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PSI姿勢文書 

グローバルサプライチェーンにおけるディーセントワーク 

 

国際公務労連とは 

国際公務労連 (PSI) は 152の国と領土に存在する 659の組合に代表される 2千万人以上の労働者が結集
するグローバル労組連合である。私たちは世界のあらゆる地域で質の高い公共サービスを推進すること
に力を注いでいる。PSI のメンバーは社会サービス、ヘルスケア、自治体・コミュニティサービス、中
央政府、および水・電力・廃棄物などの公益事業の分野で働いており、その３分の２が女性である。 

 

この姿勢文書について  

2016年6月の第105回ILO総会では、「グローバルサプライチェーン（世界的供給網）におけるディーセ
ントワーク」に関する一般討議が行われる1。これはPSIにとって、グローバルサプライチェーンにおい
てディーセントワークを実現するための労働監督、税の公正及び公共調達など公共サービスが果たす重
要な役割に関心を喚起し、主張する重要な機会である。この文書は、この討議においてPSI代表に役に
立つ資料となり、指針となることを意図したものである。 

*** 

1. グローバルサプライチェーン、多国籍企業、公共サービスおよびディーセントワークの間のつなが

り 

世界経済は、主に多国籍企業によって牛耳られているグローバルサプライチェーン2の台頭と支配がます

ます特徴的になっている。グローバルサプライチェーンとは、構想、企画、生産とサービスの提供、貿

易および輸送のプロセスを意味し、この数十年間にこれらはますます細分化され、国境を越えて国から

国への移動するようになった。 

 

グローバルサプライチェーン の普及は、情報・通信・生産および新技術の共有が広まることによって、

そしてその結果管理業務や仲介業などの業務がデジタル化したことによって促されてきた。 

 

グローバルサプライチェーン は、国境を越えた工業製品や生産物だけでなく、従来公的管理下にあると

考えられていた公益事業（たとえばエネルギー）や保健・社会サービスなどの国境を越えたサービス提

供のプロセスにまで及んでいる。このプロセスは、製造業の場合のように、人権と労働権の侵害や劣悪

な労働条件をもたらす可能性がある。  

 

グローバルサプライチェーンの特徴を利用して、多国籍企業は生産とサービス提供において最も彼らに

有利な労働および環境面でのコストを手に入れようとする。無規制のままで、しかも有効な超国家的規

制制度がない場合には、こうした行為は、国家間で、また国の社会・財政・環境規制の間で競争とベン

チマーキングの下方スパイラル（底辺への競争）を生むことになる。 

2. 多国籍企業とグローバルサプライチェーンが経済的・社会的開発を生むための条件  

グローバルサプラチェーン は、いくつかの必要な条件を満たしさえすれば、経済的・社会的発展に貢献

することができ、雇用を創出して女性と若年労働者の労働市場参入をもたらすことができる、そして

                                                           
1 この討議の背景となるレポートは ILOのウェブサイトで見ることができます。http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf  
 
2 ILO2016年度報告書 IV、グローバルサプライチェーンにおけるディーセントワーク、P.1、パラグラフ２：「グローバ

ルサプライチェーンとは、物品やサービスを生産し、それらをインプットと開発・生産・デリバリーのさまざまな段階を

経て消費者に届けるために必要な活動が国境を越えて編成されているものを意味する用語である。この定義には、多国籍

企業が雇用関係に直接的な責任を有する 100％子会社や合弁企業への海外直接投資（FDI）も含まれる。また、ますます

支配的なモデルになっている国際的な部品調達も含まれ、そこでは親会社の関与は、特定の物品やインプットおよびサー

ビスに関して供給業者や下請け会社と交わす契約上での条件によって、もしくは時として暗黙の条件によって定められ

る。」 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf
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様々な方法でローカルコミュニティに付加価値を生みだすことができる。そうしたなかには、グローバ

ルサプライチェーンは十分に規制され、監視されるべきであること、そして少なくとも結社の自由を尊

重し、正当な労働組合との間で誠実な団体交渉を行うなどの国際的な人権と労働基準を十分に遵守する

ことがある。 

 

これらの条件に含まれるのは、地元の公共サービス、保健・社会サービス、公益事業とインフラの資金

源として十分に貢献すること、より高い付加価値を生み出すこと、生産性を上げ、適正な雇用を増やす

こと、そしてクリーンで効率的なテクノロジーを促進することなどである。グローバルサプライチェー

ンは、地域社会や人々が利用できる真に必要とされる財やサービスを提供する時に、しかも真に民主的

な権利を持つ者と利害関係者との対話も含む透明で包摂的なやり方で持続可能で責任のある資源の使い

方で提供されるときに、積極的な役割を果たすことができる。そうした条件のもとで、 グローバルサプ

ライチェーンは地元の経済と社会の開発に寄与する可能性を開くことができる。現実は多くの場合非常

に困難である。 

 

