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独自の食品技術や味覚研究の力で
過剰栄養を防ぐ

栄養不足の根本的な解決を目指し
子どもの栄養に着目

現在、
世界中で健康を脅かす課題としてとらえられているのが、
肥満※

2000年に定められたミレニアム開発目標（MDGs）
では、
八つの目

の増加です。
肥満は1980年に比べて2倍に増えており、
有効な対策が

標のうち三つが栄養課題と密接にかかわっています。2015年7月に

施されないと2030年には10億人以上になると見られています。
この背

発表されたMDGsの報告書によると、開発途上国における栄養不

景には、
先進国以外にも食料が行きわたるようになったこと、
途上国で

足人口の割合は23.3％
（1990〜92年）から12.9％
（2014〜16年）
と

欧米式の高脂肪・高カロリーの食事が一般的になったことなどがありま

およそ半減しており、
人数にすると1990年以降2億人以上が飢餓か

す。例えばブラジルでは、
20年前は人口の半数が栄養不足でしたが、

ら脱したことになりますが、発育阻害などの栄養不良についてはま

近年の調査では飢餓状態の人たちは全体の5％で、肥満・肥満予備

だまだ目標達成の軌道に乗っているとはいえません。
これらを踏まえ、

軍を合わせると50％を超えているといわれます。

2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発のためのグ

肥満は糖尿病や高血圧などの生活習慣病患者を増やすリスク要
因であり、
寿命を縮める原因にもなります。世界保健機関（WHO）
は、
2025年までに全世界の肥満の増加を止めるという目標を掲げており、
その実現にあたっては日常的な栄養バランスを改善していくことが重

ローバル目標（SDGs）」では、幅広い栄養改善の必要性が強調さ
れています。
栄養不足の課題は低所得者層で起こりやすく、
特に子どもに大き
な影響を及ぼします。所得下位20％層の世帯の子どもは、所得上
位20％層の子どもと比較して発育が阻害される確率が2倍以上高

要であると考えられます。
味の素（株）
では、
減糖・減脂・減塩の食品を提供することで、
こうし

まり、
特に乳幼児の発育不良と死亡率は深刻な問題となっています。

た課題の解決に貢献していきます。減糖では、
まろやかな甘さで糖類

また世界の子どもの死亡原因のうち、約3分の1は栄養に由来す

ゼロの低カロリー甘味料「パルスイートR」のほか、
ブラジルで販売して

るものといわれています。妊娠期から子どもが2歳の誕生日を迎える

いるアスパルテームを使用した粉末ジュース
「Refresco FIT」は、
経済

までの「最初の1,000日」に栄養が不足すると成長不良が起こり、5

的な理由でフレッシュジュースを飲めない層にも安価でおいしいジュー

歳までの死亡率が高まるだけでなく、知能の低下も招くといわれて

スを提供でき、
なおかつ減糖に配慮できる点が評価されています。減

います。つまり、乳幼児期の栄養問題は、将来にわたり取り返しのつ

脂では、
特許製法でレギュラーマヨネーズと同様のコクを有しながらカ

かない影響を及ぼすのです。

ロリーを65％カット
（当社マヨネーズ比）
した「ピュアセレクトRコクうまR」

こうした背景から、味の素グループは子どもの栄養不良対策が

など、
また減塩では、
いつもと変わらない塩味で塩分
（ナトリウム）
をカット

重要なテーマであると強く認識しています。そして「ガーナ栄養改

した「やさしおR
」や、
独自技術で塩分を40％カット
（当社従来品比）
した

善プロジェクト」などの活動を通じて、
グローバルに事業を展開する

「クノールRカップスープ」など、
多数の調味料や甘味料、
加工食品を

食品メーカーの責務として課題解決に向けたリーダーシップを発揮
していきます。

開発・販売しています。
※ 肥満：日本肥満学会などでは、
BMI（体格指数）
＝体重（kg）
÷身長（m）
÷身長の値が25以上を
肥満と定義する。欧米ではBMI30以上で肥満と判定する場合もある

減脂

減糖

MDGs で栄養課題と関連の深い目標
目標 1

極度の貧困と飢餓の撲滅

目標 4

乳幼児死亡率の削減

目標 5

妊産婦の健康の改善

SDGs で栄養課題と関連の深い目標

「Refresco FIT」

「パルスイートR」

「ピュアセレクトRコクうまR
65％カロリーカット」

減塩

「やさしおR」
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目標 2

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の
改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

目標 3

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する

子どもの発育を決める「最初の 1,000 日間」の栄養

「クノールR カップスープ」
コーンクリーム塩分40％カット

ガーナでは、主に生後6カ月以降の離乳期の栄養不足が原因で、2歳児の30～40％が低身長

コミュニティ

「食・栄養」分野の課題解決のために
味の素グループは、
それぞれの地域の「食・栄養」分野の課題解決に向けて、AINプログラムによる途上国の栄養改善や、
各国法人・財団による様々な取り組みを行っています。

「AINプログラム」による途上国の栄養改善
味の素グループは、途上国での栄養改善をグローバル健康貢献
企業としての重要な使命を考えています。

養改善を通じた国際協力活動として、SDGsを視野に入れ、AINプロ
グラムをさらに進化させていきます。

※

AIN プログラムは、1999年以来2015年まで、14カ国において、

※

AIN：Ajinomoto International Cooperation Network for Nutrition and Health
（味の素「食と健康」国際協力ネットワーク）

その土地の環境や食文化に根ざした75の住民参加型プロジェクトを
支援してきました。その受益者は14万人、支援総額は2億8千万円に
及びます。
毎年「食・栄養」の改善を目指す案件を公募し、有識者による審査、

■「持続可能な開発のためのグローバル目標」
（SDGs）
目標2：飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善
を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

味の素グループ従業員による視察を経て選定されるプロジェクトは、
国内外のNGO/NPOや行政・教育機関を主体とし、味の素グループ
が教材の支援などを行っています。
「栄養改善」は、2015年9月に国連総会で採択された2030年まで
の達成を目指す「持続可能な開発のためのグローバル目標」
（SDGs）
においても重要課題として明示されています。AINではさらなる取り
組みとして、食・栄養を媒介として女性・少数民族のエンパワーメント
や教育の向上などにも寄与しています。健康な社会をつくるための栄

