
PP       
 
 
 

www.pwc.com/jp/legal 
 

PwC Legal Japan News 

 
ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレター 
 

関連法務トピックス（2022 年 11 月） 
－ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス（人権デュー・ディリジェン

ス）法ガイドラインの概要－ 
 
November 2022 
 

In brief 
 
近時、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関

係諸機関において、ESG/サステナビリティに関連する法規制やソフト・ローの制定又は制定の準備が急速

に進められています。企業をはじめ様々なステークホルダーにおいてこのような法規制やソフト・ロー（さらに

はソフト・ローに至らない議論の状況を含みます。）をタイムリーに把握し、理解しておくことは、サステナビリ

ティ経営を実現するために必要不可欠であるといえます。当法人の ESG/サステナビリティ関連法務ニュー

スレターでは、このようなサステナビリティ経営の実現に資するべく、ESG/サステナビリティに関連する最新

の法務上のトピックスをタイムリーに取り上げ、その内容の要点を簡潔に説明して参ります。 
 
今回は、以下のトピックを紹介します。 

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス（人権デュー・ディリジェンス）法ガイドラインの概要 

 
 
In detail 
 
ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法ガイドラインの概要 
 
近時、企業及びそのステークホルダーの「人権」に対する関心や意識が高まっています。2011 年の国連人

権理事会で採択した「ビジネスと人権に関する指導原則」の公表及び経済協力開発機構（OECD）の

「OECD 多国籍企業行動指針」の改訂により、企業における人権尊重の責任が明示的に求められたことを

皮切りに、企業活動が人権に与える影響に焦点が当てられています。欧米各国では、英国現代奴隷法等を

はじめとするハード・ローが制定されたほか、OECD の「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」や EU を中心としたソフト・ローの公表等も相次いでなされており、日本においても「責任あるサ

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」 が 2022 年 9 月に公表されました。一方、ハード・

ローの形態をとるものとして、ドイツにおいては、2023 年 1 月 1 日より「サプライチェーンにおける企業のデ

ュー・ディリジェンス義務に関する法律」（Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains 

（以下「ドイツ DD 法」といいます。）1が全面的に施行される予定です。そして、全面施行を控えた 2022 年 8

 
1  ドイツ DD 法の概要と日本企業への影響については、については、ESG／サステナビリティ関連法務ニュースレター（2021 年 10

月）（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20211029-1.html ）もご参照ください。 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/legal-news/legal-20211029-1.html
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月 17 日、ドイツ連邦経済・輸出管理庁（BAFA）は、同法が企業に求める対応の具体的な内容に関する初

