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• RBCに関する最も包括的な国際的文書

• 実施メカニズム（各国連絡窓口（NCP）制度）を含む

• 悪影響を特定し、対処するためのサプライチェーン「デュー・ディリ
ジェンス」に関する期待事項を盛り込んでいる

• OECD国際投資及び多国籍企業に関する宣言の一部

OECD多国籍企業行動指針

情報開示
雇用及び
労使関係

人権

環境 消費者利益 科学及び技術

贈賄、贈賄
要求、金品の
強要の防止

競争納税
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OECD RBCに関するデュー・
ディリジェンス―市場基準
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 デュー・ディリジェンス
とは何か、デュー・ディ
リジェンスをどのように
実施すべきかについて分
かりやすい言葉で説明

 企業を支援する良い実例
と実践的行動を紹介
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 情報開示に関する法律（新法制定や
現行法の強化）

 人権や環境問題をめぐる訴訟

 サプライチェーンの活動に関する政
府による監視

 投資家や株主による商慣行やリスク
に関する報告要求

 パブリック・ベンチマーキングが投
資家から支持

 SNSや「メガ」運動組織による消費
者活動、消費者の嗜好の変化

グローバルな動向：法律、政府による監視、消費者
運動が増加
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サステナビリティ開示規則の動向
およびOECD基準
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• 大幅な成長

– 2019年には、S&P500構成企業の80%超がサステナビ
リティ報告書を公表（2011年は20%未満）。

• しかしばらつきが大きく、質や比較可能性にお
いて重大な欠陥

– 「正しい」情報が報告されないことが多い。

– 報告が標準化されていない。

– 中小企業や非上場企業の報告が不足している。

企業によるサステナビリティ報告の状況
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リスク管理に関する有意義な情報の不足
分析：EUの非財務情報報告指令に基づく企業報告

情報源：The state of corporate sustainability disclosure under the EU Non-Financial Reporting Directive (2018), The Alliance for Corporate Transparency



9情報源：Alliance for Corporate Transparency (2019), 2019 Reporting Review

成果と有効性に関する有意義な情報の不足
分析：EUの非財務情報報告指令に基づく企業報告



• 現在、サステナビリティ報告要件の主流化・統一化のための取り組
みが進行中。顕著なものは以下のとおり。

– IFRSがサステナビリティに関する義務的開示について策定する
旨を発表

– CDP、気候変動開示基準委員会（CDSB）、グローバル・レ
ポーティング・イニシアティブ（GRI）、国際統合報告評議会
（IIRC）およびサステナビリティ会計基準審議会（SASB）によ
る今後に関する共同の立場

– サステナブル・ファイナンスに関する国際連携プラットフォー
ムの開示ワーキング・グループ

– 義務化への期待の高まり

• EUレベルでの、発行体（EUの非財務情報報告指令
（NFRD））や資産運用会社に対するサステナビリティ報告
の義務化の導入

• 米国証券取引委員会（SEC）が気候関連情報開示報告の
義務化を検討中

サステナビリティ報告の主流化・統一化を
推進する取り組み
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https://www.cdp.net/en
https://www.cdsb.net/
https://www.globalreporting.org/
https://integratedreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://www.cdp.net/en/articles/media/comprehensive-corporate-reporting


目的：EU加盟国のすべてのセクターの大企業が開示する非財務情報の
一貫性、比較可能性および透明性を向上させるため。

背景：

• EU指令は2014年12月6日に発効

• 同指令に基づく初の企業報告書（2017年度分）が2018年に公表

OECDの文書やデュー・ディリジェンスへの言及：

「当該情報を提供するにあたり、本指令が適用される事業体は、（中
略）経済協力開発機構（OECD）多国籍企業行動指針（中略）に依拠
することができる」（同上、前文パラグラフ9）

「既存のおよび潜在的な負の影響を特定し、防止し、軽減するために、
非財務報告には、当該事業体が実施したデュー・ディリジェンス・プ
ロセスに関する情報および適切かつ相応の場合は、そのサプライ
チェーンおよび下請けチェーンに関する情報も含めるべきである」
（EU指令、前文パラグラフ6。同上、第19a条1(b)も参照）

