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１．今企業に求められるビジネスと人権  

 

（１）企業が尊重すべき人権問題  

 

・  人権は、「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」

である。  

・  一人ひとりが幸福に生きるための権利で、人種、民族、性別を超えて、

すべての人々に共通した人間に備わった権利である。人権という考え方

は、西欧社会の近代化のプロセスで形成されている。  

 

・  第二次世界大戦における人権に対する悲惨な経験の反省から、人権の重

要性が国際的に高まりを見せた。この結果が 1948 年の国連による「世

界人権宣言」の採択になった。  

 

・  「世界人権宣言」は、すべての人間が尊重され、自由であり、平等であ

り、差別されてはならないことを定めた国際社会の基本ルールで「人類

共通の財産」である。  

 

・  人間一人ひとりは、家庭、学校、職場・企業などにおいて、状況に応じ

た規範となる判断基準がある。これらさまざまな価値判断基準の中で、

最優先される基本的ルールが人権である。21 世紀の社会に求められるこ

とは、人権が尊重され、暮らしやすく安全で安心な生活を送ることがで

きることである。  

 

 

 

図表１「ビジネスと人権に関する年表」  

 

1948  世界人権宣言  採択  

1966  国際人権規約  採択  

1998  労働における基本的  原則及び権利に  関する ILO 宣言  採択  

2000  国連グローバル・コンパクト発足  

2010  ISO26000:社会的責任に  関する手引策定   

2011  国連ビジネスと人権に関する指導原則採択   

2011  OECD 多国籍企業行動指針   

2015  SDGs（持続可能な開発目標）採択  

2020 「ビジネスと人権」に  関する行動計画  （NAP）＜日本＞  策定  

 

出所：人権教育啓発推進センター資料  
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・わが国では、2000（平成 12）年 12 月に「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」（人権教育・啓発推進法）が成立。  

この法律に基づき、 2002（平成１４）年 3 月には、「人権教育・啓発に

関する基本計画」が策定された。  

 

・2020 年、わが国において、「ビジネスと人権」に  関する行動計画  （ NAP）

が策定された。長い人類の取組と  国際社会における数十年の努力が、

国内的にも反映し、実現するための大きな一歩となった。  

図表２  人権に関するリスク  

 

１ .人へのリスク  

・サプライチェーン上の人々の権利が侵害されるリスク   

 

放っておくと・・  

 

2．企業へのリスク   

①オペレーショナルリスク、ストライキ・人材流出  

②レピュテーション（評判）リスク、不買運動、 SNS で炎上  

③法務リスク、訴訟・行政罰  

④財務リスク、株価低下   

 

出所：人権教育啓発推進センター資料  

 

 

（２）具体的な人権問題  

 

１）女性  

・  日本国憲法には、男女平等の理念が明記されている。「男女雇用機会均

等法」、「男女共同参画社会基本法」等により雇用や社会生活の分野にお

いて男女平等の原則を推進することとされている。  

・  しかし、現実には、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分

担意識が社会に残っており、家庭や職場におけるさまざまな男女差別を

生む原因となっている。  

 

・このことから、職場においては、「女性である」という理由で、事実上就

職や昇進、給与面で差別される、能力を十分に発揮できない、賃金上の

格差が存在するなどの問題がある。また、固定的な性別役割分担意識は

セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント ※ を誘発する

一因にもなっている。  
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                 図表３  具体的な人権課題   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

・  例えば、夫･パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス：DV）、

職場におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などである。

このような状況を改善するためには、「育児や家事は女性がするもの」

といった風潮をなくし、性別で役割を決めつけたりせず、女性も男性も

お互いを対等なパートナーとして認め合い、個性や能力を発揮できるよ

うな職場や家庭をつくっていく必要がある。   

 

※マタニティ・ハラスメント（マタハラ）   

妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利

益な取扱いをいう。マタハラを行うことは男女雇用機会均等法第９条第

３項、育児・介護休業法第  10 条等で禁止されている。  

 

・  女性の地位向上は、世界各国に共通した問題意識になっており、国連を

中心として国際的な取組が行われている。  

女性、子ども  高齢者、障害のある人  

部落差別  

（同和問題）  

アイヌの人々  

 

外国人  

 

感 染 症 等 、 ハ ン セ ン 病 患

者・元患者・その家族  

 

刑を終えて出所した人、

犯罪被害者とその家族  
イ ン タ ー ネ ッ ト に よ

る人権侵害  

 

北朝鮮当局による  

人権侵害問題  

 

性的指向及び性自認  

その他の人権問題  

「人権教育・啓発に関する基本計画」 
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【ドメスティック・バイオレンス＜ DV＞の事例】  

 

 ①身体的暴力（殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を絞めるなど）  

 ②性的暴力（性的行為を強要する、ポルノビデオ・雑誌を見せるなど）  

 ③精神的暴力（暴言を吐く、無視する、電話やメールを監視する、生活

費を渡さないなど）  

 

 

２）子ども  

・  日本は、 18 歳未満のすべての子どもの人権や自由を尊重し、子どもに

対する保護と援助を進めることを目的とした「児童の権利に関する条

約」（子どもの権利条約）や、「児童労働の撤廃」、「児童買春、児童ポル

ノ禁止」に関する条約など、子どもの人権を守る条約を批准している。 

   

・  「児童労働」とは、子どもの教育や健康的な成長を妨げる、不当・不法

な労働のことで、国際条約や法律で禁止されている。当然、企業活動に

おいて児童労働を利用することによるコストの削減は許されない。児童

労働は、自社内で禁止することを徹底するとともに、国内外の取引企業

が児童を労働させていないかどうかも十分確認する必要がある。一般的

に、児童を労働させている企業と取引すると、子どもに対する人権侵害

に加担しているとみなされる。  

 

・  児童買春、児童ポルノの禁止、児童虐待の防止など、法的整備が進んで

いる。しかし、虐待やいじめによる自殺などが相次ぎ、子どもの人権が

深刻な状態にある。  

 

【児童虐待の事例】  

 

 

①  身体的虐待（殴る、蹴る、縄などで拘束する、戸外に締め出すなど） 

 ②性的虐待（性的行為の強要、児童ポルノの被写体にするなど）  

 ③養育の怠慢・拒否：（適切な衣食住の世話をしない、重い病気で医師に

診せない、乳幼児を車内や家に放置するなど）  

 ④心理的虐待（言葉による脅迫、他の兄弟姉妹との著しい差別など）  

 

３）高齢者  

・  約４人に 1 人が高齢者である「超高齢社会」を迎えたわが国では、高齢

者が、安心して自立した生活を送れるように、定年となる年齢の引き上

げなど就業環境を整える対策が進められている。   
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・  高齢者が持つ知識や技術力・専門能力の高さを生かした職場づくりには、

大きなメリットがあり、企業が発展していくためには、なくてはならな

い要素である。また、業務以外でも、幅広い世代のさまざまな意見が交

換でき、多様な力が生かされるきっかけをつくることができる。  

 

