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「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
発表を踏まえて～

ビジネスと人権行動計画 ステークホルダー報告会

指導原則の次の10年のロードマップと
我が国のNAP・人権尊重ガイドラインの意義と課題

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所

新領域研究センター長

山田 美和 miwa_yamada@ide.go.jp

2022年11月17日 オンライン
本報告は報告者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。 3 / 192
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「ビジネスと人権」に関するグローバルトレンド
ー国連指導原則成立から10年ー

グローバルな動き
• Covid-19危機における労働者の権利侵害の増加
• 市民社会、労働組合、人権擁護活動家のスペースの著しい縮小
• 各国政府、企業、市民社会組織、投資家、消費者の取組み活発化

• サプライチェーンにおける労働者の権利、とくに強制労働に注目
2021年6月 G7サミットコミュニケにおける強制労働への言及

• 欧州を中心とする人権デューディリジェンスの義務化
• 2022年6月G7サミットコミュニケにおける人権DD政策への言及

日本における動き
• 2020年10月日本政府「ビジネスと人権に関する行動計画（2020-2025）」策定・公表
• 2021年6月金融庁・東証「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）」改訂 人権尊重を明記
• 7月経済産業省ビジネス・人権政策調整室を設置
• 12月日本政府「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」設置
• 2022年9月13日日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」策定・公表

➡ 急速に高まる企業の人権尊重責任への期待
そのベースは「ビジネスと人権に関する国連指導原則」「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」
「OECD多国籍企業行動指針」にもとづく企業行動
企業の人権尊重責任を具体的に対外的に示す＝人権デューディリジェンス＋グリーバンスメカニズム

(C) IDE-JETRO All rights reserved.
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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

◆問題意識

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。すなわち企業などの経済的アク
ターがもたらす影響の範囲や規模の大きさと、その負
の影響を適切にコントロールできない社会のギャップ。
それをできるだけ少なくし埋めていくことが課題。

I The state duty to protect human rights

第１の柱 人権を保護する国家の義務(1-10)

II The corporate responsibility to respect human rights

第２の柱 人権を尊重する企業の責任(11-24)

III Access to remedy 

第３の柱 救済へのアクセス(25-31）
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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

第1の柱：人権を保護する国家の義務 原則1-10
The State Duty to Protect Human Rights

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（国際貿易及び金融に関わる機関
など）の加盟国として指導原則を活用

(C) IDE-JETRO All rights reserved.
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第2の柱：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 原則11-24

企業の人権尊重を責任を果たすためには

(1)人権尊重をもりこんだ基本方針（トップコミット
メント）を表明する

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

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

②評価結果の組織への統合

③パフォーマンスの追跡評価

④外部へのコミュニケーション（報告）

(3) 人権への悪影響を改善するためのプロセス

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

(C) IDE-JETRO All rights reserved.

人権DD＝企業が人権を尊重している事実を
対外的に示すことができるための諸要素
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第3の柱：救済へのアクセス
Access to remedy 原則25-31

（原則25） 国家の義務として、領域及び/または管轄内において、ビジネスに関連した人権
侵害が生じた場合、影響を受ける人々が実効的な救済にアクセスできるよう、司法、行政、
立法またはその他のしかるべき手段で、適切な措置をとらなければならない。

（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。

(C) IDE-JETRO All rights reserved.
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Raising the Ambition - Increasing the Pace
UNGPs 10+ Roadmap for the next decade of business and human rights 

より志高く- ペースをあげる
指導原則10年から先へービジネスと人権の次の10年へのロードマップ

人々および地球への尊重を通じてこそ、持続可能な発展、公正なグ
リーン経済への移行、責任ある回復への道筋がある。指導原則およ
び最も危険に晒されている人に焦点をあてる人権デューディリジェン
スは、国家および企業のCOVID-19危機からの責任ある回復のための
ブループリントとなる。指導原則はこれらの大きな共通の課題に取り
組むための基本的ツール

行動分野１：グローバルチャレンジへの指針としての指導原則
行動分野２：国家の保護義務
行動分野３：企業の尊重責任
行動分野４：救済へのアクセス
行動分野５：さらなるよりよいステークホルダーエンゲージメント
行動分野６：より速い変化を牽引するさらなるよりよいレバレッジ
行動分野７：さらなるよりよい進捗の追跡
行動分野８：さらなるよりよい国際協力と実践の支援

7

2021年11月29日に公表
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-
12/ungps10plusroadmap.pdf

(C) IDE-JETRO All rights reserved.
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「ビジネスと人権」これからの10年に向けたロードマップ
UNGPs 10+ Roadmap for the next decade of business and human rights

➢指導原則はビジネスにおける人権尊重の進展に大きな貢献

国家と企業の異なるしかし補完的な役割/フィランソロピーから責任あるビジネスの不可欠な
要素としての説明責任へ/ステークホルダーの参加がより広いレベルで可能に

➢指導原則をつくる必要性をもたらした「ガバナンス・ギャップ」は今もすべてのセクター、地域
においてビジネスに関連する多くの侵害をもたらしている

➢人権デューディリジェンスの義務化、効果的な規制がより焦点になっていることが、好機、牽
引力になっている

➢金融セクター、投資家のESG要素へのさらなる注目の勢いを活用する必要がある

➢ビジネスに関連する人権侵害の存在は、国家および企業にとって喫緊の優先的取組みを
必要とする。権利保持者は危害を受け続けリスクに晒され続けているのだから。

日本語訳はヒューライツ大阪（一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター）サイト掲載を参考
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2022/01/10-524.html 810 / 192
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➢指導原則にもとづき最も危険に晒されている人々に焦点をあてる人権デューディリジェンス
は、国家および企業のCOVID-19危機からの責任ある回復のためのブループリントとなる。

パンデミックを超え、その他の大きなグローバルな課題においても、意義のある進展には、
すべてのスーテークホルダによる構造的なアプローチが必要である

➢最初の10年は変化が可能であることを呈示した。これは、残されたギャップに対処し、存在
する機会をとらえる努力を強化するための基礎として、次の10年への希望をもたらす。

➢次の「ロードマップ」は2011年に設置された共通のプラットフォームに位置するものであり、
10年にわたる指導原則をめぐる広く大きな動きの収斂の上にある。よりよい協調および説

明責任を支え、国家、企業およびその他の行動のための道筋を設定する助けとなる。指導
原則が10年を迎え、国家および企業はこの記念すべき瞬間を2030年およびそれを超えてイ

ンパクトをもたらすために、求められる規模において、実行のペースを上げるステップを踏
むために活用すべきである。

9

「ビジネスと人権」これからの10年に向けたロードマップ
UNGPs 10+ Roadmap for the next decade of business and human rights
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行動分野2：国の人権保護義務

【目標2.1】政府の施策の有効性を高めるために政策の一貫性を促進する

➢国は企業の事業創出・継続に関する会社法等の法律や政策を責任ある企業行動をさらに促進
するものに強化すべきである。国の投資政策や事業経営、公的サービスの外注においては、人
権保護の義務が適用される。多国間での開発や金融、投資、貿易において、企業の人権尊重を
積極的に推進すべきである。

【目標2.2】義務化の潮流をつかみ、スマートミックスを促進する

➢指導原則では、各国または国際的な取り組み、義務化または自主的な取り組みの「スマートミッ
クス（適切な組み合せ）」を国に求めている。義務化を効果的なものとし、すべての市場で機能す
る規制の選択肢を設けつつ、人権を尊重する責任あるビジネスを育成するための施策のスマー
トミックスを進めることが重要である。

◆NAPは政策の一貫性を確保、促進するもの。策定、実施、見直しにおけるステークホルダーとの
協議、信頼醸成がNAPの意義。すでに策定している国は見直し、より成熟したNAPを。
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日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 11

2016年11月ビジネスと人権に関する国連フォーラムにて

日本政府代表部がNAP策定のコミットメントを表明

2020年10月16日策定・公表

「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）

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

「政府は、日本企業が、国際的人権を尊重し、指導原則の
国際的なスタンダードをふまえ、人権デューディリジェンスの
プロセスを導入すること、またサプライチェーンにおけるもの
を含む、ステークホルダーとの対話を行うことを期待する。さ
らに、日本企業が効果的な苦情処理の仕組みを通じて、問
題解決を図ることを期待する。」
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「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
日本政府2022年9月13日策定・公表
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ガイドラインの構成 （テキスト31頁＋付属資料）

１．はじめに

ガイドライン策定の経緯・目的等/人権尊重の
意義/ガイドラインの対象・人権尊重の取組の
対象

２．企業による人権尊重の取組の全体像（総
論）

人権方針（各論３）/人権デューディリジェンス
(各論４）人権・負の影響の範囲、ステークホ
ルダー/救済（各論５）

人権尊重の取組にあたっての考え方

経営陣によるコミットメント/負の影響はすべ
ての企業に/ステークホルダーとの対話/優先
順位/企業間の協力

３．人権方針（各論）

策定の留意点/策定後の留意点

４．人権DD（各論）

負の影響の特定・評価、プロセス、継続性、脆弱な
ステークホルダー、情報収集、紛争影響地、優先
順位付けの判断基準/負の影響の防止・軽減、引
き起こす・助長・直接関連、取引停止、責任ある撤
退、構造的問題/取組の実効性の評価、方法、社
内プロセスへの組込、評価結果の活用/説明・情報
開示、情報の内容、基本情報、負の影響への対処
方法、説明・情報開示の方法

５．救済（各論）

苦情処理メカニズム/国家による救済の仕組み

付属資料
Q＆A
海外法制の概要 独・英・仏・蘭・EU・米・豪

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 1315 / 192



ガイドラインの意義

⚫日本政府による日本企業への具体的指針 国の役割を明記

⚫基本的には国際スタンダードである「ビジネスと人権に関する国連指導原則」「多国籍企業及
び社会政策に関する原則の三者宣言」「OECD多国籍企業行動指針」にもとづくガイドライン

⚫本ガイドラインが示す人権尊重の取組にあたっての考え方

1. 経営陣によるコミットメントが極めて重要である

2. 潜在的な負の影響はいかなる企業にも存在する

3. 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である

4. 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である

5. 各企業は協力して人権尊重に取り組むことが重要である
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ガイドラインをいかに活用するか

➢自社の取組をスタートさせる指針、取引先の取組を促す指針

➢国際スタンダードである「ビジネスと人権に関する国連指導原則」「多国籍企業及び社会政策
に関する原則の三者宣言」「OECD多国籍企業行動指針」の原典を確認し理解する

➢人権DDは、人権尊重責任を果たすための方法であり、目的ではない

➢ガイドラインに従うことが目的ではなく、ビジネス（経済/企業活動）が誰のどのような権利に影
響を与えるのか、負の影響を与えないための方法の参考としてのガイドライン

➢ライツホルダー（権利保持者）の視点から考える

➢ガイドライン案に対するパブリックコメント（131人の個人・団体）は、ステークホルダーからの国
家の人権保護義務、企業の人権尊重責任に対する要望・期待であり、これらを認識する

➢ガイドラインの運用を重ねることでよりよいガイドラインへ
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責任ある企業行動とビジネスと人権
アジア太平洋 国連フォーラム
https://www.rbhrforum.com/

16

2022年9月20-22日 リアル＋ライブ中継
• 国連機関が共催、スウェーデン政府、EU支援
• 日本政府も今年は資金提供
• 負の影響を受ける人々にフォーカス

Day 3 セッション１
“Policy Developments in Japan and Their Impact on Asia”
中谷首相補佐官リアル登壇

 多国間および二国間協力を通じてアジア太平洋地域
および国際社会の人権状況の改善に引き続き貢献

 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のた
めのガイドライン」（2022年9月13日策定）公表

 ASEANをはじめ海外における日本企業の人権デュー

ディリジェンスを促進。日本企業の取組みの進展が
各国の社会経済にいかなる恩恵をもたらすか
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アジアにおける責任あるサプライチェーンのリーダーとしての
日本の役割

➢アジア各国から人権・環境NGO参加。日本に対する期待（責任をはたしてほしい）は大きい。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。日系企業のサプライ
ヤーやビジネスパートナーに対して、意識啓発、実務での取り組み（経営の透明性、説明責任、
建設的労使関係等）方法を支援することができる。

➢アジアにおける日本企業が責任ある企業行動を維持・向上することが、人権や労働者の権利が
尊重された、ルールにもとづく公平な労働市場、生産・消費市場、持続可能な社会につながる。
日本政府は日本企業が人権を尊重する責務をはたせる環境整備(enabling environment)・制度
構築が必要。

➢人権デューディリジェンスにはアジアにおける多様なステークホルダーとの対話が必要。アジア
の国々で自由に声をあげられない状況、とくにSLAPP(strategic litigation against public 
participation)訴訟はアジアの市民社会組織から深刻な事態が報告された。かかる現実を日本
政府、日本企業、日本の市民社会は理解する必要がある。

17(C) IDE-JETRO All rights reserved.
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（参考）1948年世界人権宣言
12月10日国連第3回総会（パリ）において,「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」
として採択された。前文と30の条文から成る。

第1条 人としての自由、尊厳、権利

第2条 差別禁止

第3条 生命、自由、身体の安全に対する権利

第4条 奴隷禁止

第5条 拷問禁止

第6条 法の下に人として認められる権利

第7条 法の下の平等

第8条 権利侵害に対する救済

第9条 身体の自由

第10条 公正な公開裁判

第11条 無罪推定の権利、法律による刑罰

第12条 個人情報、プライバシーの保護

第13条 移動の自由

第14条 迫害からの避難

第15条 国籍を有する権利

第16条 婚姻の自由、家族が保護を受ける権利

第17条 財産権

第18条 思想、良心、宗教の自由

第19条 意見、表現の自由

第20条 集会、結社の自由

第21条 政治参画の権利

第22条 社会保障を受ける権利

第23条 労働の権利

第24条 休暇の権利

第25条 十分な生活水準を保持する権利

第26条 教育についての権利

第27条 文化的生活の権利、創作物からの利益の保護

第28条 権利、自由が実現される社会、国際秩序への権利

第29条 社会に対する責務

第30条 権利、自由を破壊する行為の否定
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ご参考

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

➢ 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス

➢ 繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン 繊維産業連盟 https://www.jtf-net.com/download-center/

➢ John G. Ruggie, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights (New York: W.W. Norton, 

2013) (東澤靖訳『正しいビジネス──世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題』岩波書店，2014年).

• 拙稿「ビジネスと人権 国際基準尊重、政府の役割大」日本経済新聞（6月16日付）経済教室

• 拙稿「ビジネスと人権への取組みを加速する ――指導原則のこれからの10年に向けて問われる日本のリーダー
シップ」アジ研ポリシー・ブリーフ No.170 2022年3月
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Reports/AjikenPolicyBrief/170.html

• 拙稿「ビジネスと人権に関する国連指導原則」にもとづく国家行動計画の意義と課題」『法の支配』No.204 2022.2

https://www.jpnba.or.jp/hou-shihai.html

• 「『ビジネスと人権』とは何かー国連指導原則と人権外交の接点から」『国際問題』 No.704 2021年12月

• 拙稿「問われる企業の社会的責任ー新型コロナウイルス危機が示す『ビジネスと人権の本質ー』」佐藤仁志編『コ
ロナ禍の途上国と世界の変容』日本経済新聞出版,2021年）. 

• ビジネスと人権――国家・企業・市民として―― - アジア経済研究所 (ide.go.jp)

アジ研では「ビジネスと人権」のサイトを開設し、これまでの取組を一覧にしました。どうぞご覧頂き、ご意見、ご感想な
ど頂ければ幸甚です。https://www.ide.go.jp/Japanese/New/Special/BHR

(C) IDE-JETRO All rights reserved. 19
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行動計画及び人権デュー・ディリジェンス促進の
取組について
（外務省）

１ ガイドライン概要

２ ガイドラインの普及に関する政府の取組

令和４年１１月
外務省総合外交政策局人権人道課長 髙澤令則

３ ガイドラインを含めたNAPの実施状況
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１ ガイドライン概要
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「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」策定の背景

2011年 国連において、ビジネスと人権に関する指導原則が全会一致で支持され、
海外では企業に人権尊重を求める動きが加速。

2020年

我が国も「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、
企業による人権デューディリジェンス（※）実施について期
待を表明。

（※）人権デュー・ディリジェンスとは企業のサプライチェーン上の人権
侵害リスクを特定し、防止・軽減する試み

2021年

9～10月、東証1部2部上場企業等（約2800社）を対象に政府として初の
調査を実施。サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスを実
施している企業は、回答した企業のうちの52%。

また、政府に対してガイドライン整備を求める声が多数（51％）。

2021～2022年、米欧では法規制によって、企業に人権尊重を義務付ける
動きが活発化。
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サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会

＜検討会メンバー構成＞
委 員：学識者（会社法、国際政治）、国際労働機関（ILO）、日本貿易振興機構（JETRO）ア

ジア経済研究所、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム、弁護士、監査法人、投資家、日本
経済団体連合会、日本労働組合総連合会、日本商工会議所、日本繊維産業連盟、
電子情報技術産業協会 (計15名)

オブザーバー：外務省、法務省、厚生労働省、金融庁、農林水産省、総務省、財務省、国土交通省
事務局：経済産業省

 ２０２２年３月、経済産業省は、「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討
会」を立ち上げ、計5回にわたる議論を実施。

 検討会にOECDや国連ビジネスと人権作業部会メンバーを招待した意見交換も実施。

 ①国連指導原則、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針、ＩＬＯ多国籍企業宣言をはじめとする国際
スタンダードに則った、かつ、②企業にとって分かりやすい具体例付きのガイドライン案を取りまとめ。

 ９月１３日、パブリックコメントを経たガイドライン案は「ビジネスと人権に関する行動計画の 関係府
省庁施策推進・連絡会議」にて報告され、日本政府のガイドラインとして決定。
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※１ ガイドラインでは、日本で事業活動を行う全ての企業に、1.人権方針の策定・公表、 2.人権デュー・ディリ
ジェンスの実施、 3.救済の実施を求めている。

※２ これら取組全体において、ステークホルダーとの対話が重要。

2.人権デュー・ディリジェンス

責任あるサプライチェーン等における人権尊重の全体像

ステークホルダー
との対話

1.人権方針の
策定・公表 経営レベルのコミットメント

①負の影響の
特定・評価

サプライチェーン上で生じている/生じそうな人権侵害を
特定し、深刻度を評価

②負の影響の
防止・軽減 人権侵害の防止・解消を実施

③取組の
実効性の評価 効果があったか実証・評価

④説明・情報開示 自社の取組を公表

3. 救済
人権侵害の予防、適切な解消ができなかった場合に、
謝罪、現状回復、金銭的又は非金銭的補償、再発防
止策等を実施

定
期
的
に
繰
り
返
す
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（１）ガイドライン本体

１．はじめに
1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等
1.2 人権尊重の意義
1.3 本ガイドラインの対象企業及び人権尊重の取組の対象範囲

２．企業による人権
尊重の取組の全体像
（総論）

2.1 取組の概要
2.1.1 人権方針（各論３参照）
2.1.2 人権DD（各論４参照）
2.1.3 救済（各論５参照）

2.2 人権尊重の取組にあたっての考え方
2.2.1 経営陣によるコミットメントが極めて重要である
2.2.2 潜在的な負の影響はいかなる企業にも存在する
2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である
2.2.4 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である
2.2.5 各企業は協力して人権尊重に取り組むことが重要である

３．人権方針

（各論）

3.1 策定に際して留意点
3.2 策定後の留意点

ガイドラインの構成
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ガイドラインの構成

４．人権DD
（各論）

4.1 負の影響の特定・評価
4.1.1 具体的なプロセス
4.1.2 負の影響の特定・評価プロセスの留意点
4.1.3 負の影響への対応の優先順位付けの判断基準

4.2 負の影響の防止・軽減
4.2.1 検討すべき措置の種類
4.2.2 紛争等の影響を受ける地域からの「責任ある撤退」
4.2.3 構造的問題への対処

4.3 取組の実効性の評価
4.3.1 評価の方法
4.3.2 実効性評価の社内プロセスへの組込
4.3.3 評価結果の活用

4.4 説明・情報開示
4.4.1 説明・開示する情報の内容
4.4.2 説明・情報開示の方法

５．救済
（各論）

5.1 苦情処理メカニズム
5.2 国家による救済の仕組み

（２）ガイドラインＱ&Ａ集及び海外法制概要資料
※ガイドラインの参考資料として、別途、実務参照用資料も作成予定

（１）ガイドライン本体
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＜企業活動における人権尊重の意義＞

 企業が直面する経営リスクの抑制
具体的には、例えば、人権侵害を理由とした製品・サービスの不買運動、投資先としての評価の降格、投

資候補先からの除外・投資引き揚げの検討対象化等のリスクが抑制され得る。
欧州を中心として導入が進む、人権尊重に向けた取組を企業に義務付ける等の海外法令への対応の

更なる強化や、グローバル・ビジネスにおける予見可能性の向上にも繋がる。

 企業経営の視点でのプラスの影響
例えば、人権尊重の取組を実施し適切に開示していくことで、企業のブランドイメージの向上や、投資先

としての評価の向上、取引先との関係性の向上、新規取引先の開拓、優秀な人材の獲得・定着等に繋
がり、国内外における競争力や企業価値の向上が期待できる。

ガイドライン1.2参照

 取組の結果として、持続可能な経済・社会の実現に寄与するとともに、社会からの
信用の維持・獲得や企業価値の維持・向上に繋げることもできる。

 企業による人権尊重の取組は、論ずるまでもなく、企業活動における人権への負
の影響の防止・軽減・救済を目的とするべきである。
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＜本ガイドラインの対象企業＞
ガイドライン1.3参照

＜人権尊重の取組の対象範囲＞

「サプライチェーン」：
自社の製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する「上流」と
自社の製品・サービスの販売・消費・廃棄等に関係する「下流」を意味する。

「その他のビジネス上の関係先」：
サプライチェーン上の企業以外の企業であって、自社の事業・製品・サービスと関連する他企業
を指す。（例）企業の投融資先や合弁企業の共同出資者、設備の保守点検や警備サービス
を提供する事業者等

 企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を対象とする。

 国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等（サプライチェーン上の企業及びその
他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。）の人権尊重の取組に最
大限努めるべきである。

 このように、「サプライヤー等」は広範に及ぶが、企業がその「サプライヤー等」に対して持つ
影響力の度合いは、様々な要因によって異なる。
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＜「人権」の範囲＞

 本ガイドラインでは、｢人権｣とは国際的に認められた人権をいい、少なくとも、国際人権章
典や「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」にあげられた基本的権利に
関する原則が含まれる。

 具体的には、企業は、例えば、強制労働や児童労働に服さない自由、結社の自由、団体
交渉権、雇用及び職業における差別からの自由、居住移転の自由、人種、障害の有無、
宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別からの自由等への影響について検討する
必要。

 一般論としては、人権保護が弱い国・地域におけるサプライヤー等においては、人権への
負の影響の深刻度が高いと言われる強制労働や児童労働等に特に留意が必要であり、
優先的な対応をすることも考えられる。

ガイドライン2.1.2.1参照
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＜人権尊重にあたっての考え方＞ ガイドライン2.2参照

①経営陣によるコミットメントが極めて重要である

②潜在的な負の影響はいかなる企業にも存在する

③人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である

④優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である
※全ての取組を直ちに行うことが困難な場合、より深刻度の高い人権への負の影響から優
先して取り組むべきである。

⑤各企業は協力して人権尊重に取り組むことが重要である
※下請法や独占禁止法に抵触しないように留意することが必要である。
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（１）UNDP拠出事業（責任ある企業行動の促進）

（２）外務省事業（人権デュー・ディリジェンス導入促進セミナー）

（３）海外の「ビジネスと人権」関連セミナー等での講演を通じた周知啓発

２ ガイドラインの普及に関する政府の取組
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人権DDを国内外で促進するための方策（外務省）

◆ 事業名：日本企業進出先国等における責任ある企業行動の促進

◆ 期間：２０２２年３月～

◆ 事業内容
【活動１】
バリューチェーン全体を通じて人権基準の遵守を確保することによる、
日本企業、そのサプライヤー、パートナーの競争力の保持及び（コロナからの）公正な復興の推進

○ 日本企業及びそのサプライヤーにとっての人権リスクに関する調査の実施
○ 日本企業及びそのサプライヤーに対する人権デュー・ディリジェンスに関する研修の実施
○ 個別企業への人権影響評価に関するガイダンスの提供
○ ポスト・コロナの経済復興において、企業が人権基準を尊重するためのガイドの作成

【活動２】
13 か国 (※) の政府及び国家機関による、ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）又は同様の政策の策定・
実施 （※モンゴル、インドネシア、タイ、ベトナムを除く対象国）

１ UNDP拠出事業（責任ある企業行動の促進）

◆対象国：モンゴル、ネパール、インドネシア、パキスタン、ラオス、
タイ、ベトナム、チュニジア、ケニア、モザンビーク、ガーナ、トルコ、
ウクライナ、カザフスタン、キルギス、メキシコ、ペルー（17か国）

ビジネスと人権啓発イベント、企業への研修等において、
ガイドライン策定を含む日本の人権DDに関する取組も発信。 34 / 192



人権DDを国内外で促進するための方策（外務省）

◆ 期間：２０２２年４月～２０２３年２月
◆ 対象国：インドネシア（2022年10月19日）、フィリピン（10月26日）、マレーシア（11月2日）、インド（11月11日）

２ 当省事業（人権DD導入促進セミナー）

セミナー概要

日本企業や、日本企業の進
出先国また同国の企業に向
けて、ガイドラインの周知も含
め、人権デュー・ディリジェンス
に関する取組に関する理解
を促進する。また、ビジネスと
人権に関する国際的動向や
企業等（花王など）の先進
的取組の紹介も行う。

例：インドネシア

３ 海外の「ビジネスと人権」関連セミナー等での講演を通じた周知啓発
◆バンコクで行われた国連機関共催「ビジネスと人権地域フォーラム」（９月）において、中谷補佐官から「ビジネスと人権」に関する日本の
取組を発信。

◆その他にも、ベトナム、アルゼンチン、日本企業、JICA等が主催するセミナーに出席、講演し、日本の取組を発信している。35 / 192



３ ガイドラインを含めたNAPの実施状況
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●行動計画第２章「政府による取組」
２（３）”国内外のサプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスの促進
（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

・ この一環として、人権デュー・ディリジェンスのガイドラインを策定
・ 今後、ガイドラインの周知啓発を実施

●行動計画第4 章 「行動計画の実施・見直しに関する枠組み」

（５）行動計画公表から３年後を目処に、関係府省庁連絡会議において、
関連する国際的な動向及び日本企業の取組状況について、意見交換を行う。
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市民の視点から見た『責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン』の課題

～人権はみんなのビジネス（関心事）～
Human Rights are Everybody’s Business！

ビジネスと人権市民社会プラットフォーム代表幹事
若林秀樹

2022年 11月 17日

＊本資料は、SCHR（Social Connection For Human Rights） 共同創業者の
土井陽子氏が作成した資料を、本人の許可を得て使用しています。 38 / 192
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国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が求めていること

2

バリューチェーン
全体が責任範囲

1. 人権を尊重する方針の策定

2. 人権デュー・ディリジェンスの実施

3. 人権への負の影響に対する是正・救済

ビジネスと人権に関する指導原則

人権を
保護する
国家の
義務

人権を
尊重する
企業の
責任

救済への
アクセス

ステークホルダー
エンゲージメント

保護・尊重・救済のフレームワーク

相 互 補 完
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人権への負の影響を防止・軽減、是正していくこと

国連「指導原則」に含まれる重要な視点

3

出典：持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）「人権に関するCEOガイド」
https://docs.wbcsd.org/2019/10/CEO_Guide_to_Human_Rights_JPN.pdf
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市民社会がガイドラインに求めていること❶

●求められているのはライツホルダーの人権侵害リスクへの対応

指導原則17では、企業の人権尊重責任はライツホルダー（権利保持者）に対するリスクへの対応とされている。

●企業の「人権尊重の意義」は経営視点ではなく人権視点を強調すべき

ガイドラインでは、企業の人権尊重の取り組みが①経営リスクの抑制、②経営視点からのプラスの影響の享受につな
がることに字数を割いて説明がなされている。パブリックコメントを受けて「論ずるまでもなく、」人権への負の影響への
対応であるという表現に一部修正された。

ガイドラインのQ&Aでは、企業の人権尊重の取り組みは結果として経営リスクの低減につながるが、そもそもの目的は
人権への負の影響を防止・軽減 ・救済であると記載がある。この考え方がより強調されるべきである。

4

1. はじめに 1.2 人権尊重の意義

企業の人権尊重責任は経営リスクではなく人権リスクへの対応

【参照】
ビジネスと人権市民社会プラットフォーム：BHRCおよび会員団体による経産省ガイドライン（案）へのパブリックコメント
https://www.bhr-nap-cspf.org/information/teigen/
ビジネスと人権リソースセンター：経産省ガイドライン（案）に対し、各団体がパブコメを提出
https://www.business-
humanrights.org/ja/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%90%84%E5%9B%
A3%E4%BD%93%E3%81%8C%E3%83%91%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA/
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●企業の人権尊重責任は国家の人権保護義務を軽減するものではない

指導原則11では、企業の人権尊重責任は国家の人権保護義務を果たす能力・意思からは独立して存在するとあるが、
国家の義務を軽減するものではないとされている。また、原則3では、国家の義務に企業の指導が含まれている。

●企業の人権尊重の実行を指導するのも国家の責任

ガイドラインは、こうした国家の義務について十分に言及されておらず、ガイドラインが企業に求める対応についてどの
ように企業を指導するのかが明確でない。企業のガイドラインへの対応状況の確認も期待される。

原則4では「国家が所有または支配している企業」が人権尊重責任を有するとしており、国・地方公共団体が出資する
法人がガイドライン対象となる明記すべきである。また、公共調達においては、調達先にガイドラインへの対応を求める
一貫性が必要となるが、こうした言及がない。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標7.2】企業が与える影響と対応実績の追跡評価を進歩させること

企業が方針やプロセスを通じて自社の責任をどれだけ果たしたのか、人権への負の影響の防止や対応がどれだけ効
果的に行われたのかを評価し、進捗を確認することが必要である。そうすれば、企業は自社のリソースをもっとも必要と
される、または効果的なところに割り当てることができ、投資家・市民社会組織・行政機関が企業の実効性を特定し評
価することができるようになる。

市民社会組織がガイドラインに求めていること❷

5

1. はじめに 1.2 人権尊重の意義

企業の人権尊重を後押しする国家の人権保護義務の履行が重要
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市民社会組織がガイドラインに求めていること➌

6

2. 企業 による人権尊重の取組の全体像 （総論） 2.1.2.1 「人権」の範囲

企業が対応すべき人権の範囲を限定することは避けるべき

●企業はあらゆる人権に影響を与える可能性がある

指導原則12では、企業はあらゆる人権に影響を与える可能性があるとしており、国際人権章典（世界人権宣言および社会権・自
由権規約）および労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言に書かれた人権を最低限のものとして対応することを求
めている。

●企業が対応すべき人権の範囲を限定することなく示すべき

ガイドラインでは企業が影響を与えうる具体的な人権が例示されているが、企業が影響を把握し対応すべき人権の範囲を限定
するような示し方をすべきではない。

●市民社会組織が指摘する人権課題を含め、企業が影響を与える人権を把握すべき

ガイドライン策定および運用において、企業の人権デュー・ディリジェンスの取り組みに関するギャップ分析を行い、市民社会組
織がすでに指摘している企業が関わる人権課題を含めて対応が必要な領域・分野や国・地域を把握することで、企業が影響を
与えている人権を具体的に企業に提示し、対応を促進する施策を明示すべきである。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標3.1】企業の取り組みを拡大し、人権尊重のコミットメントを実践につなげること

公的な保護なしに労働法の枠外で労働者が働くインフォーマルセクターへの指導原則の適用、各国法と国際人権基準のギャッ
プへの対応、汚職や犯罪行為、紛争地域や独裁政権・占領地などとのつながりといった課題がある中で、先進企業だけでなく、
指導原則をビジネス界全体で取り込み、人権尊重のコミットメントから事業プロセスの見直しや実践につなげていくことが必要で
ある。
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市民社会組織がガイドラインに求めていること❹

7

2. 企業 による人権尊重の取組の全体像 （総論） 2.1.2.1 「人権」の範囲

「清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利」の重要性を強調すべき

●「清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利」は国際的に認められた人権

2022年10月に国連総会で「清潔で健康的かつ持続可能な環境への権利」を人権と認める決議が採択された。

●環境への権利を人権侵害リスクが高い権利として明示すべき

ガイドラインでは環境への権利について脚注で説明がなされているが、企業が影響を与えうる人権の中でも、環境への権利は
世界中すべての人びとに同じように関わる課題であり、すでに脆弱な立場にある人びとが特に環境被害を受けていることから、
企業の人権侵害リスクが高い権利として明示すべきである。

●人権に負の影響を与えない、脱炭素社会への公正な移行が求められている

環境への配慮が人権侵害を助長するといった、気候変動の緩和・適応策が人権の原則と相反することがないよう、企業は事業
活動による影響を把握し、脱炭素社会に向けた公正な移行に対応する必要がある。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標1.1】指導原則の3つの柱の適用によって、企業の人権尊重を公正な移行および持続可能な開発戦略の
中核的な要素とすること

指導原則と人権デュー・ディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、人権への負の影響の是正の考え方を、コロナ禍から
の「よりよい復興（building back better）」を含め、格差への対応、気候変動対策における社会的・経済的影響に考慮した公正な
移行と持続可能な未来の実現のための中核的な要素として、国や企業、その他のステークホルダーにとって、責任あるビジネス
のための実践的な標準ツールとする。
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市民社会組織がガイドラインに求めていること❺

8

2. 企業による人権尊重の取組の全体像（総論） 2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である

影響を受けるライツホルダーの特定と有意義な対話・協議の必要性を強調すべき

●人権への負の影響を把握するための有意義な対話・協議が必要

指導原則18では、人権DDにおける人権への負の影響の特定と評価において、「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」を求めている。

●人権への影響からステークホルダー、特にライツホルダーを特定し対話・協議を

ガイドラインではステークホルダーを「利害関係者」としているが、企業の人権尊重責任は人権への負の影響への対応
にあることから、人権への影響の観点からステークホルダーを特定し、特にライツホルダー（権利保持者）と対話・協議
を行うべきである。

ライツホルダーとの直接の対話・協議が難しい場合には、市民社会組織や人権活動家等、ライツホルダーの状況を代
弁できる、信頼できる専門家との対話・協議が期待される。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標5】保護・尊重・救済を強化するための有意義なステークホルダーエンゲージメントの実施を確実にすること

有意義なステークホルダーエンゲージメントとは、影響を受ける個人やコミュニティ、国や企業の動きをモニタリングする
労働組合、人権・環境活動家、市民社会組織等をパートナーとして受け入れることである。指導原則が求めている人に
対するリスク、特に脆弱な立場に置かれるライツホルダーを重視することが、「ステークホルダー資本主義」や持続可能
な発展、誰一人取り残さない公正な移行につながっていく。
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●脆弱な立場にあり、排除されやすい集団等に属する個人の権利に特に注意を払うこと

指導原則の一般原則では、「この指導原則は、社会的に弱い立場に置かれ、排除されるリスクが高い集団や民族に属
する個人の権利とニーズ、その人たちが直面する課題に特に注意を払い、かつ、女性及び男性が直面するかもしれな
い異なるリスクに十分配慮して、差別的でない方法で、実施されるべきである」としている。

●企業によって影響を受ける脆弱な立場にあるステークホルダーを限定することなく示すべき

ガイドラインであげられている脆弱な立場にあるステークホルダー（外国人 、女性や子ども、障害者 、先住民族 、 民族
的又は種族的、宗教的又は、及び言語的少数者）は、市民社会組織がすでに指摘している、企業の事業活動によって
影響を受けているライツホルダー（性的マイノリティや移住労働者、非正規労働者等）を十分に含んでいない。

人権の範囲と同様に、市民社会組織が指摘する人権課題を含め、企業が影響を与える人権を把握し、人権に影響を受
けるライツホルダーを把握することが重要である。

●声を上げにくい脆弱な立場にあるステークホルダーの救済へのアクセスを考慮すべき

脆弱な立場にあるステークホルダーは人権侵害を提起すること自体が困難であることを考慮し、そうしたステークホル
ダーに対する救済へのアクセスの確保が重要であることを示すべきである。

●企業の人権尊重の取り組みにおけるジェンダーの主流化を求めるべき
ジェンダーギャップが大きいと指摘される日本の状況を鑑みて、ガイドラインにおいても女性の権利やジェンダー平等、
ジェンダーで異なるリスクの考慮が重要であることを示すべきである。

市民社会組織がガイドラインに求めていること❻

9

4. 人権 DD（各論） 4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー

脆弱な立場にあるステークホルダーを限定して捉えることは避けるべき
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市民社会組織がガイドラインに求めていること❼

10

4. 人権 DD（各論） 4.2.3 構造的問題への対処

構造的問題における企業の人権尊重責任の範囲を限定することは避けるべき

●構造的問題は企業の人権尊重責任の範囲

ガイドラインでは、構造的問題を企業が制御可能である範囲を超えるものとしているが、企業経営が制度や社会に影響
を受けていることを考えれば、こうした問題を再生産し助長している可能性があり、構造的問題は企業の人権尊重責任
の範囲であると言える。

※構造的問題とは、法律・教育・政治といった制度や、社会規範・固定観念といった社会の中に組み込まれた差別・格
差等の社会課題を指す。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標1.2】構造的な課題に取り組むための協働を促進すること

法律や制度といった社会・経済システムに組み込まれた差別・格差等の構造的な課題は国や企業が個々に解決できる
ものではなく、各国の連携、企業の連携、ライツホルダーや企業、政府、労働組合、市民社会、国際機関等のマルチス
テークホルダーの連携が不可欠である。
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●国家の苦情処理メカニズムとして実効性のある非司法的メカニズムを設置すべき

指導原則27では、国家は司法的メカニズムと並行して、実効的で適切な非司法的苦情処理メカニズムを設けるべきとしている。

●国家による救済の仕組みと企業によるものが補完し合うことが重要

救済の仕組みとして、国家基盤型の苦情処理メカニズムと企業による事業レベルのメカニズムが補完し合い、強化され、ライツ
ホルダーが物理的・金銭的な負担を気にせず、迅速に救済措置にアクセスできることが求められる。そのために、国家による救
済の仕組みの非司法的救済措置が十分に機能することが必要である。

●国家による非司法的メカニズムの強化と国内人権機関の設置が必要

ガイドラインでは国家による非司法手続きがあげられているが、「OECD多国籍企業行動指針」に基づく日本 のNational 
Contact Point（NCP）等、実際に市民社会組織が申し立てを行ってきているものの、救済の仕組みとして十分に機能していると
は言えないものがある。また、国内外から期待されている国内人権機関の設置に向けた政府の行動を明記すべきである。

UNGPs 10+ ロードマップ
【目標4】救済へのアクセスの確保を実践に移すこと

救済へのアクセスは、国家基盤型の司法的メカニズム・非司法的苦情処理メカニズム、非国家基盤型の苦情処理メカニズムが
相互補完する救済のエコシステム（生態系）によって可能となり、ライツホルダーにとって最大限の成果につながる。

市民社会組織がガイドラインに求めていること❽

11

5. 救済（各論） 5.2 国家による救済の仕組み

国家による救済の仕組みの強化と国内人権機関の設置が必要である
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これからの10年はステークホルダーエンゲージメントが重要

2021年11月発表のビジネスと人権のこれからの10年の方向性を示す「UNGPs 10+ ビジネスと人

権の次の10年のためのロードマップ」では、指導原則に沿った取り組みの主体となる国や企業

が、多国間や業界で連携し、影響を受けるライツホルダーとの対話を進めながら、さまざまな

ステークホルダーと協働し、指導原則に書かれたことを実行することへの期待が示されている。

UNGPs 10+
ロードマップ
【行動分野 5】
ステークホルダー
エンゲージメント
の促進

【目標5】
保護・尊重・救済を強化
するための有意義なステ
ークホルダーエンゲージ
メントの実施を確実にす
ること

有意義なステークホルダーエンゲージメントと
は、影響を受ける個人やコミュニティ、国や企
業の動きをモニタリングする労働組合、人
権・環境活動家、市民社会組織等をパートナ
ーとして受け入れることである。指導原則が
求めている人に対するリスク、特に脆弱な立
場に置かれるライツホルダーを重視すること
が、「ステークホルダー資本主義」や持続可
能な発展、誰一人取り残さない公正な移行に
つながっていく。

【参照】
ヒューライツ大阪/ ニュース・イン・ブリーフ：「ビジネスと人権」これからの10年に向けたロードマップ
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2022/01/10-524.html
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン/ ビジネスと人権の次の10年に向けたロードマップ（日本語仮訳版）
https://www.ungcjn.org/global/business.html
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おわりに

・今後の政府への期待と市民社会の役割
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Copyright©2020 ILO Tokyo, All Rights Reserved 

ビジネスと人権に関する行動計画
ステークホルダー報告会

Date:  / / 20217 November 2

ILO駐日事務所 代表 高﨑真一
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日本企業への期待：ガイドラインを活用し、デュー・ディリジェンスとステーク
ホルダー対話を実施、企業行動を改善、持続可能で強じんなサプライチェーン、
バリューチェーンの構築へ貢献すること。

人権および労働における基本的原則と権利を尊重し、持続可能で責任ある企業
行動を目指す日本政府の今回の新たな取組みを歓迎。

Copyright©2022@ILO Tokyo, All Rights Reserved 

2

日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため
のガイドライン」に対するILOアジア太平洋地域総局長のコメント

日本政府への期待：社会対話の強化、政労使が必要な政策手段を策定し、多国籍
企業宣言や国連指導原則に則した形でのガイドラインの効果的な実施・促進を図
ること。

52 / 192



人権デューデリジェンスのための二つのガイドライン 3

Copyright©2022 ILO Tokyo, All Rights Reserved 

責任あるサプライチェーン等に
おける人権尊重のためのガイド
ライン（令和4年9月日本政府）
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html

・人権DD実施のための業種横断的ガ
イドライン
・ILO駐日事務所が検討委員会メン
バーとして参画
・手続きの解説中心に構成され、人権
DDに初めて取り組もうとする企業が、
まず何から始めればよいのか理解する
ことができる。
・企業が尊重すべき人権の具体的内容
や範囲については、別途、補完する
必要がある。

繊維産業の責任ある企業行動
ガイドライン
（令和4年７月日本繊維産業連盟）
https://www.jtf-net.com/news/200220831RBCguideline.htm

・素材メーカーからアパレルまで全繊
維産業における人権DD実施のための
ガイドライン
・ILO駐日事務所が策定をフルサポー
ト
・企業が尊重すべき人権の具体的内容
や範囲、手続きのほか、好事例、セル
フチェックリストを含む人権DD実施
のための総合的ガイドライン
・繊維産業以外でも活用できる内容
・他産業から要請があれば、ILO駐日
事務所として支援する用意あり

外部専門家のサポート

日本繊維産業連盟：

「繊維産業の責任ある
企業行動ガイドライン」
繊維産業連盟HPよりダウン
ロード可能
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ガイドライン普及にむけたILOの取り組み

外部専門家の育成

•ビジネスと人権につ
いて中小企業にアド
バイスできる社労士
の養成（全国社会保
険労務士会連合会に
対するテクニカルサ
ポート）

調査

•公共調達を通じたビ
ジネスと人権促進に
関するCSOネット
ワークとの共同調査

•日系企業のビジネス
と人権に関する好事
例集作成（ジェトロ
と共同調査）

啓発

•企業向け：ジェトロ
と連携し、アジア３
か国に進出する日系
企業向けセミナー・
研修を実施。

•一般向け：啓発資料、
ソーシャルメディア
での発信

4
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アジアにおける責任あるバリューチェーン構築
責任ある企業行動、人権を尊重した労働環境づくりを推進します。

• 責任ある企業行動、人権デュー
デリジェンスに関する啓発、セ
ミナーの実施

• 日本企業が参照できる好事例集
の作成

• 労働者団体・業界団体の対話促
進や能力強化

日本
本国 / 多国籍企業

バングラデシュ、カンボジア、ベトナム
投資受入れ国 /生産拠点

• 生産現場における人権・労働環
境の評価、アドバイスの提供

• 国際労働基準・国内労働法等研
修・人材育成

• 政府・労働者団体・業界団体の
対話促進や能力強化

• 進出日系企業向け啓発

より安心して投資・発注でき
る環境実現
日本企業がバリューチェーン
につながり続ける環境実現

より大きなビジネス機会と
ディーセントワークの実現

日本政府（経済産業省）拠出プロジェクト

対象産業
繊維・アパレル、
電子機器、
部品産業等製造業

期間
2022年4月～
2024年3月

資金
680万米ドル
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 ビジネスと人権行動計画 ステークホルダー報告会：「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」発表を踏まえて（2022年 11月 17日） 菅原（大阪経済法科大学） 

