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まえがき
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（東京2020組織委員会）
は、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会（東京2020大会）
の準備・運営にあたり、
「持続可能性に配慮した運営計画」を策
定、公表しています。東京2020大会では、持続可能な開発目標（SDGs）
を含む世界的な議論の潮流を踏まえ、
「Be
better, together より良い未来へ、ともに進もう。」のコンセプトの下、持続可能性の主要テーマとして、
「気候変
動」、
「資源管理」、
「大気・水・緑・生物多様性等」、
「人権・労働、公正な事業慣行等」、そして「参加・協働、情報発信（エ
ンゲージメント）
」の5つを掲げています。これらの主要テーマと取り組みは、国連で2015年9月に採択された「我々
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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 SDGsの17目標・169ターゲットとの関わりが
大きいため、この運営計画には、東京2020大会が SDGsの達成に向けた貢献を目指すことが書かれています。また、
国連ビジネスと人権に関する指導原則への準拠と ILO 多国籍企業宣言の尊重についても言及しています。
また、運営計画の実施において、東京2020組織委員会は、大会の準備・運営段階の調達プロセスにおいて、経済
合理性だけでなく持続可能性にも配慮した調達を通じてその社会的責任を果たして行くべきという考えをベー
スに「持続可能性に配慮した調達コード（調達コード）」を策定しました。この調達コードは、東京2020大会のた
めに調達される物品・サービス及びライセンス商品を対象としており、
「人権」
「労働」に関わる基準において、世界
人権宣言や ILO 多国籍企業宣言等の国際規範に従い、児童労働の禁止、強制労働の禁止、差別の禁止、長時間労働
の禁止、ジェンダー平等の促進、障がい者などの社会的弱者の社会的包摂、安全で健全な労働環境、適正な賃金
の支払い、結社の自由と団体交渉権の尊重などを求めており、SDGsのターゲットとも直接的に結びついています。
また、調達コードは、東京大会の調達に関与しない事業者にも、持続可能な調達活動を推進する上で参照すべき
資料としてご活用いただけるものです。
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ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）
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ク委員会（IOC）
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ハンドブックの概要
（対象、目的、内容）

序章

1. ハンドブックの対象、目的、内容
本ハンドブックは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会
（東京2020大会）
に物品やサービスを供給するパートナー
企業、サプライヤー、ライセンシー及びそれらのサプライチェーンの事業者が、調達コードに関連した、特に「労働」と
「人権」分野での取り組みを進める上での参考にしていただくことを目的としています。また、東京2020大会の調達に
関与しない事業者の皆様にも幅広くご活用いただけるものになっています。

｜ ハンドブックの概要（対象、目的、内容）

調達コードは以下の4つを原則としています。

（1）
どのように供給されているのかを重視する
（2）
どこから採り、何を使って作られているのかを重視する
（3）サプライチェーンへの働きかけを重視する
（4）資源の有効活用を重視する

本ハンドブックは、3つの章から構成されています。この「序章」では、ハンドブックの概要とともに、
「持続可能性に
配慮した調達コード（調達コード）」の内容と、特に労働分野に関する基準を説明します。
「第1章」では、調達コードのそれぞれの基準とも関連する、労働に関する国際規範で最も重要とされる「ILO 中核的労
働基準」と「ILO 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（以下、ILO 多国籍企業宣言）」について解説します。
「第2章」は、持続可能な調達を実施するために、ひいてはより多くのより良い雇用機会の創出、
「ディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）」を通じた持続可能な社会づくりにつなげるために、労働的側面に焦点をあてた
「持続可能なサプライチェーン・マネジメント」の実践ガイドを提供しています。ディーセント・ワークとは、権利が保障され、
十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事、すなわち人間としての尊厳を保てる生産的な
仕事を意味します。
また、付属文書（アネックス）
として、
「ILOが提供するリソースとサービス」と「東京オリンピック・パラリンピック
競技大会における持続可能性の取組について」を掲載しています。

調達コードは、上の4つの原則を踏まえ、持続可能性に関する基準として、
（1）全般、
（2）環境、
（3）人権、
（4）労働、
（5）経済
の5分野、33基準を定めています。特に、本ハンドブックと関連する「（4）労働」では、以下のような基準を設けています。

持続可能性に配慮した調達コード
4. 持続可能性に関する基準
（4）労働
労働は、製造・流通等の各段階に関係するものであり、国内外で児童労働や長時間労働、外国
人労働者の問題が指摘される中、組織委員会は、適正な労務管理と労働環境の確保を求めていく。
また、ワークライフ・バランスの推進も必要である。
①国際的労働基準の遵守・尊重
②結社の自由・団体交渉権
③強制労働の禁止
④児童労働の禁止
⑤雇用及び職業における差別の禁止

2.「持続可能性に配慮した調達コード（調達コード）」
調達コードとは、東京2020組織委員会が調達するモノやサービス及びライセンス商品について、原材料の採取から加工・
流通・提供に至る供給過程全体で持続可能性が確保されるよう、サプライヤー、ライセンシー及びそれらのサプライチェー

⑥賃金
⑦長時間労働の禁止
⑧職場の安全・衛生
⑨外国人・移住労働者

ンに求める事項をまとめたものです。調達コードでは、法令遵守、環境問題や人権・労働問題の防止、公正な事業慣行の
推進などについて「持続可能性に関する基準」を設定していますが、ILO 中核的労働基準をはじめ、持続可能性に関する
各分野の国際的な合意や行動規範等を参考にするとともに、大規模スポーツイベントや日本の状況に関連して指摘され
るビジネスと人権に係る広範な課題に対応することを意識しました。

06

これらの基準は、全て ILOが定める「国際労働基準（第1章参照）」をベースにしています。詳細は、付属文書1「持続
可能性に配慮した調達コードの（4）労働分野の基準と ILO 文書の対照表」
（54ページ）
をご覧ください。
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序章

3. 第1章 「国際労働基準」について
2019年、創立100周年を迎えた ILOは、この1世紀の間、基本的人権の確立、労働条件の改善、生活水準の向上、経済的・
社会的安定の増進に寄与してきました。ILOは、世界的規模で様々な活動をしてきましたが、その中でも条約・勧告の

｜ ハンドブックの概要（対象、目的、内容）

持続可能なサプライチェーン・マネジメントは企業のみならずそれを取り巻く全てのステークホルダのためにも重要
なアプローチと言えます。第2章では、持続可能なサプライチェーン・マネジメントと労働者の権利、そして人権・労働
デュー・ディリジェンスを実施する上で重要な対話・コミュニケーションについて具体的な手引書を提供しています。

制定や多くの労働基準の策定は、もっとも重要なもののひとつです。第1章では、主に政府が対応する国際労働基準と、
企業 を 対象 と し て い る「ILO 多国籍企業宣言 」に つ い て 解説 を し ま す。ILO 多国籍企業宣言 は、企業 の 自発的 な 取
り組みとして世界に広がっている企業の社会的責任（CSR）や責任ある企業行動（RBC）において、労働分野の指針

また別冊で、東京2020大会のパートナー企業による取組事例を紹介する事例集の発行も予定しています。本ハンドブック
とあわせて事例集もご覧いただき、参考にしていただければと思います。

（労働 CSR）
を定める規範文書です。

4. 第2章 国際労働基準に則った
「持続可能なサプライチェーン・マネジメント」の実施
国際基準に則ったサプライチェーン・マネジメントには、従来からある品質・納期等の要素だけでなく、サプライヤー
の労働者の権利や労働条件なども考慮に入れるべき要素として挙げられています。第2章は、第1章で見てきた国際労働
基準及びその原則である ILO 多国籍企業宣言を実践するための手引き（ガイド）
となります。グローバル化の発展により、
商品やサービスの生産、流通、販売は、国境を超え、サプライチェーン（供給網）
は世界中に伸長し、途上国においては、雇
用創出を通じた経済社会の発展のための機会が提供されています。しかしながら、グローバル化が市場経済に大きな富
をもたらす一方で、過度の競争の中で、長時間労働や賃金未払いなど労働条件の悪化が引き起こされるリスクは高まっ
ています。自社が直接関与していなくとも、広範なサプライチェーンを有する限り、その末端で強制労働や児童労働に
よる搾取などが行われる可能性もあります。
上にあげた労働問題は、途上国に伸びたサプライチェーンの中だけの話ではありません。近年、日本では、海外からの
労働者が増加しています。なかには、パスポートの取り上げ、強制帰国、ハラスメントなど労働問題や人権侵害も報告
されています。
このように、グローバルに操業する多国籍企業にとっても国内で事業展開する企業にとっても、サプライチェーンに
おけるディーセント・ワークの実現は喫緊の課題です。2015年、国連総会で持続可能な開発のための2030アジェンダ
が採択されました。17の持続可能な開発目標のなかで、ILOにもっとも関係あるのが、開発目標8「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）
の促進」
です。つまりサプライチェーンにおけるディーセント・ワークの実現は、社会が持続可能なものになっていく大きな
要素となり得るのです。
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｜ 国際労働基準

労働・雇用に関する指針的文書
国際労働機関（ILO）
は、この1世紀の間、基本的人権の確立、労働条件の改善、生活水準の向上、経済的・社会的安定の

こうした国際労働基準の中でも、最低限遵守されるべき基本的人権に関するもの、つまり、結社の自由と団体交渉権、

増進に寄与してきました。ILOは、雇用と労働の問題に関する国連の専門機関です。世界的規模で様々な活動をしてき

児童労働の禁止、強制労働の禁止、差別の禁止に関する条約は、中核的労働基準と呼ばれています。詳細は、
「ILO 中核的

ましたが、その中でも政府、労働者、使用者の三者の合意による条約・勧告の制定や労働基準の策定は、もっとも重要な

労働基準解説」
（15ページから24ページ）
を参照ください。ILO 加盟国は、これらの中核的労働基準について、対象条約

役割のひとつです。

の批准の有無にかかわらず、この原則を尊重し、促進し、実現する義務を負います。

国際労働基準は、ILO 構成員の三者（政府、労働者、使用者）
により起草され、仕事における基本的原則及び権利を
定める法的手段です。それらは、条約（convention）
と勧告（recommendation）
の二つの形式があり、ILO 年次総会にお
いて採択されます。

国際労働機関（ILO）
について
ILOは、雇用と労働問題に関する国際連合の専門機関です。1919年に国際労働基準を設定することを

条約は、最低の労働基準を定めた国際条約で、それを加盟国政府が批准し、国内法を設定することで企業に適用され
ます。すべての企業は国内法を遵守する必要があります。一方で、国際労働基準に定められた労働原則は、法的拘束力
をもちませんが、当該条約の批准の有無に関わらず、企業が労働慣行を改善しようとする上で重要な指針（ガイドライン）
となります（図1）。後述の ILO 多国籍企業宣言は、企業に直接の指針を示す ILOの唯一の文書です。
勧告は、批准を前提とせず拘束力はありません。加盟国の事情が相当に異なることを配慮し、各国に適した方法で適用

目的に設立され、187の加盟国における国際労働基準の促進、適用、及びその監視をすると同時に、政府、
使用者及び労働者組織に対する政策の助言、能力開発など、
「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間
らしい仕事）」の実現に向けた技術支援を提供しています。

ILOのホームページ：www.ilo.org

ILO 駐日事務所のホームページ：www.ilo.org/tokyo

できる国際基準で、各国の法律や労働協約の作成にとって一つの有力な指針として役立つものです。

条約の批准

国際労働基準
条

ILO 多国籍企業宣言とは ?
国内法

向けられた労働原則（条約・勧告から派生する原則）
を提示しています。その意味で、今日、企業の自主的な取り組み

約・
勧

告
から
派
拘
生
束
する
力を
原
もた
則
ない

法的拘束力

として世界にひろがっている企業の社会的責任（CSR）
や責任ある企業行動（RBC）
において、労働分野の指針を定める
規範文書となります。
ILOは、グローバル企業や中小企業による社会的活動と企業活動の成果の全般的向上を促進するために「多国籍企業

