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日本企業はいかにデュー・ディリジェンスを推進できるか
ービジネスと人権に関する行動計画の意義と課題ー

本日の内容

◆なぜ人権デューディリジェンスを実施するのか

◆「ビジネスと人権に関する国連指導原則」と「責任ある企業行動のための
OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」との関係

◆デューディリジェンスの本質

◆日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）の意義と課題

◆日本企業はいかにデュー・ディリジェンスを推進できるか
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アジェンダ2030は人権課題
「SDGsはすべての人々の人権を実現することをめざす」

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

➢持続可能な発展の重要要素である経済成長と雇用創出を担い、課題解決のための創
造性とイノベーションを発揮することを期待されている企業の役割は、そのベースライン
として、ビジネスと人権に関する国連指導原則をはじめとする、国際的な基準にもとづく
企業活動によってこそ果たされることが明示されている。
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我々の世界を変革する： 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
前文



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

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

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

I 人権を保護する国家の義務(1-10)

The state duty to protect human rights

II 人権を尊重する企業の責任(11-24)

The corporate responsibility to respect human rights

III 救済へのアクセス(25-31） Access to remedy
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なぜ人権デューディリジェンスを実施するのか

➢「人権の尊重、あらゆる人の尊厳の尊重が、持続可能な発展の人に関わる部分のまさ
に核心にあるということです。それだけにとどまらず、それはビジネスが主要な受益者と
なる、社会的に持続可能なグローバル化を確保する鍵でもあるのです」（2016年「第 5 

回国連ビジネスと人権フォーラム基調講演ジョン・G・ラギーハーバード大学教授」）

➢「強固な人権デューディリジェンスが持続可能な発展を可能にしそれに貢献する。ビジネ
スにとって持続可能な発展への最も力強い貢献は、自社の活動、バリューチェーンにお
いて、人々への侵害に対処し、潜在的そして現実の影響に焦点をあてて、人権への尊重
を埋め込むことである」（2018年第73回国連総会におけるビジネスと人権国連作業部会
報告）

➢「ビジネスはすでに指導原則というフレームワーク、アジェンダ2030というタイムテーブル
を持っている。ビジネスがその操業のすべての段階において、そのサプライチェーン全
体において、人権を尊重することを確実にすることこそ以上に重要な貢献方法はない」
（2018年国連人権高等弁務官ミシェル・バシェレ氏）
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企業は人権を尊重する（＝侵害しない）責任を負う
Corporate responsibility to respect

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

(1)人権尊重をもりこんだ基本方針（トップコミット
メント）を表明する

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

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

②評価結果の組織への統合

③パフォーマンスの追跡評価

④外部へのコミュニケーション（報告）

(3) 人権への悪影響を改善するためのプロセス

➢人権への負の影響との3つの関係性
adverse impact caused by（起因）
/contributed by（助長）/directly linked（関
係する） to the companys operation
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人権DD＝企業が人権を尊重している事実を
対外的に示すことができるための諸要素



救済へのアクセス Access to remedy

（原則29－31）

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
のしくみ（グリーバンスメカニズム）を確立し、またはこれに参加すべきである。

実効性のあるメカニズムとは、

(a)正当性をもっていること、 (b)アクセスが可能であること、

(c)予測可能であること、 (d)衡平であること、 (e)透明性があること、

(f)国際的人権に適合していること、 (g)継続的学習の源となること、

(h)エンゲージメント及び対話に基づくこと。
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責任ある企業行動のための
OECDデューディリジェンスガイダンス
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2018年5月30日にガイダンスについてのOECD勧
告が閣僚理事会で採択

➢責任ある企業行動に関すデュー・ディリジェンス
について，政府及びステークホルダー間の共通
理解の促進

➢「ビジネスと人権に関する指導原則」「多国籍企
業及び社会政策に関する原則の三者宣言」にも
とづくデュー・ディリジェンス実施のガイダンス

➢国連WG報告書（国連総会第73会期）において
も人権デューディリジェンス実施のガイダンスと
して挙げられている

アジ研は日本語訳作成に協力 2019年6月公開

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-RBC-Japanese.pdf

(C) IDE-JETRO All rights reserved.