1 

責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）に対する意見（抜粋） 

氏名（所属） 菅原絵美（大阪経済法科大学） 

今年３月の検討会開始から、8月のガイドライン案発表と、短期間のうちにガイドライン案をまとめ

られた経済産業省および関係府省庁、そして「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライ

ン検討会」の関係者の努力に敬意を表したい。そのうえでガイドライン案に対し 17の意見1を提出す

る。 

第１ 

１．該当箇所 

〇1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等（3頁 8-9行目） 

「企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつ

わかりやすく解説し」 

２．意見内容 

下線部を加筆・修正する。 

「企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業とその取引関係から影響を受

けるステークホルダーの実態に即して、具体的かつわかりやすく解説し」へ変更する。 

３．理由 

企業が人権尊重に取り組むのは、ステークホルダーの人権への負の影響の防止・軽減、救済が目的で

ある。よってガイドラインでは「企業の実態に即して」ではなく「影響を受けるステークホルダーの実

態に即して」内容が策定されるべきである。このことは、国家の保護義務についての指導原則原則３の

解説で「人権尊重に関する企業への指導は、結果として何が期待されているのかを示し、最良の慣行の

共有を促進すべきである。そこでは、人権デューディリジェンスを含む適切な手法や、先住民族、女性、

民族的または種族的少数者、宗教的及び言語的少数者、子ども、障がい者、及び移住労働者とその家族

が直面する具体的な課題を理解したうえで、ジェンダー、社会的弱者、及び／または排斥問題をいかに

実効的に考慮するかについて助言すべきである。」と確認されている。 

 指導原則では、企業の人権尊重責任を「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」（原則 11）とし、この人権への負の影響は「企業は、その活動を通じてまた

は他の当事者との取引関係の結果として、人権への負の影響に関与する可能性がある」（原則 13解説）

としている。よって、企業はその活動を通じて、そして取引関係の結果から生じる人権への負の影響に

責任を負うため、この適用範囲をガイドラインの目的にも反映すべきである。 

1 筆者はビジネスと人権ロイヤーズネットワーク日本政府ガイドラインプロジェクト「責任あるサプラ

イチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）に対する意見書」における「５．救済（各

論）」およびQ13・14 に対する意見に参加しており、当文書では重複する意見（第 10～13、第 15～

17）を除いた 10 の意見のみ示す。
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 ビジネスと人権行動計画 ステークホルダー報告会：「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」発表を踏まえて（2022年 11月 17日）                      菅原（大阪経済法科大学） 

2 

 

第２ 

１．該当箇所 

〇 1.2 人権尊重の意義（3－4頁） 

 

２．意見内容 

〇「1.2人権尊重の意義」という小題の下に、6行目「…持続可能な経済・社会の実現に寄与する。」まで

を記載する。 

〇その後、「1.3 人権尊重に取り組むことによる企業の事業活動上の意義」として、「持続可能な社会の

実現が企業の事業活動の継続にとって不可欠であることは言うまでもないが、同時に、企業は、人権

尊重責任を果たし続ける結果として…」と記載する。 

 

３．理由 

「人権尊重の意義」という小題の下に、「第一に、人権尊重への取組は、企業が直面する経営リスク

を抑制することに繋がる。」、そして「第二に、企業がその人権尊重責任を果たすことの結果として、企

業は、企業経営の視点からプラスの影響を享受することが可能となる。」という記述が続けば、本ガイ

ドラインが「人権尊重の意義」として、影響を受けるステークホルダーの人権保障ではなく、企業の事

業活動上の意義を重視していると誤解を招く可能があるため、修正を提案する。 

 

第３ 

１．該当箇所 

〇2. 企業による人権尊重の取組の全体像（総論） 

2.1.2.1 「人権」の範囲（6－7 頁）、2.1.2.3「ステークホルダー」（8 頁）、および 4.1.2.2 「脆弱な立場に

あるステークホルダー」（15－16頁） 

 

２．意見内容 

〇2.1.2.1 「人権」の範囲、2.1.2.3「ステークホルダー」および 4.1.2.2 「脆弱な立場にあるステークホル

ダー」は、企業による人権尊重の取組の全体に関わる。よって、総論として「2.1  取組みの概要」の

前に示す。 

〇そのうえで、「2.1.2.1『人権』の範囲」にある「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」

の記述に脚注をつけ、該当する ILO条約を明記する。 

〇さらに、「2.1.2.1『人権』の範囲」の第１段落最終行に、「さらに、状況に応じて考える必要のある

追加的な基準として、国際連合文書は先住民族、女性、民族的または種族的、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。さらに、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。」を追記する。 

 

３．理由 

指導原則では、全体の首尾一貫した理解を示す一般原則のあとに、３つの柱である国家の保護義務、

企業の尊重責任、救済へのアクセスが規定されており、それぞれの柱は基盤となる原則と運用上の原則
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 ビジネスと人権行動計画 ステークホルダー報告会：「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」発表を踏まえて（2022年 11月 17日）                      菅原（大阪経済法科大学） 

3 

 

から構成されている。よって、指導原則から企業へのガイダンスを導く場合には、一般原則および基盤

となる原則をふまえて、具体的な運用上の原則を捉えていかなければならないことに留意が必要である。 

指導原則において、「『人権』の範囲」は、企業の人権尊重の「基盤となる原則」である原則 12で示さ

れており、人権 DDのみならず、企業の人権尊重責任全体に関わる。 

一般原則では、「この指導原則は、社会的に弱い立場に置かれ、排除されるリスクが高い集団や民族

に属する個人の権利とニーズ、その人たちが直面する課題に特に注意を払い、かつ、女性及び男性が直

面するかもしれない異なるリスクに十分配慮して、差別的でない方法で、実施されるべきである。」と

あり、「脆弱な立場にあるステークホルダー（4.1.2.2）」、さらにその前提となる「ステークホルダー

（2.1.2.3）」の内容は、企業の人権尊重責任全体にかかる内容である。 

 

第４ 

１．該当箇所 

〇2.1.2.1 「人権」の範囲（7頁 16-17行目および脚注 21） 

「可能な限り、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求する必要がある21。」 

「21 国連指導原則23 参照。」 

 

２．意見内容 

〇「可能な限り、」を削除する。 

〇脚注21を「国連指導原則11および23 参照。」と変更する。 

 

３．理由 

〇運用上の原則である原則23は、基盤となる原則を受けたものであり、なかでも原則11によれば、企業

の人権尊重責任は国家の能力及び／または意思から独立したもので、「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」（原則11解説）とあり、国家による実施状況に関わ

らず、企業に国際的に認められた基準を尊重するよう求めている。 

〇そのうえで、原則 23では、“Where the domestic context renders it impossible to meet this responsibility fully, 

business enterprises are expected to respect the principles of internationally recognized human rights to the greatest 

extent possible in the circumstances, and to be able to demonstrate their efforts in this regard.”とある。原則 11

を受けて、より積極的な姿勢を意味する“to the greatest extent possible in the circumstances”と、ガイドラ

イン案の「可能な限り」の間には意味のギャップがあるため、削除すべきである。加えて、ガイドラ

インの解釈の誤解を防ぐために、原則 23だけでなく、原則 11を脚注に示すことを提案する。 

 

第５ 

１．該当箇所 

〇2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である（9頁） 

 

２．意見内容 

「ステークホルダー」を「影響を受けるステークホルダー」に変更する。 
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３．理由 

 指導原則では、一般原則において「影響を受ける個人や地域社会に具体的な結果をもたらすため」と

いう目的に沿って個別に、またまとめて読まれるべきことが確認されている。さらに、企業の人権尊重

責任のプロセスにおいて、単なるステークホルダーではなく、企業の活動および取引関係から影響を受

けるステークホルダー（affected stakeholders）との対話を強調している（原則 16（方針）、原則 18（人権

DD）、原則 29・30・31（救済））。よって、「人権尊重の取組にあたっての考え方」を示す部分では、単

なるステークホルダーではなく、「影響を受けるステークホルダー」と明記すべきである。 

 

第６ 

１．該当箇所 

〇2.2.4 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である（10頁の 13行目から 17行目） 

「そこで、企業は、人権尊重の取組の最終目標を認識しながら、より深刻度の高い人権への負の影響か

ら優先して取り組むべきである。深刻度の高い負の影響が複数存在する場合には、まず、自社及び直

接契約関係にある取引先において、自社が引き起こし又は助長している負の影響に優先的に対応する

ことも考えられるが、深刻度の高い負の影響が複数存在する場合には、まず、自社及び直接契約関係

にある取引先において、自社が引き起こし又は助長している負の影響に優先的に対応することも考え

られるが、その場合には、間接的な取引先や自社の事業等と直接関連するにすぎない負の影響へと対

応を広げていく必要がある。」 

 

２．意見内容 

「まず、自社及び直接契約関係にある取引先において、」を削除したうえで、下線部のように加筆・修

正することを提案する。 

「そこで、企業は、人権尊重の取組の最終目標を認識しながら、より深刻度の高い人権への負の影響か

ら優先して取り組むべきである。人権へ影響の深刻度は、影響の規模、範囲、救済困難度から判断さ

れる。このように、優先的な取組は、企業経営への影響の深刻度とは区別された、人権への影響の深

刻度を前提に、判断されなければならない。」 

 

３．理由 

指導原則の原則 14では、影響の深刻さは、その規模、範囲、救済困難度から判断されるとする（原則

14 解説）。国連人権理事会により指導原則の実施・普及の任務を与えられた国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）による解釈ガイド（2012）では、人権への影響と企業経営への影響の区別を強調している2。

よって、直接契約関係があるか否かという企業経営上のつながりの有無とは区別される（直接契約関係

があるか否かは「引き起こす」「助長する」「直接関連している」の判断の要素にはなる）。 

 

 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf, pp.6-7. 

59 / 192

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf


 ビジネスと人権行動計画 ステークホルダー報告会：「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」発表を踏まえて（2022年 11月 17日）                      菅原（大阪経済法科大学） 

5 

 

第７ 

１．該当箇所 

〇4. 人権 DD（各論）(c) 負の影響と企業の関わりの評価（14頁） 

 

２．意見内容 

 （ｃ）の最終行「～ついて評価する。」の後に、下記を追記することを提案する。 

「なお『助長する』と『直接関連している』の関係性は連続性があり、例えば、当初は『直接関連して

いる』に過ぎない場合でも、人権 DD を通じて人権への負の影響を特定していたにもかかわらず合理的

な措置もとらないことが続いた場合などは『助長している』と評価される可能性があることに留意す

る。」 

 

３．理由 

2011 年の指導原則成立後、「引き起こす」「助長する」「直接関連する」という企業と人権への負の影

響との関係性について、国連人権高等弁務官事務所からより詳細な見解が出されてきており、この点を

補足するのは日本企業の理解の助けとなり有益である。特に、2017 年 6 月に出された文書（OHCHR 

Response to Request from BankTrack for Advice Regarding the Application of the UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights in the Context of the Banking Sector (12 June 2017)3 ）では、「助長」と「直接関

連」は連続性があり、直接関連に過ぎない場合でもその人権デューディリジェンスを通じて人権への負

の影響を特定していたにもかかわらず、合理的な措置もとらない場合は「助長」に発展する場合がある

ことを示している。 

 

第８ 

１．該当箇所  

〇4.2.1 検討すべき措置の種類（18頁） 

「4.2.1.1 自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合」の（a）(b)の後の「また、企業

が実施すべき適切な措置を検討するにあたっては、ステークホルダーと対話を行うことが期待される。」 

 

２．意見内容 

「ステークホルダー」を「影響を受けるステークホルダー」に変更する。 

 

３．理由 

 指導原則では、一般原則において「影響を受ける個人や地域社会に具体的な結果をもたらすため」と

いう目的に沿って個別に、またまとめて読まれるべきことが確認されている。さらに、企業の人権尊重

責任のプロセスにおいて、単なるステークホルダーではなく、企業の活動および取引関係から影響を受

けるステークホルダー（affected stakeholders）との対話を強調している（原則 18（人権 DD））。よって、

「人権尊重の取組にあたっての考え方」を示す部分では、単なるステークホルダーではなく、「影響を

 
3 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf 
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受けるステークホルダー」と明記することを提案する。 

 

第９ 

１．該当箇所 

〇4.2.3 構造的問題への対処（23頁 6行目から） 

「企業は、社会レベルの構造的問題の解決に責任を負うわけではないが、企業による問題への取組が、

人権への負の影響を防止・軽減する上で有効な場合もあり、可能な限り、企業においても取組を進め

ることが期待される。」 

 

２．意見内容 

「企業は、社会レベルの構造的問題の解決に責任を負うわけではない」を削除する。 

 

３．理由 

構造的問題については、持続可能な社会の実現を見据えて、企業のより積極的な役割が期待されてい

る。今後 10年を見据えた国連戦略文書「より志を高く―ペースを速く：UNGPs 10+ビジネスと人権の次

の 10 年に向けたロードマップ」4は、指導原則を持続可能な社会を実現するための羅針盤ととらえると

ともに、「構造的課題（systemic challenges）に取り組むための協働を促進すること」を目標のひとつにあ

げている。ここでいう「構造的課題」は、ガイドラインの捉える「構造的問題」と同義であり、企業活

動における人権への負の影響の根底にあるもので、人種差別、ジェンダー差別、気候変動、武力紛争、

児童労働、強制労働、インフォーマル経済、腐敗防止等を指す。個別の国家や企業が独力で解決できる

範囲を超えている問題ではあるが、他のステークホルダーとの協力・協働などを通じて取り組むことが

期待されている。 

 

第１４ 

１．該当箇所 

〇26～28頁の「例」7件 

 

２．意見内容 

自社およびサプライヤーの労働者に関する事例のみであり、消費者や地域住民に対する事例を追記する。 

 

３．理由 

影響を受けたステークホルダーは（ガイドラインの Q14 でのちに具体的に確認するように）、労働者

（自社や取引先の従業員や労働組合等）にかぎらず、地域住民や消費者も含まれる。別紙 Q14 のみに示

すだけではなく、例として地域住民や消費者に対する救済または苦情処理メカニズムを取り上げること

が、企業の理解の助けとなる。 

 

4 「ビジネスと人権の次の 10年に向けたロードマップ」の行動分野１の目標 1.2 （日本語仮訳を GCNJ

が発表、https://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=501）。 
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責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案） 

に対する意見書 

 

 

ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク1 

日本政府ガイドライン検討プロジェクト 

大村 恵実  蔵元 左近  佐藤 安信 

    齊藤  誠   菅原 絵美2  高橋 大祐 

 

 

 日本政府は、国際的なスタンダードを踏まえた企業による人権尊重の取組をさらに促進

すべく、経済産業省において「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検

討会」（以下「検討会」といいます。）を設置して検討を重ね、２０２２年８月、「責任ある

サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」（以下「本ガイドライン案」

といいます。）の策定・公表を行いました。 

 ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク・日本政府ガイドライン検討プロジェクト有志

一同は、本ガイドライン案の策定・公表を歓迎し、本ガイドライン案の策定・公表までの日

本政府・経済産業省・検討会のご努力に敬意を表します。 

 一方、以下の通り、本ガイドライン案には、国際規範との整合性等に関して、日本の実情

に照らしても懸念される点が存在します。そのため、私達は、本ガイドライン案に対する意

見公募（パブリックコメント）手続において、本ガイドライン案がより国際規範に整合的で

かつ実効的な内容となるよう、後記のとおり意見を提出いたします。 

 

第１ 総論（重要視点） 

 私達の意見の詳細 は第２記載の通りですが、特に以下の５つの重要な視点に留意して

本ガイドライン案を全体的に改善することを要請します。 

 

１ 国連「ビジネスと人権指導原則」をはじめとする国際規範と齟齬のある記載の修正の

必要性 

本ガイドライン案には国連「ビジネスと人権指導原則」（以下「指導原則」といいます。）

 
1 ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク（BHR Lawyers）は、企業法務や人権擁護までそれぞれの専門分野で活動し

ている弁護士・研究者・企業関係者などの法律専門家が、その専門性を活かしつつ、コレクティブアクションとして結

成した情報共有ネットワークです。日本における「ビジネスと人権」に関するプラクティスを向上・普及させ、もって

ビジネスにおける人権尊重やステークホルダーとの間の対話・救済を促進することを目的として活動しています。
https://www.bhrlawyers.org/  
2 菅原絵美は、本ガイドライン案の「5. 救済（各論）」に対する意見に関して、本プロジェクトに参加しています。そ

の他の箇所に対する意見については、別途提出しています。 
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をはじめとする国際規範と齟齬のある記載や国際規範の内容について誤解を招きかねない

記載が多数認められます（詳細は、例えば、後記第２の２・３・６・９・１１・１２・１４

をご参照ください）。 

このような記載が存在しますと、日本企業に対し国際規範に関する誤った理解を生じさ

せることにつながりかねず、また日本社会・企業に対する国際的な評価を低下させることに

つながりかねない懸念が生じます。そのため、国際規範に整合した記載に修正することを要

請します。 

 

２ 国際規範文書に関する出典や関連箇所の明示の必要性 

本ガイドライン案には国際規範文書の記載をほぼそのまま複写しながら、出典の明示の

ない記載が複数認められます（詳細は、例えば、後記第２の３・１１・１２をご参照下さい）。 

例えば、「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」（以

下、「OECD・DD ガイダンス」といいます。）には、「利用者は自身が作成する文書、プレゼ

ンテーション、ブログ、ウェブサイト、教材の中に、OECD の刊行物、データベース、マル

チメディア製品からの抜粋を用いることができるが、その際は、OECDを出典および著作権

所有者として適切に明記することが条件となる。」と記載があり、著作権保護や引用ルール

の観点で批判を受けないためにも、出典を明示していただいた方がよいと考えます。 

本ガイドライン案について国際規範文書の出典や関連箇所を明示していただくことは、

企業において本ガイドライン案に対応した国際規範文書の詳細を確認することを容易にし、

本ガイドライン案の実用性を高めるためにも重要です。そのため、本意見書において指摘し

た箇所以外においても、広く、国際規範文書に関する出典や関連箇所を明示することが重要

と考えます。 

 

３ 国際人権の尊重と国内法令の遵守の関係に関するより正確かつ具体的な記載の必要性 

企業が人権を尊重するにあたって、国際的に認められた人権の尊重と国内法令の遵守の

関係を正確に理解することは極めて重要です。 

企業の人権尊重責任の「基礎となる原則」として位置づけられる指導原則の原則１１は

「企業は人権を尊重すべきである。」と明示し、その公式コメンタリーにおいて、「人権尊重

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。その責任は、国家がその人権義務を果たす能力・意思からは独立してあるもので、国家

の義務を軽減させるものではない。さらに、その責任は、人権を保護する国内法令の遵守を

越えるもので、それらの上位にある」と、国内法令の遵守との関係を明確に説明しています。 

これをふまえて、原則２３は、国内法令の遵守との関係で、国際的に認められた人権をど

のように尊重していけばよいのかを具体的に説明しています。 

しかしながら、本ガイドライン案には、原則２３の内容について誤解を招きかねない記載

が存在します。また、原則１１の公式コメンタリーに関する記載は一切ありません。このま
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までは、国際的に認められた人権の尊重と国内法令の遵守の関係が正確に理解されない懸

念があります。そのため、指導原則に即して国際人権の尊重と国内法令遵守の関係に関して、

より正確かつ具体的な記載を行うことを要請します（詳細は、第２の２をご参照ください。） 

 

４ 人権尊重の取組の各所における脆弱な立場にあるステークホルダーへの配慮の記載や

関連する国際条約・原則の明示の必要性 

 指導原則は、基本原則において、「この指導原則は、社会的に弱い立場に置かれ、排除さ

れるリスクが高い集団や民族に属する個人の権利とニーズ、その人たちが直面する課題に

特に注意を払い、かつ、女性及び男性が直面するかもしれない異なるリスクに十分配慮して、

差別的でない方法で、実施されるべきである。」と規定しています。そして、指導原則は、

人権尊重の取組に関する各所において、脆弱な立場にあるステークホルダーへの配慮に関

して規定しています。 

しかしながら、本ガイドライン案には、負の影響の特定・評価に関する 4.1.2.2 にしか脆

弱な立場にあるステークホルダーに関連する記載がありません。このような記載では、読者

は、その他の局面では、脆弱な立場のステークホルダーへの配慮はさほど重要ではないと誤

解する懸念があります。 

そのため、本ガイドライン案 2.1.2.1の「人権」の範囲や本ガイドライン案 2.1.2.3の「ス

テークホルダー」などにおいても、指導原則における記載を参照しながら、脆弱な立場にあ

るステークホルダーに配慮すべき内容を明記することが必要であると考えます。 

また、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、先住民族の権利に関する国際連合宣言、障

害者権利条約、子どもの権利条約、移住労働者の権利条約などの国際条約や「女性のエンパ

ワーメント原則（WEPs）」や「子どもの権利とビジネス原則」などの原則についても具体的

に明示することも必要と考えます（詳細は、第２の１０をご参照ください。）。 

 

５ 救済に関するより正確かつ充実した記載の必要性 

 企業が人権尊重責任を果たすためには、人権デュー・ディリジェンス（以下「人権 DD」

といいます。）の実施と並行して、適切な場合に是正・救済措置を取ることやそれを可能と

するための苦情処理メカニズムを整備又は協力することが極めて重要です。 

 しかし、本ガイドライン案においては、人権ＤＤに関する記載と比較して、救済に関する

記載が非常に乏しく、企業がどのように苦情処理メカニズムを整備できるかが理解するこ

とが困難です。苦情処理メカニズムの整備における留意点や国内外の整備例について追記・

整理していただく必要があります。 

 また、特に、本ガイドライン案２６頁「５．救済（各論）」第２段落において、「自社の事

業・製品・サービスが負の影響と直接関連しているにすぎない場合は、その企業には救済を

実施する責任はない。」との記載は、常に救済を実施する責任がないと誤解を生じさせかね

ない懸念があります。「助長する」と「直接関連している」の関係性は連続性があり、直接
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関連しているに過ぎない場合でも、人権 DD を通じて人権への負の影響を特定していたに

もかかわらず合理的な措置もとらないことが続いた場合などは、人権への負の影響の助長

に発展し、救済を実施する責任を負う可能性があることを明確にする必要があります（救済

に関する意見の詳細は、後記第２の１３～２０をご参照ください。）。  

 

 

第２ 各論 

 

１ 2.1.2.1 「人権」の範囲（本ガイドライン案７頁） 

(1)  該当箇所  

2.1.2.1 「人権」の範囲（本ガイドライン案７頁） 

人権の範囲についての説明と、具体例の記載（第１段落、第２段落）。 

 

(2) 意見内容 

「国際的に認められた人権には、少なくとも、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 ILO 宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則 

が含まれる。」という該当箇所の現在の第１段落の記載に加えて、例えば、本年２月に公表

された EUのコーポレートサステナビリティ・デューディリジェンス指令案は、別紙で人権

条約のみならず環境条約（水俣条約、POPs 条約、バーゼル条約、パリ協定等）の具体的名

称を明示しており、これらの条約は、企業が「人権」の範囲を判断する際に準拠する国際条

約として参考になると思われるため、これらの条約の例示が望ましいと考えます。 

 さらに、人権の具体例に関する該当箇所の現在の第２段落の記載に加えて、本年７月に公

表された、日本繊維産業連盟の「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」 の別

紙 1.「主要な国際人権条約・国際労働条約に含まれる国際人権の内容」は、ビジネスとの関

係で侵害が報告されている人権を具体的に例示しており、繊維産業以外の業種の日本企業

にとっても参考になると思われるため、紹介が望ましいと考えます。 

 

(3) 理由 

 実務上、日本企業から、自社において課題となり得る「人権」の範囲が判然としないとい

う悩みを聴取する機会が多く、ガイドラインとしても、企業のそのような声に対応した追記

が必要と考えます。 

 

 

２ 2.1.2.1 「人権」の範囲（本ガイドライン案７頁） 

(1)  該当箇所  

2.1.2.1 「人権」の範囲（本ガイドライン案７頁） 
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第３段落、第４段落の以下の記載。 

「また、国際的に認められた人権であるかどうかにかかわらず、各国の法令で認められ 

た権利や自由を侵害してはならず、法令を遵守しなければならないことは当然であること

に留意が必要である。 

 他方で、各国の法令を遵守していても、人権尊重責任を十分に果たしているといえるとは

限らず、法令遵守と人権尊重責任とは、必ずしも同一ではない。特に、ある国の法令やその

執行によって国際的に認められた人権が適切に保護されていない場合においては、可能な

限り、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求する必要がある。」 

 

(2) 意見内容 

本ガイドライン案の該当箇所の第３段落と第４段落の記載は指導原則の原則２３をふま

えて規定したものと思われますが、その内容を正確に反映しておらず、誤解を招く懸念があ

るため、以下のとおり修正すべきと考えます。参考として、修正箇所に下線を引いています。 

 「また、人権を尊重する責任は、人権を保護する国内法令の遵守を越えるもので、それら

の上位にある。企業は、各国の法令を遵守していても、人権尊重責任を十分に果たしている

といえるとは限らない。特に、ある国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が

適切に保護されていない場合もあることに留意する必要がある。このような場合も含め、世

界のどこで事業を行う場合であっても、企業は、適用される法令をすべて遵守すると共に、

国際的に認められた人権を尊重する必要がある。また、世界各国で企業の潜在的な法的責任

の範囲が拡大している状況をふまえると、企業が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に関わる問題としてあつかう必要がある。 

 適用される法令と国際的に認められた人権に基づき相反する要求に直面した場合には、

企業は困難な対応を迫られるが、このような場合であっても、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必要がある。」 

 

(3) 理由 

① 原則１１公式コメンタリーに関する説明の欠如 

原則２３は、企業の人権尊重責任の「基礎となる原則」として位置づけられる指導原則の

原則１１の公式コメンタリーの記述をふまえて、これを具体化したものです。 

すなわち、原則１１は、「企業は人権を尊重すべきである。」と明示し、その公式コメンタ

リーにおいて、「人権尊重責任は、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。その責任は、国家がその人権義務を果たす能力・意思からは

独立してあるもので、国家の義務を軽減させるものではない。さらに、その責任は、人権を

保護する国内法令の遵守を越えるもので、それらの上位にある」と説明しています。 

 本ガイドライン案にも、この記載をふまえた説明を加えることが適切と考えます。なお、

指導原則では、全体を通じての一般原則のあとに、３つの柱である国家の保護義務、企業の
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尊重責任、救済へのアクセスが規定されており、それぞれの柱は基盤となる原則と運用上の

原則から構成されています。よって、指導原則から企業へのガイダンスを導く場合には、一

般原則および基盤となる原則をふまえて、具体的な運用上の原則を捉えていくことが適切

です。 

② 第３段落に関する懸念点 

第３段落の上記の記載には、 「（国内法令と国際人権の）相反する要求に直面した場合に

国際人権の原則を最大限尊重する方法を追求する」という指導原則の原則２３ｂの場面に

関する説明が一切ありません。 

このような場面に関する説明を一切行うことなく、冒頭文で「国際的に認められた人権で

あるかどうかにかかわらず、各国の法令で認められた権利や自由を侵害してはならず、法令

を遵守しなければならないことは当然である」と説明すると、ガイドラインの読者は、相反

する要求に直面した場合、国際人権の原則を最大限尊重する方法を追求するのではなく、

「法令遵守は当然」であることのみに重きを置いてしまう懸念があります。 

③ 第４段落に関する懸念点 

 第４段落最終文の「可能な限り、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求す

る必要がある」という表現は、指導原則の原則２３ｂ 「（国内法令と国際人権の）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。」に非常

に類似した記載となっています。 

しかし、第４段落最終文が説明する場面である「ある国の法令やその執行によって国際的

に認められた人権が適切に保護されていない場合」は、国内法令による保護が国際人権の水

準に達していない場面を意味するように読めてしまい、国際法令と国際人権の相反する要

求に直面するような困難な場面を直ちに意味するものとは理解しにくいと考えられます。

そして、このような場合は、指導原則の原則２３ｂで表現されるような国際人権を尊重する

「方法を追求する(seek ways to)」だけでは、企業の取組として十分とはいえないと思われま

す。 

むしろ、上記のような「ある国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が適切

に保護されていない」場合は、指導原則の原則２３ａが規定するように法令遵守と共に明確

に「国際的に認められた人権を尊重する」ことが必要な場面であり、また指導原則の原則２

３ｃが規定するように「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

守に関わる問題としてあつかう」必要がある場面と思われます。 

 

 

３ 2.1.2.2 「負の影響」の範囲（本ガイドライン案８頁）等 

 

(1) 該当箇所 

2.1.2.2 「負の影響」の範囲（本ガイドライン案８頁）の「負の影響の類型」に関する図表 
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4.1.1 具体的なプロセス  (c) 負の影響と企業の関わりの評価（本ガイドライン案１４頁）に

関する記載 

 

(2) 意見内容 

本ガイドライン案８頁の「負の影響の類型」の図表の例については読者に誤解を招く懸念

があり、また、本ガイドライン案８頁・１４頁には、負の影響の類型の内容や区別に関する

説明が不足しているため、以下の修正を行うように提案を行います。 

 まず、本ガイドライン案８頁の「負の影響の類型」の図表の各事例の出典（OECD・DDガ

イダンス等）を明確にしていただければ幸いです。 

また、本ガイドライン案８頁の図表の下又は１４頁の「4.1.1 具体的なプロセス (c) 負の

影響と企業の関わりの評価」の項目においても、以下の記載を追記することを提案します。

参考として、追記箇所に下線を引いています。 

「「引き起こす」とは、企業の活動がそれだけで負の影響をもたらすのに十分である場合

をいう。「助長する」とは、企業の活動が他の企業の活動と合わさって影響を引き起こす場

合、企業の活動が別の企業が負の影響を引き起こすことを生じさせ、促進し又は動機付ける

場合をいう。「直接関連する」とは、「負の影響と企業の製品、サービスまたは事業との関係

を通じてつながっている場合をいう。なお、「直接関連」とは「直接調達」といった直接の

契約関係のみに限定されるものではない。 

「助長」又は「直接関連」のどちらに該当するかは、(1)他の企業に負の影響を引き起こさ

せた程度、又は、他の企業が負の影響を引き起こすことを促進し若しくは動機付けた程度

（負の影響への寄与の大小）、(2)負の影響又はその可能性について知り得たか、知るべきで

あったかどうかの程度（予見可能性の度合い）、(3)負の影響を軽減し又はその発生リスクを

減少させたかどうかの度合い、などの要素を総合的に考慮して判断される（以上は OECD・

DD ガイダンスの Q29の記載を参照して記載している。）。 

もっとも、実際には、「助長」又は「直接関連」のいずれのケースに該当するかの区別が

困難な場合も多く、そのような場合には、「助長」として捉えて対応することが望ましい。」 

 

(3) 理由 

① 本ガイドライン案 8頁図表の「助長」の例に関する懸念点 

 図表において「助長」の例は、OECD・DD ガイダンスの「Q29. 企業が「原因となる」、

「助長する」、またはビジネス上の関係により自らの事業、製品またはサービスと「直接結

びつく」負の影響とは何を意味するのか」に記載された事例を、出典の記載なくほぼそのま

ま引用しています。 

 しかし、OECD・DD ガイダンスの Q29 は、「助長」について、(1)企業活動が影響発生の

リスクを増大させた度合い、(2)負の影響またはその可能性についての予見可能性の度合い、

(3)企業のいずれかの活動が実際に負の影響を軽減しまたは影響発生のリスクを減少させた
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度合いの要素を提示して、事例がなぜ「助長」に該当するのかを具体的に説明しています。 

 かかる分析がなく事例のみを説明した場合、読者は、事例のように「知りながら」「認識

しているにもかかわらず」といった故意がある事例でなければ助長にあたらないのではな

いかと誤解する可能性も否定できません。 

② 本ガイドライン案 8頁図表の「直接関連している」に関する懸念点 

 「直接関連している」の例は、OECD・DD ガイダンスの例ではなく、OHCHRの解釈手引

の例を、出典の記載なくそのまま引用しています。 

 この事例のみ確認をした場合、いずれも「合意された基準に違反し」「契約義務に反して」

というように企業が取引先と契約・合意していたケースなので、契約上の措置をとっておけ

ば助長に常にあたらないのではないかと誤解する可能性も否定できません。 

 また、いずれも自社と契約関係にある直接の取引先における人権侵害の事例なので、「直

接関連する」とは主に直接の取引がある場合を意味すると誤解する危険性もあります。なお、

OECD・DDガイダンスは、「ある企業が児童労働により採掘されたコバルトを調達し、それ

を自社の製品に使用した場合」を挙げており、サプライチェーンを通じて間接的に取引関係

のある事例を挙げています。 

③ 負の影響の類型の内容・区別に関する説明の不足 

 負の影響の類型の内容・区別は、企業の負の影響に対する対応の要否及び内容に大きな影

響を生じさせるものであるにもかかわらず、本ガイドライン案本文には、8頁の図表を除い

てそれを説明する記載が見当たりません。 

負の影響の特定・評価に関する「4.1.1 具体的なプロセス」にも (c) 「負の影響と企業の

関わりの評価」（本ガイドライン案 14頁）という項目が存在しますが、「具体的なプロセス」

というタイトルに関わらず、この項目には負の影響の類型の内容や区別に関する具体的な

記載が一切ない状況です。 

本ガイドライン案別紙の Q13には「助長」「直接関連している」の区別に関しては記載さ

れており、こちらは適切な記載であると思います。しかし、この記載はガイドライン別紙の

最終頁に記載されており、関連個所は「ガイドライン５ 救済」のみに限定されています。

本ガイドライン案の読者は、本ガイドライン案別紙の最終頁まで読まなければ、その内容が

わからず、誤解をしてしまう懸念があります。 

 

 

４ 2.2.4 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である（本ガイドライン案 10頁）

等 

 

(1) 該当箇所 

2.2.4 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である（本ガイドライン案１０頁） 

 「そこで、企業は、人権尊重の取組の最終目標を認識しながら、まず、より深刻度の高い
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人権への負の影響から優先して取り組むべきである。深刻度の高い負の影響が複数存在す

る場合には、まず、自社及び直接契約関係にある取引先において、自社が引き起こし又は助

長している負の影響に優先的に対応することも考えられるが、その場合には、間接的な取引

先や自社の事業等と直接関連するにすぎない負の影響へと対応を広げていく必要がある。」 

 さらに、本ガイドライン案別紙 Q3の同様の記載があります。 

 

(2) 意見内容 

これらの記載は、人権 DD における優先順位に関する考え方について読者に誤解を生じ

させかねないため、以下のとおり修正すべきと考えます。参考として、追記箇所に下線を引

いています。 

 「そこで、企業は、人権尊重の取組の最終目標を認識しながら、より深刻度の高い人権へ

の負の影響から優先して取り組むべきである。人権への負の影響の深刻度は、4.1.3 規定の

とおり、人権への負の影響の規模、範囲、救済困難度という ３つの基準を踏まえて判断さ

れる。深刻度は、人権への負の影響の程度を基準として判断され、企業経営に与え得る負の

影響（経営リスク）の大小を基準として判断されないことには留意が必要である。」 

 

(3) 理由 

本ガイドライン案で「まず、深刻度の高い人権への負の影響から優先的に取り組むべきで

ある」と非常に短い一文で説明した直後に「深刻度の高い負の影響が複数存在する場合」を

紹介するのは、人権への負の影響の深刻度に関する緻密な評価を放棄しているように誤解

されることを懸念します。 

指導原則の原則２４において優先順位付けの基準としているのは、人権への負の影響の

深刻度のみです。人権への負の影響の深刻度は、負の影響のリスクが重大である事業領域を

特定したうえで、さらに詳細な調査を通じてリスク評価を行うといった、負の影響の特定・

評価のプロセスを通じて、可能な限り緻密に評価していく必要があります。このような人権

の負の影響の深刻度の緻密な評価を行っていくことが、対応の優先順位付けを行う「リスク

ベース・アプローチ」を正当化するための前提となっていると理解されます。 

それゆえだと思いますが、指導原則は、「深刻度の全く同程度に高い負の影響が複数存在

する場合」のような限界事例における優先順位付けの基準までは規定していません。 

そのような限界場面での対応を「2.2 人権尊重の取組にあたっての考え方」という総論部

分で大々的に取り上げ、さらに「直接契約関係にある取引先から優先的に対応できる」とい

う独自の基準を提示することは、読者に、深刻度の全く同程度に高い負の影響が複数存在す

ると簡単に判断でき、その場合には直接契約関係にある取引先から優先的に対応できると

の誤解を助長しかねません。 

OECD・DDガイダンスの Q24では、「ビジネス上の関係先を「高リスク」に分類し、詳細

な評価対象として優先する決定において重要なのは、自社とのビジネス上の関係の強さで
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はなく、ビジネス上の関係のリスクの特性に基づいて行うことである。例えば、電子機器企

業の場合は、調達先の企業が紛争地域および紛争の高リスク地域での鉱物採掘に携わって

いる場合、その調達先企業と直接の契約関係を結んでいない場合でも、「高リスク」調達先

としてチェックする。」と記載し、直接・間接の契約関係があるか否かによって優先順位を

つけるべきではないこと明確にしています。 

本ガイドライン案では、国際規範の規定にも矛盾する企業の行動を助長しかねないこと

を懸念します。 

 

 

５ 3.2 策定後の留意点（本ガイドライン案１２頁） 

(1) 該当箇所 

3.2 策定後の留意点（本ガイドライン案１２頁） 

本文に「人権方針は策定・公表することで終わりではない。企業全体に人権方針を定着さ

せ、その活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められる。このためには、人

権方針を社内に周知し、行動指針や調達指針等に人権方針の内容を反映することなどが重

要である。」との記載がある。 

注 32には、人権方針の「「公開」とは別に「周知」のための手続が必要となるわけではな

い」との記載がある。 

 

(2) 意見内容 

 「3.2 策定後の留意点」の本文の記載については、記載内容自体はもっともな内容ですが、

企業における実務的関心が高い項目にもかかわらず、OECD・DD ガイダンスなどと比較す

ると記載の具体性が不足していると思われます。そのため、OECD・DD ガイダンスなどを

参照しながら、方針を経営システムに統合することや方針をサプライヤーなど取引先との

エンゲージメントに組み込むことに関する具体的な行動（契約書の条項の整備を含みます。）

を説明することが適切であると考えます。 

一方、注 32の、人権方針の「「公開」とは別に「周知」のための手続が必要となるわけで

はない」との記載は、実務上、適切な記載ではないため、削除すべきと思われます。 

 

(3) 理由 

 OECD・DD ガイダンス 23-24 頁では、1.1 で方針を策定した後のステップとして、1.2 で

は方針を経営システムに統合すること、1.3では方針をサプライヤーなど取引先とのエンゲ

ージメントに組み込むことを提示した上で、各ステップに関して具体的な行動を列挙して

います。 

 このような OECD・DDガイダンスが提示しているステップと比較すると、ガイドライン

の記載は具体性が不足しているように思われます。企業の実務上の関心の高い項目ですの
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で、より具体的な記載が必要と考えます。例えば、契約書の条項の整備は人権リスクへの対

応策として重要であり、また、EUの「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」に

も規定されていることから、企業の国際的なコンプライアンス上の対策としても明記が必

要と考えます。 

一方、本ガイドライン案１２頁の注３２として、「人権方針の「公開」とは別に「周知」

のための手続が必要となるわけではない」との記載は、違和感があります。社内で人権方針

を周知しなければ、経営システムに人権方針が組み込まれるとは考えられません。また、調

達先に人権方針や調達方針を周知しなければ、サプライヤーなど取引先における方針の遵

守を確保することができるとは考えられません。 

 

 

６ 4.1.1 具体的なプロセス (b)負の影響の発生過程の特定（本ガイドライン案１４頁） 

 

(1) 該当箇所 

4.1.1 具体的なプロセス (b) 負の影響の発生過程の特定（本ガイドライン案１４頁） 

 

(2) 意見内容 

 (b) 「負の影響の発生過程の特定」のタイトルや内容は、国際スタンダードと齟齬がある

ため、OECD・DD ガイダンスなどを参考としながら「重要なリスク領域における詳細な評

価」などと修正すべきと考えます。 

また、「具体的なプロセス」という項目であるにもかかわらず、その内容が具体的でない

ため、OECD・DDガイダンスなども参照しながら、「重大なリスク領域における詳細な評価」

の局面におけるサプライチェーン・マッピング、二次以下のサプライヤーの調査、コントロ

ール・ポイントに対するエンゲージメント、ステークホルダーとの対話などを具体的にどの

ように行っていくかを追記すべきと考えます。 

 

(3) 理由 

① (b)「負の影響の発生過程の特定」の記載の不適切性 

本ガイドライン案 4.1.1 「具体的なプロセス」の(a)-(d)を確認する限り、OECD・DDガイ

ダンスの負の影響の評価に関するステップ 2.1-2.4 に対応して記載されていると理解してい

ます。 

しかしながら、(b)負の影響の発生過程の特定（本ガイドライン案１４頁）については、

「ステップ 2.2 重大なリスク領域を出発点として、掘り下げながら徐々に詳細な評価

（iterative and increasingly in-depth assessments）を実施する」という内容と大きく乖離してし

まっています。 

その結果、(a)-(d)を通じて負の影響の「評価」のプロセスが存在しないかのような記載と
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なってしまっています。  

② 「重大なリスク領域における詳細な評価」の具体的方法に関する記載の不足 

スコーピングで特定した重大なリスク領域において、より詳細な評価を通じてリスクを

特定・評価していくことは、人権 DDの中核とも評価できる極めて重要なプロセスと理解し

ています。 

OECD・DD ガイダンスの２６頁でも「ステップ 2.2 重大なリスク領域を出発点として、

掘り下げながら徐々に詳細な評価を実施する」ということの具体的行動として、サプライチ

ェーン・マッピング、二次以下のサプライヤーの調査、コントロール・ポイントに対するエ

ンゲージメント、ステークホルダーとの対話など様々な対応を挙げています。また、OECD・

DD ガイダンスの Q23-28もステップ 2.2に関連した Q&Aを規定しています。 

 しかし、本ガイドライン案の「4.1.1 具体的なプロセス」(b)などには上記に対応した具体

的な記載はありません。この点を具体的に記載しないと、負の影響の特定・評価とは、主に

(a)に記載されているようなスコーピングを意味するものと誤解を招きかねません。 

ガイドラインを企業にとって実用的なものとするためにも、OECD・DD ガイダンスなど

も参照しながら、「重大なリスク領域における詳細な評価」の局面においてサプライチェー

ン・マッピング、二次以下のサプライヤーの調査、コントロール・ポイントに対するエンゲ

ージメント、ステークホルダーとの対話などを具体的にどのように行っていくかを追記し

ていただくことをご検討ください。 

 

 

７ 4.1.2.3 関連情報の収集（本ガイドライン案１６頁）の記載 

 

(1) 該当箇所 

4.1.2.3 関連情報の収集（本ガイドライン案１６頁） 

 「どのような方法が適切かは、収集する情報の種類等を踏まえて判断される。例えば、企

業が人権への負の影響を正確に理解するためには、潜在的に負の影響を受けるステークホ

ルダーと直接対話することに努めるべきである。」 

 

(2) 意見内容 

本記載は特に具体的に欠けているため、OECD・DD ガイダンス Q25の記載も参照しなが

ら、いかなる場合にどのような調査方法が適切となるか具体的な記載を行うべきと考えま

す。 

 

(3) 理由 

「企業が人権への負の影響を正確に理解するためには、潜在的に負の影響を受けるステ

ークホルダーと直接対話することに努めるべきである。」との記載について、内容はもっと
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もですが、人権 DD においてステークホルダーとの対話が重要であるのは当然であり、収集

する情報の種類等に応じてどのような調査方法が適切なのかの例にはふわさしくないと思

われます。 

 OECD・DD ガイダンス Q25では、いかなるリスク評価の方法をとるかはリスクの性質に

合わせて調整するとして、以下の例が挙げられています。 

「・特に労働安全衛生、製品安全および環境パフォーマンスに関連するリスクの評価を行う

には、現地調査が適している。 

・文書審査は、企業の財務報告基準の遵守状況を審査する場合に適している。 

・労働者との面接およびフォーカスグループ・ディスカッションは、労働および人権に関す

るリスク、特に、取り扱いに慎重さが必要で通常文書化されていないリスクを評価する場合

に適している。労働者は経営側に対して正直な回答を伝えにくい場合があること 

を踏まえ、場合によっては、信頼できる第三者が面接およびフォーカスグループ・ディス 

カッションを実施する必要もある。 

 ・ステークホルダーとのエンゲージメントおよび関連する市民社会組織との協議は、現地 

社会に対する企業活動の負の影響を評価するのに適していると考えられる。」 

 このような記載も参照しながら、いかなる場合にどのような調査方法が適切となるか具

体的な記載を行うことが重要と考えます。 

 

 

８ 4.1.2.4 紛争等の影響を受ける地域における考慮（本ガイドライン案１７頁） 

 

(1) 該当箇所 

4.1.2.4 紛争等の影響を受ける地域における考慮（本ガイドライン案１７頁） 

 「強化された人権 DD」についての記載 

  

(2) 意見内容 

 「強化された人権 DD」は、紛争等の影響を受ける地域（本ガイドライン案１７頁）、事

業活動を行う地域の国家等の統治者の関与の下、人権侵害が行われる場合（本ガイドライン

案２１頁）に限らず、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が存在する場

合は実施を検討すべきことについて言及することが必要と考えます。 

 また、「強化された人権 DD」で求められる手続等のポイントを本文で紹介することが必

要と考えます。 

 

(3) 理由 

 「強化された人権 DD」は重大な人権リスクが存在する場合は実施を検討すべきであり、

特定の地域に限定して実施が求められるという誤解を招かないようにする必要があります。 
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 また、日本企業はロシア・ミャンマー・中国等での事業活動を含めて、「強化された人権 

DD」を検討する必要があるケースが多いと予測されるため、脚注で参考文献を紹介するだ

けではなく、求められる手続等のポイントを本文で説明することは企業にとって非常に有

用と考えます。 

 

 

９ 別紙 Q７（本ガイドライン案別紙３頁） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案別紙 Q7（本ガイドライン案別紙３頁） 

 「現地調査の実施が現実的に可能な場合であっても、大きな負担を伴うこともあるため、

例えば、深刻度が高く優先的に対応すべき負の影響について実施することなども考えられ

る。」 

 

(2) 意見内容 

本記載については削除又は修正すべきと考えます。 

 

