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人権・環境DDの重要ポイントは，企業が，自社に対する
リスクよりもまず，企業活動の人権・環境への負の影響
（人権・環境に対するリスク）を評価・対処すべき点に
ある。
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• ステークホルダーとの意義ある対話の必要性
• 人権・環境への影響を知り得る立場にあるのは，影響を受け得る立場にある

ステークホルダー。

• サプライチェーン等取引関係を通じた影響の対処の必要性
• 人権・環境への影響は，企業自身の活動のみならず，企業のサプライチェー

ン等の取引関係を通じても生じ得る。

• 救済・是正の取組の重要性
• 人権・環境への影響が実際に生じた場合，適切な救済・是正が図られなけれ

ば，影響は解消されず，問題は解決されない。
• 救済・是正は，DDのプロセスそのものではないが，DDと相互に補完。



近時の国内外のルール形成を通じて，人権・環境DDに関して，
日本企業の企業価値との関連性（リスク・機会）もより明確になり
つつある。

• 現在・将来における法規制の強化
• 海外でのサプライチェーンを通じた人権・環境DD又は

その開示を義務付ける法規制の強化
• 海外での制裁・通商規制における人権・環境基準の組

み入れ強化

• ESG投資家・金融機関の期待・要求の高まり
• 気候変動に関するダイベストメントの本格化
• コロナ危機を通じたESGの「S」への注目
• コーポレートガバナンス・コードの改訂

• 顧客・取引先の期待・要求の高まり
• サプライチェーン等取引先の管理の強化

• 政府による企業に対する期待の明確化
• ビジネスと人権に関する行動計画の発表
• 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

の発表

• NGO・メディアにおける関心・懸念の高まり
• 世界各地での気候危機・異常気象の発生
• コロナを通じた人権への影響の拡大
• 外国人技能実習生問題，ウイグル・ミャンマー問題等
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• リスク：企業活動における人
権・環境への負の影響は，企
業のビジネスリスクにつなが
り得る。

• 機会：人権・環境DDの実
施・開示は，競争力の強化や
投資先としての魅力を高める
ことにもつながり得る。



コーポレートガバナンス・コード改訂により，日本国内
でも，人権・環境DDの実施が，重要な経営課題として，
認識される可能性も高まっている。
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改訂案の
各原則

内容

２－３① 取締役会は，気候変動などの地球環境問題への配慮，人権の尊重，従業員の
健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇，取引先との公正・適正な取引，
自然災害等への危機管理など，サステナビリティを巡る課題への対応は，リ
スクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し，
これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。

３－１③ 上場会社は，経営戦略の開示に当たって，自社のサステナビリティについて
の取組みを適切に開示すべきである。（中略）特に，プライム市場上場会社
は，気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える
影響について，必要なデータの収集と分析を行い，国際的に確立された開示
の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の
充実を進めるべきである。

４－２② ４－２② 取締役会は，中長期的な企業価値の向上の観点から，自社のサステ
ナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。



人権DDに加えて環境DDを実施する必要性が国際的に認識
されており，日本企業も，広く企業活動の人権・環境へ
の影響を評価・対処することが必要かつ有益である。

• 国際的な環境DDをめぐる動向

• 気候変動を含む環境への負の影響の結果，地域住民の
人権を侵害し得ることが認識。加えて，将来の世代に
対する影響に関する懸念も高まっている。

• OECD多国籍企業行動指針は，人権のみならず環境分
野でもDDの実施を明確に要請。

• フランス・ドイツ・EUでは，人権・環境分野双方の
DDを義務付け（又はその予定）。

• 気候変動をめぐる訴訟・紛争の活発化：オランダ裁判
所のシェル社に対する判決(2021年5月)では，指導原
則・OECD多国籍企業行動指針に基づくDDの概念を
適用して，バリューチェーンを通じた排出量
（Scope3）の削減義務を認めた（シェル社は控訴）。
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日本企業における人権・環境双
方のDD取組の有益性

