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「ビジネスと人権」に関する最近の動向
ービジネス環境は確実に変わっているー
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• Covid-19危機における労働者の権利侵害の増加

• 2021年6月16日「ビジネスと人権に関する国連指導原則」が国連理事会で承認されて10年

• 各国政府、企業、市民社会組織、投資家、消費者の取組は活発化

• サプライチェーンにおける労働者の権利、とくに強制労働に注目

• 6月13日G7サミットコミュニケにおける強制労働への言及

• 欧州を中心とする人権デューディリジェンスの義務化

• 市民社会、労働組合、人権擁護活動家のスペースの著しい縮小

➡ 急速に高まる企業の人権尊重責任への期待

そのベースは「ビジネスと人権に関する国連指導原則」「多国籍企業及び社会政策に関する原則の
三者宣言」「OECD多国籍企業行動指針」にもとづく企業行動

企業の人権尊重責任を具体的に対外的に示す＝人権デューディリジェンス＋グリーバンスメカニズム



アジェンダ2030は人権課題
「SDGsはすべての人々の人権を実現することをめざす」

“SDGs seek to realize the human rights of all…”
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 我々の世界を変革する： 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ前文

「我々は、ビジネスと人権に関する国連指導原則および国際労働機関の労働基準、子どもの権
利条約及び主要な多国間環境関連協定等の締約国において、これらの取り決めに従い労働者
の権利や環境、保健基準を守りつつ、ダイナミックかつ十分に機能する民間セクターの活動を促
進する」（同第67段落）。

持続可能な発展の重要要素である経済成長と雇用創出を担い、課題解決のための創造性とイ
ノベーションを発揮することを期待されている企業の役割は、そのベースラインとして、ビジネス
と人権に関する国連指導原則をはじめとする、国際的な基準にもとづく企業活動によってこそ果
たされることが明示されている。

SDGｓ達成をめざす企業の責任と役割



UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights
「ビジネスと人権に関する国連指導原則」

企業活動と人権の問題の深刻化の根本原因は ‘ガバナン
ス・ギャップ’の存在。すなわち多国籍企業などの経済的ア
クターがもたらす負の側面と、それを適切にコントロールで
きない国際社会側の能力のギャップ。それをできるだけ少
なくし埋めていくことが課題。

To fill “governance gap” =the gap between the sphere of 
influences and the scale of impacts caused by economic 
actors (including enterprises), and the inability of society to 
properly control the negative impact therefrom. 

I 人権を保護する国家の義務(1-10)

The state duty to protect human rights

II 人権を尊重する企業の責任(11-24)

The corporate responsibility to respect human rights

III 救済へのアクセス(25-31） Access to remedy
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企業は人権を尊重する（＝侵害しない）責任を負う
Corporate responsibility to respect

(=should avoid infringing on) human rights
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企業の人権尊重を責任を果たすためには

(1)人権尊重をもりこんだ基本方針（トップコミット
メント）を表明する

(2)人権に関する影響を特定・予防・軽減・説明す
るための人権デュー・ディリジェンスをおこなう

①企業活動および関係性（バリューチェーンなど）
の人権に対する影響の定期的評価の実施

②評価結果の組織への統合

③パフォーマンスの追跡評価

④外部へのコミュニケーション（報告）

(3) 人権への悪影響を改善するためのプロセス

人権への負の影響との3つの関係性
adverse impact caused by（起因）
/contributed by（助長）/directly linked（関
係する） to the company's operation

(C) IDE-JETRO All rights reserved.

人権DD＝企業が人権を尊重している事実を
対外的に示すことができるための諸要素
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指導原則は、政府、企業と業界団体、世界のさまざまな場所で企業活動から直接的に影響を受
けている個人と地域社会、市民社会、そして指導原理が触れている法律や政策の多くの領域の
専門家を含むすべてのステークホルダーとの広範な話し合いの成果を取り入れている。特別代
表はすべての大陸で47の国際的な協議の会合を持ち、特別代表とそのチームは20カ国以上で
事業拠点の視察と現地のステークホルダー訪問をおこなった。（指導原則 序文）

