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米山 

 

● 米国における、人権・民主化運動に関する外交・内政政策および国際企業対応の現状・留意点 

 （バイデン政権・米議会の人権外交政策（中国・ミャンマーなど）および国内の人権 

  問題対策のアップデート、米企業の本問題への対応） 

 

はじめに 

ピューリタンによる英国脱出に始まるアメリカ建国に至る歴史は、信教の自由を含め、 

人間固有に与えられた自由と平等という「人権」という価値を大切にすることがアメリカという国の存在意

義に関わっていることを物語る。 ただそれが、当初は白人、アングロサクソン、プロテスタントのいわゆる

WASP の男性にとっての人権であったことが米国内の人権問題の根幹に潜む（別紙１参照）。 

国内の人権上の問題や不満は、政治的・社会的な問題は憲法修正により対処し、経済格差につい

ては西部開拓、さらには帝国主義、植民地主義で領土を拡大し、国が潤うことである程度解消してきた

アメリカだが、第二次世界大戦後しばらく続いた好景気を除いては低所得層やマイノリティに恩恵が届く
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経済発展期は少なく、グローバル化と共に貧富の差が拡大し、アメリカ自身の大きな人権問題を構成し

ている。 

本稿では米国における人権に関する外交・内政政策を歴史的に振り返りつつ現在の問題を、欧州と

の認識の違いも踏まえながら取り上げた。 その上で、バイデン政権や議会、国民の認識を調べた。次い

で、バイデン政権による対外政策として、対中、対ミャンマーの制裁状況を調べた。最後に米企業にとって

の人権問題への取り組みの状況を取りまとめてみた。 

 

１．米国における、人権・民主化運動に関する外交・内政政策 

 

①アメリカの世界への人権唱導の歴史 ソース： The Advocates for Human Rights 

20 世紀前半までは米国は世界普遍的な人権保護システムを構築する積極的な支持者であった。 

1948年に締結された Universal Declaration of Human Rights を主導した国のひとつが米国であ

る。またアメリカはニュルンベルク国際軍事法廷において世界で初めて人道に反する罪を犯した人間を起

訴することに傑出した役割を果たした。 

ところが、アメリカは 1950年代に入ると、国際的な人権保護システムへの参加を止めるどころか反対

するようになる。1 つの理由に冷戦があり、イデオロギーで敵対する相手と人権の共通スタンダードを持つこ

との問題を意識したことがある。 また、その段階で米国内の多くの州が人種的マイノリティを分離する州

法を設けていたが、国際条約を批准することでそれらの州法や政策を変更させられることを嫌ったとみられ

る。 
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1960年代から 70 年代ではアメリカは「如何なる形の人種差別も排除する国際条約（ICERD）」

や「公民権と政治権に関する国際条約（ICCPR）」、そして「経済、社会及び文化の権利に関する国

際条約（ICESCR）」に署名することで国際的な人権保護システムへの支持に戻っている。 特にカー

ター政権は人権重視を外交方針の中心に据えた。しかしながら、これらの国際条約を批准したのはずっと

後の 80年代から 90年代である。 

この頃になると米国は人道的介入や、人道に対する犯罪の検挙により一層積極的になる。 

今日においても米国の国際的人権保護システムに対する姿勢は選択的である。 

例えば上述の ICESCR の批准を行わなかったり、国際犯罪裁判所（ICC）に参加しなかったりといっ

た是々非々の姿勢で臨んでいる（別紙 2 参照）。 

 

②憲法,権利章典でもカバーされていない人権 ソース：The Advocates for Human Rights 

 

経済、社会並びに文化の権利が憲法ではまだ認められていない。 

州の憲法で教育を受ける権利をうたっているものもあるが、適切な生活水準で暮らす権利（食料、住ま

い、医療など）などは認められていない。 差別がない限り、経済や社会、文化の享受は権利ではな

く、個人の努力の問題となってしまっている。 

 

③欧米間の人権解釈の違い  ソース：欧州議会 
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人権とは人間が生まれながらにして与えられ、奪うことのできない基本的権利と理解されるが、その基