• 「人権」の概念が狭く理解されて
しまう危険性を回避できる。

• EMS・CSR調達などの既存の企
業実務も基礎にできる。

• 環境省も，2020年8月，環境DDに
関する手引書「バリューチェーン
における環境デュー・ディリジェ
ンス入門 ～OECDガイダンスを
参考に～」を発表し，企業の取組
の促進。

https://www.env.go.jp/press/108293.html


OECDアジアにおける責任あるサプライチェーンプログラム
「日本における環境DDケーススタディ」プロジェクトの概要

企業及び団体 セクター サプライチェー
ン上の位置付け

拠点

東京2020
組織委員会

メガスポーツイベ
ント

商品・サービス
の発注者

グローバル

企業A 電気機器・IT 製造(下流) グローバル

企業B 複数(通信販売) 製造・流通 アジア

企業C 自動車部品 製造(中流) グローバル

企業D 食品素材加工 製造(中流) グローバル

企業E 金融 銀行及び資産運
用

アジア
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※詳細は，16頁以下「参考資料：環境デュー・ディリジェンス・ケーススタディ結果概要」参照。



日本企業は意識はせずとも環境DDの一部を既に実施。日
本企業は，人権・環境DDをさらに発展させるために，既
存の実務をDDの基礎として活用することが重要である。
DDプロセス DDプロセスに関連した日本企業の行動例

１ 方針策定 ・RBCに関する期待事項および企業方針の調達方針等への組み込み
・契約またはその他の書面による合意書の活用
・サプライヤー等に対するリソースや研修の提供

２ 影響評価 ・広範囲なスコーピングの実施
・サプライチェーン・マッピング
・契約関係の先にあるビジネス上の関係先（一次サプライヤーより先の下
位サプライヤー）の関連情報の取得
・ステークホルダー・エンゲージメントの実施

３．負の影響の停止・
防止・軽減

・サプライヤー等に対する影響力の行使
・構造的な問題への対処
・リスク対処のための積極的な措置の実施

４ 追跡検証 ・DDの実施状況の検証

５ 情報開示 ・DDの実施状況の報告

６ 是正 ・事業レベルの苦情処理メカニズムの強化
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一般化はできないものの，「ビジネスと人権」の法律実
務や環境DD事例分析を通じて，日本企業は，DDの実務を
向上するために以下の５つの措置について取組を工夫す
る必要性があると感じている（私見）。
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各企業の現状及び改善点を理解するためには，当該企業の取組状況と「責任ある企業行動のた
めのOECDデュー・デリジェンス・ガイダンス」が推奨するプロセスを比較することが有益。

ステークホルダーと

の意義ある対話

重要なリスク領域で

のより詳細な調査・

対応

契約関係のない取引

先へのエンゲージメ

ント

地域全体の構造的な

問題に対する対応

苦情処理メカニズム

の活用と救済へのア

クセスの向上
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日本企業がＤＤ実務を
向上するにあたって，
「責任ある企業行動の
ためのOECDデュー・
デリジェンス・ガイダ
ンス」は，DDの行動に
関するわかりやすい説
明，工夫，および実例
を，Ｑ＆Ａを交えて提
供しており，非常に参
考となる。

3.2 取引先のリスクに適切に対応するための具体的な行動例抜粋（和訳30頁）
b. 関連するビジネス上の関係先に対して支援または協働し，特定された負の影
響を防止または軽減する目的に適った計画（「是正措置計画」という）を，合
理的かつ明確に規定された期限内に策定させるようにする。その際には，改善
状況を定義し測定するための質的および量的な指標を利用する。附属書Q38を参
照
c. ビジネス上の関係先による負の影響またはリスクの防止や軽減を促すため，
可能な限り影響力を行使する。附属書Q36およびQ40を参照
d. 十分な影響力がない場合，例えば上級管理者からの働き掛けや取引上のイン
センティブを通じて，そのビジネス上の関係先に対する影響力を強化する方法
を検討する。業界団体による連携の取り組みや政府への働き掛け等，可能な限
り他の行動主体と協力し，集団的な影響力を築き働かせる。附属書Q37を参照
e. 潜在的な（将来的な）負の影響を防止するとともに実際の負の影響に対処す
るため，企業方針や行動規範，契約，合意書または市場支配力の行使等を通じ
て，新規および既存のビジネス上の関係先に対する影響力の強化に努める。第II
部1.3および附属書Q36を参照
f. 人権への影響に関しては，負の影響の原因となったまたは助長した企業が是正
措置計画を策定し実施するにあたり，その影響を受けたか，受ける可能性のあ
る権利保有者またはその代表者と協議し，関与するように促す。附属書Q8～
Q11を参照
g. 関連するサプライヤーおよびその他のビジネス上の関係先が負の影響または

