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■ACE CSR プロジェクト 
 
特定非営利活動法人 ACE（エース）は、日本、インド、ガーナで活動する

児童労働問題を専門とした国際協力 NGO です。1997 年の設立以降、

日本にいる私たちが児童労働をなくすために出来ることを考え、伝えてき

ました。世界に 2 億 1800 万人（ILO 発表）と言われる児童労働者が、危

険・有害な労働から守られ、教育の機会を実現させるためには、NGO だ

けではなく、日本の市民、企業、政府のすべての関係者が協力して取り

組む必要性があると考え、2007 年度より政策提言事業の一部に CSR プ

ロジェクトを立ち上げ、特に企業活動における児童労働予防を目的とした

活動を開始いたしました。 
経済のグローバル化の中で、私たちが購入する商品は誰がどのような労

働環境で作ったものなのかを把握することは簡単ではありません。企業の

社会的責任が問われる中、CSR 調達の必要性も認識されてきました。

ACE では、児童労働問題についても、CSR 調達が推進されることで、企

業がサプライチェーン管理を進め、児童労働を予防することができると考

え、企業への情報提供、また協働により CSR 調達を推進することを目標

に掲げています。 
つまり、ACE は CSR プロジェクトで企業の社会的責任（Corporate 
Social Responsibility,CSR）の中で、児童労働の予防と現状の改善を

目指しています。  
 
 
 
 

■コラム 「児童労働がないことを証明する」カカオの認証システムの課題 

 

世界で 600 億ドルともいわれるチョコレート市場。チョコレートを作るのに欠かすことができない原料カカオは、赤道から緯度 20度以内に生

育地が限られ、西アフリカで世界供給量の約 7 割が生産されています。日本に最も多く入ってきているのもそのひとつ、ガーナ共和国から

です。2000 年にイギリスの TV で取り上げられて以降、欧米でカカオ産業の児童労働について消費者の関心も高まり、その後の調査では

推計 24 万人の児童労働者がいるともいわれ、各国政府・企業も取り組みをはじめています。ACE では 2007 年、2008 年とガーナを訪れ調

査を行い、子どもたちの現状を確認し、2009 年よりプロジェクトを開始する準備を進めています。 

 

世論の指摘を受け、議員が中心となり 2001 年に作成された「ハーキン・エンゲル議定書

(Harkin-Engel Protocol)」により米国のチョコレート関連産業が中心となりカカオ産業の最悪の形態

の児童労働をなくす取り組み内容を明確化しました。その最後の課題が、認証システムの確立です。

様々な議論を経て、この認証システムは現在稼動を始めました。認証といっても、児童労働の調査と

モニタリング⇒検証⇒報告⇒検証⇒是正措置⇒現場で改善、というサイクルをカカオ生育地で繰り

返していく、というシステムのことを指し、「Certification Report」と呼ばれる報告書が政府から出され

ています。認証システムというより、「状況改善サイクル」であるこの仕組みに対し、NGO からは「これ

は認証とはいわない」と批判の声もあがっています。このシステムから他企業や産業が学べるものが

あるのか、また世界でチョコレート消費量が第 6位である日本の企業がカカオ産業の児童労働をどう

考え取り組もうとしているか、調査・研究・情報発信を続けていきます。
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◆CSR プロジェクトの目指す成果 
 
ACE アドボカシー戦略 目的 2 

「日本が児童労働の使用された製品を 

生産・調達・販売・消費しなくなる」 

 

この目的の実現を目指し、日本企業が以下の 

事項に取り組むことを促進していきます。 

 

1．児童労働を直接雇用しないという原則の徹底 

2．サプライチェーンにおける児童労働の抑止 

3．国際規格などの取得、より積極的・自律的な調達

などの仕組み形成の促進 

4．既に児童労働がある産業における子どもの保護 



 

■｢CSR 調達とステークホルダーエンゲージメント｣開催報告
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

※このシンポジウムは、（財）庭野平和財団、（特活）チャリティ・プラットフォームからの助成、（特活）サステナビリティ日本フォーラム、 

社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワーク、CSO ネットワーク、CSR 推進 NGO ネットワークからの後援を頂いて開催しました。 

ご協力ありがとうございました。（敬称略） 
 
◆講演 
「ビジネスリスクとしての児童労働 －CSR 調達の現場から－」  

レスポンスアビリティ株式会社 代表取締役  足立直樹氏
 

●CSR 調達とは？ 

今までのサプライチェーン・マネジメント

は QCD（質・コスト・納期）だったが、新た

に Process（製造過程、環境・社会への

配慮）が求められるようになった。この P

まで含めて管理するのが CSR 調達とい

える。 

自国内では労働・環境マネジメントが出

来ていても、途上国の工場では出来て

いないことも多い。大手多国籍企業の途

上国工場や農園での児童労働発覚は、

その表れである。マネジメントが自顧客や社会から改善を要請さ

れるようになってきた。消費者からのボイコット、NGO からのネガテ

ィブキャンペーン、投資家からの忌避などの形で企業のリスクとし

て顕在化しており、もはやサプライヤーの責任では済ませれない、

ステークホルダーからの信頼がかかった課題である。実際の取り

組みとしては、方針の決定、CoC（コード・オブ・コンダクト：取引行

動規範）の決定、サプライヤーによる自己診断、監査等が行なわ

れている。 

 

