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日本におけるCSR 調達の取り組み実態と今後の方向性
Future direction and efforts of CSR procurement in Japan
CSR procurement and Ethical purchasing is one of effective methods to build a sustainable
society through the market. The survey (2014) by the Japan Association of Corporate Executives
shows that Companies that have established the CSR procurement criteria have increased to 57
percent. The common to companies that engage in CSR procurement, is to focus on communication
with suppliers at the field. In order to implement the CSR procurement, it is believed that washout
of procurement goods and suppliers, leadership of the top of organization and information
disclosure and communication are necessary.

1. 研究の背景
Rio＋20では、持続可能な開発及び貧困撲滅のために、グリーンな経済への移行が不可欠であり急
務であることが再確認された。同時に、持続可能な社会を構築するためには、環境保全だけでは十分
ではなく、人権や公正な取引、コミュニティ等において配慮した取組が求められている。
2010 年に ISO26000 が発行されて以降、国内外の企業では、CSR の取組が本格化している。また、
衣料や宝石等の業界では、社会的課題への取組を「エシカル（倫理的）」と表現し、エシカルファッショ
ンやエシカルジュエリー、エシカル購入に取り組む企業や消費者が増加する傾向にある。
海外に目を向けると、カルガリーやトロント、オタワ、バンクーバー等の都市が自らの調達において、環
境配慮だけでなく、社会的、倫理的な視点を盛り込んだ調達指針を策定する他、スターバックスコーヒー
やナイキ等、グローバル企業においても、フェアトレード等の視点を盛り込んだ調達指針を策定し、取り
組んでいる。
CSR 調達やエシカル購入は、市場を通じて持続可能な社会を構築するために効果的な手法の一つ
であるが、日本では一部の先進的な企業や関心の高い企業、消費者の中での取組に留まっている。そ
の背景には、CSRという言葉が広範な取り組みを指し、取り組む優先順位や課題を認識し、整理しにくい
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という側面が上げられる。また、エシカルという言葉は、日本では近年徐々に使われるようになってきた
が、定義や取り組みの領域がはっきりと定まっておらず、取り組みの全体像を掴みにくいという側面が挙
げられる。

2. 目 的
本研究では、まず、CSR やエシカルという用語に関する範囲を改めて整理する。次に、CSR 調達を
中心に、日本における取り組み状況を整理するとともに、先進的な取り組み事例の分析を通じて、これか
らCSR 調達やエシカル購入に取り組むためのステップとポイントをまとめる。

3 . CSR 調達とエシカル購入
ISO26000では、CSR の領域を7つの原則と7つの中核主題で整理しており、一般的に「 CSR 」とい
う言葉の範囲は、ISO26000で示された範囲と捉えることができる。

図 . ISO26000における7 つの中核課題 1

（組織が社会的責任を果たすための7つの原則）2
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任：組織の活動によって外部に与える影響に関する説明
性：組織の意思決定や活動の透明性の担保

③ 倫 理 的 な 行 動：公平性や誠実などの倫理的な行動
④ ステークホルダーの利害の尊重：様々なステークホルダーへの配慮
⑤ 法 の 支 配 の 尊 重：法令の順守
⑥ 国際行動規範の尊重：法律だけでなく、国際的規範の尊重
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1 一般財団法人日本規格協会 やさしい社会的責任 ― ISO 26000と中小企業の実例
2 一般財団法人日本規格協会 やさしい社会的責任 ― ISO 26000と中小企業の実例 を参考に作成
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（組織が社会的責任に取り組む上での中核主題）
中核主題

具体的な課題

組織統治

・ 組織としての意思決定

人権

・
・
・
・
・
・
・
・

デューディリジェンス
人権に関する危機的状況
加担の回避
苦情解決
差別及び社会的弱者
市民的及び政治的権利
経済的、社会的及び 文化的権利
労働における基本的原則

