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本⽇の報告内容

1.⼦どもの権利とビジネス原則

2.⼦どもの権利とビジネス原則に反している企業の事例

〜原則６ 広告とマーケティングの観点から

3.⼦ども（権利）基本法制定の動きと企業への影響

4.企業が貢献している好事例
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ビジョン「すべての⼦どもがあらゆる暴⼒から守られ、⼦どもの権利、
特に参加の権利を実現していく社会」

ミッション

「⼦どものエンパワーメント」（⼦どもに対する暴⼒から、⾃分のちか
らで⾃分や友達をまもることができるよう、そして⼦どもが⾃分の気持
ちや意⾒を⾃由に表現できるよう応援する）

「おとなのエンパワーメント」（⼦どもの権利条約の考え⽅をもとに、
⼦どもの声を聴き、⼦どもをまもることのできるおとなを増やす）

「社会のエンパワーメント」（⼦どもの声が⼤切にされ、⼦どもとおと
なが共に学び合い解決をめざす、⼦どもにやさしい社会をつくる）

⼦どもの権利アプローチ⇒⼦どもが置かれている状況を権利のレンズで
⾒て、権利侵害ととらえ、⼦どもが主張できて、おとなが対応する仕組
みをつくる。

法律を知らせることで、被害に遭い⾃分を責めている⼥の⼦は被害を訴
えられる。

シーライツの紹介



⼦どもの権利アプローチはなぜ必要か
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シーライツが⼤切にしている⼦どもの
『参加する権利』

適切な情報に⼗分にアクセスできる権利【第17条】

→情報を得る⼿段を提供

意⾒を表明する権利【第12条】

→意⾒を表す⽅法・場を提供

表現する権利【第13条】

→表現する媒体・機会を⽀援

集会を開いたり、グループをつくったりする権利【第15条】

→仲間と集まるスペースを提供。

★ 家庭・学校・地域・企業・国レベル・国際レベルで



⽬標11 「すべての⼈が受け⼊れられる、安全かつレジリ
エントで持続可能な都市と住居への転換」＝⼦どもにやさ
しいまちの展開

⽬標16 平和と公正をすべての⼈に︓ターゲット16.2⼦どもに対す
る虐待、搾取およびあらゆる形態の暴⼒の根絶

⽬標５ ジェンダー平等︓ターゲット5.2 ⼥性・⼥⼦に対するあら
ゆる形態の暴⼒の根 5.3児童婚を含むあらゆる有害な慣⾏の撤廃

⽬標４ 質の⾼い教育︓ターゲット4.1すべての⼦どもへの無償、公
正で質の⾼い初等・中等教育、4.a すべての⼈を受け⼊れる学習環
境

参考⽂献 国際⼦ども権利センター編『世界中の⼦どもをまもる30の
⽅法』（合同出版）

⼦どもの権利とSDGs⽬標とターゲットの対応表
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シーライツの⼦どもにやさしい社会づく

りと持続可能な開発⽬標（SDGｓ）



１．「子どもの権利とビジネス原則」と国際的動向
1989年 国連⼦どもの権利条約
国際労働機関（ILO）条約
－1973年 最低年齢条約（138号）

－1999年 最悪の形態の児童労働条約（182号）

国連グローバル・コンパクト

国連⼦どもに対する暴⼒報告書

国連「ビジネスと⼈権に関する指導原則」

⼦どもの権利とビジネス原則

2000年

2006年

2011年

2012年

2013年 国連⼦どもの権利委員会・⼀般的意⾒16号

「⼦どもの権利に対する企業セクターの影響に関する国の義務」

動画︓⼦どもはみんなの“ビジネス”－あなたの企業が⼦どもにもたらす影響とは︖
⽇本ユニセフ協会 https://www.youtube.com/watch?v=ZOxplDXiqMU

https://www.unicef.or.jp/csr/
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1. ⼦どもの権利を尊重する責任をはたし、⼦どもの権利の推進にコミットする。

2. 児童労働の撤廃

3. ⼦どもの親や養育者に働きがいのある⼈間らしい仕事

4. 企業活動・施設において⼦どもの保護と安全の確保

5. 安全な製品とサービスの確保・それらを通じた⼦どもの権利の推進

6. ⼦どもの権利を尊重・推進するマーケティングや広告

7. 環境、⼟地の取得・利⽤において⼦どもの権利を尊重

8. 安全対策において⼦どもの権利を尊重

緊急事態に⼦どもの保護

10. 地域社会や政府の取組みを補強

■⼦どもの権利を尊重する企業の責任

⇒⼦どもの権利を侵害しない

■⼦どもの権利を推進する企業の⾏動

⇒⼦どもの問題を積極的に解決し、平等などの原則を推進する
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⼦どもの権利とビジネス10原則（原則1 + 3分野）

職場

市場

コミュニティ
9.