(3) 理由 

現地調査について「大きな負担」があれば対象を限定できるという誤解を生じさせかねな

いことを懸念します。また、そもそも負の影響の深刻度を調査するために現地調査を実施す

るにもかかわらず、「深刻度が高く優先的に対応すべき負の影響」に基づいて現地調査の対

象を限定すると説明するのは、トートロジーとなっているようにも思われます。 

この記載は、スコーピングにより重要なリスク領域を特定した上で、掘り下げながら徐々

に詳細な調査を行っていく局面において、リスクが存在する可能性がより高い取引先から

現地調査を進めていくことが効果的であるという趣旨ではないかと思われますので、より

正確な記載に修正されることを希望します。実務上も、リスクの高い国・地域や製品のサプ

ライチェーンの領域を特定した上で、サプライヤーへのアンケートやサプライチェーン・マ

ッピングを行うことを通じて人権侵害のリスク要因が多く存在する工場をさらに特定した

上で、そのような工場から現地調査を行うことが一般的であると理解されています。 

 

 

１０ 4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー（本ガイドライン案１５頁）等 

 

(1) 該当箇所 

4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー（本ガイドライン案１５頁） 

2.1.2.1 「人権」の範囲（本ガイドライン案６頁） 
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2.1.2.3 「ステークホルダー」（本ガイドライン案８頁） 

 

(2) 意見内容 

 本ガイドライン案 4.1.2.2 の「脆弱な立場にあるステークホルダー」のみならず、本ガイ

ドライン案 2.1.2.1の「人権」の範囲や本ガイドライン案 2.1.2.3の「ステークホルダー」な

どにおいても、指導原則における記載（基本原則・原則 12の公式コメンタリー、原則２０

の公式コメンタリー、原則３１の公式コメンタリー）を参照しながら、脆弱な立場にあるス

テークホルダーに配慮すべき内容を明記することが必要であると考えます。 

 また、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、先住民族の権利に関する国際連合宣言、障

害者権利条約、子どもの権利条約、移住労働者の権利条約などの国際条約や「女性のエンパ

ワーメント原則（WEPs）」や「子どもの権利とビジネス原則」などの原則についても具体的

に明示することも必要と考えます。 

 

(3) 理由  

本ガイドライン案「4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー」で記載があるとおり、

影響の特定・評価のプロセスで、脆弱な立場にあるステークホルダーに特別の注意を払うべ

き点はもっともな記載であると考えます。しかしながら、脆弱な立場のステークホルダーに

注意を払う必要があるのは、影響の特定・評価の局面に限定されません。 

指導原則は、そもそも基本原則において、「この指導原則は、社会的に弱い立場に置かれ、

排除されるリスクが高い集団や民族に属する個人の権利とニーズ、その人たちが直面する

課題に特に注意を払い、かつ、女性及び男性が直面するかもしれない異なるリスクに十分配

慮して、差別的でない方法で、実施されるべきである。」と記載しています。また、指導原

則は、人権尊重責任の内容、影響評価、追跡評価、苦情処理メカニズムなど企業が人権尊重

責任を果たすための様々な段階で脆弱な立場へのステークホルダーの配慮を記載していま

す。影響の特定・評価に関してのみ「脆弱な立場のステークホルダー」について言及してい

るガイドライン案の記載では、読者は、その他の局面では、脆弱な立場のステークホルダー

への配慮はさほど重要ではないと誤解する懸念があります。 

指導原則の原則１２の公式コメンタリーは、企業に対し、企業活動が、特別の配慮を要す

る社会的に脆弱な立場に置かれるリスクのあるグループ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、追加の人権基準を考慮すべき場合があると説明しています。 

さらに、以下のとおり、国連文書や決議によって、様々な社会的に脆弱なグループ（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、並びに、移住

労働者及びその家族等）の人権の内容が具体化されています。また、一部の特定のグループ

の人権の尊重に特化した形で、企業向けの人権 DD ガイダンスも発表されています。 

その他、全ての社会的な脆弱なグループに関係する国際連合条約として、人権差別撤廃条

約が存在します。また、本ガイドライン案脚注１７でも記載しているとおり、気候変動や環
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境に関連しても、国連総会が「清潔で健康的かつ持続可能な環境」を人権として認めていま

す。 

 

社会的な脆弱なグループに関する人権基準 

社会的に脆弱なグループの

種類 

国連文書・決議 企業向け人権 DD ガイダン

ス 

先住民族 先住民族の権利に関する国

際連合宣言 

ILO169号条約 

人種差別撤廃条約 

 

女性 女性差別撤廃条約 女性のエンパワーメント原

則（WEPs） 

民族的または種族的、宗教

的および言語的少数者 

「民族的または種族的、宗

教的および言語的少数者に

属する者の権利に関する宣

言」 

人種差別撤廃条約 

 

障がい者 障がい者権利条約  

子ども 子どもの権利条約 子どもの権利とビジネス原

則 

移住労働者及び家族 移住労働者の権利条約 

ILO97号条約、同 143号条約 

ダッカ原則 

性的少数者（LGBTQ） 国連人権理事会決議 17/19 

「人権、性的指向およびジ

ェンダー同一性」 

「LGBTI の人々に対する差

別への取組み－企業のため

の行動基準」 

  

 指導原則の原則１８の公式コメンタリーは、人権 DDにあたって、企業は、社会的弱者の

人権の特別の影響に特に注意を向け、女性と男性では異なるリスクがありうるということ

にも留意すべき旨を規定しています。 

 指導原則の原則２０の公式コメンタリーは、は、企業が人権に対する影響への対応の有効

性を追跡評価するにあたっても、社会的弱者との関係で特に努力すべき旨を規定していま

す。 

 指導原則の原則３１の公式コメンタリーは、苦情処理メカニズムを整備するにあたって

の要素の一つとして、アクセス可能であることを挙げ、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ことを求めています。 
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１１ 4.2.1.3 取引停止（本ガイドライン案２０頁）等 

 

(1) 該当箇所 

4.2.1.3 取引停止（本ガイドライン案２０頁） 

 

(2) 意見内容 

 OECD・DD ガイダンスの出典を明記すべきと考えます。 

 また、図表の「取引を停止する場合の責任ある対応」の例について、OECD・DD ガイダ

ンスをふまえて修正することをお勧めします。 

 

(3) 理由 

① 出典の記載の不足 

 本ガイドライン案 20 頁の記述や図表の内容は、OECD・DD ガイダンスの「Q39. ビジネ

スの関係を解消する際にはどのように臨めるか」の内容をほぼそのまま引用し、整理したも

のと思われますが、出典の明示がありません。OECD・DD ガイダンスには「利用者は自身

が作成する文書、プレゼンテーション、ブログ、ウェブサイト、教材の中に、OECDの刊行

物、データベース、マルチメディア製品からの抜粋を用いることができるが、その際は、

OECD を出典および著作権所有者として適切に明記することが条件となる。」と記載があり

ます。著作権保護や引用ルールの観点で後日批判を受けないためにも、出典を明示していた

だいた方がよいと考えます。なお、本ガイドライン案の本文の簡明さを維持する必要性に応

じ、別紙に纏めて記載する形式をご検討ください。 

② OECD・DDガイダンスとの齟齬 

 また、図表の「取引を停止する場合の責任ある対応」の例について、OECD・DD ガイダ

ンスでは以下の４つが記載されているところ、本ガイドライン案ではその内容の一部を削

除・修正していると思われます。参考として、削除されている重要箇所に下線を引いていま

す。 

「・国内法、国際的な労働基準および労働協約の条項を遵守する。 

 ・取引停止の段階的な手順を事前に取引先との間で明確にしておく。 

 ・取引停止決定の裏付けとなる詳細な情報を、経営層および労働組合が存在する場合は 

これにも提供する。 

 ・可能であれば、取引先に対して取引停止に関する十分な予告期間を設けることが重要 

である」 

 特に、労働協約の遵守や労働組合への情報提供の部分が説明・理由の記載なく削除されて

おり、本ガイドラインは労働者や労働組合の不利益な形で国際スタンダードの内容を変更

しているとの批判につながってしまうことを懸念します。 
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１２ 4.2.3 構造的問題への対処（本ガイドライン案２３頁） 

 

(1) 該当箇所 

4.2.3 構造的問題への対処（本ガイドライン案２３頁） 

 

(2) 意見内容 

 第１段落について、一段落以上にわたって他の文書とほぼ同一の表現や例をそのまま使

用される場合には、出典を明記した方が適切と考えます。 

 また、第２段落は、「企業は、社会レベルの構造的問題の解決に責任を負うわけではない」

という記載は削除するか、あるいは、むしろ積極的に「企業も、持続的発展のために、その

本業を通じて社会レベルの構造的問題の解決に積極的貢献が求められているところ、」と書

き換えるとともに、「構造的リスクが存在する状況の中で企業活動を行うという決定は、企

業が、「人間の安全保障」のために必要なエンパワーメントに取り組むため、政府、市民社

会、研究者などのマルチ・ステークホールダーとの連携、協力、協働することが求められる

など、デュー・ディリジェンスの性質と範囲を拡大することになる。」などの形に記載を修

正することが必要と考えます。 

 

(3) 理由 

① 出典の記載の不足 

ガイドライン冒頭の段落「構造的問題とは、企業による制御可能な範囲を超える社会問題

等により広範に見られる問題でありながら、企業の事業又はサプライチェーン内部におけ

る負の影響のリスクを増大させているものをいう。例えば、児童労働のリスクを増大させる

就学難及び高い貧困率、マイノリティー集団に対する差別等がある。」を読む限り、OECD・

DD ガイダンスのコラム６をほぼそのまま引用したものと思われますが、こちらも出典の明

示がありません。 

② OECD・DDガイダンスとの齟齬 

OECD・DDガイダンスのコラム６では、「企業は政府の機能不全に対する責任を負わない」

とは記載があるものの、「構造的問題の解決に責任を負わない」という記載は全くなく、当

該表現の箇所は削除すべきと考えます。 

実際も、たとえばジェンダーギャップ指数に現れるように、ジェンダーに基づく差別は、

日本における構造的問題の一つといえます。水平分離（例：低賃金のエッセンシャルワーカ

ーに女性が集中）・垂直分離（例：女性の管理職登用が少ない）、ひいては男女賃金格差の問

題は、企業行動によってもたらされ、維持されてきた側面が強いといえます。また、技能実

習生の処遇や、マイノリティー集団に対する差別も、雇用主である企業が法令に従い、責任
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をもって対処すべき事項です。 

にもかかわらず、企業は「構造的問題の解決に責任を負わない」と記述し、技能実習生や

マイノリティーに対する差別を例として挙げるのは、問題の本質を誤り、責任の所在をあい

まいにするものです。 

また、本ガイドライン案の第 2段落は「また、企業は、社会レベルの構造的問題の解決に

責任を負うわけではないが、企業による問題への取組が、人権への負の影響を防止・軽減す

る上で有効な場合もあり、可能な限り、企業においても取組を進めることが期待される。」

と記載されています。この記載は、企業の構造的な問題への対処は、「可能な限り」「期待さ

れる」レベルにとどまると読者に誤解を生じさせることを懸念します。 

OECD・DDガイダンスのコラム６では、「企業は政府の機能不全に対する責任を負わない

が、構造的リスクが存在する状況の中で企業活動を行うという決定は、デュー・ディリジェ

ンスの性質と範囲を拡大することになる。」と明記しています。本ガイドライン案の記載は、

OECD・DDのコラムの記載と明確な齟齬があります。 

企業の構造的な問題への対処は本来 DD の性質と範囲を拡大するものでもあるかもかか

わらず、ガイドラインは「可能な限り」「期待される」レベルに企業の責任を合理的な理由

なく限定していると批判が生じることにつながりません。 

さらに、ESG、SDGsの先駆けとして、日本政府が推進してきた「人間の安全保障」の実現

のために国連総会においても、度々、民間セクターとの連携が呼びかけられてきており

（2013年 12月 23日総会への事務総長報告書 A/68/685, para. 36、2010年 3月 8日事務総長

報告書 A/64/701, para. 30など）、人権への取り組みにおいて世界のリーダーを目指す日本と

しては、持続可能な社会を目指す企業努力を評価する観点からも、より踏み込んだ、積極的

な表現が望ましいと思います。 

 なお、東京大学持続的平和研究センター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、マルチステークホルダー関係者から構成される研究会で、「アジアからの「ビ

ジネスと人権」の主体的な取組を促す企業における『人間の安全保障』インデックスプロジ

ェクト（CHSI）を作成して、公表をしています。これは、人権を単に企業リスクとして取ら

れ、人権を尊重しない企業を市場から排除するばかりでなく、企業のエンパワーメントへの

貢献を評価する評価軸を盛り込んで、企業の人権への貢献度も図ることで、人権を成長分野

の市場として開拓いただくことを促進するために提案していますので、参考にしていただ

きたいと思います（https://rcsp.c.u-tokyo.ac.jp/blog/detail/518）。 

 

 

１３ 5. 救済（各論）（本ガイドライン案２６頁以下） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」第１段落「企業は、自社が人権への負の影響
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を引き起こし、又は、助長していることを認識した場合、救済を実施し、又は、救済の実施

に協力すべきである。」 

 

(2) 意見内容 

 本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」第１段落は、企業は、自社が人権への負の影

響を引き起こし、又は、助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、又は、救

済の実施に協力すべきである。」と修正すべきと考えます。 

 

(3) 理由 

 指導原則では「最善の方針や慣行をもってしても、企業は、予見していなかった、または

防ぎ得なかった人権への負の影響を引き起こし、または負の影響を助長することがありう

る」（原則２２公式コメンタリー）としています。本ガイダンス案２６頁の「認識した場合」

は指導原則の原則２２が用いる「明らかになる場合」と同じく客観的に認識した場合という

意味で用いているのかもしれませんが、主観的に認識したか否か、すなわち「予見できた場

合」という意味に受け取られてしまえば指導原則との乖離が生じるため、修正を提案します。 

 

 

１４ 5. 救済（各論）（本ガイドライン案２６頁以下） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」第２段落「他方で、自社の事業・製品・サー

ビスが負の影響と直接関連しているにすぎない場合は、その企業には救済を実施する責任

はない。ただし、こうした場合であっても、前記 4.2.1.2 のとおり、企業は、負の影響を引

き起こし又は助長した他企業に働きかけることにより、その負の影響を防止・軽減するよう

努めるべきであることに留意が必要である。」 

 

(2) 意見内容 

 本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」第２段落は、「自社の事業・製品・サービスが

負の影響と直接関連しているにすぎない場合であっても、負の影響の原因となったり助長

したりしている企業に対し、影響力を行使し、負の影響を防止または軽減しようと努めるこ

とが期待されている。なお、直接関連しているに過ぎない場合でも、その人権デューディリ

ジェンスを通じて人権への負の影響を特定していたにもかかわらず合理的な措置もとらな

いことが続いた場合などは、人権への負の影響の助長に発展し、救済を実施する責任を負う

ことになる。人権への負の影響との関係性は連続性があることに注意が必要である。」と修

正すべきと考えます。 
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(3) 理由 

 「助長する」と「直接関連している」の関係性は連続性がある（本ガイドライン案別紙 Q13

記載のとおり）ことから、「直接関連している」場合について、「その企業には救済を実施す

る責任はない」との記述は指導原則には存在しません。OECD・DD ガイダンスによっても、

直接関連している企業Ａが負の影響を防止または軽減しようと努めることは、負の影響の

原因となったり助長したりした企業Ｂから、「その責任を（企業Ａに）転嫁しようとするも

のではない」と述べているに過ぎません。 

 2011年の指導原則成立後、「引き起こす」「助長する」「直接関連する」という企業と人権

への負の影響との関係性について、国連人権高等弁務官事務所からより詳細な見解が出さ

れてきており、この点を補足するのは日本企業の理解の助けとなり有益です。特に、2017年

6 月に出された文書（OHCHR Response to Request from Bank Track for Advice Regarding the 

Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of the 

Banking Sector3 (12 June 2017)）では、「助長」と「直接関連」は連続性があり、直接関連に

過ぎない場合でもその人権デューディリジェンスを通じて人権への負の影響を特定してい

たにもかかわらず、合理的な措置もとらない場合は「助長」に発展する場合があることを示

しています。 

 

 

１５ 5. 救済（各論）（本ガイドライン案２６頁以下） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」第 3段落前段「適切な救済の種類又は組み合

わせは、負の影響の性質や影響が及んだ範囲により異なり、人権への負の影響を受けたステ

ークホルダーの視点から適切な救済が提供されるべきである。」 

 

(2) 意見内容 

 本ガイドライン案「5. 救済（各論）」２６頁第３段落前段は、「適切な救済の種類又は組み

合わせは、負の影響の性質や影響が及んだ範囲により異なり、人権への負の影響を受けたス

テークホルダーの視点から実効的な救済が提供されるべきである。」と修正すべきと考えま

す。 

 

(3) 理由 

 2011 年の指導原則成立後、国連ビジネスと人権に関する作業部会を中心に、救済へのア

クセスに関する内容をより運用化するための取組みが展開されてきました。その中では、影

響を受けるステークホルダーを中心とした救済の実効性が手続・実体面双方でも重視され

 
3 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf 
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ています。 

 

 

１６ 5. 救済（各論）（本ガイドライン案２６頁以下） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案２６頁「5. 救済（各論）」最終段落「救済の仕組みには、後記 5.1 及び 

5.2 のとおり、大きく分けて、企業を含む国家以外の主体によるものと国家によるものとが

ある。企業及びステークホルダーは、それぞれの仕組みの特徴を踏まえて、個別具体的な場

面に応じて、適切な仕組みを選択して利用することになる。」 

 

(2) 意見内容 

本ガイドライン案「5. 救済（各論）」２６頁最終段落は、「救済の仕組みには、後記 5.1 及

び 5.2 のとおり、大きく分けて、企業を含む国家以外の主体によるものと国家によるもの

とがある。企業は、それぞれの仕組の特徴を踏まえて、影響を受けるステークホルダーが個

別具体的な場面に応じて適切な救済の仕組みを選択して利用することができるように、適

切な仕組みを提供すると共に、又は他の救済の仕組みへの協力を行う必要がある。」に修正

すべきと考えます。 

 

(3) 理由 

 ステークホルダーは救済の仕組みを「利用」する主体である一方、企業は救済の仕組みを

「提供」する又は「協力」する責任を負う主体であり、並列的に記載することは不適切と思

われます。読者に、企業側も独自に仕組みを選択して利用できると誤解を生じさせることに

つながりかねません。 

また、2011 年の指導原則成立後、国連ビジネスと人権に関する作業部会を中心に、救済

へのアクセスに関する内容をより実効化するための取組みが展開されてきました4。その中

では、影響を受けるステークホルダーを中心とした救済の実効性が手続・実体面双方でも重

視されています。実効性の確保として、「救済のブーケ（Bouquet of remedies ）」という考え

方が示されています5。ステークホルダーが置かれた状況も受ける被害内容（被害を取り除

くために必要な対応・措置）が変わってくること、また実効性という観点から事後対応に加

えて将来の侵害をいかに防止するかも重要になるなど、ひとつの救済手段があれば十分と

いうものではありません。 

自社による救済の仕組みを提供することはもちろん、国家、企業やステークホルダーによ

 

4 一例として A/72/162 (18 July 2017). 

5 Ibid, paras.38-42.  
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る救済など、ステークホルダーに複数の救済をブーケのように選択肢を示していくことが

求められる点は、企業の理解の助けになると考えます。 

 

 

１７ 5. 救済（各論）（本ガイドライン案２６頁以下） 

 

(1) 該当箇所 

 本ガイドライン案２６－２８頁の「例」の記載について 

 

(2) 意見内容 

 また、本ガイドライン案２６－２８頁の「例」の 7件は自社及びサプライヤーの労働者に

関する事例のみであり、消費者や地域住民に対する事例を追記することを提案します。 

 

(3) 理由 

 影響を受けたステークホルダーは、本ガイドライン案の別紙 Q14 で具体的に確認してい

るように、労働者（自社や取引先の従業員や労働組合等）に限らず、地域住民や消費者も含

まれます。別紙 Q14 のみに示すだけではなく、例として地域住民や消費者に対する救済ま

たは苦情処理メカニズムを取り上げることが、企業の理解の助けとなります。 

 

 

１８ 5.1 苦情処理メカニズム（本ガイドライン案２７頁） 

 

(1) 該当箇所 

5.1 苦情処理メカニズム（本ガイドライン案２７頁） 

 

(2) 意見内容 

 本ガイドライン案の項目又は今後作成される本ガイドラインの付属文書などにおいて、

苦情処理メカニズムの整備における留意点や国内外の整備例についても追記・整理するこ

とが重要と考えます。 

 指導原則３１の解説にも各要件に関してより具体的な解説がなされているほか、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、マルチステークホルダー関係者から構成される「責任ある企業行動及びサプラ

イ・チェーン研究会」で、「責任ある企業行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救

済ガイドライン」（https://www.bhrlawyers.org/erguidelines）を策定しておりますので、こちら

もご参照ください。 

 さらに、企業の共同の苦情処理メカニズムの整備例として、「ビジネスと人権対話救済機
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構」6や、「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」の相談救済窓口7の

追記もご検討ください。 

 

(3) 理由 

 苦情処理メカニズムの整備の必要性やその実効性の基準について列挙いただいた点は意

義があるものと考えます。 

 しかし、どのような苦情処理メカニズムを整備することが考えられるか、その際に実効性

の基準に照らして、どのような点に留意すべきについては具体的な記述がありません。この

ような記述がないと、企業は、実務上、どのように苦情処理メカニズムを整備すればよいか

理解することが難しいことを懸念します。特に国内の実際の整備例を紹介することで、企業

の苦情処理メカニズムの整備の促進を速やかに図る必要があると考えます。 

 

 

１９ 5.2 国家による救済の仕組み（本ガイドライン案２８頁） 

 

(1) 該当箇所 

5.2 国家による救済の仕組み 

 

(2) 意見内容 

 第２段落で示す国家による救済の仕組の具体例に加え、企業を含む国家以外の主体によ

る救済の仕組みを促進・支援するという国家の役割について明記する。 

 

(3) 理由 

 2011 年の指導原則成立後、国連ビジネスと人権に関する作業部会を中心に、救済へのア

クセスに関する内容をより運用化するための取組みが展開されてきましたが、その中のひ

とつに国連人権高等弁務官事務所による Accountability and Remedy Projectがあり、指導原則

の第 3の柱の実施の強化を目的としています。当該プロジェクトでは「国家以外の主体によ

る苦情処理メカニズムの実効性の強化」として、企業を含む国家以外の主体による救済の仕

組みを促進・支援するという国家の役割（それを可能とする国内法や政策の展開等）が強調

されています。企業に苦情処理メカニズムの導入を促すためにも、国家として支援の姿勢を

明文化することが重要です。 

 
6 「責任ある企業行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救済ガイドライン」、ビジネスと人権ロイヤーズネッ

トワーク、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、ビジネスと人権リソースセンター他からなる「対話救

済プロジェクト」、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の CSR 委員会、苦情処理 WGの成果・知見を統合・集

積し、本年 6 月に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構（JaCER）として設立されました。https://jacer-

bhr.org/index.html  
7 https://jp-mirai.org/jp/jp-
mirai%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%95%91%E6%B8

%88%E7%AA%93%E5%8F%A3%EF%BC%89/  
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２０ その他（本ガイドライン案別紙） 

 

(1) 該当箇所 

本ガイドライン案別紙 Q13（回答部分） 

本ガイドライン案別紙 Q14（回答部分） 

 

(2) 意見内容 

以下のように修正・加筆することを提案します（下線箇所）。 

① 本ガイドライン案別紙 Q13（回答部分）について 

 「もっとも、実際には、「助長」又は「直接関連」のいずれのケースに該当するかの区別

が困難な場合や「直接関連」から「助長」へと発展する場合もあり、そのような場合には、

人権尊重責任の趣旨が人権への負の影響の防止・軽減にあることから、「助長」として捉え、

負の影響を防止・軽減するとともに、救済を提供することが望ましい。」 

② 本ガイドライン案別紙 Q14（回答部分）について 

 「苦情処理メカニズムの利用者は、自社の従業員等に限られるべきではなく、自社の活動

を通じてまたは他の当事者との取引関係の結果として負の影響を受け得るステークホルダ

ーを対象とすべきである。」 

 

(3) 理由 

① 本ガイドライン案別紙 Q13（回答部分）について 

 2011年の指導原則成立後、「引き起こす」「助長する」「直接関連する」という企業と人権

への負の影響との関係性について、国連人権高等弁務官事務所からより詳細な見解が出さ

れてきており、この点を補足するのは日本企業の理解の助けとなり有益です。 

 特に、2017年 6月に出された文書（OHCHR Response to Request from Bank Track for Advice 

Regarding the Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context 

of the Banking Sector8 (12 June 2017)）では、「助長」と「直接関連」は連続性があり、直接関

連に過ぎない場合でもその人権デューディリジェンスを通じて人権への負の影響を特定し

ていたにもかかわらず、合理的な措置もとらない場合は「助長」に発展する場合があること

を示しています。  

② 本ガイドライン案別紙 Q14（回答部分）について 

 企業の中には、内部通報制度（公益通報制度）をサプライチェーンまで拡大して苦情処理

メカニズムとして活用している場合もありますが、その場合、訴えの対象となる行為が自社

の労働者及び役員による行為に限定されてしまっていることも多いといえます。これでは、

 
8 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf 
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指導原則が求める苦情処理メカニズムとしては不十分であり、取引関係の結果として生じ

る負の影響まで対象を拡大する、補完となる他のメカニズムを設置・利用するなどの対応が

必要となります。 

 まず、指導原則では、企業が人権への負の影響に責任を負う範囲として、自らの活動はも

ちろん取引関係が含まれるとしています（原則１３公式コメンタリー）。そして、負の影響

を「引き起こす」場合に加え「助長する」場合にも企業が是正・救済に取り組む責任がある

（原則 22）としています。さらに、事業レベルの苦情処理メカニズムは人権デューディリ

ジェンスの一部として人権への負の影響の特定を助ける（原則２９公式コメンタリー）もの

とされていることから、「直接的に関連する」場合も含めることも想定し得ます。つまり、

指導原則では複数の原則のなかで、苦情処理メカニズムが、「企業の活動を通じてまたは他

の当事者との取引関係の結果として」負の影響を受け得るステークホルダーを対象とすべ

きことが確認されています。 

 「自社によって」という文言によって、指導原則によって示された企業への期待に対して

不十分である、訴えの対象となる行為を過度に限定した苦情処理メカニズムのみでとどま

らないように、文言を変更する必要があります。 

以上 
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経済産業省大臣官房ビジネス・人権政策調整室 パブリックコメント担当 御中  

「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」

に対する意見 

［氏 名］ 

（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名） 

一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

［住 所］ 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル3階 

［電話番号］ 
03-6803-8155

［電子メールアドレス］ 

［御意見］ 

以下に、１１個の意見を申し上げます。 

（１） 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。）

ガイドラインのタイトルについて

・意見内容

「責任ある自社・グループ会社、サプライヤー等（国内外のサプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係

先）における人権尊重のためのガイドライン」と正確な表現にすべき。但し、タイトルが冗長過ぎるので、「責任あるサプ

ライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や「責任ある企業行動のための人権デュー・ディリジェンス・ガイド

ライン」などと略称することも提案する。

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

ｐ５の1.3（本ガイドラインの対象企業及び人権尊重の取組の対象範囲）で示されているように、本ガイドラインの取

扱範囲は、「自社・グループ会社、サプライヤー等（国内外のサプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係

先）における」と記載されているため。「サプライチェーンにおける」とのタイトルは、読み手に対象をサプライヤーのみとミス

リードさせてしまうため。

（２） 

・該当箇所

本ガイドラインの全体について

・意見内容

1．経済産業省「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」の議事録と資料の公開を求めます。

2．本ガイドライン（案）の、今回のパブリックコメントの結果とそれに対する政府回答について資料としてまとめられ、そ

の資料の公開を求めます。 

・理由（上記、２つの意見番号に対応して）

1．ガイドライン案が、どのように検討会委員からの要望等を反映したか（または反映されなかったか）、どのような検

討過程を経てガイドライン案が策定されたのか不明であるため。このガイドライン案に対して、国民が、パブコメ意見とし

て適切かつ網羅的に提出するための根拠に欠けるためである。 

2．ここで策定される「ガイドライン」が、企業当事者を含むステークホルダーからの意見を考慮し、それが反映された

（または反映されなかった）ことが明確にされて成立したものであることを国民と事業者が納得する必要があるため。 

別紙 
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（３） 

・該当箇所 

本ガイドラインの全体について（今後の取扱いについて） 

・意見内容 

今後のガイドラインに関する取組として、その策定と更新に関すること、またその使用状況のモニタリングなどについて、

NAP推進円卓会議とNAP推進作業部会においてステークホルダーと共に、政府が進めていくことを求めます。 

・理由 

信頼に基づくステークホルダーとの対話によってこそ、「ガイドライン」が、その目的の通り「国際スタンダードを踏まえ、企業

の実態に即して、具体的かつわかりやすく解説し、企業の理解の深化を助け、その取組を促進し続けるもの」であること

を担保できるため。そもそも「人権デューディリジェンスの導入」促進は、日本政府の「ビジネスと人権に関する行動計画

（2020-2025）」の施策であり、行動計画第4章７項において、関係府省庁とステークホルダーとの継続的な対話

（行動計画の実施状況の確認の機会を含む）を行うことが明記され、それに基づいてNAP推進円卓会議とNAP推

進作業部会が設置されているため。 

 

（４） 

・該当箇所 

 ｐ３の16行目「本ガイドラインの策定に併せて、主に企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容をより具

体的かつ実務的な形で示すための資料を経済産業省が作成しており（※経済産業省注：今後作成予定）、本ガ

イドラインと併せて参照されたい。」について 

・意見内容 

 「今後作成予定」とされているが、どのような資料を、どのように、いつまでに作成するのか、計画内容を説明すべき。ま

た、これに関し、円卓会議・作業部会などステークホルダーと共に検討する機会を設けてほしい。 

・理由 

ガイドラインと併せて効果的に利用できる資料とするために、できる限りステークホルダーから意見を聞く機会が必要と考

えるため。ガイドラインとその資料がステークホルダーから信頼されるものでないと、使う企業も信頼しない。ステークホルダ

ーの意見を聞くことがガイドライン普及につながる。 

 

（５） 

・該当箇所 

 P5の「2.1 取組の概要」のところ 

・意見内容 

 「その全体像の概要は下図のとおりである。」の次に、「このような一連の人権尊重の取組を、企業方針および経営シス

テムに組み込むことができる。」を追記してほしい。 

・理由 

 このガイドラインが、p2 脚注2で「参考になる」として引用している「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」のp21「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」には、「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」と、デュー・ディリジェンスのプロセスとして説明しているため。本ガイドラインの「企業

の人権尊重の取組」が、「責任ある企業行動（RBC：Responsible business conduct）」と等価である（また

は含まれる）ことは明白である。 

 

（６） 

・該当箇所 

 P3の「1.2 人権尊重の意義」の9行目「第一に…」について 

・意見内容 

 この9行目の「第一に、」を削除する。そして、１行目に「国連指導原則が示すとおり、基礎となる原則として、事業活動

を行う主体として、企業には、人権を尊重する責任がある。」と下線部を加えてほしい。 
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・理由 

 ガイドラインにおいて「第一に、」がそこにあることによって、「人権尊重の意義」の第一が、「企業の経営リスクを抑制するこ

と」と、読み手に対してミスリードしてしまうためである。また、指導原則11により、「企業は人権を尊重すべきである。こ

れは、企業が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に対処すべき」ことそのものを、「基礎と

なる原則」としているためこれを加えることが適切である。 

さらに言えば、「社会からの信用の維持・獲得や企業価値の維持・向上に繋げることもできる。」として、「第一」（9行

目）と「第二」（p4、7行目）の二つをあげているが、その二つに、明確な順位の差異はない。 

 

（７） 

・該当箇所 

 P6~7「2.1.2.1 「人権」の範囲」のp7、３行目「具体的には、企業には、例えば、強制労働（脚注19）や児童労

働（脚注20）に服さない自由、結社の自由、団体交渉権、雇用及び職業における差別を受けない自由、居住移

転の自由、人種、障害の有無、宗教、社会的出身、ジェンダーによる差別を受けない自由等への影響について検討

する必要がある。」の例示のところ 

・意見内容 

 同文書の「…自由等」の次に、新たな脚注を設けて、法務省「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書

（https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00188.html)を、引用してほしい。 

・理由 

この法務省の報告書は、本ガイドラインp1の脚注4に既に紹介されているものであるが、その報告書では「企業が尊重

すべき人権の分野」として、25もの例示が上げられている。ガイドライン案の人権の例示は、報告書の例示と一部重複

しているが、「外国人労働者の権利」、「テクノロジー・AIに関する人権問題」、「環境・気候変動に関する人権問題」

などガイドラインの「等」からは、想像ができない（難しい）ものである。 

この経済産業省の「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」が、行動計画に基づいて取り組

んでいる他の関係府省庁の提供資料を積極的に活用されることを、政策の一貫性として、矛盾のないように求めま

す。 

 

（８） 

・該当箇所 

 P9「2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である」のところ 

・意見内容 

 P10 3行目末尾に「対話においては、見過ごされがちな女性のステークホルダーの参画を確保する。」を追記する。 

・理由 

 「UNGPs10+ビジネスと人権の次の10年に向けたロードマップ」

（https://www.ungcjn.org/library/files/ungps10plusroadmap_jp.pdf）において、女性をはじめとする

脆弱となるリスクの高い人々が、ステークホルダーとして見過ごされがちであり、そのことがステークホルダー・エンゲージメン

トの意義を低下させる恐れがある旨指摘されている。また、「WEPsジェンダーギャップ分析ツール」（http://gc-

rc.org/repo/170912/WEPsGAT_translation_JN_GCRC170801.pdf）では、地域で協議（話し合い）

を行う場合に、男女の平等な参画を確保しているか否か、男女別統計に基づき、ステークホルダー・エンゲージメントと

参画の人数を追跡しているかが問われている。 

 

（９） 

・該当箇所 

 ｐ５の1.3（本ガイドラインの対象企業及び人権尊重の取組の対象範囲）の2行目「日本で事業活動を行うすべて

の企業」 

・意見内容 

 「日本で事業活動を行うすべての企業」を対象としているので、日本国籍でない企業も、国内で事業活動を行っていれ
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ば対象となります。そのことをガイドライン中に明記すべきです。 

・理由 

「日本で事業活動を行う日本国籍でない企業」も適用対象であることを周知するため。併せて、日本政府の通知とし

て、有効な公知手段を講じてください。 

 

（１０） 

・該当箇所 

 p26のタイトル「５．救済（各論）」及び、ｐ６の図中の「救済」の表記について 

・意見内容 

 p26の「５．救済（各論）」→「５．是正、救済（各論）と修正すべきです。併せて、P6の図中「国連指導原則

22・各論５」→「国連指導原則22、29、30、31・各論５」と修正すべきです。 

・理由 

  「国連指導原則」の和訳版として、p1の脚注１で国連広報センターのものを以下の通り、（和訳は、

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

閲覧できる。）と紹介しているが、その資料では、指導原則22を、「是正」と表記している。読み手にとって、脚注引用

の資料との語句の一致が望ましい。 

また、ガイドライン「５．救済」には、5.1（苦情処理メカニズム）も記載されており、それは指導原則の29、30、31に

該当するため。 

 

（１１） 

・該当箇所 

本ガイドラインの全体を通して 

・意見内容 

① ガイドラインの項立てについて、「総論２」と「各論3，4，5」と分けており、対象となる全ての企業に対して、読み

やすく分かりやすいものと思いました。また、Q＆Aの掲載も理解の助けになります。あわせて、企業の人権尊重のた

めのデューディリジェンス実施の事例が、数多く記載されていることで、理解の促進となります。今後、事例は充実さ

れることを望みます。 

② なお、これは企業の人権尊重のためのガイドラインではありますが、「国家による救済の仕組み」（p28）、及び

「責任ある撤退」に関して「日本政府等に情報提供や相談の機会を求めることが有用である」（p22）ことを掲

載されたことは、国家のサポートが、企業の取組と共にあることが理解できます。 

③ その上で「紛争地域」と「構造的問題」に対してのデューディリジェンスの実施について言及された（p16,p21-

23）ことは、日本企業の取組の参考となります。 

・理由 

 以上の３点は、「日本政府が策定したガイドライン」として、有用であると思います。目次の構成は評価できることから、

今後、記載事例の充実やステークホルダーからの意見に基づく記述内容の改訂を重ねてほしい。 

 

以上 
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経済産業省大臣官房ビジネス・人権政策調整室 パブリックコメント担当 御中  

「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」

に対する意見 

［氏 名］ 

一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 

人権デューディリジェンス分科会／サプライチェーン分科会／人権教育分科会 

［住 所］ 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル3階 

［電話番号］ 
03-6803-8155

［電子メールアドレス］ 

［御意見］ 

以下、１１個の意見を提出いたします。 

意見（１） 表現等、記載内容について① 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。）

タイトル 責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）

・意見内容

本ガイドラインの対象範囲がいわゆるサプライチェーン以外の領域も含まれていることがわかるよう、タイトルの文言も網

羅できる内容への修正を希望する。

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

今回の対象範囲は、1.3 にあるように「その他のビジネス上の関係先」等も含まれる。また、2.2.4等で採用なども対

象範囲に含まれる旨言及があり、いわゆる「サプライチェーン」の範囲を超える企業が対象となっているため。また、企業

が人権尊重の取り組みの範囲はサプライチェーンのみならず、より広がりがあり、それらをおさえる必要があると企業側と

しても考えているため。

意見（２） 表現等、記載内容について② 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。）

以下項目の表現統一について。

1.3 本ガイドラインの対象企業及び人権尊重の取り組みの対象範囲

2.1.2 人権DD（各論4参照）

2.2.3 人権尊重の取り組みにはステークホルダーとの対話が重要である

4.人権 DD（各論）

4.1.3.1  優先順位付けの考え方 

4.1.3.2 深刻度の判断基準 

5.1 苦情処理メカニズム 

・意見内容

1.3 本ガイドラインの対象企業及び

人権尊重の取り組みの対象範囲 

「企業の投融資先や合弁企業の共同出資者、設備の保守点検や警備サービスを提供する事業者

等」について、RBAの定義に整合させて、表現を「サプライヤー（Indirect Suppliers）」にして頂き

たい。 

別紙 
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2.1.2 人権 DD（各論 4参照） 

2.2.3 人権尊重の取り組みにはス

テークホルダーとの対話が重要である 

本ガイドラインでは、人権に関するリスクの対象として、「ステークホルダー」をもちいている。 

ここには法務省人権擁護局の「ビジネスと人権」への対応では、企業が尊重すべき人権の主体（ライ

ツホルダー）「ライツホルダー」が含まれている旨明記頂きたい。（当然入っていると思いますが、明記さ

れていないため確認となります） 

4. 人権 DD（各論） 
「リスク」と「負の影響」という表現が出てくるが、同義であれば表現統一をしていただき、使い分けしてい

るのであれば、その定義を明示頂きたい。 

4.1.3.1  優先順位付けの考え方 
「蓋然性」について、法務省では、「発生可能性」を用いているため表現を共通化して頂きたい。 

（参考）https://www.moj.go.jp/content/001346121.pdf 

4.1.3.2 深刻度の判断基準 

負の影響の対応の優先順位について「人権への影響」について「深刻度」という言葉で整理されている

が、OECD のガイドライン（和訳版）では、「重大性」という言葉を使っているため、表現統一をして頂

きたい。 

（参考）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 

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

Japanese.pdf 

5.1 苦情処理メカニズム 

表組６番目「権利適合性：苦情処理メカニズムの結果と救済の双方が、国際的に認められた人権

の考え方と整合していることを確保すること。」」について。 表のタイトルが「権利適合性」なので、中身も

「整合」ではなく、「適合」もしくは「検知適合性にするか等表現統一して頂きたい。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

用語についての他省庁や国際スタンダードとの整合を求むため。 

 

意見（３） 文案・事例の修正や追記① 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4. 人権DD（各論） 

・意見内容 

サプライチェーン上流に関する企業の取り組みは強化されてきているものの、本ガイドラインでは下流に対しての重要性

も説かれているものと認識する。企業のさらなる取り組み強化に向けて本項へサプライチェーン下流に対しての事例の追

加を期待する。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

本ガイドライン上にサプライチェーン下流に関する事例が少ないため。 

 

意見（４） 文案・事例の修正や追記② 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4.2.1.3 取引停止 

・意見内容 

本項へ脚注として、 

日弁連の人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引) 

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2015/150107_2.html 

を引用し、契約条項に関しての参考情報として追加いただきたい。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

勝手な取引契約解除が係争上の争点とならないための取引における契約条項の事例として紹介するため。 

 

意見（５） 文案・事例の修正や追記③ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

5. 救済（各論） 

・意見内容 

「企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は、助長していることを認識した場合、救済を実施し、又は、救

済の実施に協力すべきである 。 他方で、自社の事業・製品・サービスが負の影響と直接関連しているにすぎない場合

は、その企業には救済を実施する責任はない。」の記載箇所について。 

責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンスの72ページ「図2 負の影響への対処」に従い、分か

りやすく図にしていただきたい。また、OECDガイダンスには少なくとも「責任はない」との記載はない。 94 / 192
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（参考）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 

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

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス等で実施企業の責任はないという表現がなされてないため。 

 

意見（６） 今後への期待① 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等 

・意見内容 

『主に企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容を具体的かつ実務的な形で示すための資料を経済産業

省が作成しており』とあるが、具体的にどのような内容を予定し、いつ頃公表となるのか開示を期待する。また、中小企

業も含め実務的な資料を作成いただくことを期待する。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

ガイドラインおよび国の考えを各社の実務担当者が円滑に社内外に展開し、実務を積み重ね、国の作成する資料に

フィードバックをし、より良いサイクルを産み出したいため。また、中小企業については、「サプライチェーンにおける人権尊

重のためのガイドライン（要素）」の論点の一つとして『リソースに制約がある中小企業の対応についての配慮』が含ま

れていた。加えて、検討会資料として公表されていた日本繊維産業連盟による繊維版ガイドライン策定に関する説明

内には、中小企業の視点も踏まえる旨の記載があったため。 

◆事務局説明資料 

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/pdf/001_05_02.pdf 

◆日本繊維産業連盟説明資料 

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/pdf/003_03_00.pdf 

 

意見（７） 今後への期待② 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

1.3 本ガイドラインの対象企業及び人権尊重の取組の対象範囲 

・意見内容 

本ガイドラインをサプライチェーンへ展開するにあたり政府の支援や政策（スマートミックス含む）を求めたい。 

たとえば、政府として行動計画・企業への教育・指導・規制など。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

・サプライチェーンの末端までを対象に実施するため。 

・欧州ではDD義務化など大きな規制変化があり、国際状況を踏まえたガイドラインとするため。 

 

意見（８） 今後への期待③ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4. 人権DD（各論） 

・意見内容 

多様な事例を増やしていただきたい。 

たとえば、採用や販売等における対応等、サプライチェーン下流における対応等。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

4. 人権DD（各論）以降に上記のようなバリエーションがないため。 

 

意見（９） 今後への期待④ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4.1.2.4 紛争等の影響を受ける地域における考慮 

・意見内容 
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強化された人権DD等は実務的に重要なファクターになるため、より例示を充実することを望みます。 

たとえば、国内法と国際法との矛盾が生じている場合等。技能実習生等に関するプラットフォームの運用等。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

武力紛争が生じた地域では、企業の意図しないところで、企業が意図していない人権侵害が起きることがあるため。 

 

意見（１０） 今後への期待⑤ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4.1.3.2 深刻度の判断基準 

・意見内容 

このガイドラインの運用を充実させるために、深刻度を評価するためのリスク情報は国からも常時提供いただける仕組

み、機会を期待する。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

ビジネスと人権指導原則7番に基づき。 

 

意見（１１） 今後への期待⑥ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

4.3.1 評価の方法 

・意見内容 

評価の方法についての具体例が列挙されているが、それらを実践する際に役立つツール（共通で使える質問票や現

場訪問時のチェックリスト等）など政府からもDDの情報展開に対して積極的に支援いただきたい。 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

DDのツールが周知されることにより、よりサプライチェーンにDDやリスク情報が浸透できるため。 

 

 

以上 
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表 1 

 

より志を高く – ペースを速く 

 
 

UNGPs 10+ビジネスと人権の次の 10年に向けたロードマップ（仮訳） 
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日本語仮訳版発行に当たっては、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンが翻訳作業を行

い、ビジネスと人権リソースセンターの乗上美沙・日本リサーチアシスタント、佐藤暁子・日本リサ

ーチャー/代表（2022年 4月）が専門家の見地から校閲しました。 多大なるご協力とパートナーシ

ップに感謝いたします。 
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表 2 

 
 

UNGPs 10+ビジネスと人権の次の 10年に向けたロードマップ（仮訳） 
 
 
 
 
 

発行者： 
 

ビジネスと人権に関する国連作業部会 

ウェブサイト：
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsand
otherbusiness.aspx 

UNGPs 10+ウェブサイト：www.ohchr.org/ungps10 

お問い合わせ先：ohchr-wg-business@un.org 

Geneva, November 2021 
© 2021 United Nations 
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I 

要旨 
 

人間と地球を尊重しない限り、持続可能な開発、公正でグリーンな経済への移行、そして責任あ

る復興にたどり着くことはできません。国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）は、ビジ

ネス関連の人権に対する負の影響を予防し、これに対処するための権威あるグローバルな枠組

みとして、 これら重大な集団的課題に取り組む基本的なツールとなっています。 

 

