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P4 企業が人権を尊重する理由 

 

2.なぜ人権を尊重するのか 

概要 

・「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に定める通り、すべての企業は人権を尊重する

責任を負う。つまり、他者の人権を侵害することを回避し、そうした影響が生じる場合に

はこれに対処する責任である。 

・国連グローバル・コンパクトの加入企業は人権を尊重、支持し、国際基準を遵守するこ

とを公約する。 

https://www.unglobalcompact.org/library/22
https://www.unglobalcompact.org/library/22


・人権を尊重することは正しい行いである。 

・人権を尊重する企業は、「ソーシャル・ライセンス（社会による企業活動の信認）」が得

られ、大きな費用負担が発生し得る企業とコミュニティーとの間の対立を回避することが

できる。 

・人権を尊重する企業は、事業リスクや規制リスクの予測と管理ができ、将来的な法規制

上の要件に余裕をもって対応できる。 

・人権を尊重する企業は、人権に関する優れた取り組みに伴う商業的な利益を得ることが

できる。例：投資の呼び込み、調達先の開拓、優秀な人材の獲得、評判という面での利点

など。 

 

 

P8 企業が人権方針を策定する理由 

 

3.なぜ人権方針を策定するのか？ 

概要 

・人権を尊重する責任を事業全体に組み込むための土台とする。 

・関連ステークホルダーの期待に応える。 

・方針面での不足点を特定し、新たな人権リスクについて自社の注意を喚起するプロセス

を開始する。 

・人権支持への企業のコミットメントを詳細に述べる。 

・外部のステークホルダーとの信頼関係を強化し、ステークホルダーの懸念を理解し対処

し始める。 

・人権問題に関する社内の学習・管理能力・リーダーシップの開発を促進する 

・国際的に優れた企業慣行を実践で示す。 

 

 

P11 人権方針を策定するためのステップ 

 

4.主なステップ 

概要 

・人権方針の策定過程は変化に富むものとなり得る。そして必ずしも予測できるとは限ら

ない。はじめから完璧を求めないこと。多くの企業が、経験を重ねながら、人権方針を更

新している。 

・経営層が策定過程を推進する責任を担う。 

・策定過程に部門横断的な人材（人事、法務、調達、安全部門など）を巻き込み、理解・

ノウハウ・共通の目的意識を醸成する。 



・社内外の人権に関する専門知識を特定し活用する。 

・自社の既存方針を正確に概説し、人権についてすでに対応している範囲と不足している

点を明らかにする。 

・起こり得る主要な影響について簡易なマッピングを行う。 

・社内および関連する社外のステークホルダーと協議を行い、ステークホルダーの期待を

認識し、それに対応する。 

・人権方針を社内外に伝える。 

・事業方針および手続きに人権方針を反映させる。 

 

 

以降は各ステップにおけるポイントを簡単にまとめています 

・Barclays は、2004 年に人権方針を策定し、2006、2008 および 2010 年に改訂を行った。新

たに提示された問題や意識の高まりなどを考慮して、人権方針を今日の問題を扱う生きた

文書に保つべく更新し、定期的に公表している。 

 

・順序は変更可能。経営層の賛同が得られず、ボトムアップで人権方針を策定し、マッピ

ングやステークホルダーの意見がきっかけとなって経営層の支持が得られたという企業も

ある。 

 

・公表のタイミングについては、完成前に短い声明を発表し、後に正式な方針の文書を発

表する企業もあれば、自社の管理システムに組み入れる準備が整った時点ではじめて発表

する企業もある。 

 

【主要ステップ】 

経営層が責任を担う 

・方針起草の決断は、社長か上級幹部が下す場合が多い。指導原則では、方針によるコミ

ットメントは企業の最上層レベルで承認されるべきだと記載している。 

・方針策定による事業面での意義を明確にすることは有益な場合がある（方針策定の利点、

人権への影響の具体例、人権方針を策定しなかった場合の潜在的なコスト、他社との比較、

企業責任の中での位置付けなど。） 

 

部門横断的なチームを創設する 

・人権方針を企業全体に浸透させるため、部門横断的なチームや委員会を創設することが

多い。 

 

社内外の専門知識を活用する 



・社内に人権の専門知識が不足している場合や社内業務が特に複雑な場合には、信頼でき

る情報源や、評価の高い専門家などから得られる外部の専門知識を活用すべき。 

 