労働慣行

・
・
・
・
・

雇用及び雇用関係
労働条件及び社会的保護
社会対話
労働における安全衛生
職場における人材育成及び

環境

・
・
・
・

汚染の予防
持続可能な資源の利用
気候変動緩和及び適応
環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復

公正な事業慣行

・
・
・
・
・

汚職防止
責任ある政治的関与
公正な競争
バリューチェーンにおける社会的責任の推進
財産権の尊重

消費者課題

・
・
・
・
・
・
・

公正なマーケティング、情報及び契約慣行
消費者の安全衛生の保護
持続可能な消費
消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決
消費者データ保護及びプライバシー
必要不可欠なサービスへのアクセス
教育及び意識向上

コミュ二ティへの参画及び
コミュニティの発展

・
・
・
・
・
・
・

コミュニティへの参画
教育及び文化
雇用創出及び技能開発
技術の開発及び 技術へのアクセス
富及び所得の創出
健康
社会的投資

2015 年より、消費者庁において「倫理的消費」調査研究会が開催されている。この研究会は、消
費者教育基本計画（2015 年 3 月閣議決定）
）を受け、より良い社会に向けて、人や社会・環境に配慮
した消費行動（倫理的消費）を促進するための研究会としている。
「エシカル」については、発展段階
にあり、様々な研究者による定義づけがなされている 3 。豊田尚吾氏は倫理的消費を「社会の健全性

3 消費者庁

第1回「倫理的消費」調査研究会
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向上を積極的に支援し、環境・人権などの社会的課題に配慮して消費すること」とし、山本良一氏は、
「環境的側面や社会的側面に配慮した消費。地球的境界、社会的境界を守るためのエシカルプロダ
クツ・サービスの積極的購入行動」としている。また、同様の観点での類似用語の定義では、国連持
続可能な発展委員会（ UNCSD ）が 1995 年に持続可能な消費を「後世の需要を損なうことなく、基本
的な需要が満たされ、より質の高い生活を支える製品とサービスを利用すること。すなわち、その製品と
サービスはライフスタイルの全過程において、資源と有毒物質の利用、廃棄物と汚染物質の排出を最
小限に抑えるものでなければならない。」とする他、Devinney, Auger & Eckhardt は消費者の社会
的責任を「個人的・道徳的信念に基づいて確かな消費選択をするために意識高く、思慮深い選択」と
位置づけている。
CSR ならびにエシカルの用語の定義は、製品のサプライチェーンにおける社会、環境、経済等にお
ける課題を解決するという、グローバルな視点からのアプローチであると同時に、労働者の権利等の組
織内の課題や地域の課題を解決するための手法であると捉えることができる。
東京大学鬼頭秀一氏は、倫理的消費を「人間と自然」
「人間と人間」
「個と全体」という3 つの切り口
から整理している。

図 . 倫理的消費の位置づけ 4

グリーン購入を促す手段として、環境ラベルがあり、第三者認証や自己宣言型などいくつかのタイプ
がある。CSR やエシカルにおいても、エコマークやフェアトレードやオーガニック、FSC 、MSC 、RSPOな
ど、いくつかの認証制度が含まれる。これらは、環境配慮の基準が盛り込まれると同時に、一部の認証
制度においては、社会面の基準も盛り込まれており、CSR 調達やエシカル購入を実践する上で参考に
なる認証制度、ラベルということが言える。