企
図1：国際労働基準：企業との関係

国際労働基準は前項のとおり、政府が批准をすることで法的拘束力をもつものですが、ILO 多国籍企業宣言は企業に

業

及び社会政策に関する原則の三者宣言（ILO 多国籍企業宣言）」を策定しました。1977年に採択され2017年に最新の
改訂が行われたこの規範文書は、政府、労働者、使用者の三者の合意によって策定されたものです。多国籍企業が経済や
社会にもたらすプラスの貢献を奨励するとともに、企業活動がもたらすマイナスの影響を最小限にとどめ、解決するこ
とを目的とし、国際労働基準、すなわち ILO 条約や勧告に書かれている原則をどのように適用したらよいか、企業に指針
を提供しています。ILO 多国籍企業宣言は、労働分野における CSRについて最も包括的な国際規範文書です。
具体的には、多国籍企業（国営企業、民間企業、第三セクターを問わず）、政府、労働者団体及び使用者団体に対して、
投資、貿易、並びにグローバルサプライチェーン上の本国と受入国双方における活動の指針となる原則を定め、中核的
労働基準だけでなく、雇用の促進、訓練と技能育成、賃金と諸手当、勤務時間、労働安全衛生、労使関係といった幅広い労
働の分野において、企業行動の指針を提供しています。多国籍企業であれ国内企業であれ、また大企業か中小企業にもか
かわらず、すべての企業が参考とするべきものです。詳細は、
「ILOの多国籍企業宣言」
（25ページから29ページ）
をご覧
ください。
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ILO 多国籍企業宣言は、持続可能な開発目標（SDGs）
を重要な国際的な政策フレームワークのひとつとして参照し、
1998年に採択された ILOの「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」で定められた基本的原則及び権利1
を取り入れています。
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会（東京2020大会）
は、
「持続可能性」を大きなテーマ
に掲げ、
「持続可能性に配慮した運営計画」を作成しました。その実施手段のひとつとして作られた「持続可能性に配慮
した調達コード」には、ILO 多国籍企業宣言と1998年の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」が明確
に言及されています。

｜ 国際労働基準

1. 中核的労働基準
1-1 中核的労働基準とはなんでしょうか ?
基本的な労働者の権利を守る上で基幹的な8つの国際労働基準のことを ILOの「中核的労働基準」と呼びます。
経済のグローバル化がもたらす社会への負の影響を受け、ILOでは基本的な労働者の権利を守るため、1998年に「労
働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」を採択しました。特に重要と位置づける4分野8条約について、ILO
加盟国は批准の有無にかかわらず、これらの条約に定められた基本的権利に関する原則の尊重、促進、実現に向けた義
務を負い、その推進に努めるよう求められています。

企業活動と国際労働基準はどのように結びつくのでしょうか ?
多くの企業が、国際労働基準を自社の方針や手順、実践の中に組み込む努力をしています。基準を遵守するという決

中核的労働基準と関連 ILO 条約
結社の自由・団体交渉権の承認

意を行動規範の中で表明したり、国際労働基準に関して業界団体やマルチステークホルダーにより作成された様々なイ
ニシアチブに参画したりしています。しかし、こうして表明された企業の価値観・決意を、サプライチェーン・マネジメ
ントに反映させるのは簡単なことではありません。
これらの持続可能性に対する企業のコミットメントを実現化するためには、優れた経営体制が重要です。良好な労使

強制労働の禁止

児童労働の禁止

関係を構築することも企業マネジメントの一部です。サプライチェーン管理者は、ビジネスパートナーを製品の質、値段、
デリバリーのタイミングなどから検討しますが、その際、買い手側である自社とビジネスパートナーの間に信頼関係が
存在することも一つの評価基準となります。また、ビジネスパートナーがその他の環境・社会的側面への配慮（労働者、

雇用・職業における差別の撤廃

結社の自由及び団結権保護条約（第87号）
団結権及び団体交渉権条約（第98号）
強制労働条約（第29号）

強制労働廃止条約（第105号）
最低年齢条約
（第138号）

最悪の形態の児童労働条約
（第182号）
同一報酬条約
（第100号）

差別待遇
（雇用及び職業）
条約
（第111号）

コミュニティ、消費者などステイクホルダーとの関係）
を行っているかも評価すべき点です。
特定されたコンプライアンス違反はその場で改善できますが、現場チェックを行ったあとも企業活動を取り巻く社会、

これらの中核的労働基準は労働における人権、つまり「労働者の基本的な権利と利益」を尊重するための基準と位置

環境に関する課題に取り組み続けるための恒常的な企業経営体制（システム）
を綿密に設計することが必要です（詳細は、

づけられ、企業の責任ある経営姿勢の規範となります。そのため、CSRに関するイニシアチブや企業の行動規範におい

第2章をご参照ください）。そのためにも、国際労働基準をしっかり理解しておくことが重要となります。

ても言及されています。立法とガバナンスが一定水準に達していないビジネス環境で操業する企業にとっては、法令
遵守にとどまらず、これらの基本的な労働原則を尊重する形で企業活動を行うことが重要になります。

1 この原則及び権利は、
「国連ビジネスと人権に関する保護・尊重・救済フレームワーク」を実施するための「ビジネスと人権に関する指導原則」の第2の

柱である「企業の人権尊重責任」に含まれ、国連グローバル・コンパクトの4つの労働原則を構成しています。経済協力開発機構（OECD）
も、企業の社
会的責任に関し、
「多国籍企業行動指針（OECD 指針）」を策定していますが、その中の労働関連の規定は、ILOの技術支援を得て策定され、国際労働基
準に基づいています。人権に関する章は、1998年の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に言及しており、雇用と労使関係に関する
章には、関連の国際労働基準の原則が盛り込まれ、さらに詳しいガイダンスは、ILOの多国籍企業宣言を参照するよう明記されています。
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1-2 結社の自由と団体交渉権の実効的な承認
結社の自由の原則と団体交渉権の実効的承認は、労使に対し、経済的な利益だけでなく、市民としての自由を守るた
めに組織に加わり、行動する機会を保障するものです。こうした原則は、民主主義に欠かせない要素であり、労働における
原則と権利を実現する上できわめて重要になります。

｜ 国際労働基準

■ 企業はどのようにして、結社の自由を保障し、団体交渉権を承認できるでしょうか ?

企業は、自由に選ばれた労働者代表との誠実な対話を実現することで、お互いの問題をより良く理解し、解決方法を

みつけることができます。建設的な対話と対立解決の機会がもたらされることで、企業と社会全体の利益につながる
解決策にエネルギーを集中させることができます。
労働者代表には、活動を効果的に行い、干渉されることなく役割を果たすことができるような適切な施設を提供すべ

■ 結社の自由とは ?

結社の自由とは、すべての使用者及び労働者が、自由かつ任意に、職業上の利益を促進し守るための団体を設立し、

加入する権利を意味します。両者は、国家やその他の団体に干渉されることなく、自らの団体を設立・加入・運営する
ことができます。

きです。また、労働者代表には、実のある交渉を行うのに必要となる情報が提供されなければなりません。
結社の自由と団体交渉の権利を実現する上で、政府は法令により権利を保障する義務を負っています。しかし、仮に
政府による立法がない場合でも、使用者と労働組合は、少なくともそれらを実施することが明示的に禁じられていない
国においては、権利を尊重するためにあらゆる努力をするべきです。これは、民主主義の発展に不可欠です。

結社の自由を尊重するために、企業には以下のことが求められます。
⃝

労働組合の結成・加入に対して干渉しないこと

⃝

反組合的な差別待遇をしないこと

⃝

労働組合の活動に対して干渉しないこと

外国人・移民労働者の労働組合加入が禁止されているなど、進出先の法制が結社の自由を制限しているとき
多国籍企業は何ができますか ?

大きく分けて2つの行動が可能です。まず、当該国の法制のもとで許されている労働者の権利を最大限活用するよう
努めるとともに、サプライヤーを奨励・支援すること、そして、当該国政府に対し、他の企業と連携して、関連する国際

■ 団体交渉とは ?

労働基準に適合するよう法改正を促すことが考えられます。

労働者が使用者と自由に交渉する権利は、結社の自由において不可欠な要素です。団体交渉は、使用者及び労働者が、

特に労働条件について自由に自主的かつ誠実に議論し交渉するプロセスです。

Box 1：自由で自主的、誠実な団体交渉のポイント
自由かつ自主的な交渉の原則
団体交渉は自主的に行わなければなりません。結社の自由原則の重要な側面として、交渉は強制的で
はなく、プロセスにおいてもその自主性を考慮しなければなりません。さらに交渉当事者が、労働
法や当局による強制を受けることなく、どのレベル（企業、産業、国又はグローバル）
で交渉を行うか
を決定できるようにしなければなりません。
誠実であること
団体交渉を誠実に行うとは、下記を意味します。
○

合意に至るよう努力する

○

誠実かつ建設的な交渉を実行する

○

不当な遅滞を避ける

○

締結された合意を尊重し、かつ、それらを誠実に適用する

○

当事者に、集団的争議について議論し、これを解決するための十分な時間を与える

交渉の目的は、相互に受け入れができる団体協約に至ることにあります。合意に至らない場合には、調停から斡旋を
経て仲裁にわたる紛争解決手続きが利用できます。
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｜ 国際労働基準

1-3 あらゆる形態の強制労働の撤廃
全世界における現代奴隷制の被害者は2016年の時点で4,030万人に上り、民間部門における強制労働や搾取の犠牲者
も1,600万人に達しています。現代奴隷に法的な定義はありませんが、実質的に、奴隷のような条件のもと働いている
ことを含み、例えば、強制労働、人身取引、債務奴隷などが挙げられます。詳細は「Box 2」をご覧ください。強制労働
からの自由は、仕事を自由に選択する権利と結びついた基本的人権です。仕事は、個人的な期待や技能に見合うものと
すべきであり、働きがいのある人間らしい環境で行われるべきです。

■ 強制労働とは ?

強制労働とは、処罰の脅威によって強要されたり、自らが任意に申し出たものではない労働やサービスを指します。

ある状況が強制労働とみなされるかどうかは、労働者が報酬を受け取っているか否かという事実とは無関係に判断され
ます。労働は自由にもたらされ、労働者は合理的な期間の事前通知を条件に、自由にその仕事を辞めることができます。

■ 強制労働を特徴付ける要素とは ?

家事労働
（1）
債務労働や人身取引が関係する場合
（2）
労働者が物理的に使用者の家を離れることができない場合、
または（3）労働者の身分証明書が取り上げられている場合は、家事労働が強制労働となることもある。
最悪の形態の強制家事労働は、レイプや拷問を含む暴力が関係するものである。
軍隊により課された労働
いくつかの国では、軍当局が駐屯地を建設、維持したり、当局または軍が立ち上げたプロジェクトを支援
する労務を行ったりするため、民間人に作業を強制している。このような形態の強制労働は、私人
が受益者となっていることもある。
公共事業への強制的参加
いくつかの社会では、個人が国家開発のための労務を義務づけられている。このような形態の強制労働は、
特に、農業部門や道路・灌漑施設建設等で幅広く見られる。

強制労働を特徴づけるものの1つが処罰されるという脅威です。これは暴力や身体的な強制、権利の取り消しといった

あからさまなものから、違法労働者の当局への通報といった心理的で狡猾なものまで、多様な形態があります。もう
1つの要素が、非自発的な労働・サービスです。給与の一部を当人への貸付の返済として天引きする、身分証明書を没収
するといったことも、労働者に自発的意思がないことの判定基準になります。

■ どのようにして、企業は強制労働の撤廃に貢献できるでしょうか ?
強制労働の大部分は、貧困や不平等、差別に根ざしています。また、地域によっては政治的要因から発生している場合

■ 強制労働にはどのようなものがあるでしょうか ?

例えば、自らの、または家族の借金を返済するために労働を強制される債務労働は、アジア諸国に広く存在しています。

家事労働の場合でも、物理的に使用者の家を離れられないなど、強制労働となることがあり、時にはレイプや拷問を
含む暴力が関係する場合もあります。以下の表は、実際に企業において行われている強制労働の例です。

もあります。
合法的に活動している企業は、強制労働を引き起こす可能性は少ないでしょう。しかし、サプライヤーを含む他社との
ビジネス関係を通じて、間接的に強制労働に関与してしまうことがあるため、強制労働が発生する形態や原因について、
認識を深めるとともに、人権デュー・ディリジェンスを実施することが重要です。
また、強制労働の根絶にあたっては、個人の労働者だけでなく、その家族のニーズにも対処する包括的な介入が必要です。

Box 2：現代奴隷の強制労働

職場と地域社会が連携し、取り組んでいくことが求められています。

奴隷制
奴隷制ははるか昔に廃止されてはいるものの、今も国連条約における定義に合致する例は広く見られる。
特に戦争中の国では、捕虜が農業部門や家事の労働力として用いられることが多い。戦争孤児が人質
となり、労働を強制されることもある。
債務労働
債務労働とは、自らの債務、または、家族や祖先の債務を返済するために労働を強制される状態を指す。
特にアジア諸国で根強く残っている強制労働の形態であり、児童が被害者となることもある。
人身取引

人身取引の被害者には児童と女性が多く、ほとんどが家事労働や農業、密売、性産業、衣料部門に従事
している。
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｜ 国際労働基準

1-4 児童労働の実効的な廃止
世界では今でも、約1億5,200万人の児童が働いています。危険な業務に従事する児童は7,250万人と、およそ半数に
及びます。アフリカでは5人に1人、アジア太平洋地域では13人に1人が、児童労働者です2。この形態の搾取は、児童の
権利を侵害するだけでなく、経済成長を脆弱にし、平等な発展を阻害します。

■ 最低年齢は何歳でしょうか ?

