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企業行動研究部会議事録（第 292 回） 
日時： 2021 年 1 月 18 日 （月） 18：00～20：00 
場所： ZOOM 会議室 
出席者：岡田佳男、片方恵子、勝田和行、河口洋徳、北川則道、木下博生、銀山一浩、 

栗栖徳雄、佐久間健、櫻井功男、出口純輔、永井郁敏、野崎篤彦、比賀江克之、 
肥後文雄、菱山隆二、平塚直、古山英二、堀場政行、峰内謙一、向井恒泰 
（順不同 21 名） 

１．連絡事項： 
勝田部会長より開会にさき立ち、部会員佐藤陽一氏が昨年 12 月 31 日逝去されたとの
ご連絡を奥様の佐藤さち子様から頂いたことが報告され氏のこれまでの活動、ご貢献
に対し感謝の意を込めてご冥福をお祈りした。 
また大阪から昨年末関東に戻られた岡田佳男会員が紹介され挨拶があった。 
引き続き本日の議事の紹介があり発表に移った。 

2．テーマ発表及び意見交換 
  1）テーマ及び発表者 人権デューデリジェンス ～「総合的・俯瞰的」試論～   

菱山隆二部会員 
 2) 概要 (詳細は配付資料参照。脚注 1 は脚注 10 と入れ替え) 
   (1) 普遍的人権理念は、世界人権宣言第 1 条及び日本国憲法第十一条のとおり  
   (2) 企業における現状：現実に人権問題に直面しているが、その認識･対応が不充分 
      ①「国連・ビジネスと人権に関する指導原則」への取組みが遅い 
      ② 企業内には人権侵害の具体的事例が多く実在する。以下例示 
         a. 非正規社員に対する差別   「必ずしも差別と言えない」(最高裁) 

   b. 過労死   174 件 前年比 16 件増 
c. 人種差別 就職･賃金･労働条件･昇進・解雇等の差別(法務省資料) 

          d. 大坂なおみ選手のアピールは、社会正義を求めており支持する､と言
う海外企業の人権感覚と「個人の言動についてはコメントする立場
にない」と言う日本企業： 

本質を捉えているか  時代の変化に即応しているか 
             社会的弱者は視野にないのか  改革する姿勢があるか 
              トップに CSR に関する理念･リーダーシップがあるか 
   (3) 国政(立法･司法･行政)における人権取組み：問題先送り、国際的にも劣後 
      ①「ビジネスと人権に関する行動計画」は基本的課題に取組む姿勢なし 
      ② 女性差別撤廃条約の選択議定書は「個人通報制度」を嫌って未批准  
      ③ パワーハラスメント防止法(2020 年 6 月)は 1 年前の ILO 暴力･ハラスメン

ト禁止条約（2019 年 6 月）の国際水準に倣わず、低レベル 
      ④ 国政は、尊厳を軽視。empathy(共感)、民意汲み取りに欠ける。結果として、 

弱者にしわ寄せ、貧富差拡大。 不作為。 詭弁、説明回避、言行不一致 
  （4）社会における人権侵害の現状: 知識があってもコミットメントに結びつかず 
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      ① 移民･難民への抵抗感･差別･排除  本来、日本は移民国家であったのに。 
      ② ジェンダーギャップ  社会全体が「男性優遇だ」と見る人は 74.1％ 
            ③ 社会的不寛容による人権侵害： やまゆり園、ハンセン病、SNS による誹 

謗･中傷･差別 いじめ ヘイト コロナ差別 その他 
④ 人権侵害への市民の怒りが劣弱  一票の格差  あいちトリエンナーレ 

   （5) 歴史的に人権思想の揺らぎ： これが未定着の一因 
      天理(朱子学･林羅山)   天賦人権論(中江藤樹･植木枝盛･福澤諭吉)   

国賦人権論(大日本帝国憲法･天皇主権)   
言論･学問･思想の自由の圧殺の昭和史へ 

   1933 年 滝川京大教授 休職処分  1935 年 美濃部東大名誉教授  
1938 年 帝大騒動：総長・教授人事介入  1940 年  津田早大教授 
 

      * 普遍的人権論(日本国憲法) 
       *「日本の文脈に即した相対的人権」論 (自民党改憲草案) 
            * 数と権力でねじ伏せ押し通す不穏な潮流：秘密保護法・安保法制･共謀罪法･

