
 

 

 

「アジアにおける責任あるサプライチェーン」プログラム 

日本での活動 

アジアにおける責任あるサプライチェーン（RSCA）プログラムは、多国籍企業等の企業の自社の

活動とそのサプライチェーンにおける責任ある企業行動の推進を通じて、ディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）と環境問題に取り組むことを目的としている。日本、中国、ミ

ャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムと共同で実施される 4 年間のプログラム（2018 年～2021

年）は、主に 2 つの目標を掲げている。 

‒ 企業の社会的責任に対する投資家やビジネスの理解を深めることで、スマートで持続可能

かつ包括的な成長を促進する。 

‒ 責任ある企業行動を推進し対話の機会を増やすための政策環境を整備する。 

RSCA プログラムの下で、ILO と OECD は、政府、企業、市民社会のステークホルダーと

協力して、ネットワークの強化、能力開発、責任ある企業行動の政策統合支援に取り組んで

いる。RSCA プログラムの活動に関する情報は、ILO と OECD のプログラムウェブサイト

から入手できる。日本では、自動車部品産業および電子産業とそのサプライチェーンを中心

として企業との活動を行っている。 

このプログラムを通じて、OECD、ILO、プロジェクト・パートナーは、以下のような多く

の分野で影響を与えている。 

• 社会的に責任ある企業活動の実施と推進、それを可能にする環境構築と戦略につい

て、民間部門と政府機関との政策対話を促進。 

• 政府省庁や使用者団体との連携を通じた責任ある企業行動に関する基準の政策統合

を支援。 

• トレーナーセッションの提供（使用者団体、学術機関、労働者組織の代表者を一堂

に集め、責任ある企業行動の「牽引役」としてのトレーニングを実施）。 

• サプライチェーンに責任ある事業活動を組み込むにあたって、目標と期待の共有を

目的としたサプライヤーとバイヤー間の対話の場を設置。 

• サプライチェーンでの労働慣行や、企業の競争力、生産性の向上、新しい市場への

アクセス向上を支援する機会など、優れた責任ある企業行動を実施する際の課題を

特定するために、業界団体との議論を継続。 

RSCA プログラムの下での活動例には以下のものがある。 

https://mneguidelines.oecd.org/EU-ILO-OECD-Responsible-Supply-Chains-in-Asia-Overview.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/EU-ILO-OECD-Responsible-Supply-Chains-in-Asia-Overview.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/EU-ILO-OECD-Responsible-Supply-Chains-in-Asia-Overview.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/EU-ILO-OECD-Responsible-Supply-Chains-in-Asia-Overview.pdf
https://www.ilo.org/asia/projects/rsca/lang--en/index.htm
https://mneguidelines.oecd.org/previous-events-responsible-supply-chains-in-asia.htm


 

 

 

対話、連携、パートナーシップ   

• 2019 年 11 月、OECD と ILO は「アジアにおける持続可能なサプライチェーン実現

に向けて～責任ある企業行動のための国際協調の促進～」をテーマにした合同イベ

ントを企画・共催した。このイベントには、欧州委員会、欧州政府、日本政府のほ

か、アジア全域で活動する企業、研究機関、企業団体など、複数のステークホルダ

ーが参加した。参加者は、サプライチェーンに期待される国際的な責任ある企業行

動の実施について議論した。このイベントでは、日本政府、EU、ILO、OECD から

のハイレベルな代表者が参加して開会の挨拶を行い、2 つの専門的かつインタラクテ

ィブなラウンドテーブルセッションが行われた。OECD 主導の円卓会議では、本ア

クションの下での主要なステークホルダーや対談者など、10 名以上の討論者から活

発な発言がなされた。この中には、ドイツとオランダの代表者、持続可能な金融セ

クターを代表する投資家、日本企業、在欧日系ビジネス協議会（JBCE）、IDE-

JETRO、ビジネスと人権ロイヤーズネットワークの代表者が含まれる。ILO が主導

したセッションでは、サプライチェーンの政策や慣行に変化をもたらす上で、労働

者の参加が極めて重要であると結論づけた。特に、サプライチェーンの末端のサプ

ライヤーがリソース不足に対処する際に支援が重要となる点が強調された。このイ

ベントはまた、貿易、RBC、および RSCA が提供する機会の相関について公の場で

議論した初めての取り組みであった。2021 年 1 月 21 日に開催されるイベントは、こ

の議論を基にしたものである。 

• OECD および ILO の CSR/RBC 文書に関連する主要ステークホルダーとのセミナ

ー：（2018 年 10 月）経団連-ILO-OECD 合同シンポジウム、（2019 年 2 月）

OECD-日本電子情報技術産業協会（JEITA）合同セミナー・研修、（2019年11月）

電子産業のステークホルダーを対象とした ILO-JEITA 電子業界産業別セミナー、

（2020 年 1 月）電子、自動車などの分野の労働組合を対象とした ILO-全日本金属産

業労働組合協議会（JCM）セミナー、（2020 年 12 月）日本の国会議員 17 名を対象

とした ILO 活動推進議員連盟との勉強会。 

• 連合、CBCC、経団連、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、中小

企業家同友会、日本生活協同組合連合会、IDE-JETRO、ビジネスと人権ロイヤーズ

ネットワークとの連携を含め、ラウンドテーブル、ワークショップ、研修を通じた

対話支援。 

 

ガイダンス、ツール、および調査 

  

