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同僚の皆さん
私たちは、自動車産業の大きな変革のうねりの中にいます。ダ
イムラーの将来の成功を確実なものにするため、私たちは根本
的な「Spurwechsel（車線変更）」、つまり持続可能な変革への「
レーンチェンジ」に取り組んでいます。
私たちにとって持続可能性とは、お客様、従業員、投資家のた
めだけでなく、ビジネスパートナーや社会全体のためにも価値
を創造し続けることです。だからこそ、私たちは持続可能なビジ
ネス戦略を打ち立て、それをコアビジネスに定着させたのです。
こうした背景の中で、責任あるコーポレートガバナンスの基本が
人権にあることを確信しています。私たちが目指すのは、私たち
のグループ会社全社、パートナーおよびサプライヤーにおいて
人権が尊重されることです。私たちには明確な目標がありま
す。私たちが求めるのは、人権侵害のない環境で作られた製
品だけです。
ダイムラーは次のような社会的責任と人権の原則に則り、人権
を支持し尊重することに強い責任感を持って取り組んでいま
す。
• 国際人権章典
• 労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関
宣言
• 経済および人権に関する国連の指導原則

本原則は、「私たちのインテグリティ規程」で人権と良好な労働
条件に関して策定する際に、ガイドラインとして役立ちます。
人権を尊重するというこの明確な取り組みが、インテグリティ規
程の基礎となっています。しかし、さらに重要なのは、人権を積
極的に守るためのプロセスと対策を効果的に実行することで
す。私たちは、あらゆる事業活動で人権を遵守し尊重するという
目的を達成するため、「ダイムラー人権尊重システム (HRRS)」に
よってデュー・デリジェンス・アプローチを策定しました。これは
本原則を実践するための枠組みを構成しています。また、私た
ちの事業活動が人権に及ぼすリスクと潜在的な悪影響を、早
期に特定して回避できるように設計されています。HRRSはリス
クベースのシステムであり、ダイムラーのサプライチェーンと保有
株式50％以上の子会社の両方に適用されます。
HRRSと本原則は、さまざまな部署の同僚や従業員代表によっ
て策定されました。私たちが特に重視しているのは、外部のス
テークホルダーの専門知識も取り入れることです。新たな策定
の際には、人権を尊重するという取り組みを常に見直していく
つもりです。長期的な成功には、各国においてもグローバルな
視野でも、人権を尊重するという企業責任を果たすことが不可
欠であると確信しています。本原則は、成功への重要なステッ
プです。私たち一人ひとりが本原則を実践し、あらゆる面で持続
可能な未来へ向けてダイムラー社を動かしていくことが求めら
れているのです。
皆さんのご協力に感謝いたします。
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概要
ダイムラー1 では、人権の尊重こそ、責任あるコー
ポレートガバナンスの基本的な要素であると考
えています。
本原則は、「私たちのインテグリティ規程」の原則を取り入れ、補完するものです。国連グローバ
ル・コンパクトの創設参加者であるダイムラーが取り組んでいるのは、人権を守り、従業員2 とそ
れています。 の代表者の権利を尊重し、環境を保護することです。ダイムラーでは、国際的に認められた人権
を尊重し、弱者の権利を特に考慮しています。この精神に基づき、私たちはとりわけ以下の国際
基準に取り組んでいます。

本文中の色分けされた
単語は、用語集で説明さ

•
•
•
•
•
•
•

世界人権宣言
市民的、政治的権利に関する国際規約
経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約
労働の基本原則および労働における権利の国際労働機関 (ILO) 宣言
ビジネスおよび人権に関する国連の指導原則
国連グローバル・コンパクトの10原則
OECD多国籍企業ガイドライン3

ダイムラーでは、世界各国の自社事業における人権への悪影響を防止し、最善を尽くして撤廃・
緩和させることに取り組んでいます。さらに、経済および人権に関する国連の指導原則に従っ
て、ビジネスパートナー、特に直接的なサプライヤーと間接的なサプライヤーが確実に人権を尊
重するように働きかけます。当社の人権デュー・デリジェンス・アプローチであるダイムラー人権尊
重システム (HRRS) を通じて、ステークホルダーがプロセスに関与することで、人権デュー・デリ
ジェンスの義務を果たします。
私たちにとって社会的責任は、当社の長期的な成功の本質的要素です。これは同様に、株主、
サプライヤー、ビジネスパートナー、顧客にも、そして従業員やソーシャルパートナーにも当ては
まります。私たちは、社会の平和と世界の繁栄のために、今後も貢献し続けていきたいと思って
います。この責任感を保ち続けるには、私たちが競争力を持ち、その競争力を長期的に維持して
いく必要があります。バリューチェーン全体の持続可能性に共同で責任を負うことは、私たちの
企業文化の一部です。技術的進歩に関しては特に留意する必要があります。これは同様に、新
しいドライブテクノロジーとデジタル化を特徴とする自動車産業にも当てはまり、責任を持って変
革を行わなければなりません。
共通の目標を達成するために、ダイムラー、労働協議会、世界従業員委員会およびインダストリ
オール・グローバルユニオンは、「私たちのインテグリティ規程」の人権コンプライアンス要件を
補足する本原則に同意しました。本原則は、担当社内部署、ダイムラーの労働協議会、世界従
業員委員会、および社外の専門家やステークホルダーと協力して策定しました。