・地域



原則６．⼦どもの権利を尊重し、推進するような
マーケティングや広告活動を⾏う

⾃社および⾃社の製品・サービスを販売する関連企業の事業活動に

おいて︓

１．⼦どもの権利を推進するメッセージを伝え、⼦どもに対して負の影響

のあるメッセージを使⽤しない。 ２

．世界保健総会のマーケティングと健康に関する決議を遵守する。

＜事例＞

あるヨーロッパの洗濯⽤洗剤ブランドは、⼦どもの遊ぶ権利、表現

の⾃由に対する意識向上のマーケティング・キャンペーンを実施。

・たとえ服を汚しても、⼦どもの発達と健康で満たされた⽣活にとっ

て探求し、遊び、運動することの重要性を親が認識することを促進した。
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Photo: Shafiqul Alam Kiron
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過去数⼗年の間に企業セクターが⼦どもの権利に及ぼす影響が増⼤

⼦どもを権利の保有者として、消費者として、就労している被雇⽤者として、将
来の被雇⽤者および企業の指導者として、企業が操業しているコミュニティの構
成員として、そして社会の⼀員としてみる

特に広告やマーケティングが⼦どもに及ぼす影響は⼤きい

原則６ ⼦どもの権利を尊重・推進するマーケティングや広告

企業は、いつでも「⾃分たちの広告は、⼦どもたちへどのような影響を及ぼす
か」考えなければならない。

そのためには、⽇頃から⼈権意識をもち、⼦どもの権利の国際的動向を学び、⼦
どもの権利のレンズによって社会を考えることが⼤切。

参考動画 ⼦どもに配慮ある広告を

https://www.youtube.com/watch?v=EgoM1W2RxLQ

「子どもの権利とビジネス原則」の背景と原則６

http://www.youtube.com/watch?v=EgoM1W2RxLQ
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国連から⽇本の企業について政府へ勧告

2019年 国連⼦どもの権利委員会からの総括所⾒（⽇本政府に対す
る勧告）

ビジネスセクターが⼀般的意⾒16号（注）および「ビジネスと⼈権
に関する原則」を参照にし、以下の措置を勧告する

a. ビジネスと⼈権に関する⾏動計画を策定するにあたり、企業に対し、
定期的な⼦どもの権利影響評価、協議、環境・健康・⼈権⾯の影響、
対処するための計画を公開するようにすること

b. ⼦どもの権利に関する国際基準の遵守についてビジネスセクターに
説明責任を果たさせるための規則を採択・実施すること

c. 旅⾏・観光における⼦どもの性的搾取の防⽌について啓発すること

d. 旅⾏代理店・観光業界の間で世界観光倫理憲章を普及すること

（注）国連子どもの権利委員会 一般的意見16号「子どもの権利に対する企業セクターの影響に関する国の義務」



「子どもの権利とビジネス原則」自己評価ツール

＜チェック項⽬の例＞

1. 企業理念や⽅針に、⼦どもの権利への⾔及がある。
2. 雇⽤に関する最低年齢を違反した場合の明確な⼿続きが定められている。
3. 企業活動や施設において、⼦どもたちに危害が及ばないよう最⼤限の配慮が
なされている。

4. 企業の製品やサービスの使⽤にあたり、⼦どもの健康や安全に害が及ぶリスク
に対する⼿続きが定められている。

5. 企業のマーケティングや広告活動による⼦どもへの有害・反倫理的なメッセージ
を禁⽌する⽅針が定められている。

6. 企業活動の環境への負のインパクトを最⼩限に抑える配慮がなされている。
7. ビジネス・パートナーとともに、持続可能なビジネスを推進している。
8. 企業⽅針に関する従業員への定期的な研修を⾏っている。
9. 若い従業員に対する特別なイニシアティブがある（オリエンテーション、インターン
シップの評価など）

10.国連グローバル・コンパクトやGRIのような国際的な⼈権レポーティング枠組みに
加 盟している。

出典 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「⼦供の権利とビジネス原則 ⾃⼰評価ツール」

https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/self_assesment.pdf
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NGOができる企業に対して⾏うことがで
きること（CSRアクティビズム）

1. ⼦どもの⼈権侵害を調査
する

2. 各企業を調査する

3. 投資家を調査する

4. 企業にはたらきかける

5. 投資家にはたらきかける

6. メディアを使う

NGOの役割

企業の意識と理解の向上

企業と地域住⺠、社会の間
の架け橋

実⾏・改善のサポート

モニタリング
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↓

◆海外のNGOが⽇本の企業に対して、⼦ど
もの権利侵害を批判する可能性⇒評判リスク

↓

◆⼦どもの権利推進によって、NGOによって
評価される。⇒イメージアップ



２．⼦どもの権利とビジネス原則に反している企業の

事例
原則６ ⼦どもの権利を尊重・推進する広告・マーケ
ティングに焦点をあてて

◆なぜ企業は⼦どもの権利に配慮すべきか〜評判リスクの観点

⽇頃から⼦どもの権利に配慮していなければ、⼦どもの権利を侵害する広告を制作し、
たちまちのうちに信⽤を失う。

消費者はますます⼈権や⼦どもの権利に敏感になってきているため、SNSで批判され、
拡散される。

★「⼦どもに影響のある広告とマーケティングのガイドライン」

https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/fm.pdf

参考サイト︓セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン【セミナー開催報告】「広告とマーケティング
〜⼦どもに与える影響をリスクの視点から考える」ビジネスと⼈権シリーズ第2回

https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=3555
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⼀⾒問題なさそうに思える⾔葉や表現でも
ジェンダーバイアス（男⼥役割固定的観念）の表現