• 日本貿易振興機構アジア経済研究所（IDE-JETRO）などの学術機関との連携。IDE-

JETRO と ILO は共同リサーチを実施し、自動車部品業界における産業別セミナーを

https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_739916/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_739916/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_732416/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_732416/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_652322/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_732911/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_737265/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_737265/lang--ja/index.htm
https://twitter.com/RSCAProgramme/status/1335744106807533569?s=20


 

 

 

2021 年 2 月 4 日に共催予定。RBC のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイ

ダンスの日本語訳の展開における OECD と IDE-JETRO の協力。また、ILO は一般

財団法人アジア太平洋研究所（APIR）との共催でセミナーを開催し、電子業界で実

施した調査成果を広報。早稲田大学と上智大学の講義では、未来のビジネスリーダ

ーを対象に、CSR の重要な概念を紹介。 

 

• ILOは JEITA（電子産業）および一般社団法人日本自動車部品工業会（JAPIA）と連

携し、社会的責任ある労働慣行に関する調査を実施。電子・電機企業 11 社と自動車

部品企業4社から好事例を収集し、電子、自動車部品業界にとどまらず、政府、業界

団体、企業、労働者に向けた政策提言をまとめた。これらの調査はプログラムの核

となる主要な活動である。 

  

• 責任ある企業行動及びサプライ・チェーン研究会（JRSC）と共同で、責任ある企業

行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救済ガイドラインを作成。同ガイド

ラインは、日本企業を対象として、ビジネスと人権に関する国連指導原則、OECD

多国籍企業行動指針、ILO 多国籍企業宣言などの国際規範が求める苦情処理メカニ

ズムの要件や基本アクションを具体化したものである。  

 

• 環境省の「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門」の作成と

実施において、日本の環境省と協力。環境デュー・ディリジェンスに関する OECD 

の 環境省への協力は、ドイツ環境政府、UNEP、および 環境省の支援を受けて開催

された「責任ある企業行動に関する OECD グローバルフォーラム」のセッションに

おいて、環境サプライチェーンのデュー・ディリジェンスに関連する動向と政策展

開についての議論につながった。 

このほかの情報： 

  

‒ EU、ILO、OECD、OHCHR 責任あるビジネス 国際的文書による主要メッセ

ージ 英語版|日本語版 

‒  OECD 紛争地域および 高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーン

のための デュー・ディリジェンス・ガイダンス 英語版|日本語版 小冊子英

語版|日本語版 

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_733144/lang--ja/index.htm
https://www.bhrlawyers.org/en-erguidelines
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/responsible-supply-chains-asia/background-note-building-environmental-resilience-and-responding-to-global-crises-through-supply-chain-due-diligence.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments-JAP.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/oecd_ddg_jp.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/a-global-standard-towards-%20responsible-mineral-supply-chains-japanese-version.pdf


 

 

 

‒  鉱物の責任あるサプライチェーンに向けたグローバル・スタンダード 英語

版|日本語版 

‒  OECD 衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのための 

デュー・ディリジェンス・ガイダンス 英語版|日本語版 小冊子 英語版|日

本語版 

‒  責任ある農業サプライチェーンのための OECD‑FAO ガイダンス 英語版|日

本語版 小冊子 英語版|日本語版 

‒  COVID-19 と責任ある企業行動に関する OECD ポリシーノート。ポリシー

ノートと概要。 

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

語版| 日本語版 

‒  ILO 多国籍企業宣言：労働者のためのガイド 英語版|日本語版  

‒  ILO e ラーニング『多国籍企業宣言（入門編）』 英語版|日本語版 

‒  ILO ビジネスのためのヘルプデスク 英語版|日本語版  

‒  ILO 新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）と仕事の世界 英語版|日本語

版 

‒ ILO COVID-19 危機からの回復とレジリエンス強化に向けた事業再構築 英語版|日本

語版 

 

  

アジアにおける責任あるサプライチェーンの推進 

このハイレベルイベントは、国際労働機関（ILO）と経済協力開発機構（OECD）が欧州連合（EU）

からの資金拠出を受けて実施している「アジアにおける責任あるサプライチェーン（RCSA）プログ

ラム」によって支援されている。RSCA プログラムは、グローバルなサプライチェーンにおける労働

者の権利を含む人権の尊重と責任あるビジネス基準を促進することを目的としている。 

本プログラムは、日本（OECD 加盟国）と中国、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマーの 5 カ国

とのパートナーシップで実施されている。 

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-due-diligence-guidance-in-the-electronics-sector.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-due-diligence-guidance-in-the-electronics-sector.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/a-global-standard-towards-%20responsible-mineral-supply-chains-japanese-version.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264290587-en
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/JP_OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Flyer-RBC-for-Garment-and-Footwear-Sector.pdf
ttps://mneguidelines.oecd.org/Flyer-OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Supply-Chains-in-the-Garment-Footwear-Sector-Japanese.pdf
ttps://mneguidelines.oecd.org/Flyer-OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Supply-Chains-in-the-Garment-Footwear-Sector-Japanese.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100100155.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100100155.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure_OECD-FAO-Guidance.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Flyer-OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-Japanese.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
https://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/helpdesk/WCMS_676219/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_627351/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_649922/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_649922/lang--ja/index.htm
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=21
https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_754779/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/helpdesk/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/helpdesk/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/key-resources/WCMS_741005/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/WCMS_738733/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/WCMS_738733/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_754659/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/tokyo/information/publications/WCMS_754659/lang--ja/index.htm


 

 

 

  

  

  

  
  

  


	アジアにおける責任あるサプライチェーンの推進