3. グローバルサプライチェーンにおける公共部門の会社と労働者の役割 

公共部門労働者のグローバルサプライチェーンへの関与の仕方は主に 4通りある。 

1) エネルギーその他の公益事業や保健・社会サービスの例に見られるように、国が全面的、大半ある

いは部分的に所有する会社がグローバル多国籍企業で、グローバルサプライチェーンに参加してい

る場合。そうしたグローバル企業は他国において投資、調達、合弁企業の創設、子会社の設立、下

請けや外部委託を行う、あるいは自国で移動・移住労働者を採用する場合もある。 

 

2) 公共部門労働者は公共調達政策と業務の.設計と実行においてきわめて重要な役割を果たす。公共部
門は建設やインフラ開発に関しては重要なコントラクターの一員である、またグローバルサプライ

チェーンを通じて製造され、供給されることの多い制服や、IT・医療機器、食料、家具、文具等々

の生産物やサービスの重要な購入者でもある。 

 

3) 質の高い公共サービスを提供することで、公共部門労働者は企業が居を構え、成長できるような社
会・経済的環境を創るために必要である。 

 

4) 公共機関とそこで働く労働者は、多国籍企業とグローバルサプライチェーン の効果的な統治と規制

の鍵である：国の労働と労働安全衛生の監督、労働行政、治安及び司法制度は グローバルサプライ

チェーン の効果的な統治のために特に不可欠である。 

 

4. 不釣り合いな力関係、国の社会・経済・環境法規の悪用、国家の拿捕 

 

多国籍企業と彼らのグローバルサプライチェーンが地域のコミュニティと供給業者やその下請け、

あるいは政府と不釣り合いな力関係のなかにおかれている場合、例えば一部の商品市場によくある
ように買い手が一人（需要独占）の場合、あるいは市場での支配的地位が悪用されている場合は、

グローバルサプライチェーンが発揮しうるプラスの開発効果の可能性が損なわれる。利益を刈り取

るのは支配的事業者とその擁護者であり、多くの場合地域住民とコミュニティは敗者となり、依存

と貧困から抜け出せなくなる。  

 

同じく、労働集約的な多国籍企業とグローバルサプライチェーンが人件費の節約、ストライキ禁止、

税の優遇、社会・環境法規の緩和など実現するために政府と国の規制当局に対するロビー活動を活

発に行う場合は、グローバルサプライチェーン の生産、サービス及び調達活動が行き着く先は輸出

加工区（EZP）で、これは持続可能な長期的、有機的な社会・経済発展につながらないし、より高

い付加価値の活動を促すことはない。事実、社会的な法律と労働法の規制が緩和されると、低賃金

労働者（大半が若年の女性移住労働者）はしばしば雇用が不安定で時間外労働や過重な労働を強制

される状況に閉じ込められることになる。そうしたところでは使用者は結社の自由や団体交渉及び

労働安全衛生規定などの重要な基本的人権を「合法的に」免除される、あるいは公的機関に健全な

法律を実施するだけの資源や能力、意欲がない。加えて、外部委託（アウトソーシング）や下請け

化によってサプライチェーンは親会社と直接的な契約関係にある直接の供給業者をはるかに越えて

下請けの供給業者にまで伸びており、こうした下請け業者と親会社との契約・雇用関係を追跡する



3 
 

ことは困難である、もしくはそうした関係は失われている。長くて複雑な下請けチェーンを含むグ

ローバルサプライチェーンは、強制労働や児童労働、人身売買、その他の人権や労働権侵害に関連

を持つようになる危険性をかなり高める。  

 

社会・財政・環境面での優遇策や手ぬるい規制制度を周到に利用して活動するグローバルサプライ

チェーンと多国籍企業は開発を阻害しており、彼らは無責任なグローバル企業のただもうけの行動

による負担を担わされる労働者やコミュニティ、公共サービス及び環境に及ぼす弊害に対して責任

を持つべきである。そうした手立ては、グローバルサプライチェーンの中で生まれる価値の配分に

おいて著しく不公平な不均衡を生み出し、労働者と一般市民はごくわずかな分け前しか得られない。 

 

民主主義が破綻し、公共機関が腐敗して、既得権者に「拿捕される」時には必ず、多国籍企業とグ

ローバルサプライチェーンが特に主導して開発に有害な状況を創り出し、労働者と市民および地域

社会が不当な扱いを受ける。こうした既得権者に含まれるのは、まさに国内および国際的な社会・

財政・環境法規の緩和を求めてロビー活動を行い、労働市場の規制緩和を要求し、新しい市場と儲

けの機会を得るために公共サービスの自由化と民営化を提唱するようなグローバル企業である。企

業による政治への影響力と彼らが民主主義に干渉する力がいかに大きいかは、多国籍企業数社の売

上額が多くの国家の GDPを追い越したという事実から明らかである。 

 

