
 

 

本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助

言を求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではあ

りません。 

本ニューズレターに関する一般的なお問合わせは、下記までご連絡ください。 

西村あさひ法律事務所 広報室 （E-mail: newsletter@nishimura.com） 

 
Ⓒ Nishimura & Asahi 202１ 

 
- 1 - 

企業法務ニューズレター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サステイナビリティと日本企業の海外進出 

−ビジネスと人権④ 世界の人権デューデリジェンス関連法制総まとめ− 
執筆者：渡邉 純子 

 

1. はじめに 
 

 前回まで紹介してきたとおり、世界各国で、企業を名宛人として人権デューデリジェンスの実施を義務付け、又はこれに関する

取組みの有無等の報告を義務付けるハードローの導入が加速しています。日本企業が「ビジネスと人権」に取り組むべき理由

は、純粋にビジネス上の観点から考察した場合でも、ESG 投資の増大や市民社会の意識の変化等様々なものがありますが、そ

の中でも他国での人権法制の導入の加速は大きな要因となるため、本稿では各国国内法に関する最新状況を紹介します。但

し、以下の 3 つの視点には特に注意が必要です。 

 

① これらの各国国内法の文言や解釈・運用状況を理解しているだけでは、「ビジネスと人権」の分野を真に理解して

実質的に意味のある人権デューデリジェンスを行うことはできないこと、すなわち、 

② EU の新指令その他の国内法で依拠されている「ビジネスと人権に関する指導原則」は、国際法である国際人権法

において認められている各人権の外延を理解していることを前提として、企業に当該人権の尊重責任を負わせる

ものであること 

③ 同時に、人権侵害の現場で生じている実際の問題の構造（多くは途上国・新興国の問題が複雑に絡みます。）を深

く理解し、根本的な解決を見据えた行動を検討しなければ目的に沿わない無意味な取組みとなってしまうこと 

 

 ②や③の観点を①の国内法の文言や解釈には全て集約できないのが本分野の難しさでもあるため、本連載では②と③の視点

も織り交ぜて解説をしていきます。①〜③のどれか一つの視点が欠けても、実効的な人権デューデリジェンスは行えずブルー

ウォッシュ（人権ウォッシュ）となってしまうことを念頭に置いて頂いた上で、今回は、前回までに続き、取組みを始めるきっかけとし

ての意味を持つ①の各国国内法の制定状況をまとめて紹介します。 

 なお、本稿では、企業に対して広く一般にサプライチェーン等の人権デューデリジェンス等に関する報告義務や実施義務を課す

規制を紹介し、特定の国から又は特定の物品の輸入者に対してのみ適用される規制等対象を絞った規制（2021 年 1 月施行の

EU の紛争鉱物規制等）や、非財務情報の開示のみを求める規制は対象外とします。 
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<人権デューデリジェンス関連法制が存在する又は成立見込みのある、本稿で紹介する国・地域> 

 

2. 英国  現代奴隷法 
 

 イギリスで 2015 年に制定された世界で初めての現代奴隷法は、昨年秋に改正方針が公表されています。実際の改正時期は未

定ですが、報告義務の内容を拡充する方向での改正が予定されています。詳細は当事務所企業法務ニューズレター2021 年 1 月

28 日号「サステイナビリティと日本企業の海外進出 – ビジネスと人権③ 英国現代奴隷法の強化と「現代奴隷」の解説 –」をご参

照ください。その後、本年 3 月 11 日に、改正方針の一つでもある国家ポータルが実際に導入されており、任意による当該ポータ

ル上への報告書の提出が推奨されています（改正後は義務化されます。）。 

 

☑ イギリスの現代奴隷法に基づき確認が求められる人権イシューは、サプライチェーン上の強制労働等に狭く限定され

ており、また、あくまで報告義務のみが課されます。よって、後記 3.の EU の新指令のように、広範なスコープを対象とす

る、かつ人権デューデリジェンスを義務化する法制を導入すべきという市民社会の声もあるところです。もっとも、過去 6

年の間、本来現代奴隷法に基づき報告書を提出すべき企業の 40%がこれを提出していないという実態 1があり、当該進

捗状況を踏まえると、まずは改正方針のように現行のサプライチェーン上の問題に絞って執行体制を強化すべきという

意見もあります。 

☑ 但し、いずれにしても多くの英国企業は EU 企業との取引関係にあるため、サプライヤーとしての立場で EU の新指令

に合わせた対応が実質的に必要となることが見込まれています。 

 