4 消費者庁

第1回「倫理的消費」調査研究会
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しかしながら、認証制度による認証やラベルが表示される製品は多くなく、定義が明確ではない製
品・サービスが大半であることから、どこまで取り組まれていれば CSR 調達になるのか、どういう領域ま
でをエシカル購入と捉えるのかという点については、発展途上であるが故の注意が必要である。エシカ
ルという用語を使った製品や取り組みのアピールにおいては、環境配慮やフェアトレード、オーガニック、
各種認証製品の他、伝統工芸や新興国における廃棄物利用によるアップサイクル等も含まれるようであ
る。環境配慮だけでなく、人権や労働慣行、公正な事業慣行等を網羅的に高次元で取り組めている
事業者や製品はまだまだ多くないことを考えると、少しでも配慮され、社会課題の解決につなげている取
り組みや製品等を購入、採用することは CSR 調達、エシカル購入であると捉えて良いと解釈できるが、
ともすると、売らんがための何でもありとなってしまっては、グリーンウォッシュとなり、取り組み自体への信
頼を損なうリスクがあることから、どこまでが CSR 調達、エシカル購入と捉えるべきかという研究について
は、今後の課題としたい。
現時点で、CSR 調達やエシカル購入に取り組む企業、団体、消費者は多くなく、詳細な定義を論ず
るよりも、今後さらに取り組みを拡大させていく必要があることから、本研究では、二つの用語をほぼ同
義と捉えることとした。両語を対象者別に明確に区別することはできないが、CSR 調達は一般的に企業
や組織購入者において使用されることが多く、エシカル購入は個人消費者を中心に使用されることが多
い傾向がある。

4 . 日本における CSR 調達の取り組み状況
日本における CSR 調達の動向を調査している文献は多くないが、経済同友会では、継続的に会員
企業におけるCSR 活動の動向を調査している。
2014 年度に経済同友会が実施した CSR 調査（「日本の企業 CSR

自己評価レポート2014 」）によ

ると、CSR 推進体制を構築する企業は、60％
（2005 年度調査時）から74％と整備が進んでいる。CSR
調達基準を策定している企業は 57 ％と前回調査から取り組みが進んでいるが、取引先まで指導してい
る企業は30％に留まる結果となっている。

図 . CSR 調達基準の策定状況
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エシカルの用語に対する認知度が低く、エシカル購入の取り組み状況を調査した文献はなかった。
株式会社デルフィスが実施している「エシカル実態調査」5 によると、エシカルという用語の認知度は
11.8％
（ 2014 年）で、2011 年の調査よりも0.7％増加しているものの、サステナビリティ
（ 25.2％）やフェアト
レード（ 47.0％）よりも低い結果となっている。また、エシカルに対する興味は、56％
（ 2011 年）から44％
（2014 年）に減少し、エシカルの実践度についても、27％
（（ 2011 年）から21％
（ 2014 年）に減少する結
果となった。年代別に見ると、20 代の男女でエシカル対する興味が高く、60 代以上の男女でエシカルの
実践度が平均よりも上がる傾向にあるが、エシカルは一部の人だけの考え方だという回答が 2011 年の
調査よりも4％増加し、40％に至っていることから、エシカルに対する考え方はまだまだ浸透していないこ
とが伺える。

5 . 海外における CSR 調達の動向
海外においても、グリーン購入の他、CSR 調達やエシカル購入の取り組みが進められている。
政府や地方公共団体による社会的 / 倫理的な課題を調達基準に盛り込む動きはやや遅かったが、カル
ガリーやトロント、オタワ、バンクーバー等の都市では、2007 年にエシカル調達基準を策定している。
バンクーバー市は、倫理的購入方針（ EPP ）の中で、全てのサプライヤーが最低でも国際労働機関
（ ILO ）が示すサプライヤー行動原則のパフォーマンス基準を満たすことを求めており、衣類やコーヒー
といったフェアトレードの農産物が対象となっている。
イギリスの環境食糧農林省は、2010 年に倫理的調達方針を策定し、その方針に沿った調達を行っ
ている。
（イギリスの環境食糧農林省の倫理的調達方針に盛り込まれている観点）
・ 労働条件が安全である

・ 研修が提供される

・ 健康が促進されている

・ 差別はない

・ 雇用の自由が選択できる

・ 多様で良好な労働慣⾏の奨励

・ 労働時間は過度でない

・ 児童労働は排除されている

・ 賃金は少なくとも国家の法的基準を満たしている

・ 非人道道的な扱いは許可されていない

ノルウェー政府は、倫理的トレーディング・イニシアティブ・ガイドラインを策定しており、ILO が定める
強制労働や児童就労の撤廃、差別禁止や安全衛生の確保等を求めるなど、倫理的調達として、労働
面での公正性を求めていることが特徴的である。
米国では、政府機関の調達契約の95％に関してサステナビリティ基準を満たすことが求められている
他、EU では、社会および環境基準に関する新規定を含む公共調達の指針の改定案を2014 年 3 月に
施行している6 。

