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２０１５年１月
日本弁護士連合会

はじめに
このたび当連合会は，2011 年 6 月の国際連合の人権理事会において「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」（以下「指導原則」という。）
が採択されたことを受けて，指導原則に基づき，企業が人権を尊重する責任を果たすための人権
デュー・ディリジェンスについての日本企業向けのガイダンス（手引）を以下に公表する1。

１

ガイダンス（手引）の意義

我が国では，「企業の社会的責任（CSR）」の流れにおいて，当初は環境配慮や社会貢献が中心
的な経営課題と理解されていた。企業に人権を尊重する責任を果たすことを要求する指導原則が
国際連合の人権理事会にて全会一致で承認されて以降，人権課題が中核的な経営課題として浮上
し，企業はこれに真摯に取り組まざるを得なくなってきている。
指導原則は，企業が尊重すべき人権の内容に関して「国際的に認められた人権」を基準として
いる。国際的な人権課題においては，国際的な人権に関する条約や規約等を一部批准していない
日本社会の現状とのギャップは大きい。そのため，日本企業が指導原則に基づく人権尊重責任を
果たしていくためには，いまだ経験のない人権課題が無限にあることを前提におき，新たなリス
クの発見と組織学習を繰り返すことによって「人権感度の高い組織」を作り上げることが必要で
ある。そのことが企業と社会の持続可能な成長を阻害する人権問題の発生の防止につながる。そ
こに，指導原則に基づいて人権課題の所在と管理状態を見直す意義があるのである。
指導原則は，以上のような「国際的に認められた人権」を尊重する企業の人権尊重責任を「国
内関係法令の遵守義務の上位概念」と位置付けた上で，企業に対し，人権課題を「法令遵守にお
ける課題」（Legal compliance issue）として扱うことを要求している。このことから，弁護士
の団体である当連合会が，日本の企業が国内外の経営管理として，どのようにして指導原則に従
ってこの人権課題に取組み，企業の事業活動及び法令コンプライアンス実務に統合させるかにつ
いて，企業向け並びに弁護士が企業への助言等行う際の手引きとして作成することとした次第で
ある。
２

ガイダンス（手引）における留意点

本ガイダンス（手引）では，人権の「デュー・ディリジェンス」という，指導原則において使
われている用語を使用している。通常，日本の企業の実務では，「デュー・ディリジェンス」と
いう用語は，企業買収に際して，相手の企業価値や潜在リスク等を事業・財務・法令・契約・人

1 日本弁護士会連合会は，2008 年，企業の社会的責任（CSR）ガイドライン 2007 年版を公表した。このガイドラ
インはその後改定（2009 年版）された。この人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)は，企業の
社会的責任（CSR）ガイドラインの延長上の活動として公表するものである。
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事労務・環境等の観点から調査・評価する作業の意味に使われることから，この人権「デュー・
ディリジェンス」を「国際規格に基づく第三者認証手続」の如くとらえる向きもあるが，それは
誤りである。
デュー・ディリジェンスの本来の意味は，「（負の影響を回避・軽減するために）その立場に
相当な注意を払う行為又は努力」といった意味である。指導原則では，この「デュー・ディリジ
ェンス」は，「企業の役職員がその立場に相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みやプ
ログラム」であり，経営責任の有無の判断基準を提供することにあるとされ，これはすなわち「人
権リスクに関する内部統制」である。
本ガイダンス（手引）は，企業が人権課題に対する取組をいかに内部統制システムの中に位置
づけるかに関して具体的に解説している。
３

ガイダンス（手引）の特徴－CSR 条項の提唱

本ガイダンス（手引）は，サプライヤー契約における「CSR 条項」に関しそのモデル条項を提
唱すると共に，その法的論点に関して解説している。
CSR 条項とは，サプライヤーとの契約においてサプライヤーに対し CSR 調達基準・行動規範等
を遵守する義務を負わせる条項である。サプライチェーンにおける人権・CSR 配慮の必要性が急
速に高まっている現在，CSR 条項は，サプライチェーン全体を通じた人権・CSR 配慮を実効的に推
進するための法的ツールとして，様々な機能を果たしうる。
サプライヤー契約における CSR 条項の導入は，弁護士の法的なサポートの下，企業の法務部や
経営トップも一体となって，人権デュー・ディリジェンスを実施するための重要なきっかけとな
りうるものである。その法的な論点を正確に理解した上で，積極的に導入を検討することが望ま
れる。
４

ガイダンス（手引）の活用方法
本ガイダンス（手引）は，企業及び企業への助言等を行う弁護士が，指導原則に基づき，人権

リスクを評価し，負の影響を回避・軽減するための内部統制システムを構築する際の手引きとし
て機能することが期待されている。
また，自らの企業活動における手引きとなることだけではなく，取引先（調達先，業務委託先，
販売先，融資先，業務提携先，買収相手等）と取引を行う際に，取引先を人権に配慮した適切な
活動を行っているか否かを評価し，適切な事業活動に誘導するための手引きとしても機能するこ
とが期待されている。
５

ガイダンス（手引）作成のプロセス

本ガイダンス（手引）作成にあたっては，人権の課題に取り組んできた NGO と協働して意見交
換のための会議を重ね，さらに作成した素案についてグローバル・コンパクト・ジャパン・ネッ
トワークに加盟する多数の日本企業，ジェトロ・アジア経済研究所「新興国市場におけるビジネ
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スと人権」研究会等の関係者とも対話を行って完成させた。関係各位の御協力に感謝申し上げる。
６

ガイダンス（手引）の構成
本ガイダンス（手引）は，その第１章においては，指導原則が国際連合人権理事会で採択され

た意義及び指導原則が規定する企業の人権尊重責任の概要を解説している。その上で，企業が指
導原則に基づいて人権尊重のための取組を行う必要性・重要性が高まっていること，とりわけサ
プライチェーン全体における人権・CSR 配慮の必要性が高まっていることに関して，具体的に説
明している。
第２章においては，企業が人権尊重責任を法令遵守の問題として扱うための具体的な方法を解
説している。まず，指導原則に基づき企業が尊重すべき国際的に認められた人権基準とはどのよ
うなものかを明らかにした上で，企業はいかなる優先順位に従い，いかなる人権ルールを尊重し
ていく必要があるのかを説明している。その上で，どのような見方をすれば企業活動が抱える人
権課題を抽出でき影響評価を進めやすくなるのか，その考え方の枠組みも示している。
第３章においては，人権デュー・ディリジェンスへの実践的な助言を提供している。企業が人
権の課題を事業活動に組み入れるため，事業マネジメントと人権配慮との統合はどのようにすれ
ばいいのか，指導原則の三つの主要な構成要素にしたがって実施のステップや推進上のポイント
はいかなるものか，具体的な事例や Q＆A を含めて明らかにしている。
第４章においては，企業の人権尊重責任の実践例を解説している。まず，サプライチェーンに
関する企業の人権配慮の取組の事例を紹介している。それと共に，各当事者グループに焦点をあ
てた企業の人権尊重責任の具体化の例として，女性のエンパワーメント原則及び子どもの権利と
ビジネス原則を解説した上，これらの原則に関する企業の実践例を紹介している。
第５章においては，サプライヤー契約における CSR 条項に関しそのモデル条項を提唱すると共
に，その法的論点に関して解説している。CSR 条項を，これまで多くの日本企業が導入している
暴力団排除条項と比較分析することにより，望ましい条項の内容のあり方とその法的課題を検討
している。
なお，指導原則の和訳は，一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)
及びサステナビリティ日本フォーラムの共訳による訳文を本文中に引用し，参考資料として転載
させていただいた。改めて謝意を表す。
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第１章
1.1

指導原則の採択と企業の人権尊重の必要性

国際連合人権理事会における指導原則の採択

2011 年 6 月 16 日，国際連合人権理事会にて「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」（決議 A/HRC/17/31, 2011 年 3 月 21 日）（以下「指導原
則」という。）が全会一致で承認された。指導原則は，すべての国と企業が尊重すべき国際基準
として，企業活動に多大な実務的影響を与えている。
そもそも，ビジネスと人権の問題は，資源開発，大規模農園，工場労働，国際間物流等企業活
動のグローバル化に伴って，進出国（先進国）と受入国（新興国・発展途上国）の双方で顕在化
し，1990 年代には国際規模の政策課題に持続的に組み込まれるようになった。
かつて国際連合でなされた試みは，人権委員会の専門家からなる補助機関によって企業に関す
る規範を起草したことであるが，本質的には国際条約の下で受諾している国家の義務を国際法の
下で直接に企業に課そうとするものであったため，経済界の反対を受けて日の目を見なかった。
そこで新たな取組として，2005 年に国際連合事務総長特別代表に任命されたジョン・ラギー氏
が，2008 年に，「保護，尊重及び救済」枠組という提案を人権理事会に提出して承認された。こ
れは「国際連合『保護，尊重及び救済』枠組」と呼ばれ，各国政府，企業と業界団体，市民社会，
労働団体等から広く支持を受けることになった。その結果，「保護，尊重及び救済」枠組は，国
際標準化機構（ISO）によって 2010 年に発行された ISO 26000 （社会的責任に関する手引き）や，
2011 年に改訂された経済協力開発機構（OECD）の多国籍企業行動指針にも実質的に取り入れられ
た。
その後，国際連合人権理事会は，ラギー氏に前述の「枠組」を実施するための具体的な原則の
策定を求め， それを受けてラギー氏は，指導原則を同理事会に提出した。これが，2011 年 6 月
16 日，国際連合の人権理事会にて全会一致で承認され(決議 17/4)， すべての国と企業が尊重す
べき国際基準となったものである。

1.2
1.2.1

指導原則の一般原則と適用範囲
一般原則

指導原則は，まず「一般原則」として以下の３つの枠組みを提示している。
(a) 人権を擁護する国家の義務 (Protect)
人権及び基本的自由を尊重，保護及び実現するという国家の既存の義務
これに基づき，国には National Action Plan（国家行動計画）の策定が求められる。
(b) 人権を尊重する企業の責任 (Respect)
特定の機能を果たす特定の社会組織として，適用されるべきすべての法令を遵守し人権を尊重
するよう求められる企業の役割
これに基づき，企業には，人権方針の策定と Human Rights Due Diligences（人権デュー・デ
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ィリジェンス） の実施等が求められる。
(c) 効果的救済にアクセスする被害者の権利(Remedy)
権利及び義務が侵されるときに，それ相応の適切で実効的な救済をする必要性
これに基づき，国には，Human Rights Institute （国家人権機構）の設置が求められ，企業に
は，苦情処理メカニズムの設置が求められる。

1.2.2

適用範囲

「一般原則」の解説には，この指導原則は，すべての国家とすべての企業に適用されるとされ
ている。そして，このすべての企業には，その規模，業種，拠点，所有形態及び組織構成に関わ
らず，多国籍企業，及びその他の企業を含むとされている。

1.3

企業の人権尊重責任の概要

1.2 の通り，指導原則は，企業に対し人権を尊重する責任を果たすことを要求しているところ，
この人権尊重責任の概要は，以下のとおりである。
1.3.1

企業が尊重すべき人権の内容

指導原則 11 は，企業が尊重すべき人権の内容を，「国際的に認められた人権」に拠るべ
き旨規定し，国家的な法的枠組みを超えたものとして位置づけている。本来，基本的人権は前国
家的権利としての性格はあるが，その保障内容や限界は，国家の法制度や機関（裁判所等）によ
る判断に基づき，国家的単位により異なるはずである。しかし，指導原則は，あえて人権の内容
を「国際的に」認められるものとし，国家に左右されずに範囲が確定されるべきものとした。こ
のように指導原則は，企業の設立準拠法国や事業を実施する国の法制度や判断では認められない
内容であっても，いわゆるグレーゾーンの一部を含め，「国際的に認められた」範囲まで，人権
保障の内容を拡大しているのである。
また，指導原則 11 の解説は，「人権を尊重する責任は，事業を行う地域にかかわらず，
すべての企業に期待されるグローバル行動基準である。…さらに，その責任は，人権を保護
する国内法及び規則の遵守を越えるもので，それらの上位にある」と指摘し，企業の人権尊
重責任を，関係法令の遵守義務の上位概念として位置付けている。
その上で，指導原則 23 は，以下の通り，企業に対し，国際的に認められた人権を国内関係
法令に優先して尊重することを要求している2 3。

2

ISO26000 では，人権を尊重する企業の責任について，「人権を認識し，これを尊重することは，法の支配，

並びに社会的な正義及び公正の概念に不可欠であり，司法制度のような社会の最も基本的な制度の基礎となるも
のと広くみなされている。国家には人権を尊重し，保護し，満たす義務及び責任がある。また，組織には，自ら
の影響力の範囲内を含む，人権を尊重する責任を負う」（6.3.1.2）とされている。人権を尊重し，その重要性及
び普遍性の両方を認識すべきであり，「国際人権章典に規定されている権利を尊重し，可能な場合は，促進」し，
「あらゆる国，文化及び状況において不可分に適用されるこれらの権利の普遍性を尊重する」（4.8）という原則
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(a) どこで事業をおこなうにしても，適用されるべき法をすべて遵守し，国際的に認められた人
権を尊重する。
(b) 相反する要求に直面した場合，国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求する。
このように指導原則が「関係法令の遵守義務の上位概念」として人権尊重責任を要求してい
ることが，後述の通り，指導原則 23(c)が企業に対し，「国際的に認められた人権」について
重大な人権侵害を引き起こす又は助長することのリスクを法令遵守の問題として扱うことを要
求することの理論的な位置付けとなっている。
企業が尊重すべき人権ルールや国際的に認められた人権の内容については，第２章において
具体的に解説する。

1.3.2

人権尊重責任の基本的要求事項

指導原則 13 は，企業が人権尊重責任を果たすために２つの基本事項を要求している。
(a) 自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり，助長することを回避し，そのような
影響が生じた場合にはこれに対処する。
(b) たとえその影響を助長していない場合であっても，取引関係によって企業の事業，製品また
はサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。

1.3.3

人権尊重責任を果たすための企業の取組

指導原則 15 は，企業が人権尊重責任を果たすための取組として，以下の３つの事項を行
うことを要求している。
(a) 人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント
(b) 人権への影響を特定し，防止し，軽減し，そしてどのように対処するかについて責任を
持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス
(c) 企業が引き起こし，または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス
以上の人権デュー・ディリジェンス等の取組を企業が実施するための実践的助言について
は，第３章で詳細に解説する。

1.3.4

法令コンプライアンス実務との関係

指導原則 23(c)は，企業に対し，どこで事業をおこなうにしても，重大な人権侵害を引き
起こす又は助長することのリスクを法令遵守の問題として扱うように要求している。企業は，

を明示する。それとともに「多様な道徳的，法的及び知的規範は，人権が法又は文化的伝統を超越するという前
提に基づいている。人権の優位性は，国際社会によって国際人権章典及び主要な人権関連文書において強調され
てきた」（6.3.1.1）という。
3

OECD 多国籍企業行動指針－世界における責任ある企業行動のための勧告 2011 年（以下「OECD 多国籍企業行動

指針」）でも，「人権の尊重は，企業に期待される行動の世界標準である」としている。（IV. 人権，2 節）

- 10 -

人権尊重責任を果たすための取組を，日常の法令コンプライアンスの実務の中に取り込んで
実施することが必要となる。
企業が人権尊重責任を法令コンプライアンスの問題として扱うための具体的な方法につ
いては，第２章で具体的に解説する。

1.3.5

企業活動における人権課題

企業活動における人権課題は企業のすべての活動のあらゆる階層・部署にわたって存在してお
り，企業は，企業活動のあらゆる場面において，人権を尊重する責任を果たすことが要請される。
サプライチェーンやバリューチェーンにおける人権尊重と人権侵害，消費者の人権に関わる製品
やサービスの配慮不足，地域コミュニティにおける社会や環境への影響，紛争地域での人権侵害
への加担，2000 年の国連特別総会で採択された MDGs（ミレニアム開発目標）に関わる人権課題4，
森林伐採やバイオ燃料開発による現地コミュニティの水資源や食料資源へのアクセス権の侵害，
個人情報の漏えいやプライバシーの侵害等，さまざまな場面において，企業には人権尊重責任を
果たすために，人権配慮が求められる。
企業の人権尊重責任の実践例については，第４章で具体的に解説する。

1.4

指導原則の企業活動に対する効力

指導原則は，拘束力や制裁を伴わないガイドラインであり，直ちに国内外の裁判規範とはなる
わけではない。しかし，指導原則は，すべての国と企業が尊重すべきビジネスと人権に関する国
際基準として，国際連合人権理事会の全会一致で承認・支持された文書であり，極めて強い影響
力を有している。そのため，指導原則は，現在，企業にどこまでの人権の尊重や救済が期待され
るかを判断するための公的基準として世界中で利用されつつある。
上述の通り，指導原則は，企業に対し，関係法令の遵守義務の上位概念として，人権尊重責任
を果たすことを要求している。ここで，企業が尊重すべき人権とは，前述の通り，各国の関係法
令で明文化された人権のみならず，国際的に認められた人権を含む。すなわち，指導原則に基づ
き，企業には，国内で成文化された関係法令を遵守するだけではなく，国際的に認められた人権
を尊重することが強く求められている。
日本は国際的な人権に関する条約や規約等を一部批准していない。そのため，日本企業が指導
原則の人権尊重責任を果たすにあたっては，日本国内の従来のコンプライアンス実務を超えた取
組が必要となる。
日本国内でも，労災事故に関連して「安全配慮義務」という責任の枠組みが判例の集積によっ
て形成され，労働契約法で成文化された例がある。そのような前例を踏まえれば，日本企業は，
4

ミレニアム開発目標は，2015年までの国際開発目標として，①極度の貧困と飢餓の撲滅，②普遍的な初等教育
の達成，③ジェンダー平等の推進と女性の地位向上，④乳幼児死亡率の削減，⑤妊産婦の健康状態の改善，⑥HIV
/エイズ，マラリア，その他の疾病のまん延防止，⑦環境の持続可能性を確保，⑧開発のためのグローバルなパー
トナーシップの推進という８つの目標を掲げた上で，21のターゲット及び60の指標を設定している。
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現時点では成文化されていなくても，国際社会ではそうした考え方が確かに存在する，将来的に
は日本国内でも判断や行動の評価基準として当然の前提になる，と理解した上で積極的に人権配
慮の取組を行っていくことが重要である。そのことが，企業の持続的成長を阻害する人権問題の
発生の抑止にも資する。

1.5

指導原則と他の国際規範・規格

指導原則は，国際連合人権理事会の全会一致で承認・支持された文書であり，極めて強い影響
力を有している。指導原則の採択と同時並行して，以下の通り，近年様々な国際的な規範・規格
が，人権を尊重する企業の責任を考慮する形で導入・改訂されている。このような動向からも，
企業には，人権に配慮した活動がより強く求められている。
(1) 紛争鉱物の使用の有無を米国証券取引委員会に報告することを義務付けたドッド・フランク
法の成立（2010 年 7 月）
(2) 国際標準化機構による「社会的責任に関する手引」の国際規格 ISO26000 発行(2010 年 11 月)
(3) 国際金融公社の「社会・環境面の持続可能性に関するパフォーマンス・スタンダード」の改
訂（2011 年 5 月）
(4) OECD 多国籍企業ガイドライン改訂の採択（2011 年 5 月）
(5) 国際連合の人権理事会による，人権と多国籍企業問題に関する国連事務総長の特別代表を務
めるジョン・ラギー氏がまとめた「ビジネスと人権に関する指導原則」 に関連した決議採択
（2011 年 6 月）
(6) OECD が紛争地域および高リスク地域から鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・
ディリジェンス・ガイダンスを発出（2011 年 6 月）

1.6
1.6.1

企業が人権を尊重する必要性
企業のリスクマネジメントとして人権配慮の必要性

以上のとおり，指導原則の採択等を契機として，企業には人権に配慮した上で企業活動を行こ
とが強く要請されている。
労働者や地域社会の健康で文化的な生活を脅かすと感じられる企業は，人権を尊重しない存在
とみなされ，市民団体や行政の監視下におかれ，顧客・消費者や投資家からも次第に相手にされ
なくなる危険性がある。雇用や賃金を提供しているのだから，商品・サービスを安く提供してい
るのだから，そのくらいは我慢して当たり前だという経営の論理は通用しにくい社会に変化した
ことを認識しなければならない。
指導原則の採択を通じて，企業が人権に関する確立された国際基準その他の法令を順守するこ
とが，市場や地域でのプレイヤーとしての必須条件となりつつある。従って，人権侵害及び人権
侵害への加担を回避するデュー・ディリジェンスの導入・整備に関する決定は，経営の基礎的な
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リスクマネジメントの一部と考える必要がある。ビジネス活動に関連して人権の問題を引き起こ
すことがどれだけ致命的な影響を及ぼすか，トップ・マネジメントが明確に理解するところから
始めることが大切であり，このステップを抜きにして，人権デュー・ディリジェンスの成功はあ
り得ない。

1.6.2

人権にプラスの影響を与える企業活動の重要性

また，企業には，人権に対するマイナスの影響を回避するだけでなく，人権にプラスの影響を
与えるように事業をどのように推進するかを検討することも重要となっている。
人間は誰でも自分や家族の健康や生活への影響に敏感である。従って，人権への配慮の巧拙は，
サプライヤーを含む労働者のモチベーション，企業ブランドの向上又は低下に直結する。
また，従来の方法論では避けられない問題や障害を克服すれば，技術，ビジネスモデル，商品・
サービス，業務方法等において新たなイノベーションが生まれる可能性も期待できる。もともと
企業の社会的責任（CSR）とは，社会貢献とか法令の遵守ということではなく，企業の社会的責任
を果たすためには，本業において従来のやり方に変えて新たなやり方ができないかということが
求められていたのであり，これを人権課題において実施することが求められているのである。
このように，企業が人権配慮を行うことは，企業の競争力を高め，企業価値を向上させること
にもつながり得る。

1.6.3

企業が人権を尊重することの様々なメリット

以上の通り，企業が指導原則に基づき人権を尊重することは，企業に様々なメリットをもたら
しうる。以下の表では，企業を人権が尊重することの様々なメリットを具体的に例示する。
＜質の高い持続的な事業活動＞
企業の社会価値の向上

例）企業の事業を通して積極的に社会に貢献し，社会価値
を生み，企業の価値・利益を向上

従業員のモチベーション向上

例）従業員のやる気が高まり，従業員の生産性が向上，優
秀な人材の採用や長い勤務年数を確保（離職率の低下）

コーポレート・ブランドの向

例）リーダーシップを発揮することによるランキング及び

上

ブランド向上

＜リスクの軽減＞
オペレーション上のリスク

例）人権課題（賃金）を理由にしたストライキのコストや，
NGO 等の市民社会からの操業への批判・攻撃

法的及び経済的リスク

例）人権課題（差別）関連の訴訟コスト

レピュテーションリスク

例）人権侵害の報道によるブランドや企業イメージの低下
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顧客からの期待リスク

例）顧客が購買部門等に会社の人権尊重活動について契約
条件として情報を要求 ，消費者による不買運動

政府・投資家からの期待リス

例）法遵守や事業リスクに関する情報を操業許可や投資条

ク

件として要求

＜新たな機会の獲得＞
グローバル競争力

例）グローバル市場での即戦力となる多様な人材が成長

事業における機会創出

例）人権尊重を条件とする政府調達への対応やサプライヤ
ー・取引先の拡大，新たな事業展開

融資コストの削減

1.7

例）金融機関からの有利な融資条件の獲得

サプライチェーン全体での人権配慮の必要性

企業は，現在，自社が人権に配慮するのみならず，そのサプライチェーン全体を通じて人権・
CSR に配慮した取組を行うことが求められている。
以下で述べるとおり，指導原則の採択に加え，現在，世界各国で，サプライチェーン管理規制
の導入・強化，開示が要求される非財務情報の範囲の拡大，CSR に関する規範・規格の普及等，
いわゆる CSR 調達（倫理的調達，責任ある調達ともいう）に関連する様々な規制・規格が急速に
導入されつつある。
そのため今後，CSR 調達が，企業活動のさまざまな場面で法的義務又はそれと同等の義務とな
る可能性が高まっており，今後企業に対する法令違反リスクやレピュテーションリスクとして無
視できないものになり得る5。
1.7.1
(1)

サプライチェーン管理規制の導入・強化
紛争鉱物規制

2010 年 7 月に成立した米国金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act（通称ドッド・フランク法）)は，その 1502 条において，コンゴ民主共和国及び
周辺国で産出されたスズ，タンタル，タングステン，金を「紛争鉱物」と定義し，米国証券取引
委員会（以下「SEC」という。）に登録しているすべての米国上場企業に対して，毎年，コンゴ民
主共和国及び周辺国で産出された紛争鉱物の製品の使用に関する開示・報告を義務づける，いわ
ゆる紛争鉱物条項を規定した。
これはコンゴ民主共和国又はその隣接諸国（DRC 諸国）において武装勢力が住民に発掘させた
特定の鉱物を資金源とするために甚だしい人権侵害を広く行っていることから，当該鉱物を購入
することは間接的に当該武装勢力に資金提供をしていることになるという人道的・政治的視点か

5

CSR調達のパラダイムシフトの現状に関しては，佐藤泉＝高橋大祐「サプライチェーンにおけるCSR法務戦略（
上）」NBL1001号（2013年）10頁参照。
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ら定められたものとされている。SEC は，2012 年 8 月，かかる紛争鉱物条項を具体化する最終規
則を採択し，2013 年 1 月より，紛争鉱物規制の実施を本格的に開始し，最初の報告書の提出期限
は 2014 年 5 月 31 日となっている。
問題は，製品に含む鉱物の原産地はどこか，サプライチェーンまでさかのぼり製錬所まで特定
して調べることから，その結果，米国上場企業のみならず，サプライヤーである日本企業も，自
身のサプライチェーンにおいて紛争鉱物の使用の有無を確認する必要が現実化しており，場合に
よっては日本の町工場も無縁ではないことである。今のところ，新ルールに罰則はないが，人権
団体が厳しく監視しており，対応を怠ると不買運動や抗議活動につながり，業績や株価にも影響
が出かねないことから，大きな経営課題となってきている。
さらに，鉱物紛争規制対象企業は，米国証券取引所法違反として民事責任を負う可能性がある。
また，鉱物紛争規制が直接適用される企業であるか否かを問わず，紛争鉱物の原産国に関して虚
偽の表示を行った場合，不正競争防止法や景品表示法上の不当表示として，消費者・取引先から
訴訟を提起されるリスクもある。
EU では，2014 年 3 月 5 日，欧州委員会と EU 外務・安全保障政策上級代表は，紛争鉱物の取引
を規制する規則案を含む対策措置に関する共同コミュニケーション「紛争地域及び高リスク地域
からの責任ある鉱物調達」を発表している。
(2) その他のサプライチェーン管理規制
上記のドッド・フランク法以外で，世界各地で，企業に対して規制制定国以外の国・地域を含
んだサプライチェーン全体の管理を義務づける規制の状況の具体例を挙げると以下の通りである。
＜強制労働・人身取引に関する規制＞
強制労働・人身取引に関する規制としては，米国カリフォルニア州におけるサプライチェーン
における透明性を確保する法律(トランスペアレンシー法 California Transparency in Supply
chain Act(SB)657)が，2010 年 9 月に制定され，2012 年 1 月より施行されている。同法は，全世
界における売上が１億ドル以上で，カリフォルニア州で事業を行う小売業者及び製造業者に対し，
サプライチェーンにおける強制労働や人身取引に対する関与の有無について確認・監査すること，
またその直接のサプライヤーに対して強制労働や人身取引に関する規制の遵守を義務づけた上，
その結果を自社のウェブサイト上で開示することを要求している。そして，ウェブサイト上で虚
偽の表示を行った場合，不正競争防止法や景品表示法上の不当表示として，消費者・取引先から
訴訟を提起されるリスクもある。
＜有害物質に関する規制＞
有害化学物質に関する規制としては，EU において，電子・電気機器に対する特定有害物質使用
制限指令(RoHS 指令)が 2003 年 3 月に公布され，2006 年 7 月から施行されている。RoHS 指令は，
鉛，水銀，カドミウム，六価クロム，ポリ臭化ビフェニル(PBB)，ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
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の６物質を有害物質として指定した上，一定の電子・電気機器において，指定を超えた有害物質
の使用を禁止するものである。また，これに関連して，2006 年 12 月，新たに多くの化学物質の
安全性の評価を義務付ける新化学規制(REACH 規則：Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals)が成立し，2008 年 6 月から運用されている。企業はこれらの規
制を順守するため，サプライチェーン全体での有害物質や化学物質の使用の有無を調査すること
が必要となっている。REACH 規則は，EU 諸国において年間１トン以上の化学物質（調剤中の物質
も該当）を製造又は輸入する業者に対し，化学物質の登録を義務付けるものであり（部品や最終
製品でも，におい成分等意図的に放出される物質が含まれる場合は登録が必要），場合によって
は認可，制限，届出も要求している。企業はこれらの規制を順守するため，サプライチェーン全
体での有害物質や化学物質の使用の有無を調査することが必要となり，EU 市場に製品を輸出する
企業はこれらの規制に対応している。2011 年 6 月には，ROHS 指令が改正され，対象製品の範囲の
拡大，法令遵守を表明する CE マークの貼付の義務付け，有害物質の追加４候補の提示等の点で規
制が大きく強化された。かかる ROHS 指令は，2013 年 1 月までに EU 加盟国の国内法として刑事罰
を定める等具体化され，本格的に実施が開始されており，企業にはさらに厳格なサプライチェー
ン管理が求められている。
＜違法伐採木材に関する規制＞
違法伐採木材に関する規制においても，サプライチェーン全体を通じた規制が強化されている。
米国では，2008 年に改正されたレイシー法(Lacey Act)により，米国法あるいは外国法に違反し
て取得，輸送，売買された木材及び木材由来製品は，国際間，州間取引を問わず，輸入，輸出，
搬送，販売，受領，獲得又は購入することが禁止され，木材・木材製品を米国に輸入する輸入業
者には，品名，価格，数量とともに木材が伐採された国と木材の樹種の申告が義務付けられたこ
とから，事業者にサプライチェーン全体を通じて違法伐採木材等であるか否かを確認する注意義
務が課せられている。このレイシー法が適用され，海外で違法に伐採された木材を米国に輸入し
たとして罰金が科せられた事例が報道されている。EU でも，2013 年 3 月より，木材規制の適用が
開始され，違法に伐採された木材・木材製品の EU 市場への出荷が禁止されている。同規制は，EU
内市場に最初に木材を出荷する取引業者に対しデュー・ディリジェンスを行う義務を課すととも
に，木材製品のトレーサビリティを確保するため，サプライチェーン中の転売・加工にかかわる
事業者に対しても自社の供給業者及び顧客を記録する義務を課しているのである。

1.7.2

非財務情報の制度開示

(1) EU の動向
EU では，会社法現代化指令が 2003 年に採択され，同指令 14 条(a)1(b)において企業の発展，
業績，又は状況の理解に必要な範囲で，環境や雇用に関する情報を含む非財務の主要業績指標の
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開示が要求された。EU 加盟 27 か国すべてにおいて，この指令を国内法化するため，非財務情報
の開示に関する法制度が整備された。
さらに，2011 年 10 月に欧州委員会が発表した「CSR に関する EU 新戦略 2011-2014」と題され
た政策文書で CSR を「企業の社会への影響に対する責任」と新たに定義し，CSR が扱う社会問題
として，①人権，②労働と雇用慣行（教育，人権の多様性，男女平等，従業員の健康と福祉），
③環境問題（生物多様性，気候変動，資源の有効活用，ライフサイクルアセスメント，公害防止），
④贈収賄・汚職の防止，⑤地域社会への積極的な関与，発展への寄与，⑥障がい者の統合，⑦プ
ライバシー等顧客が関心を持つ案件への対応，⑧従業員のボランティア活動にまで及ぶと言及し
ている。
そして，サプライチェーン上における社会・環境に関する責任の重要性と非財務情報開示の改
善が，上記の様々な分野の横断的な問題として掲げられる。こうした流れの中で，2014 年 4 月，
欧州議会は，EU 会社法の改正を採択した。今回の主要な改正点は２点ある。第１は非財務情報の
開示内容の拡大，第２は取締役会の構成の多様性に関する開示である。
(2) 米国の動向
米国では，2012 年 10 月に，サステナビリティ企業会計基準審議会(SASB)が，米国企業会計基
準を決定する連邦企業会計基準審議会(FASB)のサステナビリティ版として，
設立された。
SASB は，
米国の SEC に提出する財務報告書において非財務情報を開示する際の基準を策定しており，2013
年 3 月，ヘルスケア産業の基準案を公表し，今後，2015 年中に 10 産業 89 業種を対象とした産業
別の開示基準を作成することを目標としている。
(3) グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）の動向
CSR 報告書の国際基準を提供しているグローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)は，2013
年 5 月，最新のガイドライン「G4」を発表し，2016 年 1 月以降の報告書について G4 に従うよう
求めている。
この G4 では，異なるサステナビリティ基準や規則が統合され，OECD 多国籍企業行動指針，国
連グローバル・コンパクト，ビジネスと人権に関する国連指導原則等の基準とも整合している。
G4 は，当該企業にとって最も重要な課題に焦点をあてて報告するよう求め，マネジメントアプロ
ーチに関する情報開示（DMA）においては詳しいガイダンスが定められ，報告者は，重要な側面を
どのように管理しているかについて詳細に説明しなければならないし，個々の重要な側面につい
ては，その影響が組織の内部で生じているか，外部で生じているかを検討し，説明しなければな
らない。その中には，サプライヤー，委託物流業者，消費者等も含まれる。
また，G4 では，サプライチェーンに関する新しい報告要件が盛り込まれ，重要な影響に関する
環境的課題や社会的課題をどのように選択し，管理しているかについての開示も要求されている。
そして，具体的にどの情報がアシュアランス（検証）を受けたものなのかも明らかにしなければ
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ならない。
(4) 統合報告
「統合報告」といって，組織の外部環境を背景として組織の戦略，ガバナンス，実績及び見通
しが，どのように短期，中期，長期の価値創造につながるかについて，資金提供者を中心とする
ステークホルダーとの簡潔なコミュニケーションを促進するフレームワークについても関心が集
まっている。この統合報告では，環境(Environment)，社会(Social)，ガバナンス(Governance)
の ESG についての財務情報と非財務情報が企業の戦略シナリオや実現の見通しの要素として説明
される。代表的なガイドラインとしては，アカウンティング・フォー・サステナビリティーとグ
ローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）が組成した組織である国際統合報告評議会
(IIRC)から，「国際統合報告フレームワーク」が 2013 年 12 月に公表されている6。
（5）日本の動向
欧米のみならず，日本においても，非財務情報に関する開示規制が徐々に導入されつつある。
2004 年に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促
進に関する法律」（環境配慮促進法）においては，国に環境配慮等の状況の公表が義務付けられ，
また独立行政法人等の特定事業者に環境報告書が作成，公表が義務付けられ，さらに大企業に環
境報告書等を公表する努力義務が規定された。

6 統合報告は，資本市場向けの企業情報（財務情報，非財務情報）が情報過多で，投資判断にとってどれが必要
な情報かわかりづらいとの問題意識から，詳細な財務情報と非財務情報の前提として，外部環境の認識，戦略と
組織，実績と達成見込み等，その企業がいかにして持続的に企業価値を高めるかを重要な点に絞って簡潔に説明
する手法である。IIRC のフレームワークでは，統合報告書に盛り込むべき内容要素として，組織概要と外部環境，
ガバナンス，ビジネスモデル，リスクと機会，戦略と経営資源の配分，実績，将来の見通しを挙げている。
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第２章
2.1

企業の人権尊重責任と法令遵守

企業が尊重すべき人権ルール

指導原則 23 は，あらゆる状況において，企業は，①どこで事業をおこなうにしても，適用され
るべき法をすべて遵守(comply)し，国際的に認められた人権を尊重(respect)する，②相反する要
求に直面した場合，国際的に認められた人権の原則を尊重(honor)する方法を追求する，③どこで
事業をおこなうにしても，重大な人権侵害を引き起こす又は助長することのリスクを法令遵守の
問題(legal compliance issue)として扱うべきであるとしている。本章は，企業が人権尊重責任
を法令コンプライアンスの問題として扱うための具体的な方法を解説する。
企業が尊重すべき人権ルールについて，国内外の主要な指針で示されている基本的な考え方は，
いずれを見ても，企業はその活動する国内及び地域において適用される関連法令を「遵守」すべ
きであるという点では一致している。指導原則では加えて，国際行動規範，人権を含む各種の国
際規範，国際的に認められた人権を「尊重」すること，すなわち企業の「人権尊重責任」を求め
ている7。
企業の実務で判断を迫られるのは，グループの方針や基準より，現地の法律や一般的な状況が
厳しく求められていないときは現地の水準に合わせてよいか，現地の法律上の義務ではないとい
う理由で，企業グループやその企業の管理水準より引き下げて良いかといった点である。以下の
通り，指導原則 23 は，これらをいずれも否定的に解釈すべきことを明示している。

2.2

企業が尊重すべき国際行動規範の内容

まず，指導原則に基づき企業が尊重すべき国際行動規範の内容について具体的に解説する。
2.2.1

人権に関する国際条約

1948 年に国際連合が採択した「世界人権宣言」は，人権法の基礎となる文書であり，その内容
は，すべての国家，個人及び組織に対して拘束力をもつ国際慣習法，もしくはそれと同等の重み
をもって国家の行為をはかる尺度を表している。
国際人権章典は，この「世界人権宣言」のほか，1966 年に国際連合が採択した「経済的・社会
的及び文化的権利に関する国際規約」（社会権規約）及び「市民的及び政治的権利に関する国際
7
OECD 多国籍企業行動指針は，「国内法の遵守は，企業の第一の義務である」という。（I.2）また「．．．企
業は，国際的に認められた人権，活動を行う国の国際的人権義務，並びに関連する国内法及び規則の枠内におい
て，．．行動をとるべきである」とする。（IV.人権）
2010 年 9 月に改定された，日本経済団体連合会の企業行動憲章は，「事業活動のグローバル化に対応し，各国・
地域の法律の遵守，人権を含む各種の国際規範の尊重」を強調する。「実行の手引き（第６版）」によれば，「自
社の行動規範や各国・地域の法律を遵守するとともに，人権を含む各種の国際規範を尊重する」（8－1）として，
企業の経営戦略や事業計画が，関連法令を遵守するばかりではなく，人権を含む各種の国際規範を理解し，尊重
しているかどうかをチェックする体制を整えることが必要であるという。
ISO26000 は，「人権が保護されていない状況では，人権を尊重するための措置をとり，このような状況を悪用し
ない」（4.8）ことを求める。企業の人権尊重責任は，企業が事業をおこなう国や地域において，人権保護に関連
する国内法令が存在するか，しないかにかかわらないのである。
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規約」（自由権規約），並びにこれらの規約に対する選択的議定書で構成されている。
これに加えて次の国際人権の関連文書が普遍的人権の国際基準となっている。これらの文書は，
それを批准した国家に対しては拘束力をもっているのである。
この国際連合が中心になって定めた主要な人権条約は 30 ほどあるが，そのうち日本が批准して
いるのは，そのうち 3 分の 1 程度のみである。
★

＜主な人権条約＞

は日本が批准していないもの

社会権規約，社会権規約選択議定書★，自由権規約，自由権規約第１選択議定書★，自由権規約
第２選択議定書（死刑廃止条約）★，人種差別撤廃条約，女性差別撤廃条約，人身売買等禁止
条約，拷問等禁止条約，拷問等禁止条約選択議定書★，子どもの権利条約，児童の売買，児童
買春及び児童ポルノ条約，移住労働者及びその家族の保護に関する国際条約★，障害者権利条
約，強制失踪防止条約
＜労働の分野＞

★

は日本が批准していないもの

代表的な文書としては，基本的原則及び権利に関する ILO 宣言（1998），ILO 多国籍企業及
び社会政策に関する原則の三者宣言（1977 発行, 2006 に最終改定）が挙げられる。この ILO
の三者宣言で，以下のとおりの４つの分野（「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の禁止」
「児童労働の実効的な廃止」
「雇用及び職業における差別の排除」）にわたる８条約の内容が，
世界において最低限遵守されるべき基準「中核的労働基準」として位置づけられている（ILO
（国際労働機関）関係では 189 の条約（2014 年 3 月現在）があり，日本はそのうち約 1/4 の
49 の条約を批准しているにすぎない（ILO 東京事務所））。

結社の自由及び団 87 号（結社の自由及び団結権の保護に関する条約）
体交渉権

98 号（団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約）
29 号（強制労働に関する条約）

強制労働の禁止
105 号（強制労働の廃止に関する条約） ★
138 号（就業の最低年齢に関する条約）
児童労働の実効的
な廃止

182 号（最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関す
る条約）
100 号（同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関す

雇用及び職業にお
ける差別の排除

2.2.2

る条約）
111 号（雇用及び職業についての差別待遇に関する条約） ★

指導原則における国際行動規範の内容

指導原則 12 は，国際的に認められた人権の内容について次のように規定している。
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「人権を尊重する企業の責任は，国際的に認められた人権に拠っているが，それは，最低限，
国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言
で挙げられた基本的権利に関する原則と理解される。」
国連高等弁務官事務所は，人権を次のように定義する8。「人権は，基本的自由及び人間の尊厳
を妨げる行動に対して個人や集団を保護する，法的に保障されている普遍的な権利である」（御
国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）のウェブサイト上の解説 “What are human rights?”から
引用）
指導原則 12 の解説では，この具体的な内容は，「国際的に認められた主要な人権の権威あるリ
ストは，国際人権章典（世界人権宣言，及びこれを条約化した主要文書である市民的及び政治的
権利に関する国際規約ならびに経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約）とともに，労
働における基本的原則及び権利に関する宣言に挙げられた ILO 中核８条約上の基本権に関する原
則にある。」とされている。
そして指導原則 12 の解説では，「企業は，国際的に認められた人権全般に実際上影響を与える
可能性があるので，その尊重責任はそのような権利すべてに適用される。」としており，「特に，
人権の中には，他のものに比べ，特定の産業や状況のなかでより大きいリスクにさらされる可能
性のあるものがあり，そのために特に注意が向けられる対象となる。しかしながら，状況は変化
することがあり，あらゆる人権が定期的なレビューの対象とされるべきである。」と指摘されて
いる。
またさらに指導原則 12 の解説は，「さらに状況に応じて，企業は追加的な基準を考える必要が
あるかもしれない」としている。例えば，企業は，現地の法律等では要求されないものの，特別
な配慮を必要とする特定の集団や民族に属する個人の人権に負の影響を与える可能性がある場合，
彼らの人権を尊重すべきである。この関係で，国際人権基準文書は先住民族，女性，民族的又は
種族的・宗教的・言語的少数者，子ども，障がい者，及び移住労働者とその家族の権利を一層明
確にしている。そして武力紛争状況では，企業は国際人道法の基準を尊重すべきである。
このように国際的に認められた人権とは，前述の原則 12 で指摘されているように，現時点では，
国際人権章典（世界人権宣言，市民的及び政治的権利に関する国際規約ならびに経済的，社
会的及び文化的権利に関する国際規約，労働における基本的原則及び権利に関する宣言に挙
8

