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１．はじめにー企業の人権尊重取組はライツ

ホルダーの救済につながっているか 

人権とは、人間が人間らしく尊厳をもって

幸せに生きる権利であり、すべての人が生ま

れながらに持つ権利である。 

 1970年代以降、経済活動のグローバル化が

進み、企業活動が地球環境や人々の暮らしに

大きな影響を及ぼす動きが拡大し、ビジネス

における人権リスクが高まっている。特に

1990年代以降、児童労働や強制労働、環境破

壊などが数多く報告されてきたことから、企

業を取り巻く消費者、労働者、地域社会、株

主などのステークホルダーから、企業に対し

て環境問題や人権尊重などの責任が強く問わ

れるようになってきた。    

人権については、国際社会においては、

1998年に「労働における基本原則及び権利に

関する ILO宣言」が採択され、2000 年には

国連グローバル・コンパクトが発足するなど、

労働における基本的権利に関する国際的な基

準やガイドライン策定などが進むようになっ

てきた。また、2000年代には人権尊重にかか

る指針策定の動きが活発になり、2011年には、

国連人権理事会において、人権の保護・尊重・

救済を枠組とする「ビジネスと人権に関する

指導原則（以下、「指導原則」という）1）が全

会一致で承認された。指導原則は、「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」の三つの柱から

構成されている。2016年 11月には、ジュネ

ーブの国連ビジネスと人権フォーラムの場で

各国の行動計画（National Action Plan、NAP）

策定が表明され、日本では約 4 年後の 2020

年に世界で 24 番目に「ビジネスと人権に関

する行動計画（2020～2025）（NAP）」2）が策

定・公表された。続いて、2021年には、外務

省は経済産業省と連名で、政府として初の「日

本企業のサプライチェーンにおける人権に関

する取組状況のアンケート調査」3）を実施し、

この調査結果を受けて、2022年には「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」4）（以下、「人権尊重ガイ

ドライン」という）を公表するに至っている。

海外に目を転じると、フランス、ドイツ、オ

ランダ等においては、人権デューディリジェ

ンス（以下、「人権DD」という）の実施等を

一定の企業に義務付ける法律の制定、EU に

おいては、2022 年 2 月、人権 DD の実施等

を一定の企業に義務付けること等を内容とす

るコーポレート・サステナビリティ・デュー

ディリジェンス指令案を公表するなど、企業

の人権尊重責任を巡る動きが加速している。

国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）発行

の指導原則解釈ガイド5）は、指導原則は、企
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業や市民団体、また国家から幅広い支持を得

て、多数の国際及び地域組織も自身の基準に

指導原則を反映させており、今後いっそう多

くの組織や企業が指導原則の実施について考

えるようになっている（OHCHR：2012、p.2）

6）と述べている。 

しかし、2021年、国連ビジネスと人権フォ

ーラムは、指導原則の策定から10年を迎え、

「UNGPs10+ビジネスと人権の次の 10年の

ためのロードマップ」を発表し、実効的な人

権デューディリジェンスを実施している企業

があまりにも少ないとの現状報告を行ってい

る（UN：2021、p.22）7）。また、2022年の

同フォーラムは、「ライツホルダーを中心に～

次の 10 年における人と地球を大切にするビ

ジネスの促進のための責任の強化」をテーマ

に開催された。その背景には国や企業による

「ビジネスと人権」の取組みが人権侵害に直

面する人々の救済につながっていないとの危

機感がある。国や企業の取組がどれだけ盛ん

になっても、人権侵害を受けている当事者の

声をメカニズムの起点としなければ、真の救

済にはつながらないとの強い問題意識が見て

取れる8）。 

本論文では、企業における指導原則にもと

づいて、ビジネスの影響を受ける人々の人権

リスクの取組みについて、次のとおり考察し

ていく。 

第一に、企業における「リスク」への対応

と人権リスクの取組みへの期待について 

第二に、人権リスクの捉え方における経営

視点とライツホルダー視点について 

第三に、ライツホルダー視点における考慮

事項について 

第四に、ライツホルダー視点を反映する人

権リスク評価について 

 

２．企業における「リスク」への対応と人権

リスクの取組みへの期待について 

2.1 リスクへの対応としてのリスクマネジ

メント 

 企業を取り巻く社会情勢は年々複雑化して

おり、企業は自社を取り巻くさまざまなリス

クにおける経営への脅威が存在することから、

リスクマネジメントを実施している。リスク

マネジメントは、組織の目的に影響を及ぼす

リスクを効果的・効率的にコントロールする

ことを通じて、組織の価値の維持・向上を目

指す活動である。リスクマネジメントについ

ては、国際規格 ISO31000：2018（リスクマ

ネジメント―指針）9）があり、リスク特定、

リスク分析、リスク評価、リスク対応、モニ

タリングの一連のプロセスがある。また、企

業によっては、情報リスク、品質リスク、環

境リスク、事業継続リスク、財務リスクなど

リスクの種類ごとに異なるプロセスを持って

いることもある10）。 

リスクマネジメントは、上述のリスク対応

の一連のプロセスを通して行われるが、その

プロセスの最初のステップであるリスクの認

識が重要である。なぜなら、リスクの認識を

誤ればその後に適切なプロセスを踏んでも効

果的なリスクマネジメントとはならないから

である。現在、マネジメントの対象となるリ

スクは、自然災害やパンデミックなどの自然

関係、政策変更や為替変動などの政治経済関

係、技術革新や競合参入などの市場関係、サ

イバーテロや情報漏洩などの情報管理関係、

ハラスメントや知的財産権侵害などの社内統

制的関係などさまざまな領域に及ぶようにな

っている。近年は、サステナビリティを巡る

リスクがクローズアップされており、2023年
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1月、世界経済フォーラム（World Economic 

