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はじめに 

 

国際社会での持続可能な社会を求める議論を経て、企業に求められる役割が変化した結

果、企業は経済的な成長だけでなく社会問題や環境問題への配慮も求められるようになりま

した。グローバル化が進む中でのその潮流は日本企業も無視できないものとなり、現在日本

企業も CSR 経営に取組むことが求められています。 

 
 そこで我々は、日本企業が CSR経営で求められていることは何か知るために、日本企業は

どのような CSR経営上の課題を抱えており、どの対応が遅れているのか特定しようと試みま

した。またその結果、日本では人権問題において女性差別や障害者差別への関心の高まりは

あるものの、海外事業所やサプライヤーまでの対応は不十分であることが分かり、我々は日

本企業の抱える CSR経営上の課題の 1つとしてサプライチェーンにおける人権問題が挙げら

れると判断しました。 

 
 では、この課題に対して日本企業は具体的にどう対応しているのか、また日本企業は今後

どのような対応が求められるのか。このような観点から、我々は、以下をテーマとし、論文

を制作いたしました。 

 
「日本企業の CSR 経営の現状と課題―サプライチェーンにおける人権問題を通して―」 

 
 最後までお読み頂ければ幸いです。 

 

 

 
2016 年 11 月 26日 

第 5期谷本ゼミナール 船越紗英 
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教授・ゼミ生紹介 
 
 

■谷本寛治先生 

  
 
と～っても元気！/時に厳しく優しい/CSR 以上に、スポーツを語りだしたら止まらない/疲れてい

るところを見たことがないくらい、いつも元気でパワフル！/意外に寂しがり/第一印象、厳しい怖

い 第二印象、厳しいおちゃめ/メリハリがあり、ゼミ生と真摯に向かいあってくれる/意外とかわ

いい/鉄人/厳しいけど愛のあるお父さんみたいです/素敵な先生。ゼミ生のことを考えてくださっ

ていて、親切な方。いつもお世話になっております。 
 

 

 

 

■四十谷若菜(副幹事長) 

  
 

①錦城高等学校 ②無所属 ③テニス、映画鑑賞、音楽鑑賞、旅行 

④これ終わるのかなと思いながら、毎回模索してきたその時間すべて 

 

めちゃくちゃ細い/しっかりしてるしオンオフがきちんとついている、全然怖くない/とにかく頭

がいい。論理的に物事を考えることができて、この人が居なかったらゼミ進まないよ！かわいい

よ！/生活が規則正しすぎて尊敬/たまに出る甘えキャラが可愛い/まさに「デキ女」です/みんなか

ら頼られる存在。いつも的確な意見を持っていて、尊敬している同期/誰も頭が上がらない/でき女

で真面目/何事においても鋭い/ストイックさがすごいと思う。笑顔がかわいい 

  

①出身校 

②サークル 

③趣味 

④ゼミでの思い出 

他己紹介 
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■東美穂(企画広報) 

  
 

①都立国分寺高校  

②無所属  

③読書  

④台湾合宿で台風来て一日中ホテルにいたこと！ 

 

意外とお酒好き/面白い、みんなが思っているようなキャラじゃない/見た目も可愛い、中身も可愛

い！ふわふわしてるけど、やる時にはしっかりやる/谷本ゼミの人気アイドル。おしゃれさん。美

脚/5 期のお嬢/みんなを笑顔で和ませるくれる。ゼミになくてはならない存在。/５期で最も西に

住んでる/雰囲気ほんわかしてくれる～/小動物癒し系/ゆるいところが好き 
 

 

 

 

■伊藤駿(企画広報) 

  
 

➀山形東高等学校  

②早稲田陸上同好会、ほかん、東北学生稲門会  

③陸上競技 

④台湾で嵐の中かき氷食べたこと。 

 

だいたい走ってる/明るくて話しやすい/陸上もがんばりながら、一人暮らしでゼミも頑張る男。ま

だ出してないキャラがあると思ってる（笑）/意外に健康志向が高い/ときどき訛ってる/コミ力尊

敬してます/いつも楽しそうで、アグレッシブ。ゼミにかける思いは彼が 1番熱いと思う。色々企

画とか思い立ったらすぐ行動してくれる。/３次会の場所を提供してくれる/いつも走ってるイメ

ージ/人に見せずしてがんばり屋さん/ちょっと山形なまりなのがいい。 
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■影井春菜(渉外) 

  
 

①近畿大学附属豊岡高等学校  

②無所属  

③読書/映画鑑賞  

④今年の夏をゼミに捧げたこと 

 

お姉さんからお母さんに進化した/お姉さん、天然がとてもかわいいけどしっかりしている/すご

い綺麗なお姉さん。だけど中身はちょっぴり天然。すごく面倒見がよくて、プロ研では凄いリーダ

ーシップでした！！ありがとう！/5期の姐さん。/このプロジェクト研究のまとめ役。裏で色々動

いてくれたりと常に感謝しています。/５期唯一の大人/マダムっぽい/しっかり者のお姉さん/5期

のおねえさん的存在/お母さんみたいな気遣いしてくれる。 
 

 

 

 

■川島康寛(渉外) 

  
 

①並木高等学校  

②ジークフリートテニスサークル  

③テニス観戦、ボルダリング 

④夏合宿での、、、台風 in 台湾 

 

目がひじき/女の子のことが好き/まじめ。ムードメーカー。いつもにこにこしてます。先輩っ子で

す。/毎朝車運転して通ってるのすごい！/くだらない話にも全力で返答してくれる/毎日 2時間通

学で、忙しいながらもゼミと両立していて、夏合宿の担当では英語力の高さを見せつけられまし

た。パソコン壊れたら、貸してくれる優男です。/テニサーのウェイ/ゼミ大好き/実は、いつも周

りを気遣っているところがイケメン。/茨城だいすき茨城県民/まとめるのが上手。たまに真面目な

んだかふざけてるんだかわからない。  
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■小市優里(寛逓会) 

  
 

①私立大妻高校  

②早稲田大学 下駄っぱーず  

③カラオケ、コーヒーを飲むこと 

④よなよなドライブで作業してた時に、なかまをみつけた瞬間のあの感じ 

 

キャパシティおばけ/元気いっぱいでいつも予定を入れている/下駄っぱーず。コミュニケーショ

ン能力高すぎ！お昼ご飯に課金しがち/何事も全力でパワフル！/発言力とコミュニケーション力

の高さはゼミ 1。発言を裏付ける勉強量、忙しい中でもセルフマネジメントできる所に尊敬してい

ます。/我/踊ってなくても常に踊ってる/ほんとに頑張り屋！いろいろ両立ウーマン/あたまきれ

っきれのアイデアマン！/小さいけどゼミ 1の存在感。キャパ広すぎ。 
 

 

 

 

■作山太隆(企画広報) 

  
 

①早稲田実業  

②ワンダーサイクリング  

③旅 

④1番最初のグループワークで、考えがまとまらず、高田馬場に向かう帰り道で歩きながら閃いた

とき。 

 

仏/とても優しい、温厚、なごむ～/見た目の穏やかさ、優しさとは一転、負けず嫌いのパワフルゼ

ミ男でもあるよね。/お腹の調子が心配/几帳面な一面あり/気の利き方天才的です/集合写真にう

まく写れてない/冷静で優しい/5 期の仏的存在/自転車とカメラは僕の相棒/マイペースな感じす

る。 
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■船越紗英(渉外) 

   
 

①早稲田実業  

②早稲田大学広告研究会  

③イラストを描くこと 

④唯一の観光日を台風に潰されたこと 

 

みんなもっといじってもいいと思う/しっかり者！広研もがんばりながら、ゼミでも冷静な一言を

ズバッと！時々ファンシーな言動はすごく癒されます！/目を離すとすぐ眠りだす/ふわふわ系女

子/おっとり不思議系秀才/ふなしの発言力は的確でいつも考えさせられます。視点を客観的に見

れる、ゼミになくてはならない存在です。/危険な思想の持ち主/マイペースちゃん/男性を引き付

ける力が強い/かわいい声がかわいすぎる/勝手に仲間意識を持っている。あのさ〜でさ〜(^^) 
 

 

 

 

■守谷勇治(幹事長) 

  
 

①早稲田実業  

②早稲田大学バドミントン同好会  

③野球観戦 

④３年前期、深夜にリコンストラクション第７章を読み、なぜか感動して涙目になったこと 

 

たまに壊れる/噛めば噛むほど味がでる、ウケる/頼れる幹事長。頭もキレるし、時々可愛いキャラ。

よく写真の被写体になる/頼れる幹事長/一人称「ぼく」。アヒル口/見た目は少年、頭脳はキレキレ

で頼れる幹事長。/我が幹事長であり、谷本ゼミの司令塔。みんなをまとめてくれる。/我らが幹事

長/実は、好奇心旺盛ボーイ/われらが幹事長！/なんだか憎めないキャラ 
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■山田萌(寛逓会) 

  
 

①雙葉高校  

②無所属  

③散歩、昼寝 

④台湾合宿にむけて頑張ったこと。台風直撃したこと。 

 

ゆるゆる、反応が遅れがち/やろうとするとちゃんとしている、いつでも空飛べる/服オシャレで

す。笑顔可愛いです。もゆワールドの虜です。もちろん、夏合宿の発表やゼミでの討論などやると

きはやる素敵な子！/一緒にいると時がゆっくり流れる/谷本ゼミのゆるキャラ/実はとっても優

しいです。/普段は大人しいけど、言うときはしっかり言ってくれる。/山田感のなさ/ゆるいけど、

地味にキャパある/ハイスペックと時々居眠りする二面性を持つ。/おっとり系女子 
 

 

 

 

■遊佐泉(企画広報) 

  
 

①茨城県立牛久栄進高等学校  

②会計学会  

③邦ロック 

④なかなか終わらなかったグループワーク…普段のゼミから夏合宿まで色々と… 

 

いつも酒飲んでる/しっかりしてる！姐さんって感じ！キャパも広くて頭もキレるし、ゼミ 1お酒

が似合う元気系努力家！/縁の下の力持ち/頭の回転早い/自分の軸を持ってる。酒豪です。/彼女の

主張は的確で、自分の考えを持っている。タイピングも早くてスペックが高い/逆らうと消される

/頭の回転早くて面白い/規格外な部分を持つ女/学生のときにしか出来ないことを楽しんでま

す！/安心感がある。頭の回転が早い！   

このようなメンバーで 

日々活発に議論を行い、 

楽しく活動しています！ 
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2016年度 活動報告 

―年間スケジュール― 
 

【これまでのスケジュール】 

4月  新入生歓迎会 本ゼミ・サブゼミ開始 

『CSR 企業と社会を考える』、『企業社会のリコンストラクション』 

 

6月  『Business and Society』（英語教材） 

ゼミ説明会、ゼミナビ、ゼミ見学会 

 

7月  前期納会 

 

9月  「企業と社会フォーラム（JFBS）」サポーター参加 

ゼミ説明会、ゼミ選考 

夏合宿@台湾（国立台北大学と合同）、プロジェクト研究 

 

11月  早稲田祭での研究発表 

「日本企業の CSR 経営の現状と課題―サプライチェーンにおける人権問題を通

して―」 

寛逓会（OB/OG会） 

 

【今後の活動】 

12月  神戸大学・大阪市立大学とのインターゼミ＠早稲田大学 

後期納会 

 

1月  卒論テーマ決定 

企業とのステイクホルダー・ミーティング予定（三井物産株式会社） 
 

 

  



 

10 

 

日本企業の CSR 経営の現状と課題 

―サプライチェーンにおける人権問題を通して― 

 

第 1章 問題提起 

第 1節 本研究の狙い 

第 2節 本論文の構成 

 

第 2章 日本企業を取り巻く環境の変化 

第 1節 本章の狙い 

第 2節 CSR とは 

第 3節 日本企業の CSR経営上の課題とは 

 

第 3章 人権に関するグローバルな動向と日本の動向 

第 1節 本章の狙い 

第 2節 人権に関する具体的な事例 

第 3節 グローバルな人権問題に関する動向 

第 4節 日本の現状と動向 

 

第 4章 日本企業の人権に関する取組みの現状 

第 1節 本章の狙い 

第 2節 事例研究(ファーストリテイリング、NEC、アシックス) 

第 3節 日本国内の他セクター(政府、NPO、市民)の現状 

 

第 5章 日本企業に求められる今後の取組み 

第 1節 本章の狙い 

第 2節 国際イニシアチブの例と参画する意義 

第 3節 国際イニシアチブ参画の課題と日本企業に求められる取組み 

 

第 6章 全体総括 
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第 1 章 問題提起 

   

第 1節 本研究の狙い 

 地球温暖化をはじめとした環境問題や貧

困・人権問題などの国境を超えた問題が、

近年世界的に議論されるようになってき

た。そして、グローバル化の中で社会に対

してより大きな影響力を持つようになった

企業に、CSR が求められるようになってき

ている。その潮流を受け、日本企業にも経

済的な利益のみを追求するだけでなく、事

業に環境や社会への配慮を組み込んだ CSR

経営が求められてくるようになった。本研

究では、日本企業が直面している課題は具

体的に何か、さらに、どのような取組みが

求められているのか、日本企業の CSR経営

の現状を見た上で、課題を挙げ、今後求め

られる行動とは何かを考察していく。 

  

第 2節 本論文の構成 

 本論文は 6つの章で構成されている。 

 まず、第 1章では本研究の狙いを明らか

にし、本研究の目的を提示する。 

 第 2章では、CSR の定義や CSRが発展し

てきた背景について論ずる。その上で、日

本企業の CSR 経営上の課題を提示し、その

中からサプライチェーンにおける人権に焦

点を当てていくことを示す。 

 第 3章では、人権問題に関するグローバ

ルな動向を調査する。まず、本研究で日本

企業の CSR 経営上の課題とされた、サプラ

イチェーンにおける人権問題とはどのよう

なものであるか、事例を基に述べる。そし

て、人権問題に関する国際社会の動向とし

て、ラギー報告書を中心に挙げ、それを受

けて日本でどのような動きがあるか調査す

る。 

第 4章では、こうした国際的な動向や日

本の動向を受けて、日本企業はどのように

人権問題に取組んでいるのか事例研究を通

してみていく。そして、日本企業の人権対

策についての現状と課題を考察していく。

その上で、企業以外のセクターである日本

の政府・NPO・市民の人権問題に対する関

心と取組みについても考察する。 

第 5章では、第 4章で示された日本企業

の現状から、今後日本企業が取るべき行動

とはどのようなものか考察する。 

第 6章では、第 1章から第 5章までの内

容を振り返り、総括とする。 
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第 2 章 日本企業を取り巻く環

境の変化 

 

第 1節 本章の狙い 

 本章ではまず、本研究のテーマである日

本企業の CSR 経営上の現状と課題を考察し

ていく上で、第 2 節では CSRの定義や、日

本で CSRがどのような潮流を受け、発展し

てきたか、グローバルな議論とともにみて

いく。第 3節では、そのような潮流を受

け、日本企業はどのような CSR課題に直面

しているのか、さらに、日本企業の対応が

遅れている CSR課題の分野を特定すること

により、日本企業の CSR経営上の課題を特

定していく。 

 

第 2節 CSR とは 

 まずはじめに、主な機関、専門家による

CSR の定義をいくつか紹介し、本研究にお

ける CSRを定義づける。 

 

・「企業が社会や環境と共存し、持続可能な

成長を図るため、その活動の影響について

責任をとる企業行動であり、企業を取り巻

く様々なステイクホルダーからの信頼を得

るための企業のあり方」(経済産業省) 

 

・「組織の決定及び活動が社会及び環境に

及ぼす影響に対して, 次のような透明かつ

倫理的な行動を通じて組織が担う責任: 

―健康及び社会の繁栄を含む持続可能な開

発への貢献 

―ステークホルダーの期待への配慮 

―関連法案の順守及び国際行動規範の尊重 

―組織全体に取り入れられ, 組織の関係の

中で実践される行動」 

(国際標準化機構:ISO26000) 

 

・「The responsibility of enterprises 

for their impact on society」(EC) 

 

・「企業活動のプロセスに社会的公正性や

倫理性、環境や人権への配慮を組み込み、

ステイクホルダーに対してアカウンタビリ

ティを果たしていくこと。」(谷本 2006) 

 

 CSR の定義は１つではないが、以上の定

義に含まれる内容を整理すると、①持続可

能な社会の発展のために企業が利益を追求

するだけでなく経済活動を通して環境や労

働、社会問題の解決に貢献する、②ステイ

クホルダーに配慮し、期待に応える、③CSR

を経営に組み込み、経済活動のプロセスに

環境や人権への配慮、社会的公正性や倫理

性を求めている、という 3 つの要素がみら

れる。その中でも谷本(2006)の定義では 3

つの要素を包括した内容であるといえるた

め、今回は谷本(2006)の定義を採用し、本

研究を進めていく。 

 