第138号条約
（1973年）
では、雇用または就業の最低年齢が義務教育を修了する年齢を下回ってはならず、いかなる場合

にも15歳を下回らないよう定めています（移行期間として、経済と教育機関の発展が不十分な開発途上国では、14歳
を最低年齢と定めることができます）。また労働の種類によっても就業可能な年齢は異なります。危険有害な業務に
ついては、すべての国が18歳を最低年齢としなければなりません。しかし以下に該当する場合は、このような業務に

■ 児童労働とは ?

児童労働とは、その性質や遂行状況により、若年者の知的、身体的、社会的、道徳的発達に害悪をもたらし、就学を不可能

16歳から従事することができます。

にしたり、学校中退を余儀なくしたり、仕事と勉強の両立を強いたりすることで、児童の教育機会や健全な成長を損なう

○

国内の労使団体と事前の協議が行われ、

活動または労務を指します。

○

若年者の安全、健康及び道徳が十分に保護され、かつ

○

当該活動分野で十分な具体的教育または職業訓練を受けていること。

■ 最悪の形態の児童労働とは ?

若年者の健康と発達を害するおそれが低く、就学または職業指導・訓練プログラムへの参加を妨げない活動は、軽易

児童労働の中でも、緊急かつ即時に行動をとることが求められるのが、
「最悪の形態の児童労働」です。それを即時に

労働として、就業最低年齢を、先進国では13歳、開発途上国では12歳と定めることができます。

禁止し撤廃することを目的に策定された第182号条約（1999年）
では、以下の4つが該当するものとして定義されてい

雇用または就業が認められる最低年齢

ます。
○

奴隷制またはこれに類する慣行

○

売春、ポルノ制作、わいせつな演技のために児童を使用し、あっせんし、または提供すること

○

不正な活動、特に薬物の生産及び取引のために児童を使用し、あっせんし、または提供すること

○

児童の健康、安全もしくは道徳を害するおそれのある性質を有する業務またはそのようなおそれのある状況下で

先進国

開発途上国

通常の労働

15歳

14歳

危険有害な業務

18歳

18歳

軽易労働

13歳

12歳

行われる業務（Box 3を参照）

Box 3：危険な業務
○

児童を肉体的、心理的または性的な虐待にさらす業務

○

坑内、水中、危険な高所または限られた空間で行われる業務

○

危険な機械、設備及び工具を用いる業務または重量物の手動による取扱い若しくは運搬を伴う業務

○

不健康な環境で行われる業務（例えば、危険な物質、因子若しくは工程、または児童の健康を損ねる
ような温度、騒音水準、若しくは振動に児童をさらすようなもの）

○

長時間の業務、夜間の業務または児童が不当に使用者の敷地に拘束される業務のような特に困難な
条件の下での業務
出典：最悪の形態の児童労働勧告（第190号）、1999年

■ 十分な労働条件の保障とは ?

18歳未満の労働者には、満足な水準の労働条件を保障すべきで、特に下記の恩恵を受けることが、第146号勧告

（最低年齢）
に定められています。
○「同一価値労働同一賃金」の原則に基づく公正な報酬
○

教育、訓練、休憩及び余暇活動に十分な時間を確保するための超過勤務禁止を含む1週間及び1日当たり労働時間の
厳格な制限

○

最低で連続12時間の夜間休憩と週毎の休憩期間

○

最低4週間、かつ、いずれの場合にも成人に認められるものよりも短くない期間の年次有給休暇

○

労働災害、健康支援及び各種疾病手当金を保障する社会保障制度への加入

○

安全規則と十分な健康状態、及び、適切な教育と監督

2 ILO 児童労働の統計は www.ilo.org/ipec を参照のこと。
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■ どのようにして、企業は児童労働をなくすことに貢献できるでしょうか ?

児童労働に従事させられている子どもたちは、尊厳が奪われ、読み書きができず、仕事に必要な技能や知識の習得も

できないまま大人になります。その結果、技能不足で無資格の労働者を生み、将来の労働力の基盤に悪影響を与えるの
です。児童労働は、今日多くの開発途上国において深刻な問題であると同時に、先進国においても、例えば移民コミュニ
ティなどで、より見えにくい形で存在しています。

｜ 国際労働基準

1-5 雇用と職業における差別撤廃
雇用と職業における差別は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身などに基づいて、従事
する仕事と関係のない理由により、特定個人が異なる扱いや不利益を被る扱いを受ける時に起こります。採用や報酬、
勤務時間・休憩時間、有給休暇、母性保護、雇用安定、職務分担、勤務評定と昇進、訓練機会、職務の見通し、社会保障、
労働安全衛生など、仕事関連のさまざまな活動で生じます。

児童労働への関与は、たとえそれがサプライチェーンにおけるものであっても、企業のブランドを傷つけ、利益と
株価に大きな影響をもたらす可能性があります。児童労働は、すべての企業が注意を払うべきものです。そのために、企業
がとるべき最初のステップは、まず問題を特定し、原因と結果に対する認識と理解を深めることです。特定の業種で、
地理的に離れたサプライチェーンから調達する企業は特に注意を要します。

Box 4：児童労働撤廃のために企業がとることのできる具体的行動とは ?

■ 何が差別の原因となるのでしょうか ?
差別待遇の原因は多種多様です。
○

人種と皮膚の色：特定の民族集団への帰属を理由とする差別で、少数民族や先住民、部族民などが標的とされるもの

○

性：男女の生物学的特徴や機能、社会的差異を理由とするもの。既婚か未婚か、配偶者関係、家族構成及び母性を理由

とする差別などもこれに当たる

○

国内法令で規定する就業最低年齢を遵守し、国内法が不十分な場合には国際基準を考慮する

○

宗教：ある宗教の信徒であることや、宗教的信条の表現を理由とする差別。無神論者に対する差別待遇も含まれる

○

採用に当たり適切かつ検証可能な年齢確認手段を使用する

○

政治的見解：政策に関する見解、ある政党への所属、政治的または社会政治的な姿勢、市民活動または道徳的資質を

○

すべての従業員について正確かつ最新の記録を保持する

○

法定就業最低年齢に満たない子どもが働いているのを職場で発見した場合は、その子どもを働かせ

理由とする差別
○

子孫などが標的とされる

ないようにするための措置を講じる
○

仕事を止めさせられた子どもとその家族が、十分なサービスと実行可能な代替策を利用できるよう、
できる限りの援助を行う

○

サプライヤーに影響力を行使し、児童労働に対処させる

○

研修や奨励策を実施するなどサプライヤーの児童労働対策の能力を構築するための方法を検討する

○

成人従業員の賃金を、子どもの稼ぎに頼らなくても家計を支えられるような水準に設定する

また、企業は可能な場合、児童労働を撤廃するための地域社会の全般的な取り組みに貢献するとともに、
仕事を止めさせられた子どもが質の高い教育と社会的保護を受けられるよう援助することもできます。
他の企業、業界団体及び使用者団体と連携し、業界全体としてこの問題に取り組むアプローチを開発する
とともに、労働者団体、法執行当局、労働監督署、その他関係者との橋渡し役を務めることも可能でしょう。

国民的出身：出生地や家系、外国の出身を理由とする差別。国民的または言語的少数者、帰化人、外国からの移民の

○

社会的出身：社会的階級や社会職業的類型、カーストを理由とする差別。社会的出身が本人のキャリアに影響する

ことがある

さらに、年齢や障害、健康状態（特に HIV/ エイズ）、労働組合の加入、性的指向などを理由とする差別もあります。

■ 差別の禁止とは ?

差別の禁止とは、従業員が職務遂行能力のみを理由に選抜され、その他の理由に基づく差別や、除外または優先が

ないことを指します。

■ 直接的または間接的な差別待遇とは ?

募集採用段階でも、就職後の待遇でも、様々な形態があります。法律や規則による直接的な差別待遇も存在しますが、

地方、州又は国のレベルで自社が所属する使用者団体において、児童労働に関するタスクフォース又は

最も多くみられるのは、制度上は中立でありながらも、態度や行動という形で表面化し、実質的な除外につながるといった

委員会を設立するか、これに参加する。国内レベルで児童労働と闘うための重要な政策的・制度的メカ

間接的な差別です。これを放置しておくと、組織内でずっと続いてしまうことにもなりかねません。中には、文化的に

ニズムの一環として、児童労働対策の国家行動計画の策定を支援する。

根付いてしまっているものもあります。

自社の影響力が及ぶ範囲で、教育、技能開発及び職業訓練の機会を提供することにより、児童労働の
防止と元児童労働者の社会復帰のためのプログラムに参加する。
可能な限り、メディア・キャンペーンを含む国内的・国際的プログラムに参加するとともに、地方自治体、
国家当局、労働者団体その他と連携する。

■ 同一価値労働同一賃金とは ?

雇用と職業についての差別禁止の原則には、同一価値の労働を行う男女に対する同一賃金の原則が含まれます。同一

価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約（第100号）
によれば、この原則は、給料や通常賃金、そ
の他の基本的な費用など、使用者が労働者に対してその雇用を理由として、現金または現物により直接又は間接的に支
払うすべての報酬に当てはまります（以上、第100号より）。仕事の価値を客観的に判断するためには、仕事の構成要素、
責任、技能、努力、労働条件及び主だった成果といった要因を考慮に入れることが必要になります。
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■ 差別にあてはまらない例とは ?

一定の仕事に必要な技能に基づく区別、国内法が規定する特別の保護または支援措置（たとえば、健康や母性に関する

もの）
などは、差別から除外されます。歴史的な過ちの是正（アファーマティブアクション等）
もこれに該当します。

■ どのようにして、企業は雇用と職業上の差別撤廃に貢献できるでしょうか ?

職場で、差別を経験した従業員は、機会が与えられず、基本的な人権を侵害されます。当人が組織や社会にもたらした

かもしれない貢献も発揮されないことになります。それは、技能や能力を持つ人材を活用できるチャンスを企業自らが

｜ 国際労働基準

2. ILO 多国籍企業宣言とは
ILO 多国籍企業宣言は、労働分野における CSRについて最も包括的な国際規範文書です。国境を超えて事業活動を
行う企業が、その事業活動を通じて、ディーセント・ワークの実現に貢献するための方法について指針を示しています。
ディーセント・ワークの実現と経済的・社会的な発展を両立させるためのビジネス慣行を奨励し、事業活動中に発生する
労働に関する様々な問題について、国際労働基準に照らし、その予防措置と解決方法を提供することを目標としています。
この宣言において明示されている原則は、一般方針、雇用、訓練、労働条件・生活条件、労使関係の5つの分野に分けられ
ます。

潰してしまうことと同じです。差別により生じた傷や憤りは、社内の人たちやチームの業績にも影響を及ぼし、時に
自社と社会を混乱に陥れるような社会的緊張をもたらすかもしれません。
職場は、社会を差別から解放する戦略的な入り口です。職場における差別と闘うことは、教育など人生の早い段階で、
人々が経験した不利益を軽減することに役立ちます。職場で、たとえば異なる人種や性別、年齢の労働者が平等に扱わ
れれば、共通の目的意識が芽生え、差別の根底にある固定概念や偏見を取り除くことになります。
企業は、まず関連するすべての国と地方自治体の法律を尊重します。そして、従業員の間に存在する言語や文化、家族
状況などの多様性を認識する必要があります。特に、管理職は、さまざまな差別の種類や従業員への影響について理解
を深めることが重要です。

■ 職場における差別撤廃に関し、労働者はどのような役割を果たすでしょうか ?