●児童労働と CSR 調達 ―今後の課題 

CSR 調達を進める上では、コストを誰が負担するのか、またコンプ

ライアンスを最優先した場合、労働者自身が労働時間減少を嫌が

ることをどうするのか、といった課題がある。加えて児童労働のケ

ースでは、若年労働者保護の必要性や、労働者本人による年齢

のごまかし、二次サプライヤー以降に目を行き届かせることの難し

さ等、形式的な CSR 調達では解決出来ない課題が多く存在す

る。 

企業がこうした困難を持つ CSR 調達に取り組んでいくためには、

「ハード」の制度導入だけでなく、「ソフト」のマインドによるエンゲ

ージメントが欠かせない。様々な問題が折り重なって生じている児

童労働に企業単独での対応は難しく、だからこそ児童労働撤廃を

謳う NGO との協働に意味がある。ILO の条約に批准し、世界を

相手にビジネスをする日本企業にとって、児童労働問題を含む

CSR 調達の推進に責任を持って取り組むことが求められる。

 
 
「ステークホルダーエンゲージメントの必要性 ―取り組み企業の事例から－」              

株式会社クレアン 代表取締役  薗田綾子氏
 

●ステークホルダーエンゲージメントとは？ 
ステークホルダーとは、一般的には利害関

係者を指す。企業がどこまでの影響を考える

かにより、考慮すべきステークホルダーは変

わってくる。エンゲージメントとは、参画を意

味し、一緒になって何かをすることである。ス

テークホルダーエンゲージメントは、相手の

価値を認識し、更に活用して組織と利害を

めぐる対立を解消する、またステークホルダ

ーの能力を認識して対応する、ということで

ある。  
日本企業はこうした取り組みを既に様々な

形で実施している。児童労働についてはまだ事例がないが、製造

業企業が NGO を招待して対話し、環境配慮型商品開発の協働

へとつなげる、また食品企業が食の安全について何を行うべきか

諸ステークホルダーと対話し、地域との共生につなげる、等の事

例が見られる。このように企業がステークホルダーの様々な懸念

（環境、人権、コミュニティ等）に対しての働きかけを行い、それが

企業の価値や社員のモチベーション向上のような企業にとっての

プラスの効果へとつながっているのである。 
 
●エンゲージメントの本質 
CSR はそのものが目的なのではなく、将来世代にわたる地球環

境との共生がゴールだといえる。企業はエンゲージメントを通じて

社会に良い影響を与えていくべきである。それは社会に存在する

課題の解決をもたらし、企業に対する信頼にも結びつく。経営環

境が厳しい企業は CSR に取り組めない、という側面もあるが、企

業の価値として重要なのは今まで強調されてきた財務面ばかりで

なく、「ヒト」が最も基礎的なものだといえる。だから CSR は「人づく

り」であり、企業にとって外のリソースである「ヒト」をどう取り込んで

いくか、それがステークホルダーエンゲージメントなのである。

2008 年 10 月 30 日（木）15 時～20 時、東京国際フォーラム G409 会議室にて ACE

主催のシンポジウム「CSR 調達とステークホルダーエンゲージメント～カカオ産業の

児童労働から学ぶ 企業と NPO の協働～」を開催しました。 

 

昨年開催した「CSR 調達と SA8000 セミナー」に引き続き、第 2 回の CSR 調達セミナ

ーです。今回は「ステークホルダーエンゲージメント」に焦点を当て、講演とパネル

ディスカッションの第一部、名刺交換会の第二部と二部構成での開催となりました。

参加者は第一部 79 人、第二部 41 人で、第一部は企業からのご参加が約 60％、

NPO/NGO からが約 20％、その他学生、政府機関、研究機関などからもご参加を頂

きました。以下、講演・パネルディスカッションの内容を ACE で要約したもの及び名

刺交換会の様子を報告します。 

 



 

 「カカオ産業の児童労働問題におけるステークホルダーエンゲージメント  
－米国チョコレート関連企業と NGO の協働について－」  

Winrock International, Empowerment and Civic Engagement unit 所属、 
CIRCLE・CLASSE プロジェクトディレクター   ヴィッキー・ウォーカー氏