1 「ダイムラー」とは、ダイムラー社およびダイムラー・グループの本社直轄のグループ会社全社を指します。
2 「従業員」という用語には、全レベルの管理職と経営陣メンバーも含まれます。
3 OECD多国籍企業ガイドラインの人権に関する第Ⅳ章。
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責任ある価値の創造
ダイムラーでは、国際的に認められた人権の
尊重に取り組み、あらゆる搾取的な労働条件
に反対します。
人権および良好な労働条件
この章では、私たちの事
業活動に関して特に重要

私たちは、自社のグループ会社においてだけでなく、サプライヤーやビジネスパートナーの間
でも、人権と良好な労働条件を特に重視しています。

な人権と従業員の権利に
ついて説明します。

児童労働の撲滅
ダイムラーでは、ILO条約4 で定義されている児童労働のいかなる形態にも断固として反対し、
児童労働の効果的な撲滅に取り組んでいます。ダイムラーでのあらゆる雇用慣行は、少なくと
も上記のILO条約に準拠していなければなりません。児童の発育を阻害してはなりません。児
童の尊厳が尊重され、安全と健康が損なわれてはならず、適切な措置によって保護されなけ
ればならないのです。

強制労働の廃止
ダイムラーでは、現代の奴隷制や人身売買を含む、強制労働やあらゆる形態の奴隷制に断
固として反対しています。ダイムラーにおけるすべての雇用慣行は、少なくともILOの中核的労
働基準に沿ったものでなければなりません。5雇用関係は常に自発性に基づきます。すべての
雇用関係は、合理的な通知により終了することがあります。

結社の自由、団体交渉権および争議権
ダイムラーでは、適用法令に基づいて、従業員が従業員代表団体を結成する権利、労働条件
を規定するための団体交渉権、および争議権を認めています。6適用法令で容認されている労
働組合の設立、加入またはメンバーであること理由に、不平等な扱いをする、または報復する
ことは禁止されています。7組織的なキャンペーンが行われる場合、会社とその役員は中立を
保つものとします。労働組合と会社は、従業員が独立した判断を下せることを保証します。
ダイムラーでは、適用法令に従って、従業員が、組合や労働者の代表団体において、企業経
営陣と率直かつ定期的に労働条件に関する意見を交換できるようにしています。本原則が現
地の法律に抵触する場合、ダイムラーでは、関連する国の法律と独自のガイドラインを考慮し
て、その地域に合った解決策を見つけ出します。
従業員や労働組合との間には、建設的な協力関係が築かれています。私たちの目的は、個
々の従業員とできるだけ直接関わって情報を伝えることです。そうすることで、会社の経済的
利益と従業員の利益との間で公正なバランスが得られるのです。私たちは従業員を尊重し、
公正な行動と態度で接します。紛争が発生した場合でも、長期的に持続可能で建設的な協力
関係を維持し続けていきます。

4  ILO条約第138号および第182号。
5  ILO条約第29号、第105号および強制労働条約の2014年の議定書。
6  ILO条約第87号および第98号。
7  ILO条約第135号。
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9

機会均等と差別禁止
ダイムラーでは、従業員間の機会均等を維持し、すべての形態の差別をなくすことに取り組ん
でいます。8私たちは、すべての従業員が公正に扱われることを支持します。例えば、性別、民
族、出身、国籍、宗教またはイデオロギー、政治的、社会的もしくは組合への所属、性同一性
および性的指向、身体的・精神的な障害または年齢などの特性を理由とした、いかなる形態
の差別も不当で不平等な扱いも容認しません。

教育および職業訓練
ダイムラーでは、高水準な成果と質の高い仕事を可能にするために、すべての従業員の教育
や研修をサポートしています。そのために、従業員一人一人の研修やキャリアパスのあらゆる
重要な段階において、総合的な教育と研修プログラム、支援策を提供します。このように、すべ
ての従業員の雇用可能性と生涯学習に貢献しています。

ダイムラーでは、ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（個人を尊重し活かす）が企業戦
略の主要な一部となっており、一人一人の違いや個性を意識した取り組みを行っています。こ
のような理由から、私たちはダイバーシティ憲章に最初に署名し、ダイバーシティマネージメン
トを継続して発展させていきます。

