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紛争鉱物および
サプライチェーン管理における
透明化の重要性
Conflict Minerals and the Importance of Transparency in Supply Chain Management

今日のグローバル経済においては、小売店で販売されている製品は

遠隔地の工場で製造、組み立て、生産されたものが多く、事実上世界

中のあらゆる場所から供給された材料と部品で作られています。

ものづくりのグローバル化は発展途上の国々や地域の経済発展に

重要な役割を果たし、より効率的で費用対効果の優れた製品を実現し、

多くの消費財の低価格化につながっています。

しかし、材料のグローバルな調達は、製造業者、小売業者、消費者に

さまざまな新しい課題を突き付けています。材料は事実上世界中の

あらゆるところから調達できるため、これらの材料の供給源や取扱

いをすべて正確に把握するためのプロセスは、サプライチェーンの

クリティカルな面を監視、管理しようとしている製造業者にとって

ますます複雑になってきています。

サプライチェーンの透明性の欠如に起因する重大な結果の一つは、

アフリカのコンゴ民主共和国（DRC）の東部地域に起源をもつ紛争

鉱物と呼ばれているケースです。数十年間、破壊的な内戦の渦中に

あるDRCには、重要な工業鉱物が豊富にあり、これらの鉱物の採掘が

紛争の重要な焦点になっています。これに対処するために、米国では、

これらの紛争鉱物を使用している特定の企業に対し、2013年に発効

した新しい報告義務を課すことになりました。この報告義務には、

原産地とサプライチェーン全体の管理の連鎖（Chain of Custody）に

ついての情報が含まれています。

本UL白書では、生産品の紛争鉱物使用に関する問題点と課題について概説します。はじめに紛争鉱物の原産地や供給源についての

背景事情を説明し、紛争鉱物使用によって生じる影響について論じます。次に、製品に紛争鉱物を使用している可能性のある製造

業者や、その他の企業に適用される米国証券取引委員会（SEC）で最近成立した規制について簡単にレビューし、紛争鉱物の特定に

役立つデューディリジェンス・プロセスについて詳しく論じます。また、サプライチェーンに関するその他の潜在的問題について

述べます。最後に、責任あるサプライチェーン管理とサプライチェーンの透明性を高めることによって生まれる可能性のある

利益について触れ、さらに、これらに関連している紛争鉱物規則の順守について論じています。



3

UL White Paper

紛争鉱物の背景
鉱物はさまざまな工業プロセスに必須のもので、多くの商品や

消費財に使われています。自然の力により生じた材料として、

鉱床は世界中のあらゆるところに存在します。例えば、金は

中国、ロシア、オーストラリア、ペルー、米国などと共に、

アフリカのいたるところで採掘されています。すずは主に

中国やインドネシアにある鉱山で採鉱されていますが、ブラ

ジル、ボリビア、ロシア、マレーシアでも産出されます。

近年、鉱物の採掘と内戦、人権侵害との関係に注目が集まって

います。鉱物は重要な経済資源ですから、その採掘を支配する

者が大きな経済力を持つことができます。特に、途上国経済に

おいては、この経済的な力によって高圧的な政治的影響力が

行使され、紛争拡大につながるおそれがあります。

このような状況から、「紛争鉱物」という用語は、武力紛争の

継続で労働条件に悪影響を及ぼし、人権侵害をもたらしている

地理的領域で産出されるすべての鉱物に広く用いることが

できます。しかしこの用語が特によく使われるのは、DRCの

東部地方の鉱山から取り出され、ブルンジ、ルワンダ、ウガンダ

などの隣国を経由して運ばれることの多い鉱物に対してです。

大湖地域と総称されるこの地域では、国家権力は脆弱としか

言いようがなく、長引く紛争や蔓延した失業状態が、労働者の

搾取、強制、その他の人権侵害の温床となっています。

特に、DRCの機械化の進んでいない小規模な採掘場では、