3. EU  コーポレート・デューデリジェンス及びコーポレート・アカウンタビリティに関する指令 
 

 現在 EU で盛んに議論されているのが、EU 域内で事業を行う事業体に人権・環境及びグッド・ガバナンスを尊重させ、広くバ

リューチェーン上のデューデリジェンスを義務付けさせることを目的とする新指令の内容です。本年 3 月 10 日の欧州議会で、欧州

委員会に対して遅滞なく法案を（原案どおりに）提出することを求める内容の決議が、賛成多数で可決されました 2。次のステップ

として、欧州委員会から、今年の上半期中に法案が提出されることが想定されています（その後、理事会及び欧州議会にて審

議）。但し、正式な法案の内容が欧州議会の原案に沿った内容とされるかは欧州委員会の裁量に任されています。 

 欧州議会の原案の内容は、欧州議会法務委員会から昨年秋に公表された草案（「サステイナビリティと日本企業の海外進出 – 

ビジネスと人権② コーポレート・デューデリジェンス及びコーポレート・アカウンタビリティに関する EU の新指令 –」参照）にいくつ

かの修正が加わったものであり、草案からは、適用対象となる事業体の定義 3等が変更されています。 

 なお、本指令にいう「グッド・ガバナンス」とは、ESG 投資の「G」の内容として求められる企業におけるコーポレートガバナンス一

般の話ではなく、事業体が事業を行うバリューチェーン上の特定の国・地域又は地方のガバナンス（統治機構や行政能力）を指

                                                   
1 Business & Human Rights Resource Center, ‘Modern Slavery Act: Five years of reporting’ （ Feb 2021 ）  <https://media.business-

humanrights.org/media/documents/MSR_Embargoed.pdf> 

2 European Parliament Press Release, ‘MEPs: Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity’ （10 Mar 2021） 

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-

planet-with-impunity> 

3 最終的な原案では、①EU加盟国の法律に準拠し又は EU域内にて設立されている大規模な事業体、上場している又はリスクの高い中小規模の事

業体、及び②非 EU 加盟国の法律に準拠し非 EU 加盟国において設立されている事業体のうち、EU 域内市場で物品の販売及びサービスの提供を

行っている、大規模な事業体・上場している中小規模の事業体・リスクの高い業種の中小規模の事業体が対象とされました。 
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し、例えば違法に特権を得るため事業体が当該国等の公務員に対して過度な影響を及ぼす行為等のリスクが念頭に置かれてい

るので、勘違いしないよう注意が必要です（途上国・新興国ビジネスでよく問題となる汚職防止等の話であり、例として OECD 多国

籍企業指針（7 章・贈賄の防止）等への違反等を含みます。）。 

 

☑ EU の新指令の原案の内容は、「ビジネスと人権に関する指導原則（以下、「指導原則」）」4の考え方に大きく依拠して

おり、適用対象も、サプライチェーンより広いバリューチェーン全体のリスク（すなわち顧客側等自社の下流で発生するリ

スクも含む）としています。 

☑ EU 加盟国各国で異なる内容の規制が導入されてしまうことの回避を目的の一つとしていますが、欧州委員会や議会

の議論の過程では、EU 域内のみでなく、多くの人権侵害の震源地である途上国・新興国のステークホルダー（NGO 等）

との対話をオープンに行い、どのようにすれば EU としてより良い法案が作れるか問いかけている姿勢が非常に印象的

です。EU の制定する基準を途上国・新興国のサプライヤーに対して一方的に遵守させることの弊害・後者の（不十分な

法律の執行体制改善等の）キャパシティビルディングの必要性が意識されています。 

 

