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—サプライチェーンにおける人権問題を通してー
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日本企業のCSR課題について、
ビジネスと人権をテーマに考察
しています。

研究内容
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1. CSRとは

1-1. CSRとは

6[谷本2006]
を元に作成
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CSRとは「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。」

(谷本寛治, 2006)

source: Tanimoto Office HP

1. CSRとは

1-1. CSRとは
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 1992年：inリオ
国連環境開発会議

2002年：in ヨハネスブルク

持続可能な発展に関する
世界サミット

1995年：inコペンハーゲン

世界社会開発サミット

 

「環境」中心の議論

1. CSRとは

1-2.持続可能な発展を求めるグローバルな潮流

「貧困,雇用,社会的統合」を含
めた議論

「経済」「環境」「社会」を含め
た議論

・社会的に責任ある企業としての役割・活動
・パートナーシップの重要性
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2012年：  2015年 ：

・グリーンエコノミー
(環境保全と経済成長の両立)

・セクターを超えた
コラボレーションの重要性

1. CSRとは

1-2.持続可能な発展を求めるグローバルな潮流
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グローバルなレベルでの持続可能な発展に関する議論

◎「経済」・「社会」・「環境」を含めた考え方が求められるように
◎様々な国際基準やルール作りの段階から企業も参画

　⇒企業は受け身の体制ではなく、いかに経営に生かして
いくかが重要に

◎グリーンエコノミー（環境保全と経済成長の両立）の市場形成

＜企業に期待される役割が変化＞

source: 谷本（2013）

1. CSRとは

1-2.日本におけるCSR発展の背景
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＜国外的要因＞
● グローバルレベルでの議論

● NGOによる企業批判/評価、協働

● 海外のSRI評価機関からの評価/質問票

● サプライチェーンにおけるCSR調達の広がり

● 経営者団体/NGO/国際機関による行動規範

● ECにおける持続可能な発展、CSRに関する会議/政策

＜国内的要因＞
● ボランティア意識/NPOの台頭

● 日本企業のグローバル化の進展

● バブル崩壊後、外国人機関投資家の持ち株比率増加

● 消費者/地域社会との新たな関係

1. CSRとは

1-2.日本におけるCSR発展の背景

日本企業への影響要因



本研究のねらい
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日本企業のCSR経営の現状と
今後求められる取り組みを考察する

本研究では...
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2. 日本企業のCSR経営上の課題とは

＜現在、日本企業が抱えているCSR課題＞

人権尊重の徹底

ガバナンス強化
人材の多様化促進

社会的事業

ステイクホルダー・
エンゲージメント

ガバナンス強化
人材の多様化促進

社会的事業

ステイクホルダー・
エンゲージメント

人権尊重の徹底



「特に」注視している項目(3つまで

選択可)

77.3％「環境」
48.9％「公正な事業慣行」
40.9％「労働慣行」
26.1％「人権」

出所：企業活力研究所(2015

「（ISO26000に基づくアンケート)
15

2. 日本企業のCSR経営上の課題とは

ISO/SR国内委員会を元に谷本ゼミが作成



海外事業所における人権

16

人権に対する意識の高まり

女性差別

障害者差別

外国人差別

LGBT

2. 日本企業のCSR経営上の課題とは

谷本(2013)より



2. 日本企業のCSR経営上の課題とは

日本企業のサプライチェーンに関する調査
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出所：日本総合研究所（２０１２）を参考に谷本ゼミが作成
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2. 日本企業のCSR経営上の課題とは

中でも、海外事業所における人権への対応が不十分

日本企業のCSR経営上の課題の一つは

サプライチェーンにおける人権課題

人権に対する取り組みは日本企業の課題である

本章のまとめ



本研究のねらい
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日本企業のCSR経営の現状と
今後求められる取り組みを考察する

本研究では...

サプライチェーンにおける人権課題

を通じて
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【サプライチェーンにおける人権問題とは】
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3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-1. 人権に関する具体的な事例

素材 廃棄物

採取国
の

人権問題

取引先工場
での児童労働

など
劣悪な労働環境

進出国の
商習慣や

労働慣行の違い

賄賂を
要求する
商習慣

健康被害

不法投棄

環境破壊

地方行政からの賄賂

富士ゼロックスの資料を元に谷本ゼミが制作

消費者
使用時

流通製品部品



①ラナプラザ・ビル崩壊事故(バングラデシュ2013)
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3. 