本的権利が具体的に何を伴うかの解釈において米国と欧州で異なるところがある。 

例えば EU では人権政策を公民、政治、経済、社会並びに文化の権利、女性や児童、そしてマイノ

リティの人々の権利、さらには難民・流民の権利を包含する形で叙述する。 

一方、米国の人権解釈では反ユダヤ主義、ビジネスと人権、公民権、民主主義、障碍者の権利、表

現の自由、インターネットの自由、労働者の権利、Leahy調査と呼ばれる軍事支援先の人権侵害調

査、LGBT の権利、信教の自由並びに国連のUniversal Periodic Review を強調している。 

人権保護に関連する組織は米欧共に多くあるが、米国では大統領府が重心となるのに対し、EU で

は欧州委員会の上級代表か副大統領が中心となり、欧州対外行動局（EEAS）が EU の対外活

動における人権問題の対応を担うことになる。 

貿易交渉を通じた人権条項に対する米国の要求の力は強く、EUは弱い。 

途上国に対し、人権保護のコンプライアンスを条件に開発支援を行う姿勢は欧米共に同じといえる。 

EU では特定の人権問題に「特別代表」を、米国は「特使」を任命するが、前者が広く横断的に対応

するのに対し、後者は様々な要因の中で特定のテーマに焦点を合わせ気味。 

人権に絡んだ民主主義の促進と支援については米国の方がリスク回避の傾向が少ない。 

国連人権理事会において米国の交渉力は強いが、EUは 28か国の組織であることから柔軟性に乏

しく、コンセンサスづくりに追われ、交渉力が弱く成り気味。 
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基本的人権を守ることは米国建国の礎石であり、人権尊重を促進することがアメリカの外交の中心の

目標と語っている。この礎石は権利章典に具現化され、それはそのまま憲法に加えられている。といいなが

ら、米国の人権保護の外交は憲法よりも議会法制に基づく点で欧州と異なる。実際、合衆国憲法は

米国の対外的目標については沈黙している。 

 

④米国内での人権問題  ソース： The Advocates for Human Rights 

 大きく分類すると以下の 9 つの問題が米国内で顕著にある。 

 

a. 貧困 

貧困ラインを下回る人の数は米国内で約 34 百万人、米国の貧困率は 10.4％。その貧困の割合で

人口比と異なり、黒人が 18.4%と圧倒的に高く、また独身女性の割合も高い。 

 

b. 差別 

女性や障碍者、人種のマイノリティは高給職へのアクセスが限られているため、白人男性と同じ生活水

準を保つためにより多くの時間働く必要がある。 

黒人は特に高い割合で貧困を経験し、大学卒業の可能性は低く、事業を起こすことも少なく、刑務

所に入る可能性が高い。 法律はかかる差別を禁じているが、人種、年齢、性別、生涯に基づく差別は

残っている。 LGBT も教育や公的サービス、世帯化の点で差別が残る。 

 

c. 女性への暴力 
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パートナーからの暴行の割合が高い。 多くの女性や少女が人身売買でアメリカに連れ込まれている。 

 

d. 司法 

法の正義への平等なアクセスが制限され、受刑者の権利が守られていない。人種的偏見に基づくプロ

ファイリングで法執行者はより多くのマイノリティを刑務所に送りこんでいる。公的弁護人事務所は人員不

足で報酬も低いため、貧しい被疑者は適切な弁護を得られない。投獄後も、受刑者への扱いに様々な

人権上の問題あり。 

 

e. 有権者の公民権はく奪 

過半の州で、仮釈放中の重罪犯罪人は投票権をはく奪されている。さらに幾つかの州では刑期が明け

ても永久に投票権をはく奪している。 

ワシントン DCの住人は議会に代表を送る権利を否定されている。 

移動制限や低収入或いは定住先を持たない市民に投票権を制限する有権者登録規制もある。 

 

f. 移民 

移民者は職場や社会全般で差別や脅しを経験したり、ヘルスケアや住宅、教育へのアクセスの不公

平、市民としての自由のはく奪、そして正当な法の手続きという基本的な権利の否定を経験したりしてい

る。移民取り締まり政策は地元の警察をして移民社会への手入れを行わせ、その結果、地元の法執行

機関に対する基本的な信頼を損ね、移民社会を分離し、恐怖の雰囲気を作り出している。移民者が一
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旦拘束されると、有罪判決を受けた犯罪者と一緒にされたり、様々な不適切で過度の制限を受けたり