Forum、 WEF）が発表した「グローバルリ

スク報告書 2023 年版」では、短期・長期の

TOP10のリスクのうち、気候変動緩和策の失

敗など環境が 5項目、生活費の危機など社会

が 3項目あがっている11）。 

また、リスクマネジメントの目的と視点に

ついて、「リスクを取り巻く環境変化とステー

クホルダーの企業に対する期待が高まる中で、

リスク管理の対象や視点を変える必要性が高

まっている」とし、「従来、自社が直接的に被

る損失に焦点を当てた管理がなされており、

ステークホルダーへの対応はリスク管理の範

疇と言うよりは、付加価値提供の側面で捉え

ることが多かった」ことから、「自社のリスク

に閉じた管理から広くステークホルダー、特

に顧客視点から捉え直す時機に来ている」（辻

田：2020、p.6）12）との指摘も見られるよう

になっている。 

 

2.2 指導原則におけるリスクマネジメント

への期待 

 指導原則は、企業の人権尊重責任について、

リスクマネジメントへの期待に関わる内容に

言及している。「人権デューディリジェンスが、

単に企業自らに対する重大なリスクを特定し、

対処するばかりではなく、権利保持者側に対

するリスクをも含むのであれば、これをより

幅広い企業のリスクマネジメント・システム

のなかに入れることができる。」（指導原則 17

解説）13）や「人権への影響を評価するための

プロセスは、リスク評価や環境・社会影響評

価などの他のプロセスのなかに組み込むこと

ができる」（指導原則 18 解説）などである。

しかし、「企業自らに対する重大なリスク」と

してのリスクマネジメントに「権利保持者（ラ

イツホルダー）のリスク」にどのように組み

込むかまでは提示していない。企業にとって

は、これまでのリスクマネジメントをどう変

えていくかについて明確にはなっていない。

その結果、企業はライツホルダーの人権リス

クに十分対応できていない懸念があり、そこ

が本論文の問題意識でもある。 

 

３．人権リスクの捉え方における経営視点と 

ライツホルダー視点について 

３.1 指導原則におけるライツホルダー視点 

指導原則は、企業の人権尊重責任について、

人権方針の策定、人権デューディリジェンス

う（以下、「人権DD」という）の実施、グリ

ーバンスメカニズム（苦情処理メカニズム）

の仕組みを求めている。このプロセスで重要

な役割を果たすのが人権DDであり、人権の

「負」の影響を特定・評価して取り組むこと

が求められている。この人権の「負」の影響

が人権リスクである。そして、このリスクは

ライツホルダーが受けるリスクであり、「人権

への影響への関与が企業に与えるリスク」で

はないと明記して

いる（OHCHR：

2012、p.7）。また。

OECD「責任ある企

業行動のためのデ

ュー・ディリジェン

ス・ガイダンス」（以

図表１：人権リスクにおけるライツホルダー視点と経営視点 

ライツホルダー視点          経営視点 

 

 

 

 

出所：筆者作成 

労働者の権利リスク 

消費者の安全リスク 

子どもの権利リスク 

住民の権利リスク 

法務リスク 
財務リスク 
オペレーションリスク 
レピュテーションリスク 
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下、「OECD ガイダンス」という）において

も多国籍企業行動指針に基づくリスクの理解

として、「多くの企業にとっての『リスク』と

いう言葉は、主に企業に対するリスク（金融

リスク、市場リスク、操業上のリスク、社会

的評価のリスク等」を意味する）であるが、

「本指針では、人々、環境、社会に対して、

企業が原因となったり助長したりするまたは

直接結びつく負の影響の可能性に言及してい

る。つまり、企業の外側に目を向けたリスク

に対するアプローチである。」と述べている

（OECD：2018、p.15）14）。このように人権

リスクについては、企業に与える影響を考慮

する視点ではなく、ライツホルダーへの影響

を考慮する視点に立った責任を果たすことを

求めている（図表１）。 

 