人権理事会から、UNGPs の世界的な普及と実践を推進することを委任されている「2011 年に決

議 7/4 により人権理事会が設置した人権と多国籍企業およびその他の企業の問題に関する作業

部会」1は、2021年 6月に UNGPsが採択 10周年を迎えたことを受け、最初の 10年間の実施に

関する現状把握を行いました。この現状把握では、ビジネス関連の人権リスクと人権への影響を

管理する共通の枠組みを全てのステークホルダーに提供することにより、UNGPs が大きな前進

をもたらしたことが明らかになりました。それでも、特に最も周縁化され、社会的に脆弱な立ち場に

置かれる人々者に関心を向けながら、よりよい人権の保護と人権に対する負の影響への防止を

確保することと、実際に生じた侵害に対する救済へのアクセスを確保することについては、一貫し

た実施という点で大きな課題も残っています。 

 

よって、来る 10 年間に向けて私たちは今、実施に向けた志を高め、そのペースを速めることで、
一貫性の向上とより大きなインパクトの創造を図る必要があります。 

 

本書『UNGPs 10+：ビジネスと人権の次の10年に向けたロードマップ』は、先の現状把握を受け、

当初 10 年の評価を次の 10 年に向けた将来的提言で補完するものです。現状把握の際に行わ

れた、これまでの成果や、残る課題と機会に関する分析を土台としつつ、本書は今後も前進を続

け、UNGPsのより完全な実現に徐々に近づいてゆくために重要となる行動領域を定めています。

各行動領域では、達成の必要がある優先的目標と、これを達成するために、国家と企業や他の

主なステークホルダーが、UNGPs 実施の実現に役割を果たす存在として取るべき行動が明らか

にされています。その究極的な目的は、UNGPs の目的を反映するものとなっています。すなわち、

UNGPsを実施に移すことで「影響を受ける個人や地域社会に具体的な結果をもたらすため、また

それにより社会的に持続可能なグローバル化に貢献」することに他なりません。 

 

現状把握とロードマップはともに、作業部会の「UNGPs+10」プロジェクトの成果であり、幅広いマ

ルチステークホルダー型の協議プロセスによって裏づけられています。 

 

全体としてより一貫性のある行動が緊急に必要とされていることに鑑み、作業部会は取り組みの

ペースを速め、より志を高めるための 8つの行動領域を明らかにしました。このロードマップは、各

行動領域と関係のある優先的目標について詳述し、UNGPsの統合と実践のスケールを拡大する

ために次の 10 年間で何が必要か、また、国家や企業その他のステークホルダーがこれをどのよ

うな行動で支援すべきかを定めるものとなっています。 

 
  

 
1 正式名称：2011年に決議 17/4により人権理事会が設置した人権と多国籍企業およびその他の企業の問題に

関する作業部会 
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II 

これら 8つの行動領域とそれぞれに対応する優先目標は、下記のとおりです。 

 

行動分野 1：グローバルな課題に対応する羅針盤として国連ビジネスと人権に関する指導原則を

活用 

 

【目標 1.1】 

指導原則の 3つの柱（国の人権保護義務、企

業の人権尊重責任、救済へのアクセス）の適

用によって、企業の人権尊重を公正な移行お

よび持続可能な開発戦略の中核的な要素と

すること 

 

事業活動とバリューチェーン全体で負の影響

を防止し、これに取り組むことにより、人間と

地球を尊重することは、多くの企業が持続可

能な開発に向けて行うことのできる最も重要

な貢献です。UNGPs と人権デュー・ディリジェ

ンス、有意義なステークホルダーエンゲージメ

ント、人権侵害を是正する必要性というその重

要なコンセプトは、国家や企業その他のステ

ークホルダーが、コロナ危機からの「よりよい

復興」という文脈も含めて、不平等に対処し、

公正な移行とあらゆる人にとって持続可能な

未来を実現するための中核的要素として、責

任あるビジネスが持つ大きな潜在力を活用す

るうえで、強力な規範的、実践的ツールを提

供します。国家の人権保護義務、企業の人権

尊重責任、人権侵害に対する救済へのアクセ

スの必要性という UNGPs の 3 本柱は、国家

と企業それぞれの補完的な役割を明確に定

めるものです。 

【目標 1.2】 

構造的な課題に取り組むための協働を促進

すること 

 

コレクティブアクションは、ビジネス関連の人

権に対する多くの影響の根底にあるシステミッ

クな課題を解決するために欠かせない要素で

す。このような構造的課題は、個別の国家や

企業が独力で解決できる範囲を超えているか

らです。国家と企業の連合のほか、権利保持

者や企業、政府、労働組合、市民社会、国際

機関を巻き込んだマルチステークホルダー型

の連合も、企業の人権尊重や説明責任、有意

義なステークホルダーエンゲージメントに基づ

くコレクティブアクションを発展させるものであ

り、信頼を構築したり、こうした課題により効果

的に取り組むための影響力を高めたりするう

えで不可欠です。コレクティブアクションは、経

済力と関わりのある多くの重要な課題につい

て、UNGPs の実施を強化できる一方で、

UNGPs は、協調的な取り組みに参加したか

らといって、個別の国家が人権を保護する義

務も、企業が人権を尊重する責任を軽減させ

たり、なくしたりするわけではないことを明らか

にしています。 
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III 

【目標 1.3】 

人権尊重を通してデジタルトランスフォーメー

ションを最適化すること 

 

デジタル技術が持続可能な開発目標（SDGs）

の達成に貢献しうるだけでなく、2030 年まで

に目標を達成できる潜在的可能性を加速する

ためにも、こうした技術の活用が欠かせないと

いう理解は確立されています。その一方で、

一定の商品やサービスの利用や悪用は、オン

ラインでのヘイトスピーチや偽情報、監視社

会、民主的プロセスの弱体化など、人権と民

主主義にとっての根本的な課題を生むことに

もなりかねません。こうした課題については、

その根本的原因への取り組みに特化した対

策が必要です。急激な変化（この場合は技術

変革）と、社会がその影響を管理できる能力と

の間のギャップへの対処を図る中で、人間に

対する関連のリスクを効果的に管理すること

により、デジタル技術による潜在的な損害に

取り組もうとする企業と国家は、UNGPs を出

発点とせざるをえません。 

【目標 1.4】 

基準策定における一貫性と整合性を確保する

こと 

 

UNGPs がもたらした大きな貢献は、人権デュ

ー・ディリジェンスの概念であり、企業は、自社

が及ぼす負の影響を特定、防止、軽減すると

ともに、これに対する取り組み方を説明するこ

とが求められます。この規範的な説明は、企

業の人権尊重責任の基盤をなしています。ビ

ジネスに対する一貫した期待や、より公平な

競争条件の確保を通じたものを含め、グロー

バルな課題への取り組みにおける企業の役

割を活用する取り組みの一貫性と実効性を裏

づけるためには、UNGPs が提供する共通の

理解と概念的明確性に基盤を置くことが欠か

せません。つまるところ、それは UNGPs と、

OECD 多国籍企業行動指針など、UNGPs を

すでに統合している基準との間の整合性を保

全するとともに、さらなる基準策定における一

貫性と整合性も確保することを意味します。こ

れは、基準を運用可能にし、実践を推進する

一助として必要な多数の拘束力のある（規制

上の）措置と、拘束力のない措置の一貫性を

確保するうえで、基本的な課題です。 
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IV 

行動分野 2：国の人権保護義務 

 

【目標 2.1】 

政府の施策の有効性を高めるために政策の

一貫性を向上すること 

 

UNGPs はビジネス関連の人権保護をさらに

改善するための手段として、政策の一貫性の

必要性を明確に強調しています。例えば、そ

れは会社法をはじめ、企業の創設と継続的な

事業運営を律する法律や政策を活用し、より

責任ある事業活動のあり方を定めるべきこと

を意味します。UNGPsはまた、国家が投資政

策の目標を追求するか、経済的アクターとな

るか、公共サービスを外注することによって人

権に負の影響を与える場合には、国家の人権

保護義務が適用されることもはっきりと示して

います。政策の一貫性向上には、国家が開発

や金融、投資、貿易を取り扱う多国間のフォー

ラムや機関との関連で、企業の人権尊重を積

極的に推進すべきだという意味でもあります。 

【目標 2.2】 

義務化の潮流をつかみ、スマートミックスを促

進すること 

 

過去 10 年間の最も注目すべき動向の一つと

して、UNGPs に基づく法的要件を整備する必

要性に対する理解の高まりが挙げられます。

今後は、新たに策定する義務的要件の実効

性を確保するとともに、あらゆる市場で適用で

きる規制上のオプションを開発しつつ、人権を

尊重する責任ある企業を育成する措置の「ス

マートミックス」の完備により、こうした取り組

みを補完することが欠かせません。UNGPs

は各国に「国内的及び国際的措置、義務的及

び自発的な措置といった措置を上手に組み合

わせる」ことを期待していますが、こうした措置

はいずれも、人権保護のギャップに取り組み、

公平な競争条件を整備するために必要なもの

です。人権デュー・ディリジェンスを義務づける

立法を求める機運の高まりは、より効果的な

スマートミックスに向けて歩を進める機会を提

供する一方で、具体的な人権課題に取り組む

その他の法的、政策的ツールを排除するもの

ではありません。 
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V 

行動分野 3：企業の人権尊重責任 

 

【目標 3.1】 

企業の取り組みを拡大し、人権尊重のコミット

メントを実践につなげること 

 

UNGPsは数万社の多国籍企業とその系列会

社から、多種多様な政治的、社会的、経済的

背景を持つその他の企業、さらには、ほとんど

まだ届いていないようなインフォーマル・セクタ

ーに至るまで、広範囲に適用されます。よっ

て、企業による人権尊重の達成という根本的

なタスクは、極めて大がかりなものとなりま

す。社内の能力を整備している企業でさえ、

UNGPs が定める期待値を全て満足させるこ

とは、複雑かつ継続的なタスクとなります。既

存の大きな課題として、現地の法的枠組み

（ジェンダーやLGBTIの差別など）が国際的な

人権基準と反する場合の要件の矛盾に関す

るものが挙げられます。また、特に業務や取

引関係が腐敗や犯罪行為、さらには紛争影響

地域や、権威主義的体制または不法占領状

態など、残虐行為が既知のリスクとなっている

その他の状況をはじめ、デュー・ディリジェンス

の「強化」が必要とされる文脈と関連づけられ

る場合にも、大きな課題が残ります。それで

も、この 10 年ででき上がってきた実践を見る

と、企業が人権尊重の責任を果たすことは可

能なことが分かります。次の 10 年の間に、責

任の取り込みを先進的企業からビジネス界の

主流へとさらに広げるとともに、コミットメントを

ビジネスのプロセスや実践の変革へと移すこ

とで、大きな躍進を遂げる必要があります。 

【目標 3.2】 

人権デュー・ディリジェンスを企業のガバナン

スおよび事業モデルに組み込むこと 

 

UNGPsとその人権デュー・ディリジェンスの理

念は（意図的に）、デュー・ディリジェンスと全

社的リスク管理という既存のコーポレート・ガ

バナンス・システム内で理解が進んでいる理

念を採用しつつ、これを人権に対するリスクに

適用する場合の相違点も明らかにしていま

す。恒久的な変革を実現し、人権尊重を企業

の「DNA」に組み込むためには、組織文化を

変える必要がありますが、人権デュー・ディリ

ジェンスをガバナンスと組織の枠組みや、ビジ

ネスモデルの中核に統合することは、こうした

文化的変革を支援する手段となります。 
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VI 

【目標 3.3】 

人権尊重と矛盾する事業慣行に立ち向かうこ

と 

 

国家による政策の一貫性向上と同様、ビジネ

ス実践の一貫性向上も、UNGPs の効果的実

施を実現するうえで欠かせません。よって、企

業の人権尊重責任を果たすというコミットメン

トと相容れない実践に取り組むことは、次の

10 年の重要な課題となります。UNGPs に沿

った人権デュー・ディリジェンスを社内の部署

や取引関係全体に幅広く適用することは、一

貫性向上の実現に欠かせないツールといえま

す。 

 

行動分野 4：救済へのアクセス 

 

【目標 4】 

救済へのアクセスの確保を実践に移すこと 

 

実効的な救済へのアクセスは、UNGPs の中

核をなす要素です。国家がその領域や法域内

でビジネス関連の人権侵害を「防止し、捜査

し、処罰し、そして補償」し、被害者が「実効的

な救済にアクセスできるように、適切な措置」

を取る必要性は、いずれも根本的な原則とな

っています。また、UNGPs は「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」ことも明確にしています。UNGPs

は、国家基盤型の司法的メカニズムと国家基

盤型の非司法的苦情処理メカニズム、さらに

は非国家基盤型の苦情処理メカニズムが補

完的に機能し、権利保持者にとって可能な限

り最善の結果を確保できる救済エコシステム

を通じ、ビジネス関連の人権侵害に対する実

効的救済にアクセスできるようにすべきことを

想定しています。UNGPs のこの中核的要素

について、有意義な前進を遂げることは、次

の 10年間の重要かつ緊急の優先課題である

とともに、全ての人に人権と持続可能な開発

を実現するために重要な課題でもあります。 
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VII 

行動分野 5：ステークホルダーエンゲージメントの拡大と向上 

 

【目標 5】 

保護・尊重・救済を強化するための有意義な

ステークホルダーエンゲージメントの実施を確

実にすること 

 

有意義なステークホルダーエンゲージメント

は、保護と救済の改善をサポートする横断的

な課題として、ビジネス関連の人権リスクと影

響に取り組む正当かつ効果的な対策の実現

を図る国家と企業の戦略の中心に据えるべき

です。有意義なステークホルダーエンゲージメ

ントとは、実効性ある社会的対話を含め、影

響を受けた個人とコミュニティ、労働組合、人

権・環境擁護者、市民社会組織など国家と企

業の実践を監視するうえでパートナーとして欠

かせない役割を担う者と話し合うことを意味し

ます。UNGPs が求めているとおり、（ビジネス

に対するリスクだけでなく） 人間に対するリス

ク、特に社会的に脆弱な立場となる状況に置

かれている権利保持者を重視（ジェンダー関

連リスクへの配慮を含め）することは「ステー

クホルダー資本主義」や持続可能な開発、そ

して誰一人置き去りにしない公正な移行に向

けて歩を進めるための一助となりえます。 

 

行動分野 6：変化を加速するための影響力行使の拡大と向上 

 

【目標 6.1】 

金融セクターの ESG の潮流をつかみ、「S」を

指導原則と整合させること 

 

グローバルな重要課題に対処するには、ビジ

ネスの役割に取り組むことが極めて重要で

す。金融セクターが経済と、その中で活動する

企業の行動を刺激する役割を果たしているこ

とを考えれば、その役割に取り組むことも同様

に重要です。投資家やその他の金融セクター

のアクターには、その投資活動に関連する、

人に及ぶリスクを把握し、こうしたリスクを管理

するためにどのような対策を取っているかを

示すことにより、人権を尊重することが期待さ

れています。このプロセスにステークホルダー

を巻き込むことは欠かせません。金融セクター

のアクターがその責任の遂行においてどのよ

うな前進を遂げているかも、企業による人権

尊重全般のスピードを上げ、規模を拡大する

うえでカギを握ります。ESG の機運の高まり

は、前進を速めるための機会を提供していま

す。しかし、この発展が人間と環境にとってよ

い結果をもたらすビジネス実践の改善に役立

つようにするためには、UNGPs が ESGの S

の中核的要素を提供する一方で、ESG 全体

を考慮するうえでも重要な要素であるという理

解を主流化する必要があります。 
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VIII 

【目標 6.2】 

行政機関や金融機関に加えビジネス界の「形

成者」に対して影響を行使すること 

 

規制当局や金融アクターは、責任あるビジネ

スの規模拡大を進めるうえで最も影響力のあ

る主体であるとも言えますが、それだけでは

不十分です。企業弁護士から会計事務所、監

査人、社会監査・保証提供者、経営コンサル

タント会社、PR会社を含む企業向け諮問サー

ビス提供者に至るまで、その他のビジネス実

践の形成者を活用することも欠かせません。

UNGPs はあらゆる企業に適用されるため、

人権尊重の責任はこうした企業にも適用され

ます。人権を尊重するビジネスのプロセスと実

践の改善推進に関するその責任と役割には、

次の 10 年でより一層注意を向ける必要があ

ります。顕著な人権リスクと影響や、人権デュ

ー・ディリジェンスに関する助言をクライアント

や取引相手に対する中核的提言に組み入れ

ることにより、企業諮問サービスを UNGPs と

整合させれば、UNGPs の取り込みと実施の

スケールを拡大する一連の取り組みの一環と

して、大きな貢献ができるでしょう。その他、意

識の向上や、現在と将来のビジネスリーダー

のマインドセットの変革に寄与するという点

で、さらに大きな役割を担う能力と責務のある

主体としては、企業関連組織のほか、ビジネ

ススクールやロースクールを含む学術機関が

挙げられます。 

 

行動分野 7：進捗の追跡評価の拡大と向上 

 

【目標 7.1】 

体系的な学習やモニタリングを通じて国の行

動と説明責任を促進すること 

 

全体の実効的な実施を進めるためには、どこ

で前進が見られ、どこにギャップが残っている

かを把握するとともに、有効な対策と効果のな

い対策を見極めることが必要になります。法

律の制定や政策の策定、経済的アクターとし

ての国家の役割との関連における人権の統

合を含め、国家による UNGPs 実施状況のさ

らに体系的な追跡に、さらなるピアレビュー・

システムの活用を組み合わせれば、次の 10

年間の原則実施と説明責任の実効性改善に

役立つだけでなく、より志高く一貫性のある戦

略の重要な要素にもなります。 
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IX 

【目標 7.2】 

企業が与える影響とパフォーマンスの追跡評

価を進歩させること 

 

UNGPs の最初の 10 年間には、（ほとんどは

大規模な）企業がその人権尊重責任を方針レ

ベルの動向にどう組み入れたかを評価するイ

ニシアチブが多く生まれました。次の 10 年間

には、業種的・地理的な範囲を広げるという意

味と、より幅広いバリューチェーンを対象範囲

に含めるという意味で、このような取り組みを

拡大する必要があります。また、さらに重要な

こととして、企業が方針やプロセスの改善を通

じ、その責任をどのように果たしているか、ま

た、実際に人権侵害を防止し、これに取り組

むうえで、それらイニシアチブがどれだけの効

果を上げているかを測定することに前進が見

られる必要があります。このような前進が見ら

れれば、企業が最も必要とするところ、あるい

は最も効率のよい分野に資源を配分する能

力の向上と、口先だけで実行が伴わない企業

との比較において、有言実行型の企業の実施

状況を特定、評価し、その結果として実効的な

戦略と方針を策定する投資家や市民社会組

織、政策立案者の能力の向上に役立つことで

しょう。 

 

行動分野 8：国際的な協働と実践への支援の拡大と向上 

 

【目標 8.1】 

国連システムへの指導原則の統合における

ギャップを埋めること 

 

ビジネスと人権アジェンダと UNGPsの国連シ

ステム全体への戦略的な組み込みは、世界レ

ベルと各国レベルの双方で、既存の体制やプ

ログラム、活動への UNGPs の全面的統合を

達成するうえでカギを握る手段です。 それは

また、政策の一貫性と基準の収斂を進めると

ともに、特に持続可能な開発と公正な移行を

実現するためのグローバルな取り組みにおい

て、他のイニシアチブとのより大きな相乗効果

を作り出す上で、国連システムの役割を強化

するための重要課題でもあります。UNGPsに

関する行動の 10年に対する支援として、国連

システムが果たす独自の役割は、いくつかの

側面を横断するより志の高いアプローチによ

って補強する必要があります。例えば、アジェ

ンダ全体にUNGPsを組み込むこと、戦略レベ

ルと事業レベルで UNGPs を体系的に統合す

ること、模範を示して先導すること、内部主体

と外部ステークホルダー双方の能力構築の規

模拡大を支援すること挙げられます。 
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X 

【目標 8.2】 

指導原則の理解・実践の加速・拡大に向けた

能力構築と連携を強化すること 

 

次の 10年で UNGPsの取り込みや実施の加

速と拡大を達成するためには、能力構築への

投資を大幅に増加する必要があります。しか

し、制度的境界線を越えたさらに協調的で一

貫したアプローチの裏づけがなければ、投資

を増加しても十分な効果は上がらないでしょ

う。より戦略的でより志の高いアプローチを採

用することにより、現在と将来の能力構築、共

同研究および進捗状況追跡の大きなニーズを

充足するために必要な一貫性の向上と規模

の拡大を実現できる可能性が生まれます。 

【目標 8.3】 

地域における人権尊重を高める競争を促進

すること 

 

ビジネスと人権に関するムーブメントでは、グ

ローバルなアプローチだけで UNGPs の幅広

く包括的な取り込みは実現しないため、

UNGPs にしっかりと根を下ろした地域的プラ

ットフォームによる補完が必要だという認識が

あります。次の 10 年で、UNGPs の実施を有

意義に前進させ、企業による人権尊重を世界

の各地域の持続可能な開発と公正な移行を

重要なイニシアチブに組み入れるためには、

地理的に取り込みと実施に向けた取り組みを

拡大し、全地域でトップを目指す競争を推進

することが重要な戦略的課題となります。 
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はじめに 
 

I. 私たちに必要なこと：企業による人権尊重の実現に向けた志をより高め、ペースを速める

こと 
 

人間と地球を尊重しない限り、持続可能な開発、経済への公正かつグリーンな移行、そして責任

ある復興にたどり着くことはできません。国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）は、ビ

ジネス関連の人権に対する負の影響を予防し、これに対処するための権威あるグローバルな枠

組みとして、 これら重大な集団的課題に取り組む基本的なツールとなっています。 

 

UNGPsとその 3本柱（国家の人権保護義務、企業の人権尊重責任、救済へのアクセス改善の必

要性）は、国家と人間、市場の間のバランスを再調整するとともに、特に最も周縁化され、社会で

脆弱な立場に置かれる人々について、経済力と人権尊重との間のギャップを縮め、最終的にはこ

れを埋めるためのロードマップを提供しています。よって、それは国連事務総長が発表した「私た

ちの共通の課題」に対する中核的貢献として、責任あるビジネスの潜在力を発揮し、気候変動へ

の対処、生態学的災害の予防、持続可能な開発目標（SDGs）の達成、所得と機会の不平等や、

コロナ危機で増幅されてきた根強いジェンダー差別と人種差別に取り組む新たな社会契約の創

造という、重要なグローバル課題に取り組むために活用できる強力なツールでもあります。 

 

人権理事会から、UNGPs の世界的な普及と実践を推進するというマンデートを与えられたビジネ

スと人権に関する国連作業部会2は、2021年 6月にUNGPsが採択 10周年を迎えたことを受け、 

その当初 10年間の実施に関する現状把握を行いました。この現状把握（機関投資家の評価を伴

うもの）では、ビジネス関連の人権リスクと人権への影響を管理する共通の枠組みを全てのステ

ークホルダーに提供することにより、UNGPs が大きな前進をもたらしたことが明らかになりました。

それでも、一貫した実施という点では、大きな課題も残っています。 

 

UNGPs が明示した共通の期待は、企業による人権尊重のコミットメントを促進し、ベンチマーキン

グと報告を通じて人権パフォーマンスに関する透明性向上を推進し、企業が内部変革を進めるこ

とを可能にしました。それによって、多くの国では、企業の人権方針の増加、デュー・ディリジェンス

手順、苦情処理メカニズム、人権プログラム実施に利用できるリソースの増大が示すとおり、人権

侵害を防止、緩和および救済するために必要な内部体制の開発が推進されました。特に、権利保

持者の観点から人権リスクを特定、優先づけするためのプロセスが強化されているほか、

UNGPsに基づき、かつ、ビジネスにとってのリスクだけでなく、人にとってのリスクも重視する人権

の評価と優先づけの枠組みも、分野を横断してますます一般的に採用されてきています。 

 

UNGPs は、国連と国際労働機関（ILO）、経済協力開発機構（OECD）、地域機関（欧州連合（EU）

と米州機構（OAS）をはじめ、地域的人権メカニズムも含む）、国際金融機関、労働組合、先住民、

市民社会組織、国内人権機関による取り組みを支援し、国際的基準に基づく責任あるビジネスを

促進するための権威ある規範的枠組みとして用いられてきました。最初の 10 年間の特筆すべき

動きとして、各国と企業がビジネス関連の人権侵害を防止し、これに取り組むための枠組みを導

入し始めた一方で、企業に人権デュー・ディリジェンスの実践を期待するという、UNGPs の最も顕

著な規範的革新について、法的拘束力を持つ行動基準に向けた変革が起きていることが挙げら

れます。 

 

しかし現状把握では、この作業が始まったばかりであることも指摘されています。各国と企業によ

る実施は、十分な広まりも深まりも見せていないからです。その結果、そもそも UNGPs 策定の必

要性を生じさせた、各部門や各地域でビジネス関連の人権侵害の発生を許すガバナンス・ギャッ

プが根強く残っているだけでなく、気候変動と不平等の拡大という二重の危機がはっきりと示すと

 
2 正式名称：2011年に決議 17/4により人権理事会が設置した人権と多国籍企業およびその他の企業の問題に

関する作業部会 
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おり、過去 10 年間でこの問題への対策がさらに緊急性を増すことになりました。ビジネス関連の

人権侵害に関する説明責任の監視と達成も、まだ道半ばの状況です。 

 

次の 10 年間で有意義な前進が遂げられるかどうかは、新たなギャップを特定し、これを埋めるた

めのツールを確保しつつ、こうした既存のギャップにどう取り組むのかにかかっています。何が必

要かはすでに分かっているものの、今のところ体系的な変革を達成するために十分な行動は見ら

れていません。金融機関や機関投資家を含め、あらゆる国家と企業が他のステークホルダーの

支援を受けながら、それぞれの出発点からさらに歩を進める必要があります。効果的な前進を遂

げるためには、国家だけでなく、多様な施策のスマートミックスで企業の行動を決定づける政策や

実践、さらには規制の枠組みを作る多数の主体の影響力も活用できるよう、粘り強い取り組みを

続けねばなりません。こうした取り組みの積み重ねこそが、特効薬的な解決策を期待せずに、私

たちが必要とする変革を実現することに貢献できるのです。 

 

UNGPs の最初の 10 年間では、人間と地球を尊重する責任あるビジネスの達成は可能であるも

のの、ひとりでには実現しないことが実証されました。それは私たちの未来にとって、重要な課題

です。そこには公正な移行と、全ての人にとって持続可能で公平な未来を求める私たちの集団的

取り組みの成否がかかっているからです。根強く残るビジネス関連の人権侵害も、権利保持者が

侵害を受け、危険である現状では、国家と企業が同様に緊急に関心を寄せるべき優先課題です。 

 

よって、来る 10 年間に向けて私たちは今、実施に向けた志を高め、そのペースを速めることで、
一貫性の向上とより大きなインパクトの創造を図る必要があります。 

 

本書『UNGPs 10+：ビジネスと人権の次の10年に向けたロードマップ』は、先の現状把握を受け、

当初 10 年の評価を次の 10 年に向けた将来的提言で補完するものです。現状把握の際に行わ

れた、これまでの成果や、残る課題と機会に関する分析を土台としつつ、本書は今後も前進を続

け、UNGPs のさらに完全な実現に徐々に近づいてゆくために重要な行動領域を定めています。

各行動領域では、達成の必要がある優先的目標と、これを達成するために、国と企業が他の主な

ステークホルダーとともに、UNGPs実施の実現に役割を果たす存在として取るべき行動が明らか

にされています。その究極的な目的は、UNGPs 自体の目的を反映するものとなっています。それ

はすなわち、UNGPs を実行に移すことで「影響を受ける個人や地域社会に具体的な結果をもた

らすため、またそれにより社会的に持続可能なグローバル化に貢献」することに他なりません。こ

れは、原則実施を促進する取り組みでは、ビジネスの現場で影響を受けている人々の日常生活と

いう、最も大切な場で変革を遂げることの必要性を決して見失ってはならないという、UNGPs の

起草者であるジョン・ラギー元事務総長特別代表のビジョンに着想を得たものです。 

 

現状把握とロードマップはともに、作業部会の UNGPs+10プロジェクトの成果であり、幅広いマル

チステークホルダー型の協議プロセスと数多くの意見書、さらには国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）と国連開発計画（UNDP）を含むパートナーとの協力によって裏づけられています。 

 
 

II. 実現の方法：さらに一貫性のある行動 
 

全体としてより一貫性のある行動が緊急に必要とされていることに鑑み、作業部会は取り組みの

ペースを速め、志を高めるための 8つの行動領域を明らかにしました。 

 

これら 8つの行動領域とそれぞれに対応する優先目標は、下記のとおりです。 

 

戦略的な方向性 

 

行動分野 1：グローバルな課題に対応する羅針盤として国連ビジネスと人権に関する指導原則を

活用 
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【目標 1.1】指導原則の 3 つの柱（国の人権保護義務、企業の人権尊重責任、救済へのアクセス）

の適用によって、企業の人権尊重を公正な移行および持続可能な開発戦略の中核的な要素とす

ること 

【目標 1.2】構造的な課題に取り組むための協働を促進すること 

【目標 1.3】人権尊重を通してデジタルトランスフォーメーションを最適化すること 

【目標 1.4】基準策定における一貫性と整合性を確保すること 

 

保護・尊重・救済 

 

行動分野 2：国の人権保護義務  

【目標 2.1】政府の施策の有効性を高めるために政策の一貫性を促進すること  

【目標 2.2】義務化の潮流をつかみ、スマートミックスを促進すること 

 

行動分野 3：企業の人権尊重責任 

【目標 3.1】企業の取り組みを拡大し、人権尊重のコミットメントを実践につなげること 

【目標 3.2】人権デュー・ディリジェンスを企業のガバナンスおよび事業モデルに組み込むこと  

【目標 3.3】人権尊重と矛盾する事業慣行に立ち向かうこと  

 

行動分野 4：救済へのアクセス 

【目標 4】救済へのアクセスの確保を実践に移すこと 

 

横断的な重要点 

 

行動分野 5：ステークホルダーエンゲージメントの拡大と向上 

 

【目標 5】保護・尊重・救済を強化するための有意義なステークホルダーエンゲージメントの実施を

確実にすること 

 

行動分野 6：変化を加速するための影響力行使の拡大と向上 

【目標 6.1】金融セクターの ESG の潮流をつかみ、「S」を指導原則と整合させること  

【目標 6.2】行政機関や金融機関を除くビジネス界の形成者に対して影響を行使すること  

 

行動分野 7：進捗の追跡評価の拡大と向上 

【目標 7.1】体系的な学習やモニタリングを通じて国の行動と説明責任を促進すること  

【目標 7.2】企業が与える影響とパフォーマンスの追跡評価を進歩させること  

 

行動分野 8：国際的な協働と実践への支援の拡大と向上 

【目標 8.1】国連システムへの指導原則の統合におけるギャップを埋めること 

【目標 8.2】指導原則の理解・実践の加速・拡大に向けた能力開発と連携を強化すること 

【目標 8.3】地域における人権尊重を高める競争を促進すること  

 

このロードマップでは、各行動領域に関連する優先的目標について詳述し、UNGPs の統合と実

施、これに対応して国と企業その他のステークホルダーが取るべき支援行動のスケールを拡大す

るために、次の 10年間で達成する必要があることを定めています。 

 

推奨される行動は網羅的なリストではなく、一層のガイダンスのほか、国と金融機関や投資家を

含む企業による明確なコミットメントと実施計画によって補完する必要があります。UNGPs 自体と

同様、これらの提言はあらゆる課題に対する特効薬的な解決策としては意図されていません。む

しろ、UNGPs 実施のペースを上げるため、より志の高い取り組みを支援するための戦略的指針

として解釈すべきです。 
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こうした領域での行動は、国や企業、企業団体、投資家、さらには国連その他を含む多国間機関

が真剣さを示し、一貫性と現場へのインパクトを高めるための動きを支援するために起こすべきも

のです。ここで明らかにされた目標と行動は、国内人権機関、市民社会組織、労働組合、人権メカ

ニズム、関連の国連主体その他が、より具体的なターゲットを策定し、進捗状況を監視するととも

に、国家や企業と連携しながらポジティブな変革の推進を続けるためのベンチマークを提供できる

可能性もあります。 
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UNGPs 10+ロードマップ 
 

次の 10年に向けた行動領域、優先的目標およびターゲット 
 

行動分野 1：グローバルな課題に対応する羅針盤として国連ビジネスと人権に関する

指導原則を活用 
 

【目標 1.1】企業の人権尊重を公正な移行および持続可能な開発戦略の中核的な要素とすること 

事業活動とバリューチェーン全体で負の影響を予防し、これに取り組むことにより、人と地球を尊

重することは、ほとんどの企業が持続可能な開発に向けて行うことのできる最も重要な貢献です。

UNGPs と人権デュー・ディリジェンス、有意義なステークホルダーエンゲージメント、人権侵害を

是正する必要性というその重要なコンセプトは、国家や企業その他のステークホルダーが、コロナ

危機からの「よりよい復興」という文脈も含め、不平等に対処し、公正な移行とあらゆる人にとって

持続可能な未来を実現するための中核的要素として、責任あるビジネスが持つ大きな潜在力を

活用するうえで、強力な規範的、実践的ツールを提供します。国家の人権保護義務、企業の人権

尊重責任、人権侵害に対する救済へのアクセスの必要性というUNGPsの 3本柱は、国と企業そ

れぞれの補完的な役割を明確に定めるものです。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 人権理事会が UNGPs を引用し、クリーンで健全かつ持続可能な環境を得る権利を人権とし

て認識していることはまさに、気候変動と環境、人間のウェルビーイングが切っても切れない

関係にあることを世界的にはっきりと示した最新の事例と言えます。 

⚫ 国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）で数か国が採択した「公正な移行」宣

言は、UNGPs、 OECD 行動指針および ILO 三者宣言に沿ったグローバル・サプライチェー

ン全体を通じた人権の尊重が、公正な移行（環境的に持続可能な経済を目指すプロセスで

「管理が行き届き、かつ、全ての人のためのディーセント・ワーク、社会的包摂（インクルージ

ョン）および貧困の根絶という目標に貢献する必要がある」もの）を実現するために必要となり

ます。 

⚫ より持続可能な低炭素経済への移行を求める声が勢いを増すにつれ、あらゆる業界の企業

にとっても、サステナビリティがますますグローバル・アジェンダの核心を占めるようになって

きたとはいえ、UNGPsの潜在力が十分に発揮できているわけではありません。 

⚫ 人権リスクは環境・社会・ガバナンス（ESG）の S の中心をなすべきである（ESG を考える際

には UＮGPｓも常に関連してくることに加え）にもかかわらず、サステナビリティへのコミットメ

ントや ESGアジェンダの重要要素とみなされないことがあまりにも多くあります。 

⚫ 気候変動の激化は、エネルギーや食料、水、健康へのアクセスを脅かすとともに、ますます

多くの人々を貧困、脆弱性、紛争のリスクにさらし、移住へと追いやっています。人権侵害を

受けやすい状況に陥る移民の数も増えており、特に女性と子どもは不当に大きいリスクに直

面することが多くなっています。 

⚫ エネルギーの移行に必要な新規の鉱物採掘や採取の場所を探す場合など、気候変動緩和

戦略や「グリーン投資」が人権に影響するおそれも、しばしば見落とされています。 

⚫ 例えば、ワールド・ベンチマーキング・アライアンス（WBA）の「2021 年公正な移行評価」によ

ると、温室効果ガス排出量が多い企業の大半は、公正な移行に向けた取り組みを実証して

おらず、「最も大きなリスクにさらされている人々は、その未来に影響する決定から排除」され

ているほか、評価対象企業のほとんどは、低炭素への移行に関する社会的リスクと計画を人

権問題とは切り離して考えているようです。 

⚫ 企業の中には、ビジネス上の決定や行動が不平等の拡大と密接に結びついており、企業の

人権尊重を確保すれば、より一貫性のあるアプローチを裏づけられることを認識している向

きもあるとはいえ、こうした認識はないことが多く、十分な広がりも見せていません。 
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⚫ つまり、このままでは私たちに共通の最大課題の解決策として、責任あるビジネスの潜在力

を発揮することはできません。それは最終的に、グリーンで公正な移行と、より平等で持続可

能な未来の達成それ自体をリスクにさらすことになります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 私たちに共通の未来に関する重要なグローバル・アジェンダ、特にコロナ危機からの「よりよ

い復興」の文脈におけるものを含め、公正な移行を実現し、気候変動と不平等の拡大に対処

するための課題全体に UNGPsを広く組み込むこと 

⚫ 企業の人権尊重は、企業のサステナビリティと持続可能な金融を目指すものを含め、ESGア

ジェンダの中核的要素として理解する一方で、UNGPs は人間と地球を尊重するソーシャル・

インパクトに関する国家や企業、投資家の実践を推進するための基礎となる規範的枠組みと

して捉えること 

⚫ ステークホルダーの権利保持者との意義のあるステークホルダーエンゲージメントと、人に対

する負の影響に対する救済へのアクセスは、 グリーンな移行と気候変動緩和への取り組み

に対する権利尊重型アプローチの根本的要素として、広く認識すること 

⚫ 国家と企業の能力ギャップに取り組み、それぞれの義務と権利、および現地でのビジネスの

責任をよりよく果たせるようにするため、開発協力と持続可能なグリーンファイナンス・イニシ

アチブに関連するものを含め、現場での能力構築に向けた資金供与の増額を通じて

UNGPsの実施を支援すること 

⚫ 開発金融機関は、その ESG 枠組みと投資決定、継続的なモニタリングに UNGPs をより一

層効果的に統合することにより、さらに見える形での役割を果たすこと 

⚫ 責任あるビジネスを活用し、「よりグリーンでよりよく、より安全な未来」を実現するためのブレ

イクスルーを達成するためのツールとして、UNGPs を事務総長の「共通の課題」のフォロー

アップ過程に取り組むこと 

⚫ UNGPs と企業の人権尊重を、2030アジェンダの後継アジェンダに関する話し合いの中心要

素とすること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国がすべきこと： 
 

⚫ パリ協定および 2030 アジェンダ／SDGs が定めた目標を達成するために、ビジネスが果た

すべき役割に関するグローバルな枠組みと国際的政策アジェンダに UNGPsを統合すること 

⚫ UNGPs を実施しなければならない国と企業の能力を強化するための開発協力（例えば、労

働監督官の能力構築や不法就労者の登録に関するイニシアチブ、企業の監督管理者、裁判

官、サプライチェーン末端の中小企業への支援）への資金提供などにより、公正な移行と持

続可能な開発の財源を強化するため、企業の人権尊重に投資すること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスや労働組合その他の影響を受けるステークホルダーとの効果的

なエンゲージメント、さらには公正な移行計画における苦情処理のマネジメントを整備するこ

と 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを企業の SDGs への取り組みに統合すること。その際に、最も深

刻な影響を優先して行動を起こすこと、および、自社が引き起こしかねない影響だけでなく、

その取引関係を通じて関与するおそれのある影響にも配慮することを含めること。 

 

国連システムと国連事務総長がすべきこと： 
 

⚫ 「行動への呼びかけ」と「私たちの共通の課題」の今後の展開と実施枠組みを含め、声明や

戦略的枠組み全体を通じ、一貫して UNGPsに言及すること 
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市民社会組織や労働組合、学界、その他、公正な移行と持続可能な開発を求める関係者にでき

ること： 
 

⚫ これら共通の目標を達成するためのビジネスの役割に取り組む際、一貫して UNGPsを用い

ることにより、アドボカシーとモニタリングの整合性強化に資すること 

 

【目標 1.2】構造的な課題に取り組むための協働を促進すること  
 

コレクティブアクションは、ビジネス関連の人権に対する多くの影響の根底にある構造的な課題を

解決するために欠かせない要素です。このような構造的な課題は、個別の国家や企業が独力で

解決できる範囲を超えているからです。国家と企業の連合のほか、権利保持者や企業、政府、労

組、市民社会、国際機関を巻き込んだマルチステークホルダー型の連合も、企業の人権尊重や

説明責任、有意義なステークホルダーエンゲージメントに基づくコレクティブアクションを発展させ

るものであり、信頼を構築したり、こうした課題により効果的に取り組むための影響力を高めたり

するうえで不可欠です。コレクティブアクションは、経済力と関わりのある多くの重要な課題につい

て、UNGPsの実施を強化できる一方で、UNGPsは、協調的な取り組みに参加したからといって、

個々の国家が人権を保護する義務も、企業が人権を尊重する責任も低下したり、なくなったりする

わけではないことを明らかにしています。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 幅広い構造的な課題は、ビジネスに関連する最も深刻な人権に影響をもたらし、最も脆弱で

周縁化された人々に不当に大きな影響を与えています。 

⚫ 気候変動と不平等の拡大という二重の危機は、全ての人の持続可能な未来にとって根本的

な課題となっていますが、経済力と密接に絡み合っているその他の構造的な課題には、国家

と企業の義務や責任の充足と、より効果的なコレクティブアクションの両方を通じ、緊急な配

慮を要するものが多くあります。 

⚫ 国や企業、多国間機関は次の 10 年間で、他のステークホルダーと協力しながら、下記のよ

うな緊急課題にさらに優先度を高める必要があります。 

○ 職場で、また、コミュニティに影響する投資の文脈で、ジェンダーや人種に関する差別と

侵害に対処すること 

○ 人権・環境擁護者（先住民や労働組合の代表を含む）と、ビジネス関連の人権への影響

について懸念を提起する市民社会組織が直面する脅威の高まりに立ち向かうこと 

○ 児童労働や強制労働のリスクの高まりを含め、コロナ危機によって悪化したインフォー

マル経済（世界の労働者の 10人の 6人、企業の 5社に 4社を占める）における防止と

保護のギャップを埋めること 

○ 紛争関連の文脈その他、国際犯罪と重大な人権侵害のリスクが高まっている状況で、

責任あるビジネスが果たす役割に対する関心をさらに高めること 

○ 多種多様な商業活動で構造的なビジネス関連の人権侵害につながる腐敗（例えば、賄

賂や不当な経済上の利点を得るための影響力の行使）に取り組むこと 

○ 新技術が提起する人権と人道に対する脅威を管理すること（次の優先目標を参照） 

⚫ これまで 20 年以上にわたり、ローカル・レベルと国際的レベルの双方で、幅広いビジネス関

連の人権課題への対応として、コレクティブアクションとマルチステークホルダー協力のイニ

シアチブが数多く生まれています。 

⚫ 今後は、これまでの不十分であった点に学び、ビジネス関連の人権への影響の予防と救済

を強化するための影響力構築に資するモデルに基づき、前進を図る必要があります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 全ての主要業種に、顕著な人権課題にしっかりと取り組むマルチステークホルダー型または

集団的イニシアチブを設け、これを中小企業向けの能力構築で補完すること 
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⚫ マルチステークホルダー型および集団的イニシアチブには、単に規範の遵守と監査だけでな

く、被害者にとっての結果に照らした責任という意味で、説明責任を組み入れること 

⚫ 上記の課題全てについて、下記を含むコレクティブアクションのイニシアチブができ上がるこ

と 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に取り組むコレクティブアクションの分野横断的課題として、ジ
ェンダーを統合すること 

⚫ 企業による人権尊重を根本原則とし、インフォーマル・セクターにおける予防と保護のギ
ャップを埋めるための取り組みを行い、人権の保護と尊重を可能にする財源でこれを支
援すること（例えば、人権と労働基準に関する啓発活動のスケール拡大、労働監督能力
の構築、企業と労働者の登録、社会的保護の拡充、労働組合や社会的対話プラットフォ
ームの支援などを通じ） 

⚫ 紛争状況その他、国際犯罪と重大な人権侵害のリスクが高まっている状況への対応で、
ビジネスの役割に取り組むとともに、国と企業による関心の高まりと行動（紛争サイクル
の全段階に係る企業の人権デュー・ディリジェンス向上の形で）という UNGPsの期待に
これを整合させること。国連、開発金融および復興機関のあらゆる主体の平和と安全枠
組みに、UNGPsを統合すること 

⚫ 人権・環境擁護者（先住民や労働組合の代表を含む）と、ビジネス関連の影響について
懸念を提起する市民社会組織が直面する脅威に効果的な対応を行うための協力プラッ
トフォームを設けること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国、企業、企業団体、労働組合、市民社会および国連その他の国際機関がすべきこと： 
 

⚫ マルチステークホルダー型の対話と協力を通じ、構造的なビジネス関連の人権課題に取り組

むコレクティブアクションプラットフォームを模索、支援しつつ、このような取り組みが、国の人

権保護義務も企業の人権尊重責任も減じるものではない点を認識すること 

 

マルチステークホルダー型イニシアチブと業界イニシアチブですべきこと： 
 

⚫ UNGPs との密接な整合を図るとともに、バリューチェーン全体をカバーする効果的なマルチ

ステークホルダー型協力と説明責任を組み入れること 

 

【目標 1.3】人権尊重を通してデジタルトランスフォーメーションを最適化すること 
 

デジタル技術が SDGs の達成に貢献しうるという理解は確立されています。その一方で、一定の

商品やサービスの利用または意図的な悪用は、オンラインでのヘイトスピーチやデマ、監視社会、

民主的プロセスの弱体化など、人権と民主主義にとっての根本的な課題を多く生むことにもなりか

ねません。こうした課題については、その根本的原因への取り組みに特化した対策が必要です。

急激な変化（この場合は技術変革）と、社会がその影響を管理できる能力との間のギャップへの

対処をまさに図ろうとする中で、人間に対する関連のリスクを効果的に管理することにより、デジタ

ル技術の潜在的害悪に取り組もうとする企業と国家は、UNGPsを出発点とせざるをえません。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 自動化からギグ・エコノミー、偽情報の指数関数的な蔓延、監視の乱用、分断をもたらすソー

シャルメディア・プラットフォーム、人工知能（AI）の差別的バイアスに至るまで、技術的ディス

ラプションの文脈で生じている人間への負の影響を管理することは、次の10年とそれ以降の

コレクティブアクションにとって大きな課題となっています。これに対処するためには、テック企

業やその他の業界、規制当局、投資家、業界団体、職能団体、市民社会全体を含め、幅広

いアクターを巻き込む必要があります。 
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⚫ 多くのテック企業はすでに UNGPs を受け入れ、人権方針を採用しています。同時に、