労働条件や安全衛生基準に関する国の法律や規制がほとんど、

あるいはまったく順守されていないことが報告されています。

強制的な児童就労や恐喝などの強制労働の事例は、鉱山に

おける適切な安全、保安措置の欠如と同様、日常的に発生して

います。このような行為は、東部地区、特に北キブ州と南キ

ブ州でより顕著に見られます。この両州では、武装集団と国軍

の犯罪分子が天然資源の違法な開発や取引に積極的に関与

していると言われています*1。

紛争鉱物の用途
DRCの武力紛争で最も影響を受ける鉱物は、錫石（すず）、

コルタン（タンタル）、鉄マンガン重石（タングステン）、金です。

「3TG」と総称されるこれらの金属は、世界中の政府、人権団体の

注視の的となるとともに、米国の最近の規制措置の焦点とも

なっています。米国では、材料供給源を特定し、サプライ

チェーンを監視することによって、DRCおよび大湖地域で

産出される紛争鉱物の流れを管理しようとしています。

すず、タンタル、タングステン、金は、宝石（金）、民生・医療用

電子機器（4つの金属すべて）、照明器具（タングステン）、

包装材（すず）、屋外用工具（タングステン）など、さまざまな

商品、工業製品、民生品に使用されています。それぞれの金属の

具体的用途は以下の通りです。

•  すず ― すずは、はんだ接合をはじめ、自動車部品や民生・

医療用電子機器、ソーラーパネルに使われている部品の

被覆酸化物として使用されています。さらに、食品用の缶

にも使用されています。

•  タンタル ― タンタルは、民生・自動車用電子機器に使われ

ているコンデンサや半導体に使用されています。ペース

メーカーなどの埋め込み医療機器に使われているコン

デンサ、クリップ、インプラント、合金、さらにジェット

エンジンなどにも使用されています。

•  タングステン ―  タングステンは、民生・自動車用電子

機器に使われているワイヤや回路に使用されています。

ランプや照明器具などの民生品のワイヤやフィラメント、

さらにX線機器、歯科用器具のチューブにも使用されて

います。

•  金 ― 金は、宝石（金の用途として全体の約80%）のほか、

電気接点用被膜(コーティング)やコンピュータ、自動車用

電子機器のワイヤとして使用されています。特殊用途の

耐久性被膜としても使用されています。
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鉱物 部品 製品

すず

http://www.itri.co.uk/

はんだ、接合部、酸化物 

はんだ

コーティング 

酸化物

•　電子機器：携帯電話、ノートパソコン、タッチスクリーン、

その他

•　自動車：ラジエーター、燃料タンク、バッテリー、ブレーキ

パッド、その他

•　食品：ブリキ缶

•　エネルギー：ソーラーパネル

•　医療機器

タングステン

http://www.itia.info/

電線、電子エミッタ、チューブ、合金

回路、コーティング

ワイヤ、フィラメント

チューブ

超硬合金

•　電子機器：携帯電話（振動機能）、プリンター、ノートパソコン、

テレビ、その他

•　自動車：電子機器、ギアの歯、クラクション、その他

•　民生品：ランプ、電子レンジ、ボールペンのボール、調光ガラス、

ゴルフクラブ、ハイキング用品、自転車、セラミックガラス

•　医療機器：X線機器、歯科用器具

•　製造機器：金属カッター、採掘工具、ドリル

•　その他：弾薬、手榴弾、ミサイル

タンタル

http://tanb.org

コンデンサ、半導体、 屈折率ガラス

コンデンサ、半導体

コンデンサ、クリップ、インプラント、合金 

超合金

カーバイド、合金

•　電子機器：携帯電話、ノートパソコン、プリンター、カメラの

レンズ、ゲーム機

•　自動車の多くの電子機器：オーディオ装置、GPS、駐車センサ、

ワイパーシステム、点火装置、燃料ポンプ、ロックシステムなど

•　医療機器：体内埋込み装置――ペースメーカー、人工器官など

•　航空宇宙：ジェットエンジン

•　生産用具：カッター、パイプ、タンク、バルブ（腐食液用の化学

装置に使用）

