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 Types of Value

2つの価値
　双日グループは、企業理念に基づく事業活動により、2つの価値を創造しています。
　一つは、事業収益の創出、取引先とのパートナーシップ構築など、当社にとって
の価値。もう一つは、環境配慮型エネルギー供給などの事業を通じた株主・投資
家、取引先、地域社会、生活者（消費者）、行政、NGOs、次世代、従業員といった、
多様なステークホルダー（社会）にとっての価値です。
　当社にとっての価値と社会にとっての価値を明らかにし、事業競争力向上を追求
する企業の視点と、地域経済発展や環境配慮を期待する社会の視点の違いを認識
した上で、双方にとっての共通価値を追求していくことが「新たな価値と豊かな未
来」の創造につながるものと考えます。

 

価値を創造する双日グループの機能と強み
　この価値創造を支えるのは、双日グループの機能と強みです。
　双日グループは、トレーディング、事業投資、権益投資を通じ、パートナーと多様
な事業分野でバリューチェーンをグローバルに構築し、地域社会に根差した事業活
動を行っています。事業活動においては、金融、物流、情報、マーケティング、企
画、リスクマネジメントなどの総合的な機能に加え、機械、エネルギー・金属、化学、
生活産業の各事業分野において専門機能を有しています。
　双日グループの主な強みは、①世界各地の企業・行政・地域社会などの多様な
ステークホルダーとの「パートナーシップ」、②バリューチェーンのさまざまな段階
にかかわり、多様な事業のポートフォリオを持つことで、事業環境の変化を先取りし
対応できる「変化への対応力」、③「総合商社の複合的な機能」とグループ経営に
よる事業会社の「専門性」、などがあります。
　そして、強みの源泉は、当社の機能を活かし、世界中の多様なステークホルダー
とともに価値を創造する人材にあります。

企業理念に基づく事業活動により共通価値の領域が拡大

共通価値の領域
• 持続可能な開発
• 企業理念

双日にとっての価値 社会にとっての価値

• 企業価値、競争力の向上
• 持続可能な事業の実現
• 人材の育成　など

• 企業価値、競争力の向上
• 持続可能な事業の実現
• 人材の育成　など

• 前提： 企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提： 企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

• 持続可能な開発
• 企業理念

• より良い製品・サービスの利用
• 地域経済の発展
• 企業活動に係る
 ― 地球環境の保全
 ― 社会配慮（人権の尊重）など

• より良い製品・サービスの利用
• 地域経済の発展
• 企業活動に係る
 ― 地球環境の保全
 ― 社会配慮（人権の尊重）など

共通価値の領域

双日グループが社会にとって
の価値、双日にとっての価
値、持続可能性をどのように
追求しているのか。そしてど
のような将来展望を持つの
か、事業活動の一例をご紹介
します。

2つの価値と
ＣＳＲ重点取り組みテーマ
ー「新たな価値と豊かな未来」の創造に向けてー

双日株式会社     アニュアルレポート201482



企業活動の源泉は社員です。双日グループでは、多様な価値観を持つ社員一人ひとりが、活躍する場を作ることが企業理念
の実践に不可欠であるとの考えに基づき、制度・環境の整備を行っています。

〈例〉ダイバーシティの推進、グローバル人材育成の取り組みなど。

サプライチェーンにおけるＣＳＲとは、サプライチェーンを構成するパートナーとともに、企業活動にかかわる人権、労働、
環境問題の改善に取り組むことです。双日グループは、事業活動においてグローバルに多様なサプライチェーンにかかわる
ため、サプライチェーンにおけるCSRは、重要な課題であり、取引先や投資家などからもその取り組みが求められています。

〈例〉 人権、労働、環境などに関する「双日グループ サプライチェーンＣＳＲ行動指針」を策定。グループ内への啓発活動および
取引先への方針共有、アンケート、訪問による情報交換を実施。

企業活動が気候変動に与える影響は大きく、社会より、企業に対し気候変動防止に関する対応が求められていることから、
双日グループでは、気候変動防止に貢献する事業を推進しています。

〈例〉「グリーンケミカル事業」「チップ植林事業」「再生可能エネルギー事業（詳細はP86-87をご覧ください）」など

 途上国、新興国において増加するエネルギー、資源、インフラ需要に応え、新興国のパートナーとともに発展する持続可能
な事業を推進し、また将来的な資源枯渇にも取り組んでいます。

