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問題 1
サステナビリティに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア．サステナビリティという言葉は、環境と開発に関するリオ宣言で、はじめて知られるよう
になった
イ．国連「環境と開発に関する委員会」が提出した報告書では、持続可能な発展を「経済の長
期的かつ安定的な発展」と説明している
ウ．持続可能な発展を行うには、第一に現在世代のニーズを満たさなければならない
エ．サステナビリティ概念が広まる契機となったのは、1987年に国連「環境と開発に関する世
界委員会」（ブルントラント委員会）が提出した報告書『Our Common Future（我ら共
有の未来）』である

問題 2
サステナビリティ社のジョン・エルキントン氏によって提唱された「トリプル・ボトムライン」
の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
ア． 経済−人権−労働
イ． 経済−環境−社会
ウ． 環境−労働−社会
エ． 環境−人権−社会

問題 3
国連グローバル・コンパクトに関して、適切なものはどれか。
ア．人権、環境、労働の３分野から成る
イ．日本での署名企業はまだない
ウ．国連事務総長コフィ・アナン氏が提唱し 10 原則から成る
エ．1972 年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）で採択された

問題４
ヨハネスブルグ宣言に関する次の記述で、適切なものはどれか。
ア．エネルギー政策宣言と訳されている。
イ．反原発宣言と訳されている。
ウ．「リオ・デ・ジャネイロからストックホルムを経てヨハネスブルグへ」と記されている。
エ．「ストックホルムからリオ・デ・ジャネイロを経てヨハネスブルグへ」と記されている。
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問題 5
ILO（国際労働機関）に関する次の記述について、適切なものはどれか。
ア.
イ.
ウ.
エ.

ILO の理事会は、世界の労使代表で構成される
ILO の重点分野の一つは、腐敗防止である
ILO は包括的な差別に関する報告書で、消滅しない職場内の差別を指摘している
ILO は、第１次世界大戦後の国際連盟とともに誕生した

問題 6
2008 年 6 月に企業と人権に関する国連事務総長特別代表のジョン・ラギー氏が発表したレポ
ート（ラギー・レポート）に関する次の記述のうち、空欄にあてはまる語句の組み合わせとし
て、適切なものはどれか。
ラギー・レポートでは、企業を含む人権侵害に対する国家の保護義務、
（ A ）、
（ B ）の
三つを基本とし、企業の人権に対する影響と人権を尊重する責任の認識を強調しています。
選択肢

A

B

ア

人権を尊重する企業の責任

救済手段

イ

人権に関する NPO の責任

相談窓口の設置

ウ

社長並びに役員の責任

教育手段

エ

地域社会の責任

制裁手段

問題 7
ディーセント・ワークに関する記述で最も適切なものはどれか。
ア.
イ.
ウ.
エ.

リオ宣言で、提唱された
「働きがいのある人間らしい仕事」と訳される
国連グローバル・コンパクトで、提唱された
仕事の創出は含まれない

問題 8
次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
20世紀の100年間に地球の平均温度は（ Ａ ）度上がったと言われている。ラクイラ・サ
ミットやコペンハーゲン合意では、産業化以前の水準からの気温上昇を（ Ｂ ）度以内に抑
制するとしている。
選択肢
ア
イ
ウ
エ

Ａ
0.1
0.3
0.74
1.0

Ｂ
1.0
2.5
2.0
3.0
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問題 9
IPCC に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア． IPCC は気候変動に関する政府間パネルと訳される
イ． 第 4 次評価報告書では、温室効果ガスの排出緩和には規制措置しか有効でないとしている
ウ． 1988 年に、地球温暖化の実態把握とその精度の高い予測、影響評価と対策の策定を行う
ことを目的として設立された
エ． 第 4 次評価報告書では、気候変動に関する対応策の可能性と費用についてまとめられてい
る

問題 10
地球温暖化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア． 気候変動に関する政府間の議論は全くなされていない
イ． 地球温暖化は、水不足や生態系の破壊、食糧問題の深刻化、異常気象の発生、マラリア患
者の増加など、多くの問題をもたらすと懸念されている
ウ． 地球温暖化対策に関する先進国と発展途上国の対立はない
エ． 2006 年にイギリス政府によって発表されたスターン・レビューは、気候変動の影響を防
ぐためには、毎年世界の GDP の約 10％を拠出すればよいとしている