金

http://www.gold.org 電気接点の被膜

ワイヤ

ごく少量の金

被膜

•　宝石（80%）

•　電子機器：コンピュータ、USBケーブル

•　自動車：燃料電池、車載電子装置

•　医療機器：インプラント、歯科処置、がん治療、顕微鏡手術

•　その他：操縦席の窓（除氷型）、宇宙飛行士のヘルメット、ナノ

テクノロジー、ジェットエンジン

表 1：紛争鉱物を含んでいる可能性のある部品と製品の例

紛争鉱物使用による結果
紛争地域から供給される鉱物の使用が、DRCでの人権侵害や危険な労働条件の継続を助長する可能性があります。世界中の消費者

運動家は、製品の生産者に対して、労働者や市民の健康と安全だけでなく天然資源の保護に配慮した材料調達、製造管理を採用す

ることをより強く要求するようになっています。同時に、消費者その他のエンドユーザーと直接取引している企業では、供給者に

対して、実際の材料調達方法などのサプライチェーン管理に関する情報を要求するようになっています。
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それに対し、多くの大手電子関連企業では、紛争鉱物をサプ

ライチェーンから排除し、DRCの「クリーン」な鉱物取引を支援

する全社的計画が実行に移されています*2。他の主要企業も、

顧客が懸念する原産地や供給者の問題を特定し処理して

いくという責任ある調達（CSR調達）計画を実行するための手

段を講じています。このような計画の実行に遅れをとってい

たり、供給源やサプライチェーンに関する顧客からの問い

合わせに適切に対処できない企業は、競争面で不利な立場に

おかれる可能性があり、また、自社のブランドの評判を不要な

リスクにさらすことにもなりかねません。

紛争鉱物の使用への対処を誤ると、法的な責任を問われる

可能性もあります。2013年1月1日以降、米国の特定の企業に

よる紛争鉱物使用は、SEC規制（以下参照）による厳しい報告

義務を課せられることになっています。さらに、カリフォル

ニアやメリーランドなど多くの州の法律では、企業は州での

事業活動に対する条件としてSEC要件を順

守していることを立証することが求められ

ています。マサチューセッツやロードアイ

ランドなど、その他の州でも同様の法律を

検討中であると伝えられています*3。

米国におけるSEC規制による
紛争鉱物の開示義務
紛争鉱物の不法採鉱や取引がDRCにおける

紛争継続の資金源になっているとの懸念が

ある中、米国議会で、2010年7月、オバマ

大統領の署名によって、ドッド・フランク・

ウォールストリート改革および消費者保護

法1502条が成立しました。この1502条は、

DRCおよび周辺国の鉱山で産 出 さ れ た す

ず、タンタル、タングステン、金の使用開示

を特定の企業に対して要求する規則を発令

するようSECに命じています。SECは2012年8

月22日、この法律に従い、最終規則を発令し

ました。

SECの紛争鉱物開示規則のもとで、株式上場企業は、すず、

タンタル、タングステン、金の使用、およびこれらの鉱物の使

用が企業の直接製造または企業への直接委託製造による

製品の「機能または生産に必要」*4であるかどうかを開示しな

ければなりません。SEC 要件に該当する企業は、これらの鉱物が

DRC産または 周 辺 国 産 で あ る か ど う か を 決 定 す る た め

に、特定鉱物の合理的な原産国調査を実施しなければなり

ません。調査で得られた情報をもとに、企業は以下の措置の

一つを講じることが要求されます。

•  鉱物がDRC産でも周辺国産でもないことを知っているか、

または鉱物がDRC産または周辺国産であると信用できる

理由がないか、または鉱物がスクラップまたは再生利用品

起源のものであることを知っている場合、企業はSECの

フォームSD上で調査の概要とともにその結果を開示しな

ければなりません。
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•  鉱物がDRC地域産であることを知っているか、またはそう