 次に CSR が日本においてどのような発展

を遂げてきたのかということをみていく。

日本の CSR 発展の背景を語る上では、グロ

ーバルにおける議論の高まりは見逃せない。

CSR というものは国際社会の持続可能な社

会を求める議論の中で成熟してきたからで

ある。そこで、地球温暖化が問題となった

頃から「持続可能な発展」を求める議論が

盛んになり、その議論の発展の中で貧困/雇

用/社会的統合、環境/社会/経済さらに、企

業の役割に関してまで議論のテーマが広が

ってきたというグローバルな議論の潮流を、

谷本(2006)、(2013)を参照しつつ、以下で

振り返ることとする。  
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 「持続可能な発展」という概念が公式に

示されたのは国連の「環境と開発に関する

世界委員会(WCED)83～」による「Report of 

the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future」(1987

年 )である。この報告書の中において

「 Sustainable development is 

development that meets the needs of the 

present without compromising the 

ability of future generations to meet 

their own needs.」の記載がされ、世代間

公平の考え方が示された。この報告書をき

っかけとし、地球環境問題は「持続可能な

発展」という切り口で捉えられるようにな

ったのである。 

その後、1992 年にブラジルのリオデジャ

ネイロにて「国連環境開発会議(UNCED)」が

開かれた。この際には、環境中心の議論が

なされ、環境宣言「アジェンダ 21」では、

先進国の課題として、大量生産－大量消費

－大量廃棄型のライフスタイルの見直し、

発展途上国の課題として、貧困－人口増－

環境破壊という循環の克服が指摘された。 

 1995 年にデンマークのコペンハーゲン

で開かれた「世界開発サミット」では、持

続可能な発展として貧困・雇用・社会的統

合を含めて議論がなされた。さらに 2002 年

に南アフリカのヨハネスブルクで開催され

た「持続可能な発展に関する世界サミット

(リオ＋10)」では、環境問題に社会問題を

含め広義の持続可能性が正面から議論され

た。そこで、課題の取組みにあたっては、

企業・政府・市民社会のセクターを超えた

パートナーシップの重要さが強調された。

そしてこのリオ＋10 において最も大きな

特徴といえることが、社会的に責任ある企

業としての役割・活動についても議論され

たという点である。リオの国連環境開発会

議から 10年が経ち、企業に期待される役割

が大きく変化してきたということである。 

 それからさらに 10 年が経った 2012 年に

は、リオ＋20(「持続可能な発展に関する世

界サミット」)が再びリオデジャネイロにて

開かれた。国連加盟 188 か国及び 3 オブザ

ーバー(EU、パレスチナ、バチカン)から 97

名の首脳及び多数の閣僚級(政府代表とし

ての閣僚は 78 名)が参加したほか、各国政

府関係者、国会議員、地方自治体、国際機

関、企業及び市民社会から約 3 万人が参加

した。その上で「持続可能な開発と貧困根

絶の文脈におけるグリーンエコノミー

(※1)」というテーマにおいても議論がなさ

れた。さらにこの会議では、セクターを超

えたコラボレーションの重要性といった認

識の共有もなされた。 

 2015年には、2012年のリオ＋20を受け、

持 続 可 能 な 開 発 目 標 (Sustainable 

Development Goals)(※2)という 2030 年に

向けた 17の開発目標も掲げられた。 

 このようなグローバルな潮流が、日本企

業の CSR に対し非常に大きな影響を与えて

きたのである。日本企業に CSR が求められ

るようになった国外的要因は、グローバル

な議論以外にも、海外の NGO による企業批

判や SRI評価機関からの質問票/評価、サプ

ライチェーンにおける CSR 調達の広がりな

ども挙げられる。また、国内的な要因とし

て、バブル経済崩壊後の株主構造の変化に

よる外国人機関投資家の増加や、市民社会

の変化、さらには日本企業のグローバル化

などから、海外の環境にさらされる機会が

増えたことなどが挙げられる。 

 日本企業はこのように国内外の影響を受

けながら、90 年代 2000 年代と徐々に CSR

への取組みが求められるようになり、本業

から外れた付加的な活動としてではなく、
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企業の経営活動のあり方そのものとして

CSR と向き合うことが求められてきたので

ある。 

 

第 3節 日本企業の CSR経営上の課題とは 

 第 2節では、日本での CSRがどのように

発展してきたか、企業を取り巻く環境を踏

まえながらみてきた。本節では、日本企業

がどのような CSR 課題に直面しているの

か、その中でも日本企業がどの分野の対応

が遅れているのか、考察していきたい。 

 まず、日本企業が抱えている CSR 課題と

は何であろうか。国際社会経済研究所の

「アジアにおける日本企業が取組む社会的

責任(CSR)」を参照したい。これは、アジ

アの社会情勢を俯瞰した上で、アジアで事

業展開する日本企業の社会的責任について

述べたものである。アジアにおける社会問

題は数々あるが、ここでは、アジアの問題

点は、急速な経済成長によって起きている

歪と、従来から抱えてきた社会課題の解決

の遅れであるとしている。そこで、アジア

地域での最優先の課題、特に日本企業が果

たすべき役割は、「貧困問題の解決」であ

るとし、この役割は大きく、また、ビジネ

ス機会であるともしている。このような前

提の上、日本企業の CSR経営の課題として

①「ガバナンス強化と人材の多様化推

進」、②「社会開発視点の事業展開」、③

「人権尊重を徹底する仕組みづくり」、④

「実効性の高いステイクホルダー･エンゲ

ージメント」の 4 つを挙げている。企業の

グローバル化が進み、CSR が求められてい

る現在、企業は経営活動において、CSRと

向き合わなければならない。これらは、日

本企業がグローバル化する上で果たすべき

CSR 経営上の役割であり、日本企業が直面

している課題ともいえるだろう。 

では、ここで挙げた 4つの課題とは、具

体的にどのようなものであるのか、みてい

きたい。 

①は、経営トップのリーダーシップによ

るガバナンス強化と人材の多様化推進であ

る。ここでは、CSR マネジメントの範囲を

国内グループ会社から海外の関係会社、さ

らにサプライチェーン、下流の取引先も含

めた連携先などバリューチェーン全体に拡

大していくことの必要性を説いている。 

 ②は、社会開発視点の事業展開が求めら

れていることである。地域社会との共生の

視点から、地元の人びとの雇用、人材育

成、コミュニティ問題の解決への貢献など

が期待される。さらに、アジア社会が抱え

る貧困課題を事業で解決するソリューショ

ンやイノベーションが期待される。 

 ③は、人権デュー・ディリジェンス

(※3)に基づく人権尊重を徹底する仕組み

づくりである。企業は、事業所内やサプラ

イチェーンでの労働分野のみならず、地域

社会の貧困解消につながるような取組みも

含め、事業全体を俯瞰した包括的なアプロ

ーチが求められる。サプライチェーンの上

流から下流全域のプロセスに関わるステイ

クホルダーに対し、どのような人権への負

の影響が発生しているのか、またどのよう

な人権リスクが存在するのかを精査し対応

していくことが求められる。 

 ④に挙げられているのは、実効性の高い

ステイクホルダー・エンゲージメントの推

進である。ステイクホルダー・エンゲージ

メントの考えは、ISO26000(※4)社会責任

ガイダンス規格中核コンセプトにも含まれ

ており、アジアでの社会開発につながる事

業創造や人権の問題解決を考えると、

NGO、現地地域社会、従業員との対話や連

携が重要であるとしている。 
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 以上、4つの課題を見てきたが、こうし

た課題はいずれも人権の領域に深くかかわ

っているということがいえる。つまり、

「貧困問題の解決」というアジアにおける

大きな課題の解決の根底には、人々の人権

に対し企業がどのように向き合っていくか

ということが非常に重要になってくるので

ある。そこで、本研究では人権に焦点を当

てていくこととしたい。 

 日本企業は人権課題に対して、どのよう

な取組みに力を入れてきているのでろう

か。人権とひとくくりにしても分野は様々

である(※5)。日本企業はどういった取組

みに強く、どういった取組みが不十分なの

であろうか。この章では、人権問題の中で

も特に取組みが遅れていると考えられる分

野を示し、次章以下でその取組みのどこが

不十分であるのかということと、今後どの

ような取組みが求められるのかという提言

をしていきたい。 

 では、様々な人権問題の中でも、日本企

業はどのような課題に直面し、取組みを始

めているのだろうか。谷本(2013)は次のよ

うに述べている。 

 

 まず人権に関する課題につい

て、日本は欧米諸国に比べ、認識

が低いところがあった。近年さら

にこの問題は多様化している。日

本ではこれまで部落差別問題を中

心に議論されてきたが、女性、障

害者、高齢者、外国人さらに

LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセク

シャル、トランスジェンダー)への

差別にかかわる人権問題なども重

視されるようになっている。日本

企業の意識は高まってきている

が、それが関連会社、海外での事

業所やサプライヤーにおける対応

までとなると、まだ十分ではない

部分がある。人権の問題は、グル

ープ会社、さらにバリューチェー

ン全体での対応を点検していく必

要がある。 

 

 つまり、人権問題といっても、人権課題

は広範に存在し、その中でもグループ会

社、サプライチェーン、バリューチェーン

における対応において遅れがみられるとい

うのである。そこで以下では、日本企業

が、人権、その中でもサプライチェーンの

課題をどのように捉えているのか、いくつ

かのアンケートを参照していく。 

 まず、日本企業の人権に対する意識をみ

ていく。一般財団法人企業活力研究所

(2015)では、海外拠点における CSR マネジ

メントに関するアンケート調査が ISO の中

核主題に則って行われている。これは、一

部上場企業で海外売上比率 15%以上、1000

社を対象にし、102 社が回答した調査であ

る。この中の調査項目、全社としての社会

的責任の中核主題に関する調査を見ていき

たい。CSR 方針を持つ企業は全体の 86.3%

にのぼり、各企業の CSR方針の中に含まれ

ている「社会的責任」の項目は、ISO26000

の中核主題を網羅していた(複数回答可)。

調査の結果、CSR 方針に含まれているもの

として、「環境」が 95.5%、「公正な事業慣

行」が 94.3%、「労働慣行」「人権」が

89.8%であった。しかし、「特に」注視して

いる社会的責任の中核主題は何かという問

い(3 つまで選択可)には、77.3%もの企業

が「環境」、48.9%が「公正な事業慣行」、

40.9%が「労働慣行」と答えた一方、「人

権」と答えた企業は 26.1%のみにとどまっ

た。 
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 以上より、「環境」、「公正な事業慣行」、

また「労働慣行」といったものに日本企業

は重点を置いているのに対し、「人権課題」

に対する対応が後回しにされているのでは

ないかということがみて取れた。 

 さらに、日本企業のサプライチェーンに

対する意識に関する調査をみていきたい。

日本総合研究所(2012)では、「人権デューデ

リジェンスを行い、サプラェーン全体が人

権に与える潜在的な影響を把握しているか」

ということについて東証一部上場企業 314

社の回答を得ている。これについて、人権

デュー・ディリジェンスを実施し、把握し

ていると回答した企業は、全体の 26.8%の

みであった。さらに、「自社に関わるあらゆ

る人の人権侵害に関与しないことを定めた

方針を策定しているか」という質問につい

ては、策定していると回答した企業は全体

の 32.0%であった。 

 以上より、日本企業は海外に事業展開す

る上で様々な CSR 課題を抱えており、人権

問題は各企業に深くかかわってくる。しか

し、日本企業は環境問題や事業慣行に比べ

人権問題への関心が低く、さらに人権問題

の中でも特に、サプライチェーンにおける

人権問題について対応が遅れているという

ことがみて取れた。これらのことより、サ

プライチェーンにおける人権問題は日本企

業が直面している CSR 課題であるというこ

とがいえる。本研究では、日本企業が抱え

ているサプライチェーンにおける人権問題

を通して、日本企業の CSR 経営の現状と、

今後の取組み課題を考察していく。 

 

 

 

 

 

脚注 

(※1)グリーンエコノミーとは、環境保全と経済成

長を両立させようとする考え方である。 

 

(※2)SDGs は MDGsの後継として策定された。ミレニ

アム開発目標(Millennium Development Goals: 

MDGs )とは、2000年に、より安全で豊かな世界づく

りへの協力を約束する目的で策定された。これは国

際社会の支援を必要とする課題に対して 2015年ま

でに達成するという期限付きの 8つの目標、21のタ

ーゲット、60の指標を掲げている。 

 2015年に MDGsから生まれ変わった SDGsは、17

の目標と 169のターゲットからなる「我々の世界を

変革する:持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」となっている。 

 

(※3)人権デュー・ディリジェンスとは、組織が及

ぼすマイナスの影響を回避・緩和することを目的と

して、事前に認識・防止・対処するために取引先な

どを精査するプロセスのこと。詳細については、以

下第 3章を参照。 

 

(※4)ISO26000 は、ISO(国際標準化機構:本部ジュネ

ーブ)が 2010年 11月 1日に発行した、組織の社会

的責任に関する国際規格を指す。この開発にあたっ

ては ISO規格としてははじめてマルチステイクホル

ダーとの対話がとられ、幅広いセクターの代表が議

論に参加しました。 

 

(※5)谷本は、「グローバリゼーションと企業の社会

的責任－主に労働と人権の領域を中心としてー」労

働政策研究報告書 No.45(2005)の中で、労働/人権

に関する CSRに関して以下のように説明している。

日本企業の場合、国内企業の場合は、まず、(Ⅰ)能

力発揮、働きやすい職場づくり、(Ⅱ)中核労働者の

権利擁護の問題:働きすぎ(過労死)、個々人の権

利、(Ⅲ)差別問題:女性、高齢者、障害者、外国人

労働者、被差別部落などに対する差別の問題に焦点

を当てるべきであると。さらに海外に進出する企業

であれば(Ⅳ)進出国での労働/人権問題:海外事業所

での女性、マイノリティに対する人権、サプライチ

ェーンまで含めたスウェット・ショップ、児童労働

問題、先住民の権利、人権問題を抱えた国への進出

問題、(Ⅴ)排除された地域の問題に取組むべきであ

るとしている。 
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第 3 章  人権に関するグローバ

ルな動向と日本の動向 

  

第 1節 本章の狙い 

 前章より、日本企業の CSR経営上の課題

として、「サプライチェーンにおける人権

問題」が挙げられた。本章では、前章にお

いて設定した本研究のテーマである人権に

関して、これまでどのような議論があった

かをみていく。人権課題の議論は、国際的

な人権への議論の高まりの影響を受け、日

本での議論が始まった。国際的にどのよう

な議論が起こり、どんな国際的な指針が策

定されたかをみていく。さらにこれらの国

際的な議論の上で、日本では人権問題につ

いてどのように対応したかを明確にしてい

く。 

  

第 2節 人権に関する具体的な事例 

 企業が引き起こした人権問題がどのよう

な問題が発生したかを考えた際に、過去に

起きた有名な事例としてナイキのスウェッ

ト・ショップ問題やアップルの中国下請け

工場での労働問題が挙げられる。本節で

は、具体的にサプライチェーンにおいて発

生した人権問題をみていく。最近のサプラ

イチェーン上の人権問題の事例として、

2013 年にバングラデシュで起こったラナ

プラザ・ビル崩壊事故と、2006年以降の

ブラジルの製鉄所における違法伐採問題を

紹介する。 

 