問題 11
ステークホルダーに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア． CSRには、ステークホルダーとの対話が大切である
イ． ステークホルダーには、社員は含まれない
ウ． ステークホルダー重視とは、株主重視を表す
エ． CSRとは、ステークホルダーから訴えられないことだけを考えればよい

問題 12
ステークホルダーに関する記述として、不適切なものはどれか。
ア. ステークホルダーに、監督官庁は含まれる
イ. ステークホルダー重視とは、利益至上主義の経営とは異なり、株主を含めたあらゆるステ
ークホルダーの利益を考えることが求められる
ウ. 企業は、ステークホルダーとのコミュニケーション、情報公開や対話を増やしていくこと
が求められる
エ. CSR では、動物の保護は含まれない
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問題 13
腐敗問題に関する次の文章について、空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なもの
はどれか。
腐敗問題を専門的に扱う国際 NGO である（ A ）は、腐敗を「私利私欲のために（ B ）
を濫用すること」と定義しています。
選択肢
ア
イ
ウ
エ

A
グリーンピース
アムネスティ・インターナショナル
WWF
トランスペアレンシー・インターナショナル

B
税金
公権力
税金
公権力

問題 14
日本における CSR の現状を表す 3 つの特徴の組み合わせとして下記の記述で、最も適切なも
のはどれか。
ア．環境経営、フィランソロピー、コンプライアンス経営
イ．人権経営、サプライチェーン、ステークホルダー経営
ウ．環境経営、腐敗防止、ステークホルダー経営
エ．人権経営、公正取引、コンプライアンス経営

問題 15
ISO14001に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア．ISO14001は、環境マネジメントに関する第三者認証規格である
イ．日本企業は他の先進国と比べ、ISO14001の取得には積極的ではない
ウ．ISO14001は、経営品質に関するガイドラインである
エ．ISO14001 は、公正取引に関する国際規格である

問題 16
CSR に関する日本の経済界の取り組みとして、最も適切なものはどれか。
ア． 経済同友会が、1973 年に「福祉社会を支える経済とわれわれの責任」を公表した
イ． 日本経済団体連合会（現日本経団連）が、1991 年に「企業行動憲章」を制定した
ウ． 日本経済団体連合会（現日本経団連）が、2003 年に企業白書「市場の進化と社会責任経
営」を公表した
エ． 日本商工会議所が、1991 年に「地球環境憲章」を制定した
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問題 17
日本の消費者団体訴訟制度に関する下記の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア． 事業者に対し、損害賠償請求を行うことができる
イ． 消費者個人ではなく、消費者団体が訴訟当事者になる
ウ． 被害を受けた個人にとどまらず、消費者全体の利益の擁護を目的とした訴訟ができる
エ． 事業者に対し、不当約款条項の使用や不当な勧誘行為の差止請求ができる

問題 18
1993年に制定された環境基本法の基本理念として、不適切なものはどれか。
ア． 環境の恵沢の享受と継承
イ． 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築
ウ． 国際的協調による地球環境保全の積極的推進
エ． 環境問題に対する事業者の責務の規定

問題 19
温室効果ガスの排出削減義務を定めた京都議定書に関する次の記述のうち、不適切なものはど
れか。
ア． アメリカは脱退している
イ． 先進国などに対して、2008 年〜2012 年の間に温室効果ガスを 1990 年比で各国に定めら
れた目標数値で削減することを義務付けている
ウ． 日本の目標削減値は 6％、EU は 8％、カナダは 6％である
エ． 中国やインドなどの発展途上国にも温室効果ガスの削減義務が定められている