３.2 ライツホルダー視点と経営視点の差異 

ライツホルダー視点と経営視点の差異はど

こに表れるのだろうか。サプライチェーン上

で児童労働が行われている場合を例に取ると、

人権リスクをライツホルダー視点で考えると、

子どもたちが教育を受ける機会や保護を受け

て健康で安全な生活を送る権利を奪われてし

まうなどライツホルダーの権利への影響に取

り組むことを意味することになる。それに対

して、経営視点で考えると、これらの人権リ

スクは、訴訟などの法務リスク、ストライキ

や人材流出などのオペレーションリスク、不

買運動などのレピュテーションリスクなど、

経営に影響に取り組むことを意味することに

なる。 

そこで、企業の人権侵害として、強制労働

や児童労働、さらに労働者の賃金差別や長時

間労働の問題が存在する場合において、NGO

が強制労働や児童労働の問題のみを指摘して

いる場合を例に挙げると、企業がライツホル

ダー視点で対応するならば、いずれの人権事

例にも対応することになるが、経営視点で対

応する場合、強制労働や児童労働のみが自社

に影響を与えるリスクとして対応し、賃金差

別や長時間労働の問題に対応しないという懸

念がある。また、日本では NGO や消費者・

市民が企業の人権リスクに対して、問題にし

て行動する例が少ないとして、グローバル企

業において、海外の市場と日本の市場での対

応に差をつけることがよく見られるが、まさ

に人権リスクを経営視点で捉えているからに

ほかならないと考える。 

企業が指導原則で求められるライツホルダ

ー視点で人権尊重責任を実践するためには、

企業がいかに人権リスクをライツホルダー視

点で対応することができるかがカギを握る。 

そこで、次に人権リスクをどのように捉え

て対応するかについて先行研究を見ていく。 

 

3.3 先行研究―経営視点に重点を置くもの 

 企業の実務においては、人権リスクの顕在

化や企業の責任を問う声の高まり、NGO 等

ステークホルダーからの問題提起、さらには

人権にかかわる規制などを「経営リスク」と

して強調し、企業の人権リスクの取組みを動

機づけようとする動きが大きくなっている。

このような考え方を取る研究には、以下のよ

うなものがある。 

 第一に、機関投資家の ESG 投資の関心の

高さをもとに、ESG投資においては、投資判

断に投資先の中長期的な企業価値向上とリス

ク回避による持続安定性を取り入れるために、

ESGの S（社会）に区分される人権を尊重し

た事業活動を行うことが重要とする見解があ

る。そこでは人権リスクを管理するに当たっ
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て有効なフレームワークとして指導原則にも

とづくことが求められるとするものの人権侵

害により糾弾され、調達の継続困難によりビ

ジネスの継続困難や、人権に関するイシュー

が自社事業およびサプライチェーンにとって

与える影響についてのリスクを評価しようと

する（猿田晃也、今井由美子、岩井美穂：2020、

pp.2-4）15）。 

 第二に、「『人権リスク』を『ビジネスリス

ク』としてのみ捉えるのは正しくない。だが

それでも、経営の変革で結果を出すためには、

あくまでもビジネスの論理の中で『人権』へ

の取り組みの合理性を説かなければならな

い。」とする見解もある（羽生田：2022、p.34）。

そこでは、「ビジネスが人権に及ぼし得る負の

影響（人権リスク）の種類・内容は広範に渡

る」ことから「人権リスクの全体像を把握」

すべきとするが、「企業のリソースは無尽蔵で

はない」として、「自社にとっての『重要リス

ク』」を把握すべきとする（羽生田：2022、

pp.136-142）。 

 これらの考え方は、指導原則にもとづいて、

企業の人権尊重責任を唱えるが、従来のリス

クマネジメントのなかで人権リスクを捉え、

ビジネスにとっての脅威やコストの面から経

営リスクを強調している。 

 それでは、これらの見解は、経営リスクを

強調した取り組みによって人権リスクの防止、

軽減、救済につながるとの道筋は明確ではな

いことから、果たして指導原則にもとづく取

組みといえるのか、疑問がある。 

 

3.4 先行研究―ライツホルダー視点で取り組

むべきとするもの 

 人権リスクの捉え方について経営視点に重

きを置く見解がある一方、ライツホルダー視

点での人権リスク対応の要請も高まりつつあ

る。ライツホルダー視点での先行研究は次の

三つに分類される。  

第一に、菅原は、「『人権デュー・ディリジ

ェンスに取り組む際に見過ごされがちなポイ

ント』とは、『当事者（人）を第一に考える』

ということ」、「人権への配慮がリスクマネジ

メントの評価項目となった結果、当事者が被

る影響の程度ではなく、企業が被る影響の程

度が評価の決め手になってしまっていること

があります。そうなってしまっては取組むべ

き問題の本質や『優先度』の判断を誤り、か

えって事態を悪化することになりかねませ

ん。」。また「『人』に重きを置いたリスク評価」

については、「ヒントになるのが、『人権優先

度 の 弧 （ The Arc of Human Rights 

Priorities）』16）とし、評価の軸は、「人権への

影響」と「自社とのつながり」とすべきとす

る（菅原：2015）17）。この見解は指導原則に

もとづき人権リスクについて取るべき方向性

を示し、警告あるいは啓発的な意義はあるが、

経営にどう組み込むかについては明確には示

していない。 

第二に、「事業活動が人権に与えるリスクが

最も重要である」（OHCHR：2012、p.７）と

して、ライツホルダー視点に立ってリスク評

価を行うアプローチを取り、リスク評価のマ

トリクスにおいて、従来の縦軸の「影響度」

を「企業への影響度」から「影響を受ける側

の深刻性（人権侵害の深刻性）」に修正しよう

とする見解（櫻井：2022、pp.122－123）が

ある。「権利保持者の人権への負の影響が大き

い事象は企業に対する負の影響も大きいと考

えられる」とも主張する（櫻井：2022、pp.118-

119）。この見解はライツホルダーへの負の影

響と企業への負の影響を同一視するものであ
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る。しかし、前述したように両者にはギャッ