あるツイッター おうち関係の広告コピー
「働くママを応援︕家事ラクの家」

「ママもにっこり︕たっぷり収納のパント
リー︕」

「まるで秘密基地︕パパの趣味部屋」

系のコピーは丁寧にFBしてライターさんに
返してます。会社側にも何が引っかかるの
か説明しました。

今は⾒られなくなった表現、変わりゆく広告

微妙な表現も問題になる現在

「私作る⼈ 僕⾷べる⼈」

「⼥の⼦が男の⼦に、ラー
メンをつくってあげる優し
さを表現」したかった︖

★洗剤のCMや料理するCM 
に今は男性も

★「消費者の意識は制作者側よりも新しくアップデートされている。」
しかし、企業のトップ、広告担当者、広告制作会社が意識をもっていな
いために、炎上する。
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原則６に違反 信⽤を失い、評価を下げた
事例︓2020年10⽉タカラトミーりかちゃん
の広告

タカラトミーの公式アカウント（以下、タカラ

トミー公式）は10⽉21⽇に、「#個⼈情報を勝
⼿に暴露します」というハッシュタグをつけ、

「（とある筋から⼊⼿した、某⼩学5年⽣の⼥
の⼦の個⼈情報を暴露しちゃいますね…︕）」

とツイート。

⇒「⼥児への性犯罪を連想させる」
「気持ち悪い」と⼤炎上

「若い⼥性や少⼥を性的に搾取することを容認してきた⽇本社会のあり⽅が露呈。」
「世界との乖離を⽰す事例」三浦まり教授
朝⽇デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASNBX5RZJNBWUCVL02K.html?iref=pc_extlink

16



原則６に違反 2020年11⽉アツギのタイツ 性的画像と批判
ラブタイツのコラボ
公式アカウントがリツイート。⼥性がスカートを持ち上げた
姿や短いスカートで下着が⾒えそうなものが含まれており、
炎上。削除し謝罪するも、「もうアツギのタイツは2度と買わ
ない」というツイート多数。

アツギは「弊社内における確認体制やモラル
意識の⽢さ」とお詫び。しかし、⼦どもの権
利侵害という意識はなく、コメンテーターも
その視点から批判したものはない。
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原則６に違反︓ジェンダーバイアス、⼥性蔑視
AKB48⽩い⽔着のMVやHKT48の歌詞
「⼥性は勉強しなくて⾺⿅でいい」「⼥⼦は性的対象」

HKT48の「アインシュタインよりディアナ・アグ
ロン」

〈⼥の⼦は可愛くなきゃね 学⽣時代はおバカ
でいい〉

〈テストの点以上瞳の⼤きさが気になる どん
なに勉強できても愛されなきゃ意味がない ス
カートをひらひらとさせてグリーのように〉

〈世の中のジョーシキ何も知らなくてもメイ
ク上⼿ならいいニュースなんか興味ないし
たいていのこと誰かに助けてもらえばいい〉

〈⼥の⼦は恋が仕事よママになるまで⼦供で
いいそれよりも⼤事なことはそうスベスベ
のお肌を保つことでしょう︖〉

出典︓千⽥有紀（2016)「秋元康さん作詞のHKT48
の楽曲が⼥性蔑視だと炎上中だが、リケジョを増や
すために考えるべきこと。」
https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki
/20160511-00057560/

http://domoki.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/akb36-
3c11.html

Kis-My-Ft2のドラマ「快感インストール」
（2020）
⼥⼦の胸を触ることで特殊能⼒を得るとい
うストーリー 炎上 「合意なしで故意に胸
を触るのは⽴派な痴漢」
出典「⼥性蔑視のキスマイ、ジェンダーと向き合うマ
リウス葉」 https://biz-
journal.jp/2020/12/post_194797.html
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のび太がしずか原則６に違反 映画ドラえもん

ちゃんのお⾵呂を覗くシーン

2020年 Change.orgで署名活動始まる

お⾵呂を覗く⾏為は性加害であり、いたずらで済まされる⾏為ではありません。被害を受ける側の
⼥性にとっては⼼に深い傷を負い、男性と関わったり、お⾵呂に⼊ったりすることに対して⼀⽣続
く恐怖を植え付けられることもあるような⾏為。
そのような⾏為をドラえもんのような社会的影響⼒の強い⼦ども向けアニメでただのうっかりやい
たずらとして描くことは性加害を軽視することに繋がる。

ツイッター しゅなさん
「ドラえもんでしずかちゃんの⾵呂を覗くシーンの何が害悪かって、しずかちゃんが怒るのはその場限りで、次のシーンではもう
何事もなかったかのようにのび太が許されてるところ。性被害ってそういうもんじゃないし、そういうものとして描いちゃだめで
しょう。

https://twitter.com/chounamoul/status/1334060020909047809?s=21

百歩譲って⾵呂を覗かれたしずかはのび太と絶交、以後は顔を合わせても⽑⾍を⾒るような⽬を⼀瞬向けるだけでいっさい⼝
を聞かないという展開になるならまだ成り⽴つけど、それこそドラえもんの話とは両⽴しない。けっきょく令和にドラえもん
を流したければしずかの⼊浴覗きネタは無くす⼀択だと思う。