問題 20
2002 年 7 月に米国で制定されたサーベーンズ・オクスリー法（SOX 法、企業改革法）に関し
て次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア． 米国の COSO（トレッドウェイ委員会）が提唱した内部統制システムを踏襲している
イ． 法律の制定には、エンロン、ワールドコムといった企業の会計スキャンダルが発端となっ
ている
ウ． 昨今のアメリカにおける CSR は、企業市民活動の一環としてのフィランソロピー活動が
全くなされていないことが、課題となっている
エ． 本法では、財務報告の正確さ、効率的な業務推進、法令順守を徹底するための組織体制の
構築が求められている
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問題 21
世界各地の CSR の特徴の説明として、不適切なものはどれか。
ア. CSR ヨーロッパは産業界により組織されたものであり、それにより雇用問題が個別企業レ
ベルで CSR と認識されるようになった
イ. アジア・アフリカの貧困問題に関しては、多国籍企業との共存のあり方が問われている
ウ. アジア・アフリカでは贈収賄の問題も大きな課題になっている
エ. 日本の CSR は、環境問題や企業の不祥事対策として発展してきており、人権問題につい
ては世界の中でも高いレベルの取組みが行われている

問題 22
日本の商道徳について、不適切なものはどれか。
ア． 渋沢栄一は「論語と算盤」を著した
イ． 二宮尊徳は「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」と唱えた
ウ． 石田梅岩は「萬民徳用」の中で、勤勉は仏行と言った
エ． 近江商人は、自分よし、相手よし、世間よしの三方良しを唱えた

問題 23
国際会議 TICAD に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア． 国際会議 TICAD の日本での開催はない
イ． 国連等との共催により、日本が主催する形で行われた
ウ． アフリカ開発をテーマとしており、経済成長の加速化、人間の安全保障の確立及び環境・
気候変動問題への対処が議論された
エ． 対象地域への ODA の倍増等の日本の支援策が発表された

問題 24
CS を促す国際規格に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
ア． 人権問題を除いて、CSR に関連する国際規格はない
イ． SA8000 は民間団体が作成した労働者の権利保護に関する行動規範である
ウ． OECD 多国籍企業ガイドラインは、環境問題は含まれない
エ． AA1000 は児童労働や強制労働の撤廃を目的としている

問題 25
BOP ビジネスに関連した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア． BOP とは、経済ピラミッドの中間層を指す
イ． バングラディッシュのマイクロクレジット（少額融資）事業は、BOP ビジネスの代表例
である
ウ． BOP ビジネスとは、政府が途上国で事業を通じて BOP 層の生活改善を図る取組みをいう
エ． BOP ビジネスとは、途上国における環境問題を解決する事業である
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問題 26
アメリカのスポーツ用品メーカーのナイキの生産委託工場において、不適切な労働環境のもと
に児童労働が行われていたとして、全米において、市民を巻き込んだ大規模な不買運動が行わ
れた。これを受けてナイキが行った取り組みとして、適切な組み合わせはどれか。
① 人権団体の代表を最高経営者に迎えた
② 国連グローバル・コンパクトへの署名を行った
③ 自社の活動を報告するためのCSRレポートの発行などCSR活動を推進する体制を作った
ア．①のみ
イ．①と②
ウ．②と③
エ．①と②と③

問題 27
ISO26000 における「社会的責任」の定義として、最も適切なものはどれか。
組織の決定及び活動が（ A ）及び環境に及ぼす影響に対して、次のような（ B ）か
つ倫理的行動を通じて組織が担う責任：
− 健康及び社会の繁栄を含む（ C ）発展に貢献する
− （ D ） の期待に配慮する
− 関連法令を順守し、国際行動規範と整合している
− その組織全体に統合され、その組織の関係の中で実践される
ア．
イ．
ウ．
エ．

A
A
A
A

経済
生活
文化
社会

B
B
B
B

積極的
高度
啓蒙的
透明

C
C
C
C

高度成長的
安定成長的
価値多様な
持続可能な

D
D
D
D

労働者
消費者
取引先
ステークホルダー

問題 28
ISO26000 における社会的責任の 7 つの「原則」として、最も不適切なものはどれか。
ア．
イ．
ウ．
エ．

説明責任
コミュニティの重視
国際行動規範の尊重
法の支配の尊重
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問題 29
ISO26000 の策定経過の説明として、最も適切なものはどれか。
ISO26000 は社会的責任に関する（ A ）として 2010 年 11 月に発行された。策定に際
しては、消費者・政府・（ B ）
・労働者・（ C ）
、及び研究その他という 6 つの異な
るステークホルダーの代表が議論に参加して規格化した。
ア.
イ.
ウ.
エ.