人権擁護家の保護

職場における健康と安全の権利
ダイムラーでは、雇用者としての役割を果たすために、適用法令に基づいて職場の健康と安全
を確保し、労働災害や病気が発生しないよう、労働条件の継続的な改善をサポートしています。
ダイムラーでは、労働上の健康と安全に関する規程およびガイドラインを定めており、これは
グループ全体に適用されます。この規程およびガイドラインには、職場の健康と安全に関する
マネージメントシステムの構造と運用、その継続的な改善が記載されています。9労働上の健
康と安全に関する当社の企業方針に基づき、会社の代表者、従業員、安全衛生の専門家お
よび従業員代表が、会社の全拠点で、定期的に緊密かつ適切に連携して活動しています。私
たちは、労働災害や疾病には一般的に予防可能な原因があると考えており、予防的アプロー
チを推進しています。効果的な予防の文化を作ることで、これらの原因を除去し、労働災害、
怪我、病気を防ぐことができるのです。高い技術的および操作上の安全基準が、私たちの仕
事の基礎となります。その目的は、労働災害や業務上の疾病を防ぐことにあります。ダイムラ
ーでは、業界の安全に関する法令を遵守し、必要とされる保護装備を活用しています。また、
安全衛生上のリスクの疑いを報告をするために、従業員に協力を求めています。業界の安全
に関するこれらの法令は、外部の雇用主から送られた労働者（派遣労働者など）にも適用され
ます。
労働時間
ダイムラーでは、労働時間は現地の法律と各業界の基準に従うという原則を守っています。私
たちは、現地の適用法令に基づき、安全で健康的な労働条件を確保し、労働者の休憩、適切
な労働時間の制限、定期的な有給休暇を保証します。また、労働時間に適用される国際基準
の遵守を保証しており、これには雇用地に関連するILO条約が最低限含まれます。

報酬および便宜供与
ダイムラーでは、性別に関係なく10 、同じ価値のある仕事には同じ報酬を与えるという原則、公
正で良好な労働条件などの国際基準を遵守しています。11特に、現地の適用法令で定められ
た最低賃金と少なくとも同等であり、さらに、従業員が少なくとも生活を確保できるような適切
な賃金を支払うことを保証しています。その他については、雇用地で適用される法律に基づい
ています。

ダイムラーでは、人権を尊重し促進する上で、人権擁護家が重要な役割を果たすことを考慮し、
人権を擁護する人々に対するいかなる恐喝、脅迫、中傷および犯罪も拒否します。
さらに私たちは、人権擁護家に建設的な対話と協力を要請しています。

地域コミュニティおよび先住民の保護
ダイムラーでは、当社の事業運営12によって影響を受ける可能性のある地域コミュニティや先住
民の権利を尊重し、事業活動が地域に及ぼす影響を考慮しています。

セキュリティー担当者および人権保護
私たちがダイムラーの施設を守るために自社のセキュリティー担当者を登用する場合、その
セキュリティー担当者は、人権を尊重し「私たちのインテグリティ規程」を遵守する義務を負い
ます。当社の施設を保護するために民間の警備会社と契約する場合、セキュリティー担当者
がその関与期間中、国際的に認められた人権を尊重することを保証するために、仕様書を用
いて適切な要件と措置を講じる必要があります。

データの取り扱い
ダイムラーでは、情報保護を個人の権利として尊重します。個人情報は、法令、規則、当社の
社内規程で認められた範囲内と個人情報当事者が許可した範囲内でのみ使用され、処理され
ます。ダイムラーの情報保護規程は、EU一般データ保護規則の範囲内で、従業員、顧客、パー
トナーの個人情報の処理を規定しています。これによって、統一された情報保護と情報セキュリ
ティー基準が確保され、グループ会社間のデータ伝送に必要な枠組みが提供されます。
グローバルデータおよび情報規程は、世界中のすべてのデータと情報を、責任を持って合法的
かつ倫理的に取り扱うための基礎を形成します。そのために、目的、原則、組織体制および方
策を定義しています。当社のデータビジョンの原則では、個人情報に限らず、データ全体の責
任ある合法的な取り扱いを規定しています。

関係国の生活費と社会的給付が考慮されるものとします。適用法令または団体交渉規則がな
い場合、報酬および給付は、当社のグローバルな報酬規程と報酬に関する現地の社内規則
に基づきます。

  8 ILO条約第100号、第111号および第190号。
  9 労働安全衛生に関するISO規格45001。
10 ILO条約第100号。
11 ILO条約第100号および第111号。

12 ILO条約第169号。
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人工知能 (AI) の取り扱い

人権および環境

ダイムラーには、人工知能 (AI) に関する洗練された原則があります。13私たちは、人間による
コントロールを保証するアプローチに従い、機会とリスクを適切に考慮します。
デジタルトランスフォーメーションを持続可能なものにするために、当該原則には、AIの開発と
使用に関する倫理的および法的内容が盛り込まれています。当該原則は、ダイムラーにおけ
るAIの責任ある使用、透明性、プライバシーの保護、安全性および信頼性の基盤を確立し、私
たちのビジネスパートナーにも適用されるものとします。当該原則は、私たちのデータビジョン
を補完し、当社のデジタル企業責任の一部となっています。