現実の世界で覗き⾒や盗撮でどれだけの⼦どもが苦しんでいるかの想像⼒の⽋如

こういう場⾯が「いたずら」とされると⼦どもへの性虐待も「いたずら」とされて軽く扱われる。

⼦どもの権利侵害という意識が⽋如。
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広告をつくる際に役⽴つ図書 ⽇経「早く絶版になってほしい#駄⾔辞典」
ジェンダーバイアスなど、固定観念をなくしてほしいという消費者の意識

https://adweb.nikkei.co.jp/dagen/今年6⽉に出版
性別への偏⾒による「駄⾔（だげん）」、⾝の回りにあり
ませんか︖社会のステレオタイプ（固定観念）をなくす
ために、⽇本経済新聞社は「NIKKEI UNSTEREOTYPE 

ACTION」シリーズの⼀環として、無くなったほうがいい
駄⾔を集めた「#駄⾔辞典」の出版をめざしています。
皆さんの投稿をお待ちしています︕

https://twitter.com/NIKKEI_dagen

瀬地⼭⾓（2020)『炎上CMでよみとくジェンダー論』光⽂社新書も参考になる
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原則６に違反 広告だけではなくマーケティングも
ホテルのプランも批判される

今年5⽉、「ママと息⼦の初めてのお泊まりデート」をうたったホテルの
宿泊プランが、SNS上で批判を浴びた後、削除された。CMやSNSで⾝近に
⾒かける「⼦どもとデート」という表現の問題点。

出典︓「息⼦とデート」⼦どもを〝道具〟にする危うさ 親だけ満⾜でい
い︖中野円佳さんが気づいた嫌悪感の正体

https://withnews.jp/article/f0210809001qq000000000000000W08k10201q 

q000023428A?ref=twitter

必然的に⾒落とされる⼦ども視点
「⼦どもは親を感動させるためにいるわけじゃないことを、広告業界の
⽅々、家族向けサービスにかかわる⽅々は肝に銘じておいてほしい」
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３．⼦ども基本法制定、⼦ども庁設置に向けての動き
以前から市⺠団体が求めていたが、今年に⼊り⼤きな
動き（政府、野党とも）
2020年9月

「子どもの権利を保障する法律（仮称：子ども基本法）および制度に関
する研究会」（日本財団）の提言
https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2020/09/new_pr_20200925.pdf

研究会の期間︓2019年10⽉〜2020年5⽉

委員は医師、弁護⼠、法律学者、メディア、当事者などをふくむ構成。児童福祉の分野。

（甲斐⽥も委員の⼀⼈）

⼦どもの貧困、虐待、体罰、いじめ、性的搾取は、なぜなくならないか︖

⽇本の⼦どもの⾃尊感情はなぜ低いのか︖ ⼦どもの⾃死（⾃殺）率はなぜ⾼いのか︖

◆ ⼦どもの声が社会できちんと聴かれていないからでは︖

22

スライド

スライド
25, 26, 29は©日本財団

23, 24, 27,30は日本財団資料に加筆

http://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2020/09/new_pr_20200925.pdf


なぜ⽇本で、⼦どもの権利条約が⼗分実現されていないか
「⼦ども基本法」がなぜ必要なのか

⽇本が1994年に⼦どもの権利条約を批准した際に、⽇本政府は現⾏法で⼦どもの権利

は守られているとの⽴場を取り、国内法の整備を⾏わなかった。

しかし、児童虐待通報は急増し、いじめ、⾃死、不登校などが深刻さを増す現状にみら

れるように、⼦どもの⽣きづらさはかつてない⽔準に⾼まっている。

⼦どもの⽣存・発達の権利、⼦どもの最善の利益の考慮、⼦どもの意思の尊重などの権

利が守られている状況とは⾔いがたい。特に⼦どもの参加の権利

⽇本では⼦どもに関わる個別法は存在する。児童福祉法や⼦どもの貧困対策法にて、⼦

どもの意⾒の尊重や⼦どもの最善の利益の優先などの定めはあるが、教育、司法分野に

おいてはない。

障害者の権利については障害者基本法、⼥性の権利については男⼥共同参画社会基本法

とが制定されているように、⼦どもをめぐる問題を抜本的に解決し、養育、教育、保健、

医療、福祉等の⼦どもの権利施策（⼦どもの権利ベースアプローチ＝⼦どもの声を聴き、

⼦どもが意思決定過程に参加）を幅広く、整合性をもって実施するには、⼦どもの権利

に関する国の基本⽅針、理念及び原則が定められる必要がある。 23



ひとり親、特に母子家庭の子どもの貧困は深刻
OECD諸国の中で３番目に高い24

貧困は「自己責任」という
風潮の中、子どもも親も相談しづらい

子どもも親も以下の権利などを知り、テ
コとして使えるようにすることが重要

第26条 ⼦どもの親が厳しい状況
に陥ったら国から社会保障を受け
る権利

第27条 どんな⼦どもも必要なも
のが⼗分に満たされた⽣活を送る
権利

そのためにも、より強⼒にテ
コにして使える法律が必要



25

全体の⾃殺者数と⼩中⾼⽣の⾃殺者数

全体の⾃殺者数は減るなか、増加する⼦どもの⾃殺
コロナ禍でさらに増加



⽇本はOECD38か国中 20位
精神的幸福度 37位
⾝体的健康 1位

⼦どもが⼤切にされていない社
会 ⼦どもの声が軽視・無視



⼦どもの権利の侵害・・教員や指導者などによる性暴⼒

わいせつ行為等により2018年度の１年間に懲戒処分を受けた教育職員は
282人 「平成30年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」より