<ラナプラザ・ビル崩壊事故> 

この事件は 2013年、バングラデシュの

首都ダッカの北にあるサバールでラナプラ

ザという 8階建てのビルが倒壊し、死者

1,127 名、負傷者 2,500名以上という非常

に多くの犠牲を出したものである。ラナプ

ラザとは、欧米のアパレルメーカー複数社

の下請け工場が入っている大型のビルであ

る。 

バングラデシュ政府の調査委員会は結果

報告として、縫製工場の自家発電機や機械

の重さが崩壊の主な原因であるとの見方を

示した。また、ビルの建材が安全基準に適

合していなかったことも判明した。 

この事件の背景には、バングラデシュの

衣料産業の急成長があり、貧弱な労働環境

という問題がある。バングラデシュのトッ

プ産業である衣料産業は、輸出額において

2013 年時点で世界第 2位に位置してい

る。欧米の衣料産業がバングラデシュに進

出してきたのは 2000 年代初頭のことであ

る。これまでの拠点であった中国の人件費

が上昇してきたことを背景に、より安い人

件費を求めて進出してきたのである。多く

の多国籍企業が進出し、バングラデシュの

経済は著しい成長を続けているが、アジア

開発銀行によると、1日 2ドル未満で暮ら

す貧困層が人口の約 72%に達し、衣料産業

でも若い女性が 1日 12時間以上の長時間

労働を強いられている実態がある。またバ

ングラデシュの最低賃金は 43 ドル、週給

で約 10ドルである。このように、ラナプ

ラザの事故は工場の安全基準の問題だけで

なく、低賃金労働や長時間労働も問題とな

り、当該工場へ衣料品を発注する欧米企業

がコスト削減を強制した結果、作業員は劣

悪な環境での労働を強いられていたと非難

された。こうした一連の事故はメディアや

NGO でも取り上げられ、国際社会で大きな

注目を浴びた。そのような社会の中で、グ

ローバルなアパレル企業も下請け工場にお

ける人権問題への責任が問われるようにな

ってきた。 
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<ブラジルの製鉄所における違法伐採問題> 

次に、2006 年に起きたブラジルの製鉄

所における違法伐採問題について記述す

る。人権問題は、環境問題など様々な問題

に付随して発生する問題であるということ

を以下の事例を通して紹介する。 

 この事件は、フォード、GM、BMW、メル

セデス、日産といった多くの自動車企業が

鉄を調達しているブラジルの製鉄工場にお

いて発生したものである。鉄生産は鉄を掘

り出す作業のみではなく、その鉄を銑鉄化

するために製銑する必要がある。この製銑

時に、問題が起こった。2013年の国際環

境 NGOであるグリーンピースの報告書によ

ると、2006 年以降、大量の熱を使用する

当該工場により、エネルギー確保のために

アマゾンを中心とした熱帯雨林が違法伐採

されていたのである。また、使用木材の廃

棄作業も十分に行き届いていない状況にあ

ったことも報告されている。さらに、森林

伐採や廃棄物といった環境問題の影響で周

辺住民の住環境が脅かされるという人権問

題も発生し、また、従業員に対しても 4万

件以上の過酷労働を強いていたことも明る

みとなった。この問題も上記のラナプラ

ザ・ビル崩壊事故と同様に、発注元である

自動車企業の管理が行き届いていないこと

について非難されている。この問題に関し

て各企業は、「契約先に社会基準を求める

ことはビジネスの大原則であるが、その下

請け企業に求めることは非常に難しい」と

声明を発表した。各企業が十分に是正の取

組みを行うことができていなかった。こう

いった各社の対応の中で、フォードが最も

この問題への対応に協力的であった。具体

的な取組みとしては、問題に関する調査を

行った ILO やブラジル政府と協力しなが

ら、サプライヤー教育の実施を行ったとい

ったことが挙げられる。 

 以上のように、ブラジルでは自動車生産

のサプライチェーンにおいて、違法伐採や

不十分な廃棄物処理という環境問題に付随

して、先住民や従業員の人権侵害が発生し

ており、企業が引き起こす問題には、同時

にステイクホルダーの人権侵害も引き起こ

す場合があることを例証している。 

以上の事例から、サプライチェーンにお

ける人権問題は低賃金労働や長時間労働、

地域住民の生活環境の侵害など様々な問題

があり、それらは環境破壊などの問題と付

随して発生することもあることを説明し

た。ここで注目すべき点は、下請け企業に

おける人権侵害の責任が当該企業のみなら

ず、発注元の多国籍企業にも問われている

点である。今回、人権侵害を引き起こして

いたのは、製銑を行っていた下請け企業で

あった。しかし、この問題は、サプライチ

ェーンの川下に存在する自動車会社の責任

が問われた。現代の企業はサプライチェー

ン全体で人権問題に対処することが求めら

れている。なぜなら、下請け企業内での人

権侵害は下請け企業のみの問題ではなく、

下請け企業に対し本社側がより低い生産コ

ストを求めて生産能力を超えた発注を行っ

ていることなどにも原因があることが多い

ためである。多国籍企業は自社内のみなら

ず、下請け企業、さらにはその下請け企業

に至るまで、労働者の人権に配慮し、また

それを支援し、モニタリングを行い、さら

に適切な条件で取引を行うことが求められ

ている。 
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第 3節 グローバルな人権問題に関する動

向 

 1980年代から 1990年代に新興国や途上

国を中心にサプライチェーンが広がり、企

業の現地の経済や社会に与える影響が大き

くなった。しかし、法制化が進んでいない

ことや、執行の強制力が弱いことのある新

興国において第 2 節で挙げたような人権問

題が頻発しており、発注元である先進国の

企業に対してもその責任が問われている。

つまり、現在企業は、国内の本社だけでは

なく、取引先や委託先、消費者、海外の進

出先など、「サプライチェーン全体での人

権侵害/労働問題への配慮」が求められて

いる。そんな中、国際社会ではどのような

議論が行われているのだろうか。本節で

は、企業の経営活動に「人権の保護と尊

重」を求めるグローバルな動向について述

べる。 

 

<人権問題に関する国際的な指針> 

 1990年代以降、国連を中心に人権の国

際基準(※1)を取り込んだ様々な指針が策

定されている。ここからは、グローバルな

人権問題に関する動向として、人権問題に

関する主要な国際的指針をみていく。 

 

・ILO 多国籍企業原則三者宣言 

 ILO 多国籍企業原則三者宣言(1997 年 1

月採択、2000 年 11月及び 2006年 3 月改

定)は、途上国における多国籍企業の活動

を規制し、多国籍企業と受入国との関係を

明確にする国際的な文書を作成するという

目的で、ILO 理事会によって採択されたも

のである。この宣言は雇用、訓練、労働条

件・生活条件、労使関係などに関する指針

で、法的拘束力はないものの、多国籍企業

の社会政策に関する政労使の三者が合意し

た世界で唯一の指針である。当該宣言で

は、「雇用創出のための技術の利用が重要

であることを考慮すべきであり、受入国の

技術ニーズ、特色に適合させるべきであ

る」とある。これはサプライチェーンマネ

ジメントの観点から多国籍企業の行動原則

を規定しているといえる。「受入国国内企

業と部品、製品生産契約を締結し、その地

域の原材料の使用と加工の段階的促進を検

討すべきである」とあるように、具体的に

サプライヤーとの関係構築のあり方も規定

しているといえる。 

 

・国連グローバル・コンパクト 

 国連グローバル・コンパクトは、2000

年に正式に発足した、人権・労働・環境・

腐敗防止を企業の社会的責任として挙げた

指針である。各原則は、世界人権宣言や

ILO の基本原則、環境と開発に関するリオ

宣言などの普遍的な原則がベースとなって

いる。法的拘束力はなく具体的な行動規範

でもないが、署名した企業は当該指針を守

る努力とその報告を国連に毎年行うことが

求められる。ここで重視すべき点は、人権

問題が環境などの課題と同等に挙げられて

いる点、そして政府や国ではなく、企業に

直接、社会的責任として人権尊重を求めて

いるという点である。従来の「人権侵害に

関与しない」という消極的責任に加え、国

際的に宣言された人権の保護を支持し、尊

重することを企業に求めるようになったの

である。 

 

・赤道原則 

 民間においても指針の策定といった動き

がみられる。例えば、2003 年に策定され

た金融機関の企業への投融資判断基準であ

る「赤道原則」が挙げられる。この原則
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は、当初熱帯雨林保護などの環境や開発の

分野がメインであった。しかし 2006 年の

改定で、例えば融資予定の事業による先住

民の人権侵害や児童労働などの問題がない

かを投融資の判断基準にするなど、人権分

野の内容も盛り込まれるようになったので

ある。  

 

<ラギー報告書> 

 このように 1990 年代以降、様々な指針

が策定されてきたが、その中でも現在の国

際社会において最も注目を集めているもの

は、ラギー報告書およびそれを基に策定さ

れた「ビジネスと人権に関する指導原則」

である。 

 ラギー報告書とは、国連事務総長に任命

されたジョン・ラギーが 2005から 2011 年

にかけて人権理事会に提出した、「ビジネ

スと人権」という題名の報告書の一連の通

称である。企業の社会的責任の中でも人権

が重要な課題として頻繁に取り上げられる

ようになる中で、人権は法的枠組みのもと

国家が保護するものであるという概念が一

般的であったが、「人権の促進、尊重、保

護といった人権上の義務を国家だけではな

く企業にまで課す」という議論が起こるよ

うになった。ラギー報告書は、この議論に

も応じており、国家・企業それぞれの役割

を明確に言及している。 

 2011年の最終報告書によると、「ビジネ

スと人権に関する指導原則(ラギー原則)」

に至るまで、国連での作業は大きく分ける

と 3段階あった。 

 

・第 1段階  

 第 1段階では、KPMG/有限責任 あずさ監

査法人(2013)によると、「2005年当時、多

様なステイクホルダーがビジネスと人権に

関する議論をしていたが、そこに共有でき

る知識がほとんどなかった」という。そこ

で、「人権に関する既存の諸基準や実践例

が収集され、盛り込むべき内容の整理が行

われた」。 

 

・第 2段階 

 そして第 2段階が 2007 年から始まっ

た。ラギーは、すでに存在している人権関

連の取組みが影響力をあまり持っていない

点に関して、「関係するステイクホルダー

の期待や行動を収斂させるための権威づけ

られた焦点がない」ことを指摘した。その

焦点を作るべく、2007年から枠組み策定

を始めた。そして 2008年に「人権の保

護、尊重、救済の枠組み」(以下「枠組

み」)が国連人権理事会により採択され

た。 

 「枠組み」では①国家による人権の保

護、②企業による人権の尊重、③人権の救

済へのアクセスの三点が柱となっている。 

 ①の保護では、国家には人権を保護する

責任、義務があり、企業と人権の関わりに

ついても国家の介入があるべきであるとい

うことである。また、これまで国家が国内

企業の海外での活動まで責任を負うことは

求められてこなかったが、この「枠組み」

では企業に対して国外での人権の尊重を求

め、また国家に対し、それを実現するため

の情報提供や法律、政策でのシステム作り

を求めている。「指導原則」によると、「国

家は、国家が商取引をする相手企業による

人権の尊重を促進すべきである」や「紛争

影響地域において企業の人権尊重を支援す

ること」といったことが言及されており、

企業のサプライチェーンにおける人権尊重

に対し、国家がどうあるべきかが言及され

ている。  
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 ②の尊重は、企業は人権を尊重する責任

を負うということである。KPMG/有限責任 

あずさ監査法人(2013)によると、「従来、

人権を守る第一義的な責任は国家にあり、

企業には第二義的な責任があるという認識

がされてきたが、ラギー報告書では、企業

には、人権尊重の独立した固有の責任があ

ること」を言及している。企業の責任の境

界に関しては、「影響力の及ぶ範囲(sphere 

of influence)」という概念を示してい

る。ラギー報告書では「企業が直接人権に

負の影響を引き起こしたり、助長したりし

ていない場合でも、取引先の企業が及ぼす

人権への負の影響を防止・軽減するように

努める」ことが求められている。これはサ

プライチェーンにおける人権の尊重につい

てであり、人権侵害を行っている企業や国

家と取引きをし、そこから利益を得ること

は、間接的に人権侵害に加担していること

を指摘しているのである。具体的な回避方

法として、人権デュー・ディリジェンスが

必要であると示している。ラギー報告書に

おいては、人権デュー・ディリジェンスは

人権に関する負の影響を特定し、防止・軽

減し、対処するために企業が実施すべきプ

ロセスであり、人権に関する方針の策定、

企業活動が人権に与える影響の評価、統合

(企業全体に人権政策を統合すること)、パ

フォーマンスの追跡(モニタリングプロセ

スおよび監査プロセス)、情報開示及び是

正などのステップで構成される。 

 ③の救済は、人権侵害の救済措置の実効

性を高めるということである。企業と国家

がともに責任を負うことが示されており、

その関わりとしては、社内外からの訴えに

対応する苦情処理の仕組みや、非司法的メ

カニズム(裁判外紛争処理手続き(ADR)の仕

組みなど)をどのように作るのかという要

件を示している。KPMG/有限責任 あずさ監

査法人(2013)によると、こういった救済メ

カニズムを企業だけではなく、業界団体や

マルチステイクホルダーが協働して構築し

ていくことにより、訴訟のリスクも減り、

国内外のサプライチェーンにおける人権侵

害を防ぐことにつながると論じている。 

 

・第 3段階 

 最後の段階として、「枠組み」を活用可

能なものにするよう国連人権理事会側から

ラギーに要請があった。ラギーは最終報告

書にて、「ビジネスと人権に関する指導原

則」(以下「指導原則」)を提示し、2011

年に国連人権理事会で採択された。「指導

原則」は、法的拘束力はないが、人権に関

するグローバル基準として影響力をもって

いる。ヒューライツ大阪(2014)によると、

世界人権宣言と国際人権規約、そして ILO

中核的労働基準の考え方を「保護、尊重、

救済」の枠組みを骨格として、具体的に実

行に落とし込むためにまとめた内容となっ

ていると言及されており、具体的な行動基

準を示した点が注目すべき点である。 

 

 ラギー報告書は、政府、企業、労働団

体、法律学者、NGO など様々なセクターと

の深い意見交換を経てまとめられたもので

ある。例えば、企業の人権保護を「義務」

ではなく「責任」に留めている。これは

「義務」とすることに強い抵抗を見せる産

業界との対立を防ぐため「責任」としたの

である。このような調整を経て、人権理事

会だけではなく、各国政府、NPO/NGO、労

働団体、人権団体、投資家などから幅広い

支持を得ることとなった。 

 また、今まで国際的な行動規範のベース

となっていた世界人権宣言・国際人権規
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約・ILO中核労働基準などは、基準が抽象

的で企業活動に落とし込みづらかったのに

対し、ラギー原則は企業に期待される行動

を具体化し、企業側は内容を取組みに反映

しやすくなった。 

 故に「枠組み」は ISO26000 や OECD 多国

籍企業行動指針など様々な国際的な行動規

範の改訂・策定にも大きな影響を与えてい

る。例えば ISO26000 の作成段階において

作業部会では、規格の骨格にまず環境が挙

げられ、その後に人権を挙げるべきといっ

た意見が多かった。しかしながら、人権は

環境や労働など他の分野に比べて、原則や

理念ではなく具体的な方法論やガイドライ

ンを作成するのは難しい。作業がなかなか

進まない中、2008 年にラギー報告の「枠

組み」が採択された。これを参考に、中核

主題の人権のものとして、以下の 8項目が

明確に作成された。 

(1)デュー・ディリジェンス 

(2)人権が脅かされる状況 

(3)加担の回避 

(4)苦情解決 

(5)差別および社会的弱者 

(6)市民的および政治的権利 

(7)経済的、社会的および文化的権利 

(8)労働における基本的原則および人権 

 また人権侵害の黙認が人権侵害に加担す

ることと見なされることや、発展途上国で

先進国の企業が現地での人権を侵害してい

る事例なども盛り込まれている。 

 

<「指導原則」の要点> 

 「指導原則」で、企業が人権を尊重する

ために求められることとして挙げられてい

るものが 3つある。それは、①人権を尊重

する責任を果たすという方針によるコミッ

トメント、②人権への影響を特定し、防止

し、軽減し、そしてどのように対処するか

について責任を持つという人権デュー・デ

ィリジェンス・プロセス、③企業が引き起

こし、または助長する人権の負の影響から

の是正を可能とするプロセスである。 

 

①人権を尊重する責任を果たすという方

針によるコミットメントでは、まず、人権

を尊重する責任を定着させるための基礎と

して、企業は責任を果たすという方針を明

確にし、その手段として自社のみならず、

国内・海外の子会社にも同じように運用さ

れる人権方針の策定をするべきであると主

張している。またこの人権方針は企業文化

として定着し、機能することを意識し、企

業特有の価値観など独自の視点を組み込む

ことが求められ、その担い手としては、取

締役や理事会などの企業のトップのみでは

なく、弱者の視点やグローバルな観点を入

れるために専門家などの外部の助言を受け

ることも推奨されている。 

 

 ②人権への影響を特定し、防止し、軽減

し、そしてどのように対処するかについて

責任を持つという人権デュー・ディリジェ

ンス・プロセスでは、企業からの人権への

負の影響は避けられないとし、企業はその

負の影響を少しでも緩和させるために努力

をすべきで、そのためには PDCA サイクル

を回すことが重要であるとしている。以下

が人権デュー・ディリジェンスのプロセス

である。 

 まず企業は、自社の人権方針である程度

特定した人権問題の領域や世界人権宣言な

どの国際人権基準を参考に自社の人権に対

する影響を特定し、その重要性や発生の可

能性を評価する必要がある。 
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 次に、影響評価によって負の影響を与え

うる企業活動を特定した後、その影響を防

止又は軽減するために何かしらの対策を取

る必要がある。そこで、企業は潜在的に影

響を受けるステイクホルダーと協議して、

CSR 部門だけでなく他部署とも協働し、ま

た信頼のおける独立した専門家などと協

議・代替案の提案を行い、実行する。 

 実行後は企業の人権方針が適切であった

か、確認された人権への負の影響に効果的

に対応してきたかを NGOや NPOと共同して

追跡評価し、行動の見直しを行う。 

 そして最後に負の影響を受ける集団や個

人、ステイクホルダーへの透明性や説明責

任を果たす手段として、ウェブサイトなど

で外部に情報提供を行う。 

 