EUの非財務情報報告指令の改正



見直しが進行中：

• 金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局（DG Fisma）がNFRD

の見直しを主導

• パブリックコンサルテーションは2020年6月に終了

– NFRDに係る協議の結果に関する欧州委員会の概要報告が公開

• 欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）によるNFR基準の策定および
プロジェクト・タスクフォース（PTF）。これらの基準は、改定に
関連する問題について調査するものであり、規制改正に関する助言
を行うものではない。

• 欧州委員会による企業サステナビリティ報告指令に関する提案
（2021年4月）

– 対象を非上場企業に拡大する可能性、中小企業向けの特則
– マテリアリティの定義および評価
– 標準化およびその他の枠組みとの関連
– 保証要件
– データのデジタル化および一元化

EUの非財務情報報告指令

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
http://www.efrag.org/News/Public-243/EFRAG-mandated-to-provide-recommendations-on-possible-European-Non-Fin
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en


EU金融サービスセクターにおけるサステナビリティ
関連開示規則

• EU金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示規則
（DSR）：

– 政治的合意（2019年4月）

– 条文の最終版（2019年12月）

– 発効（2021年3月10日）

– 規制技術基準（RTS）報告書最終案の公表（2021年2月5日）

– 2022年を基準期間とする、主要な負の影響（PAI）指標に係る
企業レベルの報告に関するスケジュールは2023年6月に移動

• 銀行、投資運用会社、資産運用会社、特定の保険会社および年金基
金ならびに投資顧問会社が対象

• 事業所が欧州に所在する金融市場参加者（FMP）、EU内で事業を行
うかEUに対して商品を販売する非EU FMP（およびその子会社）な
らびにEUの資産または基金を委託管理する非EU企業に適用
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.eiopa.europa.eu/content/final-report-draft-regulatory-technical-standards_en


OECD基準に関連する主要な負の影響指標

指標 測定基準

国連グローバル・コンパクト
（UNGC）原則およびOECD多国籍
企業行動指針の違反

UNGC原則またはOECD多国籍企業
行動指針の違反に関与している被投
資企業への投資の割合

国連グローバル・コンパクト原則お
よびOECD行動指針の遵守状況を監
視するプロセスおよび遵守メカニズ
ムの不足

UNGC原則もしくはOECD行動指針
の遵守状況を監視する方針または
UNGC原則もしくはOECD行動指針
違反に対処する苦情処理メカニズム
を持たない被投資企業への投資の割
合

*義務的PAI指標の数は
34から18に削減された
が、自主的指標を含む
包括的なリストは昨年
夏に公表されたRTS第
一次草案に記載された
ものと同じである。



• 環境的にサステナブルな経済活動の一覧を定める
分類システム

• 目的は、サステナブル投資を可能とし、サステナ
ブルと考えられるものは何かについて適切な定義
を行うことで欧州グリーンディールを履行するこ
と

• テクニカル専門家グループ（TEG）報告書が2020
年3月9日に公表

• 規則は2020年7月12日に発効

• 委任法第一次草案は2020年11月に公表

• 委任法最終案は2021年4月に公表予定

EUタクソノミー規則

https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en


PLATFORM ON 

SUSTAINABLE FINANCE 

気候変動 その他の目標

6つの相互に関連する環境目標

緩和 循環型経済への移行

適応 汚染防止と抑制

水資源・海洋資源の
持続可能な利用と保護

生物多様性と生態系の
保護と回復

技術スクリーニング基準
策定中

技術スクリーニング基準
委任法草案（策定中、2020年11月の

第一次草案）より
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PLATFORM ON 

SUSTAINABLE FINANCE 

主要な特徴

サステナブルに

貢献

規則案で定義された6つの環
境目標のうち、少なくとも1

つに対して

重大な負の影響を
与えない

規則案で定義された
その他の5つの環境目標の
いずれに対しても

最低限の

セーフガード

を遵守
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OECD多国籍企業行動指針、労働における基本
的原則及び権利に関する ILO宣言ならびに国際
人権章典を含む国連ビジネスと人権に関する指
導原則との整合（タクソノミ―規則第18条）