4. フランス  企業注意義務法 
 

 フランスでは、サプライチェーン一般のデューデリジェンスを企業に対し義務付ける人権法制が、2017 年に制定されています。

現時点で発効している人権デューデリジェンス関連法制の中では最も広範なものとされており、多国籍企業である親会社がその

海外子会社及びサプライチェーンを通じて及ぼす人権・環境に対する負の影響に注目し、その回避を目的とするものです。対象

企業は、フランス国内の従業員数が 5,000 人、又は全世界の全グループ従業員数が 10,000 人以上の企業です（いずれも子会社

等の従業員数を含みます。）。企業は、自社とその子会社等、また確立された事業上の関係を有するサプライヤー等の行為を対

象とし、人権・環境リスクを特定するための措置（リスクマッピング等）、人権侵害を軽減するための措置、その継続的な実施を監

視するための措置等を記載した計画を公表し、実施する義務があります。企業による当該義務の違反が第三者に損害を生じさせ

た場合の、当該第三者に対する民事責任も規定されています。 

 

☑ 先例のない画期的な法制として期待されていましたが、実態としては、過去 3 年間に企業から公表された計画のほと

んどが一般的・抽象的な記載に留まる簡素なものであったこと、これに対して政府側に企業による十分な義務の履行の

監視機能もないということが問題視されています。他方で、昨年には石油メジャーである Total が同法に基づいて気候変

動訴訟を提起される等、同法をテコとした市民社会からのプレッシャーは高まっています。 

 

5. オランダ  児童労働デューディリジェンス法 
 

 オランダでは、2019 年に、上院議会において、サプライチェーン上の児童労働に係るデューデリジェンスを義務付ける法律が制

定されており、2022 年以降に施行されることが想定されている状況です。対象企業は、オランダ内のエンドユーザーに対して商品

の売買又はサービスの提供を行う企業で（外国企業を含みます。）、サプライチェーン上における児童労働の発生の有無を調査

し、疑いが存在する場合にはアクションプランを策定し、デューデリジェンスを適切に実施したことを報告する義務が課されます。

義務違反に対しては罰金が課せられる他、繰り返しの違反については企業の取締役に対する禁錮刑も規定され、刑罰が規定さ

れている点も特徴です。 

 もっとも、本年 3 月 11 日、上記より広範な、バリューチェーン上・かつ環境リスクをも含んだデューデリジェンスを義務付ける法案

（責任ある持続可能な事業活動に関する法案）が 4 つの政党から議会に提出されました。市民社会のみならず企業団体からも強

い支持を得ており、仮にこれが採択された場合は、上述の児童労働デューデリジェンス法を置き換えるものになることが想定され

ています。当該法案では、従業員数が 250 名以上又は総資産や売上高が一定規模以上のオランダ設立企業又はオランダ市場

に商品・サービスを販売・提供する企業が対象とされ、繰り返しの義務違反は刑事罰の対象にもなるとされています。 

 

☑ 上記の直近の法案は、前記 3.の EU の新指令の方向性にも沿うものであり（バリューチェーン上のリスク・環境リスク

も問題にしている点）、仮にオランダで本法案が採択されれば、EU レベルで当該指令を成立させる方向でのサポートにも

なるとの見方も示されているところです。 

 

                                                   
4 詳しくは「サステイナビリティと日本企業の海外進出 – ビジネスと人権① 総論 – 」を参照。 

https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_201030.html
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6. ドイツ  サプライチェーン注意義務法 
 

 ドイツでは、本年 2 月 12 日、関連省庁間の議論を経て合意に至ったとされるサプライチェーン注意義務法の原案が公表され、

最終案が 3 月 3 日に連邦政府にて承認されました。今後、議会の審議を経て夏までには可決することが見込まれており、2023 年

1 月の発効が想定されています。 

 法案によれば、対象はドイツに設立された企業又は本社をドイツ内に有する企業で、当初は 3,000 人以上の従業員を有する企

業が想定されています（2024 年 1 月に 1,000 人に引き下げ予定。当該従業員数には同一グループに属する海外関連会社の従業

員も含まれます。）。対象企業には、強制労働等の人権リスク及び、環境リスクが人権リスクに波及する場合の環境リスクに関す

るデューデリジェンスの実施義務等が課されます。もっとも、当該リスクは、当該会社自身及び一次サプライヤーにおいて発生す

るものが基本とされ、間接サプライヤーについては潜在的な人権リスクについて実質的に認識していた場合等に限ってリスク監

査の対象とされるべきとされています。前記 4.のフランスの法制のように注意義務に違反した場合の民事責任は明記されておら

ず、代わりにデューデリジェンスの義務に反した場合の行政罰が規定されています（最大 80 万ユーロ。また、17 万 5,000ユーロ以

上の罰金が課された場合には 3 年を上限として公共調達への参加が制限されます。）。 

 