ISO26000 では，人権を次のように言う。
「人権とは，固有の権利で奪うことはできず，普遍的，不可分で，かつ相互依存的なものである。
― 人権は，人であるが故にすべての人に属するという点で固有なものである。
― 人権は，人々がそれを放棄することには同意できず，政府であっても他の機関であってもそれを人々から剥
奪することはできないという点で絶対的なものである。
― 人権は，地位にかかわらず全ての人に適用されるという点で，普遍的なものである。
― 人権は，選択的に無視することができないという点で，不可分なものである。
― 人権は，一つの人権を実現することが他の人権の実現に貢献するという点で，相互依存的なものである。」
（6.3.2.1）
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げられた ILO 中核８条約上の基本権に関する原則）であるが，あらゆる人権が定期的なレビ
ューの対象となり，さらに状況に応じては追加的な基準に取り組む必要が生じるのである。
例えば，特別な配慮を必要とする特定の集団や民族に属する個人の人権に負の影響を与え
る可能性がある場合で，先住民族，女性，民族的又は種族的・宗教的・言語的少数者，子ど
も，障がい者，及び移住労働者とその家族の権利，武力紛争状況下では，国際人道法の基準
（指導原則 12 の解説）等も尊重されるべきである 9。
また，ISO26000 において社会的責任の中核課題は，人権のほかに，組織統治，労働慣行，
環境，公正な事業慣行，消費者課題，コミュニティ参画と開発も含まれ，これらの課題は人
権課題とも相互に依存しているとされる。これらの中核課題に対する取組不足が人権問題の
発生を助長していないかに関しても広く検討することが望ましい。

2.3

適用されるべき国内法令がない場合の企業の行動基準

指導原則 12 は，「人権を尊重する企業の責任は，国際的に認められた人権に拠っているが，そ
れは，最低限，国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国
際労働機関宣言で挙げられた基本的権利に関する原則と理解される」と指摘する。
すなわち，適用されるべき国内法令が存在しない場合は，企業は，上述した「国際行動規範」
を尊重することを求められる。企業の人権尊重責任は，企業が事業をおこなう国や地域において，
人権保護に関連する国内法令が存在するか否かにかかわらない。人権の「遵守」だけでなく「尊
重」を行動基準に置く以上，関連する国内法令がない場合は国際人権基準その他の国際規範に沿
わない行動であっても法令違反でないため企業に責任を問えない，とは考えないのである。

2.4

国内法令の施行により適切な人権保護がなされていない場合の企業の行動基準

関連する国内法令が存在するにもかかわらず，その執行がおろそかにされていたり，公正でな
かったりする場合，法執行を含む行政や司法当局による人権保護が適切になされないことが予想
される。この場合にも，企業は国際行動規範を尊重することを期待されており，困難な状況にお
いては，少なくとも「尊重」するための真剣な努力をすべきである10。
競争他社より国際行動規範にしたがって行動することは受注機会を失うだけでなく，事業コス
9 国連において CSR の行動基準として 2000 年にコフィー・アナン国連事務総長より提唱された企業活動と
人権とを結びつける企業の自発的なイニシアティブ構想であるグローバル・コンパクトとともに，同じ年の
国連特別総会で MDGs（ミレニアム開発目標）が採択されていることを忘れてはならない。同目標は，①極
端な貧困と飢餓を解消する，②初等教育を完全に普及させる，③男女平等と女性のエンパワーメントを図
る，④幼児死亡率を低下させる，⑤妊産婦の健康状態を改善する，⑥HIV／エイズ，マラリア等の病気と闘
う，⑦環境の持続可能性を確保する，⑧開発のためのグローバル・パートナーシップを構築するというこ
とをあげているが，これは同時に人権を尊重することにつながるものなのである。
10 ISO26000 は「国内の法又はその施行によって，環境又は社会を守るための適切な保護手段がとられていない
状況においては，組織は少なくとも国際行動規範を尊重するよう十分努力すべきである」（4.7）とし，「法又は
その施行によって人権が適切に保護されていない状況では，国際行動規範の尊重の原則を守る」（4.8）という。
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トを引き上げる要因になるとして，株主に説明できないと考える経営者がいる。しかし，そこで
働く労働者のモチベーション，製品を購入する消費者，環境や生活を維持したい地域住民，特権
階級の不正蓄財に不満をもつ国民等，ステークホルダーの利益と評価を考えれば，人権尊重のた
めの真剣な努力が企業の持続的な成長に繋がりうる。

2.5

国内法令又はその施行が人権の国際行動規範と対立する場合の企業の行動基準

指導原則 23 は，「(b) 相反する要求に直面した場合，国際的に認められた人権の原則を尊重す
る方法を追求する」と規定し，その解説で，「すべての企業には事業をどこで行おうと人権を尊
重するという同じ責任がある。ある国の国内状況により企業がその責任を完全に果たすことがで
きない場合，企業は，国際的に認められた人権に関する諸原則をその状況のもとで出来る限りぎ
りぎりまで尊重すること，そしてこの点でその努力を行動によって証することができるよう期待
されている」と指摘している11。
企業の実務で判断を迫られるのは，人権を出来る限り尊重するものの自社の努力だけでは回
避・改善できない場合にどうするか，という点である。後述のとおり，指導原則では「他者によ
る人権への負の影響を企業が助長している，又は助長していると見られている場合，加担の問題
が生じうる」（原則 17 の解説）という責任の拡張が示されている。回避・改善の努力をしても人
権への影響が残っている事実を認識しながら事業を継続すること，別の言い方をすれば，影響力
を行使できるのにそうしないことは，この「加担」の問題につながる可能性はある。事業の中止
も選択肢に入れる必要がある。どこまでを人権リスクと認識するか，経営にとってたいへん重要
な判断となる。

2.6

法令遵守の対象としての国際行動規範

指導原則 23 で「（c）どこで事業をおこなうにしても，適用されるべき法をすべて遵守し，国
際的に認められた人権を尊重する」とし，同原則 23 の解説で「すべての企業には事業をどこで行
おうと人権を尊重するという同じ責任がある」という包括的な説明をする。人権尊重責任は，責
任が免除されるような例外を想定していない。
また，指導原則 12 の解説で「企業が人権を尊重する責任は，関連する法域において国内法の
規定により主に定義されている法的責任や執行の問題とは区別される」（原則 12 の解説）とある
ように，国内法の遵守義務を果たしているということをもって企業はその人権を尊重する責任を
免除されると考えることはできない。このように法令遵守は，企業の人権尊重責任に関する限り，

11 ISO26000 は，「国内の法又はその施行が国際行動規範と対立する国々において，組織は，国際行動規範を最
大限尊重するよう十分努力すべきである」（4.7）とし，いずれにしても「国家が人権保護の義務を実現できない，
又は実現するのを欲しないということにかかわらず，組織には全ての人権を尊重する責任がある」（6.3.2.2）と
いう。
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関連する国内法令ばかりではなく，人権の国際基準等の国際行動規範を考慮に入れて包括的に捉
える必要がある。
国内外の主要な指針で示されている基本的な考え方は，いずれを見ても，企業はその活動する
国内及び地域において適用される関連法令を遵守すべきであるという点では一致している。それ
と同時に，国際行動規範，人権を含む各種の国際規範，国際的に認められた人権を尊重すること
を求めている。
このように法令遵守は，企業の人権尊重責任に関する限り，関連する国内法令ばかりではなく，
人権の国際基準等の国際行動規範を考慮に入れて包括的に捉える必要がある12

2.7

13 14 15

。

事業活動における人権課題（影響評価事項）の抽出

それでは，指導原則に沿って人権尊重責任を実践する場合，どのような見方をすれば企業活動
が抱える重要な人権課題を抽出でき，影響評価を進めやすくなるか，その目安となる考え方の枠
組みを示す。
2.7.1

検討すべき人権の範囲

まず，指導原則「Ⅱ.人権を尊重する企業の責任」における基本的なとらえ方を理解する必要が
ある。ポイントは次のとおりである。
(1) 企業は他社の人権を侵害することを回避し，関与する人権への負の影響を防止・軽減・是正
する措置を講じる責任をはたすべきである。（指導原則 11）
これは事業地域や組織規模にかかわらず共通に期待される国際基準である。国内の法律・規
則の遵守（コンプライアンス）を超えた，より上位の責任であり，国内法の法的責任や執行の
問題とは区別される。
(2) 企業が尊重すべき人権は，国際的に認められた人権に拠る。それは最低限，「国際人権章典」

12 ISO26000 は，「法又はその施行が国際行動規範と対立し，しかもその規範に従わないことによって重大な結果
がもたらされると考えられる場合に，組織は，可能で適切な場合，その法的管轄内における活動及び関係の性質
及び活動を確認すべきである」（4.7）とする。これは，国際行動規範を尊重するためには企業の事業活動の見直
しをも考慮すべき場合があるということでもある。
13 ISO26000 は，「社会的責任の原則」の一つに「法の支配(rule of law)の尊重」を挙げる（4.6）。法の支配は，
法令が，適正な手続きによって成文化され，公示され，正しく執行されていることを前提とする。法令は，個人
及び組織，そして政府もこれに従わなければならない。それとともに，もう一つの原則「国際行動規範の尊重」
（4.7）を挙げ，「組織は，法の支配の尊重という原則に従うと同時に，国際行動規範も尊重すべきである」とす
る。さらに，あと一つの原則「人権の尊重」（4.8）では，「法又はその施行によって人権が適切に保護されてい
ない状況では，国際行動規範の尊重の原則を守る」とする。
14「OECD 多国籍企業行動指針－世界における責任ある企業行動のための勧告 2011 年」は，「国内法の遵守は，企
業の第一の義務である」という。（I.2）また「．．．企業は，国際的に認められた人権，活動を行う国の国際的
人権義務，並びに関連する国内法及び規則の枠内において，．．行動をとるべきである」とする。（IV.人権）
15 2010 年 9 月に改定された，日本経済団体連合会の企業行動憲章は，
「事業活動のグローバル化に対応し，各国・
地域の法律の遵守，人権を含む各種の国際規範の尊重」を強調する。「実行の手引き（第６版）」によれば，「自
社の行動規範や各国・地域の法律を遵守するとともに，人権を含む各種の国際規範を尊重する」（8－1）として，
企業の経営戦略や事業計画が，関連法令を遵守するばかりではなく，人権を含む各種の国際規範を理解し，尊重
しているかどうかをチェックする体制を整えることが必要であるという。
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（1948 年国連総会採択）と「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言とそのフォロ
ーアップ」（1998 年第 86 回国際労働総会採択）で挙げられた基本的権利に関する原則と理解
される。（指導原則 12）
人権尊重責任は国際的に認められたすべての権利に及ぶ。その産業や状況で大きなリスクが想
定される人権は特に注意が向けられる対象である。
状況の変化を踏まえて，あらゆる人権を定期的にレビューすべきである。先住民族，女性，民
族・種族・宗教・言語上の少数者，子ども，障がい者，移住労働者・家族その他特別な配慮を必
要とする特定の集団や民族に属する個人の人権への影響が想定されるときは，特にその人権を尊
重すべきである16。

2.7.2

国際的に認められた人権に配慮すべき理由

指導原則は，
「企業は国際的に認められた人権全般に実際上の影響を与える可能性がある」
（指
導原則 12 の解説）との前提で考えられている。
日本企業の多くは，採用・人事上の差別禁止，労働組合活動への配慮，職場等での健康被害・
ハラスメントの予防と被害救済以外にも人権課題があること，ならびに，自社もしくはグループ
の事業活動が人権問題を引き起こす危険に直面している事実を理解できずにいる。しかし，次の
理由で，国際的に認められた人権全般に配慮せざるを得ない状況は明白である17。
(1) 事業活動の国際化
原材料・部品の調達，生産活動，製品・サービスの販売，業務提携や M&A 等の事業活動が国
際化するにつれて，直面する可能性のある人権問題は多種多様に拡大している
(2) 責任の境界（バウンダリー）の拡大
企業が対処すべき責任の境界が，自社や子会社の活動のみならず，バリューチェーンによる
活動まで拡大して論じられるようになった。
(3) 加担の責任
人権の侵害や弾圧を知りながら措置を講じないで事業活動を継続したり，利益を得続けたり
することも，人権侵害への加担として社会の批判を受ける状況となった。

16 ISO26000 では，「4.社会的責任の原則」において「組織は世界人権宣言等に規定された国際行動規範を尊重すべき
である」（3.3.2），「国際人権章典に規定されている権利を尊重し，促進する」（4.2）等と記載されており，指導原則とほぼ同
じ考え方をとる。「6.中核主題に関する手引」の「6.3 人権」でさらに具体的な記述があり参考になる。ただし，人権の捉え方
は，立場，状況，時間経過等で変化するので，それらの記述をすべてと考えることはできない。
17 上記 a.及び b.は，ISO26000 では，「3.2 社会的責任の最近の動向」等導入部で言及され，以後の箇所では当然
の前提として織り込まれている。また，上記 c.は「6.3.5 共謀の回避」で説明されている。ISO26000 の説明は，指
導原則「加担の回避」と若干内容が異なる（本ガイダンス 3.4.3.3 を参照）。
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第３章
3.1

人権デュー・ディリジェンスへの実践的助言

3.1.1

指導原則の基本的理解
指導原則の規範的性格

ある程度の規模の日本企業であれば，企業理念や行動指針を役職員で共有し，規程・分掌・教
育・日常管理・緊急対応等の仕組み（内部統制システム）を整備・運用して事業を運営している。
こうした経営の仕組みのなかに，多種多様な管理テーマが各階層別に応じた形で盛り込まれてい
る。
指導原則が求めるところは，そのうちの人権側面の永続的な点検と再整備である。つまり，①
取締役会による方針決定や職務執行状況の監督，②経営会議や稟議によるプロジェクト・施策の
審査・決裁，③担当部門・実施部署による日常的なマネジメント，④問題発生時の報告・危機管
理等で構成される経営管理システム全体に，「人権方針」，「人権デュー・ディリジェンス」，
「是正」の三要素を連動させて組み込むことにある。
それらを人権配慮措置として一括りに管理するか，各管理は別個独立の仕組みに組み込みなが
ら網羅性や一貫性の整合だけをはかるかは各社の考え方次第である。また，外部専門家の支援や
評価を受けるかも各社の規模，状況，目標設定に応じて判断すればよい。
このように，指導原則は，ルール・ベースではなくプリンシプル・ベースの指針である。企業
が押さえるべき方向性や解釈のポイントを示すだけで，具体的な管理方法は導入企業の裁量に委
ねられている。

3.1.2

デュー・ディリジェンスの意味

もうひとつ注意すべきは，「デュー・ディリジェンス」という用語の理解である。企業の実務
では，不動産投資や企業買収に際して，相手の企業価値や潜在リスク等を事業・財務・法令・契
約・人事労務・環境等の観点から調査・評価する作業の意味に使われることから，人権デュー・
ディリジェンスを「国際規格に基づく第三者認証手続」の如くとらえる向きもあるが，それは誤
りである。
デュー・ディリジェンスの本来の意味は，「（負の影響を回避・軽減するために）その立場に
相当な注意を払う行為又は努力」といった意味であり，指導原則でも，「企業の役職員がその立
場に相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みやプログラム」としている。その本質は，
「人権リスクに関する内部統制」であり，経営責任の有無の判断基準を提供することにある。こ
れは，日本の会社法でいう取締役の善管注意義務（会社法 330 条），同義務に基づく内部統制シ
ステムの整備・運用義務（会社法 348 条 3 項 6 号，362 条 4 項 6 号）とほぼ同義に考えることも
できる。
管理の仕組みやプログラムである以上，①管理対象の特定，②リスクの抽出・評価，③対策・
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計画の策定，④対策・計画の実施，⑤モニタリング・是正，⑥有効性の評価といった PDCA サイク
ルになるのは当然のことだが，それが組織のどの階層で，どのような括りで実行されるかは，各
社の考え方次第となる。
しかしながら相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みに関係する人権に関する問題は，
その文化・習慣や社会状況によって判断基準が異なるケースが少なくない。島国のなかで同質の
価値観・習慣で運営してきた日本企業は，その点の配慮が欠けやすい。従って，自己の経験則の
範囲で考えるのは危険である。しかも，この相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みに
関係する「人権リスク」は，指導原則においては，国際的に認められた人権がその基準とされて
いる。この国際的な人権課題においては，国際的な人権に関する条約や規約の一部を批准してい
ない日本社会の現状とのギャップも大きい。
そこでいまだ経験のない人権課題が無限にあることを前提におき，新たなリスクの発見と組織
学習を繰り返すことによって「人権感度の高い組織」を作り上げることが企業と社会の持続可能
な成長につながる。そこに，指導原則に基づいて人権課題の所在と管理状態を見直す意義がある。

3.2

指導原則の３つの構成要素と５つの中核的要素

指導原則は，企業が人権を尊重する責任を果たすために，その規模及び置かれている状況に適
した方針及びプロセスを設けるべきであるとして，３つの構成要素として，「(a)人権を尊重する
責任を果たすという方針によるコミットメント，（b）人権への影響を特定し，防止し，軽減し，
そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス，
(c)企業が引き起こし，または助長する人権の負の影響からの是正を可能とするプロセス」（原則
15）を主要な構成要素にあげている。
この構成要素は以下の５つの中核的要素に整理される。
第１の中核的要素は，(a)方針によるコミットメント（人権方針の策定）である。（3.3）
第２の中核的要素は，(b)人権デュー・ディリジェンス・プロセス中，自社事業への引き比べ（定
期的評価）である。(3.4.1，3.4.2)
具体的には，①人権デュー・ディリジェンス調査→抽出，②リスクマネジメントとして人権リ
スク（実際的・潜在的を問わない）を継続的かつ系統的に確認，評価及び緩和への対処，③企業
の事業行動として，社内では，社員を含む企業自体の行動（システム構築を含む），社員の感度
アップ等が，社外に対しては，プロジェクトエリアやサプライチェーン等への対応，④影響評価
の方法の確立，⑤どれを誰（部署）が担当するかの検討があげられる。
第３の中核的要素は，(b)人権デュー・ディリジェンス・プロセス中，具体的な対応フェーズであ
る。(3.4.3)
具体的には①解決するプラットフォームの作成，②ステークホルダーとの共同体構築やコミュ
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ニケーション等があげられる。
第４の中核的要素は，(b)人権デュー・ディリジェンス・プロセス中，実行状況を追跡・報告（公
表を含む）である。(3.4.4，3.4.5)
第５の中核的要素は，（c）負の影響からの是正プロセス（救済手段）である。(3.5)
以下では，指導原則と解説に則してデュー・ディリジェンス実務の要点を説明する。

3.3

人権方針の策定

原則 16 方針によるコミットメント
人権を尊重する責任を定着させるための基礎として，企業は，以下の要件を備える方針の声明を通して，そ
の責任を果たすというコミットメントを明らかにすべきである。
(a) 企業の最上級レベルで承認されている。
(b) 社内及び／または社外から関連する専門的助言を得ている。
(c) 社員，取引先，及び企業の事業，製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して企業が持つ人
権についての期待を明記している。
(d) 一般に公開されており，全ての社員，取引先，他の関係者にむけて社内外にわたり知らされている。
(e) 企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続のなかに反映されている。

3.3.1

人権方針策定の必要性

指導原則では，「運用上の原則」（原則 16 以下）の冒頭に「方針によるコミットメント」があ
げられている。人権を尊重する責任を定着させるための基礎として，企業は，(a)企業の最上級レ
ベルでの承認，(b)社内及び／社外からの専門的助言，(c)企業の関係者（社員，取引先，及び企
業の事業，製品またはサービスに直接関わる他の関係者）に対して企業が持つ人権についての期
待，(d)公開，(e)事業方針及び手続のなかに反映という，５つの要件を備える「方針の声明」を
通して，その責任を果たすという「コミットメント」を明らかにすべきである，と指摘されてい
る。

3.3.2
3.3.2.1

人権方針の要件
外形上の要件（言及されるべき事項，用いられる用語，等）

指導原則における人権方針の要件として，「企業の関係者（社員，取引先，及び企業の事業，
製品又はサービスに直接関わる他の関係者）に対して企業が持つ人権についての期待」が含まれ
ているように，人権方針には，その企業特有の関係者に関わる項目とそれへの言及がなされる必
要がある。その要素としては以下の点が上げられる。
① 人権尊重に対する当社の考え方
② 企業関係者（ステークホルダー）に対する人権についての期待
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③ 人権に関する国際規範や国際基準への支持表明
④ 方針の適用範囲
⑤ 企業理念や他の社内規定（行動規範，CSR 活動方針等）との関連性
⑥ ステークホルダー（rights holders）との対話・協議について
⑦ 人権侵害事象が発生した場合の是正プロセス（救済手段）

3.3.2.2

策定プロセスの要件

人権方針は，社内において作成され，かつ取締役会や理事会等「企業の最上級レベル」で承認
することが必要である。ただし，経営者の影響力が及ぶ社員や関係者だけで原案を策定すること
は避けるのが望ましい。ビジネスの影響を受ける弱者の視点やグローバル基準の理解が不足する
からである。
指導原則に「社内及び／または社外から関連する専門的助言を得ている。」とあるように，基
本となる項目や内容を作成した上で，外部の専門家からの助言を受けることも，この「人権」が
国際基準としての「人権」であることからすれば必要性が極めて高いものである。

3.3.2.3

盛り込もうとするときに考えるべき視点

人権方針を策定するときには，ビジネスと人権に関するグローバル基準の理解のうえに，創業
以来の価値観や特に配慮すべき影響等，その企業における独自の視点が盛り込まれる必要がある。
その際には，その企業に特有の関係者に対する配慮だけでなく，過去に発生した社内や同業他社
の問題事例を検証して取り込むことは，人権方針が将来にわたる問題事例の発生を抑止するとい
う目的を有するが故に重要である。
また，策定以降に社内外の状況変化が発生することを想定して，将来の経営者や担当者に注意
を喚起する視点も大切である。例えば，新規事業，海外進出，M&A 等，過去に経験のない事業要
素や異文化を取り込む際に，人権に関して遵守・尊重すべきポイントが伝わるよう，内容や表現
に工夫を加えるのが望ましい。人権方針は，それが企業文化として定着するまで経営判断の背骨
として機能する内容を考えるべきである。

3.3.2.4

社内的な拘束力の視点

上記の人権方針の５つの要件の中に「最上級レベルでの承認」とある以上，方針自体の社内に
おける拘束力，すなわち就業規則のような最上位の拘束力を持たせる必要がある。同時にこの拘
束力は当然にこれに違反した場合における懲戒規範との連動性，すなわち人権方針に違反した場
合には人事考課上の不利益，改善指導，懲戒処分を受けるという規範性を持たせる必要がある。
ここで注意すべきは，あらかじめ行動のネガティブ・リストを示しておくこと，本人に釈明の
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機会を与えること，組織学習につなげることである。ビジネスと人権の難しさは，価値観の多様
性，過去のビジネス行動，組織内の力関係等が作用して，人権課題を見落とした過失を一方的に
攻めることが酷な場合があるという点である。現場を威圧することなく，経営者が率先して，謙
虚な反省と学習を組織として進めることが大切である。

3.3.2.5

「一般への公開」の選択肢

指導原則に，人権方針の要件として，「一般に公開されており，全ての社員，取引先，他の関
係者にむけて社内外にわたり知らされている。」と書かれているように，人権方針は策定される
だけでなく，社内外の誰もが容易にアクセスできるよう一般に公開される必要がある。人権方針
に続く影響評価，事業活動，成果の追跡調査が一貫したものとなり，かつ負の影響の是正や苦情
処理メカニズムにも対応するために，直接・間接に影響を与え得る人々に企業とのコミュニケー
ションの機会を提供する必要があるからである。一般的には，Web サイトの公式ホームページで
の公開が想定される。
企業の経営トップのなかには，表明した人権方針に反する行動が発覚すると批判を受けて責任
を問われかねない，と考えて「公開」を嫌がるケースが予想される。しかし，社会が企業に期待
するのは，方針の実現に向けて真摯に努力すること，問題を見つけたら誠実に是正することであ
る。失敗は許されないと狭く解釈せず，改善を継続する強い意志をもって活動を牽引することが
経営トップに期待される。

3.3.2.6

事業方針及び手続のなかに反映

指導原則に，人権方針の要件として，「事業方針及び手続のなかに反映」とあるように，人権
方針はそれだけが単独で制定されるのではなく，企業活動に統合されるためには，事業方針や手
続に反映されるようにしなければならない。
原則 16 の解説に，「その他の適切な手段を通じて，方針声明が企業トップから全ての部門にい
たるまで定着するようにすべきである。」とあるように，人権方針は制定されるだけでなく，従
業員一人一人の行動に反映されるように定着するための手段を継続的に講じる必要がある。人の
記憶や関心は薄れるし，役員，従業員その他関係者は交替するのが常なので，こうした手段は「継
続的」に講じることが肝要である。
また同解説に，「国家が政策の一貫性に向けて努力すべきであるように，企業は，人権を尊重
する責任とその広範な企業活動や取引関係を管理する方針及び手続に一貫性を持たせるよう努力
する必要がある。これには，例えば，従業員のための金銭的及びその他の業績インセンティブ，
調達，及び人権が問題となるような議会ロビー活動等のあり方を決める方針及び手続を含むべき
である。」とある。
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人権を尊重する責任に配慮している部署とそうでない部署のバラツキが生じないよう，また人
権を尊重する責任の実践レベルに濃淡が生じないよう，取締役会や経営会議で監督したり，組織
横断的に指導・監督する委員会や部署を設置したりして，各部門による措置を評価・支援するこ
とも検討すべきである。

＜Q&A コーナー＞
Q. 人権方針は他の方針・規範とは別個独立させて策定・公開しなければいけないのか。
A. 人権課題の考え方や姿勢が明瞭・簡潔に伝わるものであれば，必ずしも別個独立の方針とする
必要はない。
Q. 人権に関する専門の社内委員会を設置した方がよいか。
A. 経営の意思決定・監督や業務プロセスで十分配慮されるのであれば，必ずしも専門の社内委員
会を設置する必要はない。

3.3.3
3.3.3.1

導入・拡充のステップアップ
バウンダリーの設定（自社/子会社/調達先・協力会社，国内/海外）

人権方針は，自社においてはもちろんのこと，国内・海外を問わず子会社（場合によっては関
連会社や出資先を含む）においても，自社と同じように運用される必要がある。買収 M&A や出資
に先立つ適正評価手続においても，自社の人権方針に適合できる企業内容か否かを検討すること
は極めて重要である。とりわけ調達先（サプライヤー）に対して，どこまで，どのようなものを
対象として人権に関する負の影響についてリスクアセスメントをし，ならびに現実に生じた影響
に対する是正を行うべきかという，バウンダリーをどのように考えるかが，重要である。
このバウンダリーを設定する際に，極めて重要なことは，人権デュー・ディリジェンスは幅広
い対象から自社の人権に対するインパクト可能性を洗い出すところから始めるという点である。
その際に基準となるのは，「会社に対するリスク」ではなく，それ自体がもっている「人に対
するリスク」の視点である。
この洗い出しされたものへ優先順位をつける際には，自社の活動の人権に対する影響(Impact)
を，影響の度合いの深刻度という基準（人が死に至るかどうか,元に戻せるものかどうか(Severity
of risk)）と，発生可能性 (Likelihood of impact occurring)という基準という，この２つの基
準からのリスク評価に基づくことが重要である。
このような作業によって，企業は初めて先入観にとらわれずに重要案件を見つけ，正しい優先
順位をつけることが可能となる。
一方，この優先順位によって洗い出されたものに関し，指導原則はすべて同じように対応する
ことを求めていない。
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指導原則 17 に規定されているように，企業活動を通じて引き起こしたもの(Cause)，あるいは
助長したもの(Contribute)，企業の事業，商品またはサービスに直接関係する(Directly Link)
という，人権侵害と会社の企業活動との関連性に応じた対応が求められているのである。
この関連性を判断する材料となるのが，製品・サービスが直接関与している人権侵害か，一次
サプライヤーか否か等の視点である。
企業がはじめに考慮しがちな自社の事業内容との関連性や取引の状況等は，優先順位付けされ
た案件への対応策を考えるときになって初めて考慮に入れていくのが指導原則の定める人権デュ
ー・ディリジェンスの方法なのである。企業活動の人権に対する影響（Impact）が企業の責任の
度合い（responsibility）を決めるのに対し，当事者の有する影響力（Leverage）が対応策（Action）
を決めるのである。影響力（Leverage）の活用の方法については，3.4.3.4 を参照されたい。

＜Q&A コーナー＞
Q. 人権デュー・ディリジェンスをサプライチェーンのどこまで行えば良いのか。
A. 対象社数や営業秘密の理由から，現実的には一次サプライヤーが前提となる。ただし，想定さ
れるリスクが極めて深刻なケースでは二次・三次のサプライヤーまでさかのぼって実施すること
が会社の安全にとって重要である。全部のサプライヤーを対象とすることは無理なので，最終的
には，指導原則に従った上記の判断基準でリスクアセスメントを行った上で，どこまでリスクテ
イクするかを経営判断することになる。

3.3.3.2

最低限の配慮ラインと義務を超えた自主的な設定目標の二階建て

人権の難しさは，侵害されたと感じるか否かが被害者本人の価値観等主観的事情に依存する点
にある。従って，誰が見ても人道に反すること甚だしい明白な人権侵害を「最低限の配慮ライン」
とするならば，それを超えるグレーゾーンとも呼ぶべき領域が広く存在する。なにをもって自社
の配慮ラインと設定するかによって，その企業の人権感覚が感じ取られる。
実務では，平均的感覚の持ち主を想定して判断・実施することになる。肝心なのは，なにが平
均的感覚かの判断において，外部の専門家や関連するステークホルダー等との協議による意見を
十分反映し，間違っても社内の感覚で見切り発車しないことである。もちろん，平均的感覚を超
えるレベルで人権に配慮する決定や行動を推し進めるならば，それは社会から歓迎され，企業価
値を高めることにつながり得る。

3.3.3.3

透明性・専門性の確保に関する方針

ビジネスと人権の取組は，内部的な活動ではなく，リスクの抽出・特定と戦略の改良を繰り返
すところの「社会との相互作用」である。
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ビジネス地域の拡大，競争の激化が進む一方，人権意識の地球的な広がりのなかで，人権リス
クの顕在化は避けられない状況にある。従って，自社が決定する人権方針には，透明性や専門性
を備え，外部の観点で常時見直されるプロセスを組み込む必要がある。
これは，人権方針を，隠していない，嘘をついていないという消極的な意義にとどめず，企業
価値を高める手段とするために，必要不可欠な要素である。

3.4

人権デュー・ディリジェンス・プロセス

3.4.1

人権デュー・ディリジェンスに関する理解の統一

原則 17 人権デュー・ディリジェンス
人権への負の影響を特定し，防止し，軽減し，そしてどのように対処するかということに責任をもつために，企
業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは，実際のまたは潜在的な人権への影響
を考量評価すること，その結論を取り入れ実行すること，それに対する反応を追跡検証すること，及びどのよ
うにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。
人権デュー・ディリジェンスは，
(a) 企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し，またはその取引関係によって企業の事業，商
品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきである。
(b) 企業の規模，人権の負の影響についてのリスク，及び事業の性質並びに状況によってその複雑さも異
なる。
(c) 企業の事業や事業の状況の進展に伴い，人権リスクが時とともに変りうることを認識したうえで，継続的
に行われるべきである。

指導原則には「方針によるコミットメント」，「人権デュー・ディリジェンス」，「是正」と
いう３つの頭出しがなされている。指導原則は，「人権デュー・ディリジェンスの国際ルール」
と解されることが多いが，正確には，人権デュー・ディリジェンスは，指導原則が要請する要素
のひとつにすぎない。
人権デュー・ディリジェンスは，違法行為の摘発を目的とする活動ではなく，事業にブレーキ
をかけるものでもない。前述のように，「デュー・ディリジェンス」の本来の意味は，「（負の
影響を回避・軽減するために）その立場に相当な注意を払う行為又は努力」といった意味であり，
指導原則でも，「企業の役職員がその立場に相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組み」
として使われているのである。
指導原則 17 の解説では，人権デュー・ディリジェンスが幅広い企業のリスクマネジメント・シ
ステムに組み込み可能なこと，新たな事業または取引関係においてはできるだけ早く着手される
べきこと，人権への負の影響のリスクが最も大きくなる分野を特定して優先的に取り上げるべき
こと，特に「加担」に注意すべきこと，適切な措置は訴訟リスクに対処する助けになること等が
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補足的に説明されている。こうした正しい理解を，取締役，管理職，現場，サプライヤーが共有
してから活動をスタートすることが成功につながり得る。

3.4.2

企業活動の影響評価

3.4.2.1

影響評価の意味

原則 18

影響の評価

人権リスクを測るために，企業は，その活動を通じて，またはその取引関係の結果として関与することになる
かもしれない，実際のまたは潜在的な人権への負の影響を特定し評価すべきである。このプロセスでは，以
下のことをすべきである。
(a) 内部及び／または独立した外部からの人権に関する専門知識を活用する。
(b) 企業の規模及び事業の性質や状況にふさわしい形で潜在的に影響を受けるグループやその他の関連ス
テークホルダーとの有意義な協議を組み込む。

人権デュー・ディリジェンスは，自社の企業活動が関与する人権への負の影響を特定し，評価
することからスタートする。企業活動の影響評価は，人権デュー・ディリジェンスのスタートに
位置し，それだけで人権デュー・ディリジェンスを完結するものではない。指導原則において「人
権デュー・ディリジェンス・プロセス」と表記されていることからも想起されるように，人権デ
ュー・ディリジェンスは一連の取組の連鎖であることに留意する必要がある。
そのうえで，「企業は人権を尊重すべきである。これは，企業が他者の人権を侵害することを
回避し，関与する人権への負の影響に対処すべきことを意味する」（原則 11）という一文がある
ことに注目したい。「企業活動は人権への負の影響を生じさせることから無縁ではいられない」
という認識が，指導原則の前提にある。
日本企業では，企業活動が人権への負の影響を生じさせる可能性を社内で論じることをタブー
視する傾向がある。社会的に弱い立場におかれる人間への配慮を経営レベルで議論することは稀
であって，それとは逆に，行き過ぎた同調や我慢を強いる事態が数多く観察される。そうした傾
向はこの際，改めるべきであろう18。
原則 18 の解説では，できれば事業計画の実施に先立って人権状況を評価すること，国際的に認
められた人権のすべてを共通の基準点として含むべきこと，ひとつの事業活動または取引関係が
続くあいだ周期的に行うこと，潜在的に影響を受けるステークホルダーと直接協議することによ
ってその懸念を理解するように努めるべきこと，（直接協議が難しければ）信頼できる独立した
専門家との協議等適切な代替策を考えるべきことが指摘されている。
ここでのポイントは，影響を受けるステークホルダーとの直接協議もしくは専門家との代替協
18
ISO26000 にある「社会的責任」という語の定義にも「組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対
して，次のような透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任」という表現があるが，企業の決定及び活動が
及ぼす影響には，好影響も悪影響も両面がある」（2.18）という考え方は，世界的な共通認識となりつつある。
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議を，経営に関与する全員が主体的に行い，その後の経営プロセスに反映することにある。人権
担当役員に押し付けたり，CSR 報告書に掲載する為のダイアログと割り切ったりすると，社会か
ら「偽装」と評価される危険がある。

3.4.2.2

影響評価の方法論

企業活動の影響評価とは，ある企業活動がどのような種類の人権への負の影響を，どの程度の
重大性と発生可能性で生じさせることになるかを，事前に調査することによって，予測，評価す
ることを指す。 邦訳では「評価」という言葉が使われているものの，原典では，The assessment
of human rights impacts となっている。evaluation が測定後の判断まで含むのに対し，
assessment は対象についての情報を収集する作用に重点があることに留意したい。
さて，企業の実務では，「自らの活動がどのような種類の人権への負の影響を，どの程度の重
大性と発生可能性で生じさせることになるかを，事前に調査するといっても見当がつかない」と
いう反応もあるだろう。この取組は，企業にとって，どこまでの想像力を発揮できるかの問題と
いうこともできる。想像力発揮の能力を高めるものとして，いくつかの手がかりがある。
第１のヒントは，前節で述べた「方針によるコミットメント」にある。これを策定する段階で
自社の関連する人権領域を特定している事例も少なからずある。IT 関連企業であれば，個人情報
保護の人権領域に焦点が当てられたり，航空機の部品メーカーであれば製品の安全性の領域に焦
点が当てられたりするのは自然なことであろう。
第２のヒントは，世界人権宣言等の国際人権基準である。例えば，そこには「自由権」として，
身体の自由，拷問・奴隷の禁止，思想や表現の自由，参政権等，「社会権」として，教育を受け
る権利や労働者が団結する権利，人間らしい生活をする権利等が示されている。このように，人
権にはどのような種類があるのかを学習しておくことは，人権侵害を考える際の大前提になる。
第３のヒントは，既存の事例である。過去に，他企業が人権侵害を引き起こしているとして問
題視された事例は大いに参考になる。報道記事のアーカイブスは有用な情報源であり，後述する
外部とのコミュニケーションも効果的なことがある。
企業活動の影響評価の契機をどう考えるかについては，企業の負担感を大きく左右するポイン
トである。指導原則には，「人権の状況は常に変化するため，人権への影響評価は定期的に行わ
れるべきである。新たな事業活動または取引関係に先だって，事業における重要な決定または変
更(例えば，市場への参入，新製品の発売，方針変更，または事業の大幅な変更)に先だって，事
業環境の変化(例えば，社会不安の高まり)に反応またはそれを予見して，そしてひとつの事業活
動または取引関係が続くあいだ中，周期的にということである」
（原則 18 解説）との解説がある。
しかしながら，限られた経営資源のなかでこれに忠実に従うのは困難，というケースは少なか
らず想定される。したがって，現実には，これを理想とせざるをえない。とはいえ，通常の事業
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活動のほかに，次に示すような契機を想定しておくことは意味があるだろう。
- 新たな製品の製造や事業を立ち上げるにあたって
- 合弁企業の設立にあたって
- 企業の合併，買収，会社の清算にあたって
- フランチャイジングやライセンシングビジネスの推進にあたって
- 投資を行うにあたって

3.4.2.3

影響評価で配慮すべき代表的なリスク箇所

人権デュー・ディリジェンスにおいて影響評価すべき人権課題は，すべてのバリューチェーン
に存在している。つまり，企業のあらゆる組織・部署の活動に関係する問題なので，人権課題が
埋没している可能性のある「警戒個所」をすべての役員と従業員で共有する必要がある。
ここでは，これまでに問題化した実例を参考に，事業活動全般に関する事項と各事業活動に固
有の事項とに分けて説明する。いうまでもないが，これは代表的な問題事例の例示にすぎず，実
際の対象事項はこれに限られるわけではない。
＜事業活動全般に関する事項＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

従業員

採用，昇進昇格，退職において，業務能力や勤怠状況等の合理的理由なく差
別したり不利益を与えたりする
賃金，労働時間，福利厚生，社会保険・年金において，人間らしい生活を維
持できる最低限の水準を確保していない
労働の実態において，危険な作業環境，長時間労働，労働監視，児童労働が
行われ，労働者に精神的にも肉体的にも苦痛を与える
労働条件の決定において，労働者の団結権や団体交渉権を認めず，使用者が
優位な立場を背景に労働者に不利益を強制する

サプライヤー

サプライヤーの管理おいて，環境・労働・消費者・地域住民保護等の人権配
慮のパフォーマンスを適正に把握せず，調達行為や得意先との取引継続に支
障が懸念される
サプライヤーの従業員からの内部通報において，サプライヤーの経営に改善
を働きかけるよう要請されながら有効な手立てを講じない

顧客

商品・サービスの情報提供において，営業のしやすさを優先し，消費者の選
択に影響する不利益情報を意図的に隠したり，開示を避けたりする
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顧客からのクレーム受付において，連絡先の明示，丁寧な対応，再発防止の
努力等が不足し，以後の消費者にも無駄な買い物をさせる
地域社会

地域社会への貢献・配慮において，自社の都合ばかりを優先し，地域社会に
大きな代償を強いる
海外の事業進出において，現地政府と結託して地域コミュニティの反対派を
弾圧する，もしくは弾圧に加担する

株主

株主による発言権の行使において，少数意見であることを理由に，人権・環
境に関する提案を門前払いする
人権課題へのまずい対応や情報開示不足から企業イメージを毀損し，株価や
企業価値の低下を招く

＜事業開始・施設開設＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

従業員

工場要員等を地方から集め，労働条件の説明，就業訓練，寮・生活支援の提
供を行わず，不安と孤立の中での生活を強いる

サプライヤー

余裕をもった工程計画や安全対策を考えず，過酷で危険な建設工事等に労働
者を従事させる

地域社会

その施設開設が，周辺の自然環境，水資源，生物多様性等に影響を与え，当
地の伝統産業を壊滅的な状況に追い込むとして問題になる
その事業展開が，現地の文化・伝統・生活習慣を壊し，社会の絆，家族関係，
人々の倫理観や健康に悪影響を与えるとして計画段階から反対を受ける
その工場の開設が，先住民の生活場所を追いやったり，近隣住民の健康被害
を招いたりする恐れがあるとして計画段階から反対を受ける

＜研究・開発・設計＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

顧客

その商品の設計・開発が，安全性への配慮において十分でなく，利用者の身
体や健康を害する，もしくはそのおそれがある
その商品の設計・開発が，障がい者や高齢者への配慮において十分でなく，
危険を伴ったり，利用できない状況を生んだりする

地域社会

その商品が廃棄物となった場合に，地域社会において処理困難となる等，重
大な環境汚染を引き起こす。

＜調達/生産＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示
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従業員

その生産活動が，劣悪な作業環境や危険な作業，長時間労働を放置して，従
業者の健康を害したり，重大な怪我を負わせたりする
労働者の採用時における年齢確認が甘いため，もしくは労働力の確保を優先
するあまり，児童労働を発生させてしまう

サプライヤー

その資材調達が，コストと納期ばかりを優先し，仕入先における強制労働，
低賃金，危険労働，長時間労働，児童労働，その他人権抑圧を助長したり，
資源の枯渇，自然環境の破壊，大気汚染，水質汚染，土壌汚染，不適切な廃
棄物処理等により地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす。

顧客

その資材調達が，コストと納期ばかりを優先し，安全性の確認が取れない原
材料や添加物等を使用し，消費者の身体や健康を害する

地域社会

事業活動に伴う排出物や車両によって，大気・水質を汚濁したり交通の危険
を招いたりして地域住民の生命や健康を害する

＜販売/サービス提供＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

顧客

その商品表示が客観的かつ公正なものでないため，消費者が選択を誤って購
入してしまう
その営業方法が詐欺的であったり暴力的であったりするため，消費者が意に
反して購入したり，生活の平穏を犯されたりする

＜回収/リサイクル/廃棄＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

地域社会

その廃棄処分の方法か不適切なため，土壌や河川を汚染して，近隣住民の健
康に被害を与えたり，生活の継続が困難になったりする

＜合併・買収・会社分割＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

従業員

その合併・買収・会社分割に伴う人事措置が，継続就業や昇進・昇格の合理
的な期待利益を従業員から一方的に奪う

株主

相手先に対する事前のデュー・ディリジェンスが十分でなく，過去から継続
している人権侵害の責任を引き継いでしまう

地域社会

相手先に対する事前のデュー・ディリジェンスが十分でなく，過去から継続
している地域社会に対する悪影響を継続してしまう

＜事業終了・解散＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示
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従業員