リスクの防止や軽減を行う支援をする。例えば，継続的な改善を目指しつつ，
研修，設備の改善や経営システムの強化等を通じて行う。附属書Q38を参照



人権・環境DDの実践は，日本企業担当者やビジネスロイヤーが，
環境保全・人権尊重に貢献するのみならず，企業価値の向上に
貢献する観点からも重要である。
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企業の「ガーディ
アン」としてリス
ク管理を高度化す
る

企業に関連するルールや社会規範が急速に変化・多様化している現在，企業
が現状の法令の違反がないか否かのみを確認するだけでは，ビジネスリスクを
十分に把握できず，また対応が後手に回ってしまう危険性。

企業が，人権・環境DDの実施を通じて，ビジネスリスクの顕在化にあらか
じめ先手を打つことが可能であり，より高度なリスク管理が可能。

企業の「パート
ナー」として法の
空白域に挑戦する

企業のグローバル化・デジタル化やテクノロジーの進展を通じて，新しい事
業領域も急速に拡大している一方，これに対応する法制度の整備が容易には追
い付かない。このような法の空白域の存在は，企業に不確実性を生じさせてお
り，予期せぬ法的制裁，経済的損害，レピュテーション毀損などをもたらす危
険性。

企業が，法の空白域が存在する中で新しい事業領域で挑戦を行うためには，
人権・環境DDの実施を通じて，ステークホルダーへの影響が生じないように
「自主規制」を行っていることを説明していくことが有益。このような対応を
とることにより，イノベーションを阻害する過度な法規制を圧力に対抗し，
「共同規制」を実現可能。



日本企業・弁護士が明日から始められるDDの実践例
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法務・弁護士業務 DDの実践例

方針・規程の整備 ・サステナビリティ方針やDD・苦情処理に関する手続規程を整備す
る

取締役会その他社内会議・委員会
運営

・サステナビリティ課題を議題に組み入れる
・外部の有識者・ステークホルダーが関与する仕組みを導入する

株主総会運営・エンゲージメント
対応

・株主・投資家からのサプライチェーン・人権・環境関連の質問へ
の説明を準備する

事業報告書・有価証券報告書・統
合報告書などにおける情報開示

・人権・環境DDの取組状況など非財務情報を開示する

子会社・取引先の管理・監査 ・管理・監査の項目として人権・環境項目を組み入れる

契約実務 ・契約条項にCSR／ESG条項を導入する

企業買収 ・法務DDの一環として買収対象企業の人権・環境課題やそのビジネ
スリスクを評価する

内部通報・苦情処理・不祥事対応 ・広くステークホルダーからのサプライチェーン・人権・環境に関
する通報・苦情を対象にする。
・サプライチェーン・人権・環境に関わる問題を含めて，広く不祥
事を定義し，これを予防・対応する

法務・コンプライアンス研修 ・人権・環境DDをテーマとした研修を行い，役職員の理解や議論を
深める



労働者等のステークホルダーを支援する団体・弁護士も，
使用者である企業及びその顧客・投資家等との間で，DD
の促進に向けた対話・協働を行うことを通じて，課題解
決につながる可能性が拡大している。
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使用者
企業

