
１■選択式問題（１点×25問） 

 

問題１ 「ＣＳＲ担当者に求められる思考と行動」に関する次の記述のうち、適切なものは 

いくつあるか。 

１．第一に「CSR＝企業の社会的責任」という直訳の理解だけではなく、「CSR＝企業の社

会対応力」との視点に立つこと。その上で法令遵守に留まることなく、さまざまなステ

ークホルダーからの社会的要請に応えることが求められる 

２．第二に「CSR の意義とメリット」をよく理解し、自ら戦略を立て、社内の他部署と連

携し、経営陣の判断にもプラスの影響を与えることが求められる。CSR は企業価値向

上だけでなく ES（従業員満足）や CS（顧客満足）の向上にも役立つ 

３．第三に、30－50 年の「長期的・サステナブルな経営視点」が重要である。日本企業の

多くは 3－5 年の中期経営計画をベースにしているが、トヨタ自動車が掲げる 2050 年

までに CO2 排出量をゼロにする「チャレンジ 2050」はその一例だ 

４．第四に、「弱者への配慮」という視点である。具体的には開発途上国や最貧国における

貧困層、教育や医療を受けることが困難な層、貧困の子ども・子育て層、障害者、LGBT

など性的マイノリティ、高齢者、さまざまな事情で職を持つことが困難な人たちなどを

指す 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 

  

問題２ 日本の「中堅・中小企業のＣＳＲ戦略」に関する次の記述のうち、不適切なものを

一つ選べ。 

ア．CSR は大企業に向いている一方、財務規模が小さくタイトで人的資産も潤沢とは言い

がたい中小企業には取り組みにくい 

イ．印刷業界では CSR 認証制度を立ち上げ、産業廃棄物業界では CSR で高い実績を持つ

業界企業を表彰することを通して CSR の促進を図っている 

ウ．横浜市に続き宇都宮市、さいたま市などが地域志向の CSR 認定制度を構築した。地域

経済の活力と地域の社会課題の軽減に資するとともに認定企業にもさまざまなメリッ

トがある 

エ．CSR 担当者の留意点は、まず CSR は経営戦略であることの理解が必要だ。次に CSR

の柱は現場の実践であるから社員をCSRの有能な実践者として育てることが重要であ

る 

 

 



問題３ 「ＣＳＲとＣＳＶ」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

１．CSV は競争戦略論の第一人者である米国のマイケル・ポーター教授が、2011 年に経済

価値と社会価値を同時に創造するための新しい概念として提唱したものである 

２．2010 年に発行された ISO26000 では、「CSR とは持続可能な社会を実現するための企

業の意思決定や事業活動が環境や社会へ及ぼす影響への責任」と明記している 

３．CSR はあらゆる企業にとって「必須」であり、本業外の社会貢献に取り組んでいても

免れられるものではない 

４．CSV は企業が社会や地域の課題解決のために本業でのプロダクト開発や販売に取り組

むことである。CSR から CSV への脱却が必要である 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 

 

問題４ 「東京財団のＣＳＲ白書から見た日本企業のＣＳＲ」に関する次の記述のうち、不

適切なものを一つ選べ。 

ア．東京財団が CSR 白書を刊行した理由は、公共政策を政府だけが担っていては持続可能

な社会を作ることはできないからである 

イ．CSR の原点は「インサイドアウト」（自社から発する）ばかりでなく「アウトサイドイ

ン」（社会からの要請に応える）の発想と行動である 

ウ．CSR を踏まえた企業活動とは事業活動のプロセスやバリューチェーンから生じる付加

価値の最大化とマイナス面の最小化に他ならない 

エ．CSR は本業に即した領域で効率よく実施することが大切であり、社会より自社の持続

可能性が優先されるべきである 

 

問題５ 「欧州ＣＳＲ戦略」に関して、次の空欄に当てはまる適切な語句を選べ。 

2011 年の欧州 CSR 戦略には CSR の定義がある。これは、「企業が社会において及ぼす影

響に対する責任」とされ、「株主、広くはその他ステークホルダーと社会の間で共通価値の

創造を最大化すること」「企業の潜在的悪影響を特定、防止、軽減すること」という 2 つの

目標を達成するため、自社のステークホルダーとの密接な協働を行い、社会、環境、倫理、

人権、（   ）の懸念を企業活動の中核戦略に統合するというものだ。 

ア．従業員 

イ．消費者 

ウ．経営者 

エ．株主 

 



問題６ 金融規制改革法（ドッド＝フランク・ウォール街改革・消費者保護法／通称ドッド・

フランク法）第 1502条において、紛争鉱物としての開示を義務付けていないものを

一つ選べ。 

ア. スズ 

イ. タンタル 

ウ. タングステン 

エ. コバルト 

 

問題７ 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に関する記述のうち、最も不適切なもの

を一つ選べ。 

ア. 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」は法的拘束力を持っている 

イ. 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を実施するための国別行動計画を策定する国

は増えている 

ウ. 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」は、世界人権宣言、国連人権規約、国際労働

機関（ILO）の中核的労働基準に示された「国際人権基準」の「人としての権利」が考

え方の根本にある 

エ. 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」で推奨している「人権デューディリジェンス」

とは、人権侵害の特定・評価、対処する取り組みの継続的評価、情報提供に至る一連の

プロセスのことである 

 