することがある。 

 

g. 死刑 

適切な手続きを経ずに或いは重大な証拠の見落としのまま死刑判決を受けている受刑者が多くおり、

実際、死刑判決後に新たな証拠の存在がわかり死刑を免れた受刑者は 1973年以降で 100 人をはる

かに超える。 

 

h. 公民権と政治の自由への制約 

テロの予防と取り締まりの一環で米政府は公民権と政治の自由を抑制している。 顕著なのは移民

とイスラム教徒及びアラブ人、そしてテロリスト容疑者に対してである。 

移民者は正当な法の手続きを否定する厳しい新たな手続きに直面し、多くのイスラム教徒とアラブ人

は彼らをターゲットとした取り締まりを受け、或いはモニタリングされ、犯罪行為と関係がなくとも拘束され

たりする。テロリスト容疑者に対しては裁判所の手続きを経ずに秘密の拘留場所に拘留し、拷問や不当

な尋問を行い、或いは容疑者の母国に戻してさらなる拷問を受けさせることもいとわない。 

 

i. 教育 

マイノリティや貧困層と白人の間の教育格差は非常に大きい。教育省によれば、低所得層の子供は

第 4 グレードに達する段階で、高所得層の子供よりも 3 グレード分遅れている状態にある。その結果、ア
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フリカ系、ヒスパニック系及びネイティブアメリカンの子供たちが成人しても低所得層に留まる可能性は白

人に比べ 3 倍高い。 

 

⑤ バイデン政権が認識している米国内の人権問題についての記述 

ソ ー ス :  2 月 4 日 の 演 説  (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-

remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/) 

 

1. バイデンは、政権初年度で最大 125,000 人の難民認定プログラムの回復を開始する大統領命

令を発した。 

2. 犯罪と闘い、LGBTQ や難民並びに庇護希望者を保護することを含め、外交を通じ 海外でも

これらの個人の権利が促進されていることを確認する。 

3. バイデンは、前政権によるイスラム教徒に対する差別的ルールを覆す大統領命令に署名した。米

軍に仕えるトランスジェンダーの兵士の従軍禁止を覆した。 

4. アメリカにおける人種差別と白人至上主義の動きに対処する。人種平等を実現することは、バイ

デン政権のすべての連邦政策と制度における政府全体の事業でなければならない。 

 

⑥ カマラ・ハリス副大統領と人種差別問題 ソース：ハーバード大学新聞 Sharmila Sen 

 

インドの人口は 13 億 8 千万人と、近々中国に並ぶ人口大国であるにもかかわらず、インド系アメリカ

人の割合は全米国人口の約 1%に過ぎない。それでもインド系アメリカ人の世帯収入や新築住宅保有

率の高さ、何千年も続いてきた信仰、低い離婚率、高い SATの点数などから名誉白人のような地位を

静かに占めてきている。 
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彼らが居住地を白人居住地の近くに移してきた理由は白人の地位に興味があったからではなく、黒人

居住地から離れたかったからである。  

インド系アメリカ人による黒人差別はインド国内にある肌の色に伴う人種差別、大英帝国植民地時

代に植え付けられた反黒人の偏見、そしてアメリカ国内の人種差別が混濁している。 

米国に移民してくる前の 1838 年にインド人は英国領であったカリブ海のトリニダードトバゴの砂糖プラン

テーションに初めて出稼ぎで入り、1845年にはハリスの父が生まれたジャマイカに入っている。 

大英帝国の植民地政策はアフリカから連れてこられた黒人労働者とインド人出稼ぎ労働者を分断統

治する格好で分裂させ、その分断はアメリカ国内にもその後持ち込まれ、上述の反黒人の偏見に繋がっ

ている。  

1923年にはインド人が白人の地位を求めて連邦政府を訴えたが、これは当時、白人以外市民権を

得られなかったためで、インド系はインド系としての人権運動を展開してきた。  

ハリス候補をインド系アメリカ人として誇りに思うときに、同時に彼女の黒人としての血を認め、黒人との

融和を図るときである。 

 

⑦アジア系アメリカ人女性への偏見  ソース：ワシントンポスト 

 

アジア系の女性に対する 19世紀来の白人アメリカ人の長年のステレオタイプがあり、またそれを助長し

てきたのがハリウッド映画である。このステレオタイプは、遡れば、1875 年に中国人女性の米国への移民

入国が制限された理由である売春と性病をもたらすというイメージから始まっているという。その後、ほどなく
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して中国人排斥法という文字通りのアジア人差別法が歴史に刻まれている。 そこから生じた偏見や先

入観は、当時同じタイミングで登場したシネマによってアメリカ社会に浸透していく。 

1987年に公開されたスタンレー・キュービック監督の“Full Metal Jacket”というベトナム戦争を舞台と

した前線兵士の葛藤を描く映画の中で、ベトナム人の風俗嬢が歌う“Me so horny”が有名になり、男

性がアジア人女性を冷やかすしぐさが助長されたという。アジア系の女性が演じる役どころも、「蓮の花」に

象徴される、従順で、慰めの対象としてか、その対象をいじめるドラゴン役の女としてか、という単純なパタ

ーンが続いてきた。 また、中国人を悪役に仕立てるストーリーも多かった。それでも、1993 年公開の”