5 2014年

第4回エシカル実態調査

株式会社デルフィス

6 経済産業省 国際的な企業活動における CSR（企業の社会的責任）の課題とそのマネジメントに関する調査 2014 年
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6 . 日本企業における CSR 調達事例
日本でも様々な企業において CSR 調達が実践されている。前述の「日本の企業 CSR

自己評価レ

ポート2014 」
（経済同友会）にあるように、CSR 調達基準を策定している企業は57％と増加傾向にあり、
電気機器業界での取り組みが進んでいる。取引先まで指導している企業は 30 ％に留まる結果となって
いる。本研究では、CSR 調達における特徴的な事例として2 社の取り組みを取り上げる。
事例 1 ）トッパングループにおける CSR 調達の取り組み
トッパングループは 2007 年に「トッパングループ CSR 調達ガイドライン」第 1 版を発行して CSR 調達に
取り組んできた。トッパングループは、2014 年に同ガイドラインを改訂しているが、改訂する背景として、
2012 年・2013 年にバングラデシュ縫製工場で起きた事故（労働者の死亡事故につながる）や外資系グ
ローバル企業から委託された監査会社によりトッパングループの工場の監査を受け、労働環境及び環
境配慮に関する監査を受けたこと等があった。また、国連グローバル・コンパクトや ISO26000 等の国際
規格が環境よりも、人権や労働を重点的に評価しているという社会動向もあった。

図 . CSR 調達関連の国際的ガイドライン及び基準 7

トッパングループは、CSR の国際的な規範、CSR 調達の国際的基準が出揃い、要求項目の焦点が
明確化したこと、CSR 調達に関する社会全体の意識の高まり、CSR 調達の厳格化（監査の増加）から、
あらゆる業界で共有でき、グローバルに通用し、1 次取引先から 2 次取引先に展開できるCSR 調達が
必要との認識から、ガイドラインの改訂に至った。改訂したガイドラインでは、事業活動において一般的
に求められる「基本的調達基準」と、CSRとして求められる「人権・労働・環境・腐敗防止に関する調
達基準」に整理した他、CSR 調達で特に重要となる「人権」
「労働」
「環境」
「腐敗防止」の4 分野を明
確化した。
トッパングループは、取引先との信頼関係の構築が最重要課題との認識から、発注部門へのコンプライ
アンス教育として、購買部門、工程外注部門に対して、行動指針、購買規程、下請法、独占禁止法等

