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は し が き

　ある大企業の役員が私に、コロナ禍パンデミックについて、一言「グロー

バル化とは、結局こういうことだったのですね」ともらしたことがある。

　そういえば、日本では、企業に限らず、個人であるか法人であるかを問

わず、とくに第二次大戦後は、社会全体が国際化とグローバル化をめざし

て突き進んできたような気がする。

　日本が、敗戦後国際社会の一員として復帰したのは、公式的には、1951

年９月サンフランシスコで「対日講和条約」を締結したときからである。

　国民が「復帰」を実感したのは、1964年の東京オリンピック・パラリン

ピックの時からではなかっただろうか。それから57年後の2021年の７月

から９月にかけて、東京で２回目のオリンピック・パラリンピックが、緊

急事態宣言下、開催された。

　2021年のオリ・パラが私たちに強く印象づけたのは、グローバル化の影

響を受けての開催という点である。国際化とグローバル化は、似ているよ

うで違う。国際化は、文字どおり国の際
きわ

、すなわち国
ボーダー

境の存在を意識して

いる。対してグローバル化は、クロスボーダーならぬボーダーレスの「無

国籍化」を意味するからである。

　国際化は、人・モノ・サービス・資本のクロスボーダーの流通によって

実現する。グローバル化となると、これらに「情報データ」を加えて、ボー

ダーレスの流通がなされる。

　人・モノ・サービス・資本については、出入国管理や税関などによる国

家的規制が介在するが、インターネットを使った情報データの流通におい

ては、ボーダーレスのグローバル流通が実現している。

　人・モノについても、ひところに比べれば桁違いのグローバル化が実現

している。そのため、あっという間に新型コロナウイルスの世界的な感染

爆発を招き、最大警戒レベルに相当するパンデミックをもたらしたものと
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みられる。

　感染拡大を防止するため、一時的にせよ都市封鎖を行い、モノの輸出入

をストップさせた国もあった事実が示すように、人やモノの流通拡大はグ

ローバル化がもたらした負の側面である。

　ただ、人類は、新型コロナウイルスとの闘いにおいて、ワクチンとその

製造技術に関するグローバル流通をもって勝利を収めようと動いた。新興

国を含め、接種を希望するすべての人にワクチンを行きわたらせようと努

めてきたのである。

　また、治療薬の開発においても、感染者の個人データの収集、分析を行

う一方で、知的財産権として得られた技術データを、特許権を放棄するな

どしてグローバルに提供することが試みられてきた。

　この本が世に出る頃には、コロナ禍が終息に向かっていることを祈るば

かりであるが、2022年１月の時点では、変異した「オミクロン型」ウイル

スの感染が世界中で拡大しており、新型コロナウイルスとの闘いは、３年

目に突入しようとしている。

　一方で、今般のコロナ禍パンデミックは、私たちの生活様式から働き方

までを大きく変えるほどの歴史的出来事であったことに改めて思いをめぐ

らせている。

　コロナ禍が始まる前から、グローバル化、デジタル化をめざして、社会

が少しずつ変わりつつあることは実感されていた。この変化を一気に推し

進めたのがコロナ禍であったと、後世の歴史家は評価するかもしれない。

　日本の法制度にしても、その大きな変革期には、必ずといってよいほど、

戦争などの「国難」的危機があった。

　2021年９月１日、デジタル庁が発足した。コロナ禍以前から準備されて

きたとはいえ、このタイミングで発足したデジタル庁は、社会全体を改革

する役割を担うことになる。

　本書の第Ⅰ部「『法的社会』日本の諸相」は、「国際商事法務」誌（一般
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社団法人国際商事法研究所刊）に連載した論考をもとにしているが、その

後の事情も踏まえつつ加筆・追加し、日本の国際的立場を左右するテーマ

として「『サステナブル社会』日本」の書き下ろしを加えた。さらに、第Ⅱ

部「アフターコロナの法的新常態」では、コロナ禍が否応なく推し進めた

社会全体の大変革期における変化の法的諸相について整理・解説を試みた。

　日本社会の法的、社会的風土のありようが大きく変わりつつある時代の

記録として、また、グローバル化がさらに進む中の日本の道行きを考える

きっかけとして本書をお読みいただけるならば幸甚である。

　2022年２月

� 長谷川俊明
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　本稿を執筆しているいま、コロナ禍の第三波が日本全土を襲っている。