この指導原則は、共通の基準点となり、関係するすべてのステークホルダーそれぞれの役割と
責任を考慮に入れながら積極的な効果を積み重ねていくための有用な土台となりうる。（指導原
則10 解説）

ステークホルダーとのエンゲージメントによってうまれた
「ビジネスと人権国連指導原則」



日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）
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2016年11月ビジネスと人権に関する国連フォーラムにて

日本政府代表部がNAP策定のコミットメントを表明

2020年10月16日策定・公表

ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係省庁連絡会議

ステークホルダー（経済団体、労働組合、市民社会組織、国
際機関等）が諮問員会・作業部会に参加

「政府は、日本企業が、国際的人権を尊重し、指導原則の国
際的なスタンダードをふまえ、人権デューディリジェンスのプ
ロセスを導入すること、またサプライチェーンにおけるものを
含む、ステークホルダーとの対話を行うことを期待する。さら
に、日本企業が効果的な苦情処理の仕組みを通じて、問題
解決を図ることを期待する」



デューディリジェンスのプロセス
「責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンスガイダンス」21頁より
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デューディリジェンスの本質はステークホルダーエンゲージメント
エンゲージメントなくしてDDはできない

人権DDは人に関するもの 自社の企業活動が人々の権利に与える影響を知る

ステークホルダーとは、企業の活動に影響を受けるもしくはその可能性のある利害を有する個
人または集団 （操業地域のコミュニティ、従業員、労働組合、消費者、エンドユーザー、さらに
は市民社会組織、人権擁護活動家、業界、ホスト国政府、取引先、投資家、株主など）

DDはステークホルダーとのエンゲージメントから情報を得る

意味のあるエンゲージメント

双方向のコミュニケーション 情報共有と参加 継続性

ジェンダー視点の重要性
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人権DDのすべてのプロセスにおいてステークホルダーが重要

企業方針 コミットメント表明

• コミットメント声明は公開されるべきである。それは、企業が契約関係にある組織、事業に直接
関係するその他の組織、投資家、重大な人権リスクを伴う事業の場合は影響を受ける可能性の
あるステークホルダーに積極的に伝えられるべきである。（指導原則16）

人権に対するリスク評価

 企業の規模及び事業の性質や状況に相応する形で、潜在的に影響を受けるグループやその他
の関係するステークホルダーとの有意義な協議を組み込む。

 企業は、人権への影響を正確に評価できるようにするために、使用言語や有効なエンゲージメ
ントに障害となる可能性のあるものを考慮に入れた形で、ステークホルダーと直接協議すること
によって潜在的に影響を受けるステークホルダーの懸念を理解するように努めるべき（指導原
則18）



追跡評価

• 影響を受けたステークホルダーを含む、社内及び社外からのフィードバックを活用すべきであ
る。（指導原則20）

情報提供

 人権を尊重する責任は、それを通して企業自身が人権尊重を実践していることを認識するととも
に、公に示すことができるような、実際に機能する方針やプロセスを企業が持つことを求める。
示すということには情報提供が関係しており、影響をうける個人や集団、及び投資家など他のス
テークホルダーへの透明性や説明責任を果たす手段となっている。（指導原則21）
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人権DDのすべてのプロセスにおいてステークホルダーが重要



 （紛争影響地域）複雑な状況において、企業はその状況を悪化させないようにすべきである。ど
のように対応することが最善であるかを判断する際、企業内の専門知識や部門横断的な協議を
活用するだけでなく、政府、市民社会、国内人権機関及び関係するマルチステークホルダー・イ
ニシアティブなどの外部の信頼できる独立した立場の専門家と協議することがしばしば薦められ
る。（指導原則23）

苦情処理メカニズム

 ステークホルダーからの信頼とアクセス

 エンゲージメント及び対話に基づく：利用者となるステークホルダー・グループとメカニズムの設
計やパフォーマンスについて協議し、苦情に対処し解決する手段として対話に焦点をあてる。
（指導原則31）

13

人権DDのすべてのプロセスにおいてステークホルダーが重要



政策提言研究報告書 2019年3月「グローバル市場で求められる『責任あるサプライチェーン』とは？ ―世界の日系企業 800 社アンケートか
ら読み解くギャップとリスク― 『日系企業の責任あるサプライチェーンに関するアンケート調査」より』 山田美和・井上直美 アジア経済研究所14
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(C) IDE-JETRO All rights reserved. 15