 
●CIRCLE ﾌﾟﾛジェクト  

―米国労働省と NGO の協力 

学校教育・ノンフォーマル教育を通じて児童労働を削減・撤廃し

た、地域密着型で新手法のプロジェクト。米国労働省からの資金

（850 万ドル）を元に 24 カ国で 100 の NGO がプロジェクトを遂行。

2002 年から 2008 年までの 6 年間で 24,000 人以上の子どもがプ

ロジェクトから裨益した。 
 
●CLASS プロジェクト  
―持続可能な教育システムを通じた児童労働の代替案 
カカオ生育コミュニティにおける子どもや若者、家族へのトレーニ

ングや代替教育を実施するプロジェクト。米国労働省と世界カカ

オ財団のメンバー企業などからの資金援助により行なわれ、

4,557 人の子どもと若者が農業訓練を修了、13,686 人の若者が

児童労働に関する意識啓発、等の成果を挙げた。この教育を受

けた人々が次の農業を担う新しい世代となる。 
 
 

 
●政府・NPO・企業の官民パートナ

ーシップ 
こうした CIRCLE・CLASS の活動が

広まったことで、米大手チョコレートメーカー（MarsやHershey’s）
がこのプロジェクトへの協働を申し出てきた。Winrock はカカオ生

産１位のコートジボワールと 2 位のガーナでは、カナダ、スウェー

デン、アメリカなどのチョコレート関連企業や関連組織、教育労働

省等との協働でプロジェクトを実施している。 
協働に際し企業は優良で信頼の置ける NGO を見極めることや、

パートナーシップを組むことが自分たちの利益になると知ること、

NGO は優れた能力と過去の実績を示す強固な基盤を持つことや、

産業界の文化を学ぶことなどが求められる。関係構築に時間をか

け、頻繁に報告し合い、情報を追跡し、マーケティング戦略を持っ

てシナジー効果を創出していくことが重要である。官民パートナー

シップによるメリットは 3 セクターそれぞれにあるが、協働は組織に

とって成長の機会となる。成長のための機会を必要とする国々に

対しては、今後更なるエンゲージメントが必要となってくるだろう。

◆パネルディスカッション 
「ステークホルダーエンゲージメントの方向性」 

モデレーター：薗田綾子氏  
パネリスト：足立直樹氏、ヴィッキー・ウォーカー氏、岡村幸代氏（ミニストップ株式会社）、佐藤大吾氏（特定非営

利活動法人チャリティ・プラットフォーム）、岩附由香（特定非営利活動法人 ACE 代表）

 
 
 
 
 
 
●ミニストップ（株）の事例から ―社内、社外との対話― 
＜経緯＞ミニストップは2002年からステークホルダーダイアログを

実施し、2008年冬には（特活）ACE を含む NGO との協働で人気

商品「ベルギーチョコソフト」の「プレミアム」としてフェアトレードカ

カオを使用したソフトクリームを開発し、期間・店舗限定で販売し

ている。販売に至るまでには、商品性能と価格設定のジレンマな

ど幾つものハードルがあった。社内で商品開発部や広報部との対

話を重ね、時には社長からのトップコミットメントを頂きながら、よう

やく販売に辿りついた（岡村氏） 
 
＜協働を経て＞協働することで、企業と NGO がお互いに知恵を

出し合えた。NGO としては商品開発から販売までの過程で工程

や関わる人の多さを実感出来た。NGO は企業の課題を、企業は

世界の課題を学び合える良い機会となる（岩附） 
 
＜価格設定＞・フェアトレード商品はむしろ価格を変えるべき。こ

れまで外部化してきたコストを価格に反映することは他の商品との

差別化としても必要で、それがフェアトレードの価値（足立氏） 

 
・消費者が違いを理解するためにも、消費者教育のような形で「見

える化」することが大事（薗田氏） 
・値段より、どういう価値を提供するかが大事。納得感を消費者は

求めていると思う（岩附） 
 
●ステークホルダーエンゲージメントのこれから 
・100%の状態で CSR 調達をやろうしなくても、出来ることから少し

ずつ変えていけばいいと思う（佐藤氏） 
・チャリティ・プラットフォームのような企業と NPO のマッチングは

革新的。企業と NPO がお互い補完できるパートナーであることが

重要。今後も社会ネットワークを広げていってほしい（ウォーカー

氏） 
・エンゲージメントとは、「一緒にやる」ということ。企業単体では出

来ないから NGO と一緒にやる。消費者のエンゲージメントはまだ

出来ておらず、企業は苦労も含めて伝えていくべき。自社だけで

抱え込まないこと、困難な状況の人の問題を抱え込ませないこと

が大事（足立氏）

 
 