〈例〉「ガーナにおける海水淡水化事業」「穀物バリューチェーン事業（詳細はP84-85をご覧ください）」など

豊かな未来の創造に向けて
～機能と強み×2つの価値～
　双日グループは、これらの企業活動における機能と強みを基に、ステークホル
ダーの声を事業活動に反映し、2つの価値を創造しています。
　例えば、ベトナムにおけるチップ植林事業では、地域経済発展と環境保全という
地域社会と行政のニーズに対し、植林技術指導および融資を行っています。適切
な価格で買い取るというチップ植林事業のスキームを新たに作り、地域の農家や企
業とともに持続可能な事業を実現するなど、当社と社会、双方にとっての価値を創
造しています。

～機能と強み×重点取り組みテーマ～
　双日グループでは、CSRポリシーである「企業理念の地道な実践を通じ、企業活
動と社会・環境の共存共栄を目指します。」に基づき、当社にとっての価値、社会に
とっての価値を考慮した上で、重点的に取り組むべき課題を「CSR重点取り組み
テーマ」として策定し、その推進に努めています。

※詳細は当社ウェブサイトのCSRページ（http://www.sojitz.com/jp/csr/）をご覧ください。

途上国、新興国の発展に寄与する事業の推進

気候変動防止に貢献する事業の推進

サプライチェーンにおけるCSRの推進

社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備

CSR重点取り組みテーマ
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穀物事業
南米とアジアとを結ぶ穀物バリューチェーン
　経済成長に伴う食の多様化などを背景にアジア諸国では穀物輸入が急速に拡大を
続けており、その資源をどう確保し供給していくかが大きな課題となっています。
　双日ではこうした課題を解決すべく、南米とアジアとを結ぶ穀物のバリュー
チェーンを構築、食の安定供給に努めています。

課題：急速に拡大するアジアの穀物輸入
　中国では油脂や飼料の需要増に伴い、大豆の輸入量が急速に拡大。2013年9月
から2014年8月の輸入見込み量（69百万トン）は、世界の大豆貿易の6割を占めて
います。
　穀物輸入は、東南アジアでも拡大しています。背景にあるのは生活水準の向上に
伴う食文化の多様化。欧米風の食生活により食肉消費が拡大し、畜産用の飼料穀物
原料の輸入が増大しているのが主な要因です。また、パンやパスタ、菓子などの需
要増大が小麦の消費も押し上げています。

双日の取り組み：穀物バリューチェーンの構築
　そこで、双日が取り組んでいるのが、穀物バリューチェーンの構築。ブラジルでの農
業開発を通じて増産された穀物をアジア市場に向けて供給していく、という構想です。

開発：食糧増産に寄与する土地改良
　増大する中国・東南アジアの穀物需要を、どう賄っていくのか――。この課題解決
の手段として、今世界から大きな注目を集めているのが、ブラジルの「セラード」と呼
ばれる広大な大地の開発と活用です。
　セラードは、強酸性の赤土の大地。かつては“不毛の地”とされてきましたが、土壌
の改良、かんがいの整備、日本のJICA（国際協力機構）による支援も功を奏し、今で
はブラジル産大豆の約6割がセラードで生産されるまでに開発が進んでいます。

双日の強み：パートナーとともに新たな物流ルートを開発
　ところが、同地域には物流面で課題がありました。セラード地域からサントス港に
向かう「南部ルート」はトラックによる長距離輸送に頼らざるを得ず、物流コストを大き
く押し上げる要因となってきました。

事例1 食料の安定供給 × 穀物バ

2 Types of Value
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双日の穀物バリューチェーン

中国搾油工場

カナダ小麦

オーストラリア小麦

ベトナムIFV社（港湾・製粉）ベトナムIFV社（港湾・製粉）

ベトナムでの
飼料製造
ベトナムでの
飼料製造
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ベトナムを
含むアジア
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製麺・製菓の
事業を検討中
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大豆、大豆粕

ブラジルCGG社　
（農業・穀物集荷・
  ターミナル事業）
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集積予定地域
鉄道

サントス港



リューチェーン

　双日が2013年に取り組みを開始したのが、「北部ルート」を整備し、パナマ運河を
経由して短期日・短距離でアジア市場に向けて穀物を安定供給するプロジェクトです。
　双日は、ブラジルで農業・穀物集荷・ターミナル事業を行うCGGグループに出資。
CGGグループが使用権益を保有するブラジル北部イタキ港の港湾ターミナル、
内陸サイロ、農地の取得・開発などに取り組み、2020年以降、保有農地を20万
ヘクタール、穀物取扱量を600万トンにまで拡大する計画です。

双日の強み：アジア港湾施設と生産・販売・流通のネットワーク
　ブラジルから輸出された大豆は、例えば、中国で搾油されその搾り粕（大豆粕）
が日本、ベトナムへ運び込まれます。ベトナムの受け入れ基地となるのがCAP（カイ
メップアグリ港）。双日が出資するベトナム製粉大手のIFV社が保有するアセアン域
内で最大規模の穀物専用港です。
　双日では、パナマックス級本船（6～8万トン）が着岸可能な港湾施設ならびに穀物
保管用の倉庫・サイロを有するこのCAPを拠点に、アジア諸国との穀物トレードを展
開するとともに、ベトナム・カンボジアではこれらを原料とする畜産用配合飼料の生
産・販売事業も行っています。