プがあるが、そのことをどう認識するのか、

そのギャップについてどう解決していくのか

については明らかではない。 

 第三に、国の「人権尊重ガイドライン」は、

「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の負の影響の

防止・軽減・救済を目的とするべきである。

その上で、企業が人権尊重責任を果たし続け

ることの結果として、持続可能な経済・社会

の実現に寄与するとともに、例えば、以下の

ように、社会からの信用の維持・獲得や企業

価値の向上に繋げることもできる。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・投資引き上げの

検討対象化等のリスクが抑制され得る。」（経

産省：2022、p.4）と述べ、ライツホルダー視

点での対応が経営リスクへの対応となり企業

価値向上につながるというシナリオを提示す

る。 

 この見解については、企業が人権リスクに

ついてライツホルダーへの影響への取組を実

施することを前提にしているが、企業がその

前提通りに取り組むとは限らず、ライツホル

ダーへの負の影響よりも企業への影響を優先

して取組む懸念は依然として残ることになる

と考える。 

 

４．ライツホルダー視点において考慮すべき

事項について 

 ライツホルダー視点での取組みの検討にあ

たっては、ライツホルダー視点とは何か、そ

こで考慮すべきことは何かを考える必要があ

る。ライツホルダー視点においては、人権リ

スクによるライツホルダーへの影響のみを考

慮するだけでは十分ではなく、企業のビジネ

スがライツホルダーの人権に影響を及ぼして

いるという企業の責任も考慮する必要がある

のではないかと考える。両者は単独では存在

しえず不可分の関係にあるからである。 

 第一に、人権リスクによるライツホルダー

への負の影響の考慮について 

人権リスクの評価にあたっては、当事者が

どのような場合に、どのようなリスクにさら

され、そのリスクはどの程度の深刻性、規模、

発生頻度があるのかを見ていく必要がある。

そこで指導原則では、企業の人権リスクへの

対応として、コミットメント、人権DDの実

施、人権侵害があればその是正、さらに当事

者の人権侵害の救済を求めている（図表２）。 

第二に、企業がライツホルダーの人権に負

の影響を及ぼしたことについての「責任」を

考慮することについて 

企業は、その活動を通じて、または他の事

業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。OECDガイ

ダンスでは、企業がなぜデュー・ディリジェ

ンスを実施するのかに

ついて、「一部の事業、

製品またはサービスに

は元来リスクがあり」、

「その事業、製品または

サービス自体が RBC

（責任ある企業行動）に

図表２：企業の人権尊重責任の内容（指導原則 16～24） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：指導原則をもとに筆者作成 

■人権に関する企業方針を策定し、コミットメントを表明 

【指導原則 16】 

■人権デューディリジェンスの実施【指導原則 18～21】 

―人権リスクの評価（アセスメント）【指導原則 18】 

―社内部門・手続きへの統合と適切な措置の実施【指導原則 19】 

―追跡調査【指導原則 20】 

―情報開示【指導原則 21】 

■是正【指導原則 22】 

■関連法令遵守と国際的に認められた人権の尊重【指導原則 23】 

■人権への負の影響への優先順位をつけた対策【指導原則 24】 
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対する負の影響の原因となったり助長したり

する、または直接結びつく可能性があるため

である」という（OECD：2018、p.16）。指導

原則 13 では、さらに具体的に企業の責任に

ついて、「引き起こす」、「助長する」、「取引で

つながっている」という三つの基本的な可能

性を示している（指導原則13、OHCHR：2012、

p.15）（図表３）。 

以下、三つの可能性について具体的に考え

ていく。 

 

１）「１．引き起こす」場合 

企業自身の活動を通じて影響を引き起こす

可能性があるケースである。「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」（OECD：2018、ｐ．

70である。 

「店舗で顧客対応における日常的な人種差

別を行う」場合や「工場作業員が適切な安全

装備なしで危険な労働環境にさらされる」

（OHCHR：2012、p.13）などが考えられる。 

 

２）「２．助長する」場合 

 企業自身の活動を通じてー直接に、または

関連組織を通じてー影響を及ぼす場合である。

「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の原因となる

ことを生じさせ、促進しまたは動機付ける場

合」である。 

「納品期限直前にサプライヤーに製品要件

を変更し、サプライヤーの労働者に長時間労

働を誘発する」、「糖分の多い食事や飲み物を

提供し、子どもの肥満に影響を与える。」など

が考えられる （ OECD:2018 、 p.70 ，

OHCHR:2012、p.13）。 

 