 ③企業が引き起こし、または助長する人

権の負の影響からの是正を可能とするプロ

セスでは、企業は事業活動による負の影響

を引き起こした又は助長した場合、それを

是正する必要があるとし、苦情処理のメカ

ニズムの整備をするべきであると主張して

いる。苦情処理メカニズムとは企業が引き

起こした又は引き起こしうる問題について

是正するプロセスで、これにより企業への

申し立てなどの傾向を分析することで人権

への負の影響を特定するだけでなく、特定

されることによる対策の実行や負の影響の

深刻化の防止につながる。 

 

 この「指導原則」も、「枠組み」の策定

同様、作成過程で政府や企業、事業活動の

影響を直接的に受ける個人やコミュニテ

ィ、NPO/NGO、その他専門家などマルチス

テイクホルダーの声を反映している。2015

年ドイツ・エルマウで行われた G7の首脳

宣言では、この「指導原則」が強く支持さ

れ、「我々は、国連の指導原則に沿って、

民間部門が人権に関するデュー・ディリジ

ェンスを履行することを要請する」と宣言

された。 

 その後、「指導原則」は人権問題に関す

る議論の中心にある。また特に最近の人権

課題対するグローバルな動向としては、紛

争鉱物問題(※2)と奴隷制度問題(※3)に関

する動きがある。紛争鉱物問題においては

2010 年にアメリカでドット・フランク法

(※4)制定された。また奴隷制度問題の対

策として見られるものとして、2012 年に

施行されたカルフォルニア州サプライチェ

ーン透明法(※5)、イギリスで 2015 年 3月

に制定された「Modern Slavery Act 2015 

(現代奴隷法)」(※6)がある。 

 このように、企業の人権問題に対する主

体的な取組みを求める国際的な枠組みの策

定が国際連合などを中心に進められてい

る。中でも「指導原則」が議論の中心にあ

り、一定の影響力を持っている。 

  

第 4節 日本の動向   

 「指導原則」を受けた日本国内の動向と

して挙げられるのが日本弁護士連合会(以

下「日弁連」)による取組みである。基本

的人権の擁護を使命とする日弁連はかねて

より日本の人権問題に対し積極的な取組み

を行っている。例えば女性や子供、高齢

者、障害のある人などの人権擁護に各委員

会を設置して取組んでいるほか、環境問

題、消費者問題、犯罪被害者支援、貧困問

題も人権課題として位置づけ、取組んでい

る。 

「指導原則」を受けて日弁連が取組んだ

こととしては「人権デュー・ディリジェン

スについての日本企業向けのガイダンス
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(手引)」の策定、国別行動計画の策定を求

める意見書の提出の 2点が挙げられる。 

 2015年日弁連は、「指導原則」に基づ

き、企業が人権を尊重する責任を果たすた

めの「人権デュー・ディリジェンスについ

ての日本企業向けのガイダンス(手引)」

(以下「手引」)を公表した。「指導原則」

は、企業が尊重すべき人権の内容に関して

「国際的に認められた人権」を基準として

おり、国際的な人権に関する条約や規約な

どを一部批准していない日本社会における

人権の認識の差は大きい。そのため、日本

企業が「指導原則」に基づく人権尊重責任

を果たしていくためには、いまだ経験のな

い人権課題が無限にあることを前提にお

き、新たなリスクの発見と組織学習を繰り

返すことによって「人権感度の高い組織」

を作り上げることが必要であると考え、日

弁連は「手引」を作成したのである。 

また、日弁連は 2016年 9月日本政府に

対し、国別行動計画(※7)の策定を求める

意見書を提出した。意見書の中で日弁連は

国別行動計画の必要性や、G7の中でカナ

ダと日本以外は策定に取組んでいること、

策定プロセスや盛り込むべき内容を提示

し、日本の国別行動計画の策定を促した。 

以上のような日弁連の活動が、日本にお

ける「指導原則」策定後の日本の動向とし

てみられた。次章ではこのような国際社会

や日本社会の動向を受けて、日本企業がど

のような取組みを行っているのか事例を通

して考察していく。 

 

脚注 

(※1)ここでいう人権の国際基準とは、人種、肌の

色、性別、言語、宗教又は出自などの違いといった

ような、国境を越えて守られるべき人権についての

基準である。この基準は「世界人権宣言」・「経済

的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、「市

民的及び政治的権利に関する国際規約」など、様々

な宣言・条約から構成される。 

 

(※2)コンゴ民主共和国やその隣接諸国では武装勢

力が鉱物の探索に強制労働や奴隷を用いており、鉱

物の売買で得た外貨を使い、兵士を養い武器などを

購入し、またそれが原因で戦争が長引き武装勢力に

よる難民や地域住民に対する暴力や殺人を深刻化さ

せている状況がある。 

 

(※3)人身取引、強制労働、性的搾取など。例え

ば、2014年 6月、欧米の大手スーパーマーケット

(コストコやウォルマート、テスコなど)のサプライ

チェーンにおける、タイの漁船の奴隷制事件が発

覚。奴隷労働が行われていた漁船が捕獲したエビが

店頭で販売されていたことが発覚し消費者に衝撃を

与えた。これは The Guardian による報道である。 

 

(※4)ドット・フランク法では毎年、コンゴ民主共

和国や隣接諸国で産出された紛争鉱物の製品の使用

に関する開示・報告を義務づけており、多くの企業

のサプライチェーン管理に変化を迫り、国際人権規

約などの人権規定の目指す方向に自主的に企業が向

かうことを促そうとしている。 

 

(※5)(Pickles, John; Zhu, Shengju 2013)による

とカルフォルニア州で事業をする小売業者・製造業

者で、年間の世界規模の売り上げが 10億ドル以上

のものに、奴隷制や人身売買を取り除くための取組

みを明確に公開すること、サプライチェーン全体に

おける基本的人権を守ることを求めた。 

 

(※6)イギリスで事業活動を行う営利団体・企業の

うち、年間の売上高が一定規模を超えるものに対し

て、サプライチェーン上の人権・環境リスクの調査

と報告を義務付けた。「人権侵害の予防策で取締役

会の承認を得たものをウェブサイト上で公表する義

務を課した。公表を怠った企業に罰金を科す規定も

盛り込まれた。」(2016/06/27 日本経済新聞) 

 

(※7) 国別行動計画とは、「指導原則」で国家は人

権を保護する義務の下で、企業による人権侵害から

人々を保護するために、実効的な政策などの措置を

とる必要があるとして策定するよう呼びかけが行わ

れている国別の人権に対する行動計画のことであ

る。 

http://search.proquest.com.ez.wul.waseda.ac.jp/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Pickles,+John/$N?accountid=14891
http://search.proquest.com.ez.wul.waseda.ac.jp/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Zhu,+Shengjun/$N?accountid=14891
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第 4 章 日本企業の人権に関す

る取組みの現状 

 

第 1節 本章の狙い 

 前章では、現在、「指導原則」が国際社

会の議論の中心となっており、日本企業に

も人権デュー・ディリジェンスが求められ

ていることを述べた。 

 このような現状を踏まえ、第 2節におい

て日本企業は実際にどのように人権対策を

進めているのか、どのように国際的に求め

られる人権の尊重を理解しているのかを事

例研究を通してみていく。そして、日本企

業の人権対策についての現状と課題を考察

していく。そして、第 3節では日本社会の

企業以外のセクターの人権問題への取組み

状況について言及する。 

 

第 2節 事例研究(ファーストリテイリン

グ、NEC、アシックス) 

<事例研究を行う上での視点> 

 考察する上での視点としては、以下の 2

点を中心にみていく。これらは、「指導原

則」及び「手引」で言及されている、企業

に求められる人権への取組みをまとめ、設

定したものである。 

 

①人権方針の策定 

 これは「指導原則」で挙げられている

「方針によるコミットメント」にあたる。

「手引」においては、人権方針の要件とし

て、企業の最上級レベルで承認されている

こと、専門家の助言を受けていること、一

般に公開されていることなどが述べられて

いる。また、内容に関しては、人権尊重に

関する自社の考え方、国際基準への支持表

明、企業理念との関連性などを明記するこ

とを要件としている。 

 

②人権課題に対する具体的取組み 

 これは「指導原則」においては「人権デ

ュー・ディリジェンス・プロセス」にあた

る。具体的には、各社がどのような事項を

人権リスクと特定し、どのように評価して

いるのかということ、認識している人権リ

スクに関してどのようにリスクの軽減・回

避に努めているのかについての具体的行

動、人権問題が生じた場合にどのように是

正するのかについての取組みについて、み

ていく。具体的には、「a.リスクの特定・

評価。b.リスク軽減のための具体的行動。

c.是正の取組み。」の 3つに分類しながら

考察していく。 

 

【ファーストリテイリング】 

  ファーストリテイリング(以下 FR 社)

は、中国や東南アジア、南アジア地域に数

多くのサプライヤーを持つ、売上高世界第

4 位のアパレルメーカーである。 

 

<① 人権方針の策定> 

 まず、FR 社がどのような人権方針を策

定しているかについてみていく。FR社の

策定している人権に関する方針としては、

同社が 2004 年に策定した「ファーストリ

テイリンググループ 生産パートナー向け

のコードオブコンダクト」(以下「コード

オブコンダクト」)が挙げられる。これ

は、同社の掲げる「世界最高水準の服づく

り」という基本方針に基づいている。FR

社ウェブサイトによれば、この「最高水

準」という言葉には品質だけでなく労働者

の良好な労働環境なども必要であると述べ
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られており、責任ある調達の重要性を認識

していることがうかがえる。 

 この「コードオブコンダクト」には、取

引先の工場が最低限遵守すべき人権や環境

に関する最低基準が提示されている。具体

的には、法令遵守、児童労働や強制労働の

禁止、労働時間は残業も含めて週に 60時

間以内とする、などの事項が規定されてい

る。FR社はサプライヤーが「コードオブ

コンダクト」の遵守を誓約することを取引

の条件として義務付けている。 

 しかし、このように取引先に遵守を求め

る人権基準は策定されていたが、「手引」

で人権方針の要件として挙げられている、

FR社が持つ人権尊重についての考え方を

示す方針はみられなかった。 

 

<②人権課題に対する具体的活動> 

 FR社は明確に「人権デュー・ディリジ

ェンス」という言葉を用いて人権への取組

みを示しているわけではない。しかし、FR

社は「生産」を自社にとっての重要課題に

設定し、取引先の生産工場における労働問

題に対し、様々な取組みを行っていること

が CSRレポート内に記載されている。 

 

―a.リスクの特定・評価― 

 FR社の 2015年の CSRレポートによる

と、取引先の生産工場における児童労働や

強制労働などの、工場労働者への人権侵害

を重要な人権リスクと認識している。ここ

でいう取引先の生産工場とは、縫製工場を

はじめとした 1次サプライヤーが該当して

いる。 

 

―b.リスク軽減のための具体的行動― 

 具体的行動としては、図 1のようなプロ

セスで 1次サプライヤーに対して 3段階の

モニタリングを行っている。取引開始前に

は「事前モニタリング」として生産部の職

員が工場を訪問して労働環境を調査する。

調査の結果、取引可能と認められた場合に

は「コードオブコンダクト」遵守の誓約

後、取引を開始する。 

 また、取引中の工場に対しても「定例モ

ニタリング」を実施している。原則年 2回

の頻度で、外部の専門家による調査を依頼

し、労働環境を調査している。調査結果は

A～Eまでの 5段階で評価され、その結果

は図 2のように CSR レポート、ウェブサイ

ト上に公開されている。C評価以下の工場

については、FR社の CSR 部による改善勧

告、指導が行われる。最低評価の Eが下さ

れた工場に関しては、取引停止も視野に入

れた改善指導が行われる。 

 さらに、改善が必要とされた工場につい

ては「フォローアップモニタリング」を行

うと定めている。これは、定例モニタリン

グで指摘された事項が改善されたかを確認

するモニタリングである。違反が見られた

企業について、違反の内容とその後の対応

について数社の例を CSRレポート内で紹介

している。 

 このように、指導原則に沿って人権デュ

ー・ディリジェンスを行っているという表

明はないものの、1次サプライヤーにおけ

る人権リスクを軽減するための行動を実践

していることが確認できた。しかし、その

ように報告がなされていた FR 社である

が、2015年にモニタリングで特定できて

いなかった人権課題が存在していたことが

NGO の調査によって明らかになり、大きな

バッシングを受けた。以下では、NGO の調

査報告を参照に、FR社の取組みのどのよ

うな点が不十分であったのか、また FR社

の是正の取組みについてみていく。 
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図 1 「FR社のモニタリングシステム」をもとに谷本ゼミが図を作成 

(FR 社ウェブサイトより

http://www.fastretailing.com/jp/csr/business/monitoring.html) 

 

図 2 FR社の「2015年 8 月末時点でのモニタリング結果」をもとに谷本ゼミが図を作成 

(FR 社ウェブサイトより 

http://www.fastretailing.com/jp/csr/business/monitoring.html) 
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―c.是正への取組み― 

・NGO からの指摘内容 

 2015年 1月、香港を拠点とする多国籍

企業の活動を調査する NGO の Scholars 

Against Corporate Misbehaviour(SACOM)

が、香港に基礎を置く労働 NGOの Labor 

Action China(LAC)および国際人権 NGOで

ある Human Rights Now(HRN)と共同で中国

国内の FR社の下請け企業、縫製工場と素

材工場の 2社に関して、潜入調査を行いそ

の結果を公表した。その調査により、下請

け工場での劣悪な労働環境や過酷な長時間

労働などの労働者の人権侵害が明らかにな

り、FR社は大きな批判を受けた。 

 この報告で挙げられた下請け工場におけ

る問題点は、 

Ⅰ.低賃金での長時間労働 

Ⅱ.劣悪な労働環境 

Ⅲ.不当な罰金システム 

Ⅳ.労働者が正当に意義を申し立てるシス

テムがないこと 

の 4点であった。 

 

Ⅰ.低賃金での長時間労働 

 報告書によると、両工場とも労働者の基

本給は最低賃金と同水準に設定されてお

り、残業なしには生計が立てられないとい

う状況を作り出していた。そのため労働者

は残業を長時間行わざるをえなくなり、そ

の労働時間は 1日平均 11 時間、月の休日

は 2～3日程度で、中国国民の 1か月あた

りの平均労働時間(※1)を 100時間以上超

過する実態となっていた。 

Ⅱ.劣悪な労働環境 

 報告書によると、素材工場での室温が夏

場には 38℃程度に達するが、エアコンは

設置されていない。そのため、人体に有害

な薬品を扱う際に着用が必要なマスクや防

護服を、暑さのために多くの労働者が着用

せずに作業する様子が写真付きで述べられ

ている。また、縫製工場では集中空調設備

があるにもかかわらず、常に電源が切られ

ており、空中に舞う埃により健康被害や漏

電の危険性にさらされている様子が明らか

にされた。 

Ⅲ.不当な罰金システム 

 報告書によると、両工場には管理者が労

働者をコントロールする手段として、作業

場単位で様々な罰金制度が存在していた。

その制度には「8分間の遅刻で 2時間分の

賃金に相当する罰金」、「2枚重ねでアイロ

ンをかけた場合、その日の賃金分の罰金」

などがあり、それらはいずれも就業規則な

どには明記されていなかった。各作業場に

あるホワイトボードにこれらの罰金制度が

書かれているだけで、管理者側がルールを

設定し、労働者側は正当に異議を申し立て

ることができない。このように妥当性や透

明性に疑問の残る制度が多く存在してお

り、これら厳しい管理システムが問題とし

て挙げられている。 

Ⅳ.機能しない労働組合 

 素材工場での労働組合のトップが管理者

側のトップと兼任している実態が告発され

ていた。これは、労働組合が管理者側に意

見することができず、機能不全に陥ってい

ることを示す。 

 

 このような問題点を挙げ、NGO側は当該

工場へも勧告を行った上で FR 社に対し、  

・製造業者に対して適切な援助をし、労働

環境の改善を促すこと  

・同社の企業社会責任ポリシーを遵守する

こと  

・製造業者が直接・民主的な労働代表を選

任することができるようサポートすること  
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・製品の製造業者に関する情報を開示する

ことで透明性を維持すること  

を要求する勧告を行った。 

 