The Joy Luck Club”から始まって、2018 年の“Crazy Rich Asians”、2019 年の“The Farewell”と

いったアジア系の監督によるアジアの家族、特にアジアの女性の何たるかをかつてない細やかな描写で表

現することで、それまでの先入観や偏見が多少なりと解放されつつある。本年度アカデミー賞で作品賞を

含む６部門でノミネートされた“Minari”（韓国系アメリカ移民の家族の物語）は、アジア系ファミリーへ

の興味や理解を一層深めるであろうと期待されている。 

 

⑧ BLM から一年 

 

昨年 5 月 25 日に黒人のジョージ・フロイトがミネソタ州ミネアポリスで警官に不当な拘束のされ方で命

を落としてから 1 年が経ち、バイデン政権において警察の改革を進めることが期待されている。 

この間、S&P500の企業で黒人の取締役を起用した企業数が大幅に増えている。 
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一方で、コロナ禍の米国内でのアジア系アメリカ人に対する暴力や差別が顕著な中、米議会は Anti-

Asian Hate Crimes Bill を承認、5月 20 日バイデン大統領がホワイトハウスにて署名し、法律となっ

た。  
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２．米国の対外・対中人権政策（別紙３参照） 

 

① 対中人権外交に関する米国民の意識 ソース： ピューリサーチセンター 

 

バイデン大統領は今年 2月、習近平国家主席との電話会談で中国の香港取締強化とウイグル族に

対する人権侵害に根本的な懸念を表明している。 

その後行われた世論調査では全体の 70%が「仮に中国との経済関係を悪くしても、中国における人

権保護を促進すべき」と回答している（別紙 4 参照）。 

84%は中国の人権政策がアメリカにとって問題であると回答、その中でも 50%は「非常に問題」として

いる。この回答内容は民主党支持層も共和党支持層も変わらず同程度の回答内容となっている。 

一方、中国以外の人権問題となると、34%のみが、人権保護をアメリカの外交の目標のトップに据え

るべきと回答、これは米国の外交方針に関する 20 項目の質問の中で第 15 位となっている（民主党支

持層は 42%で第 8 位、共和党支持層は 23%で第 16位）。 

 

② 対中制裁 ソース： ニューヨークタイムズ等 

 

今年 3 月 21 日、米政府は EU や英国、カナダに続き、中国政府による新疆ウイグル地区のウイグル

族に対する人権弾圧をジェノサイドとして同政府幹部に対する制裁を発動した。これは米政府が人権侵

害を起こしている国の幹部に経済的制裁を科すことを認める Global Magnitsky法に基づく。 
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これに先立つ 3月 17日には香港の自治侵害を根拠として 24人もの中国政府高官への制裁を発

動している。 トランプ政権が同じ趣旨で昨年 10人の中国政府高官に科した制裁の追加となる。 

今年 5 月 19 日に米議会で開催された中国の人権問題に関する議会の公聴会で、ペロシ―下院議

長は来年の北京オリンピックに首脳らを派遣しない「外交的ボイコット」を呼びかけている。 

 

③ ミャンマー軍事政権への制裁 ソース：ホワイトハウス 

 

就任から 1か月未満の 2月 11 日にバイデン大統領は以下の対応を決めた。 

 ミャンマー軍幹部や軍事政権のトップ等 10 名とその配偶者、成人となっている子供に財務省経由

の制裁を科す。 

 また、軍の資金源となっている Myanmar Ruby Enterprise と Myanmar Imperial Jade 

Co., LTD.も制裁の対象。 

 商務省はミャンマー軍とその関連組織への米国からの機微な製品の輸出を制限することとした。 

 また、米国内にある 10億ドル以上ものビルマ政府の資金に軍の幹部がアクセスすることを妨げる手

続きも取っている。 

 

バイデン政権の特徴として制裁行為に関しても同盟国、友好国との協調を重視している。即ち民主主

義や法治主義を支援し、ミャンマーの民主化を転覆させている人々の責任を問うという目的を共有する

仲間の国々と足並みをそろえている。 
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また、国連安全保障理事会でミャンマーの民主主義を支持する宣言の取りまとめにリーダーシップを発

揮している。さらには国連人権理事会でミャンマーでの人権侵害を終わらせるために軍事力の行使の必要

性にも触れている。 

今の軍事政権を利する経済支援はストップしつつ、国民に直接届くヘルスケアの提供や社会活動グル

ープへの支援を継続させている。一方で、ロヒンギャ族など虐げられている人々への支援も継続する。 
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３．米企業と人権問題 