その事業終了/解散に伴う人事措置が，再就職や生活補償への配慮において
十分でなく，従業員と家族の生活に深刻な影響与える

地域社会

その事業終了/解散に伴う影響の緩和策が充分でなく，地元住民の生計や生
活環境に深刻なダメージを与える

＜投資・出資＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

株主

その投資や出資が自社の利益ばかりを優先し，現地での人権抑圧や汚職を間
接的に助長（加担）しているとして企業価値を低下させる

＜フランチャイズ・商標ライセンス＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

株主

フランチャイズ契約や商標ライセンスで，契約の相手方における人権侵害を
間接的に助長（加担）しているとして企業価値を低下させる

＜広報/宣伝＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

株主

現地社会の文化・宗教・歴史を侮辱していると批判を受け，ボイコット運動
等が起きて企業価値を低下させる

＜社会貢献＞
ステークホルダー

典型的な問題事例の例示

株主

その紛争国での人道的支援が，現地の役人や軍隊に牛耳られ，不法な税金を
要求されたり武器調達の資金に転用されたりして企業価値を低下させる

以上は例示である。これらを参考に，各社の事業内容，活動規模，組織，社歴に応じて影響評
価事項を検討していただきたい。

3.4.2.4

影響評価の担い手

企業活動の影響評価を実施する担い手は，どの部署が望ましいかという点も企業関係者の間で
議論を呼ぶことが多い。CSR 推進部のような，全社の CSR 担当部門が担うべきとする意見が提起
されることも多いが，実際には的確な評価が実施できるとはいいがたい。人権の課題は多様な見
方があるので日常的に現場の実情や人脈に触れている者でないと，表面的な解釈に終わってしま
う危険がある。従って，従業員に関する人権侵害の可能性があるのなら人事部が，サプライヤー
における人権侵害の可能性があるのなら調達部が，顧客の人権侵害の可能性があるのなら当該事
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業部が，CSR 担当部門と共同で，影響評価を進めるということが望ましい。CSR 推進部には，これ
ら人権に関連する部門間の取りまとめ役が期待される。
以上のように考えると，新規と既存の両面であらゆる企業活動に影響評価を行うというのは，
経営資源や組織分掌の制約から容易ではない。当初は，裁量的に活動を特定して行う状況も止む
を得ない。ただし，この裁量性のなかに，問題となりそうな事案を回避するといった意図が含ま
れるべきではない。売上高規模，事業や製品の特性，操業する地域，サプライヤーの操業する社
会環境等に配慮して，リスクベースが考慮された事案が特定される必要がある。

検討領域

担当部門

従業員

人事部

製品・サービス

調達・営業・生産

サプライヤー

調達

事業決定

経営企画

リスク管理，コンプライアンス

業務監査

3.4.3

企業活動への統合

3.4.3.1

影響評価の結論の組み入れ

原則 19 影響
人権への負の影響を防止し，また軽減するために，企業はその影響評価の結論を，関連する全社内部門及
びプロセスに組み入れ，適切な措置をとるべきである。
(a) 効果的に組み入れるためには以下のことが求められる。
(i) そのような影響に対処する責任は，企業のしかるべきレベル及び部門に割り当てられている。
(ii) そのような影響に効果的に対処できる，内部の意思決定，予算配分，及び監査プロセス。
(b) 適切な措置は以下の要因によって様々である。
(i) 企業が負の影響を引き起こしあるいは助長するかどうか，もしくは影響が取引関係によってその事業，
製品またはサービスと直接結びつくことのみを理由に関与してきたかどうか。
(ii) 負の影響に対処する際の企業の影響力の範囲。

企業活動の影響評価の結果，負の影響を生じさせ，又は生じさせうる企業活動を特定できたら，
その影響を防止もしくは軽減するために必要な手続きをとることも人権デュー・ディリジェン
ス・プロセスの要素のひとつである。
指導原則では，「人権への負の影響を防止し，また軽減するために，企業はその影響評価の結
論を，関連する全社内部門及びプロセスに組み入れ，適切な措置をとるべきである」（原則 19）
とある。この段階では，社内の関連業務部門や事業部門が取組の担い手となることが期待される。
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また，グローバル企業の場合，地域性への配慮が特に重要である。これは，人権侵害の生じやす
さが，例えば，国によって大きく異なるという理由からである。特に，児童労働，強制労働，賃
金，労働安全衛生等は，現地の平均的水準を超えるか否かではなく，国際基準もしくはその考え
方に照らして許容されるか否かを基準に考えるべき事業拠点があるはずである。「人権侵害の生
じやすい国，もしくは地域」という区分を，社内で明確化しておくことは効果的である。
「適切な措置」の単純な例としては，新規事業が人権侵害の可能性を生じさせうる場合，もし
くは既存製品が人権侵害を生じさせている場合に，新規事業への参入を取りやめることや，既存
製品の販売を中止することがこれにあたる。
ただし，実際の企業活動において「中止」の決定は稀で，事業を継続させつつも，影響を防止
するための必要な手続きをとることが通常の選択であろう。さらに，現実には影響を「防止」す
ることすら容易ではなく，「緩和」もしくは「軽減」にとどまる場合も少なくないと思われる。
例えば，社用車が引き起こす交通事故という影響を考えてみよう。交通ルールが遵守さない国
や地域では，この問題は被害者の生命権の侵害となると同時に，従業員の安全に働く権利も侵害
することになる。この問題に対して，①社用車にスピードリミッター装置を装着する，②経営ト
ップから安全に関する呼びかけをおこなう，③安全運転記録を持つ従業員を表彰する，等の取組
を講じることは，人権デュー・ディリジェンス・プロセスとして有益である。しかし，それでも
交通事故を瞬時にして皆無にすることは容易ではない。とはいうものの，社用車の関係する交通
事故をゼロにする目標を掲げることは，決してナンセンスでない。これは，工場において労働災
害をゼロにすることを目標設定することと，大きく異なるものではないからである。

3.4.3.2

内部意思決定，予算配分，監査プロセス

PDCA は事業活動そのものであると考えると，影響評価と同様に，従業員に関する人権侵害の可
能性があるのなら人事部が，サプライヤーにおける人権侵害の可能性があるのなら調達部が，顧
客の人権侵害の可能性があるのなら当該事業部が，CSR 担当部門と共同で，対策を講じる担い手
となることが望ましい。
最終的には，こうした人権デュー・ディリジェンス・プロセスの実施は，企業に新たなコスト
負担を発生させることになる。したがって，適切な対策を正式承認するための意思決定プロセス，
コストに対応する予算配分，対策の執行に関する監査プロセス等を経営が率先して制度化するこ
とも重要である。
なお，企業活動への統合による PDCA サイクルには，教育研修の要素も当然，含まれる。ここで
の教育研修には，影響評価の能力，対策を講じる場合の基本的な考え方等が含まれる。人権の課
題は Yes/No で割り切れず，個人の価値観や経験に依存する部分がある。従って，自社の価値観に
近い人材を集めることも大切である。例えば，人材獲得や採用の際に，候補者に「人権に関する
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考え方」を尋ねるというかたちで，評価に反映させるという方法も一考の余地がある。
さらに，人権を尊重する責任が組織文化の一環となるよう従業員を方向づける配慮も大切であ
る。これには，一般的な人権教育を離れて，社会的弱者を支援するようなボランティア活動を奨
励する活動等がある。さらには，人権擁護についてのインセンティブや人権侵害についてのディ
スインセンティブを人事評価のなかに組み入れるというアイデアもある。

3.4.3.3

加担の問題

指導原則に「他者による人権への負の影響を企業が助長している，または助長していると見ら
れている場合，加担の問題が生じうる」（原則 17 解説）という一節がある。この加担の問題は，
企業活動の影響評価においても，懸念の抽出を難しくする重大な要因になる。仮に抽出できたと
しても，事業活動の統合において，「他者」（害を引き起こす企業体）にどう影響力を行使する
かという難題を提起させることになる。
指導原則において，人権侵害と企業との関係は，(1)直接的に人権侵害を引き起こしている場合，
(2)人権侵害を助長させている場合，(3)人権侵害を引き起こしている企業と取引関係を有してい
る場合の三種類に分類されている。ここで，(2)と(3)が「加担」にあたる19。両者は区別しにくい
が，取引関係を有している場合のうち，自社の判断や行動が人権侵害の度合いを大きくするもの
が(2)に当たる。一例を挙げれば，自社の発注量の急増が協力会社での違法労働を発生させるとい
うような因果関係のハッキリしている場合を指している。

3.4.3.4

影響力の活用（Leverage）

前項の「加担の問題」を前提に，原則 19 の解説では，人権への負の影響に対して，企業は必要
な手段をとるべきであり，残存するどんな影響をも軽減するため，可能な限りその影響力を活用
すべきである，と指摘する。すなわち，「負の影響を直接引き起こしている問題企業の不当な慣
行を変えさせる力」を持つ場合は，それを適切に活用することが求められる。例えば，サプライ
チェーン企業での劣悪な労働慣行を是正するために，その企業に対して学習と改善の機会を提供
し，取引条件を見直し，それでも是正されなければ取引の中止を警告する，等がこれにあたる。
こうしたケースでは，他社の問題行動によって自社のブランドが毀損されるので，自社の企業価
値を守る経営行動とも考えることができる。
また，同解説では，一律の対応を要求するものではない。関係する企業に対してどこまで影響
力があるか，その取引関係がどの程度に重要なものであるか，人権侵害はどのくらい深刻か，そ
の問題企業との取引関係を終わらせることが人権への負の結果をもたらすことに繋がるかどうか
19 加担(complicity)という用語は，指導原則には 3 回しか現れないが，「人権侵害を助長させている場合」に
限定して，この用語を用いている点は特徴的だといえる。この点は，ISO26000 における「加担」の分類である，
(1)直接的な加担，(2)受益的な加担，(3)暗黙の加担とは視点を全く異にする点にも注意したい。
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等，多角的に検討する必要がある旨が指摘されている。
加えて，原則 19 の解説では，負の影響を引き起こしている問題企業に対して影響力を欠く場合
は，是正のインセンティブを与える，他の事業者と協力して圧力をかける，それでも難しければ，
負の影響が増加しないことを確認したうえで取引関係を終了する，等の対応が指摘されている。
なお，その取引関係が極めて重要で，かつ即時の是正や取引終了が難しいときは，影響を軽減す
るための継続的な努力をしていることを証明できるよう事実を残しつつも，企業価値の毀損を覚
悟しなければならない，と結論されている。

＜Q&A コーナー＞
Q. どのようにして影響力を行使するか。
A. 指導原則の考え方は，まずは問題解消の方向に働きかける，それが難しければ取引を継続する
かどうかを決める，取引を続ける場合もリスクは覚悟しながらも改善努力を続けた証跡は残す，
という順序である。
Q. 問題のあるサプライヤーとは取引関係を終了すべきか。
A. その人権侵害の深刻度，発注先の代替性，自社のレピュテーション・リスク，事業悪化による
供給中断リスク等総合的に判断する。指導原則は一律の対応を求めていない。
なお OECD の「紛争地域および高リスク地域から鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュ
ー・ディリジェンス・ガイダンス」では，「リスク管理戦略」を，「i) 測定可能なリスク緩和の
取組みを行う間を通じて，取引を継続する，ii) 測定可能なリスク緩和の取組みを継続する間，
一時的に取引を停止する，iii) 緩和への試みが失敗に終わったか，又は企業がリスク緩和策は実
現不可能か許容範囲にないと見なした場合，供給業者との関係を解消する。」として，この三つ
のいずれかによって考案するとしている。

3.4.4

成果の追跡評価

原則 20 追跡評価
人権への負の影響が対処されているかどうかを検証するため，企業はその対応の実効性を追跡評価すべき
である。追跡評価は，
(a) 適切な質的及び量的指標に基づくべきである。
(b) 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。

人権を尊重する責任は，人権方針が最適に実施されているかどうか，及び確認された人権への
影響に効果的に対応してきたかどうかを追跡評価し，PDCA サイクルをまわして継続的な改善を進
めることを企業に求める。特に，社会的に弱い立場や排除されやすい集団や民族に属する個人に
対する影響への対応の有効性を追跡評価することに特段の注意を向けるべきである。
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人権問題には，定性的な要素が多く，目標を設定したり計測を行ったりすることが容易ではな
いことは衆目の一致するところである。人権デュー・ディリジェンス・プロセスの KPI(Key
Performance Indicators)の設定等で，国際的なスタンダードが存在しているわけではないし，指
導原則も何の示唆も与えてくれてはいない。
考え方としては，①人権擁護の取組に対する資源投入やプロセスの密度を表現する指標(例えば，
サプライヤー監査の実績数，人権問題を含む行動規範に関する研修を受けた社員の比率，救済手
続にアクセスできる社員の比率等)と②取組成果や侵害事例数を代用する指標(行動規範の違反事
例数，従業員調査により把握したハラスメントや差別を経験したとする社員比率，人権侵害の懸
念を原因に中止された契約数等)の二種類が想定される。各指標について，各社が事業特性にあわ
せて工夫を凝らす必要がある。
この方法論について，指導原則 20 の解説では，例えば，パフォーマンス契約（目標・目標達成
期限・効率性判断基準を定める業務請負契約），レビュー，実態調査，監査等の，企業における
内部報告の仕組みに，成果の追跡調査を組み込むことを奨励していている。また，救済の取組と
して構築される「苦情処理メカニズム」を通じて得られるフィードバックも有効であると指摘し
ている。

3.4.5

外部とのコミュニケーションと組織の学習

3.4.5.1

外部への情報提供

原則 21

情報提供

人権への影響についての対処方法について責任をとるため，企業は外部にこのことを通知できるように用意
をしておくべきである。影響を受けるステークホルダーまたはその代理人から懸念が表明される場合には，特
にそうである。企業は，その事業や事業環境が人権に深刻な影響を及ぼすリスクがある場合，どのようにそ
れに取り組んでいるかを公式に報告すべきである。あらゆる場合において，情報提供は，
(a) 企業の人権への影響を反映するような，また想定された対象者がアクセスできるような形式と頻度であ
るべきである。
(b) 関与した特定の人権への影響事例への企業の対応が適切であったかどうかを評価するのに十分な情
報を提供すべきである。
(c) それと同時に，影響を受けたステークホルダー，従業員，そして商取引上の秘密を守るための正当な要
求にリスクをもたらすべきではない。

企業が自主的に実施する人権デュー・ディリジェンス・プロセスにおいて，影響をうける個人
や集団，及び投資家等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して，外部へ
の情報提供は大きな意義を持つ。
特に，影響を受けるステークホルダー又はその代理人から懸念が表明されている場合には，
「人
権への影響についてどのように認識し，いかなる対策を講じたか」を報告対象とすることは有効
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であるといえる。例えば，米国ドッド・フランク法にもとづき，米国上場企業には，法律に基づ
き，必要であれば｢紛争鉱物報告書（Conflict Minerals Report）｣を提出する義務が課せられた
ことは記憶に新しい。
人権デュー・ディリジェンス・プロセスの KPI(Key Performance Indicators)の設定が容易で
はないことは，前にも述べだが，外部への報告に盛り込まれるべき事項は KPI に限定されるもの
ではない。むしろ，自社が人権デュー・ディリジェンス・プロセスにどう取り組んでいるのか，
その透明性と説明責任を果たすための包括的な外部報告であると位置づけるのがよい。
提供すべき情報について，指導原則 21 の解説は，「報告は，どのように企業が人権への負の影
響を特定し対処するかに関する項目と指標を取り上げるべきである」と指摘するにとどまるが，
これを限定的に解釈すべきではない。透明性と説明責任という目的に照らせば，「方針によるコ
ミットメント」，「人権デュー・ディリジェンス」，「是正」の３つを報告することが望ましく，
「人権デュー・ディリジェンス」では，どのような影響評価を実施したのか，人権侵害のリスク
をどう認識しているのか，新たに講じた対策にはどういうものがあったのか等の情報が，仮に定
性的な記述であったとしても，KPI の報告に加えて開示されることには意義がある20。ただし，透
明性や説明責任といっても，影響を受けたステークホルダーを二次的なリスクにさらすことがな
いよう適切な配慮が必要であることはいうまでもない。また，人権被害に名を借りた過剰と思わ
れる開示要求に対しては，公正な第三者に介入してもらう等の工夫を凝らして，適正性と透明性
をもって対処することが望ましい。
現在のところ，人権デュー・ディリジェンス・プロセスにおける外部への報告は，CSR レポー
トやサステナビリティ・レポートの一部として行われるものがほとんどである。しかし，そうで
なければならないという制約があるわけではない。今日，報告を行う媒体は，定期的な報告書に
限られるわけではなく，Web サイト等の活用も十分に検討されてよい。また，ステークホルダー
やその代理人から問題提起がなされている場合には，定期協議会の場で報告がなされることも重
要である。指導原則 21 の解説でも，「情報提供は，対面会議，ネットワークによる対話，影響を
受けるステークホルダーとの協議，及び正式な公開報告書等，様々な形を取りうる」と指摘され
ている。
なお，CSR レポートやサステナビリティ・レポートとは別個に，独立した人権問題に焦点を絞
った報告書が発行されている事例も海外にはないわけではない。これらは，サプライチェーンに
おける人権侵害を防止するプロジェクトに関するものや，問題提起がなされた鉱山の操業に関わ
る対策の進捗を報告するもの等である。
ちなみに，指導原則には「人権報告を独立した第三者が検証することは，その内容と信頼性を
強化できる」（原則 21）という文章がある。これは，もっともな指摘であるが，他方で人権報告
の第三者検証の方法論が十分に確立されているわけではないことには留意しておく必要がある。
20
2009 年に Global Reporting Initiative(GRI)，国連グローバル・コンパクト，Realizing Human Rights :The
Ethical Globalization Initiative の共同プロジェクトの一環として出された報告書 「Corporate Human Rights
Reporting: An Analysis of Current Trends」によれば，人権問題に関する外部情報開示の近年における進展と
して，①ステークホルダーの取り込み，②方針や手順の適用に関する報告(サプライチェーンに関する報告，救済
メカニズムに関する報告等)の拡大，③人権に関するポジティブな貢献に関する報告の拡大を挙げている。反対に
課題が残るところとして，①コミュニティをフィランソロピーの場所とみなす傾向，②実際に生じた影響や成果
の報告の欠如，③ポジティブな側面とネガティブな側面のバランスの悪さ，等が指摘されている。
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＜Q&A コーナー＞
Q. CSR 報告書に数ページ記載がある形態でも構わないか。
A. 公式報告であれば，年次報告書，統合報告書，CSR 報告書，公式ホームページ等メディアは問
われない。提供する情報は，重要性・結合性・信頼性・一貫性・比較可能性等に配慮する。情報
の量や深さは，各企業の説明姿勢において判断すべき事柄である。
Q. ジレンマの開示は効果的か。
A. 企業活動における人権配慮を正確に伝えるうえで効果的であればジレンマを開示することも
一つの方法といえる。しかし，配慮している姿勢を過度に強調している，できない「言い訳」に
用いている，とネガティブに評価される危険があるので注意を要する。

3.4.5.2

ＮＧＯとの協働

NPO／NGO は，
国際規模の組織から特定地域の社会ニーズに特化したグループまで様々であるが，
人権等サステナビリティ関連の団体に共通した活動傾向として次の点が挙げられる。
(1) 戦略的・革新的・機動的な活動に重点を置き，社会に対する情報発信（問題提起）や活動促
進に繋がる社会的役割を積極的に引き受ける。
(2) 活動は基本的にはサービス提供の形態をとるが，最終的には政府と協力した政策転換や企
業・産業界と連係した市場機能への組み込みを志向する。
(3) 他の NPO／NGO とのネットワーク強化や活動や資金を支援する個人の満足度向上等，組織の基
盤強化に注力する。
市民社会の利益を守る専門家集団なので，諸外国においては，社会の信頼と支持を背景に強い
影響力をもつし，社会変革のモデルを生み出している。欧米企業では，専門アドバイザーとして
経営判断に協力してもらうケースも珍しくない。そうした NPO／NGO の延長もしくは隣接に，社会
企業家（深刻な社会・環境問題の解決策を主要な目的とする事業）が存在し，産業界との連携も
増加している。
NPO／NGO は他の組織との横のつながりが強いので，悪い印象の情報が流れると，潜在的なリス
クを増やすことになる。質問・回答のやり取りや継続協議を行った NPO／NGO とは，将来に向けた
協力関係を構築しておくことが，自社にとって一種の安全保障となる。例えば，事故や不祥事が
発生したときに，対応方針のアドバイスをもらう等，敬意と透明性をもって付き合うことが肝心
である。また，再発防止委員会に参加を依頼し，健全性を重視する姿勢を理解してもらうことも
重要である。

3.4.6
原則 22

負の影響の是正
負の影響の是正

企業は，負の影響を引き起こしたこと，または負の影響を助長したことが明らかになる場合，正当なプロセス
を通じてその是正の途を備えるか，それに協力すべきである。

- 46 -

企業活動により潜在的に影響をうける人々に対する負の影響もしくは負の影響を助長する危険
を人権デュー・ディリジェンス・プロセスもしくは他の手段によって把握した場合，企業は自ら
もしくは他の団体や機関と協力して，その是正に積極的に取り組むことを求められる。後述の苦
情処理メカニズムは，是正を可能とするひとつの有効な手段となりうるが，方法はそれだけに限
られるわけではない。
原則 22 の解説では，取引関係によって負の影響との直接関係性をもってしまった場合，自ら是
正の途を備えることまでは要求されないが，少なくとも何らかの方法で負の影響を是正する役割
を担うこと，特に犯罪が申立てられたら司法メカニズムに対応を求めるべきことが指摘されてい
る。
原則 17 の解説中，原則 22 に関連した解説では，人権リスクは，企業の人権に関する潜在的な
負の影響であるとされ，この潜在的な影響は防止あるいは軽減することを通して対処されるべき
であるとされている。しかし一方，現実の影響－既に生じたもの－は，この指導原則 22 により，
是正の対象となるべきであるとされているのである。

3.5

負の影響からの是正プロセス（救済手段）

3.5.1
3.5.1.1

救済の主体
人権の保護義務の主体は国家

人権の保護義務の主体は国家であることはいうまでもない。指導原則でも「国家は，その領域
及び／または管轄内で生じた，企業を含む第三者による人権侵害から保護しなければならない。
そのために，実効的な政策，立法，規制及び裁定を通じてそのような侵害を防止し，捜査し，処
罰し，そして補償するために適切な措置をとる必要がある。」（原則 1）と規定されているとお
りである。これは，国際人権法上の国家の義務とされているのである。
これまで一般には，人権保護は国家が担う義務であるとされ，これは，国家に求められる行為
基準であることから，国家は，私人による人権侵害それ自体に対し責任を負うわけではないとい
う議論があった。しかし，このような侵害が国家に起因している場合，あるいは私人による侵害
を防止，捜査，処罰及び補償するための適切な措置を怠った場合には，国家は国際人権法上の義
務に違反することになりかねない。このことから，上記のような国際人権上の義務には，企業を
含む第三者による人権侵害から私人を保護する義務を含むとされるのである。

3.5.1.2

実効的な救済へのアクセス

人権侵害に対する実効的な救済へのアクセスには，手続的側面と実体的側面の双方が存在する。
手続的側面では，苦情処理メカニズムの整備が求められる。指導原則では「救済を提供する手
続は，公平であり，腐敗から守られ，結果に影響を及ぼそうとする政治的またはその他の企みか
ら自由であるべき」（原則 25 の解説）と指摘される。
実体的側面では，提供される救済が「負の影響の除去もしくは補償」の効果を備えることが求
められる。指導原則では，「謝罪，原状回復，リハビリテーション，金銭的または非金銭的補償，
及び処罰的な制裁（罰金等の刑事罰または行政罰）や，例えば行為停止命令や繰り返さないとい
う保証等による損害の防止を含む」（原則 25 の解説）と指摘される。
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3.5.2

苦情処理メカニズム

3.5.2.1

国家基盤型苦情処理メカニズム

苦情処理メカニズムには，国家基盤型の場合，司法的でも非司法的でもありうるが，この苦情
処理メカニズムは，救済のためのより広範な制度の基礎である。

3.5.2.2

非国家基盤型苦情処理メカニズム

原則 29 事業レベルの苦情処理メカニズム
苦情への対処が早期になされ，直接救済を可能とするように，企業は，負の影響を受けた個人及び地域社
会のために，実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し，またはこれに参加すべきである。

指導原則では国家基盤型の苦情処理メカニズムと非国家基盤型の苦情処理メカニズムの双方に
ついて解説するが，本ガイダンス（手引）は企業向けなので後者のみを取り上げる。
原則 29 の解説では，次のように説明されている。事業レベルの苦情処理メカニズムは，企業に
より負の影響を受けることになるかもしれない個人及び地域社会が直接アクセスできるもので，
企業単独もしくは他者との協働，または外部の専門家や機関を介して提供される。利用者になに
か強制するものではない。あくまでも，企業に問題の把握，整理，評価，損害の救済に従事させ
ることを目的に構築・運営される。
また，事業レベルの苦情処理メカニズムは，次の２つの重要な機能を果たす。
第１に，企業が継続的に実行している人権デュー・ディリジェンスの一部として，人権への負
の影響を特定するのを助ける。申立ての傾向やパターンを分析することで，企業は，組織体制の
問題を特定し，その後の慣行をそれに合わせて修正することもできる。
第２に，苦情が一旦特定されると対処が可能となり，負の影響を当該企業により早期にかつ直
接的に是正することが可能になる。そうすることで 損害がより深刻になり，苦情がエスカレー
トしていくのを防ぐことができる。
この事業レベルの苦情処理メカニズムは，負の影響を受ける人々が持つ正当な懸念を特定し，
影響の除去もしくは補償を促進することが目的なので，申立てや苦情の形式要件を過剰に求める
べきでない。また，この苦情処理メカニズムは，ステークホルダーとの問題解決プロセスではあ
るが，労働関係紛争の解決システムや司法的救済制度等の専門的な公的制度に代わるものではな
く，これらの利用を排除もしくは制限する形で運用してはならない。

3.5.3
3.5.3.1

企業の苦情処理メカニズム
企業の苦情処理の体制

企業の苦情処理のあり方は，その企業の事業内容が消費者と直接関わる場合と直接の関わり合
いがない場合とがある。
しかし，その企業の事業内容が消費者と直接の関わり合いがないからといって，苦情処理メカ
ニズムが必要ないということはない。
なぜならば，その企業の製品が最終的には消費者の下に使用されるものであるし，また企業の
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工場がその地域周辺に与える影響についても配慮されるべきであるからである。

3.5.3.2

企業の苦情処理の体制の要件

原則 31 苦情処理メカニズムの要件
その実効性を確保するために，非司法的苦情処理メカニズムは，国家基盤型及び非国家基盤型を問わず，
次の要件を充たすべきである。
(a) 正当性がある：利用者であるステークホルダー・グループから信頼され，苦情プロセスの公正な遂行に対
して責任を負う。
(b) アクセスすることができる：利用者であるステークホルダー・グループすべてに認知されており，アクセス
する際に特別の障壁に直面する人々に対し適切な支援を提供する。
(c) 予測可能である：各段階に目安となる所要期間を示した，明確で周知の手続が設けられ，利用可能なプ
ロセス及び結果のタイプについて明確に説明され，履行を監視する手段がある。
(d) 公平である：被害を受けた当事者が，公平で，情報に通じ，互いに相手に対する敬意を保持できる条件
のもとで苦情処理プロセスに参加するために必要な情報源，助言及び専門知識への正当なアクセスがで
きるようにする。
(e) 透明性がある：苦情当事者にその進捗情報を継続的に知らせ，またその実効性について信頼を築き，危
機にさらされている公共の利益をまもるために，メカニズムのパフォーマンスについて十分な情報を提供
する。
(f) 権利に矛盾しない：結果及び救済が，国際的に認められた人権に適合していることを確保する。
(g) 継続的学習の源となる：メカニズムを改善し，今後の苦情や被害を防止するための教訓を明確にするた
めに使える手段を活用する。
事業レベルのメカニズムも次の要件を充たすべきである。
(h) 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 は，苦情処理メカニズムが実効性を確保するための設計，修正，または評価の基準
を詳しく規定している。実効性に欠ける苦情処理メカニズムは，申立人に不満を残し，感情をこ
じれさせるリスクがあるので注意を要する。
列挙される要件は(a)正当性，(b)アクセスの容易性，(c)予測可能性，(d)公平性，(e)透明性，
(f)権利への適合性，(g)継続的学習の源，(h)エンゲージメント及び対話の 8 項目である21。指導
原則 31 の解説では，(a)から(h)の各要件について，補足の説明が加えられている。
このなかで特に日本企業で対応の壁となるのは，(h)エンゲージメント及び対話であろう。企業
が，訴えの対象でありながら，同時にまた一方的に苦情処理の結果を決定するというのは正当で
21 ISO26000 では，救済の仕組みが効果的であるための要件として，(a)合法性，(b)利用の容易性，(c)予測可能，
(d)公平，(e)権利との両立可能，(f)明確かつ透明，(g)対話と仲裁を基礎とすること，の 7 項目を挙げている。
(6.3.6.2)
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はなく，受け入れられない。困っている相手を救済してやる，という上から目線は，問題をこじ
らせ，事業活動やブランドへの影響を大きくする。裁定が必要とされる場合は，正当で，独立し
た第三者メカニズムにより行われるべきである。こうしたことから影響を受けるステークホルダ
ー・グループとその設計や実績について対話・協議することは，彼らのニーズを満たし，メカニ
ズムが実際に活用され，それが首尾よく機能するという共通の利益を確保するのに役立つ。

3.5.3.3

消費者の苦情処理体制

消費者課題というとき，そこで考慮されるべき人権課題としては，ISO26000 における中核的主
題のうち，安全の権利，知らされる権利，選択する権利，意見が聞き入られる権利，救済される
権利，教育を受ける権利，健全な生活環境の権利，プライバシーの権利（世界人権宣言 12 条），
予防的アプローチ（環境と開発に関するリオ宣言等），男女の平等及び女性の地位向上（世界人
権宣言及びミレニアム開発目標に基づく性別についての固定観念の断ち切り），ユニバーサルデ
ザインの推進という，原則的な権利の認識が必要である。
そして消費者紛争解決においては，ISO の品質マネジメント規格として，ISO10001 の顧客満足
規程，ISO10002 の苦情対応，ISO10003 の組織内部で紛争を解決できない場合の外部における紛争
解決の３つの指針規格が存在しており，これらは総合的に，顧客からの苦情の防止及び苦情の取
り扱い，並びに紛争解決のための体系的な手法を提供しているのである。
また苦情処理と言うとき，コミュニティへの参画及びコミュニティの発展に関する課題も深く
関連することを忘れてはならない。
ISO26000 では，コミュニティへの参画に関連する課題として，コミュニティへの参画，教育及
び文化，雇用創出及び技能開発，技術の開発及び技術へのアクセス，富及び所得の創出，健康，
社会的投資をあげている。
＜Q&A コーナー＞
Q. いわゆる「クレーマー」にはいかなる対応が求められるか。
A. 相手の要求が社会常識の限度を超えているか否かは外部の専門家等公平な第三者の評価を
踏まえて見極める。犯罪性を帯びていれば，証拠を固めて司法メカニズムに対応を依頼する。ま
た，対応する社員が精神的に行き詰らないように上司や周囲がフォローする。
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第４章
4.1

企業の人権尊重責任の実践例

企業における事例調査研究

財団法人企業活力研究所から平成25年3月に公表された新興国等でのビジネス展開における人
権尊重のあり方についての調査研究報告書においては，人権問題が企業にとって事業上のリスク
となる可能性があるとして，人権に関する問題への対応の責任を問われた事例についての研究調
査を行った結果について触れられている。
特に，同報告書参考資料の「人権尊重の取り組みについての国内外企業事例」22から，サプライ
チェーンにおける人権尊重の取組の事例を添付資料 I に抜粋・引用する。

4.2

人権方針策定に関する日本企業の実践例

指導原則に基づき日本企業が人権方針を策定した実践例として，2013 年 5 月に公表された日立
製作所グループの人権方針を添付資料Ⅱに掲載する。ビジネスと人権に関する国際基準の動向と
事業のグローバル化を踏まえ，企業グループとして取り組む課題と方向性を明確に整理している。

4.3

各当事者グループに焦点を当てた企業の人権尊重責任の具体化事例

指導原則の示した企業の人権尊重責任に関連して，女性や子ども，先住民族等当事者グループ
別に焦点を当てた取組が活発になっている。
4.3.1

女性のエンパワーメント原則23

ＵＮ Ｗｏｍｅｎと国連グローバル・コンパクトのパートナーシップ事業として，2010 年に「女
性のエンパワーメント原則」（WEPｓ）が提言されている。本原則は，企業が職場や市場，地域社
会の中でジェンダー平等を促進していく上で不可欠の要素に焦点をあてたものである。
女性のエンパワーメント原則は，ジェンダー平等が企業にとっての重要な人権課題であるとの
問題意識に基づいて提言されたものである。男女間の平等が普遍的かつ国際的な原則であり，基
本的かつ不可侵な人間の権利であるにもかかわらず，進歩のかげで，女性は依然として差別や疎
外や排除に直面している。一方で，男女の社会的役割の多様性がビジネスの成果向上に貢献する
という最近の研究は，私的な利益と公共の利益が合致することを示唆している。女性の才能や技
術，経験，活力を確実に活用するためには，計画的な行動と目的に基づいた方針が必要であると
して，本原則が提言されたものである。
女性のエンパワーメント原則は，以下の７の原則から成り立っている。
「女性のエンパワーメント原則」（WEPｓ）
1．ジェンダー平等に向けた企業経営者のリーダーシップ構築
2．職場でのすべての女性・男性の公平な待遇 ― 人権尊重と差別撤廃への理解と支持
3．すべての女性・男性従業員の健康，安全，福祉の保証

22

本款は，企業活力研究所CSR研究会「新興国等でのビジネス展開における人権尊重のあり方についての調査研究
報告書」（http://www.bpfj.jp/act/download_file/68127081/12058495.pdf）の(添付資料Ⅰ)「人権尊重の取り
組みについての国内外企業事例」（報告書49頁から105頁）中の「１，インタビュー調査企業」「３，文献調査企
業」の記述からサプライチェーンに関係すると思われる記述の一部を引用している。
23
女性のエンパワーメント原則（WEPs）の詳細については，UN Women 日本事務所HP＜http://japan.unwome
n.org/weps/＞参照。
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4．女性のための教育，研修，専門性開発の促進
5．女性のエンパワーメントにつながる事業開発，流通，マーケティングの実践
6．地域社会の主体的活動と啓発による平等の推進
7．ジェンダー平等達成への進捗状況の把握と公表
この原則は，企業が現時点での慣行や基準，公表行動を調査し分析するための「ジェンダーの
レンズ（視点）」を提供しているものである。女性のエンパワーメント実現のために，実際のビ
ジネスに照らし，企業が現存の方針や事業を整備，又は新たに制定する上での手引きになるもの
である。
女性のエンパワーメント原則には，賛同する企業の最高責任者（ＣＥＯ）による支持声明への
署名が求められている。

4.3.2

子どもの権利とビジネス原則24

2012 年 3 月，国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン，国連グローバル・コンパクト，ユニセフ（国

際連合児童基金）は共同で「子どもの権利とビジネス原則 」を発表した。この「子どもの権利
とビジネス原則」 は，10 原則からなり，企業が子どもの権利を職場，市場，そして地域社会の
中で尊重し，支援するためにどんな取組をすべきかについて包括的に示している。
＜子どもの権利とビジネス原則＞
すべての企業は，
第１原則 子どもの権利を尊重する責任を果たし，子どもの権利の推進にコミットする。
第２原則 すべての企業活動及び取引関係において児童労働の撤廃に寄与する。
第３原則 若年労働者，子どもの親や世話する人々に働きがいのある人間らしい仕事を提供する。
第４原則 すべての企業活動及び施設等において，子どもの保護と安全を確保する。
第５原則 製品やサービスの安全性を確保し，それらを通じて子どもの権利を推進するよう努める。
第６原則 子どもの権利を尊重し，推進するようなマーケティングや広告活動を行う。
第７原則 環境との関係及び土地の取得・利用において，子どもの権利を尊重し，推進する。
第８原則 安全対策において，子どもの権利を尊重し，推進する。
第９原則 緊急事態により影響を受けた子どもの保護を支援する。
第10原則 子どもの権利の保護と実現に向けた地域社会や政府の取り組みを補強する。
この 10 原則をみれば，企業の事業活動と子どもの関わりは，よく事例にあげられる「児童労働
の禁止」だけではない。子どもは，労働者，消費者，地域住民といったステークホルダーとして
企業と様々なつながりを持っており，そして，これらのつながりは自社の事業活動のみならず，
国内外に伸びるバリューチェーンへと広がっている。
このように，児童労働の根絶という人権の課題だけでなく，若年労働者，子どもの親や世話す
る人々に働きがいのある人間らしい仕事を提供するようによびかけているように，「子ども」を
守るだけでなく，若年労働者を含む広いものであり，さらには子どもを守るためにその親にまで
広がっているのである。
また製品やサービスにおいても，それ自体が子どもにとって安全であることを確保するだけで
なく，製品やサービスを通じて子どもの権利を推進することを求めているのである。
人権デュー・ディリジェンスにおいては，人権を尊重しないというマイナス面も広く捉えられ
ている一方，人権を尊重する課題を本業において行うというプラス面も含んでいることが，企業
24

子どもの権利とビジネス原則の詳細については，日本ユニセフ協会ＨＰ＜http://www.unicef.or.jp/library/pres
_bn2014/pres_14_15.html＞参照。
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の社会的責任の具体的な内容となっている。
この「子どもの権利とビジネス原則」は，「子どもの権利」を企業が尊重する責任と支援する
役割に注目したものであり，一方，指導原則は企業が人権一般を「尊重する責任」を規定してお
り，両者は補完し合った内容となっている。
「子どもの権利とビジネス原則」は，国連グローバル・コンパクト 10 原則や女性のエンパワー
メント原則（WEPs）と異なり，企業トップが署名をして参加するといった仕組みはない。
しかし，「子どもの権利とビジネス原則」は，世界中の企業に対し「子どもの権利とビジネス
原則」を活用するよう働きかけている。具体的には，意識啓発への協力，自社の基本方針におけ
る原則へのコミットメントの表明，事業活動における原則の遵守，既存の報告制度（CSR レポー
トや統合レポートの発行等）における進捗状況の報告，そしてグッド・プラクティス（好事例）
を他社と共有するような取組を自発的に行うことが期待されている。

4.3.3

日本企業の実践例

女性のエンパワーメント原則や子どもの権利とビジネス原則に関する日本企業の実践例として，
現在まだプロジェクト段階ではあるが，味の素株式会社のガーナ栄養改善プロジェクトを添付資
料Ⅲに取り上げる。
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第５章
5.1

サプライヤー契約における CSR 条項の導入25

CSR 条項モデル条項提唱の目的

本章は，サプライヤーとの間の契約において，サプライヤーに対しCSR調達基準・行動規範等を
遵守する義務を負わせる，いわゆるCSR条項に関しそのモデル条項を提唱すると共に，その法的論
点に関して解説を行うものである。
第１章で明らかにした通り，現在，企業には，サプライチェーン全体での人権・CSR配慮を行う
必要性・重要性が高まっている。また，第３章で説明した通り，指導原則の解説においても，企
業は人権デュー・ディリジェンスを実施するにあたって，サプライヤー等他者による人権侵害に
加担することを回避すべき旨規定されている。実際に，第４章で紹介したとおり，すでに多くの
企業がサプライチェーンでの人権・CSR配慮の取組を行っている。
このようなサプライチェーンにおける人権・CSR配慮を実効的に推進するための法的ツールとし
て，多くの企業が，CSR条項をサプライヤーとの間の契約に導入しつつある。経団連のアンケート
によれば，2009年の段階で39％の日本企業がサプライヤーとの間で何らかのCSRに関する条項を導
入していると回答している26。また，日本企業が，サプライヤーとして，海外の発注企業から，CSR
に関する条項の締結を求められるケースも急増している。
しかし，CSR条項に関しては，これまで，いかなる条項が望ましいのか，条項をどのように運用
すべきかについてほとんど法的な議論がなされていない。CSR条項が単なる抽象的・宣言的な内容
にとどまる場合は，サプライチェーンにおける人権・CSR配慮の取組が形骸化してしまう危険性が
ある。一方，CSR条項がサプライヤーに一方的に過大な負担を課すものである場合には，発注企業
がサプライヤーに対し責任を転嫁させるための道具として悪用されてしまう危険性がある。
そこで，本ガイダンスは，サプライチェーンにおける人権・CSR配慮における様々な課題を踏ま
え，かつこれまで多くの日本企業が導入している暴力団排除条項（以下「暴排条項」という。）
と比較分析することにより，望ましい条項の内容のあり方を探求し，CSR条項のモデル条項として
提唱するものである。
CSR条項の導入は，弁護士の法的なサポートの下，企業の法務部や経営トップも一体となって，
人権デュー・ディリジェンスを実施するための重要なきっかけとなりうるものである。企業や企
業を法的にサポートする弁護士においては，本章で提唱するCSR条項モデル条項を参考としながら，
サプライヤー契約におけるCSR条項の導入を検討し，これをきっかけとしてサプライチェーン全体
での人権配慮を推進していくことが強く望まれる。

5.2

サプライチェーンにおける人権・CSR 配慮の必要性と CSR 条項の有効性

25 本章におけるCSRモデル条項及びその解説は，佐藤泉＝高橋大祐「サプライチェーンにおけるCSR法務戦略」NB
L1001号（2013年）10頁・NBL1002号（2013年）49頁・NBL1003号（2013年）32頁及び高橋大祐「グローバル時代の
CSR法務戦略」証券アナリストジャーナル2014年8月号58頁等を基礎としつつ，日本弁護士連合会における検討・
議論に基づき，作成したものである。CSR条項モデル条項の検討にあたっては，グローバル・コンパクト・ジャパ
ン・ネットワークに加盟する多数の日本企業，アムネスティインターナショナル日本，ジェトロ・アジア経済研
究所「新興国市場におけるビジネスと人権」研究会，資材取引研究会（主宰：宮島敏夫氏，運営：株式会社商事
法務）をはじめとする多くの関係者の方々から大変有益な意見・コメントをいただいた。深く感謝申し上げる。
26 経団連「CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果」(2009年)

- 54 -

5.2.1

新興国における人権侵害リスクの顕在化

近年，新興国・途上国におけるサプライチェーンを中心に，企業が人権侵害に加担したとして
強い社会的非難を受ける危険性が急激に高まっている。その結果，日本企業にも，グローバルな
サプライチェーン全体を通じて人権配慮を図る社会的要請が高まっている。
2013年4月にバングラデシュで発生した縫製工場崩落事件は，1100人以上の死者及び2500人以上
の負傷者が発生する大惨事となり，日本をはじめ世界各国に衝撃を与えた。同事件を通じて，犠
牲となった縫製工場の労働者の劣悪な労働環境に着目が集まり，新興国・途上国におけるビジネ
スによる人権侵害が問題視された。日本を含む多くの先進国のアパレル企業が崩落事故の発生し
た縫製工場に製造を委託していたことが判明し，人権侵害に加担していたものとして批判を受け
ると共に，サプライチェーン全体を通じての人権尊重の必要性が強く認識される契機となった27。
本事件を受けて，2013年5月には，縫製工場の火災予防・建造物の安全に関するバングラデシュ
協定28が成立した。同協定は，加入企業に対する法的拘束力を有するものであり，加入企業に多額
の資金を負担させた上，その資金を利用して縫製工場に対する安全検査を実施し，安全性の問題
が発覚した場合には修繕を行うことにより，縫製工場の労働環境を改善することを目的としてい
る。同協定には，米国企業の一部は同協定が企業に無限の責任を負わせるものとして加入を拒否
しているものの29，これまで20か国150社以上のアパレル企業が加入するに至っている30。また，
EU，バングラデシュ政府，ILOは，本事件に対応して，2013年7月，バングラデシュにおける縫製
工場等における労働基準の改善と責任ある企業行動の促進に向けた共同声明・共同合意を発表し
た31。同共同合意においても，多国籍企業によるサプライチェーンにおける責任ある企業行動の必
要性が明記された。
新興国や途上国においては，法の支配が確立していないこと等から，国家が人権を保護するた
めの法規制が十分に確立していない場合が多い。法規制が存在していても，それが執行されない
こともある。それゆえ，新興国や途上国においては，ビジネスによって人権侵害が引き起こされ
るリスクが特に高い。日本企業は，自社が直接人権侵害を引き起こさなくとも，サプライヤーが
引き起こした人権侵害に加担したとして法的・社会的責任を問われる危険性が増大している。