3-1. 人権に関する具体的な事例

縫製工場

ラナプラザ

人権問題

仕事場の危険性

長時間労働
低賃金労働
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②自動車生産サプライチェーンでの問題（ブラジル2012）

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-1. 人権に関する具体的な事例

サプライチェーン（自動車生産）

人権問題環境問題

鉄生産の過程

劣悪な住環境

4000件以上の
過酷労働

違法伐採

不十分な廃棄作業
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1980~90年代　

企業の経済活動の多国籍化

人権侵害問題が多発

国内の本社だけではなく、

"サプライチェーン全体での人権侵害/労働問題への配慮"

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流

NPO/NGO
などから

大きな批判

新興国における

劣悪な労働環境等



90年代以降　
人権に関する国際的な指針・イニシアチブが策定された

近年注目されているサプライチェーンにおける人権課題

● 紛争鉱物　➡　2010年ドット・フランク法

● 奴隷制度　➡　(例)2014年6月のタイの漁船での奴隷制
　　　　　　　　　　　　                                                (The guardian調査より)

　　　       ➡　2015年3月現代英国奴隷法
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3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流

1997年　　　　 ILO 多国籍企業原則三者宣言
2000年　　　　 国連グローバルコンパクト
2005〜2011年　 　ラギー報告
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背景：
「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」と議論があがっていた

▶ラギー報告書
国連事務総長に任命されたジョン・ラギーが2005〜2011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

❖ 2008年:
「人権の保護,尊重,救済の枠組み」が国連人権理事会により採択された

国家による
人権の保護

企業による
人権の尊重

人権の救済へ
のアクセス

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流



企業が人権を尊重するために求められる行動

▶人権を尊重する責任を果たす方針によるコミットメント

▶人権デュー・ディリジェンス・プロセス

▶企業が原因の人権の負の影響からの是正プロセス
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❖ 2011年：

「ビジネスと人権に関する指導原則」
が国連人権理事会で採択された

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流



１
２ ３

４

【人権デュー・デリジェンス】

企業活動による人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し
そしてどのように対処するかというPDCAサイクルを回すこと
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ラギー報告書は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

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流

人権への負の影響の
特定、分析、評価

情報提供

適切な対処のための行動 継続的追跡評価
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世界人権宣言・　国際人権規約・　ILO中核的労働基準　

ベース

ISO26000 OECD多国籍企業行動指針

3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. グローバルな潮流

ビジネスと人権に関する国連フレームワーク
「保護/尊重/救済」



「ビジネスと人権に関する指導原則」を受けて

日本弁護士連合会による取り組み

人権問題に対し様々な委員会を設置して取り組みを行っている

● 人権デュー・デリジェンスについての日本企業向けの
ガイダンスを公表

● 政府に対し国別行動計画の策定に向けた意見書を提出
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3. 人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは

3-2. 日本国内の動向



日本国内の動向

グローバルな潮流

▶企業の経済活動の多国籍化
→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
　求められるように
▶ラギー・フレームワーク
▶ビジネスと人権に関する指導原則

3.人権問題に関するグローバルな潮流と日本の動向とは
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▶国別行動計画への意見書の提出
▶人権デュー・デリジェンスについての日本企業向けのガイダンス

本章のまとめ
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

【事例研究の３つの視点】
ー人権デューデリジェンスを元に作成ー

 ①人権方針の策定

②人権課題に対する具体的行動

　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 是正への取り組み

 ③情報開示
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

【人権方針の策定】

2004年「生産者向けのコードオブコンダクト」制定

ファーストリテイリング社ウェブサイト　http://www.fastretailing.com/jp/csr/business/monitoring.html



【a. リスクの特定・評価】

生産工場（１次サプライヤー）における

・強制労働

・児童労働

・安全な労働環境の確保

36

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

下請け



【b. リスク軽減のための適切な行動】
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

ファーストリテイリング社 CSRレポート2016より



【c. 是正への取り組み】－モニタリング結果を受けて－

→問題発覚の際は、改善指導や取引停止の措置

38

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

ファーストリテイリング社 CSRレポート2016より
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

潜入調査・バッシング



中国における下請け工場での強制労働

①低賃金での長時間労働

②劣悪な労働環境

③不当な罰金システム

④機能不全の労働組合

サプライヤーへの適切なサポート

　　　　　FR社のCSRポリシーの遵守

　　　　適切な情報開示

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

40

勧告
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

【c. 是正への取り組み】

・人員増強

　　　→労働時間改善へ

・工場の改修

→労働環境改善へ

・FLA加盟

→グローバルレベルの対応実施へ



【c. 是正への取り組み】

・罰金制度の撤廃

・素材工場へのモニタリング開始

・生活賃金保証への取り組み

・NGO側との継続的な対話
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①

下請け

下請け



【情報公開】

＜CSRレポート＆ウェブサイト＞

・モニタリングプロセス

・モニタリング結果

・NGOからの指摘への対応

・サプライヤーリスト

・使用している有害化学物質

43

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究①



国際行動規範などに基づいた「NECグループ人権方針」

【人権方針の策定】
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

※NEC  CSRレポート（2015）　p.77より



【人権課題に対する具体的活動】

5段階に詳細化

45

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

   ※NEC 
　CSRレポート（2015）
　p.79より



　【a. リスクの特定・評価】

国・地域ごとに 特有の人権課題を把握

専門家とのステイクホルダーレビュー

洗い出したリスク
サプライチェーンの労働慣行および紛争鉱物 ect.
    