 

①ビジネスと人権  ソース： デロイト 

 

a. 国連主導 

2011年に国連人権理事会で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」がひとつの転換点とな

った。従来の「国際人権章典」「ILO中核労働基準」などの国際的な枠組みは人権保護を「国家の義

務」としてとらえているのに対し、指導原則は初めて「企業の人権尊重」を明記。 

同原則は企業に対し（１）人権尊重を盛り込んだ基本方針の表明、（２）人権への影響を特

定、帽子、軽減、説明するための人権デューデリジェンスプロセス、（３）人権への負の影響を是正する

ためのプロセスを求める。 

指導原則に沿った企業行動を確保するため、国連は各国に対し「ビジネスと人権に関する国別行動

計画」（National Action Plan: NAP）を策定することを推奨、米国は既に策定している（別紙 5

参照）。 

NAP自体は法的拘束力を持たないものの、国内法の制定や改正に言及しているものがあり、基本

的に国内法に反映される。 

 

b. カリフォルニア州主導 
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2012年に制定されたカリフォルニア州サプライチェーン透明法では、同州で事業を行う世界売上高 1

億ドル以上の小売業者や製造業者に、サプライチェーン上の強制労働、児童労働、人身取引、奴隷労

働をなくすために努力し、その取り組みを開示することが求められている。 

 

② 選挙法改悪に物申す企業経営者 ソース： ワシントンポスト 

 

先の大統領選においてトランプ前大統領と共和党幹部は郵便投票などの投票手続きに 不正あり

として抗議がなされたことは記憶に新しい。実際の投票方法は各州の州法で定義されるが、4月にジョー

ジア州では投票法選択の自由を大きく制約する新たな投票法が 共和党与党の州議会で承認され、

また同様の物議を呼ぶ州法がいくつかの州で審議されている。 

こうした共和党主導の州の動きに対し、有名企業を含む 100 社を超える企業の CEOやNFLのオ

ーナー等が 4月 10日、オンラインで集まり、この新たな投票法の動きを民主主義に対する重大な挑戦と

みなして如何なる対抗策が打てるかを議論した。 

対抗策のオプションとして、かかる州法を支援する議員への献金を控えたり、当該州への投資を遅らせ

るといったものがある。 

このような民間サイドの動きに対し、上院野党共和党院内総務のマコーネル議員（ケンタッキー州選

出）は「企業は政治に足を踏み入れるべきではない」と警告のメッセージを送っている。 
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このジョージア州の州法が貧困層や有色人種の投票を困難にするものであるとして反対した大手企業

にはコカ・コーラやデルタ航空、シティーグループ、ViacomCBS、UPS等がおり、加えてメジャーリーグベース

ボールも抗議し、今夏ジョージア州で予定していたオールスターの試合をコロラド州にて行うと発表した。 

 これに対し、トランプ前大統領はこれらの企業や組織の提供する製品やサービスをボイコットするよう保守

層に呼びかけを行っている。 

上述の 4月 10 日の zoom会議はアメリカンエキスプレスの前 CEOの Kenneth Chenault氏や大

手医薬品メーカーのMerckの CEOの Kenneth Frazier 氏によってリードされる形で進行し、ジョージ

ア州をはじめ、幾つかの州でみられる新たな選挙法が投票を差別するものであるとして一致団結して反対

することを働きかけたという。デルタ航空の他、アメリカン航空、ユナイテッド航空、スターバックス、スーパーの

ターゲット、リンクトイン、ジーンズのリーバイス、ボストンコンサルティング等の大手と共に、アトランタファルコン

ズのオーナーの Arthur Blank 氏もこの会議に参加した。 

共和党が支援するこの一連の新たな新選挙法は、期前投票などで票を単に投じられる 投票箱を

禁じたり、投票期間を制限したり、不在者投票を制限したり、投票者の身元確認の要件を強化したりす

るもので、既に 5 つの州法が可決されており、また 24 の州で 55 もの制限法が審議される予定にある。  

4 月 14 日には新たに GMやフォードを含めミシガンに本社や拠点を置く 30 社の幹部が共同でこの共

和党肝いりの新たな選挙法を非難する声明を発表している。 
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企業の目だった抗議活動は 2016年にノースカロライナ州がトランスジェンダーの人が、自分が認識する

性別の公共トイレを使用することを禁じる州法に対し抗議したり、 今年 1月の議会襲撃事件後、大

統領選の結果に対する疑念を訴え続ける議員への献金を取りやめたりする企業が相次いでいる。  

 

③ テックカンパニーの社内矛盾と、その是正の在り方 ソース：ワシントンポスト 

 

