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人権問題に直面した企業における危機対応 

～ビジネスと人権～ 

 

Ⅰ. 企業が直面する人権問題 

Ⅱ. 各国における法制度の動き 

Ⅲ. 日本企業に求められる取組み 

Ⅳ. おわりに 

 

 

 

 

 

Ⅰ. 企業が直面する人権問題 

 

不正会計、情報漏えい、談合など企業が直面し得る危機には様々なものがありますが、

近時、注目を浴びているのが人権問題に対する危機対応です。この分野は「ビジネスと

人権」とも呼ばれますが、典型的な例としては、新興国における子会社やサプライヤー

の工場等において、現地従業員に過酷な労働を強いているとして、国際的な NGO やジ

ャーナリスト等から指摘を受け、その対応を求められるというものが挙げられます。 

このような NGO 等の批判に対し、迅速な広報対応、効果的な NGO 等との折衝、労

働環境・条件の調査、必要に応じた調査結果や改善の公表などを適切に行わなければ、

NGO 等による批判が高まるなどし、レピュテーションの低下はもちろん、国際的な不

買運動、現地当局による介入などを招きかねません。 

この点、現場で問題解決に取り組む当職らの経験によれば、既に取り組みを進めてい

る一部の企業を除いて、多くの日本企業においては、他の先進国の企業と比較すると、

この「ビジネスと人権」問題への対応が相対的に遅れている面があると言わざるを得ま

せん。 

そこで、本ニュースレターでは、「ビジネスと人権」をめぐる国内外の法制度の動き

を概説するとともに、法令を遵守するだけでは足りず、「コンプライアンスを越える

（Beyond Compliance）」行動が求められる現代において、日本企業に求められる取組

みについて検討します。 

 

 

 

 

 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 梅津 英明 
TEL. 03 6212 8347 
hideaki.umetsu@mhmjapan.com 
 

弁護士 山内 洋嗣 
TEL. 03 6266 8579 
hiroshi.yamauchi@mhmjapan.com 

 

弁護士 塚田 智宏 
TEL. 03 6213 8115 
chihiro.tsukada@mhmjapan.com 



 

 
 
 

CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

Ⅱ. 各国における法制度の動き 

 

1．ビジネスと人権に関する指導原則 

 

国連人権理事会は、2011 年 3 月 21 日、「ビジネスに関する指導原則：国際連合『保

護、尊重及び救済』枠組実施のために」（Guiding Principles on Business and Hum

an Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Fra

mework）（以下「指導原則」といいます。）を採択しました。 

かかる指導原則は、2008 年に、国連事務総長特別代表に任命されたジョン・ラギ

ー氏が主導して取りまとめた、ビジネスと人権に関する保護、尊重、救済の枠組みで

ある、いわゆる「ラギー・フレームワーク」を実施するために採択されたものです。

指導原則は、企業には「国際的に認められた人権」（internationally recognized huma

n rights）を尊重する責任があることを明確にしたうえで、自らが直接引き起こす人

権侵害だけではなく、取引先等によって間接的に引き起こされる人権侵害をも防止又

は軽減することを求めています。 

 

2．多国籍企業行動指針 

 

経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）は、

1976 年に策定した、日本を含む行動指針参加国の多国籍企業に対して、企業に対し

て期待される責任ある行動を自主的にとるよう勧告するための「多国籍企業行動指針」

（“The OECD Guidelines for Multinational Enterprises”。以下「行動指針」といいます。）

を 2011 年に大幅に改訂しました。かかる改訂により、行動指針には、企業に人権尊

重を求める章が新設され、その中で、企業がその規模や人権への悪影響のリスク等に

応じて、適切に人権デュー・ディリジェンスを実施すべきこと等が明記されました。 

また、行動指針において、参加国は、産業界や労働者団体、NGO 等が行動指針の

実施に関する問題を提起することができる「連絡窓口」（NCP：National Contact Po

int）を設置することとされています。日本においても、外務省・厚生労働省・経済産

業省の三省で構成する NCP が設置されており、取扱案件の公表も実施されています

（2017 年 7 月現在 5 件、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html）。 

 

3．主要各国における近時の法改正の状況 

 

近時、欧米各国を中心に「ビジネスと人権」を巡る法整備や法改正が活発化してき

ており、主要なものとして、例えば、以下のような例が挙げられます。 

 