投資家
金融機関

顧客・取引先
企業

労働者
労働組合

支援団体・弁護士

投融資 調達

労使間の
対話協働対話協働 対話協働

詳細は，拙稿「「ビジネスと人権」が拡げる
労使間の対話協働の可能性―ESG・SDGs時
代のルール形成と労働法実務への影響をふま
えて」（季刊・労働者の権利３３１号）

http://roudou-bengodan.org/books/book_01/


責任ある企業行動のための弁護士の役割とは何か？

1. いかなる立場であれ「ビジネスと人権」「責任ある企業行
動」に関する共通理解の下で依頼者に助言・サポートするこ
と

2. 指導原則やOECD多国籍企業行動指針などの国際規範に
沿って事案を分析し，企業のDDの実施を促進・支援すること

3. 企業とステークホルダー間の対話を促進し，救済へのアク
セスを向上すること
（国連ビジネスと人権フォーラム2020 “Preventing business-related human 
rights abuses in Asia Pacific: Actors and actions”セッション発表草稿参照。）
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弁護士もステークホルダーとして当事者意識を持ち，政府・企業・労働
者・市民社会を含む様々な関係者と対話・協働することによってこそ，企
業の人権尊重・責任ある企業行動に貢献することが可能となる。

https://www.bhrlawyers.org/post/unforum2020


日本政府も「ビジネスと人権に関する行動計画」（NAP）の実施
に向けて、日本企業の人権・環境DDを支援・促進する仕組を
構築していくことが強く期待される。
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種類 項目

作業部会構成員一同
第1回共通要請事項

①企業の情報開示，②外国人労働者，③サプライ
チェーン，④公共調達，③救済へのアクセス

作業部会構成員一同
第2回共通要請事項

①第１共通要請事項の更なる反映のための議論，
②ステークホルダー関与型のＮＡＰ実施・モニタ
リング・改定の体制整備，③コロナ危機の人権へ
の影響とその対応についてのＮＡＰへの組込み

共通要請事項のNAPへの反映状況の評価については，「ステークホルダー
合同コメント～ビジネスと人権NAP公表にあたって～」を参照。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000561987.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100086868.pdf
https://www.ilo.org/tokyo/events-and-meetings/WCMS_760380/lang--ja/index.htm


人権・環境DD実務に関する参考情報

• 日本弁護士連合会
• 「ビジネスと人権」ウェブサイト
• 人権DDのためのガイダンス
• ESG関連リスク対応におけるガイダンス

• 国際法曹協会（IBA）
• IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers
• IBA Handbook for Lawyers on Business and Human Rights

• 米国法曹協会（ABA）
• Model Contract Clauses （モデル契約条項）
• Access to Remedy Institute（救済アクセス研究所）

• ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク（BHR Lawyers）
• 対話救済ガイドライン
• サプライチェーン外国人労働者ガイドライン
• COVID-19&BHR 基本アクション

• NBL1172号特集「企業法務の知見をSDGsに活かす」

• ビジネス法務2021年5月号特別企画「ビジネスと人権 法務の実践ガイド」
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https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/human_rights/business.html
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2015/150107_2.html
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2018/180823.html
https://www.ibanet.org/LPRU/Business-and-Human-Rights-for-the-Legal-Profession
https://www.ibanet.org/LPRU/Business-and-Human-Rights-Training-Tools#Handbook
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/business-human-rights-initiative/contractual-clauses-project/
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/business-human-rights-initiative/access-to-remedy-institute/
https://www.bhrlawyers.org/
https://www.bhrlawyers.org/erguidelines
https://www.bhrlawyers.org/migrantworkers
https://www.bhrlawyers.org/covid-19-bhr
https://www.shojihomu.co.jp/nbl/nbl-backnumbers/1172-nbl
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/archive/detail_007864.html


関連拙稿

• 「「ビジネスと人権」の全体像と法務の関わり方」（ビジネス法務2021年5月号特別企画）

• 「SDGs・ESG関連ルール形成の動向と弁護士の役割―日弁連ESGガイダンスの意義と活用
方法を含めて」（自由と正義２０２０年７月号）

• 「AI等のテクノロジーが及ぼす人権への影響と法務対応」(Business Law Journal２０２０
年８月号)