バイデン政権はシリコンバレーに象徴されるテックカンパニーの商慣行を独禁法の観点からチェックすべく

ホワイトハウス内はもとより司法省高官に巨大企業への独禁法適用論を展開してきた専門家を布陣して

いる。それに加えてバイデン政権はトランプ前大統領に奪われた多くの労働者の支持を取り戻すべく労働

者による組合結成を容易にする Pro Actの議会通過を図ろうとしている。 

3 月 30 日に発表された 2兆ドルものインフラ投資プロジェクト”Jobs Plan”の中でも労働組合組成を

促す条項が含まれている。  

実際、バイデン大統領は大統領就任後の 2月、アラバマ州のアマゾンの倉庫に勤める 労働者が組

合を結成しようとする動きに対し、ツイッターのビデオメッセージで「労働組合がミドルクラスを築きます」と、そ

の組合結成の準備活動を称賛した。 

ところが、5月 9 日、この組合結成のための従業員投票において労働組合結成案は大差で否決され

た。 
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民タクのUber や Liftは昨年 11月、両社のドライバーを社員と同等の時間給や社会保険補助を

行う職種のカテゴリーから外す州法の成立に成功している。両社はロビーング費用では数百億円を投じた

と言われている。 

テックカンパニーはこれまで従業員に高い給与や快適な職場環境、手厚い福利厚生を 提供すること

で、資本家・経営者と従業員の対立の構図を回避できているかのように見えていた。ところが、GAFA に

象徴されるデジタルテックカンパニーは組織の肥大化の陰で技術部門でも非正規社員を活用し、ドライバ

ー、倉庫集配員といったホワイトカラー以外のエッセンシャルワーカーを多く抱えるようになり、例えばグーグル

では非正規社員の方が正規社員よりも多くなっている。 

これら非正規社員の待遇が正社員と著しく異なることや、エッセンシャルワーカーの処遇が劣悪であるこ

とに関し、内部告発が出ている。 

例えばアマゾンの商品配送担当のドライバーは、会社からの生産性のノルマが高く、それを満たすために

は配送先でトイレを探したり借りたりする時間が取れず、車内に空き瓶を持って用を足している様子が全

米で知れ渡った。そうした告発が大きく取り上げられるたびにテックカンパニーは時給を引き上げるといった

パッチワークを行ってきた。例えばアマゾンは最低時給を 15 ドルにまで引き上げている。  

今回のアマゾンのアラバマの倉庫労働者の組合結成の活動に対して、会社側は直接的に或いは間接

的に組合結成阻止の働きかけを従業員に対し行ってきている。 
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テックカンパニーは巨大化すると共に、国際課税に反対するロビーング活動など政治力も大いに発揮し

ているが、トランプ政権で既に独禁法の観点から分割化を含めた政治圧力が高まる中、バイデン政権と

なって労働組合組成を通じた経営への圧力が加わる可能性が出てきている。 

 

④ 米企業の人権問題に対する態度に関するアンケート調査 

ソース: 企業平等指数 2021 (https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index) 

 

人権促進基金（Human Rights Campaign Foundation）による企業の公平性指数

（Corporate Equality Index: CEI）は、米企業の LGBTQの社員に対する方針や慣習、 福利

厚生などに関するベンチマークとなるものである。 

 

a. 2021 年の CEI 調査の結果は、調査参加企業のほぼ 100％が性差別を防ぐ職場方針を取っており、

「LGBTQ の就労に最適な場所」となっている。 

また、フォーチュン 500 の 94％（CEI 調査に参加している企業と参加していない企業を含む）は、無差

別ポリシーにトランスジェンダー保護を加えている。 
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b. 620 社を超える主要企業が、トランスジェンダー対応方針を定め、社内のトランスジェンダー包摂のた

めの最善の措置を確立している。 
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c. フォーチュン 500 企業の LGBTQ の従業員に対する意識の高さ 

 

d. フォーチュン 500 企業上位 20 社のうち 14 社が 100％の格付けを取得 

 

 

⑤ 米中ビジネス ソース： AMCHAM China による両国政府への提言 
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暦年 2020 年の米中貿易の総額は 5,600億ドルであり、昨年 11 月の中国からアメリカへの輸出は

約 520 億ドルと月間最高を記録しており、デカップリングとは程遠い状況。 

AMCHAM China のメンバー企業としては、まず米中経済・貿易協定(フェーズ 1 合意)を両国が

粛々と実行しつつ、対話のチャネルを増やし、共通の利益となる気候変動や公共衛生分野での協力を

進めることを希望する。そして、懸念の残る安全保障、法執行、軍事交流、人的交流、文化交流におい

て交渉の場を設けていくべき（筆者注：当然ながら「人権」や「ウイグル」、「香港」の単語すらなし）。 

 