・その後の対応 

 FR社は 2015年 7月に同社ウェブサイト

内「CSRアクション」にて、当該 2工場で

の労働環境改善計画の進捗を報告してい

る。主な取組みとしては、生産キャパシテ

ィや生産計画の見直し、工場の人員増強に

よる長時間労働の緩和、研修の実施による

防護服着用指導、窓の改良工事、罰金規定

の撤廃、抜き打ち監査の拡大、従業員ホッ

トラインの導入、また、従来は行ってこな

かった素材工場への労働環境モニタリング

の実施などが挙げられる。さらに、工場労

働者の権利保護に取組む国際非営利組織で

ある Fair Labor Association (FLA)(※2)

へ加盟した。このような取組みの成果とし

て、両工場での労働時間は FR社が独自に

定める 1か月に 60時間という基準以下に

改善されたという報告がなされている。 

 NGO 側は FR社の取組みについて、FLA へ

加盟して国際水準で対応を行う姿勢をみせ

たことや、労働環境モニタリングの実施対

象を縫製工場のみならず素材工場にも広げ

たことなど一部で評価しつつ、いくつかの

点で批判を続けている。SACOMが追加で行

った 2015年 7月の同工場への調査による

と、依然として 1 か月の時間外労働時間が

80時間を超える状況にあるという告発を

行っており、取組みの実施状況や、FR社

が適切な監査を行えているかということに

ついて疑問が残る。また、相当な生活賃金

の保障について、FR社は FLAの枠組みに

沿って適切な措置を行っているという説明

をしたが、依然として長時間労働が解決し

ていないという NGO側の追加調査より、基

本給の水準が低すぎることによって残業を

せざるを得ない状況が解決されておらず、

対応が不十分であるという指摘を行ってい

る。さらに NGO側は FR社に対し、サプラ

イヤーリストの公開を求めているが企業秘

密を理由に応じないことを批判している。

NGO 側はサプライヤーリストの公開を行っ

ている H&M や IKEA などのグローバル企業

を例に挙げ、FR社に対しても同水準の対

応を行うよう勧告している。 

 このように、NGO の調査により発覚した

下請け工場における人権侵害について、上

記のような対応を発覚後半年間で行なっ

た。指摘を迅速に受け入れ、改善に着手し

ている点は是正の取組みとしても評価でき

る。また、進捗の状況に関してもウェブサ

イト上で報告している点も評価できる。た

だ進捗の状況として、工場での労働時間が

FR 社の定める上限以内に改善されたとい

う報告があったにもかかわらず、NGO 側は

いまだ上限を超えた長時間労働が行われて

いると報告しており、両社の主張が食い違

っている。このように報告は迅速に行って

いるものの、その信頼性には疑問が残る。 

 また、特に長時間低賃金労働といった問

題について、その原因が工場側の人権への

取組みが不足していることにあるのか、ま

たは発注元の FR社の要求が工場の能力を

超えたものであるからであるのかについて

は、FR社側も検証していくとウェブサイ

ト上で述べるにとどまっている。しかしい

ずれにせよ程度の差はあったとしてもこの

問題の要因の１つに FR社からの要求の厳

しさも挙げられると推測できる。NGO 側の

2015 年 1月の報告書にも、FR 社生産部職

員が毎週工場を訪問しているが、訪問があ

る曜日のみ防護服の着用をしていたなどの

実態が報告されているように、工場側は守
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るべき事項を知りながら監査の目を逃れて

いたことがうかがえる。FR社は従来のモ

ニタリングで問題を発見できなかったとい

うことを踏まえ、外部機関の専門家と協働

して取組みを進めていくことが重要である

と結論付ける。 

 

【NEC(日本電気)】 

 NEC は、情報通信技術に関連する社会イ

ンフラから電化製品の生産まで幅広く事業

を行っている日本の株式会社である。CSR

への取組みは企業活動そのものでととらえ

ており、「NEC Way」の実践をとおして、社

会と NEC グループの持続可能な発展を追求

している。CSR推進活動としては、コーポレ

ートコミュニケーション部の CSR・社会貢

献室が、経営企画、IR、人事、総務、法務、

内部統制、経営 システム、デザイン、環境、

CS、品質、調達など関係各部門、研究所・

事業部門およびグループ会社とも密接に連

携しながら推進している。このような、推

進体制のもと、CSR に取組んでいる NEC に

関して、上述した 3 つの観点から、人権課

題への取組みをみていく。 

 

<① 人権方針の策定> 

NEC は自社の技術発展が社会の技術発展

につながると自負している。技術発展に付

随して起こる問題は環境問題にとどまら

ず、人権侵害の発生が心配され、NEC とし

て人権問題を取組むべきであると自覚して

いる。これらの問題意識から、2004 年に

「NEC グループ企業行動憲章」へ人権尊重

の項目を加えた。さらに、2015 年、ステ

イクホルダーにコミットする方針として、

「NEC グループ人権方針」を策定した。こ

の方針では、ステイクホルダーとの対話と

協議を通し、人権デュー・ディリジェンス

を展開・実行することを規定するととも

に、サプライチェーンに対しても、同様の

人権尊重を求めている。 

この「NEC グループ人権方針」の作成の

際には、「国際人権章典」や ILOの「労働

における基本的原則および権利に関する宣

言」などの国際行動規範、また国連が提唱

する「グローバル・コンパクト」の 10原

則を支持している。また、国連の「指導原

則」および欧州委員会の「UNGP 導入に関

する ICTセクターガイダンス」も参照して

作成した。 

NEC の CSR レポートに記載があった「NEC

グループ人権方針」の内容を次ページに抜

粋する。A は NEC すべての役員と従業員に

適用し、B は企業活動を行う際に守るべき

こととして規定されている。 

ここまで、NEC の①人権方針の策定に関

してみてきた。NEC では、自社の CSR の行

動規範である「NEC グループ企業行動憲章」

に人権項目を導入しており、自社の CSR 活

動において人権問題を重要なテーマとして

扱っていることがいえる。さらに、2015 年

には、「NEC グループ人権方針」というグル

ープ会社全体に人権の尊重を求める方針を

出していた。「自社のビジネスに付随する社

会発展が人権問題を引き起こすリスクが存

在するため、人権問題に取組む必要がある」

と人権に取組む根拠も明確であった。さら

に、自社独自のものではなく、国際基準な

ど様々な規範に準拠したうえで、これらの

方針を策定しており、その方針自体にも有

効性があると考えられる。企業全体の取組

みとして、人権問題を重要視しており、企

業の CSR 規範の中にも人権項目が存在して

いるという点から、NECでは、人権に対する

方針によるコミットメントが果たせている。 
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A 

(1) あらゆる企業活動の場面において、基本的人権を尊重し、人種、信条、年齢、社会的

身分、門地、国籍、民族、宗教、性別と 性自認、性的指向、および障がいの有無等の理

由による差別や個人の尊厳を傷つける行為をしてはならない。 

(2)  従業員の雇用・労働にあたっては、各国・各地域の法令を遵守した行動をとるが、

児童労働および強制労働はいかなる場面に おいても認めることなく、決して行わない。 

(3)  ICT 提供者として自らの企業活動がプライバシーなどを含めた人権課題を引き起こ

さないよう最善の注意を払う。 

B 

(1)  NEC は、自らの企業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響に対処する

ため、人権デュー・ディリジェンスを展開、 実行する。NEC は、顕在的または潜在的な

人権リスクを識別、評価し、一貫した方針のもとでそれを軽減あるいは未然に防止 する

措置を講じる。また、NEC は、透明性と説明責任を確保するため、企業のより発展的な努

力として、その検証結果を公開 する手順を開発する。 

(2)  NEC の企業活動が間接的または直接的原因として人権に負の影響をもたらした場合

は、その救済、またはそれに準じた協力を 行うよう努力し、しかるべき手段を用いて再

発防止に取組む。 

(3)  該当地域の国内法令が国際的に認められた人権と両立できない場合においては、NEC 

は国際的な人権の原則を尊重できるよう 解決をはかる。 

(4)  NEC は、すべての役員と従業員が本方針および人権デュー・ディリジェンスを確実

に実行するよう、適切な教育の提供と人権へ のさらなる意識啓発、能力開発等の取組み

を行う。 

「NEC グループ人権方針」内容 
 

図 3 NECの「人権デュー・ディリジェンス・プロセスのイメージ図」をもとに 

谷本ゼミにて図を作成 

(NECウェブサイト http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2016_report.pdf より) 
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<② 人権課題に対する具体的な取組み> 

まずはじめに、NEC の人権に対する具体

的な取組みをみていく前に、NECの人権活

動の実施プロセスを確認する。図 3のよう

に、NECの人権デュー・ディリジェンス・

プロセスは、「指導原則」に基づいて作成

されている。 

NEC は、人権問題に取組む際に、①課題

の認識、②その影響の評価、③評価結果の

経営への組み入れ、 ④組み入れ状況の評

価、⑤取組みの報告、という一連のプロセ

スの中で取組みを実施している。 

 

―a.リスクの特定・評価― 

NEC では、ISO26000 に基づき、ステイク

ホルダー・エンゲージメントを実施してい

る。なぜならば、ISO26000 は、ステイクホ

ルダーとのエンゲージメントや、ステイク

ホルダーによるレビューを重要視している

からである。多様なステイクホルダーから

のフィードバックを得ることで人権に関す

る課題の認識を行っている。全世界共通で

人権問題は共通のものではなく、国・地域

レベルで 特有の人権課題の把握が必要で

ある。そこで、専門家の意見も取り入れな

がら、以下を NEC の重要な人権課題である

と定めた。 

・サプライチェーンの労働慣行および紛争

鉱物  

・データ保護とセキュリティ上の権利  

・経済的権利(NEC は、法の支配と経済的権

利の実行を脅かしかねない贈収賄と腐敗行

為を一切許さないルールを持つ)  

・顧客の権利(製品安全や品質保証など)  

 

 本論文のテーマは、「サプライチェーンに

おける人権」であるため、以下では、重要

な人権課題の中でも「サプライチェーンの

労働慣行および紛争鉱物」を中心にみてい

く。 

 

―b.リスク軽減のための具体的行動― 

NECは、実際に以下の活動を行ってい

た。 

・国内グループ従業員全員に、「企業と社

会」のウェブ研修を実施 

国内においては、新入社員から役員まで

階層別研修の中で「企業と人権」を扱った

り、全従業員を対象とした全社 ウェブ研

修を通して、「NEC グループ人権方針」と

いった NEC グループの人権に対する方針を

共有したりしている。新任役員や新任事業

部長に対する研修では、グローバル社会で

求められる人権に対する理解を深めるため

に、様々な国際規範も研修内容に織り込ん

でいる。実際に、実施人数も CSRレポート

に記載していた。 

 

・人権ホットライン窓口の設立 

 従業員(非正規雇用社員などを含む)に対

して、人権に関する相談窓口について、相

談内容の明確化とさらなる対応の迅速化を

目的に設立している。さらに、相談者のプ

ライバシーは保護され、不利益な扱いを受

けることがないようなシステムになってい

る。2015年度は、約 30件の相談を受け付

けたが、ハラスメント(セクハラ、パワハ

ラなど)に関する相談が全体の 90%を占め

ていた。 

 

・国際会議での報告と情報交換 

 ヨーロッパや世界の CSR 課題解決を促進

させるイベントへ参加し、自社の人権に対

する取組みの報告を行っている。この活動

は、人権デュー・ディリジェンスの情報提

供のプロセスである。情報提供のみではな
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く、発信することで異なるステイクホルダ

ーと情報交換を行い、人権問題に対する理

解を深めている。 

 

・サプライチェーンのモニタリング活動 

 2012 年度から、人権や労働安全衛生の

領域に焦点を当てて、取引先のマネジメン

トの弱点を改善するための実地診断プログ

ラムを実施している。このプログラムは、

委託先のトップマネジメントと従業員への

インタビューや工場内視察を含めた多面的

な実地診断である。この診断は、NEC グル

ープ社員が自ら取引先や拠点に出向き、直

接観察による直接対話をすることを基本と

している。一方的な監査ではなく、NEC と

取引先の事情を相互に理解しながら、行っ

ている。このモニタリング活動は、工場の

監査のみではなく、従業員寮のチェックと

いう細かい部分まで実施されている。 

 

―c. 是正への取組み― 

「b.リスク軽減のための適切な行動」に

おいて、サプライチェーンのモニタリング

活動について紹介した。この活動は、人権

侵害のリスク対策のみではなく、是正への

取組みとしても効果を発揮している。実際

に、2015 年度は、中国の工場において、

雇用条件、残業時間、安全衛生管理などの

観点で問題点が判明した。そこで、NECは

是正勧告を行った。さらに、改善に向けて

工場がどのように取組みを行っているか活

動の進捗状況を確認している。 

 

ここまで、人権問課題対する具体的な取

組みを「a.リスクの特定・評価、b.リスク

軽減のための適切な行動、c.是正への取組

み」の 3点から見てきた。NECは、人権に

関する取組みを行うために、人権デュー・

ディリジェンス・プロセスを「指導原則」

に基づき、自社独自の PDCA サイクルを作

成していた。これは、人権デュー・ディリ

ジェンスを自社に合わせて細分化してい

た。さらに、人権問題に取組む際に、従業

員に対する人権理解を深めることが重要で

あると認識しており、従業員に対する人権

方針の共有を行っていた。その教育活動も

ウェブ研修ではあるものの全従業員に実施

していた点で評価できる。 

一方で、人権への具体的な取組みとして

不十分な点も存在している。CSRレポート

には、モニタリング活動の記載があり、活

動自体は効果を発揮していた。しかし、実

施件数は膨大な数のサプライヤーを有して

いるにもかかわらず、2014 年度は 3工

場、2015年は 4工場のみの実施であっ

た。モニタリング活動の実施件数が非常に

少ないと指摘することができる。この点に

関しては、後述する NPO法人「CSR レビュ

ーフォーラム」(※3)からも指摘を受けて

おり課題である。 

 

 ここまで、「①人権方針の策定、②人権

に対する具体的な取組み」の 2つの項目か

ら NEC の人権活動に対して、見てきた。こ

こで、事例研究として取り上げた NEC に関

して、2つの視点から考察したことをまと

める。 

 NEC は、国際的な基準や動向に基づき、

全社的な人権方針として「NEC グループ人

権宣言」を策定していた。NEC の人権課題

に対する方針が明確であり、それを全従業

員に共有する取組みを行っていたことは評

価できる。さらに、自社に合わせて細分化

したデュー・ディリジェンス・プロセスを

作成し、PDCA サイクルの中で人権課題に

取組んでいた。また、サプライチェーンに
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実地診断を行い、是正活動も効果を発揮し

ていた。しかし、活動の頻度には問題があ

った。 

 最後に、NECの人権問題について、第三

者として意見を述べていた CSRレビューフ

ォーラムが NECの人権への取組みをどのよ

うに評価しているかを紹介する。実際に、

NEC は毎年度、評価や助言をもらうことで

自社の人権の問題の改善に取組んでいる。

以下に、CSR レビューフォーラムが年度ご

とに評価した NEC の人権の取組みへの提言

を引用した。提言の中では、改善すべき問

題点が指摘されていた。NECの CSR レポー

トを年代ごとに見ると、NECはその指摘点

に対応している。例えば、2013年には CSR

レビューフォーラムから、「人権デュー・

ディリジェンスの全体像の整理と PDCA 化

のプランが必要。」という指摘を受けた。

現在、2016 年の CSRレポートには、NEC の

人権デュー・ディリジェンス・プロセスを

PDCA 化して記載があった。確かに、改善

すべき指摘点があり不十分な現状ではある

が、その指摘に対して、真摯に対応してい

る点が評価することができる。やはり、自

社のみではなく、第三者の意見を取り入れ

つつ、改善点を見つけることは重要であ

る。課題をその都度、改善し、より次元の

高い活動を実施するために第三者と対話を

行い、改善点を自覚する必要がある。 

  

 

ステイクホルダー・レビューによる成果：人権 

「企業と社会の相互作用としてのステークホルダー・レビューによる 

CSR の経営への統合化促進―NECのケース―」をもとに、谷本ゼミが作成 

 

 

 

 
CRFのコメント ◎は改善事項 

2011

年度 
◎「NECグループ企業行動憲章」と「NEC グループ行動規範」の中で、「人権の尊

重」を打ち出している。 
・人権の認識が「差別的扱いの禁止」にとどまっており、グローバルな人権概念

の理解が課題。 

2012

年度 
◎人権 DDの基本的な仕組みづくりに着手。 
◎意識浸透面で国内の人権研修は充実している。 
・人権尊重について、NEC が目指すグローバルな企業像、達成目標を設定し、段

階的にステップを踏むことが期待。 

2013

年度 
◎人事部と CSR 部が連携して海外拠点での人権研修を推進している。 
・人権 DD の全体像の整理と PDCA 化のプランが必要。 
・人権 DD 構築では，事業部を含む横断的 PJ チームの編成が重要。 
・適切な外部ステークホルダーとの対話や連携を期待。 