問題８ 以下のＣＳＲイニシアチブの中で、ＮＧＯが中心となって作成したものを一つ選べ。 

ア. 国連グローバルコンパクト 

イ. グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）ガイドライン 

ウ. 電子業界サプライチェーンにおける行動規範（EICC） 

エ. 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言 

 

問題９ 英国の「現代奴隷法 2015」に関する記述のうち、最も適切なものを一つ選べ。 

ア. 英国に本社のある企業以外には適用されない  

イ. 英国に子会社をもつ外国企業の場合、英国で上場している企業のみが対象となる 

ウ. 英国に子会社をもつ外国企業のうち、世界の売上高が年間 3600 万ポンド以上の企業

は対象となる 

エ. 対象となる企業は、2017 年４月から報告が義務付けられている 

 

 

 

 



問題 10 社会・環境に配慮した認証制度に関する記述のうち、最も不適切なものを一つ選

べ。 

ア. 海洋保全を目的としている国際認証のひとつである ASC 認証は、養殖水産物を対象と

している 

イ. 森林管理認証（FSC）は、環境に関する認証であり、人権・労働や地域社会などの社会

的側面についてはカバーしていない 

ウ. フェアトレード認証は、途上国の生産者や労働者に公正な対価を支払うことなど倫理

的な配慮に主眼をおいている 

エ. 木材、水産物などに関して、日本国内でも認証制度が確立している 

 

問題 11 日本企業のＣＳＲレポートの改善点についての次の記述のうち、最も不適切なもの

を一つ選べ。 

ア. 単に事実を羅列するのではなく、ストーリーが読者に伝わるように記述する 

イ. 過去の出来事だけでなく、将来に向けた課題や目標などについても書く 

ウ. ポジティブ情報だけでなく、読者に必要なネガティブ情報も開示する 

エ. 英語版は日本語レポートをそのまま英訳すれば十分だ 

 

問題 12 統合報告についての次の記述のうち、最も適切なものを一つ選べ。 

ア．統合報告書を発行すれば、サステナビリティレポートは廃止してよい 

イ．統合報告書で想定する読者は投資家だけである 

ウ．従来の CSR レポートのダイジェストを作成し、財務報告書の一部として収録したもの

が統合報告書である 

エ．統合報告においては統合思考が最も重要である 

 

問題 13 インパクト評価についての次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 

１．活動のアウトプットだけではなく、そのインパクトを把握する必要がある 

２．インパクト評価を行うことが、問題点の把握や、より大きなインパクトを生むための改

善につながる 

３．数値管理や評価作業には膨大な労力がかかるので、インパクト評価はやめて活動そのも

のに力を集中するべきである 

４．インパクト評価の手法は発展途上であり、今後の標準化や成熟を待つべきである。よっ

て、評価に着手するのはまだ早すぎる 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 



問題 14 マテリアリティ特定についての次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 

１．ステークホルダーの期待を理解するための一つの効果的な方法は、それが組み込まれた

ISO26000 などの国際行動規範を正しく理解することである 

２．マテリアリティ特定においては、企業としての法的な責任を考慮すれば足りる 

３．ステークホルダーの関心が低いテーマを、マテリアリティに含めることは適切ではなく、

避けるべきである 

４．マテリアリティは経営環境の変化などに応じて、随時見直しをしていく必要がある 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 

 

問題 15 ＣＳＲのＰＤＣＡサイクル構築についての次の記述のうち、不適切なものはいくつ

あるか。 

１．人権デューディリジェンスは、人権をテーマとした PDCA サイクルを社内に確立する

こと、ととらえることができる 

２．CSR は社員の意識改革が重要であるので社員教育に注力すればよく、PDCA サイクル

確立などのマネジメント体制構築は重要ではない 

３．CSR レポート作成のプロセスは、PDCA サイクルの重要な構成要素であり、CSR を組

織内に浸透・定着させるうえで有効に活用すべきである 

４．CSR の PDCA サイクルは、従来から社内で確立されている環境マネジメントや品質マ

ネジメントとは無関係なので、別体系として新たに構築しなければならない 

ア．１つ 

イ．２つ 

ウ．３つ 

エ．４つ 

 

問題 16 ＣＳＲの観点から重要でないステークホルダーは以下のうちどれか。 

ア. 自社が取引するサプライヤーの地域住民 

イ. 生まれていない将来世代 

ウ. 宗教団体 

エ. 以上のどれも該当しない 

 

 

 

 



問題 17 コンスーマー・インターナショナルが定義している「消費者の責務」に該当しない

ものはどれか。 

ア. 批判的意識 

イ. 選択 

ウ. 社会的関心 

エ. 連帯 

 