北海道から沖縄まで新型コロナウイルス感染拡大の波を受け、文字通り、

国家的受難の様相を呈している。緊急事態宣言が2020年４月に出た頃に

は、当時の安倍総理が「国難」を口にしたこともあった。

　実際に危機的な状況になると、夏目漱石のいうように、個人主義は後退

せざるをえないのであろうか。個人情報保護との関係を考えてみたい。

　漱石の「私の個人主義」と題する講演録は、国家と個人主義の関係につ

き、次のように述べている（三好行雄編『漱石文明論集』岩波文庫、1986

年刊）。

　　一体国家というものが危くなれば誰だって国家の安否を考えないもの

は一人もいない。国が強く戦争の憂が少なく、そうして他から侵される

憂がなければないほど、国家的観念は少なくなって然るべき訳で、その

空虚を充たすために個人主義が這入ってくるのは理の当然と申すより外

に仕方がないのです。今の日本はそれほど安泰でもないでしょう。貧乏

である上に、国が小さい。従って何時どんなことが起こってくるかも知

れない。そういう意味から見てわれわれは国家のことを考えていなけれ

ばならんのです。けれどもその日本が今が今潰れるとか滅亡の憂目にあ

うとかいう国柄でない以上は、そう国家国家と騒ぎ廻る必要はないはず

です。火事の起こらない先に火事装束をつけて窮屈な思いをしながら、

町内中駈け歩くのと一般であります。必竟するにこういう事は実際程度

「個人主義社会」日本

11
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1　「個人主義社会」日本

問題で、いよいよ戦争が起った時とか、危急存亡の場合とかになれば、

考えられる頭の人、──考えなくてはいられない人格の修養の積んだ人

は、自然そちらへ向いていく訳で、個人の自由を束縛し個人の活動を切

り詰めても、国家のために尽くすようになるのは天然自然といっていい

位なものです。だからこの二つの主義はいつでも矛盾して、何時でも撲

殺し合うなどというような厄介なものでは万々ないと私は信じているの

です。この点についても、もっと詳しく申し上げたいのですけれども時

間がないからこの位にして切り上げて置きます。

EU（欧州連合）における個人情報の尊重

　世界で最も厳しいプライバシー保護法制を挙げよといわれれば、EUの

GDPR（一般データ保護規制：General Data Protection Regulation）を挙げ

る人は多いはずである。

　「EUに公式な宗教があるとすれば、それはプライバシーであろう」（2020

年４月25日号「エコノミスト」誌からの翻訳）とされるほど、EUはプラ

イバシー保護を重視してきた。

　国家でも自治体でもないEUが、なぜ違反に大きな制裁を伴う “立法” を

しなくてはならなかったのか。しかもGDPRは法律ではなく規則（regulation）

という変則的な立法形式によっているのはなぜなのか。

　EUが世界で最も厳しいとされる個人情報保護ルールの制定・施行には、

歴史的な背景があった。ヨーロッパの人々の記憶にいまだ生々しい、ナチ

スによるユダヤ人迫害なども大きいとされる。ナチスドイツの秘密警察に

よるユダヤ人居住地区の襲撃は、しばしば人種などの個人情報の密告によ

ることがあった。

　また、第二次世界大戦後、1989年11月にベルリンの壁が崩壊する以前の

旧東ドイツなどにおいても、秘密警察が個人情報を利用して市民を弾圧し
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たという。

　GDPRのRはRegulationの頭文字である。EUは、国家ではないが国家の

ように法的制裁を伴う立法を行ってきたが、立法形式の主なものに「指令」

（Directive）と「規則」（Regulation）の２つがある。

　GDPRは、1995年にEUが採択した「EUデータ保護指令」に代わって、

2016年に採択され、2018年５月25日から適用を開始した。

　EUの法形式が「指令」（Directive）から「規則」（Regulation）にかわっ

たことで、内外の個人や企業に直接効力を発し、違反に対しては巨額の制

裁金を科せるようになった。「指令」は、加盟国政府に対してしか効力をも

たない。

　内容面でもGDPRは、「指令」時代に比べ大幅に規制を強化した。EU加

盟国に欧州３か国を加えたEEA（欧州経済領域）域内30か国に所在するす

べての個人データの保護を基本的人権と位置づけたところに基づく。

　要すれば、GDPRは「個人データ」の「処理」と「移転」を規制する法

的ルールである。日本でいえば、個人情報の保護に関する法律（個人情報

保護法）に似るが、いくつかの点で、2017年５月施行の改正個人情報保護

法よりもはるかに厳しく、個人データを保護する内容になっている。

　「個人データ」の定義をとっても、GDPRは、広くEEA域内に所在する

個人に関するあらゆる情報を指すとしている。仕事の上での出張や観光目

的の旅行で一時的にEEA域内を訪れた個人のデータも対象に含む点が重要

である。

　「処理」は、自動的手段で行うか否かにかかわらず、個人データにつき行

われるすべての操作を指す。メールアドレスの収集、顧客の連絡先詳細の

変更などに加え、従業員の名前や写真などをリストで管理することも入る。

　「移転」は、EEA域外の第三者に対し個人データを閲覧可能にするため

のあらゆる行為であるから、域内の子会社で雇用している従業員の人事情

報を日本の親会社で閲覧できるようにすることもこれに当たる。
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　GDPRは、「データ大流通時代」のグローバルスタンダードになるとみら

れた。「データ主体」と呼ばれる個人の権利を拡充し明記した点においてで

ある。

　そうした個人の権利には、①いわゆる忘れられる権利（削除権）、②デー

タポータビリティ権、③ダイレクトマーケティングのために処理されるこ

とについての異議申述権、④プロファイリングを含む自動処理に基づく決

定に服さない権利などがある。

　このうち、データポータビリティ権は日本の個人情報保護法令に規定が

なく目新しい。ポータビリティ（portability）は、ふつう「持ち運びできる

こと、軽便さ」を表すが、ここでは「システム間でデータを移せること」

を意味する。

　近時、日本においてこのポータビリティ権を「データの持ち運び権」と

して紹介する動きがある。たしかに、portabilityには「携帯可能性」の意味

があるので完全に外れているわけではないが正確さを欠く。

　むしろ、GDPRから「データ主体」（data subject）がいつでも自らの個

人データを引き出し、他のサービスなどに移すことのできる権利と正しく

説明すべきであろう。日本語には訳しづらいので、「データポータビリティ

権」のままでよいのではないだろうか。

日本における個人情報の尊重

　GDPRの制定・施行は、日本やアメリカをはじめEU域外の国々の個人

情報の内容に大きな影響を与えた。GDPRが個人情報保護の分野において

ある種のパラダイムシフトをもたらしたからである。

　民主主義が社会に根付くためには、個人主義の浸透が前提となる。個人

主義が社会に浸透したといえるために、最も重要なのが個々人が持つ基本

的人権、とりわけ、プライバシー権の尊重である。
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　プライバシー権の尊重は、ほとんどの法治先進国が制定している個人情