教員が懲戒免職になっても、処分から3年経過すれば再び教員免許を取得
することが可能。教員が別の学校で児童生徒へ性的虐待を繰り返す。

自治体間で情報が共有されないため、懲戒免職になっても、他自治体で教
員をすることが可能。

2020年5月28日に「わいせつ教員防止法」成立 今後は、スーパーマーケット、
娯楽施設、スポーツ施設、塾などあらゆるところでの性暴力防止に向けて法
律が強化される可能性

27

イギリスなどでは「わいせつ⾏為歴照会制度（DBS Disclosure and 

Barring Service）」があり、教員、保育⼠、ベビーシッター、スポーツ
指導など⼦どもに関わる職業の場合は必ず犯罪履歴を求められる。
→⾃⺠党プロジェクトチームで⼦ども庁でその制度を検討。



性的被害、性的搾取のリスクにさらされる子どもたち

■NPO法人ぱっぷす（https://www.paps.jp/）に寄せられる相談から

2019年7月の相談件数は13件、2020年7月は23件と急増。
動画が掲載もしくは再掲載されてしまったとの相談。
年齢層は中学生から20代。高校生が多い。
性的搾取に関しては、被害に遭った少女たちを責める風潮が根強くある。コロナ
以降、ますます交際中の男子・男性から裸の画像を求められ、ポルノハブというサ
イトで販売される。

自撮り被害について、加害した側はゲーム感覚だったり、軽い気持ち
一方で被害に遭った少女たちは自分を責めて誰にも相談できない。
勇気を出してぱっぷすに相談することで、「悪いのはあなたではなく、加害男性・男
子」の方であり、法律で罰せられるのは、あなたではない。と知り、エンパワーされ、
警察に被害届を出せるようになる。
★必要なのは、被害者にも加害者にもならないようにする人権を含む性教育
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

28
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研究会の⼦ども基本法（案）の構成

29

１．理念と責務

⼦どもを権利の主体として捉え、⼦どもの権利条約の⼀般原則である、
⽣命・⽣存・発達への権利、⼦どもの意⾒の尊重、⼦どもの最善の利益
の確保、あらゆる差別の禁⽌などの⼦どもの諸権利を社会全体で遵守す
る必要性を明記する。国および地⽅公共団体の責務を明記。

２．基本的施策

⼦どもの権利を守るための国の基本的施策として、年間計画を定めるこ
と、内閣府に「⼦ども総合政策本部（仮称）」を設置し、前述の年間計
画について⾏政内から総合的な調整を⽬指す。

３．⼦どもコミッショナー（仮称）の設置

⼦どもの権利や利益が守られているか、⾏政から独⽴した⽴場で調査し、

勧告をすることができる⼦どもコミッショナーを設置する。

⼦どもを権利の主体として定め、⼦どもの権利に関する国の基本⽅針、

理念及び⼦どもの権利保障のための原則が定められた基本法が必要。



⽇本で「⼦ども基本法」ができることで・・・

30

ぼくたちは、ぶたれ
たりしないで、安全
にくらす権利が

あるんだ

⼦どもの権利についての
周知が広がる。

学校やスポーツ
クラブで先⽣に
わいせつな⾏為
をされた

都道府県の独⽴した権利擁護機関の窓

⼝に苦情を申し⽴てることができる。

⼦どもたちは今、こんなこ

とで困っている。

国の制度を改善していこう。

⼦どもコミッショナーが、
⼦どもの声を聞き、⼦ども
の⽴場を代弁して国に提⾔
する。

⼦どもの意⾒を聞いて

尊重しよう。
⼦どもの最善の利益を
優先して決めよう。

⼦どもに関わる関係者が、
⼦どもの権利を尊重し、
⼦どもを守る。

⽇本財団作成



広げよう︕⼦どもの権利条約キャンペーン
実⾏委員会（14団体） 賛同団体（161団体）

https://crc-campaignjapan.org/member/

政策提⾔チームが、⼦どもとともに６つの柱の政策提⾔⽂書を作成。今年4⽉に発表。

https://crc-campaignjapan.org/wpCRCcp/wp-content/uploads/2021/04/CRC_proposal_20210422.pdf