5. コミュニケーション

デュー・ディリジェンス・プロセスの関連情報を公表。以下の内容を
含む。

• RBCに関する方針

• RBCを方針や経営システムに組み込むために講じた措置に関する情
報

• 企業が特定した重大なリスクのある分野

• 特定され、優先順位を付けられ、評価された重大な負の影響または
リスクおよび優先順位付けの基準

• それらのリスクを防止し、軽減するために講じた措置

– 可能な場合は、予想されるスケジュール、改善の基準とその成
果を含める。

• 実施状況と結果を追跡するための措置

• 企業による是正措置の実施または是正のための協力

OECDデュー・ディリジェンス
報告基準の役割
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• サステナビリティに関する主要な枠組みにますます組み込まれてい
る（例：GRI、EU NFRD、サステナブルファイナンス開示規則
（SFDR））。

• ますます行動基準となっている（例：EUの義務的デュー・ディリ
ジェンス規則等）。

• 測定基準が国際的に合意された社会問題に関する定義に根差したも
のになるよう支援しうる。

• 優先順位付けによる効率的かつ意味のある報告を促進する。

• 一部のESG問題について適切で普遍的な指標がない中、ESGの実績
を測定する意味のある代理指標として機能しうる。

• 継続的改善と経時的な進捗の追跡に基づく実績評価を促進する。

OECD基準の役割
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義務的デュー・ディリジェンス規則の動向
およびOECD基準
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• 5兆米ドル超の資産を運用する投資家がEUに対し（OECD多国籍企

業行動指針に整合する形で）企業に対するデュー・ディリジェンス
の義務化を求める陳情に署名。

• 2019年6月、スイス国民議会が広範な義務的人権デュー・ディリ
ジェンス制度を導入する法案を可決。主要な5経済団体と8,080億米
ドル超の資産を運用する27の機関投資家によるグループが支持。

• 4兆米ドル超の資産を運用する投資家が2018年オーストラリア現代

奴隷法を支持するステートメントを複数回にわたって提出。同法は、
主に報告に焦点を当てたこの種の規則において、特定の問題別に重
ねて制定されたものである。

• 2018年後半、5兆米ドル超の資産を運用する投資家が米国証券取引
委員会に対し、人権に関する情報を含む企業によるESG開示の義務
化を要請。人権デュー・ディリジェンスにとって重要な一歩。

金融セクターは企業レベルの義務的デュー・デ
ィリジェンスを強力に支持
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目標：

本イニシアティブの目標は、経営者、株主、ステークホルダーおよび社会の
長期的な利益の整合性を高めるために、コーポレート・ガバナンスの枠組み
にサステナビリティがさらに組み込まれるようにすることである。

議論中の問題：

義務的デュー・ディリジェンス：
• 範囲：適用基準、テーマ（社会、環境、ガバナンス）、ティア1かサプライ
チェーン全体か

• アプローチ：原則ベース、最低限の期待事項、クローズド・リスクリスト
• ステークホルダーの関与の役割
• 執行：行政責任、民事責任、業界のイニシアティブの役割

取締役の義務：
• より広範なステークホルダーを考慮した、取締役の義務の明確化／拡大
• 取締役による注意義務の実施にあたってのステークホルダー／
従業員の関与

• 取締役の報酬をサステナビリティ目標に紐付け

EUサステナブル・コーポレート・
ガバナンス・イニシアティブ



現段階の状況：

• デュー・ディリジェンス法案（INL）が報告者により欧州議
会（法務（JURI）委員会）に提出。JURI委員会は1月27日に
採決。本会議は3月8日に採決

• サステナブル・コーポレート・ガバナンス／取締役の義務に
関する意見を欧州議会（JURI委員会）が公表。12月に議会が
可決

• 12月1日、義務的デュー・ディリジェンスに関する理事会の結
論が公表

• 欧州委員会によるデュー・ディリジェンスおよび取締役の義
務に関するパブリックコンサルテーション：2月8日に終了
– 取締役の義務と義務的デュー・ディリジェンスは単一のEU指令
に統合されるか、別個の規則として制定される可能性がある。
形式によっては、範囲や詳細に影響を及ぼす可能性がある。