AIN プログラムは他の多くの目標とも関連します（目標 3・4・5・6・17）

■ 2015年度支援中のプロジェクト
開始年度
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期間（年） 国名

プロジェクト名

実施団体

2013

3

カンボジア

保育所給食を通じた、栄養改善・食材自給・教育の
普及プロジェクト

特定非営利活動法人 幼い難民を考える会

2013

3

ベトナム

少数民族地域における 5 歳未満の子どもの栄養改善

公益財団法人 プラン・ジャパン

2013

3

バングラデシュ

バングラデシュにおける 2 地域の協働の住民参加型
学校給食の展開

日本・バングラデシュ文化交流会

2014

2

ペルー

ペルークスコ県における低所得家庭のための健康改善事業

特定非営利活動法人 ADRA Japan

2014

3

マレーシア

食品加工を通じた漁村女性の生活改善（ペナン州）

特定非営利活動法人 パルシック

2014

3

カンボジア

コミュニティファクトリーにおける給食・栄養活動を通じた
特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト
最貧困家庭栄養改善プロジェクト

2014

3

ベトナム

ベトナム農村地域における母親の離乳食作り啓発支援事業

2014

3

バングラデシュ バングラデシュ、フルバリヤ郡、栄養改善プロジェクト

2014

2

ミャンマー

ミャンマー貧農村部における栄養改善のための食品加工
特定非営利活動法人 地球市民 ACT かながわ／ TPAK
技術プロジェクト

2015

3

東ティモール

栄養失調児の減少を目的とした母親対象の栄養と食に
関する知識向上プログラムとその実践

特定非営利活動法人 東ティモール医療友の会

2015

3

カンボジア

プノンペン市貧困地区の母親主体のコミュニティ開発と
家庭の栄養改善

一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会

2015

2

中国

沙漠に効く“食”― マスコビーダックの開発普及

公益財団法 人 オイスカ
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特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構
特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

損保ジャパン日本興亜ホールディングス
CSRコミュニケーションレポート 2015

社会的課題の解決と同時に
グループの成長を目指す
損保ジャパン日本興亜グループの CSR

自然災害や超高齢社会、交通安全、貧困や感染
症、人権など、ボーダレスで複雑に絡み合う社会
的課題の解決に向け、グローバルに事業を展開
する企業への期待がますます高まっています。
損保ジャパン日本興亜グループでは、企業価値
を持続的に高めるための重要な経営基盤の一つ
と CSR を位置づけ、社会的課題の解決と同時に
グループの成長を目指しています。
当グループは社会の一員として、社会的課題
の解決に資する先進的な商品・サービスの開発・

トップコミットメント

提供、本業とリンクしたフィランソロピーの展
開、豊かな社会づくりや教育に資する企業メセナ、
地域社会への配慮などを通じて、レジリエント
で持続可能な社会の実現に貢献していきます。

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
グループ CEO 取締役社長

櫻田

謙悟
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本年9月には、国際連合において2030年までの新しい国際開発
損保ジャパン日本興亜グループの CSR

目標「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されます。また、11月
末からはパリで第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）

安心・安全・健康を提供する
ソリューションプロバイダーとして

が開催され、2020年以降の温室効果ガス排出削減の新たな枠組

当グループは、
「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質

みの合意に向けた国際交渉が行われるなど、今年は我々人類にとっ

のサービスをご提供し、社会に貢献します」と経営理念で謳っていま

て大変重要な年であるとともに、企業セクターに対する期待もますま

す。国内においては、超高齢社会が大きな社会的課題となっている

す高まっていくと考えられます。

現状をふまえ、大手介護事業者である
（株）
メッセージと資本・業務

当グループは1995年に署名した国連環境計画・金融イニシアティ
ブ（UNEP FI）
を皮切りに、責任投資原則（UN PRI）、持続可能

提携を行い、お客さまに最高品質のサービスを提供するべく、幅広
い分野への積極的な進出を進めています。

トップコミットメント

な保険原則（UN PSI）、国連グローバルコンパクト
（UN GC）など

デジタル技術の進化によって、
ビジネス分野でも加速度的に実現

に署名し、社会的課題の解決に積極的に取り組んでまいりました。

可能なことが広がっています。私は、本年5月に、世界の約80の保険

2014年度にはCSRをグループ &グローバルに浸透させることを課題

会社のCEOを会員とするシンクタンであるジュネーブ協会の総会に

として掲げ、主な事業会社からなるグループ横断のCSR 推進協議

参加し、
ビッグデータに関するパネルディスカッションの議長を務めました。

会を設置し、本年4月には、グループ CSR・環境推進本部と改め推

当グループでは、
ビッグデータを活用したリスク制御・予防サービスな

進体制を強化し、グループベースでのCSR 取組みの強化・底上げ

ど社会提供価値の最大化を目指しています。具体的には、
ビッグデー

を加速させています。

タ解析とあわせてテレマティクス技術を活用した企業向け安全運転
支援サービス『スマイリングロード』を本年3月から全国展開しています。

気候変動リスクに正面から立ち向かう
当グループは2010年からタイの農業従事者向けに天候インデック
ス保険の取扱いを開始し、2014年10月にはミャンマーでも同保険を
新たに開発しました。ミャンマーでの商品開発は、人工衛星の観測
データから推定された雨量をインデックスとして活用したものです。こ
れによって、観測所などの気象インフラの整備が遅れている他の途
上国においても同様の保険開発が可能となります。この取組みにつ
いては、気候変動への適応策として優れているということで、国連開
発計画（UNDP）
が主導する、商業活動と持続可能な開発を両立
するビジネスモデルの構築を促進する「ビジネス行動要請（BCtA）※」
に、2015年7月に認定されました。これは日本の金融機関として初、
損害保険グループとして世界初の認定になります。
また、気候変動による自然災害の増加や健康への影響は、お支
払いする保険金の増加、
それに伴う保険料の上昇といった影響を及
ぼしかねません。そこで、当グループはステークホルダーの皆さまと連携・
協働して、バリューチェーンを通じての気候変動の緩和策にも取り組
んでいます。その一環として、CO2排出量を2002年度比で2020年ま
でに40%、2050年までに70% 削減するという目標を掲げ、グループを
挙げて省エネ・省資源に取り組んでいます。2014年度は2002年度
比で36.1%のCO2排出量の削減となり、順調に削減が進んでいます。
※ BCtA とは、2008年に発足した国連開発計画（UNDP）を含む6つの開発機関・
政府が主導する、長期的視点で商業目的と開発目的を同時に達成できるビジ
ネスモデルの構築を促進する取組みです。
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重点課題