1. ⼦どもの権利条約を⽇本および世界の中で広める。

2. ⼦どもを誰ひとりとして取り残さない。

3. ⼦どもへの暴⼒をぜったいにゆるさない社会をつくる。

4. ⼦どもの声を聴き、⼦どもとともに⾏動していく。

5. ⼦どもの権利が守られているかどうかを確認するしくみをつくる。

6. 法律や政策、条例などのつくり⽅を変える。

この6つを柱として、15項⽬の具体的な提案。この６つを実現するため
に⼦ども基本法が必要。これを各団体で⼦どもの意⾒を収集。

31 2019年4⽉に始まる



提⾔に対する⼦どもの声
（⾼校⽣年齢の各地の⼦どもの声。FTCJまとめ）

1. ⼦どもの権利条約を⽇本および世界の中で広める。

⼦どもの権利条約は⼦どものためにあるのに、⾃分は全然知らなくて苦しい思いをしている。そんな⼦たちをなく
すためにいいアイデア（14歳）

２．⼦どもを誰ひとりとして取り残さない。

⼦どものうちは、性的指向の話をすることが余計難しいと思うから、そのための法律は絶対につくってほしい（17
歳）。

３．⼦どもへの暴⼒をぜったいにゆるさない社会をつくる。

どれだけ差別に対して呼びかけしてもなくなっていないのが現状なので、法律、制度をつくって徹底的に差別をな
くすという考えがいいと思いました（17歳）。 ４

．⼦どもの声を聴き、⼦どもとともに⾏動していく。

台湾では、すでに政府が⼦どもの声を聞く仕組みができているため真似ができると思う（17歳）

法律に書くこと、それは絶対的な権⼒を発揮するのでいいと思った（17歳） ５．

⼦どもの権利が守られているかどうかを確認するしくみをつくる。

今の政府が⼦供の権利について法律などと同様に考えているとは思えない。なので、政府とは別の機関をつくることに賛成（

17歳）

６．法律や政策、条例などのつくり⽅を変える。

具体的に⼦どもが政治の中で活躍できる場がほしい。今の社会は政治や難しいことは⼦どもを置いてきぼりにしていると思う

（16歳）

法律や政策、条例などを作る際にもっと⽣の⼦どもの声を伝えていくことで、従来からの改善点をより⾒つけられるようにな

ると思います（17歳）。
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4.企業が貢献している好事例
好事例１）LEGO レゴ 男⼥区別ないおもちゃを製作。
きっかけは、ある⼥の⼦の⼿紙

「わたしはシャーロットといいます。レゴが⼤好きですが、
レゴに男の⼦が多くて、⼥の⼦が少ないのはいやです。きょ
うお店に⾏ったら、ピンクのレゴと⻘のレゴがありました。
⼥の⼦はみんな家にいたり、ビーチで遊んだり、買い物した
りしていました。仕事はありませんでした。でも、男の⼦
は冒険をしたり、働いたり、⼈を 救ったりしていまし
た。仕事がありました。サメと泳い でいることもあり
ました。⼥の⼦のレゴをもっとたくさ んつくってくだ
さい。そして⼥の⼦の⼈形も冒険にでか けたり、もっ
と楽しいことをしたりしてほしいです。 シャーロット
より」

★レゴはシャーロットの願いを聞いて、⼥の科学者セットを製作し、⼤ヒット。
かっこいい⼥性科学者の⼈形がほしかった⼦がたくさんいたということ。
出典︓ユン・ウンジュ『⼥の⼦だから、男の⼦だからをなくす本』エトセトラブックス

★現在、レゴのカタログに男⼥の区別がない。出典︓ https://getnavi.jp/life/106093/

レゴは、今年、性的マイノリティの⼈形も製作。
出典︓ https://mainichi.jp/articles/20210520/k00/00m/040/354000c
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好事例２ ジェンダーフリーのおもちゃと⼦どもの権利

⼦どもにジェンダーバイアスを与えていないか︖

「⼥の⼦はおままごと、男の⼦はミニカー」︖

OECDの研究によると、すでに5歳児のなりたい職業には、

ジェンダーロールによる偏りが多く⾒られた。

ニューヨーク⼤学の研究によると、多くの⼥⼦は男⼦に⽐べて

5歳前後で⾃分の性別をポジティブにとらえられなくなり、能⼒への⾃信を失い始める傾向にある。

出典︓伊藤恵「おもちゃのジェンダーから考える⼦どもの未来」

https://www.alterna.co.jp/40023/

りゅうちぇる「昔から⼥の⼦っぽいというか、そういうタイプの⼦どもだったので、やっぱりクリスマ
スプレゼントでぼくが欲しいと思うものが、バービー⼈形で、、、。バービー⼈形で遊ぶのが好きだっ
たけど、⼼配している⼤⼈の顔を読み取っていて、男の⼦は男の⼦のおもちゃで、⼥の⼦は⼥の⼦のお
もちゃでというのを感じ取っちゃって、この遊びをすることで親を悲しませちゃうとか⼦どもながらに
考えてしまって。本当は興味があまりなかった顕微鏡が欲しいって親に⾔っちゃいました︕」

「＃おもちゃに性別いるのかな」おもちゃの会社 ⽶国マテル社のブランド・フィッ
シャープライスがコラボ

http://mattel.co.jp/
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好事例３）インターネット上の⼦どもの性的搾取防⽌

原則５ 製品とサービスの安全性を確保

好事例５）ヤフーJAPAN ⼦どもに対する暴⼒に関する⼦どもパブコメや広告掲載基準

https://www.unicef.or.jp/endviolence/kodomo_comment/pdf/endviolence_for%20kids.pdf 

https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=11218

インターネットコンテンツセーフティ協会（ICSA)