2014

年度 
◎ CSR，人事，調達が連携して人権 DD を構築している。 
・今後は以下を期待。 
①   各国・地域の人権課題に対応した DD 推進。 
②   事業活動による人権影響を現地ステークホルダーの声も踏まえ整理。 
③   現地 NPO の取り組み状況と課題把握。 
④   人権 DD の主要ターゲット，成果と課題等の進捗開示（構築途中でのステー

クホルダーとの対話も）。 
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ここまで、NECの人権に対する取組みを

見てきた。今回の人権に対する取組みを見

るにあたり、NEC が発行している CSRレポ

ートを中心に、「日経エレクトロニクス」

や「電子デバイス産業新聞」といった業界

誌や業界新聞にも目を通した。しかし、外

部の情報として得られたものは、CSR レビ

ューフォーラムが発行した「企業と社会の

相互作用としてのステークホルダー・レビ

ューによる CSRの経営への統合化促進―

NEC のケース―」などのみであった。ま

ず、CSRに関して業界誌や業界新聞で扱っ

ている物は非常に少なかった。また、CSR

に関しても電子業界では、環境効率や新技

術といった分野の活動の記載が多く、人権

に関する記載は非常に少なかった。これら

の事実からも、企業を取り巻く環境も人権

課題に対する意識や実効性は低いという現

状がある。 

 

 

【アシックス】 

 3つ目の企業として、世界有数のスポー

ツ用品メーカーであるアシックスをみてい

く。アシックスは、国内の同業界内で、売

上高 1位を誇り、総合的にスポーツ用品を

扱っている。海外売上は近年、拡大してお

り、海外売上比率 76%(2015 年)を達成し

た。 

  

<①人権方針の策定> 

 アシックスは、人権問題に関する自社の

方針は存在していなかった。しかし、サプ

ライチェーンにおける労働管理を自社が取

組むべき重要な問題であると、認識してい

た。子会社及び関連会社に対する労働に関

する最低基準の取組みを「ビジネスパート

ナー管理方針」という方針を設定すること

で要求している。さらに、この「ビジネス

パートナー管理方針」は、供給業者、請負

業者、仲介業者を含んだ包括的なものであ

る。この「ビジネスパートナー管理方針」

の中では、雇用労働者の人権の保護のため

に、「強制労働の禁止、児童労働の禁止、

嫌がらせまたは虐待の禁止、差別の禁止、

報酬、労働時間、健康および安全」に対す

る基準を設定している。 

 この方針は、「アシックス CSR方針」及

び「アシックスグローバル行動規範」とい

ったアシックスの全社的な方針に準拠した

ものであり、サプライヤーにも方針を適用

させていた。人権方針という形ではない

が、サプライヤーの人権を保護するために

労働管理の方針を策定している点で、人権

方針と同様の効果を有していると評価する

ことができる。 

 

<②人権課題に対する具体的な取組み> 

―a. リスクの特定・評価― 

 アシックスはマテリアリティ(重要性)評

価プログラムを実施し、事業活動にとって

重要なサステナビリティ課題の特定を行っ

ている。そして優先度をステイクホルダー

にとっての重要性及びアシックスの企業戦

略に対する重要性に応じて評価し自社独自

のマトリックスを策定している。自社が取

組むべき、課題を特定し、評価を行ってい

る。一方で、人権問題に対してこのような

特定と評価の実施はなかった。 

 

―b. リスク軽減のための具体的行動― 

 モニタリングに関して、CSR レポートに

よると、アシックスでは、監査に自主監

査、委託監査、パートナーによる監査の 3

種類がある。まず自主監査では、CSR 担当

者が監査員として現場確認、資料確認、経
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営陣へのインタビューを行い、意見交換や

問題点の抽出や改善策の立案をしている。

次に、委託監査では監査会社に依頼して実

施する監査で、現地の法規や言語、文化に

精通した監査員が行っている。併せて工場

外での聞き取りも行っている。そして、パ

ートナーによる監査では、2007年から

2012 年度までのパートナー監査は FLAが

実施し、ベターファクトリーズ・カンボジ

ア(BFC)(※4)を 2013年度 2件行ってい

る。また 2015 年度に実施した監査数は

132 件となっている。アシックスが行う自

主監査の項目には、ルールの周知、強制労

働、児童労働、ハラスメント、差別などが

あり、質問票では、「アシックスの業務委

託先管理方針を、目立つ場所に提示してい

るか」「管理方針を新入社員に説明してい

るか」などがある。こうした監査を 5段階

で評価し、不順守があった場合には厳しい

対応策を講じている。 

 

―c. 是正への取組み― 

 ここからは、アシックスの是正の取組み

をみていく。 

2004 年のアテネ・オリンピックの際に、

NGO が合同で「Play Fair at the Olympic

キャンペーン」を開始した。それは、世界

のスポーツウェアメーカー7 社と国際オリ

ンピック委員会(IOC)に対し、開発途上国

でのサプライヤーにおける女性への強制労

働の禁止など、労働条件の改善を求めるキ

ャンペーンである。7社の中には、日本の

ミズノ、アシックスも含まれている。そこ

で、アシックスがこのキャンペーンでどの

ように批判を受け、是正の取組みを行って

いったのかをみていく。 

 まず、このキャンペーンは、アジアにお

ける女性労働問題の改善を目的に行われ

た。2004年時に、スポーツウェアのサプ

ライチェーンでは、生産するアジアの工場

で、強制労働、週 48時間以上の労働、強

制残業(著しい超過勤務)、性的嫌がらせ、

1 日 16時間・週 6日労働(週 1日の休日も

与えていないケースもある)、最低賃金以

下の賃金が日常的に行われていた。また、

不良品が出た時に工場の労働者にペナルテ

ィーを課す制度が存在していた。これらの

現状について、キャンペーン側は以下のよ

うな改善要求を行っている。 

  

(1)  NEC は、自らの企業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響に対処する

ため、人権デュー・ディリジェンスを展開、 実行する。NEC は、顕在的または潜在的な

人権リスクを識別、評価し、一貫した方針のもとでそれを軽減あるいは未然に防止 する

措置を講じる。また、NEC は、透明性と説明責任を確保するため、企業のより発展的な

努力として、その検証結果を公開 する手順を開発する。 

(2)  NEC の企業活動が間接的または直接的原因として人権に負の影響をもたらした場合

は、その救済、またはそれに準じた協力を 行うよう努力し、しかるべき手段を用いて再

発防止に取組む。 

(3)  該当地域の国内法令が国際的に認められた人権と両立できない場合においては、

NEC は国際的な人権の原則を尊重できるよう 解決をはかる。 

(4)  NEC は、すべての役員と従業員が本方針および人権デュー・ディリジェンスを確実

に実行するよう、適切な教育の提供と人権へ のさらなる意識啓発、能力開発等の取組み

を行う。 
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さらに、7 社全体に対する指摘のみでは

なく、アシックスへ個別の問題について、

報告書による指摘を行った。その報告書は

以下の内容である。インドネシアの工場に

おいて、超過勤務の強制、家事の時間な

い、性的嫌がらせ、浮遊繊維片の吸入によ

る健康障害、出荷時期の 24時間労働、強

制労働、納期を守らないと罰金を労働者に

負担させる制度、競争価格の値下げで給与

引き上げなし、生産目標を倍増、生産目標

未達成の場合は罰金、などがあると指摘し

ている。 

 これらの指摘に対して、2005年アシッ

クスは、製品やその部品の製造現場の労働

環境管理を強化することを目的に、FR社

が 2015年に加盟した FLA に、国内企業と

して初めて加盟した。また、アシックスは

下請け工場での監査について、上記で示し

たように 3種類の監査を本格的に取組むこ

とになった。外部監査に関して、下請け先

の工場を、FLA が認定した監査機関が、事

前連絡なしに監査訪問する。その結果、多

くのケースとして違反事例を発見すること

が可能である。長時間労働、最低賃金の未

払い、 安全や健康に関するルール化の不

足、結社の自由の阻害、差別的な雇用訓練

など、FLA はこうした違反ケースについ

て、改善に向け、工場管理を行い、改善を

促している。 

 しかし、 2012年 5月 16日、アシック

スの委託先のウイングスター工場の天井が

崩落し、2人の従業員の命が奪われ、12人

が怪我をした。建築許可書を出していた委

託先工場での事故で、地元でも下請け先の

アシックスの名前がメディアでも取り上げ

られ、注目された。事故に関しては安全基

準を満たしていないという指摘があり、ま

た犠牲者の 1人が地元のプノンペンポスト

紙では、出生証明書から 15 歳ではなく、

13 歳であったことが明らかになり、工場

に対しては偽造された IDを使っていたと

の報道があった。 

こうした状況を受け、アシックスでは、

以下のように CSR レポートで表明してい

る。 

 

当社は今後の同様の事故を防ぐ

ため、カンボジアの全生産委託先

工場に ILO の BFC プログラム加入

を義務付けました。これは、安全

で公正な労働条件の確保、カンボ

ジアに特化した CSR 管理や自主点

検への支援を提供するのが目的で

す。また、全工場の第三者建築物

診断の実施を求めました。これに

より、カンボジアの全委託先工場

で BFC とカンボジア政府承認の現

地コンサルタントによる建築物診

断が実施され、すべての工場で基

準が満たされていることが 2015 年

度末までに確認されました。 

 

 また、一次サプライヤーで直接委託して

いる工場に対し、安全意識を高めてもらう

ために、工場の責任者への指導をこうした

取組みを行った。まずは一次サプライヤー

への教育で行い、布や川など材料納入、染

色などを行う 2次、3次のサプライヤーに

対しても指導役になってもらうことなどが

狙いである。2次サプライヤーへの監査も

2013 年度から実施を開始し、2015 年には

生産量の 60%に関わっている工場 20社を

自主点検し、こうした結果を CSRレポート

で公表している。また 2013 年に工場管理

者向けに中国の広州でセミナーを開催し、

サプライチェーン管理に対する理解を得る
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とともに、工場経営者や担当者に必要とさ

れる基礎的な知識習得、自発的な改善によ

り同社の CSR 基準を満たす工場への昇格を

目指すことを目標としている。  

このようにアシックスは 1 次サプライヤ

ーにかかわらず、多くの工場に対して監査

を行っている。しかし、アシックスの監査

が下請け工場を訪ねると、従業員の残業の

許可書の頻度が本社の提示している 1日ご

とではなく、1か月に一度であることで、

残業が常態化し、過重労働を生むおそれが

あること。また工場の人事ファイルに関し

て、従業員の年齢を出生証明や戸籍証明な

ど複数の証明書で確認していると工場側は

主張しているが、実際にはほとんどの人事

ファイルにおいて 1つの証明書しかなく、

その証明書が偽造された場合に児童労働が

見過ごされる可能性があることなどが明ら

かになった。 

 以上のように、アシックスは 2004 年に

3つの NGO から人権問題について指摘さ

れ、2012年にも下請け先の工場における

人権問題が起きた。そうした問題に対し

て、自社は是正に取組んでいるが、本社が

監査基準を設定しても、実際に下請け先の

現地工場を訪ねると、自社で定めた基準を

守っていないことや、工場の IDに関して

も偽造の可能性があった。実際に下請け先

が本社の基準を遵守する意思がないのか、

それとも遵守する余裕がないのかについて

定かではないが、本社と下請け先の関係の

中で、本社がコストを優先することで下請

け先の工場に圧力が働いている可能性があ

る。こうした状況に関して、自社は下請け

先の適切な生産管理を把握することや、現

地工場との対話、また第三者機関を仲介す

ることが必要である。また、工場の ID偽

装に関しては、児童であることを隠して、

学校にも行かず、生活のために工場で働か

なければいけない現状があり、こうした貧

困問題についても根本から企業も考えてい

く必要がある。 このように企業は自社だ

けで取組むだけではなく、下請け工場を意

識し、NPO や外部機関とも協働して、取組

んでいくことが重要である。 

 今回アシックスを企業研究するにあたっ

て、NGOによる調査報告書、経済誌、地元

紙、NHKによる下請け先での現地調査に関

する記事などで得た情報を基に研究を行っ

た。NGOによる報告書や日経エコロジーの

記事では、アシックスの下請け工場におけ

る人権問題の指摘だけではなく、その後の

現地での対応まで記載されていた。また

NHK による記事では、アシックスの下請け

先での実態や、監査を行う上での課題など

について記載されていた。事例研究を行う

にあたって「繊研新聞」といった業界新聞

にも目を通したが、アシックスの人権課題

への取組みに関する有益な情報は得ること

ができなかった。 

 

【事例研究を通した考察】  

 第 2節において、3社の人権に対する取

組みを見てきた。その結果、FR 社とアシ

ックスは、サプライチェーンにおける人権

問題を引き起こし、NPOなどから批判を受

けた。両社とも、受けた指摘に対して自社

の人権に対する取組みを改善させた。その

改善内容は、受けた指摘を参考にし、現状

の人権課題に効果を発揮するものであっ

た。しかし、その後も、後発的に人権問題

は両社ともに発生しており(※5)、改善は

行ったものの、現状の対応では不十分であ

ることがいえる。常に、起こりうる人権リ

スクに対する対応の検討と実施を行ってい

く必要がある。一方、NEC に関しては、人
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権デュー・ディリジェンス・プロセスを

「指導原則」に基づき、自社独自の PDCA

サイクルを策定していたり、人権方針を研

修活動によってグループ従業員全体に共有

していたりするなど、評価するべき点もあ

った。しかし、モニタリングの実施頻度に

問題があるなど、不十分な点も存在した。

各社ともサプライチェーンにおける人権問

題への取組みに課題がみられたのである。 

 また、調査の過程で、企業に強い影響を

与えるメディアの動向も探ったが、メディ

アでの認識にも課題がみられた。 

 例えば、FR社の事件に関して、アジア

専門の経済誌である Asia Market Review

誌においては、「そもそも協力企業や委託

企業に関して、それらの経営責任は一義的

にはその経営陣にある筈で、委託元が責め

られるのは酷ではある。」と評されてい

る。このようにアジアでのビジネスに精通

している記者の間でも、問題認識の甘さが

うかがえる。ビジネス界全体に情報を発信

するメディアの認識が不十分であれば、企

業や投資家の間にサプライチェーン全体で

人権対策を行うべきという認識は浸透して

いきにくいのではないだろうか。現在企業

は、人権侵害が発生している企業と取引関

係にあることが人権侵害への加担にあたる

ことや、取引先の能力を超えた要求を行う

ことが人権侵害発生の一因となることなど

を認識しなければならない。企業のみなら

ず、日本のビジネス界全体が、サプライチ

ェーン全体で人権問題に取組むことが求め

られていることについて、一層の理解を深

める必要がある。 

 

 

 

第 3節 日本国内の他セクター(政府、

NPO、市民)の現状 

 第 2節では人権問題に対する日本企業の

取組みについて述べたが、日本企業の人権

問題に対する取組みが不十分である要因の

1 つには、政府や市民などを含め日本全体

として人権問題に対する関心が低いことが

挙げられる。企業活力研究所(2013)による

と「日本企業が人権問題について、十分な

認識をしていない背景のひとつには、政府

等の公的機関による十分な注意喚起がなさ

れていないという事情もある」と述べられ

ており、日本では企業だけでなく政府や市

民の人権問題に対する取組みが十分ではな

い。以下では、政府・NPO・市民の人権問

題に対する関心と取組みをみていく。 

 

<日本政府> 

 まず、日本は他の OECD 加盟国に比べ

て、ILOによる国際労働基準への批准数が

少ない。国際労働基準には条約と勧告の 2

つの形式がある。条約は、労働条件などに

ついて一定の基準を定め、これを批准した

国についてその実施義務が発生する文書で

あり、勧告は、一定の基準を目標として掲

げている文書で法的拘束力は生じない。

2016 年現在 ILOの加盟国は 187カ国であ

り、これまでに採択された 189 条約につい

て、OECD加盟諸国の平均批准条約数は約

75 である。それに対して、日本の批准条

約数は 49と、OECD 諸国の平均批准条約数

と比べて少ない。「強制労働の廃止に関す

る条約(1957)」「雇用及び職業についての

差別待遇に関する条約(1958)」など人権問

題を考える際に重要な条約を日本政府は未

だ批准していない状況である。 

 また世界各国では、人権を保護しあるい

は人権状況を監視する国内人権機関が 110
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の国で設置されているが、いまだ日本に国

内人権機関(※6)は設置されていない。政

府から独立した国内人権機関を設立するこ

とは、国連が世界各国に求めている国際的

な人権基準を国内で実行するために不可欠

なシステムである。日本政府は、2008 年 

6月の国連人権理事会でパリ原則に基づく

国内人権機関の設立を求める勧告を受け、

その勧告を受け入れたにもかかわらず設置

されなかった。また 2014 年 7月国連の自

由権規約委員会による「政府報告書審査」

が行われ、国際人権基準に照らして日本の

人権状況に対して厳しいチェックが行われ

た際、前回の 2008 年に続き国内人権機関

を設置するよう求める勧告が出された。し

かし日本ではいまだに国内の人権を守るた

めの人権機関が設置されていない。 

 以上より日本政府は他国と比較して人権

問題に対する取組みが国際的にも不十分で

あることがいえる。 

  