☑ ドイツでは、2016 年に公表された国別行動計画にて、「従業員数が 500 人以上の企業の 50%未満のみしか 2020 年

までに人権デューデリジェンスを実施しなかった場合は法律による義務化を含めた更なる規制強化を検討すること」が明

確に規定されており、その点が評価されていました。もっとも、その後長い時間を経て公表された原案が、基本的に一次

サプライヤーのリスクまでに限定されるものであったことに対する市民社会からの落胆の声も大きいところです。サプラ

イチェーン上の人権問題は、その性質上、一次サプライヤーではなく上流に行くほどリスクが高まるため、指導原則で

も、（企業との直接の契約関係を問わず）最も深刻な人権課題から優先的に対処することが基本とされます。この点を捉

え、指導原則の草案起草者であるジョン・ラギー教授からも、ドイツ政府宛に、法案の重大な不足点を指摘するレターが

出されました 5。前記 3.の EU の新指令の動向とも合わせて、将来的な法律の内容の拡充が期待されています。 

 

7. スイス  責任ある企業のイニシアチブの対案 
 

 昨年 11 月 29 日に、「責任ある企業のイニシアチブ」について国民投票が実施され、必要な票数（州票の過半数）が得られずに

否決されましたが、投票者全体の 50.7%が賛成票を投じました。（スイスでは、10 万人の署名を集めた公的なイニシアチブについ

ては国民投票にかけることができます。当該イニシアチブは、スイスに拠点を置く多国籍企業に対し、人権・環境リスクのデューデ

リジェンスの実施と報告を求め、自社がコントロールする企業が惹起した損害にも法的責任を負わせること、また、被害者がスイ

スの裁判所に提訴できる旨の法律の制定を求めるものでした。）。もっとも、これが否決されたことにより、未だ発効時期は未定で

あるものの、昨年議会で承認されていた人権・環境等のリスクに関する報告義務等を企業に負わせる内容の間接的対案が発効

することが想定されています。対象企業は、（当該企業が支配権を有する会社を含んで）従業員数が 500 人以上で、総資産又は

売上高が一定規模以上の大企業に限定され、報告義務に従わない場合には 10 万スイスフランを上限とする罰金が課されます。

上記イニシアチブの内容とは異なり、民事責任は著しく限定されています。 

8. オーストラリア  現代奴隷法 

 
 オーストラリアでは、連邦レベルで 2019 年 1 月 1 日から現代奴隷法が施行されており、連結収益高が 1 億オーストラリアドル以

上のオーストラリア企業又はオーストラリアで事業を行う企業に報告義務が課せられています。英国の現代奴隷法と同様、サプラ

イチェーン上の強制労働等のみを対象としますが、英国奴隷法と異なり、法定の報告事項の記載が義務付けられています（但

し、前記 2.のとおり、英国においても記載事項が強制される方向での改正方針が示されています。）。記載事項は、英国の現代奴

隷法と同一ではなく、オーストラリアの現代奴隷法の方が、救済措置の内容やコントロールする企業との協議プロセス等を含み、

より広いものとなっています。報告義務に違反した場合の罰則は定められていません。 

 また、シドニーを州都とするニューサウスウェールズ州でも、同様の報告義務を課す法律が 2018 年に成立していますが、未施

行であり、法律の内容の修正が想定されています（対象となる企業の収益額が連邦法と異なる点（州法では 5,000 万オーストラリ

アドル）等に関して議論が続いていましたが、連邦法と平仄をあわせるかたちでの修正を検討することがニューサウスウェールズ

州政府から昨年秋に公表されています。）。現時点での法律の内容によればニューサウスウェールズ州にて従業員を雇用してい

る場合のみが対象となります。 

 

                                                   
5 https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Shift_John-Ruggie_Letter_German-DD.pdf 

https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Shift_John-Ruggie_Letter_German-DD.pdf
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9. カナダ  現代奴隷法 