46

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

下請け



【b. リスク軽減のための適切な行動】

・国内のグループ従業員全員に、「企業と社会」のweb研修の実施。

※NECのCSRレポートをもとに谷本ゼミが作成。

・人権ホットライン窓口

・国際会議での報告と情報交換

・年度ごとのアンケートによる「リスク管理実態調査」 47

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

2013年度 2014年度 2015年度

web研修 24000 23538 22063

集合研修 4000 2932 2030



サプライチェーンのモニタリング活動：

グループ社員による現地での直接質問
とチェック

48

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

下請け工場の従業員寮までチェック
を行っている。 

 ※NEC CSRレポート（2015）p.64

モニタリングの実施頻度
2014年度:３工場、2015年度：４工場のみ

モニタリングの質、量の改善
外部ステイクホルダーのモニタリング参画

NPOからの指摘



【c. 是正への取り組み】

サプライチェーンの多面的な実地診断による問題点の是正

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
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4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②

NECからの是正勧告

改善に向けて進捗状況の確認



【情報公開】

＜CSRレポート＆ウェブサイト＞

・人権方針に関する記載

・人権に取り組む根拠

・デューデリジェンス・プロセス

・具体的な人権活動

・モニタリングの実施件数

・実施に関する細かい概要
50

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-1. 事例研究②



4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-2. 事例の考察

1.　FAST  RETAILING

51

【人権方針の策定】

【人権課題に対する具体的行動】

取引先に遵守を求める方針→「コードオブコンダクト」

FR社が考える人権尊重についての方針→見つからなかった

【情報開示】

CSRレポートやHPに監査プロセスや是正の進捗などこまめに公開

サプライヤーリスト・有毒物質など、開示を求められるも拒んでいる

堅実なモニタリング・是正プロセス

監査の目が届かなかった例や、監査対象外の工場で問題発生



4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-2. 事例の考察

2.NEC

52

【人権方針の策定】

【人権課題に対する具体的行動】

国際的な基準や動向に基づいた、

全社的な人権方針として「NECグループ人権宣言」を策定

自社に合わせて細分化したデューデリジェンス・プロセスを作成

サプライチェーンに実地診断を行い是正活動を行っている。しかし、活動の

頻度には問題あり（2015年度：4社のみ）

【情報開示】

CSRレポートに人権活動の紹介は行っているが詳細な内容は記載なし
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指導原則に基づいた人権デューデリジェンスについて、

それぞれの企業に不十分な点が見られ、人権侵害が発生し

批判を受けるリスクはどの企業にも存在する

日本企業

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-2. 事例の考察

各企業それぞれ課題を抱えているため、

人権問題に対するさらなる取り組みが必要である。

小括
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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。

出所：企業活力研究所（2013年）

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-3. 日本国内の他セクター(市民,政府,NPO)の現状

日本では企業だけでなく政府や市民も

人権問題への関心/取り組みが不十分



日本政府

➡� 国際労働基準、国内人権機関、人権取引議定書、差別
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NPO

➡� NPOの法人数、NPOの主要活動分野

市民

➡� NPO/ボランティア活動への参画、人権問題への関心

日本の政府/NPO/市民は欧米と比べても人権問題への
関心が低く、実際の取り組みも少ない現状

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

4-3. 日本国内の他セクター(市民,政府,NPO)の現状
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企業 政府 NPO 市民

4. 日本企業の人権問題に対する取り組みの現状とは

本章のまとめ

日本全体として人権問題への関心が低く
取り組みが不十分
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5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について

日本企業は人権問題に対する取り組みが不十分である

企業のグローバル化が進む現在、
日本企業は人権問題を無視することはできない

　国際的なイニシアチブへの参画

海外に目を向ける必要性
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【国際イニシアチブとは】

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について

各業界において社会問題に取り組むために、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
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貧困

汚職

人権

環境

・・・

国際イニシアチブは、人権問題に取り組むだけでなく、 
現在世界で問題となっている環境や貧困、汚職といった
社会問題を解決する手立てとなる

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-2 参画の重要性と課題
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【パーム油とは】