【高齢者虐待の事例】  

 

①  身体的虐待（殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、リハビリの強要など） 

②  介護の放棄（十分な水や食事を与えない。必要な介護サービスを受け

させないなど）  

③  心理的虐待（怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど）  

④  性的虐待（本人の同意のないキス、性交渉の強要など）  

⑤経済的虐待（年金や現金の無断使用、資産の無断売却等）  

 

・  介護を必要としている高齢者に対する身体的・心理的虐待など、高齢者

の尊厳と擁護について人権問題が大きな社会問題としてクローズアッ

プされている (参考 :高齢社会対策基本法、高齢者虐待防止法 )。  

 

４）障害のある人  

・  すべての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるのが当然である (障害

者基本法第 3 条 )。  

 

・  障害のあるなしにかかわらず、誰でも住みたい場所に住み、働きたい仕

事に従事するチャンスがあり、社会生活をともにすることができる、そ

んな社会が望まれている。しかし、現実には、車いすでのバスへの乗車

や、アパートへの入居を拒否されるなど、障害のある人に対する理解や

配慮は未だ十分とはいえず、その結果として障害のある人の自立と社会

参加が阻まれている。  

 

・  障害者を特別視せずに、普通の生活が送れるような条件を整備すること

が求められている。「ノーマライゼーション」を基本理念の一つとして、

障害者の「完全参加と平等」を推進することが大切である。  

 

・  職場環境においては、｢できることは自分で、できないことは助け合っ

て ｣の精神が必要である。まずは、障害のために何ができないのか、ど

のような支援を必要としているのか率直に聞いてみる。その上で、障害

のある人が十分に能力を発揮できるよう、相手が必要とする配慮や支援

を行うことが大切である。誰もが可能な限り自立し、必要な時には、助

け合い支え合う、そんな職場環境が求められている。        
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５）部落差別（同和問題）  

・  わが国の社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別により、日本

社会の一部の人々が、社会的、経済的、文化的に低い状態を強いられ、

住む場所も制限されてきた。これらの人々が居住していた場所は「同和

地区（被差別部落）」と呼ばれている。今もなお、同和地区（被差別部落）

の出身であることやそこに住んでいることを理由にさまざまな差別が起

きている。  

 

・  部落差別（同和問題）は、同和地区（被差別部落）の出身であることや

そこに住んでいることを理由とした不当な差別事象である。わが国固有

の重大な人権問題として解消を図ることが国民的課題である。  

 

・  日本国憲法の“法の下の平等”（第 14 条）や、世界人権宣言（第 2 条）

に、明らかに違反する行為である。  

 

・  加えて近年では、インターネット上で同和地区（被差別部落）出身者を

侮辱したり、同和地区（被差別部落）を特定するような書き込みをした

りするなど、極めて悪質な差別が行われている。このようなことから、

部落差別解消推進法が 2016 年に公布・施行されている。       

 

＜えせ同和行為＞  

・  部落差別（同和問題）の解決を遅らせている大きな要因に、「えせ同和行

為」があげられる。「えせ同和行為」とは、いかにも部落差別（同和問

題）の解決に努力しているかのように装いながら、それを口実に不当な

利益を要求する行為のことである。  

 

・  「えせ同和行為」は、部落差別（同和問題）に対する誤った意識を植え

つけ、新たな差別意識を生むきっかけとなる。部落差別（同和問題）の

解決を阻害する行為であり、断固排除されなければならない。  

 

６）外国人  

・  日本には、仕事、留学、国際結婚など、さまざまな理由で暮らす外国人

が増えている。また、企業の海外進出やインターネットの普及により、

国境を越えた商取引も頻繁に行われるようになっている。今後、仕事を

する上で、さまざまな国籍の人と接する機会が増える。   

 

・  しかし、言葉や文化、生活習慣等の違いから、職場や学校、地域社会な

どの日常生活の場でさまざまなトラブルが生じ、外国人に対する偏見・

差別意識が生まれている。国際化時代を反映して、わが国に在留する外

国人が急増している。言語、宗教、習慣、文化などの違いから、日常生
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活における差別的取り扱いが行われるケースがある。  

・  自分たちとは異なる言葉、文化、生活習慣、宗教などに触れたとき、「違

う」からと言って一方的に否定したり、排除したりせずに、「違い」を

認め、理解し、尊重しようとする姿勢が大切である。   

 

・  人権に肌の色、言語の違い、宗教の違い、国籍の違いなどは関係ない。 

外国人に対する偏見や差別意識を解消して、さまざまな民族の相違を超

えて、外国人の文化や多様性を理解し、尊重することが望ましい。  

お互いの文化や多様性を認め合い、誰もが心地よく働くことのできる職

場づくりをすることが求められている。    

 

７）インターネットによる人権侵害  

・  ICT の進展により、匿名で情報が簡単に発信できることから、他人を誹

謗中傷する表現、差別を助長する表現、個人や組織に対する有害な情報

などが SNS や電子メールで流されるほか、インターネット上に掲載され

るケースが起こっている。このような中に、人権を侵害する問題が発生

している。一人ひとりの人権意識が問われている。  

 

・  近年ＳＮＳが普及し、インターネット上での人権を無視した発言や行為

が頻繁に行なわれることに対し、そうした情報発信者や一般市民に対す

る制裁が、「炎上」という形で発生している。さらにそうした行為は、

当事者個人だけの問題にとどまらず、その個人が所属する企業にも影響

が及び、企業の情報関連端末等で「炎上」が発生することも少なくない。   

 

・  このことからも、企業は、組織として適切にインターネットを管理する

ことはもちろん、従業員個人のインターネット上での発言や表現方法も

個人任せにせず、企業のリスクマネジメントの一つとして考え、対策を

講じる必要がある。   

       【インターネット上の人権侵害の特徴】  

 

 

 ①加害の容易性：誰でも、簡単に書き込みができる。複製・合成も簡単。  

②  匿名性    ：内容が悪質なものになりやすい。加害者の特定が困難。 

③  被害の急速・拡大化：世界中から閲覧可能に。別サイトに転載され短

期間に世界中に広がる。  

④  被害の回復・困難性：発信者・サイト管理者の特定できないケースが

多く削除要請が困難。  

 

  出典：『「 CSR」で意識が変わる企業は伸びる』(公財 )人権教育啓発推進

センター、をもとに要約。  
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８）北朝鮮当局による人権侵害問題  

 

 

９）セクシュアルマイノリティ（ LGBT：エルジービーティー）  

・  「セクシュアルマイノリティ（性的少数者）」とは、同性愛や両性愛の

人、トランスジェンダーの人などを総称した言葉である。 LGBT（エルジ

ービーティー）などと表現することもある。  

 

・  同性愛とは、自分と同じ性別の人を好きになること、両性愛とは、性別

にこだわらず人を好きになること。また、トランスジェンダーは、身体

と心の性に違和感がある状態を指し、中でも性的指向や性自認の概念は、

近年周知されつつある。  

 