報保護法の執行と運用次第である。この点、GDPRは、この法分野の “原

点” ともいうべき、個人による情報コントロール権を再確認し強調する内

容を特徴として制定され、日本法の改正を促す結果となった。

⑴　プライバシー保護と個人情報保護の関係
　日本で個人情報保護法が初めて制定・施行になったのは、2005年４月か

らである。その前から、プライバシー権は裁判例で認められていた。有名

なのは、三島由紀夫の小説でモデルとなった人物が、プライバシー権侵害

を理由に謝罪広告と損害賠償を求めた「宴のあと」事件の判決（東京地裁

昭和39・９・28）である。

　同判決は、「私事をみだりに公開されないという保障」は、「法的救済が

与えられるまでに高められた人格的な利益であると考えるのが正当」と判

断した。「プライバシー権」という言葉こそ使わなかったが、「私事をみだ

りに公開されない権利」を人権として認めており、画期的であった。

　その後の裁判例を総合すると、プライバシー権は、これらの裁判例にお

いて「１人で放っておいてもらう権利」「私事にみだりに介入されない権

利」という、いわば受動的な権利として発展してきたといえる。近時は、

プライバシー権を自己に関する情報をコントロールする権利（自己情報コ

ントロール権）としてとらえようとする考え方が有力になっている。

　自己情報コントロール権の一種として、EUのGDPRが明文化した「忘

れられる権利」が重要である。GDPRにおける「忘れられる権利」とは、

利用目的との関係でデータが不要となった場合のほか、一定の要件を満た

す場合に、個人が個人データの削除を要求できる権利である。

　日本でも「プライバシー権」は、裁判例・学説等で権利として当初はセ

ンシティブ情報を対象に認められ、次第に非センシティブ情報も対象とな

るように拡大してきたものである。
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通じた行動履歴や「濃厚接触者」の特定に慎重である。厚生労働省の感染

対策アプリ「COCOA」は、GPS（全地球測位システム）の位置情報を直

接収集してはいない。とくにアメリカは、基本的に個人情報保護法に重き

を置くあまり企業が担う経済活動再生を妨げてはならないとの考えが根強

かった。

　EU（欧州連合）は、GDPR（一般データ保護規則）の下、感染症対策を

個人情報・データ保護に優先させるべきではないとの考え方を守ってきた。

この考え方は、データの収集と利活用によるデータエコノミー政策の推進

に傾きがちなアメリカにも影響を与えている。

　いずれの国家的危機対応が功を奏するのかは、ワクチン普及と接種をめ

ぐる人権問題への対処も絡んで、まだ予断を許さない危機的状況が続く。

〔追記〕
　2020年６月に成立した改正個人情報保護法が2022年４月に施行される。

　本改正の大きなテーマは、「データの世紀」にあって、個人情報保護と事

業者による個人データの「利活用」をどうバランスするかにある。

　というのも、IT の発達によって、個人情報は、いつの間にか大量に収

集、蓄積、分析され、売買されている。本人が思いもつかない方法で個人

情報が利用されることで、被害を受けかねない状況も生んでいる。

　いまや、企業にとってデータは、石油に代わる最も重要な「資源」とま

でいわれる。この場合のデータは、「産業データ」と「個人データ」とに大

別できる。いずれもデジタル化され一部はビッグデータ化して利用される。

企業がこれをどこまで有効活用できるかが、ビジネスの成否を分けるポイ

ントになる。

　個人データに関していえば、収集、蓄積した個人情報をどこまで「加工」

し、マーケティングなどで活用できるかを検討しなくてはならない。

　この点、個人情報保護法の改正法は、本人が与り知らずに、かつ想像も
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しなかった形で個人データが流通するといった不都合をなくすための要求

をする。すなわち、本人が合理的に予測などができない個人データの処理

が行われる場合には、利用目的として個人データの「処理の方法」を本人

が予測できる程度に特定しなければならないとしているのである。

　「処理の方法」をどこまでどう書けば「特定」したことになるかの詳細

は、法改正を受け個人情報保護委員会が2021年８月２日に公表した改正ガ

イドライン（通則編）が、次のように具体例とともに示している。

　　例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を

分析する場合、個人情報取扱業者は、どのような取扱いが行われている

かを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。

　【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に

利用目的を特定している事例】

　　事例１�）　「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・

嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いた

します。」

　　事例２�）　「取得した行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した

上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。」

　日本では、2019 年８月、就活情報サイトＲを運営するプラットフォー

マーで、学生の十分な同意を得ずに内定辞退率の予測データを38社に販売

していた事件が起こった。

　この問題で、個人情報保護委員会は、2019年８月26日、就活情報サイト

Ｒの運営会社に対し、本人に利用目的などの説明が不足したまま個人情報

を外部に提供した点の是正を求める「指導」を行った。

　学生たち本人からすれば、まさか内定辞退率の予測データをつくるため

に個人情報が使われるとは夢にも思わず、その利用目的を知らされていた
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ら「同意」をするはずもなかったであろう。