UNGPs の規範的枠組みを実際の企業実践にどう反映できるのかを明確にする必要もあり

ます。 

⚫ 国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）の「テクノロジーにおけるビジネスと人権（B-Tech）」

プロジェクトを通じたものを含め、UNGPs を使いながら、人権に対する負の影響を特定し、こ

れに取り組み、これを緩和するとともに、デジタル技術ができる限りよい方向に働くようにする

ためにはどうしたらよいかについて、企業や政策立案者に指針を提供しようとする取り組み

が進んでいます。  

⚫ テック空間でおびただしい数の政策イニシアチブが生まれている中で、国家は政策の一貫性

や、規制の UNGPsとの整合性を確保することに特に注意を払う必要があります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ UNGPsに沿った人権デュー・ディリジェンスを新技術の開発と展開の中心に据えること 

⚫ 新技術との関連で新たに生じている人権課題に取り組むため既存のもの、そして新たなコレ

クティブアクションプラットフォームを UNGPsと明示的に整合させるとともに、人道、特に人権

保護の未来を危険にさらすおそれのある二重用途の技術や、イノベーションに固有のリスク

に取り組むコレクティブアクションプラットフォームを設けること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスの義務づけなどを通じ、テクノロジー企業を対象とする規制・政策

措置のスマートミックスを、国の人権保護義務と整合させること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 新技術で影響を受けかねない人権を保護するために、既存の法律と政策の適用可能性を見

直すこと 

⚫ 適宜、インセンティブに基づく措置と義務的措置の「スマートミックス」を通じ、テクノロジーに

おける人権に関し、国際的に公平な競争条件の確保に努めること 

⚫ テック空間における人権尊重を促進するため、多国間の連合を強化または構築すること 

⚫ 国内人権機関や市民社会組織、データ保護当局など、テクノロジーにおける人権問題に対

処する専門の独立機関にリソースを提供すること 

⚫ 国がテクノロジー企業と契約を結んだり、連携したり、ライセンス供与を受けたり、これを支援

したりする状況に特に重点を置きながら、国家の監督機能を明確にすること 

 

国内人権機関がすべきこと： 
 

⚫ テクノロジーにおける人権問題に対処する内部能力を構築、拡大するとともに、データ保護

当局や関連の主体と協力し、対策の調整を図ること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ 人権関連リスク管理に対する経営者とガバナンスによる監督を確保すること 

⚫ ビジネスモデル関連リスクを見直し、これに取り組むこと 

⚫ 製品／サービスのデザイン、開発、販売および展開への人権デュー・ディリジェンスの組み込

みに係る対策とその実効性について報告すること 

⚫ 官民双方のアクターを含め、人権リスクを効果的に予防し、これに取り組むため、ユーザーを

巻き込むとともに、影響力を行使すること 

⚫ ハイリスク技術関連の人権への潜在的影響に対する救済へのアクセスを可能にする方法を

模索するにあたって、政府や市民社会その他のステークホルダーと協力すること 

 

企業関連組織がすべきこと： 
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⚫ テック企業と、テクノロジーの利用拡大を始めたその他業界に人権に関する安全な学習空間

を提供し、それぞれの業界が直面するリスクについて理解を深められるようにすること 

⚫ ベンチマーキングや格付けなどを通じ、その実践を改善するよう企業に働きかけること 

⚫ インセンティブ制度を通じ、人権に関する企業の進歩的行動を導くこと 

 

投資エコシステムの主体がすべきこと： 
 

⚫ 投資先テック企業に対し、人権尊重を支持することに対する明確な期待を伝えること 

⚫ テック企業の人権に関する行動を審査できるよう、投資方針にセーフガードを含めること 

 

地域・国際機関がすべきこと： 
 

⚫ 方針の一貫性を醸成するとともに、UNGPs に沿った企業の人権尊重責任に対応するテック

部門への期待に関する共同ロードマップを策定すること 

⚫ 例えば、現時点で人権に害悪を及ぼすことが分かっているテクノロジーの用途について、一

時的な禁止または類似の対策を講じる必要性に関する共通の理解など、テクノロジーの危

険な用途に関する合意点を確保すること 

 

市民社会がすべきこと：  
 

⚫ 絶え間なく進化を続けるデジタル技術によって生じた可能性のある保護のギャップや問題の

ある実践の特定と警告を続けるとともに、UNGPs の効果的活用などにより、これらギャップ

への取り組みに国や企業を巻き込むこと 

⚫ 例えば、ベンチマーキングや格付けを通じ、人権に関するテック企業の行動を評価し、これに

異議を唱えること 

 

国連がすべきこと： 
 

⚫ 特に、UNGPs に沿った企業の人権尊重責任に対応するテック部門への期待に関し、

UNGPsがテクノロジーにどのように適用されるかに関する権威ある指針を提供すること 

⚫ 国がテクノロジー企業と契約を結んだり、連携したり、ライセンス供与を受けたり、これを支援

したりする状況に特に重点を置きながら、国家の監督機能について助言すること 

⚫ イノベーションが人道、特に人権保護の未来を危険にさらす場合を判断する明確な境界線と

して、技術革新に係る危険信号を明確化すること 

 

【目標 1.4】基準策定における一貫性と整合性を確保すること 
 

UNGPs がもたらした大きな貢献として、人権デュー・ディリジェンスの理念が挙げられますが、こ

れは企業に対し、自社が及ぼす負の影響を特定、防止、軽減するとともに、これに対する取り組

み方を説明するよう求めるものです。この規範的な説明は、企業の人権尊重責任の基盤をなして

います。ビジネスに対する一貫した期待や、より公平な競争条件の確保を通じたものを含め、グロ

ーバルな課題への取り組みにおける企業の役割を活用する取り組みの一貫性と実効性を裏づけ

るためには、その他将来性のある中長期的な発展を阻害することなく、UNGPs が提供する共通

の理解と概念的明確性に基盤を置くことが欠かせません。簡単に言えば、それは UNGPs と、

OECD 多国籍企業行動指針など、UNGPs をすでに統合している基準との間の整合性を保全す

るとともに、さらなる基準策定における一貫性と整合性も確保することを意味します。これは、基準

を運用可能にし、実践を推進する一助として必要な多数の拘束力のある（規制上の）措置と拘束

力のない措置の一貫性を確保するうえでも、基本的な問題となります。 

 

現状把握の結果： 
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⚫ 人権デュー・ディリジェンス基準は、ますます法律に組み込まれているだけでなく、異なる体

系の中で、ビジネスの実践と決定の枠組みを作り、これに影響を与える組織にも取り入れら

れることにより、多種多様なアクターが企業に対し、人権の尊重を義務づけたり、促したりす

るという、いわば強固な圧力の網のようなものを形成するようになりました。 

⚫ UNGPsと OECD多国籍企業行動指針が酷似していることは広く知られていますが、企業の

人権デュー・ディリジェンスは、2017 年の国際労働機関「多国籍企業及び社会政策に関する

原則の三者宣言」改定版や、持続可能な経済活動に関する EU タクソノミー、グローバル・レ

ポーティング・イニシアチブのユニバーサル・スタンダードにも組み込まれています。 

⚫ UNGPs は、国連グローバル・コンパクトとその参加企業が、国連グローバル・コンパクト 10

原則の遵守を確保するために導入すべき方針とプロセスについて、参考とする基準にもなっ

ています。FIFAや国際オリンピック委員会といったスポーツ界の組織も、UNGPsを採用した

り、そのアプローチをこれと整合させたりしています。 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスが IFC やいくつかの国の開発金融機関や輸出信用機関、世界最

大の官民機関投資家の一部を含め、不均等で比較的狭い範囲であるとはいえ、金融機関の

世界にも浸透を始めたのは重要な点です。金融機関が官民の経済主体にサービスを提供し、

影響を及ぼす際に行使する力を考えれば、このような機関が UNGPsに基づくその責任を認

識し、人権デュー・ディリジェンスを取引関係に取り入れていることは、企業による人権の尊

重を促すうえで欠かせないステップだと言えます。 

⚫ グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）が 2021 年、サステナビリティに関するユニ

バーサル・スタンダードを改定したことは、重要な前進です。UNGPs と整合するだけでなく、

あらゆる企業が自社のビジネスに関係する人々に対する深刻なリスクをどのように明らかに

しているか、および、このようなリスクについてどのような対策を取っているかを説明できてし

かるべきだという原則を明確にしているからです。 

⚫ しかし、一貫性の課題はあらゆるレベルで残っており、これまでに見られた整合性改善の兆

候が、今後も続くという保証はありません。よって、この課題に対する関心を継続することが

必要です。その中には、UNGPsを下記に統合する必要性が含まれます。 

○ UNGPs との整合が、人権デュー・ディリジェンスの取り込みを推進する要素として、サス

テナビリティ報告を活用し、企業が及ぼす深刻な影響について、信頼できる有用な情報

を提供することに役立つ場合、一連のグローバルなサステナビリティ報告基準を開発、

維持するためのさらなる継続的作業（国際サステナビリティ基準審議会を含む） 

○ 規制と UNGPs、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）との間の整合性向上が

それぞれのインパクト強化にも役立つ場合、主要なマーケットと法域で TCFD の活用を

義務づける規制 

○ 責任あるビジネス行動が重要な問題であるか、そうであるべきだと考えられる場合、腐

敗防止、金融、貿易と投資、税務など、その他のグローバルな政策課題（目標 1.1 で明

らかにされた気候変動や環境、SDGs以外のもの） 

⚫ ビジネスと人権に関する法的拘束力を持つ手段に関する継続的な議論との関連も含め、多

国間レベルでビジネスと人権の分野における一層の基準を策定する場合にも、政策的一貫

性を確保することが欠かせません。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 責任あるビジネス行動に取り組む既存のものと新たな国際的基準（国連、OECDおよび地域

的枠組みを含む）を UNGPsの主要なコンセプトと整合させるとともに、UNGPsのジェンダー

枠組みを含め、権利保持者を中心に据えるその他の指針を適用すること 

⚫ 持続可能なビジネスと投資活動の中核的要素として人権デュー・ディリジェンスを組み込むこ

とを含め、先進的な ESG 枠組みとサステナビリティ報告基準を全て、UNGPs と明示的に整

合させること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

121 / 192

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx


13 

国家がすべきこと： 
 

⚫ ビジネスと投資のバリューチェーンに関連する分野の多国間・国際的基準レベルで、 

UNGPsとの整合に対するサポートを続けること 

⚫ 企業の人権尊重と責任あるビジネス行動全般をより効果的に促進する手段として、政策一貫

性の強化を図るため、国際的基準設定プロセスに建設的な参画を行うこと 

⚫ 多国間金融機関が策定したものを含め、ESG 投資の定義とタクソノミーに関する新たな基準

が、主要要素として人権デュー・ディリジェンスに明示的に言及することを確保すること 

⚫ 特に、人権リスク管理と気候変動リスク管理を関連づけることにより、UNGPs と TCFD 枠組

みの整合性を改善するためのアプローチを開発するために主要ステークホルダーをまとめる

役割を果たすこと 

 

企業と金融機関がすべきこと： 
 

⚫ ESG とサステナビリティに関する自社の方針、プロセスおよび実績を UNGPs と整合させる

ため、継続的に取り組むこと 

⚫ 中小企業を含む取引先が、UNGPs の実践的適用と、人権尊重が持続可能な開発をどのよ

うに支えるのかについて学ぶ機会を支援する（業界団体などを通じ）ことにより、取引関係と

バリューチェーン全体での UNGPsの実践をサポートすること 

 

国連、ILOおよび OECDがすべきこと： 
 

⚫ グローバル／国際的基準のレベルと実施取り組みの双方で UNGPs、特に人権デュー・ディ

リジェンスの理念との収斂を促進すべく、連携を続けること 

⚫ 国際金融機関を巻き込むための取り組みをさらに強化するとともに、その枠組みと投資活動

を UNGPsと全面的に整合させるよう呼びかけること 
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行動分野 2：国の人権保護義務 
 

【目標 2.1】政府の施策の有効性を高めるために政策の一貫性を向上すること 
 

UNGPs はビジネス関連の人権保護をさらに改善するための手段として、政策を一貫させる必要

性を明確に強調しています。具体例を挙げると、それは会社法をはじめ、企業の創設と継続的な

事業運営を律する法律や政策を活用し、より責任ある事業活動のあり方を定めるべきことを意味

します。UNGPs はまた、国家が投資政策の目標を追求するか、経済的アクターとなるか、公共サ

ービスを外注することによって人権に負の影響を与える場合には、国家の人権保護義務が適用さ

れることもはっきりと示しています。政策の一貫性向上には、国家が開発や金融、投資、貿易を取

り扱う多国間のフォーラムや機関との関連で、企業の人権尊重を積極的に推進すべきだという意

味もあります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 政府がガバナンスのギャップに取り組む際に一貫性を欠いていることは、国家がビジネス関

連で人権の実効的保護を図る際の根本的な課題となっています。多くの政府は、国際的な

人権・労働基準に適合する法律の採択を怠ったり、これら基準に反する法律を採択したり、

労働者や影響を受けるコミュニティを保護するはずの法律の執行を怠ったりすることにより、

その人権保護の責任を果たしていません。例えば、女性の一定職種への就業を禁じている

国は 100か国を越え、世界の過半数の国では、LGBTIの人々が職場に関する法による保護

を受けられない可能性があるほか、ILO の中核的条約を批准していない国も 40 か国を超え

ています。場合によっては、国家自体が意図的に、ビジネス関連の人権侵害の温床を提供し

ていることさえあります。 

⚫ 全体として、利用可能なツールを全て用いることを躊躇し、啓発や研修、調査、好事例の促

進など、自発的な措置を強調しすぎる国が依然として多くなっています。 

⚫ その結果、コーポレート・ガバナンスの規制と監督、公共サービスの外部委託、国際的な経

済協定、国際的な開発協力、または、国営企業や政府調達、政府系ファンド、経済外交や輸

出信用などの形で国家が経済的アクターの役割を果たす場合に UNGPs を組み込むための

取り組みは、十分な進展を見せていません。 

⚫ UNGPs を効果的に利用すれば、国際投資や貿易の分野で社会変革をもたらせる可能性も

ありますが、貿易や投資の枠組みを UNGPsと整合させるための取り組みはこれまで十分に

行われていません。とりわけ、3,000 件を超える現行の国際投資協定のほとんどは、投資家

とその権利だけを守り、個人とコミュニティの権利をないがしろにしています。また、国家がそ

の国際的な人権義務を果たすために、断固とした対策を取るための規制能力にも制約を加

えています。 

⚫ 全般的な政策の一貫性をサポートできるツールとして、ビジネスと人権に関する国別行動計

画を策定するプロセスが挙げられます。これまで人権課題に関する直接的対話には参画し

てこなかった可能性もある政府機関（経済、金融および通商官庁や企業と証券市場の規制

当局など）を結集させることにより、一貫性の向上を促してきたからです。 

⚫ こうしたプロセスは、各国やステークホルダー集団の間で、意識向上や能力構築を図るため

の国内的プラットフォームも提供してきました。国内でベースライン評価が行われている場合、

国別行動計画策定プロセスは、それまで存在していなかった、国家による UNGPsの実施状

況を評価できるベンチマークを提供しています。 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを義務づける立法に向けて前進を図る踏み台としての国別行動

計画の有用性を実証する事例もあります。 

⚫ これまでに国別行動計画を策定している国の数はあまりにも少なく、こうした計画の地域分

布にも依然として大きな開きがあります。責任あるビジネス行動を促すために、その他のイニ

シアチブを導入している場合でも（サプライチェーンにおける現代的奴隷制に対処する法律な

ど）、ビジネスと人権に関する国別行動計画は、包括的なアプローチを支えるうえで重要なツ

ールとなります。 
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/45
https://undocs.org/A/HRC/38/48
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⚫ 国家が開発や金融、投資、貿易を取り扱う多国間機関やフォーラムのメンバーを務める場合

の現行の実践も、UNGPs との実効的な整合を確保するという点では不完全なものとなって

います。UNGPs に沿い、グローバル・サプライチェーンにおける人権の保護を強化するとい

う G7 と G20 によるコミットメントは心強い動きではあるものの、具体的な措置や評価による

フォローアップが必要です。 

⚫ 人権に関する義務とビジネス志向の政策措置との間の政策的一貫性を向上させることも、各

国がコロナ危機からの脱出の道を探る中で、UNGPs が責任ある復興を支援するうえで欠か

せないツールを提供するという現状の文脈を考えれば、緊急の注意を要する問題と言えます。 

⚫ よって、全ての国がビジネス関連の人権への影響からの保護を強化し、責任あるビジネス行

動を促すために幅広いツールを使いながら、一貫性を強化し、国家としてビジネスと人権に

対する包括的なアプローチを開発する目的で、国別行動計画その他の国家戦略を策定する

ための行動を起こすべきです（義務的措置と「スマートミックス」に関する次の目標も参照）。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ あらゆる地域のあらゆる国が、具体的な行動やインクルーシブなステークホルダーエンゲー

ジメント、主管官庁その他国内の変化をもたらすアクターにとって十分なリソースと政治的マ

ンデートに裏づけられる形で、ビジネスと人権に関する実効的な国別行動計画を策定するこ

と 

⚫ すでに国別行動計画を策定している国は、その見直しを行い、より成熟したアプローチを開

発すること（「NAPs 2.0」） 

⚫ ビジネスと人権に関する国別行動計画は、公正な移行と持続可能な開発を含め、次の 10年

間の重要課題に取り組むための一貫性を備えていること 

⚫ UNGPsが SDG行動計画（企業による人権尊重で実現しうる社会的変革に重点を置くもの）

や、責任あるビジネスまたは具体的問題（腐敗防止や現代的奴隷制への対処など）に取り組

むその他の行動計画に統合されること 

⚫ ますます多くの国が、率先して実践するとともに、UNGPs を政府調達や輸出・投資振興、国

営企業を含む国家とビジネスの結節点と、貿易・投資協定の領域に統合するためのステップ

を踏むこと 

⚫ G7 や G20 を含め、開発や金融、投資、貿易を取り扱う多国間フォーラムが、持続可能なグ

ローバル経済の重要な基盤として、常に UNGPsに言及すること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ ビジネス関連の人権保護のギャップを埋めるための取り組みの一環として、ILO の中核的労

働基準と人権条約を批准すること 

⚫ 国内ベースライン評価とマルチステークホルダー型対話を通じたギャップ分析に基づき、具

体的で測定と達成が可能、かつ妥当な期限付きの措置（すなわち SMART）を盛り込んだ

UNGPs 実施のための国別行動計画を策定すること（すでに行動計画を策定している国は、

これを定期的に見直し、更新すること） 

⚫ 国内人権機関に対し、国別行動計画の策定、実施および監視を支援するのに十分なマンデ

ートと資源を与えることで、その能力を強化すること 

⚫ 進捗状況（地域的、国際的な学び合いのプラットフォームを通じたものを含む）を評価し、既

存の行動計画を改善すること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを含め、UNGPs を開発協力や国際投資協定、政府調達、さらに

は開発金融機関、年金基金、政府系ファンド、国有企業および輸出信用機関など、政府とビ

ジネスの結節点にいるアクター全体に一貫して組み入れること 

⚫ 貿易と投資関連のアクターを結集させ、人権と環境を尊重する貿易と投資の枠組み作りに向

けた原則を定めること 
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27751&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/AR_keynote_remarks_NAP_workshop.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/44/43
https://undocs.org/A/76/238
https://undocs.org/A/HRC/32/45
https://undocs.org/A/HRC/38/48
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⚫ 具体的な要件と監視を伴う形で、UNGPsを経済危機復興計画に盛り込むこと 

⚫ UNGPsのジェンダー指針と枠組みを含め、社会的な脆弱性や周縁化のリスクが高い集団に

属する個人の保護を、UNGPs がどのように強化できるかに関し、さらなる指針を適用するこ

と 

 

企業と企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ ビジネスと人権に関する実効的な国別行動計画の策定を支援すること 

⚫ 国別行動計画の策定と実施に関し、他のステークホルダーとの活発で建設的な議論を支援

すること 

 

UNGPsの推進を図る国連機関がすべきこと： 
 

⚫ 多数のステークホルダーを巻き込むことにより、より多くの国別行動計画を採択することを目

的に、技術援助とピア・ラーニングへのアクセスを擁護、提供するための取り組みを増大させ

ること 

⚫ 国別行動計画で定められたコミットメントの実施に向けた監視と説明責任の枠組みの策定を

支援すること 

⚫ 貿易や投資、金融、開発などの分野で、UNGPs を政策立案に統合するため、さらなる指針

を策定すること 

 

【目標 2.2】義務化の潮流をつかみ、スマートミックスを促進すること 
 

過去 10 年間の最も注目すべき動向の一つとして、UNGPs に基づく法的要件を整備する必要性

に対する理解の高まりが挙げられます。今後は、新たに策定する義務的要件の実効性を確保す

るとともに、あらゆる市場で適用できる規制上のオプションを開発しつつ、人権を尊重する責任あ

る企業を育成する措置の「スマートミックス」の完備により、こうした取り組みを補完することが欠か

せません。UNGPs は各国に「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を

上手に組み合わせる」ことを期待していますが、こうした措置はいずれも、人権保護のギャップに

取り組み、公平な競争条件を整備するために必要なものです。人権デュー・ディリジェンスを義務

づける立法を求める機運の高まりは、具体的な人権課題に取り組むその他の法的、政策的ツー

ルを邪魔することなく、より効果的なスマートミックスに向けて歩を進める機会を提供しています。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 市民社会や組合組織、国内人権機関に、多数の投資家や企業自体が加わり、UNGPs に基

づく法的要件の必要性に関する幅広いコンセンサスが急速にでき上がりつつあることは、国

内、地域および国際レベルで人権デュー・ディリジェンスを義務づけようとする取り組みととも

に、過去 10年間で最も注目すべき動向の一つとなりました。 

⚫ 法的な確実性の改善、より公平な競争条件、バリューチェーン内での影響力の増大、より総

合的なリスクマネジメントのほか、少なからず重要な要素として 10年間に及ぶ UNGPsの運

用経験も相まって、より多くの企業が、人権デュー・ディリジェンスを義務づける措置に対する

支持の声を上げています。 

⚫ それと同時に、数十年にわたる経験から、法的措置は企業による人権尊重を確保するため

に必要不可欠ではあるものの、その十分条件ではないことも明らかになっているため、

UNGPsが求める「スマートミックス」の必要性も重視されています。 

⚫ 「スマートミックス」を完備するためには（国内的、国際的、義務的および自主的という）4 つの

側面をすべて考えねばなりません。国の人権保護責任には必然的に、国内レベルでの法規

制措置と、それを実際に意味のあるものとするために必要な支援基盤（執行、インセンティブ、

指針など）が関係してくるからです。UNGPs はまた、この「スマートミックス」に当然に含まれ

るべき要素として、国際的な義務づけの措置も明記しています。 
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⚫ 人権デュー・ディリジェンス規制の台頭という歓迎すべき動きが続く中で、UNGPs を一貫して

適用し、その基準に達しないことのないよう、ハーモナイゼーションと公平な競争条件を支援

するための取り組みも必要となります。 

⚫ 実効的な規制によって、下記を含め、UNGPs の人権デュー・ディリジェンスの理念が有する

「創造的破壊」の要素を補強すべきです。 

○ バリューチェーン全体での潜在的および現実的な人権への影響を「知り、そして示す」こ

とが促されており、また、そのためのインセンティブを提供すべきです。 

○ 事業運営やバリューチェーン関係とのつながりがある人々に対するリスクを特定、予防

するとともに、これへの対処を図る責任は、サプライチェーンのティア 1よりもはるかに広

く、バリューチェーンの全範囲に及んでいます。 

○ UNGPs は、人権侵害に関与したことが確認された事業者との取引関係を断ち、罰金そ

の他の制裁のリスクを避ける（「尻尾切り」）よう企業に求めているわけではなく、むしろ

負の影響を予防するとともに、これへの対処を図るためにエンゲージメントを保ち、影響

力を行使することを企業に期待しています。 

○ ステークホルダー（特に影響を受ける労働者とコミュニティ、労働組合と人権・環境保護

活動家のほか、市民社会組織も含め）との有意義なエンゲージメントは、実効的な人権

デュー・ディリジェンスの横断的要素となっています。 

⚫ いくつかの法域での最近の動向を見ると、UNGPs に沿う形で、幅広い範囲の分野や人権を

対象とする包括的な人権デュー・ディリジェンスの義務づけに向けた動きがあることが分かり

ます。また、幅広い人権デュー・ディリジェンス立法は、一定の具体的な課題または「越えて

はならない一線」（強制労働や一定の有害製品などの問題や、紛争の影響が絡む文脈で見

られるものの、まだ十分に模索されていないもの）や、一定の害悪に係る法的責任に取り組

む重点的な成果志向の法律・政策ツールの展開など、補足的措置の模索を妨げるものでも

ありません。 

⚫ 立法化に向けた動きが進む中で、企業の人権デュー・ディリジェンスの文脈や程度に関する

ものを含め、UNGPs が提供する主要なコンセプトや明確な説明に対する整合性に関心を払

うことが欠かせません。また、人権デュー・ディリジェンス・プロセスの質を評価する方法に関

し、監督・規制当局の能力を構築することにより、一定の人権侵害に係る民事責任を補足す

るものとして、国内レベルの行政的措置を強化する必要もあります。公平な競争条件を確保

し、UNGPs の破壊的影響力を保つため、このような取り組みを調整することも必要です。ま

た、規制に伴い、これまで世論の詮索の対象とならなかったために、その人権尊重の責任を

果たすという点であまり進展を遂げてこなかった可能性のある企業の能力構築を図るなど、

人権デュー・ディリジェンスが義務づけられている法域以外でも、企業やその他の主要ステー

クホルダーの能力を構築する必要もあります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ あらゆる地域の国家が、それぞれの国の実情に見合った人権デュー・ディリジェンスの義務

づけなどを含め、企業の人権尊重を目的とする立法の発展に向けて取り組むこと 

⚫ 企業の人権デュー・ディリジェンスを前進させるための法律で、実効的な人権デュー・ディリジ

ェンスのコア要素としての有意義なステークホルダーエンゲージメント、および、デュー・ディリ

ジェンスをバリューチェーンの全範囲に広げる必要性を明確に定めること 

⚫ デュー・ディリジェンスを義務づける立法に、人権侵害に対する救済にアクセスするための措

置を含めるか、このような措置によって立法を補足すること 

⚫ 新たに人権デュー・ディリジェンスを義務づける規制を、UNGPs と整合させるとともに、政策

的一貫性を確保するための行政的措置に関する法域間での実効的な交流、協力、能力育成

および共有により支援すること 

⚫ 新たな義務的措置の実効性を測定するとともに、現行の法律と基準の実施と実効性を改善

し、ギャップを埋めるための新たな基準と規制を策定するための取り組みによって、これを補

強すること 
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ohchr-shift-enforcement-of-mhrdd.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/MandatoryHRDD.aspx
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⚫ その他、企業の人権尊重を育み、可能にするための措置の「スマートミックス」を完備するこ

とにより、法的措置を補強すること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 義務的要件（特に人権と環境のデュー・ディリジェンスを義務づける法律、および、現代的奴

隷制の報告に関する法律など、その他の人権に重点を置く法律）を、バリューチェーン全体

（ティア 1 だけでなく）でのデュー・ディリジェンス責任、有意義なステークホルダーエンゲージ

メント（労働組合や人権活動家、影響を受けるコミュニティの巻き込みを含む）および人々にと

っての成果という点に関する企業行動の実効性評価の重視を含め、UNGPs の期待と十分

に整合させること 

⚫ 一定の人権侵害に係る民事責任（救済へのアクセスを強化するもの）と、厳格な執行手法の

発展に関する行政監督との補完性を模索すること 

⚫ 罰則を監視、執行し、企業向けの啓発と助言による支援に携わり、越境協力に参画する能力

を備えた独立かつ透明で適切な行政的措置により、義務的要件を裏づけるようにすること 

⚫ 中小企業を含む企業に対する適切な指導、助言による支援およびインセンティブをはじめ、

一連の幅広い措置を含む本格的な「スマートミックス」手法を模索すること 

⚫ 公平な競争条件確保をねらいとする能力構築への取り組みに資金を提供すること 

⚫ 義務的ルールの適用を拡大する中で、紛争影響地域その他、国際的犯罪のリスクが高まっ

ている状況で、企業がデュー・ディリジェンスを強化するという期待を高めること 

⚫ 義務的措置を策定する際、そのような規制のインパクトが最も重要となる領域で、影響を受

けるステークホルダーの観点を必ず考慮すること 

 

地域機関がすべきこと： 
 

⚫ 地域レベルから、人権デュー・ディリジェンスを義務づける規制の実効性を補強するための行

動計画を策定すること 

 

企業と企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ 実効的な義務的措置の策定を目指すプロセスに建設的に参画するとともに、UNGPsが定め

る「スマートミックス」には、その他の補足的ツールに加え、国内、国際双方の義務的措置が

含まれる点を認識すること 

⚫ 企業に対し、義務的措置に関する能力育成に全ての関連部署を関与させ、より多くの情報に

基づく見解を持てるようにするよう促すことを含め、メンバーの建設的な参画に関する能力を

構築するためのフォーラムを提供すること 

 

市民社会組織、労働組合および人権擁護活動家や影響を受けるステークホルダーと連携する組

織がすべきこと： 
 

⚫ 実効性のある義務的措置を策定し、国家の実績を評価するためのプロセスに建設的に参画

すること 

 

UNGPsの推進を図る国連機関がすべきこと： 
 

⚫ 策定中または新規の義務的措置のUNGPsとの整合性を評価するとともに、これに対する影

響力の行使を図ること 

⚫ 義務的な人権デュー・ディリジェンスに関する相対的な好事例を調査、普及すること 
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⚫ 開発途上国において、他の法域で採択された人権デュー・ディリジェンスを義務づける立法

が、その経済・貿易機会や国内の法律・司法の諸制度に与えるインパクトに対する認識を高

めること 

⚫ 国際人権条約や ILO条約その他、関連の枠組みの国内法化またはその執行を求めること 
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行動分野 3：企業の人権尊重責任 
 

【目標 3.1】企業の取り組みを拡大し、人権尊重のコミットメントを実践につなげること 
 

UNGPs は数万社の多国籍企業とその系列会社から、多種多様な政治的、社会的、経済的背景

を持つその他の企業、さらには、ほとんど手の届かないようなインフォーマル・セクターに至るまで、

広範囲に適用されます。よって、企業による人権尊重の達成という根本的なタスクは、極めて大が

かりなものとなります。社内の能力を整備している企業にとってでさえ、UNGPs が定める期待値

を全て満足させることは、複雑かつ継続的なタスクとなります。既存の大きな課題として、現地の

法的枠組み（ジェンダーや LGBTIの差別に関連するものなど）が国際的な人権基準と反する場合

の要件の矛盾に関するものが挙げられます。また、特に業務や取引関係が腐敗や犯罪行為、さ

らには紛争影響地域や、権威主義的体制または不法占領状態など、残虐行為が既知のリスクと

なっているその他の状況をはじめ、デュー・ディリジェンスの「強化」が必要とされる文脈と関連づ

けられる場合にも、大きな課題が残ります。それでも、この 10 年ででき上がってきた実践を見ると、

企業が人権尊重の責任を果たすことは可能なことが分かります。次の 10 年の間に、責任の取り

込みを先進的企業からビジネス界の主流へとさらに広げるとともに、コミットメントをビジネスのプ

ロセスや実践の変革へと移すことで、大きな躍進を遂げる必要があります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 企業の人権尊重に関する包括的な調査はありませんが、この 10年の間に発展してきた研究

やベンチマーク、格付けは、進展こそ見られるものの、さらなる進展の余地があるという同じ

方向性を示しています。例えば、2020年の「CHRB（Corporate Human Rights Benchmark）」

は、UNGPs を取り入れる企業の数が増え、コミットメントや手順も充実し、厳密化されている

ことを示しました。 

⚫ しかし、実効的な人権デュー・ディリジェンスの実施と影響を受けるステークホルダーの有意

義なエンゲージメントにより、その責任を厳密に果たしている企業の数は、まだあまりにも少

ないのが現状です。 

⚫ 過去 10年間、ほとんどの関心は、大手のグローバル・ブランドと、バリューチェーンに徐々に

期待を行き渡らせてゆくというその役割に向けられていましたが、それだけで達成できること

は限られています。そこには、グローバル・バリューチェーンに入っていない企業が多いとい

う理由もあります。 

⚫ 新興の好事例や実施指針の策定、さまざまな業界の実践共有プラットフォームは、出発点と

して役立っています。 

⚫ 次の 10 年間は、これらをスケールアップして主流化するとともに、現地の枠組みと実践が国

際人権基準に反するような問題の多い状況を含め、新たにでき上がりつつある政策レベル

のコミットメントを有意義な実践の変革につなげることが、大きな課題となります。個々の企業

がさらに力を入れる必要もありますが、企業に近いその他のアクターも、人権尊重責任の取

り込みを加速させるためのインセンティブと推進力を提供する必要があります。人権デュー・

ディリジェンスを義務づける立法への取り組みは（成長し、それぞれの法域を越えてインパク

トをもたらしているものの）、まだ限られているため、例えば各国の使用者連盟や企業関連組

織には、その取り込みを推進するうえで果たすべき重要な役割があります。また、UNGPs に

沿った企業の人権尊重責任をサステナビリティの言説に統合すれば、より多くの企業に実践

面での取り込みを働きかけることに大きく貢献するだけでなく、バリューチェーン全体での人

権尊重責任の取り込みにも資することになるでしょう。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ グローバル 2000企業が全て、UNGPsに沿って人権の尊重にコミットすること 
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⚫ 大企業や中堅企業が、中小の取引先の能力構築に対する支援などを通じ、バリューチェー

ン全体での企業の人権尊重を推進するための取り組みを実証し、どの行動とイニシアチブが

影響を受けるステークホルダーに有意義な変化をもたらせるのかを評価できるようになること 

⚫ 先進的なサステナビリティ格付けや報告プラットフォームが UNGPsに沿い、コアな評価基準

として人権デュー・ディリジェンスと苦情処理を統合し、単なる報告だけでなく、行動のインセ

ンティブも与える評価基準を開発すること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスと苦情処理の実施に関する企業実績の格付とベンチマーキング

において、ほとんどの業種または主要な全業種をカバーするとともに、人権デュー・ディリジェ

ンス立法が策定されている法域の対象外となる多国籍企業や株式未公開／非上場企業も

その対象に含めること 

⚫ 主流の企業関連組織が、UNGPsに沿った人権デュー・ディリジェンスと苦情処理を明示的な

加入条件に含めるとともに、中小企業を含む企業を対象とした啓発と能力構築活動によって

これを裏づけること 

⚫ 国家が全ての国有企業に対し、人権方針と人権デュー・ディリジェンス、苦情処理メカニズム

を導入することを要求するか、少なくともこれを公に促すこと 

⚫ 政府調達ガイドラインに UNGPsの主要素を盛り込むこと 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 法律（目標 2.1と 2.2を参照）、政策、能力構築と助言による支援、調達要件とインセンティブ、

税制、罰則および補助金（の停止）などの措置を総動員することを含め、企業による UNPGs

の取り込みと効果的な実施を後押しするためのインセンティブ導入の可能性を模索すること 

⚫ 複雑な企業構造、架空会社の存在、秘密主義を重んじる法域での事業主体登録に関する国

際的な対話を通じ、新たに義務づけられた人権デュー・ディリジェンスを補強し、監督と説明

責任を支援すること 

⚫ 中小企業を含め、主流企業の能力構築を図る企業関連組織の取り組みを支援すること 

⚫ 企業の人権尊重を根本原則とすることで、インフォーマル・セクターにおける予防と保護のギ

ャップを埋めるための取り組みを増大させること 

⚫ 現地の法律が国際的基準に反する法域で営業する企業が、実際に UNGPs を充足できるよ

う支援すること 

⚫ 国際犯罪が顕著なリスクとなる状況で事業を行う、またはそれに関連する企業に対し、人権

デュー・ディリジェンスを強化するとともに、事業活動がさらに悪化させることを避け、公平な

競争条件を整えるための努力を強化するためのコレクティブアクションに参加できるよう、イ

ンセンティブを提供すること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ 人権を尊重するという方針上のコミットメントを策定するとともに、実効的な人権デュー・ディリ

ジェンスと苦情処理を実証できるようにするためのステップを踏むこと 

⚫ 具体的な人権への影響に対する業界の寄与に本格的に取り組みつつ、関係企業の集団的

影響力を活用して構造的な課題に対処する業界およびマルチステークホルダー型のイニシ

アチブに参画すること 

⚫ 特にリスクが高い部門や地域で活動する中小のサプライヤーその他、適切な場合には顧客

を含む取引先に対し、人権リスクと、UNGPsに沿ってこれを管理する方法に対する理解を深

めるために提供される支援と能力構築に参画すること 

⚫ 紛争影響地域その他、権威主義的体制や不法占拠状況など、残虐行為のリスクが分かって

いる状況に関係する場合に「強化した」人権デュー・ディリジェンスを実行するとともに、国際

的犯罪に加担するリスクがある場合には、対策を強化するためのメカニズムを開発すること 
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⚫ 社会的に脆弱となったり、周縁化されたりするリスクが高い集団の出身者の人権尊重を強化

する方法に関し、UNGPsのジェンダー指針と枠組みを含め、追加的な指針を適用すること 

 

企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ その方針枠組みと会員評価基準を UNGPs と整合させるとともに、UNGPs を実際にどう適

応すればよいかを会員が理解できるよう、学習の機会を設けること 

⚫ 既存のデュー・ディリジェンスのツールと枠組みを活用し、UNGPsの実施を支援すること 

 

サステナビリティ報告プラットフォームがすべきこと： 
 

⚫ 有意義な人権報告が実際に何を意味するか、および、気候変動の影響緩和に関する報告を

含め、その他の報告分野に人権重視型アプローチをどう適用すべきかに関し、報告企業の

能力構築に配慮しつつ、UNGPsとの整合性改善に向けた取り組みを継続すること 

⚫ その他のステークホルダー（市民社会を含む）との協議を経て、効果的な実施を測定するた

めの指標を開発すること 

 

サステナビリティ格付けプラットフォームがすべきこと： 
 

⚫ UNGPsに沿った人権デュー・ディリジェンスと苦情処理をその評価基準に統合すること 

 

機関投資家その他の金融アクターがすべきこと： 
 

⚫ 投資先企業が UNGPs と整合する人権デュー・ディリジェンスのプロセスと苦情処理メカニズ

ムを導入し、時系列的なパフォーマンスの改善を実証し、かつ、実効的な投資家監視を裏づ

けるデータを提出できない限り、金融支援も投資も行わないという明確な期待値を定めること 

⚫ ESGに関する基準、ベンチマーク、データ提供者および報告枠組みを UNGPs と整合するこ

とを求め、これを支援するとともに、市民社会組織や関連の国連機関を含め、その他ステー

クホルダーとの適切なエンゲージメントを確保することで、そのような整合に向けた実効的な

前進を遂げること 

 

市民社会組織、労働組合および人権擁護活動家や影響を受けるステークホルダーと連携する組

織がすべきこと： 
 

⚫ ベンチマーキングや格付けなどを通じ、企業のパフォーマンスをUNGPsに照らして評価する

こと 

⚫ 企業との直接的なエンゲージメントで、地元の中堅・中小企業を含めた能力の構築を支援す

ること 

 

UNGPsの推進を図る国連機関がすべきこと： 
 

⚫ 関連のステークホルダーと協力し、現場での影響に取り組み、実効的な人権デュー・ディリジ

ェンスを推進するという意味で、目的に適っているかどうかという点を含め、先進的なサステ

ナビリティ基準が UNGPsを整合しているか否かを評価し、ギャップを審査すること 

 

国連グローバル・コンパクトがすべきこと： 
 

⚫ 人権の尊重や、UNGPs に沿ったデュー・ディリジェンスと苦情処理のマネジメントが、参加企

業のコミットメントにカギを握る要素であることを引き続き強調すること 

⚫ 参加企業に対し、国連グローバル・コンパクト 10原則の堅持に関する説明責任を問うこと 

⚫ UNGPsを SDGsに関する企業のエンゲージメントに統合すること 
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⚫ グローバル・コンパクト・ローカル・ネットワークによる啓発と能力構築への取り組みに、

UNGPsを統合すること 

 

【目標 3.2】人権デュー・ディリジェンスを企業のガバナンスおよび事業モデルに組み

込むこと 
 

UNGPs とその人権デュー・ディリジェンスの理念は（意図的に）、デュー・ディリジェンスと全社的リ

スク管理という既存のコーポレート・ガバナンス・システム内で理解が進んでいる理念を採用し、こ

れを人権に対するリスクに適用する場合の相違点も明らかにしています。恒久的な変革を実現し、

人権尊重を企業の「DNA」に組み込むためには、組織文化を変える必要がありますが、人権デュ

ー・ディリジェンスをガバナンスと組織の枠組みや、ビジネスモデルの中核に統合することは、こう

した文化変革を支援する手段となります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 企業の人権尊重責任を効果的に果たすための主な課題として、人権デュー・ディリジェンスを

より包括的に、コーポレート・ガバナンスや企業文化に組み込む必要性が挙げられます。し

かし現在までのところ、人権尊重の責任は取締役会や上級幹部のレベルにまで十分に高め

られているとはいえません。 

⚫ いくつかの法域における規制動向と、気候やサステナビリティに対する投資家の関心増大に

よって、サステナビリティ課題への認識が高まっていることで、このつながりを強化する機会

が生まれています。 

⚫ 具体的な課題として、体系的な人権リスクを内包するおそれのあるビジネスモデル（実質的

に、企業が価値と利益を作り出す方法）に関するものが挙げられます。これは新しい問題で

はなく、例えば多くの機関投資家はたばこやアルコール、論議を呼んでいる兵器、さらに最近

では化石燃料もそのポートフォリオから排除するようになっています。また、過去 10 年間に

注目された分野としては、ファストファッション分野があり、人権侵害の状況を生み出す高いリ

スクを伴う慣行によって、本質的に収益性が左右されていることが挙げられます。その他、一

定のソーシャルメディアのビジネスモデルや人工知能の応用など、さらに新しい業界で、人権

リスクの警告を受けかねない根本的な問題を抱えています。こうした新しい課題の動きを把

握するとともに、企業の人権尊重という基準を実効的に適用することが重要です。 

⚫ あるビジネスモデルが企業の人権尊重と両立するかどうかという問題は、自社のビジネスモ

デルや業務のあり方が、人間に対する影響とどう関係しているのかと、ほとんどの企業幹部

や取締役会が十分には考えてこなかった基本的な問いからスタートします。次の 10 年の間

に、UNGPsに基づく企業の人権尊重責任の本質を捉え、かつ、企業の長期的存続可能性と

密接に関連するこのシンプルな問いを、企業のサステナビリティ報告の冒頭で投げかけてゆ

くべきです。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 大手ブランドの取締役会の間で、人権デュー・ディリジェンスを管理文書に統合し、役員の人

権専門性が向上しており、取締役会や最高意思決定機関、幹部や起業家が、特に短期的利

益が逆にインセンティブを与える場合に、企業の価値や日常的行動を重視するうえで果たす

べき重大な役割をさらに強化しようとする事例が急増すること 

⚫ 取締役会や企業幹部、投資家が、ますます新しい価値創造や収益創出の形態が生まれる

場合（デジタルドリブン、データドリブンの新技術が主流化される場合などを含め）に、自社の

ビジネスモデルや戦略に人権リスクが内在する状況を評価し、これに取り組むようになること 

⚫ 証券取引所によるものを含め、コーポレート・ガバナンスに係る基準や指針に、人権の尊重

がコアな期待として取り込まれること。 

⚫ UNGPs がますます、コーポレート・ガバナンスや持続可能な金融に関する開示規制に組み

込まれるようになること 
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この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 取締役の責務、ステークホルダー志向のコーポレート・ガバナンスおよびステークホルダーに

対する影響に関する長期的視点の採用に関する規制を含め、UNGPs と整合する人権の尊

重をコーポレート・ガバナンス規制に取り込むこと 

⚫ 国別行動計画のプロセスに証券取引所や企業規制当局を関与させ、一貫性の拡大を図るこ

と 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ コーポレート・ガバナンスとリーダーシップ（取締役会と幹部レベルから、組織全体に至るまで）

をどのように発揮すれば、人権尊重が企業文化やビジネスモデル、戦略に浸透するのかを

実証できるようになること 

⚫ 人権の専門知識を有する人材を取締役として積極的に採用すること 

 

サステナビリティ報告プラットフォームがすべきこと： 
 

⚫ UNGPs との整合性向上を図るため、監督とガバナンス、ビジネスモデルの親和性に係る明

示的な評価基準を取り入れること 

 

機関投資家その他の金融アクターがすべきこと： 
 

⚫ 投資先企業に関し、UNGPs とビジネスモデルの親和性を確保するため、適正な監督とガバ

ナンスを導入する必要がある旨の明確な期待を定めること 

 

企業と交流する国連機関がすべきこと 

 

⚫ CEOとのやり取りを行い、コーポレート・ガバナンス面での UNGPsとの整合を求めること 

⚫ 企業の人権尊重責任と相容れない可能性があるビジネスモデルに異議を唱えること 

 