7 倫理的購入・CSR 調達ガイドライン研究会

第 9 回研究会

7
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の遵守に関する研修を行っている。また、主要取引先にアンケート調査票を送付し、自社の発注部門
が、取引先に対して、
「調達基本方針」に基づく適正な対応をしているかどうか確認するために、発注
部門をモニタリングしている。さらには、自社の発注部門における不正やコンプライアンス上の違反があっ
た場合、取引先が通報できる通報窓口である「サプライヤーホットライン」を設けている。
トッパングループでは、適正な CSR 調達の実施及び検証を行うために、約 1,900 社を対象に、人権・
労働・環境・腐敗防止に関する取り組み状況、社内通報制度の仕組みの有無、CSR 調達基準の有
無等を調査し、2015年度から監査実施する計画としている。
トッパングループは、
「トッパングループCSR
調達ガイドライン」を1 次取引先だけでなく、その先の取引先（ 2 次取引先）へ通知し、サプライチェーン
全体に展開していくことを課題としている。
トッパングループは、国連グローバル・コンパクトや ISO26000 等の国際規格と自社のビジネス環境と
の比較から、CSR 調達で特に重要となる「人権」
「労働」
「環境」
「腐敗防止」の4 分野を明確にしたガ
イドラインに改訂した他、取引先との信頼関係の構築が最重要課題との認識を持った上で、発注部門
へのコンプライアンス教育の実施、発注部門のモニタリング、サプライヤーホットラインの整備等が特徴
的である。
事例 2 ）ミズノにおける CSR 調達の取り組み
ミズノはISO26000に基づき、2004年から、製造委託先工場における、法令遵守・人権尊重・労働環
境・環境保全などを監査し、問題があれば是正し、適正に保つための「CSR 調達活動」に取り組んで
いる。ミズノが CSR 調達に取り組む背景には、“ 良いモノづくり” というミズノ自身の考えに加え、2004 年
アテネオリンピックに合わせた商品調達のため、途上国の労働者に過酷な労働を強いていると、人権
NGO・国際的な労働組合がタッグを組んで抗議キャンペーンを展開したこと等の外的要因もあった。
ミズノCSR 調達ガイドラインでは、ミズノの CSR の考え方として CSR 基本理念、CSRビジョン、ミズ
ノ倫理規範、ミズノCSR 調達行動規範、取引開始前や CSR 監査前に自社で行っていただく「ミズノ
CSR 自己診断チェックリスト」等を盛り込んでいる。ミズノは、商社等の仕入先や製造委託先などのお
取引先に対し、ミズノの CSR 調達に対する考え方を伝達することを重視しており、ISO26000に沿って、
組織統治・人権・労働慣行など、取引先に遵守を期待する事項を具体的に列記していることが特徴
的である。
ミズノの取り組みとして特徴的なのは、新たに工場取引を開始する場合に、CSR 事前評価（監査）を
実施し、4段階の評価（A、B、C、D）のうち、AかBのいずれかの評価を受ける必要がある点、さらに、
3年に1 度の定例 CSR 監査を実施している点である。
ミズノは、2010 年 4 月～ 2015 年 3 月に中国や東南アジアに所在する製造工場 208 工場を監査してい
る。換気や廃水・排出ガス中における環境汚染物質の濃度規制の遵守は適合率が高い一方、騒音
の監視や消火器、消火栓、火災報知器へのアクセスしやすさ、消火器の定期的な点検の仕組み等の
取り組みは適合率が低く、是正のための指摘が行われている。監査で不適合となった項目の是正は、
後日、工場より現場の写真や書類のスキャンデータなど、是正を確認できる資料を提出してもらい、是正
の完了まで追跡している。
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図 . 新規製造委託先工場 CSR 事前評価の流れ 8

製品を生産するサプライチェーンは、何重もの複雑な構造になっており、その上流になればなるほど、
環境影響が大きいと考えられる。ミズノでは、上流にさかのぼった CSR 調達を行うことが重要であると
の認識から、2016 年度から2 次サプライヤーを対象とした CSR 調達の実施を計画している。ミズノは、
ミズノがライセンスを与え、他企業が製造・販売している商品（文具やタオル等のライセンス商品）が多
数存在する。これらは、直接的にはミズノの管理対象外ではあるが、ミズノのブランドロゴをつけた商品
であれば全てミズノの社会的責任範囲と捉え、2016 年度からCSR 調達の取り組みとして実施を計画し
ている。
ミズノの CSR 調達が特徴的なのは、新たに工場取引を開始する場合に、CSR 事前評価（監査）を
実施し、4段階の評価（A、B、C、D）のうち、AかBのいずれかの評価を受ける必要がある点、さらに、
3年に1 度の定例 CSR 監査を実施している点である。
トッパングループおよびミズノに共通している点は、現地でのサプライヤーとのコミュニケーションを重視
していることである。今後、二次サプライヤーにも範囲を拡大していくことも共通している点といえる。ま
た、ミズノは自社製造品だけでなく、ライセンス商品にも適用しようとしている点は特徴的で、CSR 調達
に取り組む他社が参考とすべきポイントと言える。