　また、2021年3月、IT大手のL社は、システム開発を委託している中国

の関連会社の従業員が日本国内の利用者の個人情報を閲覧できる状態になっ

ていたことを公表した。利用者への明確な説明がないまま、アプリ画像な

どのデータを韓国のサーバーに保管していた事実も明らかになった。

　Ｌ社は、個人データ保管委託先の監督体制に不備があったとして、同年

4月には個人情報保護委員会と総務省から、それぞれ行政処分を受けた。

後者の処分は、電気通信事業法に基づくものであった。

　Ｌ社サービスを日本国内で利用する個人の情報が実際に流出したり、乱

用された形跡はないという。そのため、Ｌ社は、当初、個人情報保護法違

反はなかったとしていたが、Ｌ社の持株親会社の外部有識者による特別委

員会は、2021年６月、検証結果などの中間報告書をまとめ、データ管理に

ついての説明責任が欠けていたとした。

　2022年４月に施行の改正個人情報保護法は、移転先の国や制度を説明

し、理解を得ることを「同意」の条件にする。関連して、改正ガイドライ

ン(通則編)は、「安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態

に置く内容の事例」として、「個人データを保管しているＡ国における個人

情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施」することを

挙げ、外国（本邦の域外にある国又は地域）の名称については、必ずしも

正式名称を求めるものではないが、本人が合理的に認識できると考えられ

る形で情報提供を行う必要があるとし、また、本人の適切な理解と関与を

促す観点から、保有個人データを取り扱っている外国の制度についても、

本人の知り得る状態に置くといった対応が望ましいとする。

　この点を除いても、個人情報保護法が改正前から求める委託先の監督義

務に違反するおそれは拭いきれなかった。

　Ｌ社では、改正法施行前の2021年3月31日、プライバシーポリシーを改

訂し、海外移転先は韓国やベトナムであることを明記した。
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　2018年６月12日、シンガポールで米朝首脳による「歴史的な会談」が行

われた。当時の米大統領は「交渉の達人」を自認するだけあって、北朝鮮

に「非核化」を約束させたのだから交渉に勝ったとしたいところであろう。

　前から気になっていたのは、米大統領が今回の会談に関しても、さかん

に “deal” の語を使っていたことである。というのも、dealは、「分ける、

分配する」が原義の古期英語（OE）から生まれた語で、もともと商取引を

表す語だからである。

　dealを行う人はdealer（ディーラー）であって、dealの語を外交交渉な

どに使うことは、元来ないはずである。ある意味で国の命運を賭けた会談

にディールを持ち込んでほしくはないという人は、かなりいるのではない

だろうか。

　2019年６月１日から、日本で「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が

施行になった。同改正法は、いわゆる日本版司法取引（正式名称は、「証拠

収集等への協力及び訴追に関する合意」である）を創設し、一定の財政経

済犯罪および薬物銃器犯罪（特定犯罪）を対象として、検察官と被疑者・

被告人とが、被疑者・被告人が他人の刑事事件について証拠収集等への協

力をし、検察官がそれを考慮して不起訴にしたり、特定の求刑をしたりす

ることを内容とする合意をすることができるようにする。

　「日本版」と冠するところからうかがえるように、制度のモデルは外国の

制度、とくにアメリカのそれにある。両国の制度間には大小いくつかの相

違点があるが、もとより本稿は、刑事司法の場における「司法取引」の日

「取引社会」日本

44
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米制度間比較をもくろむものではない。比較文化的視点から、アメリカか

らひたひたと日本へ押し寄せてきている「取引社会」の実像を探ってみた

い。

「取引社会」アメリカの仕掛ける “罠” 

　私が、刑事司法の世界にも「取引」があると知って驚いたのは、1982年

６月に起こった「IBM産業スパイ事件」である。

　当時、日本の有力電機メーカー２社の社員６人が、FBI（連邦捜査局）の

おとり捜査によって産業スパイを疑われてアメリカで逮捕された。

　逮捕がFBIによるおとり捜査によったことだけでもショッキングであっ

たが、米IBM社がFBIに全面的に協力して日本企業を “罠” に陥れたこと

が、日本人には “新鮮な” 驚きであった。

　本事件は、刑事事件にとどまらず民事事件にもなった。IBMが損害賠償

請求の訴えを提起したからである。刑事事件では、翌1983年１月に入り、

検察側があたりまえのように司法取引を提案し、日本側２社がこれに応じ

たため、同年２月には司法取引が成立した。

　また、IBMと日本側１社との間の民事訴訟は、1983年10月、サンフラ

ンシスコ連邦地域において和解による決着を見た。

　アメリカの刑事手続における司法取引は、plea bargainingといい、「有罪

答弁」と訳されることが多いが、より正確には「答弁取引」とすべきであ

る。

　すなわち、plea bargainingにおいては、被告人と訴追する検察側とで、

訴追事実の一部あるいは軽い罪についてのみ有罪の答弁をし、検察側はそ

れらにつき、訴追しないとの合意をする。

　互いに譲歩する内容の合意をする点を捉えて「司法取引」とするのは、

手続内容上はあまり正確ではない。ただ、plea bargaining自体は、刑事に
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民事の「和解」を持ち込んだあいまいな内容をもつし、取引的実体を表す