・性的指向及び性自認に関連した事柄を打ち明けたセクシャルマイノリテ

ィの人の多くが、「職場等で嫌がらせやいじめを受ける」、「就職・職場で

不利な扱いを受ける」など、さまざまな偏見や差別に苦しむ現実がある。

まずは、セクシャルマイノリティの人が、あなたの同僚など、身近なと

ころに暮らしている可能性があることを認識することが大切である。性

の多様性が認められ、それぞれの人の生き方が尊重される職場をみんな

でつくっていく。そのような職場は、誰にとっても働きやすい職場であ

るはずである。  

 

 

 

１０）アイヌの人々  

・  アイヌの人々は、古くから北海道を中心とした地域に住んでいた先住民

族で、自然の豊かな恵みを受けて、固有の言語や伝統的な生活習慣など、

独自の生活と文化を築きあげてきている。現在、アイヌの人々は、北海

道を中心に日本各地で暮らしている。  

 

・  居住する地域において他の人々となお格差があると認められるほか、結

婚や就職等における偏見や差別があるといわれている。アイヌの人々の

民族としての歴史、文化、伝統等に対する認識と理解を深め、人権を尊

重することが大切である。  

 

 

 

１１）刑を終えて出所した人  

・  刑を終えて出所した人に対しては、まだまだ根強い偏見や差別意識が存

在する。就職やアパート等への入居に際して差別されたり、地域の人た
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ちから拒否的な態度を取られたり、社会復帰を目指す人たちにとって現

実は極めて厳しい状況にある。    

 

・  本人に真摯な更生意欲がある場合であっても、国民の意識の中に根強い

偏見や差別意識があり、就職に際しての差別や住居等の確保の困難など、

社会復帰を目指す人たちにとって現実は厳しい状況にある。  

 

・  罪を償った人が、真の社会復帰を実現し、社会の一員として円滑な生活

を営むことができるようにするためには、本人の強い更生意欲とともに、

職場、地域社会、家族など周囲の人々の温かい理解と協力が必要である。 

 

１２）犯罪被害者とその家族  

・  犯罪に遭うことにより精神的、経済的負担を強いられ、幸福に生きる権

利を奪われている。平穏な生活を送れるよう権利を保障する必要がある。 

 

・  犯罪被害者とその家族には、事件そのものに関する精神的負担や経済

的・時間的な負担が重くのしかかる。そればかりではなく、一部のマス

メディアによる過剰な取材や報道が繰り広げられる結果、プライバシー

の侵害、名誉毀損、平穏な私生活の侵害などの二次被害に苦しめられる

こともある。  

 

・  従業員が犯罪被害者やその家族になった場合、企業がその支援に努める

ことは、社会的な責務である。職場においては周囲の人たちも、犯罪被

害者やその家族の置かれた状況を正しく理解し、配慮を持って接するこ

とが求められている。             

 

１３） HIV 感染者・ハンセン病患者   

・  HIV／エイズやハンセン病などの感染症については、正しい知識や理解

の不足から生じる誤解や偏見から人権侵害が起きている。  

 

・  HIV／エイズに関しては、1981（昭和 56） 年に世界で初めて症例が発見

された当初は治療法がなく、報道でこの病気の恐ろしさのみが強調され

て伝えられたため、 HIV 感染を理由に職場への採用が取り消されたり、

医療機関で差別的な対応や診療拒否をされたりするといった人権侵害が

起こっている。  

 

・  ハンセン病に関しては、 2003(平成 15) 年に熊本県において、あるホテ

ルが「他の客に迷惑がかかる」という理由でハンセン病回復者の方々の

宿泊を拒否するという重大な人権侵害に当たる事件が起きました。その

後、同ホテルは旅館業法違反により営業停止処分がなされ、廃業に至っ
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った。こうした事例は、感染症についての正しい知識を持つことにより、

適切に対応することの重要性を示している。        

  

１４）人身取引（トラフィッキング）  

・  「人身取引」とは、犯罪組織などが関与し、売春や風俗店勤務などの性

的搾取、強制労働、臓器売買などを目的に、暴力、脅迫、誘拐、詐欺な

どの手段を用いて場所を移動させたり、支配下に置いたりする、犯罪行

為であり、重大な人権侵害である。  

 

・  政府は、2004（平成 16）年「人身取引対策行動計画」を策定し、2009（平

成 21）年には当時の人身取引対策に係る懸案に適切に対処し、政府一体

となった対策を推進するため「人身取引対策行動計画 2009」を策定した。

又、2014（平成 26）年には、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組

んでいくため、「人身取引対策行動計画 2009」を改訂した「人身取引対

策行動計画 2014」を策定した。  

 

・  なお、 2005（平成 17）年には、「人身取引議定書」に定められたすべて

の加害者を罰することができるよう刑法等の一部を改正し、取締りを強

化しているが、目に見える成果に結びついていない実情にある。そうし

たこともあって、日本は、人身取引の受入大国の一つとして国際社会か

ら批判を受けている。   

 

・  従業員が、人身取引によって性接待を強要されている人から性的サービ

スを受けるといったことなどが発覚した場合、企業は「知らなかった」

では済まされない。企業は、広く社会的な動向に敏感になり、従業員に

対する教育や啓発を心掛けるべきである。  

 

１５）ホームレスの人々   

・  さまざまな事情から、公園、道路、駅舎などでの生活を余儀なくされて

いる人々がいる。こうしたホームレスの人々の多くは、就職して働きた

いと思っているのにも関わらず、就労先が見つからないことなどから自

立できず、偏見や差別の対象になることが少なくない。ホームレスの

人々に対する暴力事件などもたびたび発生しているが、その根底には生

活困窮者を軽視する姿勢が見受けられる。   

 

・  ホームレスの人々の自立を支援するために、2003（平成 15）年（その後

2008（平成 20）年、 2013（平成 25）年、 2015（平成 27）年に見直しが

行われた）、「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」が策定され、

国及び地方公共団体の役割として、この問題について国民の理解を深め

るとともに、企業にもホームレスの人々の自立支援に協力することが求
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められている。            

１６）その他の人権問題  

 

地球環境と人権  

・  人類が生存するに適した地球環境の保全が何よりも必要である。環境破

壊の防止、汚染物質の排出禁止、温暖化の抑制など、一人ひとりの地球

環境に対する現状と課題についての正しい理解と 取組が求められてい

る。  

 

科学技術と人権  

・  遺伝子（ DNA）の利用や AI（人口知能）に関する新たな人権侵害を引き

起こす可能性がでている。  

 

（３）職場におけるハラスメントへの対策  

 

１）  ハラスメントの種類と問題点  

 

【ハラスメントの種類】  

 

 

・  社会におけるハラスメントには、様々な種類がある。最近では、○○ハ

ラと呼ばれるものが、20 を超えているといわれている。嫌がらせの数に

相当するハラスメントがある。  

・  職場で起こりやすい主なハラスメントを上げると次の通りである。 1 

①パワー・ハラスメント（パワハラ）  

 職場における優位な立場を利用して行う、精神的・肉体的な嫌がらせ  

➁セクシュアル・ハラスメント (セクハラ ) 