10

多くのステークホルダーと共有する
責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンスガイダンス

 ガイダンスの対象読者：企業内でDD実施の担当者＝機能横断的な複数の事業
組織、部署および個人

 DD実施に関連する部署機能：サステナビリティ、CSR、環境・社会、人事、労働者

代表、オペレーション、製造、法務、コンプライアンス、調達、サプライチェーン、
取引先関係、販売・マーケティング、コミュニティ開発、広報・リポーティング、リ
スク管理、監査、上級管理者、取締役会又は企業の所有者

 企業内外の関係者：DD活動を協働する業界、マルチステークホルダー、労働者、
労働組合、市民社会組織



デューディリジェンスの本質的要素
「責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンスガイダンス」より

➢予防手段である

➢複数のプロセスと目的をもつ

➢リスクに相応する（リスク
ベース）

➢優先順位付けが必要である
（リスクベース）

➢動的である

➢責任転嫁ではない
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➢国際基準の責任ある企業行動
（RBC)につながる

➢自社の状況に適合させる

➢ビジネス上の関係における制約
に対処するために適応できる

➢ステークホルダーとのエンゲー
ジメントから情報を得る

➢継続的なコミュニケーションが必
要である
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デューディリジェンスの本質はステークホルダーエンゲージメント

➢DDはステークホルダーとのエンゲージメントから情報を得る。

ステークホルダーとは、企業の活動に影響を受ける可能性のある利害を
有する個人または集団

➢意味のあるエンゲージメント

双方向のコミュニケーション

情報共有と参加

継続性

➢ジェンダー視点の重要性



デューディリジェンスのプロセス
「責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンスガイダンス」21頁より
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日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）
National Action Plan on Business and Human Rights

2020年10月16日策定・公表 launched on 16 October, 2020
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第 3 章政府から企業への期待表明第2章 行動計画

「政府は、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、国際的に
認められた人権及び「ＩＬＯ宣言」に述べられている基本的権利に関
する原則を尊重し、「指導原則」その他の関連する国際的なスタン
ダードを踏まえ、人権デュー・ディリジェンスのプロセスを導入するこ
と、また、サプライチェーンにおけるものを含むステークホルダーと
の対話を行うことを期待する。さらに、日本企業が効果的な苦情処
理の仕組みを通じて、問題解決を図ることを期待する。」

Chapter 3. Government’s Expectations towards Business Enterprises

The Government expects Japanese enterprises, regardless of their 
size and sector of industry, to respect internationally recognized 
human rights and the principles concerning the fundamental rights 
set out in the ILO Declaration; introduce the process of human rights 
due diligence based on the UNGPs and other related international 
standards; and engage in dialogue with stakeholders, including those 
that are part of supply chains. Furthermore, the Government 
expects Japanese business enterprises resolve issues through 
effective grievance mechanisms.

ビジネスと人権に関する行動計画に
係る関係省庁連絡会議

Inter-Ministerial Committee on Japan’s 
National Action Plan on Business and 
Human Rights



人権を保護する国家の義務 10の原則
The State Duty to Protect Human Rights
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基本原則

（原則1）人権侵害から保護する義務

（原則2）企業が人権を尊重することへの期待を明確
に表明

規制および政策機能

（原則3）企業が人権を尊重することを促進する政策
の執行

国とビジネスの関係

（4）国有企業、支配企業、輸出信用、公的投資保険
など実質的な支援を国家機関から受けている企業の
人権デューディリジェンス

（5）人権の享受に影響する可能性のあるサービスを
提供する企業に対する監督

（6）商取引をする相手企業による人権尊重の促進

紛争影響地におけるビジネス

（7）紛争影響地域において企業が人権侵害しない
ための措置

政策の一貫性 Policy Coherence

（8）政府省庁、政府関係機関の人権保護に関する
政策の一貫性

（9）投資条約や通商協定

（10）多数国間機関の加盟国として指導原則を活用



2014年第69回国連総会、国連ビジネスと人権WG報告
「各国政府はNAP策定を」ー行動計画にあるべき５つの原則
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Underlying principles of the substance of national action plans 

１．Complementarity and interrelatedness of State duties and 
corporate responsibilities 

国家の義務と企業の責任の相互補完と関連性

2. Tailoring to national circumstances with a “smart mix” of 
measures 

スマートミックス施策で各国の状況に対応

3. Vertical and horizontal coherence 

政策の垂直的・横断的一貫性

4. Raising the bar and levelling the international playing field 

水準をあげ、国際的なレベルプレイングフィールドを

5. Issues of gender and groups particularly vulnerable to abuse 

ジェンダー、特に侵害を受けやすい集団の課題



企業が人権尊重責任をはたせる環境(enabling environment)をいかに整えるか
スマートミックスと政策の一貫性 Smart mix and Policy Coherence