ダイムラーでは、環境を保護する責任を認識しており、製品、生産、調達プロセスが環境と人
間に与える潜在的な影響を知っています。そのため、人権デュー・デリジェンスに加え、自社の
グループ会社だけではなく、サプライヤーやビジネスパートナーに対しても同様に環境配慮義
務を課しています。
私たちは、環境およびエネルギーマネージメントに関する企業方針によって、世界の模範とな
る環境とエネルギーのバランスを達成するよう努めています。そして、環境への悪影響を回避
したり継続的に最小化していくために、すべての活動において環境に責任を持って行動し、資
源を節約して使用し、原材料を効率的かつ必要最低限に抽出することに取り組んでいます。
そのために全生産拠点で環境マネージメントシステムを構築し14 、現場で定期的に環境リスク
評価（環境デュー・デリジェンス）を実施しています。さらに、総合的な環境保護の明確な基準
と目標を定義し、環境への影響を社内外に透明性をもって公表しています。ダイムラーの現場
で環境関連の事故が発生した場合、問題点を記録し、解決します。 製品の技術的発展を継続
することにより、私たちは、CO2排出や資源消費が環境に与える影響を抑える努力していま
す。私たちは、新車のフリートをCO₂ニュートラルにすることを目指しています。それを念頭に置
いて、エネルギー効率の高い環境に優しい製品設計と環境への影響に対する措置を分析して
います。分析の対象は、原材料の抽出から生産、使用、そして最終的にリサイクルまで含まれ
ます。 私たちはまた、危険物や廃棄物の収集や保管、リサイクル、廃棄を含め、製造プロセス
における規則を遵守するための活動を評価します。15

13  人工知能 (AI) の原則の詳細については、次のウェブサイトでご覧いただけます。
www.daimler.com/sustainability/data/ki-guidelines

14  環境およびエネルギーマネージメント規格 ISO 14001、EMASおよびISO 50001。
15  2013年10月10日に採択された「水銀に関する水俣条約」、1989年3月22日に採択された「有害廃棄物の国境を越
える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」、2001年5月23日に採択された「残留性有機汚染物質に
関するストックホルム条約」（POPs条約）。
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ダイムラーにとって人権とは、持続可能なビジ
ネス戦略の焦点となるテーマです。
この一環として、私たちは測定可能な目標とKPI（重要業績評価指標）によって、人権への取り
組みを支えてきました。人権尊重システム (HRRS) によって、国際的に認められた基準、適用
権への悪影響を特定、防 法令と規則の要件、そしてダイムラーにおける価値観の共通理解に基づいた人権デュー・デリ
止、緩和するためのアプ ジェンスの義務を果たしています。HRRSの確立と実施においては事業運営によって、保護さ
ローチの概要を説明しま れた法的地位に関して直接影響を受ける可能性のある従業員とその他のステークホルダーの
す。これは特に、本社直 ニーズを考慮しています。私たちの目的は、影響を受ける可能性のある権利者またはその代
轄のグループ会社だけで 理人や意見交換を行い、その関心を考慮することです。HRRSの下で、私たちはリスクに基づく
なく、ビジネスパートナー 体系的な評価を実施して、グループ会社とサプライチェーンが人権を尊重していることを確認
とサプライヤーにも適用 し、世界各国の事業運営における人権への悪影響を防止、撤廃、緩和するためのさまざまな
されます。 措置を実施します。例えば、新しい活動や関係についてリスク評価が行われるとき、また戦略
的決定や事業運営が変更される前に、私たちは継続してHRRSを発展させていきます。ま
た、HRRSのさらなる発展とモニタリングに関して、社外のステークホルダーや専門家と相談し
ます。
この章では、当社の人権

尊重システムによって、人

人権を尊重し保護するためのデュー・
デリジェンス実施の４ステップ。
へ
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グループ会社またはサプライチェーンの特
定のリスク評価に応じた、人権措置の定義
と実施。

3. モニタリング
リスク評価およびプログラム実施の妥
当性/有効性の査定

4. レポーティング
標準化された定期的な報告
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ダイムラーおよびグループ会社

サプライヤー

ダイムラーではHRRSの一環として、グループ会社向けのソーシャルコンプライアンスマネージ
メントシステム (CMS) を導入しています。このソーシャルCMSは、人権に関わる価値観と目標
を定義する年次リスク評価サイクルに組み込まれています。さらに、ソーシャルCMSには、全
てのグループ会社に適用される人権関連リスク評価のための特定ガイドラインが含まれてい
ます。このシステムの目的は、国固有の要因などを考慮して、各グループ会社の個別のリスク
を特定することです。

ダイムラーでは、生産材料および非生産材料（間接資材）とサービスの調達に、責任を持って
取り組んでいます。サプライヤー向けに特化した当社の契約条件と基準では、調達スタッフが
検証すべき、サプライヤーに対する明確な要件と要望を規定しています。
すべてのサプライヤーは、国際的に認められた人権を尊重しなければならず、この点について
契約上でも合意されています。ダイムラーは契約条件の遵守状況を確認する権利を所有して
いるため、違反があった場合には、契約に基づき、法的措置を含む権利を行使します。その結
果、取引関係の終了につながる可能性もあります。

リスク評価の結果に基づき、ソーシャルCMSの対策措置セットはグループ会社に適合した対策
措置を提供し、リスク評価の個別の結果に対処します。各企業は、ソーシャルコンプライアンス
措置セットを実施する責任があります。ダイムラー内の独立部署が、ソーシャルCMSの設計と
実施を担当しています。