5．グローバルサプライチェーンの統治における国家、公的機関およびサービスの役割 

ディーセントワークを創出するには、 多国籍企業とグローバルサプライチェーン に関与するすべて

の者が、ディーセントワークの枠組みの第一の柱である ILO第 87号条約（結社の自由）、第 98号

条約（団体交渉）、第 100 号条約（同一報酬）、第 111 号条約（差別禁止）、第 29 号条約（強制

労働）及び第 182 号条約（最悪の形態の児童労働）に規定されている労働における基本的原則と権
利 を尊重し、実現しなければならない。そのほかにも、彼らは他の 3つの柱（生産的雇用の創出、

社会的保護の保障、および職場における社会対話への参加）にも寄与しなければならない。グロー

バルサプライチェーンが持続可能であるためには、企業は少なくとも ILO の労働安全衛生基準に沿

った安全で健康的な労働環境と労働者への生活賃金を提供しなければならない。 

 

ILO 基準の場合は、政府は告発された侵害事例について、主に三者構成の専門家委員会と結社の自

由委員会に報告しなければならない。 

 
 

ILO 基準やその他の国連の人権に関する枠組みに依拠する法律文書もある―多国籍企業と社会政策

に関する原則の三者宣言〔ILO-MNE 宣言〕や、OECD 多国籍企業行動指針 OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises (OECDガイドライン)、ビジネスと人権に関する国連指導原則 UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights (UNGPs) などである。ILO-MNE宣言では、労働権と社会

的権利に関して自国ならびに受入国の政府と労働組合に関わることを企業に求めているが、この宣

言の文言を最新の状況に合わせ、監視・フォローアップ機構を強化するために、現在 ILO 理事会に

よる改訂作業が行われている。このプロセスは 2017 年 3 月までに完了する予定である。OECD ガ

イドラインと UNGPは、労働基本権を含む具体的な人権侵害に関する責任は企業とビジネスに課し

ている。しかしながら、前者は改訂して監視・フォローアップ機構を強化する必要があるが、他方

後者二つの文書は、OECD ガイドラインの実施は当事国の政府ベースのナショナルコンタクトポイ

ント(NCPs)に依存しており、一方UNGPは自発的な性質のままであることから、そのままで十分に

機能する文書というわけではない。 

 

グローバルサプライチェーンの統治に関する超国家的な社会的文書と統治の枠組みのなかでは、社

会パートナーと多国籍企業およびグローバル労組連盟の間で、稀ではあるがここに政府も加わって、

交渉されるグローバル枠組み協約 (GFA)が、多国籍企業内での適正な労働条件の確保という点では

最も正当な、究極的にはもっとも有効な社会的文書である、なぜならこうした協約は個々の多国籍

企業のサプライチェーンごとにグローバルな労働関係を監視する常設システムとして機能するから

である。グローバル枠組み協約の実施は成功しているケースが多い。しかし協約の普及と影響にお

いては、書面で書かれていることと実態の間にかなりのギャップやバラツキがあるのは珍しいこと

ではない。  

 

http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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この 20年ぐらいの間に、多国籍企業とビジネスは、細分化された多数の監査に基づく民間ソーシャ
ル・コンプライアンス・イニシャティブ、行動規範、基準、企業の社会的責任（CSR）及びリポー

ティング・イニシャティブをますます発展させてきた。そうしたイニシャティブは、企業行動の規

制と統治における国のスペースを占領し、「自己統治（セルフガバナンス）」によって国の規制を

回避してきた。多くの場合、こうした傾向は、グローバルサプライチェーンにおける場合も含めて、

公的な労働監督の役割と資源の徹底的な弱体化に寄与し、かくして民間企業の利益を満たし、公共

の利益を損なってきた。 

 

6．税の公正とグローバルサプライチェーンでのディーセントワーク実現とのつながり 

  

グローバル企業が活動する各国において納税の義務を果たすことは、企業の社会的責任の不可欠な
部分であり、グローバルサプライチェーンでのディーセントワークと人権尊重を確保するための鍵
である。多国籍企業は応分の税金を支払うことによって、天然資源と労働力を提供し、彼らの活動

と利益を生み出すために必要な製品と公共サービスを提供してくれる国やコミュニティにお返しを

する。  

 

しかしながら、グローバルサプライチェーン におけるディーセントワーク違反の効果的な監視と是

正を保障するために必要な公共機関の財源が、組織的な税回避によって奪われる場合があまりにも

多い。これは、国家が人権と労働権を支持し、そうした権利の侵害に対処するための能力をむしば

む。ディーセントワークの尊重とグローバルサプライチェーンに携わる労働者の条件の持続的改善

は、現行の破たんした税制度の下で多国籍企業が納税という根本的責任の回避を許されている限り

は実現しない。グローバルサプライチェーンでディーセントワークを現実的に達成するには、国連

が現行の国際課税システムの組織的改革に着手することが必須である。 

 