労働者はその代表を通じ、差別対策において経営者の協力者となることができます。企業は、労働者の自由な意思に

より選出された代表が参画する労使組織を設置し、優先的に取り組む分野や戦略を定めるとともに、職場における偏見
に対処することを検討すべきです。労働における差別への取り組みに労働者の代表も参画するようになれば、労働者も
目標達成に向けて協力的に邁進するようになります。

2-1 一般方針
一般方針は、国境を超えて事業活動を行う企業が、守らなければならない基本的原則を示しています。

■ 国内法令と国際基準を遵守

企業は、受入国の主権の尊重、事業活動をしている国の法令遵守、地域慣行の十分な考慮、国際基準の尊重（人権の

尊重を含む）
という基本的な責任をしっかりと果たすよう求められています。国内の法規制の遵守だけでなく、国連総会
で採択された世界人権宣言（1948年）及びこれに対応した国際人権規約（1966年）
を尊重することが大切です。

■ 労働に関する基本的原則及び権利の実現への貢献

企業は、
「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言とそのフォローアップ」の実現に貢献することが求め

られています。ここでの労働における基本的原則とは、前項で解説されている4つの領域（結社の自由・団体交渉権の承認、
強制労働の禁止、児童労働の禁止、雇用・職業における差別の撤廃）
であり、これに労働者の権利の尊重を加え、事業を
通じて、これら原則及び権利の遵守、促進、実現に貢献することが求められています。

■ 労働に関するデュー・ディリジェンスの実施

企業が、サプライヤーとその下請け業者との間接的な関わりを管理するためには、人権デュー・ディリジェンスを実施

することが必要です。人権デュー・ディリジェンスとは、企業が人権リスクを測定するために、企業活動を通じて、また
はその取引関係の結果として関与する可能性のある人権への悪影響（潜在的なものを含む）
の特定・評価から、対処する
ための取り組み、その継続的な評価、情報提供に至るプロセスを指します。この過程には、潜在的に影響を受けやすい人々
やグループのほか、労働者団体を含め、その企業の規模や事業の性質、内容に応じて、適切な利害関係者との有意義な協
議を含めることが重要です。また、この過程においては、結社の自由と団体交渉及び継続的な過程としての労使関係と
社会対話が果たす中心的な役割に配慮する必要があります3。

3 「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」日本語版
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第1章

｜ 国際労働基準

■ 政府、使用者団体及び労働者団体との対話

■ 安定した雇用の提供

政府、使用者団体、労働者団体と対話を行うよう求められています。この対話に参加することによって、事業活動と受入国

雇用している労働者に重大な影響（雇用の削減や配置転換などの雇用調整）
を及ぼすような事業活動の変更を行う場合は、

政府の政策目標との調和を図ります。

その悪影響を最大限緩和するために、適切な政府機関、労働者及びその団体の代表に対して、合理的な予告を行うこと

企業は、事業活動をしている国の政策、開発優先課題、社会的な目標に沿って事業を行い、また、そのために受入国

企業は、安定した雇用の提供に努め、雇用の安定と社会保障に関する責任を果たし、恣意的な解雇は避けるべきです。

が求められています。

Box 5：ILO 多国籍企業宣言のなかで参照されている国際文書
人権
世界人権宣言（1948年）
市民的及び政治的権利に関する国際規約（1966年）

■ 就業最低年齢

企業は、就業の最低年齢を守り、最悪の形態の児童労働の禁止と撤廃を確実にするための取り組みを行うよう求め

られています。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（1966年）
ビジネスと人権に関する指導原則（2011年）
労働
ILO 憲章
労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言（1998年）
ILO 条約・勧告 *
持続可能な開発目標（SDGs）
* 条約と勧告の一覧は ILO 多国籍企業宣言の別添 Iを参照

2-3 訓練
訓練に関する部分（第37〜第40項）
は、就業能力を高めるために技能訓練を生かす方法を定めています。企業に対し、
受入国の政府機関、地域的機関や労使団体と協働し、現地の従業員に現地政府の開発政策に沿った訓練を提供し、現地
における技能開発・人材育成と職業指導に取り組むよう求めています。また、人材育成担当者を派遣し、現地従業員への
訓練の実施と現地管理職のキャリア形成機会の拡大を通じて、現地の人材育成に貢献することが奨励されています。

2-4 労働条件・生活条件
2-2 雇用の促進と安定

■ 直接的・間接的な雇用の促進

企業は、雇用機会の増進と雇用水準の向上に努めることが求められています。雇用の促進に関して、好ましいビジネス

■ 賃金、給付及び労働条件

企業は、現地の従業員に対して、現地において同じような規模と資源を有する企業が提示する条件と比較して労働者に

とって不利でない賃金、給付及び労働条件を提示するよう求められています。比較対象となる企業が存在しない場合は、可能
な限り、高い賃金、給付及び労働条件提示し、労働者とその家族のニーズ等を考慮した条件を提示するよう奨励されています。

慣行として奨励されている具体的な企業行動は以下の通りです。
○

事業活動を開始する前及び事業活動中に、現地の政府・地方自治体、使用者団体及び労働者団体との対話の機会を
継続して持ち、現地の雇用政策を事業にしっかりと反映させること

■ 安全衛生

企業は、職場の安全衛生について最高水準の安全と衛生を確保するよう求められています。安全衛生に関する事項を

○

管理職・非管理職を問わず、受入国の国民の雇用、職業的発展、昇格、昇進を優先すること

労働協約に組み入れることは、企業が現地慣行の改善のためにできる大きな貢献の代表例であり、その他に奨励する

○

直接的・間接的に雇用を創出するようなテクノロジーを利用し、受入国のニーズ及び特色に適合させること

具体的慣行として以下を示しています。

○

可能な場合には、受入国の国内企業と契約し、現地調達及び現地での原材料加工を検討すること

○

労働者、権限のある機関、使用者団体、労働者団体に対し、その企業が事業活動を行っている全ての国における情報
を提供すること

■ 機会及び待遇の均等

○

新しい生産品と工程に関係する特定の危害及び保護措置を周知すること

○

安全衛生に関する国内・国際機関、国内当局、労働者及び労働者団体と協働すること

採用、配属、昇進・昇格を決める基準軸とすることが求められています。その3つの基準軸は、管理職・非管理職に関わらず

安全衛生に関する慣行改善のために有益なツールとして、ILOの労働安全衛生マネジメントシステム・ガイドラインが

企業は、機会及び待遇の均等という基本原則に則って、その事業全体を通して、資格、技能、経験の3つを従業員の募集・

26

採用される必要があり、同様に、差別禁止の原則（人種、肌の色、性別、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身に基づ

挙げられます。詳細は以下を参照ください。

いた差別を行ってはならない）
にも則っていなければなりません。

www.ilo.org/safework

27

第1章

2-5 労使関係

■ 結社の自由と団結権

企業は、労働者が、自由かつ任意に、自らの団体を設立・加入・運営できるよう、労働者団体に対する差別行為から労働者

表：企業に向けられた ILO 多国籍企業宣言の原則（概要）
○
○

一般方針

○

有意義な交渉のために必要な情報を提供すること

○

政府からの要請があった場合は、事業に関する情報の提供と建設的な対応を行うこと

政府の雇用政策及び政策目標を考慮しながら、雇用機会の増進及び雇用水準の向上に努めること
［第16項］
活動を開始する前に、その雇用計画ができる限り国家の社会開発政策と調和を保つように、権限ある

○

受入国の国民の雇用、職業的発展、昇格及び昇進を優先すること［第18項］

直接的及び間接的に雇用を創出する技術を利用すること、また適切な技術開発に参画し、技術を受入
国のニーズ及び特色に適合させること［第19項］

○

事業活動実施地域における調達、現地での原材料加工及び部品及び設備の現地生産を通じて現地企
業との連携を構築すること［第20項］

雇用

交渉に不当な影響を与えること又は団結権の行使を妨げることを目的として、脅し又は報復の示唆をしないこと

○

企業の事業活動が受入国における開発の優先度と合致するよう、政府、使用者団体及び労働者団体と

○

○

企業行動として、以下の事項が奨励されています。

を可能にすること

結社の自由及び団体交渉、労使関係及び社会対話が果たす中心的な役割を踏まえてデュー・ディリジェ

機関及び国内の使用者及び労働者の団体と協議すること［第17項］

側との自主的交渉を促進するとともに、労働協約に紛争解決に関する規定を盛り込むよう求められています。具体的な

労働者から正式に委任された代表が、交渉事項に関する意思決定の権限を与えられた経営陣代表と交渉を行うこと

労働における基本的原則及び権利の実現に貢献すること［第9項］
ンスを実施すること［第10項］

○

企業は、実効性のある団体交渉の発展のために、団体交渉を目的とする労働者代表団体を承認し、使用者側と労働者

○

国家の主権を尊重し、国家の法令に従い、国際基準を尊重すること［第8項］

協議すること［第11項］

■ 団体交渉

実効的な労働協約の策定のために必要な便宜を図ること

○
○

を守るとともに、労働者代表と協議するよう求められています。

○

｜ 国際労働基準

○
○
○

インフォーマル経済からフォーマル経済への移行に貢献すること［第21項］
公的社会保障制度を補完し、その更なる発展に寄与すること［第22項］

自社の事業における強制労働の禁止と撤廃を確保するための即時かつ効果的な措置を講じること
［第25項］

○

就業の最低年令を尊重し、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するための即時かつ効果的

○

差別禁止の原則に則り、資格、技能及び経験を、労働者の採用、配置、訓練及び昇進の基礎とすること

な措置を講じること［第27項］

［第30項］
○

■ 協議、苦情審査、救済へのアクセス、紛争解決

負担した義務を遵守し、事業活動の変更にあたり合理的な予告を行い、また恣意的な解雇を避ける
こと［第33-34項］

協議、苦情審査、救済へのアクセス、紛争解決は、ILO 条約の原則が遵守されていない国、つまり、結社の自由、団結権、

団体交渉権が認められていないような国、又は差別待遇、児童労働、強制労働が深刻な問題とされる国において、特に
重要です。企業には、好ましい企業行動として、以下の事項が求められています。
○

労使双方の関心事項について、定期的に協議を行うこと

○

労働者に不利益を被らせることなく、苦情処理手続きを公正に進めること

○

人権侵害に対して、実効的な救済措置を講じるようサプライヤーに働きかけること

○

労働争議の解決・防止のための任意仲裁規定を含め、国内事情に適した任意調停制度の設置を図ること

労働者に対して安定した雇用を与えるよう努め、雇用安定及び社会保障に関して自由な交渉の結果

訓練

○

企業自体のニーズ及び国の開発政策に応じ、雇用されているすべてのレベルの労働者に対して訓練を

○

技能の習得、生涯教育、技能開発及び職業訓練を奨励するための諸計画に参加し、熟練技能者を育成す

○

企業の現地管理者に対し経験向上の機会を企業内で提供すること
［第40項］

○

事業遂行に伴って、関係国における類似の使用者が提供するものと比較して不利でない賃金、給付及び

提供すること
［第38項］
ること
［第39項］

労働条件を提供すること、その際に一般賃金水準、生活費、社会保障給付、経済的要素、生産性のレベル

労働条件・

を考慮すること
［第41項］

○

生活条件

職場の安全衛生について最高の水準を維持すること、新しい生産品及び工程に関係する特別な危害及
びこれに関連する保護措置を周知すること、他国における好事例に関する情報を提供すること、及び産
業安全の危害の要因分析について主導的役割を果たすこと
［第44項］

○

安全衛生に関する国内及び国際機関、国内当局、労働者及び労働者団体と協議の上、安全衛生に関する
事項を労働者代表との協約に含めること
［第45-46項］

○
○

自社の事業の遂行を通じて、労使関係の基準を遵守すること
［第47項］

結社の自由及び団体交渉権を尊重し、有意義な交渉のために必要な便宜及び情報を提供すること

［第48,57,61項］
労使関係

○
○
○
○
○

28

代表的な使用者団体を支持すること
［第50項］

労使双方の関心事項について、定期的に協議を行うこと
［第63項］

救済のための効果的な手段を提供するようビジネスパートナーに働きかけること
［第65項］
適切な手続に従い、労働者の苦情を審査すること
［第66項］

労働者の代表及び労働者団体と協力して、任意調停制度を設立するよう働きかけを行うこと
［第68項］
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第２章

国際労働基準に則った
持続可能な
サプライチェーン・
マネジメントの実施

第2章

はじめに
現在の社会では、企業は自らの経営のみではなく、そのサプライチェーンについても、効率的で公正な管理を行うよ
う努める必要があり、これを適切なサプライチェーン・マネジメントといいます。多国籍企業などは、様々な社会的要請
を受けて、サプライチェーン・マネジメントに関心を持ち、その取り組みを行うようになっています。東京オリンピック・
パラリンピックでは、多くの物品やサービスの調達が行われていますが、それを担う企業についても適切なサプライチェー
ン・マネジメントを行うことが強く期待されています。
本章では、サプライチェーン・マネジメントについて、これまでの国際的なルールやグローバル企業の好事例などを踏
まえて、企業での進め方を解説しています。なお、ここでは国際的な視点から説明しており、途上国の状況も含まれてい
ることから、日本の企業の方々には馴染みにくい表現や考え方などもあるかもしれません。しかし、このような国際的
な取り組みのプロセスを参考に、国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントを自社なりに進め
ていただければと思います。

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

1. 持続可能なサプライチェーン・マネジメントと労働者の権利
■ なぜ、持続可能なサプライチェーン・マネジメントが重要なのでしょうか ?

グローバルに操業する多国籍企業にとって、サプライチェーン・マネジメントは、コスト、品質と納期の管理によって

競争力を高めるために重要です。持続可能なサプライチェーン・マネジメントを行うことで、自社とサプライヤーの間で、
またサプライヤーの経営者と労働者の間で、相互の信頼関係やパートナーシップを深め、持続可能性に関する様々な社
会的要請、特に「ディーセント・ワーク」の実現という付加価値を創出することが可能になります。多くの企業が認識し
ているように、国際基準に則ったサプライチェーンの管理には、従来からある品質・納期等の要素だけでなく、サプライヤー
の労働者の権利や労働条件なども考慮に入れるべき要素として挙げられており、それを確認するデュー・ディリジェンス
の実施が求められています。持続可能なサプライチェーン・マネジメントを行うことは、企業にとっては生産性の向上
や操業の安定化を通じた競争力の向上につながるとともに、企業を取り巻く様々なステークホルダーにも役立つことで、
持続可能な社会の実現に資するアプローチといえます。

■ 労働問題などの社会課題にどのように対応したらよいでしょうか ?