これらの要件を設定し、調達部門を通してすべてのサプライヤーに伝えることが、私たちの責
務です。これらの要件には、上記のサプライヤー基準に則り、人権を尊重した良好な労働条
件、環境保護と安全性、さらに倫理的なビジネス、情報保護とコンプライアンスが含まれます。

ソーシャルCMSとそれに対応する措置は、独自のの周知と研修コースによってサポートされて
おり、関連する従業員全員に提供されます。ソーシャルCMSの有効性と継続的な改善、そして
さらなる発展を確実に実施するため、適切なモニタリングとレポーティングプロセスが毎年実行
されています。

サプライヤーは、自社の従業員にサプライヤー基準を教育し、その内容をその二次サプライヤ
ーに伝える必要があります。さらに、その二次サプライヤーにも同じ要件を遵守させ、サプライ
チェーン全体で基準が遵守されていることを確認する義務を負います。これらの要件を満たす
べく、私たちは具体的な情報と研修を提供することでサプライヤーをサポートします。当社の調
達部門は、サプライヤー基準の遵守について体系的な審査を実施します。新規のサプライヤ
ーは、人権や労働基準を含む持続可能性の分野に関して評価されます。現場評価も実施され
る可能性があります。

ビジネスパートナー
ビジネスパートナーに対する当社の要件と要望は、ダイムラービジネスパートナー基準
(DBPS) に記載されています。ビジネスパートナーとは、私たちと業務に携わるすべての人で
す。ダイムラーとパートナーは、国際的に認められた人権の保護を尊重・支持し、国際人権規
約16 と国際労働機関の中核的労働基準に記載されている権利を特に重要視しています。私た
ちは、当社やパートナー企業と直接取引している企業だけでなく、その他の関係企業やサプラ
イヤーに関わる人権侵害についても、その防止に取り組んでいます。
これらの基準を遵守することは、協力関係を成功させるための重要な要件です。新しいビジネ
スパートナーと契約を締結する前に、リスク指向かつ透明性のあるインテグリティ・チェックを利
用して、法令で許容されている範囲でスクリーニングを行います。当社のパートナーは、契約
締結後も法定要件を遵守し続ける義務を負います。インテグリティ、もしくは法令やDBPSに違
反する懸念がある場合は、ビジネスパートナーと協力して調査します。こうした懸念が解決でき
ない場合、取引関係の終了などの法的措置を含む適切な方策を実施します。ビジネスパート
ナーには、DBPSの内容とその関連要件に加えて、適用法例についても自社の従業員に伝え
ることを望みます。ビジネスパートナーには、DBPSの内容を自社の二次サプライヤーと共有
し、共同でDBPSの遵守を保証することを望みます。

詳細情報
当社の人権デュー・デリジェンスの詳細は、こちらの
ウェブサイトでご覧ください：
www.daimler.com/sustainability/human-rights/hrrs/
当社のビジネスパートナーに対する要望はダイム
ラービジネスパートナー基準で、サプライヤーの要
件はダイムラーサステナビリティ基準でご確認くだ
さい。

16  「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」ならびにこれら2つの選択議定書、「経済的、
社会的および文化的権利に関する国際規約」で構成 。

Supplier Sustainability
Standards

Daimler Business Partner
Standards
Doing the Right Thing Together.
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これらの原則の実施
ダイムラーでは、従業員全員がこれらの原則の
必要性をよく理解し、遵守する必要があります。
義務とコンプライアンス
この章では、これらの原
則に関する責任と義務、

ダイムラーの経営陣メンバーは、本原則を実践しています。各地域での実施は、それぞれの
現場責任者に一任されています。

ダイムラーと本社直轄の

本原則は、人権デュー・デリジェンスの中核的要素を実施するためのダイムラー内における拘
束力のある要件として、経営陣、ダイムラー労働協議会会、世界従業員委員会、およびインダ
説明します。 ストリオール・グローバルユニオンによって共同で採用されました。本原則は、ダイムラーのす
べての管理職と従業員、およびすべてのダイムラー・グループ会社に対して効力があります。
また、ビジネスパートナー、顧客、従業員を支援する連絡担当者を指名します。

グループ会社内での違反

への対処方法について

企業監査部門（コーポレートオーディット）はまた、監査の一環として本原則の遵守を監視し、
評価の規準にこれらの原則を考慮します。ダイムラーの経営陣は、企業における社会的責任
の実現と本原則の実施について報告し、世界従業員委員会と定期的に話し合います。
本原則は、EUの要件および各国内法を補足するものです。グループ会社およびその従業員と
経営陣メンバーは、各国の法令で別段の定めがある場合を除いて、本原則の内容および仕様
から逸脱する規則を採用することは認められていません。各国の法令に抵触する場合は、コ
ンプライアンス部門が、関連するグループ会社と協力して、本原則の意図に最も近い規程を策
定するようにします。

周知および通知
本原則は、すべての従業員とその代表者に対し、適切な形で共有されます。周知の方法につ
いては、事前に従業員代表と話し合われます。
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ガバナンス