<NPO> 

 まず前提として日本の NPOは欧米と比較

して活動が盛んではない。1980年から

1990 年代以降アメリカでは企業活動や商

品の調査・評価を行い、消費者に情報を提

供する NPO や会社が誕生し活動している。

一方、日本ではアメリカのような動きは活

発ではなかった。日本において情報を収

集、分析、提供していく市民社会組織は未

熟である、と谷本(2013)によって述べられ

ている。以上より、日本の NPOは欧米と比

較すると未発達であることがいえる。一般

財団法人自治体国際化協会(2012)による

と、2009年時点で日本で活動する NPO法

人は 40,705団体に対しアメリカではその

40倍にあたる 1,581,111 団体が活動して

おり、人口当たりの NPO法人数に換算する

と日本の 3.19 団体/千人に対しアメリカで

は 50.2 団体/千人と、人口の規模に関係な

く日本の NPO はアメリカと比べて非常に少

ない。また内閣府(2015)によると、活動分

野全 20分野の内主な活動分野 1つを回答

する質問において、「人権の擁護又は平和

の推進を図る活動」と回答した認定・仮認

定 NPO 法人(※7)は 2.5%、認定・仮認定を

受けていない法人は 0.4%と非常に低い割

合であった。 

 以上より日本では NPOの活動が活発でな

い上に、人権課題を主な活動内容として積

極的に取組んでいる NPOは少ないといえ

る。 

  

<市民> 

 最後に日本市民の人権に対する関心や取

組みをみていく。前提として日本市民は

NPO への寄付活動やボランテイア活動に対

して欧米と比べて関心が低い。内閣府

(2010)によると日本・アメリカ・イギリス

で NPO に対する寄付金の内個人寄付が占め

る割合の比較では、アメリカは 81.9%、イ

ギリスは 94.2%に対して、日本は 19.1%と

極めて低い。内閣府(2014)によると、認

定・仮認定 NPO法人へ「寄付したいは思

う」は 29.6%に対して、「寄付したいと思

わない」は 70.4%と大幅に上回っている。

そして寄付した分野に関する調査では、

「人権・平和」の分野への寄付は 8.8%で

全部で 11項目の内 8番目であり、1番目

の災害救助支援」が 50%、2 番目の「保

健・医療・福祉」が 35%であるのに対し

て、人権への関心は低いことがうかがえ

る。またボランティア活動に関しては、

2014 年の内閣府の調査で、ボランティア

活動に参加「したことがある」が 26.8%で

あるに対して「したことがない」は 73.2%
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とボランティアへの参加率が低いことに加

え、「人権・平和」の分野への参加は 2.6%

と極めて低い。 

 以上より日本市民は人権問題への関心が

低く、人権に関する寄付活動やボランティ

ア活動への取組みも非常に少ないことがい

える。 

  

 本章のまとめとして、人権デュー・ディ

リジェンスから設定した視点を基に日本企

業を考察した結果、今回事例研究を行った

日本企業の人権問題への取組みは不十分な

点があった。ファーストリテイリングは人

権の尊重に対する自社の方針や外部機関の

専門家と協働した上での取組み、NEC はモ

ニタリングの実施件数、アシックスは下請

け先の生産管理の把握や現地工場との対話

において取組みが不十分である。もちろ

ん、海外工場で生産を行う企業自らが人権

問題を重要課題として捉え取組みを強化す

る必要がある。しかし日本企業の人権問題

への取組みが不十分である背景には、企業

だけでなく政府や市民など日本全体として

人権問題への関心が低いという現状があ

る。第 3節で述べたように、日本の政府・

NPO・市民は欧米と比較しても人権問題に

対する関心が低く、実際の取組みも極めて

少ない。このように、日本では企業だけで

なく政府・NPO・市民の企業以外のセクタ

ーも含め日本全体として人権問題への関心

が低く、その問題に対する取組みが不十分

であると結論付ける。 

 

脚注 

(※1)SACOM の報告書によると、中国での 1か月あた

りの平均労働時間は 174時間である 

 

(※2)Fair Labor Association(FLA)は、国際労働基

準の遵守を促進することで世界的に労働者の権利を

保護し、労働条件を改善するため、業界/市民団体/

大学の力を結集して設立された非営利団体である。

FLA の加盟企業は、自発的に行動基準を実行し、内

部や外部の監査を受け、透明性ある報告を行う。参

加企業はサプライヤーの工場がその状況を公表する

こと、労働状況を監視し規範の基準を維持するため

社内システムを構築し厳しい監視システムに加わる

ことを公約する。 

 

(※3)CSR レビューフォーラムとは、持続可能な社会

づくりに取組む NPOであり、CSR 各領域での知見と 

ISO26000 をベースに企業活動への第三者レビューを

行う「CSR レビュープログラム」を提供している。 

 

(※4)ベターファクトリーズ・カンボジア(BFC)プロ

グラムとは、ILOがカンボジア政府/カンボジア法制

製造業協会/労働組合と協力して進めてきたもので

ある。ILOが縫製工場の労働条件をモニタリング

し、その改善を働きかけるプログラムとして開始さ

れ、カンボジア縫製工場の労働環境の改善に大きな

役割を果たした。このプログラムをアシックスは取

り入れ、カンボジアの全工場の基準が満たされたと

報告している。 

 

(※5)HRN の声明によると、2015年 9月以降、FR社

カンボジア下請け工場において、労働組合の活動に

参加した従業員が不当に解雇されるという事件が発

生している。これについて 2016年 9月、HRNをはじ

めとした、カンボジア、アメリカ、ヨーロッパ、香

港、日本の NGOが FR社に対応を求める共同公開書

簡を発表している。 

 

(※6)国内人権機関は、裁判所とは別に人権侵害か

らの救済と人権保障を推進するための国家機関であ

る。 この機関には、①保障されるべき人権が侵害

された時に調査し救済する役割、②立法や行政の活

動が国際人権基準に沿ったものとなるように提言し

意見を述べる役割、③一般市民のみならず裁判官や

法執行官などに対して広く人権教育を実施する役割

が求められている。 

 

(※7)認定 NPOとは NPO法人の内、運営組織及び事

業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展

の基盤を持ち公益の増進に資すると認められた NPO

法人で、税制上の優遇措置が認められる。仮認定

NPOは設立後 5年以内の NPO法人の内、以上のこと

が見込まれた NPO法人。 
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第 5 章 日本企業に求められる

今後の取組み 

 

第 1節 本章の狙い 

 前章では、企業だけではなく、政府・

NPO・市民などの他セクターを含めた日本

全体として人権問題への関心が低く、取組

みが不十分であることを述べた。 

 ところが、国際的にみると人権問題を含

めた様々な社会問題が存在しているのが事

実であり、グローバル化が進む現在、日本

企業がそれらに無関心で経営を行っていく

ことは難しい。そこで日本企業は、まず海

外に目を向け、国際的な動向にさらに関心

を持ち、その取組みに積極的に関わってい

く必要がある。 

 そこで提示したいのが国際イニシアチブ

への参画である。第 2節では、各業界にお

いて様々な国の企業や団体がメンバーシッ

プを組んで、社会問題に取組んでいる国際

イニシアチブの例を挙げ、それらに参画し

ていくことの意義を考察する。そして第 3

節では、国際イニシアチブの課題点を挙

げ、そこから日本企業に求められる今後の

取組みについて考察していく。 

 

第 2節 国際イニシアチブの例と参画する

意義 

 まず、本章を進めていくにあたって、国

際イニシアチブについて説明する。本論文

では国際イニシアチブを「各業界が直面す

る社会問題に取組むために、様々な国の企

業やステイクホルダーがメンバーシップを

組むこと」と定義する。そして、現在国際

イニシアチブは、食品業界、電子機器業

界、自動車業界、アパレル業界など様々な

業界に存在しており、各国の企業や団体が

多数加盟して基準の策定や会議の開催とい

った活動を行っている。また、国際イニシ

アチブに参画することは、人権問題に限ら

ず、現在世界で問題となっている環境や貧

困、汚職といった、企業単体では解決でき

ない社会問題を解決する手立てとなる。以

下では、様々な業界における国際イニシア

チブを具体的に挙げていく。 

 

・Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO) 

 RSPO とは、持続可能なパーム油の生産

(※1)と促進を目的に 2004 年に設立された

非営利組織である。主な活動内容として

は、世界的に信頼される認証基準の策定と

7 つのセクター関係者(パーム油産業、搾

油、貿易業、消費者製品製造業、小売業、

銀行・投資会社、環境 NGO、社会・開発系

NGO)と円卓会議を行い、持続可能なパーム

油の生産と利用を促進するために求められ

る「法的」「経済的」「環境」の社会的要件

を「原則と基準」としてまとめ、一定の基

準を満たした企業に対して、パーム油の認

証を与えている。 

 パーム油とは、チョコレート、マーガリ

ン、スナック菓子などの食品から、洗剤、

化粧品、シャンプーなどの日用品まで、私

たちが普段手にする物に幅広く使用され、

世界で最も生産されている植物油である。

主にインドネシアやマレーシアを中心に生

産されているが、生産のためのプランテー

ションが急速に進み、様々な悪影響をもた

らしている。例えば、環境面においては、

熱帯林や泥炭湿地林の消失、絶滅の恐れの

ある野生生物の減少、伐採や森林火災によ

る温室効果ガスの大量排出、社会面におい

ては、農園における劣悪な労働環境や人権

侵害、周辺住民と生息地を奪われた野生動
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物との衝突など、パーム油の需要拡大によ

り、それらの問題はより深刻化している。

そして、RSPO はこれらの社会問題解決に

取組んでいる国際イニシアチブである。

RSPOはウェブサイト上で活動の成果を公

表しており、認証されたパーム油の量は

年々増加している。2016 年 11月現在で

は、世界のパーム油のうち 17%が RSPO に

よって認証されており、会員数は 88ヵ

国、3080団体に及んでいる。 

 

・Electronic Industry Citizenship 

Coalition (EICC) 

 EICCとは、電子機器業界のサプライチ

ェーンの中で起こる「社会」「環境」「倫理

問題」に対して業界標準を作成するため、

2004 年に設立された。行動規範は、主に

「労働」「安全衛生」「環境保全」「管理の

仕組み」「倫理」の 5項目から成り立って

いる。電化製品の製造に使用される部品や

サービスの設計、販売、製造、供給を行う

すべての事業者が、自発的に EICCの行動

基準を採用することができる。 

 電子機器業界のサプライチェーンはグロ

ーバルに展開されるため、長く複雑である

ことが特徴的である。そのため、各企業の

CSR に関する理解や活動内容にばらつきが

見られ、サプライヤーとの間で、CSR に対

する共通理解が困難であることが考えられ

る。EICCはそれらの問題を解決するため

の、効果的な統一基準となっている。EICC

の参加メンバーは主に、電子機器業界関係

のメーカーや大手のサプライヤーによって

構成され、2016年 11月現在、参加企業数

は 110社以上にのぼる。 

 

 

・Automotive Industry Action Group 

(AIAG) 

 自動車業界においてもサプライチェーン

の複雑化により人権や紛争鉱物への対応が

迫られている。AIAG 自動車業界標準化推

進組織は 1982 年に「クライスラー」「フォ

ード」「ゼネラルモーターズ」という 3つ

の大きなアメリカ自動車メーカーによって

設立された。国際基準の策定、商慣行の融

合を通じて自動車生産におけるプロセスの

合理化を目的としており、自動車メーカ

ー、またその部品メーカーが参画してい

る。2016年 11月現在、加盟数は 1696 団

体に上る。また、AIAGは小売りや工場、

サービス業者、学会、政府を含む様々なス

テイクホルダーが協働し、製品の品質やサ

プライチェーン、企業の社会的責任などの

継続的な問題解決を目的として、情報共有

や教育を図り国際的な基準設定と協議会の

開催などの活動をしている。 

 活動内容として、強制労働や児童労働、

団結権、労働環境、賃金などの人権に関連

した基礎的な原則を学べるオンライン上の

セミナー設定、サプライチェーンにおける

自社のセルフチェック項目の公開をしてい

る。また、AIAGは紛争鉱物への対応とし

て Conflict Minerals Work Group (CMWG)

という紛争鉱物に関する会議などを行うグ

ループを設立し、工場やサプライヤーらの

法令順守を促進している。 

 

・Sustainable Apparel Coalition (SAC) 

 近年、ファッション性の高い衣服を低価

格で提供するファストファッション業界が

成長してきているが、大量生産による多く

の資源の消費や、低価格を実現するための

途上国での労働者の人権問題などが起きて

いる。アパレル企業が直面しているこうし
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た問題の緊急性と広がりは、グローバル規

模での共通理解が必要である。SAC は、ア

パレル・フットウェア業界の環境・社会へ

の影響の削減を目指し、2011年にアメリ

カで設立された。小売り、素材メーカー、

業界団体、政府機関、NGO など 2016 年 11

月現在、179 の団体、企業が加盟してお

り、世界のアパレル・靴の 30%以上のサプ

ライチェーンを占める企業により組織され

ている。主な活動として、SACは Higg 

Index という環境・社会的影響の評価基

準・自己評価ツールを開発している。この

指標を使って製造の各段階ごとに環境や社

会に与える負荷を測定することで、企業は

非効率性への対処、環境破壊につながる行

動の改善、消費者に求められ始めている環

境・社会的な透明性の獲得を達成できると

している。SACによる Higg Indexをはじ

めとした活動やネットワークを使うこと

で、企業単体では成し得ない、緊急で業界

全体に及ぶ問題の解決に取組むことができ

る。 

 

 上記で国際イニシアチブの例を見てきた

が、参画には次のような意義があると考え

られる。まず、国際イニシアチブに参画す

ることで海外企業の動向を知ることができ

るということである。企業のグローバル化

が進み、サプライチェーンも多様化してき

ている中、日本企業は発展途上国のサプラ

イヤーなしには存在できなくなってきてい

る。そのため、日本企業は国内のみに目を

向けるのではなく、海外市場のサプライヤ

ー管理にも目を向ける必要がある。国際イ

ニシアチブにはサプライチェーンを構成す

る各国の企業や団体が参加しているため、

海外企業の動向を知ることや、サプライヤ

ー間での情報共有が可能となる。藤井・海

野(2006)もこの効果に関して、「マルチ・

ステークホルダー・イニシアティブは、企

業のみならず NGO まで含めた情報共有、協

力のスキームとして意味が大きい。」と述

べている。 

 また、国際イニシアチブは上記の例でみ

たように、各業界における基準を設けてい

る。グローバルに活動する企業にとって、

経営活動を行う上で妨げとなっているの

が、国ごとに企業の行動基準が異なってい

るということである。そのため、企業にと

って、国ごとに異なった基準に対応するこ

とは困難である。また一方で、先進国の発

注元の企業がそれぞれ異なる自社基準をサ

プライヤーに対し遵守するよう求めてくる

と、サプライヤーにとっても事業を行う妨

げとなってしまう。そのため、国際イニシ

アチブで定められた、国の枠組みを越えた

標準化、共通化された基準を適用すること

は、複雑化を回避し、グローバルに活動す

る企業のより円滑な経営活動につながる。

さらに、業界で連携して CSR 調達を進め

ることの効果として、新しい社会課題に関

する NGO などの指摘に、業界全体で対応

できるという効果もある。 

  

 既述のように、日本国内での人権に対す

る関心は薄いが、日本企業はグローバルに

議論されている社会問題に無関心で経営を

行っていくことは困難である。よって、海

外に目を向ける必要性がある。また、人権

問題や環境問題といった社会問題は、様々

な要因からなるグローバルな問題であり、

企業単体で解決することは難しい。藤井・

海野(2006)はマルチ・ステイクホルダー・

イニシアチブへの参画に関して、「一社だ

けでサプライチェーンを見渡しても、あま

りの複雑さに圧倒され、何から手をつけた
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らよいのかさえわからないということにも

なりかねない。他企業、ステークホルダー

と広く話し合い、情報を共有し、協力して

いくことがサステナブル・サプライチェー

ン構築のうえでは重要である。」と、業界

全体で協働する重要性を述べている。これ

らを踏まえ、日本企業は、多くの企業や団

体との協働により社会的課題の解決により

近づくことができる国際イニシアチブに参

画すべきであると考える。 

 