2011年 子どもの性的搾取画像等が掲載されたサイトに係るアドレスリストの作
成・管理及び提供に関する事業（ブロッキング）を目的に設立

2021年4月現在、ヤフー、グーグル、NTTなど、81社・団体が会員として参加

http://www.netsafety.or.jp/about/003.html
出典元︓ヤフー株式会社「インターネット上の性的搾取被害に関する取組み」

好事例４） 原則５ 製品とサービスの安全性を確保
アメリカ 銀⾏、クレジット会社、決済サービス、インターネットプロバイダーが、
２つの⼦ども関連NGOと協働で「児童ポルノ撤廃のための⾦融連合」を結成。

⼦どもを違法に性的に搾取している企業が決済に利⽤している銀⾏⼝座を凍結。
出典︓ https://www.icmec.org/fcacse/

http://www.unicef.or.jp/endviolence/kodomo_comment/pdf/endviolence_for%20kids.pdf
http://www.netsafety.or.jp/about/003.html
http://www.icmec.org/fcacse/


好事例６）通信⼤⼿モビスター社（スペイン）
のサイバーいじめ防⽌キャンペーン

サイバーいじめに対する通信会社としての社会的責任

モビスター社は、中南⽶やスペインなど17カ国で幅広く通信事業を展開するグローバル企業。
2017年以降、サイバーいじめ防⽌に特に注⼒

⼦ども達の間で携帯電話が普及することで利⽤率が⾼まった⼀⽅で、いじめや犯罪が増える
ことに対して、携帯電話を介して通信事業を営む企業として、副次的に発⽣した問題を解決
に導くため、CMをはじめとするあらゆるキャンペーンを展開

サイバーいじめやインターネット犯罪に警鐘を鳴らすプラットフォーム創設（2017年）

* 国別のウェブサイトでは、各国のサイバー犯罪の専⾨家、ICT領域の専⾨医、教育者、
ジャーナリストなどが、⼦どもを持つ親や教師、⻘年、⾼齢者に向けて、コンテンツを発信

【出典】 鈴⽊真代（Social Connection for Human Rights）
デジタルと⼈権①〜通信⼤⼿モビスター社のサイバーいじめ防⽌キャンペーン〜
https://note.com/schr/n/n05b13f47d380
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好事例６） 通信⼤⼿モビスター社のサイ
バーいじめ防⽌キャンペーン

コロナの感染予防のための隔離⽣活が原因でインターネット利⽤率、SNSの利⽤時
間が増加

サイバーいじめに遭う確率が⾼まり、いじめが⻑期化することや、将来被害者がそ
の影響に苦しむリスク

「親や教師が気づかないことが問題である」

10代の若者に助けを求めるよう促したり、親に⼦供がいじめられている兆候を認
識することをCMで議論を巻き起こし、注意喚起を促すことを⽬的

親会社テレフォニカ社の⼦どもの権利に対する取組み⽅針（2019年に改訂）

事業のインパクト評価において要注意すべき⼈権課題

→⼦どもや若者などの脆弱層の権利保護に重点を置いており、「⼦どもの権利とビジ
ネス原則（CRBP）」に明確なコミットメント。児童労働に関する取り組みだけではな
く、⼦どもの権利保護に関するグローバルなビジョンの策定、商品・サービスの開発
プロセスやマーケティング・広告における配慮などを掲げる。
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好事例７）ウィルマー・インターナショナル（シンガポール）
原則10 ⼦どもの権利の保護と実現に向けた地域社会や政府の取
り組みを補強する
ウィルマー・インターナショナルは、シンガポールに本社のあるパーム油等、農産物

の⼤⼿メーカー。アジアを中⼼に500以上の⼯場と９万⼈以上の従業員を有し、売上
⾼は44億ドル（2018年）。

持続可能な開発⽬標のうち、⼦どもに関しては、プランテーションに住む⼦どもが
2025年までに全員、学校に⾏くこと（または同等のプログラムに参加する）ことを掲
げ、2018年までに84％が達成。

プランテーションで働く従業員のための健康・安全対策を導⼊した後も、⼦どものケ
ガが絶えなかった。パームやしのプランテーションに住んで育つ⼦どもにとっては
「児童労働の禁⽌」だけでは⾜りない。

そこで、プランテーションを「職場」として⾒るだけでなく、「コミュニティの⽣活
場所」として捉え、単に児童労働撤廃で終わらせずに「⼦どもの保護」を⽅針とした。

この取り組みは、ウィルマー単独の活動から、2019年には⾮営利組織BSRとの協⼒に
より、コルゲート、ネスレ、P&G、ペプシコ等との協働に広がっている。

【出典】村上芽「ビジネスと⼦どもの権利を考える ─⼦どもの抱える課題を解決するために─」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11854.pdf
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事例８ノルウェー中央銀⾏（ノルウェー）
原則5安全な製品とサービスの確保・それらを通じた
⼦どもの権利の推進

UNICEFとノルウェー中央銀⾏は、飲⾷産業の投資先に対して、⼦どもの
適切な栄養を摂取する権利の尊重、栄養摂取状況の更なる向上を求めて
いく。2021年より2年にわたってさらに注⼒していくことで合意。

