリスにおいて過去3年間に毎年  

4億ポンド（約600億円）の売上がありながら法人税をほとんど納付し

ていなかったと報じられ、消費者団体などから不買運動を起こされ

た。これを受けて、同社は、2013年および2014年の2年間は、利益の

有無にかかわらず法人税として毎年1000万ポンド（約15億円）を納付

すると発表した。 

評判リスク 

 

 

米国上院調査小委員会による海外への利益移転に関する調査におい

て88、2012年9月にMicrosoft社およびHewlett-Packard社、2013年5月

にApple社が対象となった。同調査委員会の報告書によりApple社が受

けた主な指摘は次の通りである。 

①現金、現金等価物および市場性ある有価証券の合計額1,450億ドル

                                                   
85 Tax Justice Network “The Price of Offshore Revisited: Press Release – 19th July 2012” 
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/The_Price_of_Offshore_Revisited_Presser_120722.pdf 
86 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースのウェブサイト

http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-international/oecd-dec-2013.jhtml 
87 スターバックス社のウェブサイトなどを参考に作成 http://www.starbucks.co.uk/our-commitment 
88 米国上院小委員会のウェブサイトや複数のメディア報道を参考に作成

http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/offshore-profit-shifting-and-the-us-tax-code_-p
art-2 
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の内1,020億ドルが海外にあること 

②アイルランドの関係会社であるApple Operations International

社は2009年から2012年までの間に300億ドルの収入を受取っているの

に対し、過去5年間は法人税を支払っていないこと 

③同社とアイルランドの関係会社との間にはコスト分担契約が存在

し、2009年から2012年までに740億ドルの全世界売上が米国からアイ

ルランドに移転されたこと（Apple社のアイルランドにおける実効税

率は2%未満） 

それに対して、Apple社は、CEOおよびCFOが同委員会で証言し、その

内容をプレスリリースで公開した（証言内容などは「3.8.2 文献調査」

の「(5)主な取組」を参照のこと）。 

本調査に関して、米証券取引委員会（SEC）は書簡（2013年9月）にお

いて、同社からの 新提出資料の確認作業を終え、現時点では措置は

とらないと述べた89。 

 

(5) NGOのキャンペーン 

租税回避に関する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 

TIによる国別報告(country by 

country reporting)に関する企業

の評価ランキング90 

TIは、105社の国際的企業を対象に企業の透明性に関す

る調査を実施した。その調査項目の一つに売上高、資本

的支出、法人税などに関する国別報告の評価が含まれて

いる。企業毎の国別報告のスコアも開示され、企業の評

価ランキングも公表されている。このランキングの１位

は、選定会社の一つであるStatoil社である。 

TJNによる国別報告に関する報告書

91 

TJNは、国別報告の内容、必要性、開示方法などに関す

る報告書を公表している。この報告書の中では、国別報

告に対する批判に関する考え方も記載されている。 

 

  

                                                   
89 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000000000013048900/filename1.pdf 
90 TI “Transparency In Corporate Reporting” (7/2012)  
91 TJN ”Country-by-Country Reporting” (2012)  
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3.8.2 文献調査 

 調査対象企業は、TIの報告書などで取り上げられている企業を中心に選定し、Apple, BG 

Group, Statoilの海外企業3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が、租税回避という課題

の性質上、直接は該当しない項目も含まれている。 

 

(1) 関連する社内方針 

課題の性質上、調査した会社では特定の社内方針はなかったが、一部内容が含まれてい

ると考えられる方針が存在。例えば、Statoil社の“Anti-corruption compliance program”

の“Ethics Code of Conduct”の中には、タックスヘブンなどに関して慎重に検討する必

要性が記載されている。 

 

(2) フレームワークおよびコミットメント 

 Statoil社およびBG社は、採取産業透明性イニシアチブ（以下、EITIという）に参加して

いる。EITI原則には、資金の流れの透明性が含まれており、本課題にも関係すると考えら

れる。 

 

 (3) 主な取組 

Statoil社は、Annual Report 2012の中で、各国政府に対する経済的貢献度を明らかにす

るためにcountry-by-country basisによる納税額を開示している。これは、ノルウェー、ナ

イジェリア、アンゴラなどの約30ヶ国について、国別の投資額、売上高と仕入高、納付し

た直接税と間接税のそれぞれの金額が開示しているものである92。また、上述の“Ethics 

Code of Conduct”に関して、社内のe-learning（2012年に90分の講座を25,000名が受講）、

ワークショップ（2012年で27回実施）、クラスルーム研修（1,100名以上の新人を対象とし

た必須研修）などを実施している。 

 Apple社は、納税状態に関して、2013年5月の米国上院小委員会でのCEOおよびCFOの証言

の内容について、プレスリリースを公開している。その内容の骨子は以下の通りである93。 

 同社は、米国において約60万人の雇用創出に貢献している。 

 同社は、2012年度において米財務省に対して60億ドル近い納税をし、実効税率は

約30.5%であった。 

 1980年からアイルランドの子会社との間でR&Dコストを分担する契約を締結して

いる。また、この契約に関して米国内国歳入局（IRS）からの税務調査も受けてお

                                                   
92http://www.statoil.com/AnnualReport2012/en/Sustainability/OurPerformance/EconomicPerformance/Pages/Payme
ntsToGovernments.aspx 
93 Apple 社のウェブサイトなどを参考に作成 http://images.apple.com/pr/pdf/Apple_Testimony_to_PSI.pdf 
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り、適法であると認識している。なお、アイルランド子会社での雇用は4000人近