8 グリーン購入ネットワーク 第 17 回グリーン購入大賞事例発表会 ミズノ株式会社発表資料
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7 . CSR 調達導入のためのポイント
現在、ISO20400（持続可能な調達）の規格の策定が進んでいる。ISO20400 は、社会的責任の
規格である ISO26000 に含まれている内容の実践・普及を、サプライチェーン全体を通じて支援する
ものとなる予定である。ISO20400 は認証規格ではなく、ガイドラインとしての位置づけとなるようだが、
ISO20400の策定により、よりCSR 調達の取り組みが進展するものと考えられる。
これからCSR 調達を導入し、取り組みを開始しようとする企業・団体等は、以下のような点に留意し、
取組を開始することが必要である。
（CSR 調達に取り組むためのポイント）
・ 自らの組織との関わり
（組織内、組織外）
、調達物品（品目、量等）
とサプライヤーの洗い出し
・ 考えられる課題の洗い出しとステークホルダーとの対話による現状の把握
・ 組織トップの参画と体制づくり、情報開示とコミュニケーション
・ 他社の取り組み事例と既存のチェックリスト等の活用

CSR は 7 つの原則と7 つの中核主題が整理されているが、これからCSR 調達に取り組む上で、取り
組むべき事項を整理したチェックリスト等が参考となる。CSR 調達に限定したチェックリストは多くないが、
CSRに関するチェックリストとして以下のようなものが参考となる。
（CSRに関するチェックリスト）
・ グリーン調達推進ガイドライン（暫定版）
（環境省）
・ やさしい社会的責任 ― ISO 26000と中小企業の実例（一般財団法人日本規格協会）
・ CSR チェックリスト～中小企業のための CSR 読本～（さいたま市）
・ サプライチェーンCSR 推進ガイドブック（一般社団法人電子情報技術産業協会）

CSR の取り組みは環境部や CSR 部が中心となる事例が多いが、CSR 部だけが取り組む部分最
適から、CSR 部がハブとなり、調達部門をはじめ、広報・IR・人事・経営企画などの部門と連携をし、
CSRを意識した事業活動を進める全体最適へと、組織内の体制強化に取り組むことが必要である。今
までほぼ独立して活動していた購買部とCSR 部がより密接に活動をするようにし、CSR 調達を進めてい
くことが、取り組みを深化させ、サプライチェーン全体へと取り組みを広げていくことにつながるであろう。

8 . さいごに
本研究では、文献調査から、CSR やエシカルという用語に関する範囲を整理した。CSR については
既に ISO26000 が発行されている他、国連グローバル・コンパクト等の国際的な規格で示されている範
囲が適当と考えられる。一方のエシカルについては、CSRとほぼ同義と考えられるが、エシカルが捉える
領域については、発展途上であり、何をもってエシカルと捉えるかという点については、今後さらに研究
を進める必要がある。

10

日本では、電気機器業界を中心に CSR 調達の取り組みが進んでいるが、CSR 調達基準を策定して
いる企業は57％と前回調査から取り組みが進んでいることが明らかとなった。
トッパングループやミズノの
事例からは、取引先との信頼関係の構築が最重要課題で、取引先とのコミュニケーションの充実や取り
組みの支援が必要であることが明らかとなった。また、1 次サプライヤーへの取り組みにとどまらず、2 次
サプライヤーやライセンス商品等へ取り組み領域を拡大する傾向にあることが明らかとなった。
企業や団体が CSR 調達やエシカル購入を導入し、取り組みを発展させていくためには、取り組みの
背景やきっかけ、推進体制と成果、課題等、より多くの導入事例を研究し、体系化していくことが必要と
考えられる。本研究を助成くださった、公益財団法人アサヒグループ学術振興財団に厚く御礼を申し上
げるとともに、CSR 調達およびエシカル購入のさらなる普及に向け、本研究にとどまらず、これらを継続
的な研究課題としたい。
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