5.2.2

CSR 調達のパラダイムシフト

また，近年，サプライチェーン全体を通じてCSRを実践する，いわゆるCSR調達は，一部の分野
において，企業の自主的な取組から法的義務ないしそれと同等のレベルに引き上げられつつあり，
CSR調達のパラダイムシフトが生じている32。
特に米国の紛争鉱物規制の導入は，CSR 調達を法的義務化したものとして，各国企業に衝撃を
27 日本経済新聞2013年4月28日記事「バングラデシュの工場崩落，抗議拡大 日系に飛び火」
28 Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
29 協定に対抗する形で，米国企業の一部は，Bangladesh Alliance for Worker Safetyを結成した。
http://www.bangladeshworkersafety.org/。
30 http://www.bangladeshaccord.org/
31 Joint Statement Staying engaged: A Sustainability Compact for continuous improvements in labour rights
and factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh
32 紛争鉱物規制の概要及びその実務的影響に関しては，佐藤泉＝高橋大祐「サプライチェーンにおけるCSR法務
戦略（上）」NBL1001号（2013年）10頁参照。
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与えている。2010年7月に成立した米国金融規制改革法33の第1502条は，米国の上場企業に対して，
コンゴ民主共和国及び周辺国で産出された紛争鉱物の使用に関する開示・報告を義務付けた，い
わゆる紛争鉱物条項を規定した。米国証券取引員会は，2012年8月，かかる紛争鉱物条項を具体化
する最終規則34を採択し，2013年1月より，紛争鉱物規制の実施が本格的に開始された。その結果，
米国企業のみならず，米国企業のサプライヤーである日本企業も，サプライチェーンにおいて紛
争鉱物の使用の有無を確認する必要性が生じている。以上のような米国紛争鉱物規制に加え，強
制労働35・化学物質36・違法伐採林37・贈収賄38等様々なCSR関連分野でサプライチェーン管理に関
する規制が近年導入・強化されている。
また，指導原則に加え，ISO26000，国連「グローバル・コンパクト」，OECD多国籍企業行動指
針，ILO「多国籍企業と社会政策に関する原則の三者宣言」等CSRに関する国際的な規範・規格の
影響力も増大している。特に，2011年10月に発表された欧州委員会のCSR新戦略39は欧州企業に対
してこれらの国際規範・規格の遵守を要求し，その遵守状況を監視する旨発表した。そのため，
欧州を中心に企業はこれらの国際規範・規格の遵守を事実上迫られている。
さらに，企業に情報開示が求められる，環境，社会，ガバナンス等に関する非財務情報の範囲
も拡大している40。欧州においては，2014年4月に，一定規模以上の公的企業に対し，環境，社会・
雇用，人権配慮，贈賄対策，役員会の多様性等，より広範囲の非財務情報の報告を求める指令案
が欧州議会において採択された41。また，2013年12月には国際統合報告審議会より財務情報と非財
務情報を統合的に報告するための国際統合報告フレームワーク42が発表された。企業には，非財務
情報が企業の長期的な価値創造にいかに影響するかに関する報告が求められつつあり，CSRは投資
家にとっても重要な関心事項となりつつある。
以上のように，CSR調達のパラダイムシフトが続いている現在，CSR取組不足の企業に対して法
令違反・レピュテーショナルリスクが顕在化するというCSRリスクが高まっている。このようなリ
スクを回避するために，日本企業は，CSR調達をコンプライアンスやリスクマネジメントの重点分

33 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
34 www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf
35 米国加州「サプライチェーンにおける透明性を確保する法律」California Transparency in Supply Chain Act
(SB )657
36 EU「電子電気機器に対する特定有害物質使用制限（RoHS）指令」Directive 2002/95/EC Of the European
Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment，EU「化学物質（REACH）規則」Regulation (EC)
No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration， Evaluation， Authorization and Restriction of Chemicals等
37 米国レイシー法the Lacey Act (16 U.S.C. §§ 3371–
3378)，EU木材規制Regulation (EU) No 995/2010 of the
European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who
place timber and timber products on the market等
38 米国FCPA Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (15 U.S.C. § 78dd-1， et seq.)，英国罪収賄法Bribery
Act 2010等
39 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
40 EU非財務情報指令，米国サステナビリティ企業会計基準審議会（SASB），グローバル・レポーティング・イニ
シアチブ（GRI）のG4等
41 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm
42 International Integrated Reporting Council ’International Integrated Reporting Framework’
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野として捉え直した上で，企業トップ，法務部，資材調達部，人事労務部，広報・IR部等の連携
による全社的な対応を行う必要性が生じている。

5.2.3

CSR 条項の機能と有効性

以上の通りサプライチェーンにおける人権・CSR配慮の必要性が急速に高まっている現在，サプ
ライヤー契約におけるCSR条項は，以下のとおり，様々な機能を果たしうる。
(1) コンプライアンス宣言的機能
発注企業及びサプライヤーは，CSR条項を契約書に明文化することで，CSR調達や人権デュー・
ディリジェンスの推進に向けた姿勢を外部に宣言できる。
(2) 事前抑止的機能
発注企業は，CSR条項を導入することで，CSR行動規範に違反しているサプライヤーを取引関係
から事前に排除できる可能性がある。さらに，発注企業は，CSR行動規範等に違反したサプライヤ
ーに対し，任意に是正措置を講じるように求めやすくなる。
(3) 裁判規範としての機能
発注企業は，CSR条項に基づいて，CSR行動規範等に違反した企業との契約を解除等ができ，裁
判上も解除事由として主張できる可能性がある。
発注企業がサプライヤーとの間の継続的取引を停止した場合，いわゆる継続的契約の法理に基
づき，契約の解除につきやむを得ない事由等がなければ解除が認められず，サプライヤーに対し
損害賠償責任等を負う危険性がある43。もっとも，継続的契約の法理に関しては，近時の判例は，
契約の規定の文言等を重視して，契約の解除が認められるか否かを判断する傾向にある44。そのた
め，CSR条項において解除事由を明記しておくことにより，解除がより認められやすくなると考え
られる。
(4) 情報共有促進機能
上述の３つの機能に加えて，CSR条項は，後述する情報促進ツールを導入することによって，発
注企業とサプライヤー間の情報共有を促進する機能を果たしうる。
サプライチェーンにおける人権・CSR配慮を発注企業とサプライヤー双方による共同の主体的な
取組として推進していくためには，発注企業とサプライヤーが継続して情報共有・意見交換を図
ることが不可欠である。
また，発注企業は，サプライチェーンの全てのサプライヤーに対し一様に人権デュー・ディリ
ジェンスやCSR調達を実施することは極めて困難である。リスクの高さに応じた対応を行う必要が
あるところ，いずれのサプライヤー・分野に関してリスクが高いのか正確に認識するためにも，
発注企業は，サプライヤーとの間で情報交換を行っていく必要がある。

5.3

望ましい CSR 条項の内容のあり方－暴排条項との比較を中心として

以上のようなCSR条項の機能を効果的に発揮させるためには，いかなる条項の内容が望ましいの
43 継続的契約とその解消に関しては，判例タイムズ1058号（2001年）4頁加藤新太郎ほか「＜座談会＞継続的契
約とその解消」に詳しい。
44 升田純「契約自由の原則の下における継続的契約の実務」NBL993号（2013）46頁
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か，以下では，暴排条項との比較を中心として，解説する。
5.3.1

暴排条項の概要

CSR条項と暴排条項を比較する前提として，まず暴排条項の①関連法令と実務運用，②内容，及
び③機能を整理する。
(1) 関連法令と実務運用
暴排条項は，弁護士会の民事介入暴力対策委員会，警察，暴追センター，業界団体等を中心に，
暴力団等の反社会的勢力との関係遮断のために有用であるとして，契約書等への導入が提唱され，
モデル条項等が発表されてきた45。2007年6月には，政府指針「企業が反社会的勢力による被害を
防止するための指針について」が発表され，指針の注記として暴排条項の有効性が明記された。
2011年10月までには，全国都道府県で暴排条例が施行され，暴排条項導入の努力義務が規定され
た46。このような指針や法令における明記により，より一層，暴排条例の導入が様々な業界や取引
において進みつつある。
(2) 内容
暴排条項は，①誓約条項（取引の各当事者が暴力団等の反社会的勢力の関係者ではないことを
確約する規定），②解除権に関する規定（誓約条項に反して取引の相手方が暴力団等の反社会的
勢力であることが判明した場合には契約を解除できる旨定めるもの），及び③損害賠償の免責に
関する規定（暴排条項に基づき解除した場合，相手方の損害を賠償することを要しない旨定める
もの）を含んでいるのが通常である。
(3) 機能
暴排条項には３つの機能が存在する。①コンプライアンス宣言的機能として，企業は，暴排条
項導入を通じて，暴排条例等の法令遵守のためのデュー・ディリジェンスを果たしていることを
宣言できる。②事前抑止的機能として，契約書等に暴排条項を導入することで，暴力団等に当該
取引に参入するのを躊躇させることが期待できる。③裁判規範としての機能として，取引開始後
に取引相手方が暴力団等であることが判明した場合，暴排条項に基づき契約解除等が可能となり，
裁判上も暴排条項を解除原因等として主張できる47。
暴排条項のコンプライアンス宣言的機能及び事前抑止的機能については，実務上も積極的に評
価されており，現在，暴排条項は様々な業界や取引で導入されている。裁判規範としての機能に
ついては，従来裁判例の不存在等の理由から疑問視されていたものの，最近になって暴排条項に
基づく解除を正当なものと認める裁判例も現れ始めており48，徐々に実証されつつある。

45 暴排条項に関する法理論，法実務及びモデル条項等に関しては，第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編
「業界別民暴対策の実践

「暴力団排除条項」の法理と活用」（金融財政事情研究会，2003），東京弁護士会民

事介入暴力対策特別委員会編「暴力団排除と企業対応の実務」（商事法務，2011）及び高橋大祐ほか「グローバ
ル時代の反社会的勢力対応」NBL991号（2012）12頁・993号（2013）72頁に詳しい。
46 東京都暴力団排除条例第24条・第25条
47 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会前掲67・212頁
48 例えば，大阪地判平成23年8月31日(金融法務事情1958号118頁)は，ホテル運営会社が元暴力団員との間で締結
した結婚式及び披露宴を行う契約を暴力団排除条項に基づき解除した事案で，暴排条項に基づく解除を正当なも
のと認め，ホテル運営会社の債務不履行又は不法行為責任を否定した。
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5.3.2

CSR 条項と暴排条項の比較分析

上述のとおり，CSR条項は，暴排条項と，①コンプライアンス宣言的機能，②事前抑止的機能，
③裁判規範としての機能という点で類似の機能が期待されている。CSR条項において，暴排条項と
同様の機能等を発揮させるためには，CSR条項の規定においても暴排条項の内容を参照することが
有用である。もっとも，CSR条項が目的とするサプライチェーンにおける人権・CSR配慮は，暴排
条項が目的とする暴力団排除とは，以下のとおり様々な相違点があり，CSR条項を規定するにあた
ってもそのような相違点を十分考慮する必要がある。
(1) 段階的対応の必要性
以下のCSR条項と暴排条項の相違点からすれば，サプライヤーがCSR行動規範に違反した全ての
場合に，暴排条項と同様に直ちに解除権を認めるのは適切ではなく，まず是正措置を要求し，是
正措置がとられなかった場合にはじめて解除権の発生を認める段階的な対応を規定することが望
ましい。
第１に，CSR条項違反と暴排条項違反では，社会的非難可能性の程度に差異がある。CSR行動規
範の要求事項は，人権，労働，環境等様々な分野に及び，その違反の社会的非難可能性の高さは，
違反した分野や内容によって異なる。CSR行動規範の違反は，全ての場合に，暴排条項違反と同様
の社会的な非難可能性を有するものとはいえない。
第２に，CSR調達においては，発注企業とサプライヤーとの間の取引が継続的になされる取引で
あることが多い。そのため，発注者が，正当な理由なく契約解除を行った場合には，継続的契約
の法理により，解除が認められない可能性がある。
第３に，CSR調達においては，取引先を代替するのが困難である場合が多い。調達実務において
多くの場合にサプライヤーを直ちに代替するのは困難かつコストがかかり，契約解除には慎重さ
が求められる。
第４に，企業がサプライヤー等の他者による人権侵害に加担してしまった場合，指導原則19の
解説においても，段階的な対応をとるべき旨が記載されている。すなわち，企業が負の影響を防
止又は軽減する影響力をもつ場合には，まずそれを行使すべきであると規定されている。企業が
負の影響を防止又は軽減する影響力を欠き，影響力を強めることもできない状況がある時にはじ
めて，企業は，その取引関係を終了することを考えるべきであると規定されている。その際も，
取引関係を終了することによって人権への負の影響が出る可能性を考慮する必要性があると記載
されている。
なお，国際商工会議所（ICC）は，取引の相手方に対し贈賄対策規制の遵守を誓約させる，腐敗
防止条項（Anti Corruption Clause）のモデル条項を発表している49。かかる腐敗防止条項におい
ても，誓約条項の違反の場合に直ちに解除を認めるのではなく，まず是正措置を要求し，是正措
置がとられなかった場合にはじめて解除権の発生を認めるような段階的な対応を規定している。
(2) 継続的な情報共有の必要性
CSR条項は，暴排条項とは異なり，サプライチェーン全体でのCSR・人権配慮の推進に向けて，
発注企業とサプライヤー間の情報共有を促進する機能が特に期待されている。CSR条項にこのよう
な情報共有促進機能を発揮させるためには，サプライヤーからの情報提供として，サプライヤー
49 http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/ICC-Anti-corruption-Clause/
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のCSR行動規範等の遵守状況に関する報告義務，サプライヤーのCSR行動規範違反等が判明した場
合の通報義務，発注企業によるサプライヤーに対する調査・監査権等のコミュニケーション・ツ
ールを規定することが望ましい。また，発注企業からの情報提供としても，発注企業が，サプラ
イヤーからCSR行動規範の内容等に関して説明を求められたときは，相当な範囲での情報を提供す
る義務を負わせることが望ましい。
(3) サプライチェーン全体での実施の必要性
ビジネスによる人権侵害等の問題は，サプライチェーンの末端の現場で生じることが多い。こ
のような人権侵害等を回避するためには，CSR調達や人権デュー・ディリジェンスは，サプライチ
ェーンの全体を通じて実施することが必要である。そのためには，一次のサプライヤーのみなら
ず，二次以下のサプライヤーにもCSR行動規範等を遵守させる仕組みが不可欠である。
発注企業にとって二次以下のサプライヤーは直接の契約当事者ではないため，CSR行動規範の遵
守を強制することは困難である。そのため，CSR条項においては，一次サプライヤーが，二次以下
のサプライヤーにも CSR行動規範等を遵守させることを誓約する条項を規定することが望ましい。
もっとも，一次サプライヤーが，二次以下のサプライヤーに対し全く影響力を有していない場
合には，CSR行動規範等を遵守させることは困難である。そのため，一次サプライヤーの二次以下
のサプライヤーに対する影響力の程度に応じて，CSR行動規範を遵守させる旨規定するべきである。
なお，国際商工会議所の腐敗防止条項も，取引の相手方が第三者に対し「その支配力・決定力
の程度に応じて」（subject to its control or determining influence）贈賄防止規制等を遵守
させるための合理的な措置をとることを誓約させる内容となっている。

5.3.3

サプライチェーンにおける人権配慮の観点からの修正

サプライチェーンにおけるCSR調達のみを目的とする狭義のCSR条項においては，サプライヤー
に対してCSR行動規範の遵守を義務付ければ足りる。これに対し，CSR調達に加えてサプライチェ
ーンにおける人権配慮をも目的とする広義のCSR条項を起案するにあたっては，狭義のCSR条項を
修正する必要がある。
この点，CSR行動規範の遵守に加えて，何らかの人権規範の遵守を義務づけることも考えられる。
しかし，人権規範に関しては，CSR行動規範以上に，抽象的な内容になりかねない。遵守を義務づ
ける規範の内容が抽象的であると何をもって規範を遵守したといえるのかの判断が困難となり，
条項が形骸化してしまう危険性がある。
このように遵守を求める人権規範を特定することの困難性を克服するためには，サプライヤー
に対し，人権デュー・ディリジェンス等のプロセスを実施することを義務づける規定を設けるこ
とが有効である。抽象的な規範の遵守の有無よりも，特定のプロセスの実施の有無の方が外部か
らの判断が容易だからである。このような規定は，国際商工会議所の腐敗防止条項が，取引の相
手方に対し，贈賄防止のためのコンプライアンス・プログラムの構築を義務づけていることと類
似している 。
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5.4

CSR 条項モデル条項例

第○条（CSR条項）
１(本条項の目的)
甲は，企業の社会的責任（CSR）及び人権を尊重する責任を果たすために，CSR行動規範を策
定した上これを遵守し，かつ人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施しているとこ
ろ，サプライチェーン全体におけるCSR・人権配慮が必要となっていることにかんがみ，甲及び乙
は，そのための共同の取組を継続的に推進するために，本条項に合意するものとする。
２（CSR行動規範の遵守）
乙は，甲と共同して企業の社会的責任を果たすために，別紙規定のCSR行動規範を遵守するこ
とを誓約する。また，乙は，乙の調達先（本件取引基本契約の対象となる製品，資材又は役務に関
連する調達先に限る。サプライチェーンが数次にわたるときは全ての調達先を含む。以下「関連調
達先」という。）がCSR行動規範を遵守するように，関連調達先に対する影響力の程度に応じて適
切な措置をとることを誓約する。ただし，乙の２次以下の関連調達先がCSR行動規範に違反した場
合に乙に直ちに本条項の違反が認められることにはならず，乙がこの事実を知り又は知りうべきで
あったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本条項の違反となるものとする。
３（人権デュー・ディリジェンスの実施）
乙は，甲と共同して企業の人権を尊重する責任を果たすために，本取引基本契約締結後速や
かに，人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施することを誓約する。また，乙は，乙
の関連調達先が同様の措置をとるように，その関連調達先に対する影響力の程度に応じて適切な
措置をとることを誓約する。ただし，乙の２次以下の関連調達先が人権デュー・ディリジェンスを実
施しなかった場合に乙に直ちに本条項の違反が認められることにはならず，乙がこの事実を知り
又は知りうべきであったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本条項の違反となる
ものとする。乙及びその関連調達先が人権デュー・ディリジェンスを実施するにあたっては，日本弁
護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス（手引）」を参照する。
４（発注企業の情報提供義務）
甲は，乙から第1項規定のCSR行動規範の遵守又は第2項規定の人権デュー・ディリジェンスの
実施の内容に関し説明を求められたときは，乙に対し，相当な範囲で情報を提供しなければならな
い。
５（サプライヤーの報告義務）
乙は，甲に対し，定期的に，乙及び乙の関連調達先のCSR行動規範遵守及び人権デュー・ディ
リジェンス実施の状況を報告する義務を負う。乙は，当該報告にあたっては，甲の求めに応じて，
報告の内容が真実であることを証明する客観的な資料を提出しなければならない。
６（サプライヤーの通報義務）
乙は，乙又は乙の関連調達先にCSR行動規範の違反事由又は重大な人権侵害が認められるこ
とが判明した場合，速やかに甲に対し，通報する義務を負う。
７（発注企業の調査権・監査権）
甲は，乙及び乙の関連調達先のCSR行動規範の遵守状況及び人権デュー・ディリジェス実施状
況を調査し，又は第三者をして監査させることができ，乙は，これに協力しなければならない。
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８（違反の場合の是正措置要求）
乙に第2項又は第3項の違反が認められた場合，甲は，乙に対し，是正措置を求めることができ
る。乙は，甲からかかる是正措置要求を受けた日から○週間以内に当該違反の理由及びその是
正のための計画を定めた報告書を甲に提出し，かつ相当な期間内に当該違反を是正しなければな
らない。
９（是正措置要求に応じない場合の解除権）
前項の甲の乙に対する是正措置の要求にかかわらず，乙が相当な期間内に第2項又は第3項
の違反を是正せず，その結果当該条項の重大な違反が継続した場合，甲は，本取引基本契約又
は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。ただし，乙が当該違反を是正しなかった
ことに関し正当な理由がある場合は，この限りではない。
10（損害賠償の免責）
甲が前項の規定により，本取引基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除した場合，乙
に損害が生じたとしても，甲は何らこれを賠償ないし補償することを要しない。
11（CSR行動規範の改定）
甲は，CSR行動規範の改定が社会的に合理的と認められる場合又は乙からその承諾を得た場
合，CSR行動規範を改定することができる。前者の場合，甲は，乙に対し，改定の内容を通知しな
ければならない。

5.5

CSR 条項モデル条項の解説

本モデル条項は，発注企業とサプライヤーとの間の取引基本契約書にCSR条項を挿入することを
前提として，起案している50。
また，甲を発注企業，乙をサプライヤーである調達先企業とすることを前提としている51。
モデル条項は，あくまでサンプルであり，以下で解説する通り，本条項の内容には様々な課題
が存在することも留意されたい。各企業においては，本モデル条項をたたき台としながらも，各
企業の調達実務の実状に応じ，どのような条項が望ましいのか，発注企業内の関係部署や発注企
業・サプライヤー間で十分な議論を行い，加筆・修正を行っていくことが望まれる。
5.5.1

第1項

CSR 条項の目的

第1項は，CSR条項導入の目的が，サプライチェーン全体における人権・CSR配慮のために，発注
企業とサプライヤーの双方による共同の取組を継続的に推進することにあることを明記している。
サプライヤーは，発注企業から要求を受けて受動的に対応するだけではなく，人権・CSR配慮のた
めの取組に主体的に関与することが重要であることを強調したものである。
また，CSR条項導入にあたっては，発注企業自身が，CSR行動規範を策定した上でこれを遵守し
ていること，かつ人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施していることが前提
となっていることも明記している。CSR条項は，発注企業がサプライヤーに対し人権・CSR配慮の
ための責任や負担を転嫁するために導入するものではないことを示唆したものである。
50 CSR条項を取引基本契約書とは別の覚書として締結することも考えられる。
51 CSR条項を含めた取引基本契約書は，通常，発注企業からサプライヤーに対し提示されるものであるため，甲
を「弊社」，乙を「貴社」として記載すべきとの意見もある。
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本条項は，各当事者の具体的な権利義務を規定するものではないものの，他の規定の解釈にあ
たっての一定の指針となるものである。

5.5.2

第2項

CSR 行動規範の遵守

第2項は，暴排条項と類似の誓約条項として，CSR行動規範の遵守に関する誓約条項を定めてい
る。ただし，サプライチェーン全体を通じてCSR調達を実施するために，一次サプライヤーが，二
次以下のサプライヤーがCSR行動規範を遵守するように「影響力」の程度に応じて「適切な措置」
をとることを誓約する規定を定めている（第3項の人権デュー・ディリジェンスの実施についても
同様）。
(1) 「影響力」
第2項，第3項規定の，サプライヤーの関連調達先に対する「影響力」の内容については，指導
原則19の解説が参考になる。同解説では，企業が人権侵害を助長し又は助長しうる場合，その助
長を止め又は防止するために，その企業は，必要な手段をとるべきであり，残存するどんな影響
をも軽減するため，可能な限りその「影響力」を活用すべきであると規定している。ここで「影
響力」は，「害を引き起こす企業体の不当な慣行を変えさせる力を企業が有する場合に，あると
考えられる」と規定されている。このような「影響力」は，一般的には企業の規模や発注企業の
発注額のサプライヤーの売上高に占める割合等と関係があるかもしれない。ただし，指導原則19
の解説は，企業が影響力を欠くならば，それを強める方法があると規定している。企業力強化又
はその他のインセンティブを関係企業体に提供したり，他のアクターと協力したりすることで，
影響力が強くなりうると例示している52。
(2) 「適切な措置」
第2項，第3項規定の，サプライヤーがその関連調達先に対しCSR行動規範遵守や人権デュー・デ
ィリジェンス実施を要求するための「適切な措置」としては，サプライヤーもその直接の調達先
との間でCSR条項を導入することが一つの有効な方法として考えられる。ただし，CSR条項の導入
が「適切な措置」のために不可欠であるわけではないし，CSR条項を導入すれば直ちに「適切な措
置」をとったことになるわけでもない。
(3) 「CSR行動規範」
本項では，サプライヤーが遵守すべきCSR行動規範の具体的内容については，各企業の直面する
リスク等に応じて異なると思われることから，別紙に定めるものとし，本条項では特定していな
い。CSR行動規範の策定にあたっては，ISO26000，国連「グローバル・コンパクト」，OECD多国籍
企業行動指針，ILO「多国籍企業と社会政策に関する原則の三者宣言」等CSRに関する国際的な規
範・規格のほか，日本弁護士連合会「企業の社会的責任（CSR）ガイドライン」を参照することが
望ましい。

5.5.3

第3項

人権デュー・ディリジェンスの実施

第3項は，サプライチェーンにおける人権配慮を図るため，サプライヤーに対し，指導原則に基
52

企業が影響力を高める方法については，Shift ‘Using Leverage in Business Relationships to Reduce Human
Rights Risk: Shift Workshop Report No 4’(2013年)が参考になる。
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づき，人権方針を策定するとともに（指導原則16），人権デュー・ディリジェンスを実施する（指
導原則17）ことを誓約させたものである。
人権デュー・ディリジェンス等を実施するにあたっては，本ガイダンスを参照することが望ま
しい。
(1) 人権方針の策定
人権方針の策定に関しては本ガイダンス3．3にその詳細が規定されている。
(2) 人権デュー・ディリジェンスの実施
人権デュー・ディリジェンスの実施内容としては，ガイダンス3．2記載の通り，３つの中核的
要素が挙げられる。第１の中核的要素は，自社事業に引き比べ（定期的評価）である（3．4．1，
3．4．2参照）。具体的には，①人権デュー・ディリジェンス調査→抽出，②リスクマネジメント
としての人権リスクを継続的かつ系統的に確認，評価及び緩和への対処，③企業の事業行動とし
て，社内では社員を含む企業自体の行動・社員への感度アップ等が，社外に対してはプロジェク
トエリアやサプライチェーン等への対応，④影響評価の方法の確立，⑤どれを誰（部署）が担当
するかの検討等が挙げられる。第２の中核的要素は，具体的な対応フェーズである（3．4．3参照）。
具体的には①解決するプラットフォームの作成，②ステークホルダーダイアログ等が挙げられる。
第３の中核的要素は，実行状況の追跡・報告（公表を含む）である（3．4．4，3．4．5参照）。
(3) 是正プロセスの確保
なお，指導原則15・22は，企業に対し，人権方針の策定及び人権デュー・ディリジェンスの実
施に加え，企業が引き起こし，また助長する人権を負の影響からの是正を可能とするプロセスを
確保することも要請している。しかし，是正プロセスの確保に関しては，負の影響を引き起こし
たこと，又は負の影響を助長したことが明らかになった場合に要請される事項である。また，指
導原則も，是正プロセスを自ら備えることまで要求しておらず，司法手続等に協力することで足
りるとされている（3．4．6参照）。したがって，是正プロセスの確保については，モデル条項に
おいてサプライヤーが契約締結後速やかに実施すべき事項としては，あえて規定しなかった。

5.5.4

第 4 項～第 7 項 情報共有促進ツール

第4項～第7項は，発注企業とサプライヤー間の継続的な情報共有を促進するためのツールを規
定している。
第4項は，発注企業側からの情報提供として，発注企業のCSR行為規範や人権デュー・ディリジ
ェンスの内容や実施方法に関する情報提供義務を定めている。
一方，サプライヤー側からの情報提供として，第5項はサプライヤーの報告義務，第6項はサプ
ライヤーの通報義務，第7項は発注企業の調査権・監査権を定めている。第5項では，発注企業が
サプライヤーからCSR行動規範の遵守を誓約させるだけでCSR調達の取組が終わってしまうといっ
た形骸化を避けるために，サプライヤーの報告の内容が真実であることを要求する客観的資料の
提出を要求している。

5.5.5

第 8 項，第 9 項 違反の場合の段階的対応

第8項は違反の場合の是正措置要求，第9項は是正措置に応じない場合の解除権を定めている。
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CSR条項と暴排条項の様々な相違点を考慮して，段階的な対応を定めたものである。
第9項は，発注企業による安易なサプライヤー契約の解除を制限するため，第2項又は第3項の重
大な違反が継続した場合にのみ解除権の発生を認めている。「重大な違反」とは，当該CSR行動規
範違反に関し社会的非難可能性が高い場合やサプライヤーが重大な人権侵害を引き起こした又は
助長した場合等が含まれる。

5.5.6

第 10 項

損害賠償の免責

第10項は，暴排条項と同様，解除の場合の損害賠償の免責を定めている。

5.5.7

第 11 項

CSR 行動規範の改定

第11項は，発注企業は法的・社会的状況の変化や各企業の直面するリスク等の変化に応じCSR
行動規範を逐次改定する必要があることから，その改定の方法について規定したものである。全
ての改定の場合に全てのサプライヤーからの承諾を必要とすることは機動的ではないので，社会
的に相当な改定の場合にはサプライヤーに通知を行えば承諾を得なくとも改定が可能であると規
定した。

5.6

CSR 条項モデル条項の課題

以下の通り，モデル条項については様々な課題があり，これを克服するための配慮が求められ
る。
5.6.1

下請法・独占禁止法の抵触に関する課題

発注企業がその契約上の立場を利用してサプライヤーに対し一方的に過大な負担を負わせる形
でCSR・人権配慮を要求した場合，下請法が禁止する「買いたたき」（同法第4条1項5号）や「不
当な経済上の利益の提供要請」（同法第4条2項3号）に該当する危険性があると共に，独占禁止法
が禁止する「優越的地位の濫用」（同条第19条，第2条9項5号）にも抵触する危険性がある。サプ
ライチェーンにおける人権・CSR配慮を推進するにあたっては，発注企業が，このような下請法や
独占禁止法の規定に違反し，サプライヤーいじめやサプライヤーへの責任転嫁をしていると受け
止められないように十分配慮する必要がある。
サプライヤー契約におけるCSR条項の導入についても，発注企業とサプライヤーとの間に交渉力
の差があることを考慮すると，サプライヤーに対し一方的に過大な義務を負わせないように配慮
する必要がある。
この点，モデル条項は，サプライヤーに対しCSR行為規範遵守や人権デュー・ディリジェンス実
施等を義務付ける規定を中心に構成されており，一見すると片務的な条項ではないかという懸念
も生じ得る。
しかし，サプライチェーンにおける人権・CSR配慮に関する社会的要請や法令違反・レピュテー
ションリスクが高まっている現状では，発注企業がサプライヤーに対し一定の人権・CSR配慮要請
を行っていく自体は，その要求が不合理で過度な負担を課すものでない限り，やむを得ないと思
われる。モデル条項をできる限り双務的な条項にすることも試みたものの，発注企業がサプライ
ヤーに対しCSR要求をするというCSR調達の本質から考えて，限界があると思われる。たとえCSR
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条項において発注企業にもCSR行為規範遵守や人権デュー・ディリジェンス実施を義務付けたとし
ても，発注企業がこれらの義務に違反した場合にサプライヤーが発注企業に対し是正措置要求や
契約解除等の措置を取るということは一般的には考えにくい。
問題は，条項の片務性というよりむしろ，発注企業が，サプライヤーと情報・意見交換を十分
に行うこともなく，調達実務の現状を無視したCSR行動規範等を押し付けるプロセスにあると思わ
れる。発注企業は，CSR条項の導入にあたっては，サプライヤーとの間で十分な情報・意見交換を
行い，できる限りサプライヤーの理解や納得を得ることが必要である。このような情報・意見交
換の機会を確保するための法的ツールの一つとして，モデル条項第4項は，発注企業にも，サプラ
イヤーに対してCSR行為規範遵守や人権デュー・ディリジェンス実施の内容に関する情報提供義務
を課している。
また，発注企業が自社においても不可能なCSR行動規範の遵守や人権デュー・ディリジェンスの
実施をサプライヤーに要求することがないように，モデル条項第1項は，発注企業自身がCSR行動
規範を策定した上これを遵守し，かつ人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施
していることを前提としている。
このようにモデル条項は，CSR条項は発注企業がサプライヤーに対し責任を転嫁させるための道
具とならないように工夫を行っている。
なお，発注企業が要求するCSR行為規範の遵守や人権デュー・ディリジェンスの実施がサプライ
ヤーに過大なコスト・労力の負担を生じさせる場合には，サプライヤーが負担したコストの一部
を価格に転嫁する等して，発注企業もコストの一部を負担することも検討することが望ましい。
サプライヤーのコストや労力を軽減させるために，発注企業がサプライヤーに対し，相当な範囲
で協力を行うことも考えられる。

5.6.2

二次以下のサプライヤーの CSR 行動規範の遵守に関する課題

モデル条項は，サプライチェーン全体でのCSR調達を実施する観点から，一次サプライヤーに二
次以下のサプライヤーのCSR行動規範の遵守等についても誓約させている。このことは，一次サプ
ライヤーに過大な負担を負わせるものであるとの指摘もありうる。
しかし，重大な人権侵害等の問題はサプライチェーンの末端の現場で発生することが多い以上，
発注企業はサプライチェーンの全体を通じた人権・CSR配慮を目標としなければ，人権侵害等の回
避のためにはほとんど意味がない。発注企業が二次以下のサプライヤーと直接契約関係になくCSR
要求を行うことができない状況においては，一次サプライヤーに二次以下のサプライヤーに対す
るCSR要求を行わせ，二次サプライヤーに三次以下のサプライヤーに対するCSR要求を行わせると
いった仕組みを作り，順次CSR調達を浸透させていくほかないと思われる。そのためには，一次サ
プライヤーに二次以下のサプライヤーのCSR行動規範の遵守等について誓約させること自体はや
むを得ないと考える。
ただし，一次サプライヤーが二次サプライヤーの全てコントロールできるわけではなく，コン
トロールできない第三者の行動により一次サプライヤーが責任を負わされるのは不合理である。
そのため，モデル条項第2項及び第3項は，一次サプライヤーは，二次以下のサプライヤーに対し，
「影響力の程度に応じて」CSR行動規範の遵守や人権デュー・ディリジェンスの実施をさせるため
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の適切な措置をとるという限定を課している。
また，サプライヤーと直接取引関係のない二次以下の関連調達先がCSR行動規範等に違反した場
合に，直ちにサプライヤーにCSR条項違反に認められることになってしまうのは，サプライヤーに
とっても受け入れることが困難であると思われる。そのため，モデル条項第2項及び第3項では，
そのような場合には，サプライヤーがこの事実を知り又は知りうべきであったにもかかわらず適
切な措置をとらなかった場合にのみ本条項の違反となると規定している。

5.6.3

CSR 行動規範の重大違反事由に関する課題

モデル条項第8項及び第9項は，CSR行動規範の違反の全ての場合に，まず是正措置を要求し，是
正措置が取られなかった場合に解除権を認めるという段階的な対応を規定している。
しかし，CSR行動規範違反の中でも，暴排条項違反に比類しうる，社会的非難可能性やリスクが
高い重大違反の場合には，暴排条項と同様，即時解除権の発生を規定することも可能である。
暴排条項違反に比類しうる，社会的非難可能性やリスクが高い重大違反事由としては，一般的
には，コンフリクト・フリーでない紛争鉱物の使用，基準値を超える有害化学物質の使用・排出，
違法伐採林の使用，児童労働・強制労働への関与，及び公務員への贈賄等が該当すると考えられ
る。しかし，例えば，紛争鉱物の使用についてはいまだ多くの企業においてその原産国や発生源
等について十分な確認が取れていない状況にあり，直ちに重大違反事由に含めるのは現実的では
ないかもしれない。また，海外のサプライヤーである場合には，現地の法律や慣習が異なり，上
記事由の違反があったとしても，即時解除権を認めるだけの社会的非難可能性があるとは即断で
きないかもしれない。
そのため，モデル条項では，あえて重大違反の場合の即時解除権の規定を設けていない。各企
業が直面するリスクや調達実務の実状は異なるため，発注企業は，サプライヤーと十分に情報や
意見を交換の上，即時に解除が必要であるような重大違反事由が存在するか否かを個別に検討す
ることが必要である。

5.6.4

是正措置要求に関する課題

モデル条項第8項及び第9項においては，サプライヤーがCSR行動規範に違反した場合「相当な期
間」に是正措置が行う必要があるところ，「相当な期間」とはどの程度の期間であるのか明確で
はない。また，第9項でサプライヤーが是正措置を行うことができない「正当な理由」が何である
のかも明確とはいえないとの指摘もあり得る。
「相当な期間」や「正当な理由」の内容をより特定することが予測可能性や法的安定性の観点
からは望ましい。しかし，各企業の実状やCSR行動規範違反の内容によって「相当な期間」や「正
当な理由」は大きく変わってくる可能性があり，特定することは困難な場合も多い。
このような状況においては，モデル条項第9項記載の通り，CSR行動規範違反が判明した場合に，
まず，サプライヤーに対し，特定期間内に当該違反の原因及びその是正計画に関する報告書を提
出することを義務づけることが有益である。かかる報告書を前提として，発注企業とサプライヤ
ー間で，サプライヤーが是正措置をとるための期間や方法を調整することが可能となる。このよ
うに，サプライヤーが任意に是正措置をとることのできる環境を整えることが重要である。
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また，サプライヤーが中小企業や発展途上国の企業である場合には，CSR行動規範違反を是正す
る意思はあってもそのキャパシティが十分でないこともあり得る。そのような場合，発注企業は，
CSRに関する知識や能力が十分ではないと思われるサプライヤーに対し，定期的に研修を受けさせ
たり，違反の是正に協力を行ったりすることも必要となろう。

5.6.5

報告義務に関する課題

発注企業とサプライヤー間の情報共有を促進するためには，発注企業は，CSR条項に基づき，サ
プライヤーに対し，CSR調達遵守状況に関して報告を求めていく必要がある。モデル条項第5項で
は，サプライヤーが発注企業に対し，CSR行動規範の遵守状況を報告することと共に，報告の内容
の真実性を証明する「客観的資料」を提出することを規定している。発注企業が，サプライヤー
に対し，どのような報告書の書式を定め，どのような資料の提出を求めれば，情報共有を促進で
きるか，各企業の調達実務の実状に応じ検討する必要がある。
もっとも，このような報告書や資料の提出がサプライヤーにとって過大な負担とならないよう
に配慮もしなければならない。また，同一のサプライヤーが複数の発注企業に対し供給を行って
いる場合，異なる発注企業から異なる書式の報告書等の提出を求められ，負荷が発生する場合も
ある。このような場合，グループ企業全体ひいては業界団体・公的機関において書式をある程度
統一することが必要となる。
この点，一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が作成しているサプライチェーンCSR推進
ガイドブック(2006年)に添付されたチェックシートが一定の参考とはなり得る。このチェックシ
ートは，アンケート形式によって，サプライヤーが自らのCSR推進状況を自己評価するためのツー
ルであるとされている。もっとも，チェックシートの設問は46ページに及ぶ膨大なものである上，
ほとんどは抽象的な設問に，よい・悪い・普通という形での回答をするもので，このチェックシ
ートだけでサプライヤーがCSR推進状況に関して公平な判断をすることは難しいと言わざるを得
ない。発注企業・サプライヤー間のコミュニケーション・ツールの一つとしては有用であるが，
CSR行動規範の遵守状況に関する報告書としては改善の余地があると思われる。

5.6.6

調査権・監査権に関する課題

発注企業が，CSR条項に基づき，サプライヤーに対し，CSR行動規範の遵守を誓約させたとして
も，その遵守状況に関してサプライヤーの自主的な報告のみに委ねていては，本来の目的を達成
することができない。そのため，発注企業は，モデル条項第7条の調査権・監査権を活用して，サ
プライヤーを視察し，現場でヒアリングや書類の確認をすることにより，実態を把握することが
不可欠である。
もっとも，発注企業がすべてのサプライヤーについて，現地調査・監査を実施することは，事
実上不可能に近い。したがって，まず，サプライヤーの取扱品の種類及び量によって，リスクの
大きさを考慮し，これに沿った監査・モニタリング計画を作成することが一般的であると思われ
る。この際，調査・監査担当者の知識及び技量の向上，公平性の担保が重要であることは当然で
ある。
多くの企業は，まず自社ブランドを守る観点から，OEM製造の委託先を優先し，さらに主要な原
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料の調達先に焦点をあてる傾向にある。ただし，治安の悪化している地域，言語が通じにくい地
域等にサプライヤーが存在する場合には，調査・監査にも大きな障害が発生するであろう。
調査・監査結果をどう活用するかにも工夫が必要である。重大なトラブルが予想される場合を
除き，調査・監査結果に問題があっても，直ちに契約の解除を行うのではなく，モデル条項第8
項の是正措置要求に基づき，相互理解により段階的な改善を求めていくことが望ましい。継続的
な改善を求めていくことにより，結果的に発注企業とサプライヤー間の信頼関係が向上すること
も期待される。
なお，調査・監査結果は，同一の企業グループで，情報共有することも進められている。この
ような場合には，個人情報保護法や機密保持義務との関係で，調査・監査結果を企業グループに
おいて共同利用することについて，あらかじめサプライヤーから同意を得ておくことが望ましい。

5.6.7

CSR 行動規範の改定に関する課題

第11項によれば，発注企業がサプライヤーの承諾を得ることなくCSR行動規範を改定した場合で
も改定後のCSR行動規範がサプライヤーを拘束することとなるところ，このような規定は有効であ
るか否かが問題となる。
この点，例えば，就業規則の不利益変更については，労働契約法第10条において，労働者の同
意を得なくとも，変更後の就業規則を労働者に周知させ，就業規則の変更が合理的な場合には有
効であると規定されている。使用者と労働者間の就業規則と発注者とサプライヤー間のCSR行動規
範を全く同一に扱うことはできないものの，CSR行動規範も法的・社会的状況の変化や各企業の直
面するリスク等の変化に応じ逐次改定していく必要性がある。そのため，労働契約法第10条等に
も準じて，CSR行動規範の改定の内容をサプライヤーに通知し，かつ改定が合理的な場合には，改
定できる旨規定することも許容されるものと考える。
もっとも，サプライヤーに改定後のCSR行動規範の遵守に協力してもらうためには，発注企業は，
できる限り改定の検討の段階からサプライヤーとの情報・意見交換を行い，かつCSR行動規範の改
定についてサプライヤーから理解や納得を得ていくことが重要であろう。
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添付資料Ⅰ

サプライチェーンにおける人権尊重の取組の実践例

※ 「新興国等でのビジネス展開における人権尊重のあり方についての調査研究報告書」（財団
法人 企業活力研究所）の参考資料１「人権尊重の取り組みについての国内外企業事例」から引
用。
(1) ダイムラー(Daimler)（報告書 54～55 頁）
１．人権マネジメントの展開
・人権マネジメントの展開に際しての，実務上必要な要素として，以下を考えている。
－産業界や政府との連携
－サプライチェーン経営：すべてのサプライチェーン（二次以降のサプライヤー）にまでは責任
を持つことはできない（＝一次サプライヤーのみ）
・今後の課題：60％のサプライヤーが人権方針をもっていない等，まだ不十分な実態であること
が明らかになった。今後様々な角度から改善をしていくことが重要である。
２．人権への取り組みの姿勢
・同社では一次サプライヤーへの責任までとしている。その先は，彼らに取り組むように働きか
ける努力に限っている。指導原則は企業に対しては respect する責任を規定しており，企業が直
接管理できる影響について書かれている。自動車業界は非常に多く複雑なサプライチェーンで構
成されており，影響の範囲を問われるときりがない。指導原則に従うことによって，人権マネジ
メントを進めやすくなったといえる。
・このように自社が直接管理できる影響にとどめるという点で，自社による取り組み可能な範囲
までの責任との合意がとれたことになり，指導原則は我々のガードレール（自社を保護する）と
考えている。こう考えると，指導原則は企業にとってよくできたフレームワークである。
・といって，自社に関連するその他様々な人権課題について，何もしないということではない。
一次サプライヤーから先の人権については，上記の人権マネジメントの外にはなるが，様々な機
関に協力したり，一次サプライヤーに対して彼らがその先のサプライヤーに同じように実施して
もらうよう働き掛けることは考えている。
(2) ノボ・ノルディクス(Novo Nordisk)（報告書 56～57 頁）
１．人権に取り組む背景
・2012 年，Rio+20 にあたってこれまで 20 年間のサステナビリティの歩みを作成した。このなか
で，大きなものだけでも 3 回 NGO や市民社会から Novo の活動について責任を指摘されてきた。こ
うした背景から，製薬会社としてステークホルダーへの責任を果たすべきとの意識がトップ自ら
強く持たれている。
・1999 年には人権分野を再レビューし，1）職場，2）サプライチェーン，3）ヘルスケアへのア
クセス，の 3 分野の人権に整理した。
２．人権マネジメントの展開
・人権リスク評価はしっかりやっている。サプライヤー評価は業者のみだが，それでも 2000 社あ
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る。ここに質問票を送って調査している。これはデンマーク人権研究所（DIHR）開発のもので，
国ごとの特徴を組み入れた手法を活用している。さらに自社でその実施状況の監査もおこなって
いる。

(3) フィリップス(Philips)（報告書 58～59 頁）
２．人権マネジメントの取り組み
・同社の人権対応の中核はサプライチェーン対応であり，EICC の枠組みにしたがって展開してい
る。これまで労働争議として扱ってきたトピックが人権として扱われているだけでこれについて
は，やる内容は変わるわけではない。経営層にとっては，外部から「人権」と声高に叫ばれるこ
とで態度が緊迫する傾向がある。指導原則はその効果を狙っていると考える。
・サプライチェーンで同社が直接対象とするのは，原則一次サプライヤーのみである。EICC の行
動規範に沿った規範（General Business Principal）の遵守をサプライヤーにも求める。指導原
則では，サプライチェーンの各層でそれぞれのサプライヤーが責任を負うものと明確であり，そ
れ以降までの責任は問われない。
・一次サプライヤーは 10，000 ほどいるが，スクリーニング基準を設けて主要なところを選んで
選別する。まず，Maplecroft 社の Global risk 評価をもとにリスクの高い国を識別し，4，000
社を選別する。さらに同社と一定の取引額のあるケースと企業のリスク評価をして最終的に数百
社に絞り，行動規範の遵守を徹底していく。
３．政府との連携
・サプライチェーンの対応として，オランダ政府機関の IDH（Sustainable Trade Initiative）
と共同で，中国の労働状況の調査を 2 年間実施した。労働組合も必要だがこれは手段でしかなく，
多くの問題は現地の経営者と労働者の関係をいかにスムーズにしていくかである。同じように監
査も必要だが，解決策ではない。

(4) フォルクス・ワーゲン(Volks Wagen)（報告書 60 頁）
１．人権マネジメントの展開
・同社では，人権に配慮することは創業時からの企業風土であり，その表れとして VW の社会憲章
（Social Charter）のなかに人権方針は組み込まれている。このなかで社会権もきちんと規定し
ている。憲章のもとでは世界でのグループ企業に適用する行動規範を制定しており，そのなかに
もちろん人権も含んでいる
２．サプライチェーンの安全衛生プログラム
・2005～2007 年で，ILO と GTZ（ドイツ開発省）との共同プロジェクトで，世界主要国でのサプ
ライチェーンの安全衛生調査を実施し，その後サプライヤープログラムを構築して展開している。
これは，インド，メキシコ，南アフリカ等対象が新興国であり，中小規模のサプライヤーに直接
ヒアリングして安全衛生の現状を調べるものであった。現場の状況を直接聞くことによって，取
り引きとのコミュニケーションばかりであったサプライヤーの実情が把握できた。
・この調査の経験を踏まえ，その後自社内工場サイトだけでなくサプライヤーにも同様の安全衛
生プログラムを実施している。
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(5) アシックス(Asics)（報告書 61～63 頁）
１．人権に取り組む背景と経緯
・2004 年 2 月に，アテネ五輪を控えた時期に，スポーツメーカーを標的としたオックスファムや
グローバルユニオンを中心としてなされた大々的なキャンペーンがあり，同社もアタックを受け
た。---この経験もあり，今は経営主導で人権対応している。
・アタックを受けた当時は，社内に対応する仕組みがなかったため，CSR チームができた。知見
を得るために，Fair Labor Association(FLA：ナイキ，アディダス等が加盟しているアメリカの
NPO。最近では異業種のアップルも入った)に入ることから始めた。
・FLA は，サプライチェーンの社会的側面の情報，評価，監査の情報を共有するプラットフォー
ムであり，所属団体の工場を監査している。
・アシックスで，自社監査，SGS 等監査機関による委託監査，FLA の監査の 3 種類の監査を行って
いる。
４．監査について
・監査の質問は 200 問ほどある。しかし FLA の出しているものだと 2，000 くらいあるため，参照
にはしているが独自のものを用いている。
・取引開始前に，「工場プロファイル」を作成し，平均労働時間，従業員数等を記入してもらい，
契約前に生産担当者が，目視で委託候補先の CSR 基準を確認するようにしている。もし，すでに
他のブランドが委託していれば，そのブランドの監査レポートを入手してもらう。5 段階評価で C
以下のところとは取引を行わない。

(6) ミズノ(Mizuno)（報告書 66～68 頁）
１．人権課題に取り組む背景
・2004 年アテネ五輪に向けて，国際労働者団体（Global Union），オックスファム，CCC(Clean
Cross Campaign)らの NGO が中心となり，「Play Fair キャンペーン」が始まり，スポーツメー
カーに対してネットでキャンペーンが展開され，かなり具体的な報告書が出された。サプライヤ
ーで悪い労働環境，（法定を超えた）残業が多すぎる，という状況にある中国の国内工場を調べ
た上で，あえて該当する工場の名前を出さずにキャンペーンが突然はられた。ナイキ・アディダ
スを筆頭として，アシックス・ミズノ・フィラ・プーマ等が対象にあがった。
・同社では，サプライヤーの労働環境については彼らの法令順守の責任で実施するという理解で
あったため，この事態は想定外だった。同社内でも 2004 年 3 月から対応始め，まず工場に調査に
行ったところ早く監査する必要性を感じた。優先順位をつけ，まずは主要な取引先から監査を行
った。
２．サプライヤー監査の実施
・この 2004 年のキャンペーンをきっかけに，世界スポーツ用品工業連盟が 2000 年に策定した行
動規範を踏まえて，2004 年 5 月に「ミズノ供給者基本原則」（2011 年「ミズノ CSR 調達行動規範」
に改定）と「ミズノ誓約書」を作り，サプライヤーに署名してもらった（この後「ミズノ CSR 調
達ガイドライン」中国語・英語・日本語版も作成）。
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・現在の監査対象は百数十社程度（資本関係のない海外サプライヤーの数）である。対象の基準
は，「ミズノブランドの商品をつくっている工場」，「年間の工場販売金額」，「生産キャパシ
ティの占有率」を勘案して決定している。3 年でこれらの監査が一巡できるように CSR 監査をし
ている。
・監査の数値目標は特になく，平均スコア以下のところには，平均を目指しさらに上に行くよう
に，といっている。是正項目があれば，取引禁止にするのではなく改善に向けて一緒に努めるよ
うにしている。

(7) スターバックスコーヒー（Starbucks Coffee）（報告書 88～90 頁）
１．人権対応に取り組む背景と経緯
・1990 年代後半に米国，英国，オーストラリアにおいて，コーヒー生産者の人権と生活権を侵害
しているという理由で消費者から同社への不買運動が相次いで発生した。コーヒー生豆の値下が
りが何年も続き，コーヒー生産者が最低限の生活すらできない金額にまで下落していたのがその
背景である。この動きを受けて，国際環境 NGO の Conservation International（CI）と協力し，
1998 年に社会や環境に配慮したコーヒー購入に関するガイドライン「スターバックス優先サプラ
イヤープログラム」を策定した。
・1999 年末にはシアトルで開催された WTO（世界貿易会議）閣僚会議の際，NGO や活動家たちに
よるデモが発生し同社が格好のターゲットになった。---これが一部暴徒化し，同社の店舗も襲撃
を受けた。この時点で社会環境配慮型購買のためのガイドラインを策定していたが，実際の購買
での割合の高さ，消費者への訴求がともなわないとの主張であり，より実質的に取り組む必要性
を理解するきっかけとなった。
・2000 年に入り，フェアトレード・コーヒーの販売を開始した。
・2004 年には，環境・社会・経済に配慮した高品質なコーヒー栽培や加工を推奨するガイドライ
ン「C.A.F.E(Coffee and Farmer Equity)プラクティス」を正式に導入し，コーヒー生産者の規模
を問わず導入されている。現在もこのプログラムにそって生産者現地の環境・社会問題を改善し
ていくことを続けており，同社の人権対応はこのなかのひとつとして位置づけられている。
２．人権課題への取り組みの現状
1）自社内の人権マネジメント
・サプライヤーに対しては，コーヒー豆の購買ガイドライン「C.A.F.E プラクティス」を設けて
いる。これは労働環境の改善，児童労働の規制，土壌侵食や汚染防止等の生物多様性の保全に関
する取り組みも含めた，社会環境のための包括的なものである。チェック項目には，サプライヤ
ーに支払証明を提出するように求める項目（コーヒー生産者に対価が公正に分配されているかの
透明性を実証）を筆頭とし，労働者の給与，団結の自由，労働時間，児童労働・強制労働の禁止，
住居，教育や医療へのアクセス，労働安全等があり，以下，水資源，土壌流出や汚染防止の環境
保全の項目に続いている。
・2015 年までに同社が買い付けるコーヒー豆の 100％がこのガイドラインを満たすものにすると
いう目標を掲げて取り組んでいる。
・サプライヤーがこのガイドラインを遵守しているかどうかは，第三者機関（Scientific

- 73 -

Certification System）の評価システムを導入している。
3）情報の開示
・C.A.F.E プラクティスをレビューした結果は”Ethical Coffee Sourcing and Farmer Support”
とするレポートで随時公開している。このレポートも CI との連名で発行しており，信頼性を高め
る努力がみられる。

(8) コカ・コーラ（Coca-Cola）（報告書 91～92 頁）
２．人権課題への取り組みの現状
1）自社内の人権マネジメント
・同社では，サプライチェーンや地域社会まで含め，「人権声明」「職場の権利に対する方針」
「サプライヤーガイドライン原則」を独自に作成して人権保護の積極的な取組みを行っている。
このなかで人権と職場の権利，児童労働，強制労働，組合の自由，差別，健康，安全等について
明記しており，社内，パートナー企業，サプライチェーンが協力し人権侵害を特定，そして問題
回避や実際に人権侵害が起こった場合の対策を講じる取り組みを行っている。
・サプライチェーンでの取り組みでは，2009 年からサプライヤーとの関係を深めるため，「サプ
ライヤーガイドライン原則」に基づいたダイアログを実施し，従来のコンプライアンスや事業提
携の枠を超えた人権問題や持続可能性について共同で取り組んでいる。その結果，5 層からなる
「サプライヤーエンゲージメントピラミッド」モデルを開発。①持続可能性についてのダイアロ
グ②サプライヤーの事業運営上の改善③BtoB サプライチェーンの効果④シグネチャープログラム
の促進⑤新たな機会と革新とし，サプライヤーとの業務管理体制を進めた。
・さらに第三者機関によるコンプライアンスの監査を実施。「職場の権利に関する方針」「サプ
ライヤーガイドライン原則」の基準に基づき，2010 年末には第 1 次サプライヤーの 63％，商業製
品サプライヤーと 2 大ボトリング企業は 100％のコンプライアンスを達成した。
3）情報の開示
・サプライチェーンでの取り組みについては，毎年の監査結果を報告することで透明性に努めて
いる。これは達成目標を掲げていることから，その達成度合いを全体評価としている。

(9) ゼネラル・エレクトリック（General Electric）（報告書 95～96 頁）
１．人権対応に取り組む背景と経緯
・1990 年代に，男児誕生が極端に好まれるインドや中国において，超音波画像診断装置が胎児の
性別判別に利用され，女児の場合は人工中絶が引き起こされる事態が起こった。
・診断装置は実際に診断目的で使われていたが，一方で何十万もの女児が毎年流産していたのも
事実だ。インド政府は，超音波診断が女児の出生率を下げている理由であると指摘し，主要な製
造メーカーである GE に対して指摘がされた。GE 側は装置が性別判断に使用されていないことを
強調し，女児の出生率の下降に影響していないと説明したが，問題を指摘する活動家たちは GE が
発売をする際に，装置の不正利用を防ぐ努力を十分に行わなかった事を非難した。
・2007 年 4 月には GE とウィプロとの合弁販売会社，及び東芝製医療機器を販売するエルビス・
エンジニアリングに対して懲役最高 3 か月と罰金 1000 ルピーの支払いを求める訴訟が起こされ
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た。超音波診断装置の違法使用に対する十分な防止策がなかったことが訴訟理由であった。
２．人権課題への取り組みの現状
1）自社内での人権マネジメント
・人権全般について，同社では 2007 年に基本的人権を尊重しそれを責任感のある企業市民の主要
な要素としてみることを促進すると公に宣言した「人権に関する GE の基本方針」(GE Statement of
Principles on Human Rights)，2009 年にその施行規則である Human Rights Implementing
Procedures を策定しこれに沿って実践している。
・インドでの製品誤使用については，これまで医療が行き届かなかった地域における予防や治療
の対策として，下記の対策をとっている。
① 違法な堕胎をする可能性がある顧客には売らないようなプロセス
② 機器にステッカーを貼り，広告キャンペーンをする（「超音波診断装置を胎児の性別判定の
ために用いる事は違法」）
③ 契約上の拘束（違法目的には使わない。再販売・インド国外への輸出はしない。医学上の必
要性がない限り胎児の性別を告げるのは違法である事を認識）
④ 営業担当の教育をする
3）情報の開示
・同社は，自社が直面してきた課題や過ち，また NGO や地域住民等から指摘されてきた批判等の
外部からの声を一般に積極的に公開する姿勢がある。アカウンタビリティを常に念頭におき，対
外的に開かれた企業としての評価を重視していることが伺える。これによって，他企業にも学習
の機会がもたらされる等，社会からの評判につながることを意識しており，情報公開の面でもリ
ーティングカンパニーとして責任感や意識の高さをうかがう事ができる。

(10) マークス＆スペンサー（Marks & Spencer）（報告書 100～101 頁）
１．人権対応に取り組む背景と経緯
・同社は欧州をはじめ世界の 44 か国／地域に 885 店舗を構えるイギリスの小売業者である。同社
はプライベートブランド商品の倫理的な製造・販売に力を入れ，倫理的貿易（ethical trading），
倫理的調達（ethical sourcing）を含む CSR 活動に積極的に取組む企業として世界的に評判が高
く消費者はよいイメージを抱いている。
・しかし一方で，労働者問題（主にサプライチェーン）に関する指摘は絶えない。2007 年 12 月
には，サプライヤーが移民労働者を不当に扱っていると英ガーディアン紙が報じた。これは南ウ
ェールズの精肉卸業者の工場で働くポーランド人の移民労働者が「ゼロ時間労働」つまり固定労
働時間を設けず厳しい労働条件を突きつけられていると労働組合に訴えたことから発覚した。ポ
ーランド人は地元の移民労働派遣会社を通じて出稼ぎに来る場合が多いが，「ゼロ時間労働」契
約への合意を要求されたり，直接雇用者より劣る条件で雇用され病気休暇や手当等が支給されな
い等，様々な差別が問題視された。
・組合はこの移民労働者への不当な扱いについて同社に対してデモを行い，サプライヤーに対し
て労働者の正当な扱いを求めることを主張。同社はこの申立を深刻にとらえ，早急に調査を行う
と発表したものの，最低の法律基準を遵守しているという回答のみにとどまった。組合は再度デ
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モを実施するとともにインターネット上でも攻撃した。同社のように老舗小売業のブランドイメ
ージを重視する企業にとって，非常にダメージが大きい展開となってしまった。
２．人権課題への取り組みの現状
1）自社内での人権マネジメント
・食品関連企業を含むサプライヤーやパートナー企業に対しては，労働者の権利や健康と安全に
ついての研修や教育プログラムを実施しており，2015 年までに 50 万人のサプライチェーンの労
働者に従業員の役割，責任，権利，基本的なヘルスケア，計算，読み書き能力についての教育を
実施することを目標としている。
３．経営上の課題
・近年，労働者問題の中でもさらに移民労働者に関する問題が発生するようになり，その原因が
移民労働者を仲介する派遣業者の管理体制に問題のあることが多く，企業にとってのジレンマに
なっている。
・これらには労働条件に関わる法的行為，企業ブランドや評判へ与えるダメージ，労使関係の悪
化に伴う生産性の低下等が考えられる。小売業者にとって，インターネットによる攻撃やデモに
よるダメージは消費者離れや不買運動につながる可能性があり，大きなリスクとなっている。

(11) アップル（Apple）（報告書 102～103 頁）
１．人権対応に取り組む背景と経緯
・現在様々な電子製品や部品生産の 80％までが，外部委託されている。同社はその典型で，iPhone
や iPad 等好調な同社製品はすべて OEM メーカーにより製造されている。そのなかでも最大のサプ
ライヤーである台湾系の富士康科技集団（Foxconn）は，これまで様々な労働条件や安全衛生の問
題が続出しており，人権団体から繰り返し批難されてきた。
・2010 年以降は Foxconn 従業員の自殺が相次いだこと等で，勤務体系や労働条件の悪化が指摘さ
れた。---これらの労働問題は，アメリカで話題になっており，アップル製品の不買運動もおこっ
た。
・同社はその対策として，サプライヤーの労働監査を実施している。その後，サプライヤーの労
働条件改善に向けて FLA に加盟するとともに，FLA の協力のもとにその対策を取ってきた。
２．人権課題への取り組みの現状
1）自社内での人権マネジメント
・同社では EICC の策定基準に基づいた行動規範を策定している。テクノロジー企業としては初め
て FLA の加盟を承認されており，このメンバーとして FLA 独自の Workplace code of conduct（職
場での行動規範）に合わせて自らの成果を測定する。サプライチェーンを FLA の独立監査チーム
に査察してもらう予定である。その結果はウエブで公開されるので，独立した監視体制を持つこ
とになる。
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添付資料Ⅱ

人権方針策定に関する日本企業の実践例
日立グループ人権方針

日立グループは，社会が直面する課題にイノベーションで応え，優れた自主技術・製品の開発を
通じて社会に貢献する中で，人権が尊重される社会の実現を支援していきます。その前提として，
日立は人権尊重の責任を果たす努力をして参ります。
人権尊重に対する責任
日立は，人権を侵害しないこと，また，事業や取引上の人権に対する負の影響に対応することで，
人権尊重の責任を果たすことをめざします。私たちは「国際人権章典」および国際労働機関（ILO）
の「労働の基本原則および権利に関する宣言」に記された人権を，最低限のものとして理解して
います。人権尊重の責任は，日立製作所およびその連結子会社のすべての役員と従業員に適用し
ます。
さらに，ビジネスパートナーやその他の関係者による人権への負の影響が，日立の事業，製品ま
たはサービスと直接つながっている場合，日立は，これらのパートナーに対しても，人権を尊重
し，侵害しないよう求めていきます。また，そうした当該者が人権を尊重していない場合には，
日立は適切に対処していきます。
日立の価値観・方針との関係
日立は，私たちが社会の一構成員であり，人権が尊重される環境づくりに貢献できると信じてい
ます。人権尊重の責任を果たすことは，企業として活動上不可欠であり，すべての企業に当然期
待されるべきことと理解しています。この人権方針は，日立の企業理念および日立グループ・ビ
ジョンに基づいて，この責任をここに表現するものであり，日立グループ行動規範および CSR 活
動取り組み方針を補完するものであります。
人権尊重の責任の遂行
日立は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」の実行を通じて，人権尊重の責任を果たすこ
とを誓います。
このために，日立は人権デュー・ディリジェンスの仕組みを開発し，これを継続的に実施してい
きます。人権デュー・ディリジェンスには，潜在的または実際の人権への影響を特定して評価す
ることやリスクを防止または軽減するための措置を講じることが含まれます。日立は，人権への
影響やリスクに効果的に対処するため，こうした措置の効果を継続的に検証していきます。また，
潜在的および実際の人権への影響に対する日立の対応についての説明責任を果たすため，日立グ
ループは検証結果を公開していくための手順を開発して参ります。
また，日立が人権に対する負の影響を引き起こした，あるいはこれに関与したことが明らかにな
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った場合，社内外のしかるべき手続きを通じて，その救済に取り組みます。
日立は事業活動を行うそれぞれの地域において，その国の国内法および規制を遵守いたします。
また，国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合においては，日立は，国際的な人
権の原則を尊重するための方法を追求していきます。
日立は，本方針が日立製作所およびその連結子会社全ての活動に組み込まれるよう，また，人権
デュー・ディリジェンスが理解され，効果的に実施されるよう，適切な教育および能力開発を行
っていきます。
また，人権に対する潜在的および実際の影響に対する措置について，日立は，関連する外部ステ
ークホルダーと対話と協議を行っていきます。
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添付資料Ⅲ

各当事者グループに焦点をあてた人権尊重の取組の実践例
味の素株式会社のガーナ栄養改善プロジェクト

(1) 国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）
国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の目標４は，「５歳未満の乳幼児死亡率を１／３に削減す
る。」とあるが，途上国においては乳幼児の栄養不良が死亡率の大きな原因となっている。また
途上国で深刻な課題である栄養不足は，子どもの身体や脳の発育等に様々な悪影響を及ぼすもの
となっている。具体的には，低体重・低身長による知能の発達障害により，約５ポイントのＩＱ
の低下，１％の身長低下により生産性が１．４％低下を招き，栄養不足により約３％のＧＤＰの
低下を引き起こすといわれている。
そこで世界では「The First 1000 days」と呼ばれる妊娠から最初の1,000日の栄養が，子どもた
ちの未来をつくると注目されている。栄養不足の改善の鍵となるのが，妊娠から子どもが２歳の
誕生日を迎えるまでの３年間，つまり「人生最初の1,000日」の栄養である。この「最初の1,000
日」の栄養不足によって引き起こされた成長不良は，その後に取り戻すことは難しいといわれて
いる。
ガーナでは，離乳食を与え始める生後６カ月以降の栄養不足が原因で成長の遅延が起こり，２歳
児では30～40%の子どもが低身長であった。
(2) 味の素グループの取組
味の素グループが創業以来積み重ねてきた，食品やアミノ酸についての膨大な知見があり，それ
を，開発途上国の深刻な栄養不足の問題を解決するために活かせないだろうかという想いをソー
シャルビジネスで実現することを目指して，2009年，味の素グループ創業100周年記念事業として，
ガーナ栄養改善プロジェクトが開始している。
このプロジェクトでは，離乳食の栄養バランスを改善・強化するサプリメントの製造・販売を通
じて，離乳期の子どもの栄養改善への貢献を目指している。生後６カ月から24カ月の離乳期にお
ける栄養不足の改善に注目したものである。理想的なアミノ酸組成を持つ母乳と比べると，穀物
中心の離乳食は必須アミノ酸「リジン」の他，微量栄養素等も不足しているのである。
このタンパク質や微量栄養素等が不足しているガーナの伝統的な離乳食「koko」に加えるサプリ
メント「KOKO Plus」の普及を通じて，子どもたちの健やかな未来をつくっていこうとしている。
開発途上国でのソーシャルビジネスを目指したプロジェクトは，途上国特有の多くの問題を乗り
越えなければならず，企業１社のみでの推進は困難である。政府機関をはじめとした現地のステ
ークホルダーや，経験豊富なNGO・国際機関・企業とパートナーシップを築き，シナジーを発揮す
ることで，より効果的，効率的に新たな，持続可能なビジネスモデルを構築していくことができ
る。このプロジェクトでは，ガーナ政府機関・大学をはじめ，さまざまな国際NGOや企業の協力を
得ながら，着実に歩みを進めている。またすべての人々のいのちの基本である「食・栄養」をよ
りよくすることで，子どもたちの健やかな未来を拓くことができる。ガーナの地から始まってい
るが，成功すればこのビジネスモデルは他国にも広げることができる。
(3) 具体的な取組の内容

- 79 -

このプロジェクトの特徴は以下の点にある。
① 現地ニーズを徹底的に把握
栄養面だけでなく，ガーナの食生活や味覚も考慮し，なおかつ購入しやすい価格の商品を提供す
るために，現地のニーズを徹底的に探る必要がある。そのためには大学等の現地研究機関やNGO・
NPOとの共同研究・協働が不可欠である。
② 新たな流通モデルを構築
ガーナでは物流インフラが整っておらず，小売店が少なく，しかも価格が高く製品・サービスの
入手し難い（BOPペナルティ）地域もある。そこで，伝統的な流通ルートでの販売に加え，ガーナ
北部で女性の自立支援プログラム(Village Saving & Loan Association女性の経済活動の教育と
起業家の育成)を実施している国際NGOと協力し，各村の女性起業家に商品を販売してもらう仕組
みの構築も進めている。
③ 現地企業と現地で生産
大豆等現地の原料を使い現地生産することで，農業の促進や雇用創出にもつながる。また，現地
食品企業を生産パートナーに，味の素グループの持つ生産管理や品質管理の技術やノウハウも導
入し，持続可能なビジネスの構築を目指している。
④ コミュニティー・ヘルス・ボランティア（CHV）の育成
「KOKO Plus」を適切に食べてもらい，栄養改善を実現するためには，母親たちが乳幼児の栄養に
ついて正しい知識を持つことが必要である。そこで現地で栄養教育を行っている現地の政府保健
機関やNGO等と協働し，母親等に栄養・公衆衛生等の教育・啓発を行うコミュニティー・ヘルス・
ボランティア）（CHV）を育成している。
(4) ビジネスモデルだからこそのウィンウィンの関係
このプロジェクトは，子どもの栄養不足を，女性の自立支援プログラム通じて，各村の女性販売
員に商品を販売してもらう仕組みの構築というビジネスモデルとすることにより，持続可能な事
業の発展が見込めるものとなっている。またビジネスモデルであるからこそ，各村の販売員への
商品の供給網が，薬品やその他の命にとって重要な必需品の供給ルートにもなり得るという，さ
らなる波及効果を得るというウィンウィンの関係をつくるものとなっている。
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添付資料Ⅳ

用語集

コミットメント （三省堂辞書）
責任をもって関わること，責任をもって関わることを明言すること，責任を伴う約束。

サプライチェーン （ASCII.jpデジタル用語辞典）
個々の企業の役割分担にかかわらず，原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまで
の全プロセスの繋がり。

バリュー･チェーン（Wikipedia）
価値連鎖（かちれんさ）。元々，マイケル・ポーター (1985) が著書『競争優位の戦略』
の中で用いた言葉。
トップ・マネジメント （ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）
企業の最高首脳部であり，基本的，全般的経営管理職能のにない手のこと。すなわち基
本方針を決定し，経営計画を立て，これに対する組織，調整，動機づけ，統制を担当す
る者。
サプライヤー （大辞林 第三版）
物品の供給者。商品を供給する人や企業，原料を輸出する業者や国等。
モチベーション （デジタル大辞泉）
動機を与えること，動機づけ。
オペレーション （ASCII.jpデジタル用語辞典）
演算や操作の意味。人間がコンピューターを操作して行う作業の総称。
レピュテーションリスク （デジタル大辞泉）
企業に対する否定的な評価や評判が広まることによって，企業の信用やブランド価値が低下し，
損失を被る危険度。評判リスク。風評リスク。
トレーサビリティ （Wikipedia）
物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態。
ライフサイクルアセスメント （ASCII.jpデジタル用語辞典）
ある製品の環境負荷を総合的に評価する方法。その製品に関する資源の採取から製造，使用，
廃棄，輸送等すべての段階を通しての環境影響を定量的，客観的に評価する手法。
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サステナビリティ （人事労務用語辞典）
持続可能性，または持続することができるという意味。サステナビリティへの取り組みという
とき，その対象は広く社会と地球環境全般を指す。
マネジメントアプローチ （新日本有限監査法人企業会計ナビ）
経営上の意思決定を行い，業績を評価するために，経営者が企業を事業の構成単位に分別し
た方法を基礎とするアプローチ。

ステークホルダー （ASCII.jpデジタル用語辞典）

企業の経営活動に関わる利害関係者のこと。具体的には消費者(顧客)，従業員，株主，
取引先，地域社会，行政機関等。
フレームワーク

（Wikipedia）

開発・運用・意思決定を行う際に，その基礎となる規則・構造・アイデア・思想等の集合のこ
と。日本語では「枠組み」等と訳されることが多い。
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添付資料Ⅴ

ビ ジ ネス と 人 権に 関 す る指 導 原 則（ 和 文 ）

本 書 は ， 国 際 連 合 人 権 理 事 会 第 17 会 期 の 文 書
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational

corporations and other business enterprises,

John Ruggie - Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing
the United Nations “ Protect, Respect and Remedy” Framework（ A/HRC/17/31, 21
March 2011)
の翻訳である。
この翻訳は，財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）と
特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラムの共働で行われ，国際連合広
報センターからの助言を受けて完成したものである。
翻訳版には，原文にはない訳者註が加えられている。

財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）
http://www.hurights.or.jp/japan/
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ᖺⅬ࡛ࡣ 53 ࢝ᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋ2006 ᖺேᶒጤဨ௦ࢃࡗ࡚ᅜ㝿㐃ྜ⥲ࡢࡶேᶒ⌮㸦Human
Rights Council㸧ࡀ᪂ࡓタࡅࡽࢀࡓࠋ
2 ヂ⪅ト㸧ேᶒಖㆤཬࡧಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᑠጤဨࠋጤဨࡣேᶒጤဨ࡛㑅ฟࡉࢀࠊ⊂❧ࡋࡓಶேࡢ㈨᱁࡛ຍࢃ
ࡿࠋ2006 ᖺேᶒ⌮タࡢࡁேᶒጤဨࡶᗫṆࡉࢀࡓࠋேᶒ⌮ࡣಶேࡢ㈨᱁࡛㑅ฟࡉࢀࡿ
ጤဨࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿㅎၥጤဨࢆᣢࡘࡀࠊࡑࡢᶒ㝈ᶵ⬟ࡣᑠጤဨẚ࡚ᖜ⦰ᑠࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 ヂ⪅ト) ᅜ㝿㐃ྜ࡛సࡽࢀࡓேᶒ᮲⣙ࡢ࠺ࡕࠊ2011 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾ 10 ࡢ᮲⣙࡛᮲⣙ᒚ⾜ࢆ┘どࡍࡿࡓࡵࡢ
ጤဨࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓࡽࡢ᮲⣙⩏ົᒚ⾜㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࡢᑂᰝࠊ່࿌➼ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
1

1
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ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ≧ἣࢆ┿ືࡍࡢ༑ศ࡞つᶍࢆᣢࡘ⮳ࡗ
ࡓࡶࡢࡣ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊูࠎࡢ᩿∦ࡲࡾࠊ୍ࡘࡢࡲࡲࡾࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ⿵ⓗ࡞ไᗘࡋ࡚ᐇࢆ⤖ࡪ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡞⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠊ㛵㐃
ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢᮇᚅ⾜ືࡀ᮰࡛ࡁࡿᶒጾ࠶ࡿࣇ࢛࣮࣏࢝ࣝࣥࢺࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡇ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ 2008 ᖺ 6 ᭶ࠊ≉ู௦⾲ࡣࡓࡔ୍ࡘࡔࡅࠊ≉ู௦⾲ࡀ 3 ᖺ㛫ࡢㄪᰝ◊✲༠㆟
ࢆ⤒࡚฿㐩ࡋࡓࠕಖㆤࠊᑛ㔜ཬࡧᩆ῭ࠖᯟ⤌ࢆேᶒ⌮ࡀᨭᣢࡍࡿࡇ࠸࠺່࿌ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋேᶒ⌮ࡣࠊࡇࡢ່࿌ࡋࡓࡀ࠸ࠊỴ㆟ 8/7 ࡛ࡇࡢᯟ⤌ࢆ‶ሙ୍⮴࡛ࠕḼ㏄ࠖࡋࠊࡑࢀ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛Ḟࡅ࡚࠸ࡓࠕᶒጾ࠶ࡿࣇ࢛࣮࣏࢝ࣝࣥࢺࠖࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
6㸬

ࡇࡢᯟ⤌ࡣ㸱ᮏࡢᰕᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡣࠊࡋࡿࡁᨻ⟇ࠊつไࠊཬࡧྖἲⓗᐃࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᴗࢆྵࡴ➨୕⪅ࡼࡿேᶒᐖࡽಖㆤࡍࡿ࠸࠺ᅜᐙࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿࠋ ➨ࡣࠊேᶒࢆᑛ
㔜ࡍࡿ࠸࠺ᴗࡢ㈐௵࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᴗࡀ⪅ࡢᶒࢆᐖࡍࡿࡇࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡲࡓᴗࡀ⤡ࢇࡔேᶒᐖ≧ἣᑐฎࡍࡿࡓࡵࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ4ࢆᐇࡋ࡚⾜ືࡍࡁ
࡛࠶ࡿࡇࢆពࡍࡿࠋ➨୕ࡣࠊ≛≅⪅ࡀࠊྖἲⓗࠊ㠀ྖἲⓗࢆၥࢃࡎࠊᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࡢᡭẁ
ࡶࡗᐜ᫆ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᰕࡣࠊ㜵Ṇཬ
ࡧᩆ῭ࡢࡓࡵࡢᡭẁࡢࠊ┦㐃㛵ⓗ࡛ືⓗ࡞య⣔ࢆᵓᡂࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ ᅜᐙ
ࡣᅜ㝿ேᶒయไࡢࡲࡉ୰᰾࠶ࡿࡀᨾࠊᅜᐙࡣಖㆤࡍࡿ࠸࠺⩏ົࡀ࠶ࡿࠋேᶒ㛵ࡋ࡚
♫ࡀࣅࢪࢿࢫᑐࡋ࡚ᣢࡘᇶ♏ⓗ࡞ᮇᚅࡢᨾࠊᴗࡣᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚
⣽ᚰࡢὀពࢆᡶࡗ࡚ࡶࡍ࡚ࡢᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࡣฟ᮶࡞࠸ࡀᨾࠊᩆ῭ࡢ㏵ࡀ㛤ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

7㸬

ࡇࡢᯟ⤌ࡣࠊேᶒ⌮ࡲࡽࡎࠊྛᅜᨻᗓࠊᴗᴗ⏺ᅋయࠊᕷẸ♫ࡑࡋ࡚ປാ⪅⤌⧊ࠊ
ᅜෆேᶒᶵ㛵5ࠊᢞ㈨ᐙᨭᣢࡉࢀࠊ᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊᅜ㝿ᶆ‽ᶵᵓࡸ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵ
ᵓ࡞ࡢከᅜ㛫ᶵ㛵ࡀࣅࢪࢿࢫேᶒࡢศ㔝࡛ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿ㝿ࡶ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡢᅜ㝿㐃ྜ≉ูᡭ⥆6࡛ࡶࡇࢀࢆᗈࡃᘬࡁྜ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

8㸬

ᯟ⤌ᅛ᭷ࡢ᭷⏝ᛶࡣูࠊ≉ู௦⾲ࡼࡗ࡚ࡑࡢ௵ົ㐙⾜ࡢࡓࡵᣍ㞟ࡉࢀࡓᩘከࡃࡢࠊࡑࡋ
࡚ከᵝ࡞ཧຍ⪅ࡼࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮༠㆟ࡀࠊࡇࡢᯟ⤌ᑐࡍࡿᖜᗈ࠸ዲពⓗホ౯ᙺ❧ࡗࡓ
ࡇࡣ࠸࡞࠸ࠋᐇ㝿 2011 ᖺ 1 ᭶ࡲ࡛ࠊ≉ู௦⾲ࡣࡍ࡚ࡢ㝣࡛ 47 ࡢᅜ㝿༠㆟ྜࢆᣢࡕࠊ
≉ู௦⾲ࡑࡢࢳ࣮࣒ࡣ 20 ࢝ᅜ௨ୖ࡛ᴗᣐⅬどᐹ⌧ᆅࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ゼၥࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ

9㸬

Ỵ㆟ 8/7 ࡛ࠊ
ࠕಖㆤࠊᑛ㔜ཬࡧᩆ῭ࠖᯟ⤌ࢆḼ㏄ࡋࡓேᶒ⌮ࡣࡲࡓࠊ≉ู௦⾲ࡢ⫋ົᶒ㝈ࢆ 2011
ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛ᘏ㛗ࡋࠊᯟ⤌ࢆࠕ㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠖࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᯟ⤌ࡢᐇࡢࡓࡵࡢලయ

4

ヂ⪅ト㸧
ࠕ┦ᙜࡢὀពࠖࡶヂࡉࢀࡿࡀࠊᴗேᶒࡢၥ㢟ࡢศ㔝࡛ࡣࠕࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࠖ࠸࠺
ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
5 ヂ⪅ト㸧1993 ᖺ 12 ᭶ᅜ㝿㐃ྜ⥲Ỵ㆟࡛ࣃࣜཎ๎ࡀᢎㄆࡉࢀࠊᅜෆேᶒᶵ㛵ࡢࡦ࡞ᆺࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅜෆ
ேᶒᶵ㛵ࡣࠊ᪤Ꮡࡢබⓗᶵ㛵ࡣูࠊேᶒಖㆤ㛵ࡋ࡚ேᶒᐖㄪᰝࠊேᶒಁ㐍ࠊேᶒᩍ⫱ࠊᨻᗓࠊ㆟
࡞ᑐࡍࡿேᶒᨻ⟇ࡸ❧ἲ㛵ࡍࡿຓゝ࡞ࠊᖜᗈ࠸ᶵ⬟ࢆᣢࡘࡉࢀࡿࠋே㈈※ࡢ⊂❧ᛶࢆᣢࡘ
ࡇ࡛ࠊᨻⓗ࡞ᙳ㡪ࢆචࢀࡿࡼ࠺㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿㐃ྜ࡛ࡣྛᅜࡇࡢᅜෆேᶒᶵ㛵ࡢタ⨨ࢆ່࿌ࡋࠊ
ከࡃࡢᅜ㝿㐃ྜຍ┕ᅜࡀࡇࢀᛂ࠼࡚ᅜෆேᶒᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜ㝿࡛ࣞ࣋ࣝࡣᅜෆேᶒᶵ㛵ᅜ㝿ㄪᩚ
ጤဨࠊࢪኴᖹὒᆅᇦ࡛ࡣࢪኴᖹὒࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ࠶ࡾࠊྛᅜࡢᅜෆேᶒᶵ㛵ࡢ┦༠ຊࡀᅗࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ2011 ᖺ⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᅜෆேᶒᶵ㛵ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
6 ヂ⪅ト㸧ᅜ㝿㐃ྜேᶒ⌮ࡣࠊேᶒㄢ㢟ࡸ≉ᐃᅜࡢேᶒ≧ἣྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࠊ≉ูሗ࿌⪅ࠊ≉ู௦⾲ࠊ
⊂❧ᑓ㛛ᐙࠊసᴗ㒊ࢆタࡅࠊᑓ㛛ᐙࢆ⊂❧ࡋࡓಶேࡢ㈨᱁࡛௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆࡲࡵ࡚≉ูᡭ⥆
㸦Special Procedures㸧࠸࠺ࠋࡑࡢሗ࿌᭩ࡣேᶒ⌮ࡸ⥲ᥦฟࡉࢀࡿࠋேᶒከᅜ⡠ᴗཬࡧࡑࡢ
ࡢᴗࡢㄢ㢟㛵ࡍࡿົ⥲㛗≉ู௦⾲ࡶࡇࡢ≉ูᡭ⥆ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ

2
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ⓗࡘᐇ⾜ྍ⬟࡞່࿌ࢆฟࡍࡇࢆồࡵࡓࠋࡇࢀࡣ≉ู௦⾲ࡢࡢ➨୕ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ 6
᭶ࡢ⌮ᮇ࡛ ࠕ᪉ྥᑐヰࠖ7࠾࠸࡚ࠊྛᅜᨻᗓ௦⾲ࡣࠊ່࿌ࡀࠕᣦᑟཎ๎ࠖࡢᙧࢆࡿ
ࡁࡇ࡛ྜពࡋࡓࠋࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊᮏሗ࿌᭩ࡢ㘓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
10㸬 ᣦᑟཎ๎ࢆసᡂࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ⌮ࡣ≉ู௦⾲ᑐࡋ࡚ࠊᙼࡢ௵ົࢆ᭱ึࡽ≉ᚩ࡙ࡅ࡚࠸ࡓㄪ
ᰝ◊✲༠㆟࠸࠺ࡸࡾ᪉ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊᨻᗓࠊᴗ
ᴗ⏺ᅋయࠊୡ⏺ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ሙᡤ࡛ᴗάືࡽ┤᥋ⓗᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿಶேᆅᇦ♫ࠊᕷ
Ẹ♫ࠊࡑࡋ࡚ᣦᑟཎ⌮ࡀゐࢀ࡚࠸ࡿἲᚊࡸᨻ⟇ࡢከࡃࡢ㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙࢆྵࡴࡍ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮ࡢᗈ⠊࡞ヰࡋྜ࠸ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
11㸬 ᣦᑟཎ๎ࡢ࠸ࡃࡘࡣࡍ࡛ᐇᆅࢸࢫࢺࡶ῭ࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊᴗᴗࡀᣐⅬࢆᣢࡘᆅ
ᇦ♫ࡀ㛵㐃ࡍࡿ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᭷ຠᛶࡢせ௳㛵ࢃࡿᣦᑟཎ๎ࡢ㒊ศࡣࠊ5 ࡘࡢ
ศ㔝࠾࠸࡚ྛࠎ␗࡞ࡿᅜ࡛ヨࡉࢀࡓࠋᣦᑟཎ๎ࡢேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ᮲㡯ࡢᐇ⾜ྍ⬟
ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ10 ࡢᴗ࡛ෆ㒊ⓗヨࡉࢀࠊ40 ௨ୖࡢἲᇦ⢭㏻ࡋࡓ 20 ௨ୖࡢᅜࡽࡢ♫ἲ
ᑓ㛛ᐙ⣽㒊ࢃࡓࡿ㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࠋ⣮தᙳ㡪ᆅᇦ࡛ࡋࡤࡋࡤ㉳ࡁࡿᵝࠎ࡞ேᶒᐖᴗ
ࡀᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡢࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡀࡢࡼ࠺ᨭࡍࡁ࠸࠺ࡇࢆㄽࡌࡿᣦᑟཎ
๎ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓᐇົ⤒㦂ࢆᣢࡘᅜᐙࡢᵝࠎ࡞㒊ᒁࡽࡢᢸᙜ⪅ࡀ㞟ࡲࡗ࡚
ᣢࡓࢀࡓࠊ࢜ࣇࣞࢥ࡛ᐃࢆࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➃ⓗゝ࠼ࡤࠊ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇࢆࡶ⪃៖ධࢀࡓ
ᣦ㔪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
12㸬 ࡉࡽᣦᑟཎ๎ࡢᮏᩥ⮬యࡀᗈ⠊࡞༠㆟ࢆ⤒࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2010 ᖺ 10 ᭶ࡣࠊὀ㔘ࡘࡁࡢ
ᴫせࡀࠊேᶒ⌮ࡢᨻᗓ௦⾲ᅋࠊᴗᴗ⏺ᅋయࡑࡋ࡚ᕷẸ♫ᅋయࡑࢀࡒࢀูࠎᣢࡓࢀ
ࡓ୍᪥༠㆟࡛ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋྠࡌᩥ᭩ࡣࠊᅜෆேᶒᶵ㛵ᅜ㝿ㄪᩚጤဨ8ࡢᖺḟྜࡶᥦฟࡉࢀ
ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺ࡋ࡚⾲᫂ࡉࢀࡓከᵝ࡞ぢゎࢆ⪃៖ධࢀ࡚ࠊ≉ู௦⾲ࡣᣦᑟཎ๎ࡑࡢゎㄝࡢⲡ
యࢆసᡂࡋࠊࡇࢀࢆ 2010 ᖺ 11 ᭶ 22 ᪥ຍ┕ᅜ㏦ࡋࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢥ࣓ࣥࢺࢆồࡵ
࡚ 2011 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥ࡲ࡛࢜ࣥࣛࣥᥖ㍕ࢆࡋࡓࠋ࢜ࣥࣛࣥ༠㆟ࡣ 120 ࡢᅜཬࡧᆅᇦࡽ 3,576
ேࡢࣘࢽ࣮ࢡ࣭ࣅࢪࢱ࣮ࡀ࠶ࡗࡓࠋᨻᗓࡽࡢࡶࡢࢆྵࡵ⣙ 100 ࡢ᭩㠃ࡼࡿᥦࡀ┤᥋ࠊ≉ู
௦⾲ᥦฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀຍ࠼࡚ࠊᣦᑟཎ๎ⲡࡣࠊ2011 ᖺ 1 ᭶㛤ദࡉࢀࡓ࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍
ࣝࢲ࣮ᑓ㛛ᐙྜ࡛ࠊࡲࡓࡑࡢᮇ୰࡛࠶ࡗࡓ⌮ࡢ௦⾲ᅋࡶヰࡋྜࢃࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡧ⌮
ᥦฟࡉࢀࡓ᭱⤊∧ࡣࡇࡢᗈ⠊ࡘໟᣓⓗᡭἲࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋ
13㸬 ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣఱࢆࡍࡿࡢࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡣ࠺ㄞࡲࢀࡿࡁ࡞ࡢࠋᣦᑟཎ๎ࢆ⌮ࡀㄆࠊ
ᨭᣢࡍࡿࡇࡑࡢࡶࡢࡀࣅࢪࢿࢫேᶒࡢㄢ㢟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡘࡇࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡅࢀࡶࠊࡇ
ࢀࡣ⤊ࢃࡾࡢጞࡲࡾゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ⾜ືࡍࡿࡓࡵࡢඹ㏻ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᇶ┙ࢆ⠏ࡁࠊ
ࡑࡢୖࠊࡢ᭷ᮃ࡛ࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞ᒎ㛤ࢆጉࡆࡿࡇ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡎࡘ๓㐍ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࠸
࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
14㸬 ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡢつ⠊ⓗ㈉⊩ࡣࠊ᪂ࡓᅜ㝿ἲୖࡢ⩏ົࢆసࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜᐙᴗࡢࡓࡵࡢ᪤
Ꮡࡢᇶ‽័⾜ࡀᣢࡘᙳ㡪ࢆヲ⣽ࡘࡵࡿࡇ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᪤Ꮡࡢᇶ‽័⾜ࢆࠊㄽ⌮ⓗ
㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓࡑࡋ࡚ໟᣓⓗ࡞୍ࡘࡢࡦ࡞ᆺࡲࡵࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࡇ⌧ᅾࡢయไ࡛㊊ࡾ࡞࠸

7

ヂ⪅ト㸧ேᶒ⌮࡛ࡣࠊ≉ูሗ࿌⪅ࡸ≉ู௦⾲ࡀሗ࿌᭩ࡢᥦฟࡶሗ࿌᭩ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆཷ
ࡅ࡚ྛᅜᨻᗓ௦⾲ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࡇࡀ័࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉁ᛂ⟅ࡸࠊࡉࡽ㏣ຍⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡶ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ᪉ྥᑐヰ࠸ࢃࢀࡿࠋ
8 ヂ⪅ト㸧ୡ⏺ྛᆅࡢᅜ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᅜෆேᶒᶵ㛵ࢆࡘ࡞ࡄࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚ࡢᙺࢆᣢࡘ㞟ࡲࡾ࡛
࠶ࡿࠋ2010 ᖺࡢⅬ࡛⣙ 70 ࡢᅜෆேᶒᶵ㛵ࡀཧຍࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

3

A/HRC/17/31
ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡢࠊࡲࡓ࠸ࡋ࡚ࡑࢀࢆᨵၿࡍࡁࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋྛࠎࡢཎ๎
ࡣࠊࡉࡽࡑࡢពᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿゎㄝࡀࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
15㸬 ྠࠊᣦᑟཎ๎ࡣࠊᲴࡽྲྀࡾฟࡋࡍࡄ࠼ࡿࢶ࣮࣭ࣝ࢟ࢵࢺࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ཎ๎⮬యࡣᬑ㐢ⓗ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁࡣࠊ192 ࡢᅜ㝿㐃ྜຍ┕ᅜࠊ80,000
ࡢከᅜ⡠ᴗࡑࡢ 10 ಸࡢᏊ♫ࠊࡲࡓࡑࡢࢇࡀ୰ᑠᴗ࡛࠶ࡿᩘ࠼ษࢀ࡞࠸ఱⓒ࠸
࠺⌧ᆅᴗࡀ࠶ࡿୡ⏺ࢃࢀࢃࢀࡀఫࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺⌧ᐇࢆᫎࡍࡿࡶࡢ࡞ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᐇࡢࡓࡵࡢᡭẁ࠸࠺ࡇ࡞ࢀࡤࠊ୍ࡘࡢࡦ࡞ᆺࡀࡍ࡚㐺ྜࡍࡿ࠸࠺ࢃࡅࡣ࠸࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
16㸬 ≉ู௦⾲ࡣࠊࡇࡢᣦᑟཎ๎ࢆேᶒ⌮ᥦฟ࡛ࡁࡿࡇࢆගᰤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྠࠊ♫
ࡢᵝࠎ࡞㒊㛛ࡸᴗ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿࠊୡ⏺ྛᆅࡢᩘⓒࡶࡢࡰࡿಶேࠊᅋయࠊㅖᶵ㛵ࡢ୪ࠎ࡞ࡽࡠ
㈉⊩ㅰពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋᙼࡽࡣࠊ↓ൾ࡛㛫ࢆ࠸࡚ࡃࢀࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⤒㦂ࢆᚷ៸࡞ࡃศࡕྜ
ࡗ࡚ࡃࢀࠊ㑅ᢥ⫥ࡘ࠸࡚⇕ᚰㄒࡾྜࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ≉ู௦⾲ࡢ௵ົࢆᨭࡋ࡚ࠊࣅࢪࢿࢫ㛵
㐃ࡍࡿேᶒᐖࡢຠᯝⓗ㜵Ṇᩆ῭㛵ࡋ࡚ᬑ㐢ⓗ㐺⏝࡛ࡁࠊࡘᐇ⾜ྍ⬟࡞ᣦᑟཎ๎ࢆ☜❧
ࡋࡼ࠺࠸࠺ࠊࡦࡘࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㐠ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡞ࡗࡓேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ
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A/HRC/17/31
㘓

ࣅࢪࢿࢫேᶒ㛵ࡍࡿᣦᑟཎ๎㸸
ᅜ㝿㐃ྜࠕಖㆤࠊᑛ㔜ཬࡧᩆ῭ࠖᯟ⤌ᐇࡢࡓࡵ
୍⯡ཎ๎
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊ௨ୗࢆㄆࡵࡿࡇࡢ࠺࠼ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(a) ேᶒཬࡧᇶᮏⓗ⮬⏤ࢆᑛ㔜ࠊಖㆤཬࡧᐇ⌧ࡍࡿ࠸࠺ᅜᐙࡢ᪤Ꮡࡢ⩏ົ
(b) ≉ᐃࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ≉ᐃࡢ♫⤌⧊ࡋ࡚ࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿࡁࡍ࡚ࡢἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋேᶒࢆᑛ㔜
ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡿࠊᴗࡢᙺ
(c) ᶒཬࡧ⩏ົࡀࡉࢀࡿࡁࠊࡑࢀ┦ᛂࡢ㐺ษ࡛ᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࢆࡍࡿᚲせᛶ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊࡍ࡚ࡢᅜᐙࡍ࡚ࡢᴗ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡍ࡚ࡢᴗࡣࠊࡑࡢつᶍࠊᴗ✀ࠊᣐ
Ⅼࠊᡤ᭷ᙧែཬࡧ⤌⧊ᵓᡂ㛵ࢃࡽࡎࠊከᅜ⡠ᴗࠊཬࡧࡑࡢࡢᴗࢆྵࡴࠋ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊయࢆ୍ࡘࡢ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᙳ㡪ࢆཷࡅࡿಶே
ࡸᆅᇦ♫ලయⓗ࡞⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵࠊࡲࡓࡑࢀࡼࡾ♫ⓗᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㈉⊩ࡍ
ࡿࡓࡵࣅࢪࢿࢫேᶒ㛵ࡍࡿᇶ‽័⾜ࢆᙉࡍࡿ࠸࠺┠ᶆἢࡗ࡚ࠊಶูࠊࡲࡓࡲࡵ࡚ࠊ
ㄞࡲࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎࠾ࡅࡿ࠸࡞ࡿࡶࡢࡶࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ἲୖࡢ⩏ົࢆタࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊᅜᐙࡀࡍ
࡛ཷࡅධࢀࠊࡲࡓேᶒ㛵ࡍࡿᅜ㝿ἲࡢୗ࡛ཷㅙࡍࡿ࠸࡞ࡿἲⓗ⩏ົࢆไ㝈ࡍࡿⱝࡋࡃࡣᦆ࡞࠺
ࡶࡢゎ㔘ࡉࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊ♫ⓗᙅ࠸❧ሙ⨨ࢀࠊ㝖ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸㞟ᅋࡸẸ᪘ᒓࡍࡿಶேࡢᶒ
ࢽ࣮ࢬࠊࡑࡢேࡓࡕࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟≉ὀពࢆᡶ࠸ࠊࡘࠊዪᛶཬࡧ⏨ᛶࡀ┤㠃ࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸
␗࡞ࡿࣜࢫࢡ༑ศ㓄៖ࡋ࡚ࠊᕪูⓗ࡛࡞࠸᪉ἲ࡛ࠊᐇࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

I.ேᶒࢆಖㆤࡍࡿᅜᐙࡢ⩏ົ
A.ᇶ┙࡞ࡿཎ๎
1.

ᅜᐙࡣࠊࡑࡢ㡿ᇦཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶㎄ෆ࡛⏕ࡌࡓࠊᴗࢆྵࡴ➨୕⪅ࡼࡿேᶒᐖࡽಖㆤࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐇຠⓗ࡞ᨻ⟇ࠊ❧ἲࠊつไཬࡧᐃࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ᐖࢆ㜵Ṇࡋࠊ
ᤚᰝࡋࠊฎ⨩ࡋࠊࡑࡋ࡚⿵ൾࡍࡿࡓࡵ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
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ᅜᐙࡣࠊᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົࡼࡾࠊࡑࡢ㡿ᇦࠊཬࡧ㸭ࡲࡓࡣࠊ⟶㎄ෆ࠶ࡿಶேࡢᶒࢆᑛ㔜ࠊಖㆤ
ཬࡧᐇ⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᴗࢆྵࡴ➨୕⪅ࡼࡿேᶒᐖࡽಖㆤࡍࡿ⩏ົࢆྵࡴࠋ
ேᶒಖㆤࡣᅜᐙࡀᢸ࠺⩏ົ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜᐙồࡵࡽࢀࡿ⾜Ⅽᇶ‽࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅜᐙࡣࠊ⚾ே
ࡼࡿேᶒᐖࡑࢀ⮬యᑐࡋ㈐௵ࢆ㈇࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐖࡀᅜᐙ㉳ᅉࡋ࡚࠸
ࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚾ேࡼࡿᐖࢆ㜵Ṇࠊᤚᰝࠊฎ⨩ཬࡧ⿵ൾࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆᛰࡗࡓሙྜࡣࠊ
ᅜᐙࡣᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົ㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋᅜᐙࡣࠊ୍⯡ⓗࠊࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࡘ࠸࡚
Ỵᐃࡍࡿ㔞ࢆᣢࡘࡀࠊᨻ⟇ࠊ❧ἲࠊつไཬࡧᐃࢆྵࡴࠊチᐜࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡽࡺࡿ㜵Ṇᩆ῭ࡢᥐ
⨨ࢆ⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙࡣࡲࡓࠊἲࡢ๓ࡢᖹ➼ࢆ☜ಖࡍࡿᥐ⨨ࢆࡾࠊࡑࡢ㐺⏝࠾ࡅࡿබᖹᛶࠊ
ࡑࡋ࡚㈐௵ࡢࡋࡿࡁ᫂☜ᛶࠊἲࡢᏳᐃᛶ࡞ࡽࡧᡭ⥆ⓗཬࡧἲⓗ㏱᫂ᛶࢆつᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊἲ
ࡢᨭ㓄ࢆಖㆤࡋಁ㐍ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣ㜵Ṇⓗᥐ⨨ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ➨Ϫ❶࡛ᩆ῭ᥐ⨨ࢆᴫㄝࡍࡿࠋ
2.

ᅜᐙࡣࠊࡑࡢ㡿ᇦཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶㎄ෆఫᡤࢆᐃࡵࡿࡍ࡚ࡢᴗࡀࡑࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ேᶒࢆᑛ㔜
ࡍࡿ࠸࠺ᮇᚅࢆࠊ᫂☜⾲᫂ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
⌧ᅾࠊᅜᐙࡣࠊᅜ㝿ேᶒἲࡢୗ࡛ࡣࠊࡑࡢ㡿ᇦཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶㎄ෆ࠶ࡿᴗࡢᇦእάືࢆつไࡍࡿࡇ
ࢆ୍⯡ⓗࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊㄆ▱ࡉࢀࡓ⟶㎄ⓗ᰿ᣐࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇࢆ୍⯡ⓗ
⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࠋࡇࢀἢࡗ࡚ࠊேᶒ᮲⣙ᶵ㛵ࡢ࠸ࡃࡘࡣࠊᅜᐙࡀ⟶㎄ෆ࠶ࡿᴗࡼࡿᅜእ
࡛ࡢᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿᡭẁࢆㅮࡎࡿࡇࢆ່࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉ᅜᐙ⮬యࡀᴗ㛵ࢃࡾࠊࡲࡓࡣࡇࢀࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿሙྜࠊᅜᐙࡀᴗᑐࡋ࡚ࠊᅜእ࡛ேᶒࢆᑛ
㔜ࡍࡿ࠸࠺ᮇᚅࢆ᫂☜⾲᫂ࡍࡿࡇࡣᙉ࠸ᨻ⟇ⓗ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ୍㈏ࡋ࡚▩┪ࡢ࡞࠸
࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊᴗண

ྍ⬟ᛶࢆಖドࡋࠊᅜᐙ⮬యࡢホุࢆᏲࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜᐙࡣࠊࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆྲྀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ࡞ࡣࠊᇦእⓗ࡞Ἴཬຠᯝࡢ࠶ࡿᅜ
ෆᥐ⨨ࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕぶࠖ♫ᑐࡋࠊᴗࢢ࣮ࣝࣉయ࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࡍࡿᴗάືࡘ࠸
࡚ࡢሗ࿌ࢆせồࡍࡿࡇࠊ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ9ከᅜ⡠ᴗ⾜ືᣦ㔪ࡢࡼ࠺࡞ከᅜ㛫ྜពࡢࢯࣇࢺ࣭࣮ࣟᩥ
᭩ࠊࡑࡋ࡚ᅜእᢞ㈨ࢆᨭࡍࡿᶵ㛵ࡀồࡵࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡢࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࠊ
┤᥋ⓗ࡞ᇦእ㐺⏝❧ἲཬࡧࡑࡢᇳ⾜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ≢⨥⾜Ⅽᆅࢆၥࢃࡎࠊ≢⨥⾜Ⅽ⪅ࡢᅜ⡠ᇶ࡙ࡃ
ッ㏣ࡀྍ⬟࡞ฮἲไᗘࢆྵࡴࠋ࠼ࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᅜᐙࡢ⾜Ⅽࡀከᅜ㛫ྜពᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࠺࡞ࠊᵝࠎ࡞せ⣲ࡀᅜᐙࡢ⾜Ⅽࡢほⓗཬࡧᐈほⓗጇᙜᛶࢆ㧗ࡵࡿࡢᙺ❧ࡘࡇࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ

B.㐠⏝ୖࡢཎ๎
୍⯡ⓗ࡞ᅜᐙࡢつไཬࡧᨻ⟇ᶵ⬟
3.
9

ಖㆤࡍࡿ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊᅜᐙࡣḟࡢࡇࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ヂ⪅ト㸧Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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(a) ேᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊᐃᮇⓗἲᚊࡢ㐺ษᛶࢆホ౯ࡋࠊࢠࣕࢵࣉࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀᑐฎࡍࡿࡇࢆᴗ
ồࡵࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆᣢࡘἲᚊࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
(b) ♫ἲ࡞ࠊᴗࡢタ❧ཬࡧᴗάືࢆつᚊࡍࡿࡑࡢࡢἲᚊཬࡧᨻ⟇ࡀࠊᴗᑐࡋேᶒࡢ
ᑛ㔜ࢆᙉไࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
(c) ࡑࡢᴗࢆ㏻ࡌ࡚ேᶒࢆࡢࡼ࠺ᑛ㔜ࡍࡿࡘ࠸࡚ᴗᑐࡋᐇຠⓗ࡞ᣦᑟࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
(d) ᴗࡢேᶒࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊᴗࡀࡢࡼ࠺ྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡢሗᥦ౪ࢆዡບࡋࠊ
ࡲࡓሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊせồࡍࡿࠋ
ゎㄝ
ᅜᐙࡣࠊᴗࡀᖖᅜᐙࡢసⅭࢆዲࡳࠊࡲࡓࡣᅜᐙࡢసⅭࡽ┈ࢆᚓࡿ᥎ᐃࡍࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᴗࡢேᶒᑛ㔜ࢆຓ㛗ࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆⓗཬࡧᅜ㝿ⓗᥐ⨨ࠊᙉไⓗཬࡧ⮬Ⓨⓗ࡞ᥐ⨨࠸ࡗࡓᥐ⨨ࢆୖᡭ
⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᴗࡢேᶒᑛ㔜ࢆ┤᥋ⓗࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗつไࡍࡿ⌧⾜ἲࡀᇳ⾜ࡉࢀ࡞࠸ࡇࡣᅜᐙ័⾜ୖࡢⴭࡋ࠸ἲ
ⓗࢠࣕࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᕪู⚗Ṇἲࡸປാἲࡽࠊ⎔ቃࠊ㈈⏘ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ཬࡧ⭉ᩋ㜵Ṇ㛵ࡍ
ࡿἲࡲ࡛ཬࡪࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜᐙࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ἲᚊࡀࠊ⌧ᅾࠊᐇຠⓗᇳ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡶࡋᇳ
⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ែ⮳ࡗࡓࡢࠊࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆࢀࡤ≧ἣࡀࡑࢀ࡞ࡾ
ᨵၿࡍࡿࡢࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝ㔜せ࡞ࡇࡣࠊࡇࢀࡽࡢἲ௧ࡣᖖ㐍ࡋࡘࡘ࠶ࡿ≧ἣ↷ࡽࡋ࡚ᚲせ࡞ᑐฎࡀ࡛ࡁࡿࠊ㛵㐃
ࡋࡓᨻ⟇ࡶࡇࢀࡽࡢἲ௧ࡣࠊᴗࡢேᶒᑛ㔜㈨ࡍࡿ⎔ቃࢆసࡾࡔࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࠊ ᅜᐙ
ࡀ᳨ウࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᅵᆅࡢᡤ᭷ࡸ⏝㛵㐃ࡍࡿᶒཎࢆྵࡴࠊᅵᆅࡢࢡࢭࢫࢆつᚊ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊἲ௧ࡸᨻ⟇ࡢศ㔝࠾࠸࡚᫂☜ᛶࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡇࡀࠊᶒಖᣢ⪅ᴗࡢ᪉ࢆಖㆤࡍ
ࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞ࡿࡇࡶከ࠸ࠋ
♫ἲࡸドๆἲ࡞ࠊᴗࡢタ❧⥅⥆ⓗ࡞ᴗάືࢆつᚊࡍࡿἲ௧ࡸᨻ⟇ࡣࠊᴗࡢ⾜ື┤᥋ⓗ
ᯟࡅࢆࡍࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡀேᶒᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࢇ
⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ♫ἲࡸドๆἲ࠾࠸࡚ࠊ♫ཬࡧࡑࡢ⟶⌮⫋ࡀேᶒ㛵ࡋ࡚
ఱࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊఱࢆチࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ᫂☜࡞つᐃࡣ
࡞࠸ࠋࡇࡢศ㔝ࡢἲ௧ࡸᨻ⟇ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ࡞᪤Ꮡࡢ⤫⤌⧊ࡢᙺ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᴗࡀேᶒࢆᑛ
㔜࡛ࡁࡿࡼ࠺༑ศ࡞ᣦᑟࢆᥦ౪ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ேᶒᑛ㔜㛵ࡍࡿᴗࡢᣦᑟࡣࠊ⤖ᯝࡋ࡚ఱࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ♧ࡋࠊ᭱Ⰻࡢ័⾜ࡢඹ᭷ࢆಁ
㐍ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆྵࡴ㐺ษ࡞ᡭἲࡸࠊඛఫẸ᪘ࠊዪᛶࠊẸ᪘
ⓗࡲࡓࡣ✀᪘ⓗᑡᩘ⪅ࠊ᐀ᩍⓗཬࡧゝㄒⓗᑡᩘ⪅ࠊᏊࡶࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࠊཬࡧ⛣ఫປാ⪅ࡑࡢᐙ᪘ࡀ┤
㠃ࡍࡿලయⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠊ♫ⓗᙅ⪅ࠊཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ᩺ၥ㢟ࢆ࠸ᐇຠ
ⓗ⪃៖ࡍࡿࡘ࠸࡚ຓゝࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࣃࣜཎ๎ᇶ࡙࠸ࡓᅜෆேᶒᶵ㛵ࡣࠊ㛵ಀἲ௧ࡀேᶒ⩏ົྜ⮴ࡋࠊᐇຠⓗᇳ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺
ࡘ࠸࡚ᅜᐙࡀ☜ㄆࡍࡿࡢࢆຓࡅࠊேᶒ㛵ࡍࡿᣦᑟࢆᴗࡸࡢ㠀ᅜᐙࢡࢱ࣮ࡶᥦ౪ࡍࡿ࠸࠺ࠊ
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㔜せ࡞ᙺࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ேᶒࡢᙳ㡪ࡢࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡢᴗࡽࡢሗᥦ౪ࡣࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㠀බᘧ࡞࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡽබᘧ࡞ሗ࿌᭩ࡼࡿබ⾲ࡲ࡛ᖜᗈ࠸ࠋᅜᐙࡀࡑࡢࡼ࠺࡞
ሗᥦ౪ࢆዡບࡋࠊࡲࡓሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊせồࡍࡿࡇࡣࠊᴗࡼࡿேᶒᑛ㔜ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ㐺ษ࡞ሗࢆఏ࠼ࡿࡇࢆಁࡍࡓࡵࡢ᪉⟇ࡢࡦࡘࠊྖἲࡲࡓࡣ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ㐣⛬࡛࡞ࡉࢀࡿ⮬
Ⓨⓗ࡞ሗ࿌㔜ࡁࢆ⨨ࡃつᐃࡀ࠶ࡿࠋሗᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇࡣࠊᴗάືࡢᛶ㉁ࡲࡓࡣάື≧ἣࡀேᶒ
ᑐࡋ㔜࡞ࣜࢫࢡࢆࡶࡓࡽࡍሙྜࡣ≉ࡩࡉࢃࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢศ㔝࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸἲᚊࡣࠊ
ሗࡢࢡࢭࢫྍ⬟ᛶཬࡧࡑࡢෆᐜࡢṇ☜ᛶ᪉ࢆ☜ಖࡍࡿࡇᙺ❧ࡘࡶࠊᴗࡀఱࢆࡢࡼ
࠺ఏ࠼ࡿࡁࢆᙺ❧ࡘࡼ࠺᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢇ࡞ሗᥦ౪ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣࠊேタࡢᏳࡸಖᏳࠊṇᙜ࡞ၟྲྀᘬᏲ⛎⩏ົࠊཬ
ࡧᴗࡢつᶍࡸᵓ㐀ࡀྠࡌ࡛࡞࠸ࡇ࠼ࡿࣜࢫࢡࢆ⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㈈ົሗ࿌ࡀゐࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊேᶒࡢᙳ㡪ࡀࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣᴗࡢ⤒῭ⓗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ᑐࡋࠕ㔜せࠖࡲࡓࡣࠕ㢧ⴭࠖ࡞ࡿࡇࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜᐙᴗࡢࡘ࡞ࡀࡾ
4.

ᅜᐙࡣࠊᅜᐙࡀᡤ᭷ࡲࡓࡣᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿᴗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㍺ฟಙ⏝ᶵ㛵ཬࡧබⓗᢞ㈨ಖ㝤ࡲࡓࡣಖド
ᶵ㛵࡞ࠊᐇ㉁ⓗ࡞ᨭࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᅜᐙᶵ㛵ࡽཷࡅ࡚࠸ࡿᴗࡼࡿேᶒᐖᑐࡋ࡚ࠊᚲせ
࡞ሙྜࡣேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆồࡵࡿࡇࢆྵࡵࠊಖㆤࡢࡓࡵࡢ㏣ຍⓗฎ⨨ࢆࡿࡁ
࡛࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
ᅜᐙࡣಶࠎࡣࠊᅜ㝿ேᶒἲࡢୗ࡛ࡣせ࡞⩏ົ㈇ᢸ⪅࡛࠶ࡾࠊ㞟ྜⓗࡣࠊᅜ㝿ேᶒయไ10ࡢཷク⪅
࡛࠶ࡿࠋᴗࡀᅜᐙࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿሙྜࡸࠊࡉࡶ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢ⾜Ⅽࡀᅜᐙࡼࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜࠊ
ᴗࡼࡿேᶒࡢᐖࡣࠊᅜᐙ⮬యࡢᅜ㝿ἲୖࡢ⩏ົ㐪࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡉࡽࠊᴗࡀᅜᐙ㏆ࡅࢀࡤ
㏆࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴗࡢάືࡀἲⓗ᰿ᣐࡸ⛒⛯ࡼࡿ㈈※౫Ꮡࡍࢀࡤࡍࡿࠊᴗࡀேᶒࢆᑛ㔜
ࡍࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡽࢀࡿᅜᐙࡢᨻ⟇ࡢ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡣᙉࡃ࡞ࡿࠋ
ᅜᐙࡀᴗࢆᡤ᭷ࡍࡿᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᅜᐙࡣࡑࡢᶒ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊேᶒᑛ㔜㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ࠊ
ἲᚊཬࡧつไࡀ⾜ࡉࢀࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡁࢃࡵ࡚ᙉຊ࡞ᡭẁࢆᣢࡘࠋୖ⣭⟶⌮⫋ࡀᅜᐙᶵ㛵
୍⯡ⓗሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊᨻᗓ㛵㐃㒊ᒁࡣࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡀᐇຠⓗᐇࡉࢀࡿࡇࢆ☜ಖ
ࡍࡿ࡞ࠊ┘どࡸ┘╩ࡢࡓࡵࡢࡼࡾࡁ࡞ᶵࢆᣢࡘࡇ࡞ࡿࠋ㸦ࡇࢀࡽᴗࡣ➨ II ❶࡛ᢅࢃࢀࡿே
ᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿᴗࡢ㈐௵ࡢᑐ㇟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㸧
බᘧࡲࡓࡣ㠀බᘧᅜᐙࡘ࡞ࡀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ㛵ࡀࠊᴗάືᨭࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ
ヂ⪅ト㸧ᅜ㝿㐃ྜࡸ ILO ࡞ୡ⏺ࡢᅜࠎࡀຍ┕ࡍࡿᅜ㝿ᶵ㛵࡛ࡣࠊேᶒ㛵㐃ࡢㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊேᶒಖㆤ
ಁ㐍ࡢࡓࡵࠊ᮲⣙ࠊேᶒㄢ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆᅜ㝿ⓗ࡞ྜពࢆᙧᡂࡋᐇࡍࡿࡓࡵࡢᶵ㛵ࡸไᗘࢆసࡾୖࡆ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࢀࢆ⥲⛠ⓗᅜ㝿ேᶒయไ㸦international human rights regime㸧࠸࠺ࠋ
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࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ㍺ฟಙ⏝ᶵ㛵ࠊබⓗᢞ㈨ಖ㝤࣭ಖドᶵ㛵ࠊ㛤Ⓨᶵ㛵ࠊཬࡧ㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵࡞ࢆྵࡴࠋ
ࡇࢀࡽᶵ㛵ࡀཷ┈ᴗࡢᐇ㝿ࡢࡶࡋࡃࡣ₯ᅾⓗ࡞ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆࡣࡗࡁࡾ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊ
ᶵ㛵ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᐖࢆᨭࡋࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࠊホุࡢ㠃࡛ࠊ㔠㖹ⓗࠊᨻⓗࠊཬࡧ₯ᅾⓗࡣἲⓗ
࡞ព࡛ࠊ⮬㌟ࢆࣜࢫࢡࡉࡽࡋࠊཷධᅜࡀᢪ࠼ࡿேᶒၥ㢟ࢆࡉࡽࡇࡌࡽࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢡࢆ๓ᥦࠊᅜᐙࡣࠊᶵ㛵ࡑࢀ⮬యࡸᅜᐙࡢᨭࢆཷࡅࡿᴗཬࡧ⏬ᴗࠊேᶒࢹࣗ
࣮࣭ࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆዡບࡋࠊࡑࡋ࡚ᚲせ࡞ሙྜࠊồࡵ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥ
ࢫࢆồࡵࡿࡇࡣࠊᴗάືࡢᛶ㉁ࡸάື≧ἣࡀேᶒ㔜࡞ࣜࢫࢡࢆࡶࡓࡽࡍሙྜ᭱ࡶࡩࡉࢃࡋࡃ
࡞ࡿࠋ
5.

ᅜᐙࡣࠊேᶒࡢாཷᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᴗዎ⣙ࢆ⤖ࡪࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࡢࡓࡵࡢἲࢆไᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊࡋࡿࡁ┘╩ࢆࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
ᅜᐙࡣࠊேᶒࡢாཷᙳ㡪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆẸႠࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົࢆᨺᲠࡍࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫᴗົࢆ⾜࠺ᴗࡀᅜᐙࡢேᶒ⩏ົྜ⮴ࡋࡓ᪉ἲ࡛άືࡍࡿࡇࢆᅜᐙࡀ
☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᅜᐙ⮬యࡢホุࡶࡲࡓἲⓗࡶᮃࡲࡋࡃ࡞࠸⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡞ࡿࠋᚲせ࡞
ᥐ⨨ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙ࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᐃࡵࡿἲ௧࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᴗࡀேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ࡢᅜᐙࡢᮇᚅࢆ᫂☜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙࡣࠊࡋࡿࡁ⊂❧ࡋࡓ┘どཬࡧㄝ᫂㈐௵ไᗘࢆタࡅࡿࡇ
ࢆྵࡴࠊᐇຠⓗᴗάືࢆ┘╩࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
6.

ᅜᐙࡣࠊᅜᐙࡀၟྲྀᘬࢆࡍࡿ┦ᡭᴗࡼࡿேᶒࡢᑛ㔜ࢆಁ㐍ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
ᅜᐙࡣࠊᑡ࡞ࡽࡎࡑࡢㄪ㐩άື࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗࡉࡲࡊࡲ࡞ၟྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᅜᐙ
ࡗ࡚ࠊಶู࡛ࡶᅜࡢ㞟ࡲࡾࡋ࡚ࡶࠊᅜෆἲ࣭ᅜ㝿ἲୖࡢᅜᐙࡢ㛵㐃ࡋࡓ⩏ົࢆ⪃៖ධࢀ࡞ࡀࡽࠊ
ዎ⣙᮲௳࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ᴗࡢேᶒࡘ࠸࡚ࡢព㆑ྥୖࡸேᶒᑐࡍࡿᑛ㔜ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⤯ዲࡢᶵ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⣮தᙳ㡪ᆅᇦ࠾࠸࡚ᴗࡢேᶒᑛ㔜ࢆᨭࡍࡿࡇ
7.

㔜࡞ேᶒᐖࡢࣜࢫࢡࡣ⣮தᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᆅᇦ࠾࠸࡚㧗ࡲࡿࡓࡵࠊᅜᐙࡣࠊࡑࡢ≧ἣୗ࡛ά
ືࡍࡿᴗࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ᐖ㛵ࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆྵࡵ࡚ࠊᨭ
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(a) ᴗࡀࡑࡢάືཬࡧྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚㛵ࢃࡿேᶒ㛵㐃ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋࠊ㜵Ṇࡋࠊࡑࡋ࡚㍍ῶࡍ
ࡿࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ẁ㝵࡛ᴗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࠋ
(b) ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᇶ࡙ࡃᭀຊࡸᛶⓗᭀຊࡢ᪉≉ู࡞ὀពࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽࠊᐖࣜࢫࢡࡢ㧗ࡲࡾࢆ
ホ౯ࡋࡇࢀᑐฎࡍࡿࡼ࠺ࠊ㐺ษ࡞ᨭࢆᴗᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
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(c) 㔜࡞ேᶒᐖ㛵ࡋࡲࡓࡑࡢ≧ἣᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ༠ຊࢆᣄྰࡍࡿᴗᑐࡋ࡚ࠊබⓗ࡞
ᨭࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢࢡࢭࢫࢆᣄྰࡍࡿࡇࠋ
(d) 㔜࡞ேᶒᐖᴗࡀ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊᅜࡢ⌧⾜ࡢᨻ⟇ࠊἲ௧ࠊつ๎ཬࡧ
ᇳ⾜ᥐ⨨ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡇࠋ
ゎㄝ
ᴗࡀ㛵ࡍࡿ᭱ࡶ῝้࡞ேᶒᐖࡣࠊ㡿ᇦࡸ㈨※ࡢᨭ㓄ࠊࡲࡓࡣᨻᗓࡑࡢࡶࡢࡢᨭ㓄ࢆࡵࡄࡿ⣮த
࠾࠸࡚ࠊேᶒయไࡀࡋࡿࡃᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㉳ࡁࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㈐௵࠶ࡿᴗ
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞴ࡋ࠸≧ἣ࠾࠸࡚ேᶒᐖࢆຓ㛗ࡍࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊࡲࡍࡲࡍᨻᗓࡢᣦᑟ
ࢆồࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㠉᪂ⓗ࡛ᐇ㊶ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞࡛ࡶࠊ⣮த≉
㢖Ⓨࡍࡿᛶⓗཬࡧࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᇶ࡙ࡃᭀຊࡢࣜࢫࢡὀពࢆᡶ࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ሙࡢ≧ἣࡀᝏࡍࡿ๓ࠊ᪩ᛴၥ㢟ྲྀ⤌ࡴࡇࡀ࡚ࡢᅜᐙࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⣮தᙳ㡪ᆅᇦ
࡛ࡣࠊᐇຠⓗ࡞ᨭ㓄ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠕཷධࠖᅜࡀ㐺ษேᶒࢆಖㆤ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊከᅜ⡠ᴗࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢࠕᮏࠖᅜࡣࠊᙜヱᴗཬࡧཷධᅜࡀࡶࠊᴗࡀே
ᶒᐖ㛵ࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵᨭࢆ⾜࠺ᙺࡀ࠶ࡾࠊྠ㏆㞄ㅖᅜࡣ㔜せ࡞㏣ຍⓗᨭ
ࢆ౪ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏᅜࡣࠊᨻ⟇ࡢᙉ࠸୍㈏ᛶࢆ☜ಖࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡶࡑࢀ┦ᙜᴗࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡇ
ࢆࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏᅜࡢ㤳㒔ཬࡧฟඛ㤋࠶ࡿࠊ㛤Ⓨຓᶵ㛵ࠊእົ┬ࡸ㈠᫆┬ࠊཬ
ࡧ㍺ฟ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㛫ࡢࠊࡲࡓࡇࢀࡽㅖᶵ㛵ཷධᅜᨻᗓᶵ㛵ࡢ㛫ࡢࡼࡾ⥭ᐦ࡞༠ຊ㛵ಀࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇࠋ
ᨻᗓᶵ㛵ཬࡧᴗᑐࡋ࡚ၥ㢟ࡢὀពႏ㉳ࢆࡍࡿࡓࡵ᪩ᮇ㆙ᡄᣦᶆࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧
ἣ࠾࠸࡚ᴗࡀ༠ຊࡋ࡞ࡗࡓሙྜࠊ᪤Ꮡࡢබⓗᨭཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆᣄྰࡲࡓࡣ᧔ᅇࡋࠊࡲࡓࡑࢀ
ࡀྍ⬟࡞ሙྜࡣᑗ᮶ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡞ࠊࡋࡿࡁᑐᛂࢆࡍࡿࡇࠋ
ᅜᐙࡣࠊ⣮தᙳ㡪ᆅᇦ࡛ࡣ㔜࡞ேᶒᐖ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡇࢆᴗ㆙࿌ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜ
ᐙࡣࠊᴗࡼࡿேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡢᐇࡢࡓࡵࡢつᐃࢆ㏻ࡌ࡚ࢆྵࡴࠊࡑࡢᨻ⟇ࠊἲ௧ࠊ
つไཬࡧᇳ⾜ᥐ⨨ࡀࡇࡢ㧗࠸ࣜࢫࢡ᭷ຠᑐฎ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺ࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࢠ
ࣕࢵࣉࡀ᫂ࡽ࡞ሙྜࡣࠊᅜᐙࡣࡑࢀࡽᑐฎࡍࡿࡓࡵ㐺ษ࡞ᡭẁࢆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࡑࡢ㡿ᇦཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶㎄ෆఫᡤࢆᣢࡘࡶࡋࡃࡣࡑࡇ࡛ᴗάືࢆࡍࡿᴗ࡛ࠊ㔜࡞ேᶒᐖ
㛵ࡋࡲࡓࡣຓ㛗ࡋࡓࡶࡢࡢẸࠊ⾜ᨻཬࡧฮ㈐௵ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀྵࡲࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ
ᅜᐙࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡋࠊࡑࢀᑐฎࡋ୪ࡧᐇຠⓗ࡞༠ྠ⾜ືࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢከᩘᅜࡼ
ࡿඹྠࣉ࣮ࣟࢳࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࡣࡍ࡚ࠊṊຊ⣮தࡢ≧ἣ࠾ࡅࡿᅜ㝿ே㐨ἲཬࡧᅜ㝿ฮἲࡢୗࡢᅜᐙࡢ⩏ົࡢ㏣ຍ
࡛࠶ࡿࠋ

ᨻ⟇ࡢ୍㈏ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇ
8.

ᅜᐙࡣࠊᴗ័⾜ࢆつᚊࡍࡿᨻᗓ┬ᗇࠊᶵ㛵ཬࡧࡢᅜᐙ㛵㐃ᶵ㛵ࡀࠊ㛵㐃ሗࠊ◊ಟཬࡧᨭࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡞ࢆྵࡴࠊྛࠎࡢᶒ㝈ࢆ⾜ࡍࡿࠊᅜᐙࡢேᶒ⩏ົࢆ☜ᐇㄆ㆑ࡋࠊ┘╩ࡍࡿࡇ
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ࢆ☜ಖࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
ᅜᐙࡢேᶒ⩏ົࠊᴗ័⾜ࢆつᚊࡍࡿࡓࡵᅜᐙࡀ⾜ࡍࡿἲ௧ࡸᨻ⟇ࡢ㛫ࠊ㑊ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞
࠸┦ඞࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡋ࡚ࠊᅜᐙࡣࠊ♫ࡢ␗࡞ࡿࢽ࣮ࢬࡢ㛫ࡢㄪࢆࡿࡓࡵࠊࣂࣛ
ࣥࢫࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡢ㞴ࡋ࠸Ỵᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㐺ษ࡞ࣂࣛࣥࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᅜᐙࡣࠊᅜෆ
ᨻ⟇ࡢᆶ┤ⓗཬࡧỈᖹⓗ࡞୍㈏ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡞ࡀࡽࠊࣅࢪࢿࢫேᶒࡢㄢ㢟ᑐฎࡍࡿࡼ
࠺ᖜᗈ࠸ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᨻ⟇ࡢᆶ┤ⓗ࡞୍㈏ᛶࡣࠊᅜᐙࡀࠊᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᨻ⟇ࠊἲᚊཬࡧࣉࣟ
ࢭࢫࢆᣢࡘࡇࢆពࡍࡿࠋᨻ⟇ࡢỈᖹⓗ࡞୍㈏ᛶࡣࠊ♫ἲཬࡧドๆつไἲࠊᢞ㈨ࠊ㍺ฟಙ⏝ཬࡧ
ಖ㝤ࠊ㈠᫆ࠊປാࢆྵࡴࠊᅜཬࡧᆅ᪉ࡢ୧࡛ࣞ࣋ࣝᴗ័⾜ࢆつᚊࡍࡿ㒊ᒁࡸᶵ㛵ࡀᅜᐙࡢேᶒ⩏ົ
ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࢆᣢࡕࠊࡲࡓ⩏ົྜ⮴ࡋࡓ⾜ືࡀࢀࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࢆᨭࡋᑐᛂຊࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡛
࠶ࡿࠋ
9.