くに達している。 

 継続的なR&Dコストの半分以上をアイルランド子会社から資金調達している。 

 アイルランドの法令上、アイルランド子会社はアイルランドの税務上の非居住者

であるが、米国の納税額を減少させるものではない。 
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3.8.3 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。 

 国際的な事業環境の変化に伴い、多国籍企業は国境を超えた管理能力および各国の

税制の差異を利用しており、現在の国際的な課税ルールが十分に対応できるまでに

至っていない。 

 それに対して、OECDやG20において国際課税ルールを強化する動きが進んでいる。ま

た、租税回避の懸念に対して、消費者団体や国際NGOによるキャンペーンが活発にな

ってきており、評判リスクや不買運動のリスクも高まっている。 

 このように社会的に注目が高まっているテーマとして、今後、日本企業も国際的な

事業活動を進める上でその動向を注視していく必要があろう。 
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4. 調査結果の全体的な考察 

 

 本調査全体を俯瞰したうえでの全体的な考察をすると、以下のようにまとめることがで

きる。 

 

(1) CSR 課題に対する取組姿勢とマネジメントの視点 

 CSR 課題に関する社会的問題に直面した企業が、その問題に真摯に対応し、体制を強化す

ることで、当該課題に関する先進企業に成長した事例がある。 

 また、欧米の先進企業が CSR 課題に対して先を見越して戦略的に対応を進めることで、

企業価値を高めている事例もある。 

 CSR 課題は、企業経営に重大なインパクトをもたらしうるリスクであると同時に、戦略的

に取り組めば日本企業に多くのメリットをもたらすチャンスでもある。慈善事業として捉

えるのではなく、取組みを進めることがビジネスを成り立たせる上でも必要不可欠である

という認識で取り組むという、マネジメントの視点が重要である。 

 その観点からも、全ての課題に網羅的に対処しなければならない（それはできない）と

いう観念に囚われることなく、各種プラットフォームや他社との連携等も活用して、自社

のビジネスにとって重要な課題を特定し、リスクマネジメントの観点から優先順位を認識

して取り組むことが重要である。 

 

(2) ビジネスの前提条件としての操業許可（License to operate） 

 海外の大規模プロジェクトにおける先住民や地域社会との関係や水ストレスの高い地域

における水リスクへの対応など、複数社のヒアリング調査において、課題への対応がビジ

ネスの前提条件となっているとの回答があった。 

 基本的に CSR の重要課題はビジネスに一段と影響を及ぼすようになってきており、操業

許可に影響する場合が拡大している可能性がある。日本企業にとって、自社の重要課題を

特定し、対応を検討せざるを得ない場面はますます増えてくると考えられる。 

 

(3)課題に対する業種別アプローチ 

 本調査において、業種ごとにCSRの重要課題が異なることがあらためて確認された。その

ような背景から、現在、世界各国において、業種別のガイドラインなどの開発が進められ

ている。例えば、米国におけるSASBの業種別ガイドライン、欧州連合による「指導原則」

の適用に関する業種別ガイドライン、オランダにおける「OECDガイドライン」をベースに

した業種別リスク分析が挙げられる。 

 一方、多くの日本企業ではISO26000を参照しながら課題を整理しているが、明確なマテ

リアリティ分析を実施している企業は少ない。業種ごとにCSRの重要課題が異なることを踏

まえて、業種特有の課題を踏まえた上で、自社独自の重要性（マテリアリティ）分析を実
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行して適切かつ現実的な対応を検討することが重要であると考えられる。 

 

(4) バリューチェーンの視点の重要性 

 特定された CSR の重要課題に相当程度共通するのは、バリューチェーンに対する視点の

重要性である。新興国における労働問題、水ストレスの高い地域における水リスク、食品

サプライチェーン、紛争鉱物の課題については、バリューチェーン全体をどのように捉え

るかが重要な要素となっている。 

 日本企業にとって、グループ会社での取組やその範囲を超えたバリューチェーンでの取

組を視野に入れて自社が重点的に取り組むべき方策を検討することがさらに重要になると

考えられる。 

 

(5) 連携(Collaboration)による取組 

 上記の通り、同業種において CSR の重要課題は共通することが多く、特に中小企業にお

いて単独で取り組むことが難しい面もあることから、業界で協力して取組むことも有益で

ある。現在、電機・電子業界の EICC、アパレル業界の SAC など、企業間による多くの連携

が存在する。 

 加えて、労働問題の FLA や倫理的なサプライチェーンの ETI など、特定の CSR 課題に対

する業界を超えた連携も発展している。 

 日本企業にとって、自社の CSR の重要課題について、業界での連携のみならず、業界を

超えた連携を活用することが、自社の取組を効率的に進めることにつながる可能性がある。 

 

以上 
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