【目標 3.3】人権尊重と矛盾する事業慣行に立ち向かうこと 
 

国家による政策の一貫性向上と同様、ビジネス実践の一貫性向上も、UNDPsの効果的実施を実

現するうえで欠かせません。よって、企業の人権尊重責任を果たすというコミットメントと相いれな

い実践に取り組むことは、次の 10年の重要な課題となります。UNGPsに沿った人権デュー・ディ

リジェンスを社内の部署や取引関係全体に幅広く適用することは、一貫性向上の実現に欠かせな

いツールといえます。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 企業の一貫性（欠如）の重要問題としては、下記を含め、人権尊重のコミットメントと相いれな

いことが確認されている実践に関するものが挙げられます。 

⚫ 人権・環境擁護者に対する攻撃への企業の関与 

⚫ 人権・環境擁護者や市民社会組織をターゲットとする市民運動を封じ込める戦略的訴訟（ス

ラップ訴訟） 

⚫ 社会的対話の認識や中核的な労働組合の権利尊重の欠如 

⚫ 人権擁護・環境保護に関する法律と政策を骨抜きにするためのロビー活動や企業の政治参

画 
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⚫ 投資家・国家間の紛争解決機関を通じた抽出産業企業による国家の気候関連政策に対する

損害賠償の申し立て 

⚫ 人権侵害に対する救済を回避する目的での破産手続きその他、法的な責任限定手段の利

用 

⚫ 権利保持者への影響や、グリーン移行投資・戦略との関連における人権リスクに対する関心

の不足 

⚫ 国家が経済的・社会的権利を実現できる能力を根底から損なう税務 

⚫ これらの実践は、責任あるビジネスと相いれないだけでなく、戦略的センスの欠如も反映して

います。企業の人権尊重へのコミットメントの信憑性を決定的に損なうからです。 

⚫ トップが戦略的アプローチを変え、適正なプロセスと説明責任を通じて全社にコミットメントを

植え付けるためのリーダーシップを発揮することにより、人権デュー・ディリジェンスをあらゆ

る事業部署と取引関係に適用すれば、一貫性を向上させるだけでなく、最終的にコミットメン

トを実践の変革へと発展させ、人間と環境にとってさらによい成果を生み出せる可能性があ

ります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 人権尊重の責任が、人権・環境擁護者、中核的な労働組合の自由を尊重することと表裏一

体であることを明確に認識する企業が増えること 

⚫ 人権・環境擁護者に対してスラップ訴訟を用いる取引先に異議を唱えることを約束する企業

の数が増えること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスが政治的関与やロビー活動、税務、法務、マーケティング、ビジネ

ス開発など、企業のあらゆる活動や機能に適用されていることを示す企業の数が増えること 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 人権の尊重がサステナビリティのコミットメントが不可欠であることの認識を持つ「グリーンエ

ネルギー」部門の企業が増えること 

⚫ 信頼できる方法論や影響を受けるステークホルダーからの意見を活用し、人権侵害緩和・救

済策が人々にとってよりよい成果につながっているか否か、また、そうだとすれば、それはど

の程度かを示せる企業の数が増えること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 関連の法的、政策的分野で、企業の人権尊重責任には、労働組合権や人権・環境擁護者を

尊重することも含まれるという期待を明確に定めること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ 人権リスクが生じかねない全ての機能、業務、取引関係において、人権デュー・ディリジェン

スを組み入れ、適用すること 

 

全ての企業と企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ 人権の尊重は、企業が公正な移行と持続可能な開発に寄与するうえで欠かせない要素であ

ると認識すること 

⚫ バリューチェーン全体で、人権・環境擁護者に対する攻撃に対処するための行動をとることを

約束すること 
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⚫ 人権尊重へのコミットメントを掲げている企業が、人権・環境擁護者や市民社会、労働組合と

敵対する慣行や関係を維持していては辻褄が合わないという認識を社員やメンバーに植え

付けること 

⚫ 政治的な関与やロビー活動を含め、政治と規制の領域における自社の参画を UNGPs と整

合させること 

 

市民社会組織がすべきこと： 
 

⚫ 企業の人権尊重へのコミットメントと相容れない慣行を引き続き明るみに出すとともに、コミッ

トメントと矛盾するアプローチとの間のギャップを埋める方法について、対話に参画すること 
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行動分野 4：救済へのアクセス 
 

【目標 4】救済へのアクセスの確保を実践に移すこと 
 

実効的な救済へのアクセスは、UNGPsの中核をなす要素です。国家がその領域や管轄内でビジ

ネス関連の人権侵害を「防止し、捜査し、処罰し、そして補償」し、被害者が「実効的な救済にアク

セスできるように、適切な措置」を取る必要性は、いずれも根本的な原則となっています。また、

UNGPs は「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」ことも明確にして

います。UNGPs は、国家基盤型の司法的メカニズムと国家基盤型の非司法的苦情処理メカニズ

ム、さらには非国家基盤型の苦情処理メカニズムが補完的に機能し、権利保持者にとって可能な

限り最善の結果を確保できる救済エコシステムを通じ、ビジネス関連の人権侵害に対する実効的

救済にアクセスできるようにすべきことを想定しています。UNGPs のこの中核的要素について、

有意義な前進を遂げることは、次の 10 年間の重要かつ緊急の優先課題であるとともに、全ての

人にとっての人権と持続可能な開発を実現するために欠かせない課題でもあります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 司法と非司法的メカニズムを通じ、ビジネス関連の人権侵害を救済することは可能です。し

かし残念ながら、OHCHR による「説明責任と救済プロジェクト（ARP）」が明らかにしたとおり、

UNGPs で特定されている司法、非司法双方のメカニズムへのアクセスにおける障壁の多く

は、情報へのアクセスをはじめとする基本的な問題に関わるものを含め、依然として大きく残

っています。  

⚫ この問題はそもそも、法の支配に関する根本的な問題を反映しており、グローバルな動向を

見ても、その先行きは楽観を許しません。司法的救済へのアクセスと司法へのアクセスに対

する障壁を減らすことは、依然として緊急に必要です。国家向けの包括的な施策指針は存在

しますが、必要なのはその実施です。ビジネス関連の人権侵害に対処する国内法制度の強

化を、国境をまたぐ事案に取り組む実効的な相互協力・扶助の枠組みと協定でも支えるべき

です。 

⚫ UNGPs はまた、実効的な司法的メカニズムが「救済へのアクセスを確保するということの核

心をなしている」一方で、行政、立法その他の非司法的メカニズムも、司法的メカニズムを補

完、補足するうえで欠かせない役割を果たすとともに、スピードやコストの削減および／また

は国境を越えたリーチを実現しうることを認識しています。 

⚫ しかし、多くのケースで、こうしたメカニズムは想定された役割をまだ果たせていません。例え

ば、これまでの 10 年間には、各国の国内人権機関や連絡窓口が、OECD 多国籍企業行動

指針に則り、ビジネス関連の人権侵害が絡むさらに多くの事案で、救済へのアクセスを提供

できる可能性が明らかにされてきましたが、次の 10年間ではより多くの行動を実際に起こす

ことが必要になります。 

⚫ 人権侵害の苦情や申立に取り組むことを目的とする苦情処理メカニズムを策定する企業が

増えており、これは不可欠な措置ですが、UNGPs がこのようなメカニズムについて定めてい

る実効性基準を満たすためには、まだ多くの制約が残っています。例えば、ステークホルダ

ーの評価では、ジェンダーに配慮した文化的に適正なメカニズムを構築など、設計に関わる

信頼や実効性の欠如、さらには実効的な透明性や監視に関する課題が指摘されています。 

⚫ 権利保持者の救済に対するアクセス改善を可能にするための革新的なモデルは存在します。

とりわけ、労働者主導型の社会的責任イニシアチブや、労働組合と影響を受けるステークホ

ルダーを有意義な形で関与させる協力的イニシアチブは、現場レベルの苦情処理メカニズム

の開発に利点があること、および、これらメカニズムの策定と監視における主導的な役割を

権利保持者に与えることにより、力の不均衡や信頼の欠如といった、よく見られる欠点に対

処できることを実証しています。労働者主導型のモデルから得られた教訓は、労働者の権利

に焦点を絞ったメカニズムを越え、コミュニティ主導型のメカニズムでも適用できるでしょう。

権利保持者の有意義な関与は、企業のコミットメントと成果を守れるだけの十分なリソースに
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よって補完される必要があります。銀行が融資するプロジェクトで生じた懸念に係る人権苦情

処理メカニズムの設立など、金融セクターにおけるイノベーションも、影響を受ける労働者と

コミュニティの救済へのアクセスを強化するために、金融機関をどう活用すべきかに関する有

意義な教訓を提供できるでしょう。 

⚫ UNGPs で求められている司法的、非司法的メカニズムの補完的かつ不可欠な役割も、影響

を受ける権利保持者に対する実効的救済の実現に向けた「全ての道は救済に通ず」というア

プローチが、次の 10 年間でなぜ必要になるのかを示しています。ARP の指針は、国家・非

国家の救済メカニズムの実効性を高めるための包括的で実行可能な提言を提供しています。 

⚫ UNGPs のこの極めて重要な側面を実現するためには、コミットメントと指針を国家と企業に

よる有意義な行動へと移してゆくことが、次の一歩となります。権利保持者を救済プロセス全

体の主役とすべきですが、そのためにはとりわけ、救済メカニズムを権利保持者の多種多様

な経験と期待に対応できるものとすること、救済を求める者の観点から見て、アクセス可能で、

金銭的に利用可能で、十分かつ時宜に適った救済を確保すること、影響を受けた権利保持

者が救済を求める際に不当な扱いを受けないようにすること、および、ビジネス関連の人権

侵害それぞれについて、予防的、補償的、抑止的救済が得られるようにすることが必要にな

ります。国家と企業は、女性を含め、様々な権利保持者の集団がどのように違った形で人権

に対する負の影響を受けているか、そして救済に対してどのような独自の期待を持っている

可能性があるかに配慮しない限り、そのような権利保持者に実効的な救済を提供することは

できないでしょう。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ ビジネス関連の人権侵害を受けた権利保持者が救済にアクセスする際の障壁を減らすため

の具体的な措置という点で、進捗を実証できる国の数が増えること 

⚫ 国家がOHCHRのARP指針を通じて提供されたモデル付託事項に照らして、自国の救済エ

コシステム（司法的・非司法的メカニズムを含むもの）を審査し、ギャップに取り組むための包

括的戦略を策定すること 

⚫ 企業が UNGPs の実効性基準への整合を確保すべく、自社の苦情処理メカニズムを策定、

審査するとともに、このメカニズムの対象となる人々の立場に配慮しているという事実を示す

こと 

⚫ 主要業種が労働組合や市民社会と協力し、国内または地域のレベルで、各地の現実に即し

た業種別苦情処理プラットフォームを試験運用すること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ ビジネスと人権に関する国別行動計画を通じ、および／または、法律を改正し、司法全般に

対するアクセスを改善するための戦略の一環として、救済に対するアクセス障壁を減らすた

めの ARP 指針実施に向けた包括的戦略を策定する基盤として、ARP が提供するモデル付

託事項を活用し、自国の救済エコシステムの実効性を審査すること 

⚫ 能力構築その他、弁護士や判事が人権デュー・ディリジェンスとその法的要求関連の妥当性

を含め、UNGPs の関連知識を身に着けられるようにするための措置をはじめ、国内の司法

的・非司法的制度を強化するために必要な対策を取ること 

⚫ 影響を受けたステークホルダーによる救済請求を支援するための法的扶助その他の財源を

提供すること 

⚫ 国境を超える事案全般について、救済制度の実効性を高めるとともに、侵害を防止し、これ

に対処できる法規制枠組みを提供する受入国の能力強化に資する国際協力に参画すること 

⚫ 適切な責任規定を通じたものを含め、企業が人権への影響を引き起こしたか、助長した場合

に、侵害に対する救済を提供する企業の責任を執行するための実効的立法措置を模索する

こと 
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⚫ 適切な場合には、ビジネス関連の人権侵害の被害者が集団的救済を求められるようにする

こと 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に係る救済へのアクセス障壁を減らすための措置を取る場合には、

UNGPsのジェンダー指針と枠組みを適用すること  

⚫ 国内人権機関に、ビジネス関連の人権侵害に係る救済へのアクセスを支援、促進する（情報

および文書の強制、証人喚問、嫌疑について捜査するための公的・私的施設への立ち入り

権限を含む）ための十分なマンデートとリソースを付与するとともに、ビジネス関連の人権侵

害を受けた権利保持者の救済へのアクセス改善に向けた国家と企業の取り組みにおける進

捗状況を監視すること 

⚫ OECD 多国籍企業ガイドラインを遵守する国の国内連絡窓口の実効性を強化するとともに、

全ての国内連絡窓口が、その実践の継続的改善を測るベンチマークとして、UNGPs の非司

法的苦情処理メカニズムに関する実効性基準を用いるようになること 

⚫ 影響を受けた権利保持者が国内人権機関や国内連絡窓口その他の関連メカニズムをどの

ように利用できるかにつき、認識を高めること 

 

国内人権機関がすべきこと： 
 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に対する救済へのアクセスを支援、促進する能力を育成すること 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に対する救済へのアクセス改善に向けた国家と企業による取り組

みの実施と進捗状況を監視すること 

⚫ 市民社会組織や労働組合、人権擁護者など、ビジネス関連の人権への影響の被害を受けた

権利保持者と直接に関わる関係者を含むその他のステークホルダーと協力すること 

⚫ 他の人権機関との連携により、得られた経験を共有し、進捗状況の監視を集団的に強化す

るとともに、ビジネス関連の人権侵害に対する救済へのアクセス改善を促進するための国際

的協力を強化すること 

⚫ 国内連絡窓口その他の関連機関との連携により、得られた経験を共有するともに、ビジネス

関連の人権侵害に対する救済へのアクセスを改善するための国際的協力を強化すること 

 

国際金融・開発機関がすべきこと： 
 

⚫ UNGPs の非司法苦情処理メカニズムに関する実効性基準に沿い、事業レベルの苦情処理

メカニズムを設けるか、既存のメカニズムを改善すること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ UNGPs と整合し、第 3 次 ARP 指針を土台とし、UNGPs のジェンダー指針を適用した救済

アプローチを開発、実施すること 

⚫ 国家基盤型のメカニズム（司法、非司法の双方）と建設的に関わり、協力するとともに、人権

侵害の疑いに対する救済を目的としたプロセスを遅らせる法的措置は取らないこと 

⚫ 人権・環境擁護者と、影響を受けた権利保持者が人権と環境の侵害の疑いに対する救済へ

のアクセスを求める際に支援を行う市民社会組織に対するスラップ訴訟を控えること 

⚫ 影響を受けた個人とコミュニティが、UNGPs に沿った実効的な事業レベルのメカニズムにア

クセスできるようにするため、どのような方策を取っているかを実証できること 

⚫ 労働組合や影響を受けたコミュニティ（先住民団体など）の代表、市民社会組織を含む外部

のステークホルダーと連携し、影響を受けたステークホルダー集団が苦情処理メカニズムの

設計と運営に有意義な関与を行えるようにすること 

⚫ 取引先（サプライヤーなど）が実効的な苦情処理メカニズムを設けるか、これに参加できるよ

うにするとともに、関連のステークホルダーとの対話でこれらメカニズムの実効性を評価する

ための措置を取ること 

 

企業関連組織がすべきこと： 
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⚫ 国家が実施する審査プロセス（上記の項目を参照）と、この審査に基づき国家の戦略を改善

するプロセスに建設的に参加すること 

⚫ 国際的な文脈における救済エコシステムのギャップを明らかにするため、国家と建設的に関

わり合うこと 

⚫ 会員企業が UNGPs に沿った苦情処理メカニズムを開発する能力を構築するとともに、得ら

れた教訓と好事例を共有するための場を提供すること 

⚫ 業種別の苦情処理メカニズムの提供を模索するとともに、中小企業をはじめとする企業に研

修や指針、専門知識を提供することにより、これを支援すること 

⚫ 政府や労働組合、市民社会組織など、他のステークホルダーと協力し、インフォーマルセクタ

ー向けの苦情処理メカニズムを模索するための取り組みを支援すること 

 

市民社会組織と人権活動家がすべきこと： 
 

⚫ ビジネス関連の人権侵害が起きた場合、影響を受けた個人やコミュニティの能力を強化し、

現状の力の不均衡に取り組むなどして「正義の実現者」としての役割を果たし続けること 

⚫ 国家と企業に対し、実効的救済へのアクセスに関する社会的に脆弱な人々や隔絶された集

団の多様な経験と期待を明らかにすること 

⚫ 実効的な司法的・非司法的救済へのアクセスに対する障壁を除去するために、国家が着手

すべき法律面、政策面の改革を主張すること 

⚫ 救済の実効性と、企業の説明責任に関する戦略についての情報を共有するため、国内連合

やグローバルネットワークを形成すること 
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行動分野 5：ステークホルダーエンゲージメントの拡大と向上 
 

【目標 5】保護・尊重・救済を強化するための有意義なステークホルダーエンゲージメ

ントの実施を確実にすること 
 

有意義なステークホルダーエンゲージメントは、保護と救済の改善をサポートする横断的な課題と

して、ビジネス関連の人権リスクと影響に取り組む正当かつ効果的な対策の実現を図る国家と企

業の戦略の中心に据えるべきです。有意義なステークホルダーエンゲージメントとは、実効性の

ある社会的対話を含め、影響を受けた個人とコミュニティ、労働組合、人権・環境擁護者その他、

パートナーとして国と企業の実践を監視するうえで欠かせない役割を担う者と話し合うことを意味

します。UNGPs が求めているとおり、（単なるビジネスに対するリスクよりも） 人間に対するリスク、

特に脆弱となる状況に置かれている権利保持者を重視（ジェンダー関連リスクへの配慮を含め）

することは「ステークホルダー資本主義」や持続可能な開発、そして誰一人置き去りにしない公正

な移行に向けて歩を進めるための一助となりえます。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 女性や LGBTIの人々、子ども、障害者、先住民、アフリカ系の人々、移民や難民労働者をは

じめ、様々な不均衡な負の影響を被ることが多く、脆弱となるリスクが高いおそれのある人々

の保護と尊重を強化することは、緊急の優先課題です。侵害に対する救済へのアクセス強化

も、同じく緊急の優先課題となっています。 

⚫ 直接的な影響を受ける個人とコミュニティに加え、労働組合や人権・環境擁護者、市民社会

組織、先住民のネットワークの他、研究者やジャーナリストなども、国家と企業がそれぞれの

義務と責任をどう果たしているかを監視し、その責任を追及するうえで欠かせない役割を担

っています。 

⚫ ところが、国家や企業は、こうしたステークホルダーを有意義なエンゲージメントを持つべき

パートナーとして見なさないことが多くあります。これはすなわち、国家や企業の政策や方針

が、人間や環境に対するリスクに適切に取り組めず、信頼も得られないために、実効性も損

なわれかねないことを意味します。 

⚫ よって、有意義なステークホルダーエンゲージメントは、責任あるビジネスを育てるための国

家の法的・政策的措置や、企業による人権デュー・ディリジェンスと苦情処理の中心に据える

べきです。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 国家、企業および開発金融機関のサステナビリティ方針と戦略的枠組みが、有意義なステー

クホルダーエンゲージメントや、権利保持者と労働組合、人権・環境擁護者、市民社会組織

など権利保持者の代理人への支援の必要性をますます明示的に認識するようになること 

⚫ 企業の人権尊重促進を目的とする立法と政策立案（国別行動計画の策定プロセスなど）で、

権利保持者と労働組合、人権・環境擁護者、市民社会組織など権利保持者の代理人の有意

義な参画を強調すること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを義務づける法律で、権利保有者保持者や労働組合、人権・環境

擁護者、市民社会との有意義なエンゲージメントが、人権デュー・ディリジェンスの中核的要

素であることを明示的に認識すること 

⚫ 企業がその人権デュー・ディリジェンスのプロセスと救済への取り組みで、影響を受けかねな

い集団その他の関連ステークホルダーとの間で、さらに有意義な協議を行うようになること 

⚫ 自由意思による事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）である先住民に関する国際基準が、

関連部門（農業、エネルギー、抽出、インフラなど）における企業の人権へのコミットメントでま

すます認識されるようになること 

⚫ その人権方針で、開かれた市民空間と人権・環境擁護者の尊重を支援する行動を約束する

グローバル 2000企業の数が増えること 
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この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 責任あるビジネスを促進するための国別行動計画と立法枠組みを策定する際、広範な対話

とステークホルダーエンゲージメントを約束するとともに、これを可能にすること 

⚫ 労働組合代表や人権・環境擁護者を含め、ビジネス関連の影響について懸念を提起する全

ての者に対する暴力的な攻撃を防止し、これに取り組むための政策を約束し、明確化すると

ともに、女性と先住民の活動家が抱える課題を明示的に認識すること 

⚫ 労働組合や人権・環境擁護者、市民社会組織が保護対象の活動について法的なハラスメン

トを受けないよう、内部通報者保護法とスラップ訴訟対策法を制定するとともに、擁護活動に

参画する市民社会組織に対する税制面の慈善事業扱いを撤回したり、ビジネス関連の人権

侵害を明るみに出す組織の業務全般を犯罪化したりするなど、市民空間を縮小させかねな

いその他の措置を回避すること 

⚫ 影響を受けかねない集団やその他の関連ステークホルダーとの有意義かつ継続的な協議

は、人権デュー・ディリジェンスと不可分の一体をなすという点を明確化すること（新たなデュ

ー・ディリジェンス立法の制定やそれに伴う指針によるものを含む） 

⚫ 国内人権機関が権利保持者と人権・環境擁護者を支援し、権利を尊重するビジネスを可能

にするために欠かせない市民空間を監視できるよう、その能力を強化すること 

⚫ ビジネス関連の人権侵害の根本的原因に取り組むプロクトに関するものを含め、市民社会

組織と企業がやり取りできる場を提供すること 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に対する救済に関する国内の法律、政策およびプロセスで、救済

の種類と救済を提供すべきやり方について、影響を受けたステークホルダーと有意義な協議

を行うことの重要性がどのように認識されているのかを審査するとともに、そのギャップに取

り組むこと 

 

国内人権機関がすべきこと： 
 

⚫ 人権を保護、尊重する責任ある国家と企業の行動を要求する権利保持者と人権・環境擁護

者による取り組みを支援すること 

⚫ 継続的な人権デュー・ディリジェンスを支援し、紛争の解決に資するため、影響を受けたステ

ークホルダーと企業との間の建設的でバランスの取れたエンゲージメント・プロセスを促進す

ること 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ 影響を受けたステークホルダーをその人権デュー・ディリジェンス・プロセスの中心に据え、リ

スクマネジメントに人間に対するリスクの観点を取り込むこと 

⚫ 権利保持者や労働組合、人権・環境擁護者および市民社会組織を、持続可能な開発と全て

の人にとって公正な移行を実現するための共通の取り組みのパートナーとみなすこと 

⚫ 特に、取った行動の実効性を追跡する際、ジェンダー関連のリスクと、脆弱になるリスクが高

い可能性がある人々に特に注意を払いながら、自社の人権デュー・ディリジェンスと救済のプ

ロセスにステークホルダーをどのような形で関与させているのかを実証すること 

⚫ 苦情処理プロセスの設計を見直す際、関連のステークホルダーとの間で、そのニーズと期待

に関する有意義な協議を行うとともに、具体的な苦情に対応する際には、どのような救済を

どのような形で提供すべきかに関し、影響を受けたステークホルダーと協議すること 

⚫ 良好な人権デュー・ディリジェンスには、労働組合との関わり合いが欠かせないこと、および、

先住民コミュニティとの有意義な関わり合いには、国際的な FPIC 基準の充足が含まれるこ

とを認識すること 

⚫ 開かれた市民空間を公に支援するとともに、それが人権デュー・ディリジェンスやグッド・ガバ

ナンス、持続可能なビジネス（と開発）に資すると認識すること 
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⚫ 労働組合代表、人権・環境擁護者その他、ビジネス関連の人権上の懸念を指摘する者に対

する報復措置について、バリューチェーン内でのこのような侵害に対するゼロ・トレランスを約

束したり、スラップ訴訟その他の形態の報復を控えたりするなどの形で取り組むこと 

 

企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ スラップ訴訟を含め、人権・環境擁護者に対する報復についてゼロ・トレランスの姿勢を取る

こと 

⚫ 開かれた市民空間を公に支援するとともに、それが人権デュー・ディリジェンスやグッド・ガバ

ナンス、持続可能なビジネス（と開発）に資すると認識すること 

⚫ 人権・環境擁護者を支援するため、市民社会組織や、影響を受けたステークホルダーと直接

連携する組織（先住民ネットワークを含む）と関わり合うこと 

 

国連システムがすべきこと： 
 

⚫ 企業関連組織や企業と、市民社会組織や人権・環境擁護者、先住民のネットワーク、労働組

合その他、直接に影響を受けるステークホルダーと現場レベルで連携する人々の間の交流

を促すための場の設置と支援すること 
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行動分野 6：変化を加速するための影響力行使の拡大と向上 
 

【目標 6.1】金融セクターの ESGの潮流をつかみ、「S」を指導原則と整合させること 
 

グローバルな重要課題に対処するには、ビジネスの役割に取り組むことが極めて重要です。金融 

セクターが経済と、その中で活動する企業の行動を加速する役割を果たしていることを考えれば、

その役割に取り組むことも同様に重要です。投資家やその他の金融セクターのアクターには、そ

の投資活動に関連して人間に及ぶリスクを把握し、こうしたリスクを管理するためにどのような対

策を取っているかを示すことにより、人権を尊重することが期待されています。このプロセスにステ

ークホルダーを巻き込むことが欠かせません。金融セクターのアクターがその責任の遂行におい

てどのような前進を遂げているかも、企業による人権尊重全般のスピードを上げ、スケールを拡

大するうえでカギを握ります。ESG の機運の高まりは、前進を速めるための機会を提供していま

す。しかし、この発展が人間と環境にとってよい結果をもたらすビジネス実践の改善に役立つよう

にするためには、UNGPsが ESGの Sの中核的要素を提供する一方で、ESG全体に配慮するう

えでも妥当な要素であるという理解を主流化する必要があります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 民間の商業銀行や機関投資家、開発金融機関その他の資金提供者など、金融アクターの中

には、UNGPsに基づく自らの責任に対する認識を高め、融資または投資対象の企業の活動

やビジネスモデル、製品とサービスが人権尊重をどのように統合しているかについて精査す

るものが増えてきています。 

⚫ このような発展は、規制や投資家のリスク精査の強化に後押しされ、投資プロセスにおける

ESG スクリーニング基準の考慮が進むことで、一部でみられるようになっています。それでも、

金融商品と資産分類全体で投資意思決定やスチュワードシップに人権デュー・ディリジェンス

を統合しようとする動きは、金融セクターの間では遅れており、投資機関や ESG データ提供

者が企業による人権パフォーマンスの向上を活動できるようになるには、まだ大きな改善の

余地があります。 

⚫ 国際金融機関が方針枠組みで、UNGPs や人権デュー・ディリジェンスに言及することが多く

なっているため、人権セーフガードの強化に向けた基盤もでき上がっていますが、開発金融

や国際金融機関を財源とするプロジェクトの現場への人権デュー・ディリジェンスの全体的な

統合は、メガインフラ整備プロジェクトにおける人間へのリスクを管理するためのツールの場

合も含め、依然として低水準のままです。持続可能な開発とグリーン移行の名のもとに、多

国間の貸手が官民プロジェクトへの投資を支援しようと競争していますが、人々への尊重が

これら目標の達成にカギを握る要因であることを認識していないケースが多いことを考えると、

これは重大な問題だといえます。 

⚫ 重要な課題として、ESGのSに関し、UNGPsの規範的基準を反映する定性的、定量的な指

標が組み込まれていないことと、データ提供者が企業方針の有無や一部の人権にとどまらな

い規模の適切なデータを収集できる能力が限られていることが挙げられます。このギャップ

については、関連のアクターが一致して関心を向け、対策を取ることが必要です。また、E と

Gに関する指標の開発は相対的に進んではいるものの、UNGPsは ESGに関する幅広いリ

スクや影響（例えば、気候と人権とのつながりは「E」の検討対象となりうる一方で、腐敗と人

権とのつながりは「G」の関連で影響するなど）を評価し、これに取り組むうえでも妥当性があ

るため、対応を Sの領域だけに止めておくべきではありません。 

⚫ 銀行や機関投資家、開発金融機関、およびこれらと連携したり、これらに影響を与えたりする

者が、企業の所有、財務およびガバナンスに人権を組み込むための緊急行動を取らなけれ

ば、企業の人権尊重は次の 10 年間で前進を阻まれるおそれがあります。UNGPs が ESG

の S の中心的要素を提供しているという共通認識を高める取り組みは、適切な指標の開発

によって裏づけられており、今後の重要優先課題とすべきです。そうすれば、投資家が多種

多様な投融資の活動や商品、構造を把握するとともに、これに関連し、具体的な業務の文脈
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において、人権デュー・ディリジェンスが具体的にどのようなものになるのかという点に対する

現状での詳細（よって実践的）な理解の欠如に取り組むための一助にもなるでしょう。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 金融セクターが用いるあらゆる先進的な ESG 枠組みと基準に、人権デュー・ディリジェンス

が取り込まれ、かつ、UNGPs が ESG の S の中心的内容を定めているという認識が広まる

こと 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ UNGPsに沿った人権デュー・ディリジェンスが、持続可能な金融開示規制を含め、ESGの定

義、枠組み、基準、タクソノミーの明示的要素となるようにするとともに、人権の尊重は責任あ

る受託者となるために欠かせない点を明確化すること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを金融機関にも同等に義務づけること 

⚫ プライベート・エクイティ会社を含め、未公開株式市場のアクターの人権パフォーマンスにつ

いて、より高い透明性と説明責任を確保すること 

⚫ 証券取引所のESG上場要件と指針、および、国際会計基準審議会（IFRS）財団の傘下で行

われている作業など、民間とマルチステークホルダー型の国際的なイニシアチブや、EUの非

金融報告要件の改定などの地域的動向において、UNGPsとの整合を求めること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスと相容れないESGの「グリーンウォッシング」に対処する規制当局

の能力を構築すること 

 

民間セクターの商業銀行、機関投資家、開発金融機関その他の資金源を含む金融機関がすべき

こと： 
 

⚫ 人権方針を採択するとともに、自社のガバナンス枠組みと投資決定プロセスに人権デュー・

ディリジェンスを組み込み、UNGPsに沿った苦情処理アプローチを開発すること 

⚫ (1) 人権方針、ガバナンス、デュー・ディリジェンスおよび実効的な苦情処理メカニズムの採用、

ならびに、(2) 投資先企業が人権への負の影響を引き起こしたか、これを助長した場合の人

権侵害被害者に対する救済の提供を促進するため、投資先企業を建設的な対話に参加させ

ること 

⚫ 投資活動とつながりのある顕著な人権リスクと人権への影響に、金融機関としてどう取り組

んでいるのかを公に開示すること 

 

投資家団体とネットワークがすべきこと： 
 

⚫ ESG ベンチマーク、データ提供者および報告枠組みの UNGPs との整合を求めるとともに、

メンバーの投資家を対象に、UNGPs に沿った人権デュー・ディリジェンスを実施するという要

件を設け、投資決定やスチュワードシップ活動に人権尊重を組み込むことを十分に行ってい

ない投資家メンバーの説明責任を追及すること 

⚫ 投融資活動、商品および構造の全領域につき、人権デュー・ディリジェンスがどのようなもの

になるのかを詳しく説明するため、関連のステークホルダー（関連の国連機関と市民社会組

織を含む）の参集を支援すること 

 

証券取引所がすべきこと： 
 

⚫ ESGの要件と指針を UNGPsと整合させること 

 

市民社会組織がすべきこと： 
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⚫ 特に透明性と説明責任が欠如している個人取引について、金融機関のベンチマーキングと

投資家の責任追及を続けること 

⚫ 影響力を高めるとともに、場合によっては個別の投資家を参画させることよりも効果が大きい

可能性のある手段として、データ提供者と直接やり取りすること 

 

【目標 6.2】行政機関や金融機関に加えビジネス界の形成者に対して影響を行使する

こと 
 

規制当局や金融アクターは、責任あるビジネスのスケール拡大を進めるうえで最も影響力のある

主体であるとも言えますが、それだけでは不十分です。企業弁護士から会計事務所、監査人、社

会監査・保証提供者、経営コンサルタント会社、PR 会社を含む企業向け諮問サービス提供者に

至るまで、その他のビジネス実践の形成者から力を借りることも欠かせません。UNGPs はあらゆ

る企業に適用されるため、人権尊重の責任はこうした企業にも適用されます。人権を尊重するビ

ジネスのより良いプロセスと実践の推進に関するその責任と役割には、次の 10年でより大きな関

心を向ける必要があります。顕著な人権リスクと影響や、人権デュー・ディリジェンスに関する助言

をクライアントや取引相手に対する中核的提言に組み入れることにより、企業諮問サービスを

UNGPs それ自体と整合させれば、UNGPs の取り込みと実行のスケールを拡大する一連の取り

組みの一環として、大きな貢献ができるでしょう。その他、意識の向上や、現在と将来のビジネス

リーダーのマインドセットの変革に寄与するという点で、さらに大きな役割を担う能力と責務のある

アクターとしては、企業関連組織のほか、ビジネススクールやロースクールを含む学術機関が挙

げられます。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 企業が人権リスク管理についてどのような道のりを選ぶかを決定づけるうえで、企業弁護士

（社内弁護士および社外弁護士）が占める独特な立場は、ビジネスと人権の分野でも認識さ

れています。企業弁護士は、法的リスクについて従来の狭い視点を持つことで、人権デュー・

ディリジェンスに対する主な障害の一つとして捉えられることも多くあります。同じことは、会

計事務所や経営コンサルタント会社、PR会社、サステナビリティ認証機関や社会監査人など、

人権に関する助言が主流の業務とはなっていないその他の企業向け諮問サービス提供者に

ついても言えます。事例を見ると、人権リスク管理の必要性について、クライアントに助言で

きていないだけでなく、場合によっては、企業や国家のアクターが問題のある実践を隠ぺい

することに加担しているケースも明らかになっています。 

⚫ 国際法曹協会は重要な貢献をしており、また、国内の法曹団体、大手の法律事務所や社内

顧問弁護士の中にも、UNGPs を受け入れるとともに、人権デュー・ディリジェンスを賢明な弁

護士が提供する助言の中核的要素とすべきことを認識し、他が追随すべき模範を提供して

います。この取り込みをさらに広げれば、主流のビジネスでの取り込みや実践変更の推進に

大きく貢献できる可能性があります。 

⚫ 今後はこのような事例をさらに幅広く採用すべきです。取締役会や企業幹部に助言を提供す

る者を含む企業アドバイザリーは、人権デュー・ディリジェンスを企業の方針とシステムの中

心に据え、原則に基づく事業活動を展開することが、人権尊重の責任を全うするために必要

なだけでなく、戦略面でも賢明な選択であることを認識すべきです。企業に対する諮問サービ

ス提供者に加え、企業関連組織やビジネススクール、ロースクールを含む学術機関も、

UNGPs に対する認識と、人権や環境の尊重を社会における企業の役割の中心に据えるべ

きだという理解を広げることに、独自の貢献ができる立場にあります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 職能団体が会計・監査・保証業務、経営コンサルタントおよび法律専門家向けに、UNGPsに

沿った基準を定めるとともに、人権に対する認識を高めるための会議を毎年開催すること 

145 / 192



37 

⚫ 大手のグローバルな企業諮問サービス・グループの大半が、人権方針を導入し、UNGPs の

実施とこれに関するクライアントへの助言について、有意義な行動を示せるようになること 

⚫ あらゆる地域で、ビジネスと人権について教育を行うビジネススクールやロースクールの数

が増えること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 企業に義務づけられた人権デュー・ディリジェンス要件が、企業向け法律事務所、経営コン

サルタント会社、監査・社会監査事務所、PR 会社、サステナビリティ認証機関など、企業向

けサービス提供者にも明示的に適用されるようにすること 

 

企業向け法律事務所、経営コンサルタント会社、監査事務所、保証業務提供者、「ビッグ 4」その

他の会計事務所、社会監査事務所および認証機関を含む企業向け諮問サービス提供者がすべ

きこと： 
 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスを原則的かつ戦略的助言双方の中心に据え、有意義なデュー・デ

ィリジェンス実施方法に関する先進的実践と整合させるべきとの認識に立ち、人権尊重に対

する自社のコミットメントをはっきりと示すとともに、このコミットメントをコーポレート・ガバナン

ス関連のクライアントの選別、受け入れおよび関係管理と、自社の諮問サービス業務全体に

組み入れること 

⚫ クライアントが人権を尊重し、かつ、改善の意志を示しているとは見られない状況に対処する

ため、具体的な行動計画を導入すること 

 

企業関連組織、ビジネスリーダーによるイニシアチブ、業界のプラットフォームおよび商業会議所

がすべきこと： 
 

⚫ 企業の人権尊重責任に対する認識向上に資するとともに、中小企業を含む企業の能力構築

を支援すること 

⚫ 会員企業を対象に、UNGPs に沿った人権デュー・ディリジェンスの実施に関する要件を定め

るとともに、パフォーマンスが不十分な会員企業の責任を追及すること 

⚫ 企業が受ける助言の中に、UNGPs の視点が盛り込まれているとの確信を持てるよう、専門

的サービス部門がそのサービスに UNGPsを組み入れるという期待を定めること 

 

ビジネススクールやロースクールをはじめ、経済学と社会科学に関するその他関連の教育プログ

ラムを含む学術機関がすべきこと： 
 

⚫ ビジネスと人権の問題をそのカリキュラムに含めること 

⚫ ビジネスと人権に関する教育と研究に関する既存のイニシアチブに立脚しながら、これをさら

に拡大すること 
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行動分野 7：進捗の追跡評価の拡大と向上 
 

【目標 7.1】体系的な学習やモニタリングを通じて国の行動と説明責任を促進すること 
 

原則全体の効果的な実施を進めるためには、どこで前進が見られ、どこにギャップが残っている

かを把握するとともに、有効な対策と効果のない対策を見極めることが必要になります。国家によ

る UNGPs 実施状況のさらに体系的な追跡に、さらなるピアレビュー・システムの積極的な活用を

組み合わせることで、次の 10 年間のより効果的な原則実施と説明責任に役立つでしょう。これは、

より志の高い一貫性のある戦略の重要な要素にもなります。このような取り組みには、質的指標

にベンチマークされた国別行動計画を含む法律や政策の進展の追跡と、経済的アクターとしての

国家の役割との関連における人権の統合を含めるべきです。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 企業の人権デュー・ディリジェンスと人権リスクの管理評価をするためのイニシアチブは存在

し、さらに発展している一方で、国家による実施の体系的な追跡を発展させるための取り組

みは、あまり積極的に模索されていません。 

⚫ 普遍的・定期的レビュー（UPR）やビジネスと人権に関する年次国連フォーラムなどの既存の

プラットフォームは、得られた経験の体系的共有を支援し、進捗状況を追跡できるほどは活

用されておらず、地域的なピア・ラーニングへの取り組みも、試験的実施段階を超えるものは

まだ存在しません。 

⚫ 次の 10 年間については、UNGPs 実施レビューの既存のメカニズムへの統合や、ピア・ラー

ニング、好事例の収集、国家による実施の体系的監視にまつわる新たな取り組みによって、

国家の実施と説明責任を支援する必要があります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 国家が UNGPs 実施に関するピア・ラーニングとピア・レビューを行える場が、全ての地域に

存在すること 

⚫ UPRで、UNGPs実施に係る国家のパフォーマンスを体系的に審査すること 

⚫ 国家による効果的な UNGPs の実施を体系的に追跡、評価するための指標が国連によって

開発されること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 合理化されたピア・ラーニングとピア・レビューのメカニズムを開発するための取り組みを支

援するとともに、地域的・世界的プラットフォームを通じてこのような取り組みに参加し、既存

の法的・政策的措置（ビジネスと人権に関する国別行動計画など）について得られた教訓を

共有すること 

⚫ 各国レベルで、国内人権機関や学界、企業関連組織、労働組合、市民社会、影響を受けた

コミュニティの代表を含むその他のステークホルダーを巻き込み、国別行動計画の定期的な

レビューを行うこと 

 

地域機関がすべきこと： 
 

⚫ ビジネスと人権に関する既存のまたは新規の国連地域フォーラムの中で国連と協力し、国家

による実施について得られた教訓を共有できるピア・ラーニングとピア・レビューの場の開発

を支援すること 

 

国内人権機関がすべきこと： 
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⚫ 国家による UNGPs 実施を追跡するとともに、各国レベルのレビュー・プロセスを支援するこ

と 

⚫ ピア・ラーニングの取り組みを支援し、国家による実施状況の追跡を改善するため、地域的・

世界的国内人権機関ネットワークを通じ、地域的・国際的な対話に参画すること 

 

企業関連組織、労働組合、市民社会組織および先住民のネットワークなどその他関連のステーク

ホルダーがすべきこと： 
 

⚫ 国家、地域機関および国連に対し、データや得られた教訓の体系的収集を発展させ、ピア・

ラーニングとピア・レビューのための場を開発するよう呼びかけるとともに、UNGPs の実施を

広く深く進めるため、このようなプロセスに建設的に参画すること 

 

市民社会組織、労働組合および人権活動家や影響を受けたステークホルダーと連携する組織が

すべきこと： 
 

⚫ 国家によるＵＮＧＰｓ実施を評価すること 

 

UNGPsの推進を図る国連機関がすべきこと： 
 

⚫ UPR その他の定期的なレビュー・メカニズムや、ビジネスと人権に関する国連フォーラムを、

国家その他のアクターによる UNGPsの実施を審査するための機会として、体系的に活用す

る方法を模索すること 

⚫ 作業部会や OHCHR からの提言の国家による実施を定期的に評価するとともに、好事例を

明らかにすること 

⚫ 国家による UNGPs 実施をよりよく測定できる方法論を開発するため、他の国際機関やその

他の関連パートナーとの協力に参画するとともに、各国レベルで体系的な一貫した比較可能

なデータ作成を行うための条件として、ビジネスと人権に関する中核的指標を策定するため、

新規のパートナーシップを追求すること 

⚫ 国別行動計画や人権デュー・ディリジェンス法制化、国家とビジネスのつながり（経済的アク

ターとしての国家）など、重点領域を含め、国家の行動を追跡するデータベースまたは監視プ

ラットフォーム開発を目的として、国家による UNGPs の効果的実施を測定するための方法

論と指標を策定するため、他のステークホルダーとの協力に参画すること 

⚫ 国連システムによる UNGPsの取り込みを追跡すること 

 

【目標 7.2】企業が与える影響とパフォーマンスの追跡評価を進捗させること 
 

UNGPs の最初の 10 年間には、（ほとんどは大規模な）企業がその人権尊重責任を方針レベル

の動向にどう組み入れたかを評価するイニシアチブが多く生まれました。次の 10年間には、業種

的・地理的な範囲を広げるという意味と、より幅広いバリューチェーンを対象範囲に含めるという

意味で、このような取り組みを拡大する必要があります。また、さらに重要なことは、企業が方針

やプロセスの改善を通じ、その責任をどのように果たしているか、また、実際に人権侵害を防止し、

これに取り組むうえで、それがどれだけの効果を上げているかを測定することに前進がみられる

必要があります。このような前進が見られれば、企業が最も必要とするところ、あるいは最も効率

のよい分野に資源を配分する能力の向上と、投資家や市民社会組織、政策立案者が、口先だけ

の企業との比較において、有言実行型の企業の実施状況を特定、評価し、その結果として実効的

な戦略と方針を策定する能力の向上に役立つことでしょう。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ UNGPsの最初の 10年間では、企業の人権尊重責任の現状を評価するために、2つの異な

る方向性でさらに明確なデータを開発する必要性が明らかになりました。 
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⚫ 第一に、各国レベルで、企業による UNGPs の取り込み状況について、さらに詳しい実情を

把握する必要がありますが、これはスケールの大きな課題であり、主流の国内使用者団体

や商業会議所、業種別のプラットフォームによる支援が必要となります。 

⚫ 第二に、企業の人権パフォーマンスを評価するための明確なデータはまだありません。例え

ば、負の影響が疑われる事例の数は一般的に、パフォーマンスに代わる指標として用いられ

ていますが、影響を受けた権利保持者の苦情処理メカニズムへのアクセスの問題があると

いうだけでも、パフォーマンスを評価するために十分な指標とはとても言えません。 

⚫ しかも、企業の社会的パフォーマンスの評価とその開示はこれまで、成果や結果よりも、イン

プットとアウトプット、そして活動に重点を置くものとなっています。これらはいずれも重要な要

素であり、企業が UNGPs を充足するために導入している方針やプロセスについて、有用な

情報を提供するものでもあります。同時に、これら活動で何が達成されているのか、および、

明らかにされた人権リスクと人権への影響を管理するうえでの方針やプロセスの影響／実効

性をさらに重視する必要もあります。 

⚫ この課題は、SDGs と企業の人権尊重との間の関係、すなわち、どの企業も人々に対する潜

在的および実際的な負の影響に取り組む責任を果たすことにより、SDGs 達成に貢献できる

という事実が幅広く理解されていないことによっても、さらに困難を極めています。 

⚫ また、義務的人権デュー・ディリジェンスの規制が加速する中、完備された「スマートミックス」

のツールボックスの一部としての開示と透明性措置により、これをどのように補強できるのか

についても、さらに模索する必要があります。同時に、報告の一貫性を支え、相容れない要

件の蔓延を避けるために、開示と（増大するデュー・ディリジェンス）要件を調和する必要性も

増大してゆくでしょう。 

⚫ よって私たちは、既存の取り組みを拡大しつつ、何が有効で何がそうでないのかをよりよく知

るために、何をしたのかではなく、何が達成されたのかに軸足を移してゆくための取り組みを

支援してゆく必要があります。これら測定上の根強いギャップを埋めるためには、ベンチマー

キング、格付けおよび報告イニシアチブにより、UNGPs との整合を図るための集団的取り組

みなど、測定に係るイノベーションを支援しつつ、その一方で、格付けや透明性向上は必要

なツールではあるものの、そこには限界もあるため、詳細なデュー・ディリジェンス（デュー・デ

ィリジェンスよりもデータに依存する可能性がある投資家によるものなど）に代わるものはな

い点を認識することが必要です。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 人権を尊重するという方針上のコミットメントを行った企業が全て、a) 影響を受けたステーク