信用できる理由があり、さらに鉱物がスクラップまたは

再生利用品起源のものではないと知っているかそう信用

できる理由がある場合、企業は鉱物の供給源と管理の連鎖に

関するデューディリジェンス調査を実施し、SECのフォーム

SDの添付書類として紛争鉱物報告書を提出しなければ

なりません。

どちらのケースでも、SEC規則では、企業に対し、その書類を

自社HP上で利用できるようにし、フォームSD上でHPアド

レスを報告することを要求しています。

該当する企業は毎年SECに報告書を提出しなければなりません。

暦年ベース（1月1日～12月31日）で2013年に行われた活動に

ついては2014年5月31日までに最初の開示をしなければ

なりません。その後は、暦年ベースで前年に行われた活動に

ついて各年の5月31日までに年次報告書を提示しなければ

なりません。

規制順守とサプライチェーンの透明性
に対する行動方針のマッピング
DRC産または周辺国産の鉱物を使用している企業には、紛争

鉱物の使用に関するSECの開示、報告義務のデューディリ

ジェンス規定を順守するために、「これらの紛争鉱物の供給

源と管理の連鎖に関するデューディリジェンスを実施する

こと」が要求されます。さらに、「デューディリジェンスの

手段としては、経済協力開発機構（OECD）により承認されて

いるデューディリジェンス・ガイダンスのような国内的または

国際的に認められているデューディリジェンスの枠組みを

順守すること」 *5が要求されます。

紛争地域およびハイリスク地域産の鉱物についての責任ある

サプライチェーンに対するOECDデューディリジェンス・

ガイダンス*6では、紛争鉱物の供給源と管理の連鎖を記録する

ものとして、リスクベースのデューディリジェンス枠組みを

提示しています。SECで明確に述べられているだけでなく、

ガイダンスで提示されている枠組みは、DRCおよび周辺国の

政府やOECD加盟国で閣議決定されているものです。

OECDの枠組みは以下の要素で構成されています。

•  強固な企業管理体制の構築 ― 企業は、紛争地域、ハイリスク

地域産の鉱物の収集に対する方針を採用し、その方針を

供給者と一般市民に積極的に伝えていくべきです。次に、

企業は、リスク検出メカニズムをもつ管理の連鎖および

トレーサビリティシステムを構築するべきです。最後に、

企業の管理構造はデューディリジェンスの取り組みと

一体化したものでなければなりません。

•  サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価 ― 企業は、

サプライチェーン管理の方針・原理と現状の間に想定される

ギャップを特定するために徹底した分析を行うべきです。

このギャップについては、鉱物サプライチェーン内で想定

される悪影響を評価するべきです。

•  リスクに対処する戦略の策定と実施 ― 企業は、悪影響が

発生した場合に可能な限り効率的に対処するためのリ

スクマネジメント計画を作成するべきです。この計画では、

リスクマネジメントの取り組み結果を監視、追跡して、

担当の上級管理者に措置と結果について報告するように

するべきです。企業は、必要に応じ、経過観察評価も実施

するべきです。

•  独立した第三者によるサプライチェーンの監査の実施 ― 

企業は、独立した第三者に内部デューディリジェンス・

プロセスの監査を定期的に実施してもらうべきです。監査

結果については、独立したメカニズムによる検証を受ける

ことが必要になる場合があります。

•  サプライチェーンのデューディリジェンスに関する報告 ― 

企業は、サプライチェーンのデューディリジェンスの方針と

活動を自社の年次報告書または社会的責任報告書を通して、

または必要に応じ、他の手段を通して公開するべきです。
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紛争鉱物以外への応用：
責任あるサプライチェーン管理の利点
ここで注意しておくべき重要事項は、DRCの鉱山から産出