サプライチェーンの管理における大きな社会課題の一つが労働をめぐる課題ですが、この労働の課題は常に変化して

おり、産業セクター、現地の文化、意識、信条によっても異なります。企業にとっての社会的リスクは、人々やグループ
間の政治的な関係やガバナンス、そして政治権力も関係してくる場合があり、その解決は容易ではありません。サプライ
チェーンにおける社会課題に対処する場合には、まず現地の人々の力学やその根底にある行動の動機を理解し、対話を
通じた信頼構築が必要となります。サプライヤーとの信頼に基づくパートナーシップを育むには、労働者の権利問題を
はじめとする社会課題に精通し、問題となる前にできるだけ早い時期から取り組むことが必要です。そこには使用者と
労働者という主要な主体の対話が重要であり、一旦取り組みを開始した場合には、時系列的な変化を見るための継続的
なモニタリングも必要になります。

■ 調達する企業には、どのような責任があるのでしょうか ?

サプライチェーンには、数百または数千、数万の事業者が存在するため、極めて複雑です。よって調達する企業（発注

企業や元請企業）
が、サプライチェーン上のあらゆる場所で起きうる社会課題を詳細に把握し、管理する能力や資源を無
制限に確保するのは不可能です。そのため、社会的リスクの高さを踏まえて重要なサプライヤーに働きかけを行うことに、
限られた資源を割り当てる必要があります。
主要リスクの特定も重要です。些少な問題はあらゆるところにあるため、構造的かつ蔓延しやすい深刻な問題に焦点
を合わせなければなりません。調達側企業は、深刻な問題を特定したら、サプライヤーとの間で長期的にどう改善すべき
かについて合意形成をすることが重要です。また、実効的な改善が得られる分野を優先して取り組むことが効果的です。
特に、労働者と経営者の関係（労使関係）
を含め、健全経営のさらなる強化に資する重要分野に焦点を合わせることが
望ましいのです。
一方で、リスク管理のみに集中することが現地の開発に与える影響についても留意する必要があります。具体的な例
を挙げてみましょう。あるサプライヤーで児童労働が発覚した場合、自社の経営陣に問題が解決済みであるという報
告をするために、サプライヤーの未成年労働者をすぐに全員解雇させればよいと考えるかもしれません。しかし、解雇
による収入減少によって、その子どもたちや家族の状況をさらに悪化させてしまうことがあります。長期的かつ持続可

32

33

第2章

能なやり方としては、顧客との間で「児童労働是正計画」に合意し、職場から排除された子どもとその家族がどうなるか、

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

社会的に責任ある行動をサプライヤーに動機づける理由は、多く挙げることができますが、ILOとしては、まずは以下

子どもの就学に影響しない「軽易労働」を続けた場合にはどうなるか、最低就業年齢に達した時点で、子どもが再びフル

のようなビジネス・ケースを作ることに焦点を当てることを推奨します。下の表に挙げるのは、労務管理の改善をもた

タイムで働けるようにするためにはどうしたらよいかなどをよく検討するという方法がありえます。

らすビジネス要素の一覧です。

■ 人権・労働に関するリスクは、どのように特定・評価したらよいでしょうか ?

ビジネスに役立つ労務管理

人権・労働については、どのようなリスクがあるでしょうか。まず考えられるのは、労働者への負のインパクトがあり

○

ますが、その結果として生じる企業のコンプライアンス違反のリスク、つまり国内労働法に違反する、または国際労働

資格を有し、やる気のある労働者を募集し、採用し、維持できる能力の増強

○

社員との関係向上

○

離職者数の低減と関連の募集採用費の削減

○

生産性と品質の向上

○

技術向上への投資奨励

○

イノベーションの振興

強制労働または労働搾取が生じ、NGOによる反対運動の対象となった場合、その状況を改善するには膨大な時間と資源

○

変革に対応し、管理するための適応性強化

が必要になります。価値は一瞬にして失われ、これを再構築することは極めて難しいのです。一度評判を失うと、株主の

○

リスク管理能力の向上

利益や顧客の信頼にも多大な影響を与えます。企業は、もはや製品やサービスの質だけに集中できなくなります。

○

環境面と社会面の基準を評価に取り入れつつある金融機関の動向を考慮した、金融・株式市場への

基準に定められた原則を尊重しない可能性が挙げられます。こうしたコンプライアンス違反は、最終的にサプライチェーン
全体の管理を阻害するリスクに発展する恐れがあります。例えば、法律に違反すれば、サプライヤーに罰金または制裁
が科され、予定どおりに納入することができなくなるかもしれません。
もうひとつの大きなリスクは、買手にとっての「評判リスク」です。あるブランドのサプライチェーンで児童労働、

労働者の権利尊重、健全な労使関係、そして働きやすい環境は、労働者の士気や忠誠心、仕事の質を通じて、企業の
競争力に欠かせない要素となっています。そのため、労働者の権利尊重は、持続可能なサプライチェーン・マネジメント
の重要な部分といえます。また、健全な労使関係は、より持続可能で公平な経済へとつながっているのです。

アクセス促進
○

顧客忠誠心の向上

○

競争力の必須要因としてのブランドイメージと企業の評判の向上

■ 付加価値を創造するには何が必要でしょうか ?

サプライチェーン上の労働課題の管理を考えると、問題の核心は国内労働法の内容自体よりも4、その実施にあること

が分かるでしょう。法執行の不備は多くの開発途上国や新興国に存在し、こうした国では労働監督署の権限が弱く、
設備も給与も不足しているために贈賄によって買収されてしまうことも多いのです。また、ビジネスの利益が危険にさら
されれば、労働監督が効果的であったとしても、監督官が脅迫や威嚇を受けることもあります。これにより、効果的な
サプライチェーン・マネジメントが損なわれてしまいます。
しかし、この10数年の間に、パラダイム・シフトが起きました。企業は、従来、最も人件費が低い国々から調達を行い、
これが最悪の労働条件と高い相関性を示していましたが、近年、良好な労働条件に関心を持つようになってきています。
公正な労働条件を市場アクセスと関連づける貿易協定（EU、米国など）、英国現代奴隷法等のサプライチェーン管理の
法制度化、ESG 投資などは、この動向において重要な要因となっています。
こうした変化を、サプライチェーン・マネジメントの負担をさらに重くする要因と考える向きもあるでしょう。しかし、
有効な経営慣行について知ることはサプライヤーにとっても重要なことです。これによって、そのサプライヤー自体の
業績が改善し、結果としてビジネスパートナーである多国籍企業の業績にも好影響が及び得るからです。

4 国内法で国際基準にはるかに満たない労働基準を定めている国は多い。
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2. サプライチェーンの管理プロセスと
企業の調達部門が確認すべきこと
2-1 サプライチェーンの管理プロセス

■ 社内ですべきことは何でしょうか ?

サプライチェーンにおける労働リスクに取り組もうとする企業の役割は、これまで会社がどのようなコミットメント

を表明してきたか、自社の組織がどのように構成されているかによって異なります。社会課題の専門家がサプライチェーン・

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

2-2 新規サプライヤー等に対する人権・労働デューディリジェンスの実施プロセス
新規（または契約更新を検討している）サプライヤーに対する労働リスク管理のプロセスを進めていくうえでは、次の
ようなステップを実施するとよいでしょう。

1 . 事前準備
予備調査
当該国の一般的な政治、人権及び労働者の権利に関する状況や、具体的な産業部門またはサプライヤーに関する

マネジメントのプロセスに全面的に関与している企業もありますし、このような専門家が組織で部分的にしか活動せず、

情報を、インターネットの検索で入手します。労働組合や使用者団体を含め、幅広い関係者の企業やプロジェクトに

社会課題に関するサプライヤーのパフォーマンスのみに焦点を絞った議論を進めているような企業もあります。さらには、

関する情報がインターネット検索で得られることがあります。さらに、取引の可能性のあるサプライヤーに労働問題

社内に専門家を置かず、外部の組織（イニシアチブないしはコンサルタント）
に責任を委託したり、内外の専門家を組み

に関する調査票を送り、労働問題関連の自社の方針につき、事前に確認しておくこともできるでしょう。

合わせて用いたりしている企業もあります。
社内の専門家を管理プロセスの中心に置く企業であれば、社会課題をサプライチェーン・マネジメントに全面的に統
合することにより、サプライヤーに対して矛盾するメッセージ発信を回避することができます。サプライヤーの方でも、
労働面や社会面での期待に沿うことを阻むような顧客側の行動、例えば短い納期、納期の変更を伴わない頻繁な発注内

〈取引の可能性のあるサプライヤーとの最初の対話における注意点〉
○

立することが重要です。労働問題に関する議論を後回しにすると、契約の策定と署名が済んだ後に

容の変更、サプライヤーへの値下げ圧力等にも、より効果的に注意を喚起できるようになります。
しかし、サプライチェーン・マネジメントの構造は各社でかなり異なっているため、どのような手法の組み合わせが最
適なのかは、独自に決定しなければなりません。特に従業員が少ない中小企業にとっては、社会課題への対応を専門的
に担当する社員を置くことは、コスト面での負担が大きいでしょう。
内部で専門家を養成できない企業は、社会的責任に関するリスク管理サービスを提供する営利団体と契約を結ぶか、
何らかのイニシアチブに加わることによって、持続可能なサプライチェーン・マネジメント関連の社会課題マネジメン
トを外注することができます。営利団体を用いることの利点は、自社が顧客としてコントロールできることにあります。

取引の可能性のあるサプライヤーとの間では、労働問題に関する開かれた対話を早い段階から確
深刻な問題を生じさせかねません

○

国内、国際的な好事例にできるだけ精通しておき、サプライヤーにビジネス面での利点を説明でき
ると望ましいでしょう

○

こうした対話は単なるリスク管理だけではなく、経営全般の好事例の共有や企業の社会的責任の
向上に関わるものであることを説明しましょう

○

サプライヤーの懸念や関心は、自社の懸念や関心と本質的に重なり合うことが多いです。サプライ
ヤーに要件を充足してもらうため、自社はどのような支援ができるのかを知らせておくことも
大切です

しかし、外部リソースに依存する中小企業であっても、当事者として、労働基準その他の社会、環境、人権基準を、持続可
能なサプライチェーン・マネジメントのプロセスに統合することの重要性を認識することは不可欠です。
労働リスク管理を担当する企業の専門家は、通常次のような目的でサプライヤーを訪問します。
（a） 問題の把握
（b）その他グレーゾーンに関するサプライヤーとの話し合い
（c） 社会的行動計画に関するサプライヤーとの交渉

2 . 現場での確認プロセス（デュー・ディリジェンス）
初回のサプライヤー訪問で「労働チェック」を行う際には、現場視察によって一般的な労働リスクと要注意事項を
評価し、サプライヤーの意欲と能力を査定することが必要です。詳細なデュー・ディリジェンスを経ずに、あるサプ
ライヤーからの調達がトライアル発注のみを通じて決定されているとしたら、その会社は、少なくともインターネット
検索と社会課題に関する電話インタビューを行うべきでしょう。

（d）契約成立後支払いが生じている間、契約の社会的条件に関する条項の履行を確認すること
労働リスク管理の成果は、業績評価と事業の成功にも不可欠な要素です。

現場で「労働チェック」を行う上での注意点
〈経営者や労働者との面談〉
サプライヤーの経営者と労働者の労働問題に関するそれぞれの見方を理解するためには、その両者と
話し合うことが重要です。サプライチェーン管理者が労働者との話し合いに慣れていない場合も想定さ
れます。事実、労働者やその代表と話す際には、言語が異なる場合の通訳の問題を含め、特別のスキル
を要します。
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〈現地視察〉
現地視察の際には、労働安全衛生の目視確認を行うとともに、必要な場合には、後のプロセスで利用可
能な客観的証拠5をいくつか引き出し、これを社内の専門家やコンサルタント用に持ち帰ることも有用です。

〈第三者との協議〉
サプライヤーの経営者や労働者と話し合う他に、労働組合や NGO、国内労働法と労使関係の専門家と

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

2-3 サプライヤー全般における人権・労働リスクの評価
サプライチェーンのリスク評価は、サプライヤーを選別し排除していくために行うのではなく、サプライヤーと具体的
にどのような課題を詳しく対話する必要があるのかを把握するために行うものです。
調達する企業は、どのような課題があるか、さらなる調査をすべきかどうかを判断するために、早い段階からリスク
評価を行うことが期待されます。サプライヤーがリスクの高い環境で事業を行っている場合は、初期評価だけでは、
労働問題に関する責任をしっかり果たしていけるのか確証は得られないので、継続的な評価が必要となります。

協議することによって、貴重な情報や知見を得られる可能性があります。

■ サプライヤーにおけるリスク指標・要因とは ?

サプライヤーの労働リスクを評価する上では、個社のリスクをみる背景として、一定のリスク指標・要因を考慮に入れ

る必要がありますが、例えば以下のようなものが考えられます。

3 . 行動計画への合意
評価結果については、社内専門家がいる場合にはその支援を受けつつ、調達する企業とサプライヤーとの間で
協議します。サプライヤーに一定の要件を充足する意思と能力があることが明確であれば、助言を策定したり、自社
の提案を契約に盛り込むなど、サプライヤーとの間で問題を是正するための労働行動計画に合意していきます。
行動計画では、少なくとも以下のレベルで最低限の行動に取り組むのが通例です。
○

マネジメント（労働者との対話システムを含む）

○

悪影響の緩和とさらなる改善（利益の促進）

○

モニタリング

〈国レベル（カントリーリスク）〉
○

統治制度（労働法や労働監督）
が未発達である

○

戦争や自然災害により国家が破綻している

○

腐敗が蔓延している

○

資源が欠如している（労働を監督する行政官の不足、監督官の金銭的に劣悪な処遇、遠隔地への移
動手段の不足、監督官の研修不足等）

そして、行動計画の対象には下記のカテゴリーを含めると良いでしょう。
○

課題、緩和措置、改善行動

○

期限、予算、責任者

○

優先度（低・中・高）

○

パフォーマンス指標

サプライヤーは、行動計画の便益をよく理解し、その実施を約束する必要があります。しかし、最終的にリスク管
理という点で行動計画の適切性を判定するのは、自社の責任となります。

〈産業部門〉
○

生産が遠隔地で行われていることによる、労働リスクの増大

○

特定セクターにおける危険性を高める特徴
（重機の使用、化学薬品や有害な環境要因への曝露など）

○

個別の産業セクター特有の負の特徴（強制労働・児童労働リスク、劣悪な労働条件に伴うリスク）

○

上記の負の特徴に関連した、外国人・移民労働者の集中（強制労働のリスク、結社の自由の侵害、
劣悪な労働条件）

4 . 契約締結とモニタリング
行動計画は、サプライヤーの意思と能力を必要とします。文書の起草の際、または双方の顧問弁護士と交渉になる
場合には、社内の専門家を必ず関与させるようにしましょう。行動計画の規定に従い、どの労働要件を具体的な発注
の条件にし、どの要件を長期的目標とするのかを明確にします。そして最後に、労働関連の要件のうち、免除できる
もの、必要不可欠なものを明確にすることが必要です。

〈サプライヤー〉
（サプライヤーが下記に該当する場合、リスクが大きい可能性があります。）
○

会社が合法的に登記されていない

○

きちんとした経営構造・経営システムが導入されていない（労働者の年齢確認、労働者への賃金支
払い状況の追跡、事故防止などが管理されていない）

○

臨時労働者、学生労働者、外国人・移民労働者といった労働者の確保を外部の人材派遣会社に依存
している

5 例えば、団体労働協約、労働契約、議事録、自己記録、研修予定、査察または監査報告書などの写しなど。
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○

生産拠点は多いが、その全部への立ち入りに消極的な姿勢を示す
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〈サプライヤーのその他の顧客（バイヤー）
との関係〉
（以下の場合、リスクが大きくなる可能性があります。）
○

サプライヤーが複数のバイヤーから異なる要請を受けている

○

経営の改善や、労働者の権利尊重に対する投資を増やすといったインセンティブが働いていない

○

自らは実践していなくても、他社の責任あるサプライチェーン・マネジメントにただ乗り（フリー
ライド）
ができてしまう

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

■ どのような質問が必要かつ有効でしょうか ?

次に、個別のサプライヤーの具体的なリスクを確認するため、必要かつ有効な質問を考える必要があります。ここに

挙げるサプライヤーの業務の社会的側面に関する質問は、初期段階の労働条件関連の情報を収集する際に利用できます。
一般に定性的な質問が多いですが、定量的な質問も適宜加えながら、具体的な労働問題に関する当該企業の歴史・立場、
現状についての情報を収集すると有用でしょう。また、これらの質問への回答は、自社の方針からの大幅な逸脱がないか、
国際基準の重大な違反がないかといった社会課題を示す「注意信号」にもなり得ます。
こうした質問を通じて、サプライヤーがどの程度労働問題の重要性を理解し、すでに労働者の権利向上と労使関係の
改善に真剣に取り組んでいるのか、また理想的には、労使関係、対話に基づき、特に労働問題に対応するための経営シス
テムを確立・強化するために、さらなる改善を図る意思がどの程度あるか、などを把握しましょう。

〈リスクが存在しやすいサプライチェーン構造〉
○

複雑に入り組んだサプライチェーンを持つビジネス

○

2次サプライヤーの中堅企業（国内大手企業の下のレベル）

○

経営構造がしっかりと定まっていない中小企業

〈リスクが高い他のバイヤーとサプライヤーとの関係〉
○

サステナビリティや CSRの取り組みにコミットしていない顧客

○

評判リスクに対する感度が低い企業

○

サステナビリティまたは CSRに関する方針はあっても、これを実施できる経営システム（経営陣の
責任感、ツール、手順、研修、社内の専門知識）
がなく、他社のシステムに頼っている顧客

〈リスクが高い主な雇用形態〉
○

派遣・臨時労働者、季節労働者、外国人・移民労働者、下請労働者、学生労働者

○

女性労働者の割合の高さ（女性労働者は団結する傾向が弱いという想定のもとに採用されること
が多いため）

〈職場〉
○

サプライヤーには何人の労働者がいるか

○

仕事はどこで行われているか。職場は何箇所あるか

○

職場では、何が生産され、どのような作業が行われているか

○

下請業者は使われているか

〈経営者〉
○

経営者の氏名、詳細な連絡先、責任事項を含め、社内にはどのような人事管理部署、労働安全衛生部
署があるか

〈方針〉
○

行動規範、人事管理、労働安全衛生、HIV/ エイズに関する方針はあるか

○

機会均等に関する方針、募集採用または解雇に関する方針は導入されているか

○

すべての方針に関し、労働者代表は、どの程度策定と実践に関与しているか。こうした方針に関する
情報は、労働者にどのように提供されているか

○

異なる民族（移民労働者等）、または読み書きができない労働者が多くいる場合、現地語や文字
以外の意思疎通手段は用いられているか

〈労使関係〉
○

当該企業の使用者は、過去5年以内に、当該企業の国内労働法違反の嫌疑をかけられたり、有罪
判決を受けたりしたことがあるか。もしあれば、それはどのような問題で、どのような是正措置
が講じられているか

○

過去5年以内に、社内で労働争議、労働組合との紛争が生じたことがあるか。その場合、どのように
処理されてきたか。また、紛争を建設的に処理するため、どのような制度が導入されているか
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〈労働者〉
下記に該当する労働者の内訳：

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

〈結社の自由と団体交渉権〉
○

当該国に労働組合はあるか。あれば、労働者は経営者の干渉を受けず、自由に加入先を選べるか

○

常勤労働者、派遣労働者、臨時労働者及び研修生

○

当該企業は、労働者団体の詳細情報と労働者代表の氏名を提供できるか

○

外国人・移民労働者

○

労働者との団体交渉を行っているか。その場合、団体協約は成立しているか

○

男性・女性労働者

○

特定の民族または人種出身の労働者

○

直接雇用の労働者は何人いるか

○

下請業者が雇用する労働者は何人いるか

○

労働者は、自分の使用者（直接雇用か下請雇用か）
を把握しているか

○

すべての労働者が労働契約を結び、契約書の写しを交付されているか

○

法的地位が不明確な労働者はいるか

〈強制労働〉
○

原則として、採用時に労働者から身分証明書の提出を受けているか

○

身分証明書は、労働者に返却されるか。返却されるとすれば、それはいつか

○

労働者は、希望すれば、自由に職場を離れることができるか

○

労働者が食料、住居、機材または物資の提供を理由に、当該企業に対して債務を負うリスクはあるか

○

労働者が前借り、または当該企業が利用する人材派遣会社に対して支払う渡航費の支払いを理由に、
債務を負うリスクはあるか（日本では特に外国人技能実習生）

○

警備員を採用したり、外部の警備会社を起用したことがあるか。もしあれば、なぜそうしたのか

○

警備員と労働者の間に直接の接触はあるか（出社時の本人確認、所持品検査、職場での労働者監督

〈住宅〉
○

労働者は、職場またはその近所で暮らしているか

○

労働者は、指定された宿舎または寮で暮らしているか
○

その場合、家賃は給与から天引きされているか。どのような条件で天引きされるのか

○

労働者は、会社が指定した住宅に住むことを義務付けられているか

○

労働者は、提供される施設の質について意見を言うことができるか

〈勤務時間〉
○

従業員が実際に働いた、最長勤務時間は何時間か

○

1ヶ月の平均勤務時間は何時間か

○

シフト制を採用しているか。採用している場合、どのようなシフト制か

○

長時間勤務や夜勤が、従業員の業績に及ぼす影響をいくつか挙げられるか

○

勤務時間を配分する際、労働者代表と交渉し、労働者の同意を取り付けているか

〈報酬〉

など）

○

国内最低賃金と当該産業部門の標準的賃金はどうなっているか

○

時間外労働は（契約の一環として）義務付けられているか

○

すべての控除額を差し引いた後、最低賃金に相当する金額を受け取っているか。時間外労働手当は

○

当該企業が属する産業部門、またはその下請業者に強制労働のリスクはあるか。もしれあればどの
ように対処しているか

支払われているか
○

労働者は、賃金算定方法を示す、給与明細票を受け取っているか

○

控除がある場合、その金額は明示されているか。また控除を不当と感じる労働者からの苦情を処理
する制度は導入されているか

〈児童労働と若年労働者〉
○

国内の最低就業年齢から18歳までの労働者（若年労働者）
は雇用されているか

○

作業の種類、労働安全衛生、賃金支払い、配属の制限、職場での訓練と支援、勤務時間など、その労

○

〈労働安全衛生〉

働条件は18歳超の労働者（成人労働者）
と異なっているか

○

労働者の健康問題には、どのようなものが多いか

当該企業が属する産業部門またはその下請業者に児童労働のリスクはあるか。もしあれば、これに

○

職場での事故や健康被害を予防するため、どのような措置が講じられているか

どう対処しているか

○

職場で HIV/ エイズをどう取り扱っているか
（検査、予防、治療）

〈差別〉
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○

採用、解雇及び昇進・昇級をどのような基準で判断しているか

○

専門的能力の育成機会を与える際に、どのような選定基準を用いているか

○

当該企業は、男女の同一労働同一賃金をどのように保障しているか
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｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

3. コミュニケーションの重要性
3-1 サプライヤーとの対話・コミュニケーション

■ サプライヤーとのコミュニケーションでは何が大切でしょうか ?

持続可能なサプライチェーン・マネジメントにおける、個別のサプライヤーとのコミュニケーション・プロセス（直接

的な対話）
では、まず自社の立場を明確にすることに十分な時間をかけることがとても重要です。また、サプライヤーの
経営層と労働者に対する期待は、整合性が取れたものでなければなりません。

○

規定の違反が直ちに契約解除につながらないことを明確にして、自社の見解を説明しましょう。違反と是正に向けた
対策については、
「社会行動計画」
（SAP）
を作成してサプライヤーと合意し、そのなかで取り決めていきましょう

○

CSR 監査の実施、監査コンサルタントの紹介、是正に向けた対策の策定など、支援の可能性を具体化しつつ、社内
の専門職員配置などをアドバイスするのも良いでしょう

○

フォローアップのための視察において（価格、品質その他、調達先の決定に関係する要素と同じく）労働課題等の社
会的側面が引き続き着目点となることと、重大な「違反」があった場合には「是正措置」が必要となることを、はっき
りと示し、トップのコミットメントを得ておくことが重要です

サプライヤーの経営層に対しては、
①自社の CSRまたは社会課題に関する方針の国際的基盤
②質の高い労働への取り組みの成果と社会的説明責任がもたらす事業面での利益
③現地視察の際の必要事項と手順
について説明することが重要です。デュー・ディリジェンスに欠かせない上記3点を説明する際に、労働者の人権尊重の
重要性を十分説明することが何よりも肝要です。
考えうる議論の内容と方法を整理するには、以下の点を参考にしてください。
○

サプライヤーには、明確かつ戦略的に、自社の主張と立場を決めて伝えることが大事です。当初から、社会課題に関
する最低限のコンプライアンスを重視していることを示すべきです

○

サプライヤーに、自社の社会面でのクライテリア
（判断基準）
を示すことに加えて、サプライヤーの経営陣による理解
と明確なコミットメントを得ることも重要です。サプライヤーに、労働者の権利を尊重することの重要性とともに、
次のような事業面での利点の両方について話をすることが大切です

生産性の向上：
労働者のやる気と忠誠心の向上、技能とプロ意識の向上

費用とリスクの削減：
労働者の離職率低下による採用や初任研修費の削減
事故率の低下と労災に係る金銭的請求の減少
製品（返品率の低下など）
とサービスの質的向上

消費者の信頼向上とビジネスチャンスの創出：
顧客ロイヤルティの向上、評判の向上、投資家の信頼向上
新規のビジネスチャンス創出
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3-2 サプライヤーの経営者、労働者との対話・コミュニケーション
○

デュー・ディリジェンスの一環で現地視察や CSR 監査を実施する際、サプライヤー側の様々な人と面談することにな

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

労働者との面談は、できる限り訪問の早い段階で実施し、必要な場合に面談実施者側からフォローアップ
できるようにしておく

ります。効果的に情報を引き出す面談方法には、達成すべき目的に応じて、多くの異なる考え方や手法が存在します。

○

面談対象者の回答そのものは、面談の成果を部分的に決定するものに過ぎず、面談実施者の態度や方法が、同等または

集団面接を行う場合には、2つのグループを選ぶ。第2のグループを「対照群」とし、第1のグループ
の面談で得られた成果の点検に用いる

それ以上に重要です。

○

面談の場所は、面談実施者側で選ぶ。できるだけ話しやすい環境を整える

○ 「労働チェック」を行う際の項目リストをもとに、質問を作成する

面接実施者が、
（しばしば無意識的に）面接対象者の回答を誘導してしまうことにより、情報を引き出すプロセスに
悪影響を及ぼすリスクもあります。こうした悪影響が生じるのは、
「イエスかノーか」で答える質問をすることや、自分
の想定や偏見、感情を差しはさむこと、文化的配慮が足りないことなどに原因があります。これらはいずれも、背景や
文化を異にする人々と面談する場合に、特に関係してくるでしょう。

■ 面談はなぜ重要なのでしょうか ?

適切かつ信頼できるデータを得るうえで、面談のプロセスは非常に重要です。面談を行う際には、情報を再確認するた

めの時間的余裕を確保できるよう、日程を組む必要があります。情報の再確認には、経営者から得た情報を労働者から
得た情報と照合したり、その逆を行ったり、第三者から得た情報を経営者や労働者から得た情報と照合したり、その逆
を行ったりすることが含まれます。効果的なプロセスとしては、以下の要素が考えられます。
①第三者のチェック（情報）
を活用した準備（問題の所在を知る、あたりをつける）
②人事課長や安全衛生担当者との面談
③労働者との面談
④人事課長や安全衛生担当者への再確認
特に大切なのは、一つの情報が関係者全員の視点を正確に反映することはないという自覚を持つことです。

■ 面談の対象者はどのように選べばいいでしょう ?

標準的な面談対象者としては、人事課長、労働安全衛生の担当者、労働組合の代表、または正当な労働者の代表が挙げら

れます。経営者から労働者の代表を紹介された場合には、本当にその人が労働者の代表と言えるのかどうかをしっかりと
確認することが必要です。労働者が自分たちの代表を選んでいない場合や、代表が労働者に対して説明責任を負わない場合、
正当な代表とは言えないでしょう。また、労働者の個別面接または集団面接を行う場合の留意点は、以下の通りです。

○

労働者の選定

■ 面談を効果的に行うためのテクニックと留意点
○

身ぶりのほか、声の抑揚や大きさなど、非言語的伝達にも多くの注意を払う。身振り、その他の非言語
的な伝達は、文脈や文化に応じて大きく意味が異なる可能性もあり、即断は控えること

○

労働者に対して和やかな雰囲気を作る。自己紹介をして、なぜ自分がそこにいるのかを説明する。面談
実施者としての任務、労働者の「上司」との関係、情報を収集する目的とその用途などに関する情報を
提供し、労働者を安心させる

○

面談で得た情報について、絶対的な秘密厳守と労働者の匿名性を強調する。経営者と再び話す際には、
いかなるコメントまたは情報も特定の個人と結び付けてはならない

○

都合の良い回答をするよう経営者から指示を受けたと思われる労働者に注意する

○

面談は1時間以内に収める

○

面談プロセスの統制権を維持する

○

質問を絞って簡単にすることで、情報の洪水を防ぐ。先入観を持たず、シグナルを捉えられるように
しておく

○

面談中のいろんな会話の中に回答や情報があることを認識しておく。話しの中にある共通点を見逃さ
ない

○

自由回答式の質問をすること。例えば、
「この職場は働きやすいですか」
（ 社会的に望ましい回答を
引き出す）
と聞くよりも、
「ここでの仕事はどうですか。ここで働いてよかったと思う点は何ですか」

（自由回答を引き出す）
といった質問にする
○

質問に対する補足質問を行う（面談者自身の意見を語らないように）

○

ノートを取り、匿名性を強調する（録音はしない）

○

集団面接を行う場合：

○

労働者を無作為に、面談実施者側が選ぶ

○

時間的制約もあるため、サンプル数は少なくする。最適な集団規模は7人から10人程度（一般的な

○

対照群を用いて、同じ質問をする

CSR 監査では、労働者総数の平方根程度の数を必要とします）

○

回答を比較し、一貫性と有効性を確認する

○

仕事の現場で、さまざまな地位に就いている労働者を選ぶ

○

個人と集団の回答を比較する（集団内、集団間、個人で面談の力学は大きく異なるため）

○

労働力による男女比に応じて、男性と女性の両方を選ぶ

○

面談に経営サイドが立ち会わないようにするため、現場の主任や監督など、管理職の立場にある職
員は除外する

○
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面談に費やした時間についても、労働者にきちんと賃金が支払われるようにする
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｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

4. 現場の労働安全衛生の確認
■ 労働安全衛生におけるリスクをどう確認すればよいでしょうか ?

サプライヤーの労働安全衛生管理者との議論では、十分な方針が導入されているか、労働者の定期的かつ十分な訓練

が実施されているか等を知る必要があります。安全衛生問題は、労働者の福祉に欠かせない要素であるとともに、サプ

4. 物理的条件
○

ライヤーの一般的な経営能力を示す公正な指標でもあります。労働安全衛生はまた、少なくとも第一印象を得るという
意味では、生産拠点を歩き回って評価することのできる、比較的確認しやすい問題です。

照明は、日没後の作業にも適しているか確認する
○

規模の大きな拠点の現地視察を行う際には、比較的古い生産施設、重労働や危険な肉体労働が行われている場所など、
可能な範囲で明らかなリスク領域に集中しましょう。主な点検項目に関する提案は以下のとおりです。また、個別の項
目の実施を制度的に担保する、労働安全衛生のマネジメントシステムの主要な構成要素に精通しておくことも重要です 。
6

換気、照明、温度、騒音レベルの制御は、健康への悪影響を防げるよう、適切に行われていること
労働者の様子：傷、発疹その他、有害物質への曝露、または、機械の不適切な使用を示す兆候や、
防護服の欠如がないこと

○

保護装置
（または個人用保護具
（PPE）
）
が、必要とするすべての労働者
（派遣または臨時労働者を含む）
に無償で提供され、常に使用されているか

○

従業員が適切な PPEを身に着けているかどうかを確認する。有害物質や塗料、化学薬品などが使わ
れている場合には、安全衛生担当者に以下を求める

（a）人間の許容曝露レベル

1. 全般
○

労働者が、安全衛生プログラムに関する基本的な質問に答えられるかどうか確認する

○

労働者が、安全衛生プログラムの策定と実施に関わっているか否か確認する

2. 防火
○

（b）当該物質の安全かつ適切な用途
（c）適切な PPE（極めて不適切な綿製マスクではなく炭素フィルター付きマスクの使用など）
を示す
製品安全データシート（SDS）
の提示
○

労働者が寒暖の極端な部屋、過度の騒音レベル、または、有害もしくは有毒物質にさらされる時間
の長さを制限するよう、交替スケジュールが維持されているかどうか、さまざまな労働者に確認する

○

機材、商品などが適切に保管されているか（落下の危険がある機器、使われていない機械への保護
装置取り付けなど）

非常口がはっきりと見えやすいマークで示され、通路に障害物がなく、非常扉は閉鎖も施錠もされ
ていないこと（停電の際のバックアップ・システムによる点灯表示も必要です）

○

重労働を行う労働者が、腰への負担を軽減するサポートベルトや安全靴を着用していること

○

スプリンクラー・システムが機能すること

○

立ち仕事を終日行う労働者の場合は、コンクリートに直に触れた状態ではなく、クッション等を

○

消火器が充填され、すべての労働者から見え、使える場所に設置されているとともに、工場内には

○

被せた床の上で作業していること

相応の火災避難設備があること（工場が提供する宿泊施設でも利用可能であること）

○

機械類の安全確保、または保護の状態を確認する

消防訓練が定期的に行われているか、またどの言語で行われているか、労働者に尋ねる（訓練は、

○

機械の不調の際に使う安全スイッチが、労働者から簡単に手の届く位置にあり、かつ深刻なリスク
がある場合に労働者がすぐにラインを止める権利があることを認識していること

労働者に理解可能な言語で実施すべきです）
○

労働者が高所作業をする場合、十分な足場や安全帽などの安全対策がとられているか確認する

3. 事故・緊急事態
○

救急必需品と応急処置の訓練を受けたスタッフについては、以下を確認する

（a）当該施設と業界の規模から見て十分に配備され、
（b）1カ月当たり平均事故件数に対応するのに十分な数だけ現地で手配でき、かつ
（c）
すべての労働者が利用できるかどうか
○

緊急事態の際に、労働者が適切な医療・救急サービス提供者への連絡の仕方をしているかを確認する

5. 施設
○

トイレ施設は、衛生的かつ機能的であり、現地の要件に応じて、隔離され、労働力の規模に対して
十分な数が確保されていること

○

労働者が飲料水を利用でき、食堂施設は衛生的であること

○

宿泊施設は清潔であり、基本的ニーズを満たしていること

○

宿泊施設は安全
（労働者が犯罪から守られている）
であるが、労働者は自由に出入りできるようになって
いること

6 これに関する ILO 指針は次のサイトで入手できます。

www.ilo.org/safework
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｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

5. 労働問題に関する第三者へのアプローチ（対話）
■ 労働問題を理解する上で、なぜ第三者が重要なのでしょうか ?

労働組合と非政府組織（NGO）
は、国際、国内レベルで、持続可能な開発の推進に重要な役割を果たしてきました。

活動家グループやロビー団体は、有害廃棄物の規制から地雷の全面禁止、中核的労働基準の全世界的な促進に至るまで、
政府間交渉の重要な推進役となっていますが、労組と NGOはその関心を企業に移しています。
情報通信技術の発達もあり、NGOと労組は、事業活動の社会的・環境的外部性、すなわち、生産工程における人権の
侵害や環境資源の濫用がどれだけ費用構造に組み入れられているか、という点に関心を集中できるようになりました。
多国籍企業のブランドの中には、NGOや労組によってその労働、環境または人権に関する実績に疑問を投げかけられ、

2 . 使用者団体
国際・国内の使用者団体は、各地の企業にとって重要な情報源であり、支援の提供者でもあります。国際使用者連盟
（IOE）
のウェブサイトで各国の加盟団体を確認し、一定の国や産業セクターにおける労働基準の実施状況についての
見解を聞くという方法もあるでしょう。

3 . その他の市民社会組織と労働専門家
NGOは、一般的に政府によって設立されていない組織として認識されています。NGOは、具体的な意思決定手続き

さらにはメディアによってその活動を暴かれ、評判を失った事例は多くあります。その結果、目立ったブランド商品を

と常勤職員を備えている場合が多く、局地的なもの、国内的なもの、国際的なものがあります。その活動は、基本的な

専門に扱わない企業でさえ、その圧力を感じるようになっています。

社会サービス（保健、教育、住宅）
から、技術援助、能力構築、政治的ロビー活動に至るまで、多岐に及ぶこともあります。

このような圧力を受け、多くの企業は株価の上昇を図るだけでなく、この価値の上昇をいかにして達成すべきかという

「草の根または地域社会組織」
（CBO）
とは一般的に、その構成員のエンパワーメントと、特定の関心事項に関する行動

点にも配慮する、ステークホルダー・アプローチを採用するようになっています。このステークホルダー・アプローチは、

を目的に、局地的に組織された個人の集団を指します。
「社会運動」は、さらに幅広く多義的な言葉です。社会運動には、

単に株主だけでなく、労働者、消費者、地域社会やその他の関心を有する団体に対する事業活動の影響も考慮する

公民権やジェンダーの平等など、特定の分野で社会変動を促すか、これに抵抗することに関心を有する幅広い社会の

考え方です。ここでは、労働組合、使用者団体、NGO 等を見ていきましょう。

構成要素が参加します。社会運動には NGOや草の根組織が含まれることもあります。
「市民社会」は冷戦終結時に国家支配型社会に存在していなかった重要な制度機構を指す言葉として広がりましたが、

1 . 労働組合（産業、国及びグローバル・レベル）
自由労働組合運動の一番の目的は、第1に使用者、そして第2に国家との関係において、労働者の集団的な利益と権利
を定義、推進、実現することにあります。また労働組合は、組合員に多くの社会福祉サービスも提供しています。

