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はじめに
経営センサー読者の中で「紛争鉱物」という言

葉を聞いたことがある方はどれだけおられるであ
ろうか？

企業は自社製品に使用するために金銀銅をはじ
めとしてさまざまな鉱物材料を仕入れるが、それ
らの材料をさかのぼっていけば、どこかの国の鉱
山で採掘され、精錬されたものである。もし、そ
の「どこかの国」が内戦などの紛争地域であり、
現地の鉱物資源取引が反政府勢力の資金源になっ
ているとしたら？その企業が購入した鉱物材料も
反政府勢力の非人道的活動につながっているかも
しれないということになる。

こういった反政府勢力等への資金流入を断つに
は、紛争に関わる鉱物資源を買わなければよい。
しかし、自社が仕入れた金属材料が紛争に関わり
のあるものか、ないものかを企業自身がさかの
ぼって調査し、確認できるのであろうか？

この、極めて困難と思える調査と、調査結果の
情報開示を定めた法律が米国で可決されたのであ
る。企業は自社製品に使われている鉱物材料が、
ある地域の反政府武装勢力と無関係であり、紛争
に関わる鉱物ではないこと、すなわち「コンフリ
クト・フリー」であるかどうかを管理しなければ
ならなくなったのである。

世界のサプライチェーンに与える影響の大きさ

米国発「紛争鉱物開示規則」がもたらす
サプライチェーンの新たな試練
—企業が求められる “コンフリクト・フリー” 対応とは？—

Point
❶  紛争鉱物問題とは、コンゴ民主共和国およびその周辺 9 カ国で産出した鉱物資源取引がコンゴ国内

の反政府武装勢力の資金源になっている現状を指す。反政府勢力の資金源を断つためには、同地域
からの鉱物資源購入を止める必要があった。

❷  2010 年 7 月、米国政府が 4 種類の鉱物（スズ、タングステン、タンタル、金）を対象に、上記
10 カ国からのものかどうかの調査を米国証券取引所上場企業に義務付ける法律を可決したこと
で、紛争鉱物問題は企業のリスク管理上の重大なテーマに浮上した。

❸  米国上場企業が対象といっても、サプライチェーンをさかのぼって紛争鉱物調査を実施すれば、
日本企業の多くもそこに関わってくる。これは米国だけの問題ではないのである。

❹  欧州の RoHS 指令や REACH 規則で化学物質リスクが、そして今回米国発の形で紛争鉱物リスク
が企業の CSR 上の重要課題となった。このようなサプライチェーン・リスク管理上の試練は今後
も続く公算が大きい。
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で「欧州の REACH 規則以来」ともいえるこの紛
争鉱物問題。本稿ではこの問題について考えてみ
たい。

　
震源地はコンゴ民主共和国

紛争鉱物問題の震源地はアフリカのコンゴ民主
共和国である。かつてザイールという名称で知ら
れたこの国はモブツ大統領による独裁体制崩壊後、
1997 年 に 国 名 を 現 在 の コ ン ゴ 民 主 共 和 国

（Democratic Republic of the Congo 以下、本稿で
は DRC と略す）に変更したが、ウガンダやルワ
ンダなどの周辺国も関与した内戦状態が長く続い
ており、反政府武装勢力が国内各地で住民虐殺や
女性への性的暴行などを繰り返しているとされて
いる。

DRC の重要な外貨獲得源は金やスズなどの鉱物
資源輸出であるが、国がこのような状態であるか
ら鉱物資源取引も “準無法地帯” に近く、隣国の
ルワンダやウガンダなどを経由した密輸によって
反政府武装勢力が獲得した資金は年間約 1.4 億ド
ル規模に達するともいわれている。

こうして得た資金で武装勢力が新たな武器を購
入し、住民への組織的暴力を繰り返しているとす
れば、まずその資金源を断つべきだ、という声が
高まるのは自然の流れといえよう。

国連は 2009 年に DRC 産の金をはじめとした鉱
物資源の採掘・流通が反政府武装勢力の資金源に
なっているとして制裁措置をとることを採択し
た。これによって紛争や人権侵害の資金源になり
得る鉱物資源を購入すべきではないという国際的
な機運はさらに高まったが、この段階でもまだ紛
争鉱物問題は企業活動に直接影響を与えるような
具体的な規制にはなっていなかった。