３）「３．取引でつながっている」場合 

 企業は影響を引き起こさず、助長もしない

が、その影響が、その取引関係によって、事

業、製品またはサービスにつながっている場

合である。 

 「委託先が契約上の義務に違反して再委託

して児童労働が発生する」、「事業のための貸

付を行ったが、その企業が合意された基準に

違反して地域住民を立ち退かせる」

（OHCHR：2012、p.13）などが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業 

関連
組織
者 

１．引き起こす 

影響を受
けた人 

第三者からの圧力
または他の方法に
よる助長の可能性 

図表３：指導原則でおける企業の責任とさ

れる３つの類型 

 

企業 

影響を受
けた人 

関連
組織 

２．助長する 
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企業にとっては、人権リスクに対してどこ

まで責任を負うのかについては重要な関心事

項であり、その認識を誤ると大きな社会問題

になりかねない。人権尊重責任については、

20 世紀終盤から企業が原料の調達から製品

の販売先までのサプライチェーン全体におけ

る法令や契約を超えて責任を問われる動きと

なり、近年は SDGs、ESG,さらに指導原則の

促進によって加速している。 

企業の関与における三つのパターンを見て

わかるように、企業が人権尊重責任を負うと

される範囲については、自社のみならずサプ

ライチェーン全般に渡っており、法令上の規

制や契約があるかどうかではなく、負の影響

に直接であれ間接であれ関与したかどうかで

ある。人権尊重責任は、法令遵守を超える社

会的責任である。社会問題となった事例を見

ても、「サプライヤーが起こした不祥事は、あ

くまでもサプライヤーの責任である」とか「取

引先の取引先が起こした人権侵害は、自社に

責任はない」との対応によって大きな問題に

発展する例が後を絶たない。 

その発端ともいえる事例として、1997年に

発生したナイキの児童労働問題がある。ナイ

キが製品の製造を委託していた東南アジアの

工場の中に、劣悪な環境下で労働を強制し、

また児童労働が行われていたとの実態が明ら

かになり、市民社会から批判を受けた。ナイ

キは当初、積極的な対応を行わなかったこと

から、消費者の不買運動にもつながり、ナイ

キは大きなダメージを受けた18）。これは責任

の範囲としての認識の齟齬があったものと考

えられる。（櫻井：2022、pp.43）。日本でも、

2019年には、縫製工場で働くベトナム人技能

実習生たちの過酷な労働現場がテレビで放映

され、SNSでは憶測を交えた無関係な工場へ

の批判、不買運動など反響が広がるなどの事

例も起きている19）。自社の責任範囲を適切に

把握していく必要がある。 

 

５．ライツホルダー視点を反映する人権リス

ク評価について 

 指導原則においては、企業の人権尊重責任

の中心となる取組みとして、人権DDという

プロセス（図表２参照）があり、その最初の

ステップが人権リスクの特定・評価である。

サプライチェーン上にどのようなリスクがあ

るかを把握して、取り組むリスクの優先度を

決定する必要があり、人権リスクへの対応と

して重要なステップとなる。 

そこで企業のリスクマネジメントにおいて、

リスク対応の優先度を評価するためのリスク

マトリクスを使って、ライツホルダー視点を

反映するための人権リスク評価を具体的考察

する。 

 