さらなる展望：アジアにおける食の需要拡大と多様化に対応
　双日は、ベトナムとミャンマーでは食品の卸売事業にも進出。３温度帯（冷凍・冷
蔵・常温）に対応した全国物流網の整備を通じて、豊かな食生活の実現に貢献してい
きます。
　さらには、双日ロジスティクス株式会社がインドシナ地域で提供する国際複合一貫
輸送サービスが、こうした物流やサービスの実施をロジスティクス面から支えるなど、
双日グループは多角的な取り組みを通じて、アジアにおける食の需要拡大と多様化
への対応に努めます。 

2つの価値
　双日は食糧需要の増加、多様な食文化へのニーズに対応して、ブラジル、アジア
のパートナーと共同でバリューチェーンを構築し、農地開発、物流、港湾開発、製品
製造、販売において機能を発揮、地域とともに発展する事業を行っています。

穀物バリューチェーン事業
食糧の安定供給と多様な食文化への対応

●ビジネスモデル

●2つの価値（穀物事業）

●双日グループの機能と強み　　　　　　

社会的な課題
・急激な食糧需要増

双日グループの取り組み
・南米とアジアをつなぐ穀物バリューチェーン構築

農業生産・
集荷 加工・物流港湾 製造①

飼料　製粉
製造②
製パン　製麺 物流 販売

金融、物流、情報機能 現地の行政、企業とのネットワーク ブラジルの農業・穀物集荷・ターミナル事業
およびアジアの港湾施設への投資

港湾

• 港湾運営などの事業
 ノウハウ拡大、競争力の向上
• バリューチェーンにおける
 事業機会の創出
 （アジアの高度化する流通
  事業 への参画）　など

• 港湾運営などの事業
 ノウハウ拡大、競争力の向上
• バリューチェーンにおける
 事業機会の創出
 （アジアの高度化する流通
  事業 への参画）　など

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 安全安心な食糧の
 安定的供給（消費地）
• 農地改良による食糧
 産地化（産地）
• 事業による地域経済の
 活性化（産地・消費地）　など

• 安全安心な食糧の
 安定的供給（消費地）
• 農地改良による食糧
 産地化（産地）
• 事業による地域経済の
 活性化（産地・消費地）　など

• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

価 （ ）

双日にとっての価値 社会にとっての価値共通価値の領域共通価値の領域
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電力供給事業：拡大し多様化する世界の電力需要へ対応
　地域経済を活性化し、安定的な雇用を生み出す上で不可欠なインフラの整備。中
でも「電力」はそのカギを握る産業インフラといえます。世界の電力消費量は途上国・
新興国を中心に拡大しており、電力供給の拡大ならびに電源の多様化は、世界が直
面する課題となっています。
　双日はこうした課題を解決すべく、IPP（独立系発電事業）ならびに再生可能エネル
ギー事業を重点分野の1つと位置付け、世界各地での電力の安定供給に取り組んで
います。
　一方、今後、日本がグローバル経済の中で存在感を発揮し続けるためには、資源
国や新興国とともに成長する事業に関与していくことが重要になります。特に、IPP
事業については長期にわたる売電契約に基づき、資金還流が確保されるという点も
重視しています。

IPP事業
　IPPは「Independent Power Producer（独立系発電事業）」の略で、電力卸事業
のことです。世界的な需要の増大に伴い、その市場は拡大を続けています。

中東地域の課題：脱石油依存型経済
　中東の産油国が抱える課題は、石油資源の枯渇に備え、脱石油依存型経済への転
換を図ること。
　このため、湾岸諸国では、製造業・サービス業など石油以外の産業を育成し、経済
の多角化を図る政策が積極的に推し進められています。そこで必要となるのが、石
油に頼らず多量の電力を生み出す技術。天然ガスを燃料とするコンバインドサイク
ル方式（複合発電）による発電所の建設などです。

双日の取り組み：燃焼効率に優れた火力発電所事業の推進
　双日は2013年、サウジアラビアならびにオマーンの両国で、3つの大型火力発電
所の商業運転を開始しました。サウジアラビアの「リヤドPP11」（1,729MW）、オ
マーンの「ソハール2」（744MW）、「バルカ3」（744MW）の３つで、いずれもコンバイン
ドサイクル方式によるもの。環境負荷が低く、燃焼効率に優れているのが特長です。