連絡先/質問/情報

ダイムラーのインテグリティと法務担当部署は、人権に関連する包括的な活動を担当していま
す。取締役会の担当役員は、合意された目的に沿って人権コンプライアンスをさらに発展させる
ために調達部門と協力し、最高コンプライアンス責任者および各関連専門部署から、人権活動
に関する定期的な情報と報告を受け取ります。調達部門はまた、調達審議会および取締役会メ
ンバーに対し、それぞれの担当部署における人権コンプライアンス措置に関する情報を提供し
ます。さらに各専門部署は、取締役会の担当役員で構成されるグループサスティナビリティ委
員会に報告し、本原則の実施を監視します。17 この目的のために、顕著な人権課題と本原則の
実施状況が、年次および臨時にグループサスティナビリティ委員会に報告され、議論されます。

本原則または人権関連のトピックに関する質問や意見は、Eメールでダイムラーのソーシャルコ
ンプライアンス部署にお送りください：social-compliance@daimler.com

監査役会は、人権や労働基準を含む持続可能性の問題に関する定期的な会議で、取締役会
から最新情報の報告を受けます。インテグリティおよび企業責任に関する審議会は、外部の諮
問機関です。審議会では、人権や労働基準、ダイムラーの持続可能な事業戦略の進捗状況を
含む、持続可能性に関する戦略的事項について、経営陣と追加の協議を行います。当社の学
際的なチームは、緊密に協力して、ダイムラーにおける適切なな予防措置および緩和策をコン
セプト化します。このチームには、人権とコンプライアンスの専門家、運用調達部門、さらに必要
に応じてその他の専門部署が参加します。関連する専門部署は、これらの措置の実施と監視
を担当します。

本原則違反の取り扱い
「ビジネスおよび人権に関する国連の指導原則」の第3の柱として定義されている「救済へのア
クセス」として、従業員と社外の第三者が人権侵害の疑いを報告し救済を要請するための連絡
先が複数用意されています。これらのチャネルには、特にBPO（内部通報システム）とダイムラ
ー世界従業員委員会が含まれます。BPOは、人権侵害を含む重大なリスクをもたらす規則違
反について、会社に報告することを希望する従業員やビジネスパートナー、第三者が利用でき
ます。内部通報システムとその責任者は、グローバルに適用される企業方針で規定していま
す。当社の内部通報システムは、影響を受ける当事者に対する衡平の原則を考慮した、公正
で透明性のあるプロセスを保証すると同時に、内部通報者を保護することも目的としています。
この企業方針はまた、評価の基準と違反行為に対する処分も定めています。BPOは、郵便、E
メール、またはオンライン報告フォームによって、また一部の国では外部のフリーダイヤルホット
ラインを介して、複数の言語で利用できます。18 また、各国の法令で明示的に禁止されていな
ければ、完全に匿名での報告も可能です。ドイツ国内では、内部通報者は、外部の中立的な仲
介者に連絡するという選択肢もあります。内部通報者は、ダイムラーに関する重大な違反行為
の明確な根拠がある場合に、この仲介者に報告することができます。BPOは報告を受けると、
違反の可能性のある行為に対してリスクに基づいた評価を行います。疑惑が確定されると、状
況に応じて合理的で適切な措置が講じられます。本原則への違反が従業員個人によるもので
あると判明した場合、雇用法に基づいて懲戒処分が下される可能性があります。本原則の内
容への違反は、違反の取り扱いに関する社内の企業方針に従って処分されます。

本原則に関するコンプライアンス違反の苦情や報告は、BPO (bpo@daimler.com)、世界従業員
委員会およびインダストリオール・グローバルユニオンに送ることができます。

その他
署名により、本原則が効力を持ち、既存の「ダイムラーの社会的責任原則」に代わります。本
原則により、個人または第三者の権利が発生するものではありません。本原則は、過去にさ
かのぼって影響を及ぼすことはありません。現行マネージメントシステムのコンテンツベースの
設計と方向性は、本原則を実施するための専用ガイドラインで詳しく説明されています。
本原則は、ダイムラー人権尊重システムの枠組みの中で、例えば新しい活動や関係のリスク
評価を行う場合、または戦略的な決定やビジネス活動の変更の前に、リスク評価の結果に応
じて定期的に見直しや改訂がなされます。

評価および定期レポーティング
ダイムラーは、サプライチェーンにおける当社のデュー・デリジェンス活動について、今後も毎
年開示していきます。開示内容には、サプライチェーンにおけるリスク評価の結果、特定され
たリスクを軽減するための措置とその有効性の評価についての詳細な説明も含まれます。

サステナビリティレポート
人権に関する詳細は、最新のサス
テナビリティレポートとウェブサイト
をご覧ください：
www.daimler.com/sustainability/
human-rights/

17  定期レポーティングの枠組みの中で、適用される法令と社内規則を考慮しながら、企業、一般従業員代表評
議会、ダイムラーの世界従業員委員会が緊密に協力して対策を検討し、必要に応じて既存のプロセスの改善
に着手します。また、本原則で示されている場合には、インダストリオール・グローバル・ユニオンも参加します。
18  B POおよび中立的仲介者の現在の連絡先情報は、ダイムラーのウェブサイト
(www.daimler.com/company/compliance/bpo/) に掲載されています。
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用語集
インテグリティおよび企業
の責任に関する審議会