5.1 一般的なリスク評価における「企業への

影響度」と「発生可能性」 

一般的なリスクマネジメントにおけるリス

クマトリクスは、縦軸に「影響度」、横軸に「発

生可能性」を置く。そして、経営リスクに対

企業 

関連
組織 

３．取引でつながっている 

事業、製品また
はサービスを通
じたつながり 

影響を受
けた人 

出所：OHCHR：2012、p.15 を元に筆者作

成 
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応するために、縦軸の「影響度」を「企業へ

の影響度」とし、その判断については 2.1「リ

スクへの対応としてのリスクマネジメント」

で述べたように、訴訟やステークホルダーの

評判などが該当する。横軸の「発生可能性」

については、その事象の発生の確率である。

これらの二つの評価軸をもとに企業は取組み

の優先度を決定することになる。それを示し

たのが図表４である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 評価軸の「影響度」を「ライツホルダ

ーへの影響度」とするもの 

「人権リスクの文脈では、顕在化してい

るリスクや潜在的なリスクの深刻性こそ

が、最も重要な要因でなければならない」

（OHCHR：2012、p.7、83）。そこで、ラ

イツホルダー視点でリスク評価を行うため

には、評価軸である影響度について、企業

にとっての影響度ではなく、ライツホルダ

ーへの負の影響度（深刻性）にすべきとす

るものに櫻井（2022）、羽生田（2022）など

がある。 

ライツホルダーの負の影響度の判断につい

ては、「その規模、範囲及び是正困難度で判断

される」（指導原則 14解説、OHCHR：2012、

pp.39-40）。「規模」は人権への影響の重大性

であり、特に生命や自由等への影響は非常に

重大性が高い。「範囲」については、影響を受

ける人数や割合である。ただし、一方で、指

導原則においては、人数等が少なくても「社

会的に取り残されたまたは弱い立場の集団に

は特に注意を払わなければならない」

（OHCHR：2012、pp.39-40）とされ、是正

困難性も加味して総合的に評価する必要があ

る。「是正困難度」は、「影響を受けた者を影

響が生じる前の状況と少なくとも同様もしく

は同等の状態に回復する力の限界を意味する」

（OHCHR：2012、p.83）。ここでは、是正措

置が講じられることによって人権侵害がなか

った状態に戻れるかどうかが重要である。割

増賃金の未払い等の金銭的問題であれば、事

後的な救済は比較的容易であるが、危険有害

業務に従事する児童労働の場合は、児童の身

体に及ぼす影響のほか、労働に従事すること

高 

中 

低 

低 低 

中 

中 

高 

高 高 

発生可能性（高・低） 

企
業
へ
の
影
響
度
（
高
・
低
） 高

い 

図表４：「企業へ影響度×発生可能性」に

もとづくリスク評価 

出所：筆者作成 図表５：「ライツホルダーへの影響度（深刻

性」×発生可能性」にもとづくリスク評価 

高 

中 

低 低 

中 

中 

高 

高 高 

発生可能性（高・低） 

ラ
イ
ツ
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
影
響
度
（
高
・
低
） 

（
深
刻
性
） 

高
い 

高 

出所：筆者作成 

図表4との
違い 
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で義務教育の機会が奪われてしまうことにな

り、たとえ企業が是正措置を講じたとしても

事後的に問題を完全に排除することは難しく

なる（櫻井：2022、pp.120-121）。 

また、この見解は、横軸については、一般

的なリスクマネジメントと同じく「発生可能

性」とする（櫻井：2022、p.125、羽生田：2022：

p.144）。それを表したものが図表５である。

しかし、指導原則においては、「発生可能性が

低くても深刻性が高い場合、発生可能性は深

刻性を相殺することはできない」、「深刻な人

権への影響の発生可能性が低いというだけで、

リスクを軽減する努力の優先順位を下げるこ

とを正当化することはできない。」（OHCHR：

2012、pp.39-40）としている。そこで、この

見解は図表５にあるように、「発生可能性」が

低い場合でもライツホルダーへの影響が高い

場合や中程度の場合について、図表４と異な

る結果を導いている。しかし、そもそも横軸

に「発生可能性」を置くことが適切とはいえ

ないのでないだろうか。指導原則では、「人権

リスクは、深刻度が支配的要因である。発生

可能性は、ある状況において潜在的な影響に

取り組む順序の優先順位を付ける助けにはな

るかもしれない。」（OHCHR：2012、p.7）と

はしていても、一方で、「社会的に弱い立場に

おかれ、または排除されるリスクが高くなる

集団や民族に属する個人に対する特別の影響

に特に注意を向け、女性と男性とでは異なる

リスクがありうることにも留意すべきである」

（指導原則 18解説、OHCHR：2012、pp.39-

40）としている。つまり、「影響度」と「発生

可能性」を同じレベルで判断するものとはし

ていないことから、横軸を「発生可能性」と

することには課題があるのではないだろうか。

「発生可能性」については、ライツホルダー

の影響度に関わる内容でもあることから、縦

軸のライツホルダーへの影響度の内容として、

規模、範囲、是正困難度とともに総合的に判

断していくことができるのではないかと考え

る。 

 

5.3 評価軸を「ライツホルダーへの影響」と

「企業の関与」とするもの 

 「４．ライツホルダー視点において考慮す

べき事項について」で述べたように、ライツ

ホルダー視点を考慮するためには、二つの要

素で考える必要があり、一つだけでは十分で

はない。一つの評価軸については、「影響度」

について、「ライツホルダーへの影響度」とし、

もう一つの評価軸について、企業の人権に対

する「企業の関与度」とすべきと考える。 

これまで、人権リスクの評価について、ラ

イツホルダー視点を取り入れるにあたって、

ライツホルダーについて影響を「受ける」存

在として、その影響度のみを重視していた。

しかし、これはライツホルダー視点の一面を

捉えたにすぎない。ライツホルダーに影響を

及ぼしている企業の関与を考慮する必要があ

図表６：「ライツホルダーへの影響度×企業

の関与度」にもとづくリスク評価 

高 

中 

低 中 

中 

高 

高 

高 高 

企業の関与度（強・弱） 

ラ
イ
ツ
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
影
響
度 

（
高
・
低
） 

高
い 

高 

出所：筆者作成 
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る。この考え方を示したのが図表６である。 