公文書改竄･検察人事・学術会議任命拒否 法治国家･戦後民主主義の危機 
 (6) では、企業人(＆国政･社会)がまずできることは何か 

① 歴史に学ぶ  ② 将来世代の視点で振り返る    
②  世界の現実に追いつく､周回遅れの克服 
③  一人ひとりの行動変容：やるべきことは直ぐ行動に移す 

 ⑤ 市民としての自己の考え方を磨く  投票などであらわす 
 ⑥ 入社時に世界人権宣言と日本国憲法を必修。遵守の宣誓を求める 
 ⑦ 性別などのクォーター制を導入する 
 ⑧ （皆さんのご意見を頂戴いたしたく） 

3）討論 
· グローバル時代であり、日本が人権尊重に劣後することは企業活動の面でマイナ

スではないか。優秀な外国人が日本企業を忌避することも懼れる 
· 米国で先年アスリートの言動が批判され、処分された例があったが。12 月 10 日、 

米国五輪委員会は「差別抗議の選手は差別しない。米国代表の理念に沿っている」
と決定した(12 月 11 日 朝日)。時代は変わった、と言うことであろう。 

· まず､やるべきは､人権デューデリジェンスを徹底して実施することだろう。日本
企業が早く取り組むことがのぞましい。欧州では､今年、義務化を法制化する動
きがある。 

・米国は、人権問題での主張でメダルはく奪などは行わないことが昨年明示した。 
・IOC、および各国オリ・パラ委員会は態度未定だが、積極姿勢に変わってきている 

との情報もある。 
・日本では、人権問題を含め外務省が所管している 
・ここ２－３年グローバル企業では、ジェンダー差別に対する関心が高くなっている 
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・日本企業も変革が必要と考える。優秀な外国籍の女性が日本では働かなくなる。 
・人権デューデリジェンスの実行が日本企業人の意識変革につながると思う。 
・CSR の中心は本来人権 DD と考えている。最近 CSR 自体が薄れてくることも人権 

問題意識の希薄化に繋がっていると考える。 
   ・残念ながら日本企業における人権 DD への取り組みが弱い。 
   ・人権の胆は国政にある、一方国民の半分が投票をしない現状では、政府の人権に関 

する意識も変わらず、これを高めるためのメディアの責任も大 
   ・文化の相違が、自粛などの言葉の理解にも大きな差が生じる。 

・（6）の ⑥ は、思想のファッショにならないか。普遍的理念であり、会社としての 
価値観を明確に打ち出すことは社会に受容されよう。ファッション的に広まるこ 
とが望ましい。ジェンダーギャップ解消にはクォーター制導入を義務化するのが 
必至である 

以下略 
２．佐藤氏の逝去に対する弔意について 

部会長名で部会員を代表しとりあえず弔意を示すお手紙をお出しする。 
そのほかについては時節柄の事情も考慮し個人対応とした。 
米国経営倫理学会のケーン教授にメールを行いお悔やみの返信があった。 

３．日本学術会議に関する問題確認 
・日本経営倫理学会としては、積極的な意思表示はしていない。 
・日本経営倫理学会が加盟する２団体に対しても特段の意思表明はしていない。 
・学会としては共通の認識は持つべきではないか。 
・戦前の失敗を歴史から学ぶべき。 
・学会員になんのアナウンスもないことは問題であり、学会員にスタンスだけでも公 

開すべき。 
・反対意見などを述べるのは当然と思っていたので、特に意見は出さなかった。 
・中間答申への意見聴取も行われているので、次回の理事会では話題としたい。 

議事録送付先(敬称略)： 
[部会員]：秋山和久 安藤 顕 石川英男 井上真由美 岩倉秀雄 上原利夫 遠藤梨栄  
大泉英隆 大沼久美 岡本伊万里 岡田佳男 小澤彩子 小畑哲哉 片方恵子 勝田和行  
加藤隆一 河口洋徳 川村正彦 北川則道 木下博生 銀山一浩 熊本一夫 熊本えり 栗栖徳雄 
桑山三恵子 剣持 浩 小池裕子 小池恒平 小松久夫 小松昌子 近藤成径 西藤輝 櫻井功男 
佐久間健 佐藤陽一 柴柳英二 潜道文子 高橋太一 武谷 香 田村尚子 出口純輔 徳山 誠 
永井郁敏 那須一貴 西村秀美 根本三千夫 野崎篤彦 野瀬哲郎 比賀江克之 樋口晴彦  
肥後文雄 菱山隆二 平塚 直 古谷由紀子 古山英二 堀場政行 増澤洋一増渕隆史  
松尾 實 松本邦明 丸山千賀子 宮澤直幸 峰内謙一 向井恒泰 森田 充 森 敦子  
森下和代 山中 裕 山本明男 中谷仁亮 神野明彦 佐々木恭子 
[学会本部]：潜道会長 梅津前会長 水尾前副会長 高橋元会長 内田事務長 