「コンフリクト・ミネラル（紛争鉱物）」が企業
活動に直接影響する問題となったのは、2010 年 7
月にオバマ政権下で金融規制改革法案（一般には
法案提出議員の名前をとってドッド・フランク法
とも呼ばれる）が成立し、同法に紛争鉱物に関す

る記述が盛り込まれた時からといえる。
この金融規制改革法、その名称が示す通り、本

来の目的はリーマン・ショックのような金融危機
を教訓として、リスク取引の規制や投資家保護な
どの強化を目的とした法律であるが、その法律の
1502 条に紛争鉱物に関する規定が盛り込まれたこ
とで、初めて紛争鉱物は企業活動に具体的に関わ
る規制となった。

この条項の中では、米国証券取引所に上場して
いる製造業等に対し、紛争鉱物の製品への使用に
関する調査と、その情報開示とが義務付けられ
た。つまり、自社で紛争鉱物を使っているかどう
かを企業自身が調べ、その結果を米国証券取引委
員会に報告する義務が発生したのである。

報告対象物質はスズ、タングステン、タンタ
ル、そして金の 4 つであり、それぞれの頭文字を
とって 3TG と呼ばれている。企業はこの 4 つの
鉱物に関し、図表 1 に示すように DRC およびそ
の周辺 9 カ国から輸出されたものかどうかを調査
し、結果を報告することが定められた（図表 1 参
照）。

この決定によって、紛争鉱物の使用の有無を調

図表 1　 紛争鉱物としての報告義務対象物質と 
対象国（DRC+ 周辺 9 カ国）

出所：各種資料等をもとに筆者作成

報告対象物質（3TG）
●スズ：Tin
●タングステン：Tungsten
●タンタル：Tantalum
●金：Gold
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査し、消費者に情報開示することが企業の CSR
上の新たな課題となったのである。

しかし、なぜ紛争鉱物取引規制が金融機関や証
券会社などに対する規制の中に盛り込まれたので
あろうか？　その背景には先に述べた投資家保護
という要素が関わっている。つまり、あるメー
カーが紛争鉱物を製品に使用していれば、それは
消費者からの購入ボイコット等のリスクを抱える
ことであり、その企業に投資することのリスクに
つながる、という考え方である。企業は自社のリ
スクマネジメントの 1 つとして自社が仕入れる
3TG 物質に関し、それが紛争鉱物かどうかを調査
し、その結果を投資家に開示する必要があるとい
うことになる。

この決定には米国の消費者団体等からの圧力も
影響していると考えられ、金融規制改革法に紛争
鉱物規定が盛り込まれたことは「アフリカ紛争に
関与しない製品選択の機会を消費者に与える」も
のとして歓迎する声もある。

紛争鉱物に関する調査と情報開示内容
では米国証券取引市場に上場した製造業は具体

的にどのような義務を負うのか？　その詳細を見
てみよう。紛争鉱物情報開示に関する細かい規則
は 2012 年の 8 月に金融規制改革法案 1502 条最終
規則として採択されており、それによると、米国
証券取引所に上場している企業は図表 2 にあるよ
うな報告義務を負う。

ここには「Form SD」あるいは「Form SD の
Exhibit としての紛争鉱物報告書」といった、耳慣
れない言葉が並んでいる。Form SD（Specialized 
Disclosure）とは、企業が 3TG 鉱物に関して妥当
な原産国調査を行った結果、DRC およびその周辺
国産ではない、またはスクラップ・リサイクル材
料であると判断した場合、原産国調査の内容と結
果をまとめて SEC にファイルリングするための
報告様式の名称である。

ただ、この時に「DRC およびその周辺国産で
ある」という可能性があれば、企業はデューディ
リジェンス（監査）を実施し、その監査報告書と
共に紛争鉱物報告書を作成し、Form SD に添付す
る必要がある、ということになる。

しかし、依然として企業にとって事態は混沌と
している。そもそも自社で使用している金属材料
のサプライチェーンをさかのぼり、それが DRC
およびその周辺国産でないという原産地調査など、
どうやればよいのか？　その調査結果を誰がどう
やって保証するのか？　もし疑わしい場合は
デューディリジェンスを実施するといっても、厳
密な監査が可能なのか？　疑問は尽きないという
のが実情であろう。