７．移住労働者、民間雇用機関およびグローバルサプライチェーン 

製造やサービスの提供に必要な労働力を提供することで、国内及び国際的な民間雇用斡旋機関はグ

ローバルサプライチェーンの重要なエイジェントであり、推進役である。しかしながら、彼らの雇

用実態からして、規制されずにチェックもされずにいると、民間の雇用斡旋機関はグローバルサプ

ライチェーンにおけるディーセントワークの実現にとって大きな障害になりうる。斡旋業者を通じ

てグローバルサプライチェーンに雇用される移住労働者は採用過程に関連してとりわけ深刻な問題

に直面する可能性がある。そうした問題には雇用関係に基づくものや人種差別から、最悪の場合に

は強制労働のための人身売買にまで至るものが含まれる。  

 

移住労働者を保護する ILO 条約にはすべて、グローバルサプライチェーンに雇用される人々の人権

の重要な保護が入っている。しかしながら、グローバルサプライチェーンにおける移住労働者の広

範な虐待は、多くの場合人身売買や強制労働、組織犯罪と絡み合っているが、こうした虐待を抑制

するには、より具体的な文言や批准の普及、効果的な実施及び国際協力が必要である。 

 

8．グローバルサプライチェーンの統治を高めるための政策オプション 

以上のことを踏まえたうえで、紛争を解決するための最後の手段となると―グローバルサプライチ

ェーンの枠組みの中においてさえも―しかもあらゆる苦情処理制度や裁判外紛争解決手続きもすべ

て尽くした時には、グローバルサプライチェーンの統治とディーセンワークの実現を支える責任を

担うのはここでも国の政府と法規と司法である。ビジネス、多国籍企業及びグローバルサプライチ

ェーンに最低限の国際的人権および労働基準を順守させなければならないのは、やはり究極的には

国家であり、国、地域及び地方の公共機関である。 公共部門労働者の団結権と団体交渉権を保護す

る ILO C. 151 on Employment Relations in the Public Service（公務における労働関係に関する

ILO 第 151 号条約）の批准と実施は、グローバルサプライチェーンと多国籍企業に関して有効な統

治の実施に不可欠なディーセントな労働条件を達成するためにもっとも重要である。したがって、

第 151 号条約はグローバルサプライチェーンでのディーセントワークの実現にとって必要な一連の

基本的基準の一つとして考えられるべきである。 

 

グローバルサプライチェーンでディーセントワークが確実に実現されるようにすることができるの

は、適正な条件の下で働くよく訓練された有能な職員を持つ強力で、十分な資金を提供された、独

立した公共機関だけである。人権と労働者の権利の尊重にかかわるもっとも重要な他の機関と共に、

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
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そこには国の労働および労働安全衛生監督機関、労働行政、環境機関、治安および司法が含まれる。

そうした公共機関を制度的に能力開発し、強化することが優先されなければならない。とりわけ国

の労働監督を効果的に機能させるために、強化して十分な資源を確保することは、グローバルサプ

ライチェーンで適正な労働条件を達成するために絶対に不可欠である。 

 

グローバルサプライチェーンを構築し、動かしているのはグローバル貿易・投資システムなので、

課税システムはこうしたグローバルな実情に応じて調整しなければならない。したがって、多国籍

企業が企む複雑な金融工学や納税回避計画に対処するには、包摂的で包括的なグローバル税協力シ

ステムが必要である。国際企業課税の改革を求める独立委員会の 2015年宣言 2015 Declaration of 

the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) は、

この問題に対処する機会を提供し、従うべきロードマップとして役立てることが可能だ。 

 

腐敗に対する総合的な闘いがなければ、ディーセントワークを持続的にグローバルサプライチェー

ンに持ち込むことはできない。官民両部門における腐敗は、国家が人質に取られるような状況を創

り出し、公益のための規制と企業の利潤追求との間の力の不均衡を悪化させる。これには、有効な

透明性の枠組みが必要であり、ロビー活動を含む民間の企業利益と公共機関との関係と相互作業を

規制するルールが必要である。腐敗に立ち向かう者が保護されない限りは、腐敗に真剣に取り組む

ことはできない。したがって、内部告発者を保護するには、行政における腐敗に対して現実的に闘

い、民主主義を守る必要がある。  

 

また、グローバルサプライチェーンに内在する超国家的性質と、人権や環境などの多くの相互依存

的領域に及ぼすグローバルサプライチェーンの活動の影響を考えると、グローバル経済の中で人権

と労働権を保護するために、公的機関に国境を越えた管轄権と法的能力を備えさせることが緊急に

必要であることは明らかだ。  

http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf

