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ビジネスと人権分野における最新動向と今後の展開 
 
 

Ⅰ. 企業が直面する人権問題 

Ⅱ. 国別行動計画の策定に向けた動き 

Ⅲ. 企業・投資家・金融機関等の取組み状況 

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、企業のステークホルダー等から指摘を受け、その対応を求められるとい

うものが挙げられます。 

今後、日本においては 2019年 6月の G20大阪サミット、2020年夏の東京オリンピ

ック・パラリンピック等、国際的に重要なイベントが控えています。これらのイベント

を契機にして、日本におけるビジネスと人権分野においても大きな動きが予想されると

ころ、本ニュースレターでは、ビジネスと人権をめぐる国・企業・投資家・民間金融機

関の最新動向を概説します。また、ビジネスと人権分野における最新動向から読み取れ

る今後の展開についても検討します。 

 

Ⅱ. 国別行動計画の策定に向けた動き 
 

1．国別行動計画策定の背景 
 
国連人権理事会が、2011 年 3 月に採択した「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 an

d Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Reme

dy” Framework）（以下「指導原則」といいます。）は、これまで世界に大きな影響を

及ぼしてきました。指導原則に係る作業部会では、指導原則の普及・実施にかかる国
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別行動計画（National Action Plan。以下「NAP」といいます。）の策定を奨励してお

り、英国、イタリア、オランダ、ノルウェー、米国、ドイツ、フランス等を含む 20

か国以上が既に NAPを公表しています。 

日本も、ビジネスと人権に関する国別行動計画を作成する旨を、2016年 11月のビ

ジネスと人権フォーラムにおける政府のステートメント1及び持続可能な開発目標（S

DGs）実施指針付表2において公表しています。 

上記の流れのもと、2018年 12月、外務省は「ビジネスと人権に関するベースライ

ンスタディ報告書」を公表しました。同報告書は、NAP 策定の第一段階として、企

業活動における人権保護に関する日本の法制度や施策等についての現状を確認すべ

く、政府主導で行われたベースラインスタディ（現状把握調査）の結果をまとめたも

のです。 

 

2．NAP策定に向けた今後の展開 
 
外務省3によれば、今後、ビジネスと人権に関する NAPの策定に向けて有識者等か

ら意見・提言を求める諮問委員会等及び様々な関係者が集まり、意見交換を実施する

作業部会の設置を検討するとされています。また、今後の予定としては、原則、2019

年前半に優先分野を特定、後半に NAPの原案作成、そして、2020年半ばに NAPを

公表することを目指して取り組むこととされています。 

 

3．NAPの策定とハードロー・ソフトローへの影響 
 
（1）ハードローへの影響 

英国の現代奴隷法、EUの非財務情報開示指令、フランスの人権デュー・ディリジ

ェンス法、オーストラリアの現代奴隷法等、諸外国にはサプライチェーンを含む自

社・自社グループの事業活動における人権侵害リスクの把握・公表等を義務付ける

ハードローが整備されている例もあります。 

諸外国の例をみるとオーストラリアを除き、NAPの発表と前後してハードローが

整備されています。日本ではそれらに類するハードローは整備されていないところ、

NAPの策定に伴い、ビジネスと人権分野におけるハードローの新設にも議論が及ぶ

か注目されます。 

 

（2）ソフトローの現状と今後の展開 

一方、ソフトローではすでにビジネスと人権分野における取組みが進んできてい

るものもあります。例えば、開示の考え方については、コーポレートガバナンス・

コードでは、2018年 6月の改訂に際して、基本原則 3の「考え方」において、「非

                               
1 https://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itpr_ja/statements_rights_20161116.html 
2 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou2.pdf 
3 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001608.html 
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財務情報」にいわゆる ESG要素（リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事

項）が含まれることが明確化されました。また、環境分野については、環境情報開

示・環境報告ガイドラインが公表される4等、取組みが進んできています。 

 

更に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、2017 年 3 月に

採択した「持続可能性に配慮した調達コード」5（以下「調達コード」といいます。）

の持続可能性に関する基準には、環境・人権・労働・経済に関する様々な要求事項や

禁止事項が含まれています。調達コードの遵守体制整備として、サプライヤー及びラ

イセンシーに対して「自社に関連する持続可能性に関するリスクを適切に確認・評価

した上で、そのリスクの高さに応じて、調達コードを遵守するための体制を整備」す

ることを求めているところ、そのためには、指導原則が企業に対して求める人権デュ

ー・ディリジェンスの手法も参考となるとされています。更に、調達コードには、通

報受付窓口を通じた苦情処理メカニズム等も組み込まれており、日本における当該分

野の取組みを積極的に推進しています。東京オリンピック・パラリンピックに関して

は、実際に国際 NGO等からの日本企業に対する指摘等が見られるようになってきて

おり、今後東京オリンピック・パラリンピックが近づくにつれ、更に注目が高まって

くることも予想されます。 

 

今後、上記の通り、NAP の策定や、上記の調達コードによる取組・課題等を踏ま

えて、日本においてどのようにビジネスと人権の分野に関する議論・法実務が広がっ

ていくことになるか、注目されます。 

 

Ⅲ. 企業・投資家・金融機関等の取組み状況 
 

1．企業の取組み状況 
 

指導原則は、①人権を保護する国家の義務、②人権を尊重する企業の責任、③救済

へのアクセスを 3本の柱としているところ、第 2の柱として人権を尊重する企業の責

任が唱われています。 

一般社団法人日本経済団体連合会は、指導原則を含む国際的な状況の変化等を受け

て、2017年 11月企業行動憲章を改定し、同改訂に伴い経団連会員に対して、人権尊

重に関する施策の取組み状況や事例等について「企業行動憲章に関するアンケート調

査」6（以下「経団連アンケート」といいます。）を実施しました。 

経団連アンケートによれば、各企業において、人権を尊重する仕組みとして、責任

者や担当部門の設置、苦情処理・救済メカニズムの導入、人権に関する教育・研修は

進んでいることがわかります。苦情処理・救済メカニズムについては、実際に受け付

                               
4 http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-4.html 
5 https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/wcode-timber/data/sus-procurement-code3.pdf  
6 http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/059_kekka.pdf 
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けた苦情とその処理状況について対外的に公表する日本企業も見られるようになっ

てきています。 

 

（出典：企業行動憲章に関するアンケート調査結果、一般社団法人日本経済団体連

合会 2018年 7月） 

 

2．人権デュー・ディリジェンスの取組みと課題 
 

指導原則で言及されている人権デュー・ディリジェンスとは、新たな市場への参入、

新商品の発売、新たな取引先との取引の開始等、企業が行うすべての事業活動におい

て、①人権に対する負の影響を特定・評価し、②適切な措置をとり、③その措置の効

果を追跡評価し、④人権に対する影響がどのように対処されたかを内外に向けて開示

するという、人権問題に対する一連の対応を広く指すものとされています。したがっ

て、指導原則で言及されている人権デュー・ディリジェンスとは、一旦実施・開示す

れば完了するものではなく、継続して実施することが必要とされています。指導原則

は、企業に対し、自社の従業員のみならず、サプライチェーンの労働者や地域住民と

いった企業のビジネスに関係するステークホルダーの人権に対する影響についても、

適切に対処することを求めています。また、外部への取組みの公表・報告も求められ

ています。 

人権デュー・ディリジェンスの一例7としては、自社製品を製造している海外工場

において、児童労働・強制労働・劣悪な労働環境等が生じていないか、自社製品に使

                               
7 人権尊重の取組みについての国内外企業の事例については、「新興国等でのビジネス展開における人権
尊重のあり方についての調査研究報告書」の参考資料 1をご参照下さい。 
（http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/pdf/csrreports24summary.pdf） 
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用されている原料についてサプライチェーンの過程において環境破壊等が行われて