 

【所感】 

これまで、米国は、その経済的繁栄と世界覇権維持のためには、透明性の高い、公平で説明責任を

果たせる民主主義国家と、これまた透明性の高い自由市場経済圏を拡大していくことが大切であるとい

う認識で外交・安全保障政策を進めてきたと言えよう。  

この外交・安全保障政策については民主・共和超党派の合意ができているとみられる。 

冷戦勝利からほぼ 30年が過ぎ、一旦、拡大したかに見えた民主主義国家と自由市場経済圏が、

現状では中露＋中央アジアや東ヨーロッパでの専制主義の台頭からシェアを失いつつあることに危機感を

持ったバイデン政権は同盟国と共に民主主義サミットを開催し、そのシェア奪還を目論んでいる。  

この専制主義国への攻めの効果的な切り口・ツールの１つが人権外交と言えるのではないか。 SNS

などネットを通じて専制主義政権の屋台骨を揺るがす市民運動の原動力となるテーマとして人権問題ほ

どインパクトのあるものは他にないであろう。  
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一方で、アメリカの国内に目を転ずれば、資本主義と自由市場経済は経済格差、教育格差、医療

格差を含めた人種間格差を加速させ、コロナがそれを顕著に浮き彫りにしている。 

米国が海外に対し人権保護を通じた民主主義の唱導をするにあたって、本来、そのモデルを提示すべ

きアメリカ自身の姿が暗澹たる状況であるとき、海外に対する説得力を失うと共に、中露等からの格好の

反撃の題材となりかねない。 

この点で、米企業も州政府も同じ船に乗っているわけで、連邦政府にのみ任せるのではなく、自らの力

の及ぶ範囲で格差是正や良質な職場・生活環境整備に向けた改革が求められよう。但し、内政におい

ては、人権・労働者・社会的弱者重視の民主党、自立・自活、小さい政府とビジネス重視の共和党と

いった従来の構図は、少なくともトランプ政権を経た共和党が親労働者、政府給付支出促進、反大企

業の傾向を強めているところから国内 

人権対応も新たな政治的環境を迎えることになる可能性も高いといえる。 

以上 

 

  



25 

 

別紙１. アメリカの人権に関する歴史 ソース： The Advocates for Human Rights 

 

1776年  独立宣言でアメリカ国民の平等と侵しがたい人権を持つことをうたう 

1791年  権利章典で言論、宗教、結社の自由や公正な裁判を受ける権利、残酷で 

異常な罰を禁ずることを含めた公民権と政治の権利を保証 

1830年  議会はインディアン排除法を可決、7万人ものインディアンを強制移住 

させるという人権侵害を実行。 

1848年  100人の男女が女性の社会的、市民的並びに宗教上の平等の権利を示す 

Seneca Falls 宣言に署名。 

1863年  奴隷解放宣言で奴隷制度がなくなり、奴隷条項を廃棄する憲法修正第 13 

条（1865年）と、米国におけるすべての人間に法の平等が補償される 

憲法修正第 14条（1868年）が設けられた。 

1907年  戦争法と海上戦闘の法を定め、戦争捕虜や市民の保護を定め、国際的な 

対立を平和裏に解決するための仕組みを構築するヘーグ条約に署名。 

1918年  議会は扇動・治安妨害法を可決、政府の携帯や憲法或いは米軍について 

“不忠な、或いは口汚く、野卑で不当な表現を発行し、或は語った場合 

犯罪とし、実際 2 千人以上が検挙されている。 

1933年  フランクリン・ルーズベルト大統領のニューディールの下で年金制度や 

児童労働の禁止、労働組合の慣行を認める法制化を行った。 
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1942年  日本の真珠湾攻撃を受け、米政府は、その多くがアメリカ市民であった 

12 万人もの日系米人を抑留キャンプに強制収容した。 

1945年  国連が創設され、その目的の 1 つとして人権と基本的自由への尊重を促 

し、奨励することを掲げた。 

1948年  The American Declaration of the Rights of Man and the Universal  

Declaration of Human Rightsが採択された。 

1954年  公立学校での人種的分離は違憲であるとの判決がなされた。 

1964年  キング牧師の平和的公民権運動の結果、公民権法が可決され、投票や 

職場、学校、公的施設での人種差別が違法となった。 

1988年  集団殺害の防止と処罰に関する国際条約を、創設後 40年を経て批准 

1992年  公民権と政治権に関する国際条約を批准。 

2002年  米政府はグアンタナモ湾の抑留キャンプにテロ容疑者を、裁判を経ずに 

収監 
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別紙２. 米国がまだ批准していない人権保護関連の国際条約 