ステークホルダーとの協働のグッドプラクティス

 人権方針やガイドラインの策定プロセスにマルチステークホルダーが関与

 影響評価の調査やモニタリングに現地労働NGOや市民社会組織が協力

 サプライヤー、取引先の人権・労働取り組みをエンゲージメントによって強化

 本社の労働組合と現地子会社の労働組合の協働、労使の対話

 オペレーションをしている操業地の言語による情報発信

 グローバル枠組み協定を通じて、労働者が企業に対して苦情を提起できるプロセスを構築

 特定セクターにおける人権課題への取り組みについて企業・政府・市民社会組織等のプ
ラットフォーム設置

 セクター内の企業とステークホルダーとの協働によるセクターにおけるガイドライン策定

 事業展開する国や地域における社会構造や事業環境など構造的な根本的要因（構造的リ
スク）に対して他社や業界全体、マルチステークホルダーと協働



日本企業の役割と責任

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 16

 人権保障が不十分なアジアにおいて日本の果たすべき役割は大きい。サプライチェー
ン上の関係性において、責任あるサプライチェーンの実践を深化させることが可能、特
に日系企業間。日本企業はサプライヤーや取引相手に対して、意識啓発、実務での取
り組み（人権尊重、経営の透明性、説明責任、建設的労使関係等）を支援し強化するこ
とが、強靭性、持続可能性、企業価値の向上に繋がる。

 労働者の権利、人権が尊重される社会においてその恩恵を享受するのは企業自体。こ
の価値を共有するからこそ、人権ＤＤの法制化などの政策が意味をもつ。

 人権ＤＤというプロセスにおいて、ステークホルダーと意義のあるエンゲージメントを行
うためには、自由で開かれた社会が確保されることが重要。市民社会のスペースを確
保する。



さらに重要となるステークホルダーの役割

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 17

「行動計画策定後速やかに、関係府省庁とステークホルダーとの間の信頼関係に基づく
継続的な対話（行動計画の実施状況の確認の機会を含む）を行うための仕組みを立ち上
げる。関係府省庁とステークホルダーとの意見交換の概要は公表される」

（日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画第4章）

➡国家の義務として、人権を保護し（指導原則１）、企業が人権尊重の責
任を果たせるよう、政策措置を。 （指導原則3）

日本企業が人権尊重責任を果たせる政策、制度、しくみ作りには、マルチ
ステークホルダーの参画、役割が重要



ご参考まで

 ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために（A/HRC/17/31） | 国連広
報センター (unic.or.jp)

 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス

 PRI 投資家が人権を尊重するべき理由およびその方法 2020

• “Human Rights as Foundation of Stakeholder Capitalism - Policy Measures to Promote Corporate 

Responsibility to Respect Human Rights” Miwa Yamada, May/June 2021 Issue, Evolving Capitalism Under 

the Pandemic, Japan SPOTLIGHT, Japan Economic Foundation

https://www.jef.or.jp/journal/pdf/237th_Cover_Story_04.pdf

• 「人権デューディリジェンスをいかに促すか――日本政府『ビジネスと人権に関する行動計画 （2020-2025）』を活
用する」山田美和 アジ研ポリシー･ブリーフ No.146 2021年
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Reports/AjikenPolicyBrief/146.html

• 「企業法務の知見をSDGsに活かすー目標16を中心に」山田美和New Business Law No.1172 2020年6月15日号
（商事法務） https://www.shojihomu.co.jp/nbl/nbl-backnumbers/1172-nbl

• 「SDGsに貢献する責任あるサプライチェーンの実現」山田美和（『Work & Life世界の労働』2020年1月号）
https://iloj.org/book.html

• 政策提言研究報告書 2019年3月「グローバル市場で求められる『責任あるサプライチェーン』とは？―世界の日
系企業 800 社アンケートから読み解くギャップとリスク― 『日系企業の責任あるサプライチェーンに関するアン
ケート調査」より』 山田美和・井上直美 アジア経済研究所
https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Research/Project/2018/pdf/2018110007_06.pdf
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