A
A
A
A

国内規格
国内規格
国際規格
国際規格

B
B
B
B

元首
産業界
産業界
元首

C
C
C
C

国際機関
非政府組織（NGO）
非政府組織（NGO）
国際機関

問題 30
ISO26000 における 7 つの原則の一つにステークホルダーの利害の尊重がありますが、それに
関する説明で最も不適切なものはどれか。
ア． 企業にとって、まずステークホルダーを特定することが重要である
イ． ステークホルダーとは、組織の何らかの決定又は活動に利害関係を持つ個人又はグル―プ
のことである
ウ． ステークホルダーには、顧客・消費者は含まれない
エ． ステークホルダーエンゲージメントの第一歩は社会的責任に関する情報開示とレポーテ
ィングである

問題 31
ISO26000 に関する説明として最も不適切なものはどれか。
ア. ISO26000 は、第三者認証を要しないガイダンス規格である
イ. 組織が検討すべき中核主題は次の 7 項目である。1）組織統治 2）人権 3）労働慣行 4）
環境 5）公正な事業慣行 6）消費者課題 7）コミュニティへの参画及びコミュニティ
の発展
ウ. 組織は７つの中核主題を全体的視点で見るのではなく、１つの中核主題に集中すべきであ
る
エ. 日本では、特に「人権」という中核主題への取組みは遅れている

問題 32
責任投資原則（ＰＲＩ）に関する以下の文章について、最も不適切なものはどれか。
ア． 投資分析と意思決定にＥＳＧ（環境・社会・企業統治）課題の視点を組み込むものである
イ． 投資対象の主体に対してＥＳＧの課題について適切な開示を求めるものである
ウ． 本原則は、政府系金融機関を対象としたものである
エ． 株式所有方針と株式所有慣習に ESG 問題を組み入れる
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問題 33
社会責任投資（SRI）の説明として、最も適切なものはどれか。
ア． 社会責任投資（SRI）とは、ISO140001 を取得している企業に投資することをいう
イ． 社会責任投資（SRI）の手法としては、1）ソーシャル・スクリーニング 2）株主行動 3）
コミュニティ投資などがある
ウ． 日本のＳＲＩ市場の金額別構成では、年金が大きな部分を占める
エ． 日本のＳＲＩ市場の金額別構成では、環境対応を評価するファンドが少ない

問題 34
監査役会設置会社と委員会設置会社に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア． 委員会設置会社は、基本的に指名・報酬・監査の３委員会を取締役会に設置しなければな
らない
イ． 監査役会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でなければならない
ウ． 監査役会設置会社は、執行役の設置が義務付けられている
エ． 委員会設置会社の委員会における社外取締役は１名でよい

問題 35
コンプライアンスについて述べた下記の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア． 企業のコンプライアンスにおいては、経営トップのコミットメントは必要ない
イ． 各部署にコンプライアンス責任者を置くことは、風通しのよい企業風土の醸成の妨げとな
る
ウ． コンプライアンスには、行動基準の作成と周知徹底、専門部署の設置や倫理ヘルプライン
などの遵守体制の整備が求められる
エ． エシックス・カードとは、企業において、上司が自分の判断基準を部下に伝えるために作
成するものである

問題 36
会社の経営基本方針を表した綱領において「営利ト社会正義ノ調和ニ念慮シ、国家産業ノ発展
ヲ図リ、社会生活ノ改善ト向上ヲ期ス」と述べた人物として、適切なものはどれか。
ア．松下幸之助
イ．井深大
ウ．本田宗一郎
エ．渋澤栄一
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問題 37
内部統制に関する以下の記述のうち、不適切なものはどれか。
ア．内部統制とは、コンプライアンスよりも広い
イ．内部統制とは、企業内部で法令違反や不正行為などが行われず、業務が効率的・有効的に
運営されるように、組織全体を管理・監視することをいう
ウ．企業の内部統制の構築は、アメリカにおける 2000 年頃の金融不祥事を大きな契機とし、
日本では 2005 年頃の粉飾決算などで促された
エ．内部統制には、リスクマネジメントは含まれない