簡易な政策ギャップ分析・マッピングを行う 

・企業の既存方針に国際的に認められている人権のどれが盛り込まれているのか、重要な

人権が抜けていないかを特定する。 

・多くの企業では、昔からある自社の方針や行動規範の中で人権を扱っているが「人権」

という言葉を使っていない。人権方針は、まったく新しい問題に焦点を当てるものではな

く、既存の考え方を別の形で結びつけたり、見落とされがちな問題に光を当てたりするも

の。 

・企業はすべての人権リスクに注意を払う必要があるが、実際には個々の産業や状況にお

いてより関連性の高い人権があり、これらの人権については特に慎重な配慮が求められる 

・状況は変化し得るので、定期的な評価が必要。また、人権の相互依存性と不可分性とい

う国際人権法の重要な原則も考慮に入れる必要がある。 

 

起こり得る主要な影響について簡易なマッピングを行う 

・人権方針策定の早期であっても、自社の潜在的な人権への影響（または顕著な影響）に

ついて基礎的なマッピングを行い、方針の策定過程の基礎情報とすることは有益。 

 

社内および関連する社外のステークホルダーと協議する 

・主要なステークホルダーも特定する必要がある。方針が目的にふさわしいこと、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の期待や懸念に対処しているこ

とを確認できる。 

・批判的な立場に立ち得る人々を巻き込むことで現実を直視することができるだけでなく、

早期から関わりを持つことで、そうした人々が後に有益な協力者になる場合もある。 

 

人権方針を社内外に伝える 

・「伝える」ことをしなければ、方針には何の効果もない。 

・方針はすべての従業員に周知しなければならない。 

・また人権に関して企業が持つ、事業パートナーやその他の社外関係者に対する期待につ

いても明記し、企業が契約関係にある組織、事業に直接関係するその他の組織、投資家、

影響を受ける可能性のあるステークホルダーにも積極的に伝えるべき。 

 

事業方針および手続きに人権方針を反映させる 

・既存の方針や慣行が人権尊重のコミットメントとどのように関連するかを慎重に検討す

べき。特に調達やロビー活動の分野などで不一致が生じやすい。 



・人権方針がその他の方針や手続きに実効的に反映されておらず、企業全体の経営管理に

横断的に組み込まれていない場合、人権軽視が容易に起こり得る。 

 

 

P16 方針策定における要素 

 

5.良い人権方針の重要要素とは？ 

概要 

どんな方針でも（独立した形であれ、他の方針に組み込まれた形であれ）、少なくとも下記

の内容を含むべきである。 

・国際的に認められているすべての人権基準（少なくとも「国際人権章典」および「労働

における基本的原則と権利に関する ILO 宣言」として知られているもの）を尊重するとい

うはっきりとしたコミットメント 

・社員、取引先、他の関係者に対し企業が期待することに関する規定 

・コミットメントの実行方法についての情報 

 

また、次の内容を盛り込むのもよいだろう。 

・人権方針の策定手順の概要 

・人権に関する自社の主な優先分野についての情報 

・国際的な人権原則と、事業を行う国で適用される法的要件との間の矛盾への対応につい

ての説明 

・人権を「支持」する（つまりその実現に貢献する）という企業としてのコミットメント 

・事業にとって最も重要と思われる人権（労働者の権利など）の要約、および人権尊重の

責任を果たす行動についてどう責任を負うかの説明 

 

 

以降はポイントを簡単にまとめています。紹介する各項目について、レポートには実際の

人権方針の事例（英語）が多数掲載されています。 

 

独立した人権方針か、それとも他の方針に組み込まれた形での人権方針か 

・独立型の方針：社外の関係者が必要な情報を得やすい。人権方針を初めて策定する企業

で広く採用されており、企業は人権を尊重する意思を示すとともに、人権影響の評価と管

理に関する社内ノウハウの蓄積を進めることができる。 

・統合型の方針：雇用や倫理的な調達ガイドラインに関する行動指針が十分に整備されて

いる企業では、実行しやすく、社内の混乱を招き得る基準の重複も回避できる。人権配慮

が企業全体の考え方に深く根差していることをアピールすることもできる。 



・折衷型：入手が容易な人権声明を作成し、既存の指針や方針と相互に参照する。 

・社内で賛同を得るためには、具体的で明白かつ簡潔な用語で背景や問題を説明することが

重要。 

 

人権方針の例： 

 [Our] "Sustainability" policy has a specific section on Human Rights. …also the Management 

System Guidelines on Security and Planning and Controls that refer to the respect of human rights 

were issued. Eni S.p.A. 