語としては当たっている。

　pleaは、民事、刑事いずれにも用いられ、訴状や起訴状に対する被告や

被告人の「答弁」を指す。これに対し、bargainingは、もとは「（交換）取

引」や「売買契約」を表す語である。日本語にもなったおなじみの「バー

ゲンセール」はここから来た。

　「取引」には、「駆け引き」や「交渉」といった、あまりよくないイメー

ジがつきまとう。真実発見を通じて正義を実現しなくてはならない刑事司

法の場に、いったい「取引」の入り込む余地があるのか。これが学生の頃

から主に日本で法律を学んできた私の素朴な疑問であった。

「日本型実体的真実主義」と「アメリカ型当事者主義」

　元検察官の佐藤欣子さんが著した『取引の社会』（1974年、中公新書）

は、アメリカ現地ロースクール研究員としての経験などをもとに、「豊富な

事例を素材に「司法をめぐる日米両国の正義のあり方」を探ったところの

優れた日米比較法文化論である。

　同書には、「手続上事実主義」と題して次のような刑事司法の比較があ

る。（原典注、略。）

　　実体的真実主義──つまりは刑事裁判は、種々の制約をうけながらも、

「できるかぎり絶対的な客観的真実」にもとづいて行われるべきであると

いう考えは、日本の刑事司法を貫くいわば普遍的な公理であるというこ

とができるであろう。そしてそれは形式的事実ないしは手続上事実主義

ともいうべきアメリカ刑事司法の原則と、きわめて対照的であるように

思われる。

　　私は、アメリカの刑事裁判について、しばしば、「木の葉が沈んで石が
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　時々読み返しては、なるほどと感心させられるのが、『世界の日本人ジョー

ク集』（早坂隆著、2006年１月、中公新書ラクレ）に収められたジョーク

の数々である。なかには「集団行動」と題する、次のようなジョークがあ

る。

　早く飛び込め！

　　ある豪華客船が航海の最中に沈みだした。船長は乗客たちに速やかに

船から脱出して海に飛び込むように、指示しなければならなかった。

　　船長は、それぞれの外国人乗客にこう言った。

　　アメリカ人には「飛び込めばあなたは英雄ですよ」

　　イギリス人には「飛び込めばあなたは紳士です」

　　ドイツ人には「飛び込むのがこの船の規則となっています」

　　イタリア人には「飛び込むと女性にもてますよ」

　　フランス人には「飛び込まないでください」

　　日本人には「みんな飛び込んでますよ」

　同じような、主な国の人々の行動や考え方を横ならび的に比較するやり

方は昔から世界中どこにもあるらしいが、期せずして、高度な比較文化論

を含んでいたりする。この種のジョークに最も多く登場するのが日本人ら

しいが、上記に引用のものは、日本人の規範意識までをもうかがわせ、興

味深い。

「“掟” 社会」日本

88
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　日本人の規範意識は、法的ルールがあるからそれに従う、遵法精神に支

えられたものかというとやや異なる。法的ルールよりも強く日本人の行動

を支配しているのは、社会における暗黙のルールである “掟” ではないか

と考えられる。

ムラ社会の “掟” と「同調圧力」

　伝統的な日本の社会には、ムラ社会の「掟」が存在し、人々の行動や経

済活動までも支配する。ムラ社会の「掟」を破ると、「村八分」の社会的制

裁を受けるのが常であった。

　ムラ社会の「掟」は、その内容に沿った行動を求める「同調圧力」となっ

て人々を、ときに苦しめることがある。実際のところ、2020年以来のコロ

ナ禍の日本にあっては、「３密」を避けソーシャル・ディスタンスを保ちな

がら日常生活を送るよう無言の圧力がかかった。

　国・地域によっては、外出禁止令を出し、マスクの着用を法的に義務づ

けるところがあったにもかかわらず、日本ではあくまで「自粛要請」が中

心であった。結果はどうであったかというと、感染者数、死亡者数ともに

多い諸外国と比べると一桁も二桁も少ない。

　その原因はどこにあるのだろうか。日本ではたとえ強制力がなくても、

社会というよりは世間の眼が光っていて、法的ルール以上に人々を監視し

縛るからではないか。事実、感染拡大期には、筆者自身、うっかりマスク

を忘れ着用せずに外出し、行き交う人の何となく白い眼を感じたことがあ

る。その頃99％の大人がマスクを着用していたと記憶する。

　法的ルールによる強制がなくても、大半の国民がマスク着用を励行し、

「３密」を避ける行動を自主的に取るのは、日本人が「社会」ではなく「世

間」に住んでいるからだとする主張には説得力がある。『同調圧力』（鴻上

尚史、佐藤直樹、講談社現代新書、2020 年８月刊）に所収の対談のなか
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で、佐藤氏は、「社会」を「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結

びつきが法律で定められているような人間関係」とし、「世間」を「日本人

が集団となったときに発生する力学」として、それぞれ定義的に説明して

いる。

“ワクハラ” という同調圧力

　新型コロナウイルス禍が日本でもいったん収束に向かいはじめたのは、

ワクチン接種が本格化してからである。2021年４月からの医療従事者を手

はじめに、同年５月からは65歳以上の高齢者、同年６月に入ると職域接種

がはじまった。

　政府によれば同年６月中旬には国内で少なくとも１回接種した人数が２

千万人を超え、同年12月には、国内で２回接種を終えた人は全人口の８割

に達し、追加接種も始まった。

　2021年６月17日、政府はワクチン接種証明書を、同年７月中旬にも発行

すると発表した。証明書は、住民情報を持ち、接種記録を管理する自治体

が発行し、氏名、ワクチンメーカー、旅券番号、接種目などを載せること

になった。

　証明書発行の狙いは、海外渡航を円滑にできるようにする点にある。2021

年６月13日に開幕した主要７か国首脳会議（G7サミット）の共同宣言は、

証明アプリの相互認証などを含む「人の往来に関する共通基準が必要」と

明記した。

　EU（欧州連合）では、2021年７月から「デジタルCOVID証明書」の運

用を始め、域内での自由な移動の再開につなげようとしている。中国は「国

際旅行健康証明」を導入した。

　ただ、こうした海外渡航を中心とした活用とは別に、ニューヨーク州で

はイベント参加のために「証明」を活用しているという。日本では、高齢
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％削減をめざす。