ホルダーを対象とした成果という観点からを明確であり、b) 自社の特定の顕著な人権リスク

への取り組みに重要であるとともに、具体的、測定可能、達成可能かつ期限付きであり、c) 

目標達成に向けた前進と後退の評価に資する定量的・定性的指標によって裏づけられ、d) 

影響を受けたステークホルダーやその正当な代表からのフィードバックに配慮した、ハイレベ

ルと事業レベルの目標をともに設定していること 

⚫ 責任あるビジネス行動を評価し、大きなスケールでデータの比較対象性をサポートし、体系

的な変革の促進を図るステークホルダー間の対話を前進させるため、業種を問わない（すな

わち、全業種に適用できる）明確な一連の定量的・定性的指標が策定されていること 

⚫ 企業の人権に対する影響と、企業による UNGPsの取り込みと実施に関するデータが、全国

レベルと業種別レベルの両方で、より入手しやすくなり、比較可能になること 

⚫ サステナビリティと ESG に関する先進的な報告プラットフォームとデータ提供者が全て、

UNGPs との整合を果たし、かつ、方針や監査結果、研修および人権侵害の疑いの審査にと

どまらず、企業のガバナンス、文化および実践で人権が尊重されているかどうかを評価する

指標を用いるようになること 

⚫ ビジネスと人権に関するベンチマーキングと格付けのイニシアチブに、企業による人権デュ

ー・ディリジェンスと苦情処理のパフォーマンスと成果を評価する有意義な指標がますます含

まれるようになること 
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この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 実効的で一貫した透明性要件を通じてデュー・ディリジェンスの義務的要件を補強しつつ、企

業が実践の共有をためらう誘因となりかねない訴訟リスクにより、透明性が低下するおそれ

など、義務的要件の増大による意図せぬ結果にも取り組むこと 

⚫ 法域を越えて企業に対する一貫した期待を支援し、公平な競争条件を整備するため、国際

的な対話と協力に参画し、UNGPs と整合する共通のデュー・ディリジェンス報告基準を促進

すること 

⚫ 品質と金融に関する追跡可能性や報告と同じ水準の厳密さをもって、ESG 報告を取り扱うこ

と 

 

企業がすべきこと： 
 

⚫ a) 影響を受けたステークホルダーを対象とした成果という観点から明確であり、b) 自社の特

定の顕著な人権リスクへの取り組みに妥当であるとともに、具体的、測定可能、達成可能か

つ期限付きであり、c) ターゲット達成に向けた前進と後退の評価に資する定量的・定性的指

標によって裏づけられ、d) 影響を受けたステークホルダーやその正当な代表からのフィード

バックに配慮した、ハイレベルかつ事業レベルのターゲットを設定すること 

⚫ サプライチェーンにおける人権リスクの管理を含め、具体的リスクに関連する実効的な開示

と透明性を通じ、人権デュー・ディリジェンスを実証できること 

⚫  品質と金融に関する追跡可能性や報告と同じ水準の厳密さをもって、ESG報告を取り扱うこ

と 

 

主流の国内使用者連盟と商業会議所および業種別プラットフォームを含む企業関連組織がすべ

きこと： 
 

⚫ 全国レベルと業種別レベルで、企業による UNGPs の取り込みに関し、より詳細なデータの

収集を支援するとともに、適正な指標とターゲットの設定に関し、業種別の指針を提供するこ

と 

 

機関投資家がすべきこと： 
 

⚫ 投資先企業の人権パフォーマンスを有意義に評価し、データ状況における課題に対処する

ための取り組みの一環として、市民社会組織や労働組合など、関連のステークホルダーと協

議すること 

⚫ ESG 報告枠組み、ベンチマークおよびデータ提供者を巻き込み、投資先企業の評価に用い

られる調査手法、企業パフォーマンスデータおよび諮問サービスの UNGPs との整合性を確

保すること。必要な場合には、人権パフォーマンス評価のための新たな枠組みまたはよりよ

いアプローチの開発に対する支援を確約すること 

 

投資家の団体とネットワークがすべきこと： 
 

⚫ ESG に関するベンチマーク、データ提供者および報告枠組みの UNGPs との整合を求める

こと 

⚫ ベンチマーキングや格付けなどを通じ、市民社会組織、労働組合、人権活動家や影響を受け

たステークホルダーと連携する組織が、より体系的なデータ収集に向けた取り組みを支援す

るとともに、UNGPsに照らして企業のパフォーマンスを評価できるようにすること 

⚫ UNGPs の推進に努める国連機関が、企業関連組織や業界団体の行動規範と加入要件へ

の UNGPsの取り込みを追跡できるようにすること 
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行動分野 8：国際的な協働と実践への支援の拡大と向上 
 

【目標 8.1】国連システムへの指導原則の統合におけるギャップを埋めること 
 

ビジネスと人権アジェンダと UNGPs の国連システム全体への戦略的な組み込みは、世界レベル

と各国レベルの双方で、既存の体制やプログラム、活動への UNGPsの全面的統合を達成するう

えでカギを握る手段です。 それはまた、政策の一貫性と基準の収斂を進めるとともに、特に持続

可能な開発と公正な移行を実現するためのグローバルな取り組みにおいて、他のイニシアチブと

のより大きな相乗効果を作り出すうえで、国連システムの役割を強化するための重要課題でもあ

ります。UNGPs に関する行動の 10 年に対する支援として、国連システムが果たす独自の役割

は、いくつかの側面を横断するより志の高いアプローチによって補強する必要があります。例えば、

アジェンダ全体に UNGPs を組み込むこと、戦略レベルと事業レベルで UNGPs を体系的に統合

すること、模範を示して先導すること、内部主体と外部ステークホルダー双方の能力構築の規模

拡大を支援することが挙げられます。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 事務総長は国連システムに模範を示して先導するよう再三にわたって呼びかけてきました。

また、OHCHRや作業部会、さらに最近では UNDPによる推進活動の枠を超える分野・機関

横断的な取り組みも見られます。それにもかかわらず、国連は依然として、自身の活動や取

引関係に UNGPsを統合するまでには至っていません。 

⚫ これら機関で、ほぼ 10年にわたって執行レベルでの無為が続いていることは、UNGPsの統

合と推進を求める加盟国の声が限定的であることを反映しています。これまでのところ、国連

は体系的なデータ収集や広範な能力構築、企業や国家、市民社会その他のステークホルダ

ー向けのグローバルな「ヘルプデスク」を含め、実施に対する支援をさらに補強するために十

分な体制もツールも整備していません。 

⚫ その結果、国連システムが有言実行し、より大きなスケールで取り込みを推進し、公正な移

行と 2030アジェンダ実現に向けた集団的取り組みの一貫性を支えられるようなグローバル・

ガバナンス枠組みの全体的な一貫性向上に寄与できる機会は失われています。 

⚫ よって今後は、UNGPs の実施支援における国連システムの役割を再評価するとともに、国

連システムが内部的一貫性の向上に向けて歩を進めるための取り組みを強化し、主要なグ

ローバル・アジェンダ全体の政策的一貫性向上を支援することが不可欠となります。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 人権から開発、平和構築、環境に至るまで、国連システム全体の戦略的政策枠組みに

UNGPsが統合されること 

⚫ 企業の役割に取り組む事務総長の「共通の課題」イニシアチブに、UNGPs が組み込まれる

こと 

⚫ UNGPs と企業の人権尊重が 2030 アジェンダの後継アジェンダにまつわる話し合いで中心

的な位置を占めること 

⚫ 人権条約機関から関連の特別手続き、UPR に至るまで、国連の人権システムがビジネス関

連の人権課題と、法律、政策面での UNGPs実施における国家のパフォーマンスに取り組む

際、UNGPsを体系的に活用すること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ 国連システムに対し、戦略的政策枠組みや開発、平和構築、環境など人権以外の活動全般

にも、UNGPsを統合するよう呼びかけること 
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企業と企業関連組織がすべきこと： 
 

⚫ 国連システムに対する UNGPs統合の呼びかけを支援すること 

 

国連システムがすべきこと： 
 

⚫ 事務総長の「行動呼びかけ」と「共通の課題」を含め、戦略的枠組みに UNGPsを統合するこ

とにより、ビジネスと人権を国連システムにとっての分野横断的な問題として統合すること 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスをプログラム策定、調達、パートナーシップその他に関する妥当な

政策に全て統合することにより、模範を示して先導すること 

⚫ 民間セクターと連携する、もしくはこれを取り扱う機関による人権デュー・ディリジェンスの利

用と参照を促進するとともに、政府や企業、市民社会を対象に、ビジネスと人権に関する現

場密着型のプログラムを策定すること 

⚫ 人権だけでなく、気候変動や環境保護、腐敗防止、ジェンダー、紛争防止および平和構築も

重視するプログラムの視点や手段として、UNGPs を体系的に活用することにより、一貫性を

向上すること 

⚫ 紛争防止、平和構築および復興の枠組みと活動で、UNGPs に特別の関心を払うとともに、

その出発点として、関連の国連機関が UNGPs を戦略的枠組みに統合する政策を策定し、

内外双方のステークホルダーを対象とする能力構築措置を開発すること 

⚫ 国連システム内部でビジネスと人権を前進させるための課題と戦略に関するこれまでの事務

総長報告を定期的にアップデートすること 

⚫ 企業や政府、市民社会その他のステークホルダーがUNGPsといかに整合を図るかという需

要の高まりに対処するためのメカニズムを制度化するため、OHCHR にヘルプデスク部署を

設ける可能性を模索すること 

⚫ 課題と解決策についてマルチステークホルダー型の対話と協力を図る重要な場として、ビジ

ネスと人権に関する年次国連フォーラムと、ビジネスと人権に関する地域フォーラムを引き続

き発展させること 

 

【目標 8.2】指導原則の理解・実践の加速・拡大に向けた能力開発と連携を強化する

こと 
 

次の 10 年で UNGPs の取り込みや実施の加速と拡大を達成するためには、能力構築への投資

を大幅に増加する必要があります。しかし、制度的境界線を越えてさらに協調的で一貫したアプロ

ーチの裏づけがなければ、投資を増加しても十分な効果は上がらないでしょう。より戦略的で志の

高いアプローチを採用することにより、現在と将来の能力構築、共同研究および進捗状況追跡の

大きなニーズを充足するために必要な一貫性の向上と規模の拡大を実現できる可能性が生まれ

ます。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ UNGPsの最初の 10年では最終的に、ビジネスと人権のムーブメントが加速、拡大を遂げた

ものの、啓発と能力構築の巨大なニーズ充足という点では、十分な成果を上げられなかった

ことが明らかになりました。この点は、2011 年の UNGPs 起草者も、UNGPs 取り込みの成

否を占う戦略的問題として強調していたほか、2014年には事務総長が、ビジネスと人権に関

する能力構築を支援するグローバル基金の実現可能性に関する調査で、さらに検討を加え

ています。 

⚫ これは次の 10 年の戦略的課題でもあります。国家が人権を保護し、救済へのアクセスを改

善する義務を果たす能力と、企業が人権を尊重する能力を強化するための取り組みに、さら

に多くの投資を行う必要があるからです。 
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⚫ 現場の能力構築に対する支援は、グローバル・レベルでさらに戦略的、協調的なアプローチ

でも支えるべきですが、これはビジネスと人権の分野に限られた課題ではなく、開発協力の

分野でもよく知られている課題です。 

⚫ 能力構築について、さらに戦略的なアプローチを採用するためには、実施取り組みの追跡を

改善するとともに、実施の加速と拡大を支援するうえで何が有効か、また、どこで取り組みの

強化が必要かをよりよく把握する必要があるでしょう。 

⚫ このような能力育成支援の強化に向けたオプションの模索を緊急優先課題としなければ、

UNGPs20周年の現状把握でも、前述の所見が繰り返されるおそれがあります。 

⚫ 今後は、現状の制度的境界線を越え、国際的アクター間の調整を強化することで、能力構築

や共同研究、進捗状況の追跡に関するニーズを充足する際の一貫性と規模を実現できる、

さらに戦略的なアプローチを強化する必要があります。その第一歩として、より協調的かつ体

系的な技術援助に向けて、いかに歩を進めるべきかをよりよく評価するため、UNGPs 関連

の能力構築への取り組みの現状と、関連の政策領域における有用なモデルを把握すべきで

す。 

 

次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ UNGPs を現場で実施しなければならない主体（国家アクターと企業）の能力構築を支援する

取り組みを、志の高い戦略的、協調的、協力的アプローチで支えること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

関連のステークホルダーがすべきこと： 
 

⚫ 戦略的、協調的アプローチを通じ、UNGPsに関する能力を構築する取り組みを支援できるメ

カニズムを模索するための協力に参画すること 

 

【目標 8.3】地域における人権尊重を高める競争を促進すること 
 

ビジネスと人権に関するムーブメントでは、グローバルなアプローチだけで UNGPs の幅広く包括

的な取り込みは実現しないため、UNGPs にしっかりと根を下ろした地域的プラットフォームによる

補完が必要だという認識があります。次の 10年で、UNGPsの実施を有意義に前進させ、企業に

よる人権尊重を世界の各地域の持続可能な開発と公正な移行を重要なイニシアチブに組み入れ

るためには、地理的に取り込みと実施に向けた取り組みを拡大し、全地域でトップを目指す競争

を推進することが重要な戦略的課題となります。 

 

現状把握の結果： 
 

⚫ 作業部会、OHCHRおよびUNDPは過去 10年間、数回にわたって地域別フォーラムを開催

してきました。これらをはじめとする取り組みは、多国間システムからさらに本格的な資金と

支援が提供されれば、実施取り組みとピア・ラーニングが顕著に増加することを実証していま

す。 

⚫ 国内人権機関の地域的ネットワークと、国内人権機関の世界連合もこれまで、意識の向上に

重要な役割を果たしており、このような取り組みを補強すれば、さらに進展が見られる可能性

を実証しています。 

⚫ 国別行動計画の分布がヨーロッパのほか、ラテンアメリカとアジアの一部に集中していること、

および、ビジネスと人権に関する地域的対話のほとんどが EU やラテンアメリカ、アジアで根

づいていることなどからも見られるとおり、これまでの取り組みや影響は地域間で均等に分

布されていません。 

⚫ よって、より志の高い協調的な能力構築面の支援を受けながら、地域的なプラットフォームや

戦略を通じ、UNGPs推進の地理的リーチを拡大することは、次の 10年に向けた重要な課題

となります。 
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次の 10年で必要な成果： 
 

⚫ 最初の 10年で比較的活発な活動が見られた地域で、ビジネスと人権に関する機運が継続、

拡大すること 

⚫ アフリカや太平洋、中東、中央アジアなど、これまで活動が比較的不活発だった地域で、ビジ

ネスと人権に関する取り組みと機運の増大が見られること 

⚫ 地域的に焦点を絞った戦略と能力構築の取り組みに支えられた、全ての地域でピア・ラーニ

ングとピア・レビューのための地域別プラットフォームが発展すること 

 

この目標の達成に向けた前進を支援できる行動の例 

 

国家がすべきこと： 
 

⚫ あらゆる地域でビジネスと人権に関する対話と協力を目的とした定期的なマルチステークホ

ルダー型プラットフォームの設立を支援すること 

⚫ UNGPs実施に関する地域別プラットフォームを通じ、ピア・ラーニングとピア・レビューに参画

すること 

 

地域機関がすべきこと： 
 

⚫ 例えば、ビジネスと人権に関する既存のまたは新規の国連地域別フォーラムの関連で、国連

と協働しながら、国家による実施について得られた教訓を共有するためのピア・ラーニングと

ピア・レビューのプラットフォームを開発すること 

 

国内人権機関がすべきこと： 
 

⚫ 地域レベルでのネットワークを通じ、ビジネスと人権に関する地域別の対話と協力の支援に

積極的な役割を果たすこと 

 

企業関連組織、労働組合、市民社会組織および先住民のネットワークなどその他関連のステーク

ホルダーがすべきこと： 
 

⚫ 国家、地域機関および国連に対し、地域的な対話を行うプラットフォーム／フォーラム、得ら

れた教訓の体系的収集およびピア・ラーニングとピア・レビューのためのプラットフォームを開

発するよう呼びかけるとともに、UNGPs の実施を広く深く進めるため、このようなプロセスに

建設的な参画を行うこと 

 

UNGPsの推進を図る国連機関がすべきこと： 
 

⚫ あらゆる地域で UNGPs の普及と実施をさらに包括的に推進するための地域別戦略を策定

すること 

⚫ ビジネスと人権に関するマルチステークホルダー型の対話と協力のための地域別フォーラム

の開発を続けること 

⚫ 国家による UNGPs 実施に関する体系的なピア・ラーニングとピア・レビューの確立を支援す

ること 

⚫ 労働組合、先住民のネットワーク、人権・環境擁護者、市民社会組織、企業および企業関連

組織を引き続き、地域別戦略の実施と地域別フォーラムの文脈に関与させること 
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参考資料 
 

参考資料：関連する作業部会と OHCHRのリソース一覧 
 

利用可能な全てのリソースの一覧は、下記からご覧になれます。 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsand
otherbusiness.aspx 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx 
 

アジェンダのつながりおよび UNGPsとの整合の確保 

 

⚫ 作業部会、ビジネスと人権アジェンダを 2030 SDGsにつなげるための主要提言 

⚫ ビジネスと人権アジェンダと腐敗防止アジェンダのつながりに関する作業部会報告書、
A/HRC/44/43 

⚫ 作業部会報告書「ビジネス、人権と紛争影響地域：強化された行動に向けて」 、A/75/212 

 

国家の保護義務と政策の一貫性 

 

⚫ 作業部会情報資料「経済危機下における責任ある復興のためのロードマップ」 

⚫ 「経済外交」に関する作業部会報告書、A/HRC/38/48 

⚫ 国有企業に関する作業部会報告書、A/HRC/32/45 

⚫ 「人権と整合する国際投資協定」に関する作業部会報告書、A/76/238 

⚫ 作業部会声明「ビジネスと人権に関する国別行動計画：より高い志と一貫性をいかに確保す

べきか」 

⚫ ILOと作業部会による説明資料、国際労働基準、ビジネスと人権に関する国連指導原則およ

びビジネスと人権に関する国別行動計画の間のつながり 

⚫ 作業部会と OHCHRによる人権デュー・ディリジェンスの義務づけに関する提言 

⚫ OHCHR と Shift による政策文書、義務的デュー・ディリジェンスの執行：行政監督に向けた

主な設計考察 

 

企業の尊重責任 

 

⚫ OHCHR、企業の人権尊重責任：解釈ガイド 

⚫ OHCHRと国連グローバル・コンパクトによるビジネスと人権に関する Eラーニング講座 

⚫ 人権デュー・ディリジェンスの義務づけに関する作業部会テーマ別ページ 

⚫ 企業の人権デュー・ディリジェンスに関する作業部会報告書と関連文書 

 

救済へのアクセス 

 

⚫ OHCHR「説明責任と救済」プロジェクト報告書と関連指針 

○ 第 1次 ARP 

○ 第 2次 ARP 

○ 第 3次 ARP 

⚫ 作業部会報告書「全ての道は救済に通ず」、A/72/162 

⚫ ビジネス関連の人権事案に関する越境協力と法執行の改善に関する作業部会調査、
A/HRC/35/33 

⚫ ビジネス関連の人権侵害に対する救済へのアクセス促進における国内人権機関の役割に

関する作業部会報告書、A/HRC/47/39/Add.3 

 

金融セクター 

 

⚫ 作業部会 UNGPs 10+補遺報告書「投資家によるビジネスと人権に関する国連指導原則の

実施状況把握」、A/HRC/47/39/Add.2 
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⚫ 銀行と金融部門に対する UNGPs適用に関する OHCHR指針 

⚫ 作業部会金融部門ページ 

  

リスクの大きい権利保持者の保護と支援 

 

⚫ 作業部会報告書「ビジネスと人権に関する指導原則：人権擁護者の尊重確保に関する指針」、
A/HRC/47/39/Add.2 

⚫ 作業部会報告書「ビジネスと人権に関する指導原則のジェンダー的側面」、A/HRC/41/43 

⚫ OHCHR、LGBTIの人々に対する差別への対処に関する企業向け行動基準 

 

テクノロジー 

 

⚫ B-Tech ポータルを通じてアクセスできるプロジェクト管理文書を含む OHCHR「テクノロジー

におけるビジネスと人権（B-Tech）」プロジェクト 

⚫ OHCHR報告書：デジタル時代のプライバシー権（2021年） 
 

近日発表予定の OHCHR作業部会指針資料 

 

⚫ 気候変動、ビジネスと人権 

⚫ 責任ある企業の政治参画 

⚫ 強化されたデュー・ディリジェンス 

⚫ 移行期の正義と UNGPs 

⚫ 防衛セクターへの UNGPs適用 

 
 
 

表 3 

 

UNGPs 10+：ビジネスと人権の次の 10年に向けたロードマップ（仮訳） 
 

/ /// / 
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1

経団連の取り組み :「ビジネスと人権」強化の背景
2017年11月の企業行動憲章・同実行の手引きの前面改訂後、
「ビジネスと人権」に関する国内外の状況が急速に変化
【日本政府】 2020年10月、国連のビジネスと人権に関する指導原則を踏まえ、

日本政府の行動計画(ＮＡＰ)を公表
⇒ 日本企業に対し規模・業種等にかかわらず、国際的に認められた人権等の

尊重、人権デュー・ディリジェンス（人権ＤＤ）プロセス導入を期待

【欧米諸国等】 法制化を通じて、企業に対して人権の取組み強化を求める動き

出典： 経団連「第２回 企業行動憲章に関するアンケート調査結果」（2020年10月13日）

経団連アンケート(2020年10月)では、

• ｢指導原則に基づいて取り組んでいる」
企業は３割

• ｢具体的な取り組み方法がわからない」
｢自主的な取り組みのためのガイダンス
が必要」との意見多数
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◇経団連の会員代表者である経営トップ向けを想定
人権への取組みの重要性を理解し行動に移すうえで必要な事項を記載。

◇基本的に「ビジネスと人権に関する指導原則」の内容に基づいて、記述。
「具体的アクション・プランの例」では、企業の先進的な取組事例を例示。
⇒各社の実情や経営判断に基づいた自主的取組みを推進。

◇担当役員や実務担当者向けを想定
実践に役立つ、より具体的な情報を提供

◇企業等における取組事例や、参考文献、ホームページなども紹介。

企業行動憲章 実行の手引き「第４章 人権の尊重」の位置付け

「人権を尊重する経営のためのハンドブック」の位置付け

経団連の取り組み ：手引き改訂とハンドブック策定
2021年12月、企業行動憲章 実行の手引き｢第４章 人権の尊重」を見直すとともに、
「人権を尊重する経営のためのハンドブック」を策定

⇒ 「ビジネスと人権に関する指導原則」の周知を図り、
企業における自主的取組みを推進

https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/115.html159 / 192
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経団連の取り組み : 今後の活動

浸透に向けた
情報提供・会合

• ハンドブック説明会
• 解説動画
• 業界団体･地域別経済団体等
における取組推進に向けた
連携

• 政府等の会合への協力
等

ステークホルダー・
エンゲージメント

• 国際機関（UNDP、UNWG、
ILO＆IOE、OECD＆BIAC等）
との対話・連携

• 労働組合 （連合、金属労協）
• ビジネスと人権NAPステーク
ホルダー懇談会

等

「企業行動憲章 実行の手引き」の改訂
• 2022年12月、第1章から第10章まで全体を改訂予定
• 第4章「人権の尊重」は、①政府のガイドライン策定、
②労働組合との意見交換等を踏まえて、改訂

「企業行動憲章」に関する企業の取り組み実態調査 160 / 192



中小企業家同友会全国協議会

２．ガイドラインについての要望など

・ 日 本 の 企 業 の 99.8％ は 中 小 企 業 、 働 く 人 の 約 ７ 割 が 中 小 企 業 で 働 く 。
・ 中 小 企 業 憲 章 （ 2010年 閣 議 決 定 ） で は 、 「 中 小 企 業 は 、 経 済 を 牽 引 す る 力 で あ り 、 社 会 の 主 役 」 と 位 置
づ け 、 政 策 を 実 施 す る に あ た っ て は 「 ど ん な 問 題 も 中 小 企 業 の 立 場 で 」 考 え る こ と を 謳 っ て い る 。

・ 当 ガ イ ド ラ イ ン も 中 小 企 業 で の 理 解 ・ 実 践 を い か に 広 げ る か と い う こ と が 重 要 。
・ ガ イ ド ラ イ ン の 中 小 企 業 編 を 作 成 す る か 、 あ る い は ガ イ ド ラ イ ン や 「 企 業 の 実 務 担 当 者 向 け の 資 料 」 の
中 に 中 小 企 業 向 け の 記 述 を 盛 り 込 む こ と を 要 望 。

・ 中 小 企 業 を 対 象 に し た ガ イ ド ラ イ ン 等 を 作 成 す る 際 に は 、 次 の よ う な 視 点 が 大 切 。
① 中 小 企 業 の 特 性 や 多 様 性

「 従 業 員 や 顧 客 ・ 取 引 先 、 地 域 と の 距 離 が 近 い 」 、 「 経 営 者 の リ ー ダ ー シ ッ プ や 組 織 の 機 動 性 が
発 揮 し や す い 」 な ど の 特 性 。 一 方 で 限 ら れ た 経 営 資 源 な ど の 条 件 の 中 で 、 多 く の 課 題 も 抱 え て い
る 企 業 も 存 在 。

② 公 正 取 引 の 実 現
中 小 企 業 で の 人 権 尊 重 を 考 え る 上 で は 、 公 正 な 競 争 条 件 ・ 取 引 関 係 を 実 現 す る こ と が 不 可 欠 。

③ 既 存 の 仕 組 み の 活 用
経 営 資 源 に 限 り が あ る 中 小 企 業 で は 、 既 存 の 経 営 上 の 仕 組 み を 活 用 し 、 そ れ に 人 権 尊 重 の 取 り 組
み を 組 み 込 ん で い く こ と が 効 果 的 。 例 ） 経 営 理 念 ・ 方 針 ・ 計 画 等 に 人 権 尊 重 の 視 点 を 取 り 入 れ る 。

３．当会の人権DD推進の取り組みなど

・ 学 習 会 の 開 催 。 例 ） 2021年 ： 女 性 経 営 者 全 国 交 流 会 、 経 営 労 働 問 題 全 国 交 流 会 、 2022年 ： 全 国 総 会 な ど 。
・ 情 報 発 信 。 例 ） ビ ジ ネ ス 誌 に 「 中 小 企 業 が ビ ジ ネ ス と 人 権 の た め に 取 り 組 む べ き こ と 」 掲 載 。
・ 当 会 が 取 り 組 ん で き た 「 人 間 尊 重 の 経 営 」 、 「 人 を 生 か す 経 営 」 を ベ ー ス に 、 経 営 指 針 （ 理 念 ・ ビ ジ ョ
ン ・ 方 針 ・ 計 画 ） に 人 権 尊 重 の 視 点 、 人 権 DDを 組 み 込 む こ と を よ び か け て い る 。

１．中小企業家同友会について

・ １ ９ ５ ７ 年 創 立 。 中 小 企 業 経 営 者 の 自 主 的 な 団 体 。 全 国 約 ４ 万 ７ 千 名 が 加 盟 。 「 人 間 尊 重 の 経 営 」 、
「 人 を 生 か す 経 営 」 を め ざ し て い る 。 https://www.doyu.jp/
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経済産業省大臣官房ビジネス・人権政策調整室 パブリックコメント担当 宛 

 

「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」  
に対する意見 

 

［氏 名］ 
団体名：中小企業家同友会全国協議会 

部署名：事務局   担当者名：斉藤一隆 

［住 所］ 東京都千代田区岩本町 3-9-13 

［電話番号］ 03-5829-9335 

  

［電子メールアドレス］ k-saito@doyu.jp 

［御意見］ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

（1）全体について 

（2）「1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等」で触れられている企業の実務担当者向けの資

料について 

 

・意見内容 

関係者の皆様が「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」の作

成に向けてご努力されていることに賛意を表します。当会も人権尊重の理念と実践を中小企業

に広く普及・促進することをめざす立場から以下の点を提案します。 

（1）全体について 

日本の企業の 99.8％は中小企業であり、民間事業所で働く人の約７割が中小企業で働いてい

ます。政府が 2010 年に閣議決定した中小企業憲章では、「中小企業は、経済を牽引する力であ

り、社会の主役」と位置づけ、政策を実施するにあたっては「どんな問題も中小企業の立場で」

考えることを謳っています。当ガイドラインも中小企業での理解・実践実行をいかに広げるか

ということが重要であると考えます。ぜひガイドラインの中小企業編を作成するか、あるいは

当ガイドラインの中に中小企業向けの記述を盛り込むことを要望します。 

 中小企業を対象にしたガイドライン等を作成する際には、次のような視点が大切であると考

えます。 

①中小企業の特性や多様性 

一口に中小企業と言っても、規模・業種業態・業歴・地域・経営者特性などにより様々な企

業が存在します。人権に関する面でも、「従業員や顧客・取引先、地域との距離が近い」ことな

どを背景に「人間尊重の経営」「顧客・取引先・地域との共存共栄」を実践するなど、先進的な

取り組みを進めている企業も少なくありません。 

また、中小企業は規模の小ささなどから、経営者のリーダーシップや組織の機動性が発揮し

やすいこと、スピーディーな意思決定が可能なことなど、人権尊重の経営に取り組みやすい面

も持っています。そうした中小企業の特性を生かして取り組むことが重要と考えます。 

一方で限られた経営資源などの条件の中で、多くの課題も抱えている企業も存在します。そ

ういった中小企業の特性や多様性を踏まえてガイドライン等を作成することが重要です。 
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②公正取引の実現 

サプライチェーンの中での中小企業は、人権を侵害する側になる可能性がある一方、人権侵

害を受ける側になる可能性もあります。取引上の力関係から発生する不公正な競争条件・取引

関係は、中小企業の人権面にも影響を及ぼしています。中小企業での人権尊重を考える上では、

公正な競争条件・取引関係を実現することが不可欠です。 

 公正取引に関する国等の施策を積極的に活用していくこと、中小企業団体や業界団体などを

通して取引関係の改善を国や業界などに働きかけることなどの必要性もガイドラインに盛り込

むことが重要です。 

 

③既存の仕組みの活用 

 経営資源に限りがある中小企業では、既存の経営上の仕組みを活用し、それに人権尊重の取

り組みを組み込んでいくことが効果的であると思われます。 

 例えば、経営理念や経営方針、経営計画を策定し実践している中小企業は少なくありません。

この中に人権尊重の視点を取り入れていくことが取り組みやすい方法の一つとして考えられま

す。具体的には、以下のような取り組みなどが考えられます。 

㋑人権尊重の経営に取り組むことを経営理念や経営者の哲学との関わりでも確認する。（必要

に応じて経営理念に人権尊重の考えを盛り込む） 

㋺経営方針のひとつとして人権尊重を掲げて企業の内外に公開する。 

㋩毎年経営計画を検討する際に、従業員・取引先などの意見も聞きながら自社の人権尊重の

状況について影響評価・課題整理・改善策の検討を行い、優先順位を決め経営計画に盛り

込む。 

㊁経営計画に盛り込んだ人権に関する改善策を実行し、その結果を外部に公開する。 

 

（2）「1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等」で触れられている企業の実務担当者向けの資

料について 

 企業の実務担当者向けの資料として、（1）で述べたことと同じ理由から中小企業を対象にし

た資料を作成することを要望します。また資料の作成に際しては、（1）で述べたような視点を

盛り込むことを要望します。 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 

 理由については、意見内容で述べている通りです。根拠となる出典等は以下のとおりです。 

中小企業憲章 

 https://www.chusho.meti.go.jp/hourei/index.html 

 

以上 
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政府・企業への期待

◼ 企業による救済メカニズム
整備・運用について、
具体的な方策を示す

＊現ガイドライン5.1 

◼ 国家による救済メカニズム
パリ原則に基づく国内人権
機関設立の進捗に言及する

＊現ガイドライン5.2 

◼ コンプライアンス窓口等、
既存の窓口の整備・運用
実績を踏まえた
「人権窓口」の検討

◼ 好事例の共有・発信（開示）

◼ 集団的苦情処理メカニズム
の検討

◼ 弁護士の知見の活用

政府への期待 企業への期待

164 / 192

テキストボックス
資料９－１



 1 

ビジネスと人権に関する行動計画に盛り込むべき具体的な事 

項・施策に関する意見書 

 

２０１９年（令和元年）１１月２１日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

国連ビジネスと人権に関する指導原則（以下「指導原則」という。）を具現化す

るためのビジネスと人権に関する行動計画（National Action Plan，以下「ＮＡ

Ｐ」という。）に関する具体的な事項・施策に関して，当連合会は，日本政府に対

して，以下の事項を盛り込むことを求める。 

１ ２０１５年に国連が採択した持続可能な開発に関する２０３０アジェンダ

（持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を含む。以下「ＳＤＧｓ」という。）につい

て様々な取組を含め，国の政策が指導原則の趣旨に沿った一貫性のあるものと

すること。 

２ 国内及び国外双方において企業活動が及ぼす人権に対する負の影響に対応す

る施策を盛り込むこと。 

３ 策定・更新のプロセスを明確化すること。 

４ 国の人権保護義務の内容を具体化するために，施策のギャップを特定すると

ともに，指導原則の各原則と各施策の関係性を整理し，各施策について実施指

標及び関係府省庁を特定すること。  

５ 既存の施策と指導原則が求める国際人権基準とのギャップを踏まえて指導原

則を実施するための具体的な行動計画を提示すること。 

 

第２ 意見の理由 

 １ 政策上の一貫性の確保の必要性 

   ＮＡＰは，２０１１年に国連人権理事会が承認した指導原則の要請に立脚し

ながら，日本において，国とりわけ政府の全ての省庁や機関，規模を問わない

企業の経済活動，そしてビジネスと人権に取り組む市民社会の統合された政策

目標となるべき文書であり，政策として一貫性を担保することが肝要である。

ＳＤＧｓに関し国が実施する様々な取組も，指導原則の趣旨に沿って実施する

1必要がある。 

                                            
1 企業もステークホルダーに含み，その取組は指導原則に従ったものであることが明示されて
いる（ＳＤＧｓ６７段落）。 
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２ 国内外双方を通じた施策の必要性 

   ＮＡＰは，企業が人権に及ぼす実際の人権侵害に対処するだけではなく，そ

うしたリスクを持つ企業活動の負の影響をあらかじめ防止するために国が策定

する政策文書である。企業活動は，今日，日本国内のみで完結するものではな

く，原料や素材の調達，生産やサービスを行う労働力の利用，市場・消費の開

発や運営，そして投資や資本の取引など，海外に及ぶグローバルな活動として

存在する。そのため，国内における企業活動に対応することはもちろん，海外

における負の影響についても効果的に取り組むための行動計画が不可欠となる。 

   したがって，ＮＡＰには，国内外双方を通じた施策を盛り込むべきである。 

 ３ 策定・更新のプロセスの明確化の必要性 

   ＮＡＰは，公表が目的ではなく，実際の政策や制度の中で実現され，その実

施状況が不断に監視され，必要に応じて修正・拡充される生きた文書でなけれ

ばならない。そのためには，次のような改定・改善のための措置をＮＡＰの中

に明記する必要がある。 

(1) 国連人権理事会のビジネスと人権に関する作業部会が作成した「ビジネス

と人権に関する国別行動計画についてのガイダンス」（以下「国連ガイダンス」

という。）に従い，①指導原則を実施する約束，②ＮＡＰを策定する背景と目

標，③企業への期待の表明，④優先課題と実施形態，⑤履行状況監視とアッ

プデートの仕組みを含め，非差別と平等の確保やジェンダー及び子どもの人

権の観点をはじめ，国連ガイダンスが勧告する要件と原則を考慮すべきであ

ること。 

(2) その策定プロセスにおいては，国連ガイダンスに従い，①その策定への着

手，②ビジネス関連の活動による人権に対する負の影響についての評価，③

最初のＮＡＰの起草，④ＮＡＰの実施，⑤再評価とアップデートという５つ

の段階を含め，その全ての段階において，その包摂性と透明性を確保し，ス

テークホルダーと十分な協議を持つこと2。 

  以上の施策を通じて，ＮＡＰの策定・更新のプロセスを明確化すべきであ

る。 

４ 国の人権保護義務の具体化の必要性3 

(1) 施策のギャップの特定の重要性 

                                            
2 当連合会「日本政府に対してビジネスと人権に関する国別行動計画の策定を求める意見書」
（２０１６年９月１５日） 
3 ビジネス活動の文脈における社会権規約上の国家の義務に関する国連社会権規約委員会の一
般的意見２４においても，ＮＡＰを具対的に策定することの重要性が強調されている（パラグ
ラフ５８，５９）。 
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    指導原則は，国が第一義的に市民の人権を保護する義務を負うことを前提

に，企業の役割としての人権尊重責任を規定する。国が負う義務に関するギ

ャップを特定し，その補填のための政策を提示することがＮＡＰにおいて重

要である。 

国は，２０１８年１２月に「ビジネスと人権に関するベースラインスタデ

ィ報告書」を発表した。当該報告書は，国が現在実施中の施策を整理した点

では評価できるものの，国が負う人権保護義務とのギャップに関する記載は

ない。 

したがって，ＮＡＰでは，国が現在実施中の施策と指導原則における要求

事項との間のギャップを特定した上で，その補填のための政策を提示すべき

である。 

(2) 指導原則の各原則に対応した施策の整理の必要性 

また，国は，２０１９年７月に「ビジネスと人権に関する我が国の行動計

画（ＮＡＰ）の策定に向けて」（以下「ＮＡＰ策定に向けて」という。）を発

表し，全体的な優先分野や重点事項を示した。しかし，当該分野・事項につ

いて，指導原則の各原則が規定する国の人権保護義務がいかなる関係にある

のか明確になっているとはいえない。 

この点，国連ガイダンス付録１でも推奨されている通り，ＮＡＰは，指導

原則の各原則に関してギャップを特定した上で具体的な施策を記載する形式

を採ることが通常である。 

したがって，国は「ＮＡＰ策定に向けて」において示した優先分野・重点

事項と指導原則の各原則がいかなる関係にあるのかを明確にした上で，指導

原則の各原則に対応した具体的な施策を明記すべきである。 

(3) 実施指標及び関係府省庁の特定の必要性 

さらに，国連ガイダンス付録２に推奨されているとおり，ＮＡＰに示され

た施策が確実に実施され，また進捗状況の評価が可能とするためには，ＮＡ

Ｐにおいて実施指標（ＫＰＩ）や各施策の実施を担当する関係府省庁を特定

することが必要である4。 

 ５ 指導原則を実施するための具体的な行動計画の提示の必要性 

   国は，上述した既存の施策と指導原則との間のギャップを踏まえて，指導原

則を実施するための具体的な行動計画を提示するべきである。 

                                            
4 国が発表したＳＤＧｓ実施指針付表においても，各施策に関して指標と関係府省庁が特定さ
れている。 
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これまで当連合会が発表・提出した意見書5の内容を踏まえ，「ＮＡＰ策定に

向けて」において示された優先分野・重要事項に関して，行動計画の内容とし

て盛り込むことが適当と考える施策の例6としては，以下が考えられる。 

(1) 公共調達に関する施策例 

① 国・地方公共団体の公共調達における人権基準の組入れ7 

ア 総合評価落札方式における加点事由としての人権基準の組入れ 

人権デュー・ディリジェンスの実施に関する新しい認証制度を創設す

る又は既存の認証制度にその要素を組み込むなどした上で，加点事由の

対象とする。くるみん，えるぼし，ユースエールなど既存の認証制度に

ついて，公共調達における活用を拡大する。 

イ 契約条件としての人権基準の組入れ 

東京五輪調達コードの取組や運用上の課題を参考としながら，公共調

達に係る契約に，人権尊重をはじめ持続可能性や責任ある企業行動に関

連する遵守事項を追加する。公契約法及び公契約条例を制定し，公共調

達に係る契約に適切な労働条件の確保に関する遵守事項を追加する。公

契約に労働条項の導入を要求するＩＬＯ第９４号条約の批准の可否を

検討する。 

ウ 入札参加資格停止措置に関する人権基準の執行の強化・明確化 

人権侵害リスクの高い労働基準法や技能実習法8など関係法令違反に

基づく入札参加資格停止措置の執行を強化する。強制労働・児童労働な

ど人権侵害リスクの高い行為を入札参加資格停止事由とすることを明

確化し，また制裁措置を強化する。 

エ グリーン購入法における人権に関連する環境基準の導入 

グリーン購入法基本方針において，ステークホルダーが良好な環境を

                                            
5 当連合会「ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事項に関する意見書」
（２０１７年７月２５日）及び「ビジネスと人権に関するベースラインスタディ報告書」にお
ける当連合会の意見を含むが，これに限られない。 
6 以下の施策の例は，行動計画において計画の対象とすることが考えられる施策の概要を記載
したものであり，各施策の内容に関しては，行動計画の実施の過程において，より具体的に検
討していく必要がある。 
7 現在の公共調達においては，グリーン調達や労働に関する認証ラベルの取得を考慮する実務
は存在するものの，その対象は特定の物品・事業に限定されており，またサプライチェーンに
おける人権尊重を要求する調達基準は存在しているとは言えない。米国では，２０１５年改正
の連邦調達規則が，公共事業の請負業者に，下請業者も含め人身取引への関与を防止するため
に具体的な禁止事項・要求事項を定めている。ＥＵでは，２０１４年採択の公共調達指令が，
人権を含む環境・社会の要素を，入札参加資格，評価基準，契約実施条件など様々な局面で考
慮するメニューを用意している。このような欧米の制度も参考としつつ，人権侵害のリスクの
高さに応じた人権基準の組入れ方法を検討すべきである。 
8 正式名称「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 
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享受する権利に配慮した物品等を優先的に調達することを指針として

更に盛り込むべきである。グリーンウッド法の対象となる木材以外の調

達物品等に関しても，東京五輪調達コードの取組や運用上の課題を参考

としながら，調達プロセスの合法性や持続可能性に関するデュー・ディ

リジェンスを実施しているか否かを，調達判断の基準や配慮事項として

位置付ける。 

② 国・地方公共団体の公共調達に関する苦情処理メカニズムの改善 

 ア 公共調達における苦情処理メカニズムについて，東京五輪調達コード

における苦情処理メカニズムの取組や運用上の課題を参考としながら，

当該調達における人権侵害に関する苦情を処理できる体制を整備する。 

イ 公共調達における苦情処理メカニズムが，当該調達における人権侵害

に関する苦情も広く受け付けていることを周知する。 

③ 公共調達担当官に対する啓発・教育 

公共調達担当官に対して，公共調達における人権配慮に関する啓発・教

育のために，ガイダンス文書の共有や研修を実施する。 

④ 公共調達参加企業に対する啓発・教育・支援 

ア 公共調達参加企業に対して，公共調達における人権配慮に関する啓

発・教育のために，ガイダンス文書の共有や研修を実施する。 

イ 海外からの原材料の調達に関する人権リスクに関して情報を収集し

た上で，公共調達参加企業に対して情報提供を行う。 

  (2) 開発協力・開発金融に関する施策例 

   ① 環境社会配慮ガイドラインの人権基準の明確化・具体化及び実効性の担

保 

ア 「国際協力機構（ＪＩＣＡ）の環境社会配慮ガイドライン」及び「環

境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」における人権基準

を明確化・具体化する。 

イ 上記のように改善されたガイドラインに即して開発プロジェクトが

実行されるようにガイドラインの周知・プロジェクトを徹底する。 

ウ 開発協力・開発金融を担当する職員に対して，開発協力・開発金融に

おける人権配慮に関する啓発・教育のために，ガイダンス文書の共有や

研修を実施し，又は実施させる。 

エ 開発協力に関する業務を受託する企業，団体等及び開発金融の融資を

受ける企業，団体等に対して，開発協力・開発金融における人権配慮及

び環境保全（サプライチェーンに係るものを含むがこれに限らない。）に
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関する啓発・教育のために， ガイダンス文書の共有や研修を実施し， 又

は実施させる。 

オ 開発協力・開発金融における人権リスクに関して情報を収集した上で，

開発協力に関する業務を受託する企業，団体等及び開発金融の融資を受

ける企業，団体等に対して情報提供を行う。 

カ 同ガイドラインに関する異議申立窓口を活性化する。 

② 民間連携事業案件の選定における人権尊重責任の担保 

ＪＩＣＡによる民間連携事業案件の募集要項に，当該会社の人権尊重責

任の実施を含める9。 

   ③ 途上国に対するＯＤＡ以外の政府資金の拠出における人権尊重責任の担

保 

輸出金融，投資金融，事業開発等金融，出資等の「その他政府資金（Ｏ

ＯＦ）」の拠出のプロセスにおいて，関連する企業の人権尊重責任の実施を

担保するための基準を設ける。 

   ④  投資受入国の公益保護に向けた各種規制にかかる情報収集と企業への情

報提供を行う。 

   ⑤  国際金融機関の人権保護の確保 

世界銀行グループ，アジア開発銀行，米州開発銀行，アフリカ開発銀行，

欧州復興開発銀行といった国際開発金融機関について，株主として，当該

金融機関の融資実行過程における人権デュー・ディリジェンスの実施を確

保する。 

  (3) 経済連携協定10に関する施策例 

① 既存の経済連携協定における人権や労働に関する取り決めの効果的実施

のための特別委員会の設立及び市民社会との共同対話の開催等を通じて，

                                            
9 既存の民間連携事業の選定基準には，経験・能力として，「企業としての安定性」「国内の地
元経済への貢献」という２項目しか設定されていない。しかし，資金を提供する以上，その活
動が与える人権への負の影響に対する責任を負うべきことは指導原則４でも明示されている。 
10 ビジネスと人権の文脈では，重点事項にいう「経済連携協定」とは，貿易や投資の自由化・
円滑化を図る国際約束全般を意味し，具体的には，投資協定のほか，投資の自由化や保護，ビ
ジネス環境整備などについての規定を含む二国間のＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰＡ（経済連
携協定），ＴＰＰをはじめとする地域での多国間の協定などを含むものと理解する必要がある。 
貿易や投資の自由化・円滑化を図る経済連携協定は，経済活動の活性化に資すると同時に人権
への負の影響を引き起こす可能性もあることから，協定締結に際して国際人権の実行の促進を
担保することが重要である。 