アブラヤシの果肉から得られる、世界で最も生産されている植物性油脂
マレーシア・インドネシアを中心に大規模な農園開発が行われている

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について
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環
境
面

①熱帯林、泥炭湿地林の消失
②絶滅の恐れのある野生生物、生物多様性の減少
③伐採、森林火災による温室効果ガスの大量排出
④プランテーションの開発と栽培による土壌、水、大気の汚染

社
会
面

①森林に依存する先住民等との軋轢
②農園における劣悪な労働環境、人権侵害
③周辺住民と生息地を奪われた野生動物（ゾウ、トラ）との衝突

需要の拡大により
さまざま悪影響が発生

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について



5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について

63

▶設立：2004年
▶目的：持続可能なパーム油生産の促進
▶活動内容：パーム油の認証基準策定など

【RSPOとは】
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国際的な
イニシアチブ

目的 活動内容

電子業界のサプライチェーンの中で起
こる社会・環境・倫理問題に対する業
界標準の作成を目指す

労働・安全衛生・環境保全・管
理の仕組み・倫理の5項目か
ら成る行動規範の策定

サプライチェーンにおいての自動車業
界の合理化と人権、紛争鉱物などの
問題解決を目指す

ガイドライン設定
協議会開催

アパレル業界における、大量消費によ
る環境・労働問題といった持続可能性
に関する問題の解決を目指す

環境への負荷を計測する独自
の指標の設定、会議、サミット
の開催

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-1 国際イニシアチブへの参画について



5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-2 参画の重要性と課題

国際イニシアチブ参画
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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

企業にとって・・・

▶海外企業との情報共有が可能に

業界にとって・・・

▶�統一した基準をつくることで、社会的課題に対し業界全体共通理解を
持つことができる

▶�NGOなどの指摘に、業界全体で対応できる



✔国際イニシアチブの課題点
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▶欧米と比べ、日本企業の参画状況とその取り組みが不十分

▶参加企業の受け身的な姿勢

企業側

▶取り組み自体が効果的に機能しているとは言えない場合あり

イニシアチブ側

5. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

5-2 参画の重要性と課題



5．日本企業に求められる今後の取り組みとは
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社会問題解決のためにも日本企業は
国際イニシアチブに参画するべき

参画しても受け身的ではなく、積極的な姿勢が重要
　　　　

本章のまとめ

日本企業は今後、基準や規則の策定段階から加わり、
世界の持続可能な発展を牽引していくべき
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✔ 日本企業のCSR経営において

69

6.全体総括【２章】

➢ ガバナンスの強化/人材の多様化の推進
➢ 社会的事業の展開
➢ 人権尊重を徹底する仕組みづくり
➢ 実効性あるステイクホルダーエンゲージメント

＜日本企業が抱えている経営課題＞

➢日本企業は人権課題への意識が希薄
➢海外事業所における人権への対応が不十分

CSR経営上の課題
⇒サプライチェーンにおける人権課題
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6.全体総括【３章】

✔ 人権課題におけるグローバルな潮流とは

➢ 国際連合などを中心に国際的な枠組み・ガイドライン策
定が進んでいる

➢ 「保護,尊重,救済の枠組み」
「ビジネスと人権に関する指導原則」

✔ グローバルな潮流を受けた日本の動向とは

日本弁護士連合会

➢ 人権デュー・デリジェンスのためのガイダンス
➢ 国別行動計画策定に向けた意見書



各企業それぞれ課題を抱えているため、人権問題に対す

るさらなる取り組みが必要

具体的には・・・

➢ 方針の策定
➢ 適切なリスク評価
➢ 効果的なモニタリング
➢ 透明性の高い情報公開
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6.全体総括【４章】

✔ 日本企業のサプライチェーンにおける人権問題の取り組み　 
の現状とは

    
         



海外に目を向け、国際イニシアブに積極的に参画する
そして基準や規則の策定段階から加わり、世界の持続
可能な発展を牽引していく
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6.全体総括【４,５章】

✔ 日本企業だけが問題ということではない

日本の政府/NPO/市民は欧米と比べて人権問題への関
心が低く、実際の取り組みも少ない現状

✔ 今後日本企業はどう取り組むべきか



6.全体総括
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日本企業のCSR経営の現状と
今後求められる取り組みを考察する

本研究では...

結 論



6.全体総括
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結 論

　「サプライチェーンにおける人権問題」への取り組みが求めら

れ、日本企業は国内だけではなく、海外にも今以上に目を向け

る必要がある。

　その手段の一つとして、国際イニシアチブへの参画があげら

れる。そして、日本企業は策定段階から関わることで、世界の

持続可能な発展を牽引していくべきである。
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Thank you for listening !



質疑応答

76