 不快な言動・行動による性的な嫌がらせ  

③マタニティ・ハラスメント（マタハラ）  

   妊婦であることを理由に、仕事を与えないまたは無理な仕事を当て  

るなどの嫌がらせ  

④リストラ・ハラスメント (リスハラ )  

 退職するように仕向ける、退職したくなる環境を作るなどの嫌がら  

 せ  

⑤カラオケ・ハラスメント（カラハラ）  

カラオケなどの場で、歌えない曲をわざと歌わせるなど本人の意思に  

反する行動を強要する嫌がらせ  

 

【ハラスメントの問題点】  

 
1  http : / /パワハラ .com/entry14.html を参考にして作成。  

http://パワハラ.com/entry14.html
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①  人権の問題である。  

  人権上の問題で、人間としてあなたと私はどちらが大切か、みんな大

切であるとの基本的な人権尊重が重要である。  

②職場の問題である。  

   一人ひとりのモチベーション、能力発揮に関係する。  

③個人のリスク管理の問題である。  

 キャリア上や企業人としての姿勢が大切である。  

④コンプライアンスの問題である。  

 使用者責任や企業イメージに関係する。  

 

２）パワー・ハラスメント対策 2 

 

Ａ．チェックリストと６つの類型  

パワハラ（パワー・ハラスメント）は、企業で働く者であれば誰もが考えね

ばならない問題です。  

 

図表４  パワハラのチェックリスト  

 

●上司の立場から  

■  人前で部下をよく説教する  

■  人前で部下の趣味や性格について話す  

■  部下の発言を無視することがある  

■  部下から相談しにくい上司と思われていると感じる  

■  仕事に関係ない個人的なことを頼むことがある  

■  個人的な感情を業務に持ち込む  

■  部下に対する好き嫌いが激しい  

 

●部下の立場から  

■  上司から無視されていると感じる  

■  職場には自由に意見を言える雰囲気がない  

■  ノルマがきついと思う  

■  上司から屈辱的な言葉を浴びせられることがある  

■  重要な仕事をやらせてもらえない  

■  会社に行きたくないと思うことがある  

■  心理的にきついと思うことがしばしばある  

 

出所：人権教育啓発推進センター『企業における人権研修シリーズ  パワ

ー・ハラスメント』  
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・パワハラは近年登場した造語（和製英語）である。海外でモラルハラス

メントという言葉を使うケースがある。 2012（平成 24）年に厚生労働省

管轄の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グ

ループ報告」が示した、職場のパワー・ハラスメントの概念とパワー・

ハラスメントの６つの類型がある。  

 

【パワー・ハラスメントの６つの類型】  

 

①暴行・傷害：身体的な攻撃  

②脅迫・名誉毀損 (きそん ) ・侮辱・ひどい暴言：精神的な攻撃  

③隔離・仲間外し・無視：人間関係からの切り離し  

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害：  

過大な要求  

⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ

ることや仕事を与えないこと：過小な要求  

⑥私的なことに過度に立ち入ること：個の侵害  

 

 

・  法律やガイドラインではないが、現在唯一の公的な見解である。職場の

パワー・ハラスメントは、典型的には以下の 6 つに類型化できる。  

ただし、これらがパワー・ハラスメントに該当する行為のすべてではな

く、これ以外の行為は問題ないということではない。  

 

A.パワー・ハラスメントの概念  

・「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え

る又は職場環境を悪化させる行為」  

 

●「同じ職場で働く者に対して」  

物理的に同一の職場と言うよりは、業務に関係する人たちと理解すべきで

ある。メールなどでやりとりする社内の他部署や取引先も含む。  

 

●「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に」  

上司から部下という職位の上下関係だけではなく、経験やスキル等によっ

ては、先輩から後輩へ、同僚から同僚へ、部下から上司へ優位性が働く場

合もある。  

 

 

●「業務の適正な範囲を超えて」  

業務遂行上必要な指導や指示、注意などは、適正な範囲の行為とする。多



14 

 

くの会社の就業規則には、部下は上司の業務命令や指導に従わなくてはな

らない旨が明示されている。受け手が不満を感じたりすることがあったと

しても、これらが「業務の適正な範囲」で行われている場合には、パワー・

ハラスメントにあたらない。  

 

●「精神的・身体的苦痛を与える」  

相手を脅迫したり、侮辱したりといった精神的攻撃、または、暴行や傷害

などの身体的攻撃を加えることを指す。  

 

●「職場環境を悪化させる」  

パワハラの直接の攻撃対象者だけでなく、職場環境、周りの人たちへ悪い

影響を与えることを指す。  

 

Ｂ．パワハラと業務指導の境目  

・職場においては、業務を円滑に進めるために、管理職に一定の権限が  

与えられています。時には、必要に応じ部下に対して指導や叱責が行わ  

れます。  

 

・例えば、取引先へのアポイント時間を間違え遅刻した時、同行した上司が

つい「何やってんだ！」とどなったとしても、その行為自体は決してほめら

れたものではありませんが、それだけでパワハラと言うことはできません。

指導の範囲内の叱責は、業務上認められているからです。  

 

☆気づきのポイント   

能力上の優位性から、同僚の人格を中傷することもパワハラになり得ます。 

 

☆気づきのポイント  

過度な目標を持たせ、業務指導と称して叱責することも要注意です。  

現状  

出典：人権教育啓発推進センター『企業における人権研修シリーズ  パワ

ー・ハラスメント』  

 

３）職場におけるセクハラ対策 3 

 

Ａ．職場でのセクシュアル・ハラスメント  

・  職場でのセクシュアル・ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を

不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力

を十分に発揮することの妨げにもなる。企業にとっても、職場秩序の乱

れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題
 

3  厚生労働省『職場における セクシュアル・ハラスメント対策 について』平成 22 年 11 月作成。  
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である。  

 

・  男女雇用機会均等法においては、職場におけるセクシュアル・ハラスメン

ト対策について、雇用管理上必要な対策をとることが事業主に義務づけら

れている。派遣労働者に対しては、派遣元のみならず派遣先の事業主も対

策をとらなければならない。必要な対策をとらず、是正指導にも応じない

企業は、企業名公表の対象となる。  

 

・  職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、「職場」において行われる、

「労働者」の意に反する「性的な言動」に起因するものである。  

 

①「対価型セクシュアル・ハラスメント」：  

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、

その労働者が解雇、降格、減給など（労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対

象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換など）の不利益を受けること

である。  

 

【典型的な例】  

●  事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒

否されたため、その労働者を解雇する。  

●  出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗され

たため、その労働者について不利益な配置転換をする。  

 

②「環境型セクシュアル・ハラスメント」：  

 労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものと

なったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する

上で看過できない程度の支障が生じることである。  

 

【典型的な例】  

●  事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労

働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下している。  

●  同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続

的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかない。  

 