 
 カナダでは、昨年 10 月 29 日、現代奴隷法の制定が上院議会での審議に移行しており、もし可決されれば、カナダの上場企業

や、カナダに拠点を有する又はカナダで事業を行っている若しくは資産を有する企業や国外からカナダに商品を輸入する企業で、

従業員数が 250 人以上や一定規模の売上高等の要件を満たした企業等は、サプライチェーンにおける強制労働又は児童労働に

関する報告義務を負うことになります。イギリス及びオーストラリアの現代奴隷法と同じく、報告義務を課すのみの法律であり、

デューデリジェンスの実施自体を義務付けるものではありません。 

 

10. 米国  カリフォルニア州のサプライチェーン透明法 

 
 2012 年に施行された米国カリフォルニア州のサプライチェーン透明法は、英国やオーストラリアの奴隷法と同様に、報告義務の

みを課す法律です。カリフォルニア州で事業を行い、全世界における売上高が 1 億ドルを超える小売業者又は製造業者を対象と

して、サプライチェーンにおける奴隷労働・人身取引に関するリスク評価のための監査等の実施、製品の原材料が奴隷労働及び

人身取引に関する法令を遵守したものであることの一次サプライヤーからの証明の取得等の取組みの有無・内容についてウェブ

サイト等で開示すること等を義務付けるものです。 

 

11. 世界の国別行動計画（NAP）の状況  
 

 以上、企業に対して広く人権デューデリジェンスに関する報告義務や実施義務を課している世界の規制の概要を紹介しました

が、未だハードローが策定されていない国の中でも、多くの国で、国別行動計画（NAP）が策定されています（国別行動計画とは、

当該国の企業をして、ビジネスにおける人権インパクトに対する適切な対処をさせるために、当該国が今後コミットする内容及び

既に実施した措置を優先分野と共に纏めた政策文書です。昨年 10 月に公表された日本の行動計画の詳細等は「サステイナビリ

ティと日本企業の海外進出 – ビジネスと人権① 総論 – 」を参照。）。  

 以下は、既に NAP が策定されている国と、NAP の策定過程にある国又は策定をコミットしている国の各一覧です。この一覧と前

記 2.〜10.を比較すると解るとおり、既に国別行動計画が策定されていてもハードローが未だ導入されていない国もあります。 

 もっとも、強調したいのは、既にこれだけ多くの国がビジネスと人権を重要な政策として捉えていること、（国際人権に関する典

型的な批判の一つとして、欧州による強要であるというものがありますが）かかるトレンドは決して欧米諸国による強要という見方

だけでは片付けられないこと、すなわち、日系企業が多く進出するアジア諸国を含む新興国・途上国でも NAP の策定が進んでい

ること、これらの国々が今後続々とビジネスと人権に関するハードローを導入する可能性が大いにあるということです。また、「サ

ステイナビリティと日本企業の海外進出 – ビジネスと人権① 総論 – 」でも紹介したとおり、途上国・新興国のライツホルダー（権

利の保有者）から先進国の企業に対して提起されるビジネスと人権関連訴訟も増加しています。 

 「ビジネスと人権」の分野を考える場合は、現在存在する欧米諸国の法律のみに目を向けるのではなく、これらの世界の動きを

全体として捉えることが必要です。 

 

既に国別行動計画が策定されている国 6 国別行動計画の策定過程にある国又は策定をコミットしている国 

・英国 

・オランダ 

・デンマーク 

・フィンランド 

・リトアニア 

・スウェーデン 

・ノルウェー 

・スイス 

・イタリア 

・米国 

・ドイツ 

・フランス 

・ポーランド 

・スペイン 

・ベルギー 

・チェコ 

・アイルランド 

・ルクセンブルク 

・スロベニア 

・韓国 

・日本 

・コロンビア 

・チリ 

・ケニア 

・タイ 

・ジョージア 

・メキシコ 

・オーストラリア 

・ギリシャ 

・ラトビア 

・ポルトガル 

・アルゼンチン 

・アゼルバイジャン 

・ブラジル 

・エクアドル 

・グアテマラ 

・ホンジュラス 

・インド 

・インドネシア 

・ヨルダン 

・マレーシア 

・モーリシャス 

・モンゴル 

・モロッコ 

・モザンビーク 

・ミャンマー 

・ニカラグア 

・パキスタン 

・ペルー 

・ウガンダ 

・ウクライナ 

・ザンビア 

※ 各項目の左側が、国連の公表する先進国のカテゴリー7に入る国、右側がそれ以外の国（新興国・途上国）です。 

                                                   
6 なお、ジョージア・韓国・メキシコは、人権に関する国別行動計画の中で、ビジネスと人権に関する章を設けています。 

7 United Nations, ‘World Economic Situation and Prospects’ （ 2020 ）  <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-

content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf> 

https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_201030.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_201030.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_201030.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_201030.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf
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12. 日系企業に対する影響 
 