【出典】UNICEF Partnership announcement

https://www.unicef.org/partnerships/unicef-and-norges-bank-

investment-management-expand-partnership

各企業の取締役会が⼦どもの権利にどのように影響を与えているかと
いう点について、説明責任を果たしているかどうかを評価。

各企業の報告書を数年間分評価。2017年は、601の企業を評価。

条件を満たさないと考えられる企業に対しては、⽂書を送付し改善を
要求。企業活動が⼦どもの権利を侵害している場合は、投資をすぐに
停⽌するのではなく、対話をなるべく⻑く持ち、その企業が改善する
ようにしている。
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好事例９ ING（オランダ）

原則10⼦どもの権利の保護と実現に向けた地域
社会や政府の取り組みを補強する

「⼦どもの権利とビジネス原則」の策定プロセスに関与した唯⼀の銀

⾏として、ユニセフとの協働による途上国の⻘少年向け（10〜19 
歳）プログラム

⻘少年が⾃⽴できるようになるために必要なスキルを提供する内容で、
コソボ、モンテネグロ、フィリピン、ベトナム、中国で展開。

【出典】村上芽「ビジネスと⼦どもの権利を考える ─⼦どもの抱える課題を解決するために─」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11854.pdf
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デジタル・ジェンダー・バイオレンスに対して

企業ができること
デジタル・ジェンダー・バイオレンスとは、デジタル・コミュニケーションやインター
ネットを通じて⾏われるジェンダーに基づく暴⼒（EU専⾨機関・欧州ジェンダー平等研
究所）

【例】 ・サイバーストーカー⾏為 ・同意のないポルノや「リベンジポルノ」 ・ジェン
ダーに基づく中傷、ヘイトスピーチやハラスメント ・性的なゆすりや脅し ・レイプや死の
脅迫・デジタルで広がる⼈⾝売買

いずれも⼥性という性別に基づく暴⼒⾏為であって、⼥性の⾝体的、性的、または⼼理的な
危害や苦痛をもたらすもの、そのような⾏為の脅威、強制や恣意的な⾃由の剥奪をもたらす

⻑期に続く個⼈への影響・社会への影響

メンタルヘルスの課題を抱えながら⽣きていくことになり、その後の⽣き⽅・学習や就
業への意欲にも影響も出る。その結果、社会的なコストとして政府・⾃治体の負担が増す。

企業に求められていること

a) ⼈権尊重型のビジネスモデル・マーケティング⼿法へ転換する

b) ユーザーに対し、犯罪防⽌のための意識啓発を⾏う

c) ヘイトスピーチ対策を主導する

d) ロビー活動を推進する

【出典】 鈴⽊ 真代（Social Connection for Human Rights）デジタルと⼈権②〜デジタル・ジェンダー・バイ
オレンスに対して企業ができること〜 https://note.com/schr/n/nb28b844a674a
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まとめ

⼦どもの権利を実現することが企業イメージアップにつながる⼀⽅で、

影響（特に悪影響）について厳しい⽬が向けられるようになる。

今や、ヨーロッパを中⼼に海外では企業が⼦どもの権利を守る責任（特
に⼦どもの意⾒を聴くこと）を果たすことが重視されるようになり、投
資家はその基準で投資先を決めることもある。
⽇本では⼦どもの意⾒表明権が⼤切にされておらず、企業活動に対して
⼦どもの意⾒を聴こうとする取組みも少ない。

モビスター社のように、「サイバーいじめ」という年々深刻化する課題
について、数年間かけて、各国の専⾨家やアクティビストと協働し、国
や地域を超えた啓発キャンペーンを続け、問題提起、議論喚起、解決策
の提案までリードしていくことは、グローバル企業に求められているア
クション。

技術開発に優れた企業であったとしても、⼦どもの課題を解決するため
には、技術だけではなく、⼦ども⽬線の発⾔⼒が期待されている。

4 2

⼦どもの権利を侵害する広告やマーケティングはたちまち信⽤を落とす。

⼦ども基本法が制定されれば、企業の事業活動が⼦どもの権利に及ぼす



⼦どもの権利条約 ⽇本の第４回・第５回統合定期報告書に関する総括所⾒
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/319.html

⼦どもの権利条約⼀般的意⾒16号 企業セクターが⼦どもの権利に与える影響に関わ
る国の義務についてhttps://www26.atwiki.jp/childrights/pages/240.html

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ⼦どもの権利とビジネス 好事例集
https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/cases.pdf

State Obligation regarding the impact of business sector on children‘s 
rights(NGOが⼀般的意⾒16号を活⽤するガイド）

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-
on-Rights-of-the-Child-Publications-Reports-2016-ENG.pdf

「⼦供の権利とビジネス原則 ⾃⼰評価ツール」
https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/self_assesment.pdf

甲斐⽥万智⼦ 2019年経済⼈コ−円卓会議CRT委員会SHE 資料

https://crt-japan.jp/files2019/SHE/C-Rights_CRT.pdf
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⼦どもの声が社会で聴かれ
⼦どもが虐待や暴⼒から守られ、
⼦どもたちが笑顔で暮らせる
⼦どもにやさしい社会となるように
シーライツは企業の皆様と連携していきたいと願っ
ております。
プロボノとして、サポーターとしてご協⼒いただけ
れば幸いです。

info@c-rights.org 
www.c-rights.org

ご清聴ありがとうございました。
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