めてのガイドライン（ドイツ語のみ）（以下「本ガイドライン」といいます。）2を公表しました。 

 
1. 概要 

ドイツ DD 法は、①一般条項（適用範囲及び定義）、②デュー・ディリジェンスの義務、③法的手続、④当局

によるモニタリングとエンフォースメント（執行）、⑤公共調達、⑥罰則に関する規定の 6 章から構成されてい

ます。本ガイドラインは、②のデュー・ディリジェンスの義務に関連し、「人権リスク」3及び「環境関連リスク」4

のリスク分析（ドイツ DD 法第 5 条）の方法について解説するものとなっています。一方、予防措置、苦情処

理手続やトレーニング等に関して要求される「適切な」ものが具体的にどのような要件を満たす必要がある

のかという疑問には触れられないままとなっています 5。 

 
2. 年次及び臨時のリスク分析 

ドイツ DD 法第 5 条は、企業が適切なリスク分析を行い、自社の事業領域及び直接のサプライヤーにおけ

る人権もしくは環境関連のリスクを特定しなければならないとしています。このリスク分析において、リスクは

適切に比較考量し、優先順位付けを実施する必要があります。また、リスク分析の結果については、取締役

会や調達部門などに伝達し、意思疎通を図らなければならないものとされています。 

そして、リスク分析については、年に一回行うとともに、サプライチェーンにおけるリスク状況が著しく変化し

たり、著しく拡大したりすることが予想される場合には別途実施することが求められるところ、本ガイドライン

によれば、次のように整理されています。 

(1) 年次のリスク分析 
自社の事業領域及び直接のサプライヤーに関して 1 年に 1 回実施します。 

(2) 臨時のリスク分析 
自社の事業領域及びサプライチェーンの全体を対象とし、臨時に行うものであり、次のいずれかの事態が生

じた場合に行うことが求められます。 

 企業のリスク状況が著しく変化する場合 

例えば、新規の国に所在する新たなサプライヤーから供給される原材料を使用した新製品の発売を行

う場合や特定の国における紛争の勃発あるいは事業を行う国における自然災害の発生の場合におい

て、随時のリスク分析を行う必要があるものとされています。 

 裏付けされた認識のある場合 

間接的なサプライヤーにおいて、「人権リスク」又は「環境関連リスク」や違反の可能性を示す事実があ

る場合、企業はそれらのサプライヤーについてリスク分析を行う必要があるものとされています。裏付

けされた情報は、苦情処理手続メディアや NGO 等からも得られます。 

 
2     “Risiken ermitteln, gewichten und priorisieren  Handreichung zur Umsetzung einer Risikoanalyse nach den Vorgaben des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes” 
(https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf?__blob=publicationFile&v=3)
（最終アクセス 2022 年 11 月 15 日） 
3   「人権リスク」とは、事実関係に基づき、ドイツ DD 法所定の禁止事項のいずれかに対する違反が差し迫っている十分な蓋然性があ

る状態をいうと定義されています。主要な禁止事項としては、児童労働、強制労働、奴隷制、奴隷制に類似した慣行、農奴制、その

他の形態の支配や抑圧、労働安全衛生上の義務違反等、結社の自由の禁止、雇用における不平等取扱い等、適切な生活賃金

（最低賃金）の不支給、有害な土壌汚染、水質汚染、大気汚染、騒音の発生又は過剰な水の消費、土地、森林、水の取得、開発等

に関する不法な取得（立退き）、企業のプロジェクト保護のための民間や公的な警備隊の雇用及び使用による非人道的行為等が挙

げられます。 
4   「環境関連リスク」とは、事実関係に基づいて、ドイツ DD 法所定の禁止事項のいずれかに違反する可能性が十分にある状態のこと

をいうものと定義されており、水銀に関する水俣条約、持続性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）、有害廃棄

物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の特定の事項が挙げられています。 
5   適切性及び苦情処理手続については、ドイツ連邦経済・輸出管理庁（BAFA）から、本ガイドラインと別のガイドラインが公表される見

込みです。 



PwC Legal Japan News 

PwC 
3 

 
3. 透明性の確保 

本ガイドラインは、適切なリスク分析は、企業の自社の事業領域及びサプライチェーンに関する透明性を生

み出すものであり、かかる透明性によってリスク分析を行うべき領域を決定することが可能となるとしていま

す。透明性確保のために企業が収集すべき基本的な情報として次のものが挙げられています。 

(1) 企業の体制 
 すべてのグループ会社の名称・業種 
 連絡担当者 
 事業所の所在地 
 製品及びサービスの内容 
 販売の規模 
 従業員数 

(2) 調達の構造 
 調達の分野 
 調達分野における製品及びサービスの内容 
 調達を行う国 
 調達分野及び国ごとの直接的なサプライヤーの数 
 直近事業年度における調達分野ごとの発注量 

(3) 事業活動の内容と範囲 
 最重要な製品及びサービスのリスト 
 サプライチェーン及び重要なビジネス上の関係の視覚化 
 企業が活動しているあるいは調達を行っている国における現在の活動の概要 
また、企業がリスクの高いサプライヤーを既に特定している場合には、次の情報を追加で取得する必要があ