(当社の）「持続可能性」方針には人権に関するセクションを設けており、……さらに人権の

尊重について言及する安全、計画および管理に関するマネジメントシステムガイドライン

も発行している。Eni S.p.A. 

 

We recognize the important responsibility we have to respect human rights and we aim to bring the 

power of technology to bear to promote respect for human rights throughout the world. Microsoft 

私たちは人権を尊重する重要な責務を認識し、全世界で人権の尊重を推進するために、テ

クノロジーの力を活用する。Microsoft 

 

 

P18～ 人権方針の具体的な検討に向けて 

報告書には具体的な例（英語）が多数紹介されています 

 

ステップ 1：基本的な要素を検討する 

 

A）国際的に認められている人権基準を尊重するというコミットメント 

・良い人権方針は少なくとも以下を参照すべきである。 

－世界人権宣言 

－市民的及び政治的権利に関する国際規約（国際人権 B 規約） 

－経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（国際人権 A 規約） 

－労働における基本的原則と権利に関する ILO 宣言 

・特定の社会的に弱い立場におかれる集団については、他の国際的な人権文書の別の基準

も併せて検討し（先住民や特定のマイノリティなどに関するもの）、個別の方針を準備・参

照することもできる。 

・よく練られた方針には「人権尊重のコミットメントが企業にとってどのような意義と価

値を持つのか」を伝えるメッセージが含まれていることも多い。 

・上記に加えて、「OECD の多国籍企業行動指針」や ILO の「多国籍企業及び社会政策に関

する原則の三者宣言」など、その他の重要な基準に言及する企業もある。 



 

B）方針の範囲 

・方針の適用範囲を明確に規定しなければならない。 

・企業の方針は通常、少なくともその企業が支配権を有するすべての事業体に適用される 

・方針には、サプライヤーやその他の取引先との関係にどのように適用するかも明示しな

ければならない。 

 

C）期待を明記する 

・指導原則では、従業員はもとより、取引先ならびに政府などその他の関連者に対しても、

企業が何を期待するかを方針の声明に明記するよう求めている。 

 

D）実施の方法 

・例えばリスクマネジメントや監督・モニタリングの方法といった企業の社内手順の中で、

方針を実行する方法を規定することは有益である。 

 

ステップ 2：追加的な要素を検討する 

 

A)人権方針の策定手順の概要 

・概要はそれほど詳細なものではなく、企業が方針策定でたどった過程の一部を要約する

のみの場合が多い（例：部門横断的なチームを任命したか、方針に関して何らかのマッピ

ングを実施したか、あるいは、ステークホルダーとの協議の方法などについて） 

 

＊報告書で紹介されている声明の例 

経営層のリーダーシップと部門横断的なタスクフォース 

人権のマッピング 

ステークホルダーとの協議 

 

B）人権の優先順位を定める 

・企業は、国際的に認められているすべての人権基準を尊重する責任を有する。 

・実際には、他と比べて顕著なリスクにさらされる可能性のあるものがあり、特に注意を

向ける必要がある。 

・人権の状況は変動することがあるため、企業はすべての人権を尊重するとともに、人権

の優先順位を定期的に見直す必要がある。 

 

C) 法律上の管轄権の問題 

・企業の人権尊重の責任は、人権を擁護する国内法および規則の遵守義務とは独立して存



在する。 

・内法が国際的な人権基準と真っ向から対立する場合や、国際的な人権基準を完全には満

たさない場合、企業は国際的に認められている人権基準を尊重する方法を見いだすことが

期待される。 

 

D)人権を支持するコミットメント 

・人権への積極的な貢献を行うという企業のコミットメントを詳細に述べる企業もある。 

・企業は他の場所で良い行いをすることで人権に対する悪影響を埋め合わせることはでき

ない。コミットメントは、国際的に認められている人権を尊重する責任を補足するもので

なければならず、その代替またはトレードオフであってはならない。 

 

ステップ 3：労働者の人権に関する規定 

・大企業では、労働者に関する問題は既存の従業員行動指針に盛り込まれていることもあ

るが、不足している内容を確認するには、上記の「主なステップ」で言及した方針のマッ

ピングが役立つ。 

・どの程度まで詳細に規定するかは企業によって異なる。企業のコミットメントをまとめ

た、主要な労働者の権利に関する短い一文のみの企業もある。詳細を規定した企業の文書

（行動指針など）を参照し、ステークホルダーに示す企業もある。 

・特定の人権が高いリスクにさらされている国で事業を行う場合や、業界特有の人権問題

がある場合は、より詳細な規定が必要となることがある。例えば、児童労働が珍しくない

地域で事業を行う小売企業では、児童労働のリスクが少ない企業よりも児童労働に関して

詳細に規定することがある。 

 