　企業による気候変動対応は、企業単体だけではなく企業集団として、海

外子会社を含むグループをあげて取り組むべきである。それだけではなく、

サプライチェーンを構成する取引先企業群も “巻き込んで”、バリューチェー

ンの全体で、たとえば「排出量○○％削減をめざす」といった対応が求め

られる。こうした対応を金融機関や機関投資家が後押しする “枠組み” が

でき上がりつつある。

⑵　「ESG投資」の前提条件となる「ESG情報開示」
　企業の気候変動対応を支える代表的なシステムが、サステナブル金融で

ある。持続可能な社会づくりに向けた投融資に関連するからである。

　サステナブル金融の中心に位置するのが「ESG投資」である。ESGは、

環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字

であり、ESGについての情報は、「非財務情報」とされる。

　CSRと比べると、ESGはそれより広い対象を含んでおり、ガバナンス（G）

に関する情報を含むところが最大の相違点である。

　Governanceは、一般に「統治」と訳されるが、corporate governanceと

いうときは、会社の外からの、ステークホルダーである株主などによるコ

ントロールを表す。

　“内向き、下向き” のコントロールになりがちな内部統制（internal control）

とは、この点で異なっている。

　ガバナンスによる外からのコントロール主体は、投資会社、消費会社、

地域住民などさまざまである。企業が社会的責任を果たすために広く社会

全体に適時、適切に情報を発信すべきことは、ガバナンスを重視する上で

は当然のことである。

　この点、「ESG情報開示」は、非財務情報を重視するところの「ESG投

資」の前提といえる。従来、投資は主として財務の視点から行われてきた
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が、「ESG投資」にあっては中・長期の投資判断に必要な情報の提供が重

視される。

　非財務情報は、長期的経営方針（経営理念）、ビジネスモデルの分析、経

営環境分析、経営戦略およびコーポレートガバナンスなどまでを広く含む。

そこで、近年、日本でもESGに基づいて投資家サイドで具体的な評価項目

を例示する試みが行われている。

　たとえば、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、2015年９月に

PRI（Principles for Responsible Investment：責任投資原則）の署名を発表

した。これをベースにGPIFは、ESGの評価項目を「（参考）指数等で考慮

することが考えられるESGファクターの例」として、環境（E）、社会（S）、

およびガバナンス（G）の「大分類」の下、「中分類」、「具体例」を掲げて作

成した。

　中項目「コーポレートガバナンス」の具体例としては、「統治形態（監督

と執行の分離）」と「取締役会の構成（社外、独立、女性、外国人）」が記

載された。

　ここに登場するPRIは、2006年、当時の国連事務総長であったアナン氏

が各国金融機関に向けて提唱したガイドラインで、機関投資家の意思決定

プロセスに受託者責任の範囲内でESGの視点を反映すべきとする。

　ちなみに、国連が示すPRIの６つの原則は、次のとおりである。

　・投資分析と意思決定にESGを組み込む

　・所有方針にESGの課題の課題を組み入れる

　・投資対象にESGの課題の開示を求める

　・原則が実施されるように働きかける

　・効果を高めるために協働する

　・活動状況や進捗状況を報告する



114

第Ⅰ部　「法的社会」日本の諸相

⑶　コーポレートガバナンス・コードの求めるESG
　ESGは、企業による非財務情報の発信・開示のための準則として作られ

た。そのため、2015年６月、日本の上場企業に向けたガバナンス改革の指

針として、東京証券取引所が「持続的成長に向けた企業の自立的な取組を

促すため」に策定したコーポレートガバナンス・コード（CGコード）に

も登場する。

　まず、その「第２章　株主以外のステークホルダーとの適切な協働」冒

頭の「考え方」は、次のように述べる（2021年６月改訂後）。

　　また、「持続可能な開発目標」（SDGs）が国連サミットで採択され、

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同機関数が増加

するなど、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ（ESG要

素を含む中長期的な持続可能性）が重要な経営課題であるとの意識が高

まっている。こうした中、我が国企業においては、サステナビリティ課

題への積極的・能動的な対応を一層進めていくことが重要である。

　　上場企業が、こうした意識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・

経済全体に利益を及ぼすとともに、その結果として、会社自身にも更に

利益がもたらされる、という好循環の実現に資するものである。

　また、同コードの2018年６月改訂後においても「第３章　適切な情報開

示と透明性の確保」の「考え方」に、会社の財政状態、経営戦略、リスク、

ガバナンスや社会・環境問題に関する事項（いわゆるESG要素）などにつ

いて定性的な説明を行う「非財務情報」の開示の重要性が説かれた。

⑷　ESG開示義務化に向けた動き
　ESG投資を促進するには、企業による「非財務情報」の開示充実が欠か

せない。ESG開示の義務化を含む規制強化で先行するのがEUである。
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⑴　感染拡大を防止するための “非接触化”
　コロナ禍によって、国として最大の政策課題になったのは、いかにして