ります。 
 名称 
 連絡担当者 
 親会社 
 直近事業年度における発注量 
 所在地 
 従業員数 
 従業員代表の存在の有無 
 
4. 年次のリスク分析の手法 

本ガイドラインは、年次のリスク分析の手法として、抽象的な分析と具体的な分析の 2 つの手法を組み合わ

せる必要があることに触れています。これは、ドイツ DD 法においてもリスクベースアプローチの考え方が採

用されており、デュー・ディリジェンスの取組みも段階的に行うことが想定されていることに基づくものと思わ

れます。 

(1) 抽象的な分析 
抽象的な分析は、①企業が事業を行っているあるいは調達を行っている国、及び②企業が事業を行ってい

る産業分野において、それぞれ、いかなる「人権リスク」又は「環境関連リスク」が問題となっているかに関す

る概要を把握するものとされています。 

(2) 具体的な分析 
具体的な分析は、抽象的な分析で得られた国別、産業別のリスクに関する概要情報を基に、具体的なリス

クの特定、重みづけ、優先順位付けを行うものとされています。 
 
5. おわりに 

上記のとおり、本ガイドラインは、ドイツ DD 法におけるリスク分析の手法について概説していますが、同法

第 5 条の内容を具体的かつ簡易に説明したものであり、従来からの「ビジネスと人権に関する指導原則」を

はじめとする規範に基づく実務からすれば、特筆すべき内容はないものと思われます。また、日本企業にと

っては、今後、ドイツ企業やそのサプライチェーン上の企業との取引において、ドイツ DD 法に基づく要請が
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どの程度なされ、どのような対応を行うことが必要となるかとの点にも関心が高い点ですが、これらの点につ

いては本ガイドラインから明らかになることは乏しいところです。今後、ドイツ連邦経済・輸出管理庁（BAFA）
から追加のガイドラインも出される見込みですので、引き続き注視していく必要があります。 

 

Let’s talk 
 

SDGs や ESG に関する取り組みが世界的に広がっています。PwC 弁護士法人は、企業及び社会が抱え

る ESG に関する重要な課題を解決し、持続的な成長・発展につなげるサステナビリティ経営の実現を目指

すためのさまざまなアジェンダについて、PwC Japan グループやグローバルネットワークと密接に連携しな

がら、特に法的な観点から戦略的な助言を提供するとともに、その実行や事後対応をサポートします。 
PwC 弁護士法人の主な支援業務は、①ビジネスと人権への取り組みに関する法的支援、②サステナビリテ

ィ経営を実現するためのビジネスモデルの再構築、③サステナビリティ経営のためのコンプライアンス体制

の設計・運用、④サステナブルファイナンスに関する法的支援、⑤その他 ESG 関連の法的助言/争訟の支

援ですが、これらに限らず、企業や社会のニーズに応じた効果的・効率的な法務サービスを提供します。 
PwC Japan グループは、サステナビリティに関連した戦略から新規ビジネス創出、オペレーション、トランス

フォーメーション、リスク対応、開示・エンゲージメントといった幅広い経営アジェンダを包括的に支援していま

す（https://www.pwc.com/jp/ja/services/assurance/sustainability.html）。 
より詳しい情報、又は個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い

合わせください。 
PwC 弁護士法人 
第一東京弁護士会所属 
 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング 
電話 : 03-6212-8001 
Email: jp_tax_legal-mbx@pwc.com 
www.pwc.com/jp/legal 
 
 PwC ネットワークは、世界 90 カ国に約 3,500 名の弁護士を擁しており、幅広いリーガルサービスを提

供しています。PwC 弁護士法人も、グローバルネットワークを有効に活用した法務サービスを提供し、

PwC Japan グループ全体のクライアントのニーズに応えていきます。 
 PwC Japan グループは、PwC ネットワークの各法人が提供するコンサルティング、会計監査、及び税

務などの業務とともに、PwC 弁護士法人から、法務サービスを、企業の皆様に提供します。 
 
ESG/サステナビリティ関連法務チーム 
パートナー 
弁護士・公認会計士 
北村 導人 
michito.kitamura@pwc.com 

パートナー 
弁護士 
山田 裕貴 
hiroki.yamada@pwc.com 

 
弁護士 
日比 慎 
makoto.hibi@pwc.com 

 
弁護士 
小林 裕輔 
yusuke.y.kobayashi@pwc.com 

 
弁護士 
蓮輪 真紀子 
makiko.hasuwa@pwc.com 

 
 

 
本書は法的助言を目的とするものではなく、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。個別の案件については各案件の

状況に応じて弁護士・税理士の助言を求めて頂く必要があります。また、本書における意見に亘る部分は筆者らの個人的見解であり、当弁護士法人の見

解ではありません。 
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