この審議会は、さまざまな国の社外の独立した専門家で構成されており、2012年以来、ダイム
ラーの持続可能性の活動にとって重要な情報源となっています。科学、経済、市民社会からな
る審議会のメンバーは、ダイムラーのインテグリティと企業責任のプロセスを、社外の観点から
批判的かつ建設的にサポートしています。

人工知能 (AI)

人工知能 (AI) に関する一貫した普遍的定義はありません。当社のAIの定義を簡単にご説明
します。AIには、知的スキルの自動化を試みるさまざまな方法が含まれます。広義の「AI」は、
今日では一般に、機械学習 (ML) の最先端という狭い意味で使用されます。「ML」は、AIメソッ
ドのサブセットであり、データセット内の複雑なパターンを発見する数学的メソッドに基づいてい
ます。機械学習のサブセットはディープラーニングです。ディープラーニングは、（深層）ニュー
ラルネットワークを使用して、膨大な量のデータから複雑なパターンを発見することを可能にし
ます。

ビジネス・プラクティス・オ

ダイムラーの内部通報システムは、全従業員、ビジネスパートナー、第三者が利用できる、リ
スクや高リスクの違反に対処する機関です。高リスクに含まれるものは、国際的に認められた
人権の侵害、汚職、独占禁止法違反、資金洗浄などの犯罪、および技術仕様または環境規則
の違反などです。

フィス (BPO)

コンプライアンスマネージ
メントシステム (CMS)

ILO中核的労働基準

コンプライアンス行動を全社で促進するための基本原則と方策。当社のCMSは、国内および
国際標準を指針としています。CMSは、当社コンプライアンス活動の他の目的に加え、人権を
尊重し保護することも目的としています。CMSは、相互に連携する7つの要素で構成されてい
ます：コンプライアンスの価値観、コンプライアンスの目的、コンプライアンスの組織、コンプライ
アンスのリスク、コンプライアンスプログラム、コミュニケーションと研修、モニタリングと改善

適切な労働条件と労働者保護を確実なものにするため、世界貿易秩序の範囲内で、ILOによ
って作成された社会的基準。中核的労働基準は、「労働における基本的原則および権利に関
するILO宣言」の一部です。

データビジョン

データの取り扱いに関するダイムラーの約束：「ダイムラーは、持続可能なデータベース型ビジ
ネスモデルを象徴する存在です。お客様と従業員の要望を中心に置き、責任を持ってデータを
取り扱います。」データビジョンは、7つの原則に従います：事業機会、顧客利益、データ品質、
透明性、選択の可能性、データセキュリティ、データ倫理

差別

カテゴリー（社会的背景、性別、肌の色、宗教など）に当てはめ、客観的な理由なく不平等な扱
いを作り出し、説明し、正当化すること。

ダイバーシティとインクル

ダイバーシティとは、性別、年齢、出身、性的指向、その他の特性など、人間の集団の中に存
在する個人差のことです。
インクルージョンとは、多様性を意識し、歓迎する統合的アプローチであり、すべての従業員を
平等かつ公正に参加させ、扱うことを目的としています。

ージョン

ダイバーシティ憲章

環境とエネルギーの
バランス

2006年に発表された企業による自主的な取り組みであり、ドイツの労働環境における機会均
等とダイバーシティの認識、評価、採用の推進を目的としています。
特に環境への影響という観点から見た、エネルギー消費量とエネルギー使用量の比率。
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環境リスク評価と環境デ
ュー・デリジェンス

機会均等

Group Sustainability
Board（グループサスティ
ナビリティ委員会/GSB）

人権擁護家

人権デュー・デリジェンス

先住民

インテグリティ・チェック

当社の専門家により、大気への排出、排水、廃棄物管理、土壌/地下水汚染、原材料の使用、
および現場の環境管理システムについて、生産工場の定期的なリスク評価が実施されていま
す。評価システムは、標準化された面談、文書のランダムチェック、対象となる現場の監査に
基づいています。これらの環境リスク評価では、環境規則の知識とそれらの遵守、リスク対策
として使用されるテクノロジー、環境保護面の組織編制、地域環境や近隣地域への配慮など
の要素が考慮されます。最後に、実施された環境リスク評価ごとに、状況の説明と、リスク最
小化のための具体的な推奨事項を含むレポートが作成されます。