経済活動を停滞させずに再開にもっていきつつ、新型コロナウイルスの感

染拡大を食い止めるかであった。

　とくに感染拡大を防止・減少させるために有効とされたのは、人と人と

の接触をなるべく減らすことであった。そのため、職場に大勢の人が集まっ

て会議をし、机を接して執務をすることは、なるべく避けるべきとなった

のである。

　感染経路としては、飲食店での会食などが疑われるため、繁華街をかか

える自治体が飲食店の経営時間短縮の要請などを行った。

　ただ、ほとんどの人にとって避けられない「接触の場」は、職場と家庭

である。このうち、職場での接触機会は、働き方を改革し、本来の職場か

ら離れた場所でのリモートワークを実現するならば、大きく減らせるはず

である。

⑵　ソーシャル・ディスタンスの確保
　人と人との接触を避け新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための

方策を象徴することばが、「ソーシャル・ディスタンスの確保」であろう。

　ソーシャル・ディスタンス（social distance）を直訳すれば「社会（的）

「リモート社会」の到来

1616
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距離」である。社会学の分野では、「個人・集団間の親近度を表す」語とし

て使うようだが、後述するように法律上の意味をもつこともある。

　コロナ禍対応のなか、さかんにこの語が使われるようになったが、実際

にどの程度の距離があればソーシャル・ディスタンスを保ったことになる

のか何ともわかりにくい。密閉・密集・密接の「３密」を避けるようにと

いわれても、なおわからない。

　欧米では、コロナ禍以前からソーシャル・ディスタンスの確保は、いわ

ば社会人の常識でもあったようだ。以前、英国に住んでいた頃、地下鉄で

通勤をしていたが、肩が触れ合うほど混雑すると通勤客は無理に乗り込ま

ず次の列車を待つのが現地の慣習であった。

　心理学では、４～７フィートの近接相と７～12フィートの遠方相とがあ

ると説明する。こうした学術用語的な “距離感” とは別に、現在日本で問

われるのは、法的にも感染拡大を防止するためにはどの程度人と離れたら

よいかである。

　レストランで食事をするとき、職場で働くときなど、状況や場所によっ

て適切な距離は異なるはずである。友人と会食をするにしても、会話によ

る飛沫感染を防ぐには、対面を避け斜めに座るなどを心がけるのがよい。

　従業員が安心して安全に働けるようにするために、安全配慮義務を負う

会社（雇用主）が、いま最も気をつけなくてはならないのが職場人口過密

によるクラスター感染である。

　安全配慮義務の具体的内容として、テレワークの実施だけでなく、職場

内におけるディスタンス確保を実践する会社もある。

　たとえば、同じ職場・オフィスに属する従業員をグループ分けし、別々の

部屋で仕事をさせるスプリットオペレーションや従業員を複数のグループに

分け、グループごとに勤務時間をずらす交代勤務制を採るやり方がある。

　より直接的に距離を保つために、机の位置を分散させる、机を使用する

のはひとつおきにする、などの工夫もなされるべきであろう。
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⑶　サプライチェーンの「逆リモート化」と「内製化」
　今般のコロナ禍においては、“密” を避けるさまざまな “リモート化” が