ᅜᐙࡣࠊ࠼ࡤᢞ㈨᮲⣙ࡲࡓࡣዎ⣙ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡢᅜᐙࡲࡓࡣᴗࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇┠ᶆ
ࢆ㏣ồࡍࡿࡁࠊࡑࡢேᶒ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵᅜෆᨻ⟇࡛ࡋࡿࡁవᆅࢆṧࡋ࡚࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ゎㄝ
ᅜ㛫ᢞ㈨᮲⣙ࠊ⮬⏤㈠᫆༠ᐃࡲࡓࡣᢞ㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵࡢዎ⣙ࡢࡼ࠺࡞ࠊᅜᐙࡼࡗ࡚ࡢᅜᐙ
ࡢ㛫ࡲࡓࡣᴗࡢ㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡿ⤒῭ྜពࡣࠊᅜᐙࡗ࡚⤒῭ⓗᶵࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡋࡋࠊࡇࢀ
ࡽࡣྠࠊᨻᗓࡢᅜෆᨻ⟇ࡢవᆅᙳ㡪ࢆ࠼࠺ࡿࠋ࠼ࡤࠊᅜ㝿ⓗᢞ㈨༠ᐃࡢ᮲㡯ࡀࠊᅜᐙࡀேᶒ
㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞❧ἲࢆ㠃ⓗ⾜ࡍࡿࡢࢆ㜼ᐖࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜᐙࡀࡑ࠺ࡍࢀࡤᅜ㝿௰ࢆ㑊ࡅ࠼
࡞࠸࠸࠺ࣜࢫࢡࢆ⏕ࡴྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜᐙࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞༠ᐃࡢࡶ࡛ࡶࠊᚲせ࡞ᢞ㈨
ᐙಖㆤ㓄៖ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊேᶒࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡋࡿࡁᨻ⟇ཬࡧつไࢆᐇ࡛ࡁࡿຊࢆ☜ಖࡍࡁ࡛
࠶ࡿࠋ
10. ᅜᐙࡣࠊࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓၥ㢟ࢆᢅ࠺ከᩘᅜ㛫ᶵ㛵ࡢຍ┕ᅜࡋ࡚⾜ືࡍࡿ㝿ࠊḟࡢࡇࢆ⾜࠺
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(a) ᙜヱᶵ㛵ࡀேᶒࢆಖㆤࡍࡿ࠸࠺⩏ົࢆᯝࡓࡍຍ┕ᅜᨻᗓࡢᐇ⾜ຊࢆᢚไࡋࡓࡾࠊᴗࡀேᶒ
ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡢࢆጉࡆࡓࡾࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ
(b) ᙜヱᶵ㛵ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᶒ㝈ཬࡧ⬟ຊࡢ⠊ᅖෆ࡛ᴗࡢேᶒᑛ㔜ࢆಁ㐍ࡋࠊせㄳࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ᢏ⾡ⓗ࡞ᨭࠊ⬟ຊ㣴ᡂཬࡧព㆑ྥୖ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗࡼࡿேᶒᐖᑐࡋ࡚ಖㆤࡍࡿᅜ
ᐙࡢ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡼ࠺ᅜᐙࢆᨭࡍࡿࡇࢆዡບࡍࡿࠋ
(c) ࣅࢪࢿࢫேᶒࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞࡛ࠊඹ㏻ࡢ⌮ゎࢆಁࡋࠊᅜ㝿༠ຊࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊࡇࡢ
ᣦᑟཎ๎ࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ゎㄝ
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ᅜᐙࡀࠊᅜ㝿㈠᫆ཬࡧ㔠⼥㛵ࢃࡿᶵ㛵ࡢࡼ࠺࡞ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟ࢆᢅ࠺ከᩘᅜ㛫ᶵ㛵ཧຍࡍ
ࡿሙྜ࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࠊᨻ⟇ୖࡢ୍㈏ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵
ཧຍࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅜᐙࡀᅜ㝿ேᶒἲୖࡢ⩏ົࢆ㈇࠺ࡇኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵ࢆ㏻ࡌࡓ⬟ຊ㣴ᡂព㆑ྥୖࡣࠊᅔ㞴࡞ㄢ㢟ࡸ᭱Ⰻࡢ័⾜ࡘ࠸࡚ࡢሗࡢඹ᭷ࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡼࡾ୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿࣉ࣮ࣟࢳࢆಁࡍ࡞ࠊࡍ࡚ࡢᅜᐙࡀࡑࡢಖㆤ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡢࢆ
ຓࡅࡿୖ࡛ࠊᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ከᩘᅜ㛫ᶵ㛵ࢆ㏻ࡋࡓ㞟ᅋⓗ⾜ືࡣࠊᴗࡢேᶒᑛ㔜㛵ࡋ࡚ᅜᐙࡀᆅᇦ㛫ࡢᕪࢆ࡞ࡃࡍຓࡅ࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࣞ࣋ࣝ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜ
ᐙࠊከᩘᅜ㛫ᶵ㛵ࡑࡋ࡚ࡑࡢࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㛫ࡢ༠ຊࡶࡲࡓ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
ࡇࡢᣦᑟཎ๎ࡣࠊࡇࡢⅬ࡛ඹ㏻ࡢᇶ‽Ⅼ࡞ࡾࠊ㛵ಀࡍࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡑࢀࡒࢀࡢᙺ㈐௵ࢆ
⪃៖ධࢀ࡞ࡀࡽ✚ᴟⓗ࡞ຠᯝࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᭷⏝࡞ᅵྎ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ

II㸬ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿᴗࡢ㈐௵
A㸬ᇶ┙࡞ࡿཎ๎
11. ᴗࡣேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᴗࡀ⪅ࡢேᶒࢆᐖࡍࡿࡇࢆᅇ㑊ࡋࠊ㛵ࡍࡿே
ᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ᑐฎࡍࡁࡇࢆពࡍࡿࠋ
ゎㄝ
ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊᴗࢆ⾜࠺ᆅᇦࢃࡽࡎࠊࡍ࡚ࡢᴗᮇᚅࡉࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ⾜ືᇶ‽
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㈐௵ࡣࠊᅜᐙࡀࡑࡢேᶒ⩏ົࢆᯝࡓࡍ⬟ຊཬࡧ㸭ࡲࡓࡣពᛮࡽࡣ⊂❧ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ᅜᐙࡢ⩏ົࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊࡑࡢ㈐௵ࡣࠊேᶒࢆಖㆤࡍࡿᅜෆἲཬࡧつ๎ࡢ㑂Ᏺࢆ
㉺࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢୖ࠶ࡿࠋ
ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ᑐฎࡍࡿࡇࡣࠊࡑࡢ㜵Ṇࠊ㍍ῶࠊࡑࡋ࡚ࠊ㐺ษ࡞ሙྜࡣࠊṇࡢࡓࡵ㐺ษ࡞ᥐ
⨨ࢆࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗࡣࠊேᶒࢆᨭᣢࡋಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᶒࡢாཷ㈉⊩ࡍࡿࡼ࠺࡞ㅖࠎࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡸάືྲྀ⤌
ࡴࡇࡶฟ᮶ࡼ࠺ࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡇࡣࠊᴗࢆ㏻ࡋ࡚ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆᛰࡗࡓሙྜࡇࢀࢆ┦ẅ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᴗࡣࠊྖἲᡭ⥆ࡢ೫ඪᛶࢆᙅࡵࡡ࡞࠸⾜Ⅽ࡞ࡼࡗ࡚ࠊᅜᐙࡀேᶒ⩏ົࢆᯝࡓࡍຊࢆ⼃ࡴ
ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
12. ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿᴗࡢ㈐௵ࡣࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒᣐࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊ᭱ప㝈ࠊᅜ㝿ே
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ᶒ❶11࡛⾲᫂ࡉࢀࡓࡶࡢཬࡧປാ࠾ࡅࡿᇶᮏⓗཎ๎ཬࡧᶒ㛵ࡍࡿᅜ㝿ປാᶵ㛵ᐉゝ12࡛ᣲ
ࡆࡽࢀࡓᇶᮏⓗᶒ㛵ࡍࡿཎ๎⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ゎㄝ
ᴗࡣࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒ⯡ᐇ㝿ୖᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢᑛ㔜㈐௵ࡣࡑࡢࡼ
࠺࡞ᶒࡍ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ≉ࠊேᶒࡢ୰ࡣࠊࡢࡶࡢẚࠊ≉ᐃࡢ⏘ᴗࡸ≧ἣࡢ࡞࡛ࡼࡾ
ࡁ࠸ࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ≉ὀពࡀྥࡅࡽࢀࡿᑐ㇟࡞ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≧ἣࡣኚࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿேᶒࡀᐃᮇⓗ࡞ࣞࣅ࣮ࣗࡢᑐ㇟ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓせ࡞ேᶒࡢᶒጾ࠶ࡿࣜࢫࢺࡣࠊᅜ㝿ேᶒ❶㸦ୡ⏺ேᶒᐉゝࠊཬࡧࡇࢀࢆ᮲⣙
ࡋࡓせᩥ᭩࡛࠶ࡿᕷẸⓗཬࡧᨻⓗᶒ㛵ࡍࡿᅜ㝿つ⣙࡞ࡽࡧ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧᩥⓗᶒ
㛵ࡍࡿᅜ㝿つ⣙㸧ࡶࠊປാ࠾ࡅࡿᇶᮏⓗཎ๎ཬࡧᶒ㛵ࡍࡿᐉゝᣲࡆࡽࢀࡓ ILO ୰᰾ 8
᮲⣙ୖࡢᇶᮏᶒ㛵ࡍࡿཎ๎࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᴗࡢேᶒᑐࡍࡿᙳ㡪ࢆࡢ♫ⓗࢡࢱ࣮ࡀホ౯
ࡍࡿ㝿ࡢᇶ‽13࡛࠶ࡿࠋᴗࡀேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿἲᇦ࠾࠸࡚ᅜෆἲࡢつᐃࡼࡾ
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿἲⓗ㈐௵ࡸᇳ⾜ࡢၥ㢟ࡣ༊ูࡉࢀࡿࠋ
≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᴗࡣ㏣ຍⓗ࡞ᇶ‽ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊᴗࡣࠊ≉ู࡞㓄៖ࢆ
ᚲせࡍࡿ≉ᐃࡢ㞟ᅋࡸẸ᪘ᒓࡍࡿಶேࡢேᶒ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜࠊᙼࡽࡢேᶒࢆ
ᑛ㔜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛵ಀ࡛ࠊᅜ㝿㐃ྜᩥ᭩ࡣඛఫẸ᪘ࠊዪᛶࠊẸ᪘ⓗࡲࡓࡣ✀᪘ⓗࠊ᐀ᩍⓗࠊゝㄒ
ⓗᑡᩘ⪅ࠊᏊࡶࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࠊཬࡧ⛣ఫປാ⪅ࡑࡢᐙ᪘ࡢᶒࢆ୍ᒙ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊṊຊ
⣮த≧ἣ࡛ࡣࠊᴗࡣᅜ㝿ே㐨ἲࡢᇶ‽ࢆᑛ㔜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
13. ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊᴗḟࡢ⾜Ⅽࢆồࡵࡿࠋ
(a) ⮬ࡽࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ேᶒ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡾࠊຓ㛗ࡍࡿࡇࢆᅇ㑊ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙳ
㡪ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࡇࢀᑐฎࡍࡿࠋ
(b) ࡓ࠼ࡑࡢᙳ㡪ࢆຓ㛗ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚ᴗࡢᴗࠊ〇ရࡲࡓࡣ
ࢧ࣮ࣅࢫ┤᥋ⓗࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㜵Ṇࡲࡓࡣ㍍ῶࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
ゎㄝ
ᴗࡣࠊࡑࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࡲࡓࡣࡢᙜ⪅ࡢྲྀᘬ㛵ಀࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᣦᑟཎ๎ 19 ࡣࠊᴗࡀࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡼ࠺ᑐฎࡍࡁࡘ࠸࡚ࡼࡾヲࡋࡃ
㏙ࡿࠋᮏᣦᑟཎ๎ࡢ┠ⓗࡽࡋ࡚ࠊᴗࡢࠕάືࠖࡣࠊసⅭཬࡧసⅭࡢ᪉ࢆྵࡴࡶࡢ⌮ゎࡉࢀࠊ
ࡑࡢࠕྲྀᘬ㛵ಀࠖࡣྲྀᘬඛᴗࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥୖࡢ⤌⧊ࠊཬࡧᴗࡢᴗࠊ〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ
┤᥋㛵ಀࡢ࠶ࡿ㠀ᅜᐙࡲࡓࡣᅜᐙ⤌⧊ࢆྵࡴࡶࡢ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ

11

ヂ⪅ὀ㸧ୡ⏺ேᶒᐉゝ(1948 ᖺᅜ㝿㐃ྜ⥲࡛᥇ᢥ㸧ࡘࡢேᶒ᮲⣙ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬࡧᩥ
ⓗᶒ㛵ࡍࡿᅜ㝿つ⣙ᕷẸⓗཬࡧᨻⓗᶒ㛵ࡍࡿᅜ㝿つ⣙㸦1966 ᖺᅜ㝿㐃ྜ⥲࡛᥇ᢥࠊ1977
ᖺⓎຠ㸧ࢆࡲࡵ࡚ᅜ㝿ேᶒ❶࠸࠺ࠋ
12 ヂ⪅ὀ㸧1998 ᖺࡢ➨ 86 ᅇᅜ㝿ປാ⥲࡛᥇ᢥࠋ
13 ヂ⪅ト㸧
ࠕ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠖ
㸦benchmarks㸧
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14. ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿᴗࡢ㈐௵ࡣࠊࡑࡢつᶍࠊᴗ✀ࠊᴗ≧ἣࠊᡤ᭷ᙧែཬࡧ⤌⧊ᵓ㐀㛵ࢃࡽࡎࠊࡍ
࡚ࡢᴗ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᴗࡀࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡿᡭẁࡢつᶍࡸ」㞧ࡉ
ࡣࠊࡇࢀࡽࡢせ⣲ཬࡧᴗࡼࡿேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡢ῝้ࡉక࠸ࠊᵝࠎኚࢃࡾ࠺ࡿࠋ
ゎㄝ
ᴗࡀேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍᡭẁࡣࠊࡾࢃࡅࡑࡢつᶍẚࡍࡿࠋ୰ᑠᴗࡣࠊᴗẚ
ࡿࠊవຊࡀᑡ࡞ࡃࠊ␎ᘧࡢࣉࣟࢭࢫࡸ⤒Ⴀᵓ㐀ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ᪉㔪ཬࡧࣉࣟࢭࢫࡣ␗࡞ࡿᙧ
ࢆྲྀࡾ࠺ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᑠᴗࡢ࡞ࡶேᶒᑐࡋ㔜࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢつᶍ
㛵ಀ࡞ࡃࡑࢀぢྜࡗࡓᥐ⨨ࢆồࡵࡽࢀࡿࠋᙳ㡪ࡢ῝้ࡉࡣࡑࡢつᶍࠊ⠊ᅖཬࡧṇᅔ㞴ᗘุ࡛᩿ࡉ
ࢀࡿࠋᴗࡀேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡿᡭẁࡶࡲࡓࠊᴗࡀᴗࢆᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࠊ༢య࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊࡲࡓࡢ⛬ᗘࡢ⠊ᅖ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࡶ࠶
ࢁ࠺ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊࡍ࡚ࡢᴗࡘᖹ➼ㄢࡉࢀࡿࠋ
15. ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊᴗࡣࠊࡑࡢつᶍཬࡧ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ㐺ࡋࡓ᪉㔪ཬࡧࣉ
ࣟࢭࢫࢆタࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢࡶࡢࢆྵࡴࠋ
(a) ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࠸࠺᪉㔪ࡼࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
(b) ேᶒࡢᙳ㡪ࢆ≉ᐃࡋࠊ㜵Ṇࡋࠊ㍍ῶࡋࠊࡑࡋ࡚ࡢࡼ࠺ᑐฎࡍࡿࡘ࠸࡚㈐௵ࢆᣢࡘ
࠸࠺ேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭ࣉࣟࢭࢫ
(c) ᴗࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡲࡓࡣຓ㛗ࡍࡿேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡽࡢṇࢆྍ⬟ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ
ゎㄝ
ᴗࡣࠊேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺ࡇࢆ⮬ぬࡋࠊබ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᴗ࡞ࢇࡽࡢ᪉㔪ࡸࣉ
ࣟࢭࢫࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋཎ๎ 16 ࡽ 24 ࡣࠊࡇࡢⅬࢆࡼࡾヲ⣽㏙ࡿࠋ

B.㐠⏝ୖࡢཎ๎
᪉㔪ࡼࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
16. ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࡋ࡚ࠊᴗࡣࠊ௨ୗࡢせ௳ࢆഛ࠼ࡿ᪉㔪ࡢኌ᫂ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࠸࠺ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ᫂ࡽࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(a) ᴗࡢ᭱ୖ⣭࡛ࣞ࣋ࣝᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
(b) ♫ෆཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ♫እࡽ㛵㐃ࡍࡿᑓ㛛ⓗຓゝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
(c) ♫ဨࠊྲྀᘬඛࠊཬࡧᴗࡢᴗࠊ〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ┤᥋㛵ࢃࡿࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ᴗࡀ
ᣢࡘேᶒࡘ࠸࡚ࡢᮇᚅࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(d) ୍⯡බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡚ࡢ♫ဨࠊྲྀᘬඛࠊࡢ㛵ಀ⪅ࡴࡅ࡚♫ෆእࢃࡓࡾ▱ࡽࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
(e) ᴗయࡇࢀࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ᪉㔪ཬࡧᡭ⥆ࡢ࡞ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ゎㄝ
ࠕኌ᫂ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡣࠊᴗࡀࡑࡢ㈐௵ࠊࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺཬࡧᮇᚅࢆබ⾲᫂ࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡿఱࡽ
ࡢᡭẁࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⥲⛠ࡋ࡚ࢃࢀࡿࠋ
᪉㔪ኌ᫂ࡀሗࢆ㐺ษྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ࡞ࡿࡓࡵᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿᑓ㛛ⓗຓゝࡢࣞ࣋ࣝࡣࠊᴗࡢ
ᴗࡢ」㞧ᛶࡢᗘྜ࠸ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑓ㛛ⓗຓゝࡣࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ࢜ࣥࣛࣥࡲࡓࡣᩥ᭩㈨ᩱ
ࡽᗈࡃㄆ▱ࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙࡢ༠㆟ࡲ࡛ࠊᵝࠎ࡞ሗ※ࡽྲྀࡾฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺኌ᫂ࡣබ㛤ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᴗࡀዎ⣙㛵ಀ࠶ࡿ⤌⧊ࠊᅜᐙᏳ㒊㝲ࢆྵ
ࡴᴗ┤᥋㛵ಀࡍࡿࡑࡢࡢ⤌⧊ࠊᢞ㈨ᐙࠊ㔜࡞ேᶒࣜࢫࢡࢆక࠺ᴗࡢሙྜࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟
ᛶࡢ࠶ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠊ✚ᴟⓗఏ࠼ࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ኌ᫂ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ᪉㔪ࡢෆ㒊㏻▱ࡸᡭ⥆ࡣࠊ㈐௵㛵ࡍࡿ⟶⌮⣔⤫ࡸไᗘࡀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡸࠊ
㛵㐃ࡍࡿᴗົᚑࡍࡿᚑᴗဨᚲせࡉࢀࡿ◊ಟ࡞ࡼࡗ࡚ࡶᨭࡍࡁ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂☜ࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜᐙࡀᨻ⟇ࡢ୍㈏ᛶྥࡅ࡚ດຊࡍࡁ࡛࠶ࡿࡼ࠺ࠊᴗࡣࠊேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡑࡢᗈ⠊࡞ᴗ
άືࡸྲྀᘬ㛵ಀࢆ⟶⌮ࡍࡿ᪉㔪ཬࡧᡭ⥆୍㈏ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠼
ࡤࠊᚑᴗဨࡢࡓࡵࡢ㔠㖹ⓗཬࡧࡑࡢࡢᴗ⦼ࣥࢭࣥࢸࣈࠊㄪ㐩ࠊཬࡧேᶒࡀၥ㢟࡞ࡿࡼ࠺࡞㆟
ࣟࣅ࣮άື࡞ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆỴࡵࡿ᪉㔪ཬࡧᡭ⥆ࢆྵࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡲࡓࡑࡢࡢ㐺ษ࡞ᡭẁࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪉㔪ኌ᫂ࡀᴗࢺࢵࣉࡽ࡚ࡢ㒊㛛࠸ࡓࡿࡲ࡛ᐃ╔ࡍ
ࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊྛ㒊㛛ࡀேᶒᑐࡍࡿព㆑ࡸ⪃៖࡞ࡋ⾜ືࡍࡿࡇ࡞ࡾ
ࡡ࡞࠸ࠋ

ேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ
17. ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ≉ᐃࡋࠊ㜵Ṇࡋࠊ㍍ῶࡋࠊࡑࡋ࡚ࡢࡼ࠺ᑐฎࡍࡿ࠸࠺ࡇ㈐௵ࢆࡶ
ࡘࡓࡵࠊᴗࡣேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆᐇ⾜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊᐇ㝿ࡢࡲࡓ
ࡣ₯ᅾⓗ࡞ேᶒࡢᙳ㡪ࢆ⪃㔞ホ౯ࡍࡿࡇࠊࡑࡢ⤖ㄽࢆྲྀࡾධࢀᐇ⾜ࡍࡿࡇࠊࡑࢀᑐࡍࡿ
ᛂࢆ㏣㊧᳨ドࡍࡿࡇࠊཬࡧࡢࡼ࠺ࡇࡢᙳ㡪ᑐฎࡍࡿࡘ࠸࡚▱ࡽࡏࡿࡇࢆྵࡴࡁ࡛
࠶ࡿࠋேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡣࠊ
(a) ᴗࡀࡑࡢᴗάືࢆ㏻ࡌ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡋ࠶ࡿ࠸ࡣຓ㛗ࡋࠊࡲࡓࡣࡑࡢྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚ᴗࡢ
ᴗࠊၟရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ┤᥋㛵ಀࡍࡿேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᑐ㇟ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(b) ᴗࡢつᶍࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢࣜࢫࢡࠊཬࡧᴗࡢᛶ㉁୪ࡧ≧ἣࡼࡗ࡚ࡑࡢ」㞧
ࡉࡶ␗࡞ࡿࠋ
(c) ᴗࡢᴗࡸᴗࡢ≧ἣࡢ㐍ᒎక࠸ࠊேᶒࣜࢫࢡࡀࡶኚࡾ࠺ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࡓ࠺࠼
࡛ࠊ⥅⥆ⓗ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
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ࡇࡢཎ๎ࡣࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡢᯟࢆᐃ⩏ࡋࠊ୍᪉࡛ཎ๎ 18 ࡽ 21 ࡛ࡣࡑࡢྍḞ࡞ᵓ
ᡂせ⣲ࢆヲ⣽㏙ࡿࠋ
ேᶒࣜࢫࢡࡣࠊᴗࡢேᶒᑐࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞㈇ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ₯ᅾⓗ࡞ᙳ㡪ࡣ㜵Ṇ࠶ࡿ࠸
ࡣ㍍ῶࡍࡿࡇࢆ㏻ࡋ࡚ᑐฎࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ୍᪉࡛ࠊ⌧ᐇࡢᙳ㡪㸫᪤⏕ࡌࡓࡶࡢ㸫ࡣṇࡢᑐ㇟
࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦ཎ๎ 22㸧ࠋ
ேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡀࠊ༢ᴗ⮬ࡽᑐࡍࡿ㔜࡞ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋࠊᑐฎࡍࡿࡤࡾ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᶒಖᣢ⪅ഃᑐࡍࡿࣜࢫࢡࢆࡶྵࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࢆࡼࡾᖜᗈ࠸ᴗࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࡞ධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ேᶒࣜࢫࢡࡣࠊዎ⣙ࡸࡑࡢࡢྜពࡀᙧసࡽࢀࡿẁ㝵࡛ቑࡲࡓࡣ㍍ῶࡉࢀ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓྜే
ࡸ㈙ࢆ㏻ࡌ࡚⥅ᢎࡉࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ᪂ࡓ࡞ᴗࡲࡓࡣྲྀᘬ㛵ಀࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃ╔ᡭࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᴗࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥከᩘࡢᴗయࡀ࠶ࡿሙྜࠊᴗࡀࡑࢀࡽ࡚ࢃࡓࡗ࡚ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪
ᑐࡍࡿࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆ⾜࠺ࡇࡣᙜ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊᴗࡣࠊ㛵ಀࡍࡿ
౪⤥ඛࡲࡓࡣཷ⤥ඛᴗࡢᴗ≧ἣࠊ≉ᐃࡢᴗάືࠊ㛵㐃〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࠊࡲࡓࡣࡢ㛵㐃ࡍࡿ⪃៖
㡯ࡼࡗ࡚ࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡢࣜࢫࢡࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡿศ㔝ࢆ≉ᐃࡋࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥ
ࢫࡢࡓࡵࡇࢀࡽࢆඃඛⓗྲྀࡾୖࡆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⪅ࡼࡿேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᴗࡀຓ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣຓ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊຍᢸࡢ
ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࠺ࡿࠋຍᢸࡣࠊἲⓗ࡛࡞࠸ពཬࡧἲⓗ࡞ពࡢࡩࡓࡘࡀ࠶ࡿࠋἲⓗ࡛࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚ࠊ
࠼ࡤࠊ⪅ࡀ≢ࡋࡓᐖࡽ┈ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡳࡽࢀࡿሙྜ࡞ࠊᴗࡣࡑࡢᙜ⪅ࡢ⾜Ⅽࠕຍᢸ
ࡋ࡚ࠖ࠸ࡿཷࡅྲྀࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ἲⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊ༙ࡢᅜࡢἲไࡣࠊ≢⨥ࡢຍᢸࢆ⚗Ṇࡋࠊ࡞ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣᴗࡢฮ
㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋᴫࡋ࡚Ẹッゴࡶࠊேᶒ࠸࠺ほⅬࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ
ᴗࡢຍᐖ㛵ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺⏦ࡋ❧࡚ᇶ࡙ࡃࡇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋᅜ㝿ฮἲࡢุࡣࠊᖝຓࠊᩍ၀
㛵ࡍࡿᇶ‽ࡀ≢⨥ࡢᐇ⾜ᐇ㉁ⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡞ᐇ㝿ⓗຓࡲࡓࡣዡບࢆᨾពᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡛࠶ࡿ࠸࠺Ⅼ㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
ேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆࡋࡿࡃᐇ⾜ࡍࡿࡇࠊ⏦ࡋ❧࡚ࢆࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ேᶒᐖࡢ㛵ࢆ
ᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡋࡿࡁᡭẁࢆࡍ࡚ㅮࡌ࡚ࡁࡓࡇࢆ♧ࡍࡇࡼࡾࠊᴗࡣ⮬♫ᑐࡍࡿッゴࣜ
ࢫࢡᑐฎࡍࡿຓࡅ࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆᐇ⾜ࡍࡿ
ᴗࡣࠊࡑࢀࢆࡶࡗ࡚ࠊேᶒᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣຓ㛗ࡍࡿࡇᑐࡍࡿ㈐௵ࡽ⮬ືⓗࡑࡋ
࡚චࡀࢀࡿࡇ࡞ࡿࡔࢁ࠺⪃࠼ࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
18. ேᶒࣜࢫࢡࢆ

ࡿࡓࡵࠊᴗࡣࠊࡑࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡲࡓࡣࡑࡢྲྀᘬ㛵ಀࡢ⤖ᯝࡋ࡚㛵ࡍࡿ

ࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊᐇ㝿ࡢࡲࡓࡣ₯ᅾⓗ࡞ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ≉ᐃࡋホ౯ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡇࢆࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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(a) ෆ㒊ཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⊂❧ࡋࡓእ㒊ࡽࡢேᶒ㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࠋ
(b) ᴗࡢつᶍཬࡧᴗࡢᛶ㉁ࡸ≧ἣࡩࡉࢃࡋ࠸ᙧ࡛₯ᅾⓗᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉࡸࡑࡢࡢ
㛵㐃ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ᭷ព⩏࡞༠㆟ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࠋ
ゎㄝ
ேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࢆᐇ⾜ࡍࡿ㝿ࡢ➨୍Ṍࡣࠊᴗࡀ㛵ࡍࡿࠊᐇ㝿ࡢࡑࡋ࡚₯ᅾⓗ࡞ேᶒ
ࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡢᛶ㉁ࢆ≉ᐃࡋࠊホ౯ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ≉ᐃࡢᴗࡢ≧ἣ࠾࠸࡚≉ᐃࡢேࠎ
ᑐࡍࡿ≉ᐃࡢᙳ㡪ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗࠊࡇࢀࡣࠊ࡛ࡁࢀࡤᴗィ⏬ࡢᐇඛ❧ࡗ࡚
ேᶒ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇࢆྵࡳࠊㄡࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢆ≉ᐃࡋࠊ㛵㐃ࡍࡿேᶒᇶ‽ཬࡧၥ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ
ࡑࡋ࡚ᴗィ⏬ࡢᐇཬࡧ㛵㐃ࡍࡿྲྀᘬ㛵ಀࡀ≉ᐃࡉࢀࡓࡶࡢᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ
࠼࠺ࡿࡢࢆண

ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊᴗࡣࠊ♫ⓗᙅ࠸❧ሙ࠾ࢀࡲࡓ

ࡣ㝖ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ࠺ࡿ㞟ᅋࡸẸ᪘ᒓࡍࡿಶேᑐࡍࡿேᶒࡢ≉ูࡢᙳ㡪≉ὀពࢆ
ྥࡅࠊዪᛶ⏨ᛶ࡛ࡣ␗࡞ࡿࣜࢫࢡࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࠸࠺ࡇࡶ␃ពࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ேᶒࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊࣜࢫࢡホ౯ࡸ⎔ቃ࣭♫ᙳ㡪ホ౯࡞ࡢࡢࣉࣟࢭࢫࡢ࡞
⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒࡢࡍ࡚ࢆඹ㏻ࡢᇶ‽Ⅼ
ࡋ࡚ྵࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᴗࡣࠊᐇ㉁ୖࡢᶒᑐࡋ࡚ࡶᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ேᶒࡢ≧ἣࡣᖖኚࡍࡿࡓࡵࠊேᶒࡢᙳ㡪ホ౯ࡣᐃᮇⓗ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡞ᴗάືࡲ
ࡓࡣྲྀᘬ㛵ಀඛࡔࡗ࡚ࠊᴗ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞Ỵᐃࡲࡓࡣኚ᭦㸦࠼ࡤࠊᕷሙࡢཧධࠊ᪂〇ရࡢⓎࠊ
᪉㔪ኚ᭦ࠊࡲࡓࡣᴗࡢᖜ࡞ኚ᭦㸧ඛࡔࡗ࡚ࠊᴗ⎔ቃࡢኚ㸦࠼ࡤࠊ♫Ᏻࡢ㧗ࡲࡾ㸧
ᛂࡲࡓࡣࡑࢀࢆணぢࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡦࡘࡢᴗάືࡲࡓࡣྲྀᘬ㛵ಀࡀ⥆ࡃ࠶࠸ࡔ୰ࠊ࿘ᮇⓗ࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿࠋ
ᴗࡣࠊேᶒࡢᙳ㡪ࢆṇ☜ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ⏝ゝㄒࡸ᭷ຠ࡞࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ㞀
ᐖ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ⪃៖ධࢀࡓᙧ࡛ࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮┤᥋༠㆟ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚₯ᅾⓗ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢᠱᛕࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ ࡑࡢࡼ࠺࡞༠㆟ࡀྍ⬟
࡛ࡣ࡞࠸≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᴗࡣࠊᕷẸ♫⤌⧊ࡢேࠎࡸேᶒάືᐙ࡞ࢆྵࡴࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ⊂❧ࡋࡓᑓ
㛛ᐙࡢ༠㆟࡞ࠊ㐺ษ࡞௦᭰⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ேᶒࡢᙳ㡪ホ౯ࡣࠊேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭ࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿḟࡢẁ㝵ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋ
19. ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㜵Ṇࡋࠊࡲࡓ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡣࡑࡢᙳ㡪ホ౯ࡢ⤖ㄽࢆࠊ㛵㐃ࡍࡿ♫ෆ
㒊㛛ཬࡧࣉࣟࢭࢫ⤌ࡳධࢀࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(a) ຠᯝⓗ⤌ࡳධࢀࡿࡓࡵࡣ௨ୗࡢࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
(i)

ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ᑐฎࡍࡿ㈐௵ࡣࠊᴗࡢࡋࡿࡁࣞ࣋ࣝཬࡧ㒊㛛ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

(ii) ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ຠᯝⓗᑐฎ࡛ࡁࡿࠊෆ㒊ࡢពᛮỴᐃࠊண⟬㓄ศࠊཬࡧ┘ᰝࣉࣟࢭࢫࠋ

(b) 㐺ษ࡞ᥐ⨨ࡣ௨ୗࡢせᅉࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ
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(i)

ᴗࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࠶ࡿ࠸ࡣຓ㛗ࡍࡿ࠺ࠊࡶࡋࡃࡣᙳ㡪ࡀྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚ࡑ
ࡢᴗࠊ〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ┤᥋⤖ࡧࡘࡃࡇࡢࡳࢆ⌮⏤㛵ࡋ࡚ࡁࡓ࠺ࠋ

(ii) ㈇ࡢᙳ㡪ᑐฎࡍࡿ㝿ࡢᴗࡢᙳ㡪ຊࡢ⠊ᅖࠋ
ゎㄝ
ேᶒࡢᙳ㡪ホ౯ࡢ≉ᐃࡢ⤖ㄽࢆᴗయᶓ᩿ⓗ⤌ࡳධࢀࡿࡇࡣࠊேᶒ᪉㔪ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ
㛵ಀࡍࡿᴗ㒊㛛ࡍ࡚᰿࠸࡚࠸ࡿሙྜࡢࡳࠊຠᯝⓗ࡛࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊホ౯ࡢ⤖ᯝࡀṇ
☜⌮ゎࡉࢀࠊࡋࡿࡁ㔜ࡳࢆ࠼ࡽࢀࠊࡇࢀᇶ࡙࠸ࡓᥐ⨨ࡀ☜ᐇࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ேᶒࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡁࡣࠊᴗࡣᐇ㝿ཬࡧ₯ᅾⓗ࡞㈇ࡢᙳ㡪ࡢ᪉ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
₯ᅾⓗ࡞ᙳ㡪ࡣࠊホ౯⤖ᯝࢆᴗᶓ᩿ⓗ⤌ࡳධࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㜵Ṇࡲࡓࡣ㍍ῶࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
᪉ࠊᐇ㝿ࡢᙳ㡪㸦᪤⏕ࡌࡓࡶࡢ㸧ࡣṇࡢᑐ㇟࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦ཎ๎ 22㸧ࠋ
ᴗࡣࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊࡲࡓࡣ⏕ࡌࡉࡏ࠺ࡿሙྜࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆṆࡵࠊࡲࡓࡣ㜵Ṇࡍࡿࡓ
ࡵᚲせ࡞ᡭẁࢆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᴗࡀேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆຓ㛗ࡋࠊࡲࡓࡣຓ㛗ࡋ࠺ࡿሙྜࠊࡑࡢຓ㛗ࢆṆࡵࠊࡲࡓࡣ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡑࡢᴗࡣࠊᚲせ࡞ᡭẁࢆࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊṧᏑࡍࡿࢇ࡞ᙳ㡪ࢆࡶ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࡑࡢᙳ
㡪ຊࢆά⏝ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋᙳ㡪ຊࡣࠊᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᴗయࡢᙜ࡞័⾜ࢆኚ࠼ࡉࡏࡿຊࢆᴗࡀ᭷ࡍ
ࡿሙྜࠊ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᴗࡀேᶒᑐࡍࡿ㈇ࡢᙳ㡪ࢆຓ㛗ࡋ࡚ࡣࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀูࡢᴗయࡢྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚
ᴗࡢᴗࠊ〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ┤᥋㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ≧ἣࡣࡼࡾ」㞧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ
࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆỴᐃࡍࡿ࠸ࡓࡿせ⣲ࡢ࡞ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿᴗయᑐࡍࡿᴗࡢᙳ㡪ຊࠊᴗ
ࡗ࡚ࡑࡢྲྀᘬ㛵ಀࡀࡢ⛬ᗘ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊᐖࡢ῝้ᗘࠊཬࡧࡑࡢᴗయࡢྲྀᘬ㛵ಀࢆ
⤊ࢃࡽࡏࡿࡇࡀேᶒࡢ㈇ࡢ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ࠺࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
≧ἣࡑࢀࡽணࡉࢀࡿேᶒᑐࡍࡿᙳ㡪ࡀ」㞧࡞ࢀࡤ࡞ࡿࠊᴗࡀࡑࡢᑐᛂࢆỴᐃࡍࡿ㝿
⊂❧ࡋࡓᑓ㛛ᐙࡽࡢຓゝࢆồࡵࡿࡇࡶᙉࡃ࡞ࡿࠋ
ᴗࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㜵Ṇࡲࡓࡣ㍍ῶࡍࡿᙳ㡪ຊࢆࡶࡘሙྜࡣࠊࡑࢀࢆ⾜ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋᴗࡀᙳ
㡪ຊࢆḞࡃ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࢆᙉࡵࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊᴗຊᙉࡲࡓࡣࡑࡢࡢࣥࢭ
ࣥࢸࣈࢆ㛵ಀᴗయᥦ౪ࡋࡓࡾࠊࡢࢡࢱ࣮༠ຊࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࠊᙳ㡪ຊࡀᙉࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
ᴗࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㜵Ṇࡲࡓࡣ㍍ῶࡍࡿᙳ㡪ຊࢆḞࡁࠊᙳ㡪ຊࢆᙉࡵࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࡣࠊᴗࡣࠊྲྀᘬ㛵ಀࢆ⤊ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀฟࡿྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ಙ㢗࡛ࡁࡿホ
౯ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢྲྀᘬ㛵ಀࢆ⤊ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ྲྀᘬ㛵ಀࡀࠊᴗࡗ࡚ࠕᴟࡵ࡚㔜せ࡛ࠖ࠶ࡿሙྜࠊྲྀᘬࢆࡸࡵࡿࡇࡣ᭦࡞ࡿ㞴㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᴗࡢᴗࡗ࡚ᚲせྍḞ࡞〇ရࡲࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊ㐺ᙜ࡞௦᭰౪⤥※ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࡞ࡽ

18

A/HRC/17/31
ࡤࠊྲྀᘬ㛵ಀࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡢ῝้ࡉࡀ⪃៖
ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋேᶒᐖࡀ῝้࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿࠊᴗࡣྲྀᘬ㛵ಀࢆ⤊ࡍࡁྰࢆỴᐃ
ࡍࡿ๓ࠊ≧ἣኚࡀ㉳ࡇࡿ࠺ࢆࡼࡾ⣲᪩ࡃぢࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊᐖࡀ
㛗ᮇࢃࡓࡾ⥅⥆ࡋᴗࡀྲྀᘬ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᴗࡣࠊᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ
⥅⥆ⓗ࡞ດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆド࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊྲྀᘬ㛵ಀࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀᣍ᮶
ࡍࡿ⤖ᯝ㸫ホุࠊ㈈ᨻୖࡲࡓࡣἲᚊୖࡢ⤖ᯝ㸫ࢆཷࡅධࢀࡿぬᝅࢆࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
20. ேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀᑐฎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡣࡑࡢᑐᛂࡢᐇຠᛶࢆ㏣㊧ホ౯
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ㏣㊧ホ౯ࡣࠊ
(a) 㐺ษ࡞㉁ⓗཬࡧ㔞ⓗᣦᶆᇶ࡙ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(b) ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆྵࡴࠊ♫ෆཬࡧ♫እࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆά⏝ࡍࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
ゎㄝ
㏣㊧ホ౯ࡣࠊᴗࡢேᶒ᪉㔪ࡀ᭱㐺ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࠊཬࡧ☜ㄆࡉࢀࡓேᶒࡢᙳ㡪ຠᯝⓗ
ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓ࠺ࢆᴗࡀ▱ࡾࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᴗࡣࠊ♫ⓗᙅ࠸❧ሙ࠾ࢀࡲࡓࡣ㝖ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ࠺ࡿ㞟ᅋࡸẸ᪘ᒓࡍࡿಶே
ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡢᑐᛂࡢ᭷ຠᛶࢆ㏣㊧ホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊ≉ດຊࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㏣㊧ホ౯ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿෆ㒊ሗ࿌ࣉࣟࢭࢫ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᴗࡣࠊࡢၥ㢟࡛᪤⏝࠸࡚࠸
ࡿࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿሙྜࡣᛶูศࡅࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡞
ࡀࡽࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫዎ⣙14ࡸࣞࣅ࣮ࣗ୪ࡧᐇែㄪᰝࡸ┘ᰝࢆྵࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᴗࣞ࣋
ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊ┤᥋ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓேࠎࡽᴗࡢேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡢᐇຠᛶ
㛵ࡍࡿ㔜せ࡞ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡶᥦ౪࡛ࡁࡿ㸦ཎ๎ 29 ཧ↷㸧ࠋ
21. ேᶒࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢᑐฎ᪉ἲࡘ࠸࡚㈐௵ࢆࡿࡓࡵࠊᴗࡣእ㒊ࡇࡢࡇࢆ㏻▱࡛ࡁࡿࡼ
࠺⏝ពࢆࡋ࡚࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡲࡓࡣࡑࡢ௦⌮ேࡽᠱᛕࡀ⾲᫂
ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊ≉ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋᴗࡣࠊࡑࡢᴗࡸᴗ⎔ቃࡀேᶒ῝้࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࣜࢫ
ࢡࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡢࡼ࠺ࡑࢀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࢆබᘧሗ࿌ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡽࡺࡿሙྜ࠾
࠸࡚ࠊሗᥦ౪ࡣࠊ
(a) ᴗࡢேᶒࡢᙳ㡪ࢆᫎࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊࡲࡓᐃࡉࢀࡓᑐ㇟⪅ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧᘧ
㢖ᗘ࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(b) 㛵ࡋࡓ≉ᐃࡢேᶒࡢᙳ㡪ࡢᴗࡢᑐᛂࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࠺ࢆホ౯ࡍࡿࡢ༑ศ
࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(c) ࡑࢀྠࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠊᚑᴗဨࠊࡑࡋ࡚ၟྲྀᘬୖࡢ⛎ᐦࢆᏲࡿࡓࡵࡢ
ṇᙜ࡞せồࣜࢫࢡࢆࡶࡓࡽࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