• 「SDGs・ESG リスクに関する法規制の動向とその管理・開示実務─コロナ危機のSDGs・
ESGへの影響と対応を含めて」（資料版商事法務２０２０年６月号）

• 「もう一つの危機・気候変動のリスクを見据えた法務対応のあり方」（商事法務NBL１１７
２号）

• 「環境デュー・ディリジェンスの意義と実践方法――責任ある企業行動及びサプライチェー
ンに関するルール形成をふまえて」(環境管理２０２０年５月号 総説（特別寄稿））

• 「「ビジネスと人権」をめぐるルール形成の動向と法務対応」（Business Law Journal２０
１９年１１月号）

• 「「ビジネスと人権」が拡げる労使間の対話協働の可能性―ESG・SDGs時代のルール形成
と労働法実務への影響をふまえて」（季刊・労働者の権利３３１号）
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参考資料：環境デュー・ディリジェ
ンス・ケーススタディ概要
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日本における環境デュー・ディリジェンス
ケーススタディの概要

企業及び団体 セクター サプライチェー
ン上の位置付け

拠点

東京2020
組織委員会

メガスポーツイベ
ント

商品・サービス
の発注者

グローバル

企業A 電気機器・IT 製造(下流) グローバル

企業B 複数(通信販売) 製造・流通 アジア

企業C 自動車部品 製造(中流) グローバル

企業D 食品素材加工 製造(中流) グローバル

企業E 金融 銀行及び資産運
用

アジア
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日本企業はサプライチェーンにおける潜在的な環境への負の
影響（環境リスク）を対処するために様々な措置を講じている。

19

企業及び団体 サプライチェーンにおいて認識された
環境リスクの例

東京2020組織委員会 木材調達による，森林破壊及び生物多様性の減少
のリスク等

企業A（電気機器・IT） 気候変動の緩和及び適応，化学物質のリスク等

企業B（通信販売） 紙の調達，循環経済に関するリスク等

企業C（自動車部品） 天然ゴムの調達，気候変動，水，化学物質のリス
ク等

企業D（食品素材加工） パーム油調達による，森林破壊及び生物多様性の
減少のリスク等

企業E（金融） 森林破壊，気候変動のリスク等



日本企業は様々なビジネス上の課題にも直面している。

• 現状・将来の法規制における要求事項の増大
• 企業A・C(化学物質)
• 企業B(プラスチック)
• 企業A-E(気候変動)
• 人権・環境DDの法的義務化

• ESG投資家・株主による期待の高まり
• 企業B-E(いずれも上場企業)

• 顧客・取引先の期待の高まり
• 企業C(自動車部品)，企業D(食品素材加工)

• NGO・メディアの懸念の高まり
• 東京2020年組織委員会，企業B(通信販売)，企業D(食品素材加工)
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RBCに関する期待事項および企業方針をサプライヤーおよびその他
のビジネス上の関係に組み込むことは，DDの基本的な構成要素

21

1 責任ある企業行動を企業方針および経営システ
ムに組み込む

企業及び団体 調達方針

東京2020組織委員会 「持続可能性に配慮した調達コード」

企業A（電気機器・IT） 「サプライチェーンにおける責任ある企業行動ガイドライン」，
「グリーン調達ガイドライン」

企業B（通信販売） 「紙製品に関する調達方針」

企業C（自動車部品） 「お取引様CSRガイドライン」，「グリーン調達ガイドライン」

企業D（食品素材加工） 「責任あるパーム油調達方針」

企業E（金融） 「責任投資にかかる基本方針」「融資業務における基本的な取組
姿勢」



＜具体的行動例＞RBC課題に関する条件および期待事項をサプライ
ヤーや取引先との契約またはその他の書面による合意書の中に盛り
込むことが有益。

• 東京２０２０組織委員会
• サプライヤーからの誓約書の取得
• サプライヤーに対し，二次以下サプライヤーとの間の契約に「サステナビ

リティ条項」を組み込むことを推奨

• 企業A(電気機器・IT）
• サプライヤーからの宣言書の取得

• 企業C(自動車部品)
• RBCに関連する条項をサプライヤーとの間に契約において盛り込み

22

1 責任ある企業行動を企業方針および経営シス
テムに組み込む



＜具体的行動例＞サプライヤーおよびその他のビジネス上の関係先が，
関連するRBC方針を理解し適用するとともに，デュー・ディリジェンス
を実施できるよう，適切なリソースや研修を提供することも有益。

