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Ⅰ 国内における人権関連法制のトレンド
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1. 日本国内の動向

サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン骨子案（2022年４月）
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時期 団体等 内容・動向
2017年11月 経団連 「企業行動憲章」を改訂し、第4条に「すべての人々の人権

を尊重する経営を行う」旨追記
2020年10月 日本政府 「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020-2025）」を

公表
2021年6月 東証 「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）」を改

訂し、人権尊重の規定を追加
金融庁 「投資家と企業の対話ガイドライン」策定

2021年12月 経団連 企業行動憲章の「実行の手引き」を改訂
「人権を尊重する経営のためのハンドブック」を策定

2022年3月 経産省 サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検
討会の設置

2022年夏頃 経産省 上記ガイドライン取りまとめ予定

企業に求められる取組みの概要：
①人権方針の策定：経営陣の考える最低基準を企業内外に示す
②人権デュー・ディリジェンス（人権DD）の実施
③救済：人権リスク対応の手続きの整備、実際に生じている人権リスクへの対応

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/pdf/003_04_00.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/charter2017.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf
https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lne9.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1/01.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki8.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2021handbook.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/index.html
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2. 日本国内の法制化の遅れと国際スタンダードの理解の重要性

日本国内の法制化・ガイドライン策定等の遅れ

日本国内では、これまで経済界を中心に人権尊重の取組みに関するガイドライン等が策定
されてきた

日本政府・国会もガイドライン策定や法制化に動き出しつつある

・サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン

・人権侵害に対する制裁法案（議員立法「特定人権侵害行為への対処に関する法案」）

→しかし、現行法には、企業に人権尊重のための取組みを義務付けるような法律は未だ存在
せず、拠り所とすべき規範が少ない

国際スタンダードの理解の重要性

ESG投資を呼び込む等の経営上の必要性がある

欧米の法令には、日本企業も対象となるものが少なくない

これまでの規範は、いずれも国連のビジネスと人権に関する指導原則等の国際スタンダー
ドに則り策定され、今後日本で法制化される場合も国際スタンダードに沿ったものとなる可
能性が高い

→まずは、国際スタンダードの内容を理解することが肝要



Ⅱ 人権関連法制のグローバルトレンド
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3. 国際的な規範の概要

2010年頃から、企業活動における人権尊重を具体的に求める規範が増加
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団体 規範
国連 ビジネスと人権に関する指導原則
ILO 多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言（ILO多国籍

企業宣言）
強制労働との戦いー雇用者および企業のためのハンドブック

OECD 多国籍企業行動指針
責任ある企業行動のためのOECDデューディリジェンス・ガイダ
ンス

EU コーポレートサステナビリティ・デューディリジェンス指令案
（人権DD指令案）

EU人権DD指令案：2022年2月に公表。

一定規模の欧州域内の企業に対し、①企業方針の策定、②人権リスクの特定、③潜在的な
悪影響の防止、軽減、実際に生じている悪影響の停止、④グリーバンス（救済）措置の設
置、⑤モニタリング、⑥情報公開等を義務付ける

→今後、人権DD指令案に沿った各国法の改正が見込まれる

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000062491.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_577671.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_101171.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf


4. 主要国の法規制の概要

欧州各国で人権デューディリジェンス（人権DD）をはじめとする人権関連法が制定
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国 法律 内容
英国 現代奴隷法 一定の規模以上の企業に対し、強制労働と人身取引に関する声明作成を義務

付ける。これまで報告内容は各企業に委ねられていたものの、今後法定の報
告事項の新設、罰則強化する等の改正等を予定。

フランス 企業注意義務法 一定の規模以上の企業に対し、子会社や取引関係にある下請け業者、サプラ
イヤーに対する定期的な人権DD実施（人権リスク特定、リスク軽減措置、
モニタリング確立）を義務付ける。

ドイツ サプライチェーン注意義
務法

一定の規模以上の企業に対し、強制労働等に関するリスク管理体制の整備、
人権方針の策定、人権DDの実施等を義務付ける。2023年施行予定、EU人
権DD指令案に沿って改訂の可能性がある。

オランダ 児童労働DD法 オランダ市場に商品やサービスを提供する企業に対し、サプライチェーン上
の児童労働の有無の調査、児童労働の疑いがある場合は人権DDの実施を義
務付ける。

米国 カリフォルニア州サプラ
イチェーン透明化法

一定の規模以上の企業に対し、サプライチェーンにおける強制労働や人身売
買防止の取組み（サプライヤーの監査実施・法令遵守証明の要求等の有無、
内容）に関する報告義務を課す。

関税法
ウイグル強制労働防止法

強制労働による製造等が疑われる産品の輸入制限。
ウイグル自治区関連産品については、原則輸入禁止。

カナダ 現代奴隷法 一定の規模以上の企業に対し、強制労働又は児童労働のリスク回避措置の報
告義務を課す。

豪州 現代奴隷法 一定の規模以上の企業に対し、現代奴隷を防止する取組み（リスク評価方法
と軽減措置等）に関する報告義務を課す。法律上、今年法律の見直しを予定。



5. 主要国の法規制の分類分けとその重要性

各国の法規制毎に内容が異なり、企業に対してどのような規制を行っているか分かりづら
いため、各国法に対しどのような対応をすれば良いか掴みにくい

→法令を規制内容によってカテゴリー分けして理解する

→対応すべき法令、規制の強度などが理解できる
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規制概要 法令名
①人権DDの実施を義務
付ける法令