◆名刺交換会 
簡単な自己紹介の後、立食をしながらの活発な名刺交換や懇談が行われました。事前に頂いていた

一言メッセージを添えた参加者名簿を片手にお目当ての方を探す参加者の姿もあり、積極的に交流を

深めていこうとする意思が伝わってきました。閉会時間が過ぎても止まなかった熱い議論や和やかな交

流からは、CSR 調達の推進や協働へのつながりがあちこちで生まれたことを感じることが出来ました。



 

◆参加者アンケート －企業の CSR 取り組み動向― 
 
シンポジウムの参加者 79人中 49 人（62％）の方からアンケートへ

のご協力を頂きました。 
 
●参加者の声 （シンポジウムについて） 
「各分野の専門家のお話を聞くことが出来、情報収集にもとても役

立った」（企業／CSR 担当） 
「理解はしているものの通常では忘れがちな企業姿勢をあらため

て感じることができた」（企業） 
「多くの日本企業・NPO がこのテーマに関心をお持ちである、とい

うことが実感できました」（企業／CSR 担当） 
「パネリストが多様でこれまで得られなった視点、情報が多かった」

（NGO） 
「実際に CSR 調達の経験を持つ企業からスピーカーとして参加

があったのが良かった。現場の生の声が聞けたから」（政府機関） 
「直接原料を農家から買い付けていないので、児童労働を阻止す

るためにどこまで労力や資金援助をかけたらよいのか、やはり難し

い問題である」（企業） 
「関心はあるが実施、実現出来ていない企業が多いと考えられる。
欧米基準の考えだけでなく、日本で活動するに当たり日本人に受
け入れられる為にはどうすべきか、に悩んでいるのではないか」
（企業／商品企画） 
 
 
 
 

●企業内の CSR 取り組み分野 
企業の CSR 担当の方を対象に、企業内の CSR 取り組み分野を

伺いました。昨年と比較すると、昨年多かった社会貢献、コンプラ

イアンス、内部統制、行動規範、環境に関連した取り組みが減少

し、CSR 調達への取り組みが増加しています。人権・労働への取

り組みはほぼ変わっていません。社内の体制整備が一段落し、

CSR 調達の重要性の認識から取り組みを開始している企業が増

加していると考えられます。 
※複数回答可、回答者数 21 人（昨年：36 人） 
※昨年と回答者数が異なるので、グラフは比較のため回答者総

数における割合（％）で表示しています。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■お知らせ  児童労働、貧困、ミレニアム開発目標 ―地球規模課題の社内理解促進の一歩に！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜講演会テーマ＞児童労働／ミレニアム開発目標／CSR 調達／SA8000／フェアトレード 等 

 

CSR の児童労働の予防、ミレニアム開発目標達成の企業の貢献、BOP（Bottom of the 

Pyramid）ビジネスなど、企業が求められる地球規模の諸課題の分野での役割が大きく

なってきました。これからは、CSR 担当部署だけではなく、社員ひとりひとりが、世界の

課題について理解し対応を迫られる時代になりつつあります。 

 

ACE では講演会・社内研修プランをご提案させていただいています。社内で求められ

ているテーマにあわせて、講演内容・方法を調整させていただきます。ご相談下さい。 

●講師  

岩附由香（（特活）ACE 代表・理事）  

大阪大学大学院国際公共政策研究科博

士前期課程修了。1997 年に ACE を立ち

上げ、以後代表。2006 年国際交流基金日

米センターNPO フェロー。CSR プロジェクト

担当、政府への政策提言を担当。SA8000

社会監査研修修了。 

 

白木朋子（（特活）ACE 事務局長・理事）

英国サセックス大学・文化開発環境研究セ

ンター開発人類学修士課程修了。1997 年

に ACE の立ち上げに参加。2005 年 4 月よ

り現職。国内の啓発事業、国際協力事業

の運営などを担当。SA8000 社会監査研修

修了。 

＜社内研修・ワークショッププラン＞ 

チョコレートの原料カカオを題材に世界の貿易によ

る価格変動がガーナの家族にどう影響を与えるか

を体感するオリジナルワークショップ「おいしいチョ

コレートの真実」。ワークショップを体験した後、CSR

にどう取り組むかのディスカッションを行い、参加型

で CSR について考える研修です。（想定人数 30～

40 人程度、少人数～60 人まで対応できます。） 

 

＜費用＞ 

社内研修・講師派遣 100,000 円 

（遠方は別途交通費実費・2 時間） 

※費用は目安です。ご予算・ニーズに合わせたプラ

ンをご提案させていただきます。上記は講師 1 名

の場合です。    

発行：特定非営利活動法人 ACE （エース）  

〒110-0015 東京都台東区東上野 1 丁目 20 番 9 号 セリジェ・メゾン・瀬上 401   

TEL 03-3835-7555  FAX 03-3835-7601  WEB http://www.acejapan.org   

E-MAIL info@acejapan.org (CSR プロジェクトに関するお問い合わせは csr@acejapan.org まで) 

企業内のCSR取り組み分野
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