1

2015年9月に国際連合にて採択予定の持続可能な開発目標（SDGs）では、すべての人々が安心・安全で健康な
暮らしが送れるよう、さまざまな社会的課題を解決するための目標が盛り込まれる見込みであり、目標を達
成するためには企業セクターへの期待も高まっています。損保ジャパン日本興亜グループは、保険を基盤と
してさらに幅広い事業活動において、安心・安全・健康に資する最高品質のサービスの提供を経営理念に掲げ
ており、引き続き持続可能な社会の実現に貢献していきます。

社会的課題の解決に資する
商品・サービスの開発・提供

2014年度目標
・新商品・新サービスの研究開発

実績

評価

・スマイリングロードの開発
・限定告知医療保険、
ドナー保障・介護前払特約などの開発・拡販
・ISO20121認証
（イベントサステナビリティ）
サービスの開発

○

・介護事業分野における資本・業務提携
（（株）メッセージ）
・住宅リフォーム事業への参入
（（株）フレッシュハウス）
重大な法令違反の未然防止
・受講率100%
（コンプライアンス研修受講率）
○ : 達成

・受講率100%

○

× : 未達成
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安心・安全・健康に資する商品・サービスの提供

グループ CSR-KPI

グループ CSR6つの重点課題

安心・安全・健康に資する
商品・サービスの提供

重点課題

4

グループ CSR6つの重点課題

NPO などとの協働を通じた
持続可能な社会づくりへの貢献
持続可能な社会づくりのため、NPO/NGO をはじめとする幅広いマルチステークホルダーによるグローバル
レベルでのパートナーシップ強化・向上が2015年9月に国際連合にて採択予定の持続可能な開発目標
（SDGs）
に盛り込まれる予定です。損保ジャパン日本興亜グループは、NPO/NGO などとも協働して本業とリンクし
たフィランソロピーの展開や豊かな社会づくり、地域社会への配慮などを通じて、レジリエントで持続可能
な社会の実現に貢献するとともに、これらの取組みを通じて、社会から信頼されるグループ、そしてブランド
向上に役立てることを目指しています。

NPO などとの協働を通じた持続可能な社会づくりへの貢献

グループ CSR-KPI
SOMPO ホールディングス
ボランティアデーの推進
（実施件数、参加人数）
社会貢献プログラムの実施

2014年度目標
・実施件数 300件

・実施件数 307件

・参加人数 10,000人

・参加人数 11,300人

・各種社会貢献プログラムの実
施による社会への貢献

・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと協
働でインドネシアでの交通安全プロジェ
クト、ミャンマーでの母子保健プロジェ
クトを開始

・海外プログラム／防災教育プ
ログラムの開発・展開

被災地支援の取組み

実績

・ゴッホの《ひまわり展》に約6万人が来
場。

・ひまわり展の開催

・2014年8月、2015年3月に釜石市で人
形劇の出張公演を開催し、約200人の
親子が参加。
・被災地で育てたひまわりの種をお台場
の「ひまわり広場」に撒き、約3,000本
のひまわりが開花。
・2015年3月に東北3県復興マルシェを
開催。
・社員派遣プログラムの実施

○ : 達成

× : 未達成
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○

○

・防災人形劇／体験型防災ワークショッ
プ、
「防災ジャパンダプロジェクト」を
開始。

被災地のニーズに合わせた復興
支援の取組み

・人形劇出張公演の開催

評価

○

CSR REPORT
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サステナビリティ方針1

サステナビリティ方針2

サステナビリティ方針3

サステナビリティ方針4

サステナビリティ方針5

サステナビリティ方針6

自然資本を守るということ
環境、社会、経済の全てに関わる自然資本
多様な生物とそれを育む水、土壌、大気などは、
自然資本と呼ばれま

自然資本の5要素
生物多様性

す。
これらは地球生命を維持する基盤であり、あらゆるものに優先し、

動物相

保全される必要があります。

植物相

水

土壌

大気

自然資本の恩恵
人間の生活は自然資本とそれが生み出す生態系サービスによって成
り立っています。それゆえに自然資本を構成する自然資源を賢く活用
し続けることは、環境保全だけでなく社会の基盤を固め、経済の発展

調整サービス

文化的サービス

気候調整、洪水制御、水の浄化 等

審美的、精神的、教育的 等

基盤サービス

供給サービス

栄養塩循環、土壌形成、一次生産 等

食糧、淡水、木材、繊維、燃料 等

を持続可能なものにすると考えられます。

生態系サービスの4類型

SDGsにおける自然資本関係の主な目標項目

SDGs
（持続可能な開発目標）

貧困・飢餓の
根絶／農業

健康な生活
福祉の促進

水と衛生の
利用と管理

エネルギーの確保

持続可能な
都市・居住

持続可能な
生産と消費

気候変動対策

海洋・海洋資源
の保全

森林・生物多様性

2015年9月、国連で開催された
「持続可能な開発サミット」において
SDGs
（Sustainable Development Goals）
が、
人間、
地球および繁栄の
ための行動計画として採択されました。持続可能な開発のために2030
020

