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1 「ビジネスと人権」の不可分一体性

サプライチェーンが世界に張りめぐらされている現
在、自社のビジネスが国内外の人権にもたらす影響
を認識・把握していないことは、重大な経営リスク

東京オリンピック・パラリンピックの開催に至る過程で明ら
かになった、日本国内と日本国外の感覚の大きなギャップ：
日本流の「建前」≠「本音」

米中対立を中心とする地政学的リスクへの拡大：アジアに位
置する日本企業の「宿命」



２ 海外の法制化の進展

法令名 施行時期 特徴

金融規制改革法（ドッド・フランク

法）第1502条

2010年（SEC

規則は2012年）

米国の上場企業に対し、紛争鉱物の有無を調達

先の製錬所や精製所まで調査し、米証券取引委

員会（SEC）に報告することを義務付け

米国カリフォルニア州サプライ

チェーン透明法

2012年 カリフォルニア州で活動する一定規模の企業に

強制労働を防ぐ措置を公表することなどを義務

付け

英国現代奴隷法 2015年 英国で活動する一定規模の企業に強制労働を防

ぐ措置を公表することなどを義務付け

☆改正が予定されていることに注意

米国貿易円滑化・貿易執行法（関税

法を改正）

2016年 強制労働によって採掘・生産された製品の米国

への輸入を禁止

フランス注意義務法 2017年 フランスで活動する一定規模の企業に自社・サ

プライチェーンにおける人権・環境への負の影

響に関する調査を行うことなどを義務付け



２ 海外の法制化の進展
法令名 施行時期 特徴

豪州現代奴隷法 2019年 オーストラリアで活動する一定規模の企業に強制

労働を防ぐ措置を公表することなどを義務付け

EU紛争鉱物規則 2021年（全面施

行）

紛争鉱物をEU内に持ち込む輸入者にサプライ

チェーンの調査を行うことを義務付け

オランダ児童労働デューデリジェンス法 2022年（予定） オランダで商品・サービスを提供する企業に児童

労働を防ぐ措置を実施することなどを義務付け

☆人権・環境DD法が別途議会で審議予定であるこ

とに注意（置換の可能性）

ノルウェー人権デューデリジェンス法 未定 ノルウェーで商品・サービスを提供する企業に人

権侵害を防ぐ措置を実施すること、情報開示など

を義務付け

ドイツサプライチェーン法 2023年（予定） 一定規模以上の企業に対し、間接的な取引先も含

め自社のサプライチェーンに関わる国内外のすべ

ての企業が人権・環境をリスクにさらされないよ

うサプライチェーンの調査を行うことなどを義務

付け

☆水俣条約・ストックホルム条約への言及に注意

☆EU人権・環境DD法の進展に注意



３ EU人権・環境デューディリジェンス法

EU域内で事業を行う企業に人権・環境デューディリ
ジェンスの実施などを義務付けるEU法

欧州委員会が指令案を検討・策定し（2021年秋までを予定）、
欧州理事会と欧州議会の承認を経て立法化される見込み
（2022年～2023年？）

指令に基づき、2年以内に加盟国が国内法を制定する



４ 海外の法制対応の注意点

法務的観点からの詳細な検討が必要

各国の法令の内容の差異に注意

国連指導原則・OECD多国籍企業行動指針・ILO多国籍企
業宣言をベースとしていることに注意：特に、国連指導原
則と、OECDデューディリジェンス・ガイダンスの十分な
理解が必要

国際人権条約：世界人権宣言、国際人権規約、ILO中核的
労働基準（ILO中核8条約）を始めとする国際人権基準の理
解が有益

人権・環境の両方の保護がトレンド化していることに注意



５ 国連「ビジネスと人権」指導原則

2011年、国連人権理事会での全会一致での採択

企業が、世界人権宣言、国際人権規約、ILO中核的労働基準
（ILO中核8条約）を始めとする国際人権基準を尊重する「責
任」を負うことを明記した国際文書

各国の政策・法令のベースとなる最重要文書

 31の原則で構成

正文は英語+法律的な文章⇒公式コメンタリーの「解読」が
重要



５ 国連「ビジネスと人権」指導原則

企業に求める三本柱：日本政府の「ビジネスと人
権」に関する行動計画（2020－2025）でも「政府か
ら企業への期待表明」として明示

人権方針の策定

人権デューディリジェンスの実施・運用

救済：救済メカニズム（苦情処理・問題解決制度）の構築・
運用



５ 国連指導原則：人権方針の策定

原則16：企業は、以下の要件を備える方針の声明を
通して、その責任を果たすというコミットメントを
明らかにすべきである。

a. 企業の最上級レベルで承認されている。

b. 社内及び／または社外から関連する専門的助言を得ている。

c. 社員、取引先、及び企業の事業、製品またはサービスに直接関わ
る他の関係者に対して企業が持つ人権についての期待を明記して
いる。

d. 一般に公開されており、全ての社員、取引先、他の関係者にむけ
て社内外にわたり知らされている。

e. 企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続のな
かに反映されている。



５ 国連指導原則：人権デューディリジェンス
原則17：人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そし
てどのように対処するかということに責任をもつために、企
業は人権デューディリジェンスを実行すべきである。そのプ
ロセスは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価す
ること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反
応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処する
かについて知らせることを含むべきである。