• 東京２０２０組織委員会
• 調達コードの解説，周知・普及活動
• サプライヤーに対し，二次以下サプライヤーとの間のコミュニケーションの促進

を要請

• 企業A(電気機器・IT）
• 戦略サプライチェーンパートナー交流会の実施

• 企業C(自動車部品)
• サプライヤーズミーティングの場において，CSR調達に関する研修会を実施
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1 責任ある企業行動を企業方針および経営システ
ムに組み込む



スコーピングを広範囲に実施し，RBCに関するリスクが存在する
可能性が最も高く，リスクが最も重大であると考えられる事業領
域の全てを，サプライチェーンを含めた事業およびビジネス上の
関係にわたり，特定する。

• 企業A(電気機器・IT)
• サプライヤーに対する書面点検・訪問点検
• 化学物質管理におけるITソリューションに基づくデータ収集

• 企業B(通信販売)
• サプライヤーに対する紙製品に関する書面審査

• 企業C(自動車部品)
• サプライヤーに対するCSRアンケートの実施
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2 企業の事業，製品またはサービスに関連する実際の
および潜在的な負の影響を特定し，評価する



重大なリスク領域を起点として，繰り返し，かつ徐々に掘り下げなが
ら，詳細な評価を実施する。

＜具体的行動例＞サプライチェーン・マッピングは，企業が，その事
業及びサプライチェーンその他の取引関係の全体像を明確化し，かつ，
リスクの所在を把握することを容易にする。

• 企業B(通信販売)
• コピー用紙の調達において，原材料トレーサビリティ調査を実施。

• 企業C（自動車部品）
• 天然ゴムの調達において天然ゴム農園および天然ゴム加工メーカーを特定。

• 企業D(食品素材加工)
• パーム油の調達において，搾油工場及び農園のトレーサビリティを向上。
• 調達先の搾油工場リストを外部に公表。
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2
企業の事業，製品またはサービスに関連する実際の
および潜在的な負の影響を特定し，評価する



＜具体的行動例＞契約関係の先にあるビジネス上の関係先（一次サプライヤー
より先の下位サプライヤー）の関連情報を取得することが有益。
• 企業B(通信販売)

• 調達方針に準じた調達が行われているかの確認を目的とした監査を第三者機関に委
任し実施・継続

• 企業C（自動車部品）
• 定期的に天然ゴム農園および天然ゴム加工メーカー（二次・三次サプライヤー）を

訪問し，現状を把握

• 企業D（食品素材加工）
• NPOや搾油工場と連携したフィールドワーク形式でのサプライチェーン改善活動を展開

＜具体的行動例＞ステークホルダー・エンゲージメント実施の重要性
• 東京2020組織委員会，企業A(電気機器・IT)，企業B(通信販売)，企業D（食品素材加
工）
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2
企業の事業，製品またはサービスに関連する実際の
および潜在的な負の影響を特定し，評価する



ビジネス上の関係によって企業の事業，製品またはサービスに直接結びつ
くRBC課題について，実際のまたは潜在的な負の影響の防止または軽減を
図るための計画を策定し，実施する。

＜具体的行動例＞ビジネス上の関係先による負の影響またはリスクの防止
や軽減を促すため，可能な限り影響力を行使する。

• 企業B（通信販売）
• コピー用紙調達における一次サプライヤーへの影響力の行使
• プラスチック製品（クリアホルダー）の回収から再製品化までを通じた資源循環シ