人権リスク評価について、企業の関与度を

組み込んだモデルについては、デンマーク人

権研究所のMike Baab and Margaret Jungk

の「弧で描く人権優先度」で示すマトリクス

以外ほとんど見られない20）。このモデルでは、

横軸を「企業とのつながり」としており、「特

定の問題が企業とのつながりが強いものは他

の軸の配置に関係なく、優先度が高い」とす

る（Baab and Jungk：2011、p.14）。そして、

「企業とのつながり」は、「人権侵害の発生に

影響を与えているか」、「人権侵害を助長した

り助長に大きく関わっているか」（Baab and 

Jungk：2011、p.10、12）などであり、指導

原則 13 で示した関与度や本論での「企業の

関与度」と同じと考えられる。 

企業の関与度の判断については、契約、法

令、ビジネス慣行さらには商品・サービスの

形態等を総合的に見ていくことになる。また、

企業はライツホルダーの人権に影響を及ぼし

ているが、同時に、関与しているからこそ人

権リスクの解決にも貢献できる。「企業が負の

影響力を防止または軽減する影響力をもつ場

合には、それを行使すべきである」（指導原則

19解説）、「企業は人権侵害の発生を改善する

ために行動を起こす責任がある」（Baab and 

Jungk：2011、p.12）、また、「デュー・ディ

リジェンスによって、企業は、負の影響を予

測、防止または軽減することができる」

（OECD：2018、p.16）とされるように、「企

業の関与度」を評価軸にすることで、企業が

責任を果たすと同時に人権リスクに積極的に

関わっていくことにもつながる効果的なマネ

ジメントにもなると考えられる。 

 

６．おわりにー企業が適切に人権尊重責任を

果たすために 

本論文では、ライツホルダー視点で企業が

人権尊重責任を果たすための人権リスクとそ

の対応について考察してきた。これまで明ら

かになった点を整理すると、大きく二つに集

約される。 

第一に、人権リスクについて、ライツホル

ダー視点が求められることを明確にした。 

企業活動のグローバル化とともに企業のサ

プライチェーン上にさまざまな人権リスクが

発生し、ビジネスにおけるステークホルダー

尊重の動きや指導原則を中心に人権の保護・

尊重・救済の取組みが進み始めている。そこ

で重要な取組である人権DDにおける人権リ

スクの評価の視点においてもライツホルダー

視点が求められるとした。 

 第二に、人権リスク評価にライツホルダー

視点を取り入れるために、人権リスク評価に

おける評価軸を検討して、次の結論を得た。 

１）一つの評価軸である「影響度」について

は、これまでの「企業への影響度」から「ラ

イツホルダーへの影響度」とする必要がある。

ライツホルダーへの影響度とすることでライ

ツホルダーの人権を確実に保護・救済するこ

とにつながるものと考える。 

２）もう一つの評価軸については、「企業の関

与度」とする。なぜなら、ライツホルダーへ

の負の影響はビジネス上で発生するものであ

り、企業の関与度とすることで企業が人権リ

スクを適切に捉えて責任を果たすことができ

る。 

つぎに、今後検討すべき課題としては、以

下の論点が考えられる。 

第一に、Björnは「人権 DDを既存のリス

ク管理システムに組み込むことによって、企

業が指導原則に基づく責任を果たせることが
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できるのか。またそれがどのような条件の下

で果たせるのか」と問い、「人権尊重は企業目

標として扱うことが条件」であるとし、「人権

DD の動機が明確でなかったり、事業の中断

の回避やブランドの評価の向上といったビジ

ネス上の関心事と一緒にされたりする限り、

（経営リスクとしての）社会的リスクを管理

するのとほとんど変わらない」と課題も指摘

する（Björn：2016、p.225,246）21）。企業の

コミットメントである人権方針についても、

ライツホルダー視点が問われてくる。 

第 二 に 、 Global Compact Network 

Germany（GCNG）は、企業が人権に関する

責任を果たすための支援を行ってきた実績を

活かし、人権リスクにさらされている人々の

利益と長期的により強いビジネスの構築に貢

献するための効果的な人権リスクマネジメン

トが必要であるとして、そのための方法とし

て、「戦略的に活用」、「段階的実施」、「事業全

 
1） 国際連合広報センター、2022年 12月 4

日アクセス＜

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/

resolutions_reports/hr_council/ga_regula

r_session/3404/＞ 
2） 外務省「ビジネスと人権に関する行動計

画（2022-2025）（NAP）」、2022年 12月

5日アクセス＜

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/relea

se/press4_008862.html＞ 
3） 経産省「日本企業のサプライチェーンに

おける人権に関する取組状況のアンケート

調査」、2022年 12年 4日アクセス＜

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/202

11130001/20211130001.html＞ 
4） 経産省「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 12月 4日アクセス＜

https://www.meti.go.jp/policy/economy/bu

siness-jinken/index.html＞ 
5） 指導原則の意味及び意図の完全な理解を

助けるために発行されたものである。

体への浸透」、「ビジネスパートナーや同業者

との協働」、「ビジネスにとってのリスクから

人々に取ってのリスクへと視点を変える」と

いう５つの成功要因を提示している

（GCNG：2021、p.4）22）ように、ライツホ

ルダー視点をもとに、今後、効果的な人権リ

スクマネジメントを検討していく必要がある。 

第三に、指導原則においては、ステークホ

ルダーとの対話が重視され、指導原則 18 で

は、人権リスクを測るためのプロセスにおい

て「影響を受けるグループやその他関連ステ

ークホルダーとの有意義な協議を組み込む」

べきであるとしている。企業がライツホルダ

ー視点で人権リスクを把握し、適切に問題を

解決していくためにライツホルダーとの対話

についての検討が必要となる。 

 

以上 

OHCHR（2012）,THE CORPORATE 

RESPONSIBILITY TO RESPECT 

HUMAN RIGHTS: An Interpretive 

Guide : 6.2023年 1月 26日アクセス＜

https://www.ohchr.org/sites/default/files/

Documents/Publications/HR.PUB.12.2_

En.pdf＞ 
6） 上述のアンケートによると、「回答した企

業（７６０社）のうち、約７割が人権方針

を策定し、５割強が人権デュー・ディリジ

ェンスを実施」している。 
7） UN（2021）,UNGPs 10+ 

A ROADMAP FOR THE NEXT 

DECADE OF BUSINESS AND HUMAN 

RIGHTS: 22.2023年 2月 9日アクセス＜

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2

021-12/ungps10plusroadmap.pdf＞ 
8） 若林理紗（2022）「企業活動の根幹を変

える『ビジネスと人権』の次の 10年 第

11回国連ビジネスと人権フォーラムの速

報」、『JB press 2022.12.9』、2022年 12

月 14日アクセス＜
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https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73012

＞ 
9） 2009 年に策定されたものが 2018 年に

改訂された。リスクマネジメントの指針

としては、ほかにも事業体全体としての

リスク管理を目的とする COSO‐ERM

（2017）がある。 
10） ISO31000は組織体のどのレベル・規模

であっても適用可能な「リスクマネジメン

トの考え方」を示している。 
11） 2023年 2月 6日アクセス＜

https://www.weforum.org/reports/global-

risks-report-2023/＞ 
12） 辻田弘志（2020）「自社のリスク管理か

らステークホルダーのリスク管理へ」

『PwC’s View-Vol.27.July 2020』PwCあ

らた有限責任監査法人、6-8頁。2023年 1

月 10日アクセス＜

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pw

cs-view/assets/pdf/202007.pdf＞ 
13） 指導原則は、「原則」とそれに対する

「解説」から構成されており、企業のリス

クマネジメントへの言及はこの「解説」に

記載されている。解説に記載されているも

のは指導原則番号に続けて「解説」と記述

している。 
14） OECD (2018),OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Business 

Conduct（日本語）、2022年 12月 25日

アクセス＜

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-

Due-Diligence-Guidance-for-RBC-

Japanese.pdf＞ 
15） 猿田晃也、今井由美子、岩井美穂

（2020）「リスク視点に基づく企業におけ

る『人権』対応」『KPMG Insight 

KPMG Newsletter』Vol.44 Sep. 
16） Mike Baab and Margaret 

Jungk(2011) , The Arc of Human Rights 
Priorities, The Danish Institute For 

Human Rights and Global Compact 

Network:6. 
17） 菅原絵美（2015）「２．人権デュー・デ

ィリジェンスに取り組む際に見過ごされが

ちなポイントとは？」『企業活動における

人権グローバル・ルール、「人権デュー・

ディリジェンス」とは？（その２）』大阪

同和・人権問題企業連絡会、2022年 12

月 4日アクセス＜http://www.osaka-

doukiren.jp/topics/topics01/6612＞ 
18） ナイキをこれ契機に社会・環境問題に真

摯に向き合ったことはよく知られている。

下記文献には、取締役会に設けられた社会

的責任委員会が問題解決に大きな役割を果

たしてきたことについて詳細に論じられて

いる。リン S.ペイン、有賀裕子訳

（2015）、「ナイキのCSR活動：取締役会

が果たす 5つの役割」『Diamond 

Harvard Business Review』January 

2015、64-76頁. 
19） 兵頭輝夏（2019）「外国人を不当にこき使

う繊維・衣服産業の疲弊」『東洋経済オンラ

イン』2019.7.3、2023年 2月 8日アクセス

＜ 

https://toyokeizai.net/articles/-/290025＞ 

20）Mike Baab and Margaret Jungk(2011) , 

The Arc of Human Rights Priorities, The 

Danish Institute For Human Rights and 

Global Compact Network:6,10. 

この「弧で描く人権優先度」のリスクマ

トリクスは、縦軸に、Impact Human 

Rights (Severity ,Number affected)（影響

度 ）、 横 軸 に 、 Connection to 

Company(Direct Vs. indirect connection , 

Singular vs. collective responsibility) （企

業とのつながり（直接対間接、および単一

対共同）を置いている。 

なお、このリスクマトリクスは文字どお

り、弧で描いているが、本論文では、この

リスク評価を参考にしながらも、わかりや

すく表示するため、弧ではなく従来の四角

で示している。 
21） Björn Fasterling（2016）.Human 

Rights Due Diligence as Risk 
Management: Social Risk Versus Human 
Rights Risk ,Cambridge University 

Press: 245-246. 
22） Global Comact Network Germany

（GCNG）（2021）.What’s does effective 

human Rights risk Management look 
like? ; 5 insights from practice, 2022年

12月 5日アクセス＜

https://www.globalcompact.de/fileadmin/

user_upload/Dokumente_PDFs/DGCN_I

nsights_Series_HRDD_Risk_manageme

nt.pdf＞ 
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