された鉱物のすべてが不正で搾取的な労働慣行や危険な

労働条件の副産物であるとは限らないということです。

また、多くの採掘場が紛争地域にあるわけではなく、武装

集団とのつながりがあるわけでもありません。それどころか、

D R C と ル ワ ン ダ で は 、材 料 ト レ ー サ ビ リ テ ィ の 試 み を

支援する採掘計画の実施に向けた取り組みがすでに進めら

れていて、これらの鉱山では多くの労働者に対して仕事の

提供と経済的支援が行われています。これらの鉱物自体は

DRCの紛争の原因ではありません。供給源の状況いかんに

かかわらずDRCからのすべての鉱物の購入を禁じるという

企業の調達方針は、紛争のない状況で鉱物と金属を生産し、

経済発展を促進するという誠実な取り組みを台無しにする

ものです。

OECDガイダンスに説明されているようなデューディリ

ジェンス・プロセスの実施は、紛争鉱物に関する供給源と

管理の連鎖の問題を適切に処理する上で役立つとともに、

SECの開示、報告義務を順守する試みを後押しするものです。

OECDの枠組みは、紛争地域由来の鉱物に焦点が当てられて

いますが、同時にサプライチェーンのデューディリジェン

スの基本的要素についても記述しているため、すべての

材料に対する責任あるサプライチェーン管理に幅広く応用

できます。これらの要素は材料およびその起源にかかわらず

適用可能で、企業責任を果たせる強固なサプライチェーン

管理計画の基礎として役立てることができます。このような

計画が導入されている企業は、他の材料を使用する際にも、

将来起こりうる規制要件により確実に対処できるように

なります。

しかし、責任あるサプライチェーン管理は規制順守を達成

するための単なる道具ではありません。実際、サプライ

チェーンの活動に透明性を与え、将来の生産に悪影響を

及ぼす可能性のあるサプライチェーンの問題についてタイ

ムリーで客観的な情報を製造業者にもたらしてくれています。

サプライチェーンの透明化によってサプライチェーンの

非効率性もいち早く確認できるため、製造業者は生産の

柔軟性と採算性を高めるための調整が可能となります。

透明性のあるサプライチェーン管理システムによって、

新製品を市場に出すまでの時間も短縮でき、ますます激しく

なる競争市場で優位に立つことができます。

最後に、前述したように、企業顧客も消費者も取引をしている

企業に大きな期待を寄せています。責任あるサプライチェーン

管理は、もはや選択肢の一つではなく、ほとんどの顧客から

期待される要件の一つとなるでしょう。効果的な責任ある

サプライチェーン管理システムをもつ企業は、これらの期待に

応えるための万全の体制を整え、自社のブランドと評判を差別

化することができます。

結論
世界中の紛争地域やハイリスク地域で産出される特定鉱物の

使用は、人権や労働条件に関心を抱いている規制機関、購買者、

消費者の注目をますます集めるようになっています。すず、

タンタル、タングステン、金の供給源に関する米国での報告

義務は2013年に発効し、対象となる企業は、これらの鉱物の

供給源と管理の連鎖について正確な情報を提供するデュー

ディリジェンス・プロセスを採用しなければなりません。しか

し、これらの要件を順守する取り組みは、サプライチェーン

の透明性を高める責任あるサプライチェーン管理計画の基礎

となり、生産効率の向上や、企業収益、固定顧客の拡大につなが

る可能性があります。

ULは、CSR調達のエキスパートスタッフによって、企業が自

社のサプライチェーンの中で紛争鉱物の可能性のある鉱物

を特定し追跡するという課題の解決に役立つサービスを開

発してきました。紛争鉱物の使用および責任あるサプライ

チェーン管理に対するULのサービスの詳細については、UL 

Japan カスタマーサービスまでEメール（customerservice.jp@

jp.ul.com）でお問い合わせください。
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