＜通常の人権方針文書の対象となる主要な人権関連領域＞ 

・障害者のアクセシビリティ 

・児童労働／労働者の最低年齢／最悪の形態の児童労働 

・雇用関係 

・平等 

・公正な賃金／報酬 

・強制労働／（債務や暴力などによる）強制労働 

・健康および安全 

・妊婦の保護 

・過酷な扱いや非人道的扱い／ハラスメントがないこと 

・差別の禁止 

・労働組合を結成または加盟し、団体交渉する権利 

・ストライキを行う権利 



・労働条件――労働時間を含む 

＊上記の主要な項目について報告書で方針の例（英語）が紹介されています 

 

ステップ 4：労働関連以外の人権に関する規定 

・各企業はどの人権を優先すべきか、さらにはそうした人権が個別の条項を設けるに値す

るかを、自身で決定する必要がある。ただし、人権尊重の責任は国際的に認められている

人権すべてに適用されることにも留意すべきである。 

・状況の変化によって人権リスクが変動する可能性について社内の意識を高めるためにも、

企業の継続的なデューディリジェンスプロセスを通して不適切と判断された場合には方針

が見直されることも、方針に明記すべき。 

・常に人権用語を用いるわけではない。たとえば、企業の安全対策は人の生命や安全の権

利に影響を及ぼし得るが、通常は生存権に関する方針ではなく安全対策に関する方針とし

て記載されている。 

 

＊下記の主要な項目について報告書で方針の例（英語）が紹介されています 

臨床試験 

政府職員との関与／アドボカシー 

子どもの搾取 

先住民の権利 

移住労働者 

安全 

 

 

P30 人権方針を策定したら 

 

6.次のステップ――実施までの道のり 

・人権方針の策定は、第一歩に過ぎない。人権方針を効果的に実行するには、事業全体の

プロセスや手順に方針を組み入れることが大切。 

・人権方針は、企業が引き起こし得るまたは助長し得る人権への負の影響を特定、予防、

軽減し、責任を負うための継続的なプロセスである人権デューディリジェンスの指針とな

る。 

 

＜人権デューディリジェンスの主要プロセス＞ 

(a) 実際および潜在的な人権に対する影響の評価 

(b) 潜在的な人権への負の影響を効果的に防止、軽減し、実際の影響を適切に是正するため

に、評価結果を部門横断的に組み入れる。 



(c) 企業はモニタリングプロセスを通して、実際のまたは潜在的な影響への対応の実効性を

監視する。 

(d) 適切な評価指標やシステムを通して進捗状況を監視し、人権への影響について企業がど

のように取組んでいるかについての情報提供システムを整備する。 

 

・人権デューディリジェンスの継続的なプロセスに加え、負の影響を引き起こした、また

は助長した場合に、これを是正するプロセスを持つべき。 

・重要なのは、人権方針を実行すること。行動を起こさなかったり、方針と矛盾する行動

をとったりすれば、企業はさまざまな批判にさらされることになり得る。 

 

 

P31～ 人権方針の実行に向けての動きの中で検討すべき主要なポイント 

 

影響評価 

・事業のために人権に関する基礎調査を行う（国別リスク分析など）。 

・買収や新規ビジネスパートナーとの取り決め、新規大型プロジェクトの実現可能性を評

価する前段階で、人権の影響評価を行う。 

・紛争地域など人権リスクが高い状況での事業では、より慎重な配慮と高度なデューディ

リジェンスが必要となる。 

・人権リスクは時が経つにつれて変化し得るため、影響評価はその後も継続的に実施する。 

・特に社会的に弱い立場にあるグループに注意を払う。 

・影響を受けるステークホルダーの視点で行い、これらステークホルダーに対する影響の

深刻度および発生可能性に基づき行動の優先順位を付ける 

 

注：多くの場合、バリューチェーン全体にわたる人権への影響をすべて評価することは不

可能である。企業は負の影響のリスクが最も重大な領域（顕著な人権影響）を特定し、こ

れらの領域を人権デューディリジェンスの優先分野とすべき。 

 