実際、この規則においても「妥当な原産国調査」
の明確な定義はなされておらず、「DRC および周
辺国産か、リサイクル・スクラップかを判断する
ために合理的に設計され、誠実に実行」されなけ
ればならないという抽象的な概念の提示にとど
まっている。

動き出す米国企業、そして日本企業
しかし、紛争鉱物規定を盛り込んだ法律はすでに

成立した。来年 1 月 1 日から米国証券取引所上場
企業は自社の紛争鉱物使用についてサプライチェー
ンをチェックしなければならないのである。

米国証券取引所に上場している日本企業はそれ
ほど多いわけではないし、そのうち製造業となれ
ばさらに数は少なくなる。紛争鉱物に関して SEC
に報告義務を課される日本企業の数自体は多くは

図表 2　紛争鉱物に関する情報開示内容
項目 概要

調査対象期間 初年度は2013年1月1日から同年12月31日まで。以
後、年ごとに調査対象となる。

報告時期 初年度の報告時期は2014年5月31日。以後、毎年5月
末に前年調査結果の報告が必要となる。

開示方法 米国証券取引委員会（SEC）に対するForm SD、およ
びFrom SDのExhibitとして提出する紛争鉱物報告書。

猶予措置

原産国調査の時間的猶予を与えるため、企業には2年間
（小規模企業には4年間）、「DRCおよび周辺国産か
どうか判定不能」という報告を認める。ただし、猶予
期限が過ぎた後に判定不能のままである場合はコンフ
リクト・フリーではないと扱われる。

出所：各種資料、Web情報等をもとに筆者作成
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ないと言ってよい。しかし、報告義務を負う企業
の多くが米国企業であるとしても、彼らのサプラ
イチェーンは完全にグローバルレベルに広がって
おり、日本メーカーの多くもその中に組み込まれ
ている。米国企業が紛争鉱物の有無を確認するた
めにサプライチェーンをさかのぼれば、日本メー
カーが「引っかかる」局面は極めて多いと考えざ
るを得ないのであり、そういう意味では日本企業
の多くが紛争鉱物に関するサプライチェーン調査
の対象になるのは避けられないといえる。

すでに部品や中間材などを作る日本メーカーに
紛争鉱物含有に関する問い合わせが殺到している
とされるが、今後はその動きがさらに広がるのは
確実であろう。欧州の化学物質規制 REACH のと
きと同じような “世界規模での伝言ゲーム” が今
度は紛争鉱物に関して始まるわけである。

 

これに対し、米国企業サイドの対応も急ピッチ
で進んでいる。図表 3 に見るように、今回規制対
象となった紛争鉱物 4 種類の多くは電子部品等に
使われるため、特に先行しているのは米国の電子
業界の CSR 活動ための業界団体およびガイドラ
インである EICC（電子業界行動規範 :Electric 
Industry Code of Conduct）である。EICC は GeSI

図表 3　3TG 鉱物の主な用途
鉱物 主な用途

スズ
集積回路、はんだ、食品・ペットフード等の缶、台所用
品、窓ガラス製造過程、鉄鋼等のメッキ材、キャパシタ
電極、弾薬など

タンタル
コンデンサ等各種電子部品、カーバイド工具、ジェット
エンジン部品、X線フィルム、エアバッグ、インク
ジェットプリンターなど

タングステン
携帯電話バイブレータ、電球フィラメント、集積回路、
X線管、産業用切削工具、ドリル刃、ガスタービン用超
合金など

金
金箔、メッキ材、宝飾品、電子部品用配線材料、歯科
用・衛星用耐食コーティング材、CD反射層、航空機用
解凍液など

出所：JEITA資料その他をもとに筆者作成

図表 4　紛争地域および高リスク地域からの鉱物のサプライチェーンにおけるリスク

・鉱物の採掘、輸送、取引、取扱い、または輸出を通じた、非政府武装集団への直接的もしくは間接的な支援 
・公的な保安隊が、治安の提供以外の目的で駐留するリスク 
・公的または民間の保安隊の契約に関するリスク

・鉱物の採掘、取引、出荷、輸送、および輸出のために政府に対して支払われる税金、手数料、および採掘権料を偽ることを目的とした、
鉱物の原産地を隠匿または偽装するための賄賂のリスク 
・鉱物の原産地、輸送ルート、加工流通過程管理、ならびに鉱物の採掘、取引、取扱い、輸送、輸出の状況等の情報を不正に偽るリスク