Ｂ．セクシュアル・ハラスメント対策  

・  職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するために事業主が雇用

管理上講ずべき措置について、厚生労働大臣の指針により 9項目が定めら

れている。その内容は次のとおりである。  
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【セクシュアル・ハラスメント防止に関する指針９項目】  

 

 

1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発  

1）セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発  

2）行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発  

 

2.相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備  

3）相談窓口の設置  

4）相談に対する適切な対応  

 

3．職場におけるセクシュアル・ハラスメントに係る事後の迅速かつ  

適切な対応  

5）事実関係の迅速かつ正確な確認  

6）当事者に対する適正な措置の実施  

7）再発防止措置の実施  

 

4． 1～ 3までの措置と併せて講ずべき措置  

8）当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知  

9）相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと

周知・啓発  

 

４）ハラスメントを防止するために 4 

 

A.行為者にならないために  

①自分の言動に気をつける。  

②自分の受けた教育・経験等が正しいとは限らない。  

③ハラスメントに関する知識を持っておく。  

④良好なコミュニケーションを心掛ける。  

⑤自分自身のストレスを管理する。  

 

B.パワハラを受けないために  

①組織にルールや上司の指示に従う。  

②早目に相談、報告する。  

③正しいかどうかよりも、何が適切かを考える。  

④ミスは謝る、くどくど言い訳をしない。  

 
4 藤原寛子「ハラスメント～働きやすい職場づくり～」講演資料、2014

年 9 月 5 日を参考にして作成。  
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⑤自分から声をかける。  

 

C.被害を受けそうになったら  

① NO と言える場合は、言う。  

②記録しておく。  

③早目に相談する。  

④メンタルヘルスに注意する。  

 

（４）国際的視点からの人権   

 

・  最近の人権に対する国際的な行動を見ると、次の (世界人権宣言、国際

人権規約、ILO 中核的労働基準 )いずれかに準拠することが望ましいとさ

れている。  

 

 

図表 5 人権に対する国際的な行動体系  

 

ESG と SDGs 

国連グローバル・コンパクト  

ISO26000 

OECD 多国籍企業行動指針  

 

 

「国連ビジネスと人権に  

関する指導原則」  

（ジョン・ラギー報告）  

 

 

世界人権宣言  

国際人権規約  

ILO 中核的労働基準  

 

 

第 1 に、世界人権宣言、国際人権規約、ILO 中核的労働基準をベースに、

第 2 に、具体的で運用に役立つものとしては、ジョン・ラギー報告（枠

組みと指導原則）を基軸に、国連グローバル・コンパクト、 ISO26000、

OECD 多国籍企業行動指針の、いずれか一つに準拠することが求められる。 
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１）「国連グローバル・コンパクト」における人権  

 

・  1999(平成 11)年の「世界経済フォーラム」（ダボス会議）において、当

時の国連事務総長コフィー・アナンが提唱した企業行動原則である。  

 

・  「人権」「労働」「環境」の 3 分野の 9 原則であったが、2004(平成 16) 年

6 月に「腐敗防止」に関する原則が追加され、現在は 4 分野・ 10 原則

となっている。近年、わが国の企業も「国連グローバル・コンパクト」

に参加して、人権等の原則を守る取組みを推進している。参加する企業

は、これらの原則を支持し実践する。  

 

【国連グローバル・コンパクト（ The Global Compact）】  

 

人権  企業は、  

 原則 1：  国際的に宣言されている人権の擁護を支持、尊重し、  

原則 2：  自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである。  

 

労働基準  企業は、  

  原則 3：  組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を支持し、  

  原則 4：  あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、  

  原則 5：  児童労働の実効的な廃止を支持し、  

  原則 6：  雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである。  

環境  企業は、  

 原則 7：  環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し、  

  原則 8：  環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、  

  原則 9：  環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである。  

腐敗防止  企業は、  

  原則 10: 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組む  

べきである。  

 

 （ 2008（平成 20）年 7 月、日本語訳の改訂）  

 

・  人権についての責任は、政府や国家にだけあるのでなく、個人と組織の

双方にもある。人権擁護を推進することは、企業の業績を向上させるこ

とにつながる。職場において次のような対応が期待される 5。  

 

２）国連「ビジネスと人権に関する指導原則」  

 

・  ハーバード大学のジョン･ラギー教授（ John Ruggie,1944-、国連事務総

 
5  出所 :GC ジャパン・ネットワークの人権についての「職場において」の引用。  
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長特別代表、「国連グローバル・コンパクト」の設立に尽力）は、 2008

（平成 20）年 6 月に、第 8 回国連人権理事会に「保護、尊重、救済 :企

業と人権についての枠組み」と題する提案を提出し、承認された。  

 

・  さらに、 2011(平成 23)年 3 月に「ビジネスと人権に関する指導原則」

（ Guiding Principles on Business and Human Rights)に関する最終報

告書が国連人権理事会に提出された（同年 6 月に人権理事会により承認）。 

 

・  本最終報告書では、多国籍企業およびその他の企業活動において、人権

の擁護を促進するため、「保護、尊重、救済」の枠組みを提示した。  

 

・  まず一般原則として、次の通り明示した。  

 

第 1 の柱  人権保護する国家の義務  

〇一般的な国家の規制及び政策機能  

〇国と企業の連携  

〇紛争影響地域おける企業による人権尊重の支援  

〇政策の一貫性の確保  

 

第 2 の柱  人権を尊重する企業の責任  

〇企業方針によるコミットメント  

〇人権デユー・ディリジェンス  

〇救済への取組  

〇置かれている状況踏まえ対応  

 

第 3 の柱  救済へのアクセス  

〇国家による司法手続き  

〇国家による非司法的苦情処理の仕組み  

〇非国家基盤型の苦情処理の仕組み  

〇非司法的苦情処理メカニズムの実効性の基準  

 

 

【企業活動に人権的視点を取り入れるメリット】  

 

・企業が人権に配慮した事業活動をすると、次のようなメリットがある。  

 

 ①従業員の参画意識、士気、忠誠心が高まる。  

  従業員が大切にされている環境では、人々が前向きになり“やる気”

が向上する。  

  女性の能力が発揮され、男性と協調して、企業使命・目標の遂行に取
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り組む風土となる。  

 

①  製品・サービスの向上をもたらし、生産性が向上する。  

  従業員一人ひとりが生き生き活動すると、製品・サービスの質が自然  

と向上する。  

 

②  お客様、消費者、取引先などのステークホルダーとの関係が改善する。 

  外部のステークホルダーとの関係が良好となり、評判が良くなる。  

 

③  良質な人材獲得と定着につながる。  

  働きやすく能力を発揮しやすい会社との評価で、良い人材が獲得でき、

定着率が向上する。  

 

２． CSR の特徴と人権  

 

（１）国際規格 ISO26000 の特徴  

 

１） IS26000 の発行と特徴  

・  国際標準化機構 (International Organization for Standardization ;ISO、

以下 ISO）では、社会的責任について 2005(平成 17)年から作業を開始し、

2010(平成 22)年 11 月１日に国際規格 ISO26000 を発行した。  

 