第 3節 国際イニシアチブ参画の課題と日

本企業に求められる取組み  

 前節までは国際イニシアチブに参画する

重要性について述べてきたが、参画に関し

て日本企業側とイニシアチブ側の課題も存

在する。まず、日本企業側の課題として、

企業における国際イニシアチブへの参画状

況とその取組みが不十分であることが挙げ

られる。例えば、RSPOにおいては、メン

バーとなっている国はイギリスやドイツな

どの欧米が中心となって構成されており、

企業の加盟数は 2016年 11 月現在イギリス

70企業、ドイツ 107企業、アメリカ 77企

業、フランス 47企業に対して、日本は 14

企業にとどまっており、日本企業の加盟数

が少ない。また、日本の食品業界に注目し

てみると、パーム油は多くの食品に含まれ

ており、日本の大手食品企業も、パーム油

を使用しているところがほとんどである。

それにもかかわらず、2016 年 11月現在で

RSPO に参画している企業は、「味の素」

「明治」「タカナシ乳業」の 3社のみであ

り、日本企業の加盟数が少ない。これは、

他の国際イニシアチブにおいても同様のこ

とがいえる。EICC では、日本企業からも

「ソニー」「東芝」「コニカミノルタ」など

が参加しているが、その他は米国企業が占

めている。また、AIAGにおいては、参画

する大手企業は「トヨタ」「ホンダ」など

のみであった。SAC においても加盟メンバ

ーはアメリカでは 71企業・団体であるの

に対し、日本は「アシックス」「帝人フロ

ンティア」「東レ」「ファーストリテイリン

グ」「経済人コー円卓会議(NPO 法人)」の 4

企業・1団体にとどまっている。また、日

本企業の課題は他にも見つかった。RSPO

に参画している日本企業においても、パー

ム油の認証取得にとどまっているものが多

く、基準の策定や課題の解決に関する円卓

会議などへの積極的参加は見られていな

い。 

 以上のことから、企業側の課題として

は、国際イニシアチブに参画している日本

企業の数が、欧米と比較すると格段に少な

く、また参画していても受け身的な姿勢で

あるといえる。 

 一方、国際イニシアチブ側の課題として

は、その取組みが効果的に機能していると

はいえない場合がある。例えば、RSPO 認

証を取得した企業の中には、生物の生息地

の破壊、泥炭地の破壊、野焼きなどを行う

問題のある生産者からパーム油を購入して

いる企業も存在することが NGO の批判によ

り発覚した(※2)。RSPOは認証後にその企

業の監査を毎年行っていると公表している

が、このような事例から、認証制度や監査

といった RSPO の取組み自体も十分である

とはいえない。また EICC に関して、2012

年、中国の電子機器受託製造を行うフォッ

クスコンの工場で過酷な労働条件を原因と

した自殺者が相次ぎ、フォックスコンから

部品を調達して製品を製造・販売していた

アップル社やデル社が社会的責任を追求さ

れる事件が発生した。アップル社とデル社

は当時から EICCに加盟していた。基準策
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定の目的の１つとして、電子機器業界のサ

プライチェーンにおける安全な労働環境を

確実にすることを挙げている EICCである

が、このような事例からその基準の実効性

に疑問が残る。 

  

 前節では、国際イニシアチブに参加する

ことで多くの他の企業や団体と協働でき、

社会的課題の解決により近づくことを述べ

た。よって、日本企業は国際イニシアチブ

に参画していくことが重要である。しかし

現在の参画状況を見ると、日本は欧米と比

べて加盟数は少なく、参画状況は十分では

ない。また、参画している企業において

も、国際イニシアチブにおける基準を批准

するにとどまっており、その姿勢は受け身

的である。日本企業は、ただ参画し、既存

の欧米企業によってつくられたイニシアチ

ブの政策や基準に対応しているだけでは、

その既存の企業が注視する問題にしか対処

することができない可能性がある。このよ

うな姿勢では、日本企業はイニシアチブ内

での発言権も弱く、先進国の一員として社

会課題の解決に貢献できていない。このよ

うなことから、日本企業の課題として、国

際イニシアチブに参画するだけではなく、

基準や規則の策定段階の場に関わっていく

ことが必要である。 

  

【小括】 

 企業のグローバル化が進み、日本企業は

国際社会において様々な社会問題に直面し

ている。その中で日本企業は、企業単体、

また一国内での活動だけに留まらず、業界

全体で同じ方向性を共有し、人権問題を含

めた様々な社会問題の解決に向けた活動を

行っていくことが重要である。その 1つの

手段として、第 2 節で挙げた参画の意義よ

り、国際イニシアチブは有効である。本章

の狙いは国際イニシアチブの重要性や課題

を通して日本企業の今後求められる行動を

考察していくことであったが、以上より、

日本企業は今後国際イニシアチブに基準や

規則の策定段階から積極的に参加し、世界

の持続可能な発展を牽引していくべきであ

ると結論付ける。 

 

脚注 

(※1)RSPO は、8つの原則と 43の基準を定め、新た

に手付かずの森林や保護価値の高い地域にアブラヤ

シ農園を開発しないこと、労働者・小規模農園との

公平な関係を求めている。具体的には、透明性への

コミットメント、生産及び搾油・加工時におけるベ

ストプラクティスの採用、環境に対する責任と資源

及び生物多様性の保全、農園、工場の従業員及び、

影響を受ける地域住民性への責任ある配慮などが原

則に含まれている。 

 

(※2)  「グリーンピース・インターナショナル」

の調査により、P&Gはトラやオランウータンの生息

地の破壊、泥炭地の破壊、野焼きなどを行う非常に

問題のある生産者からパーム油を購入していること

が発覚した。 

 



 

47 

  

 

第 6 章 全体総括 

 

 本研究では、日本企業の CSR課題として

挙げられる①「ガバナンス強化と人材の多

様化推進」②「社会開発視点の事業展開」

③「人権尊重を徹底する仕組みづくり」④

「実効性の高いステイクホルダー･エンゲ

ージメント」の中で、人権問題をテーマに

設定して研究を行った。 

 人権問題の中でも、企業がグローバルに

経営を拡大する中で、バリューチェーンの

管理が求められるという理由から、サプラ

イチェーンにおける人権問題に注目した。

「ラナプラザ崩壊事故」などに代表され

る、企業のサプライチェーン上で発生した

人権に関する悲惨な事件が多発する中、国

際社会で人権問題に対する議論が高まって

きている。このグローバルな人権問題に関

する議論の中で、様々な国際的な指針が策

定された。その中でも、国家だけでなく企

業に対しても、具体的に人権課題への取組

みを促す「ビジネスと人権に関する指導原

則」は特に重要な原則である。そしてこの

「指導原則」は様々な国際的なガイドライ

ンの策定・改定に影響を与えた。このよう

なグローバルレベルでの動きを受けて、日

本においては、日弁連による「人権デュ

ー・ディリジェンスについての日本企業向

けのガイダンス(手引)」の策定、国別行動

計画の策定を求める意見書の提出といった

動きが見られた。 

 人権問題に関する議論が高まり、企業に

対して人権尊重の取組みが一層求められて

いる中、日本企業はどのようにサプライチ

ェーンにおける人権問題に取組んでいるの

か、人権デュー・ディリジェンスの視点を

基に企業研究を行った。 

 ファーストリテイリング、NEC、アシッ

クスの 3社の事例研究を行った結果、各企

業の人権課題に対する取組みについて、人

権方針やモニタリングなどのプロセスにお

いて不十分な点が存在した。今後、企業は

人権課題を重要課題とし、より取組みを強

化する必要がある。さらに、日本企業の人

権課題への取組みが不十分である背景に

は、政府や市民なども含めた日本全体で、

人権問題への関心が低いという現状があ

る。実際に、日本の政府・NPO・市民は、

欧米と比べても人権問題に対する取組みが

極めて少ない。 

 しかし、企業のグローバル化が進む現

在、日本企業は海外の動向に目を向ける必

要がある。そして、日本企業は国際イニシ

アチブに参画し、人権問題をはじめとした

社会問題に積極的に取組むべきである。こ

れにより、各企業にとっても海外企業の動

向を知ることやサプライヤー間での情報共

有ができることに加え、業界全体での対応

が可能になる。しかし現状では、欧米と比

較して日本企業は国際イニシアチブへの参

画状況は不十分である。国際イニシアチブ

側にも、取組みの実効性などの課題はある

が、日本企業はまず人権課題を含めた社会

課題の解決に向けて国際イニシアチブへ参

画していくべきである。さらに日本企業は

今後、受動的な姿勢で参画するだけではな

く、国際イニシアチブに基準や規則の策定

段階から積極的に参加し、国際社会の持続

可能な発展を牽引していくべきである。  
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プロジェクト研究アンケート 
 

現在のご職業を選択ください 

 

当ゼミの研究発表を 

どこでお知りになりましたか 

本日の発表の長さは 

どの程度長いと感じましたか 

本日の発表の内容は 

どの程度わかりやすいと感じましたか 

 

本日の発表の方法（スライド、発表の話し

方）はどの程度わかりやすいと感じましたか

 

  

会社員

18%
自営業

0%

大学生/大学院生

64%

高校生

0%

主婦

12%

その他

6%

担当教授紹介

21%

ゼミ生紹介

55%

ゼミOB/OG紹介

0%

早稲田祭HP

3%

その他

21%

長い

15%

ちょうど良い

85%

短い

0%

とてもわかりやすい

33%

わかりやすい

64%

わかりにくい

0%

どちらでもない

3%

とてもわかりやすい

36%

わかりやすい

61%

わかりにくい

3%

どちらでもない

0%
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・CSR に関する広いところから、具体的な事例、そして解決策につながっていて聞いていてと

ても分かりやすかったです。（大学生/大学院生） 

・実際の企業をあげて説明していたので、わかりやすかったです。（主婦） 

・難しい題材をわかりやすく分析できていてよかったと思います。（会社員） 

・よくまとめてくれていたと思います。（会社員） 

・大きなテーマでしたのでこの内容をどう社会に落とし込んでいくのかが重要であると思い

ます。その方法があれば、社会は変わっていくと思いました。（会社員） 

・大変よくまとまっていたと思います。グループ研究なので、難しいとは思いますが、皆さん

自身の“個”としての想いや軸がもっと出ていてもさらに良かったのかなとも思います。（そ

の他） 

・基本的な概念の説明からされて、わかりやすかったです。（大学生/大学院） 

・CSR に関する基本的な情報の提供、企業や国際イニシアチブの実例乃提示が含まれており、

とても分かりやすかったです。（主婦） 

・問題提起（テーマ設定）の根拠が明確で、その後の結論までの流れがとても分かりやすかっ

たです。（会社員） 

・事例の考察があることでわかりやすく、おもしろいと思いました。（大学生/大学院生） 

・各章の総括や導入の説明が分かりやすかったので、流れが一貫しており、理解しやすかった

です。ただ、用語が難しくて、完全には理解できませんでした。（大学生/大学院生） 

・NPO が企業を非難しているケースが多かったのですが、NPO は具体的にどんな取り組みをし

ているのか、気になりました。（大学生/大学院生） 

・CSR 経営についてあまりまだ知識がないのですが、発表を聞き、CSRの始まりや課題につい

て知ることができました。企業には解決しなければならない課題がたくさんあると分かりま

した。（大学生/大学院生） 

・前章の内容をまとめた上でそれに関連する事例に次々と論点を移していて、聞いていて興味

をひかれた。また事例研究の分析もわかりやすかった。（大学生/大学院生） 

・日本企業における人権問題ということでお話を聞く前は労働環境についてのことかなと、ぼ

んやりとしたイメージしかなかったのですが、しっかり課題を理解できました。企業だけでな

く、国内だけでなく・・というのも理解できるのですが、どうしても「核」のような策が見え

にくかったかもしれません。（大学生/大学院生） 

・人権問題、特にアジア企業の場合で悪いというより重視していない状態でやっぱり利益と文

化の壁があって実際に解決できないと思う。（大学生/大学院生） 

・小括、総括で議論が整理されていて、わかりやすい発表だったと思います。ただし、日本企

業の課題に対してもう少し厚みのある解決策があるとよりよかったと思います。（大学生/大

学院生） 

・人権デュー・デリジェンスの説明、事例研究など、とてもわかりやすくまとまっていたと思

います。（大学生/大学院生） 

・CSR の知識がない人が聞いても理解のしやすい内容だったと思います。（大学生/大学院生） 

・51 で提示した考察に対して、発表者としては、今後日本企業はどのように対応すればよい

と考えているのか示す必要があると思う。海外に目を向けることは重要であると思うが、人権

に対して十分に取り組めていない日本企業が積極的に国際イニシアチブへ参画していくこと

は難しいのではないか。（大学生/大学院生） 

・国際イニシアチブに関して、日本企業が率先して調達基準をつくろうとしている例もあるの

で、調べてみたら良いと思います。（大学生/大学院生） 

・手元資料と内容が合っていて、わかりやすかった。発音も良好。もっと自信をもって堂々と

して良いですよ。（会社員） 

・スライドが簡潔で見やすく、わかりやすかったです。（大学生/大学院生） 

・セクションをはっきり分けて論理的に構成されていたので、わかりやすかったです。スライ
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ドもただの貼り付けではなくて表を自作してあったり、アニメーションを用いたりしていて、

視覚的にも理解の助けになりました。（大学生/大学院生） 

・自分の勉強不足で、知らない単語が、研究用語集のプリントのおかげで理解することができ

てとてもよかったです。発表しながらその都度発表の流れや章のまとめを行ってくださった

ので、とても分かりやすかったです。（大学生/大学院生） 

・スライドに関しては図を有効的に使えていてわかりやすかったです。しかし、もう少し、1

つのスライドに詰める情報量が少ないとより見やすいと思います。（大学生/大学院生） 

・話し方がゆっくりで、聞き取りやすかったです。各章にまとめがあり、次の章の理解がより

深まりました。（会社員） 

・資料の画像 1表が小さくてもったいないです。次回は大きめに印刷してください。（会社員） 

・プロジェクト研究用語集を用意してくださったので、わからないまま進むことがなく、わか

りやすかったです。スライドも見やすかったです。（大学生/大学院生） 

・話の内容に沿った資料があったのでわかりやすかったです。（主婦） 

・各章ごとでしっかり内容が異なっていたので、変単に感じなかったのが良かったのですが、

その分、前の章との関連を自らで考えながら聞く必要がありました。言葉でもスライドでも、

もっとつながっていく部分が伝わるとおいいなと思いました。（大学生/大学院生） 

・難しいことではあるが、原稿を読むのではなくもう少し聞き手を見ながら発表できれば良い

と思った。（大学生/大学院生） 

・スピード、声の大きさがちょうどよく、聞きやすかったです。（大学生/大学院生） 

・スライドはとても見やすくできていたと思います。口頭で話している中で、引用したものな

のか、自分たちの意見なのか、といったことがわかりづらいと思ったので、今後は「～による

と」とか引用したものはそういう感じで言った方が良いかなと感じました。質問への回答はも

っと自信をもって言っても大丈夫だと思いました。（大学生/大学院生） 

・読み手のことを考えて作られたスライドでわかりやすかったです。（大学生/大学院生） 

・膨大な資料の中で丁寧に一つ一つスライドをつくっていました。しかし、プレゼンテーショ

ンという点をもう少し意識した方が発表に抑揚がつき、良くなると思う。イラストや図でまと

めてみて。（大学生/大学院生） 
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おわりに 

 
 谷本先生が一橋大学から早稲田大学に赴任されてから 5年の月日が経とうとしています。

これまで谷本ゼミが築き上げてこられた伝統を受け継ぎ、さらなる発展に貢献できるよう、

私たち５期生一同は日々邁進してまいりました。 

 
 今年度は例年と異なり、夏合宿を谷本先生の赴任先である国立台北大学にて 9月末におこ

ないました。夏合宿では、4期の先輩方とともに谷本ゼミとして一丸となり現地の学生に向

けて研究発表をおこないました。私たちが 10 月初頭より準備してきたプロジェクト研究はこ

の夏合宿での発表がベースになっており、私たちが 7月から取り組んできた一連の活動がひ

とつの論文として完成いたしました。 

 
 本論文作成にあたっては、谷本先生より台湾からもメールやスカイプを通じて丁寧なご指

導を賜りました。また、森塚さんにはいつも学習環境をサポートしていただき、谷本研究室

の院生や先輩方からは多くのアドバイスをいただきました。皆さまの支えのもと、こうして

論文を完成させることができたことを５期生一同心より感謝いたします。今後も三大学ゼ

ミ、ステイクホルダー・ミーティング、卒業論文とステップアップし、伝統ある谷本ゼミを

より一層発展させるべく、一同気を引き締めて努めてまいります。 

 
 最後に、谷本ゼミでのご縁を大切にし、寛逓会で末永くお付き合いできることを心より願

っております。 

 

 

 
2016 年 11 月 26日 

第 5期谷本ゼミナール幹事長 守谷勇治 
第 5期生一同 

 
 