a. 企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、またはその取引関係に
よって企業の事業、商品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象
とすべきである。

b. 企業の規模、人権の負の影響についてのリスク、及び事業の性質並びに状況に
よってその複雑さも異なる。

c. 企業の事業や事業の状況の進展に伴い、人権リスクが時とともに変りうることを
認識したうえで、継続的に行われるべきである。



3 国連指導原則：人権デュー・ディリジェンス

「デューディリジェンス」≠M＆Aデューディリジェ
ンス

一回的なものではなく、継続的な取り組み
（PDCA）

方針の策定→スコーピング（調査対象の確定）→リ
スク評価→リスク対応措置・モニタリング→開示→

スコーピング…

労働者、労働組合やNGOとの対話・協働も重要



５ 国連指導原則：救済メカニズム

原則31：その実効性を確保するために、非司法的苦
情処理メカニズムは、国家基盤型及び非国家基盤型
を問わず、次の要件を充たすべきである。

a. 正当性がある

b. アクセス可能性がある

c. 予測可能性がある

d. 公平性がある

e. 透明性がある

f. 国際的に認められた人権に適合している

g. 継続的な学習源となる

h. エンゲージメント及び対話に基づく



５ 国連指導原則：救済メカニズム

国連指導原則の原則31(ｈ)：エンゲージメント及び
対話に基づく

公式コメンタリー：「これらメカニズムは、対話を通じて合
意による解決に到ることに焦点をあてるべきである。裁定が
必要とされる場合は、正当で、独立した第三者メカニズムに
より行われるべきである。」



６ 国連指導原則を踏まえたリスクマネジメン
トの重要性

国連指導原則の本文・公式コメンタリーの理解が必
要：コンサルタントや弁護士任せにしない

国際人権条約の理解が有益

OECD「責任ある企業行動のためのデューディリ
ジェンス・ガイダンス」は有益な資料

強制労働に対処する際は、一切の妥協を許さない
「ゼロ・トレランス」が基本（EUデューディリジェ
ンス・ガイダンス参照）



６ 国連指導原則を踏まえたリスクマネジメン
トの重要性

デューディリジェンスに際しては、現地での独立性
を確保した調査（場合により、抜打ち調査を含む）
や、管理職のいない安全な環境下での労働者に対す
るインタビューの実施などが重要（EUデューディリ
ジェンス・ガイダンス参照）

強制労働の存在が認められる場合、企業はサプライ
ヤーなどに対してリスク対応措置を実施→最終手段
として、関係解消も選択肢として検討（EUデュー
ディリジェンス・ガイダンス参照）



７ 創造的なリスクマネジメントの重要性

複数の企業・業界団体での対応も検討→外国政府・国際機関
への働き掛け

日本政府・JETROへの支援要請＋緊密な連携が重要

必要に応じて、自社グループのサプライチェーン戦略の再検
討を実施→具体的には…

ガバナンスの再編→具体的には…

メディアや機関投資家に対して、戦略的な情報開示を実施

必要に応じて、NGOとの協議の実施を検討：近時、欧州の
NGOが欧州議会議員と連動して、日本企業を含む国際企業へ
の告発を行っていることに注意
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企業側の弁護士の立場で、ESG/SDGs/「ビジネスと人権」・M&A・コ
ンプライアンス分野に従事。 日本企業のビジネスの実態を理解した上
で、多数の企業の社外アドバイザーとして、各企業の経営陣への実践
的な助言を行っている。

第6回「新日本法規財団奨励賞」優秀賞を受賞。一般社団法人 経営
倫理実践研究センター（BERC）フェロー。成城大学法学部特別講師
（2018年、2020年）。

東京2020「持続可能性に配慮した調達コード」に基づく通報受付窓口
に係る助言委員会委員候補者にも選任されている。

日本経済新聞を含む各メディアでは、随時コメントが紹介されている。
経営法友会、各団体、各企業等での講演や執筆も多数実施している。

法曹資格

• 日本国弁護士 （東京弁護士会） 、米国ニューヨーク州弁護士

著書・著作（その他多数）

• 連載「ステークホルダー対応の最前線」 （『NBL』、2016年1月から現在まで連
載中）

• 連載「ステークホルダー経営のエンジン」 （『NBL』、2019年）

• 『日弁連ESGガイダンスの解説とSDGs時代の実務対応』（共著、2019年6月）

• 『最新クロスボーダー紛争実務戦略』（共著、2016年7月）

連絡先

03-3224-2835

skuramoto@orrick.com

取扱い業務
• コーポレートガバナ
ンス

• コンプライアンス
• M&A

• 民事商事訴訟
• 国際紛争解決
• 企業法務全般

学歴
• コーネル大学ロース
クール LL.M. 

• 一橋大学院法学研
究科 修士（国際法）

• 慶應義塾大学法学
部 学士

言語
• 日本語
• 英語