双日の強み：プラント事業での経験とプロジェクトオーガナイズ機能
　双日グループは、中東において長年発電、製鉄、アルミ精錬といったプラントの建
設から、各種プラント向けの設備・機器の納入を行ってきました。これらの事業による
経験と、大型IPP案件経験で培った金融・IPPに関する知見、プロジェクトオーガナイ

事例2

2 Types of Value

地域社会を支える電力 × 
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Riyadh PP11  1,729MW
(サウジアラビア)

Phu My-3  740MW
(ベトナム)

Mixdorf  24MW
(ドイツ)

Sohar-2  744MW
(オマーン)

Barka-3 744MW
(オマーン)

Merida-3 484MW
(メキシコ)

Tianshi  50MW
(中国)

Shajiao-C  1,980MW
 (中国)

Trinity 225MW
(トリニダード・トバゴ)

Asia Power 51MW
(スリランカ)

（建設中）
 北海道斜里郡  ９MW
青森県上北郡  71MW
愛知県知多郡  13MW
熊本県球磨郡  13MW

太陽光発電事業 IPP事業

双日が取り組むIPP／太陽光発電事業

86 ※表示されている数値は総発電容量です。



ズ機能を活かし、現地ニーズに沿った信頼性と競争力を兼ね備えた技術・ノウハウを
提供しています。

今後の展開
　双日では現在、世界9ヵ所でIPP事業を進めており、引き続き安定的で案件数も多
い中東湾岸、双日が強みを持つアジア、そしてインフラ需要が高いアフリカなどでの
展開に注力していく予定です。

再生可能エネルギーへの取り組み
双日の取り組み：太陽光発電事業の積極的な展開
　双日は2013年、青森県上北郡六ヶ所村をはじめとする国内4ヵ所で、パネル容
量合計106MWのメガソーラー（大規模太陽光発電）事業を進める計画を公表し
ました。
　双日では2011年に“太陽光先進国”のドイツで、発電容量24MWと同国トップク
ラスの規模を誇るメガソーラーの操業を開始しており、今回の計画は、この経験とノ
ウハウを活かしての国内での事業展開と位置付けられます。
　中でも、最大規模となるのは、青森県上北郡六ヶ所村に建設する施設。約27万枚
の太陽電池モジュールによる、発電容量71MWの発電所となり、その年間発電量
は19,000世帯分の電力消費量に相当します。
　双日では太陽光発電を、温室効果ガスの排出を削減する有力な手段と捉え、その
事業展開に積極的に取り組んでいます。加えて、国内4ヵ所における今回の計画は、
いずれも工場跡地などを利用して建設するもので、遊休地の有効活用、さらには地
方経済の活性化にも役立つ事業です。
　ドイツや日本などの環境意識の高い国での太陽光発電事業経験を活かし、双日で
は今後、風力、地熱、太陽熱、バイオマスを含む再生可能エネルギーによる発電事
業を、新興国など新市場での展開へと広げていく計画です。
 

2つの価値
　双日は電力消費拡大による電力不足やＣＯ２排出の増加に対応し、地域社会を支
える電力の安定供給、再生可能エネルギー開発による電源の多様化に取り組んで
います。

IPP／再生可能エネルギー事業
地域社会を支える電力の安定供給と電力源の多様化

●開発フロー（ＩＰＰの例）

●双日グループの機能と強み　　　　　　

社会的な課題
• 電力消費拡大による電力不足　• CO2排出の増加　
• 石油資源の枯渇

双日グループの取り組み
• 環境負荷の低い発電技術の提供
• 再生可能エネルギーを含む多様な電力源の開発

専門知見、金融、オーガナイザー機能 既存のプラントビジネスで培った
現地の行政、企業などとのネットワーク

環境負荷の低い電力発電技術を持つ
パートナーとのネットワーク

）
売電契約・融資 建設 発電開発

●2つの価値（電力供給事業）

• 長期的契約による安定的な
 資金循環の仕組み構築
• 再生可能エネルギーの
 ポートフォリオ作成
 　　　　　　　　　など

• 長期的契約による安定的な
 資金循環の仕組み構築
• 再生可能エネルギーの
 ポートフォリオ作成
 　　　　　　　　　など

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 経済発展による電力需要拡大
 への対応
• 脱石油依存型経済を目指す
• 多様な経済発展の要となる
 発電事業ニーズへの対応
 　　　　　　　　　など

• 経済発展による電力需要拡大
 への対応
• 脱石油依存型経済を目指す
• 多様な経済発展の要となる
 発電事業ニーズへの対応
 　　　　　　　　　など

• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

価 （ ）

•••
双日にとっての価値 社会にとっての価値共通価値の領域共通価値の領域

電力源の多様化
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