➢国家の義務として、企業が人権尊重の責任を果たせるよう、国家は次のような政策措置をとるべ
きと規定する。(a)企業に人権尊重を求めることを目的とする、もしくはそのような効果を有する法
律を執行すること、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあればそれに対処する。(b) 会社

法など、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の尊重
を強制するのではなく、できるようにする。(c) その事業を通じて人権をどのように尊重するかにつ
いて企業に対し実効的な指導を提供する。(d) 企業の人権への影響について、企業がどのように
取組んでいるかについての情報提供を奨励し、また場合によっては要求する。（原則３）

➢「国家は、企業が常に国家の不作為を好み、または国家の不作為から利益を得ると推定すべきで
はなく、企業の人権尊重を助長するため、国内的及び国際的措置、強制的及び自発的な措置と
いった措置のスマートミックスを考えるべきである。」（原則３ 解説）

➢政策の一貫性＝「会社法および証券規制法、投資、輸出信用及び保険、貿易、労働を含む、国お
よび地方レベルで企業の実務を規律する部局や機関の共通認識と合致した行動」（原則8 解説）

➡企業が人権尊重する環境(enabling environment)をいかに整えるか

人権デューディリジェンスの促進と政策の連関性

（例 公共調達、補助金、貿易規制、貿易保険、投資ミッション、開発援助、官民連携プロジェクト）＋
情報開示
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日本のNAP策定の意義

今般のNAP策定・公表の意義

• 指導原則が政府、企業、市民社会の共通言語に

• 日本政府の指導原則の支持、コミットメントが明記

• 「ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係省庁連絡会議」による関係省庁の関与

• 人権デューディリジェンスが政策文書に明記
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第2章（３）人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組（p23)

国内外のサプライチェーンにおける取組及び「指導原則」に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進」
（今後行っていく具体的な措置）

（ア）業界団体等を通じた、企業に対する行動計画の周知、人権デュー・ディリジェンスに関する啓発【全府省庁】
（イ）「ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針」の周知の継続 【外務省、厚生労働省、経済産業省】
（ウ）「ＩＬＯ宣言」及び「ＩＬＯ多国籍企業宣言」の周知 【厚生労働省】
（エ） 在外公館や政府関係機関の現地事務所等における海外進出日本企業に対する、行動計画の周知や人権
デュー・ディリジェンスに関する啓発 【外務省､財務省､経済産業省】



課題

留意すべき点

• 指導原則そのものを理解することが重要

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

• 国家の人権保護の義務、企業の人権尊重の責任はNAPに限定されるものではない

今後の課題

• より多くのステークホルダー（我々市民として、労働者として）による議論とモニタリング

• 企業がDDを実施することにより、人々の権利が守られていることにつながる

• 経済アクターとしての政府による取組みの強化（Leading by example)

• 指導原則をより具体的に実行するための政策の有機的つながり

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 19

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/


日本企業はいかにデュー・ディリジェンスを推進できるか

➢ 自社の活動が人権をはじめ社会に与える影響（プラスもマイナスも）を認識する。自らの事
業活動におけるDDの実施・強化。リスクに対応することでプラスの成果を最大に。

➢ 事業運営において様々な権利、なかでも自社およびサプライチェーンにおける労働者の権
利（ディーセントワーク）を尊重し、社会の持続的発展(SDGs)に貢献することが可能な立場
にある。

➢ 自社の事業経営を見直し、人権課題に取り組み、指導原則に照らしたプレゼンテーション、
情報開示が必要とされている。コンプライアンス思考の日本企業は、自らを説明できる力を。

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

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

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 20



ご参考まで/Reference

➢ Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf

➢ 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス

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

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

the Pandemic, Japan SPOTLIGHT, Japan Economic Foundation

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

• 「人権デューディリジェンスをいかに促すか――日本政府『ビジネスと人権に関する行動計画 （2020-2025）』を活
用する」山田美和 アジ研ポリシー･ブリーフ No.146 2021年4月
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Reports/Ajiken/146.html

• 「『ビジネスと人権に関する国連指導原則』行動計画（NAP）策定のその先にあるもの 」山田美和 アジ研ポリシー･
ブリーフ No. 138 2020年8月 https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Reports/Ajiken/138.html

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

• 政策提言研究報告書 2019年3月「グローバル市場で求められる『責任あるサプライチェーン』とは？ ―世界の日
系企業 800 社アンケートから読み解くギャップとリスク― 『日系企業の責任あるサプライチェーンに関するアン
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