人権を社内全体に組み入れる 

・影響評価の結果を組み入れ、それに基づき行動する。 

・ステークホルダーとの話し合いを継続的に行い、外部の諸団体との関係を構築する。 

・研修を見直し、追加的な学習サポートが必要な対象グループを特定する。 

・職務内容記述書における職責や勤務評定などの管理システムに人権を組み入れる。 

・サプライヤーの事前選別過程、能力構築活動および／または監査プログラム、合併・買

収のチェックリスト、など、既存のプロセスの設計やリスク管理システムを変更する。 

・方針、手順、業務手順、その他の社内文書の文言を、修正したシステムおよび人やプロ



セスの変化を反映したものに書き換える。 

・社内外向けの情報発信に人権を組み入れ、社内外のステークホルダーが人権方針を理解

でき、方針に従わない場合や影響評価に基づく対応を行わない場合に事業にどのような影

響があるかを理解できるようにする。 

 

行動を起こし、成果を監視する 

・実際の、または潜在的な影響に対処する 

・国連指導原則は、（a）企業が影響を引き起こしている、助長している （b）商取引関係

先を介してその影響に直接関係しているのか によって企業が採るべき行動は異なると規

定している。 

・社内外からフィードバックを得て、成果を測定する指標を特定し、定性・定量的データ

を得て将来の戦略に役立てる。 

 

人権影響に対する取り組みを公表する 

・行動の有効性を監視するシステムを設置する。 

・取組、目標および成果を公表する。 

・情報は、企業の対応が適切であるかを評価するうえで十分なものでなければならない。 

 

是正 

・企業が人権への負の影響を引き起こしたこと、または助長したことが分かった場合、企

業には負の影響を積極的に是正することが期待される。 

・事業レベルの苦情処理メカニズムの構築またはそうしたメカニズムへの参加は、救済へ

のアクセスを提供する一つの有効な手段となりうる。 

・苦情処理メカニズムは、労働関連紛争に取り組む正当な労働組合の役割を害するために

使われてはならず、司法的または非司法的苦情処理メカニズムへのアクセスを排除するよ

う用いられてもならない点に留意すべきである。 

 

 

P34  中小企業における人権方針の策定について 

中小企業の人権方針 

 

企業が人権を尊重すべきであるというのは普遍的かつ基本的な期待であり、規模にかかわ

らず、すべての企業に当てはまる。人権尊重に関する多くの法的な圧力と（すべてではな

いにせよ一部の）商業的な推進力は、規模にかかわらずすべての企業に平等に課される。

人権を尊重することを示すために企業にはデューディリジェンスが求められ、人権方針は

デューディリジェンスの最初の一歩に過ぎない。企業が実際にこれにどのように取り組む



かは、利用可能な資源だけでなく、企業が人権に対して負の影響を与えるリスクの度合い

にも大きく左右される。 

 

多国籍企業の場合、人権のような財務以外の問題に全社的に（部門や事業体を横断するこ

とを含めて）適切に対処するための正式な方針と手順を有することはよくある。しかし中

小企業ではこうした方針はまれであるか、あるいは存在しない。しかし、人権は多くの大

企業にとっても新しい懸念事項であり、統一のひな型や人権方針に関する規制がないこと

から、中小企業も多国籍企業も同様に、このガイドの事例を活用し、自身の状況に最適な

方針声明や立場表明を策定するとよいだろう。 

 

大企業でも最初の人権方針は数段落の声明だけであり、現在もその状態にある企業は多い

ということを、中小企業には留意してほしい。中小企業にとっては、これが最良のモデル

となり得る。自身のニーズと状況にあう人権方針を策定する際に、中小企業は、自社の人

権方針の声明／立場表明が以下の内容を示しているかをチェックするとよい。 

 

・社内の上級職に方針の全責任を付与している。 

・関連し得る人権問題を理解するための措置がとられている（人権の重点項目）。 

・すべての部門またはすべてのチームの参加を得た。 

・ステークホルダーと（場合によっては企業の活動により影響を受ける可能性のある人々

を含めて）話し合い、その意見を聞いた。 

 

さらに、人権方針または声明には少なくとも以下の内容を示す一文が含まれていること。 

・国際的に認められている人権基準を意味する「人権」を尊重するという、企業の明確な

コミットメント 

 

人権リスクが非常に小さい小企業では、スタッフに向けた方針メモを提供するだけで十分

かもしれない。方針メモでは、人権を尊重する責任とスタッフが留意すべき主要な問題

（例：差別禁止）や、これがスタッフの業務にどのような意味を有し、どのような責任が

伴うか（違反した場合にはどのようなことが起こるか）を強調する。 