（1）イギリス 

英国では、2015 年 3 月に現代奴隷法（Modern Slavery Act 2015）が成立しまし
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た。同法は、大要、以下の①～④を満たす企業を対象に、自社の事業及びサプライ

チェーンにおける現代奴隷に関するデュー・ディリジェンスプロセス等を含む声明

を毎年度行うことを要求しており（現代奴隷法 54 条）、実際にこうした声明は日本

企業のウェブサイトでも確認できます。 

① 法人又はパートナーシップであること 

② 英国において事業の全部又は一部を行っていること 

③ 商品又はサービスを提供していること 

④ 年間 3,600 万ポンド（2017 年 7 月現在で約 52 億円）以上の売上高があること 1 

 

（2）アメリカ 

アメリカにおいては、従前から、強制労働・児童労働により採掘、生産又は製造

された外国製品の輸入が禁止されていましたが（The Tariff Act of 1930 の 307 条）、

アメリカ国内での生産量が消費者の需要を満たさない場合、この禁止は適用されな

いという例外規定が設けられていました。しかし、2016 年 2 月に成立した貿易円滑

化及び権利行使に関する法律（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 

2015）910 条により例外規定が削除されました。 

米国国土安全保障局 税関・国境取締局（U.S. Customs and Border Protection）

は、これを受けて同法の積極的な執行を企図しているとみられ、実際、2016 年 3 月

以降、複数の執行事例が公表されています 2。 

 

（3）フランス 

フランスでは、2017 年 2 月 21 日に企業の親会社とその下請け業者の監視義務を

定めた法案が採択され、同年 3 月 27 日に発効しました。同法は、フランス国内で活

動の全部又は一部を行っている一定規模の企業に対して、自社・子会社・サプライ

ヤー等の事業活動における人権侵害や環境被害を防止する仕組みを確立すべき義務

を課しています。 

 

4．日本における動き 

 

日本弁護士連合会は、2015 年 1 月、国連人権理事会で指導原則が採択されたこと

を受け、企業が人権を尊重する責任を果たすための「人権デュー・ディリジェンスの

ためのガイダンス（手引き）」を公表しました。同ガイダンスでは、人権デュー・デ

ィリジェンスへの実践的な助言や、企業の人権尊重責任の実践例などが記載されてい

ます。 

また、2016 年 12 月 22 日、内閣総理大臣が本部長を務める持続可能な開発目標（S
                               

1 なお、「売上高」は、当該企業の売上高だけではなく、その子会社（英国外で設立又は運営される子会

社を含みます。）における売上高も含めて計算するものとされています（現代奴隷実務指針

（Transparency in Supply Chains etc. A practical guide）3.2 項及び Annex C）。 
2 https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations（2017 年 7 月 25
日アクセス） 

https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations
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DGs）推進本部は、持続可能な開発目標（SDGs）を達成するための具体的施策の 1

つとして、指導原則を具体的に実行するためのビジネスと人権に関する国別行動計画

（National Action Plan – NAP）を策定する旨を表明し 3、現在、その策定作業が行

われています。 

 

Ⅲ. 日本企業に求められる取組み 

 

1．平時に求められる取組み 

 

「ビジネスと人権」の分野においては、自社や子会社における事業活動のみならず、

サプライチェーン上の企業（直接の委託先だけではなく、孫請け先も含まれます。）

を含めた全体の事業活動を把握し、そのリスクマネジメントを行うことが求められま

す。そのため、人権問題に関する平時における対応としては、グローバル・サプライ

チェーンの管理・対応に積極的に取り組むことが重要となります。 

こうしたサプライチェーン等の管理では、実務上、「管理」と「協働」と両方の側

面からのアプローチが求められるように思われます。 

「管理」という側面では、例えば、サプライヤーとの契約書において、人権尊重義

務やそれに伴う補償条項や解約条項、監査条項等、日本企業として人権問題の側面か

ら管理し、影響力を行使しやすくするための契約条項を適切に入れておくことが考え

られます。また、監査等を適切に実施し、人権問題が改善されない場合には、契約関

係の見直し等も検討することになります。 

他方で、ビジネスと人権の問題においては、自らの子会社等に限らず、第三者であ

るサプライヤー等のリスクマネジメントが求められることもあり、こういったサプラ

イヤーと積極的に対話し、共感を得て、「協働」をすることが重要になってくるもの

と考えます。いくら契約書で拘束したとしても、最終的には、サプライヤー等の理解・

共感を得たうえで、当該サプライヤー等が日本企業の取組みについて「協働」してく

れなければ、人権問題を解決し、又は芽のうちに摘むことは難しいのではないかと思

われます。特に、ビジネスと人権の問題はまだ新しい分野の課題であることもあり、

現地と根気よく対話し、理解を促進し、また必要な教育・研修等を行うことにより、

現地とこの問題に協働して取り組む素地を作り上げていく必要があるものと思われ

ます。こうした対応は一朝一夕には完了せず、時間を要するものであるため、平時の

なるべく早いタイミングから対応を開始することが重要であると言えます。 

 