年までの実現を目指すSDGsの17の目標と169のターゲットの4割が水、

三井住友トラスト・ホールディングス ２０１５ＣＳＲレポート

気候変動、
食料、
森林、
海洋などの自然資本に関する項目です。

グローバル・サプライチェーン…日本経済に影響を与える自然資本リスク
日本では総物質投入量のうち約50%を海外からの輸

我が国における物質フロー
（平成24年度）

入に依存しています。
天然資源に限れば、
10年前と比較
すると、国内資源の投入量は約半分に減少しています
が、輸入資源量は国内資源の1.3倍と逆転し、
グローバ
ルな調達への依存度がますます大きくなっています。
海外からの調達にあたっては、
そのサプライチェーン
における自然資本への依存度や環境負荷の大きさが、
企

輸入製品
（60）
輸出
（179）
輸入
輸入資源（800）
（741）

蓄積純増
（529）

総物質
投入量
（1,606）

天然資源等
投入量
国内資源
（561） （1,361）

エネルギー消費および
工業プロセス排出
（504）

廃棄物等
の発生
（554）
減量化
（209）

サプライチェーンにわたる水、物質の使用量、二酸
含水等※
（260）

化炭素の排出量などを適切に把握し、特に、サプライ
チェーン上流における自然資本へのインパクトをマネ
ジメントすることが、持続可能な企業経営の重要な要
素となっています。

循環利用量（244）

原材料
採掘・収穫

原材料
加工

大気汚染
部品
製造

サプライチェーン上流での負荷が大きい

※ 含水等：廃棄物等の
含水等（汚泥、家畜ふ
ん尿、し尿、廃酸、廃
アルカリ）および 経
最終処分
済活動に伴う土砂等
（18）
の随伴投入（鉱業、建
設業、上水道業の汚
泥および鉱業の鉱さ
い）
。
（単位：百万トン）

出典：平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

グローバルに管理されるべき自然資本
GHG※排出

施肥
（14）

食料消費
（86）
自然還元
（82）

業経営上の隠れたリスク要因となっています。

組立
輸送

水質汚濁
自社
生産活動
土地利用

輸送
加工

使用

廃棄
廃棄物
※ GHG：温室効果ガス
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2015年3月期

CSRのマテリアリティ（重要課題）の特定
近年、株主・機関投資家をはじめとするさまざまなステークホルダーからの財務・非財務の情報開示に対
する要請が高まっています。なかでも非財務情報のうち、環境、社会、ガバナンス（ESG）という企業の社会
的責任に関わるさまざまな課題について重要性を特定し、それらをマテリアリティ（重要課題）とする理由
の説明を含む適切な情報開示が求められています。帝人グループは、事業戦略と一体化したCSR経営を推
進しており、事業と社会の持続可能な発展に寄与することをCSRの基本方針として掲げ、多様な取り組み
を進めていますが、2014年度に新たな方法論を設定し、CSRのマテリアリティの特定を行いました。
2015年度は、特定した課題についての取り組みを進め、PDCAサイクルで内容の改善に努め、次の新中
期経営計画の策定プロセスに統合していくことを目指していきます。
■ CSRのマテリアリティ特定プロセス

STEP

1

課題把握・整理

STEP

2

STEP

マテリアリティ分析

3

STEP

課題抽出

4

外部有識者との
ダイアログ

STEP

5

マテリアリティの
特定

レビュー

│課題把握・整理│

STEP

1

CSR課題を幅広く把握し、マテリアリティ分析の対象とする
課題群の整理を行いました。
現在、帝人グループが取り組み、CSR報告書で情報開示している課題、および「修正中期計画」にマクロト
レンドから見たビジネス機会として掲げた価値創造（CSV）課題を基本に置き、ISO26000、GRIガイドラ
イン、国連グローバル・コンパクト、国連SDGs（案）が示す社会課題や主要SRIの評価項目との照合を行い
ました。その結果、すでに対応している課題に加え、これらの外部評価に掲げられているのに対し、帝人グ
ループでは未対応の課題を分析対象とすることにしました。

外部評価

帝人グループのCSR課題
▪ 基本的CSR（コンプライアンス・リス

ISO26000

クマネジメント、ESH
（環境保全、安全・防

照合結果
▪現在の帝人グループのCSR課題は外部評価で

示されている課題を概ね網羅している。

災、健康）、製造物責任・品質保証）

GRIガイドライン

▪ 拡張的CSR（人財・労働、購買・調達）
▪ 選択的CSR（社会貢献活動）

「修正中期計画」における
価値創造課題
▪ 環境・省エネ

照合

国連グローバル
コンパクト
国連SDGs

▪ 安心・安全・防災
▪ 少子高齢化・健康志向
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主要SRI

［マテリアリティ分析の対象］

帝人グループがすでに対応している
CSR・価値創造課題
＋
未対応の社会的重要課題

STEP

2

│マテリアリティ分析│

課題把握で整理した
CSR課題群のマテリアリティ分析を行いました。
帝人グループにおける重要度とステークホルダーへの影響度を2軸とする平面にCSR課題群をマッピン
グし、下図の赤線で囲んだ部分を重要課題と特定するための分析および判定を行いました。

ステークホルダーへの
影響度（縦軸）の判定方法

高

ステークホルダーへの影響度

ステークホルダーを、
「株主・投資
家」
「 社員」
「 顧客」
「 サプライヤー」
「地域住民」に分類し、CSR課題ご
とに、各層のステークホルダーの
立場からみて相当に関心がある
と推定されるか、それほど関心が
ないと推定されるかを判定し、ス