・  これらの動きは、 ISO における国際規格やマネジメント・システムが、

第 1 世代の品質規格（ ISO9000 シリーズ）、  

第 2 世代の環境規格（ ISO14000 シリーズ）から、  

第 3 世代の社会的責任規格（ ISO26000）へと流れている。  

 

・  ISO26000※は、今や社会的責任に関する最新の包括的な国際行動規範と

して認識されている。  

 

・  ISO26000 は、あらゆる国･地域のあらゆる組織（企業以外の NGO・ NPO、

教育機関、病院、地方自治体等）を対象とすることから、 CSR から C を

とり、広く SR（社会的責任）と決定された。  

 

・  わが国は、 ISO の決定に基づき“マルチステークホルダー”の代表 6 名

（行政、産業界、消費者、労働、NGO、その他有識者）を中心に、ISO26000

の具体的な討議に積極的に参加している。  
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【基本的な特徴】  

 

第 1 に、この国際規格は規模や場所を問わずすべてのタイプの組織を

対象とする、“世界初の総合的な国際規格”である。  

先進諸国や発展途上国を含む全世界における、「企業、大学、病院、

NGO/NPO、自治体、政府機関など」あらゆる組織のための規格となる。 

 

第 2 に、この規格は、“ガイダンスを提供する国際規格” (ガイダンス

文書＝、手引書、指針文書）である。  

規格には、“ shall ”「～すべき」ではなく、  “ should”「～すべきで

ある」で記載される。当初「～するのがよい」「することが望ましい」

と訳されたが、最終的に「～すべきである」となった。これは、国際

労働機関（ ILO）の国際労働基準において、“ should”「～すべきである」

と訳していることによる。  

 

第 3 に、適合性評価や第三者認証に供されることを目的としていない。 

したがって、 ISO9000 や ISO14000 とは異なり、第三者認証を取得する

ための費用は必要ない。  

 

第 4 に、マネジメント・システム規格ではない。  

要求事項を含んだマネジメント・システム規格ではなく、 PDCA サイク

ルにより実践することを要求せず、成果を期待する。  

   

  第 5 に、国際的に合意されたステークホルダーの期待を明示している。 

史上最大のマルチステークホルダー・プロセスにより開発された規格

であり、ぞれぞれのステークホルダーの意見、提案を組み入れた。    

 

２）  社会的責任の定義  

・  国際規格では、「社会的責任」（ SR）について、次のとおりの定義されて

いる。  

 
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発展に貢献する。  
―  ステークホルダーの期待に配慮する。  
―  関係法令を順守し、国際行動規範と整合している。  
―  その組織全体に統合され、その組織の関係の中で実践される。  
注記 1 活動は、製品、サービス及びプロセスを含む。  
注記 2 関係とは、組織の影響力の範囲内の活動を指す。  
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３）社会的責任の 7 つの原則  

 

・  ISO26000 では、次の通り「社会的責任の 7 つの原則」を明示した。  

 A.組織の行動様式に関する原則  

①説 明 責 任：組織は、自らが社会及び環境に与える影響に説明責任

を負うべきである。  

②透 明 性：組織は、社会及び環境に影響を与える自らの決定及び

活動に関して、透明であるべきである。  

③倫理的な行動：組織は、倫理的に行動すべきである。  

 

B.ステークホルダーに関する原則  

④ステークホルダーの利害の尊重：組織は、自らのステークホルダーを

尊重し、よく考慮し対応すべきであ

る。  

C.法規範に関する原則  

⑤法 の 支 配 の 尊 重：組織は、法の支配を尊重することが義務である

と認めるべきである。  

⑥国際行動規範の尊重：組織は、法の支配の尊重という原則に従うと同

時に、国際行動規範も尊重すべきである。  

 

D.人権に関する原則  

⑦人権の尊重：組織は、人権を尊重し、その重要性及び普遍性の両方を

認識すべきである。  

 

・  これらの 7 原則の特徴は、コンプライアンス（③④⑤⑥）を包含する「組

織統治（ガバナンス）」（①②）と「人権」（⑦）が重要であることを示

している。  

 

４） ISO26000 から JISZ26000 へ  

 

・  経済産業省は、2011(平成 23)年 2 月の ISO/SR 国内委員会において、「国

際規格 ISO26000 を JIS 化する」と方針を表明した。  

2012(平成 24)年 3 月 21 日：「 JISZ26000」として官報に公示された。  

 

【特徴】  

① ISO/SR 国内委員会が監修した日本語版をベースとして、 ISO26000 の

“国際規格一致規格”※となる JIS※※とする。  

 

②規格本体のテキスト変更は、基本的に JIS の様式及び要件を満たすた

めの軽微な変更にとどめる。したがって、日本語訳の修正は最小限と
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なる。  

 

③規格制定の趣旨及び経緯などを記した解説を作成する  

※国際規格一致規格とは、技術的内容が対応国際規格と一致であり、

かつ規格の構成が対応国際規格と対応するよう作成した JIS をいう。 

 

 ※※ Japanese Industrial Standard の頭文字をとって、 JIS（ジス）

という。工業標準化法に基づいて、主務大臣によって制定される我

が国の鉱工業品に関する国家規格で、正式には、“日本工業規格”と

いう。  

 

（２ ) 社会的責任の 7 つの中核主題と人権  

 

図表 6 7 つの中核主題の一覧  

   

          全体的なアプローチ  

 

      

 コミュニティ  

への参画及び  

コミュニティ     人  権  

の発展  

 

         

               

 

消費者課題     組織統治      労働慣行  

 

 

            

       公正な事業     環  境  

慣行         

 

 

           

            相互依存性  
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・  ISO26000 では、7 つの中核主題と課題を提示している 6。これらは、あら

ゆる組織は効率的な組織統治を共通基盤としたうえで、人権、労働慣行、

環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティ参画及びコミュニテ

ィの発展の６つの中核主題に取り組むことが求められている。  

 

・ 7 つの中核主題の内容は、次の通り記述されている。  

①中核主題⇒概要⇒原則及び考慮点⇒  

②課題⇒課題の説明⇒  

③関連する行動及び期待⇒アクション  

 

１）人権（ Human rights）  

・  人権とは、全ての人に与えられた基本的権利である。  

人権とは、固有の権利で奪うことができず、普遍的、不可分で、相

互依存的なものである。  

 

＜ポイント＞  

①人権は、全ての人に与えられた基本的な権利である。  

②人権を守るために個人・組織両方の認識と行動が重要である。  

 

＜参考実践事例＞  

①ハラスメントの撲滅で、人権を守る (関西電力グループ )。  

・基本的人権の尊重は、経営の重要課題。  

・人権啓発は、多くの人に向けて地道に実施。  

・「人権標語」による PR 効果。  

 

②ダイバーシティ (多様性 )により、活躍の場を支援する (ニコン )。  

・多様な才能・価値観の受け入れ・活用が重要。  

・多様な価値観を尊重する企業風土の醸成。  

・女性活躍推進から、ダイバーシティ推進への転換。  

 