現在では民主的統治の興隆に必要な要素と考えられています。NGOと CBOは市民社会というさらに幅広い概念の
一部です。市民社会は、現地の労働条件に関する貴重な情報を提供します。こうした情報は地域的具体性が強いほど有用
です。現地の最も優れた情報源は、労働者が暮らすコミュニティで、労働者の権利活動家、またはソーシャルワーカーを
務める個人であることも多く見られます。

労働組合は、国内的または国際的に、特定企業の労働者または特定産業セクターの労働者を代表します。同じ企業の
労働者でも異なる労組に加入することはありますが、国によっては各企業に1つの労組しか認められていない場合も
あることに留意が必要です（「クローズド・ショップ」制度）。
ほとんどの労働組合は工場のレベルで組織されますが、この単位は一般的に支部と呼ばれています。市町村レベルには、
支部の代表（地区）
が置かれており、地区はさらに地域レベルで代表され、これらレベルがすべて総体として、全国的な労
働組合組織を形成しています。
具体的な産業セクターまたは職業群に属する労働者が、それぞれの事情に応じて組織されることもあります。例えば、
家電製品の生産に従事する労働者は、金属セクターの労働組合に統合されることもあります。産業別労組が全国レベル
で統合されることもあります（教職員や鉱山労働者の労働組合など）。こうした全国的産業別労組が国際的に連携して
できたのが、国際産業別労働組合（通称 GUF）
です。
その他、宗教色や政治色を異にする多様な労組が、同一の産業セクターで活動することもあります。このような労組も、
他の産業セクターで活動する類似の労組と連携し、特定の全国的労働組合連盟を構成することがあります。その中には、
ブリュッセルに本部を置く国際労働組合総連合（ITUC）
に加盟しているものもあります。
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■ 第三者との協議における留意点とは何でしょうか ?
○

適切な
（すなわち代表的な）関係者をどうやって見つけるか
（どのような問題にも「正しい見方」はなく、

各種の組織が提供し得る職場環境の関連情報のうち、主なものを以下に挙げます。

人権 NGO

さまざまな見方を総括する必要がある）
○

当該企業と見解を異にする関係者の意見を聞くべきか否か、もし聞くとすればそのようにしたらよいか。

○

市民社会組織の正当性や説明責任の欠如

○

隠された意図や政治的利害の可能性

企業・労組間対話 – 2017年多国籍企業宣言の運用ツール
企業・労組間対話の手続きは、ILO 多国籍企業宣言の原則の適用に関し、多国籍企業と労働者代表が対話を

現地 CBO
（地域社会組織）

います。

詳細についてのお問い合わせ先：assistance@ilo.org

ことがある。これらの問題に関する国内法に関し、優れた情報源となりうる。

これらの団体は、基本的な社会サービスや地域の能力育成を主眼としていること

もあるが、地域に暮らす労働者との守秘前提での面談に便宜を図ることができる
可能性もある。

女性と少数者（民族）
の
権利擁護団体

こうした NGOや CBOは、差別や支持母体の懸案事項に関する具体的な情報を提

子どもの
権利に関する NGO

子どもの権利条約
（児童の権利に関する条約）
がすべての子どもに保障する「生きる」

開発 NGO（国内 NGOと
国際 NGOの現地法人）
医療従事者

地方メディア
地方自治体
労働担当省庁
大使館
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強制労働、劣悪な労働条件、児童労働または虐待的規律の事例を文書化している

こうした専門家は、現地の労働情報や動向に関する調査結果や知識を提供できる

ILOは国際労働基準に関する唯一の世界的な専門機関であり、ILO 多国籍企業宣言の原則の理解を促進
する全般的な戦略の一環として、企業・労組間対話の支援・ファシリテーションのサービスを提供して

これらの組織は、結社の自由と団体交渉に関する労働者の権利侵害、差別待遇、

労働問題専門の
弁護士と学識者

行う際の支援を行うものです。相互の関心事について話し合うための、中立的な場も提供します。このプ
ロセスは部外秘として扱われ、また対話の内容は拘束力を持つ手続きに用いられるものではありません。

｜ 国際労働基準に則った持続可能なサプライチェーン・マネジメントの実施

可能性がある。

供できる可能性がある。

「育つ」
「守られる」
「参加する」権利が実現されることを目指して活動する団体。

これらの組織は、基本的社会サービスや経済発展、ロビー活動に関する幅広い
プロジェクトを実施している。

現地の診療所は、労働衛生問題に関する情報を持っていることがある。また、化学
薬品やその他有害物質に対する労働者の過剰な曝露を突き止めることに役立つ
可能性もある。

ストライキや企業不祥事（地域の環境汚染など）
に関する背景情報、各種関係者の
見解などを提供できる可能性がある。

地方自治体は立法、労働監督、法執行などの問題に関する調査で、重要なパート
ナーとなり得る。

労働担当の省庁は、労働争議に関する書類を保管しており、また関連の調査や
分析的な研究を行なっている可能性もある。

多くの大使館には、人権、開発及び環境に関する専門家が常駐している。
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付属文書

付属文書1

持続可能性に配慮した調達コードの（4）労働分野の基準と ILO 文書の対照表

①国際的労働基準の遵守・尊重
②結社の自由、団体交渉権

③強制労働の禁止

④児童労働の禁止

⑤雇用及び職業における差別の禁止

⑥賃金
⑦長時間労働の禁止
⑧職場の安全・衛生
⑨外国人・移住労働者

付属文書2

ILOが提供するリソースとサービス

ここでは、社会的責任ある労働慣行に関する ILOの資料やツールを紹介します。

全般
ILO 条約第87号、第98号、第154号
ILO 勧告第163号

ILO 多国籍企業宣言

第48項〜第62項

ILO 条約第29号、第105号
ILO 勧告第203号

ILO 多国籍企業宣言

これらは、大会の調達に関与する事業者が「持続可能性に配慮した調達コード」の遵守に取り組む上で参考になるもの
ですが、持続可能な社会的責任のある労働慣行に関心のある方々にも幅広くご活用いただけるものです。

1. 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（ILO 多国籍企業宣言）
ILO 多国籍企業宣言

第23項、第24項、第25項

ILO 多国籍企業宣言

ガイドラインを国際労働基準から導き出される原則に基づき提供する
ものです。

第26項、第27項

ILO 条約第100号、第111号
ILO 勧告第111号

ILO 多国籍企業宣言 〈機会及び待遇における均等〉
第28項〜第31項

に対し、すべての人にディーセントワークを保証するという、持続可能

な開発のための2030アジェンダに掲げられた目標を実現するための

ILO 条約第138号、第182号
ILO 勧告第90号

ILO 多国籍企業宣言は、多国籍企業、政府、使用者団体及び労働者団体

2019年12月現在、日本語を含む17か国語に翻訳されています。
ILO 多国籍企業宣言ポータルページでは、宣言の概要（サマリー）
や e-learning、公式な運用のためのツール（宣言・別
添 II）
の解説、入門編の解説書など、宣言の理解を促進するための様々なリソースを提供しています。

ILO 条約第148号、第156号、
ILO 多国籍企業宣言
ILO 条約第116号

ILO 多国籍企業宣言
ILO 条約第155号ほか
ILO 多国籍企業宣言

第41項、第42項
第34項
第43項 〜 第47項

ILO 条約第97号

参照：

日本語版
ILO 駐日事務所ウェブ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 「持続可能性に配慮した調達コード（第3版）
ILO 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言

日本語版

第5版

2017年

英語版
ILO 本部企業局ウェブ

（仏語版・西語版へのアクセスあり）

2. ビジネスのための ILO ヘルプデスク
ビジネスのための ILO ヘルプデスクは企業の経営者、人事・労務・CSR 担当者、及び従業員の方々が、国際労働基準に
より良く整合した事業展開や、良好な労使関係を促進する上で役立つ情報を一括して提供するサービスです。
事業を展開する上で企業から寄せられる特定の質問にお答えする

「個別アシスタンス」と、ツールやノウハウを紹介する「ウェブサ
イト」があります。

国際労働基準の原則の適用に関する具体的な質問を電話（+41

22 799-62640）
、E-mail assistance@ilo.org（メールは日本語
可、返答は英語）
にて受け付けています。

多国籍企業宣言の運用ツールのひとつである「企業・労組間対話
Company-Union dialogue」
（ 本書 p.52）
のアシスタンスを希望
される場合もビジネスのための ILO ヘルプデスクまでご連絡くだ
さい。

これらの個別アシスタンスは無料で、部外秘として取り扱われます。
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付属文書3

ビジネスのための ILO ヘルプデスクのウェブサ

イトでは、ILO 多国籍企業宣言で扱われる労働ト

ピックに関するガイドラインやファクトシート、
Q&Aなどの情報を提供しています。
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

児童労働

1

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における持続可能性の取組について

持続可能性に配慮した運営計画

オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、その開催はスポーツの分野だけで

なく、社会、経済等、多岐に渡る影響を及ぼす一大事業です。また、その影響は、開催都市である東京のみならず、日本全体、
さらには世界にまで広く及びます。

東京2020組織委員会は、東京2020大会を持続可能な大会とするため、2018年6月に「持続可能性に配慮した運営計画

団体交渉

（第二版）」を策定、発表しました。その際、今後の計画実行にあたり、多くの人々の理解と協力を得ながら取組を進めて

差別と平等

いくため、
「Be better, together ／より良い未来へ、ともに進もう。」を大会の持続可能性を包括するコンセプトとして

雇用促進

います。

強制労働

結社の自由及び団結権
安全衛生

雇用の安定

賃金、給付及び労働条件
労働時間

ILO 条約の国別批准状況や人権・労働・社会保障
等に関する各国の法律に関するデータベース

（NATLEX）
等、国別情報も確認できます。

海外サプライチェーンで関係する国の情報収集
にご活用下さい。

日本語版
ILO 駐日事務所ウェブ

英語版
ILO 本部企業局ウェブ

（仏語版・西語版へのアクセスあり）

東京2020組織委員会ウェブサイトでも ILO リソース・
ツールが紹介されています。

東京2020大会の持続可能性の全体像

2

持続可能性に配慮した調達コード

東京2020組織委員会では、
「持続可能性に配慮した運営計画」を調達面から実現するために、
「持続可能性に配慮した調

達コード」
（以下、
「調達コード」という。）
を策定・運用しています。調達コードとは、調達するモノやサービス、ライセン

ス商品について、原材料の採取から加工・流通・提供に至る供給過程全体で持続可能性が確保されるよう、サプライヤー、
ライセンシー及びそれらのサプライチェーンに求める事項をまとめたものです。

調達コードでは、物品やサービスの種類に関わらず共通して求める事項として、法令遵守、環境問題や人権・労働問題の

防止、公正な事業慣行の推進などに関する「持続可能性に関する基準」を設定しています。この基準の検討に当たっては、

ILO 駐日事務所

www.ilo.org/tokyo

ILO 本部企業局多国籍企業ユニット www.ilo.org/mnedeclaration, www.ilo.org/business

東京2020組織委員会 持続可能性 tokyo2020.org/jp/games/sustainability/humanrights/ilo
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ILOの中核的労働基準など、持続可能性に関する各分野の国際的な合意や行動規範等を参考にするとともに、メガスポー

ツイベントや日本の状況に関連して指摘されるビジネスと人権に係る広範な課題に対応するよう努めています。また、
調達コードの実効性を担保するための措置として、遵守体制の整備やサプライチェーンへの働きかけ、取組状況の記録
や開示・説明、不遵守があった場合の改善措置などについて規定しています。
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付属文書、参考文書

参考資料
東京2020組織委員会では、調達コードの不遵守に関する通報を受け付け、それらの迅速かつ適切な解決に向けて必要

ILO 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言

等の合意に向けて当事者間の建設的な対話を促進するなどして適正な改善を図ることを目的に、通報受付窓口を設置

ILO Multinational Enterprises and Enterprise Engagement Unit

な対応を、公平かつ透明性をもって実施すること、特に、調達コードの不遵守を理由として生じた問題に関して、当事者
しています。
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第5版

2017年
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3

持続可能性報告書

ILO「国連グローバル・コンパクト労働原則

ビジネスのためのガイド」2012年

東京2020組織委員会では、東京大会における持続可能性の取組について、その進捗や実績をまとめた報告書を作成
することとしています。これらの報告書では、
「持続可能性に配慮した調達」についても重要なテーマとして、組織委員会

のアプローチやその進捗・成果を紹介しますので、こうした情報も参考にして、企業の持続可能な調達の取組が広がる
ことを期待しています。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 「持続可能性に配慮した運営計画（第2版）」

東京2020組織委員会の持続可能性の取組については以下のウェブサイトで見ることができます。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 「持続可能性に配慮した調達コード（第3版）」

tokyo2020.org/jp/games/sustainability

ILO 駐日事務所「ILO 条約・勧告の手引き

2019年度」

ILO 駐日事務所「ビジネスと CSR – 社会的責任ある労働慣行のためにできること」
ILO「同一価値労働
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同一報酬のためのガイドブック」 日本語版

第1版

2016年
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