「帝人グループにおける重要度」
および「ステークホルダーへの
影響度」から帝人グループの重
要課題を特定

テークホルダーへの影響度を決定
しました。
低

帝人グループにおける重要度

高
CSR ACTIVITIES

事業の発展に大きく影響
ポジティブ
側面

帝人グループにおける
重要度（横軸）の判定方法

大

事業への影響度

中

帝人グループに
おける重要度 高

縦軸を事業への影響度（ポジティ

小

ブ 側 面 を 上、ネ ガ テ ィ ブ 側 面 を
低

小

中

発生の見込み・確率

高

下）、横軸を発生の見込み・確率と
し、その両面から、帝人グループ
における重要度を決定しました。

中
ネガティブ
側面

帝人グループに
おける重要度 高

大

事業の継続に悪影響

STEP

3

│課題抽出│

上記の方法で分析した課題群から、マテリアリティを抽出しました。

TEIJIN LIMITED
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STEP

│外部有識者とのダイアログ│

4

帝人グループのCSR課題に関するマテリアリティの
特定プロセスと抽出課題について、
CSR最高責任者が外部有識者との対話を行いました。
■ 有識者からのご指摘

社会課題へと視点を広げ、同時に課題の細分化が有効となる
フレームワークは非常にロジカルで、ポジティブな影響も抽出した点が
秀逸です。さらには、これまでの取り組みの延長だけではなく、その他の社
会的課題からの視点も加えていただきたい。また、課題は細分化したほう
が、KPIに結び付けられ、経営に具体的に反映しやすくなります。より多く
の関係部署を巻き込み、精度と意識を高めていくことが重要だと考えます。
LRQAジャパン 事業開発部門長

冨田 秀実
企業の
「世界観」
と将来ビジョンの明示を
分析・整理した社会課題を企業としてどう認識しているか。報告書には
「世界観」と将来ビジョンを言語化し、メッセージとして打ち出すことが必
要です。そして、未来をどのように描き、それに向けてどのように取り組
んでいくかのストーリー性も重要です。そこにおいては、たとえば「幸せ」
の観点からCSRを考えてもいい。見えない世界の見える化を期待します。
コモンズ投信（株）会長

渋澤 健

グローバルな価値創造に向けて、長期的な理念とコミットメントを打ち出す
特定のプロセスは大変素晴らしく、特にWhatについて完璧と言えます。
気候変動と生物多様性の世界的な二大課題は、グローバル企業や民間によ
るソフト・ローの役割が大きくなっており、リスクを真剣に考えながら、ビ
ジネス成長につなげていただきたい。そして、長期的に何を目指すのか、
信念と経営の方向性の打ち出しは、従業員の士気向上にもつながります。
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン・ボードメンバー
NPO法人サステナビリティ日本フォーラム代表理事
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後藤 敏彦

STEP

5

│マテリアリティの特定│

経営会議において審議・確認し、
本年度における「帝人グループのCSR課題に関するマテリアリティ」
を次のように特定しました。

ガバナンス

環境

社会

関連課題

関連課題

関連課題

■ コーポレート・ガバナンス
（→P30）

■ 企業倫理・コンプライアンス
（→P35）

■ 環境価値ソリューション
（→P2）

■ 環境負荷低減（→P42）
■ 生物多様性保全（→P43）

■ CSRコミュニケーション

■ 安心・安全・防災
ソリューション（→P4）
■ 少子高齢化・健康志向
ソリューション（→P6）
■ ダイバーシティ（→P44）
■ 情報セキュリティ（→P45）
CSR ACTIVITIES

■ 製造物責任（PL）
・品質保証
（→P46）

■ 防災活動（→P46）
■ 労働安全衛生（→P47）

CSR最高責任者のメッセージ

特定されたマテリアリティについて各事業での取り組みを推進し、
グループ全体の経営戦略へ反映させていきます。
帝人グループは、事業戦略と一体化したCSR経営を推進し、事業と社会の持続可能な発展を目指し
ています。こうした中、2014年度は企業の社会的責任に関わるさまざまなCSR課題に関して、マテリ
アリティの特定に取り組んでまいりました。
CSR課題は、単にリスクとして捉えるべきものではなく、戦略的に取り組むことで企業に持続的な
成長と発展をもたらす機会となります。帝人グループとして、マテリアリティを特定し、それを事業
戦略に反映していくことが中期経営計画や長期ビジョンの策定においても重要となります。今回特定
CSR最高責任者

したマテリアリティについて、各事業での取り組みを推進し、今後、帝人グループの経営戦略へ反映

遠藤 則明

させていきます。
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伊藤忠商事のCSR

CSRの社内浸透
CSR確認テストと社員アンケート
CSRの社内浸透と意識調査を目的としたオンラインでの「CSR確認テスト」と「社員アンケート」を全世界
の伊藤忠商事の社員を対象に毎年実施しています。
具体的には、社内報「ITOCHU Monthly」（日・英・中の3か国語で発行）にて1年に1回CSRを特集し、社
員として最低限知っておくべきCSRに関する知識・情報を掲載、オンラインで確認テストをすることによっ
て、全社員のCSR理解促進につなげているものです。
2014年度は、CSRに関する新たな知識として「サプライチェーンマネジメントとCSR」についての記事を
掲載し、確認テストでは誌面で紹介した事例についての問題を出題しました。また、単体社員には「廃棄物
処理法」に関する確認テスト実施しました。
単体社員と海外ブロック社員あわせて対象者6,704人のうち、6,621人、98.7％の社員が回答しました。

意識調査として実施している「CSR社員アンケート」の中では、毎年『伊藤忠商事として取組むべきCSR課題』について質問して
います。2014年度は、世界の課題解決への意識の高まりや海外投資案件の増加から、「地域社会発展への貢献」が1位となり、ア
ンケートの結果を受けて、2015年2月に「世界の課題解決の視点をビジネスに」と題したセミナーを実施しました。

CSR社員アンケート・確認テスト2014実施状況
単体社員

海外ブロック社員

合計

対象者数

4,869人

1,835人

6,704人

回答者数

4,869人

1,752人

6,621人

回答率

100.0%

95.5%

98.7%

＜アンケート結果抜粋＞伊藤忠商事として取組むべきCSR課題トップ3
1

地域社会発展への貢献

46.5%

2

商品・サービスの安全確保

45.3%

3

人権の尊重・配慮

41.3%

社内CSRセミナー
さまざまなCSR課題に関して社外の方の見識や意見を取り入れるため、社内向けのCSRセミナーを継続的に開催しています。2013
年度からは「CSR・地球環境セミナー」とし、伊藤忠の社員が事業活動を推進する上で重要なテーマを選定して開催しています。
また、2014年度からは、各分野・地域に付随するCSRリスクの周知徹底を目的に、それぞれの専門家を講師として実施する「CSR
分野別セミナー」を実施し、対面する業界の動向についてきめ細かく啓発活動を行っています。