 

 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) 

 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) 

 

Convention on the Rights of the Child (1989) 

 

Rome Statute of the International Criminal Court (1998) 

 

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of their Families (1990) 

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) 

 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance (2006) 
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別紙３． 米国国務省作成の 2020 年人権報告書 

 

１．中国 
1. 2020年に地方の管轄区域、行政措置を実施するために、「都市管理」職員として知られる民間の地

方自治体の治安部隊を頻繁に使用していた。  

2. 治安部隊のメンバーは、深刻で広範囲にわたる虐待を犯した。 

3. ジェノサイドと人道に対する罪は、主にイスラム教徒のウイグル人と新疆ウイグル自治区の他の民族的お

よび宗教的少数派グループに対して発生した。 

4. 政府関係者と治安機関はしばしば人権侵害を犯したが、その責任は問われていない。 当局は、警察

による殺害が報告された事件に続いて調査を発表することが多かったが、警察の不正行為または懲戒

処分の結果または発見を発表しなかった。 

２．ミャンマー 

 11月14日に宣言された総選挙結果は、国民民主連盟が議会の過半数を維持し、軍隊が議席を失

ったことを示した。国民民主連盟の指導者アウンサンスーチーは引き続き文民政府の事実上の指導者で

あり、憲法の規定により彼女が大統領になることを妨げていたため、国家顧問の地位に留まった。 

 文民当局は治安部隊に対する権限を持っていない。軍の最高司令官であるミン・アウン・ライン上級将

軍は、すべての治安部隊を効果的に管理し続けた。治安部隊のメンバーは、数多くの深刻な人権侵害

を犯し続けた。 

 ラカイン州では、主にイスラム教徒である少数派のロヒンギャ集団に対する極端な弾圧と差別が続いた。 

1月の軍と民族のラカイン州軍との間の激しい戦闘は、さらに数千人の民間人を追放し、民間人の死

亡や民族武装集団による強制徴用の報告を含む、民間人の深刻な虐待をもたらした。 
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 一部の民族武装グループは、殺害、失踪、身体的虐待と品位を傷つける扱い、少年兵の違法な採用

と使用、成人と子供の強制労働、紛争地帯の地元住民の保護の失敗などの人権侵害を犯した。これ

らの虐待が調査や起訴につながることはめったにない。 

３．ロシア 

 7月1日、憲法改正に関する全国投票は国際的に認められた選挙基準を満たしておらず、権威主義

的な政治システムは依然としてウラジーミルプチン大統領によって支配されていた。 

 連邦保安庁や州兵などのロシア治安部隊のメンバーは、多数の人権侵害を犯した。国家レベルの文民

当局は、チェチェン共和国の治安部隊に対する統制を制御しており、チェチェンの首長であるラムザン・カ

ディロフにのみ責任がある。 

 ウクライナのクリミア半島の占領と併合は、ウクライナの人権状況に重大かつ悪影響を及ぼし続けた。ロ

シア政府は、ウクライナ東部でロシア主導の分離主義勢力と一緒に武装し、訓練し、主導し、戦い続け

た。信頼できるオブザーバーは、ウクライナのドンバス地域のロシア主導の軍隊に、数千人の民間人の死

傷者、および多数の虐待について説明している。当局はまた、ロシアでウクライナ市民の政治的動機に

よる逮捕、拘留、裁判を実施し、その多くは拷問を受けたと主張した。 

 政府は、虐待を行ったほとんどの公務員を特定、調査、起訴、または処罰するための適切な措置を講

じることができず、不処罰の風潮をもたらした。 

４．日本 

 9月16日、自民党の菅義偉党首が首相に就任した。 自民党とその連立党である公明党が過半数

で勝利した 2019年の参議院選挙は、国際的なオブザーバーから自由で公正であると見なされた。 
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 国家公安委員会は警察庁を監督し、都道府県の公安委員会は地方警察に責任を負っている。 文民

当局は治安部隊に対する効果的な管理を維持した。 治安部隊による虐待の報告はなかった。 

 重大な人権侵害の報告はなかった。 

 政府は、人権侵害を犯す可能性のある職員を特定して処罰するためのメカニズムを整備していた。 
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別紙 4. 米国民の人権外交意識調査 ソース； ピューリサーチセンター 
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別紙５．米国の National Action Plan 
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