2．有事の際の対応 

 

「ビジネスと人権」に関する問題は、NGO 等の人権団体からの指摘や、事件・事

故等の発生により明るみになることが多く、特に NGO 等は、積極的に問題点を指摘・

                               
3 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou2.pdf 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou2.pdf
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公表することで当該企業に対して対応を迫る場合も見られます。したがって、通常の

危機対応案件に比して、NGO 等との対話・協議、調査内容や結果の公表を含めた広

報対応が重要になります。 

また、関係当事者へのインタビューや関連書類の確認等、実際の調査に際しては、

その調査対象が、自社の子会社やグループ会社ではなく、第三者であるサプライヤー

の工場等になる場合も多いことから（委託先のみならず、更に孫請け先等が調査対象

となる場合もあります。）、調査に対する協力体制の確立や情報の入手がより困難とな

ります。そのため、前記 1 の平時における取組みを通じて、平時からサプライヤーと

適切な関係を築いておくことが、有事におけるスムーズな対応のためには非常に重要

であると言えます。 

 

Ⅳ．おわりに 

 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックも控え、日本企業における「ビジネス

と人権」に対する取組みには、世界からも益々注目が集まることが想定されます。その

意味でも、日本企業にとっては、まさに今このタイミングから、自社におけるビジネス

と人権に関するリスクを見直し、必要な対応策を検討することが重要であると考えられ

ます。 

 

 
セミナー情報 
 セミナー  『危機管理の現場～電子デバイスの扱い・内部通報など、最新トピ 

ックを中心に～』 

開催日時  2017 年 5 月 9 日（火）13:30～17:00 

講師    矢田 悠、山内 洋嗣 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

 セミナー  『不正・不祥事案件の最新危機対応と調査時のデータ解析技術の活 

      用法』 

開催日時  2017 年 5 月 17 日（水）13:30～17:30 

講師    矢田 悠、山内 洋嗣 

主催    合同会社日本カタリスト 

 
 セミナー  『【危機対応の現場から】最新の不正・不祥事事案への対応～多く 

の不正・不祥事事案を扱う講師が実務的なノウハウを伝授～』 
開催日時  2017 年 6 月 30 日（金）13:30～16:30 

講師    矢田 悠、山内 洋嗣 

主催    経営調査研究会 
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 セミナー  『実践！従業員不正の具体的調査方法と適切な事後対応 －書式・ 

      記載例を付け、実務に即して解説－』 

開催日時  2017 年 7 月 11 日（火）13:30～16:30 

講師    矢田 悠、山内 洋嗣 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『海外子会社をめぐる実践的管理の実務とグローバルコンプライア 

      ンス』 

開催日時  2017 年 7 月 25 日（火）13:00～17:00（東京） 

      2017 年 7 月 28 日（金）13:00～17:00（大阪） 

講師    梅津 英明 

主催    みずほ総合研究所株式会社 

 
文献情報 

 本     『ビジネス法体系 ビジネス法概論』（2017 年 5 月刊） 

出版社   レクシスネクシス・ジャパン株式会社 

著者    山崎 良太、奥山 健志、飯野 悠介、安倍 嘉一、小山 浩、 

      田中 浩之、矢部 聖子（共著） 

 

NEWS 

 岩原 紳作 名誉教授が顧問に就任しました 

2017 年 7 月 1 日付で、岩原 紳作 東京大学名誉教授が、当事務所の顧問に就任

いたしました。 

岩原顧問は、東京大学大学院法学政治学研究科や早稲田大学大学院法務研究科に

おいて、会社法や金融法等の研究・教育に従事され、数多くの成果を残されたほ

か、法制審議会や金融審議会において重要な役職を歴任されるなど、これらの法

分野において中心的な役割を果たしてこられました。 

岩原顧問の就任により、当事務所は、会社法や金融法分野において、さらに充実

したリーガルサービスをご提供できるよう、努めてまいる所存です。 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