CSR・地球環境セミナー「世界の課題解決の視点をビジネスに」を開催
2015年2月6日、CSR・地球環境セミナー「世界の課題解決の視点をビジネスに」が東京本社にて開催され（大阪本社及び台湾会社
ではTV会議システムで開催）、234名が参加しました。国連開発計画の西郡俊哉氏による基調講演では、国連が策定中の持続可能
な開発目標（SDGs）と伊藤忠の事業領域との関わりや、世界の先進企業の取り組み事例などが紹介されました。引き続き、株式会
社大和総研の河口真理子主席研究員による進行のもとパネルディスカッションが開催され、パナソニック株式会社による「ソーラ
ーランタンを活用した無電化地域の発展につながる事業活動」や、伊藤忠商事砂糖・コーヒー・乳製品部の「持続可能なコーヒー
原料調達の事例」を題材に、事業を通じた社会貢献の意義や難しさなどについて活発な意見が交わされました。参加者からは、
「総合商社は幅広いビジネスの数だけ、その技術やアイディアを使って社会に貢献する義務がある」「社内外の連携の重要性を学
んだ」などの感想が寄せられました。今後も伊藤忠商事CSRの基本的な考え方である「事業活動を通じた社会への貢献」をより実
践的なものにするために、啓発の機会を更に充実していきます。
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SUSTA INABILIT Y
R EP ORT

GRI, THE UN GLOBAL COMPACT AND
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Global Reporting Initiative (GRI)
We use the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines on sustainability
reporting to inform our reporting. We
welcome the GRI’s G4 focus on materiality and reporting of impacts across
the value chain. We align with this
approach by focusing our reporting on
our People & Planet Positive strategy,
which covers our material impacts
across the value chain.

different ways we are already contributing, based on our People & Planet
Positive strategy.

LOCATION IN FY15 REPORT

Human rights
Principle 1

Businesses should support and respect the
protection of internationally proclaimed human
rights; and

Supporting human rights, page 70

Principle 2

make sure that they are not complicit in human
rights abuses.

Supporting human rights, page 70
Better lives for workers in our supply chain, page 60

Principle 3

Businesses should uphold the freedom of
association and the effective recognition
of the right to collective bargaining;

Better lives for our co-workers, page 53
Better lives for workers in our supply chain, page 60
Supporting human rights, page 70

Principle 4

the elimination of all forms of forced and
compulsory labour;

Supporting human rights, page 70
Better lives for workers in our supply chain, page 60

Principle 5

the effective abolition of child labour; and

Responsible sourcing, page 23
Supporting human rights, page 70
Better lives for workers in our supply chain, page 60
Better lives for our co-workers, page 53

Principle 6

the elimination of discrimination in respect of
employment and occupation.

Better lives for our co-workers, page 53
Supporting human rights, page 70
Better lives for workers in our supply chain, page 60

Principle 7

Businesses should support a precautionary
approach to environmental challenges;

Resource and energy independence, page 22

Principle 8

undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility; and

A more sustainable life at home, page 11
Resource and energy independence, page 22

Principle 9

encourage the development and diffusion of
environmentally friendly technologies.

A more sustainable life at home, page 11
Resource and energy independence, page 22

Labour

United Nations
Global Compact (UNGC)
We are a signatory to the United
Nations Global Compact, a set of
10 principles in the areas of human
rights, labour, environment and anticorruption. The UN Global Compact
Reference Table (right) shows where
we report our progress regarding the
10 principles.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC) PRINCIPLES

SIMON HENZELL-THOMAS

United Nations Sustainable
Development Goals

Stakeholder Engagement &
Partnerships Manager, IKEA Group

In September 2015, the United Nations
launched the Sustainable Development
Goals (SDGs) as part of Transforming Our World – the 2030 Agenda for
Sustainable Development. These goals
build on the Millennium Development
Goals.
We will work with the SDGs to
assess our approach and progress
towards creating a positive impact for
people and the planet. See the table
on page 89 for examples of the

“We welcome the SDGs as a
tool for encouraging progress
towards a more sustainable and
equal world. All parts of society
have a role to play in contributing
to their success, including business. IKEA can do a lot through
its own actions, and we have a
great opportunity to inspire
others to act, including our
suppliers, co-workers and
customers.”

Environment

Anti-corruption
Principle 10

Businesses should work against corruption in all
its forms, including extortion and bribery.

Business ethics, page 85
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOAL

PEOPLE & PLANET POSITIVE STRATEGY

WHAT IKEA GROUP AND IKEA FOUNDATION ARE DOING

End poverty in all its
forms everywhere

Our vision is to create a better everyday life for the many people. We are committed to having a positive influence on people’s
lives across our value chain; supporting positive economic,
social and environmental development, promoting equality and
placing respect for human rights at the centre of what we do.

• Contributing to better lives for people and communities throughout our value chain, page 52
• Working with social entrepreneurs to effect social change, page 75
• The work of the IKEA Foundation aims to improve opportunities for children and youth in some of
the world’s poorest communities, page 78

End hunger, achieve
food security and
improved nutrition and
promote sustainable
agriculture

We aim to enable and encourage a more balanced and healthy
diet, and we strive to source our ingredients from more sustainable sources that are better for people and the planet.

• Responsible sourcing of ingredients for IKEA Food products, and promoting sustainable farming
practices, page 30
• Offering healthier and more sustainable food products for our customers and co-workers,
page 14

Ensure healthy
lives and promote
well-being for all at
all ages

We want to inspire and enable our customers to live a more
sustainable and healthy life at home.