問題 18 日本版スチュワードシップコードに関して適切なものは以下のどれか。 

ア.  ESG 投資を明確に支持している 

イ.  議決権行使の方針を持つことを求めている 

ウ.  企業のコーポレートガバナンスに関する指針である 

エ.  以上のどれも該当しない 

 

問題 19 ＦＴＳＥ４ＧＯＯＤの評価基準で、評価対象となっていないものはどれか。 

ア. 納税の透明性 

イ. 消費者責任 

ウ. サプライチェーンの環境側面 

エ. 以上の全てが評価対象である 

 

問題 20 2014年の Access to Medicine Indexのランキングで評価基準に含まれていないも

のはどれか。 

ア. 特許 

イ. 製品寄贈 

ウ. 公共政策 

エ. 以上の全てが含まれている 

 

問題 21 日本企業による環境報告書作成に対する意識は海外に出遅れていたが、1992－1996 

年の間にそれらの報告書づくりを発展させるきっかけが生まれた。その要因とし

て当てはまらないものを一つ選べ。 

ア. JIS Z 26000「社会的責任に関する手引き」の制定 

イ．通産省(当時)による「環境に関するボランタリープラン」の作成 

ウ．環境庁(当時)による「環境にやさしい企業行動指針」の公表 

エ．ISO14001(EMS)の発行 

 

 

 



問題 22 日本におけるダイバーシティの現状についての記述で、適切なものはいくつある

か。 

１.  2014年度の育児休暇の取得率は女性が 86.6％だったのに対し、男性はわずか 4.2％に

過ぎなかった 

２. 最近の調査によると、男女労働者の間に事実上生じている格差の解消に企業が自主的

かつ積極的に取り組むポジティブアクションに取り組んでいると回答した企業は

20.8%である 

３. 2013年 4月に大幅改正がなされた障害者雇用促進法について、それまでの法定雇用義

務の対象企業が従業員 56 人以上だったものが 50 人以上となり、雇用率も 1.8％から

2.0％に引き上げられた 

４. 沖縄県那覇市において日本で初めて制定された「パートナーシップ条例」は、同性愛者

同士を実質的に法的なパートナーとして認めるもので、社会的に大きな関心を集めた 

 ア. １つ 

 イ. ２つ 

 ウ. ３つ 

 エ. ４つ 

 

問題 23 日本版コーポレート・ガバナンス・コードに関する記述として、適切なものを下記

の中から一つ選べ。 

ア．コーポレート・ガバナンス・コードは、投資される側の規範として世界の多くの国々で

策定されており、日本版は金融庁と東京証券取引所が中心となって発行された 

イ．コード自体の実施は義務付けられているが、会社の実態に合わせたやり方にアレンジし

て実施することができる 

ウ．コードの全ての原則についてコンプライ・オア・エクスプレインを求められるのは、社

会的影響の大きい一部上場企業に限られる 

エ．スチュワードシップコードとコーポレート・ガバナンス・コードは、自社に関係の深い

コードをどちらか選択し、丁寧に対応していくことが求められている 

 

問題 24 ＥＳＧ投資とＳＲＩに関する記述について、下記の中から不適切なものを一つ選

べ。 

ア．SRI は、酒やたばこに投資しないというネガティブスクリーンから始まったというのが

通説だが、ポジティブスクリーニングの手法は現在も採用していない 

イ．SRI は倫理的側面に重点を置いているが、ESG 投資は ESG におけるリスク要因とリ

ターン要因を重視したものといえる 

ウ．SRI の範疇には株主運動やコミュニティ投資なども入っているといわれ、現在では広く

企業の社会的責任を考慮して行う投資と捉えられている 



エ．世界の SRI 組織が、Social Responsible Investment から Sustainable Investment に

名称を変更してきているのは、同組織の考え方の変遷を表している 

 

問題 25 国際統合報告評議会(ＩＩＲＣ)は 2013 年 12 月、初の統合報告フレームワークを

公表した。それらのフレームワークにおける狙いについて、下記の中で不適切なも

のを一つ選べ。 

ア．より効率的で生産的な資本の配分を可能とするために、財務資本の提供者が利用可能な

情報の質を改善すること 

イ．短期ではなく、長期的な事業計画を策定する上で必要な統合思考、意思決定及び行動に

資すること 

ウ．広範な資本に関する説明責任及びスチュワードシップを向上させるとともに、資本間の

相互関係について理解を深めること 

エ．複数の異なる報告を基礎に、組織の長期にわたる価値創造能力に強く影響するあらゆる

要因を伝達する企業報告に関して、よりまとまりのある効率的なアプローチを促すこ

と 

 

 

２■記述式問題（全２問。各 10点）※［新］ＣＳＲ検定２級公式テキストで触れていなく

ても、正しい記述は評点の対象とします。 

 

問題１：ＣＳＲの取り組みが、その企業の価値を高めるプロセスを記述しなさい。（400 字       

以内） 

 

問題２：ＣＳＲの取り組みにおいて、企業はなぜＮＧＯ／ＮＰＯや自治体、大学、地域など

外部他者と協働することが望ましいか、その理由を説明しなさい。（400字以内） 