問題 38
情報公開について述べた以下の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア. 情報公開にかかわるガイドラインは、まだない
イ. 積極的な情報公開により社外の高い評価を受けると、SRI ファンドに組み入れられ易くな
り、自社ブランド価値向上等にもつながる
ウ. 自社にとってネガティブな情報は、ブランド価値を向上させることはないので、開示しな
い方がよい
エ. CSR レポートでは、財務的な説明責任だけが必要とされている

問題39
環境マネジメントに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
ア． 基本的な考え方として、資源生産性と環境効率性があげられる
イ． 環境マネジメントには、自主性は重視されない
ウ． 環境マネジメント・システムのメリットとして、環境にやさしい商品などのビジネスチャ
ンス、環境規制への前もっての対応、省エネによる経費削減があげられる
エ． 3R とは、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（リサイクル）の 3 つの取組
みをいう

問題 40
EU における REACH 規制に関する説明として、最も適切なものはどれか。
REACH 規制は（ A ）と（ B ）
、欧州化学産業の競争力の維持向上などを目的とし
た欧州における化学物質の登録・評価・認可・制限の制度で、
（ C ）は全化学物質（1
トン／年以上）の欧州化学物質庁への申請・登録が義務付けられた。
ア．
イ．
ウ．
エ．

A
A
A
A

人の安全
人の健康
人の健康
人の安全

B
B
B
B

公正な取引
公正な取引
環境の保護
環境の保護

C
C
C
C

研究・開発事業者
開発・製造事業者
製造・輸入事業者
開発・輸入事業者
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問題 41
カーボンオフセットについての下記の記述で、不適切なものはどれか。
ア． CO2 の削減方法の一つとして注目されている
イ． 温室効果ガスの排出削減を購入することで、自らの排出量を埋め合わせることである
ウ． 市民は企業が開発したカーボンオフセット商品を購入することで、オフセットに参加でき
る
エ． カーボンオフセット事業を行っている日本企業はない

問題 42
ダイバーシティに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア． ダイバーシティは、様々な雇用・労働形態に対応することができる考えかたである
イ． ダイバーシティとは、多様な価値観を尊重することを意味する
ウ． 日本は多民族国家ではないので、ダイバーシティへの取り組みはそれほど求められない
エ． 日本は特に、男女平等や高齢者・障害者の雇用促進といったことが課題となっている

問題 43
慈善事業協賛型マーケティングと表される CSR 活動の名称として、最も適切なものはどれか。
ア．カスタマーリレーテッドマーケティング
イ．コーズリレーテッドマーケティング
ウ．ダイレクトマーケティング
エ．マスマーケティング

問題 44
職場環境の改善に関する次の記述のうち適切なものはどれか。
ア． メンタルヘルスケアは、個人の問題なので、CSR の一環として取り組まれることはない
イ． ワークライフバランスとは、仕事と趣味の両立をいう
ウ． ワークライフバランスに関する法律として、
「次世代育成支援対策推進法」がある
エ． ワークライフバランスには、男性に対する育児支援は含まれない
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問題 45
個人情報保護法で義務づけられているもので、適切な組み合わせはどれか。
①
②
③
④

利用目的の特定と公表
適正・安全な管理
努力義務としての個人データの正確性
第三者提供制限に関する規定

ア． ①と②
イ． ②と③
ウ． ②と③と④
エ． ①と②と③と④

問題46
男女雇用機会均等法に関する説明として、適切なものはどれか。
ア．主にパワーハラスメントを禁じている
イ．セクシャルハラスメントについて、雇用管理上必要な措置を経営者に義務づけている
ウ．セクシャルハラスメントの保護の対象は女性のみである
エ．間接差別については、この法令の範囲外である

問題 47
消費者基本法における消費者の権利に関する次の記述で、正しいものはいくつあるか。
１．健全な生活環境が確保されること
２．消費者が求めやすい価格となっていること
３．消費者に対し、必要な情報および教育の機会が提供されること
４．消費者の安全が確保されること
ア．
イ．
ウ．
エ．