• Promoting and enabling more sustainable and healthy life at home through our products
and solutions, page 14
• The IKEA Foundation prioritises giving children a healthy start in life, page 78

Ensure inclusive
and equitable quality
education and promote
lifelong learning
opportunities for all

We offer our co-workers excellent learning and development
opportunities in their daily work. Our global campaigns for a
good cause, such as Soft Toys for Education, engage customers
and co-workers to improve children’s lives.

• Launching a new way of working with talent, succession and learning for all co-workers, page 58
• IKEA Foundation aims to ensure children get a quality education, for example it is expanding
its Child Protection Programme in cotton growing communities with Save the Children,
page 78
• The IKEA Foundation has donated EUR 77 million since 2003 for 99 children’s education projects
in 46 countries as a result of the annual Soft Toys for Education campaign, page 79

Achieve gender
equality and empower
all women and girls

We want to create a fairer and more equal society. Starting in
our own operations, our goal is to reach gender balance in key
leadership positions.

• Updated the IKEA Group Diversity and Inclusion Approach to guide our leaders in creating a
diverse and inclusive workplace, page 56
• Supporting more women into leadership positions through the IKEA Women's Open Network
(IWON), page 56
• Partnering with social enterprises that employ artisans – mostly women who live in rural
areas - and empowering them to develop sustainable incomes, page 75
• IKEA Foundation supports women’s empowerment programmes, page 77

Ensure availability
and sustainable
management of
water and sanitation
for all

We aim to become water positive by promoting water stewardship throughout our value chain. We contribute to improved
water management in water stressed areas where we operate,
focusing on both water use and water quality, and improving
access to clean water.

• Supporting our suppliers to improve their water management and water treatment practices,
page 49
• Reducing the amount of water we use in our own operations, page 44
• Developing products that enable customers to reduce water use, page 18
• Working with WWF on water projects in India and Pakistan, page 24

Ensure access to
affordable, reliable,
sustainable and
modern energy for all

We will become energy independent by being a leader in
renewable energy and improving energy efficiency in our
operations. By August 2020, we will produce as much
renewable energy as we consume in our operations.

• Invested EUR 1.5 billion in renewable energy since 2009, and committing another EUR 600 million
in 2015 as we aim to generate renewable energy equivalent to all the energy we use, page 9
• Making residential solar panels affordable for our customers, page 16
• Improving energy efficiency in our own operations, page 38
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOAL

PEOPLE & PLANET POSITIVE STRATEGY

WHAT IKEA GROUP AND IKEA FOUNDATION ARE DOING

Promote sustained,
inclusive and sustainable economic growth,
full and productive
employment and
decent work for all

We contribute to a better life for the people and communities
across our value chain, from supporting decent work
throughout our supply chain, to being a great place to
work for our own co-workers.

• Employing 155,000 co-workers around the world (page 53 ), and stimulating employment for
millions of people throughout our extended supply chain, page 60
• Improving environmental and social standards in our supply chain through IWAY, our supplier Code
of Conduct, including respect for human rights and promoting safety and health at work, page 61
• Assessing wages against the cost of living, making wage increases in our own operations and
extending our approach to suppliers, page 72
• Improving working conditions for migrant workers and home-based workers, pages 74-75
• Promoting a diverse and inclusive workplace for all through the IKEA Group Diversity and
Inclusion Approach, IKEA Women’s Open Network, IKEA LGBT project and Diversity &
Inclusion Network, page 56
• Partnering with social enterprises who employ vulnerable groups, so they can create independent
and sustainable incomes, page 76

Build resilient infrastructure, promote
inclusive and sustainable industrialization
and foster innovation

Sustainability drives innovation and transformational change
across our business, from factories and farms, to stores,
customers’ homes and our products’ end of life.

• Working with our suppliers to improve resource and energy efficiency, page 48
• Investing in sustainable technology and innovation throughout our supply chain, page 48
• Launched a new Masters course in Innovation through Business, Engineering and Design,
in collaboration with Linnaeus University, Sweden, page 58

Reduce inequality
within and among
countries

We want to create a more equal world for the people and
communicates our business reaches. And we support
children, vulnerable groups and communities to build a
better everyday life.

• Respecting human rights, including specific groups in our extended supply chain, such as
migrant workers, home workers and social entrepreneurs, page 70
• Assessing wages against the cost of living, making wage increases in our own operations and
extending our approach to suppliers, page 72
• Working to secure children’s rights across our entire value chain, page 72
• Applying our Democratic Design principles of form, function, quality, sustainability and a low
price to ensure our products are accessible to the many people, page 32

Make cities and human
settlements inclusive,
safe, resilient and
sustainable

We take a lead, together with our customers and others
in society, in re-thinking the nature of future homes and
communities to enable attractive, affordable and
sustainable living.

• Reducing waste, increasing the amount we recycle (page 45 ) and encouraging customers
to recycle through awareness raising and our products and solutions, page 18
• The IKEA Foundation partnered with UNHCR to develop the Better Shelter unit – a safer, more
durable emergency shelter for refugee families, page 78
• The IKEA Foundation donated EUR 10.8 million to UNHCR as a result of the Brighter Lives for
Refugees campaign, which will be used to enhance the lives of refugees by providing solar
lighting and education, page 78

Ensure sustainable
consumption and
production patterns

We strive to make all our home furnishing materials either
renewable, recyclable or recycled. We take a lead in turning
waste into resources. We will develop reverse material flows
for waste material, ensure key parts of our range are easily
recycled, and take a stand for a closed loop society.

• Using renewable, recycled and recyclable materials in our products, page 33
• Converting to a circular economy through the ‘Circular IKEA’ concept, page 46
• Creating products that enable and inspire our customers to live more sustainable lives at
home, page 11
• See what our Chief Sustainability Officer, Steve Howard, and the President of the World
Business Council for Sustainable Development, Peter Bakker, have to say about IKEA and
Sustainable Consumption on page 19
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOAL

PEOPLE & PLANET POSITIVE STRATEGY

WHAT IKEA GROUP AND IKEA FOUNDATION ARE DOING

Take urgent action to
combat climate change
and its impacts

We are going all-in to tackle climate change, for example
by committing to produce as much renewable energy as we
consume in our operations by 2020, and switching our entire
lighting range to LED. We are joining with others to take a stand
and call for positive change, and inspiring others, including our
customers, to take action.