・紛争地域および高リスク地域から鉱物の責任あるサプライチェーン（本ガイダンスで推奨される）のためのデュー・ディリジェンスが存在し
ない、もしくは不適切なものとなるリスク

凡例

鉱物生産者
零細・小規模採掘業者（ASM）
大規模採掘業者（LSM）

混載業者（consolidators）および中間業者

鉱物精錬／精製業者

金属取引業者
および
取引所

部品
および

製品製造業者

OEM業者
（受託製造業者）
および小売業者

零細・小規模採掘業者
（ASM）による鉱物

大規模採掘業者（LSM）による
鉱物

零細・小規模採掘業者
（ASM）による鉱物

大規模採掘業者（LSM）による
鉱物

国際収集取引業者（international 
concentrate 
traders）
および
鉱物再加工業者

取引ルートの
途上で非政府
武装集団または
保安隊への
税金支払いや
鉱物の

一部引き渡しが
行われるリスク

輸送ルートの
途上で非政府
武装集団または
保安隊への
税金支払いや
鉱物の

一部引き渡しが
行われるリスク 

秘密裏に隣国に
持ち出された鉱物

非政府武装集団もしくは保安隊による
以下のリスク：
─鉱山の物理的支配
─鉱山における強制労働
─違法な課税または採掘業者からの金銭
　または鉱物の強要
─生産者からの物流または装備機器の
　援助
─著しい人権侵害

　　・強制労働
　　・最悪の形態の児童労働
　　・拷問、残虐、非人間的、品位を
　　 傷つける扱い
　　・性的暴力
　　・著しい国際人道法違反

非政府武装集団もしくは保安隊による
以下のリスク：
─中間業者への違法な課税、恐喝、
　または支配
─中間業者への鉱物の販売
─中間業者への鉱物の輸送 

追加的なリスク：

（鉱物現場または地元市場に存在）

地元の鉱物輸出業者

非政府武装集団もしくは保安隊による
以下のリスク：
─輸出業者への違法な課税、または恐喝
─所有権の保持またはその他の手段を
　用いた輸出業者の支配
─輸出業者への鉱物の販売
─輸出業者への鉱物の輸送 

取引ルートの途上で
非政府武装集団または保安隊へ
の税金支払いや鉱物の

一部引き渡しが行われるリスク 

追加的なリスク：

出所：OECD 紛争地域および 高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス（経済産業省仮訳版）

米国発「紛争鉱物開示規則」がもたらすサプライチェーンの新たな試練



経営センサー　2012.12
2626

（グローバル・e サステナビリティ・イニシアティ
ブ）という活動と共同して 2011 年の 8 月から紛
争鉱物報告用のテンプレート・ツールの提供を開
始した。この EICC の取り組みにはアップルやイ
ンテルといった米国電子業界大手はもちろん、日
本のソニーや東芝といった企業も参加しており、
両社とも自社 HP ではこのツールを活用してサプ
ライチェーンの調査を行う方針であることを発表
している。また、わが国の JEITA（電子情報技術
産業協会）も EICC& GeSI と共同して紛争鉱物コ
ンプライアンスに取り組む方向を打ち出している。

一方、OECD（経済協力開発機構）は、2011 年
に紛争鉱物のデューディリジェンスに関するガイ
ドラインを発行している。これは企業のサプライ
チェーン調査が「こうあるべき」という方針を示
してはいるものの、具体的な手順の詳細にまでは
踏み込んでいないものであるが、それでもこの
OECD のガイドラインに沿いながら、前述の
EICC 提供テンプレート等を活用してサプライ
チェーン内で紛争鉱物情報をやりとりする…これ
が企業にとって「今できること」だというのが現
状といえよう。

このように膨大なサプライチェーン調査を実施
するために多額のコストが必要になるのは当然で
あり、全米製造業者協会の試算によると、紛争鉱
物問題の影響を受ける企業全体の年間負担コスト
は 94 〜 160 億ドルに達するとされている。