ステム構築実証事業の実施

• 企業E(銀行及び資産運用)
• 投資先企業に対するパーム油，気候変動，プラスチックなどの問題に関するエン

ゲージメントの実施

• 企業A（電気機器・IT）
• 交流会に参加したサプライヤーに，人権ならびに環境分野の書類点検の結果

を報告し，また，環境視点から事業に貢献した調達取引先に対して，環境表
彰を授与
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3 負の影響を停止，予防および軽減する



リスクに対処するための積極的な措置を講じることは，RBCに関する
期待に沿うように組織的に進めていくことを容易にする。
• 企業A(電気機器・IT) 

• 製品・サービスを通じた気候変動緩和・適応への対応

• 企業B（通信販売）
• コピー用紙調達における原材料調達地域の住民の生活支援の計画

• 企業E（銀行及び資産運用）
• 融資先中小企業に対し，SDGs・RBCに関する無料コンサルティングを提供

＜構造的問題への対応＞
• 企業D(食品素材加工)

• 地元政府・NGO・企業・農園等によるマルチステークホルダーが連携して活
動特定の地域全体で改善を図る取組（ランドスケープ アプローチ）への参画
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3 負の影響を停止，予防および軽減する



•適切にDDの実施を検証することは，企業がビジネス上の関
係を含めて適切なリスクの特定，予防及び軽減を行い，適当
な場合には是正に協力することを確保することにつながる。

• 東京2020組織委員会
• 調達木材のモニタリング調査として，東京都と共同で，コンクリート型枠合

板について伐採段階や合板製造段階の現地調査をマレーシア及びインドネシ
アで実施。

• 企業C(自動車部品)
• CSRアンケート調査を通じたCSR活動状況のモニタリング
• 天然ゴムの調達におけるビジネス関係の定期的な評価の実施

29

4 実施状況および結果を追跡調査する



• 企業D(食品素材加工)
• パーム油調達に関する取組の進捗状況を，サプライチェーンマッピン

グ，各サプライヤーへの影響力の行使の状況，目標・実績などに基づ
き具体的に開示。

• グリーバンスリストを公開し，グリーバンスメカニズムへの苦情申立
の申立内容とその対応状況を開示。

• 企業B（通信販売）
• 事業活動を「仕入・調達」「開発・選定」「社内管理」「販売・配

送」「回収・循環」と大きく5つに区分し，それぞれの段階で取り組む
べき3つの重点分野について，環境マネジメントシステムの仕組みを通
じた活動・進捗管理の状況を報告。

• コピー用紙1箱の販売に対して原材料として2本の植林を確認していく
取組を具体的に報告。
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影響にどのように対処したかを伝える



• 苦情処理及び是正のプロセスは，サプライチェーンを通じた負の影響を知
り，これに対応することのできるチャンネルを設けることにより，適正な
DDを促し，最終的にこれを支援することができる。

＜具体的行動例＞事業レベルの苦情処理メカニズム（OLGM）の設置が有
益

• 東京２０２０組織委員会
• 持続可能性に配慮した調達コードに関する通報受付窓口を設置。

• 企業D(食品素材加工)
• 「責任あるパーム油調達方針」を実現するためのグリーバンスメカニズムの運用。

• 企業E(銀行及び資産運用)
• 投資先企業に対しエンゲージメントを通じて「対話救済ガイドライン（Engagement 

& Remedy Guidelines）」に即した苦情処理メカニズムを整備するように働きかけ。
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6 適切な場合是正措置を行う，

または是正のために協力する
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6 適切な場合是正措置を行う，

または是正のために協力する

• 苦情処理メカニズムは，是
正のために実効的なもので
ある必要。

• グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン及
びビジネスと人権ロイヤー
ズネットワークを中心とし
て，OECD等からも助言・
支援を得ながら「対話救済
ガイドライン」を策定。



ご清聴ありがとうございました。
不明な点がありましたら下記までご連絡ください。

弁護士 高橋 大祐（第一東京）

真和総合法律事務所
電話：０３－３５１７－５４９９（直通）

Email：takahashi@shinwa-law.jp
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