• Going all-in to tackle climate change across our value chain, page 9
• Advocating for strong policies on climate change and supporting the transition to a lowcarbon economy, page 86
• Improving the sustainability of our operations, for example by producing more renewable
energy and improving energy efficiency, page 36
• Creating products and solutions to enable our customers to live a more sustainable life at
home, page 11

Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources for sustainable
development

We promote sustainable fisheries and aquaculture by sourcing
our fish and seafood from sustainable and responsible sources.

• Sourcing the fish and seafood for our restaurants and Swedish Food Markets responsibly,
from ASC or MSC sources, page 31

Protect, restore and
promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification,
and halt and reverse
land degradation and
halt biodiversity loss

We take a lead in the responsible sourcing of raw materials.
All of the cotton and 50% of the wood we use now comes
from more sustainable sources.

• Sourcing our key raw materials, like cotton (page 28 ) and wood (page 25 ), from more
sustainable sources, page 22
• Using only FSC certified paper to produce our catalogue - the world’s largest print run ever to
be produced using 100% FSC Mix Credit certified paper, page 26

Promote peaceful and
inclusive societies for
sustainable development, provide access
to justice for all and
build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels

We want to create a better life for the people and communities
impacted by our business. Through our Code of Conduct and
our supplier Code of Conduct, IWAY, we promote ethical and
sustainable business practices throughout our value chain.

• Supporting human rights (page 70 ), and creating a better everyday life for the many people
and communities across our value chain, page 52
• Ensuring an ethical approach to the way we do business, through our Code of Conduct, page 85

Strengthen the means
of implementation and
revitalize the global
partnership for sustainable development

By building collaborations and partnerships with other
companies, suppliers, NGOs and UN bodies, we work towards
becoming people and planet positive and contributing to
change in society.

• Partnering with organisations to extend our impact beyond our own business across many areas,
from climate change to migrant workers, page 84
• Partnering with others to take clear positions on the issues that matter most, and advocating for
stronger climate policy, the transition to a low-carbon economy, sustainable forestry, resource
efficiency and waste management, page 86

GOVERNANCE AND ETHICS

|

91

Sustainability
Environment, Health & Safety

2015 Sustainability Goals
3Q 2015 Update

Dow Implements Sustainable Agriculture
Project in Brazil as Part of Carbon Mitigation
Program for the Rio 2016 Olympic Games
Five Winners from 21 Dow Finalists for 2015
R&D 100 Awards
Innovations for Tomorrow
Partners for Change
Smart Solutions for Today
Responsible Operations
Goal Updates

Innovations for Tomorrow
We contribute to the sustainability of society and our planet by developing
innovative technologies for current and future markets.
Businesses Play Key Role in Achieving UN Sustainable
Development Goals

Three Projects Named Finalists for ICIS Innovation Awards
Dow recently announced that three of its innovations have been
shortlisted for the 2015 ICIS Innovation Awards in three of the six
award categories. ICIS, the world’s largest petrochemical market
information provider, issues the awards annually to recognize
significant steps forward in technological and business innovation
that have produced tangible results over the past year. TERAFORCE™
Technology was named in the Best Product Innovation category for
enabling new Preferred RCS™ Resin Coated Sand, which helps improve
the cost-effectiveness and environmental profile of the hydraulic
fracturing process. Dow’s Pack Studios was named in the Best Business
Innovation category for helping customers develop the packaging
solutions of tomorrow through a global network of packaging experts,
equipment and testing capabilities. PURINZE™ Ultrafiltration Module
was named in the Innovation with Best Benefit for Environment
and Sustainability category for enabling new eco-friendly washing
machines that reduce water consumption by 30% while improving
water quality by removing as much as 99% of common bacteria.
Read more.

The United Nations (UN)
recently launched its new
Sustainable Development
Goals (SDGs). Dow believes
that business is uniquely equipped to deliver innovative changes on
a large scale, develop best practices that others can adopt, and build
momentum toward sweeping progress. In order to do so, companies
– particularly those with global reach – will need to take greater
responsibility for areas traditionally outside their missions and
balance sheets. Dow understands that business can make a positive
difference for the world’s 7 billion people. Earlier this year, the
Company launched its ambitious 2025 Sustainability Goals, which
address each of the UN SDGs and incorporate the value of nature
and society into our business decisions. Learn more about the
UN SDGs. View the infographic on how #Dow2025 aligns to
the SDGs.

Hangout Participants Discuss Circular Economy Progress
Greek School Project Furthers Cool Roof Research

Recently, Dow hosted a live Google Hangout on Air to examine
how businesses can help advance a circular economy. Presented
in collaboration with GreenBiz, the panel discussion explored
Dow's 2025 Sustainability Goal on the subject and introduced
the innovative energy-to-waste Energy Bag Pilot Program, which
involved some 7,800 households during the course of the program
and converted nearly 8,000 bags of non-recycled plastic into more
than 500 gallons of synthetic crude oil. Participants examined what
businesses in general can do to embrace circular economy principles
and discussed what
Dow in particular
is doing through
programs like the
#EnergyBag Visit
the Energy Bag
website to view the
Hangout and
learn more about
the program.

dow.com/sustainability

Dow recently embarked on an exciting, new research project aimed
at investigating the potential benefits of elastomeric Cool Reflective
Roof Coatings for buildings without extensive air conditioning. An
elementary school in the Egaleo municipality of Athens, Greece,
has been covered with Cool Barrier Roof Coating using PRIMAL™
EC 1791 Acrylic Emulsion Binder. The project has been designed to
monitor the impact under climatic conditions typical in southern
Europe. It is expected the coating will reduce roof temperature
(which will be measured by sensors built into the roof) as well as
the air temperature inside the classroom. The project will explore
the potential to improve comfort for inhabitants without investing
in electrically run fans or air conditioning – all while responding
to the challenges of Europe’s Vision 2020 with nearly zero-energy
building targets.
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