14

ヂ⪅ト㸧ᅜᐙᶵ㛵ࡸᆅ᪉⮬య࡞ࡀࠊᶵ㛵࠶ࡿ࠸ࡣẸ㛫ᅋయࡸᴗᴗጤクࢆࡍࡿࡁ⤖ࡪ
ዎ⣙ࠋᴗࡢ┠ᶆࠊ┠ᶆ㐩ᡂᮇ㝈ࠊຠ⋡ᛶุ᩿ᇶ‽࡞ࢆ⣽ࡃᐃࡵࡿࠋ
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ゎㄝ
ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚ᴗ⮬㌟ࡀேᶒᑛ㔜ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡍࡿࡶࠊබ
♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊᐇ㝿ᶵ⬟ࡍࡿ᪉㔪ࡸࣉࣟࢭࢫࢆᴗࡀᣢࡘࡇࢆồࡵࡿࠋ♧ࡍ࠸࠺ࡇ
ࡣሗᥦ౪ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࡿಶேࡸ㞟ᅋࠊཬࡧᢞ㈨ᐙ࡞ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ
㏱᫂ᛶࡸㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍᡭẁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ሗᥦ౪ࡣࠊᑐ㠃㆟ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿᑐヰࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ༠㆟ࠊཬࡧṇᘧ
࡞බ㛤ሗ࿌᭩࡞ࠊᵝࠎ࡞ᙧࢆྲྀࡾ࠺ࡿࠋබᘧሗ࿌ࡣࡑࢀ⮬యࡀኚࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞ᖺḟሗ࿌
᭩ࡸᴗ㈐௵㸭ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸሗ࿌᭩ࡽࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢙࢘ࣈୖࡢ᭦᪂ཬࡧ㈈ົ࣭㠀㈈ົ⤫ྜࣞ
࣏࣮ࢺࢆྵࡴࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗࡼࡿබᘧሗ࿌ࡣࠊேᶒ῝้࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࣜࢫࢡࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊࡑࢀࡀᴗࡢᛶ㉁ࡢࡓࡵ
࡛࠶ࡿࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᴗ≧ἣࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚㏙ࡿࡇࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋሗ
࿌ࡣࠊࡢࡼ࠺ᴗࡀேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ≉ᐃࡋᑐฎࡍࡿ㛵ࡍࡿ㡯┠ᣦᶆࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡁ࡛
࠶ࡿࠋேᶒሗ࿌ࢆ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅ࡀ᳨ドࡍࡿࡇࡣࡑࡢෆᐜಙ㢗ᛶࢆᙉ࡛ࡁࡿࠋᴗศ㔝ูࡢᣦᶆ
ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡛᭷⏝࡞ヲ⣽ࡉࡶຍ࡛ࡁࡿࠋ

ṇ
22. ᴗࡣࠊ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇࠊࡲࡓࡣ㈇ࡢᙳ㡪ࢆຓ㛗ࡋࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡿሙྜࠊṇᙜ
࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢṇࡢ㏵ࢆഛ࠼ࡿࠊࡑࢀ༠ຊࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
᭱ၿࡢ᪉㔪ࡸ័⾜ࢆࡶࡗ࡚ࡋ࡚ࡶࠊᴗࡣࠊணぢࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ㜵ࡂᚓ࡞ࡗࡓேᶒࡢ㈇ࡢ
ᙳ㡪ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡲࡓࡣ㈇ࡢᙳ㡪ࢆຓ㛗ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
ᴗࡀேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭ࣉࣟࢭࢫ࠶ࡿ࠸ࡣࡢᡭẁࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿ
ሙྜࠊேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿᴗࡢ㈐௵ࡣࠊ⮬ࡽࡲࡓࡣࡢࢡࢱ࣮ࡢ༠ຊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࡢṇ✚ᴟⓗ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆồࡵࡿࠋᴗάືࡼࡾ₯ᅾⓗᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࡿேࠎᑐࡍࡿᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࡣࠊཎ๎ 31 つᐃࡉࢀࡓ୍ᐃࡢ୰᰾せ௳ࢆࡓࡍࡁࠊṇࢆྍ⬟ࡍࡿࡦࡘࡢ᭷ຠ࡞ᡭẁ
࡞ࡾ࠼ࡿࠋ
ᴗࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓຓ㛗ࡋ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡀࠊྲྀᘬ㛵ಀࡼࡗ࡚ࡑࡢᴗࠊ〇ရࠊࡲ
ࡓࡣࢧ࣮ࣅࢫ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ┤᥋㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵ࡣࠊᴗࡀࡑࡢࡼ࠺࡞㈇ࡢᙳ㡪
ࢆṇࡍࡿ࠸࠺ᙺࢆᢸ࠺ࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜヱᴗ⮬యṇࡢ㏵ࢆഛ࠼ࡿࡼ࠺ồࡵࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ
≧ἣࡼࡗ࡚ࠊ≉≢⨥ࡀ࠶ࡗࡓ⏦ࡋ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ୍⯡ྖἲ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ༠ຊࢆồࡵ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ṇࢆ┠ᣦࡍㅖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࡢࡉࡽヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡢᙇࡑࡢࡶࡢࡀதࢃࢀ
ࡿሙྜࢆࡶྵࡵ࡚ࠊᩆ῭ࡢࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿ➨Ϫ❶࡛㏙ࡿࠋ

≧ἣࡢၥ㢟
23. ࠶ࡽࡺࡿ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᴗࡣࠊḟࡢࡇࢆࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(a) ࡇ࡛ᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡋ࡚ࡶࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿࡁἲࢆࡍ࡚㑂Ᏺࡋࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒ
ࢆᑛ㔜ࡍࡿࠋ
(b) ┦ࡍࡿせồ┤㠃ࡋࡓሙྜࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒࡢཎ๎ࢆᑛ㔜ࡍࡿ᪉ἲࢆ㏣ồࡍࡿࠋ
(c) ࡇ࡛ᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡋ࡚ࡶࠊ㔜࡞ேᶒᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡲࡓࡣຓ㛗ࡍࡿࡇࡢࣜࢫࢡࢆ
ἲ௧㑂Ᏺࡢၥ㢟ࡋ࡚࠶ࡘ࠺ࠋ
ゎㄝ
≉ᐃࡢᅜࡸᆅᇦࡢ≧ἣࡀࠊᴗࡢάືཬࡧྲྀᘬ㛵ಀ࠾ࡅࡿேᶒࣜࢫࢡᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡀ࠶ࡿࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡍ࡚ࡢᴗࡣᴗࢆࡇ࡛⾜࠾࠺ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺ྠࡌ㈐௵ࡀ࠶
ࡿࠋ࠶ࡿᅜࡢᅜෆ≧ἣࡼࡾᴗࡀࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᴗࡣࠊᅜ㝿ⓗㄆ
ࡵࡽࢀࡓேᶒ㛵ࡍࡿㅖཎ๎ࢆࡑࡢ≧ἣࡢࡶ࡛ฟ᮶ࡿ㝈ࡾࡂࡾࡂࡾࡲ࡛ᑛ㔜ࡍࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢⅬ
࡛ࡑࡢດຊࢆ⾜ືࡼࡗ࡚ドࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗ⎔ቃࡢ࡞ࡣࠊ࠼ࡤ⣮தᙳ㡪ᆅᇦࡢࡼ࠺ࠊࡢࢡࢱ࣮㸦࠼ࡤࠊᏳ㒊㝲࡞㸧ࡼࡿ㔜
࡞ேᶒᐖᴗࡀຍᢸࡍࡿ࠸࠺ࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᇦእẸㄳồࡸࠊᴗ
ࡢฮ㈐௵ࢆつᐃࡍࡿㅖᅜࡢἲไᗘᅜ㝿ฮุᡤ࣮࣐ࣟつ⛬15ࡢつᐃࡀྲྀࡾ࠸ࢀࡽࢀࡿࡇࡼࡾ
₯ᅾⓗ࡞ᴗࡢἲⓗ㈐௵ࡢᖜࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᴗࡣࡇࡢࣜࢫࢡࢆἲ௧㑂Ᏺࡢၥ㢟
ࡋ࡚ࡾ࠶ࡆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᴗࡢ⟶⌮⫋ࠊཬࡧᚑᴗဨࡣࠊ㔜࡞ேᶒᐖ࡞ࡿ⾜Ⅽᑐࡋ
࡚ಶேࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆၥࢃࢀࡿࡇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᴗࡣࡑࡢ≧ἣࢆᝏࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡢࡼ࠺ᑐᛂ
ࡍࡿࡇࡀ᭱ၿ࡛࠶ࡿࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ࠊᴗෆࡢᑓ㛛▱㆑ࡸ㒊㛛ᶓ᩿ⓗ࡞༠㆟ࢆά⏝ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᨻᗓࠊᕷẸ♫ࠊᅜෆேᶒᶵ㛵ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢽࢩࢸࣈ࡞ࡢእ㒊ࡢಙ
㢗࡛ࡁࡿ⊂❧ࡋࡓ❧ሙࡢᑓ㛛ᐙ༠㆟ࡍࡿࡇࡀࡋࡤࡋࡤ⸀ࡵࡽࢀࡿࠋ
24. ேᶒࡢᐇ㝿ཬࡧ₯ᅾⓗ࡞㈇ࡢᙳ㡪ࡢᑐᛂ⟇ඃඛ㡰ࢆࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࠊᴗࡣࠊ➨୍
᭱ࡶ῝้࡞ᙳ㡪ࡲࡓࡣᑐᛂࡢ㐜ࢀࡀṇࢆྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ㜵Ṇࡋࠊ㍍ῶࡍࡿࡼ࠺ດࡵ
ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
ヂ⪅ト㸧ᅜ㝿ฮุᡤ㸦International Criminal Court㸧ࡢᵓᡂࠊ⟶㎄ࡍࡿ≢⨥ࠊᡭ⥆ࡁ࡞ࢆᐃࡵࡓ
ᅜ㝿᮲⣙࡛ࠊ1998 ᖺ 7 ᭶ࠊ
࣮࣐ࣟ࠾ࡅࡿᅜ㝿ฮุᡤࡢタ❧㛵ࡍࡿᅜ㝿㐃ྜᶒእ⠇㆟࡛᥇ᢥࠊ
2002 ᖺ 7 ᭶Ⓨຠࠋ
15
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ᴗࡣࠊࡑࡢேᶒᑐࡍࡿ㈇ࡢᙳ㡪ࡍ࡚ᑐฎࡍࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊྠࡍ࡚ࡢᙳ㡪ᑐฎࡍࡿࡇ
ࡣᚲࡎࡋࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋලయⓗ࡞ἲⓗ࢞ࢲࣥࢫࡀḞዴࡍࡿ࡞࡛ࠊඃඛ㡰ࢆࡘࡅࡿ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡽࡤࠊᑐᛂࡢ㐜ࢀࡀṇྍ⬟ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡇࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊᴗࡣ᭱ࡶ῝้࡞ேᶒࡢᙳ
㡪ࡽጞࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ῝้ᛶ࠸࠺ࡢࡣ⤯ᑐⓗ࡞ᴫᛕ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴗࡀ☜ㄆࡋࡓࡢேᶒ
ࡢᙳ㡪ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࢃࢀࡿࠋ

III.ᩆ῭ࡢࢡࢭࢫ
A.ᇶ┙࡞ࡿཎ๎
25. ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖࡽಖㆤࡍࡿ⩏ົࡋ࡚ࠊᅜᐙࡣࠊࡑࡢ㡿ᇦཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ⟶㎄ෆ࠾
࠸࡚ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊྖἲࠊ⾜ᨻࠊ❧ἲࡲࡓࡣࡑࡢࡢࡋࡿࡁᡭẁࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡿேࠎࡀᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ゎㄝ
ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖࡀ⏕ࡌࡓࡁࠊࡑࢀࢆᤚᰝࡋࠊฎ⨩ࡋࠊཬࡧṇࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨
ࢆᅜᐙࡀᛰࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢಖㆤ⩏ົࡣᙅࡵࡽࢀࠊࡲࡓ↓ពࡉ࠼࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ
ᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࡢࢡࢭࢫࡣࠊᡭ⥆ⓗཬࡧᐇయⓗ࡞୧ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿⱞฎ⌮࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡿᩆ῭ࡣࠊ୍ᐃࡢලయⓗ࡞ᙧࢆࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ┠ⓗࡣࠊࡲゝ࠼
ࡤࠊேᶒࡶࡓࡽࡉࢀࡓᐖࢆ㝖ཤࡋࡲࡓࡣ⿵ൾࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᩆ῭ࡣࠊㅰ⨥ࠊཎ≧ᅇࠊࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ㔠㖹ⓗࡲࡓࡣ㠀㔠㖹ⓗ⿵ൾࠊཬࡧฎ⨩ⓗ࡞ไ㸦⨩㔠࡞ࡢฮ⨩ࡲࡓࡣ⾜ᨻ⨩㸧ࡸࠊ
࠼ࡤ⾜ⅭṆ௧ࡸ⧞ࡾ㏉ࡉ࡞࠸࠸࠺ಖド࡞ࡼࡿᦆᐖࡢ㜵Ṇࢆྵࡴࠋᩆ῭ࢆᥦ౪ࡍࡿᡭ⥆ࡣࠊබ
ᖹ࡛࠶ࡾࠊ⭉ᩋࡽᏲࡽࢀࠊ⤖ᯝᙳ㡪ࢆཬࡰࡑ࠺ࡍࡿᨻⓗࡲࡓࡣࡑࡢࡢࡳࡽ⮬⏤࡛࠶ࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᣦᑟཎ๎ࡢ┠ⓗࡽࡍࢀࡤࠊⱞࡢཎᅉࡣࠊಶேࡲࡓࡣ㞟ᅋࡢᶒឤぬࢆࡧ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞ṇᑐ
ࡍࡿᠱᛕ⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡣἲᚊࠊዎ⣙ࠊ᫂♧ⓗࡲࡓࡣ㯲♧ⓗ࡞⣙᮰ࠊ័⩦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐖࢆ⿕ࡗࡓᆅᇦ
♫ࡢ୍⯡ⓗ࡞බᖹᛶࡢほᛕࢆᇶ♏ࡍࡿࡇࡶ࠶ࢁ࠺ࠋⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒࠸࠺⏝ㄒࡣࠊᡭ⥆ࡋ
࡚ᐃ╔ࡋࡓࠊᅜᐙᇶ┙ᆺࡲࡓࡣ㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢࠊྖἲⓗࡲࡓࡣ㠀ྖἲⓗࣉࣟࢭࢫࢆᣦࡍࡓࡵࢃࢀࠊ
ࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖ㛵ࡍࡿⱞࢆ⏦ࡋ❧࡚ࠊᩆ῭ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣᅜᐙࡢ㒊ᒁࡲࡓࡣᶵ㛵ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣἲ௧ࡲࡓࡣ᠇ἲᇶ࡙ࡃ
⊂❧ࡢ⤌⧊ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊྖἲⓗ࡛ࡶࠊ㠀ྖἲⓗ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ࡞
ࡣࠊᩆ῭ࢆồࡵࡿ㝿ࠊ⿕ᐖ⪅ࡀ┤᥋㛵ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊ௰⪅ࡀ⿕ᐖ⪅ࡢ௦ࢃࡾᩆ῭ࢆồࡵࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊุ㸦ฮཬࡧẸッゴࢆࡶྵࡴ㸧ࠊປാᑂุࠊᅜෆேᶒᶵ㛵ࠊ⤒῭༠ຊ
㛤Ⓨᶵᵓከᅜ⡠ᴗ⾜ືᣦ㔪ୖࡢᅜෆ㐃⤡❆ཱྀ16ࠊከࡃࡢ࢜ࣥࣈࢬࣃ࣮ࢯࣥົᡤཬࡧᨻᗓࡀ㐠Ⴀࡍࡿ
16

ヂ⪅ト㸧national contact point (NCP)
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A/HRC/17/31
ⱞฎ⌮ົᡤࡀ࠶ࡿࠋ
ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖᩆ῭ࡢࢡࢭࢫࢆ☜ಖࡍࡿࡣࠊᅜᐙࡀࡇࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊࢡࢭࢫ
᪉ἲࠊཬࡧࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢᨭ㸦㔠㖹ⓗࡲࡓࡣᑓ㛛ⓗᨭ㸧ࡘ࠸୍࡚⯡ࡢㄆ㆑⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢྖἲⓗཬࡧ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᩆ῭ࡢࡓࡵࡢࡼࡾᗈ⠊࡞ไᗘࡢᇶ♏࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ไᗘࡢᯟෆ࡛ࡣࠊᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ᪩ᮇࡢά⏝ཬࡧゎỴࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࠋᅜ
ᐙࡢࠊࡑࡋ࡚ᴗࣞ࣋ࣝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ༠ാᆺࡢྲྀ⤌ࡳࡢᩆ῭ᶵ⬟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓᅜ㝿ⓗ
ཬࡧᆅᇦⓗேᶒ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᩆ῭ᶵ⬟ࡼࡗ࡚⿵ࡉࢀࠊᙉࡉࢀ࠺ࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡍࡿࡉ
ࡽヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣࠊᣦᑟཎ๎ 26 ࡽ 31 ࡛㏙ࡽࢀࡿࠋ

B.㐠⏝ୖࡢཎ๎
ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢྖἲⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒
26. ᅜᐙࡣࠊᴗάື㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖᑐฎࡍࡿ㝿ࠊᅜෆࡢྖἲ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡓࡵࠊᩆ῭ࡢࢡࢭࢫᣄྰ࡞ࡿࡼ࠺࡞ἲⓗࠊᐇ㝿ⓗཬࡧࡑࡢࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿࡼ࠺࡞㞀ቨࢆῶ
ࡽࡍࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࠊࡋࡿࡁᡭẁࢆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
ᐇຠⓗ࡞ྖἲ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᩆ῭ࡢࢡࢭࢫࢆ☜ಖࡍࡿ࠸࠺ࡇࡢ᰾ᚰࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࣅࢪ
ࢿࢫ㛵㐃ࡍࡿேᶒᐖᑐฎࡍࡿ⬟ຊࡣࠊࡑࡢබṇᛶࠊಙ㢗ᛶཬࡧ㐺ṇᡭ⥆ࡢ⬟ຊࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྖἲࡢά⏝ࡀᩆ῭ࡢࢡࢭࢫྍḞ࡛࠶ࡿࠊࡲࡓࡣᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࡢ௦᭰ᡭẁࡀ࡞࠸≧ἣ࠾࠸࡚ࠊ
ᅜᐙࡣࠊṇᙜ࡞ࡀุᡤᣢࡕ㎸ࡲࢀࡿࡇࢆጉᐖࡍࡿࡼ࠺࡞㞀ቨࡀタࡅࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡁ࡛
࠶ࡿࠋᅜᐙࡣࡲࡓࠊṇ⩏ࡢᐇ⌧ࡀྖἲࣉࣟࢭࢫࡢ⭉ᩋࡼࡾጉᐖࡉࢀ࡞࠸ࡇࠊุᡤࡀࡢᨻᗓᶵ㛵
ࡸᴗࢡࢱ࣮ࡽࡢ⤒῭ⓗࡲࡓࡣᨻⓗᅽຊࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊཬࡧேᶒάືᐙࡢṇᙜ࡛ᖹⓗ
࡞άືࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆ☜ಖࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖ㛵ࡍࡿࡀᙜ↛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡁࡶࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆጉࡆࡿࡼ
࠺࡞ἲⓗ㞀ቨࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣࠊࡓ࠼ࡤḟࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᅜෆࡢฮἲཬࡧẸἲ࡛ࠊἲⓗ㈐௵ࢆᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛ࡾศࡅࡿ᪉ἲࡼࡾࠊࡋࡿ
ࡁ㈐௵ࡢᅇ㑊ࢆᐜ᫆ࡉࡏࡿሙྜࠋ
࣭ᙜヱ⏦ࡋ❧࡚ࡢᮏ㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊ⏦❧ேࡀᴗࡢཷධᅜ࠾࠸ุ࡚ᣄྰ࠸ࠊᮏᅜࡢุᡤ
ࡶࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠋ
࣭ඛఫẸ᪘ཬࡧ⛣Ẹ࡞≉ᐃࡢ㞟ᅋࡀᗈࡃᕷẸ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢྠࣞ࣋ࣝࡢேᶒࡢἲⓗಖㆤࡽ㝖እࡉ
ࢀࡿሙྜࠋ
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ྖἲⓗᩆ῭ࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㝿ⓗ࡛ᡭ⥆ⓗ࡞㞀ቨࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣḟࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⏦ࡋ❧࡚ࢆᥦ㉳ࡍࡿࢥࢫࢺࡀ℃ッࢆ㐺ษᢚṆࡍࡿࡓࡵࡢ⛬ᗘࢆ㉺࠼࡚࠾ࡾࠊࡘ㸭ࡲࡓࡣᨻᗓࡢᨭ
ࠊ
ࠕᕷሙཎ⌮ᇶ࡙ࡃ࣓ࠖ࢝ࢽࢬ࣒㸦ࡓ࠼ࡤッゴಖ㝤ཬࡧᘚㆤኈ㈝⏝タᐃ㸧ࠊࡲࡓࡑࡢࡢᡭẁࢆ
㏻ࡌ࡚ࡶࠊྜ⌮ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝࡲ࡛ୗࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠋ
࣭⏦ࡋ❧࡚ഃ㈨㔠ࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓᘚㆤኈࡀࡇࡢศ㔝࡛⏦❧ேἲⓗ࡞ຓゝࢆࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈࢆḞ࠸
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊἲᐃ௦⌮ேࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࠋ
࣭」ᩘࡢッ࠼ࢆ㞟⣙ࡋࠊࡲࡓࡣ௦⾲ッゴ㸦࠼ࡤࠊ㞟ᅋッゴཬࡧࡢྜేッゴᡭ⥆࡞㸧ࢆ⾜࠺ࡣ㑅
ᢥ⫥ࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇࡀ⏦❧ேࡢᐇຠⓗ࡞ᩆ῭ࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠋ
᳨࣭ᐹࡀேᶒ㛵㐃ࡍࡿ≢⨥ࡢಶேཬࡧᴗࡢ㛵ࢆᤚᰝࡍࡿ࠸࠺ᅜᐙࡢ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡓࡵ㐺ษ
࡞㈨※ࠊᑓ㛛ᛶཬࡧᨭࢆḞࡃሙྜࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㞀ቨࡢከࡃࡣࠊ㈈※ࠊሗࡸᑓ㛛ᐙࡢࢡࢭࢫ࠸ࡗࡓࠊᴗ㛵㐃ࡢேᶒᐖッゴࡢᙜ⪅
㛫ࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀࡿᆒ⾮ࡢ⤖ᯝ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࡽࡢᆒ⾮ࡀ⤌ྜࢃࡉࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ✚ᴟ
ⓗ࡞ᕪูࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྖἲ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀタィࡉࢀࠊ㐠⏝ࡉࢀࡿ࠶ࡓࡗ࡚ᙜึࡢពᅗࡣ␗࡞
ࡿ⤖ᯝࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࢆၥࢃࡎࠊ♫ⓗᙅ࠸❧ሙ⨨ࢀࠊࡲࡓࡣ㝖ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸㞟ᅋࡸẸ
᪘ᒓࡍࡿಶேࡀࠊࡇࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢡࢭࢫࡋࠊά⏝ࡋࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᜠᜨࢆཷࡅࡿࡇ㛵ࡋ࡚ࠊ
ࡼࡾ୍ᒙࡢᩥⓗࠊ♫ⓗࠊ≀⌮ⓗཬࡧ㔠㖹ⓗ㞀ቨ┤㠃ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋࡸẸ᪘ࡢㅖ
ᶒཬࡧලయⓗࢽ࣮ࢬᑐࡍࡿ≉ู࡞㓄៖ࢆࠊᩆ῭ࡢࣉࣟࢭࢫࠊࡍ࡞ࢃࡕࢡࢭࢫࠊᡭ⥆ཬࡧ⤖ᯝࡢྛ
ẁ㝵࡛ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒
27. ᅜᐙࡣࠊࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖࢆᩆ῭ࡍࡿࡓࡵࡢໟᣓⓗ࡞ᅜᐙไᗘࡢ୍㒊ࡋ࡚ࠊྖἲⓗ࣓
࢝ࢽࢬ࣒୪⾜ࡋ࡚ࠊᐇຠⓗ࡛㐺ษ࡞㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆタࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
⾜ᨻࠊ❧ἲཬࡧࡢ㠀ྖἲⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊྖἲⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⿵ࡋ⿵㊊ࡍࡿ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚
࠸ࡿࠋྖἲไᗘࡀᐇຠⓗ࡛ࠊ㈨※ࡶ༑ศ࡛࠶ࡿሙྜ࡛ࡶࠊ⏦ࡋ❧࡚ࡽࢀࡓᐖࡍ࡚ྲྀ⤌ࡴ
࠸࠺㈇ᢸࢆᘬࡁཷࡅࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋྖἲⓗᩆ῭ࡣᖖᚲせࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏦❧ேࡍ
࡚ᚲࡎࡋࡶዲࡲࡋ࠸ࣉ࣮ࣟࢳ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖࡢᩆ῭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࢠࣕࢵࣉࡣࠊᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ᪤Ꮡࡢ㠀ྖἲⓗ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡢᶒ㝈⠊ᅖࢆᣑࡍࡿࡇࡼࡾࠊཬࡧ㸭ࡲࡓࡣ᪂ࡓ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊᇙࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡣࠊᠱ㡯ࠊ㛵㐃ࡍࡿබඹࡢ┈ࠊཬࡧᙜ⪅ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡼࡾࠊ
௰ࡸᐃࡼࡿࡶࡢࠊࡲࡓࡣ␗ᩥ㐺ษᑐᛂ࡛ࡁࠊᶒ㐺ྜᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢭࢫ㸫ࡲࡓࡣࠊࡇࢀࡽ
ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆྵࡴࡶࡢ㸫࠸࠺ࡶࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊཎ
๎ 31 ࡛ㄝ᫂ࡉࢀࡓせ௳ࡀࡓࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜෆேᶒᶵ㛵ࡀ≉㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
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ྖἲⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢሙྜྠᵝࠊᅜᐙࡣࠊࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒࡢᙜ⪅㛫ࡢᆒ⾮ࠊཬࡧ♫
ⓗᙅ࠸❧ሙ⨨ࢀࠊࡲࡓࡣ㝖ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸㞟ᅋࡸẸ᪘ᒓࡍࡿಶேࡀ┤㠃ࡍࡿࠊࢡࢭ
ࢫࡢ㏣ຍⓗ࡞㞀ቨᑐฎࡍࡿ᪉⟇ࢆ⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒
28. ᅜᐙࡣࠊࣅࢪࢿࢫ㛵㐃ࡋࡓேᶒᐖࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠊᐇຠⓗ࡞㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ
ࢡࢭࢫࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢศ㔝ࡣࠊ୍ᴗ༢⊂࡛ࡲࡓࡣࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ඹ㐠Ⴀࡍࡿࡶ
ࡢࠊᴗ⏺ᅋయࡼࡿࡶࡢࠊࡲࡓࡣ࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡽ࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡼࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣ㠀ྖἲⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐃࢆ┠ᣦࡋࡓࡾࠊᑐヰᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ␗ᩥࢆ
ᑛ㔜ࡋࠊᶒ㐺ྜࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ࠺ࡇࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀࠊࢡࢭࢫࡸᩆ῭ࡢ㎿㏿ᛶࠊ
ᑡ࡞࠸⤒㈝ࠊཬࡧ㸭ࡲࡓࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚ࡢᑐᛂ࠸ࡗࡓලయⓗ࡞┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡢศ㔝ࡣࠊᆅᇦⓗཬࡧᅜ㝿ⓗேᶒㅖᶵ㛵ࡽ࡞ࡿࠋࡇࢀࡽㅖᶵ㛵ࡣࠊࢇࡢሙྜࠊேᶒࢆ
ᑛ㔜ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿᅜᐙࡼࡿᐖ㛵ࡍࡿッ࠼ࢆᢅࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡞ࡣࠊᴗࡼࡿ
ேᶒᐖࡽಖㆤࡍࡿ࠸࠺⩏ົࢆᅜᐙࡀᯝࡓࡉ࡞࠸ࢆᢅࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
ᅜᐙࡣࠊ⮬㌟ࡀタࡅࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒୪⾜ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ
ࢀࡢࢡࢭࢫࢆຓࡅࡿࡇ࡛᭷┈࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
29. ⱞࡢᑐฎࡀ᪩ᮇ࡞ࡉࢀࠊ┤᥋ᩆ῭ࢆྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺ࠊᴗࡣࠊ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓಶேཬࡧ
ᆅᇦ♫ࡢࡓࡵࠊᐇຠⓗ࡞ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ☜❧ࡋࠊࡲࡓࡣࡇࢀཧຍࡍࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᴗࡼࡾ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ಶேཬࡧᆅ
ᇦ♫ࡀ┤᥋ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊ୍⯡ⓗࠊ୍ᴗ༢⊂࡛ࡲࡓࡣ㛵㐃ࢫࢸ࣮ࢡ
࣍ࣝࢲ࣮ࢆྵࡴ⪅ࡢ༠ຊࡢࡶ࡛㐠Ⴀࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᙜ⪅᪉ཷࡅධࢀࡽࢀࡿእ㒊ᑓ㛛ᐙࡸᶵ
㛵ࢆࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛ࡣࠊ⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠺⪅ᑐࡋࠊࡲࡎࡢッồᡭẁࢡࢭࢫ
ࡍࡿࡼ࠺⩏ົ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᴗࢆࠊၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࠊホ౯ࡋࠊᦆᐖᑐࡍࡿᩆ῭
ດࡵࡿࡇ┤᥋ᚑࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᴗࡢேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ㈐௵㛵ࡋ࡚ࠊࡘࡢ㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࠋ
࣭➨୍ࠊᴗࡀ⥅⥆ⓗᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿேᶒࢹ࣮࣭ࣗࢹࣜࢪ࢙ࣥࢫࡢ୍㒊ࡋ࡚ࠊேᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪
ࢆ≉ᐃࡍࡿࡢࢆຓࡅࡿࠋࡑࢀࡣࠊᴗࡢᴗࡼࡾ┤᥋ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿேࠎࠊ⮬ศࡓࡕࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣཷࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺⪃࠼࡚ᠱᛕࢆ⾲᫂ࡍࡿ㏵ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ྍ⬟࡞ࡿࡢ࡛࠶
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ࡿࠋ⏦ࡋ❧࡚ࡢഴྥࡸࣃࢱ࣮ࣥࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡣࠊ⤌⧊యไࡢၥ㢟ࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࡢᚋࡢ័⾜ࢆ
ࡑࢀྜࢃࡏ࡚ಟṇࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭➨ࠊࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡗ࡚ࠊⱞࡀ୍᪦≉ᐃࡉࢀࡿᑐฎࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ㈇ࡢᙳ㡪ࢆᙜヱ
ᴗࡼࡾ᪩ᮇࡘ┤᥋ⓗṇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛ᦆᐖࡀࡼࡾ῝้࡞ࡾࠊⱞ
ࡀ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋ࡚࠸ࡃࡢࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊ⏦ࡋ❧࡚ࡲࡓࡣⱞࡀࠊᣢࡕฟࡉࢀࡿ๓ࡢẁ㝵࡛ࡍ࡛ேᶒᐖࡢッ࠼ࡢᙧ
ࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࡞ࡼࡾࡶ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿேࠎࡀࡶࡘṇᙜ࡞ᠱᛕࢆ≉ᐃ
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊࡇࢀࡽᠱᛕࡀ≉ᐃࡶࡉࢀࡎᑐฎࡶࡉࢀ࡞࠸࡞ࡽ
ࡤࠊࡶࡼࡾࡁ࡞⣮தࡸேᶒᐖᣑࡋ࠺ࡿࠋ
ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛ࡣࠊࡑࡢᐇຠᛶࢆᐇ㝿☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ୍ᐃࡢせ௳ࡀᫎࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦ཎ๎ 31㸧ࠋⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀࠊつᶍࠊ㈨⏘ࠊᴗ✀ࠊᩥཬࡧࡑࡢࡢせᅉࡽỴࡲ
ࡗ࡚ࡃࡿᚲせᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞␗࡞ࡿᙧែࢆࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢせ௳ࡣࡓࡉࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊࡼࡾᗈ⠊࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡸᅋయ΅ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆ⿵ࡍࡿ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ௦ࢃࡿࡶࡢࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡣࠊປാ㛵㐃⣮
தྲྀࡾ⤌ࡴṇᙜ࡞ປാ⤌ྜࡢᙺࢆᐖࡍࡿࡓࡵࢃࢀ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊྖἲⓗࡲࡓࡣ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࢡࢭࢫࢆ㝖ࡍࡿࡼ࠺⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
30. ⏘ᴗᅋయࠊ࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠊཬࡧࡑࡢࡀ㛵ࢃࡿ༠ാᆺࡢྲྀ⤌ࡳ࡛ேᶒ㛵㐃ࡍࡿᇶ‽ࡢ
ᑛ㔜ࢆᇶ♏ࡍࡿࡶࡢࡣࠊᐇຠⓗ࡞ⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝ
ேᶒ㛵㐃ࡍࡿᇶ‽ࡣࠊ⾜ືつ⠊ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᇶ‽ࠊປാ⤌ྜከᅜ⡠ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᯟ⤌ྜ
ពཬࡧྠᵝࡢㄋ⣙ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗᅋయࠊ࣐ࣝࢳࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࠊཬࡧࡑࡢࡼࡿ༠ാᆺࡢྲྀ⤌ࡳࡀ
⣙᮰ࡋࡓࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢ࡞࡛ḟ➨ᫎࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞༠ാᆺࡢྲྀ⤌ࡳ࡛ࡣࠊᐇຠⓗ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⏝ྍ⬟ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀ
ࡤࠊၥ㢟࡞ࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀᯝࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡍࡿࡁࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᙜ⪅ࠊࡲࡓࡣࡑࡢṇᙜ
࡞௦⾲⪅ࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ᠱᛕࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆタࡅ࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊྲྀ⤌ࡳࡢṇᙜᛶࡣᦆ࡞ࢃࢀࡡ࡞࠸ࠋ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮ಶேࡢࣞ࣋ࣝࠊ༠ാᆺࡢྲྀ⤌ࡳ
ࡢࣞ࣋ࣝࠊࡲࡓࡣ᪉ࡢࣞ࣋ࣝࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ㈐௵ࡢ࠶ࡾࡓࡢၥ㢟ࡶྲྀࡾୖࡆࠊே
ᶒࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࢆṇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ຓࡅ࡞ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࡓࡵࡢᐇຠᛶࡢせ௳
31. ࡑࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᅜᐙᇶ┙ᆺཬࡧ㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺࢆၥ
ࢃࡎࠊḟࡢせ௳ࢆࡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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(a) ṇᙜᛶࡀ࠶ࡿ㸸⏝⪅࡛࠶ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡽಙ㢗ࡉࢀࠊⱞࣉࣟࢭࢫࡢබṇ
࡞㐙⾜ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
(b) ࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸸⏝⪅࡛࠶ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡍ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࢡࢭࢫࡍࡿ㝿≉ูࡢ㞀ቨ┤㠃ࡍࡿேࠎᑐࡋ㐺ษ࡞ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
(c) ண

ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸸ྛẁ㝵┠Ᏻ࡞ࡿᡤせᮇ㛫ࢆ♧ࡋࡓࠊ᫂☜࡛࿘▱ࡢᡭ⥆ࡀタࡅࡽࢀࠊ⏝

ྍ⬟࡞ࣉࣟࢭࢫཬࡧ⤖ᯝࡢࢱࣉࡘ࠸࡚᫂☜ㄝ᫂ࡉࢀࠊᒚ⾜ࢆ┘どࡍࡿᡭẁࡀ࠶ࡿࠋ
(d) බᖹ࡛࠶ࡿ㸸⿕ᐖࢆཷࡅࡓᙜ⪅ࡀࠊබᖹ࡛ࠊሗ㏻ࡌࠊ࠸┦ᡭᑐࡍࡿᩗពࢆಖᣢ࡛
ࡁࡿ᮲௳ࡢࡶ࡛ⱞฎ⌮ࣉࣟࢭࢫཧຍࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ሗ※ࠊຓゝཬࡧᑓ㛛▱㆑ࡢṇ
ᙜ࡞ࢡࢭࢫࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
(e) ㏱᫂ᛶࡀ࠶ࡿ㸸ⱞᙜ⪅ࡑࡢ㐍ᤖሗࢆ⥅⥆ⓗ▱ࡽࡏࠊࡲࡓࡑࡢᐇຠᛶࡘ࠸࡚ಙ㢗ࢆ
⠏ࡁࠊ༴ᶵࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿබඹࡢ┈ࢆࡲࡶࡿࡓࡵࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡘ࠸
࡚༑ศ࡞ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
(f) ᶒ▩┪ࡋ࡞࠸㸸⤖ᯝཬࡧᩆ῭ࡀࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
(g) ⥅⥆ⓗᏛ⩦ࡢ※࡞ࡿ㸸࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᨵၿࡋࠊᚋࡢⱞࡸ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᩍカࢆ᫂☜
ࡍࡿࡓࡵ࠼ࡿᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ᴗࣞ࣋ࣝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡶḟࡢせ௳ࢆࡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(h) ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺཬࡧᑐヰᇶ࡙ࡃ㸸⏝⪅࡞ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡢタィࡸࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࠊⱞᑐฎࡋゎỴࡍࡿᡭẁࡋ࡚ᑐヰ↔Ⅼࢆ࠶࡚
ࡿࠋ
ゎㄝ
ⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᑐ㇟࡞ࡿேࠎࡀࡑࢀࢆㄆ▱ࡋࠊಙ㢗ࡋࠊ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡢࡳࠊ
ࡑࡢ┠ⓗࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢせ௳ࡣࠊ㠀ྖἲⓗⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᐇ㝿࠺࡞࡛ࡑࡢ
ᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿຓࡅ࡞ࡿࡓࡵࠊタィࠊಟṇࠊࡲࡓࡣホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㈋ᙅタィࡲࡓࡣ㐙⾜ࡉࢀࡓⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㛫ࠊࣉࣟࢭࢫ
ࡼࡾ⮬ศࡣຊࢆዣࢃࢀࡓࠊࡲࡓ㍍どࡉࢀࡓ࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉࡲࡿࡇ࡛ࠊⱞឤࢆࡇࡌࢀࡉࡏࡿࣜࢫ
ࢡࢆ⏕ࡌࡡ࡞࠸ࠋ
᭱ึࡢ 7 せ௳ࡣࠊᅜᐙᇶ┙ᆺࡲࡓࡣ㠀ᅜᐙᇶ┙ᆺࠊᐃࡲࡓࡣᑐヰᙧᘧࠊ࠸ࡎࢀࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡶ㐺⏝
ࡉࢀࡿࠋ➨ 8 せ௳ࡣࠊᴗࡀ㐠Ⴀࢆᨭࡍࡿࠊᴗࣞ࣋ࣝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒≉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣ࣓࣮ࢪⓗ࡞⏝ㄒࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏝ㄒࡑࢀ⮬
యࡣࠊලయⓗ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡚ࡽࢀࡿሙྜࡣᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ᭷⏝࡛ࡶ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊᐇຠᛶࡢࡓࡵࡢせ௳ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢせ௳ࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ

(a) ࣓࢝ࢽࢬ࣒⏝⪅࡛࠶ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀࡑࡢ⏝ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆಙ㢗ࡋ࡚࠸
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋⱞฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࡢᙜ⪅ࡀ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢබṇ࡞㐙⾜ᖸ΅࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺㈐௵

27

A/HRC/17/31
ࡢᡤᅾࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡣࠊ୍⯡ⓗゝࡗ࡚ࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢಙ㢗ࢆ⠏ࡁ࠶ࡆࡿࡓࡵࡢ୍
ࡘࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
(b) ࢡࢭࢫࡢ㞀ቨࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ᑐࡍࡿㄆ▱㊊ࠊ⏝ゝㄒࠊ㆑Ꮠ⬟ຊࠊ㈝⏝ࠊᡤᅾᆅࡢၥ㢟
ཬࡧሗᑐࡍࡿᜍࢀࢆྵࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
(c) ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀಙ㢗ࡉࢀά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀタࡅࡿᡭ⥆ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆᗈࡃᥦ౪ࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋẁ㝵ẖࡢᡤせᮇ㛫ᯟࡣࠊᰂ㌾ᛶࡀᚲせࡉࢀࡿࡇࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࡶࠊྍ⬟࡞
ࡂࡾᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(d) ᴗᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㛫ࡢⱞ⏦ࡋ❧࡚ࡲࡓࡣ⣮த࠾࠸࡚ࠊᚋ⪅ࡣሗࡸᑓ
㛛▱㆑ࡸຓゝࡢࢡࢭࢫ࡛㠀ᖖ࡛࠶ࡾࠊ㈝⏝ࢆᨭᡶ࠺㈈※ࢆḞࡃࡇࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᆒ⾮ࢆṇ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊබṇ࡞ᡭ⥆ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࠊࡲࡓᡭ⥆ࡣබṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ
ㄆ㆑ࡀඹᙅࡲࡾࠊỌ⥆ⓗ࡞ゎỴ฿ࡿࡢࡀᅔ㞴࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
(e) ࡑࢀࡒࢀࡢⱞฎ⌮ࡢ㐍ᤖࡘ࠸࡚ᙜ⪅ᐃᮇⓗሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡣࠊࣉࣟࢭࢫࡢಙ㢗ᛶ
ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵᚲせྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡘ࠸࡚ࠊ⤫ィࠊ◊✲ࠊ
ࡲࡓࡣලయⓗࡢฎ⌮㛵ࡍࡿヲ⣽࡞ሗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈ⠊࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ᑐࡋ࡚㏱᫂ᛶ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡣࠊࡑࡢṇᙜᛶࢆ♧ࡋᗈࡃಙ㢗ࢆᚓࡿࡓࡵ㔜せ࡛࠶ࡿࠋྠࠊᚲせ࡞ሙྜ
ࡣࠊᙜ⪅ᑐヰࡸಶேሗ㛵ࡍࡿ⛎ᐦᛶࡣಖᣢࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
(f)

ⱞࡣேᶒ࠸࠺どⅬࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࡋࡤࡋࡤ࡛ࠊᙜึࡣேᶒࡢᠱᛕࢆᥦ㉳ࡋ࡞
࠸ࡇࡶከ࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤖ᯝࡀேᶒࡢ㛵ࢃࡾࢆᣢࡘሙྜࡣࠊᅜ㝿ⓗㄆࡵࡽࢀࡓேᶒ
ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ὀពࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

(g) ⱞࡢ㢖ᗘࠊࣃࢱ࣮ࣥཬࡧせᅉࢆᐃᮇⓗศᯒࡍࡿࡇࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㐠Ⴀ⤌⧊ࡀᚋࡢ⿕ᐖ
ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵኚ᭦ࡍࡁᨻ⟇ࠊᡭ⥆ࡲࡓࡣ័⾜ࢆ≉ᐃࡋࠊࡇࢀࡽᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࢆྍ⬟
ࡍࡿࠋ
(h) ᴗࣞ࣋ࣝࡢⱞฎ⌮࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡑࡢタィ
ࡸᐇ⦼ࡘ࠸࡚ᑐヰ࣭༠㆟ࡍࡿࡇࡣࠊᙼࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡋࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᐇ㝿ά⏝ࡉࢀࠊ
ࡑࢀࡀ㤳ᑿࡼࡃᶵ⬟ࡍࡿ࠸࠺ඹ㏻ࡢ┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡢᙺ❧ࡘࠋᴗࡀࠊッ࠼ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽࠊྠࡲࡓ୍᪉ⓗⱞฎ⌮ࡢ⤖ᯝࢆỴᐃࡍࡿ࠸࠺ࡢࡣṇᙜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཷࡅධࢀࡽࢀ࡞
࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ྜពࡼࡿゎỴ฿ࡿࡇ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋᐃࡀᚲせࡉࢀࡿሙྜࡣࠊṇᙜ࡛ࠊ⊂❧ࡋࡓ➨୕⪅࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
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