いないか等を確認することが挙げられます。また、人権デュー・ディリジェンスは必

ずしも海外のサプライチェーンのみで問題になるものではなく、日本国内においても、

例えば、外国人技能実習生の労働実態について調査し取組みを進める企業が出始める

など、様々な形で国内での取組みを進める企業もみられるようになってきています。 

他方で、経団連アンケート結果によれば、人権デュー・ディリジェンスに関連する

項目に取り組んでいる企業は、30％前後に留まっています。これまで日本企業におい

ては、人権の問題に限らず海外子会社管理・海外コンプライアンス全般において、人

的リソースの不足、言語能力の壁等から対応に苦慮している企業が多く見受けられる

ところでした。他方で、こうした分野は、近年急速に日本企業の関心が高まり、取組

みが進んできているところでもあり、今後、「ビジネスと人権」の観点からの対応も

益々求められるようになってくるものと思われます。 

更に、人権デュー・ディリジェンスは、必ずしも企業の通常の事業活動の場面に限

られず、例えば、M&A 取引やファイナンス取引等においても検討されるべきである

と考えられています8。今後、日本の実務において、こうした場面における人権デュ

ー・ディリジェンスの在り方や、ビジネスと人権の観点からのあるべき取引形態等に

ついて議論が深まっていくことが期待されます。 

 

3．投資家・民間金融機関の取組み 
 
「ビジネスと人権」の議論は、事業を行っている企業自身のみならず、投資家や金

融機関等においても広がってきています。 

投資家においては、ESG投資の広がりが注目されます。ESGを投資プロセスに組

み入れる「責任投資原則」（PRI、Principles for Responsible Investment）には、年

金積立金管理運用独立行政法人、GPIF）を含め、2018年 4月時点で 2,000近い年金

基金や運用会社などが署名しており、運用資産残高の合計は 19兆ドル（約 2,100兆

円）近くに到達しています9。 

また、民間金融機関においても、近時、ビジネスと人権分野において動きが見られ

ます。例えば、2018年 11月には、国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI）から、

銀行における国際イニシアチブとして「責任銀行原則」（Principles for Responsible 

Banking）が公表され、2019年 9月に発効する予定とされています。邦銀の中にも同

原則を支持することを公表する動きが出始めるなどしています。 

 

 

 

                               
8 例えば、International Bar Associationでは 2017年に Handbookを公開し、M&A取引にお
ける「ビジネスと人権」に関する観点を提供しています。 
https://www.ibanet.org/Handbook-for-lawyers/Contents.aspx 
9 https://www.unpri.org/pri 
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Ⅳ．おわりに 
 

上記のとおりビジネスと人権分野において、国レベル・企業レベルでの取組みは、確

実に広がってきています。オリンピック・パラリンピック等を控えた時期には、国際

NGO等による注目も高まり、様々な指摘がなされる可能性も高くなることもあり、2020

年に東京オリンピック・パラリンピックを控えている日本企業は特に留意し、対応を進

める必要があります。 

ビジネスと人権分野に関する取組みは一朝一夕には進まず、時間を要する取組みが多

くあります。いざ、有事になってからの対応では間に合わないという面も多くあります。

本稿でご紹介したような近時の活発な動きも踏まえながら、平時のうちから、人権デュ

ー・ディリジェンスその他ビジネス人権の観点からの取組みを計画的に進めていくこと

が重要になってきています。 

 

 

セミナー情報 
 セミナー  『日本・海外の贈収賄規制への基本対応 ～現場担当者が持ち易い 

誤解から実例を踏まえた勘所まで～』 

開催日時  2019年 3月 18日（月）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣、塚田 智宏 

主催    経営調査研究会 

 

 セミナー  『第3887回 金融ファクシミリ新聞社セミナー「従業員による不 

正・不祥事を防ぐ・発見する具体策」』 

開催日時  2019年 4月 1日（月）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣、大川 信太郎 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 
文献情報 

 論文    「品質・データ偽装の真因～共通する背景事情・原因分析から見る 

      平時からの予防策～」 

掲載誌   月刊監査役 No.690 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「相次ぐ品質・データ偽装問題から学ぶ平時からの予防策」 

掲載誌   日本カタリストウェブサイト 

著者    山内 洋嗣、塚田 智宏 
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 論文    「販売契約の特別な条項」 

掲載誌   企業会計 Vol.71 No.3 

著者    藤津 康彦 

 

NEWS 
 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2018年」において高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 14回「企業法務・弁護士調査」の、2018年に活躍した

弁護士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋

弁護士票））において、当事務所の弁護士が以下の通り選ばれました。 

 