③女性の活躍促進のための環境整備を図る (パイオニア )。  

・働きやすい環境を整える継続的な取組。  

・経営トップの理解とリーダーシップ。  

・企業の発展と個人の幸せとの結びつけ。  

 

④雇用差別をなくし、外国人労働者を守る (パナソニック )。  

・外国人社員にハンディを背負わせない。  

 
6ISO／ SR 国内委員会監修、日本規格協会編『日本語訳 ISO26000:2010 社会的責

任に関する手引き』日本規格協会、 2011(平成 23)年 1 月 20 日発行、 p.79-182 
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・厳しい条件で労働させない。  

・採用後の育成・定着・動機づけを行う。  

 

④  障害者雇用は、企業の社会的責任 (オムロン )。  

・障害者に仕事を持たせ自立支援する。  

・多様な人材の活用のために障害者雇用を。  

・障害者雇用から人権尊重をより推進する。  

  

＜参考＞人権に関する主な関連法令  

①   基本的な法令：労基法、男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法  

②  それ以外の関連法令：高年齢者雇用安定法、最低賃金法、職業安定法  

 

       【  日本の中小企業における留意点】  

①  日本でも根強く残る人権問題  

日本は、アメリカなどのように複雑な人種構成ではないと言われている。

また、人権に関する法整備も行われていることから、著しく人権を無視した

行為が顕在化することは諸外国に比べ少ないと思われている。  

しかし、一部では性別や出身地、宗教、感染症などによる差別などは依然

として深刻な問題となっている。これらは法令によって禁止されている行為

であり、差別が行われないよう徹底されるべきである。  

 

②海外に拠点・取引をもつ組織は、十分な確認が必要  

例えば、海外に拠点・取引をもつ企業などでは、当該国の法整備や法令順

守が十分に行われていないことなどから、児童労働など労働における基本的

権利が侵害されていることがある。  

そのため、日本国内ではもちろんのこと、海外に進出する組織は特に、自

組織や関連組織が人権の侵害を行っていないかを十分に確認し、日頃からの

職場教育や、問題が発生した場合には早期に是正に取り組むことが重要であ

る。  

 

③具体的な行動例  

差別のない雇用の実施、不当な労働条件下での労働や児童労働の禁止、人

権教育、人権相談窓口の設置、障がい者・高齢者など社会的弱者の雇用促進  

 

【人権８つの課題の内容】  

 

①デュー・ディリジェンス  

人権方針の明示、活動が人権に影響することを評価する手段、人権方

針を徹底させるための手段、長期的にパフォーマンスを追跡するため

の手段、マイナスの影響への対応行動などである。  
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②人権に関する危機的状況  

紛争・極端な政情不安、自然災害、天然資源とコミュニティを混乱さ

せる搾取活動、児童に影響し巻き込む活動、汚職の文化などである。  

 

③加担の回避  

直接的な加担（意図的な人権侵害）、受益的加担（他者が行った人権侵

害から直接的に利益を得る行動）暗黙の加担（特定グループへの差別

に明快に反対しないこと、人権侵害を当局へ提起しないこと）などで

ある。  

 

④苦情解決  

苦情対応の仕組みや救済を求めるための仕組みの確立などである。  

 

⑤差別および社会的弱者  

違法な差別の根拠には、人種、皮膚の色、性別、年齢、言語、財産、

国籍（出身国）、宗教、民族的・社会的出身、カースト、経済的背景、

障がい、妊娠、労働組合への加入、政治的所属などである。  

 

⑥市民的および経済的権利  

生存権、身体の自由および安全性に関する権利、言論および表現の自

由などである。  

 

⑦経済的、社会的および文化的権利  

教育への権利、労働への権利、公正で良好な労働条件への権利、必要

な社会的保護、宗教の権利などである。  

 

⑧労働における基本的原則および権利  

結社の自由や団体交渉の権利、児童労働・強制労働の禁止、機会均等

と差別禁止などである。    

 

（３）コンプライアンス経営を基盤とした CSR 経営への進化  

 

・  このような社会・経営状況の下、わが国企業として、社会の信頼を得て

持続的な発展をするためには、企業行動にあたって重要なことは、  

第 1 に、基盤としてのコンプライアンス経営の実践、  

第 2 に、経営管理の仕組みとしてのコーポレート・ガバナンスの適正

な運営 (内部統制を含む )、  

第 3 に、企業全体としての CSR 経営の推進、という統合化され進化し

た姿、となる。  
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・  企業にとっては、経営トップのリーダーシップのもと、本業を通じて

経営資源の制約を考慮しながら、企業独自の目標を設定して、「コンプ

ライアンス経営を基盤とした CSR 経営」の推進こそが正道である。  

 

・  したがって、 CSR 経営とは、次のようにまとめることができる。  

「企業が社会の一員として、社会と企業の持続可能な発展をめざして、

７つの中核主題等を経営戦略に織り込み、主要なステークホルダーと

の相互交流を深め、経済・環境・社会問題について、社会の信頼を得

るために役割と責任を果たすよう、自主的に取り組む経営である。」  

 

図表 7  コンプライアンス、ガバナンス、 CSR の統合的関係  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７出所：田中宏司（ 2005）『 CSR の基礎知識』日本規格協会、 p.40、

図 1.2 を一部修正。  

 

 

３． ESG と SDGs への展開と人権  

 

（１） ESG と人権  

 

・企業が持続的に成長できるか否かを判断する指標として用いられる、  

Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）の 3 要素

の総称。主に投資における指標として参照される。  

  

「 environment」は、環境への配慮・地球環境の問題に対する取組。  

コーポレート・ガバナンス  

(透明性、説明責任 ) 

コンプライアンス経営  

（法規範･社内規範･社会規範の遵守） 

CSR 経営  

（持続的発展、ステークホルダーとの対話、

経済・環境・社会面での活動、主要主題・

課題への取組）  

https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E9%95%B7
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%8B%E5%90%A6%E3%81%8B
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A4%E6%96%AD
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%87%E6%A8%99
https://www.weblio.jp/content/Environment
https://www.weblio.jp/content/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://www.weblio.jp/content/Social
https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
https://www.weblio.jp/content/Governance
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%81%E7%B4%A0
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%81%E7%B4%A0
https://www.weblio.jp/content/%E7%B7%8F%E7%A7%B0
https://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%87%E6%A8%99
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%82%E7%85%A7
https://www.weblio.jp/content/environment
https://www.weblio.jp/content/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%8D%E6%85%AE
https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%92%B0%E5%A2%83
https://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E3%81%99
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF
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「 social」は、社会的な課題の解決に向けた取組を指す。  

「 governance」は、企業統治であり、ステークホルダーに対する CSR（企

業の社会的責任）のあり方を指す。   

 