１つ
２つ
３つ
４つ
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問題 48
製造物責任法（PL 法）についての下記の記述で、適切なものの組み合わせはどれか。
① 製品の欠陥により生命、身体または財産に損害を被った場合、被害者は製造会社などに対
して損害賠償を求めることができる
② 本法の対象範囲は工業製品に限らず、電気やソフトウェア、不動産に及ぶ
③ 被害者は、製造者の過失の有無にかかわらず、損害賠償を求めることができる
④ 製品の欠陥による財産への損害は本法の対象にはならない
ア． ①と②
イ． ②と③
ウ． ①と③
エ． ②と④

問題 49
取引先に対する課題として、不適切なものはどれか。
ア． 公正な取引
イ． 子会社や海外の取引先は対象とならない
ウ． グリーン調達
エ． CSR 調達

問題 50
新渡戸稲造の日本人の徳に関する著作はどれか。
ア． 経営の哲学
イ． 倫理精神
ウ． 武士道
エ． 都鄙問答

問題 51
オーガニック食品について、適切なものはどれか。
ア． おいしくするため農薬を使用したもの
イ． 鮮度を保つため化学肥料を使用したもの
ウ． 遺伝子組み換え原材料を使用しないこと
エ． 早く収穫するため放射線照射をしたもの
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問題 52
マナーとして、不適切なものはどれか。
ア． 車内での携帯音楽プレーヤーの音漏れに注意する
イ． 相手の目を見て、明るい声で挨拶をする
ウ． 全員分の食事が揃うまでは手をつけない
エ． エレベーターでは部下が先に乗り先に降りる

問題53
再生可能エネルギーとして、最も適切なものはどれか。
ア．太陽エネルギー
イ．石炭エネルギー
ウ．石油エネルギー
エ．原子力エネルギー

問題 54
環境配慮型住宅に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
ア． 環境にやさしい住まいづくり
イ． まわりの環境と親しむ住まいづくり
ウ． 健康で快適な住まいづくり
エ． 廉価で耐震性が高い住まいづくり

問題 55
ロハスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア． 自分や自分の家族の幸せを考えること
イ． 儲けを第 1 に考える生き方
ウ． 健康や地球の持続可能な発展を重視したライフスタイル
エ． 現代文明を否定した生き方

問題 56
「思いやり」に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア． プラトンは「己れの欲せざる所は人に施すなかれ」と説いた
イ． マナーを守っていく際の重要な要素が「思いやりの心」である
ウ． キリスト教には「あなた自身を大切にするように、同じ人間である隣人を大切にしなさい」
という教えがある
エ． 仏教には、慈悲という教えがある
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問題 57
エコツーリズムに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
ア． 自然環境を楽しむ観光であり、観光地の人々の生活の配慮までは求めない
イ． 自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光
ウ． 観光によって自然などが損なわれないよう、適切な管理に基づく保護と保全をはかる
エ． 地域資源の健全な存続による地域経済への波及効果を実現する

問題 58
サステナビリティ社会の形成に向けた、市民の役割として不適切なものはどれか。
ア． 現実を知る
イ． 社会が直面している課題について考える
ウ． 問題解決のために行動する
エ． 自分の欲求を追求し、結果として、社会が豊かになればよい

問題 59
教養の重要性についての記述で最も不適切なものはどれか。
ア． 社会に対する幅広い関心を持つことができる
イ． 教養には心の豊かさという意味も含まれる
ウ． 教養とは学問、幅広い知識でたくさん稼ぐ能力を意味する
エ． 教養には物事に対する理解力という意味も含まれる

問題60
生物多様性について述べた次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切な
ものはどれか。
2010 年に（ Ａ ）で開催された生物多様性条約第１０回締約国会議（COP10）では、
（ Ｂ ）と利益配分、バイオ燃料と生物多様性、（ Ｃ ）との協力などが議論され、採択
された。
選択肢
ア
イ
ウ
エ

A
オランダのハーグ
日本の名古屋市
アメリカのシアトル
フランスのパリ

B
化石燃料の保全
遺伝資源へのアクセス
再生可能エネルギーの活用
原子力の促進
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C
NGO／NPO
多様な主体
政府
企業