・フランス企業注意義務法
・オランダ児童労働DD法
・ドイツサプライチェーン注意義務法
・EU人権DD指令案

②取組状況の開示を義務
付ける法令

・米国カリフォルニア州サプライチェーン透明
化法
・英国現代奴隷法
・カナダ現代奴隷法
・豪州現代奴隷法

③強制労働や人権侵害を
理由とした輸出入規制

・米国関税法307条、ウイグル強制労働防止法
・米国エンティティリストに基づく輸出・再輸
出規制



6. 新たな国際的潮流 ～米国ウイグル強制労働防止法の概要

経緯

米国は、従前から、関税法 307 条に基づき、強制労働により生産された産
品と合理的に判断される貨物について輸入を制限

新疆ウイグル自治区における強制労働に対する批判の高まり

→2021年12月23日、関税法307条を効果的に適用するためウイグル強制労
働防止法（UFLPA）を成立させる

UFLPA概要

2022年6月21日以降、全ての新彊ウイグル自治区関連産品の輸入が原則と
して禁止

UFLPAは、一定の輸入者に対して強制労働の不存在（対象産品が強制労働
により製造されていないことが明白で、説得的な証拠により示されているこ
と）の立証を要求
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6256/text?r=1&s=1


（参考）ウイグル強制労働防止法の改正点のポイント
1．輸入禁止措置という規制内容の強化

UFLPAでは、原則として新疆ウイグル自治区関連産品を輸入禁止に

諸外国の法制を見ても、強制労働を理由として輸入禁止を規定する法律は見当たらない

※法案レベルでは、カナダの法案 、オーストラリアの法案がある

2．規制対象に新疆ウイグル自治区以外に所在する会社がある

UFLPAでは、製品の一部なりとも新疆ウイグル自治区で製造等された場合、またはエンティ
ティリスト記載の企業が製造等した場合、強制労働があったと推定される

→自社サプライチェーン、エンティティリストを適時確認する必要がある

新疆ウイグル自治区以外に所在する会社もエンティティリストに記載

3．輸入業者に課される人権DD実施範囲が広範
本法は、あらゆるレベルのサプライチェーン追跡を求める

→間接的なサプライヤーも人権DD実施が求められる余地あり

これまでの国際スタンダードは、二次サプライヤーに対する人権DD実施を求める規範もあった
が、一定の限定が付されてきた

→UFLPAによる人権DD実施範囲は広範であり、実施は極めて困難な場合もある
© AsiaWise 10

https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/S-204/first-reading
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/s1307_first-senate/toc_pdf/21S0720.pdf;fileType=application%2Fpdf
https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list
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規制の種類 内容 関連法令・近時の動き

技術競争、機微情報・重要インフラ保護
例）AI・データ分析・量子情報、情報通信
インフラ

人権・民主主義
例）香港・ウイグル

取
引
規
制

貿易管理
輸出規制 自国の貨物・技術の入

手を防止

・米国輸出管理改革法
・中国情報通信企業がエンティティリス
ト（EL）に掲載
・対中軍事エンドユーザ規制導入

・新疆ウイグル自治区の監視機器・
技術等を製造・開発する中国企業を
ELに追加
・香港の優遇措置の撤廃

輸入規制 自国の販売市場へのア
クセスを制限

・米国関税法307条に基づくWLO
・ウイグル強制労働防止法

投資管理 投資規制 投資を通じた自国市場
へのアクセス防止

米国FIRRMA

国内民間取引規制
・外国敵対者による自国ネットワーク脆
弱性悪用等の防止のための米国当局のク
リアランス手続
・中国軍事企業の有価証券の購入禁止

経
済
制
裁

敵対する国や個人・団
体による取引を制限す
るとともに国内資産を
凍結

・米国OFAC規制
・米国香港自治法
・香港・ウイグル関連の企業
（XPCC等）・個人をSDNリストに
追加

政
府
調
達
規
制

・特定企業の政府調達
からの締め出し
・政府案件の受注に際
して、特定企業との取
引の有無を表明保証さ
せる

2019年度米国国防授権法
・調達禁止
・使用者との契約禁止

7. 人権関連法と経済安全保障関連法の近接化 ～米国法の全体像
人権関連法と人権侵害への制裁法はその目的の違いから異なる分類で理解されてきた
→法規制の内容からは、人権尊重（サステナビリティ）と制裁（リスクマネジメント）が明
確に分けられなくなりつつある
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Ⅲ 法務部門の観点からみる「ビジネスと人権」
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3. 法務・コンプライアンス部門のチェックリスト

1．各国の最新法令の確認
 サプライチェーンに人権DDを求める法令の増加

 情報を適時アップデートする必要がある

 海外拠点の所在国の法令も把握する必要がある場合も

2．サプライヤー契約管理
 サプライヤー契約の管理は法律問題。法務部門が取り扱うほかない

 サプライヤーに行動規範を遵守させる等の対応

 通関時に「全ての必要な書類」を要求する条項等の取扱い

3．コンプライアンス状況に関する現場の「見える化」
 内部通報制度、連絡窓口の整備

 従業員の意識調査アンケート（従業員サーベイ）

 国内拠点のみならず、海外拠点にも応用を
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