性別、年齢、出身、宗教、その他の個人の特性に関係なく、スキル、能力、成果に応じて、す
べての従業員を雇用、昇進、育成します。
ダイムラー社取締役会に報告されるあらゆる持続可能性の問題に対応する、当社の中央管
理委員会。GSBは、レナータ・ユンゴ・ブリュンガー（インテグリティおよび法務担当役員兼メル
セデス・ベンツ社取締役会構成員）とマークス・シェーファー（グループリサーチ担当役員兼メル
セデス・ベンツ乗用車最高執行責任者）が共同議長を務める共有管理の構造となっていま
す。GSBは、進捗レポートと、グループの持続可能なビジネス戦略の一部である行動分野に関
する決定の提案を取締役会に提出します。
人権は、すべての人間が生まれながらに持つ、不可侵の基本的権利です。これらの権利には
特に、人間の尊厳と生存権、そして身体的インテグリティ（身体的尊厳）が含まれます。これら
は、国連国際人権章典やILO中核的労働基準などの、基本的な国際基準に含まれています。
人権擁護家は人権活動家とも呼ばれ、人権を保護し啓蒙するために非暴力による活動を行っ
ている人々やグループのことです。
人権デュー・デリジェンスとは、企業が事業活動の過程で人権を尊重し、人権リスクに対抗しな
ければならない義務を指します。
人々や環境または特定の地理的領域の中で、独自の関係性を維持し実践している集団。特
に、彼らが暮らしている社会の他の集団とは異なる、ある社会的、経済的、政治的または精神
的な特性によって特徴付けられます。
潜在および既存のビジネスパートナーがダイムラーの価値基準を満たしているかどうかを審
査することです。例えば、違法または不適切な手段を用いていないかなど。

個人情報
調達審議会

権利者

地域コミュニティ

緩和（緩和策）

経済協力開発機構
(OECD) 多国籍企業行動
指針

ジュネーブに本部を置く国連最古の特別機関。ILOは、ディーセントワーク（「働きがいのある人
間らしい仕事」）と社会的保護を促進し、社会的対話を強化するという目標を追求しており、拘
束力のある国際労働規準と社会的基準を開発、策定、施行する責任を負っています。

当社の拠点に近接している、または事業活動と直接関わりがあるために、直接的な影響や悪
影響を受けている、または影響を受ける可能性のあるコミュニティ。
緩和とは、人権への悪影響に対処するプロセス、およびこれらのプロセスから得られる重要な
気づきであり、実際の悪影響を打ち消し、是正し、潜在的な負の影響が発生する可能性を最
小限に抑えることです。
パリに拠点を置く経済協力開発機構 (OECD) は、民主主義と市場経済に取り組む37の加盟国
を網羅する国際組織です。OECDガイドラインには、透明性、労働条件、環境、汚職、消費者保
護、レポーティング、技術移転、競争および課税の分野における持続可能なビジネス行動に関
する企業への推奨事項が記載されています。

名前、住所、年齢などを含む、個人に直接的または間接的に関連するすべての情報。
調達審議会は、通常、四半期に1回開催されます。審議会は、ダイムラーにおける3つの調達
部門の責任者で構成されています。取締役会全体が人権問題を担当しており、この分野を専
門とする参加者全員から定期的に人権問題について通知を受けています。
法律分野では、権利者とは、法的に認められた特定の権利を有する個人またはその他の法人
（組織または企業）を指します。人権に関していえば、権利者とは個人の特性に関係なくすべ
ての人を指します。

リスク評価

ダイムラーが自社事業やビジネス関係を通じて営利企業として関与している、人権への悪影
響（実際の影響または潜在的影響）すべてを特定し評価することです。

ステークホルダー

当社の活動と決定について、実際にまたは潜在的に、影響を与えたり影響を受けたりする個
人または組織。

監査役会

サプライヤー
（直接/間接）

経営幹部、すなわち取締役会を監督することを主要目的とするダイムラーの最高管理委員会。

直接的なサプライヤーとは、当社製品の製造やサービスの提供のためにその企業の納品物
が必要であり、その納品物やサービスに関しても当社と直接的な契約関係を結んでいるサプ
ライヤーのことです。
間接的なサプライヤーとは、当社製品の製造とサービスの提供のためにその企業の納品物が
必要であるが、その納品物やサービスに関しては当社と直接的な契約関係を結んでいないサ
プライヤーのことです。

持続可能性

現在と未来の両方を見据え、経済、エコロジー、社会的な側面を調和させることを目標にした
運営原則。

国連グローバル・

責任ある会社経営のための国連イニシアチブ。グローバル・コンパクトは、人権、労働基準、
環境、汚職防止、持続可能な開発目標に関する普遍的な10原則に基づき、包容的で持続可
能な世界経済という目的を追求しています。

コンパクト

経済および人権に関する
国連の指導原則

国際労働機関 (ILO)

23

国連世界人権宣言

バリューチェーン

弱者

経済および人権に関する国連の指導原則は、経済活動における人権侵害を防止するための
一連の国際ガイドラインです。この指導原則は、経済および人権に関して、営利企業の責任に
も取り組んでいます。
1948年12月10日に国連総会によってなされた宣言であり、法的拘束力はありません。世界人
権宣言には、不可侵の基本的権利が含まれています。これはすべての人間が生まれながらに
して持つものであり、国連国際人権章典の一部を構成しています。
企業のバリューチェーンには、製品の設計、製造、流通、使用と廃棄、およびサービスの提供
に関連するすべての活動が含まれます。
子供など、事業活動による人権への悪影響を特に強く受ける個人や集団。人権への悪影響に
対処できない場合、または対処するのが困難な場合には、その個人や集団自体が危機にさら
されるおそれがあります。
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