・ ESG に十分に配慮して事業活動を推進している企業は、長期的に持続的

に成長・発展してゆくことが期待できると見なすことができる。そのため、

ESG は、リスクの少ない安定した投資先企業を見分ける手がかりとして使

える。  

  

・ ESG は 2000 年代半ばに国連で提唱され、以後、欧米などを中心に広まり

つつある。2012 年には東京証券取引所も東証市場第一部銘柄を対称とする

ESG の調査を実施、いわゆる「 ESG 投資」に適した優良企業を選定している。  

  

図表８  ESG の具体的な課題  

 

 

                   Environment（環境）  

               ・気候変動対策  

          ・温室効果ガスの排出量の削減  

          ・水やエネルギーの効率的利用  

          ・森林破壊の抑制  

          ・生物多様性の尊重  

 

 

Social（社会）            Governance（統治）  

・労働条件の適正化        ・企業倫理の遵守  

・機会均等の尊重         ・役員報酬の適正な支給  

・人権の保護           ・取締役会の多様性と構成  

・従業員の多様性の促進      ・贈収賄や汚職の撤廃  

・安全かつ衛生的な職場      ・コンプライアンスの遵守  

 環境の整備  

・児童労働・奴隷制度の反対  

              

 

       

                 

・ESG においては、3 要素の Social（社会）に、“人権の保護”を掲げている。  

 

 

  

https://www.weblio.jp/content/social
https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E8%AA%B2%E9%A1%8C
https://www.weblio.jp/content/%E8%A7%A3%E6%B1%BA
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF
https://www.weblio.jp/content/governance
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC
https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E3%81%99
https://www.weblio.jp/content/CSR
https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E8%B2%AC%E4%BB%BB
https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E8%B2%AC%E4%BB%BB
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%8D%E6%85%AE
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95
https://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A8%E9%80%B2
https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E9%95%B7
https://www.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E5%B1%95
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9F%E5%BE%85
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8B%E3%81%AA%E3%81%99
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%91%E3%81%AA
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87
https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8B%E5%88%86%E3%81%91%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%82%8A
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/2000%E5%B9%B4%E4%BB%A3
https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%8A%E3%81%B0
https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E9%80%A3
https://www.weblio.jp/content/%E6%8F%90%E5%94%B1
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%A5%E5%BE%8C
https://www.weblio.jp/content/%E6%AC%A7%E7%B1%B3
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/2012%E5%B9%B4
https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80
https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%B1%E8%A8%BC%E5%B8%82%E5%A0%B4%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%83%A8
https://www.weblio.jp/content/%E9%8A%98%E6%9F%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E7%A7%B0
https://www.weblio.jp/content/%E8%AA%BF%E6%9F%BB
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E6%96%BD
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%86%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/ESG%E6%8A%95%E8%B3%87
https://www.weblio.jp/content/%E9%81%A9%E3%81%97%E3%81%9F
https://www.weblio.jp/content/%E5%84%AA%E8%89%AF%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E9%81%B8%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/Environment
https://www.weblio.jp/content/%E7%92%B0%E5%A2%83
https://www.weblio.jp/content/Social
https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
https://www.weblio.jp/content/Governance
https://www.weblio.jp/content/ESG%E6%8A%95%E8%B3%87
https://www.weblio.jp/content/Social
https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A


29 

 

（２） SDGs と人権  

・ SDGs とは「 Sustainable Development Goals」の略称で、「持続可能な

開発目標」である。言い換えると、 SDGs とは「世界中の皆で目指す、永

続的な社会・地球環境を構築するための目標」である。  

・SDGs は、2030 年にむけて、2015 年９月の国連サミットで採択された「世

界レベルの社会契約」である。基本理念は、「大変革」と「誰も置き去

りにしない」ことである。  

・ SDGs の目標は 17 の目標と 169 の具体的なターゲットから成り立ってい

る。  
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図表９  SDGｓ「持続可能な開発目標」  

 

 

[社会に関する目標 ] 

 

目標１（貧困）  

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。  

目標２（飢餓）  

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農  

業を促進する。  

目標３（保健）  

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す  

る。  

目標４（教育）  

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機  

会を促進する。  

目標５（ジェンダー）  

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。  

目標６（水・衛生）  

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。  

 

[経済に関する目標 ] 

 

目標７（エネルギー）  

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへ  

のアクセスを確保する。  

目標８（経済成長と雇用）  

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な  

雇用と働きがいのある人間らしい雇用 (ディーセント・ワーク )を促進  

する。  

目標９ (インフラ、産業化、イノベーション）  

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の  

促進及びイノベーションの推進を図る。  

目標１０（不平等）  

各国内及び各国間の不平等を是正する。  

目標１１（持続可能な都市）  

包摂的で安全かつ強靱 (レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住  

を実現する。  

目標１２（持続可能な生産と消費）  

持続可能な生産消費形態を確保する。  
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[環境に関する目標 ] 

 

目標１３（気候変動）  

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。  

目標１４（海洋資源）  

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利  

用する。  

目標１５（陸上資源）  

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の  

経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多  

様性の損失を阻止する。  

 

 [社会・経済・環境の３分野に横断的に関わる枠組み ]  

目標１６（平和）  

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に  

司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任  

のある包摂的な制度を構築する。  

目標１７（実施手段）  

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシ  

ップを活性化する。  

 

出所：国際連合広報センターホームページ・外務省のホームページ等   

 

・ 「誰ひとり取り残さない」ことを掲げている SDGs は、人権とも深いつながりがある。

17 つの目標のうち、特に人権（自由権・平等権・社会権）と関係している SDGs

の目標は以下の通りである。 

目標 1  貧困をなくそう  

目標 3  すべてのひとに健康と福祉を  

目標 4  質の高い教育をみんなに  

目標 5  ジェンダー平等を実現しよう  

目標 8  働きがいも経済成長も  

目標 10 人や国の不平等をなくそう  

目標 16 平和と公正をすべての人に  
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【参考資料】公益財団法人  人権教育啓発推進センター作成資料  

・今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応 

・「ＣＳＲ」で会社が変わる 社会が変わる-社員一人ひとりに“生きたＣＳＲ”を- 

・「ＣＳＲ」で意識が変わる、企業は伸びる -企業の一人ひとりに“わかるＣＳＲ”を- 

・「ＣＳＲ」で見えてくる明るい明日- 一人ひとりが考える“ＣＳＲと人権”- 

・ＣＨＡＮＧＥ 信頼される企業をめざして -企業の社会的責任・人権啓発取組事例集- 

・ポケットブックシリーズⅡ  『 ISO26000 と人権』『 JISZ26000 と人権』 

・社会人のための人権入門『仕事＋人権』  
・人権を考える２０１３ -人権って何だろう？ - 

 

※関連ＵＲＬ  

 ○企業の社会的責任 (CSR)・人権パンフレットの無料配布  

  http://www.jinken.or.jp/archives/882 

 ○公益財団法人人権教育啓発推進センター  発行物のご案内  

  http://www.jinken.or.jp/item 

 〇法務省「多様な性について考えよう！～性的指向と性自認～」  

 