 本稿で紹介したとおり、人権デューデリジェンス関連法制と一口に言っても、細かく見ていくと、以下のとおり様々なバリエーショ

ンがあります。 

 

① そもそも取組みの有無・内容に関する報告義務のみか、又は人権デューデリジェンスの実施を実質的に義務付けるものか 

② 対象企業の範囲（対象国内の設立企業以外にも、物品やサービスの販売・提供を行っている他国企業を含めるか） 

③ 対象とするリスク・課題（サプライチェーン上の強制労働等の特定の種類の人権課題に限定するか、広くバリューチェーンを

も対象とするか、また環境や汚職等に関するリスクも含めるか） 

④ 法令違反の効果や、実際に人権侵害と企業活動がリンクしてしまった場合の効果の明記（民事責任まで認めるか、義務違

反について行政罰や刑罰を規定するに留めるか） 

⑤ 権利を侵害されたライツホルダーからの救済申立手段も明記しているか 等 

 

 このように複数の種類の国内法が乱立する中で、特定の国の法律の適用を受ける日系企業は、まず各法律によって求められ

る内容を遵守すべきことが大前提となります。また、各国法の直接適用を受けなくても、これが適用される各国の取引先企業か

ら、サプライヤーという立場で、実質的に同様の行為を求められる場合もあるでしょう。 

もっとも、EU の新指令を含む、人権デューデリジェンスの実施を義務付ける近年の国内法に関するトレンドに見られるように、広

範な規制が導入・議論され始めていること、それらが依拠する指導原則が、そもそも、企業が見るべきリスクを特定の人権侵害の

種類やサプライチェーン上の問題に狭く限定していないこと、更に、ESG 投資の文脈の中で投資家に求められる視点もこの指導

原則の考え方を基本としていることを視野に入れる必要があります。よって、日本企業にも、今後は、広範な人権課題を視野に入

れた上で、何が自社として優先順位をつけるべき人権課題なのかを個別具体的に考え、取り組んでいく姿勢が求められます。次

回以降、具体的な人権デューデリジェンスの実践方法につき解説します。 

 

 

 

渡邉
わたなべ

 純
じゅん

子
こ

 
西村あさひ法律事務所 弁護士 

j.watanabe@plus.nishimura.com 

2011 年弁護士登録、2012 年西村あさひ法律事務所入所。国内外のコーポレート業務一般に関する経験を経て、ベ

トナムその他東南アジア諸国における M&A、一般企業法務、当局対応、労務、紛争対応、規制調査等、日系企業の

東南アジア諸国への進出案件や進出後の事業展開に関する業務に幅広く携わった後に、2020 年ロンドン・スクー

ル・オブ・エコノミクス修士課程を修了(国際人権法専攻)。新興国での実務経験と英国法律事務所での研修経験を踏

まえ、企業の立場からの国際開発への関わりを支援。ビジネスと人権も主な取扱い分野とする。International Bar 

Association Business Human Rights (BHR) Committee /Human Rights Law Committee 委員。 

 

https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0595.html
mailto:j.watanabe@plus.nishimura.com

	サステイナビリティと日本企業の海外進出 −ビジネスと人権④　世界の人権デューデリジェンス関連法制総まとめ−
	1. はじめに
	2. 英国 現代奴隷法
	3. EU コーポレート・デューデリジェンス及びコーポレート・アカウンタビリティに関する指令
	4. フランス 企業注意義務法
	5. オランダ 児童労働デューディリジェンス法
	6. ドイツ サプライチェーン注意義務法
	7. スイス 責任ある企業のイニシアチブの対案
	8. オーストラリア 現代奴隷法
	9. カナダ 現代奴隷法
	10. 米国 カリフォルニア州のサプライチェーン透明法
	11. 世界の国別行動計画（NAP）の状況
	12. 日系企業に対する影響