また，いわゆる投資仲裁は，海外投資において投資家保護のために必要なものと一般的に考
えられるが，特に人権等公益保護の見地からは，公益保護目的の措置が仲裁に付託される事例
の存在を中心に，批判の対象とされてきている。そのため，時機に遅れず適宜の検討体制を整
え，その中で人権保護等公益的な事柄の取扱いや考え方について一項目として取り上げること
が望ましい。 
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人権保護に配慮したビジネス環境を各国と連携して構築する。 

② 将来の経済連携協定の締結に際して，人権等の保護及び企業活動におけ

る予見可能確保や投資促進の見地から，指導原則を反映した形で，貿易及

び投資について協定国間で合意するようにこれを促進する（例えば，投資

受入国における人権等にかかる規制権限を確保する。自国の規制と投資受

入国・他国における規制の公平な適用を確保する。投資受入国の規制内容

にかかる情報提供の枠組みを整備する。企業に対する人権等保護体制の整

備を奨励する。）。 

③ 投資受入国の公益保護に向けた各種規制にかかる情報収集と企業への

情報提供を行う。 

④ 企業における人権等保護の自主措置導入のガイダンスや支援を実施す

る。 

⑤ 海外投資にかかる紛争解決制度の選択肢やその在り方を検討する。 

⑥ ＳＤＧｓとの関連付けによる企業側のインセンティブを確保する。 

(4) 人権教育・啓発に関する施策例 

 ① 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき，人権教育・啓発に

関する基本計画が策定されている。この計画のうち，「各人権課題に対する

取組」において，新たに「ビジネスと人権」の課題を追加し，この課題に

おける取組内容として，ＳＤＧｓの実施推進とビジネスと人権に関する指

導原則の内容の普及・啓発を進めるための施策の実施を取り上げる。 

② 企業に対するビジネスと人権に関する教育・啓発を拡充する（例えば，

人権啓発冊子のＳＤＧｓ及びビジネスと人権の内容を含む改訂を行う。人

権啓発ビデオ「企業と人権」の改訂を行う。企業向けセミナーの開催の普

及・拡大を行う。企業における人権研修への講師派遣の普及・拡大，企業

と連携した人権啓発活動の拡大を行う。人権擁護委員に対するＳＤＧｓ並

びにビジネスと人権に関する研修を実施する。）。 

③ 大学におけるＳＤＧｓ及びビジネスと人権に関する講座を普及させる。 

(5) 国内外のサプライチェーンにおける取組に関する施策例 

① 民間調達における人権基準の組入れの促進 

東京五輪調達コードの取組や運用上の課題を参考とし，人権が尊重され

た調達方針のガイドライン・モデルコードを策定する。 

② 国外サプライチェーンを通じた人権尊重の促進 

 ア 各国における人権リスクに関する情報を収集・共有する。 

イ 現地の日系企業を対象とするビジネスと人権に関する研修を強化す
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る。 

ウ 海外における人権リスクに関する相談窓口を設置する。 

エ 児童労働・強制労働など，とりわけ深刻と考えられる人権侵害に関連

して関税法に基づく輸入禁止措置の導入を検討する。 

オ 他国に対し，人権・労働環境の改善を働きかけると共に，法制度整備

などを通じてこれを支援する。 

   ③ マルチステークホルダーによるサプライチェーン取組の支援 

企業・業界団体を含むマルチステークホルダーにおけるサプライチェー

ンを通じた人権尊重の取組・枠組を支援する。 

  (6) 指導原則に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進に関する施策例 

① 人権デュー・ディリジェンスに対する政府の期待の明確化 

 ア 当連合会が策定した「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダン

ス（手引）」も参考としながら，企業の人権デュー・ディリジェンスに関

する公的ガイドラインを策定する。 

イ 人権デュー・ディリジェンスを実施する企業数の割合に関する目標を

設定する。 

   ② 非財務情報開示の義務付け 

一定規模以上の企業に対して，サプライチェーンを通じた人権に関する

リスクの管理状況などの非財務情報開示を義務付ける。 

   ③ 企業の人権デュー・ディリジェンスの実施の支援 

     後記の「(7) 中小企業の支援に関する施策例」を参照。 

  (7) 中小企業11の支援に関する施策例 

   ① 中小企業向けのガイダンス文書策定・研修の実施 

ア 中小企業向けの人権デュー・ディリジェンス及び苦情処理の実施に関

する公的ガイドラインを策定し，これを周知・普及する。 

イ 中小企業向けに「ビジネスと人権」に関連した研修を実施する。海外・

地方など特に課題がある拠点での研修を強化する。 

ウ 上記ア及びイの実施に際しては，中小企業であっても国内外の拠点又

はサプライチェーンにおいて人権侵害への加担・助長に陥る可能性があ

り， その場合には社会的非難や労働法規違反・不法行為責任等を問われ

得ること及び取引先の調達規制に抵触して取引を拒絶される可能性が

あるなど，中小企業が人権リスクと決して無縁でないことを留意し，そ

                                            
11 企業の規模を問わず，人権デュー・ディリジェンスに関して経験が少ない企業に対しては，
国が，本項目に規定する施策を通じて，その取組を支援することが有益である。 
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の周知を図る。 

② 中小企業向け「ビジネスと人権」に関する相談窓口・専門家紹介制度の

整備 

ア 中小企業が「ビジネスと人権」に関連する課題を相談できる相談窓口

を整備する。 

イ 中小企業に対し「ビジネスと人権」に関連する課題対応を支援する専

門家を紹介する制度を整備する。 

ウ 海外・地方など特に課題がある拠点での相談窓口を強化する。 

エ 中小企業の相談・支援を行う弁護士・専門家に対する「ビジネスと人

権」に関する啓発を行う。 

③ 中小企業に対するサプライチェーンにおける人権リスク情報の提供 

国内外のサプライチェーンにおける人権リスクに関して情報を収集  

した上で，中小企業に対して情報提供を行う。 

   ④ 中小企業の人権尊重の取組状況に関する非財務情報開示の促進・支援 

    ア 中小企業向けに人権尊重の取組状況を含む非財務情報開示のためのガ

イダンスを提供する。 

イ 中小企業が人権尊重の取組状況を含む非財務情報を共有できるプラ

ットフォームを整備する。 

⑤ 下請取引条件の適正化を通じた中小企業の労働環境の改善 

 ア 下請中小企業振興法に基づく振興基準に基づき，親事業者が，下請事

業者における労務費上昇分を考慮して取引対価見直しの協議に応じるこ

とを促進する。 

イ 下請中小企業振興法に基づく振興基準に基づき，親事業者が，下請事

業者における「働き方改革」の実現を阻害する取引慣行を改善すること

を促進する。 

ウ 下請法の執行を強化する。 

  (8) 司法的救済に関する施策例 

    ① 既存の民事司法制度の実効性及び法律扶助制度の有効性を確保すべく，

法的，実務的（費用，時間，言葉の壁，法律扶助の利用可能性等）その他

関連障壁を除外する。 

② 日本企業が関与する国外における事案も含め，全ての人々に司法への平

等なアクセスを提供する12。 

                                            
12 ＳＤＧｓ１６．３参照。 
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③ 権利の主張者が，司法手続に使用する証拠を，外国人，外国企業及び当

局から集めるために，容易かつ迅速に他国に関連する国当局及び司法の法

的援助を求めることができる制度を構築する。 

(9) 非司法的救済に関する施策例 

① 政府から独立した実効的な権限を持つ，国内機構の地位に関する原則

（パリ原則）に基づく国内人権機関を設置する。 

② 各国際人権条約の個人通報を可能とする選択議定書の批准又は通報制度

の受諾宣言をする。 

③ 日本連絡窓口（日本ＮＣＰ）13を有効な苦情処理メカニズムとして機能

するよう改善する。特に国外の人権侵害被害者のアクセスを容易とし，ま

た実際の解決能力を備える弁護士等の専門職委員を配置する等の対策を採

る。 

④ 企業・業界団体の苦情処理メカニズム構築を国が支援し，業界特有のリ

スクのマテリアリティ（重要度）を特定して，有益な参考情報として個別

の事業・各企業における苦情処理メカニズム構築につなげる。 

⑤ 公益通報者保護法について，通報窓口担当者等の守秘義務，解雇を含む

不利益取扱いに関しての立証責任の転換，通報者の範囲に元役員，現在過

去を含めた取引先事業者等を含めること，通報を裏付ける資料の収集行為

の刑事責任免責，不利益取扱いに対する行政措置としての命令・罰則や刑

事罰の導入を含む法改正を行う。 

⑥ 業界単位での効果的な苦情処理システムの設置と運営を支援すべく，ガ

イドライン作成，情報提供，技術的援助等を実施する。その際，弁護士を

使用した苦情処理システム（原子力損害賠償紛争解決センター・東京五輪

等）の知識と経験（法的拘束力がない等の課題を含む。）を活用する。 

⑦ 内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の運用に当たり，指導原則

が定める非司法的救済の要件（指導原則３１）が充足されるよう支援す

る。 

⑧ ＡＤＲ等の裁判外紛争手続を日本企業が関与する国外における事案に拡

充する。 

⑨ 多文化共生総合相談ワンストップセンターにおける外国人相談に関して

弁護士会との連携を行う。 

                                            
13 既に存在する非司法的救済のメカニズムとして，ＯＥＣＤ多国籍行動指針の下に設置されて
いる日本連絡窓口（日本ＮＣＰ）がある。しかし，日本ＮＣＰはあっせんを行うことができる
のみであり，これまでのところ有効な苦情処理メカニズムとしては機能していない。 
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(10) 労働に関する施策例 

① 差別の撤廃・雇用の平等 

ア 企業の人権ポリシーに関する指針を策定する。 

イ 人権ポリシー策定状況に関する統計を実施し，公表する。 

ウ 新ハラスメント法制の実施フォローアップを行う。 

エ 女性活躍推進法14の開示項目を見直す。 

オ 人種差別実態調査を継続し，公表する。 

カ 公正採用選考人権啓発推進員制度を拡充する。 

キ 障害者雇用促進法15（法定雇用率・合理的配慮）の実施（障害者差別禁

止指針・合理的配慮指針）及び障害者虐待防止法16の実施状況をモニタ

ーする。 

ク クオータ制を含む暫定的特別措置を実施する。 

ケ 助成金制度（例：女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用

に関する取組指針）の導入を拡充する。 

コ 同一（価値）労働同一賃金の実現に向けた施策を検討する。 

② 強制労働の廃止 

ア 関税法における輸入禁止措置を検討する。 

イ 外国人技能実習制度・特定技能制度における違反状況を継続して調査

し，公表する。 

ウ 調達ガイドラインを策定する。 

エ 業務改善助成金制度（最低賃金の引き上げ）の拡充を検討する。 

③ 結社の自由 

ア グローバル枠組協定（国際的な労使協定）を活用する。 

イ 労使対話を促進するための指針を策定する。 

ウ 労使間の交渉のための手続整備を実施する。 

エ 労使に対する情報提供を行う。 

   ④ 日本固有の課題（働き方改革・特に労働時間） 

    ア 基本方針・実行計画・リーフレット等を改訂・実施状況をモニターす

る。 

イ 働き方・休み方改善ポータルサイトを普及する。 

                                            
14 正式名称「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 
15 正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」 
16 正式名称「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 
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ウ 労働時間等見直しガイドラインを改訂・実施状況をモニターする。 

エ 男女雇用機会均等法17及び育児介護休業法18の各実施指針を改訂・実施

状況をモニターする。 

オ 次世代育成支援対策推進法に基づくアクションプランを改訂する。 

カ 各種認証制度（くるみん，なでしこブランド）を普及する。 

(11) 児童の権利の尊重・推進に関する施策例 

① 児童労働の撤廃 

ア 関税法における輸入禁止措置を検討する。 

イ サプライチェーン管理に関し，子どもの人権への配慮を規定する調達

ガイドライン等を含む，人権デュー・ディリジェンスに関する措置を導

入する。 

② その他企業活動に関わる子どもの権利の保護・推進 

ア 広告・マーケティングにおける子どもの権利保護に関する規制等を導

入する。 

イ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け，「持続可能性に

配慮した調達コード」の範囲に限らない，多面的な，スポーツに関わる

ビジネスによる子どもの権利の尊重・推進を促進する。 

ウ インターネットを介して子どもが性被害や犯罪等に巻き込まれる問

題への対応を強化する。 

エ 企業による子どもの権利の尊重・推進の取組の情報開示を促進する。 

オ 子どもの不慮の事故を防止するための取組を促進する。 

(12) 新しい技術の発展に伴う人権に関する施策例 

  ① プライバシーの確保，インターネット上の侵害の防止に向けた国内法令

の整備 

ア 情報通信分野の発展に伴う新たな人権侵害の実態を把握し，企業活動

と，企業・個人・集団の表現の自由，プライバシーや名誉権等の適切な

調整を図るべく，プロファイリングによるプライバシー侵害にも対応す

る個人情報保護法等の法令を更に整備し，また，透明性報告（行政機関

から企業に対して行われた顧客データの要求やそれに対する対応の概

                                            
17 正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」 
18 正式名称「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 
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要を当該企業が一般市民に明らかにするために作成する報告書）の実施

を推進する19。 

② ＡＩ等の利用に際しての人権侵害の予防 

ア ＡＩの開発・利用に際して人権が保障されるよう，統合イノベーショ

ン戦略推進会議決定による「人間中心のＡＩ社会原則」，ＯＥＣＤによる

「ＡＩに関する原則」及び「Ｇ２０貿易・デジタル経済大臣会合閣僚声

明」で言及された「３．人間中心の人工知能」を踏まえ，ＡＩ開発・利

用に当たって人権デュー・ディリジェンスの実施を促す具体的なガイド

ラインを策定する。 

イ 企業における，上記ガイドラインに沿ったＡＩと人権に関するポリシ

ーの導入，人権デュー・ディリジェンスの実施を支援する。 

(13) 消費者の権利・役割に関する施策例 

① 消費者基本計画の推進 

消費者基本計画に盛り込まれた各施策を着実に推進する。 

各施策を着実に推進するため工程表を作成し，施策の進捗状況や消費者

を取り巻く状況の変化，ＳＤＧｓ及び国連消費者保護ガイドラインにおけ

る諸原則を踏まえて，工程表を改定する。    

   ② 消費者の知る権利，消費者教育 

消費者の知る権利や教育を受ける権利を確保する観点から，倫理的消費

について消費者の理解を広めるための普及・啓発を行い，企業の消費者に

対する情報開示を促進する施策を導入する。 

   ③ 差別の禁止 

私法上，消費者契約締結場面における差別を禁止し，違反については，

損害賠償責任を規定するほか，差別的な規定を無効とし，平等が実現でき

るように適切な補充効を定める。 

   ④ 消費者の権利保障 

人権デュー・ディリジェンス及び救済へのアクセスに関し，消費者をス

テークホルダーとしてその権利保障に向けた施策を検討する。 

(14) 法の下の平等（障がい者，女性，ＬＧＢＴ，外国人等）に関する施策例 

① 法の下の平等実現に向けた条約の批准 

                                            
19 欧州委員会は，情報通信技術（ＩＣＴ）事業において，指導原則を実施する上でのセクター
別ガイダンスを提供している。European Commission Sector Guides on Implementing the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, http://ec.europa.eu/enterprise/ 
policies/sustainable-business/documents/corporate-social-responsibility/index_en.htm 
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ア ＩＬＯ差別待遇（雇用及び職業）条約（第１１１号）及びＩＬＯ仕事

の世界における暴力とハラスメントに関する条約（第１９０号）

を批准する。 

イ 人種差別撤廃条約20，女性差別撤廃条約21，障害者の権利に関する条約

等で求められた差別の定義を導入する。 

ウ 差別解消法22，バリアフリー法23等について障害者の権利に関する条

約の趣旨に沿った見直しを進める。 

エ 自由権規約24及び社会権規約25における平等条項・差別禁止条項に沿

った法令の見直しを進める。 

② 法の下の平等実現に向けた法律の制定・改正 

    ア 包括的差別禁止法を制定する。 

イ ハラスメントに関する直接的な禁止・罰則規定を導入する。 

ウ 女性活躍推進法における義務的開示項目を追加する。 

   ③ ポジティブアクションの制度化 

「指導的地位」（議会議員，法人・団体等の幹部職員，一定の専門職等）

に女性が占める割合を増やすため，雇用の局面でクオータ制など実効性の

ある制度を導入する。 

以上 

                                            
20 正式名称「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」 
21 正式名称「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」 
22 正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 
23 正式名称「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 
24 正式名称「市民的及び政治的権利に関する国際規約」 
25 正式名称「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約」 
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経済産業省：「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」 

日本サステナブル投資フォーラム（Japan Sustainable Investment Forum：JSIF) 

パブリック・コメント 

 

【前文】 

権利を尊重すべき「人」は、私たち一人ひとりのことであり、我々人類社会を構成する基本的存在である。 

 

これを近代社会の経済システムの文脈におきかえると、社会を豊かにする財産だと解釈できる。その多様性、ノウハウは投融資先企業の重要な無形資産でもあり、

その会社の今後の方向性を指し示す経営者でもある。ど同時に、多くの人権課題はこれまでの実態や商慣習と複雑に絡みあっており、その課題を一気に全て解決す

ることは容易ではないことを理解する。 

 

よって、単純に人権課題が皆無であると言った報告ではなく、様々に存在する人権課題の解決に向けて日々取り組み、透明性のある形で進捗が市場関係者およびそ

の他のステークホルダーに向けて継続的に発信されることを大前提として期待する。 

 

昨年で発足から 10 年を迎えた「ビジネスと人権指導原則による進捗確認および今後 10 年のアクションプラン」で言及されている通り、機関投資家に加え、金融機

関、取引所等、資金の出し手と資金の管理を実施する側の人権への取り組みの期待も高まっている。 

 

こうした背景の中、日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）では、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」に対し、機関投資家を中

心とした資金の出し手側からのフィードバックを行うため、JSIF の理事及び会員の有志から構成される人権分科会を発足した。 

 

ガイドライン案に基づき、当分科会で議論されたものを元に、次頁以降に分科会を代表して意見を提出する。尚、個別のコメントを提出するに辺り、以下の点を重要

視している。 

 

1． 何よりも先に、「人権」が意味するもの、取り組むべき理由が明確に記されていること 

2． 企業のためのガイドラインであっても、第一に国・各省庁の役割、国際的な協力体制が明確であること 

3． 実務の担い手とガバナンス体制の一貫性と連携方法が明確であること 

4． 人権尊重の文化を醸成し、取り組むために重要な第一歩として、方針の策定が位置付けられていること 

5． 開示すべき情報をより具体的に整理した上で、その開示を企業行動の説明責任の一貫として重要視していること  

6． 継続的なガイドラインの見直しと解説の実施について言及されていること 

179 / 192

https://japansif.com/
テキストボックス
資料１０



日本サステナブル投資フォーラム https://japansif.com/  2 

 

 

 

 

 

パブリック・コメントへの意見提出 

 

該当箇所 意見内容 理由 

個別該当箇所へのコメ

ントの大前提として 

細かな該当箇所に関する意見を述べる前に、JSIF 分科会では以下の

点を重要視し、この点に基づき個別該当箇所に具体的に意見を提出

する（前文 再掲）。 

1． 何よりも先に、「人権」が意味するもの、取り組むべき理由が明

確に記されていること 

2． 企業のためのガイドラインであっても、第一に国・各省庁の役

割、国際的な協力体制が明確であること 

3． 実務の担い手とガバナンス体制の一貫性と連携方法が明確であ

ること 

4． 人権尊重の文化を醸成し、取り組むために重要な第一歩として、

方針の策定が位置付けられていること 

5． 開示すべき情報をより具体的に整理した上で、その開示を企業

行動の説明責任の一貫として重要視していること 

6． 継続的なガイドラインの見直しと解説の実施について言及され

ていること 

 

1．はじめに 「1948 年に策定された世界人権宣言から始まった」ことへの言

及 

 

 

現状では、「ビジネスと人権」から議論が始まっているが、これま

での背景を理解するために、人権の議論の根幹である世界人現宣

言に触れることで、人権の重要性と位置づけを明確にすることを

検討頂きたい。 
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「人権は個別の国家を超える権利として位置付けられている。」こ

とへの言及 

 

「2022 年 7 月に行われた国連総会において、「クリーンで健康的

で持続可能な環境」も世界に共通する人権として決議が採択され、

よって人権課題と環境課題が不可分な位置づけである」ことへの言

及 

 

その際、「人権」は各国の法律を超越した権利として尊重される

ことが重要視されており、各国の責任の更に上段のガイドライン

冒頭で、まずこの位置づけが説明されることが期待される。 

人権と環境は不可分であることも考慮頂きたい。 

 

各省庁で取り組まれている関連政策を確認し、当ガイドラインの発

行後、企業の実践を支える上での各省庁の具体的な連携方法への言

及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外務省および内閣府が主体となり、『ビジネスと人権』に関する

行動計画の策定に伴い、この度の企業向けガイドラインの策定に

至っていると理解している。一方、この度のガイドライン案は経

済産業省を所管省庁としているが、当ガイドライン案にも記載の

通り、各省庁の役割を超えた日本政府としての活動の一貫として

一任されており、人権への取り組みは上記人権の定義からも読み

取られるように、各省庁がそれぞれの役割を担い、協力すること

が不可欠となる。 

よって、世界に繋がる労働サプライチェーン上の法規制を理解し

対応する上での外務省、農林水産業に携わる生産者との関係から

農林水産省、人権保持者とした個人を守る上での法務省、労働者

の権利とウェルビイングを支える上での厚生労働省など、各省庁

で取り組まれている関連政策を確認し、当ガイドラインの発行

後、企業の実践を支える上での各省庁の具体的な連携方法への言

及が期待される。 

各省庁に共通した「ビジネスと人権」に関する総合窓口の設置と明

記 

 

今後各種ステークホルダーとの対話に効率よく対応するため、各

省庁に共通した「ビジネスと人権」に関する総合窓口を設置する

ことを重要と考える。 
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国際的な原則や規範との整合性、特異性の明記 

 

 

 

 

 

 

既に各国政府や国際機関との連携について言及頂いているが、そ

の大前提として、国際的な原則や規範と国内の取り組みの整合性

が挙げられる。国内外の企業に投融資を行う立場では、共通の軸

で各国企業の取り組みを理解することが重要である。また、指導

原則や OECD ガイドラインを主軸としてこの度のガイドラインを

作成している場合、元の原則からの特異性があれば明記して頂き

たい。 

企業の役割の一つとして、人権関連政策の整備の促進を列挙 最後に、こうした人権課題に取り組みやすい政策整備を国として

行うことを促すことも、企業が果たし得る役割の一つとして、当

ガイドラインに加えられることが考えられる。 

1.1 本ガイドライン策

定の経緯・目的等 

以下の 3 つの参照先リンクを本文中に明記すること 

 ビジネスと人権に関する指導原則 

 OECD 多国籍企業行動指針 

 ILO 多国籍企業宣言 

現在、3 ページ目に「本ガイドラインが基礎とする国連指導原則、

OECD 多国籍企業行動指針及び ILO 多国籍企業宣言を参照するこ

とが適当である。」とあるが、最も参考とすべき原則等について

は、脚注での紹介だけでなく、左記のようなかたちで本文において

も適当なサイトへのリンクを掲載することをご検討頂きたい。 

1.2 人権尊重の意義、お

よび 2.1.2.1 人権の範

囲 

サプライヤーを含めた各ステークホルダーにおける「人」を平等に

捉え、人権とは何か、人権侵害とは何かを各ステークホルダーの立

場から理解し尊重出来る文化を醸成することを第一ステップとして

促すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点では、2.1.2.1 の箇所で「人権の範囲」として、人権の定

義に関して軽く触れられている。 

当ガイドラインが基本的には指導原則の流れに則っているため、

全体的に人権方針、デューデリジェンス、そして救済の 3 本柱が

中心に置かれている。 

勿論、新規の提携の際、また継続的に既存の関連子会社やサプラ

イヤーにおいて、様々な人権侵害が生じていないかどうかをモニ

タリングすることは重要である。但し、過度に「人権への負の影

響」のデューデリジェンス（DD）の実施に行動が集中すること

は、形式的な事後リスク評価に終わってしまうリスクがある。 
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その上で、ジェンダーなど、国際的な人権の全体像が分かる様、「繊

維産業における責任ある企業行動ガイドライン 」暫定版、別紙 1 に

まとめられているような、「主要な国際人権条約・国際労働条約に含

まれる国際人権の内容」を最低限当ガイドラインの付録に具体的に

列挙する形で明記（本提出の付録 1 を参照） 

 

また、更に個別の人権課題を企業が理解できるよう、同上の「繊維

産業における責任ある企業行動ガイドライン」の「第二部 自社内

における確 認と取り組み」の 21 ページから掲載されている「２．

労働者の人権に関する 個別の課題」を参照先として本文で明記 

 

「人権の解釈 2 .0 」 国際民商事法センター和訳

（https://www.icclc.or.jp/human_rights/doc/interpretation2_a

tt2.pdf）を参照先として本文明記 

第一に、人権への負影響（人権侵害）が生じない環境を作り出す

ことがより重要であり、そのためには国内外の従業員、サプライ

ヤー、各ステークホルダーにおいて何が「人権侵害」に当たるか

を理解することが重要と考えられる。そうすることでリスクを特

定するコストという位置づけから、各々の能力を最大限引き出す

資産へと転じることが考えられる。 

 

よって、DD などの対応方法論に入る前に、サプライヤーを含めた

各ステークホルダーにおける「人」を平等に捉え、人権とは何

か、人権侵害とは何かを各ステークホルダーの立場から理解し尊

重出来る文化を醸成することが当ガイドラインに盛り込まれるこ

とが期待される。 

他方、先進的に取り組んでいる企業を除き、各社が自分事として

人権課題に取り組むためには、そもそも「人権」は何を意味し、

なぜ取り組むべきなのかを理解することが、このガイドライン全

体が活かされるために重要なステップと考えられる。 

 

よって、当ガイドラインのもっと早い段階（具体的には章立ての

1.2 あたり）において、人権の解説に費やして頂きたい。 

このような「人権」の大枠の整理が本文中で行われることによっ

て、随所で取り上げられている事例がより深く理解され、企業も

応用しやくなると考えられる。 

人権項目を国際原則の改訂と共に改訂する必要が生じることは認

識しているが、定期的なガイドラインの更新を前提に、企業に分

かりやすく直接ガイドラインに挿入頂きたいと考える。 

1.2 および最後の質疑応

答箇所 

「「人権」は全てのステークホルダーが尊重すべきものであり、よ

って経営リスク有無に繋がる以前に、企業活動における基本要件と

言える。」というメッセージの上で、 

人権を「自分事」として捉えるため、企業が経営マターとして考

える必要はある一方で、当ガイドラインでは、人権と事業/経営

リスクの関係性が過度に強調されている。 

183 / 192

https://japansif.com/
https://www.icclc.or.jp/human_rights/doc/interpretation2_att2.pdf
https://www.icclc.or.jp/human_rights/doc/interpretation2_att2.pdf


日本サステナブル投資フォーラム https://japansif.com/  6 

 

 

「その上で、企業が様々なステークホルダーとの関わりの中で人権

尊重への取り組みを損なうことがレピュテーション（評判）リスク

ひいては取引停止などの経営リスクにも繋がり、逆にディーセン

ト・ワーク=働きがいのある人間らしい仕事を提供・確保すること

で経営リスクを軽減することもあり得る。」 

 

と言った形で、人権尊重と経営リスクとの関係を整理する。 

 

 

「「人権」は全てのステークホルダーが尊重すべきものであり、

経営リスク発生の有無以前の企業活動における基本要件であるこ

とが第一に当ガイドライン利用者に明確に伝わる記載方法が望ま

しい。 

 

そのためには、1.2 人権尊重の意義、1.3 人権尊重と経営のリス

クと機会の整理など、章立てを新たに追加しより明確に整理する

ことも一案と考えられる。 

 

尚、以下に列挙の通り、現状のガイドラインでは、後述の質疑箇

所で解説されている内容が 1.2 にはないため、読者の誤解を招く

可能性があるため、質疑箇所の内容を 1.2 に盛り込むことが考え

られる。 

 

「1.2 人権尊重の意義」において、 

「第一に、人権尊重への取組は、企業が直面する経営リスクを抑

制することに繋がる。…また、大企業のみならず、中小企業にと

っても、人権侵害を理由に取引先から取引を停止される可能性は

重大な経営リスクである。」と記載がある。 

 

「4.1.3.2 深刻度の判断基準」において、 

「言い換えれば、深刻度は、人権への負の影響の程度を基準とし

て判断され、企業経営に与え得る負の影響（経営リスク）の大小

を基準として判断されない。」と記載がある。 

 

「最後の質疑 8、および 10」において、 

「そもそも人権尊重の取組は、その結果として経営リスクを低減

させ得るものではあるが、その目的は、人権への負の影響を防

止・軽減・救済することにあるからである。」 
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「人権尊重の取組は、経営リスクの低減を目的とするものではな

く、あくまでも、人権への負の影響を防止・軽減することを目的

とするものである。したがって、経営リスクの増大を抑制するた

めに取引停止を行うことは、人権尊重の取組における基本的な考

え方に合致しない。」 

と記載がある。 

1.3 本ガイドラインの

対象企業及び人権尊重

の取組の対象範囲 

今後、題名を含め、「サプライチェーン」から「バリューチェー

ン」に広げて行くことの検討 

当ガイドラインでは、「自社を含めた自社・グループ会社、サプ

ライヤー等（国内外のサプライチェーン上の企業及びその他のビ

ジネス上の関係先をいう）」と対象を定義しているが、昨年 10

周年を迎えた指導原則の見直しと強化の中でも言及がある様、資

金の流れを含んだバリューチェーン全体を通じた人権への取り組

みが重視されている。よって、今後、ガイドラインの対象を「サ

プライチェーン」から「バリューチェーン」へと明確に記載する

ことが考えられる。 

2.1.2.2 負の影響の範

囲 

負の影響の範囲に合わせ、深刻度合いの定義もこの章立てで記載 負の影響を減らすための優先度を決めるためには深刻度合いの確

認が必要であり、この定義も合わせて行われたいため。 

2.1.2.3「ステークホル

ダー」 

金融機関（銀行）を明記 

 

 後段に「融資停止」の事例も掲載されており、ま

た、当ガイドラインの利用者が非上場の中小企業も

対象となるため。 

「対話（エンゲージメント）」が意味するものを説明 

 

 

 「ステークホルダー」をここで紹介するならば、

「対話（エンゲージメント）」が意味するものもこ

こでカバーすべきと考えられる。 

特定の「ステークホルダー」を指す場合は一般用語から具体的なス

テークホルダー名を明記 

 現在、ガイドライン内で「ステークホルダー」に 65

ほどの言及があるが、特定のステークホルダーを念

頭に入れて利用されている箇所においては、一般用

語としての「ステークホルダー」ではなく、具体的

な対象ステークホルダーを明記した方が読み手の誤

解を減らすため 
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2.2.1 経営陣によるコ

ミットメントが極めて

重要である 

経営会議に直属する専門委員会の設置など、業務の担い手と経営者

側を繋ぐガバナンス体制の明記 

 

企業の取り組みを促進するためのガイドラインとして、求められ

る多岐に亘る対応が網羅され、その内容は組織全体に関わること

が伺える。その反面、当該業務の担い手と、そのガバナンス上の

位置づけに関する記載がない。 

担当セクションの報告を受けて、組織として必要なアクションを遅

滞なく行う意思決定プロセスの記載 

社内の各部門はもとより、内外のステークホルダーからも情報を

収集し、DD を通じて自社がとりくむべき課題の優勢順位付けを行

い（随時レビューを含む）、一連の活動に経営層のコミットメン

トを得ること、というタスクの重さを考えると、実効性を担保す

るためには、経営会議に直属する専門委員会などハイレベルな位

置づけが必要と考えられる。また、こうした担当セクションの報

告を受けて、組織として必要なアクションを遅滞なく行う意思決

定プロセスについて記載の必要と考えられる。 

3.人権方針の策定 以下のように章立ての題名を変更 

3.1 人権方針策定の重要性 

3.2 各社が取り組むべき優先事項に即した方針策定 

3.3 策定後の周知・活用・改訂 

現状の 3 章の項目として「留意点」しかないことが、このガイド

ラインを活用される企業の後ろ向きな姿勢を誘発してしまうと考

えられ、まずは人権方針策定を行うことの意義を前向きに解説す

ることが重要と考えるため。 

4.1.1 具体的なプロセ

ス (a) リスクが重大な

事業領域の特定 

感染症や紛争は人権侵害の大きな要因となり得ることを認識し、コ

ロナ禍や紛争における人種差別や飢餓・難民人口の増加などのリス

クを事例として挿入 

地域固有のリスクと捉えられる可能性もあるが、コロナ渦におい

て人種差別や飢餓・難民人口のリスクが高まっているほか、紛争

による難民人口も増えている。 

例えば、Harvard business review/2020.7.1 によると、「米国で

は（中略）アジア人とアジア系米国人は、職場でも公共の場で

も、人種差別的な中傷や嫌がらせを受けてきた。… 2020 年 3 月

半ば以降、アジア系をターゲットとするヘイトクライムや排外的

な中傷は 1700 件以上報告されている。」 

4.1.2.1 継続的な影響

評価 

「(c)事業環境の変化」の例に、「事業環境の要素となる人モノ金

に影響をもたらす政策、規制の導入等（難民・移民の受け入れの増

加を促す政策など）」を追加 

 

コロナ禍、紛争等により、人権侵害の可能性が高まっており、現

状よりも細かく定義することが望ましいと思われるため。 
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尚、その解説に、「難民の状態にあること自体、人権が侵害された

状況にあり、なるべく回避したいことではある。他方、仮に各国の

対応策として難民・移民の受け入れを促すものが導入された場合、

こうした難民を安い労働力として飛びつくのではなく、人権方針に

もとづいてちゃんとした条件で受け入れることが重要である」と追

記。 

4.2.1.3 取引停止 人権に係る看過できない負の影響が生じた場合の調査協力義務や、

瑕疵が治癒できないと判断した場合に契約を解除できる旨の条項を

デフォルトとして契約フォームに入れることへの言及 

「取引停止は最終手段であり、極力関係を維持しながら改善に努

める」という対応の前提として、人権に係る看過できない負の影

響が生じた場合の調査協力義務や、瑕疵が治癒できないと判断し

た場合に契約を解除できる旨の条項をデフォルトとして契約フォ

ームに入れておく必要がある、ということも当ガイドライン内に

明記することをご検討頂きたい。 

4.4 説明・情報開示 「方針策定および実施の過程での投資家を含めた各ステークホルダ

ーへの情報開示は、企業行動の説明責任と密接に関わっており、積

極的に行うべき」ということの明記 

 投資家目線からすると、情報の非開示は投資先の不確実性を高

め、結果的にリスクプレミアムを高めてしまうことの追記 

 企業が実際に開示を行うに辺り、開示の参考となるような国内

外の事例集をガイドラインと別途作成/収集することの検討。 

 情報開示は、企業行動の説明責任と密接に関わっており、ま

た、投融資判断に、企業の人権への積極的な取り組みを理解

し、判断に織り込むためには、その活動の透明性が不可欠と

なる。よって、当ガイドラインにおいても、方針策定および

実施の過程において、投資家を含めた各ステークホルダーへ

の情報開示を促す明確なメッセージが求められるため。 

 その際、情報の非開示は投資先の不確実性を高め、結果的に

リスクプレミアムを高めてしまうことへの言及も考えられ

る。 

 金融庁公開のサステナビリティ情報に関する開示、「記述情

報の開示の好事例集 2021」

https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211221.html のよ

うに、ガイドライン対象者の取り組みと開示を進める事例集

が必要と考える。尚、その際には、JPX の ESG プラットフォ

ームなど、（非上場企業も含めて）対象事業が他の環境や社

会に関する取り組み事例を一元化して確認できる箇所への統

合もご検討頂きたい。 
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4.4.1.1 基本的な情報 以下のように、「基本的な情報」を明記 

 人権に関する推進体制、取締役レベルの責任者 

  取締役会等による人権に関する取組みのモニタリング頻

度と内容 

 特定した重大な人権リスク領域・特定した（優先した）重

大な負の影響又はリスク・、優先順位付けの基準 

 人権 DD の対象と方法、その結果 

 情処理メカニズムの内容と結果 

 人権方針を企業全体に定着させるために講じた措置 

 人権リスクの防止・軽減のための対応に関する情報 

 上記、人権に関する取組みの実効性評価に関する情報 

「企業が自身の人権への負の影響に取り組む上での人権 DD に関

する基本的な情報を伝えることが何よりもまず重要である。」と

記載されている一方、その内容は一部の項目の例示に留まってい

る。読み手がどのような「基本的な情報」を開示すべきか、分か

りやすくするため、「基本的な情報として、以下の点に関して開

示・説明すべきである」という位置づけでの列挙を検討頂きた

い。 

5.2 国家による救済の仕

組み 

NCP がより有効活用されるための体制づくりを強化していくことへ

の言及 

現状、企業自らが行う苦情処理メカニズムから独立したものとし

て、National Contact Point（NCP）が設置されているが、アク

セスが阻まれるなどの課題により、年間数件程度の取り扱いと認

識している。人権 DD の取り組みを推進するためにも、この NCP

の有効活用が可能となる体制作りへの言及も期待される。 
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追加項目： 

当ガイドラインの解説

と定期的な見直し 

今後強化すべき点の共有も念頭に入れ、経産省主導での勉強会・解

説の機会の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・コメントを経て完成したガイドラインを活用し、人

権への取り組みを強化する企業、そうした企業の人権評価方法を

強化する投融資機関が増えることが想定される。また、当ガイド

ラインの理解を深めようと、各種ステークホルダーによる解釈・

解説が実施されることが想定される。 

最初の時点で解釈にばらつきを減らすため、また今後強化すべき

点を各ステークホルダーと共有するためにも、まずは同ガイドラ

インの実行に関する勉強会や説明会を、経産省主導で数回程度開

催頂きたい。 

継続的、かつ定期的なガイドラインの見直し 日々情勢が変化する中、1.2 で提示している具体的な「人権」項

目や、当ガイドラインに含まれる事例等の更新を行う必要が出て

くると考えられる。よって、この度の発行で終わらせず、今後も

NAP の改訂時期も含み、継続的、定期的に見直すことを前提とし

た発行であることを、当ガイドライン文末に明確に加えて頂きた

い。 
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付録 1：国際人権章典及び国際労働機関の中核的条約に記載されている権利 

（2022 年 8 月入手時点、「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン 」暫定版、別紙 1 より） 

 

1 国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約） 

▪ 残虐で非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いを受けない権利 ※深刻なハラスメントまたは危険な労働条

件 

▪ 身体の自由および安全についての権利 ※深刻なハラスメント 

▪ 移動の自由についての権利 ※身分書類の預かり、移動制限 

▪ 私生活についての権利 ※プライバシー権、ネット上の誹謗中傷 

▪ 思想、良心および宗教の自由についての権利 ※宗教上の便宜不供与 

▪ 意見および表現の自由についての権利 ※検閲への加担 

▪ 人種的、宗教的または国民的憎悪の 唱道 からの自由についての権利 ※ヘイトスピーチ 

▪ 家族の保護についての権利 ※ワークライフ バランスの欠如 

▪ 差別を受けない権利 ※ジェンダー差別 

▪ 少数民族の権利 ※コミュニティーの住民への負の影響 

▪ 労働の権利 ※恣意的な解雇、社会保障へのアクセス制限、職業訓練の欠如 

▪ 公正かつ良好な労働条件を享受する権利 ※最低賃金や同一 価値 労働同一賃金の不提供 

▪ 社会保障についての権利 ※社会保険加入拒絶、労災拒絶 

▪ 家族生活についての権利 ※産前産後休暇の不提供、過重労働、ワークライフバランスの欠如 

▪ 相当な生活水準についての権利 ※開発によるコミュニティーの生活侵害 

▪ 健康についての権利（労働安全衛生、過重労働、製造 者責任） 

 

2 中核的労働基準 

① 強制労働撤廃 

② 結社の自由 、団結権 および団体交渉権 

③ 職業・雇用上の差別撤廃 

④ 児童労働廃止 

⑤ 安全で健康的な労働環境 
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ステークホルダー合同コメント（緊急要請） 

～日本政府「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」について～ 

 

内閣官房 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 

関係府省庁施策推進・連絡会議 御中 

令和 4（2022）年 9 月 2 日 

 

ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議及び同作業部会 

構成員賛同者 

 

令和 4（2022）年 8 月 8 日、日本政府は、経済産業省において、「責任あるサプライチェーンにお

ける人権尊重のためのガイドライン（案）」（「本ガイドライン」）を策定・公表し、意見公募（パブリ

ックコメント）手続を開始しました。私たちは、本ガイドライン案によって、国際スタンダードに沿

った企業の人権尊重に向けて、日本政府としての具体的なメッセージが示されたことを歓迎します。 

本ガイドラインの策定は、ビジネスと人権に関する行動計画（「NAP」）の優先分野である国内外の

サプライチェーンにおける企業の人権尊重の取組を促すための重要な施策と位置付けられます（「本

ガイドライン」1.1）。本ガイドラインが企業に対し人権尊重の取組全体を通じてステークホルダーと

のエンゲージメント（協議）を促すものであるからこそ、その策定プロセスにおいてステークホルダ

ーとの有意義な協議を経て正当性を担保することが極めて重要です。それにもかかわらず、本ガイド

ラインの策定が、NAP 実施におけるステークホルダーとの間の信頼関係に基づく対話のために設置さ

れた円卓会議及び作業部会との協議をほとんど経ることなく、パブリックコメントに至るまでの間は

ほぼ非公開の手続で進められていることは問題と言わざるを得ません。ステークホルダーの意見が十

分に反映されていないガイドラインは、国連指導原則に則した人権尊重の取組みに資することになり

ません。 

 

以上を踏まえ、私たちは日本政府に対し、以下の事項を要請します。 

1． パブコメをふまえた協議：パブリックコメントを包摂的に検討し、円卓会議及び作業部会におい

て、本ガイドラインが国連指導原則、OECD 企業行動指針、ILO 多国籍企業宣言という 3 つの国

際スタンダードに整合的でかつ企業による人権尊重が効果的に促される内容となるよう、議論を

尽くすこと 

2． 策定後の協働：本ガイドラインの普及、効果のモニタリングおよび将来の改定について、円卓会

議及び作業部会を含むステークホルダーと協議し、実質的に協働の上、実施すること 

3． ギャップ分析の実施：本ガイドラインの推進を含む NAP の実施やその検証・改定プロセスの中

で、日本社会及び企業が関わる負の影響を特定・評価した上での現状の政府の施策や企業の取組

みのギャップの分析をステークホルダーが参加する形で行うこと。このようなギャップ分析をふ

まえた政府の施策は、企業が人権課題を適切かつ具体的に特定・評価・対処し、本ガイドライン

を効果的に実践するための環境整備の観点からも不可欠です。 

 

来年は日本が議長国となる G7 が開催されます。国際スタンダードに沿った企業行動を推進する世

界潮流にこれ以上後れることなく、人権の保護・尊重・救済において G7 でのリーダーシップを発揮

するために、いま政府とステークホルダーが協働でアクションを起こすことが必要です。「ビジネス

と人権の次の 10 年に向けたロードマップ」でも示されている通り、ステークホルダーとの信頼関係

に基づき、より成熟した形で、本ガイドラインの策定と実施、さらにNAPの実施、モニタリング、改

定がなされることを望みます。 
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ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議及び同作業部会構成員 賛同者一覧 

(2022 年 9 月 2 日時点) 

 

（円卓会議構成員） 

荒井 勝   NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）会長 Hermes EOS 上級顧問  

有馬 利男  （一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事 

大村 恵実  日本弁護士連合会 元国際人権問題委員会委員長 

高﨑 真一  国際労働機関（ＩＬＯ） 駐日代表 

濵本 正太郎 京都大学大学院法学研究科教授  

広浜 泰久  中小企業家同友会全国協議会 会長 

安河内 賢弘 日本労働組合総連合会 副会長 

若林 秀樹  ビジネスと人権市民社会プラットフォーム 代表幹事 

 

（作業部会構成員・参加者） 

氏家 啓一   （一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 事務局次長 

斉藤 一隆  中小企業家同友会全国協議会 事務局長 

齊藤  誠  日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会ＣＳＲＰＴ座長 

菅原 絵美  大阪経済法科大学国際学部教授 

銭谷 美幸  第一生命保険（株）運用企画部フェロー／第一生命ホールディングス（株）経営企画

ユニットフェロー 

高橋 大祐  日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会ＣＳＲＰＴ副座長 

田中 竜介  国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所プログラム・オフィサー 

安河内 賢弘 日本労働組合総連合会 副会長 

若林 秀樹  ビジネスと人権市民社会プラットフォーム 代表幹事 
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