ものづくりサプライチェーンの試練は続く？
今回の紛争鉱物規定、報告義務はあっても罰則

はない。にもかかわらず、これほどのコスト負担
を強いられながら企業が紛争鉱物問題に取り組ま
ざるを得ない背景には、その規制の主旨そのもの
よりも消費者サイドからのプレッシャーが大きい
ことが挙げられる。
「コンフリクト・フリーじゃない製品は買わない」

「紛争鉱物問題に取り組まない企業の製品は買わな
い」という圧力が、企業に「わが社はコンフリクト・
フリーの鉱物しか使いません」と宣言させるプレッ

シャーになっているのである。
前述のように、実際には企業が紛争鉱物の調査

結果を SEC に報告するのは 2014 年からであり、
現在の段階では企業の取り組み状況評価といって
も “非公式” なものであるが、消費者団体や NGO
などは独自の評価に基づいて企業の取り組みを採
点し、その優劣をネットで公表している。こうい
うランキングが公表されれば、評価基準の妥当性
などが厳密に問われることのないまま公表結果は
一人歩きを始め、企業にとって大きなプレッ
シャーになると言わざるを得ない。

図表 5 は米国のある民間団体が公表した、紛争
鉱物問題の取り組み状況に関する主要エレクトロ
ニクス企業 24 社を評価したランキングの上位 4
社である。このランキングには日本企業も含まれ
ているが上位には顔を出しておらず、パナソニッ
クがやっと 13 位に、さらにソニー 17 位、東芝 18
位と中位ランクに続いており、「ほとんど何もして
いない」とされる下位グループ 5 社中 4 社に日本
企業名が挙がっている。この団体の評価の妥当性
に疑問があろうがなかろうが、こういった動きが
企業に対して、紛争鉱物問題に取り組ませる大き
な圧力になることは確かであろう。

それにしても、こういった一連の紛争鉱物問
題。「誰も反対できない法の主旨」「複雑な情報提
供システム」「明確な定義がなく、企業の取り組み

図表 5　 Raise HOPE for Congo が発表した 
紛争鉱物取り組みランキング上位 4 社

出所： Raise HOPE for Congサイトhttp://www.raisehopeforcongo.org/
content/conflict-minerals-company-rankings
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に責任を預けたかのような検証内容」そして「世
界規模での伝言ゲーム」といった要素を考えると、
文中でも何度か言及したように、筆者にはこの状
況がかつて EU が REACH 規則を導入した時の混
乱とそっくりに思えるのである。

今回調査対象となった 3TG 物質、DRC および
周辺 9 カ国の合計産出量が世界全体に占めるシェ
アは最大のタンタルでも 17.2％、金やタングステ
ンでは 1％以下というのだから、実際には「紛争
鉱物である金やタングステンを使う確率」は非常
に低い。ただ、今回の紛争鉱物規定が厄介なのは、
対象鉱物は「国務長官の決定によって増やすこと
ができる」という拡大余地が残されていることで
ある。

DRC はコバルト鉱石の産出量で世界最大であ
り、DRC1 カ国だけでその産出量シェアは世界の
51.1％（Mineral Commodity Summaries 2010 年デー
タ）、“対象周辺国” であるザンビアも合わせると
65％を超える。もし将来、紛争鉱物報告対象物質

にコバルトが追加されれば、その時は「自社で使っ
ているコバルトがコンフリクト・フリーである確
率」は非常に低くなり、コンフリクト・フリーな
コバルトの争奪戦が起きるのは避けられない。

このように報告対象物質が将来増える可能性が
あるというところも、規制対象物質の数が増え続
ける欧州 REACH 規則を連想させるものがある。
つまり「変容し続ける規制」ということであり、
それに対応しなければならない企業のリスク管理
担当者にすれば「化学物質の次は紛争鉱物か」と
言いたくなる状況であろう。

しかし、紛争鉱物以外にも違法伐採によらない
木材調達など、企業はさまざまな「正しい調達行
為」を迫られているのが現実なのである。化学物
質リスク、紛争鉱物リスク、違法伐採リスク等々、
企業がサプライチェーンのリスクを管理する上で
のハードルは増え続けており、消費者サイドのプ
レッシャーも高まっている。ものづくり企業のサ
プライチェーン管理の試練はこれからも続くと考
えざるを得ないのである。

米国発「紛争鉱物開示規則」がもたらすサプライチェーンの新たな試練