企業法務分野 

澤口 実（企業 8位、総合 7位） 

菊地 伸（企業 6位、総合 9位） 

石綿 学（企業 6位、総合 9位） 

 

危機管理分野 

藤津 康彦（総合 10位） 

 

国際経済法・通商分野 

射手矢 好雄（企業 4位、総合 8位） 

江口 拓哉（企業 2位、総合 6位） 

梅津 英明（企業 5位、総合 5位） 

 

 The Legal 500 Asia Pacific 2019にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2019にて、当事務所は日本における 13の分野で上位

グループにランキングされ、16名の弁護士が各分野で Leading lawyersに選ばれ

ました。当事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても 6の分野

で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で高い

評価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ランキングされており

ます。 

詳細は Legal 500のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野（JAPAN） 

Risk management and investigations (Tier 2) 

弁護士（Leading lawyers – JAPAN） 

Risk management and investigations: 藤津 康彦 
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 Chandler MHMに新たにシニア・パートナー及びカウンセルが加入いたしました 

2019年 1月付で、Chatchai Inthasuwan 弁護士が、シニアパートナー及び訴訟・

紛争プラクティスグループのリーダーとして、Chandler MHMに加入いたしまし

た。また、2018年 12月中旬に、Nuanporn Wechsuwanarux 弁護士が、エネル

ギー、自然資源及び M&Aを専門とするカウンセルとして、Chandler MHMに加

入いたしました。 

 

Chatchai Inthasuwan 弁護士は、米国を本拠とする国際的な法律事務所での勤務

を経て、DLP Piper法律事務所（タイ）において 2007年から 2017年まで訴訟グ

ループのヘッドとして勤めるなど、タイ及び東南アジア諸国において、30 年に

近いキャリアを有しております。同弁護士は、国際仲裁を含むクロスボーダーの

紛争事案、及び、金融・通信等を含む広範な分野の規制法において、高い専門性

を有しています。 

 

Nuanporn 弁護士は、2002 年からタイでの弁護士経験を有し、かつて Chandler 

MHM（旧 Chandler & Thong-ek）にて勤務を行っており、その後不動産開発会社

及び外資系法律事務所にて勤務しておりました。同弁護士は、政府及び民間の双

方のクライアントを代理し、タイ及びラオスにおけるエネルギープロジェクトに

豊富な経験を有しています。 

 

Chandler MHMの共同代表パートナーである河井 聡 弁護士は、Chatchai弁護士

及び Nuanporn 弁護士の加入について、「当事務所はトップレベルのプラクティ

スの更なる強化を進めており、二人の弁護士の加入は、当事務所のタイ及び東南

アジア地域におけるクライアントサービスの更なる向上に向けた決意を示すも

のです。」と述べています。また、これに加えて、Chandler MHM の共同代表パ

ートナーである Niwes Phancharoenworakul 弁護士は、「Chandler MHM は 40

年以上に亘って成長を続けており、両弁護士の加入により、クライアントの期待

を満たすだけでなく、期待を上回るサービスを提供するための当事務所の専門

性・能力を更に強化することができると考えております。」と述べています。 

 

 伊藤 康太 弁護士が入所しました 

【伊藤 康太 弁護士からのご挨拶】 

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、森・濱田松本法律事務所にて執務させていただくことになりました、伊

藤 康太と申します。 

2012年に弁護士登録をして以来、約 3年 11か月にわたり、牛島総合法律事務所

にて、主に、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、不動産関連、ITシ

ステム開発及び国際親族・相続等に関する多様かつ幅広な法務案件を扱い、研鑽
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を積んで参りました。また、2016年 10月から、約 2年 2か月にわたり、金融庁

及び証券取引等監視委員会事務局証券検査課にて、専門検査官として、証券検査

等に関係した金融関連規制、コーポレート・ガバナンス、マネー・ローンダリン

グ及びテロ資金供与対策並びに国際関係の業務等に深く関わらせていただきま

した。 

森・濱田松本法律事務所におきましても、これまでの経験を活かすとともに、よ

り専門性を深め、ご依頼をいただく皆様のお役に立てるよう、最善を尽くす所存

です。皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒、よろしくお

願い申し上げます。 

 

 新人弁護士（34名）が入所しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 