叫ばれてきた。ところが、サプライチェーンのリスク管理上は、むしろ、

サプライチェーンの “逆リモート化” が有効な手立てとなる。

　いま求められる「安全で安定した」サプライチェーンは、“身内だけ” で

固めたサプライチェーンである。グループ子会社だけでサプライチェーン

をつくれば最も安定した供給網になり得る。

　パンデミックによって、グローバルな物流がほぼストップするような事

態を避けるため、“逆リモート化” も検討し、なるべく近い地域の、できれ

ば国内の企業から原料や部品などを調達することである。

　あるモーターメーカーは、中国工場で生産する製品に欧州製のねじを使っ

ていたことを改め、中国での内製に切り替えることにしたという。

　日本では、経営者の高齢化が進み事業継承を望む中小企業が多い。コロ

ナ禍も加わり、M＆Aで事業の売却を検討している企業がサプライチェー

ンの一角を占めるのであれば、これを買収してグループ会社化するのも「内

製化」の一手段になる。

⑷　“レジリエント”（強靭）で “クリーン” なサプライチェーン
　日本企業によるサプライチェーンの典型は、東アジアを中心とする諸外

国・地域から原材料を輸入して日本で製品をつくるというものである。原

料から海外現地でつくった部品や半製品を輸入し、完成品にするパターン

もある。

　新型コロナウイルスの感染拡大によって、海外の原材料工場が操業でき

なくなる、あるいは、その輸出入が規制され原料を入手不能になるなどが

起こり、原材料供給の流れは一部止まった。

　サプライチェーンのリスクは、“寸断リスク” だけではない。サプライ

チェーンに “瑕疵” があると、それがもとで、完成品メーカーのレピュテー



159

16　「リモート社会」の到来

ションが凋落し、あるいは消費者からの不買運動が広がり、場合によって

は損害賠償請求を受ける事態にもなりかねない。

　サプライチェーンに “瑕疵” があるとは、どのような場合であろうか。

新興国A国の現地会社が、ある原料を買い集め現地で精製するなどしてC

社に売却し、C社がその原料を使って部品を製造、これを日本の最終品メー

カーD社に輸出したとしよう。

　原料が金（ゴールド）だったとする。スマートフォンにもごく少量の金

が使われており身近なはなしなのだが、B社が現地のA国で買い集めたの

は、反政府勢力が武力を背景に住民から略奪した金であったとすると、い

わゆる紛争鉱物規制に抵触するおそれが生じる。

　紛争鉱物は、アフリカのコンゴ共和国とその周辺国における紛争地域で

産出する金などの希少鉱物を指す。この地域では、武装グループが「史上

最悪」とされる人権問題を発生させており、紛争鉱物のサプライチェーン

に関わる企業によるが、武装グループの資金源にもなる鉱物の調達を規制

する法律が当事者国以外でも制定された。

　よく知られているのは、2013年１月から適用開始になったアメリカの紛

争鉱物規制であり、一定の紛争鉱物調達者に、サプライチェーンについて

の調査、報告、開示を義務づけている。

　OECD（経済協力開発機構）も、2010年11月、紛争鉱物の責任あるサプ

ライチェーンのためのデューデリジェンスガイドラインを発表した。同ガ

イドラインは、その後改訂されているが、紛争鉱物サプライチェーンの関

係者のSR（社会的責任）としてデューデリジェンス（Due Diligence）を要

求している点がポイントである。

　同ガイドラインでは、デューデリジェンスを、一般的な意味である「し

かるべき注意・慎重さ」を超えて、紛争鉱物サプライチェーンに関する調

査活動とそれを支える企業の体制などをとくに求めている。

　この問題は紛争鉱物だけに生じるのではない。カリフォルニア州では
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2012年１月から、強制労働や人身取引への関与についてサプライチェーン

を通じて調査の上、開示することを義務づける法律を施行している。

　イギリスでも、同様にサプライチェーンの透明化と開示を求める「現代

奴隷法」（Modern Slavery Act）を2015年に制定した。これらの法律に違

反しない “クリーンな” サプライチェーンをつくり上げること、およびそ

のためのデューデリジェンスがいま求められている。

⑸　人権問題による対中規制強化の動き
　2021年12月23日、アメリカで強制労働を理由に中国・新疆ウイグル自

治区からの輸入を原則として禁ずる法律が成立した。運用規制など整備後、

2022年６月には施行になる。

　この法律は、税関・国境取締局（CBP）が、同自治区で生産された製品

を「強制労働で作られた」とみなし、原則的に輸入を差し止めることを認

める。同自治区で生産された部材を含んだ完成品も対象にする。従来、同

自治区からの綿製品やトマト、一部の太陽電池部材などの輸入を禁じてい

たが、輸入禁止の対象を全製品に広げた。

　日本企業としては、同法の成立により、上述した紛争鉱物規制などの下

における以上に、サプライチェーンの精査が求められるようになった。た

だ、中国製品だけを調査対象にするのではなく、東南アジアなどの新興国

から原料や部品を調達する場合は、とくに、２次、３次のサプライヤーま

で調査しなくてはならない。

　そうではなく、中国だけを“狙い撃ち”にするならば、同国が2021年６

月に施行したところの、中国企業に対する外国の差別的措置への協力を禁

ずる、「反外国制裁法」に抵触するおそれが生じるからである。

　サプライチェーンの“末端”に至るまで調査が必要とされることで、これ

までよりもコストや時間に過度の負担がかかることになる。サプライチェー

ンを担う各サプライヤーとの供給（調達）契約に含ませておくべき表明・
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保証条項や誓約条項、直接の契約相手の“クリーン度”を十分に調べる人権

デューデリジェンス条項に関する契約実務が欠かせない。

⑹　“サステナブル”（持続可能）なサプライチェーン
　いまサプライチェーンは、国連のSDGsとの関連で、サステナブル（持

続可能）なものである必要がある。SDGsは、Sustainable Development Goals

の略で、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの「持続可能な

開発目標」である。

　SDGsには、17の目標（ゴール）と、その下に169のターゲット、232の

指標が決められている。17のゴールとは、①貧困、②飢餓、③保健、④教

育、⑤ジェンダー、⑥水・衛生、⑦エネルギー、⑧成長・雇用、⑨イノベー

ション、⑩不平等、⑪都市、⑫生産・消費、⑬気候変動、⑭海洋資源、⑮

陸上資源、⑯平和、および⑰実施手段、を内容とするものだ。

　2018年５月に外務省が公表した「『持続可能な開発目標』（SDGs）につ

いて」は、SDGsの特徴は、「普遍性（先進国を含め、全ての国が行動）」、

「包摂性（人間の安全保障の理念を反映し『誰一人取り残さない』）」、「参画

型（全てのステークホルダーが役割を）」、「統合性（社会・経済・環境に統

合的に取り組む）」、および「透明性（定期的にフォローアップ）」の５つに

あるとしている。

　日本政府は、2016年５月、当時の安倍首相を本部長とする「SDGs推進

本部」を設置、SDGs実施に最大限取り組む旨を表明して、2017年12月に

は、『SDGsアクションプラン2018』を公表した。同プランは、「日本なら

ではの『SDGsモデル』」の構築をもくろむもので、「８つの優先分野」に

総力を挙げて取り組むため、政府の主要な取組みを盛り込んでいる。

　企業社会では、さかんにCSR（Corporate Social Responsibility「企業の

社会的責任」）の重要性が叫ばれてきた。CSR推進のため、故アナン元国
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ディング』（以上、第一法規）ほか多数。
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