EUサステナブル・コーポレート・
ガバナンス・イニシアティブ

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2129(INL)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/01/human-rights-and-decent-work-in-global-supply-chains-the-council-approves-conclusions/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation


リスク固有の規制イニシアティブ：
 英国現代奴隷法

 オーストラリア現代奴隷法

 米国貿易円滑化・貿易執行法

 紛争鉱物規則（ドッド・フランク法1502条、
EU紛争鉱物規則、スイス法)

 EUのココアに関するイニシアティブ

 EUの森林破壊に関するイニシアティブ

 英国の森林リスク商品に関するデュー・
ディリジェンス

OECD RBC基準に関するその他の
規制イニシアティブ

国家による義務的デュー・ディリジェ
ンス規制イニシアティブ：

フランス
ドイツ
カナダ
オランダ
スイス
ノルウェー
その他

その他：貿易アジェンダ、公的調達、輸出信用支援等



OECDと責任ある企業行動
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日ノ下レナ OECD責任ある企業行動センター
サプライチェーン・デュー・ディリジェンスアナリスト
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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（2018）

OECD多国籍企業行動指針を運用可能なものに

• 企業がどのようにデュー・ディリジェンスを実施す
ることができるかに関する提言と枠組みを提供

• どの分野にも適用可能

• 分かりやすい言葉による説明、よくある質問、実行
可能で理解を助ける実例

• 政策立案者、企業、市民社会、労働者と共同で策定

• デュー・ディリジェンスの実施を推進する上での
OECDの経験を元に策定

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

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


分野別デュー・ディリジェンス・ガイダンス
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企業責任のレベル

Source: 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 p.72 図2 負の影響への対処 28



リスクベースのデュー・ディリジェンス
とは…

Source: 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 p. 15 

リスクベースのデュー・ディリジェン
スとは何か

プロセスである

責任を負うのは誰か 企業が実施すべきである

企業は何をするのか 特定し、防止し、軽減するとともに、
どのように対処するかについて説明責任
を果たす

焦点は何か 実際のおよび潜在的な負の影響

事業のどの点においてか 自らの事業
自らのサプライチェーン
その他のビジネス上の関係
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実際のおよび潜在的な負の影響を特定し、評価し、軽減し、防止し、対処する。

OECDデュー・ディリジェンスの枠組み

Source: 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 p. 21 図1. デュー・ディリジェンス
・プロセス、及びこれを支える手段
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 予防手段である。

 リスクベース：影響の深刻性および発生可能性に相応し、それに応じて優先順位
を決定する。

 柔軟である：デュー・ディリジェンスの性質および範囲は、企業の規模、状況、負
の影響の深刻性などに応じたものである。

 動的である―常に進行し、反応し、変化する。

 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。

「影響力」は、ビジネス上の関係による事業、製品またはサービスに直接結びついた
負の影響を防止し、軽減するためには不可欠である。

取引停止は最終手段であり、取引停止の影響を考慮する。

デュー・ディリジェンスは、責任を転嫁しない。

特徴の完全なリストについては、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 p.16-
19のデュー・ディリジェンスの特徴――本質的要素を参照されたい。

デュー・ディリジェンスの特徴
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優先順位は、リスクの発生可能性および深刻性に基づいて決定すべきである。

• 深刻性は、規模、範囲、是正可能性の観点からより深く理解される。

リスクの評価と優先順位付け―

発生可能性および深刻性

それに加えて、

• 法的義務

• 最も重要なビジネス上の関係
（例：製品の何%を調達しているか）

• ステークホルダーから情報を得る
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責任ある企業行動に関する
OECD eラーニング・アカデミー
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資料
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 OECD責任ある企業行動のメイン・ウェブサイト

http://mneguidelines.oecd.org/

 OECD多国籍企業行動指針（2011年版）

https://doi.org/10.1787/9789264115415-en

 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（2018）

http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-

business-conduct.htm

 ILO―EU―OECDアジアにおける責任あるサプライチェーン

http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-asia/

 責任ある企業行動と気候変動に関するウェブサイト

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-and-climate-change.htm

RBCに関する詳細情報
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ありがとうございました With funding by the 

European Union




